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ABSTRACT 

 The author would like to verify theories about a basic category and a basic recognition for 

the environmental insurance. Consequently, about both the concept of risk and environmental 

risk, correspond to a major field of study that a debater is based on, and they vary through the 

change of era and society. So in this paper, when it comes to a study problem as the theory of 

the environmental insurance, the environmental risk is grasped as “the firm occurs the 

environmental pollution by some form by carrying out running business, because of 

participating in the environmental pollution, as a result, it harms to ecosystem and human 

healthy life. So it is pursued the responsibility, the risk of various burden like a compensation 

of damage” at present. The author would like to study about a prior measure function as the 

above-mentioned three functions in a lot of functions in the environmental insurance. 
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１．はじめに 

 

 まず、環境保険論にとっての基礎的カテゴリ-や基礎認識について諸説を検証したい。そのさい見出され

たことは、リスク概念についても、環境リスク概念についても、諸論者が立脚する専攻分野に対応して多様

な定義が存在し、またそれらが時代や社会の変化とともに揺れ動くということであった。そこで、本論文では、

環境保険論という研究課題に即して、環境リスクをさしあたり、「企業が事業活動を行ううえで、何らかの形

態によって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」という観

点から捉えることとした。また、環境保険の諸機能のなかでは、三つの機能の一つとしての事前対策機能に

ついて詳しく考察を加えたい。 

 

２．環境リスク概念をめぐって 

 

２-１．リスク及び環境リスクに係る諸定義 

 我が国における環境保険の普及状況を概観するのが本論文と次回の論文Ⅱの最終的課題であるが、そ

の課題に取り組むためにも、まず基礎概念としての「リスク」及び「環境リスク」について考察することから始

めよう。木下冨雄氏が述べるように、｢リスクの定義は研究者によって、また学問分野によって微妙に異なる」

１）。さらに、同じ学問分野でも時代とともに変化する。そこで、本論文ではいかなる意味に「リスク」を解する

かをまず確認しておきたい。 

まず、池田三郎氏によれば、社会科学ではリスクは「望ましくない結果の大きさの程度（状態の不効用構

造）｣と定義されてきた。だが、最近ではより広義な意味で使用されるようになっているということである２）。 

 また、金融・保険論の研究者である柳瀬典由氏は、リスクとは「結果が不確実な状況」を意味すると定義し

たうえで、その「結果が不確実な状況」について、「結果の期待値（または特定の結果に関する確率）」と「期

待値まわりの変動性」という二つの含意があると補足している３）。 

 それに対して、環境リスク学の我が国におけるパイオニアと目される中西準子氏は、リスクとは「どうしても

避けたいことが起きる確率」のことであり、「一つ一つは何もないように見えるが、それらがいくつも重なると

何かが起きるかもしれない、または、今は何もないように見えるが将来何か異変が起きるかもしれないという

ようなこと」と定義している４）。 

 さらに、リスクの定義に関わってしばしば言及される「リスク評価及びリスク管理に関する米国大統領・議会

諮問委員会報告書」では、リスクは「良くない出来事が起きる可能性とその良くない出来事の重大さ、の二

つの要素の組み合わせ」と解されている５）。 

 「リスク」が日本語に翻訳されたさいの多義性に着目し、類語との差異を明確化することで「リスク」の意味

を明確化しようと試みているのは平澤敦氏である。「リスクは一般に危険と訳されるが、危険に相当する概念

は多数ある。すなわち、ぺリル、リスク、およびハザ-ドである。リスクは損失発生の可能性または事故発生の
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可能性を意味し、ぺリル、ハザ-ドはそれぞれ、損失を引き起こす偶然事故、損失発生の潜在的要因、拡大

