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Amazon Pinpoint の機能

Amazon Pinpoint とは
Amazon Pinpoint は、複数のメッセージングチャンネルをまたがってお客様とやり取りするための AWS
製品です。Amazon Pinpoint を使用して、プッシュ通知、アプリケーション内通知、Eメール、テキスト
メッセージ、ボイスメッセージ、カスタムチャンネル経由でのメッセージを送信できます。これには、セ
グメンテーション、キャンペーン、ジャーニーの機能が含まれており、適切なチャンネルで適切なタイミ
ングで適切な顧客に適切なメッセージを送信できます。
このユーザーガイドの情報は、マーケティング担当者、ビジネスユーザーや開発者など、すべての
Amazon Pinpoint ユーザーを対象としています。このガイドには、主に AWS Management Console を
使用して Amazon Pinpoint を操作するユーザーにとって特に有用な情報が含まれています。Amazon
Pinpoint を初めて利用する場合は、まず「使用開始方法 (p. 3)」を参照してださい。
アプリケーションデベロッパーの方は、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』および『Amazon
Pinpoint API リファレンス』も併せて参照してください。このガイドは、Amazon Pinpoint の機能をプログ
ラムとして使用するための情報を提供しています。また、Amazon Pinpoint の機能をアプリケーションに
統合するための情報も提供しています。
トピック
• Amazon Pinpoint の機能 (p. 1)
• リージョナルな可用性 (p. 2)
• 開始する (p. 2)

Amazon Pinpoint の機能
このセクションでは、Amazon Pinpoint の主な機能とそれらを使用して実行できるタスクについて説明し
ます。

対象者セグメントの定義
対象者セグメントを定義 (p. 133)することで、正しい対象者にメッセージを届けます。セグメントは、
キャンペーンまたはジャーニーから送信されるメッセージを受信するユーザーを指定します。オペレー
ティングシステムやモバイルデバイスタイプなど、アプリケーションによって報告されたデータに基づい
て動的なセグメントを定義できます。Amazon Pinpoint の外部で定義した静的セグメントをインポートす
ることもできます。

メッセージングキャンペーンで対象者を取り込む
メッセージングキャンペーンを作成 (p. 150)して、対象者を取り込みます。キャンペーンは、カスタマイ
ズされたメッセージを定義したスケジュールで送信します。プッシュ通知、E メール、SMS テキストメッ
セージ、および音声メッセージを送信するキャンペーンを作成できます。
別のキャンペーン戦略を試すには、キャンペーンを A/B テストとして設定し、結果を Amazon Pinpoint 分
析で分析します。

ユーザージャーニーの作成
ジャーニーを設計および構築 (p. 169)して、顧客用に複数ステップのカスタムエクスペリエンスを作成し
ます。ジャーニーを使用して、顧客の属性、行動、アクティビティに基づいて顧客にメッセージを送信で
きます。ジャーニーを構築するときは、さまざまなアクションを実行するアクティビティの自動ワークフ
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テンプレートによる一貫性のあるメッセージングの提供

ローを設計します。例えば、参加者へ E メールメッセージを送信する、一定時間待機する、メッセージ内
リンクのクリックなど参加者の行動に基づいて参加者を分割する、などです。

テンプレートによる一貫性のあるメッセージングの提
供
メッセージテンプレートを作成して使用する (p. 258)ことで、一貫性のあるメッセージを設計し、コン
テンツをより効果的に再利用します。メッセージテンプレートには、Amazon Pinpoint プロジェクトに送
信するメッセージで再利用するコンテンツと設定が含まれています。メール、プッシュ通知、アプリケー
ション内メッセージ、SMS メッセージ、音声メッセージのテンプレートを作成することができます。

パーソナライズされたコンテンツの配信
メッセージの受信者ごとにカスタマイズされたコンテンツを送信します。メッセージ変数と属性を使用す
ると、キャンペーンおよびジャーニーから送信するメッセージに、パーソナライズされた動的コンテンツ
を配信できます。
開発を合理化するために、メッセージ変数と属性を使用して、パーソナライズされたコンテンツをメッ
セージテンプレートに追加 (p. 269)することもできます。メッセージテンプレートでは、このコンテ
ンツは Amazon Pinpoint で直接作成した属性や Amazon Personalize で作成した機械学習モデルから
取得できます。メッセージテンプレートを Amazon Personalize のモデルに接続すると、機械学習を使
用 (p. 304)して、関連するプロモーションや推奨事項をメッセージの各受信者に送信できます。

ユーザー行動の分析
Amazon Pinpoint で提供された分析を使用 (p. 232)して、対象者およびキャンペーンの効果の洞察を得
ます。ユーザーの取り組みレベル、購入アクティビティ、デモグラフィックなどの傾向を表示できます。
キャンペーンまたはプロジェクト用に送信したメッセージの合計数などのメトリクスを表示して、メッ
セージトラフィックをモニタリングすることもできます。アプリケーションは、Amazon Pinpoint API を
通じてカスタムデータを報告することもできます。このデータは、Amazon Pinpoint で分析することがで
きます。
Amazon Pinpoint の外でイベントデータを分析および保存するには、Amazon Kinesis にデータをストリー
ミングする (p. 254)よう Amazon Pinpoint を設定します。

リージョナルな可用性
Amazon Pinpoint は、北米、ヨーロッパ、アジア、およびオセアニアにある複数の AWS リージョンで利
用できます。各地域で、AWS は複数のアベイラビリティーゾーンを維持しています。これらのアベイラビ
リティーゾーンは物理的に相互に分離されていますが、低レイテンシーで高スループットの冗長性に優れ
たプライベートネットワーク接続で統合されています。これらのアベイラビリティーゾーンにより、非常
に高いレベルの可用性と冗長性を提供しながら、レイテンシーを最小限に抑えています。
AWS リージョンの詳細については、『Amazon Web Services General Reference』の「Managing AWS
リージョン」を参照してください。Amazon Pinpoint が現在利用可能な リージョンの一覧については
『Amazon Web Services General Reference』 の「AWSとエンドポイント」を参照してください。各リー
ジョンで利用できるアベイラビリティーゾーンの数の詳細については、「AWS グローバルインフラストラ
クチャ」を参照してください。

開始する
新しいプロジェクトを作成して (p. 3) Amazon Pinpoint を開始します。
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このチュートリアルの内容

Amazon Pinpoint の開始方法
Amazon Pinpoint でターゲットを絞ったメッセージの送信を開始するには、いくつかのステップを完了す
る必要があります。例えば、顧客の連絡先情報を Amazon Pinpoint に追加してから、特定の顧客を対象と
するセグメントを作成する必要があります。次に、メッセージを作成してキャンペーンをスケジュールす
る必要があります。最後に、キャンペーンを送信した後、Amazon Pinpoint に組み込まれている分析ダッ
シュボードを使用してキャンペーン の実行状況を確認できます。
このチュートリアルには、Amazon Pinpoint コンソールを使用して E メールキャンペーンを顧客のセグメ
ントに送信するのに必要なすべてのステップに関する手順が記載されています。

Note
Amazon Pinpoint の新しいアカウントを設定するとすぐに、そのアカウントは、本番稼働用アク
セスをリクエストするまで、E メール、SMS、音声メッセージチャンネルのサンドボックスに
置かれます。サンドボックスでは、Amazon Pinpoint のすべての機能にアクセスできますが、E
メール、SMS、音声メッセージには以下の制限があります。
• E メールのサンドボックスの制限については、「Amazon Pinpoint の E メールサンドボック
ス (p. 22)」を参照してください。
• SMS のサンドボックスの制限については、「Amazon Pinpoint SMS サンドボックスについ
て (p. 58)」を参照してください。
• 音声メッセージのサンドボックスの制限については、「Amazon Pinpoint 音声サンドボック
ス (p. 121)」を参照してください。
• プッシュ通知には Amazon Pinpoint サンドボックスの制限がありません。
サンドボックスから本番稼働用の環境に移行するには、移行したいチャンネルごとにサービス制
限引き上げリクエストの AWS Support ケースを作成します。

このチュートリアルの内容
このセクションでは、このチュートリアルの概要について説明します。
対象者
このチュートリアルは、マーケティングユーザーとビジネスユーザーを対象としています。
ソフトウェア開発者やシステム管理者の方は、『Amazon Pinpointデベロッパーガイド』の「チュートリア
ル」が参考になります。
使用される機能
このチュートリアルでは、Amazon Pinpoint コンソールを使用して次のすべてのステップを完了する方法
を示します。
• 顧客データをファイルからインポートする。
• 特定のユーザーをその属性に基づいて対象とするセグメントを作成する。
• E メールキャンペーンを作成し、特定の時間に送信されるようにスケジュールする。
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• Amazon Pinpoint に組み込まれている分析ダッシュボードを使用して、 E メールの配信および応答デー
タを表示します。
所要時間
このチュートリアルは完了までに約 30～45 分かかります。
リージョン別制限
このソリューションの使用に関連するリージョン別制限はありません。
リソース使用量のコスト
AWS アカウントを作成するための料金はかかりません。ただし、このソリューションを実装することによ
り、次の表に記載されるコストの一部またはすべてが発生する可能性があります。
説明

コスト (USD)

メッセージ送信料金

Amazon Pinpoint を通じて送信されたメールごとに
0.0001 USD の料金が発生。

毎月の対象者数

1 か月あたり Amazon Pinpoint で対象となったエ
ンドポイント 5,000 までは無料です。エンドポイ
ントは、ユーザーの E メールアドレスや携帯電話
番号など、メッセージの送信先です。その後、対
象とするエンドポイントあたり 0.0012 USD の料
金が発生。

このチュートリアルを使用して 1 か月に 5 件のメッセージを 5 つの別個のエンドポイントに送信する場
合、0.0005 USD の料金が発生します。
Amazon Pinpoint を使用して発生する可能性のあるコストの詳細については、「Amazon Pinpoint pricing」
を参照してください。
次: プロジェクトを作成して設定する (p. 4)

ステップ 1: プロジェクトを作成して設定する
Amazon Pinpoint では、設定や顧客情報、セグメント、キャンペーンをまとめたコレクションをプロジェ
クトと呼びます。Amazon Pinpoint を初めて使用する場合、まずはプロジェクトを作成する必要がありま
す。

Note
Amazon Pinpoint API を使用したことがある場合は、「アプリケーション」への参照をの確認し
ている可能性があります。Amazon Pinpoint では、プロジェクトはアプリケーションと同じで
す。
このセクションでは、プロジェクトを作成する方法を説明します。この手順の一環として、E メールアド
レスも検証します。このチュートリアルで後で E メールキャンペーンを作成するときにこのアドレスを使
用して E メールを送信します。

プロジェクトを作成して設定する
このセクションの手順では、プロジェクトを作成して E メールアドレスを検証する方法を説明しします。
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プロジェクトを作成して E メールアドレスを検証するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

Amazon Pinpoint を初めて使用すると、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。
[使用開始] セクションで、プロジェクトの名前を入力し、[Create a project] を選択します。

Note
プロジェクト名は 64 文字以内で指定できます。
3.

[Configure features] ページで、[E メール] の横にある [設定] を選択します。

4.

[E メールアドレス] に、E メールの送信に使用する E メールアドレスを入力します。例えば、個人用
の E メールアドレスや仕事用の E メールアドレスを使用することができます。[検証] を選択します。

5.

1～2 分待ってから、ステップ 4 で指定したメールアドレスの受信箱をチェックします。
の E メールが表示されます。Amazon Web Services (no-reply-aws@amazon .com)件
名が「Amazon Web Services — Email Address Verification Request in region
regionRegionName「、whereRegionNameの名前はAWSAmazon Pinpoint を設定しているリージョ
ン。

6.

E メールを開き、E メールの本文内のリンクをクリックします。

7.

ブラウザで Amazon Pinpoint コンソールに戻ります。[Set up email (E メールの設定)] ページで、[保
存] を選択します。

次: 顧客データのインポートとセグメントの作成 (p. 5)

ステップ 2: 顧客データのインポートとセグメント
の作成
セグメントは、特定の属性を共有する顧客のグループです。例えば、セグメントに Android デバイスでア
プリケーションのバージョン 2.0 を使用するすべての顧客を含めたり、ロサンゼルス市に住むすべての顧
客を含めたりすることができます。
キャンペーンを作成する際には、キャンペーンを送信するセグメントを選択する必要があります。1 つの
セグメントに複数のキャンペーンを送信することも、1 つのキャンペーンを複数のセグメントに送信する
こともできます。
Amazon Pinpoint では、ユーザーは次の 2 種類のセグメントを作成できます。
• 動的なセグメント – ユーザーが定義した属性に基づくセグメント。動的セグメントは時間の経過ととも
に変化する可能性があります。例えば、Amazon Pinpoint に新しいエンドポイントを追加した場合や、
既存のエンドポイントを変更または削除した場合、そのセグメントのエンドポイントの数は増減しま
す。動的セグメントの詳細については、「セグメントの構築 (p. 133)」を参照してください。
• インポートされたセグメント - Amazon Pinpoint の外部で作成され、CSV または JSON 形式で保存さ
れたセグメント。インポートセグメントは静的なもので、変更されることはありません。新しいセグ
メントを作成するときは、インポートされたセグメントを基本セグメントとして使用し、フィルタを追
加して絞り込むことができます。セグメントのインポートの詳細については、「セグメントのインポー
ト (p. 140)」を参照してください。
このチュートリアルでは、コンピュータからファイルをアップロードして、インポートされたセグメント
を作成します。次に、インポートされたセグメントに基づく動的なセグメントを作成します。
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ステップ 2.1: サンプルファイルをダウンロードして変
更する
このセクションでは、架空の顧客データが含まれているファイルをダウンロードします。また、データを
変更して独自の連絡先情報も含めます。このチュートリアルでは、後でこのデータを使用してセグメント
を作成します。
1.

ウェブブラウザで、サンプルファイルをダウンロードします。https://raw.githubusercontent.com/
awsdocs/amazon-pinpoint-user-guide/main/examples/Pinpoint_Sample_Import.csv。ファイルをコン
ピュータに保存します。

Tip
リンクを右クリックして [Save Link As] 選択することで、このファイルをコンピュータにす
ばやく保存できます。一部のブラウザでは、次のコードを使用してファイルをダウンロード
する場合があります。txtファイル拡張子名。ファイルをダウンロードして保存する前に、拡
張子が次のように変更されていることを確認してくださいcsv。
2.

スプレッドシートアプリケーションでファイルを開きます。ファイルの最後の行で、山括弧 (<…>) 内
の項目を独自の連絡先情報に置き換えます。
左Address列に、検証した同じ E メールアドレスを入力しますステップ 1 (p. 4)。このキャン
ペーンで送信したメッセージは、そのアドレスに送信されます。

3.

終了したら、ファイルを保存します。

Note
スプレッドシートアプリケーションを使用してファイルを変更する場合、変更したファイル
をカンマ区切り値 (.csv) 形式で保存していることを確認してください。Amazon Pinpoint で
は、.xlsx などのプロプライエタリなファイル形式をインポートすることはできません。

ステップ 2.2: サンプル顧客データファイルをインポー
トする
これで、顧客データが含まれているファイルがあるため、それを Amazon Pinpoint にインポートすること
ができます。顧客データをインポートするには、新しいセグメントを作成する必要があります。

インポートされたセグメントを作成するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールのナビゲーションペインで、[セグメント] を選択します。

2.

[Create a segment] を選択します。

3.

[Create a segment] ページで [Import a segment] を選択します。

4.

[Specifications] セクションの [Import method] で、[Upload files from your computer] を選択します。

5.

[Choose files] を選択します。前のセクションでダウンロードして変更した
Pinpoint_Sample_Import.csv ファイルに移動します。

6.

[Create segment] を選択します。Amazon Pinpoint により、コンピュータからファイルがコピーさ
れ、セグメントが作成されます。インポートが完了するまで 1 分ほどかかります。

ステップ 2.3: ターゲットセグメントの作成
現在、Amazon Pinpoint プロジェクトには、一部の顧客データと、顧客リスト全体を含むセグメントをが
含まれています。また、連絡先情報も含まれています。
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このセクションでは、ターゲットを絞ったセグメントを作成します。お客様がセグメントの唯一のメン
バーとなるようにセグメントをフィルタリングする基準を追加します。

セグメントを作成するには
1.
2.

[セグメント] ページで、[セグメントの作成] を選択します。
[Create a segment] ページで [Build a segment] を選択します。

3.

[名前] に、セグメントの名前を入力します。

4.

[Segment group 1] で、次の操作を行います。
a.

[Include endpoints that are in any of the following segments] の横にある、前のステップで作成し
たセグメント [Pinpoint_Sample_Import] セグメントを選択します。

b.

[Add criteria] を選択します。

c.

[Attribute] のメニューから、「Channel Types > Email」を選択します。

d.

[Add filter] (フィルターを追加) を選択します。

e.

[Attribute]の項目に表示される新しいメニューで、「Custom User Attributes > Company」を選
択します。次に、[Operator] の項目は [Is] を選択します。最後に、「Values」の項目に、Step
2.1 (p. 6) でお客様の連絡先レコードに指定した固有の会社名を入力します。
[Create segment] を選択します。

f.

次: キャンペーンを作成してスケジュールする (p. 7)

ステップ 3: キャンペーンを作成してスケジュール
する
キャンペーンは、特定の対象者セグメントを取り込むメッセージングイニシアチブです。キャンペーン
で、指定した日時に従ってカスタマイズされたメッセージを送信します。コンソールを使用して、E メー
ル、プッシュ通知、または SMS チャネルを介してメッセージを送信するキャンペーンを作成できます。
このセクションでは、E メールキャンペーンを作成します。新しいキャンペーンを作成し、ターゲットセ
グメントを選択して、キャンペーンの応答 E メールメッセージを作成します。メッセージの設定を完了し
たら、メッセージが送信される日時を選択します。

ステップ 3.1: キャンペーンを作成してセグメントを選
択する
セグメントを作成する場合、最初にセグメントに名前を付けます。次に、キャンペーンが適用されるセグ
メントを選択します。このチュートリアルでは、ステップ 2.3 (p. 6) で作成したセグメントを選択しま
す。

キャンペーンを作成してセグメントを選択するには
1.
2.
3.
4.
5.

Amazon Pinpoint コンソールのナビゲーションペインで、[キャンペーン] を選択します。
[Create a campaign] を選択します。
[Campaign details] で [Campaign name] にキャンペーンの名前を入力します。
[Campaign type] で [Standard campaign] を選択します。
[Choose a channel for this campaign] で [E メール] を選択します。

6.
7.

[Next] を選択します。
[Choose a segment] ページで [Use an existing segment] を選択します。次に、[Segment] で、ステッ
プ 2.3 (p. 6) で作成した対象セグメントを選択します。[Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 3.2: キャンペーンメッセージを作成
キャンペーン名を指定してセグメントを選択した後、メッセージを作成できます。このチュートリアルに
は、メッセージの作成に使用できる HTML ファイルへのリンクが含まれています。
このサンプルファイルでは、応答性の高い HTML を使用して、コンピュータとモバイルデバイスの両方で
適切にレンダリングされるメッセージを作成します。このファイルでは、インライン CSS を使用して、さ
まざまな E メールクライアントとの互換性を提供します。また、受信者の名前とその他の個人情報を使用
してメッセージをパーソナライズするために使用されるタグも含まれています。

メッセージを作成するには
1.

[メッセージの作成] ページの [メッセージの内容] で、[新しいメッセージを作成する] を選択します。

2.

[件名] に、E メールの件名を入力します。

3.

ウェブブラウザで、サンプルファイルをダウンロードします。https://raw.githubusercontent.com/
awsdocs/amazon-pinpoint-user-guide/main/examples/Pinpoint_Sample_Email.html。ファイルをコン
ピュータに保存します。

Tip
リンクを右クリックして [選択することで、このファイルをコンピュータにすばやく保存でき
ます。名前を付けてリンクを保存; それ以外の場合は、リンクをクリックして HTML テキス
トをブラウザタブで開くことができます。ステップ 4 が完了するまで、タブを開いたままに
しておきます。
4.

メモ帳 (Windows) などのテキストエディタでダウンロードしたファイルを開きます。 TextEdit
(macOS)。ブラウザタブでファイルを開いた場合は、そのタブを選択します。Ctrl+A (Windows) また
は Cmd+A (macOS) を押してすべてのテキストを選択します。次に、Ctrl+C (Windows) または Cmd
+C (macOS) を押します。

5.

[メッセージ] で、エディタに表示されているサンプル HTML コードを消去します。前のステップでコ
ピーした HTML コードに貼り付けます

6.

(オプション) 送信するメッセージを含めるためにメッセージの内容を変更します。
2 セットの中括弧内に属性の名前を含めることで、受信者ごとにメッセージをパーソナ
ライズすることができます。たとえば、サンプルメッセージには、テキストが含まれて
います。{{User.UserAttributes.FirstName}}。 このコードはユーザーを表しま
す。UserAttributes。FirstName 属性に受信者の名が含まれています。キャンペーンを送信する
と、Amazon Pinpoint により、この属性名が削除され、受信者ごとに適切な値に置き換えられます。
他の属性名を試すことができます。メッセージで指定できる属性名の完全なリストについては、「ス
テップ 2.2 (p. 6)」でインポートしたスプレッドシートの列ヘッダーを参照してください。

Tip
[デザイン] ビューを使用して、HTML コードを編集しなくてもメッセージの内容を編集でき
ます。このビューを使用するには、次の図に示すように、メッセージエディタの上にある
ビューセレクタから [デザイン] を選択します。
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7.

[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 3.3: キャンペーンをスケジュールする
キャンペーンの作成における最後のステップは、キャンペーンの送信するタイミングを選択することで
す。Amazon Pinpointで、キャンペーンを設定して、キャンペーンの開始直後にキャンペーンが送信され
るようにすることができます。また、現在から 15 分後、6 ヵ月後など、未来に送信するようスケジュール
することもできます。最後に、定期的 (1 時間に 1 回、1 日に 1 回、1 週間に 1 回、1 か月に 1 回) にメッ
セージが送信されるようにスケジュールできます。定期的なキャンペーンは、キャンペーンメッセージの
外観が一定期間同じままでも、動的に変化する情報が入力されるアカウントまたはステータスの更新を送
信するのに最適です。
このセクションでは、キャンペーンの開始直後にキャンペーンが送信されるようにスケジュールします。

キャンペーンをスケジュールするには
1.

[Choose when to send the campaign] ページで、[At a specific time] を選択します。次に、[Choose
when the campaign should be sent] で、[即時] を選択します。最後に、[次へ] を選択します。

2.

[Review and launch] ページで、キャンペーンの詳細をすべて確認します。送信する準備ができたら、
[Launch campaign] を選択します。

おめでとうございます。 Amazon Pinpoint を使った最初のキャンペーンを作成されました。ステップ
2.3 (p. 6) で作成したセグメントのメンバーはお客様だけであるため、数秒以内に受信箱にメッセージ
が届きます。
次: キャンペーンの分析を表示する (p. 9)

ステップ 4: キャンペーンの分析を表示する
この時点で、メンバーとなっているセグメントを作成しておきます。また、新しい E メールキャンペーン
を作成し、それを自分自身に送信しておきます。このセクションでは、キャンペーンの配信メトリクスと
レスポンスメトリクスをについて説明します。

ステップ 4.1: キャンペーンを操作します
キャンペーンの配信およびレスポンスのメトリクスを表示する前に、ステップ 3 (p. 7) で自分自身に
送信したメッセージを操作する必要があります。

E メールを操作するには
1.

E メールクライアントで、ステップ 3 (p. 7) で自分自身に送信したメッセージを開きます。

2.

E メールクライアントによってデフォルトで画像が自動的に非表示にされる場合は、[Download
pictures] (同等の) ボタンを選択してメッセージ内の画像をロードします。

3.

メッセージに含まれている 1 つ以上のリンクをクリックします。

4.

数分間待ってから、次のセクションに進みます。

ステップ 4.2: キャンペーンのメトリクスを表示する
キャンペーンから送信した E メールを操作した後、キャンペーンのメトリクスを表示できます。
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キャンペーンのメトリクスを表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、キャンペーンの送信に使用するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Analytics] で [キャンペーン] を選択します。

4.

[キャンペーン] セクションで、ステップ 3 (p. 7) で作成したキャンペーンを選択します。

5.

(オプション) 日付コントロールを使用して、このページのレポートの日付範囲を選択します。
キャンペーンのメトリクスページに、以下の情報が表示されます。
• [配信数メトリクス] - このセクションには、キャンペーンから送信されたメッセージの配信に関する
情報が表示されます。次の情報が含まれています。
• [Messages sent] – 送信されたメッセージの数。
• [Messages delivered] - メッセージの受信者に送信されたメッセージの数。
• [Links clicked] – メッセージ内のリンクがメッセージの受信者によってクリックされた回数。1 人
の受信者が複数回リンクをクリックすると、各リンクがこのセクションに表示されます。
• [Endpoint deliveries] – 選択した日付範囲で毎日キャンペーンが送信されたエンドポイントの平均
数。グラフは、選択した日付範囲で毎日キャンペーンが配信されたエンドポイントの数を示しま
す。
• [Delivery rate metrics] – このセクションでは、キャンペーンから送信されたメッセージの全体的な
配信率とレスポンス率が表示されます。次の情報が含まれています。
• [Delivery rate] – このキャンペーンを送信したセグメントでターゲットを絞ったエンドポイントの
総数のうち、受信者に配信されたメッセージの割合。
• [Email open rate] – 配信されたメッセージの総数のうち、受信者が開いたメッセージの割合。
• [Bounce rate] – 受信者がバウンスしたためにそれら受信者に配信されてなかったメッセージの割
合。この値には、ハードバウンス (永続的な問題のためにバウンスしたメッセージ) のみが含まれ
ます。例えば、受信者の E メールアドレスが存在しない場合や、受信者がお客様のドメインから
の E メールを完全に拒否した場合にハードバウンスが発生する可能性があります。
• [Campaign runs] – このセクションには、キャンペーンの実行のたびに固有の情報が表示されま
す。Amazon Pinpoint を使用して定期的なキャンペーンを作成できるため、このセクションに複数
回のキャンペーンの実行に関する情報を表示できます。ただし、このチュートリアルでこの手順を
完了した場合は、キャンペーンの実行が 1 回だけであるため、このセクションに 1 回だけのキャン
ペーンの実行に関する情報が表示されます。このセクションには、前述のセクションで定義された
メトリクスに加えて、以下のメトリクスが表示されます。
• [Endpoints targeted] – キャンペーンの実行に関連付けられたセグメントでターゲットを絞ったエ
ンドポイントの数。この値には、セグメントの一部であっても、メッセージを受信しなかったエ
ンドポイントが含まれます。
• [Total email opened] – キャンペーン実行から送信されたメッセージが開かれた回数。例えば、
メッセージが 1 人の受信者によって 2 回開かれた場合、その両方がカウントされます。

次: 次のステップ (p. 10)

次のステップ
Amazon Pinpoint の追加の機能を調べる開始点としてこのチュートリアルを使用してください。例:
• キャンペーンを業界のベストプラクティスに適合させるようにすることで、E メールキャンペーンの配
信を改善することができます。詳細については、「ベストプラクティス (p. 53)」を参照してくださ
い。
• ドメイン全体を検証できます。これにより、そのドメインの任意のアドレスから E メールを送信できま
す。ドメインの検証の詳細については、ドメインの検証 (p. 24) を参照してください。
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• E メールを送信するための専用 IP アドレスを取得できます。専用 IP アドレスは、特定のユースケース
で E メールを送信するための優れたオプションです。詳細については、「Amazon Pinpoint での専用 IP
アドレスの使用 (p. 34)」を参照してください。
• Amazon Pinpoint 配信性能ダッシュボードを有効にすることができます。配信性能ダッシュボード
は、E メールの配信に影響を与える可能性のある問題を特定するのに役立ちます。詳細については、
「Amazon Pinpoint の配信性能ダッシュボード (p. 40)」を参照してください。
• SMS、プッシュなどの他のチャネルを使用してメッセージを送信することができます。これらのチャ
ネルを使用する前に、[設定] ページでこれらのチャネルを有効にして設定する必要があります。[設
定] ページを使用してチャネルを有効にして設定する方法の詳細については、「Amazon Pinpoint の設
定 (p. 318)」を参照してください。
• Amazon Pinpoint の外部でキャンペーンに関するデータを送信することができます。例えば、長期保存
のためにキャンペーンの配信データおよびレスポンスデータを Amazon S3 に送信できます。また、カ
スタム分析を実行するためにデータを Amazon Redshift に送信することもできます。Amazon Pinpoint
の外部でのデータ送信の詳細については 、「イベントストリーム設定 (p. 355)」を参照してくださ
い。
• AWS SDK を使用して、Amazon Pinpoint をアプリケーションと統合したり、プログラムによる
Amazon Pinpoint との対話を行ったりすることができます。詳細については、『Amazon Pinpoint デベ
ロッパーガイド』を参照してください。
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Amazon Pinpoint プロジェクト
Amazon Pinpoint では、受信者の情報、セグメント、キャンペーンをまとめたコレクションをプロジェ
クトと呼びます。Amazon Pinpoint の新規ユーザーは、まずプロジェクトを作成することから始めま
す。Amazon Pinpoint API を使用したことがある場合は、「アプリケーション」への参照をの確認してい
る可能性があります。Amazon Pinpointでは、プロジェクトとアプリケーションは同じ意味です。
このセクションでは、プロジェクトの作成および管理について説明します。
トピック
• Amazon Pinpoint プロジェクトの管理 (p. 12)

Amazon Pinpoint プロジェクトの管理
Amazon Pinpoint コンソールを使用して、プロジェクトの作成、表示、編集、削除を行うことが
できます。また、プロジェクト内では、エンドポイントのインポート (p. 140)、セグメントの作
成 (p. 133)、キャンペーンの作成 (p. 150)、ジャーニーの作成 (p. 172)、そのプロジェクトの分析
データの閲覧 (p. 232)が可能です。

プロジェクトの作成
新規プロジェクトの作成方法は、お客様のアカウントに現在のというプロジェクトがすでに含まれている
かどうかで異なります。AWS リージョン。

オプション 1: プロジェクトを作成して設定する (新しい Amazon Pinpoint ユー
ザー)
このセクションの手順では、プロジェクトを作成する方法を示します。Amazon Pinpoint でプロジェクト
を作成したことがない場合は、このセクションの手順を完了します。
Amazon Pinpoint アカウントに既存のプロジェクトが 1 つ以上含まれている場合は、代わりに「オプショ
ン 2: プロジェクトを作成して設定する (既存の Amazon Pinpoint ユーザー) (p. 13)」のステップを完了
する必要があります。

プロジェクトを作成するには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。
Amazon Pinpoint を初めて使用すると、サービスの特徴を紹介するページが表示されます。
[使用開始] セクションで、プロジェクトの名前を入力し、[Create a project] を選択します。プロジェ
クト名は 64 文字以内で指定できます。

Note
3.

プロジェクトの作成後にプロジェクト名を変更することはできません。
[Configure features] ページで、[E メール] の横にある [設定] を選択します。例えば、プロジェクトを
利用して電子メールを送信する予定であれば、[E メール] セクションの [Configure] ボタンを選択しま
す。
チャンネルの設定を選択すると、そのチャンネルの設定に関連するオプションが表示されます。
例えば、E メールチャンネルの設定 (p. 22)を選択した場合、E メールアドレスの認証に関連
するオプションが表示されます。[set up the SMS channel (p. 60)] を選択すると、利用限度
額やデフォルトのメッセージタイプの設定に関連するオプションが表示されます。[set up push
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notifications (p. 17)] を選択すると、プッシュ通知サービスの認証情報の設定に関連するオプション
が表示されます。

Note
このプロジェクトでは、後から追加のチャンネルを設定できます。このプロセスで設定した
チャンネルだけからメッセージを送信するように制限するのではありません。

オプション 2: プロジェクトを作成して設定する (既存の Amazon Pinpoint ユー
ザー)
このセクションの手順では、Amazon Pinpoint アカウントに 1 つ以上の既存プロジェクトがすでに存在す
る場合のプロジェクトの作成方法を説明します。
Amazon Pinpoint アカウントにプロジェクトがない場合は、代わりに オプション 1: プロジェクトを作成し
て設定する (新しい Amazon Pinpoint ユーザー) (p. 12)の手順を完了させる必要があります。

プロジェクトを作成するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[All projects] ページで、[Create a project] を選択します。

3.

[Create a project] ウィンドウの [プロジェクト名] に、プロジェクトの名前を入力し、[作成] を選択し
ます。プロジェクト名は 64 文字以内で指定できます。

4.

[Configure features] ページで設定するチャンネルを選択します。例えば、プロジェクトを利用して E
メールを送信する予定であれば、[E メール] セクションの [Configure] ボタンを選択します。
チャンネルの設定を選択すると、そのチャンネルの設定に関連するオプションが表示されます。
例えば、E メールチャンネルの設定 (p. 22)を選択した場合、E メールアドレスの認証に関連
するオプションが表示されます。[set up the SMS channel (p. 60)] を選択すると、利用限度
額やデフォルトのメッセージタイプの設定に関連するオプションが表示されます。[set up push
notifications (p. 17)] を選択すると、プッシュ通知サービスの認証情報の設定に関連するオプション
が表示されます。

Note
このプロジェクトでは、後から追加のチャンネルを設定できます。このプロセスで設定した
チャンネルだけからメッセージを送信するように制限するのではありません。
あとからチャンネルを設定する場合は、 [Skip this step] を選択します。

プロジェクトの編集
プロジェクトを作成した後にプロジェクト名は編集できませんが、プロジェクトに関連するいくつかの設
定は編集できます。このセクションでは、これらの設定を変更する手順と、変更可能な設定の説明をしま
す。

プロジェクトを編集するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

リポジトリの []すべてのプロジェクトページのプロジェクトリストの中から、編集したいプロジェク
トを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Settings] の [全般設定] を選択します。

4.

[編集] を選択します。

5.

[全般設定の編集] ページで、以下のいずれかの設定を変更します。
a.

キャンペーン設定
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Quiet time hours
特定の時間の間、Amazon Pinpoint からメッセージが送信されないようにするには、この
設定を使用します。この設定では、[Start time] と [End time] を指定します。エンドポイ
ントのローカルタイムゾーンで開始時間と終了の間は、メッセージが送信される場合で
も、Amazon Pinpoint はそのエンドポイントにメッセージを送信しません。

Note
この設定でローカルタイムゾーンを参照するには、受信者のエンドポイント定義に
適切な形式の Demographic.Timezone 属性を含める必要があります。
指定する時間は、24 時間表記の HH:MM 形式にする必要があります。例えば、午後 9:30 の
場合は 21:30 と入力します。
Maximum number of daily messages per endpoint
プロジェクトのすべてのキャンペーンが、24 時間内に 1 つのエンドポイントに送信できる
メッセージの最大数を指定するには、この設定を使用します。100 以下の値を指定してくだ
さい。
Maximum number of messages per endpoint
個々のキャンペーンが 24 時間内に 1 つのエンドポイントに送信できるメッセージの最大数
を指定するには、この設定を使用します。1 つのキャンペーンが反復される場合、この設定
はキャンペーンのすべての実行に適用されます。100 以下の値を指定してください。

Note
この設定は、エンドポイントに実際に配信されたメッセージの数とは対照的に、エ
ンドポイントをターゲットとしたメッセージの数を考慮します。例えば、ユーザー
が新しいアカウントを作成したときに自動的にメッセージを送信するようキャン
ペーンを設定しても、エンドポイントがメッセージを受信できない場合 (例えば、
クワイエットタイムがエンドポイントに適用されている場合)、エンドポイントは引
き続きターゲットとしてカウントされます。この場合、エンドポイントは、キャン
ペーンの後続の実行から削除されます。
Maximum number of messages per second
キャンペーンが 1 秒あたりに送信できるメッセージの最大数を指定するには、この設定を
使用します。指定する値は 1 ～ 20,000 の数値にする必要があります。メッセージ / 秒の パ
ラメータを定義した場合、それに一致するように試みます。それ以外の場合、これが定義さ
れていなければ、可能な限り速くメッセージを配信します。ただし、配信速度はその時々の
チャンネルの遅延に依存します。
Maximum amount of time for a campaign run
スケジュールされた開始時刻後にキャンペーンがメッセージの配信を試行できる最大時間
(秒) を指定するには、この設定を使用します。最小値は 60 秒です。
b.

ジャーニー設定
時間枠内の全ジャーニーにおけるメッセージの最大数
指定された内に 1 つのエンドポイントに送信できるメッセージの最大数を指定するには、こ
の設定を使用します。時間枠。例えば、内に 3 つのメッセージを一覧表示します。時間枠各
エンドポイントに 7 日間。デフォルトの 0 に設定すると、ジャーニー内のエンドポイントが
受信できるメッセージ数に制限はありません。
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時間枠

6.

に適用される日数。時間枠内の全ジャーニーにおけるメッセージの最大数0 に設定しない場
合。デフォルトの 0 に設定すると、ジャーニーが 24 時間内に 1 つのエンドポイントに送信
できる日数に制限はありません。
終了したら、[保存] を選択します。

プロジェクトの削除
プロジェクトを削除できます。その際、エンドポイントデータ、セグメント、キャンペーン、ジャー
ニー、分析データもすべて削除されます。

Warning
削除したプロジェクトは復元できません。

プロジェクトを削除するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[All projects] ページのプロジェクトリストの中から、削除したいプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Settings] の [全般設定] を選択します。

4.
5.

[Delete project] （プロジェクトを削除）を選択します。
確認画面のテキストフィールドに delete と入力します。[Delete] (削除) をクリックします。
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Amazon Pinpoint チャンネル
チャンネルは、メッセージによって対象者セグメントとつながるプラットフォームを表します。例えば、
アプリのユーザーにプッシュ通知を送信するには、プッシュ通知 チャンネルが有効になっている Amazon
Pinpoint プロジェクトが必要です。Amazon Pinpoint では、次のチャンネルがサポートされています。
• プッシュ通知 (p. 16)
• E メール (p. 21)
• SMS (p. 57)
• 音声 (p. 121)
• アプリケーション内のメッセージ
これらのチャンネルに加えて、カスタムチャンネル (p. 131)を作成することで、特定のユースケースに合
わせて機能を拡張することもできます。
Amazon Pinpoint を使用して対象者を引き付けるには、まず Amazon Pinpoint プロジェクトを作成する必
要があります。プロジェクトの作成後に、そのプロジェクトを使用してキャンペーンを送信できます。
キャンペーンを使用して顧客にエンゲージメントするには、まず、引き付ける対象者セグメントを定義し
ます (p. 133)。次に、セグメントに送信するキャンペーンを定義します (p. 150)。
このセクションのトピック
• Amazon Pinpoint プッシュ通知 (p. 16)
• Amazon Pinpoint E メールチャンネル (p. 21)
• Amazon Pinpoint SMS チャンネル (p. 57)
• Amazon Pinpoint 音声チャンネル (p. 121)
• Amazon Pinpoint アプリケーション内メッセージングチャンネル (p. 130)
• Amazon Pinpoint のカスタムチャンネル (p. 131)

Amazon Pinpoint プッシュ通知
Amazon Pinpoint を使用すると、プッシュ通知チャンネルを通じてプッシュ通知を送信することにより、
モバイルアプリケーションユーザーとつながることができます。アプリケーションにプッシュ通知を送信
するには、以下のプッシュ通知サービスで個別のチャネルを使用します。
• Firebase Cloud Messaging (FCM)
• Apple プッシュ通知サービス (APNs)

Note
APNs を利用して、iPhone や iPad などの iOS デバイスや、Mac のラップトップやデスクトッ
プなどの macOS デバイスの Safari ブラウザにメッセージを送信できます。
• Baidu Cloud Push
• Amazon Device Messaging (ADM)
トピック
16

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
設定する

• Amazon Pinpoint モバイルプッシュチャネルをセットアップする (p. 17)
• Amazon Pinpoint を使用したプッシュ通知アクティビティのモニタリング (p. 17)
• Amazon Pinpoint を使用したモバイルプッシュチャンネルの管理 (p. 18)
• Safari ウェブプッシュ通知を送信する (p. 20)
• ベストプラクティス (p. 20)

Amazon Pinpoint モバイルプッシュチャネルをセット
アップする
Amazon Pinpoint を使用してプッシュ通知をアプリケーションに送信する前に、最初にプロジェクトを
作成し、プッシュ通知チャンネルを有効にする必要があります。Amazon Pinpoint でプロジェクトを作
成した後、[Push notifications] 設定ページでプッシュ通知の認証情報を更新できます。詳細については、
「プッシュ通知の設定 (p. 353)」を参照してください。

新しい Amazon Pinpoint プロジェクトを作成し、プッシュ通知チャンネルを有効にするには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[All projects] ページで、[Create a project] を選択します。

3.

