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資産運用を変革する必要があることはもはや言うまでもなく、重要なのは、どう変革すべきか、またどうす
れば業界にいる全てのステークホルダーのために長期的価値を創出できるかということです。

2020年は資産運用会社にとって困難な 1年となりました。ここ数年、資産運用業界の構造的な転換へ
の圧力が強まる中、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによって深刻な混乱が引き起こされ
たためです。今後 5年間で変化のスピードは加速し、コストを削減して成果を拡大することが各社に求められるよ
うになるでしょう。

こうした脅威に直面しつつも、資産運用会社は驚くべきレジリエンスを見せています。しかし、世界的な見通しの
変化や投資家の需要の変化に対応するための、業界の長期的な取り組みはまだ始まったばかりです。資産運用業
界は、その目的や社会における位置付けを業界全体として再考する必要があります。また資産運用各社において、
アジリティ（迅速性）、成長の見通し、目的意識を向上させていかなければなりません。

長期的には、業界全体として資産運用が生み出す価値を、クライアント、人材、社会、財務状況の 4つの視点か
ら測る必要があります。そのためには、複数の成長戦略を推進し、ビジネスモデルを転換して、インオーガニック
な成長機会を効果的に活用しなければなりません。また、企業レベルでは、成長目標を達成するためにクライアン
ト層を大幅に拡大することも必要です。そのために、例えば、今までは一部の限られた人しかできなかった投資を
さらに多くの人々にとって手の届きやすいものにし、より多数の人々の家計の健全性を向上させることに積極的に
取り組むことができます。 

今後 5年間は、パフォーマンスを強化し、目標をさらに高く設定することによって、資産運用の新たな未来を形作
る好機となるでしょう。この好機を決して逃さないでください。
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資産運用の未来予測において EYが最も
注目したのは「変化するクライアント
のニーズ」です。新型コロナウイルス

感染症のパンデミックが発生した結果、それ以
前から業界にあったトレンドが急激に高まると同
時に、「より良い再建」に向けた新たな推進力
と機会が生み出されました。そこで EYは、こ
うした状況が業界に及ぼす影響について、また
クライアントと社会の両方にとって長期的価値
を創出するために資産運用会社ができることは
何か、という点について調査しました。この調
査は、資産運用に関する専門家の他、EYが関
わるその他の業界の専門家を対象として実施し
た、数カ月にわたるヒアリングとワークショップ
の成果をまとめたものです。この調査はまた、
EY独自のデータモデリングによって導き出され
た知見の裏付けを行うことにより、進化するク
ライアントのニーズを分析する点で、EYが持
つ強みを最大限に生かして実施されました。

EYの資産運用の 
未来予測について
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2020年が始まった時点で、世界の資産運
用業界では目覚ましい躍進が 10年続い
ていましたが、その好況は終わりに近づき

つつありました。長期預金の責任が個人に移転さ
れたこと、非財務面での成果がますます重視され
るようになったこと、より安価な商品や戦略に資本
が流れるようになったこと、販売・業務・投資管理
へのテクノロジー導入が及ぼした影響など、さま
ざまな構造的変化が組み合わさり、資産運用業界
は転換期を迎えつつあったのです。そのため EY
は、多くの企業はこの好況期が終わる前にテクノ
ロジーやイノベーションに投資する必要があると考
えました。

そのような中で発生した新型コロナウイルス感染
症の拡大は、金融市場を混乱させただけでなく、
資産運用業界の弱点を明らかにして構造的転換を
加速させ、新たな問題も生み出しました。これに
対し、資産運用会社は業務面でのレジリエンスを
維持し、クライアントを安心させ、在宅ワークへの
切り替えを進めるために迅速に行動しました。市
場が乱高下し、流動性や評価に関する問題が生じ
たにも関わらず、上場投資信託（ETF）をはじめ
とする信託運用の仕組みの多くは問題なく機能し
続け、環境・社会・ガバナンス（ESG）投資、債

券投資、オルタナティブ投資への資金流入も純増
を記録しました。 

その結果、EYの調査によると業界大手企業の運
用資産残高（AUM）は 2020年に総額で 14.6%
増加しました。しかし、詳細を見てみると、増加し
た AUMの 75%以上が相場の変動によるもので、
大幅な資金流入を記録した資産運用会社は一握り
にすぎないことが分かります。収益の増加率は
3.6%で、AUMの増加率に比して大幅に低く、支
出が 6.1%増加したことから、営業利益率は平均
で 1.7ポイント減少しました。

2021～ 2025年：厳しい見通し、
断固たる措置が必要
過去 5年間に比べ、今後 5年間は資産運用会社
にとって厳しいものとなるでしょう。新型コロナウ
イルス感染症によって地政学的な不確実性が高ま
り、多くの国では失われた生産力を回復するため
に何年もの年月が必要となります。現在は金融刺
激策によって金利が低く抑えられていますが、イン
フレの進展と金利の上昇は避けられません。
2020年には実体経済から乖離（かいり）してい
た金融市場も、今後は修正が起こる可能性が高く、
運用成績の停滞が長期化する可能性もあります。 

結果として、資産運用会社に対する投資家の要求
がこれまで以上に複雑になることが見込まれます。
機関投資家は、元本の安全性と高利回りを両立さ
せ、さらに ESGパフォーマンスも高い運用を求め
るようになるでしょう。一方、個人投資家は、アド
バイスや教育の機会を求めるとともに、状況に応
じたソリューションや ESG投資を要求することが多
くなります。資産運用会社は、ファクター投資や
エンハンストベータ指数などの安価なオプションの
活用度合いを増やしつつ、オルタナティブ投資を
利用してリターンを押し上げるなど、多様化を加
速させなければならなくなると考えられます。

資産運用会社は利幅のさらなる縮小にも直面する
でしょう。競争や規制によってどの資産クラスでも
報酬が減少し、薄利戦略への移行を余儀なくされ
て収入自体が減少することになります。加えて、3
～ 4%と歴史的なレベルを保っていた純資金流入
も、経済的、人口動態的要因により、年率約 2%
まで落ち込むことが予想されます。同時に、新た
な商品やテクノロジーへの投資も必要となり、支
出は増加するでしょう。

EYのモデリングでは、こうした傾向は収益性に大
きな影響を与えることが分かっています。EYが想
定する2021～ 2025年のベースシナリオ（5年

間の AUM成長率を 15%と想定）では、営業利
益率が平均 0.8ポイント減少すると予測されます。
「勝者総取り」現象が加速していることから、ほと
んどの企業ではさらに急速に収益性が下がるでしょ
う。そのため、明確な差別化ができない中小規模
の資産運用会社をはじめ、現状のままでは生き残
りが難しい企業が数多く存在することになると考え
られます。さらに、EYのモデリングでは、より悲
観的なシナリオ（市場の反発により、今後 5年間

AUMが横ばいのままと想定）の場合、平均営業
利益率が 2025年までに 7.3ポイント減少すると
いう予測も出ています。 

このように流動性が高く厳しい環境において資産
運用会社が成功するには、戦略やビジネスモデル
の大幅な転換が求められるでしょう。データやテク
ノロジーへの投資の拡大、連携・協力・合併に対
して柔軟なアプローチを取るなど、成長の道を複
数用意しておく必要があります。一方、戦略的な

コスト変革を行うなど、薄利化を相殺する機会も
あります。一般的な中規模資産運用会社であれば、
コストを 15%削減し、テクノロジーやイノベーショ
ンへの投資を加速させることができるかもしれま
せん。

変革に必要な要素
資産運用会社が変革を成功させるには、まず初めに今後の業界における各社の役割を明確に理解する必要があります。
対象となるクライアントは誰か、どのようにクライアントにアプローチするか、どのような投資ソリューションをどのよう
に提供するかを考えなければなりません。

その上で、コロナ禍で実施した改革を土台としつつ、6つの重要な戦略的要素に沿ってマルチトラックの成長戦略を策
定する必要があります。さらに、テクノロジーを利用してその戦略を実行し、戦略的なコスト変革によってそのための
資金を捻出します（次ページの表を参照）。この際、同時に多元的な変化を管理する能力が非常に重要になります。

エグゼクティブサマリー
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2025年の先を見る
資産運用会社としては、中期的なパフォーマン
ス変革に取り組むだけでは不十分です。コロ
ナ禍の混乱を踏み台としてさらに発展するた
め、現在の業界パラダイムの終わりに備えて
積極的な対策を採る必要があります。まだ時
間のあるうちに抜本的かつ現実的なシナリオ
を想定し、戦略的影響を把握しつつ、対策の
立案に着手しなければなりません。

EYでは、今後 10年のうちに業界で生じ得る
実現要因と制度的特性に応じて、2030年ま
でに資産運用を新たな視点から見直すための
10の対策を考案しました。例えば、以下の状
況にどう対応できるかを各社で検討してみてく
ださい。

• 資産運用会社が「全てのステークホルダーの
ために長期的価値を創出しているかどうか」
という基準で評価されるようになった場合

• 「勝者総取り」現象により、多極化していた
資産運用業界の一極化が進んだ場合

• ポートフォリオ運用の主体が人間からAIと
量子コンピューターを組み合わせたプラット
フォームに移行した場合

資産運用会社に求められる対応
戦略的なコスト変革によってオーガニックおよびインオーガニックな成長戦略への投資を促すことが重要です。 
資産運用会社の CEOは、以下の 6つの要素に基づいて今後 5年間の計画を見直すことが必要です。

資産運用を新たな視点から見直す
世界の繁栄には、ファイナンシャル・インクルージョン（金融包摂）の促進とそれによる資産運用効果の
向上が必要となります。EYは、資産運用会社が長期的価値を創出することによって業界の未来を見直し、
さらに高い目標に向かうことができると考えています。そのためには以下の 4つの視点から成功基準を
設定することが重要です。

クライアント： 
クライアントのニーズに対応したソ
リューションの提供、透明性と倫理性
を確保した受託者義務の遂行と金銭的
価値の提供

各要素をクリック 
して詳細をご覧 
ください

人材： 
多様な資源プールの開発、包摂性と平
等性を重視する文化の醸成、適切な行
動を推奨するインセンティブ制度の確立

社会： 
投資利益の幅広い共有、利用可能な投
資教育の提供、持続可能性と気候変動
に関するリスク管理を標準とした投資

株主：
EYの 6つの戦略的要素に沿った財務
パフォーマンスの最適化、投資バリュー
チェーン全体の長期的な構造改革への
備え

世界の資産運用業界は今、またとない進化の時を迎えています。漸進的な改革ではもはや対応できま
せん。断固たる措置を取ることによって、これまでの進化を土台としつつ、コロナ禍を、積極的な変化
に向けた契機として活用する必要があります。 

