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ABSTRACT 

Environmental problems are multifaceted and all-encompassing in their nature, with various factors 
closely linked with one another. To facilitate environmental risk management utilizing environmental 
insurance, there are challenges that should be addressed from a broader perspective, beyond the scope of 
environmental insurance. This paper is intended to conduct another review on green financing as part of 
supplementary discussion, in particular, to confirm inter-linkage of various factors, and broaden the 
perspective regarding inter-linked issues. 

The influence of financing should never be underestimated in building a sustainable society and 
promoting environmental risk management. I have discussed financing functions of the non-life 
insurance industry because my research focuses mainly on environmental insurance. It should be noted, 
however, that banks are major financial institutions in Japan. This paper presents an overview of banks’ 
trends in connection with environmental risk management. 
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1. はじめに 

 

環境問題はさまざまな要素が相互に絡み合う、多面的で総体的な性格を帯びている。したがって、環境保険を活用した環

境リスクマネジメントを円滑に機能させていくには、環境保険を超えてさらに広い視野で取り組んでいくべき課題もある。そこ

で、特に密接に絡み合っていることを確認するための補完的考察として、「金融のグリーン化」について改めて検討しておく。

この選択は、絡み合っている論点についての視野を広げる意味もある。 



 持続可能な社会を構築し、環境リスクマネジメントを進めるうえでは、金融の影響力を軽んじるべきでない。筆者の研究は

環境保険を中心としたものであるので、損害保険業界の金融機能についても触れてきた。だが、我が国における金融機関の

代表は銀行である。そこで、本稿では、環境リスクマネジメントとの関わりという視点から銀行の動向を概観する。 

  

2．金融のグリーン化について 

 

損害保険業界自身、環境リスクマネジメントに寄与する機能の一環として、投資に代表される金融活動を有していた。この

点からも、持続可能な社会の構築に向けての社会全体としての環境リスクマネジメント戦略においては、金融業界全体が重

要な役割を担いうるし、また担わなければならないことがわかる。 

製造業や建設業と異なり、金融機関が直接に生みだす環境負荷は小さく、従来、金融業界と環境問題との関わりは希薄

と考えられがちであった。だが、近年では、ISO14001 の認証取得をはじめとして、環境問題に積極的に取り組む金融機関が

増加している。のみならず、金融機関の産業界に与える影響を高く評価し、金融機関と環境問題との関わりをより積極的な

観点から論じる論者も増加している１）。金融業は企業の事業活動や個人の生活に必要な資金を融資や投資活動を通じて

供給する。したがって、金融業はあらゆる産業の経済活動に影響しうるし、その影響力を通じて産業界や個人の暮らしにお

ける環境負荷を低減させるよう、誘導することができるのである。 

そのことを象徴するように、1999 年の環境白書は「『マネー』の流れを調整する産業における取り組み」という項目を設け、

金融機関が環境にやさしい社会を創造していくうえでより積極的な役割を果たすことを求めていた２）。さらに、環境省は「金

融業における環境配慮行動に関する調査研究報告」において、我が国で金融業界が行ってきた環境配慮行動の事例を次

表のように挙示するとともに、今後の金融業界の働きに期待を寄せている(表１)。 

 

表 1. 金融業における環境配慮行動の事例 

A) 環境保全対策への事業性資金融資 

1）環境保全対策の促進          2）ISO 認証取得の促進 

B) 環境保全対策への非事業性資金融資 

  1）低公害車の普及            2）省エネ・省資源等設備の普及  

3）低公害車、エコマーク認定商品の普及  4）省エネルギー型住宅設備の普及 

C) 環境分野のプロジェクト融資    F) コンサルティングサービスの提供 

D) 環境ベンチャーへの融資      G）寄付／預金 

E) 排出権取引等の仲介        H）寄付／金銭信託 

（出所）環境省による「金融業における環境配慮行動に関する調査研究報告」（2002）を参考にして筆者作成。 

 

このような金融機関の環境問題に対する積極的な取り組みの代表例として、企業の社会的責任投資（以下、SRI）がある。

すなわち、企業を財務的側面のみからではなく、むしろコンプライアンスや労働者の人権への配慮、女性への配慮、地域貢

献等、企業の社会性や倫理性という観点をも加味して評価し、積極的に投資の対象とするファンドである。経済性、環境性

及び社会性の 3 つの側面（いわゆるトリプル・ボトムライン）から評価の高い企業の株式を組み入れた投資信託が SRI ファンド



と言ってよいであろう。SRI 先進国の米国では 401K プランや公的年金、英国では年金基金に組み入れている（表２）。 

 

表 2. 我が国及び米国と英国の社会的責任投資の現状  

項目 日本（2006 年 3 月末） 米国（2005 年） 英国 

SRI 投資信託 約 2,600 億円   約 21 兆円 約 1.1 兆円（2005 年） 

その他の SRI データなし   約 253 兆円 約 21.4 兆円(2003 年) 

合計   約 2,600 億円     約 274 兆円   約 22.5 兆円 

（出所）環境省「環境と金融に関する懇談会」（2006 年 7 月） 

 