[Project name] でプロジェクトの名前を入力し、[Create] を選択します。

Note
プロジェクト名には 64 までの英数字を含められます。カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマー
ク (@)、アンダースコア (_)、等号 (=)、プラス記号 (+) を含めることもできます。
4.

[プッシュ通知] で、[設定] を選択します。

5.

[Push notification services] で、このプロジェクトで有効にするプッシュ通知サービスを選択します。
選択したサービスに必要な認証情報を入力します。

6.

完了したら、[保存] を選択します。

Amazon Pinpoint を使用したプッシュ通知アクティビ
ティのモニタリング
キャンペーンの一部として送信するプッシュ通知について、Amazon Pinpoint にはプッシュ通知のアク
ティビティをモニタリングするためのオプションが用意されています。

Note
プッシュ通知のアクティビティをモニタリングするには、キャンペーンを使用する必要がありま
す。キャンペーン外部のプッシュ通知のアクティビティをモニタリングすることはできません。

Amazon Pinpoint 分析
Amazon Pinpoint コンソールの [Analytics] ページには、ユーザーエンゲージメント、キャンペーンのアウ
トリーチ、収益などに関連する傾向を示すグラフおよびメトリクスが表示されます。例えば、プッシュ
通知を送信できるエンドポイントの数、既にプッシュ通知を送信したエンドポイントの数、既に送信した
プッシュ通知のオープン率を表示できます。これらのグラフおよびメトリクスは、すべてのキャンペーン
または個々のキャンペーンで表示できます。

Amazon Pinpoint コンソールでキャンペーン分析を表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。
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2.

[All projects] ページで、分析データを表示するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Analytics] で [キャンペーン] を選択します。

4.

(オプション) 特定のキャンペーンのメトリクスを表示するには、[Campaigns] テーブルからキャン
ペーンを選択します。

詳細については、Amazon Pinpoint 分析 (p. 232)を参照してください。

Amazon Pinpoint を使用したモバイルプッシュチャン
ネルの管理
コンソールを使用して、Amazon Pinpoint が iOS および Android デバイスにプッシュ通知を送信する
ための認証情報を更新できます。次のプッシュ通知サービスの認証情報を提供できます。各サービスは
Amazon Pinpoint チャネルでサポートされています。
• Apple プッシュ通知サービス (APNs)
• Firebase Cloud Messaging (FCM)
• Baidu Cloud Push
• Amazon Device Messaging (ADM)

プッシュ通知設定を更新するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[すべてのプロジェクト] ページで、プッシュ通知の設定を管理するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [設定] の [プッシュ通知] を選択します。

4.

[プッシュ通知] の横にある [編集] を選択します。

5.

[Push notification services] ページで、次のサービスの認証情報を更新できます。
• APNs – Apple デベロッパーアカウントから取得した認証トークン署名キーまたは TLS 証明書が必
要です。詳細については、[Managing APNs Settings] セクションを参照してください。
• FCM – ウェブ API キー (API_KEY またはサーバーキーとも呼ばれます) が必要です。このキー
は、Firebase コンソールから取得できます。FCM 認証情報の取得の詳細については、Firebase ド
キュメントの「認証情報」を参照してください。
• [Baidu Cloud Push] – API キーとシークレットキーが必要です。これらは、Baidu Cloud Push プロ
ジェクトから取得します。
• [Amazon Device Messaging] – Amazon デベロッパーアカウントからの OAuth 認証情報 (クラ
イアント ID およびクライアントシークレット) が必要です。詳細については、Amazon Device
Messaging 開発者用ドキュメントの「認証情報の取得」を参照してください。

6.

完了したら、[保存] を選択します。

APNs の設定の管理
APNs の [Push notifications] 設定ページでは、APNの キーまたは証明書に関する情報を提供すること
で、Amazon Pinpoint が iOS アプリケーションにプッシュ通知を送信することを承認することができま
す。
キー
APNs 認証トークンを暗号で署名するために、Amazon Pinpoint が使用するプライベート署名キー。
この署名キーは Apple 開発者アカウントから取得できます。
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署名キーを提供する場合、Amazon Pinpoint はトークンを使用して、送信するプッシュ通知ごとに
APNs を使用して認証を行います。署名キーを使用すると、APNs 本番環境とサンドボックス環境に
通知を送信できます。
証明書とは異なり、署名キーが期限切れになることはありません。1 回のみキーを指定すれば、後で
更新する必要はありません。複数のアプリに対して同じ署名キーを使用できます。詳細については、
『Xcode ヘルプ』の「Communicate with APNs using authentication tokens」を参照してください。
証明書
プッシュ通知を送信するときに Amazon Pinpoint がプッシュ通知を APNs との認証するために使用す
る TLS 証明書です。APNs 証明書は、本番環境とサンドボックス環境の両方をサポートできます。ま
た、サンドボックス環境のみをサポートすることもできます。証明書は Apple 開発者アカウントから
取得できます。
証明書は 1 年後に期限切れになります。この場合、新しい証明書を作成する必要があり、それを
Amazon Pinpoint に提供してプッシュ通知配信を更新します。詳細については、『Xcode ヘルプ』の
「TLS 証明書を使用した APNs との通信」を参照してください。

APNs 設定を管理するには
1.

[Authentication type] で、[Key credentials] または [Certificate credentials] を選択し、そのタイプの設
定を管理します。
•

[Key credentials] を選択した場合、 にある Apple デベロッパーアカウントから以下の情報を提
供してください。Amazon Pinpoint では、認証トークンを作成するためにこの情報を必要としま
す。
• [Key ID] – 署名キーに割り当てられた ID。この値を見つけるには、[Certificates, IDs & Profiles]
を選択し、[Keys] セクションでキーを選択します。
• [Bundle identifier] – iOS アプリケーションに割り当てられた ID。この値を見つけるには、
[Certificates, IDs & Profiles] を選択し、[Identifiers] セクションで [App IDs] を選択してアプリ
ケーションを見つけます。
• [Team identifier] – Apple デベロッパーアカウントチームに割り当てられた ID。この値は、
[Membership] ページに表示されます。

•

• [Authentication key] – 認証キーを作成するときに Apple デベロッパーアカウントからダウン
ロードする .p8 ファイル。Apple では、認証キーは 1 回だけダウンロードすることができま
す。
[Certificate credentials] を選択した場合は、次の情報を入力します。
• [SSL certificate] – TLS 証明書の .p12 ファイル。Apple 開発者アカウントから証明書をダウン
ロードしてインストールした後で、このファイルを Keychain Access からエクスポートできま
す。
• [Certificate password] – 証明書にパスワードを割り当てた場合は、そのパスワードをここで指
定します。

2.

証明書が APNs の本番環境へのプッシュ通知の送信をサポートする場合は、[Production support] の
[Yes] を選択します。

Important

3.

証明書がサンドボックス環境のみをサポートしている場合は、このオプションを有効にしな
いでください。
[Default authentication type] で、APNs の Amazon Pinpoint での認証に署名キーを使用するか、TLS
証明書を使用するか選択します。Amazon Pinpoint は、コンソールを使用して送信するすべての
APNs プッシュ通知にこのデフォルトを使用します。Amazon Pinpoint API、AWS Command Line
Interface (AWS CLI)、または AWS SDK を使用してプログラムでメッセージを送信するときに、デ
フォルトをオーバーライドできます。デフォルトの認証タイプが失敗した場合、Amazon Pinpoint は
別の認証タイプの使用を試みません。
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4.

終了したら、[保存] を選択します。

Safari ウェブプッシュ通知を送信する
Amazon Pinpoint は、Apple のウェブブラウザ Safari を使用する macOS コンピュータにメッセージ
を送信するために使用することができます。Safari ブラウザにメッセージを送信するには、Raw メッ
セージの内容を指定し、メッセージのペイロードに特定の属性を含める必要があります。これをするに
は、Row メッセージペイロードを持つプッシュ通知テンプレートを作成するか (p. 266)、キャンペー
ン (p. 157)メッセージで Raw メッセージコンテンツを直接指定します。

Note
この特別な属性は、Safari ウェブブラウザを使用する macOS ラップトップおよびデスクトップ
コンピュータに送信するために必要です。iPhone や iPad などの iOS デバイスへの送信には必要
ありません。
Safari ウェブブラウザにメッセージを送信するには、Raw メッセージペイロードを指定する必要があ
ります。Raw メッセージのペイロードは、aps オブジェクト内に url-args 配列を含む必要がありま
す。url-args 配列は、Safariウェブブラウザにプッシュ通知を送信するために必要です。ただし、配列
に空の要素が 1 つ含まれていてもかまいません。
Raw メッセージのペイロードの APNSMessage セクションは、以下の例のようになるはずである。
{

}

"APNSMessage": {
"aps": {
"alert": {
"title": "Title of my message",
"body": "This is a push notification for the Safari web browser."
},
"content-available": 1,
"url-args": [""]
}
}

Safari のプッシュ通知について詳しくは、『Apple デベロッパーウェブサイト』の「Configuring Safari
Push Notifications」をご覧ください。

ベストプラクティス
お客様の利益を最優先にしておりますが、メッセージの配信性能に影響するような状況が発生する場合が
あります。次のセクションでは、プッシュメッセージを目的のユーザーに確実に届けるための推奨事項に
ついて説明します。

大量のプッシュ通知を送信する
大量のプッシュ通知を送信する前に、Amazon Pinpoint のアカウントがスループット要件を満たすように
設定されていることを確認してください。デフォルトでは、すべての Amazon Pinpoint アカウントは、1
秒間に 25,000 通のメッセージを送信します。1 秒間に 25,000 通以上のメッセージを送信できるように
する必要がある場合は、クォータの増加をリクエストすることができます。詳細については、『Amazon
Pinpoint デベロッパーガイド』の「Requesting a quota increase」をご参照ください。
Amazon Pinpoint のアカウントに、FCM や APNs など、使用する予定の各プッシュ通知プロバイダーの認
証情報が正しく設定されていることを確認してください。
最後に、例外を処理する方法を検討します。プッシュ通知サービスごとに、異なる例外メッセージが用
意されています。トランザクション送信の場合、API コールのメインのステータスコード 200 を受け取
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り、メッセージ送信中に対応するプラットフォームトークン (FCM など) または証明書 (APNs など) が
無効と判断されるとエンドポイントごとに永続エラーのステータスコード 400 を受け取ります。キャン
ペーンについては、キャンペーンのアクティビティに対応した配信が、予想よりも少ないことに気づくで
しょう。ストリーミングイベントの設定の詳細については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の
「Streaming Amazon Pinpoint events to Kinesis」を参照してください。

Amazon Pinpoint E メールチャンネル
Amazon Pinpoint の E メールチャンネルを使用して、エンドユーザーに E メールメッセージを送信しま
す。
Amazon Pinpoint を使用して E メールを送信していない場合、アカウントはデフォルトで E メールのサン
ドボックス (p. 22)にあります。アカウントが E メールのサンドボックスにある場合、検証済み E メー
ルアドレスにのみ E メールを送信できます。さらに、24 時間以内に送信できるメールは 200通 まで、ス
ループットは最大で 1 秒に 1 通までです。E メールの本番アクセスをリクエスト (p. 30)することで、
サンドボックスからアカウントを削除することができます。
E メールアクティビティをモニタリングする (p. 27)には、Amazon Pinpoint コンソールで分析を表示す
るか、Kinesis に E メールイベントをストリーミングします。
E メールに変更が必要なときは、E メールアドレスまたはドメインを更新 (p. 28)するか、送信クォータ
の増加をリクエスト (p. 29)することにより、E メールチャンネルを管理できます。

Amazon Pinpoint または Amazon Simple Email
Service (Amazon SES) の選択
AWS では、Amazon SES というメール専用のサービスも提供しています。Amazon SES と Amazon
Pinpoint は、どちらも拡張性の高い同じ E メールインフラを使用しています。この 2 つのサービスは、そ
れぞれ異なる機能を提供し、異なる対象者やユースケースを想定しています。
Amazon SES には API と SMTP インターフェイスがあり、どちらもアプリケーションやサービスから E
メールを送信するのに適しています。また、Amazon SES SMTP インターフェースを使用して、顧客関
係管理 (CRM) アプリケーションなど、既存のサードパーティアプリケーションと統合することも可能で
す。Amazon SES は、E メール受信機能、専用 IP プール、クロスアカウント送信認証機能など、Amazon
Pinpoint に含まれないメール機能も提供します。
Amazon Pinpoint は、スケジュール化されたキャンペーンや複数ステップのカスタマージャーニーなど、
組織的なコミュニケーションを行いたいユーザーに適しています。また、Amazon Pinpoint には、対象者
セグメンテーション、キャンペーンおよびジャーニー分析、技術力の低いユーザーでも利用可能なウェブ
ベースのコンソールなど、Amazon SES には含まれない機能が搭載されています。
Amazon SES を使用した E メールの送信の詳細については、『Amazon Simple Email Service デベロッ
パーガイド』を参照してください。
トピック
• Amazon Pinpoint の E メールサンドボックス (p. 22)
• Amazon Pinpoint の E メールチャンネルのセットアップ (p. 22)
• Amazon Pinpoint でメールのアクティビティをモニタリングする (p. 27)
• Amazon Pinpoint E メールチャンネルの管理 (p. 28)
• Amazon Pinpoint で E メールを送信する (p. 34)
• Amazon Pinpoint での専用 IP アドレスの使用 (p. 34)
• Amazon Pinpoint の配信性能ダッシュボード (p. 40)
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• ベストプラクティス (p. 53)

Amazon Pinpoint の E メールサンドボックス
当社では、お客様を不正使用から保護するため、サンドボックス環境を使用しています。サンドボック
ス環境は、ISP やメール受信者に対して送信者の評価を確立するためにも役立ちます。新しい Amazon
Pinpoint E メールユーザーアカウントがサンドボックス環境に配置されます。アカウントがサンドボック
スの中にある間は、Amazon Pinpoint の E メール送信方法に対してフルアクセスが可能ですが、以下の制
限があります。
• E メールは、検証済みアドレスおよびドメインからのみ送信できます。
• 検証済み E メールアドレス、またはメールボックスシミュレーターと関連付けられたアドレスのみに E
メールを送信できます。
• 24 時間以内に最大で 200 メッセージを送信できます。
• 最大で 1 秒あたり 1 メッセージを送信できます。
これらの制限を削除する方法については、「クォータ引き上げのリクエスト (p. 30)」を参照してくださ
い。

Amazon Pinpoint の E メールチャンネルのセットアッ
プ
Amazon Pinpoint の E メールチャンネルを設定するには、まず、そのプロジェクトからメールを送信す
るときに使用するメールアドレスまたはドメインを確認します。次に、プロジェクトを作成し、そのプロ
ジェクトで E メールチャンネルを有効にし、使用する E メールアドレスまたはドメインを選択します。
E メールチャンネルを初めて有効にしたときに、Amazon Pinpoint はすぐに E メールメッセージ用の本稼
働アクセスを提供しません。その代わり、AWS アカウントは E メールサンドボックスにのみアクセスで
き、それにより E メールトラフィックが制限されます。プロダクションアクセス権を取得するには、AWS
Support にリクエストを送信します (p. 22)。
トピック
• E メール ID の検証 (p. 22)
• E メールをサポートする Amazon Pinpoint プロジェクトの作成 (p. 25)

E メール ID の検証
Amazon Pinpoint では、ID はメールを送信するときに使用する E メールアドレスまたはドメインで
す。Amazon Pinpoint を使用して E メールを送信する前に、「From」、「Source」、「Sender」、また
は「Return-Path」のアドレスとして使用する各 ID を検証し、それらを所有していることを証明する必要
があります。アカウントがまだ Amazon Pinpoint サンドボックスにある場合には、E メールを送信する先
の ID を検証する必要もあります。
ID を検証する前に、プロジェクトを作成し、プロジェクトの E メールチャンネルを有効化する必要があり
ます。詳細については、「E メールをサポートする Amazon Pinpoint プロジェクトの作成 (p. 25)」を参
照してください。
このセクションのトピック
• E メールアドレスの検証 (p. 23)
• ドメインの検証 (p. 24)
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E メールアドレスの検証
E メールを送信するためのプロジェクトをすでに作成している場合は、E メールアドレスが既に検証され
ている可能性があります。Amazon Pinpoint コンソールを使用して別の E メールアドレスを検証できま
す。

E メールアドレスを検証するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインの [E メール] で、[Email identities] を選択します。

3.

[Verify email identity] を選択します。

4.

[Identity type] で、[Email address] を選択します。

5.

[Verify a new email address] に、検証する E メールアドレスを入力します。

6.

[Verify email address] を選択します。

7.

入力したアドレスの受信箱を確認し、no-reply-aws@amazon.com から E メールを探します。E メー
ルを開き、E メールのリンクをクリックして、E メールアドレスの検証プロセスを完了します。

Note
検証メールが 5 分以内に届きます。E メールが届かない場合は、次の手順に従ってくださ
い。
• アドレスを正しく入力したことを確認します。
• 確認しようとしている E メールアドレスが E メールを受信できることを確認してくださ
い。これは、確認するアドレスに別の E メールアドレスからテストメールを送信すること
でテストできます。
• 迷惑 E メールフォルダを確認します。
検証 E メールのリンクは 24 時間後に期限切れになります。検証 E メールを再送信するに
は、[Send verification email again] を選択します。
E メールアドレスを検証するとき、次の点を考慮します。
• Amazon Pinpoint では複数の AWS リージョンにエンドポイントがあり、E メールアドレスの検証ステー
タスはリージョンごとに個別に扱われます｡ 複数のリージョンで同じ ID から E メールを送信する場合
は、各リージョンの ID を検証する必要があります。各 AWS リージョンで 10,000 個までの ID (E メー
ルアドレスとドメインの任意の組み合わせ) を検証することができます。
• E メールアドレスのローカル部分 (@ 記号の前の部分) では、大文字と小文字が区別されます。例え
ば、user@example.com を検証する場合、USER@example.com からは E メールを送信できません (こ
のアドレスも検証する場合は除く)。
• ドメイン名では大文字と小文字は区別されません。例えば、user@example.com を検証する場
合、user@EXAMPLE.com からも E メールを送信できます。
• アドレスのローカルパートより後、そしてアットマーク (@) より前に、プラス記号 (+) とテキスト文
字列を追加して、検証済みの E メールアドレスにラベルを適用できます。例えば、label1 をアドレス
user@example.com に適用するには、user+label1@example.com を使用します。各検証済みのアドレ
スに、任意の数のラベルを使用できます。また、[From] および [Return-Path] フィールドにラベルを使
用して、可変エンベロープリターンパス (VERP) を実装できます。

Note
ラベルのないアドレスを検証すると、アドレスにラベルを追加することによって形成される可
能性のあるすべてのアドレスを検証していることになります。ただし、ラベル付きのアドレス
を検証する場合、そのアドレスで他のラベルを使用することはできません。
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ドメインの検証
ドメインを検証する場合は、そのドメインに関連付けられているすべての E メールアドレスを検証するこ
とになります。これよって、このドメインの個別 E メールアドレスを検証する必要はありません。例え
ば、example.com ドメインを検証する場合、carlos@example.com、jane@example.com、example.com
ドメインの他のアドレスから E メールを送信できます。
Amazon Pinpoint を使用してドメインから E メールを送信する前に、ドメインを検証して、それを所有し
ていることを確認し、他のユーザーに使用されないようにする必要があります。

Note
検証プロセスを完了するには、ドメインの DNS 設定を変更できることが必要です。ドメインの
DNS 設定を変更する手順は、DNS プロバイダーやウェブホスティングプロバイダーによって異
なります。ドメインの DNS 設定を変更する方法の詳細については、プロバイダーのドキュメント
を参照してください。

ドメインを検証するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインの [E メール] で、[Email identities] を選択します。

3.

[Verify email identity] を選択します。

4.

[Identity type] で [Domain] を選択し、[Verify a new domain] を選択します。

5.

[Domain] に検証するドメインを入力します。

6.

[Verify domain] を選択します。

7.

[Record set] に 3 つの CNAME レコードをコピーし、コンピュータの場所にこれを保存します。また
は、.csv ファイルをダウンロードして値を保存するには、[Download record set] を選択します。

8.

DNS あるいはウェブホスティングプロバイダーのマネジメントコンソールにログインし、前のステッ
プで保存した値がある新しい 3 つの CNAME を作成します。次のセクションで、いくつかの主要なプ
ロバイダーに関するドキュメントへのリンクを参照してください。

9.

Amazon Pinpoint がドメインの DNS 設定でこれら 3 つの CNAME レコードをすべて検出する際に、
検証プロセスは完了です。[Email identities] ページに戻ると、検証状況を確認することができます。
[All identities] テーブルで、検証するドメインを見つけます。そのドメインの［Status］列の値が
［Active］であれば、検証作業は完了です。

Note
場合により、DNS の変更がインターネット上で有効になるのに 72 時間以上かかることがあ
ります。検証プロセスが完了するまで、ドメインから E メールを送信することはできませ
ん。
ドメインを検証するときは、次の点を考慮します。
• サブドメインを個別に検証することなく、検証済みドメインの任意のサブドメインから E メールを送信
できます。例えば、example.com を検証する場合、a.example.com や a.b.example.com を検証する必要
はありません。
• RFC 1034 で規定されているように、各 DNS ラベルには最大で 63 文字を指定することができます。さ
らに、ドメイン名全体の合計文字数は 255 を超えることはできません。
• Amazon Pinpoint は複数の AWS リージョンで利用可能であり、ドメインの検証状況はリージョンごと
に別々になっています。複数のリージョンで同じ ID から E メールを送信する場合は、各リージョンの
ID を検証する必要があります。各 AWS リージョンで 10,000 個までの ID (ドメインと E メールアドレ
スの任意の組み合わせ) を検証することができます。
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さまざまなプロバイダーの DNS レコードを設定するための手順
ドメインの DNS レコードを更新する手順は、使用する DNS プロバイダーやウェブホスティングプロバイ
ダーによって異なります。次のテーブルでは、いくつかの主要なプロバイダーに関するドキュメントへの
リンクを示しています。このリストにはすべての内容が網羅されているわけではなく、このリストに含ま
れているからといって、他社の製品やサービスを支援または推奨するものではありません。お使いのプロ
バイダーがこの表にない場合でも、Amazon Pinpoint でそのドメインを使用できる可能性があります。
DNS/ホスティングプロバイダー

ドキュメントのリンク

Amazon Route 53

レコードを使用する

GoDaddy

CNAME レコードを追加する (外部リンク)

Dreamhost

カスタム DNS レコードを追加する方法 (外部リン
ク)

Cloudflare

Cloudflare で DNS レコードを管理する (外部リン
ク)

HostGator

HostGator/eNom で DNS レコードを管理する (外
部リンク)

Namecheap

ドメインの TXT/SPF/DKIM/DMARC レコードを追
加する方法(外部リンク)

Names.co.uk

ドメイン DNS 設定の変更 (外部リンク)

Wix

Wix アカウントの CNAME レコードの追加または
更新

ドメイン検証のヒントとトラブルシューティング
上記のステップを完了してから 72 時間経過してもドメインが検証されない場合は、以下を確認してくだ
さい。
• 正しいフィールドに DNS レコードの値を入力したことを確認してください。一部のプロバイダー
は、[名前/ホスト] フィールドをホストまたはホスト名と呼んでいます。また、一部のプロバイダーは
[Record value] フィールドをポイント先 または結果と呼んでいます。
• DNS レコードに入力した名前/ホスト値にプロバイダーがドメイン名を自動的に追加していないことを
確認してください。プロバイダーによっては、ドメイン名が追加され、そのことが通知されない場合も
あります。プロバイダーがドメイン名を名前/ホスト値に追加した場合は、この値の末尾からドメイン名
を削除します。また、DNS レコードの値の末尾にピリオドを追加してみることもできます。このピリオ
ドは、ドメイン名が完全に修飾されたことをプロバイダーに示します。
• 各 DNS レコードの名前/ホスト値には、下線文字 (_) が必要です。プロバイダーが DNS レコード名の下
線を許可しない場合、プロバイダーのカスタマーサポート部門にお問い合わせください。
• ドメインの DNS 設定に追加する必要がある検証レコードは、AWS リージョンごとに異なります。ドメ
インを使用して複数の AWS リージョンから E メールを送信する場合、それぞれのリージョンごとにド
メインを検証する必要があります。

E メールをサポートする Amazon Pinpoint プロジェクトの作成
Amazon Pinpoint でメールを送信するには、まず Amazon Pinpoint のプロジェクトを作成から始めます。
プロジェクトを作成する際に、そのプロジェクトのメールチャンネルを有効にし、送信者アドレスとして
使用する E メール ID を選択することができます。Amazon Pinpoint で使用する ID が確認されていない場
合は、プロジェクトを作成する際に E メールアドレスを確認できます。
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Amazon Pinpoint では、ID はメールを送信するときに使用する E メールアドレスまたはドメインで
す。Amazon Pinpoint を使用して E メールを送信する前に、「From」、「Source」、「Sender」、また
は「Return-Path」のアドレスとして使用する各 ID を検証し、それらを所有していることを証明する必要
があります。検証の方法については、「E メール ID の検証 (p. 22)」を参照してください。

Note
アカウントがまだ Amazon Pinpoint E メールのサンドボックスにある場合には、E メールを送
信する先の ID を検証する必要もあります。E メールヘッダーと本文の詳細については、「送信
クォータの引き上げ (p. 29)」を参照してください。
トピック
• ID が未検証の状態で E メールプロジェクトを作成する (p. 26)
• ID が検証済みの状態で E メールプロジェクトを作成する (p. 26)

ID が未検証の状態で E メールプロジェクトを作成する
Amazon Pinpoint を使用してメールを送信したことがない場合は、ID が確認されていない可能性がありま
す。ここでは、プロジェクトの作成と E メールアドレスの検証を同時に行う手順について説明します。
すでに ID を検証している場合、または単一のアドレスではなくドメイン全体を検証したい場合は、代わり
に ドメインの検証 (p. 24) の手順を使用します。

新しい E メールプロジェクトを作成して E メールアドレスを検証するには
1.
2.
3.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。
[All projects] ページで、[Create a project] を選択します。
[Project name] でプロジェクトの名前を入力し、[Create] を選択します。

Note

4.
5.

プロジェクト名には 64 までの英数字を含められます。カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマー
ク (@)、アンダースコア (_)、等号 (=)、プラス記号 (+) を含めることもできます。
[Configure features] ページで、[E メール] の横にある [Configure] を選択します。
[Set up email] ページで [Email address] に、このプロジェクトからの E メール送信に使用する E メー
ルアドレスを入力します。Amazon Pinpoint は、入力されたアドレスに E メールを送信します。E
メールを開き、メッセージ内のリンクをクリックして E メールアドレスを検証します。

ID が検証済みの状態で E メールプロジェクトを作成する
E メールの ID がすでに検証されている場合は、その ID を新しいプロジェクトで使用できます。

新しい E メールプロジェクトを作成し、既存の ID を選択するには
1.
2.
3.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。
[All projects] ページで、[Create a project] を選択します。
[Project name] でプロジェクトの名前を入力し、[Create] を選択します。

Note

4.
5.

プロジェクト名には 64 までの英数字を含められます。カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマー
ク (@)、アンダースコア (_)、等号 (=)、プラス記号 (+) を含めることもできます。
[Configure features] ページで、[Skip this step] を選択します。
ナビゲーションペインで [Settings] の [Email] を選択します。

6.
7.

[Identity details] のとなりで、[編集] を選択します。
[Enable the email channel for this project] を選択します。
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8.

[Identity type] では、使用する検証済みIDの種類に応じて、[Email address] または [Domain] のいずれ
かを選択します。

9.

前のステップで [Email address] を選択した場合は [Use an existing email address] を、[Domain] を選
択した場合は [Use an existing domain] を選択してください。

10. リストから、使用する認証済み E メールアドレスまたはドメインを選択します。
11. ドメインを選択した場合は、そのドメインの [Default sender address] を指定します。
12. (オプション) [Friendly sender name] には、受信者のメールクライアントに表示させたい名前を入力し
ます。
13. 完了したら、[保存] を選択します。

Amazon Pinpoint でメールのアクティビティをモニタ
リングする
プロジェクトに送信する E メールの場合、Amazon Pinpoint では、E メールアクティビティをモニタリン
グするためのオプションが提供されます。

Amazon Pinpoint 分析
Amazon Pinpoint コンソールの [Analytics] ページでは、プロジェクトのために送信したキャンペーンや
トランザクションメッセージに関する多くのメール関連メトリクスが提供されています。例えば、メッ
セージを送信できる E メールエンドポイントの数や、既にメッセージを送信したエンドポイントの数を
表示できます。また、すでに送信したメッセージのオープン、クリック、オプトアウトの割合を表示で
きます。キャンペーンメッセージの場合、すべてのキャンペーンについて、または個々のキャンペーン
について、これらのメトリクスを表示できます。これらのメトリックの詳細と表示方法については、「分
析 (p. 232)」を参照してください。
Amazon Pinpoint では、ジャーニーについて送信する E メール用に同様のメトリクスが提供されます。例
えば、ジャーニーの各アクティビティで参加者が開いたメッセージの数を表示できます。ジャーニーを発
行したら、ジャーニーワークスペースの [Journey metrics] ペインを使用して、これらのメトリクスのデー
タを表示できます。これらのメトリクスの詳細については、「the section called “ジャーニーメトリクスの
表示” (p. 209)」を参照してください。

E メールイベントデータのストリーミング
成功した E メールの配信や失敗した E メールの配信などのデータをモニタリングするには、E メールイ
ベントデータを Amazon Kinesis Data Streams または Amazon Kinesis Data Firehose にストリーミング
するように Amazon Pinpoint を設定します。次に、Kinesis プラットフォームを使用してその E メール
データを分析できます。詳細については、「Amazon Pinpoint のイベントを Kinesis にストリーミングす
る (p. 255)」を参照してください。
Amazon Pinpoint から Kinesis にストリームするイベントデータの例については、『Amazon Pinpointデベ
ロッパーガイド』の 「Email events」を参照してください。

E メールの開封とクリックイベントの追跡
Amazon Pinpoint は自動的に、E メールが受信者によって開封された、またはクリックされた数を追跡し
ます。開封とクリックの数を追跡するために、Amazon Pinpoint はユーザーが送信する E メールを少し変
更します。
まず、Amazon Pinpoint はとても小さくて透明なイメージを、送信する各メールの最後に追加します。こ
のイメージは AWS サーバーでホストされています。このイメージのファイル名は、各受信者に異なりま
す。受信者が E メールを開封すると、E メールクライアントがこのファイルを当社のサーバーからダウン
ロードします。E メールクライアントが当社のサーバーから追跡イメージをダウンロードすると、開封イ
ベントとしてカウントします。
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次に、Amazon Pinpoint はユーザーの E メールのすべてのリンクを、AWS がホストしているドメインを
参照するリンクと置き換えます。このリンクには、各受信者に固有なパラメータが含まれています。受信
者がリンクのいずれかをクリックすると、まず AWS にホストされているドメインに送られ、すぐに目的
の宛先にリダイレクトされます。受信者がこれらのリダイレクトリンクのいずれかにアクセスすると、ク
リックイベントとしてカウントします。
ユーザーが E メールを複数回開封か、E メール内の同じリンクを複数回クリックした場合、それぞれの開
封またはクリックを個別にカウントします。言い換えると、受信者が E メールを 3 回開封した場合、3 つ
の個別の開封イベントとしてカウントします。
開封イベントおよびクリックイベントを表示するには、イベントストリーミングをセットアップする必要
があります。イベントストリームの作成方法については、「イベントストリーム設定 (p. 355)」を参照し
てください。

Amazon Pinpoint E メールチャンネルの管理
Amazon Pinpoint での E メールの管理には、次のオプションが用意されています。
• 既存のプロジェクトの E メールチャンネルを有効にしたり、E メールアドレスまたはドメインを更新し
たりするには、Amazon Pinpoint コンソールを使用できます。
• E メール送信クォータを引き上げるには、AWS Support でクォータ引き上げケースを開くことができま
す。
トピック
• E メール設定の更新 (p. 28)
• E メールの送信クォータの管理 (p. 29)
• E メールサプレッションリストの管理 (p. 32)
• 設定セットの管理 (p. 33)

E メール設定の更新
Amazon Pinpoint コンソールを使用してプロジェクトの E メール設定を更新できます。例えば、プロジェ
クトに関連付けられた検証済み ID を変更したり、プロジェクト用の新しい ID を検証したりできます。

E メール設定を更新するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[All projects] ページで、E メール設定を更新するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Settings] の [Email] を選択します。

4.

[Identities] タブで、[Edit] を選択します。

5.

[]ID のタイプでは、追加または更新する ID のタイプを選択します。E メールアドレスまたは分野。

6.

既存の ID を更新するか新しい ID を検証するかを選択します。

7.

E メールアドレスまたはドメインを入力し、[Verify] を選択します。
E メールアドレスを入力した場合、Amazon Pinpoint は、入力したアドレスに確認メールを送信しま
す。E メールの手順に従って、検証プロセスを完了します。
E メールドメインを入力する場合、コンソールにはドメインの DNS 設定に追加する必要がある TXT
レコードが表示されます。

8.

コンソールに表示される手順に従います。E メールアドレスまたはドメインの検証については、「E
メール ID の検証 (p. 22)」を参照してください。

9.

完了したら、[保存] を選択します。
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E メールの送信クォータの管理
送信できる E メールメッセージの数と送信レートを規制するために、AWS アカウントには送信クォータ
があります。このようなクォータは、Amazon Pinpoint とインターネットサービスプロバイダー (ISP) 間
の信頼関係を保つという意味で、Amazon Pinpoint を利用するすべてのユーザーに利益をもたらします。
これによって、送信アクティビティを徐々に増やすことができます。E メール送信のボリュームやレート
が不意に急増すると、ISP によって E メールがブロックされますが、その可能性を低く抑えることができ
ます。
Amazon Pinpoint は、E メールについて次の送信クォータを提供します。
日次送信クォータ
24 時間に送信できるメールの最大数 クォータには、期間の推移が反映されます。E メールを送信し
ようとするたびに、Amazon Pinpoint は直近 24 時間内に送信された E メールの件数をチェックしま
す。送信済みのメールの合計数がクォータ未満の場合、送信リクエストは受理され、E メールが送信
されます。既にクォータの上限に達した場合、スロットリング例外で送信リクエストは拒否されま
す。例えば、日次送信クォータが 50,000 で、直近 24 時間の送信済みの E メール件数が 15,000 通で
ある場合、その時点でさらに 35,000 通の E メールを送信することができます。直近 24 時間に送信し
たメールの件数が既に 50,000 通に達している場合、直近送信分の一部が、その 24 時間枠から推移す
るまで、E メールを送信することはできません。
送信クォータ、送信レート、サンドボックスの上限は、同じリージョンにある 2 つのサービス間で共
有されます。us-east-1 で Amazon SES を使用していて、サンドボックスから削除され、送信クォー
タ / レートが増加した場合、これらの変更はすべて us-east-1 の Pinpoint アカウントに適用されま
す。
最大送信レート
Amazon Pinpoint が 1 秒間にアカウントから受け入れることができる E メールの最大数。このクォー
タを瞬間的に超えることはできますが、制限を超えた状態が長時間続くことは許可されません。

Note
Amazon Pinpoint のメッセージ受信レートはこの最大送信レートよりも少ない場合がありま
す。
アカウントが Amazon Pinpoint サンドボックス内にある場合、送信クォータは 24 時間あたり 200 メッ
セージで、最大送信レートは毎秒 1 メッセージです。このクォータを引き上げるには、E メールの本稼働
アクセスをリクエスト (p. 22)します。アカウントがサンドボックスの外に移動し、E メールの送信を開
始した後、AWS Support にクォータ引き上げリクエストを提出することで、さらにクォータを引き上げる
ことができます。

送信クォータの引き上げ
アカウントがサンドボックスの外に移動すると、お客様が質の高いコンテンツを送信しており、なおか
つ、使用量が現在のクォータに近づいていることを弊社が検出した場合、お客様の送信クォータは引き上
げられます。多くの場合クォータは、システムによって自動的に引き上げられるため、特別なアクション
は必要ありません。
既存のクォータでお客様のニーズを満たすことが難しく、かつ、クォータの自動引き上げが実施されな
かった場合、AWS サポートセンターで Amazon Pinpoint Quota Increase ケースを開くことができます。

重要
• 常に余裕を持って計画するようにしてください。送信クォータを絶えず意識し、その範囲内に
留めるように心がけます。システムにより割り当てられたクォータでは足りないことが予測さ
れる場合は、クォータの引き上げが必要となる日が来る前に、Amazon Pinpoint Quota Increase
ケースを開いてください。
• 送信する E メールが 1 日に 100 万通を超えることが予想される場合は、Amazon Pinpoint
Quota Increase ケースをオープンしてください。
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Amazon Pinpoint で送信クォータを引き上げる場合は、次のガイドラインを使用します。
• Send high-quality content – 受信者の希望や期待に沿ったコンテンツを送信します。
• Send real production content – テスト用ではない実際の E メールを送信します。Amazon Pinpoint がお
客様の送信パターンを正確に評価し、お客様が高品質のコンテンツを送信していることを確認できま
す。
• Send near your current daily quota – 送信ボリュームが日次送信クォータを超えることはないが常にそ
れに近い水準に保たれている場合、その使用パターンを Amazon Pinpoint が検出し、自動的にお客様の
クォータを引き上げます。
• Have low bounce and complaint rates – バウンスと苦情の件数を最小限に抑えます。バウンスと苦情の
件数の多さが、送信クォータに悪影響を及ぼすことがあります。

重要
自分の E メールアドレス宛てにテスト E メールを送信すると、バウンスと苦情のメトリクスに
悪影響を及ぼすことがあります。つまり、弊社のフィルターには見かけ上、質の低いコンテン
ツと認識されます。可能な限り、Amazon Simple Email Service (Amazon SES) の メールボッ
クスシミュレータを使用して、システムをテストしてください。メールボックスシミュレー
ターに送信される E メールは、送信メトリクスにも、バウンスや苦情の件数にも反映されませ
ん。詳細については、「Testing email sending in Amazon SES」を参照してください。

クォータ引き上げのリクエスト
Amazon Pinpoint の送信クォータの引き上げをリクエストするには、以下の手順を使用して AWS サポー
トセンターでケースを開きます。

送信クォータの引き上げをリクエストするには
1.
2.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/) にサインインします。
[サポート] メニューで [サポートセンター] を選択します。

3.
4.
5.

[Open support cases] タブで、[ケースの作成] を選択します。
[Service Limit increase] を選択します。
[Case details] の [Limit type] で [Pinpoint Email] を選択します。

6.

