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※この部分は、前項の続きになります。
第1章：Page Quality評価 2 基準と事例をご参照ください。

9.0 Page Quality評価の要点

皆さんは「Page Quality評価は難しそう」と思ってしまうかもしれません。ページ・Webサイトの様々な要素を確認
し、検討する必要があります。こうした評価を行うには、練習が必要です。難しい評価タスクを行う時には、本ガイ
ドラインの各セクションを読み直して例を確認すると良いでしょう。

重要：個々のPage Quality評価タスクには、過度にこだわる必要はありません。「これが最適」と思える評価を付け
て、次のタスクに取り掛かりましょう。2つの評価のどちらにするか迷う場合、低い方を選びましょう。3つの評価で
迷う場合、中間の評価を採用しましょう。

Page Quality評価の場合、ページ・Webサイトの地理的条件は考慮しないようにしてください。例えば英語（米国）
担当の検索評価者は、英国・カナダなど英語圏である他の国のWebサイトも米国のWebサイトと同じ基準で評価して
ください。ページのある場所（英国・カナダ）が、タスクの場所（米国）と異なるからといって、Page Quality評価
を低くしてはいけません。

本ガイドラインは「通常のWebサイト」を念頭に置いています。しかし、PDFファイルやPNG・JPG画像などの、
WebページではないLPを評価するタスクもあります。LPがWebページでない場合は、本ガイドラインの既定の一部が
当てはまらないこともありますので、自身で適切に判断してください。

最後に、本ガイドラインはページ品質に関する要素を全てカバーしているわけではありません。評価者の皆さんが、
本ガイドラインがカバーしていない理由でHigh/Low評価を付けることもできます。その場合、コメントで理由を説
明してください。いつも通り、自身で適切に判断してください。

http://www.irep.co.jp/press/pdf/google_general_guidelines1-2.pdf
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9.1 Page Quality評価タスクの案内

Page Quality評価タスクには、以下のパートがあります。

1. 評価対象LPについての初期質問
2. LPの様々な品質要素への評価を個別に記録するための「Page Qualityグリッド」（訳注：具体的にどのよう

なものかは明記されていません）
3. 総合的なPage Quality評価を表す「Page Qualityスライダー」
4. 評価理由を説明するコメント欄

初期質問の答えによっては、評価タスクがそこで終わることもあります。ページが「ポルノ」「外国語」「読み込め
ない」（訳注：セクション14.0 「ポルノ」「外国語」「読み込めない」「使いにくい」検索結果、参照）に該当す
る場合、Page Qualityグリッドを埋めたり、総合的なPage Quality評価を与えたりする必要はありません。全くコン
テンツが無いページ、つまりメインコンテンツ・補助的コンテンツ・広告のいずれも存在しないようなページも「読
み込めない」という扱いになります。Wikipediaのこの記事で、こうしたエラーメッセージの意味を確認できます。

また、評価対象ページが悪意・有害・虚偽あるいは目的が欠如したページである場合も、Page Qualityグリッドを埋
めたり、総合的なPage Quality評価を与えたりする必要はありません。

Page QualityグリッドはLP・Webサイトへの評価を記録しやすい「メモ帳」になるようにデザインされています。

9.1.1 スマートフォンを利用した評価

原則として、タスクを行うときには「Send to Device機能」を使って、LPをスマートフォンで開いてください。しか
し、分析のためにPCを利用することも可能です。例えば、Webサイトに関する情報や評判を調査するために提供され
るリンクはPCで開いてください。

重要：タスクURLを開くと、インタースティシャルページが表示されることもあります。「簡単にメインコンテンツ
にたどり着ける場合」はページ品質評価の対象に含める必要はありませんが、「メインコンテンツにたどり着くのが
とても難しい、または不可能」な場合はページ品質評価に反映してください。

9.2 E-A-T評価はページ単位？Webサイト単位？

メインコンテンツの品質を評価する場合、ページ品質評価タスクの対象URLのLPを見て判断します。一方、Webサイ
トの評判を評価するときには、LPが所属するWebサイト全体を見ることになります。E-A-Tを「LP（ページ）単位で
判断する」「Webサイト単位で判断する」「両方」のどの方法で判断するかは、ページごとに異なります。

