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UI・UX改善スキームは，①現状分析と改善方針策定（迷わずに操作できるか（UI），快適に操作できるか（UX）の視点から画面イメージのモッ
クアップを作成し，実際の操作をシミュレーション，操作性の改善に関する基本的な考え方を策定），②改善方針に基づく改善施策の適用（モデ
ルシステムへ操作性改善の施策を適用），③システムログ分析等による効果測定（適用したシステムログを統計的手法で分析することによって改
善前後の操作の時間短縮を見える化），④画面設計規準へのフィードバッグと他システムへの展開（成果を画面設計規準にフィードバックするこ
とによって他システムへの適用が可能），で構成する改善サイクルを指す。

社内業務システムのUI・UX改善スキーム

②改善方針に基づく改善施策の適用
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①現状分析と改善方針策定

④画面設計規準へのフィードバックと
　他システムへの展開

③システムログ分析等による効果測定
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利用頻度が高く，多数の社員が利用する社内の業務シス
テムを対象に利用者の操作性を改善することで，操作時間
を短縮した。操作性の改善に当たり，UI（User	Interface）・
UX（User	eXperience）改善スキームを構築・適用した。
社内で利用する業務システムは，画面レイアウト，画面
遷移方法，操作方法，ボタンの配置など，システムごとに
異なっており，利用者を迷わせ，操作時間が長くなって
いた。それらの多くは，15～20数年前に導入されて，機
能強化を図ってきたが，基本的な操作性は当時のインタ
フェースを踏襲しており，現在普及しているインタフェー
スとは大きく異なり，使い勝手が悪くなっている。
	そこで，使い勝手を改善することで，操作時間の短縮が
可能と考え，社内業務システムの操作性改善に取り組んだ。

まず，操作性改善の基本方針を，①シンプルなデザイン，
②ユーザーの思考に沿って迷わせない，③少ない動作で作
業が完了できる，と設定した。具体的には，操作動線の短
縮，画面遷移の削減，入力項目と説明文の分離などの改善
策を見出した。これらのエッセンスを画面設計規準として
まとめ，社内業務システムの操作性改善に適用した。
次に社内業務システムの開発手順の見直しと新たな推進
体制を構築した。従来の開発手順でのレビューに加え，要
件定義，システム分析，テストの各フェーズに，ユーザビ
リティレビューを追加した。推進体制として，開発部門と
は別に，ユーザビリティレビューを担当する横通し部門を
新設し，画面設計規準への準拠及び第三者チェックによる
牽制（けんせい）を効かせるようにした。
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1．ま　え　が　き

社内業務システム（以下“業務システム”という。）の多く
は，15～20数年前に導入されて以降，継続的に機能強化
を図ってきたが，操作性にまで目を向けられていなかった。
そのため，現在普及しているインタフェースには遠く及ば
ず，また，画面レイアウト，画面遷移，ボタンの配置など
が統一されていないことによって，使い勝手が悪く，利用
者を迷わせ，操作時間が長くなっていた。
そこで，使い勝手を改善することで，操作時間の短縮を
図れると考えた。特に利用頻度が高く，多数の社員が利用
する業務システム（出張旅費精算，承認ワークフローシス
テムなど）では，改善の効果が大きくなることに着目した。
利用者の使い勝手，迷わずに操作できるか（UI），快適
に操作できるか（UX）を視点（＝ユーザビリティ）に業務シ
ステムの操作性改善に取り組んだ。

2．問題点と改善策

操作性改善の基本方針は，次の３点とした。
⑴	 シンプルなデザイン
⑵	 ユーザーの思考に沿って迷わせない
⑶	 少ない動作で作業を完了
2. 1　問　題　点

現行の業務システムの操作性に関する問題点は次のとお
りである。
⑴	 使いたい機能にすぐにアクセスできない。次のアク

ションに迷う。
⑵	 データ入力項目の配置が不適切なため，迷いや入力漏

れが発生する。
⑶	 入力すべき項目が分かりにくい。
⑷	 ポップアップ画面が多い。
⑸	 画面レイアウトがパソコンでの利用に限られている。
2. 2　改善効果の事前検証

業務システムをモデルに，操作性改善の基本方針に基づ
いてモックアップ画面（サンプルデータを疑似的に表示す
るが，データベースの参照・更新機能はない画面）を作成
し，画面操作シミュレーションによって改善効果を事前検
証した。
2. 2. 1　直感的な操作性を実現する画面構成