要因をあらわす」と。但し、平澤氏も、「ぺリル、ハザ-ドについては、ほぼ確実な定義づけがなされていると

いえるが、リスクについては今日でもその解釈に諸説が存在する」と断っている６）。 

 同じく類語との差異を明確化することでリスクの意味を厳密化しようとした試みに、F.ナイト説がある。すな

わち、ナイトは「測定し得る」不確実性と「測定し得ない」不確実性とを峻別し、前者を「リスク」、後者を「真実

の不確実性」と呼んでいる。上述の平澤氏なども、こうしたナイトの定義に従えば「保険による管理が可能な

事象こそがリスク」となることを指摘するとともに、たしかに「当初のリスクマネジメントは付保可能なリスクのみ

を対象としていた」と振り返っている７）。 

 我が国のリスク研究の開拓者であり、日本リスク研究学会会長をも務めた酒井泰弘氏が、「最近では、リス

クという言葉が流行しており、不確実性を含めて広く一般的に使用される傾向にある」８）と、リスクという言葉

のあいまいな使われ方の広がりに注意を促しているさいにも、このナイトの定義が念頭に置かれていたので

ある。 

 以上のような諸定義を勘案して、筆者はリスクをさしあたり次のように定義しておきたい。すなわち、「事故

の起こる確率とその事故の結果の重大さの組み合わせ」と。 

 ついで、本論文の主題に係る「環境リスク」について考察してみよう。まず、日本リスク研究学会編『リスク

学事典』における環境リスクの定義は次のようである。「ある技術の採用とそれに付随する人の行為や活動

によって、人の生命の安全や健康、資産ならびにその環境（システム）に望ましくない結果をもたらす可能

性」と。もっとも、そこでも、最近ではより広義での使用が多くなっていることが認められている９）。 

 また、大泉光一氏は、環境リスクとは「企業が活動を行う上で、何らかの形態によって生態系や人々の健

康的な生活に悪影響を及ぼす環境汚染を発生、もしくは関与したために、その責任を追及され、賠償を始

めとする様々な損害を企業が被ること｣と、環境汚染に関わる企業にとっての経営上のリスクの問題として定

義している１０）。 

さらに、うえに参照した酒井氏は、リスクを図１のように、自然リスク、社会リスク、特定リスク、モラルリスクの

４種に類型区分している。その区分に従えば、筆者が注目する「環境リスク」は、「人間の関与がはっきりし

ている」という意味で「社会リスク」に属することとなろう１１）。つまり、本論文は、たとえば公害という「社会的災

害」の結果として生じた現象に対する「企業側から見た」リスクに、さしあたり主たる関心を注いでいるのであ

る。 

 

             図１.様々なタイプのリスク （出所：酒井泰弘『リスクの経済学』105頁） 

 

 真船洋之助氏（2005）によれば、『ガブラ-経済レキシコン』もまた、「環境リスクは、なによりも経済的リスク」

であって、「環境ダメ-ジ（たとえば、土壌汚染、アスベストによる建造物汚染）により経済財の全部または一
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部価値を失うとか、廃棄物処理が高価につくか、あるいは巨額のコストをかけなければ使える状態に戻すこ

とができないなどによって、経済主体ならびに信用授与者に対して生じるリスク」と定義している。真船氏も

指摘しているように、この定義は「経済的なコンテクストにおける環境リスクの定義としては理解しやすいが、

それ以外のリスク、社会的、法律違反、技術的、心理的などの面をもったリスクを含まない点で狭義の定義」

ということになろう１２）。 

 それに対して、やはりうえに論及した中西氏は、環境リスクを「環境を媒介として現われる負の影響の大き

さ」、あるいは「環境への危険性の定量的な表現で、『どうしても避けたい環境影響』の起きる確率」と定義し

ている１３）。 

 さらに、Lesser, L.M.によると、環境リスクは、「環境危険にさらされた結果として人間の健康や環境に特別

によくない結果を起こす可能性」と定義される１４）。ここでは、自然をも含む環境一般へのリスクというより、人

ないし被害者の問題が強く意識されているのである。 

 最後に、これまでの定義と視角を異にするが、環境リスクを現代の重要関心事である地球環境問題との

関わりで整理した次のような見解も存在する。すなわち、環境リスクは「地球環境問題」の一部を成すもので

あることに相違はないが、本来の地球環境問題とは異なる「地域環境問題」である、１５）と。両者を対比した

のが表１である。この見解に従えば、環境リスクはその汚染対象が局地的なものであり、だからこそ企業は

その惹き起した環境汚染事故に対して地域住民から厳しく責任を追及されるし、その結果最終的に莫大な

損害を被ることになりうる性格のものということになる。 

 

