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(57)【要約】
【課題】人的コストをかけることなく、利用者をゴール
ページに誘導するためのリンク情報（気付きリンク）を
ウェブページに効率的に挿入できるウェブサイト構築支
援システム、ウェブサイト構築支援方法およびウェブサ
イト構築支援プログラムを提供する。
【解決手段】ウェブページの中からゴールページを入力
させる入力部４０と、アクセスログ情報を取得するアク
セスログ取得部４３と、アクセスログ情報に基づいて、
アクセス頻度および到達頻度を算出する演算部４４と、
アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客
型ページと判定し、到達頻度が境界条件より大きいウェ
ブページを転換型ページと判定するページ判定部４５と
、判定結果に基づいて、集客型ページをリンク元とし転
換型ページをリンク先とする気付きリンクを生成するリ
ンク決定部４７と、生成した気付きリンクをリンク元の
集客型ページに挿入するページ生成部４９とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェブサイトを構成する複数のウェブページの中からゴールページを入力させる入力部
と、
　前記ウェブページへのアクセス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取
得部と、
　前記アクセスログ取得部が取得した前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブペー
ジへのアクセス頻度を算出するアクセス頻度演算部と、
　前記アクセスログ取得部が取得した前記アクセスログ情報に基づいて、前記ゴールペー
ジへの到達頻度を算出する到達頻度演算部と、
　前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、前記到
達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定部と、
　前記ページ判定部の判定結果を記憶するページ判定結果格納部と、
　前記ページ判定結果格納部に記憶された前記判定結果に基づいて、集客型ページをリン
ク元とし転換型ページをリンク先とするリンク情報を生成するリンク決定部と、
　前記リンク決定部が生成した前記リンク情報をリンク元の前記集客型ページに挿入する
ページ生成部とを備えたことを特徴とするウェブサイト構築支援システム。
【請求項２】
　リンク元である集客型ページの到達頻度が閾値より小さいリンク情報、または、リンク
先である転換型ページのアクセス頻度が閾値より小さいリンク情報を無効なリンク情報と
判定するリンク評価部を更に備え、
　前記リンク決定部は、前記ページ判定部が転換型ページと判定したウェブページの中か
ら、無効なリンク情報におけるリンク先の転換型ページに代わる転換型ページを決定し、
決定した前記転換型ページをリンク先とするリンク情報を新たに生成し、
　前記ページ生成部は、前記リンク決定部が新たに生成した前記リンク情報を、前記無効
なリンク情報に代えて、リンク元の前記集客型ページに挿入する請求項１に記載のウェブ
サイト構築支援システム。
【請求項３】
　前記リンク評価部は、リンク元である集客型ページの到達頻度が閾値より大きく、かつ
、リンク先である転換型ページのアクセス頻度が閾値より大きいリンク情報を有効なリン
ク情報と判定する請求項２に記載のウェブサイト構築支援システム。
【請求項４】
　ウェブサイトを構成する複数のウェブページの中からゴールページを入力させる入力工
程と、
　前記ウェブページへのアクセス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取
得工程と、
　前記アクセスログ取得工程で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブ
ページへのアクセス頻度を算出するアクセス頻度演算工程と、
　前記アクセスログ取得工程で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ゴール
ページへの到達頻度を算出する到達頻度演算工程と、
　前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、前記到
達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定工程と、
　前記ページ判定工程の判定結果をページ判定結果格納部に記憶するページ判定結果格納
工程と、
　前記ページ判定結果格納工程で前記ページ判定結果格納部に記憶された前記判定結果に
基づいて、集客型ページをリンク元とし転換型ページをリンク先とするリンク情報を生成
するリンク決定工程と、
　前記リンク決定工程で生成された前記リンク情報をリンク元の前記集客型ページに挿入
するページ生成工程とを含むことを特徴とするウェブサイト構築支援方法。
【請求項５】
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　ウェブサイトを構成する複数のウェブページの中からゴールページを入力させる入力処
理と、
　前記ウェブページへのアクセス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取
得処理と、
　前記アクセスログ取得処理で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブ
ページへのアクセス頻度を算出するアクセス頻度演算処理と、
　前記アクセスログ取得処理で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ゴール
ページへの到達頻度を算出する到達頻度演算処理と、
　前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、前記到
達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定処理と、
　前記ページ判定処理の判定結果をページ判定結果格納部に記憶するページ判定結果格納
処理と、
　前記ページ判定結果格納処理で前記ページ判定結果格納部に記憶された前記判定結果に
基づいて、集客型ページをリンク元とし転換型ページをリンク先とするリンク情報を生成
するリンク決定処理と、
　前記リンク決定処理で生成された前記リンク情報をリンク元の前記集客型ページに挿入
するページ生成処理とをコンピュータに実行させることを特徴とするウェブサイト構築支
援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェブサイト構築支援システム、ウェブサイト構築支援方法およびウェブサ
イト構築支援プログラムに関し、より詳細には、利用者をゴールページに誘導するための
リンク情報をウェブページに挿入するウェブサイト構築支援システム、ウェブサイト構築
支援方法およびウェブサイト構築支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のインターネット関連技術の発達に伴い、インターネットを介して企業情報や製品
情報などを一般顧客に発信するウェブサイトが広く普及してきている（例えば、特許文献
１～４参照）。特に、近年では、このようなウェブサイトをビジネスに活用する場面が増
えてきている。ウェブサイトをビジネスに活用する一例として、例えば、図１７に示すよ
うに、ウェブサイトＷにアクセスした利用者を、ビジネスに貢献する（企業の利益に貢献
する）ページ（ゴールページ）Ｐgに誘導するようにウェブサイトＷを構築することが考
えられる。ここで、ゴールページＰgとは、例えば、「製品紹介」のページ、「カタログ
や資料のダウンロード」のページ、「体験版のダウンロード」のページ、「購入手続きの
完了」のページ、「営業への問い合わせ」のページなどである。
【０００３】
　ところで、ウェブサイトＷは、分かり易さ、整合性、管理の容易性などの観点から一貫
した思想に基づいて構築されている必要がある。例えば、上記の図１７の例では、「ＳＯ
Ｘ法対策入門セミナー」のページＰsは、「企業経営者様向けウェブセミナー」の下位層
（１番目の下位層）に構築されていることが適当である。また、「ＳＯＸ法対応ソリュー
ションの導入メリット」のページＰdは、「弊社ソリューションのご紹介」の下位層（２
番目の下位層）に構築されていることが適当である。さらに、「ＳＯＸ法対応ソリューシ
ョンのカタログのダウンロード」のページＰgは、「ＳＯＸ法対応ソリューションの導入
メリット」Ｐdの下位層に構築されていることが適当である。
【０００４】
　このため、「ＳＯＸ法入門セミナー」のページＰsからビジネスに貢献するページであ
る「ＳＯＸ法対応ソリューションのカタログのダウンロード」のページＰgへ遷移するた
めには、利用者は、一旦ウェブサイトＷのトップページＰtまで戻る必要がある。それゆ
え、「ＳＯＸ法対策入門セミナー」のページＰsを閲覧した利用者が、ＳＯＸ法対応ソリ
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ューションのカタログを入手しようとしても、「ＳＯＸ法対応ソリューションのカタログ
のダウンロード」のページＰgに辿り着くことは困難である。この結果、ビジネス機会の
損失につながる場合があった。
【０００５】
　このような事態を回避するために、ウェブサイトＷのサイト管理者が自らの経験則に基
づいて、「ＳＯＸ法対策入門セミナー」のページＰsをリンク元とし、「ＳＯＸ法対応ソ
リューションのカタログのダウンロード」のページＰgをリンク先とするリンク情報を生
成し、このリンク情報をリンク元である「ＳＯＸ法対策入門セミナー」のページＰsに挿
入している。これにより、「ＳＯＸ法対策入門セミナー」のページＰsにアクセスした利
用者を「ＳＯＸ法対応ソリューションのカタログのダウンロード」のページＰgに誘導す
るようにしている。
【特許文献１】特開２００３－２５６４７０号公報
【特許文献２】特開２００３－６２２４号公報
【特許文献３】特開２００２－１２３５１６号公報
