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CFO 組織変革：ファイナンスタレントマネジメントの
新力学
デロイト トーマツ コンサルティング（株）

1．はじめに

ひ おき

けいすけ

日置 圭介

にあった上で、そこで発生する変化にいかに対応す

ファイナンスタレント、グローバル人財・・・、

るかを考えた時代、後者は、変化のパラメーターが

日本企業の CFO 組織・機能の強化はもちろん、グ

増加し、基本、複雑で不確実な環境が前提となり、

ローバル深化時代に日本企業が勝ち残っていくため

その中でいかに変化に対応しながら成長を目指すか

のキーワードであり、数年前から気に掛け、折に触

を問われている時代である。

れ取り上げてきた。2009年には日本 CFO 協会主

両者ともに変化への対応は必要であるが、少々乱

催の CFO FORUM で講演させて頂き、最近ではク

暴にまとめるのであれば、前者が「安定の時代」
、

ライアント内におけるディスカッションにもお声掛

後者が真の「変化の時代」と言えよう。

け頂く機会が増えている。
さらには、各社の中期経営計画を拝見するに、グ
ローバル人財について触れている企業も多い。

同じグローバル化と言っても、このように大きく
意味合いが異なる環境においては、必要とされる人
財要件も異なる。当然、ファイナンスタレントにつ

そこで2012年の年頭のテーマとして、グローバ

いても例外ではない。そこで、次節では、これまで

ル化が進展する時代のファイナンスタレントマネジ

とこれからのファイナンスタレントマネジメントの

メントのあり方について取り上げることにした。包

要件について整理を試みる。

括的な議論を展開すれば、人事・評価制度や採用・
育成の仕組みにまで踏み込むことになるが、本稿で
はその前提となるコンセプトに焦点を当てたい。
尚、本稿は、筆者の限定的な経験にもとづく個人
的見解であることをあらかじめお断りしておく。

