
1.0 Page Quality評価の概要

Page Quality（PQ）評価タスクは、「URL」と「評価結果を記録するためのグリッド」で構成されており、LPや関連
するWebサイトを確認しやすくなっています。PQ評価の目的は「ページが、そのページ自体の目的をどの程度達成し
ているか」評価することです。Webサイト・ページによって目的は大きく異なるため、Google の評価基準もページの
タイプごとに異なります。

優れた品質評価者になるためには、以下の点が重要です。

・評価対象地域で、一般ユーザーとしてネットを活用した経験
・各種ガイドラインの深い理解
・そして何よりも……PQ評価タスクの繰り返しによる練習！

本ガイドラインに掲載した事例は大変重要なので、以下の点を意識したうえで必ず確認してください。

• Webサイト・ページの内容はすぐに変化するため、事例にはページのスクリーンショットを利用しています
• 事例に関する情報は掲載時点でのものです。掲載後に、コンテンツやWebサイトが変更されていることがあり

ます
• デスクトップPCの事例とモバイルの事例、両方を掲載しています

2.0 ページ・Webサイトの理解

PQ評価のためには、Webサイトを深く理解する必要があります。本ガイドラインでは基本的なところから始めて、流
れに沿ってPQ評価の要点を教えます。よって、「自分はWebに詳しい」と思っている方も必ずこのセクションを一読
してください。

以下に重要な用語を記載します。

ページ（Webページ）：
WWWに接続しており、Chrome などのブラウザで「閲覧」あるいは「訪問」できるものです。
1990年代には、ページのコンテンツは主に文章とリンクだけでした。
しかし現在では、動画・画像などの「メディア」や商品購入機能・メール・計算機・オンラインゲーム等の「機能」
といった多様なコンテンツが存在します。

URL：
ブラウザがページを発見し、表示するのに利用する文字列です。
PQ評価では「ホストとドメインの違い」等のURL構造に関する深い知識は不要です。
そうした点に興味があるなら、こちらをご参照ください。

Webサイト：
ページの集合体で、多くの場合各ページ間にはハイパーリンクが存在し、個人・企業・教育機関・政府・その他組織
などによって作成・公開されています。
有名なものにFacebook・Wikipedia・Yahoo・YouTube などがあります。

注:本ガイドラインでは「同一の個人・企業が所有し、管理するページ群」（例：yahoo.com）をWebサイトと
して扱いますが、「あるWebサイト内の、独自の目的を持つ一部門」（例：Yahoo!ファイナンス・
Yahoo!スポーツ（日本におけるYahoo! JAPAN スポーツナビ）・Yahoo!メールなど）もWebサイトとして扱う
ことがあります。
また、Yahoo!ファイナンスやYahoo!スポーツのページをYahoo!に属するページとして扱うこともあります。

2.1 重要な用語の定義

Part 1: Page Quality評価のガイドライン
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ホームページ（トップページ）：
Webサイトのメインページであり、ユーザーがWebサイトを訪問した際、普通はまずホームページが表示されます。
Appleなら「http://www.apple.com」が、Yahoo!なら「http://www.yahoo.com」が、Yahoo!ファイナンスなら
「http://finance.yahoo.com」がホームページです。
サブページ内の「ホーム」というリンクやロゴをクリックするとホームページに行けることが多いです。

ホームページ以外のページをサブページと呼びます。例えば、「http://www.apple.com/iphone」・
「http://finance.yahoo.com/options」等はYahoo!ファイナンスのサブページです。

ウェブマスター：
Webサイトを維持・管理する人のことです。

重要：評価者の皆さんはリンクをクリックし、URLを書き換えてWebサイトを気軽に探索できるようになってくださ
い。Webサイトの探偵・探検家になりましょう！

2.2 「ページの目的」とは

「ページの目的」は、そのページが作られた意義です。各ページは一つ、もしくは複数の目的があって作られるもの
です。ページの大半はユーザーにとって役に立つという目的のために作られるものですが、中には「金儲けが目的で、
ユーザーの役に立つための努力をほとんどしない」「ユーザーを害することが目的」といったページも存在します。
ページを理解する第一歩は、「ページの目的」を理解することです。