(オプション) 以下の情報を入力します。
• [Mail Type] で、送信する予定の E メールのタイプを選択します。複数の値が当てはまる場合は、送
信する E メールの大部分に当てはまるオプションを選択します。
• [Website URL] に、ウェブサイトの URL を入力します。この情報は、お客様が送信を予定している
コンテンツのタイプを AWS が正しく理解するために役立ちます。
• [Describe in detail how you will only send to recipients who have specifically requested your mail]
で、E メールの受信を希望する受信者にのみ E メールを送信する方法を説明します。
• [Describe in detail the process that you will follow when you receive bounce and complaint
notifications] で、送信した E メールに対するバウンスや苦情を処理する方法を説明します。

7.
8.

• [Will you comply with AWS Service Terms and AUP] で、ユースケースに当てはまるオプションを選
択します。
[リクエスト] の [リージョン] で、E メールの送信に使用する AWS リージョンを選択します。
[New quota value] で、クォータとしてリクエストする新しい量を入力します。必要分のみをリクエス
トしてください。リクエストした量が許可される保証はありません。リクエストが大きくなるほど、
リクエストが許可されるためにより多くの理由を提示する必要があります。

Note
リクエストは、このステップの開始時に選択した AWS リージョンにのみ適用されます。別
の AWS リージョンのクォータの引き上げをリクエストするには、[Add another request] を
選択します。次に、そのリージョンについて [リージョン]、[クォータ]、[New quota value] の
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各フィールドに入力します。クォータの引き上げをリクエストする各リージョンでこのプロ
セスを繰り返します。
9.

• [リージョン] で、リクエストが適用される AWS リージョンを選択します。
• [Limit] で、以下のいずれかのオプションを選択します。
• 1 日あたりに送信できるメッセージの数を増やすには、[Desired Daily Email Sending Quota] を選
択します。
• 1 秒あたりに送信できるメッセージの数を増やす場合は、[Desired Maximum Email Send Rate] を
選択します。
• [New limit value] で、クォータとしてリクエストする新しい量を入力します。必要分のみをリクエ
ストしてください。リクエストした量が許可される保証はありません。リクエストが大きくなるほ
ど、リクエストが許可されるためにより多くの理由を提示する必要があります。

Note
リクエストは、このステップの開始時に選択した AWS リージョンにのみ適用されます。
別の AWS リージョンのクォータの引き上げをリクエストするには、[Add another request]
を選択します。次に、そのリージョンについて リージョン、[Limit]、New limit value の各
フィールドに入力します。クォータの引き上げをリクエストする各リージョンでこのプロ
セスを繰り返します。
10. [Case description] の [Use case description] で、Amazon Pinpoint を使用して E メールを送信する方
法をできるだけ詳しく説明してください。例えば、送信するメールのタイプと、ビジネスへの適合度
について説明します。想定される受信者に送信する E メールメッセージの質の高さを示す情報が多い
ほど、リクエストが承認される可能性は高くなります。
11. [連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。
12. 完了したら、[送信] を選択します。
AWS サポートチームは、お客様のリクエストに対して、24 時間以内に一次回答を行います。
迷惑なコンテンツや悪意のあるコンテンツを送信するためにシステムが悪用されないように、各リクエス
トを慎重に検討する必要があります。可能であれば、24 時間以内にリクエストを承認します。ただし、お
客様から追加情報を取得する必要がある場合は、お客様のリクエストの解決に時間がかかる場合がありま
す。
お客様のユースケースが AWS のポリシーと一致しない場合は、リクエストを承認できない場合がありま
す。

リクエストのステータスを確認する
リクエストを送信した後、お客様のケースが確認されます。リクエストのステータスを確認するには、次
の手順を実行します。

クォータの引き上げリクエストのステータスを確認するには
1.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/) にサインインします。

2.

[サポート] メニューで [サポートセンター] を選択します。

3.

[Open support cases] タブで、[View all cases] を選択します。

4.

[Case history] で、送信クォータの引き上げリクエストのケースを選択します。

5.

[Correspondence] セクションでメッセージを確認します。このセクションのメッセージに、リクエス
トが承認されたか拒否されたかが表示されます。リクエストが承認された場合、メッセージには 1 日
および 1 秒あたりの送信クォータが記載されています。

アカウントが E メールサンドボックス内にある場合で、送信クォータの引き上げが許可された場合、アカ
ウントは自動的にサンドボックスの外に移動します。アカウントがサンドボックスの外に移動すると、検
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証されていないアドレスに E メールを送信することができます。ただし、送信元のメールアドレスとドメ
インは引き続き検証する必要があります。
時間の経過とともに、送信クォータが徐々に引き上げられます。段階的な引き上げを上回るクォータが必
要な場合、送信クォータを引き上げるリクエストを再度オープンできます。

E メールサプレッションリストの管理
Amazon Pinpoint を使用して E メールを送信し、その E メールがバウンスしたり、スパムとして苦情を
受けた場合、受信者の E メールアドレスは自動的にサプレッションリストに追加されます。このサプレッ
ションリストは、お客様の AWS アカウントにのみ適用されます。E メールアドレスがアカウントのサプ
レッションリストに登録されている場合、そのアカウントに E メールへの送信を試みる場合、Amazon
Pinpoint はメッセージを受け付けますが、送信は行いません。
サプレッションリストの設定は、Amazon SES コンソールで管理できます。このセクションでは、これら
の設定を変更する方法について説明します。

サプレッションリストの設定を変更する
E メールアドレスをサプレッションリストに追加するアクションを変更することで、サプレッションリス
トの動作を設定することができます。メールアドレスにバウンスイベントや苦情、その両方が発生した場
合は、サプレッションリストに自動的に追加ができます。また、サプレッションリストを完全にオフにす
ることもできます。

サプレッションリストの設定を変更する
1.

Amazon SES コンソール () を開きます。https://console.aws.amazon.com/sesv2。

2.

[Configuration]で、[Suppression list] を選択します。

3.

[Account-level settings] セクションで [Edit] を選択します。

4.

[Suppression list settings] で、アドレスをサプレッションリストに追加する要因となるイベントの種類
を選択します。または、アカウントレベルのサプレッションリストをオフにするには、[Enabled] ボッ
クスに移動するとそのように表示されます。

5.

変更が完了したら、[変更の保存] を選択します。

サプレッションリストにあるアドレスの一覧表示
Amazon SES コンソールでは、アカウントのサプレッションリストに登録されているすべてのアドレスの
リストを表示することができます。また、特定のアドレスがサプレッションリストに追加された理由や、
追加された日付を確認することができます。
詳細については、『Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド』の「Viewing a list of addresses
that are on the account-level suppression list 」を参照してください。

サプレッションリストからアドレスを削除する
サプレッションリストからアドレスを個別または一括で削除することができます。この機能は、リクエス
トに応じて顧客をオプトインしたい場合や、有効であることが分かっているアドレスにテストメールを送
信する場合に便利です。
アドレスを個別に削除する方法については、『Amazon Simpl Email Service デベロッパーガイド』の
「Removing an email address from the account-level suppression list」を参照してください。
アドレスを個別に削除する方法については、『Amazon Simpl Email Service デベロッパーガイド』の
「Removing email addresses in bulk from the account-level suppression list」を参照してください。
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サプレッションリストへのアドレスの追加
サプレッションリストからアドレスを個別または一括で追加することができます。この機能は、既存のオ
プトイン設定を Amazon Pinpoint に移行したい場合や、リクエストに応じて顧客をオプトアウトさせたい
場合に便利です。
アドレスを個別に削除する方法については、『Amazon Simpl Email Service デベロッパーガイド』の
「Manually adding individual email addresses to the account-level suppression list」を参照してください。
アドレスを個別に削除する方法については、『Amazon Simpl Email Service デベロッパーガイド』の
「Adding email addresses in bulk to the account-level suppression list」を参照してください。

設定セットの管理
設定セットは、送信するメールに適用できるルールのグループです。E メールに設定セットを適用する
と、その設定セットに含まれるすべてのルールが E メールに適用されます。例えば、指定したIPアドレス
のグループ (IP poolと呼ばれる) だけを使ってメールを送信するに設定セットを構成することができます。
Amazon Pinpoint および Amazon Simple Email Service (Amazon SES) の両方で設定セットを使用できま
す。Amazon SES で構成した設定セットルールは、Amazon Pinpoint を使用して送信する E メールメッ
セージにも適用されます。
Amazon Pinpoint コンソールで、アカウントの設定セット一覧を確認することができます。ただし、設定
セットの設定および管理には、Amazon SES を使用する必要があります。設定セットの作成についての詳
細は、『Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド』の「Creating configuration sets」を参照して
ください。

設定セットの一覧表示
Amazon Pinpoint コンソールで設定セットの一覧を表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインの [Eメール] で [Configuration sets] を選択します。

設定セットを E メール ID に適用する
Amazon Pinpoint で構成セットを使用するには、Amazon Pinpoint を通じて E メールを送信するために使
用するメール ID (つまり、E メールアドレスまたはドメイン) のデフォルト構成セットを指定する必要があ
ります。Amazon SES コンソールでデフォルトの構成セットをセットアップできます。
ID にデフォルトの構成セットを設定すると、他のものを指定しない限り、この ID を使って送信するすべ
ての E メールはその構成セットを使用して送信します。現在のところ、Amazon Pinpoint では別の構成
セットを指定することができません。ですので、構成セットを使用するにはデフォルトの構成セットを指
定する必要があります。

Note
次の手順は、すでに ID の検証が済んでいることを前提にしています。Amazon SES で検証した
ID は Amazon Pinpoint で利用できます。また、その逆も同様です。詳細については、「E メール
ID の検証 (p. 22)」を参照してください。
また、この手順は、以下を前提としています。

ID のデフォルト構成セットを指定するには
1.

Amazon SES コンソール (https://console.aws.amazon.com/ses/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインの [設定] で、検証済みIDを選択します。
ID のリストで、デフォルトの構成セットを指定する ID を選択します。
[Configuration set] タブで [編集] を選択します。
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5.

[Assign a default configuration set] を選択します。

6.

[Default configuration set] で、この ID に使用する構成セットを選択し、[Save changes] を選択しま
す。

Amazon Pinpoint で E メールを送信する
Amazon Pinpoint を使用して E メールを送信する前に、の手順を完了してください。Amazon Pinpoint の
E メールチャンネルのセットアップ (p. 22)。
Amazon Pinpoint を使用して送信できる E メールには、キャンペーンベースの E メール、ジャーニーベー
スの E メール、およびトランザクション E メールがあります。キャンペーンベースの E メール は、1
度のみ、または定期的なスケジュールで送信され、お客様の属性に基づいてターゲットを絞ったもので
す。ジャーニーベースの E メールは、より大きなワークフローの一部として、ジャーニーの参加者が E
メールアクティビティに到達したときに送信されるメッセージです。トランザクション E メールは 1 度
だけ送信され、通常は他のアクションが発生したことに対するレスポンスとして送信されます。例えば、
トランザクションメッセージを使用して、お客様がアプリケーションで「パスワードを忘れた場合」リン
クを選択した場合に E メールを送信したり、お客様が貴社サイトで注文を行ったときに確認を送信できま
す。
Amazon Pinpoint では、通常はウェブベースの管理コンソールを使用してキャンペーンベースおよび
ジャーニーベースの E メールを送信しますが、トランザクション E メールは通常、AWS SDK を使用す
るアプリケーションから、または Amazon Pinpoint API を直接呼び出すアプリケーションから送信されま
す。
キャンペーンベースの E メールを送信するとき、まずセグメント (p. 133)を作成します。セグメントと
は、キャンペーンの受信者のグループです。次に、キャンペーンを作成します。Amazon Pinpoint では、
キャンペーンは 1 つ以上のターゲットセグメント、メッセージ、そのメッセージの配信スケジュールで構
成されます。キャンペーンの作成については、「キャンペーン (p. 150)」を参照してください。
ジャーニーベースの E メールを送信するときは、まずセグメント (p. 133)を作成することから始めま
す。セグメントは、ジャーニーの参加者のグループです。次に、ジャーニー内アクティビティによって送
信される各メッセージの E メールテンプレートを作成します。次に、ジャーニーを作成します。ジャー
ニーの作成方法については、「ジャーニー (p. 169)」を参照してください。
トランザクション E メールを送信するには、Amazon Pinpoint API の SendMessage オペレーションを使
用できます。Amazon Pinpoint API の使用方法の詳細については、『Amazon Pinpoint API Reference』を
参照してください。さまざまな AWS SDK を使用してメールを送信する方法を示すコード例については、
『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の「Send transactional email messages」を参照してください。

Amazon Pinpoint での専用 IP アドレスの使用
Amazon Pinpoint アカウントを新規作成すると、他の Amazon SES ユーザーとの共有 IP アドレスからお
客様の E メールが送信されます。追加の月額料金で、お客様用に予約された専用 IP アドレスをリースで
きます。この 2 種類のアドレスの利点と欠点を次の表にまとめました。
利点

共有 IP アドレス

専用 IP アドレス

追加の設定なしで使用可
能 (p. 35)

はい

いいえ

が管理する評価 AWS (p. 35)

はい

いいえ

継続的で予測可能な送信パター
ンを持つお客様向け (p. 35)

はい

はい

予測可能生が低い送信パターン
を持つお客様向け (p. 35)

はい

いいえ
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利点

共有 IP アドレス

専用 IP アドレス

送信量が多い送信者向
け (p. 36)

はい

はい

送信量が少ない送信者向
け (p. 36)

はい

いいえ

追加の月額料金 (p. 36)

いいえ

はい

送信者の評価に関する完全な制
御 (p. 36)

いいえ

はい

E メールの種類、受信者、また
はその他の要因別の独立した評
価 (p. 36)

いいえ

はい

変更されることがない既知の IP
アドレスの提供 (p. 36)

いいえ

はい

Important
大量の E メールを定期的に送信する予定がない場合は、共有 IP アドレスの使用をお勧めしま
す。少量の E メールの送信を伴うユースケースで専用 IP アドレスを使用する場合や、送信パ
ターンが非常に不規則である場合は、配信性能に問題が生じることがあります。

容易なセットアップ
共有 IP アドレスを使用する場合、追加設定を行う必要はありません。E メールアドレスを確認してサンド
ボックス外に移動するとすぐに、Amazon Pinpoint アカウントはメールを送信できる状態になります。
専用 IP アドレスをリースする場合は、必要な専用 IP アドレス数の決定、リクエストの提出、さらに必要
に応じて専用 IP プールの作成 (p. 40)が必要になります。

AWS が管理する評価
IP アドレスの評価は、主に送信パターンと送信量の履歴に基づきます。長期にわたって一定量の E メール
を送信している IP アドレスは、通常、評価が高くなります。
共有 IP アドレスは何人かの Amazon Pinpoint のお客様によって使用されます。これらのお客様は､合わせ
ると大量の E メールを送信します。AWS では、この送信トラフィックを慎重に管理して、共有 IP アドレ
スの評価を最大限に高めています。
専用 IP アドレスを使用する場合、予測可能な一定量の E メールを送信して送信者の評価を維持すること
はお客様の責任となります。

送信パターンの予測可能性
E メール送信の一貫した履歴を持つ IP アドレスは、以前の送信履歴がなくて急に大量の E メール送信を
開始する IP アドレスよりも評価が高くなります。
E メール送信パターンが不規則である (つまり、予測可能なパターンではない) 場合、共有 IP アドレスの
方がニーズに合っている可能性があります。共有 IP アドレスを使用すると、状況に応じて E メール送信
パターンを増減できます。
専用 IP アドレスを使用する場合は、E メールの送信量を毎日少しずつ増やして、それらのアドレスを
ウォームアップする必要があります。新しい IP アドレスをウォームアップするプロセスについては、「専
用 IP アドレスのウォームアップ (p. 39)」で説明しています。専用 IP アドレスのウォームアップが完了
したら、一貫した送信パターンを維持する必要があります。
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送信メールのボリューム
専用 IP アドレスは、大量の E メールを送信するお客様に最適です。ほとんどのインターネットサービス
プロバイダー (ISP) は、特定の IP アドレスから大量の E メールを受け取った場合にのみ、そのアドレスの
評価を追跡します。評価を得る対象の ISP ごとに毎月 1 回以上、24 時間以内に数百通の E メールを送信
する必要があります。
状況に応じて、大量の E メールを送信しない場合でも専用 IP アドレスを使用できます。例えば、正しく
定義された小グループの受信者が、IP アドレスの評価ではなく特定の IP アドレスのリストに基づいて E
メールを承認または拒否するメールサーバーを利用している場合、これらの受信者に送信するには専用 IP
アドレスが適していることがあります。

追加料金
共有 IP アドレスの使用には、Amazon Pinpoint の標準料金が適用されます。専用 IP アドレスをリース
すると、Amazon Pinpoint を使用したメール送信に関連する標準料金以外に、追加の月額料金が発生し
ます。専用 IP アドレスの月額料金は、アドレスごとに別々です。料金の詳細については、「Amazon
Pinpoint pricing page」を参照してください。

送信者の評価に関する制御
専用 IP アドレスを使用する場合、これらのアドレスから E メールを送信できるのはAmazon Pinpoint アカ
ウントのみです。したがって、リースした専用 IP アドレスの送信者評価は、E メール送信状況に依存しま
す。

送信者の評価の分離可能性
専用 IP アドレスを使用すると、E メールプログラムのコンポーネント別に送信者の評価を分離できま
す。Amazon Pinpoint 用に複数の専用 IP アドレスを使用する場合は、専用 IP プール (専用 IP アドレスの
グループ) を作成し、特定タイプの E メールの送信に使用できます。例えば、マーケティングメールの送
信用と取引メールの送信用に専用 IP アドレスのプールをそれぞれ作成できます。詳細については、専用
IP プールの作成 (p. 40) を参照してください。

変わることがない既知の IP アドレス
専用 IPアドレスを使用する場合、Amazon Pinpoint コンソールの専用 IP アドレスでメールを送信するアド
レスの値を見つけることができます。専用 IP アドレスは変更されません。
共有 IP アドレスでは、Amazon Pinpoint で E メールの送信に使用される IP アドレスは既知ではなく、い
つでも変更される場合があります。

専用 IP アドレスのリクエストと解放
このセクションでは、AWS SupportCenter でリクエストを送信し、専用 IP アドレスをリクエストおよび
解放する方法について説明します。Amazon Pinpoint で使用するためにお客様がリースする専用IPアドレ
スごとに、お客様のアカウントに追加の月額料金を請求します。専用 IP アドレスに伴うコストの詳細につ
いては、「Amazon Pinpoint pricing」を参照してください。

専用 IP アドレスを使用するためのベストプラクティス
最低契約金はありませんが、Amazon Pinpoint を利用する AWS リージョンごとに複数の専用 IP アドレス
をリースすることをお勧めします。各 AWS リージョンは、複数のそれぞれ独立した場所で構成されてお
り、これらの場所はアベイラビリティーゾーンと呼ばれます。複数の専用 IP アドレスをリースすると、リ
クエストでそのアドレスが指定された AWS リージョンのアベイラビリティーゾーン間で、できるだけ均
等に分散されます。このようにしてアベイラビリティーゾーン間で専用 IP アドレスを分散することで、専
用 IP アドレスの可用性と冗長性が高まります。
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Amazon Pinpoint が現在利用可能な リージョンの一覧については「Amazon Web Services General
Reference」の「Amazon Pinpoint endpoints and quotas」を参照してください。各リージョンで利用でき
るアベイラビリティーゾーンの数の詳細については、「AWS グローバルインフラストラクチャ」を参照し
てください。

専用 IP アドレスのリクエスト
以下のステップでは、AWS サポートセンターでケースを作成して専用 IP アドレスをリクエストする方法
を説明します。このプロセスを使用して、必要な数の専用 IP アドレスをリクエストできます。

専用 IP アドレスをリクエストするには
1.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/) にサインインします。

2.

[サポート] メニューで [サポートセンター] を選択します。

3.

[サポートケース] タブで、[ケースの作成] を選択します。

4.

[Create case] で [Service quota increase] を選択します。

5.

[Case classification] で、以下のセクションに入力します。
• [Quota type] で、[Pinpoint Email] を選択します。
• [Mail Type] で、専用 IP アドレスを使用して送信を予定している E メールのタイプを選択します。
複数の値が当てはまる場合は、送信する E メールの大部分に当てはまるオプションを選択します。
• [Website URL] に、ウェブサイトの URL を入力します。この情報の提供は、お客様が送信を予定し
ているコンテンツのタイプを AWS が正しく理解するために役立ちます。
• [Describe in detail how you will only send to recipients who have specifically requested your mail]
で、専用 IP アドレスを使用して、E メールの受信を希望する受信者にのみ E メールを送信する方
法を説明します。
• [Describe in detail the process that you will follow when you receive bounce and complaint
notifications] で、専用 IP アドレスを使用して送信する予定の E メールに関するバウンスや苦情の処
理方法を説明します。
• [Will you comply with AWS Service Terms and AUP (あなたはサービス規約とAUPに準拠しています
か)] で、ユースケースに当てはまるオプションを選択します。

6.

[Requests] で、以下のセクションに入力します。
• [リージョン] で、リクエストが適用される AWS リージョンを選択します。
• [Quota] で、[Desired Maximum Email Send Rate] を選択します。
• [New quota value] で、1 秒あたりに送信できる必要があるメッセージの最大数を入力します。この
値は、ユースケースを実装するために必要な専用 IP アドレス数を計算する目的で使用されます。そ
のため、指定する見込み数は正確である必要があります。

Note
単一の専用 IP アドレスは、このステップで選択された AWS リージョンでのみ使用できま
す。別の AWS リージョンで使用するために専用 IP アドレスをリクエストする場合は、[Add
another request (別のリクエストを追加)] を選択します。次に、そのリージョンについて
[リージョン]、[クォータ]、[New quota value] の各フィールドに入力します。専用 IP アドレ
スを使用する各リージョンでこのプロセスを繰り返します。
7.

Case description の [Use case description] に、専用 IP アドレスをリクエストする旨を記載します。特
定の数の専用 IP アドレスを希望する場合は、それも記載します。専用 IP アドレスの数を指定しない
場合は、前のステップで指定された送信レートの要件を満たすために必要な数の専用 IP アドレスが提
供されます。
次に、Amazon Pinpoint を使用して専用 IP アドレスから E メールを送信する方法について説明しま
す。共有 IP アドレスではなく専用 IP アドレスを使用する理由に関する情報も含めます。この情報
は、AWS がユースケースを理解する役に立ちます。
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8.

[連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。

9.

完了したら、[送信] を選択します。

フォームを送信すると、リクエストの評価が行われます。リクエストが承認された場合は、サポートセン
ターのケースに、新しい専用 IP アドレスがアカウントに関連付けられることを確認する返信が付きます。

専用 IP アドレスの解放
アカウントに関連付けられた専用 IP アドレスが不要になった場合は、以下のステップを実行してアドレス
を解放することができます。

Important
専用 IP アドレスの解放プロセスは、元に戻すことはできません。月の途中で専用 IP アドレスを
開放した場合、専用 IP の月額使用料を、現在の月の経過日数に基づいて按分します。

専用 IP アドレスを解放するには
1.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/) にサインインします。

2.

[サポート] メニューで [サポートセンター] を選択します。

3.

[サポートケース] タブで、[ケースの作成] を選択します。

4.

[Create case] で [Service quota increase] を選択します。

5.

[Case classification] で、以下のセクションに入力します。
• [Quota type] で、[Pinpoint Email] を選択します。
• [Mail Type] で、任意の値を選択します。
• [Will you comply with AWS Service Terms and AUP)] で、ユースケースに当てはまるオプションを
選択します。

6.

[Requests] で、以下のセクションに入力します。
• [リージョン] で、リクエストが適用される AWS リージョンを選択します。

Note
専用 IP アドレスは各 AWS リージョンに固有のものです。そのため、専用 IP アドレスが
関連付けられる AWS リージョンを選択することが重要です。
• [Quota] で、[Desired Maximum Email Send Rate] を選択します。
• [New quota value] で任意の数を入力します。ここで入力する番号は重要ではありません。次のス
テップで、放棄する専用IP アドレスの数を指定します。

Note
単一の専用 IP アドレスは、単一の AWS リージョンでのみ使用できます。他の AWS リー
ジョンで使用した専用 IP アドレスを解放する場合は、[Add another request] を選択します。
次に、そのリージョンについて [リージョン]、[クォータ]、[New quota value] の各フィールド
に入力します。開放する専用 IP アドレスごとに、このプロセスを繰り返します。
7.

[Case Description] の [Use case description] に、既存の専用 IP アドレスの解放を希望する旨を記載し
ます。現在複数の専用 IP アドレスをリースしている場合は、解放する専用 IP アドレスの数を含めま
す。

8.

[連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。

9.

完了したら、[送信] を選択します。
38

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
専用 IP アドレスの使用

AWS がリクエストを受信すると、専用 IP アドレスを解放する希望を確認するメッセージが送信されま
す。IP アドレスを解放することが確認されると、アドレスがアカウントから削除されます。

アカウントに関連付けられている専用 IP アドレスを一覧表示す
る
現在の AWS リージョン で Amazon Pinpoint アカウントに関連する専用 IP アドレスの一覧を表示するこ
とができます。これらの IP アドレスは、Amazon Pinpoint および Amazon Simple Email Service (Amazon
SES) の両方で使用できます。
また、Amazon Pinpoint コンソールを使用して、お客様の専用IPアドレスが DNSBL (Domain Name
System-based Blackhole Lists) に登録されているかどうかを迅速に判断することができます。DNSBL
は、Realtime Blackhole Lists (RBL)、Deny List、Blocklists、または Blacklists とも呼ばれます。DNSBL
は、スパムや悪意のあるコンテンツ、その他の迷惑メッセージの送信が疑われる IP アドレスのリストで
す。異なる DNSBL は、E メールの配信性能にさまざまな影響を与えます。Spamhaus が提供するリスト
は、E メール配信に最も深刻な影響を与えるものです。

アカウント内の専用 IP アドレスの一覧を表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、Email にある Dedicated IPs を選択します。
また、IP アドレスの一覧には、以下の情報が含まれています。
Listing date
IP アドレスが DNSBL に登録されている場合、このフィールドには、最後に追加された日付が表
示されます。
評価
IPアドレスの健康状態についての説明。
Blacklist name
IPアドレスが DNSBL に登録されている場合、このフィールドには、登録されているリストの名
前が表示されます。
Blacklist reason
IP アドレスが DNSBL に登録されている場合、このフィールドにはそのアドレスがリストに追加
された理由が表示されます。このテキストは、リスト提供者自身が提供するものです。プロバイ
ダーによっては、詳細な説明をするところもあれば、一般的な情報のみを提供するところもあり
ます。

専用 IP アドレスのウォームアップ
E メールサービスプロバイダーは、メッセージを受け入れるか拒否するかを判断するとき、その送信元の
IP アドレスの評価を考慮します。IP アドレスの評価に影響する要因の 1 つは、アドレスに高品質 E メー
ルの送信履歴があるかどうかです。E メールプロバイダーが、ほとんど、または、まったく履歴のない新
しい IP アドレスからメールを受け入れる可能性はあまりありません。ほとんど、または、まったく履歴の
ない IP アドレスから送信された E メールは、受信者の迷惑メールフォルダに振り分けられるか、完全に
ブロックされる可能性があります。
新しい IP アドレスから E メールの送信を開始するときは、そのアドレスを最大容量まで使用する前
に、そのアドレスから送信する E メールの量を徐々に増やしてください。このプロセスは IP アドレス
のウォームアップと呼ばれます。
IP アドレスのウォームアップに必要な時間は、E メールプロバイダーによって異なります。一部の E メー
ルプロバイダーでは 2 週間前後で良い評価を確立できますが、最大 6 週間かかるプロバイダーもありま
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す。新しい IP アドレスをウォームアップするときは、最もアクティブなユーザーに E メールを送信し
て、苦情率が低いことを確認する必要があります。また、バウンスメッセージを慎重に調べて、IP ブロッ
キングまたはスロットリング通知を多数受け取っている場合は、E メールの量を減らします。

専用 IP アドレスの自動ウォームアップ
専用 IP アドレスをリクエストすると、Amazon Pinpoint はそれらを自動的にウォームアップして、送信す
る E メールの配信を向上させます。IP アドレスの自動ウォームアップ機能はデフォルトで有効化されてい
ます。
自動ウォームアップの処理中に発生するステップは、既に専用 IP アドレスがあるかどうかによって異なり
ます。
• 専用 IP アドレスを初めてリクエストすると、Amazon Pinpoint は、専用 IP アドレスと、その他の
Amazon Pinpoint のお客様と共有されたアドレスとの間で E メールの送信を分散します。Amazon
Pinpoint は専用 IP アドレスから送信されるメッセージの数を時間と共に徐々に増やします。
• 専用 IP アドレスがすでに存在する場合、Amazon Pinpoint は既存の専用 IP (ウォームアップ済み) と新
しい専用 IP (ウォームアップされていない) の間で E メールの送信を分散します。Amazon Pinpoint は新
しい専用 IP アドレスから送信されるメッセージの数を時間と共に徐々に増やします。
専用 IP アドレスのウォームアップ後は、良い評判を維持することを希望する E メールプロバイダーごと
に、毎日 1,000 通前後の E メールを送信します。このタスクは、Amazon Pinpoint で使用する専用 IP アド
レスごとに実行します。
ウォームアップ処理の完了直後に、大量の E メールを送信することは避けてください。その代わりに、
ターゲットのボリュームに達するまで、送信する E メールの数を徐々に増やします。E メールプロバイ
ダーは、IP アドレスから送信される E メールの数が急に大量に増えたことを確認すると、そのアドレスか
らのメッセージの配信をブロックまたはスロットリングする可能性があります。

専用 IP プールの作成
Amazon Pinpoint で使用する複数の専用 IP アドレスを購入した場合、それらのアドレスのグループを作
成できます。これらのグループは専用 IP プールと呼ばれます。一般的なシナリオは、マーケティング E
メール送信用と取引 E メール送信用に専用 IP アドレスのプールをそれぞれ作成することです。取引 E
メールの送信者の評価はマーケティング E メールの送信者の評価とは切り離されています。このシナリ
オでは、マーケティングキャンペーンで多数の苦情が発生した場合、取引 E メールの配信には影響しませ
ん。
専用 IP プールは、Amazon Pinpoint および Amazon Simple Email Service (Amazon SES) の両方で使
用できます。専用 IP プールを作成する場合、それを関連付ける構成セットを選択する必要がありま
す。現在、Amazon SES を使用して管理できるのは、構成セットと IP プールのみです。構成セットの
セットアップについての詳細は、『Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド』の「Creating
configuration sets」を参照してください。専用IPプールの設定の詳細については、『Amazon Simple Email
Service デベロッパーガイド』の「Creating dedicated IP pools」を参照してください。
Amazon Pinpoint で構成セット (専用 IP プール) を使用するには、Amazon Pinpoint で使用するメール ID
のデフォルトの構成セットとして構成セットを設定する必要があります。詳細については、設定セットを
E メール ID に適用する (p. 33)を参照してください。

Amazon Pinpoint の配信性能ダッシュボード
配信性能ダッシュボードは、送信する E メールの配信に影響を与える可能性がある問題を特定し、対処
するのに役立ちます。配信性能ダッシュボードで特定された問題に対処すると、Amazon Pinpoint および
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) から送信する E メールが、お客様のジャンクメールフォル
ダではなく受信箱に届けられる可能性が高くなります。
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Important
配信性能ダッシュボードを使用するには、追加料金がかかります。料金の詳細については、
「Amazon Pinpoint pricing page」をご覧ください。
Amazon Pinpoint コンソールを使用して、配信性能ダッシュボードにアクセスすることができます。

配信性能ダッシュボードを表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで [Deliverability dashboard (配信性能ダッシュボード)] を選択します。

配信性能ダッシュボードは 6 つのパートで構成されており、次のセクションで説明されています。
• ドメインの評価 (p. 41)
• IP の評価 (p. 44)
• バウンス率、苦情率 (p. 46)
• キャンペーン配信メトリクス (p. 49)
• 受信箱配置のテスト (p. 50)
• ダッシュボード設定 (p. 53)

ドメインの評価
「Domain reputation」のページには、メール送信に使用するドメインについて、エンゲージメント率、受
信トレイへの配置率、拒否リストのアクティビティなどの情報が表示されます。
次のイメージに示すように、[ドメイン] メニューからドメインを選択し、そのドメインに関する情報を表
示します。

まとめ
このセクションには、顧客の受信箱に届けられた、特定のドメインから E メールの割合に関する情報が含
まれています。また、顧客が開封または含まれているリンクをクリックすることでエンゲージした E メー
ルの割合に関数情報を提供します。最後に、ドメインに関連付けられている IP アドレスが掲載されている
拒否リストの数を示します。

Note
このセクションの情報には、正確なメトリクスではなく、一般的なガイダンスが含まれていま
す。メールの配信とエンゲージメントに関する正確なメトリクスが必要な場合は、イベントスト
リーム (p. 355)をセットアップします。
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このセクションでデータを表示するには、次の図に示すように、サブスクライブされたドメインを選
択します。ドメインを選択すると、[Summary]、[Inbox placement by email provider]、および [Deny list
activities] の各セクションにデータが表示されます。
ドメインと日付範囲を選択すると、[Deliverability overview] セクションは次の情報を表示します。
• Engagement rate] – 選択されたドメインから送信された、受信者が開封またはリンクをクリックした E
メールの割合です。E メールを受信者の受信箱に配信するかどうかを判断するとき、多くの E メール
プロバイダー (特に大規模なプロバイダー) は、過去 1 ～ 2 か月間に貴社のドメインから送信された E
メールと、受信者がエンゲージした頻度を考慮します。このため、25% 以上のエンゲージメント率を維
持するようにしましょう。
• [Inbox placement rate] – 選択されたドメインから送信された、受信者の受信箱に届けられた E メールの
割合です。80% 前後の受信箱配置率が平均と見なされます。
• [Deny list activities] – ドメインに関連付けられている IP アドレスに表示されるブラックリストの数で
す。拒否リストについて詳しくは、拒否リストのアクティビティ (p. 44) を参照してください。

Alarms
[アラーム] タブでは、[概要] セクションにある任意のメトリクスに関して通知を送信するアラームを作成
することができます。

アラームを作成するには
1.

[Alarms] タブで、[Create alarm] を選択します。

2.

[Create Alarm] ページで、次の操作を実行します。
a.

[Alarm name] で、アラームを簡単に識別できるような名前を入力します。

b.

[Send notification when the] に、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [Inbox placement rate] – このオプションを選択すると、アラームでは、すべての E メールプロ
バイダーの受信トレイ配信率が考慮されます。
• [Inbox placement rate] – このオプションを選択すると、アラームでは、Gmail または Yahoo な
ど、特定の E メールプロバイダーの受信トレイ配信率が考慮されます。このオプションを選択
するときは、アラームの対象になっている E メールのプロバイダーも選択する必要がありま
す。

c.

値を設定すると、アラームがトリガーされます。例えば、アカウントのメール到達率が 75% 以
下になったときに通知を受けるには、[< =] を選択します。その後、以下のイメージに示すように
75 の値を入力します。

d.

アラームがトリガーされる前に経過する必要がある時間を指定します。例えば、受信トレイ配
信率が特定のレートを下回り、2 日間を超えてそのレートのままである場合にのみ通知が送信さ
れるようにアラートを設定できます。この例では、[for at least] の横に 2 の値を入力します。次
に、[consecutive period(s)of] の横で、次のイメージに示すように [1 日] を選択します。

e.

[Notification method] で、次のいずれかのオプションを選択します。
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• [Use an existing SNS topic] – Amazon SNS トピックとそれにサブスクライブされたエンドポイ
ントをすでに作成している場合は、このオプションを選択します。
• [Create a new topic] – Amazon SNS トピックをまだ作成していない場合や、新しいトピックを
作成する場合は、このオプションを選択します。

Note
新しいトピックを作成する場合は、1 つ以上のエンドポイントをそのトピックにサ
ブスクライブする必要があります。詳細については、『Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド』の「Subscribing an endpoint to a topic」を参照してくだ
さい。
f.

(オプション) 1 つ以上の Amazon SNS トピックを選択または作成することができます。トピック
を追加するには、[Notify an additional SNS topic] を選択します。

g.

完了したら、[Create] を選択します。

E メールプロバイダーによる受信ボックスの配置
このセクションでは、さまざまな E メールプロバイダーが、選択された期間中に貴社のドメインから送信
された E メールをどのように処理したかを示します。このセクションで分析されている E メールプロバイ
ダーには、Gmail、Hotmail、Yahoo、AOL が含まれます。このセクションには、[Others] と呼ばれるカテ
ゴリーも含まれます。このカテゴリーには、インターネットサービスプロバイダーとリージョンのプロバ
イダーが含まれます。2 つを合わせると、このセクションの配信メトリクスは、世界中で送信されるコン
シューマー E メールの大半を表します。
このセクションには、各 E メールプロバイダーの受信箱配置率とスパムフォルダ配置率の平均が含まれま
す。また、次のイメージに示されているように、分析期間の各日の各プロバイダーの受信箱配置率を示す
グラフが含まれます。このグラフに含まれる情報を使用して、低い配信率につながったキャンペーンを特
定できます。

Note
日付フィルターを使用して、最大 30 日間を含む日付範囲を選択できます。
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拒否リストのアクティビティ
このセクションは、貴社のドメインから送信された E メールの配信に影響する可能性がある拒否リストイ
ベントを迅速に特定することに役立ちます。拒否リストは、未承諾 E メールまたは悪意のある E メールを
送信したと疑われる IP アドレスのリストです。IP アドレスをリストに追加したり、IP アドレスをリスト
から削除 (「記載解除」) したりする基準は、拒否リストプロバイダーによって異なります。さらに、各 E
メールプロバイダーは異なる拒否リストまたは拒否リストのセットを使用します。また、各プロバイダー
は拒否リストイベントを異なる方法で比較検討します。貴社の専用 IP アドレスの 1 つがこのセクションに
記載されている場合、必ずしも E メールの配信に影響があるとは限りません。
専用 IP アドレスの 1 つがこのセクションに現れる場合、拒否リストを管理する組織にお問い合わせの
上、IP アドレスを削除するよう要求してください。次のテーブルには、このセクションで考慮されている
拒否リストオペレーターのリスクが含まれ、IP アドレスを記載解除するための手順へのリンクが含まれて
います。
拒否リストのオペレーター

記載解除手順へのリンク

Spamhaus

Spamhaus ウェブサイト

Barracuda

Barracuda ウェブサイト

Cloudmark Sender Intelligence (CSI)

Cloudmark Sender Intelligence ウェブサイト

Composite Blocking List (CBL)

Composite Blocking List ウェブサイト

LashBack

LashBack ウェブサイト

Passive Spam Block List (PSBL)

Passive Spam Block List ウェブサイト

SORBS

SORBS ウェブサイト

SpamCop

SpamCop ウェブサイト

ドメイン認証
このセクションでは、ドメインの認証に使用できるさまざまな方法に関する情報が含まれています。ドメ
インの DKIM または SPF 認証を設定するには、ドメインの DNS 設定に特定のレコードを追加する必要が
あります。これらのレコードを表示するには、[View the DNS record] を選択します。
ドメインの DNS レコードを更新する手順は、使用する DNS プロバイダーやウェブホスティングプロバイ
ダーによって異なります。DNS レコードを追加する方法の詳細については、ご利用のプロバイダーのド
キュメントを参照してください。

IP の評価
[IP address reputation] ページには、Amazon Pinpoint および Amazon Simple Email Service (Amazon
SES) を使用して E メールを送信するために使う専用 IP アドレスのブラックリストアクティビティに関す
る情報が含まれます。

概要
[Overview] タブには、次のイメージに示すように Amazon Pinpoint および Amazon SES アカウントに関連
付けられているすべての専用 IP アドレスが表示されます。
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[Reputation] 列の値が [High] 場合、その IP アドレスの評価に影響を与える拒否リストアクティビティはあ
りません。IP アドレスがブラックリストに掲載されている場合、そのブラックリストの名前が [Blacklist
name] 列に表示されます。
専用 IP アドレスの 1 つがこのセクションに現れる場合、拒否リストを管理する組織にお問い合わせの
上、IP アドレスを削除するよう要求してください。次のテーブルには、このセクションで考慮されている
拒否リストオペレーターのリスクが含まれ、IP アドレスを記載解除するための手順へのリンクが含まれて
います。
拒否リストのオペレーター

記載解除手順へのリンク

Spamhaus

Spamhaus ウェブサイト

Barracuda

Barracuda ウェブサイト

Invaluement

Invaluement ウェブサイト

LashBack

LashBack ウェブサイト

Passive Spam Block List (PSBL)

Passive Spam Block List ウェブサイト

SORBS

SORBS ウェブサイト

Alarms
[Alarms] タブで、専用 IP が主な拒否リストに追加されるときに通知を送信するアラームを作成できます。

アラームを作成するには
1.

