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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第34回） 

議事録（案） 

 

日時 平成２４年２月１０日（金） １０：００～１１：４０ 

場所 経済産業省 本館１７階 国際会議室 

出席者 

（委 員）：横田部会長、安念委員、清水委員、寺村委員、伴委員 

（事務局）：岸貿易保険課長、若松貿易保険課長補佐、他 

（独立行政法人日本貿易保険）：鈴木理事長、和田理事、大岩監事、坂口総務部長、他 

 

議題 

（１）「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針（H24.1.20 閣議決定）」について 

（２）独立行政法人日本貿易保険の第四期中期目標（案）について 

（３）独立行政法人日本貿易保険の第四期中期計画（案）について 

 

議事内容 

○岸貿易保険課長  それでは、これより、独立行政法人評価委員会第34回日本貿易保険

部会を開催させていただきます。 

 本日は、お忙しいところ、ご参集いただきましてまことにありがとうございます。 

 本日、ＮＥＸＩからは、鈴木理事長、和田理事、大岩監事、坂口総務部長ほかがご出席

でございます。 

 本日の議題、お手元の議事次第のところにございますが、３つ。１つ目が独立行政法人

の制度及び組織の見直しの基本方針（閣議決定）、２つ目がＮＥＸＩの第四期中期目標

（案）、３つ目が第四期中期計画（案）について、を予定してございますので、ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 配付資料の確認は省かせていただきますが、万一不足などございましたら、お知らせい

ただければと思います。 

 それでは、議事に入りたいと思います。議事進行につきましては横田部会長にお願いし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○横田部会長  それでは、議事を進めさせていただきます。従前同様、本日の会議は非
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公開といたしまして、非公表とする資料以外の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） 

○横田部会長  それでは、議題（１）、独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方

針に入ります。事務局から説明をお願いします。 

○岸貿易保険課長  資料１―１が概要、１―２が本文という形でございまして、独法見

直しの閣議決定について、ご説明申し上げます。 

 昨年秋以降、政府の行政刷新会議におきまして独法分科会が設けられ、独法の制度全体

の在り方、それから個々の独法の組織見直しについて検討がなされました。また、政権与

党のほうでも並行して議論がなされまして、ことしの１月20日に政府方針が閣議決定して

おります。時間の関係がございますので、ＮＥＸＩに関連する事項を中心に、１―１の概

要でご説明申し上げます。 

 まず、Ⅰは基本的な考え方でございますが、独法制度ができましてから10年以上経過し

ておりまして、さまざまな法人すべてを一律の制度にはめ込むことに無理が生じていると

いう問題意識に基づいて、独法の制度全体と、それから個々の独法の組織形態、これをゼ

ロベースで抜本的に見直す。具体的には廃止するか、あるいは自律的な経営が可能な方針

は、民営化、あるいは特殊会社化など独法制度の外に出る。ＮＥＸＩは、国からの交付金

ではなくて保険料で運営しておりますので、こちらのほうに分類されております。 

 そして、廃止、民営化など以外の残りの法人につきましては、事務・事業の特性に着目

して類型化した上で、類型ごとに最適なガバナンスを構築するための新たな独法制度、新

たな法人制度に移行する。こうしたことによって、政策実施機能の最大限の発揮、経済成

長などにつなげていくというのが基本的な考え方でございます。 

 大きなⅡの独法制度の見直しは、新たな法人制度、いわゆる新独法制度のもとでの法人

の類型化、次のページ、２．で新独法制度の共通ルールの整備についても記載されており

ますけれども、時間の関係で説明は省略させていただきます。 

 それから、Ⅲのところで、各独法の組織の見直しの結果として、法人の数でございます

けれども、現行の 102が65に４割減ということで、減った37の内訳の中で、廃止が７、民

営化等が７ということで、ＮＥＸＩは全額政府出資なので、民営化ではございませんけれ

ども、特殊会社というのが「等」で含まれておりまして、この７の内数ということでござ

います。 
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 それからⅣのところで、新たな法人制度及び組織への移行に当たって、あるいは新組織

形態への移行までの間もそうなのですけれども、なお一層合理化を徹底するということも

閣議決定に記載されてございます。 

 ＮＥＸＩの全額政府出資の特殊会社化の閣議決定の文言につきましては、資料１―２、

本文ですと25ページの一番上のところをお開きいただきますと、【日本貿易保険】として、

ご覧のとおりの記述がございます。 

 若干ご説明いたしますと、今回の特殊会社化というのは、政権の行革推進の文脈で主と

して行われたものでございますけれども、私どもとして政策実施上のメリットをあえて整

理いたしますと、この閣議決定にございますように、国との一体性を高めつつ経営の機動

性を向上させるということで、国の成長戦略ですとか、それから、今、地震の後は「日本

再生の基本戦略」といった国家戦略を踏まえて、インフラ輸出、資源確保、中小企業の海

外展開、こうした課題に国とＮＥＸＩがより一体となって推進する。それから政策実施の

ために必要な機動性については向上させるといった目的に資するものと前向きにとらえて

いるところでございます。 

 今回、法律のベースが独法通則法から会社法に変わるということで、それぞれのベース

となる法律の枠組みは一長一短がございまして、かなり議論をしたところでございます。

会社法に基づくことによって懸念されるデメリットをなくす。あるいは会社法のメリット

を活かすというために幾つかの条件が考えられまして、これも閣議決定の文言の真ん中の

あたりに書かれておりますが、保険金支払債務等に係る政府保証、あるいは安定的な非課

税措置、経済産業大臣による指揮監督、機動性、それから全額政府出資といったことにつ

きまして、国際競争力ですとか利用者の利便性に支障が生じないことを前提に、今後具体

的な在り方を検討する、という文言になっておりまして、これらは貿易保険のグローバル

スタンダードでございますので、こういったことを確保する趣旨がこの文言で事実上担保

されていると考えてございます。 

 もちろん、今後、税制改正など、関係省庁との調整が一部残る部分もございますけれど

も、各省を縛る閣議決定にこういった必須のキーワードが入っていますので、今後、法案

の提出は来年でございますけれども、政策上前向きの制度改正につながる、あるいはつな

げていかなければならないと考えておるところでございます。 

 本文11ページに戻っていただきまして、総論の一番最後、11ページの一番下でございま

す。独法制度改革に必要な措置の実施時期について、「平成26年４月に新たな法人制度及
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び組織に移行することを目指して講じる」と書いてございます。これを踏まえまして、現

