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検索語はECサイトでの行動に影響するのか
〜検索語の具体性による行動の比較〜
笊 ――― ウエブ上の行動と検索語
笆 ――― 問題意識―検索語と情報探索行動は関係するか
笳 ――― 調査対象サイトと検索語の分類
笘 ――― 検索語のレベル別のクリック数、購入率
笙 ――― ハブとなるページの特定
笞 ――― ページの遷移
笵 ――― サイトからの離脱を少なくするために
笨 ――― モデル化の方向性と見えてきた課題

新井 範子

しかし，インターネット上のデジタルなデー
タはそのような情報を何ももたらしてくれな
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い。確かに行動の履歴を明らかにできても，
「なぜそういう行動をとったのか」「A さんと

笊――― ウエブ上の行動と検索語

B さんの行動の違いは何によるものなのか？」
という行動の心理的，意味的なことは何も明

インターネット上のサイトによる購買が

らかにしてくれない。

年々増加し続けている。インターネットにお

実際の店舗における購買行動においても，

ける購買市場，つまり EC 市場は増加しつづ

消費者の状況，たとえば，関与であったり，

けている。同時に消費者はどのようにサイト

購入しようと思っている対象に対する知識や

上で行動するのか，どのような情報にアクセ

経験の有無によって行動が違うように，イン

スしているのか，インターネット上における

ターネット上であっても，そのサイトに訪れ

消費者行動の研究も増加している。

た消費者の状態，状況の違いによって行動が

インターネット上における購買は，クリッ

違うはずである。

クストリームデータとして，行動の履歴がす

対象への態度の違いによって情報探索の違

べて残り，その行動に何秒間が費やされたの

いを解明したものに「精緻化見込みモデル」

か，次にどんな行動へと移ったのかがわかる。

（Elaboration likelihood Model : ELM）がある。

しかし，このデータは，会員データなどと照

精緻化見込みモデルでは，説得に対してどの

らし合わせなければ，その行動者の属性や，

くらいその対象についてよく考える（精緻化

行動の特徴などは知ることができない。実際

する）見込みによって態度変容が違うことを

の店舗における購買行動のデータであれば，

理論化したものである。Petty と Casioppo

目で見て，性別や年齢が推定できたり，また，

（1986）のこのモデルは，「中心的」と「周辺

購買時の様子を目にすることによって，かな

的」の二つの態度変化のルートを見い出し，

り多くの情報を推測であれ得ることができる。

それによって態度変容を生じさせる要因が異
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なることを明らかにしている。さらに，情報

