
 注意事項：本誌はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2019年9月に発行した原著をデロイト トーマツ グループが

翻訳し、2020年1月に発行したものです。和訳版と原文（英語）に差異が発生した場合には、原文を優先します。 

Performance magazine issue30より 

資産運用業界の将来
ヨーロピアン・ファンド・アドミニストレーション

S.A.のCEO、ノエル・フェッセによる、資産運用／

サービスに影響を与える要因の考察



1 

資産運用業界の

将来

ヨーロピアン・ファンド・アドミニストレーション

S.A.のCEO、ノエル・フェッセによる、資産運用／

サービスに影響を与える要因の考察

この記事で表明されている意見は、著者の個人的な意見であり、

デロイトの意見ではありません。



2

パッシブの躍進：業界に浸透

「アクティブ運用は、報酬と費用を考慮する

と大抵市場パフォーマンスを下回り、たとえ

アウトパフォームした場合でもスキルではな

く幸運によるものに過ぎない」。この単純な

理由により、パッシブ投資がこれまで以上に

人気を集めています。インデックスファンドと

パッシブETFをうまく使えば、より少ないコス

トでインデックスと同等のパフォーマンスを

確実に実現できます。投資家の多くは優秀

なアクティブマネジャーを選択するスキルが

ないため、パッシブ運用を選ぶ方が良いパ

フォーマンスを得られます。

マーケティングキャンペーンの影響や、低コ

ストであること、アクティブマネジャーのク

ローゼットトラッキング、トレーラーフィーなど

の慣行の改革の影響から、投資家はパッシ

ブ投資を選択しています。1995年から2017
年にかけて、米国のパッシブファンドへの累

積正味フローは4.2兆米ドルでした（アクティ

ブファンドでは2.4兆米ドル）1。2019年6月

のバンガードのレポート2によると、米国の

ミューチュアルファンドの約40%がインデッ

クスファンドであり、投資可能な米国株式の

15%程度しか株式インデックスファンドに保

有されておらず、インデックス戦略による米

国取引所の取引高は5%未満であると報告

しました。パッシブ投資にはまだ改善の余地

はありますが、業界に浸透しています。

ベータのスマートな答え

スマートベータの存在は、大半のポートフォ

リオマネジャーがアルファを創出できず、

「ファクター投資」と呼ばれる、ボラティリ

ティ、流動性、質、価値、規模、モメンタム等

のさまざまな要素を考慮する投資行動が、

低コストの信頼できるベータ戦略で置き換え

可能であることをアクティブ運用業界が暗黙

のうちに認めたことを意味しています。アル

ファ信奉者とアクティブ運用のベテランはス

マートベータに反感を持っており、スマート

ベータに対する現在の関心と評判に焦燥を

感じています。このアクティブ投資の傍流に

ついて、何が言われているのでしょうか？

パッシブ運用がアクティブ運用を浸食する

中、プラグマティストは、スマートベータが不

可欠かつ当然の反応であると考えていま

す。つまり、代替リスクに直面したら、代替

商品を準備することになります（これが、イ

ンデックス信奉者もスマートベータを嫌う理

由の1つです）。スマートベータはアクティブ

業界の共喰い現象の申し子と言えますが、

これも業界に浸透しています。

純粋なアルファ：新たなアンオブタニウム

（不可能を可能にするもの）

にもかかわらず、アルファは依然としてアク

ティブ投資運用の本質です。これは困ったこ

とです。なぜならアルファを得るのはきわめ

て難しいからです。1975年、技能を発揮し

たアクティブマネジャーは15%でした（報酬

および費用控除後でアルファを創出できた

割合）。2006年はわずか1%でした3。なぜで

しょ うか？画一的なフェ アディ スクロー

ジャーを求める法律とテクノロジーが金融情

報をコモディティ化したため、小さな文字を

丹念に読んでもアルファが得られる可能性

はほとんどありません。したがって、アル

ファを生み出す情報の優位性は見つけにく

くなりました。その有効性は、多くの人が見

つけて利用するほど減少するものですし、

実際に、こうした情報は迅速に利用されるよ

うになっています。同様に、賢い投資プロセ

スも重要でなくなっています。危機後の公開

市場は構造的に変化し、アルファは最も素

早い人が勝利するゼロサムゲームとなりま

した。大半のアクティブマネジャーは十分な

敏捷性を発揮していません。

1. 「ワーキングペーパーRPA 18-04」、ボストン連邦準備銀行、2018年8月27日
2. 「Don't stop believing in the benefits of indexing」バンガードのウェブサイト、2019年6月17日 
3. 「投資運用の未来（The future of investment management）」、ロナルド・カーン、CFA協会研究財団、2018年5月26日
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難しいことではないのでは？

