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Process 1

新しい
金融事業を
創造する
CSR活動
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共通価値の創造
（持続可能な社会の形成）

社会的価値増加
当グループの
経済的価値獲得

銀行事業 不動産事業資産運用・管理事業

信託銀行ならではの機能を活用したソリューション

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。
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金融機能を生かした
気候変動問題への対応

2013年9月に公表された国連気候変動に関
する政府間パネル（IPCC）の報告によると、こ
こ数年、地球の平均気温は観測史上最高を更
新し続けており、地球温暖化は疑う余地のな
い状況となっています。これは、私たち人間の
活動による温室効果ガスの排出が最大の原因
として考えられます。温暖化を抑制するには、
温室効果ガス排出量の大幅な削減を持続する
ことが必要です。
当グループは、信託銀行の機能と経験を生

かした付加価値の高い金融ソリューションに
より、このテーマに貢献していきます。

6.0

4.0

2.0

42

39

32
0.0

-2.0

R
C

P2
.6

RCP2.6

R
C

P4
.5

R
C

P6
.0 R

C
P8

.5

RCP8.5

(℃)

1950 2000 2050

2081～2100年
平均

過去の期間のモデル結果

2100

世界平均地上気温変化

出典： 気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書



銀行事業Process 1 Process 2 Process 3

15三井住友トラスト・ホールディングス　2014CSRレポート

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。

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。

再生可能エネルギーの普及・拡大

三井住友トラスト・ホールディングスの気候変動対応行動指針

オーストラリア

風力発電
水力発電
太陽光発電
その他

国内外の取組実績
国内25カ所、海外5カ所に
ファイナンスを実施

カナダ

アメリカ

オランダ

再生可能エネルギーファイナンス
プロジェクトファイナンスなどを通じて、風力、太陽光など

の再生可能エネルギーの導入を促進しています。

2012年7月に再生可能エネルギーにより発電された電

力を電力会社で買い取る固定価格買取制度（FIT）が導入

されて以降、国内各地でメガソーラー（大規模太陽光発電

所）の建設ラッシュが巻き起こり、風力発電、地熱発電、小

水力発電の計画が相当数具体化してきました。洋上風力発

電やバイオマス発電などの新分野の取り組みも始まってい

ます。当グループでは、国内外でのさまざまな再生可能エ

ネルギープロジェクトを支援するために、ファイナンス面

でのサポートを行っています。
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ソーラーリース
小規模から大規模までの太陽光発電設備の導入を、計画・施

工・運営の各期間にわたってリース方式でサポートします。

太陽光発電の導入にあたって、発電量予測、設計、資金

計画、系統連系協議、施工、運営・保守管理までの一連の工

程を三井住友トラスト・パナソニックファイナンスが選定し

た専門のパートナーとともに総合的にサポートするワンス

トップサービスの体制を構築しています。

特に、中堅・中小企業向けに、①太陽光発電事業のキャッ

シュフローに着目する「事業性着眼スキーム」、②一定の

要件を満たす場合にスピード審査を行う「スピード販促ス

キーム」など対応する商品を用意し、設備の設置場所、規模

などに応じた多様な資金ニーズにお応え致します。

2014年9月現在、41件の大規模太陽光発電所（高圧）、

合計発電容量48,300kW（計画中を含む）をリース方式で

サポートしています。

企 提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提企画提案 資案 資案 資案 資案 資案 資案、資案、資案、資 計金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画金計画

調査

調査調査調査・調査・調査調査調査調査 企画企画企画・企画・企画企画企画企画 設計設計設計設計設計設計設計設計 建設建設建設建設建設建設建設建設建設 運営運営運営運営運営運営運営運営運営

メンテメンテメンテメンテメンテメンテメンテメンテナンスナンスナンスナンスナンスナンスナンスナンスリ スリ スリ スリ スリースリースリ スリ ス

基本設計 資金計画 連系協議 詳細設計 施工 運営 保守管理

ワンストップサービスの流れ

太陽光マーケットと取り組みスキーム

個人
（10kW未満）

中小企業
（50kW未満）

中堅企業
（2MW未満）

大企業
（2MW以上）

企業規模

600百万円

300百万円

25百万円

20百万円

2MW

1MW

50kW

10kW

投
資
額
・
発
電
規
模

大企業向け
コーポレート型リーススキーム

①中堅企業向け
事業性着眼スキーム

②中小企業向け
スピード販促スキーム

個人向け
ファイナンススキーム

電力受給契約

売買契約

リース契約 リース料

売買契約

設置場所
（土地／無担保）

三井住友トラスト・
パナソニック
ファイナンス
（リース会社）

ユーザー
（売電事業者）

販売会社 モジュールメーカー

電力会社

質権設質権設定設設

渡地位譲譲渡
定定定定定定約設予約設予約設予約設予約設予約設設設設設設設定定定定定定

地地地上権地上権地 権設定設定設定

太陽光発電事業に係る各種権利に対して、三井住友トラス
ト・パナソニックファイナンスが所定の保全措置（①設置場所へ
の地上権設定、②売電債権への質権設定、③事業者たる地位の
譲渡予約設定）を発電事業者にご承諾いただくことにより、よ
り発電事業の経済性に着目した事業性判断が可能になります。

売買契約

リース契約 リース料

三井住友トラスト・
パナソニック
ファイナンス
（リース会社）

電力受給契約

売買契約

ユーザー
（売電事業者）

販売会社 モジュールメーカー

電力会社

質権設定

あらかじめ提携を結んでいる設備等の販売会社から購入し
た機器をリース方式で設置していただくこと、発電事業の売電
債権に対する質権設定をご承諾いただくことにより、太陽光発
電事業の経済性に依拠した事業性判断が可能になります。

①事業性着眼スキーム（メガソーラー向け）
太陽光発電のキャッシュフローなどの事業性に着目し

て、ファイナンスを行うスキームです。従来では長期、高額

のファイナンスが困難であったお客さまに対して、より迅

速に対応させていただくことを目的としています。

②スピード販促スキーム（低圧帯向け）
50kW未満の低圧帯の太陽光案件専用のスキームです。

売電債権への質権設定を行うことによって、スピーディー

な与信審査を行います。

16 三井住友トラスト・ホールディングス　2014CSRレポート
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住宅リフォームでのスマートハウス化を目指し、太陽光発

電、Home Energy Management System（HEMS）、家

庭用燃料電池、蓄電池などの導入を支援します。

太陽光発電設備は全国の新築、既築の120万戸を超え

る住宅に設置されました※。今後は2016年の電力小売りの

完全自由化を控えて、一般住宅のスマートハウス化が一気

に進展します。

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスでは、販売

店や施工業者などと協力して太陽光発電専用のソーラー

ローンを提供してきました。今後は太陽光発電だけでなく、

スマートハウス関連機器の導入・普及を支援する「リフォー

ム・ソーラーローン」を提供し、省エネでしかも快適な生活

環境づくりと、安心安全な防災対策など、より良い家づく

り、街づくりに金融の側面

から貢献していきます。
※ 一般社団法人 太陽光発電協会公
表資料より。

多様な再生可能エネルギーの活用の取り組み
系統連系の問題などから、地熱、バイオマス、中小水力などの発電量の安定した再生可能エネルギーの普及拡大、系統安定

のための蓄電池の活用を推進していきます。

水力発電
河川流量の大きい日本では水力は有

望な自然資源であり、開発のポテンシャ
ルが期待されます。固定価格買取制度
制定前の導入量は再生可能エネルギー
の中でも最も大きかったエネルギーで

す。設備に関しては国産機器の割合が多いと言われており、建設
工事、保守管理などでも雇用促進などで地元経済に貢献していま
す。河川法改正で水利権手続きの簡素化が図られ、導入促進が見
込まれます。

地熱発電、温泉バイナリー発電
大規模な地熱発電は、開発リスクが

大きいことや環境影響評価に数年かか
ることから、導入が遅れたものの、国に
よる開発補助金制度、固定価格買取制
度の導入を受け、今後一気に導入が進

むと考えられます。また、火山国である日本は温泉資源が豊富で
あるにもかかわらず、高温の温泉水のエネルギーは従来、放熱や
加水で捨てられていました。今後は、その未利用の温泉熱を回収
して発電する温泉バイナリー発電が有望となるでしょう。

産業用蓄電池
太陽光発電や風力発電は日照や風況

によって短時間で発電量が変動し、系
統の周波数、需給バランスが乱れる接
続問題の原因となります。その解決方
法の一つが大型蓄電池の活用です。ま

た、発電電力の自家消費が増加することが想定されますが、その
場合も余剰電力や低価格帯時間の購入電力の蓄電などにおいて
蓄電池の需要が見込まれます。蓄電池は技術的には日本企業が
優れている産業分野です。

バイオマス発電
バイオマス発電には、木材チップなどを
燃料とする木質バイオマス発電、一般廃
棄物などを燃料とする廃棄物発電、メタ
ン発酵ガスを燃料とするバイオガス発電
などの発電方式があります。地域の資源

を活用することから、原料を供給する地域産業の発展との相乗効果
が見込まれます。また、発電とともに熱利用も可能であり、総合的な
エネルギー効率性が高い点も特長です。太陽光、風力以外では設備
認定件数が最も増加している再生可能エネルギーです。
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家庭用太陽光発電の普及拡大と三井住友トラスト・
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住宅用太陽光発電補助金
交付決定件数（左軸）

スマートハウス向けリフォーム・ソーラーローン（販売金融）

リチウムイオン
蓄電池ユニット

HEMSモニター

スマートハウス化を実現する機器

太陽光発電

電気自動車・
EV充電器

家庭用燃料電池
（エネファーム）

スマートハウス
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©Sambuichi Architects