もちろん，クッキーなどの技術を使うこと

処理の過程において，自我関与の程度も関係

や，会員登録等でその人の属性を自己申告し

し，自我関与が高い場合は，情報を丁寧に処

てもらう等のことにより，その人の過去の訪

理していくが，低い場合は短絡的な判断がさ

問歴，会員の有無や過去の履歴などを知る方

れる。

法もある。しかし，WEB 上において，その

同様な指摘はそれ以前に Chaiken（1980）

ように個人について何らかの側面を知ること

の Heuristic-Systematic Model（HSM）でも

ができるデータはわずかであるし，さらに個

されている。ヒューリスティック処理はシス

人を特定して行動の解釈をしていくより，個

テマティック処理よりも能力が必要とされず，

人のデータを使わずに，行動の把握そして予

また簡単に行われる処理である。

測ができるほうが，EC サイトにおいてより

これらのモデルは，事前からの連続した態

有用性が増すだろう。また，会員登録等の個

度の変化を理解する枠組を提示したものであ

人データは当たり前であるが，個人的な属性

る。個人的な情報処理に対する動機付けの違

であり，その人のその時点における検索対象

いは，本人との関連性（Petty and Casiop-

に対する態度や意思を表すものではない。

po1986），認知欲求（Haugtvedt ら 1992），事

笆――― 問題意識―検索語と情報探索
行動は関係するか

前の知識（Maheswarend ら 1996）等の要因
があげられている。
これらのモデルをインターネット上の行動

そこで本研究は，購買者の属性ではなく，

に適応させて考える研究も見られるようにな
ってきた。Huang ら（2006）は，事前の知識

その人の初期状態として，「検索語」を用いる

や認知欲求のレベルの違いを実験によって明

こととした。インターネット上で情報を検索

らかにし，EC サイトにおいて，訪問者の精

する際，検索サイトの検索窓に検索語を入力

緻化のレベルによって説得や交渉の方略を変

する。その検索語は，検索した対象に対して

えるアプリケーションの可能性について示唆

の具体性や態度の一端を表していると考えら

している。また，Kar ら（2005）は，クリッ

れる。情報の探索が必要となった際，その情

クストリームデータを使用し，着メロサイト

報の探索の必要性，もしくは，その対象に対

において個人の嗜好とマッチしたパーソナラ

しての知識の違いで検索語は異なる。前述し

イゼーションされた情報提示がより精緻化を

たように個人の事前の知識や認知欲求の違い

促すことを明らかにしている。

によって，情報処理行動が違いが見られるこ
とにより，消費者の事前の態度を知る手がか

このように，インターネット上の行動はア

りとして検索語を採用した。

クセスの履歴が残り，どのように行動をした

たとえば，ワインについて検索したい場合，

のかリアルの店舗とは違い明確にわかる。し

「ワイン」という検索語を入れた場合と「赤ワ

かし，バーチャルな空間での行動であるので，
先にも述べたようにその行動を行った人の属

イン」と入力した場合を比べると，探してい

性を知ることはほとんど不可能である。

る情報の違いが明確であり，「赤ワイン」の入

5
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力のほうがより情報探索意欲が強い，または

際の店舗や EC ショッピングモールへの出店

ワインに対してのその瞬間の思い入れが強い

などはしていない。商品について特徴的なの

ことが想像できる。それはたとえば，「フラン

は化粧水にいれる成分や香り，ベースとなる

ス

水などを自分で選んで調合することである。

ワイン」であったり「ブルゴーニュ

赤

ワイン」と入力するほど情報探索の意欲の違

自分の肌や悩みにあったように自分でカスタ

い，さらにはワインの購入意欲の違いにも表

マイズして成分を選ぶことができる。また無

れるかもしれない。「ただなんとなくワインを

添加である。スターターのキットとしてあら

探している」のか，「特定の銘柄，特定のビン

かじめ決められたキット等も売っているが，

テージのものを探している」ように，検索語

自分で調合すること，自分でつくることなど，

の具体性の違いは購入する意思の強さや動機

購入に関してはある程度の化粧水や成分に関

づけのレベルの違いも関係してくることも考

する知識が必要となる EC サイトである。最

えられる。

も簡単に使える商品であるキットであっても，

インターネットの場合では，検索語を入力

自分で調合して作り上げなくてはならない，

する際にある程度，検索対象に対する態度は

冷蔵庫で保存しなくてはならない，など一般

決まっている。その後の情報探索行動におい

的な化粧水より手間がかかる商品であり，化

て検索当初の態度は関係するのだろうか，ま

粧品に対する関与が高い人がユーザと考える

た，サイト上での行動に違いが見られるのか

