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1. 2020年夏に当社が独自に行なったサーベイの結果によると、ほとんどの資産運用会社が、従業員の安心感を高める

ために、迅速な職場復帰計画の策定と計画のコミュニケーションにおいて改善の余地があることを示唆しています。 

2. 運用会社は人件費の管理において多方面からのアプローチを採用しており、ほとんどの対応が2020年夏までに実行

されたことを、サーベイの結果は示しています。「一時帰休（furlough）」と「解雇（layoff）」の採用率が同水準で

ある事実からは、経営陣の回復に向けた楽観的な見方と、パンデミック危機下においてあまり活用されていないアプ

ローチを用いて人件費を管理しようとする創造的な姿勢が確認されます。 

3. 全般に、大方の運用会社において、経費削減の観点からデジタル・トランスフォーメーションに対するアプローチが変わり

つつあるように思われます。また、テクノロジーを用いた支出の配分も、デジタル・インタラクションの安全性と効率性に

寄与するとみられる方法で変化しています。一部の運用会社は、ベンダー・ソリューションや自前対応型のプロジェクト

を活用する形で、デジタル・トランスフォーメーションの重視姿勢を後退させています。 

4. デジタル・トランスフォーメーションは、多くの運用会社のブランドの一部を構成するようになる可能性があります。好むと

好まざると、投資家は顧客対応の洗練度と手際よさの観点から運用会社を選ぶようになるかもしれません。 

5. 市場のボラティリティや私生活の困難を乗り切る上で蓄積した経験、そして顧客・従業員に対するコミットメントを背

景に、資産運用業界は2021年末において、より頑強でデジタル機能の優れた姿に変貌を遂げる可能性が高いで

しょう。 

 

キーメッセージ 



成功のための変革 

成功のための変革 

2020年はCOVID-19の感染拡大が世界的なテーマ と なり

ましたが、2021年は資産運用会社がパンデミック危機から

どのように回復し、成功を実現させるのかが注目 され る見

通しです。資産運用業界の中でも各社の影響 は 区々で

したが、業界全体としてのダメージは他の一部のセ クタ ーほ

ど深刻ではありませんでした。収益が概ね横ばいにとどまる

一方で、人材、業務体制、テクノロジー環境に は影 響が

及んでいます。同時に、業種レベル、資産クラス・レベ ルに

おいて、市場価格は劇的に変化しました。

世の中が大混乱をきたす前段階において、資 産 運用業

界には、過去最長の上昇相場と利益率の低 下 （上位

数社を除く）という2つの重要な潮流が存在していま した

（注1）。2～3月の市場の調整によって上昇 相場 が終

了すると同時に、感染急増に伴う外出禁止令の発 令に

よって業務体制は混乱に陥りました。市場の調 整局 面は

短期間で終了したものの、現在でも多くの企業で は復興

作業が続いています。 

2020年はCOVID-19の感染拡大が世界的なテーマとなりましたが、 
2021年は資産運用会社がパンデミック危機からどのように回復し、

成功を実現させるのかが注目される見通しです。 
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資産運用業界における運用資産残高とその長期的な伸

び率に注目すると、個別企業レベルでは劇的な変化が散

見されるものの、2019年末の数字は概ね現状と整合的

です。図表1は、グローバル・プライベート・キャピタルのパ

フォーマンスと運用資産残高の伸びが過去10年間にわ

たって非常に良好であることを示しています。また、同時期

に、米国のパッシブ運用のリターンと運用資産残高の伸び

が堅調に推移したことも確認されます。米国の資産運用

業界全体で見ると、パッシブ・ファンドは運用資産残高の

シェアを伸ばし続けています。一方、世界的に見ると、アク

ティブ株式ファンドにおけるこの間のパフォーマンスは一様で

はありません。日本の運用会社がベンチマークを1.2%アウ

トパフォームしたのに対して（注2）、欧州とオーストラリア

のアクティブ株式ファンドは米国のファンドと同様の困難に

直面し、パフォーマンスの平均はベンチマークをそれぞれ年

率1.5%、0.8%下回る結果となりました（注3）。 

 

 

図表 1 

引き続きパッシブ・ファンドとプライベート・キャピタルはアウトパフォームし、 

運用資産残高を伸ばす（1兆ドル） 

■米国パッシブ国内株  ■米国アクティブ国内株  ■グローバル・プライベート・キャピタル  ■グローバル・ヘッジファンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

注：円の大きさは当該資産クラスの2019年の運用資産残高を表す（1兆ドル）。 

出所: ICI Factbook 2020、BarclayHedge、Preqin、S&P Global Market Intelligence。 
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今後の見通し 
 

 

 