だが、上表から明白なように、我が国の SRI 投資残高は米国のわずか 0.1％にも満たない。GDP の経済規模の差を顧慮し

ても著しく小さく、英国と比較しても見劣りする。それはなぜであろうか。 

 まず、投資家のニーズの側から考察してみると、SRI は個人投資家、機関投資家などの潜在的なニーズを十分に発掘する

ことができそうである。じっさい、我が国においても近年、SRI の大きな柱として環境に配慮した企業を支援するエコファンドが

現れたが、それに対する反響は大きかった。たとえば、1999 年 8 月に発売されたエコファンド第 1 号の「日興エコファンド」は、

当初 50 億円程度応募が集まればよいと考えられていた。だが、募集してみると、締切日までに約 230 億円の応募が集まり、

環境配慮型企業を支援しようというグリーン・インベスターズの潜在的ニーズを一気に顕在化させた３）。 

したがって、問題は供給側、すなわち金融機関の側にあると解される。換言すれば、金融機関において、企業の環境配慮

度や CSR に対する努力等を商品のパフォーマンスに反映させる優秀なファンドを開発、創造し、顧客の潜在的なニーズを顕

在化させる市場を創造する努力が求められていると解されるのである。 

国際的に見ても、金融機関のさまざまな業務において環境および持続可能性に配慮した最も望ましい事業のあり方を追

求し、これを普及、促進させるための国際的枠組みが構築されてきた。国連環境計画（UNEP）のファイナンス・イニシアティブ

（通称 UNEP FI）である４）。UNEP と金融機関との自主的な協定に基づき 1992 年に設立されたこのプログラムに、我が国でも

既に 13 社が署名している。なかでも、政府系金融機関である日本政策投資銀行、都市銀行の三井住友フィナンシャルグル

ープ、信託銀行の住友信託銀行等の大手金融機関に加えて、地方銀行から滋賀銀行が参加していることが目を引く５）。 

また、金融機関の果たすべき社会的責任について、2003 年 10 月にアジアで始めて開催された UNEP FI 東京会議にお

いてさまざまな議論が展開された。「会議概要報告書」によると、それらは 5 つのテーマに集約されるが、そこでも透明性や説

明責任等のガバナンス体制、あるいは地球温暖化への取り組みと並んで、土壌汚染、SRI 等に対する関心が高く、全体とし

て広い範囲で取り上げられている６）。 

この東京会議の最後に、コンファレンス・ステートメントとして「東京原則」が採択された。そこには、金融機関の次のような

責任がうたわれている。 

Ⓓ 社会及び環境に望ましい影響を与える投融資及び保険を選定すること 

Ⓔ 社会及び環境に資する商品普及に努力すること 

Ⓕ 経営方針、組織体制、情報開示の指針等ガバナンス全般において最適な体制を採ること 

Ⓖ ステークホルダーとの対話を通じて持続可能な社会の実現に努力すること 

要するに、金融活動を通じて積極的に社会にインパクトを与えることの重要性を、東京宣言は指摘しているのである７）。 

ついで、前述のように UNEP FI に署名している 4 つの形態の銀行から、2 行を取り上げて、具体的な取り組みを見てみよ



う。くわえて、その他の銀行の取り組みについても 1 行の例を簡単に見てみたい。 

 

2‐1．日本政策投資銀行 

まず、政府系金融機関代表として、日本政策投資銀行を考察する。ここでは、足達英一郎・金井司（2004）に基づき、日本

政策投資銀行について見てみよう。同行は、トリプル・ボトムラインを意識した環境格付等を積極的に公表し、銀行業務の展

開を行っている。元来、環境への取り組みには積極的であったが、2003 年に銀行で初めて社会環境報告書（現在は、CSR

コミュニケーションレポート等に進化）を発行した。環境問題への取り組みが遅れていた銀行業界のなかで、同行は先駆的役

割を果たしたと言えよう。その後も、CSR／SRI に関する質の高いレポートを数多く公表し、銀行における先進的位置を確立し

ている。また、同行は CSR 企業を支援する形でビジネスを展開している。 

そのなかで、最近特に積極的に推進しているのが、環境格付を反映した融資制度である。この融資制度は、企業の環境

経営を促進、支援するための方策であり、企業に対して経済的なインセンティブを与えて環境リスクマネジメントを促進する

優れた制度である。具体的には、企業をガバナンスや情報開示など社会面を含めた定性的項目と、地球温暖化対策や水資

源対策等の定量的項目、合計約 100 項目で評価し、その評価をもとに貸出金利を差別化する。また、評価に従って、社債の

保証も受けられる８）。           

この取り組みの画期的な点は、トリプル・ボトムラインの指標による企業評価を、株式投資ではなく、融資基準に取り入れた

ことである。株式投資における SRI による評価手法を銀行の本業に組み入れた広義の SRI と考えてよく、銀行の本業である

間接金融で利用することができる。この手法はやがて広く他の銀行でも利用されることとなるであろう。さらに、融資基準のな

かに経営リスクとして環境リスクを取り入れることが、ネガティブ・スクリーニング的な手法であるのに対して、環境格付による金

利優遇はポジティブ・スクリーニングに近い考え方である。この点も環境経営への力強い誘導基準として評価されるであろう。

以上のように、同行が我が国において UNEP FI の活動を積極的に推進し、さまざまな手法を構築することにより、企業の環

境配慮行動、環境経営そのものを支援する枠組み手法を明確にしたということは特筆される９）。 

 

