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独立行政法人日本貿易保険平成２２年度（２０１０年度）業務実績表 

中期目標（第三期） 中期計画（第三期） 年度計画（２０１０年度） 実績 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する事項 
 

貿易保険利用者からは、保険商品について、企業の取引形態や

リスクの変化に応じ、柔軟かつ迅速な対応を行うことが求められ

ているところであり、諸外国とのイコールフッティングの確保や、

我が国法制及び国益との整合性を前提としつつ、利用者からの要

望について個別具体的に検討の上、実施することが期待される。

また、国際金融危機等国際経済情勢への機動的な対応や、国が政

策上の観点から重点的に取り組むべき分野について、引き続き戦

略的かつ重点的に対応していくことが求められる。民間保険会社

の参入の円滑化についても引き続き、貿易保険サービスの安定的

な提供の確保に留意しながら、民間におけるサービス提供機会の

拡大を通じて、官民全体によるユーザーに対するサービス向上に

つながるよう、協調保険等の実施や民間保険会社に対する情報・

ノウハウの提供・共有を行うことが期待される。 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき措置 
 
我が国企業の国際競争力確保の観点から、お客様のご要望や通

商・産業政策上の要請を積極的に汲み取り、諸外国と比較して遜

色のない質の高いサービスを提供できるよう、商品の改善・開発

に努めます。 
 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき措置 
 
 
 
l 東日本大震災に対するＮＥＸＩの対応について検討し、震災

直後の平成 23 年 3 月 14 日に、書類提出期限や保険料納付

期限等の手続に係る相談受付を公表しました。さらに、震災

が我が国経済に及ぼす影響に鑑み、平成 23 年 4 月に、以下

の 3 つの対策を打ち出しました。 
① 被災者対策として、罹災した中小企業を対象とした保険

契約諸手続の猶予、被保険者義務の猶予・減免、被保険

者の経済的負担の減免を発表しました。 
② 風評被害への対応として、放射能汚染を理由とした貨物

の輸入制限・禁止等による損失が貿易保険の填補対象と

なり得ることを、具体的事例を挙げて周知しました。 
③ 東日本大震災を受けた貿易取引等に関する相談につい

て、広く受け付ける相談窓口を設置しました。 
対策公表後は、これまで貿易保険を利用した経験が無い中小

企業者を含む多くのお客様からの問い合わせに対応し、申込

手続の説明やサポート等を行いました。さらに、商工会議所

や金融機関の主催する説明会に講師として参加し、多くのお

客様に対策の説明を行いました（平成 23 年 4 月）。 
（１）商品性の改善 
国境を超えた多国間での企業間競争が激化する中で、我が国企

業の国際競争力を確保するよう、利用者のニーズの変化に的確に

対応した保険商品を提供するよう努めること。 
 

（１）商品性の改善  
我が国企業の国際競争力確保の観点から、お客様のご要望や通

商・産業政策上の要請を積極的に汲み取り、諸外国と比較して遜

色のない質の高いサービスを提供できるよう、商品の改善・開発

に努めます。 

（１）商品性の改善 
お客様のニーズ変化に的確に対応した質の高いサービスを提供

するという設立の趣旨を改めて認識し、また、国際的な金融情勢

や政府からの政策上の要請等を踏まえ、平成２２年度においても、

商品性の改善に積極的に取り組んでまいります。 

 
 
 
 
 

①利用者のニーズに即した現行保険商品の見直し 
近年の金融取引の高度化・我が国企業の対外取引形態の複雑化

に対応し、個々の企業の貿易保険に対するニーズも多様化してい

ることを踏まえ、日本貿易保険においては、既に平成１９年度よ

り組合包括保険制度に付保選択制を導入しているほか、保険料率

や商品性の見直し、新商品の開発を含め現行貿易保険商品の見直

しを行ってきたところであるが、諸外国において提供される貿易

保険サービスの内容も参考としつつ、商品の簡素化を始め現在提

供している貿易保険サービスの商品性の改善に不断に取り組むこ

と。 
例えば、ストックセールスなど最近の取引形態への制度的対応

などについて、検討し、可能なものから実施すること。 
 
 
 
 
 
 
 

①現行保険商品の見直し 
貿易保険商品について、その商品性の改善に不断に取り組んで

まいります。そのため、お客様からのご要望の聴取や、金融取引・

対外取引形態の変化、各国貿易保険機関の提供する商品等に関す

る調査を定期的に行い、商品見直しの必要性を検討してまいりま

す。具体的には、与信条件の見直しや、付保対象となる契約形態

の範囲拡大、引受リスク細分化の検討、商品の簡素化など、現行

商品の使い勝手を向上させるほか、必要に応じて新商品の開発を

行い、引き受けリスクの質的拡大を図ります。 
例えば、ストックセールスなど近年の取引形態への制度的対応

などについても検討し、可能なものから実施します。なお、その

内容や時期については、年度計画において定めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 

 
毎年度実施するお客様アンケートや各国貿易保険機関との定期

協議を通じ、お客様のご要望、金融取引・対外取引形態の変化や

各国貿易保険機関が提供する商品等を踏まえて、商品見直しの必

要性を検討してまいります。 
 
また、与信条件の見直しや、付保対象となる契約形態の範囲拡

大、商品の簡素化など、現行商品の使い勝手を向上させるほか、

必要に応じて新商品の開発を行い、引受リスクの質的拡大を図り

ます。具体的には、次のような取り組みを行います。 
 
ア）本邦法人が行うストックセールス、海外子会社を経由する

取引及び当該法人の海外支店を通じて行う取引について

の対応を強化する観点から、現行制度の拡充を行います。 
 
イ）２年未満包括保険商品については、原則として１つの輸出

契約について１つの保険契約を申し込むこととしている

現行制度の見直しを含め、お客様の継続反復する汎用品の

輸出に係る保険申込等の手続きを簡素化した包括保険の

 
l お客様との定期的な意見交換の場等において、特に保険申込

手続きの簡素化や国際金融危機等による全世界全業種にわ

たるバイヤーの信用格付の悪化への対応を求める声が大き

かったことを受け、簡易通知型包括保険の開発や EF 格バイ

ヤー向け料率変更等の措置を講じた。 
l 設備財包括組合利用者の利便性向上のため、平成 22 年 10

月より、設備財包括保険における EF 格バイヤー信用危険オ

プション料率水準の引き下げを実施しました。 
l 平成 23 年 3 月に、L/C 条件国の適用基準見直しを実施し、

L/C 条件適用国の大幅削減を行いました。 
l 海外子会社経由の対象となる子会社要件の緩和について検

討を行いました。 
l ストックセールスについては、平成 22 年度に 2 件の引受を

行いました。 
l 船積金額ベースによる通知により保険関係を成立させる簡

易通知型包括保険を開発し、平成 22 年 7 月より販売開始、

平成 22 年 10 月より引受開始しました。 
l 平成 23 年 1 月から、限度額設定型貿易保険に関し、保険料
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また、国際金融危機の下、国際金融変動のセーフティネットと

して、政府及び関係機関と連携し、我が国企業の貿易投資活動に

対する資金供給の円滑化のための取組みについても、金融環境の

変化に応じ迅速に対応すること。 
国境を超えた多国間での企業間競争が激化する中で、我が国企業

の国際競争力を確保するよう、利用者のニーズの変化に的確に対

応した保険商品を提供するよう努めること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、国際的な金融危機への対応については、国際金融変動のセ

ーフティネットとして、政府及び関係機関と連携し、お客様のビ

ジネスニーズに対し円滑な資金供給が行われるよう、金融環境の

変化に応じ迅速に対応するとともに、積極的に制度及び運用の改

善を図ります。 

創設に向け、検討を引き続き行います。 
 
ウ）海外投資保険について、海外子会社を通じた再投資事業の

実施により生じた孫会社の簿価純資産の増加分を付保の

対象とすることなどにより、我が国企業の海外事業への参

画を支援します。 
エ）貿易一般保険包括保険（鋼材・化学品）について、一定額

を超える増額変更があった場合のＮＥＸＩへの申請通知

義務を撤廃することにより、お客様の負担低減を図りま

す。 
国際的な金融危機への対応については、国際金融変動のセーフ

ティネットとして、政府及び関係機関と連携し、お客様のビジネ

スニーズに対し円滑な資金供給が行われるよう、金融環境の変化

に応じ迅速に対応するとともに、積極的に制度及び運用の改善を

図ります。 

分割納入制度を導入し、また、輸出契約通知義務を廃止しま

した。 
l 平成 22 年 4 月より、海外投資保険における付保対象額につ

いて連結ベースの純資産額を基準とする保険引受を開始し、

南アフリカの権益関連案件にて、本制度での引受を行いまし

た。 
l 平成 22 年 4 月より、消費財包括保険における増額時の申請

義務の撤廃を開始しました。 
 
 
l 平成 22 年 7 月より、貿易保険が付保された債権を信託する

制度を開始し、これまでに、メガバンクとの間で３件の信託

を承認いたしました。 

（２）サービスの向上 
現在行っている業務について、利用者の視点に立ち、以下のサ

ービスの向上に一層努めること。 
 

（２）サービスの向上 
常にお客様の視点に立って、サービスの改善・向上に努力し、

お客様との信頼関係の構築に努めます。 
 

（２）サービスの向上 
 

 

①利用者の負担軽減                               
引受申請等に係る諸手続や提出書類の合理化・簡素化をさらに

進めること。第四期システムのオンライン機能を活用したＷＥＢ

サービスの拡充や、ルール運用の明確化等を推進すること。また、

海外貿易保険機関等との連携を通じたワンストップ化等を進める

ことにより、利用者の手続面での負担の軽減を図ること。 
平成２１年１月より保険事故前輸出代金債権の流動化支援を

実施しているところであるが、今後、利用者の売掛債権早期現金

化ニーズ等に積極的に応じていくためにも、更なる利用者サービ

スの向上につながるように努めること。 
また、パリクラブてん補割れ債権譲渡承認制度及びパリクラブ

てん補割れ債権の日本貿易保険への譲渡承認制度を設立し、利用

者の債権管理コストの削減等に努めてきたところであるが、引き

続き、利用者のニーズに応じたサービスの向上に努めること。 
 

①お客様の負担軽減  
保険引受申請や査定など、お客様にお願いする諸手続について、

その必要性を検証し、プロセスや必要提出書類の簡素化・合理化

を可能な限り進めるとともに、わかりにくいルール運用について

は明確化を行い、お客様の負担を軽減します。４期システム

（SPIRIT-ONE）については、お客様のニーズを踏まえオンライ

ン機能を活用したＷＥＢサービスの更なる拡充、手続・情報提供

の簡素化・効率化に努めます｡また、引き続き各国貿易保険機関と

の再保険協定締結を推進し、再保険ネットワークを拡充すること

により、複数国にまたがって国際共同事業を展開するお客様の保

険手続を手続きワンストップ化することを可能にし、お客様の手

続面での負担の軽減を図ります。 
平成２１年１月より保険事故前輸出代金債権の流動化支援を実

施していますが、今後、お客様からの早期現金化ニーズ等を踏ま

え、債権流動化スキームの一般化等を進めて行く等、更なるお客

様サービスの向上を図ります。 
パリクラブてん補割れ債権譲渡承認制度及びパリクラブてん補

割れ債権の日本貿易保険への譲渡承認制度については、お客様の

ニーズを踏まえ、より良いサービスとなるように、引き続き制度

改正・運用に努めます。 
 

①お客様の負担軽減 
平成２２年度制度改正に対応したＷＥＢ試算機能の開発を行う

など、お客様の保険申込等に係る負担の軽減に引き続き取り組み

ます。また、お客様からの要望の把握に努め、お客様にとって使

い勝手のよいシステムとなるよう改善を行います。海外輸出信用

機関との再保険ネットワークの拡充については、お客様のニーズ

を踏まえ、引き続き海外輸出信用機関との再保険協定の締結及び

案件の引受を進め、手続きのワンストップ化を推進します。 
 
 
保険事故前輸出代金債権の流動化の促進に積極的に対応するた

め、お客様からのご要望等を踏まえて、さらに活用しやすいスキ

ームの開発、制度運営の検討を行ってまいります。 
 

 
 
