人財に
焦点を当てる
外部労働力に関する市場動向 2018：

ビジネスの成長を担う
新たな戦力

共同調査パートナー

ῲ

r

外部労働の活用
経営会議の議題に
載っていますか?
外部労働市場は急速な成長を遂げています。社外の人財や役務を提供するサービス
会社で構成される外部要員の市場を理解し、活用することは極めて重要な経営課題

であり、労働力不足が叫ばれる今、企業のビジネス成長を左右しかねません。しかし、
大半の企業はいまだ外部要員管理の最適な手段を模索している段階にあり、課題と

して認識している最高経営幹部もごく少数にとどまっています。外部要員を効果的に
管理・活用して競争力の源泉とする企業がある一方で、重要な人的資源である外部
要員の活用に後れを取り、競合の後塵を拝している企業もあります。

では、独立系の請負業者、コンサルタント、有期雇用社員や、サービス会社（コンサル

ティング会社、マーケティングエージェンシー、施設管理会社など）の真価は、どのよ

うに引き出せばよいのでしょうか ? その答えを探るべく、SAP と Oxford Economics
社は共同で、16 の業種と 12 を超える国々にわたって、最高調達責任者や最高人事責
任者をはじめとする 800 名の経営幹部を対象に調査を実施しました。

外部要員の調達 / 管理 / 配置方法をかつてないほど深く分析した結果、外部要員の
活用が会社の成長や利益に貢献する仕組みが明らかになりました。

外部人財（有期労働契約）
：期間を限定して契約を
結ぶ雇用形態。独立系のコンサルタントや派遣社

員だけでなく、人材派遣会社経由、
クラウドソーシン

グ経由（フリーランス）
、直接雇用などの形態があり
ます。
サービス会社（アウトソース / 外部委託）
：請負契

約や準委任契約に基づく役務を提供。一般的に作

4 つのキーポイント

業範囲記述書（Statement of Works）に基づい
てプロジェクト単位で契約を締結します。

外部要員：

俊敏性および競争力の向上、
より一層大きなビジネス成果の達成

多様化する
働き方
～マルチチャネル
雇用～

主な外部労働力

外部要員：外部人財とサービス会社の総称（外部
労働力とも呼ばれます）
。

基幹業務を担う
存在

「コストがすべて」
ではない

可視化の真価

クラウドソーシング：フリーランサーが自らオンラ

イン登録し、採用先とサービス提供者をマッチング
するデジタルプラットフォーム。

最高経営幹部の重要課題
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The multi-channel workforce is on the rise

多様化する働き方
〜マルチチャネル雇用〜
従来の終身雇用モデルから外部要員の活用へのシフトにより、業務の形態も大きな変革期を迎

えています。調査結果によると、外部要員への支出額は総人件費の約 44% を占めています。

企業は複数のチャネルから外部要員を採用しています。今回の調査ではこのような採用形態を

マルチチャネル雇用と命名しました。最も利用頻度の高い調達手法はアウトソースや業務委託

といった人材サービス会社（50%）
であり、
その労働力も外部から採用されています
（48%）
。続
いて、
フリーランサーが登録するクラウドソーシング
（38%）
、人材派遣会社（35%）
、OG/OB（再

雇用）
（9%）が選択されています。これらのチャネルは今後 3 年間で大幅に拡大すると見込まれ、
外部要員を巡る争奪戦はますます激化することが予測されています。

44

%

企業が外部人財にかける
人件費の割合

マルチチャネル雇用が創る新しい労働力

人財

チャネル
サービス会社

直接雇用

クラウドソーシング

人材派遣会社

OG/OB

（再雇用）

採用先企業
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It’s about the core

基幹業務を担う存在
外部要員は基幹業務の遂行に欠かせない存在となりました。組織全体のニーズ

を満たす人財の宝庫とも言える外部要員の活用は、今後も拡大し続けることが
見込まれます。外部要員なしには業務を平常どおり進められないとの回答が半

数近く
（46%）に上るとともに、全体の 3 分の 2 の回答者（65%）が組織の能力

を最大化して市場の需要に応えるためには、外部要員が「重要」または「非常に
重要」と回答しました。

次の分野で必要な人財をどの程度確保できていますか ?

