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2012年10月15日、元米国副大統領で気候変動問題に早くから警鐘を鳴らし、ノーベル平和賞も受賞されたアル・

ゴア氏が来社し、三井住友トラスト・ホールディングス会長の常陰と持続可能な未来に投資する運用手法である

責任投資（Responsible Investment）について、さまざまな角度から議論しました。



Materiality 1　新しい金融事業を創造するCSR活動

共通価値の創造
企業が「顧客ニーズ」に応えるのは当然のことです。しかし、顕在化した「顧客ニーズ」に

応えているだけでは、事業革新（イノベーション）を実現することはできません。さまざまな

社会問題の解決が「社会ニーズ」であると捉え、その解決に貢献することは、潜在的な「顧客

ニーズ」を先取りしたイノベーションを生み出すことにつながります。当グループは、自社の

強みを生かした社会問題の解決を新たな事業創出の機会と捉え、積極的に取り組むこと

で、経済的価値の獲得を目指します。

再生可能
エネルギーの
導入促進

環境不動産を
促進する
商品

社会的問題の
解決に向けた
金融商品

責任投資ファンド

安心サポート
信託公益信託

ベルマーク事業
への支援

排出権信託

自然資本の
保全サポート環境格付融資

後見制度
支援信託

生物多様性
の喪失

共通価値の
創造

社会的価値増加
当グループの
経済的価値獲得
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さまざまな社会問題

気候変動リスク
の増大

エネルギー
問題

急速な高齢化
の進展

“ECO TrustutioN”とは
当グループは、「環境（エコ）の問題に対し、信託（トラスト）の機能を活用して解決（ソリューション）に貢献していく」業務を
「エコ・トラステューション」と名付けて、問題解決型の商品・サービスを開発・提供しています。
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気候変動
問題への対応

1． 気候変動の緩和等に向けた取り組み・支援の実施

 私たちは、自らの事業活動に伴う温室効果ガス排

出量の削減などに積極的に取り組むとともに、企業

市民の一員として、気候変動の緩和やその適応に向

けた活動の支援に努めます。

２． 商品・サービスの提供

 私たちは、金融機能を通じた省エネルギーの推進や

再生可能エネルギーの利用促進など、気候変動の緩

和に資する商品・サービスの開発・提供に努めます。

■ 気候変動対応行動指針
３． ステークホルダーとの協働

 私たちは、ステークホルダーと対話・協働し、気候変

動への対応に努めます。

４． 教育・研修

 私たちは、グループ各社への本行動指針の徹底と

気候変動への対応に向けた教育・研修に努めます。

５． 情報公開

 私たちは、気候変動への対応状況を積極的に開示

します。

アル・ゴア元米国副大統領は、映画『不都合な

真実』の中で、気温の推移、氷河の溶解や海面上

昇、急増するハリケーンや台風災害、アマゾンの

森林破壊の実態などを例に挙げ、温暖化がもた

らす地球の危機的状況について訴えています。

当グループは、係る問題に対し可及的速やか

に断固たる対応を取るべきと考えており、「気

候変動対応行動方針」を定め、気候変動問題に

対する取り組みスタンスを明確にしました。

一方で、日本が気候変動問題を考える場合、

原発事故でエネルギー計画の根本的な見直し

を迫られていることもあり、新しいエネルギー

計画がスムーズに実現するよう金融面からサ

ポートする必要があります。

当グループは、気候変動対応行動指針に基

づき、震災以降さらに大きくクローズアップさ

れてきた環境・エネルギー問題に対して、信託

銀行グループの特徴を生かした付加価値の高

い金融ソリューションを提供していきます。

三井住友トラスト・グループの基本姿勢
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気候変動問題への対応

１ 再生可能エネルギー拡大への取り組み

プロジェクトファイナンスを通じた導入促進
太陽光、風力などの再生可能エネルギーの普及拡大への

貢献が金融機関の急務とされるなか、三井住友信託銀行は

再生可能エネルギー発電事業に対するプロジェクトファイナ

ンスに早くから取り組んできており、2012年6月末の国内に

おける取り組み件数は16件、残高は203億円となっています。

2012年7月には、再生可能エネルギー電気の全量買取制度

が施行され、当グループではプロジェクトファイナンスのみな

らず、グループ各事業、各社の総力を結集し、再生可能エネル

ギーの導入をファイナンス面から支援しています。

リースを活用した太陽光導入促進
当グループはリースを活用して企業による再生可能エネ

ルギーの導入を促進しています。三井住友トラスト・パナソ

ニックファイナンス（スミトラパナ）は2012年度に青森県

で設備容量1.5MW、総事業費約5億円のメガソーラー事

業に対してリースファイナンスを提供しました。

スミトラパナでは企業の遊休地や工場・倉庫などの屋根

上の有効活用を目的とした、企画、設計、建設、運用、資金

調達まで一貫したコンサルティングとサービスを提供する

「太陽光発電事業ワンストップサービス」の提供を開始し

ました。同社がエンジニアリング会社と協働して、パネルの

選定や設計、工事、施設の運営・管理、資金調達までをリー

スの形態でサポートするサービスです。

一般家庭への太陽光発電システムの
導入支援促進
一般家庭への太陽光発電システムの導入も太陽光発電普

及に欠かせない要素です。三井住友信託銀行はハウスメー

カーと提携して、新築住宅への太陽光発電の設置などの環境

配慮度に応じて金利を優遇する住宅ローンを開発しています。

スミトラパナでは太陽光発電システムの販売、設置を請

け負う販売店や工務店と提携し既存住宅に対する太陽光

パネルの設置のための「太陽光パネル専用ローン」を提供

しています。2009年の販売開始以降、専用ローンの利用が

伸び続けています。2011年度のローン実行額は2010年度

（43億円）から倍増し、年間109億円に達しました。

太陽光発電事業ワンストップサービスの流れ

調査・企画・設計 建設

建設 メンテナンス
リース

運営
保守・
管理

詳細
設計

資金
計画

基本
設計調査

運営

ソーラーファーム建築中の様子（青森県）
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気候変動問題への対応

