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P A T H

1
事 業 革 新 の 実 現

金融のあり方が問われている現在、当社は社会的問題を
解決できる新しい金融事業の創造に取り組んでいます。
特に、当社の強みである信託（トラスト）機能を使って地球温
暖化問題や生物多様性問題などの環境（エコ）の問題を、
解決（ソリューション）する金融事業を「エコ・トラステュー
ション」と名付けて、新しい金融商品を次々に生み出して
います。

計画

■ エコ・トラステューションを経営戦略に取り込みながらよ
り本格的で多面的な展開を進める。

■ 中国におけるCSR／環境ビジネスの本格展開。
■ 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）の名古屋
開催に向け、国内外のさまざまな活動への支援を含めた
取り組みを強化。

実績

■ 各事業の事業計画との整合性を高め、経営戦略との一
体化を推進。

■ 環境不動産推進課を新設し、環境不動産ビジネスの本格
展開をスタート。

■ 中国株SRIの開発・販売。
■ 中国の省エネ会社の設立と資本参加。
■ 住信・生物多様性プログラムを策定。
■ 全国の支店で「生きもの応援活動」を展開。
■ 世界初の生物多様性SRIほか、ビジネス面での取り組み
が大きく進展。

計画

■ 収益ビジネスとしてのエコ・トラステューションの展開。
■ 環境不動産事業のプロダクトラインアップの拡大。
■ 個人の社会貢献意識の向上に応える新商品の開発。
■ 資産運用事業における包括的なESGの取り組み強化。
■ SRIのマーケティング強化。
■ 住信・生物多様性プログラムの着実な推進。
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地球温暖化問題対応基本ポリシー（前文略）
（2008年7月30日制定）

1.地球温暖化ガス排出量の削減
住友信託銀行は、自らの事業活動に伴う温室効果ガスの排
出量削減に努めます。

2.金融機能を活用した商品・サービスの提供
住友信託銀行は、企業や家庭などによる地球温暖化防止
に対する取組みを促進させるために、金融機能を活用し
た商品やサービスの開発・提供に努めます。

3.ステークホルダーとの協力
住友信託銀行は、ステークホルダーとの意見交換を行い、
協働することによって、効果的な地球温暖化対策の推進に
努めます。

4.社内教育・研修
住友信託銀行は、この基本ポリシーの目的を達成するため
に、社内体制を整備・維持し、役職員の教育・研修を充実さ
せます。

5.情報公開
住友信託銀行は、地球温暖化への取組みの状況を社会に
対して積極的に開示します。

生物多様性問題対応基本ポリシー（前文略）
（2008年7月30日制定）

1.生物多様性保全活動への積極的な参加
住友信託銀行は、希少種の保護や生物多様性の保全に関
する取組みに積極的に参加し、支援することに努めます。

2.生態系の適切な評価
住友信託銀行は生態系を経済的、社会的に適切に評価す
ることにより、生態系の保全や創出活動を支援することに
取組みます。

3.金融機能を活用した商品・サービスの提供
住友信託銀行は、ステークホルダーと協働し、生物多様性
の保全及び持続可能な利用に資する金融商品・サービスの
開発・提供に取組みます。

4.社内教育・研修
住友信託銀行は、役職員が生物多様性に関する正しい知
識を持ち、取組み推進の担い手となるように教育・研修を
行います。

5.情報公開
住友信託銀行は、生物多様性への取組みの状況を社会に
対して積極的に開示します。

ステークホルダーからのご意見

重要となる主な指針

ドイツ技術協力公社
エコノミスト

エドガー・エンドルカイティス氏

「住友信託銀行は生物多様性問題の
パイオニアです。」

ドイツ技術協力公社は、生物多様性条約第９回締約国会議（COP9）においてド
イツ政府により提唱された「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」を推進する役割を
担っています。同イニシアティブの参加企業は、その事業目標に生物多様性につい
ての配慮を盛り込むことを期待されていますが、住友信託銀行は生物多様性問題
の金融的価値を評価し、環境格付融資、生物多様性SRIファンド、生物多様性の
観点からの環境不動産コンサルティングなどの革新的な金融商品を開発しました。
このような商品は金融システムを改善するための重要な一歩であり、多くのお客様
に評価されるものと考えます。住友信託銀行のようなパイオニアのおかげで、金融セ
クターも生物多様性の保全に貢献することができます。
私は住友信託銀行による「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」の支持を高く評

価したいと思います。生物多様性の分野における同社のさまざまな努力により、こ
の問題の重要性を多くの人に伝えることができたと考えています。
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住友信託銀行の「エコ・トラステューション」

「環境金融事業をさらに発展させるため、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」という趣旨から、当該業務を「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。

地球温暖化問題の解決に1 貢献する取り組み

地球温暖化は、現在人類が直面している最大の環境問題
です。こうした中、当社は2008年に当該テーマに関する基
本理念を定め、環境金融事業において、地球温暖化防止に
対する取り組みを促進する商品の開発に努めています。

（1）太陽光発電システムの導入支援促進

地球温暖化問題の解決のために、現在世界各国で石油
などの化石燃料を再生可能エネルギーへ転換する動きが急
速に進展しています。当社は、再生可能エネルギーの中で
も日本が最高水準の技術を持つ太陽光発電が地球温暖化
問題対策に有望と考え、早くから市場拡大に向けて金融面
で貢献するためにさまざまな取り組みを行ってきました。

①太陽光発電搭載住宅向け金利優遇ローン
2004年に積水化学工業株式会社などと提携し、大手行

の中でいち早く、太陽光発電搭載住宅向け金利優遇ローンの
販売を開始しました。環境配慮型住宅に関心の高いお客様
が増加しており、2009年度の取扱実績は大きく伸長しています。

②太陽光パネル専用ローン
家庭用の太陽光発電の普及には、新築だけでなく既存

住宅への拡充が不可欠との観点から、当社グループの住
信・パナソニックフィナンシャルサービスとともに太陽光パネル
専用ローンを開発、販売店や工務店との提携ローンの取り扱
いを開始しました。2009年11月に家庭用太陽光発電の余
剰電力の買い取り制度*が導入されて以降、ローン実行額が
急激に伸び、2009年度の太陽光パネル専用ローンの実行額
は21億円に達しました。2010年度に入ってからも7月までの
4ヵ月間で12億円と着実に伸長しています。
* 太陽光パネルを使って家庭でつくられた電力のうち、自宅で使わないで余った電力を、
10年間電力会社に売ることができる制度。

