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キャップジェミニとメリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメントは、2011年版の「アジア太平洋地域ウェルス・レポー
ト」をお届けできることを喜ばしく思います。これは、同地域における富裕層市場の動向に関する6回目の詳細な年次
分析となります。本レポートは、15年目を迎えた「ワールド・ウェルス・レポート」の成功を基盤とするものです。どちらの
レポートも両社の広範囲に及ぶ協力の結果であり、富裕層（HNWI）に影響する主要な動向を分析しています。

投資市場が金融危機に関連する損失からの回復を続けるなか、2010年のアジア太平洋地域の富裕層セグメントは、
回復の歩みをさらに進めました。実際、同地域の富裕層人口は2010年にはじめて欧州を上回り、北米に迫る勢いと
なっています。アジア太平洋地域の富裕層資産はすでに2009年に欧州を抜き去っており、急成長する新興市場に牽
引され、急激に拡大する大規模な富裕層市場となっています。

したがって、アジア太平洋地域は、ウェルス・マネジメント会社にとって極めて有望な機会を提供していますが、反面、
特に同地域の富の多くが最近になって生み出されたものであることから、大きな課題も存在します。実際、アジア太平
洋地域の富裕層の人口動態は、起業家と超富裕層という２つのセグメントが大きく際立つという点で、また、それでい
て多くの資産家が第一世代か第二世代の富裕層であるという点で、非常に独特な特徴を示しています。

そのため、アジア太平洋地域では、数多くの富裕層が高度な多面的サービスを必要としているにもかかわらず、先進
国市場で提供されるような多様または大規模なサービスの経験や利用機会が限られています。さらに、同地域の富裕
層は、全体として、リターンを確保しながらポートフォリオのバランスを維持することを目的に、従来以上に複雑な戦略
を検討し始めています。

ウェルス・マネジメント会社はこのような現実を踏まえ、アジア太平洋地域の富裕層に最も相応しい提案をどのように作
り上げるかを慎重に検討する必要があります。一部の会社は、顧客ニーズへの対応で差別化を図るため、複数の事
業単位にまたがって専門能力を活用する「企業価値」アプローチを試行しています。多くの会社にとってカギとなるの
は、他の地域から得た専門能力を活用すると同時に、アジア太平洋地域の独自のニーズを認識することです。

2011年版のレポートでは、アジア太平洋地域の富裕層に特有のニーズを取り上げ、ウェルス・マネジメント会社がその
要求にどのように対応しているかを検討しています。また従来と同様、同地域の富裕層の人口、資産および資産配分
の動向を詳しく説明するとともに、2010年に同地域の富裕層セグメントの拡大を牽引した、いくつかの主要なマクロ経
済的要因や市場要因についても解説しています。

私たちは、今年のレポートをお届けできることを喜ばしく思いますとともに、皆さまが引き続き、私たちの分析に価値を
見出されますことを切望しております。
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1 富裕層とは、富裕層(HNWI)とは、主たる住居、収集品、消費財および耐久消費財を除いて100万米ドル以上の投資可能資産の保有者と定義される

2010年にアジア太平洋地域の富裕層セグメントは、

金融危機の回復の歩みをさらに進めた

2010年にアジア太平洋地域の富裕層（HNWI 1）人口と
その資産は、前年に続いて増加し、2007年に記録した
金融危機前のピークを更新した。

2010年のアジア太平洋地域の富裕層人口は9.7％
増の330万人となり、欧州を上回り、今や北米に迫り
つつある。富裕層人口は2009年に25.8％増加してお
り、現時点では、世界金融危機の最悪期以前の
2007年を18.3％上回っている。

アジア太平洋地域の富裕層資産は、すでに2009年
時点で欧州を抜き去っており、2010年にはその差が
さらに広がった。2010年のアジア太平洋地域の富裕
層資産は12.1％増の10.8兆米ドルで、欧州の富裕層
資産の伸び率7.2％を上回った。2010年末の富裕層
資産は2007年の水準を14.1％上回っている。

日本は依然としてアジア太平洋地域最大の富裕層
セグメントを擁し、同地域の富裕層全体の52.5％を
占めており、次いで中国（16.1％）、オーストラリア
（5.8％）の順となっている。しかしながら、それら3市
場を併せた比率は、2008年の77.4％から2010年に
は74.4％へと低下した。

アジア太平洋地域には、富裕層人口の増加率が世
界トップクラスの市場が数多く存在している。2010年
には、富裕層人口の増加率上位20カ国の中に、香
港、ベトナム、スリランカ、インドネシア、シンガポー
ル、インドなど8つのアジア太平洋地域の市場が含
まれていた。

アジア太平洋地域の富裕層セグメントは、人口と
資産の両面で、金融危機後の回復をさらに拡大

2010年に世界全体の富裕層人口は8.3％アジア太平洋地
域の富裕層セグメントは2010年も順調に伸び、2008年の危
機による落ち込みからの回復をさらに拡大した。同地域の
2010年の富裕層人口は、2009年の300万人から330万人に
増加し、2007年を18.3％上回った（図1参照）。

また、こうした増加の結果として、アジア太平洋地域の富裕
層人口は、欧州（2010年の富裕層人口は310万人）を抜いて
世界第2位となり、北米（340万人）に迫っている。世界全体
では、2010年に富裕層人口は8.3％増加して1,090万人に達
した。

現在、すべての地域の富裕層人口が、2007年に記録した危
機前のピークを上回る水準まで回復しているが、2007年以
降の増加率は、アジア太平洋地域が18.3％と最も大きい。こ
の増加率は、中南米（14.2％増）、中東（11.3％増）、アフリカ
（15.3％増）などの新興市場を上回っている。対照的に、北米と
欧州の富裕層人口は2007年の水準をわずかに上回るに過ぎな
い（それぞれ2.6％増と2.4％増）。

また、2010年には、アジア太平洋地域の富裕層資産が2年
連続で増加し、12.1％増の10.8兆米ドルとなった（図2参照）。
資産の増加率は2009年の30.9％増に比べ大幅に鈍化した
ものの、それでも、この増加により、同地域の富裕層資産は
2007年の水準を14.1％上回っている。この伸び率は、中南
米の18.1％という相対的伸び率には及ばないが、アフリカの
回復ペース（11.0％増）を上回っている。ほとんどの国が新
興国であるもう一つの地域、中東では、富裕層資産が依然と
して2007年の水準を下回っている（0.9％減）。北米と欧州も
いまだに危機前の水準を回復していない（それぞれ0.8％減
の11.6兆米ドル、4.4％減の10.1兆米ドル）。世界全体では、
富裕層資産は2010年に9.7％増の42.7兆米ドルとなり、2007
年の水準を4.9％上回った。
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図1．アジア太平洋地域の富裕層人口、2007～2010年（市場別）

注記：図表の数値および示された比率は、四捨五入のため合計と一致しない場合がある。「その他の市場」には、カザフスタン、マレーシア、ミャンマー、ニュージー
ランド、パキスタン、フィリピン、スリランカ、およびベトナムが含まれる。

出所：2011年のキャップジェミニ・ローレンツ曲線分析

図2．アジア太平洋地域の富裕層資産、2007～2010年（市場別）

注記：図表の数値および示された比率は、四捨五入のため合計と一致しない場合がある。「その他の市場」には、カザフスタン、マレーシア、ミャンマー、ニュージー
ランド、パキスタン、フィリピン、スリランカ、およびベトナムが含まれる。

出所：2011年のキャップジェミニ・ローレンツ曲線分析
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アジア太平洋地域の内部に目を向けると、多くの市場が2009
年に、2008年の資産減少分を回復した。しかし、オーストラリ
ア、シンガポール、インドネシアは2010年にようやく2007年の
水準を超え、香港はいまだにその水準に達していない。香港
の富裕層が保有する資産は、2008年に65.4％と急激に落ち
込んだことから、過去2年の大幅な増加（2010年に35.0％増、
2009年に108.9％増）にもかかわらず、減少分を穴埋めでき
ていない。それでも、資産水準は2007年のピークに接近して
いる。

日本と中国が依然として最大規模の富裕層市場
だが、他の市場も追い上げている

日本はアジア太平洋地域で突出した規模の富裕層市場であ
り、170万人の富裕層を擁し、地域全体の52.5％を占めている。
大きく引き離されてそれに続くのは、中国（53万5,000人、
16.1％）およびオーストラリア（19万3,000人、5.8％）である。し
かしながら、とりわけ先進国や新興国を中心に、他の富裕層
市場も目にみえて伸びており、極めて緩やかながら細分化が
進んでいる。日本、中国、オーストラリアを併せた富裕層人口
が地域全体に占める比率は、2008年の77.4％から2010年に
は74.4％に低下した。

ところで注目すべきは、アジア太平洋地域の富裕層資産が、
ごく少数の人々に著しく集中していることである（同地域の市
場は、本質的に今も「発展途上」にあるため、資産が広範囲に
分散していない）。それらの市場では富の全体的水準が上昇
していることから、当然、富裕層人口が増大し、いずれ広範囲
に広がる公算が大きい。しかし、2010年の段階では、中間富
裕層と超富裕層がアジア太平洋地域全体の富裕層資産のほ
ぼ50％を占めるものの、その人口は地域全体の10％に満たな
い状況にある2。

2010年にはアジア太平洋地域で各市場固有の多様な
展開がみられた

香港の富裕層セグメントは、積極的にリターンを追求するこ
とで知られており、株式投資と不動産投資を選好することか
ら、2007年以降の混乱期に激しい浮き沈みを経験した。香
港の富裕層が保有する資産は、2009年の急増（108.9％増）
の後、2010年にも35％の大幅増となった。しかし、2008年に
65.4％の急激な落ち込みに見舞われていたため、過去2年
の回復にもかかわらず、富裕層資産の水準は、まだ2007年
のピークを超えていない。とはいえ、2010年には2007年の
水準に接近した。

シンガポール、インド、中国など、他の成長市場では、（国
民総所得［GNI］や国民貯蓄などの経済指標に示される）力
強いマクロ経済的成長と好調な市場のパフォーマンス（特
に株式と不動産）に牽引されて、富裕層人口と資産が増加
した。

先進国市場のオーストラリアと日本では、金融市場、経済お
よび富裕層セグメントのいずれでも、回復ペースが比較的
緩やかだった。

2010年には、富裕層人口の増加率で世界の上位20カ国中に、
香港、ベトナム、スリランカ、インドネシア、シンガポール、イン
ドなど8つのアジア太平洋地域の市場が含まれていた。今後も、
同地域の市場が、富裕層人口の増加率で世界の上位を数多
く占める公算が非常に高いものの、富裕層人口の増加ペース
は、新興市場のマクロ経済動向と先進国市場からの需要の強
さという両要因に大きく左右されるであろう。

アジア太平洋地域の富裕層の資産形成を牽引してきた主要
な資産クラス、とりわけ不動産と株式の今後の見通しは不透明
である（次章の「2010年回顧」を参照）。また、各国政府は、今
後数年、景気拡大の妨げとなる可能性のある数多くの課題に
直面している。

2 中間富裕層（Mid-tier HNWI）とは、主たる住居、収集品、消費財および耐久消費財を除いて500万から3,000万米ドルまでの投資可能資産の保有者と定義さ
れ、超富裕層（Ultra-HNWI）とは、3,000万米ドル以上の投資可能資産の保有者と定義される
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2010年回顧3

2010年にはアジア太平洋地域が力強く成長し、世界の成長を牽引

日本を除くアジア太平洋地域の国内総生産（GDP）は、2010年に8.3％増となり、2009年の増加率4.2％のほぼ2倍となった。同

地域の新興市場は2010年に、とりわけ中国、インド、インドネシアを中心に、内需や鉱工業生産、輸出の拡大により、世界経済

を景気後退から回復させる牽引役となった。

2010年には日本も成長軌道に復帰し、2009年の5.2％のマイナス成長から4.0％のプラス成長に転じた。しかしながら日本は、

2011年3月初めに発生した大規模な地震と原発事故の後遺症や、円高、潜在的デフレの問題に今後も取り組むことになるため、

経済見通しは不透明である。

投資家がアジア太平洋地域の好調な経済に引き寄せられたことから、2010年には海外からアジア太平洋地域への資金流入

が大幅に増加した。この資金流入により市場の過熱に関する懸念が生じ、それを受けて、一部の国は、多くの場合インフレ圧

力の高まりに歯止めをかける必要性を理由として挙げ、利上げに着手した。資金流入はまた、米ドルに対する広範な現地通貨

高の一因となった。

原材料に対する投資意欲と需要に牽引されて、2010年にはアジア太平洋地域の株式や不動産、その他の市場が上昇した。

同地域の株式時価総額は19.2％増加し、中国、香港、シンガポールなどの市場では不動産価格が急騰し、資産価格バブルの

懸念に拍車をかけた。

各国が、財政・金融刺激策の打ち切りや、インフレの高まり、生産能力の抑制、大量の海外資金の流入によって加速されたマ

クロ経済的不均衡の対応に追われると見られることから、2011年および2012年には、アジア太平洋地域の景気拡大は若干

ペースが落ちる公算が高い。その結果、日本を除くアジア太平洋地域のGDP成長率は、2011年に6.9％、2012年に6.8％へと減

速すると予想される。

3 特に断わりのない限り、すべてのマクロ経済データと予測は、2011年1月、2月、3月のエコノミスト・インテリジェンス・ユニットの「地域別報告書」および「カントリー・
レポート」に基づく
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2010年にはアジア太平洋地域の新興市場が景気
拡大を牽引