【特許文献４】特開２００２－１７５２４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来では、上記のリンク情報を生成する際、サイト管理者が、ウェブサ
イトを構成する複数のウェブページの中からリンク元のページおよびリンク先のページを
選択しているので、以下のような問題を生じる。
【０００７】
　第１の問題として、リンク情報を生成する際、サイト管理者は、複数のウェブページの
集客力や転換力を実測することなく、サイト管理者の経験則や直感に基づいて、リンク情
報を生成する傾向にあり、さらに、サイト管理者は、リンク情報を挿入した後、挿入した
リンク情報の有効性を評価しない場合が多い。このため、ウェブサイトを複数のサイト管
理者が管理する場合、複数のサイト管理者同士の情報共有ができていないと、有効なリン
ク情報が生成され難い。
【０００８】
　第２の問題として、サイト管理者の人的コストがかかるという問題である。すなわち、
例えば、企業のウェブサイトは、膨大なウェブページから構成されている。このため、サ
イト管理者は、膨大なウェブページの関係を検討し、リンク情報を挿入する必要がある。
また、サイト管理者が、ウェブサイトの膨大なアクセスログ情報を解析し、有効なリンク
情報を生成することは、現実的ではない。
【０００９】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、人的コストをかけ
ることなく、利用者をゴールページに誘導するためのリンク情報をウェブページに効率的
に挿入できるウェブサイト構築支援システム、ウェブサイト構築支援方法およびウェブサ
イト構築支援プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明におけるウェブサイト構築支援システムは、ウェブサ
イトを構成する複数のウェブページの中からゴールページを入力させる入力部と、前記ウ
ェブページへのアクセス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取得部と、
前記アクセスログ取得部が取得した前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブページ
へのアクセス頻度を算出するアクセス頻度演算部と、前記アクセスログ取得部が取得した
前記アクセスログ情報に基づいて、前記ゴールページへの到達頻度を算出する到達頻度演
算部と、前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、
前記到達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定部
と、前記ページ判定部の判定結果を記憶するページ判定結果格納部と、前記ページ判定結
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果格納部に記憶された前記判定結果に基づいて、集客型ページをリンク元とし転換型ペー
ジをリンク先とするリンク情報を生成するリンク決定部と、前記リンク決定部が生成した
前記リンク情報をリンク元の前記集客型ページに挿入するページ生成部とを備えたことを
特徴とする。
【００１１】
　本発明のウェブサイト構築支援システムにおいて、ページ判定部は、アクセス頻度が境
界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、到達頻度が境界条件より大きい
ウェブページを転換型ページと判定する。ここで、ページ判定結果格納部は、ページ判定
部の判定結果を記憶する。リンク決定部は、この判定結果に基づいて、集客型ページをリ
ンク元とし転換型ページをリンク先とするリンク情報を生成する。ページ生成部は、リン
ク情報をリンク元の集客型ページに挿入する。
【００１２】
　本発明のウェブサイト構築支援システムによれば、集客型ページをリンク元とし転換型
ページをリンク先とするリンク情報が、リンク元の集客型ページに挿入される。これによ
り、集客型ページにアクセスした多数の利用者を転換型ページに誘導できるので、ゴール
ページに到達する利用者数を増加できる。また、上記の従来の構成のように、サイト管理
者が、リンク情報を生成する必要がないので、サイト管理者の人的コストを削減できる。
【００１３】
　上記本発明におけるウェブサイト構築支援システムにおいては、リンク元である集客型
ページの到達頻度が閾値より小さいリンク情報、または、リンク先である転換型ページの
アクセス頻度が閾値より小さいリンク情報を無効なリンク情報と判定するリンク評価部を
更に備え、前記リンク決定部は、前記ページ判定部が転換型ページと判定したウェブペー
ジの中から、無効なリンク情報におけるリンク先の転換型ページに代わる転換型ページを
決定し、決定した前記転換型ページをリンク先とするリンク情報を新たに生成し、前記ペ
ージ生成部は、前記リンク決定部が新たに生成した前記リンク情報を、前記無効なリンク
情報に代えて、リンク元の前記集客型ページに挿入する態様とするのが好ましい。
【００１４】
　上記構成によれば、リンク評価部は、リンク元である集客型ページの到達頻度が閾値よ
り小さいリンク情報を無効なリンク情報と判定する。また、リンク評価部は、リンク先で
ある転換型ページのアクセス頻度が閾値より小さいリンク情報を無効なリンク情報と判定
する。これにより、利用者をゴールページに到達させていないリンク情報を無効なリンク
情報と判定できる。リンク決定部は、ページ判定部が転換型ページと判定したウェブペー
ジの中から、無効なリンク情報におけるリンク先の転換型ページに代わる転換型ページを
決定する。また、リンク決定部は、決定した転換型ページをリンク先とするリンク情報を
新たに生成する。ページ生成部は、新たに生成されたリンク情報を、無効なリンク情報に
代えて、リンク元の集客型ページに挿入する。これにより、利用者をゴールページに到達
させていない無効なリンク情報に代わる新たなリンク情報をリンク元の集客型ページに挿
入できる。
【００１５】
　上記本発明におけるウェブサイト構築支援システムにおいては、前記リンク評価部は、
リンク元である集客型ページの到達頻度が閾値より大きく、かつ、リンク先である転換型
ページのアクセス頻度が閾値より大きいリンク情報を有効なリンク情報と判定する態様と
するのが好ましい。
【００１６】
　上記構成によれば、リンク評価部は、リンク元である集客型ページの到達頻度が閾値よ
り大きく、かつ、リンク先である転換型ページのアクセス頻度が閾値より大きいリンク情
報を有効なリンク情報と判定する。これにより、利用者をゴールページに到達させている
リンク情報を有効なリンク情報と判定できる。
【００１７】
　また、本発明におけるウェブサイト構築支援方法は、ウェブサイトを構成する複数のウ
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ェブページの中からゴールページを入力させる入力工程と、前記ウェブページへのアクセ
ス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取得工程と、前記アクセスログ取
得工程で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブページへのアクセス頻
度を算出するアクセス頻度演算工程と、前記アクセスログ取得工程で取得された前記アク
セスログ情報に基づいて、前記ゴールページへの到達頻度を算出する到達頻度演算工程と
、前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、前記到
達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定工程と、
前記ページ判定工程の判定結果をページ判定結果格納部に記憶するページ判定結果格納工
程と、前記ページ判定結果格納工程で前記ページ判定結果格納部に記憶された前記判定結
果に基づいて、集客型ページをリンク元とし転換型ページをリンク先とするリンク情報を
生成するリンク決定工程と、前記リンク決定工程で生成された前記リンク情報をリンク元
の前記集客型ページに挿入するページ生成工程とを含むことを特徴とする。
【００１８】
　本発明のウェブサイト構築支援方法でも、集客型ページをリンク元とし転換型ページを
リンク先とするリンク情報が、リンク元の集客型ページに挿入される。これにより、集客
型ページにアクセスした多数の利用者を転換型ページに誘導できるので、ゴールページに
到達する利用者数を増加できる。また、上記の従来の構成のように、サイト管理者が、リ
ンク情報を生成する必要がないので、サイト管理者の人的コストを削減できる。
【００１９】
　なお、上記の各工程の手順は特に限定されるものではなく、例えば、到達頻度演算工程
の後にアクセス頻度演算工程を行っても良いし、その逆であっても良い。
【００２０】
　また、本発明におけるウェブサイト構築支援プログラムは、ウェブサイトを構成する複
数のウェブページの中からゴールページを入力させる入力処理と、前記ウェブページへの
アクセス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取得処理と、前記アクセス
ログ取得処理で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブページへのアク
セス頻度を算出するアクセス頻度演算処理と、前記アクセスログ取得処理で取得された前
記アクセスログ情報に基づいて、前記ゴールページへの到達頻度を算出する到達頻度演算
処理と、前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、
前記到達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定処
理と、前記ページ判定処理の判定結果をページ判定結果格納部に記憶するページ判定結果
格納処理と、前記ページ判定結果格納処理で前記ページ判定結果格納部に記憶された前記
判定結果に基づいて、集客型ページをリンク元とし転換型ページをリンク先とするリンク
情報を生成するリンク決定処理と、前記リンク決定処理で生成された前記リンク情報をリ
ンク元の前記集客型ページに挿入するページ生成処理とをコンピュータに実行させること
