
12.0 モバイルのユーザー・クエリ・検索結果を理解する

スマートフォンをどんなことに使っていますか？

Part 2: モバイルユーザーのニーズ把握
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テキストメッセージ送信

動画の鑑賞

アラーム設定

ガソリンスタンドを探す

ツイートする

母に電話

ニュースを読む

ゲームで遊ぶ

住所を探す

音楽を聴く

天気を確認

オークション入札

更新を確認

飛行機のチェックイン

読書

喫茶店までの道案内こんなことを
したいな・・・

ユーザーはさまざまな用途でスマートフォンを利用し、利用する状況も千差万別です。Web検索をしたいこともある
し、スマートフォンに特定の動作をしてほしいこともあります。単純なタスクもあれば複雑なものもあり、複数のス
テップを経て完了するタスクもあります。例えば「この映画の監督が誰なのかを探す」というのは簡単なタスクです
し、「近所でこの映画を上映している映画館を探し、チケットを買い、行き方を知り、ナビ機能を使う」というのは
複雑なタスクにあたります。

ユーザーは、スマートフォンにさまざまなことをやってほしいと思っています。しかし、デスクトップPCやノートPC
と比べると、以下のような使いにくい点があります。

• データの入力が面倒：スマートフォンでのタイピングは難しく、音声入力は正確に認識されないことがある
• 画面が小さい：スマートフォン本体の機能・アプリ・Webページ等が使いにくいことがある
• スマートフォンで使いにくいWebページがある：メニューやナビゲーションリンクが小さすぎて、Webサイトの閲

覧が難しいことがある。ページによっては、横方向のスクロールが必要になることがある。また、画像のサイズが、
画面サイズに合っていないケースも。さらに、Flash等の機能を利用しているページには、大半のモバイル端末が
アクセスできない。

• ネット接続が遅くて不安定：モバイルユーザーはネットワーク圏内・圏外を出入りするので、接続が不安定。ス
マートフォンではアプリの起動・音声コマンドの認識・Webページの読み込みなどに時間がかかることがあります。

重要：スマートフォンのように画面サイズが小さい端末でも、タスクを簡単に達成できる必要があります。
ユーザーは「このモーメントに即した」結果を「今すぐに」手に入れたいと思っていますし、検索に長い時間をかけ
られないこともあります。

モバイル評価タスクを行うためには、評価者自身がスマートフォン（本ガイドラインでは“Mobile phone”と呼ぶこと
もあります）の利用者である必要があります。スマートフォンの音声コマンド・デバイスアクション・その他の各種
機能に慣れていない場合、少し時間を割いて試してみましょう。例えば、以下のような音声コマンドを試してみま
しょう。

• iPhoneのSiri
• Androidの音声コマンド機能、またはAndroid端末に「OK Google, help」と話しかけてみる

https://www.apple.com/ios/siri/
https://support.google.com/websearch/answer/2940021?hl=ja
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12.1 評価に関する重要な定義・概念

クエリ：ユーザーがスマートフォンにタイピングや音声で入力した、言葉や数字のことです。本ガイドラインでは、
クエリは[ ]で囲んで表示します。ユーザーが「自宅までナビ」と言ったら[自宅までナビ]、検索窓に「iPhone」と
入力したら[iPhone]と表示します。

ユーザーはスマートフォンで「アプリを起動する」「友人に電話する」「Webを検索する」などさまざまなアクショ
ンをしようとするので、クエリにも色々なタイプがあります。

ユーザー：（スマートフォンサイズの）画面が小さい端末に（クエリを）タイピング・音声入力して、何らかのタス
クを達成しようとしている人を指します。

ユーザーの意図：ユーザーがクエリを入力するときには、ある目的を達成しようとしています。このようなユーザー
の目的を「ユーザーの意図」と呼びます。

ロケール：すべてのクエリには対応する言語と地域があり、それらをロケールと呼びます。ロケールの表示にはアル
ファベット2文字の国コードを利用しています。現在のコード一覧はこちらです。タスクによっては、ロケールがその
ままタスクの対象地域になることもあります。

ユーザー所在地：ユーザーがいる場所です。

SERP（検索結果ページ）：ユーザーがクエリを入力した後に、検索エンジンが表示するページです。SERPは複数の
リザルトブロックの組み合わせで構成されています。

検索結果：リザルトブロックとLP（ランディングページ）を合わせて、検索結果と呼びます。

• リザルトブロック：クエリに対応して表示される、個々のブロックを指します。「リザルトブロック内に情報が表
示される場合」「リンクが表示される場合」「情報+リンクが表示される場合」があります。

