
 

 

日本貿易保険の海外事務所について 

 

 

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成 22 年 12 月 7 日

閣議決定）において、海外事務所を有する各独立行政法人については、

個々の必要性をゼロベースで検証し、整理・統廃合を行うとともに、経

費節減、ユーザーへの利便性の観点から、同一都市にあり、政策連携効

果が見込まれるもの等については、情報管理の必要性等にも配慮しつつ、

施設の共有化を図ることとされた。ＮＥＸＩにおいては、管理経費の縮

減等、徹底的な効率利用を図るとともに、必要性について検討を行い、

平成 22年度中に結論を得ることとされている。 

これを受け、ＮＥＸＩにおいては海外事務所見直し検討チームを設置

し、検討を行い、取りまとめを行った。 
 

資 料 ５ 



ＮＥＸＩの海外事務所について

２０１１年３月

独立行政法人日本貿易保険
海外事務所見直し検討チーム



ＮＥＸＩ海外事務所の見直し検討結果のポイント
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 ＮＥＸＩは、カントリーリスクや信用リスクを引き受けることにより、貿易・投資金融を担い、海外プロジェクトを支援。

 適切なリスク管理のためにはリスクの正確な把握が不可欠。ユーザーの申告だけではなく、現地関係者、各国政府機関、
国際機関等との緊密な情報交換、協議・交渉を通じて得られる情報がリスク判断材料として極めて重要。

 現地拠点がなければ、こうした関係機関との緊密なコンタクトを迅速かつ効果的に行うことは困難。このため、主要な各国
輸出信用機関（ＥＣＡ）も複数の海外拠点を保有。
※ 各国ＥＣＡ海外拠点数

仏120、独47、蘭93、伊６、加16、韓９ （注：仏独蘭は政府勘定のみならず機関全体の拠点数）

 今後、ＮＥＸＩとして一層重点的に支援すべきインフラ輸出や資源確保プロジェクトは、①案件・リスクが巨大かつ複雑、②複
数の事業者、金融機関が多国間でコンソーシアムを形成する、③国際的な受注獲得競争が激しいといった特性がある。このた
め、ＮＥＸＩによる案件形成の初期段階からの積極的関与、動きがあった場合の迅速な協議・交渉、受注競争相手国の現地で
の動向に関する情報収集等が不可欠であり、とりわけ現地拠点の効果的な働きが鍵を握る。

 また、貿易金融の国際ルール（再生可能エネルギー、航空機等）形成に際してＮＥＸＩが実務者として参画することも国益上
重要。交渉の前線での日常的な情報収集、人脈の維持において、各国に遅れをとってはならない。

 なお、各事務所においては、上記の機能充実に努める一方、リスク管理やユーザー支援に支障を来さない範囲で、経費削
減や、他独法との施設共同利用など効率化の取り組みを進めている。こうした業務の改善・効率化や他機関との連携強化は
今後も推進する必要。



ＮＥＸＩ海外事務所の見直し検討結果のポイント

パリ事務所

パリ事務所の担当エリアは、欧州・アフリカ・中東等であり、ＮＥＸＩの保険引受額の24％（2010年度）を占める。近時、ス

ペイン太陽熱発電プロジェクト、ノルウェー船舶案件などの重要案件を推進。リスク情報収集、案件形成・フォローアップ支援、
関係機関との協力関係構築に一層努める。

また、パリではOECD、パリクラブ（債務繰延債権国会合）、ベルン・ユニオン（国際輸出信用機構）等の国際会議が多数開催
されており、こうした場における国際ルール交渉において各国実務者間で主導的役割を果たしていく。パリ事務所長は、OECD輸
出信用部会議長団に選任されるなど、日本のプレゼンス発揮に貢献。

ニューヨーク事務所

ニューヨーク事務所の担当エリアは、北・中南米であり、ＮＥＸＩの保険引受額の20％（2010年度）を占める。近時、ベネズ

エラ・カラボボ油田開発プロジェクト、カナダ・シミルコ銅鉱山再開発プロジェクトなどの重要案件を推進。リスク情報収集、案
件形成・フォローアップ支援、関係機関との協力関係構築に一層努める。