世界はコロナ禍から回復するでしょう。しかし、その後のニーズは以前とは異なるものになります。資産
運用会社にとっても、そのステークホルダーにとっても、長期的価値の提供は以前にも増して重要にな
ります。資産運用業界が全体として目指す目的を新たな視点から見直すべきときがあるとすれば、それ
は今です。

8EY – 資産運用の未来予測  |



2025年の未来から： 
3人の CEOの物語

9 | EY – EY – 資産運用の未来予測       10EY – 資産運用の未来予測  |

3人の CEOの紹介 *何の進展もないときが何年も続くこともあ
れば、数週間で 10年分の進展が見られ
ることもある―2020年に新型コロナウ

イルス感染症がまん延し始めたとき、マリアさん
は常にそう感じていたと言います。

振り返ってみると、コロナ禍において CEOとして
下した決断がその後の Syntham社の飛躍的な成
長への扉を開けたことは間違いないとマリアさん
は感じています。2020年初め、マリアさんの会
社は地域の一企業から多様な国際企業へと転換を
遂げようとしていました。マリアさんは、会社の成
長が鈍化し、利益が縮小する中、断固たる措置の
必要性について役員を説得する必要がありました
が、コロナ禍によって生じた混乱により、その説得
が多少容易になりました。

現在、長時間の空の旅は減りましたが、その分考
える時間が増えたとマリアさんは感じています。
先見の明のあるテクノロジー業界の先駆者で、
Syntham社の急速な成長に欠かせない重要な
パートナーとなったオンライン帝国を築いたキムさ
んとの年に一度の面会を控え、マリアさんの心は
浮き立っていました。熱が立ち上る滑走路を横目
に空港のターミナルを歩きながら、「ビデオ通話は
とても便利だけれど、やはり直接会うのに勝るも
のはない」と感じています。

時を同じくして、地球の裏側では、デイビッドさん
が自宅の庭のことを考えていました。パティオの

染みと水道代の請求額から判断するに、かんがい
システムに水漏れがあったのは間違いありません。
Infortuna Investments社の CEOだった頃は常
にオーガニック成長と効率性のことを真っ先に考え
ていましたが、必要だと思っていた変革のほとん
どは達成できずに終わってしまいました。退職して
財務教育のボランティア活動を拡大する機会を得
たデイビッドさんは、もっと思い切った対策を採る
べきだったと当時を振り返りつつも、Infortuna社
の経営と変革を同時行うことは予想以上に大変
だったと残念に思っていました。

キムさんは 2023年に「テクノロジー業界で最も
影響力のある人物」に選ばれることになりますが、
2020年 1月の時点ではマリアさんもデイビッド
さんも、その起業家兼創業者の存在を耳にしたこ
とはありませんでした。また、これら3人のCEOは、
新型コロナウイルス感染症が仕事やビジネス、投
資にどれほど影響を与えるか、予想だにしていま
せんでした。しかし、後に取締役会やリーダーシッ
プチームと長時間にわたって徹底的に討論したビ
デオ通話で 3人が下した決断は、現在に至る道を
切り開きました。あらためて振り返ってみると、そ
れは資産運用業界全体に共通するパターンになっ
たとも言えます。 

彼らの決断と行動の詳細については、本調査の後
半で見ていくことにしましょう。

マリア 
資産運用会社「世界トップ 10」に入る
Syntham社の CEO
数学士号取得
Syntham社の前身企業の COO、CEO
を歴任
リスク管理、債券投資、業務執行を担当

デイビッド
資産運用会社「世界トップ 40」に入る
Infortuna Investments社の元 CEO
公認技術者、MBA修了
Infortuna社の暫定 CEOを経て CEO
に就任

Infortuna社の欧州・米国業務担当役員

キム
業界をけん引するアジアのスーパーア
プリ企業、重生の創業者
純粋数学修士、軌道力学博士課程中退
重生（中国語で「再生」の意）の創業者、
CEO兼会長
デジタル関連のスタートアップの指導経
験あり

*  この物語はフィクションであり、登場する固有名詞、人物、出来事は全て架空のものです。
   実際の人物（生死に関わらず）、団体、製品を指す意図はないため、そのような推測はお控えください。
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調査の背景：資産運用と
新型コロナウイルス

コロナ前の資産運用
2020年の初めに時間を戻しましょう。EYの分析結果によると、世界の資産運用業界では、前年に好結果を残し、
幕を閉じたところでした。AUMは世界全体で 15%弱増の 104兆米ドル強に到達、営業利益率も 34%と健全な
水準を維持していました。しかし、こうしたパフォーマンスの高さにも関わらず、EYは業界の繁栄の時が間もな
く終わりを告げると考えていました。それは、以下をはじめとするさまざまな構造的変化が積み重なり、資産運用
は転換期を迎えつつあったからです。

1. 長期の貯蓄の責任が個人に移り、必要とされる商品やその販売方法が変化。

2. 投資判断において非財務面での成果が重視されるようになり、財務収益のみで成否を測ることが不可能に。

3. 資産運用バリューチェーンに含まれる全ての事項について、コストパフォーマンスを重視する業界ステークホル
ダーが増加。

4. パッシブ運用商品とアクティブ運用商品の両方で構造的な要因により報酬が低下。

5. 同一資産クラス／投資戦略において最も安価な商品に資本が集中する傾向に。

6. 大手企業であるほど成長しやすく、スケールメリットを得やすくなる「勝者総取り」 現象の発生。

7. 従来のアクティブ運用や「平均的」なアルファ投資から、スマートベータ投資やファクター投資へ移行。

8. テクノロジーの発展によって資産運用が変化し、投資判断力の強化と投資業務の自動化が進展。

9. パフォーマンス、コスト、オペレーションよりも透明性を重視する規制や投資家が増加。

こうした背景から、EYでは、好況が続いているうちに、厳しくなる将来に備えてテクノロジーやイノベーションに
投資しなければならない企業が数多く存在すると考えていました。しかも、それは 100年ぶりの大規模な感染症
流行が始まる前の話です。 



新型コロナウイルス感染症の影響
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新型コロナウイルス感染症により、世界経
済は今までとは違った新しい形になり、
私たちの考え方や行動も大きく変化しま

した。世界各地で優先順位が見直され、働き方や
買い物の仕方、教育や人との付き合い方も大きく
変わりました。さらに、感染拡大によって、以前
から資産運用の転換を促していた要因の多くが勢
いを増す結果となりました。 

新型コロナウイルス感染症の拡大が金融市場に大
きな影響を与える一方で、資産運用の迅速な適
応力も証明しました。チームの分散により、多く
の企業で文化が変化し生産性の低下が見られたも
のの、業界全体としては業務面でのレジリエンス
を確保しつつ、リモートワークへの切り替えをス
ムーズに進めることができました。 

機関投資家や個人投資家、富裕層などのクライア
ントも、想定されていた以上に迅速にデジタル販
売チャネルを受け入れ、コスト削減が進みました。
以前よりもアクセシビリティが向上した、と感じた
クライアントもいたほどです。資産運用会社も、
クライアントとのコミュニケーションの確保、サイ
バーセキュリティや第三者による監視の強化、追
加報告義務への対応など、迅速に動きました。

資産運用会社における新規資産への純資金流入
額も増加が続きました。ただし、EYの分析では、

2020年 9月 30日までの 12カ月間、グローバ
ル資産運用会社トップ 10社の新規資産流入額が
11位以下25社の合計を2倍以上も上回るなど、
新規資産の大部分が一握りの資産運用会社に集中
していたことが分かっています。

2020年 3月後半に変動性が高まり、4月前半に
は景気循環増幅効果、貸し倒れ、金融商品の破
綻といったリスクが急速に高まりました。その結
果、資金流動性や資産評価は業界内で引き続き
問題になっています。例えば、米国のマネー・マー
ケット・ファンドは 2008年と同様の問題に直面し、
連邦準備制度から51億米ドルの借り入れ（2020
年 11月 30日時点の未償還額）が必要となりま
した（EY分析）。フィッチ・レーティングスのデー
タを EYで分析した結果、市場全体では、2020
年 1月から 2020年 5月に償還停止となったファ
ンド資産は 620億米ドル相当であることが分かっ
ています。 

プラスの面としては、審査に無事合格した ETFが、
停止した現物市場に代わって価格発見機能を担う
ようになりました。またこの 1年、アクティブ運用
商品、パッシブ運用商品ともに、ESG投資向けの
ファンドや発行体が最も多くの資金を集めました。
流動性の高い投資や債券投資、オルタナティブ投
資も資金流入額が純増しました。 

こうした好材料に加え、金融市場における空前の
金融・財政刺激策の効果も相まって、資産運用会
社の多くは2020年に資産の大幅な増加を経験し
ました。EYの調査では、2020年、業界最大手
の資産運用会社を全て合わせた AUM成長率は
14.6%を記録していることが分かっています（図
表 1参照）。ただし、その増加の 4分の 3以上
は相場の変動によるもので、純資金流入額の増加
による成長は 4分の 1未満でした。また、投資
家の間で低リスク、低報酬の資産への切り替えが
進んだことから、収益成長率は AUMほど伸びず、
3.6%にとどまりました。一方、支出は旅費や管
理費の削減分がレジリエンスに関する取り組みに
再投資されたり、デジタル化への投資が前倒しさ
れたりした結果、6.1%も増加し、平均営業利益
率は 1.7ポイント低下しました。なお、個々の企
業の成果の広がりにより、中間値はこれよりも若
干良い数値となっています。

このように、資産運用業界は新型コロナウイルス
感染症によって発生した問題の多くにおいて素晴
らしい順応性を見せましたが、業界全体として記
録した数字の伸びは業界の根本的な圧力を緩和す
るには至らず、資産運用各社の明暗をかつてない
ほど分ける結果となりました。 上下限値の範囲
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中央値と上下限値の幅：前年比変化率（2020年通年と2019年通年の比較）

図表 1：

出典：EY analysis; 4Q2020 Earnings Press Releases; 10-K’s and Financial Supplements （使用可能な公表データに
基づいたレポート）。AUMは業界の AUM総額の約 40%を占める大手 42社の数値、収益は同 40社の数値、支出と営業利益
は同 35社の数値。

業界全体の前年比変化（2020年末と2019年末の比較）

+14.6% +3.6% +6.1% –1.7pp
2020年： 46.0兆米ドル 
2019年： 40.1兆米ドル

2020年： 1,353億米ドル 
2019年： 1,306億米ドル

2020年： 874億米ドル 
2019年： 823億米ドル

2020 = 32.1% 
2019 = 33.7%

AUM 収益 支出 営業利益
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2021～ 2025年の 
業界見通し