パンデミック危機の下で、投資家の選好は変化した可能

性があります。変化の実体は完全には解明されておらず、

変化が定着したわけでもありません。重要なポイントは、ボ

ラティリティが高い局面において、アクティブ・マネージャーが

投資家の行動を促すような形でバリューを提供できるかど

うかです。デロイトでは、COVID-19のワクチン接種が進むま

では、55%の確率で景気の低迷が続くと予想しています

（注4）。経済の険しい回復局面において、一部の資産

運用会社は相対的に大きな恩恵を享受することになるの

でしょうか。結局のところ、相対パフォーマンスや何らかの形

のリスク調整後リターンの問題に尽きるのかもしれません。 

本章では、資産運用会社の現状と2021年以降に成功を

実現するための計画について検討します。ここでの見通し

は、世界中の資産運用会社を対象に当社が独自に行

なったサーベイの結果と、各社が講じた大胆な措置の事

例に基づくものです（P17の「サーベイの方法」をご参照くだ

さい）。 

資産運用会社は、2020年初めよりも経営基盤を強化し

た状態でコロナ後の環境を迎えるために、人材、財務管

理、業務体制という3つの組織的分野に重点を置いてい

るようです。 
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資産運用業界の 
見通しにおける  

3つの視点 
 

 

 

 

資産運用業界では人材こそが最大のリソースです。した

がって、業界の見通しは、組織的な成長・安定性と従業

員の安全性・生産性をバランスさせるために、基本的な財

務上、業務上の判断がどのようになされるかによって決ま

る可能性が高いようです。また、どの程度効率的にIT投資

を行ない、その利用方法について従業員にトレーニングを

提供するのかも、重要な要素になります。端的に言うと、

この先18カ月間を展望した場合、資産運用会社の先行

きは、職場復帰、財務管理、業務改革の管理に関連す

る計画がどのように実行されるかによって決まる可能性が

あるということです。  

職場復帰の管理、企業文化の維持、

従業員の多様性確保  

資産運用会社は2020年も年間を通して休むことなく運

用を継続しました。収益のフローが途絶えることはありませ

んでしたが、ボラティリティが高まるなかで顧客が期待した

のは言い訳ではなく、運用体制の強化でした。パンデミック

危機の下でスタッフの健全な生活を守ると同時に、顧客

の期待に応えることが可能な業務体制を維持するのは、

極めて困難なことでした。顧客の要求水準あるいはそれ以

上のサービスを提供する上で、従業員の安全が最大の懸

念となりました。また、長期的に成功するためには、企業

文化を維持、強化することも不可欠になります。 

従業員を安全に職場復帰させる上で、ビジョンと計画を

備えることが第一のステップになります。興味深いことに、

2020年8月に当社が実施したサーベイでは、パンデミック危

機の下で業務、財務の頑強性を維持するためのビジョン

と明確なアクションプランを勤務先企業が備えているかと

いう設問に対して、資産運用業界の回答者の48%が、

「同意する」あるいは「強く同意する」としています。明確な

アクションプランの重要性と、安全な職場復帰に必要な

各種措置を勤務先企業が「実施済み」あるいは「計画

中」であるとする回答が多かった（～90%）ことを踏まえる

と、この水準は低いように思われます（図表2）。ビジョン

と明確なアクションプランが存在するとの回答が少なかった

のは、パンデミック自体の性質が不透明であることに加え

て、時として予測不能に陥る政策対応が状況を複雑にし

ていることに起因するのかもしれません。足元の環境におい

て、日々の状況変化に対応できるよう計画を機動的に策

定する必要があります。また、業務、財務の頑強性を目

指した明確なビジョンとアクションプランも、安全な職場復

帰と同様に重要になります。 

北米、欧州、アジア太平洋の資産運用会社では、標準

的なポリシーの策定と準備態勢の構築は完了済みである

か、計画的に進行中であるとみられます。アクティブ・ミュー

チュアルファンド・マネージャー、パッシブ・マネージャー、オルタ

ナティブ運用マネージャー、特別勘定マネージャーなど、運

用会社の種類による違い、また、規模による違いは見受

けられません。もっとも、柔軟性の度合いや経営陣による

コミュニケーション・プランの有効性が、従業員の職場復帰

に対する捉え方に影響を及ぼしています。
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図表 2 

オフィス業務が再開した際の従業員の健康と安全性の維持に関連して、 

勤務先企業はどのような措置を講じていますか（もしあれば） 

資産運用業界の回答者の割合 

■「実施済み」  ■「計画中」 

 

出所:デロイト金融サービス・センターによるグローバル・アウトルック・サーベイ2020 

 

