2000年代後半に始まった経済危機と規制環境の変化を受け、多くの資産運
用会社にとって、将来の見通しが困難な状況が続いている。一方、今日の
資産運用業界は業界の行く末を決定付けるであろう幾多の変化を受け、大
胆な経営転換が迫られている。
本報告書では、今後数年間に資産運用業界にどのような変化が生じるのか、
業界に多大な影響を及ぼす可能性のある主要なゲームチェンジャーについ
て考察する。
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はじめに
時は2020年3月11日。Weiは北京郊外から世界最大の経済大国の首都に向かう列
車に乗りながら、スマートフォンに目を落とした。国際的なデート仲介企業である
eMatchの提携サイト、eMatch Investmentsからメッセージが届いた。
メッセージは、情報技術を駆使したファイナンシャルアドバイザーがWeiの財務戦略を分析し、彼女のデートスタイル
と彼女の財務に対する将来的なニーズを満たすファンドを自動的にマッチさせた結果を通知するものであった。
SearchCo Asset Management（SAM）Global 80 Big Cities fundが推奨されたため、WeiはSAMアプリケーションを起動し、
ファンド情報を紹介するビデオを再生した。SearchCoはカリフォルニア州に本社がある世界人口の半分以上に利用されている大
手インターネット検索エンジンである。2015年にファンド業界に参入し、2020年までに40カ国以上で資産運用業務を展開してい
る。Weiがファンドを選択すると、ファンドはすぐさま彼女のeMatch Investmentsのモバイルアカウントに追加された。オーダーと
支払いはSAMの中国におけるサービスプロバイダーであるeCommerce.comを通じて行われる。
eCommerce.comは中国のeコマー
ス企業であるが、同社のeコマース事業における独占的な地位と先進的な支払処理システムを活用し、資産運用業を含む他業
界に進出した企業だ。SearchCoは2017年にeCommerce.comを買収し、中華圏の支払いプロセスとトランスファーエージェンシー
業務を獲得した。SearchCoとの新しい協力体制のもと、
eCommerce.comは2020年において欧州と米国でも取引を拡大している。
eCommerce.comはWeiのオーダーを彼女が事前に選んだドイツのファンドプロバイダーに送付すると同時に、バックオフィス業務
の全てを処理する。エンドユーザーであるWeiはこの舞台裏の動きは知る由もない。彼女はただ、選択したファンドに投資を行い、
2030年頃までには彼女の息子の米国大学留学費用を賄うために必要な運用益を得られることを期待しているのである。

免責事項：

2000年代後半に始まった経済危機と規制環境の変化を受け、多くの資産運用会社に
おいて、将来の見通しが困難な状況が続いている。一方、今日の資産運用業界は、業
界の行く末を決定付けるであろう幾多の変化を受け、大胆な経営転換が迫られている。
資産運用会社の多くは、2020年において今日とは全く異なるビジネス環境におか
れることが予想される。この架空の投資家Weiのストーリーは、2020年におけるファ
ンドの販売事例の一つである。
本報告書では、今後数年間に資産運用業界にどのような変化が起こり得るか、業界に
多大な影響を及ぼす可能性のある主要なゲームチェンジャーについて考察する。
前半では、

2020年とその先において、資産運用会社のビジネス環境がどのように変化するのかを取
り上げる。後半では、資産運用会社がこれらのビジネス環境の変化にどのように対処し、
またこれらの課題をいかに競争上の優位性に変えるのかを考察する。

当文書には資産運用業界に関するさまざまな予測や、将来の状況に関するPwCの見解が含まれています。これらの予測は当然ながら予
測にすぎません。資産運用産業を取り巻く将来の状況に関するこれらの予測は、程度の差はあれ不確実性を伴うもので、当文書の記載
と大きく異なる結果となる可能性のある事項を取り扱っています。当文書の提示する情報は法的助言やその他の専門的助言に代わるも
のではありません。法的助言やその他の専門家による助力を必要とする場合には、ご自身の該当する具体的な事実および状況について、
ご自身の法律顧問またはその他の専門的アドバイザーにご相談ください。
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資産運用業界における投資可能資産は、
2020年において
全世界で100兆米ドルを超え、年複利成長率は6％近く
に達すると予想されている。資産運用会社には、社会
にプラスの影響をもたらすこと、また、自らが社会のた
めに力になるとの明確なメッセージを投資家と政策当局
に対して伝えることが求められている。
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2020年におけるランドスケープ：
資産運用業界の拡大と
投資家基盤の変化
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1
運用資産残高の大幅な増加と
投資家層のシフト
過去20年から30年の間に起こった投資可能資産の増大は今後も継続する見通しで

将来の見通しは明るい－このよ あり、2020年における投資可能資産は今日に比べ、大幅に増加していると予想される。
うな意見は2000年代 後半に 世界の運用資産残高（AuM）は2020年において100兆米ドルを超える規模へ
2000年代後半の世界金融危機は社会経済に多くのインパクトを与えたが、資産運
は資産運用業界においても共
用業界にとっては運用資産残高の長期的な成長軌道を鑑みれば、一時的な遠回りを
感を得られなかったであろう。 生じさせたにすぎなかった。その後、運用資産残高は増加を続け、世界の運用資産
2010年から2012年 にかけて 残高（Assets Under Management - AuM）は2012年時点において63.9兆米ドルに達
資産価格は回復したものの、こ している。PwCの予測ではAuMは2020年において101.7兆米ドルに、年複利成長率
は6％に達すると見込んでいる。
の様な楽観的な見方はされな
次頁に続く図表では、世界のAuM予測を、商品のタイプ別（投資信託、投資一任、
かった。しかし、2020年そし オルタナティブ運用）および運用顧客別にまとめている。
てその先の未 来においては、 運用資産残高の成長予測にあたり、PwCは、二つの経済危機（1990年代後半の好
市場環境と投資家ニーズの変 不況および2000年代後半の世界金融危機）を含む過去13年間にわたる運用資産残
化は相乗的にポジティブな環 高と各種経済指標の相互関係を調査した。その過程でPwCは、名目国内総生産（Gross
Domestic Product - GDP）と、ファンド業界全体におけるAuMの成長軌道との間に、
境を醸成し、大きなチャンスが 特に強い相関関係があることに着目した。また、資産運用業界により提供される主
力商品と機関投資家における投資運用資産の拡大も分析の対象とした。
訪れるであろう。
世界経済の統合と相互依存が進む中、ある地域の運用資産残高は他の地域のGDP
成長率にも影響を受けている。例えば、中国の運用資産残高の増減は米国のGDPの
推移にも影響を受けている。そのため、地域別の運用資産残高の予測にあたっては、
米国など経済主要国のGDP成長率が与える影響にも着目している。
PwCの予測は継続的な世界経済の発展を前提としている。2012年から2020年の
間の世界名目GDP成長率は、IMFによる2018年までの予測とPwCによる2018年から
2020年までの仮定1に基づき、年5.15％に達すると見込まれている。
PwCの予測はGDPに基づく予測に加え、専門家の意見と業界の動向を加味してい
る。また、欧州諸国といくつかのアジアの国々の高齢化および世代間の富の移転も
考慮している。
以下、2020年までの運用資産残高の成長要因を特定し、その内容を深く掘り下げて
考察する。
1 PwCによる分析（IMFの2018年までの予想に基づく。）
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図1：グローバル運用資産（兆米ドル）
商品

2004年

2007年

2012年

2020年（予測）

グローバル運用資産

37.3

59.4

63.9

101.7

内、投資信託

16.1

25.4

27.0

41.2

内、アクティブ投資

15.1

23.3

23.6

30.8

内、パッシブ投資

1.0

2.0

3.4

10.5

18.7

28.8

30.4

47.5

内、アクティブ投資

17.6

26.5

26.6

35.3

内、パッシブ投資

1.2

2.3

3.9

12.2

2.5

5.3

6.4

13.0

内、投資一任

内、オルタナティブ運用

出典：PwCによる分析（過去のデータはHedge Fund Research, ICI, Preqin, Towers WatsonおよびThe City UKに基づく。）
注：四捨五入により合計は必ずしも一致しない。投資一任にはオルタナティブ運用は含まれない。

PwCの予測はGDPに基づく予測に加え、専門家の意見と業界の動向を加味している。また、欧州諸国と
いくつかのアジアの国々の高齢化および世代間の富の移転も考慮している。
図2：世界名目GDP
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出典：IMF および PwCによる分析
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重要性が高まる南アメリカ、アジア、アフリカ、中東地域（South America,
Asia, Africa, Middle East - SAAAME）

SAAAMEにおける運用資産残高は、2020年まで先進各国よりも早い速度で成長す
ると予測されている。これらの運用資産は、
資産運用業界が活用できる新たな資産プー
ルを形成するであろう。一方、運用資産の大部分は依然として欧州と米国に集中する
ものと見られている。

日本を除くアジア諸国のGDPは、2010年において世界GDPの約18％を占めるが、こ
れらアジア諸国の株式がMSCIワールドインデックスに占める割合はわずか9％であっ
た。2020年にはこれらアジア諸国の世界GDPに占める割合は25％を優に上回る可能
性がある。アジア諸国の成長が、今後MSCIワールドインデックスに反映されれば、相
当量の資金がアジア資本市場に流入するであろう。この資金の流れは重要な資本市場
の一つへと成長が進む中国における人民元の国際化期待も伴い一層強まることが予想
される。

年金基金、個人富裕層（HNWIs）
、ソブリン・ウェルス・ファンド（SWFs）
がAuMの世界的な成長の原動力に
図3：運用顧客別運用資産（兆米ドル）
運用顧客

2004

2007

2012

2020

年金基金

21.3

29.4

33.9

56.5

保険会社

17.7

21.2

24.1

35.1

ソブリン・ウェルス・ファンド（SWFs）

1.4

3.3

5.2

8.9

個人富裕層（HNWIs）

37.9

50.1

52.4

76.9

一般富裕層

42.1

55.8

59.5

100.4

出典：PwCによる分析（過去のデータはCredit Suisse Global Wealth Data Book、SWF Institute、The City UK、OECD および Insurance Europeに基づく。） 
注：四捨五入により合計は必ずしも一致しない。二重計算により、上記の運用顧客別の運用資産合計と商品別の運用資産合計は一致しない。
すなわち、HNWIsと一般富裕層の一部資産が保険会社と年金基金に投資されているため、運用顧客別の資産合計は二重計算がなされている。