中国、インド、シンガポールなどの市場が、旺盛な内需や貿易
の回復による好影響を受けたことから、日本を除くアジア太平
洋地域の2010年のGDP成長率は8.3％と、2009年のペースの
ほぼ2倍に達した。同地域の2010年のGDP成長率は、世界の
他地域をはるかに上回っており、先進地域の経済成長が緩や
かなペースにとどまった時期に、世界のGDPが3.9％増加する
のに寄与した（図3参照）。

過去数年間、アジア太平洋地域の成長にとって最も一貫した
牽引役となったのは中国とインドだった。しかし、2009年に景
気が落ち込んだ香港や日本などの市場を含め、2010年には、
同地域内のすべての主要市場がプラス成長を記録した。シン
ガポールは、GDP成長率が2009年にマイナス2.0％に低下し
た後、2010年にはプラス14.8％となったが、拡大する需要を満
たすために鉱工業生産が急増しており、アジア太平洋地域の
より広範な経済動向を示す恰好の事例となった。また、引き続
き多くの国・地域が、当初、世界金融危機の影響を緩和する
目的で政府によって実施された財政・金融刺激策の好影響を
受けた。

日本のGDP成長率は、2009年にマイナス5.2％に落ち込んだ
後、2010年にはプラス4.0％に達した。しかし、今後、日本の
GDP成長率は、2011年3月初めに発生した大震災と原発事故
の影響により、短期的な下押しが予想される。大震災は、ここ
数カ月におけるアジア太平洋地域の主要経済動向の一つに
挙げられるが（図4参照）、相当数の産業施設や生産施設が損
傷し、それにより経済の供給面に打撃を与えた。日本はまた、
円高や根強いデフレの影響に対する対処を余儀なくされてい
る。日本政府は、対応策として金融・財政政策を発動すること
によって景気を支えようとしている。

ニュージーランドも2011年2月に大地震に見舞われた。同国
は、他の先進諸国に比べ、比較的順調に世界経済危機を乗
り切った。2010年には、特に中国向け農産物輸出の好調な伸
びを背景として、1.7％の経済成長を記録した。しかしながら、
地震後の復興支出に伴い、同国の現在の財政赤字がさらに
拡大して、経済成長を鈍化させる可能性がある。

オーストラリアもまた、金融危機の当初の影響から急速に回復
したが、その主な要因となったのは、鉱業セクターの好調な業
績と中国やインド向けのコモディティ輸出の伸びだった。

世界的に産業活動が勢いを取り戻すのに伴い、アジア
太平洋地域の輸出が回復

中国やインドなどの市場における旺盛な内需に加え、一部の
先進国市場における産業活動の回復を受けて、2010年には
アジア太平洋地域の輸出が活発化し、とりわけ地域内貿易が
好調となった。最大の輸出国は中国で、2010年の輸出額は1
兆4,555億米ドルに達したが、日本（7,422億米ドル）、シンガ
ポール（3,909億米ドル）、インド（2,630億米ドル）の輸出も多
額に上った。

日本では、中国の輸入需要の拡大が一因で、2010年に輸出
が24.2％増加した。インドでは、政府が食品インフレの加速を
抑制するために、一部の食品品目の輸出を一時的に禁止し
たにもかかわらず、2010年の輸出は13.3％増となった。ニュー
ジーランドの輸出は3.0％の伸びを示した。その背景には、中
国やインドなど新興市場からの需要の拡大を受けて食品や乳
製品の出荷が増大したことがあった。台湾の輸出は2010年に
25.6％の急増となったが、中国が引き続き最大の海外市場
だった。

注目すべきは、2010年には、地域外向け・地域内向けの輸出
が好調だったものの、アジア太平洋地域の多くの新興国で現
地通貨が上昇しており、このことが同地域の輸出国の競争力
にとって幾分脅威となったことである。

2010年には国民貯蓄が増加し、民間消費と政府消費が
いずれも急増した

日本を除くアジア太平洋地域では、2010年に対GDP比で見た
国民貯蓄の水準が全体で1.8％伸びた。最大の伸びを示した
のは台湾とシンガポールで、それぞれ16.2％増、11.1％増
だった。日本を除くアジア太平洋地域全体の2010年の国民貯
蓄率は39.3％で、前年に続き世界で最も高かった。直近の貯
蓄率上昇の背景には、各国政府が財政刺激策を打ち切った
ことや、中央銀行が利上げを開始したことがある。

また2010年には、中国やインド、インドネシアの旺盛な内需に
主導されて、日本を除くアジア太平洋地域の民間消費が
10.0％の大幅増となった。アジア太平洋地域の新興諸国では、
底堅い国内経済に加え、金融危機に抵抗して景気拡大を維
持するために実施された財政政策の効果を受けて、消費者の
所得が伸びた。同地域全体で消費者信頼感が大幅に回復し
たものの、日本では円高の影響がその回復に水を差した。円
高は、すでにデフレに苦しめられている工業セクターにさらな
る悪影響を及ぼす可能性がある。



2010年回顧： 2010年にはアジア太平洋地域が力強く成長し、世界の成長を牽引

9

図3．実質GDP成長率、2008年～2010年（市場別）

a 「アジア新興諸国」、「アジア新興工業経済地域」、「先進アジア諸国」の構成国は、国際通貨基金の定義による。
出所：キャップジェミニの分析、2011年。エコノミスト・インテリジェンス・ユニット、2011年3月（実質GDPの前年比変動率）。

図4．アジア太平洋地域の経済に関し注目すべき国、2010年および2011年第1四半期

出所：キャップジェミニの分析、2011年。エコノミスト・インテリジェンス・ユニット「カントリー・レポート」、2011年3月。
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2010年には各国政府が順調な景気回復を維持するために支
出を続けたことから、日本を除くアジア太平洋地域では政府
支出も大幅に伸び、9.1％増の1.2兆米ドルに達した。しかし、
この先当面は、多くの国が財政赤字と政府債務の削減（「財政
再建」）を目的とした政策を追求する可能性が高い。

2010年にはアジア太平洋地域への資金流入が
急増し、過熱の懸念を引き起こした

2010年には投資家がアジア太平洋地域の好調な経済に引
き寄せられ、利回りを追求する海外資金が多くの市場に流入
した。実際、世界銀行によれば、2010年には2009年を約960
億米ドル上回る資金が東アジア・大洋州地域4に投入された
（図5参照）。その結果、東アジア・大洋州地域の非上場株式、
上場株式 および債券に対する純流入額は2,870億米ドルと
なった。

こうした資金流入の増加に伴い、同地域全体で株式市場が上
昇した。インドネシアが株式時価総額の最大の伸び率（67.7％
増）を記録したほか、他の多くの株式市場でも、海外資金の流
入によって上昇が加速した（図6参照）。反面、これらの資金流
入は過熱の懸念を引き起こし、それに応じて、一部の国はマク
ロ経済の安定性を確保するための措置に着手した。

とりわけ、多数の新興諸国の政府は、多くの場合、物価と賃金
をともに押し上げるインフレ圧力の高まりに歯止めをかける必
要性を理由として挙げ、2010年に利上げに着手した。対照的
に、大部分の先進諸国の中央銀行は、景気回復を持続させる
ために低金利を維持した。

資金流入は、2010年に広範囲にわたるアジア太平洋地域の
通貨の上昇を引き起こす要因にもなった。対米ドルで、日本
円は年間13.8％の上昇、マレーシア・リンギットは11.5％高、タ
イ・バーツは10.9％高、シンガポール・ドルは8.9％高、ニュー
ジーランド・ドルは5.9％高、インドネシア・ルピアは4.7％高、イ
ンド・ルピーは3.5％高となった。

このような規模の通貨高は、国内の購買力を高めて内需と成
長を加速させるのに役立つ反面、輸出国にとっては競争力の
低下につながる。そのため、通貨高に対する各国の対応は、
経済的課題の全体的な優先順位に左右されてきたし、今後も
変わらないであろう。例えば中国は、国際通貨基金（IMF）など
から、輸出競争力を維持するために人為的に人民元を低く抑
えていると批判されてきた。ところが、2010年に人民元は3.4％
上昇し、現在のところ、中国は人民元高を許容する姿勢を強
め、より緊密に経済成長に即した水準に近づけると同時に、輸
入インフレを抑制しようとしているように思われる。他の国々も、

海外からの大量の資金流入に歯止めをかけ、輸入インフレを
押さえるために自国通貨高を許容する公算が大きい。

2010年に株式、不動産およびその他の市場は
好調に推移した

2010年には国内、地域内、海外の投資意欲が高まり、アジア
太平洋地域の多くの投資市場が上昇したものの、上昇幅は、
2009年の急激な反発の時期に比べ、総じて小幅にとどまった。
投資家がリターンを追求するのに伴い、株式や他の多くの金
融商品が値上がりし、地域差が見られたものの不動産価格も
反発した。工業セクターが活発な新興諸国の間で原材料に対
する需要が旺盛なことを受けて、コモディティ価格も上昇した。

資産に大きな影響を与える金融市場では、以下のような顕著
な動向が見られた。

アジア太平洋地域の株式時価総額は2010年に19.2％増の
17.4兆米ドルとなり、2007年に付けた金融危機前のピーク
に近づくとともに、EMEA（欧州・中東・アフリカ）市場の規模
を13.7％上回った。アジア太平洋地域の新興諸国では、株
式時価総額が2010年下期に23.8％増とさらに急激な伸び
を見せ、上期の4.9％減とは対照的な状況となった。2010年
のアジア太平洋地域では2009年とは逆に出来高も増加し、
相場上昇が全般に及んでいることが示された。

アジア太平洋地域の不動産市場は全般的に2010年も回復
の歩みを続けたものの、価格の上昇幅は市場によるばらつ
きが見られた。一部の市場では不動産関連の債務が重石と
なっており、また別の市場では政府が資産バブルの解消に
動く可能性が懸念されていることから、不動産セクターの先
行きには依然、不透明感が漂う。住宅価格の動向が市場ご
とにまちまちであることから明らかなように、不動産価格の趨
勢は地域内で大きな差が見られる。実際、香港では住宅価
格が19.5％上昇し、また多くの東南アジア諸国でも広範な
上昇が生じた一方、日本やニュージーランドでは2010年に
価格が下落した。住宅価格は韓国でも0.3％値下がりし、そ
れを受けて政府は、住宅バブルの初期の芽を摘み取るため
に2009年に導入した抑制策の打ち切りに着手した。

2010年には世界のコモディティ価格が広範囲に上昇したが、
その要因としては、中国やインドを中心とするアジア太平洋
地域の新興市場における消費者や工業生産者の旺盛な需
要を挙げられる。また投資家の間には、ユーロ圏の債務危
機や中東の政情不安、日本の地震などを背景とした不安定
な時期に、より低リスクで安全な投資の選択肢としてコモ
ディティを購入する動きも見られた。

4 「東アジア・大洋州地域」とは、世界銀行が「世界経済見通し」の報告書中で用いている地域グループである。このグループに含まれる国は、中国、インドネシア、
マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムなどである。
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図5．発展途上国への海外資金の流入、2008～2010年

注記：図表の数値および示された比率は、四捨五入のため合計と一致しない場合がある。世界銀行の分類に従い、「東アジア・大洋州地域」には中国、インドネシア、
マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの各市場が含まれている。「ヨーロッパ・中央アジア」に含まれる欧州諸国は、欧州の発展途上国およびクロアチアや
ウクライナなどの市場である。

出所：キャップジェミニの分析、2011年。世界銀行「世界経済見通し」、2011年1月。

図6．株式時価総額の前年比変化率、2008～2010年（市場別）

注記：ここに含まれる証券取引所は次の通り。インドネシア（インドネシア証券取引所）、タイ（タイ証券取引所）、マレーシア（マレーシア証券取引所）、インド（ムンバイ
証券取引所）、中国（上海証券取引所、深セン証券取引所）、シンガポール（シンガポール証券取引所）、韓国（韓国取引所）、台湾（台湾証券取引所）、香港
（香港証券取引所）、日本（東京証券取引所）、オーストラリア（オーストラリア証券取引所）。ニュージーランドについては、対応する2010年の株式時価総額デ
ータが使用できていない。

出所：キャップジェミニの分析、2011年。国際取引所連合、2011年1月。世界銀行「世界経済見通し」、2011年6月。
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金価格は2010年に27.7％上昇し、1オンス当たり1,410.3ドル
の記録的な高値で年末を迎えた。その背景には、ヘッジファ
ンド、個人投資家、さらには中央銀行がこぞって保有資産の
分散化を追求するとともに、中東での継続的な暴動など社会
経済的混乱の時期に安全な避難先となる投資対象を求めた
ことによる需要の高まりがあった。中国に輸入された金地金は、
2009年には年間45トンだったのに対して、2010年1月から10月
までの輸入量は209.7トンに達した。インドでは、消費者需要
だけで2010年に963.1トンの金需要があった。

