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デジタル革命によってもたらされた変化
をナビゲートすると、エンタープライズ 
CFO の役割が変化していることがわかり
ます。実際、デジタルの世界では、CFO 
の業務について非常に異なる考え方をす
る必要があります。

これに気付いたのは私が初めてではありません。CFO ジャーナルの多くの
記事、コンサルティング会社によるレポート、および会議セミナーでは、こ
れらの変化を示唆または説明しています。次のページでは、他の人の考えを
自分の考えと一緒に集めて、デジタル CFO を特徴付ける一貫した方法を形
成します。

私のアプローチは、CFO が行う業務を定義する「古い」方法と「新しい」
方法を比較することです。これらは非常に一般化されたものであり、CFO 
とその企業によって役割の扱いが異なります。ただし、これらすべての要
素を組み合わせると、CFO が企業のデジタルパフォーマンスを推進する上
で、中心的な役割を果たしていることは明らかです。



従来、CFO は財務報告に多くの注意を向けてきました。ある意味では、CFO はバックミラーを見ていたこと
になります。財務報告書では、前期の業績を要約するか、貸借対照表と同様に、期末の事業状態を要約して
います。

もちろん、今日の CFO にとって、財務報告は依然として重要です。しかし、テクノロジーにより、財務組織
は会社の業績に関するほぼリアルタイムの情報を得て、主要な指標 (会社の将来の業績を示す指標) に関する
データを収集することもできます。Ascentria Care Alliance の CFO である Jeannette Wade 氏は、次のよう
に述べています。「CFO の役割は、財務情報の管理者から、財務情報によるビジネス変革の推進者へと変わ
りました。」[1]

さまざまなビジネスインテリジェンスおよび分析ツールは、CFO がこの情報を細かく分析する場合に有用
で、新しい機械学習テクノロジーを通じて予測分析を実行することもできます。データレイクとリアルタイ
ムストリーミングにより、CFO はビジネスサイロ、ビジネスユニット、さらには子会社全体の情報を分析し
て、企業の全体像を把握しやすくなります。

デジタル CFO は、これらすべてのツールを利用して意思決定を行い、他の CXO に会社の業績に関する洞察
を提供します。

取締役会と株主の管理者として、CFO は企業が将来にも持続可能であることを確認する必要があります。取
締役会は、業界が混乱しているのを見てから、企業が業界のリーダー的地位から急激に脱落する様子を観察
するにつれて、企業の持続可能性についてますます懸念を抱いています。

企業の持続可能性には緊張が伴います。企業はイノベーションと成長を続ける必要がありますが、一方では
コアビジネスへのリスクを防ぎ、セキュリティ違反や市場の不確実性に対して注意を払う必要があります。
「防御的」な側面と「攻撃的」な側面があります。

1 つ確実なのは、企業が停滞や現状維持、あるいは今日、今四半期、今年度のみの状態を管理することで
は、市場リーダーの地位を維持できないということです。

新: 先進的な指標とパフォーマンス指標を見据える

新: 四半期ごとのパフォーマンスを管理し、機敏に投資する

旧: 直近の指標と財務指標を振り返る

デジタル CFO のように考える方法

旧: 四半期ごとのパフォーマンスの管理



CFO の 81% は、企業全体の新しい成長分野を特定してターゲットにすることが自分たちの責任で
あると考えています。CFO は、新しい収入源を見つけて育てる必要があります。[2]

企業の持続可能性は非常に重要ですが、CFO はコストの管理と削減だけに専念することはできませ
ん。現在の経済において市場のリーダー的地位を維持するには、市場でオポチュニティが発生した
ときにそのオポチュニティをつかみながら、継続的なイノベーションを行う必要があります。金融
市場では言うまでもなく、取締役会と CEO は、成長を求めているため、CFO は成長を実現する方
法を見つける必要があります。つまり、成長のオポチュニティを見つけ、現金やその他のリソース
を向けることを意味します。

CFO は否定論者であってはなりません。むしろ、優れた財産管理とは、イノベーションと成長に必
要な支出を奨励および支援することを意味します。AWS CFO の Sean Boyle が言うには、「CF-ノ
ーではなく CF-ゴーになります。」とのこと。

この微妙な違いが、スピード、応答性、持続的なフィードバックサイクルの世界であるデジタル世界
ですべての違いをもたらします。企業は、イノベーションを促進し、競合他社よりも先にオポチュニ
ティをつかみ、顧客のニーズに効果的に対応するために、迅速である必要があります。

「速い」とは、リードタイムを短くする必要があることを意味します。リーン生産方式やトヨタ生産
方式のパラダイムでは、長いリードタイムの原因となる廃棄物を取り除くことを意味します。その無
駄は明白な場所では見つからないかもしれません。しばしば官僚主義、ビジネスサイロ間の引き継
ぎ、官僚主義と冗長または非効果的な管理、不十分な雇用慣行、または IT システム機能の肥大化 (必
要とされない「要件」など) から見つけることができます。幸いなことに、廃棄物を削減すると、コ
スト、または少なくとも単位コストが削減されます。

このトピックについては、私の eBook、An Executive View of Lean and Agile IT for CFOs で詳しく
説明しています。

新: 貧弱さに焦点を当てる

新: 成長を促進しながらコストを管理する

旧: コスト重視

旧: コストの削減

デジタル CFO のように考える方法

https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/an-executive-view-of-lean-and-agile-it-for-cfos/
https://aws.amazon.com/enterprise/executive-insights/content/an-executive-view-of-lean-and-agile-it-for-cfos/


CFO は、組織内の多くのゲート管理者および保護者の 1 人であり、ほとんどの人に「いいえ」
と言ってイノベーションを精査していますか?