３ 排出権に関する取り組み　

信託を活用した排出権小口化商品
当グループは、排出権を気候変動問題に対する補完的な

対応手段として位置付け、さまざまな金融商品の開発を進

めています。その一つに信託を活用して海外排出権を小口

化した排出権信託受益権があります。この商品は京都議定

書に基づく海外の排出権（京都クレジット）を信託受益権に

転換することによって小口化（取引単位1,000トン）したもの

です。2007年11月の取り扱い開始以降、信託契約代理店で

ある地方銀行を通じたルートも活用して販売しています。

カーボンオフセットリース
スミトラパナでは同社で取り扱うリース物件を使用する段

階でのCO2排出量に応じた排出権信託受益権を提供して、排

出量を相殺するカーボンオフセットリースを提供しています。

これまでハイブリッドタイプのバスやトラックなどの輸送車両

の導入に対してカーボンオフセットリースを提供したほか、パ

ナソニック製の省エネ型電子部品実装システムの導入企業に

対しても同様のサービスを提供しており、開始以来4社にこの

サービスを活用していただきました。

当該サービスでは京都クレジットを使用しており、信託

受益権化された排出権をお客さま名義で国へ移転するこ

とにより、日本国の京都議定書の削減義務達成に充当する

ことができます。

排出権決済資金保管信託
排出権取引では、売主から買主への排出権の移転と、対

価となる金銭の支払いとの時間差による決済リスクが発生

する可能性があります。これに対して三井住友信託銀行で

は、信託の機能を活用して、事前に買主から決済資金を信託

勘定に預かり、売買当事者間で排出権の移転が確認された

と同時に、買主からの指図で信託勘定内に保管した資金を

移転して、取引の安全性を確保する商品を用意しています。

２ 省エネ促進のための取り組み

省エネコンサルティング型
エネルギーマネジメントサービスの提供
省エネ対策は、運用改善などのソフトでの対応と設備更

新などによるハードでの対応とを総合的に実施することで

効果を発揮します。スミトラパナはそのような要請に応え

るために「省エネコンサルティング型エネルギーマネジメ

ントサービス」の提供を開始しました。

このサービスでは、サービス開始前の簡易省エネ診断の実

施、遠隔監視・遠隔操作を活用した高度な自動制御による省

エネを提供します。また、そのサービスの過程で収集したデー

タ分析に基づく最適な設備更新を提案し、機器設置や設備投

資の際のリースによる資金調達まで、これら一連のサービス

を一貫して提供致します。なお、スミトラパナは一般社団法人

環境共創イニシアチブが実施するBEMSアグリゲータ事業に

おいてコンソーシアム事業者に認定されています。

省エネ事業者との連携
事業者は、省エネ以外にも、ピークカット対策、非常時に

おけるBCP対策、温暖化対策など多様な経営上の課題を抱

えています。スミトラパナでは省エネ事業者などと連携し

て省エネ設備の導入から保守・管理までを包括的に受託す

るエネルギーマネジメントサービスを提供します。また、三

井住友信託銀行の環境不動産専任部署とも連携して建物

の新築、改修における企画設計の段階からエネルギーマネ

ジメントのサービスを提供する態勢を整えています。

省エネコンサルティング型エネルギーマネジメントサービス

エネルギーマネジメント
サービス

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス
（資金調達支援を含むトータルマネジメント）

エネルギー使用
の見える化 ICT自動制御 メンテナンス 省エネ診断

省エネコンサルティング
サービス
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環境配慮度の
評価を
反映させた
金融商品・
サービス