（2）排出権に関する取り組み

当社は排出権を地球温暖化問題に対する補完的な対応

* 毎年度必要量を政府に移転します。信託終了年度には企業への移転を選択できます。

当社の排出権信託商品の仕組み*

2. 金銭の信託

5. 排出権の移転

3. 排出権（現物）
    の交付

4. 排出権の移転

1. 排出権
    先渡契約

3. 排出権
    購入代金

政府

信託

住友信託銀行

企業

2. 金銭の信託

5. 排出権の移転
信託企業

排出権
提供者

②カーボンオフセットリース
当社グループの住信・パナソニックフィナンシャルサービス

は、リース物件に排出権を提供するカーボンオフセット商品の

プロジェクト名 信託代理店様
①中国福建省建 市楊 北國銀行、北海道銀行、
小水力プロジェクト 西日本シティ銀行

②韓国ガンウォン 広島銀行、足利銀行、伊予銀行
風力発電プロジェクト

③中国新疆ウイグル自治区 伊予銀行、第四銀行
風力発電プロジェクト

手段と位置付け、金融商品の開発を進めています。

①カーボンオフセット商品組成の支援
数万トン単位の大口取引が主流の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」に転換することで
小口化（取引単位を1,000トンへと引き下げ）し、2008年6月か
ら排出権信託商品の取り扱いを開始しました。信託代理店
契約を締結した地方銀行のお客様である地域企業や大手
金融機関などに対して、販売実績を積み上げています。直
近では、株式会社伊予銀行、株式会社第四銀行を通じ、自
社商品に排出権をつけるカーボンオフセット商品の開発を検
討しているお客様に、中国新疆ウイグル自治区の風力発電
プロジェクトで発行された排出権を販売し、その商品組成の
支援を行っています。なお、2008年の販売開始以降取り
扱った排出権のプロジェクトと代理店として販売していただ
いた金融機関は下記のとおりです。
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取り扱いを開始しました。2010年2月に、第1号案件として小
田急バス株式会社のハイブリッドバス3台に提供しました。
ハイブリッドバスは発進時や加速時に電気モーターがディー

ゼルエンジンを補助することにより動力を生み出し、燃費を改
善してCO2排出量の削減に貢献するものです。運転席の後部
に電力の発生状況を知らせるモニターを設置し、電気モー
ターの作動状況が乗客に一目でわかるようにしています。
導入したハイブリッドバスは、従来のバスに比べてCO2排

出量が約半分になりますが、カーボンオフセットを利用するこ
とで、排出している残りのCO2排出量を実質ゼロにすること
ができます。
具体的には、ハイブリッドバス導入だけでは約半分とはい

え年間85トンのCO2を排出してしまうところを、中国・湖北省の
水力発電所建設によって削減したCO2相当の排出権を購入
することによって相殺するものです。

当社の排出権決済資金保管信託の仕組み

1. 信託契約締結・
    売買代金を
    信託設定

3. 信託財産の解約・
    受給者への交付指図

2. モノの受け渡し完了

4. 売買代金を交付

住友
信託銀行
（受託者）

買主

（委託者兼）受益者
売主

（受給者）

③排出権決済資金保管信託
排出権取引においては、売主から買主への排出権の移転

申請から現実の取得までに時間を要することから、対価とな
る金銭の支払いとの時間差によって決済リスクが発生します。
これに対して、当社は①買主から購入代金を信託勘定で

預かった後に、②売主から買主への排出権の移転を確認
し、③買主からの指図を受け、④購入代金を売主に送金す

左：カーボンオフセット付きハイブリッドバス　右：車内モニター

るという信託の機能を活用して取引の安全性を確保する商
品を用意しています。

（3）オフィスビルなどの省エネ促進

当社は地球温暖化対策が遅れている業務分野における
取り組みを促進させるための金融商品・サービスの開発を
進めてきました。当社グループでは、省エネ性能の高いビ
ルを設計・建築する建築コンサルティング、既存のビルにお
ける省エネシステムの導入コンサルティング、ビルオーナーと
テナントとの省エネ活動の共同実施スキーム、ESCO事業*
やリースの活用などのファイナンス、排出権といった、ハード、
ソフトの両面から地球温暖化対策をサポートする金融商
品・サービスの提供を行っています。具体的な実績やサー
ビスの内容については、9頁、「環境不動産への取り組み」
をご参照ください。
* ESCO：Energy Service Companyの略で、省エネルギーの提案、施設の提供・維持・
管理など包括的なサービスを行う事業。

（4）再生可能エネルギー事業への
プロジェクトファイナンスの実施

地球温暖化対策には電力や熱の供給過程でＣＯ２を排出
しない再生可能エネルギーの活用が有効です。当社は、
風力発電やバイオマスエタノール生産などの再生可能エネ
ルギー関連の事業に対するプロジェクトファイナンスに早くか
ら取り組んできました。
2009年度には水力発電プロジェクトに対するファイナンス

を実行するなど新たなエネルギー分野での事業開拓にも
取り組んでいます。風力発電プロジェクトへの新規ファイナ
ンスの実行もあり、2010年3月末において、環境関連のプ
ロジェクトファイナンスの取り組み件数は15件、残高は206億
円となりました。

ホワイティうめだのESCO事業で使用した省エネ関連機器例
左：高効率冷凍機　右：インバータ盤

野辺地ウインドファーム
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環境配慮度の評価を反映させた2 金融商品・サービス

持続可能な社会の実現に金融機関として貢献するため、
当社は環境配慮度の評価を反映させたさまざまな金融商
品・サービスを開発・提供しています。環境配慮に熱心な企業
や個人への金銭的インセンティブを設定することで、環境に配
慮した企業活動や個人の行動を促進するものです。

（1）環境格付融資

当社は2010年2月から、地球温暖化対策や生物多様性へ
の配慮などの取り組みを進める企業向けに金利を優遇する
「環境格付融資」の取り扱いを開始しました。この商品は、
当社独自の総合的評価に基づき格付けし、当社の標準金
利から最大0.6％まで融資金利の優遇を実施しています。
当社の格付は、環境マネジメントや地球温暖化対策など

の一般的な評価項目に加え、今後日本企業にますます対応
の強化が求められる生物多様性と環境配慮型不動産を重
視していることが特徴です。
具体的には、顧客企業の環境に対する取り組みについて、

製造業で約60項目、非製造業で約50項目の質問事項から
なるアンケートを実施し、その回答をもとに各社の環境への
取り組みを「AAA」から「D」の6段階で評価します。このうち、
上位4段階までの環境格付となった企業に対して、格付に応
じた融資金利の優遇を実施します。

社の強み・弱みの把握・分析に活用することができます。さら
に、当社の環境格付基準は毎年最新情報を盛り込み、新し
い基準に基づき融資先企業の環境格付も更新しますので、
毎年相対的な環境配慮度を定点観測することができます。

取
引
先・消
費
者
な
ど

住友信託銀行の「環境格付融資」の流れ

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

住
友
信
託
銀
行

企　

業

環境格付融資を活用した企業は、低利で資金調達が可
能となるだけでなく、環境および生物多様性問題に対して当
社の環境格付基準に適った優れた取り組みを行う企業とし
て、認知度・ステータスの向上効果も期待できます。
また、総合評価ならびに各項目の評点・評価内容・課題を

