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中期目標・中期計画・年度計画・年度計画進捗状況対比表 

中期目標 中期計画 中期計画進捗状況 年度計画（平成２３年度） 年度計画進捗状況（24年3月現在） 

○評価基準について 

（参考） 

中央省庁等改革の推進に関する方針（抄） 

（平成 11年 4月 27日中央省庁等改革推進本部決定） 

 

Ⅲ．独立行政法人制度関連 

  14．各事業年度に係る業務の実績に関する評価／

中期目標に係る事業報告書／中期目標期間に係る

業務の実績に関する評価 

    (1) 独立行政法人評価委員会による独立行政

法人の業務の実績の評価は、同委員会が設定する客

観的な評価（例えば、中期目標の達成度合に応じた

数段階評価）基準によるものとする。 

    

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 

 

 

（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 

 

 

 国境を超えた企業間競争が激化する一方、貿

易・産業構造の変化に対応し、我が国企業の国

際競争力を確保するよう、商品性や運用の改善

に取り組みました。中期計画期間中はリーマン

ショックや欧州ソブリン危機により国際金融

環境が急変したため、機動的な対応を取ること

で、貿易金融の安定化に努めました。また、東

日本大震災やタイ洪水といった自然災害へも

貿易保険を通じた被災企業支援に取り組みま

（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２３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。 

 

 

 日本企業の海外ビジネス拡大への支援の他、期

初想定以上の金融市場の変化に対応し、商品性

や運用改善を実施し輸出金融を強力にサポー

トしました。更に計画よりも広範な商品性改善

を実施しました。 

 

2012年 5月 独立行政法人日本貿易保険 

資料 2-2 



2／28 

中期目標 中期計画 中期計画進捗状況 年度計画（平成２３年度） 年度計画進捗状況（24年3月現在） 

した。更に、新成長戦略におけるパッケージ型

インフラ海外展開支援策として現地通貨為替

リスク対応等を実施しました。結果として、計

画よりも広範な商品性改善を実施しました。 

 

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。 

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。 

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。 

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。 

 

 独法評価委員会における評価の参考とするた

めに行われる利用者アンケートや、貿易保険利

用者の集まる会合等でのヒアリング結果を元

に、各種現行保険商品・制度・運用の見直しを

実施しました。 

 近年の日本企業の取引形態（海外ビジネスが拡

大）を踏まえ、日本企業の海外ビジネスを強力

にサポートしました。具体的には、海外支店経

由取引、ストックセールス及び海外子会社経由

取引への支援の他、海外 ECA再保険、フロンテ

ィングの新スキームを開発する等、不断の商品

改善に取り組みました。（海外子会社経由取引

は 22年度に創設開始し 6件→23年度 20件。

海外 ECA再保険は平成 21年度 19件→22年度

26件→23年度 33件、フロンティングは 22年

度に開始し１件→11件） 

 パッケージ型インフラの海外展開を支援する

ため、現地通貨為替リスク対応を強化（2通貨

→20通貨）するとともに、JBICとの協調融資

案件において、付保率を引き上げました。 

 また、国際的な金融危機等への対応として、各

金融機関と連携し、海外子会社向け運転資金支

援を機動的に(総額約 9,000億円)行った他、信

託流動化（信託流動化は 22年度 3件→23年度

6 件）や JBIC 協調融資案件における付保率引

き上げ等により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、迅速かつ積

極的に制度及び運用を改善しました。 

 

（ご参考）主な商品性改善項目 

2009年 4月制度改正 

Ⅰベルン・ユニオン（BU）における共通ルールの変

更を踏まえた対応 

(1)半年賦均等払（短期（1年超～2年未満）） 

(2) 180日ルール（短期（2年未満） 

(3) 資本財・完成プラント等に係る最長ユーザ

ンス（中長期（2年以上） 

Ⅱ企業総合保険におけるオプション選択範囲の緩

和 

Ⅲ地球環境保険の引受拡大 

Ⅳ SPC信用てん補制度の適用範囲の拡大 

2009年 10月制度改正 

 

独立行政法人評価委員会における評価の参考と

するために行われる利用者アンケートの結果や、お

客様の声の日常的な収集、各国貿易保険機関との定

期協議等を通じ、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、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。また、全世界

に販売網を展開している家電メーカー、自動車メー

カー等の取引についての対応を強化する観点から、

各社の取引形態に合致したカスタマイズ商品の開

発を検討します。さらに、お客様が保険金受取前に

負う金利負担について、制度の見直しを検討しま

す。国際金融市場の急激な変動に対しては、それを

吸収する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。 

 

 

 

 独法評価委員会における評価の参考とするた

めに行われる利用者アンケートや、貿易保険利

用者の集まる会合等でのヒアリング結果を元

に、各種現行制度の見直しを実施しました。平

成 23年 10月に、限度額設定型貿易保険の保険

料返還に係る制度をさらに明確化いたしまし

た。また、海外投資保険で部分損特約を付して

引受を行う際、再投資先企業の株式等の評価額

をベースに「取得のための対価の額」を設定す

る事を可能とする等、平成 23 年度中は 8 項目

にわたる制度改正を行った他、平成 24 年 3 月

までに株主ローンの評価額にかかる検討も行

いました。 

 ストックセールスについては平成 23 年度は利

用者ニーズが無く付保実績が無かったものの、

海外子会社経由取引に伴うリスクのてん補に

ついては、平成 23 年 4 月に会社法上の子会社

以外の海外の販売拠点に対象を拡大し、平成 23

年度においては、20件の海外子会社経由取引に

対して貿易保険を付保しました。更にアジア再

保険の拡充・強化により海外 ECA 再保険 33 件

(前年度 26 件)、フロンティング拡充・強化に

より 11件（前年度１件）、海外子会社からの取

引につき再保険引受を行った他、タイ洪水対策

としてタイ国内取引についての再保険引受も

可能とした等海外拠点取引への支援を強化し

ました。 

 家電メーカー、自動車メーカー等の取引につい

て、利用者のニーズを考慮したカスタマイズ商

品開発の検討を実施しました。（2 社の相談に

対し、子会社経由取引に対する貿易保険の付保

について検討実施し、新商品の提案を行いまし

た。現時点もそのうち 1社については取扱に向

け顧客と協議中です。） 

 さらにお客様が保険金受取前に負う金利負担

について、フロンティングスキームにおいて同

制度の簡素化の検討を行いました。 

 欧州金融危機や金融規制強化の中で、資金の流

動性は低下した結果、中長期資金の出し手は減

尐し、貿易保険に対するニーズが強まりまし

た。NEXI は一定条件の案件に対する付保率

100％の恒久化実施（4月）措置等を含め、積極
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中期目標 中期計画 中期計画進捗状況 年度計画（平成２３年度） 年度計画進捗状況（24年3月現在） 

Ⅰ改訂環境ガイドラインの施行 

Ⅱ貿易代金貸付保険申込時の必要書類 

Ⅲ規程整備について 

2010年 4月制度改正 

Ⅰ海外投資保険における政策変更リスクへの対応 

Ⅱ貿易保険が付保された中小企業の輸出代金債権

の流動化 

Ⅲ海外投資保険における付保対象額の設定 

Ⅳ海外日系子会社向け運転資金支援の延長 

Ⅴ貿易一般保険包括保険（鋼材・化学品）における

増額内容変更義務の撤廃 

Ⅵ2 年間利用実績のない登録バイヤーの取扱いにつ

いて（企業総合保険） 

Ⅶ仲介貿易契約における買契約と売契約の相手方

が特殊な関係にある場合の制限（限度額設定型貿

易保険）  

Ⅷ贈賄に関する誓約書の改正 

Ⅸお客様に対して提供するサービスその他業務の

質の向上を図るための改正 

Ⅹ．規程整備について 

2010年 10月制度改正 

Ⅰ海外投資保険における政策変更リスクへの対応 

ⅡEF格のオプション料率の引下げ 

Ⅲ簡易通知型包括保険に移行されるお客様への対

応  

Ⅳ輸出手形保険の利便性向上のための改正 

(1) 輸出手形保険における買取通知書等の電子 

メール申請を可能とする改正 

(2)荷為替手形の買取期限を明確にする改正 

Ⅴ．貿易保険制度の運用等の明確化のための改正 

2011年 4月制度改正  

Ⅰパッケージ型インフラ輸出支援 

(1)現地通貨為替リスク対応強化 

(2)JBICとの協調融資に対する付保率引上げ恒久化 

Ⅱ海外の販売拠点を通じた取引（支援対象拡大） 

Ⅲ海外日系子会社向け運転資金支援の再延長 

Ⅳ限度額設定型保険から簡易通知型包括保険へ移

行されるお客様のための対応 

Ⅴ限度額設定型保険の引受保険金上限額の廃止 

2011年 10月制度改正 

Ⅰ取得のための対価の額の設定方法追加（海外投資

保険） 

Ⅱ限度額設定型保険の保険料返還手続明確化 

 

的に引受を行い、Non-LG案件における貿易代金

貸付保険の引受金額は件数・金額ともに増加

し、輸出に必要な資金供給を積極支援しまし

た。他方、民間金融機関が中長期貸付しやすい

環境整備として、貿易保険付貸付債権の信託流

動化を商品・運用改善を加えつつ積極推進し 6

件約 500億円の流動化を実現した一方、ローン

パティシペーションを通じた海外の金融機関

（KfW）からの資金拠出や地銀等の新たな中長

期資金の出し手への貿易保険の付保を実現(3

件約 100 億円)するなど、円滑な長期貸付資金

供給を実現する為、迅速に対応しました。これ

らの取り組みを通じ新たな資金の出し手から、

約 600億円の資金をインフラ・資源案件等に供

給しました。） 

 