コロナ禍の初期、資産運用業界は驚くほど 
レジリエンスの高さを見せました。しかし、 
ポストコロナの変化の長期的な影響につい
ては、業界でも検討が始まったばかりです。

マクロ経済の見通しは不安定

マクロ経済の今後 5年間の見通しは厳しい
と予想されます。世界経済は 2020年に
4.4%縮小し、多くの国で、失われた産

出高（アウトプット）を回復するまでに何年もの年
月が必要になると見込まれます。地政学的な緊張
や、新型コロナウイルス感染症への国家主義的な
対応により、過去数十年にわたり進んできたグロー
バル化が減速傾向にあり、逆行する可能性もあり
ます。ワクチン接種によって状況が改善する可能
性もありますが、国内で感染爆発が起きれば、ほ
とんどの国で経済活動が停止すると予想されます。 

これに対し、各国の中央銀行と政府は、経済やビ
ジネス、収入を保護するために積極的な金融・財
政政策を展開しています。米国 Atlantic Council
社のデータを EYが分析した結果、主要 4カ国の

中央銀行の対国内総生産（GDP）比の資産総額
は 2020年の 1年間で 50%以上増加しているこ
とが分かりました。短期的には、たとえ価格が上
昇しても主要金利はほぼゼロ %で推移する可能性
が高いと見込まれますが、 中期的にはインフレ圧
力によって金利が上昇し、資産価格上昇効果が低
下して金融市場の急反発を招く可能性が高くなる
と考えられます。 

比較的小さな変動を想定しているシナリオでも、
2020年は資産評価と実体経済の乖離（かいり）
が広がり、長期の市場低迷あるいは市場の反発に
つながると予想されています。金融市場はW字
型の回復になる恐れが高く、2つ目の谷は 1つ目
より深く長くなる可能性があります。
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投資家の期待の上昇

新型コロナウイルス感染症は 10年に
わたる金融市場の上昇基調に終止符を
打 ち まし た。2011 年、2015 年、
2018年には景気後退も見られました
が、エクイティ・インデックスの多くが
この 10年で 2倍から 3倍になりまし
た。成長の鈍化と金融政策のさらなる
緩和の見通しは、将来債務に直面する
投資家にとって二重の問題となるでしょ
う。こうした投資家は利回りを追求し続
けるだけでなく、新たな成長源も模索
しなければなりません。また、近年の
キャピタルゲインを保護する必要もあり
ます。このように潜在的に対立する要
件は、資産配分に大きな影響を与える
でしょう。

世界的に活動する資産運用会社は、さ
まざまな投資家グループの複雑化する
ニーズに対応していかなければなりま
せん。 

要約すると、今後数年は報酬の低下
やコストパフォーマンスの向上はもち
ろん、投資ソリューションのカスタマ
イズ、アドバイスや教育の機会の提供、
パーソナライズされたサービスのリア
ルタイムでの提供、非財務的な目標
との統合といったニーズが全てのクラ
イアントグループで高まり、新規クラ
イアントの獲得見通しは引き続き厳し
いものになると予想されます。

機関投資家 
機関投資家は、取引する資産運用会社の数を減らし続けるでしょう。その影響は小
規模な会社ほど大きくなりますが、価値を創出できない会社はその規模に関係なく、
投資家の支持を失うことになります。将来債務に備える投資家の多くが元本の安全
性と高利回りを両立するソリューションを求めるようになるでしょう。また、ESGに
関する自社のコミットメントと受託者責任のバランスも追求していくことになるはず
です。具体的には、以下のような状況が予想されます。
• 保険会社は資産負債管理の圧力に直面することになります。資産配分が規制される
中、欧州ではインフラ、米国ではよりリスクの高いオルタナティブ投資に資本が流
入することになると予想されます。また、保険会社もリテールの貯蓄ビジネスを立
ち上げるようになり、資産運用会社はその競争に協力せざるを得なくなるでしょう。

• 政府系投資ファンドは、ポートフォリオ運用を選択的に内製化するとともに、民間
負債などの分野における独占的な高利回り商品を追求することになるでしょう。
資産運用会社は、クライアントの事業継続ニーズに応えられる提案やモデル、チー
ムをカスタマイズする必要に迫られることになります。

• 年金ファンドは、魅力的な生涯にわたるソリューションを提供するため、資産運用
会社にデータの利用、連携、イノベーションの活用を求めるようになるでしょう。
また、ファンドの整理統合が進み、資産運用会社は少数のファンドとより強力な
関係を築くようになると考えられます。 

富裕層向け資産運用
富裕層向け資産運用の分野でも、ソリューションのニーズに注目が集まるでしょう。資
産運用会社は、アドバイザーとの連携など、資産構成全体にわたって目的を見据えた
投資を行うことが求められます。投資に関するアドバイスや教育機会を求める声も高ま
るでしょう。完全に統合されたデジタルサービスの提供が標準として期待されるように
なると考えられます。さらに、以下のような状況が予想されます。

• 富裕層（HNW）および超富裕層（Ultra-HNW）のクライアントは、元本の安全性
と長期的な成長性を兼ね備えた、独自の投資提案を求めるようになるでしょう。

• まだ手が付けられていないマスリテール市場の可能性を活用するには、資産運用会
社の多くはデジタル化によって販売能力を拡大するとともに、ブランド力を向上さ
せ、非金融系企業との連携を促進することが求められます。その一環として、政府
やその他のステークホルダーと緊密に連携することにより、金融商品の利用しやす
さや金融リテラシーの改善も進めやすくなるでしょう。
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市場低迷が予想される中、資産運用会社は、
元本の安全性と高利回りの両立を求める
クライアントのニーズに応えるため、そし

て企業として成長を続けるために、多様化を加速
させる必要に迫られています。今後はリターンを
引き上げるためにオルタナティブ投資を利用する
一方で、ベータを提供するために安価なパッシブ
商品を利用することも求められます。こうした両極
端の間を取って、従来のアルファ戦略から、ファク
ター投資やエンハンストベータなど、「分解」され
たより安価なオルタナティブ戦略へとシフトするこ
とも考えられます。いずれにせよ、資産運用会社は、
銀行や保険会社と協力して保証要素を含むメカニ
ズムを構築するなど、より革新的なポートフォリオ
構築を目指すことが必要になるでしょう。

こうした投資課題と並行し、資産運用会社はさら
なる利幅の縮小にも直面することになるでしょう。
特に 2つの側面で収益が圧迫されることが予想さ
れます。第一に、業界の全領域においてコストが
低いファンドに資金流入が集中する中、競争の激

化とコストパフォーマンスに関する規制の強化によ
り、どの資産クラスでも報酬が減少することになる
でしょう。第二に、業界全体がパッシブ戦略をはじ
めとする収益幅の低い戦略へシフトする中で、報
酬にもマイナスの影響が現れると考えられます。

これに加え、以下の要因から世界的に純流入額が
減少し、従来は年間平均 3～ 4%だった純流入額
が 2%近くに落ち込む可能性もあります。

• ベビーブーム世代の資本の継続的な減少。

• 経済成長の鈍化に伴うリテール貯蓄と確定拠出
預金の貯蓄率の低下。

• 運用能力が向上した政府系投資ファンド（SWF）
による資金の引き上げ。

以上のことから、投資家やその他のステークホル
ダーの高い期待に対応するため、テクノロジーや
イノベーション、コンプライアンスといった領域に
投資する必要性が高まることが予想されます。 

資産運用会社に対する圧力の高まり
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2025年までの成長・収益・利益率を予測する3つのシナリオ

EY分析

悲観的シナリオ：2025年 12月末までAUMが横ばいで推移

AUM（兆米ドル） 営業利益率（%）

2020

119.54 123.12
113.27

117.24 118.38 119.54

2021 2022 2023 2024 2025

29.3%
31.1%

28.9%
25.1% 23.8%
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想定 
• 2020年末の AUMは 119.5兆米ドル。
• 報酬の減少に伴い、平均年間成長率は過去 3～ 5年の 2分の 1まで低下する。
• 固定費は年率 3%で増加する。
• 変動費の動きは収益の推移と直接連動する。     

• 資産配分におけるアクティブ投資の割合が減少し、パッシブ投資をはじめ、機関投資家向けオルタナティブ投資の割合が増加する。 
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基本シナリオ：2025年 12月末までにAUMが 15%増加

AUM（兆米ドル） 営業利益率（%）

2020

119.54 122.93 126.41 129.99
133.68 137.47

2021 2022 2023 2024 2025

29.3%
31.6% 30.8% 30.0% 29.3% 28.5%

楽観的シナリオ：2025年 12月末までにAUMが 30%増加

AUM（兆米ドル） 営業利益率（%）

2020

119.54 125.98 132.77 139.92
147.46

155.40

2021 2022 2023 2024 2025

29.3%
32.1% 32.4% 32.7% 33.0% 33.3%

こうした傾向の影響は明白です。今後 5年間の業
界の推移を予測する3種類のシナリオを EYでモ
デリングしたところ、報酬の減少とコストの増加に
伴い、収益性の縮小圧力が高まる結果が示されま
した（図表 2参照）。2021年 1月から2025年
12月末の AUM成長率を 15%と想定する基本シ
ナリオでは、資産運用業界の営業利益率が平均
0.8ポイント減少すると予想されます。同時期の
AUM成長率を 30%と想定する楽観的シナリオで
も、利益率は平均 4ポイントしか増加しません。
一方、資産レベルを横ばいと想定する悲観的シナ
リオでは、営業利益率が 7.3ポイント減少すると
予想されます。EYの分析によると、このシナリオ

では、2021～ 2025年のコストを全体で 10.3%
削減しなければ、2020年レベルの営業利益率を
維持できないという結果が出ています。

こうした状況の中で、現状のまま生き残ることがで
きる資産運用会社は多くありません。また、利益
率の縮小圧力の影響は一様ではありません。EY
の調査では、世界の資産運用会社大手 40社の
AUMの 3分の 2近くを上位 10社が独占してい
ることが分かっています。特に 2020年は、最大
手の数社に資金が集中する一方、小規模なその他
の企業は資本集めに苦労しました。そのため、利
益率はどの企業も一様に減少しているものの、「勝
者総取り」の動きがより強く働き、傑出した力を

持たない中小規模の資産運用会社は特に不利な立
場に追い込まれることになると予想されます。つま
り、資産運用業界の変化は過去 25年よりも今後
5年の方が大きくなると考えられます。このように
厳しさを増す状況の中で資産運用会社が成功する
には、戦略やビジネスモデルの抜本的な転換を行
う意志と能力が重要となります。業界全体の目的
と社会における位置付けを見直すときがあるとす
れば、間違いなく今がそのときです。 
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図表 2：



