UiPath 導入事例 ／サービス業

株式会社ビズリーチ

「UiPath を使えることがキャリアと働き方の幅を広げる」
エンジニア経験ゼロから始めた RPA への挑戦

即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト
「ビズリーチ」をはじめ、人材領域を中心に様々
なインターネットサービスを運営する株式会社ビズリーチ（以下、ビズリーチ）は、社内

業務改革を推進するBPR 部を社内に設けている。
そして、
ビズリーチは社内業務改革の

一環としてRPA の組織的な活用を推進している。
ここでは、RPA の導入に至った経緯や、
導入効果について紹介する。

株式会社ビズリーチ

https://www.bizreach.co.jp/
所在地：東京都渋谷区渋谷 2 丁目 15 番 1 号
渋谷クロスタワー12 階

業種： サービス業

お客様概要「インターネッ
トの力で、世の中の選択
:
肢と可能性を広げていく」
をミッションとし、
2009 年 4

月より、
人材領域を中心としたインターネットサービス

人材と企業のマッ
を運営するHR テック・ベンチャー。

チングだけに留まらず、
入社後の人材の活用、
人材の
育成を通じて、
日本が直面している
「生産性向上」
に取

り組んでいます。

【 課題 】

きっかけは社内アンケートの集計
BPR の一環としての RPA

ビズリーチは、即戦力人材の中途採

用サービスである「ビズリーチ」が有
名だが、中途採用以外にも、人材活用
プラットフォーム「HRMOS（ハーモ

改善のため、最適な RPA 導入に向けた

検討を開始したと説明する。

【 ソリューション 】
導入の決め手は「使いやすさ」
、
「学習環境」と「情報量」
2017年後半から、RPA 導入に向け

同 BPR 部の井口 歩武氏は今現在、
BPR 部の中で RPA の推進を行っている
中心人物だ。井口氏は、2018年4月に

新卒採用でビズリーチに入社した。今
まで、エンジニアリングの経験はなかっ

たという。そんな井口氏が、UiPath に

初めて触れたのは本配属からわずか3

ス）
」や事業承継 M&A プラットフォー

た検討を本格的に開始したビズリーチ。

社会の課題解決を目指すさまざまなサー

の社内展開を考えていた。しかし、当

いう無償で受講できる学習環境や、イ

うしたサービスを提供する一方で、ビ

ミングの知識を必要とする、いわゆる

で RPA のシナリオ（ワークフロー）作

ビジネスプロセスを最適化する BPR 部

内でユーザーを増やすという観点から

ア経験がなくても誰でも使えるツール

ム「ビズリーチ・サクシード」など、

ビスを展開している。また、外部へこ
ズリーチ社内においては、会社全体の
を部署として設けている。BPR 部とは、

BPR (Business Process Reengineering) の言葉通り、業務全体の

効率や生産性を改善するため、業務全

体を見直し・再構築することを目的と
し て い る。ビ ズ リ ー チ の BPR 部 は

2019年1月時点、18名で運用・推進を
行っており、BPR 部マネージャーであ
る 田中 聡氏は、RPA 導入の背景につ
いて次のように説明する。
「当社の人

当初は、既に契約していた RPA ツール

時導入していた RPA ツールはプログラ

開発者向けのツールであったため、社
みると、開発・導入のハードルの高さ
が課題であったと田中氏は当時を振り

返る。そこで新たな RPA ツールの検討

を開始した。検討のポイントは以下の

3点だったと語る。
・UI が使いやすいこと
(User Interface)
・学習環境があること

・迷ったときに自己解決ができること

( インターネット検索での情報量 )