レポーティングするサービスも提供しており、融資先企業が自

評価レポートイメージ

生物多様性

環境マネジメント 格付 点数

A 226点

製品の環境配慮・環境ビジネス

環境配慮型不動産

0

20

40

60

80

100

気候変動 / 温暖化対策

資源循環 / 汚染対策

（2）環境配慮型住宅向けの金利優遇ローン

当社は、環境配慮住宅促進のためのさまざまな住宅ロー
ン商品を開発しています。2004年に開発した「太陽光発電
搭載住宅向け金利優遇ローン」（6頁参照）を皮切りに、2008
年10月に積水ハウス株式会社と共同で、CO2削減幅に応じ
た優遇金利を適用する新商品「積水ハウスCO2オフ住宅ロー
ン」を発売したほか、2009年には住友林業株式会社や住友
不動産株式会社などと提携した住宅向けの金利優遇ローン
商品の取り扱いを開始しました。集合住宅については、
2005年10月に東京都の「マンション環境性能表示制度」に連
動し金利優遇幅を決定する住宅ローンを、2006年10月に川
崎市の環境性能表示制度「CASBEE川崎」の評価結果に
優遇幅を連動させる住宅ローンの販売を開始しています。

（3）サプライチェーン・マネジメントにおける
CSR配慮の促進

事業がグローバルに拡大する中、環境配慮や労働管理な
どのCSR的な側面を評価し部品・資材調達先の選別基準と
する「CSR調達」と呼ばれる動きが拡大しています。当社は、
2006年12月から株式会社あらたサステナビリティとともに「CSR
配慮型売掛債権一括信託」スキームを用意しています。この商
品は、CSR配慮度が高い企業に金銭的インセンティブを付与
し、CSR調達を促進するものです。なお、調達先の評価の対
象を地球温暖化対策や生物多様性への配慮など特定のテー
マに設定することで、調達元企業が重視する環境の取り組み
を、より強化するための手段として活用することも可能です。
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汚染土地買収・
再生ファンド汚染土地

（売主）
4. 受益権譲渡
（土地の売却）

3. 出資

1. 信託

7. 配当 4. ローン

2. 受益権 5. 土地の浄化

6. 受益権譲渡
（土地の売却） 浄化後の

クリーンな土地

（買主）

住友信託銀行 浄化事業者

投資家
（住友信託銀行ほか） 住友信託銀行

汚染土地買収・再生ファンドの仕組み

3 環境不動産への取り組み

持続可能で環境価値の高い「環境不動産」は、エネルギー
コストの削減や入居者の居住性、生産性の向上、さらには将
来的な規制対応リスクの低減やイメージの向上など、さまざ
まな付加価値を生み出すと考えられます。当社は、市場参
加者がその付加価値を認知し内部化するプロセスを通じ、
本格的な環境不動産市場が形成されていくと考えており、
不動産ビジネスの新基軸とすべく早くから研究を進めてき
ました。

（1）環境不動産専担部署の新設

当社は2010年4月、不動産営業開発部内に環境不動産
推進課を新設し、環境不動産ビジネスの本格的な展開を開
始しました。環境不動産推進課では、下記のサービスをはじ
めとした商品ラインアップを整備していくとともに、市場形成の
ための提言も積極的に行っていく方針です。

①環境配慮型開発・建築コンサルティング
ビルなどへの省エネシステム導入、景観や生態系配慮、

建築長寿命化、リサイクルシステムの採用などをアドバイスす
る業務です。また、環境不動産への関心の高まりを受けて、
CASBEE（建築環境総合性能評価システム）の認証や自主
評価を目指す物件が増加していますが、当社では積極的に
認証取得を踏まえた提案を行ってきました。
2009年度は株式会社八千代銀行の新本店（新宿区）と東

洋製罐株式会社の新本社ビル（品川区）について国土交通
省「住宅・建築物省CO2推進モデル事業（現：住宅・建築物
省CO2先導事業）」の採択を目指したコンサルティングを行

い、両プロジェクトとも採択を
受けることができました。東洋
製罐株式会社の新本社ビルで
は、優れた省CO2の取り組み
に加え、外構部分について地
域の生態系の回復を目指し将
来うぐいすが戻ってくるような
緑地形成のアドバイスも行って
おり、財団法人日本生態系協
会のハビタット評価認証システ
ム「JHEP」の第三者評価（認
証）を受ける予定です。

②省エネ・省CO2規制への総合的なアドバイス
省エネ法の改正や東京都環境確保条例の改正などの規

制強化をはじめ、不動産に対する省エネ・省CO2の要求は
高まっています。これに対し当社は、環境配慮型開発・建築
コンサルティングのほか、銀行・信託およびリースなどの総合
金融機能を活用したコンサルティングを強みとしています。
例えば、オフィスビルの省エネについては、ビルオーナーが

省エネをしても、省エネのメリットがテナントに帰属するため、
なかなか省エネが進まないのが課題です。当社は、有限責
任事業組合（LLP）などを利用しオーナーとテナントが協力し
て省エネを推進する金融スキームを用意しています。

省エネ促進スキーム（LLPを活用するケース）

エネルギー管理LLP

（有限責任・パススルー課税）内部自治原則[オーナー]
共用部のエネルギー費用
の支払い
（定めたベースライン額）

[オーナー]
共用部のコスト削減額を
基準とした損益配当
（構成員課税）

[テナント]
専用部のエネルギー費用
の支払い
（定めたベースライン額）

[テナント]
専用部のコスト削減額を
基準とした損益配当
（構成員課税）

ESCO事業者
ビルの省エネ
（一定割合の省エネを保証）

金融機関
省エネ事業に対する
ファイナンス

東洋製罐新本社ビル パースイメージ
提供：竹中工務店

③汚染土地買収・再生ファンドの支援
2010年度から上場企業に土壌汚染調査・対策費用の資

産除去債務への計上が義務付けられ、土壌汚染対応は企
業にとって喫緊の課題になっています。当社は2006年から
汚染土地の流動化に大きく貢献する「汚染土地買収・再生
ファンド」の円滑な運営を支援しており、環境不動産ビジネス
の重要テーマとして推進しています。
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（2）環境不動産普及に向けたリーダーシップ

当社は、これまで国内のみならず海外に向けても、環境
不動産市場の形成に向けた提言、情報発信を行ってきまし
た。今後ともこの分野の日本におけるリーダーとして、積極的
にその役割を担っていきたいと考えています。

①環境不動産に関する研究と提言
当社が環境不動産に関するそれまでの研究成果を発表

したのは2005年です。その後、環境不動産市場の形成に
は、幅広い分野の関係者が横断的な協力関係を構築する
ことが不可欠と考え、2007年には東京大学生産技術研究
所の野城教授（現所長・教授）を委員長とする「サステナブル
不動産研究会」をスタートさせました。その研究成果の中間
報告として2009年6月に「環境配慮型の新ビジネス!! マルチ
ステークホルダーの動きから読むサステナブル不動産」（ぎょ
うせい）を刊行したほか、2009年12月には環境関連イベント
のエコプロダクツ2009においてセミナーを主催しました。

