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IAIS について 

保険監督者国際機構（IAIS）は、約 140 か国の 200 を超える管轄区域からの保険監督者お

よび規制者である任意の会員からなる組織である。IAIS の使命は、保険契約者の利益と保

護のために、公正、安全かつ安定した保険市場を発展させかつ維持すべく、効果的でグロー

バルに整合的な保険業界の監督を促進すること、および、グローバルな金融安定に貢献する

ことである。 
 
IAIS は 1994 年に設立され、保険セクターの監督のための原則、基準および他の支援する

資料の策定、ならびに、それらの実施を支援する責任を有する国際的な基準設定主体であ

る。また、IAIS はメンバーに対して、保険監督および保険市場に関するメンバーの経験お

よび見解を共有するための議論の場を提供する。メンバーの積極的な参加に加え、IAIS は、

国際機関、専門家団体、保険会社および再保険会社、ならびにコンサルタントおよび他の

専門家を代表するオブザーバーから提供される､IAIS の選択された活動への助言により利

益を得ている。 
 
IAIS は、他の国際的な金融政策立案者および監督者または規制者の協会と自身の取組みを

調整しており、また、世界的な金融システムの形成を支援している。特に、IAIS は、金融

安定理事会（FSB）のメンバーであり、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）および証券監督

者国際機構（IOSCO）と共にジョイントフォーラムの創設メンバーかつ共同母体であり、

国際会計基準審議会（IASB）の基準諮問会議のメンバーであり、ならびに、保険へのアク

セスに関するイニシアティブ（A2ii）のパートナーである。また、その結集された専門知

識が認められ、IAIS は、G20 のリーダーおよび他の国際的な基準設定主体から、保険の論

点のみならずグローバルな金融セクターの規制および監督に関する論点について、定期的

にインプットを求められている。 

 

本文書について-注意深く読まれること 

本適用文書の目的は、監督カレッジプロセスのあらゆる段階を通じたベスト・プラクティ

スおよび事例を提示することである。適用文書は、時間をかけて実務を収れんさせ、共通

の見解を形成することに役立ちうる。 

本適用文書の目的は、基準を設定すること、それらの基準について拘束力のある指針を提

供すること、あるいは基準の解釈を提供することではない。適用文書は、市場についての

異なる基準を設定することまたは市場において行われていない実務を説明することはな

い。 

「～するべきである（should）」、「～しなければならない（shall）」等の言葉遣いが用いら

れる場合は―主に言語上の理由によるものだが―公式なガイダンスを設定するもの、あるい

は期待を述べるものと理解されるべきではない。 

Annex は、具体例を示すことのみを目的としており、これが公式なガイダンスや期待を設

定するものと解釈されてはならない。それらは実在する例であり、市場に実際に存在する

実務を反映する。 
本文書は、IAIS のメンバーおよびオブザーバーとの協議により、監督協力小委員会により作成
された。 

本出版物の著作権は、生命保険協会（以下、当会）が有しており、保険監督者国際機構（以下、
IAIS）の公式な翻訳文書ではない。 

無断転載禁止。出典表示を条件に、概要の引用について、複製または翻訳を許可する。 

なお、本仮訳を利用することにより発生するいかなる損害やトラブル等に関して、当会は一切の
責任を負わないものとする。 

原文は、IAIS のウェブサイト(www.iaisweb.org)上で入手可能である。 
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１. はじめに 

１. 本適用文書は、監督カレッジプロセスのあらゆる段階を通じたベスト・プラクティス

および事例を提示することを目的としている。これは、原則および基準の実務的な適用の

ための監督マテリアルによってカバーされる領域、もしくは原則または基準の解釈および

実行が一部の監督者に課題となる場合に係る、実際の例またはケース・スタディーを含む、

追加的な検討／情報／資料を含む。 
 
２. 前のパラグラフで述べられたように、本適用文書は、基準を設定すること、それらの

基準について拘束力のある指針を提供すること、あるいは基準の解釈を提供することはし

ていない。本文書は、ベスト・プラクティスおよび事例を示す場合の基準に言及する。上

記に照らし、「～するべきである（should）」「～しなければならない（shall）」等の言葉遣

いは、公式なガイダンスを設定するもの、あるいは期待を述べるものとみなされてはなら

ない。さらには、Annex は、具体例を示すことのみを目的としており、これが公式なガイ

ダンスや期待を設定するものと解釈されてはならない。本文書は、(1) 監督者が監督カレッ

ジにおける経験または監督カレッジに関する経験を説明することを通じて相互に学習する

ことを後押しすること、(2) グローバルな監督カレッジの参加者の共通の理解を促進するこ

とに役立つ好取組や好事例を示すこと、の２つの方法を通じて付加価値を提供することを

目的とする。 
 
 1.1 背景 
３. 監督協力小委員会および保険グループ小委員会における議論によって、監督者が監督

カレッジの活動および監督当局としての監督カレッジにおける各監督者の役割について

様々に異なる見方をしていることが明らかになった。実効的な監督カレッジは、そうした

相違を認識し、様々な見方を考慮しつつ協調する最適な形を実現しようとする。監督カレ

ッジの共通の見解の形成を促進するという課題に加え、適用文書1により他の理由が特定さ

れ、実際の監督カレッジ業務が説明されている。本文書は、情報交換および覚書（MoUs）
の利用を含み、またこれに限られることなく、多くの点について議論している。 
 
４. 2012 年に行われた IAIS の特定のテーマについての自己評価およびピア・レビューで

は、ハイレベルな、監督協力および情報交換に関する提案として、本店所在地および受入

地の監督者がより活発かつ適時にグループ内の他の事業体の監督者に対して情報を提供し、

グループ監督者（GWS）がグループ内の監督者間における協調および情報交換の効率につ

いて定期的なレビューを実施するべきであると結論付けている。 
 
５. 加えて、IAIS におけるさらなる議論の結果、関係者が利用できる監督カレッジ向けの

覚書（MoU）／多国間覚書（MMoU）のモデルを開発すべきということが考えられた。本

文書の Annex A および Annex B として、現在使用されている監督カレッジ向けの多国間覚

書（MMoU）の例が２つ示されている。 
 
６. 実際には、多くのカレッジ参加者は、IAIS の協力および情報交換に関する MMoU の

署名者でもあるが、全員がそうであることはめったにない。ICP 25 により、特定の監督カ

                                                  
1 FSB による 2014 年４月７日の文書「監督の強度および実効性」はガイダンスを監督カレッジに対して発表すること

の重要性を強調している（12 ページ）。 
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レッジ内での情報交換を目的として、個々の監督カレッジ協定に参加することが推奨され

ている。しかしながら、監督協力小委員会により 2013 年に行われた調査は、IAIS の MMoU
およびそれらの個々の監督カレッジ協定が互いにどう関連しているのか、またカレッジメ

ンバーおよび／または参加者がいずれのルールに従うことになるのかについて不確かな点

が広く存在することが明らかになった。例えば、IAIS の MMoU の第３条(6)およびおそら

く全てではないにせよ多くの監督カレッジ協定は「この MMoU は他のいずれの多国間また

は二国間合意における規定に影響を与えるものではない」と規定している。本文書はこう

したことの明確化を試みる。 
 
７. この取組は、監督者フォーラム（SF）における情報および議論によって完了した。2013
年に SF は業界代表者と、監督カレッジプロセスにおける準備、活動およびフォローアップ

に際して生じる疑問および問題について議論した。このような形で、SF における議論の成

果は本文書策定に大きく貢献した。 
 
８. 本文書は、今日までのベスト・プラクティスを盛り込んでいる。ベスト・プラクティ

スがより良いものに発展すれば、将来、それらも本文書にも盛り込んでいく必要がある。

事例としては、共同での立入検査、あるいは IT ツールの利用やグループのリスク評価プロ

セスのさらなる開発を盛り込んでいる。 
 
 1.2 監督カレッジの目的 
９. IAIS の用語集によれば、監督カレッジは、保険グループに属する事業体に対する監督

の実効性を推進、すなわち、グループ全体としての監督を推進するとともに、当該保険グ

ループ内の法人に対する監督を改善するという基本目的のために設立される、参加する監

督者間の協力および対話のためのフォーラムである。監督カレッジは、カレッジメンバー

間において主要な監督上のメッセージを連携するための基盤を提供し、監督下にある保険

グループが抱えるリスクについての共通の理解を深め、また、単独会社レベルおよびグル

ープレベルにおける協調した取組・行動によって、リスクや脆弱性に対処するための共通

の課題を推進する。 
 
10. 監督カレッジに対する国際基準および指針は、IAIS の基本原則、基準および指針に明

記されている。事情によっては、国際的に活動する保険グループ（IAIGs）またはグローバ

ルなシステム上重要な保険会社（G-SIIs）に対する追加的要件が関係する、または関係す

ることになる可能性がある。 
 
11. しかし、監督カレッジに参加する保険規制当局の法的権限および責任については、既

存の法的規制枠組みに準拠するため、監督カレッジはこれらに影響を与えない。 
 
 1.3 監督カレッジの意識すべきポイント 
12. 上述の協力および対話のためのフォーラムにおいて、監督カレッジの目的は二重にな

っていると言うことができる。監督者は、監督上の問題における協力および対話のために

監督カレッジを利用するが、同時に、時間の経過と共により共通の見解および理解をも形

成することになるだろう。監督者は、監督カレッジが自身の任務を後押しする監督上のツ

ールであることを意識すべきである。監督カレッジは、その活動において実効的かつ効率
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的であると同時に扱いやすくなくてはならず、それがひいては業務の重複のおそれを減ら

し、また監督当局および保険会社に対しても不必要な追加的な負荷を生じさせないことに

つながる。カレッジイベントへのグループ経営陣の関与およびその出席、ならびに意見交

換は、この点において、ますます前向きな展開として見受けられるようになっている。 
 
 1.4 監督カレッジおよび学習プロセス 
13. 監督カレッジでは、他者の実務を学び、またそれに基づき自らの実務を改善するため

の機会が提供される。特に、監督者が異なるセクターの実務から学ぶことができることか

ら、セクター横断的な監督カレッジではさらに大きな恩恵を得ることがある。追加的な恩

恵は、例えば、監督カレッジの一部として、あるいは監督カレッジと同時に研修が行われ

る場合に得られる。 
 
２. 用語解説 
14. 適用文書は、IAIS の原則、基準および指針によって既に定義された用語の定義を変更

または拡大することはできない。そのため、以下の定義は、本文書における用語の用法で

ある。それらは本文書の文脈を越えて適用することをねらいとするものではない。利用可

能な場合、関連する原則、基準、および指針が参照される。頻繁に用いられる用語は以下

である： 
 
用語 出典 解説 
カレッジイベント  調整、協力および情報交換のための常設のフォーラ

ムとしての「監督カレッジ」に対して、カレッジイ

ベントは面談での会議、電話会議に関するものであ

り、監督カレッジの関係での２国間の会議や電話を

含む。 
カレッジメンバー  監督カレッジ協定に基づき監督カレッジのメンバ

ーである当局。 
カレッジ参加者 ICP 25.4.8 ICP は、金融コングロマリットの場合における他セ

クターの参加者など、監督カレッジの役に立つかも

しれないその他の関連する参加者について述べて

いる。このことから、カレッジ参加者は、金融監督

における役割を有する可能性があるものの、必ずし

も保険グループ監督の業務に関与するとは限らな

いことが明らかである。カレッジ参加者は、適切と

みなされる場合に、監督カレッジ協定に署名するか

もしれない。 
「カレッジ参加者」および「カレッジメンバー」と

いう単語が国内法制において異なる意味を持つか

もしれず、特定の権利および義務を伴うかもしれな

いことに留意すべきである。 
監督カレッジ協定／調

整協定／協力協定／委

託条件書 

 通常 MMoU の形をとる、監督カレッジ内の協力お

よび調整のためのルールおよび手続きを定める枠

組み。本文書ではこれらの用語は互換的に用いられ
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る。 
ある監督者から他の監督者への強制力のある義務

を生じさせないという点で、MoU/MMoU と同様

に、法的拘束力を持たない。しかし、管轄区域はこ

うした協定を交わす義務を負うことがある。 
監督カレッジに対する調整／協力協定は、一般的な

IAIS の MMoU とは切り離されている。 
グループ全体の監督者

（GWS） 
ICP 23、ICP 25 この用語は、「本店所在地の監督者」「主席監督者」

といった用語に代え、GWS に認定される可能性が

あり、監督カレッジの機能を調整する追加的な業務

を課される可能性がある監督当局を示すために用

いられる。ICPs は監督当局を GWS であると認定

する方法を示している。ICPs では、GWS の役割は、

関連する規準を適用した結果として自動的に割り

当てられるものではなく、関与する監督者による合

意が求められていると解されている。 
関与する監督者 ICP 25 関与する監督者は、グループの一部である事業体の

監督を担当するすべての当局である可能性がある。

ICPs によれば、これらは監督カレッジを立ち上げ、

調整協定に加盟する可能性のある監督者である。 
覚書／多国間覚書 
（MoU/MMoU） 

IAIS 用語集 一般的な用語法では、MoU には、共通の立場が明

らかされ、法律もしくは規制あるいは国際条約より

は下のレベルで趣意が記述されている。 
 
監督コミュニティ内部で、MoU は多くの目的のた

めに用いられ、金融監督者間、またはそれらと他の

当局、規制者、および政策決定者間の MoU が存在

する。それら全てには、共通の理解が明示的に定め

られており、法的には拘束力がないものの、特定の

領域において協力することが意図されている。ある

監督者から他の監督者に対して法的に強制力はな

いが、監督者間で合意された責任の基本事項が定め

られている。 
 
IAIS の用語集は MoU を以下のように定義する： 
厳密な守秘義務制度の遵守を含む、監督者間の正式

な合意。こうした合意において当事者は、それぞれ

の管轄区域の法律、規制および要件の下で認められ

るか、もしくは禁じられない範囲においてのみ、各

監督者が当該合意の下で情報を提供することが許

されることを認識している。 
 
厳密な守秘義務体制が実際に確立されているかを
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確認するために、MoU が実際に上記に沿って締結

されたかどうかにつき、各事例ごとに判断される必

要がある。 
 
２国間合意は MoU と呼ばれ、３ヶ国またはそれ以

上の当事者間の合意は多国間 MoU(MMoU)と呼ば

れる。 
非規制事業体 IAIS 用語集 純粋持株会社（NOHCs）またはいかなる形であっ

ても直接的な健全性監督を受けない事業体（非規制

事業体または NROEs）。 
職務上の機密  監督当局、または、監督当局に勤めているもしくは

勤めていた個人に対して課される、守秘義務に関す

る法律およびそれらの違反に対する罰則を遵守す

るための義務。 
関係する事業体  ICP 23.2 は、保険グループの監督を目的として事業

体の関連性を決定する規準を定める。 
厳密な守秘義務制度  ICPs によると、これは MoU 締結の前提条件であ

る。 
MoU に署名することにより、監督者は、法律によ

りその管轄区域に適用される機密および守秘義務

の制約を受けることを確認する。 
厳密な守秘義務制度は、それぞれのカレッジメンバ

ーの守秘義務制度で定められているように、情報を

提供する当局の別段の合意がない限りは、監督カレ

ッジ内で受け取ったすべての非公開の情報を機密

として扱われなければならないことを意味する。 
サブグループ・カレッジ IAIS 用語集 保険グループのサブグループ・レベルで設立された

監督カレッジ。 
監督カレッジ IAIS 用語集 グループ内のリスクの完全な理解を得ること、なら

びに、グループ全体ベースでのグループ全体の監督

および保険グループ内の事業体の法人監督の向上

を促進することという基本的目的のために設立さ

れる、関与する監督者間の協力および伝達のための

場。 
 
３. 監督カレッジの設立 

15. 保険グループまたはサブグループの監督のための監督カレッジの設立は、連続的なプ

ロセスを経る。必要なステップは、本文書の構成に反映されており、以下のとおりに分け

られている。すなわち、監督カレッジの設立（セクション３）、監督カレッジの手続きおよ

び手段（セクション４）、そしてさらに、特に重要な手段として、監督カレッジの会合（セ

クション５）である。 
 
 3.1 監督カレッジの最初の立ち上げ 
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16. 監督カレッジが最初に検討される際、以下のステップがとられる。まず、ある監督当

局が、自身が保険グループのグループ全体の監督者になるだろうという仮説を受け入れる

（セクション 3.3）。そして、保険グループの範囲の中にあると考えられる事業体を特定す

る（セクション 3.4）。次に、監督活動に適用されうる関連する枠組みを特定する（セクシ

ョン 3.6）。管轄区域の法律および規制を越えて適用される枠組みは、ICP かもしれず、場

合によっては、国際的に活動する保険グループ（IAIGs）のための共通の枠組み（略して

ComFrame として知られる）かもしれず、また、追加的な手続きおよび要件のきっかけと

なる保険会社のシステミックな重要性の評価のための手続きかもしれない。続いて監督カ

レッジ設置の基本活動として行われるのは、より厳密な意味での監督カレッジの開始に向

けた連絡を関与すべきすべての監督者が受ける前に行われる、適切な監督カレッジの構造

設計（セクション 3.11）である。 
 
 3.2 意思決定権限？ 
17. 「監督カレッジは意思決定機関としての法的権限または拘束力を持たない」（ICP 
25.6.3）。これは、監督カレッジそれ自体は、グループまたは事業体に要件を課したり、あ

るいはグループまたは事業体に対して法的影響の発生を意図して措置をとったりしてはな

らないことを意味する（次パラグラフも参照）。ただし、監督カレッジは自らの組織および

共通の監督活動に関しては決定を行ってもよい。 
 
18. 保険監督の分野においては、カレッジメンバーは、自らの監督の下にて行われた保険

引受に対する監督行為として検討中の判断を含む監督活動を、互いに通知し、調整しうる。

しかし、監督上の決定は引き続きそれぞれの関与する監督者の責任であり、依然として各

国の能力および権限に左右される。 
 
19. カレッジメンバーは必要とされる場合に監督カレッジの実務および組織を整備するこ

とができる。一般に、監督者コミュニティの中で知られている監督カレッジは、多国間覚

書の形の拘束力のない合意によってこうしたことを実現している（セクション 4.3 参照）。

この組織的枠組みの中で、監督者は以下の決定を行うことができる： 
 
 ある監督者をカレッジメンバーとして承認すること 
 ある監督者を、メンバー資格または監督カレッジへの参加資格の終了に係る監督カレ

ッジ協定に定められた基準に基づいて監督カレッジから除名すること 
 監督カレッジの組織および業務に関連してあらゆる種類の決定（例えば、監督カレッ

ジの構造およびサブ構造の設置または変更、事業計画など）を行うこと 
 情報交換を律する手続に関すること 
 個々のカレッジメンバーの監督活動を調整する活動計画に関する合意。 
 
