
 



コンサル領域需給バランスレポート 
2020年第1四半期の需給バランス＆単価平均 

 
集計データ期間：2020年1月1日～2020年3月31日 
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1 エグゼクティブサマリー 
 
2020年第1四半期は、1,177件の案件と、411件の人材がコンサル領域において登録されました。 
 

 
2次請けの商流の「PMO」案件が多く登録されました。 
 

 
人材側は対照的に、各スキルカテゴリで大きな隔たりがなく登録がありました。 
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スキルカテゴリや単価帯によって、人材数と案件数の差に違いがありました。 
 

 
 
スキルカテゴリや案件/人材タイプの違いによる単価の変動は、案件側の方が大きく、人材側は条件
による単価の変動が少ないことがわかりました。 
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2 はじめに 

2-1 集計データ 

 
本レポートの作成にあたってITビジネスコミュニティ「アサインナビ」を運営する株式会社アサイ
ンナビは、2020年第1四半期に「アサインナビ」に登録された、4,448件の案件データと、1,037件
のレジュメデータを集計し、コンサル領域の業界市況を分析しました。 
 
本レポートでは2020年の対象期間中に登録された案件およびレジュメデータを基に、コンサル領域
における案件と人材の市況感の分析を行いました。 
 
また、より正確な市況をお伝えするために、単価に異常値（30万円/月以下、300万円/月以上）を
含む案件と人材（レジュメ）は、単価に関するレポートに含めていません。 
 
集計データ期間：2020年1月1日～2020年3月31日 
集計データ対象：上記期間中に「アサインナビ」に登録されたデータ 
単価に関する集計データ対象：最低単価が30万円/月以上、300万円/月以下のデータ 
 

2-2 スキルカテゴリと領域 

 
「アサインナビ」で定義している、21種の「スキルカテゴリ」より、「戦略・業務コンサル」「IT
コンサル」「ERP・パッケージ導入」「PMO」を、「コンサル領域」として集計しました。 
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2-3 案件タイプ 

 
「アサインナビ」登録時に選択された情報に基づき、本レポートでは「案件タイプ（商流タイ

プ）」ごとにデータを集計・分析しています。 
 
4つの案件タイプ（商流タイプ）： 
 

 

2-4 人材タイプ 

 
「アサインナビ」登録時に選択された情報に基づき、本レポートでは「人材タイプ（レジュメタイ

プ）」ごとにデータを集計・分析しています。 
 
4つの人材タイプ（レジュメタイプ）： 
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3 コンサル案件データ 
 
本レポートの基となる対象期間中に登録された案件数は4,448件で、エンジニアやコンサル、そし
てデジタル領域で多くの案件が登録されています。その中でコンサル領域の案件は1,177件でし
た。 
 
1つの案件に対して複数のスキルカテゴリが選択されることもあります。スキルカテゴリの選択数
でみると、1,636件のスキルカテゴリで案件が登録されており、案件1件に対して平均1.38種のスキ
ルカテゴリが選択されていることになります。 

 

スキルカテゴリ： 

登録されたコンサル案件の49.4%が「PMO」（次いで18.9%が「ERP・パッケージ導入」） 

 

単価平均： 

登録されたコンサル案件の単価平均は104万円/月（エンジニア69万円、デジタル76万円） 

 

案件タイプ： 

コンサル領域案件の63%は「サブコン」案件。コンサル領域における「エージェント」案件の比
率は18%。 
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3-1 コンサル領域各スキルカテゴリの案件数 

 
集計期間中に登録された案件をスキルカテゴリ別に集計した結果、コンサル領域では、4つのスキ
ルカテゴリの内「PMO」がもっとも登録数が多く、次いで「ITコンサル」と「ERP・パッケージ導
入」が多く登録されました。「戦略・業務コンサル」はもっとも登録数が少ないスキルカテゴリで

した。 
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3-2 コンサル領域各案件タイプの案件数 

 
最も登録されている案件タイプは「サブコン」でした。残りは「エージェント」と「プライム」の

登録に分かれ、「クライアント」は少ない事がわかります。 
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3-3 スキルカテゴリ別各案件タイプの案件数 

