3章

Needs Met評価のガイドライン

13.0 Needs Metスケールを使用した品質評価
様々なクエリや検索結果がありますが、品質評価の方法は常に同じです。Needs Met評価タスクではモ
バイルユーザーの需要を重視し、「この検索結果が、どの程度モバイルユーザーの役に立ち、満足感を与
えるか」を考えてください。
Needs Metスケールは右記です。

評価

説明

Fully Meets（FullyM）

特定のクエリ・検索結果だけに適用される、特殊な評価です。
大半のモバイルユーザーが「即座に」かつ「完全に」満足し、
他の検索結果を見る必要がない状態です。

Highly Meets（HM）

モバイルユーザーの大半にとても役立ちますが、
一部のユーザーには他の検索結果も必要になります。

Moderately Meets（MM）

「多くのモバイルユーザーの役に立ち、
一部のモバイルユーザーにはとても役に立つこともある」状態です。
一部、あるいは多くのユーザーには他の検索結果も必要になります。

Slightly Meets（SM）

モバイルユーザーの一部に役立ちます。
検索結果とクエリとの関係性は一応あるものの、弱くて不十分です。
大半のユーザーには他の検索結果も必要になります。

Fails to Meet（FailsM）

モバイルユーザーの需要に合致していない結果です。
全ユーザーが、この結果以外の情報を知りたいと思うでしょう。

「2つの評価の中間」が適切だと思った場合、「各評価の中間値」を割り振ることも可能です。
スライダーをドラッグするか、クリックしてください。
（※訳注：翻訳版ではこのスライダーは機能しません）

13.1 RB（Result Block）の評価：各ブロックのコンテンツとLP
Needs Met 評価では、検索結果を評価します。検索結果には、「ブロック内のコンテンツ」と「その結
果に関連するLP」が存在します。
検索結果のどこを評価するのでしょう？それはクエリとResult Block（以下、RB）によって異なります。
ブロック種別

評価対象
ブロック内のコンテンツが評価の主な対象となります。

SCRB
（Special Content Result Block）
注意：SCRB内のボタン・タブ等が動作しなくて
も、正しく動作したものとして評価すること。

「ユーザーが目的を達成するためには、リンク先をクリックする
必要があるか」という点も考慮しましょう。
• クリックする必要がなければ、ブロック内のコンテンツだけを
評価対象にします。
• クリックする必要がある場合、ブロック内コンテンツとLPの双
方が評価対象となります。どちらかのコンテンツが有用でない
場合、低い評価をつけましょう。

Web Search Result Block

基本的にクリックが必要なので、LPのコンテンツを評価します。

Device Action Result Block

アクション自体が役に立つかを評価します。
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例えば、「『Love』の意味とは」というクエリについて考えてみましょう。

ブロック内に十分な内容のコンテン
ツがあり、LPへのリンクもないため、
ユーザーはクリックする必要があり
ませんす。
そのため、ブロック内のコンテンツ
を評価対象にします。

回答を知るためには、LPへのリンク
をクリックする必要があります。
よって、LPのコンテンツを評価対象
にします。
ブロック内のコンテンツも役に立ち
ますが、より深い回答を知るために
リンクをクリックするユーザーもい
るはずです。
そのため、ブロック内のコンテンツ
とLPの両方を評価対象にします。
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以下は「ブロック内のコンテンツが主な評価対象になるSCRB」の例です。ただし、評価にあたっては自
分自身の判断も必要です。

クエリ「ユートピア動物病院」

クエリ「VISAカードの
セキュリティーコードの探し方」

クエリ「シカゴ

天気」

クエリ
「リンカーンの死因は?」

クエリ「バナナ1本のカロリー」

「映画

クエリ
サンフランシスコ」
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13.2 Fully Meets評価（FullyM）
Fully Meets評価は、以下の状況にしか適用されない特殊な評価です。
• クエリとユーザーの意図が具体的かつ明確であり、曖昧な点がない
• 検索結果がモバイルユーザーを完全に満足させ、ユーザーが求めているものを「最低限の手間
で」かつ「即座に」手に入れたり、使用したりできる
• 大半のユーザーが、この検索結果だけで完全に満足し、他の検索結果を必要としない
つまり、Fully Meets評価は他の検索結果を一切必要としない、「完全かつ完璧な内容の答え」です。
Fully Meets評価を適用するときにも、評価者である皆さん自身の感覚も利用して判断してださい。
以下のような場合には、Fully Meets評価が適切です。
• ユーザーが特定のページ・Webサイトを探していて、RB（リザルトブロック）がそのページ・Webサ
イトである
• ユーザーがデバイスを操作しようとしていて、RBでは望み通りの操作ができる
• ユーザーが特定の事実・情報を求めており、RBが「即座に」「完璧に」「明白に」その情報を提示し
ているため、他の結果を見せる必要がない。
Fully Meets評価が適用されるのは、上記の3パターンだけではありません。「このRBは大半のユーザー
を完全に満足させることのできる、完璧な答えか？」と自分自身に問いかけてみましょう。
Fully Meetsの利用には、慎重になりましょう。迷うようなら、もう少し低い評価を考えましょう。
注意：「このRBはほぼ完璧だが、このRBだけでユーザーの需要全てを満たすことはできないかもしれな
い」という場合は、Highly Meet +評価が適切かもしれません。
Fully Meets評価が適用可能かを判断するときには、「ユーザーの意図がどれほど具体的であるか」に注
意して、状況に応じて自分で判断しましょう。

13.2.1 Fully Meets（FullyM）評価の例

クエリ：
「Amazon.com」
ユーザーの所在地：
テキサス
ユーザーの意図：
amazon.comを訪問

評価タスクでは
以下の文章を表示：

「amazon.comに行く」
という意図が明白で、RB
ではそのWebサイトを開
いている。
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クエリ：
「Amazon」
ユーザーの所在地：
テキサス州オースティン
ユーザーの意図：
Amazon.comを訪問

このクエリには他の解釈
（アマゾン川など）もあり
うるが、支配的解釈は
「Amazon.comに行く」と
いうことであり、意図が
明白。

クエリ：
「Target サイト」
ユーザーの所在地：
フロリダ州ジャクソンビル

「Target.comに行く」とい
う意図が明白。

ユーザーの意図：
TargetのWebサイト訪問

クエリ：
「ショップ Nordstorm
オンライン」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
モントレー

「Nordstormに行く」と
いう意図が明白。

ユーザーの意図：
NordstormのWebサイトで
買い物をする
クエリ：
「タイタニック IMDb」
ユーザーの所在地：
ケンタッキー州
レキシントン

「IMDb内の、タイタニック
のページに行く」という意
図が明白。

ユーザーの意図：
IMDbで、映画「タイタニッ
ク」のページを見る

クエリ：
「yahoo.c0m」
（※訳注：原文ママ）
ユーザーの所在地：
コロラド州デンバー

クエリは不正確なURLだが、
「Yahoo!に行く」という意
図が明白。
(訳注：× c0m→○ com)