• LP（ランディングページ）：リザルトブロック内のリンクをクリックすると表示されるページのことです。

デバイスアクション：スマートフォンなどの端末は、「アラーム設定」「アプリ起動」などのアクションを目的とす
る音声入力に対応できます。こうしたアクションを求めるクエリを「デバイスアクション」クエリといいます。

• 「デバイスアクション」クエリ：スマートフォンに特定のアクションをさせようとするクエリです。通常ならスク
リーン・デバイスの操作が必要な行為を、音声コマンドで行ってしまおうとする場合が多いです。

• 「デバイスアクション」検索結果：スマートフォンは「デバイスアクション」クエリに対して、「電話をかける」
などのアクションを返すことができます。

iPhoneを買おうかな？

クエリ：[iPhone]
ロケール：英語(米国)
ユーザー所在地：ニューヨーク州ニューヨーク

[iPhone]の検索結果

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_1.2-1.png
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12.2 クエリの理解

重要：Google 検索でクエリを調べる場合、検索結果上位のページだけに頼らないようにしてください。クエリには
Google 検索結果に出てこないような意図があることもあります。「Google 検索の上位に出てくるから」という理由
だけで高評価を付けないようにしてください。

皆さんの担当ロケールのユーザーが、以下のクエリをスマートフォンにタイピング・音声入力した場合を考えます。

品質評価業務の第一歩は、クエリを理解することです。「クエリ」とは、ユーザーがタイピングしたりス
マートフォンに音声入力したりする言葉のことです。

クエリやユーザーの意図が理解できない場合は、Google 検索やオンライン辞書、エンサイクロペディア
などで調べてみましょう。それでもクエリや意図が理解できない場合、評価タスクを手放しましょう。

クエリ ユーザーの意図

「パリの人口」（英語・米国での検索） フランスのパリの、現在の人口を知る

「近所のスターバックス」（英語・米国での検索） 一番近いスターバックスの場所を知る

「天気」（英語・米国での検索） ユーザー所在地の、現在の天気を知る

「母に電話」（英語・米国での検索） 「母」で登録されている連絡先に電話する

全てのクエリには、必ず評価タスク用のロケール（言語と地域）が表示されています。クエリやユーザーの意図を理
解するためには、ロケールが重要です。ユーザーの所在地が違うと、同じクエリであっても意味合いが異なることが
あります。評価タスクにはユーザーの所在地情報が表示されます。「大体このあたり」というエリアで表示されるこ
ともあれば、具体的な場所が表示されることもあります。

12.3 タスクの言語・地域

クエリ：「フットボール」
ロケール：英語・イギリス

クエリ：「フットボール」
ロケール：英語・アメリカ

大半のクエリでは、ユーザーの所在地がクエリ・ユーザー意図の解釈に影響することはありません。例えば、
「facebook.com」「子猫の写真」「地球と月の距離」「母に電話」などです。評価タスクにユーザー所在地が表示さ
れない場合は、ユーザー所在地が関係ないと考えて評価してください。

ユーザーの所在地が、クエリの解釈やユーザー意図の理解に重要なのはどのような時でしょうか？Webでの調査と、
評価者の皆さん自身の判断で答えを出しましょう。「このユーザーと他の町にいるユーザーでは、探しているものが
違うことがあるだろうか？」と自問してみましょう

ユーザーが自身の所在地に関係なく、具体的な地名をクエリに入れて、検索エンジンに「このような結果が欲しい」
と伝えてくれることがあります。このような、クエリに含まれた地名を「明示的なロケーション」と呼びます。「明
示的なロケーション」があると、クエリを理解・解釈しやすくなります。

12.4 「明示的なロケーション」のあるクエリ
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母が来るから、
近所のホテルを
探しておかないと…

クエリ：「ダラス ホテル」
ロケール：英語・アメリカ
ユーザー所在地：テキサス州ダラス
明示的なロケーション：ダラス

クエリ：「ニューヨーク ホテル」
ロケール：英語・アメリカ
ユーザー所在地：テキサス州ダラス
明示的なロケーション：ニューヨーク

ニューヨークに旅行するから、
ホテルを探そう…

「明示的なロケーション」は、ユーザー所在地やロケールと一致することもありますし、違うこともあります。

クエリに「明示的なロケーション」が含まれている場合、必ず考慮しましょう！ユーザーは自分の探しているものを
明白に伝えるために「明示的なロケーション」を使用しているからです。

12.5 複数の意味を持つクエリ

複数の意味を持っているクエリもたくさんあります。例えば「apple」には「コンピューターのブランド」と「果物の
りんご」の意味があります。このように、単語の意味としてありそうなものを「クエリの解釈」と呼びます。

