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• この先1年間に、資産運用会社がトップラインの成長実現と顧客サービスの拡充を図るた

め、中核的な機能以外にも目を向ける中で、M&A（合併と買収）のペースは加速する可能

性があります。 

• 主要な資産運用会社は新興の顧客層に食い込むために、新規顧客との文化的調和、既

存・新規のテクノロジーの活用、ESG（環境・社会・ガバナンス）原則などの当該顧客層の変

わりゆく投資ニーズに対応すべく、取り組む見通しです。 

• PE（プライベート・エクイティ）ファームは、案件のソーシングやデューデリジェンスの実施に

際して、ヘッジファンドやロング・オンリーのマネージャーに追従する形で、代替データを取

得するようになりました。  

• ポートフォリオを構成する企業のマネジメント・変革において、代替データによる知見を取得

し、これを活用することによって、PEファームのビジネスは大きく変わる可能性があります。 

• 2020年に大手資産運用会社は、これまでのコスト効率を重視したプロジェクトから、新たな

領域である「セーブ・トゥ・トランスフォーム」のアプローチへ移行し、その過程で競争力を強

化するだろうと予想しています。 
 
 

KEY MESSAGES 
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2020: 新たな領域へ 
 
 
 
多くの資産運用会社は重要な転換点を迎えていま

す。対内的には、競争に後れないよう従来からのビジ

ネスモデルの転換が必要になる可能性があります。

また、顧客は新しい技術への対応を求めるようになっ

ています。対外的には、新たな年齢層や地域におい

て顧客を開拓することが、資産残高を伸ばす上で最も

効率が良いとの認識が生まれる可能性があります。

投資家はトータルリターンを追求しつつ、ポートフォリ

オの資産配分を調整していますが、リテール市場では

その一環として、オルタナティブ投資に目が向けられ

ています。その結果、上場資産運用会社の取締役の

多くは、一段とダイナミックで複雑になりつつある同業

界において成果を上げることのできる新たなリーダー

シップを検討しています。近年、CEOの交代ペースは

加速しており、2017年から2019年8月の間に、少なく

とも37の米欧の資産運用会社においてCEOが交代し

ています（注釈1）。 

2020年に入って多くの資産運用会社は、収益性の高

い成長を目指して新たな領域に足を踏み入れる姿勢

を強めています。多くの場合、新たな領域に足を踏み

入れるとは、居心地の良い領域を抜け出して新たな

業務を行うか、斬新な方法で標準的な業務を行うこと

を意味します。目的をもって新たな領域に進むこと

が、成功のカギを握る可能性があります。成長やオペ

レーションの効率性、顧客体験を再度考慮する上で、

オペレーションの最新化やITインフラの刷新といった

選択肢が考えられます。これらの変化はいずれも、機

能の活性化によって投資家の満足度を高めることを

意図するものです。 

一見したところ、過去9年間に資産運用業界では健全

性と安定性を示すように、運用残高が着実に伸びて

います。しかし詳細に見ると、状況は複雑なようです。

最近10年間に、投資の対象資産は劇的に変化しまし

た（図表1）。米国の全ファンド資産の中では、パッシ

ブ・ファンドが良好なパフォーマンスを背景に残高を伸

ばし、最大のシェアを占めています。パッシブ・ファンド

はアクティブ・ファンドを平均的にアウトパフォームして

いますが、プライベート・エクイティは例外的です。プラ

イベート・エクイティにおいては、この9年間にファンド

の解約は定期的に発生したものの、アウトパフォーム

しつつ残高を着実に伸ばしました（図表1）。このような

変化は、世界経済の変化と軌を一にしています。米国

では景気拡大局面が過去最長を更新する一方で、欧

州の主要国は既に景気後退入りしたとみられます。ま

た、中国経済は引き続き減速する公算が大きいようで

す（注釈2）。さらに、Brexitを巡る混乱が深まる結果、

資産運用会社は緊急時対応計画を実行に移

しています。欧州の規制当局、ルクセンブル

グ、ダブリン、フランクフルト、パリなどの運用

ハブ拠点は、Brexit後の資産運用業界のス

ムーズな移行を目指し、引き続き対応してい

ます（注釈3）。  

ここ数年間、業界全体としては着実に拡大しているも

のの、ロング・オンリーのマネージャー、PEのマネー

ジャー、ヘッジファンドは継続的な下押し圧力に直面し

ています。手数料の低下圧力、パッシブ運用へのシフ

ト、資産調達における成功の一極化が重なる結果、多

くの資産運用会社は、成長、効率化、顧客のエンゲー

ジメント獲得を目指して、引き続き大胆な措置を講じて

います。2020年には、多くのオルタナティブ投資のマ

ネージャーとロング・オンリーのマネージャーが、居心

地の良い領域を抜け出して、新たな領域に足を踏み

入れる可能性があります。

 
 
 

対外的には、新たな年齢層や地域において顧客を

開拓することが、資産残高を伸ばす上で最も効率が

良いとの認識が生まれる可能性があります 
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図表1  

この10年間、運用資産がパッシブ・ファンドに流入する一方でPEファンドのアウトパ

フォーマンスが続く 
米国ファンドの運用資産残高の伸びとパフォーマンス（2009‒18年） 
 
米国パッシブ・ファンド 米国プライベート・キャピタル 米国アクティブ・ファンド、北米ヘッジファンド 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記図表（パフォーマンスと運用資産残高）の詳細:  

1. 米国パッシブ・ファンド: 米国内のパッシブ・ファンドの残高は、1940年投資会社法に基づくインデックスETF（内外の株式、債

券、コモディティ）とインデックス・ミューチュアルファンド（内外の株式、ハイブリッド、債券）から構成（出所：ICI Factbook 2019）。

パッシブ・ファンドのパフォーマンス指標として、S&P 500株価指数を使用。当該指数のリターンとして、SPIVA Year-End US 
Scorecardレポート（2009‒2018）に掲載された1年間のパフォーマンスから引用。 

2. 米国アクティブ・ファンド: 米国内のアクティブ・ファンドの残高は、アクティブ運用型のミューチュアルファンド（内外の株式、ハ

イブリッド、債券）と1940年投資会社法に基づくアクティブ運用型のETFから構成（出所：ICI Factbook 2019）。米国内のアクティ

ブ・ファンド（均等加重）のリターンは、SPIVA Year-End US Scorecardレポート（2009‒2018）に掲載された国内の全ファンドの1
年間のパフォーマンスから引用。  

3. 米国プライベート・キャピタル: 米国プライベート・キャピタルの残高およびパフォーマンスのデータは、Preqinから引用。運用

資産残高は未実現価値と手元資金の合計。パフォーマンスは直近1年間のリターン。  

4. 北米ヘッジファンド: 北米ヘッジファンドの残高およびパフォーマンスのデータは、EurekahedgeのNorth American Funds 
Key Trendsレポート（2019年3月）から引用。ヘッジファンドのパフォーマンスは、Eurekahedge North American Hedge Fund指

