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買手の新たなニーズ

資産運用商品／サービスを購入する世界

各地の個人投資家および機関投資家は、

2008～2009年の世界的な金融危機以降

大きく変化しました。運用会社の現在の顧

客の特徴を以下に挙げます。

 複雑化 －  個人投資家と機関投資家

の双方がベンチマークよりも結果に注

目しており、不確実な資産価値の増加

より、運用会社が生み出すキャッシュフ

ローに対して報酬を払うようになってい

ます。

 権限の強化 －  ポートフォリオについ

て運用会社をレビューおよび選定する

意思決定者の数は、機関投資家でも個

人投資家でも、集約されて減少してい

ます。

 要求の増大 －  リアルタイムの情報

で見られるように、商品およびサービス

のデジタル提供があらゆる業界で標準

化される中、迅速な提供、シームレスな

対応、カスタマイズによる充足で、運用

会社は後れを取っています。

 時間の制約 －  アセットオーナーや大

手仲介業者は、より少ないスタッフでよ

り多くの社内機能に対応する必要があ

るため、運用会社の選定や取引開始手

続きとそのモニタリングに振り向けられ

る時間は減少しています。

 そして、多様化 －  運用業界では、個

人 投資 家 と機 関投 資家 を顔のない

「チャネル」と捉える傾向が依然として

強いのですが、大半の買手は個別化さ

れたアプローチを要求しています。買手

の類似性は、これまで以上に投資家と

しての個別のニーズと目的に由来する

ようになっており、業界は顧客の真の選

好を反映していないクライアント分類の

枠組みに依然として依拠している可能

性があります。

買手のニーズに関するこのような変化はす

べて、顧客が運用会社に求めるエンゲージ

メントモデルを一新しています。業界の伝統

的なエンゲージメントモデルは、本来、取引

に注目した直線的なものですが、顧客への

聞き取り調査では、買手が運用会社に異な

るものを求めていることが明らかになりまし

た。顧客は、運用会社とのやり取りを旅のよ

うなもの、つまり、継続し、成長する、双方向

となることも多い関係と捉えています。運用

会社との最適なエンゲージメントについての

顧客の説明は多岐にわたりますが、「4つの

E」として分類できる領域が重視される傾向

があります。

 関心を引く（Entice） － カスタマイズさ

れたコンテンツ、メッセージ、広告、イベ

ント、その他のアウトリーチにより、運用

会社が顧客の関心を高める。見込顧客

は、複数のメディアを通じて、ポートフォ

リオで最も重視する目的と関心事が反

映された、個別化されたコンテンツを受

け取る。

 入る（Enter） － この段階では、買手

は個別のニーズについて詳細な議論を

期待し、運用会社の専門家から高度な

エンゲージメントを得て、協力して、ポー

急速なイノベーションとテクノロジーの進歩は、特にこの10年で、商品

とサービスの販売を根本から変革しました。多くの業界で、データ、分

析、デジタルアプリケーションが仲介業者を排除し、バリューチェーンを

圧縮し、コストを削減しています。 

運用会社は、販売部隊のみで

はカスタマイズやサービス志向

の機能を提供できません。これ

らを効果的に提供するには、テ

クノロジーを利用する必要があ

ります。

しかし、これまでの産業革命とは異なり、現

在のテクノロジー変革では、消費者との個

別化された交流が可能になり、購入の結果

