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独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会（第35回）

議事録

日時 平成２４年５月２２日（火） １３：３０～１５：３０

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、岡田貿易保険課長補佐、他

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

部長、他

議題

（１）通商・貿易分科会長の互選について

（２）平成２３年度及び第三期中期目標期間の業務実績について

（３）平成２４年度の年度計画について

（４）独立行政法人日本貿易保険の業務の実績の評価基準（案）について

（５）日本貿易保険役員報酬規則の改定について

議事内容

○岸貿易保険課長 それではおそろいになりましたので、これより独立行政法人評価委

員会「第35回日本貿易保険部会」を開催させていただきます。

本日は、委員の皆様におかれましては、足元のお悪い中お越しいただきまして誠にあり

がとうございます。

さて、本日ＮＥＸＩからは、鈴木理事長、和田理事、稲垣理事、大岩監事、坂口総務部

長ほか皆様にご参加いただいております。

本日の議題は、お手元の議事次第にございますように、（１）通商・貿易分科会長の互

選について、（２）平成23年度及び第三期中期目標期間の業務実績について、（３）平成24

年度の年度計画について、（４）独立行政法人日本貿易保険の業務の実績の評価基準

（案）について、（５）日本貿易保険役員報酬規則の改定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。
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配布資料は、このお手元の一覧のとおりでございますので、万一不足等がございました

ら、事務局まで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。横田部会長、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。従来どおり、本日の会議は非

公開、一部の非公開資料を除く資料及び議事録は後日公開させていただきますが、よろし

いですか。

（「異議なし」の声あり）

それではそのようにさせていただきます。それでは、まず議題（１）の「通商・貿易分

科会長の互選について」です。それではご説明をお願いいたします。

○岸貿易保険課長 資料１でございます。日本貿易保険部会は、独立行政法人評価委員

会の下に「通商・貿易分科会」がございまして、その下にＮＥＸＩ部会とＪＥＴＲＯ部会

がぶら下がった形になってございます。

この中二階の通商・貿易分科会につきましては、ＮＥＸＩ部会とＪＥＴＲＯ部会の両方

の委員の方々に分科会の委員にもなっていただいております。この分科会の会長につきま

しては、従来ＪＥＴＲＯ部会の田中明彦部会長でございましたが、田中部会長が辞任され

たことによりまして、現在空席となりました。

規定によりますと、「分科会長は、当該分科会に属する委員の互選により選任する」と

されてございます。既にＪＥＴＲＯ部会の皆様からは従前の例に従いまして、ＮＥＸＩ部

会の横田部会長に分科会長をお願いしたいというご意向を内々にちょうだいしてございま

す。

日本貿易保険部会においても、横田部会長に分科会長の兼務をお願いしたいと考えてお

ります。委員の皆様、よろしゅうございますでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

それではＮＥＸＩ部会としましては、横田部会長に分科会長をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

なお、ＪＥＴＲＯ部会における正式の選出手続は、６月初旬に開催するＪＥＴＲＯ部会

において正式に行われると聞いてます。以上でございます。

○横田部会長 ありがとうございます。それでは続きまして、議題（２）「平成23年度

及び第三期中期目標期間の業務実績について」、ＮＥＸＩからご報告いただきます。

各委員の評価を踏まえて、次回の部会で評価をまとめる予定です。それでは、まずＮＥ
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ＸＩからご説明をお願いいたします。

○坂口総務部長 部会長、ありがとうございます。総務部長の坂口でございます。

それではお手元の資料に即しましてご説明させていただきたいと思います。

資料２は、中期目標・中期計画・年度（23年度）計画の進捗状況といった表ではござい

ますが、これは参考にしていただきつつ資料２―１に基づきまして、ご説明をさせていた

だきたいと思います。

２ページ目からは西暦で統一してご説明をしたいと思います。

2011年度は、2009～2011年の３年間の第三期中期目標期間でございます。その中期目標

期間09年度、10年度はそれぞれ既にご評価いただいておりますが、中期目標期間の最終年

度ということで、全体を振り返ってその間の事業環境、ＮＥＸＩの業務展開、業務の運営

状況について、まずご説明をさせていただきます。

その上で11年度のＮＥＸＩの実績、取組につきまして、ご説明をさせていただきたいと

思います。その中身につきましては、計画に基づいて「業務の質の向上」、「業務運営の効

率化」、「財務内容の改善」といったこの３点につきまして、ご説明をさせていただきます。

最後に、まだ監査を受けているところではございますが、11年度のＮＥＸＩの決算につ

きまして若干ご報告させていただきたいと思います。

それでは早速でございますが、「第三期中期目標期間の概観」のうち、「事業環境」とい

うことで５点ほどご説明させていただければと思います。

金融環境ということでございますが、2008年10月にリーマンショックが起こりまして、

この図をみていただきますとＬＩＢＯＲ―ＯＩＳスプレッドで、ドルについては400ベー

シス近いスプレッドの差がございまして、銀行間取引のリスクが極めて高まりドルの流動

性が逼迫したということでございます。

この2009年４月からの３年目の2011年には欧州危機がさらに起こりまして、欧州のユー

ロにつきましては、これもまたスプレッドが100ベーシスを超えるような状況になったわ

けでございます。

それに加えまして、バーゼルⅢの銀行資本規制といったようなことも行われておりまし

て、ＥＣＡ関連融資をみても抑制傾向にございます。例えばこれはＢＩＳの統計でござい

ますが、全世界の銀行ベースでいったとしてもプロファイ（プロジェクト・ファイナン

ス）は７％減で、トレード・ファイナンスは4.6％減であります。

欧州の主要国の銀行ベースでみますと、プロファイは21％減、トレード・ファイナンス
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も9.8％ということで10％近い減少という環境にあるわけでございます。

２つ目の「自然災害の多発」ということでございますが、昨年の３月11日に東日本大震

災が起こりまして、被災企業の生産停止といった問題、あるいはサプライチェーンの分断、

さらには電力供給制限といった思いも寄らなかった影響が事業環境に及んだわけでござい

ますが、さらに、私どもとの関係では、輸出への影響として放射能の風評被害といったも

のが生じました。

また、タイの洪水が昨年の10月に起こったわけでございますが、これもサプライチェー

ンの影響が全世界的に広がったということであります。しかし、タイに進出した日本企業

に対して積極的に支援をしていこうということで、日本政府としてもさまざまな対策が打

たれたわけです。その中で私どももできる限りの対策を講じていったということでござい

ます。

１枚めくっていただきまして、そうした出来事に加えまして、底を流れる輸出産業構造

の転換といったような問題でございます。

この図をみていただきますと、2000年度で申し上げれば、日本からの輸出が50兆円ぐら

いで、海外拠点からの輸出が25兆円だったものが2010年度の直近のものをみていただきま

すと、日本からの輸出は68兆円で、海外拠点からの輸出は50兆円と８割近くになっており

ます。

さらに、海外拠点の国内販売は115兆円ということで、日本企業も外で作って、外で売

るというような活動が中心になってきたという状況でございまして、私どもの支援も輸出

投資から海外展開への支援といった方向にしっかり進めていく必要があると認識しており

ます。

次のページが中小企業でございますが、中小企業においても輸出、海外進出といった海

外展開がみられるわけでございまして、やはり国外事業機会の取り込みといったようなも

のが不可欠ということでございます。

その１つの例でございますが、中小企業白書をみてみますと、01年には中小企業、輸出

企業の割合で1.5％だったものが09年には2.8％ということで、１例ではございますが、中

小企業においても海外展開が相当進んでいるということでございます。

５点目になりますが、成長戦略でございます。日本の成長を伸ばしていくためには、フ

ロンティア開拓による成長、その中でもとりわけパッケージインフラの海外展開を支援し

ていく必要があるということで、2010年６月18日に閣議決定されました「新成長戦略」に
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おいては、インフラ海外展開のためにファイナンス機能をしっかり確保して支援をしてい