数（構成ファンド536の均等加重）のリターンを表す。円の大きさは当該資産クラスの2018年の運用資産残高を表す（1兆ドル）。 

出所: ICI Factbook 2019、Eurekahedge、Preqin、S&P Global Market Intelligence 
 
 

パフォーマンス（年平均伸び率） 

運用資産残高（年平均伸び率） 
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成長市場・成長商品の探求 
 
 
 
デロイト トーマツは2019年の見通しにおいて、一部

の資産運用会社では、新しい機能や最新技術の積極

的な取得といった大胆な行動によって発展を遂げる

べく、新たな領域に足を踏み入れる可能性が高いと

指摘しました。実際、この予想はさまざまな点で実現

しています。引き続き、資産運用会社は新しい機能を

取得するためにM&Aを活用しています。一方で、AI
（人工知能）などの新技術や代替データの開発は、引

き続き戦略計画の中核を構成しています（注釈4）。

2020年には、各社はさらに積極性を前面に出し、新し

い重要な領域に足を踏み入れる可能性があります。

PEファームがパーマネント・キャピタルを利用して成

長を加速させる、資産運用会社がテクノロジーを用い

て新たな市場セグメントを開拓する、といった動きで

す。

それでは4象限のマトリクスを用いて、成長について

分析しましょう。4つのカテゴリーは新市場や新商品の

開発度合いに基づくものです。マトリクスは、市場の開

発、多様化、市場の拡大、商品の開発という4つの象

限から構成されます（図表2）。資産運用会社は独自

のルートで成功を目指しますが、その多くは新たな分

野や機能において成功につながるルートを選択して

います。各象限には、それぞれ克服すべき課題が示

されています。本セクションでは、資産運用会社が

2020年に成長を目指す中で選択すると予想されるル

ルートについて理解を深めるために、掘り下げて検討

します。

 
 
図表 2  

適切な成長実現の選択: 資産運用会社は短期的・長期的な観点から成長のための

選択を行なう  
市場・商品開発による成長の選択肢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：デロイト金融サービス・センターによる分析 

市場の開発 

• アジアへの傾斜 
• オルタナティブ投資の主軸化 
• テクノロジーによるカスタマー・ソリューション 

市場の開発 

• アジアへの傾斜 
• オルタナティブ投資の主軸化 
• テクノロジーによるカスタマー・ソリューション 

市場の開発 

• アジアへの傾斜 
• オルタナティブ投資の主軸化 
• テクノロジーによるカスタマー・ソリューション 

市場の開発 

• アジアへの傾斜 
• オルタナティブ投資の主軸化 
• テクノロジーによるカスタマー・ソリューション 
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多様化: 新市場において新商品を提供 
 
資産運用会社は引き続き、運用商品と活動地域を多

様化するためにM&Aに依存しています。この5年間、

大多数の資産運用会社のM&Aにおいては、規模の

拡大と新機能の付加が主要な目的とされ、実際に資

産運用業界におけるM&Aの実績は、2018年に過去

最高に達しています（注釈5）。新機能の付加という観

点からは、M&Aの動きは引き続き堅調ですが、一方

で対等合併の動きは緩やかです。双方にとってM&A
が最適な戦略的選択であったとしても、合併後の統合

作業の問題によって望ましい結果が実現しないケー

スもしばしば見受けられます（注釈6）。地域分散の観

点からは、欧州の資産運用会社の大半がアジアへの

進出を模索しているのに対して、米国に拠点を置く資

産運用会社の多くは欧州とアジアの両方においてプ

レゼンスを高めることに注力しています。資産運用業

界におけるM&Aでは、北米と欧州の企業による案件

が80%を占めており、そのシェアは引き続き高い水準

で推移しています（図表3）。この傾向は、両地域のよ

うに成熟した市場では、規模の拡大や新しい資産クラ

スを取り入れた運用商品の拡充には、無機的な成長

が重要であることを浮き彫りにしています（注釈7）。最

近 、 Brookfield Asset Management が Oaktree 
Capital Managementの過半数を取得して巨大なオ

ルタナティブ運用会社を誕生させた案件は好例と言え

るでしょう。統合会社の運用資産残高は4,750億ドル

に達するとみられ、債券、株、インフラ投資、不動産を

含む多様なプライベート投資の機会が提供されること

になります（注釈8）。

 
 
図表 3  

2019年の資産運用業界における完全取得/過半数取得のM&A案件の半分を占める

北米市場では、規模拡大の必要性が明確 
資産運用業界におけるM&A、地域別、M&Aの件数 
 

 
 
* それぞれ7月までの案件を示す。  
注: その他地域には南米とアフリカが含まれる。  
出所: デロイト金融サービス・センターによるS&P Global Market Intelligenceに基づくM&Aデータの分析 
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資産運用業界におけるM&Aは、同業界のエコシステ

ム全体に影響しています。各社とも垂直型の統合に

よって、金融データからアドバイザリー・サービス、オ

ルタナティブ運用に至るまでの運用のバリューチェー

ンにおいて、顧客にソリューションを提供しようとして

います。このような「バリューチェーン」型の合併によっ

てサービス・ポートフォリオが垂直に統合される結果、

資産運用会社の成長が実現する可能性があります。

Principal Financial は Wells Fargo の Institutional 
Retirement and Trustビジネスを買収することによっ

