
メルマガの配信頻度、配侭日時

対象とするユーザーによって、何曜日の何時頃にメル

マガを配信するのかを考えます。肌合サイトの配信日時

を参考にしたり、あえて曜日や時間帯をずらしたりして

もいいでしょう。またユーザーがどの程度までの配信頻

度のメルマガを許容できるかを考えます。一般的には更

新頻度は週一である場合が多いですが、メルマガ配信

によってユーザーに提供できるメリットが多ければ、よ

り高い頻度での更新が可能でしょう。

メルマガの配個形式

ユーザーの屈性と、逆営のコストのバランスを考え

て、デコメール形式で配信を行うのか、行わないのか、

キャリアへの対応方法を決定します。

メルマガ購統笠蝿・継続胴銃のための工夫

メルマガを配慣する際にクーポンやプレゼントなど、

ユーザーに肌読・継続利用してもらうための工夫を考え

ましょう。運営者のエピソードを伝えたり、メルマガに

季節感を盛り込むのもそのための工夫となり得ます、

CＤＬＵＭＮ 携帯ＯＳをめぐる争い

日本では撫恭キャリア主体で成長してきたモバイルＷｅｂ

サービスですが、２００７年に大きな変化を促す２つの砺件が

起きています。２００７年１１月にGoogIeによるオープンソー

スの携講ＯＳ、And｢oid（アンドロイド）の発表と、アップル

から２００７年６月に発売されたiPhoneの壷鳩です。

これ膜では携榊源話のＵｌ及び、Ｗｅｂサービスの仕樵は携

淵キャリアによって定めらlLてき順した『，その雑砿となる

ＯＳに関してはLinuxの採用や、めったものの挑帯キャリア

によるコントロール下にあったと言え甑す。

今までにもBlueberryなどの海外端末を中心に、ｉモードな

どに対応していない端末が発売されてきましたが、日本で販

売されている端末数に対する比率は微々たるものでした。

ｉPhoneの影智力はまだ定かではないものの非常に前肝判が

高く、日木で販売された場合には一定のシェアを獲得するこ

とが予想されます．

また決して目立つ存在ではなかったスマートフ誠ン市埋も

盛り上がりを見せ始めておIﾉ、SoItBankではマイクロソフト

のWindowsmobileOSを搭載したＸシリーズと呼ばれる蛙

末が順調に販売数が増加しています。

今後は、このGoogle、マイクロソフト、アッブルの外資

による三つ巴の争いに加え、アクセスを主体とした日本企業、

Llnuxを加えた鵬榊ＯＳの座を巡る争いが激化していくのは

問逸いないでしょう。

またその動きと平行して、世界的にグローバル化、統一化

が進む携帯サービスの流れの中で、日本が独自の仕様をどこ

まで保つのか、どこ喉で海外との統一化が進むのかといった

動向にも注目が染まっており、今後高機能化､ｺﾝﾃﾝﾂの

リンチ化が益々進む撒聯･サービスの流れを占う上で大きな転

換期を迎えていると言えます

ＰｒｏｃＧｓｓＯｆＭｏｂｉｌｅＳｕｃｃｅｓｓＩＯ４－１



毒嬬サイトのフランーヶクサイト価値を向上させるための仕組み

３１７１法則
O1型

317法則
ｐｌ型

サイト価値を向上させるための仕組み

皿営しているサイトに対して、継続してアクティブユ

ーザーを呼び込んでいくためには、コンテンツの更新を

行っていくことが不可欠です。しかし、コンテンツを作

成するには、コストがかかるため必然的に自前で提供可

能なコンテンツの蛍は限られてきます。そこで、ユーザ

ーの力を借りてコンテンツを増やしていくWeb2.0的な

考え方が亜要となってきます。

ユーザー善毒言込馨をt謹みつくり

サイトをコミュニティ化するための代表的なサービス

として、掲示板、ブログ、ＳＮＳなどがあります。公式

サイトでは、誹勝中傷、公序良俗に反する内容、個人梢

報などが褐減されないように事前確認を行う必要があり

ます。そのため、運営コストが増えるといったデメリッ

トも存在します。迎営者側のライターのみでブログを執

蕊するなどの工夫が必要です。また非公式サイトにおい

ても、犯罪などの問題が起きないよう監視体制を整える

必要があります。

独自にこのようなサービスを展開する他にも、他社サ

ービスを利用して、辿挑してみるのも検討する余地があ

るでしょう。また商品や、コンテンツ、お店などに対す

るユーザーレビューの投稿であれば、このような問題が

発生することは比較的少なくなります。レビュー情報が

言積することで、さらに他のユーザーからのレビューが

投穂されやすくなり、それらの情報が、商品の州入や．

ンテンツのダウンロードに繋がるという好循環が生まれ

るようになります。

またＳＮＳなどのコミュニティ型サイトに、コンテン

ツを追加することで活性化をはかっていく動きも増え

