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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第29回）

議事録

日時：平成２２年５月２７日（木曜日）１０：００～１２：００

場所：経済産業省本館１７階東８ 第１共用会議室

出席者

（委員）横田部会長、阿部委員、安念委員、清水委員、伴委員

（独立行政法人日本貿易保険）鈴木理事長、大林理事、加藤理事、西川監事、

岡田総務部長、他

（事務局）岸貿易保険課長、川上貿易保険課長補佐、他

議題

１．部会長の互選について

２．通商・貿易分科会長の互選について

３．平成２１年度の業務実績について

４．平成２２年度の年度計画について

議事内容

岸貿易保険課長

それでは、定刻より少し早うございますが、これより「独立行政法人評価委員会第29回

日本貿易保険部会」を開催いたします。本日は委員の皆様方におかれましては、ご多用の

ところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

さて、議事に入ります前に、2001年度の独立行政法人制度の開始当初から部会長をお務

めいただきました岩村部会長が、このたび一身上のご都合、業務ご多用というお申し出が

ございましてご退任されました。新たに安念委員にご就任いただきましたので、ご紹介い

たします。安念委員、一言、自己紹介を賜りたいと思います。

安念委員

中央大学の安念と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
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岸貿易保険課長

また、ＮＥＸＩ、経済産業省の人事異動についてご報告申し上げます。

まずＮＥＸＩでございますが、昨年８月１日付で今野理事長がご退任され、新たに鈴木

理事長が着任されました。また、後藤総務部長のご後任として岡田総務部長が着任されま

した。

次に、ごあいさつがおくれましたが、私、昨年７月より貿易保険課長を拝命しておりま

す岸と申します。ご指導方、よろしくお願いいたします。

ここで、鈴木理事長に一言ごあいさつを賜りたいと思います。

鈴木理事長

皆様、おはようございます。鈴木でございます。昨年８月に理事長を拝命いたしました。

前任の今野同様、よろしくお願いしたいと思います。

日本貿易保険は、金融危機等の影響によりまして、不安定な世界経済から企業が受ける

影響を緩和すべく、この１年、海外日系企業の運転資金支援など、企業のニーズにこたえ

る保険の引受けを数多く行ってまいりました。また、貿易保険が付保された輸出代金債権

の流動化促進による中小企業の資金繰り支援など、政策的要請にこたえる商品改善にも積

極的に取り組んでまいりました。

さらに、これまで本部会からご指摘を受けました業務運営の効率化にかかわる点につき

ましても見直しを進めてまいりました。例えば契約の適正化につきましては、契約監視委

員会などの場で、外部有識者の方々のご知見もお借りしながら、可能な限り随意契約を競

争入札等に改め、随意契約比率を2008年度の92％から34％まで引き下げたところでござい

ます。今後とも、こうした業務運営の効率化に不断に努めるとともに、原子力等のインフ

ラシステム輸出や中小企業の海外展開など、我が国企業の海外ビジネスに対して、私ども

日本貿易保険がもつリスクテイク機能を発揮して支援を行い、日本経済の持続的かつ健全

な発展に貢献してまいりたいと考えております。

本日は例年と同様に、私どもＮＥＸＩの昨年度の取組について説明をさせていただきま

す。本部会による業務実績評価を通じて、委員の皆様方からぜひ忌憚のないご意見をいた

だければと存じます。よろしくお願いいたします。

岸貿易保険課長
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ありがとうございました。

さて、本日の議題でございますが、 (1)部会長の互選、 (2)通商・貿易分科会長の互選、

(3)平成21年度の業務実績の報告、 (4)平成22年度の年度計画の報告の４点を予定してご

ざいます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

１．部会長の互選について

岸貿易保険課長

まず議題 (1)といたしまして、資料１をご覧いただければと思いますが、岩村前部会長

がご退任されましたので、新たに部会長を選任していただきたいと存じます。下にありま

すとおり、経済産業省独立行政法人評価委員会令に基づきまして、委員の互選により選出

することとなっております。委員の皆様から推薦がありましたらお願いいたします。伴委

員、お願いします。

伴委員

ご見識については申し上げるまでもないのですが、日本貿易保険部会においてのこれま

でのご経験、ご実績というところを踏まえまして、私としましては横田委員に部会長をお

願いさせていただければと思いまして、推薦をさせていただきます。

岸貿易保険課長

ありがとうございます。横田委員をご推薦いただきましたが、いかがでございましょう

か。

（「異議なし」の声あり）

それでは、横田委員に部会長をお願いしたいと思います。横田部会長、恐縮ですが、こ

ちらの部会長席にご移動をお願いできますでしょうか。

それでは、横田部会長に一言ごあいさつをいただきまして、今後の議事進行をお願いい

たします。

横田部会長

今ご指名いただきました横田でございます。ピンチヒッターということで、微力なので

すけれども、委員の皆様方のご協力を得まして務めさせていただきたいと思いますので、
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よろしくお願いいたします。

なお、経済産業省独立行政法人評価委員会令第６条第５項に、部会長に事故があるとき

は、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理

すると規定されております。部会長代理について、安念委員にお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございます。それでは、安念委員を部会長代理に指名させていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

なお、従前同様、本日の会議は非公開とし、資料及び議事録は公開させていただきます

が、よろしいでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、そのように扱わせていただきます。

２．通商・貿易分科会長の互選について

横田部会長

それでは、議題 (2)の通商・貿易分科会長の互選に移らせていただきます。事務局から

説明をお願いいたします。

岸貿易保険課長

資料２でございます。経済産業省の独立行政法人評価委員会の構成でございますが、評

価委員会の下に通商・貿易分科会が置かれ、その下にＮＥＸＩとＪＥＴＲＯの両部会が属

する形になっております。通商・貿易分科会はいわば中２階のような位置づけで、通常、

開催されることはございませんが、分科会はＮＥＸＩ部会の委員の皆様方とＪＥＴＲＯ部

会の委員により構成されてございます。

分科会長でございますが、平成20年から当ＮＥＸＩ部会の岩村前部会長が務めておられ

ましたが、今回の辞任により空席となってございます。委員会令の決まりによりますと、

分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任するとされておりま

すので、当部会で互選をお願いしたいと思います。

横田部会長
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日本貿易保険部会においては、日本貿易振興機構部会の田中明彦部会長に分科会長の兼

務をお願いしたいと思いますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございます。それでは、田中部会長に分科会長をお願いしたいと思います。

なお、日本貿易振興機構部会においても、本日開催する部会において分科会長の委員の

互選による選任の手続を行うと聞いております。

３．平成２１年度の業務実績について

横田部会長

それでは、次の議題に移ります。議題 (3)平成21年度の業務実績についてご審議いただ

き、各委員の評価を踏まえ、次回の部会で評価をまとめさせていただく予定です。

それでは、まずＮＥＸＩからご説明をお願いいたします。

岡田総務部長

日本貿易保険総務部長の岡田でございます。

本日は2009年度のＮＥＸＩの取り組みについて、私から簡単にご説明をさせていただき

ます。お手元の資料、「2009年度のＮＥＸＩの取組」をご参照いただければと思います。

あわせて、今、パワーポイントの画面も表示してございますので、それに沿って説明をい

たします。

まず３ページ目、「保険引受実績の状況」についてご説明いたします。2009年度の保険

引き受けの実績額は前年度比15.5％減の 8.2兆円という数字になりました。この棒グラフ

を見ていただくとわかるとおり、前年と比べて若干の減となっております。この内訳でご

ざいますけれども、特にピンクの部分が大きく減っていることにお気づきになるかと思い

ますが、これがいわゆる貿易一般保険でございまして、輸出そのものにかかる保険でござ

います。マクロ的な状況をみますと、ご承知のとおり、2008年から2009年にかけて日本の

総輸出が非常に大きく落ち込んでございます。81兆円から54兆円と、実に33％の減少をみ

たわけでございます。その影響を最もダイレクトに受けるのが貿易一般保険でございます

ので、それに合わせるように約３割、正確にいいますと、全体の輸出が33％減ったのに比

して３割弱の減にとどまっていると思いますが、いずれにしても、ほぼ日本全体の輸出の

減少に見合った形で減少しています。その影響が大きかったということでございます。
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それを辛うじて何とか補う形になったのが緑の部分でございまして、これが海外事業資