くべきであるということが盛り込まれております。私どもＮＥＸＩとしても、それに向け

た取組を進めているところでございます。

以上が中期計画中の事業環境でございます。

それを踏まえて、実際に中期計画中どういう事業展開を行ったかということを、まず簡

単にご説明いたします。

2009年度はリーマンショックがございましたので、海外日系子会社向けの運転資金をし

っかりやりましょうということで、9,000億円の運転資金支援を行いました。自動車、そ

の関連会社、あるいは製鉄、機械といったようなお客様に運転資金を支援致しました。

それとあわせまして、海外進出が加速する中で、いわゆる外-外の付保というものにも

取り組みました。この最初の案件が2011年７月でございましたが、2010年は6件、2011年

は20件の付保をしております。

それに加えまして海外フロンティングにつきましては、シンガポールを初めとする日系

損保会社と提携をいたしまして、フロンティングの形で海外の日系子会社からの輸出を支

援しております。とりわけ2011年度には、カタール向けのプラント案件を引き受けたとい

うことでございます。

３つ目が先ほど申し上げましたパッケージ型インフラ輸出促進ということで、2010年６

月の閣議決定を踏まえまして、私どもとしても制度的な対応ということで現地通貨リスク

対応を20通貨行う、あるいは100％の付保に引き上げるという対応をしながら案件の形成

に努めてまいってきたわけでございます。

３点目が東日本の大震災でございますが、風評被害の対応ということで596件の引受を

いたしました。さらには、中小企業の海外展開加速ということでございまして、11地銀と

ネットワークを組みまして、その取引先の貿易企業３万5,000社をターゲットに連携して

取り組んでいくということでございます。

欧州ソブリン危機につきましては、資金の出し手を拡大するということで1,000億円の

実績を上げてきているわけでございます。タイにつきましても、現地法人の運転資金支援

であるとか、国内のフロンティングに拡大するといった取組をこの３年間でやってまいり

ました。

それではその３年間の業務運営につきましてご説明いたしますと、保険引受実績につき

ましては、2009年度ですが、これは日本の輸出が71兆円から59兆円に20％弱下がったとい
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うこともございまして、保険引受実績が9.7兆円から8.2兆円に下がりました。

その分を中長期の保険で引き受けるといった積極的に対応することなどによりまして、

2010年は8.5兆円、2011年も8.5兆円といった引受によって日本企業の輸出・投資を支援し

ております。

保険料収入でございますが、2009年度は先ほど申し上げました運転資金の支援というこ

とで海事で210億円収入がありましたが、それに引き続きまして、中長期案件を中心に引

き受けることによって360億円前後の保険料収入を維持しているという状況でございます。

実は中長期案件といいますのは、案件の大きさによって保険料収入が相当ぶれるわけで

ございまして、実際には2009年以降相当のご相談案件があり引受をしておりまして、2009

年は26件、2010年度は40件、2011年は50件ということで、営業第二部においては引受件数

を増加させているということと、引受のそれぞれの案件の内容につきましても、スペイン

の太陽熱発電は12ヵ月、最初のご相談からファイナンスクローズまでかかっておりますし、

カタールの天然ガスの処理設備につきましても19ヵ月、チリの銅鉱山の投資案件では２年

かかるということで、長期にわたる対応が必要になってきているわけでございます。

責任残高は、2009年には減少いたしましたが、その後中長期案件の比率が増えていくと

いうこともございまして、2009年度は11.4兆円、2010年度は11.9兆円、11年度は12.2兆円

と着実に残高を伸ばしております。

保険金支払いは、2008年がキューバの155億円ということで、キューバがデフォルトし

て、その支払いが非常危険で多かったわけでございますが、2009年度以降は、そうしたキ

ューバ、アルゼンチンの支払いが非常危険として続いたにもかかわらず、アジアを中心と

する信用事故の支払いが中心であったわけであります。

とりわけ2011年度は韓国の船の事故等56億円をお支払いしたという状況がございまして、

信用事故の大型化が進んでいるということでございます。

保険金の回収は、2006年度までにロシアやナイジェリア、アルジェリアといったところ

の回収が終了したこともあり、2007年度以降、非常（事故）の回収が減っているわけでご

ざいますが、特に2007年、2008年はポーランドの回収が減ってきております。それでは20

09年度以降どういう状況かと申しますと、インドネシアであるとか、エジプトやヨルダン

といったところから回収が続いているということでございます。2011年に若干ふえていま

すのは、イラクの元本支払いが始まったので若干非常の回収が増えているということでご

ざいます。
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以上が中期目標期間中の状況でございます。

2011年度の実績でございますが、まず、１つ目業務の質の向上につきましてご説明させ

ていただきたいと思います。

業務の質の向上の最初は「商品性の改善」でございまして、「商品性の改善」というの

は、いわば質的な私どもの取組ということでございます。もちろんその商品性を改善して、

実際にお引受をしていくといったところが重要でございます。

海外子会社経由取引につきましては、09年、10年と取り組んできておりますが、とりわ

け11年度に20件ということでございます。

海外ＥＣＡとの再保険ですが、これにつきましては後ほどお客様負担の軽減のところで

ご説明をいたしますが、制度的には個別保険に加えて包括保険を対象にするとか、国内販

売を対象にするといったような取組をするとともに、量的には引受件数を26件から33件に

伸ばしているということでございます。

フロンティングにつきましては、制度的には国内販売にまで広げる、あるいはシンガポ

ールからタイとか香港に国を拡大するということに加えまして、量的には10年１件だった

ものを11年度11件ということで取組を積極的に進めているということでございます。

20ページが商品性の改善の２点目でございまして、パッケージ型インフラ支援のために

付保率を100％に引き上げたということでございます。この背景には、もう１つ欧州危機

への対応ということももちろんございます。これによって市中優先案件につきましては、

100％付保ということで５件の取組をいたしました。

それに加えまして、営業第二部の活動として質的な取組と申しますか、案件の複雑化、

高度化に積極的に対応しております。Ｎｏｎ―ＬＧ案件ということでグラフがございます

が、件数で申しますと2009年が５件、2010年が７件、2011年が10件ということでインドネ

シアの海底ケーブル、ニュージーランドの地熱発電といったインフラ案件の支援に取り組

んだということでございます。

商品性の改善の３点目が貿易保険付債権の流動性の向上ということでございます。信託

スキームにつきましては10年度から開始いたしましたが、制度的には、それまでは一件一

件手づくりだったものを標準化するよう努めておりまして、11年度には案件を増やしてい

ったということでございます。 ６案件で500億円でありまして、ご購入先も、行く行く

は私どものお客様になっていただけるという期待をもって購入いただいているのではない

かと理解しているところでございます。
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もう１つが、ローン・パーティシペーションということで、これは詳しくは後述いたし

ますが、海外の金融機関にファンディングの出し手になっていただくということでござい

ます。外国金融機関の日本支店が窓口になっているわけですが、新たにＫｆＷからファン

ディングをされたということでございます。

それ以外も含めた2011年度の制度改正の取組につきましてはご説明を省略させていただ

きたいと思います。

サービスの向上の中の２つ目であるお客様負担の軽減でございますが、先ほど申し上げ

ました海外ＥＣＡとの再保険協定でワンストップ化を推進したということでございます。

制度的には2011年12月に台湾、2012年２月に香港と全取引一定割合再保険となる協定を締

結したということでございます。相手の審査を一定程度信頼いたしまして、自動的に引き

受けるという迅速な引受を実現しているということでございます。

インドネシアは個別審査ではありますが、インドネシア国内向けの取引も対象としたと

いうことでございます。

さらには、今後の取組としてブラジルであるとかインドと協議を続けているということ

でございます。

お客様負担の軽減の２つ目でございますが、さまざまな取組をやっておりまして、１つ

目が保険料の料率がＯＥＣＤのルールなどを反映して変更になったときにＷｅｂ上のヘル

プ画面をわかりやすくするということで常に改善を進めているということでございますし、

お客様にお渡しする書類につきましても、できる限り一覧性をもった形でまとめてお渡し

するといった取組をしております。

さらには、保険証券そのものでございますが、今まではペラペラの紙だったものを厚紙

にして水色という色を付けて保険証券らしくするということで、お客様様にとっては見や

すく保存しやすいといった取組もやっております。

さらには、先ほど申し上げました信託制度、流動化につきましても、１件ごとの手づく

りから規定整備、手続の標準化といった取組もしております。

３つ目でございまして、「意思決定・業務処理の迅速化」の信用事項の保険金査定期間

でございます。昨年度は１件60日を超過いたしましたが、11年度は全件60日以下でありま

して、さらに、平均査定日数も35日から29日に短縮できたということでございます。

その２つ目でありまして、コンプライアンス委員会の活動ということでございます。各

部・支店それぞれ合計で７名のコンプライアンスの推進者を置きました。それとともに全
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職員を対象としますコンプライアンスの具体的事例の研修というものを行いました。

