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• 2021 年夏に当社が独自に行ったサーベイの結果によると、定量化可能で透明性の高いビジネス指標の導入推進は、

財務的にも社会的にもより高い成果の実現に寄与することが確認されました。DEI（多様性、平等性、包括性）イ

ニシアティブの影響の定量化において高い成果をあげた回答者には、そうではない回答者と比べて、従業員のエンゲー

ジメントと生産性が 2021 年初頭よりも大幅に向上したことを示唆する傾向が見受けられました。

• 足元の環境において変わりゆく業務の必要性に従業員と運用会社が対応を図る中で、2022 年も職場の人材モデ

ルは変化し続ける公算が大きいでしょう。効果を最大限発揮するために、多くの場合、内部のコミュニケーション・プラ

ンは大胆な人事行動に組み込まれています。適切なビジネス判断を行っても、文化的な影響に配慮したコミュニケー

ション・プランが存在しなければ、最善の結果が得られるとは限りません。その一方で、従業員の全般的な幸福度向

上のための手段を追加的に採り入れ、その計画を効果的に伝達する運用会社には、より強靱な企業文化を⻑期

的に生み出す機会が生じます。

• 投資実行前の段階で AI ベースのソリューションを利用する回答者の大多数（85%）は、AI がアルファ創出に貢献す

ることについて「強く同意する」または「同意する」と回答しました。AI テクノロジーの一種である「自然言語処理/生成

（NLP/G）」を用いることによって、アナリストはデータ収集に費やす時間を節約して、知見の拡充を念頭にデータの分

析に注力することが可能になります。

• 資産運用はリレーションに依存する部分が大きいビジネスであるため、顧客と良好な関係を築き、期待に添うことので

きる運用会社は成功する可能性が高いと言えます。今回のサーベイでは、2022 年の収益見通しが大幅に改善する

との回答は、デジタル面で先進的な運用会社の場合は 38%に達したのに対して、それほど先進的ではない運用会

社の場合は 13%にとどまりました。この結果は、デジタル・インタラクションがリレーションの一部を構成するという見方を

裏付けるものです。

• デジタルトランスフォーメーションの導入とガバナンス・メカニズムの刷新の状況は、地域によって大きく異なるようです。

責任感をもった導入という点で先行しているのは欧州の運用会社であり、デジタルトランスフォーメーションを加速する

とともにガバナンスを刷新しているとの回答は 27%に達しました。一方、アジア太平洋の運用会社では 20%、北米の

運用会社では 11%にとどまりました。デジタルトランスフォーメーションに遅れる形でガバナンスとレポーティングが不適切

な状態であると、財務、法務、風評の面で深刻な影響が生じる可能性があります。

キーメッセージ
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この先1年の展望 

2022年グローバル・アウトルック・サーベイは、運用会社に

対して様々な結果と見通しを提示することになりました。

本レポートでは、運用会社が実行した行動、文化的健全

性に対する自己認識、2022年の成⻑見通しの関連性に

ついて考察します。今回の調査結果は興味深いものであ

り、注目すべき点が数多く存在します。例えば、運用会社

のリーダーの回答は、企業文化の強靱化と収益成⻑の期

待との間に相関が存在することを示しています。人材や企

業文化も重要な役割を果たします。パンデミックの試練が

続く中で、リーダーには、将来のビジョンと実現に向けた信

頼可能な戦術的ステップを提示することが求められます。

本レポートでは、初めに資産運用業界における資産の伸

びとパフォーマンスに注目します。次に、人材モデル、テクノ

ロジーと変化、ビジョンといった成功を可能にする要素に注

目します。2022年に予想される多様な結果は、ビジョン、

業績、利害関係者の期待との整合性、スタッフのレジリエ

ンス（対応力）、企業文化の強靱化の間で好循環を生

み出す、運用会社の能力に左右されるのかもしれません。

デロイト金融サービス・センターによる2022年グローバル・アウトルック・サーベイについて 

デロイト金融サービス・センターは、資産運用会社の財務、業務、人材管理、テクノロジーの各部門における400のエグゼクティブ
を対象に、グローバル・サーベイを行いました。

サーベイの回答者には、パンデミックが労働力、業務、テクノロジー、文化に与える様々な影響にどのように対応したのかを尋ねま
した。また、復興の段階から未来に向けて進もうとする中で、投資の優先順位や今後1年間に見込まれる構造改革についても
質問しました。

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、日本）と
いう3つの地域に均等に分かれます。

今回のサーベイは収益が5億ドルを超える資産運用会社を対象とし、2021年7〜8月に実施したものです。
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資産運用業界の概観:
潤沢な機会
パンデミックに起因して市場ではボラティリティが上昇したも