3．ファイナンスタレントマネジメント
に求められる観点一これまで
グローバルにビジネスを展開している企業ともな
ると、程度の差こそあれ、何らかグローバルベース

2．グ ローバル化の意味合い

る。しかし、そのコンセプトは、先に述べた「成長

経営のグローバル化というお題は、古くて新しい

の時代」が前提であったときからあまり変わってい

経営課題であり、何ら目新しいテーマではないのだ

ないように思われる。それは、
「内部」
「同質性」、
、
「ゼ

が、このテーマがどのようなコンテクスト（文脈）

ネラリスト」という3つの観点で構成されている（図

で話されているかには注意を要する。なぜなら、そ

表1）
。

れによってグローバル化の意味合いが異なるから

「内部」とは、新卒で採用した人財を、教育制度
やローテーションプログラムなど長年かけて育成す

だ。
様々な定義の仕方があろうが、たとえば、高度成

ることである。したがって、多少の例外はあるもの

長期における輸出中心のグローバリゼーションか

の、年齢（年次）でどのようなポジションに就くか

ら、販路の拡大に向けた営業拠点及び製造コスト増

ある程度決められている。また、グローバル人財を

や円高に対応する製造拠点の海外移転というグロー

育てるという意味合いにおいて、海外拠点へのロー

バリゼーションへの変遷。そして昨今では、国内市

テーションも当然実施されている。海外拠点への派

場が成長鈍化から縮小へと移りゆくと同時に、アメ

遣は、リソースが十分とは言えない CFO 組織にお

リカの消費力を頼りにしてきた経済モデルも破綻し

いて、責任ある立場で一通りの業務を担当すること

つつある中、新たなる需要の軸となるアジアやその

で、
「一人前」となるプロセスであることは間違い

他新興国への進出拡大によりグローバリゼーション

ないが、グローバル人財を育てるという当初の目的

が一層の深化を見せているというのが筆者の個人的

をどれだけ達成できるのかは議論の余地があろう。
2つ目は、
「内部」と関連する「同質性」であるが、

な見立てである。

24

でのタレントマネジメントの仕組みを整備してい

また、この3つのグローバリゼーションのうち前

これは、
「大卒、日本人、男性」
、というメンバーが

2つと後の1つではその前提が大きく異なる。前者

中心という程度ならまだしも、ほとんどがこの属性

は、ある程度安定的に先が見通せる成長過程が前提

のメンバーで構成されているということである。も
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図表1

タレントマネジメントの観点
これまで前提としていた観点

これから取り入れるべき観点

安定の時代

変化の時代

同質性

内

部

多様性

ジェネラリスト

外

部

スペシャリスト

ちろん、海外現地法人に行けば、特にオペレーショ

下で力を発揮できる人財を、内部だけで育成できる

ン層にはそれなりにローカル人財を採用しているわ

ことはゼロではないものの決して多くもないため、

けだが、現地の責任者層や何よりも本社における主

外部からの調達により、
優秀人財を賄うことである。

要な人財は、基本的に「単一」となっている。日々

もちろん、財務・経理部門における中途採用は以前

プロジェクトや社内研修講師などで様々な企業の

から実施されていることではあるが、その主な理由

CFO 組織の方々と接しているが、もちろん業種に

は、景気等の変動に合わせた採用人数の絞り込みの

より状況は少々異なるのだが、この属性以外の方に

結果、歪になってしまった「人口ピラミッド」の補

会うことは圧倒的に少ない。

正であり、何か明確なミッションやポジションを意

最後が「ゼネラリスト」である。こちらも「内部」
そして「同質性」とも関連するが、
同じような経験、

図して有能なタレントを調達する行動とは異なるよ
うに見える。

スキルセット、そして結果としてのマインドセット

もちろん、企業規模や成長ステージなどによって

を持つ人財を、長年かけて育成するということであ

様相は異なる。また、日本企業でも海外現地法人

る。誰もがどの領域の業務でも一定限こなせる状態

においては、日本国内よりはポジションに関する

にすることは、ある種リソースの効率的な活用に繋

要件を明確にして、経験者を採用している。外資系

がる。「内部」も同様であるが、長期雇用を前提と

企業の日本法人ではまさにこのような採用形態で

した考え方である。

あり、基本的に経験者のみを採用し、またその際

日本企業におけるファイナンスタレントマネジメ

には、期待する役割や必要な経験・スキルを Job

ントから、これらの観点が無くなることはこの先も

Description（職務記述書）として明確にしている。

ないだろう。それどころか、いましばらく中心的で

ただし、より高度で重要なポジションになるほど、

あり続けるであろうことは想像に難くない。

そもそもマーケットにそれほど多くのタレントが流
動しているわけではないため、厳しく規定し過ぎる

4．ファイナンスタレントマネジメント
に求められる観点一これから

と Job Restriction となり、アンマッチになる可
能性が高く注意を要するが、外部からの人財獲得を
有効なものとするためには必要な要素である。
次に「多様性」について。海外拠点における「現

しかしながら、今日的な意味合いにおけるグロー
バル化では、複雑性や不確実性が前提となるため、

地化」は古くからの問題であり、日本企業のグロー

これに相応しい、変化の時代のタレントマネジメン

バル展開が拡大している昨今、特に関心が高くなっ

トのベースコンセプトとなる新しい「力学」が必要

ているが、ここでは、大部分が日本人かつ男性で構

となる。それは、「外部」、「多様性」
、
「スペシャリ

成されている本社部門を中心とする主要ポジション

スト」という、従来とはま逆に位置する観点であり

における女性や外国人の登用がテーマとなる。
女性の活用については、様々な企業の CFO を始

（図表1）、これらをタレントマネジメントのコンセ
プトに融合していかなければならない。
「外部」の観点とは、不確実性が高く複雑な環境

めるとする財務担当役員の方とお話しさせていただ
くに、
非常に優秀と評価されている。しかしながら、
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一般的に、人生の2つの大きなイベントにより、継