さらには、各グループにおいて内部監査を年３回実施しております。さらに、毎朝パソ

コンを起動しますと、コンプライアンスの標語が出てくるようにして、例えば不要書類は

シュレッダーしましょうとか、メール送信前に送信先を再確認しましょうといったような

注意喚起をしております。

また、インサイダー取引につきましても誓約書を出してもらうなど、さらに規制の適正

化を図っているということでございます。

「サービスの向上」ですが、私どもが11年度で最大に取り組んだことが震災対応でござ

います。保険契約諸手続の猶予に加え、さらに、冒頭申し上げました放射能の風評被害に

保険が活用できるという新聞記事が出ましたところ、それに関して多大のご照会、あるい

は引受をさせていただいたということでございます。

輸出貨物が無事に通過するのかどうか、極めて高いリスクがあるということでご相談を

いただきました。ただ、そういう新規のお客様は中小企業の方が中心でございまして、窓

口では相当丁寧にご対応させていただいたことから時間を要したわけでございます。

さらには、各地でセミナーを開催いたしました。その結果、596件の引受をさせていた

だきまして、保険価格で申しますと42億円、保険料で申し上げますと、1,900万円という

引受をさせていただいたわけでございます。

Ｑ＆Ａを作るとか資料を作るといったことで、中小企業の方にわかりやすく保険の利用

をいただくという努力をしたわけでございます。

次に「積極的な広報戦略の展開」ということで、10～11年度にかけて66％増の146件の

新聞記事に掲載していただいております。

私どもが地銀との顧客開拓のセミナーを行うときに１週間ほど前に地元紙に広告を出し

ておりまして、ＮＥＸＩの知名度向上に取り組んでいるということでございますし、商品

パンフレットなども見直しております。また海外プレスにも積極的に対応しているという

ことでございます。

11年度は損保会社としてＡＩＵ、日立キャピタル、共栄火災、銀行としてみずほコーポ

レート銀行と、新たに業務提携いたしました。

その中で特筆すべきところは地銀でございまして、11行と連携するということで、貿易

を行っている企業は３万5,000社ございますので、そこをターゲットに一緒になって売り

込みをしていくということでございます。
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お客様ニーズの把握反映ということで、リスク分析・評価の高度化のための取組でござ

います。これは不断の取組を行っておりまして、ＯＥＣＤの国カテゴリー変更など定例的

なものだけではなくて、その国際状況をしっかり分析した上でソブリンリスクの顕在化・

変動に対しまして引受方針の変更を機動的に行っております。

さらには、バイヤーの格付モデルの高度化をしたり、ＢＵ会合であるとか独・仏・伊・

韓・中・インドネシアなどのバイ協議でも、カントリーについてはお互いの知識を共有し

ているといった取組をしております。

さらには、リスク管理のために保険金支払いの体力を評価するためもストレステストを

行うなどの取組をしているところでございます。

めくっていただきまして、専門能力の向上ということでございます。従来から社内研修

を行っておりますが、より高度な専門研修ということでプロファイであるとかプラント、

プロジェクトボンド、再生可能エネルギー、社外からの講師、あるいは社内の銀行出向者

の知見なども活用いたしまして行っております。

研修も国内や海外の大学院に留学をさせたりということで研修させております。

また、職員には資格試験の取得に取り組むように奨励をいたしておりまして、ビジネス

実務法務講座であるとか、日商の簿記や銀行の業務検定といったものの取組をしておりま

す。

さらに、弁護士の採用をしております。１人は民間会社を退職をされて大学院に行かれ

て司法試験に合格された方、もう１人は、法科大学院を出て修習を終えて、就職していた

だいた方です。そして、もうお一方は、大手法律事務所でファイナンスをずっとやってお

られた方です。

そういう方々に加えまして、若手職員の中から独・仏・中・韓とそれぞれ２名国別担当

者を置きまして語学勉強させるとか、ＪＥＴＲＯや在外大使館との間で、ベネズエラ、イ

ラン、ミャンマーといったような国について、直接の連携体制を整えているということを

しております。

パッケージ型インフラでございますが、先ほど申し上げましたように、制度的な対応と

しては現地通貨為替リスクへの対応を２通貨から20通貨に広げ、具体的にはニュージーラ

ンドの地熱発電案件（ＮＺドル）、イギリスの洋上風力案件（英国ポンド）といったよう

な案件を引き受けておりますし、付保率100％への拡大ということでコロンビアの水力発

電とかベトナムの石炭火力といった案件を計５件引き受けております。
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インフラ海外展開支援でございますが、案件形成の初期段階において、政府間交渉に入

っていくといいますか、ファイナンスの議論なども当初から一緒に始めているということ

でありまして、従来は応札の段階で輸出者からご相談があるというのが通常だったわけで

ございますが、スポンサーの要請で早い段階から直接ファイナンスの議論を行うという状

況になっておりまして、NEXIが案件組成に関与する期間が相当長期化してきております。

具体的なインフラ案件の取組実績としては、2011年度は、ここに掲げておりますような

ベトナムの水力やインドネシアの海底ケーブル、ベトナムの高速道路といった案件に取り

組んでおります。

中堅・中小企業の国際展開支援でございますが、地銀の行員は11行で１万人いらして、

さらに取引先の貿易企業は３万5,000社というところで、その紹介を受けて中小企業の支

援に取り組んでいこうということで、行員向けの勉強会も積極的にご協力させていただい

ているところでございます。

その際に売る商品を用意致しまして、中小企業輸出代金保険を見直し、保険料率の25％

の引き下げであるとか、上限額を1,000万円から５倍の5,000万円にするなどの保険の新商

品を提供するということでございます。

その際にはパンフレットであるとか事故の事例集などの顧客向け資料をわかりやすくす

るといったこと、あるいは１社３件までではありますが、無料の信用調査制度を活用する

ということで11年度は210件ほどご利用いただいたということでございます。

ファンディングですが、2010年度は先ほど申し上げた６件で500億円の信託スキームに

よる流動化や、ローン・パーティシペーションや、ベトナムの水力発電の案件で静岡銀行

及びあおぞら銀行に接被保険者として入ってきていただくといった形で、新しい資金が付

いて2011年度に600億円、累計で1,000億円の取組をしているところでございます。

重点分野の次でございますが、資源獲得のために取り組んでいるということで、資源・

エネルギー保険として11年度は７件ほど成約いたしました。

具体的には鉄鉱石、銅、ニッケル、精油所、ＬＮＧといった案件に取り組んでおります。

環境でございますが、従来からの水力、太陽熱に加えまして、11年度は先ほども申し上

げましたニュージーランドの地熱発電、イギリスの洋上風力といったものに取り組んでお

ります。

航空機でございまして、ボーイング社でございますが、米輸銀からの受再ということで、

11年度は、５件、９件、11件と毎年度件数が増えてきており、またドリームライナーと言
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われるボーイング787の引受も開始しております。

