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iOS 14：変更点とモバイル業界への影響
iOS 14とApp Tracking Transparency（ATT）のリリースが2020年6月の世界開発者会議
（WWDC）で発表され、2020年9月16日に初公開されました。当初の発表から2021年4月の
iOS 14.5のリリースにかけて、モバイルマーケティング業界は大きく変化し、ユーザープライバ 
シーやユーザー獲得、モバイル広告など、長年培われてきた概念の見直しが求められました。モ
バイル業界の変化がもたらした影響は、ユーザーやアプリマーケター、開発者、計測・アナリテ
ィクス企業、そして媒体といったモバイルエコシステム全体に及んでいます。

TikTokとAdjustが共同で作成したこのガイドでは、モバイルマーケターや開発者、広告主に向
けて、iOS 14.5以降のユーザープライバシーの変化に対応してマーケティングを成功させるため
のインサイトおよびベストプラクティスを紹介します。さらに、SKAdNetworkとATTの解説やオ
プトインを確保するためのコツ、conversion valueスキーマの構築方法、予測アナリティクス、
最善の結果をもたらすプライバシー戦略の構築など、ポストIDFA時代にマーケティングを成功
させる方法をお伝えします。

はじめに

「プライバシーは、基本的人権です。そして、Appleの中心にある大切な理
念の一つです。あなたのデバイスは、毎日様々な場面で重要な役割を果た
していますが、どの体験を誰と共有するかは自分自身で決めるべきこと。
私たちは、あなたのプライバシーを守り、自分の情報を自分でコントロー
ルできるようにApple製品を設計しています。簡単なことではありませ.
んが、それが私たちの信じるイノベーションだからです」

Appleのプライバシーに関する声明
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Adjustは、Appleが掲げるプライバシー優先のフレームワークを全力で支持し、Appleやクラ 
イアント、関係各所と連携してユーザーのプライバシーを守るための取り組みに注力するとと 
もに、個人データに関するユーザーの自己決定権を尊重します。しかし、SKAdNetworkには大
きな制約があるため、iOSでのマーケティングを成功させるには、まずその制約について理解を
深める必要があります。いま、Adjustをはじめとするモバイル業界のすべての企業からは、俊敏
性を保ちながらユーザーのプライバシーを優先し、クライアントに有益な機能を提供すること
が求められています。

iOS 14.5がリリースされるまで、Appleはデバイスにダウンロードされているすべてのアプリ 
がIDFA（デバイスレベルのリセット可能な一意の識別子）を取得することを許可していました。 
広告計測を制限する機能はあったものの、ユーザーの関心は薄く、結果的にマーケターはIDFA
を使用してクリック数を計測したり、インストール数と比較することができ、Adjustのようなモ
バイル計測パートナー（MMP）はクリックとインストールの紐付けが可能でした。

しかし、Appleのプライバシーポリシーの変更により、多くのアプリやアプリマーケターにとっ
てのアトリビューションのあり方が大きく変化しました。今まで行われてきた計測やユーザー獲
得施策を継続するのが不可能になったのです。現在iOSで使用できるアトリビューションと広告
計測の方法は、ユーザーの同意を得てIDFAを取得する「ATT（AppTrackingTransparency） 
framework」と「SKAdNetwork」の2つのみとなっています。ユーザーから同意が得られた 
場合、iOS 14.5のリリース前と同じ方法で計測・アトリビューションが行えます（広告主がIDFA
を利用できるため）。しかし、オプトインしなかったユーザーの計測にはSKAdNetworkの使用
が不可欠となり、ユーザー情報の収集と処理に対するまったく新しい考え方とアプローチが必
要になります。

AppleのSKAdNetworkは、オプトインしなかったユーザーがアプリをインストールあるいは再
インストールした際のアトリビューション計測に使用できます。SKAdNetworkからのアトリビ
ューション情報は、デバイスからAppleへ、そしてアドネットワーク、開発者、Adjustをはじめと
するモバイル計測パートナー（MMP）へと送信されます。

SKAdNetworkとその仕組み
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インストールごとに1回のポストバックのみ：インストール後、Appleは1回だけポス
トバックを送信します。つまり、広告主と開発者はポストバックするタイミングを戦
略的に設定する必要があります。インストール後のイベントを完全に可視化するよう
正しく設定し、キャンペーンの最適化に努める必要があります。

Conversion.valueの活用：SKAdNetworkは、インストール以外の情報をポスト
バックするためにそれぞれ6ビットで構成された値（下流の指標）を提供します。そ
れぞれ0〜63の間の数字となります（またはバイナリーの000000〜111111の間）。
「conversion value」としても知られており、バイナリーで表現可能なあらゆる値を割
り当てられるとともに、どのイベントを含めるかはアプリ側で独自に設定できます。