秀な人財を見つけることは困難であるため、例えば、

続的なキャリアの形成が難しいとみなされており、

財務・経理部門から見ると「内なる外」である、企

日本企業では活躍の場が限定されているように思わ

画部門や事業部門など、自社やそのビジネスについ

れる。その一方で、外資系企業の日本法人を見てみ

てよく理解している人財の登用可能性をもっと探る

ると、カントリー CFO など重要なポジションを日

べきであろう。ビジネス感覚がある人財に計数使い

本人女性が担っていることも少なくない。確かに、

方を教えこむことと、会計処理を知る人間にビジネ

男性に比較すると難しさがあることは事実であろう

ス感覚をつけさせること、どちらが効果的か、見極

が、このような優秀な人財が日本企業において仕事

める必要がある。

ができない、または、日本企業を選択しない状況に
は早急に手を打つべきである。
外国人の活用については、昨今、M&A で海外企
業を獲得することが増加しているが、そのプロセス

以上、網羅的ではないが、グローバリゼーション

ではビジネスと同時にタレントも獲得している。当

が進展する中でのファイナンスタレントマネジメン

然ながらそのタレントに対する「デューディリジェ

トに加えるべき観点について述べてきた。当たり前

ンス」をしなければならないが、中には、CFO や

と言われれば当たり前のことばかりであるが、その

コントロールという概念を良く理解し、また実践し

当たり前ができないことが大問題である。では、古

てきた優秀なタレントも少なからずいることだろ

今融合の実現に向け、何を克服しなければならない

う。そのような人財を買収した子会社業務だけに縛

のか。様々なレベル感で非常に多くの課題が存在す

るのか、または、地域統括やグローバル本社におけ

るが、今回は根本に関わる2つを取り上げる。

る主要なポジションに登用するのか、その後のリテ
ンションにも大きく関係する。

1つは、
「平等主義」をどう取り扱うか。長期的
な内部育成やゼネラリスト教育など、基本線として

先ほど外部の観点で優秀人財をマーケットから調

全てのメンバーに同じような経験・スキルアップの

達することについて触れたが、有能なタレントの

機会を与えている。ルーチンのベースアップを図

獲得はそれほど簡単なことではない。したがって、

る、または、一定限のレベルを皆が身につける必要

M&A は人財強化の観点からも貴重な機会となり得

はあると思うし、また、すべての人財に同じ教育の

るものであり、外国人人財に持てる力を十分に発揮

機会を与えるという方針は美しく、特に日本人には

してもらうためにも、より高度でより責任ある役割

フィットするのかもしれない。

へのパスを提供すべきである。

一方で、これが行き過ぎると「金太郎飴」的に同

最後に、「スペシャリスト」だが、グローバル化

じようなマインド、スキルをもった人財の集団に

が深化する中、アカウンティング（≠経理）
、コン

なってしまい、ひとつひとつの役割・機能の高度化

トロール（≠管理会計）、トレジャリー（≠財務）
、

やグローバリゼーションの深化によって増している

タックス（≠税務）、それぞれのファンクションが

複雑性や不確実性に基づく変化への対応が難しくな

それぞれに高度化している。例えば、アカウンティ

る。

ング業務のグローバルレベルでの効率化に向けた

したがって、ある程度選抜的に優秀なタレントを

シェアードや、時にはアウトソースを活用した標準

ピックアップし、能力に相応しい役割を担わせるよ

オペレーションを構築する取り組み、事業が多様化

うにする必要がある。いまも全くそのようなことが

し、その過程では M&A による企業・事業獲得や撤

ないかというと、
「暗黙的」には運用されている印

退も起こる中での経営トップや事業ラインを支援す

象であるが、これを「明示的」な仕組みとして回し

るコントロール業務、変化する商流を適宜踏まえた

ていくべきであろう。誰がどのよう点において優れ

グローバルレベルでキャッシュ、為替エクスポー

ているのか、組織的な認知が必要である。そして、

ジャー、そしてタックスの一元的なコントロールと

これは組織のリーダーとなる CFO 候補人財をどの

いった具合である。

ように選抜し、サクセションプランを描くのかとい

このような状況に対し、従来的なゼネラリスト人

26

5．実現に向け越えるべき課題

うことに繋がる。

財だけでは一朝一夕に対応できるものではなくなっ