なぜ、ページの目的を理解する必要があるのでしょう？理由は以下の通りです。

• PQ評価の目的は「ページの目的を達成できているか」を判定する事です。そのためにはページの目的、さら
に場合によってはWebサイトの目的も理解する必要があります。

• ページの目的を理解すれば、そのページを評価するときにどんな点が重要かを理解できます。
• Webサイト・ページはユーザーのためになるものであるべきです。「ユーザーに害を与える目的」「だます目

的」「金儲けだけが目的」等のページは、大変低いPQ評価を受けます。この点については後述します。

特定のタイプが他のタイプよりも必ず高品質ということは絶対にありません。たとえば、Wikipediaのようなエンサイ
クロペディア系ページが、常にユーモア系のページよりも高品質とは限りません。

重要：ページのタイプには「ショッピング」「ニュース」「フォーラム」「動画」「エラーメッセージ」「PDF」
「画像」「ゴシップ」「ユーモア」等の様々なものがあります。タイプはPQ評価とは無関係です。ページの目的を理
解して、評価を行いましょう。

以下は、ユーザーの役に立つ「ページの目的」の一例です。

• トピックについての情報を共有する
• 個人的・社会的情報を共有する
• 写真・動画等のメディアを共有する
• 意見・見解を発表する
• 人を楽しませる
• 商品・サービスを販売する
• ユーザーが質問を投稿したり、それに回答できるようにしたりする
• ユーザーがソフトウェアを共有・ダウンロードできるようにする

以下は、何を目的としたページであるか分かりやすいページの例です。

ページ類型 ページの目的

ニュースサイトのホームページ ニュースを表示する

商品販売ページ 商品情報を表示し、販売する

動画ページ ユーザーに動画を見せる

通貨の変換ページ 異なる通貨を変換する
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以下は、ページの目的が一見わかりにくいページの例です。

2.3 YMYLページ（金銭・人生に関するページ）

ページによっては、ユーザーの将来的な幸福・健康・金銭的な安定性に影響する可能性を持つことがあります。
Google はそうしたページをYMYL（Your Money or Your Life）ページと呼びます。以下はその代表例です。

• 商品の売買・金銭の授受……ショップ・銀行など、オンラインでの購入・送金・支払い機能のあるページ
• 財産に関する情報……投資・税・退職金運用・家の購入・学費支払・生命保険などの情報に関するページ
• 医薬系情報……肉体/精神面の健康・薬品・病気・栄養学などの情報やアドバイスを掲載するページ
• 法的情報……離婚・養育権・遺言書作成・市民権獲得などの情報や助言を掲載するページ
• その他……養子縁組・車の安全性など、「金銭・生命に重大な影響を与えうる情報」全般

YMYLページに対して、Google は通常より厳しい評価基準を適用します。低品質なYMYLページは、ユーザーの幸
福・健康・金銭的な安定性を害することがあるためです。

2.4 ページのコンテンツを理解する

ページのコンテンツは「MC（メインコンテンツ）」「SC（補助的コンテンツ）」「Ads（広告・マネタイズ要素）」
のいずれかに分類できます。ページの目的を理解してPQ評価を行うためには、ページの各コンテンツがどれになるの
かを理解する必要があります。

ページのデザインは複雑なこともあるため、様々な個所をクリックしてページ内を探索しましょう。「タブに隠され
たコンテンツ」「ページ内のインタラクティブ要素」等も確認しましょう。「タブに隠されたコンテンツ」であって
も、その内容に応じて「MC」「SC」「Ads」のいずれかに分類されます。

目的がわかりにくいページ例 説明

コロンブスに関するページ

一見歴史上の事実を記載したページに見えますが、内容は「コロンブスは1951年にシ
ドニーで生まれた」等と、明らかに不正確です。このページはユーザーをだましたり
混乱させるのが目的なのでしょうか?

