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■１．はじめに

　米国の対面証券会社やプライベートバンク
などでは90年代後半以降に「ウエルスマネジ
メント」と呼ぶ顧客対応アプローチを本格実
践してきた。これは、直訳すれば「資産管理
型営業」、あるいは顧客目線では「資産管理業」
または「資産管理サービス」であるが、単な
る個人向け資産運用や投資顧問サービス一般
を意味するものではない。また、日本でも90
年代後半に一時期標榜されたような「預り資
産営業」とも異なる。

　米国の金融業界において今日広く浸透する
ようになった「ウエルスマネジメント」とは、
投資商品販売の担い手である金融機関の営業
員が顧客の人生のゴール（目標）を特定し、
一任運用中心の中長期分散投資を実行手段と
して使いこなしつつ、その実現に向け伴走し
続ける営業スタイルを基本とするものであ
る。最近では、「顧客のゴール実現を目指す」
ことを明示的に枕詞として冠して「ゴールベ
ースト・ウエルスマネジメント」と表現され
ることも多くなってきたが、枕詞の有無にか
かわらず、投資資産を顧客ゴールと紐付けて、
その実現に向けて金融機関の営業員が伴走す
ることが内包されている。
　導入当初は大手・中堅の対面証券会社やプ
ライベートバンク、個人向け投資顧問会社を
中心に始まった資産管理業的な投資商品販売
アプローチは、いまや銀行や中小証券会社、
保険代理店兼業者らの広範な対面販売チャネ
ルや業態にも定着してきている。また、これ
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に伴い、担い手である金融機関のポジショニ
ングや顧客との関係、および個人からみた証
券投資のありようにまで多大な影響と変化を
与えてきた。
　本稿では、米国における資産管理型営業の
プロセスと浸透過程を敷衍した上で、日本に
おける「貯蓄から投資へ」の実現に向けた示
唆と要件を考察したい。

■２．米国資産管理型営業のプロセス

　資産管理型営業のプロセス（ウエルスマネ
ジメント・プロセス）は主に以下の４つの循
環的なステップにより構成される。
　①　顧客ゴールの特定（顧客理解のための
プロファイリングを行う究極的な目的とし
て、顧客本人だけでなく配偶者や子・孫に関
するゴールについても包括的に特定する）
　②　ゴール実現シナリオの設定（ゴール水
準の調整、運用方針調整、積立・取崩し計画
策定等をセットに実現への道筋を精緻化し固
める）
　③　実行手段の提案（ファンドラップや
SMA等のいわゆるマネジドアカウントを用
い、残高連動手数料による一任運用契約を中
心とする投資手段を提案する）
　④　レビュー（定期または随時にゴールへ
の進捗確認や追加ゴール設定、既存ゴール修
正等を実施する）
　米国の証券会社や銀行によっては資産管理
型営業のプロセスを５〜８段階のステップに

分けて顧客や従業員に説明しているケースも
あるが、中味はほぼ同一であり、会社間での
本質的な違いはまったくといっていいほどな
い。
　上記プロセスは、個別の投資商品や銘柄の
魅力や妙味を営業員が熱心に説明し売買を起
こすことで委託手数料（コミッション）をも
らう従前の伝統的証券ビジネスとは対照的
に、顧客の話を聞きながらゴールの特定と実
現を支援することを付加価値として、残高連
動（フィー型）手数料を時間経過とともにも
らい続ける事業モデルである。したがって、
ウエルスマネジメントとは「投資商品を売る
のではなく、プロセスを売るものである」と
いう言い方が米国ではしばしばなされる。ま
た、営業員が「語る」のではなく、顧客の話
を「聞く」ことにプロセスの主眼が置かれる
が、それは顧客がどういう商品が好きなのか
を特定するためではなく、つまるところ、ど
ういうゴールを目指しているのかを特定する
ためのものとされる。
　ここでいうゴールとは、「○百万ドル貯め
る」ことや「元手を○倍にする」ことではな
く、「ベンチマークに勝つ」ことでもない。
一義的には、顧客が自分や家族（および社会）
のために「生前に何をしておきたいか」を明
確化したものがゴールである。
　ゴールの対象分野は老後の生活資金や大口
支出にとどまらず、数世代先の子孫にまでま
たがる相続や税務、学資、慈善活動など様々
だが、自分が生前に成し遂げたい目標が頭の
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中にすでに実現可能性とともに整然と確立さ
れ他人にもスラスラ語れる人は米国にも多い
わけではない。証券会社や銀行等の営業員が
顧客（通常は夫婦や家族単位）に語らせなが
ら、顧客自身ですら漠然と意識していなかっ
たものをも含め、潜在的ゴールを切り出して
いくことに資産管理型営業の起点がある。
　荒削りな段階での潜在的ゴールは非現実的
なものであったり、実現性においても相互に
トレードオフの関係になりがちである。また、
長年連れ添って暮らしてきた夫婦間でも、老
後の夢やライフスタイルにおける優先順位ひ
とつをとってみても、議論を尽くして十分に
すり合わせがされているというわけではな
い。これらを担当営業員がファイナンシャル
プランニングツールのシミュレーション機能
も使いこなしつつ、ゴールのプラオリティ付
けや水準調整を行い、多様なゴールの全体最
適や精緻化を支援する。
　実現に向けたシナリオの設定で考慮すべき
は、単に「保守」「普通（中庸）」「積極」と
いった運用方針のリスク許容度のレベル選択
みならず、「○才で引退したい」「引退後にこ
んな生活水準を維持したい」というライフス
タイルや生き様そのものにまで及ぶ。一定以
上の老後生活水準を維持するために引退のタ
イミングを遅らせたり、ある大口出費を実現
するために他の大口出費を我慢したりといっ
た取捨選択も、担当営業員が個々の顧客との
会話を通じて人生観や価値感を聞き出しなが
ら具体的なライフイメージへと昇華させてい

