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全国反核医師の会
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反核医師の会（核戦争に反対する医師の会）とは

本会の理念

すべての人々のいのちと健康を守るという医師の社会的責務および良心から、健康に
とって最悪の敵である核戦争に反対し、核兵器廃絶の実現をめざして医師の声を結集する。
さらに、被爆者医療に関ってきた医師として、再び被爆者を生み出さないよう人々に広く
訴えていく。

また、福島やチェルノヴィリの核（原子力）発電所事故の経験から、核（原子力）発電
所の問題にも取り組む。核発電事故を含む被ばく者を支援する。核戦争の背景となる通常
戦争や平和問題等にも取り組む。

2



第30回反核医師のつどい
特別シンポジウム
「金融機関の核兵器製造企業への融資をやめさせよう」

2019年9月14日・15日に京都市内で開催した第
30回反核医師のつどいの特別シンポジウムで、
「金融機関の核兵器製造企業への融資を止めさせ
よう」をテーマに、ノーベル平和賞を受賞した国
際NGO「ICAN」の中心メンバーであるスージー・
スナイダーPAX核軍縮プログラムマネジャー、目
加田説子中央大学教授らが講演しました。

全国から医師、歯科医師、医学生ら270人が参加
し、会として今後「Don‘t bank on the bomb」
キャンペーンに積極的に取り組んでいくことを確
認しました。
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金融機関への公開質問状送付の概要

• 対 象 金融庁「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」のうち

「銀行」(134)「銀行持株会社」(24)「生命保険会社」(42)

計200金融機関

• 回 答 23行・社（銀行等18行・生命保険会社5社）

• 回 答 率 11.5％

• 実施期間 2020年６月16日～８月22日
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回答行・社一覧

ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
株式会社りそな銀行（株式会社りそなホールディングス）
きらやか銀行
株式会社仙台銀行
神奈川銀行
株式会社山梨中央銀行
富山銀行
但馬銀行
株式会社紀陽銀行
株式会社高知銀行

㈱香川銀行
株式会社大分銀行
沖縄銀行
オリックス銀行株式会社
GMOあおぞらネット銀行株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行
富国生命保険
第一生命保険株式会社
みどり生命保険㈱
FWD富士生命保険株式会社
アクサダイレクト生命保険会社

社名、行名は回答用紙記入に従った
（GMOあおぞらネット銀行株式会社、三菱ＵＦＪ信託銀行、アクサダイレクト生命保険会社は、投
融資事業を行っていないとの回答）
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質問と回答１

社会的責任投資の観点から、非人道兵器に対する与信行為や投資を禁止する明文化されたポリシーを
定めておられますか？

7, 30.4%

10, 43.5%

0, 0.0%

3, 13.0%

3, 13.0%
定めている

特に明文化はしていないが、禁止してい

る
禁止の方向で、検討中

特に禁止はしていない

無回答・その他
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質問と回答１

社会的責任投資の観点から、非人道兵器に対する与信行為や投資を禁止する明文化されたポリシーを
定めておられますか？

定めている

ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行 株式会社紀陽銀行

三井住友フィナンシャルグループ 株式会社高知銀行

みずほフィナンシャルグループ 第一生命保険株式会社

株式会社りそな銀行
（株式会社りそなホールディングス）

特に明文化はしてい
ないが、禁止してい
る

きらやか銀行 但馬銀行

株式会社仙台銀行 香川銀行

神奈川銀行 株式会社大分銀行

株式会社山梨中央銀行 オリックス銀行株式会社

富山銀行 富国生命保険

特に禁止はしていな
い

沖縄銀行 FWD富士生命保険株式会社

みどり生命保険（株）

無回答・その他
GMOあおぞらネット銀行株式会社 アクサダイレクト生命保険会社

三菱ＵＦＪ信託銀行 7

質問と回答１－②

（質問１で「定めている」と回答した場合、）それは、一般に公開されていますか？

2, 28.6%

4, 57.1%

0, 0.0%
1, 14.3%

何らかの書類で公開

ウエブサイト上で公開

その他の方法で

一般には公開していない
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質問と回答１－②

それは、一般に公開されていますか？

ウエブサイト上で公開

ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行

株式会社りそな銀行
（株式会社りそなホールディングス）

株式会社紀陽銀行

第一生命保険株式会社

何らかの書類で公開
三井住友フィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループ

一般には公開していない 株式会社高知銀行
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質問と回答１－③

（質問１で「定めている」と回答した場合、）非人道兵器には核兵器を含むと解釈されていますか？

1, 

14.3%

6, 85.7%

0, 0.0%

含まれることをポリシーに明記している

明記していないが、核兵器は含まれると

解釈している

特に含まれるとは考えていない
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質問と回答１－③

非人道兵器には核兵器を含むと解釈されていますか？

含まれることをポリシー
に明記している

ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行

明記していないが、核兵
器は含まれると解釈して
いる

三井住友フィナンシャルグループ

みずほフィナンシャルグループ

株式会社りそな銀行
（株式会社りそなホールディングス）

株式会社紀陽銀行

株式会社高知銀行

第一生命保険株式会社
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質問と回答２

核兵器関連の製造にかかわる企業への投融資に関してポリシーをお持ちでしょうか？

15, 65.2%
3, 13.0%

1, 4.3%

1, 4.3%

3, 13.0% 与信供与、投資共にしていない

融資は核兵器に使われないことを確認し

た上で与信供与、投資は問題ないと考え

ている
特別なポリシーはない（投融資は、特に

問題はないと考えている)