パリクラブてん補割れ債権譲渡承認制度及びパリクラブてん補

割れ債権の日本貿易保険への譲渡承認制度については、お客様の

ニーズを踏まえ、より良いサービスとなるように、引き続き制度

改正・運用に努めます。 
 

 
l 簡易通知型包括保険のＷＥＢ申込・ＷＥＢ試算・ＷＥＢ情報

提供サービスについて対応を行いました（平成 22 年 10 月）。

また、ＷＥＢ試算のＨＥＬＰ画面について、お客様にわかり

やすい説明になるよう変更しました（平成 23 年 3 月）。 
l 平成 22 年 9 月に台湾の TEBC（台湾輸出入銀行）及び平成

23 年 2 月に韓国の K-Sure（韓国貿易保険公社）と NEXI と
の間で、再保険協定を締結しました。また、アジアにおける

再保険協力を更に拡大する観点から香港（HKEC）等との間

で具体的な再保険協力につき検討を行いました。 
l 平成 22 年 4 月より、商工中金との間で、貿易保険が付保さ

れた輸出代金債権を担保とする場合に金利を優遇する制度

を開始しました。 
l 平成 23 年 3 月より、メガバンク 3 行（みずほ、三菱東京

UFJ、三井住友）との間で、貿易保険が付保された輸出代金

債権の買取スキームを開始しました。 
l 平成 14 年度から実施しているパリクラブリスケ填補割れ債

権譲渡承認制度について、平成 22 年度も引き続き実施し、

約 3 億円の債権譲渡の承認を行いました。 
l 平成 19 年度から実施しているパリクラブ填補割れ債権の日

本貿易保険への譲渡制度について、平成 22 年度も引き続き

実施しました。具体的には、8 ヶ国（インドネシア、エクア

ドル、エジプト、セルビア、ドミニカ（共）、パキスタン、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ヨルダン）を対象に上期・下期

の 2 回にわたって募集を行いましたが、リスケ債権の回収が

順調であることから、お客様からの申込がありませんでし
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た。平成 19 年度からこれまでの累計実績額は 24 億円とな

っています。 
②意思決定・業務処理の迅速化 

意思決定及び業務処理の方法について改善を行うことにより、

引受審査、保険金査定、債権回収等の各業務について処理の迅速

化を図ること。なお、その際の目安として、下記の基準を満たす

よう努めること。 
・信用リスク（註１）に係る保険金の査定期間を６０日以下と

する。 
・保険料の試算に関する問い合わせには、必要な情報を提供さ

れた翌営業日まで（中長期 Non-L/G 信用案件（註２）につい

ては５営業日以内）に回答する。 
・提出された保険契約申込書等に不備がある場合、５営業日以

内に連絡する。 
・提出された保険金請求書及び添付書類に不備がある場合、３

営業日以内に連絡する。 
・具体的な案件に係る利用者からの制度面の照会には５営業日

以内に回答する。 
・政府が締結する債務繰延協定等に基づく保険事故債権に係る

回収金の配分は、日本貿易保険の口座に全額入金が確認され

た日の翌営業日までに送金処理の手続きを的確に行う。 
 

（註） 
１）「信用リスク」とは、一般的に、保険の目的となる契約の相手

方の破産や債務の履行遅滞による損失発生の危険性を指す。 
２）「中長期 Non-L/G 信用案件」とは、信用供与期間が２年以上

で、政府保証等がつかず、かつ、信用リスクをてん補してい

る案件。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②意思決定・業務処理の迅速化 
保険業務運営に係る知見を集約したナレッジシステム（NEXI

ライブラリー）については、その内容について組織内での共有を

徹底するとともに、業務実態に即した現在の組織体制の見直し等

を不断に行い、意思決定・業務処理を迅速化します。 
その際、下記の基準を厳守し、お客様との信頼関係の確立に努

めるとともに、一層の迅速化に努めます。 
・ 信用リスクに係る保険金の査定期間を６０日以下とする。 
・ 保険料の算出を迅速化するために必要な簡素化を行った上

で、試算に関する問い合わせには、必要な情報を提供され

た翌営業日まで（中長期 Non-L/G 信用案件については５営

業日以内）に回答する。 
・ 提出された保険契約申込書等に不備がある場合、５営業日

以内に連絡する。 
・ 提出された保険金請求書及び添付書類に不備がある場合、

３営業日以内に連絡する。 
・ 具体的な案件に係るお客様からの制度面の照会には５営業

日以内に回答する。 
・ 政府が締結する債務繰延協定等に基づく保険事故債権に係

る回収金の配分は、日本貿易保険の口座に全額入金が確認

された日の翌営業日までに送金処理の手続きを的確に行

う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②意思決定・業務処理の迅速化 
保険業務運営に係る知見を集約したナレッジシステム(ＮＥＸ

Ｉライブラリー)については、引き続き、研修の充実、ニュースの

発行による周知・意識高揚を図りつつ、既搭載情報の確実な更新・

メンテナンスを行い、その内容について組織内での共有を徹底し

ます。 
平成２２年度においても、意思決定・業務処理の迅速化に係る

数値目標を厳守し、お客様との信頼関係の確立に努めるとともに、

お客様憲章の履行状況とその見直しについてフォローアップを行

います。 
 
・ 信用リスクに係る保険金の査定期間を全件６０日（調査期

間含む）以内とするとともに、同平均査定期間を５０日（調

査期間除く）以下とします。 
 
 
 

・ 保険料の算出を迅速化するために必要な簡素化を行った

上で、試算に関する問い合わせには、必要な情報を提供さ

れた翌営業日まで（中長期Ｎｏｎ－Ｌ／Ｇ信用案件につい

ては５営業日以内）に回答します。 
 

・ 提出された保険契約申込書等に不備がある場合、５営業日

以内に連絡します。 
 

・ 提出された保険金請求書及び添付書類に不備がある場合、

３営業日以内に連絡します。 
・ 具体的な案件に係るお客様からの制度面の照会には５営

業日以内に回答します。 
・ 政府が締結する債務繰延協定等に基づく保険事故債権に

係る回収金の配分は、日本貿易保険の口座に全額入金が確

認された日の翌営業日までに送金処理の手続きを的確に

行います。 
・ 「資源エネルギー総合保険」については、案件の相談受付

後３０日以内に、当該案件に関する引受方針、条件等の検

討状況をお客様にお知らせすることとします。 
 
 
 
 
 

 
l 主に新規加入職員を対象として NEXIライブラリ活用のため

の研修を実施するとともに、メール等による定期的な情報発

信や担当者間の連絡を通じて、ライブラリの活用、及び情報

の新規搭載・更新を全社的に促進しました。 
 
l お客様憲章で掲げた数値目標の履行と、お客様との信頼関係

の確立に努めました。 
 
 
 
l 信用事故における査定件数は８６件であり、前年度の８８件

とほぼ同数でした。査定期間を全件６０日以内とする目標に

ついては、被保険者がエビデンスを揃えるために時間を要し

たことを理由として６０日を超過する案件を含め、１００日

を超える案件が２５件（２案件）ありました。一方、平均査

定期間は３５日とほぼ前年度並みで、目標を達成しました。 
l 保険料試算に関する問い合わせには、必要な情報を提供され

た当日、遅くとも翌営業日まで（中長期ＮＯＮ－Ｌ／Ｇ信用

案件については５営業日以内）に回答しています。特に東日

本大震災に対するＮＥＸＩの対応に係る問い合わせについ

ては、可能な限り即時回答に努めています。 
l 提出された保険契約申込書等に不備がある場合には、短期保

険については遅くとも翌日、中長期保険については５営業日

以内に連絡しました。 
l 保険金請求書及び添付書類に不備がある場合には、目標通り

３営業日以内に被保険者等に連絡しました。 
l 具体的な案件に係るお客様からの制度面の照会には、目標通

り５営業日以内に回答しました。 
l 政府が締結する債務繰延協定等に基づく保険事故債権に係

る回収金の配分は、日本貿易保険の口座に全額入金が確認さ

れた日の当日又は遅くとも翌営業日までに送金処理の手続

きを的確に行いました。 
l 「資源エネルギー総合保険」の引受に際しては、案件審査の

早期段階から経済産業省に相談し、保険主旨に沿った、我が

国資源確保の観点からの案件の重要性等を確認し、お客様よ

り提供された情報の範囲で適切に引受方針や引受条件等に

ついて速やかに回答しました。加えて、経済産業省に対して、

約３月に１度の頻度で、資源エネルギー総合保険の候補案件

を含めて全般的な相談案件の説明を行い、情報共有を行いま

した。 
③業務運営の透明化とコンプライアンスの徹底 
利用者を含め国民に対して業務内容や組織・業務運営の状況を

明らかにし、事業の公正かつ透明な実施を確保するべく、情報公

開を積極的に行うこと。 

③業務運営の透明化とコンプライアンスの徹底 
 ホームページや各種広報媒体を通じ、業務内容や組織・業務運

営の状況についてお客様を含めた国民の皆様に対して明らかにす

るなど、情報公開を自ら積極的に行い、事業の公正かつ透明な実

③業務運営の透明化とコンプライアンスの徹底 
ホームページや各種広報媒体を通じた情報公開を積極的に行

い、事業の公正かつ透明な実施を確保します。統計資料について、

引き続き充実を図ります。国内外のメディアに向けた情報発信も

 
l ホームページでは、引受プロジェクト、引受方針変更、制度

改正の他、東日本大震災対応、金融機関等との業務協力、新

成長戦略対応、新商品の創設等の新たな取組みをタイムリー
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また、コンプライアンスについては、その維持・徹底に向けた

取組を一層強化するとともに、機密情報・個人情報保護を含めた

情報管理の徹底等に努めること。 
 

施を確保します。 
 また、内部の業務管理体制を強化するとともに、法令の遵守（コ

ンプライアンス）、機密情報・個人情報保護を含めた情報管理の徹

底に努めるほか、常に社会責任を自覚し、外部環境に配慮した組

織運営を行います。 

積極的に行い、貿易保険の認知度向上に努めます。 
 
 
 

 
 
 
 
 また、コンプライアンス委員会の活動など内部の業務管理を通

じて法令遵守を徹底します。機密情報・個人情報保護を含めた情

報管理の徹底に努めます。 
これに加え、常に社会責任を自覚し、外部環境に配慮した組織

運営を行います。 
 

に公表しました。Web／メールマガジンの「e-NEXI」では、

読者にとってタイムリーな記事を掲載し、貿易保険ユーザー

等に対して毎月約 1,000 通のメールを発信し、社会に対する

幅広い情報提供に努めました。また、アニュアルレポートで

は統計資料の掲載方法を工夫し、より見やすい広報媒体とし

ました。新たな取組み及び引受プロジェクトについては主に

国内プレス向け情報発信を積極的に行い、政策ツールとして

の貿易保険の役割や意義の普及に努めました。 
l インサイダー取引規制及び機密情報管理を中心に、全職員を

対象とするコンプライアンス研修を実施しました。 
l コンプライアンス全般に対する取組状況について、全グルー

プを対象に内部監査を実施しました。 
l より適切な機密情報管理を実施するため、機密情報管理マニ

ュアルの見直しを行ないました。 
④上記のほか、利用者の意見を常に聴取し、サービスの向上に努

めること。 
④上記のほか、お客様憲章の徹底、お客様の意見聴取・ニーズの

把握を常に行い、お客様との信頼関係を確立するとともに、お客

様にとってより利便性が高く多様なサービスを提供できる体制を

整えます。 

④上記のほか、お客様憲章の徹底、お客様の意見聴取・ニーズの

把握を常に行い、お客様との信頼関係を確立するとともに、お客

様にとってより利便性が高く多様なサービスを提供できる体制を

整えます。 

l お客様との定期的な意見交換の場等において、お客様のニー

ズ、NEXI に対する改善要望等の把握を行うとともに、日々

の業務においてお客様から NEXI に寄せられる意見・要望な

どにも常に真摯に対応し、お客様との信頼関係の確立や、よ

り利便性が高い情報・サービスの提供を行っています。 
（３）利用者のニーズの把握・反映やリスク分析・評価の高度化

のための体制整備 
利用者のニーズを的確に把握して保険商品に反映させるととも

に、リスク分析・評価の高度化を図るための体制整備に努めるこ

と。 

（３）お客様のニーズの把握・反映やリスク分析・評価の高度化

のための体制整備   
お客様のニーズを的確に把握して保険商品に反映させるととも

に、リスク分析・評価の高度化を図るための体制整備に努めます。 
 

（３）お客様のニーズの把握・反映やリスク分析・評価の高度化

のための体制整備 
 

 