く過程での重要な判断支援ポイントであり、
運用方針のリスク許容度も、これらさまざま
な変数のうちの１つにすぎない。
　ちなみに、日本の金融業界の方からはしば
しば、「一定以上の富裕層は十分に資産を蓄
積して将来に不安がないから、ゴールを設定
する必要がないのではないか」といった質問
をいただくが、富裕度に応じてそれぞれに維
持したい生活水準やライフスタイルは異なる
のでゴール設定が不要にはならないというの
が、筆者の聞く限り、米国大手証券会社幹部
や優績営業員らの一致した見解である。また、
「高齢者の場合は資産取り崩し期にあって、
いまさらゴール設定などしないのではない
か」という質問をいただくことも非常に多い
が、自分や配偶者のために果たしたい夢だけ
ではなく、家族や子孫や社会に対して何をし
ておきたいかという観点においては、自分の
老後生活資金を十分確保した後でもなお資産
蓄積や増価を通じ実現したいゴールというも
のはおのずから追加設定されてくるという。
　ゴールが包括的に特定された後には、顧客
の運用資産は他社預り資産も含め各ゴール毎
に紐付けられ、投資実行後もゴールへの進捗
状況はその担当営業員との定期レビュー等の
機会を通じて継続的に確認をする。ウエルス
マネジメントプロセスの成否は、相対的な運
用パフォーマンスの高低ではなく、個々の顧
客のゴールに対して一定の想定や許容できる
範囲で近づいているか否かをみる「パーソナ
ライズド・ベンチマーキング」という、顧客
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目線を突き詰めた主観的アプローチが重視さ
れる。
　また、ひとたび特定されたゴールは静態的
なものではなく、顧客や家族・親族の状況変
化やライフイベントに応じた修正や新たなゴ
ールの追加設定も適宜必要になる。定期・随
時のレビュー時には担当営業員が顧客との会
話から追加的なゴールを掴みながら、追加の
資金導入やクロスセル機会としていくことが
できる。年１〜４回の定期レビューにおいて
は、運用パフォーマンスや投資対象銘柄につ
いての話は最小限にとどめ、大部分の時間は
ゴールに関する会話を中心に費やされる。

■３．米国資産管理型営業にお
ける投資

　米国のウエルスマネジメントプロセスにお
ける「投資」とは、アセットアロケーション
に基づく「中長期分散投資」のことを指し、
銘柄選択も重視しつつ短期売買による妙味の
追求も辞さない「投機」は含まれない。いう
までもなく、投機は運用のアプローチの１つ
に過ぎないし、それ自体は善でも悪でもない。
また、資産管理型営業における分散投資ポー
トフォリオにおいても、サテライト構成部と
して最大２〜５％程度を投機的またはタクテ
ィカルな運用ストラテジーに充てるといった
限定的使い方もなされることはある。
　しかしながら、ウエルスマネジメントのコ
ンテキストにおいては、投機は「保守」「普