て、非退職年金市場の企業向け信託およびカスト

ディ・サービスを取得しました。また、同社は同時に本

件を通じて、米国における退職関連サービスの規模

倍増によるスケールメリットと、業界の優秀な人材の

確保に成功しました（注釈9）。この先1年間に、各社

が顧客サービスと営業地域の拡大を図る中で、バ

リューチェーン型のM&Aは増加する見通しです。 
 

 
多様化による成功  
M&Aは短期間で規模の拡大と新規顧客の獲得を実

現するための有力な手段になりえますが、万能薬で

はありません（注釈10）。資産運用業界のM&Aにおい

て期待通りの成果が上がらない事例の多くは統合の

際に発生した問題が原因です。（注釈11）。フロント・

オフィス、ミドル・オフィス、バック・オフィスが異なる地

域に所在する場合、文化、人材、テクノロジーなどの

側面において統合を図ることは、容易ではありませ

ん。一部の資産運用会社では、明確な統合計画を策

定し、労使間の情報フローをコントロールする目的で、

統合管理オフィス（IMO）を設立するケースが増え（注

釈12）、2020年には、M&Aの交渉段階から綿密な統

合計画を策定することが、一般的な慣行になるでしょ

う。成長目標を達成するために適切な戦略パートナー

を選択し、合併後の統合計画を完璧に実行する企業

が、差別化される可能性が高いでしょう。 
 

市場の開発: 既存の商品・サービスを新規顧

客に提供 

既存の商品について新規の市場や顧客を見つけるこ

とは、資産運用会社が収益性の高い成長を目指す上

で重要なポイントです。新たな地域を開拓し、規制の

変化を緻密に分析し（あるいは推進し）、新しいテクノ

ロジーを採用することによって、資産運用会社は新し

い市場においてビジネスチャンスを見出すことができ

るようになるでしょう。  
資産運用会社にとってアジア地域は、そのようなター

ゲットの1つと言えます。全世界のミレニアル世代の

62%と高齢労働者（2019年時点で50才から60才の労

働者）の63%が所在するアジアでは、大規模な人口

構 成 の 変 化 が 進 行 して い ま す （ 注 釈

13）。資産運用会社（PEファームを含む）

はこれらの2つの多様な投資家層に対し

て、投資のソリューションを提供しようと

模索しています。中国の公的年金基金に

関しては、2020年には運用資産残高を

2.6兆ドル以上に伸ばす機会があると推

計されています（注釈14）。2019年には、中国市場へ

の参入を図る資産運用会社を巡る規制環境が数回に

わたって改善しました（注釈15）。しかしながら、文化、

経済、地政学、規制関連のリスクなどの同地域の多

様性は、国外の資産運用会社にとっての特有の課題

をもたらす傾向があります。アジアにおける２つの新

興顧客層には、大きな成長機会とチャレンジという二

面性が存在します。 
規制面では、資本の構築やイノベーションを支援し、

大規模な資産運用会社と小規模な資産運用会社の

間で公正な競争環境を整備することが優先課題と

なっています。加えて、リテール投資家に対してオル

タナティブ投資へのアクセスを提供することが、新しい

市場開拓のチャンスと言えるでしょう。

 
 

各社とも垂直型の統合によって、金融データからアドバ

イザリー・サービス、オルタナティブ運用に至るまでの運

用のバリューチェーンにおいて、顧客にソリューションを

提供しようとしています。 
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図表 4 

アジアのミレミアル世代と高齢労働者層は資産運用会社にとって

市場開拓のチャンス
世界の人口（地域別、2019年）

注: その他地域には南米とアフリカが含まれる。高齢労働者層：50才から60才の労働者。端数処理の関係で合計が100%にな

らないことがある。

出所: デロイト金融サービス・センターによる人口データの分析。国連社会経済局が刊行したPopulation Division (2019)に基づ

く。世界人口見通し2019年、オンライン版、Rev. 1は、Creative Commonsのライセンスに基づき次のリンクにおいて利用可能

（https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ (2019年10月1日にアクセス済み)。 

チャンスと言えるでしょう。2018年12月に、資産運用

会社と業界の代表は、この選択肢を追求するため

SEC（米証券取引委員会）と面談しました。その数ヵ

月後（注釈16）、SECは規制案に関するパブリックコメ

ントを募集しました（注釈17）。規制の変更には、認定

投資家という定義の策定や、プライベート・ファンドへ

の投資上限およびBDC（ビジネス・デベロップメント・カ

ンパニー）に関する制約の修正を含んでいます。例え

ばVanguardは、同社のオルタナティブ戦略ファンドに

おいて最低投資額を25万ドルから5万ドルに引き下げ

ることによって、リテール投資家へ門戸を開放しました

（注釈18）。最終的には、この動きによって資産配分

が大幅に変化し、数百万人ものリテール投資家に関

連する流動性やリスク、リターン目標を大きく変革する

可能性があります。しかしながら、401(k)口座へのオ

ルタナティブ資産の組み入れを容易にする前に、ある

いはリテール投資家層への普及を拡大する前に、規

制当局はリスク緩和措置と流通市場の整備やその他

の流動性措置の活用を通じた安定的な流動性のソ

リューションを要求する公算が大きいでしょう。

幅広い投資家層を対象とするポートフォリオにオルタ

ナティブ資産を組み入れる際の、流動性や管理面で

の懸念に対応するソリューションを策定する上で、テク

ノロジーが有益となる可能性があります。米国に拠点

を置く投資テクノロジー企業の1社は、富裕層顧客に

オルタナティブ投資へのアクセスを提供するITプラット

フォームを構築しました（注釈19）。同社のモジュラー

型のプラットフォームは、プライベート・エクイティ、プラ

イベート・クレジット、ヘッジファンド、その他のオルタナ

ティブ投資に関する申し込み、管理、レポーティングの

プロセスを支援するものです（注釈20）。投資アドバイ

スとリスク管理にこのようなプラットフォームを組み合

わせることで、オルタナティブ投資へのアクセスを可能

にし、今後の変化に際して重要な要素になる可能性

があります。

市場の開発による成功

年齢的な分類、地域的な分類、あるいはその両方に

対して新規の投資家層に既存商品の魅力をアピール

するための創造的なマーケティングにおいては、一般

的に、まずは新規ターゲット市場におけるニーズとモ

チベーションを深く理解することが必要になります。そ

の上で初めて、既存の商品・サービスが当該顧客層

に対して受け入れ可能な状況になります。

ミレニアル世代
総人口 : 1.42億人

高齢労働者層
総人口 : 8.8億人

■ 北米  ■ 欧州  ■ アジア  ■ オーストラリア ■ その他地域

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/
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多くの新興投資家層の間の文化的な違いは、伝統的