2‐2．滋賀銀行 

 次に、地方銀行の代表として、環境問題に対して常にユニークな先進的取り組みをしている滋賀銀行を考察する。ここでは、

日本政策投資銀行と同様に、足達英一郎・金井司（2004）に基づき、滋賀銀行について見てみよう。同行は、銀行のなかで

も地域社会との距離が近く、地域密着を重視する地方銀行に属し、元来、地域への責任ないし公共性を常に念頭に置いて

事業展開している。また、同行が拠点を置く滋賀県は、琵琶湖を抱え、流域を含めて豊かな自然環境を保ち、従来から環境

保全に対する意識の高い県である。そうした地域に立地する同行も、当然、環境に対する意識が高く、取り組みも早かった。

UNEP FI への署名行となったのも、日本政策投資銀行に次いで早い。 

同行が、これまで「環境経営」として行ってきたテーマは、以下の４点である１０）。 

① 省資源・省エネルギーの「エコオフィスづくり」 

② 環境対応型金融商品・サービスの開発、提供による地域の環境保全活動への働きかけ 

③ 倫理観の強い行員づくり 

④ 透明度の高い情報開示 

環境対応型金融商品やサービスの開発としては、企業の環境保全活動に対する低利融資制度「しがぎんエコ・クリーン資

金」がある。同制度は、1998 年 4 月より実施され、琵琶湖を中心とする地球環境保全に向けての企業や事業主の取り組みを



支援しようとするものである。具体的には、水質環境保全支援資金（みずすましプラン）[水質汚濁防止や省エネ対策、土壌

汚染対策、リサイクル等の設備資金の低利融資]やISO取得支援資金（ISOプラン）等を提供している１１）。水質環境保全支援

資金が中小企業を対象としているのに対し、ISO 取得支援資金はそれより少し上位の中堅企業を対象としている点に少しち

がいがある。 

また、ベンチャー企業への融資（この融資の対象となる分野は原則自由であり、環境配慮型企業に限定しているわけでは

ない。だが、環境配慮型企業を有望分野として注目している）を推進し、2003 年 7 月末現在累計 327 件で 39 億円の実績を

上げてきている１２）。滋賀県という土地柄からか、環境分野での創業や新事業を行うベンチャー企業は多い。 

さらに、同行の取り組みで我が国において大きな注目を浴びたのが、2003 年の土壌汚染対策法への取り組みとして、汚

染土壌を担保の対象としないという脱担保方式を採用したことであった１３）。くわえて、注目される事項は、土壌汚染された土

地について、既存担保は評価を見直してゼロ円にすること、大規模な環境被害を起こした企業等へは信用格付をランクダウ

ンすると公表したことである１４）。 

地方銀行は、地方自治体と同様に、地域社会における環境問題に対して多大な影響力を保持し、果たす役割は極めて

大きい。同行は、地元企業をより環境配慮型へ向かわせるため、経済的インセンティブを積極的に活用し、今後の地域金融

機関のあり方を象徴する先進的な取り組みを行っていると言えよう。 

 

2‐3．新銀行東京 

最後に、その他にも、いろいろな金融機関で環境に配慮した商品がさまざまに開発されている。たとえば、近年拡大してい

る環境配慮融資に、東京商工会議所の eco 検定を利用しようという金融機関が現れている。中小企業が顧客である新銀行

東京である。同行は、環境配慮型の企業に対して金利を優遇する融資制度である「環境・CSR 応援団」の取り扱いを始めて

いる。それに伴って、同行は、企業が環境配慮型であるか否かを見極める条件を設け、eco 検定合格者が社員の半数以上

であることを「環境・CSR 応援団」融資の条件とした。 

 

3． おわりに 

 

以上、代表的な３行を例として見てきたが、これらの取り組みは、金融機関が、金利の優遇という経済的インセンティブを用

いて、人材不足に悩み環境への取り組みが手薄になりがちな中小企業に対して環境問題に関心を抱く人材の補強を誘うと

共に、そうした人材を活用して中小企業が環境問題に効果的に取り組むことを促し、また優遇融資を通じてそうした取り組み

を支援する際の大きな手立てとなろう。これらの融資制度の普及には大きな期待が寄せられる１５）。 

このように、金融機関の役割は極めて重要であり、金融機関は、それぞれの特色を生かして、本業の投融資活動を通して、

持続可能な社会の実現に向けて、市民や企業を環境配慮行動に導くべく努力している。 
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14）足達英一郎・金井司：（2004）152 頁－153 頁参照。http://www.shigagin.com/csr/report/index.html 

『しがぎん』の CSR 活動報告参照。 

15）日経エコロジー（2006 年 12 月）10 頁参照。 
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