
　インテリジェンスが提供する転職支援サービスで
は、転職活動をしている求職者からのエントリーを受
け、社内の専任キャリアコンサルタント（以下、コンサル
タント）がカウンセリングに入り、最終的な転職決定ま
でを支援している。その際には、性別／年齢／希望職
種／勤務エリアなど、求職者個々のプロファイルに応
じて最適なコンサルタントをアサインするが、このマッ
チングの実現が、かつては実に難しかったという。以前
の状況について、株式会社インテリジェンス BI本部 
キャリアBITA（＝Business IT Architect）部 ゼネラルマ
ネジャーの片山健太郎氏は、次のように説明する。
　「当社には、各領域に専門性を持つ200名以上の
コンサルタントがいます。一方、転職支援サービスに
ご登録いただく求職者の方の数は、月ベースで数万
件にも上ります。求職者の方々の専門性に適したコン
サルタントをアサインするために、100を超えるマッ
チングルール群を設けてシステム化を図っていまし
たが、そこで最適な組み合わせを実現することが難し
く、最終的には人の目で見て判断しなければならな
い非効率な業務が多数発生していました。求職者の
方にベストの転職をしていただくためには、その前段
としてより相応しいコンサルタントをアサインし、詳細
を詰めていく必要がある。マッチングの精度をもっと
高めなければならない、という課題がありました」。

　これまで同社では、求職者とコンサルタントとの
マッチングを自社開発によるシステムによって行って
いたが、自動化できていたのは約4割で、残りの約6

割についてはコンサルタントを統括するマネジャー
が目視で内容を確認し、担当するコンサルタントを
決めていたという。
　「先に話した100を超えるマッチングルール群の
マスターは、一度作って終わりというものではありま
せん。例えば社内の組織体制の変更など、環境の変
化に応じて随時チューニングが必要になります。以前
は、一部の条件に微調整を加えるだけでも半月以上
を要しており、チューニングも月に1回が精一杯とい
う状況でした。また、マッチングの精度を高めるため
にルールそのものが複雑化していたことも、チューニ
ングに時間がかかる一因でした」。

　同社が自社開発によるマッチングシステムを構築
したのは2007年。このシステムではルールのマス
ター変更に際し、片山氏がゼネラルマネジャーを勤
めるBI本部 キャリアBITA部において現場からの変
更依頼を受け、月に1回ルールを編集し、運用担当者
がそれらを手作業でシステムに反映させるという属
人的な業務プロセスになっていた。
　「全体のプロセス変更と併せて、システム自体の
ルール変更も容易にできる、変化に強い仕組みにし
ていきたいという思いがありました」。
　また従来のシステムは複雑化していたため、軽微
な改修でも多大な手間と工数がかかり、年間で数百
万円単位のコストが発生していたという。こうした運
用コストの低減も重要なテーマだった。
　「現行システムを“いかに変化に強い仕組みにでき
るか”という課題が、今回のスタート地点です。また属
人な運用フローをロジックとして組み込むことも必
要でした。これらを考えた時、従来のようにスクラッチ
で作り変えるのが正しいのかどうか。何かいいソ

リューションはないかと探っていた時に出会ったの
が、レッドハットのRed Hat JBoss BRMSでした」。

　同社では2011年から、より柔軟な開発の実現とベ
ンダーロックインからの脱却という観点から、OSSの
積極活用を大きな方針として打ち出しており、グルー
プの情報システム会社であるインテリジェンスビジ
ネスソリューションズと連携してOSSを使った自社開
発を行っていた。
　また片山氏は、「一般的なBRMS（ビジネスルールマ
ネジメントシステム）の存在も以前から知っており、強
い関心を持っていた」と話す。同氏は、他社事例を参
考にしながら実用に耐え得るものか否かを見定め、
BRMS市場の広がりも睨みながら、自社で活用できる
選択肢の1つとしてBRMS製品を考え始めたという。
　「その中でJBoss BRMSを採用した理由は、やはり
信頼性とコストです。JBoss BRMSは我々が求めた機
能面も十分に満たしており、大手通信会社や保険会
社での導入事例も豊富で、実に大きな信頼感をもち
ました。また今回、他の商用製品も検討対象としまし
たが、残念ながらコスト的にまったく見合うものでは
ありませんでした」。
　実際の導入プロジェクトは2013年から構想を練り始
め、2014年2月に着手。レッドハットにも相談しながら、
それぞれ2ヵ月を要して実装、本番環境での検証、そし
てチューニングを行い、同年8月にカットオーバーした。

