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投資運用業界では、投資パフォーマンスは、顧

客が運用会社を判断する重要な要因であるとよ

く言われます。これは確かに真実を含んでいま

すが、実際には、顧客が運用会社を判断するに

当たっては、より広範で、微妙な差異を考慮した

アプローチを取ります。投資パフォーマンスは依

然として重要ですが、市場での競争が激しくなっ

ている中、投資家によると、カスタマーエクスペリ

エンスがますます重要になっています。デロイト

とケーシー・カークの最近の記事「ディストリ

ビューション2.0」では、買手のカスタマーエクス

ペリエンスの76%が運用会社との取引の解消に

影響を与えていると報告しました1。 
 
しかし、カスタマーエクスペリエンスとは正確に

何を意味し、何が本当に重要なのでしょうか？こ

の領域に対する市場の関心は高まる一方です

が、一般に利用できる調査は存在せず、顧客か

ら運用会社へのフィードバックは部分的かつ事

例的なものです。 

このギャップに対処し、顧客の視点から何がエク

スペリエンスを形成するのかを伝えるために、デ

ロイトは英国とオランダにおいて、資産運用、保

険、年金を含む、機関投資家とホールセール

チャネルの運用顧客15社に聞き取り調査を行い

ました。この調査では半構造化面接を行い、顧

客は過去の経験に基づいてコメントしました。 
 
当社の目的は、「重要な瞬間がある」という認識

の段階から、カスタマーエクスペリエンスの最も

重要なドライバーをより深く理解する段階まで議

論を進めることです。 
 
当社の最近の報告書「会社全体で取り組む」で

は、3つの方法でこの問題に取り組みました。第

一に当社は、聞き取り調査で把握した顧客の視

点を調査し、運用会社とのやり取りにおける経

験、懸念、そして何が重要かを理解しました。 

第二に、受け取った顧客のフィードバックを分析

し、カスタマーエクスペリエンスに関する考察の

フレームワークを提示しました。最後に、調査の

発見事項が運用会社に対し意味するところを検

討しました。 
 
この記事では、調査で明らかになった要点を概

説します。報告書全体は以下でご覧いただけます。 
https://ww2.deloitte.com/uk/en/pages/financia
l-services/articles/engaging-the-firm.html 
 
投資運用におけるカスタマーエクスペ

リエンス：顧客の視点 
 
運用会社の顧客に対する聞き取り調査では、顧

客が運用会社と接する上で重視する一連の問

題が明らかになりました。当社は、これらの問題

をカスタマーエクスペリエンスの7つの「ドライ

バー」に分類しました（図1）
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図 1：投資運用におけるカスタマーエクスペリエンスの 7 つのドライバー

パートナーシップのアプローチ 
 ソリューションとカスタマイズされた関係を提供する 
 戦略的（広範な）パートナーシップ 
 運用会社と顧客間の知識移転 

目的とコミュニケーションの明瞭性 
 ポートフォリオ、商品、プロセスの説明 
 優位性または差別化ポイントの明確化 
 手数料体系の透明性 

基本的なことを正しく実行する 
 報告の適時性、正確性、質 
 情報とデータの利用しやすさ 
 全顧客接点での連携 

業務の摩擦 
 業務のスピード 
 業務の正確性 

細やかな配慮 
 データ／情報の要求に迅速に対応 
 データ／情報を積極的に共有 
 迅速な問題解決 

顧客を理解する 
 顧客の最終投資家を理解する（そして理解している

ということを示す） 
 顧客のビジネスを理解する（そして理解しているとい

うことを示す） 
 シニアレベルでの顧客とマネジャーの関係 

長期主義 
 販売アプローチ 
 顧客と運用会社の長期的関係 
 関係の透明性 



会社全体で取り組む 

3 

基本的なことを正しく実行する 
顧客と投資コンサルタントは、運用会社から

受け取る報告の適時性、正確性、質につい

てコメントしています。当社の回答者は、報

告が遅れたり、誤っていたりすることがあ

り、これにより報告の信頼性が損なわれ、

最新のパフォーマンス状況を理解すること

が難しくなります。そして投資コンサルタント

の場合、顧客ミーティングの準備に向けた

作業が増える可能性があると指摘しています。 
 
 

