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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

2009

実績
■  国内クレジット取引への参画

■  環境配慮住宅向けの金利優遇ローンのラインアップ拡充

■  太陽光パネル専用ローンの開発

■  生物多様性に関連する事業の基礎調査に着手

■  不動産市場安定化ファンドの受託

計画
■  エコ・トラステューションのラインアップの拡大。
  太陽エネルギーの活用を支援する取り組みの強化

■  生物多様性問題に対応する
  金融商品・サービスの検討に着手

■  公益信託をはじめとした社会的課題の
  解決に資する商品群の拡充

2008

Path1事業革新の実現
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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、信託（トラスト）
の機能で解決（ソリューション）する「エ
コ・トラステューション」――当社はこれ
をCSRの最も重要な活動と位置付け、
推進しています。

社会の持続的な発展の障害となる今日的課題の解決

に貢献することは、中長期的な事業機会を企業に提

供し、結果として企業価値の向上に寄与するものと

考えます。当社は、社会の持続可能な発展と当社自

身の企業価値の向上の双方に資する金融ビジネスを

次 と々生み出し、事業革新を実現していきます。

■ 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。

■ Path1 推進者コメント

「信託の持つ可能性に挑戦していきたい」
——————信託開発部 主任調査役 松山 崇

信託開発部はこの4月に新設され、「信託らしさ」・「住信
ならでは」をキーワードに、より良い商品サービスの開発に尽
力しています。環境の保護は、一時的ではない、長く持続
する対応が行われて初めて達成されるものと考えています。
「信託」は長い期間にわたって安定した事務機能を提供す
る仕組みであり、また、法律の改正もあって信託に組み入れ
ることができる財産の範囲も広がっており、活用できる機会
は非常に多いと考えています。「エコ・トラステューション」のさ
らなる推進を新たな商品開発・サービス提供によりサポート
していきます。
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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べく、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」と命名し、問題解決型の商品サービスを開発・提供して

います。2009年7月にはロゴも作成し、今後もさらに活動を強化していきます。

1. 地球温暖化問題の解決に貢献する取り組み———

地球温暖化問題は、現在人類が直面している最大の環

境問題です。当社は、環境金融事業において、省エネル

ギーを促進する商品の開発などを進めてきています。

2008年7月には当該テーマに関する基本理念（11頁参照）

を定め、取り組みをさらに強化しました。

（1）太陽光発電システムの導入促進支援

温暖化問題への対応は、石油などの化石燃料から再生

可能エネルギーへの転換を進めることが極めて重要です。

当社は、その中でも日本が最高水準の技術を持つ太陽光発

電が特に有望と考え、早くから市場拡大に金融面で貢献す

るためにさまざまな取り組みを行ってきました。

2004年、積水化学工業株式会社、パナホーム株式会社、三

洋ホームズ株式会社と提携し、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。

2008年7月には、取り組みを強化すべく、全社横断的な

「ソーラー・ファイナンス・プロジェクトチーム」を設置し、部門間で

連携を図りながら、家庭用ソーラー発電からメガソーラー発電

システムまでの幅広い太陽光発電システムの導入促進に貢献

する金融商品・サービスを提供する体制を構築しました。

また、2008年8月には、東京都の「太陽エネルギー利用拡

大連携プロジェクト」に連携企業として参画し、8月14日に東

京都庁で開催されたキックオフ大会において、金融機関を

代表しプレゼンテーションを行いました。

家庭用の太陽光発電の普及には、新築だけでなく既築

住宅への設置の拡充が不可欠です。このような趣旨から傘

下の住信・松下フィナンシャルサービス株式会社とともに、太

陽光パネル専用ローンを開発、株式会社京セラソーラーコー

ポレーションと提携し、提携ローンの取り扱いを開始しました。

なお、環境建築コンサルティング（17頁参照）においても、

集合住宅への設置アドバイスなど、お客様へのさまざまな

ニーズにお応えすることができます。

東京都庁で開催された太陽エネルギー利用拡大連携プロジェクト・キックオフ大会
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（2）排出権に関する取り組み