現状では，トップメニュー画面上に各アイコンを羅列し
ており，利用者が各アイコンの機能を正しく理解していな
ければ，使いたい機能にすぐにアクセスできない。また，
利用者が次にどのようなアクションをしたらよいのか迷っ
てしまう（図１⒜）。
改善策では，アイコンを集約し，利用者がすぐに処理しな

ければならない対象案件を，トップメニューに常に表示する
ことによって，操作性の向上と処理漏れの防止を図った。

また，案件のステータスに応じて色と文字で次のアクショ
ンを示すことによって，利用者が迷わず最少のアクション
で要求を満たすことができるように工夫した（図１⒝）。
2. 2. 2　動線の短縮

現状では，データ入力項目の配置が不適切なため，利用
者の動線（画面上の各項目情報読み取り・入力やボタン操
作等に伴う視線の移動）が上下左右に不規則になっており，
非効率かつ入力漏れを招きやすい（図２⒜）。
改善策では，入力時の動線が左から右，上から下（Z字
型・F字型の動線）となるように設計することによって，
視線の移動が短くシンプルとなり，入力ミスの削減が期待
できる（図２⒝）。
2. 2. 3　入力項目と説明文の分離

現状では，項目ごとに多くの説明文が列挙され，入力す
べき項目が分かりにくい（図３⒜）。
改善策では，説明文をアイコンの中に格納し，必要な場
合にだけ表示するように入力項目と分離した（図３⒝）。
2. 2. 4　画面遷移の削減

現状では，入力途中のポップアップ画面の表示が多く，
別画面に遷移することによって，視線が移動し，入力の流
れが中断する（図４⒜）。
改善策では，画面遷移せずにスムーズに入力を継続でき
る（図４⒝）。
2. 2. 5　利用デバイスに適した画面デザイン

現状では，パソコンでのマウスとキーボードの利用を想
定した画面構成であり，かつ，レイアウトが固定なため，
スマートデバイスでの利用に適さない（図５⒜）。
改善策では，スマートデバイスなど表示範囲の狭い画面
で利用する場合には，画面レイアウトが自動的に調整され

アイコン，案件を
一覧表示

各案件のステータスに応じて，
次のアクションを表示

アイコン，案件を
ばらばらに表示

⒜　現状

⒝　改善策

モックアップ画面

図１．直感的な操作性を実現する画面構成
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てボタン形状が指の操作に適したサイズに変更されるなど，
利用者がデバイスを選ばず作業が可能になる（図５⒝）

3．業務システムへの適用

モックアップ画面を用いたシミュレーションによる改善
効果の事前検証結果に基づき，利用頻度が高く，多数の社
員が利用する業務システムとして，出張旅費精算システム
を対象に，次の改善を実施した（図６）。
⑴	 トップメニューの構成整理
⑵	 未精算や承認待ち案件などの残件数表示
⑶	 案件別状況表示と次のアクション提示
⑷	 旅費精算データ入力画面改善など

4．改善効果の定量的評価

改善効果を見える化するため，一般的なシステムログか
ら，統計手法を活用した改善効果の測定手法を確立した。
３章で取り上げた出張旅費精算システムの場合，業務シナ
リオや画面ごとに操作時間を算出した結果，全社で年間約
24,000時間の操作時間削減を見込めることを確認した（図７）。

5．業務システムの画面設計規準

5. 1　概　　要

改善効果の事前検証，業務システムへの適用，効果確認
を経て得たノウハウを画面設計規準として整備した。従来
の画面設計ガイドは，開発手順の標準化にどとまっており，
画面設計は業務システム側が独自に実施していた。さらに，
近年はスマートデバイスの業務活用が進んできており，ス
マートデバイスからの操作を意識した画面設計の需要も高
くなっていた。そこで，現在主流となっている，Webシ
ステムのマルチデバイス対応技術やデザインガイドライン
を調査し，画面設計の標準化を実施した。
5. 2　基　本　方　針

２章で述べた操作性改善の基本方針に加え，マルチデバ
イスからの操作も想定し，基本デザインガイドとして，視
認性が良く，ガイドラインの整備されているマテリアル
デザイン（1）を採用した。また，デスクトップパソコンやス
マートフォン等，画面サイズの異なるデバイスからのアク

動線が上下左右不規則

⒜　現状

⒝　改善策

モックアップ画面

動線がＺ字型又はＦ字型

図２．動線の短縮

⒜　現状

⒝　改善策

別画面に遷移し，
入力の流れが中断

同一画面内で
入力が完結

モックアップ画面

図４．画面遷移の削減

⒜　現状 ⒝　改善策

パソコン画面用の 
固定的なレイアウト

スマートデバイス用に自動的に
レイアウト調整

モックアップ画面

図５．利用デバイスに適した画面デザイン

図３．入力項目と説明文の分離
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必要な場合だけ，
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モックアップ画面
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セスに対応するため，基本デザイン手法としての画面サイ
ズに応じてページのレイアウトやデザインを最適化して表
示させるレスポンシブWebデザイン手法（2）を採用した。
5. 3　画面設計規準の構成要素

