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14.0 「ポルノ」「外国語」「読み込めない」「使いにくい」検索結果

「ポルノ」「外国語」「読み込めない」「使いにくい」のいずれかに該当する検索結果には、フラグを立ててくださ
い。フラグはクエリに依存しません。つまり、フラグはクエリに関係なく立てるようにしてください。下記がフラグ
のスクリーンショットです。

フラグをクリックして「No」から「Yes」に変わると、ブロック全体が赤くなります。これは「ポルノ」フラグの例
です。

クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・フラグ・Needs Met評価 説明

クエリ：「freeones」
英語・アメリカ

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：
FreeonesのWebサイト
に行く

LPはFreeones（ポルノサイ
ト）のトップページ。

FullyM評価にあたるが、同
時に「ポルノ」フラグにも
該当する。

※この部分は、前項の続きになります。
第3章-1：Needs Met評価の評価基準と事例をご参照ください。

http://www.irep.co.jp/press/pdf/google_general_guidelines3-1.pdf


14.2 ポルノに該当する検索結果の評価

110

クエリ・ロケール ユーザーの意図 LP 評価
「ポルノ」

フラグは必要?

「おもちゃ」
英語

おもちゃを探して買う
LPの例

警告ーこのページはポルノです
FailsM 必須

「ラクダの背の高さは」
英語・アメリカ

ラクダ（の身長）について
の質問の答えを知る

LPの例

警告ーこのページはポルノです
FailsM 必須

「車 写真」
英語・アメリカ

車の写真を探す
LPの例

警告ーこのページはポルノです
FailsM 必須

14.2.1 ポルノを求める意図が全くないクエリのNeeds Met評価

ユーザーがポルノを求めていないのが明白な場合、メインコンテンツにポルノを含むLPはFailsM評価になります。

• ユーザーがポルノを求めていないことが明らかな場合、ポルノにあたる検索結果は役に立たないと見なします。
• その気がないユーザーにポルノを見せることは、大半のユーザーにとって良くない体験です。

ポルノページには、必ず「ポルノ」フラグを立てるのを忘れないようにしましょう。

「メインコンテンツは役に立つが、メインコンテンツ以外の部分にユーザーの注意やユーザーエクスペリエンスを害
するようなポルノ広告・ポルノリンクが掲載されている」というページもあります。クエリ・メインコンテンツの有
用性と、ページのユーザーエクスペリエンスのバランスを取って評価しましょう。ロケールのユーザーを代表して、
自身で判断しましょう。

14.1 「ポルノ」フラグ

クエリにポルノを探す意図があってもなくても、ポルノページには「ポルノ」フラグを立ててください。「ポルノ」
フラグはクエリやユーザーの意図とは無関係です。

ポルノページとは、ポルノに該当する画像・リンク・文章・ポップアップ・目立つ広告等のコンテンツがあるページ
のことです。ある文化圏やある国ではポルノと判断される画像も、他の文化圏・国ではポルノでないと判断されるこ
ともあります。評価者自身の判断と、現地についての知識に基づいて判断しましょう。

注意:「ポルノ」フラグの目的は「この検索結果がポルノであることを明示する」ことなので、クエリにポルノを探す
意図があるかないかは関係ありません。

クエリ・ロケール ユーザーの意図 LP 評価
「ポルノ」

フラグは必要?

「胸」
英語

胸について、解剖学的な情報や
健康に関する情報を知る。

LPの例 HM 不要

「胸」
英語

胸について、解剖学的な情報や
健康に関する情報を知る。

LPの例
警告ーこのページはポルノです

SM 必須

「女の子の写真」
英語・アメリカ

女の子の写真を探す LPの例 HM 不要

「女の子の写真」
英語・アメリカ

女の子の写真を探す
LPの例
警告ーこのページはポルノです

SM 必須

14.2.2 ポルノを求めている可能性があるクエリのNeeds Met評価

「女の子」「ゲイ」「胸」「セックス」「スパンキング」などのように、ポルノ目的の意図とそうではない意図の両
方がありうるクエリもあります。こうしたクエリを「ポルノを求めている可能性がある」クエリといいます。

こうしたクエリについては、評価者の皆さんが「ユーザーはポルノを求めているはず」と思っても、ポルノでない解
釈が支配的解釈だとみなして評価してください。例えば「ビキニ」(英語・アメリカ)の意図は「水着を買うこと」です。
「ユーザーの大半はポルノを求めているはず」と思っても、ポルノ目的の解釈は少数派だと見なして評価しましょう。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_6.2-1.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_6.2-2.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_6.2-3.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_6.2-6.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_6.2-7.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG_GirlPicturesUseful.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_6.2-9.png
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クエリ・ロケール ユーザーの意図 LP 評価
「ポルノ」

フラグは必要?

「Freeones」
英語・アメリカ

Freeonesのトップページ
に行く

LPの例：
http://www.freeones.com/
警告ーこのページはポルノです

FullyM 必須

「Freeones」
英語・アメリカ

Freeonesのトップページ
に行く

LPの例：
http://www.baberoad.com
警告ーこのページはポルノです

FailsM 必須

「アニメ セックス 画像」
英語・アメリカ

アニメのセックス画像を
探す

LPの例
警告ーこのページはポルノです

HM～MM 必須

「チアリーダー ポルノ」
英語・アメリカ

チアリーダーのポルノ画
像を探す

LPの例
警告ーこのページはポルノです

HM～MM 必須

14.2.3 明らかにポルノを求めているクエリのNeeds Met評価

明らかにポルノ目的であり、他の解釈が考えられないクエリの場合、ポルノページがクエリに対してどのくらい役に
立つかを評価します。ユーザーが明らかにポルノを求めていても、「ポルノ」フラグを必ず立ててください。

クエリが明らかにポルノ目的の場合、LPもポルノページだからというだけでHM・MM評価にしないようにしましょう。
クエリに合致した役に立つページでなければ、高いNeeds Met評価を付けることはできません。

有害なソフトウェアをダウンロードさせるようなユーザーエクスペリエンスがひどいページの場合は、クエリに合致
する画像が掲載されていても低評価を付けましょう。

14.3 違法画像の報告

児童ポルノ・獣姦

評価者の皆さんは業務を行っている地域・ロケールを問わず、児童ポルノ・獣姦を違法とするアメリカ合衆国の法律
に従う必要があります。

児童ポルノの定義

未成年者（18歳以下）に見える人物が性的な行為（女性器・肛門による性交、オーラルセックス、獣姦、自慰、恥部
のわいせつな描写）やSM行為などに関与している画像を、児童ポルノと定義します。実在の児童を対象にした画像、
コンピューターによる生成・加工・編集などによって児童に見える画像（例：Photoshopで加工した画像）、児童に
見える成人の画像なども児童ポルノに含まれます。また、写真だけではなく、ペン画・漫画・アニメ・絵画・彫像な
ども、わいせつな性的行為を表現したものであれば児童ポルノに含まれます。児童ポルノと見分けがつかないものは、
すべて児童ポルノとみなします。

画像に文学的（例:ナボコフの「ロリータ」）・芸術的・政治的（例：政治風刺漫画）・科学的（例：医学書）な価値
がある場合でも、以下の案内に従ってベンダーに報告してください。

恥部が露出していなくても、恥部の描写にあたることがあります。「10代前半の女の子がエロティックな衣装を着て
ダンスしており、着衣状態の恥部がクローズアップされるシーンが複数ある動画」「性器にフォーカスした、下着の
子供画像」などは児童ポルノに該当します。