　まず片山氏が一番の課題として挙げた、最適なコ

ンサルタントをアサインする精度の向上について、BI
本部 キャリアBITA部 プロジェクトマネジャーの佐々
木貴浩氏は以下のようにJBoss BRMSの導入効果を
強調する。
　「これまで求職者の方とコンサルタントのマッチン
グで自動化できていたのは約4割でしたが、これが7
割近くまで向上しました。単に自動化の比率が高
まっただけでなく、精度の向上を伴った効果です」
（佐々木氏）。
　またマッチングルールのマスター変更について
は、従来の手作業に代わり、自動変換ツールによる
仕組みを構築。統計解析ツールと自社開発したビジ
ネスルールを自動変換するツールを組み合わせ、統
計解析ツールが生成した“決定木”と呼ばれる最適化
モデルをビジネスルールとして、JBoss BRMSに投入
するというフローを確立した。これによってマニュア
ル作業は不要になり、マスターの変更も従来の月1
回から週2回にまで頻度を増やせるようになった。
　この点についてBI本部 キャリアBITA部 キャリアプ
ロジェクトグループ マネジャーの山川飛鳥氏は、「マ
ネジャーの業務負担が減り、マスターの更新頻度が
高まったことで、ビジネスチャンスを逃さない、より柔
軟な対応を採れるようになった」と高く評価する。
　「例えば景況感の変化に応じて、柔軟かつスピー
ディにマッチングルールを変更できるようになりまし
た。数字ではなかなか見えにくい部分ですが、会社
が成長していく上で多大な効果をもたらしてくれる
仕組みです」（山川氏）。

　また片山氏が挙げたJBoss BRMSのコスト削減効
果についても、佐々木氏は商用製品との詳しい比較
として、次のように説明する。
　「サーバーに搭載されているプロセッサのコア数か
ら見た時、商用製品の場合はコア数に応じて課金され
ますが、レッドハット製品では一定のコア数まで価格
は変わりません。JBoss BRMSと比較して、10倍以上の
コストがかかる商用製品もありました」（佐々木氏）。
　またマッチングルールのマスター変更に伴うシス

テム開発コストも、年間で数百万円近くかかっていた
費用が、数人日レベルで対応可能になった。
　「導入コスト、運用コスト双方の観点から、JBoss 
BRMSの導入は大きなコスト削減効果をもたらしてく
れました」（佐々木氏）。

　今回のJBoss BRMS導入に際し、同社が従来の使
い勝手を担保するために重要視したのがパフォーマ
ンスだ。求職者とコンサルタントとのマッチングを行
うために投入される1回あたりの処理件数は2,000
～3,000件。その際、約25万件に及ぶマッチング
ルールのマスター情報も読み込み、これらを併せた
処理を20～30分以内に収める必要があった。
　「当初は既存システムと比較してもかなり遅いとい
う状況に陥っていましたが、マスター情報を分割して
読み込む方法を提案してもらったり、JBoss BRMSにマ
ルチスレッド機能を実装してもらい、内部で処理を分
散する方法を採るなどして、我々の要求するパフォー
マンスを実現することができました。レッドハットのコ
ンサルタントの方がソースコードまで見ながらさまざ
まな施策を提案し、対応してくれたからこそ、改善でき
たのだと思います。我々の要求を真摯に受け止めても
らった点には心から感謝しています」（佐々木氏）。

　片山氏は「今後は、一定のルール化を図ることが
できる他の業務プロセスにもJBoss BRMSを積極的
に適用していきたい」と将来の展望を語る。
　「ただしその際には、今回のようにルール変更の頻
度が高い業務プロセスでなければ、導入するメリット
が限られてしまう。その点は十分に見極めながら、適
用の可否を判断したいと思います」（片山氏）。