当社は排出権を温暖化問題に対する補完的な対応手段

と位置付け、金融商品の開発を進めています。

海外排出権（京都クレジット）の信託小口化商品

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（取引最低単位を1,000トンへと引き下げ）し、2008

年6月から取り扱いを開始しました。信託代理店契約を締結

した地方銀行の顧客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。具体的には、株

式会社広島銀行、株式会社足利銀行、株式会社伊予銀行

を通じ産業廃棄物処理業のお客様などに、丸紅株式会社

のアレンジによる韓国の風力発電事業から得た排出権を販

売しました。

国内クレジット制度への参加

2009年4月、住信・松下フィナンシャルサービスがパナソニッ

ク電工株式会社と共同で申請した3件の省エネ事業が、「国

内クレジット認証委員会」から排出削減事業計画として承認

されました。これは、広友ロジックス株式会社、放送大学学

園、国立大学法人横浜国立大学において照明設備の更新

により実現する省エネから得られるCO2の削減量を「国内ク

レジット」と呼ばれる排出権とすることが認められたものです。

なお、住信・松下フィナンシャルサービスは、今回認証され

た案件から得られる「国内クレジット」を保有し、同社の顧客

に対する環境負荷低減サービスなどに活用いたします。

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）

* 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

排出権決済資金保管信託

海外の事業者などから排出権を購入する際に、国内への

移転の申請から取得までに時間がかかることから、対価と

なる金銭の支払いとの時間差が決済リスクを発生させます。

これに対し当社は、①買主から購入代金を預かって信託勘

定で安全・確実に保管し、②売主から買主への排出権移転

の確認後、③買主からの指図を受けて、④購入代金を売主

に送金するという信託の機能を活用したサービスを提供し、

決済の安全性確保に貢献しています。

国立大学法人横浜国立大学
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（3）オフィスビルなどの省エネ促進

CO2排出量の削減には、省エネルギーが最も優先されま

す。当社は日本の省エネの中でも進捗が遅れているオフィス

などの業務部門における取り組みを促進するための金融事

業の開発に力を入れてきました。

例えば、2006年4月、傘下の住信リース株式会社は、株式

会社山武と共同で全国の地下街では初めてとなるシェアー

ド・セイビング方式*1のESCO事業*2を大阪地下街株式会社

との間でスタートさせました（ホワイティうめだESCO事業）。

また、省エネは不動産（建物）の環境配慮の重要な要素

という観点から（16頁参照）、環境配慮型開発・建築コンサル

ティング業務においても省エネに関する提案を行っています。

2008年度に外資系企業に対して行ったコンサルティング（本

国と日本の省エネ関連規制の違いを踏まえた省エネ提案）

は、その一例です。

一方、オフィスビルの中でもテナントビルは、ビルオーナー

が省エネ投資をしても、省エネメリットの多くがテナントに帰

属するため、なかなか省エネが進まないのが難点でした。

そこで当社は、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開

発し、有力ESCO事業者と連携しソフト・ハードの両面からテ

ナントビルの省エネを提案する体制を構築しました。
*1 シェアード・セイビング方式とギャランティード・セイビング方式がある。
*2 Energy Service Company の略称で、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

当社は、太陽光発電以外にも、風力発電やバイオマスエ

タノールの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。

例えば2006年度には、ガス焚複合火力発電所である中袖

クリーンパワーへのファイナンスを実施しています。2009年3月

末現在、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14件、残高は約193億円でした。

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

中袖クリーンパワー

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
上段左：高効率冷凍機、右：インバータ盤
下段左：高効率トランス、右：高効率反射板
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2. 環境配慮度の評価を反映させた金融商品・サービス———