越えるべきもう１つの課題は、果たすべき役割や

ている。日本人持ち前の器用さからある程度はカ

機能、
ポジションの要件を明確にすることである（図

バーできるのかもしれないが、一方で仕組み作りに

表2）
。人に業務が付いているとは日本企業でよく

しろ、その運用にしろ、中途半端にとどまってしま

聞く話である。大元を辿れば、そもそもグループ各

う可能性は極めて高い。したがって、全員が全員そ

社の役割や機能すらが明確に整理されておらず、そ

うなる必要はないが、ある程度の人財ポーションを

こに存在すべき業務も定義しきれないということに

スペシャリストとして位置づけ、育成・獲得する仕

起因するのかもしれない。そして、これが理由で、

組みが必要である。この際、特にコントロール人財

地域本社・統括の設立やシェアードサービスの導入、

については、外から獲得するといってもなかなか優

展開時などによくみられるよう、経営機能を最適に
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配置することが困難な事態にも陥っている。
しかしながら、グローバル深化時代においては、

のはグローバル人財であるが、単に海外勤務を経験
し、英語を操る人員がグローバル人財ではない。あ

このような状況はもはや許容されない。タレントマ

るに越したことはない経験なのは間違いないが、深

ネジメント上の問題としては、例えば、役割・責任

い洞察力と確かな判断力、迅速かつ粘り強い行動

が明確でないまま、ある種の「阿吽」
、
「慮り」で仕

力、そして適確なコミュニケーション力によって、

事をすることは、外国人人財にとってはストレス
（理

グローバル深化時代の不確実性がもたらす変化に対

解不能）となり、仮に優秀人財を獲得できたとして

応できる人財こそが、今日的に必要とされているグ

も、長くは止まってくれまい。
また、
外国人に限らず、

ローバルタレントである。

日本人であっても、各社の「Way（独自性）
」が強

ラスト1マイルは、個々人のセンスに因るところ

すぎては、その環境にフィットしきれず将来も描き

が大きいとは言え、これを個人のみに依存するには

にくくなろう。したがって、外部、多様性、スペシャ

あまりにも世の中が複雑化・高度化し過ぎているた

リストという「これからの」観点を取り入れるため

め、組織としてどのように対応するのかを試行錯誤

には手間がかかる作業ではあるが、グローバルレベ

しながら見出すことを、「変化の時代」のファイナ

ルでの機能、ポジション、そしてスキルを棚卸すべ

ンスタレントマネジメントには求められている。
特に、CFO 組織は、グローバリゼーションが進

きと考える。
これらは、日本企業の根底にある「性質」へのチャ

展し、ビジネスがグローバルレベルで拡大していく

レンジとも言えるため簡単ではないが、これまでの

中で勝ち残っていくために不可欠な「強い本社」を

コンテクストからの転換を図るためには、どこかで

代表するコーポレートの主要組織であり、その機能

手を付けねばならないことである。そして、いまこ

を担う人財の強化は待ったなしの状況にある。本稿

そがその時なのではないだろうか。

のタイトルに「新力学」という言葉を付けてはみ
たものの、読書諸氏も感じているように、実は随
分と前から必要と言われている観点ばかりである。

6．まとめ

2012年という新しい年から本格的に着手したと

グローバル化の深化は、日本企業に様々なチャレ

しても、変化を感じられるレベルに至るには少なく

ンジを要求する。そして、そのチャレンジを克服す

とも数年単位かかるであろうが、もはや止まること

るためには、仕組み化など組織の総力も必要だが、

はできない。長い道のりではあるが、歩みを進めて

究極的に挑むのは人である。そして、望まれている

いこう。

図表2

タレントに求める要件の明確化

Need
企業が期待すること

Want
タレントが希望すること

教育、経験等キャリアディベロップメン
ト、時に、外部からの経験者獲得により、
この領域を広げることを試みるのだが、
前 提 と し て、企 業 が 期 待 す る こ と
（Need）
、つまり、グローバル化が深化
する中、どのような役割・機能が必要で
あり、その 何が満たされ、欠けている
のかが実はよくわかっていないことが、
大きな課題

Can
タレントにできること
以
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