環境格付融資
三井住友信託銀行では2010年より、気候変動対策や廃棄

物対策などの環境配慮への取り組みを推進する企業に対し

て貸出金利を優遇する「環境格付融資」を取り扱っています。

具体的には、顧客企業に対して製造業で約60項目、非製

造業で約50項目からなるアンケートを実施し、その回答に

基づき企業の環境への取り組みを「AAA」から「D」の6段階

で評価します。質問項目は、環境マネジメント、省エネ／気候

変動対策、廃棄物／汚染物質対策、環境配慮型製品・サービ

スに加えて、環境不動産、生物多様性の二つのカテゴリーを

重視しています。

環境格付を活用する企業は、低利の資金調達と環境問題

に対して優れた取り組みを行っているとしてレピュテーショ

ンの向上効果が期待できます。カテゴリーごとの評価や課題

をレポーティングすることで新たな気付きを環境経営に活

用していただくこともできます。

近年ではサプライチェーンでの環境問題への取り組みの

推進が企業に求められていること、大気、水、土壌、動植物な

どの自然資本の持続可能な利用が企業のサステナビリティ

で重要テーマとなってきていることから、それらの観点を踏

まえた格付手法の検討に着手しています。

サプライチェーン・マネジメントにおける
CSR配慮の促進
近年、企業は自社の活動が直接的に環境に与える負荷

を軽減するだけではなく、資材や原材料の調達を含むサプ

ライチェーン全般での環境負荷低減を求められています。

三井住友信託銀行では、温室効果ガスの削減のみならず、

水や土地の利用といった自然資本に対して与えるインパク

トをサプライチェーン全体にわたって測定するサービスの

提供を検討しています。

CSRの取り組みを評価して調達先を選ぶ「CSR調達」の

動きを拡大するため、三井住友信託銀行は2006年12月か

ら、「CSR配慮型売掛債権一括信託」スキームをご用意して

います。この商品では、CSR調達方針への遵守度の高い企

業から調達している企業に対して、売掛債権（信託受益権）

の買い取りに金銭的インセンティブを与えています。

当グループは、環境配慮度の評価を反映させた金融商品・サービスの提供により、企業等の環

境配慮の取り組みをサポートする仕組みづくりを目指しています。

取
引
先
・
消
費
者
な
ど 格付に応じ

融資の金利を
優遇

アンケートに
回答

6段階で
環境活動を
格付

融資を受け
環境対策を
実施

格付をもとに
環境活動を改善

格付を
アピール

三
井
住
友
信
託
銀
行

企
　
業

三井住友信託銀行の「環境格付融資」の流れ
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生物多様性問題
への対応
自然資本の保全と
有効活用

1． 生物多様性の保全に向けた取り組み・支援の実施

 私たちは、希少種や在来種の保護などに積極的に取

り組むとともに、企業市民の一員として、生物多様性

の保全に向けた活動の支援に努めます。

２． 商品・サービスの提供

 私たちは、生態系に対する適切な経済的、社会的評

価を行い金融機能を通じた生物資源の持続可能な

利用の促進など、生物多様性の保全に資する商品・

サービスの開発・提供に努めます。

■ 生物多様性保全行動指針

３． ステークホルダーとの協働

 私たちは、ステークホルダーと対話・協働し、生物多

様性の保全に努めます。

４． 教育・研修

 私たちは、グループ各社への本行動指針の徹底と

生物多様性の保全に向けた教育・研修に努めます。

５． 情報公開

 私たちは、生物多様性の保全への取り組み状況を

積極的に開示します。

私たち人間の生活は、土壌、大気、水、生物

等の自然資本に起因する生態系サービスに依

拠しており、そこから受ける経済的な便益は計

り知れません。

しかし、私たちが自然資本を当たり前に存

在する無尽蔵なものだと考え、浪費してきたこ

とで、今、さまざまな問題が起きています。

当グループは、2008年に「生物多様性問題

対応基本方針（現、生物多様性保全行動指

針）」を策定し、生物多様性（豊かな生態系およ

びそれを育む自然環境そのもの）の保全に向

けた本格的な取り組みをスタートさせました。

また同年において、ドイツ政府の「ビジネスと

生物多様性イニシアティブ」にも参加し、グ

ローバルな視点に立ってリーダーシップを発

揮してきました。また、業務においても多様な

商品・サービスを開発してきました。

このような取り組みを踏まえ、当グループは

2012年6月、ブラジルのリオデジャネイロで

開催された「国連持続可能な開発会議（リオ

+20）」において、国連環境計画・金融イニシア

ティブ（UNEP FI）が提唱する自然資本宣言

への署名を発表し、新たなステージに踏み出

しました。

三井住友トラスト・グループの基本姿勢
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事業を通じた生物多様性問題への対応

投資信託
当グループは2010年に世界で初めて企業の生物多様

性の取り組みのみに着目した投資信託を開発しました。ま

た、傘下の日興アセットマネジメントと共同で、2010年に

環境バランスファンドを開発しました。本ファンドは、世界

銀行をはじめとした国際機関などが発行するグリーンボ

ンドを中心に投資する債券ファンドと、大気（温室効果ガ

ス）、水、生物多様性という代表的な自然資本の保全に関わ

る企業に投資をする株式ファンドで構成されています。

環境格付融資
三井住友信託銀行は、2010年から環境に配慮する企業

を評価する「環境格付融資」の取り扱いを開始し、環境優良

企業には金利優遇を行っています。この格付は、環境マネ

ジメントや気候変動対策などの一般的な項目に加え、環境

配慮型不動産のほか、水資源や生物多様性といった自然資

本に関連する取り組みも評価項目に位置付けた独自の基

準です（環境格付融資については21頁参照）。

公益信託
三井住友信託銀行は、自然保護を目的とする公益信託を

積極的に受託しています。その中の一つ「日本経団連自然保

護基金」は、法人・個人からの寄付を受け、アジア太平洋地域

を主とする開発途上地域において、NGOなどが行う自然保

護活動や、日本の自然環境保全地域などにおける保護活動を

支援しています（公益信託については30頁参照）。

社会貢献寄付信託
三井住友信託銀行は社会貢献寄付信託、遺言信託などの

業務を通じ、ナショナル・トラスト活動を応援しています。そ

の一環として、社会貢献寄付信託の寄付先の一つに財団法

人日本生態系協会を指定し、長崎県対馬や鹿児島県奄美大

島、北海道黒松内町の希少生物の生息地を、トラスト地とし

て購入する三つのプログラムに資金を提供しています（社会

貢献寄付信託については30頁参照）。

不動産の生態系配慮
三井住友信託銀行は、生態系に配慮した環境不動産ビジ

ネスとして、「環境配慮型開発・建築コンサルティング業務」

を通じ、不動産の緑地部分における地域生態系への配慮と

第三者認証(JHEP※)の取得をアドバイスしています。　
※ Japan Habitat Evaluation and Certification Program（ハビタット評価認証
制度）の略。生物多様性の保全や回復に資する取り組みを評価、認証する制度。

