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三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

ブ ラ ッ ク ロ ッ ク

ブラックロック「Aladdin®」を活用した “資産運用プラットフォーム”構築に向けたパートナーシップについて

三菱 UFJ 信託銀行株式会社（取締役社長 長島
ながしま

巌
いわお

、以下 三菱 UFJ 信託銀行）のグループ会社である

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（代表取締役社長 向 原
むこうはら

敏和
としかず

、以下 日本マスタートラスト信託

銀行）と米ブラックロックの事業部門ブラックロック・ソリューションズ® 1 （アジア太平洋地域統括責

任者 竹内章喜
たけうちあきよし

）は、フロントオフィス業務からバックオフィス業務までを含む運用業務の全ライフサイ

クルの統合管理の実現に向け、ブラックロック・ソリューションズ®が提供する Aladdin®プラットフォー

ムの活用において戦略的パートナーシップを以って取組むことにいたしました。この国内初のパートナー

シップを受け、今後ブラックロック・ソリューションズ®と日本マスタートラスト信託銀行の共同プロジ

ェクトを通じた導入が行われる予定です。

本パートナーシップは、日本で資産管理業務に特化する信託銀行である日本マスタートラスト信託銀行

が、資産管理サービスを通じて国内の資産運用会社と機関投資家のお客さまに業務革新をご提供するもの

です。

日本マスタートラスト信託銀行は、同社とブラックロックの Aladdin®プラットフォームの共通のお客さ

まに対し、日本マスタートラスト信託銀行の持つ資産管理および資産運用会社のミドル・バックオフィス

のアウトソース業務の知見を背景に、フロントオフィス業務からバックオフィス業務を網羅する一気通貫

した効率的なデータフローを実現し、統合された資産管理サービスを提供します。

運用業務のライフサイクルを通じて統合された業務フローを実現することで、日本マスタートラスト信

託銀行と Aladdin®プラットフォームのお客さまは、シームレスなデータ更新、より効果的なリスク管理お

よびコスト管理が実現できます。

日本マスタートラスト信託銀行の代表取締役社長である向原敏和は「資産管理会社として、投資家に代

わって有価証券の決済や保管、会計に関わる業務で長年培ってきたノウハウとデジタル技術を活用し、

Aladdin®プラットフォームを通じて、資産運用業界への貢献、課題解決に向けて、資産運用会社や機関投

資家が運用に特化できる環境づくりの実現を目指してまいります」とコメントしています。

ブラックロック・ソリューションズ®のアジア太平洋地域統括責任者である竹内章喜は「日本初のパー

トナーとして、日本マスタートラスト信託銀行を Aladdin Provider2 に迎え入れることを、大変喜ばしく

思います。このパートナーシップは、日本国内のみならずアジア・太平洋地域におけるお客さまへのテク

ノロジー・サービス提供の強化に向けた、重要なマイルストーンです。このパートナーシップが、多様

化・複雑化する資産運用・管理業務の課題を解決し、業界の発展に貢献するという両社共通の目的の実現

に資すると確信しております」とコメントしています。

以上

1
ブラックロック・ソリューションズ®は、リスクマネジメント、運用統合管理システムおよび関連サービスを提供するブ

ラックロックの事業部門
2 資産運用会社やアセットオーナーが投資業務で使用する Aladdin®環境に、信託銀行等の資産管理サービス提供会社が直接

アクセスする仕組みや運用データのリアルタイム連携を可能とするデータフォーマットの提供等を通じて、カストディ業

務やアウトソーシング業務を効率化するソリューション



日本マスタートラスト信託銀行について

2000 年 5月にわが国で最初の資産管理専門信託銀行として業務を開始しました。約 130 ヶ国への投資実績

があり、お預かりする資産は、500 兆円に上ります。最高水準の資産管理総合サービスをグローバルな基

準で効率的に提供するリーディング・カストディバンクとして、資産運用業界の効率化を目指す「MTBJ プ

ラットフォーム（データ管理プラットフォーム）」を提供してまいります。

ブラックロックについて

ブラックロックのパーパスは、より多くの方々が豊かな生活を送ることができるよう、サポートすること

です。お客さまの資金を預かり運用するフィデューシャリーとして、また金融テクノロジーにおけるリー

ダーとして、お客さまの目標実現に必要なソリューションを提供しています。ブラックロックの運用資産

残高は 9.46 兆米ドル（約 1,056 兆円）です（2021 年 9月末時点、1ドル=111.575 円換算）。

※パーパスとは、企業が何のために存在するのか、企業の社会における存在意義をさします。
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Investment Management Platform Partnership Leveraging
BlackRock’s Aladdin® Forged in Japan

2 December 2021, Tokyo – The Master Trust Bank of Japan Ltd (“MTBJ”), a subsidiary of
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (“MUTB”), has entered into a strategic
partnership with BlackRock’s Aladdin® platform, to support the closer integration of front-to-
back-office investment management lifecycle. The partnership is the first of its kind in Japan,
and will be implemented through collaboration between BlackRock Solutions and MTBJ.

The partnership enriches MTBJ, as one of the first trust banks that focuses on fund
administration services in Japan, with specialized custodian offering to enable operational
transformation for its asset manager and institutional clients in Japan. Leveraging its expertise
in custody and middle/back office outsourcing capability, MTBJ can now offer a streamlined
investment management experience to mutual clients of MTBJ and BlackRock’s Aladdin®
platform, enabling a coherent and efficient flow of data for a fully connected front-to-back office.
By providing integrated operational workflows across the investment management lifecycle,
their clients can enjoy access to seamless data update, and operational risk and cost
management that enhances the end-to-end experience.

Toshikazu Mukohara, Representative Director and President of MTBJ, said, "As an asset
servicing company, we have cultivated know-how and technology over the years through
operations related to the settlement, custody, and accounting of securities on behalf of
investors. Through the Aladdin® platform, we aspire to further contribute to the asset
management industry and solve challenges our clients face, by fostering an environment where
asset management companies and institutional investors can specialize in investment
management.

Akiyoshi Takeuchi, Head of BlackRock Solutions Asia-Pacific, said, “We are delighted to
have MTBJ as our first Japanese partner on the Aladdin Provider. It is a critical milestone as
we continue to support clients in Japan and across the Asia Pacific region in enhancing
technology platform for them. Our partnership can increase our shared value to solve the
diverse and increasingly complex needs of clients in asset management and custody
operations, and ultimately to contribute to the advancement of the asset management industry.”

-- END --

About Master Trust Bank of Japan
In May 2000, MTBJ began its operations as Japan's first trust bank specializing in asset
management. The bank has invested in approximately 130 countries and has assets of over
500 trillion yen under custody.
As a leading custody bank that provides the highest level of comprehensive asset management
services in an efficient manner with global standards, we will provide the "MTBJ Platform (Data
Management Platform)" that aims to improve the efficiency of the asset management industry.

About BlackRock
BlackRock’s purpose is to help more and more people experience financial well-being. As a
fiduciary to investors and a leading provider of financial technology, we help millions of
people build savings that serve them throughout their lives by making investing easier and
more affordable.


