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       ABSTRACT 
In this paper, as companies are increasingly expected to cope with environmental problems, I summarize 

importance of management and conservation of environmental pollution in a corporate activity.  

I verify the effect using environmental insurance(which in this paper refers to environmental 

impairment liability insurance, polluted land clean-up expense insurance, medical waste generator 

liability insurance, and industrial waste generator liability insurance) to manage and conserve 

environmental pollution, and to consider the current status and problem of popularization. 

 Finally I suggest that I seek the future outlook of business taking advantage of environmental insurance 

as a business strategy, and environmental insurance is to be an environmental strategy and moreover to 

be a factor playing a role as a business strategy toward companies and insurance companies in terms of 

corporate management.  
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1.はじめに 

 本稿では、企業の環境問題への対応が叫ばれる中、企業活動における環境汚染の管理・保全の重要性を概説し、環境汚染を管

理・保全する上において環境保険（本稿では、環境汚染賠償責任保険、土壌汚染浄化費用保険、医療廃棄物排出者責任保険、産

業廃棄物排出者責任保険、を環境保険と定義する）を活用する有効性を検証するとともに、環境保険の現状と普及上の問題点を考

察し、この現状を踏まえた上で、環境保険を経営戦略として活用したビジネスの展望を探求し、企業側と保険会社側に対し、環境保

険が企業経営において環境戦略となり経営戦略としての役割を担う存在となることを提言したい。 

 

2.環境汚染管理・保全の重要性 

企業にとっての環境管理・保全の重要性を論じるにあたって、経営者が環境汚染の管理・保全を経営上のリスクと理解することが

重要となる。環境リスクが経営上のリスクとなって現われることを認識する必要がある。もし、この認識を怠った場合、企業経営はどの

ようになるであろうかを具体的な事例に基づいて考察していきたい。 

環境リスクについては、各論者が立脚する学問分野に規定されつつ、広狭様々な定義が見出される。そうした環境リスクについて、

本稿では、主題とする環境保険との関わりに即して、大泉光一（1995）に倣い、「企業が事業活動を行う中で、何らかのかたちで環境

汚染を発生させ、もしくは環境汚染に関与したために、結果として生態系や人々の健康的な生活に悪影響を及ぼし、その責任を追

及され、損害賠償をはじめとする様々な負担を被るリスク」（129 頁参照）という観点から、主として捉えていくこととしたい。   

 我が国において、環境汚染については歴史的に見ても、「熊本水俣病」をはじめとする加害企業が被害者に対して悲惨な損害を

起こした事件が多く発生した。「熊本水俣病」では加害企業であるチッソは 1 企業としての支払い能力をはるかに超えた多額の損害

賠償金や浄化費用等の補償を負担することを余儀なくさせられた。巨額の負債を抱えながら行政による支援を受けながらもいまだ存

在し続けなければならないことを考えると、企業における環境汚染の管理・保全の重要性が想起されてくるであろう。 

「熊本水俣病」の事例では概略の説明に留めたが、環境リスクがときとしてどれほど莫大な金額にのぼるかを理解するために、我

が国から著名な公害事件を 1 つ取り上げてみよう。 

 我が国における事例として、イタイイタイ病を取り上げていきたい。周知の事件なので経緯は省略し、畑明郎（2007）により簡潔にま

とめられた補償費用等のみを表に紹介する。巨大企業の三井金属鉱業株式会社にとっても大きな打撃であったにちがいない。と同

時に、中小企業であればとても負担しきれない金額であることは一目瞭然であろう。しかも、産業廃棄物問題に即して考察するように、

中小企業の不法なビジネス活動に由来して巨額の被害が発生することは十分に生じうる。さらに、これほどの金額にはのぼらなくとも

中小企業には耐え切れそうもない規模の負担が既に少なからず発生しつつあることは、アスベスト問題に即して見るとおりである。の

みならず、ブラウンフィールド問題に関わって、たとえば古くから営まれてきた町のクリーニング店や零細なメッキ工場に同種の懸念

がないとは言えない。 

 

