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アメリカにおける人材ビジネス　略年表

＊（　　）はアメリカ以外での動き。PEOについては歴史的経緯が曖昧であるため、掲載していない。

年代 総合人材サービス
（派遣、紹介予定派遣、成功報酬型人材紹介中心）

前受金型人材紹介
（エグゼクティブサーチ）

アウトプレースメント

　アメリカにおける人材ビジネスは、１）労働者派遣
事業、２）職業紹介事業、３）再就職支援（アウトプ
レースメント）、４）PEO（Professional Employer 
Organization）、の４つに大別できる。
　その歴史は、1948 年に設立された世界初の人材派
遣会社とともに本格的な幕を開いた。エルマー・ウィ
ンターとアレン・シャインフェルドという２人の弁
護士が「必要なときに、必要な人を、必要な期間だけ
派遣する」というサービスを提供するべく、同年、
ウィスコンシン州ミルウォーキーにおいて、マンパ
ワーを創設した。この画期的な「人材派遣サービス」
は、多くの企業ニーズに対応するものであったため、
瞬く間に全米に広がり、1956 年にはカナダにも拡大
した（マンパワー HP）。実は別の人材派遣大手のケ
リー・サービシーズの設立が、マンパワーよりも 2 年

早かったのだが、同社は設立当時は顧客の事業所で

はなく、自社の事業所において、顧客の業務を行うと

いうサービスを行っていたので、「人材派遣」という

アイデアはマンパワーの方が先であったとされる。

1950 年代以降、マンパワーと同様のサービスを提供

する企業が増え始め、「人材派遣サービス」がビジネ

スとして確立していった。

　一方、派遣以外の人材ビジネスも 1940 年代にはじ

まっていた。現在40カ国以上に70カ所以上のオフィ

スを有するボイデンは、1946 年に設立されたエグゼ

クティブの人材紹介会社の開拓者といえる。そして、

人材派遣サービスが人材ビジネスとして社会に認知

されていった 1950 年代から 1960 年代にかけて、エ

グゼクティブサーチをビジネスとして行う会社の設

立も相次いだ。ハイドリック・アンド・ストラグルズ

（1953 年）、スペンサー・スチュアート（1956 年）、

コーン・フェリー・インターナショナル（1969 年）

などがその代表的な企業である。なお、人材紹介サー

ビスには、前受金型人材紹介（リテイナー）と成功報

酬型人材紹介（コンティンジェンシー）がある。両者

ともにホワイトカラーを対象としているが、産業分

類コード上では別事業になっており、契約形態、報酬

の支払われ方、取り扱うポジション、サーチ方法など

が異なる。

　たとえば、前受金型の場合、会社により異なるが、

通常は年収 10 万ドル以上の上級管理職を取り扱い、

顧客との独占契約にもとづき、候補者の年収に応じ

て、着手金、サーチ手数料、成功手数料をそれぞれ請

求する。サーチやスクリーニングの段階で得られた

情報は慎重、綿密、かつ秘密裡に取り扱われ、顧客の

要望にかなった 3 人から 5 人程度の候補者が顧客に

送られる。候補者が採用された後、通常は 1 年間の保

証期間を設定している。また、契約条項にオフリミッ

ト制が盛り込まれているため、顧客に提示した候補

者を別件で他社に紹介することはできない。

　一方、成功報酬型の場合は、会社によって異なる

が、年収 3 万ドル以上の中間管理職や専門職を取り

扱い、独占的な契約によらずに、サーチ、スクリーニ

ングに入る。顧客への候補者の提示は前受金型より

も格段に多い。

　アメリカの場合、連邦レベルでは、日本の職業安定

法にあたる法律はなく、職業紹介事業（前受金型人

材紹介サービス、成功報酬型人材紹介サービス）や労

働者派遣事業（人材派遣サービス）に対する規制も

ほとんどない。州レベルではそれぞれの事業につき、

許可制や届出制を採用するところもあるが、日本の

ような厳しい規制はない。そのため、ほとんどの派遣

会社が本業の人材派遣サービスのほか、紹介予定派

遣（テンプトゥパームやテンプトゥハイア）、人材紹

介サービスに加えて、ペイロールサービスなども

行っている。このような総合人材サービスを展開す

る会社と前受金型人材紹介会社の間には棲み分けが

できているようだ。

　再就職支援を提供する会社が設立されたのは、

1960 年代に入ってからである。日本にも代表法人を

有するチャレンジャー・グレイ・クリスマスは、再就

職支援事業の発案者であるジェームス・チャレン

ジャーと 2 人のパートナーによって、1962 年にイリ

ノイ州シカゴに設立された。その後、1967 年にDBM