な顧客層と比べて明確に認識できます。大手の資産

運用会社は、新規顧客と文化的に調和し、既存・新規

のテクノロジーを利用し、ESG原則など、当該顧客層

の変わりゆく投資ニーズに対応する見通しです。ここ

で成功するには、パッケージの刷新や人心を捉える

マーケティング・スローガンの提示だけでは到底不十

分です。また、長期的な視点が必要な場合もありま

す。一部の資産運用会社は、資産は時間をかけて地

域、世代を超え移動するという認識の下で、投資可能

資産から収益が上がるようになる前から、当該投資家

層をターゲットにしています。

商品の開発: 
既存の市場向けに新商品を開発

多くの資産運用会社は、新商品の開発や既存商品の

再構築に際して、伝統的な業界の垣根を越えようとし

ています。ミューチュアルファンドやETF、オルタナティ

ブ資産に至るまで、さまざまな商品カテゴリーにおい

て変化が見受けられます。ミューチュアルファンドや

ETFの分野では、サステナビリティ、市場のボラティリ

ティ、メガトレンドに着目した商品が開発されていま

す。これらの新しいファンドは、時価総額、グロース/バ
リュー運用、地域特化等の既存のテーマのファンドと

は大きく異なるものです。新しいアプローチは、大方の

投資家の目標や感性と共鳴しているようです。欧州で

は、2019年上半期に168件のサステナビリティ・ファン

ドが設定されていますが、これは2018年通年の水準

（305件）を上回るペースです（注釈21）。投資需要の

高まりを背景に、サステナビリティ・ファンドへの資金フ

ローは通算で流入超過となり、欧州市場では資産残

高が過去最高の5,950億ユーロ（6,560億ドル超）に達

しています（注釈22）。ESGの標準分類やESG固有

のベンチマークの策定など、EUにおける規制動向が

同ファンドの伸びをさらに後押しする可能性がありま

す。また、資産運用会社は、短期的/長期的なテーマ

に対するエクスポージャーを投資家に提供するため

に、テーマ物ファンドを立ち上げています。最近の市

場の乱高下や強気相場の長期化に鑑み、一部の資

産運用会社は、アップサイドは限定的ながらダウンサ

イドが保護されたETFを立ち上げています（注釈23）。

加えて、最近では、都市化、ヘルスケア、破壊的技術

といったグローバルな課題に着目したメガトレンドの

ファンドが設定されています（注釈24）。2020年には、

このようなテーマに特化したアプローチが 従来の“大

型バリュー株”といった感性に訴えることのない分類

体系と比べて、より強く投資家の関心を引く可能性が

あります。

オルタナティブの分野に目を向けると、多くのPE
ファームはパーマネント・キャピタル資産を増やし、ク

ローズエンド型ミューチュアルファンドと同様の商品を

組 成 す る こ と を 検 討 し て い ま す （ 注 釈 25 ） 。

BDC(business development companies;  事業開発

会社)が復活する最近の動きは、このようなパーマネ

ント・キャピタル型の仕組みや債券市場へのシフトを

反映するものです。手数料の開示に関する規制変更

案を背景に、BDCの人気は引き続き高まる公算が大

きいようです（注釈26）。加えて、新しい投資カテゴ

リーであるオポチュニティ・ゾーン・ファンドは、含み益

に対する税控除措置を背景に2兆ドル以上の資産残

高をターゲットにしています（注釈27）。認定されたオ

ポチュニティ・ゾーン・ファンドの保有期間が10年を超

える場合、投資家にかかるキャピタルゲイン課税は免

除されることがあります（注釈28）。一部の資産運用

会社やPEファームは、同ファンドへの投資や投資を

念頭に置いた資金調達に着手しています（注釈29）。

PEファームが成長を追求する結果、新しい仕組みの

価値が顕在化していますが、これは資産クラスによる

制約を受けない動きです。

商品の開発による成功

既存の顧客のニーズは、その財務状況や市場におけ

る機会の変化に応じて変わる可能性があります。この

ように流動的な既存の顧客に対して新商品を提供す

ることは、一般的に重要な成長戦略になります。この

ような戦略を採用する大手運用会社は、顧客の変わ

りゆくニーズや個別の状況について重要な洞察を獲

得する可能性が高いでしょう。また、規制の変化や市

場における機会に着目して利益の実現を目指す新商

品の開発が可能になるかもしれません。
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成功する資産運用会社は、新商品を急激な競争にさ

らそうとはせずに、その成長を最大化するため、既存

商品を犠牲にする可能性が高いでしょう。このアプ

ローチは、積み上げ型の商品管理の方法だけでなく、

変化志向型の方法にも寄与するとみられます。

変化し続ける既存の顧客に対

し て 新 商 品 を 提 供 す る こ と

は、一般的に重要な成長戦略

になります。

市場の拡大: 既存の商品・市場におけ

る新たな成長の模索

多くの既存のアクティブ型ポートフォリオからは十分な

アルファを創出できておらず、直近9年間のパフォーマ

ンスは平均的にパッシブ型に見劣りしています。さら

には、両者の格差は拡大傾向にあるようです（注釈

30）。これらのポートフォリオを含むアクティブ運用全

般において流れを変えるためには、投資プロセスを確

実に再構築する必要があります。再構築の方法は数

多く存在しますが、以下では、多くの資産運用会社が

検討している代表的方法である、AIのアルゴリズムと

オルタナティブ・データを組み合わせる方法を見てみ

ましょう。

AIとオルタナティブ・データは、投資決定プロセスを補

完する目的で、多くの資産運用会社によって採用され

てきました。一般に長期的な戦略を採用するPEファー

ムでさえも、案件のソーシングやデューデリジェンスの

実施に際して、ヘッジファンドやロング・オンリーのマ

ネージャーに追従する形で、オルタナティブ・データを

取得するようになりました。ポートフォリオ構成企業の

マネジメント・変革に際してオルタナティブ・データから

洞察を得て、これを利用することによって、多くのPE
ファームのビジネスは大きく変わる可能性がありま

す。オルタナティブ・データを扱うベンダーは、既にPE
特化型のソリューションを打ち出しています（注釈

31）。オルタナティブ・データ戦略の活用に際しては、

大規模なデータを管理するため、ITインフラを整備す

ると同時に、強力なデータ・ガバナンスと質の高いプロ

グラムを導入する必要があります。一般に、オルタナ

ティブ・データを活用する資産運用会社は、要求に応

じて処理能力を提供するとともに大規模なデータ保存

能力を有するクラウド・ソリューションを利用していま

す。また、資産運用会社が成果を上げるには、データ

サイエンスと運用の専門性のギャップを埋める必要が

あるため、オルタナティブ・データを成功させるには人

材と文化が重要な要素になります。

市場の拡大による成功

この10年間、PE以外の分野におけるアクティブ・マ

ネージャーは、市場拡大戦略において総じて負け組

に属してきました。多くの投資家にとって、インデック

スファンドのパフォーマンスは、手数料の低さも手伝っ

て、有名どころのブランドが公約するアルファを上回っ

てきました。市場拡大競争に勝ち残るには、アクティ

ブ・マネージャーは自らの専門性がコストに見合うこと

を確実に証明すべきでしょう。既存の商品によって既

存の市場において成功しようとするマネージャーはこ

の使命を担い、それを証明するよう求められるでしょ

う。言うは易しと言いますが、ビジョンを持つリーダー

を有する資産運用会社には、この戦略的な分野にお

いて優位性を回復する機会が存在します。また、卓越

した投資戦略に望ましい商品形態（ミューチュアルファ

ンド、分別勘定、合同運用ファンド、ETF、モデルなど）

を組み合わせることによって、商品メニューを刷新す

ることも可能です。2020年には、多くのロング・オン

リーのマネージャーが、株式のアクティブ運用にETF
を組み合わせてオファーする可能性があります。

2020年に成長を模索する 
戦略的な成長の選択肢を表すこれら4つの象限は、

互いに排他的ではありません。多くの資産運用会社

は、残高と収益の両方を伸ばす目的で、複数の分野

におけるアプローチを追求するでしょう。投資家に対し

て最適化された商品、リターン、サービスを提供する

ため、幅広い商品カテゴリーと市場において機会を評

価できるマネージャーが成功することでしょう。
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オペレーションの効率化を図る