[Alarms] タブで、[Create alarm] を選択します。

2.

[Create Alarm] ページで、次の操作を実行します。
a.

[Alarm name] で、アラームを簡単に識別できるような名前を入力します。

b.

値を設定すると、アラームがトリガーされます。例えば、アカウントのブラックリストに登録
された IP の割合が 5% 以上の場合に通知を受けるには、[> =] を選択します。その後、以下のイ
メージに示すように 5 の値を入力します。
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c.

アラームがトリガーされる前に経過する必要がある時間を指定します。例えば、拒否リストに記
載された IP レートが特定のレートを超え、2 時間を超えてそのレートのままである場合にのみ通
知が送信されるようにアラートを設定できます。この例では、[for at least] の横に 2 の値を入力
します。次に、[consecutive period(s)of] の横で、次のイメージに示すように [1 hour] を選択しま
す。

d.

[Notification method] で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Use an existing SNS topic] – Amazon SNS トピックとそれにサブスクライブされたエンドポイ
ントをすでに作成している場合は、このオプションを選択します。
• [Create a new topic] – Amazon SNS トピックをまだ作成していない場合や、新しいトピックを
作成する場合は、このオプションを選択します。

Note
新しいトピックを作成する場合は、1 つ以上のエンドポイントをそのトピックにサ
ブスクライブする必要があります。詳細については、『Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド』の「Subscribing an endpoint to a topic」を参照してくだ
さい。
e.

(オプション) 1 つ以上の Amazon SNS トピックを選択または作成することができます。トピック
を追加するには、[Notify an additional SNS topic] を選択します。

f.

完了したら、[Create] を選択します。

バウンス率、苦情率
[Bounce and complaint rates] ページには、結合された Amazon Pinpoint と Amazon Simple Email Service
(Amazon SES) アカウントの合計のバウンス率と苦情率に関連した重要なメトリクスがあります。
送信した E メールが、永続的な問題が原因で配信できないとき、バウンスが発生します。例えば、受信
者のアドレスが存在しない場合や、受信者の E メールプロバイダーが送信者のドメインまたは IP アドレ
スからの E メールをブロックしている場合、バウンスが発生することがあります。E メールプロバイダー
は高いバウンス率をマイナスの兆候と見なしています。これは、お客様からのメッセージの受信を明示的
に選択していないユーザーに E メールを送信していることを示しているためです。高いバウンス率は、E
メールの配信に悪影響を及ぼす可能性があります。
complaint は、お客様がお客様からのメールを受け取り、迷惑メールとしてメールプロバイダーに報告す
る (メールクライアントの Report Spam 機能を使用するなど) ことで発生します。E メールプロバイダーで
は、苦情をお客様のドメインが未承諾メールを送信しているという深刻な兆候と見なします。このため、
高い苦情率は、ユーザーの E メールの配信に非常に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
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高いバウンス率や苦情率は、多くの場合、送信者が未承諾 E メールを送信していることを示します。この
ため、E メールプロバイダーは、E メールを受信箱に送信するかスパムメールフォルダに振り分けるかを
判断する際に、バウンス率や苦情率を注意深く検討します。
[バウンス率と苦情率] ページを使用してこれらのアカウント全体のメトリクスを追跡できます。このペー
ジでは、バウンスや苦情の発生率が特定のしきい値に到達したときに通知するアラームを作成することも
できます。

概要
[概要] タブには、アカウントのバウンス率と苦情率に関する情報が含まれています。

Note
このページでは、現在の AWS リージョンでの AWS アカウント全体のバウンスと苦情のメトリ
クスを表示します。Amazon Pinpoint と Amazon SES の両方を使用して E メールを送信する場合
は、このページには、両方のサービスのバウンスと苦情メトリクスの合計が表示されます。

まとめ
このセクションでは、アカウントのステータスを表示します。以下のリストに、可能性のある値を示しま
す。
• [正常] - 現在、アカウントに影響する問題はありません。
• [Under review] - お客様のアカウントはレビュー対象です。アカウントのレビュー対象となった原因の問
題が、レビュー期間の終了までに修正されなかった場合、アカウントの E メール送信が一時停止される
可能性があります。
• [Pending end of review decision] - お客様のアカウントはレビュー対象です。お客様のアカウントをレ
ビュー対象とした問題の内容により、何らかの処置を行う前に、手動でレビューを実行する必要があり
ます。
• [Sending paused] - アカウントの E メール送信機能を一時停止しました。アカウントが一時停止されて
いる間、Amazon Pinpoint または Amazon SES を使用して E メールを送信することはできません。この
決定の見直しをリクエストできます。
• [Pending sending pause] - お客様のアカウントはレビュー対象です。アカウントをレビュー対象とした
問題は解決されていません。このような状況では、通常アカウントの E メール送信機能を一時停止しま
す。ただし、アカウントの性質により、何らかの処置を行う前に、アカウントの確認が行われます。
[Emails sent] の下に表示される数字は、この判断をしたときに考慮した E メールの数です。[Sent over
period] の下に表示される数字は、それらの E メールを送信した期間です。
各ステータス値の詳細と、お客様のアカウントに影響を与える問題にどのように対処するかについては、
『Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド』の「sending review process FAQs」を参照してく
ださい。

バウンス率
このセクションでは、現在のアカウントのバウンス率を示します。アカウントのバウンス率は 5% 未満に
維持する必要があります。アカウントのバウンス率が 10% を超えた場合、当社はお客様のアカウントによ
る E メール送信機能を一時的に停止することがあります。
このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Eligible emails sent] – バウンス率の計算対象となった E メールの数。
• [Sent over period] – バウンス率の計算対象となった期間。
• [Bounce rate] – バウンスとなった分析期間中に送信された E メールの割合。
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• Overall status – メトリクスの状態を示します。ステータスは、次のいずれかになります。
• [正常] - アカウントのバウンス率は通常レベル内です。
• [Almost healed] – バウンス率が高すぎたため、アカウントがレビュー対象になりました。レビュー期
間が開始してから、バウンス率は最大レート未満を維持しています。バウンス率が最大レート未満の
ままであれば、レビュー期間終了時にこのメトリクスのステータスが [正常] に変化する可能性があり
ます。
• [Under review] – バウンス率が高すぎたため、アカウントがレビュー対象になりました。アカウント
がレビュー対象になって以来、バウンス率は向上していません。バウンス率が 5% を超過する原因と
なっていた問題が、レビュー期間の終了までに修正されなかった場合、アカウントの E メール送信が
一時停止される可能性があります。
• [Sending pause] – バウンス率が高すぎるため、アカウントの E メール送信機能は一時停止されます。
アカウントが一時停止されている間は、E メールを送信することはできません。この決定の見直しを
リクエストできます。
• [Pending sending pause] - メトリクスによりアカウントがレビューされています。このレビューの原
因となった問題が、解決していません。この問題により、アカウントの E メール送信機能が一時停止
される可能性があります。その先のアクションが発生する前に、当社のチームのメンバーによってア
カウントの確認が行われます。
各ステータス値の詳細と、お客様のアカウントに影響を与える問題にどのように対処するかについて
は、『Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド』の「sending review process FAQs」を参照
してください。

苦情率
このセクションでは、現在のアカウントの苦情率を示します。アカウントの苦情率は 0.1% 未満に維持す
る必要があります。アカウントの苦情率が 0.1% を超えた場合、当社はお客様のアカウントによる E メー
ル送信機能を一時的に停止することがあります。
このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Eligible emails sent] – 苦情率の計算対象となった E メールの数。
• [Sent over period] – 苦情率の計算対象となった期間。
• [Complaint rate] – 苦情が発生した分析期間中に送信された E メールの割合。
• [Overall status] – メトリクスの状態を示します。ステータスは、次のいずれかになります。
• [正常] - アカウントの苦情率は通常レベル内です。
• [Almost healed] – 苦情率が高すぎたため、アカウントがレビュー対象になりました。レビュー期間が
開始してから、苦情率は最大レート未満を維持しています。苦情率が最大レート未満のままであれ
ば、レビュー期間終了時にこのメトリクスのステータスが [正常] に変化する可能性があります。
• [Under review] – 苦情率が高すぎたため、アカウントがレビュー対象になりました。アカウントがレ
ビュー対象になって以来、苦情率は向上していません。苦情率が 0.1% を超過する原因となっていた
問題が、レビュー期間の終了までに修正されなかった場合、アカウントの E メール送信が一時停止さ
れる可能性があります。
• [Sending pause] – 苦情率が高すぎるため、アカウントの E メール送信機能は一時停止されます。アカ
ウントが一時停止されている間は、E メールを送信することはできません。この決定の見直しをリク
エストできます。
• [Pending sending pause] – 苦情率が高すぎたため、アカウントがレビュー対象になりました。このレ
ビューの原因となった問題が、解決していません。この問題により、アカウントの E メール送信機能
が一時停止される可能性があります。その先のアクションが発生する前に、当社のチームのメンバー
によってアカウントの確認が行われます。
各ステータス値の詳細と、お客様のアカウントに影響を与える問題にどのように対処するかについて
は、『Amazon Simple Email Service デベロッパーガイド』の「sending review process FAQs」を参照
してください。
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Alarms
[アラーム] タブで、アカウントのバウンス率や苦情率が特定のレベルを超えたときに、通知を送信するア
ラームを作成できます。

アラームを作成するには
1.

[Alarms] タブで、[Create alarm] を選択します。

2.

[Create Alarm] ページで、次の操作を実行します。
a.

[Alarm name] で、アラームを簡単に識別できるような名前を入力します。

b.

[Send a notification when the] で、以下のいずれかのオプションを選択します。
• バウンス率
• 苦情率

c.

値を設定すると、アラームがトリガーされます。例えば、アカウントのバウンス率が 5% 以上の
場合に通知を受けるには、[> =] を選択します。その後、以下のイメージに示すように 5 の値を入
力します。

d.

アラームがトリガーされる前に経過する必要がある時間を指定します。例えば、バウンス率が
特定のレートを超え、2 時間を超えてそのレートのままである場合にのみ通知が送信されるよ
うにアラートを設定できます。この例では、[for at least] の横に 2 の値を入力します。次に、
[consecutive period(s)of] の横で、次のイメージに示すように [1 hour] を選択します。

e.

[Notification method] で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Use an existing SNS topic] – Amazon SNS トピックとそれにサブスクライブされたエンドポイ
ントをすでに作成している場合は、このオプションを選択します。
• [Create a new topic] – Amazon SNSトピックをまだ作成していない場合や、新しいトピックを
作成する場合は、このオプションを選択します。

Note
新しいトピックを作成する場合は、1 つ以上のエンドポイントをそのトピックにサ
ブスクライブする必要があります。詳細については、『Amazon Simple Notification
Service デベロッパーガイド』の「Subscribing an Endpoint to a Topic」を参照してく
ださい。
f.

(オプション) 1 つ以上の Amazon SNS トピックを選択または作成することができます。トピック
を追加するには、[Notify an additional SNS topic] を選択します。

g.

完了したら、[Create] を選択します。

キャンペーン配信メトリクス
[Campaign delivery metrics] セクションには、ユーザーがドメインから送信した E メールの受信トレイへ
の振り分け率に関する情報が含まれています。ただし、[ドメインの評価 (p. 41)] ページとは異なり、
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[Campaign delivery metrics] ページには、ドメイン全体の情報ではなく、特定の E メールキャンペーンに
関する情報が含まれています。
ドメインと日付範囲を選択すると、次の情報が含まれているテーブルが表示されます。
• [Preview] – E メールの内容を示す小さなイメージ。大きなプレビューを表示するには、イメージにカー
ソルを合わせます。
• [Last send date] – メッセージが最後に送信された日時。
• [Subject] – E メールの件名です。
• [Sender address] – メッセージの送信者のアドレス (「送信元」)。
• [ESP] – メトリクスが適用する E メールプロバイダー (例: Gmail または Yahoo)。
• [Inbox rate] – キャンペーンから送信され、(迷惑メールフォルダに振り分けられず) 受信者の受信トレイ
に入った E メールの割合。
• [Open rate] – キャンペーンから送信され受信者によって開かれた E メールの割合。
この表のキャンペーンを選択すると、キャンペーンの詳細ページが表示されます。キャンペーンの詳細
ページには、次の 2 つのセクションがあります。の詳細そしてIP アドレスの送信。

詳細
このセクションには、キャンペーンに関する次の情報が含まれています。
• [Latest sent date] – メッセージが最後に送信された日時。
• [First sent date] – メッセージが最初に送信された日時。
• [Subject] – E メールの件名です。
• [Sender address] – メッセージの送信者のアドレス (「送信元」)。
• [Sender domain] – メッセージの送信元ドメイン。
• [ESP] – メトリクスが適用する E メールプロバイダー (例: Gmail または Yahoo)。
• [Estimated volume] – このキャンペーンが送信された受信者の概数。
• [Inbox placement] – キャンペーンから送信され、(迷惑メールフォルダに振り分けられず) 受信者の受信
トレイに入った E メールの割合。
• [Spam placement] – キャンペーンから送信され、受信者の迷惑メールフォルダに振り分けられた E メー
ルの割合。
• [Read] – 受信者によって開かれた E メールの割合 (%)。
• [Read and deleted] – 受信者によって開かれ、その後で削除された E メールの割合。
• [Deleted] – 読み取られずに、受信者によって削除された E メールの割合。
また、キャンペーンの詳細ページでは、E メール本文の拡大プレビューが表示されます。Amazon Pinpoint
は、このプレビューイメージから識別情報を自動的に削除します。

IP アドレスの送信
このセクションでは、選択したメッセージを受信者に送信するときに Amazon Pinpoint および Amazon
SES に使用される、すべての IP アドレスをリストします。

受信箱配置のテスト
配信性能ダッシュボードの [Inbox placement tests] ページでは、世界中の 95 以上の主要メールプロバイ
ダーで特定のメッセージがどのように扱われるかを予測するためのテストを実行することができます。
受信箱配置のテストを実行するとき、顧客に送信するコンテンツを含むサンプルメッセージを提供しま
す。Amazon Pinpoint は、そのメッセージを複数の主要なメールドメインにある特別なメールアドレスに
送信します。約 24 時間後、テストが終了し、その結果を表示できます。
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Important
受信箱配置のテストを実行すると、配信テストと分析のためにメッセージがサードパーティーに
送信されます。このサードパーティーにはスタンダードのセキュリティ要件が適用され、転送中
の E メールの内容は暗号化されます。ただし、テスト実行時に実際のデータを使用する必要はあ
りませんので、このテストで使用するメッセージで機密情報や個人を特定できる情報を送信する
ことは避けていただくことをお勧めします。
受信箱配置のテストは、さまざまな E メールプロバイダーによって特定のメッセージがどのように処理さ
れるのかを示します。テスト結果では、複数の E メールプロバイダーのテスト受信人の受信箱に届いた
メッセージの数を示します。また、何通のメッセージが受信者のジャンクメールフォルダに送信され、何
通がまったく配信されなかったかを示します。受信箱配置のテストを実行すると、E メールのコンテンツ
の結果として生じる可能性がある、配信性能の問題を特定するのに役立ちます。
月間 配信性能ダッシュボード サブスクリプションには、1 か月あたり 25 個の受信箱配置のテストが含
まれます。より多くのテストを購入するには追加料金が必要になります。詳細については、「Amazon
Pinpoint pricing」を参照してください。

新しい E メール配置のテストを作成するには
1.

配信性能ダッシュボードのナビゲーションペインで、[Inbox placement tests] を選択します。

2.

[Create a test] を選択します。

3.

[Name] で、この特定のテストを簡単に識別できるような名前を入力します。

4.
5.
6.

[From address] で、[Email address] または [Domain] を選択し、E メールの送信に使用する E メール
アドレスを指定します。
[Subject] で、E メールの件名を入力します。
[HTML content] で、メッセージの HTML 形式コンテンツを入力します。

7.

[Create] (作成) を選択します。

テストの完了には 24 時間ほどかかります。テストが完了したら、次の手順を実行して結果を表示しま
す。

受信箱配置のテストの結果を表示するには
1.

配信性能ダッシュボードのナビゲーションペインで、[Inbox placement tests] を選択します。

2.

確認するテストで [Test status] 列の値が [完了] であることを確認します。完了である場合は、次のイ
メージに示すように、テストを選択し、[View test results] を選択します。

各受信箱配置のテストには 2 つのセクションがあります。配信性能概要そしてISP の概要。
[Deliverability overview] セクションには、受信箱配置のテストで送信したメッセージについて関する次の
情報が含まれています。
• [Test name] – テストの作成時に入力した名前です。
• [Report ID] – テストの一意の識別子です。
• [From identity] – テスト E メールの送信元の E メールアドレスです。
• [Subject] – テスト E メールの件名です。
• [Inbox]– テストの受信者の受信箱に届けられた E メールの割合です。
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• [Spam] – テストの受信者のスパムフォルダに届けられた E メールの割合です。
• [Missing] – 受信者に届けられなかった E メールの割合です。
• [DKIM rate] – DKIM を使用して検証されたメッセージの割合です。
• [SPF rate] – SPF を使用して検証されたメッセージの割合です。
[View HTML content] セクションを展開することで、テスト E メールの内容を表示できます。
[ISP overview] セクションには、世界各地にある 95 を超える主要 E メールプロバイダーのリストが含まれ
ています。プロバイダーごとに、このテーブルに以下のメトリクスが含まれます。
• [Inbox] – プロバイダーのドメインでのテストの受信者の受信箱に届けられた E メールの割合です。
• [Spam] – プロバイダーのドメインでのテストの受信者のスパムフォルダに届けられた E メールの割合で
す。
• [Missing] – 受信者に届けられなかった E メールの割合です。
• [SPF] – SPF を使用してプロバイダーによって検証されたメッセージの割合です。
• [DKIM] – DKIM を使用してプロバイダーによって検証されたメッセージの割合です。

テスト結果
受信箱配置のテストには、[Deliverability overview] と [ISP Overview] の 2 つのセクションが含まれます。
配信性能の概要

このセクションには、受信箱配置のテストの要約が含まれます。次の情報が含まれています。
•
•
•
•
•

[From identity] – テスト E メールの送信者 E メールアドレスです。
[Subject] – E メールの件名です。
[Inbox] – 受信者の受信箱に届けられたテストメッセージの割合です。
[Spam] – 受信者のジャンクメールフォルダに送信されたテストメッセージの割合です。
[Missing] – 受信者にまったく配信されなかったテストメッセージの割合です。

• [DKIM rate] – 受信者のメールプロバイダーによって、ドメインキーアイデンティファイドメールを使用
して認証されたテストメッセージの割合です。
• [SPF rate] – 受信者のメールプロバイダーによって、センダーポリシーフレームワークを使用して認証さ
れたテストメッセージの割合です。
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[View HTML content] を選択することで E メールの本文を表示することもできます。
ISP の概要
このセクションには、テスト中に貴社のテストメッセージを送信した先の、すべての E メールプロバイ
ダーのリストが含まれています。このリストの各プロバイダーには、[Deliverability overview] セクション
で示されているものと同じ 5 つのメトリクス ([Inbox]、[Spam]、[Missing]、[SPF]、[DKIM]) を提供しま
す。

ダッシュボード設定
[Dashboard settings] ページで、配信性能ダッシュボードに関連するいくつかの設定を変更できます。ま
た、今月の配信性能ダッシュボードの使用状況がわかる情報もあります。

サブスクリプションの概要
[Subscription overview] セクションには、配信性能ダッシュボードサブスクリプションのステータスに関す
る情報が含まれています。さらに、現在の請求サイクルの残り日数もわかります。
配信性能ダッシュボードへのサブスクリプションが毎月請求されます。請求期間の一部にサブスクリプ
ションを利用することはできません。請求期間の終了前にサブスクリプションをキャンセルした場合は、
引き続き請求期間の残りの日数に料金が発生します。ただし、次の請求期間については料金は発生しませ
ん。サブスクリプションをキャンセルするには、[Cancel subscription] を選択します。

毎月の使用状況
[Monthly usage] セクションには、今月の配信性能ダッシュボードの使用状況に関する情報が提供されま
す。
[Domain reputation tracking] セクションでは、[Domain reputation] ページと [Deliverability by campaign]
ページでモニタリングされるドメインを選択できます。配信性能ダッシュボードへのサブスクリプション
により、1 か月あたり最大 5 つのドメインをモニタリングすることができます。5 つを超えるドメインの
モニタリングについては、月額料金を追加することでご利用いただけます。配信性能ダッシュボードにド
メインを追加または削除するには、[Edit]の [Subscribed domains] セクションに選択します。

Note
検証したドメインのみをモニタリングできます。ドメインの検証の詳細については、ドメインの
検証 (p. 24) を参照してください。
[Predictive inbox placement tests] セクションには、今月に実行した受信箱配置の予測テスト数が表示され
ます。サブスクリプションには、25 個のテストが含まれています。追加のテストを購入するには追加料金
が必要になります。
配信性能ダッシュボードの料金の詳細については、「Amazon Pinpoint pricing」を参照してください。

ベストプラクティス
お客様の利益を最優先にしておりますが、メッセージの配信性能に影響するような状況が発生する場合が
あります。以下のセクションでは、E メールメッセージを目的のユーザーに確実に届けるための推奨事項
について説明します。
トピック
• 全般的な推奨事項 (p. 54)
• ドメインおよび「From」アドレスに関する考慮事項 (p. 54)
• リストの構築とメンテナンス (p. 54)
• コンプライアンス (p. 55)
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• 大量の E メールを送信する (p. 55)
• バウンス (p. 55)
• 苦情 (p. 56)
• メッセージの品質 (p. 56)

全般的な推奨事項
• お客様の立場で考えます。送信するメッセージが自分の受信トレイで受け取りたい内容であるかどうか
自問します。その答えがどんなものでも「Yes!」以外であれば、おそらく送るべきではありません。
• 一部の業界は、メールメッセージの内容が低品質または悪意があるとさえ評価されています。以下の業
界の関係者は、自社の評価を厳密にモニタリングし、早急に問題を解決する必要があります。
• 住宅担保ローン
• クレジット
• 薬品およびサプリメント
• アルコールおよびタバコ
• アダルト向けエンターテインメント
• カジノおよびギャンブル
• 在宅就業プログラム

ドメインおよび「From」アドレスに関する考慮事項
• E メールの差出人のアドレスについてよく考えます。「From」アドレスは、受信者が最初に接する情報
の 1 つであり、第一印象は長く残る場合があります。さらに、「From」アドレスと評価の関連付けを行
う ISP もあります。
• 通信のタイプ別に異なるサブドメインを使用することを検討します。例えば、ドメイン example.com を
使用してマーケティングメッセージとトランザクションメッセージの両方を送信する場合を考えます。
この場合、すべてのメッセージを example.com から送信するのではなく、マーケティングメッセージは
marketing.example.com などのサブドメインから、トランザクションメッセージは orders.example.com
などのサブドメインから送信します。評価はサブドメイン別に確立されます。例えば、マーケティング
メッセージがスパムトラップにかかったり、コンテンツフィルターをトリガーしたりした場合、サブド
メインを使用していると、自社の評価が損なわれるリスクを軽減できます。
• 大量のメッセージを送信する場合は、sender@hotmail.com などの ISP ベースのアドレスから送信し
ません。sender@hotmail.com から大量のメッセージが送信されていることを ISP が気付くと、その E
メールは自社所有の送信メール用ドメインから送信される E メールとは別の方法で処理されます。
• ドメインレジストラーと協力してドメインの WHOIS 情報が正しいことを確認します。正直かつ最新の
WHOIS レコードを維持することは、透過性を重要視していることを示します。また、ユーザーはドメ
インの正当性を簡単に確認できます。
• 「From」アドレスまたは「Reply-to」アドレスとして no-reply@example.com などの no-reply アドレス
を使用しないようにします。no-reply@ メールアドレスを使用すると、受信者に返信する方法を封じて
いること、受信者のフィードバックに関心がないことが明確なメッセージとして伝わります。

リストの構築とメンテナンス
• ダブルオプトイン戦略を実装します。ユーザーがサインアップして E メールを受信する場合は、確認リ
ンクを記載したメッセージを送信し、ユーザーがそのリンクをクリックしてアドレスを確認するまでは
E メールの送信を開始しません。ダブルオプトイン戦略は、入力ミスによるハードバウンスの数を減ら
すのに役立ちます。
• ウェブベース形式でメールアドレスを集める場合は、収集時にそれらのアドレスに対して最小限の検証
を実施します。例えば、収集したアドレスの形式が正しいこと (recipient@example.com の形式になっ
ていること)、および有効な MX レコードのドメインを参照していることを確認します。
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• ユーザー定義の入力を無検査で Amazon Pinpoint に渡すことを許可するときは注意が必要です。フォー
ラムの登録やフォームの提出には、それなりのリスクがあります。コンテンツ全体をユーザーが生成
し、スパム送信者が独自の内容をフォームに記入する可能性があるためです。高品質のコンテンツの E
メールのみを送信することは、お客様の責任です。
• 標準エイリアス (postmaster@、abuse@、noc@ など) が意図的に E メールにサインアップするような
ことは考えられません。メッセージは、実際に希望する相手にのみ送信します。このルールは、E メー
ルのウォッチドッグとして通例予約されている標準エイリアスに特に該当します。

コンプライアンス
• E メールの送信先の国や地域で適用される E メールマーケティングとスパム対策に関する法律および規
制に注意してください。送信する E メールがこれらの法律に準拠していることを確認するのは、お客様
の責任です。このガイドではこれらの法律については触れていませんので、お客様側で調べることが重
要です。法律のリストについては、Wikipedia の「Email Spam Legislation by Country」を参照してくだ
さい。
• 法的なアドバイスを受けるには、弁護士に相談してください。

大量の E メールを送信する
E メール送信は一貫性が重要です。E メールの送信量を増やすには、毎日同じような種類の E メールを同
じような時間に送信し、毎日着実に送信量を増やしていくことが重要です。ただし、特に大量の E メー
ルをお客様に送らなければならない状況が発生することがあります。そのような例として、利用規約の
更新が考えられます。送信量を増やす場合、送信者のレピュテーションを保護し、高い配信性能を達成す
るために、いくつかの手段を講じることができます。まず、受信者リストを整理して、E メールを開封す
る可能性の高い顧客と、迷惑メールとして処理したり、配信を停止する可能性の高い顧客のセグメントを
作成します。セグメントの最もエンゲージメントの高い部分にメッセージを送信することで、メールプロ
バイダーとの信頼関係を構築します。次に、一度にすべてのメッセージを送信するのではなく、一日のう
ち数時間にわたってキャンペーンを行うことです。可能な限り、通常の送信ケイデンスを模倣します。例
えば、通常の日に 1 M のリストを E メールで送信する場合、午前 8 時と正午の 2 度に分割して送信しま
す。1 日 5 M を送信する必要がある場合も、通常の日と同じように分割して送信します。最後に、通常の
メール量よりも大きいボリュームの E メールを送信するときは、その倍数で送信しましょう。例えば、通
常の日に 25 万通のメールを送信するとします。よりボリュームのあるイベントがある場合は、50 万通や
75 万通など、その倍数に制限するようにします。このように送信量を制限することで、メールプロバイ
ダーに対して、通常より多くのメールを送信しているにもかかわらず、慎重に送信量を維持していること
を示すことができます。

バウンス
メールが目的の受信者に届かないと、バウンスが発生します。ハードバウンスとソフトバウンスの 2 種類
があります。ハードバウンスは、メールの不達の原因が、E メールアドレスが存在しないなどの永続的な
問題である場合に発生します。ソフトバウンスは、メールの不達の原因が一時的な問題である場合に発生
します。例えば、受信者の受信トレイが満杯である場合や受信サーバーが一時的に使用できない場合にソ
フトバウンスが発生します。Amazon Pinpoint では、ソフトバウンスの対処方法として、一定期間、メー
ルの再配信を試行します。
メールプログラムでハードバウンス数をモニタリングすること、および受信者リストからハードバウンス
の原因である E メールアドレスを削除することが重要です。E メールレシーバーは、ハードバウンス率が
高いことを検出すると、送信者が受信者をのよく知らないものとみなします。その結果、高いハードバウ
ンス率によりメールメッセージの配信性能が低下する場合があります。
バウンスをなくし、送信者の評価を向上させるために、以下のガイドラインを参考にしてください。
• ハードバウンス率は 5% 未満に抑える。メールプログラムのハードバウンス数が少ないほど、ISP が
メッセージを正当で重要なものと判断する確率が高まります。このレートは妥当で十分に達成可能な目
標ですが、すべての ISP に採用されている統一ルールというわけではありません。
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• メールリストのレンタルや購入は絶対にしないこと。レンタルや購入したリストには、大量の無効なア
ドレスが含まれている場合があり、ハードバウンス率が大幅に増える原因となります。さらに、これら
のリストには、スパムトラップが含まれている可能性があります。それは違法な送信者を捕まえるため
に限定的に使用される E メールアドレスです。メッセージがスパムタラップに陥ると、配信率と送信者
の評価は決定的に損なわれる場合があります。
• リストを最新状態に保つこと。受信者に久しぶりにメールを送る場合は、他の手段 (ウェブサイトのロ
グインアクティビティや購入履歴など) で受信者のステータスを確認します。
• お客様のステータスを確認する方法がない場合は、ウィンバックメールの送信を検討する。一般的な
ウィンバックメールでは、お客様からの連絡が途絶えていることをお客様に伝え、引き続きメールの受
信を望む場合は確認の返信をしてもらいます。ウィンバックメールの送信後に、返信がなかったすべて
の受信者をリストから消去します。
バウンスを受信したら、そのアドレスをリストから即座に削除します。ハードバウンスしたアドレスに
メッセージを再送信しないでください。ハードバウンスの繰り返しは最終的に受取人の ISP から評価を受
けることになります。

苦情
メールの受信者がウェブベースの E メールクライアントで [スパムとしてマーク] (または同等) のボタ
ンをクリックすると、苦情が発生します。これらの苦情が大量に累積すると、ISP からスパムの送信元
とみなされます。これにより、配信性能と送信者の評価が低下します。いくつか、全てではありません
が、苦情が報告されたときに通知する ISP があります。これはフィードバックループとして知られていま
す。Amazon Pinpoint は、フィードバックループを提供する ISP からの苦情を自動的に転送します。
苦情をなくし、送信者の評価を向上させるために、以下のガイドラインを参考にしてください。
• 苦情率は 0.1% 未満に抑える。メールプログラムの苦情数が少ないほど、ISP がメッセージを正当で重
要なものと判断する確率が高まります。このレートは妥当で十分に達成可能な目標ですが、すべての
ISP に採用されている統一ルールというわけではありません。
• マーケティングメールに関してお客様から苦情が寄せられた場合は、そのお客様に対するマーケティン
グメールの送信を即座に停止します。ただし、メールプログラムに他のタイプの E メール (通知メール
やトランザクションメールなど) が含まれている場合、これらのタイプのメッセージは引き続き苦情元
の受信者に送信することが許容されます。
• ハードバウンスと同様に、久しぶりにメールを送信する受信者のリストがある場合は、メッセージを送
信する理由を確実に受信者に伝えます。受信者に送信者を思い出してもらうためと、連絡する理由を知
らせるための「ようこそ」メッセージを送信することをお勧めします。
苦情を受けたら、以下のルールに従って適切に対応する必要があります。
• 苦情通知の受信に使用するアドレスで E メールを受信できることを確認します。
• 苦情通知が ISP またはメールシステムによってスパムとして報告されていないことを確認します。
• 通常、苦情通知には E メールの本文が含まれます。この点は、E メールのヘッダーのみが含まれるバウ
ンス通知とは異なります。ただし、苦情通知では、苦情元の個人の E メールアドレスは削除されます。
苦情元の E メールアドレスを特定できるように E メール本文に X ヘッダーや特別な識別子を埋め込む
ことをお勧めします。この方法を使用すると、苦情元のアドレスをより簡単に識別して、受信者リスト
から削除できるようになります。

メッセージの品質
E メールレシーバーは、コンテンツフィルタを使用してメッセージの特定の特性を検出し、メッセージが
正当かどうかを判定します。これらのコンテンツフィルタは、メッセージの内容を自動的に確認し、悪意
あるメッセージの一般的な特性を識別します。Amazon Pinpoint では、コンテンツのフィルタリングテク
ノロジーを使用し、スパムやマルウェアを含むメッセージを送信前に検出してブロックします。
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E メールレシーバーのコンテンツフィルタで、メッセージ内にスパムや悪意のある E メールの特性が検出
されると、フラグが付けられて受信者の受信トレイから除外されます。
E メールを設計するときは、以下の点に留意してください。
• 最近のコンテンツフィルタはインテリジェントであり、絶えず適応し、変わり続けています。定義済み
のルールのセットには依存しません。ReturnPath や Litmus などのサードパーティーのサービスを使用
すると、どのような内容の E メールがコンテンツフィルタをトリガーする可能性があるかを確認できま
す。
• E メールにリンクが含まれている場合は、それらのリンクが URIBL.com や SURBL.org などにある拒否
リストに登録されていないか確認します。
• リンク短縮ツールの使用を避けます。悪意のある送信者は、リンク短縮ツールを使用して実際のリンク
先を隠す場合があります。ISP は、リンク短縮サービス (最も信頼されているものも含む) が不正な目的
で使用されていることに気付くと、そのサービスをリストに載せることを完全に拒否することがありま
す。拒否リストに登録されたリンク短縮サービスへのリンクが含まれている E メールは、お客様の受信
トレイに届かず、E メールキャンペーンの成功は危くなります。
• E メール内のすべてのリンクをテストし、目的のページを参照することを確認します。
• ウェブサイトにプライバシーポリシーと利用規約のドキュメントが含まれていること、これらのドキュ
メントが最新の内容であることを確認します。これらのドキュメントへのリンクは、送信する E メール
ごとに提供するのが適切です。これらのドキュメントへのリンクを提供することで、顧客に対する隠し
事がないことを示し、信頼関係を築くのに役立ちます。
• 頻繁に変わるコンテンツ (「今日のお買い得情報」メッセージなど) を送信する場合は、E メールの内容
がデプロイごとに異なることを確認します。頻繁に内容が変わるメッセージを送信する場合は、これら
のメッセージがタイムリーで関連性が高いことを確認し、同じ繰り返しで煩わしさを感じさせないよう
にします。

Amazon Pinpoint SMS チャンネル
お客様のモバイルデバイスに SMS メッセージ (テキストメッセージ) を送信するには、Amazon Pinpoint
の SMS チャンネルを使用します。Amazon Pinpoint では、「200 を超える国や地域 (p. 96)」の受信者
に SMS メッセージを送信できます。国や地域によっては、双方向 SMS 機能を使用して顧客からメッセー
ジを受信することもできます。Amazon Pinpoint のアカウントを新規に作成すると、アカウントは SMS サ
ンドボックスに配置されます。これにより、最初は、毎月の支出とメッセージの送信先が制限されます。
詳細については、Amazon Pinpoint SMS sandbox (p. 58) を参照してください。
Amazon Pinpoint を使用してテキストメッセージを送信するには、プロジェクトの SMS チャンネルを有
効にする (p. 60)必要があります。Amazon Pinpoint を使用して SMS メッセージを送信する方法に応じ
て、アカウントに対して特定の SMS オプションが有効または変更されるよう AWS Support を使用してリ
クエストする (p. 74)必要もあります。例えば、SMS の使用クォータの増加をリクエストしたり、サン
ドボックスから本番稼働の環境へ移行したり、メッセージの送受信時に使用するショートコードをリクエ
ストしたりできます。
Amazon Pinpoint を使用してテキストメッセージを受信するには、まず専用のショートコード (p. 77)ま
たはロングコード (p. 80)を取得する必要があります。専用番号を持っている場合は、双方向 SMS を有
効にする (p. 93)必要があります。最後に、受信メッセージを受け取る際、Amazon Pinpoint より顧客に
送信されるメッセージを指定することができます (p. 325)。
Amazon Pinpoint コンソールの SMS and voice settings (p. 325) セクションで、ユースケースおよび予算
の SMS チャンネル設定を管理できます。例えば、1 か月あたりの SMS の使用クォータの上限を設定した
り、デフォルトのメッセージタイプを変更したりできます。

Note
Amazon Pinpoint で SMS チャンネル設定を構成すると、その変更内容は、Amazon SNS などの
SMS メッセージを送信する他の AWS サービスに適用されます。
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Amazon Pinpoint SMS サンドボックスについて
新しい Amazon Pinpoint アカウントは SMS サンドボックスに配置されます。サンドボックスは、お客様
および SMS 受信者の双方を AWS 詐欺や不正使用から保護します。また、サンドボックスは、テスト、開
発、QA アカウントに安全な環境を提供します。
アカウントがサンドボックスにある間は、キャンペーンやジャーニーを使ったメッセージ送
信、SendMessages API を使った送信など、Amazon Pinpoint が提供するすべての SMS 送信方法を利用
できます。ただし、お客様のアカウントがサンドボックスにある間は、以下の制限があります。
• 毎月の SMS 利用限度額は 1.00 USD です。
• SMS メッセージは、検証済みの送信先電話番号にのみ送信できます。検証済みの番号は最大 10 個まで
追加できます。
• SMS メッセージの送信に関する規則や制限が各送信先国へ適用されます。例えば、米国の受信者にメッ
セージを送りたい場合は、まず米国の番号を購入する必要があります。
• お客様が電話番号を所有していることを確認するために、その番号に検証コードを送信します。通常、
メッセージごとに SMSの 料金がかかりますが、1 つの電話番号につき最初の 5 つの検証コードについ
ては料金が免除されます。SMS の料金の詳細については、「Amazon Pinpoint Pricing」ページを参照し
てください。

Note
受信したメッセージには、メッセージ料金とデータ料金が適用されます。検証リクエストごと
に 1 通のメッセージを送信します。
• 宛先の電話番号を削除できます。ただし、電話番号を追加してから 24 時間経たないと、削除できませ
ん。
• SMS メッセージは、検証済みの送信先番号にのみ送信できます。
これらの制限は、本番稼働へのアクセス権をリクエストすることで解除することができます。詳細につい
ては、「Amazon Pinpoint SMS サンドボックスから本番稼働の環境への移行 (p. 84)」を参照してくだ
さい。

Amazon Pinpoint サンドボックスアカウントに宛先番号を追加す
る
SMS サンドボックスを利用するには、テスト用に検証する送信先の電話番号が少なくとも 1 つは必要で
す。最大 10 個の検証済みの送信先番号を持つことができます。これらの番号は SMS サンドボックス内で
のみ使用されます。。
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送信先の番号を追加する
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Overview] を選択します。

3.

[Destination phone numbers] セクションで、[Add phone number] を選択します。

4.

[Add phone number］ウィンドウで、[Phone number] に追加する電話番号を入力し、[Send
verification code] を選択します。
Amazon Pinpoint は、ランダムに生成された 6 桁のコードを宛先番号に送信します。

Note
Amazon Pinpoint は、お客様のアカウントに登録されている電話番号のいずれかを使用して
検証コードを送信します。米国に登録されている電話番号を検証する場合は、アカウントに
専用の電話番号を登録する必要があります。電話番号の購入の詳細については、「番号のリ
クエスト (p. 342)」を参照してください。
5.