 3.3 グループ全体の監督者の役割および特定 
20. ICP 25：25.3.1 は、「グループ全体の監督者（GWS）は、効果的かつ効率的なグルー

プ全体の監督の確保について最終的な責任を負っており、そのため自己の監督範囲内にな

い事業体の監督に責任を有する監督者の情報および協力を必要としている。グループ全体

の監督者は、リスクを見直し、評価するにあたって、またグループ単位のソルベンシーを

評価するに際して不可欠な情報を調整・周知すべきである」としている。 
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21. GWS は監督カレッジの多くにおいて一般的である。あらゆる組織上の業務が GWS に

割り当てられていること、また、GWS がグループについての問題に関してグループまたは

（例えば、監査役等としての）第三者機関との接点としても作用することから、GWS を指

定することの利点は明らかである。 
 
22. ICP 25.3.2 は、「経験を通じ、ある特定のグループに対するグループ全体の監督者の役

割を誰が担うべきかが通常明らかであることが分かっている」としている。規準は ICP 
25.3.4 および 25.3.5 に定められている。 
 
23. IAIGs に対しては、ComFrame ドラフトの細目 M1E4-1-1-1 は、通常は IAIG の本店

の監督を行う法令上の責任を負う監督者がグループ全体の監督者になるとしている。グル

ープ全体の監督者の特定に関係する要素には、以下のような所在地が含まれる： 
 
 IAIG のトップが基盤を有する 
 IAIG の保険事業が実際に指揮されている 
 IAIG のバランスシート上で最大の部分が置かれている、または、 
 IAIG の主たる事業活動が展開されている。 
 
24. グループ全体の監督者の役割に関する法的枠組みは、時に管轄区域によって大きく異

なる。そのため、監督カレッジにおけるグループ全体の監督者の役割は、関与する管轄区

域に左右され、カレッジメンバーからの期待に応えるために最初に明確に示されるべきで

ある。例えば、米国では、GWS は関与する監督者の調整役であり、同業の保険規制当局の

中での主席の協力者であると考えられているが、これは GWS に対して、規制事業体に関す

る法的責任を委任することを意味するものではない。 
関与する監督者は、その他の枠組みによって GWS の設置が要求されるかもしれないことを

理解しているべきである。（例えばソルベンシーII 指針の第 247 条を参照）。こうした他の

枠組みが適用可能な場合は、GWS を指定する統一の決定がなされるべきである。 
 
 3.4 関連する事業体の特定 
25. 監督カレッジの設置に向けた次なるステップは、保険グループやその中の事業体およ

びその事業について、単体またはグループレベルで概観を得ることである。実際には、GWS
のために、関与する監督者および当該グループの助けにより、グループ、事業体およびそ

の活動の包括的な概観を得るために必要な情報が集められる。GWS によって最初に行われ

るマッピングにてグループ内の全事業体が捕捉されているのが好取組である。グループ内

のすべての関係する事業体をマッピングする最初の分析には、グループから提供された正

確性および情報次第では、相当な時間およびリソースが必要となるかもしれない。保険グ

ループのマッピングの例は Annex I として添付されている。 
 
 3.5 異なる期待 
26. こうした状況の下でいずれの事業体が対象となるかを決定するプロセスにおいては、

率直かつオープンな議論および対話が求められる。関与する監督者が与り知らない間に決
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定されてはならない。特に、関与する監督者は期待していることを議論に持ち込むべきで

ある。 
 
27. 関与する監督者は、支店および子会社について異なる立場をとる可能性がある。破綻

の場合、グループ全体の財務状況に対して当該事業体が与える影響は非常に限定される一

方で、同時に受入管轄区域の、経済全体ではないにせよ、保険市場または金融市場に対し

ては非常に深刻な悪影響をもたらす可能性がある。このため、監督カレッジの適切なメン

バー規準の決定に際しては、個々の管轄区域内でのグループの相対的重要性を考慮に入れ

ることができる。 
 
 3.6 関連する監督カレッジの監督上の重要事項の特定 
28. ひとたび関係する事業体が特定されれば、監督されるグループが IAIG または、さら

に G-SIIs の規準をも満たすかどうかについて、相当に早い段階において、監督カレッジが

理解していることが重要である。その答えによっては、ComFrame 要件または G-SIIs に対

する要件が関係する、または関係するようになるかもしれない。これらの要件はしばしば、

ICPs および関連する基準ならびに指針によって必要とされるものを超えている。 
 
基準 
M3E2-1 

グループ全体の監督者は、IAIG の構造およびビジネスモデルを反映でき

る形で監督カレッジを設立する。 
パラメータ 
M3E2-1-2 

グループ全体の監督者は、監督カレッジを管理する責任を負う。 

ガイドライン 
M3E2-1-2-1 

監督カレッジがまだ存在しない場合、IAIG が特定された後、適時に監督

カレッジが形成され、その初回の会合が開催されるべきである。 
ガイドライン 
M3E2-1-2-2 

最初の監督カレッジの会議では、以下を行うべきである。 
・グループ全体の監督者の指名に係る確認。 
・グループ全体の監督の範囲の説明。該当する場合は、グループ監督者か

らある事業体をグループ全体の監督対象から除外することを決定した

理由の説明を含む。 
・監督カレッジの構造を決定し、関与する監督者の間で情報を交換する方

法を決定するために提案された協力の取り決めに係る議論。 
パラメータ 
M3E2-1-3 

グループ全体の監督者は、他の関与する監督者と協力して、監督カレッジ

に参加する者を決定する。 
パラメータ 
M3E2-1-4 

グループ全体の監督者は、少なくとも毎年、監督カレッジの会合を開催す

る。 
パラメータ 
M3E2-1-5 

グループ全体の監督者および他の関与する監督者の役割が監督カレッジ

の中で合意されている。 
 
 3.7 関連する事業体の特定に際して必要な情報 
29. 関係する事業体を決定する目的で、ICP 23 および関連する基準および指針に規定され

ている規準が考慮に入れられるべきである。 
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30. 実際には、どこにリスクがあるか、どのような支払いが生じるか（グループ内取引）、

あるいはどこで、およびなぜ、成長が生じているかを含む、関係する情報を収集・分析し、

理解するために、時間およびリソースが必要だろう。 
 
31. グループ内で関係する事業体を決定するために必要な最初の情報は、多くの場合、当

該グループから提供される。 
 
 3.8 正確性および完全性の定期的な確認 
32. グループ構造は頻繁に変化する可能性があるため、GWS は定期的に更新を確認し、

関与する監督者に常に情報が提供されているようにすることが望ましい。この情報は、例

えば、定期的な監督カレッジの会合の準備のために送付される資料の一部として広められ

ることができ、あるいは、IT ツールにより利用可能にされ、必要な場合には更新されるこ

とができる。 
 
33. 全ての関係する子会社および支店はグループ構造の中に包括されるべきである。不確

実な場合には、事業体が関係するとみなされるべきかを決定するために、GWS は定期的に

現地の監督当局と共同で取り組むべきである。 
 
34. 逆に、ひとたび監督者がグループ構造の来る変化を認識した際には、彼らは GWS に

通知／確認を行うべきである。 
 
 3.9 監督カレッジへの関与 
35. 監督者の、監督カレッジへの参加の程度および水準は、いくつもの形をとりうる。こ

の文脈においてよく用いられる用語は、関与する監督者、カレッジメンバーおよびカレッ

ジ参加者である。監督業務を実際に任されているスタッフは、ICP 3 に沿った情報交換に関

する要件に従うこととなる。これらの用語のすべては、監督カレッジへの異なる水準の関

与を表し、異なる意味を持ち、関係する監督カレッジ協定に設定された特定の任務および

責任を伴うかもしれない。グループが非保険事業体を含む場合、監督カレッジは監督カレ

ッジ協定に従って、金融監督において役割を果たすが保険グループ監督の任務に関与する

とは限らない他のセクターの主体および当局を招くことが有益であるかを決定しうる。 
 
 3.10 監督カレッジの構造へのアプローチ 
36. 保険グループ内の事業体の最初のマッピングの目的は主に、監督カレッジの業務に関

与すべき監督者（関与する監督者）ならびに他の関係する主体および当局を特定すること

である。 
 
37. ひとたび関与する監督者について明らかになれば、カレッジメンバーは管理可能性お

よび効率性を考慮しつつ監督カレッジの構造を決定する必要があるだろう。監督カレッジ

がどのように構成されうるかについて、以下に表されるように多くの選択肢がある。ひと

たび監督カレッジの構造が決定されれば、監督カレッジ協定はこうした取り決めを反映す

る必要があるだろう。監督カレッジが階層的に構築されている場合は、異なる監督者がど

のように相関するかに焦点が置かれるべきである。 
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38. グループ構造と一貫性のない監督カレッジ構造は実効的ではない可能性がある。例え

ば、グループが地域レベルでグループの事業体を管理していない場所で、地域レベルのサ

ブ監督カレッジを設置することである。こうしたアプローチは、監督カレッジプロセスに

とって付加価値のない余分な上乗せをつくり出す可能性がある。 
 
  3.10.1 包括的アプローチ 
39. 包括的アプローチは、原則として、監督カレッジへの参加または情報へのアクセスに

関して、GWS および他のカレッジメンバーに何の違いもないことを意味する。それは、監

督カレッジ自体がサブ主体またはサブ監督カレッジを形成しないということである。 
 
40. しかしながら、それは、全ての監督者が必ず監督カレッジの会合または電話会議に参

加しなければならないということではない。組織と会合の実施は別の問題である（以下を

参照：セクション 5.4）。 
 
41. 同様に、会合は、分科会または専門的チームの活用など、様々な形式をとりうる。つ

まり、会合を目的としたこうした手段の活用は、監督カレッジの構造に影響を与えるもの

ではない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.10.2 階層的構造 
42. しばしば、監督カレッジの様々なニーズを満たすために階層的構造が用いられる。例

えば、「グローバル監督カレッジ」ならびに「欧州監督カレッジ」、「米国監督カレッジ」ま

たは「アジア監督カレッジ」が創設される場合である。地域監督カレッジ（以下の 3.11.3）
または中核的監督カレッジ（以下の 3.11.4）はカレッジの階層的構造の一部である。異なる

メンバー組織は、異なるニーズおよび利益を有するかもしれないことは認識されるべきで

ある。一方で、その創設には多くの面でより労力のかかるものとなっている： 
 
 情報の流れは、各メンバー構成および GWS から／GWS への流れに応じて取り決めら

れる必要がある。 
 作業計画および会合の議題は、正確に連動させるために調整される必要がある。また、

 監督カレッジ協定ではこれらの要素が考慮される必要がある。各メンバー構造に関す

るあらゆる規準は伝達されなければならない。 
リスト 1：階層的構造の監督カレッジの課題 
 

監督カレッジ 1（包括的アプローチ）

米国 1

米国 2

米国 3

米国 4

EU1 

EU2 

EU3 

EU4 

アジア 1

アジア 2

アジア 3

アジア 4
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43. これらのすべての要件を満たすために、GWS は監督カレッジのあらゆるメンバー組

織に参加することを望むかもしれない。これは必ずしも、GWS の代表者が様々なサブ主体

のあらゆる会合および電話会議の議長を務めなければならないということではない。 
 
44. この階層的監督カレッジにおいて、EU3 に関するグループ事業の性質、規模および複

雑性が、グループ全体の観点から特段の意義を持たないため、EU3 はグローバル監督カレ

ッジの一部ではないということとする。しかしながら、グループが EU に本社を置く場合、

EU 指令の要件に違反するため、EU3 と EU4 は除外されるべきではないといったように、

各階層構造に関して管轄区域からの特定の要件が課されうることが監督カレッジによって

考慮されるべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. 異なるメンバー組織間の対話は、GWS があらゆる進捗を認識し、それに応じて活動

を調整することができるように、常に GWS を通すべきである。 
 
  3.10.3 地域監督カレッジ 
46. カレッジメンバーが、受入地の監督者として、地域のサブ監督カレッジを組織する任

務を課される場合、または自主的にそれを組織する場合、カレッジメンバーは受入地の監

督者の責任が何であるかを議論する。監督カレッジ協定はそれらの責任を明確な言葉で規

定する必要がある。例えば、受入地の監督者が地域のサブ監督カレッジの会合を組織する

という事実は、必ずしも、その監督者がその地域に関する GWS の任務および責任を引き受

けることができることを意味しない。 
 
  3.10.4 中核的監督カレッジ 
47. 一部の GWS は、グループの事業に対して最も重要な監督カレッジのメンバー（例え

ば、グループ内の最大の保険会社が拠点を置き、保険料を受領し、そして、組織における

主要な企業の意思決定者が位置する管轄区域）のみを含む中核的監督カレッジを管理する。

中核的監督カレッジとして誰を考えるかという決定が最終的には GWS によりなされるで

あろう一方で、あらゆる既存の規準または閾値および決定の理由は、中核的監督カレッジ

への包括に関心を示した監督者に対して明確に伝達されなければならない。 

 

48. 監督カレッジは、中核的監督カレッジにおいて議論される議題を通知されるべきであ

る。GWS は、階層的構造に対処する際には、全般的な課題が考慮に入れられるよう配慮す

る必要があるだろう（リスト１を参照：階層的構造の監督カレッジの課題）。 
 

監督カレッジ 1（階層的構造）

EU1 
EU2 

EU3 
EU4 

EU 監督カレッジ グローバル監督カレッジ 

米国 1
米国 2

米国 3
米国 4

アジア 1
アジア 2

アジア 3
アジア 4

EU1 
EU2 
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  3.10.5 コングロマリットおよび CMGs 
49. 本文書は保険グループの監督のための監督者カレッジに適用可能なベスト・プラクテ

ィスを示すのみである。他の金融セクターの金融機関の監督者、省庁、または中央銀行の

ような他の主体または当局もまた、適切な場合には、カレッジ参加者として参加するかも

しれない一方で、彼らは本文書の目的上のカレッジメンバーではない。 
 
 3.11 メンバー資格の開始と終了 
50. 監督カレッジ協定は、グループ監督の範囲の説明の後、追加的な監督者がどのように

してカレッジメンバーになることができるのかを明確に設定する必要がある。必要な前提

条件は、セクション 78 以下に従った、職務上の機密要件の評価であろう。 
 
51. さらに、カレッジメンバーとして承認されるために、監督カレッジ協定に則り、他の

カレッジメンバーは最初に意見および／または承認を与えなければならない。GWS はメン

バーの入会および監督カレッジ協定への加入に際して、協議を調整する（セクション 4.1 を

参照）。 
 
52. また、監督カレッジのメンバー資格は、以下のような多くの理由により終了する可能

性がある： 
 
 監督される事業体が、その事業を他の事業体に移転、合併、または清算された。 
 監督される事業体の事業が、監督カレッジ業務に参加するための妥当性をコントロー

ルする特定の規準を下回った。 
 カレッジメンバーが、監督カレッジ協定の条件を逸脱し、他のカレッジメンバーが協

力はもはや不可能だと判断した場合（例えば、監督上の機密情報の不当な開示に関す

る場合）。 
 
53. 監督者がどのように監督カレッジのメンバーになるか、および、どのように／どの程

度彼らが監督カレッジ業務に参加するかを定める監督カレッジ協定は、メンバー資格の終

了についてのルールも提示する必要がある。資格が終了してもどういった義務が継続する

か詳しく説明することに注目すべきである。通常、メンバーは協定の期間内に受け取った

あらゆる情報について機密の立場を維持しなければならないということが合意されている。 
 
４. 監督カレッジの手続きおよび手段 

 4.1 監督カレッジ協定／運営規約／（多国間）覚書 
54. ICPs によれば、MoU および監督カレッジはいずれも、監督上の協力および調整の促

進のためのツールである（ICP 25.1 以下）。監督カレッジは、正式な合意によって合意され

た監督カレッジの運営の条件を定める。これは運営規約（「ToR」）（ICP 25.5.25）または調

整の合意（ICP 25.2）と呼ばれる。法的にいえば、ToR および監督カレッジの協力／調整

の合意／取り決めは、MoU／MMoUs の使用事例であり、これらの用語は監督者コミュニ

ティにおいてしばしば互換的に用いられる。 
 
55. 最も一般的な活動では、ToR および監督カレッジ協定は MMoU を経て合意される。

監督カレッジ協定を MMoU または ToR としてはっきりと表示すること、または、ToR を
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含む部分とその他の部分に協定を分割することは必要ない。 
 
  4.1.1 法的枠組み 
56. 監督カレッジに関与する監督当局の法的権限および責任は、引き続き既存の法的規制

枠組みに準拠するため、監督カレッジがそれらに影響を与えることはないが、監督カレッ

ジの概念および役割が認識され、管轄区域の法的枠組みの中に組み込まれて監督カレッジ

が目標を確実に達成できるとすれば、それは有益である。 
 
57. 関与する監督者は、その管轄区域の枠組み、およびその中に含まれる MoU のような

監督者間の合意に至るための要件に依然として準拠している。MoUs は法的拘束力を持たず、

その結果、いかなる法的権限および義務を強制するものではないが、監督カレッジにおけ

る協力体制に対するカレッジメンバーの責任を確認している。多くの管轄区域では、その

合意が MMoU とされているか、または ToR とされているかに関わらず、こういった性質

が合意の中に反映されるようにする必要があるだろう。 
 
58. 当局の権限および義務は依然として影響を受けることはなく、つまり、当局は関連す

る守秘義務要件に引き続き従うことになる。彼らは、管轄区域の枠組みが認めるとき、監

督カレッジプロセスの中で集められた情報を監督上の目的のために用いることができる。 
 
59. 一部の法的枠組みでは、そのような法的枠組みに準拠する当局に対して監督カレッジ

を組織し、実施し、監督カレッジへ参加することが義務付けられていることがあり、例え

ば、EU の監督当局は、監督カレッジの受入または監督カレッジへの参加を義務付けられて

いる。 
 
60. 監督カレッジのメンバー資格のための規準は、監督カレッジ協定に反映される必要が

ある（Annex A および B を参照）。 
 
  4.1.2 監督カレッジ協定の締結 
61. 監督者コミュニティにおいて、MoU に署名することは一般的な実務である。MoU は

法的拘束力を持たないが、監督カレッジ協定を締結することが管轄区域の法において求め

られていることがある。さらに、MoUs では監督者の責任が確認され、監督カレッジに向け

て合意された基本事項が記載されている。署名のプロセスは GWS によって調整される。加

えて、協定において署名される必要があることが明示的に規定されることがある。 
 
個人的な形式の署名は、監督者協定を発効するために常に必要とは限らない可能性がある。

しかしながら、監督当局が（いずれかの）書面上で、自身が協定の拘束を受けると考えて

いると宣言することは、好取組であり、管轄区域の要件とすることができる。 
いずれかの書面上とは、署名とは異なる形式、すなわち、例えば、監督カレッジ協定への

投票が行われた会議の議事録の中で合意することも含むことができる。 
 
62. 署名プロセスまたは最終化プロセスの簡潔さを保つために、カレッジメンバーおよび

新規メンバーが共同合意を通してその加入を宣言することは、好取組である。こうした協
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定の例を、Annex C として本文書に添付している。GWS は、例えば、監督カレッジ協定へ

