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   ABSTRACT 

 

The author would like to present the sales situation of environmental insurance in Japan. The 

number of sales of liability insurance for medical institutions in the event that their waste is dumped 

illegally is sold modestly. But an insurance premium in this insurance is low. Thus, the author would 

like to reconfirm that the environmental insurance popularization in Japan is really low and 

research such a low situation as well as main non-life insurance company in Japan. The author takes 

a brief look at the sales situation of environmental insurance in the United States, and it is possible 

to popularize a good market for the environmental insurance sufficiently if laws and regulations and 

social environment are prepared to popularize the environment insurance in Japan.  
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１．はじめに 

まず、我が国における環境保険の販売状況を提示していきたい。販売状況を見ると、件数では医療廃

棄物排出者責任保険がそれなりに販売されているが、同保険も保険料は僅少であり、総じて我が国にお

ける環境保険の普及度はきわめて低調であることをあらためて確認していきたい。また、そうした状況

は我が国の主要損害保険会社のいずれにおいても同様であることを確認していきたい。ついで、米国に

おける環境保険の販売状況を瞥見し、米国の販売状況から見てわかる様に、我が国で環境保険を普及さ



せるために、法規制や社会環境を整備していけば、環境保険に対する優良な市場は十分に育成可能と解

されるということである。 

 

２.環境保険の販売状況 

2-1.我が国における環境保険の販売状況 

我が国は、従来、米国と比較して企業に対しての住民運動および訴訟などは少なく、その意味では、

企業にとって心配のいらない安全な国であると言えた。しかし、今後は我が国においても訴訟社会の到

来が予想され企業にとってますますリスクマネジメントの強化が不可欠となってきている。環境リスク

が抱える不確実性と環境リスクが顕在化したときの負担の大きさから、企業にとって保険の役割とその

活用を認識することが重要課題となってきている。他面で、損害保険会社はグローバリゼーションがも

たらした自由化により厳しい経営環境の下に置かれている。それゆえ、発展が期待される環境保険をい

かに引き受けるか、したがって、損害保険会社の引き受け能力の優劣、いかにして環境リスクを評価す

るかといった環境リスクの評価能力の優劣は、各損害保険会社の将来性に軽んじえない格差を生み出す

可能性を有することとなる１）。環境保険は、損害保険会社にとって新たなビジネスチャンスになり、重

要な収益源となりうるのである。 

さらに、損害保険会社は、既述したようにそのビジネスを通じて社会的な環境リスク管理を推進する

ことができる。新しい保険商品の開発や金融機能を通じて、環境ビジネスを支援したり環境保全への企

業の取り組みを促したりすることができるのである。また、監査機能や情報提供機能を通じて、諸企業

の環境リスク管理を支援しリスクを低減することができるのである。 

 ともあれ、まず、我が国で発売されている主要な環境保険商品を表１に例示してみよう。 

我が国においては、1992 年、環境保険の元祖２）である環境汚染賠償責任保険が発売された。環境保険に

ついては保険金請求がオカラント・ベース方式かクレイムズ・メード・ベース方式かが問われるが、こ

の保険は基本的に後者に基づくものである。 

さらに、筆者は、我が国の主要損害保険会社から発売されている環境保険の種類と販売状況について、

2007 年 7 月時点で各社担当者にヒアリング調査を行った。 

 