①広報・普及活動とニーズの把握・反映 
保険商品に関する広報・普及活動を積極的に展開し、これまで

貿易保険サービスを利用したことがない中堅・中小企業等の潜在

的な利用者のニーズ及び既存の利用者についても定期的なニーズ

調査等を通じ的確に把握・反映すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①広報・普及活動とニーズの把握・反映のための体制整備 
現在の保険商品に関する広報・普及体制を充実させ、潜在的なお

客様の発掘を積極的に展開します。 
具体的には、ホームページやパンフレット等での広報活動に加

えて、本店・支店の職員が貿易保険を利用されたことのないお客

様への商品のご紹介を積極的に行い、新たな顧客基盤の獲得に努

めます。また、こうしたお客様にアクセス可能な内外の関係諸機

関との連携を強化し、効率的な普及活動を行います。 
その際、新たなお客様のビジネス実態を踏まえるとともに既存

のお客様についても定期的な調査等を通じ、お客様のニーズに応

じた商品性の改善・新商品の開発を行い、保険制度の一層の普及

につなげます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①広報・普及活動とニーズの把握・反映のための体制整備 
 現在の保険商品に関する広報・普及体制を充実させ、潜在的な

お客様の発掘を積極的に展開します。 
 新聞、雑誌、電子情報などにＮＥＸＩが引受けた案件や制度改

善に関する記事が掲載されるよう積極的に働きかけるとともに、

ホームページの刷新、パンフレット等の一層の充実に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貿易保険を利用されたことのないお客様に対して、個別訪問や

金融機関等が開催するセミナー及びＮＥＸＩが主催する貿易保険

セミナーにおいて保険商品の説明・紹介を積極的に行うことによ

り、潜在的なお客さまの掘り起こしに努めます。また、従来から

貿易保険をご利用いただいているお客様に対しても、定期調査を

 
l ホームページを大幅に刷新し、トップページの構成の最適化

を実施。貿易保険未利用企業や中小企業等潜在的ユーザー専

用のページを設け、貿易保険商品に関する情報提供の充実を

図りました。 
l 東日本大震災に対する対応、金融機関との業務協力等の新た

な取組みや各種引受プロジェクト情報を主に国内プレスに

対して積極的に情報発信したことにより、一般紙、専門紙へ

の貿易保険に関する多くの記事が掲載され、これにより潜在

的ユーザーへの貿易保険認知度を向上させました。Web／メ

ールマガジンの「e-NEXI」では、読者にとってタイムリー

な記事を掲載し、貿易保険ユーザー等に対して毎月約 1,000
通のメールを発信し、社会に対する幅広い情報提供に努めま

した。 
l お客様からの意見・要望を踏まえ、ユーザビリティ・アクセ

スビリティに配慮しながら、より分かりやすい、情報を見つ

けやすいホームページとすべく、ホームページを大幅に刷新

しました（平成 23 年 4 月）。 
l 貿易保険を利用されたことのないお客様に対して、個別面談

や、NEXI が主催する貿易保険セミナー（平成 22 年度：計

４回開催）、NEXI が経済産業局と商工中金と共同主催する地

方での貿易保険セミナー（平成 22 年度：計４回開催）、その

他金融機関等が開催するセミナーにおいて保険商品の説
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はじめとして、各種会合や個別訪問等の場において要望等を聴取

し、お客さまのニーズの把握に努めます。さらに、各種保険商品

の金融機関等への業務委託を行うことにより、貿易保険制度の効

率的な普及活動を行います。 
 
 
 
 
 
 

明・紹介を積極的に行い、お客様の裾野拡大に努めました。

また、従来から貿易保険をご利用いただいているお客様に対

しても、各種会合や個別面談等の場において要望等を聴取

し、お客様のニーズの把握に努めました。 
l 平成 22 年度は、平成 21 年度に引き続き、民間損害保険会

社 5 社及び銀行 3 行に対して業務委託を実施したのに加え、

商工中金と新たに業務委託を開始しました。また、企業系損

害保険会社としては初めてとなる日立キャピタル損害保険、

地方銀行として初めてとなる北海道銀行のほか、AIU 保険会

社、みずほコーポレート銀行及び共栄火災海上保険との間で

業務委託の締結に向けての検討を行いました。 
②リスク分析・評価の高度化のための体制整備 
サブプライム問題に起因する世界的な金融危機の広がりに見ら

れるように、世界的にリスクの高度化・広範化が進む中で、貿易

保険サービスの提供に当たって、これまで以上にリスク・マネジ

メントの充実を図ることが求められているところ。リスク審査手

法の高度化や与信枠設定等のリスク管理手法の整備等を通じて、

リスクの分析・評価の体制を一層整備するとともに、リスク評価

に見合った保険料率の設定に努めることにより、より高度かつ複

雑なリスク審査を必要とする案件の引受を的確に行うことができ

るようにすること。 
その際の指標としては、中長期 Non-L/G 信用案件等の高度かつ

複雑なリスク審査を必要とする案件の引受状況も参照しつつ

（註）、リスクの分析・評価の精緻化のための具体的な取組状況等

を評価する。 
また、当該案件の保険事故があった場合には、その要因を検証

するとともに、必要な場合には、分析・評価体制の見直しを迅速

に行うこと。 
 

（註）中長期 Non-L/G 信用案件は、近年、途上国において政府保

証の発出が減少していることを踏まえ、我が国企業からの引受ニ

ーズが増加しつつあるところ、当該案件の引受件数や保険料収入

の全体に占める割合は、日本貿易保険において、高度かつ複雑な

リスク審査を行う必要性がどの程度増加し、対応が図られている

かを示すもの。 

②リスク分析・評価の高度化のための体制整備 
 金融取引の高度化・我が国企業の対外取引の複雑化を背景に、

高度・複雑かつ広範なリスク審査が必要とされる案件の引受が増

大傾向にあることに鑑み、現在の案件のリスク審査手法や、バイ

ヤーの与信管理・国別与信枠の設定などのリスク管理手法をより

精緻化し、リスク引受能力の強化を図ります。 
 また、引受リスクに見合った保険料率の設定を行います。 
 大型の保険金支払が生じた場合については、商品開発・営業・

審査部門の業務の適正化・効率化に資するためにも、その事故原

因について、査定回収を含めた各担当者が共同で十分な検討を行

います。これを踏まえて、審査・リスク管理、査定回収および保

険引受条件等のあり方について見直しを実施するほか、必要に応

じた態勢整備を実施します。 

②リスク分析・評価の高度化のための体制整備 
国際的な金融危機と景気後退による、デフォルト率の増加見通

し等を勘案し、外部環境の変化に対応する機動的なバイヤー審査

を行い、格付モデルの更なる検証と必要に応じた審査手法の見直

しにより、与信管理体制の強化に努めます。 
また、国際的な金融危機による各国への影響を見極めつつ、国

別与信モニタリングなどを通じ、カントリーリスク情勢の変化を

踏まえた国カテゴリー及び引受方針の設定となるよう引き続き取

り組んで参ります。 
なお、バイヤー、国などリスク分析に係る審査体制について、

一層、内外の各種機関との連携を図りつつ、情報収集面での取組

強化に努めて参ります。 
 
 
 
 
 
大型の保険金支払が生じた場合については、商品開発・営業・

審査部門の業務の適正化・効率化に資するためにも、その事故原

因について、査定回収を含めた各担当者が共同で十分な検討を行

います。これを踏まえて、審査・リスク管理、査定回収および保

険引受条件等のあり方について見直しを実施するほか、必要に応

じた態勢整備を実施します。 
 各部・支店が行う既保険契約に係るフォローアップについても、

適宜モニタリング推進委員会の機能を活用することにより、リス

ク管理の強化に努めます。 

 
l 外部環境を適切・機動的にバイヤー審査に反映させるべく、

格付モデルの見直しに取り組みました。システムの変更及び

その検証を着実に進め、新モデルを平成 23 年 6 月より導入

予定です。 
l OECD によらない NEXI 独自の判断として、金融情勢の悪化

に鑑みたギリシャ、アイルランドの国カテ引下げ(平成 23 年

1 月)、延滞の相当程度の累増による引受停止（キューバ）、

治安悪化を受けた引受停止（コートジボアール、リビア、イ

エメン）、イラン制裁への対応を行いました。また、カント

リーリスクと顧客利便性に鑑みた L/C 条件の原則撤廃（46
カ国）への大転換を行いました。 

l 信用調査書の質を定期的に比較し、業者選定の判断に利用し

ております。イラン制裁（国連及び日本国政府）時には、経

済産業省と密接に連携しつつ引受方針を調整しました。 又、

カントリーリスクの審査に当たっては、経産省・外務省を始

めとする政府関係部局との連携を密にとりました。 
l 信用事故に係る大型の保険金支払いはありませんでした。但

し、中東向け中古建機輸出案件に関し、複数の事故が発生し

たので、関係部署と事故状況等についての情報共有を図ると

ともに、損失防止軽減活動に努めました。 
 
 
l モニタリング推進委員会の活動として、各部・支店が行うモ

ニタリング実施状況について定期的にフォローし、これを取

り纏め、情報共有を実施しました。加えて、発生した保険事

故の傾向についてその内容を月次に分析レポートを作成し

各部・支店間で情報共有を図りました。また、事例勉強会の

開催等を通して、モニタリング手法についてのノウハウの共

有も行いました。更に既保険契約の案件管理に有益と考えら

れる各種情報をＮＥＸＩ 内の関係部署に配信し、各部・支

店のモニタリング業務の促進に努めました。 
③専門能力の向上 
上記を含め、利用者のニーズに対応して質の高いサービスを提供

するための体制整備を図るため、日本貿易保険は、非公務員型独

立行政法人として制度的自由度が一層高い組織形態を採用してい

③専門能力の向上 
 対外取引の複雑化、産業界のニーズの変化等に伴い、貿易保険

がてん補すべきリスクの性質も一層複雑なものとなりつつあるこ

とに鑑み、ニーズに応じて質の高いサービスを提供できる専門化

③専門能力の向上 
専門的な業務遂行能力を高めるため、職員のニーズも踏まえつ

つ、引き続き、財務分析、国際金融等の研修を実施し、職員の高

度な専門性と実践能力獲得に努めるとともに、職務・職責に応じ

 
l 職員の専門的な業務遂行能力を高めるため、貿易実務、国際

金融ビジネス、企業財務等について研修を実施しました。ま

た、高度な専門性と実践能力を獲得するため、国内及び海外
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ることを踏まえ、専門能力を有する人材の登用や能力開発を通じ、

リスク分析、貿易実務、国際金融ビジネス等に関する職員の高度

な専門的知見を涵養すること。また、専門性の高い職員を定着さ

せ、その能力を最大限引き出せるよう魅力ある就業環境を形成す

ること。 

集団となるよう組織全体の能力向上に引き続き努めます。  
具体的には、非公務員型独立行政法人として制度的自由度が一

層高い組織形態を採用していることを踏まえ、リスク分析、貿易

実務、国際金融ビジネス、企業財務等に関する専門知識を有する

人材の採用を進めるほか、プロパー職員の定着、充分な職員研修

等を実施し、高度な専門性と実践能力の獲得に努めます。 
また、職員の能力を最大限引き出せるよう、第二期目標期間中

に整備した目標管理・人事考課制度については、更なる効果的な

運用を図るため所要の改善を実施します。 
その他、審査・情報収集能力や回収能力等を強化するため、日本

政府をはじめとする国内外の関係諸機関との有機的な連携体制を

整え、本邦企業による対外取引をより多面的かつ効果的にバック

アップします。 

た専門的な業務遂行能力に対して適切に評価する人事制度を実施

して参りますが、制度の内容については、適時適切な見直しを含

め検討を行って参ります。 
 
 
 