 
コンサル領域の各スキルカテゴリの登録数を案件タイプ別にみると、「戦略・業務コンサル」では

エージェント案件の割合が多く、「PMO」ではサブコン案件の登録が多くされています。「ERP
・パッケージ導入」は比較的プライム案件の登録が多くなっています。 
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3-4 コンサル領域各スキルカテゴリの案件単価 

 
期間中登録されたコンサル領域の案件単価の平均は、104万円/月です。 
 
コンサル領域各スキルカテゴリの単価平均では、「戦略・業務コンサル」が最も高く、115万円/月
です。唯一「PMO」の単価平均が100万円/月を下回っています。 
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3-5 コンサル領域各案件タイプの案件単価 

 
コンサル領域では「サブコン」を除く案件タイプにおいて、平均単価が100万円/月を超えていま
す。 
 
「エージェント」案件の単価平均は116万円/月でした。「サブコン」は平均単価100万円を下回
り、「クライアント」は案件登録数自体が少ないものの、単価平均は最も高単価となる125万円/月
でした。 
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3-6 スキルカテゴリ別各案件タイプの案件単価 

 
コンサル領域4つのスキルカテゴリで登録された案件の単価平均を案件タイプごとに集計すると、
最も案件単価が高かったのは「クライアント案件」で125万円/月でした。 
 
「サブコン」案件の案件単価は比較的低く、特に「ERP・パッケージ導入」と「PMO」のスキル
カテゴリでは単価平均が100万円/月を下回る結果となりました。 
 
 

単価平均 
（万円） 

戦略・業務 
コンサル 

ITコンサル ERP・パッケー
ジ導入 

PMO 

エージェント 119 112 123 111 

クライアント 125 125 - 125 

プライム 124 113 111 100 

サブコン 109 105 96 85 
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3-7 単価帯ごとの案件数 

 
コンサル領域で登録された案件数を5万円ごと単価帯ごとに集計した結果、70万円/月～75万円/月
と、95万円/月～100万円/月の2つの頂点を持つ分布となりました。 
 

 
 
なお、案件登録の際には人材側のスキルや経験によって単価を変えたい発注側企業のために「スキ

ル見合い」という選択肢があります。 
 
コンサル領域では登録案件の30%の案件が「スキル見合い」の案件でした。 
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4 コンサル人材データ 
 
本レポートの基となる対象期間中に登録された人材（レジュメ）数は1,037件でした。コンサル領
域のスキルカテゴリを含む登録数は内411件でした。 
 
コンサル領域のスキルカテゴリの登録数は898件なので、人材1名あたり平均して2.18種のスキルカ
テゴリが選択されたことになります。 

 

スキルカテゴリ： 

「PMO」が最も多く登録されたスキルカテゴリ、「ITコンサル」「戦略・業務コンサル」が続く 

 

単価平均： 

コンサル領域人材の単価平均は108万円/月。「戦略・業務コンサル」が最も高単価の112万円/月
で、最も低い「PMO」の単価平均は102万円/月 

 

人材タイプ： 

コンサル領域では「自社社員」人材が最も多く登録されている（44%）。次いで割合が高いのは
「フリーランス」で37%。 
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4-1 コンサル領域各スキルカテゴリの人材数 

 
2020年度第1四半期での登録人材の中で、コンサル領域の人材は全体の19%を占める898件（スキ
ルカテゴリ登録回数）でした。 
 
コンサル領域では、4つのスキルカテゴリの内、「PMO」が最も登録数が多く、次いで「ITコンサ
ル」が多く登録されています。「ERP・パッケージ導入」の登録数が最も低くなりました。 
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4-2 コンサル領域各人材タイプの人材数 

 
コンサル領域の人材数を人材タイプ別に集計すると、「自社社員」および「協力会社社員」をあわ

せて54%となり、法人要員の登録がフリーランス人材よりも若干多いことがわかります。 
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4-3 スキルカテゴリ別各人材タイプの人材数 