また、米国には世界銀行、IMF等国際金融機関が集積しており、貿易金融を担うＮＥＸＩにとって、当地で最新の世界的な金融
・リスク情報や、インフラ・資源プロジェクト等を巡る議論の動向をタイムリーに収集していく。

シンガポール事務所

シンガポール事務所の担当エリアは、アジア、大洋州であり、ＮＥＸＩの保険引受額の５６％（2010年度）を占める。近時、フ

ィリピン・マニラウォーター上水道設備改修・拡張プロジェクト、ベトナムNhon TrachⅡ火力発電所建設プロジェクトなどの重
要案件を推進。リスク情報収集、案件形成・フォローアップ支援、関係機関との協力関係構築に一層努める。

また、日系企業のアジアでの事業活動を支援するため、アジア各国ＥＣＡとの間で再保険協定締結交渉を進め（現在５カ国）、
アジア再保険ネットワークを構築・拡充する。
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各事務所において今後重点的に推進すべき主な課題は、それぞれ以下の通り。

（注）各事務所では、各国政府の責任者・ECAトップなどと協議・交渉等する必要があり、官民一体のインフラ輸出や資源関連などその内容も高度化。特に
事務所長には、交渉力・指導力に加え、貿易金融のみならず通商・経済政策等の幅広い知見が求められる状況。
このため、ＮＥＸＩとして内部人材育成に努めつつ、各事務所の業務内容にふさわしい能力・実績を有する人材をＮＥＸＩ内外から確保するよう一層努める必要。
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パリ事務所
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設置時期：1989年10月
所在地：27 rue de Berri 75008 Paris
職員数：3名（独法職員1名、出向者2名）

現地採用職員数：2名
事務所スペース78㎡（JETROパリセンターの一部を使用）

年間運営費：138百万円（2010年度予算ベース）

担当エリア：欧州・中近東・アフリカ・CIS・ロシア

国際会合への対応

・OECDの各種会合（ASU（航空機セクター了解）、RSU（再生可能エネルギーセクター了解）等）において、貿易保険に関

する国際ルール策定等のための協議・交渉を実施。

・パリクラブ（債務繰延債権国間会合）において、保険事故債権（代位債権）回収のための政府間協議・交渉を実施。

・BU（Berne Union：国際輸出信用機構）会合において、他国ECAとの連携を通じた情報共有を実施、会議運営へも貢献。

個別案件に関し、リスク情報の収集、案件形成・フォローアップ支援

・原子力発電案件（ヨルダン）、新エネ案件（スペイン太陽熱等）等インフラ輸出案件に関する他国政府機関等との交渉

（先方政府からの政府保証発出交渉等）を実施。

・大型案件につき、バイヤー・資金提供者の情報、政府の関与度合いなど、リスク把握のための材料となる情報を収集

欧州各国政府機関及び欧州貿易保険機関（ECA）との協力関係構築

・欧州ECA（仏Coface、独Hermes等）とのバイ協議、情報共有等を通じた連携により協力関係を構築。

相談窓口、政府間会合等への職員派遣

・現地日系企業等貿易保険ユーザーからの各種相談対応、政府ミッション等への参加。

事務所の概要（2011年3月現在）

業務内容
NEXI  Paris
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海外出張（国際会合等）

