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23.0 概要

Evaluation Platformにようこそ！ Evaluation Platformは評価者の皆さんがタスクを受注し、評価を行うためのシス
テムです。

Part 4: Evaluation Platform（検索品質評価業務用システム）の利用方法

24.0 Evaluation Platform（EP）へのアクセス方法

Evaluation Platformには、このリンクからアクセスしてください：http://www.raterhub.com/evaluation/rater
（訳注：評価者専用のシステムなので、通常は401エラーなどが表示されます。

25.0 Evaluation Platformのスクリーンショット

Evaluation Platform（以下EP）の、タスク受注ページのスクリーンショットです。EPのデザインは時折変更される
ので、下記のスクリーンショットと実際の画面は異なる場合があります。

スクリーンショット内の赤い番号の解説です：

１．タスク
「このページがタスク受注ページである」ということを表します。

２．rater@gmail.com
皆さんのGmailアカウントです。

３．最近のタスク
クリックすると、ここ数分以内に完了したタスクを再確認できます。

４．サインアウト
クリックすると、評価タスクのセッションを終了します。

５．タスクを受注する
クリックすると、新規タスクを受注できます。

６．Experimental
「Experimental」（訳注：評価タスクの種別）タスクが受注可能であることを示します。
他にも「Result Review」「Side-by-Side」などのタイプもあります。
1種類のタスクしかないこともあれば、複数のタスクがあることもあります。
複数のタスクがある場合、好きなタイプのタスクを選んで受注することができます。

26.0 Needs Met評価タスクのスクリーンショット

http://www.raterhub.com/evaluation/rater
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前ページのスクリーンショット内の、赤い番号の解説です：

１．rater@gmail.com
皆さんのGmailアカウントです。

２．最近のタスク
クリックすると、ここ数分以内に完了したタスクを再確認できます。

３．サインアウト
クリックすると、評価タスクのセッションを終了します。

４．モバイル
このタスクが「モバイル」のプロパティタイプに属することを示しています。
他には「ウェブ」「動画」「画像」などのタイプもあります。

５．Experimental
このタスクが「Experimental」のプロジェクトタイプに属することを示しています。
他にも「Result Review」「Side-by-Side」などのタイプもあります。

６．平均所要時間
タスクを完了するのまでの、平均所要時間です。

７．「インストラクション」タブ
このタブをクリックすると、各プロジェクト固有の説明を表示します。
それらの説明を、タブで隠さずに初期表示しているタスクもあります。

８．クエリ
必ずクエリを理解してから評価を付けてください。

９．ロケール
クエリに関連する、このタスクの対象地域と利用言語です。

１０．「問題を報告する/タスクをリリースする」ボタン
クリックすると、問題の報告やタスクのリリースを行うことができます。

１１．ユーザーの所在地
クエリを実行したときの、ユーザーの所在地です。
「ユーザーの所在地」が記載されていないタスクでは、所在地をあらわす地図も表示されないことがあります。
ただし、検索結果の場所を表すレスポンスピンがある場合は地図が表示されます。

１２．レスポンスピン
Visit-in-Personの対象になる場所のマーカーです。

１３．ユーザーの所在地
クエリを実行したときの、おおまかなユーザーの所在地です

１４．Needs Met評価スライダー
Needs Met評価を付けるためのスライダーです。

１５．「ポルノ」フラグ
該当する場合、フラグを立ててください。

１６．「外国語」フラグ
該当する場合、フラグを立ててください。

１７．「読み込めない」フラグ
該当する場合、フラグを立ててください。
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１８．「使いにくい」フラグ
該当する場合、フラグを立ててください。

