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サイト品質管理のためのリンク不整合検出 
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あらまし  近年、企業サイトの巨大化・複雑化に従い、リンク不整合の発生が深刻化している。リンク不整合

には、デッドリンクなどの物理的不整合と、間違いリンクなどの論理的不整合の2種類がある。物理的不整合

は、サーバーやブラウザで発生するエラーを検出することにより、従来サイト管理ツールで検出が可能である。

一方、論理的不整合はエラーを発生しないため従来の管理ツールでは検出できない。 

そこで本研究では、複数ページ間でのリンク元、リンク先、アンカー文字列の同一性と仲間外れに着目して

論理的不整合を効率よく検出する方法を提案する。また、代表的な企業 Web サイトにおけるリンク不整合発生

の実態調査を行い、不整合の発生傾向の分析に基づいたサイト品質管理上のガイドラインを示した。 
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Abstract  Recently, the size of websites has grown and website management has become more complex. It also raises 
the serious problem of link integrity. The referential violation of links falls into two categories: physical bad links and 
logical bad links. 

In this paper, we propose a method of detecting logical bad links, which is based on the identity and difference of a 
link’s source page, target page, and anchor text between multiple pages. We investigated realistic conditions of link 
integrity on enterprise websites. We also proposed new website management guidelines based on the trend analysis of 
bad links. 
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1. はじめに 
近年、インターネットの普及に伴って顧客や株主に対する