のの、2021年は資産運用業界にとって堅調な年となりま

した。米国では、大方のアクティブ株式マネージャーが米国

株式インデックスをアンダーパフォームする結果となりました

が、10年間のベースでみると83%のマネージャーがアンダーパ

フォームしたのに対して、2020年1年間のベースでみるとより

多くのマネージャー（43%）が絶対リターン・ベースでアル

ファを創出しています1。平均的には、米国のアクティブ株

式ファンドの均等加重パフォーマンスは、2013年以降で初

めてベンチマークを上回りました（+0.6%）2。全ファンドの

合算ベースでは、米国のアクティブ株式マネージャーは2021

年6月30日までの1年間で5%近いアウトパフォーマンスを達

成するなど、2年連続の好成績に向けて幸先良いスタート

を切っています3。もっとも、運用スタイルの違いやリスク調

整後リターンを考慮すると、アクティブ・マネージャー復権の

道筋はそれほど単純ではないようです4。

アクティブ・マネージャーの運用成績には、地域間で大きな

格差が存在します。ユーロ圏、英国、日本のアクティブ株

式マネージャーが2020年までの1年間に各地域のベンチマー

クをアウトパフォームしたのに対して（それぞれ+4.2%、

+8.0%、+2.9%）5、オーストラリアの株式ファンド（平均）

は現地市場全体のインデックスを0.2%アンダーパフォームす

る結果となりました6。アクティブ運用に流れがシフトした要

因としては、国際金融市場の方向性に関するボラティリティ

と不確実性が考えられますが、いずれ明確になるでしょう。 

グローバルなオルタナティブ運用の分野では、プライベート・

キャピタル（プライベート・エクイティ、プライベート・クレジット、

インフラ、不動産）がヘッジファンドを引き続きアウトパ

フォームしています（2020年のリターンは前者が15.5%、後

者が11.1%）。一方で運用資産残高に関しては、両者と

も20%近く増加していますが7、2021年上期のパフォーマン

スに対する投資家の満足度が高いことから、2022年を通

して増加傾向が継続する見通しです8。ヘッジファンドに関

しては、2021年1〜5月に578億ドルもの新規資金が流入

し、投資家のセンチメントが全般に良好である状況を示し

ています9。また、プライベート・エクイティ・ファンドに関しても、

アロケーションを積み増す計画であるとの回答が2021年上

期の34%から同年下期には43%へと増加するなど、投資

資金の流入が増加する可能性があります10。引き続き投

資家のセンチメントは総じて良好な状態にあり、オルタナ

ティブ投資は資産タイプを問わずに、成⻑分野であると考

えられます。

伝統的な運用会社にとっては、様々な地域において運用

資産を拡大する機会が存在しています。中国の年金基

金は、運用資産の外部委託を進めています。この先数年

間に、年金資産の外部委託分は6兆人⺠元（〜1兆米

ドル）に達する可能性があります11。このような状況を踏ま

えて、中国市場への参入を検討する運用会社が増加す

ると予想しています。

パンデミックに起因して市
場ではボラティリティが上昇
したものの、2021年は資産
運用業界にとって堅調な
年となりました。
運用会社にとって、暗号通貨も成⻑が見込まれる分野の

1つです。暗号通貨の数は数千にも達し、それぞれ別々の

目的で導入され、評価方法も異なります。運用会社には、

暗号通貨を束ねてリスク・リターン特性の異なる斬新な

ファンドを設計する機会が存在します。既に一部の運用

会社は、デジタル資産に関連する商品を立ち上げていま

す。地域別にみると、先行しているのは欧州であり、暗号

通貨をトラッキングする上場取引型金融商品（ETP）の

パフォーマンス上位10商品のうち8つが欧州の商品となって

います12。2022年には、顧客の需要拡大と規制の明確化

が見込まれるため、パッシブ型やマネージド型のデジタル資

産商品の設定が世界的に増加する可能性があります。
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アルファを創出していない運用会社にとっては、運用資産

残高を拡大する前提として、デジタルトランスフォーメーショ

ンがアルファ創出を約束する確かなストーリーとして1つの選

択肢になり得ますが、導入作業は必ずしも容易ではあり

ません。このため、運用戦略と先進的なデジタル・オペレー

ションの調和を図るために、M&Aを選択する運用会社が

増加しています。その結果、資産運用業界では、2022年

も引き続きM&Aの動きが増加すると予想しています。

運用会社によってアルファ創出に向けたポジショニングは異

なりますが、2022年には、高度なデジタル機能を裏付けと

する運用戦略を追求する動きが中心になる公算が大きい

ようです。デジタル機能を強化するアプローチは数多く存在

しますが、一般的には、ビジョン実現に向けた戦略を実行

できる人材の開発と確保が特に重要になるでしょう。
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人材管理の分野に 
機動性を導入する必要性 
 

 

 

現在、職場の将来像に関する議論において、出社する従

業員、リモートで働く従業員、必要性やスケジュールに応じ

て働く場所を問わない従業員から構成される、「ハイブリッ

ド型」の人材モデルが中心となっています13。各社とも、職

場復帰戦略の策定を進める一方で、企業文化を成熟さ

せつつ戦略的な目標を達成するために、成功を目指した

人材中心の重要なイニシアティブを同時に進めています。

その中には、人事関連のコミュニケーション戦略の練り直し、

定量化可能な形での企業のビジョンや目的への対応、変

わりゆく要件に対応するための既存の人材のスキルアップ、

スタッフのレジリエンス、M&Aやアウトソーシングの利用など

が含まれます。以下では、それぞれを詳細に検討します。 

職場復帰 

全ての運用会社が、職場復帰に向けた移行計画に取り

組んでいます。現時点では、ハイブリッド型のアプローチを

採用する運用会社が大半を占めています。「大半の従業

員の可能な限り早期の職場復帰」と「柔軟性の高い職

場復帰」という両極端な⻑期戦略のいずれかを打ち出し、

実行している運用会社は少数にとどまります。⻑期戦略

を策定する際に掲げるアプローチには、興味深い文化的な

ダイナミクスが存在します。回答者の4分の3近くが、「大半

の従業員の可能な限り早期の職場復帰」と「柔軟性の

高い職場復帰」の、いずれかの戦略を採用する可能性が

高いと回答しています。 

パンデミック危機発生以降の企業文化に関する質問に関

連して、企業文化が強靱になったとの回答が38%に達した

のに対して、⻑期的により複雑なハイブリッド型モデルを採

用する可能性が高いとの回答は25%にとどまりました。両

極端な立場をとる運用会社が⻑期的な方針を打ち出し

ていることが、文化的に強靱になるとの回答につながってい

る可能性が高いようです。ゴールドマン・サックス・アセットマ

ネジメントなどの運用会社は、資産運用業務は従業員の

オフィス常駐を前提とする徒弟制に基づいて行うのが⻑期

的には最善であるという立場を明確にしています14。 

回答者の4分の3近くが、
「大半の従業員の可能な
限り早期の職場復帰」と
「柔軟性の高い職場復帰」
の、いずれかの戦略を採用
する可能性が高いと回答
しています。 

中間的な戦略を採用する運用会社は、従業員を悩ます

不確実性に苦慮しているのかもしれません。様子見的な

アプローチやハイブリッド型のアプローチを採用する回答者の

うち、パンデミック危機発生以降に企業文化が強靱になっ

たと回答したのは25%にとどまります。複雑で流動的な最

終形について、従業員が理解するのを助けるために必要

なコミュニケーションの水準に達成するのは、さらに困難にな

る公算が大きいようです。 
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このように重要な職場復帰計画を最適な形で策定し、伝