2

Add title

23 | EY – 資産運用の未来予測  24EY – 資産運用の未来予測  |

EYの基本シナリオにも描かれているように、資産運用業界は今後 5年間も拡
大し続ける可能性が高く、機会を生かすことができる会社にはさまざまなチャ
ンスがあるものの、成長は容易ではありません。オルタナティブ投資などの

専門分野を含め、各資産クラスの価格が競争によって低下する一方で、資産運用会
社はデータやテクノロジーに関する大規模な投資を行う必要に迫られ、外部の専門機
関や信頼できる他業種ブランドとの連携が必要になることも多くなります。

資産運用会社は、変革を成功させる第一歩として、今後業界でどのような役割を担
いたいのかを明確にする必要があります。そのためには、対象とするクライアントを
特定し、アプローチする方法や提供すべき投資成果、その提供方法を見つけなけれ
ばなりません。

CEOは、それらの方法を実行する段階で、コロナ禍で加速したプラスの変化を根付
かせるだけでなく、本書で取り上げた、収入増加やコスト管理につながる6つの重要
な戦略的要素を適宜組み合わせて活用することも求められます。資産運用会社として
成功するには、マルチトラックの成長戦略を策定し、戦略的なコスト変革によって資
金を捻出するとともにテクノロジーを利用して戦略を実行する必要があります。その
ためには、これまで以上に多元的な変化を管理すること、そして、戦略的機会が生じ
た際にその機会を活用する柔軟性を維持することが求められます。

資産運用会社の CEOは、以下の 6つの要素に基づいて今後 5年間の計画を見直す
ことが必要です。

資産運用会社に 
求められる対応

各要素をクリックして 
詳細をご覧ください
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資産運用会社は、投資家の財務的・非財務的目標に対して明確なソリューションを提
供するため、クライアントのニーズに合わせて組織を調整することが求められます。
投資家の長期的目標の達成につながる財務的・非財務的ニーズに合わせた、透明性の高い投資アプローチが求
められるようになっており、一般的な戦略や相対的パフォーマンスの保証だけでは十分と言えなくなっています。
しかも、機関投資家や HNW投資家だけでなく、個人投資家でもこうした傾向が顕著になってきています。

そのため、資産運用会社はクライアントに合わせてビジネスを再構築することが必要です。商品プロバイダーか
らソリューションパートナーへと転向することにより、投資家による成果への貢献度を最大化できるでしょう。資産
運用会社の多くは最終投資家について理解が十分ではありません。まずは対象となる最終投資家を特定、理解
することから始める必要があります。データやテクノロジーの利用は、資産所有者や仲介者のニーズ、嗜好、行
動の変化や詳細について理解するのに役立つでしょう。 

そのような理解が深まれば、投資家が解決すべき問題も理解しやすくなります。そして、投資家がどのような成
果を望んでいるのかを把握できると、そのニーズに合うソリューションを設計し、適切な教育やガイダンスを提供
できます。そのためには、販売・開発・アドバイスに関するさまざまな能力を組み合わせた幅広い商品やテクノロ
ジーが必要となります。 

最後に、提供したいソリューションコンポーネントを特定し、テクノロジー、デジタルインターフェース、インセンティ
ブ、コンプライアンスなど、業務に関する要素を調整する必要もあります。資産運用会社は以下のような方法で
投資ソリューションに貢献できる可能性があります。

• 低コストのパッシブ商品の開発。

• 特殊な資産クラスに関するニッチな能力の開発。

• 個人仲介者のためのモデルポートフォリオの提供。

全ての潜在的ニーズに単独で対応できるのは一握りの大規模な資産運用会社のみです。それ以外の多数の資産
運用会社は、注力する分野を明確にし、独自の方法でアプローチすることにより、効果的に差別化を図る必要が
あります。

デジタル化は、投資家との関係や投資家に関する理解を深め、ニーズに合ったサービ
スを提供してエンゲージメントを向上させるための鍵を握ります。
資産運用会社が投資家中心の方向転換を行うには、デジタル販売能力の向上が重要です。新型コロナウイルス
感染症により、緊急にデジタル化を進める必要性が増し、全てのクライアントからデジタル化を望む声が高まって
います。オンライン環境が整備され、アクセシビリティが向上したクライアントもありますが、スピードや利便性が
確保されたからといって、知見や信頼が得られるわけではありません。新しい投資家とデジタルチャネルで持続的
な関係を構築することは、すでに長期間続いている関係をデジタル化するよりも難しいものです。

関係を継続するには、デジタル販売を可能な限り広範囲で活用する必要があります。デジタルチャネルは、クラ
イアントの幅を拡大する、接触頻度、アプローチの柔軟性、エンゲージメントを向上させる、信頼関係を築く、コ
ストを削減する、といったさまざまな目標の達成に役立ちます。資産運用会社はクライアント中心のデジタル販売
を導入することにより、理想的には以下のように多くの面で投資家との関係を強化することができます。

• 柔軟で自動化されたクライアント分析により投資家を理解し、投資判断や投資家との関係管理において分析か
ら得た知見を活用できる。

• クライアントに合わせた調査、インタラクティブな教育、ゲーミフィケーションを活用したリアルタイムのアドバ
イスや提案など、デジタルマーケティングを通して投資家のエンゲージメント向上を促進できる。

• 人的コミュニケーションとデジタルコミュニケーションを組み合わせたハイブリッド型の自動オンラインアドバイ
スを活用して投資家に教育の機会を与えることができる。

• オムニチャネル手法でクライアントとの接点を増やし、新たな投資家を育成できる。

• デジタル報告システムを活用して、投資家や仲介者に戦略、パフォーマンス、持ち株、投資業務に関する情報
をリアルタイムで通知できる。

資産運用会社がどのようなアプローチを選択するにせよ、単にテクノロジーを導入し、カスタマイズされた魅力的
な体験を提供するだけでは、デジタル化を十分に達成したとは言えません。デジタルチャネルと人的コミュニケー
ションのバランス、デジタル提案におけるデータや分析の活用、信頼できる他業界のパートナーとの連携を含む
目的主導型の強力なブランディングの利用も重要です。

1. クライアントに合わせてビジネスを
　 再構築する

2. 販売業務のデジタル化



テクノロジーの発達がポートフォリオ運用に今までにないイノベーションを巻き起こし
ており、適切な能力を備えた資産運用会社であれば、投資提案や業務の改革ができ
るようになっています。
現在、投資に関する知見を見いだすプロセスが変化しています。利用可能なデータ量の増加とスピードの向上に
より、適切に整理されたデータソースに機械学習を適用し、投資家のために優れたパフォーマンスを実現する重要
な好機が生まれています。 

データアナリティクスを強化することにより、投資調査プロセスの効率化を進め、多様な投資スタイルや投資戦略
においてポートフォリオ運用能力を拡大できます。具体的には以下の通りです。 

• 代替データの分析にAIを活用することにより、マーケットシグナルをいち早く把握し、アクティブポートフォリ
オ運用において優れたリターンを提供するのに役立ちます。 

• 発行体やデータ提供者によって生成されるESGデータは増加し続けているだけでなく、矛盾も多く含んでいま
す。高度なアナリティクスにより、そのようなデータや代替データソースの分析、発行体が開示する情報とマー
ケットシグナルの比較が容易になります。

• 資産運用の自動化により、スマートベータ投資やファクター投資などの分野において効果的かつ効率的な資産
提案が行いやすくなるとともに、重複したコストをかけることなく、UCITS（譲渡可能証券への集団投資事業）ファ
ンド、40 Actファンドなどを含む、より幅広い運用資産タイプを取り扱えるようになります。

データアナリティクスは、フロントオフィスの資産運用に優れたイノベーションをもたらすだけではありません。シ
ナリオモデリングやストレステストなど、ミドルオフィスのプロセスを強化し、投資業務の効率化ももたらします。
例えば、資産運用会社が新たな ETFを開発する場合、認可された参加者とのデータ共有を自動化し、ユニットの
作成や償還をスムーズかつ迅速に行うことができるようになります。 

投資パフォーマンスを最大化するには、重要な成長分野に身を置く必要があります。
また、競争が激化するため、他の資産運用会社と差別化できる能力も重要となります。
投資や財務的リターンに関する資産運用会社への期待が高まっているため、資産運用会社は、業界の成長の原動
力を最大化する分野に身を置くことが非常に重要です。そのため、今後 5年間は以下の分野に重点を置くことが
推奨されます。

• プライベートマーケットやインフラを中心としたオルタナティブ投資：資産クラスの非流動性に対応できる長期
投資家にとって、相関性の低いリターンと収益が得られる貴重なソースです。

• サステナブル投資：今後、資産運用商品・ソリューションに組み入れられるだけでなく、より洗練され、成熟し
ていくでしょう。規制も強化されていきます。

• 中国：国内の経済成長、対外開放の促進、技術刷新の加速により、資産運用市場としての重要性が増し続けて
います。

これらの分野は、投資家にとってはパフォーマンス向上につながる可能性を、資産運用会社にとっては平均を上回
る成長をもたらす可能性を秘めています。ただし、本調査で後述するように、どの分野でも競争が激化しています。
成長の潜在的なメリットを最大限に勝ち取るためには、他の資産運用会社と真の意味で差別化できる能力が重要に
なります。
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4. 成長分野の最大化 3. 投資提案の概念の見直し



注目分野： オルタナティブ投資 

プライベートマーケットとインフラストラクチャー
オルタナティブ投資は、すでに多くの機関投資家
や HNW投資家の資産配分において中核を担って
いますが、利回りを維持し、分散化を促進するため、
今後ますます重要になっていくと予想されます。
米国では年金改革を通してプライベートキャピタ
ルマーケットが個人投資家に開かれつつあります
が、同時に投資家保護も期待されています。オル
タナティブ投資の分野では、以下の 2つの領域で
成長が重要視されています。  

• プライベートマーケット： オルタナティブ投資
の最大の市場であり、今後数年は最も成長が
見込まれる市場でもあります。特にプライベー
トクレジットは、超低金利時代において比較的
利回りが高く、投資家を引き付けていることか
ら、急速に資金が流入する見込みです。また、
投資プロセスの一環として ESG基準の検討を
希望する投資家も増えています。一部の分野
では、そうしたことを比較的簡単に達成できま
すが、ディストレス債権などの分野では、達成
が非常に難しくなります。

• インフラストラクチャー： 現在は比較的小さな
資産クラスではありますが、インフラストラク
チャー投資はリターンが安定している上、社会
的目標や政府の投資プログラムに組み込まれや