だけではなく、体験を重視することで、取引

を関係へと転換することが可能です。

資産運用では、他の金融サービスよりも新

たなテクノロジーの導入が遅れています。し

かし、将来勝利を収める運用会社は、販売

テクノロジーの活用により効率を高めるだけ

でなく、その最大の成果としてカスタマーエ

クスペリエンスを大きく向上させ、より多くの

顧客を獲得・維持できるようになるでしょう。

以下の4つの結論を指摘することができま

す。

 資産運用における買手は大きな変化を

遂げた。

 運用会社の多くは変化に付いていくこと

ができず、買手の新たなニーズに応え

るための変革を段階的にしか行ってい

ない。

 販売戦略の中心にテクノロジーを据え

る運用会社は、販売効率を大幅に改善

できる。

 しかし、必要とされるテクノロジーの導

入は、販売組織全体の変革を目指す全

社的イニシアチブと連動して初めて機

能する。

トフォリオの長期的な目的を満たす、よ

りカスタマイズされたソリューションを探す。 

 エンゲージする（Engage） － 取引開

始手続きと共に始まる段階で、顧客は

より合理化・自動化されたプロセスを求

めている。買手は、継続的なサービス

で変わらず個別化が維持されることを

期待している。これは通常、顧客の個

別の疑問に答えるカスタマイズされた

報告と、付加価値の高いエンタープライ

ズツールの2つの主要機能によって実

現される。

 そして、拡大する（Extend） － この段

階では、テクノロジーに通じた販売のプ

ロがコンテンツを提供し、専門家が顧客

のニーズを検討して、顧客が設定した

目的の達成への支援を進めるために、

個別の投資機能やサービスを提案す

る。この他に5つ目のE、つまり「終了

（Exit）」があり、顧客の契約解除に関す

る情報収集に力を注ぐ。
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出典：ケーシー・クワークの販売ベンチマーキング、ケーシー・クワークの分析

図 1：販売の非効

率 の 構 造 的 理 由

（2018 年） 

販売における経済性の悪化

販売組織のリーダーの大半は、期待値との差の拡

大を認識していますが、現時点でその多くの場合、

販売担当者の増員で対応しています。業界推定の

販売／マーケティング関連の人員数は、フルタイム

換算で、2012年から2017年にかけて50%増加し

 ています。しかし2012年対比2017年の専任の販

売担当者1人当たりの収益は半分をわずかに上回

る程度であり、利益は半分以下となっています。

CRMが「理想的な状態」となっている資産運会社はわ

ずか13%。 

データと分析の利用により販売拡大に成功した運用会

社はわずか17%。 

販売の変革により顧客に対する価値を高めていると答

えた運用会社はわずか7%。 

テクノロジーによる機能が適切に販売を支援していると

答えた運用会社はわずか18%。

「販売の生産性」を「最も重視する課題」と考える販売

リーダーは約76%。

会社全体で統合的な顧客管理が存

在せず、データの質が低い。

データから洞察を得る能力が限られ

ている

ユーザーエクスペリエンスが良質でな

く、導入も少ない。

販売、サービス、マーケティングでツール

が連携していないため、取り組みが統合

されていない。

実行の困難：予定と予算の未達成。

経営陣が連携していない。
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資産運用会社は、販売部隊のみではカスタ