プラチナ価格は、18.1％高の1オンス当たり1,731米ドルで年
末を迎えた。世界の自動車産業からの需要回復、および農機
具や他のオフロード機器を対象とする排出基準の強化が、プ
ラチナ需要を押し上げる要因となっている（例えば、プラチナ
やパラジウムは、排出ガスの毒性を低減するために使われる
触媒式排出ガス浄化装置などの自動車部品に使用され
ている）。

銀は2010年に膨大な世界的需要を受けて80.3％上昇し、大
部分の資産クラスをアウトパフォームした。銀は、電子機器、太
陽光発電、浄水など様々な工業プロセスに加え、宝飾品の製
造にも使用される。グリーン・エネルギー市場に対する投資の
増加に伴い、ソーラー・パネルやハイブリッド車向けの世界的
な銀需要も伸びると見込まれている。銀は、工業用需要がある
ほか、効果的なヘッジ投資対象とも見なされている。こうしたな
かで、中国による銀の純輸入量は2010年にほぼ4倍に増えて
3,500トンを上回った。中国とインドの両国で、銀需要は2011
年もさらに拡大すると予想されている5。

原油については、アジア太平洋地域で力強い経済活動に伴
い消費が増大したことから、2010年末までに価格が91.4米ド
ル／バレルに達した。2011年第1四半期には、中東地域の政
情不安が原因となってさらに上昇し、心理的節目となる100米
ドル／バレルを突破した。今後も原油価格の上昇が続いた場
合、一層のインフレ加速につながり、アジア太平洋地域の経
済成長を阻害する可能性がある。

2011年には、経済上の課題がアジア太平洋地域
の景気拡大の足かせとなる可能性が高い

日本を除くアジア太平洋地域は、2011年と2012年についても
引き続き世界経済の成長の牽引役になると見られる。しかしな
がら、生産能力の制約が高まり、拡大ペースが減速する可能
性が高く、GDP成長率は2011年が6.9％、2012年が6.8％にと
どまると予想される。それにより、世界全体のGDP成長率は
2011年、2012年ともに3.2％にとどまる公算が大きい。

また、一部の国が、たとえ経済成長を犠牲にしても財政赤字と
政府債務の削減（「財政再建」）を目的とした政策を追求し始
めると見られることから、2011年と2012年には、2010年に比べ
アジア太平洋地域の急成長国における鉱工業生産の伸びが
減速する可能性が高い。

さらに、中央銀行がインフレ圧力、特に食品・燃料価格上昇に
よる圧力（急成長中の新興諸国で最も強まっている）に歯止め
をかけようと努めるなかで、金利上昇の可能性もますます高
まっている。また、構造的要因や生産能力の制約が原因で、
コア・インフレ率も高止まりしている。中国は、「輸入インフレ」
を抑制するためにすでに自国通貨高を容認しており、そのこと
が、中国にとって食品や燃料の輸入支払額の引き下げに役
立つと見られる。インドもまた、原油や食用穀物の価格上昇の
影響によるインフレ率の高止まりに直面している。

結論

アジア太平洋地域の景気回復はこれまで、主に中国とインド
における内需に加え、台湾、シンガポール、インドネシア、
ニュージーランド、日本、オーストラリアの輸出拡大という2つの
要因によって牽引されてきた。2010年には、こうした力強い経
済が先進諸国からの資金を引き寄せ、そのことがコモディティ
価格と資産価格の上昇をもたらすとともに、地域内の各国通
貨に対する上昇圧力として働いた。同地域の各中央銀行は、
このインフレ圧力に対して財政・金融の引き締めによって対応
した。その結果生じた金利上昇は、2011年に景気拡大の重石
となる可能性がある。それと同時に、原油価格の上昇、中東危
機、そして日本の大震災による継続的な影響のすべてが相
まって、同地域の成長率の持続可能性に対する懸念を増大さ
せている。

世界に目を広げれば、アジア太平洋地域の急成長中の新興

諸国と世界の先進国市場の間に見られる、マクロ経済的な二

分状態は、金融危機以後、拡大の一途をたどってきた。いず

れの側も、この先、それら独自の経済的・構造的課題に直面

する一方、両者ともに、危機に関連した刺激策から自国経済

を独り立ちさせると同時に、インフレ圧力に対処する必要に迫

られている。少なくとも2012年末までの期間、アジア太平洋地

域が引き続き世界経済の成長の牽引役となることは間違いな

いとしても、アジア太平洋地域の各国政府が、インフレ抑制や

海外資金の流入の管理、潜在的な資産バブルの解消に向け

て実施する施策が、その成長ペースに影響を及ぼすのは明ら

かであろう。

5 サヒット・ムジャ「金属：中国とインドの銀需要は2011年に30％拡大する見込み」wsj.com、2011年5月1日



2010年回顧： 2010年にはアジア太平洋地域が力強く成長し、世界の成長を牽引

13

2010年にアジア太平洋地域富裕層は引き続き
株式と不動産を選好

アジア太平洋地域の富裕層は、前年に続き2010年も不動産と株式への投資の比重が最も高かった。不動産は、富裕層の資
産全体の27％を占め、世界平均の19％を大幅に上回った。株式は全体の26％だったが、これは世界平均の33％を大きく下
回った。債券への配分比率は20％から22％に上昇したものの、依然として世界平均の30％を大幅に下回っている。現預金へ
の配分比率は22％で前年と変わらなかった。

日本の富裕層は前年と同様、アジア太平洋地域の他の諸国に比べ保守的な姿勢をとった。株価が世界的に回復しているにも
かかわらず、日本の富裕層の株式への配分比率は世界平均を大幅に下回った（日本19％、世界平均33％）。日本の富裕層は、
地域平均に比べ債券への配分比率が高い（日本25％、地域平均22％）。同時に、2010年には全資産の29％を現預金で保有し
ており、地域内の他の富裕層の16％をはるかに上回っている。

2010年には、アジア太平洋地域の富裕層が保有する資産の大部分が自地域内にとどまっていた。ただし、配分比率は64％か
ら57％に低下した。保有資産全体のうち、25％は北米に投資され、前年の19％から増加した。マレーシア、中国、インドでは、
地域内投資への配分比率が約85％と依然として高かったのに対して、日本の富裕層は引き続き、地域的な分散性がはるかに
高いポートフォリオを維持した。

2012年の見通しとして、アジア太平洋地域の富裕層は、株式と債券に対する投資の比重を現在以上に引き上げると予想され、
配分比率はそれぞれ31％と26％に上昇すると見込まれる。不動産と現預金については、富裕層が予測可能なキャッシュフロー
を確保する一方、リスク選好の対象が拡大するのに伴い、配分比率がさらに低下すると予想される。アジア太平洋地域の富裕
層はまた、より大きなリターンを追求して中南米の新興市場の市場へと向かい、2012年までに北米に対するエクスポージャー
を削減することが予想される。
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2010年にアジア太平洋地域の富裕層は、安定の
必要性とリターンの追求の間でバランスを図った

2010年にアジア太平洋地域の富裕層に見られた投資対象の選
好は、最近の傾向と一致するものだった。すなわち、投資に対し
て選別的なスタンスをとり、安定的なリターンを得るための資産と
高利回りをもたらす可能性のある資産を区別して取得した。

実際、2010年の富裕層の資産配分を見ると、富裕層セグメント
の中では依然として警戒感が支配的ながら、アジア太平洋地
域の富裕層は、金融危機が後退するなかで、以下に示すよう
に市場に対する信頼感を取り戻しつつある。

不動産と株式は、近年、同地域で卓越したリターンを生み
出してきた反面、変動の激しい投資対象となる可能性をもっ
ている。両者を併せると、2010年にアジア太平洋地域の富
裕層が保有していた資産全体に占める比率は53％だった
（図7参照）。

比較的低リスクと考えられる債券への配分は、全体で22％
を占め、2009年の20％から上昇した。

一方、現預金の保有は依然として世界平均より比率が高
かった（アジア太平洋地域22％に対し世界平均19％）。主
な要因としては、そうした金融商品のリターンがアジア太平
洋地域のインフレ加速のペースに付いていけないにもかか
わらず、同地域の富裕層がその流動性を選好したことが挙
げられる。

オルタナティブ投資は、アジア太平洋地域の富裕層資産全
体のうち、わずか3％を占めるにすぎなかった。ただし、そう
した投資の中で最も人気が高かったのは外貨で（オルタナ
ティブ投資全体の26％）、その比率は世界平均の15％を大
幅に上回っていた。大半の投資家と同様、アジア太平洋地
域の富裕層も、利回り、特に力強い経済成長見通しをもつ
国々の利回りを追求するために外貨を取得している。

注目すべきは、市場別に見ると、日本の富裕層がオルタナ
ティブ投資全体のうち34％を外貨の形で保有していることであ
る。これは地域平均さえ大幅に上回るもので、対ドルでの円の
急上昇がその要因として挙げられる。加えて、何年も超低金
利が続く日本では、外貨建て商品の人気が特に高い。

オルタナティブ投資の中で2番目に高い比率だったのは仕組
み商品である（24％）。一方、同地域の富裕層はヘッジファン
ドに対して16％しか配分しておらず、世界平均（24％）を大きく
下回った。香港（25％）やシンガポール（19％）などの比較的
発展した市場では、ヘッジファンドの人気がより高いものの、ア
ジア太平洋地域全体として見ると、投資家にとってヘッジファ
ンドの選択肢が限られているため、総計では配分比率が低く
抑えられることになる。

図7．アジア太平洋地域の富裕層の金融資産の内訳、2007～2012年予測

a 仕組み商品、ヘッジファンド、デリバティブ、外貨、コモディティ、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタルを含む。
b 商業用不動産、不動産投資信託（REIT）、居住用不動産（主たる住居を除く）、未開発地、農地、および「その他」を含む。
注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも100％にならないことがある。
出所：キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2008年、2009年、2010年、2011年
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アジア太平洋地域の富裕層の投資戦略において、不動産
が依然重要な地位を占める

アジア太平洋地域の多くの市場では、先進国市場の投資家
が利用できる、多様な投資対象の選択肢が不足しているため、
同地域の富裕層は、重要な投資手段として、不動産（土地・建
物そのものに加え、不動産投資信託（REIT）などそれ以外の
不動産資産）を長年にわたり選好してきた。その結果、アジア
太平洋地域の富裕層は、不動産の形で保有する資産の比率
が、世界平均よりもはるかに高くなっている（2010年にはアジ
ア太平洋地域27％に対し世界平均19％）。しかし、日本と香
港の富裕層は、比較的広範囲の投資対象の選択肢の中から
選ぶことが可能であり、恐らくそれが一因で、両市場における
不動産への配分は、同地域の中で最低クラスの水準にある
（図8参照）。

アジア太平洋地域全体について見ると、大部分の市場の富裕
層は、不動産の保有資産全体のうち居住用不動産に対して
最大の比率を配分した。日本を除くアジア太平洋地域では、
居住用不動産の比率は平均51％だった。これは、2009年の
60％からは低下しており、また、地域内の各市場の間でパ
フォーマンスはまちまちの結果だった。同じように、富裕層の
配分比率にもばらつきが見られた。例えば、中国の富裕層は、
不動産資産の70％を投資目的の居住用不動産として保有し
ていたのに対して、韓国の富裕層では27％にすぎなかった。
韓国では、商業用不動産の比率が高く、地域平均が33％な
のに対して44％を占めていた。日本を除くアジア太平洋地域

では、富裕層が資産の37％を商業用不動産として保有してお
り、この比率は世界で最も高かった。日本でさえ29％を商業用
不動産に配分しており、世界平均の27％を上回っていた。

中国では、金融危機の影響を回避するために2008年終盤に
金融緩和政策を発動したが、それによって生み出された投資
市場の流動性から最も大きな恩恵を受けたのは不動産市場
だった。市場のファンダメンタルズが不透明で、資産バブルの
懸念が高まる状況のなかでさえ、国家の指示による貸出が、
結局は不動産の購入や開発、投機の資金源となった。対照的
に、オーストラリアの不動産投資は、ファンダメンタルズに基づ
く質への投資を反映している。すなわち、海外資金が、コモ
ディティによって繁栄する同国経済に含まれる、成熟した有形
資産である不動産セクターに安全な避難所を求めているので
ある。

REITは、少数のアジア太平洋地域の市場（主として日本、シ
ンガポール、香港、オーストラリア）でのみ利用できるため、
REITに対する地域全体の富裕層のエクスポージャーは小規
模である。その中で、日本の富裕層は2010年に、不動産資産
全体の23％をREITとして保有しており、世界平均の15％を上
回っていた。中国などの市場が、直接的な不動産投資の代替
手段としてREITを立ち上げ、不動産価格の高騰をもたらして
きた需要に対して別のはけ口を提供することを望んでいるた
め、将来的には、アジア太平洋地域の他の多くの国々でも
REIT市場が出現する公算が大きい。

図8．アジア太平洋地域の富裕層の金融資産の内訳、2010年（市場別）

a 仕組み商品、ヘッジファンド、デリバティブ、外貨、コモディティ、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタルを含む。
b 商業用不動産、不動産投資信託(REIT)、居住用不動産(主たる住居を除く）、未開発地、農地、および「その他」を含む。
注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも100％にならないことがある。
出所：キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年
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富裕層にとって、依然として株式が主要な投資の選択肢

また株式も広い範囲で利用可能であり、アジア太平洋地域
の富裕層にとってなくてはならない投資戦略の要素となっ
ている。しかし、富裕層のポートフォリオ全体に占める株
式の比率（26％）は、世界平均(2010年時点で33％)に比べ、
依然として著しく低い。

