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デロイト

2018年の11月、デロイト金融サービスセンターは「2019年の投資

運用見通し」を発行しました。このレポートでは、企業が適切な成

長手段を選択し、業務を効率化して次のレベルのカスタマーエク

スペリエンスを実現する方法に注目しました。また、これらの領域

のそれぞれについて市場のトレンドについて、いくつかの予想を

提示しました。本誌では、これらのトレンドと予想が2019年にどの

ように展開しているかを確認していきます。
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適切な成長手段の選択

最初に、引き続き注目テーマとなっている

「合併・買収（M&A）、オルタナティブデータ

機能の開発、人工知能（AI）の組織全体で

の利用拡大」というトレンドを検討します。

M&A 
多くの運用会社では、規模拡大による成

長、能力増強、コスト最適化の手段として

M&Aを利用しています。M&Aは、2019年上

期を通じて活発に行われました1。世界的な

規制要件と競争圧力により、投資運用の分

野ではM&Aが平均を上回る水準で推移す

ると予想されます。

オルタナティブデータの処理

アルファ創出の向上に向けて、多くの企業

がオルタナティブデータの処理機能を開発

しています。オルタナティブデータプロバイ

ダーの市場は日々拡大しており、2019年7
月時点でオルタナティブデータを販売する

企業数は400を超えます2。2019年のもう1
つのトレンドとして、CPPIB（カナダ年金制

度投資委員会）などのロングオンリーの大

手運用会社による、投資プロセス強化に向

けた新たな機能の開発が挙げられます3。オ

ルタナティブデータを投資決定プロセスに組

み込むことが主流となりつつあります。

AI 
運用会社のバックオフィス、ミドルオフィス、

フロントオフィスでは、AIが存在感を増して

います。また、AIの導入状況は企業によっ

て大きく異なります。たとえば、テクノロジー

を得意とするヘッジファンドがAIを利用して

取引能力を高めている一方で、強力なブラ

ンドを持つ伝統的な企業では、AIを利用し

てバックオフィスとミドルオフィスの効率を高

めています。企業は従業員の代替としてAI
を 使 用 す る の で は なく 、 両 者 の 協 業 に

取り組んでいることが示唆されています。

1. Martin Järvengren および Dr. Roger Kiem、「Financial Institutions M&A: Sector trends - 2019
年6月: Asset/Wealth management」、White ＆ Case LLP、2019年7月8日, 
https://www.jdsupra.com/legalnews/financial institutions m a sector-38176/

2. ウェブサイト：「Industry Stats」、Alternativedata.org、2019年8月8日にアクセス、
https://alternativedata.org/stats/

3. Geoff Zochodne、「How CPPIB is tapping 'alternative data' to refine its investment 
processes」、", Financial Post、2019年3月18日、https://business.financialpost.com/news/fp
street/how cppib is tapping alternative data to refine its investment processes

4. Matt Egan、「How elite investors use artificial intelligence and machine learning to gain an
edge」、 CNN Business、 2019年2月17日、
https://edition.cnn.com/2019/02/17/investing/artificial intelligence investors machine 
learning/index.html

5. Liz Hoffman、「Morgan Stanley, in Its Biggest Deal Since Crisis, Courts Future Millionaires」、

ウォール・ストリート・ジャーナル、2019年2月11日、https://www.wsj.com/articles/morgan-
stanley-in-its-biggest-deal-since-crisis- courts-future-millionaires-
11549885394?shareToken=ste095a4ad968946119842bd59e64ae065

