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Ⅰ. LifeSweet、WMW が実現するライフプランニング・エステート

プランニングの世界

■ はじめに 

2018 年 10 月 11 日金融庁から「高齢社会にお

ける金融サービスのあり方」という提言が公開

された。この提言は、我国の人口構成上の問題

“個人金融資産の保有状況”を踏まえ、これか

らの金融機関やファイナンシャルプランナー、

金融商品仲介業者、さらには会計人が今後催促

すべき金融サービスのあり方を提言したもので

あり、高齢化が進む我国において顧客起点のサ

ービスをいかにデジタルテクノロジーと活用し

ながら見える化するサービスが必須であること

を提言している。 

従って、Wealth Management Workstation を活

用する金融機関・会計事務所・FP・PB の今後

の生き残りをかけた戦略の方向性を金融庁が提

言しているものとも言える。一方で金融マーケ

ットにおける勝利するための必要条件を金融庁

が誘導しているとも言える重要なレポートであ

る。今回は、当提言の概要を解説するとともに

キャピタル・アセット・プランニングが提供す

るシステムを紹介したい。 

まずこの提言は①現在日本の高齢社会の現状

を分析しそこに潜むリスクを掲げている。 

②さらに特に退職世代の現状を分析する。そし

て長寿化の進展、資産の高齢化、モデルの空洞

化という問題が進展するなか、資産寿命をいか

に伸ばすか即ち、資産枯渇の年齢をいかに押し

下げるかについて３つの施策が必要 

と提言している。 

 

３つの施策とは①金融機関が考える画一的な

商品の提供からデジタルを活かした顧客起点の

きめ細やかなサービスの提供が必要である。②

ファイナンシャルジェロントロジー即ち金融老

年学といった知見の活用や金融以外のサービス

主体との連携したサービス提供が必要である。

③老後の収入支出の「見える化」や金融機関が

提供している商品・サービスの「見える化」に

よって顧客が自らのニーズに合った商品・サー

ビスが選択されるメカニズムが必要であると提

言している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ 高齢社会の現状とリスク 

【図表１】は我国の現状を表しており、現在

60 歳の日本人の 47％、即ち約２人に 1 人は 90

歳まで生きると予想し、４人のうち 1 人は 95

歳までは生きると予想している。まさに我国は

人生 100 年時代に突入していると言えるが、一

方で高齢世帯が保有する純金融資産は過去 20 

 

 

 

年間横ばいである。 

また資産の高齢化が進み、1999 年 60 歳以上の

世帯が保有する金融資産が我国の個人金融資産

全体に対する割合が 47.4％であったものが 2014

年には 65.7％、さらに 2035 年には 70.6％にまで

達すると予想している。【図表２】 

 

 



 

これらの状況は、①資産寿命が生命寿命に届か

ないリスク、即ち長生きした場合、貯蓄をすべ

て取り崩し、公的年金のみで生活する 

世帯が増加し、豊かな老後の為には資金が枯渇

するというリスクが発生する。 

②また資金枯渇を回避するため、十分な備えが

ある世帯でも老後の収入・支出が見えない不安

から過度な節約をし、資産の計画的な取り崩し

が進まないリスクが発生していると指摘してい

る。 

金融庁はもし老後の収入支出が例えば自動家

計簿で「見える化」され、また１００歳になっ

ても資金枯渇の可能性がほとんどないというこ

とを分かり易く見せるアプリや人生 

100 年時代にどれだけ長生きしても資金枯渇し

ないような金融商品の開発、さらにそれを活用

したライフプランセミナーやそれを第三者的に

アドバイスするアドバイザーが今こそ必要であ

ると提言している。 

■ 多様化の進展と「モデルの空洞化」 

また金融庁は、長寿化が進展する中、資産・

所得・就労・健康・世帯構成の状況について多

様化が進展し「モデル世帯」というコンセプト

がもはや存在しなくなっていると考えている。

即ち、教育・就労・退職後生活という３ステー

ジモデル、夫婦子供２人というビジネスモデル

は既に少なくなってきており、おひとり様・離

婚・再婚・退職後の再就職といったライフイベ

ントが発生し、従来想定されていたライフスタ

イルでなく、多様化したライフプランを投資家

自らがデザインできるようなシステム、金融リ

テラシーが課題となると考えている。【図表 3】 

 

 

 

 

 

 



 