株式投資家は近年、変動の激しい状況に直面しており、多
くのアジア太平洋地域の市場が2008年に大幅な下落に見舞
われた後、2009年には急回復した。同地域の株式時価総額
は、2010年末時点までに17.4兆米ドルまで回復したものの、
2007年に付けた17.9兆米ドルという危機前のピークには依
然として届かなかった。地域全体として見た場合、富裕層
資産に占める株式の比率は2009年と2010年とでほとんど変
わらなかった(2009年が27％、2010年は26％）。しかしなが
ら、このような表面的な安定性の背後には、強い買い意欲
が潜んでいた。投資家は、金融危機後も過小評価されてい
る有価証券に対するバーゲン・ハンティングに徐々に復帰
していたのである。

また、株式に対する富裕層の選好度は市場によって異な
り、国内の市場環境（他の投資対象の選択肢を利用でき
るかどうかなど）のほか、投資家のセンチメントによっ
ても左右される。実際、アジア太平洋地域全体の数値の
背後には、一部市場の富裕層が株式に対して大きなエク
スポージャーを有しているという事実が隠されている。
例えば、中国の富裕層は2010年に、資産全体の42％を株
式の形で保有しており、世界平均や19％という日本の比
率をはるかに上回っていた。インドと韓国の富裕層は資
産の約3分の1を株式として保有しており、やはり日本を
大幅に超える水準にあった。

日本の富裕層は、他のほとんどの市場よりも保守的である
ものの、国内の低金利が長年(10年以上)にわたって続くな
かで、許容可能なリスクを取りつつ卓越した利回りを探し
回ることに習熟してきた。また、日本の富裕層には、成熟
した国内市場で利用できる投資対象の選択肢が数多く存在
している。その結果、単純な株式以上の投資商品を求める
富裕層は、もっと複雑な仕組み商品など、代わりとなる多
くの金融商品を選ぶことができる。仕組み商品は2010年に、
日本の富裕層によるオルタナティブ投資のうち26％を占め、
平均の22％を上回っていた。

地域内への配分が依然として最大ながら、比率は
2009年よりも低下

世界全体を通じて、富裕層は総じて自地域に最大の投資を
行い、北米への投資がそれに続く。アジア太平洋地域の富
裕層もその例外ではない。しかし、地域内への配分比率は
2009年の64％から2010年には57％へと低下した。この比率
は、金融危機の影響で投資家が自国に近い投資対象を選好
したことにより、2008年には2007年の53％から67％へと急
上昇していた。したがって、2010年の配分は、そうした自
地域への還流の一部が、足元で逆流しつつあること、そし
て、北米への投資に回帰していることの反映と言える。富
裕層の保有資産全体に占める北米投資の比率は、2009年の
19％から25％に上昇した。

しかしながら、米国への投資が相対的に魅力を増したのは
2010年末になってのことだった。それ以前の9月、米国連
邦準備制度理事会(FRB)が協調的な金融緩和を実施し、そ
れにより、投資家は株式など高利回りの投資商品に向かっ
た。また、12月には米国の新たな財政刺激策の内容が明ら
かとなり、投資家の信頼感が高まった。その時期には、消
費支出の回復を示す兆候も現れた。調査会社EPFRグローバ
ルの推計によれば、12月のわずか3週間のうちに、世界の
投資家が220億米ドルを米国株式ファンドに再び配分した
とされる。

2010年には、アジア太平洋地域の中で日本の富裕層が最も
地理的な分散化を進めており、保有資産の41％をアジア太
平洋地域に、31％を北米に、11％を欧州に、14％を中南米
に配分していた(図9参照）。これは、日本の投資家が直接
的・間接的な海外投資を長年にわたって続けてきた歴史を
反映したものである。最も分散化の度合いが小さいのはマ
レーシアの富裕層で、地域内の投資商品が保有資産の86％
を占めていた。
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図9．アジア太平洋地域の富裕層による資産配分の地理的内訳、2010年（市場別）

注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも 100％にならないことがある。
出所：キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年

アジア太平洋地域の富裕層は2012年までに株式
のエクスポージャーを増やし、不動産を減らす公
算が大きい

この先の数年間で、アジア太平洋地域の富裕層は、引き続き
バランスのとれた、利回りと安定性の探究を行い、その結果、
ポートフォリオの構成が継続的に変化すると予想される。

アジア太平洋地域の富裕層は2012年までに、株式（26％から
31％へ）と債券（22％から26％へ）に対するエクスポージャー
を増やす一方で、現預金として保有する金額を減らす（22％
から17％へ）可能性が高い（図7参照）。また、多くのアジア太
平洋地域の市場で不動産価格の上昇に伴い大幅な調整が
起きかねないとの懸念から、不動産の保有比率を引き下げる
（2012年には20％へ）と予想される。

同時に、アジア太平洋地域の富裕層は、北米の投資資産
を22％に減らすことが予想されるが、その主な要因として、
代わりに中南米の新興市場でリターンを追求しようとすること
が挙げられる。また、先進国市場の資産の間でも地理的な
分散化を図ろうとして、欧州への投資を徐々に増やすことも
予想される。地域内への配分は57％と同水準で推移すると
見込まれる。
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2010年にアジア太平洋地域の富裕層の多くは、

嗜好品投資を分散化の手段として活用

2010年には嗜好品投資に対するアジ
ア太平洋地域の富裕層の意欲が高
まった。この傾向は、世界的な景気下
降の時期に先進諸国ほど打撃を受け
なかった新興市場で特に顕著だった。
同地域の富裕層によるそうした需要の
強力な原動力となったのはポートフォリ
オの分散化だった。

2010年に嗜好品投資の中で最も広範
に保有されたのは高級収集品で、アジ
ア太平洋地域の富裕層が保有する嗜
好品投資全体の30％を占めた。それ
に続いたのは宝飾品、宝石および腕
時計（24％）で、インフレ・リスクや為替
リスクに対するヘッジのために、また審
美的・文化的魅力のゆえに引き続き選
好された。

2010年に嗜好品投資の分野で特に活
発な動きを見せたのは、中国、インド、
シンガポール、香港の富裕層だった。
とはいえ、アジア太平洋地域全体から
の買い手の参加も急激に増えた。例え
ば、クリスティーズ・ニューヨークの報告
によれば、中国人は、印象派、現代美
術、アジア美術のほかヨーロッパ装飾
美術や家具など、多種多様な分野にわ
たる作品を購入しているという。

アジア太平洋地域の富裕層は2010年に高級収集品およ
び宝飾品、宝石および腕時計を選好

2010年にはアジア太平洋地域の富裕層の間で、高級収集品（高級自動

車、ボート、ジェット機など）が依然として主要な嗜好品投資の対象となり、

嗜好品投資全体の30％がこのカテゴリーで占められた。この比率は、世

界全体の富裕層が保有する高級収集品の比率29％とほぼ一致した。

高級自動車メーカーが発表した目覚ましい売上は、そうした支出の大き

さを示している。例えばメルセデス・ベンツは、2010年に中国（香港を含

む）での売上が112％急増したと述べ、フェラーリは、2010年は中国での

売上が2009年のほぼ50％増と急激に伸び、過去最高の年になったと発

表した。そしてさらに、現在「大中華圏」（香港と台湾を含む）は同社の海

外市場の中で上位5位内に入っていると付け加えた。

宝飾品、宝石および腕時計は引き続き、アジア太平洋地域の富裕層に

とって経済的・文化的魅力を備えている。アジア太平洋地域全体につい

て見た、このカテゴリーへの2010年の配分比率は24％だったのに対し、

世界平均は22％、2009年は23％だった。ダイヤモンド市場では、高級品

に対する需要はロシアと中東が中心になっていると思われるものの、中

国や他のアジア太平洋地域の投資家からの引き合いも急速に伸びてい

る6。実際、クリスティーズ・インターナショナルの報告によれば、2010年に

同社の最高級・希少腕時計のオークションでは、「中国や香港を中心に、

アジア諸国の買い手の参加が急激に増えた」とされる。

宝飾品、宝石および腕時計のカテゴリーが嗜好品投資に占める比率が

最も高かったのはシンガポールとインド（それぞれ41％と37％）だった。

両国では、他のカテゴリーとの比較でもその比率が最も高く、シンガポー

ルで6％、インドで21％だった高級収集品を上回った（図10参照）。

アジア太平洋地域の富裕層が美術品の形で保有する嗜好品投資の

比率（18％）は、世界平均（22％）よりも相当に低く、また、同地域の

2009年の比率（22％）に比べても低下した。それにもかかわらず、美術

品は、すべての嗜好品投資の中で、アジア太平洋地域の富裕層が今

後、金融資産として取得するようになる見込みが最も高いと思われる。

実際、アドバイザーの37％が、値上がりの見込めることを主な理由とし

て、自身の富裕層顧客が美術品に投資するだろうと述べている。これ

に対して、宝飾品、宝石および腕時計への投資についてそう述べた

アドバイザーは24％だった。同地域において、美術品の保有比率で

上位を占めたのは、インドネシア（34％）、オーストラリア（28％）、シン

ガポール（26％）だった。

6 コンセプトアナリティクス「グローバル宝石・宝飾品市場レポート」2010年
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図10．アジア太平洋地域の富裕層の嗜好品投資の内訳、2010年（市場別）

a「それ以外」にはクラブメンバーシップ、旅行、銃、楽器などが含まれる。
b 「スポーツ関連投資」にはスポーツチーム、ヨット、競走馬などが含まれる。
c 「その他収集品」にはコイン、ワイン、アンティークなどが含まれる。
d 「高級収集品」には自動車、ボート、ジェット機などが含まれる。
注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも100％にならないことがある。
出所：キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年

2010年にはアジア太平洋地域全体として美術品の保有比率
が低下したものの、同地域の買い手が世界の市場で目立って
いることは間違いなく、保有する資産の総額は恐らく2009年を
上回ったと思われる。新たに資産家となった中国人の買い手
が、世界各地のギャラリーやオークション・ハウスで熱烈な入
札者、買い手として行動していることは広く報道されており、特
に、急速に供給が細りつつある同国人画家の作品を取得しよ
うとするときに、それが際立っている。例えば、2010年4月には、
中国人の現代画家、劉野の「ブライト・ロード（金光大道）」が、
オークション前の予想のほぼ3倍に当たる245万米ドルで落札
された。ヨーロッパ芸術や高級美術品についても中国人の需
要が旺盛なことが報道されており、中国人コレクターは、
ニューヨークの主だったオークション・ハウスにおける2010年
後半のオークションで、多くの作品に大胆な値を付けたと言わ
れている。

また、アジア太平洋地域の富裕層は嗜好品投資の18％をそ
の他収集品（ワイン、希少コインなど）の形で保有していた。こ
れは美術品の形態による保有比率と同じである。その他収集
品のカテゴリーは2009年の14％から増加し、世界平均の15％
を上回った。このカテゴリーでも、中国の工芸品に対する旺盛
な買い意欲など、中国人の関心が目立った。

スポーツ関連投資は2010年に嗜好品投資全体の9％を占め、
2009年の8％からわずかに増加した。アジア太平洋地域の富
裕層は、海外のスポーツ事業に対する関心を次第に強めてい
る。例えば、2010年後半には、インドの養鶏会社ベンキーズ
（インド）リミテッドのオーナーが、英国のサッカー・チーム、ブ
ラックバーン・ローバーズの買収を完了した。それ以外にも、
2010年にはアジア太平洋地域の富裕層によるスポーツ関連
投資の事例が数件あった。

嗜好品投資はその審美的魅力に加え、値上がりの可能性が
あることで、すべての富裕層にとって魅力を備えている。しかし
ながら、アジア太平洋地域富裕層は、中でも有形資産への投
資に関心を寄せている。これは、先進国市場に比べ、総じて
金融商品の選択肢が限られている状況にあって、とりわけ金
融危機以後、ポートフォリオの分散化と流動性に対するニー
ズが、先進国市場と同様に強まっているためである。したがっ
て今後も、嗜好品投資はアジア太平洋地域の富裕層の資産
保有にとってカギとなる公算が大きく、資産家層が引き続き快
調なペースで拡大するのに伴い、買い意欲が一層強まるもの
とみられる。
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スポットライト：
「企業価値」7が、増加しつつあるアジア太平洋地域の富裕層にサービスを

提供する新たな機会をウェルス・マネジメント会社にもたらす

アジア太平洋地域の富裕層では、起業家と超富裕
層という2つのセグメントが際立つ存在となってい
る。総じて同地域の富裕層は、リターンを生み出す
一つの方法として、より複雑な商品を検討し始めて
いるが、そうした状況の中、どちらのセグメントも
高度で多面的なサービスを求めている。

超富裕層と起業家の人口動態的特徴や同地域の富裕
層の新たなニーズを考慮すると、企業価値はウェル
ス・マネジメント会社にとって必須の差別化要因と
なる可能性がある。

