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１．はじめに 

企業の環境問題への対応が叫ばれる中、企業が環境問題に取り組み環境リスクを管理する際に、環境保険には

大きな有効性を期待することができる。しかし、環境保険には企業経営において大きなメリットがあるにも拘らず、我が

国においては普及をしていないのが現状である。そこで本稿では、まず環境保険の諸機能に基づいて、概要、歴史、

並びに必要性などを概説し、どのようにすれば普及させることができるかについて検証する。 

 

２.環境保険の諸機能とその必要性 

環境保険は、事前対策、事中対策、事後対策の3つの機能を有している。第一に、環境監査は環境に配慮する対

策であり、事前対策機能を構成する。企業は保険に加入することに大きなメリットを見出すことができる。そのため、企

業は環境保険に加入しようとする。その際、保険会社による環境監査をクリアできなければならない。こうして、企業は

自らを環境配慮型の企業に転換するべく企業経営を改善していく。保険会社は、企業への環境監査によって、環境

配慮に優れた企業を築くように導いているのである。 

 第二に、企業がもし環境汚染を発生させた場合、それ以上の汚染の広がりを防いだり、事態の悪化を食い止めたり

するために緊急の浄化対策などをとらなければならないことがある。そのための費用を支えるのが事中対策機能であ

る。企業経営を維持するために即効性のある対策と言える。 

 最後に、事後対策の機能は、企業がもし環境汚染を発生させた場合に、賠償資力を補い、被害者に対して損害賠

償金を支払うなど被害者を救済するとともに、傷ついた環境の早期復元を促進し、さらに企業の経営回復にも寄与す

ることができるような機能である。 

 以上のことから環境リスクを管理する際、環境保険の利用する必要性があり有効性があると考えることができる。 

 

３.環境保険の登場 

  ここでは、環境リスク・マネジメントの有力な手法としての環境保険の意義をその歴史に即して補完するため、環境

保険登場の経緯をごく手短に振り返っておこう１）。 

米国において本格的な環境保険の開発を促す契機となったのは、資源保護回復法（RCRA、1976 年）であった。

すなわち、同法は、廃棄物の処理原則を野外投棄容認から施設での安全な処理へと大きく方向転換したのである。

こうして新たな法制によって発生することとなった環境リスクに対処すべく、AIU グループが 1979 年に環境汚染賠償

責任保険を開発し、発売した。さらに、ラブ・カナル事件がきっかけとなって、過去に投棄された有害廃棄物による環

境汚染への対処が喫緊の課題として浮上し、1980 年、スーパーファンド法（CERCLA）が制定された。同法では、厳し

い責任原則が導入され、当該土地の汚染に関わったと推定される者はその責任の大小を問わず連帯責任を追求さ

れることとなった。そこで、そうした環境リスクに備える資産移転保険が開発された。 

 また、1987 年には、蓄積性のリスクとして保険での対処が困難なアスベスト被曝に起因する健康被害に関わっても、

保険が開発された。ここにも、旧来は問われなかった被害に対する世論の変化が大きな作用を及ぼしている。 

こうして、環境問題への関心が高まった現代においては、旧来は問われなかった被害への補償を求める世論が高
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まり、多数の訴訟が提起され、新たな法制が実施されることも少なくない。環境保険は、そうした環境リスクに対応して

企業経営を安定化させ、また被害者救済や損なわれた生態系の回復を促進するために開発されてきたのである。 

のみならず、環境問題に鈍感な時代の杜撰な有害物質の処理が現代にいわばツケ回ししてきた問題にもしばしば

妥当するところであるが、宮本憲一氏などが強調するように２）、環境汚染事故は不可逆的な健康被害や自然破壊を

伴う場合が少なくない。となると、そうした事故を予防することこそが大切となる。環境保険が有する事前機能の意義

があらためて想起されよう。リスク・マネジメントにおいては「リスクを克服（削減）するための行動を分析し、選択し、実

施し、評価する」という「戦略性」が重要となるが３）、環境リスク・マネジメントに際しては不可逆性への慎重な配慮が通

常以上に求められるところがあり、そうした面からも環境保険は注目されるのである。 

 