ユーザーの意図：
Yahoo!のWebサイトに行く
クエリ：
「cnn health」
ユーザーの所在地：
マリーランド州アナポリス
ユーザーの意図：
cnn.comの健康コーナーに
行く

「cnn.comの健康に関する
コーナーに行く」という
意図が明白。
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「CNNニュースに行く」とい
う意図が明白。
ユーザーがCNNアプリを入れ
ているかは不明だが、Webサ
イトには十分な情報があるため
ユーザー意図を完璧に満たす。

クエリ：
「cnn」
ユーザーの所在地：
マリーランド州アナポリス
ユーザーの意図：
CNN公式サイトを訪問

この検索結果は
「Yelpアプリを起動したい」
「Yelpサイトに行きたい」
双方の意図を満たすためFully
Meetsとなる。
注:このような結果が評価タスク
に表示された場合、ユーザーが
アプリをインストール済みとみ
なすこと。

クエリ：
「yelp」
ユーザーの所在地：
ノースカロライナ州
ローリー

左上のブルーリンクからはアプ
リを起動し、下のブルーリンク
からは「アプリ起動」「Web
サイト訪問」を選択できる。

ユーザーの意図：
Yelpサイト訪問、または
Yelpアプリを起動

クエリ：
「lebron james stats
basketballreference.com」

「basketball-reference.comlで、
LeBron Jamesの成績データを
見たい」という意図が明白。

ユーザーの所在地：
フロリダ州マイアミ
ユーザーの意図：
指定したWebサイトで、
指定したバスケ選手の統計
情報を見る

クエリ：
「インスタグラム
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ラグナビーチ
ユーザーの意図：
インスタグラムの
アプリを起動

開く」

評価タスクでは
以下の文章を表示：

「インスタグラムのアプリを
起動したい」というデバイス
アクションの意図が明白。
その意図の通りにインスタグラ
ムのアプリを起動しているため
ユーザーの需要に完全に合致す
る。
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このRBでは、スマートフォンが
「ユーザーがBing検索アプリを
入れていない」ことを検知して、
アプリをダウンロードする機能
を提供している。これはFully
Meetsに該当する。

クエリ：
「Bing検索アプリを開く」
ユーザーの所在地：
テキサス州ダラス

注:評価タスクに特記されていな
い限り、「Android端末を利用
している」という仮定で評価す
る。よって、Google Play から
のダウンロードを勧めるこのRB
は適切である。

ユーザーの意図：
Bing検索アプリを起動

クエリ：
「Facebook アプリを開く」
ユーザーの所在地：
バージニア州リッチモンド

評価タスクでは
以下の文章を表示：

ユーザーの意図：
Facebookアプリを開く

クエリ：
「午前５時にアラーム」
ユーザーの所在地：
ワシントン州タコマ
ユーザーの意図：
午前５時にアラームが鳴る
ように設定する

クエリ：
「chef chu 電話番号」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ロスアルトス
ユーザーの意図：
「Chef Chu’s」というレス
トランの電話番号を知る

評価タスクでは
以下の文章を表示：

「Facebookアプリを開く」とい
うデバイスアクションの意図が
明白。RBでは「Facebookアプ
リを開きますか？」という確認
ウィンドウを表示しており、
ユーザーの需要に完全に合致す
る。

「午前５時にアラームを設定」
というデバイスアクションの意
図が明白。RBでは「午前５時に
アラームを設定する」プロセス
が表示されており、ユーザーの
需要に完全に合致する。

「Chef Chu’s」はユーザー所在
地付近にある中華レストラン。
RBでは電話番号を表示し、更に
「電話をかける」オプション
まで表示されているため、ユー
ザーの需要に完全に合致する。
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クエリ：
「Best Buyに電話」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
マウンテンビュー

評価タスクでは
以下の文章を表示：

ユーザーの意図：
最寄りのBest Buyに電話す
る。
マウンテンビュー付近には
Best Buyが一軒しかない点
に注意。

クエリ：
「イタリアの地図表示」
ユーザーの所在地：
マリーランド州ボルチモア

評価タスクでは
以下の文章を表示：

ユーザーの意図：
イタリアの地図を開く

クエリ：
「ヨセミテ国立公園にナビ」
ユーザーの所在地：
ワシントン州シアトル
ユーザーの意図：
ユーザー所在地からヨセミテ
国立公園までナビ

評価タスクでは
以下の文章を表示：

「最寄りのBest Buyに電話す
る」というデバイスアクション
意図が明白。RBでは該当する店
舗に電話するプロセスを表示し
ており、ユーザーの需要に完全
に合致する。

「イタリアの地図を見る」とい
うデバイスアクション意図が明
白。RBでは該当する地図を表示
し、Google マップで開くため
のリンクもある。ユーザーの需
要に完全に合致する。

「ヨセミテ国立公園までナビし
てもらう」というデバイスアク
ション意図が明白。RBでは同公
園までのナビゲーションアプリ
を起動するプロセスが表示され
ており、ユーザーの需要に完全
に合致する。
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クエリ：
「Visaカードのセキュリ
ティーコードの見つけ方」
ユーザーの所在地：
イリノイ州シカゴ
ユーザーの意図：
Visaカードのどこにセキュリ
ティコードが記載されている
か知りたい

RBはユーザーの疑問に完璧かつ
正確な答えを表示しており、モ
バイル端末でも読みやすい。
コードを見つけるためにとても
役に立つ画像もあり、ユーザー
の需要に完全に合致する。

ユーザーの所在地：
ヴァージニア州
アレクサンドリア

RBはユーザーの疑問に完璧かつ
正確な答えを表示しており、モ
バイル端末でも読みやすい。
ユーザーの需要に完全に合致す
る。

ユーザーの意図：
スターバックスの現在の株価
を知りたい

注:RBには「現時点での情報」
が表示されていると仮定して評
価すること。

クエリ：
「スターバックス

クエリ：
「ニューヨーク
2012」

株価」

人口

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州パサデナ
ユーザーの意図：
ニューヨークの2012年時点
の人口を知りたい

クエリ：
「今日の天気は？」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
マウンテンビュー
ユーザーの意図：
ユーザー所在地付近の、今日
の天気を知りたい

RBはユーザーの疑問に完璧かつ
正確な答えを表示しており、
モバイル端末でも読みやすい。
ユーザーの需要に完全に合致す
る。

RBはユーザーの疑問に完璧かつ
正確な答えを表示しており、モ
バイル端末でも読みやすい。
ユーザーの需要に完全に合致す
る。
「天気を知る」等のクエリは
「Know Simple」に分類され
ることに注意。
注:RBには「現時点での情報」
が表示されていると仮定して
評価すること。
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ユーザーの所在地：
ニューヨーク州ニューヨーク

RBはユーザーの疑問に完璧かつ
正確な答えを表示しており、モ
バイル端末でも読みやすい。
ユーザーの需要に完全に合致す
る。

ユーザーの意図：
ロンドンの現在時刻を知りた
い

注:RBには「現時点での情報」
が表示されていると仮定して評
価すること。

クエリ：
「ロンドン

時間」

クエリ：
「ドイツの首相は誰？」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州ニューヨーク
ユーザーの意図：
現在のドイツ首相の名前を知
りたい