在、独法制度全体については、内閣の行革推進室において、まずは共通ルールとなる独法

通則法の改正、すなわち、現行の独法制度を廃止して、平成26年４月から新たな法人制度

に、いわば新独法制度に移行するための法案を、今行われております24年通常国会に３月

ごろまでに提出するように準備をしているところでございます。 

 そうした共通ルールを先に整備した上で、個々の法人の新しい組織形態への移行につい

ては、新独法であれ、その外に出るのであれ、貿易保険法などの個別法の改正がプラスア

ルファで必要になりますけれども、そうした個別法による各法人の設置規定の改正、これ

は１年先の来年、25年の通常国会ということでございます。 

 ただし、ＮＥＸＩに関連する特別の事情といたしましては、別途、特別会計の廃止、こ

れを新たな組織形態となったＮＥＸＩに移管するということも先月閣議決定されておりま

して、これらは４年後の平成27年度末までに廃止。移行するということでございます。こ

ちらのほうは、その下にＡ３の「貿易保険制度の改革について」という紙の上の囲みの中

に（参考）で、１つ目が、独法・特殊会社化の閣議決定です。もう一つは特別会計改革の

閣議決定が相次いで１月になされてございまして、ここの中で、27年度末まで、28年３月

までということで、法案そのものは来年、25年の通常国会に提出するということでござい

ます。 

 ＮＥＸＩの特殊会社化と特別会計の廃止、２つございますけれども、現在、独法に対し

て国の特会が再保険を引き受けていますが、そうした国とＮＥＸＩとの関係の法的な枠組

みを大きく変更することになりますので、あくまで特会の話と特殊会社化の話は一体的な

ものとして、新たな貿易保険制度の設計を行う必要があると考えております。今後１年程

度かけて具体的な法案準備の検討を行っていく予定でございます。 

 甚だ簡単ですが、独法改革についての説明は以上でございます。 

○横田部会長  ありがとうございました。それでは、今のご説明につきまして、ご質問

ございましたらお願いします。 

○清水委員  ちょっと教えていただきたいのですが、ＮＥＸＩは、資料１―１の概要の

ところの成果目標達成法人に属するわけですね。 

○岸貿易保険課長  そうではなくて、この①成果目標達成法人と、次の②行政執行法人

というのは、新たな独法制度、すなわち独法に残るものについて、この２つの名称に大き

く分類されるということでございます。ＮＥＸＩについてはこの制度の外に出る、特殊会
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社化ということで、会社法をベースにする新独法通則法ではなくて、その外の会社法に出

るということで、Ⅱのところは直接適用されません。 

○清水委員  特に特殊会社についての記載はここにはないということですね。 

○岸貿易保険課長  はい。特殊会社は、会社法をベースに、必要な国の関与というのは

個別法で、貿易保険法で決めるということで、ある種、カスタムメードで制度をつくって

いくということです。独法通則法は国からの交付金を主として前提にした制度になります

ので、なかなかその器にははまり切らないのではないかという議論でございました。 

○清水委員  わかりました。 

○横田部会長  ほかにはよろしいですか。 

では、もしあったら後でまたお願いします。引き続きまして、議題（２）の「独立行政法

人日本貿易保険の第四期中期目標（案）について」入りたいと思います。この後のものと

一緒に、きょうご議論いただいたことを踏まえて、23日に開催されます経済産業省の親委

員会、独立行政法人評価委員会において説明をしてご承認いただくということになってお

りますので、よろしくお願いします。 

 では、事務局からご説明をお願いします。 

○岸貿易保険課長  ＮＥＸＩの第４期中期目標（案）についてご説明申し上げます。資

料２―１という大きな紙、これは概要でございまして、こちらをまずご覧いただきます。

本年度平成23年度は、第３期中期目標期間の最後の年度でしたので、昨年の５月以降に、

「組織・業務全般の見直し」、これは独法通則法に義務づけられておりますので、ご審議

をいただいて、12月にこの見直しについてとりまとめを行っていただいたところでござい

ます。 

 その際、総務省の政独委から出た「勧告の方向性」もこれに反映させていただいたとこ

ろでございます。それから、特会改革、独法改革の政府方針、これら全体を踏まえまして

中期目標（案）を策定したものです。したがいまして、中期目標の大きな三本柱、それか

ら記載の内容は、既にご審議いただいた「組織・業務全般の見直し」、これの内容を踏襲

してございます。 

 なお、中期目標というものの趣旨ですけれども、ご案内のように、独法通則法で中期目

標は、主務大臣である経済産業大臣がこれを定め、独法ＮＥＸＩに対して指示をするとい

うものでございます。経産大臣の中期目標の指示に基づいて、この次の議題でご説明する

ＮＥＸＩの中期計画、これはＮＥＸＩが作成いたしまして、経産大臣から認可を受けると
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いう仕組みでございます。中期目標の策定と中期計画の認可、いずれも事前に評価委員会

の意見を聞くこととされてございます。 

 それから、財務大臣への協議が、独法通則法上、中期目標、中期計画についていずれも

義務づけられてございます。現在、財務省と並行して協議を行っております。幾つか未調

整の部分がございまして、資料２―２の本文の中で、事前にお届けしたものと一部異なり

ますのは、後ほどご説明しますが、赤い字でＰ、ペンディングと示している箇所が現時点

でまだ未決着の部分でございます。それから薄い網かけの部分は、前回の第３期中期目標

と異なる、今期新たに追加・変更された中身でございます。下線を引いてある部分が総務

省の「勧告の方向性」を踏まえた記述でございます。 

 本日は大きな紙を横に置いてご参照いただきながら、主として本文、資料２―２の流れ

に従って、これは事前にお配りしておりますので、補足的にかいつまんでご説明申し上げ

ます。 

 １ページ目のところは、全体に網がかかっておりますが、今期、中期目標の基本的な方

向性を記載してございます。第一に、強靱な制度基盤の提供、第二に、政策的な役割の強

化、第三に、行革への対応という三本柱でございます。これらは、さきの見直しの記述を

そのまま踏襲する形で記載してございます。 

 次に、２ページ目の中ほどで、赤字でＰがついてございますけれども、中期目標の期間

でございます。法律上は３年以上５年以下とされていますが、これまでの３期は、第１期

が４年、次が４年、３年というふうに来てございます。今の第３期を３年と短くしました

のは、当時も、特殊会社への移行が途中で予定されていたという事情によるものでござい

ます。来る第４期につきましては、現在、５年ないし４年という形で政府部内で調整して

ございます。 

 考え方としましては、貿易保険については中長期を見据えた事業運営が重要であるとい

う見地から、今回は法律上許される最長の５年間で構えておいて、ただし、特殊会社に移

行した時点で、独法としての中期目標期間は切れるという考え方に基づいて当初案を作成

いたしました。 

 ただ、この５年という案に対する反対意見としては、閣議決定で、遅くとも４年後の平

成28年３月までには特会廃止と特殊会社への移行というのが決まっていると。そうである

以上、行政府としては、４年とするべきであるという意見もありまして、現在、４年と５

年との間で政府部内で議論してございます。 
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 いずれにしましても、行革の閣議決定との整合性はそれとして確認しつつ、許容される