４．環境保険普及に向けて 

４-１.市場性を高めるための諸工夫 －リスク評価制度の改善を中心に－ 

４-１-１.環境格付及び ISO14001 認証取得を利用した加入時審査の簡便化 

環境保険の普及に関しては、紙幅の関係で今回触れることができないさまざまな多くの課題を含んでいる。本節で

は、それらを除いて環境保険を普及させるうえでの一つの重要な課題、すなわち保険加入時の審査に付随する企

業負担をいかにして軽減し、環境保険の市場性を強化するかについて検討する。本項では環境格付などを利用し

て加入時審査を簡便化するという観点から、そして次項では保険商品の工夫・開発などの観点から検討を加えてみ

よう。 

我が国では環境保険が未だ普及しておらず、したがって環境リスクの大きさや頻度について保険会社に十分なデ

ータの蓄積がない。それだけに、保険会社としては環境保険の引き受けに当たって慎重な審査に頼らざるをえない。

だが、それは企業の負担感を招き、環境保険の市場性を損なうという大きな負の効果を生んでいる。 

そこで、注目されるのが、企業経営を取り巻く近年の社会環境の変化であり、それに対応した新たな企業評価機

関や評価システムの登場である。すなわち、近年では企業のブランド・イメージが今までにも増して重要視され、フェ

アで正直で、社会的責任を着実に果たす企業であることが評価される方向に進んできている。そこでは、現代社会

にとっての重要課題となっている地球環境問題への取り組みをはじめとする環境性、あるいは法規を単に遵守すると

いう域を超え、立法の精神に則って活動するというレベルでのコンプライアンスや種々の社会貢献への取り組み、さ

らに社会や市民を含めたさまざまなステークホルダーに対する情報の積極的開示といった社会性もまた問われること

となる。株主にとってのもっとも重要な最終利益をボトムラインと呼ぶとすれば、企業の持続性を確保するには、経済

性に加えて環境性や社会性に関わる指標を織り込んだトリプル・ボトムラインを考慮し、バランスよく経営していくこと

が重要となってきている４）。となると、そうした環境性や社会性にまつわる指標を開発し、そうした指標に即して企業を

評価する機関が生み出されることとなってくる。 

そうした中で、定評のある機関が高い評価を与えている企業であれば、保険会社が独自に綿密な環境監査を実

施しなくとも、保険事故を発生させる確率は十分に低いと見込めるであろう。いわば生命保険に加入する際に顧客が

一定期間以内の健康診断などを審査に利用できるのと同様、こうした機関による評価を活用することによって、企業

にとっては環境監査の費用を軽減し、それに費やす時間を短縮することができるとともに、保険会社にとっても環境

監査の簡便化に伴うリスクを回避することができる。 
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たとえば、ISO14000 シリーズは、国際的に定評あるそうした評価システムとしてただちに私たちの脳裏に浮かんで