（Drake Beam Morin）が設立されている。

　最後に、PEOとは、「他の企業のために、給与の支払

いや諸給付、その他使用者としての法律上および管理

上の責任を継続的に引き受ける事業形態」をいい 、ア

メリカで最初にPEOが誕生したのは 1972 年、カリ

フォルニア州であったといわれる。PEOの歴史につ

いては複数の説があり、真相は定かではない。PEOの

存在が顕著になってきたのは 1980 年代後半になっ

てからで、ビジネスとして発展したのは 1990 年代に

入ってからである。なお、PEOについては、事業の性

質上、他の人材ビジネスよりも厳しい規制を採用して

いる州が多い。この点については別項にて述べる。

　21 世紀に入ってからは、インターネットを活用し

たさまざまな人材ビジネスが急増している。1990 年

代に誕生したオンライン・ジョブボードに加えて、

フェイスブック、ツイッター、リンクトインといった

ソーシャル・メディアを使った人材紹介やリファー

ラル・サービスを提供する会社もある。また、各企業

が自社ウェブサイトやフェイスブック・ページ等を

利用して求人情報を提供し、求職者を募るのも一般的

となっている。

＊1：藤川恵子「従業員リースとその規制―アメリカの現状―」阪大法学第 48巻第 6号（1999 年）

＜参考＞
マンパワーHP（アメリカ）　http://us.manpower.com/us/en/about-manpower/history/default.jsp

＊１

【1946年】
ボイデン設立

【1953年】
ハイドリック・アンド・ストラグルズ設立
【1956年】
スペンサー・スチュアート設立
【1959年】
AERC (Association of Executive 
Recruiting Consultants) 設立
アメリカのエグゼクティブサーチ会社が世界
に進出しはじめる

【1962年】
チャレンジャー・グレイ・クリスマス設立

【1967年】
DBM設立

【1980年】
ライト・マネジメント設立

出所：Association of Executive Search Consultants, “Executive Search at 50: A History of Retained Executive Search Consulting Presented
by the Association of Executive Search Consultants in Celebration of Its 50th Anniversary” (2009)、 各社・各団体のウェブサイト。

【1946年】
ケリー・サービシーズ設立
【1948年】
マンパワー設立
【1948年】
ロバート・ハーフ・インターナショナル設立

人材派遣サービスを提供する会社が増え始め、
全米およびカナダに広がる

（1957 年・スイス　アデコの前身であるアディア設立）

（1960 年・オランダ　ランドスタッド設立）
（1964 年・フランス　アデコの前身であるエコ設立）
（1966 年・日本　マンパワー日本法人設立）
【1966年】
ASA　(American Staffing Association) 設立
人材派遣サービスがヨーロッパ各国、日本に広
がる
（1967 年・世界　CIETT (International Confederation 
of Private Employment Agencies) 設立 ）

【1983年】アレジス・グループの前身設立

（1996 年 アディアとエコが合併してアデコとなる）

オンラインジョブボードの活用が一般的となる

ヨーロッパを中心にアメリカ資本でない各国
独自のエグゼクティブサーチ会社が誕生しは
じめる
（1964 年・スイス　エゴン・ゼンダー設立）
【1969年】
コーン・フェリー・インターナショナル設立
【1969年】
ラッセル・レイノルズ設立

【1970年】
ケネディ・インフォメーション設立
【1982年】
AERCが AESC (Association of Executive 
Search Consultants) に改名

各企業が自社ウェブサイト上で求人を出すよ
うになる
フェイスブック、ツイッター、リンクトイン
といったソーシャルメディアの求人・求職活
動での利用が一般的となる

1940年代

1950年代

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代 （2007 年・ランスタッドがヴェディオールを買収）（2011 年・ランスタッドが SFNグループを買収）
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