すく、他の投資との相互依存性が低いことから、
力強い成長が見込まれます。ただし、インフラ
ストラクチャー投資には相応のスキルが必要と
なります。より多くの資本を集める必要がある
ことに加えて、投資案件ごとに異なる部分が多
く、公的機関と密接な関係を構築することが非
常に重要です。また、一握りの専門運用会社
が市場を独占している上、大規模な年金ファン
ドや政府系投資ファンドの中には、資産運用会
社を全く通さずに直接投資しようとするファンド
もあります。

どちらも、原資産による価値の創出がアルファ収
益源として重要性を増している分野であり、資産
運用会社はこの点で能力を向上させることが求め
られます。プライベートマーケットとインフラスト
ラクチャーは、資産運用会社がオルタナティブ投
資を行う上での魅力と潜在的な難題を併せ持って
います。必要とされるスキルを習得するには長い
時間がかかり、それがコストを押し上げて、新規
参入の妨げになる場合もあります。さらに、どち
らの分野でも「勝者総取り」の力学が働き、その
傾向はますます強くなっていくため、新規参入者
は規模が小さいニッチ分野に注力せざるを得なく
なるでしょう。
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注目分野： サステナブル投資

サステナブル投資
社会環境への意識が高まり、規制が強化される
中、資産所有者の焦点が非財務成果にシフトした
ことにより、サステナブル投資は今後も成長を続
けるでしょう。今後15年の ESGマンデート資産
の成長率が年率 10%近くに上るという試算もあ
り、サステナブル投資の主流化が進むことが予想
されます。全ての資産クラスおよび投資商品にわ
たって戦略、投資管理、ベンチマーク、ガバナンス、
リスク管理、報告にESG基準が組み込まれ、欧州、
カナダ、オーストラレーシアなどの ESG先進地
域以外でも導入が進むことになるでしょう。

しかしサステナブル投資が資産運用会社にとって
重要な好機になるとはいえ、課題がないわけで
はありません。需要が増大すれば、ステークホ
ルダーの期待も高まるためです。

• 規制当局からは厳格な情報開示や報告が義務
付けられることになるでしょう。顕著な例とし
て、タクソノミー規制やサステナブルファイナ
ンス開示規制を含む EUの「サステナブルファ
イナンスに関するアクションプラン」が挙げら
れます。

• 世界経済フォーラム（WEF）の国際ビジネス
評議会（IBC）、サステナビリティ会計基準機構
（SASB）、気候関連財務情報開示タスクフォー
ス（TCFD）などによる国際的イニシアチブの
進展もあり、今後もサステナビリティ基準の
引き上げが続くと見込まれます。

• 大規模機関投資家から個人投資家まで、投資
家もそのアドバイザーも、ESGを衛生要因と
して役立つと見なすことが増えていきます。
こうした投資家は資産運用会社にサステナビ
リティやスチュワードシップの実践に関する独
自の報告を求めるとともに、生物多様性から
メンタルヘルスまで、より多くの要因に対処す
ることを期待するようになるでしょう。 

• 持続可能な開発目標（SDGs）の目標年であ
る 2030年が近づく中、インパクト投資が新
たなイノベーション分野として台頭し、「インパ
クト第一主義」をモットーに優れた実績を証
明できる資産運用会社が競争優位性を獲得す
るようになると考えられます。 

その結果、サステナブル投資における経済性の
確保はますます困難になっていくでしょう。また、
ステークホルダーの期待に応えるためのコストが
増加し続ける一方で、ESG投資資金の獲得競争
が激化し、手数料として上乗せできる金額が急
速に縮小していくことも予想されます。 

資産運用会社は、差別化を図るため、専門分野
への特化、パフォーマンス、スチュワードシップ、
個別化、独自の分析、投資家教育のいずれかに
おいて他社にはない能力を示す必要があります。
スマートアナリティクス技術を用いて、矛盾する
複雑な開示情報のスクリーニングや分析を行う
能力が必要不可欠となる可能性が高い上、首尾
一貫したサステナビリティ戦略の策定も必要とな
ります。潜在的な対立を回避し、グリーンウォッ
シュの申し立てに対抗するには、会社全体で首
尾一貫したアプローチを取ることが重要になりま
す。資産運用会社には、模範を示して先頭に立ち、
投資対象業界の標準を作っていくことが求めら
れます。 
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注目分野： 中国

中国
力強い経済成長、中流層投資家の資産の拡大、
投資教育および投資アドバイスの需要の増加が続
く中国は、今後も世界最速で成長する資産運用市
場のひとつであり続けるでしょう。WEFの試算に
よれば、中国の世帯総資産は米国に次いで第2位、
資産運用業界の AUMは約 16兆米ドルに上りま
す。消費者とテクノロジーの親和性の高さや、国
内の優れたテクノロジー関連企業の存在、個人情
報の利用に関する規制の欠如も、デジタル販売に
よる驚異的な成長につながると考えられます。

また、規制の監督強化をめぐる状況の変化やテク
ノロジーの発展に伴い、中国人投資家に対する国
内外の資産運用会社のアプローチは以下のように
変化するでしょう。 

• 2020年以降、銀行、保険会社、資産運用会社、
証券会社、その他金融機関が全て同じ規制基
準の下で競争することになります。

• 銀行系列の富裕層向け資産運用会社との合弁
事業において、海外資産運用会社も半分以上
の株を取得できるようになるため、 こうした重要
な販売チャネルの利用可能性が向上します。

• 投資家の財務ニーズにワンストップで対応する
スーパーアプリやデジタルエコシステムが登場
し、国内のテクノロジーに強みを持つ資産運用
会社の個人投資家向け販売能力が向上します。

こうした変化によって競争が加速し、大規模な会社
ほど多額の資本を獲得するようになる一方で、小
規模な会社は、競争に勝つためにポートフォリオ運
用や投資家アドバイスにおける専門能力を必要と
するようになるでしょう。すなわち、国内企業か海
外企業かを問わずどの資産運用会社にも、ソリュー
ションプロバイダーとして、ポートフォリオ運用や
販売連携、業務の効率化など、独自の能力を向上
させることが求められるようになります。
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5. ビジネスモデルの転換

効率性を大幅に向上しつつ、パフォーマンスを改善し続けるには、資産運用会社
のビジネスモデルを転換する必要があります。
ビジネスモデルの根本的転換は今後、多くの資産運用会社にとって重要な戦略です。ビジネスモデル
の転換を達成するためには、まず戦略的かつトップダウンのコスト削減アプローチに着手することが望
ましいでしょう。戦略的なコスト変革アプローチは、業界で長年実践されてきたボトムアップのコスト削
減対策とは異なり、運用コストを 10～ 20%削減して、テクノロジーやデータ、成長のために必要な
投資に回すことが可能となります（次ページの図表 3参照）。 

戦略的なコスト変革によって、コストを削減するだけでなく、柔軟でコントロール可能なコストベースに
より、拡張性があり効率的なビジネスを生み出すことが可能です。このアプローチには 3つの重点分
野があります。

• 資産運用会社が重点的に取り組む分野や競争に勝つための方策に関する戦略的な意思決定を行うこ
と、および、優先度の高いクライアント・商品・エリア・販売チャネルを特定して、拡張性または差
別化要素が欠如している活動から脱却すること。

• 業務モデルを変革する構造的な機会の特定（社内で維持する機能とアウトソース化する機能の判断
を含む）、第三者との関係性の強化、法人格およびファンドストラクチャーの合理化。

• 社内業務の効率化、プロセスの簡略化、インテリジェントオートメーションと機械学習の活用による、
資産運用プロセスのスピードと正確性の改善。

ビジネスモデル転換の 2つ目の要素は、これまでに特定した、成長のための 4つの戦略的要素の実践
に必要な仕組みの構築です。これらの目標に向けた活動の成否は、資産運用会社が選択した戦略や構
造にテクノロジーインフラやデータリポジトリを整合させることができるか否かにかかっています。

最後に、新型コロナウイルス感染症に起因する混乱は、資産運用会社に、未来の働き方（働く場所と
業務内容）を見直し、再定義する機会を与えています。 

このことは、不動産フットプリントの削減、出張の有用性の再評価、リモート学習・指導の増加などによっ
てコスト変革を後押しする可能性があります。さらに、新たな働き方は資産運用会社が人材プールの
多様性を向上させる一助になる可能性もあります。ただし、それを実現できるかどうかは、十分なデー
タが収集できるかどうか、そして変革のために効果的な戦略を実行できるかどうかにかかっています。
リモートワークなどの柔軟な働き方がさらに普及すれば、資産運用業界における女性および少数民族
の雇用割合の増加や、従業員の間で幅広い多様性を認知することにもつながります。また、エンジニ
アリングやデータ分析、エクスペリエンスのデザインやチェンジマネジメントの重要性が高まる中で、
資産運用会社が人材力を刷新することにも役立ちます。 

また、職場のデジタル化に伴い、リーダーシップや企業文化も変化が必要になります。経営者は、従
業員間の連携や交流の価値と、効率性の追求との間のバランスに配慮しなければなりません。物理的
に距離を置くことが増える中で、目に見える本物のリーダーシップが必要とされるようになります。リー
ダーには、ビジネスモデルの進化に合わせて難しい決断を下しつつも、配慮に満ちた包摂的な文化を
醸成していくことが求められるようになります。 
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戦略的なアプローチによるコスト変革では、資産運用会社の経費を永続的に削減するためのさまざまな手段が用いられます。EYの調査では、AUM5,000
億～ 1兆米ドル、コストベース総額約 20億米ドルの一般的な中規模資産運用会社の場合、会社全体の改革を行うことによって数年後にコストを 15%削
減することができると試算されています。 

この規模の経費削減を戦略的なコスト変革の 3つの段階を通じて達成する方法を滝グラフで示すと「図表 3」のようになります。

注目分野： 資産運用における戦略的なコスト変革

• 戦略的手段による5%のコスト削減は、収益性の低い地域からの撤退、
販売のデジタル化、新たな戦略的販売におけるパートナーシップの開始
など、戦略的手段によるものである。

• 構造的手段による7%のコスト削減は、以下の戦略的手段によるもので
ある。

• トレーディング業務およびミドルオフィス業務のアウトソーシング、社
内に残す開発および運用に関する社内横断的な取り組みの実施、サ
ポート機能のオフショアリング。

• 不動産の合理化、人材の再配置、本社所在地以外での雇用など、未来
の働き方への対応。

• フロントオフィスのプラットフォームの最適化、データおよびテクノロ
ジーのクラウド化。

• 戦術的手段による3%のコスト削減は、プロセスの最適化、インテリジェ
ントオートメーション、マーケットデータを含むライセンスコストの合理
化、働き方の変更による出張費の削減など、戦術的手段によるもので
ある。