その他、審査・情報収集能力や回収能力等を強化するため、引

き続き、ＪＥＴＲＯや在外大使館等との関係諸機関との間で連絡

を密にし、有機的な連携体制を整え、本邦企業による対外取引を

より多面的かつ効果的にバックアップします。 
 

の大学院において国際経済等をテーマとした研修を実施し

ています。 
l 職務・職責に応じた専門的な業務遂行能力を適切に評価する

人事制度として専門能力認定制度を導入しており、平成２２

年度も専門性の高い職員に対して専門能力の認定を行いま

した。 
l 東日本大震災対応では、日本の食品などに対する各国の輸入

規制状況等をＪＥＴＲＯとの綿密な連携を通じて収集。主に

中小企業の輸出に対する貿易保険引受審査、査定回収に有効

に活用することにより、風評被害を懸念する日本企業の輸出

を全面的にバックアップしました。 
l ベネズエラ、イラン、UAE 向け付保案件について、在外大

使館との密接な連携により、保険事故発生の未然防止、損害

の最小化を実現するべく相手国政府への働きかけ等の各種

措置を講じました。 
④内部統制の整備 
専門性の高い人材の確保により情報収集能力や分析能力の向上

を図るとともに、プロセス管理に重点を置きつつ、業務の効率性・

有効性や法令遵守等の担保も含めた内部管理体制の充実を図るた

めの準備を行うこと。 
 

④内部統制の整備 
専門性の高い人材の確保により情報収集能力や分析能力の向上

を図るとともに、プロセス管理に重点を置きつつ、業務の効率性・

有効性や法令遵守等の担保も含めた内部管理体制の充実を図るた

めに必用な体制を構築する準備を行います。 
 

④内部統制の整備 
 専門性の高い人材の確保により情報収集能力や分析能力の向上

を図るとともに、プロセス管理に重点を置きつつ、業務の効率性・

有効性や法令遵守等の担保も含めた内部管理体制の充実を図るた

めに優先的に取り組むべき重要リスクを選定し、リスク毎に体制

の整備を図ります。 

 
l 平成 20 年度に組織した内部統制チームで重要リスクとして

抽出した、①保険引受リスク、②システムリスク、③事務リ

スク及び④流動性リスクの各リスクについて、リスク管理方

針の策定に向け検討を進めました。 

⑤情報開示による透明性の確保 
企業会計基準に基づく財務諸表や経営実態をわかりやすく開示す

るとともに、貿易保険の政策的意義や長期間にわたる収支相償等

の特性について十分に説明し、業務運営に対する国民の理解を図

るための準備を行うこと。 

⑤情報開示による透明性の確保 
第一期・第二期中期目標期間においても原則企業会計原則に基づ

く財務諸表の公表・経営実態を適切に反映した事業報告書の公開

等を通じ、お客様を含めた国民の皆様への適切な情報開示に努め

てまいりました。透明性を確保する観点から、こうした情報を一

層わかりやすく開示するよう努めるととともに、貿易保険の政策

的意義や長期間にわたる収支相償等の特性について十分に説明

し、NEXI の業務運営について国民の皆様の理解を深められるよ

う準備を行います。 

⑤情報開示による透明性の確保 
 企業会計原則を踏まえた財務諸表の公表・経営実態を適切に反

映した事業報告書の公開を通じ、お客様を含めた国民の皆様への

適切な情報開示に努めます。また、透明性を確保する観点から、

こうした情報を一層わかりやすく開示し貿易保険の政策的意義や

長期間にわたる収支相償等の特性について十分に説明し、ＮＥＸ

Ｉの業務運営について国民の皆様の理解を得られるよう努めてま

いります。 
 

 
l 企業会計原則を踏まえた財務諸表の公表及び経営実態を適

切に反映した事業報告書の作成・ホームページでの公開等に

より、お客様を含めた国民の皆様への適切な情報公開を行い

ました。ホームページの大幅刷新（平成 23 年 4 月）により、

一層わかりやすい情報開示を実現しました。 
l 各種セミナー、メディアに向けた情報発信等の場を通じて、

貿易保険の政策的意義や長期間にわたる収支相償原則に基

づく事業運営についての説明を実施しました。 
（４）重点的政策分野への戦略化・重点化 
 日本貿易保険は、国の通商政策、産業政策、資源エネルギー政

策等との密接な連携に努めること。中でも以下に掲げるような政

府として重点的に取り組むべき分野について一層戦略化・重点化

しつつ、引受けの質的及び量的な拡大を図ること（その際の指標

として、商品性の改善や引受けの内容等の制度面での取組に加え、

その利用状況や当該分野の保険料収入及びその全体に占める割合

などを使用する。）。 
こうした重点分野は、毎年度計画策定前に経済産業大臣が日本

貿易保険に対して提示する場合にはそれを踏まえるとともに、日

本貿易保険が行う国別引受方針の見直しにおいては、国の政策と

一致させるよう努めること。 
 

（４）重点的政策分野への戦略化・重点化 
我が国対外取引の発展を担う公的機関としての役割に鑑み、国

の通商政策、産業政策、資源エネルギー政策等における要請を充

分に踏まえ、中期目標に示されている政策課題の達成に率先して

とりくみ、その達成に向けて当該分野の引受リスクの質的および

量的な拡大を図ります。 
このため、以下政策課題について、政策上の具体的要請を把握

した上で、各年度計画に必要な制度上の具体的対応策を盛り込み、

着実に実行に移します。 
また、当該分野の引受リスク拡大に向けた商品・制度の普及に

努め、政策の実現に貢献します。国別引受方針の見直しについて

は、国毎のリスクを踏まえつつ、国の政策と一致させるよう努め

ます。 
 

（４）重点的政策分野への戦略化・重点化 
 我が国対外取引の発展を担う公的機関としての役割に鑑み、国

の通商政策、産業政策、資源エネルギー政策等における要請を充

分に踏まえ、中期目標に示されている政策課題の達成に率先して

取り組み、その達成に向けて当該分野の引受リスクの質的および

量的な拡大を図ります。 
このため、以下政策課題について、政策上の具体的要請を把握

した上で、当該分野の引受リスク拡大に向けた商品・制度の普及

に努め、政策の実現に貢献します。国別引受方針の見直しについ

ては、国毎のリスクを踏まえつつ、国の政策と一致させるよう努

めます。 
 

 
l 「新成長戦略」（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）で国の政策

として打ち出された「パッケージ型インフラ海外展開」の実

現を支援するべく、海外投資保険における政策変更リスクの

引受相談開始、海外の販売拠点を通じた取引に伴うリスクに

対する填補、及び輸出保証保険の填補範囲の拡大を打ち出し

ました（平成 22 年 7 月）。 
l 「新成長戦略」の実現のために設置された「パッケージ型イ

ンフラ海外展開関係大臣会合」でなされる議論に積極的に参

加するとともに、第 6 回会合（平成 22 年 12 月）において

関係政府機関のファイナンス面での機能強化が決定された

ことを受け、現地通貨為替リスクへの対応強化及びＪＢＩＣ

との協調融資に対する付保率の引上げを公表しました（平成

22 年 12 月）。 
①金融危機への機動的な対応 

新興国の成長等に伴う世界経済の拡大と一体化が進む中で、経

済の好不況の周期の影響も、拡大・一体化する傾向にある。現下

①金融危機への機動的な対応 
世界的な金融危機への対応については、平成２１年１月より緊

急措置を講じているところですが、国際金融変動のセーフティネ

③金融危機への機動的な対応 
国際的な金融変動のセーフティネットとして、政府及び関係機

関と連携し、金融危機への機動的な対応に取り組みます。具体的
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の金融危機の中で、国際金融変動のセーフティネットとして、政

府及び関係機関と連携し、我が国企業の貿易投資活動に関する資

金供給が円滑に行われるよう、企業のニーズに対応した貿易保険

の引受に努めること。とりわけ、民間金融機関のファイナンスが

機能しない場合において我が国企業の貿易投資活動が停滞するこ

とがないよう、貿易保険の安定的な引受を行うこと。 
また、世界的な金融危機への対応については、各国貿易保険機

関と協調して取り組むことが不可欠であり、このために必要な国

際的対応について積極的にイニシアティブを取ること。 
この一環として、海外諸国の貿易保険機関との再保険協定の拡

大や人材育成・情報交換などの協力を行い、貿易保険ネットワー

クの構築を進めること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ットとして、政府及び関係機関と連携し、お客様のビジネスニー

ズに対し円滑な資金供給が行われるよう、お客様のニーズに対応

した貿易保険の引受を行います。とりわけ、民間金融機関のファ

イナンスが機能しない場合において我が国企業の貿易投資活動が

停滞することがないよう、貿易保険の安定的な引受を行います。 
 また、世界的な金融危機への対応については、各国貿易保険機

関と協調して取り組むことが不可欠であり、このために必要な国

際的対応について積極的にイニシアティブをとります。 
この一環として、既に欧米１１機関・アジア２機関の海外輸出信

用機関と再保険協定を締結し、お客様の取引・海外展開を支援し

ているところですが、２００８年１１月に東京で開催されたアジ

ア貿易保険機関会合において二国間の再保険協定の拡大を通じア

ジア全域をカバーする再保険ネットワーク構築に合意したところ

であり、この実現に向けた取組を含め人材育成・情報交換など各

国貿易保険機関との協力を推進していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

には、以下のような取り組みを行います。 
ア）平成２１年１月より実施している海外日系企業の運転資金

支援について、引き続き、迅速な引受処理に努めます。ま

た、本邦企業による海外資産等の買収支援を積極的に行い

ます。 
 

イ）途上国におけるバイヤーの貿易決済用の資金調達を円滑化

するため、途上国の金融機関に対するバンクローンを活用

した貿易保険のバイヤーズクレジットについて、引き続き

積極的に進めていきます。 
ウ）投資環境整備の観点から、アジア等のインフラ整備を引き

続き積極的に支援します。 
 
 
 
 
エ）アジア各国の貿易保険機関との再保険協定の締結の拡大

や、アジアの貿易保険機関職員のための研修を開催するな

どの人材育成を通じ、各国貿易保険機関との協調を引き続

き進めるとともに、国際的対応について積極的にイニシア

ティブをとります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
オ）保険事故前輸出代金債権の流動化の促進に積極的に対応す