の付属書類（Annex）として、カレッジメンバーの名簿を維持管理する。 
 
63. 監督当局は、適切なレベルの決裁者が協定を承認し、当局を代表して同意を宣言する

ことを確保する責任を負う。 
 
  4.1.3 監督カレッジ協定の変更 
64. 監督カレッジ協定は法的拘束力を持たないため、メンバーの合意により、平易な方法

で改正されうる。繰り返しになるが、この手続きの簡潔さを保つため、カレッジメンバー

が共同合意を通じてこれらの改正の承認を宣言することは、好取組である（Annex C の例

を参照）。 
 
65. 協定の改正それ自体のみが承認を受けるべきである。しかし、法的にいえば、必ずし

も監督カレッジ協定、MMoU/ToR のあらゆる要素が協定の一部である必要はない（例えば、

Annex を使用した場合）。 
 
66. 協定の一部の要素は、専門的な改正手続きの発動の必要性なしに、改正、変更または

更新されることができる（例えば、Annex）。 
 
67. これは、例えば、グループの説明のような部分、図表、組織図、グループ・マップ、

連絡先リスト、行動計画、標準的課題、または非常時／災害時の連絡先に適用される。 
 
68. どの部分が、関与する監督者または GWS 単独により改正されることができるかは、

監督カレッジ協定において、または監督カレッジ協定によって決定されるべきである。 
 
  4.1.4 監督カレッジ協定の範囲および構造 
69. 調整協定を、より固定した内容を含むメインの部分と、頻繁な変更にさらされる付属

書類を含む動的な部分とに分けて構築することは有益であると思われ、また、付属書類の

変更に改めての署名が必要ないことは合意されている。 
 
70. GWS は必要に応じて付属書類を改正する（カレッジメンバーの承認は必要ない）。監

督カレッジ協定の例は、Annex A および B として本文書に添付されている。監督カレッジ

は、必要に応じて、情報交換および他の組織的側面について定める文書（監督カレッジ協

定）（の関係する部分）をグループと共有することとしてもよい。 
 
 4.2 監督カレッジ業務計画 
  4.2.1 継続的な協力のフォーラムとしての監督カレッジの性質 
71. 監督カレッジについていえば、本文書は監督カレッジ業務および関与する監督者の、

物理的、またはあらゆるコミュニケーション手段によるバーチャルな会合のあらゆる段階

に言及しながら、一貫して監督カレッジについて語っている。監督カレッジが定期的にし

か開かれないとの考え方は、IAIS 用語集にて定義されているように、監督カレッジが継続

的な協力および情報交換のためのフォーラムであり、業務計画によって適切な仕事のやり

方が示されていることから、時代遅れであると思われる。 
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  4.2.2 計画サイクル 
72. GWS は、監督者が監督活動の計画サイクルを設定するのと同様の方法で、監督カレ

ッジにおいて、あるいは監督カレッジによって行われるステップ、手法および活動に対す

る計画サイクルの設定を考慮したいと望む可能性がある。それは、理想的には作業プログ

ラムの草案から開始し、監督カレッジ活動の年次評価と共に終了する。サイクルの中で、

監督カレッジの会合および電話会議の計画、実行およびフォローアップを中心に数多くの

活動が展開する。 

 
  4.2.3 業務計画 
73. 業務計画（または作業プログラム）は、生きた文書であり、定期的な更新が必要であ

る。翌年に向けた業務計画は一般的に、会合の中で議論され、カレッジメンバーによって

承認される。それらは計画上の要素を含む可能性があり、加えて、カレッジメンバーへの

報告要件を設定し、また、提出書類のタイムラインを含む。業務計画は、翌年を通して対

処される必要がある特定の中心的な領域に焦点を当てる可能性がある。その例／テンプレ

ートは、Annex J として添付されている。 
 
74. 監督カレッジサイクルの一部の一般的な要素が上に示されている。監督上の手法、危

機への対応および調整活動、共同検査、ならびに、さらに多くのものといった、その他の

要素は、年間業務計画で予定されたものとして、または臨機応変な活動として、これに加

えて起こりうる。 
 

年間業務計画 

臨機応変な 

データ交換 

準備、 

監督カレッジ会合、お

よびフォローアップ 

フィードバック 
四半期の 

定期的なデータ交換 
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75. 主要なステップおよび活動は、さらに多くの、サブ・ステップおよび活動に分割され

る。GWS はこれらの業務計画とサブ要素、および達成された進歩の監視を継続すべきであ

る。 
 
  4.2.4 第１回およびその後の会合の議題 
76. 新規に設立された監督カレッジが、その新規設立の後、最初に自身の組織的な課題に

対処するのは、自然なことである。議題の例が Annex D および E として添付されている。

より発展した監督カレッジに対する議題の例は、Annex F および G に見ることができる。 
 
  4.2.5 フィードバック手続き 
77. 計画サイクルは、理想的には、カレッジメンバーから情報を収集して将来の監督カレ

ッジプロセスを向上するために、フィードバックで締めくくられるべきである。詳細は以

下に設定される（セクション 150‐152）。一般的なフィードバック・シートは Annex H と

して添付されている。 
 
 4.3 情報交換 

  4.3.1 監督カレッジ業務のための前提条件としての情報交換 

78. 情報交換は、各管轄区域の法的要件および国際基準に準拠して行われる。職務上の機

密を条件とした情報交換は、しかしながら、監督カレッジにおける良好な協力のための重

要な前提条件である。 

 

79. 監督カレッジにおいて、可能である最大限の程度で情報交換を行うことへの抵抗があ

ることは、すでに実務から示された通りである。本セクションは、この抵抗に打ち勝ち、

監督者に対して情報交換を推奨するための枠組みを提示する。 

 

  4.3.2 監督カレッジ内における情報交換の要件 

80. 監督カレッジが設置される際、カレッジメンバーは、情報交換のための安全かつ堅牢

な環境を創出することを目的として、管理されたプロセスを導入および運用する必要があ

るだろう。 

 

81. 最初のステップは、国際的な基準および原則を認識することである： 

 

 全ての IAIS メンバーに対して、ICPs、特に ICPs 3、23、25 および 26、ならびに関

連する基準および指針が適用される。 

 IAIG を監督する監督カレッジのメンバーである全ての IAIS メンバーに対して、

ComFrame で策定された要件、特にモジュール３、要素２が適用できる可能性がある。

 IAIS の MMoU の署名者である IAIS メンバーに対して、IAIS の MMoU で策定された

要件が適用される。IAIS の MMoU の Annex B は、厳格な守秘義務体制の要件を定め

ている。 
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82. 加えて、関連しながらも、必要な場合には個々の管轄区域の規定に反映されるため、

この文脈では考慮にいれられる必要がない地域的要件が存在しうる。例えば、EU 指令は

EU 加盟国が遵守すべき基準を設定し、あるいは、NAIC は金融ソルベンシー規制のために

整備されるべき特定の法律を定める認証評価を継続して行っている。 

 

  4.3.3 国内規則の認識 

83. 関連する管轄区域内の要件は、組織に対する法律（例えば、「XYZ 金融庁法」、または、

保険監督法または銀行法のような、監督手続きを支配する法律）で策定されている可能性

がある。内部の手続きおよび方針に加えて、さらなる法律（取引法、倫理規範、情報公開

法など）、規制または規範も関連しうる。監督当局、または当局と密接に協力する他の主体

のみが、関連するすべての規定を認識できることは、自然なことである。 

 

  4.3.4 関連する国際的要件に対する管轄区域内の要件のベンチマーキング 

84. このプロセスは、現在の管轄区域内の体制および実務が関連する国際的要件を満たし

ているかの評価から構成される。要するに、こうしたプロセスを実行するために監督カレ

ッジが選ぶことができる２つの手段が存在する： 

 

 監督者が IAIS の MMoU の署名者となる場合、検証手続きの一部として評価が行われ

ている。IAIS の MMoU の検証手続きは、署名者が情報を交換する上で、また、関連

する監督カレッジ協定に従った監督カレッジ内で情報を交換する上で必要な信頼を提

供する。 

 そのような手続きをまだ経ていない監督者は、監督カレッジに完全に参加することに

先駆けてケースバイケースの（cbc）評価の対象となる。しかしながら、そのような以

下で説明される cbc 評価は、時間がかかる可能性があり、そうした特定の監督カレッ

ジの設置にのみ適用可能である。そのため、監督者は cbc 評価よりも効率的な IAIS の

MMoU に署名することを考慮すべきである。 

 

  4.3.5 信頼できる情報交換のシステム：IAIS の MMoU 

85. MMoU は監督カレッジ内での情報交換に適用されることが意図されている。IAIS の

MMoU は、情報交換のために署名したカレッジメンバーが必要とする信頼をもたらすこと

を狙いとしている。したがって、志願者は、カレッジに加盟する前に、その職務上の機密

の要件に関連した厳格な評価を受ける必要がある。そのため、カレッジメンバーが全てこ

のように IAIS の MMoU の署名者となっている理想的な場合には、監督カレッジという意

味において情報交換への前提条件はすでに成立している。しかし、一般的な監督カレッジ

の状況としては IAIS の MMoU の署名国および未署名国が同じテーブルについているのが
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実情である。簡潔さのために、監督カレッジの双方のメンバーの間での情報交換が行われ

る前に満たされるべき要件が検討されており、手短に言えば、IAIS の MMoU の署名国は

（IAIS の MMoU の第４条の(3)で提案されるように）IAIS の MMoU に依拠することがで

き、MMoU の未署名国は、適切な場合には、別個に同等レベルに調整された制度、例えば

EU の同等性評価手続きに依拠することができる。 

 

  4.3.6 ケースバイケース評価：情報交換の重要な前提条件 

86. 関与する監督者が IAIS の MMoU の署名者でない場合には、彼らの体制は、監督カレ

ッジの MMoU の協議手続きを通じて評価される必要があるかもしれない。ケースバイケー

ス評価は、しかしながら、その監督カレッジの内部のみで認識される可能性があることこ

とに留意することが重要である。異なる監督カレッジ内での情報交換に必要な前提条件の

確立のためには、他の評価が必要になることがある。IAIS の MMoU は機密情報の交換を

支援する法制度を定める国際基準であるため、ケースバイケース評価については、そのよ

うな評価を実行する際に IAIS の MMoU における守秘義務体制の要素を参照することがで

きる。IAIS の MMoU の Annex B には、機密情報保護への基準が列挙されており、以下の

ように要訳することができる： 

 

 機密情報の交換は、署名者の監督を機能させること以外の目的を持たないものとし、

ここに記載された目的以外のためには使用されない。 

 現在または以前に、署名者によって雇用された、または署名者を代表して活動したあ

らゆる人物を含む、IAIS の MMoU の下で機密情報へのアクセスを得る全ての人物は、

職務上の機密の義務に従わなければならない。 

 機密情報は、IAIS の MMoU の条項によって権限を与えられた場合を除き、公開され

てはならない。 

 職務上の機密要件は、現在または以前に監督者によって雇用された、または監督者を

代表して活動した人物に適用される。 

 機密情報の回覧は、交換元の監督者の事前の合意によるものであり、また、情報を受

け取る人物が少なくとも上記に相当する職務上の機密規則に従う場合にのみ行うこと

ができる。 

 

87. GWS は、こうした評価のプロセスを合理化する手順を実行すべきである。機密情報

の交換に関係する議論を計画するために、GWS はどのカレッジメンバーが IAIS の MMoU

の署名者であり、どのメンバーがそうでないのかを判断する必要がある2。GWS は IAIS の

MMoU 署名者となっているカレッジメンバーと協働し、監督カレッジ内で共有される機密

                                                  
2 署名当局のリストは http://www.iaisweb.org/index.cfm?pageID=605 で入手可能である。一般的な情報は

http://www.iaisweb.org/MMoU-381 で入手可能である。 
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情報が法律により適切に保護されていることを証明するために必要な情報として、IAIS の

MMoU 未署名者よりどのような情報を求めるかを決定する。IAIS の MMoU の未署名者へ

の負担を最小化するために、情報の要求はできうる範囲で最大限に統合されるべきである。

GWS は、交換される法的情報、および、その情報のレビューのために割り当てられる時間

について何を期待するか明確にすべきである。GWS および IAIS の MMoU 署名者は、IAIS

の MMoU 未署名者が、その相手を法的に保護するために同等の資格または実務を有してい

ると認識しなければならない。そのため、IAIS の MMoU 署名者というステータスによっ

て署名者が十分な法的保護を有すると証明されていると見込まれる一方で、GWS は未署名

者とも協働して、他の未署名のメンバーや適用されうる制約からどのような情報を求める

か決定すべきである。 

 

88. GWS はカレッジメンバーと協働して、評価について、GWS が準備するか、あるいは

単一／集団の関与する監督者が準備してカレッジメンバーに提示し、議論するかを決定す

る。GWS は評価の実施の作業量を分担することについてカレッジメンバーからの意見を募

り、適切なリソースを配分することができる。 

 

89. カレッジメンバーは、評価の結論／結果への責任を負い続け、また、他のメンバーと

職務上の機密の条件下で情報を交換できることについて確信していることが明確に必要で

ある。常にカレッジメンバーは、GWS がまだ認識していない場合に、特定のメンバーとの

情報共有についてのあらゆる懸念事項を GWS に通知すべきである。 

 

  4.3.7 ケースバイケース評価の様々なアプローチの利点および欠点 

90. 以下の表が、何らかの優先事項を説明する、またはベスト・プラクティスを示すもの

ではないことを明記しておかなければならない。それは、様々なアプローチを説明してお

り、それらに伴う利点および欠点を説明するだけのものである。 

 

前提：管轄区域 X における職務上の守秘義務要件に関する情報が公開される 

GWS により評価が公開され

る 

GWS により評価が公開され

ていない 

GWS により評価が公開され

ていない 

GWS により結論が公開され

ている 

（例えば、電話会議などで）

GWS から提供される基礎的

な事実や情報に基づき、

GWS により結論が公開され

ている 

GWS により結論が公開され

ていない 

上記の結果： 

情報、分析、評価手法および 結論が公開されているにも メンバーは独力で評価を行
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結果の透明性。 かかわらず、メンバーは依然

として評価を行う必要があ

る可能性がある（その管轄区

域の要件による） 

うか、または、他のメンバー

の評価及び結論に依存する

可能性がある 

事実および見解を議論する

機会。 

結論のみがカレッジメンバ

ーに公開され、分析を行える

かを議論する機会が限られ

ている 

 

見解の不一致のリスクが低

い 

見解の不一致のリスクが上

昇 

見解の不一致のリスクが高

まる可能性がある 

全体的なリソースと時間の

要求が最も低い3 

与えられた情報の下では、よ

り多くのリソースと時間が

必要 

各メンバーの作業の蓄積の

可能性がある 3 

 

  4.3.8 多様な結論の処理、および：機密性評価が失敗した、または、成功裏に完了さ

れることができない場合に何が起きるか？ 

91. 上述のアプローチにかかわらず、監督者が監督カレッジ業務に参加するにあたり適切

なレベルの保護を有しているかに関して、カレッジメンバーが異なる結論に至ることが発

生しうる。この場合、全てのカレッジメンバーが完全に参加できるように、法律の専門家

が、見解の相違がどこに生じているのかを評価し共通の見解に至る余地があるかどうかを

探るため、直接の接触を保つべきである。 

 

92. しかし、共通の見解を形成できないことも起こりうる。その結果は以下を含む： 

 

 監督カレッジ協定の条項によっては、新規参加者が監督カレッジの新規メンバーとし

て承認されず、監督カレッジ協定に署名することも、監督カレッジ協定に完全に参加

することもできない。 

 この参加者は依然としてカレッジメンバーと情報を共有する可能性がある。しかし、

カレッジメンバーは、いずれの情報を共有できるかを判断し、そのための別個の仕組

みを策定する必要があるだろう。 

 参加者およびカレッジメンバーは、公開情報を共有することができる。 

 参加者が適切な法的保護を有すると考える場合、カレッジメンバーは、その参加者と

２国間で、情報を共有することができる。しかし、参加者の情報保護体制を適切とみ

                                                  
3 しかしながら、適切な場合には、メンバーはまた他者の評価にも依存することができるかもしれない。この場合には、

必要になるリソースと時間は最も少なく、見解の不一致の見込みはない。 
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なさないカレッジメンバーに由来する情報は、そのカレッジメンバーの許可が得られ

た場合を除き、参加者と共有してはならない。 

 GWS は連絡を保ち、いずれの情報を参加者と共有し、いずれの情報をそうしないかを

調整すべきである。 

 カレッジメンバーが参加者の情報保護の枠組みが適切でないと考えるときは、彼らか

ら情報を受け取ることはできるかもしれないが、彼らがほかのカレッジメンバーと情

報を共有するのと同程度にそのような参加者に情報を提供することはできないかもし

れない。 

 

93. GWS が、カレッジメンバーによる監督カレッジ業務への参加範囲について考えを維

持し、他のカレッジメンバーにそのことを周知することは当を得ている。 

 

   4.3.9 カレッジメンバーの資格を持たないカレッジ参加者との情報交換および協力 

94. カレッジメンバーとしての承認を受けていない参加者も、監督カレッジ業務にある程

度関与することができる。 

 

95. GWS は参加者との２国間の連絡を保ち、必要ならばカレッジメンバーに情報のアッ

プデートを行うべきである。GWS は適用される法律に従って、その参加者と２国間で情報

を交換することができる（これは保険グループとの議論の結果であるか、GWS 自身のファ

イル内の情報である可能性がある）。 

 

96. 参加者であっても、カレッジメンバーと情報を共有することができる。ただし、情報

のフローは GWS を通して伝達されるのが理想的だろう。 

 

97. 参加者であっても、機密でない情報が交換される、GWS との協議、監督カレッジの

会合および電話会議の一部に参加することができる。監督カレッジ協定は、必要に応じて、

こうした限定的な参加の形式を規定するかもしれない。 

 

  4.3.10 監督上の機密情報の伝達手段 

98. 監督上のあらゆる機密の情報は、必要に応じて安全な環境で交換されるべきである。 

 