住宅・建築物省CO2先導事業に関する
三井住友信託銀行の取り組み
• 環境配慮型建築コンサルティングの一環として、補助金

の採択に向けた支援を行っています。

• 住宅・建築物省CO2先導事業の採択支援に特化したコン

サルティングについてもお引き受けしており、ハード面

だけでなく、ソフト面（ビル経営等）における豊富な経験・

ノウハウに基づくコンサルティングを行っています。

 ※ このコンサルティングは、住宅・建築物省CO2先導事業の採択をお約
束するものではありません。

住宅・建築物省ＣＯ２先導事業に関する取り組み
省CO2対策に優れた建築物の普及を建物評価という視点で促進しています。

ダイキン工業テクノロジー・イノベーションセンター

住宅・建築物省CO2先導事業とは
• 省CO2の先導性に優れたリーディングプロジェクト（建築・

改修事業）を公募し、採択された事業に補助を行います。

• 先導的な取り組みに関する工事費等の2分の1以内の金

額で補助が行われ、採択事業1件当たりの平均補助金額

（予算）は2億円程度で推移しています。

• 採択事業については国土交通省から報道発表されると

ともに独立行政法人 建築研究所ホームページに公開さ

れ、採択時および完了時にプロジェクト発表の機会があ

ります。

広島マツダ
大手町ビル改修工事

環境配慮型住宅ローン
省エネ、創エネなど、環境に配慮した住宅の普及促進を支

援する住宅ローンを提供しています。

戸建住宅やマンションの購入にあたって、省エネ性能や

緑の豊かさなどの環境に配慮した住宅を好まれるお客さ

まが増加しています。

このようなニーズを踏まえ、三井住友信託銀行（以下、

SMTB）では住宅ローンの金利体系にCSR基準を導入し、

自治体独自の環境性能表示制度を採用しているマンショ

ンなどに対して金利を優遇する環境配

慮型住宅ローンを提供しています。

具体的には断熱性能の向上、太陽光

パネルやガスヒートポンプなどの導入、

敷地内の緑化など多様な環境配慮をし

た住宅を評価する制度を設けている東

京都、川崎市、大阪府、神戸市、広島市

の五つの自治体と連携し、環境配慮型

住宅ローンを提供しています。

また、暮らしの中での省エネ・節電の意識がより高まるな

か、SMTBは、再生可能エネルギー活用の普及・拡大につい

ても、ローン商品の提供でサポートしています。

具体的にはパナホーム株式会社の販売する太陽光発電

設備を搭載した戸建住宅に対して、太陽光発電設備一体

型新築住宅向け提携ローンの取り扱いを2012年12月より

開始しています。

東京都マンション環境性能表示2013年度
基準の例

写真提供：パナホーム株式会社
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金融が支援するスマートシティのエネルギー・トータルマネジメント
SMTBは、電力・ガス・熱システム改革を踏まえたエネル

ギー供給の多様化や太陽光発電をはじめとする再生可能エ

ネルギーの導入促進といったエネルギー供給者側の対策、

省エネ・省コスト・省CO2を目的とする個々の建築物や都市・

地域全体でのエネルギーマネジメントといったエネルギー

需要者側の対策をファイナンス、リースなどの金融機能や環

境性能評価制度の活用によって支援し、社会全体の気候変動

対策による低炭素社会の実現に貢献していきます。

スマートシティは居住環境、経済活動などさまざまな人

間活動におけるエネルギー利用の効率化の取り組みを通

じて気候変動を緩和するものです。また、情報通信の高度

化により、高齢社会への対応、安全社会の構築に貢献し、環

境面のみならず、社会面でも持続可能社会の実現に資する

ものです。

エネルギー供給者、エネルギー需要者、金融の一体的取り組み

エネルギー
供給者

電力・ガス・熱システム自由化、
エネルギー供給の多様化対応

再生可能エネルギーの導入促進

エネルギー・タウンマネジメント

エネルギー
需要者

省エネ・省CO2・省コストの
トータルマネジメント

金融
多様な資金供給による財政的支援

建築環境総合性能評価制度の活用

スマートシティのエネルギー構造

エネルギー供給者 エネルギー需要者

•電気
•ガス
•石油
•熱
•水素
•上水

•省エネ
•節エネ
•蓄エネ
•回生・回収エネ
•低未利用熱活用

•太陽光
•風力
•小水力
•バイオマス
•地熱

•ネガワット
•排出権
•省エネポイント
•フットプリント
•建築環境性能表示

スマートシティ実現に貢献する金融商品・サービス

エネルギー
効率化

経済的
手法

ベース
エネルギー

供給

再生可能
エネルギー

•再生可能エネルギー
ファイナンス
•ソーラーリース
•インフラファンド

•開発資金融資
•建築・設備資金融資
•設備リース
•省エネメニューの
オープンプラット
フォーム
•ESCO導入
ファイナンス

•ソーラーローン
（販売金融）
•環境配慮型
住宅ローン
•オートリース

•スマートシティ企画
コンサルティング
•環境配慮型建築
コンサルティング
•住宅・建築物省CO2
先導事業
•環境付加価値
コンサルティング
•環境不動産ファンド

【ファイナンス】 【法人向け融資・リース】 【個人向け融資】 【不動産】
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お客さま

三井住友トラスト・パナソニックファイナンスの
オープンプラットフォーム
さまざまな省エネメニュー

遠隔監視、運用改善、省エネ改修、熱源効率化、照明・空調　等

三井住友トラスト・パナソニック
ファイナンス

メーカー、エンジニアリング会社、
施工会社

第１の省エネ：設備改善
老朽化した空調・熱源設備などの更新、改善により、省エネ
化を図ります。

空調・照明
空調の高効率化
照明のLED化

コジェネレーションシステム
ガスタービンエンジン
ジェネリンク（排熱投入型冷温水機）

ボイラー
高効率温水
 ボイラー

省エネメニューのオープンプラットフォーム
三井住友トラスト・パナソニックファイナンスではお客さま

の多様なご要望に対して、最適な対策の組み合わせを提案

する「オープンプラットフォーム方式」を採用しています。
• ①設備改善、②需要側の負荷削減、③未利用エネルギー
の活用の三つの対策の組み合わせを提案します。

• 省エネコンサルティング、エネルギーマネジメント、金融
を組み合わせたサービスを提供します。

• 省エネ対策の検討、機器選定、補助金申請、資金調達、
運用まで全てをワンストップで提供します。機器の保守
サービスと一体のメンテナンス付きリースでの対応も可
能です。

最適メニューの提案

エネルギーマネジメントサービス（EMS）

第2の省エネ：負荷削減
断熱性向上やピークカットにより、需要側でエネルギー消
費効率を改善します。

第3の省エネ：未利用エネルギーの活用
排熱や地下水などの未利用エネルギーを回収・利用しエ
ネルギー効率の向上を図ります。

フィルム屋根・外壁・内壁の遮熱
断熱塗装

断熱
効果

ガラス
吸収

データセンターデータセンター

オフィス／工場オフィス／工場

計測
インターネット

制御 報告
未利用エネルギー
熱交換器

地下水利用

排熱回収
温水器

リジェネ
バーナー

井戸

100～150m以上の不透水層を掘り下げた深井
戸から揚水、汚染の心配のない地下水を確保。

原水槽

ろ過装置

逆洗水

膜ろ過装置

処理水槽 施設受水槽へ
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1. 電力負荷（ピーク電力）の削減は全体の16％程度可能

2. 電力使用量も全体の10％程度削減することが可能

3. 光熱費（ランニングコスト）は全体の21％程度の削減

工場におけるエネルギーコスト削減（提案事例）

アミューズメント施設におけるエネルギーコスト削減

光熱費、エネルギー使用量、環境負荷の削減効果 リース活用のメリット

導入
前

導入
前

導入
前

導入
前

導入
前

導入
後

導入
後

導入
後

導入
後

導入
後

792kWh 1,677千
kWh

432kL 644t-
CO2

27.3
百万円

668kWh 1,517千
kWh 391kL 582t-

CO2

21.7
百万円

削減量
124kWh

削減量
160千kWh

削減量
41kL

削減量
62t-CO2

削減量
5.6百万円

導入前
年間電気
使用量

年間削減メリット
（5,625千円）

導入後
年間電気
使用量

1～6年目 7年目以降

↓
16%
削減

↓
10%
削減

↓
10%
削減

↓
10%
削減

↓
21%
削減

リースの活用により、初期投資額なしで資金負担を平準化で
きます

省エネ
機器
導入

1～6年目 7年目以降

削減
メリット 5,625千円 5,625千円

リース料金 5,210千円 521千円

年間お客さま
メリット 415千円 5,104千円

お客さまメリット
リース料金

導入効果

導入効果

電力負荷
削減量

使用電力量
削減量

エネルギー
削減量

（原油換算）

CO2
削減量

光熱費
削減量

0

10

20

30

40

0

500

1,000

1,500

2,000

0

5

10

15

20
（千kWh） （千m3） （千t-CO2）

導入前 導入後 導入前 導入後 導入前 導入後

電力使用量 ガス使用量 CO2排出量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年（導入前）
2013年（導入後）

電力使用量削減効果
に加え、ピークカット
の効果も得られます。

（千kWh）

エネルギー使用量、CO2排出量の削減効果 BEMS※導入による電力使用量削減効果

※ Building and Energy Management System：ビル・エネルギーマネジメ
ント・システム

クラウド型EMS導入により、空調・照明などを最適にコントロールすることでエネルギー使用量を削減できます。
エネルギーデータの見える化によりデマンド抑制が可能となり、改正省エネ法におけるピーク対策にも効果的です。
• 電力使用量が26％削減 ⇒デマンド抑制により、電力料金が大幅に軽減されます。

• ガス使用量が30％削減 ⇒電力のみならず、ガス使用量の制御による削減も可能です。

• CO２排出量が34％削減 ⇒地球温暖化対策に貢献するCSRのアピールにもつながります。
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ESCOの概念図

提案
設備投資計画
資金計画

ESCO
サービス

設備リース

サービス料

※ ESCOの一形態である「シェアード型」導入のケース

取引先
三井住友
トラスト・
パナソニック
ファイナンス

ESCO
事業者

エネルギー
消費量
または
光熱水費
支出

エネルギー
消費量
または
光熱水費
支出

返
却
分

ESCO事業
実施前

ESCO事業
開始後

顧客の利益

ESCO事業者
の経費

金利

初期投資

保
証

ESCO※導入ファイナンス
ESCO事業者と連携した省エネ設備の導入から保守・管理までの包括的な省エネサービスを提供致します。

※ ESCO： Energy Service Companyの略。
 ESCO事業は省エネに関する包括的サービスを提供し、省エネ量の保証により省エネ効果の一部を報酬として受け取るサービス。

オフィスビル、商業施設や工場などで補助金の活用と合わせてESCOサービスの導入を総合的に提案致します。

公共施設（音楽ホール、スポーツ施設）向けESCO提案事例

高効率熱源システム、高効率照明の導入やBEMSを中心とし
たESCOにより、エネルギー削減率29%、CO2削減率42%、年
間省エネ額約25百万円とした提案事例。

• 契約形態：シェアード型ESCO事業
• ESCO期間：9年
• 削減保証額：22,000千円
• 補助金活用(補助率1/3)