[Verification code] の項目に 6 桁のコードを入力し、[Submit verification code] を選択します。
15 分経っても届かない場合は、[Resend verification code] を選択します。24 時間以内に 5 回まで
コードの再送を試みることができます。

送信先の番号を検証する
まだ検証されていない送信先の番号を検証できます。一度に検証できる番号は、1 つだけです。

宛先番号を検証するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Overview] を選択します。

3.

[Destination phone numbers] で、検証ステータスが [Unverified] の番号を選択します。

4.

[Verify phone number] を選択します。

5.

[Verify destination phone number] ウィンドウで、[Send verification code] を選択します。

6.

[Verification code] の項目に受信したコードを入力し、[Verify destination phone number] を選択しま
す。
15 分経っても届かない場合は、[Resend verification code] を選択します。24 時間以内に 5 回まで
コードの再送を試みることができます。

送信先の番号を削除する
確認済みの電話番号と未確認の電話番号を削除できます。電話番号を追加してから 24 時間経たないと、
削除できません。

送信先の番号を削除する
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[Account Settings] の [SMS and voice] で、[Destination phone numbers] を選択します。

3.

削除する宛先番号を 1 つまたは複数選択します。

4.

[Delete phone number(s)] を選択します。
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5.

[Delete] (削除) を選択します。

Amazon Pinpoint SMS チャンネルをセットアップする
Amazon Pinpoint を使用して SMS メッセージを送信するには、SMS チャンネルが有効になっている
Amazon Pinpoint プロジェクトが必要です。
Amazon Pinpoint コンソールの [SMS and voice] ページを使用して、既存のプロジェクトに対して SMS
チャンネルを有効にすることもできです。詳細については、「Amazon Pinpoint SMS チャンネルの管
理 (p. 88)」を参照してください。

Amazon Pinpoint コンソールを使用して新規のプロジェクトを作
成する
Amazon Pinpoint での SMS チャンネルのセットアップの最初のステップは、新しいプロジェクトを作成す
ることです。次に、そのプロジェクトの SMS チャンネルを有効にします。

新しい Amazon Pinpoint プロジェクトを作成し、SMS チャンネルを有効にするには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[All projects] ページで、[Create a project] を選択します。

3.

[Project name] でプロジェクトの名前を入力し、[Create] を選択します。

Note
プロジェクト名には 64 までの英数字を含められます。カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマー
ク (@)、アンダースコア (_)、等号 (=)、プラス記号 (+) を含めることもできます。
4.

[Project features] の [SMS and voice] セクションで、[Configure] を選択します。

5.

[Enable the SMS channel for this project] を選択します。

6.

[Account-level settings] で、必要に応じて、以下の設定を変更できます。
• [Default message type] – 送信するメッセージのカテゴリー。アラートや 1 回限りのパスワードな
ど時間的制約のあるコンテンツには [トランザクション] を、マーケティング関連のコンテンツには
[プロモーション] を選択します。
• [Account spending limit] – 暦月ごとの SMS メッセージに使用する上限額 (USD)。月間の送信数がこ
の値を超える場合、Amazon Pinpoint とその他の AWS サービスはアカウントからの SMS メッセー
ジの送信を停止します。

Note
Amazon Pinpoint または Amazon SNS を使用して AWS アカウントから SMS メッセー
ジを送信したことがない場合、アカウントのデフォルトの使用クォータは 1.00 USD で
す。このアカウント全体のクォータの引き上げをリクエストできます。詳細については、
「Amazon Pinpoint の毎月の SMS 使用クォータの引き上げをリクエストする (p. 75)」
を参照してください。
• [Default sender ID] – 受信者のデバイスにメッセージを受信したときに表示される ID。送信者 ID 機
能のサポートについては、国または地域によって異なります。

Important
これらの設定は AWS アカウント全体に適用されます。これらの設定を変更すると、アカ
ウント内のその他すべてのAmazon Pinpoint プロジェクトと、Amazon SNS など SMS メッ
セージの送信に使用するその他の AWS サービスに適用されます。
7.

変更が完了したら、[変更の保存] を選択します。
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次のステップ
SMS メッセージングが有効なプロジェクトを作成しました。これで、Amazon Pinpoint を使用して SMS
メッセージを送信できるようになりました。
専用の発信元番号や送信者 ID など、一部の SMS オプションは、AWS Support に連絡するまで使用
できません。詳細については、「Amazon Pinpoint で SMS メッセージングのサポートをリクエストす
る (p. 74)」を参照してください。
SMS キャンペーンによって対象者セグメントを取り込むには、「Amazon Pinpoint のキャンペー
ン (p. 150)」を参照してください。
キャンペーンを作成せずに限られた対象者に SMS メッセージを直接送信するには、「Amazon Pinpoint を
使ってテストメッセージを送信する (p. 227)」を参照してください。

SMS メッセージの送信元アイデンティティ
Amazon Pinpoint を使用して SMS メッセージを送信する場合は、3 つの方法 (送信者 ID、ロングコード、
ショートコード) のいずれかを使用して、送信者が自分であることを受取人に示すことができます。送信
者が自分であることを受取人に示すこれらの方法は、送信元アイデンティティと呼ばれます。これらの送
信元アイデンティティにはそれぞれ、固有の長所と短所があります。これについては、次のセクションで
説明します。専用発信番号は国別で設定します。ある国の専用発信番号としてリクエストして番号は、別
の国の発信番号として使用することはできません。

送信者 ID
送信者 ID は、SMS メッセージの送信者を識別する英字名です。送信者 ID を使用して SMS メッセージを
送信し、送信者 ID 認証がサポートされているエリアに受信者がいる場合は、電話番号ではなく、送信者
ID が受信者のデバイスに表示されます。送信者 ID は、電話番号やショートコードよりも、送信者に関す
る詳細な情報を SMS の受取人に示すことができます。
送信者 ID は、世界の一部の国や地域でサポートされています。一部の地域では、企業として個別のお客様
に SMS メッセージを送信する場合は、事前に規制当局または業界団体に登録されている送信者 ID を使用
する必要があります。送信者 ID をサポートしている、または必要な国や地域の詳細な一覧は、「サポート
されている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)」を参照してください。
利点
送信者 ID は、メッセージの送信者に関する詳細を受取人に示します。ショートコードやロングコードより
も、送信者 ID を使用した方が簡単にブランドのアイデンティティを確立することができます。送信者 ID
の使用には追加料金はかかりません。
欠点
送信者 ID 認証のサポートや要件は、国やリージョンによって異なります。主要な市場 (例: カナダ、中
国、米国) の中には、送信者 ID がサポートされていない場合があります。一部のエリアでは、送信者 ID
を使用する前に、規制機関の事前承認を取得する必要があります。

ロングコード
ロングコードは、受取人が居住する国または地域の番号形式を使用する電話番号です。また、ロングコー
ドは、ロング番号または仮想携帯電話番号とも呼ばれます。例えば、米国やカナダでは、ロングコード
は、1 桁の国コード、3 桁の市外局番、7 桁の電話番号の 11 桁 で構成されます。
双方向の SMS 機能を使用して、SMS メッセージの送受信を行っている場合は、国ごとに最大 5 桁の専
用ロングコードをリクエストすることができます。ロングコードのリクエストについては、「Amazon
Pinpoint による SMS メッセージングの専用ロングコードをリクエストする (p. 80)」を参照してくださ
い。米国で現地のロングコードを使用して SMS メッセージを送信する場合は、10DLC (米国内専用 10 桁
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のロングコード) を申請する必要があります。10DLC の詳細については、「10DLC (p. 328)」を参照し
てください。
利点
専用のロングコードは、Amazon Pinpoint アカウントのみが使用するように予約されています。そのた
め、他のユーザーと共有されることはありません。専用のロングコードを使用する場合は、各メッセージ
を送信する際に使用するロングコードを指定することができます。複数のメッセージを同じ顧客に送信す
る場合は、各メッセージが同じ電話番号から送信されるように表示することができます。そのため、専用
のロングコードは、ブランドまたはアイデンティティを確立する上で便利です。
欠点
専用のロングコードから、1 日あたり数百通のメッセージを送信すると、携帯端末通信事業者により、お
使いの番号が未承諾メッセージを送信する番号として認識される場合があります。ロングコードにフラグ
が設定されると、メッセージが受取人に配信されない場合があります。
ロングコードのスループットも制限されています。ロングコードが最も一般的に使用されている米国やカ
ナダでは、1 秒間に最大 1 通のメッセージを送信できます。その他の国の最大送信レートは異なります。
詳細については、AWS サポートにお問い合わせください。大量の SMS メッセージを送信する予定がある
場合、または 1 秒あたり 2 通以上のメッセージを超えるレートで送信する場合は、専用のショートコード
を購入する必要があります。
米国では、A2P SMS メッセージにローカルのロングコードを使用することはできません。
多くの管轄区域では、ロングコードを使用した Application-to-Person (A2P) SMS メッセージの送信に関連
する制限があります。A2P SMS は、アプリケーションに携帯電話番号を入力してモバイルデバイスに送信
するメッセージです。A2P メッセージは、マーケティングメッセージ、ワンタイムパスワード、予定のリ
マインダーなどの一方向の会話です。A2P メッセージを送信する予定の場合は、専用ショートコード (米
国またはカナダにいる場合) を購入するか、10DLCをリクエストするか (お客様が米国内の場合のみ)、送
信者 ID (送信者 ID がサポートされている国または地域に受信者がいる場合) を使用する必要があります。
10DLC 番号は、米国内のメッセージ送信にのみ使用されます。10DLC 番号を利用するには、企業ブラン
ドと番号を関連付けるキャンペーンを登録する必要があります。承認されると、[SMS and voice] ページの
Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) から 10DLC の電話番号をリクエ
ストすることができます。申請後、承認されるまでの期間は 7～10 日間です。この番号は他のキャンペー
ンとの併用はできません。

通話料無料番号
フリーダイヤルは通常、登録確認やワンタイムパスワードの送信など、取引上のメッセージに使用され、
米国内でのみ使用されます。音声メッセージと SMS の両方に使用することができます。平均的なスルー
プットは 3 メッセージパート/秒 (MPS) ですが、このスループットは文字エンコーディングに影響されま
す。文字エンコーディングがメッセージパートに与える影響について詳しくは、Amazon Pinpoint の SMS
の文字数制限について (p. 69) を参照してください。
米国の携帯電話会社では、ライブメッセージを有効にする前に、通話料無料番号を登録する必要がありま
す。米国通話料無料番号の登録の要件とプロセス (p. 348)。フリーダイヤル番号を発信元として利用また
は登録する場合は、以下のガイドラインに従ってください。
• 規制当局はフリーダイヤル番号の登録に高い基準を設けており、番号を登録するには有効なオプトイン
ワークフローを提供する必要があります。SMS ベストプラクティス: 許可を取得する (p. 114)。
• サードパーティーの URL 短縮機能で作成された短縮 URL は使用しないでください。これらのメッセー
ジはスパムとしてフィルター処理される可能性が高くなります。短縮 URL を使用する必要がある場合
は、10DLC の電話番号またはショートコードの使用をご検討ください。これらの番号のいずれかを使用
するには、メッセージのテンプレートを登録し、メッセージに短縮 URL を含めるようにする必要があり
ます。
• キーワードオプトアウトおよびオプトインの応答は、通信事業者レベルで STOP、UNSTOP を
設定します。これらのキーワードは変更できず、他のキーワードは使用できません。ユーザーが
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STOP、UNSTOP で返信したときの応答メッセージも通信事業者に管理されており、変更することはで
きません。
• 複数の通話料無料番号を使用して、同じメッセージまたは類似のメッセージコンテンツを送信しないで
ください。これは「スノーシューイング」と呼ばれ、一般的にスパマーが番号レートやボリュームの制
限を回避するために使用します。
• これらの業界に関連するメッセージはすべて制限されていると見なされ、厳重にフィルタリングされた
り、完全にブロックされたりします。これには、制限付きカテゴリに関連するサービスのワンタイムパ
スワードや多要素認証が含まれます。
非準拠のユースケースとして登録が拒否され、この指定が間違っていると思われる場合は、サポート経
由でリクエストを送信できます。登録の問題 (p. 351)。
次の表は、制限されるコンテンツの種類を表しています。
カテゴリ

例

ギャンブル

• カジノ
• 懸賞
• アプリ/ウェブサイト

高リスク金融サービス

• 給料日ローン
• 短期高利ローン
• 自動車ローン
• 住宅ローン
• 学生ローン
• 債権回収
• ストックアラート
• Cryptocurrency

債権放棄

• 債務統合
• 債務削減
• 信用回復プログラム

:et-rich-quick スキーム

• Work-from-home プログラム
• リスク投資の機会
• ピラミッドまたはマルチレベルのマーケティン
グスキーム

違法物

• カンナビス/CBD

フィッシング

• ユーザーに個人情報やウェブサイトのログイン
情報を開示させようと試みること。

S.H.A.F.T.

• 性別
• 憎悪
• アルコール
• 銃器
• タバコ/ベイプ

利点
通話料無料の発信者は、ロングコードよりも高い MPS を持ち、優れた配信性能を持っています。
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欠点
オプトアウトおよびオプトインは通信事業者レベルで管理されるため、オプトアウトとオプトインをコン
トロールすることはできません。
メッセージの中に短縮 URL を入れたり、この番号を使ってプロモーションメッセージを送ることはでき
ません。代わりに 10DLC 番号またはショートコードを使用します。ショートコードまたは 10DLC 番号
を利用する場合、メッセージテンプレートの登録が必要です。メッセージテンプレートには短縮 URL が
含まれ、プロモーションメッセージとすることができます。ショートコードに関する詳細は以下の通りで
す。10DLC の詳細については、「10DLC (p. 328)」を参照してください。

ショートコード
ショートコードは、通常の電話番号よりも短い数字列です。例えば、米国とカナダでは、標準の電話番
号 (ロングコード) は 11 桁、ショートコードは 5 桁または 6 桁の数字で構成されます。米国またはカナダ
の受信者に大量の SMS メッセージを送信する場合は、ショートコードを購入することができます。この
ショートコードはお客様専用です。

Note
共有ショートコードは、米国通信事業者のサポートが終了したため、Amazon Pinpoint での販売
は終了しています。
利点
覚えやすいショートコードを使用すれば、信頼の構築に役立ちます。ワンタイムパスワードなどの機密情
報を送信する必要がある場合は、ショートコードを使用してメッセージを送信することをお勧めします。
これにより、顧客は、お客様からのメッセージであることを迅速に判断することができます。
新規顧客獲得キャンペーンを実施している場合は、ショートコードにキーワードを送信するように、見込
み顧客を招待することができます (例：「サッカーのニュースや情報の取得は「FOOTBALL」というメッ
セージを「10987」へ送信します」)。ショートコードはロングコードよりも覚えやすいため、顧客がデバ
イスにショートコードを入力する方が簡単です。顧客がマーケティングプログラムに登録する際に発生す
る問題を軽減することで、キャンペーンの効果を高めることができます。
携帯端末通信事業者は、アクティブにする前に新しいショートコードを承認する必要があるため、ショー
トコードから送信されたメッセージに未承諾のフラグが付けられる可能性は低くなります。
ショートコードを使用して SMS メッセージを送信すると、他の種類の送信元アイデンティティを使用す
る場合よりも、24 時間ごとにさらに多くのメッセージを送信できます。つまり、送信クォータが高くな
ります。また、1 秒あたりのメッセージのボリュームを大幅に増やすこともできます。つまり、送信レー
トが高くなります。
欠点
ショートコードを取得するには追加コストがかかるため、実装に時間がかかることがあります。例えば、
米国では、ショートコードごとに 1 回限りのセットアップ費用 650 USD と、ショートコードごとに 1 か
月当たり 995 USD の追加の繰り返し課金が発生します。すべての通信事業者ネットワークで、ショー
トコードを有効にするには、8〜12 週間かかります。別の国やリージョンの料金とプロビジョニング時
間を確認するには、「Amazon Pinpoint による SMS メッセージングのショートコードをリクエストす
る (p. 77)」で説明されている手順を実行します。

ユースケースに適したオリジネーション ID のタイプを選択する
An送信元アイデンティティは、SMS メッセージを送信したときに受信者のデバイスに表示される名前ま
たは電話番号です。発信元 ID には、ロングコード（通常 10 桁以上の標準的な電話番号）、ショートコー
ド（4 ～ 7 桁の電話番号）、送信者 ID（6 ～ 11 文字の英数字を含む名前）など、いくつかのタイプがあ
ります。これらのタイプのオリジネーション ID には、それぞれ固有の利点と欠点があります。このセク
ションは、ユースケースに適したオリジネーション ID を特定するのに役立つことを目的としています。
このセクションのトピック:

64

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
送信元アイデンティティ

• 一般的な考慮事項 (p. 65)
• 一方向メッセージングのユースケースの発信 ID の選択 (p. 65)
• 双方向メッセージングのユースケースのオリジネーション ID の選択 (p. 67)

一般的な考慮事項
使用するオリジネーション ID のタイプを決定する際に考慮すべきガイドラインがいくつかあります。
• 送信者 ID は、一方向ユースケースに最適なオプションです。ただし、すべての国で利用できるわけでは
ありません。
• ショートコードは、双方向ユースケースに最適なオプションです。ショートコードとロングコードのど
ちらを使用するかを選択する必要がある場合は、ショートコードを選択する必要があります。
• 一部の国（インドやサウジアラビアなど）では、ロングコードを使用して着信メッセージの受信が可能
ですが、送信メッセージの送信には使用できません。これらの受信専用ロングコードを使用して、送信
者 ID を使用して送信したメッセージをオプトアウトする方法を受信者に提供できます。
• 一部の国では、共有オリジネーション ID のプールを維持しています。特定の国の受信者にメッセージを
送信しても、その国に専用の発信元 ID がない場合は、これらの共有 ID のいずれかを使用してメッセー
ジを配信するよう努めます。共有 ID は、米国および中国を含む一部の国では利用できません。
• モバイル業界は急速に変化しています。多くの国では、商用 SMS メッセージの規制が増加する傾向が
あります。通信事業者は、警告がほとんどまたはまったくなく、共有オリジネーション ID から送信され
たメッセージを禁止する場合があります。このような場合は、できるだけ多くの事前の警告でこれらの
変更についてお知らせします。ただし、運送業者は、通常、これらの変更について事前に通知すること
はほとんどありません。これらの理由から、専用のオリジネーション ID は共有のものよりも常に優先さ
れます。

一方向メッセージングのユースケースの発信 ID の選択
ある一方向ユースケースは、受信者に発信 SMS メッセージを送信することのみを含むユースケースで
す。このセクションでは、一方向メッセージングのユースケースに適した発信元 ID の選択について説明
します。ユースケースで双方向メッセージングが必要な場合（つまり、発信メッセージの送信と受信メッ
セージの受信の両方が可能）は、次の質問に答えます。双方向メッセージングのユースケースのオリジ
ネーション ID の選択 (p. 67)代わりに、です。
一方向メッセージングユースケースでは、ショートコード、ロングコード、フリーダイヤル番号、または
英数字の送信者 ID を発信 ID として使用できます。適切な種類の送信元アイデンティティは、特定のニー
ズと、受信者がいる国によって異なります。
次の質問に答えて、ニーズに合った適切なオリジネーション ID のタイプを判断してください。複数の国に
受取人がいる場合は、受取人が居住する国ごとにこれらの質問に答えてください。
1. 米国内の受信者へのメッセージ送信を計画していますか
• 回答されたらはいの場合は、「」に進みます。質問2 (p. 65)。
• 回答されたらいいえの場合は、「」に進みます。質問3 (p. 66)。
2. ユースケースに最も適したスループットレートのどれですか スループットレートは、1 秒ごとに送信で
きるメッセージパートの数です。
• 1 秒あたり 1 ～ 3 件のメッセージ: フリーダイヤル番号を使用してください。10DLC番号または
ショートコードを使用することもできます。これらの数字の種類は、成長の余地がありますが、フ
リーダイヤルよりも多くの費用がかかり、取得に時間がかかります。
フリーダイヤル番号のリクエストの詳細については、を参照してください。番号のリクエス
ト (p. 342)。
他の国で使用する発信番号の種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。それ以外の場合は、です。こ
こ:。
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• 1 秒あたり 10 ～ 75 件のメッセージ: 10DLC 番号を使用してください。ショートコードを使用するこ
ともできます。ショートコードを使用すると、成長の余地が増えますが、コストも高くなります。
10DLC の設定の詳細については、「10DLC (p. 328)」を参照してください。
他の国で使用する発信番号の種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。それ以外の場合は、です。こ
こ:。
• 1 秒以上 100 件のメッセージ: ショートコードを使用します。でリクエストを作成する場合AWS
Support Center Consoleで、ショートコードでサポートするスループットレートを指定します。米
国ショートコードはデフォルトで 100 メッセージパーツ/秒をサポートしていますが、追加料金でス
ループットレートをそのレートを超えて増やすことができます。
ショートコードのリクエストについては、「Amazon Pinpoint による SMS メッセージングのショー
トコードをリクエストする (p. 77)」を参照してください。
他の国で使用する発信番号の種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。それ以外の場合は、です。こ
こ:。
3. すべてのメッセージが同じオリジネーションアイデンティティから送信されるのは重要ですか？
• 回答されたらはいの場合は、「」に進みます。質問4 (p. 66)。
• 回答されたらいいえの場合は、「」に進みます。質問6 (p. 66)。
4. 送信者 ID は、メッセージを送信する予定の国でサポートされていますか。送信者 ID をサポート
する国のリストについては、「」を参照してくださいサポートされている国と地域 (SMS チャンネ
ル) (p. 96)。
• 回答されたらはいの場合は、「」に進みます。質問5 (p. 66)。
• 回答されたらいいえの場合は、「」に進みます。質問7 (p. 67)。
5. メッセージを送信する予定の国では、送信者 ID の事前登録が必要ですか。送信者 ID の登録が必
要な国のリストについては、を参照してください。サポートされている国と地域 (SMS チャンネ
ル) (p. 96)。
• 回答されたらはいで、送信先の国の送信者 ID プロセスを完了します。登録プロセスが完了したら、
送信者 ID を使用してメッセージを送信できます。
別の国で使用するオリジネーションアイデンティティの種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。そ
れ以外の場合は、です。ここ:。
• 回答されたらいいえでは、メッセージを送信するときに送信者 ID を指定できます。
別の国で使用するオリジネーションアイデンティティの種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。そ
れ以外の場合は、です。ここ:。
6. インドの受信者へのメッセージ送信を計画していますか
• 回答されたらはいで、すぐに送信を開始できます。ただし、送信するメッセージは、国際長距離オペ
レーター（ILDO）料金で課金されます。これは、登録された送信者IDを使用して送信されたメッセー
ジの数倍のコストがかかります。コストが重要な要素である場合は、考慮する必要がありますイン
ドでの会社とユースケースを登録する (p. 108)。この登録プロセスを完了すると、安価なローカル
レートでメッセージを送信できます。
別の国で使用するオリジネーションアイデンティティの種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。そ
れ以外の場合は、です。ここ:。
• 回答されたらいいえでは、オリジネーション ID を取得せずに送信を開始できます。メッセージは、
他の Amazon Pinpoint ユーザーと共有されるオリジネーション ID を使用して送信されます。送信先
の国のモバイルネットワークの機能によって、受信者がメッセージを受信したときに受信者に表示さ
れるアイデンティティが決まります。未登録の送信者 ID をサポートする国では、一般的な送信者 ID
(「NOTICE」など) を使用してメッセージが送信されます。送信者 ID をサポートしていない国では、
メッセージはランダムなロングコードまたはショートコードから送信されます。
別の国で使用するオリジネーションアイデンティティの種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。そ
れ以外の場合は、です。ここ:。
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7. メッセージを送信する予定の国では、専用のショートコードを使用できますか。専用ショートコードを
サポートしている国のリストについては、「」を参照してくださいサポートされている国と地域 (SMS
チャンネル) (p. 96)。
• 回答されたらはいとすると、ショートコード。
• 回答されたらいいえの場合は、「」に進みます。質問8 (p. 67)。
8. メッセージを送信する予定の国では、専用のロングコードを使用できますか？ 専用ロングコードをサ
ポートしている国のリストについては、「」を参照してくださいサポートされている国と地域 (SMS
チャンネル) (p. 96)。
• 回答されたらはいでは、専用のロングコードを使用できます。ただし、その国で他のタイプの専用 ID
が使用可能な場合 (送信者 ID やショートコードなど)、代わりに他の ID タイプを使用する必要があり
ます。他の発信元 ID タイプも利用可能な場合、キャリアはロングコードを使用して送信されるメッ
セージをブロックする可能性が高くなります。
専用 SMS ロングコードをリクエストする方法については、「」を参照してくださいAmazon Pinpoint
による SMS メッセージングの専用ロングコードをリクエストする (p. 80)。
別の国で使用するオリジネーションアイデンティティの種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。そ
れ以外の場合は、です。ここ:。
• 回答されたらいいえでは、発信元 ID を取得せずに送信を開始できます。メッセージは、他の
Amazon Pinpoint ユーザーと共有されるオリジネーション ID を使用して送信されます。送信先の国
のモバイルネットワークの機能によって、受信者がメッセージを受信したときに受信者に表示され
るアイデンティティが決まります。未登録の送信者 ID をサポートする国では、一般的な送信者 ID
(「NOTICE」など) を使用してメッセージが送信されます。送信者 ID をサポートしていない国では、
メッセージはランダムなロングコードまたはショートコードから送信されます。
別の国で使用するオリジネーションアイデンティティの種類を決定する場合は、質問1 (p. 65)。そ
れ以外の場合は、です。ここ:。

双方向メッセージングのユースケースのオリジネーション ID の選択
ある双方向ユースケースは、顧客への発信 SMS メッセージの送信と、顧客からの着信 SMS メッセージの
受信の両方を含むユースケースです。このセクションでは、双方向メッセージングのユースケースに適し
た発信元 ID の選択について説明します。ユースケースで一方向メッセージング（つまり、発信メッセージ
を送信する機能のみ）が必要な場合は、の質問に答えます。一方向メッセージングのユースケースの発信
ID の選択 (p. 65)代わりに、です。
着信 SMS メッセージを受信する場合は、専用の電話番号が必要です。お客様の居住国によって、専用の
電話番号の種類が異なります。
次の質問に答えて、ニーズに合った適切なオリジネーション ID のタイプを判断してください。複数の国に
受取人がいる場合は、受取人が居住する国ごとにこれらの質問に答えてください。
1. メッセージを送信する予定の国では、双方向メッセージングがサポートされていますか。双方向
Messaging をサポートしている国の完全なリストについては、「」を参照してくださいサポートされて
いる国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)。
• 回答されたらはいの場合は、「」に進みます。質問2 (p. 67)。
• 回答されたらいいえでは、双方向メッセージングのユースケースはサポートされていませんが、一方
通行のメッセージを送信できます。一方向メッセージを送信するための発信元 ID を検索するには、
を参照してください。一方向メッセージングのユースケースの発信 ID の選択 (p. 65)。
2. 米国内の受信者へのメッセージ送信を計画していますか
• 回答されたらはいの場合は、「」に進みます。質問3 (p. 67)。
• 回答されたらいいえ、「」に進みます質問4 (p. 67)。
3. 要件に最適なスループットレートは、次のうちどれですか。スループットレートは、1 秒ごとに送信で
きるメッセージパートの数です。
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• 1 秒あたり 1 ～ 3 件のメッセージ: フリーダイヤル番号を使用してください。10DLC番号または
ショートコードを使用することもできます。これらの数字の種類は、成長のための十分な余地を提供
しますが、より多くの費用がかかり、取得するのに時間がかかります。
フリーダイヤル番号のリクエストの詳細については、を参照してください。番号のリクエス
ト (p. 342)。
他の国で使用する発信番号の種類を決定する場合は、質問1 (p. 67)。それ以外の場合は、です。こ
こ:。
• 1 秒あたり 10 ～ 75 件のメッセージ: 10DLC 番号を使用してください。ショートコードは、ユース
ケースにも機能し、成長のための追加の余地を提供しますが、コストも高くなります。
10DLC の設定の詳細については、「10DLC (p. 328)」を参照してください。
他の国で使用する発信番号の種類を決定する場合は、質問1 (p. 67)。それ以外の場合は、です。こ
こ:。
• 1 秒以上 100 件のメッセージ: ショートコードを使用します。でリクエストを作成する場合AWS
Support Center Consoleで、ショートコードでサポートするスループットレートを指定します。米
国ショートコードはデフォルトで 100 メッセージパーツ/秒をサポートしていますが、追加料金でス
ループットレートをそのレートを超えて増やすことができます。
ショートコードのリクエストについては、「Amazon Pinpoint による SMS メッセージングのショー
トコードをリクエストする (p. 77)」を参照してください。
他の国で使用する発信番号の種類を決定する場合は、質問1 (p. 67)。それ以外の場合は、です。こ
こ:。
4. メッセージを送信する予定の国では、専用のショートコードを使用できますか。ショートコードが利用
可能な国のリストについては、「」を参照してくださいサポートされている国と地域 (SMS チャンネ
ル) (p. 96)。
• 回答されたらはいの場合は、専用のショートコードを使用します。ショートコードのリクエスト
については、「Amazon Pinpoint による SMS メッセージングのショートコードをリクエストす
る (p. 77)」を参照してください。
他の国で使用する発信番号の種類を決定する場合は、質問1 (p. 67)。それ以外の場合は、です。こ
こ:。
• 回答されたらいいえの場合は、専用のロングコードを使用します。専用 SMS ロングコードをリクエ
ストする方法については、「」を参照してくださいAmazon Pinpoint による SMS メッセージングの
専用ロングコードをリクエストする (p. 80)。

Note
目的地の国で専用ショートコードと専用ロングコードの両方が利用可能な場合は、専用の
ショートコードを使用する必要があります。モバイルキャリアは、ショートコードも利用可
能な場合、ロングコードから送信されるメッセージをブロックまたは制限する可能性が高く
なります。
他の国で使用する発信番号の種類を決定する場合は、質問1 (p. 67)。それ以外の場合は、です。こ
こ:。

Amazon Pinpoint の SMS 制限と規制
SMS プロトコルには、複数の制限や規制が適用されています。例えば、各 SMS メッセージの長さを制限
する技術的な制限があります。また、SMS を使用して送信できるコンテンツの種類に関する規制がありま
す。このトピックでは、これらの制限と規制について説明します。
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Amazon Pinpoint を使用して SMS メッセージを送信する場合は、これらの制限や規制について検討しま
す。最良の結果を得るには、「 ベストプラクティス (p. 113)」に示す技術を実装することもお勧めしま
す。
トピック
• Amazon Pinpoint の SMS の文字数制限について (p. 69)
• メッセージパーツ/秒 (MPS) の制限 (p. 71)
• メッセージルート (p. 72)
• メッセージのフォールバック (p. 73)
• オプトアウト (p. 73)

Amazon Pinpoint の SMS の文字数制限について
1 回の SMS メッセージには、最大 140 バイトの情報を含めることができます。1 回の SMS メッセージに
使用できる文字数は、メッセージに含む文字の種類によって異なります。
GSM 7-bit アルファベットとしても知られる「GSM 03.38 文字セット (p. 69)」のみメッセージに使
用されている場合は、最大 160 文字含めることができます。メッセージに GSM 03.38 文字セット以
外の文字を使用する場合は、最大 70 文字を含めることができます。SMS メッセージを送信する場合
は、Amazon Pinpoint によって最も効率的なエンコードが自動的に判断されます。
メッセージに最大文字数を超える文字を含めると、メッセージは複数のパートに分割されます。メッセー
ジが複数のパートに分割されると、各パートには、その前のメッセージパートに関する追加情報が含まれ
ます。受取人のデバイスは、このように分割されたメッセージパートを受信すると、この追加情報を使用
して、すべてのメッセージパートを正しい順で表示します。受取人の携帯通信事業者やデバイスによって
は、複数のメッセージが、1 つのメッセージとして表示されたり、個別のメッセージのシーケンスとして
表示されたりする場合があります。その結果として、各メッセージパートの文字数は 153 (GSM 03.38 文
字のみを含むメッセージの場合) または 67 (他の文字を含むメッセージの場合) に減少します。SMS の長
さ計算ツールを使用すると、メッセージを送信する前にメッセージに含まれるメッセージパートの数を推
定できます。これらのツールのいくつかはオンラインで入手できます。メッセージの最大サイズは、GSM
1600 文字または非 GSM 630 文字です。メッセージが複数に分割され、メッセージのサイズがサポートさ
れているサイズより大きい場合、制限を超えた文字を除外するために切り捨てます。スループットとメッ
セージサイズの詳細については、「メッセージパーツ/秒 (MPS) の制限 (p. 71)」を参照してください。
送信する各メッセージのメッセージパート数を確認するには、まずイベントストリーミング (p. 355)を
有効にする必要があります。有効にすると、メッセージが受取人の携帯電話会社に配信されたとき
に、Amazon Pinpoint によって _SMS.SUCCESS イベントが生成されます。_SMS.SUCCESS イベントレ
コードには、attributes.number_of_message_parts という属性が含まれています。この属性は、
メッセージ内のメッセージパート数を指定します。

Important
複数のメッセージパートを含むメッセージを送信すると、メッセージ内のメッセージパート数に
応じて課金されます。

GSM 03.38 文字セット
GSM 03.38 文字セットに含まれるすべての文字を次のテーブルに示します。次のテーブルに示す文字のみ
を含むメッセージを送信する場合、そのメッセージには最大 160 文字までを含めることができます。
GSM 03.38 標準文字
A

B

C

D

E

F

G
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H

I

J

K

L

M
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GSM 03.38 標準文字
N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

I

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

à

Å

å

Ä

ä

Ç

É

é

è

ì

Ñ

ñ

ò

Ø

ø

Ö

ö

ù

Ü

ü

Æ

æ

ß

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

&

*

@

:

,

¤

$

=

!

>

#

-

¡

¿

(

<

%

.

+

£

?

