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1 エグゼクティブサマリー 
 
2020年4月～6月は、1,068件（1月～3月：1,177件から-10%）の案件と、635件（1月～3月：411件
から+54%）の人材がコンサル領域において登録されました。 
 
案件側では「ITコンサル」案件の登録数が増加し、「PMO」案件の登録数が減少しました。対して
人材側は「PMO」人材の登録数が44%増加し、このスキルカテゴリではこれまで人材不足であった
需給のバランスに変化が起こりました。 
 
コンサル領域における人材登録数は、100万円/月以下の単価帯で増加し、結果4月~6月の人材単価
平均は1月～3月に比べ10万円/月減少しました。また、案件と人材の単価差が最も大きいスキルカ
テゴリは「ERP・パッケージ導入」の21万円で、案件の提示額が人材の希望単価を大きく上回りま
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4月～6月に「アサインナビ」に登録された、4,516件の案件データと、1,904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4月1日～2020年6月30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）： 

 

© 株式会社アサインナビ　本レポート内容・写真・イラストの無断転載を禁じます。 7 



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4,516件（1月～3月：4,448件から+1%）
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1,068件（1月～3月：1,177件から-10%）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。コンサル領域では、対象
スキルカテゴリの選択数が1,694件（1月～3月：1,636件）で、コンサル領域の案件1件に対して平
均1.58種（1月～3月：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： 

1月～3月と同じく、「PMO」が最も多く登録されたスキルカテゴリでした。 

コンサル案件の41%（1月～3月：49.4%）が「PMO」のスキルを必要とする案件でした。 

 

単価平均： 

登録されたコンサル案件の単価平均は108万円/月（1月～3月：104万円/月） 
※エンジニア68万円、デジタル85万円（1月～3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59%（1月～3月：63%）は「サブコン」案件。 
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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」そして「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。 
 
前期より、「PMO」案件の登録数が100件以上減少したものの、その他のコンサル領域スキルカテ
ゴリにおいては登録案件数が増加しました。特に、「ITコンサル」案件登録数は、前期登録数320
件から今期登録数438件まで増加しました。 
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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。 
 
前期に比べ、「クライアント」「プライム」「サブコン」の案件タイプでは登録トレンドに変化は

ありませんでした。ただし「エージェント」案件の登録数は特筆して増えました。 
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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。 
 

 
 
今期に登録数が増加した「エージェント」案件は、「ITコンサル」と「ERP・パッケージ導入」の
登録数増加によるものであることがわかります。案件タイプに関わらず、「PMO」は登録数が減少
しました。 
 

登録数 
（件数） 

戦略・業務 
コンサル 

ITコンサル ERP・パッ
ケージ導入 

PMO 全体 

エージェント 51→35 73→125 42→107 128→123 294→390 

クライアント 2→0 2→2 1→1 2→1 7→4 

プライム 42→57 71→84 89→60 104→93 306→294 

サブコン 104→136 174→227 177→169 573→474 1028→1006 
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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、108万円/月（1月～3月：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、「ITコンサル」が最も高く、116万円/月（1月～3
月：109万円/月）です。唯一「PMO」の単価平均が100万円/月を下回っています。 
 
前期中最も単価平均が高かった「戦略・業務コンサル」は、単価平均が5万円/月減少し、対して「
ITコンサル」「ERP・パッケージ導入」のスキルカテゴリ単価平均が共に上昇しました。 
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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。 
 
前期に比べ単価平均が15万円/月増加した「エージェント」案件の単価平均が最も高単価となり、
131万円/月（1月～3月：116万円/月）でした。「サブコン」は平均単価100万円を下回りました。 
 

 
※「クライアント4～6月」はスキル見合い案件の登録のみであり、平均値が取得できなかったため
空白としています。  

© 株式会社アサインナビ　本レポート内容・写真・イラストの無断転載を禁じます。 13 



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「エージェント」の「ITコンサル」案件の138万円/月（1月～3月：
112万円/月）となり、単価が大きく上昇しました。 
 
「クライアント」「プライム」「サブコン」のコンサル案件では、スキルカテゴリに関わらず多く

の組み合わせで単価平均が減少しました。唯一、「サブコン」の「ERP・パッケージ導入」案件
で、単価平均が微増しました。 
 
 