     表 1.我が国で発売されている主要な保険会社の環境保険商品の例 

商  品 内  容    販売会社 

環境汚染賠償責任

保険 

一般の賠償責任保険では対象にならない環境汚染に起因す

る賠償責任と汚染浄化費用を補償。個別条件に応じたオー

ダーメード。 

東京海上日動火災、損害保険ジャパン（

現在、損害保険ジャパン日本興亜）、三

井住友海上、日本興亜損保（現在、損害

保険ジャパン日本興亜）、AIU等 

土壌汚染浄化費用

保険 

専門調査会社などと連携して土壌調査を組み合わせること

で、汚染土壌の除去・浄化費用の見積り超過分を補填。不

動産取引の際の担保価値保全にも役立つ。 

東京海上日動火災、損害保険ジャパン（

現在、損害保険ジャパン日本興亜）、三

井住友海上等 



ESCO総合保険 ESCO事業にかかわる財物リスクの補償、賠償リスクに対

する補償、ESCO事業者が保証したエネルギー削減効果額

が未達成であった場合の補償を、オーダーメードで提供。 

損害保険ジャパン（現在、損害保険ジャ

パン日本興亜） 

医療廃棄物排出者

責任保険 

廃棄物処理業者に委託した医療廃棄物が不法投棄され、医

療機関が都道府県から措置命令を受けた場合に、不法投棄

された医療廃棄物の除去費用、土壌浄化費用及び当該医療

廃棄物により生じた健康被害に対する賠償責任を補償。 

損害保険ジャパン（現在、損害保険ジャ

パン日本興亜） 

産業廃棄物排出者

責任保険 

GPS（全地球測位システム）を利用した不法投棄監視シス

テム導入を条件に、排出産廃が万一不法投棄されて、排出

者責任を問われたとき、産廃除去費用などの一部を補填。 

損害保険ジャパン（現在、損害保険ジャ

パン日本興亜） 

家電リサイクル 

保険 

家電リサイクル法に従って、小売業者が実際に負担した収

集・運搬にかかわる費用が消費者から徴収した料金を上回

る場合、その差額（損害）を補償。 

三井住友海上 

出所：各社の環境報告書から筆者作成 

 

以下、その結果に基づき、環境保険に対する取り組みの現況を中心にしつつ、金融活動や低公害車に

対する自動車保険料の割引といった環境リスク低減を促す活動への取り組みにも視野を広げ、我が国に

おける主要損害保険会社の環境問題への取り組みの現況を見ていこう３）。  

なお、損害保険ジャパン社（現在の会社名は、損害保険ジャパン日本興亜社。2014年 9月 1日に、損

害保険ジャパン社と日本興亜損害保険社が合併して発足した会社）の調査は、合併前の損害保険ジャ

パン社の調査であるため、以下では、現在の会社名は全て省略することとする。また、損害保険ジャパ

ン社の旧会社名である安田火災海上社の時代の調査を一部、論述していることもご容赦頂きたい。 

 