マイズやサービス志向の機能を提供するこ

とはできません。これらを効果的に提供する

には、テクノロジーの利用が必要です。多く

の資産運用会社は、販売を「デジタル化」し

たと主張します。しかし、大半の改善は漸進

的なものであり、以下のような販売の非効

率性に対処していません。

このような最善とは言えない結果は、単一

の根本原因から生じていると見られます。

資産運用会社の大半は、テクノロジーを単

に既存の販売戦略の延長として見ていま

す。その結果、販売テクノロジーに向けられ

る経営陣の関心、人材、予算は十分ではあ

りません。資産運用会社が成功するには、

販売テクノロジーを戦略の中心に据える必

要があります。これが、販売機能すべての

再検討につながり、ディストリビューション

2.0という新たな構造の名にふさわしい変革

が実現されるでしょう。

ディストリビューション2.0のテクノロジー 
資産運用会社には、顧客と商品に関する機

能、人材とプロセスを集約する組織モデル、

そして見込顧客および既存顧客とのコミュ

ニケーションのための基本的フレームワー

クとして機能するエンゲージメントモデルが

依然として必要です。しかし、買手は資産運

用会社に、さらなるサービスの個別化とコ

ミュニケーションの一貫性を求めています

（このようなやり取りをまとめてカスタマーエ

クスペリエンスと呼ぶことが多くなっていま

す）。しかし、従来の機能は十分ではありま

せん。ディストリビューションテクノロジーに

より、企業は、すべての個人投資家と機関

投資家に対して大規模にカスタマーエクス

ペリエンスの提供を可能にする自動化・処

理能力を利用し、既存の販売／サービス機

能を顧客のニーズと結び付けることができ

ます（図2）。

販売関連のテクノロジーに多額の投資を

行ってきた資産運用会社は、すでに明らか

な利点を見出しています。2017年までの3
年間で、ディストリビューションテクノロジー

への支出が上位3分の1に入っていた資産

運用会社では、新規純フロー流入額が業界

全体の2倍の速さで増加する一方、下位3分

の1に属する競合企業の大半では減少して

います。資産運用会社の規模とディストリ

ビューションテクノロジーの予算には弱い相

関しかなく、一部の小規模企業は積極的な

支出を行うグループに属しています。

また、販売への取り組みの主要なインプット

としてデータとアナリティクスを利用している

と答えた資産運用会社では、利用していな

い会社よりも機関投資家顧客のサービス利

用期間が長くなっています。

販売リーダーの多くは、テクノロジーへの投

資を強化して、カスタマイズ化、複雑化が進

む買手および仲介業者との関係をより幅広

く支援する必要があることを理解していま

す。テクノロジーまたは新たな人材（通常

は、販売にテクノロジーを使いこなせる専門

家）が、今後3年から5年で最も重要な経営

上の課題であると述べた販売リーダーは3
分の2近くに達しました。 

ディストリビューションテクノロジーは、多く

のことを意味しますが、効果的に活用する

場合には、3つの重要な層で構成されます

（図3）。 

 統合的な顧客管理が存在していない。

これは多くの場合、さまざまな精度、環

境で断片的に顧客データを収集し、社

内の複数の場所で保管していることが

原因。

 望ましい分析、必要なデータサイエン

ティスト、データセットの質または完全

性が明確に定義されていないため、

データから洞察を得ることができない。

 組織内のサイロ化した販売、サービス、

マーケティングの各グループがアプリ

ケーションをそれぞれで追加し、顧客の

ライフサイクル全体を考えてツールを連

携していない。

 カスタマーエクスペリエンスが良質でな

い。この原因は、複数の関係者の連携

が円滑でなく取引開始手続きが効率的

でない、カスタマイズされたアプローチ

が欠けている、顧客への報告が古い、

サービスの質が低い、など。実行上の

課題がこれらの問題を悪化させている。 
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図 2：ディストリビューション 2.0 の戦略要件 