また金融庁が提言する検討の視点とその際活

用が望まれるシステムへの要求をまとめると

【図表４】のようになる。 

 

まず①就労・積立・運用の継続による所得の

形成の為には、退職年齢が例えば 60 歳から 65

歳に遅らせた場合、金融資産残高にいかなる影

響を与え、就労期間中の資産積立に確定拠出年

金の企業型や個人型等非課税投資を毎月活用し、

国内外株式・国内外債券等からなるグローバル

アセットアロケーションを実行したらどうなる

のか？また株式等エクイティ比率を高めたらど

うなるか、毎月の投資額が例えば 113,000 円か

ら 78,000 円に投資額を削減できる可能性を試算

できるようなシステムが開発されるべきである。 

また、資産を効果的に運用しながら取り崩すこ

とが可能な金融商品やそれらをシュミレーショ 

 

 

 

 

ンするサービスが必須と金融庁は考えている。

人生 100 年時代という長寿社会では生きながら

える幸せが、死ぬまでの間に資金枯渇の可能性

を拡大する不幸を生む。 

理論的には、希望生活費と公的年金との差異

から発生する老後必須生活費は個人終身年金保

険により準備すべきであり、例えば 70 歳時世界

一周旅行で 500万の資金が必要であり 75歳時に

郊外の自宅を売却し、逆に都心部マンションに

住み替えし、そのための必要資金が 2,500 万円

は ETF による毎月定額投資は ETF で積立て、

そのバランスを瞬時に試算してくれるスマホア

プリが今後開発されるべきと考え、さらに長生



 

きへの備え、資産承継については、現状のアセ

ットアロケーションを継続すれば何歳に資金が

枯渇するかを予想するとともに、円滑な事業承

継のあり方を問い、もし、2018 年 4 月から設行

になった新事業承継税制を活用すると企業経営

者ファミリーの相続税の継税対策はいかに変わ

るかを試算するシステム、サービスが必要であ

ると金融庁は考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 高齢社会に対する金融サービスのあり

方と CAP システムの活用の可能性 

2018 年 10 月の金融庁の提言は、現在の銀行・

証券会社・生命保険会社が提供するコンサルテ

ィングサービス、金融商品にギャップがあり、

このままでは個人投資家の不安を解決すること

はできず今後の金融機関のビジネススタイルや

戦略を改善すべきであることを正面から提言し

ていると言え、逆にそれらのシステム・サービ

ス・商品が当提言に合致した金融機関のみが生

き残ると考えているのであろう。 

一方キャピタル・アセット・プランニングは

設立当初より、あるべき金融サービスのあり方

を実現するアプリ、システムを市場へ提供し続

けている。 

 



 

【図表５】は弊社が開発した LifeSweet スマホ

アプリでライフプランニングを簡易に実行する

システムであり、マネーフォワード等の自動家

計簿、アカウントアグリゲーション機能と弊社

ライフプランアプリを統合したものである。 

金融庁が必要と考える①退職年齢の延長②

100歳時点で例えば 1,000万円の資金を残したい

という目標設定③保有ポートフォリオの変更が

資金枯渇年齢をどれだけ遅らせることができる

かを個人が簡単に試算できる。また、死亡保障

にかかる終身保険と収入保障保険の月額保険料

と毎月の投資額がいくら必要かを金額で試算可

能である。 

 

 

 

また、個人が LifeSweet でスマホを活用して死

亡保障と老後保障を同時に実現する予算額を明

確に表示した後、いかなる投資信託、ETF の組

み合わせで実現すべきかを銀行コンサルティン

グデスクへ誘導することと想定し、個人顧客の

ニーズに答えながら銀行の生命保険窓販と投資

信託窓販に寄与することと想定している。 

即ちスマホと銀行窓販のアドバイザーによる

ハイブリッド型 Fintech の実践に寄与すること

を目標としている。【図表６】 

             （北山 雅一） 

 

 

 

 

  



                       

Ⅱ.第 16 回 Wealth Management Workstation ユーザー会 

開催報告

 