職場復帰に対する懸念が円滑な業務機能に支障を生じ

させる可能性について、半分近くの回答者（46%）が

「同意する」または「強く同意する」と回答しています。従業

員グループの職場復帰を実行した数日後に、一部の従業

員に新型コロナウィルスの陽性反応が確認されたため、在

宅勤務に切り替えざるを得なかった事例が、いくつかの有

名な資産運用会社において報告されています。その後、

職場復帰の規定が改定されています（注5）。このような

事例を見る限り、迅速な復興計画の策定やコミュニケー

ション、従業員の保護や安心感につながるような職場復

帰計画の策定において、課題は残されているようです。 

 

バンガードのような大手資産運用会社においては、グローバ

ル・ベースでの職場復帰アプローチの参考情報として、これ

までに策定された内部規程に加えてパンデミックの感染拡

大データが利用されています（注6）。特定の地域におい

てウイルス感染の閾値に達したかどうかを判断する上で、

感染率と感染拡大の統計が利用されています。また、職

場復帰計画を策定する際の参考情報として、現地の法

制度も考慮されています。外部データと地域固有のアプ

ローチの採用は職場復帰計画の客観性とコントロールの

強化につながり、職場復帰プロセスに対する信頼が強まる

と期待されます。 

 

また、職場復帰計画を客観的に策定、実行することに

よって、対応の格差に起因する部門間での企業文化の分

断が回避される可能性があります。一部の資産運用会

社では、特定の部門において、職場復帰を果たした従業

員によって部門内の人間関係が深まる光景も見受けら

れ、ユニット内の結束強化に発展することも期待されま

す。しかしながら、ストレス期における協働作業が結束強

化につながる可能性があるのと同じように、主観的な基準

で負担が分担されるケースにおいては特に、リスクや困難を

過大に引き受けたチームが、影響が軽微だったチームに対

して反感を抱くことも想定されます。
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31%
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58% 

55% 

25% 
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27% 

30% 

従業員に対する個人防護具（PPE）の配布 
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オフィス空間の配置換え/ソーシャルディスタンスの確保 
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勤務時間の削減 
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そうはいっても、全員揃っての職場復帰は現実的なことで

はなく、そうすべきでもありません。経営陣が段階的なアプ

ローチに基づく職場復帰計画を伝達することによって、復

帰のタイミングのずれに起因する社内の軋轢は回避される

可能性があります。また、職場から離れることと業務から

離れることが同義ではないことを、経営陣は強調するべき

でしょう。2021年には、データに基づく職場復帰アプローチ

が主流になる見通しです。このようなアプローチを採用し、

組織全体に伝達することによって全体の結束が強まり、よ

り強靱な企業文化をもってパンデミック危機を脱却する道

も開けるでしょう。 

 

2021年には、外部の利害関係者に対する開示情報が増

える結果、各組織における多様性の構成が一段と重要

になる公算が大きいでしょう。eVestmentが集計する機関

投資家向けデータには、資産運用会社の多様性に関する

データが早晩追加される予定です。これには、経営陣だけ

でなくポートフォリオ・マネージャー・レベルの構成も含まれる

見通しです（注7）。同社のアンケートでは、各社が多様

性を広げるために講じている措置について、掘り下げて質

問される見通しです。このような追加的な視点は重要であ

り、多様性、平等、インクルージョンに対するコミットメント

を示す機会が運用会社に提供される結果、優秀な人材

を採用・確保しやすくなる可能性があります（注8）。

2021年に向けて各社が人材関連の目標を策定する上

で、多様性は主要なテーマになると予想されます。 

 

このような計画の存在を踏まえると、多様性拡大に向けた

ハイレベルの工程表を公表する資産運用会社は増える見

通しですが、各社は工程表の透明性を高めることによっ

て、差別化を図ることができるかもしれません。「L.E.A.D.

（Listen（耳を傾け）、Engage（エンゲージメントを図

り）、Acknowledge（認識し）、Do（行動する））」とい

う枠組みは、現在、将来の従業員にとってインクルーシブ

な職場環境を構築するために、資産運用会社の経営陣

が現時点で有効な対策を講じる際に役立つ可能性のあ

る工程表の1つです（注9）。人種差別問題に対応する

目的で、この枠組みを世界的に活用することが可能です。

また、地域社会においてインクルーシブで支援的な職場環

境を構築する際に、この枠組みの視点を数多く採り入れ

ることも可能です。 

 

2021年度の 

財務管理方針 
 

資産運用会社の多くは、2020年の経験に基づいて予算・

財務戦略の軌道修正を進めています。各社は発生確率

が低いイベントへの備えが実を結んだことを体験しました

が、一方で、パンデミックがもたらした劇的な変化への備え

としては不十分でした。逆境や不確実性に直面した際

に、どのように大きな問題に対処して決断すべきかを理解

することが、付加価値を生み出しました。その意味におい

て、COVID-19がもたらした問題に個々の点ではうまくフィッ

トしなかったとしても、企画立案の作業は有益なものでし

た。 

 