ています。ブログやＳＮＳサイトでユーザーに対してニ

ュースを提供することで、ニュースに関するユーザー

の日記や書き込みが期えるといった効果が見込めます。

ＳＮＳにゲームを追加することで、ゲームの攻略につい

て情報交換をしたり、対戦相手をつのったりするために

コミュニティが活性化し、ゲームがきっかけとなり、他

のコミュニケーションも州価するようになります。

ユーザー瀞ら鰯投稿農コンテンツに

ユーザーからのコメント以外にも、最近では、ケータ

イ小説や、蒜メロなどのコンテンツ自体を投稿してもら

うといったサービスも期えてきています。

図3-7ｂにある「モバゲータウン」や「ジェイケン」

の他にも、ユーザーからの画像、動画の投稿をコンテン

ツ化したり、デコメールの素材を投稿してもらうなど、

ユーザーをコンテンツ利用者としてだけではなく、コン

テンツ製作者としても参加してもらうサイトづくりが川

えています、

Ｌコミニニテイ露育成によってユーザーを巻き込んでサイトを育てていく

量コンテンツつくりをユーザーに開放してみよう

０４２１鵬称リイトのプランニング



リイトから面接投稲

3-7ａ＝ンテンツ揺洪守イトと＝ミニニティ彊憐サイトの祷い

○一二二

〆

ｺﾐｭｰﾃｨ要素の追加

ンテンツ

供サイト

．
提

･サイトの活性化

､ユーザーコメントが新たなコンテンツに

｡ＳＥO効果の向上コンテンツの迩加
･ユーザーに話題の種を提供

･広告ビジネスに課金ビジネスを追加

･アクティブユーザー（滞在時間、利用緬艇）の増加

唾堰挑も 可 能

言毒＝旨三門

近年、急辿に成長した「モバゲークウン」で舵ユーザーが小脱や鮒を投稿することができそのことによってコミュニケーションが生讃れ、

農たコンテンツが鰹噸ることで、より多くのコンテンツ世呼び込むことになります「ジェイケン」という投脇型蹟メロサイトは、有料騨全α
着メロサイトですが、一般ユーザーが作成した港メロを投稿してもらい、それをコンテンヅとして沈逆させています投稿したユーザー陣．

ダウンロード欽に応じて、ポイントが貯まり、ポイント数に応じて商品と交換ができるようになっています。ジェイケン側ではクリエイターを

スタッフとして雇うことなく、コンテンツを充実させることができるほか、この仕組みにより、同じ楽曲でもサピやアレンジの異なるユーザー
の趣向に合わせた多撚なバリエーションの着メロコンテンツを提供できています,、

,】

コミュニティ

サイト

3-7ｂｎ国ＮＡのケータイ小頭のI計【_堂］と響エイを夢毎種撰回抵稽、例（Ｔ）

ヘーノ

ユーザー

、
サイト瀬業者

専用の蛸惇壱壱五＝＝メロテタ壱作成

浬磯蕊

、
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３

腿帯奪イトのフランーング概箔奏拒郷するためのサイトマッブ

８１法則
構造を把握するためのサイトマッブ

Ｑ１ｇ

全捧僻量把握心よう

携帯サイトは、Ｗｅｂサイトと比べサイトの拙造・階

層を把握することが雌し<なります。適切なユーザーナ

ービゲーションを考えるために、サイトマンプをつくり

全体像を把握しましょう。基本的には、限られた画面サ

イズの中でユーザーが迷うことなく、画面を廻移できる

ように考慮しますが､一方でサイトが楽しく見えるよう、

一定のメニュー、コンテンツを充実させることも必要で

す。極度にシンプルになりすぎないよう注意しながら、

バランスをとっていきましょう。サイトマンプによって

全体のバランスを把握でき、ナビゲーシ】ンの調整、コ

ンテンツの補充の必要性が明らかになります

サイトマップは、各ページの内容と、ページ間のリン

ク構造が把握できれば＋分です。ExcelやPowerPoint

を使って作成することもできますが、MicrosollのVisio

を使えば、耐単に図形を入力することができます。

また、｜マインドマンプ」と呼ばれる図解表現技

法でサイトマップを描いてみるのもよいでしょう。

FreeＭｉｎｄ粥’などのフリーソフトや、商用ソフトを使

うことで而単にマインドマッブを作成でき寵す。図形を

描くことなく肺単にサイトマップのツリー柵造を可視化

でき、ツリー桶造の一部をドラッグ＆ドロップで簡単に

変更もできます。図形を描く必要がないため短い時間

でサイトマップが作成できるのも大きなメリントです。

FreeＭｉｎｄはWindows版の他Ｍａｃ版、Linux版も提

供されてぃ摩す

(;:．〉Ｆ〔coMind活用クラブ（hllp://wwwIrGolllind･club､com/）．
F『“Mindのダウンロード方法の他、マインドマッブの活用方法が琵
介されていＩkす。