を特徴とする。
【００２１】
　なお、本発明におけるウェブサイト構築支援プログラムは、上記のウェブサイト構築支
援システム、ウェブサイト構築支援方法と同様の効果を得る。
【発明の効果】
【００２２】
　以上のように、本発明のウェブサイト構築支援システム、ウェブサイト構築支援方法お
よびウェブサイト構築支援プログラムは、人的コストをかけることなく、利用者をゴール
ページに誘導するためのリンク情報をウェブページに効率的に挿入できるという効果を奏
する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１に示すように、ウェブサイトＷを構成する複数のウェブページの中には、多くの利
用者を集める力（集客力）に優れたページ（集客型ページ）Ｐsがある。集客型ページＰs

とは、例えば、「利用者の求める知識や娯楽を提供している」ページ、検索エンジンで上
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位にヒットするページなどである。一方、ウェブページの中には、利用者をゴールページ
に誘導する力（転換力）に優れたページ（転換型ページ）Ｐdがある。転換型ページＰdと
は、例えば、「製品やサービスの利点を分かり易く説明している」ページ、「製品の利用
場面の提案」のページなどである。
【００２４】
　ここで、集客型ページＰsにアクセスした利用者を転換型ページＰdに誘導できれば、転
換型ページＰdからゴールページＰgに到達する利用者の行動が期待できる。すなわち、ゴ
ールページＰgにアクセスする利用者数を増やすことができるので、ウェブサイトＷのビ
ジネス効果の向上が期待できる。
【００２５】
　例えば、図２に示すように、ウェブサイトＷは、複数のウェブページがツリー構造で構
築されているものとする。また、集客型ページＰsとして、「ＳＯＸ法対策入門セミナー
」のページが、転換型ページＰdとして、「ＳＯＸ法対応ソリューションの導入メリット
」のページが、ゴールページＰgとして、「ＳＯＸ法対応ソリューションのカタログのダ
ウンロード」のページが該当しているものとする。ここで、集客型ページＰsである「Ｓ
ＯＸ法対策入門セミナー」から転換型ページＰdである「ＳＯＸ法対応ソリューションの
導入メリット」へ利用者を誘導できれば、転換型ページＰdである「ＳＯＸ法対応ソリュ
ーションの導入メリット」からゴールページＰgである「ＳＯＸ法対応ソリューションの
カタログのダウンロード」に到達する利用者数を増やすことができる。すなわち、ゴール
ページＰgである「ＳＯＸ法対応ソリューションのカタログのダウンロード」に利用者を
誘導できれば、カタログのダウンロード数の増加、商談への発展などのビジネス効果の向
上が期待できる。
【００２６】
　そこで、本発明者は、ウェブサイトＷの複数のウェブページが、集客型ページであるか
、転換型ページであるのかを分析し、集客型ページＰsである「ＳＯＸ法対策入門セミナ
ー」をリンク元とし、転換型ページＰdである「ＳＯＸ法対応ソリューションの導入メリ
ット」をリンク先とするリンク情報Ｌを生成し、このリンク情報Ｌをリンク元である「Ｓ
ＯＸ法対策入門セミナー」のページに挿入できれば、集客型ページＰsである「ＳＯＸ法
対策入門セミナー」から転換型ページＰdである「ＳＯＸ法対応ソリューションの導入メ
リット」へ利用者を効果的かつ容易に誘導することができるようになるとの知見を得た。
【００２７】
　以下、本発明のより具体的な実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２８】
（実施の形態１）
　図３は、本実施形態に係るネットワークシステム１の概略構成を示すブロック図である
。すなわち、本実施形態に係るネットワークシステム１は、利用者端末２、ウェブサーバ
３、および、ウェブサイト構築支援システム４を備えている。利用者端末２とウェブサー
バ３とは、インターネットＮを介して接続されている。ウェブサイト構築支援システム４
とウェブサーバ３とは、イーサネット（登録商標）を介して接続されている。ここで、利
用者端末２は、ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）からなるウェブページを表示（
閲覧）可能な端末である。ウェブサーバ３は、ウェブページを蓄積し、例えばブラウザな
どの閲覧手段からの要求に応じて、ウェブページを送信するサーバである。ウェブサイト
構築支援システム４は、利用者をゴールページに誘導するためのリンク情報（以降、「気
付きリンク」と称する）を生成し、気付きリンクをウェブページに挿入するシステムであ
る。なお、図３では、説明の簡略化のために、利用者端末２、ウェブサーバ３、および、
ウェブサイト構築支援システム４を１台ずつ図示したが、ネットワークシステム１を構成
する利用者端末２、ウェブサーバ３、および、ウェブサイト構築支援システム４の数は任
意である。また、ネットワークシステム１上に、例えばＤＮＳ（Domain Name System）サ
ーバやＤＨＣＰ（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバなどが存在していても
良い。
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【００２９】
　以下では、ウェブサイト構築支援システム４の詳細な構成について説明する前に、ネッ
トワークシステム１の全体構成について簡単に説明する。
【００３０】
　利用者端末２は、主にパーソナルコンピュータなどによって構成され、閲覧手段である
ブラウザを備えている。利用者がブラウザを起動すると、利用者端末２は、ウェブサーバ
３にＨＴＴＰ（Hyper Text Transfer Protocol）リクエストを送信する。ウェブサーバ３
は、利用者端末２からＨＴＴＰリクエストを受け付けると、ＨＴＴＰリクエストの要求に
従って、ウェブページのＨＴＭＬをＨＴＴＰレスポンスとして利用者端末２に返す。利用
者端末２は、受け取ったウェブページを表示する。
【００３１】
　ウェブサーバ３は、ページ格納部３０、および、アクセスログ情報格納部３１を備えて
いる。
【００３２】
　ページ格納部３０は、ウェブページのＨＴＭＬを記憶する。このＨＴＭＬは、文章、画
像、音声、動画、他のＨＴＭＬへのハイパーリンク、レイアウト情報などから構成されて
いる。また、ページ格納部３０は、複数のウェブページをウェブページ群として記憶する
。このウェブページ群がウェブサイトを形成する。
【００３３】
　アクセスログ情報格納部３１は、ウェブページにおける利用者端末２のアクセス履歴を
表すアクセスログ情報を記憶する。アクセスログ情報格納部３１は、例えばハードディス
クの一領域として形成される。すなわち、利用者が、利用者端末２のブラウザ上で、ウェ
ブサーバ３が提供するウェブページをアクセスすると、ブラウザからウェブサーバ３へＨ
ＴＴＰリクエストが送信される。ウェブサーバ３は、このＨＴＴＰリクエストに基づいて
、１件のログデータを生成する。このため、アクセスログ情報は、図４に示すように、複
数のログデータ３１ａ、３１ｂ、３１ｃ・・・の集合として形成される。また、アクセス
ログ情報は、例えば、アクセスして来た利用者端末２のクライアント名３１１と、アクセ
ス日時３１２と、リクエストされたファイル名３１３と、ＨＴＴＰ状態コード３１４と、
直前にアクセスしたページのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）を表すリファラー３１
５と、利用者端末２の環境を表すユーザ環境データ３１６などを含む。なお、図４は、ウ
ェブサーバソフトウェアとして今日広く普及しているApacheによるアクセスログ情報の一
例を示したものである。しかし、アクセスログ情報の態様は、図４の具体例のみに限定さ
れるものではない。アクセスログ情報に含まれるデータの内容やアクセスログ情報のフォ
ーマットは、ウェブサーバ３を構築するウェブサーバソフトウェアの種類や、このソフト
ウェアにおける動作パラメータの設定内容に応じて、任意である。
【００３４】
　ウェブサイト構築支援システム４は、入力部４０、リンクフォーマット格納部４１、ゴ
ールページ格納部４２、アクセスログ取得部４３、演算部４４、ページ判定部４５、ペー
ジ判定結果格納部４６、リンク決定部４７、リンク格納部４８、ページ生成部４９、およ
び、リンク評価部５０を備えている。
【００３５】
　入力部４０は、ウェブサイトを構成する複数のウェブページの中から１枚のウェブペー
ジをＵＲＬによりサイト管理者に特定させるとともに、このウェブページに挿入する気付
きリンクの個数や、気付きリンクの座標データである挿入位置を、サイト管理者に入力さ
せる。また、入力部４０は、ウェブサイトを構成する複数のウェブページの中から利用者
を最終的に誘導したいゴールページのＵＲＬをサイト管理者に入力させる。入力部４０は
、１つのゴールページに限らず、複数のゴールページのＵＲＬをサイト管理者に入力させ
ることができる。なお、入力部４０は、キーボード、マウス、テンキー、タブレット、タ
ッチパネル、音声認識装置などの任意の入力デバイスから構成されている。
【００３６】
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　リンクフォーマット格納部４１は、複数のウェブページのそれぞれに対応させて、ウェ
ブページに挿入される気付きリンクの個数、および、気付きリンクの座標データである挿
入位置を記憶する。
【００３７】
　ゴールページ格納部４２は、入力部４０から入力されたゴールページのＵＲＬを記憶す
る。また、ゴールページ格納部４２は、入力部４０から複数のゴールページが入力される
と、複数のゴールページのＵＲＬを記憶する。なお、ゴールページとは、例えば、ビジネ
スに貢献する（企業の利益に貢献する）ページであって、例えば、「製品紹介」のページ
、「カタログや資料のダウンロード」のページ、「体験版のダウンロード」のページ、「
購入手続きの完了」のページ、「営業への問い合わせ」のページなどが該当する。
【００３８】
　アクセスログ取得部４３は、ウェブサーバ３のアクセスログ情報格納部３１に記憶され
ているアクセスログ情報を取得する。アクセスログ取得部４３は、取得したアクセスログ