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→123 112→138 123→115 111→129 

クライアント - 125→87 - 125→95 

プライム 124→113 113→111 111→108 100→108 

サブコン 109→104 105→102 96→103 85→78 
 
※「クライアント4～6月」はスキル見合い案件の登録のみであり、平均値が取得できなかったため
空白としています。 
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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、90万円/
月、130万円/月、150万円/月の4つの頂点を持つ分布となり、幅広い単価帯において登録があるこ
とがわかりました。 
 
1月～3月の分布に比べ、高単価帯のコンサル案件が増加したことが読みとれます。 
 

 
 
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24%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1,904件（1月～3月：1,037件
から+83%）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635件（1月～3月：411件か
ら+54%）でした。 
 
コンサル領域のスキルカテゴリの登録数は1,209件（1月～3月：898件から+34%）なので、人材1
名あたり平均して1.9種（1月～3月：2.1種から-0.2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で、「ITコンサル」「ERP・パッケージ導入」が
続く 

 

単価平均： 

コンサル領域人材の単価平均は98万円/月（1月～3月：108万円/月）。「戦略・業務コンサル」
が最も高単価の103万円/月（1月～3月：112万円/月）で、最も低い単価平均は「ERP・パッケー
ジ導入」「PMO」の94万円/月（1月～3月：「ERP・パッケージ導入」106万円/月、「PMO」
102万円/月） 

 

人材タイプ： 

コンサル領域では登録される人材の43%が「自社社員」（1月～3月：44%）。次いで割合が高い
のは「フリーランス」で25%（1月～3月：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 

 
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。「戦略・業務コンサル」の登録数が最も低くなりました。 
 
2020年4月～6月では、4つのスキルカテゴリ全てで増加傾向にあり、増加率では「PMO」人材の登
録が前期に比べ144%増加した一方で、「戦略・業務コンサル」「ITコンサル」はそれぞれ前期比
116%、124%の増加に留まりました。 
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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は、「自社社員」「協力会社社員」「1社先フリーランス」の供給量が増加
したことにより1月～3月の供給量から300名近く増加しました。 
 
人材タイプが「フリーランス」の人材は登録数が微減となり、人材における「自社社員」登録数の

割合も減少したことから、4月～6月は主に他社人材の登録（SESニーズ）が高まったことを示唆し
ています。 
 
「フリーランス」の登録が減ったことにより、登録人材における法人要員の割合は増加し、59%（
1月～3月：49%から10%増加）となりました。 
 

 
  

© 株式会社アサインナビ　本レポート内容・写真・イラストの無断転載を禁じます。 18 



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、全体として

「自社社員」が3割から半数の登録となっています。 
 
1月～3月でほぼ同数の登録があった「自社社員」と「フリーランス」は、4月～6月では「フリーラ
ンス」の登録数が減少し、「自社社員」の割合が大きく高まりました。 
 
これは、案件の中止や規模縮小によってこれまで案件に参画していた自社社員が市場に出てきてい

ることを示唆しています。 
 

 
 
 

登録数 
（件数） 

戦略・業務 
コンサル 

ITコンサル ERP・パッ
ケージ導入 

PMO 全体 

自社社員 80→87 97→121 80→132 142→180 399→520 

協力会社社員 18→35 20→42 23→40 29→77 90→194 

フリーランス 86→77 93→80 60→55 97→91 336→303 

1社先 
フリーランス 

16→33 18→41 10→36 29→82 73→192 
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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98万円/月（1月～3月：108万円/月から-10%）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9万円/月の差となりました。 
 
1月～3月に比べて、すべてのスキルカテゴリにおいて単価平均が減少しました。 
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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/月を越えたものの、1月～3月
からすべての人材タイプにおいて単価平均が減少しました。 
 
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「1社先フリーランス」と最も
低い単価となった「協力会社社員」の単価差は8万円/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 

 
最も高い単価平均の組み合わせは「ITコンサル＆1社先フリーランス」の111万円/月となりまし
た。 
 
1月～3月に比べ、すべての組み合わせで単価平均が減少しました。 
 
 

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 119→102 108→101 101→90 97→90 