金貸付保険でございます。この１兆 6,000億円のうちの 6,000億円程度、３分の１が、こ

こにも書いてございますけれども、短期の海外日系企業に対する運転資金支援という形で、

緊急対策として時限的に措置しているものでございまして、前年度に引き続き非常に大き

な需要があったということで、2008年度が 2,500億円ぐらいだったのですが、2009年度は

6,000億円程度ということで、合わせて 8,500億円程度、この保険が出ているということ

でございます。

４ページ目、「保険料収入の状況」にまいります。今のような全体的な引受けの状況で

ございますので、保険料収入もほぼ横ばいとなったということでございます。先ほどの引

受けの結果、同じことでありますが、海外事業資金貸付保険の保険料収入が大きく増加し

ています。それに比して、貿易一般保険の保険料収入は、同じく貿易全体の動きと合わせ

て35％程度減少しているということが、このグラフからわかります。

５ページ目、「保険金支払状況」でございますが、2008年と比べて39％減と、かなり大

きく減少しています。このグラフをみれば一目瞭然でございますが、2008年はキューバの

リスケがございまして、非常事故のほとんどがそうなのですが、それによってやや特異に

大きかったということで、その前の３年と比べると、2009年度の数字は決して少ない数字

ではないということでございます。特に信用事故の部分がかなり伸びているというのが気

がかりでございますが、これはご承知のとおり、世界経済全体の低迷を受けて、いろいろ

な国で企業の倒産等が以前に比べれば多く発生していて、我々の保険のバイヤーも不幸に

してそういうものに巻き込まれているところもあるということでございます。

それから、１件当たりの保険金の支払い額も、信用事故については以前と比べると若干

増加傾向にあるということでございます。

６ページ目、「保険金回収の状況」でございますが、回収については従来からご説明し

ていると思いますけれども、基本的にはソブリン、ロシアとかブラジルとかアルジェリア、

そういったところからの回収金が大宗を占めているわけです。信用事故の回収というのも、

サービサーなどを活用して、パリクラブを通じた国に対するリスケの回収と比べると成果

はなかなか上がりにくいところがございますけれども、棒グラフの下のほうにブルーのラ

インが少しずつあるということでおわかりいただけると思いますが、信用事故の回収とい

うのも一定程度は行うことに成功しているということでございます。

７ページ目、「貿易保険事業の収支状況」でございますが、これはおなじみの表でござ
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いますけれども、貿易保険事業はかつて、今から20年ほど前になりますが、中南米債務危

機でございますとか、その後のソ連邦の解体とか東欧危機、そういったものが次々と発生

したために、 7,000億円近い借入金を抱えざるを得なかった時期もございますが、その後、

順調に借入金の返済も終わって、現在ではそれなりに回収金等も合わせまして黒字の状況

ではございます。ただ、借入金がピークに達した状況もそうなのですが、こういった危機、

特に国がソブリンの返済不能になるという危機は、中南米危機や東欧危機のときにもそう

であったように、起こり始めるとドミノ式に一斉に起こる傾向が強いということなので、

我々はそういうことがないようにもちろん祈っているわけではございますが、そういう支

払いがいったん始まると、一斉に連続してドミノ式に起こっていくということでございま

す。現在の我々の頭にあるのは、例えばドバイでございますとか、ギリシャ危機に端を発

した南欧の危機、この辺がどのくらい広がっていくのかということについては、我々も非

常に心配して注視しているところでございます。

次に、我々がこの１年間、サービスの向上に向けてどのような取組をしてきたかという

ことについて、簡単にご説明させていただきます。

９ページ目、「商品性の改善」でございますが、ポイントだけ申し上げますと、最初の

３つ、海外支店取引、ストックセールスへの対応、海外子会社経由取引への対応というの

が１つのポイントでございます。これは一言でいえば、外・外の取引に対して、なるべく

貿易保険をかけられるようにしたという工夫でございます。貿易保険法では、もちろんこ

れは日本の輸出者を支えるというのが制度の根本的な趣旨ですので、なかなか輸出先国か

ら第三国への輸出というものに対して直接保険をつけるということが難しい立て付けにな

っております。したがって、外国法人に直接ＮＥＸＩが付保するというのは法律上できな

いことになっておりますが、そうはいっても、最近の日本企業の活動は非常に国際化して

おりまして、例えばシンガポールの現法からの輸出とか、中国からの輸出、そういったこ

とが企業活動に占める割合がどんどん増えておりますので、輸出先国から第三国への輸出

に対して保険を付けてもらえないかというニーズは強くございます。そこで、輸出という

行為の時点をどこで捕らえるのかということを、弾力的に解釈することによって、なるべ

く多くの海外における輸出を実質的にみることができるようにしたという工夫が、最初に

書いてある３つでございます。

今と同じような事例でいえば、一番下に書いてある海外投資保険につきましても、例え

ば海外事業を投資保険でみてあげられるように、海外子会社を通じた再投資事業の実施に
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よって生じた孫会社の純資産の増加分を対象にするようなことができないかなど、そうい

う検討を今行っているところでございます。

10ページ目、「サービスの向上①」でございます。貿易保険というのは、歴史的には日

本の名だたる大企業を中心的なお客様としてきた制度でございますけれども、やはりすそ

野を広げていきたいということでございまして、中小企業向けに何かできないかというこ

とです。ただ、中小企業に貿易保険を利用していただくとなると、中小企業というのは大

企業と違いまして、我々の言葉でいうと、被保険者義務と申しておりますが、大企業なら

できるようなことであっても、中小企業にはなかなか人もいませんし、難しいということ

もございますので、大企業を前提として組み立てられた制度をどのように緩和していくか

というのがポイントとなります。そういう中で、商工中金さんの協力を得まして行ったの

が、貿易保険が付保された輸出代金債権を担保として、商工中金さんが貸出金利を優遇す

るという制度をつくって、中小企業がこういった貿易保険制度を利用しやすいような仕組

みを整えつつあるということでございます。

併せて、我々も商工中金のネットワークを使って、優良な輸出能力の高い中小企業と付

き合いを開始できるという効果もあります。そういう形で、今回、商工中金とこのような

合意を結んだわけですけれども、地場の中小金融機関などにも対象を広げて、中小企業の

方々をお客様にするという、我々の顧客の基盤を拡大していくという努力を続けていくと

いうことでございます。

また、ＮＥＸＩのお客様のアンケートでも最も注目される点の１つがいわゆる査定期間、

保険金を請求いただいてから支払うまでに何日かかるかということでございます。これは

お客様は保険事故が起こったら、一日でも早く保険金を受け取りたいというのは当然であ

りまして、そこが長引いてしまうと、せっかく保険に入っても余り意味がないということ

になってしまいますので、我々にとっても最もクリティカルな、我々の評判に最もかかわ

る数字の１つであると認識しております。

今回、査定期間を、調査期間を含めて全件60日以内とするという、我々としてはやや野

心的な目標を設定いたしましたけれども、60日を超える案件が出る結果となってしまいま

して、その点については、我々もより一層の努力が必要だと考えております。全体的にい

うと、平均的には60日を若干上回る結果になりまして、全部で90件ほど査定の案件がござ

いましたけれども、その半数弱ぐらいが時間がかかってしまったということであります。

その中にはいわゆる調査期間といって、保険金を請求いただいた後でお客様から出してい
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ただく資料があるわけですが、そういった資料がすぐに出てこなかったとか、そういう理