情報発信の窓口として Web サイトを構築する企業が増えてい

る。企業の顔ともいえる企業 Web サイトは、より新鮮で詳細

な情報を利用者に提供するために、頻繁に更新を繰り返しな

がら巨大化している。そのため、サイトの品質を保つことが

難しくなってきている。 

サイトの品質低下に伴って発生する問題として顕著なのが

リンク不整合である。リンク不整合とは、デッドリンクや間

違いリンクなどのように、本来意図された効果とは異なる結

果をもたらしてしまうリンクのことである。リンク不整合が

多いと利用者の不満は高まり、サイトだけでなくその企業へ

の信頼感も損ねることになりかねない。 

リンク不整合には、大きく物理的不整合と、論理的不整合

の 2 種類がある。物理的不整合とは、デッドリンクのように

文書にアクセスした時点で物理的なエラーが発生する不整合

である。物理的不整合の例を図 1 に示す。図 1 では、アンカ

ー文字列に「Support」と表記されたリンクをクリックすると、

リンク先に文書がないために Web サーバーから「404 Not 

Found」というエラーが返されている。他にも、物理的不整合

には、「403 Forbidden」や「500 Internal Server Error」の

ようなサーバーエラーや、一定時間返答がないタイムアウト、

指定したドメインが存在しない DNS エラーなどが含まれる。

リンクチェッカーなど従来のサイト管理ツール[1,2]は、Web

サーバーやクライアントで発生するこれらのエラーを検知す

ることで、物理的不整合を検出することができる。Pitkow ら

[3]は、AOL のサーバーのログに残ったエラーから、リクエス

トされたリンクの 5～8%がデッドリンクであることを報告し

ている。また、検出するだけでなくリンク切れを自動的に解

消する方法も数多く研究されている[4,5]が、研究対象は物理

的不整合に限られている。 

一方、論理的不整合は、間違った製品情報やサービスへの

リンクなど、物理的にはアクセス可能であっても、論理的な

誤りを生じている不整合である。論理的不整合の例を図 2 に

示す。図 2 では、「Y4100」とアンカー文字列に書かれたリン

クをクリックすると、「X3100」の製品情報のページへ飛んで

しまう。これら論理的不整合では、リンク先にテキストは存

在しており、リンク先のサーバーにも異常はないため、文書

にアクセスした時点でエラーは発生しない。そのため、エラ

ー検知に基づく従来のサイト管理ツールでは検出できない。

そのため、現状の論理的不整合の検出は、人手によるチェッ

クに頼るしか方法がない。しかし、既に企業の Web サイトに

おけるリンク数は数万件を超えており、これらをしらみつぶ

しにチェックするのは現実的ではない。 

そこで本研究では、複数ページ間でのリンク元、リンク先、

アンカー文字列の同一性と仲間外れに着目して論理的不整合

を効率よく検出する方法を提案する。また、代表的な企業

Web サイトにおけるリンク不整合発生の実態調査を行



い、不整合の発生傾向の分析に基づいたサイト品質管理上の

ガイドラインを示す。  

2. 関連研究 
  Web サイトはしばしば仮想的な店舗に例えられる。実世界

の店舗運営では、業績を左右する重要な管理指標として、QSC

が用いられている[6]。QSC とは、Quality、Service、

Cleanliness の 3 指標の略である。これらは Web サイト運営

に対しても同様に重要な指標であり、従来の Web サイトの品

質管理に関する研究はこれら QSC のそれぞれの指標を改善す

るためのものであると言える。 

  Quality は、飲食業であれば、メニューや食材の品質、そ

れを高いレベルで維持するための料理法などである。Web サ

イトにおける Quality とは、サイトが提供するコンテンツや

アプリケーション機能である。これらを診断し、改善するた

めの従来技術としては、専門家や一般ユーザーによるユーザ

ビリティテスト[7,8]、ユーザーのログ解析による潜在ニーズ

の抽出[9,10]、サイト構造解析によるユーザーのナビゲーシ

ョンパターン予測[11,12]などが挙げられる。 

  Service は、接客態度のことであり、実店舗では店員の挨

拶、笑顔、丁寧な説明、的確なトラブル対応などがこれに当

たる。Web サイトの Service とは、短いレスポンスタイムや、

誰にでも使えるようなサイト設計などが対応する。Web サイ

トにおける Service 向上のための従来研究としては、ページ

のダウンロード時間に対するユーザーの許容性の研究[13]や、

W3C によるアクセシビリティガイドライン[14]の制定活動が

挙げられる。アクセシビリティガイドラインについては、Web

サイトの準拠度合いを診断するツール[15,16]も数多く製品

化されている。 

  Cleanliness は、清潔さや安全さを表す指標であり、実店

舗では整理整頓がなされているか、食材が衛生的な環境で保

存されているかなどがこれに当たる。Web サイトの

Cleanliness としては、ページが正しい文法で記述されてい

るかや、リンクの正当性などが指標となる。Web サイトにお

ける Cleanliness 向上のための従来研究としては、HTML 文法

チェッカ[17,18]や、デザインガイドラインの遵守性チェック

[19,20]、リンクの整合性チェック[1,2,3]などが挙げられる。

特に、リンク不整合の問題は古くから重要視されており、ジ

ョージア工科大学による WWW ユーザーサーベイ[21]では、Web

利用上の重大な問題点として、「デッドリンク」が 3位に入っ

ている。（1位は「スピード」、2位は「遅い広告」である）デ

ッドリンクなどの物理的不整合は、文書アクセス時に発生す

るエラーを元に検出が容易であるため、検出ツールも数多く

リリースされている[1,2]。また、検出だけでなく、リンク切

れを自動修正する研究[4,5]も数多くなされている。 

しかし、文書アクセス時にはエラーを発生しなくても、論

理的に不整合であるようなリンクについては、これまであま

り研究がなされていなかった。Buchanan ら[22]は、アンカー

文字列とリンク先ページの内容の意味的な整合性を判定する

ツールを開発しているが、適用範囲は小・中規模のサイトに

止まっている。また、従来はリンク不整合を検出しても対処

療法的にそれを修正するだけであり、サイト管理上の問題点

について考察されることはあまりなかった。 

本論文では、論理的不整合を効率よくチェックする方法を

提案し、代表的な 12 件の企業 Web サイトに対する実態調査を

行い、物理的不整合と同様に論理的不整合も重要な問題であ

ることを明らかにした。さらに、リンク不整合の発生傾向と

サイト規模やページビューなどの管理指標との関係を分析し、

サイト品質向上のための新しいガイドラインを示した。 

3. 論理的不整合 
  人手によるしらみつぶしチェックに基づく予備実験の結果、

論理的不整合を次の 3種類に分類した。 

(A)間違いリンク 

  間違いリンクは、アンカー文字列から期待される内容と、

リンク先の文書の内容が異なるリンクである。 

間違いリンクの例を図 3 に示す。図 3 では、Page C、D、E

からアンカー文字列「Y4100」で、製品 Y4100 の詳細情報であ

る Page A へ正しくリンクが張られている。ところが、Page F

からはアンカー文字列「Y4100」で製品 X3100 の詳細情報であ

る Page B へ間違ってリンクが張られている。この場合、Page 

F のリンクのリンク先を Page A に変えるか、アンカー文字列

を X3100 に変更するなどの修正が必要である。 

(B)リンク元表記の不統一 

  同一文書を指す複数のリンクのアンカー文字列にゆらぎが

あると、利用者が混乱する原因となる。特に、アンカー文字

列があいまいな意味の単語の場合や、各文書の役割が不明確

な場合に、リンク元表記の不統一が起こる傾向がある。 

図 4に、リンク元表記の不統一の例を示す。図 4では、Page 

G はサイトの更新履歴のリストであり、Page H はセミナーな

どのイベント情報のページである。Page I, J, K からはアン

カー文字列「What’s New」で Page G に正しくリンクがはられ

ているが、Page L はアンカー文字列が「Event」で Page G に

リンクを張っている。Page G のサイト更新履歴には、イベン

ト情報の更新履歴も含まれているため、必ずしも間違いであ

るとは言えない。しかし、サイト内に Page H のようなイベン

ト情報のページが用意されている場合には、アンカー文字列

「Event」では Page H にリンクすべきである。もしくは、Page 

L 内のリンクのアンカー文字列を「What’s New」に修正する必

要がある。 

 図 4では、あいまいな意味を持つアンカー文字列について説

明したが、他にもアンカー文字列のスペルミスや類義語によ

る用語の混乱などもリンク元表記の不統一として扱う。 

(C)幽霊リンク 

幽霊リンクは、HTML では<A>タグでリンクが設定されてい
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るにも関わらず、アンカー文字列が設定されていないリンク