出典：ケーシー・クワーク 

•

図 3：ディストリビューション 2.0 のテクノロジーの 3 つの層

ディストリビューションテクノロジーの層 

出典：ケーシー・クワークの販売ベンチマーキング、ケーシー・クワーク／マクレガンのパフォーマンスインテリジェンス、ケーシー・クワークの分析 

効果 

• 顧客と能力の優先順位付け

• 販売／サービスモデル

• 戦略的アカウント計画

• 商品の開発・管理

• 資産／収益の目標

• 対応モデル

• リソース調達アプローチ

• インセンティブ

• 販売プロセス

エンゲージメントモデル

• コンテンツとソートリーダーシップ

• デジタルvsアナログの接点

• 専門家の利用

• ブランドマーケティング

• ジャーニーマッピング

• 対応の個別化

ディストリビューションテクノロジー 

• 統合されたデータリポジトリー
• 顧客アナリティクスエンジン
• カスタマーエクスペリエンスのための

アプリケーション

カスタマーエクスペリエンス

顧客と商品 

組織モデル 

顧客と商品 エンゲージメント

モデル 

販売テクノロジー 

組織モデル 
カスタマー 

エクスペリエンス 

+28%

+36%

+47%

2

3

1
統合されたデータリポ
ジトリー 

顧客アナリティクスエン
ジン

カスタマーエクスペリ
エンスのためのアプリ
ケーション

確定給付年金顧客のサービス利用

期間が長くなる 

販売担当者当たりの総販売額の生産

性向上 

リバース・インクワイアリーによる販売

データベーステクノロジーが顧客、見込顧

客、競争についての情報をさまざまなソー

スから集約

アルゴリズムが顧客と見込顧客の行動から

アクション可能なパターンを見つける

分析結果を利用して顧客とのエンゲージメント

をカスタマイズするアプリケーション



ディストリビューション 2.0 

7

このような3つの層のうち1つでも完全に確

立している企業はほとんどなく、3層すべて

のシームレスな完成はさらに難しい状況で

す。また、個別のアプリケーションとテクノロ

ジーは会社ごとに異なりますが、ディストリ

ビューションテクノロジーの各層には、構築

を進める資産運用会社の多くに共通する特

性があります。

1. 統合されたデータリポジトリー

統合されたデータリポジトリーは、顧客、競

合企業、事業環境に関するデータを中央で

管理するデータアーキテクチャーであり、こ

れが企業全体の単一の情報源になります。

資産運用会社の多くの買手に関するデータ

は断片的で、その結果、見込顧客の開拓が

効率的でなく、現在の顧客対応の質も低く

なっています。このように視点が統合されて

いないため、組織の統制がとれていないと

いう印象を買手に与えていることを資産運

用会社はほとんど理解していません。逆に

言えば、顧客が目にするのは統制がとれて

いない会社だということになります。

資産運用会社は通常、複数の販売データ

セットを扱う必要があり、これらすべてにつ

いて体系化と精査に苦労しています。

 クライアントから得たデータ － 口座情

報、取引履歴、パフォーマンス、リスク

許容度など。

 販売とマーケティングに関する履歴

データ － 通話／訪問、過去のRFP
（提案依頼書）、マーケティングと会議

のデータ、過去および現在の顧客から

のフィードバックなど。

 第三者のデータ － 仲介業者からの

データパッケージや、カストディアンから

のデータフィードなど。

 業界のビジネスインテリジェンスデータ

ベース － アセットオーナーや仲介業

者だけでなく、他の資産運用会社から

得たデータも含み、通常は顧客情報、

パフォーマンス、資産、フローに関する

記述的な情報を中心とする。

統合されたデータリポジトリーの多くは、ス

プレッドシートではなく、高度に関連性が統

合された一連のデータベース管理システム

です。優れた構造のリポジトリーに共通の

特性として以下が挙げられます

 広範で、整合性があり堅固な参照デー

タとメタデータが接続され、フロー、資

産、パフォーマンス、接点、人口動態

データを含む。

 柔軟性があり、複数のアプリケーション

とユーザーグループに柔軟に接続でき

る拡張可能なサーバーインフラ上に構

築される。

 優れたガバナンスを備え、データ管理と

データ戦略の責任者が明確に決められ

ている。

2. 顧客アナリティクスエンジン

統合されたデータリポジトリーは唯一の正し