多くの資産運用会社にとってマージンの縮小は引き

続き頭の痛い問題であり、競争力を維持するためのフ

ロント・オフィス機能の外部委託やIT費用の積み増し

などの新たな対応を余儀なくされています。オペレー

ションの変革が進む中で、リスク管理の重要性が増し

ています。多くの場合、従来型の行動様式から離れる

ほど、対外的なリスク（サイバーセキュリティなど）と対

内的なリスク（適切な人材の確保など）を管理するた

めの新たな方針、手続き、コントロールの必要性が強

まります。2020年に大方の資産運用会社は、伝統的

なコスト効率化プロジェクトから「変革のための効率

化」アプローチに移行するなど新たな領域に足を踏み

入れ、その過程で競争力を高めつつも顧客期待を見

失うことはないだろうと予想されます。

オペレーションの変革: 更なる効率性へ

の道

オペレーションの変革を成功させるという目標は、一

見すると現実的ではないように見えますが、収益性を

より成長させるために、試行すべきでしょう（注釈32）。

ほとんどの場合、目標を達成するには人材、プロセ

ス、テクノロジーを調和的に変革する必要があります

（注釈33）。デロイト・トーマツの一部門であるCasey
Quirkが北米、欧州、アジア太平洋に本拠を置く95社

以上の資産運用会社を対象に調査を行なったところ、

収益とマージンを同時に伸ばすことが可能なのは、わ

ずか25%に過ぎないことが判明しました（注釈34）。成

功した資産運用会社は、マージン縮小に直面する資

産運用会社と比べて、収益に占めるIT費用の割合が

高い水準にありました（図表5）。また、優位性を保つ

資産運用会社は、他社よりも一人当たりの収益で高

いパフォーマンスを上げていました。調査結果が示唆

するのは、一部の資産運用会社は競合他社と比べ

て、ITの利用や非中核業務の外部委託を通じて、オ

ペレーションの規模を最適化しているということです。

図表 5 

勝ち組の資産運用会社はより多くのIT
投資によってオペレーションの効率化を

達成する

5%

5%

2%

4%

35% 31%

9% 7%

$1.1M $930K

出所: “Investing for Growth, Performance Intelligence 2018,” 
Casey Quirk, a Deloitte business, and McLagan. 

マージンが低迷・

縮小傾向にある

資産運用会社：
全体の 75%

収 益 性 の 高 い

成長を遂げる資

産運用会社：

全体の 25% 

 収益の伸び率（年率、2015～2018 年） 

コストの伸び率（年率、2015～2018 年）

マージン（2018 年）

収益に占める IT 費用の割合（2018 年） 

 収益/従業員一人換算（2018 年） 
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2020年以降において成功を遂げる資産運用会社は、

投資業務の中核である投資分析と意思決定のプロセ

スに最新のデータを取り入れる可能性が高いでしょ

う。このようなダイナミックなデータ

に基づく洞察は、ポートフォリオ・

マネージャーやアナリストの投資

判断をサポートします。そして、成

功する資産運用会社に共通する

特性として、カスタマイズされ且つ

最適化されたポートフォリオ情報

を投資家へ提供していることが挙

げられます。このような戦略を実

行する過程で、資産運用会社と

サービスプロバイダーはいずれ

も、フロント・オフィス、ミドル・オフィス、バック・オフィス

の間の伝統的な垣根の多くが撤廃されつつあることを

認識するでしょう。最近、「ゴールデンコピー」と呼ばれ

るリアルタイムの包括的な投資勘定情報（IBOR）の活

用が増えていることは、この点を示しています。ゴー

ルデンコピーによって、フロント・オフィス、ミドル・オ

フィス、バック・オフィスのスタッフは、有価証券のポジ

ションや現金残高をリアルタイムで同時に閲覧するこ

とが可能になります。このような包括的なアプローチ

によって、ポートフォリオのポジション情報が不統一で

あることに起因するコンプライアンス・リスクが軽減さ

れ、資産運用会社はリアルタイムで取引を実行しつ

つ、統一化された状況把握が可能になります。

垣根が撤廃される結果、資産運用会社における部門

間の分断が弱まり、より迅速な行動が可能になりま

す。 
 

デジタル技術の利用が広がる中で、多くの資産運用

会社は、コスト削減を戦略の実現と結び付ける「変革

のための効率化」アプローチに傾斜しつつあります

（注釈35）。このアプローチには、優先課題としてコス

ト、成長、人材の他に、テクノロジーが含まれます。例

えば、商品販売の分野においてこのアプローチを採

用する資産運用会社は、カスタマイズされた投資体験

を求める需要が増大することに対応し、革新的な販売

モデルを提供しつつ、営業コストの削減に寄与するテ

クノロジーに投資する傾向にあります（注釈36）。同様

に、資産運用会社は、「変革のための効率化」の主要

な要素であるデジタル化を促進するため、AI、機械学

習、ロボティック・プロセス・オートメーションなどの認

識技術の導入に注力しています（注釈37）。伝統的な

コスト削減戦略にとどまらないメリットが存在するた

め、2020年には「変革のための効率化」のアプローチ

を取り入れる資産運用会社が劇的に増加する見通し

です。 
 

リスクの管理:  失敗しないことによる成

功、自信をもって新たな領域へ足を踏み

入れる 
 
資産運用会社は、オペレーションの変革を促進するた

めにリスク管理態勢を強化するという課題に直面して

いるようです。

 
 

「最新且つ堅固なリスク管理機能により

戦略的な成長の実現が可能になること

から、資産運用会社にとっての重要性

が増しています。」 
̶  Krissy Davis, partner, Risk & Financial Advisory, 

Deloitte & Touche LLP 
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コスト管理の意思決定に直接関わる経営陣を対象に