Page Quality評価要素には「LPに関する要素」と「Webサイトに関する要素」があります。
• LP単位：メインコンテンツ、補助的コンテンツ、広告、デザインなど
• Webサイト単位：連絡先情報、評判、Webサイトの維持・管理など

E-A-Tの評価単位は状況に応じて「LP（ページ）単位」「Webサイト単位」「両方」のいずれかになります。

同じWebサイト内でもページごとに作者が違う場合、「LPのE-A-T」が重要です。YouTube のようなUGC（User-
Generated Content：ユーザー生成コンテンツ）Webサイトなどが代表例で、こうしたページのE-A-Tはコンテンツ
作成者のE-A-Tに応じて激しく変化します。

逆に、以下のような場合は「Webサイト単位」でのE-A-Tが重要です：

• 単一の作者・組織が、Webサイト内の全コンテンツを作成している。著名な医師グループによる医療関連の
Webサイトなど。

• 複数の作者・組織がコンテンツを作成しているが、Webサイトが厳しく監修している。厳しい公開基準を持つ
科学誌など。

• Webサイトのトピックに関する専門家から、極めて高い評判を受けているWebサイト。あるトピックについ
て、最高のE-A-Tを持つと認知されているWebサイトなど。

https://ja.wikipedia.org/wiki/HTTP%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89


50

10.0 特定タイプのページに対するPage Quality評価の注意点

10.1 エンサイクロペディアの評価

エンサイクロペディア形式のWebサイトは数多く存在します。一般的な参考文献にされるような信頼度の高いものが
ある一方で、匿名ユーザーが作成・編集したコンテンツを監修・事実確認なしに掲載しているものもあります。エン
サイクロペディアでは個々の記事の著者が分からないことも多く、Webサイトの評判調査に基づいて記事の専門性を
判断する必要があるケースも多くあります。High評価・Highest評価は、正確さと専門性について極めて高い評判の
あるエンサイクロペディアサイトにのみ適用してください。

Wikipediaに関する注意：一般的に言って、Wikipediaは評判も良く、大変人気のある情報源で正確さにも定評があり
ます。しかし全てのWikipedia記事の正確さを保証できるような、単一の著者がいるわけではありません。Wikipedia
記事の品質はページごとに異なるので、個々のWikipedia記事の評価をページ単位で確認しましょう。

豊富で詳しいメインコンテンツがあり、外部の情報源も豊富なWikipedia記事はHigh前後の評価になるケースが殆ど
です。Wikipedia記事がHighest評価になることもあります。ただし、医薬・経済・法律などのトピックには極めて高
い専門性が求められるので、大抵の場合Wikipedia記事に対してHighest評価は高すぎるでしょう。高品質なメインコ
ンテンツが多く、しっかりと調査しており、情報源の引用も適切なページはHigh評価まで評価を引き上げることがで
きます。そうでない場合は、Medium前後の評価になることがほとんどです。もちろん、メインコンテンツが大変少
なく、不正確なWikipedia記事にはそれ以下の評価が該当します。

10.2 「エラーメッセージ」「メインコンテンツのないページ」の評価

「Webサイト内の他のページは機能しているが、特定のページだけが一時的に表示できない」場合や、「カスタム
404のような、特定のエラーメッセージ用ページ」などが該当します。また。メインコンテンツが表示されないことも
あります。そうしたページを評価するときは、このページがユーザーに何を提供できているかを考えましょう。ウェ
ブマスターはこのページを作成するのに、時間と労力を費やし、注意を払っているでしょうか？

以下はそうしたページの評価例です。

ページと
コンテンツのタイプ

ページの特徴 Page Quality評価点と説明

意図的にメインコンテンツが無い
構成にしているページ

• 大量の目立つ広告があり、ユーザーを助ける
努力が見られない

メインコンテンツがないページの一例。「何か問
題があって、メインコンテンツを表示できていな
いのかもしれない」と思うかもしれないが、この
Webサイトにはこれと同じような「メインコンテ
ンツが無く、大量の広告しかないページ」が多数
存在する。ユーザーの役に立つための努力をせず
に広告を見せることだけが目的のページであり、
Lowestが適切。