②RPI（責任不動産投資）の仕組みづくりへの参画
当社は、2007年から国連環境計画・金融イニシアティブ・

不動産ワーキンググループ（UNEP FI PWG）に加入し、「責
任不動産投資; Responsible Property Investment（RPI）」
の普及に向けて、海外の機関投資家と活発な情報交換を
行うとともに、世界各国の建物環境性能評価制度に関する
ガイドブックなど、投資家向けの手引書作成にも積極的に参
画しています。現在、RPIを世界に普及させるためのメディ
ア・チームのメンバーとして、RPIの手引集を紹介するなど、日

本国内での普及啓発活動を行って
いるほか、環境性能の国際共通指
標化に向けたワーキンググループの
メンバーとして活動しています。
また2010年には、国土交通省と

UNEP FI PWGが共同で実施し
た「責任ある不動産投資に関する
投資家調査」（6月に公表）におい
て、UNEP側のリーダーを務めま
した。

③各種委員会での活動
社団法人日本不動産鑑定協会の調査研究委員会におい

て、当社は環境付加価値ワーキンググループの座長となり、
不動産の環境性能を鑑定評価に結びつける研究を進めて

います。2009年6月には、このワーキンググループから出版物
「環境を考えた不動産は価値が上がる—不動産の『環境付
加価値』理論とその実践」（住宅新報社）が刊行されました。
また、当社は「CASBEEと不動産評価検討ワーキンググ

ループ」に幹事として参加し、建築環境性能の評価システム
を不動産評価に結びつけるツールの作成に貢献しています。
2010年2月の「CASBEE不動産評価シンポジウム」において、
このワーキンググループの作成による「CASBEE不動産評価
活用マニュアル（2009年版）」が公開されました。
国土交通省「環境価値を重視した不動産市場のあり方研

究会」には当社から委員およびアドバイザーが参加しており、
環境不動産に関する価値評価や情報整備のあり方を提言
しました。
2009年10月の「第16回国際土地政策フォーラム」では、

「環境と不動産投資」というテーマのもとに国内外の第一人
者を招聘し、当社がコーディネーターとなってパネルディス
カッションを実施しています。

④環境不動産ホームページ
当社は環境不動産のホームページ（URL: http://www.

sumitomotrust.co.jp/csr/innovation/real-estate/01.html）
を設け、環境不動産に関する最新の取り組み状況や論文、
講演会、各種投稿などの資料を掲載しています。2010年に
は国土交通省の環境不動
産ポータルサイト（URL :
http://tochi.mlit.go.jp/
kankyo/index.html）の設
立にも協力し、このサイトと
相互にリンクしながら環境不
動産に関する情報提供を
行っています。

「約束と関り合い」
責任不動産投資の手引集その1

国際土地政策フォーラムの模様
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生物多様性問題への4 取り組み

自然は、地球上に3,000万種ともいわれる多様な生きも
のが相互に関連し合い微妙なバランスを保つことで成り
立っています。しかし人類はそれを当然のものと考え、莫大
な便益をもたらす自然を破壊してきました。当社は地球温
暖化を含むあらゆる環境問題は最終的には生物多様性問
題に帰結すると考えており、取り組みに力を入れてきました。

（1）取り組み方針と活動プログラムの策定

当社は、2008年5月、ドイツのボンで開催された生物多様
性条約第9回締約国会議（COP9）において、開催国のドイツ
政府が提唱した「ビジネスと生物多様性イニシアティブ」の趣
旨に賛同して世界の33社とともにリーダーシップ宣言に署名
しました。同年7月に「地球温暖化問題対応基本ポリシー」と
あわせて「生物多様性問題対応基本ポリシー」を制定し、両
テーマを当社の取り組むべき最優先の環境課題と位置付け
ました（5頁参照）。

さらに、2009年10月、より広範な活動を推進するために、
「住信・生物多様性プログラム」を策定しました。本プログ
ラムは以下の４つの取り組みで構成されています。

1.生物多様性問題のリーディングカンパニーとして名古屋COP10の成
功に貢献します

2.生物多様性に関連した新しい金融商品・サービスを開発します

3.全ての支店が「生きもの応援活動」に取り組みます

4.住信グループ全体で「持続可能な紙資源の活用プログラム」を推進します

（2）生物多様性に関連した
新しい金融商品・サービスの開発

「住信・生物多様性プログラム」における「生物多様性に
関連する金融商品・サービスの開発」は、当社独自の強みで
ある“エコ・トラステューション”を実践する活動分野として重視
しており、商品ラインアップを充実させてきました。以下にそ
の一部を紹介します。

①公益信託などの信託スキームを通じた資金供給
当社は、2000年から、経団連自然保護協議会より公益信

託「日本経団連自然保護基金」を受託しています。同基金は、
日本経団連加盟企業をはじめとする民間企業や個人の寄付
を受け、国内の自然保護活動や、開発途上地域において
NGOなどが行う自然保護活動への助成を行っています。
公益信託とは、個人や法人が委託者となり、公益（社会的

な利益）目的で財産を信託し、当社のような信託銀行が財
産を管理・運営して目的の実現を図る制度です。高まりを見
せている「機会があれば自然保護に資産の一部を寄付した
い」というお客様のニーズと、活動資金を必要としている団体
との間で橋渡しをする役割を果たしています（18頁参照）。
当社では、信託はこのような資金フローをつくり出すため

の高い機能性を持つと考えており、公益信託だけではなく、
遺言信託においても環境NGO／NPOなどに遺贈する仕組
みを提供しています。また、当社自身も寄付プログラム（ナ
ショナル・トラスト活動支援、19頁参照）を構築し、効果的な
生態系保全のあり方を研究・実践しており、培ったノウハウを
活かしながら、今後とも生物多様性の保全に寄与する信託
商品のラインアップを充実させていく方針です。

日本経団連自然保護基金の仕組み

公益信託 日本経団連
自然保護基金

受託者 住友信託銀行

寄付金
のご協力

重要事項の承認

許可・認定・監督

・当初信託財産の出損
・募金活動
・企業における普及・啓発

支援プロジェクト設定

助成金
の交付

支援先
（NGO等）

支援先
（NGO等）

支援先
（NGO等）

寄付者

寄付者

寄付者

信託管理人 運営委員会

日本経団連
自然保護協議会（委託者） 環境省・外務省

住信・生物多様性プログラム

COP9の模様
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エコプロダクツ2009の共同出展ブース

②環境格付融資における生物多様性の評価
当社は、生物多様性を融資と結びつけた商品として、

2010年2月から「環境格付融資」の取り扱いを開始しました。
この商品は企業の環境への取り組みを当社独自の総合的
評価に基づいて格付けし、優遇金利を適用し融資を行うも
のですが、環境マネジメント体制などの一般的なものに加え
て、生物多様性に関する取り組みも評価項目に含めた、当
社独自のものになっています（8頁参照）。