それとも、CFO は、適切な種類のイノベーションを奨励し、「はい」と言うことで、企業が潜
在的な成長のオポチュニティを活用するよう支援しますか?

成長が不可欠な企業では、後者の立場でいなければなりません。

旧世界では、CFO (および企業内の他のすべての人) は、計画を (表面上) 制御し、リスクを管理
する方法として、計画に焦点を合わせ、マイルストーンを順守していました。しかし、不確実な
環境では、計画を頻繁に変更する必要があります。

いずれにせよ、重要なのは計画ではなく、結果です。

短いリードタイムと迅速な納品 (特に IT から) が必要な世界では、結果を迅速に測定し、制御の
ために使用することができます。「すべての要件を完了し、計画どおりに実行しましたか?」と
いう質問は絶対にしないでください。 代わりに、「価値のある結果を生み出していますか?」

新: 結果に焦点を当てる

新: 資金とリソースをチャネル化し、イノベーションを加速する

旧: 計画とマイルストーンに焦点を当てる

旧: 保護された資金とリソース、ゲート制御のイノベーション

デジタル CFO のように考える方法



投資に先立って準備されたビジネスケースは、不確実性、複雑さ、および急速な変化による影響
を受けます。混乱や不安定な状況の下では、事前に計画されたビジネスケースに投資するのは危
険です。

幸いなことに、デジタルの世界では、CFO が投資リスクを管理するためのより優れた方法を提供
しています。漸進的、つまり「段階的」 (または従量制) な投資です。大規模なイニシアチブに資
金を投入する代わりに、企業は段階的に資金を投入することができます。

IT チームは、結果を迅速かつ頻繁に提供でき、また提供する必要があります (これが、DevOps の
すべてです)。これらの配信におけるビジネスの結果は、イニシアチブへの資金提供を継続するか
どうか、およびどのレベルで継続するかを決定する方法として精査する必要があります。オポチ
ュニティのポートフォリオに対して少額の投資を行い、資金を投入する対象を決める前に、どれ
が最良の利益をもたらすかを決定することができます。

競争上の優位性を維持することは非常に困難になっています。参入障壁は低いです。顧客は気まぐ
れです。地政学的状況と同様に、政府の規制と政策も変化します。流通チャネルは仲介していませ
ん。混乱が蔓延しています。

今日の競争力が明日もまだ存在していると思い、依存するのは賢明ではないかもしれません。今
日、企業は継続的なイノベーション、ビジネスモデルの頻繁な再評価、および既存の利点の創造的
破壊に基づいて競い合っています。

今日の CFO は、変化を回避するのではなく、変化を生み出すことを目指しています。

新: 創造的破壊と継続的な再発明を管理する

新: 段階的な投資に基づいて資本をデプロイする

旧: 持続可能な競争優位のために管理する

旧: ビジネスケースに基づいてデプロイされた資本

デジタル CFO のように考える方法



古いスタイルの予算編成とパフォーマンス管理は、機能的にサイロ化された組織を前提としていま
した。マーケティングの目的とコストに責任を持つのはマーケティング部門、IT の目的とコスト
は IT 部門、損益はそれぞれの事業部門といった具合です。今日の組織慣行は、部門の枠を超えた
チームに基づいており、さまざまな機能をより広く代表できるほど優れています。CFO は、組織
のサイロ全体で透明性を促進または作成する必要があり、従来の組織の境界を越えたチームのパフ
ォーマンスに資金を提供して測定する方法を見つける必要があります。

企業は、合計や平均ではなく、限界費用と限界価値に焦点を当てることで、デジタル世界でより
優れた意思決定を行うことができます。現在、デジタルサービスを運用するためのコストは、通
常、変動費となっています。たとえば、クラウドでは、以前は大きな固定費であったものを小さ
な変動費に変えました。DevOps は、モノリシック IT システムの配信コストを小さな増分コスト
に分解して、個々の機能またはマイクロサービスを配信します。

これが、スタートアップの参入障壁が低くなる理由の 1 つです。つまり、ビジネスを始める前に
多額の投資をする必要がなくなります。代わりに、ビジネスが拡大するにつれてコストが上昇す
るだけです。