タイマー：Conversion valueがアプリ内で定義された6ビットのコードに更新される
たびに、タイマーがさらに24時間延長されます。このconversion value期間の有効
期限が切れると、次のアトリビューションの24時間がトリガーされます。この仕組み
には、インストールの時間を分かりにくくすることで、イベントのトリガーを個別のユ
ーザーに紐づけできないようにするという考え方があります。結果として、ATT以前
では出来ていたリアルタイムでユーザーイベントを把握することがこの制約によって
出来なくなりました。

Conversion value戦略をどう構築していくかが、SKAdNetworkでマーケティングを成功させ
る鍵です。それぞれのカテゴリーと収益モデルには計測に関する独自の要件があり、各アプリ
には固有の背景や詳細が存在します。広告主とマーケターがconversion valueを最大限に活
用するには、インストール後の24時間に焦点を当て、すべてのデータを活用してユーザー行動の
全体像を把握し、予測分析やセグメント特定を行う必要があります。

SKAdNetworkの制約

https://www.adjust.com/ja/blog/ios-14-5-first-24-hours/
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モバイル業界ではこれまでの12ヶ月間で、「広告費用の振り分けがiOSからAndroidにシフトし
ているか？」また「それが事実なら、どのくらいの規模なのか？」という大きな疑問について議論
されてきました。Adjustのデータによると、iOSからAndroidへの「広告費用のシフト」は間違
いなく発生しているものの、その規模は予想を下回っています。

iOS 14.5のリリースに先立ち、iOS向けの広告費用は徐々に減少し、2020年1月は全体シェア
の約41%だったのが、2021年4月には約38%となりました。広告費用は2021年を通して減り
続け、その後回復し始めたものの、2021年7月〜10月は30%をわずかに上回る程度に留まっ
ています。2022年4月時点の広告費用におけるiOSの割合は34%です。

広告費用のシフト
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ポストIDFA時代において、正確なデータの取得にはしっかりしたオプトイン戦略が欠かせませ
ん。AppleのATTは、ユーザーがトラッキングに同意（オプトイン）した場合にターゲティング広
告と計測を可能にするフレームワークです。オプトインするユーザーが増加するにつれてデータ
を効率的に取得でき、そのデータをSKAdNetworkデータを使用した戦略的アプローチの構築
にも活用できます。オプトイン率は高いほうが良いですが、たとえ低くてもマーケティングの成
功を左右する場合があることがAdjustの調査で判明しました。

ATTのオプトインを確保する

アプリカテゴリー別に見たATT	オプトイン率

ゲーム

Eコマース

フィンテック

フード＆ドリンク

ヘルス&フィットネス

エンターテインメント

ライフスタイル

ソーシャル

旅行

出版（書籍、雑誌）

その他

ハイパーカジュアル

全カテゴリー

当初の予測

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%0%

アプリカテゴリー別のATTオプトイン率（2022年第2四半期）



8TikTok広告活用最新ガイドAdjust版：iOS14.5以降のマーケティングを成功させる方法

アプリの全カテゴリーにおける平均オプトイン率は、直近では30%を優に超え、マーケターに
とって喜ばしい結果になっています。特に、2022年第2四半期のゲームアプリの平均オプトイ
ン率は31%、ハイパーカジュアルゲームは39%を記録しました。また、Adjustが計測している
すべてのカテゴリーで、2021年〜2022年のオプトイン率が上昇しています。これは、オプトイ
ンのメリットを理解するユーザーが増えていることや、オプトインがもたらす「価値」をブラン
ドやマーケターが上手に発信できていることの表れだと考えられます。

ハイパーカジュアルゲームのユーザーは、ターゲティング広告がユーザー体験にもたらす価値
をより明確に認識しており、このデータからわかるのは、オプトインがもたらす価値を正しく
伝えて理解を得られれば、ユーザーは高い確率で許諾するという事実です。

App

Wordscapes

Animal Transform

ブロックスケープ (Blockscapes)

女の子を救え (Save the Girl)

1日あたりのアクティブ
ユーザー数（DAU）

270万

27万6000

26万3000

13万

ATT同意率

30.64%

70.36%

26.71%

74.74%

人気ゲームのパフォーマンス（2021年）



9TikTok広告活用最新ガイドAdjust版：iOS14.5以降のマーケティングを成功させる方法

地域や市場別の違いにも注目し、適切な戦略を構築して、国によって異なる施策の効果をベン
チマークすることも重要です。Adjustのデータによると、2022年第2四半期時点で平均オプトイ
ン率が最も高いのはインドネシア（50%）で、最も低いのはセキュリティとプライバシーを重視す
るドイツ（17%）となっており、日本も21％と世界の平均と比べると比較的低めの数値となって
います。この数値は、セキュリティとプライバシーを重視する国や地域でマーケティングを行う
際に、オプトインの価値をユーザーに伝えることがいかに重要かを表しています。

国別に見たATTオプトイン率
国別のATTオプトイン率（2022年第2四半期)

50%
オプトイン率が.