"

)

§

;

'

/

_

¥

Δ

Φ

Γ

Λ

Ω

Π

Ψ

Σ

Θ

Ξ

GSM 03.38 文字セットには、前述のテーブルに示す記号に加えて、複数の記号が含まれています。ただ
し、これらの文字には、表示されないエスケープ文字も含まれているため、それぞれ 2 文字としてカウン
トされます。
• ^
• {
• }
• \
• [
• ]
• ~
• |
• €
最後に、GSM 03.38 文字セットには、次の非表示の文字も含まれています。
• 空白文字。
• 改行制御。テキストのある行の行末であるとともに、次の行の先頭であることを示します。
• キャリッジリターン制御。テキストの行の先頭に移動します (通常は次の改行文字)。
• エスケープ制御。前述のリストの文字に自動的に追加されます。

メッセージの例
このセクションでは、SMS メッセージの例をいくつか示します。例ごとに、メッセージのメッセージパー
ト数と合計文字数を示します。
例 1: GSM 03.38 アルファベットの文字のみを含む長いメッセージ
次のメッセージには、GSM 03.38 アルファベットの文字のみが含まれています。
Hello Carlos. Your Example Corp. bill of $100 is now available. Autopay is
scheduled for next Thursday, April 9. To view the details of your bill, go to
https://example.com/bill1.
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上のメッセージには 180 文字が含まれているため、複数のメッセージパートに分割する必要があります。
メッセージを複数のメッセージパートに分割した場合、各パートには 153 文字の GSM 03.38 を含めるこ
とができます。その結果、このメッセージは 2 つのメッセージパートとして送信されます。
例 2: マルチバイト文字を含むメッセージ
次のメッセージには、GSM 03.38 アルファベットではない、複数の中国語の文字が含まれています。
###################################################·####1994#7#########
上のメッセージには 71 文字が含まれています。ただし、メッセージ内のほとんどすべての文字は GSM
03.38 アルファベットではないため、2 つのメッセージパートとして送信されます。メッセージパートご
とに最大 67 文字を含めることができます。
例 3: GSM 以外の文字を 1 つ含むメッセージ
次のメッセージには、GSM 03.38 アルファベットに属さない文字が 1 つ含まれています。この例で、その
文字は閉じる単一引用符 (') であり、通常のアポストロフィ (') とは別の文字です。Microsoft Word などの
ワープロアプリケーションは、アポストロフィを、閉じる単一引用符に自動的に置き換える場合がありま
す。SMS メッセージの下書きを Microsoft Word で作成して Amazon Pinpoint に貼り付ける場合は、これ
らの特殊文字を削除して、アポストロフィに置き換えてください。
John: Your appointment with Dr. Salazar’s office is scheduled for next Thursday
at 4:30pm. Reply YES to confirm, NO to reschedule.
上のメッセージには 130 文字が含まれています。ただし、GSM 03.38 アルファベットに属さない閉じる単
一引用符文字が含まれているため、メッセージは 2 つのメッセージパートとして送信されます。
このメッセージの閉じる単一引用符をアポストロフィ (GSM 03.38 アルファベットの一部) に置き換える
と、メッセージは単一のメッセージパートとして送信されます。

メッセージパーツ/秒 (MPS) の制限
SMSのメッセージは、message parts と呼ばれる 140 バイトのセクションで配信されます。非常に長い
メッセージや、マルチバイト文字を多く含むメッセージは、いくつかのメッセージパートに分割されま
す。これらのメッセージは通常、受信者のデバイス上で再結合され、複数の短いメッセージではなく、1
つの長いメッセージとして表示されます。SMS の文字制限の詳細については、「Amazon Pinpoint の
SMS の文字数制限について (p. 69)」を参照してください。
このため、SMS のスループット制限は MPS (Message Parts per Second)、つまり、1 秒間に送信できる
メッセージパートの最大数で測定されます。MPS の上限は、メッセージの送信先の国、およびメッセージ
の送信に使用する電話番号 (発信元番号) の種類によって異なります。例えば、米国のショートコードを使
用して、米国内の受信者にメッセージを送信する場合、100 MPS を送信することができます。ただし、米
国のフリーダイヤル番号を使って米国の受信者に送信する場合は、3 MPS までしか送信できません。
以下のセクションでは、様々な種類の発信番号と様々な国のMPSについて説明します。

ショートコード
以下の表は、専用ショートコードの一般的な MPS の制限を示したものです。
地域別

MPS

米国 (US)

100 MPS

カナダ (CA)

100 MPS
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地域別

MPS

他のすべての国と地域

国によって異なります。

ロングコード
以下の表は、専用ロングコードの一般的な MPS の制限を示したものです。
地域別

MPS

米国 (US) (10DLC)

可変。キャンペーンの種類やブランドレベルに応じて、通信事業者に依存し

カナダ (CA)

1 MPS

他のすべての国と地域

10 MPS

通話料無料番号
フリーダイヤルは現在、米国内でのみ利用可能です。米国のフリーダイヤルは 3 MPS をサポートしてお
り、フリーダイヤルは 3 MPS をサポートしています。フリーダイヤル番号の登録の詳細については、米国
通話料無料番号の登録の要件とプロセス (p. 348)。

Important
スループット要件が 3 TPS を超える場合、10DLC 番号またはショートコードを使用する必要が
あります。複数のフリーダイヤルを購入してスループットを分散しようとすると、携帯端末通信
事業者はネットワークからのすべてのメッセージをフィルタリングする可能性があります。

送信者 ID
次の表は、送信者 ID の一般的な MPS 制限値を示しています。
送信者 ID タイプ

MPS

Amazon Pinpoint API を使用する
か、Amazon Pinpoint コンソールからの
お客様定義

10 MPS

共有ルート / お客様専用番号

10 MPS

メッセージルート
メッセージが使用する経路は、メッセージに設定されたタイプ (promotional または transactional) に依存
します。Amazon Pinpoint コンソールを使って新しい番号を購入する際、ルートの種類を選択するように
求められます。プロモーションルートとは、一般的なマーケティングや販売に関連するメッセージのこ
とです。国や地域によっては、プロモーションメッセージの送信が禁止されているクワイエットタイム
という時間帯があります。トランザクションルートは、パスワードのリセットやワンタイムパスワードな
ど、より時間的に制約のある場合に使用します これは、新規に番号を購入する際に適用したり、Amazon
Pinpoint API のSendMessages オペレーションのオプションパラメータとして渡すことができます。その
番号を発信元としてメッセージを送信すると、Amazon Pinpoint は該当するプロモーションまたはトラン
ザクションのルートを選択します。
Amazon Pinpoint API の SendMessages オペレーションを使用して、ルートタイプをオプションのパラ
メータとして渡します。場合によっては、送信者 ID を発信元として使用したり、番号のプールを共有する
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こともあります。取引先の国のアカウントに取引番号とプロモーション番号の両方が関連付けられている
場合、Amazon Pinpoint はデフォルトで取引番号を選択します。配送領収書および配信ダッシュボードに
は、選択した番号に基づいて、プロモーションまたはトランザクションのどちらかのルートが表示されま
す。

メッセージのフォールバック
Amazon Pinpoint API を使用してメッセージを送信する場合、3 つのオプションのパラメー
タ、originationNumber、registeredKeyword、senderID をリクエストに渡すことができま
す。Amazon Pinpoint で originationNumber エラー (例えば、無効な文字) が発生し、エラーからの回
復が可能な場合、Amazon Pinpoint はリクエストに有効な番号を選択するためのフォールバック処理を行
います。フォールバックは以下の順序で有効な番号をチェックします。Amazon Pinpoint は、この処理の
間に見つけた最初の有効な番号を発信元番号として選択します。
1. 送信元番号 それ以外の有効な発信番号もチェックされます。
2. キーワード 登録されたキーワードをスキャンして、任意の専用番号と照合します。
3. 送信者 ID その他の有効な送信者 ID をチェックします。

Note
アカウントに存在しない originationNumber でメッセージを送信した場合、フォールバック
処理は行われず、代わりに例外メッセージが返されます。
前のパラメータがリクエストで渡されなかった場合、Amazon Pinpoint はお客様のアカウントを調べ、次
の順序で有効な番号をチェックします。
1. 専用番号。アカウントに関連する専用番号は、ショートコード、10DLC、ロングコード/フリーダイヤ
ルの順でチェックされます。国内番号は国際番号より先にチェックされます。アカウントにトランザク
ションロングコードとプロモーションロングコードの両方がある場合、Amazon Pinpoint はデフォルト
でトランザクション番号を選択します。
2. デフォルトの送信者 ID
3. 共有ルート。

Note
Amazon Pinpoint は、発信者 ID がリクエストされていない国でのメッセージ配信に最善の努力
を尽くします。

オプトアウト
オプトアウトの設定は、Amazon Pinpoint コンソールの [SMS settings] ページで行います。デフォルトで
は、オプトアウトは AWS によって自動的に管理されます。お客様は、セルフマネージドオプトアウトを
有効にすることで、自動オプトアウト処理を無効にすることができます。お客様のアカウントには、AWS
を使い、オプトアウトが管理されている番号と、オプトアウトが自己管理されている番号の両方を設定で
きます。セルフマネージドオプトアウトの有効化について詳しくは、「the section called “セルフマネージ
ド型のオプトアウト” (p. 347)」を参照してください。

サポートされているオプトアウトキーワード
現地の法律および規制により義務付けられている場合 (米国およびカナダなど)、SMS の受取人は、デバイ
スを利用して以下のいずれかのメッセージに返信することによって、オプトアウトできます。
• 停止
• CANCEL
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• END
• OPT-OUT
• OPTOUT
• QUIT
• REMOVE
• STOP
• TD
• UNSUBSCRIBE
オプトアウトするには、受信者は Amazon Pinpoint がメッセージを配信するのに使用したのと同じロング
コードまたはショートコードに応答する必要があります。オプトアウトすると、受取人は AWS アカウン
トから SMS メッセージを受信しなくなります。

Note
米国のフリーダイヤル番号の場合、オプトアウトは通信事業者レベルで管理されます。米国のフ
リーダイヤル番号でサポートされるオプトアウトキーワードは、STOP のみです。オプトアウト
キーワードを追加したり、受信者がオプトアウトしたときに受け取る応答メッセージを変更した
りすることはできません。

Amazon Pinpoint で SMS メッセージングのサポート
をリクエストする
Amazon Pinpoint の一部の SMS オプションは、AWS Support Center でケースを作成することによって設
定することができます。以下のいずれかをリクエストするためにケースを開きます。
• 毎月の SMS 利用額しきい値の増加
デフォルトでは、毎月の利用額しきい値は 1.00 USD です。利用額しきい値により、Amazon Pinpoint
で送信できるメッセージのボリュームが決まります。SMS ユースケースで予想される毎月のメッセージ
ボリュームを満たす利用額しきい値をリクエストします。
• 専用ショートコード
ショートコードとは、SMS メッセージの送信に使用される短い電話番号 (通常 5 ～ 6 桁) です。ショー
トコードの有無や機能は、国や地域によって異なります。通常、ショートコードは他のタイプの専用電
話番号よりも高いスループットを提供します。また、ショートコードは双方向のメッセージングに対応
しています。しかし、他の番号に比べてコストが高く、取得に時間がかかるのが一般的です。
• 専用送信者 ID
送信者 ID とは、受信者の端末に送信者として表示されるアルファベットの識別子のことです。例えば、
メッセージソースを識別しやすいように、ビジネス名を使用できます。送信者 ID のサポートについて
は、国または地域によって異なります。詳細については、「サポートされている国と地域 (SMS チャン
ネル) (p. 96)」を参照してください。
• Amazon Pinpoint コンソールから購入できないロングコード
Amazon Pinpoint コンソールから直接、数カ国のロングコードを購入することができます。ロングコー
ドは、さらにいくつかの国で利用可能です。ロングコードの料金および入手方法は国によって異なりま
す。
• 10DLC の会社登録の変更
10DLC の会社登録は、Amazon Pinpointコンソールからほとんどの情報を編集する (p. 334)ことができ
ます。ただし、[Tax ID] と [Registered Company Name] の項目に AWS Support チケットを開かないと
変更できません。
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AWS サポートセンターでケースを作成するときは、送信するリクエストのタイプに必要なすべての情報を
含めてください。そうでない場合、AWS Support は手続きを進める前に、この情報を得るためにお客様に
連絡します。詳細なケースを送信することで、リクエストが迅速に処理されます。特定の種類の SMS リ
クエストに必要な詳細については、このセクションのトピックを参照してください。
トピック
• Amazon Pinpoint の毎月の SMS 使用クォータの引き上げをリクエストする (p. 75)
• Amazon Pinpoint による SMS メッセージングのショートコードをリクエストする (p. 77)
• Amazon Pinpoint による SMS メッセージングの専用ロングコードをリクエストする (p. 80)
• Amazon Pinpoint で SMS メッセージングの送信者 ID をリクエストする (p. 82)
• Amazon Pinpoint SMS サンドボックスから本番稼働の環境への移行 (p. 84)

Amazon Pinpoint の毎月の SMS 使用クォータの引き上げをリク
エストする
使用するクォータにより、毎月 Amazon Pinpoint を介した SMS メッセージの送信に使用できる金額が設
定されます。Amazon Pinpoint が、SMS メッセージを送信すると今月の使用クォータを超えるコストが発
生すると判断した場合、数分以内に SMS メッセージの発行を停止します。

Important
Amazon Pinpoint は分散システムであるため、使用クォータを超えると数分以内に SMS メッセー
ジの送信を停止します。この間に SMS メッセージを送信し続けると、クォータを超えるコスト
が発生する可能性があります。
すべての新しいアカウントに対して 1 か月あたり 1.00 USD で使用クォータを設定します。このクォータ
は、Amazon Pinpoint のメッセージ送信機能をテストできるようにすることを目的としています。また、
このクォータにより、本番稼働のワークロードに Amazon Pinpoint を使用する準備を整える前に大規模な
キャンペーンの送信に伴うリスクを軽減することもできます。最後に、このクォータは、悪意のあるユー
ザーによる Amazon Pinpoint の悪用を防ぐために必要です。
毎月の SMS の使用クォータの増加をリクエストするには、AWS サポートセンターでクォータ増加ケース
を開きます。なお、支出限度額はリージョンによって異なるため、リージョンによって異なります。その
ため、増額が必要なリージョンを指定する必要があります。

ステップ 1: Amazon Pinpoint SMS ケースを開く
毎月の使用クォータの増加をリクエストするには、AWS サポートセンターでクォータ増加ケースを開きま
す。

Note
リクエストフォームの一部のフィールドは「オプション」としてマークされています。ただ
し、AWS Support では、リクエストを処理するために次のステップで説明されているすべての情
報が必要です。必要な情報をすべて入力しないと、リクエストの処理に遅延が発生する場合があ
ります。

使用クォータの増加をリクエストするには
1.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/) にサインインします。

2.

[サポート] メニューで [サポートセンター] を選択します。

3.

[Open support cases] タブで、[ケースの作成] を選択します。

4.

[Create case] で [Service limit increase] を選択します。

5.

[Case details ] で、以下のセクションを完了します。
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• [Limit Type] で、[Pinpoint SMS] を選択します。
• (オプション) [Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (SMS メッセー
ジを送信するサイトまたはアプリケーションへのリンクを指定する)] で、SMS メッセージを送信す
る Web サイト、アプリケーション、またはサービスに関する情報を入力します。
• (オプション) [What type of messages do you plan to send (送信するメッセージのタイプ)] で、ロン
グコードを使用して送信する予定のメッセージのタイプを選択します。
• [ワンタイムパスワード] - ウェブサイトまたはアプリケーションを認証するために顧客が使用する
パスワードを提供するメッセージ。
• [プロモーション]- 特価販売やお知らせなど、ビジネスやサービスを宣伝する非クリティカルな
メッセージ。
• [トランザクション]- 注文確認やアカウントアラートなど、顧客のトランザクションをサポートす
る重要な情報メッセージ。トランザクションメッセージにプロモーションコンテンツまたはマー
ケティングコンテンツを含めることはできません。
• (オプション) [Which AWS Region will you be sending messages from] で、メッセージを送信する
リージョンを選択します。
• (オプション) [Which countries do you plan to send messages to] で、ショートコードを購入する国
または地域を入力します。
• (オプション) [How do your customers opt to receive messages from you] で、オプトインプロセスの
詳細を入力します。
• (オプション) [Please provide the message template that you plan to use to send messages to your
customers] の項目に使用するテンプレートを入力します。
6.

[Requests] で、以下のセクションに入力します。
• [Region] で、メッセージの送信元となるリージョンを選択します。

Note
[Requests] セクションには、リージョンが必要です。また、[Case details] フィールドに入
力した場合でも、ここでも入力する必要があります。
• [リソースタイプ] で、[一般的な制限] を選択します。
• [制限] で、[Account Spend Threshold Increase] を選択します。
7.

[New limit value] に、毎月の SMS メッセージに使用する上限額を USD で入力します。

8.

[Case description] の [Use case description] で、次の詳細を入力します。
• SMS メッセージを送信する会社またはサービスのウェブサイトやアプリ。
• ウェブサイトやアプリによって提供されるサービスと、SMS メッセージがそのサービスにどのよう
に貢献するか。
• ユーザーがウェブサイト、アプリ、他の場所で任意の SMS メッセージ受信にサインアップする方
法。
リクエストした使用クォータ（[New quota value] で指定した値）が 10,000 USD を超えた場合、メッ
セージを送信する国ごとに以下の追加の詳細を指定します。
• 送信者 ID とショートコードのどちらを使用しているか。送信者 ID を使用している場合は、次の情
報を指定します。
• 送信者 ID。
• 送信者 ID がその国の携帯電話キャリアに登録されているかどうか。
• メッセージングの予想される 1 秒あたりの最大トランザクション数 (TPS)。
• 平均メッセージサイズ。
• 国に送信するメッセージのテンプレート。
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• (オプション) 文字エンコードのニーズ (ある場合)。
9.

(オプション) さらにリクエストを送信したい場合は、[Add another request] を選択します。複数の
リクエストを含める場合は、それぞれ必要な情報を指定します。必要な情報については、「Amazon
Pinpoint で SMS メッセージングのサポートをリクエストする (p. 74)」の他のセクションを参照し
てください。

10. [連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。
11. 完了したら、[送信] を選択します。
AWS サポートチームは、お客様のリクエストに対して、24 時間以内に一次回答を行います。
迷惑なコンテンツや悪意のあるコンテンツを送信するためにシステムが悪用されないように、各リクエス
トを慎重に検討する必要があります。可能であれば、24 時間以内にリクエストを承認します。ただし、お
客様から追加情報を取得する必要がある場合は、お客様のリクエストの解決に時間がかかる場合がありま
す。
お客様のユースケースが AWS のポリシーと一致しない場合は、リクエストを承認できない場合がありま
す。

ステップ 2: Amazon Pinpoint コンソールで SMS 設定を更新する
毎月の使用クォータの引き上げが通知された後、Amazon Pinpoint コンソールのアカウントで使用クォー
タを調整する必要があります。

コンソールで使用クォータを調整するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール を開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[すべてのプロジェクト] ページで、SMS チャンネルを使用するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。

4.

[SMS および音声] セクションで、[編集] を選択します。

5.

[アカウントレベル設定] の [アカウントの使用制限] に、各暦月での SMS メッセージに使用する上限
額 (米ドル) を入力します。AWS Support が提供する毎月の合計利用額クォータ以下の値を指定できま
す。それより低い値を設定することで、毎月の使用量を制御することができます。その一方で、必要
に応じてスケールアップするキャパシティーを維持します。

6.

[Save changes] を選択します。

Amazon Pinpoint による SMS メッセージングのショートコード
をリクエストする
ショートコードは、大量の SMS メッセージの送信に使用できる数字です。ショートコード
は、application-to-person (A2P) メッセージング、2 要素認証 (2FA)、マーケティング用に頻繁に使用され
ます。通常、ショートコードには、拠点とする国に応じて 3 ～ 7 桁の数字が含まれます。
ショートコードは、ショートコードが拠点とする同じ国での受信者へのメッセージの送信にのみ使用でき
ます。ユースケースで複数の国のショートコードを使用する必要がある場合、受信者が居住する国ごとに
個別のショートコードをリクエストする必要があります。
ショートコードの料金については、「Amazon Pinpoint pricing」を参照してください。

重要な考慮事項
ショートコードをリクエストする前に、以下の情報を検討してください。
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• 保護されるべき健康情報 (PHI) を含むメッセージを送信するためにショートコードを使用する予定があ
る場合、サポートケースの [Case description] の項目にその目的を入力する必要があります。
• Amazon Pinpoint は現在、標準的なショートコードにのみ対応しています。Free-to-End-User (FTEU) の
ショートコードはサポートされていません。
• Amazon Pinpoint で SMS メッセージングを初めて使用する場合、予想される SMS ユースケース需要を
満たす毎月の SMS 利用額しきい値もリクエストする必要があります。デフォルトでは、毎月の利用額
しきい値は 1.00 USD です。ショートコードのリクエストが含まれているのと同じサポートケースで、
利用額しきい値の増額をリクエストできます。詳細については、「Amazon Pinpoint の毎月の SMS 使用
クォータの引き上げをリクエストする (p. 75)」を参照してください。

ステップ 1: サポートケースを開く
ショートコードをリクエストする最初のステップは、Support センターコンソールでサービス上限緩和
ケースを開くことです。

ショートコードをリクエストするには
1.

Support センターコンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/support/home。

2.

左サポートケースのオープン[] セクションで、ケースの作成。

3.

[Create case (ケースの作成)] ページで [Service limit increase (サービスの制限緩和)] を選択します。

4.

左ケースの詳細[] セクションで、次の操作を行います。
• [Limit Type] で、[Pinpoint SMS] を選択します。
• [Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (SMS メッセージを送信する
サイトまたはアプリケーションへのリンクを指定する)] で、SMS メッセージを送信する Web サイ
ト、アプリケーション、またはサービスに関する情報を入力します。
• を使用する場合送信する予定のメッセージの種類は何ですかで、ショートコードを使用して送信す
る予定のメッセージのタイプを選択します。
• [ワンタイムパスワード] - ウェブサイトまたはアプリケーションを認証するために顧客が使用する
パスワードを提供するメッセージ。
• [プロモーション]- 特価販売やお知らせなど、ビジネスやサービスを宣伝する非クリティカルな
メッセージ。
• [トランザクション]- 注文確認やアカウントアラートなど、顧客のトランザクションをサポートす
る重要な情報メッセージ。トランザクションメッセージにプロモーションコンテンツまたはマー
ケティングコンテンツを含めることはできません。
• を使用する場合どれAWS リージョンからメッセージを送信しますかで、メッセージを送信するリー
ジョンを選択します。

Note
ショートコードは 1 つにしか存在できませんAWS リージョン。ショートコードを複数使用
できるようにしたい場合AWS リージョンでは、リージョンごとに個別のショートコードを
リクエストする必要があります。
• を使用する場合メッセージの送信先はどの国ですかで、ショートコードを購入する国を入力しま
す。

Note
各ショートコードは 1 つの国に固有のものです。たとえば、米国ベースのショートコード
を使用して、カナダの電話番号の受信者にメッセージを送信することはできません。
• 左顧客はお客様からのメッセージの受信をオプトインする方法を選択しますかで、オプトインプロ
セスの詳細を入力します。
• 左カスタマーへのメッセージの送信に使用する予定のメッセージテンプレートを提供してくださ
いフィールドに、使用するテンプレートを含めます。
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Important
このフォームの一部のフィールドは「オプション」のラベルが付けられています。ただし、
提供する必要があります。すべて上記の情報のうち、ショートコードのセットアッププロセ
スを開始してください。
5.

Requests セクションで、以下の操作を行います。
• 向けのリージョンで、AWS リージョンからのメッセージの送信を予定している。

Note
[Requests] セクションには、リージョンが必要です。また、[Case details] フィールドに入
力した場合でも、ここでも入力する必要があります。
• [リソースタイプ] で、[専用 SMS ショートコード] を選択します。
• を使用する場合制限で、ショートコードを使用して送信する予定のメッセージのタイプを選択しま
す。
• を使用する場合新しい制限値で、ターゲットの国およびユースケースで購入するショートコードの
数を入力します。

Note
別の国のショートコードをリクエストする場合、または同じ国で別のユースケースをリク
エストする場合は、Support センターコンソールで別のケースを開きます。個別のケース
を作成することで、特定の国またはユースケースに関するすべての通信が 1 つに制限され
るようにします。AWS Supportケースは、誤通信の可能性を減らします。
6.

[Case description] の [Use case description] では、次の詳細を入力します。

7.

[連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。

8.

完了したら、[送信] を選択します。

AWS Support受領後24時間以内にお客様の要求を承認します。ショートコードを提供できる場合は、
ショートコード登録フォームを添付して提供します。AWS Supportケース。登録フォームに必要事項を入
力します。このフォームの情報は、モバイルキャリアでショートコードを設定するために必要です。この
フォームの入力方法の詳細については、「」を参照してください。米国の受信者にテキストメッセージを
送信するためのショートコードの取得でAWSメッセージングとターゲティングのブログ。このブログ記
事では、米国のショートコードを申請するプロセスについて説明しますが、提供される情報は、他の国で
ショートコードを申請する際にも役立ちます。
ショートコードの取得に必要な時間については、サービスレベルアグリーメントはありません。必要な時
間は、ユースケースがキャリアの要件に準拠しているかどうかによって異なります。通信事業者がお客
様のユースケースが準拠していると判断しない場合、申請を拒否し、拒否の理由に関する情報を提供しま
す。その場合は、この情報がAWS Supportケース。アプリケーションに関する問題は、AWS Supportケー
ス。そうすると、この更新された情報をキャリアに返送し、航空会社がお客様の申請を再検討できるよう
にします。
ショートコードの使用に関連する料金は、AWS がお客様のショートコードのリクエストを通信事業者に対
して開始した直後から発生します。ショートコードのプロビジョニングがまだ完了していない場合でも、
これらの料金を支払う責任はお客様にあります。迷惑なコンテンツや悪意のあるコンテンツを送信する
ためにシステムが悪用されないように、各リクエストを慎重に検討する必要があります。お客様のユース
ケースが AWS の方針と一致しない場合は、リクエストを承認できない場合があります。

ステップ 2: Amazon Pinpoint コンソールで SMS 設定を更新する
ショートコードがプロビジョニングされたことが AWS により通知されたら、以下のステップを完了しま
す。
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Note
ショートコードリクエストが承認され、ショートコードがAWSアカウント.
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[All projects] ページで、SMS チャンネル有効になっているプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。

4.

[Number settings] で、ショートコードを選択します。

5.

[Default keywords] で、HELP および STOP キーワードの応答がリクエストで指定した値と一致する
ことを確認します。

6.

[Registered keyword] で、オプトインキーワードおよび応答がリクエストで指定した値と一致するこ
とを確認します。

7.

(オプション) 追加のキーワード応答を指定する場合や、Amazon Pinpoint の外でインバウンドメッ
セージを処理する場合は、双方向 SMS を有効にすることができます。詳細については、「双方向
SMS 設定 (p. 347)」を参照してください。

8.

完了したら、[保存] を選択します。

次のステップ
携帯電話キャリアにショートコードを登録し、Amazon Pinpoint コンソールで設定を確認しました。これ
で、Amazon Pinpoint を使用し、発信元番号としてショートコードを使用して SMS メッセージを送信でき
るようになりました。
SMS キャンペーンによって対象者セグメントを取り込むには、「Amazon Pinpoint のキャンペー
ン (p. 150)」を参照してください。

Amazon Pinpoint による SMS メッセージングの専用ロングコー
ドをリクエストする
ロングコード (長い仮想番号、つまり LVN とも呼ばれます) は、拠点とする国に応じて異なる最大 12 文
字の標準の電話番号です。ロングコードは通常、低ボリュームの 1 対 1 の通信に使用します。一部の国
では、テストメッセージの送信や顧客への少量のメッセージの送信にロングコードを使用することができ
ます。米国を含む他の国では、送信者は Amazon Pinpoint から送信するメッセージを含む Application-toPerson (A2P) メッセージの送信にロングコードを使用することは禁止されています。

Note
Amazon Pinpoint で SMS メッセージングを初めて使用する場合、予想される SMS ユースケース
需要を満たす毎月の SMS 利用額しきい値もリクエストする必要があります。デフォルトでは、
毎月の利用額しきい値は 1.00 USD です。詳細については、「Amazon Pinpoint の毎月の SMS 使
用クォータの引き上げをリクエストする (p. 75)」を参照してください。

ロングコードを要求する場合
センターでケースを開き、ロングコードを要求する場合AWS Supportセンター。

Important
米国内の受信者にメッセージを送信する場合、ショートコード (p. 77)、a10DLC 電話番
号 (p. 328)、またはフリーダイヤル番号 (p. 342)。次の手順を完了し、米国のロングコードを
リクエストすると、リクエストは拒否されます。
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AWS Support センターでケースを開き、専用のロングコードを要求する場合
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[サポート] メニューで [サポートセンター] を選択します。

3.

[Open support cases] タブで、[ケースの作成] を選択します。

4.

[Create case] で [Service limit increase] を選択します。

5.

[Case details ] で、以下のセクションを完了します。
• [Limit Type] で、[Pinpoint SMS] を選択します。
• (オプション) [Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (SMS メッセー
ジを送信するサイトまたはアプリケーションへのリンクを指定する)] で、SMS メッセージを送信す
る Web サイト、アプリケーション、またはサービスに関する情報を入力します。
• (オプション) [What type of messages do you plan to send (送信するメッセージのタイプ)] で、ロン
グコードを使用して送信する予定のメッセージのタイプを選択します。
• [ワンタイムパスワード] - ウェブサイトまたはアプリケーションを認証するために顧客が使用する
パスワードを提供するメッセージ。
• [プロモーション]- 特価販売やお知らせなど、ビジネスやサービスを宣伝する非クリティカルな
メッセージ。
• [トランザクション]- 注文確認やアカウントアラートなど、顧客のトランザクションをサポートす
る重要な情報メッセージ。トランザクションメッセージにプロモーションコンテンツまたはマー
ケティングコンテンツを含めることはできません。
• (オプション) [Which AWS Region will you be sending messages from] で、メッセージを送信する
リージョンを選択します。
• (オプション) [Which countries do you plan to send messages to] で、ショートコードを購入する国
または地域を入力します。
• (オプション) [How do your customers opt to receive messages from you] で、オプトインプロセスの
詳細を入力します。
• (オプション) [Please provide the message template that you plan to use to send messages to your
customers] の項目に使用するテンプレートを入力します。

6.

[Requests] で、以下のセクションに入力します。
• [Region] で、メッセージの送信元となるリージョンを選択します。

Note
[Requests] セクションには、リージョンが必要です。また、[Case details] フィールドに入
力した場合でも、ここでも入力する必要があります。
• [Resource Type] で、Dedicated SMS Long Codes] を選択します。
• [New limit value] で、購入するロングコードの数を入力します。
7.

[Case description] の [Use case description] では、次の詳細を入力します。

8.

(オプション) さらにリクエストを出したい場合は、[Add another request] を選択します。必要な情報
については、「Amazon Pinpoint で SMS メッセージングのサポートをリクエストする (p. 74)」の
他のセクションを参照してください。

9.

[連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。

10. 完了したら、[送信] を選択します。
リクエストの受信後、24 時間以内に最初の応答を提供します。追加の情報をご依頼することがあります。
承認されると、ロングコードにキーワードとレスポンスメッセージを追加できます。「Amazon Pinpoint
で SMS および音声の設定を管理する (p. 344)」を参照してください。
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ロングコードを提供できない場合は、その取得に関連付けられているコストに関する情報を送信します。
また、ロングコードのプロビジョニングに必要な時間の見積もりも提供されます。多くの国々では、24 時
間以内に専用ロングコードが提供されます。ただし、一部の国と地域では、SMS チャンネルの専用ロング
コードの取得に数週間かかる場合があります。
迷惑なコンテンツや悪意のあるコンテンツを送信するためにシステムが悪用されないように、各リクエス
トを慎重に検討する必要があります。お客様のユースケースが AWS の方針と一致しない場合は、リクエ
ストを承認できない場合があります。

次のステップ
ロングコードを登録し、Amazon Pinpoint コンソールで設定を更新しました。これで、Amazon Pinpoint
を使用し、発信元番号としてロングコードを使用して SMS メッセージを送信できるようになりました。
SMS キャンペーンによって対象者セグメントを取り込むには、「Amazon Pinpoint のキャンペー
ン (p. 150)」を参照してください。
キャンペーンを作成せずに限られた対象者に SMS メッセージを直接送信するには、「テスト SMS メッ
セージの送信 (p. 229)」を参照してください。

Amazon Pinpoint で SMS メッセージングの送信者 ID をリクエス
トする
SMS メッセージングでは、送信者 ID は、受信者のデバイスにメッセージ送信者として表示される名前で
す。送信者 ID は、メッセージの受信者に対して自分を識別するのに役立ちます。
送信者 ID のサポートについては、国または地域によって異なります。例えば、米国の通信事業者は送信者
ID をまったくサポートしていませんが、インドの通信事業者では送信者が送信者 ID を使用することが求
められています。送信者 ID をサポートしている国の詳細な一覧は、「サポートされている国と地域 (SMS
チャンネル) (p. 96)」を参照してください。

Important
一部の国では、メッセージの送信に使用する前に、送信者 ID を登録する必要があります。国また
は地域によっては、この登録処理には数週間かかる場合があります。事前登録された送信者 ID を
必要とする国は、「サポートされている国 (p. 96)」ページの表に示されています。
送信者 ID がサポートされている国または地域の受信者にメッセージを送信し、その国または地域で送信
者 ID を登録する必要がない場合、追加のステップを実行する必要はありません。送信者 ID 値を含むメッ
セージの送信をすぐに開始できます。
送信者 ID の登録が必要な国または地域にメッセージを送信する場合は、このページの手順を完了する必要
があります。

Note
送信者 ID が許可されているが必須ではない国の受信者にメッセージを送信する場合は、サポート
センターでケースを開く必要はありません。送信者 ID を使用するメッセージの送信をすぐに開始
できます。

ステップ 1: Amazon Pinpoint SMS ケースを開く
送信者 ID が必要な国の受信者にメッセージを送信する予定の場合は、AWS サポートセンターで新しい
ケースを作成して送信者 ID をリクエストできます。

Important
インドで送信者 ID の登録が必要な場合は、サポートセンターでケースを開く前に、インドでの特
別な要件 (p. 108) で手続きを行ってください。
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送信者 ID をリクエストするには
1.

AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/) にサインインします。

2.

[サポート] メニューで [サポートセンター] を選択します。

3.

[Open support cases] タブで、[ケースの作成] を選択します。

4.

[Service Limit increase] を選択します。

5.

[Case details ] で、以下のセクションを完了します。
• [Limit Type] で、[Pinpoint SMS] を選択します。
• (オプション) [Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (SMS メッセー
ジを送信するサイトまたはアプリケーションへのリンクを指定する)] で、SMS メッセージを送信す
る Web サイト、アプリケーション、またはサービスに関する情報を入力します。
• (オプション) [What type of messages do you plan to send (送信するメッセージのタイプ)] で、ロン
グコードを使用して送信する予定のメッセージのタイプを選択します。
• [ワンタイムパスワード] - ウェブサイトまたはアプリケーションを認証するために顧客が使用する
パスワードを提供するメッセージ。
• [プロモーション]- 特価販売やお知らせなど、ビジネスやサービスを宣伝する非クリティカルな
メッセージ。
• [トランザクション]- 注文確認やアカウントアラートなど、顧客のトランザクションをサポートす
る重要な情報メッセージ。トランザクションメッセージにプロモーションコンテンツまたはマー
ケティングコンテンツを含めることはできません。
• (オプション) [Which AWS Region will you be sending messages from] で、メッセージを送信する
リージョンを選択します。
• (オプション) [Which countries do you plan to send messages to] で、ショートコードを購入する国
または地域を入力します。
• (オプション) [How do your customers opt to receive messages from you] で、オプトインプロセスの
詳細を入力します。
• (オプション) [Please provide the message template that you plan to use to send messages to your
customers] の項目に使用するテンプレートを入力します。

6.

[Requests] で、以下のセクションに入力します。
• [Region] で、メッセージの送信元となるリージョンを選択します。

Note
[Requests] セクションには、リージョンが必要です。また、[Case details] フィールドに入
力した場合でも、ここでも入力する必要があります。
• [リソースタイプ] で、[ Sender ID Registration] を選択します。
• [New limit value] で、リクエストする送信者 ID の数を入力します。通常、この値は「1」です。
7.

[ケースの説明] の [ユースケースの説明] で、次の情報を入力します。
• 登録する送信者 ID。
• SMS メッセージに使用する予定のテンプレート。
• 各受信者に 1 か月あたりに送信する予定のメッセージの数。
• 顧客がお客様からのメッセージの受信をオプトインする方法に関する情報。
• 会社または組織の名前。
• 会社または組織に関連付けられている住所。
• 会社または組織の拠点を置く国。
• 会社または組織の電話番号。
• 会社または組織のウェブサイトの URL。
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8.

(オプション) さらにリクエストを送信したい場合は、[Add another request] を選択します。必要な情
報については、「Amazon Pinpoint で SMS メッセージングのサポートをリクエストする (p. 74)」
の他のセクションを参照してください。

9.

[連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。

10. 完了したら、[送信] を選択します。
リクエストの受信後、24 時間以内に最初の応答を提供します。追加の情報をご依頼することがあります。
送信者 ID を提供できる場合は、送信者 ID のプロビジョニングに必要な時間の見積もりを送信します。ほ
とんどの国で、2 ～ 4 週間以内に送信者 ID を提供することができます。ただし、一部の国では、送信者
ID の取得に数週間かかる場合があります。
迷惑なコンテンツや悪意のあるコンテンツを送信するためにシステムが悪用されないように、各リクエス
トを慎重に検討する必要があります。お客様のユースケースが AWS の方針と一致しない場合は、リクエ
ストを承認できない場合があります。

ステップ 2: Amazon Pinpoint コンソールで SMS 設定を更新する
送信者 ID の取得プロセスを完了すると、ケースに応答します。この通知を受信したら、このセクションの
ステップを実行して、送信者 ID を使用するように Amazon Pinpoint を設定します。
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[すべてのプロジェクト] ページで、SMS チャンネルを使用するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。

4.

[SMS 設定] の横の [編集] を選択します。

5.

[Account-level settings] の [Default sender ID] に、送信者 ID を入力します。

6.

[Save changes] (変更を保存) をクリックします。

Amazon Pinpoint SMS サンドボックスから本番稼働の環境への
移行
SMS サンドボックスで SMS 環境のフルテストを行った後、本番稼働の環境への移行を選択できます。こ
れを行うには、Service limit increase の AWS Support ケースを作成します。
また、サンドボックス環境から本番稼働の環境へのアクセス権をリクエストすることもできます。これを
行うには、[SMS and voice] ページの [ Account tier] で、[Request production access] を選択します。

Note
アカウントが複数のリージョンに存在する場合、リージョンごとにサポートリクエストを送信す
る必要があります。

SMS サンドボックスからの移行
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[サポート] メニューで [サポートセンター] を選択します。

3.

[Open support cases] タブで、[ケースの作成] を選択します。

4.

[Service Limit increase] を選択します。
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5.

[Case details ] で、以下のセクションを完了します。
• [Limit Type] で、[Pinpoint SMS] を選択します。
• (オプション) [Provide a link to the site or app which will be sending SMS messages (SMS メッセー
ジを送信するサイトまたはアプリケーションへのリンクを指定する)] で、SMS メッセージを送信す
る Web サイト、アプリケーション、またはサービスに関する情報を入力します。
• (オプション) [What type of messages do you plan to send (送信するメッセージのタイプ)] で、ロン
グコードを使用して送信する予定のメッセージのタイプを選択します。
• [ワンタイムパスワード] - ウェブサイトまたはアプリケーションを認証するために顧客が使用する
パスワードを提供するメッセージ。
• [プロモーション]- 特価販売やお知らせなど、ビジネスやサービスを宣伝する非クリティカルな
メッセージ。
• [トランザクション]- 注文確認やアカウントアラートなど、顧客のトランザクションをサポートす
る重要な情報メッセージ。トランザクションメッセージにプロモーションコンテンツまたはマー
ケティングコンテンツを含めることはできません。
• (オプション) [Which AWS Region will you be sending messages from] で、メッセージを送信する
リージョンを選択します。
• (オプション) [Which countries do you plan to send messages to] で、ショートコードを購入する国
または地域を入力します。
• (オプション) [How do your customers opt to receive messages from you] で、オプトインプロセスの
詳細を入力します。
• (オプション) [Please provide the message template that you plan to use to send messages to your
customers] の項目に使用するテンプレートを入力します。

6.

[Requests] で、以下のセクションに入力します。
• [Region] で、メッセージの送信元となるリージョンを選択します。

Note
[Requests] セクションには、リージョンが必要です。また、[Case details] フィールドに入
力した場合でも、ここでも入力する必要があります。
• [リソースタイプ] で、[一般的な制限] を選択します。
• [Limit] で、[SMS Production Access] を選択します。
• [New limit value] には、任意の値を入力します。
7.

[Case description] の [Use case description] に、このリクエスト について関連する詳細情報を入力し
ます。

8.

(オプション) さらにリクエストを送信したい場合は、[Add another request] を選択します。必要な情
報については、「Amazon Pinpoint で SMS メッセージングのサポートをリクエストする (p. 74)」
の他のセクションを参照してください。

9.

[連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。

10. 完了したら、[送信] を選択します。
リクエストの受信後、24 時間以内に最初の応答を提供します。追加の情報をご依頼することがあります。

Amazon Pinpoint を使用した SMS のアクティビティ
のモニタリング
Amazon Pinpoint には、SMS のアクティビティをモニタリングするための次のオプションが用意されてい
ます。
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SMS イベントデータのストリーミング
成功したメッセージの配信数や失敗したメッセージの配信数などの SMS アクティビティをモニタリング
するには、SMS イベントデータを Amazon Kinesis Data Streams または Amazon Kinesis Data Firehose
にストリーミングするように Amazon Pinpoint を設定します。次に、Kinesis プラットフォームを使用して
SMS データを分析できます。詳細については、「Amazon Pinpoint のイベントを Kinesis にストリーミン
グする (p. 255)」を参照してください。
Amazon Pinpoint が Kinesisにストリームするイベントデータの例については、『Amazon Pinpoint デベ
ロッパーガイド』の 「SMS events」を参照してください。

Amazon Pinpoint 分析
また、Amazon Pinpoint コンソールの [Analytics] ページでは、プロジェクトの SMS チャンネルに関連す
るメトリックスのグラフやデータを確認することができます。例えば、送信した SMS メッセージの数
と SMS メッセージを送信できるアクティブなエンドポイントの数を表示できます。詳細については、分
析 (p. 232)を参照してください。

Amazon Pinpoint を使用した SMS の使用量のアクティビティの
モニタリング
このトピックでは、Amazon CloudWatch での SMS の使用量のメトリクスの表示について説明します。ま
た、を設定する方法についても説明します。 CloudWatch 1 か月の SMS の使用量が一定量を超えると、通
知を送信するアラーム。
Amazon Pinpoint の使用に関する月額料金（SMS メッセージの送信に費やした金額を含む）のみを表示
する場合は、AWS Billing and Cost Managementconsole. Billing and Cost Management コンソールには、
当月の請求額の見積もりと、前月の最終請求額が表示されます。詳細については、「」を参照してくださ
い。月額料金の表示のAWS Billingユーザーガイド。

CloudWatch を使用して SMS の月別使用量を表示する
現在の月の SMS メッセージを送信する際に使用する金額を素早く判断するには、[メトリクス] セクション
の [メトリクス] セクションを使用します。 CloudWatch console. CloudWatch では、15 か月間メトリクス
が保持されるため、リアルタイムのデータを表示して、過去の傾向を分析することができます。
CloudWatch メトリクスの表示方法の詳細については、「」を参照してくださいAmazon を使用する
CloudWatch メトリックスのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

CloudWatch で SMS の使用量のメトリクスを表示するには
1.

を開く CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

2.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

3.

[すべてのメトリクス] タブで、[SNS] を選択します。

4.

[範囲の定められていないメトリクス] を選択します。

5.

[SMSMonthToDateSpentUSD] を選択します。グラフは、Amazon Pinpoint とAmazon Simple
Notification Service (Amazon SNS)の両方を使用して、現在の月で SMS メッセージの送信にかかった
金額が表示されるように更新されています。

Note
[SMSMonthToDateSpentUSD] メトリクスは、Amazon Pinpoint または Amazon SNS を使用
して SMS メッセージが少なくとも 1 回送信されるまで表示されません。
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CloudWatch を使用して SMS の使用量を通知するアラームを作成する
SMS の月別使用量メトリクスを表示できるほか、 CloudWatch SMS の使用量が一定量を超えると通知す
るアラーム。セットアップできます CloudWatch これらの通知が送信されるように通知を Amazon SNS ト
ピックに送信します。
CloudWatch アラームの作成の詳細については、「」を参照してくださいAmazon を使用する CloudWatch
アラームのアマゾン CloudWatch ユーザーガイド。

CloudWatch を使用して SMS の使用量を通知するアラームを作成する
1.

