
平成30年2月10日発行　通巻89号

一般社団法人 日本投資顧問業協会
JAPAN INVESTMENT ADVISERS ASSOCIATION

No.89
2018投資顧問

Contents　目 次
01　巻頭言　渡邊副会長　「ソリューションビジネスの可能性」

03　協会の動き

10　2017年ロンドン出張報告
　



(1) ／ 2018/02/13 16:29 (2018/02/06 09:11) ／ wn_18397386_01_os7 一般社団法人日本投資顧問業協会様_投資顧問第 89 号_巻頭言.docx 
 
 

 － 1 －

〈巻 頭 言〉 

 

ソリューションビジネスの可能性 

 

一般社団法人日本投資顧問業協会  

副会長 渡邊 国夫 

 

 2017 年の市況を振り返ると、まず米国株式市場は、年初早々にＮＹダウが 20,000 ドルの大台

を超え、その後も史上 高値を更新し続ける中、日本の株式市場も日経平均株価が 21 年ぶりに

22,000 円を上回るなどで追随、他の世界各国の株式市場も堅調な動きを見せ、世界経済の新たな

局面入りを印象付ける１年となった。一方で金利については、米国での利上げの動きや欧州にお

ける量的緩和終了を見据えた動きが出始めているものの、歴史的に見た金利水準は依然として低

位にある。さらに我が国においては、緩和的な金融政策が暫く継続する見通しであり、当面は金

利上昇を織込む状況にはなさそうである。 

 

 このような投資環境の下、貸借対照表の資産と債務、およびキャッシュフローのバランスを保

つことが求められる年金基金、銀行、保険会社のような機関投資家は、適切なポートフォリオの

構築を通じて効果的なリターンを確保していくことが重要な課題となっている。しかも年金運用

では給付が掛金を上回る状況が恒常化し、地域金融機関などにおいても貸出先の先細りが懸念さ

れるなど、日本における人口減少と少子高齢化の影響により、ポートフォリオ運用への期待が高

まっている状況にある。 

 

 こうした機関投資家が抱える問題に対する運用会社の役割として、従来のような単純な商品提

案だけでは十分な解決策を提供できないことは明白である。では、機関投資家が抱える上記のよ

うな課題に対して、運用会社はどのような解決策を提示できるのであろうか。 

 

 まず、個々の機関投資家の資産ポートフォリオは、それぞれに運用目標や抱える制約条件が異

なるため、従来型のベンチマーク運用や伝統的な資産クラスによる提案だけでは、そのニーズを

満たすことが困難になってきている。運用会社としては、そうした機関投資家のニーズを十分に

把握し、少しでも運用目標に近づけるべく、それぞれの抱える問題に寄り添った提案を行う、い

わゆる「アウトカム志向のソリューション型サービス」を提供する必要性が高まってきている。 
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 そのうちの一つの事例が「アウトソースＣＩＯ」である。例えば、運用資産規模が小さいアセッ

ト・オーナーの場合、分散投資の選択肢が限定される、報酬率が割高になる、もしくは有能な専

門人材を採用できないなどの問題を抱えていることがある。このような問題に対し、アセット・

オーナーとの連携を図ることで包括的な解決を試みる「ＣＩＯアウトソーシング」という動きが

ある。これは、資産配分やマネージャーストラクチャー構築など運用管理の業務の一部を運用会

社（プロバイダー）などにアウトソースするものである。既に海外では多くの年金基金、大学基

金、財団などがこの仕組みを活用しており、今後は日本でもその普及と拡大が見込まれる。大手

年金では、知識移転を目的にストラテジック・パートナーとしての役割を担うこともある。 

 