 
コンサル領域それぞれのスキルカテゴリで人材タイプごとの人材登録数に集計すると、「自社社

員」と「フリーランス」の2つの人材タイプでの登録が多いことがわかります。 
 
全体の傾向としてコンサル領域では「自社社員」と「フリーランス」が同じくらい登録されている

ことがわかります。 
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4-4 コンサル領域各スキルカテゴリの人材単価 

 
コンサル領域の人材単価平均は108万円/月です。 
 
コンサル領域の4つのスキルカテゴリの中では「戦略・業務コンサル」が最も高い単価で、最も低
い単価の「PMO」とは8万円/月の差となりました。 
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4-5 コンサル領域各人材タイプの人材単価 

 
コンサル領域ではすべての人材タイプにおいて、単価平均が100万円/月を越えました。案件側と比
較して、人材タイプによる単価平均の差は少なく、最も高い単価平均を持つ「協力会社社員」と最

も低い単価となった「自社社員」の単価差は9万円/月でした。 
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4-6 スキルカテゴリ別各人材タイプの人材単価 

 
「協力会社社員」と「1社先フリーランス」の案件が各スキルカテゴリにおいて商流が深いためか
単価平均が高くなりました。 
 
「自社社員」はどのスキルカテゴリにおいても最も低い単価平均でした。最も高い単価平均の組み

合わせは「戦略・業務コンサル＆1社先フリーランス」の120万円/月となりました。 
 
 

単価平均 
（万円） 

戦略・業務 
コンサル 

ITコンサル ERP・パッケー
ジ導入 

PMO 

自社社員 109 108 101 97 

協力会社社員 111 107 107 101 

1社先 
フリーランス 

120 114 109 102 

フリーランス 114 114 113 112 

平均 112 110 106 102 
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4-7 単価帯ごとの人材数 

 
コンサル領域の人材単価の分布は、95万円/月～105万円/月の価格帯を頂点とし、高価格帯では145
万円/月～150万円/月の人材数も多いことがわかりました。 
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5 需給バランスデータ 
 
集計期間中に登録された案件数と人材数を比較して、コンサル領域における需要と供給のバランス

を分析しました。 

 

登録数の割合： 

案件全体と人材全体の割合は、「10:2」の中で、コンサル領域の需給バランスは「10:3」（案件
10件に対して人材3.4名）。 

 

スキルカテゴリ： 

案件側は目立って「PMO」案件が多い。人材側は4つのスキルカテゴリそれぞれ比較的均一に人
材が登録されている。 

各スキルカテゴリでの案件数と人材数を比較すると、「PMO」と「ERP・パッケージ導入」にお
いて特に案件数が人材数を上回っている。比較して、「戦略・業務コンサル」と「ITコンサル」
は人材登録数が案件登録数と同程度存在。 

 

単価平均： 

コンサル領域における単価平均は案件側と人材側の提示額に大きな差はみられない。ただし、「

PMO」と「ERP・パッケージ導入」に関しては人材数不足の状況もあってか人材側の提示額平均
が案件側の金額を7万円程度上回っている。 

 

案件側はスキルカテゴリによって単価平均に最大20万円/月の差が発生しているが、人材側はス
キルカテゴリごとの単価平均の差は少ない（最大7万円/月）。案件/人材タイプにおいても同様
で、案件側の単価差が大きい。 

 

案件/人材タイプ： 

コンサル領域において、案件側は「サブコン」の登録が多く全体の67%を占める。特に「PMO」
案件は80%以上がこの案件タイプである。人材側では登録数の半数近く45%がフリーランス系と
なった。フリーランス不可の案件となると人材調達の難易度が格段に高まる。 
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5-1 登録数におけるコンサル領域の需給バランス 

 
コンサル領域全体で案件登録数が人材登録数を大きく上回っています。 
 
全体としてコンサル領域では、1名の人材に対して2.86件の案件がありますが、人材側は1名あたり
平均2.18種のスキルカテゴリを選択しているため（案件側は案件1件に対して平均1.38種を選
択）、重複を除いた登録数を基に計算すると、コンサル案件10件に対して、コンサル人材は3.4名
の割合となります。 
 