企業価値の要素の一部は、すでに極めて効果的に実
行されており、アジア太平洋地域の富裕層は、強く
求められている個別の企業価値の要素（「価値創出手
段」）に関して、他地域の富裕層よりも大きな満足感
を表明している。そうした満足度の高い手段として
は、全社的な専門的助言チーム、独自の投資機会、
優先的資金提供、さらには、資産形成プロセスにお
いてプライベート・バンクや投資銀行から提供され
る助言／専門能力などがある。このような成功にも
かかわらず、アジア太平洋地域のウェルス・マネジ
メント会社は全般的に、企業価値の導入に関し、今
もなお他地域の会社に立ち遅れている。したがって、
それらの潜在的能力や提供サービスを拡充する重要
な機会が依然残されている。

アジア太平洋地域で総合的な企業価値アプローチを
導入するには、特に急成長する新興市場において市
場独自の機会を捉えられるよう、反復的なプロセス
が必要となるだろう。鍵を握る要素としては、全社
的な説明責任、適切なインセンティブ、統合された
ITなどが挙げられる。最も重要なこととして、ウェ
ルス・マネジメント会社は、各市場向けの戦略に磨
きをかけ、先進国市場の基準をアジア太平洋地域に
恣意的に持ち込んで当てはめないようにする必要が
ある。

急拡大するアジア太平洋地域の富裕層セグ
メントは、素晴らしい可能性と同時に独自
の課題をウェルス・マネジメント会社に提
示する

近年、アジア太平洋地域の富裕層人口と資産は世界平均
を上回って増加している。その主な牽引要因は、同地域の
いくつかの市場における急速な経済成長、高い貯蓄率、
そして全体的に堅調な不動産市場や株式市場のパフォー
マンスである。同地域の富裕層セグメントはまた、金融危機
によって最大級の打撃を受けた世界のほとんどの先進諸
国に比べ、回復力に富むことも明らかとなった。

また、インドと中国は過去10年間、持続的かつ急速な経済
成長を示してきた。これは、グローバルな経済支配力が、
やがてG7の先進経済大国の手から離れて、新興諸国、と
りわけBRIC諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）に移行し
ていくという、2001年になされた予測に沿った展開だった。

さらに、有望な経済的、人口動態的条件から見て、この先
数年間、アジア太平洋地域の富が継続的かつ大幅に拡大
することが見込まれ、同地域は、このアウトパーフォーマン
スが続けば世界最大の富裕層市場となる用意が十分調っ
ている。

ウェルス・マネジメント会社がアジア太平洋地域の潜在
力を捉えるために克服しなければならない障害は依然
残っている

ウェルス・マネジメント会社にとって、アジア太平洋地域は
間違いなく巨大な機会を提供している。経済や人口動態
上の状況から見て、富裕層向けサービスの需要が大幅に
伸びることが見込まれるだけでなく、インドや中国などアジ
ア太平洋地域のいくつか市場では、規制改革に伴い、海
外の金融機関や資金にとって自由化が一層進展すると見
られる。さらに、シンガポールや香港などの確立された市
場は、みずからを国際的金融センターとして位置づけ、他
地域やアジア太平洋地域内の他市場から大量のオフショ
ア資金の流入を受けている。

7 企業価値：顧客ニーズへの対応で差別化を図るため、複数の事業単位にまたがって、みずからのもつ能力を活用する力
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しかしながら、ウェルス・マネジメント会社は、アジア太平洋地
域の富裕層セグメントがもつ、増大しつつある巨大な潜在力を
捉えるためには、以下のような一定の課題を克服する必要が
ある。

競争の激化：アジア太平洋地域に参入する国際的なウェ
ルス・マネジメント会社が増えるにつれて競争が激化し、顧
客維持が難しくなったり利益率が低下したりする可能性が
ある。

専門能力：アジア太平洋地域では、とりわけ富裕層セグメン
トそれ自体が拡大したのが比較的最近であるという実情か
ら、同地域のウェルス・マネジメント会社は、先進国市場で
は富裕層向け提案に通常含まれる、一連の高度な業務能
力や商品の経験が総じて乏しかった。こうした専門能力は
海外から導入することができるかもしれないが、その場合、
迎え入れたプロフェッショナルは、現地市場の必須知識をも
たない可能性がある。

収益と利益率のプレッシャー：投資家は金融危機の影響で
今もなお慎重な姿勢を崩していないため、取引高が伸びず、
その結果、いくつかの市場では手数料収益や利益率が依
然として危機前の水準に達しない場合がある。

企業価値がサービスと顧客満足の向上のカギと
なる可能性

ウェルス・マネジメント各社は、アジア太平洋地域の富裕層の
高度化するニーズへの対応という点でみずからを差別化する
ためには、同地域の富裕層セグメントに関する重要な現実
をも考慮する必要があるかもしれない。例えば、以下のような事

実がある。

アジア太平洋地域の富裕層の大半は、企業所有によって
富の源泉を得ている。

アジア太平洋地域では、超富裕層が富裕層資産全体に占
める比率が他地域より高く、ウェルス・マネジメント各社に
とって超富裕層が決定的に重要な顧客層となる。

アジア太平洋地域の富裕層は、金融危機の影響から、利
回りの追求と安定性の間でバランスをとろうとして、より複雑
な投資戦略の活用を探求する傾向が強まっている。

このような現実を踏まえれば、決定的に重要な一つの差別化
手段として、ウェルス・マネジメント各社が、投資銀行部門や
コーポレート・バンキング部門など他の事業単位から追加的能
力を結集できるようになること、つまり企業価値の活用が考え
られる。

我々の調査によれば、アジア太平洋地域は、ウェルス・マネジ
メント会社が企業価値を全面的に活用することが重要であると
考える富裕層の比率が他のどの地域よりも高く（そして、重要
でないと考える比率がどの地域よりも低い。図11参照）。した
がって同地域では、企業価値が他地域以上に高水準のサー
ビスと顧客満足を生み出す可能性がある。

アジア太平洋地域で企業価値の重要性に賛成する富裕層が
他地域よりも多いという事実は、それ自体、先に述べた同地域
特有の人口動態的特徴、つまり起業家と超富裕層の意見が
強調されやすいということの反映であるかもしれない。

図11．企業価値の全面的活用が重要という考え方に賛成する富裕層顧客の割合、2010年（地域別）

a 調査では、「企業価値を全面的に活用することがあなたの顧客 にとって重要である、という考え方にどの程度賛成または反対であるかをお答えください」と質問した。

注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも100％にならないことがある。

出所：キャップジェミニの分析、2011年。キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年。
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アジア太平洋地域の富裕層の間で企業所有の比率が
高いことが、ウェルス・マネジメント会社のアプローチに
影響を及ぼす

アジア太平洋地域の富裕層は、世界平均や他地域に比べ、
企業所有に基づいて富を獲得している比率が高い。

世界全体について見ると、2010年には富裕層資産の46％が
企業所有によって獲得されたものであり（図12参照）、この比
率は2009年の47％とほとんど変わっていない。これに対して、
日本を除くアジア太平洋地域では、2010年に富裕層資産の
57％が企業所有によって獲得されており、2009年の48％から
増加した。また、相続で得た富裕層資産の比率も11％から
23％に上昇している。

ウェルス・マネジメント会社にとって、起業家との関わり
の要点は、企業オーナーが会社運営のそれぞれの過程で必
要とする多様な各種バンキング・サービスにある。例えば、

会社の立ち上げ段階：企業オーナーは資産と在庫のため
に資金を調達しなければならず、少なくとも会社が安定し
たキャッシュフローを得られるようになるまでは、ローンやク
レジット・ラインが必要となるかもしれない。この種のサービ
スはコーポレート・バンキングの業務である。

会社の成長期：事業拡大を目指す起業家は、運転資金の
ために（コーポレート・バンクを通じた）クレジット・ファシリティ
が必要となる場合があり、あるいは、債券の発行、株式の発
行、買収の実施という手段を選ぶ場合もある（投資銀行
サービスの利用）。

収益力のある会社の経営：事業が成功した段階では、起業
家は事業や所得から得た富の投資、あるいは承継や死亡
時の計画を望むかもしれない。したがって、個別の状況に
応じて、企業オーナーはコーポレート・バンキングや投資銀
行業務、さらにはウェルス・マネジメントや資産運用など各
種サービスの組み合わせを必要とする可能性がある。

起業家は会社運営のそれぞれの過程で様々な銀行業務サー
ビスに頼る必要があるため、成功をもたらす企業価値戦略とは、
ウェルス・マネジメント会社にとって顧客関係の構築を促進さ
せ、アジア太平洋地域の起業家の顧客にとって付加的な利便
性を提供できるようなものでなければならないと思われる。

企業価値はアジア太平洋地域の超富裕層に適合

2010年に超富裕層の人口と資産は、アジア太平洋地域の富
裕層セグメント全体よりもさらに大きな伸びを示した（それぞれ
14.9％増と16.8％増）。その結果として、超富裕層は同地域の
富裕層全体のわずか0.7％を占めるにすぎないが、同地域の
富裕層資産の25％以上を保有していた。以下に示すような超
富裕層独自のニーズや特徴を踏まえれば、企業価値の概念
はこのセグメントについて特に必要性が大きいと言える。

様々な地域や資産クラスにまたがる、大規模で広範囲の
資産と投資対象

投資銀行業務サービス（特に超富裕層が起業家でもある場
合）とウェルス・マネジメント・サービスの双方に対する潜在
的ニーズ

カスタマイズされ、個人的状況に合わせたソリューションを
必要とする複雑なニーズ。ソリューションは事業単位にまた
がる可能性が非常に高い。

自身の富に対する全体的視野を要求。そうした視野は恐ら
く、より広範囲の多面的組織を代表して、単一の窓口として
機能できる1人のアドバイザーによって提供されるだろう。

アジア太平洋地域の富裕層は2010年に、グローバル市場
の安定化に伴い、投資の選択肢を拡大

2010年には、日本を除くアジア太平洋地域の富裕層資産のう
ち、現金などの「単純な」資産、つまり、専門家による支援／助
言がほとんど不要な、比較的簡単な投資の形で保有されてい
る資産の比率は16％にとどまった（図13参照）。これは2008年
の27％に比べ急激に減少しており、通常、助言の提供を必要
とする資産クラスの相対的比率が上昇しているのと一致する。

他方、一般に専門家の支援／助言が必要な資産は、日本を
除くアジア太平洋地域の富裕層資産の69％を占め、2008年
の58％から増加した。そうした資産には、居住用不動産、未開
発地、債券資産および新規株式公開（IPO）などの複雑な株
式商品が含まれる。

これらのデータは、緩やかだが明白な変化を示している。そし
てそこには恐らく、金融危機の後、グローバル市場に安定化
の兆候が現れるのに伴い、アジア太平洋地域の富裕層がリ
ターンを追求するうえで比較的複雑な資産に投資することに
対する安心感を次第に強めている状況が反映されているもの
と思われる。

より複雑な資産への移行は始まったばかりだが、アジア太平
洋地域の富裕層セグメントが拡大し、投資家がますますリター
ンを追求するようになるのに伴い、そうした移行は今後も続く
可能性が高いと思われる。その結果として、より高度なサービ
スと助言に対する需要が拡大し、ひいては、ウェルス・マネジメ
ント会社による企業価値に基づく対応へのニーズが増大する
可能性がある。
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図12．富裕層の富の源泉の内訳、2010年

注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも100％にならないことがある。
出所：キャップジェミニの分析、2011年。キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年。

図13．日本を除くアジア太平洋地域における富裕層の金融資産の複雑性の内訳、2008～2010年

a 単純な資産とは、投資の実行が比較的簡単で、専門家による支援／助言が総じて不要なものをいう。この分析では、現金および農地に対する不動産投資がこのカテ
ゴリーに含まれる。

b 助言の提供を必要とする資産とは、投資の実行に当たり、専門家による支援／助言から恩恵を得られるものをいう。この分析では、未開発地、居住用不動産、債券資
産および株式（株式の中にはETFのように単純なものも、IPOのように複雑なものもある）がこのカテゴリーに含まれる。

c 専門的助言を必要とする資産とは、投資の実行に当たり、通常、専門的助言が必要かつ望ましいものをいう。この分析では、オルタナティブ投資、REITおよび商業用
不動産がこのカテゴリーに含まれる。

注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも100％にならないことがある。
出所：キャップジェミニの分析、2011年。キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2010年、2011年。
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アジア太平洋地域では企業価値の必要性がます
ます切迫しているにもかかわらず、ほとんどのウェ
ルス・マネジメント会社はいまだに必勝戦略をもっ
ていない

企業価値の必要性が増大している一因は、アジア太平洋地
域の富裕層人口の着実な増加にあると思われる。また、比較
的長い投資の歴史があり、様々な投資対象の選択肢が利用
可能な先進諸国の富裕層と比べると、新たに仲間入りした富
裕層は、助言と投資運用の能力に対して、より大きな価値を認
めているようだ。

しかし、我々の調査によれば、地域内の富裕層と超富裕層の
顧客に向けたサービスの向上を目指すウェルス・マネジメント
会社は、企業価値のアプローチを重要と考えているものの、
日本を除くアジア太平洋地域では、他地域よりも企業価値が
重視されているにもかかわらず、まだ他地域の会社ほどその
アプローチを活用できていない（図14参照）。