（1）環境配慮型住宅向けの金利優遇ローンの提供

当社は、太陽光発電搭載住宅向け（12頁参照）以外にも

さまざまな環境配慮住宅促進のための住宅ローン商品を開

発してきました。2008年10月には、積水ハウス株式会社と共

同で、太陽光発電システムや高効率給湯器などの組合せに

よる、CO2排出削減効果を算定する同社独自の「CO2排出

削減ランク評価書」を用い、CO2削減幅が大きいほど金利優

遇幅の大きい新商品を開発しました。また、2009年6月には

住友林業株式会社の注文住宅の購入者を対象に「住友林

業専用CSRローン」の提供を、同年８月には住友不動産の省

エネ型住宅に対するCSRローンの取り扱いを開始しました。

他方、集合住宅については、2005年10月、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、また、2006年10月には神奈川県川崎市の環

境性能表示制度「CASBEE*2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ました。これらの商品

は、建物の環境評価を市場評価に変換する機能を果たすこ

とから、建築関係者からも

大きな注目を集めました。
* 2001年から国土交通省の主導の下
に、（財）建築環境・省エネルギー機構
内に設置された委員会において産官
学共同で開発が進められている建築環
境総合性能評価システム。

2. 販売契約

CSR調達基準
策定アドバイス

1. 3者間で基本約定締結
   （売掛債権信託）

5. 利息相当分の
    割引料を控除後
    譲渡代金を支払い

    割引率は格付に
    連動して決定

4. 資金調達を
    必要とする場合に
    受益権譲渡

6. 期日における
    債務の支払い

3. モニタリング、
    CSR格付

調達先企業
（サプライヤー： 委託者）

住友信託銀行
（受託者）

調達元企業

あ
ら
た
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

CSR配慮型売掛債権一括信託の仕組み

（2）サプライチェーン・マネジメントにおける
CSR（環境）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月に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」を開発しました。こ

の商品は、①調達先（サプライヤー）におけるCSR調達基準

の遵守度の調査（あらたサステナビリティ）、②遵守度が高い

企業ほど優遇した割引率で売掛債権の信託受益権を買い

取る（当社）、といった形で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、サプライヤーの評価の対象を「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。

太陽光発電・燃料電池が搭載された積水ハウスの住宅

太陽光発電

燃料電池
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3. 不動産（建物）の環境配慮を促進する取り組み———

（1）不動産の環境付加価値の研究

不動産の環境配慮の促進には、環境配慮によって生じる

付加価値を「環境付加価値」として把握し、実取引の中で活

用することが有効と考えられます。

当社は、2005年より各界から有識者を招いた研究会（委

員長：東京大学生産技術研究所 野城智也教授）を主催し、

本テーマに関する研究を進めてきました。2009年6月には、

この研究会のこれまでの研究成果をとりまとめ、「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）を刊行しました。

また社団法人日本不動産鑑定協会調査研究委員会にお

いて、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）を刊行しました。

さらに、CASBEE（15頁参照）PA（不動産評価）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きま