最も高い.

インドネシアは：

フランス

インド
インドネシア

日本
メキシコ
ポーランド
ロシア

シンガポール

米国

韓国	

アラブ首長国連邦/湾岸協力会議	

タイ

英国

トルコ	

ベトナム

ドイツ

ブラジル
アルゼンチン

10% 20% 30% 40% 50% 60%0%
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オプトイン確保のためのヒントとベストプラクティス

Adjustは多くのクライアントと連携し、最も効果的なオプトイン戦略とフローの構築を支援す
るとともに、全体的なUX（ユーザー体験）戦略の一環としてオプトインを最適化することの重
要性を強調してきました。こうした取り組みを通じてAdjustが特定した「ATTポップアップへの
ユーザーの反応に大きな影響を与える要素」を以下に紹介します。

表示位置：オプトインのポップアップを表示するのに最適な位置を決める。多くの場合、
初回起動時の初期設定画面などでプロンプトを表示するのが最も効果的です。 

ボタンの配置：シンプルなテキストが書かれたボタンを横に並べましょう（「同意する」オ
プションを右側に配置）。

「あなたのApp」は㕬㎀が㏶㣏
するAppやWebサイトを♽㗇
してあなたを	Â	{ するㄫ⺀を

ㄖめています。
データはおㄇ 7 ◊㊸㙒な㑏㠗を㙀

ㄷするために㌘㣮されます。

Appにトラッキングしない
ように㣴ㄖ

トラッキングをㄫ⺀する
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最高製品責任者（CPO）  
ケイティ・マディング（Katie Madding）

「SKAdNetworkは、アプリマーケティング業界に対して大き
な課題を提示してきました。Adjustは、市場におけるプライ
バシー優先の考え方を反映した次世代機能の提供にコミッ
トしています。Adjustは変革の最前線に立ち、Appleやパー
トナー、クライアントと緊密に連携して、可能な限りシームレ
スな移行に取り組むとともに、マーケター、開発者、広告主そ
れぞれのニーズに応えるガイドラインやソリューションを提
供します」
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TikTok広告アカウントを設定する前に、以下の推奨事項を確認してください。 

設定の確認
a.  SKAdNetwork対応のAdjust SDK（Adjust SDKバージョン4.0以降）に更新して、Adjustがアプリから

カスタムデータポイントを収集してTikTok For Businessに送信できるようにします。
b. Adjust管理画面でコンバージョンイベントを設定します（コンバージョンイベントを設定します）。
c. アトリビュートされていないすべてのイベントをAdjust経由でTikTokに送信します。 

広告配信に変更が生じる場合がある.
既存キャンペーンの配信戦略に変更が生じる場合があります。 

アプリキャンペーンの数に制限がある.
iOS 14のトラフィックに対して、旧来のキャンペーンとは別にiOS14.5以降専用のキャンペーンを作成す
る必要があります。（旧来のキャンペーンではiOS14.5以降のユーザーに配信をすることはできないた
め）アプリ一つあたり最大11件のキャンペーンが作成でき、その際、パフォーマンスをモニタリングする
計画を立てる必要があります。

TikTok広告.
アカウントの..設定

1

2

3
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SKAdNetworkの制約とiOS 14.5以降の変更を技術的観点から幅広く調査した結果、Adjust
は個別のビジネスニーズに合わせてconversion valueを最大限活用するための「4つのモデ
ル」を導き出しました。「Conversion Valueマネージャー」でモデルを選択する前に、クライ
アントはまずconversion value（CV）期間を設定する必要があります。Conversaion value期
間では、アプリのインストールまたは再インストール後の期間を設定でき、Adjustはユーザー
アクティビティを基にconversion valueを更新します。これにより、SKAdNetworkのインス
トールポストバックを受信するタイミングをより正確に制御できます。Adjustのデフォルトの
conversion value期間は24時間です。