計画内容

対策項目
エネルギー
種目

エネルギー
削減量

エネルギー
削減率

CO2
削減量

CO2
削減率

光熱費
削減額

（GJ／年） （%） （t-CO2／年） （%） （千円／年）
高効率熱源システム 電気・灯油 5,750 20 522 35 19,980
2次ポンプ推定末端圧制御 電気 920 3 38 3 1,390
ろ過循環水量低減制御 電気 410 1 17 1 620
非常用発電機 軽油 -16 -1 -1 -1 -60
高効率照明 電気 933 3 39 3 1,960
BEMS ̶ 280 1 10 1 610
合計 8,277 27 625 42 24,500

補助金活用型リース
• 設備投資コストの経済的負担を軽減でき、さらなる省エネメリットの享受が可能です。
• リース活用により、イニシャルレスによる省エネ設備導入も可能です。
• 経済的負担が軽減されることで、省エネ先端機器導入も可能となり、CSR等環境に対する企業イメージが向上します。
• 補助金申請に関するサポートをさせていただくことで、スムーズな補助金申請手続きが可能となります。

補助金活用イメージ図

補助金申請までのスケジュール目安

主な補助金制度
• エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
• 温室効果ガス排出削減による中小事業者等経営強
化促進事業

• 住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業費補助
金(ZEB事業)

• 先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減設
備補助事業(ASSET事業)

• 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金

国、地方公共団体

三井住友トラスト・
パナソニック
ファイナンス

A業者 B業者 C業者

①補助金共同申請

（業者選定） ④設備代金
　支払

③設備売買
　契約

⑤補助金交付

お客さま
②リース契約

設備納入業者

省エネ一次提案
の検討

公募発表 公募発表 公募発表 公募発表 公募発表～公募期間

6～12カ月前 3～6カ月前 1～3カ月前 1カ月前 2週間～1カ月前

省エネ診断
エネルギー
データ提供

役員会等にて
省エネ投資決定

最適な省エネ
二次提案の検討 補助金申請準備 補助金申請

※ 補助金申請にあたっては一定の要件を満たす必要があります。
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環境

責任投資ファンドのポートフォリオ

ビジネス機会の視点（CSV※) リスク管理の視点

気候変動
環境マネジメント

•環境方針・長期ビジョン
•環境マネジメントシステム
•環境管理の経営への統合
•サプライチェーン・マネジメント（SCM）

生物多様性

経営トップ
のコミット
メント、業績
へのインパ
クト、事業の
将来性など
を評価

投資銘柄
候補群の決定

投資銘柄
決定に際し
重視する
ポイント

社会

企業統治

資源循環

化学物質

その他

事業活動における取り組み
•温室効果ガス排出量の削減目標
•事業活動における温室効果ガス排出量削減の取り組み

製品・サービスにおける取り組み
•環境配慮型製品・サービスの開発戦略・方針の開示
•省エネ基準・エネルギー消費効率目標
•環境性能の評価（LCA）
•環境性能の評価(認証制度)

※ CSV：Creating Shared Valueの略。共通価値の創造。社会的な価値と企業の価値をともに追求するという考え方（6頁参照）。

SMTBが提供するさまざまな責任投資ファンドにおいて

気候変動対策は重要な評価項目です。投資銘柄の選定に

際しては、取り組みの網羅性を踏まえ、ビジネス機会の追

求やリスク管理の視点を重視しています。

責任投資における企業評価の考え方

RI（責任投資）における企業の気候変動対策の評価

融資における企業の気候変動対策の評価

環境格付を通じた気候変動対策の評価とサプライ

チェーンにおけるCO2排出量の計測を行います。

環境格付融資
SMTBは、環境格付融資の格付基準に気候変動／温暖

化対策に関する項目を組み込んでいます。この融資におい

ては、自社の事業活動からの温室効果ガスの排出量や削減

対策にとどまらず、サプライチェーンにおける排出量を把

握しているか、サプライチェーンを通じた取り組みを推進し

ているかといった、気候変動のサプライチェーンマネジメン

トを重要視した評価体系を取り入れています。

SMTBの環境格付融資をご利用いただくお客さまには、

オプション（有料）としてサプライチェーンの上流におけ

る温室効果ガスのscope3を算定するサービスをご利用

いただくことができます。この算定結果はCDP（Carbon 

Disclosure Project）やCSRレポートでの情報開示に使用

することができます。また、このオプションサービスを利用

することによってサプライチェーンの上流における水使用

量、土地利用面積についても計測することができます。
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生物多様性国家戦略では、自然資本の重要
性を認識し自主的な行動に反映するため、「生
物多様性や生態系サービスの価値の可視化に
向けた取り組みの推進」を掲げています。それ
を受け、2013年度、湿地が有する生態系サー
ビスの価値について経済評価を実施した結
果、日本全国の湿原が有する価値は約8,391
億円～9,711億円、干潟が有する価値は約
6,103億円と試算されました。ただし、これは
湿地が本来有する価値のごく一部の試算結果
に過ぎず、実際はより大きな価値を持つことが
考えられます。
当グループは、こうした自然資本の経済的な

価値を評価に組み入れた金融商品・サービス
の開発に取り組んでいます。

金融機能を生かした
自然資本問題への対応

湿原の生態系サービスの経済価値試算結果

資料：環境省

生態系サービス 経済価値（/年） 原単位（/ha/年）

調整サービス

気候調整
（二酸化炭素の吸収） 約31億円

〔高層湿原〕
約1.4万円

〔中間湿原〕
約2.2万円

〔低層湿原〕
約3.1万円

気候調整
（炭素蓄積）

約986億円－
約1,418億円

〔高層湿原〕
約250万円

〔中間湿原〕
約154万円－
約177万円

〔低層湿原〕
約58万円－
約105万円

水量調整 約645億円 約59万円
水質浄化
（窒素の吸収） 約3,779億円 約343万円

生息・生育地
サービス 生息・生育環境の提供 約1,800億円 約163万円

文化的サービス
自然景観の保全 約1,044億円 約95万円
レクリエーションや
環境教育

約106億円－
約994億円

約9.6万円－
約90万円

干潟の生態系サービスの経済価値試算結果
生態系サービス 経済価値（/年） 原単位（/ha/年）

供給サービス 食料 約907億円 約185万円
調整サービス 水質浄化 約2,963億円 約603万円
生息・生育地
サービス 生息・生育環境の提供 約2,188億円 約445万円

文化的サービス レクリエーションや
環境教育 約45億円 約9.1万円
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自然資本とは

日本における自然資本の意義

動物相

基盤サービス
栄養塩循環、土壌形成、一次生産　等

調整サービス
気候調整、洪水制御、水の浄化　等

植物相

供給サービス
食糧、淡水、木材、繊維、燃料　等

文化的サービス
審美的、精神的、教育的　等

水 土壌 大気

自然資本の5要素

生態系サービスの4類型

生物多様性
自然資本は、多様な生物（植物相、動物相）と、それらを

育む水、土壌、大気など、地球の自然財産を要素として構成

されています。私たち人間の生活は、自然資本に起因する

生態系サービスの4類型（調整サービス、文化的サービス、

基盤サービス、供給サービス）によって成り立ち、そこから

計り知れないほどのさまざまな恩恵を受けています。

自然資本は非財務情報開示の新しい潮流である統合報告においても、組織

が価値創造の際に依拠する六つの資本の一つと位置付けられており、「組織の

過去、現在、将来の成功の基礎となる物・サービスを提供する全ての再生可能

および再生不可能な環境資源およびプロセス」と定義され、空気、水、土地、鉱

物および森林、生物多様性、生態系の健全性が含まれると整理されています。

自然資本から受ける恩恵

統合報告における自然資本の位置付け

自然資本

社会・関係資本

人的資本知的資本

財務資本

製造資本

国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）などが

進めているE-RISC(Environmental Risk in Sovereign 

Credit Analysis) プロジェクトは、環境リスクと国の信用

リスク（信用格付）を統合し、国債の評価につなげていくこ

とを目指す研究ですが、そこで環境リスクの長期・中期・短

期の影響を以下のように整理しています。

出所：A New Angle on Sovereign Credit Risk

南北に長く海に囲まれ多様な生物が生息する日本が、貴

重な自然資本を守らなければならないことは言うまでもあ

りません。他方、この表から、特に短期・中期のリスクは自

然資源の輸入に関わるものであり、自然資本のリスクと捉

えることができます。

E-RISCでは日本やブラジル、フランスなどを事例として

取り上げ、このリスクの簡便な定量化を試みています。資源

を海外に頼る日本は自然資源を自らの生産力を大きく上

回って消費しており、短期・中期リスクが他国に比較して高

く、その結果、国としての信用力にマイナスの影響を与えて

いることが指摘されています。

このことは、日本が海外の自然資本であっても、その持続

可能な活用に取り組まなければ、自国のリスクとして跳ね

返ってくることを意味します。

短期リスク 中期リスク 長期リスク

5年まで 5-10年 10-25年

国際商品取引市場に
おける想定外の変化

自然資源の過度な使用
による累積的な環境悪化

二酸化炭素の排出
（ゆっくりで、より長期的）

商品価格の変動や供
給遮断に対するエク
スポージャー

自然資源（土壌、穀
物、魚等）の生産力の
低下がもたらす商品
の生産量の低下

カーボン価格・課税
や気候変動の影響
に対するエクスポー
ジャー
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調
達
リ
ス
ク

原材料
採掘・収穫

原材料
加工

部品
製造

組立
輸送

自社
生産活動

輸送
加工 使用 廃棄

GHG排出 大気汚染 廃棄物

土地利用 水質汚濁サプライチェーン上流での負荷が大きい

現代社会のサプライチェーンは地球規模でかつ複雑な

流れで構成されており、自社事業に起因する自然資本に対

する負荷が生産地、消費地のみならず、サプライチェーンを

通じてグローバルに波及しています。

自然資本に関するリスクは多数ありますが、資源採取か

ら調達までのサプライチェーンの上流での自然資本に対す

る影響が大きく、直接管理できない二次、三次のサプライ

ヤーが隠れたリスクを抱えているケースもあります。

原材料の調達を海外に依存している日本企業にとって、

特に調達リスクはビジネスモデルや日常業務の継続性に

影響する重要なリスクです。この自然資本に関連するリス

クを回避、低減するためにはサプライチェーン全体でのリ

スクマネジメントが必要となります。

自然資本に関連するリスク

日本企業にとっての自然資本の意義

枯渇リスク
資源の枯渇、収穫の減少で必要な原材料が確保
できなくなるリスク（品質劣化、代替品がない場
合を含む）

規制リスク 購入、入手、排出していたモノに規制が加えられ
るリスク

価格リスク
低廉、無償で入手していた資源（水など）や排出し
ていたモノ（CO2など）に価格がついたり、コスト
アップするリスク

汚染リスク
事故などに起因する環境汚染やその影響により
広範囲な対応を迫られたり、巨額な賠償を求め
られるリスク

評判リスク
管理・監督が及ばないサプライヤーが現地で社会
問題や人権問題を引き起こし自社の評判を低下
させるリスク
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三井住友トラスト・グループの自然資本の取り組み方針