「現在」と「3 年後」について回答してください。

（「あまり十分ではない」と
「著しく不足」の合計）
現在

3 年後

最先端のテクノロジー
（AI、機械学習、
ブロックチェーン、
自動化、
クラウド、IoT）

経営幹部の回答によると、外部要員の重要性は右肩上がりに高まっており、現在、

また 3 年後に幅広い分野のビジネスニーズを満たすことが求められています。
中でもサポートサービス
（現在 77% vs. 3 年後 94%）
、業務部門スタッフ
（現在
、フィールドサービス / 製造ライン（現在 63% vs. 3 年後
63% vs. 3 年後 94%）

88%）などの重要性が顕著になっています。

68%
48%
サイバーセキュリティ対策

60%
41%
データに基づく意思決定

外部人財は専門スキルのオンデマンド雇用に不可欠です。専門スキルの確保に
ついては、外部要員が鍵を握ることを全体の 75％に近い経営幹部が認識してお

り、
ほぼすべての回答者（91％）がこの状況は 3 年後も変わらないと述べています。
グローバル経済の中で勝ち抜くためには、デジタル化などの高度な専門スキル
の不足は企業の存亡を左右しかねません。そのため、必要な人財をオンデマン
ドで適所に配置することが重要になっています。

60%
37%
デザインシンキング

59%
44%
新製品開発

58%
47%
ユーザーエクスペリエンス

58%
35%

65

%

リスク管理 / 知的財産の保護

53%
47%

企業が最大限のパフォーマンスを発揮し、
市場ニーズに応えるためには、

外部要員の活用が「重要」または

「非常に重要」と回答
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「コストがすべて」
ではない
コスト管理は経営において依然として重要ですが、もはや外部要員を活用する主な理由では
なくなっています。外部要員を活用する背景として、確かにコストの節減、需要に応じた柔軟
な要員数調整、間接費の削減などはあります。しかし、今回の調査では、コスト管理よりも重

要な要因が原動力となって、企業が従来型の雇用関係から舵を切っている実態が明らかに
なりました。実に半数を超える回答者が、外部要員は企業が業績を伸ばす上で不可欠な存在
であるという共通の認識を示しています。

次のビジネス目標を達成する際の外部要員の重要度を評価してください。

（「重要」および「非常に重要」の合計）

68%

製品およびサービスの開発 / 向上

製品またはサービスの市場投入の迅速化

66%
65%

組織の能力の最大化 / 市場の需要への対応

64%

組織の俊敏性の向上

外部要員の活用により全社的な

財務パフォーマンスが向上していると
回答した経営幹部の割合

62%

持続可能性に関する目標の達成 / 二酸化炭素排出量の削減

60%

コスト管理

リスクの軽減

62

%

54%

外部要員を重視するという発想は、外部要員を活用することでビジネスチャンスを逃さずその
場で迅速に需要を取り込める、と多くの企業が期待を寄せる表れでもあります。また、全体の
半数近くが、外部要員はデジタル時代の競争力向上に貢献していると回答しています。
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Visibility is everything

可視化の真価
経営幹部は、外部要員のプロフィール、採用時期、配属先、業務内容まで把握できないのが実
情です。自社で従事する外部人財について詳しく把握していたのは、回答者全体の 3 分の 1

（35%）にとどまり、サービス会社の詳細を把握しているという割合も半数に届きませんでした

（47%）
。組織を代表する最高経営幹部ともなると、把握の割合はさらに低下し、わずか 25%
が外部人財を、また 35% がサービス会社を詳しく把握していると回答するにとどまりました。
調査結果からは、多くの企業が外部要員のポテンシャルを最大限に活用できていない実態が
浮かび上がってきました。

大半の企業にとって、可視性の欠如は深刻な問題となります。測定不可能な対象を適切に管
理することはできないというビジネスの原理が示すように、新たな業務形態に合わせた管理
手法の確立が急務になっています。

外部要員に関する管理項目について、難易度を回答してください。
極めて難しい

非常に難しい

ある程度難しい

あまり
難しくない

全く難しくない

デジタル / サイバーセキュリティ対策は

高度なスキルを持つ人財をオンデマンドで適所に配置すること

25%

59

%

難しいと回答した経営幹部の割合

45%

26%

4%

人的資源およびプロジェクトの作業品質のトラッキング

17%

42%

32%

9%

33%

9%

デジタル / セキュリティ対策

16%

42%

成果が芳しくない人財やサービス会社との再契約を行わないよう徹底管理

15%

36%

38%

8%

3%

税法、労働法、規制、個人情報保護に関する要件の遵守

15%

40%

37%

8%
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経営幹部が注目する
外部人財の活用
外部人財が幅広い事業領域で活躍し、成果が認められている今、外部人財の活用を経営戦略として取り
組むことが望ましいのは明らかです。

しかしながら、多くの企業は外部人財という
「資産」の把握に無頓着なのが実情です。ビジネスの成長を課
せられている経営幹部にとって、
これは自分で自分の首を絞めることになるでしょう。
解決法はシンプルです。外部人財やサービス会社が提供する外部労働力を、正社員同様に適正に管理・
可視化しましょう。

外部労働力を活用するための第一歩
外部要員の一層効果的な管理を通じて、
その真価を引き出す：
経営層に向けて、外部要員の職務範囲、活動内容、作業品質、現在抱える課題、現在までの
貢献度、
そして今後予想される貢献度を可視化する。

外部要員の真価を把握する（製品の市場投入を加速するために不可欠である、希少スキル
の保持者である、デジタル変革に向けた取り組みを加速する人財である、あるいはコスト管
理に貢献するなど）
。

今後必要となるスキルとともに、希少性が高くなるスキルも予測する。マルチチャネル要員

を活用して、適切な人財を獲得、再訓練、採用するための戦略を策定する。

外部人財と正社員の双方を含めた包括的な要員計画を策定し、実施する。外部要員がもた

らすスキルやアイデアを大切にし、組織の目標および目的意識の一環となるように活用する。

v(t)

もっと詳しく知りたい方は、https://externalworkforce.fieldglass.com/japan/ を
ご覧ください。
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先行企業が業界の変革を牽引

ビジネスの成果を上げる仕組みとは ?