注目すべきは、アジア太平洋地域内でも、インドと韓国が企業
価値を活用する必要性と能力が最も高い市場だということであ
る（図15参照）。

アジア太平洋地域の富裕層は、主要な「価値創出
手段」に対する満足度が他地域の富裕層よりも高
いが、さらに多くを望んでいる

富裕層顧客にとって特に重要な、企業価値に基づいた連携
サービスが数多くある。我々の調査によれば、アジア太平洋
地域の富裕層は、最も強く求められている企業価値の要素
（「価値創出手段」）のうちのいくつかについて、他地域の富裕
層よりも大きな満足を感じている。そうした手段としては、全社
的な専門的助言チーム、投資銀行を通じた独自の投資機会、
起業家向けの優先的資金提供、そして、資産形成プロセスに
おいてプライベート・バンクや投資銀行から提供される助言／
専門能力などがある（図16参照）。

しかしながら重要な点は、ウェルス・マネジメント会社にとって、
それらの手段に対する顧客の満足度を高める余地がまだ大き
く残されている、ということである。このことは、これまでに達成
された満足度と、それらの手段や他の手段に付与されている
より高い重要度の間に依然として明瞭な隔たりがあることから
明らかである。

図14．ウェルス・マネジメント会社にとっての富裕層顧客の利益のために企業価値を活用することの重要度、および
会社の活用能力、2010年（地域別）

a 調査では、「あなたの会社が現在、顧客の利益のために企業価値を活用できている、ということについて、あなたがどの程度賛成と感じるかをお答えください」と質問
した。ここでは、「強く賛成」、「賛成」、「やや賛成」の回答の合計を算出した。

b 調査では、「富裕層顧客と超富裕層顧客に対するサービス向上に向けたあなたの会社のアプローチにおいて、企業価値全体の活用を強化することがどれほど重要
と考えるかをお答えください」と質問した。ここでは、「非常に重要」、「重要」、「やや重要」の回答の合計を算出した。

出所：キャップジェミニの分析、2011年。キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年。
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図15．ウェルス・マネジメント会社にとっての富裕層顧客の利益のために企業価値を活用することの重要度、および
会社の活用能力、2010年（市場別）

a 調査では、「あなたの会社が現在、顧客の利益のために企業価値を活用できている、ということについて、あなたがどの程度賛成と感じるかをお答えください」と質問
した。ここでは、「強く賛成」、「賛成」、「やや賛成」の回答の合計を算出した。

b 調査では、「富裕層顧客と超富裕層顧客に対するサービス向上に向けたあなたの会社のアプローチにおいて、企業価値全体の活用を強化することがどれほど重要
と考えるかをお答えください」と質問した。ここでは、「非常に重要」、「重要」、「やや重要」の回答の合計を算出した。

出所：キャップジェミニの分析、2011年。キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年。

図16．世界全体の富裕層顧客にとっての、企業「価値創出手段」の重要度および満足度、2010年（地域別）

a 企業価値創出手段は、ウェルス・マネジメント会社が企業価値を全面的に活用して顧客のニーズを満たすことを可能にする、個別の全社的連携サービスとして定義
される。ここでは、最も重要なグローバルな価値創出手段として次の4つを取り上げている。「投資銀行を通じた独自の投資機会」、「起業家向けの優先的資金提供」、
「全社的な専門的助言チーム」、「『資産形成』においてプライベート・バンクや投資銀行から提供される助言／専門能力」。

出所：キャップジェミニの分析、2011年。キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年。
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特にインドは、富裕層顧客が企業価値創出手段に最も満足し
ている市場の一つとなっている。このことは、インドのウェルス・
マネジメント会社が、他のほとんどの市場よりも十分に企業価
値を活用できているという事実に符合している。先に述べたよ
うに、インドの富裕層顧客にとって、企業価値の優先度も相対
的に高い。これは恐らく、富裕層の中に起業家がより多く含ま
れ（富裕層の54％が事業から富を獲得している）、彼らが複数
の事業単位にまたがるサービスを必要としているためであろう。
またインドでは、過去数年間、資産が急激に増加しており、そ
のため、専門的サービスや助言に対するニーズが急速に拡大
している。

対照的に、日本の富裕層は、企業価値創出手段に対し、地
域内の他市場の富裕層よりも小さな重要度しか認めていない。
このことは恐らく、日本では事業所得を主要な富の源泉として
いる富裕層が相対的に少ないこと、また、日本はより成熟した
市場であり、その当然の結果として、より広範囲の助言や専門
能力、投資対象の選択肢が富裕層に提供されていることに
よって説明できると思われる。

企業価値は、具体的なメリットをウェルス・マネ
ジメント会社と富裕層顧客の双方にもたらすこと
が可能

ウェルス・マネジメント会社は、アジア太平洋地域で企業価値
を活用するという課題を突き付けられているが、忘れてならな
いのは、会社とその顧客の双方にとって潜在的メリットがあると
いうことである。

会社にとっては以下のようなメリットがある。

スケールメリット：ウェルス・マネジメント会社の中の様々な
部門が同一の富裕層顧客を扱っている場合、社内でその
顧客の情報を共有することによって、情報収集のコストを
削減することができる。ウェルス・マネジメント会社は、各
チームを通じて共通の技術プラットフォームを使用すること
によって、IT費用を削減することも可能となる。

顧客内シェアの拡大：企業価値を活用するウェルス・マネジ
メント会社は、1人のクライアントがもつ多くの財務ニーズ
（コーポレート・バンキング、ウェルス・マネジメント、投資銀
行業務など）に対応することができる。このことが、顧客の事
業全体に占めるシェアを拡大するのに役立つであろう。

顧客の獲得と維持：多面的に富裕層顧客にサービス提供し
ているウェルス・マネジメント会社は、豊富な顧客情報をもつ
ことになる。それを利用することで、顧客に対するサービスを
改善し（例えば、柔軟でカスタマイズされた特徴あるサービ
スを提供することにより）、富裕層顧客の獲得、紹介、維持を
強化することが可能になるだろう。

財務上のメリット：ウェルス・マネジメント会社は、様々な事業
単位にまたがる活動を統合することにより、変動の大きい事
業の効果を平滑化し、その結果として、資金調達コストを最
適化し、利益を内部化し、取引量を増やす（恐らくは追加的
な取引収益を生み出す）ことが可能になる。

顧客にとっては以下のようなメリットがある。

一貫したサービス：多面的なニーズについて単一の組織か
らサービスを受ける顧客は、あらゆる事業単位や窓口からの
一貫したサービスを享受できる可能性が高い。

利便性の向上：企業価値を導入したウェルス・マネジメント
会社は、富裕層顧客にとって複数のサービスを提供する単
一の源泉として機能し、それによって、単一の窓口や顧客
の資産全体（個人的資産と事業資産）に関する包括的な捉
え方を提供するなど、顧客の利便性のレベルを向上させる
ことができる。

資金調達の支援：特に起業家は事業拡大のための資金を
必要とすることがあり得る。企業価値を導入したウェルス・マ
ネジメント会社は、それらの富裕層が個人としては通常利用
できない投資銀行のクレジット・ファシリティへのアクセスを
提供できる可能性がある。

企業価値を導入するためには、ウェルス・マネジ
メント会社は様々な障害に対処することが必要

企業価値には潜在的なメリットが数多くある反面、障害も存在
している。先に述べたように、ウェルス・マネジメント会社はす
でに、競争の激化、人材不足、収益／利益率のプレッシャー
など、アジア太平洋地域に特有の課題に直面している。しかし、
企業価値アプローチの導入は、それ自体の一連の課題を伴う。
以下では、特に顕著な4つの潜在的課題を取り上げる。

インセンティブ構造。すべての事業単位が高水準のサービ
スを完遂することを確保すると同時に、アドバイザーが顧客
を会社の一つの部署から別の部署に（そして、その逆方向
に）紹介するのを助長するインセンティブ構造を導入するこ
とは、ウェルス・マネジメント会社にとって複雑な課題となる。
それでも、既存の事業単位別の縦割り構造を打破するのに
必要な文化的変革を後押しし、日常的に協力のエネルギー
を全社的に結集できるようにするためには、金銭的インセン
ティブが不可欠となるだろう。そのようなインセンティブがな
かったとすれば、それぞれが恐らくは別個の管理スタイルや
事業目標、優先順位のもとで機能している個々の事業単位
は、企業価値のアプローチが効果を発揮するのに必要な水
準の協力や連携を渋る可能性がある。そのような協力がな
ければ、提案やアプローチがばらばらとなり、顧客にとって
サービス水準や取引が一貫しないものとなる恐れがある。
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顧客リレーション管理の問題。事業単位によっては、縦割り
構造の問題や専門能力の水準が均一でない可能性を考慮
して、実際には顧客を会社外部に紹介して、総合的で卓越
したサービスを確保しようとするかもしれない。すべての事
業単位にわたって一貫したサービスを確実に実行できない
場合、企業価値に関する全社的な戦略においては、顧客リ
レーションに関する潜在的リスクをよく検討する必要がある。

規制とコンプライアンス。企業価値の導入には、事業単位
間の複雑で多岐にわたる資金と情報の流れを伴う公算が大
きい。ウェルス・マネジメント会社は、関係する国内レベルの
規制を遵守するとともに、事業単位間の（現実のまたは認識
された）潜在的利益相反を回避することが必要である。

地域別方針の欠如。ウェルス・マネジメント会社は、企業価
値のアプローチに含まれる広範なグローバルな原則と現地
市場の特定のニーズとの間でバランスのとれたアプローチ
を見いだすように（そして、それを受け入れるように）努める
必要がある。また、アジア太平洋地域における事業のダイ
ナミックスや基準が、先進国市場のものと異なる可能性が高
いことを認識することも必要である。例えば、事業の規模や
範囲がすでにはるかに大きくなっている先進国市場と比べ、
アジア太平洋地域では、投資銀行部門にとって許容可能な
取引規模の上限がより低いことが十分あり得る。

一部のウェルス・マネジメント会社はすでに企
業価値の取り組みに成功している

企業価値導入の課題は相当に厳しく、アジア太平洋地域のほ
とんどのウェルス・マネジメント会社が企業価値の大規模な活
用にはまだ至っていないものの、中には実現に向けて歩み始
めた例もある。その多くの場合において、これまで述べてきた
具体的な課題のいくつかに対する直接的な取り組みがなされ
ている。
初期段階の動きや成功の注目すべき事例を以下に挙げる。

世界有数のウェルス・マネジメント会社が、アジア太平洋地
域で事業単位間の顧客紹介について金銭によるインセン
ティブを導入した。このことが、事業単位間の協力に対する
社員の抵抗感の解消に役立ち、直接、事業単位間の顧客
紹介件数の増加につながった。

世界有数の金融サービス会社が、アジア太平洋地域にお
ける強力な事業基盤と資産形成に関する専門能力を生か
し、共同サービス提供チームを通じてウェルス・マネジメント、
コーポレート・バンキングおよびプライベート・バンキングの
諸部門の連携を図った。このウェルス・マネジメント会社は、
コーポレート・バンキング部門に海外の顧客や起業家の顧
客を紹介させることも特に重視していた。この努力が実って、

プライベート・バンキング部門への紹介件数が増加した
（2007年から2010年の間に260億米ドルの資金が新規に流
入）。またファミリー・オフィス部門は、顧客の大半がすでに
同社のプライベート・バンクに口座をもつ新興市場の資産
家だったが、超富裕層顧客が大幅に増加した。さらにプラ
イベート・バンク部門の取引は大部分が内部化され、同部
門はグローバル・バンキング・アンド・マーケッツ部門を通じ
て取引を行うようになっている。

世界的な金融サービス会社のプライベート・バンキング部
門が、専門家チームを設置し、アジア太平洋地域の超富裕
層顧客向けにカスタマイズされたソリューションを作り上げて
いる。これは、先進国市場ですでに成功が実証された方式
を借りたものである。そのチームは、投資銀行業務や資産
運用事業を深く理解しており、会社のすべての事業能力を
活用して、同社の超富裕層顧客向けにカスタマイズされた
高度なソリューションを作成することに手腕を発揮している。
この取り組みにより、プライベート・バンキング部門、投資銀
行部門、資産運用部門の協力によってすぐに収益が生み
出された。同社のアジア太平洋地域の投資銀行部門は
2010年に、プライベート・バンキング部門から数件の顧客紹
介があり、それが大幅な収益増につながったとしている。

別の世界的なウェルス・マネジメント会社も専門家チームを
結成し、アジア太平洋地域の顧客の進化しつつあるニーズ
に迅速かつ直接的に対応しようと努力している。このチーム
は、ウェルス・マネジメント、投資銀行、資産運用の各部門
から商品のエキスパートを結集したもので、顧客の選好に基
づいて新商品やサービスを開発している。チームの専門家
は全員、ウェルス・マネジメント部門と投資銀行部門の双方
に説明責任を負っている。同社の超富裕層顧客は、チーム
の1人を窓口としているが、どの部門のものであっても、同社
の商品レンジ全体を利用することができる。同社はこの戦略
により、顧客の獲得数（および顧客内シェア）を増やし、この
事業にスケールメリットをもたらすことができると見込んでい
る。これは、利益率と手数料がプレッシャーに晒されている
現状にあって、特に重要な点である。