自然資本宣言

三井住友トラスト・ホールディングスの生物多様性保全行動指針

三井住友トラスト・ホールディングス（以下、SMTH）は、

2012年6月に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）が提唱した「自然資本宣言（The 

Natural Capital Declaration）」に署名しました。SMTH

は国内で唯一の署名金融機

関です。

自然資本宣言における金融機関のコミットメント（抜粋）
ローン、投資、保険ポリシーなどあらゆる金融商品・サービスの
意志決定プロセスに自然資本という考え方を統合する場合の
方法論開発を支援する。
  （a） 投資先企業の短期、中期、長期的成長の予測におけるESG（環

境、社会、ガバナンス）リスク分析に、自然資本の考え方を取り
入れることで、債券や株式の評価に全体的アプローチを適用
する。

  （b） コモディティを含む、自然資本に直接的あるいはサプライ
チェーンを通じて間接的に多大な影響を与える特定セクター
のクレジットポリシーに、自然資本を評価する考え方を体系的
に取り入れる。

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。

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。

SMTHは、2008年5月にドイツ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、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に賛同

し、リーダーシップ宣言に署名しました。その後も本宣言を活動の指針として取り組みを

継続しています。

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基づく活動

宣言内容 2013-2014年の取り組み状況

 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 生物多様性に与える影響を評価する投資信託、自然資本へのインパクトを評価基準に組み
込んだ融資商品を引き続き提供した。

 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

CSR推進体制の中で自然資本に関する取り組みについて年度計画を策定し、半期ごとに実
績をレビューしている。

 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

経営企画部CSR推進室長（チーフ・サステナビリティ・オフィサー）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。

 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

CSRに関する中期計画において自然資本を含む取り組みの目標を設定して、経営会議でレ
ビューしている。 

 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 日本で初めて自然資本に特化した年次報告書の作成を開始した。

 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

WWFジャパンが提唱した「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」に参画し、生物多様
性に対する影響の大きい紙資源の調達において他のユーザーと協働で環境面、社会面に配
慮した取り組みを推進している。 

 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

企業、政府、自治体、学者、研究機関、NGOなどが一堂に会する「自然資本研究会」を主催し、
日本における当該テーマについての議論をリードするとともに、自社の活動のレベルアップ
にも生かしている。
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環境格付融資
環境格付の評価項目

自然資本評価（オプション）
自然資本の5要素

自然資本評価の対象3項目

企業が事業を継続するためには、資源としての自然資本

の持続可能な利用が重要です。サプライチェーンにおいて

も、自然資本に関する問題に取り組むことが経営戦略上不

可欠だという認識が高まってきました。

三井住友信託銀行（以下、SMTB）は、2013年4月、企業

の環境に対する取り組みを評価する環境格付の評価プロ

セスに、自然資本に対する影響や、取り組みを評価する考

え方を組み込んだ「自然資本評価型環境格付融資」を開始

しました。自然資本の評価を融資基準に組み入れるという

取り組みは、世界初の試みです。

戦略と環境ママネジメント 動物相

植物相

水使用量

水

土地利用面積

土壌

GHG※排出量

大気

環境格付に基づく融資条件の決定
（利子補給制度対応）

サプライチェーン上流での環境負荷、
リスク情報をレポーティング

気候変動／温温暖化対策
資源循環／汚汚染対策
製品の環境配配慮・環境ビジジネネスス
環境配慮型不不動産
生物多様性

自
然
資
本
に
関
す
る

定
性
評
価
を
導
入

（注） 本オプションはプライスウォーターハウスクーパース サステナ
ビリティ株式会社が提供しますが、オプションのみのご利用は
できません。

（注） 一定の要件を満たす企業が本融資を活用し、地球温暖化対策
に資する設備投資を行う場合は公益財団法人 日本環境協会
の利子補給事業による利子補給を受けることができます。

＋
※ GHG: 温室効果ガス

融資における取り組み

石炭、石油、ガス、
その他鉱物

電気機器
エネルギー

重工業
工業製品
輸送機器部品
サービス業農林水産業

①経営判断に活用可能なサプライチェーンに関する定量的リスク情報の獲得
• 事業戦略に不可欠な資源利用や環境負荷に関する今まで隠れていたリスク情報が得られます。
• 調達状況に基づき算定されるお客さま固有のリスク情報と国別・地域別の定性的・定量的リスク情報からお客さまの
サプライチェーンリスクが把握できます。

• リスクの大きい国・地域や調達品目について、さらに詳細に分析すべきポイントが明確になります。
②情報開示に利用可能な環境負荷の定量的情報の獲得
• CDP（Carbon Disclosure Project）やCSRレポートの「Scope3の情報開示」に活用可能な算定結果が得られます。

0
5%

15%
10%

20%
25%

各地域におけるセクター別の水使用量内訳 土地利用面積の地域別割合

自然資本評価ツールによるアウトプットのイメージ

GHG排出量も同様にセクター別、地域別に算出される。

日本
中国
アジア（日本、中国除く）

オセアニア
米国
米州（米国除く）

欧州
アフリカ

自然資本評価ツール（ESCHER）
自然資本への影響評価を算定する

ツールはプライスウォーターハウスクー
パース株式会社 ドイツ法人が開発し
たESCHER（Efficient Supply Chain 
Emissions Reporting）です。調達データ
を起点に産業連関表および貿易統計デー
タを組み込んだ計算ツールでサプライ
チェーンをさかのぼって、自然資本への依
存度、影響度を、調達品目ごと、国（地域）
ごとに算定します。

18％

13％

15％7％

5％

14％

18％

10％

自然資本評価型環境格付融資

自然資本評価のメリット
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2010年、三井住友トラスト・グループ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に投資する株式ファン

ドを、世界で初めて開発しました（SMTB調べ）。

資産運用における取り組み （責任投資）

生物多様性企業応援ファンド

※ リスク対応度を測る基準として、企業のマテリアルバランス報告に着目し、エネルギー、水、廃棄物と売上高との関係をもとに自然資本効率性
（Natural Capital Effi ciency Index/自然資本1単位が生み出すサービス量）を低下させてしまう可能性の多寡を指標化し、活用している。

投資対象企業の評価軸

運用プロセス

ポートフォリオ
投資ユニバース
国内の上場企業
（新興市場を含む）

生物多様性への
取り組み状況の

評価

生物多様性
企業リスト

リスク対応に積極的な企業
Risk Management

事業活動が生物多様性に及ぼす影響を緩和
することに積極的に取り組んでいる企業※

1 事業機会を有する企業
Business Opportunities

生物多様性を保全する技術・サービスを提
供する企業

2 長期目標を設定している企業
Long-Term Goals

生物多様性を保全するアクションプラン等
長期目標を設定している企業

3

STEP1 （日本総合研究所）
生物多様性への取り組み状況の調査・分析

STEP3 （三井住友トラスト・アセットマネジメント）
ポートフォリオの構築

STEP2 （三井住友信託銀行）
投資対象銘柄の選定

企業活動と自然資本
大気、水、土、それらが育む動物、植物といった「自然資本」なしには、人々の暮らしは

もちろん、企業活動も本来は立ちいきません。「自然資本」を減耗させることなく、そこ
から生み出される財やサービスのみを利用していくことが、持続可能性実現の道筋で
すが、現実には人々の暮らしや企業活動は、「自然資本」を毀損させながら、規模の拡大
を続けています。化石エネルギーの消費は大気を劣化させ、過度な水使用は水環境を
劣化させ、不適切な廃棄物の排出は土壌を劣化させることが分かっています。だとすれ
ば「自然資本」を効率的に活用して経済的成果を実現している企業は、生物多様性劣化
への悪影響の小さい企業と考えられるのです。

株式会社日本総合研究所　理事
足達　英一郎 さん

生物多様性企業応援ファンドは、2010年、傘下の日興アセットマネジメントとSMTBが共同で開発した

グリーンバランスファンドにも組み込まれています。当ファンドは、自然資本の要素である動物相・植物相

（生物の多様性や生態系サービスの保全）、水（枯渇リスクの高まっている水資源の保全）、大気（温室効果

ガスの排出削減）に関連する企業へそれぞれ投資する株式ファンドと、世界銀行などが新興国の環境保全

のため、資金調達を目的に発行する環境関連債券などに投資するファンドで構成されています。

グリーンバランスファンドにも組み込まれている生物多様性企業応援ファンド
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CASBEE不動産 JHEP（ハビタット評価認証制度）

SMTBが開発に参画した、簡易な建物環境性能評価システム。
自然資本に関する評価項目が多数含まれています。

公益財団法人 日本生態系協会が開発した、生物多様性の保全
や回復に資する取り組みを定量的に評価、認証する制度。

一般に建物の価値は竣工と同時に劣化が始まりますが、生物多様性価値は生

態系の充実とともに年を追うごとに高まり、建物価値の劣化を補います。都心のオ

フィスビルでは生物多様性に配慮することが、知的生産性の向上に寄与したり、

賃料収入に影響するという調査結果もあり、建築物の環境性能は、省エネ性能や

耐久性などに加え、生物多様性への配慮が重要な指標となります。SMTBでは環

境建築コンサルティングのメニューに生物多様性への配慮を取り入れています。

紙の原料調達のための熱帯雨林の伐採や単一種の植林による生態系の

破壊が深刻な問題となっています。SMTBは同様の問題意識を持つ企業や

WWFジャパンと「持続可能な紙利用のためのコンソーシアム」を設立しまし

た。SMTBではCSR調達方針に即した紙製品への切り替えを推進するととも

に、サプライヤーに対してはより環境や社会に配慮した

紙製品の供給を要請して、持続可能な紙利用の社会全

体への浸透を目指します。

建物敷地の生物多様性配慮に焦点を当て、CASBEE不動産(2014年11月CASBEE不動産マーケット普及版より名称変

更)とJHEP評価認証制度の双方を活用することにより、建物や地域の総合的な価値向上を図ることができます。

不動産と自然資本

自然資本に対する負荷軽減の取り組み

生物多様性に配慮する環境配慮型建築コンサルティング

持続可能な紙利用のためのコンソーシアム

リサイクルの推進による森林保護への貢献

CASBEEと自然資本、JHEPとの統合

持続可能な紙利用のための
コンソーシアムが掲げる紙調達に関する方針
• 信頼できる認証制度と再生紙を優先的に利
用すること

• 保護価値の高い森林を破壊していないこと
• 伐採にあたって原木生産地の法律を守り、適
切な手続きで生産されたものであること

• 重大な環境・社会的問題に関わる事業者の製
品を調達しないこと

地球上の陸地の約3分の1が森林ですが、世界の自然林

は毎年1,300万ヘクタールも減少し続けていると言われ

ています。SMTBでは、紙原料調達のための森林伐採を減

少させることが重要であると考え、拠点ビルにおける紙の

調達（インプット）と廃棄（アウトプット）の双方においてリ

サイクルの徹底を推進しています。コピー用紙の調達にあ

たっては、原則として古紙配合率100%の用紙を調達する

こととしています。また、廃棄する際には分別を徹底してリ

サイクルに回し、紙ごみのリサイクル率は95%を維持して

います。

東洋製罐
グループホールディングス 
大崎フォレストビルディング

建築面積：約3,400m2

延べ面積：約72,000m2

鉄骨造、
鉄骨鉄筋コンクリート造
地上21階、地下2階、塔屋1階
2011年12月竣工
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2014年2月、環境省は国際シンポジウム「自然資本と企