ほとんどの資産運用会社の経営陣は、幅広い対策の選

択肢の１つとして資金繰りの安定に努めました。これは、

パンデミック危機の勃発という極めて不透明な時期におけ

る初期対応に相当します。PEマネージャーは、投資先企業

に対してガイダンス、ネットワーク・アクセス、資金を提供す

ることによって、リスクの管理に努めたようでした。一方、公

募有価証券の運用会社は、カウンターパーティー・リスクや

資産クラス固有のリスクを注視していました。パンデミック

危機の初期段階において、レポーティングや投資判断を目

的とする資産評価は困難な作業となりました。投資家の

不安を解消するために、逆境においてもポートフォリオは常

に管理されているとのメッセージを、あらゆる種類の運用会

社が表明していました。 

 

今回のサーベイでは、回答者の約半数が総コストを11～

20％削減する意向を示しています。職場復帰に関連する

コストが1人当たり最大50％増加する結果、コスト削減計

画の達成が難しくなる見通しを踏まえると、このようなコス

ト削減目標は野心的と思われます（注10）。
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他方では、多くの資産運用会社が、体制整備の戦略的

アプローチを軌道修正しつつテクノロジー開発の優先順位

を変更する形で、テクノロジー投資の構成を変える方針を

掲げています。以下では、人件費とテクノロジーという2大

支出項目について、コスト削減計画を詳細に検討します。 

 

人件費 

経営陣は人件費管理の選択肢を数多く持ち合わせてい

ます。また、多数の資産運用会社が、パンデミック危機対

応として伝統的な慣行を打破しようとしています。地域間

格差は無視できないものの、世界中の運用会社は人件

費の管理に際して多方面からのアプローチを採用しており、

ほとんどの対応が2020年夏までになされたことを、サーベイ

の結果は示しています。サーベイの実施時期において、人

件費に関連する「実施済み」の措置は「計画中だが未実

施」の措置の約2倍に達していました。 

 

人件費管理の各種措置について、「計画中」と「実施済

み」を合わせると概ね80%に達していますが（「自由(gig)」

労働への移行を除く）、これは二元論的な指標であり、

各種措置の規模が反映されていないことには留意する必

要があります。例えば、資産運用会社が大規模な解雇を

行なった事例は幅広く報じられていません。また、米国労

働統計局によると、資産運用業務を含むグループの雇用

者数は2020年通年で増加しており（注11）、単月ベー

スで減少したのは4月と6月に限定されます（注12）。 

 

EUでも同様の状況が確認されています。ファンド運用を含

む経済活動グループの雇用者数は2020年Q1に増加した

後、Q1からQ2にかけて0.1％減少しています（注13）。 

 

アジア太平洋では、雇用を削減する代わりに賞与と基本

給を戦略的に削減する道を選んだ資産運用会社も存在

しています（注14）。サーベイにおいて、同地域の運用会

社が講じた措置の上位2項目がいずれも報酬に関連する

結果となったことは、この傾向を裏付けるものです（図表4）。

 

図表 3 

計画された措置を考慮した場合、今後1年間あるいはその先において目標とする全体のコスト削減率は

どの程度になる見込みですか 

■北米   ■ヨーロッパ   ■アジア太平洋 

 

 

 

出所:デロイト金融サービス・センターによるグローバル・アウトルック・サーベイ2020 
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図表 4 

人件費を削減するために、どのような雇用関連の措置を講じてきましたか（もしあれば）。 

資産運用業界の回答者の割合 

■「実施済み」  ■「計画中」  ■「未実施であり、計画もない」  ■「わからない」 

 

 
 

 

 
 

注: 端数処理の関係で合計が100％にならないことがあります。 

出所:デロイト金融サービス・センターによるグローバル・アウトルック・サーベイ2020. 