99. あらゆる監督上の資料は、どのように情報を取り扱うか／使用するかについての警告

を含むべきである。 

 

100. 機密の違反が判明している場合、監督カレッジ参加者は、GWS、受入区域の監督者

および／または影響を受ける事業体への通知を含む、適切な措置を取らなければならない。 
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101. 対面の会合において、会議室にいずれの文書および監督カレッジの資料も置き忘れら

れてはならない。 

 

102. 電話会議の間は、GWS は電話に出ている人物の身元を確認すべきである。ダイヤル

インのデータは、権限を有する人物にのみ与えられるべきである。可能ならば、電話会議

のためのセキュリティシステムが用いられるべきである。会議に参加するために許可され

た番号から電話をかけてきているかを確認することができるシステムが適切に機能してい

ることがベスト・プラクティスである。 

 

 4.4 監督カレッジの機能および活動―分析 

103. 情報は、監督カレッジの各管轄区域に当てはまる主要なリスク領域と懸念に基づいて

交換されるべきであり、その結果、監督カレッジによるグループ全体のリスク評価に至る

ことが可能となるべきである。この点において、GWS および監督カレッジのメンバーは、

システマチックな情報交換の一部として交換しうる比率や選択されたデータのリストにつ

いて合意することができる。 

 

104. 単体またはグループレベルの通常の定例リスク評価は、監督カレッジの主要な活動で

あるべきである。こうしたリスク評価は、GWS と同様に単体の監督者に対して追加的な見

方を提供することができる。そのおかげで、グループの理解が促進され、必要な場合には

適切な手段が特定および調整される可能性がある。その範囲は、規制され、および規制さ

れていない、あらゆる法人ならびに支店を含むべきである。リスク評価は、グループの主

要なリスクを特定し評価する。保険グループ自身による観点（例えば、リスクとソルベン

シーの自己評価；ORSA）を考慮して、以下の２つの観点が確立されるべきである。すなわ

ち、あらゆる受入区域の監督者による法人／子会社への観点、および、GWS によるグルー

プへの観点である。GWS はカレッジメンバーに対し、彼らのリスク評価を体系的に（例え

ば、監督カレッジ会合の前に）提示するように依頼することができる。GWS は受け取った

情報を結合し、表示し、カレッジメンバーと議論すべきである（例えば、監督カレッジ会

合において）。 

 

  4.4.1 リスクについての共有された見解；手続きおよび更新 

105. 監督カレッジにおけるリスク評価は、保険グループの単体およびグループ全体レベル

のリスクについての共有された見解を、カレッジメンバーおよび参加者の間で形成すると

いう目的を有する。この評価のために、広範な量的および質的データが用いられる。リス

ク評価は、簡単に更新されることができるような方法で設計されるべき継続的なプロセス

である。 
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106. 必要な場合には、プロセスおよびフォーマットは監督カレッジにより、さらに開発さ

れ、適用される。各監督カレッジは独自のフォーマットを有するが、多くは似通った特徴

を持つ。例えば、マクロ経済環境リスク、ガバナンス／戦略リスク、保険ポートフォリオ

リスク、投資リスクおよび法的リスクを多く含むリスク評価上の分類である。そうでなけ

れば説明できないリスクを把握するために、他にもリスクの区分を設定していることが多

い。 

 

107. グループおよびその事業体における、リスクへの共有した見解の策定は、以下のステ

ップを含む可能性がある： 

 

 評価（含まれる事業体）の範囲の定義 

 リスク・カテゴリーの定義 

 リスク・カテゴリーに対応した、量的および質的データの必要性の特定 

 リスク指標の採点法および統合手法に関する合意。 

 

108. 各 GWS は、彼らの監督カレッジのリスク評価の開発の開始および主導に努めるが、

カレッジメンバーのインプットがプロセスの実効性の鍵になるだろう。 

 

  4.4.2 リスク評価の基盤としての共有されるデータの例 

109. リスクは組織の様々な側面に由来する可能性があり、そのため、グループのリスクを

指摘するのに役立ちうる量的および／または質的データを共有することが役に立つかもし

れない。 

 

110. 量的情報： 

量的データは以下の１つまたはそれ以上を含む：単体およびグループレベルの貸借対照表、

自己資金の要素、保険料収入、責任準備金、ソルベンシー比率、損益計算書、支払配当金、

企業間取引／保証／サービス契約、リスクの集中、資産配分、現地市場の数値およびいく

つかの比率。これらのデータは多くの場合、定期的に交換されるように監督カレッジが合

意した一連の情報の一部である。 

 

111. 質的データ： 

質的データは以下の 1 つまたはそれ以上を含む：現地市場の状況（マクロ経済的側面、保

険市場、法的環境、販売チャネル）、グループおよび単体レベルでのグループ戦略、グルー

プおよび単体レベルでのリスク管理の質、グループおよび単体レベルでの経営。また、現

地の立入調査、監督手法および予定された立入検査またはオフサイト検査に関する情報は、
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他のカレッジメンバーに通知するためだけでなく、彼らが特定のトピックに関して協力す

ることができるかを見るために共有される可能性がある。 

 

  4.4.3 評価の頻度 

112. 多くの場合、評価は年次のあらゆる業績が発表されたのちになされるが、半期報告書

も用いられることがある。評価の結果は、カレッジイベントに招集される可能性があるグ

ループに対し提供されることが多い。他の監督カレッジでは、GWS は、グループ全体の評

価の一部としてグループの経営陣に評価を提供し、他のカレッジメンバーは、評価の結果

の中で彼らが担当する部分を彼らの監督下の子会社に提供する。 

 

113. リスク評価フォーマットの合意から監督カレッジにおけるリスク評価までのプロセ

スは以下の通りである： 

 

 評価に必要なフォーマットおよびデータは、多くの場合 GWS により提案され、監督カ

レッジにおいて合意される（上記も参照）。 

 GWS はリスク評価フォーマットをすべてのカレッジメンバーに送信する。GWS およ

び他のカレッジメンバーは、関連するデータおよび必要な場合にはさらなる説明をテ

ンプレートに記入する。 

 記入済みのテンプレートは監督カレッジで議論され、さらなる議論およびリスク評価

の基盤となる。 

 GWS は、同様に監督カレッジで議論される、全体的な評価を提供する。 

 結果は、グループおよび単体レベルでのさらなる調査および質疑、ならびに可能性と

して立入調査のようなさらなる監督業務の基盤を形成する。この段階において、監督

業務計画は更新・改正される可能性がある。 

 GWS およびカレッジメンバーは評価のハイライトを適用可能な場合にはグループ／

子会社と共有し、評価へのグループのフィードバックを依頼することが多い。 

 

 4.5 IT ツール 

114. IT ツールは、監督カレッジの業務および機能、特にパスワードで保護されたウェブ

サイトおよび安全な E メール交換を支援するために用いることができるあらゆるツールで

ある。 

 

115. 第一に、カレッジメンバーは IT ツールが彼らのために何をすべきかについて、明確

な考えを策定すべきである。 
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116. CEBS の監督カレッジの業務上の機能に関する指針（GL34）4（2010 年 10 月）は、

ウェブ・ベースの基盤（platforms）の多くの実務上の側面に関する貴重な情報を提示する

（CEBS 指針の Annex II、61－64 ページ） 

 

117. 情報交換の目的のために、安全なEメール交換にはツールを用いることが望ましい。

これは、安全な E メール交換システムまたは、メッセージが個々の参加者に送信されるこ

とを認める保護されたウェブサイトにおいて起こりうる。 

 

  4.5.1 安全なウェブサイト 

118. 機密情報を限定された利用者コミュニティに対して容易かつ常に利用可能にするた

めに、パスワードで保護されたウェブサイトを立ち上げることが薦められる。 

 

119. アクセスの管理が確立されるべきである。ある人物がもはや当局に勤務していない場

合、当局における役職の変更の場合、またはカレッジメンバーのメンバー資格が終了する

場合、IT ツールへのアクセスは中断されるべきである。アクセスは、個人のグループまた

はさらに当局全体でなく、常に個人に結び付けられるべきである。 

 

120. パスワードで保護された監督カレッジのウェブサイトは以下の領域を含む可能性が

ある： 

 

 監督される事業体の情報―グループ構造、財務データ 

 監督カレッジ会合―会合の日程、議事、会合の情報；議事録およびプレゼンテーショ

ン資料のような過去の会合の情報 

 フォーラム―参加者が疑問を議論し、彼らの経験を報告することができる場。 

 

121. 強化されたウェブサイトは、カレッジメンバーの参加権に応じて、アクセス権を管理

することができ、監督カレッジの構造を反映できるだろう（多層的な監督カレッジは彼ら

のウェブサイトにサブ・セクションを提供できる可能性がある）。 

 

122. （例えば、会社役員の）個人情報が IT システムに蓄積されている場合、IT ツール／

ウェブサイトを運営する当局は、これが適用されるデータ保護法に従って行われることを

確保すべきである。必要な場合には、関与する人物が同意を与える必要があるだろう。 

 

123. 利用者の合意：カレッジメンバーに、監督カレッジ協定に加えて発生しうる利用者の

合意に署名させることが、時には行われる。この利用者の合意は、IT ツールをどのように

                                                  
4 http://www.eba.europa.eu/documents/10180/16094/GL34.pdf 
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して適切に利用するかを設定する。IT ツールは個人のアクセスを許可するため、利用者の

合意もまた単一の人物に結び付けられなくてはならないだろう。 

 

124. 例えば、それは、利用者は彼らのパスワードおよびアクセス情報を、たとえ彼らの当

局内であっても、第三者に漏らしてはならないと定めるべきである。 

 

125. 通常 GWS は、独自の手段により、またはサービス提供者（このスタッフもまた、職

務上の機密の対象である）に外部委託することにより、IT ツールを維持する。 

 

126. サービス提供者を選ぶ際に注意が払われるべきである。もしその提供者が当局による

監視下の企業にもサービスを提供している場合、利益相反を生じる可能性がある。 

 

127. サービス提供者との契約は、情報の所有権が監督当局に残ることを定める必要がある。 

 

  4.5.2 安全な E メール交換 

128. E メールは、様々な技術的な特性を用いることにより、安全な方法でやり取りされる

ことができる。上で述べられた保護措置はその結果として適用される。 

 

129. IT ツールの説明は Annex K として添付される。 

 

 4.6 フィードバック 

130. 監督カレッジ業務の評価またはフィードバックは定期的に―多くの場合、毎年―行う

ことがベスト・プラクティスである。一部の管轄区域は監督カレッジ会合の最後にフィー

ドバック・シートを通じたフィードバックを要求する。 

 

131. 監督カレッジ活動のフィードバックは監督者が関連する ICPsを実践することを助け

るため、一部の監督者は、カレッジメンバーの期待が監督カレッジ会合を通じて、あるい

はさらに年間を通じた監督カレッジ業務全体を通じて達成されたかを知るために、フィー

ドバック・シートの使用を開始した。監督者コミュニティにおいて、提供された、または

受け取られた情報の量および質がどの程度、カレッジメンバーがその目標を達成する助け

になったかをこうしたフィードバック・シートを通じて研究することが行われている。フ

ィードバックの質問票の例は、Annex H として本文書に添付される。 

 

132. フィードバックは、将来における改善の余地のみならず、直面した（事実に基づく、

または法的な）問題にも及ぶことができる。例えば、監督者が、その管轄区域における法

的枠組みを、GWS または関与する監督者の役割に伴う職務を遂行するために十分でないと
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考える場合、関係する当局はこうした経験を立法機関に折り返し報告する立場にある。対

面での監督カレッジ会合の後に、監督者は、評価シート／フィードバック・シートの完成

を参加者に依頼することを検討すべきである。これは、各カレッジメンバーが会合から持

ち帰ることを期待している具体的な必要性が何であるかへの注目を可能にし、カレッジプ

ロセスの改善を促進する。 

 

5. 監督カレッジの会合組織 

133. 本セクションは、情報交換のための主要な手段としての物理的なカレッジイベント

（会合または電話会議）についてのものであり、これは協力および情報交換のための継続

的なフォーラムとしての監督カレッジとは対極に位置する。 

 

 5.1 会合の準備 

134. 多くの監督カレッジは年に一度集まり、それに加えて、年間を通して必要な場合に電

話会議を設ける。しかしながら、以下のような様々な場合において、会合がより自然に必

要となるだろう： 

 

 グループが危機的状況に直面する場合 

 グループの次回の大幅な変更が、関与する監督者に対してより緊密な調整および迅速

な対応を要求する場合。 

 

 5.2 時間計画 

135. 多くの監督カレッジは、会合の席において、次回の監督カレッジ会合の日程に合意す

る。最も頻繁な場合には、監督カレッジは少なくとも年に１回会合を開く。ComFrame お

よび他の枠組み（例えば、ソルベンシーII 指令第 48 条、実行基準、および指針）の下では、

年に１度の監督カレッジ会合が開かれることが推奨されている。 

 

 5.3 第１回会合 

136. 新規に設置された監督カレッジの第１回会合を準備する際には、会合の準備には多く

の時間が費やされうることに留意すべきである。 

 

137. 情報交換の適切な水準および程度を可能にするために、資料は前もって集められ、良

く研究されるべきである。双方のリソースによっては、これは数か月かかる可能性がある。

言語／翻訳の問題および、管轄区域の異なる法制度の理解は、さらに長い期間を要する可

能性がある。 
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138. 監督カレッジ会合に最適な時期を決定する際、GWS はとりわけ以下を考慮したいと

考えるかもしれない： 

 

 GWS または他のカレッジメンバーが出席する必要がある他の監督カレッジ会合の日

程 

 会合の日に、最新の財務データが必要となるかどうか、および、議論のために入手可

能であるかどうか 

 年度末にはグループの上級役員は時間の確保が難しくなる可能性があること。 

 

 5.4 会合のロジスティックス 

  5.4.1 議長 

139. ICP 25.1.11 は、GWS は通常、監督カレッジの議長として行動することになること

を想定する。これは、協力および情報交換のためのフォーラムとしての監督カレッジに適

用される。すなわち、GWS に勤めるスタッフは構成および協力に関してあらゆる業務を引

き受けるということである。その業務の構成は、GWS 内のプロセスおよび階級組織に依存

する。 

 

140. 監督カレッジ会合に関して言えば、実務上は GWS に勤める人物が監督カレッジ会合

の議長となるだろう。 

 

141. GWS は、監督カレッジ会合または電話会議の議長に指名された人物が適切な水準の

専門性および資質、および／またはグループの性質ならびに規模に応じた経験値を有する

ことを確保する。議長は必ずしもグループの監督を担うとは限らない。会合の議長にふさ

わしい人物を決定する上で、リーダーシップの能力、政治的経験、およびグループの課題

との必要な習熟度の間でのバランスをとることは、GWS の裁量に任せられる。 

 

142. これは、階層的な構造の監督カレッジの場合には、それに応じて各階層の会合に適用

される。 

 

143. このことは、あらゆる分科会または専門的チームにおいて GWS のスタッフが議長と

なる必要があるということではない。しかし、そうでない場合には、GWS は、これらの会

議およびチームの業務に関する情報が GWS に戻ってくることを確保するだろう。 

 

  5.4.2 電話会議および他の情報交換手段 
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144. セクション５で説明されるベスト・プラクティスは、監督カレッジ会合に適用される

だけではなく、可能な限りで他のカレッジイベント（電話会議、ウェブ・ベースの伝達）

に適用される。 

 

  5.4.3 招集方針 

145. 監督カレッジのメンバー（＝監督カレッジフォーラムのメンバー）であるからといっ

て、全てのメンバーが各会議または会合に参加するとは限らない。GWS は、特に監督カレ

ッジ（フォーラム）が膨大な数のメンバーを有する場合、メンバーの一部のみを監督カレ

ッジ活動（例えば、会合、電話会議または情報交換）に招集しようと決定するかもしれな

い。GWS のこの決定は主として、カレッジメンバーの関連性およびカレッジメンバーの／

メンバーへの影響に基づくだろう。 

 

146. しかし、活動に招集されなかった他のすべてのメンバーは、常に合理的な程度で通知

を受けるべきである（例えば、会合書類へのアクセスを与えられるなど）。GWS は監督カ

レッジフォーラムの招集に応えなかったメンバーを招集し続けるべきである。最後の手段

として、GWS は彼らと２者間の連絡の確立を試みるべきである。 

 

  5.4.4 カレッジ参加者のその後の関与のための手続き 

147. GWS が監督カレッジ会合の招集を発送する際、特に監督カレッジ会合が初めて組織

される場合、GWS が不注意に一部の関連する監督者を招集先に含めないことが起こりうる。

この場合には、GWS は、将来的な会合参加者の更新、および、あらゆる関連する監督カレ

ッジの情報を利用可能にするために、２者間の連絡を用いるべきである。 

 

5.5 議題設定 

  5.5.1 議題項目 

148. 議題は、健全性および／または事業行為の監督に関係する組織上の問題ならびに課題

で構成されうる。 

 

149. 組織上の項目には、監督カレッジ協定、監督カレッジ構造に関する問題、メンバーと

参加者に関する問題、または監督カレッジの会合および電話会議に関する問題が含まれう

る。 

 

  5.5.2 議題設定の手続き 

150. 一般的に、GWS は会合に先立ち、議題を起草し、それを監督カレッジのメンバーに

送付することにより、さらなるインプットを求めたり、それらカレッジメンバーが議論を

望む項目について知ろうとすることが多い。通常、こうした議題の提案は、会合の案内と
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共に送付される。監督カレッジのメンバーは、会合より十分に前の期限までに修正を提案

するよう求められる。修正された議題は、会合の前に会合資料と共に送付されるのが望ま

しいが、時間内に送付可能でない場合には、席上資料として入手可能となる。 

 

151. 効果的な会合は、特定のテーマおよび特定されているリスク分野に重点を置く。この

点で、受入地の管轄区域は、監督カレッジの議題に貢献するよう促されるべきであり、参

加する受入地の監督者との電話会議は、議題策定の助けとなりうる。 

 

152. 議題の例は、立ち上げ当初の議題やより発展した監督カレッジ向けの議題などを含め、

Annex D から Annex G で示されている。 

 

 5.6 グループの経営陣の役割および関与 

153. 全てのメンバーは、自身が監督する企業の取締役メンバーおよび上級管理職の連絡先

リストを保持すべきである。本リストは、最低でも年１回更新され、GWS に送付されるべ

きである。 

 

154. GWS は、グループの経営陣との連絡窓口となるべきであり、必要に応じてそれら経

営陣と連携すべきである。 

 