       表１.地域環境問題と地球環境問題 

地域環境問題 地球環境問題 

○典型7公害 

  ・大気汚染  ・水質汚濁 

  ・土壌汚染  ・騒音 

  ・振動    ・地盤沈下 

  ・悪臭 

○廃棄物 

○化学物質 

○自然破壊 

○地球の温暖化 

○オゾン層の破壊 

○酸性雨 

○熱帯林の減少 

○砂漠化 

○野生生物種の減少 

○海洋汚染 

○有害廃棄物の越境移動 

○途上国の公害問題 

                           出所：庭田範秋監修『新世紀の保険』290頁 

 

 以上のように、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、本論文では、主題とする環境保険との関わりに即して、大泉説に

倣い、「企業が事業活動を行うなかで、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」という観点から、主として捉えていくこととしたい。   
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 本項の締め括りとして、こうした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、

日米両国から著名な公害事件をそれぞれ一つ取り上げてみよう。 

まず、米国における事例として、スーパーファンド法を導く契機となったラブ・カナル事件について見てみ

る１６）。ちなみに、スーパーファンド法は、米国において環境保険普及の直接的基盤となった法律にほかな

らない。 

 事件は、大恐慌により未完成のまま放置された、ニューヨーク州、ナイヤガラの滝の近くの運河計画の跡

地に大量の化学物質が投棄されたことを発端としている。その後、この運河跡地は覆土され、1950 年代に

なって次の条件のもとに地元に極めて安価に売却された。すなわち、埋設化学物質に起因する事故が今

後生じたとしても免責される、と。だが、校地及び宅地となった同地で、1970 年代末に大きな土壌汚染問題

が発生し、全米を揺るがす騒動に発展していった。その結果、スーパーファンド法が成立することとなった

のである。しかも、先の免責条項にもかかわらず、ニューヨーク州と連邦司法省が土地の浄化と住民の移転

費用の返還を求めてもとの所有企業を訴えた裁判では、総計 2億 2000万ドル超の賠償責任が認められた。

さらに、個々の被害者に対して 2000 万ドルを超える賠償金が支払われることともなった。こうして、現代は、

既に売却した土地に関わる問題でも遡及して莫大な環境リスクが企業経営に降りかかる時代になっている

のである。 

 ついで、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みよう。周知の事件なので経緯は省略し、

畑明郎氏により簡潔にまとめられた表２で補償費用等のみを紹介する。 

 

表２.イタイイタイ病の費用負担 

費目 金額 

（億円） 

三井金属負担

金額（億円） 

三井金属 

負担率（%） 

備考 

人体被害補償 78 78 100 1971年～97年累計 

農業被害補償 170 170 100 1971年～96年累計 

土壌復旧費用 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）などから畑作成、畑明郎・上園昌武編（2007）『公害湮滅の構造と環境問題』14頁 

 

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

する場合、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場合と同様である。のみならず、ブラウンフィ-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-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。 
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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。だからこそ、いささか先取りすれば、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。 

 

２-２．環境リスクの分類 

 リスクには純粋リスクと投機的リスクとが存在する。リスクマネジメントの代表的研究者亀井利明氏の簡明な

言葉を借りれば、「純粋リスク」とは、自然災害や偶発的事故など、それが現実化した場合に「損失のみが

発生するリスク」である。それに対して、「投機的リスク」とは、企業活動や経営環境の変動など、それによっ

て「損失または利益のいずれかが発生するリスク」ということになる１７）。したがって、環境リスクは純粋リスクに

分類されることとなる。 

 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、下図２のように次の４つに大

きく分類している。左上から順に①操業停止リスク、②浄化責任リスク、③企業のイメ-ジの低下のリスク、④

刑罰リスクである（131頁参照）。 

 