由で延びているものが多いのです。その辺はＮＥＸＩとしては如何ともし難いところもあ

るのですが、いろいろもっと工夫することによって、そういった期間を短くできるのでは

ないかと考えておりまして、その点については我々の努力が足りなかったと考えており、

より一層、今年度は勉強して短くしたいと思っています。

ただ、ＮＥＸＩが発足した当時は、査定期間を 150日以内にしようという目標が掲げら

れた時期もございますし、ＮＥＸＩの発足当初から比べると、相当短くはなっているとい

うことで、そういう意味ではかなり前進をしてきたことは確かでございますので、あと一

歩と考えておりますので、皆様のご指摘も踏まえながら勉強していきたいと思っておりま

す。

11ページ目、「サービスの向上②」でございます。海外の輸出信用機関との再保険のネ

ットワークを拡充していきたいと思っておりますが、これも先ほど申し上げた外・外の取

引について、日系企業からのニーズが高い。それに対処するという意味も若干ありまして、

我々が現地の地場の貿易保険機関と再保険ネットワークを結びますと、例えばタイならタ

イ、インドネシアならインドネシアで、そこの現地法人、日系であっても、そこから第三

国に輸出する際に、再保険という間接的な形ではありますが、我々の保険を利用できます

ので、そういった意味も含めて、ただ外国の保険機関を助けるという趣旨だけではなく、

日系企業の海外での活動を支援するという趣旨も込めてやっていることでございます。

「内部統制への取組」でございますけれども、昨年、別に内部で具体的な問題があった

ということは決してございませんが、コンプライアンスのマニュアルがちゃんとできてい

ないのではないかというご指摘もございましたので、コンプライアンス・マニュアルとい

うのを作成しております。あわせて、機密情報の管理マニュアルも見直しをしております。

また、案件の管理でございますけれども、特に保険期間が長期にわたったりする場合は、

引き受けただけで終わりにしてしまいますと、知らないうちにプロジェクトの状況が悪化

していたりして、ある日気づくと大きな損害を抱えているというような場合もございます

ので、そうしたことがないように、引き受けた後もきちんと管理をしていくということを

徹底しております。2009年４月にモニタリング推進委員会をつくりまして、保険契約の締

結から債権回収まで、きちんと個別の案件について、常に状況を把握できるような体制を

整備しております。そこには専任の職員を置きまして、引受けだけではなく、債権回収と

か審査といった各部署も当然かかわってきますので、そういったところからモニタリング
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の委員を出して、急に保険事故ということにならないようにウオッチを始めたということ

でございます。

12ページ目「重点的戦略分野への戦略化・重点化①」について、どのような活動を行っ

ているかということを中心にご説明しておりますが、冒頭申し上げたように、金融危機対

応として、海外日系企業の運転資金貸付を導入したということで、時限措置として、本来

であれば今年の３月末までということだったのですが、非常に好評でありますので、ユー

ザーの方々からも是非延長していただきたいという声が殺到いたしましたので、もう１年

延長をさせていただくことになりました。これは冒頭申し上げたように、我々の引き受け

実績にも、あるいは保険料収入の点でも非常に大きく貢献をしているということでござい

まして、併せてユーザーの方にも非常に喜んでいただいているということでございます。

我々としては、俗な言い方をすれば、大きなヒット商品となったという印象をもっており

ます。

13ページ目、「重点的戦略分野への戦略化・重点化②」につきまして、従来から資源保

険といった形で取組を強化しているものでございますが、これについては５件、大きな案

件を引き受けているということでございます。また、その下に地球環境保険について記載

しております。

最近注目されておりますのは16ページ目にあります原子力分野です。その辺が日本とし

て戦略輸出の中心分野としてクローズアップされておりまして、原子力などは非常にリス

クも特殊でありますし、大きいので、まさに我々のような公益的な輸出信用機関の出番だ

と思って、精力を傾注しているところでございます。

特に原子力に限りませんけれども、日本の成長戦略として、システム輸出という言い方

をしておりますが、海外のインフラ整備にパッケージ的にオペレーションなども含めて長

期の総合的な輸出をしていこうと。そうしないと、日本として韓国や中国にも勝てないし、

また、特に先進国ですが、陳腐化したインフラの更新の需要というのも非常に大きくなっ

ております。欧州とかアメリカでも、これは地球環境とも関係がございますけれども、鉄

道輸送などが見直されつつあって、その辺について、日本としては非常に競争力があると

考えておりますので、日本政府全体としてもそういった総合的なインフラ輸出について、

政治主導で大臣が先頭になって各国に売り込みをかけていこうということで、経済産業省

とか国土交通省が中心となって、国全体としてやっていこうというムードができつつあり

ますけれども、その一翼を担う形で、トータルのパッケージ型のシステム輸出、インフラ
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輸出について、ＮＥＸＩとしても最大限注力をしていきたいと考えているということでご

ざいます。

（プロジェクト紹介：個別企業情報を含むため省略）

次に、管理関係、業務費等の削減とか、内部における努力をいかに行っているかという

ことについてご紹介をしたいと思います。

まず、17ページ目、「業務・経営の効率化①」です。第３期中期目標期間に業務費とい

うものを定義していただきまして、その業務費がどのように推移するかということをウオ

ッチするというのが私どもに課せられているわけです。これが2008年の基準値と比べまし

て、2009年につきましては41.7億円となりまして、第３期中期目標期間におけるお約束と

いうのは、第２期中期目標期間において達成した水準を下回ることになっておりましたの

で、そのような意味では前年比 1.2％減ということで、目標を達成させていただいたとい

うことをご報告したいと思います。

併せて、一般管理費についても目標をいただいておりまして、2008年度の相当額を基準

として、毎年１％以上の削減を行うことが義務づけられておりますが、2009年度につきま

しては 2.6％減となりましたので、こちらの目標も無事達成することができたということ

を報告させていただきます。

18ページ目、「業務・経営の効率化②」でございます。職員数につきましても、政府全

体の目標として我々は義務づけられておりまして、平成18年の行政改革の推進に関する法

律により、2010年度において2005年度の数字、ＮＥＸＩの場合は 157名ということでござ

いますが、それと比較して５％以上の人員削減を実現するということが義務づけられてお

ります。それに対しては、もちろん義務づけられている目標を数える日というのは2011年

３月末でございますので、今申し上げているのは経過報告ということでございますけれど

も、現時点で申し上げますと 150人ということになっておりまして、目標よりも１多い状

況でございますが、逆に申し上げれば、来年３月末までに１名の減ということで、目標達

成は容易に可能である状況にもってきているということをご説明させていただきます。

人件費でございますけれども、これは目標というより参考数値のようなものなのですが、

独立行政法人については、国家公務員と比べてどれだけ給料が高いのかということを毎年

発表させられることになっております。ただ、ここでいっている、ベースとなる国家公務

員＝ 100という数字は、北海道から沖縄まで全国津々浦々にいる地方の事務所も含めまし

た、国家公務員全体をならして 100とした数字でありまして、その数字と比べると、ＮＥ
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ＸＩの場合は 129.4という数字が2008年度に出ているということです。09年の数字につき