・件数：28件、延べ出張人日：115人日

出張を伴わない会合

・件数：98件

OECD/ECG及び参加国会合

OECD環境実務者会合（ローマ・チューリヒ）

OECD再生可能エネルギーセクター了解テクニカル会合（スペイン）

OECDカントリーリスク会合（ブラッセル）

ウクライナIUD債権者会合（ロンドン）

在ロンドン邦銀、商社、ECGDとの会合（ロンドン）

WTO貿易金融専門家会合（ジュネーブ）

BUイスタンブール総会（イスタンブール）

BUセミナー（Direct Lending）会合（ローマ）

BU Management Committee会合（ロンドン）

国際会合参加や調査出張等一例（2009年度）

Trade Financeセミナー（ベルリン・モスクワ）

ウクライナ政府関係者等との面談（ウクライナ）

トルクメニスタン視察ミッション（トルクメニスタン）

IDWG Meeting／Financing Workshop（ウィーン）

現地銀行等との面談（モスクワ）

経産省委託調査同行（ローマ、チューリヒ、ロンドン等）

スペイン太陽熱案件（マドリッド）

北アフリカ諸国新エネルギー政策調査（チュニジア・モロッコ）

日オーストリアバイ協議（ウイーン）

日仏・日独バイ協議（リヨン・ミュンヘン）

最近の主な成果

新ASUルールの策定

スペイン太陽熱発電案件、ノルウェー船舶案件、エジプト重油精製設備建設案件、サウジ精油所案件などの保険引受

コンゴ、アンティグア・バーブーダ等の債務国とのリスケ交渉進展

ヨルダン原子力案件について、ヨルダン政府からの政府保証発出のための交渉進展

パリ事務所長がOECD輸出信用部会議長団に選任され、同部会での日本のプレゼンス発揮
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OECD会合、パリクラブ、ベルン・ユニオン会合における協議・交渉への継続的かつ機動的な関与というパリ事務所特有の機
能は今後も重点的に強化されるべき。とりわけ、OECDでは、RSUにおける新ルール合意、環境コモンアプローチの改訂等
を控えており、重要度が増している。

業務重点化の方向性

新成長戦略に掲げられているパッケージ型インフラ輸出を支援するため、相手国政府機関等との交渉機能、案件組成機能は
強化されるべき。今後、パリ事務所で管轄しているアフリカ・東欧・中近東などでの需要が高まると見込まれ、これら地域
への関与を深めていくことが必要。

情報収集、進出日系企業支援に加え、以下の重点課題への対応を強化していく。

国際会合でのルールメイキング交渉への対応

パッケージ型インフラ海外展開支援

会議室等の共有

－NEXI発足当初以来JETROパリセンターとの共同事務所の形態をとっており、受付、会議室などの施設を共同で利用。

事務所スペース削減による賃借料減

－JETROパリセンターの移転に伴い2011年1月より新事務所での業務を開始。事務所スペースを78㎡（約2/3）に縮小、
賃借料を半減。

経費削減・効率化のための取組み
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ニューヨーク事務所
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設置時期：1989年10月
所在地：1221 Avenue of the Americas, 42 Fl, McGraw-Hill Bldg, New York N.Y. 10020 USA
職員数：2名（独法職員1名、出向者1名）

現地採用職員数：1名
事務所スペース：148㎡（JETROセンターの一部を使用）

年間必要経費：115百万円（2010年度予算ベース）

個別案件に関し、リスク情報の収集、案件形成・フォローアップ支援

• 米国原子力発電所案件、航空機案件等インフラ等の輸出に関して、案件引受・審査を行うに当たっての米国政府機関（エネ

ルギー省等）・米国輸出入銀行等との交渉を実施。

• 日本企業による石油・天然ガス等資源権益獲得案件(ブラジル等）に関する他国政府機関等との協議・交渉を実施。

• 大型案件につき、バイヤー・資金提供者の情報、政府の関与度合いなど、リスク把握のための材料となる情報を収集

• 金融危機対応として現地日系企業運転資金支援制度等の活用を促進。

国際機関及び米州地域政府機関との協力関係構築

• 世銀グループ等国際金融機関、中南米諸国（ブラジル）等政府関係機関との連携を通じて協力関係を構築。

相談窓口、政府間会合等への職員派遣

• 現地日系企業等貿易保険ユーザーからの各種相談対応、日米政府間会合等への参加。

事務所の概要（2011年3月現在）

業務内容
NEXI  NY
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国内・海外出張（国際会合等）
• 件数：37件、延べ出張人日：134人日
出張を伴わない会合
• 件数：90件