このようなAIの利用は、従業員をAIに置き

換えるという戦略ではなく、効率性と効果の

改善を目指すものです4。 

予想

当社の2019年の予想には、良くても「未確

定」、最悪の場合は「計画通りの結果になり

そうもない」という成長機会の乏しさも含ま

れていました。当社は投資運用会社、特に

中国市場をターゲットとする迅速な販売、現

地のパートナーシップ、商品の透明性に重

点を置く業務モデルを備えた企業の成功を

予想していましたが、この予想についてコメ

ントするのは時期尚早でしょう。

また、「フルクラムフィー（パフォーマンスに

応じた追加報酬）」が2019年の新たなトレン

ドになると予想していましたが、これは外れ

たようです。大手の投資商品販売会社で

は、変動型フィーの導入があまり進んでい

ません。投資会社が本来期待されている活

動に対して報酬を受領するのが正当なの

か、企業は確信を持てないのかもしれません。 

当社は、「成長のボトムライン」において、企

業がデータストレージおよび分析への投資

を検討し、新たな能力の取得を積極的に行

うよう推奨しました。これらの推奨はいずれ

も、2019年上期を通じて妥当でした。たとえ

ば、モルガン・スタンレーは最近、金融危機

以降最大規模となる案件において、SaaS
型の株式管理サービス企業ソリアム・キャピ

タルを43%のプレミアム価格で買収しまし

た。これにより同社は、職場での資産ソ

リューションを強化し、自社のアドバイザー

に新たなクライアントチャネルを提供するこ

とを目指しています5。

https://www.jdsupra.com/legalnews/financial
https://alternativedata.org/stats/
https://business.financialpost.com/news/fp
https://edition.cnn.com/2019/02/17/investing/artificial
https://www.wsj.com/articles/morgan-
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注目を集めているとは言えません。しかし、

新たな顧客ポータルの開発が進められてい

ることが確認されています11、12。 

こうした半期レビューの取り組みを通じて、ト

レンドの把握は価値があり且つ重要である

ことが分かります。また、同時に予想とはそ

もそも不確実なものであることも分かりま

す。皆さまの現状はいかがでしょうか？トレ

ンドは期待どおりに展開していますか？

2019年の戦略的計画は期待どおりに進展

していますか？間もなく2020年を迎えようと

しています。2019年についての予想を振り

返ることが、次の年の計画作成につながり

ます。いつでも当社にご相談ください。皆さ

まの計画に役立つ洞察と視点を提供いたし

ます。

 6. Randy Bean、「Franklin Templeton Embarks On Ambitious Data And Analytics Transformation」、 Forbes、2019年3月13日、
https://www.forbes.com/sites/ciocentral/2019/03/13/ franklin-templeton-embarks-on-ambitious-data-and-analytics-transformation/#75efca4da706

7. Jill Gregorie、「SEC Examiners Flagging Flaws in Custom Built Indexes」、Ignites、2019年7月15日、
https://www.ignites.com/c/2438173/289523/examiners_fagging_faws_custom_built_indexes

8. Nick Wells、「Alternative data comes of age and investors are noticing」、CNBC、2019年4月23日、https://www.cnbc.com/2019/04/23/alternative-
data-comes-of-age.html

9. 報道発表、「Eagle Alpha Announces New Solutions for Private Equity Firms」、BusinessWire、2019年4月11日、
https://www.businesswire.com/news/ home/20190411005868/en/Eagle-Alpha-Announces-New-Solutions-Private-Equity 

10. Meghan Morris、「'Alexa, what ETF should I buy?'」Business Insider、2019年6月13日、https://www.businessinsider.in/Alexa-what-ETF-should-I-buy-
Asset-managers-like- BlackRock-and-Invesco-are-testing-out-voice-assistants-but-its-too-early-to-tell-if-customers-will-actually-use-
them/articleshow/69773482.cms

11. Dieter Holger、「Startups Target Millennials With Social-Investing Apps」、ウォール・ストリート・ジャーナル」、2019年6月10日、
https://www.wsj.com/articles/startups-target-millennials-with- social-investing-apps-11560219180

12. Lananh Nguyen、「JPMorgan app draws Millennial investors with lure of free trades」、ブルームバーグ、2019年5月15日、

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/ jpmorgan-app-draws-millennial-investors-with-lure-of-free-trades