デザイン案の作成

サイトマップを作成して全体微を把握したら、サイト

のデザイン案をつくりますｃデザインは膜ずはトップペ

ージのみで十分です。サイトの特性、ユーザー像などを

考慮しながら、サイトの文体、絵文字や顔文字の使用、

色の使い方を考えていきます。批WIiの性能が向上したた

め、FlaShや大きな画像を使ってのリッチな表現も可能

となりましたが、トンプページ以外での利用は限られて

くるため､全体を通してデザインが反映される背景色や、

文字色の使い方、絵文字による装飾方法を考えることが

非榊に１，要となります。鯉合サイトを参照したり、想定

するユーザーに人気のあるサイトを参考にしてみるのが

良いでしJ:う。トップページを中心に、サイトで共通す

るデザインのガイドラインを決めていきます。ページに

よって意図的に他のページとデザインを変えることもあ

りますが、サイトのブランディングとベージ制作・運用

の負荷を低減するために、デザインのパターンをしっか

りと設計することが重要になります。要領を把握した後

は、月ごとや、季節ごとにサイトのデザインを変えてみ

るのもサイトの活性化という視点で効果があります｡

1サイトマップを作って、サイトの全体像を把握する

2サイトの特性やユーザー像を考えながら、基本となるデザイン妻を作成する

０４４１批聯リイトのプランニング



3-8ａサイトマッフ駒Ⅲ
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､第四章】

携帯サイト制作のチェッタボイ夢卜【基本縞ｉ
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函-．１

４２

4-3

4-4

4-5

ラァーストヒュ－の園鰹苦爾ぬる

ファーストビューの亜嬰性画像やFIashを効果的に使うファーストビューはロゴとサ

イトプロフィールを入れる４４に皿嬰な備棚をサイト上部に柵戦する

入力させない仕組みにする

携帯電諾の入力インターフェースあらかじめ入力形式や文字数、文字タイプを設定幡

易なものを優先して入力してもらい、その他は自動的に

レイアウトのホイント

サイト全体の偶成とページレイアウトヘッダノフソタリンクとグローバルメニューバ

ージごとの役割を註理する他のコンテンツヘの誘導か、コンバージョンか３Ｇ携芥な

らコンテンツレイアウトも多枇に

カラーリンクのポイント

携郡電話で見栄えの良いサイトとは？カラーリングの基本文字の背景色の股だの仕

方カラーリングの注浬点

〆ニュー。ナビザーシヨン毎ポイント

サイトマップからブレイクダウンする携排サイトナビゲーションの基本会側溌録やお

申し込みは脱線させないページのボリュームで工夫しよう

４．６会震壷諜幻ホイント

サイトの位置づけを考える会員登録をする際に必要な項目／会員登録時のフロー

4-7Flash利用吋心ギロfンl、

Flash利用可能端末の普及Flashの利点FIash利用時の注澄点

11-罫セキュリティの蔀イント

セキュリティポリシー挽琳サイトでのセキュリティ技術的な対講

鼻



型 １

厩害一イト蕊咋のチェクーイント１基理雲Ｉファーストビューの印象を高める

蓑副
ファーストビューの印象を高める

ｍ昼

ファ一馬トビユー絢匿要性

携帯サイトは、携帯電話のディスプレイが限られてい

るため､通常のＷｅｂサイト以上にファーストビュー（最

初にサイトにアクセスしたときに表示される部分）が重

要です。ファーストビューはユーザーの持つ第一印象

を左右するため、その印魚が良くないと、たちまちユー

ザは他のサイトに遷移したり、「戻る」ボタンを使って、

サイトから離れてしまいます。

まずは､ネガティブな印魚をあたえないこと。例えば、

乱立するアフィリエイトサイトなどと助逸ぃされないこ

とが大顎です。次は、ユーザーの期待に応えるポジティ

ブな印象をあたえることです。

画侭やＦｌａｓｈを効果的[墨使う

これまで推帯電話のキャンシュ容且の限界から、大量

の画像や型いFIashなどを表示することはできませんで

したが、日進月歩で携帯電話の性能が向上し、その表現

力はますます高くなっています。

そのため、ファーストピューにユーザーの目を引く、

画倣やFlash、マーキーを利用したサイトのキャンチな

どを複数用いることでユーザーの弗一印欺を改善し、サ

イトの印象を高めることができます。

ファーズトビューにロゴと芳イトブロア

ィール毒入漉る

大事なのは、必ずファーストビューにサイトで利用す

るロゴやサイトの解脱を端的に入れることです。ロゴや

サイトの紹介が無かったり少しでもあやしい記述やアフ

ィリエイト僻報、広告などが入っていると、ユーザーは

不安を感じ、サイトから去ってしまいます。

サイトの最上部にバナー広告を掲載するのは広告収

入を得ているサイトであればＣＴＲ1漆’などの観点から

はとても匝要ですが、一方でその広告がサイトの信頼性

を低下させてしまうことを念頭においておきましょう。

(､藷）クlルク・スルー・レート･インプレッション（バナーであれ

ば表示数､ﾒｰﾙであれば配信数）に対する､その広告がクリック

された割合。

特に重要な1W報をサイト上部に掲議す患

トップページの柵成はサイトマップを元に検討しま

すが、－殻的には、以下のようなコンテンツを掲載す

ることが多いでしょう。

・サイトのロゴ

・キャンペーン怖報

・メニューのナビゲーション

・メルマガや会員登録、空メール登録

・各コンテンツの概要と詳細へのリンク

これらのコンテンツはサイト上部に褐誠するほど、

サイト上罪に童菱なコンテンツを弱電する

ニファーストビ１－に牌、サイ1.の国ゴや潟サイ１．の国ゴや蓋妻など特徴、信蕊をおける惰誰を掲瞳芳吾

０４８１携帯サイト制作のチＩ；ノクボイントＩ恭本網】



たい備報は日々変わりますが、それぞれのコンテンツ

の皿嬰度をはかり、適切にコンテンツを組み変えて褐

慨することが肝要です。

4-1 ａサイトのファーストヒュー
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新請悟郭

瀬
銀
蝿
一検察

、』b姉●ず●!午Ｗ”

pＲ ー

Ｔ －

ずｆＪＥ，

爾伽I:"向上昌』，

＝三寸･'