裸の子供の画像でも、子供が性的な行為に関与しておらず、性器にフォーカスしたものでなければ児童ポルノにはな
りません（例：入浴中の子供やヌーディストコロニーの画像）。子どもの格好をしているが、明らかに大人であると
分かる描写も児童ポルノではありません（例：おむつを付けた35歳の男性、学生用の制服を着た成人女性）。評価者
の皆さんが「これは児童ポルノではない」と思った画像は、大抵児童ポルノではありません。ただし、18歳以上であ
ることが明らかでない場合（例：未発達の18歳の人物で、脱毛もしている場合）などは、児童ポルノに該当します。

獣姦の定義

獣姦・動物性愛とは、人間と動物の間での性的行為です。

http://www.freeones.com/
http://www.baberoad.com/
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_6.2-14.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_6.2-15.png
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14.4 「外国語」フラグ

報告方法

ベンダーの指示に従って違法・有害な画像を報告してください。

14.4.1 「外国語」フラグの使用

LPの言語が以下のいずれにも該当しない場合、「外国語」フラグを立ててください。

• タスクの言語
• 英語
• タスク地域で、人口の一定割合以上が日常的に利用する言語

例えばウクライナのユーザーは、大半がロシア語を利用できます。だからロケールがウクライナ語・ウクライナの場
合、LPがロシア語でも「外国語」フラグを立てません。

以下は、「外国語」フラグを使用するリザルトブロックの一例です。

クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・LP・フラグ・Needs Met評価 説明

クエリ：「baidu」

ユーザーの所在地：
アラスカ州
アンカレッジ

ユーザーの意図：
BaiduのWebサイトに行く

LPはBaiduのトップページ。
この検索結果はクエリが目
指していたページだが、外
国語（中国語）のページ。

FullyM評価にあたるが、同
時に「外国語」フラグにも
該当する。

重要：

• 評価者の皆さん自身が理解できる言語でも、同一ロケールのユーザーの大半には理解できない言語ならば
「外国語」フラグを立てましょう。

• クエリが明らかに外国語のページを求めている場合でも、「外国語」フラグを立てましょう。
• 「外国語」フラグの利用を判断するときには、LPに基づいて判断しましょう。検索結果に表示されるリザル

トブロックだけで判断しないようにしてください。
• LPで「複数の言語が利用されている」「言葉が一切ない」など、LPの利用言語が判定しにくいことがありま

す。その場合は、自分のロケールのユーザーになったつもりで考えましょう。ユーザーは外国語のページだ
と思うでしょうか？メインコンテンツ、補助的コンテンツ、広告、場合によってはWebサイト全体も確認し
ましょう。自信が持てない場合は、「外国語」フラグを立てないようにしましょう。

14.4.2 「外国語」の検索結果のNeeds Met評価

評価者の皆さんは全てのリザルトブロックに評価を付ける必要があり、LPが外国語の場合も例外ではありません。

通常は「外国語」フラグの立ったページはユーザーの大半が理解できず役に立たないので、FailsM評価になります。
評価者の皆さんと同じロケールに住むユーザーの大半が理解できる言語の場合、「外国語」フラグを立てない点に注
意してください。しかし、中には役に立つ「外国語」ページもあります。



クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・LP・Needs Met評価 説明

クエリ：
「セリーヌ・ディオンの
“S’’il suffisait d’aimer”
の動画」

ユーザーの所在地：
ミシガン州
ランシング

ユーザーの意図：
セリーヌ・ディオンがその曲を
歌っている動画を見る

この動画は英語ではないが、ロ
ケールが英語・アメリカである
ユーザーが探し求めているもの。

動画自体はフランス語だが、LPの
大半は英語なので、「外国語」フ
ラグは不要。

クエリ：
「alex c」

ユーザーの所在地：
アイオワ州
ダベンポート

ユーザーの意図：
このドイツ人作曲家による楽曲
を聴く・動画を見る・彼に関す
る情報を知るなど

クエリの「Alex C」はドイツ人
の作曲家。LPには彼の曲をY-ass
（YouTube のタイトルではYass
と表示）がドイツ語で歌っている
動画が表示されている。

英語ではないが、一部または多数
のユーザーの役に立つ。

LPの言語ははっきりしないので、
「外国語」フラグの適用は評価者
各位の判断に任せる。

クエリ：
「kasal, kasali, kasalo」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ダリシティ

ユーザーの意図：
このフィリピン映画のトレイ
ラーを見るか、この映画に関す
る情報を知る

クエリの「kasal, Kasali,
Kasalo」はフィリピンの映画。

LPには、この映画の一部である、
フィリピン語（タガログ語）の動
画が表示されている。

英語ではないが、このクエリを入
力したユーザーの一部～多数の役
に立つ。

「外国語」フラグの適用は評価者
各位の判断に任せる。
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明らかに外国語の検索結果を求めているクエリの場合、外国語のLPでも評価をFailsMにしてはいけません。例えば、
クエリが「baidu.com」（英語・アメリカ）で、LPがbaidu.comの場合、「外国語」フラグも立ちますが評価は
FullyMになります。

特に動画は、外国語のページが求められることや役に立つことが多いです。ユーザーの意図を考え、何がユーザーの
役に立つかを考えましょう。クエリが外国語の歌・バンド・映画・スポーツイベントなどを求めている場合、それら
の動画は外国語が分からないユーザーでも理解でき、楽しむことができます。このようなクエリの場合、外国語の検
索結果が期待されているケースも多くあります。

ただし、動画が外国語の歌・バンド・映画・イベントなどについて「語っている」ものである場合、おそらくユー
ザーには理解不能なのでFailsM評価にして、「外国語」フラグも立てましょう。

動画再生用のリンク

動画再生用のリンク

動画再生用のリンク

https://www.youtube.com/watch?v=HjxSIMO9fl4
http://www.youtube.com/watch?v=GKGmuBLd5VE
http://www.youtube.com/watch?v=_pSOmvx1hNg


クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・LP・Needs Met評価 説明

クエリ：
「राजा र�व वमार」्

ユーザーの所在地：
インド、デリー

ユーザーの意図：
クエリはアーティスト名。
このアーティストについて知り
たい。

ヒンドゥー語Wikipediaの、同氏に
関するページ。ヒンドゥー語・イン
ドのユーザーにはとても役に立つ。

上記のヒンドゥー語Wikipediaペー
ジとほぼ同じコンテンツを持つ、英
語のWikipediaページ。

いくつか役に立つ画像はあるものの、
このページを読めるユーザーはほと
んどいない。

注意：
このクエリで、ユーザーは英語の検
索結果が欲しいと明示していない。

クエリ：
「mahila cricket
sri lanka ka match」

ユーザーの所在地：
インド、デリー

ユーザーの意図：
2016年1月17日に開催された、
クリケットの試合について知り
たい

クエリは英語のアルファベットを利
用しているが、実際はヒンドゥー語
をローマ字表記したもの。

ヒンドゥー語ユーザーの大半に必要
なのは、このような「ヒンドゥー語
の」役に立つ記事。

英語を読めるユーザーには役立つ記
事だが、これを読めるヒンドゥー語
ユーザーはごく少数。

注意：
このクエリで、ユーザーは英語の検
索結果が欲しいと明示していない。
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14.4.3 英語の検索結果

本項の内容は「英語以外のロケールの」検索品質評価者だけが対象です。自分のロケールで英語が利用
されている場合、本項をスキップしてください。

Needs Met評価には「その結果が、対象ロケールのユーザーにはどの程度役立つか」を反映する必要があります。評
価者の皆さんが英語を読めるのはわかりますが（だってこの英語のガイドラインを読んでいますからね！）、英語の
検索結果に高評価を与えるのは、同じロケールのユーザーが英語の結果を求めている場合だけにしてください。ロ
ケール内のユーザーの大半が英語を読めない場合、英語の検索結果は役に立たないと判断しましょう。