資産運用業界は、
2012年において、
年金基金、
ソブリン・ウェルス・ファンド
（Soverign
Wealth Funds - SWFs）、 保 険 会 社、 個 人 富 裕 層（High-Net-Worth Individuals HNWIs）および一般富裕層によって保有される資産全体の36.5％を運用している2。
現状の市場浸透率が継続するものと仮定して、PwCのモデルでは、資産運用業界は
2020年において101.7兆米ドルの顧客資産を運用するものと予測している。さらに資
産運用業界が顧客資産の追加的な獲得に成功すれば、同業界のシェアは2012年レベ
ルより10％高い46.5％まで増加し、世界のAuMは130兆米ドルに達する可能性も見
込まれている。

2 PwCによる分析
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運用顧客別に見た世界の運用資産残高
の成長は、以下の三つの要因がその原動
力となる。
◦SAAAMEにおける一般富裕層と個人富
3
の増加
裕層（HNWIs）
◦多様なアジェンダと投資目的を有する
SWFsの拡大と台頭

図4：2020年の地域別グローバル運用資産予測
= 年複利成長率
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6.0%

120
1.4%

100
16.8%

80

財団基金および寄付基金なども、高齢
者世代が資産の一部を次世代に譲る動き
が継続することに伴い運用資産を増やす
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SAAAMEの台頭は資産運用会社に
とって好機に
PwCが実施した調査の結果、先進諸国
の資産運用会社の40％以上が、SAAAME
をビジネス上最も重要視する地域に挙げ
ている。SAAAMEはグローバルに事業を
展開する資産運用会社に新たな資金プー
ルを提供し、彼らの拠点拡大に大きく
貢献するであろう（本レポート後半で詳
述）
。一方、SAAAMEに拠点を置く多く
の競合資産運用会社の台頭も予想されて
おり、彼らは、グローバル資産運用会社
とのSAAAME地域における競争のみなら
ず、先進国市場においても競争を繰り広
げていくと見られている。
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出典：P wCによる分析（過去のデータはHedge Fund Research、ICI、Preqin、Towers Watson
および The City UK dataに基づく。）

図5：2020年の地域別グローバル個人富裕層資産予測
= 年複利成長率

個人富裕層資産（兆米ドル）
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出典：PwCによる分析（過去のデータは Credit Suisse Global Wealth Data Bookに基づく。）

3 個人富裕層（HNWIs）とは100万米ドル以上の資産保有者を指す。
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2010年から2020年にかけて、全世界でさらに10億人を超える新中
間層が台頭し、歴史上最多の顧客拡大を伴う10年となると見込まれ
ている。
図6：2020年の地域別グローバル一般富裕層資産予測
= 年複利成長率
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■ 北米 ■ 欧州 ■ アジア太平洋 ■ 中南米 ■ 中東およびアフリカ
出典：PwCによる分析（過去のデータはCredit Suisse Global Wealth Data Bookに基づく。）

SAAAMEに お ける一 般 富 裕 層と
HNWIsの成長が原動力に
2012年において一般富裕層4とHNWIs
投資家の資産はそれぞれ59兆米ドルと
52兆米ドルであったが、2020年にはそ
れぞ れ100兆 米ドルと76兆 米ドル へと
成長することが予測されている。一般富
裕層の成長率（年複利成長率6.8％）は
HNWIsのそれ（同4.9％）を上回ると予想
されている。この一般富裕層とHNWIs台
頭の背景には、SAAAMEにおける富の拡
大が挙げられる。例えば、SAAAMEの一
般富裕層の資産は2012年から2020年の
間に倍増すると見込まれている。

全 世 界 の 中 間 層 人 口 は2010年 か ら
2040年の間に180％の成長が予想され、
最 短 で2015年 に は ア ジ ア が 欧 州 に 代
わって世界最大の中間層人口を有する地
域になると予測されている5。2010年か
ら2020年にかけて、全世界でさらに10
億人を超える新中間層が台頭し、歴史上
最多の顧客拡大を伴う10年となると見
込まれている6。拡大する中間層の富は、
若い世代における運用商品への需要を喚
起するであろう。新興諸国では、HNWIs
に加えて中間層が爆発的に増えると考え
られる。拡大する中間層個々の所得は大
きくはないが、計画的、効率的に取り組
めばこれら中間層を広く取り込む大きな
チャンスが生まれるであろう。

4 一般富裕層とは10万米ドルから 100万米ドルの資産保有者を指す。
5 出典：European Environment Agency、OECD Development Centre、PwCによる分析.
注：データは予測値でEuropean Environment Agencyによって2010年11月29日によって最終更新された
ものである。中間層とは日々の出費が購買力平価で10米ドルから100米ドルの世帯を指す。
6 OECD 2010年、Homi Kharas著「The Emerging Middle Class in Developing Countries」
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世界の資本市場において注目を浴
びるSWFsの存在

図7：2020年のグローバルソブリン・ウェルス・ファンド（SWFs）資産予測
= 年複利成長率

SWF資産（兆米ドル）

多くの国々はさまざまなマクロ経済政
12
策、すなわち、経済の安定化（公的予算
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をコモディティ価格の変動から保護する）
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の他、次世代のための貯蓄、社会経済的
8
なプロジェクトへの投資などを目的とし
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て、SWFsを設立している。
6
5.2
昨今多くのSWFsにおいて、特に産油国
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3.3
油価格の高騰、金融の国際化、そして長
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引く世界的な不均衡の結果、海外資産の
急激な蓄積が進んでいる。このトレンド
0
2004
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は次の10年間も継続する見通しである。
今後もSWFsの規模は拡大の一途をたど
出典：PwCによる分析（過去のデータはSWF Instituteのデータに基づく。）
注：これら数値には投資可能資産のみが含まれ、外貨準備や金などは含まない。
り、世界の資本市場でその存在感を増す
であろう。現在5兆米ドル超のSWFsの運
用資産残高は、2020年には9兆米ドルに
図8：2020年の地域別グローバル年金基金資産予測
達する見通しである。
中東地域やアフリカに本拠を置くSWFsは
年金基金資産（兆米ドル）
最も成長が早く、また、アジア太平洋地域
6.6%
70
においても急激な拡大が予想されている。

年金基金は2020年までに57兆米ド
ル規模に拡大
2004年に21.3兆米ドルであった退職
給付資産残高は2012年には33.9兆米ド
ルへ増加した。PwCの予測では、年6.6％
の成長率のもと2020年においては56.5
兆米ドルへ増加する見込みである。
確定給付制度（Defined Benefit - DB）
は21世紀中頃まで続き、その多くが廃止
または終了すると考えられるものの、引
き続き運用資産の大部分を構成するで
あろう。一方、運用資産の増加は、主に
GDP成長率の高い富裕国における確定拠
出制度（DC）から生じることが予想さ
れる。2020年においては、DBは依然と
して主要な制度であるものの規模は縮小
し、一方でDCが退職給付モデルとして
主導的な役割を担うであろう。年金基金
の成長とその地域別の内訳は、図8にま
とめている。
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出典：PwCによる分析（過去のデータはThe City UKデータに基づく。）

年金基金は、退職給付制度により多
くの受給者を組み込もうとする試みのも
と、先進国と新興国双方において運用資
産残高の増大が見込まれている。年金
資産の成長は中南米地域が最も大きく、
アジア太平洋地域とともに年9％超の成
長率が見込まれている。一方、欧米は

依然として最大の運用資産残高を有し、
2020年には北米では30兆米ドル強、欧
州では14兆米ドル近くに達すると予想さ
れている。

PwC アセットマネジメント2020 資産運用業界の展望 11

投資信託は、拡大する中間層顧客の退
職への備えと富の蓄積によって成長を
続けるであろう。他方、投資一任は年
金基金などの機関投資家に加えて、い
わゆる賦課方式から積立方式の年金
制度への移行と併せて成長を続けるで
あろう。

歩調を合わせて成長する投資信託
と投資一任
投資信託と投資一任の年成長率はそれ
ぞれ5.4％と5.7％と予測されている。投
資信託は拡大する中間層顧客の退職への
備えと富の蓄積によって成長を続けるで
あろう。他方、投資一任は年金基金など
の機関投資家に加えて、いわゆる賦課方
式から積立方式の年金制度への移行と併
せて成長を続けるであろう。さらに、投
資一任は急激に富を蓄えているSWFsと
HNWIsの台頭からも成長が見込まれて
いる。

図9：2020年のグローバル運用資産予測
= 年複利成長率
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出典：P wCによる分析（過去のデータはHedge Fund Research、ICI、Preqin、Towers Watson
およびThe City UKデータに基づく。）.
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2
資産運用業界に
対して高まる圧力
資産運用会社の前途は好機に
満ちている。しかし、将来に対
する懸念も存在する。運用資
産の増大が見込まれる一方、コ
ストの増加も見逃せない。資産
運用に係るコストは近年増加の
一途をたどり、2020年におけ
る利幅は経済危機後の現在の
水準を上回らないばかりか、下
回る可能性すらある。現在の利
益率は経済危機前の高水準と
比べ依然として15％から20％
低く、業界アナリストによれば
2020年においてこの水準に戻
るか否か議論の余地を残して
いる。

傾向と検討すべき新たな課題
まず、規制対応、規制遵守にかかるコストは頭打ちになるものの、過去の傾向か
ら見て依然として大きなコストであることには変わりない。

SAAAMEにおいては、資産運用会社はビジネス機会を最大限に生かすために販売
ネットワークや商品開発能力を拡大し、それに伴う業務運営コストが増大する可能
性が高い。

資産運用会社が得る運用報酬は、政策当局および規制当局による調査や、投資家
による透明性、比較可能性確保の要請により、引き続き圧力を受けることが予想さ
れる。

一方、
グローバルに事業を展開する資産運用会社が取り扱う運用商品は、年金基金、
寄付基金、保険会社やSWFsなど多種多様な運用顧客のニーズを満たすべく多様化す
ることが求められる。これらの顧客はオルタナティブ運用を運用戦略の一部として求
めることが今後ますます予想される。グローバル資産運用会社はこの様な要請に応
えるために、運用商品の企画販売において追加的なコストが発生するであろう。