駒‘１１吟皇署れ

6KＢ(J-sHo2）

帝デーd‘｡..･･･'･･.‘'･‘

Dog9M｡

や
一ｉ

ｆ
‐

そしてファーストビューに入るほどユーザーの目に触

れ、多くのアクセスが流れると考えてください叩キャ

ンペーン怖報や新たなコンテンツの追加など、褐城し

4-1ｂ１ページのキャッシュ窪量柳変化

ＰｒｏｃｅｓｓＯ１ＭｏｂｉＩＧＳｕｃｃｅｓｓｌＯ４９

１００KB(P905i】

キャリア １999年 2007年最斬槻租

1.4KB(c30IT）

5KＢ(N501i）

回哩MwDD，

蕊携帯各社の発表とは異なる埋合があります『

Ｉ |’
１３１ＫＢ(ｗ５３Ｈ）

３０７KB(913sH）…SoftBank



４ ２

同禄サイト園昨珂チェクォイ１週＝国』入力させない仕組みにする

濫副

O-i7
入力させない仕組みにする

擁帯竃諸愈入詞雲|望ターアェー蕊

推帯電話は、ご存知のとおりＰＣとは違い入力するキ

ーが１０キーのみに限られているため、多くの文章を入

力するまでもなく、氏名や稲話番号、住所を入力するだ

けでも一苦労です。＃端飛話からの入力のほうが得意と

いった若年層もいますが、一般的に挑幣飛詰で入力作業

を行うのは厄介なものです。しかし、提供するサイトに

よってはユーザーＩＤを決定したり、ユーザーが個人情

報を入力することでユーザー登録をさせるケースもよく

あることです。つまり、極力入力する手間を少なく、ス

ムーズにサイトを利用可能にすれば、離脱率を下げ、利

用率を向上できます。

あ畠がじぬ入力形式や童宇惑、

堂宇会イブ課醗誇

フォームでの入力時には、あらかじめ必要な文字数と

文字タイプを設定しておきましょう。携帯電話では、ユ

ーザーが入力モードになったとき、「全角ひらがな」「全

角カタカナ｣｢半角カタカナ｣｢全角英数｣｢半角英数｣｢絵

文字」「記号」と多岐に渡る文字タイプを選択できます。

例えば、氏名をカタカナで入力する欄で、ユーザーの入

力モードが「全角ひらがな」であればその都度入力モー

ドを変更しなければなりません。ユーザーに負担をかけ

ないためにも、必要な文字タイプと文字数での入力がで

きるように「お膳立て」をしておきましょう。

また、入力させる形式をプルダウンや数値入力といっ

た入力の形式で絞っておく工夫も地味ですがユーザー

の手間を軽減させます。これはユーザーの入力ミスを未

然に防ぐことにもつながります。

朋慕趣き”畳鱈先、畳麺他腫目勧的に

ユーザーが登録する際の､最も長い入力項目は「住所」

です。棚端耐垢から自分の住所を入力するのは、よっぽ

どなれた人でなければ辞易するものです。住所をユーザ

ーに入力してもらう場合には、郵便番号などの統一的な

データを利用してユーザの負担を軽減しましょう。ＰＣ

サイトの登録画面などでは郵便番号を利用して、自動的

に希地まで自動で挿入させることが徐々に一般的になっ

ていますが、挑帯樋話ではJavaScriplや別のウィンド

ウによる選択はできません。その場合は、登録ページを

分割し、１ページ後半に住所登録のうち郵便番号の入力

をしてもらい、一旦サーバで郵便番号に基づいた住所1Ｗ

報をあらかじめ用意しておき、話地までを含めた住所を

表示するとともに、番地以下の情報を入力してもらうと

いった工夫を施すのが良いでしょう。

蝿力宗にはユザが璽郵迷為ないような入力両面を用意し、E韓唇曾創fブやユカ文字出

などにあ琴かじ錨制限を設ける

2涌掌に取瀞で雪る裾鰯邪，あれは、事前に謡享ず急ことでユーザーの見方項目善燕測Tl'る

０５０１携帯サイト制作のチェンクポイント【基本縄】
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PｒｏｃｅｓｓＯｆＭｏｂｉｌｅＳｕｃｃＧｓｓＩＯ５１

ﾌｵー ﾑの入力には､適切な入力モードを指定しておく：

S⑥flBankの場合iモード､eZwebの場合

Ｉ

氏名

4-2ｂ八方寓字睦誼の設定

／
く

全角漢字(３０文字

氏名カナ

1３５－００５２

ノ
ョ
、

全苅カナ(30文字】

生年月日
１ －

プルダウン 〈
卜

lⅡIMI＝ﾖ姫Ⅲ産す

ＩＩ１ｐＵ【Iype＝
．J医

郵便番号

〈半苅英数字〈8文字】

４
IIl

|ll
lllllll

こ簡易に入力できるものは､そちらを優先する

全角かな

全角カナ

半角カナ

英字

数字

□
郵便番号から
住所に変換

istyle=､１，

鵜’

聖全」

鞭定

ｍode＝両hiraganao

mode=,lkatakanaw

mode=‘Ihankakukna1

mode=，lalphabeIiI

mode＝,lnumericI，

4-2ａ入力ァ苛一ムで煙市イント

全角かな

半角カナ

英字

数字

氏名 住所

,'111 東区

目

1馬ｌ５ＥｍｌＯ 5fＧ

東京都江

住所弄弛

氏名カナ

辰巳２丁

生年月日
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圃帯サイト制作のチェックポイント醒宰塵』レイアウトのポイント