しかしクエリに「英語の名前」「英単語」などが含まれている場合は判断が難しくなります。評価者の皆さん自身で
判断して、最適な評価をつけてください。

以下は、タスク言語が「ヒンドゥー語・インド」や「韓国語・韓国」の場合の例です。どちらの場合も、ユーザーの
大半が英語を読めません。クエリが英語の検索結果を明示的に求めてることが明らかでない限り、英語の検索結果は
役に立たないか、全く無用（FailsM）と判断します。

https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/artist-Hindi-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/artist-Hindi-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/artist-English-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/artist-English-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/cricket-Hindi-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/cricket-Hindi-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/cricket-English-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/cricket-English-m.png


クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・LP・Needs Met評価 説明

クエリ：
「ronaldo」

ユーザーの所在地：
インド、デリー

ユーザーの意図：
サッカーセンスのロナウドにつ
いて知りたい

クエリは著名人の名前であるため英
語になっているが、ヒンドゥー語
ユーザーが求めているのはヒン
ドゥー語の情報であるはず。

ヒンドゥー語Wikipediaの、同氏に
関するページであり、ヒンドゥー
語・インドのユーザーにはとても役
に立つ。

上記のヒンドゥー語Wikipediaペー
ジとほぼ同じコンテンツを持つ、英
語のWikipediaページ。

いくつか役に立つ画像はあるものの、
このページを読めるユーザーはほと
んどいない。

注意：
このクエリで、ユーザーは英語の検
索結果が欲しいと明示していない。

クエリ：
「버락 오바마」

ユーザーの所在地：
韓国、ソウル

ユーザーの意図：
クエリは「バラク・オバマ」の
韓国語表記。ユーザーはオバマ
氏に関する情報を知りたい。

韓国語Wikipediaの、同氏に関する
ページ。
韓国語・韓国のユーザーにはとても
役に立つ。

上記の韓国語Wikipediaページとほ
ぼ同じコンテンツを持つ、英語の
Wikipediaページ。

いくつか役に立つ画像はあるものの、
このページを読めるユーザーはほと
んどいない。

注意：
このクエリで、ユーザーは英語の検
索結果が欲しいと明示していない。

クエリ：
「Titanic 1997」

ユーザーの所在地：
韓国、ソウル

ユーザーの意図：
1997年に公開された映画「タイ
タニック」に関する情報を知る
か、DVDを購入したい。

クエリは英語だが、韓国ユーザーの
大半が求めているのは韓国語でのレ
ビューや、この映画を買える韓国の
お店。

この検索結果は韓国のWebサイトに
ある韓国語の記事で、とても役に立
つ。

英語を読めるユーザーに対しては、
役に立つコンテンツが多いページ。

いくつか役に立つ画像はあるものの、
このページを読めるユーザーはほと
んどいない。

注意：
このクエリで、ユーザーは英語の検
索結果が欲しいと明示していない。
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https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/Ronaldo-Hindi-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/Ronaldo-Hindi-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/Ronaldo-English-m.png
https://www.google.com/evaluation/result/static/a/GG/Ronaldo-English-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/obama-ko-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/obama-ko-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/obama-en-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/obama-en-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/titanic-kr-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/titanic-kr-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/titanic-en-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/titanic-en-m.png


クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・LP・Needs Met評価 説明

クエリ：
「Samsung tablet」

ユーザーの所在地：
韓国、ソウル

ユーザーの意図：
Samsung製のタブレットに関する
情報を知る・購入する・Samsung
公式サイトのGalaxy Tabについて
のページに行くなど。

クエリは英語だが、韓国ユーザーの
大半が求めているのはSamsung公式
サイト内の韓国語のページ。

この検索結果は韓国語で、とても役
に立つ。

製造者であるSamsung公式サイト内
にある、役に立つコンテンツの多い
ページ。だが、英語のページ。

いくつか役に立つ画像はあるものの、
このページを読めるユーザーはほと
んどいない。

注意：
このクエリで、ユーザーは英語の検
索結果が欲しいと明示していない。
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英語を公用語・一般的な言語として使用しているロケールもあります。そうしたロケールでは、クエリによっては英
語のWebサイトが使いやすく役に立つこともあります。

例えば、シンガポール政府は英語・マレー語・中国語・タミル語を公用語として認定していますが、特に英語が一般
的に使われています。

クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・LP・Needs Met評価 説明

クエリ：
「barack obama」

ユーザーの所在地：
シンガポール、シンガポール市

ユーザーの意図：
バラク・オバマ氏に関する情報
を知る

同氏に関する英語のWikipedia
ページ。シンガポールのユーザー
には、とても役立つ。

同氏に関する中国語のWikipedia
ページ。こちらもシンガポールの
ユーザーには、とても役立つ。

14.5 「読み込めない」フラグ

14.5.1 「読み込めない」フラグの使用

「読み込めない」フラグは、LPのコンテンツが見ることができないというような技術的問題が発生していることを示
すのに使います。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/sam-gal-ko-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/sam-gal-ko-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/sam-gal-en-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/sam-gal-en-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/obama-en-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/obama-en-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/obama-wiki-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/obama-wiki-m.png


117

以下の場合、「読み込めない」フラグを立ててください。

• LPのメインコンテンツがWebサーバー・Webアプリケーションのエラーメッセージだけで、ナビゲーション
リンク・トップページへのリンク・補助的コンテンツ・広告なども一切表示されない。エラーメッセージの
タイプについてはこちらを参照してください。

• LPが真っ白の場合：メインコンテンツ・補助的コンテンツ・広告が一切表示されない。

以下は「読み込めない」LPの例です。リザルトブロックだけを見ても読み込めないと判断できないので注意してくだ
さい。

クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・LP・フラグ・Needs Met評価 説明

クエリ：
「ダグラス・インストゥルメンツ」

ユーザーの所在地：
インディアナ州サウスベンド

ユーザーの意図：
このWebサイトのトップページに行く

404メッセージが表示され、メイ
ンコンテンツ・補助的コンテン
ツ・広告なども一切表示されてい
ない。

評価はFailsMで、「読み込めな
い」フラグも立てること。

「読み込めない」フラグに該当するLPの例です。 例① 例② 例③

また、以下の場合にも「読み込めない」フラグを立てましょう：

• マルウェアの警告。例:「警告：このWebサイトはPCに害を与える可能性があります」
• 証明書の許可を求めるメッセージ

以下は「マルウェアの警告」の例です。

以下は「証明書の許可を求めるメッセージ」の例です。

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
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_4.6-5.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_4.6-6.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_4.6-7.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_4.6-3.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/RG1_4.6-3.png
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14.5.2 「読み込めない」検索結果のNeeds Met評価

どのようなリザルトブロックにも評価を割り振る必要があります。LPが全く読み込めない場合、「読み込めない」フ
ラグを立ててFailsM評価にしましょう。全く読み込めないページは、全く役に立ちません。

ページの一部が読み込めたり、完全に読み込めるページにエラーメッセージが表示されていたりすることがあります。
「クエリに対して、その検索結果がどの程度役に立つか」という視点からNeeds Met評価を付けましょう。ウェブマ
スターがエラーメッセージをカスタマイズすることもできますし、エラーメッセージがしっかり機能しているWebサ
イトの一部であることもあります。そして、そうしたページがクエリに対して役立つこともあります。