第 16回WMWユーザー会が去る 12月４日、

芝公園ザ・プリンスパークタワー東京で開

催された。 

 関西学院大学経営戦略研究科教授玉田

俊平太氏と、株式会社マネーフォワード代

表取締役社長 CEO 辻庸介氏をスピーカー

にお招きした。 

■ 金融庁が提言する高齢社会にお

ける金融サービスのあり方と

CAP フィンテック戦略 

「金融庁が提言する高齢社会における

金融サービスのあり方と CAP フィンテッ

ク戦略」と題して、弊社代表取締役北山雅

一より講演があり、概要は以下の通りであ

る。 

ユーザーの皆様のおかげで WMW はリリ

ースから 10 年目を迎えることができ、管

理資産残高は前年比 1,015 憶円増加し、１

兆 1,600 億円に到達した。アカウントアグ

リゲーション機能の追加など、より使いや

すい資産管理のプラットフォームを目指

している。 

 

本日は４つの課題、すなわち、人生 100

年時代、ゴールベースプラン、大相続時代、

大事業承継時代に対するシステムをご提

示する。結論は、日本のフィンテックは、

テクノロジーと人のアドバイスによるハ

イブリッド型が最適である。金融庁の高齢

社会における金融サービスの考え方に、専

門家のサービスを加えたものだ。 

10 月に「高齢社会における金融サービス

のあり方について」というレポートが出た。

これからの日本の金融機関、会計事務所等

の戦略の方向性を金融庁が指し示すもの

である。キーワードは、『長寿化』と『BtoC

から CtoB』、言い換えると、デジタル化を

生かした顧客起点のサービス提供、「見え

る化」を通じたよりよい商品・サービスの

選択である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

出典：金融庁「高齢社会における金融サービスのあり方について」 

先のレポートによると、60 歳の人が 90

歳まで生存する割合は 46％に達している。

金融資産がほとんど増加していないなか、

60 歳以上の世帯が保有する金融資産の割

合が、2035 年には 70.6％に達すると予想さ

れている。また、標準世帯というコンセプ

トが崩壊し、おひとり様、子供なし、自宅

なしと、ライフスタイルが多様化している。

このような高齢社会では、スマホで投資家

自らがライフプランをできるアプリが必

要だと金融庁は考えているようである。 

フィンテックで先行するアメリカでは、

テクノロジーに専門家のアドバイスを加

えたハイブリッド型がトレンドだ。複雑な

税制や具体的な投資商品の選び方など、専

門家のアドバイスは欠くことはできない。

人生 100 年時代、ゴールベースプランに対

峙してくため、今回紹介したような顧客体

験を重視したアプリを展開していく。 

相続と事業承継には、WMW で適切に対

応できる。日本の富裕層特有の不動産に偏

った資産選択の歪みを分析し、贈与等を切

口にした金融資産運用の付加価値提案が

できる。また、事業承継税制の特例に対し

新帳票を準備した。詳しくは、納税猶予の

特例の新帳票で説明しているが、事業承継

を標準化する RPA（ロボティック・プロセ

ス・オートメーション）になろう。フィン

テックでアセットマネジメントをし、金融

機関のアドバイザーからタックスマネジ

メントのサービスを受けるモデルである。 

■ イノベーションをめぐる３つの

誤解 

続いては、「イノベーションのジレンマ」

の著者クレイトン・クリステンセン教授の

愛弟子である関西学院大学経営戦略研究

科教授玉田俊平太氏による講演である。 

玉田氏は東京大学卒業後、通産省（現経

済産業省）入省、ハーバード大学大学院修



                       

士課程で戦略論の大家マイケル・ポーター

教授のゼミに所属するとともに、クレイト

ン・クリステンセン教授の指導を受ける。 

 

最新技術でありさえすればいい、完全オ

リジナルなもの、性能向上こそが正義とい

うイノベーションへの思い込みが玉田氏

によって見事に覆された。 

イノベーションという用語は、３つの点

で誤解されて使われている。１つ目は、イ

ノベーションとは技術革新という誤解で

ある。新しいアイディアが経済的成功をす

ることまで含めるのが本来の意味だ。した

がって、適切な訳は“創新普及”ではない

だろうか。 

２つ目は、イノベーションとは世界初の

独自技術であるという誤解である。良いア

イディア、いち早く普及する、そこから利

益を獲得できるという３条件が揃ってい

れば十分である。アップルのマッキントッ

シュパソコンは、実は模倣だったのだ。 

 

出典：玉田俊平太「イノベーションをめぐる３つの誤解」 

 