１９．コメント
各リザルトブロックのコメント欄には、評価業務の役に立つコメントを記載して下さい。
注意：コメントは必ず英語で記載してください。

２０．SCRB（Special Content リザルトブロック）
コンテンツを検索結果画面に直接表示するリザルトブロックです。

２１．レスポンスピン付きの検索結果
地図上のレスポンスピンと、検索結果との対応関係を示しています。

２２．ウェブ検索のリザルトブロック
このブロックをクリックすると、LPに遷移できます。

２３．重複確認のチェックボックス
重複の有無を確認し、フラグ立てもしたことを確認したらチェックを入れましょう。

２４．「提出」ボタン
クリックすると現在のタスクを提出し、次のタスクを行うことができます。

２５．「提出して評価業務を終了」ボタン
クリックすると現在のタスクを提出し、評価業務を終了することができます。

２６．「キャンセル」ボタン
クリックすると現在のタスクに適用した評価をすべて取り消すことができます。

26.1 タスクページに掲載されたユーザー所在地を理解する

大半のタスクでは、クエリの下にユーザーの所在地が表示されます。また、地図にもユーザーがクエリを実行したと
きの所在地が表示され、クエリの下に表示されるものよりもさらに正確な位置を知ることができます。

地図には正確な現在地（青い点）が表示されることもあれば、おおまかな現在地（青い長方形）が表示されることも
あります。これはタスク上部に表示される地図の例です。

画面中央の青い点が
ユーザーの正確な所在
地を表しています。

青い長方形がユーザー
のおおまかな所在地を
表しています。

このように青い半透明
の円が表示された場合、
ユーザーは青い点にい
る可能性が高いですが、
円内の別の部分にいる
可能性もあります。

この地図にはVisit-in-
Personリザルトブロッ
クのマーカーであるレ
スポンスピンが表示さ
れています。タスクに
Visit-in-Personリザル
トブロックが３件表示
される場合、レスポン
スピンも３本表示され
ます。
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27.0 Needs Met評価用インターフェース利用時の注意事項

リザルトブロックの読み込みが遅いことがあります：評価を適用する前にページを流し見て、全てのリザルトブロッ
ク・Needs Metスライダーが読み込まれているのを確認してください。リザルトブロックの読み込みが遅いことがあ
り、表示されない場合にはタスクページを再読み込みする必要がある点に注意してください。何回か読み込みなおし
ても表示されない場合は、タスクをリリースしてください。

タスクの片方に、リザルトブロックが全く表示されないことがあります：左右どちらかに「This side did not 
generate any results」というメッセージが表示されても、タスクをリリースしないようにしてください。

評価を適用した後に、タスクページを再読み込みしないこと：評価の適用後に再読み込み（更新）を行うと、適用し
た評価が消えてしまうので入力し直すことになります。

28.0 「問題を報告する/タスクをリリースする」ボタンの利用

評価用インターフェースの「問題を報告する/タスクをリリースする」ボタンを利用して、問題の報告とタスクのリ
リースを行うことができます。以下のようなボタンです：

ボタンをクリックすると、以下のような報告・リリース用フォームが表示されます。

以下は「専門知識の欠如」と「技術的な問題」の例です。

専門知識の欠如：評価に専門知識が必要で、評価者によっては評価するのが難しいクエリです。
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クエリ クエリのトピック

「コルチゾール分泌がブランクパターンを呈する」 科学に関するクエリ

「マインクラフト 銃 車 1.1 mod インストーラ」 ゲームに関するクエリ

「Python Panda マトリックス インデックス」 技術的なクエリ

技術的な問題：テキストが表示されるべき場所に、クエスチョンマークや他の意味不明な文字が記載されています。

注：リリースしたタスクの量やタイプによっては、リリース原因の追加説明が必要になることがあります。

29.1 検出済みの重複ページ

重複する検索結果が、自動的に検出されていることがあります。そうした検索結果はグレーや緑色の背景で強調し、
「Same as ○○」や「Dupe of ○○」という注意をスライダーとリザルトブロックの間に表示しています。

29.0 重複するLPの報告

Needs Met評価をしているときに、重複する検索結果を発見したら報告してください。
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これは、検出済みの重複ページの一例です。

「Same as ○○」の検出済み重複

「Dupe of ○○」の検出済み重複

注意点：

• 「Dupe of ○○」になっている検索結果には、それぞれ個別の評価・フラグ・コメントを適用できます。
• 「Same as ○○」になっている検索結果には、それぞれ個別の評価・フラグ・コメントを適用できません。

Needs Met評価・E-A-T評価・フラグ・コメントは、自動的に他の検索結果にも転記されます。
• 重複であると自動検出された検索結果を、「重複ではない」と変更することはできません。