「報告は重要な要素です。報

告の質は、規則正しさと明瞭

性によって決まります。報告

には誤りが含まれていること

があります。」 
 
グループの年金マネジャー 
年金基金 
 

「適切な人と情報にアクセス

できることが重要です。将来的

には、日常的な情報提供の自

動化がさらに進むでしょう。」 
 
投資コンサルタント 

情報とデータへのアクセスの提供を報告サ

イクル外で行うことも、カスタマーエクスペリ

エンスに影響を与えます。顧客にとっては、

情報／データの取得が予想以上に面倒な

ことがいらだちの原因になります。特に、他

の業界ではセルフサービスの個人顧客とし

て迅速かつ容易に情報にアクセスできるこ

とを考えれば、なおさら運用業界は分が悪

いと言えるでしょう。 
 
顧客との複数の対応が連携していれば、運

用会社とのやり取りが顧客にとって良い経

験となるでしょう。顧客は、運用会社の社員

が相互に（必要に応じて投資コンサルタント

とも）話し合い、その結果合意された統一的

な取り組みが存在することが重要であると

答えています。連携不足は、サービスの質

の低下につながる可能性があります。たと

えば、運用会社において、顧客対応スタッフ

間での情報共有が不十分であれば、運用

会社が顧客のニーズを深く理解することが

難しくなります。 
 

業務の摩擦 
回答者は、業務の摩擦が、運用会社に関す

る全般的な体験と認識に重要な影響を与え

ると答えています。特に、運用会社を判断

する基準が2つ挙げられています。それは、

業務のスピードと正確性です。ある資産運

用の顧客は、あるプラットフォームから別の

プラットフォームへの送金をもっと速く実行

できるようにするべきだとコメントしています。 
 
 

「業務面では、予想外のこと

をしてほしくありません。機能

すれば十分です。」 
 
ファンド責任者 
グローバル銀行のウェルス・マネジメント部門 
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細やかな配慮 
回答者によると、運用会社が情報とデータ

の要求に応えるスピードが顧客の総合的な

エクスペリエンスを左右します。情報、デー

タ、意見への要求に対する迅速な対応は、

顧客が市場とポートフォリオについて十分な

情報を得る上で役立ち、顧客と運用会社の

関係に透明性をもたらします。また、一部の

回答者は、対応のスピードが顧客対応ス

タッフの権限によって決まると考えており、

対応が速い運用会社の組織は十分整備さ

れていることが示唆されています。 
 
また、運用会社の対応が迅速であれば、顧

客は内部のステークホルダーへの対応を改

善できます。年金顧客は、資本市場の動向

に関する質問への回答を運用会社から迅

速に得られることで、情報に基づきかつより

早く受託者の質問に答えることができます。 
 
 

「直前になってデータが必要

になる場合があります。こうし

た場合に対応してくれる先も

あり、私は自分の会社にア

ピールすることができます。

回答の待ち時間は、カスタ

マーエクスペリエンスで重要

な役割を果たすと思います。

また、資産運用会社の回答

時間には大きなばらつきが

あります。」 
 
ファンド調査部門責任者 
ウェルス・マネジャー 
 

当社の聞くところによると、重要な情報と

データを積極的に共有する運用会社と協力

することは、優れたカスタマーエクスペリエ

ンスの重要な要素の1つです。重要な情報

を積極的に共有することで、投資パフォーマ

ンスと関連する要因について透明性が高ま

り、顧客は情報に基づく決定を下すことがで

きます。また、運用会社がアイデアを積極的

に共有すれば、顧客にとって運用会社と自

分の関係は共同の取り組みとなります。 
 
一方、重要な情報を顧客に提供しなけれ

ば、エクスペリエンスの質は落ちます。ある

ウェルス・マネジメント会社の顧客は、2人の

アナリストが会社を離れることを教えてもら

えなかったことを覚えています。この経験は

残念なものでした。なぜなら、これは重要な

情報であり、最終的に明らかになったとき、

この顧客は十分に情報を知らされていない

と感じたためです。これと関連して、この顧

客は、資産運用会社がメッセージの重要性

に適したコミュニケーションチャネルを使うこ

とが重要であると指摘しています。最も重要

な情報については、タイミング良く電話する

ことが最善の方法です。 
 
重要なのは、問題と課題に対する運用会社

の対応のスピードと効果です。回答者は、こ

れらの点から、運用会社の組織がどの程度

効果的に機能しているか、そして顧客をど

の程度理解しているかがわかると考えてい

ます。 
 
 

