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くというように、横に移動していた。ただし、

は現在もそう変わっていない。

どこの銀行でも担当する仕事はほとんど変わ

どの職種にも専門性が不可欠な時代
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なぜ財務部門のプロフェッショナルが社長

これがある意味で、先進的なプロフェッシ

になるのか。それは、英国経済界では当時、
「経

ョナルの姿だと思った。金融に限らず、すべ

営はプロフェッショナルの仕事だ」と考えら

ての産業において、職種ごとにプロフェッシ

れていたからである。どれほど営業が得意で

ョナリズムが確立しているのが、欧米企業で

も、製造や開発のプロフェッショナルでも、

働いている人々の現状であり、それは当時も

会社全体を見渡して経営するには財務コント

今も変わらない（図表１）。
残っている（図表２）。銀行に入行すると、最

にはなし得ない。
英国では1980年代になると、ほとんどの企

初は営業店、営業店の集金、窓口のテラー、外

業が自力で全てのビジネスを成長させる時代

回りの営業というように下積みの苦労を経
て、管理職、支店長、本部の部長、取締役とい

Ａの格付けを誇り、相対的に英国の銀行が格

が終わり、企業の買収合併（M&A）が盛んに

年までずっと働き続ける日本型終身雇用の時

付けを落としている中で、国際的地位が高ま

行われていた。例えば先のグラク

代は完全に終わった。若者がある会社に就職

っていた。多くの英国のコングロマリットが

ソは、同業種のウェルカム・ファン

しても、そのキャリアの途上で会社を変え、

我々のような日本の銀行との取引を始める状

デーション、ビーチャム、スミスク

職種を変え、プロフェッショナルとして活躍

況にあった。営業活動に勤しむ中で出会った

ラインを次々と買収していった。

していく時代にいよいよ突入した。金融業界

のが、グループ・トレジャラーやファイナン

このようなオペレーションをマネ

に身を置いている人々も、転職するかどうか

ス・ディレクターという肩書で、企業の中で

ジメントするには、財務出身者が

に関係なく、自立したプロフェッショナルと

自立して活躍している財務プロフェッショナ

CEOとしてきちんと説明責任を果

なり、社内外で有用な人材として活躍できる

ルたちだった。

たし、戦略を立て、実行することが

金融プロフェッショナルとの出会い

例えば、当時取引先だった製薬会社、グラ
クソ（ 現グラクソ・スミスクライン）のCEO

職の仕事なのである。
金融業界内を見渡しても、ロン

はCPAの資格を取得し、会計士事務所で何年

ドンのシティで働く人々は、日本

という言葉に接したのは1987年２月、当時の

か勤務した後、一般企業に入って経理部員か

の銀行員と違って、ゼネラリスト

三和銀行（現三菱東京UFJ銀行）大阪天満支

らスタートし、マネジャー、トレジャラー、フ

は少なかった。筆者の周囲の人々

店からロンドンに転勤したときのことだ。英

ァイナンス・ディレクターへと上がっていき、

は、顧客担当のカバレッジ、デリバ

語も満足に話せなかったにもかかわらず、最

最後にCEOに就任したのである。実際に調べ

ティブズや債券などの組成、M&A

初の配属は英国地場の大企業向けの営業担当

てみたところ、当時の英国大企業のCEOの８

などの分野で独立したプロフェッ

だった。
上司も同僚も秘書もすべて英国人で、

割は財務部門出身者で占められていた。

ショナルとして活躍していた。彼

取引先も全員英国人という中で、たった１人
の日本人として奮闘することになった。
幸いにして、当時の日本の銀行はトリプル
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翻って日本を見ると、経理や財務出身の社

らはある時は日系銀行で働き、あ

長は珍しがられ、ほとんどが営業、製造、企画

る時は米国系銀行で働き、最後は

部門の出身者が社長になっていた。この状況

英国系マーチャント・バンクに行
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プロフェッショナルの道
多様な専門家群
経理
財務
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それぞれの
専門領域に
熟練する

不可避となる。経営はまさに専門

は、なんと公認会計士（CPA）出身だった。彼

筆者が初めて「金融プロフェッショナル」

日本では、終身雇用的な企業文化が色濃く

ロールが必要であり、財務の経験や知識なし

経済環境の変化によって、一つの会社で定

ようになることが非常に重要である。

らないのだ。

図表２
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うように出世階段を一つずつ上がっていく。

でも同様である。その意味では、日本でもプ

こでも通用するからである。そしてこれから

何年か証券を担当し、次の何年かは子会社に

ロフェッショナル人材の需要は確実に高まっ

の日本の経済界では、こうしたプロフェッシ

出向するといったローテーション人事でゼネ

ている。

ョナル人材が間違いなく求められる時代に突

資格で競り勝つ～高度・専門化する金融人材～

安永 雄彦（やすなが ゆうひこ）
1954年生、埼玉県出身。
79年慶大経卒、ケンブリッジ大
大学院博士課程修了。三和銀
（ 現 三 菱 東 京UFJ銀 ）、ラ ッ セ
ル・レイノルズを経て、現在は
島本パートナーズ代表取締役
社長。グロービス経営大学院教
授、浄土真宗本願寺派常務委員
（僧侶）、フルキャストホールディングス社外取締役
などを兼務。著書に『日本型プロフェショナルの条
件』
（ダイヤモンド社）。