 効果的な資産配分を行うための事例として、「ファクター投資」が挙げられる。ファクター投資

は、スマートβといった単一資産を対象にするものではなく、株式や債券などのアセット共通の

リスクを景気、インフレ、為替等のファクターに分解し、ファクターへの配分を能動的にコント

ロールすることで投資比率を決定する手法である。この考え方はよく食事の栄養バランス管理に

例えられる。肉や穀物、野菜などの食材を、タンパク質、炭水化物、ビタミン等の栄養素（ファ

クター）に分解することによってバランスの良い食事を組み立てるのと同様、投資に関わる個々

のリスクのファクターを分解することによって 適な資産配分を考えていく仕組みである。「ファ

クター投資」では、従来のように資産クラスでポートフォリオをとらえるのではなく、リスクファ

クターをポートフォリオ構築の新たなモノサシとして活用することで、分散効果と予測可能性を

高められると期待されている。 

 

 上述はあくまでも「ソリューション型サービス」の代表的な事例の紹介であるが、AI やディー

プラーニングなどの技術が目覚ましく発展する中、今後は様々な運用ソリューションが提案され

ていくことであろう。リテール向けソリューションという意味では、人生 100 年時代を見据え、

退職後の継続的な収入フロー（リタイアメントインカム）を生み出すターゲットインカムファン

ドへ注目が集まりつつある。もはや運用会社は、商品だけを提供する「パーツプロバイダー」と

しての役割だけでは、多様化する顧客ニーズに対応することが困難になりつつある。資産運用業

界としては、これらの多様なニーズに応えるためにも、運用能力の向上のみならず、新たな技術

導入などにも積極的に取り組んでいく必要があろう。2018 年は、「ソリューション型サービス」

を通じた、資産運用における技術革新が大きく進む可能性がある年になると感じている。 

 

 

（野村アセットマネジメント株式会社・ＣＥＯ兼執行役社長） 
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●プレス各紙記者との懇談会を開催しました 

 

 平成 29 年 11 月 15 日に、プレス各紙記者と当協会役員との懇談会を開催しました。当日は、大場

協会長の挨拶の後、プレス各紙記者と協会役員との間で活発な意見交換が行われました。 

 

●資産運用協議会の開催について 

○資産運用業協議会（平成 29年度第１回、第２回）を開催しました 

 

 当協会大会議室において、平成 29 年 12 月 15 日 15 時より平成 29 年度第１回資産運用業協議会を、

また平成 29 年 12 月 19 日 15 時より平成 29 年度第２回資産運用業協議会を、それぞれ開催しました。 

 投資信託協会の岩崎会長と当協会の大場会長を共同議長とする当協議会の当該２回の会合では、金

融庁から公表された「平成 28 事務年度金融レポート」等を踏まえた「資産運用業界として取り組む

べき課題等」をテーマとして、日系運用会社等からの参加者により積極的な意見交換と議論が行われ

ました。 

 

●各種研修の実施状況 

○反社会的勢力への対応に関する研修を実施しました 

 

 平成 29年 12 月６日に反社会的勢力への対応に

関する研修を「暴力団等反社会的勢力に対する対

応の基本」というテーマで開催しました。公益財

団法人暴力団追放運動推進都民センター 事務局

長 竹野哲弘氏を講師に迎え、暴力団等反社会的

勢力の現状、また、反社会的勢力に遭遇した場合

の対応の基本について説明いただきました。 

 

 

協 会の動 き
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○原田証券検査課長の講演会について 

 

 平成 29 年 12 月 13 日に証券取引等監視委員会

事務局の原田証券検査課長を講師に迎え、「平成

29 事務年度 証券モニタリング基本方針につい

て」と題してご講演いただきました。講演では、

平成 29 事務年度証券モニタリング基本方針及び

最近の検査指摘事例等について説明いただきまし

た。 
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●事業日誌 （平成 29 年 10 月 1 日～平成 29年 12 月 31 日） 
 