した。2009年7月にはこのワーキンググループから「CAS-

BEE不動産評価マニュアル（暫定版）」が発表されました。

（2）RPI（責任不動産投資）の仕組みづくりへの参画

2007年からメンバーとなっている国連環境計画・金融イニ

シアティブ（UNEP FI）不動産ワーキンググループ（61頁参照）

では、「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。2008年11月に、ワーキンググループの

年次総会が当社のホストで東京で開催された際には、当社

が主催する研究会（左記）との交流会も実現させました。

なお、RPIを世界各国に普及させるための「メディア・チー

ム」のメンバーに選任されたことから、今後は日本国内での

普及啓発活動にも力を入れていく方針です。

（3）環境不動産普及に向けた提言・情報発信

このほか、国土交通省「不動産における『環境』の価値を

考える研究会」に委員およびアドバイザーとして参加し、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

ているほか、「住宅履歴情報整備検討委員会普及啓発部

会」、「知的生産性研究会経済性評価と格付部会」などにも

委員として参加し、環境不動産普及に向けたさまざまな基

盤づくりに関し積極的に提言し

ています。

また、環境不動産普及に関

する情報発信を目的として、当

社ホームページ上に新しく専門

ウェブサイトを立ち上げました。

本サイトは英語版も作成してお

り、広く海外へも情報を発信し

ています。
環境不動産の専門サイト

http://www.sumitomotrust.co.jp/csr/innovation/real-estate/01.html



17Sumitomo Trust and Banking   2009 Corporate Social Responsibility Report

ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ
／
巻
頭
特
集

P
ath1

Path2
Path3

Path4
Path5

住
友
信
託
銀
行
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ

（4）環境配慮型開発・建築コンサルティング

環境配慮型開発・建築コンサルティングとは、ビルなどの建築

設計段階における省エネルギーや景観配慮、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。すで

にクラリオン株式会社本社事務所・技術センター（4-5頁参照）

をはじめとしてCASBEEの認証取得などに向けたコンサル

ティングを数多く実現しています。2009年5月には当社が建築

コンサルティングを行っている株式会社八千代銀行の本店建

替え工事が国土交通省の「住宅・建築物省CO2推進モデル事

業」の採択を受けました。これは断熱性向上や自然エネル

ギー導入といった省CO2技術に加え、地域銀行としての強みを

活かした環境コミュニケーションサイクルの実現に向けた仕組

みづくりが高く評価されたものです。

（5）汚染土地買収・再生ファンドへの支援

土壌汚染が原因で取引ができない宅地や工場跡地は、

日本全国で実に10兆円にものぼるといわれています。このよ

うな汚染土地をいったん買い取り、浄化したうえで再販売す

るのが、株式会社グリーンアースの「エコランド・ファンド」で、

汚染土地の流動化に大きく貢献するものです。

当社は、エコランド・ファンド第1号案件に対して2006年3月

に出資したのをはじめとし、これまでに4つの案件に出資し

ました。また、不動産信託の受託や土地の仲介を通じて

ファンドの円滑な運営を支援しています。

エコランド・
ファンド

（株）グリーンアース
（運営）

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 ランド
ソリューション（株）

投資家
（住友信託銀行ほか） 住友信託銀行

「エコランド・ファンド」のスキーム（第1号案件)

■ 担当者インタビュー

「環境配慮と経済性を両立させたい」

地球環境問題を解決し、持続可能社会に結びつけていくうえで、不動産の役割
は非常に大きいものと考えます。私は2005年に不動産の「環境付加価値」に関する
論文を発表し、研究を積み重ねてまいりましたが、環境不動産を経済性と両立さ
せながら普及させることは十分可能だと確信するに至りました。これからはこれま
での研究を一層深めていくとともに、当社においてもより多くの環境不動産プロジェ
クトを実現し、新しいビジネスに結び付けていきたいと思っています。

不動産総合コンサルティング部 鑑定・CSR担当次長 伊藤 雅人

八千代銀行本店ビル完成予想図
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4. 生物多様性問題への取り組み———

当社は、「生物多様性問題は地球温暖化問題とともに

グローバルな環境二大テーマである」との認識から、

2008年7月に当該テーマに関する基本理念（11頁参照）

を定め、取り組みを強化しています。

（1）「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への署名

2008年5月に生物多様性条約第9回締約国会議（COP9）

がドイツのボンで開催された際に、当社は開催国のドイツ政

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、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（日本企業は当社を含む9社が署名）。