クエリ・ユーザーの意図 リザルトブロック・LP・Needs Met評価 説明

クエリ：
「男の子 ピンク スノー
シューズ」

ユーザーの所在地：
インディアナ州
サウスベンド

ユーザーの意図：
男の子向けのスノーシューズを
買うか、情報を探す

LPのメインコンテンツはエラー
メッセージだが、同時に多くの補
助的コンテンツが表示されている。

しかし、「男の子向けのピンクの
スノーシューズ」に関する情報は
ないため、このクエリに対しては
役に立たない。

「読み込めない」フラグを立てな
いこと。

クエリ：
「聖書 節」

ユーザーの所在地：
インディアナ州
サウスベンド

ユーザーの意図：
聖書の中の文章・警句を探す

カスタマイズされた「検索結果が
見つかりませんでした」メッセー
ジが表示されているが、聖書の全
節へのリンクも掲載されており、
大半のユーザーに役立つ。

「読み込めない」フラグを立てな
いこと。

モバイル評価タスクでは、「使いにくい」フラグも利用します。このフラグは「モバイル端末の小さな画面では操作
しにくいため、その価値を減じている」ときに使用します。以下はモバイル端末で「使いにくい」LPの例です。

このフラグはモバイル評価タスクでしか利用しない点に注意しましょう。評価者の皆さん自身で、実際に各LPを確認
してみましょう。

14.6 「使いにくい」フラグ

14.6.1 「使いにくい」フラグの使用

クエリ 検索結果へのリンク・QRコード 説明

クエリ：
「マリーランド 教師」

ユーザーの所在地：
マリーランド州
シルバースプリング

LPへのリンク

スマートフォンでこのページを読むのはほぼ不可能。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/pink-snow-shoes-m.pnghttps:/www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/pink-snow-shoes-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/pink-snow-shoes-m.pnghttps:/www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/pink-snow-shoes-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/bible-passages-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/bible-passages-m.png
http://archive.org/stream/marylandteachers1908mary/marylandteachers1908mary_djvu.txt
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クエリ 検索結果へのリンク・QRコード 説明

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
サンフランシスコ

LPへのリンク

スマートフォンでこのページを利用するのは極めて困難で、壊
れたページのように見えてしまう。ページの一部は読み込めず、
リンクをクリックするのも難しい。

15.0 E-A-TとNeeds Met評価の関係

Needs Met評価にはクエリと検索結果の両方が影響します。Needs Met評価をする時には、クエリとユーザーの意図
をしっかり考慮してください。

一方、E-A-Tスライダーはクエリとは無関係です。LPをE-A-T評価するときは、クエリを考慮しないようにしましょう。
（訳注：「E-A-T評価」はこのページ以降でしか登場しない用語ですが、19ページ以降の”Page Quality評価”とほぼ同一の
内容・用途です。）

検索結果によっては、E-A-Tスライダーが表示されないこともあります。E-A-Tスライダーが表示されない場合、E-
A-T評価を行う必要はありません。E-A-Tスライダーが表示された場合は、LPに応じたE-A-T評価を付けてください。
「外国語」「読み込めない」等の理由でE-A-T評価が不可能な場合、必ずMedium評価にしてください。

以下は、Needs Met評価やE-A-T評価を行うためのポイントです：

• 役に立たない検索結果は、E-A-T評価が高くてもFailsM評価です。役に立たないものは役に立ちません。

• 「トピックに合致し、役にも立つがE-A-T評価が低い」検索結果には、「トピックに合致し、役にも立つしE-
A-T評価も高い」検索結果よりも低いNeeds Met評価を付けてください。ユーザーはE-A-Tの低い検索結果よ
りは高いものの方が役に立つと思うはずですし、Needs Met評価が「有用性に影響する全ての要素」を反映
するものである以上、皆さんのE-A-T評価にもその点が反映されているべきです。

• HM評価は「トピックに合致し、役に立つしE-A-T評価も高い」検索結果や、「トピックに合致し、とても役
に立つうえに『情報が新鮮』などの他のプラス要素もあるが、品質は普通」の検索結果に適用できます。

• HM評価は「E-A-T評価が低い」検索結果や、「『情報が古すぎる』などのマイナス要素がある」検索結果に
は適用しないようにしてください。HM評価を受けるための基準は、高いものです。

• 「トピックに合致するが、品質が低い」検索結果には、基本的にはSM評価が適切です。しかし、E-A-Tが低
すぎてどんなクエリに対しても役に立たないページもあります。意味不明なページはその代表例です。
FailsM評価にしましょう。

• 「不正確な」「誤解を招く」「間違っている」「虚偽」「有害」のいずれかに該当するリザルトブロックは、
必ずE-A-T評価がLowestになる点に注意しましょう。一方、「権威性が高く」「専門性があり」そして「最
も信頼できる」リザルトブロックは、必ずE-A-T評価をHighestにしてください。専門性・権威性・信頼性の
いずれも「そこそこ」又は「特に目立つ点がない」ものは、必ずE-A-T評価をMediumにしましょう。

http://www.dreamworks.com/ab/


クエリ・ユーザー所在地
・ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「電気自動車の仕組みは」

ユーザーの所在地：
テキサス州ダラス

ユーザーの意図：
電気自動車の仕組みを知る

E-A-T評価：
コンテンツを音読してみること。
LPの記事は内容が浅く、ある意
味笑えるものになっている。全4
節の文章が表示されているが、
基本的に「電気自動車は電気で
動くので、充電が必要です」と
しか言っていない。

Needs Met評価:
大半のユーザーには役に立たな
い。

E-A-T評価：
LPはWikipedia.orgの中にあり、
役立つメインコンテンツが多い。

Needs Met評価:
「電気自動車の仕組み」を知り
たいというクエリだが、LPは
「シニアカー（訳注：参照）」
に関する記事。

クエリ：
「脱水症の症状」

ユーザーの所在地：
テネシー州メンフィス

ユーザーの意図：
脱水症の症状を知る

E-A-T評価：
YMYLに該当するトピック。
このページには、以下のような
低品質Webサイトの特徴が多数
存在するため、信頼できない。
• 連絡先の欠如
• コンテンツ作成者が不明
• 専門性・権威性の根拠がない
• メインコンテンツ利用を妨げ

る、過剰な広告によるマネタ
イズ

Needs Met評価:
この記事はトピックに合致して
いるが、情報は信頼できす、誤
解や危険性が生じる可能性もあ
る。

E-A-T評価：
YMYLに該当するトピック。
医学に関する権威性の高いWeb
サイト上のページで、メインコ
ンテンツも正確で信頼できるも
のである。このページは極めて
信頼性が高い。

Needs Met評価:
大半のユーザーにとって、非常
に役立つ。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%BC
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP Needs Met評価と説明

クエリ：
「target」

ユーザーの所在地：
フロリダ州
ジャクソンヴィル

ユーザーの意図：
「近所のTarget店舗に行く」
「TargetのWebサイトで買い物する・
商品を調べる・価格を知るなど」
のいずれか

ジャクソンヴィル近辺の代表的な
Target3軒を表示し、店舗を訪問する人
に役立つ情報もあるリザルトブロック。
「近所のTargetを探したい」という
ユーザーの意図には完璧に応えている。

買い物などの理由でTargetのWebサイ
トを使いたいユーザーを満足させ、意
図に完璧に応えている。
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クエリの意味が1つしかないクエリがあります。例えば、「iPhone」（英語・アメリカ）というクエリを考えてみま
しょう。ユーザーの意図は「iPhoneについて調べる」「iPhoneを買う」「Apple公式サイトのiPhoneのページに行
く」等色々あるでしょうが、基本的に全てのユーザーが「Apple社のスマートフォン」を意味しています。

一方、複数の意味があるクエリもあります。例えば、「apple」（英語・アメリカ）というクエリを考えてみましょ
う。「コンピューターのApple社」の情報を探すユーザーもいるし、「果物のapple」の情報を探す人もいます。この
ように異なる意味のことを「クエリの解釈」といいます。