29.2 評価者が発見した重複ページ

評価者の皆さんも、自動検出されていない重複した検索結果を発見してください。LPのコンテンツが本質的に同一で、
「1つのクエリに対して、検索エンジンがこれらのページを両方とも表示する必要はない」と思う場合は、両者が重複
であることを報告してください。

本プロジェクトにおいて、重複の検出はクエリに依存する点に注意しましょう。

• 限定的なクエリ：ユーザーが「歌詞」「特定の記事」等の特定のコンテンツを求めている場合、そうしたコン
テンツを複数のWebサイトから入手することは情報検証に役立つので、重複だとは判定しないでください。

• 幅広いクエリ：クエリの意図が幅広い場合、ユーザーは同一のコンテンツを複数表示してほしいわけではない
ので、これらの検索結果は重複であると判定してください。広告・画像・リンクなどの些細な点に相違があっ
ても、重複になる点に注意しましょう。

タスク画面の左右を問わずに、重複しているかを確認しましょう。左右に分かれて重複が存在する場合でも、 「同一
の検索エンジンを使った場合、これらのページを両方とも見たいと思うか」という点を検討しましょう。
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注：コンテンツのタイプ・見た目が大きく異なる場合には、LPのURLが同じでも重複扱いにしないでください。
例えば、以下の両ブロックは重複ではありません。

重複コンテンツの報告方法

重複した検索結果を発見した場合、どちらかの結果の上部にある「Select Dupe」リンクをクリックします。
クリックした検索結果の上部が、赤くマーカーを引いたように強調表示されます。

先ほどクリックした検索結果と重複している検索結果にチェックを入れることができるようになり、チェックされた
検索結果全体が黄色で強調表示されます。右上の「Dupe of」ボタンを選択してください。

チェックを入れた検索結果の上部には「Dupe of ○○」という説明が入ります。すべての重複にチェックを入れたら、
「finish selecting dupes」を押すと、通常の評価業務モードに戻り、他の重複結果がある場合は追加で報告すること
もできます。チェックした内容は、いつでも取り消すことができます。
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重複
クエリ: 「バイク用バッテリーの選択と取付け」
URL 1: http://www.caimag.com/wordpress/2010/03/06/motorcycle-battery-how-to-choose-install
URL 2: http://www.articlesbase.com/motorcycles-articles/choosing-and-installing-a-motorcycle-battery-47798.html
理由：全く同じ記事が表示される（Web上には、これと同一の記事を掲載したページが多数ある）。両者の違いは、記事の周りに
表示される広告だけ。クエリの意図もそれなりに広く、検索エンジンが重複結果を複数表示してもユーザーの役に立たない。

重複
クエリ: 「ジェイソン・カストロ」
URL 1: http://www.myspace.com/jasoncastromusic
URL 2: http://www.myspace.com/jasoncastromusic?MyToken=503599bf-01cf-4427-bdf4-d63920c107f9
理由：URLは異なるが、LPは同一ページ。検索エンジンが重複結果を複数表示してもユーザーの役に立たない。

重複ではない
クエリ: 「material girl 歌詞」
URL 1: http://www.lyricsfreak.com/m/madonna/material+girl_20086925.html
URL 2: http://www.lyrics007.com/Madonna%20Lyrics/Material%20Girl%20Lyrics.html
理由：両方ともマドンナの「Material Girl」の歌詞を表示しているが、ユーザーは両方とも訪問して歌詞の正しさを確かめたいと
思うかもしれない。検索エンジンがこの歌詞を掲載したページを複数表示すると、ユーザーの役に立つ。

http://www.caimag.com/wordpress/2010/03/06/motorcycle-battery-how-to-choose-install
http://www.articlesbase.com/motorcycles-articles/choosing-and-installing-a-motorcycle-battery-47798.html
http://www.myspace.com/jasoncastromusic
http://www.myspace.com/jasoncastromusic?MyToken=503599bf-01cf-4427-bdf4-d63920c107f9
http://www.lyricsfreak.com/m/madonna/material+girl_20086925.html
http://www.lyrics007.com/Madonna Lyrics/Material Girl Lyrics.html