解雇

北米 欧州 

アジア太平洋 

一時帰休 

スケジュールの柔軟化 

報酬の削減 

賞与の制限または引き上げ見送り 

昇進の凍結 

解雇 

労働時間の削減 

スケジュールの柔軟化 

昇進の凍結 

自主的な休暇取得 

労働時間の削減 

早期退職/段階的退職 

 
正規雇用から必要に応じた「自由(gig)」労働への移行 

賞与の制限または引き上げ見送り 

一時帰休 

早期退職/段階的退職 

報酬の削減 

自主的な休暇取得 

正規雇用から必要に応じた「自由(gig)」労働への移行 

正規雇用から必要に応じた「自由(gig)」労働への移行 

賞与の制限または引き上げ見送り 解雇 

報酬の削減 

労働時間の削減 

自主的な休暇取得 

早期退職/段階的退職 

昇進の凍結 一時帰休 

スケジュールの柔軟化 

67% 23% 11% 

55% 36% 9% 

67% 29% 20% 

42% 39% 18% 

42% 42% 15% 

39% 36% 24% 

38% 36% 26% 

33% 56% 11% 

36% 38% 26% 

33% 41% 26% 

22% 22% 56% 26% 32% 41% 2% 

63% 29% 7% 70% 21% 9% 

62% 21% 16% 65% 26% 9% 

60% 22% 18% 

51% 34% 15% 

1% 

1% 49% 31% 19% 

47% 31% 22% 

41% 29% 29% 

41% 32% 26% 

40% 43% 18% 

65% 18% 17% 

64% 27% 9% 

62% 30% 8% 

61% 33% 6% 

58% 24% 18% 

53% 32% 15% 

48% 29% 23% 
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無給の休暇を意味する「一時帰休（furlough）」は失

業統計の一部に含まれます。今回のパンデミック危機対

応として、各業種においてこれまで以上に幅広く活用され

（注15）、米国の雇用統計が当初V字型回復を遂げた

一因だったとみられます（注16）。今回のサーベイでは、

一時帰休と「解雇(layoff)」の採用率が実質的に同水準

であり（図表4）、経営陣の回復に向けた楽観的な見

方と、パンデミック危機下においてあまり活用されていない

アプローチを用いて人件費を管理しようとする創造的な姿

勢が確認されます。これらの結果は、世界がCOVID-19の

影響を克服した後の成功を念頭に、業界の経営陣が労

働力を維持したことを示しています。 

 

デジタル・トランスフォーメーションと 

利用されるテクノロジー 

経費管理において、テクノロジーとデジタル・トランスフォー

メーションも重要な分野を構成しています。 

資産運用会社においては、全般に、経費削減の観点か

らデジタル・トランスフォーメーションに対するアプローチが変

わりつつあります。また、テクノロジーを用いた支出の配分

も、デジタル・インタラクションの安全性と効率性に寄与す

ると想定される方法で変化しています。 

 

全般に、デジタル・トランスフォーメーションに関しては、資産

運用会社はアウトソーシングや海外移転のアプローチを後

退させるよりも前進させる可能性が高いようです。対照的

に、ベンダー・ソリューションや自前対応型のプロジェクトに

対する重視姿勢を後退させています。一方、提携のアプ

ローチについての回答は比較的均衡しています。地域別に

見ると、欧州とアジア太平洋では、全体のトレンドとは興

味深い形で乖離する様子がうかがえます。アジア太平洋

では、プロジェクトの自前対応と外部購入のアプローチが

後退する可能性は低いようです。また、欧州では、プロジェ

クトの提携とアウトソーシングのアプローチは後退する公算

が大きいようです。 

図表 5 

パンデミック危機を念頭に、全体的なデジタル・トランスフォーメーションの取り組みにおいて、

自前対応、外部購入、海外移転、アウトソーシング、提携という各手法に対する重視姿勢

はどのように変わりましたか。 

資産運用業界の回答者の割合 

■「大幅に後退させた」  ■「いくぶん後退させた」  ■「変化なし」  ■「いくぶん前進させた」 

■「大幅に前進させた」 

 

 
 

注: 端数処理の関係で合計が100％にならないことがあります。 

出所:デロイト金融サービス・センターによるグローバル・アウトルック・サーベイ2020 

 

自前対応 

外部購入 

海外移転 

アウトソーシング 

提携 

9% 32% 32% 23% 5% 

6% 

42% 42% 

37% 27% 22% 8% 

21% 30% 34% 11% 

28% 22% 32% 14% 

27% 38% 28% 5% 

7% 

5% 

3% 
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図表 6 

所属する部門において、今後1年間に以下の各テクノロジー向けの支出はどのように変わる

と予想していますか。 

■北米  ■欧州  ■アジア太平洋 

 
 

注: ネット支出増=「支出増加と答えた回答者の割合」–「支出削減と答えた回答者の割合」 

出所:デロイト金融サービス・センターによるグローバル・アウトルック・サーベイ2020. 

 

今後1年間に支出増加が見込まれるテクノロジーに注目し

た場合、興味深い傾向が確認されます。回答者による

と、ネット支出増が見込まれるテクノロジーの上位をサイ

バー・セキュリティとデータ・プライバシーが占めています。意

外なことではありませんが、パンデミック危機下で必要性が

生じた分散型のリモート・ワーク体制を維持することが、資

産運用会社の支出目的の一部となっているようです。 

 

サーベイによると、一部の資産運用会社はAIプロジェクト

向け予算を削減しているようです。その背景には、「AIのイン

データ・プライバシー 

サイバー・セキュリティ 

クラウド・コンピューティング/

クラウド・ストレージ 

データ・アナリティクス 
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オ ー ト メ ー シ ョ ン