運用会社は、ファンドの販売機会の拡大を的確に捉え、新しい情報技術やソーシャ
ルネットワークによる恩恵を享受し、厳格化する法規制および報告義務に対応する
ためにも、情報技術およびデータ管理への投資に関しては、少なくとも現在の水準
を維持するか拡大することが必要となるであろう。PwCの分析では、今後もオペレー
ションとITへの支出が増大すると見ている。米国では2013年から2014年にかけて主
要なIT投資が一段落すると予想されているが7、欧州では2020年まで投資が継続す
るであろう。

ファンドの販売業者は、2020年まで人材不足に悩まされることが予想される。運
用商品の複雑性が増していること、また、労働集約的な販売体制がとられているこ
とは試練となるであろう。さらに、資産運用会社は、主にベビーブーマー世代のニー
ズの変化に伴い、新たな課題に直面することが予想される。資産運用会社は、運用
顧客の退職後のライフスタイルを支援し、また次世代への資産の移管を促すために、
資産の蓄積というよりむしろその取り崩しを巧みにハンドルする能力が求められるで
あろう。

7 出典：Celent「Wealth Management Spending A Global Perspective」、2012年10月.
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他セクターから資産運用業界への
新たな参入は、過去数十年間大きな変
化のなかった業界構造を揺るがす可能
性がある。新規参入者として予想される
のは、ソーシャルメディアまたはハイテ
ク企業であり、これらが既に有する顧客
ベース、知識、影響力を銀行などとの提
携により組み合わせることにより、魅力あ
る運用商品の提案を行う可能性が高い。
FacebookやTwitterなどのソーシャルメ
ディア企業は、例えば運用商品の販売を
手がけ、さらに、銀行との提携またはバッ
クオフィスサービスプロバイダーの買収
により、統合的な資産運用ビジネスを行
うことが可能となる。同様に、PayPalな
どの第三者決済機関は、既存のバックオ
フィスやミドルオフィス業務に対抗する
ようなオペレーションモデルを提案する
であろう。これらの背景には、一般大衆
が大型ハイテク企業に対し多大な信頼を
寄せていることが挙げられる。
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ファンドの販売業者は、2020年まで人材不足に悩まされることが
予想される。運用商品の複雑性が増していること、また、労働集
約的な販売体制がとられていることは試練となるであろう。

この動きは、中国のオンライン決済会
社であるAlipayが2013年第3四半期に資
産運用業を営む天弘基金管理有限公司を
買収したことからも明らかである。この
買収によりAlipayの顧客は余剰資金を余
額宝マネーマーケットファンドに投資す
ることが可能となった。効率性の面で秀
でたハイテク企業が、低価格でサービス
を提供することにより、既存の資産運用
会社に対するコスト面でのプレッシャー
はさらに高まるであろう。

資産運用会社は今後多くの好機に恵ま
れると同時に、成長著しい多様な競合他
社との競争にさらされることもまた事実
である。

3
一層の規制強化と高まる透明性
2013年には、欧州市場インフ
ラ規 制（European Market
Infrastructure Regulation
- EMIR）
、パッケージ型リテー
ル投資商品（Packaged Retail
Investment Products - PRIPs）
、
金融商品市場 指令（Markets
in Financial Directive MiFID）IIといった一連の投資
運用商品関連規制が欧州にお
いて導入されている。

オルタナティブ投資ファンド運用会社指令（Alternative Investment Fund Managers
Directive -AIFMD）
、譲渡可能証券への集団投資事業指令（Undertakings for Collective
Investments in Transferable Securities - UCITS）V、VI、EMIR、PRIPS、MiFID II、シャ
ドーバンキングシステム、そして米国ドッド=フランク法による投資顧問法の修正－これ
らの法規制は全て、資産運用会社とサービスプロバイダーに対して一層の対応を求める
ものである。これらの法規制は、ファンドの商品性、サービスプロバイダーとの取り決め、
投資家への情報開示、販売チャネル、コンプライアンス、リスク管理などの業務の多方
面において資産運用会社に変更を迫り、場合によってはビジネスモデルの変革をも迫る
ものである。
銀行セクターが今日一定の統制下に置かれたことで、規制当局は次に資産運用業界
に注目している。業界のカルチャー、顧客とのコミュニケーション、新しい規制が適切
に導入され有効に機能しているか、既に調査が始まっている。
この規制当局の動きは2020年まで続く見通しである。資産運用会社も、一層厳しく
なる規制当局からの要請に応じ、各種規制を遵守するため、コンプライアンスにおけ
る人材の拡充が求められるであろう。対応を誤ると罰金や風評面でのダメージといっ
た甚大なコストが生じることになり、業界としてはこれらをなんとしても避けなければ
ならない。
G-SIFIsに関する議論、すなわち、資産運用会社もしくはファンドが金融システムに
重要な影響を与えるか、またはいずれの資産運用会社またはファンドが金融システム
上重要であるかという議論は始まったばかりである。大規模な資産運用会社に課され
ることが予想される追加的な規制は、2020年までには明らかになるものと思われる。
これらの追加的規制は、顧客報告の一層の拡充と、特に顧客資産が危険にさらされる
場合のリカバリープランおよびリソリューションプランの改善にフォーカスしたものに
なると考えられる。
一方、銀行セクターに対する追加的な規制の圧力は、資産運用会社にとっては好機
となることが予想される。銀行におけるレバレッジ解消の動きは2013年から2018年に
かけて継続する見通しであり、これは、欧州中央銀行による欧州主要銀行のバランス
シートに対するストレステストの実施にも起因している。資産運用会社は従来銀行が
支配していた金融分野に今後継続的に進出することになるであろう。
オルタナティブ運用を行う資産運用会社は、
業務範囲を拡大するであろう。すなわち、
プライマリー市場におけるレンディング業務、ディストレスト債権や不良債権を含むセ
カンダリー債権市場への投資、プライマリー市場における証券化商品の発行、オフバ
ランス金融といった分野にまで運用業務範囲を拡大するものと予想される。
銀行が撤退した金融業務分野の空白地帯にオルタナティブ資産運用会社が参入した
としても、投資運用商品に対する規制上の圧力は継続するものと見られる。ポートフォ
リオとリスク情報の開示に係る規制は、ドッド=フランク法およびAIFMDに基づく透明性
要請に始まり、2014年から2016年にかけてシャドーバンキング関連法案に引き継がれ、
2020年においては世界標準が確立するであろう。この一連の流れにおいては、いわゆ
る伝統的資産のみを運用するファンドは、規制対象から外れるとものと予測される。
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年金基金などの機関投資家が、自身のリ
スクレベルを管理するため、また自国の規
制当局への報告義務を果たすために、
ポー
トフォリオレベルのデータ利用は加速し、
これらのデータへの直接的なアクセスはよ
り一般的なものとなることが予想される。

顧客報告に関しては先進国が一歩先んじ
ているものの、アジア各国もこの流れに
追随すると見られている。こうした顧客報
告拡充の要請は、地域間でお互いに比較
評価がなされ、間接的にあらゆる地域に
適用されることが予想されよう。
情報技術の発達により、2020年には規
制当局は、資産運用会社、アドミニスト
レーターを通じ、投資ポートフォリオにリ
アルタイムでアクセスする可能性がある。
リアルタイムのポートフォリオデータは
マーケットデータと相互参照され、資産
運用会社の市場行動や投資商品の適切性
に係る規制当局による監視活動を支援強
化するであろう。
こうしてあらゆる投資活動と運用商品に
おいて完全な透明性が確保されることと
なり、規制、税務、その他のファンド情報
に関する相互共有の網が全世界的に張り
巡らされ、規制を順守できない資産運用
会社は逃げ場がなくなるであろう。さらに
年金基金などの機関投資家が、自身のリ
スクレベルを管理するため、また自国の規
制当局への報告義務を果たすために、ポー
トフォリオレベルのデータ利用は加速し、
これらのデータへの直接的なアクセスはよ
り一般的になることが予想される。
ポートフォリオレベルにまで及ぶ透明
性の拡大要請は、欧州における保険会社
に対するソルベンシー規制により始まっ
たが、今後は米国やアジアにも波及する
であろう。
2013年、スイスが南アフリカやその他
の地域に追随して、年金基金に対して自
国の規制当局へより詳細な報告義務を課
している。DC制度の普及に伴い、今後こ
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のような要請は世界的に広がることが予
想される。
2013年にOECDから「税源侵食と利益
移転（Base Erosion and Profit Shifting BEPS）
」に関する行動計画が公表された。
これをきっかけとして、今後世界各国で一
貫した租税回避防止策実施への動きが続
くことが予想される。グローバルにビジネ
スを展開する資産運用会社は、国ごとにそ
の利益、納税状況および従業員数などの
報告を行うことが一般的になるであろう。
BEPSへの対応の一環として、多くのオ
フショア金融センターは、二重課税防止
条約（Double Tax Treaties - DTT）の締
結に向けて、自国内における経済的実質
に関する判断基準を引き上げることが予
想される。この動きは2013年半ばにモー
リシャスとオランダで始まっている。これ
により資産運用会社のオフショア金融セ
ンターにおける経済的実質と関連する所
得の帰属に焦点が当てられている。資産
運用会社はこれに対応するため、ファン
ドパスポートや国境をまたいだ相互依存
関係を強化し、またはいずれの地域を重
要な活動拠点とするか決定することが求
められるであろう。結果、資産運用会社
は業務を行う地域間の統廃合を進める可
能性が高い。
2014年から2015年にかけてのFATCA
導入に係る懸念は今後和らいでいくであ
ろう。欧州がまずEU預金利子指令（EU
Savings Directive）の改正に伴い、より
包括的な納税状況開示制度を導入したこ
とに始まり、その他の国々もFATCAと同様
の仕組みを導入することが見込まれてい
る。2020年においては、全世界で税務情

