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緒 言

我が国のインターネットはその急速な発展によ

り，今日の重要な社会基盤のひとつになったとい

える。特にインターネットの主要な技術のひとつ

であるＷＷＷ（World Wide Web）は，文書，画像，

音声，動画など多種多様な情報を容易に利用者に

発信することができるため様々な分野で応用され

るようになってきた１）。これらマルチメディア技

術の利用により，従来の紙媒体では表現が難し

かった内容も容易にかつ正確に表現できるように

なり，教育の分野でもこれらの技術を積極的に活

用した教育素材が開発・公開され始めている。Ｗ

ＷＷを用いた教育はWBT（Web Based Train-

ing）と呼ばれ，「インターネットまたはイントラ

ネットを利用したウェブ（ＷＷＷ：World Wide

Web）による学習方式。双方向性があり自由な時

間に学習可能という特徴を持つもの」と定義され

ている２）。

東京歯科大学では，１９９９年より学内イントラ

ネット（東京歯科大学情報ネットワークシステム，
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抄 録：ＷＷＷを用いた教育素材の利用実態に合わせた内容の更新，充実および技術的な改善を行
うため，アクセスログ解析による評価とその有用性を検討した。２００１年１０月１日から６ヶ月間の歯
科補綴学第一講座教育用ＷＷＷのアクセスログ解析を行った。のべ閲覧数は２８，６８５PV，ドキュメ
ントルートのヒット数は２，１９２であり，１回あたりの平均利用 PV数は，１３．１PVと推計された。利
用者のOSはMicrosoft Windows とMac OS を合わせると９８％であり，利用者のブラウザは，
Microsoft Internet Explorer５，６をあわせると９０％であった。利用は，週別では総義歯学臨床基
礎実習の前後の曜日である火曜日と木曜日が，時刻別では講義終了後である午後７時台が多かった。
また，講義や定期試験より，基礎実習の日程に連動して利用が増減していた。内容別では「総義歯
学総論・各論」が最も利用されていた。
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tem；TDC Net）を利用した教育素材の配信を