世界的な金融サービス会社が、アジア太平洋地域でプライ
ベート・バンキング部門と企業向け銀行業務部門間の橋渡
し役となる、新たな部門を設置している。この部門は特に、
プライベート・バンキングの顧客に含まれる企業オーナーを
ターゲットとしている。その主な目的は、コーポレート・バンキ
ングや投資銀行業務のニーズをもつプライベート・バンキン
グの顧客が、事業経営やウェルス・マネジメントに関する、よ
り広範囲の目標に沿ったカスタマイズされたソリューションを
受け取れるようにすることにある。また、普通は商業銀行や
投資銀行の顧客に限定されているクレジット・ファシリティを
利用できるようにすることも目的としている。
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前進のために：企業価値とアジア太平洋地域の
新興諸国の富裕層に特有のニーズとの間でバラ
ンスのとれたアプローチの策定

地域内の規制や市場間の相違を考慮すれば、アジア太平洋
地域のウェルス・マネジメント会社は恐らく、反復的なプロセス
を通じて企業価値のアプローチを策定しなければならないだ
ろう。すなわち、市場独自の障害に対処する必要性に応じて、
総合的なアプローチを調整することが要求される。

したがって、ウェルス・マネジメント会社は事業上の必要事項
の優先順位を定めるとともに、ITを活用して弾力的な企業価
値戦略を形成し発展させる必要がある。こうした戦略は恐らく、
同地域の異なる市場に徐々に適用されることになるだろう。

この種のアプローチは多くの構成要素で成り立っているが、主
な要素として以下のものが挙げられる。

説明責任：ウェルス・マネジメント会社は、自社組織への企
業価値のアプローチの導入に関して、広範囲の説明責任
が確保されるようにし、それを支えるための一連の具体的な
指標を作成する必要がある。例えば、上級ビジネス・リー
ダーがアプローチの成功度や進捗度をはっきり把握できる
ようにするKPI（主要業績評価指標）などが考えられる。

地域別方針：ウェルス・マネジメント会社は、現地市場に合
わせて企業価値の方針を調整する必要がある。そうした方
針は、他地域やアジア太平洋地域内の他市場の方針と異
なることがあり得る。

社員の意識：ウェルス・マネジメント会社は、他の事業単位
の事業能力について社員を教育することによって、他の
チームがどのように追加的価値を顧客に提供できるかを明
瞭に示すことができるだろう。

効果的なインセンティブ構造：ウェルス・マネジメント会社は、
社内での顧客紹介を促すために、（表彰から報奨に至るま
での）適切なインセンティブ構造の確実な導入を図る必要
がある。

統合されたITシステム：全社的に統一されたITプラット
フォームを備えることにより、すべてのチームが同じ統合さ
れた顧客データにアクセスしたり、顧客との接触や顧客の
紹介を追跡したり、統一的な報告を行うのに役立てたり、
様々な業績管理の取り組みを支援したりすることが可能と
なる。また、切望されていた、顧客のポートフォリオに関す
る統合データをアドバイザーに提供することや、会社が、現
地の規制に対するコンプライアンスを確保するために、顧
客や資金移動に関する活動を追跡するのを支援することも
可能となる。

以上の構成要素はすべて、ウェルス・マネジメント会社が、
統合されたアプローチと現地市場のニーズの間でバランス
のとれた企業価値戦略を策定するうえで必要な柔軟性を備
えるのに役立つ。ウェルス・マネジメント会社は、各市場
でどの程度のカスタマイズが必要になるかを正確に判断す
るために、富裕層顧客がどのような価値創出手段を最も強
く求めているか、そして、それらの内、どの価値創出手段
が今までのところ十分に生かされていないかを見極め、理
解する必要がある。次にウェルス・マネジメント会社は、
最も重要な未活用の価値創出手段に取り組むうえで従うべ
き優先順位を決定する必要がある。その際は、会社の対応
が現地レベルで適切かつ実行可能なものとなるように、そ
れらの優先順位を、会社の全体的な事業目標とより大きな
目標に整合させなければならない。
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特有の人口動態的特徴がアジア太平洋地域で

承継計画に対する強い需要を生み出している

アジア太平洋地域では、企業所有と相続が富裕層資産の源泉として最上位を占め、1世代または2世代を超えて資産が承継さ
れることが比較的少ない。したがって、承継計画サービスに対する需要が大幅に伸び始めるのはまさに今この時点からと
言える。重要なことは、アジア太平洋地域の富裕層は伝統的に資産移転の問題を率直に話すことをはばかる傾向があり、
そうした新たな需要は文化的な変化も反映しているということである。

この分野では今もなお、特有の社会的、文化的、世代的要因がウェルス・マネジメント会社にとっての課題を生み出している。
最も注目すべきは、次世代が相続した資産を適切に管理することができないのではないかと懸念している富裕層が少なくない
ことである。実際、ウェルス・マネジメント会社が成功を収めるためには、富裕層が承継計画の経済的側面を管理するのを支援
するだけでなく、資産移転の全体的な考え方に関する、富裕層の家族間で異なる態度を管理するという点での支援も往々にし
て必要となる。

いくつかの大手ウェルス・マネジメント会社は、アジア太平洋地域における承継計画の課題に取り組むために、革新的なアプ
ローチを採用している。特に、次世代の富裕層顧客に働きかけ、その教育を行ったり、承継計画や資産移転のプロセス中に、
富裕層資産を最適化することを目的としたアプローチをとったりしている。
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アジア太平洋地域の富裕層は大部分が起業家か
相続人であり、多くが比較的最近、資産を取得し
ている

アジア太平洋地域では、今や多数の富裕層顧客が承継計画
に関するサービスの必要性を認めるようになっており、承継計
画への関心が高まっている。実際、我々の調査によれば、現
在、承継計画のサービスを「重要」と考える富裕層は、他の大
半の地域よりもアジア太平洋地域の方が多いことが示されて
いる。また、日本を除くアジア太平洋地域の富裕層の22％が、
承継計画を「非常に重要」と考えており、その比率はどの地域
よりも高くなっている（図17参照）。

言うまでもなく、アジア太平洋地域の富裕層が全般に、承継
計画が不十分な（あるいは存在しない）場合、資産がリスク
に晒されかねないという意識を強めている背景には、金融
危機の影響がある。しかし、我々の調査によれば、同地域で
は人口動態的特徴が承継計画の分野において主要な要因
として働いていることが明らかになっている。特に以下の点
が挙げられる。

日本を除くアジア太平洋地域では、富裕層資産全体の
57％が企業所有によって、23％が相続によって獲得されて
いる。また、同時に、同地域の富裕層資産の多くが、まだ第
一世代か第二世代によって所有されている状況にある。欧
米の多くの先進国市場ではこれと異なり、富裕層の家庭は4
世代から5世代を経ており、すでに資産の多くを制度化され
た形態（信託、債券、保険など）で投資している。

年齢という人口動態的特徴も要因として作用している。すな
わち、日本を除くアジア太平洋地域では富裕層全体の68％
が比較的若い層（31～55歳）なのに対し、日本の富裕層人
口は比較的高齢である（66歳超が47％、75歳超が15％）。こ
のことは、日本（大半の富裕層が66歳を超えている）では資
産移転の第一波が来ており、富裕層人口がもっと若い同地
域の他市場では、今後10年間に恐らくは大きな第二波が
やって来る可能性を示している。

こうした人口動態的特徴が重なることにより、ウェルス・マネジメ
ント会社とアドバイザーが、適切に作成された資産移転計画
の提供を通じて、アジア太平洋地域の富裕層顧客に貢献する
重要な機会がもたらされている。

図17．富裕層顧客にとっての承継計画に関する業務能力の重要度、2010年（地域別）a

a 調査では、「以下のことはあなたの顧客にとってどの程度重要ですか」と質問した。
注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも100％にならないことがある。
出所：キャップジェミニの分析、2011年。キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー

調査、2011年。
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実際の場面では文化的な問題が絡み、承継計画
が複雑化する可能性がある

どのような市場でも、文化的な感性が絡んで承継計画プロセ
スが複雑になる可能性がある。例えば、家庭内で公然と死亡
や相続について話し合うことができるかどうかといった状況、一
族の「伝統」（家業については息子が自動的に父親の跡を継
ぐなど）の存在、遺産の支配に対する年長者の意向、さらには、
秘密性を望む家族の心情などの要因が作用することがある。

アジア太平洋地域では、承継計画をめぐる一定の「タブー」が、
欧米の先進国市場と比べても強い場合があることを認めざる
を得ないだろう。だが、ウェルス・マネジメント会社にとって真の
課題は、富裕層顧客によって移転される資産が、当の本人に
よって獲得されたものである場合が非常に多いという事実と関
係している。そのために、世代間の資産移転に関する争いが
特に複雑で感情的なものとなる可能性がある。

実際、アジア太平洋地域の富裕層が抱く主な懸念は、次世代
が一家の財産を管理する能力があるかという点にかかってい
る。そして、日本を除くアジア太平洋地域の富裕層の88％、日
本の富裕層の75％が、次世代は相続資産を適切に管理でき
ないだろうと考えている（図18参照）。

アジア太平洋地域の承継計画に関する統計データを見ると、
そうした懸念には十分な根拠があると思われる。すなわち、同
族経営会社が第二世代まで存続している比率は約30％、第
三世代になると10％にすぎないのである。そして、一族間の争
いや兄弟間の対立が、同族経営会社が消滅する最大の原因
となっている8。

重要なことは、アジア太平洋地域では一族が伝統的に世代を
超えて強く結ばれているために、同地域の富裕層にとって、
一族内の争いの可能性が特に大きな懸念事項になり得るとい
うことである。そして、旧世代の人々は、財産が修復不能な一
族の亀裂を引き起こす可能性を恐れているように思われる。

アジア太平洋地域の富裕層は、伝統的に承継計画の問題を
公然と話すのを嫌ってきたが、近年になって、承継計画につ
いて助言を求めることに関しては、少なくとも抵抗感が薄れて
きた。とはいえ、アドバイザーとウェルス・マネジメント会社に
とっては、承継計画のプロセスにおいて、富裕層の感情的、
文化的懸念事項に対処することが、結局、資産移転に向けた
堅実な財務計画を作り上げるのと同じほど大きな比重を占め
ることがあり得る。

図18．次世代が一家の資産を管理できないという考え方に賛成する富裕層顧客の割合、2010年（地域別）a

a 調査では、「次世代は一家の資産を管理することができない、という考え方にどの程度賛成または反対であるかをお答えください」と質問した。
注記：四捨五入のため比率の合計は必ずしも100％にならないことがある。
出所：キャップジェミニの分析、2011年。キャップジェミニ／メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・アドバイザー調査、2011年。

8 INSEAD／ABNアムロ、http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/WICFE/research_cases/docs/MillionaireAsia_ABNAMRO-Jan07_000.pdf
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ウェルス・マネジメント会社はアジア太平洋地域に
おける承継計画の課題に取り組むために革新を
実行している

大手ウェルス・マネジメント会社は、それらの課題のいくつかを
克服するために革新的なアプローチを採用している。最も重
要なのは、次世代の富裕層顧客に働きかけ、その教育を行っ
たり、承継計画／資産移転の過程で富裕層資産を最適化しよ
うと追求することである。

アジア太平洋地域の次世代の富裕層顧客に対する働き
かけと教育

ウェルス・マネジメント会社は、財務面と基本的な考え方の両
面で、アジア太平洋地域の次世代の富裕層に対して、承継計
画プロセスに向けた準備教育を行い、資産移転の計画と実行
において、異なる世代の目標やニーズを調整しようと試みてい
る。例えば、以下のような事例がある。

あるブティック型ウェルス・マネジメント会社は、各家族の
ニーズや状況に合わせた家族別の個別相談や、富裕層顧
客の相続人の教育プログラム、一家の資産の移転をめぐる
問題を議論するための富裕層家族向けのフォーラムの開催
などに着手した。

大手グローバル銀行のプライベート・バンキング部門は、富
裕層顧客とその相続人を集めて、同族経営会社の承継とガ
バナンス、一家の資産に対する各世代の責任、投資の原則
とダイナミックス、一族として行う慈善事業や財団、市場動向
などの問題について議論する、「遺産」に関する一連のセミ
ナーを開始した。

別の大手グローバル銀行のプライベート・バンキング部門
は夏期ビジネス・スクール・プログラムを立ち上げて、戦略
的思考や問題解決能力、チームワーク、専門的職業人とし
ての礼儀について、相続人となる可能性のある若者（18～
25歳）を教育し、資産移転について検討するための用意を
一層整えようとした。

大手グローバル銀行のウェルス・マネジメント部門は、投資
と資産管理に関する教育を提供するために、香港とシンガ
ポールで、富裕層顧客の成人子弟を対象に2～3週間の夏
期プログラムを実施している。同行は、それらの対象者との
連絡をとり続け、彼らをプログラム卒業者の定例会に招待し
たり、彼らが資産を相続したときは追加サービスを提供する
などしている。

承継計画の過程における富裕層の富と資産の最適化

ウェルス・マネジメント会社は、金融資産の分割を決定するた
めの遺言状／株式保有契約、税引後のリターンを最大化する
ための税金対策の仕組み（信託、財団など）、さらには状況に
合わせたソリューションを作成するための専門家（会計士、弁
護士など）といった、様々な承継計画の手段を活用している。
例えば、以下のような事例がある。