いソースですが、他方、顧客アナリティクス

エンジンはアプリケーションとテクノロジーを

結び付け、販売組織が中央管理データを効

果的に活用できるようにします。顧客アナリ

ティクスエンジンには、データサイエンティス

トによるアルゴリズムとデータマイニングア

プリケーションの開発が必要で、これにより

データを整理し、マーケティング、販売、関

係管理などの目的と一致するパターンと

マーカーを見つけます。

アナリティクスエンジンの出力内容はさまざ

まな分析に利用でき、少なくとも以下の4つ

のカテゴリーに分類できます。

 記述：ビジネスインテリジェンス、内部報

告、統計に基づき、顧客セグメントのお

ける顧客と活動のプロファイリングを行う。 

 予測：見込顧客となる可能性が高いこ

とを示す顧客属性を識別する。その後、

フォローすべき買手候補と提案すべき

能力を抽出する。

 認知：機械学習を利用して、広範囲の

非構造化データを有意かつ人間的な洞

察に変換し、販売担当者が利用できる

ようにする。

 指示：一連のアクションを提案し、一定

の成果を達成できる可能性を高める。

3. カスタマーエクスペリエンスのアプリケー

ション 
ディストリビューションテクノロジーの最後の

層は、分析を利用して顧客対応のカスタマ

イズ化を進めるアプリケーションで構成され

ます。これは、リアルタイムの情報を利用し

て、マーケティング、販売、サービススタッフ

の連携を改善するものです。これらのアプリ

ケーションは、会社ごとに最も大きく異なる

領域です。どの会社でもサードパーティーが

作成した同様の基本アプリケーションが使

用されるかもしれませんが、展開、データの

可視化、活用方法では、各資産運用会社固

有の比較優位性を反映させる必要があります。 

資産運用会社がカスタマーエクスペリエン

スのアプリケーションから得られる利点は、

以下の2つです。

 効率性

 競争における差別化

カスタマーエクスペリエンスのアプリケーショ

ンは複数の販売機能に跨ります。

 マーケティング

 販売

 サービス

重要な点として、顧客関係管理（CRM）プ

ラットフォームは、マーケティング、販売、

サービス全体にわたる顧客対応を追跡、管

理し、部門間の連携を支援するために必要

な関係管理ツールを提供します。そのため

には、企業はCRMを顧客とのやり取りを追

跡するシステム以上のものと考える必要が

あります。優れた設計のCRMシステムはア

ナリティクスとアプリケーションを集約し、見

込顧客と既存顧客について先見的で統合さ

れた視点を提供し、企業全体で統合された

顧客対応を支援することができます。
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資産運用会社は通常、複数のディストリビューション

データを扱う必要があり、これらすべてについて体

系化と精査に苦労しています。

図 4：ディストリビューション 2.0 のテクノロジーの第三の層：カスタマーエクスペリエンスのアプリケーション 

出典：ケーシー・クワーク 

効率性 差別化 

マーケティング 販売 サービス

• マーケティングの自動化

• コンテンツ管理

• ターゲットを絞ったウェブコンテンツ

• RFPデータベース

• CRM
• IP主導の販売ツール

• モバイル営業資料

• デジタル化された顧客関係情報

• リアルタイムの営業記録

• デジタル化された取引開始手続き

• CRM
• レポートエンジン

• セルフサービス型のアカウント管理

• ポートフォリオ分析

顧客アナリティクスエンジン 

統合されたデータリポジトリ― 

カスタマイズされた

顧客と経営陣への報告 

柔軟かつ双方向の顧客

報告ツールキット 

行動に基づく顧客の 

マイクロセグメンテー

ション 

ニーズベースのセグメ

ント分けとエンゲージメ

ントアプローチ

ポートフォリオ構築の 

アドバイスツール

ポートフォリオ最適化機

能により、顧客の保有

資産の変更を提案 

予測的な顧客対応 

次に販売すべき最善の

商品 

ターゲットを定め、

個別化された

ソートリーダーシップ

E メール、モバイル、クラ

イアントポータルすべて

を通じてカスタマイズさ

れたコンテンツの提供
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図5：ディストリビューション2.0に向けた新たな人材モデル 