る債権流動化スキームについて、お客様からのご要望等を

踏まえて、さらに活用しやすいスキームの開発、制度運営

を図ってまいります。 

 
l 海外日系企業の運転資金支援について、平成 22 年度には、

３件、約４００億円の引受を実施しました。制度創設（平成

21 年 1 月）以来、約８，８００億円の引受を実施しました。

また、平成 23 年 3 月末まで延長していた制度の期限を更に

延長し、平成 24 年 3 月末まで引受を行うこととしました。 
l 途上国地場銀行向けに、ＪＢＩＣと協調して信用供与枠を設

定するなど、途上国の金融機関に対するバンクローンを活用

したバイヤーズクレジットの引受を積極的に行い、平成 22
年度は１２件（３５０億円）の引受を行いました。 

l 官民連携案件などアジアのインフラ整備に対して積極的な

協力を行っていくため、アジアのインフラ整備促進のための

２兆円の貿易保険の特別支援枠を設定しています（平成 21
年 4 月）。平成 22 年度は、火力発電プロジェクト、水力発電

プロジェクト等に加え、初めて、水ビジネス分野において、

２件の引受を行いました。 
l 平成 16 年 4 月にシンガポール ECICS との間で再保険協定

を締結して以来、マレーシア、インドネシア、タイのＥＣＡ

と再保険協定を締結。平成 22 年 10 月には台湾の TEBC（台

湾輸出入銀行）との間で、平成23年2月には韓国のK-sure(韓
国貿易保険公社)との間で、再保険協定を締結しました。 
（平成 22 年度におけるアジア再保険の引受実績） 
アジア再保険引受金額 7 件・1,516 百万円 
受再保険料 23 百万円 

l また、平成 23 年 1～2 月に経済産業省が実施した「平成 22
年度貿易保険協力円滑化業務（貿易保険研修事業）」につい

て、プログラムの作成、講師の派遣などに全面的に協力し、

アジアのＥＣＡの中堅職員等に対する我が国の貿易保険制

度の紹介や、貿易保険に関する相互の情報交換を行いまし

た。 
l 平成 21 年度に制度の活用を開始した大企業による輸出債権

の流動化に継続的に取り組むとともに、平成 22 年度より中

小企業による輸出債権の流動化にも新たに取り組み、我が国

企業の資金繰り支援に幅広く貢献しました。 
l 商工中金及びメガバンク 3 行（みずほ、東京三菱 UFJ、三井

住友）との連携により、貿易保険が付保された輸出代金債権

を担保とした融資制度や債権買取制度を開始しました。 
②資源・エネルギーの安定供給確保支援 
今後とも、中長期的な資源・エネルギーの安定供給の確保が求

められるところ。既に、日本貿易保険は、平成１９年度より資源

エネルギー総合保険を創設するとともに、複数の海外資源メジャ

ーとの直接協力を強化してきたところであるが、引き続き我が国

企業による海外資源開発や周辺インフラ整備等への積極的な取組

の支援に努めること。 
 

②資源・エネルギーの安定供給確保支援 
我が国の原材料・エネルギー資源の中長期的な安定確保に貢献

できるよう、お客様の海外での資源開発やインフラ整備等への取

り組みを積極的にサポートします。 
具体的には、我が国の資源・エネルギーの安定供給確保を促進す

るため、第二期中期目標期間中に創設した資源エネルギー総合保

険の引受を積極的に行うとともに、海外資源メジャーとの直接協

力の強化等を図ります。 

④資源・エネルギーの安定供給確保支援 
資源エネルギー政策上の要請を踏まえ、我が国企業による鉱物

資源、エネルギー資源の引取・権益取得を強力に支援するため、

資源エネルギー総合保険等を積極的に活用し、民間企業の活動を

サポートします。 
また、国営資源会社、大手資源関係企業等と締結してきた相互

協力協定を活用し、具体的な案件の組成に努めます。 

 
l 資源エネルギー総合保険等を活用し、カナダ・シミルコ銅鉱

山再開発プロジェクトやブラジル・サマルコ社製鉄設備整備

などの鉱物資源分野、原油生産分野ではベネズエラ・カラボ

ボ鉱区プロジェクトの引受を行いました。 
l 海外事務所等も活用し、国営資源会社、大手資源関係企業等

との具体的な案件の発掘、組成に努めました。 

③環境社会構築への支援 
日本貿易保険においては、我が国の省エネ・新エネ技術の移転

③環境社会構築への支援 
グローバルな環境問題への意識の高まりを踏まえ、公的輸出信

⑤環境社会構築への支援 
地球温暖化対策等の政策上の要請を踏まえ、２００９年から引

 
l 地球環境保険については、スペイン/太陽熱発電プロジェク
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等により温室効果ガスの排出低減に貢献する取組の一環として、

平成２１年１月より地球環境保険制度を創設したところである

が、今後、本制度の活用により、省エネ・新エネを推進する我が

国の製品の輸出やプロジェクトの推進に努めること。 
また、ＯＥＣＤ合意に基づく環境社会配慮ガイドラインについて、

関係諸機関と連携し適切な見直しを行ったところであるが、引き

続き的確な審査を行うこと。 

用機関としての社会的責任を果たすため、当該分野への対応を強

化してまいります。 
 具体的には、新たに創設した地球環境保険を活用し、省エネ・

環境改善に資する案件及び京都メカニズムを活用する案件につい

て、適切なリスク審査を行いつつ引受を進めるとともに、地球温

暖化対策の重要性に鑑み、世界的なＣＯ２排出量の削減に貢献す

るための保険商品について更に検討をすすめます。 
また、OECD における環境共通アプローチの議論等を踏まえ改定

した新たな環境社会配慮ガイドラインによる審査を的確に行うと

ともに、効率的かつ適切な審査を担保する態勢を整備します。 

受を開始した地球環境保険を活用し、太陽エネルギーや風力エネ

ルギー等の新エネ、高効率石炭火力等の省エネ、また環境改善に

資する案件について、引受を進めるとともに、地球温暖化対策の

重要性に鑑み、世界的なＣＯ２排出量の削減に貢献するための保

険商品について更に検討を進めます。 
また、公的輸出信用機関としての社会的責任を果たすため、平

成２１年度に改正された環境社会配慮ガイドラインによる審査を

的確に行うとともに、引き続き効率的かつ適切な審査を担保する

態勢を整備します。 
 

トなど、プロジェクトベースで 5 件の引受を行いました。ま

た、地球環境保険の商品性向上の可能性等について、引き続

き検討を行いました。 

 
 
l 環境問題に対する公的輸出信用機関としての社会的責務を

果たすべく、平成 21 年度に改正された環境社会配慮ガイド

ラインにより、保険契約の対象となるプロジェクトについて

的確な審査を実施しました。また、外部の専門機関の知見を

活用する等、効率的かつ適切な審査を担保する態勢を整備し

ました。 
④中堅・中小企業の国際展開支援 

我が国企業、特に中堅・中小企業による輸出取引や投資等の国

際展開を支援するため、そのニーズに対応したサービスの提供を

行うとともに、中小企業輸出代金保険をはじめ貿易保険の更なる

利用促進につながるよう様々なチャンネルを利用した広報・普及

に努めること。 
 

④中堅・中小企業の国際展開支援 
中堅・中小企業のお客様の外国における市場開拓がスムーズと

なるよう、お客様のニーズに対応したサービスを提供し、積極的

なサポートを行います。 
また、中堅・中小企業のお客様に中小企業輸出代金保険をはじ

めとする貿易保険商品をご利用いただく機会が増えるよう、関係

諸機関とも連携して、普及・広報の取り組みを強化します。 
 

②中堅・中小企業の国際展開支援 
中堅・中小企業のお客様の海外市場への挑戦を積極的に支援す

るため、お客様のニーズに対応したサービスを提供し、積極的な

サポートを行います。その一環としてバイヤー調査費用の無料化

を引き続き実施します。 
また、これまで貿易保険の利用経験のない中堅・中小企業の新

規法人向け商品である中小企業輸出代金保険について、販売チャ

ネル多様化の観点から、関係諸機関との連携を図りつつ、積極的

に普及・ＰＲに努めます。 
さらに、貿易保険が付保された中小企業の輸出代金債権につい

て、金融機関への譲渡の際に回収義務等の保険事故発生後の被保

険者義務を免除することにより、銀行等による中小企業の輸出代

金債権の買い取りを円滑化し、中小企業の資金繰り改善に貢献し

ます。また、輸出代金債権を担保とした金利優遇融資制度を、金

融機関と協力して整備します。 

 
l 中小企業者を対象として平成 20 年 10 月から開始したバイ

ヤー調査費用の無料化を、平成 22 年度も引き続き実施して

います。制度開始以降の利用実績は 574 件（312 社）に達し

ました。 
l 中小企業輸出代金保険の平成 22 年度引受実績は 292 件に達

しました。 
 
 
l 商工中金及びメガバンク 3 行（みずほ、東京三菱 UFJ、三井

住友）との連携により、貿易保険が付保された輸出代金債権

を担保とした融資制度や債権買取制度を開始しました。 
l その他、地銀、信金中金等との業務委託契約・業務協力に向

けた検討を行いました。 
 

⑤航空機、原子力、サービスその他の分野における支援 
航空機など、海外展開に当たって高いリスクを有する事業の実

施について、他国に比べ遜色のない形で保険商品の設計・提供を

行うよう努めること。原子力分野については、安全の確保を前提

に、米国等における原子力発電所建設に係る我が国企業の輸出に

対する保険引受を検討すること。 
サービス分野等新たな国際展開が期待される分野への対応や、官

民連携によるインフラプロジェクトの推進などその他の重点的な

政策分野についても、我が国企業のニーズに対応し、商品性の改

善等について検討し、積極的に取り組むこと。 

⑤航空機、原子力、サービスその他の分野における支援 
航空機分野については、我が国企業が参画する国際共同開発プ

ロジェクトに係る再保険引受を引き続き積極的に進めるととも

に、事業化が決定された国産航空機の輸出支援については、他国

に比べ遜色のない形で貿易保険の付保による支援を実施します。 
原子力分野については、安全の確保に留意して、米国等におけ

る原子力発電所建設に係る貿易保険の引受について検討します。 
サービス分野など、今後海外への事業活動展開が一層進展する

ことが期待される通商・産業政策上の重点分野でありながら、こ

れまで貿易保険商品のご利用実績が大きくなかった産業部門や、

官民連携によるインフラプロジェクトの推進などについては、政

府と連携してその実態等をフォローし、より効果的な活動支援が

可能となるよう商品性の改善等を検討します。 
 

①システム／インフラの海外展開の支援 
 インフラ整備について、従来からの電力分野に加え、鉄道、水

ビジネス、港湾、通信及び道路など、新たな分野の官民連携プロ

ジェクト等への我が国企業の参画を積極的に支援します。 
 
 
 
 
 
例えば海外投資保険について、我が国企業の海外投資先企業が、

投資先国政府の政策変更により破産手続開始の決定に至った場合

に受けた損失を、新たにてん補対象に加えることなどにより、イ

ンフラ等のシステムの海外展開を支援します。 
ＪＢＩＣと市中銀行が協調融資によりバイヤーズクレジットを

行う際に、市中銀行が負担するリスクに対する貿易保険の付保率

を最大 100％に引き上げることで、民間金融機関のリスクを低減

し、システム輸出を始めとしたプロジェクトへのファイナンスを

支援します。 
 
 
 

 
l インフラ整備において、発電分野では、ベトナム／

NhonTrachⅡ火力発電所建設プロジェクト、ベトナム／

Song Bac 他２水力発電所建設プロジェクト、通信分野では、

インドネシア／TELKOM 向け光海底ケーブルシステム輸出

プロジェクト、また、水ビジネス分野では、モルジブ・上下

水道運営事業プロジェクト、フィリピン・マニラウォーター

カンパニー上水道設備改修・拡張プロジェクトの引受を行い

ました。 
l 平成 22 年 7 月より海外投資保険において、投資先国の政府

による、一般的かつ合法的な政策変更によって、投資先企業

が破たんした場合も填補対象とすることとしました。 
 

l 海外事業資金貸付保険では、平成 22 年 12 月より民間金融

機関が国際協力銀行（ＪＢＩＣ）との協調融資により海外で

の事業資金を融資する際に、市中銀行が負担する非常リスク

及び信用リスクに対する海外 事業資金貸付保険の付保率

を、現行の非常 97.5％、信用 95%までから最大 100％に引

き上げました。 また、ＪＢＩＣとの協調融資によるバイヤ

ーズクレジットについては、平成 23 年 3 月末までを期限と

して、付保率の引上げ（非常、信用とも最大 100％）を実施
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また、年金基金等によるインフラファンド投資についても積極

的に支援します。 
原子力分野について、安全の確保に留意して、原子力発電所建

設に係る本邦等からの関連機器の輸出等に対して、貿易保険の付

保による支援を検討します。 
 
 
 

してきましたが、当該措置を恒久化しました。 
l 現地通貨為替リスクへの対応強化を検討し、平成 23 年 4 月

1 日より、対象通貨を、アジア等新興国の通貨を含む合計 20
通貨に拡大しました。 

l 年金基金等によるインフラファンド投資について、スキーム

の組成に向けた検討を行いました。 
l 原子力分野の機器輸出について、ＭＥＴＩの安全確認後、８

件の原子力輸出案件に対する貿易一般保険の付保を行いま

した。また、我が国企業が参画を検討している国々のプロジ

ェクトにおいて、輸出者、出資者及び事業国政府関係者等と

の意見交換を行うとともに、我が国企業からの機器輸出に対

する貿易代金貸付保険等を活用した支援策の検討を行いま

した。 
  ⑥その他の分野への支援 

航空機分野について、我が国企業が参画する国際共同開発プロ

ジェクトに係る再保険引受を引き続き積極的に進めるとともに、

事業化が決定された国産航空機の輸出支援については、他国に比

べ遜色のない形で貿易保険の付保により支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
農業分野について、我が国の食料安全保障の重要性に鑑み、我