デロイト・トーマツが実施したグローバルなコスト調査

によると、リスク管理に関する措置を進めている資産

運用会社の数は、オペレーションの変革を進めている

資産運用会社の数をわずか数パーセント下回りまし

た。調査対象会社の中で、オペレーションの変革を実

行している会社の割合は37～51%（プロジェクトの種

類により異なる）であり、一方でリスク管理関連の措置

を進めている会社の割合は34～40%でした（図表

6）。 

オペレーションの変革に関する主な実例において、成

長の実現とオペレーションの効率化を結び付けること

が可能です。オペレーションの効率化を実現するため

に多くの資産運用会社が超過労働行っている今日の

環境において、リスク管理やリスク削減の巧拙が成功

と失敗を分けるでしょう。 

資産運用会社は綱渡り状態にあります。1つのオペ

レーションのエラーによって、会社の収益や評判が危

険にさらされかねません。一方で、真の変革を実行で

きなければ戦略的なリスクが生じる恐れもあります。

このような状況において各社は、オペレーションの変

革を進める中で、3つ防衛線（LOD）を精査し、最新化

していくことが求められます。デロイト・トーマツの戦略

的選択の枠組み（図表7）を用いると、各社は優先順

位に従って3つの防衛線を改善し、全体の成長戦略と

現在のリスク管理機能の水準をマッチさせることが可

能です。 

現在、多くの資産運用会社は、リスク戦略の枠組みに

おいてディフェンス側の項目に注力しています。リスク

管理分布におけるディフェンス側の項目には”オペ

レーター”と”スチュワード”がありますが、これらは失

敗を回避することにより成功を生み出します。

図表 6 

資産運用会社は競争力改善のためにオペレーションの変革とリスク管理を同時に進

めている 
■   実行過程      ■    計画済みだが未実行 

 
 
出所: デロイトによる2019年グローバル・コスト調査 

38%

45%

51%

37%

15%

14%

9%

25%

具体的な自動化または認識技術の導入

低コストのサービスプロバイダーへの事業プロセスの外部委託

一元化の推進̶事業ユニットおよび機能のコーポレートセンターへの統合

事業構成の再編̶低パフォーマンス資産からの脱却、商品/サービス、地域、顧客などの数の調整

オペレーションの変革

34%

37%

40%

15%

12%

14%

組織構造の合理化̶管理スパンの拡大、指揮命令系統の変更

ポリシー順守状況の改善

事業プロセスの合理化

リスクの管理
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図表 7 

戦略的選択の枠組み 

 
出所: デロイト・リスク&ファイナンシャル・アドバイザリー2019年 

 
スチュワードとして、チーフ・リスク・オフィサーは既存

のビジネスモデルを日々カバーしているリスク機能を

保護することができます。また、ディフェンスには、外

的変化への対応が含まれます。変化のきっかけは、

競争相手による価格改定や合併といった業界内部の

イベントであることも、テロや自然災害といった合理性

の低いイベントであることもあります。リスク管理で

は、このようなリスクを網羅的にカバーする効果的な

対応や損失の軽減に寄与する計画や緊急時計画を

策定することが可能です。 

成功する資産運用会社は、2020年に付加的またはオ

フェンシブなリスク管理マニュアル（図表の上半分に

相当）を実行する見通しです。リスク管理のカタリスト

や戦略的役割によって、資産運用会社はより自信を

もって将来の計画を策定し、オペレーション・モデルの

変更を実行することが可能になります。このような役

割は能動的な変化を可能にします。例えば、リスク管

理におけるカタリスト的な行動によって、リテール投資

家、機関投資家とも、ポートフォリオにおける低コスト

のインデックス投資の比率を引き上げていることが判

明するかもしれません。リスク管理はその戦略的な機

能面において、全社的な対応方針の策定の重要な立

場にあります。 

2020年を通して、収益性の高い成長を追求するため

に新たな領域に足を踏み入れる資産運用会社におい

て、リスク管理の最新化はオペレーションの変革と合

わせて実行される見通しです。最新且つ堅固なリスク

管理態勢は、新市場への参入、新商品の導入、或い

は会社として重要不可欠なプロセスの刷新を可能に

する、戦略的な役割を果たす可能性があります。デロ

イト・トーマツが実施したグローバル・リスク管理調査

の結果は、多くの資産運用会社においてリスク管理

の最新化が必要になり得ることを示しています（図表

8）。 
 

リスク
インテリジェンス

オフェンス

ディフェンス

積極的な価値の保護

事業基盤と競争力を損な
う可能性のある対応が不
可欠なリスク

戦略・使命にとっての
リスク

ビジネスに影響する「メガト
レンド」

バリューの創出

リスクをアドバンテージとし
て活用する機会。パフォー
マンス向上につながる戦
略的判断を行なう際のイン
プリケーションを理解する

戦略に起因するリスク

コンプライアンス・プログラム
が一般に注目する基礎的な
リ スク-必要 最低限 のもの
（Table Stakes）

-デジタル化
-エコシステム
-貿易（Brexitや
NAFTAなど）
-サステナビリティ
-移民

-戦略的な選択と
道筋

-文化
-財務
-オペレーション
-コンプライアンス
-サードパーティー

-テロ
-サイバー攻撃
-自然災害

-価格決定メカニズム
-ビジネスモデル
–商品プラット
フォーム
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調査対象会社の過半数（60%）は、おそらく規制当局

の関心の高まりを背景に、リスク管理の観点において

サイバーセキュリティが上位3つの課題の１つであると

回答しました。この4年間、SECにとってサイバーセ

キュリティは最優先課題の1つでした（注釈38）。また、

欧州の金融規制当局もサイバーセキュリティに注目し

ており、2019年には共同報告書の公表を通じて金融

機関のサイバーセキュリティ対策を明記することによ

る法制度の改善を勧告しています（注釈39）。長期的

な観点からは、EU全域にわたる自主的なサイバー耐

性テストの枠組み導入を規制当局は提言しています

（注釈40）。また、投資家利益の保護を目的とする業

界の規制強化に伴い、規制・コンプライアンスが2番

目に大きな課題となっています（45%）。四半期ごとに

流動性ストレステスト（LST）の実施を求める欧州証券

市場監督局の提言は、その一例と言えるでしょう。欧

州のオルタナティブ・ファンドおよびUCITSは、2020年

9月30日から定期的にLSTを実施する予定です（注釈

41）。 

 
 

図表 8 

資産運用会社の観点からみた主なリスク要因 

この先2年間に関して、貴社の資産運用業務において最大の課題になると考える

リスクの種類を3つ選んでください。 

 
 
 
注: 端数処理の関係で合計が一致しないケースがある。  
出所: デロイトによる2019年グローバル・リスク管理調査（第11回） 
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10%

8%

3%

28%

8%

13%

23%

8%

10%

13%

10%

13%

13%

20%

15%

5%

13%

3%

3%

18%

3%

23%

13%

23%

1番目に大きなリスク 2番目に大きなリスク

規制/コンプライアンス

オペレーション

投資

風評

会社全体の危機イベント

流動性

45%

43%

43%

30%

23%

23%

60%
サイバーセキュリティ

20%

13%

3%

コストおよび収益の回復

サードパーティ

その他
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規制上の優先課題として、調査対象会社の43%がオ