「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」の活動
当グループは、2008年にドイツ政府が主導した「ビジ

ネスと生物多様性イニシアティブ」（64頁参照）に参加し、

リーダーシップ宣言に署名しました。署名企業は七つの宣

言を実践し、2年ごとに事務局に進行状況を報告すること

になっています。

生物多様性問題への対応

債券運用
（世銀などの国際機関債、
国債、政府機関債
などが中心）

株式運用
（気候変動、水、
生物多様性の
3大テーマに
関連した企業）

70%

12.5%

12.5%

5%

債券（環境関連の国際機関
債など）
株式（気候変動問題に関連
する企業）
株式（水問題に関連する
企業）
株式（生物多様性問題に
関連する企業）

 宣言内容
 1 企業活動が生物多様性に与える
影響について分析を行う

 2 企業の環境管理システムに生物
多様性の保全を組み込み、生物
多様性指標を作成する

 3 生物多様性部門の全ての活動の
指揮を執り、役員会に報告を行
う担当者を企業内で指名する

 4 ２～３年ごとにモニターし、調整
できるような現実的かつ測定可
能な目標を設定する

 5 年次報告書、環境報告書、CSR
報告書にて、生物多様性部門に
おける全ての活動と成果を公表
する

 6 生物多様性に関する目標を納入
業者（supplier）に通知し、納入業
者の活動を企業の目標に合うよ
うに統合していく

 7 対話を深め、生物多様性部門の
管理システムを引き続き改善し
ていくために、科学機関やNGO
との協調を検討する

2011-2012年の取り組み状況
企業活動が生物多様性に与える影響を評価する
投資商品、融資商品を開発し顧客に提供している
CSR推進体制の中で生物多様性に関するPDCA
サイクルを構築、中期計画に基づく単年度計画を
策定し、半期ごとに実績をレビューしている
経営企画部CSR推進室長が全ての活動の指揮を
執り、経営会議への報告を行っている

CSRに関する中期計画において目標を設定して、
経営会議でレビューしている

2009年度CSRレポートから活動内容を開示して
いる。また、ホームページにおいても同様な内容
を公開している

直接的な生物多様性への影響が大きい紙資源の
活用において、ペーパーレス化を進めるとともに
古紙配合率の高い紙のウエイトを高めている

UNEP FIが主導した「自然資本宣言」に署名し、
国際的な連携を図っている。公益財団法人日本生
態系協会をはじめとしたNPOと密接に連携して
専門的なアドバイスを受けるとともに、ビジネス
面でもさまざまな協働を行っている
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　地球温暖化、エネルギー危機、生物多様性の喪失、

水・資源の枯渇など、地球環境問題の深刻な影響が

危惧されるなかで、不動産の果たすべき役割は大き

いものと考えられます。

　不動産に関する環境配慮の取り組みは、省エネル

ギー効果や水・資源の節約などを通じたコスト低減効

果だけではなく、建物内部環境の向上による快適性・

生産性向上（収入増加）効果、さらには将来のエネル

ギー価格高騰・環境規制強化といった環境リスクの低

減効果をもたらし、不動産の付加価値を生じるものと

考えられます。

　しかしながら、現実の不動産マーケットにおいて

は、現状の法規制を超えた取り組みは過剰な投資と

捉えられがちです。このことが環境不動産の普及を

妨げているようにも思われます。

　そこで当グループでは、2005年から環境不動産の

付加価値に関する提言を積極的に行い、環境不動産

市場の拡大に向けたさまざまな取り組みを行ってき

ました。また環境不動産の付加価値向上を促し、普

及につなげるためのビジネスを、エコ・トラステュー

ションの一環として展開しています。

環境不動産
市場の拡大に
向けた貢献

マルチステークホルダーによる
「サステナブル不動産研究会」
当グループは2007年から、環境配慮が市場価値に反映
されるメカニズムの解明とその普及を検討するため、産
官学のマルチステークホルダーを集めた「サステナブル
不動産研究会」（座長・東京大学生産技術研究所の野城
智也教授）を運営しています。

環境不動産が評価されるための市場基盤の
整備をサポート
当グループは、国土交通省が主催する環境不動産懇談
会などに委員として参加しているほか、「グローバル・エ
ネジー・バーゼル」や「CASBEE不動産マーケット普及
版公開シンポジウム」などで講演するなど、環境不動産
市場の整備に向けた提言を行っています。

■ 環境不動産市場拡大に向けた当グループの貢献

不動産の環境性能評価システム「CASBEE」
（キャスビー）の普及に向けた取り組み
当グループは、国土交通省が主導する建築環境総合性能
評価システム「CASBEE」を不動産市場で有効活用すべ
きと考え、CASBEE小委員会において幹事として積極的
な提言を行ってきました。2012年5月に「CASBEE不動産
マーケット普及版（2012年版）」がリリースされました。

国際的な連携と今後の展開
当グループは、国連環境計画・金融イニシアティブ不動
産ワーキンググループ（UNEP FI PWG）などを通じて
世界の不動産投資家とともに情報共有化を図り、海外
投資家に日本の環境不動産を強くアピールするととも
に、その普及に向けたビジネスモデルの導入を、海外に
対しても積極的に提言しています。
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環境不動産市場の拡大に向けた貢献