ことができるショップである。

を本研究では明らかにするため，本研究では

今回はサイト F の 2007 年 7 月のデータを分

EC サイトのデータの分析より，検索語のレ

析の対象とした。対象となったトランザクシ

ベルと行動の関連をみることとした。

ョンは，検索サイト（google，yahoo ！，

分析の手順は以下である。

msn ，goo）から検索語を入力してサイトに

① 検索語の抽出，レベルの分類

入ってきた 63104 である。大きなトランザク

② 検索語レベル別の行動（クリック数，購

ションを持つサイトではなく，むしろ小さな

入率）の違い

サイトである。広告を出稿していないので，

③ ハブページの特定

広告ページやアフィリエートからサイトへ来

④ ハブページを中心とした遷移確率

ることはない。なおサイト F は全 137 ページ

⑤ モデル化の試み

より構成されている。
まず，検索語の分類を試みた。アクセスロ

笳――― 調査対象サイトと検索語の分類

グのリファラーより，そのサイトに訪れた際
の検索語を明らかにしてみた。検索語の種類

本研究では化粧品サイト，『コスメ調合室

は 485 個である。最も多く入力された言葉は

フルフリフルフラ』 （以下サイト F）のアク

2326 回で「コスメ調合室」であり，1 回しか

セスログデータを分析の対象とした。サイト

入力されなかった言葉が全体の 51%を占めた。

F は化粧水を主とした化粧品販売サイトであ

検索語の入力回数を多い順に並べ替えると

り，商品の販売はこのサイトのみであり，実

図− 1 のようなに極端な L 字型となり，特徴

1）
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■図―― 1

無料，等）の 5 つのタイプに分類することが

検索語の分布

できた。
さらにそれぞれのタイプを具体的，つまり
そのサイトや商品に対して特定的であるのか，
より抽象的であるのかによって 3 つにランク
付けした。具体的なサイト名，商品名，サイ
ト F というように固有名詞を用いた検索語を
レベル 1，レベル 2 は「バラの化粧水」や
「アルコールフリーの化粧水」「手作りコスメ」
など無添加化粧品に一般的に含まれる成分や

的なもの（サイト名や商品名，商品カテゴリ

あいまいなサイト名など，そしてレベル 3 は

ー）が多く，それ以外は，数回から 1 回程度

もっとも般的な成分や商品カテゴリーの名称，

の入力しかされず，幅広く存在する。

たとえば「化粧水」「無添加」などをレベル 3

さて，一度の検索で入力された検索語の数

と し た 2 ）。 そ れ ぞ れ の 比 率 は ， レ ベ ル 1 が

であるが，一回の入力で入力の際の検索語の

20.7%，レベル 2 が 42.8%，レベル 3 が 25.8%

数であるが，もっとも多く入力された場合は

である 3）。

7 語であり，2 語入力される場合が最も多い

笘――― 検索語のレベル別のクリック
数，購入率

。
（図− 2）
次に検索語のタイプを分類した。検索語は
指示している内容になり，その検索語をまず
はそのタイプにより，サイト名（手作りコス

今回の分析は，検索語が 1 語のみでサイト

メ室，コスメ調合室，フルフリ等），商品名

に入ってきたトランザクションのみを対象と

（ハンガリアン化粧水，贅沢石鹸等），成分

した。検索語が 2 語以上の場合は，検索語の

（ゼラニウム等），効能（美白等），流通（送料

レベルが違っているために，行為者の対象に

■図―― 2

対する態度を把握することが難しいため，今

1 度の検索で入力される検索語の数

回は 1 語のみのトランザクションに限った。
分析したトランザクション数は 23418 である。

42.17
37.11

また 1 語のトランザクションには，サイト名
と商品名に分類された検索語のみが残り，成
分名や流通についての検索語のトランザクシ
ョンはなくなった。

16.51

まず，購入率とサイトに入ってきてから出
3.5

るまでのクリック数を検索語のレベルごとに
0.59

0.09

0.03

比較した。購入率は 表 − 2 で示したように，
レベル 1 よりもレベル 2 の場合が最も高かっ
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■表―― 2

もしれない。この点を明らかにするためには，

検索語レベル別購入率

対象に対する具体性と購入についてより深い

レベル

率

研究が必要である。

非購入

購入

検索語の

レベル 3 が最も購入率が低いのは，具体的

（商品ペ
購入率 平均クリ ージまで （１ペー 平均クリ
（％）
ック数 到達
ジのみ） ック数

に欲しい商品や情報とサイトの内容や商品が

64.35

34.66

10.9

かけ離れていたと考えられる。もしくは，自

65

21.8

76.89

22.2

分の意思も漠然としていたのかもしれない。

／

5.41

94.5

11

1

54.4

2.3.