達することは、特にハイブリッド型の最終形を選択する運用

会社にとっては、複雑で影響度の大きい作業になります。 

コミュニケーション戦略

職場復帰に関連する不確実性から社会正義を求める声

の高まりに至るまで、多くの運用会社のリーダーには、自社

のビジョンと使命を再確認すべき理由が数多く存在します。

ミッション・ステートメントを再考する過程では、従業員が存

在意義と一体感を実感できるように、新しい目的意識を

伝達する方法を見直す機会も存在します。しかし多くの

運用会社にとっては、社内の機能組織の間で目的の調

整にギャップが存在しているために、見直し作業が困難に

感じられる可能性があります。今回のサーベイにおいては、

62%の人材管理担当者が、自社の人材が組織の目的

意識と整合的であることに「強く同意する」または「同意す

る」と回答しています。この数字はそれほど劇的には改善し

ていません。図表1で示したように、人材管理部門以外

（IT、業務、財務）においては、2021年年初から自社の

ビジョンに対する理解が改善したとの回答は36%にとどまっ

ています。

従業員と組織の目的意識の間にギャップが存在する要

因として、自社のビジョンに対する個人の貢献度が見えに

くいという意識が、人材管理部門以外の従業員の間に

存在していることが挙げられます。このような不透明感を取

り除くために、企業側には、ビジョンを見直した上で、ビジョ

ンを共同で設定する主体として従業員を位置付けるという

選択肢が考えられます15。

図表 1

人材管理部門とそれ以外の部門の間には
回答者の中で目的とビジョンの整合性に
ギャップが存在している

出所: デロイト金融サービス・センター、2021年グローバル・ 

アウトルック・サーベイ 

従業員の声に耳を傾けることによって、持続可能で、場合

によっては差別化にもつながるような協調的関係を築くこ

とが可能になるかもしれません16。自社のビジョンに対する

理解が2021年年初以降に深まったとの回答が37%にとど

まったことを踏まえると、このようなアプローチは⻑期的な職

場戦略とは切り離して検討するべきでしょう。ここで留意す

べきこととして、従業員と共同でのビジョン設定に成功する

には、従業員の声に耳を傾けるだけでなく、目的達成のため

の最善の方法について影響力を持って導く必要があります17。 

強く同意する/
同意する

62%

同意しない/ 
中立的 

38% 

大きく改善した

36%

大きくは 
改善していない 

64% 

自社の人財が目的意
識と整合的である

（人材管理） 

自自社のビジョンに対
する理解 

（IT、業務、財務） 
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透明性の高い定量化可能な指標 

現在、運用会社は、従業員、顧客、規制当局、株主を

はじめとする幅広い利害関係者について考慮した上で、

社会において果たす役割を改めて認識する機会を有して

います。この点において重要なのは信頼と信用であり、これ

らを高めるための最初のステップとして、資産運用業界は

グリーン・ウォッシングの問題に取り組むことを検討するべき

でしょう。サステナビリティに関連する意思決定を行う上で、

各種のイニシアティブの中には透明性の欠如という問題が

存在することがあり、グリーン・ウォッシングが大きな課題の

1つとなっています18。同様の問題として、経営陣レベルに

おける多様性の欠如の問題に取り組む上で、多くの運用

会社がダイバーシティ・ウォッシングに直面しています。グリー

ン・ウォッシングやダイバーシティ・ウォッシングとの批判を避

けるためには、定量化可能な指標を用いて進捗状況を開

示することが効果的になり得ます19。この先、金融サービス

業が社会の全利害関係者の利益のために業績向上を目

指す上で、この種の情報開示は運用会社の社会的信用

の回復に貢献する可能性があります20。 

運用会社が社会的問題に関するメッセージを発信する際

に、従業員の支持を集めるためには、大胆な発言を試み

るよりも、可能な限り誠実であることが重要になるかもしれ

ません21。目標達成に向けた進捗状況を開示できることは、

利害関係者からのダイバーシティ・ウォッシングであるという

批判を避ける上で重要なポイントとなります。今回のサー

ベイにおいても、多くの運用会社がDEI（多様性、平等性、

包括性）の取り組みに一定の成果を上げている状況が

確認されました。採用、育成、リーダーシップにおけるダイ

バーシティの水準向上に注力していることに「強く同意する」

または「同意する」と答えた回答者の割合は、前年の43%

から60%に上昇しました。このような大幅な上昇の一因と

して、当該運用会社がDEIの取り組みの進捗状況を開示

したことが挙げられます。 

ダイバーシティ・ウォッシングの潜在的な悪影響を避けること

が、問題解決の一部となります。目標達成に向けて着実

に前進するために、運用会社は自らの取り組みが与える

影響を、まずは定量化するべきでしょう。今回のサーベイで

は、DEIのレポーティングが従業員のエンゲージメントと生産

性に関連することが確認されました。 

財務諸表においてDEIのイニシアティブが与える影響の定

量的情報の開示を大きく進めた回答者（39%）には、そ

うではない回答者（19%）と比較して、2021年年初以

降に従業員のエンゲージメントと生産性が大幅に改善した

と回答する傾向が見られました。生産性とビジョンの各側

面の実現との間には、関連性が見受けられます。また、

DEIのイニシアティブの定量化を 大き く進めた回答者

（38%）においては、そうではない回答者（28%）と比

較して、コラボレーションとチームワークが強化されたことが確

認されています。透明性の高い定量化可能な指標の構

築を進めることによって、財務的にも社会的にもボトムライ

ンの改善につながる可能性があります。 

DEIを重視することに加えて、多くの運用会社がESGのイニ

シアティブを幅広く採用していますが、その影響を確実な

方法で開示する運用会社はほとんど存在しません。大方

の運用会社がESGへのフォーカスを強化する一方で、差別

化の恩恵を完全には享受していません。実績と報告の間

のギャップは、全ての利害関係者に対して定量化可能な

指標を報告することの重要性を示しています。ESGのイニシ

アティブの影響を適切に開示しない運用会社は、顧客や

規制当局からグリーン・ウォッシングに行っていると受け止め

られる可能性があります22。その結果、顧客離れ、監督の強

化、資金調達環境の悪化のリスクが高まることになります23。 

効率的な従業員のスキルアップ 

2022年には、運用会社は、従業員が商品、資産クラス、

プロセス、テクノロジーの最新動向をフォローできるように、ト

レーニングと人材開発の機会を有するでしょう。 
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関連分野での従業員のトレーニング・ニーズに投資すること