次は船舶でありまして、船舶も相当件数が増えてきております。２件、６件、８件と増

えてきておりまして、とりわけ11年ぶりに大型クルーズ客船受注が行われたということで

ございます。これ以外にも自動車運搬船であるとか、ばら積み船であるとか、特殊な船と

してはサルベージ船といったものの引受をしております。

それ以外の取組としては、スーダンの投資保険、あるいはイラクのガス処理施設のパイ

プライン案件といったものがございます。

さらには、ミャンマーでございますが、円借款再開に先駆けて、今年の１月に枝野大臣

がミャンマーに行かれたときには稲垣理事が同行しまして、２年間で５億ドルというクレ

ジットラインを創設して、８年ぶりに中長期の貿易保険を再開しております。

さらに、３月には稲垣理事をヘッドといたしますミッションを派遣して、政府保証のあ

り方、あるいは為替管理、さらには、ミャンマー側のプロジェクトの優先度について意見

交換をしてきたわけでございまして、成約に向けて取組を進めてまいりたいと思っており

ます。

「民間保険会社による参入の円滑化」ということにつきましては、海外フロンティング

の推進でございます。三井住友海上とは23年度は11件でございます。先ほど申し上げたプ

ラントは、東京海上とご一緒にさせていただいた、カタール向けの案件でございます。

制度的にはシンガポールに加えて香港、タイということで取り扱いも決定しております

し、タイにおいては国内取引も行っていくという制度的な対応を行っております。

大きな２つ目の「業務運営の効率化」については、私どもとしては、業務量拡大の中に

あっても効率的な運営に努めてきたわけでございます。とりわけ2011年度は先ほど申しま

したように、営業第一部では震災対応、放射能対応で相当大変でございまして、窓口ベー

スで申しますと毎月300件程度の申込みがあるわけでございますが、５月、６月はそれぞ

れ94件、126件上乗せされるということで、残業を厭わず対応したということでございま

す。

営業第二部では、先ほど申しましたように、26件、40件、50件と引受件数が毎年増えて

きております。その中にあっても案件自体が長期化、大型化してきているという状況で相

当頑張って進めております。

他方、給与水準については、私ども交付金はいただいておりませんが、国家公務員給与

削減に準じて削減を行っており、11年度は人事院勧告が0.23％、それに加えて12年度、13



- 13 -

年度は幹部職員は10％、中堅は８％、新任職員は５％といった国に横並びで、削減をして

いるということでありまして、サービスの向上と効率化目標を何とか両立させているとこ

ろでございます。

「業務費の削減」ということで2008年度前中期目標期間の42億1,500万円を基準といた

しまして、2011年度は40億6,100万円ということで3.7％減で達成しております。また、一

般管理費につきましても、基準が５億7,800万円でございますが、11年度は５億5,800万円

ということで毎年１％の削減を達成しております。

人数でございますが、基準が150人である中、145人ということで達成しておりますし、

ほかのＥＣＡと比較では、職員一人当たりの引受金額は韓国と比較しますと１人当たり２

倍ですし、中国と比較しますと７倍といったような状況になっております。

「競争入札の活用」につきましては、随意契約においても競争性を導入するということ

で、競争性がないものは７％まで減少しておりますし、一者応札・一者応募というものの

件数も着実に４件まで削減を進めてきているということ。それから公告期間をしっかり確

保するなど入札を適正に行ってきているところでございます。

システムでありますが、11年度は無事オンライン稼働率100％を達成いたしました。ま

た、サーバーのデータセンターに対する災害対策訓練などセキュリティの強化に努めてお

ります。

具体的な開発・運用費用でございますが、保守費用は16.1億円という目標がありますが、

09年度は10.4億円、10年が12.7億円、11年が13.1億円ということで、その目標を達成して

おります。とりわけ11年は、2カ所に分散してバックアップ体制を組んだにもかかわらず、

保守費用の増加を若干で抑えております。

最後に、財務内容の改善についてご説明させていただきたいと思います。現預金と有価

証券の残高は2,876億円となっておりまして、前年度から110億円増加しております。当期

利益につきましては262億円ということで、前期比で46億円増加になっておりまして、繰

越積み立ては849億円。第三期期間中の利益は646億円でございますので、半分の323億円

を国庫納付する予定でございます。これは第一期中期目標期間分の245億円、第二期中期

目標期間分が０円に比べて増加しております。資金運用についても収益拡大のための取組

をしております。

債権管理・回収でございますが、先ほど申し上げましたように、回収金総額は平成22年

度155億から176億に増加をしているということと、信用リスクについても回収を着実に進
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めておりますし、サービサーも活用し、さらには、お客様のご理解を深めるために「債権

セミナー」を毎年行っております。11年のセミナーには290名と過去最高のお客様にご参

加をいただきました。またパリクラブの二国間合意もアンティグア・バーブーダについて

行いました。

最後に、未監査ではありますが、ＮＥＸＩの決算について若干ご説明致します。

当期利益は262億円ということで、先ほど申し上げましたとおり、前期比46億円プラス

でございます。そのうち経常利益が90億円、特別利益が172億円でございます。特別利益

のほうは、イラクのリスケ債権の評価アップという特殊な要因でございます。

経常利益につきましては、収益が保険料収入ほかで162億円、経費が保険金支払い７億

円、その他経費で72億円といった状況でございます。Ｂ/Ｓ、Ｐ/Ｌは省略をさせていただ

きます。資料の最後をご覧頂きますと、中長期の主要案件を掲載しております。全世界の

資源、インフラ、産業、船舶の分野でこういったものに取り組んできたことをご紹介する

ものです。

以上でございます。

○横田部会長 ありがとうございました。それでは引き続き事務局から説明をお願いい

たします。

○岸貿易保険課長 今の資料の２―１の下に資料２―２というのがありますが、これは

ＮＥＸＩからの実績の詳細版の対比表でございます。その下に資料２―３、２―４といた

しまして、例年どおり、貿易保険の利用者と民間保険会社に対してアンケートを実施して

おります。

アンケートの中身については、あらかじめお届けさせていただいておりますので、時間

の関係で私からの説明は省略をさせていただければと思います。以上です。

○横田部会長 それでは今までのご説明に対しましてのご質問、ご発言をお願いいたし

ます。

○寺村委員 それではいいでしょうか。ご説明ありがとうございました。総論といいま

すか、全体を伺っての感想は非常によくやっておられるなと思います。特に日本の企業の

海外展開に合わせた形での新商品の展開といいますか、そういった分野に非常に取り組ん

でおられて大変結構だなと思います。また、風評被害に関しての対応も十分にやっていた

だいたと思います。

そこで幾つか質問ですが、実は先ほど始まる前にもちょっとお話が出ておりましたが、
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１つはマスコミ対応ということです。これは毎回お話しさせていただいておりますが、新

聞に出てくる回数というのは従前に比べて本当に多くなったと思います。非常に目につく

ようになってきたと思いますし、それだけ活発な活動をされているがゆえのことだと思い

ます。

それから例えば報酬の引き下げとか人員の削減、あるいはロイヤーの採用などいろいろ

な面があるかと思いますが、前々から申し上げているように、やはり世間にもっとＮＥＸ

Ｉというものをアピールしてもいいのではないか、また、そうあるべきではないかと思い

ます。

これだけ貢献をされているということでもありますし、また、そういうことによってい

ろいろな新しくていい人材も「じゃあ、ＮＥＸＩに行こう」ということのきっかけになる

かと思いますので、ぜひ進めていただきたいと思います。ただ、できましたら、どの辺ま

で話が進んでいるのかをひとつ具体的にお伺いしたいなというのが１点です。

それからもう１点は、コンプライアンスの対応ということでいろいろ対応されておられ

ますが、具体的に、例えばコンプライアンス違反に属するような事例があったのか、なか

ったのか。あったとすれば何件ぐらいあって、どういう対応をされたのかをお聞きしたい

と思います。

それからもう１つは、ちょっと質問というかあれですが、保険引受実績の中で海外事業

資金貸付保険というのがあります。これが例えば2011年度だと0.7兆円とかパーセンテー

ジとしては低いわけですが、一方、保険料収入でみるとかなり多いわけです。これはどう

いうことなのかなと、保険料が高いのかと。高いのだとすれば、それでいいのかというこ

とです。収入の面からみれば非常にいいわけですが、利用者側からみてそういうことで何

か問題はないのかという点、この３点について、済みません。

○横田部会長 それではお願いいたします。

○鈴木理事長 それでは私のほうから第１点目と第３点目についてお答えいたします。

第２点目は、和田のほうからお話をさせていただきます。

まず、第１点目についてですが、寺村委員がおっしゃるように、テレビの訴求力という

のは非常に強いと思います。我々は新聞でこういう形で発表させていただきまして、一つ

効果があったと思うのは、お客様に対して認知度が非常に高くなったということ。それか

ら職員の家族などがそれをみて、「お父さんって非常にいい仕事をしているのね」という

ことで（笑声）、モラールが非常に上がったと。モラールが下がる要素もたくさんあるの
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ですが、そういうことをカバーしてモラールが上がることに非常に役立っているというこ

とで、私どももこういう紙面以上に放送とか、もっと多角的なことを通じ、認知度を向上

させていこうと思っております。

それから第３点目ですが、海外事業資金貸付保険の引受実績の比率は小さいけれども、

なぜ保険料収入の割合が高くなっているかということですが、１つは、この海事というの

は、プロジェクト・ファイナンス型のものが非常に多くて、規模が大きい案件であります。

第２番目の理由として、2009年度まで増えていたのは主にヨーロッパとかアメリカ向け

の運転資金向けの海事でしたが、2010年度以降の海事は、例えばパプアニューギニアであ

るとか、いわゆるカントリーリスクの高い国の案件が中心になっており、私どもの保険料

率は、あらかじめリスクに応じて決まっておりますが、それに基づき、カントリーリスク

の高い国の料率となっております。

ただ、この海事保険の料率は、全体のプロジェクトのファイナンス（保険付のものや保

険のないもの等）の中では、突出して高いということはありません。現時点では非常にバ

ランスをとれた、お客様からも適切な保険料率とご理解頂いております。

第２点はコンプライアンス担当の和田のほうからお答えさせていただきます。

○和田理事 ＮＥＸＩのコンプライアンス委員長をやっておりますので、その立場から

回答させていただきます。

ＮＥＸＩのコンプライアンスにつきましては、「コンプライアンスマニュアル」という

ものを制定しておりまして、中には情報管理ルールとかいろいろ項目ごとに取り決めてお

ります。

また、ＮＥＸＩの業務に関して、明らかにこの「コンプライアンスマニュアル」に抵触

した事項が過去にあったかと問われますと、これはございません。ただし、ご承知のとお

り、ＮＥＸＩというのは、お客様、並びに案件の非常に機密性の高い高度な情報に我々は

日常非常に多くの機会で触れておりますので、その管理につきましては、再三再四の注意

を払わなければいけないのですが、必ずしもそこが100％できているかといいますと、時

々機密性が高い旨の表示を忘れていたりということは、日常的に起こっております。

したがいまして、先ほど総務部長から説明がありましたとおり、各部・支店におきまし

て、コンプライアンス・オフィサーを設置して日常的に職員全員のコンプライアンス意識

を高めることによって、ＮＥＸＩの中でしっかりしていこうという活動をしております。

それから何といっても一人ひとりに注意してもらうという観点におきましては、ＰＣの
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ところで朝改めて“コンプライアンス”というものを念頭に置いていただく。そういうこ