情報を後述する演算部４４に出力する。なお、アクセスログ情報格納部３１に記憶されて
いるアクセスログ情報の取得は、イーサネット（登録商標）を介したオンラインでの取得
であっても良いし、ＤＶＤ、ＭＯ、ＣＤ、フレキシブルディスク、磁気テープなどの記録
媒体を介したオフラインでの取得であっても良い。また、アクセスログ情報をオンライン
で取得する場合、アクセスログ情報がウェブサーバ３から逐次転送される態様であっても
良いし、所定の期間分あるいは所定量のアクセスログ情報がウェブサーバ３から纏めて転
送される態様であっても良い。また、アクセスログ取得部４３は、取得したアクセスログ
情報を例えばハードディスクなどの記憶装置に記憶させても良い。
【００３９】
　演算部４４は、アクセスログ取得部４３が取得したアクセスログ情報に基づいて、ウェ
ブページのアクセス頻度および到達頻度を算出する。このため、演算部４４は、アクセス
頻度演算部４４ａ、および、到達頻度演算部４４ｂを含む。
【００４０】
　アクセス頻度演算部４４ａは、ウェブページへのアクセス頻度を算出する。アクセス頻
度演算部４４ａは、例えば、ページビューに基づいてアクセス頻度を算出する。すなわち
、利用者端末２のブラウザからウェブサーバ３へＨＴＴＰリクエストが送信される毎に、
１アクセス（１ページビュー）と算出する。
【００４１】
　また、アクセス頻度を算出する方法としては、上記のページビューの他に、セッション
数に基づく算出方法がある。すなわち、１つのウェブサイト内において、利用者端末２の
ブラウザからウェブサーバ３への、所定時間（一般に３０～４０分）以上の間隔を空けな
い一連のＨＴＴＰリクエストを、１アクセス（１セッション）と算出する。セッション数
に基づいてアクセス頻度を算出すると、ページビューに基づいてアクセス頻度を算出する
よりも、利用者のアクセス状況をより正確に反映したアクセス頻度が算出できる。
【００４２】
　さらに、アクセス頻度を算出する方法としては、上記のページビュー、セッション数の
他に、ユニークユーザ数に基づく算出方法もある。すなわち、所定時間の間に、利用者端
末２のブラウザからウェブサーバ３へＨＴＴＰリクエストが何回送信されようとも、１ア
クセス（１ユニークユーザ）と算出する。なお、ユニークユーザであるか否かは、利用者
端末２のクライアント名（ＩＰアドレス）やクッキー情報などを利用して判断する。
【００４３】
　到達頻度演算部４４ｂは、ゴールページへの到達頻度を算出する。また、到達頻度演算
部４４ｂは、ゴールページ格納部４２に複数のゴールページのＵＲＬが記憶されている場
合、それぞれのゴールページを対象として到達頻度を算出する。ここで、到達頻度演算部
４４ｂは、例えば、セッション数に基づいて到達頻度を算出する。すなわち、到達頻度演
算部４４ｂは、セッション数に基づいて算出したウェブページへのアクセス頻度と、当該
ウェブページにアクセスした後、ゴールページへの到達数との割合に基づいて到達頻度を
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算出する。なお、到達頻度演算部４４ｂは、相関係数やＴＤ学習（Temporal Difference 
Learning）などを用いて到達頻度を算出しても良い。
【００４４】
　ページ判定部４５は、アクセス頻度演算部４４ａで算出したウェブページのアクセス頻
度を境界条件と比較し、アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを「集客型ペー
ジ」と判定する。また、ページ判定部４５は、到達頻度演算部４４ｂで算出したウェブペ
ージの到達頻度を境界条件と比較し、到達頻度が境界条件より大きいウェブページを「転
換型ページ」と判定する。すなわち、「集客型ページ」は、多くの利用者を集める力（集
客力）に優れたページである。「転換型ページ」は、利用者をゴールページに誘導する力
（転換力）に優れたページである。
【００４５】
　ページ判定部４５は、例えば、図５に示すように、アクセス頻度である集客力Ｓと到達
頻度である転換力Ｄで表される二次元空間を、アクセス頻度の境界条件（Ｓａ）と到達頻
度の境界条件（Ｄａ）とによって４つの領域６１～６４に分割し、ウェブページが、４つ
の領域６１～６４のどの領域に属するのかを求める。ここで、Ｓ≧ＳａかつＤ≧Ｄａであ
る領域６１に属するウェブページを「集客転換型ページ」とする。Ｓ≧ＳａかつＤ＜Ｄａ
である領域６２に属するウェブページを「集客型ページ」とする。Ｓ＜ＳａかつＤ≧Ｄａ
である領域６３に属するウェブページを「転換型ページ」とする。また、Ｓ＜ＳａかつＤ
＜Ｄａである領域６４に属するウェブページを「未知数型ページ」とする。なお、アクセ
ス頻度に対する境界条件（Ｓａ）および到達頻度に対する境界条件（Ｄａ）は、予め定め
られた値であっても良いし、サイト管理者が、入力部４０により、境界条件（Ｓａ、Ｄａ
）を入力し、境界条件（Ｓａ、Ｄａ）を動的に変更できるようにしても良い。
【００４６】
　ページ判定結果格納部４６は、ページ判定部４５の判定結果を記憶する。すなわち、ペ
ージ判定結果格納部４６は、ウェブページが、「集客転換型ページ」、「集客型ページ」
、「転換型ページ」、「未知数型ページ」のどのページに属するのかという判定結果を記
憶する。このため、例えば、図６に示すように、ページ判定結果格納部４６は、ウェブペ
ージのＵＲＬとウェブページの判定結果とで表される複数のレコード４６ａ、４６ｂ、４
６ｃ・・・を記憶する。ここで、判定結果が「１」を表すウェブページを「集客転換型ペ
ージ」とする。判定結果が「２」を表すウェブページを「集客型ページ」とする。判定結
果が「３」を表すウェブページを「転換型ページ」とする。また、判定結果が「４」を表
すウェブページを「未知数型ページ」とする。
【００４７】
　リンク決定部４７は、ページ判定結果格納部４６に記憶された判定結果に基づいて、「
集客型ページ」をリンク元とし「転換型ページ」をリンク先とする気付きリンクを生成す
る。すなわち、リンク決定部４７は、リンクフォーマット格納部４１に記憶された気付き
リンクの個数を読み出し、読み出した個数の分だけ、ページ判定部４５が「転換型ページ
」と判定したウェブページの中からリンク先となる「転換型ページ」を例えば乱数などに
基づいてランダムに決定する。リンク決定部４７がリンク先となる「転換型ページ」をラ
ンダムに決定するので、サイト管理者が考え付かない有効な気付きリンクが生成される場
合がある。なお、リンク決定部４７は、「集客転換型ページ」をリンク元としても良いし
、リンク先としても良い。
【００４８】
　一例として、図７に示すように、ページ判定部４５により判定された結果、ページＳ１
～Ｓ３が「集客型ページ」と判定されたものとする。また、ページＤ１～Ｄ４が「転換型
ページ」であると判定されたものとする。すなわち、ページ判定結果格納部４６には、ペ
ージＳ１～Ｓ３が「集客型ページ」を表す判定結果「２」、ページＤ１～Ｄ４が「転換型
ページ」を表す判定結果「３」が記憶されているものとする。また、リンクフォーマット
格納部４１には、ページＳ１の気付きリンクの個数が「２」、ページＳ２の気付きリンク
の個数が「１」、ページＳ３の気付きリンクの個数が「１」と記憶されているものとする
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。
【００４９】
　ここで、リンク決定部４７は、リンク元のページＳ１に挿入される気付きリンクの個数
「２」に基づいて、ページ判定部４５が「転換型ページ」と判定したウェブページの中か
らランダムに決定した２枚のページ、例えば、ページＤ２およびページＤ４を、リンク先
の「転換型ページ」として決定する。リンク決定部４７は、ページＳ１をリンク元としペ
ージＤ２をリンク先とする気付きリンクＡ、および、ページＳ１をリンク元としページＤ
４をリンク先とする気付きリンクＢを生成する。また、リンク決定部４７は、ページＳ２
をリンク元としページＤ１をリンク先とする気付きリンクＣ、および、ページＳ３をリン
ク元としページＤ３をリンク先とする気付きリンクＤを生成する。なお、リンク決定部４
７は、生成した気付きリンクに関する情報を、後述するリンク格納部４８に書き込む。
【００５０】
　リンク格納部４８は、リンク決定部４７が生成した気付きリンクに関する情報を記憶す
る。リンク格納部４８は、気付きリンクに関する情報として、例えば、図８に示すように
、気付きリンクの名称４８１、リンク元のページ４８２、リンク先のページ４８３、後述
するリンク評価部５０の評価結果４８４、および、この評価結果４８４を書き込んだ日時
４８５を記憶する。
【００５１】
　ページ生成部４９は、リンク格納部４８に記憶されている気付きリンクに関する情報に
基づいて、リンク元のページに気付きリンクを挿入する。ここで、ページ生成部４９は、
リンクフォーマット格納部４１に記憶された気付きリンクの挿入位置に従って、リンク元
のページに気付きリンクを挿入する。なお、気付きリンクは、利用者端末２のブラウザ上
では、例えばバナーなどの画像として表示されるが、これに限定されるものではない。例
えば、気付きリンクは、リンク先のページのタイトルを表した文字情報で表示されていて
も良いし、サイト管理者が所望する文字情報で表示されていても良い。この場合、入力部
４０は、サイト管理者に所望の文字情報を入力させる。
【００５２】
　一例として、ページ生成部４９は、図８に示すリンク格納部４８から気付きリンクＡお
よび気付きリンクＢに関する情報を読み出す。また、ページ生成部４９は、リンクフォー
マット格納部４１に記憶された気付きリンクＡおよび気付きリンクＢの挿入位置を読み出
す。ページ生成部４９は、読み出した挿入位置に従って、リンク元の「ページＳ１」に、
気付きリンクＡおよび気付きリンクＢを挿入する。ページ生成部４９は、気付きリンクＢ
～Ｄについても、上記の気付きリンクＡおよび気付きリンクＢと同様に、リンク元のペー
ジに、気付きリンクＢ～Ｄを挿入する。
【００５３】
　ページ生成部４９は、気付きリンクを挿入したウェブページのＨＴＭＬをウェブサーバ
３に送信する。ウェブサーバ３は、送信されたウェブページのＨＴＭＬをページ格納部３
０に書き込む。
【００５４】
　一例として、気付きリンクを挿入したウェブページは、利用者端末２のブラウザ上では