読み込みが不完全で、
メインコンテンツが無い

• メインコンテンツの欠如
（おそらく一時的なエラーによるもの）

• 十分な補助的コンテンツ
• 好意的な評判

メインコンテンツも、エラーメッセージもない
ページ。ミシガン州内のある町の新聞社Webサイ
ト内のページであり、同Webサイト内に同様の
ページはほとんど存在しない。ナビゲーションリ
ンクはすべて機能し、このページも後日復旧され
た。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PrairieDogWikipediaReferences.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/PrairieDogWikipedia.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.6.3.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.6.4.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.6.4.png
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ページと
コンテンツのタイプ

ページの特徴 Page Quality評価点と説明

カスタム404 ① • 悪い点もないが、取り立てて良い点もない

ユーザーが訪問しようとしたURLが存在しないこ
とをお知らせする、カスタム404ページの一例。
こうしたページ上で問題点をユーザーに上手に伝
え、問題解決を手助けするWebサイトもある。

評判の良いショッピングサイト内のページ。しか
しこのページには、ユーザーに問題点を説明する
ための最低限の情報しか記載されておらず、役に
立つコンテンツと言えばトップページに戻るリン
クのみ。

カスタム404 ②
• 高品質かつ十分な量のMC
• ユーザー体験向上に役立つ補助的コンテンツ
• 好意的な評判

ユーザーが訪問しようとしたURLが存在しないこ
とをお知らせする、カスタム404ページの一例。
問題点の説明や、検索ボックスなどの役立つヒン
トが充実している。

カスタム404 ③

• 高品質かつ十分な量のMC
• ユーザー体験向上に役立つ補助的コンテンツ
• 大変好意的な評判

ユーザーが訪問しようとしたURLが存在しないこ
とを知らせる、カスタム404ページの一例。メイ
ンコンテンツはイラスト・カートゥーン・Webサ
イト内検索機能など。メインコンテンツの作成に
時間・労力が費やされ、才能が活用されている。

この出版元は大変評判がよく、特にカートゥーン
に定評があるため、High+評価からHighest評
価にあたる。

10.3 フォーラム・Q&Aの評価

フォーラムやQ＆Aの評価は困難です。最も重要なのは「参加者のE-A-T」ですが、その評価が難しいためです。以下
の点に注意しましょう。

• フォーラム・Q＆Aのメインコンテンツは質問だけではない。回答や質問から派生した議論もメインコンテンツ。
• フォーラム・Q＆Aの評価は「訪問者の視点」から行うこと。「議論に参加している人の視点」ではない。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.6.6.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/baby404.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/3.6.5.png
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ページと
コンテンツのタイプ

ページの特徴 Page Quality評価点と説明

喫煙と胸の痛みに関するQ＆A
（YMYL）

• 不正確で、ユーザーを害する可能性もある
YMYLページ

評価は「参加者の視点」ではなく「検索エンジン
からの訪問者の視点」で行うこと。質問の表現が
稚拙で、理解しにくい。回答も表現が稚拙で、不
正確でユーザーを害する可能性がある医学的アド
バイスを含んでおり、Lowest評価の原因になっ
ている。

回答のないQ＆A
• 誤解を招くページデザイン
• メインコンテンツ不足

回答がついていないだけでなく「関連する回答」
という誤解を招くアンカーテキストで広告・他の
質問へのリンクが目立つように掲載されており、
ユーザーが回答だと勘違いする可能性がある。
「このページには、実は回答がない」ことにユー
ザーが気付くまで時間がかかる。虚偽のページデ
ザインと回答の欠如によってユーザーエクスペリ
エンスは極めて悪くなっており、ページの目的も
全く達成できていない。

2002年のVolvoに関するQ＆A
• 誤解を招くページデザイン
• メインコンテンツ不足

メインコンテンツは参考画像の赤枠内。枠内にあ
る、全く役に立たない「回答」などを確認するこ
と。この回答は全く役に立たないため、Google 
は「この質問には回答がついていない」と見なす。
このページには、メインコンテンツが不足してい
る。

役立たずの「回答」に加えて、メインコンテンツ
と広告が判別しにくいデザインになっている。例
えば、本当の回答と区別がつかないフォーマット
の「スポンサー付き回答」があるが、これは広告
であり回答ではない。誤解を誘う、やや虚偽的な
デザイン。