ましては、まだ我々のほうで試算しているのですが、若干上がって 130以上になるのでは

ないかと試算しております。いずれにしても 130内外の数字が09年度についても出てくる

ということでございます。

先ほど申し上げたように、そもそものベースが地方も含めたいろいろな公務員がいる中

で、それを全部平均した数字をベースとしております。したがって、それと比べて、東京

にあって、こういった高度な金融業務をやっている人材の人件費が高いというのは、世間

相場と比べると、ある意味やむを得ない面もあるのではないかと考えております。ここに

一応理由として書いてございますけれども、職員のほとんどが東京所在ということであり

ますし、それから、銀行などから転職してきていただいた方を中心に組織が成り立ってい

るということでございますので、ある程度、銀行というほどにないとしても、それから余

りにかけ離れた給与水準だと、なかなか人も集められないということでございます。

19ページ目、「（参考）業務・経営の効率化」にもう少し詳しく書いておりますけれど

も、我々の比較されるべき機関というのは、日本全国の公務員ではなくて、東京でこうい

った金融業務をやっているようなところと考えております。参考３に書いてある他の機関

は、独立行政法人ではなくなったりしたものですから、ラスパイレス指数は現在算出され

ませんけれども、2007年の数字でみますと、こういったところはかなり高くなっておりま

す。こういった数字が１年ごとにそう変わるものではないということを考えますと、これ

らの機関は、現在においても我々よりも高いのではないかということが想像されますので、

日本貿易保険の人件費が少なくとも極端に説明できないほど高いということはないのでは

ないかと思います。

20ページ目、「業務・経営の効率化③」でございますけれども、先ほど触れましたが、

通勤手当について、実際、指摘を受けてみますと、そういった対象者もいないので、それ

については上限額を国と同じにしました。

住居手当についても、国が２万 7,000円までということですが、日本貿易保険について

は10万円までということでやっております。これも社宅などが我々にはありませんので、

やはり働き盛りの30代、40代、ご家族もいるような方々を雇用するとなると、社宅をつく

るとか、公務員の場合には公務員住宅が基本的にあるわけですが、我々としては、住居手

当を厚目に出すことによって、国家公務員とか一般の金融機関にお勤めの方々との間の差
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を埋めようという発想で、金融機関の情況を考慮して出していたものでございますが、そ

こについては今、どうするべきか議論をしております。例えば社宅を借り上げるとか、そ

ういった形で、安い住居費で職員がアパートなどに入れるようにすれば、こういった住居

手当も漸次少なくしていくことができるのではないかと思って検討しているところでござ

います。

ほかのところは国と違うということで、るる述べてありますのは、実は昨年の秋、総務

省から、いい悪いではなく、とにかく諸手当が国と違う独法というのはこうであるという

ことが発表されて、それに対して我々も思うところを述べなければならなかったというこ

とで、るる述べてあります。もう一言だけいっておけば、期末手当とか勤勉手当につきま

しては、国と比べて業績評価の反映部分を多くしているということで違っているというこ

とでありまして、むしろ国と比べて業務の効率性とか、職員のインセンティブという点で

ははるかに勝っているということでありまして、異なるのは事実ですけれども、良い方に

異なっているということを強調したいと思います。

21ページ目、「業務・経営の効率化④」ですけれども、こうしたいろいろな契約の見直

しとか、今の諸手当もそうですが、独立行政法人全体について、こうした意味でのチェッ

クが極めて多くなっておりまして、なるべくこうしたことが我々の本務に影響しないよう

に、我々としても努力をしつつ、こうしたことに対応しているところでございます。

契約についても、例えば情報システム関連の契約については、特に保守契約については、

随意契約でやるのが当たり前と考えてきたのですが、数値の上では随契比率が高いではな

いかという指摘を受けまして、そこで私どもでもいろいろ工夫をしまして、今回、新しい

システムを導入した後の保守管理に係る部分につきましては、なるべく企画競争・公募と

いうようにしていって、そうすると、金額ベースでは、09年度でいえば、これまで92％だ

ったものが34％程度になっていくということでありまして、さらに先には４％程度にして

いくことができるのではないかということで、そういう意味で随意契約の比率を抜本的に

減らすことが可能になっているというか、今年度も可能になりましたし、さらに可能にな

っていくという形で対応できるということでございます。

22ページ目、「業務・経営の効率化⑤」でございます。契約手続についてマニュアルを

つくるとか、プロセスをきちんと見直すといったことについて措置をしております。特に

第三者委託につきましては、内部規定を整備して、措置を改めた、そういう措置をとった

ということを報告させていただきます。
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23ページ目、「業務・経営の効率化⑥」でございます。新システムを導入いたしまして、

いろいろな業務が改善できるようにしました。契約形態につきましては、先ほど申し上げ

たように随意契約をどんどん減らしていったということでございます。

若干長くなりましたけれども、これが私どもの09年度の活動でございます。

最後でございますが、お手元の資料の一番後ろのページ、損益計算書と貸借対照表がつ

いております。これにつきましては、独立行政法人の通則法におきまして、財務諸表の承

認については、その前に評価委員会の意見を聞かなければならないということになってお

りまして、これ自身はそういう意味ではまだ未公表・未確定のものでございます。この後、

７月にもう一回、評価委員会を開催させていただくときにご意見を頂戴いたしまして、そ

れでよろしいということであれば、例年でいえば７月末ぐらいに公表されるということで

ございます。

そのような意味で、本日は簡単に触れさせていただくのみといたします。

（財務諸表については未確定・未公表のため当該説明部分を省略）

以上、若干長くなったことをおわび申し上げますが、これが2009年度のＮＥＸＩの取り

組みでございます。

以上です。

横田部会長

ありがとうございました。

それでは、引き続き事務局から説明をお願いいたします。

岸貿易保険課長

それでは、ほかの資料につきまして、ポイントのみご説明させていただきます。

まず資料３―３のアンケート調査でございます。これは１ページ目の調査概要の説明の

とおり、貿易保険の利用実績上位 200社を対象にしまして、生の声を聴取したものです。

回答率は77.5％、調査項目はご覧のとおりでございまして、今年の１月から２月にかけて

調査したものでございます。

２ページ目の１．商品性の改善でございますけれども、５段階でユーザーの評価を聞い

ております。右側に２つグラフが並んでおりますけれども、それぞれの囲みの一番左側の
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棒が21年の全体結果ということでございまして、例えば「高く評価できる」「ある程度評

価できる」という紫と青の下の２つを合計しますと55％ぐらい。一番右側の囲みは、「わ

からない」「無回答」というのを除いて合計したものでございますけれども、そうします

と、下の２つで約70％強が肯定的評価ということで、グリーンの部分が「普通」、否定的

な評価はオレンジと赤――赤はこの場合はなかったようでございますけれども――という

ことでございます。

次のページ以降、同様にサービスの向上ですとか、３．業務処理の迅速化というところ

につきましても、おおむね似たような傾向でございます。

飛びまして、６ページの５．以下は、ユーザーによる民間保険会社の利用状況について

聞いておりまして、利用した実績があるという回答が23％、青い部分です。次のページの

６．の今後の利用予定ということにつきましては、「拡大したい」「縮小したい」という両

方に割れた形になってございます。

７．のユーザーからみた民間保険会社の評価ということでございまして、民間保険会社

の利用実績のあるユーザーだけで集計したものが左下でございまして、「高く評価できる」

「ある程度評価できる」の下の部分２つを合計すると40％強、「わからない」「無回答」を

除いて合計すると50％強、例えばこういう数字になってございます。

次に資料３―４でございます。こちらは民間保険会社の意見等ということでございまし

て、これはＮＥＸＩが販売業務の委託契約を締結している相手方６社にアンケートを行っ

たものでございます。

２ページ目で、例えば上の (3)ですけれども、ＮＥＸＩとの委託契約に基づく保険契約

が実際にあったかという実績でございます。21年度に実績ありとした４社のうち、増加し

たが２社、横ばいが２社、実績なしが２社ということでございます。

それから、 (5)のＮＥＸＩから提供されたノウハウの満足度、適切５社、不十分１社と

いう数字でございます。

資料４は飛ばさせていただきまして、参考資料が１―１から７まであるのですが、こち

らも、ごくかいつまんで申し上げますと、参考資料１―１から１―２、１―３までは、評

価に当たっての基本方針、ＮＥＸＩの評価基準、記載例ということで並んでございます。

本日の説明、質疑を踏まえまして７月ごろに開催予定の次回部会で評価をおまとめいただ

くことになってございます。具体的な評価項目やウエート配分につきましては、恐縮です

が、参考資料１―２の最後のページ、一番裏側に別添としまして評価表がついてございま
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して、これは昨年、中期目標をご審議いただいた際に決定したものでありまして、内容は