（ご参考） 

2011年 4月制度改正  

Ⅰパッケージ型インフラ輸出支援 

(1)現地通貨為替リスク対応強化 

(2)JBICとの協調融資に対する付保率引上げ恒久化 

Ⅱ海外の販売拠点を通じた取引（支援対象拡大） 

Ⅲ海外日系子会社向け運転資金支援の再延長 

Ⅳ限度額設定型保険から簡易通知型包括保険へ移

行されるお客様のための対応 

Ⅴ限度額設定型保険の引受保険金上限額の廃止 

2011年 10月制度改正 

Ⅰ取得のための対価の額の設定方法追加（海外投資

保険） 

Ⅱ限度額設定型保険の保険料返還手続明確化 

（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

 

 

常にお客様の視点に立って、サービスの改善・向

上、及びお客様との信頼関係の構築に努めました。 

（２）サービスの向上 

 

 

 

お客様の視点に立って、サービスの改善・向上を

図りました。 
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中期目標 中期計画 中期計画進捗状況 年度計画（平成２３年度） 年度計画進捗状況（24年3月現在） 

 す。  WEBサービス改善等事務効率化の他、再保険ネ

ットワーク拡充によるワンストップ化の推進、

及び金融機関との連携強化等を通じたお客様

負担の軽減を行いました。 

 コンプライアンス等社内の内部管理を徹底し

お客様に信頼される組織運営を行いした。 

 お客様からの各種お問い合わせや申請等に迅

速な対応に努め、中期計画期間中最終年度では

迅速化に係わる目標を達成しました。 

 東日本大震災への対応として我が国事業者支

援の為、貿易取引に関する相談窓口設置のほ

か、風評被害対策等に積極的に取り組みまし

た。 

 WEBサービス改善等事務効率化に加え、再保険

ネットワーク拡充によるワンストップ化の推

進、金融機関との連携強化等を通じたお客様負

担の軽減に加え、昨年度未達成であった迅速化

に係る目標を達成しました。 

 コンプライアンスオフィサーの設置やインサ

イダー取引規制の見直し等の実施により社会

的責任を自覚し、外部環境に配慮した組織運営

を行いました。 

 欧州金融危機や世界的な景気減速に伴い、貿易

保険の利用の増加に対応する一方で、東日本大

震災への対応として我が国事業者支援の為、貿

易取引に関する相談窓口設置のほか、風評被害

対策等に積極的に取り組みました。 

 

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。 

 

 WEBサービスでは、お客様のご要望に応え海外

商社詳細情報の PDF 出力機能の提供をする等

WEBシステムの拡張を行った他、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。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。 

 再保険ネットワーク拡充によるワンストップ

化の推進の一環として、平成 21 年 6 月、タイ

の THAI EXIM（タイ輸出入銀行）、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た他、

23年 12月に台湾の TEBC（台湾輸出入銀行）及

び平成 24年 2月に香港の HKECIC（香港出口保

険局）と NEXI との間で、比例再保険型の再保

険協定を締結しました。 

 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、各金融機関の営業担当者との意見交換

会や勉強会等を通じ商品知識の向上、商品認知

度向上に努め、同制度拡販に向けた体制整備に

努めました。 

 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、中期計

画期間中も引き続き実施し、平成 14 年度から

これまでの累計実績額は約 1,211 億円となっ

ています。 

 平成 19 年度に導入したパリクラブリスケ填補

割れ債権の日本貿易保険への譲渡制度につい

ては、平成 19 年度からこれまでの累計実績額

① お客様の負担軽減 

平成 23 年度制度改正に対応した WEB 試算機能の

開発を行うとともに、ホームページを刷新しウェブ

サイトによる情報提供サービスを充実させるなど、

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。 

 

 

 

 OECD プレミアムルール改定による基本料率の

変更、外貨建特約のローカル通貨への対象拡大

に伴い、WEB上の保険料率試算の改善を行いま

した。具体的には、HELP 画面について、内容

を充実させお客様にわかりやすい説明になる

よう変更しました。また、WEB試算画面におい

て誤入力を誘引しやすい作りを見直し、お客様

にとって使いやすい画面に変更しました。 

 ご利用が増加した中長期案件の信託制度流動

化案件については、手続規定や提出書類を見直

し手続きを明確化し、お客様にとっての分かり

易さと手続きの迅速化に努めました。 

 お客様にわかりやすく商品説明を行うため、保

険種毎に、保険概要説明、保険種比較、規程類、

重要な説明事項、船前てん補の説明をまとめた

クリアフォルダを作成し、手交しました。 

 従来の保険証券のレイアウトを見直し、見やす

く保存しやすい書式に改訂しました。 

 再保険ネットワーク拡充によるワンストップ

化の推進の一環として、平成 23年 12月に台湾

の TEBC（台湾輸出入銀行）及び平成 24年 2月

に香港の HKECIC（香港出口保険局）と NEXIと

の間で、日系企業取引の一定割合を自動的に引

き受ける比例再保険型の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定の利便

性向上のため、インドネシア（ASEI）等との間

で具体的な再保険協定の改訂につき検討を行

いました。平成 23年 8月には、伯 SBCEと再保

険協定の締結を視野に入れた協力関係推進の

ための覚書を締結しました。この他インドECGC

と再保険協定の締結を検討しています。 

 商工中金及びメガバンク 3行（みずほ、東京三
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は 79億円となっています。 

 

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引き続き実施していま

す。金融機関の営業担当者との意見交換会や勉

強会等を通じ商品知識の向上、商品認知度向上

に努め、同制度拡販に向けた体制整備に努めま

した。 

 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

23 年度も引き続き実施し、約 7.5 億円(1 件)

の債権譲渡の承認を行いました。平成 14 年度

からこれまでの累計実績額は約 1,211 億円と

なっています。平成 19 年度に導入したパリク

ラブリスケ填補割れ債権の日本貿易保険への

譲渡制度については、平成 23 年度は、リスケ

債権の回収が順調であること等から、お客様か

らの要望がありませんでした。平成 19 年度か

らこれまでの累計実績額は 79 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。 

 

 

 共通データベースである NEXI ライブラリにつ

いては、新たに入社した職員を対象に独自の研

修会を実施し、定期的に全職員向けにメール

（ライブラリーニュース）を発信し、定着化・

利用促進を図るとともに、引き続き更新・メン

テナンスを行うべく、全社的な運動を推進しま

した。 

 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。 

 信用事故の査定件数が 88件、86件、34件と推

移する中、平均査定期間は 34日、35日、29日

と推移し、目標を達成しました。 

 他方、調査期間を含めて査定期間を全件 60 日

以内とする目標については、長い調査期間を要

する案件もあり、目標未達となる年度がありま

したが、平成 23年度は達成しました。 

 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-LG 信用案件については 5 営業日

以内）に回答しました。 

 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、迅速に処理しまし

た。 

 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、迅速に処

理しました。 

 具体的な案件に係るお客様からの制度面の照

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、引き続き、

研修の充実や意識喚起等による定着と共有化を図

るとともに、必要に応じ運用の在り方も見直しつ

つ、内容面も含めた搭載情報の適切な更新・メンテ

ナンスの徹底を図ってまいります。 

平成 23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日以内とするとともに、同平均査定期間

を 50日以下とします。 

・ 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-LG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

 

 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。 

 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。 

 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-LG 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ました。 

 提出された保険契約申込書等に不備がある場

合には、短期案件については遅くとも翌日、中

長期案件については 5 営業日以内に連絡しま

した。 

 具体的な案件に係るお客様からの制度面の照

会についても 5営業日以内に回答しました。 

 信用事故における査定件数は 34 件でした。査

定期間を全件 60 日以内とする目標を達成しま

した。一方、同平均査定期間は 29.3 日とほぼ

前年度並みで、目標を達成しました。 

 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。 

 政府が締結する債務繰延協定等に基づく保険
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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。 

 

会には、即日、遅くとも 5営業日以内に回答し

ました。 

 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については、回収

金の入金等を確認した後、翌営業日までに送金

処理の手続を行いました。 

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。 

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。 

 「資源エネルギー総合保険」の引受に際して

は、30 日以内には検討状況をお知らせする一

方、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。 

 

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。 

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。 

 

 

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。 

 

 

 ホームページにおいて、引受プロジェクト、引

受方針変更、制度改正、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

等をタイムリーに公表した他、Web／メールマ

ガジンの「e-NEXI」において読者にとってタイ

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通のメールを発信する等、

社会に対する幅広い情報提供に努めました。 

 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。 

 新たな取組みや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。 

 また海外での再保険協定締結やバイ協議等の

機会では、現地海外日系子会社における認知度

向上を目的に現地海外メディアにも対応し情

報公開しました。 

 コンプライアンスの徹底を図るため、コンプラ

イアンス委員会を中心に全職員を対象とする

コンプライアンス研修を毎年度実施し全グル

ープを対象に毎年度内部監査を実施した他、平

成 23 年度には各部支店にコンプライアンスオ

フィサーを任命し、各部支店ごとの実態に応じ

たコンプライアンス管理を行えるよう体制を

強化しました。 

 

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。 

 

 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。更

に、国内メディアだけでなく海外メディアにも

積極的に情報公開しました。海外日系企業の貿

易保険の認知度向上を目的に、日尼バイ協議時

及び香港との再保険協定締結時に現地メディ

アによる取材に対応し、現地日系企業へ積極的

に情報発信しました。 

 コンプライアンス委員会の活動として、社内コ

ンプライアンス体制を見直し、新たに各部・支

店にコンプライアンスオフィサーを設置して

各部・支店の状況に応じたコンプライアンス施

策の推進及びコンプライアンス目標の管理を

徹底しました。全職員を対象とするコンプライ

アンス研修を行った他、情報管理やコンプライ

アンス全般の取組状況について、全グループを

対象に内部監査を 3回実施しました。また、全

職員の日々の意識向上のため、PC 起動画面に

コンプライアンスや情報管理に関する標語を

掲示して注意喚起を行いました。また、NEXI

におけるインサイダー取引規制を見直すとと

もに、新たに全職員からの誓約書の徴求を実施

しました。 
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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。 