環境不動産ビジネスの展開

環境不動産専担部署の設置
三井住友信託銀行は、2010年、他に先駆けて環境不動

産ビジネスを推進する専担組織を設置しました。この部署

は、サステナブル不動産研究会の事務局として、多くのス

テークホルダーと連携し環境不動産市場拡大のためのさ

まざまな取り組みを行ってきました。また、UNEP FI PWG

の中核メンバーとして国際的な市場拡大にも貢献する一

方で、グローバル基準との整合性を意識したCASBEE不動

産マーケット普及版の開発・普及に深く関わって来ました。

環境不動産に係るコンサルティング
三井住友信託銀行は、環境不動産に関わるさまざまな

アドバイス業務を行っています。具体的には、環境に配慮し

たオフィスビルの付加価値の定量的な分析や、不動産投資

法人（REIT）や不動産ファンド等に対するCASBEE不動産

マーケット普及版を用いた評価サービスなどを提供してお

り、環境配慮型不動産に着目した売買取引の仲介に結びつ

いたケースもあります。

また、ビルなどへの省エネルギーシステムの導入、景観

や生態系への配慮、建物の長寿命化、リサイクルシステム

の採用などをアドバイスする環境配慮型開発・建築コンサ

ルティングも行っています。対象となった大崎フォレストビ

ルディング（2011年12月竣工）は、国土交通省住宅・建築

物省CO2先導事業への採択、生物多様性に関する定量指

標であるJHEPの認証、CASBEE（新築）の最高ランク（S

ランク）の獲得を実現しました。

不動産のエネルギーに関する提案
不動産に対する省エネルギー・省CO2の要求が高まって

います。特に東日本大震災以降は、電力消費のピークカット

や、災害発生時のBCP（事業継続計画）対応が求められる

ようになりました。三井住友信託銀行は、省エネ事業者と

も連携しファイナンス（リースを含む）に関するアドバイス

も含め建物・工場などの効率的なエネルギー管理の提案

を行っています（20頁参照）。また、省エネによるコスト削

減メリットがオーナーとテナントに配当として還元される

金融スキームを提案しています。

汚染土地買取・再生ファンド支援
土壌汚染が原因で取引ができない宅地や工場跡地は、

全国で約10兆円にも上るといわれています。こうした汚染

土地の流動化や開発は、市街地の再生という観点からも

重要な課題です。三井住友信託銀行は、汚染土地をいった

ん買い取り、浄化した上で再販売する「汚染土地買取・再生

ファンド」の円滑な運営をサポートしています。また不動産

信託の受託や土地の仲介を通じた支援も行っています。

スマートシティプロジェクトへの参画
スマートシティとは、持続可能な社会を実現するために、

エネルギーを効率的に統合管理し、交通システムやライフ

スタイルの転換などを複合的に組み合わせた地域社会で

す。三井住友信託銀行は、パナソニック株式会社が主導する

「Fujisawaサステナビリティ・スマートタウン」の共同プロ

ジェクトに参画し、スマートタウン評価指標（環境不動産価

値）の設計を担当するとともに、環境配慮型住宅ローンやタ

ウンカードの商品企画などの検討を進めています。

今後も、スマートシティのエリア全体の不動産価値向上

に係るアドバイスや事業を成功に導くためのさまざまな支

援を積極的に行っていく方針です。

環境不動産ファイナンス
当グループは、環境不動産を拡大していくためのさまざ

まなファイナンス手段についても積極的に展開していく方

針です。具体的には、環境配慮型住宅ローンや、環境格付融

資（21頁参照）、省エネルギーを支援するリースなど最適な

商品・サービスのラインアップを整備し、問題解決型の提

案を行っていきます。
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RI（責任投資）
への取り組み

■ グローバルな責任投資の発展に寄与

当グループ各社は責任投資原則（PRI）に署名し、
2010年からはPRIの日本ネットワークの共同議
長に就任しています。2012年6月にブラジルのリ
オデジャネイロで開催されたPRIの年次総会に出
席し、日本の状況を説明しました。なお、社内では
ESGグローバル会議
を毎月開催し、さまざ
まな分野においてESG
がどのように議論され
ているのか随時情報
交換を行っています。

2006年に企業のESG（環境、社会、企業統

治）の取り組みを評価し、株や債券に投資をす

る責任投資を推進するために国連機関により

設立された責任投資原則（PRI； the Principle 

of Responsible Investment）への署名機関

は拡大の一途をたどって2012年には1,000機

関に達しており、その運用資産総額は32兆ドル

にもなっています。

当グループは、1999年に日本で初めての責

任投資ファンド（日興エコファンド）を開始し、

その後もグループ各社は世界初となる商品も

含め、さまざまな種類の投資手法を開発して

きました。また、個人市場だけでなく、年金など

機関投資家の市場においても積極的なマーケ

ティングを行ってきました。

しかしながら、日本の責任投資マーケット

は、日本株式市場自体の低迷と相まって必ずし

も活況とはいえず、グローバルな動向に十分

追随できておりません。当グループは、市場を

けん引するリーダーとして、さまざまな機会を

活用して啓発活動や市場の拡大に向けた活動

を展開しています。

三井住友トラスト・グループの基本姿勢

■ 日本の責任投資市場をけん引

当グループは、NPO法人「社会的責任フォーラム（SIF-
JAPAN）」の主要メンバーとして、勉強会の講師やシン
ポジウムでの講演など積極的な情報発信を行っており、
日本の責任投資市場の発展に貢献してきました。また、
2012年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された
「国連持続可能な開発会
議（リオ+20）」において議
論された責任投資をめぐ
る世界的な動きについて
は、さまざまな機会を活
用し周知に努めています。