である。図 5 に幽霊リンクの例を示す。図 5では、Page M の

HTML ソース中に<A>タグが記述されているが、アンカー文字

列には何も設定されていないために、サイト管理者はブラウ

ザで Page M を確認してもそこにリンクがあるとは気がつかな

い。一方、検索エンジンで用いられる Web クローラはリンク

先のページ「hidden.html」に容易にアクセスできてしまう。

そのため、リンク先に機密情報が指定されていると、管理者

の気づかないところで情報漏洩が起こる可能性がある。 

4. 論理的不整合の検出ルール 
前節で述べた 3 種類の論理的不整合の検出方法として、複

数ページ間でのリンク元、リンク先、アンカー文字列の同一

性と仲間外れに着目する方法を提案する。あるリンクをリン

ク元 s、リンク先 t、アンカー文字列 a を使って link(s, t, a)と
表すことにする。link(s, t, a)が論理的に正しいとき、それはア

ンカー文字列 a を名前とし、リンク先 t を実体とする関係に

整合性があることを意味する。従って、名前と実体の関係を

保っている限り、リンク元 s が異なるリンク link(s', t, a)もま

た整合であると仮定できる。実際の企業 Web サイトにおいて、

異なるリンク元から特定のリンク先 tを同じアンカー文字列 a
で参照するケースとしては、ナビゲーションメニューやパン

くずリストなど、ページテンプレートに含まれるリンクに数

多く見られる。一方、論理的に正しいリンク link(s, t, a)とは異

なる名前と実体の関係を持つリンクには何らかの不整合が発

生していると考えられる。そこで、論理的不整合として、link(s', 
t', a)、link(s', t, a')、 link(s, t', a)、link(s, t, a')、および幽霊リン

クを検出するために、下記の 5 つの検出ルールを用いること

にした。 

検出ルール(1)：同アンカー文字列、異リンク先 

link(s', t', a)は図3のような間違いリンクの場合に相当する。

図 3では、アンカー文字列が「Y4100」であるリンクをグルー

プ化すると、リンク先は 3件が Page A であり、1件だけが Page 

B で仲間外れになる。そのため、同一アンカー文字列を持つ

リンクをグループ化することによって、link(s', t', a)のような

間違いリンクを検出可能である。 

検出ルール(2)：同リンク先、異アンカー文字列 

link(s', t, a')は図 4のようなリンク元表記の不統一の場合に

相当する。図 4では、リンク先が Page G であるリンクをグル

ープ化すると、アンカー文字列は 3 件が「What’s New」であ

り、1 件だけが「Event」で仲間はずれになる。そのため、同

一リンク先を持つリンクをグループ化することによって、図

4のようなリンク元表記の不統一を検出可能である。 

検出ルール(3)：同リンク元、同アンカー文字列、異リンク先 

 link(s, t', a)は同じページから異なる実体を同じ名前で呼んで

いることになり、間違いリンクの可能性がある。 

検出ルール(4)：同リンク元、同リンク先、異アンカー文字列 

 link(s, t, a')は、同じページから同じ実体を異なる名前で呼ん

でいることになり、間違いリンクの可能性がある。検出ルー

ル(3)、(4)はそれぞれ検出ルール(1)、(2)と包含関係にある

が、グループ化の対象を同一リンク元に限ることでローカル

な不整合を検出できると考えた。 

検出ルール(5)：アンカー文字列が「見えない」 

アンカー文字列がヌル文字やスペースであれば、それは図

5のような幽霊リンクである。これは自動検出が可能である。 

論理的不整合の検出方法として、我々は他にも、個別のリン

クについてアンカー文字列とリンク先文書の内容を比較する

方法[22]や、文書とリンクの関係の時系列変化を観察する方

法なども検討した。しかし、提案方式では、リンクをグルー

プ化することにより、(1) 論理的に正しいリンクと間違って

いるリンクを明確に区別できる、(2) 一度のチェックで名前

と実体が同じ不整合をまとめて検出できる、という利点があ

る。従って提案手法では、大規模サイトでも効率よくチェッ

クすることができる。 

5. 実験 
提案方式を実装した実験システムを構築し、実際の企業 Web

サイトにおけるリンク不整合発生の実態調査を行った。診断

対象としたサイトは、電気・輸送用機器・食料品・サービス

など、異なる業種における様々な規模の企業 Web サイト 12 件

で、実験期間は 2002 年 5 月 17 日～2003 年 9 月 26 日までで

ある。実験システムの概要を図 6 に示す。リンク不整合の検
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出は次の手順で行った。 