行っているが，歯科補綴学第一講座でも２０００年１０

月に総義歯学・老年歯科医学の教育用サイトを公

開し，２年が経過した。

ＷＷＷを用いた教育素材は，利用者が好きな場

所から好きな時間に利用できるという利点ととも

に，どの部分がどの程度利用されたのか等の利用

者の反応が作成者にわかりにくいという欠点もあ

る。従って作成者の予想した利用のされ方と実際

の利用のされ方に大きなギャップがあれば，教育

効果が上がらないばかりか，利用者に合わせた更

新もできないため，利用者離れにつながる。

これまで我々は，ＷＷＷを用いた教育素材の利

用実態に合わせた内容の更新，充実および技術的

な改善を目的に，アンケート法を用いた評価３，４）を

行い，報告してきた。しかし，アンケート調査の

結果は利用者の記憶と理解力に大きく左右される

という欠点があり，例えば利用頻度などのデータ

を正確に得ることは難しい。また，技術的な設問

は，回答者が IT（Information Technology）に関す

る知識に乏しいと正確な回答が得られないことも

明らかになっている３）。このように，アンケート

法ではＷＷＷの評価として不十分な点も存在す

る。

利用者の情報リテラシーの影響を受けることな

く利用できるＷＷＷの評価方法の１つとして，Ｗ

ＷＷが利用された際に記録されるアクセスログ

（動作記録）の解析がある。この方法は，アンケー

ト法のように利用者の協力を得なくても行えると

いう利点もある。そこで我々は，上述の目的のも

と，アクセスログ解析法を用いて我々の教育用Ｗ

ＷＷの評価と検討を行った。

材料および方法

１．調査対象

東京歯科大学教育用Web 内にある歯科補綴学

第一講座教育用WWW（http：//edu.tdc.ac.jp/

cdp/，以下，本サイトとする）の２００１年１０月１日

から２００２年３月３１日までの６ヶ月間の利用状況を

調査対象とした。調査は，本サイトが動作してい

るＷＷＷサーバ用ソフトウェアApache５）が記録

した同期間のアクセスログを解析することで行っ

た。なお，本サイトのアクセスログの記録項目は，

ホスト名，日時，ファイル名，ステータスコード，

ファイルサイズ，Referrer，User Agent（ブラウザ

名，オペレーティングシステム（OS）名等）であっ

た。

２．アクセスログの解析

アクセスログの解析には，汎用アクセスログ解

析ソフトウェアAnalog６）を用いた。バージョンは

５．０１（jp１．０４）で，日本Analog ユーザ会７）がアー

カイブした日本語環境インストール済Windows

版コンパイル済ファイルを利用した。

集計項目は，総 PV（page view）数，ドキュメン

トルートのヒット数，OSの種類別 PV数，ブラ

ウザの種類別 PV数，コンテンツの内容別 PV数，

曜日別 PV数，週別 PV数，時刻別 PV数とした。

利用者がブラウザを使ってＷＷＷを閲覧しよう

とすると，ブラウザからＷＷＷサーバに対して閲

覧要求（リクエスト）が送信される。サーバはこの

リクエストに応えて，ページを構成するファイル

や画像などの様々なファイルをブラウザに送信

し，その結果ＷＷＷのページの内容がブラウザに

表示される。これらのリクエストのうち，ページ

の構成要素の基本となるHypertext Markup La-

nguage（HTML），Common Gateway Interface

（CGI），Adobe Portable Document Format

（PDF）の形式のファイルに対するリクエストを

ページ閲覧数（PV）として集計した。また，ホス

ト名およびUser Agent 等から検索ロボットのク

ロールなど明らかに人によるアクセスでないもの

（以下，無人アクセスとする）については PVから

除外した。

結 果

２００１年１０月１日から２００２年３月３１日までの，６

ヶ月間の総閲覧数は９４，０７３PVであった。そのう

ち検索ロボットのクロールと思われる無人アクセ

スは，６５，３８８PV（６９．５％）で，それを除く人によ

ると思われるアクセスは２８，６８５PV（３０．５％）で
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あった。無人アクセスと判定したものはすべて，

深夜１時から３時頃のアクセスで，ブラウザが

Wget であるものだった。これは，ホスト名など

からも検索エンジンの indexing のためのクロー

ルと考えられたため，その後の解析からは除外し

た。

無人アクセス除外後のドキュメントルートの

ヒット数は２，１９２であった。ドキュメントルート

のヒットは，本サイト内からトップページへリン

クされたアクセスとは区別されるため，本サイト

の外部，つまり他のサイトからトップページへ何

人がアクセスしたかの目安になる。この結果から，

延べ訪問者は２，１９２人で，総 PV数をドキュメン

トルートのヒット数で除すと１３．１PVとなり，こ

れが一回あたりの平均利用 PV数と推計された。

利用OS別の PV数とそれぞれのOSのバー

ジョンの割合を表１に示す。また，利用ブラウザ

別の PV数を表２に示す。Microsoft Internet

Explorer（Microsoft Corporation 製，以下 IE）と

Netscape Navigator（Communicator）（Netscape

Communications Corporation 製）の２大ブラウザ

で９７．８％を占めた。また，利用ブラウザの中には

内容を一括して保存する機能をもつ Page Down

（吉阪豊製）とCuam（Cuam製）が含まれていた。

表１ OS別 PV数（カッコ内の数値は，Windows 内での割合を示す。）

OSの種類 PV数 全体に対する割合（％）

Microsoft Windows ２６，９０６ ９３．８
Windows Me （１０，６３６） （３９．５）
Windows９８ （９，６９６） （３６．０）
Windows２０００ （３，２２３） （１２．０）
Windows９５ （２，２５５） （８．４）
Windows XP （９６７） （３．６）
Windows NT （８０） （０．３）
その他のWindows （５３） （０．２）
Mac OS １，１７８ ４．１
その他のOS，不明OS ６０１ ２．１

合 計 ２８，６８５ １００．０

表２ ブラウザ別 PV数（カッコ内の数値は，それぞれの種類での内訳を示す。）

ブラウザの種類 PV数 全体に対する割合（％）

Microsoft Intrent Explorer ２６，５０３ ９２．４
MSIE／５ （２３，５２２） （８８．８）
MSIE／６ （２，３５０） （８．９）
MSIE／４ （６２８） （２．４）
MSIE／３ （３） （０．０）
Page Down ９３７ ３．３
Netscape Navigator／Communicator ６３６ ２．２
Mozilla／４ （５９４） （９３．４）
Mozilla／５ （４２） （６．６）
Cuam ４９１ １．７
その他 １１８ ０．４

合 計 ２８，６８５ １００．０

２４８ 上田，他：教育用ＷＷＷのアクセスログ解析による評価
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本サイトの構成は，総義歯学総論・各論の教科