組織変革

人材特性の

変革

新たに必要となる

役割

出典：ケーシー・クワーク

ディストリビューション 2.0 

ディストリビューション 2.0 

ディストリビューション2.0の展開 
したがって、ディストリビューションテクノロ

ジーは、単一の独自システムではなく、サー

ドパーティーと自社のテクノロジーを明確な

設計に基づき組み合わせて集約したものと

理解する必要があり、さらに、それが上述の

テクノロジーの3層と結び付いていれば理想

的です。

より新しいディストリビューションテクノロ

ジーは、資産運用業界で、仲介業者である

顧客と機関投資家である買手の間に存在

する境界を曖昧にするでしょう。ディストリ

ビューション2.0のテクノロジーは、機関投資

家の関係管理において有効な対面型コンテ

ンツと仲介業界の大規模なカスタム配信メ

カニズムを融合させます。これにより資産運

用会社は、よりカスタマイズされたサービス

志向のカスタマーエクスペリエンスをあらゆ

る規模の買手に幅広く提供することができ

ます。

ディストリビューションテクノロジーを体系化

するテクノロジーは存在しません。これを行

うには、全社的な人的資本による支援が必

要です。実際、このテクノロジーは有能な販

売人材なしには機能せず、さまざまなアプリ

ケーションとシステムはこのような人材に

取って代わるのではなく、活用するのです。

テクノロジー主導のディストリビューションモ

デルを効果的に導入するには、複数部門の

役員が関与する、3つの全社的イニシアチ

ブが重要です。

1. 新たな人材モデル

資産運用会社の従来の販売組織は、共通

して、もはや買手の要求に適合しない多くの

特徴を持っています。このような会社は、顧

客を分類するためのデータが販売チャネル

レベルの大雑把なものしかなく、多くが営業

と顧客サービス機能でサイロ化され、テクノ

ロジーに関する議論も成功にとっての戦略

性が低いと見なしてCTOや請負業者に「ア

ウトソース」しています。

しかし、テクノロジー主導の販売を進めるに

は、チャネルではなく買手を中心とする組織

化が必要であり、個々のカスタマージャー

ニーを実現できるようにする必要がありま

す。したがって、資産運用会社は人材の採

用・維持に関する戦略の方向性を以下のよ

うに再設定するべきでしょう。

成功を目指す組織

 コラボレーションを促進する構造、プロセス、インセンティブ

 従来のチャネルベースのアプローチではなく、顧客ニーズに焦点を絞った取り組み 

テクノロジーの専門知識とサポートの必要性

 ブランドと消費者への直接広告を重視するデジタルマーケティング担当者（他の業界

での経験を有している場合もある）

 内外の営業、営業／マーケティング、営業／サービスのハイブリッド型の専門家

 リアルタイムの分析とデジタルツールを提供できるデータサイエンティスト

顧客ニーズに焦点を絞った販売チーム

 ポートフォリオ志向の販売と顧客サービス

 専門化と技術知識の強化

 ツールを利用し、各分野でテクノロジー主導の議論を進めることができる、「テクノ

ロジーを得意とする」人材

 販売組織の新たな人材モデル

 迅速な試作と、テスト、学習、精密化の

より双方向的なプロセスに焦点を当て

た、実行に対するアクション志向のアプ

ローチ

 連続的な導入と迅速な達成を目指して

設計された、専任リーダーを有する変

革管理プログラム
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図 6：ディストリビューション 2.0 の戦略と実施アプローチ 