手順(1) 診断対象サイトの全文書を Web クローラで取得した。

ここで、サーバーエラーやタイムアウトが発生したリンクを

物理的不整合として計数した。 

手順(2) 取得したページからリンク抽出器によってリンクを

抽出し、リンク情報をリンク情報 DB に格納した。ここで、リ

ンク情報とは、リンクのアンカー文字列、リンク元 URL、リ

ンク先 URL である。 

手順(3) 前節の不整合検出ルール(1)～(5)に該当するリンク

をデータベースから検索した。 

手順(4) 検出ルール(1)～(4)で論理的不整合の候補として検

出されたリンクグループのうち、上位 50 グループについて前

節で述べた方法で目視確認し、(a)修正が必須な不整合か、(b)

不整合だが些細なので修正は必要としないか、(c)不整合でな

いかを判定した。例えば、「e-mail」と「Email」のような大

文字小文字の揺れやハイフンの有無など、大きな問題ではな

いと思われる不整合は(b)に分類した。また、検出ルール(5)

で検出されたリンクは自動的に(a)に分類した。 

  表 1 に、不整合検出ルール(1)に該当するリンクの例を示す。

表 1では、アンカー文字列が「Y4100」であるリンクがグルー

プ化されている。各行はリンク先ページ別にサブグループ化

されており、リンク先が Page A のサブグループにはリンクが

2750 件、リンク先が Page B のサブグループにはリンクが 55

件含まれている。リンク元は、各行のリンクのサブグループ

に含まれるページのうち、任意に代表を選んだものである。

例えば、Page C は 2570 件のリンクのうち任意に選んだ代表

のリンク元ページであり、Page F は 55 件のリンクのうち任

意に選んだ代表のリンク元ページである。 

  これらのリンクをチェックする際には、まず Page C を開い

てアンカー文字列が「Y4100」のリンクをクリックする。Page 

A が Y4100 の製品情報であったとすると、これら 2570 件のリ

ンクは(c)不整合でないと判定できる。次に、Page F を開い

てアンカー文字列が「Y4100」のリンクをクリックすると、リ

ンク先である Page B は X3100 の製品情報だったとする。この

場合、これら 55 件のリンクは(a) 修正が必須な不整合である

と判断できる。 

  最終的に、(a)と分類されたリンクを論理的不整合として計

数した。 なお、検出ルールの包含関係によって重複して不整

合とされたリンクは除いてある。 

6. 結果および考察 

6.1. 各企業 Web サイトにおけるリンク不整合 
実験の結果、実際の企業 Web サイトに驚くほど多数のリン

ク不整合が存在していることが明らかになった。不整合の中

には、従来のリンクチェックツールで検出可能なはずの物理

的不整合も数多く含まれており、リンク不整合が野放しにな

っている実態が判明した。また、論理的不整合も物理的不整

合と同程度存在することが分かった。 

表 2 に、各企業 Web サイトで検出されたリンク不整合の件

数を示す。表 2 では、ページ数は Web クローラで取得できた

Web サイトのページ数であり、この順番で Web サイトを並べ

てある。また、リンク数は、取得したページからリンク抽出

器が抽出したリンクの数である。物理的不整合は、前節の手

順(1)で検出された物理的不整合の件数、論理的不整合は、前

節の手順(4)で (a)修正が必須な不整合と判定されたリンク

の数である。 

物理的・論理的不整合の検出数はサイトの規模に依存して

おり、ページ数が 5000 件を超えるサイトでは、物理的・論理

的不整合の総和が1000件を超えるサイトが7サイト中6サイ

ト(86%)もあった。個別のサイトを見る限りでは、あるサイト

では物理的不整合が多かったり、別のサイトでは論理的不整

合が多かったりと偏りが見られる。しかし、12 サイト全体で

見つかった物理的不整合の合計は 13903 件に対して、論理的

不整合の合計は 15254 件で、物理的不整合だけでなく論理的

不整合も同程度存在していた。 

今回の調査に要した目視確認の回数は 1 サイト当り平均

737 回で、これにより平均 58,027 件のリンクの整合性を判定

できた。従って、リンクを 1 件ずつしらみつぶしにチェック

するのに比べて検出効率は約 80 倍であった。 

6.2. 検出されたリンク不整合の具体例 
 実際の企業 Web サイトで検出されたリンク不整合の実例と

して、Web サイト運営上の観点から特に注目すべき以下の 5 

種類のケースについて、詳しく説明する。 

(A)ページテンプレート中の不整合 

(B)用語のあいまいな定義が原因の不整合 

(C)多様な内容を持つページへのリンク 

(D)デッドリンクの隠蔽 

(E)サイトリニューアル時に発生する不整合 

リンク数 リンク元 リンク先 
アンカー

文字列 

2570 Page C 
Page A 

(Y4100 製品情報) 
Y4100 

55 Page F 
Page B 

(X3100 製品情報) 
Y4100 

リンク情報 DB 

Web クローラ 

リンク抽出器 

検出ルール 
(5) 

検出ルール 
(1) – (4) 