昨年度と同様でございます。具体的な評価の項目でございますけれども、例えば１．のサ

ービスその他の業務の質の向上として、 (1)から (5)まで、商品性の改善、サービスの向

上、ニーズの把握等、政策分野への戦略化・重点化、民間参入の円滑化、大きな２つ目の

柱として、業務運営効率化としてシステムを含む項目が挙がってございます。大きな柱の

３として、財務内容として財務基盤の充実、債権管理・回収といったようなところでござ

います。

５ページ目の別表２に、ＡＡからＤまでの５段階評価、こういう物差しで評価していた

だくということでございます。

なお、今年の評価につきまして、総務省に置かれている政策評価・独立行政法人評価委

員会、政独委と申しておりますけれども、その総務省の委員会から改めて評価の視点とい

うものが示される予定でございますが、これは５月31日に決まるということで、決まり次

第、ご参考までに送らせていただきたいと思っております。

参考資料２―１でございますが、その政独委、これは 100あるすべての独法の二次評価

を行うところですが、ここから昨年12月に経済産業省の評価委員会あての意見として出さ

れてございます。この１ページ目の一番下のところに「独立行政法人については、なお、

各方面から厳しい指摘がなされており、国民の不信感は払拭されていないことを認識し、

国民の視点に立った厳格かつ客観的な評価を行っていただくようお願いします」とありま

す。次のページ以降に、今後行っていただく一次評価の際にきちんと検証して、その適切

性について、評価結果において明らかにしてほしいということで、具体的に幾つか挙げら

れているのですが、１つ目としまして、２ページ目の契約の適正化ということで、例えば

契約事務手続、随意契約見直し、第三者への再委託等々が挙げられてございます。

詳細は省かせていただき、次に、15ページ以下でございますが、諸手当及び法定外福利

費の適切性確保ということで、ＮＥＸＩに関連するものとして、先ほど説明がありました

けれども、住居手当や通勤手当等々が国と異なるが、これについても検証してくださいと

いうことで挙げられています。

３つ目に、19ページの真ん中以下のところで、日本貿易保険に対して、給与水準のラス

パイレス指数が、前の年度ですけれども、地域・学歴補正前で129.4ということから、「法

人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという観点から検証し、その結果を

評価結果において明らかにすべき」と指摘をしてございます。昨年度も 130内外というご
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説明がございました。ちなみに昨年の 129.4というところは、すべての独立行政法人、 1

01法人の中で上から５番目ということで公表されております。

こうした点を踏まえまして、７月の評価とりまとめに向けてご審議いただければと考え

ております。

それから、参考資料２―２、２―３でございますけれども、これは関連する資料として、

契約の適正化ですとか諸手当等々についてのすべての独立行政法人を総務省が調査した結

果でございます。詳細は省かせていただきます。

参考資料３―１でございます。契約状況の点検・見直しについての昨年11月の閣議決定

ということで、内容は裏側のほうにございますけれども、要すれば、各独立行政法人に契

約監視委員会を設置しまして、契約の点検を行って、新しい随意契約等見直し計画を策定

せよというものでございまして、ＮＥＸＩの契約監視委員会には、ここにおられる安念委

員に委員長としてご尽力いただきました。

そこで、本年４月に新たな随意契約等見直し計画を策定しまして、これが参考資料３―

２でございます。これは先ほどもご説明がありましたとおり、表の下から２段目に競争性

のない随意契約、この割合が20年度92％、これを最終的に４％まで下げるということでご

ざいます。92％という数字は平成20年度ですべての独立行政法人の中で上から２番目に高

かったということで、ちなみに20年度の全独立行政法人の平均が27％ということでござい

ました。先ほどのご説明の中で、21年度については92％から34％まで下がりましたという

説明があったところでございます。この４％というのを、システムの基盤更改にあわせて

前倒しするなどして、23年度には達成したいという計画でございます。

参考資料４でございます。独立行政法人の抜本的な見直しということで、昨年12月の閣

議決定でございまして、新政権としてすべての独立行政法人について抜本的な見直しを行

うということで、３ページ目に線が引いてあるところですけれども、平成19年に独立行政

法人整理合理化計画として閣議決定された事項については、当面、凍結をして、抜本的な

見直しの一環として再検討するということでございまして、ＮＥＸＩの特殊会社化、政府

が 100％株を保有する株式会社に移行するという方針は凍結されております。

参考資料５―１と５―２でございますが、これは先月、直嶋経済産業大臣から「基本」

と「３原則」というものが示されまして、見直しの指示がございました。これによりまし

て、参考資料５―２が経済産業省所管11の独立行政法人の改革として公表したものでござ

います。ＮＥＸＩの部分は５―２の12ページでございまして、これは随意契約の見直しと
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地方支店、今、大阪にございますけれども、これについて見直し、改革を行うということ

でございます。ＮＥＸＩについては、いわゆる事業仕分けの対象にこれまでなってござい

ませんが、経済産業省としての独自の取り組みとして進めているものでございます。

次に参考資料６でございますが、これは先ごろ、５月18日に枝野大臣が担当大臣の行政

刷新会議から、独立行政法人の事業の横断的見直しの方針として示されたものでございま

して、これは先般の事業仕分けの対象とならなかったところも含めて、すべての独立行政

法人について、今後、各省において横断的に徹底した事業の見直しを行って、来年度の予

算要求などに反映するという方針でございます。

最後に参考資料７は、独立行政法人通則法でございますが、改正の法律案が５月21日に

可決・成立をいたしました。ポイントは、業務の見直しなどによって不要となった財産が

あるのであれば国庫に納付する、こういった規定が追加されたところでございます。

以上でございます。

横田部会長

ありがとうございました。それでは、今までのご説明につきまして、ご質問等ございま

したらお願いいたします。

伴委員

大きく２つございます。

１つ目は、先ほどご説明いただいた資料の21ページ目の随意契約の見直しというところ、

それ以外にもご説明いただいたのですが、2008年度をベースとしての随意契約の比率とい

う計画のご説明をいただいたのですが、2009年度は金額が31億円から46億円に増えており

ます。パイ自体が変わったことで、比率自体の目標は変わらないのだと思いますが、１つ

は、金額が増えた背景、どのような理由で増えたかというところと、併せて今後の23年度

までの目標ということですと、増えた金額というのは今後もこのような水準で推移してい

くのか、あるいは、中期的には2008年度と同じような金額に落ちついてくるのか、そのあ

たりの見通しをご説明いただければと思います。

岡田総務部長

これにつきましては、新しい会計のシステムの導入とシステムの基盤更改という特殊要
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因で金額が増えておりますので、そういう意味では一時的なものでございます。

伴委員

もう１点なのですけれども、これはなかなか数値で表しづらい部分があるかと思うので

すが、冒頭のご説明にもありました昨今の経済環境などを踏まえますと、今後、保険事故

等が増えてくる可能性もあるかと思います。あるいは、政策的な要請でというところもあ

るかと思うのですが、その中で事業費の絶対値の削減ですとか、従業員さんの人数の部分

の枠というのがはまっている中で、今日のラスパイレス指数等でのお話がありましたけれ

ども、この１年間、従業員さんの動機づけですとかモラルの点で、作業負荷が上がってき

ている部分で何か変化みたいなものというのを経営陣の方がみていらっしゃる部分がある

かどうかというところ。あるいは、今申し上げた、今後、より作業負荷がかかってくる中

で、人数の絶対数が増えない、あるいは報酬の絶対額がなかなか増やせないということに

なると、ある程度会社として従業員の方々の作業負荷を減らすような効率化を考えないと

いけないということかと思うのですけれども、そのあたり、今年度、こんなことを考えて

いますという、直接の業績の評価というところではないのですが、関連というところでも

しコメントいただければと思います。

鈴木理事長

私からまず総括的にお答えしたいと思います。まさに負荷は非常にふえてきておりまし

て、私ども普通でみても、限界に近づいてきているというのが現状だと思います。理由は

幾つかありまして、１つは先ほど申し上げましたように、輸出の減少によって付保が減っ

ているというのはむしろ短期の保険です。増えているのは海外事業資金貸付保険とか海外

投資保険とか長期のものです。こういうものは、非常に大型で１兆円近くなってきている

プロジェクトなのです。またそれらは、個別の内容が全然異なってきますので、非常に精

緻な分析を必要とするというのが１つでございます。したがって、業務の内容がそういう

方向にどんどんと増えてきているというのが１つでございます。

２番目は、伴委員もご承知のように、金融危機の影響で、ファイナンスが非常に重要に

なってきているのです。したがって、ファイナンスが非常に潤沢なときは、我々は最後の

段階でチェックすればよかったのですけれども、ファイナンスがそのプロジェクトの成否

の柱となってきていますので、プロジェクトの初期の段階で我々の意見とかをいろいろ求
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められるケースが非常に増えてきております。その結果、特にそういう分野を担当してい