まだ行っていない場合は、Amazon SNS トピックを作成し、エンドポイントをそのトピックにサブス
クライブします。トピックにサブスクライブするエンドポイントは、使用量の通知を受け取る場所に
設定します。例えば、E メールで使用量の通知を受け取る場合は、Amazon SNS トピックに E メー
ルアドレスをサブスクライブします。テキストメッセージで使用量の通知を受け取る場合は、そのト
ピックに SMS エンドポイントをサブスクライブします。
SNS トピックの作成とサブスクライブについては、『Amazon Simple Notification Service デベロッ
パーガイド』の「Getting started with Amazon SNS」を参照してください。

2.

を開く CloudWatch コンソールhttps://console.aws.amazon.com/cloudwatch/。

3.

ナビゲーションペインの [アラーム] で [請求] を選択します。

4.

[請求アラーム] の横にある [アラームの作成] を選択します。

5.

[メトリクスの選択] を選択します。

6.

[すべてのメトリクス] タブで [SNS] を選択し、次に [範囲の定められていないメトリクス] を選択しま
す。

7.

[SMSMonthToDateSpentUSD] を選択します。

Note
[SMSMonthToDateSpentUSD] メトリクスは、Amazon Pinpoint または Amazon SNS を使用
して SMS メッセージが少なくとも 1 回送信されるまで表示されません。
8.

[グラフ化したメトリクス] タブを選択し、以下の手順を実行します。
• [Statistic] で、モニタリングする統計値または定義済みのパーセンタイルを選択するか、カスタムの
パーセンタイル (例えば、p99 または p45) を指定します。
• [期間] で、アラームの評価期間を選択します。アラームを評価する場合、各期間は 1 つのデータポ
イントに集約されます。

9.

[メトリクスの選択] を選択します。[Specify metric and conditions (メトリクスと条件の指定)] ページ
に、アラームのメトリクスと統計に関するグラフや他の情報が表示されます。

10. [条件] で以下の手順を実行します。
• [Threshold type] で [静的] を選択します。
• [Whenever SMSMonthToDateSpentUSD is] で、アラームをトリガーするためにメトリクスをしきい
値より大きい、以上、またはしきい値と等しくするかどうかを指定します。次に、[than] にしきい
値を入力します。これは、アラームをトリガーする金額 (米国ドル) です。
11. [Additional configuration] で、以下の手順を実行します。
• [Datapoints to alarm] に、アラームをトリガーするために使用量がしきい値を超える必要がある評価
期間数 (データポイント) を入力します。
• [Missing data treatment] では、[Treat missing data as ignore (maintain the alarm state)] を選択しま
す。
12. [Next] を選択します。
13. [通知] で、以下の手順を実行します。
• [Whenever this alarm state is] で、[in Alarm] を選択します。
87

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
管理する

• [Select an SNS topic] で、アラーム通知を送信する Amazon SNS トピックを選択します。
14. [Next] を選択します。
15. 名前を入力し、必要に応じてアラームの説明を入力して [Next] を選択します。
16. [Preview and create] で、アラーム設定が正しいことを確認し、[アラームの作成] を選択します。

Amazon Pinpoint SMS チャンネルの管理
デフォルトのメッセージタイプ (トランザクションまたはプロモーション) や月間支出枠などの SMS 設定
は、Amazon Pinpoint コンソールで直接管理することができます。

SMS チャンネル設定の更新
SMS に関連するいくつかの設定を変更できます。これらの設定のほとんどは、AWS アカウント全体に適
用されますが、一部は特定のプロジェクトに適用されます。

プロジェクトの SMS 設定を編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[All projects] ページで、SMS 設定を更新するプロジェクトを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。
[SMS 設定] セクションで、[編集] を選択します。

5.

必要に応じて、プロジェクト のSMS 設定を変更します。以下の設定を指定することができます。
このプロジェクトの SMS チャンネルを有効にする
このオプションを選択すると、プロジェクトの SMS チャンネルを有効または無効にすることが
できます。この設定が有効でない場合、このプロジェクトから SMS メッセージを送信すること
はできません。この設定は、現在のプロジェクトにのみ適用されます。
デフォルトのメッセージタイプ
このアカウントから送信する SMS メッセージのカテゴリを選択します。アカウント関連の
メッセージやワンタイムパスワードのような時間的制約のあるメッセージを送信する場合は、
[Transactional] を選択してください。マーケティング資料やその他の販促用コンテンツを含む
メッセージを送信する場合は、[Promotional] を選択してください。この設定は AWS アカウント
全体に適用されます。
アカウント使用量の制限
毎月のメッセージ送信の上限金額 (USD) です。この設定は、SMS の送信が予算を超えないよう
にしたり、予期せぬ支出の増加を防ぐための方法として利用できます。SMS メッセージの送信
料金は、そのメッセージの送信先の国によって異なります。現在の価格は、「Amazon Pinpoint
Pricing」を参照してください。この設定は AWS アカウント全体に適用されます。
アカウントの送信者 ID
アカウントからメッセージを送信する際に使用するアルファベットの送信者 ID です。この設定は
AWS アカウント全体に適用されます。

Note
アルファベットの送信者 ID は、特定の国でのみサポートされています。国の通信事業者
が送信者 ID をサポートしている国にメッセージを送信しない場合、この項目に何も指定
する必要はありません。送信者 ID は、米国、カナダ、ブラジルなどの一般的なメッセー
ジング送信先ではサポートされていません。
また、国によっては、送信者 ID を政府機関や業界団体に事前登録する必要があります。
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アルファベットの送信者 ID をサポートする国の一覧は、「Amazon Pinpointを使った
SMS の国別の機能と制限について (p. 95)」を参照してください。
6.

変更が完了したら、[変更の保存] を選択します。

SMS オプトアウト
現地の法律および規制により義務付けられている場合、SMS の受信者は、デバイスを利用して以下のいず
れかのメッセージに返信することによって、オプトアウトできます。
• ARRET (フランス語)
• CANCEL
• END
• OPT-OUT
• OPTOUT
• QUIT
• REMOVE
• STOP
• TD
• UNSUBSCRIBE
オプトアウトするには、受信者は Amazon Pinpoint がメッセージを配信するのに使用したのと同じロング
コードまたはショートコードに応答する必要があります。オプトアウトすると、受取人は AWS アカウン
トから SMS メッセージを受信しなくなります。この動作は、セルフマネージドオプトアウト機能を有効
にすることで変更できます。詳細については、「セルフマネージド型のオプトアウト (p. 347)」を参照し
てください。

Note
米国内のフリーダイヤル番号については、オプトアウトは AWS から下流で管理されていま
す。このため、米国のフリーダイヤル番号でサポートされているオプトアウトキーワードは
「STOP」のみです。オプトアウトキーワードを追加指定することはできず、このキーワードを
受信したときに送信されるレスポンスを変更することはできません。

Amazon Pinpoint SMS シミュレーターで SMS 送信を
テストする
Amazon Pinpoint には SMS シミュレーターが含まれており、これを使用してテキストメッセージを送信し
たり、リアルなイベント記録を受信したりすることができます。SMS シミュレーターは、実際の SMS イ
ベント記録を見るのに便利です。また、Amazon Pinpoint を使用して SMS メッセージを送信するアプリ
ケーションのテストにも便利です。
SMS シミュレーターの電話番号にメッセージを送信する場合、標準の送信 SMS メッセージング料金が発
生します。お届け先の国によって、お支払いいただく料金が異なります。電話番号のシミュレーションを
行う国の料金が適応されます。SMS の料金の詳細については、「Amazon Pinpoint pricing」を参照してく
ださい。
SMS サンドボックス (p. 58)に入っているアカウントでも、SMS シミュレーターの電話番号にメッ
セージを送ることができます。ただし、シミュレーターに送信したメッセージは、毎月の使用クォー
タ (p. 75)にカウントされます。
このセクションのトピック:
• 前提条件 (p. 90)
• SMSシミュレーターの電話番号 (p. 90)
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• シミュレーターを使用する (p. 92)

前提条件
Amazon Pinpoint をご利用のお客様は、SMS SIM の電話番号にメッセージを送信することができます。こ
れを有効にするために特別な手順を踏む必要はありません。ただし、SMS メッセージの送信時にイベント
レコードを受信したい場合は、まずイベントストリーミングを有効にする必要があります。詳細について
は、「イベントストリーム」を参照してください。SMS シミュレーターのイベントレコードの例を見るに
は、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の「SMS events」を参照してください。

SMSシミュレーターの電話番号
SMS シミュレーターは数カ国で利用可能です。国ごとに、メッセージの成功イベントを発生させる電話番
号と、メッセージの失敗イベントを発生させる電話番号が存在します。次の表は、SMS シミュレーターの
電話番号で、利用可能なすべての国の電話番号が表記されています。
国

イベントタイプ

電話番号

オーストラリア

成功

+61455944038

オーストラリア

失敗

+61455944039

オーストリア

成功

+43676800442031

オーストリア

失敗

+43676800442032

ベルギー

成功

+32460213922

ベルギー

失敗

+32460213923

チリ

成功

+56229140630

チリ

失敗

+56229140631

チェコ共和国

成功

+420790542286

チェコ共和国

失敗

+420790542287

デンマーク

成功

+4525919410

デンマーク

失敗

+4525919215

エストニア

成功

+37282720792

エストニア

失敗

+37282720793

フィンランド

成功

+3584573979110

フィンランド

失敗

+3584573979111

フランス

成功

+337555512501

フランス

失敗

+337555512502

香港

成功

+85257048426

香港

失敗

+85257048854

ハンガリー

成功

+36707178770
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国

イベントタイプ

電話番号

ハンガリー

失敗

+36707178772

イタリア

成功

+394390009172

イタリア

失敗

+394390009174

ジャージー

成功

+447937404990

ジャージー

失敗

+447937404992

ルクセンブルグ

成功

+352691385880

ルクセンブルグ

失敗

+352691385882

オランダ

成功

+3197008100148

オランダ

失敗

+3197008100150

ノルウェー

成功

+4759449384

ノルウェー

失敗

+4759449387

ポーランド

成功

+48732141440

ポーランド

失敗

+48732141442

ポルトガル

成功

+351927946948

ポルトガル

失敗

+351927946950

ルーマニア

成功

+40783900330

ルーマニア

失敗

+40783900332

スペイン

成功

+34683783440

スペイン

失敗

+34683783442

スウェーデン

成功

+46790645100

スウェーデン

失敗

+46790645102

スイス

成功

+41798075872

スイス

失敗

+41798075874

台湾

成功

+886903444630

台湾

失敗

+886903444632

英国

成功

+447860019066

英国

失敗

+447860019067

アメリカ合衆国

成功

+14254147755

アメリカ合衆国

失敗

+14254147167
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シミュレーターを使用する
SMS シミュレーターの使い方は、Amazon Pinpoint の使用方法によって異なります。Amazon Pinpoint の
キャンペーンやジャーニーの機能を使用している場合、テスト番号を含むテストセグメントをインポート
することができます。SMS シミュレーターのすべての電話番号を含むインポートセグメントを作成するた
めに、以下のデータを使用することができます。
ChannelType,Address,Location.Country,Attributes.SimulatorType
SMS,+43676800442031,AT,Success
SMS,+43676800442032,AT,Failure
SMS,+61455944038,AU,Success
SMS,+61455944039,AU,Failure
SMS,+32460213922,BE,Success
SMS,+32460213923,BE,Failure
SMS,+41798075872,CH,Success
SMS,+41798075874,CH,Failure
SMS,+56229140630,CL,Success
SMS,+56229140631,CL,Failure
SMS,+420790542286,CZ,Success
SMS,+420790542287,CZ,Failure
SMS,+4525919410,DK,Success
SMS,+4525919215,DK,Failure
SMS,+37282720792,EE,Success
SMS,+37282720793,EE,Failure
SMS,+34683783440,ES,Success
SMS,+34683783442,ES,Failure
SMS,+3584573979110,FI,Success
SMS,+3584573979111,FI,Failure
SMS,+33755512501,FR,Success
SMS,+33755512502,FR,Failure
SMS,+447860019066,GB,Success
SMS,+447860019067,GB,Failure
SMS,+85257048426,HK,Success
SMS,+85257048854,HK,Failure
SMS,+36707178770,HU,Success
SMS,+36707178772,HU,Failure
SMS,+394390009172,IT,Success
SMS,+394390009174,IT,Failure
SMS,+447937404990,JE,Success
SMS,+447937404992,JE,Failure
SMS,+352691385880,LU,Success
SMS,+352691385882,LU,Failure
SMS,+3197008100148,NL,Success
SMS,+3197008100150,NL,Failure
SMS,+4759449384,NO,Success
SMS,+4759449387,NO,Failure
SMS,+48732141440,PL,Success
SMS,+48732141442,PL,Failure
SMS,+351927946948,PT,Success
SMS,+351927946950,PT,Failure
SMS,+40783900330,RO,Success
SMS,+40783900332,RO,Failure
SMS,+46790645100,SE,Success
SMS,+46790645102,SE,Failure
SMS,+886903444630,TW,Success
SMS,+886903444632,TW,Failure
SMS,+14254147755,US,Success
SMS,+14254147167,US,Failure

SendMessages API を使用してアプリケーションから SMS メッセージを送信する場合
は、DestinationNumber API を呼び出す際にSMS シミュレーターの電話番号のいずれかを
SendMessages として指定してください。SendMessages APIを使用したプログラムによるメッセージ送
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信の詳細については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の「Send SMS messages」を参照してく
ださい。

Amazon Pinpoint で双方向 SMS メッセージングを設
定する
Amazon Pinpoint には、双方向 SMS をサポートしています。双方向 SMS を設定すると、お客様からの
着信メッセージを受信することができます。Amazon Pinpoint は、お客様が特定のキーワードを送信する
と、自動的に回答を送信することができます。また、Lambda や Amazon Lex などの他の AWS サービス
と併用することで、双方向のテキストメッセージングエクスペリエンスを実現できます。
双方向 SMS は、特定の国や地域でのみ使用できます。国または地域でサポートされている双方向 SMS の
詳細については、「サポートされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)」を参照してください。

双方向 SMS のユースケース
さまざまな業界の企業は、双方向 SMS を使用して最新の情報を提供し続けることで、顧客の関心を保つ
ことができます。
例えば、医療業務では、予約の確認を求めるメッセージを患者に送信することができます。患者は、予約
の変更が必要かどうかを示す応答を送信することができます。予約の変更が必要な患者には、予約可能な
時間の一覧が送信されるため、そのメッセージに返信することで、スケジュールを変更することができま
す。このユースケースは、レストランやサロンなど、他のビジネスタイプにも適用することができます。
他にも、ユースケースとして、実際の特定のアクションの検証があります。例えば、銀行やクレジット
カード業者は、顧客のアカウントに通常と異なる請求があった場合に確認メッセージを送信することがで
きます。顧客は、メッセージに応答してその請求を承認することができます。そのメッセージを受け取っ
たクレジットカード業者はトランザクションを続行することができます。
双方向 SMS の 3 つ目のユースケースは、ライブエージェントやボットを使ったインタラクティブなカス
タマーサポートです。例えば、AWS Messaging and Targeting Blog では、Lambda と Amazon Lex を使用
して SMS Chatbot を作成するソリューションが紹介されています。

Amazon Pinpoint で双方向 SMS を設定する
双方向 SMS をセットアップするには、Amazon Pinpoint コンソールを使用します。このセクションの手順
により、電話番号の双方向 SMS メッセージを設定します。

前提条件
Amazon Pinpoint で双方向 SMS を有効化してセットアップする前に、専用番号をリクエストする必要があ
ります。専用番号の種類は、受信者がいる国によって異なります。で利用できる専用番号の種類について
は、「サポートされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)」をご覧ください。
AWS KMS キーで暗号化された Amazon SNS トピックを利用する場合、キーポリシーを変更する必要があ
ります。詳細については、「暗号化されたトピックに関する特別な要件 (p. 94)」を参照してください。

双方向 SMS を有効にする
個々の電話番号に対して、双方向の SMS メッセージを有効にすることができます。お客様の誰かがお客
様の電話番号にメッセージを送ると、メッセージ本文は Amazon SNS のトピックに送信されます。双方向
メッセージングの設定手順は、標準的な Amazon SNS トピックを使用するか、暗号化されたトピックを使
用するかによって異なります。このセクションでは、両方のシナリオの手順を説明しています。どちらか
一方の手続きだけを行ってください。

双方向 SMS を有効にするには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

93

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
双方向 SMS メッセージングを設定する

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.

[Number settings] で、双方向 SMS を設定する電話番号を選択します。

Note

4.
5.

電話番号の双方向 SMS を有効にできるのは、[SMS] 列の値が [Enabled] である場合のみで
す。
[Two-way SMS] セクションで、[Enable 2-way SMS] を選択します。
[Incoming messages destination] で、次のオプションのいずれかを選択して、SMS メッセージを受信
する Amazon SNS トピックを指定します。
• [Create a new Amazon SNS topic] - このオプションを選択した場合、Amazon Pinpoint はお客様の
アカウントにトピックを作成します。トピックは、必要なすべてのパーミッションがあれば、自動
的に作成されます。
• [Choose an existing Amazon SNS topic] - このオプションを選択した場合、既存の Amazon SNS ト
ピックを選択する必要があります。選択したトピックのアクセスポリシーには、次の許可を含める
必要があります。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sms-voice.amazonaws.com"
},
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "*"

Note

6.

7.

Amazon SNS FIFO トピックはサポートされていません。AWS KMS キーで暗号化されて
いるトピックを選択した場合、追加の要件については 暗号化されたトピックに関する特別
な要件 (p. 94) を参照してください。
(オプション）[Two-way SMS keywords] で、キーワードと応答メッセージを追加します。お客様の番
号がこれらのキーワードを含む SMS メッセージを受信すると、Amazon Pinpoint は Amazon SNS ト
ピックにメッセージを送信し、指定した応答メッセージで返信をします。キーワードを追加する場合
は、[Add another keyword] を選択します。
変更が完了したら、[Save] を選択します。

暗号化されたトピックに関する特別な要件
Amazon Pinpoint のデータは暗号化されていますが、さらにセキュリティを高めるために AWS KMS キー
で暗号化された Amazon SNS のトピックを使用することができます。このようなセキュリティの強化は、
プライベートなデータや機密性の高いデータを扱うアプリケーションに有効です。
暗号化された Amazon SNS トピックを双方向メッセージングで使用するには、いくつかの追加設定手順を
実行する必要があります。
まず、使用する鍵は対称である必要があります。暗号化された Amazon SNS のトピックは、非対称の
AWS KMS キーをサポートしていません。
次に、Amazon Pinpoint が鍵を使用できるように、鍵のポリシーを変更する必要があります。既存のキー
ポリシーに以下の権限を追加します。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sms-voice.amazonaws.com"
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}

},
"Action": [
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "*"

キーポリシーの編集の詳細については、『AWS Key Management Service デベロッパーガイド』の
「Changing a key policy」を参照してください。
AWS KMS キーを使用した Amazon SNS トピックの暗号化の詳細については、『Amazon Simple
Notification Service デベロッパーガイド』の「Enable compatibility between event sources from AWS
services and encrypted topics」を参照してください。

双方向 SMS メッセージペイロードの例
お客様の番号が SMS メッセージを受信すると、Amazon Pinpoint は、指定した Amazon SNS トピックに
JSON ペイロードを送信します。次の例にあるように、JSON ペイロードにはメッセージと関連するデー
タが含まれています。
{

}

"originationNumber":"+14255550182",
"destinationNumber":"+12125550101",
"messageKeyword":"JOIN",
"messageBody":"EXAMPLE",
"inboundMessageId":"cae173d2-66b9-564c-8309-21f858e9fb84",
"previousPublishedMessageId":"wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"

着信メッセージペイロードには、次の情報が含まれています。
プロパティ

説明

originationNumber

受信メッセージを送信した電話番号（つまり、お
客様の電話番号）。

destinationNumber

お客様がメッセージを送信した電話番号（専用の
電話番号）。

messageKeyword

専用電話番号に関連付けられている登録済みの
キーワード。

messageBody

お客様から送信されたメッセージ。

inboundMessageId

受信メッセージの一意の識別子。

previousPublishedMessageId

お客様が応答しているメッセージの一意の識別
子。

Amazon Pinpointを使った SMS の国別の機能と制限に
ついて
Amazon Pinpoint では、双方向 SMS をサポートしています。これにより、顧客からメッセージを受け取る
ことができます。Amazon Pinpoint を設定することで、送信するメッセージの内容に基づき、顧客へ応答
を自動的に送信することができます。現在、一部の国 (例: キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、スーダン)
では、Amazon Pinpoint を使用して SMS メッセージを送信できません。SMS メッセージを送信できる国
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や地域の詳細なリストについては、「サポートされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)」を参照
してください。
ほとんどの国および地域では、SMS を使用して送信できるコンテンツの種類に制限が設けられています。
これらの制限はさまざまですが、次のコンテンツの種類は、ほとんどの国やリージョンで制限されていま
す。
• 性的なコンテンツ
• 不適切または不快なコンテンツ
• 暴力的なコンテンツ
• 危険ドラッグおよび薬物に関連するコンテンツ
多くの国や地域で、顧客が制限付きのコンテンツを受け取り、携帯端末通信事業者または規制機関に通報
された場合、罰金やペナルティが送信者に課される場合があります。一部の国や地域では、すべての受信
メッセージが政府によって遡及的にフィルタリングされ、攻撃的または不適切とみなすコンテンツは削除
されます。顧客が所在する国や地域の商用 SMS メッセージの送信に関する法律や規制に精通しておいて
ください。
また、Amazon Pinpoint で SMS を使用する場合、国ごとに追加の機能や制限がある場合があります。これ
らの機能および制限については、以下のトピックで説明します。
トピック
• サポートされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)
• インドの受信者に SMS メッセージを送信するための特別な要件 (p. 108)
• シンガポールのための特別な要件 (p. 111)

サポートされている国と地域 (SMS チャンネル)
Amazon Pinpoint を使用して、次の表にリストされた国と地域に SMS メッセージを送信できます。この表
には、送信者 ID と双方向 SMS メッセージング (p. 93)をサポートしている国と地域もリストされてい
ます。
双方向 SMS メッセージングを使用してメッセージを受信するには、SMS チャンネルの専用ショートコー
ドまたは専用ロングコードを取得する必要があります。ショートコードとロングコードのリクエストにつ
いては、「Amazon Pinpoint で SMS メッセージングのサポートをリクエストする (p. 74)」を参照して
ください。

Note
Amazon Pinpoint コンソールから直接、いくつかの国のロングコードを購入することができま
す。コンソールから購入したロングコードは、音声チャンネル (p. 121)とともに使用すること
を目的としています。ただし、米国 (プエルトリコを含む) またはカナダを拠点とするロングコー
ドを購入した場合、SMS メッセージの送信にも使用できます。ほかの国または地域で SMS メッ
セージを送信するためにロングコードが必要な場合は、Amazon Pinpoint による SMS メッセージ
ングの専用ロングコードをリクエストする (p. 80)の手順を完了してください。
国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

アフガニス
タン

AF

93

いいえ

いいえ

はい

いいえ

アルバニア

AL

355

いいえ

いいえ

はい

いいえ

A
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

アルジェリ
ア

DZ

213

いいえ

いいえ

はい

いいえ

アンドラ

AD

376

いいえ

いいえ

はい

いいえ

アンギラ

AI

1-264

いいえ

いいえ

はい

いいえ

アンティグ
アバーブー
ダ

AG

1-268

いいえ

いいえ

はい

いいえ

アルゼンチ
ン

AR

54

はい

いいえ

いいえ

いいえ

アルメニア

AM

374

いいえ

いいえ

はい

いいえ

アルバ

AW

297

いいえ

いいえ

はい

いいえ

オーストラ
リア

AU

61

いいえ

はい

はい

はい

オーストリ
ア

AT

43

はい

はい

はい

はい

アゼルバイ
ジャン

AZ

994年

いいえ

いいえ

はい

いいえ

バハマ諸島

BS

1-242

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

バーレーン

BH

973

いいえ

いいえ

はい

いいえ

バングラデ
シュ

BD

880

いいえ

いいえ

はい

いいえ

バルバドス

BB

1-246

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ベラルーシ

BY

375

いいえ

いいえ

要登録

いいえ

ベルギー

BE

32

いいえ

はい

いいえ

はい

ベリーズ

BZ

501

いいえ

いいえ

はい

いいえ

バミューダ

BM

1-441

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ブータン

BT

975

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ボリビア

BO

591

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ボスニアヘ
ルツェゴビ
ナ

BA

387

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ボツワナ

BW

267

いいえ

いいえ

はい

いいえ

B
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

ブラジル

BR

55

はい

いいえ

いいえ

はい

ブルネイ

BN

673

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ブルガリア

BG

359

はい

いいえ

はい

はい

ブルキナ
ファソ

BF

226

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ブルンジ

BL

257

いいえ

いいえ

はい

いいえ

カンボジア

KH

855

いいえ

いいえ

はい

いいえ

カメルーン

CM

237

いいえ

いいえ

はい

いいえ

カナダ

CA

1

はい

はい

いいえ

はい

カーボベル
デ

CV

238

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ケイマン諸
島

KY

1-345

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

中央アフリ
カ共和国

CF

236

いいえ

いいえ

はい

いいえ

チャド

TD

235

いいえ

いいえ

はい

いいえ

チリ

CL

56

はい

はい

いいえ

はい

中国

CN

86

はい

いいえ

なし

はい

コロンビア

CO

57

いいえ

はい

いいえ

はい

コモロ

KM

269

いいえ

いいえ

はい

いいえ

クック諸島

CK

682

いいえ

いいえ

はい

はい

コスタリカ

CR

506

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

クロアチア

HR

385

いいえ

いいえ

はい

いいえ

キプロス

CY

357

いいえ

いいえ

はい

いいえ

チェコ共和
国

CZ

420

いいえ

はい

はい

はい

コンゴ民主
共和国

CD

243

いいえ

いいえ

はい

いいえ

デンマーク

DK

45

はい

はい

はい

はい

ジブチ

DJ

253

いいえ

いいえ

はい

いいえ

C

2 (p. 106)

D
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Amazon Pinpoint ユーザーガイド
国別の機能と制限

国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

ドミニカ

DN

1-767

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ドミニカ共
和国

DO

1-809、1-829、1-849
はい

いいえ

いいえ

はい

エクアドル

EC

593

はい

いいえ

いいえ

はい

エジプト

EG

20

はい

いいえ

要登録

はい

エルサルバ
ドル

SV

503

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ギニア共和
国

GQ

240

いいえ

いいえ

はい

いいえ

エリトリア

ER

291

いいえ

いいえ

はい

いいえ

エストニア

EE

372

いいえ

はい

はい

はい

エチオピア

ET

251

いいえ

いいえ

はい

いいえ

フェロー諸
島

FO

298

いいえ

いいえ

はい

いいえ

フィジー

FJ

679

いいえ

いいえ

はい

いいえ

フィンラン
ド

FI

358

はい

はい

はい

はい

フランス

FR

33

はい

いいえ

はい

はい

フランス領
ギアナ

GF

594

いいえ

いいえ

はい

いいえ

フランス領
ポリネシア

PF

689

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ガボン

GA

241

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ガンビア

GM

220

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ジョージア

GE

995

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ドイツ

DE

49

はい

はい

はい

はい

ガーナ

GH

233

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ジブラルタ
ル

GL

350

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ギリシャ

GR

30

いいえ

いいえ

はい

いいえ

E

1 (p. 106)

F

G
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

グリーンラ
ンド

GL

299

いいえ

いいえ

はい

いいえ

グレナダ

GD

1-473

いいえ

いいえ

はい

いいえ

グアドルー
プ

GP

590

いいえ

いいえ

はい

いいえ

グアム

GU

1-671

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

グアテマラ

GT

502

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ガーンジー
代官管轄区

GG

44-1481

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ギニア

GN

224

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ギニアビサ
ウ

GW

245

いいえ

いいえ

はい

該当なし

ガイアナ

GY

592

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ハイチ

H

509

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ホンジュラ
ス

HN

504

いいえ

いいえ

はい

いいえ

香港

HK

852

いいえ

はい

はい

はい

ハンガリー

HU

36

いいえ

はい

いいえ

はい

アイスラン
ド

IS

354

いいえ

いいえ

はい

いいえ

インド

IN

91

はい

はい

要登録

はい

インドネシ
ア

ID

62

いいえ

いいえ

はい

いいえ

イラク

IQ

964

いいえ

いいえ

はい

いいえ

アイルラン
ド

IE

353

いいえ

はい

はい

はい

マン島

IM

44-1624

いいえ

いいえ

はい

いいえ

イスラエル

IL

972

いいえ

はい

はい

はい

イタリア

IT

39

はい

はい

はい

はい

コートジボ
ワール

CL

225

いいえ

いいえ

はい

いいえ

H

インスタンス
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4 (p. 107)

3 (p. 107)
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

ジャマイカ

JM

1-876

いいえ

いいえ

はい

いいえ

日本

JP

81

はい

はい

はい

はい

ジャージー

JE

44-1434

いいえ

はい

はい

はい

ヨルダン

JO

962

いいえ

いいえ

要登録

いいえ

カザフスタ
ン

KZ

7

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ケニア

KE

254

いいえ

いいえ

はい

いいえ

コソボ共和
国

XK

383

いいえ

いいえ

はい

いいえ

クウェート

KW

965

いいえ

いいえ

要登録

いいえ

キルギスタ
ン

KG

996年

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ラオス

LA

856

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ラトビア

LV

371

いいえ

いいえ

はい

いいえ

レバノン

LB

961

いいえ

いいえ

はい

いいえ

レソト

LS

266

いいえ

いいえ

はい

いいえ

リベリア

LR

231

いいえ

はい

いいえ

リビア

LY

218

いいえ

いいえ

はい

いいえ

リヒテン
シュタイン

LI

423

いいえ

いいえ

はい

いいえ

リトアニア

LT

370

いいえ

はい

はい

はい

ルクセンブ
ルグ

LU

352

いいえ

はい

はい

はい

マカオ

MO

853

いいえ

いいえ

はい

いいえ

マケドニア

MK

389

いいえ

いいえ

はい

いいえ

マダガスカ
ル

MG

261

いいえ

いいえ

はい

いいえ

J

1 (p. 106)

K

1 (p. 106)

L

M
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

マラウイ

MW

265

いいえ

いいえ

はい

いいえ

マレーシア

MY

60

はい

いいえ

いいえ

はい

モルジブ

MV

960

いいえ

いいえ

はい

いいえ

Mali

ML

223

いいえ

いいえ

はい

いいえ

マルタ

MT

356

いいえ

いいえ

はい

いいえ

マーシャル
諸島共和国

MH

692

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

マルチニー
ク

MQ

596年

いいえ

いいえ

はい

いいえ

モーリタニ
ア

MR

222

いいえ

いいえ

はい

いいえ

モーリシャ
ス

MU

230

いいえ

いいえ

はい

いいえ

マヨット

YT

262

いいえ

いいえ

はい

いいえ

メキシコ

MX

52

はい

はい

いいえ

はい

ミクロネシ
ア連邦

FM

691

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

モルドバ

MD

373

いいえ

いいえ

はい

いいえ

モナコ

MC

377

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

モンゴル

MN

976

いいえ

いいえ

はい

いいえ

モンテネグ
ロ

ME

382

いいえ

いいえ

はい

いいえ

モントセラ
ト

MS

1-664

いいえ

いいえ

はい

いいえ

モロッコ

MA

212

はい

いいえ

はい

はい

モザンビー
ク

MS

258

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ミャンマー

MM

95

いいえ

はい

はい

はい

ナミビア

NA

264

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ネパール

NP

977

いいえ

いいえ

はい

いいえ

オランダ

NL

31

はい

はい

はい

はい

4 (p. 107)

N

102
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

オランダ領
アンティル

AN

599

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ニューカレ
ドニア

NC

687

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ニュージー
ランド

NZ

64

はい

いいえ

いいえ

はい

ニカラグア

NI

505

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ニジェール

NE

227

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ナイジェリ
ア

NG

234

いいえ

いいえ

はい

いいえ

Niue

NU

683

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ノルウェー

NO

47

いいえ

はい

はい

はい

OM

968

いいえ

いいえ

はい

該当なし

パキスタン

PK

92

いいえ

いいえ

はい

該当なし

パレスチナ

PS

970

いいえ

いいえ

はい

いいえ

パナマ

PA

507

いいえ

いいえ

はい

いいえ

パプア
ニューギニ
ア

PG

675

いいえ

いいえ

はい

いいえ

パラグアイ

PY

595

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ペルー

PE

51

はい

いいえ

いいえ

はい

フィリピン

PH

63

いいえ

はい

要登録

はい

ポーランド

PL

48

いいえ

はい

はい

はい

ポルトガル

PT

351

いいえ

はい

はい

はい

プエルトリ
コ

PR

1-797、1-939 いいえ

はい

いいえ

はい

QA

974

いいえ

要登録

いいえ

オ
オマーン
P

1 (p. 106)

Q
カタール

いいえ

R

103

1 (p. 106)
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

コンゴ共和
国

CG

242

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

レユニオン
(フランス)

RE

262

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ルーマニア

RO

40

いいえ

はい

はい

はい

ロシア

RU

7

はい

いいえ

要登録

はい

ルワンダ

RW

250

いいえ

いいえ

はい

いいえ

セントクリ
ストファー
ネイビス

KN

1-869

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

セントルシ
ア

LC

1-758

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

サモア

WS

685

いいえ

いいえ

はい

いいえ

サンマリノ

SM

378

いいえ

いいえ

はい

いいえ

サントメ・
プリンシペ
民主共和

ST

239

いいえ

いいえ

はい

いいえ

サウジアラ
ビア

SA

966

いいえ

はい

要登録

いいえ

セネガル

SN

221

いいえ

いいえ

はい

いいえ

セルビア

RS

381

いいえ

いいえ

はい

いいえ

セイシェル

SC

248

いいえ

いいえ

はい

いいえ

シエラレオ
ネ

SL

232

いいえ

いいえ

はい

いいえ

シンガポー
ル

SG

65

はい

はい

はい

はい

スロバキア

SK

421

いいえ

はい

はい

いいえ

スロベニア

SI

386

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ソロモン諸
島

SB

677

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ソマリア

SO

252

いいえ

いいえ

はい

いいえ

南アフリカ

ZA

27

はい

はい

いいえ

はい

韓国

KR

82

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

1 (p. 106)

S

104

4 (p. 107)

1 (p. 106)

5 (p. 107)
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

南スーダン

SS

211

いいえ

いいえ

はい

いいえ

スペイン

ES

34

はい

はい

はい

はい

スリランカ

LK

94

いいえ

いいえ

要登録

いいえ

スリナム

SR

597

いいえ

いいえ

はい

いいえ

スワジラン
ド

SZ

268

いいえ

いいえ

はい

いいえ

スウェーデ
ン

SE

46

はい

はい

はい

はい

スイス

CH

41

いいえ

はい

はい

はい

台湾

TW

886

いいえ

はい

はい

はい

タジキスタ
ン

TJ

992

いいえ

いいえ

はい

いいえ

タンザニア

TX

255

いいえ

いいえ

はい

いいえ

タイ

TH

66

いいえ

はい

要登録

はい

東ティモー
ル

TL

670

いいえ

いいえ

はい

いいえ

トーゴ

TG

228

いいえ

いいえ

はい

いいえ

トンガ

TO

676

いいえ

いいえ

はい

いいえ

トリニダー
ド・トバゴ

TT

1-868

いいえ

いいえ

はい

いいえ

チュニジア

TN

216

いいえ

いいえ

はい

いいえ

トルコ

TR

90

いいえ

いいえ

要登録

いいえ

トルクメニ
スタン

TM

993

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

タークスお
よびカイコ
ス諸島

TC

1-649

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ツバル

TC

688

いいえ

いいえ

はい

いいえ

UG

256

いいえ

いいえ

はい

いいえ

1 (p. 106)

T

1 (p. 106)

1 (p. 106)

U
ウガンダ
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国または地
域

ISO コード

ダイヤル
コード

ショート
コードをサ
ポートする

ロングコー
ドをサポー
トする

送信者 ID を
サポートす
る

双方向 SMS
をサポート
する

ウクライナ

UA

380

いいえ

はい

はい

はい

アラブ首
長国連邦
(UAE)

AE

971

はい

はい

要登録

はい

英国

GB

44

はい

はい

はい

はい

アメリカ

US

1

はい

はい

いいえ

はい

ウルグアイ

UY

598

はい

いいえ

いいえ

はい

ウズベキス
タン

UZ

998年

いいえ

いいえ

はい

いいえ

バヌアツ

VU

678

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ベネズエラ

VE

58

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ベトナム

VN

84

いいえ

いいえ

要登録

いいえ

英領バージ
ン諸島

VG

1-284

いいえ

いいえ

はい

いいえ

バージン諸
島US

VI

1-340

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

YE

967

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ザンビア

ZM

260

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ジンバブエ

ZW

263

いいえ

いいえ

はい

いいえ

1 (p. 106)

V

1 (p. 106)

W
X
Y
イエメン
Z

メモ
1.

2.

送信者は、事前に登録されたアルファベットの送信者 ID を使用する必要があります。AWS Support か
ら送信者 ID をリクエストするには、「the section called “送信者 ID をリクエストする” (p. 82)」を参
照してください。一部の国では、承認を得るために、送信者は特定の要件を満たすか、特定の制限に従
う必要があります。このような場合、送信者 ID リクエストを送信した後、AWS Support から追加情報
を求められることがあります。
送信者は、送信する予定のメッセージのタイプごとに、事前に登録されたテンプレートを使用する必要
があります。送信者がこの要件を満たしていない場合、送信者のメッセージはブロックされます。テン
プレートを登録するには、AWS Support で Amazon Pinpoint SMS のケースを開いてください。ケース
106
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を作成する際に、送信者 ID を要求するときと同じ情報を提供します。詳細については、「the section
called “送信者 ID をリクエストする” (p. 82)」を参照してください。一部の国では、承認を得るため
に、特定の要件を満たすか、特定の制限に従う必要があります。このような場合、AWS Support から追
加情報を求められる場合があります。

Note
中国へメッセージを送信するには、まずテンプレートを登録する必要があります。AWS
Support承認のため
3.

4.

5.

送信者は、事前に登録されたアルファベットの送信者 ID を使用する必要があります。追加の登録手順
を経る必要があります。詳細については、「インドの受信者に SMS メッセージを送信するための特別
な要件 (p. 108)」を参照してください。
これらの国のロングコードは、インバウンドメッセージングにのみ対応しています。つまり、これらの
ロングコードは、受信者へのメッセージ送信には使用できませんが、受信者からのメッセージは受信で
きます。送信者 ID はメッセージの送信にのみ対応しているため、アルファベットの送信者 ID を使用し
てメッセージを送信する場合、ロングコードは受信者がオプトアウトするのに便利な方法です。
Amazon Pinpoint は、シンガポールで作成されたレジストリであるシンガポール SMS 送信者 ID レジス
トリ (SSR) に登録されている送信者 ID を使用して、シンガポールに SMS トラフィックを送信できま
す。情報通信メディア開発局 (IMDA)シンガポールの シンガポールの送信者 ID を使用するための要件の
詳細については、を参照してください。シンガポールの特別な要件。シンガポールでは、未登録の送信
者 ID、またはショートコードやロングコードなどの代替発信元 ID タイプを使用して SMS トラフィッ
クを送信することもできます。

送信者 ID のサポート
次の表は、送信者 ID がサポートされている国で SMS メッセージを送信するときに表示される ID と、送
信者 ID がサポートされていない国または地域で送信するときに表示される ID を説明しています。
受信者の場所

SMS メッセージでの指定内容

メッセージを送信...