Adjust..ソリューション：.
Conversion valueと高い成果
をもたらすユーザーの獲得
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Conversion valueモデルについて
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個別のSKAdNetworkイベントにリンクする「6つのコンバージョンイベント」のモデルです。 
6つの異なるイベントを特定のconversion valueに割り当てます。これにより、SKAdNetwork
のデータセット内にあるインストール後の主要KPIを完全に把握することができます。以下の
例では、ユーザーがアプリに新規登録し、アプリ内購入をして、チュートリアルを完了してい 
ます。各イベントに対応するビットは、一つひとつのアクションの後に更新され、すべてのイベ
ントを計測するconversion valueを返します。

コンバージョンイベントはわかりやすく、また使いやすいモデルで、インストール/再インスト
ール後の一定期間中に特定のイベントを発火させたユーザー数をカウントできます。このモ
デルは、イベントがどのようにマッピングされ、どの順番で発生したかに関わらず、ユーザー
がトリガーした特定のイベントに関し透明性の高いデータを提供します。

コンバージョンイベント

15
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Adjustの「収益モデル」の狙いは、インストール後にアプリが生み出す収益の計測です。 
コンバージョンイベントはビットを使用する一方で、収益モデルは、任意の収益タイプの条
件を個別のconversion valueにマッピングすることで、利用可能な64のconversion value
をすべて活用します。収益モデルが対応している収益タイプは以下の4つです。

• 総収益：アプリ内購入（IAP: In App Purchase）+ 広告収益 
（例：クライアントが複数の収益イベントを設定する場合）

• 広告収益：広告とのエンゲージメントから発生した収益
• アプリ内購入（IAP）：すべてのイベント収益の合計
• イベント収益：収益を計測するように設定されているあらゆるイベントに関連する収益 

広告収益の計測方法をより細かく管理したい場合は、計測する流入元を選択できます。 
AdjustはAppLovin、ironSource、Facebookなどの多くのパートナーとの連携をサポ 
ートしています。

収益
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収益を発生させた2つのユーザージャーニーの違いを特定してみます。1つ目のユーザージャー
ニーでは、ユーザーは「アプリ内購入」、「広告収益」、あるいはその両方で収益を発生させま
した。2つ目のユーザージャーニーでは、1つ目と同じイベントで収益を発生させ、「レベル1到
達」というイベントも発生させました。関連性のある条件の組み合わせを活用することで、低い
値のconversion valueを収益範囲のみにマッピングし、高い値のconversion valueを同じ収
益範囲とカスタムイベント「レベル1到達」にマッピングできます。

アプリにとって収益が重要なKPIではあるものの、他の主要なインストール後のイベントも計測
したい場合は、この柔軟なモデルが最適な選択肢と言えるでしょう。

例

ユーザージャーニー.1

ユーザージャーニー.2

1 2

1 2 3

手動設定モデルを使用すると、イベント、広告収益、購入データをマッピングして、インストー
ル後のユーザーのアプリ内行動について、より詳細なインサイトを取得できます。また、高度
にカスタマイズされた組み合わせを作成することで、64のconversion valueをすべて活用で
きます。こうした独自の条件の組み合わせは、それぞれ1つのconversion valueにマッピング
可能です。

手動設定
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SKAdNetworkデータのレポートでどちらのconversion value機能を選択するかにかかわ 
らず、AdjustはそれぞれのSKAdNetworkのポストバックを取得し、そのconversion value
をイベントに変換し直し、管理画面上でわかりやすい有益な指標として表示します。クライ
アントは、iOSキャンペーンから主要なconversion valueイベント、インストールあたりの収
益、コンバージョン率などの実用的なインサイトを引き出せるほか、手動で行う設定は一切
ありません。

選択したConversion Value計測の戦略にかかわわらず、どのチャネルがアプリのポートフォ
リオ全体でiOSにおけるインストールを促進しているのかを細かく、効果的に分析できるよ
うになります。
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サイモン・デュサール（Simon Dussart） 
CEO

「ユーザー獲得は、これまで常にモバイルマーケティングの中核
を成す存在でしたが、ユーザープライバシー重視の改革により、
マーケティングの方法を一から考え直し、俊敏性と柔軟性を維
持することがこれまで以上に重要になっています。パーセンテー
ジポイントを向上させる手段として、自動化のみに頼ることはで
きなくなったのです。iOS 14やそれ以前の変化に対応してきたよ
うに、Adjustをはじめ、モバイル業界のすべての企業は迅速に
行動し、ユーザープライバシーを優先して、実用的な機能をクラ
イアントに提供する必要があります」
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SKAdNetworkデータを使ったiOSの予測分析は非常に複雑です。受け取ったデータは匿名化
されており、キャンペーンの最初の24時間で発生したアクティビティに基づいていることから、
そこから得られる情報は当然限られています。このため、上述したとおり、conversion valueス
キーマを介して得られるインサイトを最大化することが、予測分析において欠かせない第一歩
となるのです。