2-1-1.損害保険ジャパン社の環境保険の販売状況 

 表１に示したとおり、損害保険ジャパン社は、損害保険業界で環境問題に特に力を入れている会社と

目される。この調査は、合併前の調査であるため同社が掲げる環境方針には、「地域の環境保全・地球的

規模での環境保全および循環型経済社会の構築を企業の社会的責任ととらえ、環境・経済効率に配慮し、

損害保険ジャパングループをあげて全員参加で、環境問題への取り組みを地道かつ継続的に展開してい

く」という基本理念が謳われている４）。同社が環境問題に積極的に取り組むこととなったのは、同社の

前身をなす旧安田火災海上社社長で、後に会長となった後藤康男氏が、環境問題への企業の取り組みの

必要性に強い関心を抱いたことを契機とする。後藤氏は、1992 年にブラジルで開催された国連環境開発

会議（地球サミット）に経団連代表として参加し、世界的に環境問題が深刻化しているなかで NPO や市

民組織をはじめとした民間の役割が重要であることを深く認識することとなった。こうして、旧安田火

災海上社は、トップダウン方式で積極的に社長直属の専門部署を当時の金融機関として初めて設置した

５）。また、1994 年には損害保険会社のなかでいちはやく環境問題に関する基本方針を策定したのである。 



 こうした損害保険ジャパン社の扱っている各種環境保険について、ヒアリング結果に基づく販売状況

を示すと次のようになる。 

各種環境保険についての保険金額（補償金額）や保険料は、当然のことながら、契約企業に対する環

境監査の結果に従ってさまざまである。保険金額のなかには無制限というものもあった。したがって、

平均保険金額を算定することはできなかった。また、ヒアリング時点において、支払保険金は未だない

ようであった。 

 調査結果によると、各種環境保険のなかで多少ともの販売件数が認められるのは医療廃棄物排出者責

任保険のみである。しかも、同保険でさえ、保険料で見れば保険商品全体のマーケットのほんの一部に

しかあたらない。その他の環境保険、すなわち環境汚染賠償責任保険、土壌汚染保険、産業廃棄物排出

者責任保険、SS 漏油保険は、ほとんど販売実績を持たなかった。損害保険ジャパン社は、環境汚染賠償

責任保険を 1992 年に我が国において最初に共同発売した会社である。また、既述のように、同社は環境

問題への取り組みに熱心な会社である。そうした損害保険ジャパン社においてさえ、筆者にとってもや

や意外な結果であったが、環境保険はこうした販売状況ということであった。それでも保険料を他社と

比較すれば、医療廃棄物排出者責任保険に大型の環境汚染賠償責任保険と SS 漏油保険が加わって、我が

国の損害保険会社のなかではやはりトップに位置している。 

 ついで、自動車保険における低公害車割引、あるいはエコ・ファンドといった、環境保険以外の分野

での環境問題への取り組みを代表する商品について、損害保険ジャパン社の販売状況を見てみよう。 

 低公害車割引は、ヒアリング当時、ほとんどの損害保険会社で販売されていた６）。いわゆるエコカー

の普及支援を目的に、低公害車（ハイブリッド車、電気自動車、メタノール車、天然ガス車）や低燃費

自動車及び低排出ガス自動車の自動車保険料を割り引くものである。但し、損害保険ジャパン社をはじ

め大手損害保険会社は 1.5％の割引率を適用していたのに対して、あいおい損害保険社やニッセイ同和社、

富士火災社及び JA 共済等は倍の 3％、さらに全労災は 5％というように、中小損害保険会社のほうが割

引率は高かった。つまり、割引率は、環境問題への関心というより各損害保険会社の競争力を反映して

いた。 

エコ・ファンドも２種類発売されていた。すなわち、投資信託は２種類あり、第一の投資信託は、1999

年 9 月発売のエコ・ファンド、愛称：「ぶなの森」であり、環境問題への取り組み状況及び投資価値の両

面から評価の高い銘柄を選択して投資する、一般的なエコ・ファンドである。 

それに対して、第二の投資信託は、2005 年発売の SRI（社会的責任投資）ファンド、愛称：「未来の

ちから」である。第 10 章でも論及するように、SRI は企業の社会的責任に対する近年の関心の高まりを

反映したもので、環境問題のみならず、公正でサステイナブルな社会の構築に向けて企業が市民社会の

一員として果たすべき役割を重視している。したがって、「未来のちから」も、投資対象をガバナンス・

アカウンタビリティ、マーケット、雇用、社会貢献、環境の 5 項目で総合的に評価している７）。 

その他、特約を付して事故車の修理費用を補填し、廃車処理を少しでも減じようとする「対物全損時

修理差額費用担保特約」、あるいは事故車両の修理にリサイクル部品を活用することを通じて生み出され

た節減経費を環境 NPO に寄付する「エコパーツプロジェクト」など、自動車保険に関連した環境問題へ

の取り組みも展開されてきた８）。 

損害保険会社の環境問題への取り組みの一環として前節で論及した情報提供機能に関して言えば、ま

ず、環境報告書のタイトルや内容が、上述したように企業の社会的責任への関心を高めつつある社会的



空気の変化を反映している。2003 年においても単独の「環境報告書」ではなく「社会・環境レポート」

として刊行されていたが、2004 年には企業の社会的責任（CSR）を全面に打ち出し、かつ社会との対話

を謳った「CSR コミュニケーションレポート」へと変更されているのである。その他、環境情報誌など

ももちろん発行されている。 

 