ボリビア政府機関との面談・ウユニ湖現地調査（ボリビア）

米国エネルギー省・財務省等との協議（ワシントン）

米国輸出入銀行・OPICとの協議（ワシントン）

日・ベネズエラエネルギー協力会合（ベネズエラ）

IFC主催環境実務者会合（ワシントン）

貿易金融Conference・現地企業との面談（サンパウロ）

風力発電フォーラム（カリフォルニア）

PDVSA向け案件に関する協議（ベネズエラ）

Bancomext等との会議（メキシコ）

MIGA等との協議（ワシントン）

国際会合参加や調査出張等一例（2009年度）

CFE等との会議（メキシコ）

PFC Energy、ERCOT等との会議（テキサス）

送電網整備プロジェクトに係る協議（ブラジル）

基礎産業省・外国投資貿易庁等との会議（キューバ）

Acciona Solar Power社との面談（ネバダ）

Trade Finance Committee Meeting（ワシントン）

Georgia Power等との面談（アトランタ）

ペトロブラス、BNDES等との協議（ブラジル）

日米原子力ワーキンググループ（ワシントン）

M7（先進7ヵ国ECA）会合（トロント）

最近の主な成果

ブラジル石油化学プラント改修案件、同鉄鉱石ペレット製造案件、アルゼンチン油糧作物生産案件、ベネズエラ油田開発案件、カナ

ダ銅鉱山再開発案件などの保険引受

ブラジル国立経済社会開発銀行との協力協定締結

ブラジル石油会社ペトロブラス・鉱物資源会社ヴァーレとの協議を通じ、日本企業による資源権益確保案件に係る交渉が進展

ロシア鉱山開発案件に関する国際投資保証機構（ＭＩＧＡ：本部ワシントンDC）からの再保険引受

運転資金支援制度の活用促進
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業務重点化の方向性

新成長戦略に掲げられているパッケージ型インフラ輸出を支援するため、各国政府機関等との交渉機能、案件組成機能は強化さ
れるべき。国際金融機関におけるインフラ・資源プロジェクト等を巡る議論の動向把握に努めるべき。航空機案件に関しては今
後とも米輸銀からの再保険引受に積極的に貢献すべき。

情報収集、進出日系企業支援に加え、以下の重点課題への対応を強化していく。

パッケージ型インフラ海外展開支援

現下の資源高に鑑みれば、石油・ガス等の天然資源が豊富な中南米諸国における資源権益獲得案件の支援はますます重要となっ
てきている。現地において相手国政府機関等と継続的に交渉するとともに、案件引受に必要な情報収集等を実施することは、Ｎ
Ｙ事務所の重要な任務の一つであり、こうした機能の強化に努めるべき。

資源権益獲得支援

経費削減・効率化のための取組み

会議室等の共有

－NEXI発足当初以来JETROニューヨークセンターとの共同事務所の形態をとっており、受付、会議室などの施設を共同で
利用。

現地採用職員の削減

－2005年より現地採用職員を2名から1名に削減。

事務所スペース削減

－2006年より事務所スペースを縮小（約12%）。
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シンガポール事務所



12

設置時期：1998年10月
所在地：16 Raffles Quay#38-05, Hong Leong Bldg. Singapore 048581
職員数：1名（出向者1名）

