NEWS RELEASE
株式会社マーズフラッグ
代表取締役社長 武井信也
2013 年 2 月 13 日

マーズフラッグ、Web サイト品質ランキング（都内大学版）を発表
～都内 137 校の Web サイト品質を MARS QUALITY で一斉評価、
総合大学における Web サイト品質管理の難しさが顕著に～

国内の主要企業にサイト内検索サービスを提供する株式会社マーズフラッグ(本社:東京都新宿区、代表取締役社
長:武井 信也 以下マーズフラッグ)は、この度、Web サイト品質管理サービス「MARS QUALITY」を利用し、都内国公
私立大学 137 校を対象に Web サイトの品質に関しての一斉調査を実施しました。Web サイト閲覧者が体感しやすい
Web サイトの問題点をスコア評価した結果を基に、「Web サイト品質ランキング（都内大学版）」を発表します。

本ランキング調査は、近年、情報発信基盤としての重要性が高まる企業・団体の Web サイトに関し、Web サイト管理
者のサイト品質に対する意識向上を目的としてマーズフラッグが独自に実施しているものです。サイト閲覧者視点で、
閲覧者が Web サイトの問題として体感することの多いリンク切れ数、画像の欠落数、ローカルファイルへのリンク数等
の主要評価指標 5 項目で評価し、客観的かつ総合的な Web サイト品質をランキング形式にて公表するものです。

大学等の Web サイトに関しては、学校教育法施行規則等の一部改正に基づき平成 23 年 4 月からホームページ等
を活用して公表する必要がある教育情報が明確化されました。今般の調査は、本改正の施行から間もなく 3 年目を迎
えるにあたり、法令上で明示された情報公開に対する各大学の取組状況を基盤整備の観点から調査したものです。

Web サイト品質ランキング（都内大学版） TOP10
順位

大学名

ポイント

1位

大原大学院大学

100.00

2位

文化ファッション大学院大学

95.47

3位

文京学院大学

94.80

4位

ハリウッド大学院大学

94.44

5位

東京女子体育大学

94.39

6位

ルーテル学院大学

94.26

7位

産業技術大学院大学

94.00

8位

日本文化大学

93.48

9位

津田塾大学

92.62

10 位

国立音楽大学

90.80

※ランキング TOP30、項目別のランキングは http://www.marsflag.com/ranking/にて公開しております。
※調査対象：都内国公私立大学 137 校
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評価項目：以下 5 項目を調査対象 html 数のボリュームに応じ採点
1.リンク切れがあるページの有無
2.title がないページの有無
3.meta description がないページの有無
4.画像抜けがあるページの有無
5.ローカルファイルへのリンクがあるページの有無

総評
本調査にて、調査対象 137 校のうち、99.3%に相当する 136 校において、いずれかの評価項目で Web サイトの問題
が確認されました。単科大学よりも学部数が多い大学（複合、総合大学）のページあたりの問題箇所が多い傾向があ
ります。

評価項目別では、「リンク切れがあるページ」が確認された大学数が最も多く、調査対象 137 校のうち 98.5%に相当
する 135 校にて上記 5 項目のいずれかの項目に該当しました。「リンク切れのあるページ」は Web サイト訪問者の「リ
ンクを辿って欲しい情報を深掘りする」という行動の妨げとなり、サイト離脱を招くことで効果的な情報開示に対するリ
スク要因になり得ます。

教育機関に関する情報収集手段は、従来型の学校パンフレット等から、公式 Web サイトへと大きく変化しています。
教育機関における Web サイトにおいては、法令対応としてのコンテンツ整備はもとより、Web サイトが学生や入学希望
者にとっての重要な情報取得窓口に変化している状況に対応し、情報提供効果を低下させる潜在リスク回避への取
組み、早期での基盤整備が急務であるといえます。

マーズフラッグでは、今後も Web サイト管理者のサイト品質に対する意識向上を促すことを目的に、関連サービス
の提供並びに調査分析を積極的に展開してまいります。

以上

■ニュースリリース記載の全ての情報は公開日現在の情報です。予告なしに変更されることがありま
すので、あらかじめご了承ください。
また、このニュースリリースは http://www.marsflag.com/news/からご確認頂けます。

■本件に関するお問い合わせ
株式会社マーズフラッグ マーケティング本部 西田 光良
〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-16-6 新宿イーストスクエアビル 3F
Tel:03-5362-5200 Fax:03-5362-5400 E-mail: info@marsflag.com

Web サイト品質ランキングの概況
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【調査概要】
調査目的

学校教育法施行規則等の一部改正に基づき、大学が提供する教育サービス情報の取得
しやすさ、公共性の高い学術機関としての情報基盤の整備状況を調査

調査対象数

都内国公私立大学 137 校

調査範囲

トップ URL と同一ドメインに属する全ページ

調査時点

2013 年 1 月 7 日～2013 年 1 月 25 日

評価項目

1.リンク切れがあるページの有無
2.title がないページの有無
3.meta description がないページの有無
4.画像抜けがあるページの有無
5.ローカルファイルへのリンクがあるページの有無

評価方法

上記 5 項目を調査対象 html 数のボリュームに応じ採点
【ポイント算出方法】
100-(チェック項目該当箇所数÷調査対象 html 数×100)=ポイントとしてランキング

使用ツール

Web サイト品質管理サービス「MARS QUALITY」

【概況】


多くの学部数を抱える大学（複合、総合大学）ほど、ホームページの品質に対するガバナンスの維持が難しい傾
向にあると考えられます。理由は以下 2 点です。
1）総合ランキングにおいて上位 10 位の大学中、9 校が単科大学
2）学部数の多い大学は、ランキング下位に集中する傾向

＜図 1：学部数別に見た大学の割合（30 位以内/30 位以降）＞

【評価項目別の状況】


全都内大学中 99.3%の大学にて評価対象 5 項目のいずれかの項目でチェック項目に該当する箇所が発見されま
した。
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問題発生率が最も多いチェック項目は「リンク切れのあるページ」でした。「リンク切れ」は、Web サイトにおいてサ
イト離脱を誘発する重大なリスク要因となり得ます。

＜表 1：項目別の状況＞
評価項目

評価項目定義

問題発生率

リンク切れ有無

HTTP ステータスコードが 400 番台(401 を除く)、またはホストが見

98.5%

つからない
title 有無

title タグがない、または、title タグが存在するが title タグに囲まれ

66.4%

た文字が空文字になっている
meta description 有無

meta タグで name="description"となっているものがない、または、

93.4%

タグは存在するが content の内容が空文字になっている
画像抜け有無

img タグで指定した URL が、リンク切れ URL、または、リンク切れ

80.3%

ではないが画像ではないコンテンツである
ローカルファイルへの

ローカルファイルへのリンク(file:///～)が記述されている

42.3%

リンク有無
※「問題発生率」とはチェック項目に該当する大学数の割合

＜図 2：各チェック項目に該当する大学の割合＞

※調査結果の詳細は、http://www.marsflag.com/ranking/にて公開しています。評価結果は、2013 年 1 月 7 日～2013
年 1 月 25 日時点の状況に基づき測定したものであり、調査時点以降に更新がされている場合があります。

【参考：Web サイト品質管理サービス MARS QUALITY 概要】（http://www.marsflag.com/marsquality/）
マーズフラッグ社が独自技術で開発した Web サイト品質管理サービスです。サイトの構築時・改修時に問題箇所を一
括把握したい場合や、日々のメンテナンスで生じる品質低下を全体管理したい場合に有効活用でき、企業様の Web
サイト品質の向上とともに、管理コスト・管理負荷の低減に貢献します。
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