る人たちの負荷が――例えば国際的ないろいろな関係者がございますので、例えば連絡を

とるにしても、時差もありますから、そういう意味で、家に帰っても連絡をとり合わなけ

ればならないということで、時間外でも仕事が避けられない情況もあるわけです。まさに

いいご指摘をいただいたと思っております。

それについての我々の対策でございますけれども、１つは、システムをできるだけ合理

化するということで、今回も新しいシステムを入れまして、直接、人にかかる負荷を少な

くしていくということが１つあります。

２番目は、だんだんと長期の案件がたまってまいりますと、今まで手作業といいますか、

手づくりでやってきたもので、マニュアル化する努力が今後重要だと思うのです。ただ、

これは現に引受けの仕事と並行してやっていくので、またこれは非常に大変なことになっ

ているのですけれども、将来のことを考えれば、そういう形でのマニュアル化を検討して

いかなければいけない。そういう意味では、中で委員会などを設けて、長期の考え方につ

いてもいろいろ検討しているところでございます。

ただ、我々としましては、こういう金融危機はある程度短期で終わるという前提でやっ

てきたわけですけれども、現在、またギリシャ危機を契機にしまして、ヨーロッパのほう

もかなり金利が上がってまいりまして、やはり日本の金融に頼るという側面が非常に強く

なってきましたので、これは日本のある意味では有利なポジションでもあるので、我々は

そういうメリットを生かすためにも何とか努力して、日本の企業の方々の輸出努力、海外

投資努力におこたえしたいと思っておりますが、正直申し上げまして、百五十何人でやる

というのは、先ほど申し上げましたように限界にきている感じを私としては持っておりま

す。例えば韓国とか中国とかをみましても、何倍もの職員がいるという状況の中で、試行

錯誤しながら悩んでいるというのが正直な感想でございます。

岡田総務部長

今、鈴木から申し上げたとおりでございますが、鈴木の話にもありましたけれども、具

体的には例えば先ほど紹介したモニタリング推進委員会、これは既に契約したものについ

てもフォローを怠らずに、急な事故に備えるという体制をとっております。

また、中小企業におけるやりくりを想像していただければと思うのですが、個人の能力

としてできることは何でもやってくださいといって切り抜けるしかないということで、青
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息吐息でやっているのが現状でございます。

まさにご指摘のとおり、余りこういうことはいいたくありませんが、査定、保険金の支

払いが増えていくと思うのです。そのときに本当にこんな少人数で対応できるのかという

と、なかなか厳しいことを求められているというふうに私どもは思っております。

横田部会長

どうぞ。

清水委員

今の伴委員のお話に関して、あるいは今、理事長と総務部長のご説明に関して、私自身、

日ごろ、この問題は強く感じているところでございますので、一人の委員の意見としてい

わせていただきたいと思います。職員の負荷という問題は、いうなれば非常に大事なサー

ビスを提供する上での質にかかわる問題だと思うのです。サービスの質の向上ということ

を考えたときに、その負荷が過剰、過酷なものであれば、当然、その質は落ちるわけで、

これは我々民間企業でも当たり前のことでございます。したがいまして、そこのところを

どのように評価すべきかというところ、ここが実はポイントでございまして、そういう面

から考えますと、2005年から2010年までですか、５％人件費削減という、まず目標ありき

ですよね。こういう目標を達成するのだとすれば、常識的に考えれば、同じ商品を扱って、

それの業務効率を上げることによって人件費の削減ができるということだと思うのです。

ところが一方では、商品性の改善を図れ、いろいろな環境変化への対応、つまりニーズ

への対応を迅速に図れというディマンドがあるわけです。そうしますと、要は一人一人の

職員にかかる負荷というのは、そういうものにも対応していかなければいけない。一方で

は人員も減らさなければいけない。さらに、最近、私も驚きなのですが、公務員との比較

において、独法の待遇がどうであるか。非公務員型独法でありながら、公務員と比較をし

ているということです。やれ住居手当だ、通勤手当だというところまで踏み込んだ、そう

いう査定というのでしょうか、評価が行われているということ自身も含めて、やっている

ことといっていることがどうも整合性がとれていない。国のほうからおりてきていること

と実際のサービスを提供する側との実態がだんだん乖離してきているのではないかという

ことを懸念しておりますので、そういう一人の委員としての意見もあるとお受けとめいた

だければありがたいと思います。
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もう１つ、質問なのですが、2008年度から2009年度への実績の推移ということで、実際

には冒頭の岡田部長のご説明で、日本の総輸出額が33％ぐらい減った。それに対して、保

険引き受け総額が３割弱の減というご説明だったと思うのですが、これはいうなれば、そ

の中をみますと、まさに先ほど理事長もおっしゃった短期の保険と中長期の保険、それと

もう１つは、いわゆる事業投資に絡む投資保険、あるいは海事保険、この辺の分析という

のも大切ではないかと思うのです。つまり、日本の輸出のあり方というのが、いうなれば

製品の貨物輸出というところから、かなり事業投資輸出といいますか、海外事業投資とい

うものが相当増えてきている。逆に、そこにこそ日本の産業の活路が見出されるのではな

いだろうかということで、今、産業競争力の観点からも、そのようなことで省内では審議

されていると伺っております。そういう面から考えますと、これからさらに事業投資とい

うことの位置づけが重要になってくると思うので、このトレンドの中で、事業投資の推移

と、それに絡む引受実績の推移が、いうなれば全体の輸出額と同じようなバランスで動い

ているのか、もしそうでなくて、海外事業投資が増えているにもかかわらず、引き受け実

績の増え方がそれほどでもないとすれば、商品性に何か問題がある、あるいは改善の余地

があるとみることもできると思いますので、その辺もご検討いただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