表 2-1.イタイイタイ病の費用負担 

費目 金額 

（億円） 

三井金属鉱業

(株)負担金額 

（億円） 

三井金属鉱業

(株)負担率 

（%） 

備考 

人体被害補償 78 78 100 1971 年～97 年累計 
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農業被害補償 170 170 100 1971 年～96 年累計 

土壌復元費用 220 86 39 1979 年～97 年累計 

公害防止投資 126 126 100 1970 年～98 年累計 

そ の 他 18 18 100 行政経費弁償金・公害防止協定 

合  計 612 478 78  

       出所：能川ら（1999）等から畑作成、畑明郎・上園昌武編著（2007）『公害湮滅の構造と環境問題』14 頁、に基づき筆者が一部修正。 

 

したがって、さしあたり上記のように定義したからといって、環境リスクは加害企業のみにとってのリスクとはかぎらない。当該企業が

負担しきれなければ、健康被害を受けた人々や破壊された生態系がリスクをツケ回されることとなる。あるいは、そうした人々や生態

系を救済しようとすれば、国や地方自治体が費用を拠出せざるをえなくなる。つまり、納税者がリスクを負担することとなる。そのため、

企業間でリスクをシェアする保険という仕組みを環境リスク管理にどのように活かせるかが、よりいっそう注目されることとなるのである。

その環境リスクについて、先述の大泉（1995）は、企業が被る影響に従って、次の 4 つに大きく分類している。「①刑罰リスク、②浄化

責任リスク、③操業停止リスク、④企業イメージ低下リスク」（133 頁参照）である。すなわち、企業活動における環境汚染の管理・保全

を怠るとまず刑事上のリスクが発生する。続いて民事上では浄化責任のリスク、行政上では操業停止のリスクが発生し、最後は社会

環境として企業イメージの低下となり企業の社会的責任に及び長年において築き上げた信用の失墜につながっていくと考察する。 

以上、環境汚染管理・保全の重要性について概説してきた。環境汚染管理・保全の役割の一端を環境保険に求めようというのが

本稿の趣旨であるが、その現状はどのようになっているかを次節で検証していきたい。 

 

3.我が国の環境保険の現状と普及上の問題点 

３‐１．環境保険の持つ重要な３つの機能 

 環境経済学での主流的見解に従えば、環境問題に効率的に対処するためには直接規制に依拠するよりも市場経済システムを効

率的に活用すべきであるということになる。しかしながら、環境問題は多様な要素が絡み合った総体的、複合的な事象である。その

ため、市場経済システムに依拠しても必ずしもうまく制御しきれるものではないことも理解しておく必要がある。いずれにしても、環境

問題を解決する上で市場経済システムに依拠した手法が大きな役割を果たすことは疑いえない。そして、環境保険はその手法とし

て有力な選択肢の 1 つにほかならない。というのは、環境保険は一般的に次のような 3 つの機能を期待することができるからである。 

 

1）ひとたび環境汚染事故等を引き起こした場合、あるいは不法投棄された廃棄物に排出元として間接的に関連した場合でさえ、企

業は賠償責任を負わされかねない。それはときとしてその企業の存立を脅かしうるほど巨額にのぼる。環境保険はいずれもの企業が

大なり小なり曝されているそうしたリスクを諸企業間でシェアさせ、企業経営の安定化に寄与する。 

２）環境保険は、環境汚染事故等が発生した場合、企業の負う損害賠償金や浄化費用等を補償し、企業の賠償資力を支える。この

ように、被害者の早期救済に道を開き、損なった生態系の回復を促進する等、環境紛争を速やかな解決に導くことに寄与する。 

３）環境保険は加入の際の審査や環境に優良な企業に対する保険料の割引制度等を通じて、企業の環境保全意識を高め、企業に

環境配慮行動を促すインセンティブを与える。その結果、社会的には、環境配慮型社会システムへの転換を誘導するという効果を

有している。 

 以上、環境保険の優れた特徴を概説してきたが、次に、これを巡る動向はどのような状況かを辿ってみたい。 
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３‐２．環境保険を巡る動向 