業・自治体経営」を開催しました。シンポジウムでは、国内

外で自然資本に関する取り組みをリードする専門家が出

席し、自然資本経営を巡る国内外の最新の動向や、その導

入を進めるための方策について議論しました。

生物多様性条約第12回締約国会議（COP12）が2014年

10月6日から韓国のピョンチャンで開催され、途上国への

資金援助の問題、持続可能な開発と生物多様性の問題が

話し合われました。

SMTBは、COP12の主要イベントの一つ「ビジネスと生

物多様性フォーラム」に参画し、2日目のパネルディスカッ

ション「資源動員」にパネラーとして登壇しました。同パネ

ルでは、サプライチェーン

における自然資本へのイ

ンパクトを評価に組み入

れた融資の事例として、

SMTBが提供する「自然資本環境融資（Natural Capital 

Loan）」について紹介し、会議参加者から強い関心が寄せ

られました。

SMTBからも講演者を派遣し、「金融リスクという観点

から捉えた自然資本」というテーマで、海外に自然資本の

調達を依存する日本国債の信用リスクに対する影響や、企

業のサプライチェーン上のリスクを踏まえた投融資判断へ

の影響などを説明しました。

国内外におけるリーダーシップ

自然資本研究会

環境省シンポジウムへの参加

COP12への参加

SMTBは、自然資本の維持、保全、持続可能な利用の取り

組みを推進するためには自然資本の定量的評価、とりわけ

経済的評価の知見を積み重ねることが急務であると考え、

公益財団法人 トラスト未来フォーラムの助成を受け、2013

年4月に企業、政府、自治体、学者、研究機関、NGOなどが参

画する自然資本研究会（委員長 鎗目 雅 東京大学公共政策

大学院特任准教授）を立ち上げました。

研究会は隔月ペースで開催し、毎回テーマを決めた上で

各担当が報告し、それをもとにさまざまな角度から議論して

います。さらに、研究会で取

り上げてきた討議内容を

取りまとめ、毎年シンポジ

ウムを開催し、一般の方に

情報発信を行っています。

2014年10月の研究会では、韓国のピョンチャンで開催

された、生物多様性条約第12回締約国会議（COP12）につ

いて、参加した数名の委員による報告が行われ、世界の最

新動向についての情報が共有されました。

自然資本である水、土壌、大気、動植物は、人間の生活に欠かせない根源的な要素です。
しかし、その価値や便益は十分認識されておらず、自然破壊や資源枯渇は危機的なレベル
にまで進展しています。欧米では、自然資本を経済的に把握する、さまざまな取り組みがス
タートしていますが、日本では体系的な研究が必ずしも進展しているとはいえません。
自然資本研究会は、日本が特に経済活動の実務レベルで自然資本に配慮した取り組

みをどのように行うべきかについて議論し、報告書を取りまとめ、具体的に提言してい
きます。

東京大学公共政策大学院
科学技術イノベーション・ガバナンス(STIG) 
特任准教授
鎗目　雅 さん
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金融機能を生かした
超高齢社会問題への対応

日本では少子化が進展し、急速に人口が
減少しています。さらに65歳以上の高齢者が
25％と世界に例を見ない超高齢国となり、さ
まざまな社会の歪みが現れ始めています。三井
住友信託銀行（以下、SMTB）は、金融機能を生
かしたシニア世代のお金の問題への解決策の
提案やさまざまな情報の提供など、お客さまが
健康で心豊かに年齢を重ねる「サクセスフル・
エイジング」を積極的にサポートしています。

0
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8,000

12,000

16,000

（年）2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

実績値 推計値
（万人）

0

30.0

10.0

20.0

40.0
（％）

0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上年齢別人口
高齢化率（65歳以上人口割合）

高齢化の推移と将来推計

資料：2013年は総務省「人口推計」（2013年10月1日現在）、2015年以降は国立社会保
障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2012年1月推計）」の出生中位・死
亡中位仮定による推計結果
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サクセスフル・エイジング

1. 自分らしいライフスタイルを維持するために
ラップ口座・人生安心パッケージ
SMTBの投資一任運用商品（ラップ口座）は、お客さま

にふさわしい運用プランを提案し、投資一任契約を結ぶ

ことで、運用に係る投資判断や売買、管理などを、SMTB

がお客さまに代わって一括して行う商品です。ラップ口座

に申し込まれたお客さまで、満40歳～満65歳の方は、ガ

ン保険・介護保険を付帯するサービス「人生安心パッケー

ジ」に無料で申し込むことができます（保険料はSMTBが

負担します）。

金額300万円を1口として、お客さまがガンにより通算31

日以上入院した場合、または「要介護2」以上に認定された

場合、1口につき50万円の保険金をご用意するものです。

外貨革命の契約が継続する限り保障も続き、お客さまの保

険料負担もありません（保険料はSMTBが負担します）。

リバースモーゲージ
リバースモーゲージは、豊かなセカンドライフをサポー

トするためのローンです。SMTB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。ご自宅を担保に、年金のように毎

年一定額を受け取れる方法と、設定した一定の枠内で随時

受け取れる方法があります。

なお、本商品は事業性資金を除き、資金使途は自由のた

め、余暇を楽しむための資金だけでなく、ご自宅のリフォー

ムや老人ホームへ入居する際の入居一時金など、さまざま

な用途に活用することができます。

住み替え・リフォーム
リフォームローン

住み慣れたご自宅に住み続けるには、バリアフリーや

介護に対するリフォームの備えが必要な場合も出てきま

す。三井住友トラスト・パナソニックファイナンスでは、リ

フォームローンにより、お客さまが快適な老後の生活を送

れるよう住まいづくりをサポートしています。

不動産売却つなぎローン

家族構成やご自身の健康状態に合わせて、ご自宅を売

却し老人ホームや交通の便の良いマンションへの住み替

えを希望される方も少なくありません。三井住友トラスト・

ローン&ファイナンスは、お客さまが大切な不動産を売り

急ぐことがないよう、不動産売却つなぎローンを通じて、老

後の生活に合う住まい探しをサポートしています。

また、ご自宅の売却・新たな住まい探しは、不動産仲介

会社の三井住友トラスト不動産がお手伝いしています。

人生安心パッケージの仕組み

ラップ口座の契約金額500万円ごとに、ガンまたは介護

のいずれかの保険金100万円（1口）をご用意します。契約

金額を追加投資で増やすことにより、ガンと介護とを組み

合わせた保障水準を積み上げていくことが可能です。

※ イメージ図

契約金額を増やすと
あんしん（保険金）も
増えます

（
契
約
金
額
）

500万円 1,000万円 1,500万円 2,000万円 2,500万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

介護保険1口
100万円

介護保険1口
100万円

介護保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

ガン保険1口
100万円

外貨革命・安心パッケージ
2014年12月、SMTBはカーディフ損害保険会社との共

同により、外貨定期預金（愛称：外貨革命）にガン・介護の

保障を無料で付帯する業界初のサービスとして「外貨革

命・安心パッケージ」を開発しました。

この商品は外貨革命（預入期間：１年、自動継続）に申し

込まれた満40歳～満65歳の方を対象とするもので、預入
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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）

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

家庭裁判所

報告 指示

三井住友信託銀行
（受託者）特約付合同運用金銭信託

（元本保証）
金銭を管理

後見制度支援信託

安心サポート信託(金銭信託型)
SMTBは、お客さま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。

「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、お客さまのご意向に沿っ

た形で信託財産を交付していくことができます。例えば、老

人ホームに入居を検討しているが、大切な財産の管理・保

全を任せられる人がおらず、将来認知症になったときを心

配されている場合、SMTBがお客さまに代わり月々の老人

ホーム使用料を確実に支払っていくことができます。

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

特約付合同運用
金銭信託
（元本保証）

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

2. 老後の資産を安全に管理するために

成年後見制度に関するご相談・取り次ぎ
SMTBは、公益社団法人成年後見センター・リーガルサ

ポートおよび一部の各地弁護士会と協定を結んでおり、成

年後見制度に関する相談や、利用を希望されるお客さまの

リーガルサポート、各地弁護士会へのお取り次ぎを行って

います。また、お客さまには、リーガルサポートが推薦する

司法書士、あるいは、各地弁護士会が推薦する弁護士にご

相談いただくことができます。

安心サポート信託の指図権者や同意者として親族に適

当な方がいない場合は、信頼できる弁護士または司法書士と

「任意後見契約」を結び、その弁護士または司法書士を安心

サポート信託の指図権者・同意者とすることもできます。こ

のような「任意後見」と「信託」の連携により、お客さまの「身

上監護」と「財産管理」がより万全なものとなります。

は、家庭裁判所の指示書に基づいて設定された特約によっ

て、定期的に一定額が被後見人さまに交付されます。

後見制度支援信託
後見制度支援信託は、被後見人さまの財産を保護し、将

来にわたる生活の安定に資するための信託です。信託金

成年後見制度とは
認知症や知的障がいなどによって、物事を判断する能力がな

い方の権利を守るため、後見人を指定し、本人を法的に守るの
が成年後見制度です。
すでに判断能力が十分でない人を家庭裁判所が決定した後

見人等が支援する「法定後見制度」と将来の能力低下に備える
「任意後見制度」があります。
法定後見制度は本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補

助」の三つの制度を利用できます。

成年後見人は　
家庭裁判所が、最も適任だと思われる方を選任します。本人

が必要とする支援の内容などによっては、申し立ての際に挙げ
られた候補者以外の方（弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士
等の専門職や、法律または福祉に関わる法人など）を選任する
こともあります。