が国からの海外農業投融資（生産、集荷、輸送、輸出等を含む海

外農業関連投融資）を支援するための検討を行います。また、我

が国農産物の輸出を促進するための取組を検討します。 
 
 
 
サービス分野など、今後海外への事業活動展開が一層進展する

ことが期待される通商・産業政策上の重点分野でありながら、こ

れまで貿易保険商品のご利用実績が大きくなかった産業部門につ

いて、政府と連携してその実態等をフォローし、積極的に貿易保

険の引受を検討します。 

 
l 航空機分野では、我が国メーカーが米国航空機メーカーと共

同で開発した航空機の輸出を支援するため、平成 22 年度は、

エアライン及びリース会社計 9 社に対して、ボーイング製航

空機 25 機の輸出案件につき、米輸銀から再保険を引き受け

ました。平成 16 年の米輸銀との再保険協定締結以来の累計

引受数は、エアライン・リース会社で 22 社、支援件数は 107
機となりました。 

l 国産航空機輸出支援については、輸出者に対する販売金融ス

キームへの助言提供並びに事前案件審査等を行い、ＭＲＪの

50 機受注獲得に貢献しました。 
l さらに、ＯＥＣＤ航空機セクター了解会合において、我が国

事業者の利益保護の為、国際ルール改訂交渉に積極的に参加

しました。 
l 農業分野で、アルゼンチンの農業事業会社への我が国企業の

出資に対する海外投資保険を引き受けました（平成 22 年 11
月）。 

l 農業分野等に係る本邦企業の国際展開の支援のため、共栄火

災海上保険（全国共済農業協同組合連合会を親会社とする保

険会社）との間で業務委託の締結に向けての検討を行いまし

た。 
l 国土交通省の「海外建設プロジェクトにおけるリスク管理方

策に関する検討会」に参画し、我が国建設業の海外展開支援

のための検討を行いました。 

（５）民間保険会社による参入の円滑化 
日本貿易保険は、民間保険会社の参入により我が国企業のニー

ズに対応した商品やサービスの多様化が図られるよう、民間参入

の円滑化のための環境整備に努めること。 
 

（５）民間保険会社による参入の円滑化 
民間保険会社による参入の円滑化については、第二期中期目標

期間中において組合包括保険制度に付保選択制を導入する等民間

参入の円滑化のための環境整備に努めてきましたが、第三期中期

目標期間においても、お客様の選択肢の拡大のための商品の柔軟

性向上に取り組んでまいります。 

（５）民間保険会社による参入の円滑化 
 

 

①協調保険の推進 
民間保険会社によるサービス提供機会の拡大を通じて、官民全

体によるユーザーに対するサービスの向上につながるよう、日本

①協調保険の推進 
民間保険会社によるサービス提供機会の拡大を通じて、お客様

に対するサービスの向上につながるよう、民間保険会社との協調

①協調保険の推進 
民間保険会社によるサービス提供機会の拡大を通じて、お客様

に対するサービスの向上につながるよう、民間保険会社と協調し、

 
l 民間保険会社との協調保険については、具体的案件の組成に

向けたスキームの検討を進めました。 
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貿易保険においては、民間保険会社との協調保険の実施に向けた

体制強化を行い、早期に実施するとともに、実施後のユーザーニ

ーズを踏まえ更なる商品の見直しについても検討すること。 

保険の実施に向けた体制強化を行い、早期の実施に向け検討を進

めるとともに、実施後については、お客様のニーズを踏まえ更な

る商品性の向上に努めます。 

具体的案件の組成に努めます。 

②民間保険会社に対する情報・ノウハウの提供・共有 
公表資料やホームページ等を通じた情報公開に加え、個々の利

用者との関係で問題とならない範囲において、民間保険会社への

業務委託等を通じて情報・ノウハウの提供・共有が円滑に行われ

るようにすること。 
 

②民間保険会社に対する情報・ノウハウの提供・共有 
パンフレットやホームページ等の各種公表資料を通じた情報公

開を行うことに加えて、個々のお客様との関係で問題とならない

範囲において、民間保険会社への業務委託などを通じて、貿易保

険商品に関する情報・ノウハウの提供・共有が円滑に行われるよ

う引き続き配慮します。 

②民間保険会社に対する情報・ノウハウの提供・共有 
民間保険会社等への販売業務委託を通じ、貿易保険商品に関す

る情報・ノウハウの提供・共有が円滑に行われるよう引き続き配

慮します。 
 

 
l 平成 22 年度は、平成 21 年度に引き続き、民間損害保険会

社 5 社及び銀行 3 行に対して業務委託を実施したのに加え、

商工中金と新たに業務委託を開始しました。個別の要望に応

じて貿易保険制度の改善や情報の提供に努めました。 
l また、平成 22 年 12 月に三井住友海上のシンガポール現法

との間でフロンティング（NEXI が現地保険会社の元受保険

契約につき全額再保険を引き受ける形態の取引）契約を締結

し、貿易保険商品に関する情報・ノウハウの提供に努めまし

た。 
３．業務運営の効率化に関する事項 

 
第一期・第二期中期目標期間中に取り組んだ業務運営の効率化

を一層推進すべく、更なるコスト意識の徹底、業務処理の合理化

に努めるとともに、第四期システム開発の効果を最大限発揮させ

ることにより、効率的かつ安定的な事業基盤を確立することが必

要である。 
 

２．業務運営の効率化に関する事項 
 

第一期・第二期中期目標期間中においては効率的な業務運営基

盤を確立するべく努めてきましたが、この体制を維持・強化し、

一層の業務運営効率化を推進するため、職員のコスト意識を徹底

するとともに、業務処理の合理化に努めます。 
また、４期システム（SPIRIT-ONE）開発の効果を最大限発揮

させることにより、効率的かつ安定的な事業基盤を確立します。 

２．業務運営の効率化に関する事項 
 

 

（１）業務運営の効率化 
貿易保険は、政府が運営費交付金を充当することなく、利用者

から支払われる保険料等を収入原資として運営しているものであ

るが、支出にあたっては、費用対効果を十分検討する等によりコ

スト意識の徹底を図り、効率的な業務運営に努めること。 

（１）業務運営の効率化 
 費用支出にあたっては、その費用対効果を十分検討する等、コ

スト意識の徹底を図り、効率的な業務運営に努めます。 
 

（１）業務運営の効率化 
 

 

①日本貿易保険の業務運営に際しては、全ての支出の要否の検討、

廉価な調達等に努めることにより、効率化を図ること。特に、既

存業務の徹底した見直し、効率化を進めることとし、その業務費

（人件費を含む。）については、第二期中期目標期間において第一

期中期目標期間の最終年度（平成１６年度）の実績と比較して１

０％を上回る削減を達成すべく求めたところであるが、本中期目

標期間においても「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に

関する勧告の方向性」（平成19年12月21日、政策評価・独立行政

法人評価委員会）を踏まえ、業務費については、最大限の努力を

行うことにより、第二期中期目標期間において削減を達成した水

準以下とすること。 
 そのために、一般管理費については、当該中期目標期間中、平

成２０年度の一般管理費相当額を基準にして、毎年度１％以上の

削減を行うこと。 
 
（註１）第四期システム開発関連経費、組織形態移行に伴う経

費等の特殊要因経費及び中期目標の実現のために新規に

追加・拡充される経費は、上記の効率化指標となる業務

費お呼び一般管理費の算出からは除く。 
 （註２）一般管理費とは、役員及び総務部のシステム部門を除

く一般管理部門の人件費・賃借料・業務委託費・外国旅費など管

①中期目標に従い、リスク分析・評価の高度化や広報・普及活動

など、中期目標の着実な達成のために必要な体制整備を行います

が、他方、各業務プロセスの合理化や担当職員の能力の向上、外

部委託の適切な活用に取り組み、一層の業務効率の向上を図ると

ともに、組織編成・人員配置が業務量の負担に対応した適切なも

のとなるよう常に注視し、必要に応じた見直しを行います。 
また、人件費を含めたすべての費用について、当該支出の要否

の検討、廉価な調達等に努め、業務費全体の効率的な利用に努め

ることにより、効率化を図ります。特に、既存業務の徹底した見

直し、効率化を進めることとし、その業務費（人件費を含む）に

ついては、第二期中期目標期間において第一期中期目標期間の最

終年度（平成１６年度）の実績と比較して１０％を上回る削減を

達成すべく求められたところですが、第三期中期目標期間におい

ても「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の

方向性」（平成 19 年 12 月 21 日、政策評価・独立行政法人評価委

員会）を踏まえ、業務費については、最大限の努力を行うことに

より、第二期中期目標期間において削減を達成した水準以下とし

ます。 
 そのために、一般管理費については、当該中期目標期間中、平

成２０年度の一般管理費相当額を基準にして、毎年度１％以上の

削減を行います。 

①中期目標に従い、リスク分析・評価の高度化や広報・普及活動

など、中期目標の着実な達成のために必要な体制整備を行うとと

もに、各業務プロセスの合理化や担当職員の能力の向上、外部委

託の適切な活用に取り組み、一層の業務効率の向上を図ります。

組織編成・人員配置が業務量の負担に対応した適切なものとなる

よう常に注視し、必要な見直しを行います。 
また、人件費を含めたすべての費用について、当該支出の要否

の検討、廉価な調達等に努め、業務費全体の効率的な利用に努め

ることにより、効率化を図ります。特に、業務費については、「独

立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」

（平成 19 年 12 月 21 日、政策評価・独立行政法人評価委員会）

を踏まえ、既存業務の徹底した見直し、効率化を進め、その削減

に最大限の努力を行うことにより、第二期中期目標期間において

達成した水準以下とします。 
そのため、一般管理費については、今中期目標期間中、平成２

０年度の一般管理費相当額を基準にして、毎年度１％以上の削減

を行います。 
 
 
 
 

l 既存業務費（人件費を含む）については、4,083（百万円）

と、第二期中期目標期間において削減を達成した水準以下と

なりました。 
（参考：基準値） 
第二期中期目標期間最終年度（平成 20 年度）業務費：4,215
百万円 

 
 
 
 
 
 
 
 
l 一般管理費については、561（百万円）と、基準値から１％

以上の削減を行いました。 
（参考：基準値） 
平成 20 年度一般管理費相当額：578（百万円） 
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理業務に係る経費とする。 
 
 
 

 
（参考）平成２０年度末の一般管理費       ５７８百万 
    平成２３年度末の一般管理費見込み    ５６０百万 
    中期目標期間中の一般管理費総額見込み１，６９８百万 

 

②総人件費（退職手当等を除く。）については、簡素で効率的な政

府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成１８年法

律第４７号）等を踏まえ、国家公務員に準じた人件費削減の取組

を行うこと。 

②簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律（平成１８年法律第４７号）等を踏まえ、平成２２年度にお

いて平成１７年度と比較して５％以上の人員削減を実現します。

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006（平成

18 年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、

人件費改革を平成２３年度まで継続します。 

②簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律（平成１８年法律第４７号）等を踏まえ、平成２２年度にお

いて平成１７年度と比較して５％以上の人員削減を実現するため

の措置を講じます。さらに、経済財政運営と構造改革に関する基

本方針 2006（平成 18 年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務

員の改革を踏まえ、人件費改革を継続します。 

l 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律（平成 18 年法律第 47 号）等を踏まえ、平成 22 年