29.10.25 第 369 回理事会 

 （１）未来投資会議 構造改革徹底推進会合「企業関連制度・産業構造改革・イノベーショ

ン」会合について 

 （２）スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会

議について 

 （３）特別参与の任命について 

 （４）入会承認および退会等報告（入会４件、退会２件、会員資格の変更１件） 

 （５）その他報告 

11.15 プレス記者等との懇談会（於：東京証券会館） 

11.22 第 370 回理事会 

 （１）役員の退任について 

 （２）理事会の出席者について 

 （３）入会承認および退会等報告（入会２件、退会１件） 

 （４）その他報告 

12.6 研修（於：東京証券会館） 

 ・暴力団等反社会的勢力に対する対応の基本 

12.7 プレス発表 

 ・契約資産残高統計（平成 29 年 9月末） 

12.13 研修（於：東京証券会館） 

 ・平成 29 事務年度 証券モニタリング基本方針について 

12.18 第 172 回自主規制委員会（書面） 

 ・日本版スチュワードシップ・コードへの対応等に関するアンケート（第４回）の結果につい

て 

12.20 第 371 回理事会 

 （１）自主規制委員会委員長報告 

 （２）日本版スチュワードシップ・コードへの対応等に関するアンケート（第４回）の結果に

ついて 

 （３）入会承認および退会等報告（入会２件、退会３件） 

 （４）その他報告 
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●会員の動き（平成 29年 10 月１日～12 月 31 日） 

 協会の会員は、投資運用業のうち、①投資一任業務（従来からの有価証券の一任運用、および不

動産等を原資産とする金融商品の一任業務）を行う会員、②ファンド運用業務（ベンチャー企業育

成や事業再生等を目的として組成されたファンドの運用を行う業務）を行う会員、投資助言・代理

業を行う会員で構成されています。 

 平成 29年 12 月末現在の会員数は、次のとおりです。 

会員数 投資運用会員 投資助言・代理会員 

762 280 482 

 

○入会会員一覧 

・投資運用業者の入会      ５件 

業者名 協会入会日 

株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ 平 29 年 10 月 5 日 

アルファダイン・アセットマネジメント・ホール
ディングス・リミテッド 

平 29 年 10 月 26 日 

きわめ投資株式会社 平 29 年 10 月 27 日 

プロメーテ国際投資顧問株式会社 平 29 年 11 月 1 日 

アフラック・アセット・マネジメント株式会社 平 29 年 12 月 27 日 

 

・投資助言・代理業者の入会   ６件 

業者名 協会入会日 

Aegon Asset Management Pan－Europe B.V. 平 29 年 10 月 2 日 

CFM Asia 株式会社 平 29 年 10 月 5 日 

あかつき証券株式会社 平 29 年 10 月 30 日 

株式会社ボルテックス投資顧問 平 29 年 11 月 28 日 

マネーブレイン株式会社 平 29 年 12 月 1 日 

株式会社マリモ 平 29 年 12 月 22 日 

 

○退会会員一覧（７社） 

業者名 退会日 資格喪失理由 

リストデベロップメント株式会社 平 29 年 10 月 23 日 投資助言・代理業登録の廃止 

株式会社アセットレボリューション 平 29 年 11 月 28 日 退会意思表明のため 

スタンダード・ライフ・インベストメンツ・ジャパ
ン株式会社 

平 29 年 11 月 30 日 投資助言・代理業登録の廃止 

シグマベイスキャピタル株式会社 平 29 年 11 月 30 日 投資助言・代理業登録の廃止 

アール・アイ・シー・マネジメント株式会社 平 29 年 12 月 2 日 投資助言・代理業登録の廃止 

日神アセットマネジメント株式会社 平 29 年 12 月 8 日 投資助言・代理業登録の廃止 

GALILEO JAPAN 株式会社 平 29 年 12 月 28 日 投資運用業登録の廃止 

 

※当協会ウェブサイトに最新の会員名一覧（電話番号入り）を掲載しています。 

 詳細につきましては、そちらをご覧ください。 

URL：http://www.jiaa.or.jp/profile/kaiin.html 
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苦情相談の状況（平成 29 年 10 月～平成 29 年 12 月） 
 