とで、表現は悪いですが軽微なものも含めて100％根絶してくべく活動をしております。

以上でございます。

○寺村委員 ありがとうございました。

○横田部会長 よろしいですか。ありがとうございました。それではほかの方々もどう

ぞ。

○清水委員 よろしいですか。この中期計画での目標期間は３年間の評価ということで

すが、その評価表というのは、この資料４―１ですか。これで評価をするという理解でよ

ろしいのでしょうか。

要するにこの３年間をどのように評価したらいいかということについてちょっと……。

今ご説明いただいたのは、この３年間ですよね。その３年間について、我々がどのような

評価をしたらいいかということをちょっと教えていただきたいのですが。私、ちょっと以

前のを忘れてしまったのですが。

○岸貿易保険課長 清水先生からご質問をいただきました点は、後ほどの議題の４でご

説明をしようと思っていたところと重なります。

評価基準のご審議はまた後ほどいただくとしまして、ご質問にお答えさせていただきま

すと、資料４―１の「評価基準（案）」ということで、後ほどこれでよろしいかのご審議、

ご確認をいただければと思っておりますが、各年度の評価と３年間の中期目標期間の評価

の関係については、具体的には配付資料の一番下に評価とコメントを記載していただくフ

ォーマットを付けてございます。

２枚とじてございますのが、これが前年度（平成23年度）の評価でございます。ここに

ＡＡ～Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄまでの５段階評価と各項目についてのコメント、それから一番下に

総合評価ということでコメントをいただくことになっております。

それから１枚紙になっておりますのは、３年分の総合評価コメントということでござい

ます。要するに３年間の最初の２年間分については、既にこれまでご評価をいただいてお

りますので、その21年度分、22年度分の既にある評価とこれからご評価いただく23年度の

評価を数字の上で、評点の上では平均をいたします。

ただ、３年分については、やはり総括的なコメントも是非あわせていただければという

ことでございます。

また、詳しい評価基準につきましては、後ほどご説明させていただければと思います。
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○清水委員 ありがとうございました。そうしますと、３年間についての評価というの

はコメントだけであって、評点はないという理解でよろしいのでしょうか。

○岸貿易保険課長 はい、そのような仕組みになってございます。

○清水委員 そうですね。なぜこういう質問をさせていただいたかと申しますと、この

３年間というのは、本当に激動の３年間だったと思うわけです。この激動の３年間をそれ

以前のやはり中期目標期間の３年間と比べて、同じ物差しで評価していいのだろうかとい

う思いがございますし、その場合の、いうなれば、この３年間でいろいろな事業環境の中

でいろいろな業務の改善・効率化を図ってこられた、あるいは大きな変化に速やかに対応

してこられたというところは、私は非常に高く評価されてしかるべきだと思っております

が、そういったところが年度ごとの評価だけでちゃんと反映されるのだろうかという思い

があったものですから、そこの部分をどうやって私どもなりにお示ししたらいいのかとい

うことで質問させていただきました。

そうしますと、そこはこの総合評価コメントに反映するという理解でよろしいわけです

ね。

○岸貿易保険課長 はい、そうです。

○清水委員 そうしますと、それに関連してですが、済みません、もう１点。Ｎｏｎ―

ＬＧ案件の引受実績推移がこの３年間で2010年にドーンと増えて、2011年も同じようなレ

ベルだと。この2009年からの大幅な引受実績の増加というのは、これはリーマンショック

の影響と受けとめてよろしいわけですよね。

リーマンショックの影響ということは、それだけ保険のユーザーのニーズが増えたとい

うことと合わせて、この一番上に書いてあるように「欧州系銀行等が中長期融資を抑制傾

向」とありますので、その両面があるかと理解しておりますが、一方でやはりこの時期、

この３年間には限らないとは思いますが、そのＮｏｎ―ＬＧの案件、そういうプロジェク

トがどんどん増えてきているというのが一般的なビジネストレンドではないかと思います。

そうしますと、そのような傾向の中で外部環境の大きな変化というのはありましたが、

Ｎｏｎ―ＬＧ案件をドーンと大きく引き受けたということのもつ意味が私は大事ではない

かと思います。

基本的に「貿易保険」というのは、政府ＬＧ案件からスタートしている制度でございま

すので、そのＬＧがないにもかかわらず、その保険を引き受けることがどれだけ大変なこ

となのかということ。ここの部分を私どもとしてはしっかりと評価していきたいと思いま



- 19 -

すので、ここのドーンと増えたところのＮｏｎ―ＬＧ案件をこうやってたくさん引き受け

たのだということについて、何か補足的な説明をいただければありがたいと思います。

○横田部会長 どうぞ。

○鈴木理事長 本当にありがとうございました。非常にいいご指摘をいただいて、私ど

もも感謝したいと思います。中長期のＮｏｎ―ＬＧ案件の話に加え、短期の面でも銀行保

証なしの案件でも保険をとってきております。

例えば日本の家電メーカーや自動車メーカーはＬＣをとって商売をしていたわけですが、

韓国の競合メーカーが自社の商品をＮｏｎ―ＬＣでどんどん売り始めているわけです。そ

のため日本の家電メーカーも、競合上の理由から、Ｎｏｎ―ＬＣベースでの案件が増加し、

そうしたリスクを貿易保険で填補してほしいとの要望もあり、昨年から本格的に引受を開

始しました。

そのような意味で、我々は基本的に従来の考え方ではなくて、幅広いリスクをとり始め

ています。

他方で、その結果として、これで保険事故を出したら意味がありませんので、バイヤー

の信用調査を徹底的にやろうとしております。例えば従来、入札でバイヤー審査の取得に

は全世界のバイヤーについて、１社から包括的に取得していたわけですが、現在では地域

ごとに強い信用調査会社に、個別に発注をかけるとか、それから先ほど坂口が申し上げま

したように、各国の保険会社と非常に緊密な連携をとり始めており、例えば中国で保険事

故が起きたら、中国の貿易保険機関のSINOSUREで調査していただいて、場合によってはお

金を払っても回収してもらうといったことも、特に東南アジアや中東の機関との間で進め

てきております。

従いまして、我々の今後の課題としましては、まさにＮｏｎ―ＬＧ、それからＮｏｎ―

ＬＣといった案件について、リスク審査をしっかり行った上で保険を引き受ける体制をつ

くりたいと思っております。非常にいいご指摘をいただきまして、ありがとうございます。

○清水委員 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。ほかにございますか。

○安念委員 ちょっとよろしいですか。

○横田部会長 どうぞ。

○安念委員 今、清水委員のおっしゃったことには僕も同感でありまして、この時期に

このシチュエーションでいえばまさに適切なんですね。それは付保率を上げることも長期
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案件をとることも、海外フロンティングに積極的になることもみんなここの局面だけとる

といいことをしていらっしゃる、全くいいことをしていらっしゃるわけです。

ところが考えてみると、これは非常にマクロでみるとですが、何かどんどんリスクの取

り手が国家に集中するという傾向になってしまうのではないかと。それはだれが悪いとか

そういう話ではなくて、これは全世界的にそうなのなら、それは日本もそうせざるを得な

いということはわかるし、特に今ここ数年の足元の状況をみればもうこれしかないのもよ

くわかるのですが、一体これは本当に資本主義として健全な姿なのかと。これはここで議

論してもしょうがないのですが、何かちょっとそら恐ろしいような、そういうふうに……。

特に民間のビジネスの方々はそのように思われないものだろうかと。こんな気がちょっと

いたします。

○鈴木理事長 私も全く同感でありまして、ただ、今の風潮は世界各国がまさに……。

○安念委員 そうですよね。

○鈴木理事長 はい。例えば米国にしても輸銀の枠を増やしたりと今までやっていなか

ったことをやろうと。ただ、まさに世界的に国家資本主義、リスクは国が負うからどんど

んやれと。一番典型的なのは中国です。ですから、資本金をもう５倍ぐらいにして、800

億円ぐらいしかなかったのをここ２～３年で4,500億まで増やしております。

○安念委員 それはSINOSUREですか。

○鈴木理事長 SINOSUREです。国の命令でどんどん引き受けています。要するにリーマ

ンショックでアメリカとかヨーロッパ向けの輸出が伸びないので、中国は他地域へ輸出す

るしかないわけです。そうなるとリスクが大きくなるので、国の命令で引き受けを増やし

ております。まさに安念委員がおっしゃったように、我々もそういう問題意識を持ってお

ります。

ただ、ＯＥＣＤの中でも過当競争の議論も当然出てくるので、縮小するときにはみんな

と一緒に縮小するということも今後考えなければならないと思います。

具体的に申し上げますと、海事により、日系子会社向け運転資金支援を9,000億円行っ

たわけですが、現在は銀行の経営も改善してきましたので、今はもう年間1,000億円に満

たないぐらいの引受まで縮小してきました。従って、そのような自然な市場の動きのほか

に他国との協調などを活用しながら、現実に合わせて縮小していくという、要するに出口

戦略も十分議論しているところでございます。

○安念委員 なるほど。ありがとうございます。
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○横田部会長 ありがとうございました。ほかには。どうぞ。