2009年8月には、当社にて署名企業（現在10社）が集まる

ワークショップを開催するなど2010年に名古屋で開催される

COP10に向け、積極的な活動を行っています。

（2）「生態系と生物多様性の経済学」（TEEB）の翻訳

当社は、COP9において発表された「生態系と生物多様

性の経済学」（TEEB）の中間報告書を、財団法人日本生態

系協会、株式会社日本総合研究所と共同で翻訳、2008年

11月に日本語版を出版しました。TEEBは現在、最終報告

に向けた研究が世界的な規模で行われていますが、国内

でも各地でこの日本語版を題材とした勉強会が開催されて

います。また、当社においても、

本報告書をとりまとめたパヴァ

ン・スクデフ氏らを交えたワーク

ショップの開催（2009年6月）や、

TEEB事務局に対する意見書の

提出など、最終報告書に向けた

活動を支援するさまざまな取り組

みを継続しています。

（3）エコプロダクツ展への出展と企画・運営への参加

2008年12月に東京ビッグサイトで開催された日本最大の環

境関連イベント「エコプロダクツ2008」の生物多様性コーナー

に日本生態系協会と共同出展しました。そこでは、生物多

様性が損なわれつつある現状や、金融機関としてできる取り

組みのあり方などをパネルやグリーンTVジャパン（37頁参照）

が制作した動画で紹介しました。なお、特別シンポジウム

「企業が生物多様性に取り組む意義は何か」にパネリストとし

て参加し、今後金融機関に期待される役割や当社の取り組

み事例を紹介しました。

（4）生物多様性に関する金融事業の推進

当社は、2000年から、日本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、国内の自然環境の持続可能な活用を支援するプロ

ジェクトや、開発途上国においてNPOなどが行う自然環境の

保全のためのプロジェクトへの助成を行っており、毎年の助

成額は1億5,000万円程度となっています。また、環境不動産

に関する取り組み（16頁参照）の一環として日本生態系協会

と協働し、緑地部分の質を生物多様性の観点から評価する

手法の研究を進めており、生物多様性に配慮した企業の株

式に投資するSRI（社会的責任投資）などとともに、本テーマ

に関する新しい金融事業の開発を進めていく方針です。

エコプロダクツ2008の共同出展ブース

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
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（1）国家開発銀行における講演

中国の大手金融機関においてもCSRに対する関心は高

まっており、金融当局も環境へ悪影響を与えるプロジェクトへ

の融資を禁止するなど厳しい規制に乗り出しています。このよ

うな中、当社は2008年12月、国家的な政策金融機関である

国家開発銀行から招かれ、同行の職員向けのCSR研修に

おいて講演を行いました。

講演では、日本の銀行業界におけるCSRの現状や当社の

CSRへの取り組み経緯と課題の説明、同行に対する提言を行

い、予定時間を大幅に超えて活発な質疑応答がありました。

（2）上海におけるSRIシンポジウムへの協賛

深 証券取引所に続き、2009年8月には上海証券取引所

においてもSRIインデックスが上場されるなど、中国において

SRIの市場環境は急速に整備されています。2008年3月には

中国金融機関による初めてのSRIファンドも発売されました。

インデックス上場を控えた2008年5月、当社は「上場企業

の社会的責任、SRIインデックスおよびSRIシンポジウム」（主

催：上海証券取引所、共催：中証指数有限公司）に外国企業

としては唯一、協賛しました。日本における当社のSRIの取

り組みを発表し、地元メディアからも注目を集めました。

なお、当社自身も中国株SRIファンドの設定を目的として、

2009年6月に中国A株（上海証券取引所、深 証券取引所

に上場される人民元建ての株式）を取り扱うためのQFII（適

格外国機関投資家）のライセンスを取得しました。

（3）中国省エネビジネスへの参画

省エネは中国の国家目標であり、世界で最もエネルギー消

費効率が高い日本にとって対中協力の最大の目玉の一つで

す。当社は、傘下のSTB CONSULTING（CHINA）が、中

国大手国営企業、日本大手企業に対し省エネに関するアドバ

イスを行ってきており、この一環で、大手機関車車両製造工

場に対し総合的な省エネコンサルティングを行っています。

また、2008年11月に開催された日中省エネルギー・環境総

合フォーラムにおいて、当社は「省エネ等環境配慮事業を推

進する合弁会社設立に向けた協議の開始」を発表しました。

中国における
環境・CSRの取り組み
中国では、「科学的発展観に基づく調和のとれた社会の形成と持続的な発展を促

進するには、企業が社会的責任を果たすことが不可欠である」との認識から、企業

のCSRに関する取り組みが加速しています。当社は、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。

国家開発銀行での講演の様子

左から上海SRIシンポジウムのことを報じた地元新聞と講演の様子
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社会的課題の解決に資する
金融商品・サービス
当社は、社会に生じるさまざまなニーズや課題の解決に対してどのように貢献で