報交換協定のネットワークが張り巡らさ
れ、主要なオフショア金融センター全て
が税務データ共有の世界的な枠組みに組
み込まれることが予測されている。
資産運用会社においては、顧客本人確
認とアンチ・マネーロンダリング（AML）
に関するより詳細なシステムの構築が急
務となるであろう。これは、資産運用会社
とファンドの所在地を管轄する税務当局
のみならず、各投資家の居住地における
税務当局に対しても税務情報を自動的に
提供する必要が生ずるためである。各国
のAMLローカルルールにおいては租税回
避（および租税回避幇助）行為がマネー
ロンダリング行為として含まれる可能性も
あるため、資産運用会社の顧客を担当す
るチームにおいては、投資家の資産が租
税回避行為によってもたらされたものなの
か否かを判別するためのトレーニングも必
要となるであろう。
残念ではあるが、国家間の税務システム
の統合には進展が見られないために、資産
運用会社は、潜在的な投資家の税務上の
居住地について複雑な状況を明らかにし、
また運用に伴うインカムゲイン、キャピタ
ルゲインなど、課税対象を税務管轄区ごと
に見極めることが求められている。
詳細なファンドデータは、ポートフォリ
オレベルの情報開示、投資家および規制
当局へのレポーティング、税務情報交換
の全てにおいて求められる。このプレッ
シャーは情報技術面およびデータ面へ焦
点を当てて支出の拡大を迫るものであり、
2020年において資産運用会社にとって大
きな課題となるであろう。

AM 2020：
業界に多大な影響を及ぼす
ゲームチェンジャー
業界関係者はこの新しい動きにどのように対応するべきであるか。PwCは、次の六

資 産 運用業 界は、2020年に つのゲームチェンジャーを分析し対処することにより、業界関係者は今後大きく移り
おいて今日とは著しく異なるラ 変わるランドスケープにおいてもメリットを享受することができると考えている。
ンドスケープの中での業務運営 六つのゲームチェンジャー：
1．資産運用会社は舞台の中央へ
18
を迫られるであろう。
2．ファンド販売における変革−地域、グローバルプラットフォームが主流に

23

3．見直しが進むファンド報酬モデル

25

4．オルタナティブ運用、パッシブ運用、ETFの拡大

27

5．新しいグローバル資産運用会社の出現

30

6．21世紀における資産運用業界

33
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1
資産運用会社は舞台の中央へ

資産運用会社は、長い間、銀
行業界および保険業界の陰に
隠れた存在であった。2020年
においては、その陰から躍り出
て脚光を浴びるであろう。

銀行はこれまで長く金融業界を支配し、これを先導すると同時に革新を続けてき
た。同時に保険会社は潤沢な資産フローの恩恵を常に享受して相当規模の資産運用
業務を担ってきた。これらの金融機関はその規模とロビー活動のスキルを生かし、
政策当局に声を届け、市場構造や政策課題に自らの意向を反映させてきた。
しかし、その影響力は2020年までには減退し、代わって資産運用会社が人口動態
の変化や市場の圧力により舞台の中央に推し出されることが予想されている。なぜ
このようなパワーバランスのシフトは生じるのであろうか。
第一に、世界金融危機を背景に導入された金融規制が銀行および保険会社の負担
となり、これらの金融機関は自己勘定投資とその周辺業務の放棄を迫られることで
ある。資金調達コストの上昇により、資金を提供、再利用するという銀行と保険会
社の能力が大きく削がれる。欧州の銀行だけを見ても、レバレッジ解消の拍車がか
かる中で3,800億米ドル超の資金不足が見積もられている8。こうして生じた空白地
帯に資産運用会社が進出し、世界経済を再興させる取り組みの中心に躍り出ること
が予想される。
第二に、世界規模で高齢化が進み、現在はまだ漠然とした懸念でしかない退職後
の生活やヘルスケアが今後重要な課題となることである。高齢化のスピードには憂
慮すべきものがあり、世界の高齢者依存率は2010年の11.7％から2050年には25.4％
に達すると予想される9。資産運用会社としては、より長期的な財の蓄積や、顧客資
産の蓄積とその取り崩しといった幅広いニーズへの対応が求められる。高齢化に伴
い医療費も上昇することになり、資産運用顧客は（特に米国では）医療費の支払い
に備えて貯蓄、運用を増やす必要に迫られる。人口の7700万人が1946年から1964
年生まれとされる米国では、定年退職後の生活が差し迫った課題となっている10。

8

出典：PwC, De-leverage Take Two: Making a virtue of necessity, November 2013.

9

出典：
‘Old-age dependency ratios’, The Economist, 9 May 2009. 労働年齢（15 ～ 64歳）との対
比で老年（65歳以上）人口を測定している。.

10 出典：Immigration Policy Center.
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高齢化に伴い、ポートフォリオの資産
配分に変化が見られるであろう。顧客は
より安定した収入や、収益を確実に見
込める資産を求めることが予想される。
PwCの調査によれば、資産運用会社はリ
スクが低く安定した利回りを得られる商
品を唯一最も重要な商品と考えている。
しかし、定年退職者に特化したソリュー
ションベースの商品への需要は今後急拡
大することが予想されている。定年退職
者の中には、ヘルスケアより趣味を優先
する人もいれば、生活保障より消費を優
先する人もいる。そうした多様なニーズ
に応えるべく、個々に適したソリューショ
ンや資産配分を用意する必要がある。こ
のようなカスタム型の運用商品は米国と
英国で既に見られるが、他の多くの地域
にはまだ存在しない。退職年金サービ
ス大手TIAA-CREFによれば、米国のライ
フサイクル型ファンドへの平均配賦率は
2005年の1％未満から2011年には22％
に増加している11。2020年においては、
多くの国でカスタム型のリタイアメント
商品が提案されるようになり、また、こ
れが法規制で定められるケースも出てく
るであろう。

図10：地域別の年齢中央値
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図11：国連予測による世界の都市部・農村部人口の推移
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第三に、資産運用会社は、都市部の人
口増加や国境をまたいだ取引の増加に伴
う資金需要を満たすために、資本の調達
と配分を推進する重要な役割を果たすこ
とである。世界の都市人口は、2010年
の36億人から2050年には75％増の63億
人に達すると見込まれている。アジアの
都市部では、
「巨大都市」
（人口1千万超
の都市）がさらに増える。現在23を数え
る巨大都市に、2025年までに新たに14
の都市が加わり、その内の12が新興市場
になることが見込まれている12。
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出典：United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division,
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11 出典：
“ Trends in Premium and Asset Allocations by TIAA-CREF Participants: 2005 – 2011,”
TIAA-CREF Institute Research Dialogue #112, 2013.
12 出典：United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
（2012）
.
World Urbanization Prospects: The 2011 Revision.
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PwCの調査によれば、資産運用会社はリスクが低く安定した利回りを
得られる商品を唯一最も重要な商品と考えている。しかし、定年退職
者に特化したソリューションベースの商品への需要は、今後急拡大す
ることが予想されている。
これがインフラストラクチャーに対する
大きな需要を生み出すものと予想されて
いる。OECDによれば、世界の経済成長を
鑑みると、2030年までに世界通算で40兆
米ドルのインフラストラクチャーに対する
支出が必要になると予測されている。こ
の課題に取り組んだ政策も既に始まって
いる。欧州では2013年、議論の末、欧州
長期投資ファンド（European Long-Term
Investment Funds - ELTIF）に関する制度
案が提出され、これは欧州の資産運用会
社によるインフラ投資を支援する内容と
なっている。インフラ投資の比重は新興
国市場に偏ることになると思われ、新興
国市場の資産運用会社も既にインフラ投
資に対して重点的に取り組み始めている。
第四に、資産運用会社は、莫大な資金
プールの分散を試みるSWFsの活動の中
心となることである。SWFsに対するア
プローチは進化し、より洗練されたター
ゲットを絞ったものとなることが予想さ
れる。SWFsの保有資産の急速な拡大に
伴い豊富な資金プールがもたらされる
が、資産運用会社がこの機会を捉えるに
は、SWFs固有のニーズやタイプにフォー
カスすることが必要である。SWFsは多
様な投資目的、投資文化、投資期間、リ
スク選好を有している。一部の資産運用
会社においては、2020年においてこの
エリアで成功を収め確固たる地位を築く
ために、SWFs個々の専門的な情報の収
集を既に開始している。
資産運用会社には、こうしたトレンド
の恩恵を享受できる明瞭な機会が、持続
的かつ長期的に開けている。2020年にお
いて資産運用会社は、危機に直面した際
の重要なソリューションとして、政策当
局や一般公衆から広く認識されているで
あろう。個々の資産運用会社が業界にも
たらされる恩恵を長期的に享受するため
には、政策当局、規制当局とも率直な意
見交換を行うことが求められるであろう。
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資産運用業界は、より広く社会におけ
る信頼を築いていく必要がある。そのた
めには、資産運用会社の役割とその仕組
みを社会一般の人々に理解してもらうこ
とが必要である。資産運用会社は銀行類
似企業（もしくは影の銀行）ではない。
資産運用会社は、顧客中心の姿勢を見せ
ることにより自分たちが顧客の期待に応
えるばかりではなく、常に顧客の最善の
利益のために行動し、経済社会における
資本の流れと資産の配分を円滑にするこ
とにより、より広い経済社会の期待にも
応え得る企業であることを明示していく
ことが求められている。

資産運用業界は、より広く
社会における信頼を築いて
いく必要がある。そのために
は、資産運用会社は投資家
に対する受託者責任を果た
すと同時に、資産運用会社
の役割とその仕組みを社会
一般の人々に理解してもらう
ことが必要である。

世界金融危機以降の規制強化の流れ
や社会一般の反応を見ると、資産運用会
社は自らの立場を有効に伝える能力を欠
いているように見受けられる。米国以外
においては、資産運用会社が政策提言や
社会的有用性に関する議論を専門に取り
扱うチームに投資するようになったのは、
ここ数年のことでしかない。現在も多く
の資産運用会社においては、そのような
チームに対する投資が不足していたり、
またはチームがより広範なグループ会社
で共有されていたりして、メッセージを
適切に伝えられていない。2020年におい
て資産運用会社は、社会全体に自分たち
の役割を理解してもらい、さらに資産運
用業界を、問題の一部ではなくむしろ問
題解決方法の一部と理解してもらうため、
その目的を明確に発信し、より広くPR活
動に注力するようになるであろう。
そのためのアプローチとして、目に見
える形での行動を起こす必要がある。ま
ず、報道機関などを通じて、業界として
個々の資産運用会社が政策当局や一般社
会との関係構築を目指す取り組みを始め
ることが大切であろう。すなわち、政策
当局やメディアと密接な関係を構築する
のである。また、特定の地域に関する専
門知識やマーケット情報は、地域、投資
家のニーズと地政学的な問題をより深く
理解するために不可欠である。新たな市
場において資産運用会社が成功するため
には、セットアップに際して、投資家、
販売業者、規制当局および政策当局らと
の対話に相当の時間を割くことが重要で
ある。資産運用業界は他の多くの業界よ
りも業務分担が進んでおり、競合他社が
多いこともあり、これは大きな課題とな
る。既存の営業拠点から離れた地域の政
府は、重要な投資パートナーとなる可能
性もあるため、当該政府との交渉のため
にリソースを投入することは特に重要で
ある。密接な協力関係があれば、個々の
国で取られる保護主義的な政策を緩和す
る上での一助ともなり得る。