2-1-2.三井住友海上社の環境保険の販売状況 

 既掲の我が国で発売されている主要な保険会社の環境保険商品の例（表１）の販売会社欄からもうか

がわれるように、三井住友海上社は損害保険ジャパン社に次いで環境問題に積極的に取り組んでいる損

害保険会社と位置づけられる。損害保険ジャパン社の場合と同様に、まず環境保険の種類別販売状況か

ら見てみよう。 

 三井住友海上社においても、損害保険ジャパン社同様、厳密な保険金額は社外秘である。だが、おお

よそのところはヒアリングに応じていただけた。すなわち、（1）環境汚染賠償責任保険は億単位、（2）

土壌汚染浄化費用保険は千万単位、（3）廃棄物事業者環境汚染賠償責任保険は億単位の引き受けという

ことであった。やはり、環境汚染賠償責任保険は莫大な補償を引き受けできる保険の典型的なものと解

される。なお、保険金支払いは未だないようであった。損害保険ジャパン社の販売実績と比較したとき、

大型の補償を引き受ける環境保険の典型である環境汚染賠償責任保険や廃棄物事業者環境汚染賠償責任

保険の契約件数が若干多い。とはいえ、契約件数は数件であり、またグループ会社の縁があって販売し

えたものもあるようで９）、同社の環境保険の販売状況も低調であることに変わりはない。ついで、低公

害車割引など、環境関連商品の販売状況に目を向けてみよう。 

低公害車割引については、損害保険ジャパン社同様 1.5%の割引率が適用されている。販売台数にも大

差はないようである。 

エコ・ファンドについて見てみると、2000 年 10 月に投資信託（愛称：「海と空」）を発売している。

投資対象企業の選択基準としての環境問題への取り組み状況の評価において、地球温暖化防止への取り

組みにも焦点をあて、温室効果ガスの排出量等の具体的な数量データまで踏み込んだ調査を行っている

ことが注目される１０）。 

その他の金融サービスとして興味深いのは、環境配慮型活動の普及を支援するため、個人向けに、第

一に、「エコカーローン」及び第二に、太陽光発電装置などを対象とした「ソーラーローン」を提供して

いることである。少し古いが、ちなみに 2007 年 3 月末ではソーラーローンは、9,425 件と販売件数がそ

れなりに伸びていた。同社はこの商品を通して、環境配慮行動を媒介として個人客への浸透を図るとい

う効果をある程度発揮していると言えるかもしれない。 

法人向けには、クリーンエネルギー事業など環境配慮型事業に対して、風力発電プロジェクト融資を

実施した。さらに、地球温暖化に伴う気候変動や異常気象への対応として、「天候デリバティブ」を活用

した事業の安定化への提案を行っている。 

その他、事故車の修理にあたってリサイクル部品使用特約１１）や対物全損時修理差額費用担保特約を実

施し、「エコ車検・エコ整備」普及推進などで車両の運行に伴う環境負荷を低減することにも取り組んで

いる。 

情報提供機能に関しては、まず環境報告書について、損害保険ジャパン社とときを同じくして、2004

年、「CSR Report」に衣替えしていることが注目される。その他、環境情報誌なども発行されている。 



 

 

 