クエリ：
「アルゴ トレイラー」
ユーザーの所在地：
ウィスコンシン州マディソン
ユーザーの意図：
映画「アルゴ」のトレイラー
を見たい

クエリ：
「shoreline and
middlefieldのシェブロン」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
マウンテンビュー
ユーザーの意図：
指定した地域の、特定の
チェーンのガソリンスタンド
に行きたい

RBはユーザーの疑問に完璧かつ
正確な答えを表示しており、モ
バイル端末でも読みやすい。
ユーザーの需要に完全に合致す
る。

このクエリの意図はKNOW（ト
レイラーがあるかどうかを知
る）、あるいはDO（トレイラー
を見る）いずれにも分類できる
が、いずれにせよユーザーは
「アルゴのトレイラー動画」と
いう極めて具体的なものを求め
ている。RBはユーザーの求める
動画を明白に表示しており、ク
リックすれば再生が可能。

ユーザーは指定した地域の、
指定したチェーンのガソリン
スタンドに訪問したいと思って
いる。RBは該当するガソリンス
タンドの場所や、実際に訪問す
るために必要な情報を表示して
いる。
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クエリ：
「decemberists
crane wife 3 歌詞」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ロングビーチ
ユーザーの意図：
Decemberistsが歌う、
「The Crane Wife 3」の
歌詞を知りたい

RBはユーザーが求めている歌詞
を表示している。
注:Google Play に掲載された歌
詞はライセンスを受けている点
に注意。

ユーザーは現在地（地図上にあ
る青い点）に近いガソリンスタ
ンドを訪問することが目的。
クエリ：
「近所のガソリンスタンド」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
マウンテンビュー
ユーザーの意図：
近所のガソリンスタンドに
行きたい。緊急を要するクエ
リの可能性がある点に注意。

RBには近所の有名なガソリンス
タンド一覧が表示されており、
こうした目的のユーザーに特に
役に立つ。
このRBの形式は、「運転してい
て電話機を操作できない」ユー
ザーに対しても、大変便利。
注:左の評価にはHM+からFully
Mまでの幅を設けてある。これ
は「ガソリンの単価」「営業時
間」「現在地からの距離」「そ
の他の候補」等、このリスト外
の情報を求めるユーザーがいる
かもしれないため。
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ユーザーは現在地（RB内地図の
青い点）に近いコーヒーショッ
プに行くことが目的。

クエリ：
「近所のコーヒーショップ」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
マウンテンビュー
ユーザーの意図：
近所のコーヒーショップに
行きたい

RBには、近所の有名で人気のあ
るお店一覧が表示されており、
こうした目的のユーザーにとっ
て大変役に立つ。RB内のコー
ヒーショップをクリックすると、
「電話をかける」「店までナ
ビ」「レビューを読む」等のイ
ンタラクティブ要素があること
にも注意。
注:左の評価にはHM+からFully
Mまでの幅を設けてある。これ
は「営業時間」「現在地からの
距離」「その他の候補」等、
このリスト外の情報を求める
ユーザーがいるかもしれないた
め。

クエリ：
「ワシントンDC ペンシル
ヴァニア通り 1600番」
（訳注：アメリカ東海岸側）
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ベイカーズビル
（訳注：アメリカ西海岸側）
ユーザーの意図：
その住所の地図・情報などを
知りたい

このRBには、クエリで指定した
住所の地図・道案内への
リンク、ホワイトハウスなどの
有名なランドマークが表示され
ている。
ユーザーが、自身の所在地から
遠く離れた場所の住所・ビジネ
ス名などで検索することは決し
て珍しいことではない。このよ
うな限定性の強いクエリでは、
ユーザーの所在地は評価に一切
影響しない。
注:左の評価にはHM+からFully
Mまでの幅を設けてある。
これは「写真」「詳細説明」等、
このリスト外の情報を求める
ユーザーがいるかもしれないた
め。

87

13.2.2 絶対にFully Meets評価にならないRBの例
クエリによっては、絶対にFully Meets評価にならない場合があります。以下はそのような例です。

「編み物」
クエリの意図が広く、
1つの結果で全ユー
ザーを満足させること
は不可能なもの

著名人の名前
例：
「バラク

幅広い情報を求めるクエリであり、ユーザーが何を求めているのかを明確にするこ
とは不可能。

オバマ」

「ada」

クエリが曖昧で、明白
な意図や決定的な唯一
の解釈が存在しない
もの

幅広い情報を求めるクエリ。編み物は誰にでもできるし、誰でも編み物に関する
Webサイトを作れる。さらに、ユーザーの求めるコンテンツも「動画」「編み方」
「編み物のデザイン」等と多種多様。「編み物に関する唯一の公式情報」や「万人
を満足させる、編み物に関する情報」は存在しないため、FullyM評価は存在しない。

一般人の名前
例：
「Sam Wen」

「Americans with Disability Actの略称」「American Dental Associationの略
称」等、様々な解釈が可能で、これといった確実な解釈がない。列記した各団体の
公式サイトはあるが、唯一の解釈が存在しないことから、いずれもFullyMには該当
しない。

クエリが人名の場合は扱いが難しく、基本的には支配的解釈がない。「Sam
Wen」「Tran Nguyen」など珍しく聞こえる名前であっても、FullyMは存在しない。
同姓同名の人がいる可能性もあるし、その人についてどのような情報を求めている
のかも断定できないため。

13.3 Highly Meets（HM）評価
Highly Meets（HM）評価は、多数あるいは大半のユーザーにとって役立つ検索結果に適用されます。
HM評価の検索結果は満足度が高く、クエリにもうまく合致しています。更に、「高品質」「権威性があ
る」「面白い」「新鮮な情報」等の性格を備えていることが多いです。
1つのクエリに対して、複数の検索結果がHM評価を受けられることがあります。
HM評価を下す際は、厳しい基準で臨んでください。
特に、トピックと合致する検索結果が大量に存在するケースには注意してください。
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13.3.1 Highly Meets（HM）評価の例

クエリ：
「Trader Joes」
（訳注：チェーン名）
ユーザーの所在地：
ノースカロライナ州
シャーロット
ユーザーの意図：
「近くの店舗に行きたい」
「Webサイトに行きた
い」のどちらか

クエリ：
「Trader Joes」
（訳注：チェーン名）
ユーザーの所在地：
ノースカロライナ州
シャーロット
ユーザーの意図：
「近くの店舗に行きたい」
「Webサイトに行きた
い」のどちらか

クエリ：
「Museum of Modern
Art」
（訳注：ニューヨークにあ
る現代美術の殿堂）
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
マンハッタン
ユーザーの意図：
「この美術館に行きたい」
「公式サイトに行きたい」
のどちらか

RBはユーザーの現在地に
近い店舗を全て含んでおり、
訪問意図のユーザーには
大変役立つ。
注：Webサイトに行って
クーポンを手に入れたい、
宣伝を見たいなどという意
図のユーザーには他の結果
が必要なので、FullyMには
ならない。