 お客様との定期的な意見交換の実施やお客様

アンケートを通じ、お客様憲章のフォローアッ

プやお客様のニーズ、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。 

 

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。 

 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・サービスを提供し

ました。2011 年は商社・銀行・地銀・中小企

業等を対象に、NEXI主催セミナーを 20回実施

しました。また、主に中小企業関係機関からの

講師派遣要請を受け、計 40 回の外部セミナー

に協力いたしました。 

 

   東日本大震災に対する NEXI の対応として、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 年度は以下の対策を

実施しました。 

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。 

④ NEXI主催／外部機関主催併せて計 12回の

震災対応セミナーを行いました。 

⑤ 平成 23年 4月 20日には特にお問い合わせ

の多かった「放射能汚染に係る貿易保険引

受 Q&A集」をウェブサイトに掲載し、お客

様の利便性の向上に努めました。 

⑥ 震災対応用にフローや手続きを明確化し

た顧客用クリアフォルダを作成し、手交の

上説明を実施しました。 

 平成 23年 4月 11日以降の引受実績は以下のと

おりです。 

 引受件数：596件、相談件数：431件 

 引受保険価額:42億円 保険料：19百万円 

 

⑤東北地方太平洋沖地震に被災されたお客様には

最大限配慮し、震災復興支援策に取り組みます。 

 東日本大震災に対する NEXI の対応として、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 年度は以下の対策を

実施しました。 

 平成 23年 3月 14日の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の公表以降、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。 

④ NEXI 主催／外部機関主催併せて計 12 回

の震災対応セミナーを行いました。 

 平成 23年 4月 11日以降の震災関連の保険の引

受実績は以下のとおりです。 

 引受件数:596件、相談件数:431件 

 引受保険価額:42億円 保険料:19百万円 

 また平成 23年 4月 20日には特にお問い合わせ

の多かった「放射能汚染に係る貿易保険引受

Q&A集」をウェブサイトに掲載し、お客様の利

便性の向上に努めました。 

 震災対応用に申し込みフローなどの手続きを

明確化した顧客用クリアフォルダを作成し、手

交の上説明を実施しました。 

 なお、ピーク時には週 38 件の震災関連の案件
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相談があり、通常業務も並行して行う中で業務

上の負担が高まりました。 

 

(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。 

 

 積極的な広報活動を行い、セミナー等の機会に

おいて既存及び潜在顧客にのニーズを把握し

一部保険商品に反映させました。 

 適切なリスク分析・評価の高度化に向け、バイ

ヤー格付モデルの見直しや他国 ECA とのカン

トリー情報交換を通じリスク分析を深化させ

ました。 

 

(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 

 

 

 人員制約及び国内拠点は大阪支店のみである

にもかかわらず、これまで貿易保険をご利用頂

いたことのないお客様に貿易保険をご利用頂

くため、中小企業のお客様へのホームページ新

設、地方銀行等業務提携先とのセミナー開催、

わかりやすい貿易保険商品パンフレットの作

成、メディアへの多数の貿易保険関連記事掲載

等を実現(前年度 98 件→146 件)することで、

貿易保険の認知度や利便性の向上をはかりま

した。 

 リスク分析・評価高度化に向けて、バイヤー格

付モデルの見直し、新モデルの導入、他国 ECA

とのカントリー情報交換等を通じリスク分析

を深化させました。更に、当初年度計画では予

定していなかったものの、NEXI のポートフォ

リオのリスク管理の観点からストレステスト

の取組を開始しました。 

 職員の専門能力の向上に向けて、貿易取引、金

融分析等の研修を実施し、また、他国貿易保険

機関との関係強化・情報交換体制の整備の観点

から、国別担当者を独・仏・中・韓の四カ国に

ついて設置し、関係言語の語学力向上の為、新

たに外国語研修を実施しました。 

 

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。 

 

 

 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、銀行等の金融機関が開催す

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。 

 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。 

 マスメディアを通じての広報・普及にも積極的

に取り組み、新聞を中心に記事掲載を増加し、

認知度向上に努めました。地方の中小企業に対

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、潜在的なお客様への訴求力を向上させます。 

お客様にとってわかりやすく、必要な情報を素早

く入手できるようホームページを刷新します。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、パンフレット等の一層の充実

に努めます。 

 

金融機関等が開催するセミナー・商談会及び 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や、貿易保険を紹介

する本の発行、貿易保険を初めて利用するお客様向

けのホームページ上のサイトの新設等により、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、各種会合や個別訪問等の場において要望等

 

 

 平成 23 年 4 月のウェブサイトの刷新以降もお

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、タイム

リーな情報の更新に努めました。 

 マスメディアを通じての広報・普及にも積極的

に取り組み、その結果、新聞記事への掲載が

146 件と昨年度対比 66%増加しました。また地

方の中小企業に対する広報活動として、提携地

方銀行が所在する地域の有力紙に広告を掲載

しました。 

 初めて貿易保険を利用するお客様が保険商品

を比較検討しやすいように、各商品の要点をま

とめた貿易保険総合パンフレットを作成しま

した。また、平成 24 年 4 月の制度改正に伴い

中小企業輸出代金保険の商品パンフレットに

ついて、お客様の視点から、判りやすさを考慮

した見直しを行いました。 
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する広報活動として、提携地方銀行が所在する

地域の有力紙に広告を掲載しました。 

 初めて貿易保険を利用するお客様が保険商品

を比較検討しやすいように、各商品の要点をま

とめた貿易保険総合パンフレットを作成しま

した。また、平成 24 年 4 月の制度改正に伴い

中小企業輸出代金保険の商品パンフレットに

ついて、お客様の視点から、判りやすさを考慮

した見直しを行いました。 

 中期計画期間中、新たに民間損害保険会社 3社

及び銀行 13 行と業務委託を締結しました。う

ち 11 行の地方銀行と、平成 23 年 12 月に「地

域企業海外ビジネス支援会議」を開催し、全国

的なネットワークを構築することにより、提携

地方銀行取引先の貿易企業 35,000 社以上への

アクセスを改善し、貿易保険制度の一層の普及

につなげました。 

 

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。 

 

 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 が主催若しくは NEXI

が提携地銀と共同主催する地方での貿易保険

セミナー（平成 23 年度：計 20 回実施）、その

他金融機関等が開催する外部セミナー（平成

23年度：計 40回協力）において保険商品の説

明・紹介を積極的に行い、利用者の裾野拡大に

努めました(合計約 3000 社の中小企業に貿易

保険を紹介)。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。 

 平成 23 年度は新たに民間損害保険会社 3 社及

び銀行 12 行と業務委託を締結したのに加え、

大阪商工会議所と業務協力の覚書を締結しま

した。 

 国交省及びゼネコン関係団体が開催する会合

において貿易保険セミナーを行い（計 3 回）、

海外建設工事受注の際の貿易保険活用の周知

に努めました。 

 

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尐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

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。 

 

 

 

 バイヤー審査については、外部信用情報ツール

や外部格付機関のレポートなどを活用し、最新

四半期決算を入手する等、機動的な審査を行い

ました。 

 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、

新モデルを平成 23 年 5 月末より稼働させまし

た。 

 国別与信モニタリングおよび G/H カテ国モニ

タリング等を通じて、高リスク国・高与信残高

国を中心にリスク情勢変化を早期に感知し、リ

スクに応じた適正な引受方針の設定・見直しに

努めました。 

 カントリーリスク並びにバイヤー情報につき、

政府関係部局や政府系機関ならびに在外公館

等との情報交換を通じて公的機関にある情報

を総合的に活用すると同時に、民間のシンクタ

ンクや海外の ECA 等からの情報収集も積極的

に行いました。 

 事故発生・保険金支払い状況について、関係

部・グループ間で定期的に情報連携を行うとと

もに、特殊な保険金支払い案件については、

NEXI全体で事例研究会を実施しました。また、

共有された事故情報の内、組織横断的な対応が

必要な事項については、関係部・グループ間で

検討・協議を随時行い、関係者で決定した対策

②リスク分析・評価の高度化のための体制整備 

中東地域の政治変動等に伴う、ソブリンリスクの

顕在化やカントリーリスク変動等を踏まえつつ、国

別与信モニタリングとその見直し等を図り、リスク

に即応し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まいります。また、セ

クターや会計制度など国の特性に配慮しつつ、外部

環境の変化に対応する機動的かつ的確なバイヤー

審査を行い、改訂格付モデルへの円滑な移行と必要

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。 

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るとともに、

e-NEXI 等を通じたお客様への更なる情報提供強化

や、組織内での一層の情報等の共有化を図って参り

ます。 

また、本年 9 月より実施される新しい OECD 最低

保険料率合意については、これに基づき設定される

新料率体系への円滑な移行に向けお客様への周知

徹底に努めるとともに、信用リスク審査体制の一層

の整備を行います。 

大型の保険金支払い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検証を行います。これを

踏まえて、審査・リスク管理および保険引受条件等

 