成年後見人の役割は　
本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配

慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結
んだりすることによって、本人を保護・支援することです。成年後
見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関する
ものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成
年後見人の仕事ではありません。成年後見人はその事務につい
て家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の指示等を受け
ることになります（これを「後見監督」といいます）。

（出所：家庭裁判所）
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家族おもいやり信託(年金型)
お客さまに相続が発生した後、のこされたご家族の

方が安心して生活できるよう、お預かりしている信託

財産を定期的にお支払いする商品です。

あらかじめ法定相続人の中からご指定いただいた

お受取人に、月々の生活資金を定期的にお支払いする

ことで、お預かりした信託財産を管理し、ご家族を支え

ます。

特定贈与信託の仕組み

三井住友
信託銀行
（受託者）

お客さま

委託者
兼
贈与者

特定障がい者

受益者
兼
受贈者

受益者代理人

特定贈与
信託契約

金銭の
信託

生活費、
医療費等
の支払い

同意・連絡等

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

3. ご家族・ご親族の生活のために

家族おもいやり信託(一時金型)
相続が発生した場合、「葬儀の段取り」「相続関係の手

続き」など、のこされたご家族の方には、さまざまな手

続きが待っています。「家族おもいやり信託(一時金型)」

は、お客さまに相続が発生した際、あらかじめ法定相続

人の中からご指定いただいたお受取人に対し、お預かり

している信託財産を当面の必要資金や葬儀費用として

お支払いする商品です。

家族おもいやり信託(一時金型) 家族おもいやり信託(年金型)

お客さま
（委託者兼
受益者）

ご家族の方
（信託財産の
お受取人）

「家族おもいやり信託（一時金型）」のお申し込み
金銭の信託
信託財産のお受取人のご指定

三井住友
信託銀行
（受託者）

お支払方法のご案内
信託財産のお支払い

SMTB本支店にて
  「家族おもいやり信託（一時金型）」の支払いのご請求

お客さまに相続が発生

信託財産のお受取人の方が
一括でお受け取りになれます。

信託財産のお受取人の方が、一括でお受け取りになれます。

イメージ図

お
申
し
込
み

（一時金型）
信託金

金銭信託で
お預かりします
（元本保証）

ご
相
続
が
発
生

（一時金型）
信託金

当面の必要資金や
葬儀費用として

お客さま
（委託者兼
受益者）

ご家族の方
（信託財産の
お受取人）

「家族おもいやり信託（年金型）」のお申し込み
金銭の信託
信託財産のお受取人のご指定

三井住友
信託銀行
（受託者）

お支払方法のご案内・受取口座のご確認
信託財産のお支払い

SMTB本支店にて
  「家族おもいやり信託（年金型）」の支払いのご請求
受取口座のご指定

お客さまに相続が発生

信託財産のお受取人の方が
定期的にお受け取りになれます。

信託財産のお受取人の方が、定期的にお受け取りになれます。

イメージ図

お
申
し
込
み

（年金型）
信託金

金銭信託で
お預かりします
（元本保証）

ご
相
続
が
発
生

（年金型）
信託金

月々の
生活資金として

（年金型）
信託金

（年金型）
信託金

特定贈与信託
特定贈与信託とは、特定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贈与されたご資金を、SMTBが

合同運用金銭信託等で安定的な運用を行い、お客さまに

代わって特定障がい者の方にお渡しする商品です。

受益者となる「特定障がい者」は、障がいの程度によって「特

別障がい者」と「特別障がい者以外の特定障がい者」に分けら

れており、「特別障がい者」の方は6,000万円、「特別障がい者

以外の特定障がい者」の方は3,000万円まで非課税で、生活費

や医療費等に充てる資金として定期的にお支払いします。

安心サポート信託(生命保険信託型)
安心サポート信託（生命保険信託型）は、プルデンシャル

生命保険株式会社と共同開発した商品で、生命保険金の

交付方法・用途などをあらかじめ柔軟に設計することがで

きます。例えば、ご自分が亡くなられても生命保険金を保全

しながら子どもの学資として必要な時期に必要な支払い

が可能になります。
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暦年贈与サポート信託　
暦年贈与サポート信託は、ご親族の方に生前贈与をす

る際の「贈与契約書」の作成などのお手続きをサポートす

るサービスです。贈与に必要な書類などは毎年ＳＭＴBか

らご案内しますので、贈与の機会を逸することなく贈与し

ていただけます。このサービスにより、生前贈与を簡単に行

うことができます。また、年に一度、贈与をした方、贈与を

受けた方の双方に、贈与報告書をお送りします。

エステートプランニング
エステートプランニングとは、お客さまの資産承継に

対する考え方を整理し、具体的な資産承継計画の作成に

向けたサポート（コンサルティング）を行うサービスです。

SMTBは、資産管理・相続・遺言関係業務などに関して、長

年にわたり培ってきたノウハウにより、さまざまなコンサル

ティングを行います。

遺言信託
SMTB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。 遺言信託には次の二つのコースがあります。

執行コース：遺言書を保管し、相続開始時には遺言の
執行をお引き受け致します。

保管コース：遺言書を保管し、相続開始時には遺言書
を相続人の方々にお渡し致します。

また、ご自身の遺産を「社会・公益のために役立てたい」

とお考えの方には、「遺贈による寄付制度」を案内していま

す。これはSMTBが提携した公益財団・社団法人、学校法

人、認定NPO法人などに遺贈（遺言による寄付）を希望す

る方を、SMTBの「遺言信託業務」の機能を通じてサポート

する制度です。

相続手続トータルサービス
SMTBは、複雑な相続手続きを円滑に進めるための「相

続手続トータルサービス」を取り扱っています。具体的に

は、相続人の方のお申し込みに基づき、次のような手続き

代行・サポートを行います。

• 法定相続人の確定

• 相続財産の調査、把握

• 遺産分割協議のアドバイス

• 預貯金、有価証券などの換金、名義変更（各金融機関の

所定の手続きを代行します）

• 不動産の名義変更

• 所得税・相続税など納税資金の手当てのアドバイス

お客さまのご意思に沿って、さまざまな資産を次の世代へ確実に承継します。

預金など

不動産

事業
ご家族さま

株式・債券

曾祖父母・祖父母・父母など
（委託者）

三井住友信託銀行
（受託者）

学校や塾などの
教育機関等子・孫・ひ孫など

（受益者）

信託財産の払出のご請求
教育機関等からの領収書等の提出

信託財産のお支払い
信託財産に関する報告

支払い

領収書等

「教育資金贈与信託」へ
  お預け入れ

贈与する方

贈与を受ける方

教育資金贈与信託〈愛称：孫への想い〉
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設

され、30歳未満のお孫さま等に対して、授業料等の教育資

金を非課税で一括贈与することが可能となりました。

本商品を通じて、お孫さま等への教育資金としてSMTB

にお預け入れいただいた場合、SMTBはお孫さま等からの

払出請求に基づき、教育資金をお支払いします。お預け入

れいただいたご資金のうち、学校等の教育機関へのお支払

いであれば、お孫さま等1人当たり1,500万円まで贈与税

が非課税となります。

4. さまざまな資産を次の世代へ円滑に承継するために
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認知症サポーター養成講座
認知症サポーターの育成は、厚生労働省が「認知症に

なっても安心して暮らせるまち」の実現を目指した取り組

みです。 SMTBは、認知症サポーターとして社員を育成す

ることを目的に、全国の営業店で、認知症サポーター養成

講座を実施しています。参加した社員は、認知症の症状や

金融機関で起こりうる問題、認知症の方への対応方法など

について約1時間の講座を受講した後、認知症サポーター

として認定されます。これにより、多くの社員が認知症に対

する理解を深めています。

高齢者シンポジウムへの参加
SMTBは、千葉大学・慶應義

塾大学が共催したシンポジウム

「高齢化社会を支える社会シ

ステム創成に向けた課題と展

望」の協力会社となりました。本

シンポジウムではパネルディス

カッション「高齢者の財産管理

と地域社会の新しいあり方」に

もパネラーとして参加しました。

「認知症」とは老いに伴う病気の一つです。代表的なアル

ツハイマー型をはじめとして認知症は、脳の機能が低下す

ることによって、記憶・判断力の障がいなどが起こり、社会

生活や対人関係に支障が出ます。高齢化の進展とともに、

日本における認知症の人数は急増しており、65歳以上の高

齢者では7人に1人程度、認知症の前段階と考えられてい

るMCI(Mild Cognitive Impairment)の人も加えると4

人に1人の割合となります。このことは、当グループのお客

さまにおいても一定割合で認知症に羅患される方がおら

れることを意味します。

認知症に関する産学連携への参画
SMTBは、京都府立医科大学が主導する文部科学省「革

新的イノベーション創出プログラム拠点」トライアルに採択

された「高齢者の地域生活を健康時から認知症に至るまで

途切れなくサポートする法学、工学、医学を統合した社会技

術開発拠点」事業に参画しています。SMTBは、このプログ

ラムにおける金融サテライトチームに所属し、認知症患者と

の対面営業や商品開発などに関わる貴重な意見を、精神医

学、心理学、介護現場などの見地からいただいています。

2014年10月には、金融サテライトチームメンバーを招

き、ステークホルダーダイアログを行いました。認知症を

患う高齢者の方がさまざまなトラブルに巻き込まれている

現状を踏まえ、窓口対応や商品開発面でSMTBに期待する

点は何か多くの意見を頂戴しました。こうした現場の意見

は大変有益であ

り、今後の取り組

みに生かしていき

たいと考えていま

す（9頁参照）。

5. 認知症問題への対応

資料：厚生労働省

65歳以上の高齢者における認知症の現状 （2010年時点の推計値）

（1） 要介護認定されている認知症高齢者
 （日常生活自立度Ⅱ以上）

（2） 要介護認定されている認知症高齢者
 （日常生活自立度Ⅰ）または
 要介護認定を受けていない認知症高齢者

（3） MCIの高齢者

（4） 健常者

認知症有病者
約439万人
（全体の15％）

約280万人約280万人

約160万人約160万人

約380万人
（全体の13％）
約380万人
（全体の13％）

約2,054万人約2,054万人

合計
約2,874万人
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SMTBは、社員が振り込め詐欺防止のポイントを
再確認することを目的に、全国の営業店で社員を対
象とした振り込め詐欺防止講座を実施しています。講
座は警察署の方にご協力いただき、地域における振
り込め詐欺発生状況、犯行手口、未然防止のポイント
を解説していただくとともに、振り込め詐欺のロール