RBはTrader Joe‘ｓの公式
サイトであり、同チェーン
の店舗・プロモーション・
レシピ・ニュースなど権威
性のある情報を
掲載している。
注：実際に店舗を訪問した
いユーザーは、このWebサ
イトを訪問した上で更に手
間が必要（訳注：店舗情報
ページから営業時間を確認
するなど）なので、FullyM
には該当しない。

RBは同美術館についての役
立つ情報を含んでおり、訪
問意図のユーザーには大変
役立つ。
注：公式サイトへのリンク
も含まれているが、FullyM
にはならない。公式サイト
のタイトル・スニペット・
URLなどが含まれておらず、
Webサイト訪問目的のユー
ザーに対して情報が完璧と
はいえない。
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クエリ：
「Museum of Modern
Art」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
マンハッタン
ユーザーの意図：
「この美術館に行きたい」
「公式サイトに行きたい」
のどちらか

クエリ：
「Prestige BMW」
ユーザーの所在地：
ニュージャージ―州
ラムゼイ
ユーザーの意図：
「店舗に行きたい」
「サイトに行きたい」
のどちらか

クエリ：
「Prestige BMW」
ユーザーの所在地：
ニュージャージ―州
ラムゼイ
ユーザーの意図：
「店舗に行きたい」
「公式サイトに行きたい」
のどちらか

RBは同美術館の公式サイト
であり、展示内容・会員制
度・ミュージアムショップ
などの役立つ情報を掲載し
ている。
注：実際に訪問したいユー
ザーは、このWebサイトを
訪問した上で更なる手間が
必要となるので、FullyMに
はあたらない。

クエリはニュージャージー
にある車販売チェーンの名
前であり、ユーザー所在地
付近には、同社の支店は1店
舗しか存在しない。RBはそ
の支店に関する情報を表示
しており、訪問目的のユー
ザーにとって大変役に立つ。
注：公式サイトへのリンク
も含まれているが、FullyM
にはならない。公式サイト
のタイトル・スニペット・
URLなどが含まれておらず、
Webサイト訪問目的のユー
ザーに対しては完璧とは言
えない。

RBは同チェーンの公式サイ
トであり、在庫・収支情報
などの役立つ情報を掲載し
ている。
注：実際に店舗を訪問した
いユーザーは、このWebサ
イトを訪問した上で更に手
間が必要なので、FullyMに
はならない。
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クエリ：
「ベルモント 図書館」
ユーザーの所在地：
マサチューセッツ州
ベルモント
ユーザーの意図：
「図書館に行きたい」
「公式サイトに行きたい」
のどちらか

クエリ：
「ベルモント 図書館」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ベルモント
ユーザーの意図：
「図書館に行きたい」
「公式サイトに行きたい」
のどちらか

クエリ：
「Decemberists」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ロングビーチ
ユーザーの意図：
「このバンドについて
知りたい」

クエリ：
「セリーヌ

ディオン」

ユーザーの所在地：
ワシントン州ベルビュー
ユーザーの意図：
「この歌手について
知りたい」

ベルモント（マサチュー
セッツ州）には図書館が1館
しか存在しない。RBはその
図書館に関する情報を表示
しており、訪問目的のユー
ザーには大変役に立つ。
注：公式サイトへのリンク
も含まれているが、FullyM
にはならない。公式サイト
のタイトル・スニペット・
URLなどが含まれておらず、
サイト訪問目的に対して情
報が完璧とはいえない。

ベルモント（カリフォルニ
ア州）には図書館が1館しか
存在しない。RBはその図書
館に関する情報を表示して
おり、訪問目的のユーザー
には大変役に立つ。
注：公式サイトへのリンク
も含まれているが、FullyM
にはならない。公式サイト
のタイトル・スニペット・
URLなどが含まれておらず、
サイト訪問目的に対して情
報が完璧とはいえない。

ユーザーの意図が広いため、
FullyMを適用することはで
きない。しかし、RBは同バ
ンドの公式サイトであり、
ツアー日時・MV・最新アル
バムなどの役立つ情報を掲
載している。極めて高い権
威性もあり、大半のユー
ザーは満足するはず。

ユーザーの意図が広いため、
FullyMを適用することはで
きない。RBは同氏の公式サ
イトであり、公演日時・音
楽・写真・動画などの役立
つ情報を掲載している。
極めて高い権威性もあり、
大半のユーザーは満足する
はず。
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クエリ：
「Shaun the Sheep
Movie」
（訳注：映画のタイトル）
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
マウンテンビュー
ユーザーの意図：
映画のあらすじ・上映時
間・出演者情報などを
知りたい

クエリ：
「Manresa レビュー」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
サンノゼ
ユーザーの意図：
カリフォルニア州ロスガト
スにあるレストランのレ
ビューを読みたい

ユーザーの意図が広いため、
FullyMを適用することはで
きない。RBは映画のあらす
じ・近所の映画館の上映時
間・評価・出演者などの役
立つ情報を掲載している。
大半のユーザーが満足する
はず。

LPは同レストランに関する
127件のレビューを掲載し
ており、モバイルでも使い
やすい。初めは3件のレ
ビューしか表示されないが、
クリックすると他のレ
ビューも読めるようになる。
大半のユーザーに対して、
とても役立つ。
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クエリ：
「ブロードウェイ
ト」

チケッ

ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
ニューヨーク
ユーザーの意図：
チケット価格を調べる
チケットを購入する

クエリ：
「子供用

バックパック」

ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
ニューヨーク
ユーザーの意図：
キッズ用バックパックの価
格を調べる・購入する

クエリ：
「Poison Ivy（ツタウル
シ）」
ユーザーの所在地：
ジョージア州アトランタ
ユーザーの意図：
写真・かぶれた時の対処法
など

クエリ：
「マイケル

LPはブロードウェイのチ
ケットを多数販売しており、
出所も信頼できる。Webサ
イトを見るためにはズー
ム・スクロール操作が必要
だが、信頼できるWebサイ
トであり、多数あるいは大
半のユーザーに役立つ。

LPはモバイルフレンドリー
で、子供用バックパックを
多数販売している。この企
業は子供用の高品質なバッ
クパックを製造・販売する
会社として有名であり、製
品は幅広い年代層をカバー
している。製品情報・ユー
ザーレビューに加えて、モ
バイルでも使いやすい有用
なフィルタ機能もある。
多数あるいは大半のユー
ザーに役立つ。

LPはモバイルフレンドリー
で、政府運営サイトの一部。
ツタウルシに関する有益な
情報が掲載されている。多
数あるいは大半のユーザー
に役立つ。一部のユーザー
には、他の情報も必要かも
しれない。

ジョーダン」

ユーザーの所在地：
マサチューセッツ州
ボストン
ユーザーの意図：
同氏に関する情報・ニュー
ス・画像などを見つける

クエリ：
「ドイツの首相は誰?」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
ニューヨーク
ユーザーの意図：
現在のドイツの首相の名前
を知りたい