●苦情相談の状況 

（１）協会は、お客様等からの会員の行う業務に関する相談、苦情対応及びあっせん業務を、特定非

営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」（FINMAC）に業務委託しています。 
（２）平成 29 年 10 月～平成 29 年 12 月に FINMAC が対応した苦情・相談、あっせんは、苦情が 12

件、相談が 35 件、あっせんが１件（表１）となっており、苦情及び相談の具体的内容は表２、

表３のようになっています。 
 

苦情・相談の状況（平成 29 年 10 月～29 年 12 月） 

 
（表１）受付状況     （単位：件）

区分 

 

投資運用会員 投資助言 

・代理会員

その他 

 

合計 

  内ラップ業務

苦  情 5( 14) 5( 14) 7( 19) 0( 0) 12( 33)

相  談 13( 47) 12( 46) 17( 51) 5( 24) 35(122)

あっせん 0( 0) 0( 0) 1( 4) 0( 0) 1( 4)

合  計 18( 61) 17( 60) 25( 74) 5( 24) 48(159)

 （注）・（ ）は平成 29 年４月からの累計（以下同じ）。 
・その他には、一般的な問合せや非会員に対する苦情・相談を記載（以下同じ）。 

・苦情とは、会員の行う業務に関し、会員に責任若しくは責務に基づく行為を求めるもの、

又は、損害が発生するとして賠償若しくは改善を求めるものなど、会員に不満足を表明す

るものをいう（苦情及び紛争の解決のための業務委託等に関する規則第２条）。 
 
（表２）苦情の内容     （単位：件）

区分 

 

投資運用会員 投資助言 

・代理会員

その他 

 

合計 

  内ラップ業務

（１）勧誘・契約に関する苦情 2( 6) 2( 6) 0( 4) 0( 0) 2(10)

（２）会費つり上げ 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0)

（３）運用、助言内容の不満 0( 2) 0( 2) 4( 9) 0( 0) 4(11)

（４）契約不履行等 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0) 0( 0)

（５）その他の苦情 3( 6) 3( 6) 3( 6) 0( 0) 6(12)

合  計 5(14) 5(14) 7(19) 0( 0) 12(33)

 
（表３）相談の内容     （単位：件）

区分 

 

投資運用会員 投資助言 

・代理会員

その他 

 

合計 

  内ラップ業務

（１）業者の内容 1( 1) 1( 1) 2( 9) 0( 4) 3( 14)

（２）契約・勧誘に関する相談 2( 9) 2( 9) 4( 7) 0( 0) 6( 16)

（３）途中解約 4( 14) 4( 14) 1( 7) 3( 7) 8( 28)

（４）運用、助言内容の相談 3( 10) 3( 10) 5( 9) 1( 5) 9( 24)

（５）その他の相談 3( 13) 2( 12) 5( 19) 1( 8) 9( 40)

合  計 13( 47) 12( 46) 17( 51) 5( 24) 35(122)
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統計数値で見る投資顧問業 
 

 
 
 
 
 
 
 

１．契約資産残高は 288 兆円 

 
 
※投資一任、投資助言、ファンドの契約資産の合計 
※数値は、29 年９月末以外は全て３月末時点の残高（以下同様） 

 

 平成 29 年９月末の契約資産残高は、288 兆 4,030 億円となり、過去最高を更新しました。これは、

平成 24 年の秋以降、良好な市場環境を背景として増加傾向が継続しているなか、主に国内年金資金

および年金以外（国内）の契約資産額が増加したことによるものです。 

 契約資産の内訳を見ると、国内年金資金の割合が約 48％となっており、当業界において年金資金

の存在が非常に大きいことが分かります。年金の資金は、公的年金（年金積立金管理運用独立行政法

人など）と私的年金（企業年金基金など）に分けることができますが、その残高推移は次のとおりで

す。 

 
日本投資顧問業協会では、四半期ごとに投資運用会員の契約資産に関する統計を作成し、協会の

ホームページ（下記）で公開しています。今回掲載したデータ以外にも、多種の詳細なデータを公

開していますので、是非ご覧ください。 
 

日本投資顧問業協会ホームページ統計資料：http://www.jiaa.or.jp/toukei/ 
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 国内の公的年金の残高は、平成 24 年３月末以降、継続的に増加しており、平成 29 年９月末の残高