支配的解釈：クエリを入力したユーザーの大半が意図している解釈です。多数派の占める支配的解釈が存在しないク
エリもあります。支配的解釈は評価者の皆さんにとてもわかりやすいもので、少しのWeb調査でより明らかになりま
す。

一般的解釈：一部～多数のユーザーが意図している内容です。1つのクエリに対して、複数の一般的解釈が存在するこ
とがあります。

少数派解釈：ごく一部のユーザーだけが意図するような、あまり一般的でない解釈です。

母が来るから、
近所のホテルを探しておかないと…
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■例
クエリ：[apple]
ロケール：英語・アメリカ

支配的解釈 少数派解釈

コンピューター会社

一般的解釈

果物 「アップル」という
人名

地名

少数派解釈一般的解釈

惑星（水星） 元素（水銀） 車のブランド 保険会社 ボート用エンジンの会社

クエリ：[mercury]
ロケール：英語・アメリカ

12.6 時間が経てば、クエリの意味も変わる

評価タスクを行うときには、クエリの「現時点での」意味に注意してください。ユーザーは特に明示していない限り、
トピックに関する「現在の」情報、「最新の」モデル、「一番開催が近い」定期イベントなどについての情報を求め
ている、とGoogle は考えます。
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41代大統領 43代大統領

2007年

2004年

クエリ：[ジョージ・ブッシュ]
ロケール：英語・アメリカ

クエリ：[ジョージ・ブッシュ]
ロケール：英語・アメリカ

クエリ：[iPhone]
ロケール：英語・アメリカ

クエリ：[iPhone]
ロケール：英語・アメリカ

2014年

「iPhone」というクエリの解釈は新規モデルが出るたびに変わります。最初のiPhoneがリリースされたのは2007年。
当時なら、「iPhone」で検索したユーザーが探しているのは、当時は最新型だったiPhone 1でした。しかし、現在の
ユーザーは、最新の現行モデルや発売間近のモデルを探しています。今後も新しいモデルが発表されるでしょうし、
それに伴って支配的解釈も変わるでしょう。

12.7 ユーザーの意図を理解する

クエリを考えるときには、以下の意図のどれか1つ、又は複数に該当すると考えるとわかりやすいでしょう。

• Knowクエリ……一部はKnow Simpleクエリに分類
• Doクエリ……一部はデバイスアクションクエリに分類
• Websiteクエリ……特定のWebサイト・ページを訪問しようとしているもの
• Visit-in-Personクエリ……特定のビジネス・組織や、特定カテゴリのビジネスを探しているもの

1994年

12.7.1 Knowクエリ・Know Simpleクエリ

Knowクエリの目的は、トピックに関する情報を見つけることです。ユーザーは何かを知りたいのです。

Know Simpleクエリは、Knowクエリの中でも特殊なものです。Know Simpleクエリは特定の事実・図表などと
いった、とても限定的な答えを探しています。回答は正確かつ完全である必要があり、さらに「モバイル端末の画面
に収まるような」小さなスペースに表示できることもあります。一般人の大多数が認めるような正解があり、その正
解が1～2文の短文や短いリストで表示できるような場合、そのクエリをKnow Simpleクエリに分類します。
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「オバマの身長はどのくらい」というクエリは、Know Simpleクエリの一例です。また、「いつ」「何」などの疑問
詞を含まないKnow Simpleクエリもあります。「バラク オバマ 身長」の意図は「オバマの身長はどのくらい」 と
同じですが、疑問形にはなっていません。

大半のクエリはKnow Simpleクエリではありません。下記に例を挙げます。：

• 幅広い情報・複雑な情報・深い情報などを求める、短い答えのないインフォメーショナルクエリ
(訳注：インフォメーショナルクエリとは、Knowクエリ、Know Simpleクエリなど、情報を求めるクエリ）

• 意図が曖昧・不明瞭なインフォメーショナルクエリ
• 議論の余地があるトピックに関するクエリ

(訳注：大多数の人が認める正解がないため)
• 明白な「正解」が存在しないインフォメーショナルクエリ
• ユーザーによって、求める情報のタイプや情報源が異なるクエリ

以下の表に、「単純な事実について聞いており、正確かつ完全な回答が小さなスペースに表示できるKnow Simpleク
エリ」と、「より複雑な答えが必要なKnowクエリ」の例を掲載します。

Know Simpleクエリの例 Knowクエリの例 説明

[バラク オバマ 身長]
[オバマの身長は]