Webサイト全体、特に「About This Page（このWebサイトについて）」を確認すれ
ば、このWebサイトの目的は「ネットの情報を解釈する方法を教える」ことだと分か
ります。このページもそうした教育目的に沿って、わざと間違えた情報を掲載してい
ます。このページ・Webサイトにはユーザーの役に立つ、善意の目的があります。

OmNomNomNomのページ

このページは一見、目的のはっきりしない変なページに見えます。しかしこのWebサ
イトはユーザーが同様のコラージュ画像を投稿して楽しむWebサイトであり、ユー
ザーの役に立つ、善意の目的があります。

「Webサイトについて」のページの内容は十分ではありませんが、「FAQ」のページ
からWebサイトについて十分知ることができます。

9

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.1.5.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.1.6.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.1.7.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/OmNomNomNomAbout.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.1.8.png


ページ類型・目的 MCの範囲（黄色で表示）

ニュースサイトのホームページ：ニュースを表示する 参考画像

ニュース記事ページ：記事を見せる 参考画像

商品販売ページ：商品情報を表示し、販売する
• タブに隠された「レビュー」「配送について」「安全性について」等もMCとして考慮される点に注意

参考画像

動画ページ：ユーザーに動画を見せる 参考画像

通貨の変換ページ：異なる通貨を変換する 参考画像

ブログの投稿記事ページ：投稿を見せる 参考画像

検索エンジンページ：ユーザーがクエリを入力し、検索できるようにする 参考画像

銀行のログインページ：オンラインバンクの利用許可を与える 参考画像

ページ類型・目的 SCの範囲（青色で表示）

ニュース記事ページ：記事を見せる 参考画像

商品販売ページ：商品情報を表示し、販売する 参考画像

動画ページ：ユーザーに動画を見せる 参考画像

ブログの投稿記事ページ：投稿を見せる 参考画像

2.4.2 SC（補助的コンテンツ）の判別

SCはページの目的達成に直接は関与しないものの、ユーザーエクスペリエンス（UX）を向上させるコンテンツです。
SCを制御するのはウェブマスターで、UXを決定する重要な要素です。Webサイト内のナビゲーションリンクは、SC
の代表例です。「隠されたコンテンツ」がSCになることもあります。

「MC/Adsではない」部分を探すことで、SCを簡単に判別できます。

2.4.3 Ads(広告・マネタイズ要素)の判別

Adsはユーザーエクスペリエンスの向上に役立つことがあります。Adsはページから収益を得るためのコンテンツ・リ
ンクです。Adsの有無は品質評価とは無関係であり、「AdsがあるからLow評価」「AdsがないからHigh評価」とい
うことはありません。高品質なコンテンツの作成・維持にはお金がかかるため、Adsによる収益がないとWebサイト
の存続が不可能な場合もあります。

広告・アフィリエイトなど収益化の方法は様々です。こちらも参照してください。モバイルサイトの場合、デスク
トップPCサイトよりも収益化の方法が巧妙なことがある点に注意してください。

中でも、広告は特に幅広く使われています。Adsには「広告」「スポンサーリンク」「スポンサーによる候補」「広告
主による検索結果」等のラベルがついていることもあります。「クリックしてみる」「マウスオーバーする」等の方
法で、Adsであるかどうか判定できます。Adsはリロードするたびに切り替わり、同じページでもユーザーごとに別の
広告が表示されます。

ウェブマスターはアドネットワークへの参加などによってページ上に広告を表示できますが、常に全ての広告を制御
できるわけではありません。しかし、Google はページ上に表示される広告全てについて、ウェブマスターがその責任
を負うとみなします。

重要：
Google はあらゆる有償のリンクをAdsとみなします。収益化の類型についてはこちらを参照してください。
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2.4.1 MC（主要コンテンツ）の判別

「ページの目的達成に直接関わる部分」は全てMC（メインコンテンツ）です。ウェブマスターは基本的に全てのMC
を管理できますが、ユーザー生成コンテンツ（UGC）は例外です。MCはコンテンツの種類を問いません。「テキス
ト」「画像」「動画」「計算機・ゲーム等の機能」等もMCになることがあります。また作成者も問いません。ユー
ザーが追加・アップロードした動画・レビュー・記事などのUGCもMCになることがあります。タブの背後にユーザー
レビュー等の情報があったり、そのような「タブに隠されたコンテンツ」をMCと判定することもあったりする点に注
意しましょう。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.1m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.2m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/2.2.4mc.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/EngineerGuideCatsMC.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.6m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.9m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.7m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.8m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.2s.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.4s.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/EngineerGuideCatsSC.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.9s.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Website_monetization
http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_network
http://en.wikipedia.org/wiki/Website_monetization