３つ目は、イノベーションによって自社

製品の性能が向上すれば、自社の競争力が

高まるという誤解である。顧客が求める要

求には上限があり、性能の向上に比べると、

ゆっくりと上昇する。高性能化＝高付加価

値化が常に成立するとは限らないのだ。 

■ テクノロジーが変える“お金”の

未来 

最後は、フィンテックの旗手、株式会社

マネーフォワード代表取締役社長 CEO 辻

庸介氏に「テクノロジーが変える“お金”

の未来」について語っていただいた。 

辻氏は京都大学農学部卒業、ペンシルバ

ニア大学ウォートン校 MBA を修了してい

る。マネーフォワードは、2017 年９月に上

場。自動家計簿・資産管理サービス『マネ

ーフォワード』の利用者数は 700 万人を突

破し、家計簿アプリでシェア１位である。

また、法人・個人事業主向け『MF クラウ

ド』を展開している。 

 

テクノロジーが起こしている第４次産

業革命、フィンテックの３つの本質、キャ

ッシュレス決済についての順番で話が進

んだ。世界的に見た日本のキャッシュレス



                       

決済比率は意外な事実であり、どういった

プレイヤーが主導権を握っていくのかは

新しい視点だった。 

第４次産業革命は、リアル×IT が特徴で

ある。例として、自動車の分野で話題のモ

ビリティサービス、IoT 技術、データと AI

を活用したリモート医療が紹介された。ま

た、フィンテックの本質は次の３点、①早

く、安く、正確に、②中央集権化から分離

型へ、③データと AI による最適化に集約

される。技術的には、ブロックチェーン、

ビッグデータ、AI が代表選手だ。 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういった背景のなか、フィンテッ

クによって決済はキャッシュレスに

なっていくことが予想される。キャ

ッシュレス決済が占める比率が高い

韓国の約 90％に対して、20％弱の日

本は世界で下から２番目だ。どのよ

うな企業がリードしていくか群雄割

拠の様相だが、海外の潮流を見ると 

表（本業）のビジネスでプラットフ

ォームを形成できるかどうかが鍵に

なるようだ。 

（川内 大輔） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

  

Ⅲ.納税猶予特例の新帳票説明

 

2018 年度の税制改正により創設された非

上場株式等について贈与税・相続税の納税

猶予・免除制度に対応し、簡易帳票（A３）

を一部追加した。 

 

 

 

 

 

■ 事業承継が注目を集めている背景 

 

出典：2018 年版中小企業白書（企業規模別企業数の推移） 

昨今、金融機関や会計事務所での話題の

１つが中小企業の事業承継問題である。理

由として、中小企業が占める割合と経営者

の高齢化が考えられる。中小企業白書によ

ると、我が国の中小企業数 381 万者（中規

模企業 56 万者、小規模企業 325 万者）は企

業数全体のなんと 99.7％を占めている。ま

た、ここ 20 年間で経営者年齢のピークは

47 歳から 66 歳となったということから、

事業承継はほとんど進んでいないことが

わかる。 

 

 

 

2018年度税制改正で従前より大幅に拡充された

事業承継税制の特例措置が 10 年限定で創設さ

れ、非上場株式の納税猶予を利用するケースが

増えると予想される。 

一般の事業承継税制は 2009 年に創設されたが、

活用された件数は少ない。2015 年改正によって

贈与税の認定件数は増加したものの、381 万者

も中小企業があるなかで、2016 年３月までの認

定実績は、相続税 894 件、贈与税 626 件という

状況である。 



                       

 

 

出典：2018 年版中小企業白書（年代別に見た中小企業の経営者年齢の分布） 

出典：経済産業省（平成 29 年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】） 

■ 新帳票のポイント 

本題の、新帳票の使い方だが、まずは「保

有資産」タブから非上場株式の情報を登録

する。つぎに、「コンタクト」のタブから

簡易帳票（A３）をチェックして、印刷へ

と進んでいただく。そうすると帳票を見る 

  ことができる。 

 

 

 

 

続いて、具体的な見方に入っていく。２

ページ（新旧共通）は新事業承継税制を適

用していない、いわゆるビフォーの状態で

ある。注目していただきたい点は２つある。

１つは、相続税可能分析にアラームが出る



                       

ようになったことである。例えば、対策に

「相続税の納税猶予により、相続税の納付

を大きく軽減できる可能性があります。」

と表示されることがある。もう１つは、相

続人別納税可能分析の余剰不足の部分で

ある。自社株を相続した相続人の納税資金

が大幅に不足しているのが見て取れる。 

 