③生物多様性をテーマとした株式投資信託の発売
2010年8月、当社グループの住信アセットマネジメントから、

生物多様性の保全に積極的に取り組む日本企業に投資す
る世界初の生物多様性SRIファンド（愛称「生きものがたり」）
を発売しました。上述の環境格付融資とあわせ、投融資業
務において生物多様性の観点から企業のリスクと機会を分
析する先進的な取り組みとして、海外からも注目を集めてい
ます（15頁参照）。

④生物多様性に配慮した環境不動産ビジネスの展開
当社は、開発の進んだ都市部の生態系回復には、個別

不動産単位の取り組みの積み重ねが必要だと考えています。
このようなコンセプトに基づき、環境配慮型開発・建築コンサ
ルティング業務において、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（9頁参照）。
なお、当社グループの住信基礎研究所が2010年4月に発

表した「生物多様性に対するオフィスワーカーの意識調査」に
よると、オフィス周辺の緑地は入居者の「創造性の向上」に
寄与しており、また入居者は緑地部分が地域生態系を維持
することを支持しています。生物多様性に配慮した不動産は、
付加価値の向上にも貢献していることがわかりました。

（3）金融機関としての情報発信

当社は、金融商品・サービスの提供だけでなく、生物多
様性に関する市民レベルでの認知度の向上に資するさまざ
まな情報発信や啓発活動にも注力しています。

①生きもの応援活動の全国展開
住信・生物多様性プログラムの一環で、生物多様性にか

かわる取り組みを「生きもの応援活動」と銘打ち、全国63の
すべての本支店において、地域との連携なども踏まえた活
動を“With You”活動の中で展開しています（34-35頁参照）。

②エコプロダクツ展・EXPOでの出展
毎年12月東京ビッグサイトで開催される日本最大の環境関

連イベント「エコプロダクツ展」に、当社は2007年から財団法
人日本生態系協会と共同で、生物多様性のみにフォーカスし
た出展を続けています。特に、「生物多様性と不動産」は一
貫して取り上げてきたテーマで、2009年は森ビル株式会社
の協力も得てJHEP認証取得ビルの具体例などを紹介しま
した。また、2010年2月（福岡）、3月（大阪）で開催された環
境省主催の生物多様性EXPO2010にも出展しました。

③グリーンTVとの連携
当社は、環境専門のブロードバンドメディア「グリーンTV

ジャパン」への協賛を設立当初の2007年11月から継続して
います。グリーンTVは高品質の環境コンテンツを500本以上
無償で提供しており、生物多様性に関してはCOP10を控え
特別に専用サイトを立ち上げました。当社自身も生物多様性
に関する動画を制作し投稿しており、当社のホームページ上
でも視聴できるようにしました。

グリーンTVジャパン（http://www.japangreen.tv/）

提供動画の画面：
生き物にやさしい未来へ



13Sumitomo Trust and Banking   2010 Corporate Social Responsibility Report

ト
ッ
プ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

P
ath1

Path2
Path3

Path4
Path5

住
友
信
託
銀
行
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ

（4）生物多様性問題におけるリーダーシップ

①ビジネスと生物多様性イニシアティブの活動
当社は、ビジネスと生物多様性イニシアティブ・リーダーシッ

プ宣言に署名する日本企業10社の一員として、イニシアティブ
を取りまとめるGTZ（ドイツ技術協力公社）と密接な連携を図
りながら、日本における活動の活性化、COP10でのイベント
企画、COP10以降日本企業を取りまとめる「生物多様性民
間参画イニシアティブ」への橋渡しなどに尽力してきました。

②「生態系と生物多様性の経済学」（TEEB）の翻訳
COP9で配布された「生態系と生物多様性の経済学」（通

称TEEB）中間報告は、経済と生態系、生物多様性問題を
体系的に捉えた画期的なレポートと評価されています。当
社は同書の重要性を認識し翻訳権を獲得、2008年10月、
財団法人日本生態系協会、株式会社日本総合研究所との

共同訳を出版しました（WEBサイ
トでも公開）。その後同書は、生
物多様性問題のバイブル的な報
告書として幅広く読まれるようにな
り、市民を巻き込んだ日本の生物
多様性の議論の発展に大きく貢献
しました。
また、COP10で発表されるTEEB
最終報告（ビジネス編）の作成に協力
し、取り組み事例などを提出しました。

③市民活動の支援
当社は、COP10成功の鍵は市民活動の活性化にあると

確信し、開催地の名古屋の支店においてロビースペースの
貸与や夜間・週末を含めたセミナールームの開放などさま
ざまなかたちで、COP10に向けて結成されたNGO/NPOな

どの市民社会の連携組織である生物多様性条約市民ネッ
トワーク（CBD市民ネット）の活動を支援してきました。

④国際会議・セミナーなどへの参加
当社は、COP10名古屋開催を控え、ホスト国の企業とし

て国際的な情報発信に努めてきました。2009年10月に開
催された国際会議「神戸生物多様性国際対話」では、欧米
企業などとともにパネルディスカッションに参加し、企業と生
物多様性のかかわりを説明しました。
また、2010年6月ドイツで開催された第２回生物多様性国

際会議（SusCon）に参加し、当社の生物多様性の取り組みに
ついて発表しました。特に、当社が開発した生物多様性SRI
ファンドは参加した欧州の金融機関から注目を集めました。
さらに2010年7月、国際フォーラム「生物の多様性と経済

の自立、健全な自治体への挑戦」において、先進的な自治
体の首長とともにリレートークに参加、金融機関が自治体の
生物多様性の取り組みにどのような貢献ができるかプレゼン
テーションを行いました。

⑤UNEP FIへの協力と金融業界への周知活動の支援
当社は、生物多様性問題に関して、国際的な金融組織と

の連携も深めています。特にUNEP FI（国連環境計画・金
融イニシアティブ）に対しては、COP10で発表される「CEOブ
リーフィング」の作成に協力し、事例の提供を行うとともに、翻
訳も行い、日本の金融機関に本テーマを周知する役割も積
極的に担っています。

生態系と生物多様性の経済学　
中間報告
http://www.sumitomotrust.co.jp/
csr/innovation/biology/index.html

生物多様性条約事務局長のジョグラフ氏、CBD市民ネットの皆さんと

上段：2009年10月15日神戸国際対話に参加
下段：日本生態系協会の国際フォーラムにおけるプレゼンテーション
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（1）アジアトップクラスのSRI運用会社へ

当社は、2003年7月に日本では初となる企業年金基金向
けの本格的なSRIファンドの運用を開始して以来、公的年金
からも日本で初めて受託するなど、機関投資家向けの設定・
運用に強みを持っており、2010年3月末時点の合計運用残
高は約716億円と、国内最大級の残高*となっています。また、
確定拠出年金向けSRIファンドを採用する契約（プラン数）
も拡大しており、2010年3月末現在121件となっています。
一方、2009年10月に当社グループに加わった日興アセット

マネジメントは、1999年に日本で初めてエコファンドの提供を
開始した業界のパイオニアであり、その後もグローバル・
ウォーター・ファンド、世界初のグリーンボンドに投資する世界
銀行との共同開発ファンド、日本発のETF（上場信託）のエ
コ関連株ファンドなど次々に新商品を投入しており、個人投
資家向けSRIの運用に大きな強みを持っています。