ページ類型・目的 Adsの範囲（赤色で表示）

ニュース記事ページ：記事を表示する 参考画像

動画ページ：ユーザーに動画を表示する 参考画像

ブログの投稿記事ページ：投稿を表示する 参考画像

商品販売ページ：商品情報を表示し、販売する 広告なし

2.4.4 MC/SC/Adsのまとめ

おさらいしてみましょう。

① MC：ページの目的達成に直接かかわる要素であり、「MC=ページの存在理由」です。MCの品質は、PQ評価に大
きく影響します。
② SC：MCと同様に重要な要素です。目的達成に寄与することもあれば、逆の場合もあります。
③ Ads：Adsによる収益がないと、高品質のコンテンツを作成・維持できないこともあります。Adsの有無は評価と
無関係です。

レビューは、ページの内容によってMCとなることもSCになることもあります。自身で判断しましょう。

ページ内の全要素をこまめに判定する必要はありません。まずはMC、次にAdsがどこだか判定すれば、残りは全部SCです。

ページ類型・目的 MC/SC/Ads

ニュース記事ページ：記事を表示する 参考画像

商品販売ページ：商品情報を表示し、販売する 参考画像

動画ページ：ユーザーに動画を表示する 参考画像

通貨の換算ページ：異なる通貨を換算する 参考画像

ブログの投稿記事ページ：投稿を表示する 参考画像

銀行のログインページ：オンラインバンクの利用許可を与える 参考画像

2.5 Webサイトの理解

ページを「Webサイトの一部」として見てみると、より深くページの意味を理解できることがあります。PQ評価でも、
ページが所属するWebサイト自体について評価するポイントがあります。

Webサイトを理解するためには、まずはそのWebサイト自体の中にある情報を集めましょう。Webサイトというものは大抵、
自分語りに熱心なものです！

同時に、Webサイトの評判を調べることも大切です。外部の、独立したソースによる評価を見つける必要があります。
「Webサイト自体の言っていること」と「外部の評価」に差がある場合、Google は「外部の評価」のほうを信頼します。
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大抵の場合、ホームページにはWebサイト内の重要ページへのリンクがあります。ウェブマスターも、ホームページから他
のページに行きやすいように配慮していることが多いです。

以下の方法で、ホームページを探しましょう。

• PQ評価タスクのLPのURLを試す
• 「ホーム」「トップページ」喉のリンクを探し、クリックする
• Ctrl+Fによるページ内検索で「ホーム」「メイン」等を入力したり、Webサイトのロゴをクリックしてみる

2.5.1 ホームページ（トップページ）の見つけ方

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.2a.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/EngineerGuideCatsAd.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.9a.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/2.2.4-Ads.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.2all.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.4all.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/EngineerGuideCatsAll.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.6all.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.9all.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.2.8all.png


タスクによっては、それらのホームページへの導線がないページ・Webサイトが評価対象になることがあります。
High/Highest評価を受けるページであっても、ホームページへの経路がないこともあります。その場合、URL内の
「.com」「.org」「.net」「.info」等から後にくる文字を削除して、ページを更新してみましょう。

評価対象URLに対して、複数のホームページ候補があることもあります。たとえば、
http://finance.yahoo.com/news/category-stocks の場合、ホームページが http://finance.yahoo.com なのか、あるい
は http://www.yahoo.com なのか迷うかもしれません。

重要：
複数のホームページ候補がある場合、どれが評価対象のページに関する情報を一番多く持っているかを自身で判断し、ホー
ムページとして扱ってください。「評価対象ページと、それに関連するWebサイトを理解すること」が目的であり、正確な
ホームページを特定することが目的ではありません。

以下の例では、「評価対象ページのURL」「ホームページのURL」「ホームページへの経路を説明するための画像」を掲載
しています。画像の上のリンクを開くと、ホームページへの導線が赤いボックスで表示してあります。