きるかを常に自らに問いかけ、新たな金融サービス――特に、信託の機能を活用

したサービスを開発・提供することによって、「事業を通じた社会貢献」を実践して

います。

（1）公益信託

民間の資金を社会公益に活かす法制度

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、受託者となる住友信託銀行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」を目的とした公

益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、個人の資産

蓄積や企業の社会貢献意識の高まりなどを背景に、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。

2008年度には、当社受託基金合計で年間10億円を、公益

のために資金を必要とされる方々1,126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。

新規受託基金のご紹介

2008年度には、公益信託循環器学研究振興基金を新た

に受託いたしました。財団法人循環器学研究振興財団（理

事長 内田康美様）を委託者として、循環器学域の進歩に資

する公益事業を行うために設定されたものです。この基金

では、毎年2,500万円の公益事業を行っていく予定です。

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 28 35

自然科学研究助成 18 27

人文科学研究助成 3 4

教育振興 19 23

社会福祉 5 6

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 110 141

（2009年3月末現在）

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 運営委員会等主務官庁

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
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公益信託　日新製糖奨学育英基金

当社は、現在110の公益信託を受託しており、それぞれの

目的に則した基金ごとの事業を行っています。公益信託の

具体的な業務内容の一例として、「日新製糖奨学育英基金」

をご紹介します。

この基金は、日新製糖株式会社創立35周年の記念事業

の一環として、同社およびその関連会社ならびに同社創業

者である故森永為貴氏とそのご一族が財産を拠出され、前

途有為の人材の育成に寄与することを目的として設定された

ものです。

事業内容は、大きく2つに分かれています。一つは、東京

都内に居住する大学生などに月額3万円の奨学金を給付す

る奨学育英事業、もう一つは、若手研究者の優れた研究に

対して50万円の研究助成金を給付する事業です。2009年

度は、奨学育英事業で21名の奨学生に年間756万円の奨

学金を、研究助成事業で7件の研究に計350万円の助成金

を給付することになっています。

さらに、この基金では、奨学生の生活指導事業として、そ

の年新たに採用された奨学生への奨学金贈呈式の後に、

過去の奨学生も一堂に会しての懇親会を開催しています。

70歳代の運営委員長様をはじめ、40歳代の第1期奨学生か

ら新規採用の20歳の若者まで、多様な経歴・経験を有する

幅広い年齢層の方々が集い、前途有為な奨学生の皆様に

とって大変有意義な場となっています。

ホームページも好評

公益信託では、助成事業を行うために助成希望者を募集

する活動を毎年行っており、当社のホームページから募集要項

と申請書のダウンロードができるサービスが、助成を希望され

る方々 からご好評をいただいています。また、このサービスに先

行して実施した内容拡充についても、お客様から「わかりやす

く、相談しやすい」とお褒めの言葉が寄せられています。

■ 担当者インタビュー

「公益信託の素晴らしさをお届けしていきたい」

委託者様の大切なご資金を、ご自身の利益のためではなく、社会公益のために役立
てる、しかも委託者様がお亡くなりになられても、その崇高なご遺志は受託者によって受
け継がれ守られていく――公益信託は、信託の存在意義そのもののような信託です。
奨学生の方からお礼状をいただくことがあります。委託者様へのお礼の気持ちを表
されたものですが、私もこれらを拝見するにつけ、社会貢献の一端を担う充実感と喜
びで胸がいっぱいになります。これからも、より多くの方々 に、公益信託の素晴らしさを
お届けしていきたいと思っています。

リテール企画推進部 公益信託チーム 調査役 海老原 恵

日新製糖奨学育英基金　贈呈式後のパーティーの模様
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（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、2008年度は、12件（約4億円）の新規受託が

ありました（2009年3月末現在の契約件数199件）。
*  特定贈与信託：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。