人手チェック 

アンカー

文字列 DB 
リンク元 
URL DB 

リンク先
URL DB

物理的 
不整合

診断対象サイト 

論理的 
不整合 

論理的不整合の

候補 

図 6 リンク不整合検出実験システムの概要 

表 1 論理的不整合の検出例 



 (A)ページテンプレート中の不整合 

  ページテンプレートとは、サイト全体を通じてレイアウト

の一貫性を保つために使われる Web ページの構成部品である。

ページテンプレートの例を図 7に示す。近年、ウェブユーザ 

ビリティにおいてナビゲーションが重要視されてきたことと、

コンテンツマネジメントシステムを用いたデータベースセン

トリックなサイト構築方法が浸透してきた背景もあり、多く

のサイトでこれらのページテンプレートが使われている。ペ

ージテンプレートは、サイトの内のどのページでも同じ部品

が使いまわしされるため、元になるテンプレートが間違って

いると、多数のリンク不整合を発生させる原因ともなる。ま

た、コンテンツマネジメントツールの導入が部分的であると、

サイトの一部のページでテンプレート中のリンクが正しくて

も、別のページで不整合が起こってしまう可能性がある。 

  例えばサイト Eでは、424 件ものページでフッター部分の 

「Privacy Policy」へのリンクがデッドリンクになっていた。

また、サイト C でもフッター部の複数のリンクが全て間違っ

ているページが 20 件程度見つかっている。パンくずリストや

ローカルナビゲーション内のリンクで、本来飛ぶべき階層と

は異なる階層へリンクする間違いや、異なる製品情報へ間違

ってリンクするケースが、サイト E、H、J、Kなど、複数のサ

イトで見つかった。また、サイト Fの 7236 件の物理的不整合

のうち、約 1000 件がページテンプレート中で発見された。 

また、テンプレート中のリンクではないが、サイト G では、

画像とテキストからなるリンクのリストで、テキストの方の

リンク先は正しいのに、画像のリンク先がリストの前の項目

と同じままのリンクが見つかった。これは、リンクリストを

コピー＆ペーストして編集した際に、画像のリンク先を変更

するのを忘れたことが原因であると考えられる。ページテン

プレートだけでなく、このような部品の使いまわしには注意

が必要である。 

(B)用語のあいまいな定義が原因の不整合 

  図 4 のリンク元表記の不統一の例でも触れたが、用語の定

義があいまいであったり、サイト管理者間でコンセンサスが

十分にとれてなかったりすると、リンクの一貫性が保てない

ために、利用者を混乱に陥れることになる。 

  
サイト Eでは、グローバルナビゲーションの中に「新着情報」

というリンクがあるが、5000 件以上は「新着情報」のページ

にリンクしているのに対し、169 件が「イベント・セミナー」

へのリンクになっていた。さらに、同じグローバルナビゲー

ション中の「お知らせ」というリンクは、5000 件以上が「イ

ベント・セミナー」へのリンクになっているのに対し、289

件が「プレスリリース」へのリンクになっていた。これらは、

「新着情報」「お知らせ」「プレスリリース」「イベント・セミ

ナー」など、新しい情報を提供するような意味を漠然と表す

アンカー文字列であるために、一部のサイト管理者が勘違い

して間違ったページにリンクしてしまったのだと考えられる。 

  その他のサイトのケースでは、サイト Iでは、IR 情報提供

のページで、「貸借対照表」へのリンクを「四半期業績レポー

ト」へ間違ってリンクしていた。また、サイト Jでも「News」

と「Press Release」とを混同しているリンクが見られた。 

  このような不整合に対しては、類似の情報をまとめてひと

つのコンテンツとして扱うか、各用語の意味を細かく定義し、

各サイト管理者に徹底させるなどの施策が必要である。 

(C)多様な内容を持つページへのリンク 

  あらゆる内容を含んだページを用意して、常にそのページ

へリンクしておけば、リンクのメンテナンスが楽になると思

うかもしれない。しかし、サイト閲覧者から見て、自分がク

リックしたリンクの内容が、リンク先のページのどこにある

のかが分からなければ、「サイト閲覧者の期待に反する」とい

う点においてこれは不整合である。 

  サイト E と L において、この種の不整合が見つかった。ど

ちらも、FAQ のページであり、どのリンクを押しても、回答

のページの先頭が表示されるようになっていた。そのため、

サイト閲覧者が後ろの方の質問をクリックすると、一瞬、全

く関係ない話題の回答が目に入る。やがて、リンク先のペー

ジに回答が載っていることが分かっても、そのページの中を

再度検索したり、スクロールして回答を探す必要がある。 

  ソフトウェア工学の分野では、システムを構成するモジュ

ールは機能を単一にするほど強度が高いとされる。Web サイ

トを構成するページも、なるべく単一のコンテンツにすべき

である。もしくは、アンカータグとページ内リンクを使って、

サイト閲覧者が必要とするコンテンツに直接たどり着けるよ

うにするべきであり、本ツールによればそのような視点から

の検査も可能になる。 

(D)デッドリンクの隠蔽 

  表 2では、サイトJにおける物理的不整合は0件であった。

確かに、ページ収集中に「404 Not Found」に相当するエラー

サイ

ト ページ数 リンク数 

物理的

不整合 

論理的

不整合 

不整合

合計

A 18,389 1,263,562 2,766 2,287 5,053 

B 17,900 372,322 494 4,570 5,064 

C 16,560 151,195 1,086 3,135 4,221 

D 16,393 219,318 330 556 886 

E 12,161 221,430 1,511 711 2,222 

F 8,430 191,437 7,236 1,277 8,513 

G 5,450 49,141 39 1,276 1,315 

H 4,072 52,701 358 430 788 

I 1,532 9,977 78 8 86 

J 1,130 35,796 0 873 873 

K 339 11,798 4 21 25 

L 331 7,026 1 110 111 

合計 13,903 15,254 29,157 

FooBar 
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Home > Products > Software 

Internet 

Game 

Image 

........................

........................

........................

........................ 
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Copyright 2003....... 