[バラク オバマ]
Knowクエリでは幅広い情報を求めており、ユーザーに
よって必要な情報は異なる。
（例：経歴・著書・ソーシャルメディアへの投稿など）

[ニューヨーク市 人口 2013」 [ニューヨーク市]
Knowクエリでは幅広い情報を求めており、ユーザーに
よって必要な情報は異なる。
（例:旅行に関する情報・事実・写真・歴史など）

[Grave’s Disease（バセドウ病）の
語源になった人は誰]

[バセドウ病]
Knowクエリでは幅広い情報を求めており、ユーザーに
よって必要な情報は異なる。たった一つの「正解」が存在
しない。

[macy’s 店舗 営業時間]
[macy’s 贈り物

ラッピング オプション]
Knowクエリは、あるデパートのサービスに関する幅広い
クエリであり、短い回答はない。

[ニッケルの元素記号は] [ニッケルの用途は]
Knowクエリは幅広いクエリであり、短い完全な回答はな
い。

[BCSナショナルチャンピオン
シップの2014年度の勝者は]

[BCSナショナルチャンピオン
シップはどこが勝つ？]

Knowクエリは意見を求めており、決定的な答えは存在し
ない。

[スターバックスの株価は] [スターバックスの株は買いかな？]
Knowクエリは論理的にはYes/Noで回答できるものだが、
皆が納得できる正解が存在しない。

Know Simpleクエリに該当するかを判断する際には、モバイルユーザーを想定して判断してください。

重要な評価例：「天気」というクエリは、一見幅広い情報を求めるクエリに見えます。しかし、モバイルユーザーの
大半は、「現在または数日先の、所在地付近の気温や天候」を知りたいというシンプルなニーズを持っています。
よって、モバイルユーザーによる「天気」「天気 今日」「天気 明日」「天気 今週」などのクエリはKnow
Simpleクエリに該当します。

12.7.1 Doクエリ・デバイスアクションクエリ

Doクエリの目的は、特定の目的を達成したり、スマートフォンで特定の行動をすることです。目的・行動の例として
は、「ダウンロードする」「購入する」「手に入れる」「楽しむ」「Webサイトやアプリを利用する」等があります。
ユーザーは何かをしたいのです。
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クエリの例 ユーザーの意図

[入手 Candy Crush ゲーム] Candy Crushをインストールする

[オンライン 性格診断] オンラインで性格診断テストを受ける

[私のBMIはいくつ？] BMIを計算する

[買う 市民ケーン DVD] この映画のDVDを買う

[Bubble Spinner]
（訳注：パズルボブル風のゲーム）

Webでこのゲームを遊ぶ、またはアプリをダウンロード・インス
トールする

デバイスアクションクエリは、Doクエリの中でも特殊なもので、ユーザーがスマートフォンに何らかの動作をさせよ
うとするものです。デバイスアクションクエリを利用するユーザーは、運転中などの理由でハンズフリーでスマート
フォンを使っていることがあります。モバイル端末がデバイスアクションクエリに対応することは極めて重要なので、
検索結果の評価にも厳しい基準を適用します。

通常、デバイスアクションクエリには行動の意図や、それを表す言葉が明らかに示されています。動詞や行動を表す
単語がクエリの初めにあることが多いですが（訳注:英語の場合。日本語では文法上最後にくることが多い）、「OK
Google」「Siri」で始まることもあります。自身で判断しましょう。

デバイスアクションクエリの例は以下の通りです。

動作のタイプ デバイスアクションクエリの例（動詞・動作を表す単語を太字表記）

電話する [母の携帯に電話する]、[アン・ジョーンズに電話する]、[OK Google、母さんに電話して」

メッセージを送る [ジョンにテキスト送信]、[メッセージ送信 ジョン]、[SMS ジョン]

道案内・交通情報などの
マップ情報を見る

[セントラルパークまで案内]、[交通情報見せて]、[地図を見せて]

アプリ・ページを開くか、
アプリをインストールする

[amazon.comに行く]、[facebookアプリ 起動]、[facebook.comを開く]、[NYタイムスのビジネス
セクションを開く]、[siri、Facebookを開いてくれる？]、[入手 Candy Crushアプリ]

音楽・動画などの
メディアを開く

[White albumの曲をかける]、[ライフ・オブ・パイを見る]、[かわいい子猫を見せて]、[かわいい子
猫が見たい]、[imagine dragonsのradioactiveを聴きたい]

スケジュールを登録 [午前9時にミーティングを入れる]

アラーム・タイマーを設定 [午前6時にアラーム設定]、[午前6時にアラーム]、[30秒のタイマー]