国連デーでのプレゼンテーション
撮影： UNIC Tokyo/Hiroaki YamaguchiPRI年次総会でのプレゼンテーション



有価証券
市場

責任投資原則（PRI）※

運用会社
投資家

コンサルタント

調査機関

証券取引所 レポート

企業

IR

※ 三井住友信託銀行と日興アセットマネジメントが当原則に署名しています。
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責任投資バリューチェーンと当グループの取り組み

企業のCSR（ESG）活動が資本市場で評価され、資金調達のために発行した株や債券を責任投資という形で投資家に

よって購入される一連のプロセスを責任投資バリューチェーンと呼びます。

RI（責任投資）への取り組み

当グループが提供する責任投資ラインアップ

三井住友信託銀行

 サステナブルグロース

 企業年金、公的年金から日本で初めて運用を受託した責
任投資（「グッドカンパニー」との同一のポートフォリオ）

三井住友トラスト・アセットマネジメント

 グッドカンパニー

 チャイナグッドカンパニー

 中国国内以外では世界で初めて設定された責任投資

 生物多様性企業応援ファンド

 世界で初めて開発した生物多様性専用ファンド

 SRI計画

日興アセットマネジメント

 日興エコファンド

 1999年に発売した日本初の責任投資ファンド

 グローバルウォーターファンド

 世界銀行債券ファンド（ワールドサポーター）

 SMBC・日興世界債ファンド

 グリーン世銀債ファンド

 グリーンボンドに投資する世界初のファンド（世界銀行
との共同開発）

 グリーンバランスファンド

 日本で初めての本格的なバランス型責任投資（23頁参照）

 上場インデックスFTSE日本グリーンチップ35

 日本で初めての上場インデックスETF責任投資

日興アセットマネジメントでは、2007年6月の設定以来、ワールドサ
ポーター投資家の皆さまにご負担いただいた信託報酬の一部を世界
の貧困削減のために活動する国際
開発協会（IDA）へ半年に一度、寄付
しており、その累計総額は３億円を
超えました。この寄付金は、IDAの途
上国における貧困削減に向けた取り
組みをサポートするために用いられ
ており、特に子どものための医療、教
育支援などに役立てられています。

三井住友信託銀行証券代行部門では、企業のIR・総務、
法務部門に機関投資家の日本株投資動向およびコー
ポレート・ガバナンスの考え方について情報提供を行う
「FOCUS CLUB」を展開しています。環境・社会・ガバ
ナンス（ESG）のテーマへの取り組みを強めている外国
人機関投資家が、CSRレポートに何を求めているか、
言い換えれば「中長期投資の対象となる会社に必要な
CSRの活動、考え方」をヒアリングし、レポート発行会
社に役立てていただくことを目指しています。現在は、
レポートの標準形態になると期待されている「統合レ
ポート」をフォローしています。

当グループは、国連グローバル・コンパクト（64頁参照）に署
名する日本企業が参加するグローバル・コンパクト・ジャパン・
ネットワーク（GC-JN）のメンバーです。2011年度から大和証
券グループ本社とともに「SRI分科会」の共同幹事に就任し、
参加企業とともに責任投資バリューチェーンを通じESG情報
がどのように活用されているのか、責任投資マーケットの拡大
に対応するために企業は今後の情報開示にどのようなスタン
スで臨むべきか実践的な議論を行っています。

寄付目録を進呈する日興ＡＭ取締
役社長兼CIO ビル・ワイルダー（左）
と世界銀行副総裁兼トレジャラー 
ケネス・Ｇレイ氏（右）
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 高齢社会において老後の安心を高める 1 取り組み