155. 通常、グループの経営陣は、イベントの一部に参加し、自身の見解を示し、監督カレ

ッジのメンバーからフィードバックを受けるため、カレッジイベントに招集される。イベ

ントの目的上、グループ職員の関与の計画は、GWS の責務で行われる（セクション 5.7.3

を参照）。 

 

156. GWS とグループの経営陣間での定期的な対話は、監督カレッジの会合で年１回また

は２回行われるやり取りに比べて、より有意義なものとなる可能性が高い。経営陣への的

を絞った質問を含む、より頻繁なやり取りは有用となりうる。 

 

 5.7 会合フォーマット 

  5.7.1 一般的な会合および電話会議 

157. 一般的な監督カレッジの年次会合は、１日から２日、多くの場合は 1.5 日間続き、一

般的な監督カレッジの電話会議は、１時間から２時間行われる。GWS は、各議題項目を議

論するのにだいたいどれくらいの時間が必要となるか、計画すべきである。そうする上で、

GWS は、監督カレッジのメンバーが自身の見解を表明し、質問を行うことができるよう、

それらのメンバーのニーズについて検討すべきである。 
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  5.7.2  GWS のプレゼンテーション 

158. 通常、GWS は定期的な監督カレッジの会合に先立ち、関連情報を収集するために監

督カレッジのメンバーに働きかけを行う。通常、会合の早い段階で、GWS は、すべての参

加者が、内部の、またはグループの経営陣との議論および将来の作業に向けて同程度の知

識を有することを確保するために役に立つ可能性がある、以下のようなテーマについて取

り扱うプレゼンテーションを行う（グループ職員は出席しない）： 

 

 グループの事業モデルおよび戦略のアップデートを含む大きな変更および進展 

 グループのチャートの簡素化 

 ガバナンスの取り決めおよび主要な個人のアップデート 

 規制上の問題 

 リスク評価 

 投資 

 ソルベンシー評価の結果。 

 

  5.7.3 グループ経営陣に対するイベントへの招集 

159. GWS は、グループ経営陣の関与の計画について、細心の注意を払うべきである。GWS

は、イベントに先立ち、監督カレッジのメンバーと相談した上で、招集するグループ経営

陣を決定すべきである。GWS は、会合においてグループの経営陣への監督カレッジの期待

を満たすよう確保するため、経営陣と協働する必要がある。 

 

160. 監督カレッジの多くは、グループの経営陣の見解を把握し、質問に回答するために、

一定程度の時間を充てる。しかしながら、保険グループの経営陣は、会合の一部にのみ参

加すべきである。関与するグループの経営陣を除外して関連する論点について議論するた

めに、十分な時間が確保されるべきである。監督カレッジのメンバーは、グループの経営

陣の前で、規制上の措置、決定および計画について議論するのを避けたい可能性がある。

それら経営陣は、当該グループまたは企業のリスク状況について議論される際にも、その

場に居合わせるべきでない。 

 

161. グループおよび監督カレッジのイベントの規模および複雑性に応じて、異なる関与の

方法および程度が適切となりうる。監督カレッジの多くは、CEO、CFO、CRO および主任

法務顧問を一定時間参加させるが、論点の詳細度および望まれる経験値によっては、時に

さらに詳細な情報を用いてより上級のグループ職員をサポートするため、上級職員が招集

されることもある。 

 

  5.7.4 グループ職員によるプレゼンテーション 
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162. グループの経営陣にインプットの提供またはプレゼンテーションをするよう求める

際には、その内容および時間に関して何が期待されているか、とりわけどの分野に重点を

置くべきであるかが、非常に明確かつ透明性のある方法で伝達されるべきである。 

 

163. グループ職員の見解について質問し、議論するため、監督カレッジのメンバーには、

ふさわしい時間が与えられるべきである。GWS は、以下を考慮に入れる可能性がある： 

 

 一般的な見解および基本／主要な数値について知っていて当然と考えられる可能性が

ある。 

 一般的または「投資家式の」プレゼンテーションは、なんの価値も与えず、会合の時

間を浪費するだけである。 

 グループ職員によるプレゼンテーションは、時間の観点で、非常に厳しく制限される

べきである。選択された項目について深度ある議論をすることの方が、より効果的に

時間を用いることができるように思われる。 

 

  5.7.5 基本的なテーマ、およびより具体的なテーマについてのプレゼンテーション 

164. 最初のグループ職員によるハイレベルなプレゼンテーションは、自身の事業構造、重

要な事業、相互関連性（非保険関連会社を含む）、所有と経営構造、および全般的な業績に

注意を向けることができる。事業計画、財務戦略、認識されているリスク、リスク軽減戦

略に関して、保険グループによる２次的なプレゼンテーションを行うことができる。以下

のトピックに関して、具体的なプレゼンテーションも求められうる： 

 

 引受戦略 

 投資戦略 

 再保険戦略およびプログラム 

 内部モデルの開発および前提条件についての議論を含む、グループレベルでの資本充

分性 

 グループのリスクとソルベンシーの自己評価 

 コーポレート・ガバナンスおよび内部適格性要件 

 事業行為 

 相互関連性（再保険、保証、証券貸借、非保険関連会社を含む） 

 最新の業績。 

 

  5.7.6 専門チーム 

165. 監督カレッジのメンバーのグループは、特定のテーマ（例えば、特定の商品、タカフ

ル（イスラム保険）、または内部モデルに関する質問）について議論し、内容を監督カレッ
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ジに報告することができる。監督カレッジは、必ずしも、当該チームにより議論された詳

細な情報全てを受け取る必要はない。当該チームは、自発的またはより継続的に、特定の

論点について準備し、議論するよう求められるかもしれない。 

 

  5.7.7 ワークショップおよび分科会セッション 

166. 特定のテーマに関する分科会セッションとして、ワークショップを開催することがで

きる。地域（主要な地方における事業活動およびグループ構造）に焦点を当てたワークシ

ョップを設けられるかもしれない。代わりに、テーマ（特定の事業種目における課題、グ

ループ内取引、投資運用）に焦点を当てられるかもしれない。 

 

167. 当該ワークショップの間、グループ職員は、目下のテーマについて監督カレッジのメ

ンバーと直接議論するために同席を許されるかもしれない。（Annex G を参照）。参加者は、

ハイレベルな結果について、主要な監督カレッジに報告すべきである。 

 

 5.8 フォローアップ 

168. フォローアップの措置には、議事録およびアクション・プラン、会合配布資料の回覧、

ならびに次回会合のスケジュール設定が含まれるかもしれない。加えて、会合の中で回答

されなかった質問は、フォローアップされる必要が生じる。フォローアップの作業を促進

するための方法の一つは、各監督カレッジの参加者が、フォローアップされる課題につい

て連絡担当となる連絡窓口を任命することである。 
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Annex A: 監督カレッジ協定－設例 

 

会社の［   ］グループ（以下、「グループ」）の監督者間の多国間覚書（MMoU） 

 

項目 

１. グループの枠組み 

２. 定義 

３. 協力の目的および原則 

４. グループについての説明および権限ある当局の特定 

５. 機密性 

６. 権限ある当局の責務 

７. 継続企業の状況における協力 

８. 緊急事態における協力 

９. システム上危機的状況における協力 

10.  最終規定 

 

付録 

APPENDIX １－監督カレッジの連絡先リスト 
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１. グループの枠組み 

［  ］は、［  ］の法令（以下、「法令」）の規定に従い、「グループ」のグループ監督

者であると判断した。これに関連して、「グループ」の運営に関して効果的な規制および監

督を達成し、「グループ」の情報の共有および交換ならびにそのメンバーに関する情報に関

する機密性のルールを設けるため、［  ］は、関連する全ての監督当局のそれぞれの役割

および要件を明確化する多国間覚書（MMoU）を、当該当局間で交わすよう求められる。 

 

［  ］は、保険監督者国際機構（IAIS）の MMoU の署名者であり、従って、本 MMoU

は、IAIS の特定の諸原則および基準、とりわけグループ全体の監督に関する IAIS の諸原

則を取り入れている。 

 

２. 定義 

本 MMoU の目的上、特段の定めがない限り、 

［  ］は、［  ］を意味する。 

「グループ」は、パラグラフ４で記載されている。 

「グループの監督者」は、［  ］を意味する。 

「権限ある当局」は、保険会社を監督する権限を有する国内当局を意味する。「グループ」

の権限ある当局は、パラグラフ 4.3 に記載されている。 

「保険会社」は、[  ]の内外で規制されている「グループ」の［メンバーである各保険会

社］、または「グループ」の保険の支店を意味する。 

「監督カレッジ」は、権限ある当局が集う協力フォーラムである。 

「緊急事態」は、保険事業体の財政もしくは運営状況に重大な影響を与える、もしくは損

害をもたらしうる、または、権限ある当局の管轄区域の公益に大きな影響を与えるため、

迅速に対処されるべき状況または事象を意味する。 

 

３. 協力の目的および原則 

１. 以下の原則は、本 MMoU に適用されるものとする。 

(a) 「グループ」に対する重大な変更を反映するため、必要に応じて、MMoU は修正

される可能性がある。また、IAIS の諸原則および基準に適合したものに保つため

にも、修正される可能性がある。 

(b) 本 MMoU の規定は、いかなる法的拘束力のある義務も生み出さず、管轄区域の法

令を改訂したり、それに取って代わることもなく、直接的または間接的な法的拘

束力のある権限を生み出すこともない。本 MMoU は、非公式に、または本 MMoU

の適用範囲を超えて、協力および情報交換する権限ある当局の自由に影響を及ぼ

すことはない。 
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(c) 本 MMoU の提案は、全ての規制当局間の協力に適用されるより厳しい規定を侵害

することはない。 

(d) グループの問題に関する権限ある当局間の協力は、主に、グループ監督者として

［  ］を通じて実施される。また本 MMoU は、必要に応じて、二国間協力、お

よび関連する事項についての枠組みを提供する可能性がある。 

 

２. 本 MMoU の目的は、以下のとおりである： 

(a) グループ全体の監督を促進する。これには、これらに限られるものではないが、

以下についての「グループ」の評価を伴う：(1) 財政状況、(2) ソルベンシーに関

するルールの遵守状況、(3) リスク集中度およびグループ内取引、および(4) ガバ

ナンス・システム。権限ある当局は、「グループ」内の事業体のリスク・エクスポ

ージャー、ソルベンシーおよびガバナンスに関する入手可能な情報の収集および

分析を促進できる。権限ある当局は、その機能において［  ］を支援し、「グル

ープ」に当てはまりうるシステミックリスクの健全性評価に参加できる。 

(b) 権限ある当局による保険事業体の単独の監督を強化する。保険事業体の単独の監

督は、関連する権限ある当局の単独の責任であり、各権限ある当局は、自身の各

保険事業体の監督に関して、必要であるとみなされるあらゆる措置を講じるもの

とする。権限ある当局による、情報収集および共有、評価、ならびに議論は、各

権限ある当局による「グループ」内の保険事業体に対するより実効的かつ効果的

な監督を可能にするため、権限ある当局間での有用な情報交換を促進し、職務の

重複を防ぐことを意図している。 

(c) 以下を目的とした、協力のための恒久的なフォーラムを提供する：(1) 権限ある当

局間の関係を構築する、(2) 監督上の活動を調整する、および(3) 権限ある当局間

の協力において一層の結束をもたらす。本 MMoU は、継続的な保険契約者の利益

保護に寄与し、金融危機の際に各権限ある当局によるより良い監督を促進する、

監督プロセスに不可欠な要素を構成する継続的なメカニズムである。 

(d) 監督上の実務について、およびより実効的かつ効果的な監督についてのより良い

理解を促進する。様々な権限ある当局の監督上の実務には、各地域の市場に固有

の特性により、大きな違いが存在しており、関連する権限ある当局によりより良

く理解されている。権限ある当局は、協働することにより、「グループ」の構造お

よび性質について、ならびに単独およびグループのリスクの両方について、より

良い理解を得るものとする。 

 

４. グループについての説明および権限ある当局の特定 

4.1 グループについての説明およびその構造 

4.2 親会社［  ］が［  ］に登記した事務所を有する「グループ」は、以下に挙げる
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いくつかの国々に保険会社を有しており、この情報は、定期的に［  ］により更新され

る見込みである。 

 ［国１］ 

 ［国２］ 

 その他 

 

4.3 権限ある当局の特定 

１. 本 MMoU は、以下の権限ある当局間で実施されることになる。 

 ［規制主体の名称］ 

 ［規制主体の名称］ 

 ［規制主体の名称］ 

 

２. 権限ある当局は、本 MMoU に記される活動において代表を務めることになる個人（「連

絡窓口」）を指定しなければならない。連絡先リストは、Appendix 1 に掲載されている。本

リストは、定期的に［  ］により更新されることになる。 

 

５. 機密性 

１. 権限ある当局は、自国の機密性のルールを互いに入手可能としたことに同意する。権

限ある当局は、当該国内ルールについて知らされており、必要に応じて、権限ある当局の

機密性のルールが、自国の機密性と少なくとも同等であることを確認する機会があったこ

とに同意する。 

 

２. 権限ある当局は、［  ］を通じて、伝達される情報に適用される機密性の保証の同等

性評価に影響を及ぼしうる、当該保証への変更について、もう一方の権限ある当局に対し

て通知することになる。万一、権限ある当局が、これらの変更がパラグラフ１の適用を阻

害するとみなす場合には、それら権限ある当局は、「グループ」に情報提供を行う［  ］

に通知することになる。「グループ」は、適切な解決策を見つけるよう努め、この点に関し

て MMoU を再検討することとする。 

 

３.  権限ある当局は、各国の法令および規制、または他の法的義務から生じる機密性の要

件に加えて、当局間で共有されるあらゆる機密情報が、「グループ」およびその事業体の法

的な監督のためにのみ用いられることとすることを確認する。権限ある当局間での情報の

伝達は、情報交換に関する二国間および多国間 MoU の条項を考慮に入れることができる。 

 

４. 権限ある当局は、それぞれの法令で認められる範囲内で受領する全ての情報（「機密情

報」）について、その機密を保持するよう努めるものとする。万一、権限ある当局が、権限
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ある当局でない個人または事業体（つまり、第三者）から機密情報の依頼または要請を受

けた場合、当該の権限ある当局は、直ちに、依頼または要請の情報を提供した権限ある当

局に通知するものとし、当該第三者に機密情報を開示する前に、当該の権限ある当局の書

面による同意を入手するため、全ての合理的な努力をすることになる。この同意の依頼が、

拒否される、または回答を得られなかった場合には、当該機密情報を保持する権限ある当

局は、当該情報の開示を退けるために利用可能な全ての法的手段を取り、機密情報を供給

した権限ある当局に対して、当該情報の機密性を保存、保護および維持するために適切で

あると考えるあらゆる措置を講じるための機会を与えるものとする。機密情報を保持する

権限ある当局が、法的に当該情報を提供せざるを得ない場合、当該の権限ある当局は、当

該機密情報を提供した権限ある当局および［  ］の両方に対して、その開示について直

ちに知らせるものとする。 

 

５. 権限ある当局は、そのような機密情報を取り扱う、または当該情報を入手することの

できる全ての個人が、機密性の義務に拘束されるよう確保することに努める。 

 

６. 権限ある当局の責務 

１. ［  ］は、［  ］法に従い、「グループ」の調整および全般的な監督の責務を有す

る。［  ］は、当該の権限ある当局の単独の監督上の職務にとって重要である情報の拡散

を含め、関連情報または不可欠な情報、特に、継続企業および緊急事態に関する情報の収

集を調整し、関連する権限ある当局に当該情報を伝送するものとする。 

 

２. 権限ある当局は、法令で認められる範囲で、「グループ」の監督を促進するためにその

他の権限ある当局に関連しうると考えられる情報を供給することにより、情報収集に寄与

するよう努めるものとする。 

 

３. グループ監督者としての［  ］は、会合のスケジュールを決め、「グループ」の活動

を調整し、その機能の変更を提案する役割を有する。［  ］は、全ての権限ある当局が、

「グループ」の会合および議論される主な課題について、事前に知らされるようにするも

のとする。また、会合の発見事項および計画された措置についても、当該の権限ある当局

に対して知らせるものとする。 

 

４. 「グループ」の活動および発見事項は、各権限ある当局が自国の法令に基づいて有す

る個別の規制上の責務に対して、いかなる影響ももたらさないものとする。 

 

７. 継続企業の状況における協力 

7.1 監督カレッジ 
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１. 監督カレッジの組織は、「グループ」の活動および法体系、ならびに「グループ」がさ

らされている、またはさらされる可能性のあるリスクを反映する。 

 

２. 権限ある当局は、他の構造、例えば、地域の監督カレッジ（適切な場合）を採ること

ができ、恒久的または特定の状況を勘案して、［  ］により提案可能である。そのような

他の構造全てのリストは、［  ］により保持および更新され、あらゆる変更について正式

に知らされることとなる。監督カレッジにより創設された全ての構造は、必要であると合

意される場合には、監督カレッジのグループ会合に対して、それらの作業について報告さ

れるものとする。 

 

３. 監督カレッジは、関連する銀行または証券の監督者メンバーに対して、機密性および

職業上の秘密に関するその場限りの取決めを締結しており、かつ会合の前に全ての権限あ

る当局が納得しているという条件付きで、監督カレッジの会合の一部に参加するよう招致

する可能性がある。 

 

7.2 権限ある当局間での情報交換 

１. 原則として、［  ］は、情報を集中化させ、関連する権限ある当局に対し広めるもの

とする。しかしながら、権限ある当局は、より適切または必要であるとみなす場合には、

別の権限ある当局と相互に情報を交換する可能性がある。そのような場合、権限ある当局

は、可能な限り、［  ］に対して、情報交換について知らせるよう努めるものとする。 

 

２. 権限ある当局は、法令で認められる範囲内で、以下を行う： 

(a) 要請に応じて、グループ監督を可能または促進する可能性のある、「グループ」内の事

業体に関する情報を、相互に共有する。 

(b) 自主的に、その他の権限ある当局にとって不可欠であると思われるあらゆる情報を共有

する。 

 

３. 一方の権限ある当局が、特定の要請に応じて別の権限ある当局から情報を受取る場合、

および［  ］が、特定の要請なしに提供された情報を受取る場合、受取る権限のある当

局および［  ］は、本 MMoU の条項に従って他の権限ある当局に対して、その情報を開

示できる。提供する権限ある当局による開示に課された条件が、自国の法令に従って当該

条件を遵守しなければならない他の権限ある当局に連携されている場合には、所轄監督者

間での情報交換について、事前承諾は求められない。 

 

４. 権限ある当局が交換できる情報には、少なくとも以下が含まれる：(1) 権限の付与ま

たは取り下げ、(2) 取締役会の会員の変更、(3) 「グループ」内のメンバーに関わるソルベ



 