逆に、以下はデバイスアクションクエリではない例です。

クエリ デバイスアクションではないクエリの説明

[エンパイアステートビル
の電話番号]

動作を表す単語はない。電話番号を知りたいだけで、実際に電話する意図はない。Know Simpleクエ
リに分類する。

[Facebook.com] 「開く・訪問する」などの動作を表す単語はない。Websiteクエリに分類する。

[Amazon.com] 「開く・訪問する」などの動作を表す単語はない。Websiteクエリに分類する。

[アン・ジョーンズ]
「電話する・テキストメッセージを送る」などの動作を表す単語はない。
情報を求めるKnowクエリに分類する。

12.7.3 Websiteクエリ

Websiteクエリの目的は、特定のWebサイト・ページを訪問することです。目的のページ・Webサイトをクエリの
「ターゲット」と呼びます。

以下は、Doクエリの一例です。

http://www.deadwhale.com/play.php?game=774


Visit-in-Personの意図があるクエリ Visit-in-Personの意図がないクエリ

その他の例: 
[ピザ] [ヨガ 教室] [喫茶店] [映画 上映時間] [車の修理] 
[歯医者] [バンクオブアメリカ ATM 場所] [近所のスター
バックス] 

その他の例：
[レッドソックス] [ワシントンポスト] [スクラブル（訳注：ゲー
ム名） コツ] [sedentary 意味] [aapl（訳注:Apple社の株式
コード）] [ビヨンセ] [Angry Birds（訳注:ゲーム）] [ダンス
動画] [オスカー 2012] [口説き文句] [バンクオブアメリカ ロ
グイン] 

Websiteクエリには、以下のようなURLクエリも含まれます：

• 実際に開くことができる、完全なURL……[http://www.ibm.com] [www.ibm.com」[ibm.com」等
• 一見URLに見えるが実際には開けない「不完全なURL」。この場合、クエリをブラウザのアドレスバーに貼り

付けても機能しませんが、ユーザーは特定のURLを意図していると判断します。

以下はWebsiteクエリの例です。

64

12.7.4 Visit-in-Personクエリとユーザーの所在地

クエリとロケール（言語・地域） ユーザーの意図

[kayak] （英語・アメリカ） KayakのWebサイトを見る

「youtube] （英語・アメリカ） YoutubeのWebサイトを見る

[ebay] （イタリア語・イタリア） eBay（イタリア版）のWebサイトを見る

「NYタイムス 健康セクション] 
（英語・アメリカ）

NYタイムスのWebサイトの、健康に関するセクションを見る

[canon.com eos デジタルカメラ] 
（英語・アメリカ）

キヤノンのWebサイトの、EOSデジタルカメラのページを見る

ユーザーはほぼ1日中、スマートフォンを携帯して仕事・学校・レストラン・その他の用事などに出かけています。ス
マートフォンを持ち歩く理由の一つは、「喫茶店・ATM・レストランなどを探す」というVisit-in-Personクエリを
解決するためです。Visit-in-Personクエリはスマートフォンでの検索において使われることが多く、スマートフォン
ユーザーが検索している場合にはVisit-in-Personの意図がある可能性を見落とさないようにしましょう。

所在地付近の情報や検索結果（ビジネス・組織・場所など）を求めていることが明白なクエリもあります。しかし以
下のように、そうした意図が明白でないクエリもあります：

晩御飯には
中華を食べたい…

ガソリンスタンド！
今すぐに！

IQテストを
Webで受けたい…

トム・クルーズの
身長は?

クエリ： [中華 レストラン] 
ロケール：英語・アメリカ

クエリ： [ガソリンスタンド] 
ロケール：英語・アメリカ

クエリ： [トム・クルーズ
の身長は? ] 

ロケール：英語・アメリカ

クエリ： [ IQテスト] 
ロケール：英語・アメリカ
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また「Visit-in-Personの意図があるユーザーもいれば、ないユーザーもいる」というクエリもあります。

近所のウォルマート
に行きたい

クエリ： [ウォルマート]
ロケール：英語・アメリカ

ウォルマートのWebサイトで
買い物したい

クエリ：[ウォルマート]
ロケール：英語・アメリカ

以下は、そのようなクエリの例です。

• [ホテル]
• [郵便局]
• [アップルストア]
• [シティバンク]
• [ best buy ]
• [オフィス・デポ]
• [ target ] （訳注：米国の有名な小売チェーン）
• [図書館]
• [バンクオブアメリカ]
• [ Gap ]
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ユーザーの所在地が、クエリの解釈に影響することがあります。例えば[ターメリック]というクエリをカリフォルニア
州サニーヴェール近辺のユーザーが利用した場合、以下の2つの解釈ができます。