、例えば、図９に示すような態様で表示される。すなわち、リンク元の「ページＳ１」に
、気付きリンクＡに対応する「ＳＯＸ法対応ソリューションの導入メリット」ＬＡ、およ
び、気付きリンクＢに対応する「ＳＯＸ法対応ソリューションの活用事例」ＬＢが表示さ
れる。「ＳＯＸ法対応ソリューションの導入メリット」ＬＡ、および、「ＳＯＸ法対応ソ
リューションの活用事例」ＬＢは、リンク先のページのタイトルを表した文字情報で表示
されている。ここで、「ＳＯＸ法対応ソリューションの導入メリット」ＬＡをクリックす
ると、「ＳＯＸ法対応ソリューションの導入メリット」のページに遷移する。また、「Ｓ
ＯＸ法対応ソリューションの活用事例」ＬＢをクリックすると、「ＳＯＸ法対応ソリュー
ションの活用事例」のページに遷移する。
【００５５】



(12) JP 2008-26972 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

　リンク評価部５０は、ページ判定部４５により判定された結果と、ページ判定結果格納
部４６に記憶されている前回の判定結果とに基づいて、リンク格納部４８に記憶されてい
る気付きリンクが、利用者をゴールページへ到達させている有効な気付きリンクであるか
否かを評価する。リンク評価部５０は、例えば、一定期間毎（例えば、１週間毎、１ヶ月
毎）あるいはウェブページが更新される毎に、リンク格納部４８に記憶されている気付き
リンクが、有効な気付きリンクであるか否かを評価する。
【００５６】
　また、リンク評価部５０は、ページ判定部４５が「集客型ページ」および「転換型ペー
ジ」と判定する境界条件（Ｓａ、Ｄａ）を閾値として有効な気付きリンクであるか否かを
評価する。これにより、ページ判定部４５によるページ判定とリンク評価部５０による気
付きリンクの評価とが同一の尺度に基づいて行われるので、ウェブサイト構築支援システ
ム４のシステム構成を簡素化できる。
【００５７】
　すなわち、リンク評価部５０は、リンク元である「集客型ページ」の到達頻度が閾値よ
り大きく、かつ、リンク先である「転換型ページ」のアクセス頻度が閾値より大きい気付
きリンクを有効な気付きリンクと判定する。一方、リンク評価部５０は、リンク元である
「集客型ページ」の到達頻度が閾値より小さい気付きリンク、または、リンク先である「
転換型ページ」のアクセス頻度が閾値より小さい気付きリンクを無効な気付きリンクと判
定する。
【００５８】
　より詳細には、ページ判定部４５による判定の結果、例えば、図１０に示すように、リ
ンク元のページＳ１が「集客転換型ページ」と判定されたものとする。リンク先のページ
Ｄ２が「集客転換型ページ」と判定されたものとする。リンク元のページＳ２、Ｓ３が「
集客型ページ」と判定されたものとする。リンク先のページＤ１、Ｄ３、Ｄ４が「転換型
ページ」と判定されたものとする。また、ページ判定結果格納部４６には、前回の判定結
果として、ページＳ１～Ｓ３が「集客型ページ」を表す判定結果「２」、ページＤ１～Ｄ
４が「転換型ページ」を表す判定結果「３」が記憶されている。
【００５９】
　ここで、リンク評価部５０は、図８に示すリンク格納部４８から気付きリンクＡ～Ｄを
読み出す。リンク評価部５０は、ページ判定部４５により判定された結果と、ページ判定
結果格納部４６に記憶されている前回の判定結果とに基づいて、読み出した気付きリンク
Ａ～Ｄが有効な気付きリンクであるか否かを評価する。図１０の例では、リンク元のペー
ジＳ１が「集客型ページ」から「集客転換型ページ」に変化し、リンク先のページＤ２が
「転換型ページ」から「集客転換型ページ」に変化しているので、リンク評価部５０は、
気付きリンクＡを有効な気付きリンクと判定する。また、リンク元のページＳ１が「集客
型ページ」から「集客転換型ページ」に変化しているが、リンク先のページＤ４が前回の
判定と同じく「転換型ページ」であるので、リンク評価部５０は、気付きリンクＢを無効
な気付きリンクと判定する。また、リンク元のページＳ２が前回の判定と同じく「集客型
ページ」であり、リンク先のページＤ１が前回の判定と同じく「転換型ページ」であるの
で、リンク評価部５０は、気付きリンクＣを無効な気付きリンクと判定する。さらに、リ
ンク元のページＳ３が前回の判定と同じく「集客型ページ」であり、リンク先のページＤ
３が前回の判定と同じく「転換型ページ」であるので、リンク評価部５０は、気付きリン
クＤを無効な気付きリンクと判定する。
【００６０】
　リンク評価部５０が気付きリンクを評価した後、リンク評価部５０は、気付きリンクの
評価結果（判定結果）をリンク格納部４８に書き込む。例えば、図８に示すように、リン
ク評価部５０は、気付きリンクＡを有効な気付きリンクと判定しているので、リンク格納
部４８の評価結果４８４として、有効であることを示す情報“○”を書き込む。また、リ
ンク評価部５０は、気付きリンクＢ～Ｄを無効な気付きリンクと判定しているので、リン
ク格納部４８の評価結果４８４として、無効であることを示す情報“×”をそれぞれ書き
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込む。さらに、リンク評価部５０は、リンク格納部４８の評価結果を書き込んだ日時４８
５として、“５／１２／１０：０５：２１”をそれぞれ書き込む。すなわち、５月１２日
の１０時０５分２１秒に評価結果が書き込まれたことを表している。
【００６１】
　リンク決定部４７は、ページ判定部４５が「転換型ページ」と判定したウェブページの
中から、無効な気付きリンクにおけるリンク先の「転換型ページ」に代わる「転換型ペー
ジ」を決定し、決定した「転換型ページ」をリンク先とする気付きリンクを新たに生成す
る。
【００６２】
　一例として、リンク決定部４７は、リンク格納部４８から気付きリンクＡの評価結果４
８４“○”を読み出す。また、リンク決定部４７は、リンク格納部４８から気付きリンク
Ｂ～Ｄの評価結果４８４“×”をそれぞれ読み出す。リンク決定部４７は、読み出した評
価結果４８４が“×”に対応する気付きリンクＢ～Ｄに代えて、気付きリンクを新たに生
成する。
【００６３】
　すなわち、リンク決定部４７は、気付きリンクＢにおけるリンク先のページＤ４に代え
て、ページ判定部４５が「転換型ページ」と判定したウェブページの中から、新たなリン
ク先となる「転換型ページ」を例えばランダムに決定し、決定した「転換型ページ」をリ
ンク先とする気付きリンクを新たに生成する。
【００６４】
　ここで、リンク決定部４７は、リンク格納部４８に記憶されている気付きリンクＢのレ
コードを削除し、新たに生成した気付きリンクに関する情報をリンク格納部４８に書き込
む。また、リンク決定部４７は、気付きリンクＣおよび気付きリンクＤについても、気付
きリンクＢと同様に、リンク格納部４８に記憶されている気付きリンクＣおよび気付きリ
ンクＤのレコードを削除し、新たに生成した気付きリンクに関する情報をリンク格納部４
８にそれぞれ書き込む。
【００６５】
　ところで、上記では、リンク決定部４７が、リンク格納部４８に記憶されている無効な
気付きリンク（上記の例では、気付きリンクＢ～Ｄ）のレコードを削除する例について説
明したが、削除しなくとも良い。この場合、リンク格納部４８は、リンク評価部５０によ
る気付きリンクの評価結果が蓄積される。これにより、無効な気付きリンクにおけるリン
ク先の「転換型ページ」であっても、例えば所定時間が経過した後は、この「転換型ペー
ジ」をリンク先の「転換型ページ」の候補に復活させるなど、木目細かい制御ができる。
ここで、所定時間が経過したか否かは、リンク格納部４８の評価結果を書き込んだ日時４
８５を読み出すことにより、判定される。
【００６６】
　ページ生成部４９は、リンク決定部４７がリンク格納部４８に新たに書き込んだ気付き
リンクに関する情報に基づいて、リンク決定部４７が新たに生成した気付きリンクを、無
効な気付きリンクに代えて、リンク元のページに挿入する。ここで、ページ生成部４９は
、リンクフォーマット格納部４１に記憶された気付きリンクの挿入位置に従って、リンク
元のページに新たに生成した気付きリンクを挿入する。ページ生成部４９は、気付きリン
クを挿入したウェブページのＨＴＭＬをウェブサーバ３に送信する。ウェブサーバ３は、
送信されたウェブページのＨＴＭＬをページ格納部３０に書き込む。すなわち、ページ格
納部３０のウェブページは更新される。
【００６７】
　ところで、上記のウェブサイト構築支援システム４は、パーソナルコンピュータなどの
任意のコンピュータにプログラムをインストールすることによっても実現される。すなわ
ち、上記の入力部４０、アクセスログ取得部４３、演算部４４、ページ判定部４５、リン
ク決定部４７、ページ生成部４９、および、リンク評価部５０は、コンピュータのＣＰＵ
がこれらの機能を実現するプログラムに従って動作することによって具現化される。した
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がって、入力部４０、アクセスログ取得部４３、演算部４４、ページ判定部４５、リンク
決定部４７、ページ生成部４９、および、リンク評価部５０の機能を実現するためのプロ
グラムまたはそれを記録した記録媒体も、本発明の一実施形態である。また、リンクフォ
ーマット格納部４１、ゴールページ格納部４２、ページ判定結果格納部４６、および、リ
ンク格納部４８は、コンピュータの内蔵記憶装置またはこのコンピュータからアクセス可
能な記憶装置によって具現化される。
【００６８】
　次に、上記の構成に係るウェブサイト構築支援システム４によるウェブサイト構築支援
処理について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００６９】
　図１１は、ウェブサイト構築支援システム４によるウェブサイト構築支援処理の概要を
示すフローチャートである。すなわち、図１１に示すように、ウェブサイト構築支援シス
テム４は、まず、入力部４０より、ウェブページの中から１枚のウェブページをＵＲＬに
より特定するとともに、このウェブページに挿入する気付きリンクの個数や、気付きリン
クの座標データである挿入位置を入力する（工程Ｏｐ１）。入力された気付きリンクの個
数および気付きリンクの挿入位置は、リンクフォーマット格納部４１に記憶される。また