図表 3戦略的なコスト変革による経費削減額の試算
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注目分野： 資産運用におけるテクノロジーとデータ

EYが実施した調査であるCEO Imperative Studyによると、投資サービス会社の CEOの 3分の 2が
今後 12カ月間にデータやテクノロジーへ大規模な投資を検討していること、また、そのように積極的な
データ・テクノロジーへの投資が企業にとって最も重要な成功要因となる見込みであることが分かってい
ます。資産運用会社は今後、以下の各項を実行する上で、単一の「ゴールデンソース」のデータリポジ
トリに関連付けられた統合テクノロジーアーキテクチャーを構築することが必要不可欠となるでしょう。

• 成長のための戦略的要素（投資家中心の方向
転換、販売のデジタル化、投資提案の概念の
見直しなど）の実践。

• ビジネスモデルとコスト構造の転換による効率
性と拡張性の大幅な改善。

• 将来の変化に対応できる柔軟でレジリエントな
インフラ構築による、サステナブル分野での
リーダーシップ獲得。

強固なテクノロジーインフラがもたらす競争優位
性を理解している資産運用会社の中にも、日々の
改善、競合他社への対応、規制の順守と並行して
必要な投資を行うことは困難であると考える企業
は数多く存在します。新型コロナウイルス感染症
によってもたらされた混乱は、変革の必要性を高
める一方で、テクノロジーやデータに対して戦略
的な視点を持つことを難しくしています。

しかし、テクノロジー改革の取り組みを戦略的なコ
スト変革の取り組みと統合させれば、そのテクノロ
ジーとデータスタックを業務モデルに関する他の
改革とも整合させやすくなり、結果として以下の
各項の実現につながるアーキテクチャーを構築で

きます。

• フィンテック、アセットサービサー、カストディ
アン、テクノロジーベンダー、その他の第三者
が運営する社外のプラットフォームと社内のケ
イパビリティを統合させ、「plug-in, play and 
replace（すぐに使えて代替が利くサービスを
活用する）」という考え方を浸透させる。

• クラウドコンピューティングを最大限に活用して
データを保存および処理する。

• APIを利用して、データプロバイダー、ソリュー
ションパートナー、ディストリビューター、アド
バイザーを含むエコシステム全体とリアルタイ
ムでつながるようにする。

• 資産運用会社が RegTech（レグテック）や
SupTech（スプテック）などのソリューションを
利用できるようにして、コンプライアンスに対し
てより戦略的で効率的なアプローチを取れるよ
うにする。

https://www.ey.com/en_gl/ceo-imperative-study
https://www.ey.com/en_gl/podcasts/financial-services-emeia/2021/04/how-technology-will-help-reframe-asset-management


6. インオーガニックによる成長機会の活用
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戦略的な成長目標の達成、差別化できる分野の開発、事業変革の手段として、
合併・買収取引の重要性が今後高まります。
ここ10年間は上昇相場の影響で、大幅なオーガニック成長を目指して苦戦する多くの資産運用会社の
姿が見えにくくなっていました。今後は市場の変動性が高まり、資金の純流入が減少した会社にスポット
が当たることになるでしょう。そのため、戦略的手段としてのM&Aの重要性がますます高まることが予
想されます。 

単に規模を拡大させるためにM&Aが行われる場合もあるでしょう。業界のさまざまな分野で「勝者総
取り」の動きが顕著になり、スケールメリットの重要性は増す一方です。規模の拡大は、スケールメリッ
トをもたらすだけでなく、多様化を促進し、変動の影響を緩和することにもつながります。さらに、機関
投資家が資産運用会社との関係の合理化を望んでいることも、大規模な会社からの資金流出の抑制に
つながるでしょう。

評価額がパンデミックの影響を受けた結果、キャッシュレベルが良好な買い手、またはコロナ禍におい
ても高い評価額を維持できた買い手には、近いうちに好機が訪れる可能性があります。2020年、資
産運用業界では、規模の拡大、クライアント層の拡大、新たな成長分野の開拓を目的とした大型M&A
など、重大な取引が数多く行われました。今後は、新型コロナウイルス感染症によってもたらされた混
乱を踏まえ、一部の銀行や保険会社が系列の資産運用会社の所有権を見直す可能性もあります。戦
略的焦点が明確になった結果、資産運用業務を拡大しようとする金融グループもあれば、資産運用か
ら全面的に撤退しようとする金融グループもあるでしょう。

もちろん、前述のような業界動向は始まりにすぎません。資産運用会社の合併から価値を引き出すこ
との難しさは広く知られています。合併取引をまとめることよりも、その合併によって成果をあげるこ
との方が困難です。 

デジタル環境が急速に変化していることからも、有益な戦略的成果を達成する方法がM&Aだけでは
ないことは明白です。提携や合弁事業の活用が広がることにより、柔軟性が向上し、注力すべき分野
がより明確になることが期待できます。特に販売は、重点が置かれる可能性の高い分野です。国際企
業の場合、特にアジア市場をターゲットとする企業にとって魅力的なオプションなど、特定の成長分野
のターゲットごとに複数の連携を模索することもできます。また、連携にはもう一つ重要な目的があり
ます。それは、開発や購入を必要としない業務プラットフォームを強化し、差別化できる商品やサービ
スの開発にエネルギーと資本を回すことです。

長期的には成長志向の資産運用会社が、従来の業界の枠を超えて他の企業と戦略的な関係を構築する
ことにより、新たなクライアントや販売チャネルにアクセスできるようになることが期待されます。テク
ノロジー企業や通信企業、医療系企業と協力すれば、資産運用会社のスキルをパートナー企業の能力
や顧客と組み合わせてエコシステムモデルを構築し、価値を増大させることが可能になります。ただし、
こうした連携を最大限に活用するには、資産運用会社は一般に、戦略的計画の拡大、相対的な強みと
弱みの率直な評価、新たな関係の計画・実行を図るための枠組みを構築する必要があります。 

M&Aを、独自のソリューションを提供する手段ではなく、明確に定義された戦略を実施する手段として
考える会社であれば、インオーガニックな成長から長期にわたり最大の価値を引き出すことができるで
しょう。

しかし、M&Aはスケールメリットを生むだけではありません。資産運用会社はM&Aを通じて、戦
略的な成長目標の達成と他社との差別化を図ることができます。M&Aが合理的だと考えられる理
由は以下の通りです。

• 特定分野への投資能力（オルタナティブ投資や ETFなど）が強化される。

• 成長市場（中国など）への地理的アクセスが向上する。

• 新たなデジタル販売能力（双方向のオンラインアドバイスなど）を開発できる。

• 成長の促進あるいは改革の加速を促す技術的専門性を獲得できる。
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本調査ではこれまで、今後 5年間の資産運用の展望について主
に取り上げてきました。しかし、その後はどうなるのでしょうか。 

詳細な長期予測を行うことはどんな場合でも難しいものです
が、世界的な危機の最中にあっては、なおさら困難です。それでも、
現在のパラダイムの先を読むことにより、将来の可能性について想定
し、そこから逆算して戦略面への影響を理解することもできます。こ
のように、戦略を策定する際に未来から現在を展望するバックキャス
ティング・アプローチは、これまで何度も変化の時代を次の成長への
踏み台に利用しようとする企業に役立ってきました。 

言い換えれば、資産運用会社は、現在のパフォーマンスを変革するだ
けではなく、将来についてさまざまなシナリオを想定しなければならな
いということです。ますます複雑化・流動化する世界を切り抜け、長
期的価値を創出できる企業こそ、資産運用業界において最終的な勝者
になるとEYは確信しています。

2025年から 
先の見通し

EYでは、2025年から先の見通しについて、以下の 10通りのシナリオを作成し
ました。資産運用会社は、それぞれのシナリオについて以下の問いを考慮してみ
てください。

そのため、本セクションでは 2030年までに業界を再構築する可能
性のある10通りのシナリオを用意しました。これらのシナリオは現
状と（またそれぞれに）異なりますが、いずれも資産運用をすでに改
革している構造的変化や業界トレンドを踏まえて作成されたものであ
り、それほど的外れでも、また信じがたいものでもありません。

資産運用会社は、このような新たな現実について各シナリオの可能
性、タイミングや自社のビジネスへの潜在的影響を独自に検討し、
それに対応すべく計画の策定に今すぐ着手する必要があります。その
上で「このシナリオにどう対応するか」を考えてください。

このシナリオに対応するため、自社をどのように位置付けるか。 

このシナリオに向かう動きが加速した場合、どのように対応するべきか。 

このシナリオに備えて今できることは何か。 

1
2
3
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2025年以降に想定される10のシナリオ

特徴： 投資の公平性を実現することにより、ステー
クホルダーに対して提供できる長期的価値が向上
します。これには、全ての成人に対して教育、投
資機会、手数料が無料または低料金の投資商品を
提供することが含まれます。資産運用業界が担う
べきソーシャルライセンス（社会的承認）として、
こうした取り組みへの参加が求められるようになり
ます。

イネーブラー： 資産運用会社と中央政府が協力し、
金融リテラシーの向上を図ります。また、手数料
ゼロまたは低料金のパッシブ商品が提供され、収
益はクライアントデータの知見や証券貸付から生
み出されます。資産の部分所有が公開分散型台帳
に記録され、ファンド構造やその関連コストの必要
性が排除されます。

特徴： 資産運用会社が投資家、政府、規制当局と
協力し、コロナ後のより良い世界の構築を支援し
ます。金融教育の提供において、また即時着手可
能なプロジェクトやグリーンテクノロジー、デジタ
ルインフラへ個人預金を誘導させるために、資産
運用会社が中核的役割を果たす官民連携の新たな
モデルが形成されます。

イネーブラー： ポストコロナにおけるグリーン復興
の重要性が増し、記録的な公共債発行も相まって、
民間投資が持続可能な回復の重要なイネーブラー
となります。資産運用会社はこうした新たな資金
の流れの中心となり、投資家だけでなく幅広く社
会のために価値を創出することになります。

特徴： 機関投資家と個人投資家を含む全ての投資
家が、自分の所有資産について完全かつ容易に把
握できるようになります。それら原資産の全体を
見ることができるようになると、各投資の ESGイ
ンパクトとそのインパクトに関する全面的な説明責
任と法的責任についても明確になります。

イネーブラー： テクノロジーの発達により、詳細か
つリアルタイムに投資家レポートが作成できるよう
になります。また、普遍的な ESG基準が確立され、
瞬時に比較が可能になります。マイナスの ESGイ
ンパクトを生む利益には高い税率が課せられること
から、投資家による案件スクリーニングが進み、
サステナブル投資に資本が流入します。 