サイトロゴ

グローバル 

ナビゲーション

パンくず 

リスト 

ローカル 

ナビゲーション

フッター 

図 7 ページテンプレートの例 

表 2 各企業 Web サイトにおけるリンク不整合 



は 1 件も出ていなかった。しかし、論理的不整合のチェック

時に、アンカー文字列で示された内容が含まれないのにトッ

プページにリダイレクトされるリンクが数件見つかった。試

しに、サイト J 内ででたらめな URL を指定してみてもエラー

にはならず、トップページへリダイレクトされた。つまり、

このサイトでは、問い合わせのあった URL がない場合でもエ

ラーを返さず、代わりにトップページへリダイレクトするよ

うに HTTP サーバーを設定していたことになる。クローラのロ

グを確認したところ、リンク先が存在しないためにリダイレ

クトされているリンクは 58 件であった。 

  この「デッドリンクの隠蔽」はリンク不整合対策としては、

次の 2 つの点で良くない方法である。一つ目は、アクセスロ

グなどを見ない限り、サイト管理者自身もデッドリンクの存

在に気づかないために、デッドリンクが放置されてしまうこ

と。もう一つは、デッドリンクと分からないサイト閲覧者が、

リダイレクトされたトップページで、本来はないはずの情報

を探すために時間を費やさなければならないからである。本

ツールでは、このようなケースも検出可能である。 

(E)サイトリニューアル時に発生する不整合 

  企業 Web サイトでは、規模やトラフィックが拡大すると、

時々大幅なリニューアルが行われる。サイトリニューアルで

は、必ずしもサイト全体のページが一度に全部置き換わるわ

けではない。むしろ、企業の組織編制の変化に追随してサイ

トの一部の構成が組み変わったり、特定のコンテンツが独立

して別のサーバーで運営されるようになったりするような場

合が多い。そのため、リニューアルで新しく置き換わるペー

ジと、リニューアルでも変化しないページの間で不整合が大

量に発生することになる。 

  最も顕著な例がサイト F であり、7236 件のデッドリンクの

うち、80%以上がサイトリニューアル後、旧コンテンツのメン

テナンスを放棄しているために発生している。サイト F では、

以前はプレスリリースや製品情報などを一つのサーバーでま

とめて運営していた。ところがある時、製品情報をいくつか

のサーバーに移して独立に運営するようになったが、この時、

旧サーバーに残ったコンテンツ内のリンクを修正しなかった

ため、大量のデッドリンクが発生することになってしまった。

その結果、旧サーバーに残ったページを訪問した利用者は、

まるでサイト F のあらゆる製品・サービスの提供が終了して

しまったかのような印象をうける。 

  また、サイト E におけるリンク不整合を定期的に検出して

いたところ、サイトリニューアル直後にリンク元表記の不統

一による不整合が急増した。これは、リニューアル対象のペ

ージ自体は存在していたが、そのコンテンツのタイトルが変

わっており、古いページからは古いタイトルでリンクされた

ままになっていたからである。 

サイトリニューアルに際しては、なくなったページに対し

ては移転先のページにリダイレクトすれば、一時的な対処は

可能である。しかし、論理的な一貫性を保つためには、リニ

ューアル対象ではないコンテンツのリンクもきちんと修正す

る必要がある。本ツールでは、このようなケースも検出が可

能であるため、サイトリニューアル時の大規模なリンク関係

の変更もチェックすることができる。 

7. サイト品質管理への適用 

7.1. リンク不整合発生件数とサイト規模の関係 
  リンク不整合の発生件数とサイト規模の関係について調べ

てみると、サイトの種類によらず、1 ページ当りのリンク不

整合発生件数は平均 0.26 件程度になることがわかった。 

  図 8 にサイトのページ数に対する物理的・論理的不整合の

合計件数の分布図を示す。図 8中の A～G のラベルは、それぞ

れ表 2中のサイト A～Gに対応している。（ページ数が 5000 件

以上のサイトのみにラベルをつけてある）図 8 の分布に対し

て、切片を 0 として最小自乗法で直線近似を行ったところ、

xy 26.0= の関係を得た。Web サイトのメンテナンスの困難さ

は、サイト規模に応じて指数関数的に増大する印象があった

ため、 01
2

2 axaxay ++= の多項式での近似も試みてみたが、

2a は 5101.2 −× とほぼ 0に近い値になった。さらに、図 8にお

いて直線から大きく外れているサイト D と F を、それぞれサ

イト品質が例外的に悪いサイトと良いサイトとして、これら

2 サイトのデータを外してページ数に対するリンク不整合総

数の相関係数を計算してみると値は 0.98 であり、直線近似を

再計算しても、 xy 26.0= で変わらなかった。2つの変量 x と y
の間の相関係数 r は次式で求められる。 

∑∑
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=