、入力部４０より、ゴールページのＵＲＬを入力する（工程Ｏｐ２）。入力されたゴール
ページのＵＲＬは、ゴールページ格納部４２に記憶される。
【００７０】
　次に、アクセスログ取得部４３は、ウェブサーバ３のアクセスログ情報格納部３１に記
憶されているアクセスログ情報を取得する（工程Ｏｐ３）。アクセス頻度演算部４４ａは
、アクセスログ取得部４３が取得したアクセスログ情報に基づいて、ウェブページへのア
クセス頻度を算出する（工程Ｏｐ４）。到達頻度演算部４４ｂは、アクセスログ取得部４
３が取得したアクセスログ情報に基づいて、ゴールページへの到達頻度を算出する（工程
Ｏｐ５）。
【００７１】
　ここで、工程Ｏｐ５における到達頻度演算部４４ｂの処理の一例について、図１２を参
照しながら説明する。
【００７２】
　図１２は、到達頻度演算部４４ｂによる到達頻度を算出する一例を示すフローチャート
である。図１２に示すように、到達頻度演算部４４ｂは、まず、到達頻度の算出対象であ
るウェブページにアクセスしたセッション数を算出する（工程Ｏｐ５１）。ここでは、算
出したセッション数をＳｔとする。次に、算出対象であるウェブページにアクセスした後
、ゴールページに到達したセッション数を算出する（工程Ｏｐ５２）。すなわち、工程Ｏ
ｐ５１において算出したセッション数Ｓｔの中から、利用者がゴールページに到達したセ
ッション数を算出する。ここでは、算出したセッション数をＳｔｇとする。そして、工程
Ｏｐ５１において算出したセッション数Ｓｔと、工程Ｏｐ５２において算出したセッショ
ン数Ｓｔｇとの割合に基づいて、到達頻度を算出する（工程Ｏｐ５３）。すなわち、到達
頻度は、Ｓｔｇ／Ｓｔの計算式により算出される。
【００７３】
　ページ判定部４５は、工程Ｏｐ４において算出したアクセス頻度が境界条件（Ｓａ）よ
り大きいウェブページを「集客型ページ」と判定し、工程Ｏｐ５において算出した到達頻
度が境界条件（Ｄａ）より大きいウェブページを「転換型ページ」と判定する（図１１の
工程Ｏｐ６）。ページ判定部４５が判定した結果は、ページ判定結果格納部４６に記憶さ
れる。リンク決定部４７は、ページ判定結果格納部４６に記憶された判定結果に基づいて
、「集客型ページ」をリンク元とし「転換型ページ」をリンク先とする気付きリンクを生
成する（工程Ｏｐ７）。生成した気付きリンクに関する情報は、リンク格納部４８に記憶
される。
【００７４】
　ページ生成部４９は、リンク格納部４８に記憶されている気付きリンクに関する情報に
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基づいて、リンク元のページに気付きリンクを挿入する（工程Ｏｐ８）。ここで、ページ
生成部４９は、リンクフォーマット格納部４１に記憶された気付きリンクの挿入位置に従
って、リンク元のページに気付きリンクを挿入する。ページ生成部４９は、気付きリンク
を挿入したウェブページのＨＴＭＬをウェブサーバ３に送信する。送信されたウェブペー
ジのＨＴＭＬは、ウェブサーバ３のページ格納部３０に記憶される。
【００７５】
　そして、工程Ｏｐ８の後、例えば、一定期間毎（例えば、１週間毎、１ヶ月毎）あるい
はウェブページが更新される毎に、リンク格納部４８に記憶されている気付きリンクが、
利用者をゴールページへ到達させている有効な気付きリンクであるか否かを評価する（工
程Ｏｐ９）。
【００７６】
　ここで、工程Ｏｐ９における気付きリンクの評価の処理の一例について、図１３を参照
しながら説明する。
【００７７】
　図１３は、気付きリンクの評価の処理の一例を示すフローチャートである。図１３に示
すように、アクセスログ取得部４３は、ウェブサーバ３のアクセスログ情報格納部３１か
らアクセスログ情報を取得する（工程Ｏｐ９１）。アクセス頻度演算部４４ａは、取得し
たアクセスログ情報に基づいて、アクセス頻度を算出し（工程Ｏｐ９２）、到達頻度演算
部４４ｂは、取得したアクセスログ情報に基づいて、到達頻度を算出する（工程Ｏｐ９３
）。ページ判定部４５は、ウェブページのアクセス頻度が境界条件（Ｓａ）より大きいウ
ェブページを「集客型ページ」と判定し、ウェブページの到達頻度が境界条件（Ｄａ）よ
り大きいウェブページを「転換型ページ」と判定する（工程Ｏｐ９４）。なお、工程Ｏｐ
９１～工程Ｏｐ９４は、図１１の工程Ｏｐ３～Ｏｐ６と同じ工程である。
【００７８】
　次に、リンク評価部５０は、工程Ｏｐ９４において判定された結果と、ページ判定結果
格納部４６に記憶されている前回の判定結果とに基づいて、リンク格納部４８に記憶され
ている気付きリンクが、利用者をゴールページへ到達させている有効な気付きリンクであ
るか否かを評価する。すなわち、リンク元のページおよびリンク先のページが「集客転換
型ページ」に変化していれば（工程Ｏｐ９５にてＹＥＳ）、リンク評価部５０は、有効な
気付きリンクと判定する（工程Ｏｐ９６）。一方、リンク元のページおよびリンク先のペ
ージが「集客転換型ページ」に変化していなければ（工程Ｏｐ９５にてＮｏ）、リンク評
価部５０は、無効な気付きリンクと判定する（工程Ｏｐ９７）。気付きリンクの評価結果
（判定結果）は、リンク格納部４８に記憶される。
【００７９】
　リンク決定部４７は、工程Ｏｐ９６において有効と判定された気付きリンクを維持する
（工程Ｏｐ９８）。また、リンク決定部４７は、ページ判定部４５が「転換型ページ」と
判定したウェブページの中から、工程Ｏｐ９７において無効と判定された気付きリンクに
おけるリンク先の「転換型ページ」に代わる「転換型ページ」を決定し、決定した「転換
型ページ」をリンク先とする気付きリンクを新たに生成する（工程Ｏｐ９９）。新たに生
成した気付きリンクに関する情報は、リンク格納部４８に記憶される。
【００８０】
　ページ生成部４９は、リンク決定部４７がリンク格納部４８に新たに書き込んだ気付き
リンクに関する情報に基づいて、リンク決定部４７が新たに生成した気付きリンクを、無
効な気付きリンクに代えて、リンク元のページに挿入する（工程Ｏｐ１００）。ここで、
ページ生成部４９は、リンクフォーマット格納部４１に記憶された気付きリンクの挿入位
置に従って、リンク元のページに新たに生成した気付きリンクを挿入する。ページ生成部
４９は、気付きリンクを挿入したウェブページのＨＴＭＬをウェブサーバ３に送信する。
送信されたウェブページのＨＴＭＬは、ウェブサーバ３のページ格納部３０に記憶される
。
【００８１】
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　以上のように、本実施形態に係るウェブサイト構築支援システム４によれば、集客型ペ
ージをリンク元とし転換型ページをリンク先とする気付きリンクが、リンク元の集客型ペ
ージに挿入される。これにより、集客型ページにアクセスした多数の利用者を転換型ペー
ジに誘導できるので、ゴールページに到達する利用者数を増加できる。また、上記の従来
の構成のように、サイト管理者が、気付きリンクを生成する必要がないので、サイト管理
者の人的コストを削減できる。
【００８２】
　なお、上記した具体例は、本発明にかかるウェブサイト構築支援システムの好適な実施
形態に過ぎず、例えば、到達頻度演算部４４ｂによる到達頻度の算出処理や、リンク決定
部４７によるリンク先の決定方法などについて、種々の変更が可能である。
【００８３】
　一例として、到達頻度演算部４４ｂによる到達頻度の算出処理（図１１の工程Ｏｐ５）
の他の態様を、図１４に示す。図１４に示す手順は、図１２に示した手法の代替的手法で
ある。図１４に示す手順では、到達頻度演算部４４ｂは、まず、到達頻度の算出対象であ
るウェブページにアクセスしたセッション数を算出する（工程Ｏｐ５０１）。ここでは、
算出したセッション数をＳｔとする。次に、算出対象であるウェブページにアクセスした
後、ゴールページに到達したセッション数を算出する（工程Ｏｐ５０２）。すなわち、工
程Ｏｐ５０１において算出したセッション数Ｓｔの中から、利用者がゴールページに到達
したセッション数を算出する。ここでは、算出したセッション数をＳｔｇとし、それぞれ
のセッションをセッション（ｎ）[１≦ｎ≦Ｓｔｇ]とする。なお、工程Ｏｐ５０１および
工程Ｏｐ５０２は、図１２の工程Ｏｐ５１および工程Ｏｐ５２と同じ工程である。
【００８４】
　次に、到達頻度演算部４４ｂは、変数ｎを“１”に初期化する（工程Ｏｐ５０３）。到
達頻度演算部４４ｂは、セッション（ｎ）[１≦ｎ≦Ｓｔｇ]におけるウェブページにアク
セスした後、ゴールページに到達するまでに、他のウェブページにアクセスした遷移数ｄ
（ｎ）を算出する（工程Ｏｐ５０４）。到達頻度演算部４４ｂは、工程Ｏｐ５０４におい
て算出した遷移数ｄ（ｎ）に基づいて、Ｖ（ｎ）を算出する（工程Ｏｐ５０５）。Ｖ（ｎ
）は、Ｖ（ｎ）＝γd(n)の計算式により算出される。ここでは、γを割引率とし、割引率
γは、０＜γ≦１の値とする。これにより、遷移数ｄ（ｎ）が増加するに従って、Ｖ（ｎ
）は減少する。
【００８５】
　到達頻度演算部４４ｂは、全てのセッション（ｎ）[１≦ｎ≦Ｓｔｇ]について、Ｖ（ｎ
）の算出が終了（ｎ＝Ｓｔｇ）していれば（工程Ｏｐ５０６にてＹＥＳ）、到達頻度を算
出する（工程Ｏｐ５０７）。すなわち、到達頻度演算部４４ｂは、工程Ｏｐ５０１におい
て算出したセッション数Ｓｔと、工程Ｏｐ５０５において算出したＶ（１）、Ｖ（２）、
・・・Ｖ（ｎ）との割合に基づいて、到達頻度を算出する。すなわち、到達頻度は、Ｖ（
１）、Ｖ（２）、・・・Ｖ（ｎ）／Ｓｔの計算式により算出される。
【００８６】
　また、到達頻度演算部４４ｂは、全てのセッション（ｎ）[１≦ｎ≦Ｓｔｇ]について、
Ｖ（ｎ）の算出が終了（ｎ＝Ｓｔｇ）していなければ（工程Ｏｐ５０６にてＮＯ）、到達
頻度演算部４４ｂは、変数ｎに“１”を加算（ｎ＝ｎ＋１）し（工程Ｏｐ５０８）、工程
Ｏｐ５０４および工程Ｏｐ５０５を繰り返す。
【００８７】
　以上に説明したとおり、図１４に示した手順によっても、到達頻度演算部４４ｂによる
到達頻度の算出が可能である。すなわち、図１４に示した手順では、利用者が算出対象で
あるウェブページにアクセスした後、ゴールページに到達するまでに、他のウェブページ
にアクセスした遷移数ｄ（ｎ）が増加する分だけ、到達頻度から割り引くことができる。
これにより、図１２に示した手順に比べて、利用者の到達状況をより正確に反映した到達
頻度が算出できる。
【００８８】