5. 3. 1　共通スタイル

画面や文字のサイズ，色，フォント，アイコンをそれぞ
れ定義した。特にマテリアルデザインの特徴であるボタン
やカードの影スタイルについて，開発者ごとのばらつきを
抑えるため，考え方やサンプルを記載した。
5. 3. 2　レイアウト

業務システムで多く利用される各種画面（トップ画面，
メニュー画面，情報入力画面等）について定義した。利用
者が迷わず操作できるように，ヘッダに配置する操作メ
ニューやアクションボタンの配置まで細かく規定（図８）し，
各業務システムで統一化を図った。
5. 3. 3　コンポーネント

入力フォームやボタン，エラーメッセージの表記など共
通的な各種コンポーネントを定義した。入力項目に応じた
適切なコンポーネントを選択するためのチャート（図９）を
作成することで各業務システムでの入力方式を統一した。
5. 3. 4　画面別構成例

これまでの内容を踏まえ，各業務システムで画面設計を
行う際の規準となるようなワークフローシステムの画面設

計例を記載した。業務システムによって利用する機能や
データは様々だが，この画面例をカスタマイズすることで
画面設計負荷の軽減と画面設計の統一化を図った。
5. 4　システムへの展開

業務システムによって最適な画面やメニューは異なるが，
共通的なコンポーネントや考え方を標準化することで，ば
らつきを抑えることができるようになった。
画面設計規準の整備後，改善効果見込みが高いものを中
心に七つの業務システムを段階的に改修した。操作ログか
らの改善効果算出や利用者・開発者へのアンケートを実施
し，再度画面設計規準にフィードバックした。

6．業務システムの開発手順と推進体制

6. 1　開発手順の見直し

要件定義，システム分析，テストの各フェーズに，ユー
ザビリティが考慮されているかをレビューするアクティビ
ティを追加した。その中で，画面設計規準への準拠，共通
部品流用の確認，システム部門都合の排除，利用者視点の
操作性要件が織り込まれているかの確認を実施することで，
標準化を図った。また，その実施タイミングは，開発での
次の三つのフェーズとした。

右に肯定的なアクション，
左には一時保存などのサブ
アクションを配置

否定的なアクションは，肯定的
なアクションから離して配置

②コンテンツエリア

③ボタンエリア

①画面タイトルエリア

図８．アクションボタン配置例

システムログ分析

図７．業務システムへの適用

→→

よく使うメニューを一つの画面に表示
→迷いを防止

一度見たお知らせを折りたたむ
（必要に応じて再表示は可能）
→無駄な画面スクロールを削減

出張届を一覧表示
→チケット手配や精算をスムーズ化

手続き中の出張精算件数や
検印待ち件数を表示
→手続き漏れを防止

出張届ごとの，次の
アクションを提示
→手戻りを防止

図６．業務システムへの適用
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⑴	 要件定義：ユーザー部門との要件定義レビューの前
⑵	 システム分析：ユーザー部門との基本設計レビュー前
⑶	 テスト：テスト結果完了判定前
6. 2　推進体制の構築

画面設計規準への準拠及び開発部門以外の第三者チェッ
クによる牽制を利かせるため，開発部門とは別に，横通し
部門としてユーザビリティレビューを担当する部門を新設
した。各業務システム開発担当部門からの兼務で組織化し，
各業務システム担当は異なる担当システムをクロスチェッ
クする体制とした。画面設計規準の理解と定着とともに，
組織内シナジー効果によってユーザビリティに関する意識
向上を図った。

7．む　す　び

これまで取り組んできた業務システムの操作性改善によ
るUI・UX向上が業務効率化に結び付くことが確認できた。
次のステップとして，単独のシステムとしては既に操作性

を改善したシステムでも，関連するシステムと連携させる
ことによる操作性改善（例えば，重複入力の排除）を図る。
その先には，ユーザーファーストの視点で見直し，利用者
が必要とする情報を提供する個人ごとのポータルサイトを
構築し，業務で必要なデータを集約することで，そのポー
タルサイトが個々人にとっての業務入口となるように業務
スタイルを変革する“パーソナライズ化”を考えている。今
後も，利用者視点を更に追求し，社員の生産性向上，業務
効率化に資する業務システムを実現していく。
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⑧
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図９．入力コンポーネント選択チャート
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