22 )()(

))((

yyxx
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ここで、 x は x の平均値、 y は y の平均値である。サイトの

管理方法の巧拙によってサイト D や F のような例外はあるも

のの、規模も業種も異なるサイトのページ数と不整合発生件

数の相関がこのように強く、また種類によらずページ当たり

の不整合発生件数が 0.26 と一定であることは興味深い。 

また、サイト規模とリンク不整合の関係をさらに細かく調

べたところ、サイト内のリンク数よりもページ数の方がリン

ク不整合の発生件数との相関関係が強く、また、物理的不整

合よりも論理的不整合の方がサイトのページ数と強い相関が

あることが分かった。 

  表 3 に、ページ数・リンク数に対する物理的不整合と論理

的不整合の発生件数の相関係数を示す。表 3 の相関係数につ

いて、有意水準 5%で t検定を行ったところ、物理的不整合の

発生件数とページ数の関係、および物理的不整合の発生件数

とリンク数の関係には有意な相関関係はみられなかった。ま

た、論理的不整合の発生件数とリンク数も有意な相関がある

とはいえない。しかし、論理的不整合の発生件数とページ数

との間にはやや強い正の相関が見られた。 

  相関から直ちに因果関係を推定できるとは限らないが、物

理的不整合よりも論理的不整合の方がサイトの規模と相関が 

強いのは、物理的不整合が従来リンクチェックツールによっ

て自動検出可能であるのに対し、論理的不整合はメンテナン

y = 0.26 x
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図 8 サイトのページ数とリンク不整合発生件数の分布 



スが困難であるため、サイトの規模に伴って増加する傾向が

強いからだと考えられる。また、サイト規模の尺度として、

リンク数よりもページ数の方がリンク不整合の発生と相関が

強いのは、サイトの品質管理が個別のリンク単位ではなく、

ページ単位で行われているからだと考えられる。 

7.2 ページビュー別のリンク不整合分布状況 

検出されたリンク不整合はサイト閲覧者の目につきやすい

場所に多く存在する傾向が明らかになった。また、ページビ

ューが高い上位 100 ページで利用者がリンク不整合に遭遇す

る頻度は、他のページより 9倍以上高いことが判明した。 

表 4 に、ページビューのデータを手に入れることができた

サイト E について、ページビューが高い上位 500 文書におけ

る物理的・論理的リンク不整合の検出数とサイト F の不整合

総数に占める割合、および不整合遭遇度を示す。 

不整合遭遇度は、リンク不整合がどの程度利用者の目につ

きやすいかを表す指標である。ページビューが i 番目のペー

ジ ip に含まれる物理的不整合と論理的不整合の総数を

)(TBL ip 、ページ ip におけるページビューを )(PV ip とすると、

ページビューが m 番目から nm + 番目のページにおける不整

合遭遇度 Eは次式で定義される。 

{ }∑
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表 2 から、サイト E のページ数は 12161 件であるので 100

件の文書は全体の 100/12161=0.82%を占めるに過ぎない。と

ころが表 4 を見ると、ページビューの上位 1 位から 100 位に

サイト全体の 5.2%ものリンク不整合が含まれていることがわ

かる。上位 500 件までの和を取ると、サイト全体の 4.1%のペ

ージ中にリンク不整合総数の 19.4%が含まれることになる。

つまり、リンク不整合はサイト閲覧者から目立たないページ

よりも、サイト閲覧者がよく訪れるページにより多く存在し

ていることを意味している。これは、ページビューの高いペ

ージは更新頻度も高い傾向があり、結果的に不整合も発生し

やすくなっていることが原因だと考えられる。 

また、表 4 では、ページビュー上位 1 位から 100 位の文書

における不整合遭遇度が他のページと比べて非常に大きくな 

っている。ページビュー上位 101 位から 200 位までの不整

合遭遇度と比較しても 9 倍以上大きく、それ以下のページで

はさらに差が開いている。このことから、サイト閲覧者がリ

ンク不整合に遭遇しないようにするためには、まずページビ

ューの上位 100 件の文書のチェックと修正を行うことが大事

であるといえる。 

7.3. ディレクトリ別のリンク不整合分布状況 
  リンク不整合を大量に検出しても、それの修正に追われる

だけでは対処療法的であって一時的な改善効果しか得られな

い。そのため、検出された不整合を基に、サイト構築・運営 

における根本的な問題点を分析する必要がある。 

  品質管理（QC）の分野では、不良品についての最も重要な
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問題点を的確に把握し、管理・改善活動の重点目標を決める