によって、いくつか効果が期待されます。従業員の個人的

目標に見合ったスキルアップの機会を策定する形で、適切

に投資を行うことにより、コラボレーションと従業員の幸福

度を向上させ、強靱な企業文化を醸成することが可能に

なります。関連スキルについて教育とトレーニングを提供し

ていることに「強く同意する」または「同意する」と答えた回

答者の割合は、シニア人事スタッフの間では65%であった

のに対して、他部門においては、学習を重視する姿勢がパ

ンデミック危機の発生以降強まっているとの回答は35%に

とどまりました。この差を埋めるための方策として、各自の

目標に則して個別に策定したスキルアップのアプローチを活

用することが考えられます。従業員にトレーニングを割り当

てる代わりに、自らのキャリアパスを管理できるようオポチュ

ニティ・マーケットプレイスを設定することで、発想の転換を

図ることが可能です24。その結果、定着率の改善につなが

るかもしれません25。従業員がトレーニングの有用性を感じ

るようになると、他の分野に好影響が生じる可能性があり

ます。例えば、自社ではトレーニングに重きを置くようになっ

たと答えた回答者は、 

• チーム間のコラボレーションが強まったとの回答が28%

高く 

• 従業員の幸福度が向上したとの回答が34%高く 

• パンデミック危機の発生以降に、会社側は強靱な

企業文化を醸成したとの回答が52%高い結果とな

りました。 

DEIのイニシアティブの定量化を
大きく進めた回答者においては、
そうではない回答者と比較して、
コラボレーションとチームワークが
強化されたことが確認されてい
ます。 

2022 年には、運用会社はトレーニング・プログラムを重視す

る姿勢を強める見通しであり、なかでも、従業員自らにカ

リキュラムの策定を可能にするプログラムが最も成功するで

しょう。 

スタッフのレジリエンス 

従業員の生産性、幸福度、リスク許容度の向上、意思

決定の権限強化、チームのコラボレーションといった文化的

要素は、一体となってスタッフのレジリエンスを表わします。

企業文化を強靱にすることによって、スタッフのレジリエン

ス・リスクは軽減されます。2021年年初以降に自社の企

業文化が強靱になったと答えた回答者は、 

• 意思決定の権限移譲という点で強化されたとの回

答が61%高く 

• リスク許容度が高まったとの回答が58%高く 

• 従業員のエンゲージメントと生産性が強化されたと

の回答が37%高く 

• チーム全体においてコラボレーションが強化されたとの

回答が27%高く 

• 従業員の幸福度が強化されたとの回答が25%高い

結果となりました。 

実際、オペレーション・リスクの上位2つにスタッフのレジリエ

ンス・リスクを挙げたのは、企業文化が強靱になったと回

答した運用会社では20%にとどまり、そうではない運用会

社では40%に達しています。 

企業文化の強靱化とスタッフのレジリエンス・リスクの軽減

と目的とする特定の戦略的な対応を運用会社は講じて

います。 
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カーライル・グループは、CEOの報酬をインクルーシブ文化の構築

と連動させる方針を採用しました26。また、DEIの目標を上回る

成果を上げた従業員を評価するため、200万ドルの予算を計

上しています27。DEIのイニシアティブは、より良い企業文化の

構築と収益性・生産性の改善に寄与する可能性があります28。

DEIのプログラムを採用する多くの運用会社の中で、リーガル・

アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント（LGIM）は成

功例の1つです。同社は、経営陣においてジェンダー平等を実

現できたのは、柔軟性と適応性を維持しつつ、従業員の意見

に常に耳を傾けてきたからであるとしています29。このような企業

文化を強靱化する対応は、優秀な人材の補充が難しく、欠

員状況が生産性の低下につながる重要な時期において、ス

タッフのレジリエンスに影響する可能性があります。

足元の環境において変わりゆく業務の必要性に従業員と運

用会社が対応を図る中で、2022年も職場の人材モデルは変

化し続ける公算が大きいでしょう。効果を最大限発揮するため

に、多くの場合、内部のコミュニケーション・プランは大胆な人

事行動に組み込まれています。適切なビジネス判断を行っても、

文化的な影響に配慮したコミュニケーション・プランが存在しな

ければ、最善の結果が得られるとは限りません。その一方で、

従業員の全般的な幸福度向上のための手段を追加的に採

り入れ、その計画を効果的に伝達する運用会社には、より強

靱な企業文化を⻑期的に生み出す機会が生じます。

M&Aとアウトソーシング

運用会社がコスト、ケイパビリティ、規模の方程式と向き合う

上で、引き続きM&Aとアウトソーシングが解決策となります。

サーベイの結果は、世界中でM&Aの動きが幅広く活発化する

見通しを示しています。

なかでも、2022年は年間収益が50億〜100億ドルの運用会

社が中心となる見通しです。この結果は、中小規模の運用会

社の間で、顧客向けのサービス提供能力を向上させるために、統

合を進める流れが継続するという見通しと一致するものです30。 

興味深いことに、今回のサーベイでは、回答者がM&Aを実行

する際の最大の要因は「新しいテクノロジーの導入」であり、こ

れに「規模の拡大」と「販売チャネルの拡大」が続く形となりま

した。運用会社各社は、拡大した顧客基盤（見込みを含む）

により優れた製品と顧客体験を提供することによって、成⻑を

促進しようと考えています。M&Aから潜在的な恩恵を享受出

来る運用会社は多く、2022年にはM&Aが加速すると予想し

ています。

従業員にトレーニングを割り
当てる代わりに、自らのキャリ
アパスを管理できるようオポ
チュニティ・マーケットプレイス
を設定することで、発想の転
換を図ることが可能です。
資産運用業界におけるM&Aの件数は、2016年の516件から