38.5

2

41.1

4.1

3

4.5

0

サイトに入ってきたページでほとんどの場合
が離脱してしまっていることからもうかがえ

た。しかし，購入に至るまでのクリック数は，

る。レベル 1 においては商品の購入に至らな

レベル 1 と比較すると圧倒的にレベル 2 のほ

くても商品ページまで到達することが多いの

うが多い。つまり多少のあいまいさを持つこ

は，やはりそのサイトや商品について既知で

とばでサイトに入ってきた場合は，サイト名

あるので，ある程度，特定の情報を探索しに

や商品名でサイトに入ってきた場合よりも，

きていると考えられる。このように，購入率，

そのサイトや商品そのものに対して精通して

クリック数やサイト内のどこまでみるのかな

いないために，情報探索行動が多くなったこ

どは，検索語のレベルである程度の差がみら

とが推測される。レベル 1，いわゆる「指名」

れることがわかった。

でサイトの正式名称や商品の名前を入力でき

さらに，検索語の同レベルにおいても，検

ることは，そのサイトに以前に訪問したこと

索語の種類によってクリック数が違うか比較

がある，もしくは購入したことがある，他の

した。比較したのは，購入に至った場合のレ

サイトで知ったという過去の経験を表してい

ベル 1 のサイト名を表す検索語と商品名の場

る。そのためサイトや商品の情報を持ってい

合である。サイト名の場合は，平均で 26.6 ク

るために，情報探索行動が少なくても意思決

リック，また，商品名の場合は，45.5 クリッ

定できるのであろう。最も具体性が高いレベ

クと有意な差が見られたが，購入率では差が

ル 1 の購入率がレベル 2 より低い理由につい

みられなかった。これはたとえば，「ハンガリ

ては，今後に残る課題の一つであるが，商品

アンウォーター」という化粧水は，他のメー

やサイトのことを，口コミサイトや他の情報

カーがつくっている商品もあるが，しかし，

源によって知ってサイトを訪れたというピン

サイト名は他と同様のものはないユニークな

ポイントでの情報探索であるために，欲して

ものである。このタイプの違いによる同レベ

いる商品のイメージが堅固に決まっていたり，

ルにおいても生じる具体性の差によるものか

期待がより具体的であるので，逆に購入率が

もしれない。サイト名はユニークなものであ

下がり，少しのイメージの違いが大きいのか

り，そのサイトについて知っている人は，サ

もしれない。しかし，レベル 2 はある程度の

イトに慣れている，もしくは情報を持ってい

イメージはあるものの，その範囲内の商品で

るわけである。よって，多くの情報探索を必

あれば購入されるという緩やかさを持つのか

要としないが，商品名がユニークではないも
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のもあるために，たとえば「ハンバリアンウ

こともよくわかる。このように図として明ら

ォーター」なら他社のものとどこが違うのか，

かに示すことで，遷移の特徴がわかってくる。

そのショップはどのような特徴があるのか，

まず，各ページが均一にアクセスされてい

など広く情報探索が行われたのかもしれない。

るわけではなく，多くのページからの入って

これは商品名がユニークな名称のもの，ブラ

きて出ていく経路を持っているページが存在

ンド名などであれば，違った結果となったか

することがわかる。そこで遷移からハブとな

もしれない。

るページを特定することとした。

いずれにしても検索語のレベルの差は，購

ハブページの特定についてはいろいろな方

入や行動，その前段階となる購入の意思の差

法が考えられる。www 上のハイパーリンク

を表すことがわかる。

におけるハブの特定を参照して考えると，ハ
ブの特定方法としてシンプルなものには，ペ

笙――― ハブとなるページの特定

ージをノードとして考えるとそのページに入
ってくる入次数（in-degree）ものがある。

サイト内の遷移の違いをみるために，遷移

（Kleinberg1999）4）
しかし，EC サイトにおいては，最終的に

を図にしてみた。
例示した 図− 3 は，非購買の場合のレベル

購入を目指すのであれば，そのページで終わ

３の場合の遷移（一部）であるが，図からわ

るのではなく，そこからさらに行動が継続さ

かるように，サイトの途中のページに入って

れることを目指さなくてはならない。よって，

きて，そのページだけで出ていくものが多い

今回はそのページが持っている入次数と出次

■図―― 3

非購買（レベル 3）での遷移図（部分）
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数（out-degree）の和，総次数によってハブ