ゲーム機の
問題点についてのQ＆A

• メインコンテンツ不足
メインコンテンツの作成全てをユーザーに委ねて
いるWebサイトもある。この例では、メインコン
テンツはユーザーの質問。回答がない場合、メイ
ンコンテンツの量が不足することになる。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/ChestPainsSmoking.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/ChestPainsSmoking.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/e/PQexamples/2.6.5.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/VolvoPart.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/2ds.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/2ds.png
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ページと
コンテンツのタイプ

ページの特徴 Page Quality評価点と説明

ネイティブアメリカンの
風習に関するQ＆A

• E-A-Tの欠如
94件の回答があるが、ほぼ全て役に立たない。
トップ表示されている「ベストアンサー」を含め、
多くの投稿が間違いや誤解を招くもの。

バレエシューズの
洗い方に関するQ＆A

• 高品質・低品質要素が混在するが、埋め合わ
せができている

ダンスのトピックに関するフォーラム。投稿者は
日常的にバレーシューズを洗っており、そうした
経験をもとにお勧めの方法を投稿している。

このページが「高品質・低品質要素の混在」と判
定される理由は、邪魔なコンテンツでメインコン
テンツが利用しにくくなっているため。しかし、
品質評価業務は「ビューティコンテスト」ではな
い点に注意！

確かにページ事態は乱雑だが、「日常経験による
専門性」や有益なコンテンツもあるので
Medium評価が妥当。

ルンバの動作に関するQ＆A • 日常経験による専門性がある 多数の参加者が「このモデルはペットの毛に強
い」などといった、ルンバの利用体験を具体的に
共有している。製品の利用体験談や、役に立った
ポイントが豊富に描写されている。

Build a Bear社への
インタビューに関するQ＆A

• 日常経験による専門性がある
回答者はBuild-a-Bear社の社員であり、ある程度
独自性があり、専門性もあると思われる。

メインコンテンツが読みやすいデザイン。質問・
回答・広告などはそれぞれ、分かりやすくラベル
付けされている。

編み物のテクニックに関する
フォーラム

• 高度のE-A-T
一番初めの回答で、「マジックループ編み」の方
法を理解するのに役立つ情報が掲載されている。
また、回答者自身による作例写真もある。回答者
は20年以上も靴下を編んでおり、このトピック
に関する専門家と見なすことができる。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/beliefcustoms.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/beliefcustoms.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/WashBalletShoes.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/WashBalletShoes.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/Roomba.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/BuildABear.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/BuildABear.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/magicloop.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/magicloop.png
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ページと
コンテンツのタイプ

ページの特徴 Page Quality評価点と説明

ガン患者の
平均余命に関するQ＆A

• 日常経験による専門性
• 十分な量の、高品質なメインコンテンツ

「ガン患者の余命はどのくらい？」という質問。
友人・家族などがガンと診断されてからどのくら
い生きたかを語る、複数の投稿がある。ページの
目的は個人的な体験を共有する事であり、医学的
なアドバイスは少ない。投稿の多くは誠心誠意書
かれており、表現もしっかりしている。

財布の鑑定に関するフォーラム
• 高度のE-A-T
• 十分な量の、高品質なメインコンテンツ

高級なデザイナー財布に関するフォーラムとして
定評があるWebサイト。このページでは、フォー
ラム内のバッグ鑑定専門家に、参加者が鑑定を依
頼している。これらの専門家は、バッグの真贋を
見極めることが可能。最上部やメッセージ内に広
告があるが、簡単に判別でき、メインコンテンツ
の利用を妨げることはない。

追跡するべきKPIに関する
フォーラム

• 高度のE-A-T
• 十分な量の、高品質なメインコンテンツ

品質保証の専門家コミュニティとして有名な
フォーラム。回答には十分な権威性・信頼性があ
る。広告も掲載されているが「スポンサードリン
ク」と明記されているので、メインコンテンツの
判別は容易。

アクアリウムの
造営に関するフォーラム

• 高度のE-A-T
• 十分な量の、高品質なメインコンテンツ

ポルダリウム（陸上・水中の要素を含むアクアリ
ウム）の造園に関する議論。利用する素材・魚種
などについて、参加者たちが活発に議論・交流を
行っている。投稿内容も「アクアリウムの造園」
という狭いトピックに対しては十分な専門性が見
受けられる。