 

図２.企業の環境リスク分類（出所：大泉光一『災害・環境危機管理論』133頁） 

 

 また、保険会社の見地から環境リスクを分類した例として、「現行法上の」リスクと「環境法強化」によるリス

クとがある１８）。ちなみに、後者として分類されるものに、たとえば拡大生産者責任がある。製品が消費されて

廃棄物になった後まで、製品の製造者や販売者が一定の責任を負うという考え方である。こうした考え方が

生まれた背景には、「深刻化する廃棄物問題を解決するため、単に廃棄物を適正に処理するだけでは不

十分となった」という実態が見出されるのであるが１９）、企業にとってはそもそも想定していなかったレベルに

まで負うべき責任が引き上げられ、それを問われるリスクが登場したということになる。 
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３.環境リスク管理と保険 

 

３-１．環境リスクへの対応の多様性 

うえで紹介した亀井氏は、リスクマネジメントを経営学の一部として構成し、ビジネスリスク克服論、経営危

機打開論を展開し、企業成長の道を模索した先駆者である。その亀井氏は、まず「リスク処理手段」を次の

ように一般的に分類する。すなわち、リスク処理手段には大別して「危険制御」と「危険財務」とがある。前者

は「回避と除去」、後者は「保有と転嫁」に相当する、と。そのうえで、「リスク克服の手段」として次の４つの対

応を挙げている。①リスクの回避、②リスクの除去（リスクの防止、リスクの分散、リスクの結合、リスクの制限）、

③リスクの保有＝自己負担（リスクの準備、自家保険、キャプティブ）、④リスクの転嫁（移転）・保険である２

０）。 

 それに対して、前述した酒井氏は、環境リスクへの対応として下記のような７つの類型を挙示している。①

リスクの固定・識別、②予防措置・対策、③リスクの評価・対応、④リスクの監督・管理、⑤リスク・コミュニケ-

ション、⑥関係者の利害調整、⑦反省と事後対策２１）の７類型である。これらのなかで、本論文の主題である

「環境保険」に即せば、②、④、⑦の機能がとくに注目されることとなる。 

すなわち、②は、保険の仕組みを利用して、リスクの発生を事前に予防するとともに、企業の環境負荷を

低減させるものである。次々項において、環境保険の有する「事前機能」として詳しく考察することとしたい。

また、「事前機能」は、④の環境リスクの監督・管理にも資する。さらに、ひとたび環境事故が発生した場合、

加害企業は被害者の早期救済、多額の賠償金支払、環境の浄化費用の負担などを余儀なくされる。これ

を補填するために事後処理においても保険が活用される。これが⑦の機能である。 

 ちなみに、学会有力者から直接うかがったところであるが、環境汚染賠償責任保険が我が国において発

売された直後の 1992 年当時、日本リスクマネジメント学会では、環境保険は役に立たないものと結論づけ

られていた。環境保険は引き受けが困難とみなされていたのである。また、同じく有力会員との会話を通じ

て教えられたところであるが、当時、日本保険学会においても同様な主張がなされていた。つまり、環境保

険は、発売はしたものの保険会社にとってやはり引き受け困難な、役に立たないものという受け止められ方

であった。環境リスクは、前述のように、環境汚染に伴う賠償責任等を内実とするものであり、企業にとって

損害のみ発生させる純粋リスクである。純粋リスクは保険の対象となるはずであるのだが、技術的に引き受

け困難とみなされていたのであろうか。それとも、環境問題＝公害というイメ-ジが保険にはそぐわないという

受け止められ方を増幅させたのであろうか。 

 ともあれ、このような背景が、我が国における環境保険の研究を押し止める原因をつくり、環境保険の研

究を遅らせたと考えられる。 

 