 中東地域の政治変動等に伴う、ソブリンリスク

の顕在化やカントリーリスク変動等を踏まえ

つつ、国別与信モニタリングとその見直し等を

適時・適切に図り、リスクに応じた国カテゴリ

ー及び引受方針の設定となるよう、引き続き取

り組みました。具体的には、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

イスランドの国カテ引下げ(平成 23 年 5 月)、

経済情勢悪化による中長期引受停止（ベラルー

シ）、治安悪化を受けた引受停止（シリア）、独

立に伴う南スーダンの引受方針新規策定、ミャ

ンマーの引受方針積極化、イラン制裁への対応

などを行いました。 

 NEXI 全体のリスク管理向上の取組の一環とし

て、当初年度計画には予定していなかったエネ

ルギー価格急落等のシナリオに沿ったストレ

ステストを試行しました。 

 外部環境の変化を適切・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、新モデルを平成 23 年 5 月末より稼働さ

せ、同モデルでの円滑な運用を実施しました。 

 バイヤー、国などのリスク分析に際しては、

OECD 各種会合、欧州やアジア等の ECA とのバ

イ協議などの機会でのコミュニケーション強

化に努め、バイヤーやカントリー情報の交換を

活発に行い、与信管理体制の整備やカントリー
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応が図られているかを示すもの。 

 

を実施しました。 

 モニタリング推進委員会を中心に保険契約締

結から保険金支払後の債権回収まで、保険引受

済み案件のモニタリングについて一貫したフ

ォローアップ体制を整備しました。各部署のモ

ニタリング業務実施状況の確認、モニタリング

関連情報の発信・周知・共有、モニタリング業

務実施上の課題の抽出・協議を継続的に実施

し、突発的な保険事故の発生等の不測の事態に

備えるため案件管理を行いました。 

 

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。 

引受方針・国カテゴリー決定に反映させまし

た。 

 改訂された OECD 最低保険料率合意に基づき、

ウェブサイトを通じ、新料率体系を速やかにお

客様へ周知徹底するとともに、保険料率試算メ

ニューを見直すなど、円滑な制度移行に努めま

した。また同合意に基づき案件審査体制の一層

の整備に努めました。 

 船舶の船前の信用事故が発生し保険金を支払

いました。審査部と債権業務部共同で、その案

件の事故原因等（引受当時のバイヤー格付など

引受時の審査内容）の他、担保処分等回収方法

について検証を行い、今後一層営業・審査・査

定・回収業務を適正且つ効率的・効果的に行う

ための知見を蓄積しました。 

 保険金の支払いに関して的確な査定を行う観

点から、平成 23 年 10 月 28 日付け会計検査院

の指摘を踏まえ、業務処理の迅速化にも留意し

つつ、的確な査定を行うための体制を整備し、

再発防止に取り組んでいます。具体的には、月

一度の事例研究等を通じ社内関係部署間でノ

ウハウの共有を図るとともに、マニュアルの見

直しを検討しており、的確な保険金査定の体制

整備に努めています。 

 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

例会議等を通じてフォローし、情報共有を実施

しました。また、モニタリング事例勉強会の開

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。更に案件管理に有

益と考えられる新聞情報、非日系企業倒産情報

等の各種情報を 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。 

 

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。 

 

 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

実施した他、他国貿易保険機関との関係強化を

見据え、4カ国について、国別担当者を設置し、

当該言語に関し語学研修を実施しています。 

 また、外部からの弁護士等専門資格保有者の採

用も実施しました。 

 職員の能力を最大限引き出せるよう、職務・職

責に応じた専門的な業務遂行能力を適切に評

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、我が国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。 

 

 職員の専門的な業務遂行能力を高めるため、貿

易実務、プロジェクトファイナンス、プラント

建設、プロジェクトボンド、融資契約、財務分

析、再生可能エネルギー等について 18 件研修

を実施しました。また、ビジネス法務、財務分

析等、業務に資する資格等の取得に取り組み 

3名が外部資格試験に合格するなど成果を挙げ

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ました。更

に、他国貿易保険機関との関係強化を見据え、

4カ国について、国別担当者を設置し、当該言
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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。 

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、同制度を運用しています。 

 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

諸機関との間で連携体制を整えることに努め、

職員もそのような連携を通じ、成果を上げまし

た。連携を通じ、具体的には、引受審査や保険

事故発生の未然防止、損害の最小化を図るため

の相手国政府への働きかけなどにおいて、成果

をあげました。 

 語に関し語学研修を実施しています。 

 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 23 年度も同制度を運

用しています。 

 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

諸機関との間で連携体制を整えることに努め、

職員もそのような連携を通じ、成果を上げまし

た。具体的な連携として 

① 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バックア

ップしました。 

② ベネズエラやイラン向け付保案件等につ

いて、在外大使館との連携により、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。 

 

 外部からの弁護士等専門資格保有者の採用も

実施する等、高い専門性を有する人材を確保に

努めました。 

 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流動性リスクを抽

出しました。これら各リスクについて、リスク

管理方針の策定に向け検討を進めました。 

 

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一層の充実を図り

ます。 

 

 

 外部弁護士等専門性の高い有資格者等の採用

により情報収集能力や分析能力の向上を図り

ました。 

 営業第一部において引受第一グループ及び業

務管理グループを同一の契約業務グループと

することにより従来よりも情報共有及び協力

が更に円滑に行えるよう組織改編を行い、お客

様からのお問い合わせやご要請に迅速に漏れ

なく対応できる効率的な業務運営・内部管理体

制を実現しました。 

 

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。 

 

 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。 

 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。 

 

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、NEXI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。 

 

 

 透明性を確保する観点から国民に分かりやす

い情報開示に努め、ホームページへのアップ件

数も約 550件から約 600件に増加しました。 

 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。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
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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。 

 

 

 「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への対応、

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、輸出保証保険の填補範囲の拡大、

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行いま

した。 

 中小企業の国際展開支援として、バイヤー調査

無料化による保険利用促進の他、23 年度には

地銀 11 行と業務提携締結し中小企業にとって

の貿易保険へのアクセスを改善し、また中小企

業保険の見直しも行いました。 

 国際金融市場の急激な変動に対応しては、海外

子会社に対する運転資金につき海外事業資金

貸付保険の付保を積極的に行った他、信託制度

を通じた貿易保険が付保された貸付債権の流

動化を進め、また地銀等、新たな中長期資金の

貸し手を拡大するなど機動的に対応しました。 

 資源エネルギー分野では、銅鉱山案件・LNG案

件等に関して、資源・エネルギー総合保険を活

用し、海外国営資源会社、大手資源関係企業等

とも連携して具体的な案件の発掘、組成に努め

ました。 

 環境社会構築への支援では、「地球環境保険」

を活用し、再生可能エネルギー分野への支援等

を行いました。 

 航空機分野への支援も引き続き拡大し、我が国

メーカーの国際共同開発プロジェクトを引き

続き強力に支援しました。 

 その他、新たな分野への支援として農業分野、

船舶輸出分野等の産業分野で保険引受の実績

を上げるなど、幅広い分野で支援を行いまし

た。 

 

（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。 

 

 

 政府の施策であるパッケージ型インフラ海外

展開支援への対応として、現地通貨建対応、付

保率引上げ(一定の場合に最大100％)を制度的

に措置し、案件の引受実績を積み重ねました

(現地通貨建対応 4件、付保率引上げ案件 5件)。

また案件形成の初期段階から関与し、本邦企業

の海外展開を支援しました。 

 中小企業の国際展開支援として、昨年度は地銀

11 行と業務提携締結し、中小企業保険の見直

し検討も行った他、バイヤー調査無料化による

保険利用促進など広範な取組を行いました。 

 欧州金融危機に伴う国際金融市場の急激な変

動に対応しては、信託制度を通じた貿易保険が

付保された貸付債権の流動化を進めた他、地銀

等、新たな中長期資金の貸し手を拡大するなど

機動的に対応しました。 

 資源エネルギー分野では、銅鉱山案件・LNG案

件等に関して、資源・エネルギー総合保険を活

用し、平成 23 年度には件数・金額ともに過去

最大規模の引受を実施しました（7件、2730億

円）。 

 環境社会構築への支援では、従来引受実績のな

い再生可能エネルギー分野（地熱発電・風力発

電）への支援に成功し、知見・経験を積み重ね

ました。 

 航空機分野への支援も引き続き拡大し、23 年

度は更にボーイング 787 の再保険引受を開始

し、我が国メーカーの国際共同開発プロジェク

トを引き続き強力に支援しました。 

 その他、これまで貿易保険の利用が尐なかった

船舶輸出分野（4案件引受）等の産業分野で保

険引受の実績を上げるなど、質・量の両面で計

画を超えた実績を上げました。 

 

 

  ①パッケージ型インフラの海外展開支援 

 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

①パッケージ型インフラの海外展開支援 

インフラ整備について、電力、鉄道、水ビジネス、

港湾、通信、道路などの様々な分野で世界的に展開

される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。 

保険契約締結後に円の価値が下がり、保険事故時

に受け取る保険金額が減尐するリスクをカバーす

る通貨の対象を大幅に広げることで、融資及び返済

が現地通貨で行われるインフラ分野のプロジェク

 

 パッケージ型インフラの海外展開支援を目的

として 23年 4月に(1)現地通貨為替リスク対応

強化(2)JBIC協調融資に対する付保率引上げ恒

久化の制度改正を行い、着実に実績を積み重ね

ました。また我が国の経験・教訓を踏まえた先

進的な環境・安全技術の輸出案件等、日本企業

が参画する各種インフラ整備に係わるプロジ

ェクトにおいて、新興国との競合の中、官民一
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修・拡張プロジェクトの引受を行い、アジアの