45 
 

ンシーの懸念事項または問題（「グループ」の事業体の資金調達スキームの策定または清算、

緊急決済の宣言、資産凍結につながりうる財務上の問題を含む）、(4)  「グループ」の事業

体の１つに対する、別の保険事業体または金融事業体への適格な参画につながる大規模な

企業買収を可能にするための、異議がない旨についての宣言または免許の付与、(5) 「グル

ープ」内の事業体の１つによる他の大規模な企業買収、および(6) 「グループ」の事業体（の

１つ）に関する強制的な措置。 

 

５. ある権限ある当局が、特定の場合において、別の権限ある当局により監督されている

保険事業体に関する重要な情報を検証することを望む場合、当該の権限ある当局は、検証

の手配をするよう他の権限ある当局に求めることができる。そのような要請を受取る権限

ある当局は、法令で認められる範囲で、以下の方法：(1) 検証自体を実施する、(2) 要請す

る権限ある当局に対して検証の実施を許可する、(3) 外部監査人または他の独立専門家に対

して検証の実施を許可することにより、当該要請に対応するよう努める。いずれの場合に

おいても、要請する権限ある当局が、可能な限り、対応する権限ある当局による措置およ

び発見事項全てについて、知らされるものとする。可能な限り、［  ］は、要請、措置お

よび発見事項について知らされるものとし、本 MMoU の条項に従い、他の権限ある当局に

それらを開示することができる。 

 

7.3 職務の共有、委任、共同活動、専門グループ、合同の立入検査 

１. 権限ある当局は、双方の合意に従い、かつ互いの権限ある当局に適用される国内の法

令および規制上の要件に応じて、他の権限ある当局に対して職務を共有および委任するこ

とができる。職務の委任の前に、関与する権限ある当局の計画は考慮されるべきである。 

 

２. 権限ある当局間の合同活動は、関与する各権限ある当局に適用される国内の規制上の

要件に応じて、自主的に組織されることができる。 

 

３. 監督カレッジは、具体的な関心点について調査するため、自主的に作業を行う、多く

の権限ある当局で構成されるワーキング・グループを設立することを決定できる。 

 

８. 緊急事態における協力 

8.1 緊急事態および利益相反 

１. 緊急事態は、保険事業体の単独の監督または「グループ」の監督に関して、緊急事態

が発生または確認され、緊急対策が求められる可能性がある。関連する権限ある当局（つ

まり、保険事業体の単独の監督またはグループ監督の責任を有する監督者）は、規制上の

要件および各国の法令に従い、適切な監督上の措置を講じるよう努めるものとする。しか

しながら、状況および講じる措置は全ての権限ある当局に関係する可能性があるため、措
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置を講じる権限ある当局は、可能な限り、事前または遅くともタイムリーに、他の権限あ

る当局に知らせるものとする。必要に応じて、関連する権限ある当局を支援する可能性が

ある情報を提供するため、監督カレッジの緊急会合が設定されるかもしれない。［  ］は、

緊急事態の対応について連携でき、情報交換を促進し、意思決定プロセスにおける団結を

確保する。 

 

２. 監督カレッジは、とりわけ緊急事態において、権限ある当局間で利益相反が生じうる

ことに同意する。 

 

３. 出来る限り権限ある当局間での利益相反を回避するため、および求められうるいかな

る措置に向けても十分に備えるため、監督カレッジは、生じうる緊急事態について分析し、

起こりうる利益相反について特定するものとする。さらに、監督カレッジは、こうした状

況における協力および調整を含め、適切な緊急スキームに合意するよう努めるものとする。

来る EU におけるソルベンシーⅡ指令の施行を視野に入れ、監督カレッジは、本 MMoU に

加えて、緊急事態の対処において権限ある当局を支援するための計画を作成することもで

きる。 

 

8.2 緊急事態における権限ある当局間のコミュニケーション 

事業体または「グループ」内において、その安全性および安定性を脅かす可能性のある緊

急事態が発生した場合にはいつでも、当該の権限ある当局は、早急に［  ］に知らせる

ことが望ましい。［  ］は、可及的速やかに、情報が他の権限ある当局と共有されるよう

確保するものとする。 

 

９. システム上危機的状況における協力5 

9.1 システム上危機的状況における協力の一般的な側面 

１. 権限ある当局は、システム上危機的状況が「グループ」に影響を及ぼす可能性がある

かどうかを評価する資格がある。 

 

２. 第８章の規定は、「グループ」に影響を及ぼすことになるシステム上の危機の際にも適

用される。 

 

３. 必要な場合にはいつでも、また自国の国内の法令、規制および要件に従い、権限ある

当局は、他の関連当局（存在する場合には、もしかしたらクロスボーダーな金融安定グル

ープ内の、中央銀行および／または財務省）と密接に協力するよう努めるものとする。そ

                                                  
5 本セクションの危機管理に関する詳細は、別個の危機管理グループ（CMG）の取決めにおいて取り扱われる可能性が

ある。 
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のような当局の関与については、権限ある当局に通知が行われる。 

 

9.2 情報交換 

１. 「グループ」に影響を及ぼしうる危機的状況について認識するに至った権限ある当局

は、可能な限り速やかに［  ］に知らせるよう、最善を尽くす。この情報は、可能な限

り速やかに他の権限ある当局に共有されることになる。 

 

２. 権限ある当局間での継続的な情報交換に加えて、法令で認められる範囲で、危機的状

況において、以下の情報を交換することが適切となりうる：影響を受ける事業体；危機に

ついての説明；当該事業体についての最新情報；影響を受ける事業体の重大性；「グループ」

および／または金融市場に対して及びうる影響；システミック評価の結果；および「グル

ープ」が既に講じた措置または再建の活動。 

 

9.3 外部のコミュニケーション 

権限ある当局は、危機に関連する情報について、外部のコミュニケーションを調整するよ

う努めるものとする。 

 

10. 最終規定 

１. 監督カレッジは、安全かつ迅速な伝達手段（例えば、安全な共有プラットフォームを

通じて）の実施により、伝達される情報の安全性を保証するため、最善を尽くす。 

 

２. どの権限ある当局も、他の全ての権限ある当局に遅延なく知らせなければいけない立

場にある［  ］に対して、最低でも 30 日前に書面により事前通知することにより、いつ

でも、本 MMoU の加盟から脱退することができる。実際の脱退日までの 30 日の通知の間、

脱退する権限ある当局は、本 MMoU に基づき、引き続き協力および情報交換を行うができ

る。権限ある当局による脱退は、いかなる方法でも以下に影響を及ぼすことはない： 

 本 MMoU に基づき以前に受領または提供した機密情報に関する、権限ある当局の

権利または義務 

 当該情報に伴う特権。 

 

３. 権限ある当局は、「グループ」の全体的な構造の大幅な変更および負っているリスク、

欧州規制または権限ある当局を統制する法令の変更（監督当局の組織上の変更または新た

な当局の創設を含む）、または、自身の協力手続きの変更を適切に反映するため、必要に応

じて、本 MMoU を改訂および更新するものとする。 

 

４. 本 MMoU への修正には、カレッジメンバー全ての同意が必要となり、書面により行わ
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れるものとする。 

 

５. 新たな権限ある当局が監督カレッジに加盟する前に、全ての権限ある当局の合意が必

要である。志願する当局は、MMoU の規定に合意しなければならず、パラグラフ５に遵守

すべく、自国の機密性のルールを提供しなければならない。全ての権限ある当局が合意す

る場合、MMoU は修正され、新たな権限ある当局を含む全てのメンバーにより署名される。 

 

６. 本 MMoU は、各メンバーが署名した日付より、権限ある当局間で施行されることにな

る。 

 

当局用： 

 

官庁    代表者    署名・日付 

 

［規制主体の名称］                       

 

［規制主体の名称］                       

 

［規制主体の名称］                       

 

［規制主体の名称］                       

 

［規制主体の名称］                       
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APPENDIX １ 

 

監督カレッジ 連絡先リスト 

 

［規制主体の名称］ 

 

［連絡窓口の名前］ 

［規制主体の名称］ 

 

［連絡窓口の名前］ 

［規制主体の名称］ 

 

［連絡窓口の名前］ 

［規制主体の名称］ 

 

［連絡窓口の名前］ 

［規制主体の名称］ 

 

［連絡窓口の名前］ 
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Annex B: ある監督カレッジの取決めの例 

 

はじめに 

欧州議会の 2009/138/EC指令の第 248条(4)項ならびに保険事業および再保険事業の開始お

よび遂行に関する 2009 年 11 月 25 日の理事会指令に従って修正された（「ソルベンシーⅡ

指令」）、この調整の取決め（当該取決め）は、[グループ名を記入予定]に関する監督カレッ

ジの設置および機能設定（functioning）について完了している。 

本取決めは、メンバーおよび参加者に対して、ソルベンシーⅡまたは導入措置に規定され

ていない、法的拘束力のある追加的な義務を一切生じさせない。 

本取決めは、Annex A に記載のメンバーと参加者の間で効力を発することになり、これら

は全てまとめて、本取決めにおいて監督カレッジとして共に言及される。 

グループの監督者、および他のメンバーおよび参加者は、監督カレッジのガイドラインの

枠組みの中で、[グループ名を記入予定]の監督において必要であれば、相互認識および協力

に基づいて、[グループ名を記入予定]の監督において協力する必要性を認識している。 

全ての Annexes は本取決めの一部である。 

 

１. 定義 

本取決めには以下の定義が適用されることになる： 

a. グループの監督者：ソルベンシーⅡ指令の第 212 条(1)(d)項に従って、および、第 247

条の手順に従って任命される、グループの監督の調整および遂行に責任を有する監督

者 

b. 監督当局：ソルベンシーⅡ指令の第 13 条(10)項に従い、法律または規制により保険会

社または再保険事業者の監督の権限を与えられた各国の当局 

c. 第三国監督当局：欧州経済地域国以外において、法律により（再）保険事業者の保険

を監督する権限を与えられた各国の当局 

d. メンバー：ソルベンシーⅡの第 248 条(3)項および EIOPA に従い、子会社である全事

業者の本店が所在する、全てのメンバー国のグループの監督者および監督当局 

e. 参加者：重要な支店、または、他の関連事業者の監督当局、ならびに、他の支店、1c

で定義される第三国、および Annex A のリスト内のソルベンシーⅡ指令の第 248 条(3)

項に基づく、他の金融セクターの監督当局 

f. グループ：ソルベンシーⅡ指令の第 212 条に定義される事業者のグループ 

g. 専門家チーム：監督カレッジと協議の上で、監督カレッジの活動の一部を実行するた

めに、グループの監督者により設立された、監督当局で構成されるチーム 

h. 個別の（再）保険事業者：ソルベンシーⅡ指令の第 14 条に従って免許を与えられてい

る個別の（再）保険事業者 

i. 導入措置：ソルベンシーⅡ指令に従って発行された欧州委員会により導入された委任
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決議 

j. 監督カレッジのガイドライン：EIOPA により詳細に作成された監督カレッジの機能設

定に関するガイドライン 

k. FICOD：欧州議会の 2002/87/EC 指令ならびに金融コングロマリットにおける信用機

関、保険事業者および投資会社の補充監督に関する 2002 年 12 月 16 日の理事会指令  

l. ヘルシンキ・プラス・リスト：グループの監督に関与する監督者の詳細な連絡先およ

び一部の基本的な監督情報を含む、EEA の保険グループならびにその EEA および

EEA 以外の子会社および支店の全てのリスト。当該リストは EIOPA により管理され

ている 

m. IAIS：保険監督者国際機構 

 

２. 範囲および目的 

範囲 

本取決めは、メンバーと参加者間の協力の基礎を示し、また、[グループ名を記入予定]に関

する監督行動の実務的な構成を示す6： 

 監督カレッジのメンバーおよび参加者のリスト 

 グループの監督者の役割および責任 

 他のメンバーおよび参加者の役割および責任 

 情報交換および職業上の秘密 

 継続的な監督および危機に際しての、グループの監督者と他のメンバーおよび参

加者間の協力 

 グループの監督者と他のメンバーおよび参加者間の協議および意思決定のプロセ

ス 

 活動計画 

 任務の共有および委託 

 監督カレッジ内での専門家チームの設置 

 共同の検査のとりまとめ 

 ソルベンシー、リスク集中度、およびグループ内取引に関する要件についての、

グループの遵守状況の評価 

 SⅡ指令の第 231 条についてのグループの内部モデルのための、承認の意思決定の

プロセス 

 グループの追加資本の義務付けを判断するためのプロセス 

 計算方法を選択すること、および比例シェアを判断すること 

                                                  
6 監督カレッジの特異性に従って、条件が追加されうる。追加すべきなのは、例えば、SⅡ指令の第 230 条に対して、

協議の仕組み、極めて重要な合併／買収／解散に関連した情報交換および協力などであり、当該取決めのセクション

8.9 も参照。削除すべきなのは、例えば、グループの内部モデルが一切使用されていない場合の、定型様式の内部モデ

ルの部分である。 
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 集中型のリスク管理条項を適用する申請。 

 

以下を行うために： 

 監督カレッジのメンバーと参加者間での、必須かつ関連する情報、見解、および

評価の交換、ならびに、任務の重複の回避ならびに継続事業および危機的状況で

の適時の措置を含めた、[グループ名を記入予定]の実効的な監督を活発かつ促進す

る 

 監督カレッジのメンバーおよび参加者が、その監督上の責任に沿って、[グループ

名を記入予定]のリスクプロファイルおよびソルベンシー状況について、ならびに、

それらが個別の事業者レベルにどのように影響するかについて、共通の見解をま

とめることを可能にする 

 監督上のレビューおよびリスク評価を含む監督措置の調整を実施し、活動計画を

設定し、ならびに、任務のあらゆる割当ならびに共同での視察および立入検査を

アレンジする 

 可能な限り、および実行可能な限り、個別の監督当局により下される主要な決定

を調整し、また、適切であれば、コンセンサスを得るために努力する 

 監督者が自身の監督上の任務を遂行する際に支援する。 

 

３. 原則 

以下の原則が本取決めに適用される： 

 監督カレッジは、継続的な協力の構造として運営を行い、監督カレッジの会議ま

たは電話会議に限定されない。 

 監督カレッジは、監督措置の調整および監督上の協力の強化において主要な役割

を担い、ならびに、適切であればコンセンサスを得るよう努力した上で、個々の

監督当局により、主要な決定が下されるよう調整する。 

 監督カレッジのメンバーと参加者間の協力は、主に、監督カレッジを通じて実施

され、その構成は、[グループ名を記入予定]の活動および法的形態、ならびに、[グ

ループ名を記入予定]グループおよびその関連事業者がさらされている、またはさ

らされる可能性のあるリスクも反映する。 

 メンバー国[国名を記入予定]は、[グループ名を記入予定]の事業者の健全性監督の

ための監督当局を複数有し、そのため、[監督当局名を記入予定]と[監督当局名を

記入予定]は、それらの監督当局間での調整を確保するために必要な措置を講じる。

7 

 メンバーと参加者は、[グループ監督者の監督当局名を記入予定]が、[グループ名

を記入予定]のグループ監督者であること、ならびに、そのため、グループ名を記

                                                  
7 本パラグラフは、該当がない場合は削除されうる。 
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入予定]のグループ監督の調整および実施に関して、本取決めに記載した責任を担

うことを認識する。 

 本取決めに特段の記載のない場合、協力および協議のための実用言語は英語とす

る。 

 

４. グループの説明 

その最終的な参加会社が[最終的に参加する会社名を記入予定]であり、かつ、その登録事務

所を EEA の加盟国に有し、ヘルシンキ・プラス・リストに記載される EEA 国と EEA 以

外の国に関連する事業者および支店を有する[グループ名を記入予定]。 

 

{[グループ名を記入予定]もまた、FICOD に従って監督を受ける場合、そのことを確認され

た調整者名と併せて述べていただきたい。} 

 

グループの説明図は Annex B に添付している。 

 

５. メンバーおよび参加者の詳細な連絡先 

監督カレッジのメンバーおよび参加者の詳細な連絡先は、EIOPA により管理される人名録

（directory）に保管される（ヘルシンキ・プラス・リスト）。 

 

監督カレッジのメンバーおよび参加者の詳細な連絡先のあらゆる変更は、グループの監督

者により、EIOPAの人名録を更新することになるEIOPAに対して提供されることになる。

8 

 

{当該リストへの第三国の監督者のアクセスは、ソルベンシーⅡ指令の第 338.2 条の導入措

置に従い、機密性および職業上の秘密要件の遵守、ならびに、監督カレッジのメンバー間

の合意が条件となる。ヘルシンキリストへのアクセス権を持たない監督当局については、

詳細な連絡先が他の方法により提供されることになり、その方法を明確化願いたい。} 

 

６. 監督カレッジのメンバーおよび参加者の責任 

[グループ名を記入予定]の監督カレッジの実効的な機能設定は、監督カレッジの業務、議論

および活動に関与するグループの監督者および他の監督当局の貢献に依存する。 

 

グループの監督者 

                                                  
8 人名録を少なくとも四半期ごとに見直し、また、変更があればグループの監督者に即座に（遅くとも２週間で）報告

するのは、各監督当局の任務である。個々の事業者のレベルで要求される全ての情報は、グループの監督者に提供され

るべきであり、当該監督者は、当該リストを更新および EIOPA に送る責任を有する。EIOPA は、そのウェブサイト上

の限定されたエリアに、その変更を即座に（遅くとも４週間で）アップロードする。 
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ソルベンシーⅡ指令の第 238 条に従い、グループの監督者は、以下の責任を有する： 

 継続事業および危機的状況に関して目的適合的、または必要不可欠な情報の収集

および拡散を調整する 

 監督上のレビューおよび当該グループの財務状態の評価 

 当該グループのソルベンシーに関するルール、ならびにリスク集中度およびグル

ープ内取引に関するルールの遵守状況の評価 

 当該グループのガバナンス制度の評価、ならびに、参加する事業者の経営、管理、

または監督組織のメンバーが適格性要件を満たしているかどうかの評価 

 関与する監督当局と協力の上、および、当該グループの一員である全ての事業者

の業務に内在するリスクの性質、規模、および複雑性を考慮した上で、少なくと

も年に１回の定例会議を通じて、または、他の適切な方法を通じて、継続事業お

よび危機的状況における監督措置を計画および調整すること 

 グループの監督者に割り当てられる他の任務、措置および決定で、特に、であら

ゆる内部モデルの検証プロセスを主導し、また、ソルベンシーⅡ指令の第 237 条

から 240 条で定められる制度の適用を許可するためのプロセスを主導すること。 

 