通（中庸）」「積極」といったリスク許容度で
区分される中長期分散投資の運用ストラテジ
ーとは相容れないものとみなされ、基本的な
運用手法としては排除されている。その最大
の理由は、運用資産が特定のゴール実現に向
けて紐付けられたものである以上、ポジショ
ンに一定の予見性を持たせ、かつ損失リスク
も限定する（中長期的に損をさせにくくする）
必要があるためである。ローリスクな資産は
ローリターンを、またハイリスクな資産はハ
イリターンをもたらす想定をおく場合でも、
ウエルスマネジメントプロセスが想定するの
は有効フロンティア上で中長期的に右肩上が
りとなる分散投資の世界のみであり、短期の
ボラティリティを通じた売買で顧客のゴール
実現を目指すものではない。
　このような中長期分散投資という運用アプ
ローチを取る以上、ファンドラップやＳＭＡ
などの一任運用を中心とするマネジドアカウ
ントが基本的な投資実行手段として使われる
のはきわめて自然なことである。一任運用を
実行手段として使うということは、顧客との
接触をせずとも残高連動報酬が一定頻度で自
動的に支払われるのを待つということではな
く、むしろ運用や銘柄選定に係る時間は本社
専門部署等のリソースを存分に活用しつつ、
営業員自身は担当顧客のゴールの特定や実現
のための伴走に最大限の時間を充当し続ける
ことを意味する。証券資産の売買はアセット
アロケーションのリバランスなどにとどまる
ことから、時間経過とともに残高連動手数料
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を徴収するマネジドアカウントの方が報酬支
払構造の親和性は高くなる。米国ではマネジ
ドアカウントを主たる投資実行手段として使
う顧客との関係を「フィー・ベースト・リレ
ーションシップ」と呼ぶが、それは単に手数
料徴収の方法についてだけではなく、顧客と
の時間の過ごし方やそこで交わされるゴール
を巡る会話をも前提とした「関係」である。
　90年代後半から資産管理型営業にいち早く
着手してきた米国の大手・中堅総合証券会社
では、いまやフィー型のマネジドアカウント
資産の預り資産に占める割合が３割前後に達
し、なおも拡大中である。より注目すべきは、
預り資産の３割を占めるこれらフィー型契約
資産がこれら証券会社ですでにリテール手数
料収入の約７割を稼ぎ出していることであ
る。彼らの預り資産に対する手数料収入の比
率はコミッション型の証券口座資産では0.3

％以下にとどまるのに対し、フィー型マネジ
ドアカウント産では１〜1.5％程度を安定的
に維持している。商品を売るのではなく、顧
客のゴールというきわめて個別性の高いもの
を取り扱いながら、その特定と実現に至るプ
ロセスを売るという事業モデルの確立によっ
てコモディティ化を回避し、ディスカウント
証券との激しい手数料引下げ競争とも一線を
画すことに成功しているといえる。
　米国でマネジドアカウントが登場したのは
現在から約40年前の1975年の株式委託手数料
自由化とほぼ同時期だが、大手証券会社にお
いても預り資産に占めるマネジドアカウント
資産比率は当初20年間で５％にしか達しなか
った。しかし、90年代半ば以降の20年あまり
で、その割合は一気に30％にまで達したのは、
単なる偶然の成り行きではないだろう。ネッ
ト証券の台頭に直面した対面証券会社らがウ

（第１図）ゴールを実現するための中長期分散投資と

投機的運用の期待リターンの違い（概念図）

（出所）ICI資料、SIFMA資料、米国証券会社・銀行ヒアリング等よりNRIアメリカ作成
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エルスマネジメントプロセスを前面に打ち出
した事業モデル転換を進めながら、営業員の
営業スタイルだけでなく顧客の投資アプロー
チやビヘイビアを中長期分散投資を通じたゴ
ール実現へと移行させていった強い意思がそ
こにはある。その後の、アジア金融危機やハ
イテク株バブル崩壊、リーマン危機などのネ
ガティブな巨大イベントに直面しながらも、
これら対面証券会社のリテール部門の受けた
痛手は比較的浅く、またこれらのイベントを
バネにしてさらにマネジドアカウント資産比
率がほぼ不可逆的に上昇するという経過をみ
た。
　米国ではメリルリンチやモルガン・スタン
レーら大手を含む対面証券会社が2000年代か
ら最近までにリテール部門名称やブランド名
を「○○ウエルスマネジメント」に相次いで
転換し、この動きは中堅・中小証券会社や銀

行の投資商品販売部門などにも裾野広く拡大
中である。「資産管理型営業」あるいは「資
産管理業」が商号にまでなったことは、彼ら
のポジショニング転換の進捗と成功を象徴的
に示している。

■４．日本における「貯蓄から
投資へ」実現への応用

　「貯蓄から投資へ」の誘導が、リスク資産
への中長期投資を通じた個人金融資産形成と
矛盾しないものであるならば、退職準備や将
来の大口出費に備え蓄えられている預金の一
部を投機ではなく中長期分散による証券投資
資産に振り向けさせ、そのために証券会社や
銀行の営業員が顧客のゴールを聞くことに重
点を置いた営業スタイルの導入を検討する、
というのが米国ウエルスマネジメントからの