2-1-3.東京海上日動火災社の環境保険の販売状況 

ついで、我が国における最大手損害保険会社である東京海上日動火災社に目を向けてみよう。まず、

環境保険の販売状況は以下のようであった。 

 同社は（1）環境汚染賠償責任保険と（2）土壌汚染賠償責任保険とを販売している。契約件数として

は、損害保険ジャパン社、さらに三井住友海上社より明らかに多い。だが、保険料は３社のなかでもっ

とも少額である。最大手社でさえ、環境保険の販売状況はまったく芳しくなかったのである。 

もっとも、証券界と似て損害保険業界でも、企業の社会的責任への取り組みに熱心だったのは二番手

を争っていた大手企業、すなわち損害保険ジャパン社と三井住友海上社であったと言われる。最大手の

東京海上日動火災社は、全社的、組織的取り組みにおいては立ち後れていたということである１２）。そう

した点からすれば、東京海上日動火災社の環境保険の販売状況が低調であることは、さほど驚くべきこ

とではないかもしれない。 

ついで、東京海上日動火災社の環境商品の種類別販売状況に目を移そう。 

同社も低公害車割引を実施している。契約件数としては、損害保険ジャパン社や三井住友海上社よりや

や多い。また、リサイクル部品の活用特約や対物全損時修理差額費用担保特約など、自動車修理時の環

境へ配慮した保険の取扱いも、両社同様実施している。 

東京海上日動火災社の取り組みとして注目されるのは、エコ対策費用付きの火災保険の販売である。

エコ対策費用とは、事故に伴って生じた、①環境に適合する工法または工事用材料に改良して復旧する

場合の追加費用、②事故に伴い環境汚染が発生した場合の調査費用、③残存物の再利用に必要なクリー

ニング、加工費用を指す。この商品は現在では販売を中止している。少し古いが、ちなみに 2007 年 3 月

末現在で販売件数は 54,000 件に上った。同社は、この保険を通して環境配慮行動を媒介とし、企業先へ

の浸透を図るという点では他社と比較し明らかに先行しているように見えるところが少し興味深い。 

情報提供機能について見ると、2004 年までは「環境報告書」であり、2005 年から「ミレアグループ

の CSR 報告書」に衣替えされた。このこともまた、企業の社会的責任への関心の高まりに対して上述の

ように同社が取り組みにやや後塵を拝したことの表れと受け取れる。ともあれ、環境情報誌などは発行

されている。 

 

2-1-4.AIU社の環境保険の販売状況 

 エコビジネスネットワーク編（2005）によると、「AIU 社の環境汚染賠償責任保険は、業種や企業規

模に関係なく環境リスクのある事業所を対象としたもので、最大１００億円を保証する。土壌汚染対策

法の施行により引き合いは急増しているものの、件数でいえば全体でまだ１００件にも満たないのが現

状」１３）だとされる。保険料収入は億単位となっている。ヒアリングに際して、社外秘の部分が多く、具

体的な数字は得られなかったが、担当者によれば、おおむね以上のような販売状況であった。 

 保険料収入は、三井住友海上社や東京海上日動火災社と比較すればかなり大きい。それを勘案すれば、

件数も１００にある程度近い数字であるのかもしれない。だとすれば、これまで見てきた我が国の代表

的損害保険会社と比較して圧倒的に大きい。とはいえ、件数が３桁に届かない現状は、やはり普及とい



う状況にはほど遠い。 

 もっとも、AIU 社は、親会社の AIG 社を通じて再保険を手当てする道が開かれていることが大きな強

みである。また、同社は、米国での環境汚染賠償責任保険の販売経験によって培われたノウハウを活用

することもできる。したがって、我が国における今後の環境保険の普及に向けて大きな役割を期待でき

るかもしれない１４）。じっさい、同社には産業廃棄物処理業者への販売実績がある。また、同社のパンフ

レットからも、環境保険販売への意欲がうかがえる。 

 