参照）。つまり，購入にいたる場合のほうが，

ページを特定した 。すべてのページの総次

トランザクションがハブページに集約されて

数を調べたところ，総次数は最高 205，最低 0

いるように見える。これを明らかにするため

となり，100 以上の総次数を持つ 14 ページを

に，ハブページへ戻ってくる遷移確率を求め

ハブとした。また，購入に至ったトランザク

てみた。購入，非購入の別，および検索語の

ションと非購入のトランザクションにおける

レベル 1，2 の別によって比較してみた 6）。

5）

確率を求めたのは，すべてのページの遷移，

ハブを同様の方法で比較してみたところ，ハ
ブとなっているページはまったく同じページ

つまりハブページからハブページ，ハブ以外

であることがわかった。また，購入，非購入

のページからハブ，ハブ以外のページからハ

別に検索語のレベル別にハブページを求め，

ブ以外のページへの遷移の確率である。
遷移確率 p は，Web ページ i から Web ペー

上位から並べたところ，すべての場合，すで

ジ j に行く確率は

にハブと特定されたページが上位にきている

p = i から j に行く総数

ことがわかった。つまり，検索語のレベルや

／

j に遷移する総数

購入，非購入にかかわらず，サイト内の遷移
においては，同じページがハブとなっている

である。

ことがわかったのである。

その結果を 表− 2 で示す。これからわかる
ように，すべての場合において，ハブページ

さてハブとなったページの内容であるが，
このサイトの最も売りあげ個数が多い商品の

へと遷移する確率は購入する場合のほうが高

ページが 3 ページあった。その他は商品のぺ

いことがわかった。さらに，ハブ以外のペー

ージではなく，「お客様の声」や FAQ，また

ジからハブに戻る確率は検索語のレベルが高

成分の解説ページなどの情報ページであった。

いほうがより高いほうがわかった。

主としてハブとなっているのは情報のページ

このことは何を意味するのであろうか。購

であり，情報のページがいろいろな商品のペ

入に至らない場合は，ハブに戻らずにそのま

ージをつないでいることがわかる。購入する

まサイトの外へと離脱してしまう場合が多い。

ものが違っていたとしても，サイト内におい

また遷移図をみてみると，非購入の場合は，

ては同様のページを拠点として動いているこ

もとのハブに戻るだけで，次の段階へと移っ

とがわかる。

ていかないことがわかる。それに比べて購入
に至る場合は，ハブからハブへと遷移してい

笞――― ページの遷移

く。つまり，ハブとなるページがこのサイト
において，行動の継続を促すものであり次の

購入，非購入のそれぞれの場合の遷移図を

行動へとつながっていくと仮定できる。

みてみると，非購入の場合，購入の場合より

また今回は，購買，非購買において検索語

も，図が拡散しているように見え，購入の場

レベルごとのハブページに遷移する確率に有

合はある程度コースが決まり，系統だった段

意な差がみられなかった。クリック数におい

階を踏まえているように見える（図− 4，5 を

ては有意な差が見られたが遷移確率において
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■図―― 4

検索語レベル 2 における購入時の遷移

■図―― 5

検索語レベル 2 における非購入の遷移

■表―― 2

購買，非購買における遷移確
レベル１
ページ遷移の別

レベル２

ハブ→ハブ ハブ以外→ハブ ハブ以外→ハブ以外 ハブ→ハブ ハブ以外→ハブ ハブ以外→ハブ以外

購入

0.242

0.274

0.279

0.139

0.325

0.417

非購入

0.003

0.061

0.105

0.069

0.152

0.272

＊すべての場合において，購入/非購入間にp>.05で有意差あり
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差がみられなかったことは，サイト内に入っ