こよう。ISO の認証取得には外部者による厳格な監査をクリアすることが求められていることを顧慮するとき、たとえば

ISO14001 の認証を取得している企業であれば、ハイレベルの経営陣をトップとした環境リスク低減への取り組み体制

を社内にしっかり確立し、環境負荷の低減に向けて信頼できる取り組みを実践中の、環境意識の高い企業であるこ

とが客観的に保証されているとみてよいであろう。 

しかも、現在、我が国における ISO14001 の認証取得数は世界一となっている。大企業はもとより、中小企業もこの

認証を取得しているのである。したがって、この資格を環境保険加入の際の審査基準に加えることは、我が国で環境

監査を簡便化するひとつの手法として有力な選択肢となりうると解される。 

さらに、諸企業の環境リスク低減への取り組みを評価づける環境格付という手法も興味深い。環境意識や取り組み

体制、実績などいくつかの分野に類別して対象企業の環境リスク低減への努力をスコア化して評価するものであるだ

けに、スコア化する際の基準が国際的ガイドラインなどを十分考慮し信頼できるものであるならば、この手法を利用す

ることで、ISO14001 の認証を取得しているか否かといった判別基準を超えていっそう精細に当該企業の抱える環境

リスクを診断することができる。したがって、環境監査簡便化のレベルをいくつかに分けたうえで、当該企業に関して

はどのレベルまで簡便化しても保険会社にとって大きなリスク増にならないかを判断することも、ある程度の精度で可

能となるのである。 

しかも、我が国でも、そうした評価システムを提供している企業が既に存在している。久保英也氏によって紹介され

ている、デロイト・トゥシュ・トーマツ社が開発した環境格付基準はその代表的事例と言えよう５）。 

すなわち、同社は、会計・監査、経営コンサルティングなどの分野で国際的に活躍している企業であるが、企業の

環境問題への取り組み状況を評価するための基礎資料として、環境報告書を高く評価している。盛り込まれている

情報量やその信頼性さらに体系化の程度といった観点から見て、「企業の環境問題への取り組み状況を、詳細に把

握する手段として現段階では最も適している」資料である、と。そこで、「環境報告書の質の良否」を評価するための

基準として、国連環境計画（UNEP）と英国のコンサルタント会社 Sustainability 社が 1994 年に発表した技術報告書

「企業の環境報告：持続可能な発展に向けてのビジネスと産業の進歩を測る尺度」が掲げる「50 の基本的要素」を手

掛かりに、カナダに本拠を置く環境団体 IISD（International Institute for Sustainable Development）と協力して北欧の

主要企業の環境担当者の意見を参照するなどしながら、独自のスコアカードを開発したのである６）。                  

実際、我が国でも環境報告書に盛り込まれるデータは充実してきている。たとえば、万一杜撰なリスク管理を行え

ば、深刻な土壌汚染を惹起しかねないことが懸念される IT 関連企業の環境報告には、きめ細かく多様なデータが開

示されるようになってきている７）。 

また、トーマツ社が開発したスコアカードは、先述のような努力に基づく国際的基準に立脚した信頼性とともに、保

険会社にとって使い勝手もよいと解される。 

さらに、我が国の保険会社の子会社が開発した環境格付基準も存在する。ここではそうした事例の代表として、日

本興亜損害保険株式会社の子会社であるリスクコンサルティング会社、エヌ・ケイ・リスクコンサルティングが開発した

環境経営格付簡易診断シミュレーション判定評価を表４-1 で取り上げてみよう。同社は環境経営学会の会員企業で

あり、この簡易手法も同学会傘下の環境経営格付機構（現在は環境経営学会の格付研究委員会）による「環境経営

格付（現在はサスティナブル環境格付）」に準拠して開発されたものである。したがって、この格付基準は、十分に信

頼性の高い、公正な格付と評価される８）。 
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簡易診断にあたっては、環境取組について 14 の設問が設定され、それぞれに①イエス、②準備中あるいは一部

イエス、③ノーの回答が求められる。但し、設問 9 においては、「目的・目標」としている項目、及び日常的にその情報

を記録し異常の有無についてチェックしている項目に次の諸点が含まれているかの回答が求められている。A)土壌

汚染対策（事業で利用している土地の履歴調査により土壌汚染の有無を把握し、汚染が予測される場合には今後

の対策・公表・改善等の方針・計画）、あるいは排水処理の管理（定期的検査等）、Ｂ）廃棄物の削減（リサイクル、分

別でも良い）、あるいは有害化学物質の削減（使用量、排出量等）、グリーン調達あるいはグリーン購入（製品、商品

のグリーン調達、事務用品等のグリーン購入）、省エネルギー（自動車燃料あるいは電力についての削減は必ず含

む）。 

そのうえで、回答に基づいた合計点で評点を算定し、それに基づいて評価ランクを決定することになる。判定基準

は以下のように A から E までの 5 段階に分類されている(表４-1) 。 

 