業務効率の改善

当社の「投資運用見通し」では、フロントオ

フィスにおけるプロセスの差別化、ミドルオ

フィスにおけるプロセスの統一を目的とす

る、運用会社によるクラウドと高度な分析の

迅速な導入というトレンドを指摘しました。

企業は、当社の「投資運用見通し」で指摘し

たように、高度な分析の導入を継続してい

るでしょうか？そのトレンドは継続しているよ

うです。フロントオフィスにおいても、企業は

人材とテクノロジーのバランスに配慮してい

ます。多くの企業は戦略について語りたが

らないのですが、フランクリン・テンプルトン

は、効率とアルファ創出能力の向上に向

け、フロントオフィスにおける高度な分析の

開発計画を発表しました6。こうした事実は1
つの例に過ぎませんが、業界をカバーする

総合的なデータセットが出現しない限り、進

展が期待できる領域は他に存在しません。

トレンドは継続すると考えられます。

当社の「投資運用見通し」では、業務効率に

ついて他の予想も提示しました。1つは、上

場投資信託（ETF）において独自の指標の

利用が増加するというものでした。もう1つ

は、プライベートエクイティ（PE）企業および

ロングオンリーの運用会社が、ヘッジファン

ドと同様に投資の意思決定プロセスでオル

タナティブデータを利用するようになるという

ものでした。

独自指標の利用は継続していますが、増加

はしていません。2019年7月時点で、2019
年に設定されたインデックスファンドの約

22% が 独 自の 指 標 を使用 していま した

（2018年は30.3%。また、2017年に設定さ

れたETFでは27.4%）7。若干の減少の重要

な理由の1つとして考えられるのは、情報開

示の重視による、独自指標に対する規制当

局の調査の厳格化です。

PE企業およびロングオンリーの運用会社の

投資運用プロセスにおけるオルタナティブ

データの導入に関しては、当社の当初の予

想を裏付ける証拠があります8。ロングオン

リーの運用会社はオルタナティブデータ機

能を開発しており、PE企業も同様です。た

だし、PE企業のファンドでは、バイアンド

ホールド戦略と調和するよう、買いアプロー

チを若干カスタマイズしています9。

次のレベルのカスタマーエクスペリエンスを

実現

「投資運用見通し」では、次世代の投資家を

引き付けるためにアプリケーションを開発・

展開する能力が重要であること、また、他の

業界と比べて投資運用業界ではデジタル成

熟度が遅れていることを指摘しました。さら

にデジタルボイスアシスタント（DVA）の重要

性を強調しましたが、それは、AIを利用する

この新たなテクノロジーインターフェイスは

フィンテック企業が運用会社とその顧客の

間で立場を確立する機会をもたらすからで

す。今年のトレンドにおいて、「投資運用見

通し」の予想が実現していることが確認され

ています。複数の最大手運用会社が、DVA
の開発に注力していると報じられています10。 

カスタマーエクスペリエンスはきわめて主観

的であるため、これに関する当社の予想

は、「投資運用見通し」の他の予想に比較し

て洞察の深さにおいて劣ります。当社は

「 2019 年 に は 、 運 用 会 社 の 運 用 資 産

（AUM）獲得に向けた競争において、顧客

エンゲージメントと有益な関係構築がこれま

で以上に重視されるだろう」と述べ、「多くの

運用会社は、新たに設計した顧客ポータル

の提供を目指すが、これはおそらく、テクノ

ロジーを得意とする企業の買収、またはこう

した企業とのパートナーシップによって実現

されるだろう」と予想しました。残念なが

ら、顧客エンゲージメントがこれまで以上に

https://www.forbes.com/sites/ciocentral/2019/03/13/
https://www.ignites.com/c/2438173/289523/examiners_fagging_faws_custom_built_indexes
https://www.cnbc.com/2019/04/23/alternative-
https://www.businesswire.com/news/
https://www.businessinsider.in/Alexa-what-ETF-should-I-buy-
https://www.wsj.com/articles/startups-target-millennials-with-
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/
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「歴史を振り返ると、困難な時代は、臆病な

者よりも大胆な者に有利であることが分か

ります。投資運用の世界は、今、そのよう

な困難な時代にいます。」

トニー・ゴーハン

資産運用セクターグローバルリーダー

デロイト

要点：

• 株式の強気な市場環境は10
年続いていますが、その中に

あっても大半の運用会社は収

益改善の道のりが険しいと感

じています。

• 収益を伴う成長を目指して、多

くの運用会社が新たな地域や

資産クラスで成長戦略を遂行し

ています。

• 分析能力とデータ利用の強化

は、運用のすべての面で重要

な競争要因となります。
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