度において平成 17 年度と比較して、５％以上の人員削減を

達成しました。また、国家公務員に準じた人件費削減を継続

して進めています。 
 

③給与水準については、十分に国民の理解を得られるものとなっ

ているかなどの観点から検証を行い、現行の水準を維持する合理

的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、給与水

準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状

況について公表すること。 
 

③給与水準については、十分に国民の理解を得られるものとなっ

ているかなどについて検証を行い、これを維持する合理的な理由

がない場合には必要な措置を講ずることにより、給与水準の適正

化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況につい

て公表します。 
 また、国からの出向者について、出向ポストを見直すとともに、

適切な給与水準の下でプロパー職員を採用することなどを通じ

て、対国家公務員指数の適正化を図ります。 

③給与水準については、十分に国民の理解を得られるものとなっ

ているかなどについて検証を行い、これを維持する合理的な理由

がない場合には必要な措置を講ずることにより、諸手当を含めた

給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や

取組状況について公表します。また、対国家公務員指数の適正化

を図ります。 
 

l 給与水準について、国家公務員給与に準じた俸給及び賞与の

を引き下げを実施するとともに、給与制度の見直しの検討を

開始したところです。 
 

④契約については、「随意契約見直し計画（平成１９年１２月）」

に基づく取組を着実に実施し、その取組状況を公表するとともに、

一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争

や公募を行う場合には、競争性及び透明性が十分確保される方法

により実施すること。また、監事及び会計監査人による監査にお

いて、入札・契約の適正な実施についてチェックを受けること。 
 

④契約については、「随意契約見直し計画（平成１９年１２月）」

に基づく取組を着実に実施し、その取組状況を公表するとともに、

一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争

や公募を行う場合には、競争性及び透明性が十分確保される方法

により実施します。また、監事及び会計監査人による監査におい

て、入札・契約の適正な実施についてチェックを受けることとし

ます。 
 

④契約については、「随意契約等見直し計画（平成２２年４月）」

に基づく取組を着実に実施し、その取組状況を公表するとともに、

一般競争入札等により契約を行う場合、特に企画競争や公募を行

う場合であっても、契約手続マニュアルを活用しつつ、競争性及

び透明性が十分確保される方法により実施します。また、契約監

視委員会や監事及び会計監査人による監査により、入札・契約の

適正な実施についてチェックを受けることとします。 

l 「随意契約等見直し計画」（平成 22 年 4 月）に基づき、契約

適正化の取組を着実に実施しました。その結果、競争性のな

い随意契約比率は、平成 20 年度の 92％（金額ベース）から

平成 22 年度には 7％にまで低減しました。また、一者応札・

一者応募となった契約についても、仕様書の変更や公告期間

の見直しなどの契約条件の見直しを行った結果、平成 20 年

度の 7 件から、平成 22 年度には 3 件まで低減しました。一

般競争入札等により契約を行う場合には公告期間を 20 日以

上確保する、入札説明会を開催するなどして、競争性及び透

明性が十分確保される方法により実施しました。また、契約

監視委員会を平成 23 年 4 月に開催し、平成 21 年度及び 22
年度の契約内容についてチェックを受けました。 

⑤民間機能の一層の活用を通じて業務運営の効率化に積極的に取

り組むこと。特に、既に民間委託を導入している一部の保険商品

の販売・斡旋業務については、引き続き、金融機関等との連携の

あり方を検討しつつ、民間委託の範囲の拡大を図ること。 
 

⑤事務及び事業の一部について民間金融機関等への委託を行い、

以て業務運営の効率化を図ります。民間損害保険会社への委託に

ついては、引き続き、委託先・委託範囲の拡大を含めて、金融機

関等と連携のあり方について検討を重ね、業務委託内容の拡大を

図ります。 

⑤平成２２年度も各保険商品の民間金融機関への販売業務委託を

引き続き実施いたします。これにより、新規顧客開拓の面におい

て業務の効率化を図ります。 
 

l 平成 22 年度は、平成 21 年度に引き続き、民間損害保険会

社 5 社及び銀行 3 行に対して業務委託を実施したのに加え、

商工中金と新たに業務委託を開始しました。また、企業系損

害保険会社としては初めてとなる日立キャピタル損害保険、

地方銀行として初めてとなる北海道銀行のほか、AIU 保険会

社、みずほコーポレート銀行及び共栄火災海上保険との間で

業務委託の締結に向けての検討を行いました。 
（２）システムの効果的な開発及び円滑な運用 
第四期システムのシステム保守・追加改造の効率化・迅速化を

通じ、利用者に対するサービスの向上、業務運営の効率化・迅速

化を実現すること（組織の見直しに係る会計、税制、災害・事故

等緊急時の事業継続計画等の対応に加え、新商品の開発・販売、

国の再保険や債権管理業務への円滑な対応を含む。）。その際の指

標として、第四期システムの具体的な効果を示すほか、第四期シ

ステムの保守費用が第三期システムの保守費用を下回るように努

めること。 
 

（２）システムの効率的な開発及び円滑な運用 
４期システム（SPIRIT-ONE）のシステム保守・追加改造の効率

化・迅速化を通じ、お客様に対するサービスの向上、業務運営の

効率化・迅速化（組織の見直しに係る会計、税制、災害・事故等

緊急時の事業継続計画等の対応に加え、新商品の開発・販売に加

え、国の再保険や債権管理業務への円滑な対応を含む）を実現し

ます。 
４期システムの保守・改造においては、保守費用が３期システ

ムの保守費用を下回るように努めます。 
 

（２）システムの効率的な開発及び円滑な運用 
第４期システムの保守・追加改造・運用については、具体的に

は次のような取組を実施します。 
ア）平成２２年度制度改正に対応するためのシステム改造を行

った上で、円滑な運用の実現に努めます。 
 
イ）内部統制等に係るシステム対応を進めます。 
ウ）ＩＴインフラについて、所要の更新を進めるとともに、併

せて、事業継続等に必要な強化を行います。 
 

 
 
 
l 簡易通知型包括保険に対応したシステムの開発や、限度額設

定型保険の分割払いに対応したシステム改造等、平成 22 年

度制度改正に対応したシステム対応を行いました。 
l 老朽化した機器等の全面的な更新を行いました。また、メイ

ン及びバックアップ用のデータセンターを構築し、事業継続

性を強化させるとともに、開発と運用の相互牽制を向上させ

る等内部統制の強化を行いました。 
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エ）システムの保守については、円滑なシステムの運用に努め

つつ、保守費用の抑制に努めます。 
l システムの保守費用は、第 3 期システムの保守費用（16.1

億円）を下回りました（平成 22 年度実績 12.7 億円）。 
４．財務内容の改善に関する事項 

 
利用者に対して「確実な安心」を継続的かつ安定的に提供して

いくためには、健全な財務内容の維持が必要不可欠であり、その

ための努力を行うことが必要である。 

３．財務内容の改善に関する事項（予算、収支計画及び資金計画） 
 

３．財務内容の改善に関する事項（予算、収支計画及び資金計画） 
 

 

（１）財務基盤の充実 
貿易保険は、世界的な規模の経済危機や戦乱のような予見でき

ない異常事態に係るリスクを引き受けるものであることから、こ

うした事態に備えて保険金支払いのための財務基盤を充実させる

ことが必要である。このため、貿易保険事業について長期的な収

支相償の実現を目指すべく、業務運営の効率化や的確なリスク・

マネジメントを通じた支出の抑制を図るとともに、保険事故債権

の適切な管理や回収の強化等による収入の確保に取り組むこと。 
 
（註） 

１）貿易保険事業の特殊性から、単年度ベースでの経常収支

相償を常時求めることは困難である。 
２）収入確保の一環としての資金運用にあたっては、現時点

での財務基盤の状況を踏まえれば、日本貿易保険による

迅速な保険金支払能力に支障をきたさないよう、独立行

政法人通則法第４７条に規定され、かつ元本保証された

方法に限定とすること。 

（１）財務基盤の充実 
 お客様に対して「確実な安心」を継続的かつ安定的に提供して

いくため、健全な財務内容を維持します。具体的には、業務運営

の効率化や、的確なリスク・マネジメントを通じた支出の抑制に

努めると共に、保険事故債権の適切な管理および回収の強化を図

り、安定的な収入の確保に取り組みます。 
（ア） 予算計画（別添１参照）  
（イ） 収支計画（別添２参照）  
（ウ） 資金計画（別添３参照） 

 

（１）財務基盤の充実 
お客様に対して「確実な安心」を継続的かつ安定的に提供して

いくため、健全な財務内容を維持します。 
 具体的には、業務運営の効率化や、的確なリスク・マネジメン

トを通じた支出の抑制に努めるとともに、保険事故債権の適切な

管理および回収の強化を図り、安定的な収入の確保に取り組みま

す。 
①予算計画（別添１参照） 
②収支計画（別添２参照） 
③資金計画（別添３参照）  

 

 
l 平成 22 年度は、主に以下のような取組を通じ、事業運営の

効率化や、的確なリスク・マネジメントを通じた支出の抑制

を図りました。 
 ・「随意契約等見直し計画」（平成 22 年 4 月）に基づき、契約

適正化の取組を着実に実施しました。また、一者応札・一者

応募となった契約についても、仕様書の変更や公告期間の見

直しなどの契約条件の見直しを行いました。一般競争入札等

により契約を行う場合には公告期間を 20 日以上確保する、

入札説明会を開催するなどして、競争性及び透明性が十分確

保される方法により実施しました。また、契約監視委員会を

平成 23 年 4 月に開催し、平成 21 年度及び 22 年度の契約内

容についてチェックを受けました。 
 ・適切な案件管理・回収の強化のため、保険事故発生から回収

終了までを管理表にまとめ、フォローアップし、タイムリー

かつ迅速に損失の防止軽減・回収方策を検討の上、迅速かつ

的確に対応しました。 
 ・モニタリング推進委員会が中心となり、各部・支店のモニタ

リング実施状況について定期的にフォローし情報共有を実

施するとともに、発生した保険事故の傾向についてもその内

容を月次に分析レポートとして各部・支店間で情報共有を図

り、案件リスクの把握に取り組みました。 
l 政府が締結する債務繰延協定等に基づく保険事故債権に係

る回収については、債務国に対する督促等の手続を的確に行

いました。また、被保険者回収及びサービサー回収について

も適切に実施しました。その結果、平成 22 年度の回収金総

額は 156 億円となりました。 
l より予測可能性の高い安定した決算を効率的に行うために、

日本貿易保険の保有資産の中でも債権評価による損益影響

度が大きいリスケジュール債権に対する評価方法の見直し

を実施しました。 
l 国債等による資金運用については、債券市場の金利低下が続

いていることから、超長期国債（２０年債）への買換えを進

め収益の拡大を図りました。 
（２）債権管理・回収の強化 
 

（２）債権管理・回収の強化 
 

（２）債権管理・回収の強化 
債権管理・回収の強化回収能力の強化、事故発生の防止・損害

軽減に向け、以下の措置を講じます。 

 

①保険事故債権の適切な管理及び回収の強化を図ることにより安

定的な収入の確保に取り組むことは、長期的な収支相償を実現す

る上での重要な鍵である。このため、債権データの管理を的確に

①債権データの管理を的確に行うとともに、国の関係機関との緊

密な連携や、職員の専門能力の涵養、民間回収専門業者の活用等

を行うことにより、回収能力を強化します。 

①民間回収専門事業者については、過去の実績を踏まえ引き続き

活用して参ります。また、平成２１年度に引き続き、お客様を対

象に「債権回収セミナー」を企画、実施します。 

l 平成 22 年度は、新規に 2 社の法律事務所と業務委託契約を

締結し、15 社のサービサーを活用しました。 
l 平成 22 年 11 月には NEXI 提携サービサー2 社から講師を招
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行うことはもとより、国の関係機関と緊密な連携を図るとともに、

