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変革の4つの柱 
投資運用業界の状況は変化しつつあり、変

革と価値創出の可能性につながる能力とイ

ニシアチブに資金を投入するため、企業が

大胆な意思決定を行う重要性に注目が集

まっています。当社が特定した変革の4つの

柱を以下に挙げます。

運用会社はこれら4つの柱をAIで強化する

ことにより、ビジネスモデル、業務、社内の

能力を迅速に変革することが可能です。し

かし、AIの開発と導入の成否は、企業のテ

クノロジー戦略、標準的業務モデル、中核イ

ンフラ、人材関連の課題に関してステークホ

ルダーが今行う選択に大きな影響を受ける

でしょう。

他に先駆けて行動を起こす企業は、これら4
つの柱を有利に活用できるでしょう。

2. 業務効率の改善

企業は、AIと高度な自動化の導入を継

続し、業務効率を絶えず改善していくで

しょう。しかし、それだけではなく、伝統的

なコストセンターを、AIを活用したサービ

ス提供を行う機能に変革する機会を得る

ことができます。

1. アルファの創出

アウトパフォームすることにより自

律的成長を目指す企業には、ビッ

グデータとオルタナティブデータ活

用により、さらなるアルファ創出の

可能性が開けるでしょう。

 データ分析の自動化

 管理業務の削減

 従業員の時間をより付加価値の高

い業務へ振り分け

3. 商品とコンテンツ配信の向上

AIは、アドバイザーが投資家の選

好を総合的かつリアルタイムに理

解し、コンテンツをより効果的に管

理・カスタマイズし、機動的かつ迅

速に顧客に提供することを可能にし

ます。

4. リスク管理

企業はAIによりコンプライアンスおよびリ

スク管理機能を強化し、下記を実現する

ことができます。



人工知能 ‐ 投資運用会社のネクストフロンティア

4

適 切 なオ ル タ ナ ティ ブ

データの種類の特定

 投資の意思決定プロセスへの統合の実現には、適切なデー

タ種類の特定と、これへの迅速なアクセスが重要。

 アルファ減少を検証するため、データセットのシグナルの定

期的な成果テストも必要となる可能性がある。

統合的なデータ分析

プラットフォームの導入

流動的なデータアーキ

テクチャーの確立

 各種オルタナティブデータに応じた多様なテクノロジー、スト

レージ、演算要件を管理することが必要。

 APIと拡張性を備えた処理能力により、複数のデータフィード

に対処できるシステムが必要。

協業的な洞察チームの

構築

 オルタナティブデータから新たな洞察を得る能力のある、

データサイエンティスト、エンジニア、アナリストにより構成さ

れる洞察チーム。

 部門横断的な研修により、洞察チームが新たなデータセット

に迅速に対応できる態勢を整える。

実現される価値

業務モデルの変革

レガシー

テクノロジー

機械知能

ビジネスとテクノロジーに通じ

た人材

 人を起点とする高度なデー

タ機能の活用

運用会社は、業務モデルを段階的に変革することで、オルタナティブデータ導入の革新

的なメリットを実現できる可能性があります。

1. 「Alternative data for investment decisions: Today’s innovation could be tomorrow’s requirement」、デロイト、2017年