表４-1.環境経営格付簡易診断シミュレーション判定評価 

環境格付

判定評価

ランク 

評価 評点 ISO14001 への対応 保険引き受けへの対応 

A とても優秀。環境問題によく取り組んでいる。業

界のリードオフマンである。 

30～25 スムーズな認証取得が可

能である。 

引き受け可能である。 

B よく努力している。環境問題を理解し、取組も積

極的である。業界の中でもかなり取組が進んで

いると思われるが、不足していると思われる部

分について取り入れる。 

24～19 認証取得するのに必要な

活動はほぼ実施している。

これから取り組んでもスム

ーズな認証取得が可能で

ある。 

引き受け可能である。 

C もう一歩進む必要がある。環境問題についての

理解はしているが、実際の取組は不十分であ

る。 

18～13 少し努力すれば認証取得

は十分可能である。 

保険料等に条件をつけ引き

受ける。 

D もう少し環境問題について勉強しよう。環境問

題への熱意が感じられないのはマイナスであ

る。取組が業界内で遅れている。 

12～7 今からでも遅くない。努力

を惜しまなければ認証取得

の可能である。 

引き受けしないか、条件付で

引き受ける 

E 経営トップの意識改革が必要である。環境問題

は、経営者の取り組む意志がなければ進まな

い。 

6～0 経営者の意識改革ができ

てからその後の取組とな

る。 

引 き 受 け を し な い ( 契 約 謝

絶)。 

（出所）エヌ・ケイ・リスクコンサルティングホームページの評価基準に基づき筆者作成 

  

評価について少し補足すれば、A ランク（以下ランク省略）は、「とても優秀」で、「業界のリードオフマンとして他社

への好影響を期待」できるレベルであり、B は「環境問題に理解があり、取り組みも積極的」であるが、なお先進企業

から学ぶところはあるレベルということになる。それに対して、C は「環境問題について理解はあるが、実際の取り組み
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は不十分」というレベル、D は「環境問題について勉強不足で、取り組みも業界内で遅れている」というレベル、E は

「経営トップの意識改革が必要」というレベルと評言されている。ちなみに、ISO14001 認証取得に即せば、それぞれ、

「すぐにもスムーズな取得が可能」、「必要な活動はほぼ実施されており、スムーズな認証取得が可能」、「少し努力を

すれば認証取得は十分可能」、「今からでも遅くはなく、努力を惜しまなければ認証取得可能」、「経営トップの意識

改革をまず行ってからのこと」という表現になる。 

したがって、環境保険への加入審査について若干補足すれば、A に対しては「無条件に引き受け可能」、B に対し

ては「簡単な監査で引き受け可能」と評したい。さらに、両ランクの企業には保険料の割引措置を講じれば、諸企業

に環境リスク軽減行動へのインセンティブを与えることができよう。 

他方で、C や D に対しては、保険料を割高にして引き受けるか、それとも免責条項や共同保険条項、ないし次項で

考察する縮小填補方式や填補限度額の設定などの条件について合意が成立した場合にのみ、引き受けを行うこと

になろう。さらに、E に対しては、経営者の意識改革がない限り基本的には引き受けはできないであろう。 

こうして、エヌ・ケイ・リスクコンサルティング社による環境経営格付簡易診断シミュレーションの開発は、環境保険へ

の加入を欲する企業には加入審査に付随する費用や時間の軽減となり、保険会社の引き受けリスクを大きくは増加

させない中で、加入審査を簡便化させる。また、保険会社とその子会社であるリスクコンサルティング会社が一体とな

ったサービス活動の一環として簡易環境格付システムを構築したことは、今後の保険会社の新たな仕組みづくりの

動向と見ることができよう。 

 