ルやタイプによって，サイトでの行動は異な

てしまうと行動の態度とは関係なく，購入か

ることより，検索語がわかればそのサイトで

否かを決めるのは，そのサイトの主要な情報

の行動はある程度，予測できるかもしれない。

へと辿りつけているのかに関係しているのか

笵――― サイトからの離脱を少なくす
るために

もしれない。商品についてのメインの情報を
取得するための経路に辿りつけば，そのサイ
トからの離脱を減らすことができる。
次に検索語のタイプによる違いをみること

ハブページの多くが，商品のページではな

にした。レベル 1 において，その検索語のタ

く情報のページであることを考えれば，これ

イプが「サイト名」と「商品名」を表してい

らのページがそのサイトにとってメルクマー

るものとのハブに遷移する確率を求めてみた

ルなものであり，消費者の情報処理に役立つ

ところ，ハブでないページからハブページに

ページであると考えられるだろう。非購買の

戻る確率，および，ハブからハブへ戻る確率

遷移図からわかるように，購入に至らない遷

ともに，「商品名」でサイトに入ってきた場合

移の多くがハブからうまく遷移できずにグル

が高いことがわかった。これはこのサイトに

グルとまわるだけで，サイトから離脱してし

特徴的であるかもしれないが，このサイトは，

まう。つまり，サイトからの離脱を減らすに

サイト名がユニークで覚えやすいが，それに

は，そのサイトにとって中心的なページ，そ

比べて商品名は「ハンガリアンウォーター」

の情報処理の段階に応じて遷移できるような

などサイト名に比べれば一般的である。さら

ナビゲーションが必要となることが以上のこ

に前述したように，サイト名でサイトに入っ

とからわかる。

てきての購入の場合のほうが，よりクリック

インターネット上では現実空間とは違い，3

数が少ないことより，サイト名で入ってきた

次元的にその空間を把握することができない。

場合は，そのサイトでの経験が多く，ハブペ

あらかじめつくられたリンクにそって歩いて

ージで情報収集せずに，購入に至ることがで

いくだけで，実際の店舗のように目で見て広

きるのかもしれない。

さやどこにどの情報があるのかがわかるもの
ではなく，どのくらい広くてどの程度深い構

このようにサイト訪問の際の検索語のレベ
■表―― 3

造なのかはわからない。よってページ間のナ

購入の場合のレベル１における遷移

ビゲーションが必要となるわけであるが，そ
の際に，意思決定において助けとなる情報へ

ハブ→ハブ
ハブ以外→
ハブ

企業

商品

とナビゲーションできれば，行動を継続させ

0.212

0.374

ることができる，ハブとなるページにナビゲ
ーションすることによって離脱を減らすこと

0.220

0.472

ができ，また購入率を上げることができるか
もしれない。

ともに p>.5で有意差あり
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の Web ページ（wj）からの遷移の確率を