プレイングも実施
しています。
また、日頃から

支店の店頭では、
振込手続きをされ
るお客さまへのお
声掛けや、内容確認の徹底を行っており、2014年度は
32件の振り込め詐欺被害を未然に防ぎました。また、
16の支店がその貢献に対し、地元警察署から表彰さ
れています。
SMTBは、今後もお客さまへの積極的な声掛けを行

い、犯罪の未然防止に努めていきます。

振り込め詐欺防止に向けた取り組み

一宮支店 横須賀支店 横浜支店 岡山中央支店
荻窪支店 所沢駅前支店 松戸支店 沼津支店
上野支店 石神井支店 大宮支店 町田支店
津田沼支店 東京中央支店 北九州支店 立川支店

表彰店部一覧

6. 超高齢社会に関するリテラシーの向上
生・活知識検定試験の受験
高齢者の健康と福祉、社会参加、衣食住、お金のこと、メ

ンタルケアなどを広くカバーする学際的な研究分野は老

年学 (ジェロントロジー)と呼ばれ

ています。SMTBは、個人のお客さ

まと接触する機会が多いリテール

業務の社員向けの集合研修「リテー

ルカレッジ」において老年学講座を

設置し、高齢社会問題に対する社

員のリテラシー向上を図っていま

す。 本研修の受講後、受講者は特

定非営利活動法人「生活・福祉環境づくり21」が主催する

「生・活(いきいき)」知識検定試験を受験しました。

ILC-Japanとの連携 
SMTBは、老年学の国際連携組織である国際長寿セン

ター(International Longevity Center)の日本組織ILC- 

Japanの企画運営委員となっており、同団体主催の「長寿

社会研究会」において、超高齢社会

における企業のあり方の研究に参

画しています。2014年2月にはILC-

Japanの機関誌「長寿社会グロー

バル・インフォメーションジャーナ

ル特集号」に「超高齢社会における

金融機関の役割」を寄稿しました。

21世紀金融行動原則「持続可能な
地域支援ワーキンググループ」
三井住友トラスト・ホールディングスは、21世紀金融行

動原則(123頁参照)において「持続可能な地域支援ワーキ

ンググループ」を組成し座長(西武信用金庫との共同)に就

任しています。2014年度は地域包括ケアをテーマに研究

を進めています。6月には東京財団の三原岳研究員兼政策

プロデューサーをお招きし、「地域包括ケアの現状と地域

金融機関への示唆」の講演をいただいたほか、9月には埼

玉県幸手市において東埼玉総合病院を中心に展開されて

いる地域包括ケアの現場を視察しました。 

• 幸せな高齢社会の基盤、
 ウェル・ビーイング

• 体の健康

• 心の健康

• コミュニケーション

• 老化予防

• 生活

• 社会交流

• 地域活性化と
 新しいビジネス

• 介護予防

• 介護保険と介護

• 医療と年金

• 暮らしの安全・安心

老年学講座の内容

テキスト
「ジェロントロジー入門」
テキスト

※ 横浜・石神井・大宮・荻窪・松戸は2回表彰
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7. 超高齢社会問題に関するお客さま向けセミナー

8. 超高齢社会を支える施設を組み込んだ不動産証券化ビジネス

シルバーカレッジ
SMTBは、全国の支店で老年学をベース

とした知識を最も必要とするシニア世代

のお客さまを対象に、セミナー「シルバーカ

レッジ」を開催しています。多岐にわたった

テーマは参加者から大変好評をいただいて

います。

ヘルスケア施設の証券化業務
SMTBは、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け

住宅、病院などのヘルスケアアセットを組み込んだ不動産

投資信託（REIT）や私募ファンドに係る証券化業務に積極

的に取り組んでいます。2014年11月現在、合計30物件、資

産規模およそ600億円の資産を受託しています。

このREITや私募ファンドに係る証券化業務においては、

不動産管理処分信託の仕組みを活用しています。不動産

管理処分信託業務とは、委託者（不動産の所有者）が受託者

（信託銀行）に不動産の所有権を移転した上で、受託者が

受益者の指図に基づいて対象不動産の管理・運用・処分を

行い、発生した収益（主に賃料収入から経費を控除したも

の）を受益者に配当する業務です。

SMTBは不動産業界におけるパイオニアとして、これま

で数々の先駆的な不動産管理処分信託案件に取り組んで

きました。不動産証券化ビジネスにおいても多数の受託実

績を抱え、対象物件もオフィス・住宅・ホテル・物流施設・商

業施設など、幅広いアセットに対応しています。SMTBの不

動産信託受託資産額は約11兆円（2014年11月現在）と、

国内信託銀行第1位の実績です。

さらに、SMTBは証券化ビジネスに加えREITの資産保

管や一般事務も受託しており、2014年12月に設立された

ヘルスケア&メディカル投資法人（SMTB受託）では、お客

さまと連携して、さまざまなサポート業務を行っています。

シルバーカレッジのチラシ
市川支店で開催したシルバーカレッジ

シルバ カレッジのチラシ

2014年度開催シルバーカレッジ講座メニュー例

第1回：老後の生活の安全と安心 第2回：老後の住まいの選択肢 第3回：もしものとき…備えは大丈夫?

講座名

高齢者の健康の常識と非常識
～肉を食べる人は長生きする～

住み続けるという選択肢
～建て替えとリフォーム～

認知症を正しく理解し安心の備えを
～介護の最前線からのアドバイス～

振り込め詐欺への備えは万全?
～「私だけは大丈夫」が一番危険～

高齢者住宅という選択肢
～老人ホームの選び方～

納得できる旅立ちのために
～人生の最期をどう迎えるか～

あなたの資産どう守る?
～増やす運用から守る運用へ～

住み替えのバリエーション
～老いる前に考えておこう～

知っておきたい「成年後見制度と相続・遺言」
～今から準備できること～

不動産管理処分信託の概要

① 不動産の
　 信託

② 信託受益権
④ 配当

③ 信託受益権
　 の譲渡

賃貸

賃貸

マスターリース方式

直貸方式

委託者
（不動産の所有者）

新受益者
不動産の
実質的な買主

受託者
（信託銀行）

マスターリース
会社

（賃借人） エンドテナント
（転借人or賃借人）

転貸

① 委託者（不動産の所有者）は、受託者（信託銀行）に対象不動産を信託します
(対象不動産の所有権は委託者から受託者に移転します)。

② 委託者はその対価として信託受益権を取得し、当初受益者となります。
③ 委託者は当該信託受益権を買主（新受益者）に譲渡します。
④ 受託者は、対象不動産の運用にて得られた収益を新受益者に対して配当します。
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信託機能等を活用した
さまざまなソリューション

信託とは、委託者が信託行為（例えば、信
託契約、遺言）によってその信頼できる人（受
託者）に対して、金銭や土地などの財産を移
転し、受託者は委託者が設定した信託目的に
従って受益者のためにその財産（信託財産）の
管理・処分などをする制度で、受託者には忠
実義務など重い受託者責任が課せられていま
す。三井住友トラスト・ホールディングスは「信
託の受託者精神」に基づき、社会的課題の解決
に取り組んでいます。

信託の仕組み

委託者 受益者

信託財産

受託者
（信託銀行）

善管注意義務
忠実義務
分別管理義務など

管理・処分

信託利益
の給付

監視・監督権

（出所：信託協会）

信託目的の
設定・財産の
移転

信託契約・遺言
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公益信託の信託目的別一覧（2014年３月現在）公益信託の仕組み

社会的問題を解決するための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す

る場合や、法人が利益の一部を社会に還元する場合に、

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、奨学金の支給や自然環境保護活動への助成、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（以下、SMTB）は、1977年に公益信

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、さまざまな公益分野で助成事業を行っています。2000

年には、経団連自然保護協議会から公益信託「経団連自然

保護基金」を受託し、その後、日本経団連加盟企業をはじめ

とする民間企業や個人の方の寄付を受け、NPO・NGOな

どが行う国内および開発途上地域における自然保護活動

に、助成を行っています。

2014年3月現在、公益信託の受託は209件341億円とな

り、2013年度は計12億円を計3,046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。

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
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

公益信託稲生雅治・惠子能楽振興基金は、委託者稲

生惠子さまが私財を当初拠出され、世界無形文化遺産

にも指定された日本古典芸能の「能楽」振興を目的に、

東京都教育委員会の許可を受け2014年9月29日に設

立されました。

稲生惠子さまは、亡夫雅治さまの遺志を受け継が

れ、能を継承するための次世代の育成および室町時代

から伝わる面、衣装、書籍、能舞台など、かけがえのな

い文化財の保護、維持に携わる団体・個人の方々が経

済的にも大変な努力をされている現実を憂慮され、能

楽振興の一助にと公益信託の設立を決意されたもの

です。

この基金は、東京都内で活動する個人・団体に対し、

能楽振興の活動・研究助成金を給付するものです。

公益信託稲
い の お

生雅治・惠子能楽振興基金

分類 件数

奨学金支給 74

自然科学研究助成 40

人文科学研究助成 6

教育振興 23

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 18

国際協力・国際交流促進 15

その他 5

総計 209
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環境 公益財団法人 
世界自然保護基金ジャパン （WWFジャパン）

環境 公益財団法人 日本生態系協会

教育 公益社団法人 日本ユネスコ協会連盟

医療 公益財団法人 日本対がん協会

社会福祉 公益財団法人 日本盲導犬協会

国際医療支援 特定非営利活動法人 国境なき医師団日本

学術 公益財団法人 国際科学技術財団

文化 独立行政法人 日本芸術文化振興会

災害復興支援 社会福祉法人 
中央共同募金会（東日本大震災復興支援）

子ども支援 公益財団法人 日本財団

障がい者スポーツ支援 公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本

医療 京都大学 IPS細胞研究所

社会貢献寄付信託
SMTBは、社会貢献活動に取り組む公益法人などへの寄

付を目的とする「社会貢献寄付信託」（愛称:明日へのかけは

し）を取り扱っています。本商品を通じ、お客さまは、SMTB

が提示する寄付先一覧から団体を選び、毎年1回、当初信託

元本の5分の1を寄付することができます（毎年、寄付先を

変更することも可能です）。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。

SMTBは、社会貢献寄付信託を通じ環境だけでなく、教

育、医療、学術、文化など多様なテーマにおける活動を支援

します。

寄付先一覧（2014年4月1日現在）

寄付金領収書の送付
活動報告の送付

「社会貢献寄付信託」
のお申し込み
寄付先の指定 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

社会貢献寄付信託の仕組み

特定寄附信託
SMTBは「特定寄附信託」を取り扱っています。これは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、運用収益が非課税となり、信託元本と合わせて寄附するこ