LPはモバイルフレンドリー
で、マイケル・ジョーダン
に関するWikipedia記事。
多数あるいは大半のユー
ザーに役立つ。

「現在のドイツ首相の名前
を知りたい」というKnow
Simpleクエリ。首相の名前
はスニペット内に明示され
ているが、モバイルユー
ザーにとってはやや読みに
くい。
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クエリ：
「ダンス 動画」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク
ユーザーの意図：
ダンスの動画を見たい

クエリ：
「ムラサキバレンギク」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク
ユーザーの意図：
この花の写真を見る
詳細を知る

クエリ：
「シアトル ワシントン」
ユーザーの所在地：
テキサス、アーリントン
ユーザーの意図：
ワシントン州シアトルに関
する情報・ニュース・地図
などを知りたい

ユーザーはダンスに関する
良質な動画や面白い動画を
探しており、意図に合致す
るページ候補は多い。
RBもその一つであり、コメ
ディアンが過去数十年のダ
ンススタイルを披露する、
とても人気がある動画であ
る。

RBには多数の画像が表示さ
れ、LPに遷移すると更に多
くの画像が表示される。
ユーザーの意図にとてもよ
く合致しておりHMといえ
る。

このクエリは1つの都市に関
する、意図の広いクエリ。
ユーザーによって必要とす
る結果は異なる。
RBには地図・天気・名所等
の「多様な」「役に立つ」
情報が掲載されており、下
部をクリックすると更に多
くの情報を表示することも
可能。
MM+からHMが適切。

クエリ：
「外来種」
ユーザーの所在地：
ミズーリ、セントルイス
ユーザーの意図：
外来種について知りたい

RBは「外来種とは何か」と
いう概要を解説しているが、
「例」「影響」などのより
深い情報を必要とするユー
ザーもいるはずだ。
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クエリ：
「ターメリック」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
サニーヴェール
ユーザーの意図：
「香辛料のターメリックに
関する情報を知りたい」
「サニーヴェールにあるレ
ストラン『ターメリック』
の情報を知りたい」
のいずれか

クエリ：
「Kristen Wiig」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
ニューヨーク
ユーザーの意図：
この著名人に関する情報を
知りたい

クエリ：
「ギリシャ語
アルファベット」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク
ユーザーの意図：
ギリシャ文字の歴史・文字
の名称・見た目などを知り
たい

クエリ：
「ジェニファー
アニストン」
ユーザーの所在地：
デラウェア、ドーバー
ユーザーの意図：
この女優に関する画像・
最新ニュース・ゴシップ・
情報などを知りたい

サニーヴェールのユーザー
には、「香辛料のターメ
リックについて知りたい」
という意図と「サニー
ヴェールにある『ターメ
リック』というレストラン
について知りたい」という
いずれかの意図が存在する。
この例ではユーザーがサ
ニーヴェールにいるため、
レストランの意図が強いだ
ろう。しかし香辛料の意図
があるユーザーも一定数い
る可能性があるため、HM
評価が妥当。

LPは彼女のファンサイト。
LPは彼女のファンサイト。
50,000点以上の写真や300
多数の画像・動画・インタ
点以上の動画、インタ
ビューなどが掲載されてお
ビュー、記事などが掲載さ
り、多くのユーザーの需要
れており、HMに相当する。
に合致する。
多数あるいは多くのユー
ザーの需要に合致する。

このクエリは意図が広く、
ユーザーによって必要とす
る結果は異なる。
RBにはギリシャ語アルファ
ベットの一覧画像が、複数
掲載されている。多くの
ユーザーには役立つだろう
が、他の情報が必要なユー
ザーもいる。

このクエリは1人の女優に関
する、意図の広いクエリ。
ユーザーによって必要とす
る結果は異なる。
RBは彼女に関する最新
ニュースをリスト表示して
いる。各記事は最新のもの
で、それなりに面白く、た
だの一般的な事実に関する
情報ではない。多くのユー
ザーには役立つだろうが、
他の情報が必要なユーザー
もいる。

95

13.4 Moderately Meets（MM）評価
Moderately Meets（MM）評価は、「ユーザーの多数が役立つ・満足できると感じ、一部のユーザー
にとっては多大なる満足感を提供する」検索結果に与えられます。
MM評価の検索結果はHM評価と比べて、価値はやや減少します。MM評価の検索結果はクエリには合致
しているものの、「やや分かりにくい」「やや時代遅れ」「ややソースの権威性を欠く」などの点が見ら
れることがあります。
通常、「明らかに低品質」「完全に時代遅れ」「不正確」などのページには MM評価を適用できません。
MM評価は「普通～まあまあ良い」といった検索結果に適用されます。

13.4.1 Moderately Meets(MM)評価の例

クエリ：
「Shutterfly」
ユーザーの所在地：
アイダホ州ボイシ
ユーザーの意図：
「Webサイトを訪問する」
「その企業について知る」
のいずれか

クエリ：
「トム クルーズ」
ユーザーの所在地：
アリゾナ州スコッツデール
ユーザーの意図：
トム・クルーズについての経
歴、最新ニュース・ゴシップ
が知りたい

クエリ：
「シアトル

ワシントン」

ユーザーの所在地：
コロラド州デンバー
ユーザーの意図：
ワシントン州シアトルに関
する情報・ニュース・地図
などを知りたい

LPはCrunchBase
（TechCrunchネットワー
クに属する、スタートアッ
プ企業データベースサイ
ト）に掲載された、
Shutterfly社の会社概要に
関する高品質なページ。同
社に関する有益な情報が多
く、モバイルでも使いやす
い。多くのユーザーに役立
ち、一部のユーザーには特
に大変役立つ。

LPは同氏に関する、一部あ
るいは多数のユーザーに役
立つ情報を含んでいる。
写真や主なリンクはモバイ
ルでも使いやすい。
同氏に関するページで、似
たようなものが多数存在す
るため、HMは不適切。

このクエリは1つの都市に関
する、意図の広いクエリ。
ユーザーによって必要とす
る結果は異なる。
RBには同地域の地図が掲載
され、クリックすると更に
細かい地図を表示すること
も可能。一部のユーザーに
は役立つ。
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クエリ：
「city of angels」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州ロサンゼルス

RBに掲載された「City of
Angels学園」は、「これを
意図した可能性もある」程
度の意図の一つにすぎない。

ユーザーの意図：
「同名の有名な映画・歌・
ミュージカルについて知る」
「この名前を利用している、
その他の事物について知る」
のいずれか

しかし、ユーザーの所在地
と同校が近いことを考える
と、このRBは一定数の「こ
の学校を探しているユー
ザー」に役立つ可能性があ
る。

クエリ：
「ニカラグアのお金」

RBには、ニカラグアの通貨
単位名が掲載されている。

ユーザーの所在地：
フロリダ州マイアミ

この情報を知りたいユー
ザーは一定数存在するだろ
うが、他の情報を必要とす
るユーザーも多い。大半の
ユーザーにある程度役立ち、
一部のユーザーにはとても
役に立つ。