○伴 委員 それでは２点ほどお伺いできればと思います。今日いただいた資料の中で、

資料２―３のお客様からのアンケートで、５ページの「業務処理の迅速化」というところ

で、きょうご説明していただいた、例えば信用リスクの査定期間等は、定量的には昨年度

よりも改善をしておりますと。ただ、そのお客様のパーセプションとして、例えばその処

理の迅速化が少しおくれて、高い評価が減っているという意味での変化がありますという

ことでした。

ただ、このあたりは無回答という、「わからない」という比率が上がって、全体の高い

評価が下がっているというところもあります。きょうお話を伺っていて、ほかの委員の方

のご質問ではありませんが、やはり今範囲も広がっていますし、量的にも広がっています

と。その中で対お客様において、やはり“その処理がおくれている”という印象を与える

ようなことが実際に起きているのかどうか。あるいは何かＮＥＸＩとしての自己評価とし

て、このお客様の評価はこのように解釈されているというようなところを、もし補足で伺

えればというのが１点目でございます。

○鈴木理事長 そのアンケート調査をいただきまして、どういうところが原因なのだろ

うかということを我々の中で議論いたしました。やはり１つは、まさに今委員がおっしゃ

ったように、いろいろと仕事を増やしておりますのでそれらの仕事を行うのに手間がかか

っております。

例えば地銀連携というものを深めておりますが、地銀の頭取と会って話をしたところ、

「まず、我々の銀行員に教えてくれ」という話になりましたので、我々が今地銀連携で一

番重点を置いているのは、まず、行員さんに説明をするということです。

ですから、頻繁に私どものほうから出張に出かけて行きまして、貿易保険についての説

明をしております。そういうことをしていると、当然のことながら相対的に既存のお客さ

んに対しての面接時間も減りますし、出張中は連絡が取れませんので、既存のお客様には

そのような印象を与えていることがあるのではないかという意見が現場の意見としては多

かったように思います。

人員数につきましても、私からいうのも何ですが、我々はずっと150人前後で運営して

来ましたが、本当にもうそろそろ私どもも限界に来ているのかなという感じもしておりま

す。正直、我々ももうこれ以上業務は増やせないなという感じがしておりますので、これ

が改善されない限りいろいろな方法を考えなければいけないわけです。
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例えば地銀との連携も、地銀は１万人の行員さんがいますから、ある程度まで彼らが貿

易保険を習熟して頂ければ、彼らにより貿易保険を紹介して頂けるので非常に連携の効果

が出るわけです。また損保会社とのフロンティングも同様です。我々のこうした発想は人

が足りないというところから全部出てきているわけです。

フロンティングも、例えば先ほどいわゆるメガ損保といわれる３社との連携について申

し上げましたが、私がこれら３社の社長のところにうかがいまして、「フロンティングは

ぜひ一緒にやって頂きたい」というように依頼する形でようやく一緒にやっていただいた

ということもありました。ですから、独立行政法人は全体の横並びの制約としてやむを得

ないですが、今後全額政府出資の株式会社になるにあたり、人員等の面でご検討頂けない

でしょうかということを、岸課長にもお願いしている現状がございます（笑声）。

○伴 委員 そういう意味で今のお話しいただいた点と関連するところではあるのです

が、片方で皆さんがもうパンパンの状態でやられている中で、更に専門性を高めていくと

いうお話になると、１つは職員の方のモチベーションをどのように高めていくのか。

あるいは将来的に国の政策としてのサポートがあればということですが、逆にその何か

業務を少し取捨選択しないといけないような方向感が出てくるのか。そのあたりについて、

もし何かコメントでいただければと思います。

○鈴木理事長 まさにおっしゃるとおりでありまして、私どもは今人数が足りないわけ

ですから、例えば地銀連携などにしても、できればすべての地銀と連携できればいいわけ

ですが、それはとてもできないので、我々が今考えておりますのは、例えば１つの地銀で

年間最低１件成約して頂く。提携後１年間で本当に成果が出るところは継続するけれども、

成果が出ないところはやめるという考えもあろうと思います。

要するにそういう形で取捨選択をしていって、費用対効果を考えなければいけないので、

そういう意味で連携も単に希望してきたところと連携するのではなくて、どの程度の可能

性があるのか。地銀の体制はどうしているのか等を確認しています。

例えば今一番うまくいっているある地銀では貸出等とは別に各支店で貿易保険の成約を支

店の成績評価の中に入れていると聞いております。そういう成績評価システムの中にきち

っと取り入れて頂ける地銀と連携する等、我々は公的機関ですからあまり差別はできませ

んが、実績に基づいて熱心なところとますます連携を強めて参りたいと考えています。

単に「ＮＥＸＩと結んでいる」というだけの、名前が欲しいというような地銀はもう１

年で実績が出なければやめる等、そういうことでメリハリをつけしながらやっていきたい
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と考えております。

それから専門性の話ですが、今後のこともあり弁護士を雇い始めましたが、それはやは

りリスクが大きくなってくるので、レンダーズミーティングに入ってもスポンサーやレン

ダーはみんな弁護士を連れてくるわけです。そこで英文契約等でのリスクを職員でどこま

で判断するかは非常に難しいことでありますから弁護士さんを雇ったわけです。

先ほど申し上げました、例えば民間会社出身の方はプロジェクト・ファンナンスをずっ

とやられてきた方ですが、プロジェクト・ファイナンスを専門でやりたいという人を我々

が募集し、面接した上で採用しております。

それから大手法律事務所からいらした方ですが、その方はもう10年間もそういうプロジ

ェクト・ファイナンスの専門家としてやってこられた企業弁護士でございます。そういう

人を今後どんどん雇っていきたいと考えております。

当然のことながら、彼ら、彼女らが10年ずっと我々のところにいるとは思ってはおりま

せん。弁護士さんとしては給料が低いですから、途中で子どもを育て上げられたら辞めら

れるかもしれません。そのときのためにその方々に我々の中から勉強したい人を付けて、

その方の持ついろいろなノウハウなどをきちっと学びとれるようノウハウの伝授をするシ

ステムも考えております。

○伴 委員 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。ほかによろしいでしょうか。それでは「今後

の評価の進め方について」をお願いいたします。

○岸貿易保険課長 次回６月27日で評価のとりまとめを予定しております。先ほど少し

お話し申し上げましたように、評価のフォーマットをできれば本日委員の皆様に電子メー

ルの形でも送らせていただきます。それにご記入いただけるか、あるいはこのフォーマッ

トに手書きで記入してファックスしていただいても構いません。

ただ、大変恐縮ですが、事務局の整理の都合上、できましたら５月31日までに事務局ま

でご提出いただければと考えてございます。これは事務局のほうで整理をいたしまして、

３年分については既に過去２年間の評価と合算をいたしまして、次回の部会のご審議に活

用していただくべく準備をしたいと考えてございます。よろしくお願いいたします。

○横田部会長 ありがとうございました。それでは引き続き議題３に移ります。「平成2

4年度の年度計画について」をＮＥＸＩからご説明いただきたいと思います。

○坂口総務部長 資料３をご覧いただきたいと思います。報告事項でございますが、今
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年度の年度計画につきましてご説明させていただきます。