顧客生涯価値（LTV）の予測が困難な理由：

• Adjustでは、SKAdNetworkポストバックのみを受信します。それに使用されるスキーマは、 
モバイルアプリ側が定義する必要があり、かつ特定のユーザーに関連付けることができません。

• Adjustは収益またはプロキシ指標を直接計測できず、0〜63のSKAdNetwork値を使用する
必要があります。

• Adjustはリアルタイムで情報を受信していません。

Adjustでは機械学習を活用してさまざまな層の傾向を分析することで、ユーザーの将来の行動
を予測できる、と考えています。例えば、ユーザーの過去のデータと他の類似ユーザーから学習
したパターンを活用すれば、1日目のデータを基に、その後（例えば30日目）ユーザーがもたら
す成果を予測することが可能です。Adjust SDKが収集した大規模なデータセットを活用するこ
とで、オプトインしていないユーザーの長期的な傾向を推測し、関連付けることができます。

この予測型モデルでは、個々のアプリに合わせてカスタマイズし、各アプリの実際の（SDK）デ
ータを学習して、その学習データに基づいてトレーニングしていきます。予測型モデルをコホー
ト分析やSKAdNetworkの集計データと組み合わせることで、マーケターは最も有意義なイン
サイトを抽出し、データに基づいた意思決定を行うことができます。また、キャンペーンの開始
初期に（SKAdNetworkの待機期間なしで）その将来価値を把握し、他の方法では見過ごされ
る可能性のあるデータ間の関連性を明らかにすることができます。

Adjustの考える.ソリューション：..
顧客生涯価値（LTV)と予測分析
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アプリのconversion valueマッピングを設定する際にマーケターがまず考えるべきなのは、 
ユーザーが最初の24時間で収益を発生させるかどうかという点です。

1.. 最初の24時間以内にアプリ内購入または広告収益を発生させるユーザーの場合、収益
範囲を64のconversion value（またはそのサブセット）に割り当てたシンプルなマッピン
グ設定が適しています。収益範囲（レンジ）の配分は、アプリ固有のアプリ内購入（IAP）
の価格構成と、最初の24時間以内に発生する可能性のある広告収益の範囲によって異な
ります。これらの範囲は、対象となるユーザーグループごとに対応する必要があります。
このマッピングでは、SKAdNetworkのポストバックにおけるconversion valueの分布に
よって、キャンペーンパフォーマンスの評価が可能になります。ハイパーカジュアルゲー 
ムは、このマッピングモデルが適しているアプリカテゴリーの良い例です。 
 
この手法を用いることで、マーケターはSKAdNetworkから各ユーザーの0日目（0d）の
収益を受け取り、ATT frameworkでユーザーごとのX日目/0日目の収益の比率を予測で
きます。さらに、SKAdNetworkポストバックから取得したすべてのデータを合計し、0日
目の収益にその比率を掛け合わせてSKAdNetworkキャンペーンのLTVを予測すること
が可能になります。 

Adjustの..推奨事項..：
Conversion valueマッピング
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2.. Eコマース、フードデリバリー、ヘルス＆フィットネスなど、最初の24時間で収益が発生
する可能性が低い、あるいは発生した収益が長期的なアプリ内行動を示さないカテゴリ
ーの場合、収益以外のKPIを確認することが欠かせません。「商品の閲覧」や「連絡先情
報の追加」などのイベントは、ジャーニーの途中でユーザーがとる行動の全体像を把握
するのに役立ちます。イベントが発生した順序よりも、具体的にどの組み合わせでイベン
トが発生したかを知ることがより重要であり、conversion valueではなく個別のビットに
イベントをマッピングする方が効果的です。利用可能な6つのビットは、最初の24時間で
発生する可能性のあるほとんどのシナリオで活用でき、将来的なユーザー行動を示す主
要なイベントに対応できます。この手法では、上記１で説明した手法に比べ、イベントを
マッピングする順序を考える必要はありません。ビットは各イベントのバイナリーフラグ
として使用されるためです。どの組み合わせのビットマッピングでも同程度の透明性が得
られるため、典型的なユーザージャーニーの詳細を知る必要もありません。 
 