特徴： インデックスプロバイダーがテクノロジープ
ラットフォームと協力することにより、ルールに基づ
く投資市場で圧倒的優位を確保し、世界最大手の
資産運用会社となります。インデックスプロバイ
ダーはデータ面での優位性を持っているだけでな
く、従来型の資産運用会社に比べて低コストで、
マージン拡大圧力も低く抑えられます。 

イネーブラー： パッシブ投資への移行により、資産
運用会社がインデックスプロバイダーに投資判断を
委ねることが増えていきます。コストの低下に伴い、
ダイレクト・インデクシングが普及し、インデックス
プロバイダーが自らのインデックスを追跡するファ
ンドを作るようになります。インデックスプロバイ
ダーの規制が強化される結果、投資家の信頼が高
まり、資産運用会社の役割がさらに縮小されます。

特徴： コロナ後は、資産運用におけるリモートワー
クの有効性が実証されて一般的になります。リモー
トワークで働く人材を確保することにより、人件費
や施設維持費を削減するとともに、より幅広い人
材供給源から専門人材を雇用することができるよう
になるため、責務の増大や物理的制限に対処可能
となり、認知的多様性によってこれまで排除されて
いた人材が資産運用業界で働くようになります。

イネーブラー： コロナ禍の勤務パターンやリモート
ワークという働き方がコロナ後の通常業務の再開
後も継続し、資産運用会社は分業体制における職
員研修、スタッフ間の連携、社風の維持・改善の
ために新たな方策を工夫する必要があります。
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それぞれのシナリオにどのように対応すべきか、検討してみましょう。
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世界中の全ての成人に資本市場
の成長分野に参加する知識と機
会を提供することが資産運用業界
の目的になった場合

資産運用会社が全てのステーク
ホルダーのために創出した長期
的価値で評価されるようになった 
場合

全ての投資家が所有資産の社会
的インパクトを理解するように 
なった場合

インデックスプロバイダーがテク
ノロジー企業と提携し、最大手の
資産運用会社となった場合

「仕事」の概念が変化し、資産運
用会社の人材と働く場所の多様
化が進んだ場合



特徴： 資産運用業界は一握りのデータドリブンな
国際企業と「ロングテール型」の小規模な専門企
業から構成され、地域や投資スタイルごとに大手
1～ 2社が市場を独占することになります。 

イネーブラー： 「バーベル」現象の加速、資産運
用の利益率の縮小、M&A取引をはじめとするさま
ざまな構造的要因により、自己増幅型の資産運用
会社が成長します。例えば、EYの分析では、業
界全体の AUMに占める資産運用会社トップ 10
の AUMの割合が過去 10年で 27%から31%に
増加したことが分かっています（図表 4参照）。 

特徴： 資産の部分所有が公開分散型台帳に記録さ
れ、ファンド構造やその関連コストの必要性が排除
されます。トークン化によってアクセスが広がり、
民間企業やインフラ、不動産や美術品など、これ
まで制限されていた資産クラスへの投資に誰もが
参加できるようになります。

イネーブラー： テクノロジーの発達により、既存
の証券や金融資産の細分化、物的資産や法的所
有権のトークン化が実現します。分散型台帳の安
全性と信頼性が実証されると、その効率性や利便
性、透明性により、ファンド需要が急落します。
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特徴： AIによる判断の方が人の判断より透明性が
高く、最低限の介入で投資を管理できます。必要
なデータは全て、機械学習に適したデジタル形式
で利用できるようになります。 

イネーブラー： 高度な技術能力を持つ資産運用会
社により、オープンソースツールと専有ツールを
組み合わせたポートフォリオ運用が行われ、迅速
かつ柔軟な意思決定が自動で行われます。AIに
続き、量子コンピューターも、研究レベルからビ
ジネスに応用可能なレベルへと進化します。

特徴： ファンドが投資パフォーマンスのみに基づく
報酬を請求しなくなり、従来のベンチマークが使
用できなくなります。報酬は、各ファンドの目論見
書において設定された目標と重み付けに応じ、投
資パフォーマンスと非財務価値を組み合わせて決
定されます。少なくとも 3～ 5年分を計算し、そ
の後、所定の結果を出せない場合は返金すること
になります。

イネーブラー： タクソノミー、テクノロジー、デー
タの発達により、資産運用会社が創出する長期的
価値は、一貫した透明性の高い方法で、クライア
ント、社会、人材、財務状況の 4つの視点から評
価されるようになります。

特徴： 資産運用会社が大規模な D2C販売ネット
ワークを有し、投資家からの直接資金調達や投資
プラットフォームを通した資金調達の大部分を担い
ます。投資家に好まれるデジタルインターフェー
スが市場ごとに異なり、販売の簡素化が共通の課
題となります。

イネーブラー： 垂直統合に向かう動きの中で、大
規模な資産運用会社が D2Cポータルを買収また
は構築します。また、報酬の明確化と透明性の向
上を促す規制が導入され、資産運用会社による
D2C関係やプラットフォーム関係の追求が促進さ
れます。分散型台帳のテクノロジーが発達し、プラッ
トフォームにおける資金取引の迅速な処理が可能
になります。 
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2025年以降に想定される10のシナリオ

それぞれのシナリオにどのように対応すべきか、検討してみましょう。
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「勝者総取り」現象により、多極化
していた資産運用業界の一極化
が進んだ場合

D2C（直販）関係が例外的
な手法ではなく、標準的な
手法となった場合

部分所有によってファンドの 
ニーズがなくなった場合

ポートフォリオ運用の主体が人間
からAIと量子コンピューターを組
み合わせたプラットフォームに移
行した場合

資産運用の報酬が長期的価値の
創出に基づいて決定されるように
なった場合
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図表 4：



3人の CEOの物語：未来の歴史

物語に登場する3人の CEO
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マリアさんとキムさんは共に、マイクロ投資だけで
なく、当時需要が高まっていた投資教育や投資アド
バイスを提供するためのデジタルプラットフォーム
の構築に取り組むことにしました。その結果生まれ
た D2Cネットワークは現在、Syntham社のテクノ
ロジーインフラに統合され、新たな資金流入を促
す重要な原動力となっています。

一方、2020年代に世界的に有名になったキムさん
ですが、以前は、故郷の町にある若者のための教
育財団にボーナスを寄付したことで知られていたこ
と以外、有名人として扱われることはほとんどありま
せんでした。銀行口座を持たない世界最高レベルの
富豪として有名になってからも、イノベーションに注
力し続け、新たな躍進につながるウエアラブルテク
ノロジーを近く発表すると報道されています。

デイビッドさん、マリアさん、キムさんは架空の人
物ですが、3人の物語は個々の資産運用会社の運
命が、重要な決定（と外部要因）によって一変す
ることを示しています。振り返ってみると、コロナ
禍を踏み台として新たなチャンスを捉えた企業は、
自らの運命を切り開くとともに資産運用の未来を新
たな視点から再構築した点で成功できたことが分か
ります。 

マリア 
重生社と連携して D2Cネットワークを
構築 

コロナ後のビジネスモデルに決定的な変
化をもたらす決断を下すよう、取締役会
を説得 

世界的な保険会社の傘下にあるアジア・
パシフィック担当の資産運用会社と合併
し、Syntham社を設立

中国の資産運用会社との合弁事業を
設立

Syntham社の設立に伴い、長年の投資
運用委託の一部を喪失

デイビッド
金融リテラシーを向上するボランティア
団体を設立して成功を収める

綿密な投資リサーチで高い評判を獲得

Infortuna社と欧州の名門資産運用会社
との合併を実現

ESG専門の競合他社の買収を急いだた
めにグリーンウォッシュの疑いをかけら
れる

Infortuna社に効率的なデジタルプラッ
トフォームを導入することに失敗

キム
重生社を「デカコーン」企業（巨大未上
場企業）に成長させる

家族からの借金とハーバードビジネスス
クールからの 25,000米ドルの補助金を
使って重生社を設立

決済サービス、投資、シェアリングエコ
ノミー、ソーシャルデータの統合を予見

マイクロ投資や大衆向け金融教育のため
のアプリを開発

現在はペースを落とし、重生社のアプリ
のゲーミング要素における常用癖を防ぐ
セーフガードを追加する作業に専念

冒頭に登場した 3人の架空の CEOがコロ
ナ後に何を決定し、その選択が 3人のそ
の後をどう変えたのか見てみましょう。

デイビッドさんは、従来型の資産運用会社である
Infortuna Investments社の CEOを務めていた
間、より力強い成長と、規模を拡大する必要性を
ひしひしと感じていました。そのため、欧州の大
規模な資産運用会社との合併を行うなど、多様化
や効率化、成長を促進するための取り組みをいく
つも立ち上げていました。しかし、ESGに特化し
た競合他社を買収するという衝動的な判断を含
め、デイビッドさんの取り組みはどれも、希望通り
の価値や Infortuna社を差別化させる価値を生み
出しませんでした。 

デイビッドさんは、時代が自分に味方していると考
えていましたが、新型コロナウイルス感染症によっ
て混乱がもたらされたこともあり、投資家は不満
を募らせていきました。さらに、自社の差別化を
図る明確な戦略がない中で、資金の流れがマイナ
スに転じ、収益性も厳しくなっていきました。数カ
月後にソーシャルメディアでグリーンウォッシュの
疑いをかけられて数百万㌦の罰金を科されたため
に業績の下方修正を余儀なくされ、デイビッドさん
は CEOの職を退くことになりました。その後も資
金流出が続いた Infortuna社は、テクノロジーを

活用したサステナブル戦略を中心とする再建に乗
り出しました。一方、デイビッドさん自身は学校や
自宅で金融リテラシーを高めるボランティア活動を
行うようになりました。

その頃マリアさんがどうしていたかというと、
2020年に岐路に立たされたマリアさんの資産運
用会社は、その後次々と大胆な策を打ち出し、
2020年代前半に急激な成長を遂げました。その
ように動くきっかけとなったのは、世界的な保険会
社の傘下にあるAsia-Pacific（アジア・パシフィッ
ク）担当の資産運用会社と合併して Syntham社
を設立したことです。これはベテラン投資家を驚
かせました。その後、中国で急速に拡大する中流
層を対象とした中華系資産運用会社との合弁事業
も始めました。

しかし、マリアさんが大きな成功を収めることがで
きた理由のひとつは、運の良さでした。フィンテッ
ク系スタートアップ向けコンペの審査員になって
いなければ、今では有名になったスーパーアプリ
企業の重生社を設立したキムさんと知り合うこと
もありませんでした。以前から個人投資家による
直接投資に関心があったマリアさんは、決済サー
ビス、バンキング、ソーシャルメディア、シェアリ
ングエコノミーの統合について熱心に語るキムさ
んの話を聞いて、あるアイデアがひらめきました。