４-１-２.加入時審査を簡便化しうる保険商品の開発  

  もう一つ加入時審査を簡便化する手法として、保険会社が担保するリスクを限定するなど、保険商品の設計上の工

夫がある。実際、その手法を反映した保険商品が開発されている。そこで、本項では、環境保険で先行する米国の

実例に即して、同商品の開発上の工夫について考察してみよう９）。 

米国では、環境リスクを移転するための保険として、大別すると次の 4 種の保険が販売されている。①環境汚染賠

償責任保険、②土壌浄化差額費用保険、③プレファンド型ファイナイト保険、④担保土地汚染浄化費用保険である。

この中で、リスクを限定した保険としては、土壌浄化差額費用保険がある。さらに、企業の財務負担の偏りや年間保

険料の軽減に役立つプレファンド型ファイナイト保険もまた、保険会社が引き受けるリスクを限定し、低減させる効果

を有している。 

すなわち、土壌浄化差額費用保険は、汚染土壌対策に際し、予め見積った金額以上に浄化費用が膨らむ場合に、

追加の対策費用のみを担保する保険である。当初の想定を超える汚染物質や汚染濃度が確認された場合、あるい

は採用した工法が期待ほどに効果を発揮しなかった場合、当初予定した費用以上に実際の費用がかかることがある。

そうした場合に、その実費用の超過額の一部を保険により補填するのである。対策工事の発注者が工事完了前に対

策費用を確定させたい場合や調査・対策工事会社が自ら手掛ける対策工事のコストを保証する場合などに利用され

る。我が国では、コストキャップ保険という名称で損害保険ジャパン社が発売している。 

プレファンド型ファイナイト保険は、対策実施までの期間について毎年対策費の一部を保険会社に払込み、その

元利合計により対策を実施しようとするもので、企業にとっては、財務負担の平準化と保険料の損金扱いを利用した

節税効果などがある。と同時に、ファイナイト保険として、保険会社が引き受けるリスクを限定する効果を有している。

すなわち、ファイナイトとは、1 事故あたり、1 年間あたり、もしくは保険期間通算での保険金支払い限度額が設定され
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る保険取引である。さらに、保険期間中の損害実績に応じ、返戻保険料や追徴保険料が発生する。つまり、ファイナ

イトは、「いわば『リスクの保有』と『リスクの移転』を組み合わせ、損失と利益を企業と保険会社の間でシェアするリス

ク・ファイナンス手法」というわけである。その結果、企業は、ファイナイト保険購入後もリスク軽減へのモチベーション

を持ち続けることになり、保険会社にとっては引き受けリスクを低減させる効果が期待される１０）。 

ちなみに、残りの 2 種の保険、すなわち、一定の調査結果を基に、対象地に汚染が存在する可能性は低いと保険

会社が判定した土地を対象として、現時点では土壌汚染は確認されていないものの、将来土壌汚染が発覚した場合

の健康被害等を担保する環境汚染賠償責任保険、及び、融資の担保用地が土壌汚染などによって価値棄損するこ

とを回避する手段として金融機関が利用する担保土地汚染浄化費用保険を、上記の２種の保険に加えて、米国で普

及している環境保険全体について、主要引受保険会社数、保険金支払限度額や免責額、保険期間、保険料まで含

めて一覧化してみると表４-2 のようになる。 

 

               表４-2.リスク移転に用いられる環境保険の概要(アメリカ市場) 

 環境汚染賠償 

責任保険 

土壌浄化 

差額費用保険 

プレファンド型 

ファイナイト 

担保土地汚染浄化 

費用保険 

主な加入者 土地所有者      

ディベロッパー 

土地所有者 

浄化工事事業者 

ディベロッパー 

土地所有者 

ディベロッパー 
金融機関 

移転されるリスク 将来新たに汚染が 

確認されるリスク 

対策工事の追加工事 

費用負担の回避 

突発的な対策費用 

負担の回避 

担保として取得した 

不動産の土壌汚染リスク 

主要引受保険 

会社数 
15 社 5 社 5 社 1 社 

保険金支払 

限度額 

1,000 万ドル～1 億ドル 対策費用見積額の 50％

～200％ 

1,000 万ドル～1 億ドル 300 万ドル～1,000 万ドル 

免責額 2.5 万ドル～25 万ドル 対策費用見積額の 10％

～30％ 

2.5 万ドル～25 万ドル 4.5 万ドル～10 万ドル 

保険期間 1 年～10 年 3 年～10 年 5 年～20 年 3 年～15 年 

保険料 4 万ドル～25 万ドル 
対策費用見積額の 6％ 

～25％ 
4 万ドル～25 万ドル 4.5 万ドル～7 万ドル 

 