安心サポート信託
三井住友信託銀行は、お客さまご自身とご家族などの

方々のために、大切な財産をオーダーメードかつ中・長期

間のサポートによって保全・管理を行う「信託銀行」ならで

はの機能を生かした商品「安心サポート信託」を取り扱っ

ています。

安心サポート信託には、「金銭信託型」、「生命保険信託

型」の二つの商品タイプがあります。

（１）金銭信託型
金銭信託型は、信託の受益者をご本人とする（自益信

託）、もしくはご本人以外（個人・法人）の方とする（他益信

託）ことにより、ご本人やご家族、寄付先などに対してお客

さまのご意向に沿った形で信託財産を交付していきます。

（２）生命保険信託型
生命保険信託型は、生命保険金の交付相手や方法・用途

などをあらかじめ柔軟に設計することができる国内初の

商品で、プルデンシャル生命保険株式会社と共同開発し、

2007年7月から取り扱っています。

社会的問題の
解決に向けた
金融商品・
サービス

日本は現在、少子高齢化の進行、教育の質の低下、犯罪の多様化といった多くの社会問題を抱

えています。中でも少子高齢化は財政や福祉、医療などに及ぶさまざまな派生的な問題を生み

出しており、日本最大の問題であると指摘する声が少なくありません。当グループは信託の機

能を活用した新たな金融商品・サービスを開発・提供し、お客さまのこうした問題に対する適

応力を高めることを主眼においた取り組みを行っています。

お客さま
（委託者）

① 信託の設定
 （契約または遺言）

③ 生活費や教育資金等の
 お支払い

受益者への財産の交付に
関する同意・指図等

（特約付）

② 金銭の信託

ご本人・
ご家族・
寄付先など
（受益者）

指図権者
（信託関係人）三井住友信託銀行

（受託者）

「金銭信託型」の仕組み



29三井住友トラスト・ホールディングス　2012CSR レポート

M
ateriality1

M
ateriality2

M
ateriality3

社会的問題の解決に向けた金融商品・サービス

遺言信託
三井住友信託銀行では、お客さまのご意思に従って、預

金、有価証券、不動産などのさまざまな資産を次の世代に承

継することを支援するサービスとして「遺言信託」を取り扱っ

ています。遺言信託によって、相続におけるトラブルを未然

に防止したい、実情に合わせて合理的な遺産分割がしたい、

相続人以外の方に遺贈したいと考えるお客さまのニーズに

お応えします。

事業承継信託（遺言代用型）
三井住友信託銀行では、企業経営者などのお客さまが

保有されている株式について「あらかじめ指定した者に承

継させたい」「（保有株式の）分散化を防ぎたい」とのご要望

にお応えする商品として、事業承継信託（遺言代用型）を提

供しています。これは、会社の創業者さまや経営者さまなど

が委託者兼当初受益者となり、委託者死亡時に受益者を

変更する管理有価証券信託です。本信託を利用することに

より、相続手続きによらない迅速な資産承継が図れ、経営

者さまなどに万一のことが起きた際にも株式（議決権等）

をめぐる相続争いなどを避け、安定的に事業承継を行うこ

とが可能になります。

後見制度支援信託
日本では、認知症や知的障がいなどによって判断能力

を欠く状況にある成年者（「被後見人」）を保護するために

「後見人」を指定する「成年後見制度」が設けられています。

長寿社会研究会の様子

後見制度支援信託は、被後見人の財産を保護し、将来にわ

たる生活の安定に資するための信託です。信託の設定や解

約などは家庭裁判所の掲示書に基づき行われます。

特定贈与信託
特定贈与信託とは、特別障がい者の方の将来にわたる生

活の安定に資する目的で、ご家族などから贈与されたご資

金を、三井住友信託銀行が合同運用金銭信託等で安定的

に運用し、お客さまに代わって特別障がい者の方にお渡し

する商品です（1,000万円以上）。特別障がい者の生活の安

定を図ることを目的とした贈与は、特定贈与信託にすると

6,000万円まで非課税です。また、信託期限は無期限です。

リバースモーゲージ
三井住友信託銀行は2005年3月、自宅を担保に老後の

ゆとり資金を融資する「リバースモーゲージ」の取り扱いを

始めました。年金のように毎年一定額を受け取る方法と、

設定した枠内で随時受け取る方法があります。

ゆとりある長寿社会に向けた知見の結集
少子高齢化の進行等に伴う長寿社会の到来を踏まえ、

民間事業者にはどのような機能が求められるのか。

三井住友信託銀行は、国際長寿センターを中心に発足

した民間事業者による研究会に参加し、ゆとりある長

寿社会の実現に寄与する新しいライフスタイルの提案

に向けた検討に取り組んでいます。

被後見人さま
（委託者兼受益者）

親族後見人・
専門職後見人
（法定代理人）

三井住友信託銀行
（受託者）

申込書等の提出
金銭の信託

家庭裁判所の指示書に
即した金銭の交付

金銭を管理

家庭裁判所

報告 指示

特約付指定金銭信託

後見制度支援信託
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 社会的問題を解決するための2 寄付金等の活用の仕組み