　また現在同社では、データの活用を促進するため
の専属チームを設けてあらゆる検討を行っており、
その一環として“データの論理統合”に強い関心があ
ると話す。
　「現在、各事業部は個別でデータを管理していま
すが、それらを統合できれば、何かしら新しい取り組
みに繋げられるかもしれない。レッドハットには、
データ仮想化を実現するRed Hat JBoss Data 
Virtualizationという製品があるので、論理的なデー
タ統合の可能性についても探っていきたいと考えて
います。レッドハットには、さらなる強力な支援を期
待しています」（片山氏）。

　「DODA（デューダ）」など、各種求人メディアの運営や人材紹介サービスなどを展開するインテリジェンス
では、専任のキャリアコンサルタントが求職者と面談およびカウンセリングを実施、転職の決定に至るまで
をサポートしている。同社では、この両者の最適なマッチングを実現するために、レッドハットのビジネス
ルールエンジン「Red Hat JBoss BRMS」を採用。適材適所を目指す支援サービスの向上を実現した。

ビジネスルールエンジンで、俊敏性を
大幅向上。変化に合わせたルールの最適化と、
インテリジェントな自動化を実現
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　インテリジェンスが提供する転職支援サービスで
は、転職活動をしている求職者からのエントリーを受
け、社内の専任キャリアコンサルタント（以下、コンサル
タント）がカウンセリングに入り、最終的な転職決定ま
でを支援している。その際には、性別／年齢／希望職
種／勤務エリアなど、求職者個々のプロファイルに応
じて最適なコンサルタントをアサインするが、このマッ
チングの実現が、かつては実に難しかったという。以前
の状況について、株式会社インテリジェンス BI本部 
キャリアBITA（＝Business IT Architect）部 ゼネラルマ
ネジャーの片山健太郎氏は、次のように説明する。
　「当社には、各領域に専門性を持つ200名以上の
コンサルタントがいます。一方、転職支援サービスに
ご登録いただく求職者の方の数は、月ベースで数万
件にも上ります。求職者の方々の専門性に適したコン
サルタントをアサインするために、100を超えるマッ
チングルール群を設けてシステム化を図っていまし
たが、そこで最適な組み合わせを実現することが難し
く、最終的には人の目で見て判断しなければならな
い非効率な業務が多数発生していました。求職者の
方にベストの転職をしていただくためには、その前段
としてより相応しいコンサルタントをアサインし、詳細
を詰めていく必要がある。マッチングの精度をもっと
高めなければならない、という課題がありました」。

　これまで同社では、求職者とコンサルタントとの
マッチングを自社開発によるシステムによって行って
いたが、自動化できていたのは約4割で、残りの約6

割についてはコンサルタントを統括するマネジャー
が目視で内容を確認し、担当するコンサルタントを
決めていたという。
　「先に話した100を超えるマッチングルール群の
マスターは、一度作って終わりというものではありま
せん。例えば社内の組織体制の変更など、環境の変
化に応じて随時チューニングが必要になります。以前
は、一部の条件に微調整を加えるだけでも半月以上
を要しており、チューニングも月に1回が精一杯とい
う状況でした。また、マッチングの精度を高めるため
にルールそのものが複雑化していたことも、チューニ
ングに時間がかかる一因でした」。

　同社が自社開発によるマッチングシステムを構築
したのは2007年。このシステムではルールのマス
ター変更に際し、片山氏がゼネラルマネジャーを勤
めるBI本部 キャリアBITA部において現場からの変
更依頼を受け、月に1回ルールを編集し、運用担当者
がそれらを手作業でシステムに反映させるという属
人的な業務プロセスになっていた。
　「全体のプロセス変更と併せて、システム自体の
ルール変更も容易にできる、変化に強い仕組みにし
ていきたいという思いがありました」。
　また従来のシステムは複雑化していたため、軽微
な改修でも多大な手間と工数がかかり、年間で数百
万円単位のコストが発生していたという。こうした運
用コストの低減も重要なテーマだった。
　「現行システムを“いかに変化に強い仕組みにでき
るか”という課題が、今回のスタート地点です。また属
人な運用フローをロジックとして組み込むことも必
要でした。これらを考えた時、従来のようにスクラッチ
で作り変えるのが正しいのかどうか。何かいいソ