2020年には628件へと増加しています31。また、2021年、2020

年、2019年の第3四半期に発表された案件の数はそれぞれ

548件、457件、484件であり、2021年に急増した様子がうか

がえます32。金額ベースでみると、2020年、2019年の第1〜第

3四半期の実績がそれぞれ263億ドルと222億ドルだったのに

対して、2021年の同時期は316億ドルに増加しています33。
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アウトソーシングに関しては、エンタープライズ・リスクの拡大に対

する影響について、最近、FINRAが注目するようになっています34。

運用会社にとっては、規制やリスクの視点に加えて、従業員

に与え得る潜在的な影響を包括的に検討することが、効果

的となるかもしれません。あるファンクションを外部委託する戦

略的決定を行う際に、クロス・ファンクションのプロセスへの影

響を避けるための措置を検討するべきでしょう。アウトソーシング

の積極化が自社の効率改善に最も寄与すると答えた人材管

理部門の回答者は、リスク管理やコンプライアンス部門におけ

る採用増加について、最も消極的でした。アウトソーシングの意

思決定プロセスにおいて、ガバナンスとコントロールの強化の必

要性をコストとして認識しない運用会社は、自社や利害関係

者に対する恩恵を過大評価する可能性があります。企業文

化、従業員のエンゲージメントと幸福度に対する悪影響を効

率良く最小限に抑えるために、外部委託の戦略的な性質と、

影響を受ける従業員と運用会社の双方にとってのメリットを

伝達することが、運用会社にとって選択肢となります。

あるファンクションを外部委託する戦略的決定を行う際に、
クロス・ファンクションのプロセスへの影響を避けるための措置
を検討するべきでしょう。
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ビジネスの変革に向けた
再投資
運用会社はオペレーションの変革に向けた投資を推進していま

す。パンデミックによる必要性や良好な経済環境に起因してコ

スト削減に成功した分を、自社開発やオンプレのテクノロジーを

置き換えるよりも頻繁に、クラウドや外部委託サービスへの投

資に振り向けています。大方の運用会社はデジタルトランス

フォーメーションを進めていますが、進捗状況には差が見られま

す。デジタル化の過程においては、実践面での機動性が運用

会社を差別化する要因の1つとなっています。2021年年初以

降に実践面での機動性がより強化されたと答えた回答者は、

半分程度（49%）にとどまりました。機動的にデジタルトラン

スフォーメーションを導入することの重要性を示す事実として、

理想的なデジタル環境にどの程度近づいているのかという設

問に対して「より強化された」と答えた回答者の大多数（85%）

が10段階評価で8以上と回答しています。一方、それ以外の

回答者では51%にとどまります。もっとも、来年もあらゆる種類

の運用会社が、デジタル化の推進を継続する見通しです。

サーベイの回答者は、デジタル化の最も重要な推進要因とし

て、業務効率の改善（45%）と、以前には存在しなかった機

会や現実的でなかった機会の創出（42%）を挙げています。

以下では、推進要因をそれぞれ詳細に検討します。

業務効率の改善

低コストのパッシブ運用との競争激化を背景に、伝統的な運

用会社にとって業務効率の重要性が高まっています。バリュ

エーションの上昇に伴い、プライベート・エクイティ・ファンドにとっ

ては的な案件のソーシングと投資対象企業の業務改善が重

要になっています35。運用会社は業務改善を図る際に、デジタ

ル化に依存する傾向を強めています。昨年と比べて、全ての

地域の回答者が新興テクノロジー向け支出の増加を予想して

います（ネット比率ベース、図表2）。この傾向は、2021年上

期に実現した収益の増加と利ざやの拡大によって、下支えさ

れる公算が大きいようです。
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図表 2

サーベイでは世界中の運用会社が新興テクノロジー向けの支出増加見通しを示す
今後12〜18カ月間の新興テクノロジー向け支出の増加見通し（ネット比率）
■ クラウドコンピューティング/ストレージ ■ サイバーセキュリティ ■ 人工知能（AI） 

■ ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） 

北米 欧州 アジア太平洋

その他のテクノロジー
ブロックチェーン・分散型台

帳テクノロジー 56% 50% 65% 

モバイル・テクノロジー 59% 35% 61% 

データ・プライバシー 66% 44% 58% 

データの取得と処理 
（クラウドを除く） 63% 50% 55% 

データ・アナリティクス 59% 56% 58% 

注: 支出の増加（ネット比率） = 支出増と答えた回答者の割合– 支出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、2021年グローバル・アウトルック・サーベイ 

優先順位が最も高いのはクラウドコンピューティング/ストレージ

であり、柔軟な勤務モデルをサポートし、業務の機動性と効率

性を高める狙いがあるとみられます。また、昨年同様に2022年

も、新しい勤務モデルの確実な導入を図る運用会社をサポー

トするサイバーセキュリティのソリューションが、優先順位の高い

項目に挙げられています。

もっとも、地域レベルでは細かい違いが見受けられます。欧州

では、クラウド、サイバーセキュリティ、ロボティック・プロセス・オー

トメーション（RPA）、データ・アナリティクス向けの支出の増加

見通し（ネット比率）がいずれも56%であり、テクノロジーの種

類による差は見られませんでした。一方、北米では、クラウドと

AIのネット比率がそれぞれ84%、72%だったのに対して、アジア

太平洋では、サイバーセキュリティ（74%）がクラウド（68%）

を上回る形となりました。全ての地域において、クラウド向けの

支出増加が優先されているものの、背景要因は共通していな

いかもしれません。

84%

56%
68%

59% 56%

74%72%

53%
58%

69%

56% 58%
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欧州と北米の運用会社がデータ・アナリティクスとAIを用いた新