こうすれば、ATTデータを活用するのと同じ原理でユーザーのLTV（顧客生涯価値）とダ
ウンロード後0日目に発生したアプリ内イベントの相関関係を明らかにできます。この手
法は、基本的なキャンペーンの最適化には間違いなく効果的です。 
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3.. SKAdNetworkキャンペーンのLTVをより高度に予測する方法、SKAdNetworkポストバ
ック期間外に特定のイベントが発生する可能性を予測する方法、あるいはX日目の継続
率を算出する方法として、すべてのアプリカテゴリーと収益化モデルに対応する3つ目の
選択肢が存在します。機械学習を用いて、アプリごとにカスタマイズされたLTV予測を行
う仕組みを以下で簡単に説明します。

• ATT frameworkに従って0日目のユーザー行動を計測します。
• ATT frameworkに従ってX日目のLTV、X日目のユーザー継続率またはX日目にユーザ

ーが発生させたイベントを予測するために、それぞれのアプリ向けにカスタマイズした
機械学習アルゴリズムをトレーニングします。

• 対象とするユーザー群の予測LTVとそれに対応する64個のconversion valueのマッピ
ングが生成されます。

• このマッピングがSKAdNetworkキャンペーンで使用され、アルゴリズムの学習内容に
従ってconversion valueが更新されます。

• キャンペーンのSKAdNetworkポストバックが、予測できるキャンペーンLTVを示す
conversion valueの配分を提供します。
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iOS												以降のマーケティングにおける最適なアカウント設定

* 注：影響と推奨する設定はAppleのポリシーと実装によって異なります。そのため、包括的な
推奨事項を決定する必要がありますが、ここでは完全には開示されていません。最新の情報
については各地域のTikTok担当者にお問い合わせください。

広
告
プ
ロ
ダ
ク
ト

広告アカウント

影
響

マーケターは、アプリの広告に「アプリインストール」および/または「カタログ販売」の目的を選択
する場合、iOS14.5以降専用キャンペーンを作成する必要があります。
• iOS 14.5以降のアプリキャンペーンに対しては、個別の専用広告アカウントを作成する際の要件

はありません。
• 専用のiOS 14.5以降のアプリキャンペーンに使用可能な広告アカウントの数は無制限です。

推
奨
す
る
設
定

• 既存のTikTok広告マネージャーアカウントを使用する：アカウントから得たデータをiOS 14.5以
降専用キャンペーンのパフォーマンス向上に活用できます。

• iOSとAndroidのキャンペーンに同じアカウントを使用する：Androidキャンペーンから得たデー
タをiOS 14.5以降専用キャンペーンのパフォーマンス向上に活用できます。

• アカウント管理の合理化：iOS 14.5以降専用キャンペーンには、1つ（または最大2〜3）の広告ア
カウントを使用することが強く推奨されています。

• アプリあたりのキャンペーン数の制限を代理店や再販業者と共有する。代理店用と社内管理用
にそれぞれいくつのキャンペーンを割り当てるかを決定します。

TikTokの..ベストプラクティス..
と推奨事項
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キャンペーン目的のベストプラクティス

• 市場をグループ化し、ユーザーあたりの平均収益（ARPU）別に計測した場合に類似する入
札価格やパフォーマンスを見せる類似オーディエンスと興味・関心を持つグループオーディ
エンスを統合します。

• 広告レベルのSKANレポートを使用してクリエイティブをテスト・最適化し、TikTokの自動ク
リエイティブ最適化（ACO）機能を活用して最善の組み合わせを導き出します。

• パフォーマンスの低いキャンペーンを削除または一時停止して、iOS 14のキャンペーン枠を確
保します。

https://www.adjust.com/ja/glossary/arpu-definition/
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広告セットのベストプラクティス

広告プロダクト 影響 推奨する設定

専用キャンペーンの複数の広告
セット

• TikTok広告マネージャーでは専用キャン
ペーンあたり2つの広告セットの設定が可
能です。

• 広告セットが複数あるキャンペーンでは、
インストールとアプリ内SKANイベントの
両方に対する広告セットレベルでモデル化
されたレポーティングを行います。

広告セットが複数あるキ
ャンペーンを実施する場
合は、最小単価入札戦略
を採用しましょう。

アプリインストール広告（目標は
クリックまたはインストールの最
適化）

アプリのプロモーション（目標は
クリックまたはインストール（ダイ
ナミック広告）の最適化）

• iOS 14.5以降のトラフィックは、クリック
数またはインストール数を最適化する既
存のiOSアプリインストールキャンペーン
からリーチできません。

• iOS 14.5以降専用キャンペーンではディフ
ァードディープリンクが利用できません。

• 広告マネージャーに新たに追加されたト
グルボタンは、iOS 14.5以降のトラフィッ
ク向けのアプリインストールキャンペーン
を作成する広告主の意図を示します。