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　また、上記では、リンク決定部４７は、ページ判定部４５が「転換型ページ」と判定し
たウェブページの中からリンク先となる「転換型ページ」をランダムに決定する例につい
て説明したが、これに限定されるものではない。例えば、リンク決定部４７は、リンク元
である「集客型ページ」とページ判定部４５が「転換型ページ」と判定したウェブページ
との類似度を算出し、類似度が最も高いウェブページがリンク先となる気付きリンクを生
成しても良い。類似度に基づいてリンク先となる「転換型ページ」を決定すると、ランダ
ムでリンク先となる「転換型ページ」を決定するよりも、より関連性の有するウェブペー
ジ間に気付きリンクを生成できる。
【００８９】
　ここで、類似度の算出方法は、例えば、比較対象となるそれぞれのウェブページの文章
の名詞を抽出するとともに、抽出した名詞の出現数と出現頻度とでベクトルを算出し、算
出したベクトルの角度の大きさで類似度を算出するが、これに限定されるものではない。
例えば、類似度の算出方法は、上記の他に従来から知られている類似度を算出するアルゴ
リズムを用いて算出しても良い。
【００９０】
　また、リンク決定部４７は、「集客型ページ」をリンク元とし「転換型ページ」をリン
ク先とする気付きリンクを生成する例について説明したが、ウェブサイトのトップページ
をリンク元の「集客型ページ」から除外して、気付きリンクを生成することが好ましい。
トップページは、ウェブサイトの入り口であるため、ウェブサイトを構成する全てのウェ
ブページの中で最もアクセス頻度が高いページとなるからである。また、サイト管理者が
、入力部４０により、リンク決定部４７による気付きリンクを生成する対象から除外する
ウェブページを指定しても良い。これにより、気付きリンクのリンク元およびリンク先と
して相応しくないウェブページを除外できる。
【００９１】
　また、上記では、リンク評価部５０は、ページ判定部４５が「集客型ページ」および「
転換型ページ」と判定する境界条件（Ｓａ、Ｄａ）を閾値として有効な気付きリンクであ
るか否かを評価する例について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、リ
ンク評価部５０は、ページ判定部４５による境界条件（Ｓａ、Ｄａ）に代えて、任意の値
を閾値としても良い。これにより、リンク評価部５０は、有効な気付きリンクであるか否
かを木目細かく評価できる。
【００９２】
　さらに、上記では、リンク評価部５０は、リンク元のページの到達頻度が閾値より大き
く、かつ、リンク先のページのアクセス頻度が閾値より大きい気付きリンクを有効な気付
きリンクと判定する例について説明したが、これに限定されるものではない。例えば、リ
ンク評価部５０は、リンク元のページの到達頻度が閾値より大きく、かつ、リンク先のペ
ージのアクセス頻度が閾値より大きい気付きリンクであっても、リンク先のページの到達
頻度が閾値より小さい気付きリンクは無効な気付きリンクと判定しても良い。すなわち、
リンク先のページの到達頻度が閾値より小さい気付きリンクは、利用者にとって期待に反
する気付きリンクであって、利用者を混乱させている可能性が高い。このため、リンク先
のページの到達頻度が閾値より小さい気付きリンクは、利用者をゴールページに到達させ
ていない無効な気付きリンクと判定することが好ましい。
【００９３】
（実施の形態２）
　図１５は、本実施形態に係るネットワークシステム１０の概略構成を示すブロック図で
ある。なお、図３において説明した構成と同様の機能を有する構成については、図３と同
じ参照符号を付記し、その詳細な説明は省略する。
【００９４】
　本実施形態に係るウェブサイト構築支援システム７は、コンテンツマネジメントシステ
ム（ＣＭＳ：Contents Management System）として機能する。このため、ウェブサイト構
築支援システム７は、ページテンプレート格納部７０、ページ内容格納部７１、ページ生
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成部７２、および、ページデータ格納部７３を備えている。なお、コンテンツマネジメン
トシステムとは、一般に、ウェブサイトを構成するウェブページを一元的に保守・管理し
て、ウェブサイトを構築・編集できるシステムである。
【００９５】
　ページテンプレート格納部７０は、ウェブページのレイアウト情報（スタイルシート）
や共通のデザイン要素などから構成されるページテンプレートを記憶する。このページテ
ンプレートには、入力部４０から入力された気付きリンクの個数や、気付きリンクの座標
データである挿入位置が含まれている。すなわち、ページテンプレート格納部７０は、図
３のリンクフォーマット格納部４１を含んでいる。
【００９６】
　ページ内容格納部７１は、ウェブページのテキストや画像などから構成されるページ内
容を記憶する。このページ内容には、リンク決定部４７が生成した気付きリンクに関する
情報が含まれている。すなわち、ページ内容格納部７１は、図３のリンク格納部４８を含
んでいる。なお、ページ内容は、ＸＭＬ（eXtensible Markup Language）形式で記憶され
ている。
【００９７】
　ページ生成部７２は、図３のページ生成部４９の機能に加えて、ページテンプレート格
納部７０に記憶されているページテンプレート、および、ページ内容格納部７１に記憶さ
れているページ内容に基づいて、ウェブページのＨＴＭＬを生成する機能を備えている。
【００９８】
　また、ページ生成部７２は、ウェブページのＨＴＭＬを生成する際、ページ内容に含ま
れている気付きリンクに関する情報に基づいて、リンク元のページに気付きリンクを挿入
する。ここで、ページ生成部７２は、ページテンプレートに含まれている気付きリンクの
挿入位置に従って、リンク元のページに気付きリンクを挿入する。ページ生成部７２は、
生成したウェブページを後述するページデータ格納部７３に書き込む。
【００９９】
　ページデータ格納部７３は、ページ生成部７２が生成したウェブページのＨＴＭＬを一
時的に記憶するステージングデータベースである。ここで、入力部４０からサイト管理者
（サイト責任者）が承認を与えると、ページデータ格納部７３は、記憶されているウェブ
ページのＨＴＭＬをウェブサーバ３に送信する。なお、ページデータ格納部７３は、所定
の公開時期などに基づいて、記憶されているウェブページのＨＴＭＬをウェブサーバ３に
送信しても良い。
【０１００】
　以上のように、本実施形態に係るウェブサイト構築支援システム７においても、集客型
ページをリンク元とし転換型ページをリンク先とする気付きリンクが、リンク元の集客型
ページに挿入される。これにより、集客型ページにアクセスした多数の利用者を転換型ペ
ージに誘導できるので、ゴールページに到達する利用者数を増加できる。また、上記の従
来の構成のように、サイト管理者が、気付きリンクを生成する必要がないので、サイト管
理者の人的コストを削減できる。
【０１０１】
（実施の形態３）
　図１６は、本実施形態に係るネットワークシステム１１の概略構成を示すブロック図で
ある。なお、図１５において説明した構成と同様の機能を有する構成については、図１５
と同じ参照符号を付記し、その詳細な説明は省略する。
【０１０２】
　本実施形態に係るウェブサイト構築支援システム８も、コンテンツマネジメントシステ
ムとして機能する。すなわち、本実施形態は、実施形態２と異なり、サイト管理者に気付
きリンクの候補を提示し、サイト管理者が所望の気付きリンクを選択する一方、サイト管
理者に気付きリンクの評価結果を提示し、サイト管理者が気付きリンクの更新を指示する
構成である。このため、ウェブサイト構築支援システム８は、リンク決定部８０、表示部
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８１、入力部８２、および、リンク評価部８３を備えている。
【０１０３】
　リンク決定部８０は、図１５のリンク決定部４７の機能に加えて、ページテンプレート
格納部７０に記憶された気付きリンクの個数を読み出し、読み出した気付きリンクの個数
を超える気付きリンクを生成する機能を備えている。例えば、リンク決定部８０は、読み
出した気付きリンクの個数が「２」である場合、その倍である４つの気付きリンクを生成
する。リンク決定部８０は、生成した複数の気付きリンクを後述する表示部８１に出力す
る。
【０１０４】
　表示部８１は、リンク決定部８０が生成した複数の気付きリンクを気付きリンクの候補
として表示する。表示部８１は、気付きリンクの候補を例えば一覧形式で表示する。
【０１０５】
　入力部８２は、図１４の入力部４０の機能に加えて、表示部８１に表示されている気付
きリンクの候補の中から、サイト管理者が所望する気付きリンクを、サイト管理者に入力
（選択）させる機能を備えている。入力された気付きリンクは、リンク決定部８０に出力
される。
【０１０６】
　リンク評価部８３は、図１４のリンク評価部５０の機能に加えて、気付きリンクの評価
結果を表示部８１に出力する機能を備えている。
【０１０７】
　表示部８１は、リンク評価部８３による気付きリンクの評価結果を表示する。例えば、
表示部８１は、リンク評価部８３が気付きリンクを評価した結果を、有効な気付きリンク
と無効な気付きリンクとに分けて表示する。
【０１０８】
　入力部８２は、更に、表示部８１に表示されている気付きリンクの評価結果から、新た
な気付きリンクを生成させるのか否かを、サイト管理者に入力させる機能を備えている。
なお、入力された指示は、リンク決定部８０に出力される。これにより、無効な気付きリ
ンクであっても、サイト管理者の判断で維持できる。また、有効な気付きリンクであって
も、サイト管理者の判断で新たな気付きリンクに更新できる。それゆえ、より実情に則し
た気付きリンクを挿入できる。
【０１０９】
　以上のように、本実施形態に係るウェブサイト構築支援システム８においても、集客型
ページをリンク元とし転換型ページをリンク先とする気付きリンクが、リンク元の集客型
ページに挿入される。これにより、集客型ページにアクセスした多数の利用者を転換型ペ
ージに誘導できるので、ゴールページに到達する利用者数を増加できる。また、上記の従