ペレーション・リスクを挙げています。投資やオペレー

ションのプロセスにおけるオルタナティブ・データの利

用が、規制当局の注目を集めるとの見方が広がって

います（注釈42）。最新のリスク管理の枠組みを持つ

資産運用会社においては、オルタナティブ・データの

利用が抱える新たなリスクに適応したプロセスやコン

トロールを導入する公算が大きいようです。この例

は、リスク管理及びそのアプローチが最新かつ堅固な

場合のみ、戦略的な成長を可能にすることを浮き彫り

にしています。 

2030年に最高水準の効率性を誇ると予想される資産

運用会社は、現時点から成功のための種を蒔いてい

ます。このような資産運用会社は、処理能力とデータ

に関する共通の枠組みを通じて結び付いたモジュー

ル型のオペレーションを採用する可能性が高いでしょ

う。新しい市場、商品、プロセスの開発が進む中で、

オペレーションを構築する際に、自動化されたオペ

レーションの変革技術によってさまざまな人、プロセ

ス、技術のレイヤーを結び付けることが可能になりま

す。同時に、リスクのモニタリングとオペレーションの

結果を記録するためのアルゴリズムを実行することも

可能です。将来においては、人事や財務と同じような

水準で、リスク管理もオペレーションに組み込まれて

いることでしょう。さらに、既存のオペレーションを保護

するのと同じ様に新しい開発を推進するためにリスク

管理は活用される必要があります。資産運用会社

は、変化を怠ることは思慮の浅い変化を実行するのと

同じく、リスクが高くかつ有害であると認識することに

なるでしょう。 
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顧客体験とエンゲージメント 
 
 
 
以前に増して全世界の顧客がモバイル機器を利用し

て、商品レビューを確認し、そのままオンラインで買い

物をしています。ITに精通した企業は、シームレスな

デジタル・ユーザー体験を提供するとともに、顧客が

真に必要とするものを提供する目的で顧客のニーズ

を予測しています。資産運用業界においても、顧客は

資産運用会社から同じようにシームレスで独自の体

験を期待しています（注釈43）。このため、顧客が資

産運用会社を評価する際に、顧客体験（CX）は重要

な要素となっています。デロイト・トーマツの一部門で

あるCasey Quirkがリテール投資家、機関投資家を対

象に行なった調査によると、調査対象の76%が、資産

運用会社との関係を打ち切る要因として、顧客体験を

挙げています（注釈44）。 

運用成績だけが差別化に寄与するとは限らない状況

において、各段階で快適な顧客体験を提供すること

は顧客からの預かり資産の維持につながる可能性が

あり、また、これはどの資産運用会社にとっても対応

可能なことです。しかしこれを実現するためには、個

別的なアプローチから真に包括的で顧客中心型の全

社的なソリューションへの移行が必要であり、顧客体

験を戦略的な優先事項にする必要があります。資産

運用会社が顧客体験の改善に取り組む上で、資産運

用業界において共通する7つの要素に注力すると良

いでしょう（図表9）。これらの要素は、英国の資産運

用会社（プライベートバンク、保険会社、年金基金を含

む）と 

 

図表  9 

顧客体験には顧客に対する姿勢や対応能力が含まれる 

 
 
出所: Engaging the whole firm: Improving client experience in institutional and wholesale investment management, Deloitte LLP, 2019. 
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取引のある12を超える顧客との詳細なインタビューか

ら得られた観点に基づくものです（注釈45）。  
 
以下では、顧客との一連の取引関係の中

で2つの重要な要素である口座開設とレ

ポーティングに着目し、この先1年間に口

座開設とレポーティングの体験に影響する

要素を指摘します。 
 

口座開設:  
煩雑なプロセスを快適に 
 
多くの資産運用会社では顧客の口座開設手続きは煩

雑なため、好ましい第一印象を与える機会が失われ

かねません。一般に、口座開設手続きは非効率的で

あり、時間を要し、旧システムとのオペレーション上の

軋轢が存在するため、手書きで申込書に記入する必

要があります（注釈46）。  

また、組織内における顧客データの収集・保持の方法

に起因して、口座開設の体験がさらに悪化することも

あります。顧客対応の各部門間のコーディネーション

が図られていないため、新規顧客は同じ情報を幾度

も提供するよう求められることがあり、一部の顧客は

手続きの続行を断念する可能性があります。データの

一元的な保持によって顧客のフラストレーションは回

避され、申し込みの成約率の改善が期待されます。 

顧客は最近、デジタル・チャネルを利用したより迅速

でスムーズな口座開設の体験を期待しています。

2020年には、多くの大手資産運用会社が最新技術を

活用して、顧客の期待の高まりに応え、オペレーショ

ン上の潜在的な軋轢を減らそうとするでしょう（図表

9）。このような顧客の期待は、口座開設のシームレス

化のためにデジタル・プラットフォームを導入している

他の金融サービス・セクターとの経験に基づき形成さ

れています（注釈47）。多くのアプリケーションにおい

ては、このようなプラットフォームによって口座開設期

間が数週間から数日間にまで短縮されるとともに、静

止画や動画を利用した生体認証や電子署名が可能

になっています（注釈48）。 

 
口座開設手続きの合理化によって顧客満足度を高め

ることは、競争力の向上につながるだけでなく、長期

的なリレーションシップの基盤にもなり得ます。Saxo 
Bank（デンマークのオンライン・トレーディング）と

Allianz Global Investorsは、口座開設手続きの改善

においてそれぞれ一歩進んでいます。Saxo Bankは、

顧客が口座申請後1時間以内に資金を入金できるよ

うにするため、RPA（ロボティック・プロセス・オートメー

ション）を活用したデジタル型の口座開設システムを

開発しました。RPAによって複数の情報源からのデー

タの統合手続きが改善され、顧客認証プロセスが迅

速化されます。このような革新的な手続きによってオ

ペレーション上の軋轢は減少し、4月には通常の月平

均件数の12倍に相当する18,000件の口座が開設さ

れました（注釈49）。一方、Allianz Global Investors
は、「顧客に対する理解（know me）」のアプローチを

取り入れることによって、初期段階から顧客体験を改

善するための措置を導入しています（図表9）。同社は

ダイレクト・セールス・チームと顧客サービス・チーム

の垣根を撤廃し、１つのリレーションシップ・マネジメン

ト・グループを形成しました。このモデルでは、初期段

階から顧客窓口の一本化によるサービスの連続性が

保たれるため、リレーションシップを深めることが可能

になります（注釈50）。 

一方、機関投資家が顧客の場合、リレーションシップ

管理はさらに複雑になる場合もありますが、基本的に

口座開設のプロセスは同じように重要です。案件の提

案過程で確認したポートフォリオのカスタマイゼーショ

ンに関する顧客の要請を、場合によってオペレーショ

ンに反映する必要があります。 

 