範囲でできる限り中長期的な見地の運営を経産省としてはＮＥＸＩに求めていきたいとい

う基本姿勢はもちながら、政府部内で調整を進めてまいりたいと思っております。 

 それから３ページ目の下のほうに、業務処理の迅速化の数値目標がポツで６点ございま

すが、一番最初に、信用リスクに係る保険金の査定期間、ここを今回、変更しています。

これまでの60日以下というところを55日以下に改める。その一方で、期間の算定方法を今

回見直しております。 

 これは、毎年の評価委員会、実績評価のときに、ＮＥＸＩのせいではなくて、被保険者

側、ユーザー側の事由によって追加的に時間を要してしまう、なかなか提出資料が出てこ

ないために、結果的に60日を上回ってしまうような幾つかの事例が出てまいります。この

委員会では、目標はあくまで目標だからということで、あえて厳しめの評価をしていただ

いておりましたが、ただ、毎年これに対して、ＮＥＸＩがコントロールできない要素につ

いて、そうした取り扱いをするのはどうなのだろうかという意見も多くいただいておりま

した。 

 こうした議論を踏まえまして、今後は、そのように明らかにユーザー側の事由といえる

期間は算入しない。その上で55日以下に短縮することにいたしたところでございます。こ

の55という数字ですけれども、過去３年間の実績でみた場合に、ユーザー側の事由を除外

した実質でみると、全件、60日以内にはおさまってはいるのですけれども、55日以上、60

日以下というぎりぎりのところが13件ほどございます。 

 方で、今の欧州危機を受けて、今後、保険事故が増加する可能性、あるいは中小企業案

件にきめ細かく対応したり、インフラなど大型案件が増加していく。あるいは会計検査院

からも指摘されておりますように、査定を強化しましょうという要請などもございまして、

今後、査定期間の増加につながりかねない要因も予想はされてございます。ＮＥＸＩに対

しては、査定業務のさらなる迅速化・効率化との両立にぜひ努めてもらいたいと考えまし

て、今般、期間の算定方法を見直す一方で、60日を55日に引き下げたところでございます。 

 次に、少々飛んでいただきまして、５ページ目に、（４）重点分野への戦略化・重点化

というところで、２割から３割程度への引き上げ、さらにその下で、②全国の中小企業の

国際展開を支援するための、地銀提携ネットワークというところで、ご覧のとおり、定量

的な目標を今回、新たに設定したところでございます。 

 それから、また飛んでいただきまして７ページ目でございますが、「業務運営の効率
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化」というところで、赤字でＰになっておりますけれども、これは総務部など間接部門に

関する一般管理費についての数値目標でございます。経済産業省の案は、平成23年度の一

般管理費相当額とする、すなわち、おおむね現状横ばい、額として必ずしも減らす目標を

立てるまでの必要はないのではないかというものでございます。 

 ただ、これに対しては、毎年度１％以上削減すると現在の第３期の中期目標に書いてあ

りまして、ほかの独法と比べても最も少ない削減幅になってございます。ほかの独法は３

％以上だったりします。したがって、今出されている独法改革の政府方針を踏まえれば、

本来は現在より厳しくすべきところ、最低でも、現在と同じ程度の１％削減という間接部

門の効率化努力はＮＥＸＩとして引き続き続けるべきという反対意見が政府部内でござい

まして、現在、議論しているところでございます。 

 私どもとしては、ＮＥＸＩにおいては、間接部門も含めてこれまで削減に努めてきてい

る中で、特に今後追加され得る業務ですとか、あるいは制度改正に伴う特殊要因も含めれ

ば、絶対値の水準として、現状以上に削減するというのはなかなか困難な面もあろうとみ

てございます。 

 もちろん、独法全体の人件費の在り方については、世の中の論調として、あるいは政府

全体の方針として決して順風が吹いているわけではないと認識してございます。仮に今後

独法の外に出たとしても、全額政府出資の特殊会社化という中で、ＪＢＩＣですとか日本

政策金融公庫というところも、やはり公的機関であるので、人件費削減について、独法ほ

どぎりぎり詰められるかは別として、似たようなルールに、現在、彼らも服している実態

がございます。ただ、私どもとしては、ＮＥＸＩに期待される政策的な役割、それから国

からの交付金で運営しているわけではないというほかの法人との違いを、機会をとらえて

強調して、理解を求めるように努めていきたいと考えております。 

 そういう中で、今回、第４期は、将来の特殊会社化に向けた準備期間とも言えるわけで

ございます。引き続き独法の一つとしてその期間はとどまりますけれども、特殊会社化に

向けて、閣議決定にもありました経営の機動性、あるいは言葉を変えれば人件費の柔軟性

というところを制度設計の中で極力獲得していきたい。そういう大きな方向性に向けて、

機会あるたびに可能な限り各方面の理解を得る努力をしていくという姿勢は、貿易保険制

度を所管する立場としてきちんともっていきたいと考えてございます。 

 いずれにせよ、この赤字のところの中期目標の表現ぶりについては、閣議決定や政府方

針との整合性も問われておりますので、このあたりの解釈はまた確認をしながら、経産省
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としては決してＮＥＸＩの業務運営に実際の支障は生じさせないということを旨として対

応してまいりたいと思います。 

 特に心配しておりますのは、政策上の必要性から、保険の引き受けは量的に増やさざる

を得ない場合、これは直接部門だけでなくて、総務部など間接部門のコストにも、上昇要

因となることは否定できませんので、こうしたケースも十分念頭に置きながら、ＮＥＸＩ

の責任でコントロールすべき一般管理費の範囲であるとか、その算定方法はどうあるべき

かといった点も含めて、引き続き政府部内で最終的に関係当局と調整していきたいと考え

てございます。 

 最後に10ページ目、一番後ろでございますけれども、赤字で追加しておりますが、５の

「行革を踏まえた新たな制度設計への対応」というところでございます。これは事前にお

届けした暫定版にはなかった記述ですが、冒頭にございます基本的方向性の三本柱の３番

目に書いてある内容をほぼ繰り返し述べたものでございます。冒頭の前文だけでなくて、

中期目標の本文のほうにも同じ内容をしっかり記載しておくべきでだ、全体の構成上の見

地もあり、追加記載をさせていただいたところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○横田部会長  ありがとうございました。 

それでは、ここで質疑応答を普通はするのですけれども、次のものとリンクしております

ので、先に計画案のご説明をＮＥＸＩさんからしていただいてから、後ほどまとめてお伺

いいたしますので、しばらくお待ちください。では、お願いします。 

○坂口総務部長  それでは、私のほうから第４期中期計画案につきましてご説明をさせ

ていただきたいと思います。 

資料３に言及しながらご説明をさせていただきます。 

 中期計画案のポイントでございますけれども、私ども、経済産業省から目標をお示しい

ただいて、ポイントとして５つあるのではないかと考えております。 

 １つ目が、岸課長からご説明がございましたように、特殊会社の移行のための準備期間

だということでございます。２つ目として、政策との一体性ということで重点政策に取り

組んでいく。３つ目として、特会一体化ということも踏まえながら、リスク管理の強化に

取り組んでいく必要がある。４つ目として、定量目標というのを設定するという中で、顧

客サービスの質を向上していく。５つ目が、常日ごろから業務運営の効率化に取り組んで

いくということだと理解しております。 
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 １つ目の特殊会社への移行への準備期間でございますけれども、資料３の１ページ目を