（3）有価証券ペーパーレス化への
セーフティネットの提供

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

の利便性を増しますが、もしも誤記録などがあれば、投資家

（「加入者」）が損害を受ける可能性があります。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せず破

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の役割を果たす「加入者保護信

託」を、当社は2003年の制度設立以来単独で受託しています。

（4）ベルマーク事業への支援

当社は、「ベルマーク運動」（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）において、協賛会社からPTAへの入金や協力会社か

ら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

28,728件（2009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26

年間、単独でこの業務を引き受けています。また、この他に被

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。

（5）有料老人ホームのデータベース整備

当社は、株式会社福祉開発研究所と提携し、2006年か

ら有料老人ホームのデータベースを整備し、さまざまな業務

に活用しています。本データベースは、全国約2,500の有料

老人ホームの公開情報を、立地や設備内容、職員の配置状

況、価格の妥当性、事業者の財務体質などの面から総合的

に分析し、評価する本格的なものです。

（6）「遺贈のできる公益団体のご案内」の作成

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に来られるケースも増加しています。

これに対し、そういったご要望に少しでもお応えすべく、これまで

弊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、１団体1頁で団体の特徴・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を作成しました。

（7）不動産市場の安定化への貢献

不動産市場の安定化と資産デフレの防止を目的に、官民

が一体となって設立を協議している「不動産市場安定化ファ

ンド」の信託受託者として、当社が選任されました。

当社の不動産業務における豊富な経験・実績と高度な信

託機能の発揮により、同ファンドの設立・運営に関する検討委

員会の事務局業務を受託している株式会社住信基礎研究所

の調査研究機能と合わせて、同ファンドの目的達成、さらには

日本経済の発展に寄与いたします。下図は想定スキームです。

*  Jリート： 上場不動産投資信託
** LPS： 投資事業有限責任組合

Jリート*

民間金融機関等

関係業界各社、
アセットマネージャー

不動産等

借入金

投資
法人債

貸付 貸付

LPS**を
通じた出資
（信託）

投資口

信託銀行
（特定金銭信託）

貸付金
借入金

金銭信託
運用指図
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SRI（社会的責任投資）
への取り組み
当社は、SRI（Socially Responsible Investment：社会的責任投資）を持続可能

な社会の実現に資する投資の仕組みと考え、普及に力を入れてきました。ここで

は、これまで業界のリーダーとしてSRI市場を牽引してきた当社の取り組みについ

てご紹介します。

（1）年金マーケットにおけるパイオニア

当社は、2003年7月に日本で初めて企業年金基金から

SRIファンドの運用を受託して以来、公的年金からも日本で

初めて受託するなど着実に年金マーケットにおいて受託数

を増やしてきました。また、年金以外でも個人向け公募投信

「グッドカンパニー」、確定拠出型年金ファンド、ゆうちょ銀行で

の窓販商品、事業法人／金融法人向け私募投信を次々に

発売し、市場の裾野の拡大に努めてきました。

資産運用残高については、最大1,000億円弱まで拡大し

ましたが、その後株式市場の下落を受けて時価が減少し、

2009年3月末現在、477億円となっています。一方、確定拠

出型年金向けSRIファンドを採用する企業数は順調に拡大

しており、2009年3月末現在、89社となっています。

（2）当社のSRIファンドの特徴

①ESGに着目したアクティブ運用ファンド

当社のSRIは、E（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）に注

目し、それらの財務リターンの向上への貢献度などに着目し

て投資銘柄を選定するアクティブ運用ファンドです。すなわち、

法令遵守・説明責任を果たし、社会・環境面でも多様なス

テークホルダーを重視した経営を行い、財務的にも成功し、

社会と企業の持続的な相乗発展に貢献している企業へ投

資することで、安定的かつ良好な運用実績を追求します。

②徹底したリサーチの重視

銘柄の選定、ポートフォリオの構築においては、徹底的な

リサーチを重視しています。具体的には、まず東証1部上場

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

SRIの受託実績

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

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）

④ 機関投資家向け
　 私募投信を設定

① 企業年金から受託 ⑥ 公的年金から受託

2003年

2004年

2003年7月運用開始 2008年

2006年

⑤ ゆうちょ銀行での
　 窓販開始

2006年

2005 2006 2008

2005年、2006年モーニングスター
「ファンド・オブ・ザ・イヤー優秀ファンド賞」
R&Iファンド大賞2008 投資信託
「国内SRIファンド最優秀ファンド賞」