省略形に関するQ＆A
• 高度のE-A-T
• 極めて評判がよく、Webサイトがコンテンツ

の責任を負うことを明示している

省略形の使い方についての質問に回答することが
目的のページ。Webサイトは執筆・出版における
参照として評判が高い。ページのトピックに関す
る高い権威性・信頼性があると見なすことができ
る。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/CancerCompass.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/CancerCompass.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/purseauthentication.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/kpi.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/kpi.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/aquascaping1.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/aquascaping1.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/Abbreviation.png
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11.0 Page Quality評価のFAQ

質問 回答

この手順を全部やる必要はあるの？
時間がかかりすぎる！

経験を積むと、Page Quality評価にかかる時間は短くなっていきます。Page Quality評価の
様々な要素を評価しやすくするために、こうした手順を踏んでいます。実際に評価を行うと驚
くことも多いでしょう。一見Low評価にしか見えないページが、しっかり調べると実は
Medium・High評価だということもありますし、逆の場合ももちろんあります。評価者の皆
さんから、十分な情報に基づいたしっかり考え抜いた上での意見を頂きたいのです。

見た目のいいページは、全部High評価にす
ればいいの？

違います！目的は全く逆です。この手順で評価すると「このページの見た目はどうかな？」な
どと表面的なことを考えずに、ページを分析できます。

メインコンテンツの評価には専門性の判断
が必要というけれど、どんなトピックでも
専門性は必要なの？「専門家がいないト
ピック」というのもあるのでは？

「公式性のある専門性」が全てではないことを思い出しましょう。十分な時間・労力をかけ、
専門性・才能・技量が発揮されていればHigh評価になります。「個人的な体験を共有する」
というのも、日常経験に基づいた専門性のうちです。

ほぼ全てのトピックに、様々な形の専門家が存在します。もっとも、トピックやページの種類
によっては、「専門性」が「その他のメインコンテンツ評価要素」ほど重要でないこともあり
ます。

たとえニッチな分野や主流でない分野であっても、大抵のページ・トピックには専門家がいる
ものです。例えばハリ治療・ハーブセラピーなどの代替医療分野でも、一流の施術者が参加し
た専門性の高いWebサイトもあれば、専門性も経験もない人が書いたページも存在します。メ
インコンテンツの品質評価によって、どちらなのかを見分けることができます。

「このタイプのページなら必ずLow品質」
ということはある？

どんなタイプのページであろうと、品質の高いコンテンツもあれば低いものもあります。高品
質なコンテンツは「十分な時間・労力をかけ、専門性・才能・スキルが発揮されているもの」
であることに留意してください。

例えば著名人のゴシップページでも、High評価にあたるものもあればLow評価のものもあり
ます。ゴシップページの目的は「スキャンダラスではあるが、その著名人に関する信憑性のあ
る情報を報道すること」です。ゴシップページのメインコンテンツが「面白い、しっかりした
情報源からの情報」である場合、High評価になることもあります。

「○○」というタイプのページで、High評
価にあたるものを一度も見たことがない。
このタイプのページにはHigh評価のものが
ないのだから、なんでわざわざ評価の手順
を踏んでLow評価をつける必要があるの？

たしかに、現時点ではHigh評価にあたるページがほとんどない、あるいは一切ないタイプも
あるでしょうが、将来は変わるかもしれません。現時点では存在していないページを含む、全
てのページに適用できる基準が必要です。

不公平な項目があるのではないか。例えば
芸術のページの中には、ページの目的がな
いものもある。そうしたページはLow評価
になるの？

芸術のページには「芸術的な表現をする」という目的があります。芸術のページに「芸術的な
表現をする」以外の目的がないからといって、Low評価にはなりません。芸術的表現・ユーモ
ア・エンターテインメントなどは、どれもページの目的として妥当なものです。

タスクURLをスマートフォンで開いた場合
でも。E-A-Tの確認にはデスクトップPCや
ノートPCも使っていい？

もちろん！
E-A-T調査のようにWebサイトを深く調査する場合、PCを利用できます。タスクを達成するの
にPCが役立つ場合には、いつでも使ってください。また、タスクによっては「このリンクは
PCで開くこと」と指示する、Webサイト調査用のリンクがあることもあります。