インフラ整備に対して積極的な協力を行いま

した。 

 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。 

 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、付保率の引上げ（非常、信用と

も最大 100％）を恒久化する一方、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。  

 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、４

件の引受実績をあげました。 

 原子力分野における、我が国の経験・教訓を踏

まえた先進的な環境・安全技術の輸出について

は、METI の安全確認後、原子力発電所案件の

機器輸出につき引受を行いました。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、我が国の輸出業者及び出資予定

者、関係出資者等と面談を行い、我が国からの

機器輸出に対する貿易代金貸付保険による支

援等について検討を行いました。特に米国案件

では米国 DOE と資源エネルギー庁が行う日米

原子力運営委員会等を通じ、DOEが有する支援

制度（Loan Guarantee program）と協調融資

を行う際の条件の改善に貢献しました。 

 

トへの我が国企業の参画を支援します。 

貿易代金貸付保険及び海外事業資金貸付保険に

ついて、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

対する付保率を最大 100％に引き上げる措置を活用

し、インフラ分野における、民間金融機関の長期・

巨額の資金供給を支援します。 

我が国企業が参画する大型プラント輸出案件で、

機器・役務が混在するようなケースにより柔軟に対

応できるよう、プラント・エンジニアリング企業と

締結する特約内容等の検討を行います。 

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

出等の支援を検討します。 

我が国建設業の海外市場への事業展開を支援し

ます。海外向け建設請負契約等の問題点を検討しつ

つ、貿易保険の利用促進に努めます。 

在外大使館に置かれたインフラプロジェクト専門

官等と引き続き密接に連携し、インフラ分野のプロ

ジェクトにおける我が国企業の円滑な事業展開を

支援します。 

 

 

 

体となり案件の初期段階から相手国政府・事業

者と長期にわたる協議・交渉を実施しました。

更にその他にもインフラ整備において、発電分

野では、ベトナム／Dakdrinh 水力発電所建設

プロジェクト、ベトナム／DongNai5 他 3 水力

発電所建設プロジェクト、運輸・通信分野では、

ベトナム／HaiPhong 高速道路建設プロジェク

ト、同国の送電網拡張プロジェクト等の引受を

行いました。 

 パッケージ型インフラの海外展開支援に際し

ては、NEXI はお客様の案件形成初期段階から

の関与が求められることが多く、具体的には、

鉄道案件や原子力発電案件において、政策対話

や政府間交渉の支援、興味表明レター発出など

を通じたトップセールス支援、ファイナンスの

基本条件交渉参加を通じた案件形成支援に積

極的に関与しました。 

 プラント・エンジニアリング企業と協同し、制

度骨子の策定を行い、平成 24 年度中の商品化

に向けて技術提供包括特約の範囲拡大等の検

討を行いました。 

 インフラファンド投資については、平成 22 年

度に引き続き、具体的スキームを検討しまし

た。 

 我が国の経験・教訓を踏まえた先進的な環境・

安全技術の輸出について、METIの安全確認後、

3件の原子力発電所建設に係る関連機器輸出案

件に対する貿易一般保険の付保を行いました。 

 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。平成 23年度は、ドル･ユーロを除く外貨建

特約案件として、ニュージーランドドル建で地

熱発電機器輸出プロジェクトの引受に加えて、

ポンド建てによる英国洋上風力案件など計 4

件の引受を行いました。 

 JBIC との協調融資について、付保率の引き上

げ措置を平成 24 年 4 月より恒久化しました。

平成 23年度の Non-LG案件での貿易代金貸付保

険の引受金額・件数ともに増加し、輸出に必要

な資金供給を積極支援しました。このうちコロ

ンビア・ソガモソ水力発電プロジェクト、イギ

リス・大型クルーズ客船輸出プロジェクト等の

5件において付保率 100％で引き受けました。 

 

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

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

②中堅・中小企業の国際展開支援 

 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 23 年

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

 

 NEXI は、人員数、国内拠点共に十分な体制に

ない中にあって、中小企業をはじめとする地域
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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。 

 

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。 

 

度も継続し、制度開始以降の利用実績は 784件

（442社）に達しました。 

 中小企業をはじめとする地域企業の海外展開

を一層積極的に支援するため、地方銀行 11 行

との提携を通じた、全国的な海外ビジネス支援

のネットワークを発足し、平成 23年 12月 5日

地域企業海外ビジネス支援会議を開催いたし

ました。両者が連携して全国的なネットワーク

を形成することを通じて、地域企業の貿易保険

へのアクセス改善など利便性の向上を図りま

した。 

 中小企業輸出代金保険について(1)保険料率

25％引き下げ、(2)契約金額の上限額を１契約

50百万円まで引上げ、及び輸出者毎の引受け枠

の撤廃、 (3)中堅企業（資本金 10 億円未満）

への利用拡大、以上 3点の制度見直しを行いま

した。 

 中小企業輸出代金保険の中期計画期間中の引

受は 930件に達しました。 

 商工中金及びメガバンク 3行（みずほ、三菱東

京 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引き続き実施していま

す。金融機関の営業担当者との意見交換会や勉

強会等を通じて、体制の強化に努めました。 

 また、特に中小企業のお客様が多い大阪支店に

おいて、以下のような取組を行いました。 

① 貿易保険のご利用経験の尐ない中小企業

のお客様には、潜在的なお客様向けの貿

易保険によるリスクヘッジセミナーの実

施を通じ、より丁寧なご説明を行いまし

た。また、既存のお客様向けにも円滑に

貿易保険を利用いただくためのフォロー

アップセミナーを実施しました 

② 大阪商工会議所、地方自治体（大阪府・

愛媛県・福井県）、及び各地域の経済産

業局とも連携し、共催セミナーの開催や

中小企業海外展開支援会議への参加、貿

易保険による中小企業の海外展開支援の

紹介等を通じ、地方の中小企業への貿易

保険の普及に取り組みました。 

 

 

 

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、利便性の向上を目的とした商品

性の改善の検討を行うとともに、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

遇融資制度や、輸出代金債権の買取り制度を、より

一層多様な金融機関と協力して整備します。 

海外展開を計画している中小企業のお客様をよ

り一層支援するため、大阪支店について、サービス

内容の改善を行うとともに外部関係各機関との協

力体制を強化します。 

企業の海外展開を一層積極的に支援するため、

地方銀行 11 行との提携を通じた、全国的な海

外ビジネス支援のネットワークを発足させ、平

成 23年 12月 5日地域企業海外ビジネス支援会

議を開催いたしました。両者が連携して全国的

なネットワークを形成することを通じて、地域

企業の貿易保険へのアクセス改善など利便性

の向上を図りました。具体的な成果として、23

年度に提携した地銀のうち 3 行とそれぞれの

地域で共催セミナーを開催し、新たに地銀取引

先中小企業約 390社の関係者 500名以上対し貿

易保険を紹介しました。また、提携先地方銀行

の人員（NEXI 人員が 145 人のところ、提携に

よって提携先地方銀行の合計約 10,000 人以上

人員を経由した貿易保険へのアクセスが可能

になりました）による取引先中小企業への貿易

保険の提案力を向上のため提携先各行の行員

向け勉強会を順次実施しています。（提携地銀

取引先の貿易企業は 35,000社以上） 

 更に、貿易保険に不慣れな中小企業による利用

を促進するため、2012 年 4 月実施を目処にパ

ンフレット・事例集等顧客説明資料を改善しま

した。 

 また中小企業輸出代金保険について(1)保険料

率 25％引き下げ、(2)契約金額の上限額を１契

約 50 百万円まで引上げ、及び輸出者毎の引受

け枠の撤廃、 (3)中堅企業（資本金 10 億円未

満）への利用拡大、以上 3点の制度見直しを行

いました。 

 貿易保険利用促進のため、中小企業への無料信

用調査制度を導入してきましたが、利用件数は

平成 22 年度 150 件より 40％増加し、平成 23

年度は 210件の利用となりました。 

 中小企業輸出代金保険の平成 23 年度引受実績

は 286件に達しました。 

 商工中金及びメガバンク 3行（みずほ、三菱東

京 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引き続き実施していま

す。金融機関の営業担当者との意見交換会や勉

強会等を通じて、体制の強化に努めました。 

 また、特に中小企業のお客様が多い大阪支店に

おいて、以下のような取組を行いました。 

① 貿易保険のご利用経験の尐ない中小企業

のお客様には、潜在的なお客様向けの貿

易保険によるリスクヘッジセミナーの実

施を通じ、より丁寧なご説明を行いまし

た。また、既存のお客様向けにも円滑に
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貿易保険を利用いただくためのフォロー

アップセミナーを実施しました。 

② 大阪商工会議所、地方自治体（大阪府・

愛媛県・福井県）、及び各地域の経済産

業局とも連携し、共催セミナーの開催や

中小企業海外展開支援会議への参加、貿

易保険による中小企業の海外展開支援の

紹介等を通じ、地方の中小企業への貿易

保険の普及に取り組みました。 

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。 

 

 

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強協定の拡大を通

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。 

③国際金融市場の急激な変動への機動的な対応 

 世界的な金融危機への対応として、海外日系企

業の運転資金支援について、制度創設（平成

21 年 1 月）以来、約 9,000 億円の引受を実施

しました。 

 欧州ソブリン危機、バーゼル 3、及び欧州域内

の資本規制等により中長期資金の出し手と資

金量が不足する中にあって貿易保険による機

動的対応により、新たに 1,000億円を超える資

金源を開拓しました。 

 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、中期計画期間中    

合計 109件、約 1,100億円の引受を行いました。 

 輸出信用機関との協定につきましては、平成

21年 6月、タイの THAI EXIM（タイ輸出入銀行）、

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

結した他、23年 12月に台湾の TEBC（台湾輸出

入銀行）及び平成 24年 2月に香港の HKECIC（香

港出口保険局）と NEXI との間で、比例再保険

型の再保険協定を締結し、再保険ネットワーク

を拡大しました。そして輸出信用機関相互の人

材育成の一環として、平成 22～24 年に経済産

業省が実施した「アジアの輸出信用機関（ECA）

専門家招聘・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。 

 MIGAや欧州 ECAからの再保険も引受けました。 

 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譲渡担保とした

融資制度・債権買取制度を実施しました。 

 