のだろうか。ハブ部分は情報のページが多く
含まれている。そのように，消費者の意思決

（Ti，j）

定の際に必要となる情報のページへの的確な

とする。

ナビゲーションが，消費者の意思決定の手助

各ページからにおける確率分布の線形結合
によって，全体の確率 P（w）を求めることで，

けをしてくれるのであろう。
また 図− 2 でもわかるように，非購買の場

ハブ部分からの離脱を説明するものである。

合，サイトのトップページに入ってこない場

この線形結合によって，EC サイトに至っ

合，最初のページで離脱してしまうことも多

た検索語が消費者の期待値を表していると仮

い。検索語によっては，サイトのトップペー

定する。これは，検索語のレベルや種類によ

ジからサイトに入ってくるとは限らない。そ

って，購入確率や遷移が違うことによるもの

の場合，このサイトの離脱を少なくするため

である。そこで検索語のタイプと抽象度のレ

には，そのサイトの特徴や情報を提示するハ

ベルの値のタプルが期待値 ew を表すと考えた。

ブページへとナビゲーションできるようにす

例えば，ew が求められた時，ハブ部分から
の離脱係数は，

ること，
また，どのページから入ってきても，その

ewT i, j ＋ ewT i, k ＋．．．

サイトや商品の特徴がわかるようにすること，

となる。従って，各状態の分布からの離脱
する際の状態を統計的に求めることができる

なども情報の提示が必要となるであろう。

だろう。

笨――― モデル化の方向性と見えてき
た課題

パラメータの推定については，今後考えて
いきたいが，モデル構築にあたっては，その
サイトの検索語の特徴と遷移の状況をつぶさ

今回は，検索語の抽象度，具体度のレベル

に見た上で，考えなくてならない。

の値を用いてモデル化の可能性 を考えてみた。

今回は，化粧品のサイトでも小規模で比較

ハブ以外のページに遷移することによって，

的関与が高い商品を扱うサイトでの結果とな

購入にいたるプロセスから遠ざかり，サイト

った。より関与の低いものや，商品そのもの

から離脱する傾向が強まっていく。よって，

の情報をよく知っていて，新たな情報探索が

今回はハブからの離脱モデルを考えていく。

必要ではないルーティン化されたものなどは，

ハブ以外へのページへの遷移は購入にいたる

まったく違う行動をするものと容易に想像で

確率を下げることとなり，また，購入のため

きる。

のプロセスから遠ざかる。この離脱の程度の

クリックストリームデータから消費者の行

強さは，検索語のタイプやレベル（タプル）

動を探る場合，行動履歴が残ることより，分

によって異なるために，検索語から期待値を

析の可能性は実際の店舗の分析よりも広がる

導きだすことができる。

ような気がしてしまう。しかしながら，どの

この状態遷移の確率を表すために，ある

ような意図を持ってそのサイトへ訪れたのか，

Web ページ（wi）の総クリック数に対する別

消費者はどのような知識を持っているのか，
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えても全体が定数倍されるだけなので底の値に意
味はない。ノードに入力の確率空間とノードから
の出て行く確率空間は独立している。
従って，異なる確率空間に属する確率変数，X,Y
は独立である。よってあるページに遷移するエン
トロピーとあるページから他のページに遷移する
全体の情報量は，それぞれの確率編集の情報量の
和とし，ページ全体の情報量は，入力および出力
の情報量の和と考えた。
その値により，ハブページを特定したが，次数の
総和により特定したハブとほとんど同じであった。
よって，今回はよりわかりやすい指標を用いた。
6）レベル 3 においては，購入に至ったケースが 1 と非
常に少ないために分析からはずした。
7）今回の遷移確率には，単純な確率のみでとらえた
ために，1 回の遷移も 100 回の遷移も同様に扱って
いる。つまり，1 回の遷移しかなかった場合でも，
そのページがその関係しか持っていない場合は確
率 1 となってしまう。ハブページの特定の問題と
も同様であるが，関係の数と行為の数を取り入れ
た遷移確率も必要となるかもしれない。

購入意図はあるのか，など消費者のサイトに
入ってくる際の初期状態は，実際の店舗より
も多様であることも考えられる。今回は検索
語によって，消費者の初期状態を推定したわ
けだが，自然言語という数値化や客観的な指
標化は難しい。さらに言語と心理の関係など，
今後も必要な研究は多いが，言語データを使
うことにより，さらにサイト上での行動がよ
り明確になることは間違いないであろう。
注
1）http://furu-furi.com
2）レベルに分類不能語もおよそ 102 語あった。（容器，
個人名など）。分析の際，検索語 1 語入力した場合
の行動のみを対象としたために，それらの言葉を
入力したトランザクションをすべて分析対象外と
なった。
3）レベル 1 から 3 の合計が 100%とならないのは，分
類不能語が含まれるからである。
4）Kleinberg らもハブの特定を次数で行っているので
はなく，多くの情報を持つ「オーソリティ」と呼
ばれるページへのリンクなどでハブを特定してい
る。ハブの特定に関してはいろいろな方法が考え
られる。本研究においても，ページが持つ関係を
その前段階のページとの確率や散らばり度合によ
って，情報量によるハブの特定も試みたが，確率
の散らばりの度合に影響されることが多く，説明
力として，総次数による特定を優先した。今回は
そのページへのアクセス数を考えていないが，ア
クセス数の多さもハブの要素として，考慮するこ
とも考えていきたい。
5）今回は次数の和でハブページを特定し，その間に
何回のトランザクションがあったかについては考
慮されていない。よって，トランザクション数と
次数の両方を取り入れる指標として，そのページ
が持つ情報量を考えた。
有限集合である確率空間上の確率分布 P が与えら
れた時，有限集合に属す a の選択的情報量は，
H（P ）= −ΣP（a）log P（a）
情報量の性質上，全ての確率が均等になる時，情
報量が最大となる。入力が一つに集中している場
合，すなわち入力系が一つしかない場合はエント
ロピーが 0，均等に複数から入力がある場合，大き
くなる。今回は対数の底を 2 にしている。底を変
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