2-1-5.小 括 

 以上、筆者が実施したヒアリングに基づいて、我が国の代表的損害保険会社における環境保険の販売

状況を見てきた。その結果、いずれの損害保険会社を見ても、環境保険の販売状況はきわめて低調で、

普及が進んでいるとはとても言うことができないことが明らかとなった。 

 もっとも、各損害保険会社の販売部門によれば、いずれの環境保険に対しても、引き合い、問い合わ

せは来ているとのことである。それにもかかわらず、販売状況が芳しくないということは、我が国の企

業が、環境保険の存在については十分認識しており、その役割について相当の情報を得ているものの、

購入には至っていないということを意味する。企業からすれば、企業の社会的責任への関心の高まりに

象徴されるような社会的空気の変化に触発されて、環境事故を引き起こした場合にどこまでの責任を追

及され、どれほどの損害賠償責任を負わなければならないのか、それが経営にどれほどのダメージを及

ぼすことになるのかについてある程度関心を抱くようにはなってきているが、従来の我が国の法制度の

整備状況や社会的空気からすれば、未だ環境保険を購入したほうが有利とまでの判断はつきかねている

ということであろう。 

 こうした状況は、損害保険会社の営業姿勢にも通じていると思われる。じつは、我が国では環境保険

が普及していないというばかりでなく、損害保険会社自身必ずしも積極的に販売活動を強めようとして

いるように感じられなかった１５）。企業が直面している上述のような状況は、損害保険会社としても、環

境保険を販売した場合にどれほどのリスクを引き受けることになるのかを必ずしも確定しえないことを

意味する。これでは、損害保険会社が環境保険の販売に熱意を持てないのも当然のこととなろう。 

 こうして、我が国における環境保険の普及にどの程度の展望があるかを理解するための重要なカギは、

環境事故の引き起こす経営へのダメージ、すなわち環境リスクの大きさを企業にとっても、損害保険会

社にとっても、より明確にする法制度やそれを支える社会的空気ないし社会環境が、我が国においてど

の程度成熟してきているのかを問うことと言えそうである。 

2-2.米国における環境保険の販売状況 

 我が国における環境保険の普及状況についての考察を補完するものとして、本稿を締めくくるにあた

って、米国における環境保険の販売状況を瞥見しておこう。 

エコビジネスネットワーク編（2005）は、米国の環境保護庁が実施した 1996 年の調査によれば、環

境保険の保険金額は、１契約当たり約 10 万ドルから 1 億ドルと大きなばらつきを示していることを紹介

している。また、保険料は、保険金額 100 万ドル当たり年間 5,000 ドルが一般的であったが、環境保険

の加入者増に伴って 2,500 ドル程度へと低下してきているということであった１６）。さらに、エコビジネ

スネットワーク編（2005）によれば、米国において環境に対する社会的環境がますます整備されるよう

になってきた。その結果、環境保険の普及が近年急速に拡大しているということである１７）。これは、本



章におけるこれまでの考察に従えば、環境規制強化等によって、第１節に見た企業にとっての環境リス

ク、すなわち刑法上及び行政上のリスク、損害賠償責任リスク、浄化責任リスク、操業停止のリスク、

企業のイメージの低下のリスクが高まり、それに対処するためにリスクファイナンシングとしての保険

の活用が促進されたということであろう。しかも、そのように環境保険の利用が高まったことが、上述

のように、保険料の大幅な低下を実現させた。そのことが、環境保険のコスト・パーフォーマンスを改

善させて、そのいっそうの普及に導くという好循環をもたらしているということである。ちなみに、上

記調査に協力した米国保険会社の環境汚染賠償責任保険の引き受けの内容は、表２のとおりであった。 

 

 表２.米国保険会社の環境汚染賠償責任保険の引き受けの内容 

企業名 保険金額 （ドル） 平均保険料 

（保険金額100万ドル当たり） 

American International Group 100万～3、500万 5、000ドル 

ECI Inc. 10万～1、500万 5、000ドル 

ECS 20万～1億 ― 

Environmental Warrantee 100万～4、000万 5、000ドル 

The Eric Group  100万～1、500万 5、000ドル 

United Coastal 最低25万 ― 

Wills Corroon 最低100万 ― 

Zurich American 100万～1、500万 ― 

出所：EPA 、Potential Insurance Products for Brownfields Cleanups and Redevelopment、 1996  

（出 所：エコビジネスネットワーク編（2005）米保険会社の環境汚染賠償責任保険商品 299 頁） 

 

３.おわりに 

筆者は、環境リスクとして、ブラウンフィールド問題を随伴するような土壌汚染の浄化責任にとくに

注目しようとしている。米国では、これに対応するために環境汚染賠償責任保険が発売されているのだ

が、同保険の年間収入保険料は 20 億ドルにのぼり、保険加入者数も 5 万社と言われる１８）。こうしてみ

ると、法規制や社会環境を整備していけば、環境汚染賠償責任保険に対する優良な市場は十分に育成可

能と解されるということである。問題は、そうした環境保険を支える基盤整備が我が国において果たし

て可能か、また可能ならば現在どの程度に成熟してきているのかということであろう。 

 

注 

 