③国際金融市場の急激な変動への機動的な対応 

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て機動的な対応に取り組

みます。具体的には、以下のような取り組みを行い

ます。 

ア）信託制度等の活用による貿易保険が付保され

た債権の流動化支援措置の一層の活用を図るべく、

対応の拡充に取り組みます。 

イ）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、我が国企業による海外資産

等の買収支援を積極的に行います。 

ウ）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。 

エ）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。 

オ）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。 

 

 

 欧州ソブリン危機、バーゼル 3、及び欧州域内

の資本規制等により中長期資金の出し手と資

金量が不足する中にあって貿易保険による機

動的対応により、新たに 600億円を超える資金

源を開拓しました。具体的には、信託制度・流

動化スキームを活用し、6件・約 500億円成約

し、これにより複数の国内金融機関を新たな融

資資金の出し手として開拓しました。また、金

融機関との積極的な連携により KfW（ローンパ

ーティシペーションによる参加）や地方銀行等

を新たな融資資金の出し手として、約 100億円

成約しました。 

 海外日系企業の運転資金支援について、平成

23 年度には、タイの洪水対策の第一号案件を

含めて 4件、約 200億円を引受けました。制度

創設（平成 21 年 1 月）以来、約 9,000 億円の

引受を実施しました。また、平成 24 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 25年 3月末まで引受を行うこととしました。 

 JBIC との協調融資について、付保率の引き上

げ措置を平成 24 年 4 月より恒久化しました。

平成 23 年度の貿易代金貸付保険の引受金額は

約 3,439 億円と前年度比 43%増加し、輸出に必

要な資金供給を積極支援しました。更に途上国

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 23年度は 5件（250

億円）の引受を行いました。 



16／28 

中期目標 中期計画 中期計画進捗状況 年度計画（平成２３年度） 年度計画進捗状況（24年3月現在） 

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 

 資源エネルギー総合保険等を活用し、ロシア・

サハリンⅡフェーズ 2 プロジェクトやパプア

ニューギニア・LNGプロジェクトなどの LNG分

野、マダガスカル・アンバトビーニッケル鉱山

開発などの鉱山開発分野での引受を行いまし

た。 

 「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我が

国の資源確保の観点からの意義を相談するな

どの取組を積極的に行い、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。 

 世界有数の鉱物資源開発会社である Vale 社

（ブラジル）との間で上限ＵＳ２０億ドルの保

険引受枠を合意しました。第１号協力案件とし

て、平成 21 年 12 月、Vale 社の子会社である

インドネシアのニッケル鉱山会社が所有する

精錬施設に電力を供給する Karebbe 水力発電

所建設プロジェクトについて、引受を行いまし

た。 

 更に顧客利便性を高め実績向上を図る施策と

して、顧客企業による資源案件での負担軽減の

ため JOGMEC、JBIC と連携し資源案件における

ワンストップ化を推進。チリ・シエラゴルダ銅

鉱山開発プロジェクトにて実現しました。 

 

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。 

 

 

 銅鉱山案件・LNG案件等に関して、資源・エネ

ルギー総合保険を活用し、平成 23 年度には件

数・金額ともに過去最大規模の引受を実施しま

した（7 件、2730 億円）。鉱物資源分野ではチ

リ/カセロネス銅・モリブデン鉱床開発プロジ

ェクトや、マダガスカル/アンバトビーニッケ

ル鉱山開発案件（追加出資分）、チリ・シエラ

ゴルダ銅鉱山開発プロジェクト、石油・エネル

ギー分野ではインドネシア・ドンギスノロＬＮ

Ｇプロジェクトやベネズエラ・PDVSA向け製油

所改修プロジェクトの引受を行いました。また

国営資源会社、大手資源関係企業等との具体的

な案件の発掘や関係強化に努めました。 

 更に顧客利便性を高め実績向上を図る施策と

して、顧客企業による資源案件での負担軽減の

ため JOGMEC、JBIC と連携し資源案件における

ワンストップ化を推進。チリ・シエラゴルダ銅

鉱山開発プロジェクトにて実現しました。 

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。 

 

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。 

⑤環境社会構築への支援 

 地球環境保険については、カザフスタン共和国

法人 Mining Company LLP 向け貸付案件やベト

ナム植林事業案件、スペイン/太陽熱発電案件、

イギリス・洋上風力案件、ニュージーランド・

地熱発電案件、など、プロジェクトベースで合

計 13 件引き受けました。また、地球環境保険

の商品性の向上の可能性を含めた、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、検討を行いました。 

 OECD における環境コモンアプローチの議論等

を踏まえ平成 14 年に大幅改訂した環境社会配

慮ガイドラインについて、国際的な環境を巡る

議論が高まったことを受け、平成 21 年 7 月に

更に改訂し、平成 21年 10月に実施しました。

実施に際しては、HP での情報提供や、産業界

向け及び金融機関向けの説明会を行う等、改訂

内容の周知徹底に努めました。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。 

 

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。また、OECDでの環境コモンアプローチに

係る議論に積極的に参画し、結果を踏まえて所要の

対応を行います。 

 

 

 平成 23 年度の地球環境保険は、従来引受実績

のない再生可能エネルギー分野（地熱発電・風

力発電）への支援に成功しました（ニュージー

ランド地熱発電案件及びイギリス・洋上風力案

件）。前年度引受けた太陽熱発電分野に加え、

新たな２分野への取り組みにより、同分野への

知見・経験を積み重ねました。更に、再生エネ

ルギー分野ついての職員向け研修会を開催す

る等組織全体で今後の再生可能エネルギー分

野への引受のノウハウ共有・蓄積を行いまし

た。 

 平成 21 年度に改正された環境社会配慮ガイド

ラインに則り、適確且つ迅速な審査を行いまし

た。 

 また、プロジェクトの組成が長期に亘ることか

ら、引き続き効率的且つ適切な審査ができるよ

う態勢の整備に努めました。 

 更に、OECD の環境コモンアプローチ改正に就

いては、他国 ECA及び JBICと連携し、NEXIの

主張が改正案に反映されるよう積極的に参画



17／28 

中期目標 中期計画 中期計画進捗状況 年度計画（平成２３年度） 年度計画進捗状況（24年3月現在） 

しました。 

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。 

 

⑥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 16 年の米輸銀との再保険協

定締結以来、エアライン・リース会社で 26社、

支援件数は 136 機の再保険を引き受けており

ます。ま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による支

援ができるよう、約款の改訂に着手していま

す。また 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。また国産航

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の受注獲得に貢献しまし

た。 

 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の取り組みとして、

スーダン・南スーダンのたばこ会社買収案件の

海外投資保険の引受や、マレーシア・太陽電池

用途の多結晶シリコンの製造工場建設におけ

る投資保険での保険引受を行いました。 

 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。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。 

 日本企業と業界他社との競争が激化する一方、

欧州銀行の貸し渋りを機に資金供給が細くな

っている船舶輸出関連分野でも輸出案件の支

援を行い、平成 23年度には本邦企業による 11

年ぶりの大型クルーズ船受注に繋げました。 

 ミャンマーについて、欧米諸国及び円借款の再

開に先立ち、NEXI として①クレジットライン

（2 年間で 5 億ドル），②短期の貿易保険の弾

力的運用、③8年ぶり中長期の貿易保険の再開

を柱とした支援策を発表しました（2012 年 1

月）。また、2012年 3月には、貿易保険の活用

に向けて、ミャンマー国政府との意見交換のた

め、理事をヘッドとした NEXI 関係者と民間企

業 9 社で構成するミャンマーミッションを実

施し、ミャンマー国政府と意見交換を行いまし

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、新 ASU（航空機セ

クター了解）の内容を踏まえて、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及び成

長産業化の観点から、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）及び農産物輸出の支援強化に取り組みます。

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。 

BOPビジネスについても、その実態をフォローし、

貿易保険の引受を検討します。 

 

 

 

 

 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 23 年度は、エアライン合計

11社に対して、ボーイング製航空機 29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 26 社、支援件数は 136 機となりました。ま

た国産航空機の輸出支援については、約款の改

訂に着手しています。23 年度は特にボーイン

グ 787の再保険引受を開始し、我が国メーカー

の国際共同開発プロジェクトを引き続き強力

に支援しました。 

 日本企業と業界他社との競争が激化する一方、

欧州銀行の貸し渋りを機に資金供給が細くな

っている船舶輸出関連分野でも 4 案件の引受

を行いました。また平成 23 年度には、大型ク

ルーズ客船の輸出案件の支援を実施し、本邦企

業による 11 年ぶりの大型クルーズ船受注に繋

げました。 

 高リスク国への取り組みとして、スーダン・南

スーダンのたばこ会社買収案件の海外投資保

険の引受の他、1990 年の湾岸戦争以降引受停

止していたイラク向け中長期案件の引受を再

開しました。更に、これまで貿易保険の利用の

無い建設業への支援を図り、ゼネコン等関係者

向けに貿易保険セミナーを３回開催しました。 

 ミャンマーについては、欧米諸国及び円借款の

再開に先立ち、NEXI として①クレジットライ

ン（2 年間で 5 億ドル），②短期の貿易保険の

弾力的運用、③8年ぶり中長期の貿易保険の再

開を柱とした支援策を発表しました（2012年 1

月）。また、2012年 3月には、貿易保険の活用

に向けて、ミャンマー国政府との意見交換のた

め、理事をヘッドとした NEXI 関係者と民間企

業 9 社で構成するミャンマーミッションを実

施し、ミャンマー国政府と意見交換を行いまし

た。 



18／28 

中期目標 中期計画 中期計画進捗状況 年度計画（平成２３年度） 年度計画進捗状況（24年3月現在） 

（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。 

 