協力会社社員 111→101 107→98 107→94 101→93 

フリーランス 114→102 114→101 113→97 112→101 

1社先 
フリーランス 

120→109 114→111 109→103 102→96 
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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、80万円/月～85万円/月の価格帯を頂点とし、60万円/月～100万
円/月の人材数が多いことがわかりました。 
 
今期は人材単価100万円以下の単価帯で人材登録が増加していることがわかります。 
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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： 

案件と人材の割合は、案件側が70%に対して人材側が30%となりました。 

コンサル領域の需給バランスは人材側が37%で、案件10件に対して人材6.8名となりました。人
材の登録数は4月～6月で上昇したものの、需給バランスは全体、コンサル領域共に「案件＞人
材」となりました。 

 

 

 

スキルカテゴリ： 

「戦略・業務コンサル」では「案件＜人材」となりました。他3つのスキルカテゴリでは、引き
続き、「案件＞人材」の状況が続いています。 
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単価平均： 

 

人材側の希望単価平均が減少したことにより、「PMO」を除くコンサル領域各スキルカテゴリ
で案件側の提案金額が人材側の希望単価を上回りました。唯一、「PMO」は人材側の単価平均
が、案件単価平均を2万円/月上回りました。 
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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上回る中、「戦略・業務コンサル」では人材の登録

数が案件数を上回りました。 
 
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、10件の案件数に対して6名の人材が登録されたことになります。 
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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 

 
「戦略・業務コンサル」「ITコンサル」「ERP・パッケージ導入」のスキルカテゴリにおいて案件
の単価平均が人材の希望単価平均を上回りました。 
 
「PMO」は案件と人材の単価差が2万円/月となりました。 
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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、100万円/月以上の高単価帯では案件過多の状
態となっています。 
 
対して、100万円/月以下の単価帯においては案件数と人材数の需給バランスが釣り合っているか、
あるいは人材数が案件数を上回っています。 
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6 アサインナビからのメッセージ 
 
2020年の4月～6月を振り返り、部分的に「人材不足の市況」から「案件不足の市況」への転換が
起こりました。 
 
これまで最も登録の多いスキルカテゴリであった「PMO」の案件数が100件以上減少し、人材側で
は「PMO」スキルを持つ人材数が100件以上増加しています。 
 
人材数増加の特徴として、外部の要員である「協力会社社員」「1社先フリーランス」の登録が増
えていることが見受けられます。 
 
単価帯ごとに案件と人材の需給バランスをみると、100万円/月以下の単価帯では人材数が案件数を
上回っている中で、120万円/月～130万円/月、150万円/月～160万円/月、170万円/月～175万円/月
の単価帯では案件数が人材数を上回る状況となっています。100万円/月以上の単価帯においては、
案件数368件に対して人材数が192件と、需給差1.9倍の「人材不足」となっています。 
 
案件数の増加に関して、スキルカテゴリ別では「ITコンサル」と「ERP・パッケージ導入」案件の
登録数が増加しており、特に「ITコンサル」案件は100件以上増加しています。これは、IT業界全
体としてこれまで続いてきた「人材不足の市況」が、上記条件下では大きく変わってないことを意

味しています。 
 
また、他の案件タイプはそれぞれ登録数が微減している中で「エージェント」案件が100件近く増
えています。「高いスキルを持ち、かつ実際に手を動かすことのできる高単価コンサル人材は、引

き続きニーズが存在している」ことを示唆しています。 
 
上記の市況感に合わせて、人材不足のトレンドが続いている「ITコンサル」と「ERP・パッケージ
導入」の単価平均が上昇しました。そして、100万円/月以上の高単価価格帯の案件数が増えている
ことを踏まえると、高いスキルを持ち、実作業の出来るコンサルタントは、コロナ禍においても高

待遇で求められていることがわかります。 
 

 

アサインナビからのメッセージ： 

発注側：高単価案件では人材不足も、メンバークラスの人材数は増加。ハイクラスで「良い」人

材を吟味できる市況に変化しています。 

受注側：高いスキルを持つ人材に対する需要は減少しておらず、高単価帯での受注が見込まれる

ため、これまで同様にスキルや経験に対して適切な提案単価を設定することが求められます。 
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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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