① サニーヴェールにある、「ターメリック」という有名なレストラン
② 香辛料の「ターメリック（ウコン）」

クエリ： [ターメリック]
ロケール：英語・アメリカ
ユーザー所在地：カリフォルニア州サニーヴェール

レストラン「ターメリック」
はどこにあったかな？

クエリ： [ターメリック]
ロケール：英語・アメリカ
ユーザー所在地：カリフォルニア州サニーヴェール

クエリ： [ターメリック]
ロケール：英語・アメリカ
ユーザー所在地：ネブラスカ州リンカーン

香辛料の「ターメリック」
について知りたい

香辛料の「ターメリック」
について知りたい

クエリを分析し、Visit-in-Person意図の有無を判断するときには、常識に従って判断してください。

しかし、他の場所では近所に「ターメリックという有名なレストラン」が存在しないことが殆どでしょう。その場合、
[ターメリック]というクエリには「香辛料のターメリック」という解釈しか成立しません。サニーヴェールのレストラ
ン「ターメリック」が有名なのは、サニーヴェールでだけでしょう。
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12.7.5 複数の意図が考えられるクエリ

複数の意図が考えうるクエリも、数多く存在します。どの意図がもっともらしく、どの意図がそうでもないかは評価
者の皆さん自身が判断しましょう。

クエリの例 ユーザーの意図

[ハーバード]
ユーザーのニーズや所在地に応じて、「公式ホームページを見る（Website）」「行き方を知る（Visit-in-
Person）」「同校のことを知る（Know）」等が考えられます。

[ウォルマート]
「近所のウォルマートに行く（Visit-in-Person）」「Webサイトで買い物をする（Website）」の両者が主流で、
「ウォルマート社のことを知る（Know）」意図は少ないでしょう。

このセクションでは、いろいろなクエリと検索結果の例を掲載しています。特記されていない限り、本ガイド
ラインに掲載されているリザルトブロックやページはスマートフォンで使いやすいものだと考えてください。

12.8 リザルトブロックを理解する

Web検索のリザルトブロックには「タイトル付きリンク」「URL」「ページの内容を表現する『スニペット』」など
が含まれています。多くのクエリにとって、Web検索のリザルトブロックは最も役に立つ検索結果です。

12.8.1 「Web検索のリザルトブロック」の例

クエリ・ユーザー所在地・ユーザーの意図 ウェブ検索のリザルトブロック

クエリ：[カシナート フードプロセッサ レビュー]

ユーザーの所在地：オクラホマ州オクラホマ

ユーザーの意図：Knowクエリ。カシナート社のフードプ
ロセッサのレビューを見たい。

検索結果：カシナート社製品のレビューを掲載したLPへの
リンクを含む、Web検索のリザルトブロック。

クエリ：[ブロードウェイ チケット]

ユーザの所在地：ニューヨーク州ニューヨークシティ

ユーザーの意図：KnowまたはDoクエリ。
ニューヨークシティで開催されるブロードウェイショーの
チケット代を知りたい、または購入したい。

クエリ

Web検索の
Result Block



クエリ・ユーザー所在地・ユーザーの意図 SCRB

クエリ：[天気]

ユーザの所在地：イリノイ州シカゴ

ユーザーの意図：Know Simpleクエリ。モバイル
ユーザーのニーズは「現在の天気・降水確率を知り
たい」というシンプルなもの。ユーザー所在地付近
の情報を求めている。

注意：リザルトブロックには現時点の情報が表示さ
れていると仮定して評価すること。
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検索結果にはWeb検索のリザルトブロックだけではなく、SCRB（特殊なコンテンツのリザルトブロック）も表示され
ることがあります。SCRBは検索結果の最上位に表示されることが多いですが、必ず最上位に表示されるわけではあり
ません。

SCRBは、検索結果上で直接ユーザーにコンテンツを提供する目的で作られています。検索結果画面上で利用できる計
算機・再生可能な動画・操作可能な天気情報などが表示され、ユーザーが即座に情報やコンテンツを入手できるため、
それ以上クリックしたり他のページを読み込んだりする必要がありません。

スマートフォンは操作が難しいため、SCRBはモバイルユーザーがタスクを完了するのに役立ちます。特に、一部の
Know Simple、Visit-in-Person、Doクエリには大変役立ちます。