信頼関係は、ガバナンス体制におけ
るベストプラクティスが確立することに
よってももたらされるであろう。ガバナ
ンス体制の確立は、利害の対立を著しく
改善し、または根本的に排除することに
つながる。政策当局、基準制定主体、投
資家は、信頼関係を尊重し利害が対立す
るような状況を改善するよう努めること
になる。そのことが、資産運用会社と顧
客との関係に影響を及ぼすであろう。す
なわち、資産運用会社は、顧客が期待す
る短期的な運用成果と、プライベートエ
クイティやインフラストラクチャーなど
の長期的な運用資産への不可避的なシフ
トとの間に生じる期待ギャップに、積極
的に対処する必要が生ずる。知識啓蒙活
動への取り組みが、資産運用業界の社会
的な意義をさらに高めるであろう。
上記を達成するには、政策や規制への
対応チームへの投資、地域に留まらない
世界規模での連携、投資家目線と一致し
た利害調整や透明性への明確な取り組み
が必要になる。こうした透明性と利害調
整への取り組みは、運用、商品企画、ファ
ンド販売の全分野にわたり求められるで
あろう。
資産運用業界が、強固な投資家利益に
加えて持続的に社会的価値を提供してい
る、というメッセージを組織的に伝達す
る手段を得れば、2020年においてはこ
の業界はさらに主体性を増すことになる。
このメッセージは、顧客に始まり、国家、
国境を越えた地域レベルまでをターゲッ
トとするものである。2020年においては
業界の努力を通じ、資産運用会社が銀行
や保険会社に次ぐ二次的な存在であると
いう認識は薄れ、主体性のある独自の存
在として見られるようになるであろう。
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こうしたメッセージは系統だったものであり、資産運用業界がもたらす社会的価値に常に焦点を当てたものなければならない。
これは業界のメディアに対するアプローチを変容させる可能性もある。2020年の資産運用会社の決算報告は、例えば次のよう
なものかもしれない。
プレスリリース − InvestmentCo決算報告

決算短信 2020年1月7日
金融業界にとっては今年も困難を伴う一年となりましたが、投資家の皆さまおよび広く社会一般の皆さま双方に焦点を当てた弊社の
取り組みは、多大なるご支援の結果、総額2780億元を超える新たな資金流入を獲得しました。弊社は2014年にリタイアメントソリュー
ション商品を立ち上げて以来、EMEA（欧州・中東・アフリカ地域）と東南アジア地域の約7000万人の定年退職者層に対して平均年率
5％（費用控除後）のリターンを実現してまいりました。弊社の革新的な運用報酬の体系が、定年退職者層投資家に向けて長期的視野
に立ち設計され、またそれがテクノロジーにより支えられていることが成功の鍵となっています。2015年以来、弊社の不動産部門は、パ
ナマ市からプノンペン市まで24の都市と提携関係を結び、これらの都市との協力のもと、これまで総額1400億元を超える官民資金をサ
ステナブルプロジェクトに投資を行うことで大きな成功を収めてまいりました。当該投資は、地域社会に貢献すると共に投資家の皆さま
にもご満足いただける利回りを提供するものです。特に、過去18カ月にわたるラオスおよびグアテマラでの弊社プロジェクトは、400万人
の人々に低家賃住宅を供給し、日用水と電力も提供してまいりました。弊社の中核をなすアセットソリューション業務は事業の成功の鍵
であり、今後も弊社の投資家顧客の皆さま、富裕層顧客の皆さまに多様な投資運用機会を提供してまいります。弊社はこの15カ月間、
さまざまな地域の現地パートナーを通じて200億元を超える堅調な成長を実現するとともに、新たに17の地域に弊社商品を提供いたし
ました。効果的なリスク管理は、弊社が投資家の皆さまに提供するものの中核をなし、個々の投資家のニーズに合わせて提供されると
ともに、社会的、マクロ経済的な影響にも配慮がなされています。また、弊社はガーナおよびパラグアイ両国における新しい年金制度の
創設に際し、両国政府のお役に立てたことを嬉しく思います。今後とも、両国のニーズに的確にお応えするために、弊社のリタイアメント
ソリューション商品を拡張して両国の成長をサポートしてまいる所存でございます。最後に、弊社は、顧客およびより広範な社会的期待
へのコミットメントの結果、株主の皆さまに5％の配当利回りを還元できる運びとなりました。併せて、弊社株価におきましても業界平均
を3％上回る堅実な成長を達成しています。

InvestmentCoについて
InvestmentCoは、全世界で1億人を超える個人、法人の皆さまの投資および貯蓄をお取り扱いする独立系資産運用会社です。現在、
弊社では総額14.3兆元に及ぶ運用資産を、パッシブ運用、不動産、プライベートエクイティを含む幅広い資産で運用しております。弊社
は、投資家の皆さまおよび広い地域社会に貢献することで、株主の皆さまに貢献することを社是としております。
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2
ファンド販売における変革－地域、
グローバルプラットフォームが主流に
2020年においては、
四つのファ
ンドディストリビューションエリ
アが形成され、それぞれのエ
リア内において、国境をまたい
だファンドの販売が行われるで
あろう。これら四つの地域とは
すなわち、北アジア、南アジア、
中南米、ヨーロッパである。こ
れら地域ブロック化の進展に
伴い、地域ブロック間で規制、
取引の連携が図られるようにな
り、販売チャネルに対する資産
運用会社の考え方は変更を迫
られるであろう。

米国は独自の投資会社規制を固持し、地域ブロック化に向けた取り組みに加わる
ことはないと考えられる。一方、左記の4地域ブロック化は進展し、世界規模でのファ
ンド販売の機会は飛躍的に得やすくなることが予想される。さらに地域ブロック相互
間の連携強化は、形成に向けた動きはみられるものの、その確立は2020年を過ぎる
まで待たなければならないであろう。
では、これらの地域ブロックはどのように形成され、その連携はどのように発展し
ていくのであろうか。
まず、中国大陸、香港、台湾からなる広域中華圏における販売規制の統合が進む
ことが予想される。香港、中国大陸間での相互認証が完全に確立され、香港のリテー
ル商品が中国大陸においても販売できるように枠組みが調整されるであろう。台湾
もこの連携に加わるであろう。
東南アジアでは、2020年においてASEAN加盟国全域におけるミューチュアルファ
ンド相互認証の枠組みが確立していることが予想される。ASEANのプラットフォー
ムには当初のシンガポール、タイ、マレーシアに加え、一般富裕層投資家の増加が
見込まれるインドネシア、フィリピン、ベトナムが加わることになるであろう。
北アジアと南アジアでは、2020年においてファンドの地域間のクロスセリングを
促進する取り組みが始まっていることが予想される。2016年にはAPECアジア・ファ
ンド・パスポート構想は実現し、設立加盟国のオーストラリア、ニュージーランド、
シンガポールおよび韓国により最初のファンドが立ち上げられる。また、2020年に
は日本、その他の国がこれに加わることも予想される。結果、2020年においては、
当地域のクロスボーダー・ファンド・パスポート制度は地域間の相互協定の締結を
開始し、これにより準グローバルレベルで統合が進み、アジア全域でのファンド販
売が可能となるであろう。
同時に、中南米では、ほぼ全ての国が相互協定を締結し、協定国のいずれかで設
立されたファンドについては、自国内において一からの登録手続（および登録に伴
う全ての費用とリソース）なしに販売が認められるような仕組みが構築されることが
予想される。
欧州において確立しているUCITSは、欧州域内にとどまらず、アジア、中南米に
おける地域ブロック化を牽引し続けるであろう。2020年においては、SAAAME市場
と欧州の互恵関係も欧州AIFMDモデルの互恵関係を基礎として急速に進展し、欧州
においてEU域外のオルタナティブファンドの流通が可能となることが予想される。
AIFMDについては2013年において既に70件を超える覚書（MOU）が欧州証券市場
監督局（ESMA）によって署名されている。
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地域ブロック化の動きが、即時にファ
ンドへの資金流入を産み出すわけではな
いが、グローバルプラットフォームは、
時間をかけて着実に浸透していくであ
ろう。今日唯一の地域プラットフォーム
であるUCITSは、設立当初はそこまでの
広がりは見せなかったものの、運用資産
はその後堅調に増加した。1988年の指
令導入以来、UCITSは、欧州における運
用資産の41％、売上の50％超を占める
までに成長している13。UCITSの事例は、
他の投資ファンドにおいても、これがク
ロスボーダー化、グローバルディストリ
ビューションを進めるにあたっての参考
となるであろう。2020年において、欧州
はより広い地域のファンドマーケットに
欧州市場を開放する機会を有している一
方、保護主義的な政策が取られないこと
が望まれている。2014年においてはそ
の懸念も認められるが、長期的にはその
ような懸念は払拭されるであろう。
ファンドボーダレス化の恩恵を享受で
きる地域は、長期安定的なフレームワー
クを持ち、ファンド業界のグローバル化へ
の貢献を示すことのできる地域である。こ
れらの地域に含まれる国は、主要なファン
ド所在国であるアイルランド、ルクセンブ
ルクの他、さらには香港、シンガポールも
含まれている。これらは、国内の市場規模
が小さいために自国において解決すべき
課題を一定範囲に留めることができ、かつ
業界に精通したリソースを提供するため
の取り組みにおいて、一定の定評を得て
いる国である。一方、システミックリスク
（経済や金融のシステム全般に影響を及ぼ
す世界的なリスク）に対する注目が強まっ
ている今日にあっては、このような立ち位
置にあることは、その代償として、諸外国
の規制当局からより一層の調査対象とな
る覚悟が必要となる。ケイマン諸島やア
ンティル諸島など、従来のオアショア地域
の一部は、より管理された安定的な地域
として再編され、地域ブロックとしてはメ
13 Source：EFAMA.
24 PwC アセットマネジメント2020 資産運用業界の展望