大きなリスクである環境リスクに対して、我が国における環境保険の販売状況は芳しくない。民間の保険に頼らなくても民間保険に

代わる政府規制や補償制度等が十分備わっていれば、問題はないが、我が国においてはそれらが十分備わっているとはいえない。

我が国は、米国のように訴訟社会でもなく、スーパーファンド法というような厳格な法律によって賠償責任を問われる法律がない。こ

のような中で、企業は環境リスクに対して、ほぼリスクを保有する形（自家保険）となっており、中小零細企業はもとより、大企業も

100％リスクにさらされている。我が国における環境汚染賠償責任保険は、土壌・地下水汚染に限っていえば、強制的な浄化義務を

課すような法制度が未整備であり、情報公開等も行われておらず実態把握が難しい。以上を背景として、環境汚染賠償責任保険は、

企業のニーズを喚起できず、保険加入の際のアンダーライティングの難しさからほとんど、普及しない状況であった。 

先述の環境保険のメリットをまとめると、①被保険者である企業の賠償資力を確保、②環境汚染の早期浄化と被害者の救済に寄

与、③引き受け時における事前調査には、環境監査としての側面も認められる、④企業の環境保全機能を有する制度として評価で

きる。 

以上のように環境保険は優れた機能を有しているにも拘らず、普及していない実状が明らかとなった。そこで、続いてどのような理

由で普及しないのか、問題点は何かを探っていきたい。 

 

３‐３．環境保険が普及しない理由と問題点 

保険を購入する企業側（需要側）と保険を提供する保険会社側（供給側）と双方から、環境保険が普及しない理由を理論的にあげ

れば以下の通りである。 

企業側からの問題点は、①保険加入に際して、保険契約の締結に伴ういくつかの不便･不都合がある。契約前に保険会社による

第三者的審査手続の中で、徹底した汚染源データの開示が要求されること、②個別対応で事前の環境監査・リスク診断に時間がか

かり、結果的に引き受けが行われなかった場合、企業のイメージが低下すること、③長い審査期間を経て締結に至ったとしても、経

常的に行われる環境監査では、企業側の費用負担の下で保険会社のモニタリングを常時受ける必要があること、④環境監査のコス

トは企業側の負担であること、⑤高額の保険料の割にもかかわらず、事故に対する賠償金のうちの自己負担額の割合が高く、保険

料というコストに対し保険のメリットが十分であるかコストとベネフィットが納得しにくいこと、⑥環境保険で保険金を支払った事例が少

なく、環境汚染の実態とそれに伴う企業のダメージの全容を把握できないこと、等である。 

これらの結果、環境問題を自社にとって切実な経営問題と認識できず、環境リスクが経営者に浸透していない。  

一方、保険会社側からの問題点は、①「逆選択」の可能性が大きい。環境汚染賠償責任保険の需要は、汚染の危険度の高い企

業・業種にかたよるおそれがあり、保険会社は引き受けに消極的にならざるをえないこと、②「モラル・ハザード」の可能性もあること、

③米国における問題状況から、環境保険引き受けに対して消極的であること、④データが少なく、制約されている中、リスクに見合う

保険料の定量化ができないこと、⑤再保険の手当てが困難であること、⑥漸進的に（蓄積性のある）汚染が進行し、一時に拡大する

汚染はリスク評価が困難であること、⑦環境汚染発生時、加害者、被害者の特定が困難で損害査定に困難を伴うこと、⑧環境汚染

に対する法律の支払基準の厳格化に伴う保険の担保範囲の拡大が生じる可能性があること、⑨環境保険の難しさから会社の経営

方針として引き受けない会社が多いこと、等である。 

以上我が国において環境保険が普及しない要因を述べてきたが、環境保険が普及しない需給両面の理由は想定されるものの、

どの理由が大きいか等、現実の状況は不明である。 

環境保険市場は、保険会社が企業と個別対応で、リスクの測定や契約内容の設定、保険料の設定等を行うため、企業秘密の範
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疇となり情報が公開されることが少ないことが大きな障碍となっている。このような多くの障碍がある中で、保険会社がそれでも環境保