評価対象ページのURL ホームページのURL ホームページへの経路を説明するための画像

http://www.williamsso
noma.com/products/s
hun-premier-7-
pieceknife-block-set

http://www.williams-sonoma.com/

参考画像

LP左上のロゴをクリックすると、ホームページに遷移

http://answers.yahoo.
com/question/index;_
ylt=AnAYEU1fED6ncg1
jRCFy30kk5XNG;_ylv=
3?qid=200912141935
23AAQqHQS

http://answers.yahoo.com

この場合、ホームページは
http://answers.yahoo.comです。
http://www.yahoo.comではありません。

理由：
① LPにあるロゴからは
http://answers.yahoo.comに遷移

②.Yahoo!Answerサイトに関する情報は
http://answers.yahoo.comには多いが、
http://www.yahoo.comにはほとんどない

参考画像

LP左上のロゴをクリックすると、ホームページに遷移

http://hms.harvard.ed
u/about-hms/facts-
figures

http://hms.harvard.edu

この場合、ホームページは
http://www.harvard.edu
(ハーバード大学公式ホームページ)ではありません。

理由：
LPにあるロゴからは
http://hms.harvard.eduに遷移するため

参考画像

LP左上のロゴをクリックすると、ホームページに遷移
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http://finance.yahoo.com/news/category-stocks
http://finance.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.williamssonoma.com/products/shun-premier-7-pieceknife-block-set
http://www.williams-sonoma.com/
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.1.1.png
http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AnAYEU1fED6ncg1jRCFy30kk5XNG;_ylv=3?qid=20091214193523AAQqHQS
http://answers.yahoo.com/
http://answers.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
http://answers.yahoo.com/
http://answers.yahoo.com/
http://www.yahoo.com/
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.1.5.png
http://hms.harvard.edu/about-hms/facts-figures
http://hms.harvard.edu/
http://www.harvard.edu/
http://hms.harvard.edu/
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/HMS.png


2.5.2 「Webサイトの責任者」と「コンテンツの作成者」の見つけ方

全てのページはどこかのWebサイトに所属しており、以下の点が明確である必要があります。

• Webサイトの責任者（個人・企業・ビジネス・組織など）は誰か
• 評価対象ページのコンテンツの作成者（個人・企業・ビジネス・組織など）は誰か

通常、Webサイトはコンテンツの作成者を明示しています。理由は以下の通りです。

• 商用Webサイトなら、著作権を保護したい素材があるため
• ユーザーに、自社が作成者であるか知ってほしいと思うため
• アーティスト・著者・ミュージシャンなどのオリジナルコンテンツ制作者はユーザーに認知・評価されたいため
• 団体はサポート・ボランティアを募るため
• 高品質なショップサイトなら、ユーザーに安心して購入してもらうため

大半のWebサイトには「連絡先」「当サイトについて」等の、Webサイト所有者に関する情報が掲載されています。また多
くの企業は、自社の概要・活動・求職情報などを掲載するためのWebサイトやブログを持っています。Google やMarriott
もその一例ですし、他にも多くの例があります。

• Google 公式ブログ
• Marriotのブログ
• Southwest Airlinesのブログ
• Dellのブログ

多くの場合、Webサイトのコンテンツの責任は一個人にではなく、企業や組織にあります。ibm.comのコンテンツの責任は
IBM社自身、clevelandclinic.orgのコンテンツの責任はCleveland Clinic自身にあります。コンテンツの作成・管理を特定
個人が行っていても、その人が責任を負うことはありません。このような場合、Google はコンテンツの管理について企
業・組織が責任を負うとみなします。

また「企業・組織がWebサイトを管理するが、ユーザーが大多数のページのMCを作成する」というWebサイトもあります。
例えばFacebookの場合Webサイトの責任者はFacebookですが、各個人ページのコンテンツ作成者はユーザー自身です。
またWikipediaの場合Webサイトの責任者はWikimedia財団ですが、各ページのコンテンツ作成者は複数のユーザーです。
こうしたUGC（ユーザー生成コンテンツ）サイトには、 YouTube やTwitter等のソーシャル・記事投稿サイト・Q&Aサイ
ト・フォーラムなどがあります。このような場合、各ページのコンテンツ作成者を判断する必要があります。