その他

無回答
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質問と回答２
核兵器関連の製造にかかわる企業への投融資に関してポリシーをお持ちでしょうか？

与信供与、投資共にしていない

三井住友フィナンシャルグループ 香川銀行

株式会社りそな銀行
（株式会社りそなホールディングス）

株式会社高知銀行

株式会社仙台銀行 株式会社大分銀行

神奈川銀行 沖縄銀行

株式会社山梨中央銀行 オリックス銀行株式会社

富山銀行 富国生命保険

但馬銀行 みどり生命保険（株）

株式会社紀陽銀行

融資は核兵器に使われないことを確認した
上で与信供与、投資は問題ないと考えてい
る

みずほフィナンシャルグループ 第一生命保険株式会社

きらやか銀行

特別なポリシーはない ＦＷＤ富士生命保険株式会社

その他 ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行

無回答
アクサダイレクト生命保険会社 GMOあおぞらネット銀行株式会社

三菱ＵＦＪ信託銀行 13

質問と回答２

ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行の回答
「質問２に関しては、融資（与信）については、ＭＵＦＧ環境社会ポリシー
フレームワークにおいて、核兵器の製造を資金使途とする融資を禁じてい
る。投資については、受託財産の運用において、ＭＵＦＧＡＭ責任投資ポリ
シーを踏まえた運営としている。」
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質問と回答３

日本版スチュワードシップ・コードでは、「機関投資家は投資先企業の状況を的確に把握すべき」と
謳われていますが、貴行では投資をする際に核兵器を含む非人道兵器の生産に関与している企業であ
るかどうかも把握すべき必要事項と捉えられていますか？

スチュワードシップコードは、 機関投資家のあるべき姿を規定したガイダンス（解釈指針）のこ
と。 野村證券「証券用語解説」より

アベノミクスの成長戦略の中では、企業ガバナンスに関する改正も検討 されている。･･･機関投資
家の株主行動を規律付ける日本版スチュ ワードシップコードの導入などだ。

大和総研調査季報「アベノミクスによる企業ガバナンス改革」より

３. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシッ プ責任を適切に果たすた
め、 当該企業の状況を的確に把握すべきである。
４. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通 じて、投資先企業と認識の

共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
６. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのか

について、原則として、顧客・受益者に対 して定期的に報告を行うべきである。
金融庁「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫ 」より 15

質問と回答３

日本版スチュワードシップ・コードでは、「機関投資家は投資先企業の状況を的確に把握すべき」と
謳われていますが、貴行では投資をする際に核兵器を含む非人道兵器の生産に関与している企業であ
るかどうかも把握すべき必要事項と捉えられていますか？

15, 65.2%
2, 8.7%

3, 13.0%

3, 13.0%
可能な限り把握するよう努めている

必要性は認めるが、把握することは困難

である

必ずしも把握する必要はないと考えてい

る

特別なポリシーはない

無回答
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質問と回答３

日本版スチュワードシップ・コードでは、「機関投資家は投資先企業の状況を的確に把握すべき」と
謳われていますが、貴行では投資をする際に核兵器を含む非人道兵器の生産に関与している企業であ
るかどうかも把握すべき必要事項と捉えられていますか？

可能な限り把握するよう努めている

ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行 株式会社紀陽銀行

三井住友フィナンシャルグループ 香川銀行

みずほフィナンシャルグループ 株式会社高知銀行

株式会社りそな銀行
（株式会社りそなホールディングス）

株式会社大分銀行

株式会社仙台銀行 オリックス銀行株式会社

きらやか銀行 富国生命保険

神奈川銀行 第一生命保険株式会社

但馬銀行

特別なポリシーはない
沖縄銀行 FWD富士生命保険株式会社

富山銀行

必要性は認めるが、把握することは
困難である

株式会社山梨中央銀行 みどり生命保険（株）

無回答
GMOあおぞらネット銀行株式会社 アクサダイレクト生命保険株式会社

三菱ＵＦＪ信託銀行 17

質問と回答４

オランダのＮＧＯ“ＰＡＸ”の「Don't Bank on the Bomb（核兵器にお金を貸すな）」キャンペーン
（別添資料をご覧ください）を、ご存知ですか？

7, 30.4%

4, 17.4%
9, 39.1%

3, 13.0%

キャンペーンの内容を知っている

キャンペーンのあることは知っている

聞いたことがない

無回答
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質問と回答４
オランダのＮＧＯ“ＰＡＸ”の「Don't Bank on the Bomb（核兵器にお金を貸すな）」キャンペーン
（別添資料をご覧ください）を、ご存知ですか？