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。 

 

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。 

 

 

（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。 

 

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。 

 

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。 

（５）民間保険会社による参入の円滑化 

 

 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。他方、損害保険会社各社とはお客様ニー

ズの観点から海外フロンティングスキームを

中心に推進し、下記成果をあげて参りました。 

 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）契約を締結しました。こ

れをはじめとして中期計画期間中、12 件の海

外フロンティング案件を成約しました。 

 平成 24 年 3 月に東京海上日動火災のシンガポ

ール現法との間でフロンティングスキームに

より、日系企業の第三国向けのプラント輸出案

件を引受けました。またタイの大規模洪水を契

機に、タイの国内販売取引も再保険の対象とす

ることを決定しました。 

 民間保険会社との販売委託業務についても継

続し、上記フロンティングスキームを中心に、

対象保険種拡大の約款整備の作業にあたり各

種規定の制定趣旨・具体的運用方法等情報・ノ

ウハウ提供に取り組みました。 

 

（５）民間保険会社による参入の円滑化 

 

 ①海外フロンティングの推進 

民間保険会社の海外現地法人が提供した貿易保

険をＮＥＸＩが再保険するスキーム（フロンティン

グ）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、具体的案件の

組成に努めます。 

 

②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、具体的案件の組成に

努めます。 

 

 

③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。 

 

 

 

 前年度に引き続き三井住友海上火災保険(株)

と、更なる具体案件組成のため連携を強化し

23年度は 11件の消費財輸出につき成約しまし

た。また同社、東京海上日動火災保険(株)や、

(株)損害保険ジャパンとも、取扱国及び取扱保

険種拡大に向け協議を重ね、新たな取扱国とし

て香港及びタイでの取扱を開始しました。また

新たな取扱保険種としてプラント等設備財の

輸出を対象とした包括保険の取扱を開始し、初

めてプラント輸出につきフロンティングスキ

ームでの引受を決定しました。更に、タイにお

いては現地国内取引についても取り扱うこと

を決定しました。また更に新しい保険種として

取扱保険種限度額設定型保険若しくは類似の

より利便性保険商品取扱を検討中です。 

 協調保険につき損保会社と意見交換を実施し

案件組成を図ったものの、損保各社はお客様ニ

ーズの観点から比較的拡大見込のある上記フ

ロンティングスキームに積極的であるため、上

記の通り対応し成果をあげました。 

 民間保険会社との販売委託業務についても継

続しております。上記フロンティングスキーム

を中心に、対象保険種拡大の約款整備の作業に

あたり各種規定の制定趣旨・具体的運用方法等

情報・ノウハウ提供に取り組んでいます。 

 

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

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

 

 中期目標実現のため、業務効率の向上を図るこ

とで、下記の通り効率化指標を達成しました。 

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

 

 平成 23 年度は特に、業務量拡大（営業第一部

では通常業務に加え震災関連の引受 596 件増
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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及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・外国旅費など管理業務に係る経費とする。 

 

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。 

 

（参考）平成 20年度末の一般管理費 

 578百万円 

平成 23年度末の一般管理費見込み 

560百万円 

中期目標期間中の一般管理費総額見込み 

1,698 百万円 

 既存業務費（人件費を含む）については、 

21年度 4,166（百万円）、 

22年度 4,083（百万円）、 

23年度 4,061（百万円）と、 

いずれも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 

 一般管理費についても、 

21年度 563（百万円）、 

22年度 561（百万円）、 

23年度 558（百万円）と、 

基準値から毎年度 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） 

 

 

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 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。 

 

加、営業第二部では中長期貸付案件引受が  

40件から 50件に増加する一方、パッケージ型

インフラ案件や資源案件など、案件形成の初期

段階からの関与が増加し、結果的には失注とな

る案件に関与するケースが発生）の中で効率的

に運営を行い上記商品性改善及びサービス向

上、震災対応等を当初想定以上に実現しまし

た。 

 既存業務費（人件費を含む）については、4,061

（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 

 一般管理費については、558（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） 

 

 

 

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。 

 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、21年度から 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、23 年

度末の人員を平成 20年度末の 97％以内とする

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。 

 

②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）を踏まえ、国際金

融等の専門性を確保しつつ、諸手当や専門能力認定

の見直し等により、人件費やラスパイレス指数の適

正確保に向けて取組を進めます。また、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。 

 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 23年度末の人員を平成 20年

度末の 97％以内とする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。 

 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進めました。 

 国からの出向者について出向ポストを見直す

等して給与水準の適正化に努め、役職員の報

酬・給与等についてはホームページで公表しま

した。また大阪支店の人員を 12 名から 6 名に

半減させました。 

 

③大阪支店について、「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）を踏まえ、地方の中小企業等に対する一層の利

便性の向上に配意した上で必要な機能及び組織の

見直しを行うとともに、地域密着型店舗としてお客

様へのサービス向上に取り組みます。また、海外事

務所についても、同基本方針を踏まえ、管理経費の

縮減等に引き続き取り組みます。 

 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進めているところで

す。 

 大阪支店に求められる役割について、①関西地

域を中心とした地域密着型営業拠点、②中小企

業比率が高い地域特性を活かした中小企業支

援拠点、と整理を行って、適正規模の組織・人

員体制へと見直しを行いました。具体的には、

3グループ 1室体制から 1グループ 1室体制へ
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変更、人員も 12 名から 6 名へと要員数を半減

させました。 

 お客様へのサービス向上の観点からは、お客様

向けのセミナーや懇談会の開催、個別打ち合わ

せ室を新たに設置して個別相談の情報セキュ

リティの確立、お客様向けの貿易保険説明資料

の作成、等の対応を実施しました。 

 大阪支店は地域密着型拠点として、各地の経済

産業局・中小機構・JETRO及び地方自治体と連

携して、地方の中小企業に貿易保険制度による

海外展開支援の紹介に努めました。また地方の

顧客にきめ細かい対応を行うため、大阪支店担

当地域の 7行との業務提携を進めました。 

 

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。 

 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 23

年度は 7％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 23 年度は 4 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。 

 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。また平成 24 年 5 月頃に開

催し、平成 23 年度の契約内容についてチェッ

クを受ける予定です。 

 

④契約については、「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）

を踏まえ、「随意契約等見直し計画（平成 22 年 4

月）」に沿って、競争性のない随意契約及び一者応

札・一者応募の改善に努めます。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。 

 「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 23

年度は 7％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 23 年度は 4 件まで減尐しました。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 24年 5月頃に開催し、平成 23年度の契

約内容についてチェックを受ける予定です。 

 

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。 

 平成 21年度～23年度は引き続き、民間損害保

険会社 13社及び銀行 17行に対して業務委託を

実施しました。 

 民間損保会社とのフロンティングスキーム拡

大（民間損害保険会社グループ販売拠点の営業

基盤を活用）、及び地方銀行との提携拡大(NEXI

人員が 145人のところ、提携によって提携先地

方銀行の合計約 10,000 人以上人員を経由した

貿易保険へのアクセスが可能になりました）に

より、新規顧客開拓における効率化を実現して

います。 

⑤平成 23 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。 

 民間損保会社とのフロンティングスキーム拡

大（3メガ損害保険グループ販売拠点の営業基

盤を活用）、及び地方銀行との提携拡大(NEXI

人員が 145人のところ、提携によって提携先地

方銀行の合計約 10,000 人以上人員を経由した

貿易保険へのアクセスが可能になりました）に

より、NEXI 人員 145 名の中で大幅な新規顧客

開拓における効率化を実現しています。（提携

地銀取引先の貿易企業は 35,000社以上） 

 平成 23 年度は、新たに民間損害保険会社 3 社

及び地方銀行 11 行に対して業務委託を実施し

ました。 

 フロンティングスキームにおいては、三井住友

海上火災(株)、東京海上日動火災(株)及び(株)

損害保険ジャパンと具体的案件組成のため連
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携を強化し、三井住友海上シンガポールとの連

携では、22 年度 1 件引受から 23 年度は 11 件

引受に増加しました。 また新たに東京海上シ

ンガポールを元受保険者としたプラント輸出

案件を成約しました。当該案件は初めてフロン

ティングにおいてプラント輸出案件を取り扱

ったものです。更にシンガポールに加え、現地

日系企業によるニーズが相応に存在する香港

及びタイでもフロンティングの取扱も決定し

た他、タイにおいては輸出取引・仲介取引に加

え、相応にニーズが存在する 国内取引につい

てもフロンティングの取扱も決定しました。 

 

（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 

 

 平成 21～23 年度の制度改正に対応した、審査

システム、ＷＥＢ申請システム等の対応を行っ

たことに加え、その他制度改正に対応したシス

テム対応を行いました。 

 平成 22 年度に、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。 

 また全面的な更新を行った基盤システムを活

用し、オンライン稼働率 100％（目標 99.5％）

を達成しました。 

 システム保守費用については、2011年に災害・

事故等緊急時の事業継続計画等の対応として、

メインとバックアップの 2 ヶ所のデータセン

ターへのシステム配備等の措置を講じた結果、

保守費用が増加しました。他方、上記措置に係

わる増加費用を除き、保守費用の抑制を行った

結果、中期目標で定めた第 3期システムの保守

費用(16.1 億円)以下に抑えました。必要不可

欠なシステム整備を講じる一方で、効率的なシ

ステム運用を行って中期目標の保守費用の目

標を達成しました。 

（参考 第 3期システム保守費用 16.1億円） 

平成 21年度 10.4億円 

平成 22年度 12.7億円 

平成 23年度 13.1億円 

 