のにパレート図が用いられる。パレート図とは、不良品の件

数を原因別の分類項目に分けて、それを大きい順に並べた棒

グラフと、それらの累積和を折れ線グラフで表した図である。

図 9 に、サイト E における不整合発生件数を、ディレクトリ

別に集計したパレート図を示す。 

  図 9 で、リンク不整合をディレクトリ別に集計したのは、

現状のサイトが複数の編集者によって分散管理されており、

各編集者の担当するページがある程度ディレクトリ別に分け

られているからである。図 9 を見ると、リンク不整合発生件

数の多い 2 つのディレクトリだけで全体の 90%以上を占めて

いることがわかる。そのため、これら 2 つのディレクトリを

担当している編集者に対して、改善要求を出したり、受け入

れ時のテストを入念に行ったりすることで、サイトの品質を

向上させることができる。 

8. リンク不整合に基づくサイト管理指針 
  実験結果から明らかになったサイトの品質管理に関する新

しいガイドラインを提言する。 

(1) リンクの物理的不整合だけでなく、論理的不整合にも気

をつけるべきである。その理由は、6.1.節で示したよう

に、物理的不整合と同程度の割合で論理的不整合も発生

しているからである。 

(2) コンテンツマネジメントシステムを使っていても、リン

ク不整合には気をつける必要がある。その理由は、6.2.

節(A)で示したように、元になるテンプレート内のリンク

が間違っているケースもあるからである。この場合、リ

ンク不整合の影響範囲は、コンテンツマネジメントシス

テムを使わない場合よりもずっと広い。 

(3) サイト内で使われる用語について、管理者間で明確な定

義がなされているか確認すべきである。その理由は、6.2.

 
物理的

不整合

論理的

不整合 

ページ数 0.27 0.74  
リンク数 0.33 0.45  

ページビュー 不整合合計 不整合割合 不整合遭遇度

1-100 位 116 5.2% 7560
101-200 位 54 2.4% 822
201-300 位 63 2.8% 431
301-400 位 118 5.3% 476
401-500 位 81 3.6% 219

表 4 サイト E における不整合の分布と遭遇度 

図 9 ディレクトリ別不整合発生件数の分布 

表 3 サイトの規模とリンク不整合の相関係数 



節(B)に示したように、あいまいな用語がリンクの論理的

不整合発生の原因となっているからである。 

(4) 多様な内容のページを作らない。やむを得ず作る場合は、

ページ内リンクでどの情報へリンクしているのかを明確

にすべきである。6.2.節(C)で触れたように、多様なペー

ジへのリンクは「利用者の期待に反する」可能性がある

からである。 

(5) リダイレクトを使ってデッドリンクを隠蔽すべきでない。

その理由は、6.2.節(D)で触れたように、サイト管理者自

身がデッドリンクのメンテナンスを放棄した分のコスト

を、サイト閲覧者がかぶることになるからである。 

(6) サイトをリニューアルする場合、リニューアル対象でな

いページでも、リンクを改めてメンテナンスすべきであ

る。その理由は、6.2.節(E)に示したようにサイトリニュ

ーアル後に、リニューアル対象でないページのリンクが

不整合の原因になることが多いからである。 

(7) メンテナンスが優れているサイトとは、1 ページ当りの

リンク不整合 0.26 件より少ないサイトである。その理由

は、7.1 節で示したように、平均的なサイトのリンク不整

合の発生割合は１ページ当り 0.26 件であるからである。 

(8) ページビューの高いページほど、念入りにリンク不整合

チェックを行うべきである。その理由は、7.2 節で示した

ように、ページビューの高いページでサイト閲覧者がリ

ンク不整合に遭遇する度合いは他のページに比べて非常

に高いからである。 

(9) サイト全体に対して改善活動を行うよりも、リンク不整

合の発生源を特定し、そこに集中した方が効率がよい。

その理由は、7.3 節で示したように、リンク不整合の発生

源のディレクトリは全体のほんの一部だが、発生件数で

は大部分を占めているからである。 

9. おわりに 
本論文では、Web サイトにおける論理的不整合の検出方法

を提案し、実際の企業 Web サイトにおいて多数のリンク不整

合が存在する実態および、リンク不整合は利用者の目につき

やすい場所に存在していることを示した。また、実際に検出

された多くのリンク不整合の実例を紹介し、その発生傾向と

サイト管理指標との関係を分析し、サイト品質向上のための

新しいガイドラインを示した。 

今後は、検出精度の向上と自動化を図るとともに、不整合

検出結果から原因推定・サイト改善提案へ結びつける分析手

法を検討していく。 
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