「反応の良さが重要です。問

題があるときの、投資運用会

社の対応が重要です。この

対応により、運用会社の組

織がどの程度効果的に機能

しているか、そして運用会社

が顧客をどの程度理解して

いるかが良くわかります。当

社に問題が発生したとき、運

用会社はSWATチームを効

果的に配置しました。当社は

情報の提供を受け、問題が

適切に対処されていることに

安心できました。」 
 
グループの年金マネジャー 
年金基金 
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 顧客を理解する 
何人かの回答者は、運用会社が顧客のビ

ジネスに理解を示したときに優れた経験が

得られたと答えました。これにより、運用会

社が顧客のニーズに最適な商品を推奨／

構築する能力について信頼を深めることが

できます。逆もまた然りです。運用会社が顧

客のビジネスを十分に理解していないこと

が明らかになった場合、信頼が損なわれ、

経験の質は低下します。あるウェルス・マネ

ジメント会社の顧客は、すでに社内で組成し

ているのと同じ種類のファンドを推奨してき

たある運用会社のことを例に挙げて、この

点を説明しました。 
 
また、顧客のビジネスを理解することで、時

間を無駄にする可能性が低くなります。ある

投資コンサルタントは、顧客のビジネスを十

分に理解していないことによる勧誘電話と

不要なEメールを質の低い経験の例として

挙げました。 
 
 

「［運用会社X］は、当社の目

標を的確に理解していまし

た。これはカスタマーエクス

ペリエンスにとってプラスです。」 
 
投資提案マネジャー 
確定拠出年金プロバイダー 
 

この点に関連して、最終投資家を抱える顧

客は、最終投資家についての理解を示す運

用会社と接することには価値があると述べ

ました。最終投資家について理解している

運用会社に対しては、成功する商品を推奨

および構築する能力についての顧客の信

頼が深まるため、これは優れた経験をもた

らす要因となります。確定拠出（DC）年金プ

ロバイダーの回答者は、運用会社との経験

では、DC市場のコストと運用上の制約につ

いての彼らの理解が影響したと答えました。

彼は、年金の自由化（英国における年金の

強制購入の終了）をきっかけに、運用会社

や銀行が革新的だがDC年金利用者にとっ

ては高すぎる年金類似商品を開発したこと

を覚えています。これらの商品を推奨されま

したが、DC市場の最終利用者に何が有効

なのかを理解していないのが明らかであっ

たため、質の低い経験になりました。 
 
顧客は、運用会社とのシニアレベルでの関

係を持つことを好みます。このような関係

は、運用会社側のコミットメントの表れです。 
 
 

「優れたエクスペリエンスの

例として、［運用会社X］との

取引があります。この会社

は、経営幹部と接する機会を

提供してくれました。」 
 
投資提案マネジャー 
確定拠出年金プロバイダー 
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長期主義 
回答者は、短期的で販売主導のアプローチ

ではなく、販売に対する長期的なアプローチ

がプラスの要因になるとコメントしました。き

わめて明確なことですが、長期的な販売ア

プローチは、運用会社に対する信頼を高

め、ひいては運用会社が提供する価値を実

証する上でも有効です。 
 
また、長期的なアプローチは、各種ファンド

の強み、弱み、適合性の理解を示すことに

なるため、運用会社への信頼が高まりま

す。対照的に、ある回答者によれば、すべ

てのファンドを同じように勧める販売主導の

アプローチにより、販売担当者の未熟さが

明らかになることもあります。 
 
 