ルコスールブロックと一体化する可能性も
ある。ロンドン、ニューヨーク、フランク
フルト、パリなど、これまで資産運用会社
のハブとなってきた都市は、今後も資産
運用業界に強い影響力を持つが、それも、
世界の資産情勢のシフトと新たな資産運
用拠点の出現に伴い変化するであろう。
今後形成されてゆく巨大なグローバル
プラットフォームは、小回りが利かない
上、特定の限られた地域に活動が集中す
るかもしれない。しかしそれも、各々地
域の市場規模と市場へ商品を投入するス
ピードにおけるメリットが存在すること
で釣り合いが保たれる。資産運用会社は、
いずれの地域市場へ参入するか、また参
入するに当たって各々の地域に合わせた
ファンドプラットフォームの確立と商品
設計に関して、早い段階での決断を迫ら
れるであろう。
資産運用会社は、事業展開先の全ての
国、地域で政策当局や基準設定主体と緊
密な関係を構築するため、現地に赴く必
要がある。多くの国、地域では、国際的
な基準制定主体からの圧力などもあり、
規制レベルの連携が強まると予測される
ものの、一部の地域はその固有性を維持
すると見られる。これに対応するために
資産運用会社が必要とする人材は、今日
現地海外で業務に従事している人材とは
異なる可能性もある。既往の職務遂行能
力に加え、政治的な交渉力や多様な文化
に関する知識、理解といったソフトスキ
ルも求められるであろう。
クロスボーダー化の進展に伴う市場の
拡大は、SAAAMEを拠点とする新興資産
運用会社にとっても成長の機会となり、
新興資産運用会社はSAAAME市場おいて
のみならず、先進諸国市場においてもグ
ローバル資産運用会社と争うことが予想
される。資産運用業の金融ビジネスにお
ける重要性が高まるにつれ、業界にはよ
り多くの参入者が現れるであろう。

3
見直しが進む
ファンド報酬モデル
2020年においては、ファンドが販売されている全ての主要国、地域において、ファ

今日ほぼ全ての市場において、 ンド販売に係る規制が導入され、ファンド最終受益者の利害調整が図られるであ
販売、運用に係る報酬をなん ろう。その多くは、英国のリテール投資者向け金融商品の販売方法に関する見直し
（Retail Distribution Review：RDR）や MiFID II に見られるように、資産運用会社か
らかの形でファンドに埋め込ん らファンド販売業者への支払いを何らかの形で制限するものとなることが予想され
だ報酬モデルにより運営されて ている。これらは、資産運用会社の透明性確保に対する圧力となり、業界の費用構
おり、ファンド販売業者と投資 造にも大きな影響を与えるであろう。
RDRは、リテール投資家のための「公正な取引」という考え方に基づき、透明性
家との利害に齟齬を生じさせ の確保、価値と費用の対応の適正性の向上を図るために、2006年に検討が開始され
ている。欧州の報酬制度や日 たものである。その後RDRは、投資家がファンドの購入に際して、独立の金融アド
バイザーを利用する場合に生ずる可能性のある利益相反を解消する目的で、2012年
本でも見られるアップフロント
12月に英国で導入された。英国規制当局は、ファンドアドバイザーの中には、自身
報酬などがこれに該当する。
に最大の手数料が取れるファンドに顧客を誘導する者がいると考えた。 つまり、投

資家は必ずしも最善の投資アドバイスが得られるとは限らなかったのである。新しい
規制により、アドバイザーは顧客に請求する報酬体系を開示することが義務付けら
れている。
RDRは、現在特に欧州で広く採用されているが、その他の地域でも広がりを見せ
ている。インド、オーストラリアでは両国それぞれのRDRが既に策定されており、
スイス、ドイツ、イタリア、南アフリカでも検討が始まっている。2020年までに、
RDRあるいはこれと類似の報酬モデルと開示規定が、アジアを含む全ての主要市場
で適用されることになると考えられる。
これにより、資産運用会社に以下のような影響があると考えられる。
◦資産運用会社は、一般富裕層顧客に対しては、より多様なサービスモデルを提供
することが一般的となるであろう。今日多くの資産運用会社にとって、リテール投
資家へのサービスは費用が掛かり過ぎているため、今後はより自主性の高い投資
を促すサービスを廉価で提供する可能性が高い。一方、ホールセールのファンド
プラットホームや上位富裕層顧客を指向したサービスの質の向上も見込まれる。
◦一般富裕層顧客を対象としたサービスについては、オンラインでの直販プラット
フォームを通じて、投資家の自主性がより高まるであろう。
◦多様な運用モデルの中、かさむコミッションを全て省けるということで、低廉な
モデルが勢いを得るであろう。
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◦信託報酬に連動する販売手数料を徴収
なわち、彼らは高い収益機会を提供し
できなくなれば、販売業者は増分収益
つつ、その費用レベルを従前よりも低
の見込みがない経費率の高いファンド
く抑えられるためである。
を販売するインセンティブがなくなり、 ◦金融教育の取り組みが増進されるであ
パッシブ運用、ETF（上場投資信託）
ろう。これは、資産運用会社にとって
などの低コストファンドに市場が開け
はブランド確立の手段となり、また販
ていくであろう。
売業者にとっては、アドバイスの価値
◦販売業者がストラテジーの説明にかけ
を説明する手段となる。
る時間を減らすため、投資運用戦略を
簡単に説明できる商品が有利になるで
規 制当局は、RDRからさらに一歩進
あろう。
んで、報酬全体を規制することも考えら
◦販 売業者と資産運用会社が協力して れる。インドでは報酬上限額が設定さ
説得力のある総合的な価値を提案する れており、英国では金融行為監督機構
ことにより、ターゲットが明確な投資 （Financial Conduct Authority - FCA）が、
家のニーズに基づいた商品が業界標 報酬レベルの検査を行っている。欧州議
準となるであろう。オルタナティブ商 会では最近、信託報酬に関して欧州全体
品を扱う資産運用会社においては、よ を対象とした監査機関の設置が提案され
り広範なDCマーケットとリテールマー ている。規制当局間では既に比較分析を
ケットに参入するチャンスとなる。す 始めており、2020年においてはこの影
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響が世界に波及し、報酬規制に関する世
界的なコンセンサス形成もかなり進行し
ていることが予想される。ファンド商品
のバリューチェーンの解体が進むにつれ
資産運用会社の利幅は減少し、規模と経
営効率が重視されるようになるであろう。
多くの国では、これらの改革は単にそ
のような方向に指向しているというだけ
であるが、その詳細は今後数年のうちに
明らかとなるであろう。しかし、そのメッ
セージは明確であり、“コストは非常に重
要であること”、“透明性が鍵であること”
そして “この環境に一早く適応した会社
が2020年の勝者となること” が予想され
る。

4
オルタナティブ運用、
パッシブ運用、ETFの拡大
オルタナティブ運用、パッシブ運用は急成長し、2020年にはポートフォリオにお

運用資産の増加が、投資戦略 いて重要なコンポーネントとなるであろう。2020年においては、オルタナティブ運
14
や運用スタイル全般を押し上げ 用とパッシブ運用併せて運用資産合計の35％を占めることが予想されている 。パッ
シブ運用にはETFや他のインデックス連動ファンドが含まれている。また、オルタナ
ることにより、伝統的なアクティ ティブ運用には主にヘッジファンド、ヘッジファンド類似商品、プライベート・エク
ブ運用は引き続き業界の中核 イティ・ファンド、不動産投資ファンドが含まれている。
であり続けるであろう。とはい パッシブ運用は2020年において22.7兆米ドルに達する見込みである
え、伝統的なアクティブ運用の
パッシブ運用は、機関投資家、個人投資家双方の需要により増加が見込まれている。
投資家がより低い運用報酬や市場に連動したマーケットエクスポージャーを求め
成長は、パッシブ運用やオル
てパッシブ商品への投資分配を増加させていることに伴い、最近業界で観測されて
タナティブ運用と比べると鈍化 いるアルファとベータの分離は今後ますます加速していくと予測される。
し、運用資産全体における伝
過去5年間の世界のトップ10資産運用会社に関する分析によってもこの動向は確
認されており、過去数年においてはVanguard
がそのパッシブ商品重点戦略のもと最
統的なアクティブ運用の割合は
も顕著な成長を見せている。iSharesにより大きく成長したBlackRockがそれに追随
縮小すると見込まれる。
している。
図12：世界の資産運用額におけるアクティブ、オルタナティブ、パッシブの割合
資産運用額 2012（兆米ドル）