（RPA） 

54% 

23% 

36% 

46% 

42% 

53% 

41% 

23% 

39% 

31% 

9% 

42% 

18% 

9% 

50% 

5% 

21% 

-21% 

-13% 

-6% 

-11% 

-6% 

5% 
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パクトは直線的なものではなく、時間の経過と共に加速し

ていく」との考えがあるのかもしれません（注17）。一方、

意外な結果だったのは、10～250億ドルの収益を計上す

る運用会社において、ロボティック・プロセス・オートメーショ

ン（RPA）向けの予算が削減されていることです。これらの

プロジェクトは直接的なコスト削減につながることが多く、

最大規模および最小規模の運用会社においては、プロ

ジェクトが継続されている様子がうかがえます。パンデミック

危機の下で、多くの有名な資産運用会社は解雇を抑制

する方針にコミットしています（注18）。RPAプロジェクト

は、従業員を解雇せず配置換えするのに適したタイミング

まで先送りされているのかもしれません。また、興味深い点

として、アジア太平洋ではAIやRPAを含めてネット支出減と

なった項目はありませんでした。 

 

また、92%の資産運用会社が、場所を問わずに仕事がで

きるようにするためのテクノロジーを導入しているか、導入を

計画しています。この取り組みは、新しいテクノロジーの自

前対応や外部購入を通じてではなく、アウトソーシングや

海外移転に軸足を傾ける形で実現しています。クラウド・

コンピューティングが提供する広範な近代化のメリットに加

えて、厳格化したデータ・セキュリティの要件を満たしつつ、

リモートで接触の少ないビジネスモデルの下での業務遂行

が可能になります。 

 

デジタルによる業務改革の 

管理と顧客ニーズへの対応 

この10年間、資産運用会社は投資家のニーズへの対応を

基本的には変えていません。まず、リターン、リスク、分散

度、インデックスとの相関などのパラメータを座標軸として、

ポートフォリオのパフォーマンス見通しを提示します。その上

で、既存の投資家と潜在的な投資家に対して、目標達

成に向けた戦略の基本方針を開示します。このような対

応は不変ですが、目標を達成するた

めの実務的な手法は比較的急速に変わりつつあり、ライ

フ・サイクルを通じた顧客対応のあり方も急変しています。 

 

デジタル・トランスフォーメーションは、既存のプロセスを維持

しつつ、的を絞ったESGポートフォリオなどの新商品の開発

を可能にします（「 2021年の ESG見通し」を参照

（P15））。その動きは加速しつつあり、2021年は、投資

家に何をオファーするのかではなく、デジタル機能によってど

のようにオファーを補完するのかという観点から、出遅れ組

が戦略的なリスクに直面する年になるかもしれません。ま

た、デジタル・トランスフォーメーションは多くの運用会社のブ

ランドの一部を構成するようになる可能性があります。好

むと好まざると、投資家は顧客対応の洗練度と手際よさ

の観点から運用会社を選ぶようになるかもしれません。顧

客対応における技術的能力の高さが資産運用能力の高

さにつながると見る向きが、多数を占める可能性は高いで

しょう（注19）。このような考え方に則して、運用会社は

図表7に掲げた6つのデジタル方式による顧客コミュニケー

ション/エンゲージメント戦略のうち、平均で3つを採用してい

ます。一部がリテールに特化した項目であることを考える

と、これは高い採用率と言えるでしょう。また、顧客コミュニ

ケーション戦略を変更しないとの回答が1％にとどまったこと

も、この点を裏付けています。 

 

このような対応は不変です

が、目標を達成するための

実務的な手法は比較的急

速に変わりつつあり、ライフ・

サイクルを通じた顧客対応

のあり方も急変しています。 
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図表 7 

COVID-19の経験に基づき、顧客向けのコミュニケーションやエンゲージメントの戦略を 

どのように変える予定でしょうか。 

資産運用業界の回答者の割合 

 

出所:デロイト金融サービス・センターによるグローバル・アウトルック・サーベイ2020. 

 
 

顧客体験はデジタル・トランスフォーメーションの目玉になる

見通しですが、アクティブ運用の中核に位置するのは投資

判断のプロセスです。デジタル・トランスフォーメーションに

は、投資戦略の実行方法とポートフォリオの管理方法を

刷新する可能性が秘められています。 

 

COVID-19が引き起こした混乱によって、市場の動きについ

ていけない資産運用会社が多数存在する状況が浮き彫

りとなりました。2020年3月には、市場が変動するスピード

は、各社固有のバリュエーション・モデルの多くを上回りまし

た。中央銀行ですら、「ナウキャスティング（足元予測）」

を実現させるため、リアルタイムに近いデータを反映したデー

タソースを採用する形で、経済予測モデルを更新していま

した（注20）。当時の経験は、行動を起こして新たな業

務計画を策定する推進力となりました。資産運用業界に

おいて新技術を採り入れるのが早いのはヘッジファンドです

が、現在、その53％がナウキャスティングの機能を構築して

います（注21）。ロング・オンリーとプライベート・キャピタル

の運用会社もこれに追随しています。オルタナティブ・データ

の技術の成熟化が進んだことを受けて、長期投資におい

てこれを導入する動きが活発化しています（注22）。導

入に伴うリスクは、取り残されることのリスクによって相殺さ

れています。 

 