「長期的な販売活動が鍵で

す。これにより運用会社と顧

客が長期的な関係を築ける

ことが重要です。」 
 
ファンド責任者 
グローバル銀行のウェルス・マネジメント部門 
 
 
この点と深く関連しますが、回答者は、運用

会社との透明性のある関係は、信頼をもた

らす良い経験であるとコメントしました。これ

は、自社から質問した際の顧客担当やポー

トフォリオマネージャーの対応の良否を判断

するときにポイントとなります。質問に対す

る率直かつ直接的な回答を得ることは良い

経験になります。 
 

「一度任命すれば、カスタマー

エクスペリエンスは関係の強

さで決まります。率直であるこ

とがきわめて重要です。」 
 
部門責任者  
投資開発部門  
ウェルス・マネジメント会社 
 
 
顧客は、自社の社員と運用会社側の社員

の間で長期的な関係を維持することで、信

頼が構築され、良い経験が得られると述べ

ています。顧客は、販売担当者が自社の商

品、そして会社全般について理解を深める

には時間がかかることを認識しています。し

かし、一度こうした理解が得られると、顧客

は運用会社の販売担当者が自社のニーズ

に最適な商品を選択・推奨していると確信

できるようになります。 
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目的とコミュニケーションの明瞭性  
顧客と投資コンサルタントは共に、優れた経

験の別の側面として、ポートフォリオ、商

品、プロセスに関する明瞭かつ理解しやす

い説明を受けることを挙げました。このよう

な説明により、顧客は運用会社の価値提案

を理解し、適切な水準の期待を設定するこ

とができます。そして、運用会社が任命され

た後は、このような説明は経験に大きな影

響を与えます。期待を適切な水準に調整す

ることで、顧客はパフォーマンスに失望する

ことが少なくなります。また、重要な点につ

いての運用会社の説明が理解できないと、

顧客は不満を感じる可能性があります。 
 
 

「運用会社は、自社の強み、

言い換えれば差別化のポイ

ントを明確に説明できないこ

とがあり、これがカスタマーエ

クスペリエンスを損なってい

ます。すべての運用会社は、

自社が長期投資家だと言い

ます。運用会社Xはこの点で

優れており、他社と異なるこ

とを明確に示すことができま

す。」 
 
ファンド調査部門責任者 
ウェルス・マネジメント会社 
 
 
最後に、2人の回答者が、報酬の透明性に

関する問題を指摘しました。彼らは、複雑で

理解しにくいパフォーマンスベースの報酬よ

りも、運用資産に対する市場標準の（つまり

フラットな）報酬を選ぶと答えました。 
 

パートナーシップのアプローチ 
一部の回答者は、投資の管理に加えて、知

識と洞察を積極的に伝えられるパートナー

を求めていると答えました。ある顧客は、運

用会社の価値提案の大部分は知識である

と指摘し、これは他の顧客セグメントよりも

保険における投資で重要であると答えました。 
 
 

「私たちと積極的に協力でき

るパートナーを見つけること

が重要です。私たちは、公共

政策などの関心テーマにつ

いて話すことができる信頼で

きる専門家がいる運用会社

を選びます。運用会社Xはこ

の点で優れています。同社

には、スマートベータからファ

クター投資、税金、保険規制

まで、あらゆるテーマについ

て話すことができる人材がい

ます。この種の専門知識に

は価値があります。」 
 
副社長 
外部運用管理、保険会社 
 
 
回答者は、顧客が戦略的パートナーシップ

を構築し、運用会社が顧客のさまざまな

ニーズに対応することに関心を持っていると

答えています（例：複数の投資クラス）。顧客

は複数の投資を単独のプロバイダーで利用

できることから、規模の経済による恩恵を受

けられ、優れた経験を得ることができます。

また、関係の範囲が狭い場合よりも運用会

社と顧客の間で関心が一致しやすくなります。 

一部の顧客は、運用会社と協力してカスタ

ムソリューションを構築したいと考えており、

この実現に向けての最良の関係である緊密

なパートナーシップを求めています。このよ

うな場合、顧客に特化したソリューションを

構築するための運用会社の努力が信頼と

信用が醸成するため、緊密なパートナー

シップは優れた経験となります。逆に、取組

み努力に欠ける運用会社とのやり取りは、

質の低い経験となります。 
 
 