（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 23 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。 

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。 

 

 

 

 OECD プレミアムルール改定、中小企業保険の

商品性改善に対応したシステムの改造等、平成

23 年度制度改正に対応したシステム対応を行

いました。 

 前年度に全面的な更新を行った基盤システム

を活用し、オンライン稼働率 100％（目標

99.5％）を達成しました。また、事業継続性を

強化させるため、バックアップ用のデータセン

ターによる災害対策訓練の実施、政府機関等へ

のサーバー攻撃の増加傾向を踏まえた一層の

セキュリティ強化対策（通信監視機能強化等）

の準備等を実施し次年度に順次整備すること

としました。さらに、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継続的に行っ

ています。 

 システム保守費用については、2011年に災害・

事故等緊急時の事業継続計画等の対応として、

メインとバックアップの 2 ヶ所のデータセン

ターへのシステム配備等の措置を講じた結果、

保守費用が増加しました。他方、上記措置に係

わる増加費用を除き、保守費用の抑制を行った

結果、中期目標で定めた第 3期システムの保守

費用(16.1 億円)以下に抑えました。必要不可

欠なシステム整備を講じる一方で、効率的なシ

ステム運用を行って中期目標の保守費用の目

標を達成しました。 

 

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） 
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（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） 

 

 

 第 3期目標期間終了に伴い、期間中の利益合計

額 646億円の 50%に当たる 323億円を国庫納付

予定です。 

 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しにつ

いて」（平成 21年 11月 17日閣議決定）を踏ま

えて契約監視委員会を設置し、競争性の無い随

意契約及び一者応札・応募の状況等につき、競

争性確保の観点から、点検、見直しを実施しま

した。また、「随意契約等見直し計画」を策定

し、これに基づき契約適正化の取組を着実に実

施しました。 

 保険事故に繋がるおそれのある事実及び保険

事故に繋がる事態に備える上で有益と思われ

る情報を幅広く発信し、NEXI 全体で共有しま

した。さらに、保険事故が発生した場合には、

当該案件の関連情報を関係各部署と共有し、関

連案件のモニタリングの参考情報とするため

の連携を行いました。 

 適切な案件管理により回収を強化するため、保

険事故発生から回収終了までを管理表にまと

め、適宜フォローアップし、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。 

 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 NEXI（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

21年度から 23年度の回収金総額は約 538億円

になっております。 

 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。 

 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。 

 

（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）  

 

 

 

 2011 年度末の現預金及び有価証券の残高は

2,876億円（前年度 2,770億円）と、大規模な

保険金支払に対する一定の流動性を引き続き

確保しました。 

 当期利益を 262 億円（前期比＋46 億円）計上

し、利益剰余金は前期までの繰越積立金と合わ

せ 849億円にまで増加しました。 

 第 3期目標期間終了に伴い、期間中の利益合計

額 646億円の 50%に当たる 323億円を国庫納付

する予定です。 

 適切な案件管理により回収を強化するため、保

険事故発生から回収終了までを管理表にまと

め、適宜フォローアップし、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。 

 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 NEXI（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

23年度の回収金総額は 176億円となりました。 

 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、平成 22 年度に見直しを実施し

たリスケジュール債権に対する新評価方法に

て今年度も債権評価を実施しました。 

 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。 

 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例会

議等を通じてフォローし、情報共有を実施する

とともに、案件リスクの把握に取り組みまし

た。 

 国債等による資金運用については、債券市場の
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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

り財務基盤の充実に努めました。 

 

（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・回収能力の強化、事故発生の防

止・損失軽減に向け、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） 

 

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。 

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。 

 

 平成 21～23年度は、15社の提携先サービサー

を活用しました。「随意契約等見直し計画」（平

成 22 年 4 月）に基づく契約適正化の取組を着

実に実施するため、一部のサービサーとの業務

委託契約について単価見直し等の更改を行い

ました。 

 被保険者による債権回収強化および損失防止

軽減の強化に向け、「債権回収セミナー」を前

計画期間に引続き今期も毎年開催しました。平

成 24 年度 1 月には過去最高の 290 名のお客様

の参加申込を頂きました。 

 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、イラク、

コンゴ民主共和国、アンティグア・バーブーダ

国等について、二国間合意を行い、順調な回収

を行っています。 

 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、また、NEXI ミッション

を現地に派遣し、先方政府と協議するなどし

て、着実かつ安定的な返済を確保しました。 

 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、21年度 112%、22年度 69.9%、

23 年度 71.3%と、いずれも高い回収実績率

（112％、69.9％、71.3％）を挙げました。 

 

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 22 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。 

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。 

 

 平成 23 年度も、サービサーを活用し、7 件の

回収案件を委任しました。「随意契約等見直し

計画」（平成 22年 4月）に基づく契約適正化の

取組を着実に実施するため、一部のサービサー

との業務委託契約について単価見直し等の更

改を行いました。 

 平成 24年 1月には NEXI提携サービサー4社か

ら講師を招き、「第 6 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、講義内容の精査、関係機関を通じた

効果的な広報等の結果、過去最高の 290名のお

客様の参加申込を頂きました。 

 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、2005

年から延滞が発生していたアンティグア・バー

ブーダ国について、2011 年 6 月に二国間合意

を行い、順調な回収を行っています。 

またコンゴ民主共和国について、2011 年 6 月

に二国間合意を行い、全額債務免除を実施しま

した。 

 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、また、NEXI ミッション

を現地に派遣し、先方政府と協議するなどし

て、着実かつ安定的な返済を確保しました。 

 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（71.3％）

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。 

 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

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、

 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、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

レポートとして報告しました。 
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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。 

 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。 

 事故案件について、経産省と協力しつつ、現地

在外公館、NEXI 海外事務所の活用、ベルンユ

ニオン会合を通じた海外 ECA との情報共有に

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。 

 

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。 

 

 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。 

 ベネズエラ、イラン、リビア向けの付保案件に

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、ベルンユニオン会

合を通じた海外 ECAとの情報共有により、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。 

 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、最新版にバージョンアップして動作改

善を実施したほか、与信情報の掲載、各種レポ

ートの改善等各種の機能向上を図りました。 

 また、基幹システム Spirit-One について、サ

ービサー回収の履歴管理機能の付与等、の機能

向上と動作改善を行い、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。 

 

③今後は、債権管理データシステムの整備を進め、

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。 

 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、新たに与信情報を搭載する等、機能向

上を図りました。 

 また、基幹システム Spirit-One について、サ

ービサー回収の履歴管理機能の付与等、の機能

向上と動作改善を行い、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年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 

（１） 

民間企業等から、国際金融、財務分析等の分野に

おいて高度な専門性を有する人材を採用しました。

また、弁護士資格等を有する人材も採用しました。

あわせて、職員の業務遂行能力を高めるための研修

を実施し、専門的知識の高度化、実践能力の獲得に

努めました。また、業務の効率的運営のため、組織

内の人員配置を常に見直し、柔軟性をもった組織運

営を行いました。更に、職員の能力を最大限引き出

すよう全職員を対象とした目標管理制度に基づく

業績評価を実施しました。 

 

（２） 

行政改革の重要方針（2005年 12月 24日閣議決定）

等に基づき、平成 23年度において平成 20年度末と

比較して人員 3％削減を達成しました。 

 

(参考１)平成 20年度末の人員数     150人 

平成 23年度末の人員数    145人 
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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。 

 

 

 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。また平成 23 年度には

弁護士等専門資格保有者の採用も行いました。 

 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進めております。 

 

（１）人材の確保  

「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）を踏まえつつ、

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。 

 

 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

しの検討を進めております。 

 

 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。  

 

 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運用を

実施しております。 

 会計検査院による平成 22 年度決算検査報告に

おいて是正改善の処置を求められた的確な査

定を行うための体制整備については、保険金の

査定部門での事例研究等を開始し、知見の共

有・ナレッジ化と職員の専門性の育成に努めま

した。 

 

（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。 

 

 専門的な業務遂行能力を高めるため、職員から

の要望を確認し、プロジェクトファイナンス、

プラント建設、プロジェクトボンド、融資契約、

財務分析、再生可能エネルギー等について、18

件の研修を実施しました。またビジネス法務、

財務分析等業務に資する資格取得等を促し、3

名が外部資格試験に合格するなど成果をあげ

ました。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

運用を実施しております。 

 会計検査院による平成 22 年度決算検査報告に

おいて是正改善の処置を求められた的確な査

定を行うための体制整備については、保険金の

査定部門での事例研究等を開始し、知見の共

有・ナレッジ化と職員の専門性の育成に努めま

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  

 

 第三期中期目標期間を通じ、短期借入はありま

せん。 

  

 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。 
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（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 

 

14,112 

10,128 

1,170 

2,814 

－ 

14,357 

12,500 

－ 

40,969 

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 

 

18,301 

13,000 

1,360 

－ 

3,941 

1,270 

1,200 

70 

12,500 

－ 

2 

8,896 

    40,969 
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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 

 

20,921 

13,000 

6,592 

1,329 

1,200 

22,121 

 

 

11,303 

10,128 

1,170 

5 

2,814 

3,966 

18,083 

△4,038 
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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 

 

18,301 

13,000 

5,301 

－ 

13,770 

2 

51,268 

83,341 

 

 

11,398 

10,128 

1,170 

100 

－ 

14,357 

12,500 

2,714 

42,372 

83,341 

 

 

 

 

 

 