データの一元的な保持によって顧客のフ

ラストレーションは回避され、申し込みの

成約率の改善が期待されます。 
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顧客の期待に応じるには、シームレスな対応が重要

になります。対内的には、口座開設手続きを完全に合

理化することは正確なサービス対価の決定に役立つ

可能性があります。顧客の個別の要請に応じること

は、当然ながら割高になることもあります。その場合、

口座開設手続きを一元化することによって顧客体験

が改善すると同時に、案件提案の初期段階から対顧

客の収益性をモデル化することで、マージンを確保す

ることも可能になります。資産運用会社の既存の強み

に応じて、テクノロジー、プロセス、人材の開発を通じ

て顧客体験を改善させることが可能です。  
 
これらの要素を優先させることによって、口座開設全

体の体験に対して著しくプラスの影響が生じる可能性

があります。プロセス改善のために利用されるテクノ

ロジーは成熟化しているため、先行者メリットは消滅し

つつあります。 
 

レポーティング/コミュニケーションに関

する顧客の期待変化への対応  
 
口座開設手続きの完了後は、顧客との関係において

継続的なコミュニケーションが中核的な役割を果たし

ます。多様な形式やチャネルを通じた顧客向けのレ

ポーティングは、リレーションシップの構築に際して極

めて重要であり、また、顧客の期待は継続的に変化し

ます。顧客が自らの投資先や市場に関して、より複雑

な情報をより頻繁に要求するケースがしばしばみられ

ます。利便性の高いカスタマイズされたデータ分析の

実行ツールと合わせて、デジタル・チャネルを通じた

独自の情報が要求されています。内容が固定化され

た文書を添付した電子メールやハードコピーの送付と

いった標準的なポートフォリオ・レポーティングという

従来型のアプローチは、顧客体験全体に悪影響を及

ぼしかねません。  
 
カスタマイズされたレポーティングに対する顧客の期

待と実際に送付されるレポートに乖離があれば、資産

運用会社にとって差別化を図る機会が生じます。欧

州・北米に本拠を置くバイサイド100社を対象とする調

査によると、顧客向けのレポーティングの半分以上に

おいてカスタム対応しているのはわずか12%に過ぎ

ませんでした（注釈51）。ユーザ主導型の顧客体験を

提供する1つの方法として、ポートフォリオのパフォー

マンスや資本市場動向に関するカスタマイズ・レポー

トを作成するデジタル・ツールを提供することが考えら

れます。 
 
デジタル化された顧客向けレポーティングの分野で

は、さらなるイノベーションが導入される時期が近づい

ているのかもしれません。Schrodersは、３年間の開

発期間を経て、インタラクティブでカスタマイズ可能な

モバイル対応型のデジタル・ファクトシートという次世

代のレポーティングに関するビジョンの実現に近づい

ています（注釈52）。他の資産運用会社も同じ道を歩

んでいます。顧客とのコミュニケーションは大規模な

形でカスタマイズ可能となり、顧客体験の差別化にお

いて重要な要素を構成すると予想されます。 

 
内容が固定化されたハードコピーやPDFによるレポー

ティングからデジタル・インタラクティブなレポーティン

グへの移行を進める資産運用会社は、従来の移行期

よりも差し迫った課題に直面しています。第1の課題

はプロセス全体におけるセキュリティであり、第2の課

題はデータの完全性です。アクセスされるデータは、

顧客と資産運用会社の双方にとって極めてセンシティ

ブなものです。顧客の保有資産という資産運用会社

の知的財産が、画面に表示されることになります。ま

た、情報漏洩という風評リスクは、極めて深刻な結果

につながりかねません。このため、資産運用会社はプ

ロセス全体におけるセキュリティを優先しています。 

 
 

デジタル化された顧客向けレポー

ティングの分野では、さらなるイノ

ベーションが導入される時期が近

づいているのかもしれません。 
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2030年までには、顧客体験における2つの重要な側

面が確実に変わる見通しです。技術革新のペースが

加速している現状に鑑みると、顧客対応において利

用されるテクノロジーは劇的に進化するはずです。2
つ目の変化は、顧客層自体の変化です。

2030年までには、ミレミアル世代は最大の投資可能

資産を有する年齢層になる公算が大きいでしょう。こ

の世代は、顧客企業において意思決定の役割を担う

ことになります。近い将来に、ミレミアル世代は、リ

テール投資家および機関投資家に対するサービスの

基準を設定することになるでしょう。予想されるこのよ

うな変化を踏まえると、現在の顧客体験の卓越性の

基準は、2030年には廃れている可能性があります。7
つの顧客体験のドライバーすべてにおいて進捗がみ

られない資産運用会社は、競争相手や顧客の期待に

後れをとる可能性があります。

2020 年資産運用業界の見通し 

データ・情報を求める顧客の要請に対して迅速に対応

することは、顧客とのリレーションシップの強化に大き

く寄与します。したがって、単一の情報源（「ゴールデ

ン・ソース」）の存在が、顧客主導で作成されるカスタ

マイズ・レポートの前提条件になると言えるでしょう

か。レポートのカスタマイゼーションにおいて、一部の

データは保存されるというより計算されることがありま

す。その場合、計算方法は目的に応じて変わります。

例えば、運用成績のレポーティングと規制当局向けの

レポーティングでは異なる場合があります。デジタル・

インタラクティブなレポーティングに移行する場合、顧

客には利便性の高いデータ・アクセスが付与され、そ

の結果、データの構造、ラベル付け、正確さの重要性

が高まります。顧客がプロセスを主導するケースで

は、クオリティ・コントロールを具備することが不可欠

になります。強力なコントロールがなければ、資産運

用会社は風評リスクにさらされることになりかねません。
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2020年：新たな領域で成功する 
 
 
 
昨年、収益性に対する圧力の高まりを背景に、資産

運用会社は革新的な成長のソリューションを求めて新

たな領域に足を踏み入れました。2020年には、収益

性の高い成長を目指す競争は、鈍化せずに激化する

公算が大きいでしょう。業務範囲を押し広げるだけで

なく新たな領域に足を踏み入れる戦略を策定し実行

する資産運用会社は、先頭に立つ可能性が高いで

しょう。既存の商品によって既存の市場において成長

を図る戦略でさえも、再活性化が必要になります。ビ

ジネスの拡大、「変革のための効率化」のアプローチ

に基づくオペレーション、顧客満足度の向上を模索す

る中で、データとプロセスを確保しつつ、顧客とのリ

レーションシップを最優先し続ける資産運用会社が、

資産の流入におけるシェアを伸ばすことができるで

しょう。足元の市場環境においてリスク要因は数多く

見受けられますが、包括的なアプローチを取り入れる

資産運用会社には成長の機会が存在しています。
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