リューションはないかと探っていた時に出会ったの
が、レッドハットのRed Hat JBoss BRMSでした」。

　同社では2011年から、より柔軟な開発の実現とベ
ンダーロックインからの脱却という観点から、OSSの
積極活用を大きな方針として打ち出しており、グルー
プの情報システム会社であるインテリジェンスビジ
ネスソリューションズと連携してOSSを使った自社開
発を行っていた。
　また片山氏は、「一般的なBRMS（ビジネスルールマ
ネジメントシステム）の存在も以前から知っており、強
い関心を持っていた」と話す。同氏は、他社事例を参
考にしながら実用に耐え得るものか否かを見定め、
BRMS市場の広がりも睨みながら、自社で活用できる
選択肢の1つとしてBRMS製品を考え始めたという。
　「その中でJBoss BRMSを採用した理由は、やはり
信頼性とコストです。JBoss BRMSは我々が求めた機
能面も十分に満たしており、大手通信会社や保険会
社での導入事例も豊富で、実に大きな信頼感をもち
ました。また今回、他の商用製品も検討対象としまし
たが、残念ながらコスト的にまったく見合うものでは
ありませんでした」。
　実際の導入プロジェクトは2013年から構想を練り始
め、2014年2月に着手。レッドハットにも相談しながら、
それぞれ2ヵ月を要して実装、本番環境での検証、そし
てチューニングを行い、同年8月にカットオーバーした。

　まず片山氏が一番の課題として挙げた、最適なコ

ンサルタントをアサインする精度の向上について、BI
本部 キャリアBITA部 プロジェクトマネジャーの佐々
木貴浩氏は以下のようにJBoss BRMSの導入効果を
強調する。
　「これまで求職者の方とコンサルタントのマッチン
グで自動化できていたのは約4割でしたが、これが7
割近くまで向上しました。単に自動化の比率が高
まっただけでなく、精度の向上を伴った効果です」
（佐々木氏）。
　またマッチングルールのマスター変更について
は、従来の手作業に代わり、自動変換ツールによる
仕組みを構築。統計解析ツールと自社開発したビジ
ネスルールを自動変換するツールを組み合わせ、統
計解析ツールが生成した“決定木”と呼ばれる最適化
モデルをビジネスルールとして、JBoss BRMSに投入
するというフローを確立した。これによってマニュア
ル作業は不要になり、マスターの変更も従来の月1
回から週2回にまで頻度を増やせるようになった。
　この点についてBI本部 キャリアBITA部 キャリアプ
ロジェクトグループ マネジャーの山川飛鳥氏は、「マ
ネジャーの業務負担が減り、マスターの更新頻度が
高まったことで、ビジネスチャンスを逃さない、より柔
軟な対応を採れるようになった」と高く評価する。
　「例えば景況感の変化に応じて、柔軟かつスピー
ディにマッチングルールを変更できるようになりまし
た。数字ではなかなか見えにくい部分ですが、会社
が成長していく上で多大な効果をもたらしてくれる
仕組みです」（山川氏）。

　また片山氏が挙げたJBoss BRMSのコスト削減効
果についても、佐々木氏は商用製品との詳しい比較
として、次のように説明する。
　「サーバーに搭載されているプロセッサのコア数か
ら見た時、商用製品の場合はコア数に応じて課金され
ますが、レッドハット製品では一定のコア数まで価格
は変わりません。JBoss BRMSと比較して、10倍以上の
コストがかかる商用製品もありました」（佐々木氏）。
　またマッチングルールのマスター変更に伴うシス

テム開発コストも、年間で数百万円近くかかっていた
費用が、数人日レベルで対応可能になった。
　「導入コスト、運用コスト双方の観点から、JBoss 
BRMSの導入は大きなコスト削減効果をもたらしてく
れました」（佐々木氏）。