「運用会社Xとのやり取りは

二重のパートナーシップのよ

うに感じられました。言い換

えれば、この運用会社は一

般商品を提示し、他の運用

会社からの商品導入を検討

していることが明らかになる

と当社の要件にあわせたカ

スタム商品を提案してきまし

た。」 
 
投資提案マネジャー 
確定拠出年金プロバイダー 
 
 
回答者は、運用会社との経験について、広

範かつ詳細なフィードバックを提供しまし

た。このフィードバックでは、カスタマーエク

スペリエンスが広範なトピックであり、業務

から販売アプローチ、戦略的パートナーシッ

プに及ぶ多様な領域を対象としていること

が明らかになりました。しかし、顧客と議論

したカスタマーエクスペリエンスの7つのドラ

イバーすべてにおいて、カスタマーエクスペ

リエンスの最も基本的な部分が、運用会社

の行動だけではなく、運用会社がしないこ

と、職員の行動、運用会社と顧客のコミュニ

ケーショのタイミングによっても影響を受ける

ことがわかりました。
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投資運用におけるカスタマーエク

スペリエンス：フレームワーク 
 
ここまで、顧客のフィードバックを、運用会社

と接する上での経験に重要な影響を与える

と顧客が考える7つのドライバーとして説明

してきました。当然ながら、このフィードバッ

クには運用会社も関心を持っているはずで

す。運用会社は、このフィードバックについ

て何を考え、どのように理解すべきでしょう

か？ 
 
この疑問に答えるため、当社は運用会社が

カスタマーエクスペリエンスについて考える

ためのフレームワークを提供しています。こ

のフレームワークでは、7つのドライバーの

いくつかが顧客への対応に即時かつ直接

的に影響します。他のドライバーは、より長

期的かつ戦略的なものであり、運用会社と

顧客の関係構築や連携に影響を及ぼしま

す。このような時間軸の違いを踏まえ、当社

はカスタマーエクスペリエンスのドライバー

には取り組むべき順番があると考えています。 
 

この点を明確にするために、7つのドライ

バーを3つのレベルに分け、それぞれを「実

行」、「提供」、「差別化」と名付けました。簡

単に言うと、顧客フィードバックが示唆して

いるのは、何か問題が発生しなければ気付

かないものであっても、運用会社が顧客と

自社の関係の日常的側面にうまく対応しな

い限り、質の高い差別化されたカスタマーエ

クスペリエンスを構築するのは難しいという

ことです。 
 
実行  
最初のレベルは、基本的なことを正しく実行

し、業務上の摩擦を避けることと関係してい

ます。重要なのは、顧客が、運用会社との

やり取りのこのような側面が、基本的ではあ

るが注目に値するものではないと考えてい

る点です。運用会社がこのレベルで失敗す

ると、経験の質はマイナス方向に向かいま

す。しかし、正しく実行することは期待されて

いるものであるため、これが達成されてもカ

スタマーエクスペリエンスは中立になるだけで

しょう。 
 
提供 
第二のレベルは広範にわたり、カスタマー

エクスペリエンスの4つの主要ドライバーを

カバーしています。そのドライバーとは、細

やかな配慮、顧客の理解、長期的なアプ

ローチの採用、目的とコミュニケーションの

明瞭性です。これらは運用会社との経験の

中核的な要素であり、顧客は円滑に実行さ

れることを期待しています。これに失敗する

と、経験の質が低下する可能性がありま

す。一方、実行が一貫して優れていれば、カ

スタマーエクスペリエンスが向上する可能

性があります。 
 
差別化 
第三のレベルには、カスタマーエクスペリエ

ンスを改善する最大の可能性があります

が、正しく実行するのが最も難しいもので

す。当社が聞き取り調査を行った顧客のほ

ぼ全てが、運用会社がパートナーシップア

プローチを採用することで、業務運営がより

効果的になる可能性について熱心に話しま

した。これらの回答者は、これまでの一般的

な顧客と運用会社の関係よりも一層深いレ

ベルでの協力に象徴される関係を厳選され

た運用会社との間で、期待するとまではい

かなくても、望んでいます。パートナーシップ

アプローチが正しく実行できれば、顧客満足

度は大きく向上します（図2）。

 
図2：投資運用におけるカスタマーエクスペリエンスのヒエラルキー 
 

 
 