オルタナティブデータには多様な人材プールが必要

オルタナティブデータで

 各種分析を行うための統合的な分析プラットフォームによる、

アイデア共有の促進と効率の改善。

 従来の金融データと結合することによる、市場洞察力の差別化。 

1 つ目の柱：アルファの創出 
アクティブ投資の中核的目標は、顧客のた

めのアルファ創出です。テクノロジーとデー

タが発展する中、新たなアプローチの導入

に後れを取らない、またはこれをリードする

企業が、アウトパフォームの機会を手にしま

す。データ生成の速度は指数関数的に増

加しており、データを投資洞察力の推進力

とする企業が、より多くのアルファ創出機会

を得られるでしょう。

オルタナティブデータへの取り組み方

－ 業務モデル 1

オルタナティブデータの導入には、業務モ

デルの変更が必要

運用会社は、オルタナティブデータの導入

に利点を見出しており、この分野における

人材とテクノロジーの獲得競争が続いてい

ます。

オルタナティブデータ導入における検討事項

オルタナティブデータ導入

 AIが提案する投資

アルゴリズム

 自己監視と成果報告
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機械知能の利用

アイデアのスループット

構造化／非構造化データの高度な分析に

より、企業は投資アイデアを裏付ける情報

の量を著しく増加させることができます。機

械は、人間の約2,000倍の速さでイベントを

処理でき、1日24時間年中無休で稼働しま

す2。時間の制約のある、一般的なアナリス

トを想像してみてください。このアナリストが

担当する銘柄についていくつかのアナリスト

レポートを読み、業績報告に耳を傾ける代

わりにダッシュボードを利用すれば、利用可

能なすべての報告について概要を知り、業

績報告を過去や競合企業と比較することが

できるのです。おそらく、機械を活用するア

ナリストの方が優れた結果を残すでしょう。

アイデアの質

膨大なデータを消化しなければ得られない

洞察があります。コンピューターの支援がな

ければ、膨大なデータセットを前に人は圧倒

されてしまいます。コンピューターは、データ

の選別や、未知の相関性の探索にいらだち

を感じたりしません。コンピューターがこうし

たアイデアを特定し、理解可能な形式で人

間の上司に提供できれば、意思決定の質

が改善されるでしょう。たとえば、ボストンマ

ラソンのデータをコンピューターで分析する

場合を考えてみましょう。あるブランドのラン

ニングシューズを履くランナーの数が年に

よって変動していたとしましょう。

そしてそれが2%以上変動していれば、その

シューズブランドの翌四半期の収益に関す

る大きな示唆となるとしたらどうでしょう。

企業がさらに多くの活動を行い、優れた成

果を上げることができるなら、業績は改善する 
オルタナティブデータを活用すれば、既存の

投資プロセスを変革することなく強化できま

す。このアプローチは、ポートフォリオマネー

ジャーとデータアナリスト間の緊張を和らげ

るでしょう。初期段階でオルタナティブデータ

との戦略的整合性について投資戦略を評

価することが重要です。この評価は基本的

な質問「どんな情報でも得られるとしたら、

企業分析のために知りたいと思う情報は何

か？」から始まり、続いて「その情報の代替

として、現在どのような情報を利用している

か？」というこれら2つの質問に答えること

で、望ましい情報と関連するオルタナティブ

データセットを探し始めることができます。そ

れが見つかったら、当初の想定を示すデー

タセットを投資モデルの一部として十分にテ

ストできます。その後、アルファ創出に関す

る厳格なテストに合格したデータセットが、リ

スク特性と望ましい統制についての評価を

受けます。そして、リスクを理解した後、決

定モデルを調整してオルタナティブデータの

新たな入力値を取り込みます。この時点で、

投資決定のドライバーと結果の継続的な監

視により、変更による成果を確認できます。

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

AIとオルタナティブデータの利用 
マン・グループは、ファンドのアルファ創出

のためにAIとオルタナティブデータを利用

するパイオニアであり、同グループのAIを
活用した運用資産総額は、現在120億米

ドルを超えています。英国を拠点とする

ヘッジファンドであるAHLディメンションファ

ンドの運用資産は、2014年以降で5倍に

なりました3。注目すべき点として、マンの

AHL部門は、オックスフォード大学との協

働によりオックスフォード-マンインスティ

テュートを設立し、AHLの投資プロセスを

支える機械学習の研究を加速させていま

す4。

アルファ創出に使用するオルタナティブ

データの成熟にともない、これを活用する

企業や投資戦略が増加するでしょう。当

初、オルタナティブデータは、イベントドリブ

ン戦略やその他の短期取引戦略で利用さ

れており、大半がへッジファンド運用会社

による利用でした。現在では、より洗練さ

れたテクノロジーにより創出されたデータ

セットを、長期アプローチを採用する運用

会社が利用しています。オルタナティブ

データの利用は、もはやヘッジファンドだ

けのものではありません。

2. 「Man vs. Machine: Speed and Scale in
Threat Intelligence」、クリス・ペース、2017年

11月15日。出典：
https://www.recordedfuture.com/machine-
learning-results/

4. 「The Oxford-Man Institute, Man AHL and 
the direction of machine learning」出典：
https://www.man.com/oxford-man-institute-
man-ahl-and-the-direction-of-machine-
learning

3. 「金融サービスの新しいフィジックス（The new 
physics of financial services）～人工知能

（AI）が起こす金融エコシステムのトランス

フォーメーション～」、世界経済フォーラム、

2018年8月、
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_
Physics_of_Financial_Services.pdf 

https://www.recordedfuture.com/machine-
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_
https://www.man.com/oxford-man-institute-
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2つめの柱：業務効率の改善 
「サービスとしてのバックオフィス」モデ