資産運用額 2020（兆米ドル）
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14 出典：PwC analysis based on Hedge Fund
Research, Preqin, ICI, Lipper, Towers
Watson and The City UK data.
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出典：P wC analysis. Past data based on ICI, Lipper, Hedge Fund Research, Preqin, The
City UK and Towers Watson.
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アクティブ運用とパッシブ運用を組み
合わせたコアサテライト戦略の増加によ
り、アルファとベータの分離が明確にな
り、投資家はパフォーマンス特性につい
て一層の透明性を得ることができるであ
ろう。
ヨーロッパではRDRやMiFIDⅡの導入
が、ほぼ間違いなくアクティブ運用に対
する障壁となり、結果として米国に追随
してパッシブ運用が拡大すると考えられ
る。パッシブ運用はまた、規制に基づく
制約、コストの透明性に対する要請、そ
して最終的には、ハイリターンとローリ
スクを求めてポートフォリオの分散を図
る投資家の志向に合わせて、今後ますま
す成長するであろう。
ETF商品の洗練も進み、ETFの利用機
会も拡大するであろう。例えば、機関
投資家は特定のアセットクラスや特定
地域のエクスポージャーへ投資するた
めにETFを活用する他、個人投資家にお
いても既存のミューチュアルファンドや
UCITSを利用したアクティブ運用、パッ
シブ運用の代替として、低廉なETFを採
用することが考えられる。
パッシブ運用はまた、ファクター投資
といった、この領域におけるイノベー
ションによっても促進されるであろう。
Morgan Stanley Capital International
（MSCI）によれば、
ファクター投資はパッ
シブとアクティブの間の “第三の道” で
あり、今後さらに注目を集めるであろう
と言われている。ファクター投資は、ア
クティブ運用を行う資産運用会社にとど
まらず、高度に洗練されたパッシブ運用
を行う機関投資家や、より大きなリテー
ル市場にまでその領域を拡大することが
見込まれている。
グローバル資産運用会社の多くは、成
長 著しいETFに対する需 要に応えるべ
く、2020年までに多くのETF商品を提供
するであろう。これはパッシブ運用、ア
クティブ運用の双方をカバーし、さら
にはオルタナティブ運用に対する需要
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図13：2020年 世界のパッシブ運用資産予測
パッシブ運用（兆米ドル）
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グローバル運用会社の多くは、巨大かつ成長著しいETFに対する需
要に応えるべく、2020年までに多くのETF商品を提供するであろう。
これはパッシブ運用、アクティブ運用の双方をカバーし、さらにはオ
ルタナティブ運用に対する需要にも迅速に応えるものである。
は、HNWIsやSWFs市場において顕著な
成長が見込まれ、一方、伝統的なDBプ
ラン、財団基金や寄付基金において増加
は緩やかであると見込まれている。DC
ファンドではアルファへの要求が一層高
オルタナティブ運用は2020年に
まり、オルタナティブ運用の比率が高
13兆米ドルに達する
まるであろう。国家介入の程度とスピー
欧州におけるオルタナティブUCITSや ドが不明確な状況においては、機会や
米国におけるオルタナティブ・ミュー 影響は不確実であり、結果、経済活動
チュアル・ファンドなど、一定の規制ビー 全般や、融資を含む銀行の活動は鈍化
クルが規制当局の認可により幅広く販売 する。規制が変わろうとしている時に
され、個人投資家を含む広範な投資家 は、多くの投資家は様子見に入る傾向に
がオルタナティブ運用を行うことが見 ある。一方、リスク許容度の高い投資家
込まれている。オルタナティブ運用は はさらに大きな賭けに出る傾向がある。
とりわけ先進国市場における機関投資 これが勝者と敗者の分かれ目となる。機
家や個人投資家において、一層の注目 関投資家は流動性プレミアムを求めて、
を浴びるであろう。オルタナティブ運用 非流動的なリスクリターン特性を有する
にも迅速に応えるものである。ETFに係
るオペレーションコストは低く、運用会
社には一層の利益がもたらされるであ
ろう。

オルタナティブ運用へのアロケーション
を増加させるであろう。オルタナティブ
運用は、今後2020年までに年間9.3％の
成長を遂げて13兆米ドルに達すると見込
まれている。
オルタナティブ運用は一部の例外を除
き、全面的に規制されることになるであ
ろう。いずれのオルタナティブストラク
チャーも、いずれの販売チャネルにおい
ても、規制当局の監視外での活動は認め
られなくなるものと予測される。
2020年においては、世界の一部では、
現在でいうところのオルタナティブ運用が、
「オルタナティブ」という言葉がもはや一般
的な使い方ではなくなるほど主流となって
いるであろう。投資家が、アルファとダウン
サイドリスクへのプロテクト効果を見込める
ストラテジーを求める結果、オルタナティ 図14：2020年 世界のオルタナティブ資産予測
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オルタナティブ運用は一部の例外を除き、全面的に規制されることに
なるであろう。いずれのオルタナティブストラクチャーも、
いずれのディ
ストリビューションチャネルにおいても、規制当局の監視外での活動
は認められなくなるものと予測される。

PwC アセットマネジメント2020 資産運用業界の展望 29

5
新しいグローバル資産運用
会社の出現
2020年には新しい資産運用会
社が生まれるであろう。それは
より効率的なプラットフォーム、
顧客ごとにターゲットを絞った
ソリューション、強固で信頼さ
れたブランドを有する。この新
しい資産運用会社は従来の伝
統的な運用会社からのみなら
ず、オルタナティブ運用を行う
大手運用会社の中からも出現
する可能性がある。
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この新しい資産運用会社の出現には、以下の様な背景が存在する。
◦新たな地域経済圏とこれら経済圏にサービスを提供するファンドプラットフォー
ムが出現することにより、コスト、規模および効率性がこれまでにない高いレベ
ルで要求される。これらの要求に対応した洗練・統合されたプロセスを有するこ
とがグローバル市場での成功の鍵となる。
◦スケールメリットが従来にも増して重要となる。一部の大手資産運用会社は、世
界全ての主要な市場と販売チャネルを掌握するメガ資産運用会社になると見られ
る。同様にオルタナティブ運用を行う大手運用会社も、今後グローバル資産運用
会社として運用商品と販売チャネルの一層の拡充を図ると考えられる。
◦世界的に運用報酬に対し圧力がかかる中、資産運用会社は規模の拡大をさらに推
し進めることになる。販売手数料に頼る仲介業者は減少し、その影響力が後退す
ると見られ、資産運用会社はよりコストの低い販売チャネルとの提携を進めるな
ど、独自の販売能力を展開、拡充する必要が生じる。結果、資産運用会社は、顧
客との距離をさらに縮めることとなる。
◦規模の拡大を目指す上でブランド力が重要な役割を担うこととなる。資産運用会
社にとって、ブランドはAUMの獲得だけでなく自社の資本調達のためにも重要と
なる。2020年以降のメガ資産運用会社、これを目指す資産運用会社は、規模拡大
のために資本市場において定期的に資金調達を行う必要が生じるであろう。これ
を実現するためには、世界中の主要な市場において認知されるブランド力が必要
となる。
◦同様に、オルタナティブ運用を行う大手運用会社も、グローバルに規模を拡大す
るために資本市場の利用や他社との戦略的な提携が不可欠となるであろう。これ
らオルタナティブ運用会社は、メガ資産運用会社と同等水準の認知度は不要であ
るものの、主要なマーケットや販売チャネルを通じてより高いブランド認知度を
獲得することが望まれる。

2020年の世界において強固なブランド力と投資家の信頼を獲得でき
るのは、投資家、規制当局、政策当局が注目するような過ちを犯さな
い資産運用会社である。
◦先 進諸国とSAAAMEの両市場で認知
度の高いブランドを有する資産運用会
社はごくわずかである。これは例えば
銀行業界、消費財業界、自動車業界と
は対照的である。メガ資産運用会社モ
デルが出現すれば、多くの資産運用会
社は世界中で認知され信頼されるブラ
ンドを確立する機会を得るであろう。
◦2020年の世界において強固なブラン
ド力と投資家の信頼を獲得できるの
は、投資家、規制当局、政策当局が注
目するような過ちを犯さない資産運用
会社である。そのためにフロント、バッ
クおよびミドルの全てのオフィス機能
が強化されるであろう。さらに、投資
家に対するレポーティングとその透明
性（正確性、網羅性、評価の妥当性と、
それらに対する第三者による保証を含
む）や、国地域ごとのレポーティング
の重要性が増すであろう。加えて資産
運用会社は最新の情報技術を活用する
ことによって、
重要顧客を特定、
分類し、
より強固な関係を構築することが求め
られる（次節参照）
。
◦規模の拡大とメガ資産運用会社モデル
へのシフトは、規制環境のグローバル
化によっても推し進められるが、これ
は小規模な資産運用会社にとっては参
入障壁となる。一方、市場にはローカ
ルマーケットのスペシャリストとしての
道も残されており、伝統的運用、オル
タナティブ運用、ハイブリッド運用の
いずれであってもメガ資産運用会社と
提携することが可能である。今後も特
定の市場とアセットクラスに特化した
資産運用会社は存在し続けるであろう。
しかしこれらスペシャリストと、グロー
バルに業務を展開するメガ資産運用会
社とのギャップは、一層広がっていく
可能性が高い。
時代の最先端を行く新しい資産運用会社

にはいくつかの共通点が認められる。
◦新しい人材を引き付けて能力を開発す
ることが、競争力を維持強化するため
に最重要課題となる。人事戦略は今
後重大な役割を果たし、2020年にお
いてはこれが進化して、多様なスキル
セットを備えた人材を確保するために
ソーシャルメディアを大規模に活用す
るなど、革新的なリクルートテクニッ
クを備えるであろう。また、大学など
の教育機関と提携し、キャリアを成功
に導くようなスキルセットを身に着け
られる学習コースを開発することも求
められる。
◦一 歩先を見据えた資産運用会社にお
いては、主要な新興市場で現地採用を
開始し、彼らを組織内で育成し統合を
進めた後に、再び現地市場に展開させ、
新しい業務戦略の実行に生かすであろ
う。一例として、アフリカや中国にお
いて、採用育成のために地域の拠点を
活用し、将来のリスク・ポートフォリ
オ・マネージャー、現地の販売責任者、
コンプライアンス責任者、経営責任者
を教育することが考えられる。
◦資産運用における運用報酬モデルは運
用会社のニーズではなく、投資家ニー
ズと整合したものとなるであろう。例
えば、年金基金とHNWIs向けのポート
フォリオを運用する資産運用会社は、
業務毎に異なる報酬体系を設けること
になる。年金基金に対しては一定の報
酬ベースを基本とし、長期的なリター
ンには追加報酬を設定し、反対に過度
なリスクに対しては報酬を減額する。
一方、HNWIsに対しては（比較的）低
い報酬ベースを設定し、短期的な超過
収益にはより大きな成功報酬を設定す
ることが考えられる。結果として、資
産運用会社の報酬は透明性を増し、こ
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れがファンド販売、投資家とのコミュ
ニケーションの鍵となる。このように、
投資家は自身の利害が運用会社の利害
と合致していることを認識することに
なる。さらに、運用以外のパフォーマ
ンスもより重要性が増すであろう。資
産運用会社は従業員、チームに対する
評価、インセンティブの付与において、
顧客満足度、サービスの品質、チャン
スの活用、革新的なアイディアなどに
基づいて行うようになるであろう。
◦情報技術が全社的に柔軟に活用され、
これにより資産運用会社はスケールメ
リットの享受、顧客ニーズの把握、レ
ポーティングの改善が図られるであろ
う。さらにSAAAME地域で起こると思
われるアウトソーシング革命は、同地
域に大型資産運用サービスプロバイ
ダーを出現させるであろう。この勢力
は2020年以降、既存のグローバルサー
ビスプロバイダーと競争を繰り広げる
ことが予想される。
◦社 会一般の信頼を勝ち取ることも資産
運用会社の課題である。資産運用会社
がもたらす社会的価値を広く一般に理解
してもらうことが必要である。資産運用
業がサステナビリティなどの社会的施策
や退職後に備えたアドバイスなどにおい
て、具体的な回答を示すことが求められ
ている。