書的解説のページ，総義歯学基礎実習関連のペー

ジ，総義歯学に関連する器材・材料の解説のペー

ジ，医局員用情報のページ，その他のページに大

別される。その構成を図１に示す。総義歯学総論・

各論のページの閲覧が約半数を占めた（図２）。

曜日別 PV数（図３），週別 PV数（図４），時刻

別 PV数（図５）の結果を別に示す。

考 察

１．解析方法について

今回解析に利用したAnalog６）は，英国 Cam-

bridge 大学統計学研究室の Stephen R. E. Tur-

ner が開発したアクセスログ解析ソフトウェアで

あり，世界でもっとも利用されているアクセスロ

グ解析ソフトウェアといわれている。このソフト

ウェアは，GPL（GNU General Public License）に

準拠しているので，オープンソースかつ無料で公

開されている。そのため，マルチプラットフォー

ムで利用できる。また，表示もブラウザを利用し

ているため，ＷＷＷコンテンツを作成できる程度

図１ 歯科補綴学第一講座教育用ＷＷＷの内容別構成
割合

図２ 内容別 PV数

図３ 曜日別 PV数

図４ 週別 PV数

歯科学報 Vol．１０３，No．３（２００３） ２４９
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の知識があれば比較的容易に利用できる。アクセ

スログ解析ソフトウェアは他にも様々なものがあ

るが，多くが企業などの大規模サイトを対象にし

ているため，操作が複雑で，価格も非常に高い。

そのため，教育用ＷＷＷ改良のために簡単に利用

できるAnalog を採用した。

アクセスログには，すべてのファイルへのリク

エストが記録される。いわゆるヒット数は，画像

ファイルなどへのリクエストもすべて加算される

ため，ページの閲覧数を示す PVに比べ格段に大

きな値となる。従って，ページ単位の集計を行い

たい場合には不適切であり，PVでの分析が適切

である。ただし，本サイトには PDFファイルが

含まれており，これは通常１ファイルで複数ペー

ジを含んでいる。そのため，今回の PVの定義で

は，これらへのアクセスは実際には複数ページの

閲覧であっても１PVとなってしまい誤差を生じ

る。しかし現段階では全構成に占める PDFファ

イルの割合が少ないことや，調査期間中に PDF

ファイル数に変化はなかったものの，各 PDF

ファイルに若干のページ数の増減があったことか

ら，PDFファイルのページ数を PV数に変換す

ることはしなかった。

また通常インターネットでは，検索エンジンの

indexing のために検索ロボットがページを閲覧

しており，そのアクセスを除外しなければ閲覧数

を多く見積もってしまうことになる。これは，ア

クセスカウンターを用いた閲覧数の集計でも同様

のことがいえる。よって，アクセスカウンターを

用いるのではなく，アクセスログ解析を行わなけ

れば正確な閲覧数は把握できない。今回の結果で

も，７割のアクセスが検索ロボットによるもので

あったため，これを除外しなければ実際の閲覧数

の３倍以上の閲覧があると誤算してしまうことが

わかった。この点からもアクセスログ解析の有用

性が示唆された。

また一般に，本サイトのように小規模なサイト

の場合，コンテンツを作成し提供する側が，動作

確認や自己評価の目的で繰り返しアクセスを重ね

る場合が多く，総アクセスに占める比率が高くな

る特徴がある。そこで，どのような場所からアク

セスされているかを示す利用元 IP アドレスを解

析したところ，学内の講座・研究室からの利用が

人によるアクセスの２１％を占めていることがわ

かった。これらの利用が学生ではないことは明確

である。しかし，本サイトのターゲットユーザは

学生のみならず歯科臨床研修医や医局員を含んで

おり，実際にそれらの者に利用を呼びかけた。従っ

て，講座からのアクセスを一括して動作確認や自

己評価目的としたものとして除外することはでき

ず，さらに，大規模な動作確認は調査期間以前に

終了していたことを考慮して，今回はそれらのア

クセスを除外しなかった。

２．利用者のOS，ブラウザについて

利用者のOSは，Microsoft Windows（Microsoft

Corporation製，以下Windows）が９３．８％，Mac OS

が４．１％でこの２つのOSで９７．８％と大半を占め

た。また，ブラウザでは IEのバージョン５と６

をあわせて９割となった。アクセスメディアイン

ターナショナル社が同時期に行った全国調査８）の

結果では，IEバージョン４，５，６を合わせた

シェアは６２．８％であった。本学では一般のシェア

に比べて IEの比率が大きいことがわかった。こ

れは，大学が３年生に対して購入を推奨した機種

がWindows 機であったことが影響していると考

えられるが，これまでの調査４）で，３年生だけで

なく６年生などにも多くの利用者がいることか

ら，本学の学生の利用OSはWindows が多いこ

図５ 時刻別 PV数

２５０ 上田，他：教育用ＷＷＷのアクセスログ解析による評価
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とが推察された。