複数の「クエリの解釈」が成立する場合、それぞれの解釈の蓋然性を考え、さらにその解釈に対して検索結果がどの
程度役立つかを考えてNeeds Met評価をしてください。

• 支配的解釈に対して大変役に立つ検索結果は、ユーザーの大半にとっても役に立つのでHighly Meets評価にしま
しょう。最も優位性のある解釈のあるクエリの場合、FullyM評価が適用できることもあります。

• 一般的解釈に対して大変役に立つ検索結果は、その解釈の蓋然性に応じてHighly Meets評価またはModerately
Meets評価にしましょう。

• 極めて少数派の解釈に対して大変役に立つ検索結果は、大半のユーザーには不要なのでSlightly Meets以下の評
価にしましょう。

• 「ほぼありえない解釈である」という理由でFailsM評価を付けることもあります。こうした解釈を「ありえない
解釈」といいます。

16.0 複数の解釈・意図があるクエリの評価

16.1 「Website」と「Visit-in-Person」の意図が混在するクエリの評価

以下の意図が両方とも強いクエリがあります。

1. Webサイトを訪問：「情報を探す」「Webで買い物する」「予約する」「アポを入れる」「お客様窓口に連
絡」などのオンラインで達成できることをする目的です。

2. Visit-in-Person：実際に店舗・会社などを訪問する目的です。

ユーザーが「上記のどちらかが目的」であることはわかりますが、「どちらが目的」なのかは判断できません。この
ようなクエリに対して、片方の意図だけを満たす検索結果はFully Meets評価にできません。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/target.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/target.png


クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP Needs Met評価と説明

クエリ：
「dmv」
(訳注：米国の自動車管理局。
運転免許の発行・更新などを行う)

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：
「近所のDMVに行く」
「DMVのWebサイトで免許更新手続
きをする・手数料を支払う・情報を知
るなど」
のどちらか

近所のDMV2か所を表示し、実際
に訪問する人には役立つ情報もあ
るリザルトブロック。「近所の
DMVを探したい」というユーザー
の意図には完璧に応えている。

情報探し・免許更新・手数料支払
いなどの理由でDMVのWebサイト
を使いたいユーザーを満足させ、
意図に完璧に応えている。

クエリ：
「citibank」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州パロアルト

ユーザーの意図：
「近所のシティバンク支店に行く」
「シティバンクのWebサイトでオンラ
イン取引をする」
のどちらか

近所のシティバンク支店を3軒表
示し、実際に訪問する人に役立つ
情報もあるリザルトブロック。
「近所のDMVを探したい」という
ユーザーの意図には完璧に応えて
いる。

オンライン取引などの理由でシ
ティバンクのWebサイトを使いた
いユーザーを満足させ、意図に完
璧に応えている。
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解釈の幅が広いクエリもありますし、とても限定的なクエリもあります。クエリごとの限定性の強さを比較してみま
しょう。

17.0 クエリの限定性とLP

クエリ 限定性が強いクエリ さらに限定性が強いクエリ

「椅子」 「ダイニングルーム 椅子」 「イケア henrilsdalチェア ハイバック アップホルスター 椅子」

「図書館」 「ハーバード 図書館」 「ハーバード 人類学 図書館」

「面接 質問」 「教員のための面接用の質問」 「Teach for Americaの面接を練習する」

「レストラン」 「中華 レストラン」 「テイクアウト 中華 レストラン ダウンタウン オースティン」

「喫茶店」 「スターバックス」 「Red Rock Coffee マウンテンビュー」

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/509c143f/DMVca.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/509c143f/DMVca.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/509c143f/CitibankOnline.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/509c143f/CitibankOnline.png
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クエリの限定性が強いほどユーザーの求めているものもわかりやすいので、Needs Met評価が簡単です。一方、幅
の広いクエリのNeeds Met評価は難しいです。いつも通り、「この検索結果はどの程度クエリに合致しているか」を
考えて、特定の解釈だけへの合致にとらわれないようにしましょう。

「喫茶店」「レストラン」「ホテル」「本」「パリの名所」などの幅広いカテゴリーの場合、人気があるものや有名
なものを「とても役に立つ」と判定します。Webを利用して、どんなものが人気で有名なのかを調べてみましょう。

クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「クレジットカード」

ユーザーの所在地：
アリゾナ州フェニックス

ユーザーの意図：
「オンラインで申し込み」
「申し込む前に下調べ」
など

様々なカードを発行しているクレジット
カード会社のページ。掲載されていない
カードもあるが、十分役立つ。

E-A-T:
Visaは有名で好評なクレジットカード会社。

Needs Met:
LPはクエリよりもやや限定的だが、Visaが
評判のいいクレジットカード会社であるた
め、多くのユーザーの役に立つ。

様々なカードを発行しているクレジット
カード会社のページ。掲載されていない
カードもあるが、十分役立つ。

E-A-T:
Discoverはクレジットカード・銀行取引・
ローンなどを扱う、有名で評判もいい会社。

Needs Met:
LPはクエリよりもやや限定的だが、
Discoverが評判のいいクレジットカード会
社であるため、多くのユーザーの役に立つ。

さまざまなカテゴリーでの、トップクラス
のクレジットカードを紹介するページ。

E-A-T:
ユーザーが金銭に関する決定をするのに役
立つWebサイト。評判もよく、
CNNMoneyやThe New York Timeか
らも推薦されている。

Needs Met:
クエリに合致しており、大半のユーザーの
役に立つ。

労働組合加入者だけが利用できるクレジッ
トカードに関するページ。

E-A-T:
この会社には自社の発行するカードについ
ての専門性があり、カードの発行元である
HSBC銀行も著名な金融機関。

Needs Met:
労働組合の加入者しか利用できないカード
なので、一部のユーザーにしか役立たない。

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/visa-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/visa-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/discov-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/discov-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/nerdwa-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/nerdwa-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/union-pl-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/union-pl-m.png


クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「ホテル」

ユーザーの所在地：
フロリダ州
ジャクソンヴィル

ユーザーの意図：
おそらくユーザーは旅行を計
画しているが、クエリは一般
的であり意図も曖昧。

このWebサイトは有名な旅行情報ポータル
サイト。ユーザーが米国のホテルを探すと
きには、同サイト内のホテルに関するペー
ジが役に立つ。レビュー確認・ホテル比
較・予約などが可能。

E-A-T:
Orbitzは有名で評判もいいWebサイト。

Needs Met:
クエリに合致しており、大半のユーザーの
役に立つ。

アメリカ国内の大部分で利用でき、幅広い
価格帯にも対応しているホテルチェーン。

ホテル一覧のリストはとても長いが、様々
な価格・要素・場所に対応したホテル
チェーンのトップページであるため役に立
つ。

E-A-T:
MarriottのWebサイトでは、有名ホテル
チェーンMarriottホテルの情報を提供して
いる。Marriot社はMarriotホテルチェーン
についての専門性があり、掲載情報は権威
性が高い。

Needs Met:
LPはクエリよりもやや限定的だが、
Marriottが評判のいいホテルチェーンであ
るため多くのユーザーの役に立つ。

カリフォルニア州エメリーヴィルにある、
Marriottコートヤードホテルのページ。

E-A-T:
MarriottのWebサイトでは、有名ホテル
チェーンMarriottホテルの情報を提供して
いる。このページは専門的で、デザイン・
機能も良好。Marriot社は評判もよく、
Marriotホテルチェーンについての専門性
があるため、掲載情報は権威性が高い。

Needs Met:
LPがクエリに対して限定的すぎるが、
Marriottは有名ブランドであり、このペー
ジから他のMarriottホテルのページに移動
できる。
このページ自体は、大半のユーザーには役
に立たない。
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https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/orbitz-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/orbitz-m.png
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「target」