３-２．保険によるリスク処理   

 リスク管理は、万一の事故や災害が発生した場合に、その被害の影響を最小限にし、個人の更生を助け

るとともに企業の価値を高めるための意志決定の手法である。しかし、現実問題として、その影響を全くなく

すことは困難である。そこで、保険を利用し、一定のコストでリスクから生じるリスク・コストを最小限にすると
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いうリスク処理が行われている。岡田太氏によると、保険制度は「自己責任と私有財産制を基盤とする資本

主義社会において、リスクに不安を抱く個人・企業が経済必要の充足または経済的保障を確保するために

生成し、発展した」。すなわち、保険会社は「大数の法則を背景に、リスク処理に関する専門的知識及び技

術をもつ」がゆえに、不確実性と自己責任に曝される資本主義社会にあって個人・企業にとって不安の種

である「リスクを引き受ける」ことができ、そうした取引を自らの生業として発展させたということである。こうした

保険制度は、個人・企業の側からは「リスクに対処する財務手段の一つ」ということになる２２）。 

また、真船（2005）は、リスク転嫁戦略は一般的に「リスクの原因に対処するのではなく、単に損害の結果

を他者に移転するにすぎない」と論じている２３）。この点に照らしたとき、環境保険は、後述のように事前対策

機能を有しており、一般的なリスク転嫁戦略として利用される保険とは異なる点でも高く評価されよう。 

とはいえ、今日の経営環境のもとで企業を取り巻くリスクは多様化、大規模化し、あらゆるリスクを保険で

担保することはできない。保険会社にとって引き受け困難なタイプのリスクがあるし、またすでに商品化され

ている保険種目であっても、対象企業の環境リスク管理の態様を審査した結果、引き受けを拒否したり、免

責条項を挿入したり、あるいは割増保険料を求めたりといったこともあるということである２４）。 

 ともあれ、企業にとっては、環境法の規制が強化されるに伴い、環境リスクに独力で対処しようとすると、環

境保全対策を図るために設備投資を行うことになったりして、コストが増大する。保険会社にとっては、そこ

に環境保険開発のグリ-ンビジネスのチャンスがある２５）。吉川栄一氏も指摘しているところであるが、環境保

険は、保険引き受けについて様々な問題を抱えており、直面する課題も多い。しかし、企業の環境リスクの

大部分については、保険の仕組みを駆使することにより、技術的には保険で担保しうるであろう２６）。つまり、

環境保険を利用して有効な環境リスク管理戦略を構築することは、保険システムの技術を駆使すれば十分

可能であると解される。 

 

３-３．環境保険の諸機能 

環境保険は、事前対策、事中対策、事後対策の三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。そのさい、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。損

害保険会社は、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等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。 

 上記の三機能のうち、事前対策としての環境監査についてもう少し詳しく見ていこう。環境保険の引き受

けにさいしては、保険会社は環境エンジニアリング・サ-ベイを利用して、厳しい環境監査を行っていく。ニ

ヶ月から三ヶ月以上の期間を要する監査である２７）。というのも、環境保険は一般の賠償責任保険に比較し
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てきわめて担保範囲が広い。たとえば、非突発的な、徐々に進行する蓄積性の環境汚染事故も保険の対

象となりうる。かつ、この保険の保険責任発生の要件がオカラント・ベ-ス方式ではなくクレイムズ・メ-ド・ベ-

ス方式であるがゆえに２８）、過去に発生した汚染が原因の場合においても、保険期間開始後に提起された

損害賠償請求であれば担保しなければならなくなる。こうして、環境保険の引き受けにさいして課される監

査は、厳しい監査となっている。 

 もう少し敷衍すれば、企業は、一般の賠償責任保険（施設所有管理者賠償責任保険）に加入しておけば、

偶然で突発的な環境損害は担保できる。環境保険に加入しようとする企業は、一般の賠償責任保険に加

入して偶然で突発的な環境損害を補償するだけでは物足りないのである２９）。それだけに、保険会社もその

引き受けには慎重にならざるをえない。ちなみに、一般の賠償責任保険と環境汚染賠償責任保険の関係

を対比して、それぞれの担保内容及びそれぞれのメリットとデメリットなどを示すと下表３のようになる。 

 