来の構成のように、サイト管理者が、気付きリンクを生成する必要がないので、サイト管
理者の人的コストを削減できる。
【０１１０】
　以上の実施の形態に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）
　ウェブサイトを構成する複数のウェブページの中からゴールページを入力させる入力部
と、
　前記ウェブページへのアクセス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取
得部と、
　前記アクセスログ取得部が取得した前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブペー
ジへのアクセス頻度を算出するアクセス頻度演算部と、
　前記アクセスログ取得部が取得した前記アクセスログ情報に基づいて、前記ゴールペー
ジへの到達頻度を算出する到達頻度演算部と、
　前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、前記到
達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定部と、
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　前記ページ判定部の判定結果を記憶するページ判定結果格納部と、
　前記ページ判定結果格納部に記憶された前記判定結果に基づいて、集客型ページをリン
ク元とし転換型ページをリンク先とするリンク情報を生成するリンク決定部と、
　前記リンク決定部が生成した前記リンク情報をリンク元の前記集客型ページに挿入する
ページ生成部とを備えたことを特徴とするウェブサイト構築支援システム（１）。
（付記２）
　リンク元である集客型ページの到達頻度が閾値より小さいリンク情報、または、リンク
先である転換型ページのアクセス頻度が閾値より小さいリンク情報を無効なリンク情報と
判定するリンク評価部を更に備え、
　前記リンク決定部は、前記ページ判定部が転換型ページと判定したウェブページの中か
ら、無効なリンク情報におけるリンク先の転換型ページに代わる転換型ページを決定し、
決定した前記転換型ページをリンク先とするリンク情報を新たに生成し、
　前記ページ生成部は、前記リンク決定部が新たに生成した前記リンク情報を、前記無効
なリンク情報に代えて、リンク元の前記集客型ページに挿入する付記１に記載のウェブサ
イト構築支援システム（２）。
（付記３）
　前記リンク評価部は、リンク元である集客型ページの到達頻度が閾値より大きく、かつ
、リンク先である転換型ページのアクセス頻度が閾値より大きいリンク情報を有効なリン
ク情報と判定する付記２に記載のウェブサイト構築支援システム（３）。
（付記４）
　前記リンク評価部は、前記ページ判定部が集客型ページおよび転換型ページと判定する
境界条件を閾値とする付記２または付記３記載のウェブサイト構築支援システム。
（付記５）
　前記リンク決定部は、前記ページ判定部が転換型ページと判定したウェブページの中か
ら、リンク先となる転換型ページをランダムに決定し、決定した前記転換型ページがリン
ク先となるリンク情報を生成する付記１～４のいずれか一項に記載のウェブサイト構築支
援システム。
（付記６）
　前記リンク決定部は、リンク元である集客型ページと前記ページ判定部が転換型ページ
と判定したウェブページとの類似度を算出し、類似度が最も高いウェブページがリンク先
となるリンク情報を生成する付記１～４のいずれか一項に記載のウェブサイト構築支援シ
ステム。
（付記７）
　前記到達頻度演算部は、前記ウェブページへのアクセス頻度と、前記ウェブページにア
クセスした後、ゴールページへの到達数との割合に基づいて到達頻度を算出する付記１～
６のいずれか一項に記載のウェブサイト構築支援システム。
（付記８）
　ウェブサイトを構成する複数のウェブページの中からゴールページを入力させる入力工
程と、
　前記ウェブページへのアクセス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取
得工程と、
　前記アクセスログ取得工程で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブ
ページへのアクセス頻度を算出するアクセス頻度演算工程と、
　前記アクセスログ取得工程で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ゴール
ページへの到達頻度を算出する到達頻度演算工程と、
　前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、前記到
達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定工程と、
　前記ページ判定工程の判定結果をページ判定結果格納部に記憶するページ判定結果格納
工程と、
　前記ページ判定結果格納工程で前記ページ判定結果格納部に記憶された前記判定結果に



(21) JP 2008-26972 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

基づいて、集客型ページをリンク元とし転換型ページをリンク先とするリンク情報を生成
するリンク決定工程と、
　前記リンク決定工程で生成された前記リンク情報をリンク元の前記集客型ページに挿入
するページ生成工程とを含むことを特徴とするウェブサイト構築支援方法（４）。
（付記９）
　ウェブサイトを構成する複数のウェブページの中からゴールページを入力させる入力処
理と、
　前記ウェブページへのアクセス履歴を表すアクセスログ情報を取得するアクセスログ取
得処理と、
　前記アクセスログ取得処理で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ウェブ
ページへのアクセス頻度を算出するアクセス頻度演算処理と、
　前記アクセスログ取得処理で取得された前記アクセスログ情報に基づいて、前記ゴール
ページへの到達頻度を算出する到達頻度演算処理と、
　前記アクセス頻度が境界条件より大きいウェブページを集客型ページと判定し、前記到
達頻度が境界条件より大きいウェブページを転換型ページと判定するページ判定処理と、
　前記ページ判定処理の判定結果をページ判定結果格納部に記憶するページ判定結果格納
処理と、
　前記ページ判定結果格納処理で前記ページ判定結果格納部に記憶された前記判定結果に
基づいて、集客型ページをリンク元とし転換型ページをリンク先とするリンク情報を生成
するリンク決定処理と、
　前記リンク決定処理で生成された前記リンク情報をリンク元の前記集客型ページに挿入
するページ生成処理とをコンピュータに実行させることを特徴とするウェブサイト構築支
援プログラム（５）。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　以上のように、本発明は、人的コストをかけることなく、利用者をゴールページに誘導
するためのリンク情報をウェブページに効率的に挿入できるウェブサイト構築支援システ
ム、ウェブサイト構築支援方法およびウェブサイト構築支援プログラムとして有用である
。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】複数のウェブページから構成されるウェブサイトを概念的に示す図である。
【図２】複数のウェブページがツリー構造で構成されているウェブサイトの一例を示す図
である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るウェブサイト構築支援システムの概略構成を示す
ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るウェブサーバのアクセスログ情報格納部に記憶さ
れているアクセスログ情報の一例を示す図である。
【図５】上記のウェブサイト構築支援システムにおけるページ判定部のページ判定処理の
一例を概念的に示す図である。
【図６】上記のウェブサイト構築支援システムにおけるページ判定結果格納部のデータ構
造の一例を示す図である。
【図７】上記のウェブサイト構築支援システムにおけるリンク決定部のリンク決定処理の
一例を概念的に示す図である。
【図８】上記のウェブサイト構築支援システムにおけるリンク格納部のデータ構造の一例
を概念的に示す図である。
【図９】上記のウェブサイト構築支援システムにおけるページ生成部が生成したウェブペ
ージの一例を示す図である。
【図１０】上記のウェブサイト構築支援システムにおけるページ判定部のページ判定処理
の一例を概念的に示す図である。
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【図１１】上記のウェブサイト構築支援システムの動作概要を示すフローチャートである
。
【図１２】上記のウェブサイト構築支援システムにおける演算部（到達頻度演算部）によ
る到達頻度を算出する一例を示すフローチャートである。
【図１３】上記のウェブサイト構築支援システムにおける気付きリンクの評価の処理の一
例を示すフローチャートである。
【図１４】上記のウェブサイト構築支援システムにおける演算部（到達頻度演算部）によ
る到達頻度を算出する他の例を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係るウェブサイト構築支援システムの概略構成を示
すブロック図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態に係るウェブサイト構築支援システムの概略構成を示
すブロック図である。
【図１７】複数のウェブページがツリー構造で構成されているウェブサイトの従来例を示
す図である。
【符号の説明】
【０１１３】
　４、７、８　ウェブサイト構築支援システム
　４０、８２　入力部
　４３　アクセスログ取得部
　４４　演算部
　４４ａ　アクセス頻度演算部
　４４ｂ　到達頻度演算部
　４５　ページ判定部
　４６　ページ判定結果格納部
　４７、８０　リンク決定部
　４９、７２　ページ生成部
　５０、８３　リンク評価部
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