ル － コストセンターからプロフィットセ

ンターへ5

運用会社は、現在の事業環境においてコス

ト感度を高める必要があります。新たな規

制、報酬への圧力、低コストのパッシブ商品

への移行などの影響を相殺するためには、

業務コストの管理が依然として不可欠で

す。これに対応するため、多くの企業がアウ

トソーシングとプロセスの自動化を焦点とす

る大規模な変革プログラムを実施しています。 

AIの発展はまた、従来のセンター・オブ・エ

クセレンスを競合企業に「サービスとして提

供できる」機能に転換する契機となっていま

す。一方、非中核的業務は、専門業者にア

ウトソーシングできます。AIのアーリーアダ

プターは、こうした「サービスとしての」機能

をプロフィットセンターに転換し、競争優位

性を生み出す上で有利な立場を得るでしょ

う。AIを活用したサービスにより業務が著し

く改善し、急速に向上し続けることで、競合

企業の追随が不可能になります。この時点

で、AIサービスは企業にとって防御上の優

位性かつ持続的な収益源となります。

AIはまた、規制上の必要性により社内に維

持しなければならない監督機能などのミド

ルオフィスとバックオフィスの機能にも影響

を与えています。監視と意思決定を強化す

ることができるAIは、コンプライアンスとリス

ク管理のゲームチェンジャーです。

業務面では、AIを利用するプロセスがモ

ジュール型およびクラウドベースのアーキテ

クチャーに組み込まれることが増え、業務モ

デルをより機動的にしています。クラウド

ベースのアーキテクチャーは、企業の第三

者サービスとの「プラグ・アンド・プレイ」や

「サービスとしての」機能の提供を容易にし

ます。サービスにAIが活用されると、より多

くのデータを取得・処理できるようになり、継

続的な学習と改善につながります。

 

運用会社の実例  －  最高水準のプロセス

の提供

大手運用会社が優れた社内サービスを開

発し、商業的に提供している好例として、

ブラックロックの「アラジン」が挙げられま

す。ブラックロックのCEOのラリー・フィンク

は、アラジンによってブラックロックの収益

の30%を稼ぎたいと述べています。6 

効率はもはや差別化要因ではない

プロセスの標準化と統一の進展により、類

似した能力がコモディティ化され、企業に

は新たな価値提案の探求が求められてい

ます。

データソリューションを中心に置く

業務コストおよびデータの規模と複雑性の

絶え間ない増大は、致命的な減速をもたら

す可能性があります。AIを利用するデータ

ソリューションへの継続的投資により、企

業のイノベーション、サービス向上、コスト

削減が可能になります。

5. 「金融サービスの新しいフィジックス（The new 
physics of financial services）～人工知能

（AI）が起こす金融エコシステムのトランス

フォーメーション～」、世界経済フォーラム、

2018年8月、

http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_
Physics_of_Financial_Services.pdf. 

6. 「BlackRock bets on Aladdin as genie of 
growth」、アトラクタ・ムーニー、2018年5月18
日。出典：https://www.ft.com/content/ 
eda44658-3592-11e7-99bd- 13beb0903fa3

http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_
http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_
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3つ目の柱：商品とコンテンツ配信の向上 
AIは投資運用において販売形態を一新しつ