資料３の【参考】のところに「第４期中期計画のポイント」ということで記載させてい

ただいております。前回ご説明をさせていただいた中期計画ですが、ポイントは５つござ

いまして、新組織への円滑な移行の準備期間であるということ、成長戦略への対応で資源

分野・エネルギー分野・中堅・中小企業支援といったような分野への対応を行うというこ

と、さらには業務の体制整備を人材育成・リスク管理強化を通してしっかり行っていくと

いうこと。それから引受実績・査定期間などの定量目標を積極的に設定していくというこ

と。それから最後に業務運営の効率化ということで、毎回のことではありますが、業務費、

一般管理費の削減をしていくということでございます。

それを踏まえて2012年度の年度計画を策定したわけでございますが、具体的な中身とし

てはここに４点ほどまとめてございます。

１つ目がお客様のニーズへの対応ということで、中小企業保険の見直しであるとか、フ

ロンティングの包括化などの見直し、投資保険の商品性の見直し、さらにＭＲＪの引受の

ための約款等の整備を行い、金融環境の変化にも対応していきますというのが１つ目の大

きなポイントでございます。

２つ目は国の政策課題を踏まえまして、インフラ輸出や、中堅・中小企業による輸出、

農業分野への支援、さらには自然災害への対応も行っていきますということでございます。

３つ目は金融取引の高度化・複雑化に対応いたしまして、リスク管理強化・人材育成を

しっかり進めていくということと、内部統制の強化及びコンプライアンスの徹底を行って

いくということでございます。

最後の４つ目のポイントですが、私どもは保険料を収入原資にして運営しているわけで

ございますが、費用対効果を十分検討した中でコストを徹底していき、効率的な業務運営

に取り組んでいくというのが今年度の計画のポイントでございます。

具体的には、年度計画というものを3月30日に経済産業省様に提出させていただいてお

りますが、１ページ目がその業務の質の向上に対する目標ということで、（１）が「商品

性の改善」でございます。そして、２ページ目は「（２）サービスの向上」でございまし

て、３ページ目が「（３）リスク管理の強化及び業務の適正確保のための体制整備」、それ

から４点目が５ページに飛びまして、「（４）重点政策分野への戦略化・重点化」という

ことでございます。そして、最後に６ページで「（５）民間保険会社による参入の円滑

化」という５項目で、１つ目の「業務の質の向上」というのは成り立っております。
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２つ目の「業務運営の効率化」でございますが、最初のポイントが「（１）業務運営の

効率化」ということで７ページにございます。そして、８ページに２つ目のポイントとし

て「（２）システムの効率的な開発及び円滑な運用」となってございます。

大きな３つ目の柱が「財務内容の改善」ということでありまして、その中身として「財

務基盤の充実」と「債権管理・回収の強化」ということが９ページにございます。

さらに、中期目標、中期計画を踏まえまして、10ページに「４．行政改革を踏まえた新

たな制度設計への対応」ということでございます。来年の通常国会に向けて貿易保険法改

正の準備をしていくと伺っておりますので、それに対応した形で私どもも検討を進めて参

ります。

最後の５つ目が、先ほどの質疑でもご指摘がございましたが、専門性をもった人材をし

っかり確保・育成していくというところの取組を掲げております。

以上が2012年度の年度計画でございます。

○横田部会長 ありがとうございました。それではご質問等がございましたら、お願い

いたします。

○清水委員 よろしいでしょうか。

○横田部会長 どうぞ。

○清水委員 先ほど理事長がいわれた「これ以上業務は増やせない」というような状況

にある中で、年度計画のポイントとして従来どおりの目標を掲げておられるわけですし、

さらに従来どおりの業務運営の効率化というところを立てておられるわけですが、本当に

これでできるのだろうかと。

どんどん業務が拡大する。そして、その業務内容が複雑化していくという状況の中で、

業務運営の効率化そのものが結局はＮＥＸＩの職員さんにすべてしわ寄せという、言葉は

よくないのかもしれませんが、それは人のパフォーマンスにすべて大きな影響を与えてい

くわけです。

確かにその独法の横並び、あるいは給与については国家公務員との横並びという、そう

いう事業環境の中で従来どおりの業務の効率化のターゲットをここに掲げているわけです

が、果たして実行可能なターゲットなのかどうかというところが単純によく理解できない、

何か手品のようなことになるのではないか。

とりわけ人件費です。給与ですが、人員の３％削減でしたか。それそのものもまさに業

務の拡充、あるいはそれに対する対応、高度化に対する対応ということからいえば逆行す
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るような施策なわけですし、加えてまさに職員さんの仕事のやる気というか、モチベーシ

ョンというか、そういうものに直結するような給与の削減ということ自体が、この業務運

営の効率化ということに妥当な目標として掲げられておりますが、果たしてそれが妥当な

のかどうかという点についてちょっと疑問を感じるものですから、その点についてちょっ

とご見解をお伺いできればと思います。

○横田部会長 それではどなたからお答えいただけますでしょうか。

○坂口総務部長 はい。

○横田部会長 それではお願いいたします。

○坂口総務部長 それでは職員を代表する立場から申し上げますと、やはり相当実感と

しては厳しいなということは間違いございません。ただ、今回の中期目標の設定に当たっ

ては岸課長とも相談しながら、業務運営の効率化の中で特殊会社に向けた準備費用である

とか、新規施策項目については例外扱いをするというような形としており、何とか業務の

拡大と効率化の両立をさせるように最大限の努力をして取り組んでいきたいと思っており

ます。

他方、やはり職員のモチベーションというのは、皆さん、仕事の中身自体については、

非常におもしろいとか、自分の成長につながるなという思いで取り組んではいただいてい

ると思いますが、やはり給与がそれについてこないとなかなか厳しいと感じます。そうし

た中で、ＮＥＸＩの評価というのは、独立行政法人の中で唯一職員のボーナスの評価にも

反映されるという仕組みをとっております。全職員一丸となって年度計画、中期計画達成

のために取り組んでおりますので、そういった点もご理解をいただけると非常にありがた

いというのが私の感想でございます。

○鈴木理事長 温かいお言葉をいただきまして、本当にありがとうございます。毎回こ

の評価委員会での議事録は、私どもは職員に「皆さんの仕事は、評価委員会でもこのよう

に評価して頂いているんだ」ということで是非読むように伝えております。

モラールは非常に高いと思います。 仕事の内容も非常におもしろいといいますか、まさ

に清水委員がおっしゃったように、リーマンショックの前と後ではもう全く仕事の量も質

も異なっております。また、新聞にも掲載されておりますことから、周りの方々がＮＥＸ

Ｉをみる目も非常に高くなっております。例えば稲垣理事がミャンマーに行きましたとき

などは、ほかにもＪＥＴＲＯとかＪＯＧＭＥＣとかいらっしゃったにもかかわらず、説明

した後、あちらの大臣が最初に聞いてきたのはＮＥＸＩでありまして、「貿易保険はどう
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していただけますか」とか、また、後の記者会見でもほかの理事たちが全部並んだけれど

も、貿易保険の話ばかりでした。

そういうことも職員に紹介しておりますので、非常にモラールは高くなっております。

その意味では、私どもとしてもそうした皆様の声を励みにして、できる限り頑張りたいと

思っております。

○横田部会長 ありがとうございました。

○清水委員 しつこいようですが、要するに我々評価する立場からいきますと、どうや

って評価するのか。最終的にその評価というのは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄであらわされてしまい

ますよね。それでは何を基準にして評価するかというと、目標設定をクリアできたか、で

きないかと、これで評価せざるを得ないわけです。

そうすると、目標設定が一旦「こうだ」と、業務の効率化等もここで規定されてしまい

ますと、それをクリアしたかどうかで評価せざるを得ないわけです。そして、その評価と

いうのが実は給与に反映されていくということになりますと、いわゆる最初の目標設定を

どうすべきかというところが本当はもっと徹底的に議論されて、そこが納得がいくような

形で設定されるべきではないかと思いますので、そこはもう１つの前提として今からいじ

るわけにはいかないということであるならば、これからのご議論になるのかもしれません

が、評価基準のところで我々が評価するときに、その一旦設定された目標を単に機械的に

それが達成されたかどうかということだけではなくて、別の要素は大いに反映した形での

評価というものを十分取り入れていただくような、そういう１つの評価のあり方に少し工

夫が要るのではないかと思いますので、そこのところはぜひご検討いただければと思いま

す。

○安念委員 よろしいですか。今のところは非常に重要なことで、我々は評価する立場

なので、評価の仕方とか評点などについては、もちろん我々の直接の責任ですから議論し

なければいけないわけですが、目標設定自体は我々の権限ではないので、目標がこうなっ

ていますというのは、これはもう我々にとってはギブンです。

ところが、はっきりいって人件費を含むコストカットの目標というのは、率直にいえば

みんなナンセンスだと思っているわけです。この会議だけですよ、民間人のほうが「給料

を上げたほうがいいんじゃないか」と官の側にいっているのはここだけです。普通は逆で

すよね（笑声）。「官の側が給料を維持しているなんてふざけるんじゃない」と民間側がい

うのが普通なんですが、ここだけは逆です。
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それはもう初めからはっきりしているわけです。今回もＮＥＸＩの経常は保険料収入や