上述の任務を遂行するために、グループの監督者は、他の活動の中でも、監督カレッジの

議長を務める、議題を準備する、議事を記録する、グループの組織構造およびメンバーお

よび参加者の連絡先リストを更新する、ならびに、現在の調整の取決めの修正を提案する

ことも含めて、監督カレッジの組織および機能を見直す。 

 

グループの監督者は、適切であれば、[監督カレッジにおいて合意されている時間枠を記入

予定]内に、メンバーおよび参加者が取った行動および措置について、メンバーおよび参加

者に常に通知する。{監督カレッジは、想定される活動／措置の種類に従って、時間枠を決

定する} 

 

メンバーおよび参加者 

各メンバーは、共同の決定および／または合意を必要とする論点および手続きに関して、

自身の意見を提示する。メンバーが貢献しないことを選択する場合、大したコメントがな

いこと、および監督カレッジが連携された見解に沿って行動できることと理解される。 

 

EIOPA を除く監督カレッジの全てのメンバーは、要求があれば投票で決議する。参加者は、

グループの監督者の要請がある場合、協議および意思決定プロセスへの貢献として、自身

の意見を提示する。 

 

７. 機密性および（安全な）伝達経路および情報交換 
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機密性および職業上の秘密 

ソルベンシーⅡ指令または他の EU の法律によって生じる職業上の秘密要件に加えて、監

督当局は、監督当局間で共有されるあらゆる秘密情報が[グループ名を記入予定]の合法的な

監督目的のみに利用されること、ならびに、監督当局の職業上の秘密の守秘義務ならびに

監督当局間の情報交換の条件および手続きの管理下にあることを確認する。 

 

EEA 外の管轄区域の監督当局は、情報の機密性に関し、関連する法制におけるものと同等

の法的規定を有することを条件に、機密情報を共有する当事者となることができる。その

ため、第三国の参加者は、機密性および職業上の秘密についての自国の国内ルールをメン

バーおよび参加者が入手可能にしたことを確認する。メンバーおよび参加者は、これらの

国内ルールを通知されていることを確認し、また、同等性がまだ最終的に検証されていな

い場合は、第三国からの参加者の機密性および職業上の秘密のルールが、自身の職業上の

秘密の守秘義務と少なくとも同等であると評価したことを確認する。新たな第三国の監督

当局が、正式に監督カレッジの参加者となる前に、各メンバーおよび参加者によって同等

性がまだ最終的に検証されていない場合は、メンバーおよび参加者は、第三国からの参加

者の機密性および職業上の秘密のルールが、自身の職業上の秘密の守秘義務と少なくとも

同等かどうか評価する。 

 

可能性のある第三国の参加者に関する評価がマイナスの結果となる、または、まだレビュ

ー段階の場合、監督カレッジがあらゆる状況において、要求される機密性および職業上の

秘密の要件を依然として満たしていることを確保するために、監督カレッジの組織がそれ

に応じて修正されることになる。 

 

メンバーおよび参加者は、グループの監督者に対し、第三国の参加者に伝達された情報に

適用される機密性および職業上の秘密の保証におけるあらゆる変更について通知する。そ

の後、グループの監督者は、そのような変更について、他のメンバーおよび参加者に通知

する。 

 

伝達経路 

監督カレッジは、監督カレッジの中で以下の[伝達経路名を記入予定]の伝達経路を用いるこ

とに合意する。 

あらゆる機密情報およびセンシティブな情報は、最も安全な伝達経路を通じて共有される。 

 

情報交換 

情報は、メンバーおよび参加者のニーズを反映する監督カレッジ内で交換される。監督カ

レッジは、以下の手続きを遵守する。 
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 グループの監督者は、情報の収集および拡散の責任を担う。 

 グループレベルならびに個別の事業者レベルでの定性的および定量的データ一式

は、[期間を記入予定]ごとに監督カレッジのメンバーおよび参加者間で交換される

（Annex C 参照）9。 

 Annex C におけるデータの一式は、メンバー間で体系的に交換されることになる

情報の一式を定義する、監督カレッジ内での体系的な情報交換に関する実務的な

技術基準（Implementing Technical Standard）を考慮して合意された。しかしな

がら、監督カレッジは、この一式の適切性および情報の頻度を評価する。適切で

はない場合、当該データの一式は、グループの性質、規模および複雑性に基づい

て、どの追加情報が体系的な交換に適合するか特定する。また、このデータの一

式は、グループの監督レビューのプロセスのための、インバウンドの情報の一部

である。第三国の参加者については、データの一式は、実務的な技術基準と比較

できる情報に基づいている。 

 さらに、適切であれば、臨時の情報がメンバーおよび参加者間で交換される。 

 

グループの監督者、あるいは、監督カレッジのメンバーまたは参加者からの情報の要請は、

データにのみ関する場合、[営業日数を記入予定]営業日{５～10 営業日}内に回答される。要

請された情報が、一部の予備的分析を必要とする場合、期限は[営業日数を記入予定]X 営業

日に延長される。{20 営業日} 

{＜専門基準の実施で定めたデータの一式と異なる場合のみ＞Annex C の体系的ベースで交

換される情報は何かを挿入願いたい} 

 

８. 監督カレッジの機能設定 

継続的な監督において 

監督カレッジは、少なくとも年に１度、対面で会議を開催する。{この文は、プロポーショ

ナリティの面から、電話会議または他の頻度の対面での会議に変更可能。}二国間での話合

いに参加するあらゆるメンバーまたは参加者は、監督カレッジにそれを通知し、また、そ

の話合いの結果生じたあらゆる関連情報を監督カレッジと共有する。 

 

メンバーおよび参加者は、会議の遅くとも[月数を記入予定]{２ヵ月}前に会議について通知

される。 

 

会議／電話会議の議題案は、予定される会議の遅くとも[週の数を記入予定]{３週間}前に送

付される。グループの監督者および個々の事業者の監督当局により作成された最終の議題

                                                  
9 監督カレッジ内で、いくつかの情報の流れが考えられ、また、全ての流れが情報の同一のデータ一式に依存する訳で

はない。 



 

57 
 

および関連文書は、会議の遅くとも[週の数を記入予定] {１週間}前に監督カレッジに対して

送付される。 

 

危機時 

所轄監督当局は、危機的状況が自身の監督下の事業者に影響するかどうかを評価する責任

を担う。 

 

[グループ名を記入予定]のための緊急時計画ならびに金融危機への備えおよび管理に関す

る EIOPA のガイドラインの定義に沿って、危機に陥っている保険事業者は、自社の保険金

の決済および自社の保険契約者への給付金支払いを、一部または全て行えない可能性があ

ると定義されうる。 

 

危機に陥っている場合の協力として、[グループ名を記入予定]の監督カレッジのメンバーお

よび参加者は、本取決めに Annex D として加えられている[グループ名を記入予定]グルー

プの承認された緊急時計画に規定される原則および手続きに従うものとする。 

 

メンバーおよび参加者は、必要であればおよび自国の国内法に従って常に、危機管理プロ

セスに関与する他の関連する監督当局（例えば、EU の組織、中央銀行、財務省）と緊密に

協力する。 

 

8.1 協議および意思決定の手続き 

メンバー、および参加者、本パラグラフのサブパラグラフ３に概説される条件に従う後者

は、パラグラフ 8.5 に記載する適用プロセスの一部ではない、または、適用される EU 法で

規定されているプロセスでない場合は、これらの手続きに従う。 

 

各手続きに関して、関与する監督当局は、問題によって異なる可能性がある。 

 

参加者は、グループの監督者から要請があった場合は、協議および意思決定プロセスへの

貢献として、プロセスのどの段階においても、自身の意見を提示する。グループの監督者

は、監督カレッジのメンバーおよび参加者に対して、協議および意思決定の手続きでの結

果を通知する。 

 

協議手続き 

 効率的な情報交換を確保するために、関与する監督当局に対して、支持する理由

を付けて、他の監督当局への写しと共に、書面で提案を送付する。 

 関与する監督当局は、[週の数を記入予定] 週間{４週間}以内に回答することが許可
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される。 

 適切であれば、書面での提案は、グループに対してはグループの監督者により、

または、国内の保険事業者の場合は、権限ある国内の当局により送付され、グル

ープまたは個別の保険事業者は合意された期間内に回答することが許可される。 

 いずれかの関与する監督当局により必要とみなされた場合、関連する問題につい

て議論するために、会議が開催される。 

 グループの監督者は、協議プロセスの結果を監督カレッジに対して書面で連携す

る。 

 

意思決定プロセスのための手続き 

 関与する監督当局は、下されるべき決定に関してコンセンサスを得ることを目指

し、適切な場合には、グループの監督者が投票手続きを提案する。 

 多数の見解が生じる場合、関与する監督当局は、必要であれば、書面によるコメ

ントを通じて、自身の理由付けを説明し、また、他の監督当局との議論を促す。 

 適切な場合には、および、コンセンサスを得るためのあらゆる努力が失敗した場

合、当該案件は関与する監督当局によって、助言または調停を仰ぐために EIOPA

に送られうる。 

 グループの監督者は最終決定を監督カレッジに対して書面で連携し、多数決また

は、グループの監督者のみにより下される決定の場合は、全ての理由付け、およ

び、あらゆる重要な意見の相違を示す。 

 

監督カレッジの会議期間中の協議の場合、または、書面手続きによる承認の協議の場合、

要請が要請日から[営業日の数を記入予定]営業日内に回答されなかった場合、要請に提出さ

れた提案に対する合意または、異論なしとして理解される{20 営業日}。関与する監督当局

が当該要請に回答するためにさらなる時間を必要とする場合、グループの監督者に通知し、

また、新たな時間枠が合意される。 

 

監督カレッジは、決定を文書化{方法を記載}し、それを記録{方法を記載}する。 

 

8.2 活動計画、任務の共有および委譲、専門チーム 

メンバーは、監督カレッジにおいて、[頻度について記入予定]で、パラグラフ 8.1 の手続き

に従って活動計画について議論および合意する10。 

 

{監督カレッジは、活動計画の時間枠を決定する} 

 

                                                  
10 レベル２の第 339 条に従い、活動計画は少なくとも年に１回改訂されるものとする。 
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活動計画は、主要な監督カレッジの会議および主な検査を含む監督措置の主な種類を調整

し、状況により必要となり次第更新される。 

 

活動計画は、グループの監督者により調整され、また、毎年見直される。グループの監督

者は、以下を含む関連する監督計画の側面を活動計画に含める： 

a) グループのリスク評価の枠組みの結果に基づいた、重点を置いている主要なリス

クについての説明 

b) グループの監督計画に基づいて監督カレッジが実施する予定の活動についての説

明および論拠 

c) グループ内の関連する事業体および、グループの監督者が意見を求める可能性が

あるそれらの監督当局の特定。 

 

グループの監督者は、適切であれば、グループと単独の活動計画を調整するために、個々 

の監督者の監督計画を考慮する。 

 

監督カレッジのメンバーおよび参加者が、任務を共有および／または委譲する場合、監督

カレッジのガイドラインに従って、および、上述の協議および意思決定プロセスに従って、

委譲された任務の履行内容および当該任務が履行されることになる時間枠を含む、明確な

任務の委譲が監督カレッジにおいて合意される。 

 

活動計画は、委譲された任務の遂行について合意された時間枠を反映する。任務の委譲の

一部ではない監督当局は、適切に通知される。二国間で委譲される任務は、グループの監

督者に報告され、当該監督者は監督カレッジに通知する。 

 

専門チームが結成される場合それらのチームの一員ではない監督カレッジのメンバーおよ

び参加者は、その進捗状況について定期的に通知を受ける{方法を記載}。 

 

8.3 共同での立入検査 

監督カレッジの活動計画には、[グループ名を記入予定]の事業者の個別レベルおよびグルー

プレベルでの、全ての関連する計画された立入検査のリストを含む。活動計画の作成の目

的上、メンバーは、グループの監督者に対して、[グループ名を記入予定]の事業者における、

あらゆる関連する計画された立入検査について、各国のレベルで通知する。グループの監

督者は、他のメンバーおよび参加者に対して、最終的に参加する事業者または、[グループ

名を記入予定]の他の個別の事業者における、あらゆる関連する計画された立入検査につい

て通知する。 
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ある論点が、グループ（または、様々な管轄区域に所在する、グループのいくつかの事業

体）の監督に関連すると確認された場合は必ず、監督カレッジの各メンバーまたは参加者

は、共同の監督措置の提案を行うことができ、また、グループの監督者または、権限ある

個別の監督当局に対して、その理由および共同の監督措置の範囲を示した上で、通知する

ことができる。その後、グループの監督者は、EIOPA、参加および／または、共同の立入

検査の結果に影響される、または興味を示す可能性のある他のメンバーおよび参加者に通

知する。参加する監督者が特定された時点で、それらの監督者は、当該レビューを誰が主

導するかを含めて、検査任務の最終的な範囲、目的、組立ておよび配分について話し合い、

合意すべきである。11  

 

共同の監督措置への参加者数は、効率的な規模に維持される。 

 

グループの監督者は、共同の立入検査での進捗状況および発見事項について常に通知を受

けることになり、共同の立入検査に関する適切な連携の拡大を確保する。 

 

8.4 ソルベンシーに関する要件への当該グループの遵守状況の評価、ならびにリスク集中

度、およびグループ内取引に関する評価 

[グループ名を記入予定]のリスクプロファイルを評価する際には、グループおよびその事業

者によってもたらされるシステミックリスクが考慮されることになる。また、グループの

リスクプロファイルを評価する中で、市場全体のリスクおよびセクターごとの脆弱性も、

考慮されなければならない。 

 

グループ内取引（IGT）の監督に関して、[グループ名を記入予定]は、以下の閾値[監督カレ

ッジが合意した閾値を記入予定]を超える重要な IGT、および非常に重要な IGT について報

告する[監督カレッジによって、非常に重要なものとして特定された IGT を記入予定]。 

リスク集中（RC）の監督に関して、[グループ名を記入予定]は、以下の閾値[監督カレッジ

が合意した閾値を記入予定]を超える重要な RCについて報告する[監督カレッジが合意した

閾値を記入予定]。 

 

協議は、セクション 8.1 に規定される協議および意思決定の手続きに従って、意見をまとめ

るのに十分な情報を伴う。 

 

8.5 グループの内部モデルおよび、グループの内部モデルの機能設定；共同の意思決定の

ための準備についての承認プロセス 

 

                                                  
11 手続きおよび連携の詳細については、監督カレッジの運営機能に関するガイドライン 21 も参照。 
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調整の取決め－2009/138/EC の第 231 条に従って、グループの内部モデルについての共同

の意思決定 

 

調整の取決めのこの部分は、適用の評価が完了した時点で、グループの内部モデルに対し

て共同の意思決定を下す際の、グループの監督者および関与する他の監督当局の責任を明

確化することを目的としている。 

 

グループの内部モデルに関する共同の意思決定に至るプロセスについての ITSは、この ITS

で定義する関与する監督当局がグループの内部モデルについて共同の意思決定に至るため

に従わなければならないプロセスを定める。特に、ITS の第３条(1)項に従い、関与する監

督当局は、時間枠、主な段取り、および成果物を含め、共同の意思決定に至るためのプロ

セスに関して決定しなければならない。 

 

内部モデルに関係する監督カレッジのガイドラインの機能設定には、監督当局が従わなけ

ればならないさらに詳しい条項、特に、決定に至ることができることを最終目的に、承認

プロセスの期間で監督当局が従うことになる活動計画の設定を含む。 

 

１. 共同の意思決定プロセスに関する ITS の第４条(3)項に従い、グループの監督者は、関

与する他の監督当局から受領した意見（inputs）に基づいて、共同の意思決定のため

の提案を起草しなければならない。 

グループの監督者による意思決定のための提案に対して、関与する他の監督当局から

受取ったこれらの意見は、以下で構成される： 

 

(a) 自身が監督する関連事業者の SCR に関するテストおよび基準、ならびに他の関連

する要件への、グループの内部モデルの遵守または不遵守（グループの内部モデ

ルによる、この関連事業者のリスクプロファイルの反映の十分性または不十分性

を含む）、および、その論拠、ならびに、 

(b) 自身が監督する関連事業者の SCR の計算のためのグループの内部モデルを承認す

るか拒否するか。 

 

関与する他の監督当局によるグループの監督者の提案に対する、ITS の第４条(6)項で

言及される意見、および、当 ITS の第４条(7)項に定める適用に関する最終的見解は、

上述の(a)および(b)に含まれる問題に関係する。 

 

２. グループの監督者の共同の意思決定への貢献で、その決定のための提案に含まれる予

定のものは、以下から構成される： 
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(a) 連結グループの SCR に関するテストおよび基準、ならびに他の関連する要件への、

グループの内部モデルの遵守または不遵守（グループの内部モデルによる、グル

ープの全体的なリスクプロファイルの反映の十分性または不十分性を含む）、およ

び、その論拠 

(b) 該当する場合、親事業者または自身が監督する関連事業者の SCR に関するテスト

および基準、ならびに他の関連する要件への、グループの内部モデルの遵守また

は不遵守（グループの内部モデルによる、参加事業者または関連事業者のリスク

プロファイルの反映の十分性または不十分性を含む）、および、その論拠 

(c) 連結グループの SCR 計算のためのグループの内部モデルを承認するか拒否するか、

および、 

(d) 親事業者または自身が監督する関連事業者の SCR 計算のためのグループの内部モ

デルを承認するか拒否するか。 

 

8.6 計算手法の選択および比例シェアの決定 

グループの監督者は、会計・連結に基づく手法のみの適用が適切ではないかどうかを決定

する前に、関与する他の監督当局およびグループに相談する。 

 

グループの監督者は、2009/138/EC 指令の第 221 条(2)(a)、(b)、(c)に定めるケースでは、

比例シェアを勘案するよう決定するために、他の監督当局と相談する。 

 

8.7 SⅡ指令第 232 条に従って追加資本を課すことについての連携 

グループの監督者は、関連する保険事業者の監督者が当該リスクをグループのレベルで理

解することを確保するために、監督カレッジに対して、グループのレベルで適用、修正、

または取り消されるあらゆる追加資本について連携する。 

 

監督当局は、グループの監督者に対して、自身が関連事業者に適用、修正または取り消さ

れたあらゆる追加資本について連携する。 

 

8.8 集中型リスク管理条項の適用の申請 

親事業者が、自身のいずれかの子会社を SⅡ指令の第 238 条および第 239 条に定めるルー

ルに従わせる申請を行う場合、完全な承認は、遅滞なく、当該要請を受領した監督当局に

より、監督カレッジの他の監督当局に転送されるものとする。 

 

グループの監督者は、その後、許可を与えること、および、その許可に他の条件が付帯さ

れるかについて議論するために、許可が求められている監督当局との会議を提案するもの
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とする。 