しい機会の創出に注力しているのに対して、アジア太平洋の

運用会社は業務効率の改善を主目標としているとも考えら

れます。

AIやRPAなどテクノロジーがもたらすコスト削減や時間節約の潜

在的効果を踏まえて、大方の回答者がこの2つに対する支出

を増加する見通しを示しています。支出削減見通しが示され

た昨年からは、劇的な変化と言えるでしょう。各社ともリモート

での業務遂行から効率的な業務遂行へと、軸足を移している

のかもしれません。テクノロジーを最大限活用するためには、適

切なデータインフラの整備が必要になります。データはAIモデル

の構成要素であり、クリーンなデータを統合・保存するウェアハ

ウス・システムを導入する必要が生じることも考えられます。同

じように、RPAを効果的に導入するためには、システムが想定

通りに機能するように、データの例外処理を着実に行う必要が

あります。AIとRPAを単独または組み合わせて利用するインテリ

ジェント・オートメーションは、コストの削減、顧客ターゲット改善

を通じた増収、そして高度なテクノロジーを利用しない場合の

人間の処理速度の2〜3倍の速度でのプロセス実行を可能に

するでしょう36。インベスコはインテリジェント・オートメーションを利

用して、フロントからバック・オフィスにまたがる35の部門において、

1年間に300万分の時間を節約しています37。これらのテクノロ

ジーを導入することによって、年間210万ドル程度のコストを削

減しています38。

とは言え、スムーズに導入できるとは限りません。AI（67%）、

サイバーセキュリティ（58%）、クラウド（54%）の導入に際し

て、大方の回答者が困難に直面しています。AI（29%）とク

ラウド（31%）の導入に際しては、複雑な導入プロセスが最

大の障壁だったのに対して、サイバーセキュリティ対策の場合は、

レガシー・システムへの依存（16%）が障壁となっています。運

用会社としての明確なビジョンとユースケースがあれば、必要な

人材の採用やシステムの刷新を協調して行うことが可能になり、

障壁をある程度克服することが可能かもしれません。新興テク

ノロジーの導入によって実現するのはコスト削減だけではなく、

アルファの創出や顧客サービスの向上にもつながる可能性があ

ります。

新しい機会の創出
アルファの創出
運用会社にとっては、多様な情報源からの構造化/非構造化
データを集約するために、AIテクノロジーの一種である「自然言
語処理/生成（NLP/G）」を活用することが選択肢になります。
これにより、アナリストはデータ収集に費やす時間を節約して、
知見の拡充を念頭にデータの分析に注力することが可能にな
ります39。投資実行前の段階でAIベースのソリューションを利用
する回答者の大多数（85%）は、AIがアルファ創出に貢献す
ることについて「強く同意する」または「同意する」と回答してい
ます。

回答者の4分の3近くが、今後12〜18カ月間にAIなどのアル

ファ創出テクノロジー向けの予算を増額すると回答しています。

これにはNLP/G（71%）や代替データ（74%）が含まれます。

もっとも、予算を増やすだけでは成功は保証されないかもしれ

ません。今回のサーベイでは、「アルファ・ジェネレーター（AIがア

ルファ創出に貢献したことについて「強く同意する」または「同意

する」と答えた回答者）」が、特定の企業文化的側面におい

て同業他社より優れていることがわかりました。「アルファの創

出能力」と「従業員のエンゲージメントと生産性」「従業員の幸

福度」「実践面での機動性」の間には高い相関が存在してい

ます（図表3）。これらの側面が重なる形で、アルファ・ジェネ

レーターの2022年の収益見通しが改善している可能性が高く、

そのような見通しを示したのはアルファ・ジェネレーターでは3分の

1近く（32%）に達したのに対して、それ以外の回答者では5

分の1程度（21%）にとどまりました。
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図表 3

AIを活用してアルファ創出に成功した運用会社は、従業員のエンゲージメントなどの企業文化的
側面に注力し改善させた可能性が高く、相関の強さがうかがえる
AIを活用してアルファを創出する能力は文化的改善と連動する
■ 企業文化的に大きく改善した ■ 企業文化的にそれほど改善しなかった 

出所: デロイト金融サービス・センター、2021年グローバル・アウトルック・サーベイ 

AI導入プロセスに着手する上で、リーダーのビジョンは特に重要

な要素になります40。リーダーは、財務部門と業務部門の足並

みを揃え、AIが効率化や財務的な成果をもたらすユースケース

を特定する上で、重要な役割を果たす可能性が高いとみられ

ます。有望なユースケースが特定された場合、サンドボックスに

おいて開発した上で、特に有望なものをスケールアップしていく

のが一般的な方法です41。UOBアセット・マネジメント（UOB）

は、Multi-Signal Predictive Analytics Projectを実行するに際し

て、サンドボックス方式を採用しています42。この方式によって、

ユーザーは分析プロトタイプを開発し、データレイクやエンタープラ

イズ・データウェアハウスに保存されるデータを分析することが可

能になります43。さらに、UOBのAI導入ワークフロー・プロセスは、

ビジネスのニーズに合わないものを排除しつつ、特に生産性の

高いユースケースを特定、スケールアップ、微調整するように設

計されています44。

運用会社にとっては、AIをより効果的に導入するために、イノ

ベーション・チームが投資部門とテクノロジー部門の連携役とな

る、T字型の組織構成を採用することが選択肢になり得ます45。

イノベーション・チームの責任は、テクノロジー部門のデータサイエ

ンティストが特に重要な投資の問題に対応する最適な解決

策を実行できるように、コミュニケーション・ギャップを効果的に

埋め合わせることになります。AIモデルが想定通りに機能するま

でには、反復作業と時間が必要になり得るため、リーダーはこ

のような組織編成を活用することで、成功する前に実験と発

見を可能にするオープンな文化を創造することができるようにな

ります。バンガード・グループやヌビーンなどの運用会社は、失敗

に対する恐怖心を克服し、イノベーションを促進するように、従

業員を指導しています46。イノベーション・チームは伝統的な部

門の一部ではないため、効果的に機能させるにはリーダーのサ

ポートが必要になる場合があります。また、T字型のチームを構

成するために、外部の専門性を求められる可能性もあります。

58% 58% 56%

従業員のエンゲージメントと
生産性

従業員の幸福度 実践面での機動性 

18%の 
格差 

22%の 
格差 

24%の 
格差 
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財務部門と業務部門の間で資本配分の優先順位を一致さ