― 上限 
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実行 提供 差別化 
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カスタマーエクスペリエンスのヒエラルキー 
最終的な観察として、当社はこれらのレベ

ルがそれぞれ独立しておらず、実際には累

積的であると考えています。顧客は、関係

が低いレベルにある場合（業務上の困難や

その他のコミュニケーション上の摩擦の多

さ、細やかな配慮の欠如といった特徴があ

る）、または運用会社がきわめて短期の見

通しを示した場合、運用会社とパートナー

シップを構築するのは難しいと考えていま

す。したがって、「差別化」された長期の

パートナーシップを顧客と構築しようとする

運用会社は、基本的なことを正しく「実行」

し、関係の中核部分を期待どおりに「提供」

する必要があります。 
 
運用会社に対する示唆 
 
投資運用業界では、競争は激しさを増し、

他の業界と比べてまだ健全であるものの、

利益率は低下し始めています。また、運用

会社は、ソリューションやリアルアセットなど

の新たな能力を開発しています。これを踏

まえ、カスタマーエクスペリエンスに関する

当社の調査結果が、運用会社に意味する

ものは何でしょうか？ 
 
第一に、運用会社は基本的なことを正しく実

行することが不可欠ですが、これには投資

が必要であることを認識する必要がありま

す。顧客との摩擦が起こりやすい領域は、

プラスの関係を構築する上で障害になりま

す。また、パフォーマンス面で困難な時代に

は、こうした摩擦が追加的な「ノイズ」を生み

出します。また、健全かつ信頼できる業務を

遂行する能力は、戦略的関係を構築するた

めの基本的な土台となります。利益率が圧

迫され、フロントオフィスに投資の需要があ

る時期においても、運用会社は優れたカス

タマーエクスペリエンスを提供するために必

要な投資を無視するべきではありません。 
 

第二に、顧客は7つのドライバーについて

フィードバックを提供しています。これは、運

用会社全体のスキルと能力に関するもので

す。業務、顧客サービス、販売などの機能

領域が影響を受けますが、顧客との関係を

下支えするテクノロジーなどの他の目立た

ない領域も影響を受けます。こうした状況

は、最高レベルのカスタマーエクスペリエン

スで他を凌駕するためには、全社的なアプ

ローチが必要であるという当社の見方を裏

付けています。 
 
最後に、投資と能力開発への影響に加え

て、カスタマーエクスペリエンスは何にも増

して文化的な問題です。企業は、優れたカ

スタマーエクスペリエンスを提供することを

DNAに組み込み、これが販売と顧客サービ

スまたは顧客業務のスタッフだけの責任で

はないことを担保する必要があります。優れ

たカスタマーエクスペリエンスに向けた文化

の構築を、会社の最高レベルで継続的に優

先し、すべての活動に浸透させる必要があ

ります。そうすることで初めて、企業の業務

と戦略的選択に継続的な影響を与えること

ができます。

 
 
 

要点： 

• カスタマーエクスペリエンスは広範なトピックであ

り、業務から販売アプローチ、戦略的パートナー

シップまで、さまざまな領域が含まれますが、今

回の調査ではカスタマーエクスペリエンスの7つ

の主要ドライバーが特定されました。 

• 最も基本的なこととして、カスタマーエクスペリエ

ンスは、運用会社の行動だけでなく、運用会社

がしないこと、職員の行動、運用会社と顧客のコ

ミュニケーションのタイミングによって影響を受け

ます。 

• 当社は、運用会社がカスタマーエクスペリエンス

について考えるためのフレームワークを提供し

ています。このフレームワークでは、7つのドライ

バーの一部は顧客への対応に即時かつ直接に

影響することが示されています。他のドライバー

はより長期的かつ戦略的であり、関係構築、お

よび運用会社と顧客の連携に影響を及ぼします。 

• このような時間軸の違いを踏まえ、当社はカスタ

マーエクスペリエンスのドライバーには取り組む

べき順番があると考えます。 
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