キャンペーンの内容を
知っている

ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行 オリックス銀行株式会社

三井住友フィナンシャルグループ 富国生命保険

みずほフィナンシャルグループ 第一生命保険株式会社

富山銀行

キャンペーンのあるこ
とは知っている

株式会社りそな銀行
（株式会社りそなホールディングス）

株式会社仙台銀行

きらやか銀行 株式会社山梨中央銀行

聞いたことがない

神奈川銀行 株式会社大分銀行

但馬銀行 沖縄銀行

株式会社紀陽銀行 ＦＷＤ富士生命保険株式会社

株式会社高知銀行 アクサダイレクト生命保険株式会社

香川銀行

無回答
GMOあおぞらネット銀行株式会社 みどり生命保険（株）

三菱ＵＦＪ信託銀行 19

質問と回答５

貴行の投融資先の企業が、核兵器製造企業とわかった場合、投融資を引き上げることも含めて、どの
ような対応をとるかを決めておられますか？

3, 13.0%

17, 73.9%

0, 0.0%

3, 13.0%

決めている

わかった時点で、適切に判断する

そのことでは、何もしない

無回答
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質問と回答５

貴行の投融資先の企業が、核兵器製造企業とわかった場合、投融資を引き上げることも含めて、どの
ような対応をとるかを決めておられますか？

わかった時点で、適切に
判断する

みずほフィナンシャルグループ 株式会社紀陽銀行 ＦＷＤ富士生命保険株式会社

株式会社りそな銀行
（株式会社りそなホールディングス）

株式会社高知銀行

きらやか銀行 香川銀行

株式会社仙台銀行 株式会社大分銀行

神奈川銀行 沖縄銀行

株式会社山梨中央銀行 オリックス銀行株式会社

富山銀行 富国生命保険

但馬銀行 みどり生命保険（株）

決めている

ＭＵＦＧ／三菱ＵＦＪ銀行

三井住友フィナンシャルグループ

第一生命保険株式会社

無回答
GMOあおぞらネット銀行株式会社 アクサダイレクト生命保険株式会社

三菱ＵＦＪ信託銀行
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考察①
• オランダのNGO「PAX」

の調査（2019年6月）によ
ると、日本の金融機関で、
日本政策投資銀行、芙蓉
総合リース、三菱UFJフィ
ナンシャル、みずほフィ
ナ ン シ ャ ル 、 野 村 、 オ
リックスコーポレーショ
ン、SMBCグループ、三井
住友トラストの８社が核
兵器製造企業に投資をし
ているとされている。
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考察①
• しかし、今回のアンケート結果では、このうち、三菱UFJフィナンシャル、

みずほフィナンシャル、SMBCグループが、非人道的兵器に対する与信
行為や投資を禁止するポリシーを「定めている」と回答。また、オリッ
クスグループのオリックス銀行は「オリックス銀行では、非人道兵器製
造企業に対する与信行為や投資取引は現在ございません」と回答してい
る。

• それぞれのポリシーでは、三菱UFJフィナンシャルグループは「核兵器の
製造を資金使途とする融資」を、みずほフィナンシャルグループは「戦
争・紛争における殺傷・破壊を目的とする兵器の製造を資金使途とする
投融資等は回避」、SMBCグループは「その他の殺戮兵器製造にも融資
金が用いられないことを確認」と、核兵器の製造への投融資に限って禁
止しており、核兵器製造企業への投融資は制限されていないのが現状で
ある。
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考察②

第一生命保険株式会社の回答
・個別取引に関する事項は回答を差し控えさせていただきますが、当社の資
産運用はベンチマーク（株価等の指標）を設定した運用を実施しているた
め、リストアップされた企業群に関し、少額の保有の事実があります。
・現在当社では、ESG・サステナビリティの観点から、今10月を目途に一般
勘定の外国株式運用のベンチマークの改訂を行い、従来型指数からESG指数
への変更を検討しております。この変更を通じて、核兵器製造企業などESG
の観点から懸念のある銘柄については抑制的な態勢を強化する予定です。

富国生命保険の回答
・当社は、ＰＲＩ（責任投資原則）の署名機関として、投資の意思決定プロ
セスにＥＳＧ課題を組み込むこととしており、ビジネスモデルの精査などを
通じ、クラスター弾をはじめとする非人道的兵器の製造など社会性に問題の
ある事業を主とする企業は直接投融資の対象から自ずと除外される。
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考察②

• 「ESG投資」への関心の高まりのなか
で、金融機関の投融資への姿勢が変化
しており、核兵器を含む非人道兵器へ
の投融資を控える動きが広がりつつあ
る。

• １月22日の核兵器禁止条約発効で、核
兵器が国際的に違法とされることを契
機に、この動きを加速させていかなけ
ればならない。
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ご清聴ありがとうございました

「Don't bank on the bomb」特設ウェブサイトもご覧ください

http://www.hhk.jp/dbob/
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