みていただきますと、「中期計画の期間」というところのなお書きに書いてございますよ

うに、私どもといたしましては、特殊会社化の目的というのは、国と一体となって政策実

施をしていくということ、また、経営の機動性を図っていくことだと理解させていただい

ております。私どもの収入は、交付金ではなく、お客様からの保険料でございまして、特

殊会社移行後は、業務費、人件費につきましても、費用対効果というものを勘案して効率

的な運用をしていくのが本務ではないかと思っております。そのための準備をしつかり進

めさせていただきたいと考えております。 

 ２点目が重点分野への対応でございますけれども、資料３で申しますと、４ページ目の

（４）に記述させていただいております。そこの①新たな成長戦略への対応、次のページ

にまいりまして、②の中小企業及び農業等の国際展開支援、③環境・安全技術の普及、④

諸外国との経済連携などの強化、⑤資源・エネルギーの安定供給源確保、⑥、６ページ目

でございますけれども、東日本大震災等への対応といったようなところにしっかりと取り

組んでまいりたいという案を作成しておるとろでございます。 

 ３つ目のポイントがリスク管理の強化でございまして、これは本文で申しますと、３ペ

ージ目に戻っていただいて恐縮でございますけれども、（３）「リスク管理の強化」のとこ

ろでございます。１つ目が、①のリスク管理の強化、②が専門性の向上と人材育成、③が、

これは検査院のご指摘も受けまして、保険金を的確に査定していくということで、④が内

部統制の強化と、コンプライアンスの徹底ということでございます。特殊会社化の準備に

とりまして、リスク管理の強化、あるいは内部統制の強化というのは極めて重要な項目だ

と理解しておりまして、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 

 ４つ目のポイントが定量目標の設定を通じた業務の質の向上でございまして、これは岸

課長からもご説明がございましたように、これも、ページがあちこち飛んでいて恐縮です

けれども、最初が４ページ目の下から８行目程度のところにございます、政策的に特に重

要な中長期及び投資案件の引受比率というものを現行の２割から３割程度に引き上げてい

くということを目標として掲げさせていただいております。 

 ２つ目が地銀のネットワークのところでございますが、これは本文で申しますと、５ペ

ージ目の14、15行目だと思いますけれども、地方銀行との提携ネットワークをできる限り

早い時期に、第３期中期目標期間末から倍増以上に拡充するといった目標を掲げさせてい

ただいております。 
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 もう一つが信用リスクの査定期間でございますけれども、２ページ目の、これも下から

10行目のところに、「信用リスクに係る保険金の査定期間は、被保険者事由あるいは海外

の関係当事者への照会による所要期間を除き、55日以下とする」と明確に目標に掲げさせ

ていただいております。 

 最後の「業務運営の効率化」でございますけれども、７ページのところであります。そ

の真ん中から少し上あたりに、業務費につきましては、第３期中期目標期間において削減

を達成した水準以下といたしますということ。それと、一般管理費につきましては、これ

は政府部内で調整中と承知しておりますけれども、一般管理費相当額、あるいは毎年度１

％以上の削減ということで掲げさせていただいております。 

 それと、（参考）のところが二段組みになっていてちょっとわかりにくいわけでござい

ますけれども、４年か５年かということで、あるいは１％削減するかしないかということ

で、４通りの表をとりあえず掲げさせていただいておりますけれども、政府部内の調整を

踏まえ、確定した数字でもって、私どもとしては、最大限努力に取り組ませていただきた

いということでございます。 

 最後に、財務計画案につきましてご説明させていただきたいと思います。本文、資料３

で申しますと、別紙１というのが５年間と４年間という２つのパターンで添付させていた

だいております。５年間のほうでご説明させていただければと思います。 

 予算計画と収支計画と資金計画、３つあるわけでございますけれども、この数字、５年

間分につきましては、現状の独法特会制度が継続する前提で数字を算定しておるものでご

ざいます。加えまして、貿易保険のセーフティネットという役割が最大限果たせるという

前提を置いております。さらには再保険特会のほうの来年度予算要求がなされております

ので、それとの整合性という観点を確保させていただいております。 

 さらに申し上げますと、この３つの様式でありますけれども、交付金を受けている独法

が前提ということでありまして、正直申し上げて、私どもにとってはちょっとそぐわない

ところがある感はいたしますけれども、決まった様式ですので、それに合わせた形で試算

をさせていただいております。 

 それで、予算計画、収支計画、資金計画、３つあるわけでございますけれども、私ども、

交付金がありませんので、収支計画をもとにまずはご説明させていただきたいと思います。

収支計画でありますけれども、基本的には、私どものＰ／Ｌを前提に５年間の合計額を算

出しております。それで、収益の部のほうから説明させていただきますと、私どもの収益
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は、保険料の収入と回収金と、あと、財務利益でございます。保険料収入の見通しであり

ますけれども、５年間合計で正味保険料収入は 581億円ということで見込んでおるわけで

ございます。元請の保険料ベースで申しますと、年間 372億円。これは2011年度の見通し

の９割ということで、固めに見通しをさせていただいております。その背景といたしまし

ては、現在の世界経済状況の中で、リスクの高まりに応じて中長期の保険は引き受けを増

加していくだろうと。他方、短期につきましては、輸出がやはり減少傾向にあり、短期保

険収入も減少していくであろうということで、９割というものを５年間前提に置いて収支

計画を立てさせていただいております。回収金につきましては、これも2011年の見通しの

 200億円のうち、正味回収金ということで、ＮＥＸＩ分が20億円ということを５年間合計

させていただいて、 100億円という計算にさせていただいております。財務利益でござい

ますけれども、財務利益につきましては、有価証券の運用利息が中心であります。これは

大体50億円程度ですけれども、保険金の支払いに伴いまして有価証券の売却が進んでいく

という前提で利息が減少していくと。そういう中での合計額が、５年間で 214億円という

ことを見込んでおります。臨時利益は、ＮＥＸＩ発足時に国から出資していただきました

保険金代位債権の元利金の回収金でございますけれども、それが５年間の間に 360億円と

いうことを見込んでおるものでございます。 

 費用のほうでございますけれども、支払保険金でございます。保険金支払いは、先ほど

申し上げました来年度の再保険特会の見通しと整合性をとるという形で、毎年、 1,955億

円、約 2,000億円の保険金支払いを見込んでおります。これはやはり貿易保険のセーフテ

ィネットという役割をしっかり果たしていくということでございます。過去の保険金支払

いをみてみますと、80年代には年間 1,000億円から 2,000億円の保険金を支払った、ある

いは91年には１年間で 3,400億円を支払ったという状況もございますので、年間約 2,000

億円を見込んでおります。そのうちＮＥＸＩの正味支払保険金は約 200億円でございます

ので、合計いたしまして 977億円を見込んでおるわけでございます。業務費につきまして

は、2011年度の横ばいという前提で、５年間で 294億円を見込んでおります。その他経常

経費につきましては責任準備金の積み立てが中心でございまして、 140億円ほど見込んで

おるということでございます。費用と収益の差ということで、 154億円、純利益がマイナ

スという計画を立てております。 

 予算計画でありますけれども、これはキャッシュフローベースに置きかえたものでござ

いまして、キャッシュフローベースにいたしますと具体的に何が変わるかと申しますと、
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収入でいえば、有価証券の償還の部分、 1,286億円が加わるということ、支出につきまし