帳票２ページ 

５ページは、特例適用後、アフターの状

態である。２ページとの違いは、余剰不足

の変化である。相続税の納税猶予を受ける

ことにより、納税不足に陥っていない。ま

た、遺留分のチェックという項目が加わり、

遺留分の侵害があるかどうかを判断でき

るようになっている。 

 

新帳票４ページ 

改正のポイントを４ページで説明し、２

ページと５ページのビフォーアフターで、

事業承継税制の特例を適用する効果をご

理解いただく。このようなアプローチが、

地方銀行の事業承継担当者がコンサルテ

ィングをするうえでの必要不可欠な手法

になるだろう。同族会社及び創業家ファミ

リーをターゲットとした事業承継・財産管

理承継戦略の立案と実行をすることが、日

本のプライベートバンキングのあり方で

あると考えられているからだ。 

 

新帳票５ページ 

最後に、遺産分割の問題について触れて

おこう。先の帳票５ページから、新事業承

継税制を活用することで、納税不足が回避

される一方で、遺産分割の問題が起こりう

ることがわかる。たとえ非上場株式の評価

が高くても、特例で相続税が納税猶予・免

除される一方で、遺産分割では適用前の相

続税評価を参考にするため、自社株を承継

した相続人が遺留分侵害をする可能性が

高まるからである。分割対策として、生命

保険や死因贈与契約のファンドラップな

どのビジネスにつながるケースも増えて

きている。また、遺産分割対策として遺言

が盛んになっている。弊社では、遺伝的ア



                       

ルゴリズムを活用した財産分割システム を開発している。 （川内 大輔 

Ⅳ. プライベートバンキング・ビジネス開発（スイス訪問）

プログラムへの参加

去る 10 月７日から 13 日まで、早稲田大学フ

ァイナンス研究科米田教授主催のプライベート

バンキング・ビジネス開発（スイス訪問）プロ

グラムに出席してまいりました。スイスのうち、

特に世界的なプライベートバンクを中心とする

金融機関の集積するジュネーブ市及びチューリ

ヒ市と、富裕層ファミリーの子女及びファミリ

ービジネス教育機関が立地し、有名なワイナリ

ーが点在するレマン湖畔ローザンヌ市にて行わ

れ、それぞれフランス語圏、ドイツ語圏の中心

都市として高級ブランドのブティックやホテル

が立ち並び、大変趣のある建築物が印象的な街

です。 

プログラムは 4 日間に渡って行われ、1 日目

にはジュネーブにて著名な（米田教授の表現を

お借りすれば「1 部リーグ」を形成する）資産

運用会社でピュア・プライベートバンクである

ジュリアスベア銀行、エマージングマーケット

でのマイクロナンスに世界的な強みを有するシ

ンバイオティクス社、設立後わずか 10 数年で運

用資産 1兆円越えを達成している 1875ファイナ

ンス、そして伝統ある世界的プライベートバン

クであるピクテの 4 社を視察しました。ジュリ

アスベアやピクテは伝統的な老舗プライベート

バンクであるのに対し、1875 ファイナンスは

3,000 社を超える新興 EAM（External Asset 

Manager）のうち最大規模のファミリーオフィ

スとのことでした。また、3 日目及び 4 日目の

チューリヒでは、世界最大のプライベートバン

キング部門を有するUBSにて 2日間にわたり開

催して頂き、そのほか運用手法をアルファを重

視しアクティブ運用に注力している有力プライ

ベートバンクであるバンクフォントーベル、欧

州最大の富裕層に特化した生命保険ブローカー

である 1291 グループ（スイス建国の年にちなん

で命名されたとの説明がありました）に訪問し

ました。それぞれが強者としての共通点をもち

ながら、一方で独自の特色を生かし業績を拡大

している点が共通していると感じました。各プ

ライベートバンクでの複数名の責任者の方によ

るパネルディスカッションもあり、日本の金融

機関や会計事務所法律事務所とは 180 度違う考

え方や運用会社の生い立ちを伺ったり、彼らの

アイデンティティやアイデア発想力、スピード

感そしてなんといっても行動力を肌で感じるこ

とができ大変刺激的かつ充実した 4 日間でした。

以下、4 日間の会議内容について、簡単にご報

告させていただきます。 

■ プライベートバンク各社訪問総括 

1 日目午前は、まずジュネーブのマンダリン

オリエンタルホテルのブレックファストミーテ

ィングにて米田教授及び坂本先生による今回訪

問するスイスプライベートバンクの全体総括の

ご説明を頂いた上、ジュリアスベア銀行に訪問

し、役員及び 2 名の運用部長の方にご説明いた

だきました。 



 