３１法則
レイアウトのポイント

O１Ｂ

サイト全体唖請成とへ一霞レイア亨卜

僻郷話はそのディスプレイが限られているため、狭

い表示領域ながらも効率的、かつ効果的にコンテンツヘ

の誘漂を行うことが重要ですファーストビューが重要

なように、ＴＯＰページ以外でもコンテンツやメニュー

の掲細の方法、コンテンツの表示の仕方など、ページご

とのレイアウトを一貫性、整合性を持たせた上で、検討

する必要があります。まずは、作成したサイトマップを

参考にページごとの役割を整理し、それぞれのレイアウ

トを検討していきましょう。

ヘッタフッ雪リンクとグ画一バルメニ
可一

レイアウトの前提となるの妙、ページのヘッダフッ

タにおけるリンクとグローバルメニューです。挑帯飛肥

では、スムーズにサイト内を閲覧してもらうために、ヘ

ッダ／フッタリンクを入れることは少なくありません。

最低限、「TOPページへのリンク」はヘッダ（もしくは

フンタ)に股置しましょうｕユーザーに携帯電話の｢戻る」

ボタンを利用させることは、サイトから逸脱する第一歩

と考えてください。トップページヘのリンクはアクセス

キーをサイトで統一的に設定することで、ユーザ一がい

つでも「振り出し」に戻れるようにすることもよく行わ

れる手法です。同梯の考え方で、各コンテンツヘのグロ

ーバルメニューもヘッダ（もしくはブッダ）適切に配慨

しましょうが

ページこと鞠鐙割を整理する

トッブページが各ページ、コンテンツの誘漁を役割と

しているように、制作するコンテンツについてもそれぞ

れの役割があります｡季節のオススメコンテンツや商品、

サービス紹介、ユーザーの会員登録や商品購買のペー

ジ､お問い合わせ､ＦＡＯなど梯々なページがありますが、

それぞれのコンテンツの役割を定義することで、レイア

ウトは変わってきます。

1世錘ゴンテンツヘ鰯醗辱議、

コンハージョン群

その中でも、会員登録や商品カートなどコンバージョ

ン{釦が必要なページの場合は、グローバルメニューを

設定したり、フッターリンクを挿入してユーザビリティ

を向上させるよりも、目標とするページまでに直線的に

勝漁してあげることがコンバージョンをＵＰさせるため

のコツです。ユーザーを他のコンテンツに誘淳さi↓たい

のか、『申し込み」やＩ資料訓求｣、「会員登録」といつ

’ベジことの報副を震定義して、コンニンツのレイア『コトを犠酎する

:2ヘッ蜜やブッダにＴＯＰペーシヘのリンクは必垣“ユーザの脱落を随止する

３レイアウトの表現緯ユーザヒリテイやポリシーを保ちつつ、最新のものを取り入れていく

０５２１概稲サイト制作のチェンクポイントＩ基本躯】



■

ＣＳＳによる凝ったレイアウトは携帯稲脂では実現でき

ませんでしたが、晶新機棚の登場により、かなり利用で

きる環塊(･iilが盤ってきました。もちろん、ターゲソト

や対応キャリアの検証を行う必要はありますが、ユーサ

ーにコンテンツを魅力的に見せるために、メインコンテ

ンツを喪現するエリアでは、様々なレイアウトが可能で

す。対応ターゲットやポリシーを明砿にした上で、ぜひ

トライしていきましょう。

(･§･）tableタグが#11隅できるのはｉモードＨＴＭＬＧＯ以卜

これまでコンテンツレイアウトとしてｌａｂｌｅタグや

4-3レイアウト

ページタイトル

6 基本レイアウトの作成

【61で次のぺー ジへ

【‘111Wのぺージへ

首金員詩線
画次違に枚える

Ｉ０ｉでTOPへ【0)でぺー ジTOPへ

ｒｌｉＴ

申し込みや会員登録ページ宮

撫騨禰儲1測傭

'’一柵
。入力画面稲