険を引き受ける理由に基づいて、環境保険が経営戦略となりビジネスとなることを展望、考察していきたい。 

 

4.保険会社が環境保険を引き受ける理由 

以上のように保険会社側が環境保険引き受けに対して厳しい状況の中、桑名謹三（2006）の保険会社へのアンケート調査に基づ

いて、それでも保険会社が環境保険を引き受ける理由を検証する。この調査で環境保険を引き受ける会社が 8 社存在する。非販売

会社についても今後のことを想定して回答を得ている。保険会社の経営戦略に関するものであり、経営方針、営業施策上、環境保

険で被る損失を度外視したもので、企業との総合取引の中から長い友好関係を生み出すものである。この総合取引に基づき、桑名

（2006）は、「①多少損失が出た場合でも保険料運用益でカバー、②潜在的な優良マーケットへの先行投資、③環境リスクに係わる

保険を積極的に販売することから契約者である企業の他の種目の保険のシェアの拡大によって環境リスクに係わる保険の損失以上

に利益が得られる、④環境リスクに係わる保険を積極的に販売することによって環境リスクに強い企業イメージの向上、⑤内部統制

など企業のリスク管理の強化が叫ばれる中、企業のリスクコンサルタントの地位を獲得する」（94 頁－95 頁参照）等の 5 点をあげてい

る。以上の点から、我が国の保険会社は、環境保険単独での引き受けには懐疑的であるが、契約者との保険取引状況により引き受

けることとなる。保険会社側は、中堅企業以上の企業について、リスクをある程度抑制し、引き受けを行うことにより環境保険が経営

戦略、ビジネスとなるであろう。最後に、企業側、保険会社側はともに環境保険が経営戦略としてビジネスに役立つ存在になることを

検討していきたい。 

 

5.おわりに 

環境保険が普及しない理由と問題点等を上げ、それでも環境保険を経営戦略として引き受ける保険会社が存在し、これがビジネ

スとして役立つ環境保険普及への大きな展望となることを論述し、企業側と保険会社側ともに環境保険が経営戦略の役目を果たし

ビジネスとして、役立つことを検討していきたい。 

まず、企業側は、環境リスク管理を経営上の重要なリスク管理として位置づけ、環境保険という 1 手法を経営戦略として活用するこ

とにより環境リスクを管理する有益性を考えることが重要である。もはや企業は経済性、社会性のみだけではなく環境性、倫理性、リ

スクマネジメントを無視して企業経営を行うことはできない。企業の環境への配慮は、経営戦略となり、企業の業績や格付け、株価な

どにも関係し、企業の倫理、信用問題、社会的責任にも通じるものである。企業は、環境保険を活用することにより経営戦略として、

環境問題に積極的に対応し環境経営に真摯に取り組むことにより環境保険を活用した大きなビジネスチャンスを構築することになる。

企業は環境保険を契約できること、保険会社に環境保険を引き受けしてもらうことが、経営戦略につながり環境に配慮している証とな

り信用にもつながり、結果として企業価値、企業の環境価値、格付け、株価等を高め、ビジネスになることを認識することが企業の繁

栄に結びついていく。 

一方、保険会社側は、リスク評価制度の改善を中心に、市場性を高める諸工夫が環境保険ビジネスにつながるであろう。環境格

付および ISO 14001 認証取得を活用して加入時審査を簡便化する等がビジネスに役立つ手立てとなるであろう。もう 1 つ加入時審

査を簡便化しうる手法として、保険会社側が担保するリスクを限定する等、保険設計上の工夫が経営戦略となりビジネスチャンスとな

るであろう。簡易な審査で引き受けを行う保険会社の動向は、経営戦略として今後のビジネスに役立つ環境保険への大きな動きとな

るであろう。また、保険会社は経営戦略としてリスクを評価し環境保険を引き受けることが環境リスクに強い会社、環境問題に力を入
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れている会社として、企業イメージの向上、リスクコンサルタントの地位の確保につながるとともに、他産業の環境負荷への低減に寄

与し大きな社会への貢献となり社会的に意義あるビジネスにつながっていくこととなる。   
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