は 111 兆円で、国内年金資産残高の約 79％となっています。 

 
２．ラップ口座：契約残高、件数ともに増加 

 
 
 平成 29 年９月末のラップ口座の契約状況は、契約件数が 62 万 5,925 件、契約残高が７兆 3,184 億

円となり、過去最高を更新しました。 
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2017年ロンドン出張報告 

 
一般社団法人 日本投資顧問業協会 

岡崎 剛司 

 

はじめに 

 

 2017 年６月に大場新会長が就任した。大場会長は、自身が資産運用業に 30 年以上に亘って携わっ

てきたが、いま、かつてないほど資産運用に対する社会的な期待が高まっているとの認識のもと、協

会が取り組むべき優先課題として、業界全体に対する信頼の確保、人材の育成、我が国における株式

市場のリターン向上への貢献をあげた。 

 このうち、業界全体に対する信頼の確保という観点から、2017 年６月に英国の Financial Conduct 

Authority（FCA：金融行動監視機構）が公表した “Asset Management Market Study（AMMS）”の

最終版（Final Report）に着目し、日本に比して資産運用業の産業に占める割合が高く、長年の歴史

を有し、業としての地位を確立している英国の資産運用業界について、英国の行政当局はどのような

分析、提言を行い、それらに対して業界自身は、どのように反応し、行動したのか等について調査を

行うべく、2017 年 10 月にロンドンに出張した。 

 訪問先は、FCA、資産運用業の業界団体である The Investment Association、投資信託のグローバ

ルな業界団体である ICI（Investment Company Institute）Global、そして、英国の大手運用会社２

社である。 

 

顧客の利益を中心に据えた（Customer Centric Focus）業務の運営 

 

 FCA における AMMS の作成担当者によれば、資産運用会社が、真に顧客の利益を中心に据えた業務

運営を行っているかについての調査・分析結果を幅広く共有するために同レポートを作成・公表した

とのことであった。我が国においては、2017 年３月に「顧客本位の業務運営に関する原則」（金融

庁英語版ホームページでは“Principles for Customer - Oriented Business Conduct”と翻訳され

ている）が確定、公表されているが、資産運用業の先進国であると考えられる英国においても、資産

運用会社は、真に顧客の役に立っているのか、との問題意識を当局が有していると感じた。 

 担当者は、資産運用会社において顧客の利益を中心に据えた業務が推進されるためには、業界が健

全な競争環境にあること、（個人投資家に販売されている）ファンドのガバナンスが確立されている

ことが必要であるとしていた。具体的には、健全な競争環境について、一部の業者がマーケットを独

占しているのではないか、また、需要サイドである個人投資家の力が弱いために、規模のメリットを

受けられていないのではないか、すなわち、運用資産額が大きい個人向けファンドの運用報酬が一律

で、資産額が大きいにもかかわらず、報酬が下がらないこと等を問題視していた。ファンドのガバナ

ンスについては、例えば、株式を公開している資産運用会社において、株主の利益と顧客である投資

家との利益をどのようにバランスさせるのかが重要な問題であり、FCA は、対応策として、資産運用

会社の取締役のうち少なくとも２名、または、取締役全体の 25％を独立取締役とする制度を導入し、

独立取締役が利益相反、ファンドのガバナンス等の問題において重要な役割を果たすよう期待してい

る。 

 同レポートの作成担当者によれば、個人投資家の大半は、ファンド等への投資において、自分がい

くら手数料を支払っているかについて理解しておらず、従って、資産運用会社は、投資資金が有効に

（effectively）運用されているか、資金の価値に見合う（Value for Money）運用が行われているか
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について、運用資産規模（Economies of Scale）、運用報酬・販売手数料（Fees and charges）、