ある大手グローバル・ウェルス・マネジメント会社は、承継計
画やファミリー・ガバナンス（家族内の意思決定の調整）、資
産移転、投資に関して家族に助言を行うために、アジア太
平洋地域でファミリー・オフィス・サービスを立ち上げた。
ファミリー・オフィスはまた、同地域の資産家の家族に対して、
オフィスやITインフラ、システム、セキュリティ、事務管理の
支援も提供している。

大手グローバル銀行のプライベート・バンキング部門は、富
裕層顧客の資産保全や資産移転のニーズに対応するため、
アジア太平洋地域でグローバル・ウェルス・ストラクチャリン
グ（「信託」）業務を拡大した。このサービスには、非公開投
資会社、カスタムメイド投資信託、公益投資信託およびバン
ドル型投資信託、非公開信託会社の設立と経営、さらには
資産移転計画の確立と管理が含まれている。有利な税法に
加え、すでに定着し発展しつつある信託法法規が追い風と
なり、アジア太平洋地域に信託事業の拠点を置くグローバ
ル企業が増加している。

別の大手グローバル銀行のプライベート・バンキング部門
は、商業分野における自行のアドバイザーの取り組みを支
援し、法律面および財務面からの金融資産の構造化に関し
て富裕層顧客の相談に乗るために、資産計画と信託業務
を担当する部門を開設した。この部門は、アドバイザーと顧
客を支援し、最高のソリューションを提供する専門能力のグ
ローバル・センターとして機能している。
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結論

アジア太平洋地域、とりわけ一部の急成長市場の富裕層人
口がもつ人口動態的特徴は、承継計画サービスに対する
ニーズの拡大につながっている。しかし、ウェルス・マネ
ジメント会社は、同地域の市場間に見られる著しい差異に
対処する必要があるだろう。

特に、グローバルなウェルス・マネジメント会社は、アジ
ア太平洋地域の新規資産家のニーズと、先進国市場でサー
ビスを提供している富裕層のニーズの間にある大きな差異
を認識する必要がある。純粋に経済的視点からみた場合、
投資対象の選択肢や選好、そして資産が比較的最近に獲得
された事実からすれば、アジア太平洋地域の富裕層資産の
うち巨額の部分が、企業経営や流動資産、地域内外の不動
産に固定されている傾向が見られる。そのため、それらの
資産の承継計画を管理するには、地域独自の状況に関する
経験を要するだろう。それに加え、先に述べたように、文
化的問題にも取り組む必要がある。

一部のウェルス・マネジメント会社は、富裕層の家族に働
きかけ、承継計画に関連する文化的問題と財務的問題の両
方を克服するのを支援する具体的な取り組みにすでに着手
している。しかし、ウェルス・マネジメント会社自身も、
この分野における著しい経験不足に直面している。

そのため、多くのウェルス・マネジメント会社が現在、厳
格な採用や教育、人材獲得の諸戦略への投資を通じて、ア
ドバイザーのスキルを強化し、新たな人材を育て上げ、ア
ジア太平洋地域の承継計画に向けた人材確保のルートを開
発し、それにより、このセグメントの潜在的拡大に備えて、
より有利な位置に立とうとしている。

そうした取り組みは、アジア太平洋地域の承継計画で成功
を収めるために、地域特有の専門能力とセグメント特有の
専門能力について適切なバランスを図るというウェルス・
マネジメント会社の戦略の重要な一部をなすであろう。何
事もそうであるように、それらのニーズに対応するうえで
の万能のアプローチは存在しない。ウェルス・マネジメン
ト会社は、効果的なサービスをアジア太平洋地域の富裕層
に提供するためには、間違いなく、あらゆる種類の現地の
習慣や優先事項を認識しなければならないだろう。
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付属資料： 調査方法

2011年アジア太平洋地域ウェルス・レポートは11の主要市場
（オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マ
レーシア、シンガポール、韓国、タイ、台湾）を調査対象としてお
り、これらの市場は地域全体のGDP（国内総生産）の95.7％を
占めている。市場規模測定モデルにはアジア太平洋地域の18
の国および地域が含まれている。

メリルリンチ／キャップジェミニの調査チームは、1980年代にメ
リルリンチに対するコンサルティング業務を通じて開発された
キャップジェミニ・ローレンツ曲線を用い、富の規模とその成長
を推定している。このキャップジェミニ・ローレンツ曲線は、マク
ロレベルで富裕層の金融資産を算定するために毎年更新され
ている。

このモデルは二段階で構成されている。まず国別に富の総額を
推定し、次にその国の成人人口における富の分布状況を推定す
る。国別の富の総額は、IMFや世界銀行など公認の国民統計を
用いて毎年の国民貯蓄を算定し、それに基づいて推計される。
長期間にわたってこの数値を加算し、その国の蓄積された金融
資産を求める。こうして簿価ベースの金融資産が求められる。金
融資産の最終的な数字は、富裕層の株式資産の市場価値が反
映されるように、世界の株価指数に基づいて調整される。

国ごとの富の分布状況は、富と所得の間の公式化された関係
に基づいて推定されている。所得の分布状況のデータは世界
銀行、エコノミスト･インテリジェンス･ユニットおよび各国の国民
統計から入手している。それらに基づいて求めたローレンツ曲
線を用い、各国ごとに成人人口における富の分布状況を把握
する。富全体に占める金融資産の割合を求めるために、データ
が入手できる国々の統計値を用いてそれらの国々の金融資産
額を計算し、こうして求めた結果をデータが入手できないその
他の国々に当てはめている。毎年、富の創造に影響する国内
の経済要因の分析を深めることにより、マクロ経済モデルの継
続的強化を図っている。数社に在籍する世界各地の同業者の
協力を得て、各国の財政・金融政策が長期的に富裕層の富の
形成に与える影響を評価している。

本レポート記載の金融資産には、上場企業の株式、債券、ファ
ンド、現預金に加え、プライベート・エクイティも簿価ベースで含
まれている。ただし、収集品、消費財、耐久消費財、主たる居住
用不動産は含まれていない。本レポート記載の金融資産の額
には、理論的にはオフショア投資も含まれているが、オフショア
投資が計算に入れられているのは、資産や投資の流出入が正
確に推定できる国に限られている。本レポートでは申告されて
いない貯蓄を考慮に入れている。

近年の為替変動、特に米ドル相場の変動を考慮し、為替変動
が調査結果に与える影響を評価した。分析の結果、為替変動
は調査結果に大きな影響を与えていないこと、すなわち調査手
法は揺るぎないものであることが、改めて確認された。

本レポートの作成に協力いただいた下記の方々および
各社にこの場を借りて謝意を表したい。

今年のレポートの全体的な指揮をとってくれたことについ
て、キャップジェミニのウィリアム・サリバン、デビッド・ウィル
ソン、チラーグ・タクラールとアヌージ・アガルワールに対し
て感謝したい。調査、編集、調査結果の執筆、および詳細
な市場分析の提供に関しては、アシッシ・カンチャン、
ラジェンドラ・タクールとリシ・ヤーダブに感謝したい。その
洞察と業界知識を提供してくれたことについて、キャップ
ジェミニ・ウェルスマネジメント・プラクティスのメンバーに対
して感謝したい。さらに、世界全体で継続的なサポートを
与えてくれたことについてカレン・シュナイダー、マリオン・
ルコルベイエ、マルティーヌ・メートル、マット・ヘーベル、
ソーラフ・ムケルジー、スノージ・バザピリとエリン・リーマー
に感謝したい。

金融サービス業界で取り上げられている話題の展開を確認
するために、指針やアクセス、業界の視点、リサーチを提供
してくれたメリルリンチのセレナ・モリス、チア・ペック・ウォン
とサニー・ウォンに対して感謝したい。また、業界のトレンド
について専門的なアドバイスを提供してくれたマイケル・
ベンツ、ウィルソン・ソー、ハク・ビン・チュア、マルセラ・チョウ、
および他のメリルリンチの上級役員の方々に感謝したい。

また、調査結果の確認と分析の深化のために調査と役員イ
ンタビューに参加してくれた、キャップジェミニ、メリルリンチ
およびその他諸機関に所属する何百人ものアドバイザー
および地域のエキスパートにも謝意を表したい。さらに、世
界全体のウェルス・マネジメント業界に影響する出来事に
関する洞察を提供してくれたウェルス・マネジメント会社、な
らびに今年のアドバイザー調査に参加してくれたウェルス・
マネジメント会社にも特別な感謝を捧げたい。ご協力いた
だいた会社で、社名を挙げることをご承諾いただいたのは
以下の通りである。

ALウェルス・パートナーズPTE Ltd、CIMBインベストメント・
バンク、カービー・プライベート・ウェルス、コータク・マヒンドラ・
バンク・リミテッド、ミラエ・アセット・セキュリティーズ、モルガン・
スタンレー・プライベート・ウェルス・マネジメント・インディア。



35

プネ +91 20 2760 1000

上海 +86 21 6182 2688

シンガポール +65 6224 6620

シドニー +61 2 9293 4000

台北 +886 2 8780 0909

ニューヨーク +1 212 314 8000

大阪 +81 6 6344 1258

上海 +86 21 6132 4888

シンガポール +65 6331 3888

台北 +886 2 2376 3600

東京 +81 3 6225 8300

ニューヨーク +1 212 236 2128

キャップジェミニ･フィナンシャル･サービシズについて

40カ国に112,000人の人員を擁するキャップジェミニは、コンサルティング、テクノロジー、およびアウトソーシング・サービスを提供する世界最大の
企業の一つです。2010年の世界全体の収益は87億ユーロでした。キャップジェミニは、顧客のニーズを満たし、顧客が望む結果を実現するビジネ
ス・ソリューションや技術ソリューションを、顧客とともに創出し提供します。真に国際的な組織であるキャップジェミニは、コラボラティブ・ビジネス・エ
クスペリエンスTMと呼ぶ独自の手法を開発し、ライトショア®と名付けた世界的なデリバリー・モデルを活用しています。

キャップジェミニのファイナンシャル・サービス部門は、豊富な業界経験、革新的なサービスの取り揃え、次世代のグローバル・デリバリーを生かして
金融サービス業界にサービスを提供しています。キャップジェミニは、世界全体で900社を超える顧客のために尽力する17,000人のプロフェッショ
ナルのネットワークを通じて、トップクラスの銀行、保険会社、資本市場の諸企業との協力に基づき、目に見える価値を創出するビジネス・ソリュー
ションやITソリューション、ソート・リーダーシップを提供します。

キャップジェミニのウェルス・マネジメント事業は、ウェルス・マネジメント各社が戦略を策定し実施に移すまでの過程を支援します。キャップジェミニ
は、世界全体のターゲット市場の規模と潜在力に関する独自の洞察に基づいて、クライアントが新たな顧客戦略を実行し、実務モデルを調整する
のを支援すると同時に、予測される売上高と収益性に照らしてソリューションとコストが確実に適切なものとなるようにします。さらに、ウェルス・マネ
ジメント各社が、既存顧客を維持し、新たなリレーションシップを獲得するために必要な経営インフラ（経営モデル、プロセス、テクノロジーなど）を構
築し整備するのを支援します。ウェルス・マネジメント各社に向けたキャップジェミニの支援に関する詳しい情報に関しては、
www.capgemini.com/financialservicesをご覧ください。

アジア太平洋地域におけるキャップジェミニの主要拠点

キャップジェミニの本社

ライトショア®はキャップジェミニの登録商標です。

メリルリンチ･グローバル･ウェルス・マネジメントについて

メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメントは、世界各国の個人および企業を対象に総合的なウェルス・マネジメントと投資サービスを提供する
世界有数のプロバイダーである。2011年6月30日現在で16,200人以上のファイナンシャル・アドバイザーを擁し、1兆5,000億ドル以上の顧客資産
残高を有するメリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメントは、業界の中で世界最大規模の企業の一つである。メリルリンチ・グローバル・ウェル
ス・マネジメントの預かり資産の3分の2以上は、100万ドル以上の純資産を保有する顧客からの預かり資産である。メリルリンチ・グローバル・ウェル
ス・マネジメント傘下のプライベート・バンキング&インベストメント・グループは、ブティックのようにきめ細かな配慮と、第一級の国際的金融サービス
会社の資源を備え、超富裕層の顧客一人ひとりに適したソリューションを提供している。これらの顧客に対しては、160以上のプライベート・ウェル
ス・アドバイザー・チームに加え、投資運用管理、集中的株式管理、世代間の資産移転戦略などの分野のエキスパートがサービスを提供している。
メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメントは、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションの傘下にある。

アジア太平洋地域におけるメリルリンチの主要拠点

アジアの顧客にサービスを提供する米国の主要拠点

出所：バンク・オブ・アメリカ。メリルリンチ・グローバル・ウェルス・マネジメント（MLGWM）は、メリルリンチ・ウェルス・マネジメント（北米および世界）、
メリルリンチ・トラスト・カンパニー、プライベート・バンキング&インベストメント・グループなど、バンク・オブ・アメリカのウェルス・マネジメントおよ
び投資運用部門に含まれる多数の事業分野によって構成されています。2011年6月30日現在で、MLGWM各社の顧客資産残高は約1兆
5,000億ドルでした。顧客資産残高は、MLGWMの口座で保有されている、MLGWM各社の預かり資産（AUM）、証券口座の顧客資産、
MLGWM各社の保護預かり資産、バンク・オブ・アメリカN.A.および関連銀行が保有するMLGWMの顧客のローン残高と預金から成ります。
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