資産運用会社は従業員、チームに対する評価、インセン
ティブの付与において、顧客満足度、
サービスの品質、チャ
ンスの活用、革新的なアイディアなどに基づいて行うように
なるであろう。
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6
21世紀における資産運用業界

資産運用はバーチャルなビジネ
スであるが、比較的ローテクな
インフラの上に成り立っている。
2020年において情報技術は、
顧客との関係構築、既存顧客
および潜在顧客に関する情報
のデータマイニング、業務効率
化、法規制および税務上のレ
ポーティングなどの面で、業務
上不可欠な要素となるであろう。
同時にサイバーリスクが業務リ
スク、市場リスク、そして運用リ
スクと並んで業界における主要
なリスクの一つとなるであろう。

一人一人の顧客に向けたシームレスで統合的かつカスタマイズされたソリューショ
ンに対する要求の高まりが、資産運用会社における情報技術の革新を促すであろう。
戦略的な情報技術の導入が今後ますます活発になり、2020年には資産運用会社の多
くがチーフデジタルオフィサー（CDO）を設置し、
これら情報技術の導入を加速させる。
トップクラスの資産運用会社では既にこのような動きが見られる。
現在、資産運用会社の40％は、自社のホームページ運営以外にソーシャルメディ
アに積極的な取り組みは行っていない15。ソーシャルメディア、携帯電話、その他の
モバイルデバイスなどの情報技術は、顧客情報の収集や特定に重要な役割を果たし、
投資家のニーズに適した商品の企画やより多くの顧客との接点を持つことを可能と
する。資産運用会社における次のステップは、ソーシャルメディアを通じたソーシャ
ルリスニングであろう。
2020年には資産運用会社はソーシャルメディアを通じたデー
タマイニングとオンライン上のユーザー行動から顧客ニーズを知ることができ、タイ
ムリーな運用商品やサービスの提供が可能となる。これはデジタル・インテリジェン
ス・インフラストラクチャー、すなわち、モニタリング、ダッシュボード、プロセス
フローなどと統合された顧客管理（CRM）システムによって実現するであろう。資
産運用会社は、顧客ニーズに合致した運用商品を提供することにより、より多くの
新規顧客の獲得や既存顧客とのより深い関係の構築が可能となる。
ビッグデータの重要性は増し、資産運用会社はこれにより顧客理解を深め、運用
商品、価格、リスク、財務データなど一連の情報を自社の経営陣および営業部門に
円滑に集約するであろう。例えば、グローバルクラウドコンピューティング市場は
2011年の410億米ドルから2020年16には2410億米ドルへと成長が予想されている。
小売業界では顧客のニーズを把握するためにビッグデータの重要性が早くから認識
されていたが、資産運用業界でも同様に広がりを見せることが予測される。
資産運用会社は引き続き業務面で効率的な組織をつくり上げるであろう。2020年
において情報技術は投資家顧客に関するより詳細な管理機能を提供し、コスト効率
化の面で主要な役割を果たすことになるであろう。情報技術へのグローバルアクセ
スの増加に伴い、情報技術システムに対するセキュリティーとプライバシーの確保
と、正確でタイムリーな情報の提供が求められる。情報技術が持つ柔軟性と拡張性
により、資産運用会社は投資家、規制当局、税務当局などに対する情報開示の正確
性と完全性を実現できるであろう。結果、今後数年間に増加すると予測される複雑
な税務および法規制上のレポーティング義務の遵守が円滑になると考えられる。情

15 PwC、
「#Social Media Studies, Asset Management in the Social Era」2013年6月.
16 出典：Forrester、
「Information Archiving And Governance: A Market In Transition」2012年8月.
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資産運用会社とベンダーとの合
併やジョイントベンチャーも考
えられる。クラウドコンピュー
ティングは、固定的なＩＴコスト
を大幅に低減させるであろうし、
また、セキュリティー面の懸念
も徐々に解消されるであろう。

報技術は必要不可避のコストであるが、
一方で、特にテクノロジーソリューショ
ンをアウトソースした場合には、資産運
用会社の全体的なコストを低減させる効
果が期待できる。サービスプロバイダー
にとって、2020年における競争環境は
熾烈を極めるであろう。最高水準の情報
技術サービスの提供と積極的な投資によ
るサービスの拡充をできるサービスプロ
バイダーのみが生き残る可能性が高い。
運用報酬に対するプレッシャーの高ま
りとパフォーマンスの不確実性が存在す
る中、フロント、バックオフィス機能双方
において効率化は避けては通れない。こ
れにはベンダーとの密接な連携と、ベン
ダーと接続するための情報技術が不可欠
である。資産運用会社とベンダーとの間
で合併やジョイントベンチャーが実現す
ることも考えられる。クラウドコンピュー
ティングは、固定的なITコストを大幅に低
減させるであろうし、また、セキュリティー
面の懸念も徐々に解消されるであろう。
風評リスクの回避に注目したリスク商品
は、多くの機関投資家、特に年金基金と
寄付基金において、非主力戦略から主要
なポートフォリオ構成要素へと成長すると
予想される。最近では天然資源に係るリ
スク、とりわけ天然資源の不足に対する
意識の高まりから、運用商品に対する需
要と運用方針に変化が見られる。資産運
用会社の顧客において、これらのリスク
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が重要性を増すに伴い、資産運用会社も
注意を払うようになるであろう。資産運
用会社は、いずれ天然資源に係るリスク
をその他のリスクと同等に扱うようにな
ることが予想される。
資産運用業界におけるスケールメリッ
トは、他業界の巨大企業にとっても魅力
的である。中国では既にこの動きが顕在
化している。2013年にAlipayが余額宝と
いうオンラインマネーマーケットファン
ドを立ち上げ、これにより天弘基金管理
有限公司は中国第2位の資産運用会社と
なった。ハイテク企業の関連企業がカス
タマイズされた運用商品を提供したこと
が、一般大衆から強い信任を得て成功を
収めたのである。
最近PwCが実施した調査によれば、
ファ
ンド販売におけるモバイル技術の利用ま
たはコミュニケーションが重要か否か、
資産運用会社の4分の1以上が判断に迷っ
ているという回答であった。PwCは顧客
ニーズと資産運用会社の情報技術利用の
遅れとの間に存在する期待ギャップが、
資産運用業界への新たな参入者にチャン
スを与えていると考えている。新規参入
者として予想されるのは、ソーシャルメ
ディアまたはハイテク企業であり、これら
が既に有する顧客ベース、知識、影響力
を銀行などとの提携により組み合わせる
ことにより、魅力ある運用商品の提案を
行う可能性が高い。Google、Facebook、

Twitterなどのソーシャルメディア企業、
Apple（iTuneを擁する）やAmazonといっ
た商品プロバイダーは、例えば、フロン
トオフィスサービスを提供し、バックオ
フィスサービスプロバイダーとの提携も
しくは買収を行うことにより、統合的な資
産運用サービスを提供することも考えら
れる。
2020年においては、情報技術がさらに
注目を浴び、データが最大限活用されるこ
とにより、
カスタマイズされたインタラクティ
ブな新商品が生まれるであろう。

展望：
Weiと資産運用業界
Weiは適切なポートフォリオを
構築し、息子の海外留学を実
現させるという夢を叶えられる
であろうか。その答えは定かで
はない。しかし、Weiや彼女と
同じ境遇の何百万という世界中
の投資家が、自らの夢を実現
するために資産運用業界に頼る
ということは確かである。資産
運用業界は彼女たちの期待に
応えなければならない。

今後、資産運用業界には、これまでにない莫大な資産が流れ込むことになり、資
産運用会社はこれらの資産を業界全体として最善を尽くして運用する責任を負うこ
とになる。資産運用会社は投資家に提供する価値を明示し、同時に運用報酬と運用
コストの完全な透明性を確保することが求められる。また、Weiの様な投資家に対し、
自らが提供する投資商品とソリューションについて啓蒙していくとともに、それらを
ポートフォリオ上でどの様に組み合わせるかも併せて提示していくことが不可欠とな
る。同時に、投資家のニーズに応じてカスタマイズしたソリューションを提供してい
くことも、投資家の信頼を勝ち取る上で必要不可欠となる。
資産運用会社には、社会にプラスの影響をもたらすこと、また、自らが社会のた
めに力になるとの明確なメッセージを投資家と政策当局に対して伝えることが求めら
れている。資産運用会社は、投資家と政策当局に対する責任を他の誰にも委ねるこ
となく果たさなければならない。
同様に、資産運用会社は、絶えず変化するランドスケープを的確に把握し、かつ
変化を積極的に受け入れて投資家のニーズに応えることが成功の鍵となる。資産運
用会社として成功するためには上述の六つのゲームチェンジャーをそれぞれ考慮し
なければならないが、同時にこれらが互いに関連しているという事実も理解しておか
なければならない。ゲームチェンジャーに対応する優れた戦略を策定するためには、
多大なる深謀遠慮を要するであろう。2020年にそしてその先の未来まで資産運用会
社として成功し続けるためには、盤石な定石など無いのである。
将来にも成功を収める資産運用会社は、既に行動を開始している。首尾一貫した
戦略を携え、クライアントのために常に誠実に行動する資産運用会社は、やがて強
固なブランドを手にし、2020年において、成功を収めているのみならず、顧客から
勝ち得てきた信頼を高水準で保ち続けることにも成功しているものと確信している。

資産運用会社には、
社会にプラスの影響をもたらすこと、
また、
自らが社会のために力になるとの明確なメッセージを投資家
と政策当局に対して伝えることが求められている。
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