つあり、企業が従来の販売モデルでは十分

に対応できなかった市場や顧客セグメント

に拡大できるようになりました。AIはまた、カ

スタム商品の販売拡大や、顧客とのやり取

りのカスタマイズ化も促進しています。営業

チームの生産性低下が続く中、困難な事業

環境で成長を加速するには、企業は販売モ

デルおよび顧客サービスモデルに新たなア

プローチを採用する必要があります。AIは
既存のモデルと市場投入までの時間を抜本

的に改善できます。実例を挙げてみましょ

う。顧客関係管理（CRM）ツールにより、販

売チームはワークフローとチーム内の相互

関係を実現できます。AIを活用する分析

は、従来と異なる洞察や業務を可能にしま

す。営業チームはこれらのツールの両方を

用いることにより、関連するコンテンツにより

容易に、かつ迅速にアクセスできるようにな

ります。

アドバイザーと顧客セグメンテーション、そし

て顧客エクスペリエンスは、投資運用の新

たな競争分野となっています。

AIは、金融機関が顧客を獲得・維持する方

法を変革しています。これにより企業には、

セグメンテーションやアウトリーチに始まり、

コンテンツ配信や報告に至るまで、投資家

の体験を革新し向上させる機会が到来して

います。現段階で確実なのは、運用会社は

もはや、価格と運用成績だけでは投資家を

引き付けられない、ということです。商品を

変化させ、AI、データ、分析をサービス提供

モデルに組み込む企業が、商品販売・コン

テンツ配信戦略を最適化、実行する上で有

利になるでしょう。

AIを利用するロボアドバイザーやチャット

ボット等デジタルを用いた発展的な顧客と

の関わりにより、販売効率を高め、販売・

サービスサイクルに影響を与えることが可

能になります。企業は、投資家への直接販

売、効率改善による小規模顧客へのサービ

ス提供、アドバイザーへの高付加価値サー

ビスの提供に、新たな収益機会を見出して

います。こうした状況は、資産運用会社や

仲介業者のよるロボアドバイザーテクノロ

ジーの取得またはこれへの投資など、一連

の投資活動を生み出しています。

機械知能の利用法 例

シームレスな顧客体験

デジタルテクノロジーを利用して、階層やセグメントごとにカス

タマイズされた、個人向けの整合的かつ効率的な顧客体験を

提供。

→ 
ロボアドバイザー：ハイブリッドなソリューションにより以下を実現

AIを利用した自動化されたアドバイスにより、顧客の意思決定を適

時に支援。

マーケティングと販売の最適化

より効果的に顧客に働きかけ、フローを獲得／維持するため、

事業開発チームと関係管理販売チームが必要とする洞察と

ツールを強化。

→ 
AIを活用したインテリジェントダッシュボード 
アドバイザーと顧客のすべてのコミュニケーションに対応すること

で、オンデマンドで重要な情報へのアクセスを実現。

コンテンツの効果

関連性が高く、質が高く且つタイムリーなコンテンツをオンデマ

ンドで作成し、内外の利用者に配信。

→ 
予測モデリング

想定外の洞察の提供、洞察に基づく意思決定を可能にし、競争優

位性をもたらす。

運用会社の実例 － B2Bプラットフォーム 
2018年、UBSアセット・マネジメントは、ホ

ワイトラベルプラットフォーム「UBSパート

ナー」の立ち上げを発表しました。これによ

り、アドバイザーが個別の目標やリスク許

容度に照らして顧客のポートフォリオを評

価し、独自のアルゴリズムに基づいて売買

の推奨を行えるようになります。7 

7. 「UBS launches ‘Aladdin for advisers‘」、Robert Van Egghen、2018年3月13日。

出典：http://igniteseurope.com/emailcontent/1909544/223684.

http://igniteseurope.com/emailcontent/1909544/223684.
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4つ目の柱：リスク管理 
通常、リスク上の問題にはあいまいな、およ

び／または、起こりそうにない事象が含ま

れるため、AIには、コンプライアンスとリスク

管理機能を強化できる可能性があります8。

従来のリスク分析手法では、もはや、増大

し続けるデータに対応できません。AIを利

用するリスク管理では、膨大なデータプー

ルから既知／未知のリスクを識別し、これを

管理できます。実践的な例を挙げると、運用

会社は以下の点でAIを活用できます。 

 データの利用と分析の自動化

 管理業務の削減

 従業員が使う時間を例外ベースの対応

と特定されたエラー、期待される結果の

不整合、コンプライアンス違反に対する

解決に集中させる

8. .「Why artifcial intelligence is a game changer for risk management」、デロイト、2016年

9. 「BlackRock to use machine learning to gauge liquidity risk」、Faye Kilburn、2017年7月24日。出典：https://www.risk.net/asset-
management/5307586/blackrock-to-use-machine-learning-to-gauge-liquidity 

要点：

運用会社は何から着手すべきか？

 AI戦略を明確に定める。

 今後の経路を決定する。

 短期的な価値と迅速な目標達成に常に集中する。

 戦略的コラボレーション／パートナーシップを奨励し、全体で問題解決に取り組み、集

団思考、機能の共有、投資による利点を得る。共同開発により、企業は固有且つ差別

化された商品とサービスを持続的に開発できる。

 業界のステークホルダーと協力する。

運用会社の実例  －  流動性リスク

管理

2017年、ブラックロックはより正確に

償還コストを計算し、流動性リスクを

測定するため、社内の取引データを

既存の市場流動性モデルに組み込

み、機械学習手法を適用する、と発

表しました9。 

投資コンプライアンスの管理 

ソース文書（投資運用契約、除外命令、目論見書、規制、社内

規則、投資方針書）から投資ガイドラインを特定し、規則ライブ

ラリーを作成または更新する。

流動性リスクの管理 

流動性イベントを特定し、定義されたトリガーに基づいて対応手

順を自動化する。 

業務リスクの管理 

例外ベースのダッシュボードを作成し、プロセスのエラーやSL  A 
（KPIとKRI）のギャップを特定する。

コンダクトリスク

問題行動のモデルを使用して、類似したパターンを示す従業員

を識別し、行動の重大化を防ぐ。

規制報告 

規制から情報を抽出し、新規 または更新された要件を特定する。 

レピュテーションリスクの管理

全体を見渡すことにより、72時間以内に潜在的な脅威を識別

し、機会をとらえ、状況を把握する。 

如何に機械知能を利用するか

RPA 自然言語処理 認知 

https://www.risk.net/asset-
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