アクティブマネジャーには何ができるでしょう

か？この15年で、社会経済および非金融

データは大幅に増加しており、今後も増加

する一方でしょう。このようなデータは無数

の領域、形式で利用できます。膨大なデー

タの湖には、貴重な投資シグナルが潜んで

いる可能性があります。アクティブマネ

ジャーは、クラウドベースのビッグデータテ

クノロジーとデータサイエンスを利用してこ

のようなデータを探り、情報の優位性を求め

ることで、その優位性が失われる前にアル

ファを特定、獲得できます。ここで重要なの

はスピードです。優位性の消失は避けられ

ず、絶え間ないイノベーションが不可欠で

す。データサイエンティストは、素粒子や天

体物理学の難問であるかのように、アル

ファを研究しています。しかし注意が必要で

す。「ビッグデータ」と「容易」という言葉があ

まりにも多くの場合に、同じ文の中で使用さ

れています。これは容易ではありませんし、

シグナルの理由を推測し、これを利用してア

ルファを創出するのはきわめて困難です。

従来の方法を利用する余地もまだあるので

はないでしょうか。バリュー投資はいかがで

しょうか？

BPSを絞り上げる 
バリュー投資の余地はまだあるかもしれま

せんが、これまでとは事情が異なります。

2012年から2017年にかけて、報酬は、パッ

シブマネジャーで25.7%、アクティブマネ

ジャーで8.6%引き下げられました。2025年

までに、それぞれさらに、20.7%と19.3%、

減少する可能性があります4。パッシブ運用

に市場を取られたことにより、アクティブマネ

ジャーに対する圧力が高まっています。しか

し、運用資産（AuM）が53.7%増加し、報酬

よりも多くコスト比率を下げたため、テクノロ

ジーと業務に対する費用は毎年増加したも

のの、2012年から2017年の利益率は10%
以上増加しています。AuMの増加はある時

点で減速し、さらには減少に転ずる可能性

もありますが、報酬に対する圧力は継続し

ます。

天国への3ステップ 
アクティブマネジャーは、3つの方法で対応

しています。ポジショニング、業務の再設

計、そして企業合併です。第一に、純粋なア

ルファや非金銭的なリターンなどの金額に

見合った価値を明確に伝えようと努力して

います。また、パッシブマネジャーが容易に

模倣することができない多様化と条件の改

善を目指しています。プライベート・アセット

（株式、不動産、債券）は、十分に要件を満

たしています。過去10年間の銀行の勢力低

下により、運用会社は機関投資家をプライ

ベート・アセットに引き付けることができまし

た。プライベート・アセットは価格圧力が低

く、顧客との関係も長くなります。ポジション

のシフトには、他のオルタナティブ資産、機

関投資家向けの成果ベースのソリューショ

ン、富裕層に対する資産管理サービスが含

まれます。

第二に、彼らは業務を再設計しています。こ

れにはビッグデータも、ロボットによるプロセ

ス自動化も関係ありません。この取り組み

では、社内に残す機能が抜本的に再考され

ています。中核的な投資プロセスを除くすべ

てがアウトソーシングの候補となるでしょう。

投資売買記録、注文管理、取引処理、担保

管理、ポートフォリオ管理、リスク測定、コン

プライアンス監視などのすべて、そしてそれ

以上の業務が、クラウドベースのフロントオ

フィスからバックオフィスまでのサービスを

得意とする企業に移管されるでしょう。こうし

た状況は、運用会社とサービスベンダーの

在り方を大きく変えるでしょう。

第三に、コスト削減と規模拡大を目指して合

併が行われています。これはセオリー通り

の行動であり、業界と同じくらい古い手法で

す。確かに、M&Aは2018年に世界全体で

過去11年で最多となる253件を記録しまし

たが5、アルファと規模は両立せず、合併に

よって業界のアルファ（リーダーとなる企業）

も生まれていません。運用会社の統合は、

難しいことで有名であり、利益率がある程度

確保でき、顧客が取引先の変更をためらっ

ている間は（資産運用業界やその他の業界

では一般的な行動）、所有者は売却に尻込

みします。数年にわたる困難な環境にもか

かわらず、欧州に依然として4,200社の運

用会社が存在するのは、このような背景も

影響しています6。

この15年で、社会

経済および非金

融デー タは 大幅

に増加しており、

今 後 も 増 加 す る

一方でしょう。

4. 「Asset and Wealth Management Revolution, Pressure on profitability」、PwC、2018年10月（この段落のすべての数値）