表３.一般の賠償責任保険と環境汚染賠償責任保険との比較 

保険の種類 担保内容 メリットとデメリット 

一般の賠償責任保険 偶然で突発的な環境損害 環境配慮に優れた企業は、リスク

管理となる、保険会社は、アスベ

ストを不担保とする 

環境汚染賠償責任保険 上記以外に非突発的かつ漸進的

な環境損害も補償対象となる 

環境に対して配慮を払わない企

業は保険で引き受けしてもらえる

ことが信用となる、保険会社にとっ

ては逆選択の可能性 

                出所：吉川栄一（2002）『企業環境法』の 221頁の議論に基づき、筆者作成  

 

 さらに、保険引き受けの場合、情報の非対称性から生まれる逆選択、あるいはモラルハザ-ドといった固

有の問題がある。それらの防止のためにも厳しい審査が必要とされる。特に、環境保険の場合、環境リスク

に関する情報の蓄積が少なく、逆選択への対処が大きな課題となっている。 

 事前調査の環境監査的機能は、社会的に見れば、広義において防災機能にあたるものと解され、環境

保険において極めて重要な機能であると言える。 

 なお、環境管理などを企業経営に取り入れている企業は、第三者による外部の事前調査の環境監査的

機能を利用して、環境管理上の問題を顕在化させ、今後の経営改善に結び付けていくことも可能である３

０）。 

 事前機能についての考察の締め括りとして次の点をも付言しておこう。すなわち、吉川氏が指摘している

ように、損害保険会社は、環境監査の結果保険引き受けができなかった場合、必ずしも引き受け不可（謝

絶）という結果に終わらせるだけではない。このような評価を受けた企業に対して、環境監査の結果により、

課題を明確化してその企業の環境問題への取り組みの改善を促し、環境保険加入に向けてのコンサルテ

ィング活動も実施している３１）。 
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 以上により、環境保険の存在意義は、補償機能という本来の側面もさることながら、事前対策としての環

境監査的機能が果たす大きな役割においてもまた十分に認められるべきことがわかる。 

 ついで、保険の機能をやや超え出るところも含むが、「情報提供機能」による環境リスク管理を見ていこう。

損害保険会社は、以前から災害・事故と密接に関わり合い、それらの発生頻度や態様は自らの経営に大き

な影響を与えるだけに、様々なかたちでその防止対策に力を入れてきた。情報提供機能もその一環にほ

かならない。すなわち、保険事故を減少させるために、「損害保険会社は、環境リスクに対してリスク分析、リ

スク評価、損害の防止・軽減策の提言や危機管理コンサルティングなど、環境リスク管理に関するサ-ビスを

提供し」３２）、企業経営に貢献している。くわえて、リスク管理に関して長年培ったノウハウを生かし、情報提

供機能の一環として、損害保険会社及びグル-プの専門会社を通じて、ISO14001 認証取得の支援活動や

環境情報コンサルティング活動を実施している３３）。さらに、いち早く環境報告書や CSR レポ-ト、あるいは

種々の環境情報誌を発行し、また環境問題に関する様々なセミナ-を開催するなどして啓発活動を行い、

企業や社会に積極的に環境配慮を呼びかける行動を推進している。 

 ちなみに、保険会社による環境リスク管理への寄与という観点からは、次表４のような環境省の研究調査

報告が示す如く、「金融機能」も看過されるべきでない３４）。 

 

表４.保険会社の融資業務、投資業務、補償業務についての一覧表 

 企業の環境経営全般に焦

点を当てた対応 

環境保全型プロ

ジェクト、新興企

業、新市場への

対応 

地球温暖化問

題関連 

土壌汚染など環境リスクへ

の対応 

融資業務 融資審査での環境配慮の

反映 

環境保全対策、環境ビジネスへ

の優遇融資 

融資審査での環境配慮の

反映 

投資業務 投資銘柄選定での環境配

慮の反映 

環境ベンチャ-

への投資 

排出取引の 

仲介 

投資銘柄選定での環境配

慮の反映 

補償業務 一般保険引き受けでの環

境配慮の反映 

環境保全対策、環境ビジネスへ

の保険 

新種保険開発、環境リスク

を引き受ける保険での環

境配慮の反映 

出所：環境省「金融業における環境配慮行動に関する研究調査報告」(2002) を参考に筆者作成 

 