• パフォーマンスとコストは変動する可能
性があります。

iOS 14.5以降専用キャン
ペーンを作成してiOS 14.5
以降のトラフィックにリー
チしましょう。iOS 14.5以
降のキャンペーンにはキャ
ンペーン11件、アプリあた
り2つの広告セットという
新しい制約があります
（キャンペーン11件の制
約は、複数のアカウント 
を横断して適用され 
ます）。

アプリインストール広告（目標は
アプリイベントの最適化）アプリ
イベント

• iOS 14.5以降のトラフィックは、既存の
iOSアプリキャンペーンからはリーチでき
ません。

• アプリイベント最適化（AEO）は、「購入」
「登録」「カートに入れる」「サブスクリプ
ション」「レベル到達」などのイベントに
対する最適化を実施するiOS 14.5以降専
用キャンペーンに対応しています。
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アプリイベント最適化（AEO）のソリューション

プロダクト 入札戦略が推奨されるケース サポートされているイベント ご利用の条件

専用キャン
ペーン向け
のアプリイ
ベント最適
化（AEO）

アプリ内
イベント
を含む 
インスト
ール

目標成果単価上限 • 購入
• 登録
• カートに入れる
• サブスクリプション
• レベル達成

しきい値に到達す
るとAEO機能が
自動的に利用可
能になります。
• アプリIDレベ

ルの、過去7日
間にアトリビ
ュートされて
いない/アトリ
ビュートされ
た最低1つの
イベントポスト
バック。

アプリ内
イベント

最小単価入札 • 購入
• 登録
• カートに入れる
• レベル達成
• サブスクリプション
• レベル到達
• コンテンツ閲覧
• 支払い
• トライアル開始
• 検索
• ログイン
• ローン申込み
• グループに参加
• チュートリアルの

完了
• 支払い情報の追加

•	 専用キャンペーンのアプリイベント最適化（AEO）としきい値についてしっかりと把握したうえで有効化し
てください。

•	 アプリイベント最適化（AEO）が必要な場合にキャンペーンの割り当てが足りなくなるのを防ぐために、
モバイルアプリインストール（MAI）とアプリイベント最適化（AEO）に11件の専用キャンペーンを合理的
に割り当てましょう。

•	 ATTの影響により、専用キャンペーンでのポストバックデータに大きな遅延が発生する可能性があり	
ます。キャンペーン開始後の遅延についてはご了承ください。開始から3日経ってもイベントのコンバ	
ージョンが発生しない場合は、TikTok担当者までご連絡ください。

•	 すべてのインストールに対するアプリ内イベントのポストバックを取得できるよう、キャンペーンが一日
90件以上のインストールを達成し、プライバシーのしきい値に合致するようにしてください。プライバ
シー保護されたSKAN指標をAEOキャンペーンで使用し、インストール数（％）とnull値のconversion	
valueを観察してください。

•	 入札価格設定を最適化するには、専用キャンペーンのアプリイベント最適化（AEO）を開始する際のリフ
ァレンスとして、専用キャンペーンのモバイルアプリインストール（MAI）データを使用します。

TIKTOKの推奨事項
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アプリプロフィールページ

プロダクト 詳細 メリット

インストール向けのアプリプロフィ
ールページ

アプリプロフィールページは、ネイ
ティブのインスタントページです。
アプリ名、アイコン、ランキング、プ
ロモーション画像、サードパーティ
のアプリ分析プラットフォームの詳
細など、プロモーションを実施して
いるアプリの関連情報がページ 
に自動的に収集されます。また、 
特定のパーツを編集して文脈を追
加し、ページにアプリの情報を表
示させることも可能です。アプリプ
ロフィールページは、関連性のあ 
るアプリ情報によってユーザーに
充実したページ体験を提供し、 
iOS 14.5以降のアプリキャンペー 
ンのコンバージョンを向上させる
機能です。

アプリプロフィールページはイン 
ストール数の最適化に効果的で、
最小単価入札および目標成果単 
価上限の入札価格戦略に利用で 
きます。また、オンサイトの（ユー
ザー）シグナルを有効活用するこ 
とで、iOS14以降専用キャンペーン
のパフォーマンスを向上させます。
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SKANプライバシーしきい値

TIKTOKの推奨事項

• インストール数の最適化を行うキャンペーンの場合：アプリはキャンペーンで獲得した全ユー
ザーのアプリ内イベントを計測できないため、アプリ内イベントのレポートに影響します。 
インストールの最適化とSKANインストールの計測のパフォーマンスには影響しません。