Add title
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新型コロナウイルス感染症によって、資産運用はさらなる課題を
突き付けられました。また、すでに業界を再編しつつあった構
造的変化が加速されると同時に、変化を促す新たな要因が生

み出されました。資産運用会社は、この機会をまたとない契機として
利用することによって、資産運用の未来を新たな視点から再構築し、
業界の改善と強化、目的の再定義を確実に進める必要があります。
EYでは、資産運用業界が長期的価値を創出することが、より高い目的
を掲げてパフォーマンスを向上させることにつながると考えています。
また、長期的価値はクライアント、人材、社会、財務状況の 4つの視
点から測定する必要があるとも考えています。こうした視点に沿って創
出された価値はいずれも資産運用会社の持続的な成功を測るベンチ
マークとなるはずです。 

資産運用の目的を 
新たな視点から見直す



資産運用の目的を新たな視点から見直す
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1つ目の視点はクライアントで
す。クライアントは今、資産運
用のコストパフォーマンスについ
て以前よりも厳しく吟味するよ
うになっています。資産運用業
界にはクライアントのニーズに対
応するソリューションを提供する
ことが求められていますが、そ
のためにはクライアントの満足
度や価値観を測定する枠組みの
改善が必要です。資産運用会社
は、透明性を確保し、率直かつ
正直なコミュニケーションを取り
ながら受託者責任を果たさなけ
ればなりません。信頼を醸成す
るには、高い倫理基準を維持す
るとともに、クライアントの期
待に繰り返し応えることが求め
られます。

次の視点は、資産運用の中核を
担う人材です。資産運用業界で
は、人材管理の価値基準を設定
し、あらゆる点で多様性を保証
する人材プールの構築、包摂的
かつ平等な文化の醸成、適切な
行為に報いるインセンティブ制
度の確立を進めることが望まれ
ています。

最後に、ステークホルダーが手
数料の削減を要求し続けている
ことから、資産運用会社が直面
する財務的圧力は今後も続くと
予想されます。資産運用業界の
財務パフォーマンスを最適化す
るためにやるべきことはまだ数
多く残っていますが、EYでは、
EYが提唱する 6つの戦略的要
素が、コストを下げてさらなる
成長を促進するテクノロジーを
活用したビジネスモデルの構築
の鍵になると考えています。長
期的には、業界が抱える問題を
解決するために、バリューチェー
ン全体の抜本的な構造改革が必
要になる場合があるかもしれま
せん。シナリオを策定し、そこ
から逆算して考えることにより、
こうした改革に備えて今すぐ準
備を始めることができます。

2つ目の視点である社会的価値
は、投資において今後新たな基
準となっていく持続可能性に関係
しています。これは、世界中でリ
スクや資産の価格設定の見直し
につながっている気候変動やそ
の他の環境問題への対策に限っ
た話ではありません。2020年
を振り返ると、企業による社会へ
の貢献度が、投資家にとって財
務リターンと同じくらい重要に
なっていることが分かります。資
産運用会社は全てのプロセスに
おいてガバナンス、透明性、ス
チュワードシップ、多様性、包摂
性、平等に関するベストプラク
ティスを取り入れなければなりま
せん。そうすることで、資産運
用業界はロールモデルとして投
資先の業界に持続可能性の模範
を示す機会を得るのです。

結論として、長期的価値を創出することが、資
産運用業界にとってもそのステークホルダーに
とっても、かつてなく重要になっています。  
世界はコロナ禍を乗り越え、各国の経済も回
復するでしょう。しかし、コロナ後の将来のニー
ズはコロナ前の過去のものとは異なります。
資産運用の目的をさらに高く掲げて、投資家
と社会により良い利益をもたらすこの機会を
逃さずに活用することが必要です。

1 2 3 4



EYが提供する資産運用分野のインサイト
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EYは、本調査で紹介した展望に基づいて行動する資産運用会社をサポートします
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Asia-Pacific（アジア太平洋）
プロフェッショナル人材：4,700人

Americas（北・中・南米）
プロフェッショナル人材：5,300人

EMEIA（欧州・中東・インド・アフリカ）
プロフェッショナル人材：11,100人

EYは、Building a better working world（よ
り良い社会の構築を目指して）という理念
を全ての活動の基盤に据え、世界各国の

経済と資本市場において信頼の構築を支援する質
の高いサービスと知見を提供することを目指して
います。

EYのグローバル・ウェルス＆アセットマネジメント
ネットワークにはクライアントの資産運用の再構築
を支援する世界各地のプロフェッショナル 20,000
人以上が参加しており、コンサルティングの機会、
監査や納税申告、連携・協働、さらには EYが尋

ねる質問の一つ一つでさえも、EYの活動全てが、
より良い社会の構築に貢献しています。 

EYは、コストパフォーマンスの向上を目指す資産
運用業界を支援するため、投資家、社会、環境に
資する質の高いアドバイスを提供し、資本を効率
的に配分しています。    

また、ガバナンスや多様性、包摂性や平等のため
の取り組みを通して、投資先の業界のロールモデ
ルとなるよう資産運用業界を支援しています。  

企業が達成できることや個人ができることを変革
する手段としてテクノロジーを活用することにより、

クライアントのために長期的価値を創出するため
のサポートも提供しています。このように、EYは
より良い社会の構築を目指してさまざまな役割を
果たしています。

EYのグローバル・ウェルス&アセットマネジメント
ネットワークには、競争力を維持するだけでなく、
より良い投資を行うためにクライアントと世界各地
で協力して働くプロフェッショナル 20,000人以上
が参加しています。

EY Global Alternative Fund  
Survey Report

EY ETF Resesarch ReportEY Global Wealth Research 
Report
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問い合わせ先
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GLOBAL ASIA-Pacific（アジア太平洋）

Americas（北・中・南米）

Alex Birkin   
EY Global Wealth & Asset 
Management Consulting Leader and 
EMEIA Wealth & Asset Management 
Industry Leader 
abirkin@uk.ey.com

+44 20 7951 1751

Elliott Shadforth  
EY Asia-Pacific Wealth & Asset 
Management Sector Leader 
elliott.shadforth@au.ey.com

+61 2 9248 4546 

Natalie Deak Jaros  
EY Americas Wealth & Asset 
Management Co-leader and Wealth 
& Asset Management Assurance 
Leader 
natalie.deak@ey.com 

+1 212 773 2829 

Gill Lofts  
EY Global Sustainable Finance 
Leader and UK Wealth & Asset 
Management Leader 
glofts@uk.ey.com 

+44 20 7951 5131 

Mark Wightman  
EY ASEAN Wealth & Asset 
Management Leader and Asia-
Pacific Wealth & Asset Management 
Consulting Leader
mark.wightman@sg.ey.com 

+65 6309 8245 

Andre Veissid  
EY Americas Wealth & Asset 
Management Strategy Leader 
andre.veissid@parthenon.ey.com 

+1 212 773 3645 

Mike Lee  
EY Global Wealth & Asset 
Management Sector Leader 
michael.lee@ey.com 

+1 212 773 8940 

Christine Lin  
EY Greater China Wealth & 
Asset Management Leader 
christine.lin@hk.ey.com 

+852 28469663 

Takashi Hasegawa  
EY Japan Wealth & Asset 
Management Sector Leader and 
x Ernst & Young ShinNihon LLC 
Assurance Partner 
takashi.hasegawa@jp.ey.com

+81 3 3503 1110 

Jun Li  
EY Americas Wealth & Asset 
Management Co-Leader 
jun.li@ey.com 

+1-212-773-6522 

Lynne Sneddon  
EY Global Wealth & Asset 
Management Tax leader 
lsneddon@uk.ey.com

+44 131 777 2339 

Rita Da Silva  
EY Oceania Wealth & Asset 
Management Leader 
rita.da.silva@au.ey.com

+61 2 8295 6142 

Jeong Hun You EY Korea 
Wealth & Asset Management 
Leader 
jeong-hun.you@kr.ey.com

+82 2 3770 0972 

Nalika Nanayakkara  
EY Americas Wealth & Asset 
Management Consulting Leader 
nalika.nanayakkara@ey.com 

+1 212 773 1097 

 

EMEIA（欧州、中東、インド、アフリカ）

その他の主な協力者

Rosheen Dries 
EY EMEIA Wealth & Asset 
Management Tax Leader 
rosheen.dries@de.ey.com 

+49 6196 996 26163 

Hermin Hologan 
EY EMEIA Wealth & Asset 
Management Industry Leader-elect
hermin.hologan@fr.ey.com

+33 1 4693 8693

Jannine Ravens 
EY Global Wealth & Asset Management 
Analyst Lead
jravens@uk.ey.com 

Yendie Chu 
EY Global Wealth & Asset Management Analyst
yendie.chu@ey.com  

Richard Gray  
EY EMEIA Wealth & Asset 
Management Strategy Leader 
rgray@uk.ey.com 

+44 20 795 12857 

Lisa Kealy  
EY EMEIA ETF Leader and 
Ireland Wealth & Asset 
Management Leader 
Lisa.Kealy@ie.ey.com 

+353 1 2212 848 

John Flood  
EY EMEIA Wealth & Asset 
Management Consulting 
Leader 
jflood@uk.ey.com

+44 20 7951 9383 
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EY  |  Building a better working world

EYは、「Building a better working world（より良い社会の構築を目指して）」
をパーパスとしています。クライアント、人 、々そして社会のために長期的価
値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。

150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により
信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。

アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトラン
ザクションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた
課題提起（better question）をすることで、新たな解決策を導きます。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、
もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・
アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供して
いません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体
が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法
令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、
ey.comをご覧ください。

EY Japanについて
EY Japanは、EYの日本におけるメンバーファームの総称です。EY新日本有限責任監査法人、EY
税理士法人、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社などから構成されています。なお、
各メンバーファームは法的に独立した法人です。詳しくは ey.com/ja_jpをご覧ください。

© 2021 EY Japan Co., Ltd.  
All Rights Reserved.

ED None

本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会計、税務およびその他の専門的なアドバイス
を行うものではありません。EY Japan株式会社および他の EYメンバーファームは、皆様が本書を利用したこ
とにより被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別
に専門家にご相談ください。

本書はAre you reframing the future of asset management or is it reframing you? を翻訳したものです。 
英語版と本書の内容が異なる場合は、英語版が優先するものとします。

ey.com/ja_jp

https://www.ey.com/
http://ey.com/ja_jp
http://ey.com/ja_jp
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