すなわち、損害保険会社は、投資活動や融資活動を通じても、環境配慮に優れた企業を積極的に支援

し、企業をより環境に配慮して行動できるように導く役割を有している。たとえば、環境配慮型の企業に対し

て融資の利率を優遇するというかたちで企業にインセンティブを与え、企業の環境配慮行動を促している。

他方で、環境に対して配慮を払わない企業に対しては、投資・融資を謝絶し、融資をしたとしても高い融資

利率で牽制し、企業を環境配慮型企業へ導いていこうとしているということである。 
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３-４．環境保険の登場 

 米国において環境保険がどのような背景のもとに登場し、そのさいどのような困難に遭遇したか、さらにそ

うした困難に行政的対応をも含めてどのような対処がなされて環境保険を支えていくこととなったかについ

ては、あらためて立ち入る。ここでは、環境リスク管理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き３５）、締めくくりとしたい。 

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-プが

環境汚染賠償責任保険を開発し、発売した。1979年のことである。 

さらに、先述したようにラブ・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

責任を追及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。 

 

４．おわりに 

 

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３６）、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。リスク管理においては「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３７）、環境リスク管理にさい

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

目されるということである。 

 

注 

１）木下冨雄（日本リスク研究学会編）(2000) 13頁。 

２）池田三郎（日本リスク研究学会編）（2000）37頁。 

３）柳瀬典由（下和田功編）（2004）10頁。 
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４）中西準子（2004）、102頁。 

５）同上書 102-103頁。 
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１８）真船（同氏監修）42頁参照。 

１９）淡路剛久他（2002）113頁。 

２０）亀井利明（2001）43-50頁参照。 

２１）酒井（2003）221頁。 

２２）岡田太（下和田功編）（2004）108-109頁。 

２３）真船、前掲書 46頁。 

２４）亀井、前掲書 52頁参照。 

２５）光成美樹（2003）参照。 

２６）吉川栄一（2002）221頁参照。 

２７）AIU保険会社のパンフレット参照。 

２８）これら両方式は、保険事故発生の際に区別され用いられる。 

２９）吉川栄一（2002）221頁参照。 

３０）同上書 225頁参照。 

３１）同上書 225頁参照。 

３２）富沢恭夫 （庭田範秋監修）（2002）305頁。 

３３）同上書 306頁参照。 

３４）植松真理子（2000）は、『環境経営』において次のように述べている。金融・保険業に関して、1999 年発

表された「環境白書」に、"「マネ-」の流れを調整する産業における取り組み"という項目が設けられたこ

とが重要である、と。環境白書も、金融・保険業に対して積極的役割を果たすように求めているというこ

とである。それを受けて、植松は、損害保険業界が新たな需要の発生を予想して新商品の企画を行っ

ていることを指摘している（95-98頁参照）。 
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高巌（2000）も金融機関の働きに注目している。そのさい、金融機関の貸付リスクをできるだけ小さくす

るためのチェックポイントとして、融資先の「環境対策が進んでいるか」と「倫理法令遵守体制が整って

いるかどうか」といったことを重要視している。さらに、環境格付けの問題にも触れ、融資先の環境対策

を格付けし、それが進んでいる会社には融資金利を下げ、遅れている会社には金利を高めに設定す

るという方針を打ち出した金融機関があることを指摘し、他の金融機関もこうした取り組みに追随するこ

とは間違いないと、今後の金融機関に纏わる新しい動向を展望している（20頁参照）。 

３５）藤井良弘（2005）167頁参照。 

３６）宮本憲一（1989）110-113頁など参照。 

３７）真船、前掲書 39-40 頁参照。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。 
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