公益信託
公益信託は、個人が公益活動のために財産を提供しよう

という場合や、法人が利益の一部を社会に還元しようとい

う場合などに、信託銀行に財産を信託し、信託銀行があら

かじめ定められた目的に従って財産を管理・運用して公益

活動を行う制度です。公益信託は、1977年に第1号が誕生

して以来、奨学金の支給、自然科学・人文科学研究への助

成、自然環境保護活動への助成、さらには国際協力・国際

交流促進など、幅広い分野で活用されています。

三井住友信託銀行は、公益信託第１号を受託して以来、

受託件数を着実に増加させており、2012年3月現在の公益

信託受託は218件278億円となりました。また、2011年度

は計13億円を計3,515団体（個人含む）に助成金として給

付し、ご活用いただきました。

社会貢献寄付信託
2011年4月、三井住友信託銀行は、社会貢献に取り組ん

でいる団体とお客さまの思いを寄付のかたちでつなぐ「社

会貢献寄付信託」（愛称：明日へのかけはし）の取り扱いを

始めました。寄付される金額を金銭信託にお預け入れいた

だき、毎年１回、当初信託元本の5分の1を寄付します。寄

付先は、「寄付先一覧」の10団体（2012年10月5日現在）の

中から、お客さまにご指定いただきます。寄付先からは、寄

付金の活用実績や活動内容の報告書が送られます。

特定寄附信託
2012年6月、三井住友信託銀行は「特定寄附信託」の取り扱

いを始めました。2011年度税制改正によって新たに創設され

た制度に基づく信託で、ご指定いただいた寄附先に5年また

は10年にわたり定期的に寄附を行います。寄附先は、三井住

友信託銀行が提示する「寄附先一覧」以外の団体を指定する

こともできます（なお、寄附先の指定には、三井住友信託銀行

の審査および手続きを要するほか、信託報酬がかかります）。

2012年7月には、東日本大震災の被災地で活動する医

療関係者の支援を望む個人のお客さまに、特定寄附信託

をご利用いただきました。今後5年間で総額約1,200万円

が認定NPO法人「ピープルズ・ホープ・ジャパン（PHJ）」に

寄附されます。PHJは別途、このお客さまからの寄附により

石巻市立病院に対し、往診で使う「ドクターカー」を寄贈し

ており、本件特定寄附信託によるPHJへの寄附は、その維

持管理費に充てる予定です。

遺贈による寄付
三井住友信託銀行では、ご自身の遺産を世の中のために役

立てたいとお考えの方々のニーズにお応えするため、遺言信

託において、公益団体や大学などと遺贈による寄付に関する

提携を行い、遺産寄付の支援サービスをご提供しています。

信託財産状況
報告書を提出

信託法上の
権限行使、
重要事項
の同意

助成先の推薦
と重要事項に
関する助言、
　勧告

お客さま
（ご資金提供者＝委託者）

信託管理人 運営委員会など主務官庁

三井住友
信託銀行
（受託者）

助成先

助成先

助成先

助成先

助成先
受益者

コンサル
テーション

公益信託
契約締結 公益目的執行

日常的運営

財務管理

申請

助成金
の給付

許可
監督

「社会貢献寄付
信託」のお申し込み
寄付先の指定

寄付金領収書の送付
活動報告の送付

寄付金の送金
（毎年11月）

三井住友
信託銀行
（受託者）

お
客
さ
ま

寄
付
先

公益信託の仕組み 公益信託の寄付種別一覧 社会貢献寄付信託の仕組み
 

  分類 件数
 奨学金支給 74
 自然科学研究助成 42
 人文科学研究助成 6
 教育振興 25
 社会福祉 10
 芸術・文化振興 9
 動植物の保護繁殖 1
 自然環境の保全 8
 都市環境の整備・保全 20
 国際協力・国際交流促進 16
 その他 7
 総計 218
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３ 多様なライフスタイルを後押しする金融商品

働く女性を応援する女性専用住宅ローン
「エグゼリーナ」の取り扱い
三井住友信託銀行は、多様なライフスタイルを後押しす

るため、働く女性のマイホーム取得を応援する女性専用住

宅ローン「エグゼリーナ」を取り扱っています。

本ローンは、20歳以上の女性に対し、ご本人がお住まい

になるための新築・中古マンションの購入資金向けの融資

を行うものです。出産後１年間については年0.1%の金利

優遇があるほか、当初借入金額が1,000万円以上かつ借

入年数が10年以上の方は、三井住友信託銀行が保険料を

負担する医療保障保険にご加入いただけます。また、繰り

上げ返済手数料の免除といった特典も付いています。

財形貯蓄
財形貯蓄は、正式には「勤労者財産形成貯蓄」という名

で、勤労者が金融機関との勤労者財産形成貯蓄契約に基づ

いて勤務先を通じて行う「給与天引貯蓄」のことです。三井

住友信託銀行は、レジャーやお子さまの教育や結婚など使

い道が自由で一部解約も可能な「一般財形」、マイホームの

取得や増改築のための「住宅財形」、自ら計画的に年金原資

を確保するための「年金財形」の３種類をご提供しています。

４ 事業と一体となった社会貢献
ベルマーク事業への支援
身近な商品に付いている“ベルマーク”を学校単位で集

め、その点数に応じて学校に必要な備品を購入する「ベル

マーク運動」は、1960年にスタートしました。当初は複数

の銀行が関わっていましたが、1982年からは入出金に関

わる一切の業務を三井住友信託銀行が担当しています。

現在、全国28,349（2012年9月末現在）にのぼるPTAの

口座管理事務を行っており、協賛会社からのPTAへの入金

や協力会社からのベルマーク教育助成財団への援助金送

金などの業務を取り扱っています。このほか、被災地などへ

の援助資金の送金事務（友愛援助）も行っています。

ベルマーク運動では、学校の備品を購入する際に購入金

額の10%がベルマーク財団に寄付されて、それがへき地学

校や災害被災学校、発展途上国などへの援助資金として使

われています。三井住友信託銀行は、事業と一体となった社

会貢献として、ベルマーク事業への支援を継続しています。

加入者保護信託
有価証券のペーパーレス化は、紛失・盗難・偽造などのリ

スク軽減や運搬・保管に係るコストの削減を通じて、証券

取引の利便性を引き上げる一方で、振替機関や口座管理

機関※の誤記録などがあれば、投資家（「加入者」）が損害を

受ける危険性があります。こうした損害が生じ、かつ口座管

理機関が損害賠償義務を果たさないまま破綻した場合に、

1,000万円を限度に加入者が被る損害を補償するための

セーフティネットが、「加入者保護信託」です。

三井住友信託銀行は、公益信託の受託実績や資産運用

能力などが認められ、2003年の制度設立以来、単独で加入

者保護信託を受託しています。
※ 証券会社などの金融機関。

証券保管振替機構など

誤記録をした口座管理機関

口座管理機関 投資家

運営委員会

加入者保護信託

口座管理機関

投資家投資家

信託契約

連帯保証
不履行

連帯保証
履行

支払指図

請求・支払

請求・支払
損害

損害

損害なし

三
井
住
友
信
託
銀
行

信
託
管
理
人

（
日
本
証
券
業
協
会
）

破綻

破綻

加入者保護信託スキーム