１）損害保険会社にとって環境リスクの増大は深刻で無視できないものとなってきている。世界の大手

保険会社が、「保険会社が最近被った巨大な損失のかなりの部分が、世界の気候変動に起因している

のではないか」と懸念しているほどである。（Stephan Schmidheiny and Federico J．L．Zorraquin、

with the World Business Council for Sustainable Development、1996. 天野明弘・加藤秀樹監修、

環境と金融に関する研究会訳（1997））167 頁。また、このような保険会社の危機意識は、世界で広



がっている。それとともに、保険業界の環境問題への取り組みを一層加速させている。たとえば、

同上書によれば、「大手再保険会社が、守りの姿勢を捨て、環境にかかわる難題から新たなビジネス

を作り出す機会をつかもうとしている」し、「独自の環境行動計画を発効し、実行し始めた」保険会

社も現れている。同上書 178－179 頁。 

２）実質的に環境汚染事故に備えた保険は以前にも存在したが、明確に環境保険として意識されたもの

は、これがはじめてであった。 

３）ご多忙ななか、筆者のヒアリングに懇切にご回答くださった担当者の方々にあらためて謝意を表し

たい。なお、損害保険会社各社の取り組みの現況について、具体的な数値、数量データなどは予め

社外秘の箇所、筆者として厳正に管理する性質のある箇所も多くあり、調査結果の詳細をすべて明

らかにすることができないのが残念であるが、できる限り明確に示すことに努めた。より詳細な調

査結果が必要であれば筆者の方に連絡を頂きたい。 

また、十分に注意を払ったつもりではあるが、なお残りうる誤りについてはすべて筆者の責任である

ことを予めお断りしておきたい。 

４）損害保険ジャパン（2003）6 頁。 

５）古賀純一郎（2005）179 頁参照。 

６）低公害車がそれなりに普及してきていちおうの歴史的役割は終えたと判断され、最近では取り扱わ

れなくなってきている。 

７）ぶなの森パンフレット及び損害保険ジャパン（2009）41 頁参照。 

８）対物全損時修理差額費用担保特約は、2002 年 12 月に発売された。当時、自動車の対物事故におい

て、事故相手方の自動車の修理費が車両の時価額を上回る場合、時価額を超過した修理費に対して

は法律上の賠償責任が発生しないため、対物賠償責任保険の支払い対象とならなかった。このよう

なケースは、事故相手車が年式の古い車である場合などで多く発生していたが、上記特約により、

廃車が減少し、自動車の修理を促進する効果が期待できた。損害保険ジャパン（2003）21 頁参照。

また、エコパーツプロジェクトは、2000 年 1 月から 3 年間展開された。契約者が旧安田火災海上社

の提案に応じてリサイクル部品を使用した場合、新品部品との差額相当額を、環境 NPO に寄付し、

環境対策の促進に貢献するという取り組みである。3 年間の寄付実績は、件数で 252 件、金額では、

約 227 万円となった。損害保険ジャパン（2003）21 頁参照。 

９）環境保険に関して一般的にこうしたケースが生じていたことについては、黒川哲志（2004）156

頁参照。 

１０）「海と空」の紹介パンフレットに基づく。 

１１）リサイクル部品使用特約とは、事故時に新品部品の代わりにリサイクル部品を使用することを事

前に承認した契約者に対し、車両保険を 5％割引くものである。2000 年 7 月に大東京火災社（現、

あいおいニッセイ同和損害保険社）が発売した。富沢泰夫（庭田範秋監修）（2002）『新世紀の保険』

303 頁。 

１２）藤井良広・原田勝広（2006）98 頁参照。 

１３）エコビジネスネットワーク編（2005）300 頁。 

１４）黒川氏もこうした期待を抱いている。前掲書 156 頁参照。 

１５）こうした印象は筆者が抱いたばかりではない。例えば黒川氏、同上書 156 頁参照。 



１６）エコビジネスネットワーク編（2005）299 頁参照。 

１７）同上書 298 頁参照。 

１８）同上書 298－299 頁参照。 
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