とができます。寄附先は、SMTBが提示する「寄附先一覧」以外

の団体を指定することも可能で、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。

遺贈による寄付
SMTB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。

国境なき医師団（Medecins Sans Frontieres：
MSF）は、中立・独立・公平な立場で医療・人道援助活
動を行う民間・非営利の国際団体で、緊急性の高い医
療ニーズに応えることを目的としており、紛争や自然
災害の被害者や、貧困などさまざまな理由で保健医
療サービスを受けられない人々などに対して直接医
療を提供しています。
主な活動地はアフリカ・アジア・南米などの途上国

で、世界各地に28事務局を設置しています。2013年
は3万6,000人以上の海外派遣スタッフ・現地スタッフ
が、約70の国と地域で活動を行いました。
MSFの活動は、ほぼ全て民間からの寄付で成り

立っています。また、活動地へ派遣するスタッフの募集
も通年で行っています。さらに、活動地の現状報告や
患者の方々の声を届ける証言・広報活動にも積極的
に取り組んでいます。

国境なき医師団
寄付先の例

1,000人にマラリア感染の検査を行う
ことができます。
栄養失調の子どもたちに、3,000食分
の栄養治療食を提供できます。
1万人の子どもたちのための予防接種
キットが用意できます。
5台の外科用機械式手術台が用意提
供できます。

寄付でできること

５万円で

10万円で

100万円で

1,000万円で
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証券代行業務とは
発行会社の株式事務を会社に代わって行う業務であり、

具体的には以下の業務を行っています。

• 株主名簿の管理・株主総会招集通知発送

• 増資、株式分割等の株式事務

• 株主総会等の株式実務に関する各種コンサルティング

IR・SR※コンサルティング業務
当グループでは、証券代行コンサルティング部内に「IR・

SRサポートを専門に担当するIR・SRチーム」があり、お客さ

まにより効率的かつ効果的なIR・SR活動を実現していただ

くため、証券代行機関としての独自のノウハウや特長を最

大限に生かしたIR・SR支援サービスを提供しています。

※  IR（Investor Relations）・SR（Shareholder Relations）。投資家
（Investor）向け広報活動は、企業が株主や投資家に対し、投資判断に
必要な情報を適時、公平に、継続して提供する活動全般のことです。ま
た、「株主（Shareholder）」を対象とする活動という意味で、SRと称す
ることもあります。

IR・SRコンサルティングにおける主なメニュー

国内実質株主判明調査 

国内カストディアン銀行の背後に存在している国内機関

投資家を調査します。決算説明会、One on OneのIRミー

ティング対象機関の選定や、株主総会に向けたコミュニ

ケーション構築に利用いただけます。

外国人実質株主判明調査 

海外カストディアン銀行の背後に存在している海外機関

投資家を調査します。海外IRの訪問先の選定、さらに株主総

会に向けては、議決権行使促進サービスも提供しています。

個人株主分析 

株主名簿をIR活動の観点から分析します。IR戦略立案

のための個人株主の現状把握や個人向けIR・SR活動の効

果測定等に活用いただけます。

議決権行使分析 

国内外機関投資家の議決権行使動向を分析します。株

主総会に向けた議決権行使予測、株主総会後の振り返りな

ど、社内向け報告や検討の資料として活用いただけます。

Focus Club（会員制）

会員企業のIR総務、法務部門に海外機関投資家などの

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っています。

ESGコンサルティングサービスの展開
近年、欧米の機関投資家を中心に中長期投資における

ESG重視という動きが顕著になっています。SMTBでは、発

行会社に対し、こうした動きに配慮したIR・SR・CSR活動

の重要性を訴求し、海外を中心とした中長期投資家の開拓

と信頼関係構築をサポートするESGコンサルティングサー

ビスを展開しています。

幅広い人脈とホットラインの構築

国際機関

三井住友信託銀行
証券代行コンサルティング部

IRチーム

委託会社さま 海外年金基金

海外機関投資家

議決権行使推奨機関国内機関投資家国内年金基金

国内外調査機関

サポート内容

対象先選定

投資家MTG

課題設定

フィードバック

対象先選定 課題設定

海外機関投資家の中か
ら、「中長期保有」と「対
話」をキーワードに対象
先を選別

1 2 対象先の属性を踏まえ
た課題設定

フィ ドバック 投資家MTG

対象先との、ESG活動に関
する中長期目標・定期的な
活動報告・意見交換等のた
めのミーティングをアレンジ

34 ミーティング後のフィー
ドバック、今後のSR活
動レベルアップに向けた
コンサルティング

証券代行業務におけるIR・SR・ESGコンサルティング
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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SMTBが担当しています。

現在、全国27,873（2014年11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。SMTB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。

三大疾病保障・ガン保障
ガン、急性心筋 塞、脳卒中は「三大疾病」と呼ばれ、日

本人の死亡原因の約55%を占めています。SMTBは、お客

さまがガンと診断されたとき、または急性心筋 塞、脳卒

中で60日以上所定の状態が続いたと診断されたとき、住

宅ローン残高を保障するサービスを取り扱っています。本

サービスには、「三大疾病保障」と「ガン保障」の二通りが

あり、それぞれにローン残高が0円になる「100%給付型」

と、ローン残高が半分になる「50%給付型」があります。ま

た「三大疾病保障」には、お客さまが三大疾病以外の病気

や怪我によって入院された場合も、①たった1日の入院か

ら10万円の入院一時金、②1回の入院につき最長2カ月の

ローン返済を保障、③入院が2カ月継続したらさらに30万

円の入院一時金、といった「トリプル入院保障」も付いてい

ます。今後は、対象となる疾病を拡大して保障内容をさら

に充実させる予定です。

ベルマーク運動での役割

PTAなど口座
への入金

集めたベルマーク点数に
応じた金額を請求

ベルマーク財団の
口座をとおして援助

援助品納品

注文品発注

注
文
品
納
品

集めたベルマーク
備品の注文

PTAなど口座から
注文品代金の
10％を寄付

PTAなど口座から
注文品代金の
代金支払

ベルマーク
財団

協力会社
（教材備品
取扱会社）

信託銀行
（当グループ）

信託銀行
（当グループ）

へき地学校
特別支援学校
災害被災学校
発展途上国

協賛会社
（商品に
ベルマークを
付けている
会社）

PTAなど
（学校、
公民館など）

ベルマーク運動の主な流れ
ベルマーク運動のお金の流れ

100%給付型の場合

待機
期間

（3カ月） 返済済
ローン残高

ローン残高が0円に！

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中と診断

融資実行

住宅ローン残高が0円に 50%給付型の場合

待機
期間

（3カ月） 返済済

ローン残高

ローン残高が半額に！

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中と診断

融資実行

住宅ローン残高が半額に
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貸し付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権の数
（お客さまが中小企業者である場合）

貸し付けの条件の変更等の申し込みを受けた貸付債権の数
（お客さまが住宅資金借入者である場合）

（単位：件） （単位：件）

※ 2014年9月末時点で、信託勘定に係る債権を以下の通り含みます。
 申し込み1件、実行1件、謝絶0件、審査中0件、取り下げ0件。
 なお信託勘定に係る債権とは、他の金融機関等が流動化等を目的とし
てSMTBに信託した貸付債権のうちSMTBがお客さまから貸付条件の
変更等の申し込みを受け付けたものなどを指します。受託者である
SMTBは、信託契約の定めにより複数の信託関係者の判断に基づき対
応しています。

※ 2014年9月末時点で、信託勘定に係る債権を以下の通り含みます。
 申し込み475件、実行403件、謝絶12件、審査中3件、取り下げ57件。
 なお信託勘定に係る債権とは、流動化等を目的としてSMTBに信託し
た貸付債権のうちSMTBがお客さまから貸付条件の変更等の申し込み
を受け付けたものなどを指します。受託者であるSMTBは、信託契約の
定めにより複数の信託関係者の判断に基づき対応しています。

三井住友トラスト・グループでは、中小企業のお客さ

まや住宅ローンをご利用のお客さまへの円滑な資金

供給を最も重要な社会的使命の一つと位置付け、その

実現に向けて取り組んでいます。

SMTBは、中小企業のお客さまや住宅ローンをご利

用のお客さまからの各種ご相談やご返済条件の変更

などのお申し込みに迅速かつ適切にお応えするなど、

さらなる円滑な金融仲介機能を発揮していくため、金

融の円滑化に関する基本方針を定めています。

また、円滑な金融仲介機能を発揮するため、営業

店におけるお客さまからのご返済条件の変更などに

関するご相談やお申し込みに適切に対応する体制、本

部における営業店の対応状況を適切に把握する体制

を整備するとともに、金融円滑化に関する苦情やご相

談については、各営業店のほか専用フリーダイヤル等

で受け付けています。

2013年3月末に「中小企業者等に対する金融の円

滑化を図るための臨時措置に関する法律」の期限が

到来致しましたが、今後も引き続き、中小企業のお客

さまの事業活動の円滑な遂行と住宅ローンをご利用

のお客さまの生活の安定のため、適切かつ積極的な

金融仲介機能の発揮に向けて取り組んでいくととも

に、東日本大震災の影響を直接または間接に受けて

いるお客さまからのご返済条件の変更などに関する

ご相談やお申し込みがあった際には、お客さまのご事

情に応じて柔軟かつ適切に対応するよう努めていき

ます。

金融円滑化への取り組みについて

2013年
6月末

2013年
9月末

2013年
12月末

2014年
3月末

2014年
6月末

2014年
9月末

貸し付けの条件の変更等
の申し込みを受けた
貸付債権の数

3,351 3,537 3,676 3,835 3,950 4,086

うち、実行に係る
貸付債権の数

3,088 3,248 3,397 3,539 3,659 3,772

うち、謝絶に係る
貸付債権の数

46 59 63 64 73 73

うち、審査中の
貸付債権の数

68 58 34 43 23 41

うち、取り下げに係る
貸付債権の数

149 172 182 189 195 200

2013年
6月末

2013年
9月末

2013年
12月末

2014年
3月末

2014年
6月末

2014年
9月末

貸し付けの条件の変更等
の申し込みを受けた
貸付債権の数

3,644 3,822 4,010 4,191 4,370 4,557

うち、実行に係る
貸付債権の数

3,012 3,154 3,289 3,425 3,577 3,729

うち、謝絶に係る
貸付債権の数

42 45 53 58 66 69

うち、審査中の
貸付債権の数

88 80 76 91 82 84

うち、取り下げに係る
貸付債権の数

502 543 592 617 645 675