機関投資家向けSRIで強みを持つ当社と、個人投資家向
けSRIで強みを持つ日興アセットマネジメントが連携すること
で、当社グループは多彩なSRIファンドのラインアップを持つ
アジアトップクラスのSRI運用会社となることを目指しています。
今後とも、日本のSRIマーケットの拡大に向け、積極的にリー
ダーシップを発揮していきます。
* 国内の公募年金（ゆうちょ銀行での取り扱い、中国株ファンドを含む）、企業年金、公的
年金、確定拠出型年金、私募投信の合計。

（2）新SRIファンド開発・提供の開始

住友信託銀行は、2003年に初めて企業年金にSRIを提
供して以来、ESGを総合的に分析した投資手法を旗艦SRI
ファンドとして中核に据え、さまざまな投資家へのサービスの
提供を通じ、十分な実績を積んできました。そして2010年に
入り、この実績を踏まえた特徴のある新商品を、グループ力

2009年10月

日
興
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が

住
友
信
託
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
参
画

住友信託銀行の旗艦SRIファンド

② 個人向け公募投信
　 「住信SRIジャパンオープン」
　 （愛称：グッドカンパニー）設定

2003年

③ 確定拠出年金（DC）向け投資信託
　 「すみしんDCグッドカンパニー」
　 設定（現在、約90社から採用）

2004年

① 企業年金から受託

2003年7月運用開始

⑥ 公的年金から受託

2008年

④ 機関投資家向け
　 私募投信を設定

2006年

⑤ ゆうちょ銀行での
　 窓販開始

2006年

日興アセットマネジメントのSRIファンド

事業法人
／金融法人

確定拠出型
年金（個人）

個人

年金

投資家の種類

年金・個人

投資家の種類

○ 日興
　 エコファンド

1999年

○ 日興グローバル
　 サステナビリティ
　 ファンド

2000年

○ 世界銀行
　 債券ファンド

2007年

○ グローバル
　 ウォーター
　 ファンド

2007年

○ 上場インデックス
　 FTSE日本
　 グリーンチップ35

2009年

2010年
新SRIファンド

中国株SRIファンド
「チャイナ・グッド
  カンパニー」

生物多様性SRIファンド
「生物多様性企業
  応援ファンド」

環境バランスファンド
「グリーンバランス
  ファンド」

住信アセットマネジメント

住信アセットマネジメント

日興アセットマネジメント

○ SMBC・
　 日興 世銀債
　 ファンド

2010年

SRI（社会的責任投資）への取り組み

持続可能な社会を実現するため、資本市場からの関与の必要性を求める声が国連機関な
どを中心に強まっており、その観点から、資産運用におけるE（環境）、S（社会）、G（企業
統治）への配慮が注目を集めています。当社においても、SRI（Socially Responsible
Investment：社会的責任投資）がESGを具現化する投資手法であると考え、早くからそ
の普及に力を入れてきました。ここでは、業界のリーダーとしてSRI市場を牽引する当社
グループの取り組みをご紹介します。
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を活かして開発し、相次いで市場に投入しており、海外の
SRI関係者からもその先進性を評価されています。

①中国株SRIファンド:「チャイナ・グッドカンパニー」
（設定：住信アセットマネジメント）
日本株SRIファンドの投資手法を用い、中国A株*を含

めた幅広い銘柄からESGに優れた中国企業に投資する
本格的なSRIファンドです。ESGの調査を株式会社日本
総合研究所に委託するとともに、BSR（20頁参照）とも提携
し、投資対象企業に関するマイナス情報を随時入手でき
る体制を構築しました。
政府主導でCSRが急拡大
している中国において、中
国の金融機関以外では初
のSRIファンドということも
あり、現地のみならず欧米
のSRI関係者から注目が
集まっています。

* 中国A株：中国の国内投資家専用の市場
で取引される株式。海外投資家はQFIIと
いう特殊な適格要件を満たした場合のみ
投資できる。

③環境バランスファンド：愛称「グリーングリーン」
（設定：日興アセットマネジメント）
日興アセットマネジメントとの共同開発による、環境を

テーマとした日本初のバランス型投資信託です。投資対
象を環境関連に特化させながらも、債券と株式、先進国
と新興国などに分散し、投資環境の良し悪しに左右され
ない、個人投資家の安定的な資産運用手段となることを
目指しています。
具体的には、個人投資家が資産運用に期待する「安定

配当と値上がり益」を追求するため、エコロジー・ボンド*
と呼ばれる債券ファンドと世界的に注目される3つの環境
テーマ（地球温暖化、水、生物多様性）に沿った株式ファ
ンドにバランスよく投資する仕組みです。
環境ビジネスに関しては、各国政府の政策の後押しも

受けて、今後大きく拡大することが見込まれており、環境
価値と経済価値が直結す
る新たなステージに入り
つつあります。当社と日興
アセットは、このような情勢
から事業環境が急速に
整いつつあると判断し、
このファンド開発に至りま
した。
* 国際機関などが発行した、環境関連
プロジェクトに調達資金が活用され
る債券が一定比率以上含まれるファ
ンド。

②生物多様性SRIファンド：愛称「生きものがたり」
（設定：住信アセットマネジメント）
生物多様性問題への関心が急速に高まりつつある中、

企業活動においても、原材料の調達先の選定における
生物多様性への配慮や、関連ビジネスの本業での展開な
ど、当該テーマに取り組む動きが顕著になっています。
このような情勢の変化を背景に、当社は生物多様性の

保全と持続可能な利用に取り組む日本企業の株式に投
資する世界初のSRIファン
ドを開発しました。当ファ
ンドは①生物多様性に及
ぼす影響の緩和への積
極的な取り組み、②生物
多様性を保全する技術・
サービスの提供、③生物
多様性を保全するための
長期目標の設定、の3点に
着目し、投資対象企業を
抽出します。

（3）SRIマーケットにおけるリーダーシップ

①ESG担当の設置
資産運用業界におけるESGに対する注目が欧米を中心

に急速に高まった結果、SRIが主流化（メインストリーム化）
する動きが加速しています。このような中、当社は、業界の
リーダーとして日本においてこの動きを牽引していきたいと考
えています。2009年12月、ESG担当を受託資産企画部内に
設置し、資産運用業務全体でのESGへの取り組みの拡大
に向けた検討を開始するとともに、国内外の関係機関に向
けたさまざまな情報発信を開始しました。また、ホームペー
ジにおけるSRIサイトも拡充しています（URL: www.
sumitomotrust.co.jp/csr/innovation/responsibility/
01.html）。
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②国連責任投資原則ジャパンネットワークと
ASrIA、SIF-Japan関連の活動
現在、ESGの主流化の動きには、国連組織やNGOが深