ラリストを育成するやり方が、まだまだ一般

実際にサーチをして、いろいろな候補者に

的である。しかし、そうしたゼネラリスト志

面会して感じるのは、会社の中で価値の高い

向のアプローチでは真の経営のプロフェッシ

人、経営の中枢として社内で有用だと思われ

ョナルは育ちにくい。

ている人が、我々の目で見ると、必ずしも市

若手中堅の金融マンにとっては、いかにそ

場価値が高くないことである。銀行の支店勤

ういうプロフェッショナル人材になっていく

務、海外赴任、企画部門、専務を経て頭取にな

かが、キャリア形成の根幹になるだろう。そ

筆者の本業であるエグゼクティブ・サーチ

るという、いわゆる王道を歩んできた人でさ

の出発点となるのが、様々な専門資格である。

理士、公認会計士、弁護士のサービスを受け

の世界（図表３）では、社内で重要とされてい

え、自行の外では必ずしも経営のプロとして

ファイナンシャル・プランナー、公認会計士、

られる。今で言えば、ワンストップのプライ

るゼネラリストは得てして、社外価値はゼロ

通用するとは限らないのが現状である。

税理士、弁護士、あるいは、様々な団体が承認

ベートバンキング・サービスに近い。

市場価値の高い人材とは

入している。

各種資格は出発点である

その先輩はこのビジネスにずっと携わり、

に等しい。我々は主として、大企業や中堅企業

ヘッドハンターの目で市場価値が高いの

から経営幹部を探して欲しいとの依頼を受け

は、実は、社内では主流から外れたコースを

て、経営コンサルティング・ベースで仕事を引

歩んできた人だったりする。例えば、財務主

ここでよくある間違いは、資格を取ったか

げた。その後、最初の専務理事になり、千葉商

き受けている。成功報酬型の人材紹介業では

計部門でずっと銀行の連結決算や IRの仕事

らプロフェッショナルになれると思い込んで

科大学の教授になられたが、銀行内で見れば

なく、コンサルティング・フィーを先に得て、

を担当したり、英文アニュアル・レポートの

しまうことだ。しかし、資格は入口に過ぎな

出世コースからまったく外れた専門職として

クライアントの問題解決に貢献する適任者を

作成や海外アナリスト・ミーティングのセッ

い。司法試験に受かって弁護士登録したとし

の人生ということになる。しかし80年代の日

丁寧にリサーチして探してくるというビジネ

トアップをしてきた財務のプロの方が、出世

ても、駆け出しの人はほとんど顧客もなく何

本で、金融プロフェッショナルの道を歩まれ

スモデルである。

コースを順調に歩んできた人よりも、外部で

も法律の実務はできない。そこから経験や実

たパイオニア的人物と言えるだろう。

活躍できる可能性が高い。

績を積んでいき顧客を獲得していくことが、

我々のクライアントの大半は、ゼネラリス

している資格を取るために勉強し専門知識を
深めることは必ず役に立つはずだ。

プロフェッショナルになる道筋である。

ファイナンシャル・プランナー協会を立ち上

１社で終身雇用される時代が終了した後に

トではなく、特定部門に秀でたプロフェッシ

なぜなら、一芸に秀で、プロフェッショナ

ョナルの社長や経営幹部を求めている。これ

リズムを持ち、一つの部門で10年、15年、20年

筆者がとても尊敬している銀行時代のある

は経営層に限ったことではなく、中堅管理職

と経験を積んできた人は、会社を離れてもど

先輩は1980年代に、
「これからの時代、ファイ

く時代である。転職する、しないに関わらず、

ナンシャル・アドバイスが必要になるだろう」

一つの分野で秀でたプロフェッショナルとし

という先見性あふれるコンセプトを打ち出

ての評価を獲得することは、自分の価値を高

し、新規事業にチャレンジした。

めて、キャリアアップにつながるだけでなく、

図表３

エグゼクティブ・サーチの実例

1. クライアント・ニーズの分析
及びアドバイザリー
2. マーケット・リサーチ
3. 候補者リストの作成
4. クライアントによる候補者面談
5. レファレンス・チェック
6. オファー（採用条件）交渉
7. 候補者の採用・戦力化

76

【求める人材】
世界規模の金融サービス企業
アジア拠点（東京）CEO
【採用条件】
●マネジメントの実績、金融業界での経験
●リーダーシップと実行力
●アジア／日本でのビジネス経験
●英語、日本語、アジアのその他言語 など

▼
【最終候補者】
有力投資銀行で10年のキャリア、アジアでのビジネス
経験あり。英語、日本語、中国語が堪能。明るい、勤勉、
人当たりが良い。30代

2014.7

金融業界は銀行、証券、クレジットカード、
消費者金融、リース、生命保険、損害保険、信
託など縦割りの規制業態で使い勝手が悪い。

続くのは、自立したプロフェッショナルが会
社をまたいで活躍し実績をあげて活躍してい

自分の人生において仕事で自己実現をしてい
く過程でもある。
そのために、自分の興味のある分野の資格

そこで、お客様のニーズを１カ所ですべて満

を取得し、それを出発点に、その分野で実績

たせる、ワンストップ・ショッピングの実験

や経験を積み、
「私はこの分野のプロフェッ

店「プラザ21」を作ることを銀行に提案した

ショナルだ」と言える人材になることが、新

のだ。有料会員制を取り、顧客は店舗に行く

しい時代に職業人として生き残っていく大事

と銀行、証券、保険、リース、信託、さらに、税

なポイントだと考えている。

2014.7
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