ジュリアスベア銀行自体は自社の開発商品を

持たず、顧客との利益相反が生じないピュア・

プライベートバンクであることを重視し、合わ

せてリスクの最小化・リターンの最大化を目指

す運用手法を武器に、これまで過去四半期で赤

字を計上することがない非常に安定的かつ強固

な財務体質を有することについてご説明頂きま

した。 

1 日目午後はまずシンバイオティクス社に訪

問いたしました。シンバイオティクス社はエマ

ージングマーケットにおける「マイクロファイ

ナンス」にて高リターンを確保する一方、最近

のトレンドであるESG投資目的に合わせた運用

を行う新興運用会社であり、新興国の GDP 成長

力を活かして事業資金を上手く個人向けにファ

イナンスし、3 年程度で回収を行うことで高い

運用利回りと低リスクを両立させている旨のご

説明がありました。 

その後 1875 ファイナンスへ訪問しました。

1875 ファイナンスのオリヴィエ・ビゾン氏は

2006 年に同社を共同設立したのち、今では 1 兆

1,500 億円規模の預かり資産残高を有するとと

もに、伝統的なプライベートバンクがこれまで

比較的手掛けてこなかったオルタナティブ投資

等に対するトータルサポートや法人向けソリュ

ーション、法的ソリューションまでワンストッ

プで手掛けることで新興 EAM 最大規模を誇る

に至り、今なお拡大しているとのご説明を頂き

ました 

その後、1 日目最後にピクテに訪問いたしま 

した。ピクテは 200 年近い歴史を持ち全世界

に 4000 名を超える人員を擁し世界展開を行う

一方で、自身が非上場のプライベートカンパニ

ーであるとの特色があり、その経営手法にオー

ナー色の強さの特色がありました。 

300 名のプライベートバンカーが 1 名あたり平

均 800 億円を預かるなど、富裕層の規模もプラ

イベートバンク中最大級といえます。 

代わって 2 日目はローザンヌに移動し、世界

250 か国の富裕層の子弟教育機関であるコレー

ジュドレマン、ファミリーオフィス及びファミ

リービジネスに関する後継者教育も含めた独自

のカリキュラムを持つビジネススクールの IMD、

および 600 年の歴史をもつ有数のワイナリーで

あるドメーヌ・ドゥ・ダレイ。いずれも富裕層

の別荘地として、晩年のチャールズ・チャップ

リンも過ごした世界的に有名なレマン湖畔の豊

かな自然に囲まれた中で営まれていることが印

象的でした。ダレイの製造するシャスラワイン

は日本でも僅かですが手に入れることができる

希少性を有しています。また、ローザンヌの最

高級ホテルである「ホテル・ボーリバージュ」

は建物の重厚さに加え、湖畔ロケーションや質

感、提供されるサービス等が最上級といえるも

のでした。 

 



 

 

 

 

 

3 日目は午前中の移動の後、午後半日かけて

プライベートバンキング部門における世界最大

規模を誇る UBS チューリヒ本社に訪問しまし

た。スイスは世界のプライベートバンキング資

産運用残高で世界最大規模であり、かつ現在も

預かり資産残高は成長を続けています。UBS は

そのスイスにおける最大規模のプライベートバ

ンキングビジネスを展開する会社として、訪問

する意義の高さは事前に十分認識されていたと

ころでした。 

まず UBS・1 日目ではファミリーオフィスの

説明を頂きました。特に如何にファミリービジ

ネスを永続させ、ファミリーの保有資産の維持

拡大を図るかについては、世界中のノウハウと

知見を有する UBS ネットワークの持つ情報の

片鱗に触れることができました。必要であれば

世界中の投資商品の運用を可能とすることや、

そのためのリスク管理等を可能にする経営基盤

を有していることが明らかとなりました。また、

最低預かり残高は 500 万ドルから相談を受ける

といったように、最低限の預かり運用資産規模

が明示されるとともに、そのハードルの高さを

認識いたしました。 

4 日目は引き続き 2 日目となる UBS にて彼ら

のビジネスモデルの IT による進化や資産管理

手法、特に伝統的な手法である人と人とのリレ

ーションシップを大切にしながらも強力な IT

による支援体制についての説明等を頂いた後、

バンクフォントーベルでのミーティングとなり

ました。世界的にインデックス投資が主流とな

る中において、アルファに着目したアクティブ

投資を強みとするフォントーベルも、スイス有

数のプライベートバンクの 1 社になります。 

最後に、欧州最大の保険ブローカーである

1291 を訪問いたしました。信託（トラスト）及

びレバレッジを活用したスキーム構築等により、

効果の高いストラクチャーの構築を得意とする

ことが理解されました。 

 