5. 「M&A activity in fund sector breaks 11-year record」、クリス・フラッド、フィナンシャル・タイムズ、2019年2月16日

6. 「Asset Management in Europe」、EFAMA、2018年9月
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7. 「Growing pains: how asset servicers are keeping up with rapid growth」、PwC AWMカンファレンス（ダブリン）、2018年10月

過去10年における

銀行の縮小により、

運用会社は機関投

資家を民間資産に

引き込むことが可能

になりました。民間

資産では価格圧力

が低く、顧客のサー

ビス利用期間も長く

なります。

買収は競争圧力が減るまで続く

資産サービスセクターにおけるM&A取引も

増加しています。ここでは、価格も変化を後

押ししています。世界的なカストディアン上

位5社では、報酬低下に苦しむ運用会社か

らの圧力により、2017年までの5年間で、保

管／管理資産当たりの手数料が18%減少

しました7。危機後の無数の規制や前例のな

い金融政策による悪影響と格闘する中、こ

れらの会社は何とかしのいでいるものの、

顧客をめぐる競争はきわめて厳しい状況で

す。小規模な管理会社は、競争に否応なし

に巻き込まれています。現在の業界再編で

は、規模、セクターの集約、テクノロジーへ

の注力という3つのテーマが注目されています。 

第一に、生存には規模と業務改革が必要で

あることは自明です。規模拡大には成長が

必要ですが、大規模なマンデートがあまり

移動しないことを考えると、これは難しい問

題です。したがって企業は、非自律的成長

を目指してM&Aを利用しようとします。バル

ジブラケット（巨大投資銀行）は、活発な取り

組みを行っています。クレディ・アグリコルと

サンタンデールは、2019年4月にカストディ

部門と資産サービス部門を合併させ、5.1兆
ユーロの保管／管理資産を持つ企業を生

み出すことを決定しました。これは最近の一

例ですが、ミッドマーケット企業は最も活発

に取り組んでいます。ある企業は、過去3年
で10件の買収を行い、管理資産を350億米

ドルから6,220億米ドルに増やしました。非

自律的成長（稼ぐためには資金が必要であ

り、資金調達にはプライベートエクイティが

多用される）では、規模、地理的な網羅性、

セクターの専門知識が確実に得られます。

大規模な合併企業はこうした要素を備えて

おり、当然ながらターゲット企業は豊富にあ

ります。しかし、ターゲット企業の顧客のうち

小規模なものは、規模拡大に貢献せず成長

もしない上に、一部の活動は規模にそぐい

ません。成功は統合にかかっていますが、

多額の費用が発生します。また、問題を共

有することで、その問題が大きくなることも

あります。ミッドマーケットのプライベートエク

イティによる出口戦略も興味深いでしょう。 

戦略的ニッチの賛同者は、立ち止まって考

える必要があるという点に同意すると思い

ます。価格とサービスの競争はあらゆる場

所で発生しています。戦略的ニッチは希望

的観測かもしれず、競争が常に発生するこ

とを前提としています。ニッチ分野で生き残

るために、企業は専門分野に特化し、最良

の顧客を奪うために多大なエネルギーを注

ぎ込む大規模かつリソースが豊富な競合企

業と同じように、テクノロジーに精通しなけ

ればなりません。これに成功するニッチ企業

は極めて少なく、大半が小規模顧客に依存

し、成長できず、投資資金の不足に苦しみ、

事業遂行上の課題が増大しています。明る

い未来と優良顧客は合併企業のものです。

第二に、サービスセクター間の境界が消滅

しつつあります。企業は、成長を求めて、自

律的成長またはM&Aを通して多様化を進

めています。プライベート・アセットセクター

を見ると、商品と市場の多様化を目指す資

産運用会社はプライベート・アセット部門を

設立しており、ここでは、ファンドと管理サー

ビスの両方が必要です。管理サービスの提

供会社は、運用会社との関係が深くなって

おり、ファンド業界のオルタナティブ分野とも

接しています。これらの企業は、プライマ

リーファンド、ファンド・オブ・ファンズ、証券

化ビークルなどのシェアをめぐって既存企

業と争っています。世界的なネットワークを

構築した管理サービスの会社は、大手監査

法人の会計・税務部門とも競合しています。

第三に、企業はテクノロジーに大きな力を注

いでいます。2018年、ステート・ストリートは

チャールズリバー・デベロップメント（26億米

ドル）、SS&CはDSTシステムズ（54億米ド

ル）とエゼソフトウェア（14.5億米ドル）をそ

れぞれ買収し、競合企業と顧客を驚かせま

した。これらの企業は、フィンテックを盲信し

てしまったのでしょうか？おそらく違います。

彼らは、運用会社がパートナー企業のサー

ビスを投資売買記録、さらにはポートフォリ

オ構築にまで拡大させる事態に備え、垂直

統合企業としてバリューチェーンを拡大し、

テクノロジーの優位性を目指すイノベーター

となる準備を進めています。防御のヒントと

して、以下の事例を挙げます。ブラックロッ

クのアラジンは、支配的な資産運用プラット

フォームをめぐる競争で、創始者としての優

位性を享受しています（同社は、アラジンを

年金基金、保険会社、機関投資家、企業の

財務部門にも売り込んでいます）。これがう

まくいけば、次はミッドマーケットの資産サー

ビス企業やソフトウェア企業に注目すること

になるでしょう。進出の余地はあるでしょう

が、これまで常にそうであったように、競争

はきわめて激しいものとなり、テクノロジー業

界の巨人が参入する可能性もあります。
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8. 「Will Facebook's Libra currency shake up financial services?」、ヌーナンおよびメーガウ、フィナンシャル・タイムズ、2019年6月18日

9. 「Beyond 10% - the case for enlarging the pool of retail investors in Europe's investment funds」、マッケー・ウィリアムズ、2013年（著者は、