せることは、投資判断プロセスを改善する上で重要になります。

今回のサーベイでは、整合性が見られる分野と見られない分

野の存在が示されているため、リーダーにはさらなる取り組みが

求められます（図表4）。グローバル・レベルでは、コンファレン

ス、ESGリサーチ、従来型の財務データベースの重要性において、

特に整合性が弱いようです。地域別に見ると、アジア太平洋

（33%ポイントの差）では伝統的なデータベースの重要性にお

いて、欧州と北米（それぞれ25、30%ポイントの差）ではコン

ファレンスの重要性において、大きな不一致が見受けられまし

た。部門間において優先順位に不一致が存在する運用会社

のリーダーには、各部門に向けて戦略を明確に伝達し、組織の

優先順位に対応するために適切な資金とリソースを確保する

必要が生じる可能性があります。

図表4

調査対象の財務部門と業務部門ではコンファレンス、ESGリサーチ、従来型の財務データベースの
重要性において特に整合性が弱い
支出の優先順位（業務部門 vs. 財務部門） 

出所: デロイト金融サービス・センター、2021年グローバル・アウトルック・サーベイ 

28%

28%

25%

22%

28%

19%

28%

44%

43%

43%

41%

38%

36%

31%

上位 5 つの優先順位にリソースを挙げた 
業務部門の回答者 

対応するリソース予算を 10%以上増やした 
財務部門の回答者 

セルサイド・リサーチ セルサイド・リサーチ

AI（NLP/G を含む） AI（NLP/G を含む） 

ESG リサーチとデータリソース 

コンファレンス 

代替データ 

A 従来型の財務データベース 

出張 

ESG リサーチとデータリソース

コンファレンス

代替データ

A 従来型の財務データベース

出張
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顧客サービス
運用会社は、従来は不可能であった方法で顧客と接していま

す。テクノロジーを活用して、デジタル・チャネルを通じた顧客と

の対話、情報処理能力を備えたチャットボットを通じた顧客か

らの照会への対応、営業や関係構築のプロセスにおけるバー

チャル・ミーティングの活用、カスタム・レポートの提供などを行っ

ています。また、データ・アナリティクスを用いて、顧客の関心事、

好みのコンテンツ形式、交流の頻度を特定することによって、

パーソナライズされた形で顧客と交流を図ることが可能です47。

そのような形のコミュニケーションを通じて顧客は必要な知見を

入手しやすくなり、アドバイザーにとっても迅速に案件を締結す

ることが可能になるかもしれません48。資産運用はリレーション

に依存する部分が大きいビジネスであるため、顧客と良好な

関係を築き、期待に添うことのできる運用会社は成功する可

能性が高いと言えます。今回のサーベイでは、2022年の収益

見通しが大幅に改善するとの回答は、デジタル面で先進的な

運用会社の場合は38%に達したのに対して、それほど先進的

ではない運用会社の場合は13%にとどまりました。

運用会社がビジネスの変革を目指して「再投資」に取り組む

際に、コア・テクノロジーのインフラが、最大の恩恵をもたらす支

出の方向性を決定付ける可能性が高いでしょう。

一般に、運用会社のコア・テクノロジーのインフラは、デジタル化

戦略に重要な影響を与えます。最新のコア・インフラを備えた

運用会社は、投資判断プロセスと顧客サービスを改善するた

めに、最先端のテクノロジーに対する社内向け支出を増やすこ

とが可能です。一方、インフラが古い運用会社には、最先端

のテクノロジーとデータ・アナリティクスを効率的に活用するため

に、異なるアプローチを採用する必要が生じるかもしれません。

デジタル化が進んでいない運用会社にとっては、組織全体の

顧客データを統合的に閲覧するために、サードパーティのクラウ

ド・ベースの資産管理サービス・プラットフォームを活用することが

選択肢となり得ます。このようなアプローチの下で、大規模な

技術開発プロジェクトに伴うリスクを軽減しつつ、データから迅

速に知見を引き出して、速いペースで商品を開発することが可

能になります。

ビジネスを変えるための再投資は、難易度の極めて高い作業

です。戦略とビジョンに組織全体をきめ細かく対応させることが、

成功のための重要な要素になります。また、トレーニングやコミュ

ニケーションを通じて人材を管理することも、重要な要素になり

ます。これらをバランス良く行うことによって、⻑期的な差別化

を図る体制が構築される可能性があります。
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責任感をもった
オペレーションの刷新