ユーザーの意図：
「ニカラグアの通貨は?」
「通貨の見た目は？」
「為替レートは？」
など

クエリ：
「アメリカの
ヴァージニアはどこ」
ユーザーの所在地：
ケンタッキー州ルイビル
ユーザーの意図：
アメリカのヴァージニア州が
どこにあるか知りたい

クエリ：
「mercury」
ユーザーの所在地：
コネチカット州ニューヘイブン
ユーザーの意図：
「水銀」
「水星」
「自動車のMercury社」
などのどれかについて知りたい

RBの説明文は「その辺りの
地理に明るいユーザー」に
は役に立つかもしれないが、
大半のユーザーには地図や
より詳細な説明が必要。

RBは「水銀」「水星」
「Mercury社」の簡単な説
明分を表示し、クリックす
るとそれぞれの意味での検
索結果に遷移する。モバイ
ルでは面倒な、「正しい解
釈に絞り込むための検索」
の手間を省ける。
説明文は簡潔で、リンクは
役立つのでユーザーの意図
にそれなりに合致するので
MMが適切。
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クエリ：
「every breath you take
歌詞」
ユーザーの所在地：
テキサス、フォートデイビス
ユーザーの意図：
スティングのこの曲の歌詞を知
りたい

LPを開く

クエリ：
「kristen wiig」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク
ユーザーの意図：
この著名人のことを知りたい

LPを開く

LPはこの曲の歌詞を掲載し
たページ。同様のページが
多数存在し、歌詞も100％
正確とは限らない。ユー
ザーの求める歌詞に関連し
てはいるが、平均的なペー
ジでありMMが適切。
LPは同氏の公式サイト。
しかし「事務所サイトへの
リンク」と「『Kristenは
SNSを一切利用していませ
ん』という注意書き」以外
のコンテンツは存在しない。
役に立つ情報ではあるが、
他の情報を求めるユーザー
も多いはず。

13.5 Slightly Meets（SM）評価
Slightly Meets評価は、ごく一部から一定数のユーザーにしか役に立たない検索結果に適用されます。
「少数派解釈に関するもの」「低品質なもの」「古すぎる情報」「意図に対して狭すぎる」「意図に対し
て広すぎる」等の理由で、MM以上の評価に当てはまらないものがSM評価になります。

13.5.1 Slightly Meets (SM）評価の例

クエリ：
「ブリトニー
スピアーズ」

LPはモバイルで見やすいが、
2006年の彼女の離婚に関
する記事。古すぎるため、
ごく一部のユーザーにしか
役に立たない。

ユーザーの所在地：
マリーランド、ボルチモア
ユーザーの意図：
同氏に関する最新情報や
写真などを見つけたい

クエリ：
「ホンダ

LPを開く
LPの情報はわかりやすく、
情報源の評判も高く、さら
にモバイルでも見やすい。
しかし内容が2010年モデ
ルに関するもの。現在のク
エリに対する結果としては
時代遅れで、ごく一部の
ユーザーにしか役に立たな
い。

オデッセイ」

ユーザーの所在地：
フロリダ
ユーザーの意図：
特に明記されていないため、
「オデッセイの現行モデル
に関心がある」と推定する

LPを開く

98

クエリ：
「hot dog」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
サニーベール
ユーザーの意図：
ホットドッグのレシピ・
栄養成分などを知る

LPを開く

LPは1984年の「Hot
Dog」という映画について
のIMDB記事。これはクエ
リの少数派解釈にあたる。
LPは良質なコンテンツ・評
判の高い情報源・モバイル
での使いやすさなどを備え
ているが、この映画を必要
とするユーザーは少ないた
め、この結果はごく一部の
ユーザーにしか役立たない。

ユーザーの近所にはバイク
ショップが2軒あり、RBの1
番目には、うち1つが掲載さ
れている。しかし2番目の掲
載は保険代理店であり全く
無関係。また、多くのユー
ザーは他の多様な情報を求
めているはず。

クエリ：
「バイク」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州ポツダム
ユーザーの意図：
バイクに関する
さまざまな情報を知る

LPはリンカーンを含む、全
アメリカ大統領の生年月日
リスト。RB/LPともにリン
カーンの誕生日を明示して
おらず、そもそもリンカー
ンの誕生日が掲載されてい
るかどうかも分かりにくい。
LPでユーザーが手間をかけ
て探す必要があるため、SM
～SM+が適切。

クエリ：
「リンカーンの誕生日」
ユーザーの所在地：
テキサス州
フォートデイビス
ユーザーの意図：
「リンカーンの誕生日」
という特定の情報を知る

LPを開く
LPの著者は結婚・夫婦関係
についての専門知識がなく、
文章も稚拙。クエリの意図
に沿った内容ではあるが、
品質が低く信頼性に欠ける
ため、ごく一部のユーザー
にしか役に立たない。

クエリ：
「セックスレスと、
結婚に関する問題」
ユーザーの所在地：
テキサス州ウェーコ
ユーザーの意図：
結婚に関する問題について
助言を求めている

LPを開く
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クエリ：
「ネイル

スパ」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州サンノゼ
ユーザーの意図：
近所のネイルスパを
見つける

クエリ：
「川にはどんなサメが
住んでいる？」
ユーザーの所在地：
アリゾナ州ツーソン
ユーザーの意図：
川に住むサメの種類を知る

クエリ：
「210 市外局番」
ユーザーの所在地：
テキサス州オースティン
ユーザーの意図：
市外局番に「210」を利用
する地域を知る

RBに掲載された店はマッ
サージ・スキンケアなどを
提供する総合スパ施設。
ネイルケアもオプションと
してはあるが、ネイルスパ
の専門店ではない。

RBの中で役に立つのは
「Bull Sharkというサメは
川に住むこともできる」
との情報だけであり不十分。
大半のユーザーはさらに調
査する必要があるはず。

RBの情報では、どの地域で
210番を使っているのかと
ても読み取りづらい。確実
に「ここが210を使ってい
る」と断定するためにはRB
内のリンクをクリックする
か、他の方法で追加調査し
ないといけない。
地図も掲載されているが、
拡大しないと役に立たない。

クエリ：
「ibm」
ユーザーの所在地：
マリーランド州ロックビル
ユーザーの意図：
「IBMについて知る」
「公式サイトに行く」
のどちらか

RBにはIBMのロゴが複数掲
載されているが、このクエ
リには大して役に立たない。
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13.6 Fails to Meet（FailsM）評価
Fails to Meet（FailsM）評価は、ユーザーの大半から全員にとって役立たない検索結果に適用されます。
FailsM評価は「クエリに無関係」あるいは「内容が不正確（注:品質評価者は『事実と照らし合わせて内
容が正確か』を確認する事！)」であり、全てのユーザーが「これ以外の結果が見たい」と思ってしまう
検索結果に該当します。これらの結果は、「クエリの中の重要な要素や、ユーザーの所在地を見落として
いる」等、ユーザーの意図に全く合致していません。他にも「極端に低品質」「極端に古すぎる」「モバ
イル端末ではほぼ利用不可能」等の場合もFailsM評価になります。