たボタンをクリンクさせたいのか、それぞれの目標を再

度定鞭し、コンバージョンを目概とする一辿のページに

は、余分なリンクは設置しないようにすることで、ユー

ザの脱落を防ぎましょう。

(:§･）そのサイトの目的である商品扇入や会員登録などのことその

サイトへの訪問稀欽に対してコンバージョンを行なった人の割合の

ことを、「コンバージョンレート〈CVR)」と呼びます

首薗認霧蕊らコンテンツレイアウトも多
識に

ProcessＯ「ＭｏｂｉｌＧＳｕｃｃｅｓｓＯ５３

旨ｉ

1M圃而
唖
室

Lクローハルナヒゲーション

I霊３liiillIilliiW霊霊Ｉ''''''''''１ ||IIllllllllIIlIlI111IlIlll
llInMI側I柵liWllW

IⅡ期I誰』川尻師r28面Ⅱ剛Ⅱ1１

ぺー ジ厩婁、
■

隅

肥M剛



圃祖サイト罰1t四書ニクホイントｉ蕊本国１カラーリングのポイント

４４１４義則
カラーリングのポイント

ｍ９

蕊帯電謡雷見栄え鍾宴いサイトどは？

携帯霞胎では、ＰＣサイトのように多くの画惚を利用

することができないため、サイトやページの印象を決め

るのはほぼ背景色です。背景色の設定は、もちろんサイ

トコンセプトとターゲットユーザーを勘案して決定しま

すが、あまりに佃った股定にすると長時間閲覧するのに

ユーザーを疲れさせてしまいます。依然として、背紫色

は黒や白が好まれています。

方ラーリンダの星章

カラーリングの韮本は、通常のＰＣサイトのカラーリ

ングと変わりはありません。サイトのトーン＆マナーを

考え、基本となるメインカラー、背景色、文字色、コン

トラスト（アクセント）カラーを決定していきます。す

べて車前に決定する必要はありませんが、実際にコーデ

ィング、デザインに入る前に方向性を決定しておくほう

が良いでしょう。

文字露費景色露設定鍾置方

見栄えの良いサイトで利用されているのＩ見出し｜は、

文字の背景色を般定したものです。文字の背最色の般

定は、コンテンツを見やすくし、背景色に強調されてぃ

るサイトの雰囲気をしまったものにするため、欄極的に

取り入れられています文字の背景色を股定するには以

下のふたつの方法があります。

・XHTML形式でＣＳＳを設定する

・tabIeで1.要素のbgcolor属性を設定する

これらは、比岐的新しい拙帯電話しか表現でき服せん

が、サンプルコードを掲賊しますので、参考にしてくだ

さい。

カラーリングの這旦意点

携帯サイトは､徐々に表現力が高まってきてぃ股すが、

機種の進化は発展途上にあります。コーディングで実現

できない範囲は画像でカバーせざるを得ませんが、ファ

イルサイズの上限【.;‘〕を超えないように気をつけましょ

う。

携祢サイトは、画面サイズが小さいため、ページ全体

のカラーリングをそれほど窓識する必要はありません直

他のサイトと差をつけたいあまり、奇抜なカラーリング

をしがちです。全体のトーン＆マナーを考えながら、ペ

ージを作成していきましょう。

(･;･）フ7,イルサイズldMWWil細Iiで（2007年１０月時点)、ドコモが

１００KB､Ｂｕで９１〈Ｂ､SoI1Bankで１２KＢと秒えてよいでし.１Nう．

雛繕サイトで1.1回嘩巻イ|･以上【-鷲畏邑醗躍毒bwサイ|･全陣畷霧型気に影響1.愚

2見出しや宴宇碗背景麓を設定言愚と巷イトやページのメリハリが生まれる

3．画像を利而して表現する場合魁、ファイルサイズに蓑慧する

０５４１概滞サイト制作のチヱンクポイント｛基本綱）



ｇカラーリングは落ち著いたものを盲

’