保険金の回収だからそんなに先々当てになる数字ではないのですが、90億円でしたか。経

常だけをみても１人当たり6,000万ほど稼いでいるのではないですか。それは売上ではあ

りませんから、経常ですから。

ということは、何を意味しているかというと、普通に考えれば簡単です。人を増やして

「おまえら、外回りして商売をとってこい」といったほうが絶対合理的と我々は思うわけ

です。それなのに逆なことをやっているわけです。

だから、我々は結構つらい立場で、目標がナンセンスだと思いながら、その目標に拘束

されて、その人減らしができていたら「ああ、いいですね」と付けなければいけないとい

う、これは愚痴をいっているわけですから、いってもしょうがないのですが（笑声）、変

だと思いませんか。

○横田部会長 何かございませんか（笑声）。

○寺村委員 まさにそうだと思いますよね（笑声）。やっていても何か満足感がないん

ですよね。

○安念委員 そうなんです（笑声）。

○寺村委員 皆さんもそうですが、高い評価を付けてお出しするわけですが、その結果、

何が出てくるかというと、その人事の勧告に基づいて「やはり減らしました」といった結

果が出てくるというのは、何かやはり釈然としないところがありますよね。それは何とか

できないものでしょうか。株式会社というか、別会社になったら、そのたがは外れるので

しょうか。

○安念委員 外さなければ意味がないですよね。

○岸貿易保険課長 きちんとお答えするのは難しいのですが、おっしゃるように、目標

の過程でご意見をいただきましたが、最終的には経産省として“これでやってくれ”とい

うことで目標を指示する形で、それを指標として評価していただくという仕組みになって

いる中で、さはさりながら、毎年のご評価の中で極めて強い問題意識の下にご指摘をいた

だいておりまして、私どももいろいろな形でその活用を図っているところでございます。

ただ、それもだんだん限界に近づいているという話もありましたが、まさにそういう状況

であると思っております。

今回の中期目標を立てる過程でも皆様方からのご意見を踏まえて、体制整備もきちんと

やっていくのだというところはやや苦肉の表現ではございますが、入れる形にしてござい
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ます。しかし、今後そういった人員、給与のところがどうなるか、どうするかというとこ

ろは、まさに政府としての責任であると考えてございます。

私どもの立場としては、人を増やすというような、現在の環境の下ではある種例外的な

措置を講じる際に、それをどうやって政治的な文脈に乗せていくのか、あるいは政府部内

での査定の文脈に乗せていくのかという話題がある中で、そこでなかなか……。現に支障

が出てこないとなかなか査定の文脈に乗せてもらえないといったような現実の難しさもあ

る中で、皆様方からそういった応援をいただくことを１つの大きな材料にして、また、今

後全額政府出資の特殊会社化というようなこともこれから具体的に検討していきますが、

そういったあらゆる機会をとらえてきちんと最大限努力していかなければいけないと認識

をしております。

○横田部会長 ありがとうございました。よろしいですか。今回この計画は報告事項で

すので……。

○安念委員 よく存じ上げています（笑声）。

○横田部会長 これから１年間ＮＥＸＩにおかれましては、今の委員のお気持ちを受け

とめて実施していただければと思います。よろしくお願いいたします。

それでは次にまいりまして、議題４、先ほどお話が出ておりましたが、「業務の実績の

評価基準（案）について」に移らせていただきます。それでは説明をお願いします。

○岸貿易保険課長 それではご説明申し上げます。資料４―１が案でございますが、資

料４―２のほうに新旧対照表がございますので、こちらをご覧いただければと思います。

主要な変更点でございますが、前の第三期中期目標期間からこの４月から始まった第四期、

次回の評価から適用されるものでございますが、４ページをお開きいただけますと下線が

引いてございます。

中期目標期間、それから各事業年度のこの２つについて、これを評価するためのＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄといったこの表現を経産省全体の基準の表現と同様に統一したところでございます。

なお、経産省全体の基準については資料４―３にございますが、説明は省略させていただ

きます。

もう１つは、同じ新旧対照表の５ページでございます。具体的には評価項目が並んでお

りますが、これも前回までにご審議いただいた中期目標の表現を踏まえまして、１の

（３）のところで「リスク管理の強化及び業務の適正確保のための体制整備」という表現

に変えてございます。また、４といたしまして、「行政改革を踏まえた新たな制度設計へ



- 30 -

の対応」を新たに追加しております。

この行革の部分の具体の中身といたしましては、従来の１～３までの項目と重複するこ

とからプラスマイナスの２段階評価とコメントのみを評価していただくということで、総

合評価に向けた加重平均には参入しません。したがって、これまでの項目ごとの１、２、

３のところは６：６：２ということでございますが、このウエート付けについては、従来

から変更なしという案にしております。ご審議、ご確認をいただければと思います。以上

でございます。

○横田部会長 ありがとうございます。それでは何かご質問等ございますか。よろしい

ですか。

（「意義なし」の声）

それではご質問等がないようですので、これで部会の決定ということにさせていただきま

す。 それでは議題の５に移ります。「日本貿易保険役員報酬規則の改定について」をご

説明願います。

○岸貿易保険課長 資料５でございます。昨年度の人事院勧告の反映といたしまして、

例年同様の給与の引き下げとして0.51％ということに加えまして、今般公務員の給与の臨

時特例、すなわち震災を踏まえた特例という方針の下で国家公務員の給与が２年間の特例

措置として引き下げられます。国家公務員幹部が9.77％減ということでございまして、こ

の国家公務員に準じた形に役員報酬規則も改定され、経済産業大臣に届出されたところで

ございます。

制度的には、この規則の変更のＮＥＸＩ部会への通知という形になりますので、ご報告

を申し上げます。なお、先ほどのご説明にもありましたように、これは役員報酬規則につ

いてでございますが、職員につきましても今回国家公務員に準じまして、若手５％、中堅

８％、幹部の管理職手当が10％という引き下げが４月から２年間行われておりますので、

この際にご報告申し上げます。以上です。

○横田部会長 ありがとうございます。それでは何かＮＥＸＩから補足等がございます

ですか。

○鈴木理事長 特にございません。

○横田部会長 よろしいですか。ご質問、ご意見等がございましたら、お聞かせくださ

い。

○安念委員 もういいました（笑声）。
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○横田部会長 先ほど来話題になっておりますので（笑声）。

○安念委員 議事だとおっしゃるならだめだといえるのかもしれないですが、ご報告だ

とおっしゃるのですから、それはしょうがないですよ（笑声）。

○横田部会長 申しわけございません（笑声）。でももし何かありましたら、伝えるこ

とはできますので、何かございましたら。よろしいですか。先ほどの話もありますので、

お伝えさせていただきます。

○安念委員 それでは１つ。非常に端的に。金融というのは、ケチさえすればいいとい

うものではないんです。これはそういうものなんです。これは金融という世界の本当にグ

ローバルスタンダードであります。それは当たり前なんです。物をつくっているわけでは

ないんですから、入口のところで貧乏くさくしているとお客さんの信用が得られないんで

すね。それはそういうものですよ。だから、役員だって貧乏くさい性格をしていたらだめ

なんです（笑声）。それをよくいっておいてください。どこにいえばいいのか知りません

が（笑声）。しかし、これは本当ですよ。

○横田部会長 わかりました。どうもありがとうございました。親委員会でご説明させ

ていただきたいと思います。そのほかの委員からはよろしいですか。

○清水委員 一つ。この俸給の引き下げの２年間の特例措置ですが、この引き下げた分

というのは、東日本の復興に当てられると……。

○安念委員 公務員はですね。

○清水委員 そうではないのではないですか。

○鈴木理事長 我々の分ですよね。特別会計に行きます。

○清水委員 そうですよね。

○岸貿易保険課長 そうですね。そういうことになります。

○横田部会長 ありがとうございました。それではこれで本日の議題は終了させていた

だきます。それでは今後のスケジュールについてお願いします。

○岸貿易保険課長 先ほども申しましたが、次回は６月27日（水）10時からということ

でお願いいたします。

それから評価のほうは、できましたら５月31日までにご提出していただければありがた

いと思っております。なお、過去２年の評価結果もお手元に改めて配付をさせていただい

ておりますし、事実関係等でまた追加のご質問がありましたら、私、あるいは事務局のほ

うにお尋ねいただければと考えております。
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本日は、ご審議いただきまして大変ありがとうございました。

○横田部会長 本日も活発なご審議をいただきましてありがとうございました。

以上をもちまして、独立行政法人評価委員会「第35回日本貿易保険部会」を閉会いたし

ます。ありがとうございました。

――了――