現地採用職員数：1名
事務所スペース：27㎡（JETROシンガポールセンターの一部を使用）

年間必要経費：61百万円（2010年度予算ベース）

担当エリア：東・南・東南アジア、オセアニア

個別案件に関し、リスク情報の収集、案件形成・フォローアップ支援

• アジア地域における電力案件（ベトナム原発、インドネシア石炭火力等）、石油精製プロジェクト（ベトナム国営石油会社

のプロジェクト等）など、アジア・インフラ整備個別案件に関する案件引受・審査にあたっての協議・交渉。

• 大型案件につき、バイヤー・資金提供者の情報、政府の関与度合いなど、リスク把握のための材料となる情報を収集

アジア太平洋貿易保険（再保険）ネットワークの構築交渉・再保険引受業務

• アジア太平洋貿易保険ネットワーク構築・拡充のための交渉（台湾貿易保険機関（TEBC）等アジア各国ECAとの再保険協

定締結交渉）

• アジア各国における日系企業に対する再保険ネットワーク制度のPR・個別案件相談対応。

• シンガポール輸出信用機関（ECICS）からの再保険引受・保険金支払業務等。

アジア各国政府機関及びアジア貿易保険機関（ECA）との協力関係構築

• アジア各国ECAとのバイ協議等を通じた連携・情報収集。

相談窓口、政府間会合等への職員派遣

• 現地日系企業等貿易保険ユーザーからの各種相談対応、政府ミッション等への参加。

事務所の概要（2011年3月現在）

業務内容 NEXI  SG
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海外出張（国際会合等）

・件数：25件、延べ出張人日：122人日

出張を伴わない会合

• 件数：34件

第二回日越マクロ経済運営情報・意見交換会（ハノイ）

みずほコーポ銀行への貿易保険説明会（バンコク）

BUイスタンブール会合（イスタンブール）

マレーシア輸銀との協議（クアラルンプール）

タイ輸銀との協議（バンコク）

インドネシア日系商社との面談（ジャカルタ）

インドネシア貿易保険機関との協議（ジャカルタ）

タイ輸銀との協力協定署名式（バンコク）

中国Sinosureとの協議（北京）

東アジアサミット・貿易金融ワークショップ（バンコク）

国際会合参加や調査出張等一例（2009年度）

日印MOU調印式（デリー）

BUソウル総会（ソウル）

中国輸銀との協議及び日系商社との面談（台湾）

香港所在日系企業の貿易保険ニーズ調査（香港・広州）

Development Agency Finance Asia（香港）

現地日系企業との面談、香港貿易保険機関との協議（香港）

中核拠点開発セミナー及び在チェンナイ日系企業との面談（チェ

ンナイ・ハノイ）

PPPセミナー（三井住友銀行主催）（クアラルンプール）

PTテレコム調印式（バンドゥン）

ベトナム水力発電・火力発電所建設案件、インドネシアＬＮＧプラント建設案件、同国光海底ケーブルシステム輸出案件、中国製紙

工場新設案件などの保険引受

ベトナム国営石油・ガス会社ペトロベトナム社との協力のための覚書締結

ベトナム原子力発電所建設の日本企業による受注

韓国貿易保険公社、台湾輸出入銀行との再保険協定締結

シンガポール輸出信用機関からの再保険案件引受

最近の主な成果
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業務重点化の方向性

新成長戦略に掲げられているパッケージ型インフラ輸出を支援するため、アジア各国政府機関等との交渉機能、案件組成機能は強化さ
れるべき。今後、巨大市場であるインドなどアジア地域で各種インフラプロジェクトが進む中、日本企業による案件支援のため、現地
でタイムリーに活動出来る体制を充実させることが求められる。
また、今後、中韓企業とは、一方で競合し、一方では協調しながら第三国市場の獲得を目指していくものと見込まれ、自国企業の案件
獲得に向けての中韓ECAの動向を把握するとともに、中韓ECAと協力関係を強化することもシンガポール事務所の重要な任務となる。

今後、一層の国際分業が進む中で、日系企業の製造工場が集積するASEAN諸国におけるアジア再保険に対するニーズが高まるのは必
至であり、これまでに構築されたアジア再保険ネットワークを円滑に機能させるとともに、さらにこのネットワークに参画するアジア
各国ECAを増やすべく、各国ECAとの間の再保険協定締結交渉に力を入れることが必要。

情報収集、進出日系企業支援に加え、以下の重点課題への対応を強化していく。

パッケージ型インフラ海外展開支援

アジア再保険ネットワークの構築

会議室等の共有

－NEXI発足当初以来JETROシンガポールセンターとの共同事務所の形態をとっており、受付、会議室などの施設を共同で
利用。

職員の削減

－2010年より職員を2名から1名に削減。

事務所賃貸料の見直し

－2011年6月から賃貸料を見直し（約▲40%）。

経費削減・効率化のための取組み
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