最後に、ライセンスやシンジケートによって、他Webサイトと同一の記事を配信するWebサイトがあります。コンテンツ作
成者に対して金銭を支払ったり、作成者と何らかの関係があるわけです。この場合配信サイトはコンテンツの作成には携
わっていませんが、コンテンツに対する責任者とみなします。
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2.5.3 「当サイトについて」・「連絡先」・「お客様サービス」などの見つけ方

大半のWebサイトは、ユーザーとコミュニケーションを取りたいと思っています。また、ユーザーも「『このページが壊れ
ています』といった障害報告」から「コンテンツの削除請求」まで、様々な理由でWebサイトと連絡を取りたいと思うこと
があります。

大半のWebサイトはメールアドレス・電話番号・連絡用フォーム等の様々な連絡先を備えています。また、部署・個人など
が窓口になっていることもあります。

http://googleblog.blogspot.com/
http://www.blogs.marriott.com/
http://www.blogsouthwest.com/
http://en.community.dell.com/dell-blogs/default.aspx


Webサイトのタイプによって、必要な連絡先情報の量は異なります。「商店」「銀行」「クレジットカード会社」等のよう
に金銭を扱うWebサイトの場合、問題が発生したときの問合せ先として必要な「連絡先」「カスタマーサービス」の情報は
特に重要です。

ショッピングサイトの場合は「支払い」「交換」「返品」に関するポリシーを含めた連絡先情報について特別なチェックを
行ってください。「カスタマーサービス」の中にあることが多いです。

Webサイトの目的によっては、連絡先情報が少なくてもいい場合もあります。ユーモア系のサイトに、銀行並みの詳しい連
絡先情報を求める必要はありません。

匿名のWebサイトであっても、匿名であることに妥当な理由があることもあります。個人Webサイトには住所や電話番号を
記載しないこともあります。ユーザー生成コンテンツ主体のWebサイトでは、偽名やユーザー名だけで著者情報を登録可能
なこともあります。

Webサイトの連絡先を探すときは、まずはホームページから探しましょう。「連絡先」「カスタマーサービス」のリンクを
探しましょう。見つからない際は、Webサイト内を探してみましょう。「コーポレートサイト」リンクや企業のFacebook
ページ等に連絡先が記載されていることもあります。探偵になったつもりで探しましょう！

Webサイトに掲載すべき情報の範囲は、国・地域によって異なる点にも配慮しましょう。
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2.6 Webサイトの評判

Webサイトの評判は「Webサイトユーザーの体験」「Webサイトのトピックについての専門家の意見」に基づいています。
Webサイトが実在の企業・組織などを代表していることも多々あります。だから、評判調査を行う際にはWebサイトだけで
はなく、そうした企業・組織などについても調べる必要があります。

大半のWebサイトは活発に自己主張しますが、PQ評価のためには、客観的で第三者性のある評判も確認する必要がありま
す。Webサイトが自身について語っていることと、評価に値する外部ソースが語っていることが相反する場合、後者を信頼
します。

評価者の仕事は「ページの真価を見極める」ことなので、少数のソースからの情報を盲目的に信じてはいけません。Webサ
イトの自己主張に対して、懐疑的な視点を持ちましょう。



2.6.1 Webサイトの評判調査

評判調査によって、ユーザーや専門家がそのWebサイトをどう思っているのか把握しましょう。Webサイトに関するレ
ビュー・参考文献・専門家の推薦・ニュース記事などの信頼できる情報を探しましょう。

店舗の場合はユーザー評価機能があることが多く、買い物をしたユーザーからの評価を知ることができます。多数のユー
ザーが良い評価をしている場合、Google は「良い評判の証拠」として扱います。

他タイプのWebサイトでも、様々な評判の形式があります。例えば、新聞社のWebサイトなら報道に関する受賞歴がある場
合があります。ピュリッツァー賞のような有名な賞を受けていれば、それは「とても良い評判の、強い証拠」です。

高レベルの権威性・専門性が要求される場合、専門家の意見に基づいてWebサイトの評判を判定する必要があります。
専門家コミュニティ等、専門性の高いソースからの推薦があればそれは「とても良い評判の、強い証拠」です。

全てのWebサイトに対して評判調査を行ってください。「自分が個人的に使っているWebサイトだから、評判がいいWebサ
イト」などと思い込まないように。必ず調査しましょう！驚くことも多いはずです。