職員の専門能力の涵養等により、回収能力を強化すること。 
非常リスクに係る保険事故債権については、パリクラブ等への

対応を含め、政府が行う保険事故に係る債務履行確保等に関する

諸外国との交渉に対して積極的かつ的確な対応を図ること。 
信用リスクに係る保険事故債権については、利用者等の協力を

得つつ積極的な回収に取り組むこと（その際の目安として、中期

目標期間終了時において期間平均回収実績率２０％を達成するよ

うに努めること（註）。）。 
 

（註）回収実績率の目安については、回収の対象となる保険事

故債権の内容、債務者の財務状況、債務者の居住国における倒

産法制等の外的要因に左右されること、回収努力（返済計画の

確定等）から実際の成果が上がるまで一定のタイムラグが生じ

る場合が多いこと等の諸要素を十分考慮して判断するために

も、期間平均の実績を採用する。また、この期間平均回収実績

率を次式により定義する（第一期中期目標期間における回収実

績率と異なるもの）。 
 
期間平均回収実績率 ＝期間平均値（各事業年度の回収金額） 
÷期間平均値（回収金を得た案件及び回収不能が確定した案

件に係る保険金支払額） 

非常リスクに係る保険事故債権については、パリクラブや債務国

との間で締結する債務繰延協定への対応を含め、政府が行う保険

事故に係る債務履行確保等に関する諸外国との交渉に対して、積

極的かつ的確な対応を行います。 
信用リスクに係る保険事故債権については、お客様の協力を得

つつ、積極的な回収に取組みます（その際の目安として、中期目

標期間終了時において期間平均の回収実績率２０％を達成するよ

うに努めます。） 
 

（註）回収実績率の目安については、回収の対象となる保険

事故債権の内容、債務者の財務状況、債務者の居住国におけ

る倒産法制等の外的要因に左右されること、回収努力（返済

計画の確定等）から実際の成果が上がるまで一定のタイムラ

グが生じる場合が多いこと等の諸要素に鑑み、期間平均の実

績を達成目標として回収の強化に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
非常リスクに係る保険事故債権については、引き続き、パリク

ラブや債務国との間で締結する債務繰延協定への対応を含め、政

府が行う保険事故に係る債務履行確保等に関する諸外国政府との

交渉に積極的に関与し、的確な対応を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
信用リスクに係る保険事故債権については、引き続き、お客様

の協力を得つつ、積極的に回収に取り組みます。 
 

き、「第 5 回債権回収セミナー」を開催しました。より多く

の貿易関係者の参加を募るため、初めて外部機関（日本貿易

会）と共同開催とした結果、過去最高の 175 名のお客様が参

加しました。 
l 非常リスクに係る保険事故債権については、パリクラブでの

多国間合意や債務国との二国間合意に基づき締結する債務

繰延協定への対応を含めて、政府が主体的に行う保険事故債

権の回収に係る諸外国政府との交渉等に積極的に関与し、的

確な対応を行いました。 
具体的には、パリクラブ債権関連では、コンゴ民主共和国に

ついて、拡大重債務貧困国イニシアチブの枠組みの下、パリ

クラブ合意に至り、当該合意に伴う二国間ベースでの着実な

債務救済措置を確保すべく、コンゴ政府当局との間で債権突

合協議や交換公文交渉等の事務的な詰めを入念に実施し、二

国間合意の早期締結を推進しました。また、平成 17 年度以

降発生していたアンティグア延滞債務問題については、パリ

クラブ合意に至り、一定の解決の目途がつきました。 
l バイリスケ債権関連では、経産省、在外日本大使館とも連携

を図り、着実かつ安定的な返済を確保しました。 
l 信用リスクに係る保険事故債権については、お客様の協力、

サービサーの活用等により積極的に回収に取り組み、高い回

収実績率（６９．９％）を挙げました。 
②また、査定・回収業務を通じて蓄積したノウハウを商品開発・

営業・審査部門にフィードバックするとともに、利用者等や国の

関係機関と協力して必要な対応を機動的に講じ、事故発生の防止、

損失の軽減に努めること。 
 

②商品開発・営業・審査部門の業務の適正化・効率化に資するた

めにも、具体的案件の査定・回収業務を通じて蓄積したノウハウ

をフィードバックし、リスク管理の強化に努めます。また、お客

様や国の関係機関と協力して必要な対応を機動的に講じ、事故発

生の防止、損失の軽減に努めます。 
 

②商品開発・営業・審査部門の業務の適正化・効率化に資するた

めにも、具体的案件の査定・回収業務を通じて蓄積したノウハウ

をフィードバックし、リスク管理の強化に努めます。具体的には、

適宜、モニタリング推進委員会との協働もしくは同委員会のサポ

ートも活用して、既保険契約締結案件のフォローアップを適切に

行います。また、お客様や国の関係機関と協力して必要な対応を

機動的に講じ、事故発生の防止、損失の軽減に努めます。 
 

l ＮＥＸＩ内の関係部署間にて保険事故及びその他懸念情報

を日常的に相互に発信し、その情報共有に努めました。さら

に、モニタリング推進委員会にて、各部・支店が行うモニタ

リング実施状況について定期的にフォローし、加えて、発生

した保険事故の傾向についてその内容を月次に分析レポー

トとして各部・支店間で情報共有を実施しました。また、既

保険契約の案件管理に有益と考えられる各種情報をモニタ

リング推進員会から関係部署へ配信し情報共有を実施しま

した。 
l ベネズエラ、イラン、ＵＡＥ向けの付保案件について、経産

省と協力しつつ、現地在外公館、ＮＥＸＩ海外事務所の活用

により、保険事故発生の未然防止、損害の最小化の実施に努

めました。 
③保険事故債権の管理においては、その評価・分析手法の改良に

努め、適切な経理処理を行うこと。 
③保険事故債権については、その管理を的確に行うことはもとよ

り、評価・分析手法の改良に努め、適切な経理処理を行います。 
③今後は、債権管理データシステムの整備を進め、統計分析手法

を活用した査定回収戦略を構築し、債権回収の一層の効率化、迅

速化のための方策を検討します。 
 

l 平成 19 年度から導入した債権データ管理システム(ビジネ

スオブジェクト（ＢＯシステム）について、最新バージョン

にアップして機能向上と動作改善を行いました。 
l ＢＯを活用した具体的な取り組みとして、平成 22 年度は、

回収案件マスターリストの改善、回収実績レポートの改善、

決算再査用レポートの作成を行い、回収全体の一層の見える

化に取り組み、債権管理業務の一層の効率化並びに迅速化を

図りました。 
 ４． 高い専門性を持った人材の育成（人事に関する計画） ４．高い専門性を持った人材の育成（人事に関する計画）  
 （１） 方針 

  引き続き、民間企業等から高度な専門性を有する職員を採用す

るとともに、職員に対する研修制度を充実させること、職員の専
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門性の育成に配慮した人事制度を効率的に運用すること等によ

り、職員の専門性をより高度なものとします。 
 また、現行の業務処理の改善（例えば、定型業務の処理体制の

一元化や管理部門の業務の効率化等）を図ることにより、業務の

量・質に対応した、より適正な人員の配慮を行ないます。さらに、

目標管理制度に基づく業績評価や業務実態に即した人事考課制度

の整備等を通じて、職員が引き続き日本貿易保険においてその専

門性を活かしていくことに対してインセンティブを与えるよう

な、魅力ある就業環境の形成に努めます。 
 （２）人員に係る指標 

 平成２３年度末の人員を平成２０年度末の９７％以内とする。 
 
（参考１）平成２０年度末の人員数    １５２人 
      平成２３人度末の人員数見込み １４７人 
 
（参考２）中期目標の期間中の人件費総額見込み ４，１１９百

万円 
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職

員諸手当、超過勤務手当、休職者手当及び国際機関派

遣職員給与に相当する範囲の費用である。 

  

 （３）人材の確保及び養成に関する計画   
 ①人材の確保  

常勤職員の一部に、国際金融、国際プラントビジネス、保険業

務、財務等の分野において高度な専門性を有する民間企業等の人

材を採用します。また、目標管理制度に基づく業績評価や、業務

実態に即した人事考課制度の整備等を通じて魅力ある就業環境を

形成し、専門性の高い職員の定着に対するインセンティブの付与

に努めます。 
 
 
 
 

（１）人材の確保  
平成１８年度の行政改革の重要方針を踏まえた人員削減を考慮

しながら、引き続き、国際金融及び保険業務等の分野において高

度な専門性を有する人材の確保に努めます。また、現行の業務態

勢の改善を図ることにより、業務の量・質に応じた適正な人員の

配置を行います。さらに、全職員を対象に目標管理制度に基づく

業績評価を実施するとともに、職務・職責に応じた専門性の高い

職員に対して、専門能力認定制度に基づく専門能力の認定を行っ

て参ります。専門能力認定制度については、専門性の高い職員の

業務への意欲増進のため、適時適切な見直しを含め検討を行って

参ります。 

 
l 平成 18 年度の行政改革の重要方針を踏まえた人員削減を考

慮しながら、引き続き、国際金融、国際プラントビジネス及

び貿易保険業務等の分野において，高度な専門性を有する民

間企業の人材を採用しました。また、全職員を対象に、目標

管理制度に基づく個人業績評価を実施するとともに、専門的

な業務遂行能力を適切に評価する専門能力認定を実施して

おります。また、専門能力認定制度を含めた給与制度の見直

しの検討を開始したところです。 
 

 
 ②人材の養成 

個々の職員の専門性の育成に配慮した人事制度を構築するととも

に、職員に対する研修制度の充実等により、民間企業等から採用

した人材の専門的な知見を速やかに共有させ、専門性の高い人材

の早期育成を図ります。 

（２）人材の養成 
個々の職員が専門性を高めるとともに組織の中で効果的にその

能力が発揮できるようにするため、職員のニーズも踏まえつつ、

研修制度を引き続き充実します。また、民間企業等から採用した

人材が所持する専門的な知見を速やかに共有させ、専門性の高い

人材の早期育成を図る等、職員の専門性の育成に配慮した人材の

配置を実施します。 

 
l 専門的な業務遂行能力を高めるため、職員からの要望を確認

等し、貿易実務、国際金融ビジネス、企業財務等について研

修を実施するとともに、職員の高度な専門性と実践能力の獲

得・向上に努め、職務・職責に応じた専門性の高い職員に対

して、専門能力認定制度に基づく専門能力の認定を行いまし

た。 
 ５． 短期借入金の限度額  

 
平成２１年度（２００９年度） ５００億円  
平成２２年度（２０１０年度） ５００億円  
平成２３年度（２０１１年度） ５００億円  

  

 ６． その他  
 

本計画については、貿易保険はその運営が国際政治経済情勢の
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中期目標（第三期） 中期計画（第三期） 年度計画（２０１０年度） 実績 

変化に的確に対応したものである必要があることから、今後、大

きな情勢の変化がある場合には、機動的な対応が可能となるよう

適時適切に見直しを行います。 

 
  



 

16／18 

（別添１） 

 

予算計画 

 

（単位：百万円） 

区    別 金  額 

収入 

 業務収入 

  正味収入保険料 

  正味回収金 

  受取利息 

  その他業務収入 

 被出資債権からの回収金 

 有価証券の償還 

短期借入金 

 計 

 

14,202 

10,128 

1,260 

2,814 

－ 

6,958 

10,000 

－ 

31,160 

支出 

 業務支出 

  正味支払保険金 

  人件費 

  国庫納付金 

  その他業務支出 

 投資支出 

  システム開発等 

  その他投資支出 

有価証券の取得 

短期借入金返済 

その他の支出 

予算差異 

 計 

 

19,322 

14,000 

1,373 

0 

3,949 

1,770 

1,700 

70 

10,000 

－ 

2 

66 

    31,160 
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（別添２） 

 

収支計画 

 

（単位：百万円） 

区    別 金  額 

費用の部 

 経常費用 

  正味支払保険金 

  業務費 

  その他経常費用 

 臨時損失 

計 

 

収益の部 

 経常収益 

  正味収入保険料 

  正味回収金 

  その他経常収益 

 財務利益 

 臨時利益 

計 

純利益 

 

22,476 

14,000 

7,007 

1,469 

1,200 

23,676 

 

 

11,401 

10,128 

1,260 

13 

2,814 

2,584 

16,799 

△6,877 
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（別添３） 

 

資金計画 

 

（単位：百万円） 

区   別 金  額 

資金支出 

 業務活動による支出 

  正味支払保険金 

  業務費 

  国庫納付金  

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 計 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  正味収入保険料 

  正味回収金 

  受取利息 

その他業務収入  

被出資財産からの回収金 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度繰越金 

 計 

 

19,322 

14,000 

5,322 

0 

11,770 

2 

42,372 

73,466 

 

 

11,488 

10,128 

1,260 

100 

－ 

6,958 

10,000 

2,714 

42,306 

73,466 

 