　今回のJBoss BRMS導入に際し、同社が従来の使
い勝手を担保するために重要視したのがパフォーマ
ンスだ。求職者とコンサルタントとのマッチングを行
うために投入される1回あたりの処理件数は2,000
～3,000件。その際、約25万件に及ぶマッチング
ルールのマスター情報も読み込み、これらを併せた
処理を20～30分以内に収める必要があった。
　「当初は既存システムと比較してもかなり遅いとい
う状況に陥っていましたが、マスター情報を分割して
読み込む方法を提案してもらったり、JBoss BRMSにマ
ルチスレッド機能を実装してもらい、内部で処理を分
散する方法を採るなどして、我々の要求するパフォー
マンスを実現することができました。レッドハットのコ
ンサルタントの方がソースコードまで見ながらさまざ
まな施策を提案し、対応してくれたからこそ、改善でき
たのだと思います。我々の要求を真摯に受け止めても
らった点には心から感謝しています」（佐々木氏）。

　片山氏は「今後は、一定のルール化を図ることが
できる他の業務プロセスにもJBoss BRMSを積極的
に適用していきたい」と将来の展望を語る。
　「ただしその際には、今回のようにルール変更の頻
度が高い業務プロセスでなければ、導入するメリット
が限られてしまう。その点は十分に見極めながら、適
用の可否を判断したいと思います」（片山氏）。

　また現在同社では、データの活用を促進するため
の専属チームを設けてあらゆる検討を行っており、
その一環として“データの論理統合”に強い関心があ
ると話す。
　「現在、各事業部は個別でデータを管理していま
すが、それらを統合できれば、何かしら新しい取り組
みに繋げられるかもしれない。レッドハットには、
データ仮想化を実現するRed Hat JBoss Data 
Virtualizationという製品があるので、論理的なデー
タ統合の可能性についても探っていきたいと考えて
います。レッドハットには、さらなる強力な支援を期
待しています」（片山氏）。
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レッドハットへの期待

ルール変更のプロセスを自
動化し、変更の頻度と精度を
大幅に向上

商用製品と比較して、導入コ
ストは10分の1以下
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の高さも大いに評価
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・マッチングの自動化比率が7割近く
大幅アップ

・マネジャーの負担軽減でビジネス
チャンスを逃さない対応が可能に

・コア数比較で圧倒的なコストメリッ
トを実感
・年間数百万円の開発コストも数人
日レベルに

・マスターの分割読み込みなどさま
ざまな施策を検討
・JBoss BRMSのマルチスレッド化も
実現

・ルール変更の頻度が高い業務プロ
セスを見極めて適用の可否を判断

・他のJBoss製品によるデータの論理
統合の可能性も探りたい
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レッドハットのサポートでパフォーマンスが
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他業務プロセスへのBRMS適用も検討、
データの論理統合の可能性も探りたい
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　日々変化するビジネス現場のルールをシステムとして可視
化し、一元管理する仕組み。複雑な商品の組み合わせや約款
との整合性チェック、条件判断などを、独立したビジネスロ
ジック（ビジネスルール）として管理できる。
　リサーチ会社ITR発行のレポートによると「Red Hat JBoss 
BRMS」は国内BRMS市場で26.7%、大手の商用製品を抜い
てシェアNo.1のポジションを獲得。2013年度には大手製造
業など多くの企業が導入を決めた。

ビジネスルールマネジメントシステム
（BRMS：Business Rule Management System）とは

▼ ルール変更のプロセスを自動化し、
　変更の頻度と精度を大幅に向上
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登録 履歴DB
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従来

運用担当者が
手作業で集約

運用担当者が
手作業で
マスター編集

顧客属性に応じて適切な
キャリアコンサルタントを
アサイン

各マネジャーが毎月
マッチングルールを

手作業で編集

登録 カウンセ
リングマッチング

履歴DBの実績データを
統計解析ツールで分析

統計解析ツールが
決定木を生成

決定木をビジネス
ルールに自動変換

ビジネスルールを
BRMSに自動読込

BRMS

統計
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