2.6.2 評判調査の情報源

統計情報や機械的にまとめられた情報ではなく、人の手によって記載された評判を探しましょう。例としてニュース記事・
Wikipedia記事・ブログ投稿・雑誌記事・フォーラムでの討論・第三者機関の評価などがあります。第三者による、信頼で
きる情報源を探しましょう。

Webサイトには関係するが、評判とは無関係な情報を見つけることもあると思います。例えばAlexaではWebサイトへのト
ラフィックを確認できますが、好意的・悪い評判の根拠には決してなりません。PQ評価には無用なので、無視してください。

2.6.3 店舗・ビジネスのレビュー

店舗・ビジネスの評判調査には、利用者のレビューも役に立ちます。ただし、レビューの数が少ない場合は特にレビューの
解釈には注意しましょう。好意的・悪いレビューどちらの場合でも懐疑的になりましょう。レビューは誰でも書けるので、
Webサイトの制作者・店舗やビジネスの関係者など書いていたり、人を雇って書かせていたりすることもあります。The 
New York Times・The Guardianの偽レビュー例を確認してみてください。

利用者のレビューを解釈するときには、できる限り多くのレビューを探すようにしましょう。どのような店舗・ビジネスで
あっても多少の悪いレビューがつくのは当然です。規模の大きい店舗や企業になれば数千単位のレビューがつきますし、大
抵は悪いものも入っています。

大切なのはレビューの数ではなく中身なので、レビューを読むことも大切です。詐欺・金銭トラブルについて信頼できるレ
ビューが複数あれば、それは「極めて悪い評判の証拠」です。一方「店員の態度が悪い」「領収書の到着が遅れた」などの
レビューが１件あっても、「悪い評判の証拠」にはなりません。自分自身で判断しましょう。
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2.6.4 評判の探し方

以下のような方法で評判を探してみましょう。

① Webサイトのホームページを探す。たとえばIBMの公式サイトならibm.comがホームページです。

② 以下の方法でGoogle 検索します。

• [ibm -site:ibm.com]: ibm.com以外でのIBMに関する情報を検索します
• [“ibm.com” -site:ibm.com]: ibm.com以外でのibm.comに関する情報を検索します
• [ibm reviews -site:ibm.com]: ibm.com以外でのIBMに関するレビューを検索します
• [“ibm.com” reviews -site:ibm.com]: ibm.com以外でのibm.comに関するレビューを検索します

http://www.alexa.com/
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/FerretingOutFakeReviewsOnline.png
http://www.theguardian.com/money/2013/jan/26/fake-reviews-plague-consumer-websites


③ Webサイトに関する記事・レビュー・フォーラム投稿・議論などを探します。ビジネスについての評価・レビュー
の情 報源は様々です。Yelp・BBB（ビジネスの信頼性や慈善活動を調査するNPO）・Amazon・Google ショッピン
グ等のWebサイトは、そうした情報源の代表例です。また[ibm site:bbb.org]や [“ibm.com” site:bbb.org]などで検
索すると、特定のWebサイト内からレビューを探すことができます。

注意:
BBBで評価が高い原因が「そのビジネスの評判がいいこと」ではなく「そのビジネスに関する情報が少ないこと」であ
ることがあります。一方、BBBでの評価が極端に低い場合、多くの不平不満があり、解決されていないことが多いです。
BBBでの評価が極端に悪い場合、「悪い評判の証拠」として扱ってください。

④ Wikipediaや著名ニュースサイト内で、関連する記事を探します。Wikipediaは企業・組織の評判を知るための良
い情報源です。 [ibm site:en.wikipedia.org]や[“ibm.com” site:en.wikipedia.org]などで探してみましょう。企業・
組織についての情報や、場合によっては受賞歴などの評判、場合によっては否定的な情報も知ることができます。記事
によっては「この内容は信頼性に疑問があります」「この情報は古いかもしれません」等の警告が出ていることがあり
ます。その場合は、追加調査が必要かもしれません。

以下は評判に関する情報の例です。

サイト サイトの評判 説明

信用情報照会サイト

Site:検索結果

Wikipedia記事

著名ニュースサイトの関連記事

良い評判：
米国のユーザーは同Webサイトで社会保険番号を入力し、
信用情報を確認できます。Wikipediaに「同Webサイトが、
無料で信用情報を確認できる唯一の国家公認の情報源であ
る」と記載されている点に注意してください。