サービスの質（Quality of services）、運用等における透明性（Transparency）などの観点から、

投資家にシンプルで分かり易いディスクロージャーを行うことが極めて重要であるとしていた。 

 最後に FCA の担当者は、今後、個人投資家は、既存の年金システムだけでは、老後の十分な資金を

賄えなくなるおそれがある中で、資産運用会社の社会的な役割がより高まっていくと考えられるが、

彼らの分析によれば、現状においてファンドのコスト（運用報酬の水準）は、（個人投資家が、長期

的に老後のための資産を形成していくという目的の割には）高いのではないかと述べていた。 

 

資産運用業界の反応 

 

 資産運用会社等とのミーティングにおいては、AMMS などに対する率直、かつ、忌憚のない意見と

ともに批判も聞かれた。 

 まず、同レポートが作成された背景について、リーマンショックによる金融危機後、FCA は、主に

銀行と保険会社に対して行政処分を科し、他方で、これらの業界に比してリスク水準が低く（資産運

用会社が銀行等と異なり、自己資本を用いた取引を行わないということ）、また、直接、個人投資家

と接することが少ない資産運用業界にはあまり興味を示してこなかったが、最近になって、資産運用

会社は、個人向けに販売される商品の組成と運用を行い、（金融に対する知識を有さないが故に）弱

い人々（Vulnerable People）にも影響を与えうる存在であると FCA が認識し始めたことから、当該

レポートが作成されたのではないかとする意見があった。 

 FCA の考え方や政策に対しては、現在、同機構が約 56,400 にのぼる零細貸金業者を含む金融機関

等を監督対象としているものの、役職員総数は約 4,000 名に過ぎず、”Vulnerable People” の救

済を重要な使命とする FCA にとって、資産運用業界の優先順位は決して高くないのではないか、また、

従来から、運用会社の良し悪しは需要サイド（投資家側）が判断するもので、判断の結果として、必

要に応じて運用会社にプレッシャーがかけられるところ、（今回の AMMS の分析やそれらに基づく提

言は、行政による）供給サイド（資産運用会社側）への過剰な介入ではないかとの批判も聞かれた。 

 AMMS について FCA が、2016 年 11 月に分厚い中間報告書（Interim Report）を公表したところ、当

該報告書に対して、業界団体である The Investment Association が、様々、かつ、詳細なデータを

含む 100 ページ以上にのぼる反論を提出し、また、資産運用業界全体として、多大な時間とコストを

かけて、FCA に同業界のことを理解してもらうべく対話を行ったとのことであった。資産運用業界に

言わせれば、そのかいがあってか、最終版の内容は、中間報告書に比べて、（資産運用業界から見

て、）より適切なものになっているとの意見が多かった。 

 しかしながら、それでもなお、FCA、AMMS などに対する厳しい意見、そして、資産運用マーケット

における課題などが聞かれた。主なものを以下に記す。 

・Passive 対 Active 

 AMMS において、FCA は、まるで Cheer Leader のように Passive を応援し、Active を否定してい

るかのような印象を投資家に与えている。資産運用会社は、”Value for Money”（投資家が投じ

る資金の価値）に見合う運用を行うべきであるとしているが、そうした運用は、Passive のように

Low Cost で行われるべきであるとすれば、Low Cost は、単に Cheap なだけであり、Cheap である

が故に、投資家に対して Great Value を生み出しはしない。 

・投資家に対する Disclosure 

 AMMS では、資産運用会社に、個人向け投資信託において、分かり易く、シンプルな Disclosure

を求めており、基本的な考え方には賛同するが、何に対してどれぐらいのコストをかけるのか

（How much pay for what？）が問題である。特に DC においては、Disclosure 等にかけられるコ

ストの上限が定められており、限られたコストの中で、何を行うべきか検討しなければならない。 
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・Advice Gap 