岡田総務部長

ありがとうございます。最初の３ページの表をみていただければと思いますけれども、

いわゆる普通の輸出に係るもの、下のピンクのところが１年以内で、上のオレンジのとこ

ろが１年超でございますけれども、ピンク、オレンジの部分が普通の輸出に係るところで

ございますので、ご指摘の投資性のもの、海外投資保険とか海外事業貸付保険はその上の

黄色の帯と緑の帯のところでございます。これでは５年間のトレンドしかわかりませんけ

れども、やはり緑、黄色の頭の部分が2008年度から幅が大きくなっておりまして、2009年

度は先ほど申し上げた運転資金の話もございまして、さらに増えておりまして、やはりト

レンドとしてはここの部分がだんだん伸びていくということかと思います。日本の直接投

資総額における比較というのは、私どもの確かに非常に重要なご指摘だと思いますので、

その点についての比較も勉強いたしまして、次回の評価委員会のときにお話ししたいと思

います。
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鈴木理事長

ちょっと付加しますと、まさに清水委員おっしゃるとおりでございまして、日本の産業

構造の高度化によって、現地生産という形で海外投資が増えてまいります。それから、海

外投資につきましても、昨今の状況は規模が非常に大きくなっているということと、例え

ば資源などでは非常にリスクの高いところに行ってきている。先進国でも資金の供与が長

期になってきているということで、従来とは違ったことが出てきていますので、そこら辺

のニーズをきちんと分析して、ニーズに合った保険設計はどういうものがあるのか。例え

ば資源については、付保率とか保険料の点で、従来の付保率を上げたり、そういうことを

いろいろやっておりますので、昨今のビジネスの状況を踏まえて、ニーズを検討して、そ

れに応じた保険設計といいますか、商品設計をしていきたいと思っております。どうもあ

りがとうございます。

横田部会長

ありがとうございました。よろしいでしょうか。

それでは、ほかにいかがでしょうか。どうぞお願いします。

阿部委員

最近の新しい商品性ということで、インフラだとか、海外事業保険、非常に時宜を得て、

実際にユーザーとしてプロジェクトなりインフラなりを取り上げるときは、まずは保険が

かかるか、これが一番のポイントになって、特に何となく危ない国が多いわけです。そう

いうときに保険がかかるか、かからないか、これは非常なポイントになるわけです。一方、

保険がかかって、実際に競合状態になりますと、ユーザーのほうはコストをいかにカット

するかということで非常に苦心するところですが、やはり保険料というのは常に適正なの

かということが内部ではよく議論されるのです。

私もちょっと聞きたいのは、先進国の競合相手の保険料とＮＥＸＩの保険料との関係と

いうのは研究されているのかということと、特に最近、韓国だとか中国、このあたりが鉄

道案件なんかでどんどん出てきている。原子力もそうだと思いますが、こういうときに韓

国とか、いわゆる先進国よりも今後伸びてくるこのあたりの保険をよく研究されて、それ

と対抗というのは検討されているかどうか、これを教えていただきたいのです。
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岡田総務部長

ご指摘のとおり、私どもも海外の保険機関とは連絡を密にしておりますが、個別の商談

について、こっちが聞くと向こうも教えろということになりますので、その辺は個別のユ

ーザーの方々のご了解も当然得なければならず、個別の商談についての料率がどうこうと

いうことについて情報を集めることはそう簡単ではないのですが、非公式にドイツとかフ

ランスとかイタリアの保険当局と情報交換している感触としては、それほど大きく違いは

ないと考えております。ユーザーの方々からも特にＮＥＸＩは高いといったことをいわれ

たことはないと思います。

それから、全体のルールなのですけれども、普通の一般的な輸出につきましては、ご承

知のとおりＯＥＣＤでルールがございまして、これでカントリーリスクがある国について

はこうというように決まっております。今回、ＯＥＣＤで10年にわたる交渉を経て、バイ

ヤーのリスクについても統一して、各ＯＥＣＤ加盟国は同じ料率を同じバイヤーに課する

という、基本的にそういう方向で議論がまとまっております。したがって、結論を申し上

げますと、今お話の出ました韓国も含めまして、ＯＥＣＤ諸国については、ユーザーの方

々からみればどこも同じ扱いになっているし、それがバイヤーリスクについても広がって、

さらに同じになっていっている、同じ方向で収れんしているということができます。した

がって、有意な差はないということでございます。

問題は、今お話にもありました中国その他、ＯＥＣＤに加盟していない国でございまし

て、これは当たり前の話ですが、彼らはＯＥＣＤのルールにのっとる必要は全くないし、

むしろＯＥＣＤの国だとこういう料率しか出せないけれども、おれたちはこのくらいの料

率でできるのだというような商売の仕方をやっているとも聞きます。ですから、そういう

意味で、そこは日本のみならず、ＯＥＣＤ全体、あるいは先進国全体の課題として、どう

やってＯＥＣＤのルールをなるべく中国などに――彼らとしては守る義理はないわけです

けれども、中国のやり方をＯＥＣＤのルールに近づけていくよううまく引っ張っていきた

いと思っております。

この点、一時は中国国内でも財政規律を重視するような圧力もありまして、何でも赤字

覚悟で輸出信用をつける、援助をつけるということはいかがなものかというような論調が、

財務省を中心に中国政府部内でもあって、２～３年前ぐらいまでは、ＯＥＣＤ基準とはい

わないまでもそれに近いような形で、ＯＥＣＤルールを少しは参照したらどうかみたいな

話が中国内部でもあったやに聞いております。しかし、足元をみますと、むしろ今、中国
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のやっているようなことは逆でありまして、リーマンショック以降の対応は、赤字覚悟で

やっているような感じもありまして、むしろ反対の方向に進んでいるところが懸念される

ところであります。

鈴木理事長

今、岡田が申し上げましたように、特に中国関係については先進国はみんな悩んでおり

まして、私ども中国の保険機関とのバイの会談があるのですけれども、端的に申し上げれ

ば、彼らは成長を維持していかなければいけないので、輸出をしなければいけない。例え

ば我々と同じような機関がＳＩＮＯＳＵＲＥというのですけれども、危機前は当然、先進

国、アメリカとかヨーロッパに輸出を出していましたが、危機後、そういうところが非常

に難しくなってくると、中南米とか中東とかアフリカとか、そういうところにどんどん輸

出ドライブをかけてきまして、そうなると何が起こるかというと、事故の確率も高くなる

わけです。彼らが何をしたかというと、彼らは資本金は従来、日本円でいうと 580億円ぐ

らいだったのですけれども、金融危機のときに 4,000億円増資をすることにしたのです。

８倍増資をして、将来起こる事故に対応している。輸出を増やすために、保険料をむしろ

下げている。例えば３分の１下げるとか、そういう形でやっている人たちが私どもの隣に

いて競争相手なわけで、そういう意味でも、これを何とか国際社会に円滑に入ってもらう

ための努力は、先進諸国と我々は一致して、ＯＥＣＤの場などで、あるいはバイの場で議

論しながら努力しているような現状でございまして、まさに阿部委員おっしゃるような、

今後の波乱の１つの大きな要因になるかというように考えております。

横田部会長

よろしいですか。ありがとうございました。

それでは、ほかにご質問いかがですか。安念委員は何かございますか。

安念委員

今までのご説明やほかの委員の皆さんのご質問等を伺っていて、貿易保険というのは随

分難しい世界になったものだなと。私、素人だから単純にイメージで考えただけですが、

一昔前なら多分、船を輸出しました、工作機械を輸出しました、おもちゃを輸出しました

と。しかし、代金は６ヵ月とか１年とか、もっと長く延べ払いになるかもしれないから、
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その間心配だから、貿易保険さんにひとつ面倒みてねというのが貿易保険だと私はずっと

思っていたので、今だってそういう機能がないわけではもちろんないだろうし、重要なの

だと思うのですが、どうも専門の方々のご意見を伺っていると、それもさることながら、

もっと大きな枠組み、例えばプロジェクトファイナンスという言葉でいうなら、プロジェ

クトファイナンスの中の１つのコンポーネントになったのだなという気がいたします。そ

うすると、いろいろなところ、四方八方いろいろなことを考えながら、全体の巨大な仕組

みを形づくっていかなければいけない、そのようになったのだなと。そうすると、そもそ

も貿易保険という言葉自体が適切かどうかもさえよくわからない。こういうご時世になっ

てしまったのかなという気がいたしまして、それは皆さんのご苦労もさぞやと拝察される

わけです。

そうなると、給料の点は全然逆の方向で、私などは素人だから思うのかもしれないが、

国との比較で調整済みでのラスパイレス指数が 109.0ですか。 109.0でＮＥＸＩに勤めよ

うという人が来ますかというのが率直な話。例えば手っ取り早いところですが、伴さんに

109.0ですがいかがですかというように水を向けたときに、直接伺ったわけではないから

知らないけれども、いや、それは私などにはとても務まる仕事ではございませんとかなん

とかいって、きっと逃げるだろうなと私は思ってしまう（笑声）。だから、いろいろアピ

ールの仕方はあるだろうけれども、大変な仕事だし、負担は大きいし、しかもこれから外

でもうける以外に日本はないのだから、給料の点などケチケチいいなさんなというのはひ

とつアピールしていかなければならないのではないかなと。まことに素人でございますが、

今までの話を拝聴して、そのように感じました。

横田部会長

ありがとうございました。

それでは、ほかにはご質問などよろしいですか。

阿部委員

安念さんの意見を補強するようですけれども、今のプロジェクトファイナンスとか、プ

ロジェクトの契約書自体が英語で、こんなのをみると頭痛くなるのです。それから、あれ

を理解するのが非常に難しい。ある程度理解しないと保険はかけられないということ。そ

うすると、かなり難易度の高い仕事でありますから、まさに今、安念さんがおっしゃった
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ように、余り政府の一律のあれに盲目的にフォローする必要はないのではないかというの