ユーザーの所在地：
フロリダ州
ジャクソンヴィル

ユーザーの意図：
「target.comに行く
「近所のTarget店舗に行く」
のどちらか

Needs Met:
ジャクソンヴィル付近のTarget店舗3軒
と、店舗を訪問する目的のユーザーに役
立つ情報を表示したリザルトブロック。

LPはTargetの公式サイト。

E-A-T:
Target公式サイトでは様々な製品のオン
ライン販売・クーポン発行・店舗情報の
表示などを行っており、それらの内容に
対しての専門性もある。

Needs Met:
公式サイトに行きたいモバイルユーザー
に対して、とても役に立つ。

LPはTarget公式サイトの店舗検索ページ。

E-A-T:
Targetは自社の店舗情報に対して専門性
がある。このトピックについて、一番権
威性が高いページ。

Needs Met:
LPはクエリに対してやや限定的だが、多
くのユーザーが関心を持つはず。

LPはTarget公式サイトの「電気機器」
ページ。

E-A-T:
Target自体の評判はいいが、個々の販売
製品についての専門性・権威性が高いと
は限らない。

Needs Met:
LPはクエリに対してやや限定的だが、多
くのユーザーが関心を持つはず。

E-A-T評価は不要

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/target.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/target.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/target-stores-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/target-stores-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/tar-elec-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/tar-elec-m.png


クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「Target」

ユーザーの所在地：
フロリダ州
ジャクソンヴィル

ユーザーの意図：
「target.comに行く
「近所のTarget店舗に行く」
のどちらか

Needs Met:
リザルトブロックには役立つ情報が含
まれているが、「Target」で検索する
ユーザーの大半は「Targetの株価」や
「CEO・創業者の名前」を探している
わけではない。Slightly Meets～
Slightly Meets＋評価が適切。

LPはTargetの公式サイト内の、女性向
けデニムの商品詳細ページ。

E-A-T:
Target自体の評判はいいが、個々の販
売製品についての専門性・権威性が高
いとは限らない。

Needs Met:
LPがクエリに対して限定的すぎるため、
大半のユーザーには役に立たない。
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E-A-T評価は不要

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/tar-jeans-m.png
https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/tar-jeans-m.png


クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「鶏 レシピ」

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：
ユーザーは鶏料理を作りたい
ので、レシピをいろいろ見て
選びたいと思っている。
ユーザーが求めているのはお
そらく「レシピの一覧」。

LPは有名なレシピサイト内にあり、多くの
レビュー付きレシピを掲載している。

E-A-T:
Food Networkは高品質なレシピや料理に
関する情報を提供する、評判のいいWebサ
イト。

Needs Met:
LPはクエリに合致しており、大半のユー
ザーに対してとても役に立つ。

「チキン・パルメザン」のレシピ。

E-A-T:
Food Networkは高品質なレシピや料理
に関する情報を提供する、評判のいいWeb
サイト。

Needs Met:
人気のレシピサイトに掲載された、人気料
理のレシピだが、クエリよりもやや限定的。
一部のユーザーには役に立つ。

フライドチキン(人気のある鶏料理)のレシ
ピが25点以上掲載されている。

E-A-T:
Allrecipes.comは高品質なレシピや料理に
関する情報を提供する、評判のいいWebサ
イト。

Needs Met:
25点以上のレシピがあるが、全て同一の料
理についてのレシピなので、クエリよりも
限定的。一部のユーザーには役に立つ。

鶏料理のレシピ検索結果に偽装した、偽の
検索結果ページ。

E-A-T:
広告がメインコンテンツであるかのように
偽装してはいけない。メインコンテンツに
偽装した広告を利用するページは「虚偽」
にあたるとみなされ、この偽検索結果ペー
ジは信頼できない。

Needs Met:
全くユーザーの役に立たないので、
FailsM評価にすること。
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https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/GG/food-chicken-parmesan-m.png
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「スミソニアン国立宇宙博物館
ミュージアムショップ」

ユーザーの所在地：
ワシントンD.C.

ユーザーの意図：
同博物館のミュージアムショッ
プのWebサイトに行くか、営業
時間などの情報を知る

ミュージアムショップの公式サイト。

E-A-T:
同博物館は、ミュージアムショップの
営業時間・電話番号・メンバーシップ
情報などについての専門性がある。

Needs Met:
このWebサイトを訪問する目的のモバ
イルユーザーに対して、非常に役立つ。

Needs Met:
リザルトブロックはミュージアム
ショップ自体に関するものではなく、
同博物館に関するもの。しかし掲載さ
れている営業時間・住所・経路案内な
どはミュージアムショップの物と同じ
であるため、ミュージアムショップに
関する情報を求めるユーザーにも役立
つ。

同博物館でのボランティア活動に参加
する方法を解説するページ。

E-A-T:
同美術館は自身のボランティア活動に
関する専門性があるため、LPはトピッ
クについて最も権威性が高いページ。

Needs Met:
LPはクエリよりも限定的であり、大半
のユーザーには役に立たない。

Needs Met:
クエリとは別の博物館に関するリザル
トブロックであり、ユーザーの意図に
全く一致しないのでFailsM評価。
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E-A-T評価は不要

E-A-T評価は不要

https://www.raterhub.com/evaluation/result/static/a/509c143f/SmithsonianStore.png
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クエリによっては、ごく最近の情報や「新鮮な」情報を強く求めていることがあります。ユーザーが現在進行中の重
要イベントや自然災害などの「最新のニュース」を求めていることもあります。以下は、現在・ごく最近の情報を強
く求めるクエリの一例です。

18.0 情報の鮮度とNeeds Met評価

クエリのタイプ 左記クエリの例 説明

「最新のニュース」クエリ
「トルネード」
「津波」

ユーザーは直近の情報を求めていると推定する。

「嵐が近いので、現在の天気情報を知りたいユーザー」等を想定
してみること。「昨年の天気についての情報」は役に立たない。

以下のような反復イベント
• 選挙
• スポーツイベント
• TV番組
• カンファレンス 等

「オリンピック」
「アメリカン・アイドル」
「レッドソックス 日程」
「納税申告用紙」
「選挙」

ユーザーは「直近または現在の」イベントについての情報を求め
ていると推定する。

オリンピック開催中なら、「オリンピック」で検索するユーザー
は数年前の情報ではなく、開催中のオリンピックに関する情報を
求めている。次回オリンピックの開催が数か月以内なら、ユー
ザーは次回オリンピックに関心がある。

現時点での情報クエリ

「パリの人口」
「アメリカの負債総額」
「ニューヨークからサンフランシ
スコまでの飛行機代」
「次の祝日」

価格や飛行機代などについては、ユーザーは最新の情報を求めて
いると推定する。

商品名クエリ
「iPhone」
「トヨタ カムリ」
「Windows OS」

商品名クエリの場合、ユーザーは最新のモデル・バージョンの情
報を求めていると推定する。

最新のコンテンツを強く求めるクエリの場合、高いNeeds Met評価を受けられるのは「現在の」「最近の」または
「更新された」コンテンツがあるページだけです。過去のイベント・旧式モデルや旧価格・時代遅れの情報などを掲
載したページは、このようなクエリの役には立たないので、「陳腐」と判断されて低いNeeds Met評価を受けます。
検索結果が陳腐で全く役に立たない場合は、FailsM評価になることもあります。

「ニュースを求める意図」が「新鮮さとは無関係な意図」よりも強いクエリもあります。政治家・有名人の名前で検
索するユーザーは、彼らのプロフィールに関心があることもあれば、最新のニュース・ゴシップを求めていることも
あります。