 

以上、本項では、①定評ある機関が実施する環境格付や ISO14001 への加入実績を活用して保険会社が引受ける

リスクの不確実性、不透明性を減じる、②商品設計を工夫するなどによって、環境保険加入時の審査を簡便化させて

企業の負担を軽減し、環境保険の市場性を高めることができることについて見てきた。①については、環境格付の利

用をさらに発展させて、業種ごとにリスク評価基準を作成、保険料のパターン化を図ることができればいっそう望ましい。

②については、保険商品設計上の工夫に加えて、特定業種や地域の環境問題に特化したリスク細分型の商品を開発

するといったことも可能であろう。また、これらを反映した保険料の割引制度や控除免責の柔軟な設定は、より良い格

付けを目指そうというインセンティブを企業に与えることになる。そのことは、さらに、環境保険で担保するリスクを低減さ

せ、保険料を引き下げて市場性を高めるという好循環をも導くはずである。 

 

 

(出所）斉藤考志・保高徹生(2008)より、筆者が加筆修正 
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４-１-３.近年の我が国における環境保険普及の具体的な事例 

最後に、近年の我が国における環境保険普及の具体的な事例を簡単に紹介し、今後の我が国における環境保険

普及のための戦略の指針としていきたい。我が国でも、先ずエース損害保険社がリスクを限定することにより引き受け

緩和型の環境汚染賠償責任保険「特約型環境エース」を開発し引き受け簡便化という普及への新たな流れを作り出

したと言えよう。その後、東京海上日動火災保険社もリスクを限定することにより引き受けを比較的簡易にした土壌汚

染対策保険を開発、販売した。この様な流れの中、2013 年 10 月 1 日、損害保険ジャパン社と日本興亜損害保険社

は引き受け手続きを簡素化した環境汚染賠償責任保険及び地下タンク漏油保険の販売を本格的に開始し、我が国

においても保険会社による環境保険販売への新たな開発の流れが遅まきながら期待できるようになり、今後の環境

保険普及への大きな弾みとなるであろう。 

 

４-２.環境保険普及に向けたポリシーミックス対応モデル 

本項では、前項の考察をうけて、環境保険普及に向けた体制をモデル化してみよう。前項では、環境保険の市場

性を高めるために、加入申請時に企業が求められる審査に関わる負担を軽減する手法について検討した。すなわち、

一方で、定評ある評価機関による環境格付や ISO14001 への加入実績を利用して、保険会社が引き受けるリスクを増

大させることなく、加入時審査を簡便化することができる。他方で、担保するリスクを制限する商品開発を行うことによ

っても、保険会社が引き受けるリスクを増大させることなく、加入時審査を簡便化することができることを明らかにした。 

こうして環境保険の枠組みを整備し、また市場性を改善すれば、我が国においても環境保険の普及は可能となる

と解される。こうした環境保険普及に向けた対応を、久保（2009）図 9－3 に依拠しながら図に整理してみると、図４-１

のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１． 環境保険普及に関する要因の概念図 
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図４-１の棒グラフは、環境リスクの累積、とりわけ土壌汚染などの沈殿型リスクの堆積とその顕在化の状況を示す。