• アプリ内イベント数の最適化を行うキャンペーンの場合：AdjustのシステムがAEOキャンペー
ンのパフォーマンスを最適化する目的で得られるデータは限られるため、アプリ内イベント
の最適化とレポーティングの両方に影響が出ます。推奨されている目標ターゲットの90イン
ストール数/日に達していないアプリほど、その影響は大きくなります。

iOS	14.5以降のキャンペーンでは、1日あたり90以上のインストール数が望まれます。キャ
ンペーンがプライバシーのしきい値を満たすかを確認するには、新しいnullコンバージョ
ン指標「App	Install（プライバシー保護されたSKAN）」を活用します。この指標は、キャ
ンペーンパフォーマンスまたはプライバシーしきい値が原因で、キャンペーンのイベントポ
ストバックが制限されているかどうかを表します。

SKAN	VTA（ビュースルー	アトリビューション）はデフォルトで有効になっているものの、
計測方法にこれらのコンバージョンを組み込むことを推奨します。ユーザーが視聴した	
広告をクリックしないまま後日コンバージョンに至ることが頻繁にあるためです。
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Appleの新しいプライバシーポリシーとiOS 14.5以降のリリースがもたらした変革は、モバイル
マーケティング業界を大きく揺るがせてきましたが、ユーザー獲得やアトリビューションにお 
いては、多くの人が予想したほど深刻な影響は出ていません。Adjustはモバイルマーケティン
グ業界のリーダーとして、AppleやiOS、クライアント、パートナーが進化を続けるこの動きを、
業界がよりプライバシー重視の考え方に移行している兆候と捉えています。Adjustは今後も変
化や新機能にいち早く対応し、クライアントに最高の製品やソリューションを常に提供していき
ます。 

2022年6月の世界開発者会議（WWDC）で、AppleはSKAdNetwork 4.0のリリースに伴う新機
能をいくつか発表しました。SKAdNetwork 4.0は、ユーザープライバシーを保護しながらアプ
リとWeb広告のパフォーマンスを向上させることを目的としています。Adjustは、ポストバック
期間の変更、階層的ソース識別子、複数のコンバージョン値などの新機能がもたらす機会を 
探り、次世代の計測ソリューションをお届けしていきます。

iOS 14の発表から現在に至るまで、Adjustは常にクライアントのニーズに応え、マーケターが自
信を持ってデータ主導の意思決定をするためのサポートをしてきました。「計測」の定義が進化
するにつれ、Adjustが提供する価値も進化しています。同時に、Adjustはユーザープライバシー
とデータの透明性に関するAppleの「理念」を全力で支持しています。プライバシー優先のモバ
イルマーケティングを受け入れ、発展を続けるアプリエコシステム全体が恩恵を受けることので
きる革新的機能を開発することに重点を置いています。

プライバシー重視へのシフトは、データを見れば一目瞭然です。全体的なATTオプトイン率は
一貫して上昇しており、マーケターはSKAdNetworkデータを最大限活用して優れた結果に導く
戦略を構築しています。市場が成熟を続けるにつれて統合が進むだけでなく、さらに自動化が
進み、モバイルアプリの効率的な成長を可能にする統合されたテックスタックへの需要が高ま
っていくでしょう。Adjustは、Appleと連携してデータプライバシーを最優先しつつ、クライアン
トが利用可能なデータを有益に活用できる機能を提供します。

iOS 16とこれから：.
Adjustの..ビジョン



Adjustは、モバイルマーケティング分析プラットフォームです。アプリの持続的な成長を目指す世
界中のマーケターから信頼されており、広告キャンペーンの効果測定と最適化、ユーザーデータ
を保護するソリューションを提供しています。Adjustに構築されたインテリジェンスとオートメー
ション技術、また迅速なグローバルカスタマーサポートが、世界中のアプリを強力にサポートして
います。

Adjustはユーザー獲得やマネタイゼーションなどにおいて業界をリードするマーケティングプラ
ットフォームのAppLovin（Nasdaq：APP）のグループ会社です。今後もAdjustは、強力かつ統合
された各種ソリューションを持つAppLovinと共に、開発者のモバイルアプリの成長をサポートし
ていきます。Adjustの詳細についてはwww.adjust.com/jaをご覧ください。

Adjustの詳細を見る
www.adjust.com/ja

TikTok for Businessは、マーケティングソリューションを実現するプラットフォームです。新しい
興味や関心ゴトを探しているオーディエンスと、企業/ブランドを自然に結びつけることで、広告
という従来的な枠組みを超えたコミュニケーションを実現。TikTok for Businessが提供する一
連の広告ソリューションは、認知拡大から顧客獲得まで、様々なファネルにおけるビジネス課題
を解決に導きます。

https://tiktok-for-business.co.jp/
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