13.6.1 Fails to Meet(FailsM)評価の例

クエリ：
「犬」
ユーザーの所在地：
ミシガン州
ピッツフィールド チャー
ター タウンシップ
ユーザーの意図：
画像、繁殖、トレーニング
など犬に関する様々な情報
を見つける

クエリの意図は広く、ユー
ザーによって求める情報も
異なる。
RBはユーザーの近所にある、
犬のケア施設3軒を表示して
いる。
クエリの意図が広いため、
「店舗などを訪問する」意
図があるとは考えにくい。

注：このクエリに「店舗な
どを訪問する」意図がある
とは考えがたい

クエリ：
「mike」
ユーザーの所在地：
フロリダ、ユースティス
ユーザーの意図：
「Mike」に関するなんらか
の情報を得たい
注：このクエリに「店舗な
どを訪問する」意図がある
とは考えがたい

クエリ：
「タンパ レイズ」
（訳注：フロリダの野球
チーム）
ユーザーの所在地：
フロリダ、タンパ
ユーザーの意図：
フロリダが本拠地のプロ野
球チーム「タンパベイ・レ
イズ」の成績・選手一覧・
最新ニュースなどを知りた
い

クエリの意図は広く、ユー
ザーによって求める情報も
異なる。
RBは「Mike」を含むビジネ
ス2軒を表示している。クエ
リの意図が広いため、ユー
ザーがこれらのビジネスを
探していた可能性は極めて
低い。

RBにはクエリと同じ単語を
含むスポーツカードショッ
プを訪問するための情報が
含まれている。左記の通り、
このクエリにそうした訪問
意図はまずない。
注：このビジネスは解説用
に作成した、架空のもので
す。

注：このクエリに「実在の
場所を訪問する」意図があ
るとは考えがたい
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クエリ：
「wral」
（訳注：TV局の名前）
ユーザーの所在地：
ノースカロライナ州
ウェイク群
ユーザーの意図：
「公式サイトを訪問」
「関練する情報を知る」
注：通常、ユーザーがTV
局を実際に訪問することは
ない

クエリ：
「テキサスファーム
肥料」
ユーザーの所在地：
テキサス州ダラス
ユーザーの意図：
テキサスファーム社製の肥
料の情報やショップを見つ
けたい

クエリ：
「ユナイテッド 656」
ユーザーの所在地：
イリノイ州スコーキー
ユーザーの意図：
ユナイテッド航空656便の
フライト時刻・搭乗ゲート
などを知りたい

WRALはノースカロライナ
にあるTVニュース局。
ユーザーは「公式サイトを
訪問する」あるいは「局に
ついて知る」ことが目的。
RBをクリックすると、同
TV局の本局ビルに関する情
報が掲載されている。「一
般ユーザーが、TV局を実際
に訪問する」という可能性
はとても低い。「新聞社」
「ラジオ局」「一般向けの
連絡先とは別の本社がある
企業」（訳注：フランチャ
イズビジネスの本部など）
についても同じことが言え
る。クエリには「WRAL」
の名前しか入力されていな
い点を考えると、RBの情報
はおそらく不要。

RBにはテキサスファーム社
のオフィスが掲載されてい
る。ユーザーがオフィスを
直接訪問しても肥料を購入
できるわけではなく、肥料
について学ぶこともできな
いため、この結果はユー
ザーの役に立たない。肥料
は店舗で買うもの。

RBには「教会」「イベント
会場」「最寄りの空港」の3
点が含まれている。ユー
ザーが特定の便に関する情
報を求めているのは明白で
あり、明らかにユーザー需
要に合致していないため
FailsMが該当する。
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クエリ：
「ドイツ車」

LPは日本の自動車ブランド
スバルの公式サイト。
ドイツ車ではない。

ユーザーの所在地：
オハイオ州トレド
ユーザーの意図：
「ドイツ車に関する
情報を知りたい」
「ドイツ社メーカーの
公式サイトに行きたい」

LPを開く

クエリ：
「屋根裏のフクロネズミを
駆除する会社」
ユーザーの所在地：
イリノイ州ネイパービル
ユーザーの意図：
ネズミ退治をしてくれる
会社を見つけたい

LPを開く
クエリ：
「先発 ジェッツ
クウォーターバック
2001」

LPはオーストラリアの害
虫・害獣駆除会社の公式サ
イト。
ユーザーは米国にいるので、
米国の駆除会社に頼みたい
はず。
地理的条件が全く合ってい
ないためFailsMとなる。

LPはNFLに関する信頼でき
るWebサイトだが、2013
年度に関する情報。この検
索結果は全く意図に合致し
ない。

ユーザーの所在地：
イリノイ州シカゴ
ユーザーの意図：
ジェッツ（NFLのチーム）
の2001年時点での先発QB
を知りたい

ユーザーの意図に全くあっ
ておらず、大半のユーザー
にとって無益なのでFailsM
が妥当。

LPを開く

クエリ：
「イエローストーン
国立公園までナビ」

LPは同公園の公式サイト。
これはデバイスアクション
クエリであり、「ナビして
ほしい」という需要に全く
合致しない。

ユーザーの所在地：
コロラド州デンバー
ユーザーの意図：
現在地から同公園まで
ナビしてほしい

LPを開く
クエリ：
「ガン 症状」
ユーザーの所在地：
フロリダ州マイアミ
ユーザーの意図：
ガンの症状について
知りたい

RBに表示される情報は全く
役に立たず、LPは低品質な
パークドドメイン。

LPを開く
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クエリ：
「医師 給与」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
サンフランシスコ

RBに表示されているのは
医師の教育コスト。
誤解を招くし、ユーザーの
意図にも全くあっていない。

ユーザーの意図：
医師の給与に関する
情報を知る

クエリ：
「ストーニー児童発達支援
センター ウェストポイン
ト 電話番号」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
ウェストポイント
ユーザーの意図：
ユーザー所在地と同じ地域
にある同施設の電話番号を
知りたい

クエリ：
「ジョンに『遅れそう』と
テキストメッセージ送信」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
ニューヨーク
ユーザーの意図：
ジョンに「遅れそう」
というテキストメッセージ
を送る

クエリ：
「天気」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
マウンテンビュー
ユーザーの意図：
ユーザー所在地付近の
天気を知る

RBに表示されているのは
ウェストポイントクラブと
いう、ユーザーの求める情
報とは一切関係ない施設の
電話番号。FailsMが適切。

「テキストメッセージ」と
明言しているのに、「メー
ルを送信」というデバイス
アクションはユーザーの意
図に一切合致していない。

ユーザーが天気を知りたい
のは明白。
アラームを設定するという
デバイスアクションは、バ
カにしているのではないか
というくらい不適切。
ユーザーの意図に一切合致
していない。
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クエリ：
「バットマン」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
アナハイム
ユーザーの意図：
バットマンに関する映画・
コミック・TV番組などに
ついて知る