2005 2006 2008

R&Iファンド大賞2008 確定拠出年金
「国内株式型最優秀ファンド賞」

2008
2008
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銘柄1,700社を含む2,000社に対し、提携先の株式会社日本

総合研究所が社会および環境に関するアンケートを送付し、

その回答と環境・社会報告書などの公開情報の分析を踏ま

え投資銘柄候補群（ユニバース）を選定します。さらに、当社

は全セクターをカバーするアナリストからの情報に加え、SRI

ファンドマネージャー自身が直接企業を訪問し取得した独自

情報を踏まえ、投資対象銘柄を選び出し、ポートフォリオを構

築します。

③業界屈指の運用体制

SRI専任ファンドマネージャー（2名）、SRIアナリスト（1名）に

加え、運用企画部門、マーケティング部門、CSRセクションに

も担当を配置し、月1回「SRIユニバース選定委員会」を開催

しています。なお、日本総合研究所とは、2003年の運用開始

以来、密接に連携してきており、月次ベースの定例会議だけ

でなく、リサーチのため共同で企業を訪問するなど一体と

なった活動を行っています。

（3）高い運用実績で外部機関からも高評価

運用実績やリスク・コントロール能力、質・量ともに優れた調

査体制が評価され、公募投信「グッドカンパニー」は、投信評

価会社のモーニングスター社から「ファンド・オブ・ザ・イヤー」国

内株式型の優秀ファンド賞に2005年、2006年の2年連続で選

ばれました。また、格付会社の格付投資情報センター社が選

定する「R&Iファンド大賞2008」においても、「投資信託/国内

SRIファンド部門 最優秀ファンド賞」と、「確定拠出年金/国内

株式部門/優秀ファンド賞」を受賞しました。

（4）SRI市場の拡大に向けた取り組み

①NPOへの加盟・「責任投資原則」への署名

2004年7月に、アジア地域における持続可能な社会的

責任投資活動の振興を目的とするNPO「ASrIA」に加盟

し、さらに、2005年3月には、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-J）の会員とな

り、主要メンバーとして運営を支えています。また、2006年

5月には、機関投資家などに対し投資の意思決定に際し

てESGを考慮するよう求める世界共通のガイドライン「責任

投資原則」に署名しました（61頁参照）。

②セミナー・講座などでSRIの啓発活動を実施

2003年の運用開始以来、セミナーなどでの講演や研究

会への参加を通じ、SRIの普及に貢献してきました。例え

ば、2006年には、環境省主催の「環境と金融に関する懇談

会」のメンバーとして、個人金融資産の有効な活用という視

点から、SRI拡大のための提言を行いました。また、2007

年から社団法人日本証券投資顧問業協会・投信協会が早

稲田大学、慶応大学、大阪大学に設置した寄付講座で

SRIを担当しているほか、学生や社会人向けの夜間大学

などでも講師を務めています。その他、「CSR経営とSRI」

などの書籍や論文なども多数執筆してきました。

SRI銘柄選定プロセス

アンケート送付先2,000銘柄など
（アンケート回答、環境社会報告書などを分析）

ユニバース決定（300～350銘柄）
「SRIユニバース選定委員会」 

ポートフォリオ（50～100銘柄）

法的責任スコア 社会的責任スコア環境的責任スコア

銘柄選択＆ウエイトの決定
アナリストによる訪問調査や
株価の割安度分析等を踏まえ

投資銘柄を決定

「経済的」要因加味、弊社リサーチ情報

企業レーティング 企業プロファイル
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託
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