出典：ケーシー・クワーク

DESIGN

TEST

SCALE

優先的な顧客グループを識

別し、将来のカスタマーエク

スペリエンスを定義する

カスタマーエクスペリエンスの

MVP を構築する 

試作を迅速に作る

必要な能力を判断する

試作品を精密化し、

取り組みを拡大する

統合的な

エコシステムの構築

 優先顧客について基本モデルを定義し、主なペインポイントを明確にする

 ターゲットとする顧客グループについて、将来のカスタマーエクスペリエンスの概要を示す

 現在と将来のエクスペリエンスの間にあるギャップを特定する 

他の顧客セグメントと

エクスペリエンス

に拡大する

 カスタマーエクスペリエンスについて、最小限の存続可能な商品（「MVP」）を定義する

 ロードマップを作成し、短期的な成果物を明確にする

 試作を迅速に作り、市場でコンセプトを構築／テストする

 重要なデータポイントで中間データセットを作成し、取り組みをテストする 

 共有データリポジトリー、分析エンジン、カスタマーエクスペリエンスのアプリケーションを
評価する

 ギャップを解消し、試作を拡大するイニシアチブをロードマップに追加する 

 エクスペリエンスに関する試作を完全なソリューションにまで発展・拡大させる

 ディストリビューション2.0のテクノロジーエコシステムにエクスペリエンスを組み込む

 ディストリビューション2.0のテクノロジーの層を継続的に導入・統合する（データリポジト

リーの完全性、顧客アナリティクスエンジンの機能、カスタマーエクスペリエンスのアプリ

ケーョンの向上）

2. アクション志向の実行

資産運用の製造志向モデルはイノベーショ

ンを商品レベルの機能としか見ないため、

迅速な変革には適していません。また、デリ

バリーモデルの変革は、ホールセールを変

革するためコストが高く、実行が難しく、リス

クが高いと見なされています。

その結果、販売リーダーの多くは、新しい顧

客環境で必要なテクノロジーの3層を導入す

ることを躊躇しています。このようなプロジェ

クトは規模が極めて大きいため、自分の監

督下では成功しないことを恐れているので

しょう。

自ら変革を開始した一部の販売組織は、他

の業界の事例からヒントを得ています。この

ような組織にとっても、販売変革は複雑です

が、変革の必要性も正しく認識しています。

資産運用会社が、自社と顧客が新たなテク

ノロジーを連続的に、より安価に且つ安心し

て利用できるようにするためには、すべての

問題を一度に完全に解決するのではなく、

膨大な移行作業となることが多い変革を分

割し、パイロット顧客に対するリアルタイム

の迅速な試作と市場テストをともなう反復的

な実行を可能とするプロセスが必要です。

最小限の存続可能な商品（MVP）の作成

で、アプリケーションやプロセスに関して小

規模な変更を行うことで、資産運用会社は

「短期間で成果を達成」し、複数の利点を得

られます。つまり、リアルタイムでテスト／精

密化し、より少ない予算でも対応でき、懐疑

的な販売の専門家にテクノロジーが日常的

に極めて有効なツールであることを納得さ

せることができます。

3. 変革管理プログラム

反復的プロセスは、イノベーションを促進し

ますが、純粋に分権的な方法では機能しま

せん。資産運用会社の多くは、ディストリ

ビューションテクノロジーの広範な変革に成

功していません。これはおそらく、経営陣が

こうした組織変革を専任リーダーの責務で

はなく、既存のマネジャーが追加的に行うプ

ロジェクトと見なしたためでしょう。販売組織

の変革を目指す資産運用会社は、販売とテ

クノロジーだけでなく、結果として変更される

可能性のある商品とサービスをも理解して

いる全社レベルの経営幹部にこのタスクを

課す必要があります。また、可能であれば

変革を管理する部署に籍を置く経験豊富な

プロジェクトマネジャーも必要になります。 

販売変革リーダーは、以下の課題に優先的

に取り組むべきです。

リーダーが最初に決定することには、どこか

ら着手するかを検討することも含まれます。

ディストリビューション2.0の変革を一度に実

施すれば、多くの資産運用会社が負担でき

ない予算規模と範囲に及ぶ可能性がありま

す。「短期間で達成可能な成果」を目指して

変革プログラムを設計すれば、成功の可能

性が最も高くなるでしょう。これまでのとこ

ろ、新たなディストリビューションテクノロ

ジーの導入に成功している資産運用会社

は、特別なニーズを持ち、収益面において

も大きな比率を占める中核的な顧客群に当

初の取り組みを集中させています。

 テクノロジーと人的資源を含むすべて

の要素にわたる販売戦略ビジョンの設定。 

 MVPなどのイニシアチブの導入を含む

統合的アプローチの推進。

 社内の関係者全員に対して、販売変革

の推進者となる。

 主要成功指標の定義、測定、進捗管理。 

 実施に当たり、部門と地域全体での一

貫性を確保。
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この顧客特化アプローチにはいくつかの利

点があります。範囲を狭めることで、実行リ

スクを減らし、導入期間を短縮できます。

MVPを中心に構築することで、小規模かつ

ロイヤルティの高い顧客ベースでの実地テ

ストが可能になり、新しいアイデアの安全性

テストができます。最も重要な点として、小

規模な変更を成功させることで、ディストリ

ビューション2.0の新たなアイデアで顧客の

獲得・維持を改善できるという自信が企業

全体で得られ、より広範な変革に向けて気

運を高めることができます。

要点：

 資産運用における買手は大きな変

化を遂げた。

 資産運用会社の多くは変化に付

いていくことができず、買手の新た

なニーズに応えるための変革を段

階的にしか行っていない。

 販売戦略の中心にテクノロジーを

据える資産運用会社は、販売効率

を大幅に改善できる。

 しかし、必要とされるテクノロジー

の展開は、販売組織全体の変革

を目指す全社的イニシアチブと連

動して初めて機能する。
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パートナー、監査・保証事業本部／

金融事業部

有限責任監査法人トーマツ

nobuyuki.yamada@tohmatsu.co.jp 

跡部 顕
ディレクター、リスクアドバイザリー事業

本部／

ファイナンシャルインダストリー

有限責任監査法人トーマツ

ken.atobe@tohmatsu.co.jp 
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