もっとも、新しい機能を導入する際には、ガバナンスとレ

ポーティングの慣行を合わせて刷新することが必要になりま

す。サーベイの結果もトップラインでは類似していますが、表

面的な類似性は重要な詳細を覆い隠すことがあります。

ビジネス・サービスのデジタル・トランスフォーメーションを既に

加速させている運用会社のうち、ガバナンスとレポーティング

のメカニズムの刷新に着手しているのは半分以下にとどま

ります。この結果は、2つの作業がそれほど密接に結び付

いていないこと、そして、デジタル・トランスフォーメーションの

実行過程にオペレーショナル・リスクが潜んでいることを示し

ています。潜在的なオペレーショナル・リスクは、アクティブ・

ミューチュアルファンド・マネージャー、パッシブ・マネージャー、

オルタナティブ運用マネージャー、特別勘定マネージャーすべ

てに共通するものです。

54% 

54% 

49% 

45% 

44% 

42% 

1% 

大量のオンライン・ベースのコミュニケーションに役立つ自動応答システムの開発 

顧客とのバーチャル会議を活用したデジタル型のリレーションシップ管理システムの構築 

独自のオンライン・チャネルを通じた顧客との頻繁なエンゲージメント 

カスタマイズ可能な顧客データのアクセス/レポーティング・システムの開発 

マーケティングの手法をバーチャル会議主導型に転換 

SNSを利用した顧客との交流拡大 

顧客コミュニケーション戦略を変更しない 
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図表 8 

今後6～12カ月間に業務の頑強性を維持するためのアプローチ 

■「実施済み」  ■「計画中」 

 
 
 

 
出所:デロイト金融サービス・センターによるグローバル・アウトルック・サーベイ2020. 

 

 

潜在的なオペレーショナル・リスクは、アクティブ・ミューチュア

ルファンド・マネージャー、パッシブ・マネージャー、オルタナティ

ブ運用マネージャー、分離勘定マネージャーすべてに共通す

るものです。 

 

2021年には、デジタル・トランスフォーメーションによって実現

した新しいサービスや高度なサービスを提供する資産運用

会社において、ガバナンスとレポーティングのプロジェクトが

広がる見通しです。サービス体制を構築した上でレポーティ

ングと管理の体制を整備するという順序は、「事前に許可

を得るよりも、事後的に許しを乞うべき」という古い格言に

則したものと考えられます。各社とも、包括的な管理規定

を策定する前に、希望通りのアップグレードを実現する意

向のようです。これはリスクが高い方法かもしれませんが、

業務の進捗を可能にするものです。 

2021年のESG見通し 

ESGファンドの普及拡大は、デジタル・トランスフォーメーションが商品の進化を後押しする姿を表しています。現在、

ESG投資は業界最大の根本的な変化であり、その動きは少なくとも1970年代までさかのぼります（注23）。近

年、ESG投資はニッチな商品から主流の商品に変貌を遂げました。足元で投資家は、ESGの視点を重視する姿

勢を強めるようになり、資産運用会社は商品メニューを増やすことでこれに対応しています（注24）。2020年に

は、バンガード、ブラックロック、トランスアメリカ、ゴールドマン・サックス、フランクリン・テンプルトンなどの運用会社が

軒並みESG商品を導入しています（注25）。2021年を通して、ESGの無数のアプローチや特性がデータやアナリ

ティクスによって定量化される結果、拡大の勢いはさらに強まる見通しです。北米、欧州、アジア太平洋における

運用会社の回答者の50％以上が、COVID-19の影響を踏まえて、ESGのポリシー、プログラム、商品を改めて優先

すると回答しています。 

自動車が開発の初期段階において、黒系統であれば望み通りの色で提供されていたのと同じように、ESGの世界

では、環境、社会、ガバナンスの各目標を、投資家の具体的な目標に対応する数十種類に集約する過程にあり

ます。企業の情報開示とオルタナティブ・データソースによってファンドの設定が後押しされ、ポートフォリオの目標に向

けた進捗状況は投資家に対して定期的に報告されるようになるかもしれません。 

オルタナティブ・ファンド 

特別勘定口座 

パッシブ・ファンド/ETF 

アクティブ・ミューチュアルファンド 

特別勘定口座 

オルタナティブ・ファンド 

パッシブ・ファンド/ETF 

アクティブ・ミューチュアルファンド 

ビジネス・サービスにおけるデジタル・トランス
フォーメーションの加速 

ガバナンスとレポーティング・システムの刷新 

52% 42% 45% 48% 

64% 29% 

41% 50% 

44% 44% 

56% 34% 

36% 52% 

46% 38% 
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外的圧力が 
慎重な変革を後押しする 
 

 