クエリ：
「オバマ」
ユーザーの所在地：
テキサス州オースティン
ユーザーの意図：
バラク・オバマに関する
情報を知る

クエリ：
「天気 テキサス

パリ」

ユーザーの所在地：
テキサス州パリ
ユーザーの意図：
テキサス州パリの
現時点での天気を知る

クエリ：
「GEの第3四半期の
収支は?」
ユーザーの所在地：
ニューヨーク州
ニューヨーク
ユーザーの意図：
GE社の第三四半期の
利益を知る

ユーザーが米国内にいるこ
とを考えると、ユーザーが
RBに表示されている「トル
コのバットマン市」を求め
ている可能性はまずない。

ユーザーが米国内にいるこ
とを考えると、ユーザーが
RBに表示されている「日本
のオバマ市」を求めている
可能性はまずない。
この結果に満足するユー
ザーはゼロに近いはず。

ユーザーは「フランスのパ
リではなく、テキサス州の
パリ」と明言している。
この結果に満足するユー
ザーは一人もいない。

「GEの3Q収支を見たい」
という質問に一切答えてい
ない。この結果に満足する
ユーザーは一人もいない。
（訳注：RBはGE社の株価
を表示している。）
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クエリ：
「city of angels」
ユーザーの所在地：
イリノイ州シカゴ
ユーザーの意図：
クエリと同じ名前の学校・
映画などについて知る

クエリ：
「ゴーカート

セール」

ユーザーの所在地：
ペンシルヴァニア、
ウォリントン
ユーザーの意図：
ウォリントンで売り出し中
のゴーカートを探す

クエリ：
「Ralphs」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
サンクレメンテ
ユーザーの意図：
「近所の店舗を訪問する」
「公式サイトを訪問する」

RBに表示されているのは同
名の学校の一つであり、解
釈としては一応間違っては
いない。
しかしユーザーがロサンゼ
ルスから遠く離れたイリノ
イ州にいる点や、この学校
が特に有名でない点などを
考えると、このRBに満足す
るユーザーはほとんどいな
いはず。
ロサンゼルス以外の住人が
この学校を探している可能
性はとても低い。

RBに表示されている3件の
場所は全て「ゴーカートの
コース」。
ユーザーはゴーカートを買
いたいのであり、走らせた
いわけではない。
FailsMに該当する。

Ralphsは米国の有名なスー
パーマーケットチェーン。
RBはユーザーから100km
ほど離れた、カリフォルニ
ア州サンディエゴのRalphs
の店舗一覧。
遠すぎる。
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ユーザーの意図は
「AmazonのWebサイトに
行く」こと。
RBはAmazonのオフィスの
住所・電話番号を表示して
いる。オンライン企業のオ
フィスを訪問するユーザー
もまずいないし、オフィス
自体も一般公開されていな
い。仮に訪問するユーザー
がいるとしても、Amazon
社員から必要な情報を聞い
ているだろうし、そうでな
い場合はもっと細かいクエ
リで検索するはず。

クエリ：
「Amazon」
ユーザーの所在地：
テキサス州オースティン
ユーザーの意図：
Amazon.comに行く

クエリ：
「ここから一番近い
大都市は？」

RBは「大都市に関する
ニューストピック一覧」。
ユーザーの意図に全く合っ
ていない。

ユーザーの所在地：
サウスカロライナ州
マートルビーチ
ユーザーの意図：
ユーザーの所在地から
一番近い大都市を知る

クエリ：
「全豪オープン 男子シン
グルス 結果 2008」

LPは2008年ではなく、
「2004年の」全豪オープ
ンに関するもの。「2008
年」という、クエリの中で
も重要な要素を見落として
おり、一切ユーザーの意図
に合っていない。

ユーザーの所在地：
ワシントン州ケント
ユーザーの意図：
2008年度の同大会男子シ
ングルスの結果を知る

クエリ：
「歯が抜ける

LPを開く

LPは「5歳の『pike fish
（魚：カワカマス）』の歯
が抜けた」という記事。
キーワードが一致している
だけで、一切ユーザーの役
には立たない。

5歳」

ユーザーの所在地：
テキサス州デントン
ユーザーの意図：
5歳児の歯が抜けることに
関する情報を知る

クエリ：
「スペイン語で『結婚』を
何と言うか」
ユーザーの所在地：
テキサス州デントン
ユーザーの意図：
スペイン語で「結婚」を意
味する単語を知る

LPを開く

RBに表示されている単語は
完全に間違い。
Mañanaは「明日」という
意味で、「結婚」という意
味はない。
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クエリ：
「アメリカンエキスプレ
ス」

LPは「夫がスーツを買うの
を、妻が手助けする」とい
う内容のユーモア系記事。
「アメリカンエキスプレ
ス」という単語も登場する
が、ユーザーの役に立つほ
どの関連性はないので
FailsM評価が妥当。

ユーザーの所在地：
テキサス州デントン
ユーザーの意図：
「公式サイトに行く」
「企業・サービスに関する
情報を知る」

LPを開く

LPは別の動物園に関する短
い記事。SCの一部に
「Cheap Atlantaを使って
アトランタ動物園に行こ
う！」というリンクがある。

クエリ：
「動物園 アトランタ」
ユーザーの所在地：
テキサス州デントン
ユーザーの意図：
アトランタ動物園の
公式サイトに行く

LPを開く

LPには「キーボード上でた
ばこのシンボルを生成する
ための方法は？イン（原文
ママ）」といった無意味な
文章の羅列がある。低品質
なFailsMページである。

クエリ：
「禁煙する方法」
ユーザーの所在地：
テキサス州デントン
ユーザーの意図：
禁煙する方法を知る

LPのMCはアトランタ動物
園と無関係。アトランタ動
物園に関するリンクはSCの
内部にあり、大半のユー
ザーは気付かない。FailsM
より上の評価は一切不可。

LPを開く
LPはこの映画の公式サイト。
しかしモバイル端末での利
用はほぼ不可能（スマート
フォンから閲覧すると、壊
れているようにすら見え
る）で、有益なコンテンツ
も一切ない。ユーザーの意
図を全く満たせていない。

クエリ：
「アメリカンビューティ」
ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
マウンテンビュー

参考：LPのQRコード

ユーザーの意図：
この映画について知る

LPを開く
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クエリ：
「本日のナスカーレースの
出走順」
ユーザーの所在地：
テキサス州デントン
ユーザーの意図：
ナスカーレースの
出走順を知る

クエリ：
「エアカナダ

電話番号」

ユーザーの所在地：
ワシントン州シアトル
ユーザーの意図：
同社カスタマーサービスの
電話番号を知る

RBはナスカーのスケジュー
ルを掲載しているが、「出
走順」についての情報はな
い。ユーザーが探している
コンテンツとは異なるので、
FailsMである。

評価にあたっては「事実と
しての正確さ」を確認すべ
き点に注意する。エアカナ
ダ社の公式サイトを訪問し、
「USA」を選択して表示さ
れる番号を確認すること。
公式サイトによると、正し
い番号は「1-888-2472262」。RBが事実として
正確ではないため、FailsM
評価にすべき例。
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