スキルカテゴリ別に案件数と人材数の差を見比べると、もっとも登録数に差が発生しているのは「

PMO」で、案件数に対して36%しか人材が存在していないことがわかります。 
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5-2 単価平均におけるコンサル領域の需給バランス 

 
人材側に比べて、案件側はスキルカテゴリの違いによる単価平均の差が大きいことがわかります。 
 
「ERP・パッケージ導入」と、特に「PMO」では、人材単価が案件単価を大きく上回り、人材調
達の難しさを裏付ける数値となりました。 
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5-3 単価帯別の需給バランス 

 
5万円の単価帯ごとの案件数と人材数を比較すると、それぞれ特定の単価帯において案件過多/人材
過多の状況となっていることがわかります。 
 
コンサル領域では、60万～80万円/月、および100万～110万円/月の単価帯において案件数と人材数
に大きな開きが発生しています。案件および人材の登録数が多い90～100万円/月、そして145万～
150万円/月の単価帯においては、登録数において需給バランスが釣り合っています。 
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6 アサインナビからのメッセージ 
 
2020年の第1四半期を振り返り、全体感として「人材不足の市況」が続いています。 
 
ただし、「戦略・業務コンサル」「ITコンサル」のスキルカテゴリにおいては単価面も含め、比較
的需給バランスが安定しているように見えます。特に、95万円～100万円の単価帯と、145万円～
150万円の単価帯、そして190万円以上の単価帯においてはコンサル人材数が案件数を上回ってお
り、「すべての条件において人材が不足している/案件が余っている」ということではないことがわ
かりました。 
 
多くのIT企業が「人材が足りていない」という課題を抱えている中で、事実「PMO」と「ERP・
パッケージ導入」において特に、人材不足の市況および単価面でのギャップの存在をデータが裏付

ける結果となりました。 
 
コンサル人材を探す企業にとっては、需給のバランスが取れている「戦略・業務コンサル」と「IT
コンサル」の人材を確実に調達するため、人材調達に関わる活動をおこない続けることが重要で

す。「アサインナビ」で調達活動を上手に進められている企業は、日々新たに登録されたコンサル

タント人材を確認したり、パートナー企業にもうすぐ稼働が空きそうな人材がいないかを聞くなど

していることが多く、時期を見計らいながら柔軟に対応することが求められています。 
 
引き続き人材不足の市況の「PMO」「ERP・パッケージ導入」の人材調達においても、異なる単
価帯においては人材が調達できる場合があることを認識し、積極的に上位会社との予算交渉や、要

件の調整をおこなうことが重要です。 
 
コンサル案件を探す企業やフリーランスにとっては、「PMO」と「ERP・パッケージ導入」にお
いて人材不足の市況であることを意識して、積極的にこれらのスキルや経験を積むことが、効率よ

く案件を受注し、受注単価をアップさせることに繋がることが示唆されます。また、「戦略・業務

コンサル」「ITコンサル」のスキルを持った人材に関しては、自身（もしくは自社が抱える要員）
のスキル評価を、市況と照らし合わせて正しく把握し、適切に案件側に提示することが収益を最大

化することに繋がるでしょう。 

 

アサインナビからのメッセージ： 

発注側：スキルや単価面で柔軟に対応することで、人材調達の間口を広げる 

受注側：人材不足となっているスキルを把握し、受注効率と単価を高める 
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需給バランスレポートとは 

 

アサインナビに登録されるIT業界の「案件」と「人材」のデータを集計し、重要なトレンドや課題、 
そして潜在的なビジネスチャンス/機会に関してインサイトや業界情報を提供しています。 

累計9000名以上にお使いいただいているWEBプラットフォームの運営や、案件＆人材のエージェント業務、そして法人
向けのエンタープライズソリューションの提供を通して得た知見とデータを活かして、IT業界の経営者や営業担当、そし

てフリーランスの方々に有益な業界情報やアイデア、革新的なインサイトを提供いたします。 
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代表取締役樺島 弘明 

資本金  3,000万 
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