重要：評価タスクを行うときには、インタラクティブ要素がすべて適切に機能するものとして評価してください。
また、以下の点にも注意してください：

• リザルトブロックには、検索結果のスクリーンショットや、リンクだけを有効にした検索結果の画像が表示されま
す。残念ながら、画像内のインタラクティブ要素は機能しません。リザルトブロック内のボタン・タブ・その他の
機能は動かないかもしれませんが、評価タスクを行うときには、インタラクティブな要素が意図した通りに機能す
るものとして評価してください。

• タスクの作成から皆さんが評価するまでに時間差があるので、SCRBの情報が数時間遅れていたり、全く現状に
合っていなかったりすることがあります。株価や天気情報のSCRBはタイムリーな情報を提供するためのものです
が、この時間差によって内容が不正確になっていることがあります。こうした場合、SCRBが現状に合っていない
からといって評価を減算しないでください。特記していない限り、リザルトブロックは現在の情報を表示している
と仮定してください。

12.8.2 SCRB（特殊なコンテンツのリザルトブロック）の例

クエリ

SCRB



クエリ・ユーザー所在地・ユーザーの意図 SCRB

クエリ：[エマ・ストーン 映画]

ユーザーの意図：Knowクエリ。
エマ・ストーンが出演した映画を知りたい。

ユーザの所在地：アイオワ州デモワン

検索結果の説明：ユーザーはリザルトブロックから、
エマ・ストーンが出演している映画を即座に知るこ
とができ、個々の映画をクリックするとさらに詳し
い情報を入手できる。スワイプ（横スクロール）す
ることで、他の映画も表示できる。

クエリ：[バナナのカロリー]

ユーザの所在地：カリフォルニア州オークランド

ユーザーの意図：Know Simpleクエリ。バナナのカ
ロリーを知りたい。

クエリ：[野球 スコア]

ユーザの所在地：カンザス州ウィチタ

ユーザーの意図：Knowクエリ。メジャーリーグの、
現時点での点数を知りたい。
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SCRB

クエリ

クエリ

クエリ

SCRB

SCRB

注意：スワイプすると、
他の映画も表示される

注意：ここをクリック
すると、さらに詳しい
情報を表示できる



クエリ・ユーザー所在地・ユーザーの意図 SCRB

クエリ：[coldplay fix you]

ユーザの所在地：ルイジアナ州ニューオリンズ

ユーザーの意図：Doクエリ。Coldplayの「Fix 
You」という曲を聴きたい。

注意：ユーザーはリザルトブロックから、直接この
曲を再生したり、リンクをクリックして詳しい情報
を知ったりすることができる。

クエリ：[一番背が高い木は]

ユーザの所在地：アイオワ州ボイズ

ユーザーの意図：Know Simpleクエリ。一番背が
高い木を知りたい。
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クエリ・ユーザー所在地・ユーザーの意図・検索結果 デバイスアクションのリザルトブロック

クエリ：[開く アングリーバード]

ユーザの所在地：アーカンザス州リトルロック

ユーザーの意図：デバイスアクションクエリ。
アングリーバードを起動して、このゲームで遊びたい。

検索結果の説明：リザルトブロック内のリンクを開く
と、アプリが起動する。

スマートフォンはユーザーのデバイスアクションクエリに応えて、ユーザーの求めるアクションを行うことができま
す。デバイスアクションクエリが「アプリを起動する」目的の場合、ユーザーがそのアプリをインストールしている
と仮定して評価してください。また、クエリに「アプリをダウンロードする」目的がある場合、アプリをインストー
ルしていないと仮定しましょう。

12.8.3 「デバイスアクションのリザルトブロック」の例

クエリ

デバイスアクションの
リザルトブロック



クエリ・ユーザー所在地・ユーザーの意図 デバイスアクションのリザルトブロック

クエリ：[amazon.comに行く]

ユーザの所在地：カリフォルニア州グレンデル

ユーザーの意図：デバイスアクションクエリ。
Amazon.comを訪問して利用したい。

検索結果の説明：リザルトブロック内のリンクをク
リックすると、AmazonのWebサイトを訪問できる。

クエリ：[午前5時にアラーム設定]

ユーザの所在地：ワシントン州タコマ

ユーザーの意図：デバイスアクションクエリ。午前5
時にアラームを設定したい。

検索結果の説明：リザルトブロックでは、午前5時に
アラームを設定することができる。

クエリ：[母にテキストメッセージ]

ユーザの所在地：ワシントン州タコマ

ユーザーの意図：デバイスアクションクエリ。母」
という連絡先にテキストメッセージを送りたい。

検索結果の説明：リザルトブロックでは、「母」と
いう連絡先の、職場・携帯電話のどちらにメッセー
ジを送るか選ぶことができる。
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クエリ