ては、中期計画の終了年度ごとに半額を納付するという国庫納付金の部分が加わり、ある

いは投資支出、システム開発等の部分が加わるということで、合計額として、それぞれ 2,

542億円という数字になります。 

 さらに、資金計画、最後でございますけれども、これもキャッシュベースであるのです

けれども、翌年度への繰越金というのが加わります。すなわち、2011年度末の繰越金が加

わりますので、計としては 4,900億円の数字となっております。 

 いずれにしても、Ｐ／Ｌベースで、それに必要な数字を加えて５年間の計画を立ててい

るというものでございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○横田部会長  ありがとうございます。続いて、よろしくお願いします。 

○鈴木理事長  若干補足をさせていただきたいと思います。 

 まず、今の現状でございますけれども、保険金の支払いが非常に少ないではないかとい

うご議論もあるかと思いますけれども、現在も２件ほど、支払いの準備段階に入っており

まして、これが恐らく年度内には支払うことになると思います。どちらも 100億円レベル

の案件でございますので、支払いのほうもきちっとやっているということでございます。 

 それから海外フロンティング。これは、外・外の問題ですけれども、従来は、金額も１

億円レベルだったのですけれども、ほぼ数十億円の単位の案件が出てきまして、これはよ

く聞いてみますと、やはり拠点を本格的に海外に移していくという大きな流れだと思って

おります。 

 それから３番目に、政策的意義のある引き受けを積極的に行っていくという件でござい

ますけれども、ミャンマーですね。ミャンマーについては、今、制裁解除の方向にあると

いうことですけれども、我々、経済産業省とも連携をとりまして、枝野大臣が行かれたと

きに、２年間で５億ドルということで、日本企業の今後のミャンマー展開を前もって支え

ようということです。３点、補足をさせていただきました。 

 それから中長期計画について一言。我々は次期中期計画期間を移行準備期間ととらえて

おります。移行準備中も、それから移行後も、お客様方にご迷惑をかけないよう、しっか

り業務ができるように、なおかつ、移行後も、これまで以上にお客様のご期待にこたえる

ように、準備をするということが非常に重要と考えております。そのためには、移行期間

中、最低限、リスク管理の強化や、会計システムの見直しなどの業務がありますので、若
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干の費用の拡大も図る必要があり、そこら辺を私どもとしては財務当局にも今お話し申し

上げているところです。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○横田部会長  ありがとうございました。 

 それでは、先ほどの目標の案等含めて、計画と両方についてご質問、ご意見ございまし

たらお願いいたします。 

○寺村委員  いろいろ詳細なご説明、ありがとうございました。ＮＥＸＩのこれからの

役割といいますか、ファンクションはますます重要になってくると思うのですね。ご承知

のように、欧州のソブリンベースでの信用不安だとか、円高だとか、タイの水害にみられ

るような、いわゆる自然災害とか、いろんなことが起きているわけですけれども、そうい

う中で、日本からの輸出が減っているということが１つあると思います。 

 これはいわゆる貿易収支が赤字になってしまったという事実があるわけで、こういった

ところをやはり改善していくと、支えていくという一つの大きな役割がＮＥＸＩは当然あ

るわけですから、そこのところを非常にサポートしていくということが重要だなと思いま

す。 

 それから、ご説明いただきましたように、日本の成長戦略、いわゆるパッケージ型のイ

ンフラの海外展開だとか、それから、日本企業が海外に出ていって生産活動を進めている

と。先ほどご説明もありましたけれども、そういうことに対する海外でのフロンティング

の強化、それから資源の確保といったことですね。こういったことでますます重要になっ

てくるというのが大前提であるわけですけれども、そういった中で、今回の中期目標、あ

るいは中期計画、今、ご説明いただきましたけれども、まず、端的な感じでいうと、非常

に盛りだくさんで、いっぱいいろんなことがあるなと。４年間、あるいは５年間というこ

とですけれども、これを全部やっていくのは非常に大変だなというのが率直な、まず全体

感としては感じを受けました。 

 それから、その中で気になったのが、１つは、いわゆる人件費を含めた一般管理費とい

うことですけれども、これはいろんなところにリンクしていると思うのですね。確かに行

政改革を踏まえて取り組んでいかなくてはいけないということがあるわけですけれども、

同時に、優秀な人材を民間から確保しなければいけない、あるいは人材育成をしていかな

くてはいけない、コストダウンを図らなくてはいけない等々あるわけですけれども、本当

に両立できるのかなと思います。 
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 例えば人件費を抑制していくと。横ばい、あるいは、今日のお話ですと、むしろ一般管

理費を下げていくということですけれども、片や、実際に仕事をされている方たちのモチ

ベーションだとか、あるいは能力向上だとか、優秀な人材の確保というのを、そういう中

で本当にできていけるかなと、あるいはどうやってやっていったらいいのかなと思います。

結局、ゼロサムの中で、むしろそれが減っていく中で、ではどうやってインセンティブな

りモチベーションを高めていくのかということですね。 

 例えばコスト削減についても、民間企業であれば、給料の支払いができなくなるとか、

あるいは、いわゆる人件費をもっと確保するために、給料を上げていくとかいうために、

こちら側でコストを削減して、その分の原資をつくっていくとかいうことがあって、それ

がモチベーションの一つにはなるだろうと思うのですけれども、ＮＥＸＩの場合にはそこ

がないのですね。この考えだと、ないと思うのですね。幾らこっち側でコストを削減して

も、それが何かに反映してくるかというと、職員の人たち、個々の人たちには何もそれは

反映されてこないだろうと思うのですね。 

 だから、そこのところに何か難しさもあるのかなと。皆さん、意識の高い人たちがやっ

ておられるわけですから、それは心配し過ぎということかもしれないのですけれども、そ

このところがちょっと気になりました。だから、どうやってモチベーションを高めていっ

たらいいのかなと、今いった問題を両立させていったらいいのかなということが１つです。 

 もう一つは、地銀とのタイアップをされているということは非常に効果的なのだろうな

と思います。きょう拝見して、新聞記事、物すごくたくさん出ていて、非常にこれはいい

ことだと思うのですけれども、それでも、一般的にいうと、知名度からいうと、ＮＥＸＩ

ってもっとＰＲをしても私はいいのではないかと思うのですね。そういう中で、中小企業

だとか地方の企業だとか、余り今までなじみのなかった人たちが、この地銀を通じて、Ｎ

ＥＸＩの存在を知り、あるいは役割を知って、貿易保険を掛けるということは非常に、だ

からそこに意味があるなと思うのですけれども、もう一つ踏み込んでというか、別の観点

からいうと、前にもこれは提案させていただきましたけれども、マスメディアをもっと活

用していいのではないかと思うのですね。 

 民放にコマーシャル打つわけにはいきませんから、やはりＮＨＫもうまく活用すればい

いのではないかと思うのです。ＮＨＫって同じ番組を何回も何回も流しているのですね。

あれは結構効果あると思うのですよ。ですから、そういったことを考えていただけたらい

いなと。前にも、お願いというか、そういうお話をさせていただいて、何かそれは進んで
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いることはあるのでしょうか。 