また，ほぼすべてのブラウザが本サイトで表示

の制御として利用しているCSS（Cascading Style

sheets）に対応している。これらの結果から，現

状として本学の教育用ＷＷＷの作成にあたって

は，Windows 版 お よ びMacintosh 版 の IE と

Netscape Navigator（Communicator）のバージョ

ン４以上に対応していれば技術的には問題ないと

いえる。

しかしながら，少数でも上記以外の環境での閲

覧者がいることは事実であり，今後学外に公開す

る場合，様々な環境の閲覧者が増えることは間違

いない。そのとき，大学という教育機関として多

種多様の訪問者に対してアクセシビリティを維持

することは責務であるといえる。IT先進国であ

るアメリカでは，連邦政府および政府への納入業

者が運営するＷＷＷに対して，音声読み上げブラ

ウザや文字のみのブラウザへの対応など，一定の

アクセシビリティの確保を連邦法（リハビリテー

ション法第５０８条９））で義務付けている。そのよう

な流れへの対応も今後の検討課題であると思われ

る。

３．閲覧状況について

ドキュメントルートのヒット数から，１回の閲

覧で平均１３．１ページの閲覧があることがわかっ

た。１３ページの閲覧は，おそらく１０分程度かそれ

以下の比較的短時間の閲覧になるものと思われ

る。これは現時点における本サイトの利用は，系

統的に学習することを目的としたものではなく，

連絡事項の確認や辞書的な利用が多いことを示唆

している。この結果は今後コンテンツを製作，更

新を行なっていく上で，内容や情報量の目安にな

るものと思われる。

コンテンツの内容別の閲覧状況では「総義歯学

総論・各論」が５２％と最も多く，次いで「基礎実

習」関連，「器材・材料」の順で多かった。図１

に示す本サイトの構成割合と比べると，７４％を占

めている総義歯学総論・各論のページの閲覧回数

が全体の５２％程度にとどまっていた一方で，構成

の５％しか占めていない総義歯学臨床基礎実習の

ページの閲覧回数が２３％に上っていた。基礎実習

のページには，実習に関するお知らせやFAQ

（Frequently Asked Questions；よくある質問と

その答え），実習手技のポイントなどが掲載され

ている。この結果には，利用者に占める３年生の

割合が高い４）ことも影響しているが，サイトの中

で占める割合が小さくとも利用者が必要としてい

る少数のファイルが繰り返し利用されるという実

態も明らかになった。このことから，単にページ

数を増やすのではなく，利用状況を把握した上で

閲覧回数の多い内容を重点的に更新したり，充実

させたりしていくことの必要性が浮き彫りになっ

た。

分析対象とした期間は，学生の後期授業期間に

あたる。この時期は第３学年の総義歯学臨床基礎

実習があり，上述のとおり第３学年の学生の利用

が最も多かったと考えられる。この実習は１０月か

ら１月までの水曜日に行われており，本サイトの

利用は実習当日よりもその前後の日が多かった。

授業のない土曜日に利用があったことから，休日

に来校して自習的に利用している者がいることが

わかった。

週により利用量が大きく違い，実習期間中の利

用がほとんどであった。また，実習試験が１１月２８

日，１月２３日にあり，その前の利用が多くなって

いる。このことから，実習の試験勉強や予習復習

として多く利用されている反面，後期定期試験の

勉強としてはあまり利用されなかったようであ

る。これは，実習の際に特に利用を即したことと，

定期試験前は登校日ではないため，定期試験勉強

に利用したとしても印刷したものを利用したので

はないかと推察される。この結果から，講義の予

習・復習や定期試験の学習としてＷＷＷを利用さ

せたいと考えるならば，学外からの利用ができる

ようにする必要があることが示唆された。

利用時間帯は，授業時間中の利用はほとんどな

く，午後７時代がピークで，放課後から午後１０時

ごろまでが多かった。これは，図書館が開いてい

るのが午後８時までであることと，無線 LAN（Lo-

cal Area Network）が利用できるラウンジの利用
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時間が午後１０時までであることが理由と考えられ