デバイスアクションの
リザルトブロック



クエリ・ユーザー所在地・ユーザーの意図 デバイスアクションのリザルトブロック

クエリ：[best buyＢに電話]

ユーザの所在地：カリフォルニア州マウンテン
ビュー

ユーザーの意図：デバイスアクションクエリ。最寄
りのBest Buy店舗に電話したい。

検索結果の説明：リザルトブロックから、最寄りの
Best Buy店舗に電話できる。
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重要：デバイスアクションクエリを使ったユーザーは、実際にアクションを体験することができます。しかし、評価
者の皆さんには「どんなアクションが起きたか」という説明文しか表示されません。例えばiPhoneユーザーが「Siri、
母に電話して」と言えば、実際に電話をかける画面が表示されますが、評価者の皆さんには説明文しか表示されませ
ん。

この場合も、評価するときにはスマートフォンがアクションを完璧に実行できたと仮定して評価してください。

以下はデバイスアクションクエリと、評価タスクで表示される説明文の一例です:

12.8.4 評価タスクでの「デバイスアクションのリザルトブロック」表示方法

Devjce actionクエリで、ユーザーに表示される画面 評価者の皆さんに表示される画面

左は「30分のタイマー設定」というクエリに対してユーザーに表示される画面で、右は評価タスクに表示される説明文です。説明文から、
ユーザーがクエリを実行したのが13時48分で、アラームがちょうど30分後の14時18分に設定されたことがわかります。



Devjce actionクエリで、ユーザーに表示される画面 評価者の皆さんに表示される画面

左は[facebookアプリを開く]というクエリに対してユーザーに表示される画面。「アプリを開いています……」というメッセージが表示さ
れ、アプリが起動する。右は評価タスクに表示される説明文。説明文から、ユーザーのスマートフォンでFacebookアプリが起動したことが
わかる。

左は[ダンに電話]というクエリに対してユーザーに表示される画面で、右は評価タスクに表示される説明文。ユーザーの目的は「ダン」とい
う連絡先に連絡すること。説明文から、ユーザーのスマートフォンがダンの電話番号と、電話をかけるためのボタンを表示したことがわか
る。
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Devjce actionクエリで、ユーザーに表示される画面 評価者の皆さんに表示される画面

デバイスアクションクエリに対して、クエリに対応可能な複数の選択肢が表示されることがある。上の例は[Targetに電話]というクエリの
もの。ユーザーに対して近所のTarget店舗一覧が表示され、ユーザーがどれに電話するかを選ぶことができる。

[Adeleを再生]というクエリの例。ユーザーには「メディアの再生」タイプのリザルトブロックが表示される。ユーザーが音楽を再生したい
と思っているので、デバイスアクションのリザルトブロックには「曲を再生」ボタンが表示される。ボタンをクリックすると、ユーザーの
端末にその曲が入っていれば再生されるし、入っていなければオンラインで聴くことができる。
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評価者の皆さんが利用するスマートフォン・OS・ブラウザは各自異なるため、評価者ごとに利用体験も異なる点を
Google は理解しています。評価者の皆さんは自然に行動して、自身の体験に基づいて評価してください。以下に、ス
マートフォンでの評価を行う時の注意点を記載します。

• LPをスマートフォンで開いたときに、以下のメッセージが表示された場合の対処法：

 「Webページをブラウザで開くか、アプリで開くか」を選択するメッセージ：Webページを開いて評価
してください。ただし、端末側の設定で自動的にアプリで開くようになっている（例：YouTube の動画
はすべてYouTube アプリで開く設定になっている）場合、アプリでの体験に基づいて評価してください。
スマートフォンの設定を変更する必要はありません。

 「モバイルページを開くか、デスクトップページを開くか」を選択するメッセージ：両者のLPが同じな
ら、モバイルページを開いてください。時折モバイルページを開くとタスクURLのLPではなく、モバイ
ルサイトのトップページに転送されることがあります。モバイルページのURLがデスクトップページと同
じであるか確認してください。

• PDFファイルは開いて確認しましょう。利用している端末の都合上、PDFが開きにくい方もいるかもしれませ
んが、必ず開いて確認しましょう。

• 評価タスクをデスクトップ端末で行うように指示されることがありますが、その場合も特記されていない限り
はモバイルユーザーの視点で評価してください。

• 「アプリのインストール」や「アプリのダウンロード」などのデバイスアクションクエリ・デバイスアクショ
ンのリザルトブロックを評価するときには、特記がなければAndroidユーザーの視点で評価してください。

12.9 スマートフォンで評価を行う時の注意点