○鈴木理事長  いろいろとあります。 

○寺村委員  すみません。とりあえずその２点、私としては、今回の計画を読ませてい

ただいて気になったところです。 

○横田部会長  ありがとうございました。何かコメントはございますか。 

○鈴木理事長  いつも非常に貴重なご意見をいただいて、ありがとうございました。地

銀の件で話をさせていただきますと、まず、地銀には貿易保険について、非常に強いご関

心をいただいております。地銀の貸出先が、日本では設備投資をせず、海外へ進出してい

る。 

 そこで、我々、地銀と連携しまして、シンポジウムや説明会を開催しようと思っており

ます。そのときには地元の新聞に、貿易保険とはこういうお役に立ちますということを、

積極的に、中堅、中小企業の方たちに向けて発信していきたいと考えております。 

 それから、人件費、管理費の話でございますけれども普通、人件費、管理費というのは、

営業の売上高とか、要するに収益との規律の問題であって、絶対額でないと思うのですね。

絶対額に応じた仕事だけをすれば一番簡単なのですけれども、そうなるとなかなかニーズ

にもこたえられない。我々は、お客様のニーズを踏まえ、様々な取組を行っているところ

ですが、今回、最後の中期計画、中期目標になることもあり、特殊会社になる機会をとら

えて、何とか人件費、一般管理費の在り方についても、今、岸課長に御協力をいただいて

いるところですが、財務当局の理解を得られるよう我々としても努力していきたいと思っ

ております。 

○横田部会長  ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。ご質問、ご意見

ございますでしょうか。 

○清水委員  この中期目標と中期計画、その骨子となっている部分、それからその中身

ですね。本当に印象的な話で申しわけないのですが、要するに、これまでの内容をさらに

深化させたというようなことで、特に新しい要素がここに入っているとは、ちょっとそう

いう印象は受けないのです。商品性の改善であれ、サービスの向上であれ、それから業務

効率の向上であれ、要するに、これまでのＮＥＸＩとしての方向性というものは基本的に

は変わらない。 

 日本経済が置かれているその環境というものの変化から、さらに国際競争力を強化する

のだと、それから利用者の利便性の向上を図るのだというようなことで、そのためにさら
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にこれまでの長期計画の骨子を進化させ強化していくというトーンに受けとめられるので

すけれども、要するに、この時期、つまり、全体の制度が大きく変わっていくという、全

額政府出資の特殊会社化になっていくというこの移行期間において、非常に特徴的なとい

うのでしょうか、であるがゆえに、これまでとは計画としてここが違うのだというような

部分が、よく読み込んでないので、私、読み取れてないのかもしれないのですが、そこが

どういうところがあるかということをぜひご指摘いただければありがたいなと。つまり、

そこは外に対してもわかりやすく発信していく。先ほどの寺村委員のお話につながってく

ると思うのですけれども、そういう部分がもう少し簡明にわかるようなことができないだ

ろうかと。 

 例えば、いわゆる特殊会社化ということは、会社法に基づくガバナンスというもの、こ

れがかなり大きな意味をもってくるわけですね。そうすると、経済産業大臣、主務大臣の

指揮監督下にあるということと、それから会社法に基づくガバナンス、つまり、ＮＥＸＩ

としての自律性というのでしょうか、そういうものが一体どのような位置関係というか、

ハーモナイズされていくのか、その辺がよくみえないので、先ほどの人件費の問題一つと

ってみても、要するに、ＮＥＸＩとして、ＮＥＸＩの経営のあり方として、人件費につい

てはこのように考えていくのだと、このようにマネージしていくのだということがしっか

りと打ち出せるような方向性が、この移行期間はあってしかるべきではないのかなという

気がしますので、その辺についてちょっとご意見を伺いたいということです。 

○鈴木理事長  では、私のほうから最初お答えさせていただきます。 

 まず、清水委員おっしゃったことは全く同感です。ただし、その前提としては、特殊会

社をどういう会社にするか。要するに、経済産業大臣の指揮命令系統をどうするのかなど、

会社法プラスアルファの部分をまさにこれから１年かけて議論し、来年の法律策定に臨み

ます。現時点ではその内容は明確に決まっておりません。したがって、そのような面を各

省庁、特に財務当局と検討していく必要がございます。また、特殊会社の枠組み、会社法

プラスアルファが、どれほど許容性があるのかという点についても、法律的にも議論しな

ければいけないというもが現状でございます。 

 それから２番目は、最初に申し上げましたように、これは独立行政法人の中期計画であ

り、特殊会社化移行については、言及すべきでないという議論があり、この移行期につい

ての記載を入れていただくことも難しい状況でした。まさに我々は、清水委員おっしゃっ

たように、ここで特殊会社というのはどういうものであって、民間の方々がみられても、



 

- 18 - 

特殊会社になっても、政府保証があって安心であるということを感じていただきたいので

すけれども、今申し上げたように、現時点では法律の内容が固まってない。この場は独立

行政法人の計画であるというそもそもの枠があるという中で、ここまで書いたということ

をご了解いただきたいと思います。 

○岸貿易保険課長  そのとおりです。具体の制度設計は、これから来年の法案提出に向

けて１年ありまして、審議会などでもご議論いただきながら詳細を詰めていくということ

でございますが、今回の特殊会社化及び特会廃止・移管というところをトータルでみたと

きの制度設計の思想について申し上げます。私どもの理解では、片方で、会社というもの

のいいところ、それからもう一つは、国策機関であるわけですので、そちらのいいところ

をしっかり組み合わせていきたいと考えておりまして、国との距離感について言えば、こ

れは国から離れていくということではなくて、むしろ国に近くなるといいますか、より国

とＮＥＸＩとが一体的に政策を推進することを目指すというのが、政府の考え方でござい

ます。 

 一方で、機動性というところも目的に書いてございます。独法だと、独法一律でみたい

なことになるわけですけれども、そうではない機動性というものは同時に確保していきた

いと。これはあくまでも政策推進のための機動性ということで、政策と離れて、ＮＥＸＩ

が自由にやるという意味ではないと考えてございます。 

 例えば具体的には、経済産業大臣の指揮監督という要素がございます。これも、会社に

なりますが、会社法とは別に、国の関与をきちんと法律で別途措置してまいります。独法

制度と会社法の制度と比べたときの一つの独法制度の特徴は、国が一番最初に目標を示す

が、基本的には、その中で自律的にやらせて、最後、チェックしますということです。実

際の運営は、特に大きな案件については、ＮＥＸＩと国との間で、ＮＥＸＩから政策的意

義について国が相談を受けて、緊密に話し合いながらやっているという実態はあるわけで

ございますけれども、そういった政策とのリンクも、今後、経済産業大臣とのつながりを

法律ではっきり書くことによって制度上明確になるというメリットが１つございます。 

 あるいは、国家の保証を新たに導入します。現在、国とＮＥＸＩは再保険という形でつ

ながっておりますが、特会廃止で、財布をＮＥＸＩに１つにする関係もありまして、国が

ＮＥＸＩに保証をつける形を考えております。ＮＥＸＩは会社になりますから、会社とい

うのは本来、有限責任法人ですけれども、ＮＥＸＩの債務はむしろ国の債務でもあるとい

うこと、いいかえれば、貿易保険の引き受けリスクというのは国が最終的にリスクを負う
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ということが貿易保険の世界共通のフォーマットでございます。そうしないと、例えば銀