 

資産運用業界は2020年に直面した課題に対して対策を

講じました。市場のボラティリティ、私生活における困難、

顧客・従業員に対するコミットメントを背景に、資産運用

業界は2021年末において、より頑強でデジタル機能の優

れた姿に変貌を遂げる可能性が高いでしょう。各社とも、

パンデミック危機から生まれた経験や必要性に基づいて、

優先順位を軌道修正しました。従業員の健康と幸福にコ

ミットする姿勢が業界全体に浸透していることは、各社の

行動や数字から確認されます。また、粘り強い競争精神

を裏付けとして、顧客のために変革にコミットする姿も見受

けられました。 

 

業界では、長期的な差別化を置き換える形で、業務や

顧客対応をサポートするプロセスのデジタル化への迅速な

転換が進んでいます。デジタル・プラットフォーム上で協働

作業や関係構築を実行する取り組みは、効果的なプロセ

スに不可欠な要素として顕在化する見通しです。2021年

末までには、人的要素の影響が強まり、抑制されつつも

適切に機能してきたデジタル・プロセスを加速させる役割を

果たす可能性が高いでしょう。一方、資産運用会社が雇

用の維持に努める水準を見る限り、パンデミック危機の下

で従業員の存在が高く評価されてきた様子がうかがえま

す。従業員においては、新たなエネルギーとコミットメントを

もって企業の人材投資の成果を還元する機会を持つこと

になります。資産運用業界は強靱な姿で危機を脱却する

公算が大きく、2021年は業界にとって注目すべき年になる

とみられます。 
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図表1の詳細 

1. 米国パッシブ国内株ファンドの残高は、1940年投資会社法に基づく国内株インデックスETFと国内株イン

デックス・ミューチュアルファンドから構成されます（出所：ICI Factbook 2020）。リターンはS&P500コンポジッ

ト1500の10年間のリターンに相当します（SPIVA US year-end 2019 scorecardレポートから引用）。国内株

ETFの残高は、投資目的別のETFの残高合計に占める国内株の残高の割合に基づいて推計したものです。 

2. 米国アクティブ国内株ファンドの残高は、1940年投資会社法に基づくアクティブ運用型のETFと、アクティブ

運用型の国内株ミューチュアルファンドから構成されます（出所：ICI Factbook 2020）。リターンは全国内

株ファンドの10年間のリターンに相当します（SPIVA US year-end 2019 scorecardレポートから引用）。国内

株のアクティブ運用型ETFの残高は、投資目的別のETFの残高合計に占める国内株の残高の割合に基づ

いて推計したものです。 

3. グローバル・プライベート・キャピタル: 残高とパフォーマンスのデータはPreqinから引用したものです。残高は未

実現価値と手元資金の合計を表します。パフォーマンスはPreqinプライベート・キャピタル・インデックスのリター

ンに相当します。 

4. グローバル・ヘッジファンド: 残高とパフォーマンスのデータはBarclayHedgeから引用したものです。残高の数字

からはファンド・オブ・ファンドの資産が除外されています。ヘッジファンドのパフォーマンスは、Barclay  Hedge 

Fundインデックスのリターンを表します（Barclayのデータベースにおいて報告される全てのヘッジファンド（ファ

ンド・オブ・ファンドを除く）のネット・リターンの単純な算術平均）。 

サーベイの方法 

デロイト金融サービス・センターでは2020年7～8月にグローバル・サーベイを行ない、200の資産運用会社のエグゼク

ティブから回答を頂きました。調査対象の部門は財務、業務、人材管理、テクノロジーから概ね均等に構成されて

います。また、回答者は北米（米国、カナダ）、欧州（英国、フランス、ドイツ、スイス）、アジア太平洋（オース

トラリア、中国、香港、日本）という3つの主要地域に均等に分かれます。 

サーベイでは、2019年の収益が5億ドルを超える資産運用会社を対象にしました。収益が5～10億ドルの運用会

社が5分の1程度（11.5％）、10～50億ドルの運用会社が28.5％、50億ドル以上の運用会社が60％という構

成です。 

サーベイでは、パンデミック危機が市場、社会、経済に与える影響と、労働力、業務、文化に与える影響に対する

資産運用会社の対応に注目しました。また、各社が対応を続け、復興の段階から未来に向けて進もうとするなか

で、投資の優先順位や今後1年間に見込まれる構造改革の計画についても質問しました。 
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