事では、社内アンケートの収集業務が

「この３つの条件を全て満たすのが、

れており作業に3日程かかっていました。

なら、開発者がいなくても、現場のユー

に契約していた RPA のツールを使用し

田 中 氏 は 判 断 し、2018 年 5 月 に

あるのですが、今までは人の手で行わ
それを何とかできないかと、社内で既
てみたところ、３日かかっていた作業

週間後だ。
「最初は何ひとつわからな
い状況でしたが、UiPath アカデミーと

ンターネットでの情報を基に、1週間

成ができました。UiPath は、エンジニ
です。
」と井口氏は強調する。

【 導入効果 】
毎日30分～1時間かかる事務作
業が自動化され、コア業務へ取
り組める時間が増加
順調に UiPath の導入を進めていっ

たビズリーチは、2018年10月にはロ

ボットの増設を決め、業務の自動化を
更に拡大していく。実際に、社内で

UiPath をユーザーとして使用してい

UiPath の RPA だ っ た。UiPath の RPA

る人事本部 人財採用部 ビジネス採用

ザーだけで推進することができる。
」と、

新卒採用に関する採用オペレーション

UiPath の導入を決めた。検討ポイン

UiPath 導入以前は、媒体毎に異なる

新卒グループ 後藤 あさみ氏は、主に

や、チームの数字管理を担当している。

が1時間かからなくなったのです。こ

トを満たしていただけでなく、価格が

フォーマットになっている候補者情報

業務も改善できるのではないかと考え

のも、導入の後押しとなったと田中氏

CSV ファイルとして共通フォーマット
に再形成する作業を毎日30分～1時間

のことをきっかけに、BPR として他の
ました。
」そして田中氏は、社内業務

安いことでスモールスタートができた
は続ける。

を採用管理システムに入力し、さらに
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導入後

導入前

媒体取込業務の時間を約1/6に
短縮し、採用業務の効率化を実現

業務改善の1つの手法として
RPA の活用を模索
複数媒体に点在する候補者
データの手動での入力作業

改善により創出された時間で、採用
のコア業務へシフトし、事業に貢献

Solution

行っていた。
「ミスがあった時には、

自動化という解決の選択肢を持てる人を

広げることに繋がる」という、人材サー

直すことになるので、非常に時間がか

いった組織にしていきたいと思っていま

え方であるとも言える。同社では、

そのミスの箇所を探して一つずつやり

かり、負担が大きかったです。作業自

増やし、ひいてはビズリーチ全体をそう

す。そのため、弊社では RPA の成果を

ビスを提供するビズリーチならではの考

UiPath の開発者を増やすための取り組

具体的な数値目標では設定していません。

みの一つとして、無料のセルフスタディ

社員各々が各業務に課題意識を持ち、

使用して、社内での啓蒙活動を推進して

UiPath を通じて自動化することで、

果だと定義しています。
」と井口氏は語る。

と当然管理の問題も出てくるが、そこは

た。
」と後藤氏は語る。UiPath 導入後、

ンターネットの力で、世の中の選択肢と

かつ大切な候補者情報の抜け漏れの心

に合致するものであると言えるだろう。

討していきたいと、井口氏は今後の展望

また、社内で RPA 導入を推進する井

に、BPR 部だけでなく社員それぞれが、

を行うビズリーチで、RPA の全社展開は

多い為、定常業務の一つだけでも自動

ようになってもらいたい、またそれは

体は単純ですが、一から説明しないと
理解が難しいため、担当者が変わる際
の引き継ぎ作業も簡単ではありません

で し た。し か し、こ れ ら の 作 業 を

今までのストレスが全てなくなりまし

作業時間は10分程度に短縮され、なお
配もなくなったと続けて説明した。

口氏によれば、人財採用部は業務量が

化できると、その時間を新規施策等、
他の業務に使えるようになる。
「自動

一人ひとりの働き方の幅を広げるために、

RPA を活用できる組織になることが成

RPA の全社展開は、同社が掲げる「イ

可能性を広げていく」というミッション
働き方の幅を広げるという目的のため

UiPath のシナリオを自分で作成できる

ツールである「UiPath アカデミー」を

いるという。また、社内での開発が進む
開発者や自動化できる業務を増やしてい

くと同時に、RPA の統合管理ツールであ

る「UiPath Orchestrator」の導入も検

について語った。スピード感のある変革
そう遠くないと思われる。

「UiPath を使えることがキャリアの幅を

化したことで、取り組める業務が増え

た」という社内の他ユーザーの声もよ
く耳にするという。

【 今後の展望 】

RPA の全社展開に向けて
「UiPath を使えることがキャリ
アと働き方の幅を広げる」
2019年1月現在で、RPA の導入は3部

「弊社の
署、15業務で展開されている。
社員は、社会に大きなインパクトを与え
るべく、各事業が掲げているビジョンの

実現を目指して日々働いています。僕は、
その最中で障壁となる定型業務に対し、
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