注：顧客サービスについての不満は大抵のWebサイトにあ
るので、評判調査の際には複数の情報源・レビューを確認
する事、

病院のサイト

検索結果

Wikipedia記事

メディア記事

良い評判：
Wikipediaによると、このWebサイトを運営する病院はUS
News＆World Reportによ「米国の4大病院の1つ」と評価
されており、US News＆World Reportの記事にも米国最
良の病院と記載がある。ユーザーはこのWebサイト上の医
薬情報を信頼できる。

新聞社のサイト
検索結果

Wikipedia記事

良い評判：
Wikipedia記事にある通り、この新聞社はピュリッツァー
賞を7回受賞しており、良い評判があるとみなすことがで
きる。

16

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/ReputationResearchExampleWebsite1.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/ReputationResearchExample4.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/ReputationResearchExample4.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/ReputationResearchExample5.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_AnnualCreditReport.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/SearchResultsForannualcreditreport.comminussiteannualcreditreport.com.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_AnnualCreditReport_Wikipedia.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_annualcreditreport_WSJ.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_Cleveland_Clinic.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/SearchResultsforclevelandclinic.org.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_ClevelandClinic_Wikipedia.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_ClevelandClinic_USNews.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.5.8.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.5.8.ReputationResearchQuery1.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG3.3.5.8.1.png
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サイト サイトの評判 説明

Linuxの
レポジトリサイト

検索結果

Wikipedia記事

良い評判：
Wikipedia記事での記載は以下の通り。
「Kernel.orgはLinuxカーネルのソースコードの、メイン
レポジトリである。同Webサイトからは全バージョンの
ソースコードをダウンロード可能で、Google Android な
どの多くのプロジェクトもホストしている。Webサイトの
目的はLinuxカーネルの開発者・維持者のためにレポジト
リをホスティングする事である。」

通販サイト ①

評判の検索結果

レビューの検索結果

BBBでの悪評

TrustLinkでの悪評

否定的なレビュー

極めて悪い評判：
BBBで「F」ランク評価を受けている。詐欺行為に関する
ニュース記事や、「送金したのに商品が来ない」と告発す
る多数のレビュー・Webサイトがある。

通販サイト ①

評判の検索結果

BBBのページ

Wikipedia記事

ニューヨークタイムズ記事

極めて否定的・悪い評判：
このWebサイトはユーザーを脅迫するなど犯罪行為を行っ
ている。

傷痍軍人の支援機関

評判の検索結果

否定的なレビュー ①

否定的なレビュー ②

否定的なレビュー ③

否定的なレビュー ④

極めて悪い評判：
「この組織は詐欺・資金流用を行っている」という詳細な
告発が、複数のWebサイトや慈善団体監視機関から上がっ
ている。

2.6.5 評判が見つからなかった場合は?

大規模なビジネスの情報や大企業のWebサイトについては、容易に評判を見つけることができるでしょう。

逆に小規模なビジネスやWebサイトについては、評判が見つからないことも多々あります。その場合、「評判がない」とい
うことは「評判が良い・悪いということではない」という点に注意してください。小規模でローカルなビジネス・組織など
は、もっぱら口コミがメインで「ウェブ上での存在感」が少ないことも多くあります。こうした小規模なビジネスや組織に
おいては、「評判がない」からと言って、その品質が低いということはありません。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_Examples_kernel.org.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_Examples_kernel.org.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_Examples_site-kernel.org_Google_Search.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/kernel.org_wikipedia.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/domeclimber.com.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/searchreusltsfordomeclimber.com_site_bbb.org.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/SearchResultsDomeClimber.comReviews.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/DomeClimberBBBReview.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/TrustLinkDomeClimberNegativeReviews.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/DupedByDomeClimberArticle.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG3_3.5-40.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/SearchResultsfordecormyeyes.comminussitedecormyeyes.com.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.5.5.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_DecorMyEyes_Wikipedia.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PQ_decormyeyes_NYTimes.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.5.10.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.5.10.ReputationResearchQuery2.png
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