E-A-T評価と情報の鮮度は、あまり関係がありません。「陳腐な」ページでもE-A-T評価が高いこともあります。例
えば、評判の良いニュースサイトで過去のコンテンツのアーカイブを保存していることがあります。しかし、維持・
管理されていないWebサイトや、管理されておらず正確さを欠き、誤解を招くようなコンテンツは低いE-A-T評価を
受けることがあります。

注:「ページの作成日」と「ページの最終更新日・最終改訂日」が異なることがあります。コンテンツが更新された時
に、ページに「作成日」ではなく「最終更新日」が掲載されるページもあります。また、コンテンツの更新とは無関
係に、常に現在の日時を表示するページもあります。評価者の皆さんがページのコンテンツに興味を持った場合、こ
こからInternet Archiveの「Wayback Machine」を使ってください。全ての過去ページが見られるわけではありま
せんが、ページの成り立ちや変遷を理解する役に立ちます。

http://archive.org/web/web.php


クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「NASA 火星 着陸」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
サンフランシスコ

ユーザーの意図：
NASAがランドローバー「キュ
リオシティ」の火星着陸に成
功した直後の例。ユーザーの
大半はこの件についての最新
のニュース・画像を求めてい
る。

ランドローバー「キュリオシティ」
の火星着陸に関する、着陸当日に発
表された記事。この例を作成したの
も同日。

ランドローバー「キュリオシティ」
の火星着陸に関する、着陸の9か月前
に発表された記事。このクエリに対
しては陳腐すぎる。

クエリ：
「ロサンゼルス 交通」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ロサンゼルス

ユーザーの意図：
ユーサーは現在のロサンゼル
スの交通情報を求めている。
「昨日の」交通情報であった
としても、このクエリに対し
ては陳腐とみなされる。

LPには、この例を作成した当日であ
る、2012年8月7日のロサンゼルスの
交通情報が表示されている。

LPには、この例を作成した前日であ
る、2012年8月6日のロサンゼルスの
交通情報が表示されている。1日古い
だけだが、このクエリに対しては陳
腐であり全く役に立たない。

クエリ：
「ノーベル平和賞 受賞者」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
サンディエゴ

ユーザーの意図：
最近の受賞者の名前を知りた
いKnow Simpleクエリ。
この例を作成した時点では、
2011年度ノーベル賞が一番近
い。

The New York TimesのWebサイト
内のページで、この例を作成した時
点では一番近い年の受賞者一覧。

BBCのWebサイト内のページで、
2006年度の受賞者一覧。このクエリ
に対しては陳腐すぎる。
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「関節炎」

ユーザーの所在地：
ペンシルヴァニア州
フィラデルフィア

ユーザーの意図：
この病気に関する情報を求めて
いる。現代においては大半の病
気が研究されており、治療法・
対処法も確立されているため、
ユーザーが求めているのは「権
威性のある、最新の情報である。

Medline Plusは権威性のあるWebサ
イトで、定期的にコンテンツを更新
している。

この記事は2006年のもので、医薬に
関するクエリに対しては古すぎる。

クエリ：
「F・ルーズヴェルトの
誕生日は？」

ユーザーの所在地：
イリノイ州シカゴ

ユーザーの意図：
上記の一般的な事実を知りたい。

LPには、ユーザーが求めている情報
がある。

このクエリに対して、「陳腐」なページは見つかりませんでした。
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クエリに誤字やタイプミスがあることがあります。以下は、誤字であることが明らかなクエリの例です。

19.0 誤字・タイプミスのあるクエリと検索結果

19.1 誤字・タイプミスのあるクエリ

誤字のあるクエリ クエリの解釈

「federal expres」（英語・アメリカ） 合理的な解釈は、企業名「federal express」しかない。

「new England patroits」（英語・アメリカ） 合理的な解釈は、NFLのチーム「new England patriots」しかない。

「byonce knowles」（英語・アメリカ） 合理的な解釈は、女優・歌手の「beyonce knowles」しかない

誤字やタイプミスがあるクエリの中には、上記の例よりも解釈が難しいものもあります。クエリについて調査し、自
身で判断しましょう。

誤字・タイプミスであることが明白なクエリの場合、ユーザーの意図に基づいて評価しましょう。ユーザーが入力し
たクエリと完全一致している必要はありません。

誤字・タイプミスであることが明白ではないクエリの場合、ユーザーが入力した通りのクエリを尊重し、ユーザーは
入力した通りのクエリに関する検索結果を求めていると推定します。
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロック・LP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「micheal jordan」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
サンフランシスコ.

ユーザーの意図：
「Micheal Jordan」
という人物はたくさんいる。

その中でも、有名な
「Micheal Jordan」に関
する、役に立つ検索結果に
は、比較的有名でない
「Micheal Jordan」に関
するものよりも高い評価を
付けること。

（つづりの違う）「Michael
Jordan」はとても有名なス
ポーツ選手・著名人なので、
「Michael Jordan」も少
数派解釈にあたる。

LinkedInの「Micheal
Jordan」という登録者の一覧。
LinkedInはアメリカでは有名
なSNSであり、「Micheal
Jordan」に関する情報を求め
るユーザーの多くに役立つ。

ジョージア州アトランタの施
設管理専門家「Micheal
Jordan」氏のLinkedInページ。

NBA公式サイト上の、
「Michael Jordan」の選手
プロフィールページ。
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「john stuart」（英語・アメリカ）というクエリについて考えてみましょう。「John Stewart」をという、ア
メリカで有名テレビ番組の司会者も務めている著名なコメディアンがいます。しかし、「john stuart」が「John
Stewart」の誤記だと考えないようにしてください。「John Stuart」という名前の人物はたくさんいるので、
ユーザーの記載したクエリを尊重して「john stuart」を探していると推定します。

19.2 名前のクエリ

評価者の皆さんから、「クエリが『正常に読み込めるURL』である場合、評価はFully MeetsかFails to Meetのど
ちらかなのでは?」と質問されることがありますが、答えはNoです。URLクエリであっても、他の評価に該当する役
立つ検索結果はあります。
（訳注：「クエリが[http://www.irep.co.jp/]の場合、ユーザーの意図は「このURLを開くことだけ」であり、
http://www.irep.co.jp/だけがFully Meets、他のあらゆるURLはFails to Meetである」という考えは誤りである、
という意味）

Webサイトの評判や最新ニュースを知るためにURLクエリを使うユーザーもいます。評価者の皆さんにも、Page
Quality評価で評判を調査する方法としてお勧めしますし、実際のユーザーもこうしたURLクエリの使い方をします。
レビュー・評判などの情報は、URLクエリに対してとても役立つことがあります。

しかし、Webサイトに関する統計情報を表示するサイトは、URLクエリの場合はあまり役に立つことがありません。
ユーザーの大半はそのような情報を求めていないからです。

20.0 URLクエリに対する、Fully Meets以外の検索結果
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロックとLP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「coldwatercreek.com」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州パロアルト

ユーザーの意図：
Coldwater Creekはアメリ
カで有名な、婦人服・アクセ
サリーをオンライン・店舗で
販売する企業。

「Webサイトを訪問する」
「同社について調べる」
「同社に関するより深い情報
を知る」
などが考えられる。

このURLクエリの対象ページ。

オンラインクーポンはアメリカでは一
般的である。

LPは有名なクーポンサイト上にあり、
Coldwater Creek社のWebサイトで
使えるクーポンを掲載している。

ユーザーはクーポンに関心を持つはず
だし、coldwatercreek.comで買い物
をするユーザー（特にヘビーユー
ザー）にはとても役に立つ。

LPは有名なレビューサイト上にあり、
coldwatercreek.comのレビューが複
数掲載されている。

ユーザー（特に新規ユーザー）は
coldwatercreek.comで買い物するか
を判断するためにレビューに関心を持
つはずだし、特に新規ユーザーにはと
ても役に立つ。
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロックとLP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「ratemyprofessors.com」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ロサンゼルス