行が融資するときに、国すなわちソブリンがリスクを引き受けないと、バーゼル規制、Ｂ

ＩＳ規制のリスクウエートがゼロにならないといったような問題が生じてしまいます。 

 そうした点も含めて、いろんな前提条件を盛り込んでおり、いいとこ取り、ナローパス

の面もございますが、追求していきたいと考えてございます。 

○横田部会長  ありがとうございました。よろしいですか。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○伴委員  非常に細かいことで恐縮ですが、これまでの議論も踏まえて、業務範囲が広

がっていく中でコストを抑えなければいけないという非常に難しい問題があります。ただ、

今回の計画、事前の案から１％という数字が入ってきた部分を改めて考えますと、従前は、

例えばシステム関連経費を除きますと、比較的切り出しやすい経費の部分は除いて、コン

トラルコストを下げていきましょうというところですけれども、今回盛り込まれているの

は、わりと制度改正も伴うところでは、管理会計的にもちょっと切り出しにくい項目にな

ってきているかなあというところですね。 

 ですので、１つちょっとお伺いしたかったのは、ウエート感として、例外というか、除

く部分が大きくなってしまって、残った部分を１％ずつ削ったとしても、トータルでみた

ときのコストコントロールという点では、実質面を考えたときに果たしてどうかというと

ころがあって、すみません、それは私も明確に答えをもって質問しているわけではないの

ですが、そのあたりのバランス感というところを踏まえたときに、この書きぶりというか、

計画の書き方でよろしいかどうか、もし何かお考えがあれば伺えればと思うのです。 

○岸貿易保険課長  では先に私のほうから。管理会計という考え方も含めて、新しい特

殊会社の設計の中で、先ほどＮＥＸＩのほうからも説明がございましたが、例えば、絶対

額というよりは、会社でいえばトータルの売り上げに比例する形で管理していくというよ

うな方法も一つの考え方かと思います。 

 他方、今しばらく、移行期間中は独法であるということで、これは独法のデメリットの

ほうなのですけれども、やはり一律的に一般管理費は管理しなければいけないという独法

のルールはございます。そうした中で、ＮＥＸＩがコントロールできない制度改正に伴う

一時的な経費であるとか、それからシステムなどもございます。さらには政策的にどうし

てもこの部分はプラスアルファでやってくださいといったような、なかなかＮＥＸＩとし

てコントロールしにくいところは、ある程度除外していただかないと、もちろんコントロ



 

- 20 - 

ールすべきパイが小さくなる問題はあるとはいえ、ＮＥＸＩの足元の業務、あるいは将来

に向けた準備に具体的な支障が、実害が出てしまってはいけないと思っておりまして、う

いう両面から議論しながら調整してまいりたいと考えてございます。 

○横田部会長  ありがとうございました。何かございますか。 

○坂口総務部長  課長からご説明あったとおりだと理解しておりまして、移行期間は、

基本は独法という枠組みの中で、最大限、移行のための準備と、その先も見据えた運営を

させていただければと思っております。 

 例えば、移行後は、再保険特会がＮＥＸＩのほうに移ってくるというか、一元化されま

すので、そのリスク管理であるとか、１兆円程度の資産をどのように運営していくかとい

うような問題がありますので、そうした人員の育成も含めてしっかりと対応させていただ

きたいと思っております。ぜひ皆様方のご理解、ご支援をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

○横田部会長  ありがとうございました。安念先生、いかがでしょうか。 

○安念委員  何か怠けてしまって、横田先生に、皆さんにも大変ご迷惑をおかけして、

申しわけないです。 

 目標も、計画も、もちろん、何の異存もございませんけれども、寺村委員がおっしゃっ

たように、こんなにたくさんできるのですかという、そっちのほうの心配があって、既に

わずかな人間の数でいっぱいいっぱいでやっているのに、それは目標だからいいじゃない

というのは、それはいいのですけれども、ちょっと大変過ぎないかなというのが、私も、

率直にいって思います。 

 特にリスク管理は、口でいうのは簡単だけれども、貿易保険というのは、実は世の中一

般でいう保険ではないですよね。大数の法則に基づいてリスクを分散しているのではなく

て、特定のプロジェクトにばちーんとリスクがもう集中しているのだから、普通の意味で

保険でないし、一件一件が非常に個性的だから、リスク管理のしようなんて、実はないの

ですね。少なくとも、普通の意味での保険という形でのリスク管理のしようがない。それ

をリスク管理を強化しますといったって、一体どうやってやるのかがよくわからないので、

まあ頑張りましょうという、それだけのことになってしまう。これはこれでしようがない

です。だから、私が心配するのは、余りにもアンビシャスな目標になり過ぎはしないかと

いうのが心配だというだけの話で、それは結構は結構ですよ。 

 移行期なのだけれども、これはちょっと雑談めいて申しわけないですけれども、自民党
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政権の末期から政治家が独法をおもちゃにする味を覚えてしまって、年がら年中こんなこ

と始めてしまった。これが非常によろしくないですよね。よろしくないのだけれども、考

えてみると、しかし、一律横並びの独法であるよりは、まだしも特殊会社になったほうが

ＮＥＸＩにとってはちっとはいいかという気もしなくはなくなりました。 

 なくなりましたというのは、今ご説明を聞いて、一般管理費の１％、もともと５億しか

ないもの、どっちだっていい話よね。ごちゃごちゃ議論するのもばかばかしい。そもそも

ばかばかしい。議論していること自体が。人件費だって同じですよ。人件費の話はいつも

出るのだけれども、これは実に不思議な構図で、普通は民間のほうから、役人天国だ、独

法天国だと批判が出る。ところが、この委員会だけは違う。我々、みんな民間人ではない

ですか。民間人のほうから、人件費もう少し手当てしてやらないと、変なやつ来るぞと。

変なやつ来るぞというのは何だけど、優秀な人材が来ないぞと、民間のほうが心配してい

るわけです。それはもう全然構図が逆です。だから、これも全く縛りがなくなるわけでは

ないだろうけれども、まあ今よりはいいかなあという感じはしなくはないです。 

 さらには、横並びは、何とか計画、これはしかし、要するに、Ｐ／Ｌさえつくれば、ア

イテムをつけ加えたり抜いたりすればつくれるのだから、つくること自体は、Ｐ／Ｌさえ

つくればまあ大した手間ではないだろうけれども、しかし、これはＰ／Ｌさえあればいい

わけではないですか。要するに普通に考えれば。 

 こんなのも、別にＮＥＸＩにとって必要だというのではなくて、独法だから、みんなほ

かもやっているからと、それだけの話でしょう。だから、こういうくだらないこともしな

くていいのだし、くだらないというとつくった方に申しわけないけれども、もともと要ら

ない。普通の企業会計の感覚からすれば。だから、そういうのもなくなって、大した、特

に目立ったメリットがあるというわけでもないけれども、株式会社のほうが、いわれてみ

ればいいかなと、少しはいいかなという感じがいたしました。 

 皆さん、お疲れさまでございました。 

○鈴木理事長  ありがとうございました。アンビシャスで、本当にできるかという議論、

を、委員の方々からいただきましたけれども、着目していただきたいと思うのは、なぜ我

々が地銀と連携するかなぜ民間保険会社と連携するかという点です。これは、我々は人員

が不足している。この一点に尽きます。 

 中小企業に向けて、我々自身がセミナーを開いた後、中小企業の方より、まず輸出はど

うやるのですか等の相談を受けます。こうした対応は、ＮＥＸＩの150人という人員では



 