従来の企業も、このコスト構造の変更を利用できます。

多くの場合、これらのコストは資本化されず、費用がかかります。ただし、これらの手法を資本
支出を運用費用に変換するものと考えるのは誤りです。代わりに、ほとんどの組織は、資本支出
が減少すると、効率の向上と不要な労力の削減により、運用費用も減少していることに気付きま
した。

新: OPEX と変動費、限界費用

新: 部門の枠を超えた活動をサポートする

旧: 設備投資と固定費、総費用

旧: サポートされているサイロ化済みのアクティビティ

デジタル CFO のように考える方法



IT は、これらのページで説明したすべての変更を CFO が実行できるようにします。CFO は、IT 
と連携して、サイロ全体の透明性を高め、ほぼリアルタイムのデータと分析を取得し、リードタ
イムを短縮し、投資をリスクの低いチャンクに分割できます。

それだけでなく、IT は、企業の負担として最小限に抑えなければならない固定費ではなく、ビジ
ネスの成長を可能にし、イノベーションの推進者となるのです。

McKinsey の調査によれば、CFO の 3 分の 2 は、従来の財務活動に費やす時間を減らし、戦略的
リーダーシップに多くの時間を費やすべきだと考えています。[3] 別の研究では、BCG は、財務部
門の努力の約 30% が、データの収集と不整合を解決する仕組みにのみ投資されていることを発
見しました。[4]

CFO とその財務グループは、毎月本を閉じるメカニズムと、財務組織を運営する日々の作業に対
して非常に多くの時間を費やしてきました。

CFO は、組織全体の CFO です。

新: 企業間の運用を最適化する

新: IT をパートナー兼イネーブラーと見なす

旧: 最適化された財務業務

旧: IT をコストセンターと見なす

デジタル CFO のように考える方法



現状維持バイアスは、古いものによるリスクを見落としながら、新しいもののリスクを認識するように導
きます。新しい技術やテクノロジーのセキュリティ、または今日のセキュリティ体制に存在する問題につ
いてもっと心配する必要がありますか?

古い考え方では、実際のリスクが適切な料金を使ってすぐに望ましい結果を得ることができない場合に、
コストとスケジュールにおけるリスクに焦点を合わせるようになります。古いパターンでは、イノベーシ
ョンにはリスクが付きものと思われますが、イノベーションを行わないことでさらにリスクが高まりま
す。環境が絶えず変化し、新しい情報が見つかっている場合でも、事前の計画やビジネスケースに従わな
いことは危険であると私たちは確信しています。

CFO は、リスクにおける意思決定を行うための合理的な基盤を企業にもたらし、リスクについて異なる考
え方をするように企業に教える必要があります。

GDPR は、多くの点で、今後のコンプライアンスについてどのように考えるべきかに関するモデルです。
「デザインによるプライバシー」を実施する必要があります。 言い換えれば、システムとプロセスを作成
するときに、顧客のプライバシーをシステムとプロセスに取り入れて設計するということです。

これは確かに、IT 組織がセキュリティ、回復力、プライバシーについての考えを深めるための方法です。
すべての IT システムは、「堅牢性」、つまり使用方法と運用方法を考慮して設計する必要があります。
今日の脅威に対して顧客情報を安全にするだけでは不十分です。明日、ハッカーは顧客情報を盗むための
新しい方法を発明するかもしれません。

同様の考慮事項が、HIPAA、Sarbanes Oxley、FISMA などの他のコンプライアンスフレームワークにも当
てはまります。適切な統制があるかどうかを判断するために事後に監査するのではなく、回復力がある将
来志向の方法を使って統制目標を達成するようにシステムとプロセスを設計する必要があります。

新: 積極的なコンプライアンス管理を設計する

新: 予測可能性におけるリスクを特定し、ビジネスリスクを管理する

旧: コンプライアンスをチェックリストとして見なす (事後対応)

旧:  予測不可能なリスクを特定し、財務リスクのみを管理する

デジタル CFO のように考える方法



先進的な指標とパフォーマンス指標を見据える 

四半期ごとのパフォーマンスを管理し、機敏に投資する

成長を促進しながらコストを管理する

貧弱さに焦点を当てる

資金とリソースをチャネル化し、イノベーションを加速する 

結果に焦点を当てる

段階的な投資に基づいて資本をデプロイする

創造的破壊と継続的な再発明を管理する 

部門の枠を超えた活動をサポートする

OPEX と変動費、限界費用

IT をパートナー兼イネーブラーと見なす

企業間の運用を最適化する

予測可能性におけるリスクを特定し、ビジネスリスクを管理する 

積極的なコンプライアンス管理を設計する

[1] https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/expert-interview-jeanette-wade-cfo-executive-office-of-technology-services-security
[2] https://newsroom.accenture.com/news/cfos-play-a-major-role-in-digital-investment-decisions-across-the-enterprise-according-to-latest-accenture-research.htm
[3] https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/are-todays-cfos-ready-for-tomorrows-demands-on-finance
[4] https://www.bcg.com/en-us/publications/2017/finance-function-excellence-corporate-development-art-performance-management.aspx
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