見出しの背景色の設定方法
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<body＞
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<divs1yIe=Dbackground･co1o峠CA3857，＞
ブﾛﾌｨー ﾙ用の質問Ｅ作って､みんなで答える．－
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4-4カラーリンク
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孫電者イト、旗⑰手工クキ訂ン卜【冨牢幽１メニュー・ナビゲーシヨンのポイント

劃法副
０ 鋤

メニュー。ナビゲーションのポイント

サイトマッフ蕊含アレイクダウンする

サイトマップを作成したら、ある程度サイトのコンテ

ンツとそれぞれのページが属するカテゴリーについて全

体像が把握できるので、そのカテゴリーに荘づき、サイ

トメニューを簸定し、ナビゲーションに落としていきま

す。その際、喋ったくサイトの全体像を知らない人が、

そのサイトを肪れてもスムーズにコンテンツに行き着く

ことができ、それでいてメニューがコンテンツを邪魔し

ないことが必要です。特に携帯サイトの場合は、一般的

にＰＣサイトよりコンバージョンが商<なると君われて

いますが、同じように膿ったページからの脱落串が商い

のも通例です。

携帯サイトナヒザーショシ”墓本

ＴＯＰページなど一覧性の高いページは各カテゴリへ

のリンクを禍ＩＭＩするのが良いでしょう。批帯サイトでは

ページに設悩されたリンクが上部からスクロールされる

ため、興味のあるキーワードにたどり漬いた瞬間にユー

ザーはクリックします。そのため、コンテンツが多い場

合には、簡潔なキーワードでカテゴリーリンクを設侭す

るとともに．各カテゴリーメニューへユーザーを導ける

ようにしておき寵しよう、

芸璽登録や右車隆込みは膿縮さ哲ない

－方で、会員登録や資料請求、お申し込みといった

ユーザーが何らかのアクションを実行し、コンバージョ

ンが必要なページには、余分なメニューやナビゲーショ

ンを掲峨は避け膜しようユーザーが入力作業などのア

クションを行っているときは、極力シンプルで直線的な

ページ設計が必要です。掲載するメニューは、ＴＯＰへ

のリンクなど最低限のものに絞ると良いでしょう｡逆に、

完了直後のページはユーザーの緊張も解け、他のページ

をクリックするゆとりを持つため、各コンテンツヘのリ

ンクや広告などを掲戦するのが良いと言われています。

墨一参麺ボリュームで工天しよう

細Niサイトの場合、ページを閲覧し終わったときにア

クションすることが多いため、ページのボリュームが大

きく、縦に長い場合は、ブッダにナビゲーションを設置

することがあります｡サイト内での統一性も倣要ですが、

縦に長いページが多い場合はうツタのグローバルナビ

ゲーションの股砥を検討しましょう。

|〆二墓一やナヒゲーショダはＴＣＰベーシヘ”帰着竹と各ペシヘ”移動桧、操作性を

重税祢曇

ザハン萱やブッダにＴＯ夢ペーンヘ錨リンク鮭必請蒋醒会貰登録など入力が必要なページ

ｌ』最逼限騨ナビケーションにすることで、ユーザーの謹茎書|臓些球吾

０５６１嫉帯サイト制作のチェ，クポイント【巡本桐１
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I､再菅イト笥詐詞チーク甲イントＩ霊室僻Ｉ会貝笠鯉のポイント