デジタルトランスフォーメーションに遅れる
ガバナンス
必要な変化に迫られる中で、多くの運用会社では適切なガバ

ナンスとレポーティングの導入が完了していません。今回のサー

ベイの結果によると、54%の回答者がビジネス・サービスのデジ

タルトランスフォーメーションを加速させているのに対して、ガバナ

ンスとレポーティングのメカニズムを合わせて刷新したと答えた回

答者は19%にとどまりました。デジタルトランスフォーメーションの

導入とガバナンス・メカニズムの刷新の状況は、地域によって大

きく異なるようです。責任感をもった導入という点で先行してい

るのは欧州の運用会社であり、デジタルトランスフォーメーション

を加速すると同時にガバナンスを刷新しているとの回答は27%

に達しました。一方、アジア太平洋の運用会社では20%、北

米の運用会社では11%にとどまります。デジタルトランスフォー

メーションに遅れる形でガバナンスとレポーティングが不適切な

状態であると、財務、法務、風評の面で深刻な影響が生じる

可能性があります。各社は2022年を通じてギャップの解消に

取り組む見通しです。

オペレーションは様々な点で変化しています。無駄のない状態

で効率性を改善するため、一部の運用会社はデジタルトラン

スフォーメーションを推進する上で外部のサービス・プロバイダーと

提携しています49。同時に、各社はバーチャルな仕事環境を取

り入れています。このような新しい枠組みにおいて、事業のサー

ドパーティへの拡大と不正行為に関連するリスクがそれぞれ高

まっています50。

サーベイでは、運用会社の95%がフロント、ミドル、バック・オフィ

ス全体を対象に、何らかの構造改革を推進していることが確

認されました（図表5）。

これらの構造改革の大部分は、増加傾向にある外部組織に

対する依存度を高めるものです。外部組織との関わりが多い

企業ほど複雑性が高く、サードパーティ・リスクに対して脆弱に

なるおそれがあります。しかしながら、このようにリスクが高まりつ

つある中でも、構造改革を計画している運用会社の40〜50%

は、リスク管理体制を全面的には見直していません。改革の

実行に際して適切なリスク削減措置を講じなければ、サイバー

セキュリティ、事業継続、データ・プライバシー、さらには風評リス

クに関連する様々なサードパーティでのインシデントにつながりか

ねません51。

運用会社においては、リモートワーク・モデルがコンダクト・リスク

の誘因になるおそれがあることから、倫理的な意思決定を促

進しコンダクト・リスクを削減するプログラムに対して、投資を拡

大する傾向が見られます。コンダクト・リスクの削減を目的とす

る倫理的な意思決定のためのプログラムに対して投資を行って

いることについて、「同意する」または「強く同意する」と答えた

回答者の割合は、2020年の33%から2021年には57%へと上

昇し、人材面での進展がうかがえます。しかしながら、トレーニン

グのソリューションに対して技術革新には遅れが見られ、監視

や管理の施策を実行中の回答者は全体で33%にとどまりまし

た。地域別に見ると、当該回答者の割合はアジア太平洋で

は46%だったのに対して、欧州と北米ではそれぞれ23%、28%と、

技術革新の遅れがさらに顕著でした。複雑なハイブリッド型の

労働環境に対応するために、監視や管理のシステムを改善す

るまでの間は、運用会社はコンダクト・リスクにさらされる可能

性が高いようです。



2022 年資産運用業界の見通し 

19 

図表 5

ほとんどの運用会社がフロント、ミドル、バック・オフィス全体を対象とする
構造改革を計画している
今後12〜18カ月の間に回答者が計画するオペレーションを変えるための構造改革
■ 社内整備 ■ 買収 ■ オフショア化 ■ 外部委託 ■ 提携 ■ 構造改革を予定していない

出所: デロイト金融サービス・センター、2021年グローバル・アウトルック・サーベイ 

既存のコントロールの対象範囲に新しいテクノロジーを導入する

ことに加えて、高水準のコンダクト・リスクの抑制に寄与し得る

技術的なソリューションとしては、インサイダー取引の警告生成

モデルの再調整、個人口座に対するモニタリングの強化、比

較的リスクの高いイベントの優先的対応、アラート・メタデータに

関するデータ・アナリティクス、高リスクの通信システムの利用制

限が挙げられます52。さらに、適切で効率的なサードパーティ・リ

スクの管理とリアルタイム・モニタリングのシステムを構築し、

サードパーティに起因するオペレーションのクレームを検証すること

によって、デジタルトランスフォーメーションの加速により増幅され

るサードパーティ・リスクを軽減することが可能になるかもしれま

せん53。

サイバーセキュリティとデータ・プライバシーの側面からサードパー

ティ・リスクとコンダクト・リスクを軽減するために、全てのネット

ワーク・トラフィックに悪意が存在し得ると仮定するゼロトラスト・

フレームワークを検討する余地が存在します54。

この手法は、全てのユーザーとディバイスに対するネットワーク・ア

クセスの管理に資するものです。継続的に本人確認が行われ、

各ユーザーに特別に許可されていないアプリケーションは非表示

となります。このような企業のアプリケーションやデータに対する

管理体制を整備することによって、不正行為やサードパーティの

インシデントの抑止効果が期待されます55。

さらに、欧州証券市場監督局や米国証券取引委員会など

の規制当局は、潜在的なリスクや懸念について検討するため

に、デジタル・エンゲージメントの慣行やサードパーティに対する依

存度の高まりについて、市場参加者から意見を徴収していま

す56。変革を進めつつ、ガバナンスやコントロールのメカニズムの

導入を図る企業は、そのような対応がコンプライアンス要件とし

て義務付けられた場合に、優位に立つ可能性が高いでしょう。
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今後の見通し

過去2年間は運用会社の力量が試された年になりましたが、

従業員とリーダーは成果を上げました。パンデミック危機の下

で、多くの運用会社の企業文化が強靱になり、文化の強靱

化、収益見通し、変わりゆく投資家の嗜好に対応するために

重要な新技術を導入する能力の間には、関連性が見受けら

れます。今回のサーベイにおいて、企業のビジョン、戦略の実行、

顧客サービス、スタッフのレジリエンスを結び付ける好循環の存

在が確認されました。このような循環は、財務面での改善と業

務上の成果につながる可能性があります。好循環の起点と終

点を見極める作業はおそらく非現実的なものですが、顧客の

期待以上の成果を目指すリーダーと従業員の意欲が、サイク

ルを好転させるでしょう。

リーダーは組織のビジョンを設定し、これを伝達します。これに成

功した場合、資本の配分、人員の配置、開発、実行を含む

戦略的な優先事項が、部門間で整合的になります。

2022年には、年間を通して予想される変化の規模とペースを踏

まえると、強力なリーダーシップを備えた運用会社は、ここ数年と

比べて大幅に差別化された成果を達成すると予想されます。 

運用会社に対する利害関係者の期待が最も変化したのは、

ESGとデータ処理に関連する分野です。顧客のESGに関する優

先事項と投資のリターンについての期待を満たすために、運用

会社はAIを用いて新しいデータ・セットの処理を進めています。

このような取り組みとこれに付随する達成感も、好循環の促

進につながるでしょう。顧客の需要が運用のオペレーションと提

供商品を良い方向に変えているようであり、このような変化は

2022年を通じて継続し、場合によっては加速する公算が大き

いようです。

今回のサーベイにおいて、企
業のビジョン、戦略の実行、
顧客サービス、スタッフのレジ
リエンスを結び付ける好循環
の存在が確認されました。
大きな成功を実現している運用会社は、企業文化を強靱化

すると同時に、高い収益を上げている可能性が高いようです。
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