調査に回答した企業の 10 社に 1 社は、外部要員を管理しその真価を引き出すことにかけて、顕著な成果を上げ

ていました。これらの「先行企業」は、業務の形態が進化を遂げる中、他社をリードする立場となっています。先
行企業は、以下の 3 点で他社を凌駕しています。

外部要員の可視性。従事する外部人財やサービス会社について詳しく把握しており、最高経営
幹部にも同様の傾向が見られました。

外部要員の効果的な管理。多様な外部要員の管理をはるかに容易かつ効果的に成し遂げて
いました。
外部要員がビジネスにもたらすインパクト。外部要員が企業の財務 / 業績全般を向上させてい
る、あるいはデジタル世界での競争に貢献している、
と評価していました。
上記の先行企業の３つの基準に基づいて、本リサーチの回答者をグループ分けしました。しかし業務の形態が

劇的な変革を遂げる中、先行企業に該当する組織でさえ、そのリスクを軽減しながら外部要員の真価を最大限
に引き出すことにはまだ課題を抱えています。

後発企業
回答者数：65｜8%
先行企業基準に
全く該当しない

追随企業

早期追随企業

回答者数：290｜36%

回答者数：372｜46%

先行企業基準 3 つのうち、
1 つに該当

先行企業基準 3 つのうち、
2 つに該当

先行企業
回答者数：77｜10%

先行企業基準 3 つすべてに該当

貴社は先行企業でしょうか ?
もっと詳しく知りたい方は、https://externalworkforce.fieldglass.com/japan/ をご覧ください。
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調査の概要
Oxford Economics は、2017 年後半から 2018 年初めにかけて、16 の業種、14 カ国および北欧諸国において、

中堅企業から大企業を対象に、800 名に及ぶ上級幹部へ綿密な調査を実施しました。労働市場の動向に焦点

を当てて、外部要員の活用および管理を現在と将来の両面から調査するとともに、外部要員が業績および財務
パフォーマンスに及ぼす影響などについて精査しました。
詳細については、https://externalworkforce.fieldglass.com/japan/ をご覧ください。

Oxford Economics の概要

Oxford Economics は、企業および政府組織に経済分析を提供する

世界的なリーダー企業です。1981 年に Oxford Business College と

の合弁事業会社として設立。実証データに基づくソートリーダーシップ、
予測、経済インパクト分析に特化してサービスを展開しています。英国

SAP Fieldglass について
SAP Fieldglass は、タレントマネージメントおよびサービス調達の
分野をリードする優れたプラットフォームとして、世界中の多くの企

業で、多様かつ柔軟な人材の獲得および管理に活用されています。

180 以上の国に及ぶ導入実績の豊富なクラウドベースのオープン

オックスフォード市に本社を構え、世界中にオフィスを展開。従業員数

プラットフォームの提供を通じて、デジタルエコノミーにおける業務

レポート編集者などを擁しています。Oxford Economics は、企業、金

SAP の強力なリソースに支えられた継続的なイノベーションから、

は 250 名を超え、150 名以上のエコノミスト、業界エキスパート、経済

融機関、政府組織、専門サービス事業者、大学など、1,000 を超える世
界中の多様な顧客にサービスを提供しています。

の変革、俊敏性の向上、
より短期間での成果の実現を支援しています。
最先端のテクノロジーを生み出し続けています。

調査対象者の構成
国：オーストラリア、ベルギー、
ブラジル、カナダ、
フランス、
ドイ

ツ、イタリア、日本、メキシコ、オランダ、北欧諸国、フィリピン、

スペイン、英国、米国

調査対象となった経営幹部の内訳：調達（55%）
、人事および

タレントマネージメント
（30%）
、IT（10%）
、財務（5%）
。最高

経営幹部、最高経営幹部の直属の部下、
その他の取締役が、
そ
れぞれ全体の 3 分の 1 を構成。

業種：航空 / 防衛、銀行、資本市場、建設、一般消費財、ヘルス

企業規模（米ドル）
：

ケア、ハイテク、工業、保険、ライフサイエンス、石油 / ガス、専
門サービス、公共サービス、鉄道、小売、公益事業

5 億ドル〜 10 億ドル：10%
10 億〜 50 億ドル：35%

50 億ドル〜 200 億ドル：40%
200 億ドル以上：15%
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