簡便化のため、リスクは 3 期にわたり沈殿した後に顕在化すると想定されている。また、顕在化するリスクは、「①企業

の想定範囲に収まるリスク、②保険の範囲内に収まるリスク（元請け保険会社の許容リスク）、③それを大きくこえ、再

保険プールで受けるリスク、④再保険プールでも対応しきれない大規模なリスク」の 4 つに区分されている。うえで民

間保険では担保しきれないリスクと概括していたものについて、環境リスクの評価は技術的に難しく、大数の法則が

働くほどの契約が個別の保険会社では見込めない状況も十分考えられることに対応する再保険プール制度が明示

化され、それによって対応しうるリスクとそれをも超えるリスクとの区分が導入されたのである。さらに、④の背景には、

環境リスクは基本的には原因者（汚染者）で対応すべきであるが、そのリスクの性格が広く拡散する可能性もあるため、

薄く国民全体でリスクを分散することも重要となるという認識が込められている。 

また、４つに区分されたリスクそれぞれの発生確率は、図４-１の右部分に示されている正規分布に従うものとみなさ

れている。通常なら、上述の①と②に対応するリスクの発生確率がやはり高いであろうというわけである。さらに、第 4

期から第 6 期にかけては①や②を超えて③に相当するリスクが増大することが想定されている。最後に、発生確率は

低いが、爆発的に環境被害が発生する可能性があるリスクを表現する④は、正規分布の最下段部分で示されている。

具体的には、「環境法制の変更」や技術進歩ないし世論の変化によって、「従来評価できていなかった環境リスク」が

顕在化することなどが想定されている１１）。なお、図４-１上図では、ISO14001 の加入実績を利用して保険会社が審査

を簡便化しうるとみなしたことを反映させて、久保氏の原図の②を細分化している。 

 

５.おわりに 

 本稿では紙幅の関係で取り上げることができなかったが、一方で環境リスクの発生者が負うべき責任を明確化する

法制度の整備、及びそうした法制度の整備やその着実な運用を支える社会環境の成熟、さらにデータベース構築な

どの公的支援などが普及への手立ての前提となるであろう。他方で環境保険の市場性を高めるための保険会社側の

工夫、及びそれを可能ならしめる環境格付制度の発展や ISO の普及、さらに再保険プールでも対応しきれないような

リスクをカバーする政府の直接的な財政出動などを有機的に組み合わせることによって、我が国においても環境保

険を普及させることが可能となろう。さらに、そのことは企業による環境リスク縮減努力をも促すはずである。また、これ

ら3契機の役割の重みは、対象となる環境リスクの性質のみならず、我が国における環境リスク・マネジメントの成熟に

従っても変化するであろう。 

 

注 

１）藤井良広：『金融で解く地球環境』、岩波書店、167 頁参照、2005 年。 

２）宮本憲一：『環境経済学』、岩波書店、110－113 頁など参照、1989 年。  

３）真船洋之助監修・編著：『環境マネジメントハンドブック』、日本工業新聞社、39－40 頁参照、2005 年。 

なお、同氏の研究は、社会科学を基軸としつつ、自然科学も取り入れて「環境」を多角的に考察しており、興味深い。 

４）「ボトムライン」とは、利益や損失などの最終結果を表す財務諸表の最終行の意味で、トリプル・ボトムラインという発想に

は、これまで経済面に偏っていた企業活動の評価を、社会や環境への貢献や付加の評価も加えようという意図が込めら
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れている（堀内行蔵・向井常雄：『実践環境経営論』、東洋経済新報社、185 頁参照、2006 年。）。 

５）久保英也：『保険の独立性と資本主義との融合』、千倉書房、183－185 頁参照、2009 年。 

６）久保英也、同上頁、およびトーマツ社のホームページより「企業の環境報告書スコアカード」を参照。 

７）村田製作所に関連しても、1989 年に発見された福井県武生市の地下水汚染は、既に 1986 年に使用が中止されていた

トリクロロエチレンによるものであったことが判明したという報告もあり（吉田文和：『ＩＴ汚染』、岩波書店、105 頁以下参照、

2001 年。）使用中止した後にまで深刻な後遺症を長年にわたって引きずる蓄積性の土壌汚染問題の根深さをあらため

て感じさせる。 

８）http://www.nipponkoa.co.jp/corporation/risk_consulting/index.html 

日本興亜損害保険株式会社ホームページより。 

９）斉藤考志・保高徹生：「不動産流動化に伴う土壌汚染リスクの移転手法に関する考察」、 

『第 14 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会講演集』、115 頁－118 頁参照、2008 年。 

10）http://www.sompo-japan.co.jp/hinsurance/art/uninsurable/abuot/index.html  

株式会社損害保険ジャパンホームページより。 

11）久保英也、前掲書 191 頁以下参照。 
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