くかかわっています。当社自身もこういった組織との連携が
不可欠と考えており、グローバルベースでは国連責任投資
原則（UN PRI）、アジアベースではASrIAと、日本国内では
SIF-Japanの3つの組織とそれぞれの領域で密接な関係を
構築してきました。
国連責任投資原則の活動には、2006年制定当初からの

署名機関として参画してきましたが、2010年からは、本原則
を日本でも拡大させ、署名機関がより実質的な活動を推進
することを支援する目的で日本ネットワークが結成されたこと
に伴い、住友信託銀行と日興アセットマネジメントがその共同
議長に就任し、主体的な役割を担っています。
また、2004年7月に加盟した、アジア地域のSRI推進団体

「ASrIA」が2010年5月に主催した「企業・投資家のための
SRI円卓会議」に参画しました。さらに、2005年3月に会員と
なった、国内でのSRI普及を目的とするNPO「社会的責任投
資フォーラム」（SIF-Japan）には運営委員を派遣するなど、主
要メンバーとして活動を支えています。

③対外的な情報発信
2009年CSRレポートにおいて、国内の有識者をお招きして

開催したステークホルダー・ダイアログ「日本においてSRIを
普及させるには何が必要か。」の全文版をホームページで公

開しています。欧米との比較で拡大が遅れる日本の現状を踏
まえ、参加された有識者から的確なご指摘を頂戴しています
（URL: www.sumitomotrust.co.jp/csr/CSR_09_ja.pdf）。
また、2010年5月東京で開催されたTBLI CONFER-

ENCE ASIA 2010において「TBLI in China」セッションに
ゲストスピーカーとして参加しました。この会議は、TBLI
GROUPによって主催され、毎年ヨーロッパとアジアで一回
ずつ開催されている、世界で最大規模のESG関連会議の
一つです。
さらに、2010年7月、CSR Asia東京事務所開設記念セミ

ナーに参加し、「アジア地域における日本企業のCSRのあり
方」をテーマとした記念講演を行ったほか、海外での講演も
含めさまざまな情報発信を行っています。

当社とUN PRI、ASrIA、SIF-Japanとの関係構築図

日本
SIF-Japan

（日本におけるSRI推進団体）

アジア
ASrIA

（アジアにおけるSRI推進団体）

グローバル
UN PRI

（国連責任投資原則）

「TBLI in China」セッションにおけるプレゼンテーション
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（1）中国におけるESGの発展への貢献

①「中国と持続可能性投資に関する円卓会議」への参加
2009年10月、米国のCSR推進団体であるBSR（20頁参

照）が主催した「中国と持続可能性投資に関する円卓会議」
に参加しました。同会議では国連責任投資原則（UN PRI）
や欧州の機関投資家などとともに、投資家サイドから見た
中国企業のESGのあり方について積極的に議論しました。

②国連グローバル・コンパクト
中国ネットセンター主催セミナーへの参加
2009年12月、国連グローバル・コンパクト中国ネットセンター

主催の「中国銀行業の社会的責任報告書セミナー」に参加
し、日本の銀行と当社のCSRの取り組みの現状についてプ
レゼンテーションを行い、その後活発な質疑応答を行いまし
た。また、同セミナーでは中国金融監督庁による基調講演、
中国金融機関による先進的な取り組みが報告されました。

③中国国家開発銀行の外部アドバイザー会議への参加
2009年12月、中国国家開発銀行に招かれ、中国社会科

学院、グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）、国連
責任投資原則（UN PRI）、国際金融公社（IFC）とともに同行
の「社会的責任指標に関する外部アドバイザー会議」に参加
しました。国家開発銀行は、中国において最先端のCSRの
取り組みを進めており、当社も同じ銀行としての立場から積
極的な提言を行いました。

④上海コーポレート・ガバナンス会議
2010年4月、「上海コーポレート・ガバナンス会議」に参加し

ました（主催：米国イェール大学）。会議は「コーポレート・ガバ
ナンスは、グローバルな金融センターでどのような役割を担う
べきか？」をテーマに行われ、当社は中国株式SRIファンドの
取り組みについてプレゼンテーションを行ったほか、パネル
ディスカッションにも参加しました。

⑤北京駐在員事務所の活動
北京駐在員事務所では、ESG問題に関し中国の銀行・

証券関係者や中国社会科学院・企業社会責任研究センター
などとの交流を深めており、2010年3月には、中国の銀行業
のCSRに関する調査レポートを取りまとめました。
また、2010年6月、中国環境保護部などが主催した「グ

リーン証券市場の構築、中国持続可能な投融資政策の完
備に関する環境・金融専門家座談会」にパネラーとして参加
し、IFCや深 証券取引所などとともに中国のグリーン証
券政策に対し、積極的な提言を行いました。

（2）中国省エネ・環境事業会社設立への資本参加

当社は、2009年10月、科理管理顧問服務有限公司*1など
が、日本企業の高度な環境技術を活用しESCO事業*2など
の省エネ・環境事業を行うために香港に設立した科力信環
境節能有限公司に資本参加しました（当社の出資比率：
41.98%）。中国企業と合弁でESCO事業を推進する企業の
設立は、日本では初めてのことです。
科力信環境節能有限公司は、2010年1月、北京に中国

本土で省エネ・環境事業を展開する子会社を設立し、本子
会社は国営大手の機関車車両製造企業である中国北方機
車車輛工業集団公司傘下の北京二七軌道交通装備有限責
任公司との間でESCO事業に関する契約の締結に合意し
ました。この契約には、工場内に設置されている石炭ボ
イラの燃焼効率を改善する出光興産株式会社の技術など、
日本企業の先端技術を活用した省エネ・メニューが盛り込
まれています。新会社は今後、ほかの国営大手機関車車
両製造工場にも同様の省エネ・メニューを提案していく方
針です。
*1 生産性の管理、効率化、品質向上のコンサルティングおよび職員研修。
ISO9000、ISO14001の認証コンサルティングを主要業務とするコンサルティン
グ会社。

*2 省エネビジネスの一つで、ESCO事業者が省エネ設備およびその投資資金の提供
を行い、省エネ効果により投資資金を回収する事業。

中国における環境・CSRの取り組み

「和諧社会」（各階層間で調和の取れた社会）実現に向けて、政府主導でCSRの導入が進む
中国では、2008年の上海証券取引所におけるSRIインデックスの上場や政府系シンクタ
ンクによるCSR企業ランキングの公表などCSR普及に向けた環境整備が急ピッチで進ん
でいます。当社は、2010年3月に本格的な中国株SRIファンドを立ち上げたことにより、中
国国内でも注目を集めており、中国企業のCSRや環境配慮を支援するさまざまな取り組
みを行っています。
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（1）信託機能を活用し社会貢献マネーをつなぐ

信託協会「寄付の現状と信託の活用に関する基礎調査」
によると、1,000万円以上の金融資産を持つ人の73.9％が何
らかの寄付を行いたいと考えています。このように近年、日
本においても寄付を通じた社会貢献を行いたいという人々
のニーズが高まっており、信託銀行には信託機能を活用しこ
のような社会貢献マネーをさまざまな社会問題の解決のため
に活かすことが求められています。