これらの数字が2019年も有効であると推定している）

テクノロジー業界の巨人には、こんなことに

費やす資本や時間はないのです。

あまり長い時間安心しているべきで は あり

ません。広く知られている、アリババの世界

最大のマネー・マーケット・ファンドの構築を

警告ととらえることができます。確かに、こ

れは中国での話であり、欧米で同 様のこと

をするのは容易ではないでしょう。しかし、

いつかは起こります。バンガードとインベス

コは、アリババと合弁事業を立ち上げ、中国

でファンドを販売しています。このような会社

は、ファンドを欧米のデジタルライフに適合

させる方法を見つけ、おそらくはテクノロ

ジー業界の巨人の販売力を背景に 金融債

務の責任者（MOR）となるでしょう。結果とし

て莫大な資金が得られる可能性がありま

す。ユーロ圏では、家計資産の40%が現金

です。ファンドに投資されている資産はわず

か8%で、ファンドに投資を行う世帯の割合

は11%です
9
。また、個人投資がすべてでは

ありません。運用会社のCIOとCTOは、ア

ルファの探求においてGoogleとどのように

戦うのでしょうか？

大半のフィンテック企

業は、激しい競争と資

金不足で絶滅し、化

石としてのみ生き残る

ことになるでしょう。

巨人、恐竜、そして化石

1994年に設立されたオンライン書店は、世

界最大のEコマース小売業者かつ2番目に

大きいストリーミングメディア企業となりまし

た。この企業は、業者に市場、金融サービ

ス、決済サービスを提供し、クラウドベース

のコンピューターサービスの世界的なリー

ダーとなりました。また、送金サービスとクレ

ジットカードを個人顧客に提供し、米国では

間もなく当座勘定を提供します。

大学の寮で2003年に設立されたソーシャル

ネットワーキングアプリは、欧米で最大とな

り、23億人が友人と交流し、ニュース、写

真、メッセージを共有しています。このアプリ

は主要なニュース媒体となり、本流のメディ

ア、広告業界、社会・政治的に関する議論

を大きく揺るがしています。2019年6月、同

社は仮想通貨リブラの立ち上げを発表しま

した。顧客は、通常の銀行口座を持たなくて

もこの通貨が利用できる予定でした（銀行口

座を持たない顧客が主なターゲット。推定で

は、銀行口座を持たない人が世界で17億人

いますが、その多くはスマートフォンとイン

ターネットサービスを利用しています）。

これらの企業はテクノロジー業界の巨人、

Amazon と Facebook で あ り 、 Apple 、

Google、Netflixとともに私たちのデジタルラ

イフを支配しています。これらの企業の隆盛

を目の当たりにし、運用会社は自問してい

ます。「彼らはこちらに来るのか？私たちは

絶滅に瀕している恐竜なのか？」と。

安心してください。食品雑貨チェーンは、長

年にわたって、当座勘定、金券（ポイント

サービス）、クレジットカード、保険、金融機

関のホワイトラベル商品を提供してきまし

た。Amazonはこれと同じ手法を実行してお

り、Facebookのリブラは、MasterCard、
Visa、PayPalなどの金融業界の巨人の方

法を取り入れたものです。

テクノロジー業界の巨人は、単一のグロー

バルビジネスモデルの展開を邪魔するもの

に反感を持っています。彼らは、規則、監

督、法執行が市場を分断し、テクノロジーに

よる変革を阻害する規制業界を避けること

を選びます。（リブラは興味深いものとなる

でしょう。政治家と中央銀行は、シャドーバ

ンキング、システミックリスク、規制の観点か