 2013 年に FCA が、個人向け投資信託の販売に係る “Retail Distribution Review（RDR）”と

題するレポートを公表し、その中で、Financial Adviser（FA）が、推奨した投資信託を組成・運

用する運用会社から販売額に応じて報酬（Commission）を得ることを禁じ、FA は、アドバイスを

行う個人投資家から、直接、アドバイスの対価として報酬（Fee）を得なければならなくなった。

その結果として、多くの FA が廃業し、あるいは、小口の個人に対して（収益性が低いので、）ア

ドバイスを行わなくなった。これを DC にあてはめてみると、英国の企業の経営者は、自社の年金

制度として DC を導入する義務はあるものの、従業員に対して投資教育を行う義務は課せられてい

ない。従って、従業員は、自社に DC 制度がある場合、何に投資したらよいのか、どのように資産

形成を行うべきかについて、企業からアドバイスを受けられない。RDR の結果、多くの FA が廃業

し、また、現存する FA が、小口の個人投資家を相手にしない中で、長期的な資産形成を必要とす

る、決して金融リテラシーのレベルが高くない個人投資家が、適切なアドバイスを受けられないこ

と（Advice Gap）は、大きな社会問題である。 

 

最後に 

 

 2017 年６月に FCA が公表した AMMS は、資産運用業界が、真に顧客（主に個人投資家）の役に立っ

ているのかという問題意識から、同業界にとって厳しい内容となっており、英国当局のこうした指摘

は、昨今の日本における金融庁の問題意識と極めて近しいのではないかと思われる。だとすれば、英

国当局が、なぜ AMMS を作成、公表したのか、当該レポートに対する業界の反応は、どのようなもの

かについてヒアリングすることが、今回の出張の主目的であった。 

 ヒアリングを通して、英国と日本が似通っていると感じたことは、資産運用業界が、主に個人投資

家の資産形成に貢献しているかについて、当局が大きな疑問を抱いていること（従って、AMMS が作

成、公表された）、個人投資家の金融・投資リテラシーの水準が決して高くない（と面談相手のほと

んどが述べた）こと、個人投資家が金融機関、アドバイザーから適切で十分なアドバイスを得ていな

いこと（Advice Gap）である。他方で、異なっていると感じたのは、英国の資産運用業界は、金融業

の中でも地位が高く、英国産業の枢要な位置を占め、長年の歴史を有することを背景として、当局の

批判に対して、豊富なデータ等ファクトに基づいて論理的、かつ、毅然と反論し、あるいは、当局の

担当者との根気強い議論を通じて業界のことを理解してもらう努力を継続的に行っていることである。

日本の場合は、資産運用業の歴史も浅く、加えて、当局からの指摘などによれば、資産運用会社の多

くが、大手金融機関の系列に属し、親会社との資本・人事関係から、独立性が弱く、利益相反の可能

性があるとされており、こうした指摘に対して説得力のあるコミュニケーションができていない状況

となってしまっているのではないかと考えられる。 

 現在、英国の資産運用業界は、Brexit、AMMS・MiFID II 等への対応など、課題が山積している。

長年の歴史を有し、産業界の枢要な地位を占める英国の資産運用業界は、我が国の業界にとって参考

となるべき点が多くあると考えられ、上述した課題への対応などについて、今回の訪問先と継続して

意見交換を行い、状況を注視していく。 

 また、当協会においては、2017 年 12 月から投資信託協会と共催で「資産運用業協議会」を開催し、

資産運用会社社長の問題意識や考え方などについて共有化することを目的として、積極的な意見交換

と議論が行われており、我が国における資産運用業の健全な発展に向けた会員各社の主体的取組みに

貢献すべく、当局と会員会社との懸け橋としての役割を担っていきたい。 

 

以上 
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