■ スイスプライベートバンクがもつ

強みとは 

 スイスは、人口約 800 万人であり、欧州内に

おいても決して大国とはいえない規模です。そ

の中にあって、金融業界は GDP の 9.4％を占め

るなど、国内における金融分野の重要性は従来

より高く、スイス国内の優秀な人材が金融ビジ

ネス、特にプライベートバンクに集積する傾向

が伺えます。以上に加えて欧州全土をはじめと

して、香港やシンガポールを足掛かりに、世界

中にネットワークを築き、グローバルな体制を

いち早く築いています。プライベートバンクは、

富裕層の方とプライベートバンカーが数十年に

わたって築いた信用を基盤とし、いったん信用

が築かれることで参入障壁が高くなり、他の金

融機関が入り込める余地は少なくなります。こ

の点、日本においては日本特有ともいえる金融

機関の人事ローテーションシステムが、プライ

ベートバンク業務を行う上で不可欠となる信用

の土台構築を阻害している可能性があります。 

日本では、金融サービスごとに業種間の垣根



 

が高く、それは他国においてもある程度は同様

ですが、それが故にそれぞれのサービスを総合

的な見地で俯瞰しマネジメントできる人材が不

足しているといわれています。 

また、資産運用会社のコア技術の 1 つといえ

る資産運用技術についても、情報テクノロジー

の進出は著しく、各社は競って最小リスクで最

適となるポートフォリオ構築のための IT シス

テム構築に力を入れており、この分野にも

「Fintech」の進出が見て取れます。我が社も、

この動きに遅れることなくアセットアロケーシ

ョンをコア技術とした、時には他社の資産管理

システムとコラボしながら、当社のフロントエ

ンドシステム構築に磨きをかける方針です。 

「Fintech」により既存の仕事のやり方、内容、

考え方、効率性が激変し、それに伴い新しい仕

事内容・方法、考え方や価値観が生まれる可能

性が高くなります。そしてそれは金融周辺分野、

特に会計税務業界や法律業界にも影響を及ぼし、

会計業界においては記帳代行業務や決算申告業

務は AI（人工知能）にとって代わられると言わ

れ、法律業界においてもリーガルテックによる

判例等検索機能等は各段に高まることが予想さ

れています。付加価値を提供できない会計事務

所や法律事務所は経営が厳しくなり、ますます

勝ち組と負け組の棲み分けが進むのは疑いのな

いところでしょう。 

「相続・事業承継」は類似のパターンがある

にせよ、家族により抱える問題は千差万別であ

り、そこには各家族の事情に対応した「オーダ

ーメイド」が必要不可決です。まさにそこにプ

ライベートバンカーとして存在意義があります。

後継者がいない、事業承継を計画的に実施した

い、資産をスムーズに移転させたい、ご子息の

将来を見据えた留学先に悩んでいる、そういっ

た悩みを持つクライアントの相談にプライベー

トバンカーが乗ることこそ現在、社会的にも、

クライアントにも期待されている部分ではない

でしょうか。そのようなことを強く感じた今回

のスイス訪問でした。   （中山 伊知郎）
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 WMW定期開催セミナー ※応用セミナーは日本 FP協会・FP継続教育単位取得講座となります 

 

日程：【東京】2019年 2月 26日（火）応用セミナーⅡ（生命保険・年金保険） 

 

【東京】2019年 2月 22日（金）基本操作セミナー 

 

【東京】2019年 3月 26日（火）応用セミナーⅢ（不動産・自社株評価） 

 

【東京】2019年 3月 29日（金）基本操作セミナー 

 

【東京】2019年 4月 23日（火）応用セミナーⅣ（税務） 

 

【東京】2019年 4月 26日（金）基本操作セミナー 

 

場所：株式会社キャピタル・アセット・プランニング 品川シーズンテラス 27階 
 
 
 
 

mailto:support@wealthmanager.jp


 

 

 

 