①公益信託
公益信託とは、個人や法人のお客様が「公益（社会一般

の不特定多数の人々の利益）」のためにご提供（信託）された
資金を、受託者となる当社がその公益目的に従って管理・運
用し、助成事業を行うという、法令で定められた制度です。
公益法人と同様に、民間の資金を活用して「学術、技芸、慈
善、祭祀、宗教その他の公益」を目的とした活動の活性化
に貢献する制度として、重要な役割を担っています。
1977年5月に公益信託第1号を受託して以来、当社では受

託件数が着実に増加し、今ではさまざまな公益分野で助成
事業を行っています。2009年度には、当社受託基金合計で
年間6億7,000万円を、公益のために資金を必要とされる

方々1,150名（個人、法人、任意団体含む）に、助成金として
お渡しし、ご活用いただきました。

②新規受託基金のご紹介
当社は、現在110の公益信託を受託しており、それぞれの

目的に即した基金ごとの事業を行っています。2009年度に
は、公益信託中西和佐子記念視覚･聴覚障害者教育支援
基金と公益信託ちばぎんハートフル福祉基金を新たに受託
いたしました。

公益信託受託状況

件数
分類 現在受託中 終了済含

奨学金支給 29 36
自然科学研究助成 18 27
人文科学研究助成 3 4
教育振興 17 23
社会福祉 6 7
芸術・文化振興 7 9
動植物の保護繁殖 1 1
自然環境の保全 3 3
都市環境の整備・保全 14 14
国際協力・国際交流促進 9 15
その他 3 4
総計 110 143

（2010年3月現在）

9. 信託財産状況
    報告書を提出

6. 信託法上の権限行使、
    重要事項の同意 7. 助成先の推薦と

    重要事項に関する
    助言、勧告

お客様
（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

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

1. コンサル
    テーション

4. 公益信託
    契約締結 公益目的執行

日常的運営

財務管理

2. 申請

8. 助成金
    の給付

3. 許可
5. 監督

公益信託の仕組み

社会的問題の解決に資する金融商品・サービス

少子高齢化や貧困・格差の拡大、さらに地域の衰退、教育の行き詰まりなどさまざまな社
会問題が存在する現在、当社では信託機能などを活用し、こうした問題の解決に貢献する
金融商品・サービスの開発に努めています。

③公益信託中西和佐子記念視覚･聴覚障害者教育支援基金
公益信託の具体的な事業内容として、2009年度に受託し

た「中西和佐子記念視覚･聴覚障害者教育支援基金」をご
紹介します。
この基金は、「誰もが共に生きる社会を無理なく作ってい

くためには、さまざまな障がいのある子どもたちへの教育を
充実させることが大事であり、担任できる資質能力のある教
員を多く育てることが大切である」と考えた中西和佐子氏が
財産を拠出し、視覚・聴覚障がい者教育支援の充実に寄与
することを目的として設定されたものです。
具体的には、茨城県内の大学および大学院で学び、将

来、視覚･聴覚障がい者に関する教育領域で教員となるこ
とを目指す学生に対して奨学金を給付する奨学育英事業を
行うもので、毎年14名の学生に奨学金を給付することに
なっています。
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④公益信託による公益法人の事業継承
2008年11月以前に設立された公益法人（社団・財団法人）

は約2万5,000法人ありますが、2008年12月1日施行された新
しい公益法人制度に基づき、2013年11月までに公益社団・
財団法人または一般社団・財団法人のいずれかに移行する
か、解散となります。この新制度への対応として、公益目的事
業を存続させるために、公益信託を活用することが可能です。

当社は、公益信託や遺言信託に限らず、社会貢献マネーを
さまざまな社会問題の解決のためにつなぐ信託商品を拡大し
ていく方針であり、遺言だけでなく生前においても相手先を
選定し寄付する信託商品の開発を検討しています。

⑤遺言信託を通じた寄付
遺言信託とは、遺言者の財産を信託銀行に委託し、その財

産の管理・運用を任せる制度です。近年、当社のお客様の中
にも、ご自身の遺産を世の中のために役立てたいとお考えに
なる方々 が増えてきており、どのような公益団体に遺贈すればよ

いのか、またそのためには
どのような手続きが必要か
などのご相談も増加していま
す。そういったご要望に少し
でもお応えするため、これま
で当社が遺言信託に関する
提携契約を締結してきた約
30の団体について、各団体
の特徴・活動・遺贈を受けた
場合の資金の活用方法など
を紹介したパンフレット『遺
贈のできる公益団体のご案
内』を提供しています。

（3）事業と一体となった社会貢献

①ベルマーク事業への支援
当社は、「ベルマーク運動*」において、協賛会社からPTA

への入金や協力会社から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。全国2万8,696件
（2010年3月末現在）にのぼるPTAの口座管理事務量は膨
大ですが、当社は本活動の趣旨に賛同し、1983年以来27
年間、単独でこの業務を引き受けています。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。
*  商品に付いたマークをPTAや学校が集めて送ると、点数に応じて教育設備購入の助成
が受けられる。

②ナショナル・トラスト活動支援
ナショナル・トラスト活動とは、開発のため破壊される可能性の

ある美しい風景や野生生物の生息地などを買い取り、守ってい
く英国発祥の市民活動です。当社は、この取り組みが、生態系
の保全や生物多様性を維持していくうえで重要な役割を担うと
考え、環境バランスファンド：愛称「グリーングリーン」（15頁参照）の
販売件数に応じた金額を、当社が財団法人日本生態系協会に
寄付するキャンペーン活動を行っています。この寄付金を通じて、
同協会が鹿児島県奄美大島（アマミノクロウサギ）、長崎県対馬
（ツシマヤマネコ）、北海道黒松内町（北限のブナ林）の3ヵ所の
土地を購入し、絶滅が危惧される希少生物の生息地を保護す
るプログラムを援助しています。※なお、遺贈のできる公益団体はこのパ

ンフレットで紹介した公益団体に限られ
るものではありません。

（2）特定贈与信託（おもいやり特定贈与信託型）

障がい者への生前贈与によって経済的支援を実現する
商品として、特定贈与信託*の仕組みを活用する「おもいや
り特定贈与信託型」など贈与・遺贈型の信託商品ラインアッ
プを提供しており、2009年度は、3件（1.4億円）の新規受託
がありました（2010年3月末現在の契約件数189件）。
*  重度の障がいをお持ちの方のためにご家族などが金銭を信託し、信託銀行が定期的に
金銭を交付するもの。6,000万円まで贈与税非課税。

特定贈与信託の仕組み

住友信託銀行
（受託者）

お客様

委託者
兼
贈与者

特別障害者

受益者
兼
受贈者

指定管理人

（受益者代理人）

1. 特定贈与
    信託契約

2. 金銭の
    信託

3. 生活費、
    医療費等
    の支払い

4. 同意・連絡等

5. 受益者の各種取引に
    関する代理・同意・指図などみなし贈与