る。

以上の通り，アクセスログ解析により多くの知

見を得ることができた。このことから，WWW

を用いた教育素材の評価としてアクセスログ解析

法は，アンケート法などその他の評価方法と組み

合わせることで改善のために大いに役立つことが

示唆された。

結 論

東京歯科大学教育用Web 内にある補綴学第一

講座教育用ＷＷＷの２００１年１０月１日から２００２年３

月３１日までの６ヶ月間の利用状況をアクセスログ

解析にて調査したところ，次の知見を得た。

１．総閲覧数は９４，０７３PVであったが，そのう

ち検索ロボットのクロールと思われる無人アクセ

スを除くアクセスは２８，６８５PV（３０．５％）であった。

２．無人アクセス除外後のドキュメントルート

のヒット数は２，１９２であった。この結果から，一

回あたりの平均利用 PV数は，１３．１PVと推計さ

れた。

３．利用者のOSは，Microsoft Windows とMac

OS で大半を占め，合わせて９８％であった。

４．利用者のブラウザは，Microsoft Internet

Explorer のバージョン５と６を合わせると９０％

となった。

５．内容別では，「総義歯学総論・各論」が最

も多く，次いで「基礎実習」関連，「器材・材料」

の順で多かった。

６．利用は，週別では総義歯学臨床基礎実習の

前後の曜日である火曜日と木曜日が，時刻別では

放課後の午後７時代が多かった。また，講義や定

期試験より，基礎実習の日程に連動して利用が増

減していた。

以上のように，アクセスログ解析により多くの

知見を得ることができた。よってアクセスログ解

析法は，WWWを用いた教育素材の評価方法と

して有用であることが示唆された。

本論文の要旨は，第１２３回東京歯科大学学会例会（２００２

年６月１日，千葉）において発表した。
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「特色ある教育研究の推進」（平成１０，１１，１２年度）の助
成を受けて行われた。

謝 辞
本研究を実施するに当たり技術的助言をいただいた，

東京大学大学院理学系研究科の上田陽平氏に御礼申し
上げます。

参 考 文 献
１）総務省：平成１３年度版情報通信白書，２７，ぎょうせ
い，東京，２００１．
２）先進学習基盤協議会：ｅラーニング白書２００１／２００２
年版，２０～２３，オーム社，東京，２００１．
３）伏屋 昇，上田貴之，廣瀬直己，杉山哲也，櫻井
薫，石崎 憲，金山 昇：ＷＷＷ（World Wide Web）
を用いた教育素材の評価と改善への取り組み―東京
歯科大学学生のインターネット利用動向調査―．歯
科学報，１０３：１３０～１３５，２００３．
４）廣瀬直己，上田貴之，伏屋 昇，杉山哲也，櫻井
薫，石崎 憲：ＷＷＷ（World Wide Web）を用いた教
育素材の評価と改善への取り組み―アンケートによ
る東京歯科大学歯科補綴学第一講座ＷＷＷの評価―．
歯科学報，１０３：１８１～１９０，２００３．
５）The Apache Software Foundation : The Apache
Software Foundation, http：//www.apache.org/
６）Stephen Turner : Analog, http：//www.analog.cx/
７）日本Analog ユーザ会：日本Analog ユーザ会，
http：//www.jp.analog.cx/
８）財団法人日本インターネット協会：インターネット
白書２００２，７６，インプレス，東京，２００２．
９）United States Department of Justice : Workforce
Investment Act of 1998, http：//www.usdoj.gov/crt
/508/508 law.html

２５２ 上田，他：教育用ＷＷＷのアクセスログ解析による評価

― 42 ―



Approach to Evaluation and Improvement
of WWW（World Wide Web）－based Educational Materials

― Evaluation by Access log analysis ―

Takayuki UEDA, Tetsuya SUGIYAMA, Noboru FUSEYA
Naoki HIROSE, Kaoru SAKURAI and Ken ISIZAKI

Department of Complete Denture Prosthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Kaoru Sakurai）

Key words : Dental Education, Evaluation of education, The Internet, World WideWeb(WWW),

Web Based Training(WBT)

To update and enrich the contents of our WWW－based educational materials and toimprove tech-

nical aspects, evaluation of the web site was performed by access log analysis, and the WWW's effec-

tiveness was investigated. Access log analysis of the educational WWW of the Department of Complete

Denture Prosthodontics was performed for six months from October 1, 2001. The total number of ac-

cess was 28,685 PV（Page Views）, and the number of access to document root was 2,192. The mean PV

per visit was estimated to be 13.1 PV. Regarding the OS and browsers of users, Misrosoft Windows and

Mac OS made up 98% of total accesses, and Microsoft Internet Explorer 5 and 6 accounted for 90%.

The access number was higher on Tuesdays and Thursdays, which were before and after preclinical

training on complete denture prosthodontics. In terms of time, the hour between 7 : 00 and 8 : 00 p. m.

after our practical training showed the highest access. The access number was found to be correlated

to the schedule of the preclinical training rather than to lectures or examinations. Among the contents,

“Theory and Practice in Complete Denture Prosthodontics”was accessed most often.

（The Shikwa Gakuho，１０３：２４６～２５３，２００３）
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