ユーザーの意図：
学生が大学の教授を評価するWeb
サイト「ratemyprofessors.com」
を訪問する

このURLクエリの対象ページ。

同Webサイトに関する、2012
年8月31日のHuffington Post
記事。

このガイドラインに記載した時
点では新しい記事である。

一部のユーザーが興味を持つか
もしれない。

同Webサイトに関する、2006
年4月17日の記事。

このような古すぎる情報に興味
を持つユーザーはまずいない。
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「ipad レビュー」のように情報を求める（Know）意図が明白な商品名クエリもありますし、「購入 ipad」のよ
うに購入する（Do）意図が明白なクエリもあります。そして「ipad store.apple.com」のように、Webサイトを訪
問する（Website）意図が明白なものもあります。しかし、商品名クエリの大半は、意図を明確に限定していません。

最終的な目的が「商品を購入すること」であっても、その前には商品情報（レビュー・スペックなど）の調査・入手
可能な選択肢（ブランド別・モデル別・価格帯別）の理解・代替候補の比較検討（ブラウジング）などのさまざまな
アクションがあります。

調査、商品の比較検討、購入の意思決定などに役立つ検索結果には、高いNeeds Met評価をつけましょう。

重要：商品に関する検索結果のE-A-T評価には、特に注意が必要です。

商品名クエリの検索結果は、YMYLページであることがとても多いです。商品を調査しているユーザーには、権威性
のある情報源による高品質な情報が必要ですし、「車・洗濯機・コンピューター・引き出物・赤ちゃん用品」などの
ように「高価なもの・かなりの投資を必要とするもの・人生の重要なイベントに関わるもの」である場合には特に品
質が重要です。商品を購入するときにも、評判が良く、カスタマーサポートも充実しているなど、信頼できるWebサ
イトが必要です。商品名クエリの検索結果は、あなたの、そしてユーザーの財産・生命にとって重要です！

21.0 商品名クエリ：アクション（Do）の意図とインフォメーション（Know）の意図
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Visit-in-Person意図のクエリの中には「ユーザーの所在地がマサチューセッツ州ボストンで、クエリが『中華 レス
トラン』である」といった場合のように、クエリ自体は地域を限定していないが、ユーザーの所在地が判明している
というものがあります。その場合、ユーザー所在地の近くにある検索結果が一番役に立ちます。

ユーザーの「近く」とはどの程度を指すでしょう？Visit-in-Person検索結果が遠すぎるかを判断する場合、ビジネ
ス・エンティティのタイプを考慮してください。例えば遥か遠くのガソリンスタンド・喫茶店・スーパーマーケット
などにわざわざ行くユーザーはまずいません。これらのビジネスに関しては、ユーザーは「近くにあるもの」を求め
ています。

一方、医院・図書館・ある種のレストラン・プールなどの公共施設・ハイキングコースなどのように、多少遠くても
ユーザーが訪問しようと思うようなビジネスもあります。専門病院などの場合、さらに遠い検索結果でも訪問しよう
とするユーザーもいるかもしれません。

つまり、ユーザーが「近くの」検索結果を探している場合、「近くの」が指す距離はクエリに応じて異なります。い
つも通り、皆さん自身で判断しましょう。

22.0 Visit-in-Personクエリの評価

クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロックとLP・E-A-T評価・Needs Met評価 説明

クエリ：
「HD テレビ」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ロサンゼルス

ユーザーの意図：
テレビのサイズ・メーカーな
どは指定していない。
購入に先立って調査をしてい
るものと思われる。

LPはプラズマ・LCD・LEDなど、様々
なタイプのHDテレビに関するわかりや
すい情報を掲載しており、各モデルに
ついてのレビューも多い。

Webサイト自体も、役に立つレビュー
や電気製品に関する情報があることで
有名。

クエリ：
「女の子 幼児 ジーンズ
サイズ ３T」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ロサンゼルス

ユーザーの意図：
とても限定的なクエリ。商品
を見比べて、購入しようとし
ている。

女の子用のジーンズを見比べ、購入す
るのに役立つページ。

選択肢になりうる3Tサイズのジーンズ
を多数扱っている。

ジーンズの販売について有名な、高品
質なECサイト。

クエリ：
「カフスボタン」

ユーザーの所在地：
カリフォルニア州
ロサンゼルス

ユーザーの意図：
色々なカフスボタンを見比べ
て、購入しようとしていると
思われる

LPにははとても評判のいい小売業者に
よる、多数のカフスボタンがある。選
択肢・スタイルも豊富。

商品を比較検討するのに適したページ。
画面上部にはスタイル・価格帯などを
選択できる、役に立つ機能がある。

すでに述べた通り、ユーザー所在地は必ずしもクエリ・意図の解釈に影響するとは限りません。以下の例は1つ目が
「所在地が影響する例」、残り２つは「所在地が無関係な例」です。

22.1 ユーザー所在地が影響する（しない）例
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロックとLP・Needs Met評価 説明

クエリ：
「最低賃金 レート」

ユーザーの所在地：
カンザス州ウィチタ

ユーザーの意図：
最低賃金の相場を知ること。

アメリカ国内の最低賃金は州
ごとに異なる。

「ユーザー自身がいる州の最
低賃金を知る」「それを他の
州と比較する」などに興味が
あるはず。

このSCRBでは、一番目立つところに
完全かつ正確な回答を、モバイルユー
ザーに読みやすいように表示している。

注：左の検索結果に表示されているの
は現在の情報であると仮定すること。

（訳注：「カンザス州の現在の最低賃
金」が表示されている）

カンザス州公式サイト内の、カンザス
州の最低賃金に関するページ。

LPではアメリカの全州の最低賃金を
掲載している。アメリカ合衆国労働省
公式サイトに掲載されており、このト
ピックについてのE-A-Tも高い。

しかし、「カンザスに関する情報」を
この中から見つけ出すのは手間がかか
る。スマートフォンで利用した場合、
「使いにくい」フラグを立てたくなる
かもしれないが、自身で判断すること。

カリフォルニア州公式サイト内の、カ
リフォルニア州の最低賃金に関する
ページ。
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クエリ・ユーザー所在地・
ユーザーの意図

リザルトブロックとLP・Needs Met評価 説明

クエリ：
「子猫の写真」

ユーザーの所在地：
ペンシルヴァニア州
ピッツバーグ

ユーザーの意図：
子猫の写真を見ること。

Visit-in-Person意図がないク
エリ。「ピッツバーグの子猫
の写真を見たい」という意図
は明示されていないので、
ユーザーの所在地はNeeds
Met評価に影響しない。

LPには、子猫の写真が多数掲載
されている。

このリザルトブロックは素敵な写
真の組み合わせになっており、
ユーザーをとても満足させるはず。

ピッツバーグ付近で飼い主を募集
しているペットの一覧。

このページ上に写真は一切なく、
リンク先ページのごく一部に写真
があるだけ。

クエリ：
「Google 求人」

ユーザーの所在地：
マイアミ州フロリダ

ユーザーの意図：
Google 社の求人情報を探し
ている。

ユーザーはGoogle 社の求人を探
しているのだが、このリザルトブ
ロックにそうした情報は一切ない。

ユーザーのニーズに全く合致して
おらず、Fails to Meet評価が適
切。

Google の求人情報に関する公式
ページであり、現在募集中の求人
を探すことができる。

このページこそユーザーが求めて
いたものであり、ユーザーの需要
に完全に一致するためFully
Meets評価になる。
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