ら即座に反応しました。イングランド銀行総

裁は「偏見は持たない…しかし、開放はしな

い8」と述べています。）テクノロジー業界の

巨人は、特に顧客にとっての成果が不透明

なことを嫌います。彼らは、顧客の資金がリ

スクにさらされており、最初に投資した資金

が取り戻せない可能性があるなどと言いた

くないでしょう。



資産運用業界の将来

フィンテックはどうでしょうか？これは、21世

紀版のカンブリア爆発となるでしょうか？こ

の目覚ましい拡大、実験、多様化は業界を

再編するでしょうか？答えは「イエス」です

が、注意が必要です。大半のフィンテック企

業は、激しい競争と資金不足で絶滅し、化

石としてのみ生き残ることになるでしょう。残

りの企業は、主に金融テクノロジーまたは資

産サービスセクターの従来企業と合併する

でしょう（率直に言えば、出口戦略は事業計

画の一部です）。一部の企業はニッチ分野

で繁栄するでしょう。

資産運用を変革する企業は、存在してもごく

わずかでしょう。これには3つの理由があり

ます。第一の理由は販売です。フィンテック

企業が、現時点で優位に立つ大企業を阻め

るだけの規模の販売を行うには、克服しが

たい課題があります。簡単に言うと、小規模

なフィンテック企業の力では、業界の大きな

勢力に太刀打ちするのは容易ではありませ

ん。第二の理由は、大半のフィンテック企業

は、運用会社に対する実質的な知識面での

優位性が欠けています。それに対して、主

要な運用会社は、必然的にテクノロジーの

専門家です。現代ポートフォリオ理論（1952
年）や、投資／商品におけるその後の革新

をテクノロジーの助けを得ずに導入できた

かどうかを考えれば、自ずと分かります。

第三の理由として、大半のフィンック企業は

運用会社との競争を目指しておらず、テクノ

ロジーを運用会社に販売しようとしているこ

とが挙げられます。

絶滅種の反乱

結局、資産運用の未来はパッシブ運用にあ

るのでしょうか？大部分がその通りでしょう

が、以下の3つの点でパッシブ運用と対照

的であるアクティブ運用は発展するでしょ

う。第一に、スマートベータにより、投資家は

自分の投資結果に影響を与える可能性が

ある要因を把握できます。第二に、情報の

優位性は完全には消滅しておらず、技能を

持つ純粋なアルファ投資家は依然として利

益を上げることができます。第三に、金銭的

リターンだけが投資の目的ではありませ

ん。長年の間、投資家は非財務的な目標を

マンデートに託してきました。このような目標

は、ESG、CSR、SRIなどの略語、または持

続可能な投資として知られており、マンデー

トへの影響は高まり続けています。これらの

影響により、業界をどのように変化していく

でしょうか？これについては別の記事で考

察したいと思います。

要点：

 「価値を証明しなければならな

い」：アクティブマネジャーは、

パッシブ運用の挑戦を受けてお

り、金額に見合った価値、業務の

再設計、M&Aに基づくポジショニ

ングの明確化によって応戦して

います。

 企業が規模の拡大、セクターの

集約、テクノロジーによる優位性

を目指す中、資産サービスにお

けるM&Aは増加しています。

 テクノロジー業界の巨人は、運

用会社という恐竜を（まだ）殺しま

せんが、大半のフィンテック企業

は業界の化石となるでしょう。

 要約：資産運用の将来はパッシ

ブ運用が主体となりますが、3つ

の理由から、アクティブ運用が絶

滅の危機に直面することはない

でしょう。
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