- 22 - 

対応が難しい。そこで、地銀のお客様で、に輸出ないしは海外投資をこれから本格的に取

組もうというお客様について、提携先の地銀の皆様に業務上の御協力をいただきながら、

双方のメリットを生かすというようにしております。そのように人員に限りがある中で何

ができるかという視点で、中期計画を策定しました。今後も皆さんの意見を踏まえて頑張

っていきたいと思っております。ご支援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。どうぞ。 

○寺村委員  ちょっと各論で、すみません。１つ、この中にあることで、国際競争力が

ますます厳しくなってきて、ほかの中国、韓国も含めていろんなところの貿易保険という

のはサポートされながら、彼ら、出てくるわけですね。官民一体となって。そういったと

ころとの条件比較といいますか、そういうのは具体的にどういう方法でされているのかな

と、あるいはできるのかなと。 

 普通のファイナンスなんかですと、例えばマッチングやってみて、敵はこんな条件だな

というのがわかるというのがありますけれども、こういう貿易保険のときというのは、そ

ういうのは何かわかる手段ってあるのですかね。要は、相手をある程度知らないと、こっ

ち側も改善していきようがないですよね。 

○鈴木理事長  貿易保険の場合は、保険料率をあまりに低額にすると、ＷＴＯのルール

との関係で、輸出競争を歪めることになります。ＯＥＣＤに貿易保険部会というのがあり

まして、ＷＴＯ違反にならないよう国際ルールによる料率の規制を定めています。ＯＥＣ

Ｄ加盟の我々貿易保険機関が集まって、例えば国について格付をし、その格付に応じて保

険料はどこまで出すのかという一種の世界的なルールがあるのですね。その中で競争する

ことになっています。 

 ただし、完璧に同一条件にすることは困難なので、マッチングを行うこともあります。 

 今一番大きな問題は、ＯＥＣＤに加盟しない中国、ブラジル、インド等がＯＥＣＤルー

ルの枠外で輸出支援を行っているところです。彼らはＯＥＣＤの枠外で輸出支援しますの

で、我々はＯＥＣＤルールの遵守を求めることができません。そこで、ご承知のように、

本来、ＯＥＣＥの枠で運営してきたものを、Ｇ20等の首脳レベルに上げようとしており、

欧米諸国を始めとするＯＥＣＤ諸国は、そのような場において、そうした国々にＯＥＣＤ

ルールへの参加等の働きを行っております。そういう現状でございます。 

○清水委員  すみません。それにちょっと刺激されて。まさに実際に我々戦場で戦って

いるときに、保険料というのがコスト競争力の中で結構意味をもってくる、そういう局面
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があるわけですが、それと同時にというか、あるいは案件によってはそれ以上に、要する

に、保険であれ、融資であれ、その案件の、いうなれば相手側ですね。客先というのでし

ょうか、そこにどれだけの保証を求めるのか、要するに担保は何なのだというところの実

は競争力ですね。これが非常に大きな意味をもってくるわけですね。 

 もともと貿易保険は政府保証というところから始まっている歴史を今振り返ってみても、

その政府保証を今ちゃんと出して、それで商売ができるような案件というのは非常に少な

くなってきているわけですね。そうすると、それにかわるセキュリティをどこに求めるの

かと。それは政府ではないけれども、政府傘下の国営企業の保証でとか、あるいは地方自

治体の保証でとかいうようなところ、それもできないということになれば、いわゆるプロ

ジェクトファイナンスで、事業そのもののセキュリティといいますか、その担保力という

ことでもって保険とか融資ということが、ある意味で競われているわけですね。ですから、

そのようなところも、これからのＮＥＸＩさんの移行の先には、そこでの競争力をどうや

って強化するか。 

 そのためには、また話は戻るかもしれませんけれども、デュー・デリジェンスがどれだ

けしっかりできるかということ、審査力ですよね。その評価力、分析力、ここがかなり競

争力に大きな意味をもってくるのではないかと思いますので、ぜひそういう観点でもご検

討いただければと思います。 

○鈴木理事長  おっしゃるとおりで、競争力というのは総合的競争力だと思うのですね。

それはまさに物品をつくっている輸出者、エンジニアリング会社や、商社、金融、そして

貿易保険、この４者が協力していかなければいけないと思います。 

 我々は、日本の製造業が円高等の影響により国際的に厳しい状況にあると考えておりま

す。それをカバーしているのがエンジニアリング会社や、商社、そして金融です。我々は、

銀行といかに日本の金融の競争力を高めるかを十分議論しております。そうした金融の競

争力に加え、我々の、まさに清水委員おっしゃったような審査能力の向上等を含め、保険

としてどこまでカバーできるかという点において、懸命に努力しております。ご期待に添

えるよう、今後やっていきたいと思っております。 

 ヨーロッパの銀行は軒並み、中東、アジアに対して消極的になっております。ヨーロッ

パの銀行は、ご承知のように、高い金融技術をもっており、アジア、中東の半分以上のシ

ェア占めているのですね。彼らが消極的になっている中で、日本とアメリカの金融が積極

的に進出し、ある意味では日本は非常に頼られている分野も大きくて、金融の力さえ強け
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れば、まさに日本からバイクレという形でモノを出せるのですね。そういう点も含め、我

々は、僣越ではありますけれども、金融業界と産業界、うまく歩調を合わせて、やってほ

しいということもご相談させていただいております。 

○横田部会長  ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 それでは、たくさんご意見いただいてありがとうございました。ご質問などもございま

したけれども、修正というお話ではなかったと存じますので、この案で、本日、第４期の

中期目標と中期計画をご了承いただいたとさせていただきたいと思います。 

 なお、これにつきましては、先ほど、Ｐというのがあったのですけれども、財務省との

協議などもございますようなので、本日の議論を踏まえた上で、最終的な調整については

こちらにご一任いただければ幸いです。 

 それでは、本日いただいた議案を、先ほど申し上げたように、23日に案とさせていただ

きます。それでは、本日の議題につきましてはすべて終了いたしましたので、部会につき

ましてはこれで終わりにいたしますけれども、最後に、事務局からご連絡ありましたらお

願いします。 

○岸貿易保険課長  部会長からお話ありましたように、23日に親委員会で、部会長のほ

うからご説明いただくということと、財務省との協議を踏まえまして、部会長と相談しな

がら、最終的な文言を確定の上、またご報告をさせていただきたいと思っております。 

 次回は、年度明けました５月ごろを予定してございます。具体的な日程は近くなりまし

たら調整させていただければと考えております。本日はどうもありがとうございました。 

○鈴木理事長  どうもありがとうございました。 

○横田部会長  それでは、本日もまた大変いろいろなご意見をいただいて、ありがとう

ございました。いろいろなことが決まり切ってないところでの目標と計画で作成者として

もおつらかったことと思います。ありがとうございました。 

それでは、これで第34回日本貿易保険部会を閉会いたします。 

 

                                 ――了―― 

 

 