劃法則
⑪罰

会員登録のポイント

サイト嘩泣瞳つけ善考え愚

会員登録の有無は、サイトの位置づけと今後の展開、

方向性から検討します。会員登録をユーザーにしてもら

うことで、メールアドレスなどの情報が取得でき、サイ

トの更新通知やコンテンツの配信ができますが、その分

ユーザーに負担をかけるのも耶実です。サイトの位悩づ

けが広告モデルやキャンペーンサイト、既存顧客に対す

るコンテンツ提供を目的としたサイトであれば、今後の

メールマーケティングの展開のため、情報の取得は必須

と言え磯す。

会員登銀をずる陶恒塞竪な項目

会員登録が必要なサイトの蝿合は、取得する項目をま

ず召き出してみましょう。ユーザーは個人を特定される

ような情報の提出は雛うという側向があります。メール

アドレスやニックネームは変更可能ですが、澱賭番号や

住所、氏名といった個人1W報については、おいそれと変

更するわけにはいきませんし、個人として特定される確

率が高まるためです。たくさんの項目を取得しても結局

利用することが無いように、取得する情報は最小限にと

どめるように心がけましょう。また．可能であれば、槻

秘固体番号（subscriberlD）の取得のWf可を取りましょ

う。会員向けに専用のページを作成したり、ログイン,ｉｗ

報を管理する上で有用な情報です。加えて会員登録に

誘導する際は、クーポンや限定コンテンツなどを利用す

ることで会員登録メリットを明確に訴求することも重要

です。

会震登留曇畔露フロー

窪ずメールアドレスの確認と取得をするために、空メ

ールを利用しましょう。空メールはユーザーがメールァ

ドレスを入力する際のミスを防ぎ、筋易にメールアドレ

スを通知する方法としてはもっとも硫実な方法です。空

メール後に、他に取得する項目があれば取得するフォ

ームのページＵＲＬを自動返信メールに紀述すると良い

でしょう。ユーザーがフォームに入力し終わったら、サ

ンクスベージに移動させます。項目が多い（１０項目以

上くらいを目安としてください）ようであればページを

分割するのも良いでしょう。１ページがあまりに長いと

その入力項目の多さにユーザーが離脱してしまうからで

す。また、避録が完了した数分後にサンクスメールを送

付するという仕掛けを入れておくと会同登録後のリマイ

ンドになります

I書員登録鍾宥無i塁撰羅丁るサイ|,のＩ迩璽匂吋によって霞L§鑑ける

メールアドレ箕篭取碁する際は、宝メー雄など惑墨で間違い唾少ない辻縄みを利罵ﾛす嘉

擬趣固伸雪号（subscriberID）を蕊福両『・ると会員鱒正確な掴陰が可能に巻る

０５８１拙継サイト制作のチＩソクポイント【恭木綱
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鑑期サイ1-割IT詞チニ唇ポイントＩ蒲毒廻］Flash利用時のポイント

Flash利用時のポイント
､蔦羅

法劉

門塞ｈ利踊可能鑑素麺蓋逗

Ｎ１Ｔドコモの端末では、505iからFlashが搭戦され、

携帯サイトでも新しい表現が可能になりました。Flash

とは、AdobeSystems社が開発した、励両の形式で

ActionSc『ip1と呼ばれるスクリプトで動作を1,ﾘ御できる

ため、マウスカーソルやグラフィカルなアニメーショ

ンなどインタラクティブな表現を行うことができるフォ

ーマットです。現在の携帯龍話で採用されているFIash

Lite１．１端は、ＰＣに比べるとできることは制限されて

いますがＮＴＴドコモやａｕのトップメニューに採用さ

れたり、Ｉモパゲータウン」でゲームとして提供される

など、これからの推滞電話での表現の可能性を切り開い

ています。これまでは、FIash対応端末の数が少なかっ

たため、Flashフォーマットでのコンテンツ提供は限ら

れた人しか見れませんでしたが、現在発売、普及してい

る挑帯篭賭端末ではほとんど対応しています

〔･§･〉FIashLI1e30も公開され対応端末も発表されていＩkす。

F|固唾ｈ鱒利点

利点はなんといってもその表現力です、上述の通り、

マウスカーソルの肋きに合わせてコンテンツを切り替え

たり、メニューの出しわけができるため、桃帯サイトの

画面が小さいという制約をクリアすることができます。

アニメーションでの動きが可能なため、スムーズな動き

でユーザーを飽きさせないという携帯サイトで股も重要

なことのひとつを実現できることが何よりメリットと言

えるでしょう｡

Fj韮、判爾時露蓮憲点

Ｆｌａｓｈでコンテンツを制作する際に注意するべき点

は、ファイルサイズです。サイト全体をFIashで制作し

た場合、Ｆｌａｓｈのファイル（swf）は容量が大きくなり、

携帯電話によっては表示ができなかったり、極端に動作

が遅くなる堀合があります。これは、組み込む画倣･リイ

ズを落としたり、スクリプトを簡潔に普く工夫によって

改善されます。さらに、FIashを利用する場合は、一般

的にＳＥＯ効果が無いと言われています。そのため、検

索エンジン向けのＳＥＯ対策ページを制作し、検索クロ

ーラにはそちらをクロールしてもらうような般定をして

おきましょう。また、ほとんどの端末がFlash対応とな

ってきていますが、非対応端末があることも耶実です。

もし､想定しているターゲットの端末が非対応の塊合は、

FIashとＨＴＭＬの両方を用意して、コンテンツの切り

替えを検討する必要もあります。

'Ｆ１鴎I'飼霜鎧索は十分菅熟して漏り、謹蕊力の高いサイトを制作する#二は前璽購曝取もノ

入れる

髄Ｆ陶錨Iで表理･ＩI~葛喝合臥ラァイルサ曇1,嵩、畠E口、ターゲット畷の'二I韮h鋪応端末普段度

健注意して、ペ－毒を割fl扉常る必要が過る

060挽聯サイト制作のチェソクポイント【釆窓網’