が私の率直な意見です。

横田部会長

ありがとうございます。よろしいですか。

それでは、ご質問がないようなので、事務局から今後の評価の進め方についてご説明を

お願いいたします。

岸貿易保険課長

次の会合、７月ごろを予定してございますけれども、このとりまとめの前に、評価項目

を記載したフォーマット、様式を６月の初旬ごろになると思いますが、各委員のお手元に、

恐縮ですが、電子媒体の形で送らせていただきます。６月半ばごろまでに評価を事務局に

ご提出していただければと思います。各委員から頂戴いたしました評価は事務局でいった

んとりまとめまして、次回の部会でご議論いただく手順で進めさせていただきたいと思い

ます。

以上です。

４．平成２２年度の年度計画について

横田部会長

それでは、引き続きまして、議題 (4)平成22年度の年度計画についてに移ります。ＮＥ

ＸＩから説明をお願いします。

岡田総務部長

これは今年、2010年度、この４月に始まった年度の年度計画のポイントでありまして、

これに沿った形で来年のこの会合で評価をいただくという趣旨のものでございますので、

予告編的に簡単に触れさせていただきます。

３期の中期計画、2009年に始まったわけでございますが、例年、４年やっておりますが、

３期は先ほど出ました特殊会社化の話題などもありましたので、３年という、いつもより

１年短い中期計画にしました。今日ご審議いただいたのが第１年目で、今申し上げている

のが第２年目、したがって、中間年の計画であります。
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３期中期計画全体としては、参考１のところに書いてありますが、資源・エネルギーの

中長期的な安定確保や中堅・中小企業の国際展開を支援ということがポイントであります。

したがって、そこのところを2009年度以上に深掘りするというのが2010年の年度計画の背

骨になっております。

さらに、新成長戦略というのが政府全体の戦略として今つくり上げられつつあって、各

論も含めて夏前に公表されると思いますが、その中でも先ほども話題に出ましたが、シス

テム全体に係る輸出、鉄道とか水とか原発とか、そういったものを中心に、ＮＥＸＩとし

ての最大限の役割を担っていきたいというのがポイントでございます。

年度計画自体はいろいろ細かいことも書いてありますので、もしお時間があれば、ざっ

とご覧いただければと思いますが、そういう形で考えております。

以上です。

横田部会長

ありがとうございました。

この件についてご質問ございますでしょうか。どうぞ、お願いします。

清水委員

見当外れなコメントになるかもしれませんけれども、今年度の貿易保険、どうあるべ

きかということにおいては、今日いただいた参考資料５―２のところで、成長戦略を実行

していくためにはということで、①、②、③とございます。まさにシステム的な国際展開

の推進というのもございますし、ソリューション型の開発強化もありますし、その次に、

「国が先頭に立って取り組むべき資源・エネルギーの安定確保などの分野に、これまで以

上に政策資源を重点投入することが求められる」とありますよね。これは要するに経済産

業省のいうなれば今年度の基本方針と受けとめられるのですが、こうした役割の一翼を担

っている独立行政法人ということになるわけです。

つまり、先頭に立って何か取り組んでいくというところで、独立行政法人であるＮＥＸ

Ｉも、その役割の一端を担っていると解釈をした場合、商品性の改善のところに書いてあ

りますけれども、資料４の冒頭のところです。こういう場でＮＥＸＩさんの評価をさせて

いただいたときに、常に出てくるのがお客様のニーズにどれだけ的確に対応しているか。

こういう視点でＮＥＸＩさんの活動がみられているということだと思うのです。そういう
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ニーズ対応というレベルを少し超えて、ＮＥＸＩさんが貿易保険という１つの政策資源を

もって牽引していく。日本の産業なり貿易投資というものを牽引していくのだというよう

な１つのミッションというのでしょうか、そういうことでこれからの事業のあり方があっ

てもいいのではないだろうか。アンケートの設問の仕方も常にニーズ対応がベースになっ

ていると思うのですけれども、国として、今ご説明がありました対中国対策というような

ことも含めて、日本の産業は今、難しい状況に立たされておりますので、貿易保険という

１つの大きな戦略的なツールも、そういう意味では我々民間企業にとっては非常に大きな

武器になると思いますので、是非とも牽引をしていく、引っ張っていくという立場でのご

検討ということも是非お願いしたいと思います。

鈴木理事長

ありがとうございます。これは岸課長からお答えがあったほうがいいのかもわかりませ

んが、まず私が前座で。

まさに清水委員おっしゃるとおりだと思いまして、こう書いてありますように、国が先

頭に立ってということ、私どももそういう頭は常にございます。したがいまして、経済産

業省全体でそういう形を決めていただいて、私どもも常にそういう視点を忘れずに、経済

産業省に皆様方の声を届け、かつ経済産業省でいろいろな政策を立てれば、それに沿って

我々がむしろ積極的に動くという形で、我々はたまたま政府と民間の間にいますので、両

方の意向を受けて、国全体としていいパフォーマンスが出るような形でやっていきたいと

思っております。

さっきも言い忘れましたけれども、従来の市場主義から、今は国が輸出なり海外投資を

含めて、例えば中国は国家がそのままやっていますし、韓国も同じです。ＵＡＥの原子力

をみても大統領が出ていったりですね。先進国にしてもそんなにナイーブではなくて、例

えばご承知のようにサルコジ大統領などは、先頭に立っていろいろなことをやっているわ

けですし、日本も遅ればせながら、そういうことをしなければいけないという意識は、経

済産業省の中でもそういう議論が行われているようでございます。したがって、こういう

文章が出てきていると思うので、今後、そういう意味で、経済産業省と我々、それから民

間の方々で協働して、１つの目的をもって、できるだけプロジェクトフォーメーションを

うまくできるように努力していきたいという気持ちはＮＥＸＩはずっとございますので、

励ましの言葉をいただいたと思っております。
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岸貿易保険課長

手短に。国も全く同じ考えでございまして、ご指摘の参考資料の５―２の表現は、ＮＥ

ＸＩを主として念頭に置いたものだろうと担当課としては考えてございます。その証拠に、

参考資料５―２の12ページのところにＮＥＸＩがございますが、ここの最初の５行のとこ

ろで、ほかの独立行政法人に比べてもかなり力の入った書きぶりになってございます。も

ちろん無駄の排除というのは必要ですけれども、やはり各国とも国を挙げた輸出支援とい

うことで、競争が今、激化してございます。成長戦略の強力な展開のために、ＮＥＸＩの

リスクテイクの重要性はますます高まっているということで、ＮＥＸＩが受動的な意味だ

けではなくて、やはり能動的にしっかりと役割を果たしていくということで、ここはＮＥ

ＸＩ、国、一体として取り組んでまいりたいと思っております。

横田部会長

ありがとうございました。ほかにはよろしいでしょうか。

それでは、本日の議題はすべて終了いたしましたので、事務局から今後のスケジュール

についてご報告をお願いします。

岸貿易保険課長

本日は長時間ありがとうございました。次回につきましては７月上旬ごろと考えてござ

いますが、具体的な日程につきましては横田部会長ともご相談の上、各委員の皆様のご都

合をお伺いして調整させていただきます。その節はよろしくお願いいたします。

以上です。ありがとうございました。

横田部会長

それでは、本日は大変活発なご審議をいただきましてありがとうございました。不慣れ

で長くなって申しわけございませんでした。

以上をもちまして、独立行政法人評価委員会第29回日本貿易保険部会を閉会いたします。

ありがとうございました。

――了――