 

セクション 8.1 に規定される協議および意思決定のための手続きは、関与する監督当局の間

で適用される。 

 

グループの監督者は、監督カレッジ内のあらゆる他の監督当局が、常に通知を受けている

よう保証する。 

 

8.9 Xxx 

{例えば、SⅡ指令の第 230 条に関する協議の仕組み、極めて重要な合併／買収／解散につ

いての情報交換および協力が、さらなる課題として追加されうる} 

 

９. 雑則 

本調整の取決めは[日付]に発効する。本取決めは、監督カレッジの運営に関する法的根拠が

不存となるまで、無期限に有効である。 

 

しかしながら、あらゆる参加者は、グループの監督者に対して 30 日の通知期間をもって、

調整の取決めに基づく協力を終了させる意思を書面で通知することができる。その後、グ

ループの監督者は、監督カレッジの他のメンバーおよび参加者に対して書面で通知する。

終了後であっても、この調整の取決めに基づいて得た情報は、この調整の取決めで合意さ

れたとおり、引続き機密扱いとなる。 

 

新たな監督カレッジのメンバーまたは参加者が監督カレッジに参加する場合、パラグラフ 7

を侵害することなく、新たな監督当局のみが締結された取決めに署名する。 

 

本調整の取決めは、例えば、[グループ名を記入予定]の重要な変更（例えば、全体的なグル

ープ構造、リスクプロファイル）を反映するために、必要に応じて変更および／または修

正される。また、必要であれば、監督当局のあらゆるメンバーおよび参加者を統治する、

適用されるあらゆる国内法と引続き互換性があるようにするために、それらの変更が EU

の法律に違反しない限り、修正が可能である（監督当局の組織上の変更、または新たな当

局の設置を含む）。変更が、第三国の参加者の国内法と互換性がない場合、第三国、参加者

は、本パラグラフで定める条件に従って、調整の取決めに基づく自身の協力を終了するこ

とを決定できる。{監督カレッジは、例えば、取決めの新しい草案を回覧するスケジュール、

または、取決めの修正版に関して合意するプロセスなど、調整の取決めがどの条件に基づ

いて修正されるか決定する} 
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監督カレッジと相談した後、グループの監督者が適切であると判断する場合、調整の取決

めは、第 213 条から第 217 条、第 219 条から第 221 条、第 227 条、第 244 条から第 246

条、第 250 条、第 260 条および第 262 条に関して、協議のための手続きも定める。グルー

プの監督者が、これらの条項内の意思決定に関する協議のための手続きを調整の取決めに

含めたいと望む場合、各グループの監督者に委ねられる。本意思決定は、調整の取決めが

更新された場合は見直されるべきである。 

 

監督権限の他の監督当局への移転に関係して、関連する管轄区域において組織変更が実施

された場合は、当該監督当局は、監督カレッジに対して、これに関する条項により規定さ

れる各々の後継者の権利および義務への参加について、書面にて通知するものとする。か

かる通知は、組織変更の効力発生から 30 日以内で有効とされるものとする。 

 

調整の取決めの概要／写しは当該グループに提供される[ことになる／ことはない]。 

 

当該取決めの条件は、正当の認められた代理人によって本取決めに署名した、監督カレッ

ジのメンバーおよび参加者により理解および受け入れられている。 

 

Annexes 

Annex 1.A: 監督カレッジのメンバーおよび参加者；取決めに関与する当事者 

Annex 1.B: グループの構造およびグループの主要な活動 

Annex 1.C: 体系的に交換されるデータの一式 

Annex 1.D: 緊急時計画の定型様式 

 

監督者（監督当局）名、国 

を代表しての 

署名 
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Annex C: 共同合意の例 

[当局名] 

 

 

共同合意 

 

以下に署名した者は、 [管轄区域]における[法、セクション]により権限を付与される、権限

ある当局の行為能力において、ここに、[監督カレッジのメンバーの[日付]の 決議／書面手

続き]により承認された、[保険グループ]の監督カレッジのメンバー間の多国間の覚書の条

件により拘束されることに同意する[文書、参照]。 

 

この共同の宣言は、以下の最上段に記載する日から効力を発するものとする。 

 

日付 [日付] 

加盟当局 [当局名] 

氏名 [氏名]、[役職名] 

署名 [権限を与えられた者による署名] 

  

連絡担当者 [氏名] 

住所 [...] 

電子メール [...] 

会社の電話 [...] 
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Annex D: 中心的な監督カレッジのサブグループの議題の例 

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, Bonn, 

Germany 

会議室 X 

議題12 

 

13:30 会議開始 

 フィードバックレターから抽出した論点に関する BaFin-アップデート 

 →機密性 

 

 最近の進捗に関しての BaFin-アップデート 

 ‐>管轄区域 X との合同 

 

 ソルベンシーⅡおよび IM（内部モデル）目的適合性の論点に関する BaFin-ア

ップデート 

‐>経済モデル 対 内部モデル 

‐>標準計算式での事業者の SCR の計算？ 

‐>早期警告の指標は？ 

 

 X における事業者の関連する監査業務に関するアップデート 

 管轄区域 Y における事業者の関連する監査業務に関するアップデート 

 管轄区域 Z における事業者の関連する監査業務に関するアップデート 

 他のあらゆる事業 

 

17:00 会議終了 

                                                  
12 広範な監督カレッジの一部としての、中心的な監督カレッジのサブグループとして。この中心的な監督カレッジは、

一桁の少ない人数の参加者で構成される。 
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Annex E: 小規模の監督カレッジの監督カレッジ会議の議題の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...]グループのための監督カレッジ 

 

日付：2013 年[...]、 

場所：[...] 

 

2013 年[...]の議題 

09:30 －09:45 登録／コーヒー 

09:45－10:00 歓迎の言葉および概要説明（FINMA） 
前回会議の議事録の承認および本日の議題の採択 

10:00－10:45 内部モデルの状況およびスイスのソルベンシーテスト（SST）の結果 

10:45－11:30 スイスの定性的評価（SQAⅡ）の追跡調査 

11:30－12:00 EIOPA のプレゼンテーション 

12:00－13:00 昼食 

13:00－13:30 グループ監督者によるプレゼンテーション 

13:30－15:30 単独の監督者によるプレゼンテーション： 
－[...] 
－[...] 
－[...] 
－[...] 
－[...] 
－[...] 
－[...] 

15:30－16:00 コーヒー 

16:00－16:30 [...]グループについてのリスク分析：パートⅠ 

16:30－17:00 活動計画と緊急時計画のアップデート 
調整の合意 
データおよび情報の交換 

17:00－17:15 １日目の会議のまとめ 

17:15 １日目の会議の終了 

 

留意のこと： 

－これは、小規模の監督カレッジの監督カレッジ会議の議題の例である（8 の

管轄区域が当監督カレッジの会議に参加している） 

－専門チームの会合が、全体会議の１日目または２日目に開催される可能性が

ある 

留意のこと： 

－アルファベット順での管轄区域に

よるプレゼンテーション 
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2013 年[...]の議題 

08:45 －08:55 コーヒー 

08:55－09:00 概要説明 

09:00－11:00 [...]グループの経営陣によるプレゼンテーション 
質疑応答 

11:00－12:00 [...]グループの経営陣との昼食（経営陣は 12 時に会議から退出する予定） 

12:00－12:30 [...]グループについてのリスク分析：パートⅡ 

12:30－13:00 円卓会議（Tour de table）－参加者からのフィードバック 
議長の概要、まとめの言葉、および次回会議の運営 

13:00 会議の終了 
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Annex F: 議題－より発展した監督カレッジの例 
 

XXX 保険局 
（グループ名） 

監督カレッジの議題 
 

（日付） 
 
8:00－8:30 コンチネンタル・ブレックファースト 
 
8:30－10:15 規制者（規制者の一覧） 

1. 概要説明 
2. 監督カレッジの目的 
3. GWS（グループ全体の監督者？）：持株会社の概観（米国および国際的に） 
4. 各規制者の：監督アプローチ、最大のリスク、報告要件 
5. 各規制者の：目的、午後の会議向けの質問 

 
10:30－12:00 グループの CEO のプレゼンテーション 

1. 概要説明 
2. CEO の視点－グループの戦略および事業のハイレベルな概観 
3. グループおよびその業界の展望 
4. 業界、競争圧力、訴訟および他の異議申し立て、ならびにリスク 
5. 医療改革、国際的な事業運営、健康情報技術を含む機会、および新たに生じてい

る傾向 
 
12:00－1:00 昼食 
 
1:00－5:00 会社の役員のプレゼンテーション 

1. 会社の経営陣および規制者の紹介 
2. 商品－ポートフォリオの概観；伝統的および非伝統的；非保険；新／傾向、販売

チャネル；商品戦略および商品計画；および運営 
3. コーポレート・ガバナンス、取締役会と訴訟 

休憩 
4. XYZ の買収および国際的事業運営を含む、全社的戦略および計画 
5. 統合的リスク管理、キャプティブ 
6. 分散資金を含む投資戦略 
7. 業績の傾向 
8. 今後見込まれるリスク；資本管理、および保証を含めた関連会社間取引 
9. 外部／内部監査、および他の規制者による監査（重大な問題を含む） 
10. 質問 

 
6:00 晩餐会 
 
（日付） 
 
8:00－8:30 コンチネンタル・ブレックファースト 
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9:00－1:00 規制者の円卓会議；会議しながらの昼食（例えば、コミュニケーション：

継続／危機） 
1. GWS の生命・健康局の取締役によるプレゼンテーション 
2. （グループ）のプレゼンテーションに関する議論－追跡調査または、詳細に議論

すべき項目 
3. 監督カレッジの（会議の）頻度の決定（中間会議または電話会議の必要性） 
4. リスクのマトリクスの評価およびモニタリング 
5. 次回の会議または電話会議の予定表 
6. 日常および危機状況での規制上の連絡先 
7. 他の項目 
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Annex G: 大規模な監督カレッジの議題の例 

 

 

 

 

 

 

 

議題 

監督カレッジ[...]グループ 

 

日付：2013 年[...] 

場所：[...] 

 

2013 年[...]の議題 

11:00 －12:00 登録／昼食 

12:00－12:15 

歓迎の言葉および紹介 
前回会議の議事録の承認および本日の議題の採択 

本日の議題の採択 

前回会議の議事録の承認 

12:15－13:45 

[...]グループの概観 

パート１：グループの概観 

パート２：会計報告 

パート３：スイスのソルベンシーテスト 

パート４：主要なグループ監督活動 
 [...] 
 [...] 
 [...] 
 [...] 
 [...] 

パート５：定期的なデータ交換―収集したデータの概要 

13:45－14:15 コーヒーブレーク 

14:15－14:30 グループの観点からのリスク・プロファイル 

14:30－14:40 主要なリスクの集約 

14:40－16:45 円卓会議 
 情報収集 
 地域監督者の見解についての概観 
 各当局は地域の主要な課題および主要なリスク、2012/13 年の監督活動、

留意のこと： 

－これは、大規模の監督カレッジの監督カレッジ会議の議題の例である（20
の管轄区域が当監督カレッジの会議に参加している） 

－専門チームの会合が、全体会議の１日目または２日目に開催される可能性が

ある 
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ならびに 2013/14 年の活動計画を発表する 

16:45－17:00 2014 年のリスク分析：FINMA による提言 

17:15－17:30 １日目の総括 

17:30 １日目終了 

 

2013 年[...]の議題 

08:15－08:45 コーヒーおよびクロワッサン 

08:45－10:00 

[...]グループの経営陣によるプレゼンテーション（質疑を含む） 
 [...](CEO)－グループの戦略および事業セグメントに対する戦略 
 [...](CFO)－グループの業績のハイライト 

研修の組織的立ち上げ 

10:00－10:30 コーヒーブレーク 

10:30－11:30 

小会議室にて主要な地域における事業活動および組織構造[...]に関する 3つの

研修 
 [...] 
 [...] 
 [...] 

11:30－11:40 休憩／移動 

11:40－12:40 個別の会議室にて特定のテーマについての４つの研修（１回目） 
 [...] 
 [...] 
 [...] 
 [...] 
→これらの全てのトピックについて、現地の、または地域的な文脈への焦点

が考慮されるべきである。 

12:40－13:45 [...]グループ経営陣との昼食 

13:45－14:45 個別の会議室にて特定のテーマについての４つの研修（２回目） 

14:45－15:00 [...]グループ経営陣とのコーヒーブレーク 
（彼らは 15:00 に会合から退出する） 

15:00－15:30 研修の総括―要点 

15:30－15:45 円卓会議 
[...]のプレゼンテーションの後、主要なリスクの評価に関する新たな考察 

15:45－16:00 業務計画のレビュー 

16:00－16:10 緊急時計画 

16:10－16:15 調整の合意 

16:15－16:30 円卓会議 

16:30－16:40 議長による総括 

16:40 監督カレッジの終了 

 



 

 

Annex H: フィードバック・シートの例 

 

今年度の監督カレッジ会合に関するフィードバック 

グループ XY のための監督カレッジ、2013 年６月 

質問 －－ － ＋ ＋＋

１. あなたが受け取った／共有された情報の質をどのように評価しますか？     

２. 議論の質および内容をどのように評価しますか？     

３. 監督カレッジ組織をどのように評価しますか？     

４. 監督カレッジに対する全般的な印象は何ですか？     

５. 我々は何を改善できますか？将来に向けての提案はありますか？ 

                                                 

                                                 

６. 全般的な所見はありますか？ 

                                                 

                                                 

 

     ありがとうございました！
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Annex I: グループ構造のマッピング 
 

2013 年 監督カレッジ 

国 

保険事業者 他規制対象

IFRS 収益

＞300M€ 

IFRS バラン

スシート＞

1G€ 

IAIS 

多国間

覚書 

保険監督当局 

Q4/2011 

合計 

Q4/2012 

合計 

IFRS 対象

範囲 
IM 対象範囲

IFRS 対象

範囲 
多国間覚書の

メンバー 

EU 監督カレ

ッジのメンバ

ー 

世界的な監督カ

レッジへ加盟を

要請されている IN OUT IN OUT IN OUT

          

 
・A 国．．．  （収入保険料）          X  1)    X  X 
・ 
・ 
            
事業体の数            
国の数         
 
 
IM＝内部モデル 
G€＝10 億€ 
 
 
1) 監督カレッジに特有の合意のメンバーであるか？（はい／いいえ） 
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Annex J: 作業プログラムの例 

 

   監督カレッジ XY グループ 

 

2013 年活動計画に向けた作業計画 

 

内容： 

 

ポイント１： 監督カレッジにおけるリスク分析 
ポイント２： 内部モデルに関連する作業 
ポイント３： 準備的指針に関連した作業計画の更新 
 調整の合意の締結に対する評価 
ポイント４： 監督カレッジ指針の自己評価 

2013 年 10 月９日 
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グループおよび主要な単体の事業体のリスクの分析ならびに評価のための適切なアプローチに関する、議論および合意。 

   

１. グループおよび主要な単体の事業体のリスクの分析ならびに評価のための適切なアプロー

チ。 

2013 年 12 月 31 日  

２. 全ての関連するリスクについて、どの質的および量的リスク指標または事業比率が用いら

れるべきか？ 

2013 年 12 月 31 日  

３. 質的および量的リスク指標または事業比率はいずれのカテゴリーに分類されるべきか。 2013 年 12 月 31 日  

４. グループおよび主要な単体の事業体に対する全ての関連するリスクを定義し、分類する。 2013 年 12 月 31 日  

５. グループおよび主要な単体の事業体の最終的な評価に至るために、リスク・カテゴリーは

どのように測定されるべきか。 

2013 年 12 月 31 日  

６. いずれの事業体がリスク分析に含まれることになるか？ 2013 年 12 月 31 日  

７. この活動を十分なものにするために、定期的な情報交換枠組みが採用されるべきか？ 2013 年 12 月 31 日  

８. 通常、共通の見解に至るためのプロセスはどれほどの頻度で行われるべきか？ 2013 年 12 月 31 日  

   

グループおよびその主要な事業体のリスク・エクスポージャーについて、最終的な評価の理解の共有に至る。 

   

１. 最終的な評価はどのような構造を有するべきか？ 2013 年 12 月 31 日  

２. データはどのように処理、視覚化および拡散されるべきか？ 2013 年 12 月 31 日  

３. リスク分析のプロセスの遂行。 2013 年 12 月 31 日  

ステップ１ 

 すべきこと 締切 状態 

ステップ２ 

 すべきこと 締切 状態 

ポイント１：監督カレッジにおけるリスク分析 

 

 

監督カレッジにドラフト送付

済み。 

次回会合にて議論。

次回会合にて議論。 

 

次回会合にて議論。 
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監督カレッジにおいて 2012 年活動計画の一部として行われた自己評価の結果を議論し、ギャップを埋める方策を特定する。 

 

１. ギャップを分析する。 2013 年 6 月 30 日 
 

２. 分析の結果を監督カレッジに送付する。 2013 年 6 月 30 日  

３. 必要なステップを次回の監督カレッジ会合で議論する。   

４. 合意された方策を実行する。 
  

 
 

2013 年 1 月 1 日にメール送付

 すべきこと 締切 状態 

ポイント４：監督カレッジガイドラインの自己評価 

未実行。 

次回会合にて議論。 

回答なし。 



 

 

Annex K: IT ツールの説明 
 

本説明は、本ペーパーのセクション 4.5 およびセクション 113 で引用されるガイドライン

を参照する。これらのガイドラインは、主な目的、主な特徴、内容に関する実務、および

ウェブサイトの基盤を通じた情報の流れ、ならびに、ウェブサイトの IT のセキュリティ機

能を含む。IT ツールの導入および適用を準備する監督者は、多くの監督カレッジのニーズ

に適用される、全般的な助言を相当程度に考慮したいと望む可能性がある。 

 

加えて、監督者は、以下の好取組を考慮する可能性がある： 

 １つのツールが、NCA（国内の権限ある当局）の全ての監督カレッジを管理する

ために利用されうる。 

 二段階を超える登録プロセスによるアクセス（１.ユーザー登録／２.アクセス権へ

の登録） 

 国籍に応じた、様々な所定のユーザー権利／役割（例えば、監督者／EAA と EIOPA

／EEA 以外） 

 純粋な伝達基盤（２週間後にはデータを消去） 

 含まれる検索機能 

 登録ユーザーに対する更新の自動通知 

 フラットなフォルダー構造（監督者／EEA  NCAs／各区分（「運営上」／「内部

モデル」）分類に関し、機密扱いとする） 

 署名により、利用条件が承認される。－当該条件は、監督カレッジの取決めとは

別に承認される必要がある。 
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ウェブサイトの基盤構造の例は以下となる：

 