（第２図）米国大手総合証券（ワイアハウス※）の預り資産に占める

マネジドアカウントの比率推移

※ワイアハウスはメリルリンチ、モルガン・スタンレー、ウエルズファーゴアドバイザーズ、UBS
（出所）セルリアソシエイツ、各社資料よりNRIアメリカ作成
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ストレートな示唆であろう。
　ただし、米国における資産管理型営業の日
本への適用、とりわけ「貯蓄から投資へ」の
シフト実現に向けた応用可能性を語るとき
に、しばしば指摘されてきた深刻な課題とし
て①右肩下がりの株式相場と、②日本人と米
国人とのビヘイビアやカルチャーの違いの２
つがある。それぞれ１つだけでもフィージビ
リティを諮る上で大きなハードルになりうる
との声は少なくないが、筆者自身は日本で資
産管理型営業が絶対に不可能なものという印
象は持っていない。
　まず、右肩下がりの株式相場からみてみる
と、これは（a）縦軸を株価とし横軸をリス
クとする資本資産評価モデル（CAPM）上
のものと、（b）横軸を時間とする時系列チ
ャート上のものと２種がある。前者は中長期
分散投資で株を組み入れれば入れるほど損を
して預金で持っていれば一番得する（損をし
ない）という、まさにデフレ状況そのもので
あり、国際分散投資も自国通貨高で減価する
ため解決策とはなりにくかった。また、横軸
を時間とする右肩下がりにおいても、短期的
には投機的売買で利益が出る可能性が（損を
する可能性とともに）あっても、国内株主体
の中長期分散投資でのゴール実現は不可能で
ある。したがって、日本で「投資から貯蓄へ」
が謳われて以降も、退職準備等の資産形成を
目的とする金融資産が預金に滞留し中長期投
資証券資産へシフトしなかったのは至極当然
であろう。しかしながら、アベノミクス以降

の脱デフレ政策と実質金利低下で成長国株式
も組み込んだグローバル中長期分散投資によ
るゴール実現の有効性は高まったのではない
か。少なくとも国内株式のみで右肩上がりの
有効フロンティアを想定できなかったとして
も、成長国株式を組み込んだ分散投資ストラ
テジーをゴール実現シナリオにビルトインさ
せるソリューションを脱デフレを前提として
提示することができるならば、「貯蓄から投
資へ」の十分条件が満たされたとはいえなく
とも、それを致命的に阻んでいた要因の１つ
がクリアされたという環境の違いは大きいの
ではないか。
　一方、ビヘイビアやカルチャーについては
「身の丈にあった暮らしをよしとする日本人
はゴールを語らないし、そもそも何がやりた
いとか考えない」との声があるのは事実だ。
しかし、米国でもつい15年以上前には「顧客
にゴールを聞くなどむずかしい」といった声
が対面証券会社の営業員のなかでもしばしば
聞かれた。また、米国の大手証券会社ですら、
ファイナンシャルプランニングツールを広範
な営業員に使わせて顧客からゴールを聞き出
すことに大いに活用するようになってからま
だ10年ほどしか経っていないが、当初に抵抗
感はみられたものの、いまでは過半の営業員
が使いこなしている。
　米国においても、ウエルスマネジメントプ
ロセスを通じて個人投資家のビヘイビアやカ
ルチャーを変えてきた最大のドライバーは証
券会社を中心とする金融機関とその営業員の
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意思と努力である。彼らも、資産管理型営業
モデルへの転換の当初は、現場の自然発生的
な動きというよりもどちらかといえば本社主
導でコンセプト先行気味に開始したものの、
徐々に成功体験者を顧客側にも営業員側にも
増やすなかで、最終的には営業員間での成功
体験の共有の場をあらゆる機会で設けるなど
しながら広く浸透させていった経緯がある。
　おりしも、日本でも年金支給開始年齢の70
歳以上への引上げ可能性が選択肢の１つとし
て検討されるなど、本来的には日本人が自分
や家族の人生のゴールや生き様について自分
たちの意思でコントロールして判断していく
べき状況にあることには米国と同様の状況に
おかれているはずだ。日本人の従来のビヘイ
ビアや特性を始めとして、日本の金融機関が
直面する課題は課題として実直に認識しつつ
も、「だから、日本ではむずかしい」という
当座の結論を置いてしまうのではなく、「ど
うしたら日本でも実現できるか」を徹底追求
する意思と行動こそが日本の資産管理型営業
の実現と、その先にある「貯蓄から投資へ」
本格普及へのもう１つの必要条件となる、と
筆者は考える。
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