送信者 ID の登録が必要な国や地
域の場合

登録されている送信者 ID を指定
します。

送信者 ID。

送信者 ID を指定しない、または
未登録の送信者 ID を指定した場
合

Amazon Pinpointは、送信者 ID
NOTICE でメッセージの配信を
行います。送信先の国や地域の
通信事業者の条件により、受信
できない場合があります。

送信者 ID を指定する

送信者 ID。

送信者 ID を指定しませんが、
アカウントには、送信先の国の
SMS チャネルの専用の電話番号
が含まれています。

専用の電話番号

送信者 ID を指定せず、宛先国の
SMS チャンネルの専用の電話番
号がアカウントに含まれていま
せん。

• 送信者 ID がサポートされてい
ない国および地域のランダム
なロングコード。
• 送信者 ID をサポートしている
国や地域のNOTICE。

送信者 ID を指定する

送信先の国によって異なりま
す。一部の国では、ランダム

送信者 ID をサポートしている
が、送信者 ID の登録が必要ない
国や地域の場合

送信者 ID がサポートされていな
い国や地域の場合
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受信者の場所

SMS メッセージでの指定内容

メッセージを送信...
なロングコードを使用してメッ
セージが送信されます。他の国
では、メッセージは共有ショー
トコードを使用して送信されま
す。米国では、専用の電話番号
を使用してのみメッセージを送
信できます。専用の米国の電話
番号がない場合、メッセージは
届きません。

送信者 ID を指定しない

差異 — 上記をご参照ください。

インドの受信者に SMS メッセージを送信するための特別な要件
デフォルトでは、インドの受信者にメッセージを送信する場合、Amazon Pinpoint は国際長距離通信事業
者 (ILDO) ルートを使用してメッセージを送信します。受信者が ILDO 接続で送信されたメッセージを表示
すると、ランダムな数字の ID から送信されたように見えます (専用のショートコードを購入 (p. 77)し
た場合を除く)。
また、インドで登記されている企業は、専用の送信者 ID を使用してメッセージを送信することができま
す。SMS メッセージに送信者 ID を使用する場合は、ILDO ルートではなくローカルルートでメッセージを
送信する必要があります。

Note
ILDO ルートを使ったメッセージ送信の料金は、ローカルルートを使ったメッセージ送信の料金
より、はるかに高額になります。ILDO および ローカルルートを使用したメッセージの送信料金
は、[Amazon Pinpoint Pricing] ページに表示されます。
ローカルルートを使用してメッセージを送信するには、まずｌ分散型台帳 (DLT) ポータルを介してユース
ケースとメッセージテンプレートをインド電気通信規制庁 (TRAI) に登録する必要があります。DLT ポー
タルからユースケースを登録すると、エンティティ ID と テンプレート ID が発行され、Amazon Pinpoint
で メッセージを送信する際に指定する必要があります。これらの登録要件は、インドの消費者が受信する
未承諾メッセージの数を減らし、潜在的に有害なメッセージから消費者を保護するために設定されていま
す。
登録処理を完了するには、以下の情報を指定する必要があります。
• 組織の Permanent Account Number (PAN)。
• 組織の Tax Deduction Account Number (TAN)。
• 組織の Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN)。
• 組織の Corporate Identity Number (CIN)。
• 組織を VilPower に登録する権限を与える承認書。Vilpower ウェブサイトには、ニーズに合わせてダウン
ロードして変更できるテンプレートがあります。
インドに SMS メッセージを送信するには、以下の手順で行います
• ステップ 1: TRAI に会社およびユースケースを登録する (p. 109)
• ステップ 2: ケースを作成します。AWS Support (p. 109)
• ステップ 3: メッセージ送信時のエンティティID、テンプレートIDの値を指定する (p. 110)
• テンプレートの一致に関する問題について (p. 111)
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ステップ 1: TRAI に会社およびユースケースを登録する
最初に、TRAI に会社およびユースケースを登録する必要があります。このセクションでは、Vodafone
Idea の Vilpower ポータルサイトを利用した送信者 ID の登録方法について説明します。ただし、他にもい
くつかの登録ポータルサイトがあります。すべての DLT 登録ポータルサイトで、同じ登録情報を提供する
必要があります。これらのポータルサイトから受け取るエンティティ ID およびテンプレート ID の値は、
互換性があります。つまり、Vilpower ポータル以外のポータルサイトを使ってユースケースを登録した場
合でも、エンティティ ID とテンプレート ID を使って Amazon Pinpoint からメッセージを送信することが
可能なのです。

Note
Vilpower では、会社登録に手数料がかかります。現在の料金は、Vilpowerのウェブサイトに掲載
されています。

組織を TRAI に登録するには
1.

ウェブブラウザで、Vilpower のウェブサイトにアクセスしてください (https://www.vilpower.in)。

2.

[Signup] を選択して、別のアカウントを作成します。登録処理中に、次の操作を行います。
• 登録するエンティティの種類を指定するように求められたら、[As Enterprise] を選択します。
• [Telemarketer Name] は、[Infobip Private Limited - ALL] を選択します。プロンプトが表示された
ら、Infobip を入力し、次に、ドロップダウンリストから [Infobip Private Limited – ALL] を選択し
ます。
• [Enter Telemarketer ID] に、110200001152 を入力します。
• ヘッダー ID の入力を求められたら、登録する送信者 ID を入力します。
• コンテンツテンプレートの入力を求められたら、受信者に送信する予定のメッセージコンテンツを
入力します。送信するすべてのメッセージのテンプレートを含めます。

Note
Amazon Web Services はVilpower ウェブサイトを管理していません。Vilpower のウェブサイ
ト上の手順は変更されることがあります。

ステップ 2: ケースを作成します。AWS Support
TRAI に会社登録およびユースケース登録を行った後、AWS Support でケースを作成する必要がありま
す。AWS Support チームは、お客様から提供された情報をもとに、お客様のエンティティ ID とテンプ
レート IDを AWS アカウント と関連付けます。

AWS Support ケースを開くには
•

「送信者 ID をリクエストする (p. 82)」で各ステップを実行します。リクエストで以下の必須情報
を入力します。
• Amazon Pinpoint で使用する AWS リージョン です。
• 会社名。入力されるお名前は、登録時に入力されたお名前と完全に一致する必要があります。
• 登録完了後に取得した PEID (Principal Entity ID)です。
• 毎月の送信予定メッセージ数の目安です。
• ユースケースの説明。
• 受信者がお客様のメッセージの受信をオプトインするために完了しなければならない手順に関する
情報です。
• オプトイン、オプトアウトを収集および管理していることを確認する。
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ステップ 3: メッセージ送信時のエンティティID、テンプレートIDの値を指定する
ローカルルートを使用してメッセージを正常に配信するには、送信者 ID の登録作業を完了した後に受け
取ったエンティティ ID とテンプレート ID の値を指定する必要があります。また、正しいエンティティタ
イプを選択し、メッセージが登録したテンプレート例と一致していることを確認する必要があります。
実行する手順は、SMS メッセージの送信方法によって異なります。SendMessages API を使用してメッ
セージを送信する場合、API への呼び出しにこれらの属性を含めます。キャンペーンまたはジャーニーを
利用してメッセージを送信する場合、キャンペーンまたはジャーニーの設定時に正しい値を指定できま
す。このセクションでは、両方のシナリオについて説明します。

SendMessages API を使用してインドのローカルルートでメッセージを送信する
SendMessages API を使用してインドのローカルルートでメッセージを送信する
1.

SendMessages API で、次のパラメーターの値を指定します。
• [EntityId] - 送信者 ID の登録完了後に取得したエンティティ ID または PE (Principal Entity) ID で
す。
• [TemplateId] - 送信者 ID の登録が完了した後に受け取ったテンプレート ID 。

Important
指定したテンプレート ID がメッセージテンプレートと完全に一致している必要がありま
す。登録時に指定したテンプレートと一致しない場合、携帯端末通信事業者が受信を拒否
することがあります。
2.

MessageType パラメータには、メッセージに適したルートタイプを指定します。次のいずれかの値
を指定できます。
• [Promotional] - プロモーションメッセージにこのメッセージタイプを指定します。プロモーショ
ンの送信者 ID は数字のみです。
• [Transactional] - トランザクションメッセージに対してこのメッセージタイプを指定します。ト
ランザクションの送信者 ID は文字のみで、大文字と小文字が区別されます。

3.

メッセージにコンテンツを追加する際には、DLT に登録されたテンプレートのコンテンツと完全に一
致するように、コンテンツを十分に検討する必要があります。通信事業者は、メッセージコンテンツ
に追加の返ってくる文字、スペース、句読点、または文の大文字と小文字が一致しない場合、SMS
メッセージをブロックします。テンプレートマッチングに関連する問題の詳細については、「テンプ
レートの一致に関する問題について (p. 111)」を参照してください。

キャンペーンを使用してインドのローカルルートでメッセージを送信する
キャンペーンを使用してインドのローカルルートでメッセージを送信する
1.

ステップ 1: キャンペーンの作成 (p. 150) の手順に従って、通常通りキャンペーンを作成します。

2.

キャンペーン作成の「ステップ 3 (p. 152)」で、[SMS settings] のセクションで以下の設定を行いま
す。
• [メッセージタイプ] で、以下のいずれかを選択します。
• [Promotional] – プロモーション用のユースケースを登録した場合は、このオプションを選択しま
す。プロモーションの送信者 ID は数字のみです。
• [Transactional] - トランザクションのユースケースを登録した場合は、このオプションを選択しま
す。トランザクションの送信者 ID は文字のみで、大文字と小文字が区別されます。
• [送信者 ID] セクションで、TRAI に登録した送信者 ID を入力します。
• [Regulatory Settings] セクションで、登録時に取得したエンティティ ID テンプレート ID を入力し
ます。
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Important
指定したテンプレート ID がメッセージテンプレートと完全に一致している必要がありま
す。登録時に指定したテンプレートと一致しない場合、携帯端末通信事業者が受信を拒否
することがあります。
3.

通常通り、キャンペーンの作成を完了します。

ジャーニーを使用してインドのローカルルートでメッセージを送信する
ジャーニーを使用してインドのローカルルートでメッセージを送信する
1.
2.

ジャーニーの作成 (p. 172) の手順に従って、通常通りジャーニーを作成します。
ジャーニーに Send an SMS message アクティビティを追加するたびに、次の操作を行います。
• [メッセージタイプ] で、以下のいずれかを選択します。
• [Promotional] – プロモーション用のユースケースを登録した場合は、このオプションを選択しま
す。プロモーションの送信者 ID は数字のみです。
• [Transactional] - トランザクションのユースケースを登録した場合は、このオプションを選択しま
す。トランザクションの送信者 ID は文字のみで、大文字と小文字が区別されます。
• [詳細設定] セクションを展開します。[SMS 設定] タブの [送信者 ID] で、登録した送信者 ID を入力
します。
• [Regulatory Settings] タブで、登録時に取得したエンティティ ID テンプレート ID を入力します。

Important

3.

指定したテンプレート ID がメッセージテンプレートと完全に一致している必要があり
ます。登録時に指定したテンプレートと一致しない場合、携帯端末通信事業者が受信を
拒否することがあります。詳細については、「テンプレートの一致に関する問題につい
て (p. 111)」を参照してください。
通常どおりに、ジャーニーの作成を完了します。

テンプレートの一致に関する問題について
インドの通信事業者は、登録時に提出したテンプレートと一致しない場合、メッセージを拒否します。
メッセージの配信に問題が発生した場合、以下の一般的な問題がないかを確認する必要があります。
• [Message content doesn't match registered template] - 送信するすべてのメッセージは、登録したテンプ
レートに対応している必要があります。指定したテンプレート ID に関連付けられたテンプレートと完全
に一致しないメッセージを送信すると、携帯端末通信事業者はメッセージを拒否します。
• [The value of a variable is too long] - 変数の値に 30 文字以上含まれる場合、携帯端末通信事業者はメッ
セージを拒否します。
• [Case mismatch] - 通信事業者は、お客様が登録したテンプレートとお客様のメッセージを比較します。
この比較処理では、大文字と小文字が区別されます。
• [Slightly different characters] - 登録したテンプレートの文字と似ていても、実際には異なる文字が使わ
れている場合、メッセージが拒否されることがあります。例えば、Microsoft Word からテキストをコ
ピーする場合、テキストにはストレートクォート文字 (「"」) ではなく、カーリークォート文字（「“」
と「”」）が含まれていることがあります。メッセージが登録済みのテンプレートと正確に一致している
ことを確認する必要があります。

シンガポールのための特別な要件
Amazon Pinpoint のお客様は、シンガポールの SMS 送信者 ID レジストリ (SSR) を通じて登録された送
信者 ID を使用して、シンガポールで SMS トラフィックを送信できます。SSIRは、シンガポールの情報
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通信メディア開発局（IMDA）が所有するシンガポール・ネットワーク・インフォメーション・センター
（SGNIC）を通じて2022年3月に開始され、シンガポールの携帯電話にSMSを送信する際に組織が送信者
IDを登録できるようにしている。
SSIR で登録されたシンガポールの送信者IDを使用するには、SGNIC を通じて登録を開始する前
に、Amazon から登録済みの送信者 ID の使用を許可するアカウントを登録するためのオンボーディングプ
ロセスを完了する必要があります。登録した送信者 ID を Amazon にオンボーディングする手順を以下に
示します。シンガポールの登録送信者IDを使用したくない場合は、アクションはなく、Amazon Pinpoint
または Amazon SNS を通じて引き続きメッセージを送信できます。

Important
Sender IDをシンガポール・ネットワーク・インフォメーション・センター (SGNIC) に登
録するには、次の順序で2つの手順を完了する必要があります。
1.

まず Amazon と協力して、お客様のアカウントのシンガポール (SG) 送信者 ID を登録する必
要があります。この手順が完了したら、次のステップに進むことができます。

2.

SGNIC と連携して、送信者 ID を登録します。

Warning
これらの手順を順不変に実行すると、送信者 ID がサービスによってブロックされたり、
送信者 ID がモバイルデバイス上に保持されなくなることがあります。

Note
各個人から送信者ID登録を提出する必要があることに注意してください。AWS送信者 ID を使用
するために必要なアカウント。

シンガポールの送信者 ID を Amazon Pinpoint に登録するには
1.

「」の各ステップを実行します。Amazon Pinpoint で SMS メッセージングの送信者 ID をリクエスト
する。リクエストで以下の必須情報を入力します。
• -AWSAmazon Pinpoint で使用するリージョン。
• 会社名。
• 毎月の送信予定メッセージ数の目安です。
• ユースケースの説明。
• 受信者がお客様のメッセージの受信をオプトインするために完了しなければならない手順に関する
情報です。
• オプトイン、オプトアウトを収集および管理していることを確認する。
リクエストを処理するチームが、入力を要求するフォームを提供します。

2.

前の手順を完了したときに提供されたフォームに記入してください。

3.

ケースに返信し、処理のために完成したフォームを添付します。

4.

Amazonは、Sender IDがアカウントに正常に登録されると、サポートケースで通知し、SGNIC を通じ
て登録を開始するために必要なルーティング情報を提供します。

Note
双方向 SMS は、特定の国や地域でのみ使用できます。国または地域でサポートされている双方
向 SMS の詳細については、「サポートされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)」を参照
してください。
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ベストプラクティス
携帯電話ユーザーは、未承諾 SMS メッセージに対する許容度が極めて低い傾向があります。未承諾 SMS
キャンペーンの反応率はほぼ常に低くなるため、投資効果は低くなります。
さらに、携帯電話キャリアは大量 SMS の送信者を継続的に監査しています。未承諾メッセージを送信し
ていると判断した番号からのメッセージは、調整されたりブロックされたりします。
未承諾コンテンツの送信は、AWS の適正利用規約にも違反します。Amazon Pinpoint チームは、SMS
キャンペーンを定期的に監査しており、未承諾メッセージを送信していると思われる場合はメッセージの
送信能力を調整したりブロックしたりすることがあります。
最後に、多くの国、リージョン、管轄区域では、未承諾 SMS メッセージの送信に多額の罰金を科してい
ます。例えば、米国の Telephone Consumer Protection Act (TCPA) には、消費者が未承諾メッセージを 1
通受け取るたびに 500～1,500 USD の損害賠償を受け取ることができる (送信者が支払う) と規定されてい
ます。
このセクションでは、顧客エンゲージメントを高め、罰金を回避するために役立つ可能性があるいくつか
のベストプラクティスについて説明します。ただし、このセクションには法的なアドバイスは含まれてい
ないことに注意してください。法的なアドバイスを受けるには、弁護士に相談してください。
トピック
• 法律、規制、および運送業者の要件の遵守 (p. 113)
• 許可を取得する (p. 114)
• 古いリストには送信しないでください (p. 117)
• 顧客リストを監査する (p. 117)
• レコードを保持する (p. 117)
• メッセージを明確、正直、簡潔にしてください (p. 117)
• 適切に応答する (p. 119)
• エンゲージメントに基づく送信を調整する (p. 120)
• 適切な時間に送信する (p. 120)
• 複数チャンネルでの重複を回避する (p. 120)
• 専用ショートコードを使用する (p. 120)
• 送信先の電話番号を確認する (p. 120)
• 冗長性を考慮した設計 (p. 121)

法律、規制、および運送業者の要件の遵守
あなたの顧客が所在する地域の法および規制に違反すると、高額な罰金と罰が課されます。このために
も、事業を展開する各国や各地域の SMS メッセージングに関する法律を理解することは非常に重要で
す。
次のリストには、世界中の主要なマーケットにおける SMS コミュニケーションに適用される重要な法律
のリンクが含まれています。
• アメリカ: 1991 年の電話利用者保護法 (TCPA) は、特定の種類の SMS メッセージに適用されます。詳
細については、規則および規制を連邦通信委員会のウェブサイトで参照してください。
• 英国: 2003 年のプライバシーおよび電子通信に関する規制 (EC 指令) は、特定の種類の SMS メッセー
ジに適用されます。詳細については、英国情報コミッショナーオフィスのウェブサイトで「What are
PECR?」を参照してください。
• EU: 2002 年のプライバシーおよび電子通信に関する規則指令 (ePrivacy 指令と呼ばれることもある)
は、特定の種類の SMS メッセージに適用されます。詳細については、法律全文 を Europa.eu ウェブサ
イトで参照してください。
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• カナダ: インターネットおよび無線スパム対策法 (カナダのアンチスパム法あるいは CASL) は、特定の
種類の SMS メッセージに適用されます。詳細については、法律全文 をカナダ議会のウェブサイトで参
照してください。
• 日本: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、特定の種類の SMS メッセージに適用される場
合があります。詳細については、日本の迷惑メール対策を総務省のウェブサイトで参照してください。
送信者としての立場から、その国々に所在していない会社または組織がこれらの国々に所在していない場
合でもこれらの法規制の適用対象となる場合があります。このリストの一部の法規制は迷惑 E メールある
いは電話を対象に元々制定されたものもありますが、SMS メッセージにも同様に適用するとの見解や拡張
解釈が行われています。その他の国々や地域では、SMS メッセージの送信に関する独自の法規制を設けて
います。顧客が所在する各国や各地域の弁護士に相談して、法的なアドバイスを受けてください。
多くの国では、最終的に現地の通信事業者がネットワーク上を流れるトラフィックの種類を決定する権限
を持っています。つまり、通信事業者は、現地の法律の最低要件を超える制限を SMS コンテンツに課す
可能性があります。

許可を取得する
送信する予定の特定の種類のメッセージの受信を希望していない受信者に決してメッセージを送信しない
でください。同じ会社内の組織間であっても、オプトインリストを共有しないでください。
受信者がオンラインフォームを使用してメッセージの受信にサインアップできる場合、本人が気づかず
に自動スクリプトがサブスクライブすることがないようにするシステムを追加します。また、1 回のセッ
ションでユーザーが電話番号を送信できる回数を制限する必要があります。
SMS オプトインリクエストを受け取ったら、メッセージの受信を希望することを確認するメッセージを送
信します。受信者がサブスクリプションを確認するまで、追加のメッセージを顧客に送信しないでくださ
い。サブスクリプション確認メッセージの例は次のとおりです。
Text YES to join ExampleCorp alerts. 2 msgs/month. Msg & data rates may apply.
Reply HELP for help, STOP to cancel.
日付、時刻、各オプトインリクエストおよび確認のソースが含まれる記録を保持してください。これは、
通信事業者または規制機関から依頼された場合に役立つことがあり、顧客リストの定期的な監査の実施に
も役立つことがあります。

オプトインワークフロー
場合によっては（米国のフリーダイヤルやショートコード登録など）、携帯電話会社からオプトインワー
クフロー全体のモックアップまたはスクリーンショットの提供を求められます。モックアップまたはスク
リーンショットは、受信者が完了するオプトインワークフローとよく似ている必要があります。
モックアップまたはスクリーンショットには、最高レベルのコンプライアンスを維持するために必要な以
下の開示事項をすべて含める必要があります。

必須
• プログラムを通じて送信するメッセージングユースケースの説明。
• 「メッセージおよびデータレートが適用される場合があります」というフレーズ。
• 受信者があなたからメッセージを受け取る頻度を示します。たとえば、定期的なメッセージングプログ
ラムでは、「週に 1 通のメッセージ」と表示されることがあります。ワンタイムパスワードまたは多要
素認証のユースケースでは、「メッセージの頻度は異なる」または「ログイン試行ごとに1つのメッセー
ジ」と表示される場合があります。
• 利用規約とプライバシーポリシー文書へのリンク。
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コンプライアンス違反オプトインの一般的な拒否理由
• 提供された会社名がモックアップまたはスクリーンショットに記載されているものと一致しない場合。
明確でない関係については、オプトインワークフローの説明で説明する必要があります。
• メッセージが受信者に送信されるように見えても、送信前に明示的に同意が得られない場合。すべての
メッセージには、明示的な同意が必要です。
• サービスにサインアップするためにテキストメッセージの受信が必要と思われる場合。ワークフロー
が、電子メールや音声通話などの別の形式でオプトインメッセージを受信する代替手段を提供していな
い場合、これは準拠しません。
• オプトイン言語がすべて利用規約に記載されている場合。開示内容は、リンク先のポリシー文書の中に
入れるのではなく、オプトイン時に必ず受領者に提示する必要があります。
• 顧客があなたからあるタイプのメッセージを受信することに同意し、あなたが他のタイプのテキスト
メッセージを送信した場合。たとえば、ワンタイムパスワードの受信には同意しますが、投票メッセー
ジやアンケートメッセージも送信されます。
• 必要な開示（上記）が受領者に提示されない場合。
次の例は、多要素認証のユースケースに関する携帯電話会社の要件に準拠しています。
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多要素認証ユースケースのモックアップ
完成したテキストと画像が含まれ、オプトインフロー全体が注釈付きで表示されます。オプトインフロー
では、お客様はテキストメッセージの受信に同意するために、明確な意図的な行動をとり、必要な開示事
項をすべて含める必要があります。

その他のオプトインワークフロータイプ
モバイルキャリアは、上記の規定に準拠している場合、口頭または書面によるオプトインなど、アプリ
ケーションやウェブサイト以外のオプトインワークフローも受け入れます。コンプライアンスに準拠し
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たオプトインワークフローと、口頭または書面によるスクリプトは、特定のメッセージタイプを受信する
ことについて、受信者から明示的な同意を得ます。例としては、サービスデータベースに記録する前にサ
ポートエージェントが同意を得るために使用する口頭スクリプトや、販促用チラシに記載されている電話
番号などがあります。これらのオプトインワークフロータイプのモックアップを提供するには、オプトイ
ンスクリプト、マーケティング資料、または数字が収集されているデータベースのスクリーンショットを
提供できます。オプトインが明確でない場合やユースケースが一定量を超える場合、携帯電話会社はこれ
らのユースケースに関して追加の質問をすることがあります。

古いリストには送信しないでください
人々は電話番号を頻繁に変更します。2年前に連絡を取り合った電話番号は、今日は他の誰かのものかもし
れません。新しいメッセージングプログラムに古い電話番号リストを使用しないでください。使用した場
合、電話番号が使用されなくなったためにメッセージが送信されない場合や、そもそも同意したことを覚
えていないためにオプトアウトする人がいる可能性があります。

顧客リストを監査する
定期的な SMS キャンペーンを送信している場合、顧客リストを定期的に監査してください。顧客リスト
を監査すると、メッセージを受信したい顧客だけがメッセージを確実に受信するようになります。
リストを監査するときは、オプトインしている各顧客に、サブスクライブしていることを再確認するメッ
セージを送信し、サブスクライブ解除に関する情報を提供します。再確認メッセージの例は次のとおりで
す。
You're subscribed to ExampleCorp alerts. Msg & data rates may apply. Reply HELP
for help, STOP to unsubscribe.

レコードを保持する
SMS メッセージを送信するよう各顧客よりリクエストされた日時と、各顧客に送信したメッセージを示す
レコードを保持します。世界の多くの国や地域では、SMS の送信者がこれらのレコードを簡単に取り出せ
るように維持する必要があります。また、この情報は、携帯端末通信事業者より随時リクエストされる場
合があります。提供する情報は、国または地域によって異なります。レコード維持の要件の詳細は、顧客
が所在する国または地域ごとの商用 SMS メッセージングの規制を確認します。
場合によっては、キャリアや規制機関より、顧客がメッセージの受け取りを選択した事実の提供を求めら
れることがあります。このような場合は、キャリアや機関が必要な情報のリストについて、AWS Support
より連絡があります。必要な情報を提供しない場合は、以降の SMS メッセージを送信する機能が一時停
止される場合があります。

メッセージを明確、正直、簡潔にしてください
SMSはユニークなメディアです。160-character-per-message 制限とは、メッセージを簡潔にする必要が
あることを意味します。電子メールなど、他の通信チャネルで使用する可能性のある手法は、SMS チャ
ネルには適用されない場合があり、SMS メッセージで使用すると不正または欺瞞的に見える場合もありま
す。メッセージの内容がベストプラクティスと一致しない場合、受信者はメッセージを無視する可能性が
あります。最悪の場合、携帯電話会社がメッセージをスパムと見なし、電話番号からのfuture メッセージ
をブロックする可能性があります。
このセクションでは、効果的な SMS メッセージ本文を作成するためのヒントやアイデアをいくつか紹介
します。

自分が差出人であることを証明してください
受信者は、メッセージがあなたからのものであることをすぐに伝えることができるはずです。このベスト
プラクティスに従う送信者は、各メッセージの最初に識別名 (「プログラム名」) を含めます。
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この操作はしないでください。
Your account has been accessed from a new device. Reply Y to confirm.
代わりにこれを試してください:
ExampleCorp Financial Alerts: You have logged in to your account from a new
device. Reply Y to confirm, or STOP to opt-out.

メッセージをこんな風に見せようとしないでください person-to-person メッセー
ジ
マーケティング担当者の中には、メッセージを個人から送信されたように見せて、SMSメッセージに個人
的なタッチを加えたいと思う人もいます。ただし、この手法を使用すると、メッセージがフィッシング詐
欺のように見える場合があります。
この操作はしないでください。
Hi, this is Jane. Did you know that you can save up to 50% at Example.com?
Click here for more info: https://www.example.com.
代わりにこれを試してください:
ExampleCorp Offers: Save 25-50% on sale items at Example.com. Click here to
browse the sale: https://www.example.com. Text STOP to opt-out.

お金の話をするときは気をつけて。
詐欺師は、お金を貯めたり、受け取ったりしたいという人々の欲求を食い物にすることがよくあります。
オファーが本当であるには余りにも良いと思わせるようなことはしないでください。人を欺くためにお金
の誘惑を使うな。通貨記号を使ってお金を示さないでください。
この操作はしないでください。
Save big $$$ on your next car repair by going to https://www.example.com.
代わりにこれを試してください:
ExampleCorp Offers: Your ExampleCorp insurance policy gets you discounts at
2300+ repair shops nationwide. More info at https://www.example.com. Text
STOP to opt-out.

必要な文字のみを使用してください
ブランドはしばしば、メッセージに™ や® などの商標記号を含めることで商標を保護する傾向がありま
す。ただし、これらの記号は、160文字のSMSメッセージに含めることができる標準文字セット（GSMア
ルファベットと呼ばれる）の一部ではありません。これらの文字のいずれかを含むメッセージを送信する
と、メッセージは別の文字エンコーディングシステムを使用して自動的に送信されます。このシステムで
は、メッセージ部分ごとに 70 文字までしかサポートされません。その結果、メッセージがいくつかの部
分に分割される可能性があります。送信するメッセージ部分ごとに請求されるため、メッセージ全体の送
信にかかる費用が予想よりも高くなる可能性があります。さらに、受信者は 1 つのメッセージではなく、
複数の連続したメッセージをあなたから受信する場合があります。SMS の文字エンコードの詳細について
は、「」を参照してください。Amazon Pinpoint の SMS の文字数制限について (p. 69)。
この操作はしないでください。
ExampleCorp Alerts: Save 20% when you buy a new ExampleCorp Widget® at
example.com and use the promo code WIDGET.
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代わりにこれを試してください:
ExampleCorp Alerts: Save 20% when you buy a new ExampleCorp Widget(R) at
example.com and use the promo code WIDGET.

Note
上記の 2 つの例はほとんど同じですが、最初の例には GSM アルファベットの一部ではない登録
商標記号 (®) が含まれています。その結果、最初の例は 2 つのメッセージパートとして送信さ
れ、2 番目の例は 1 つのメッセージパートとして送信されます。

有効で安全なリンクを使用する
メッセージにリンクが含まれている場合は、そのリンクが機能することを確認してください。企業ネット
ワーク外のデバイスでリンクをテストして、リンクが正しく解決されることを確認します。SMS メッセー
ジは 160 文字に制限されているため、非常に長い URL は複数のメッセージに分割される可能性がありま
す。短縮 URL を指定するには、リダイレクトドメインを使用する必要があります。ただし、tinyurl.com
や bitly.com などの無料のリンク短縮サービスは使用しないでください。通信事業者は、これらのドメイン
へのリンクを含むメッセージをフィルタリングする傾向があるためです。ただし、リンクが会社または組
織の排他的使用専用のドメインを指している限り、有料のリンク短縮サービスを使用できます。
この操作はしないでください。
Go to https://tinyurl.com/4585y8mr today for a special offer!
代わりにこれを試してください:
ExampleCorp Offers: Today only, get an exclusive deal on an ExampleCorp
Widget. See https://a.co/cFKmaRG for more info. Text STOP to opt-out.

使用する略語の数を制限する
SMS チャネルには 160 文字の制限があるため、一部の送信者は、メッセージに略語を多用する必要があ
ると考えるようになります。ただし、略語を使いすぎると、多くの読者にとっては専門的ではないように
見え、一部のユーザーがメッセージをスパムとして報告する可能性があります。あまり多くの略語を使わ
ずに、首尾一貫したメッセージを書くことは完全に可能です。
この操作はしないでください。
Get a gr8 deal on ExampleCorp widgets when u buy a 4-pack 2day.
代わりにこれを試してください:
ExampleCorp Alerts: Today only—an exclusive deal on ExampleCorp Widgets at
example.com. Text STOP to opt-out.

適切に応答する
受信者がメッセージに返信したときは、有用な情報で応答するようにしてください。例えば、顧客がメッ
セージの 1 つにキーワード「HELP」で反応した場合、サブスクライブしているプログラム、毎月送信さ
れるメッセージの数、詳細情報が必要な場合の連絡方法に関する情報を送信します。HELP レスポンス
メッセージの例は次のとおりです。
HELP: ExampleCorp alerts: email help@example.com or call 425-555-0199. 2 msgs/
month. Msg & data rates may apply. Reply STOP to cancel.
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顧客がキーワード「STOP」で返信した場合、今後はメッセージが送信されないことを知らせます。STOP
レスポンスメッセージの例は次のとおりです。
You're unsubscribed from ExampleCorp alerts. No more messages will be sent.
Reply HELP, email help@example.com, or call 425-555-0199 for more info.

エンゲージメントに基づく送信を調整する
顧客の優先順位は時間の経過とともに変わる可能性があります。顧客がメッセージを必要としなくなった
場合、メッセージを完全にオプトアウトしたり、メッセージを未承諾として報告したり可能性すらありま
す。このため、顧客とのエンゲージメントに基づいて送信手続きを調整することは重要です。
メッセージにめったに反応しない顧客の場合、メッセージの頻度を調整する必要があります。例えば、反
応の多い顧客にメッセージを毎週送信している場合、反応の少ない顧客用に別の毎月のダイジェストを作
成できます。
最後に、まったく反応のない顧客を顧客リストから削除します。このステップにより、顧客がメッセージ
を不満に感じることがなくなります。また、コストを削減し、送信者としての評判を維持することもでき
ます。

適切な時間に送信する
通常の営業時間中にのみメッセージを送信します。メッセージを夕食や深夜の時間帯に送信している場
合、顧客が邪魔をされないようにリストからサブスクリプション解除する可能性が高くなります。さら
に、顧客がすぐに反応できないときに SMS メッセージを送信しても意味がありません。
キャンペーンやジャーニーを大勢のオーディエンスに送信する場合は、オリジネーションの数値のスルー
プットレートを再確認してください。受信者数をスループットレートで割ると、すべての受信者にメッ
セージを送信するのにかかる時間が決まります。

複数チャンネルでの重複を回避する
キャンペーンで、複数の通信チャンネル (E メール、SMS、プッシュメッセージ) を使用している場合、各
チャンネルで同じメッセージを送信しないでください。同じメッセージを複数のチャンネルで同時に送信
すると、顧客は送信動作を有用ではなく迷惑だと受け取る可能性が高くなります。

専用ショートコードを使用する
ショートコードを使用している場合、ブランドおよびメッセージタイプごとに別個のショートコードを維
持します。例えば、会社に 2 つのブランドがある場合、それぞれ別のショートコードを使用します。同様
に、トランザクションメッセージとプロモーションメッセージの両方を送信している場合、メッセージタ
イプごとに別のショートコードを使用します。ショートコードをリクエストする方法の詳細については、
「Amazon Pinpoint による SMS メッセージングのショートコードをリクエストする (p. 77)」を参照し
てください。

送信先の電話番号を確認する
Amazon Pinpoint を通じて SMS メッセージを送信すると、送信したメッセージパートごとに課金されま
す。メッセージパートごとに支払う料金は、受信者の国や地域によって異なります。SMS の料金の詳細に
ついては、「Amazon Pinpoint Pricing」を参照してください。
Amazon Pinpoint が SMS メッセージを送信するリクエストを受け入れた場合（、SendMessagesAPI、ま
たはキャンペーンまたはジャーニーが開始された場合）、そのメッセージの送信に対して課金されます。
このステートメントは、たとえ意図した受信者が実際にメッセージを受け取らなかったとしても有効で
す。例えば、相手の電話番号が使われていなかったり、送信先の電話番号が有効な携帯電話番号でなかっ
たとしても、メッセージの送信は課金対象となります。
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Amazon Pinpoint は、SMS メッセージの有効な送信リクエストを受け付け、配信を試みます。このため、
メッセージを送信する電話番号が有効な携帯電話番号であることを検証する必要があります。Amazon
Pinpoint phone number validation service を利用することで、電話番号が有効かどうか、どのような種類
の電話番号か (携帯電話、固定電話、VoIPなど) を検証することができます。詳細については、『Amazon
Pinpoint デベロッパーガイド』の「Validating phone numbers in Amazon Pinpoint」を参照してください。

冗長性を考慮した設計
ミッションクリティカルなメッセージングプログラムでは、Amazon Pinpoint を複数に設定することを
お勧めします。AWS リージョン。Amazon Pinpoint は複数で利用可能ですAWS リージョン。Amazon
Pinpoint を利用できるリージョンの完全なリストについては、AWS全般のリファレンス。
ショートコード、ロングコード、フリーダイヤル、10DLC番号など、SMSメッセージに使用する電話番
号を複製することはできませんAWS リージョン。そのため、Amazon Pinpoint を複数のリージョンで使
用するには、Amazon Pinpoint を使用するリージョンごとに個別の電話番号をリクエストする必要があり
ます。例えば、ショートコードを使用して米国の受信者にテキストメッセージを送信する場合、ショート
コードごとに個別のショートコードをリクエストする必要があります。AWS リージョン使用する予定のも
の。
一部の国では、冗長性を高めるために複数のタイプの電話番号を使用することもできます。例えば、米国
では、ショートコード、10DLC 番号、フリーダイヤル番号をリクエストすることができます。これらの
電話番号タイプはそれぞれ、受信者への経路が異なります。電話番号の種類が複数あること（いずれも同
じ）AWS リージョンまたは複数にまたがるAWS リージョン—追加の冗長層を提供し、回復力の向上に役
立ちます。

Amazon Pinpoint 音声チャンネル
音声チャンネルを使用してテキストスクリプトから音声メッセージを作成し、それらのメッセージを電話
で顧客に送信できます。音声チャンネルは、電話番号が SMS メッセージを受信できないお客様 (例えば、
固定電話または VoIP サービスを使用しているユーザー) にリーチするのに最適な方法です。
Amazon Pinpoint を使用して音声メッセージを送信するには、まずプロジェクトで音声チャンネルを有効
にし、メッセージを送信するための専用の電話番号をリースする必要があります。Amazon Pinpoint を使
用して音声メッセージを送信する方法によっては、アカウントの特定の設定を変更することもできます。
例えば、本稼働アクセスをリクエストして、送信できる音声メッセージの数を増やすことができます。
トピック
• Amazon Pinpoint 音声サンドボックス (p. 121)
• Amazon Pinpoint 音声チャンネルをセットアップする (p. 122)
• Amazon Pinpoint SMS チャンネルの管理 (p. 123)
• サポートされている国とリージョン (音声チャンネル) (p. 126)
• 音声チャネルのベストプラクティス (p. 129)

Amazon Pinpoint 音声サンドボックス
お客様を不正使用から保護するため、初めてお客様のアカウントを作成する際は、作成したアカウントを
サンドボックス環境に配置します。サンドボックス環境は、チャンネルをテストして評価を確立するのに
役立ちます。アカウントがサンドボックスの中にある間は、Amazon Pinpoint の音声メッセージにフルア
クセスできますが、以下の制限があります。
• 1 日のメッセージ数は 20 通までです。
• 音声メッセージは、24 時間以内に 1 人の受信者に最大 5 通まで送信することができます。
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• 最大で 5 分あたり 5 通まで送信できます。
• 音声メッセージの最長は 30 秒です。
• 特定の国にだけ音声メッセージを送信することができます。詳細については、『Amazon Pinpoint デベ
ロッパーガイド』の「Voice quotas」をご参照ください。
アカウントを音声サンドボックスから移動させる準備ができたら、サービス制限の増量リクエストのため
の AWS Support ケースを作成します。詳細については、「本稼働アクセスのリクエスト (p. 124)」を参
照してください。

Note
本番稼働用アクセスをリクエストする前に、Amazon Pinpoint アカウントから少なくとも 1 つの
音声メッセージを送信する必要があります。音声メッセージは、[Test Messaging (p. 227)] ペー
ジを使用するか、SendMessages API を使用して送信できます。

Amazon Pinpoint 音声チャンネルをセットアップする
Amazon Pinpoint を使用して音声メッセージを送信するには、まず新しい Amazon Pinpoint プロジェクト
を作成します。次に、プロジェクトの音声チャンネルを有効にし、音声メッセージを送信するための専用
の電話番号 (ロングコード) を要求します。ロングコードは、拠点とする国またはリージョンに応じて異な
る最大 15 桁の標準の電話番号です。これらの電話番号は、Amazon Pinpoint のアカウントでのみ使用され
る専用番号です。さまざまな国やリージョンに基づくローカルの電話番号をリースすることができます。

Tip
また、既存のプロジェクトで音声チャンネルを有効にすることもできます。これは、Amazon
Pinpoint console の [SMS and voice ] 設定 ページから行います。詳細については、「Amazon
Pinpoint SMS チャンネルの管理 (p. 123)」を参照してください。
音声チャンネルに選択した設定は、プロジェクトの SMS チャンネルにも適用されます。プロジェクトか
ら音声メッセージと SMS メッセージの両方を送信する場合は、両方のチャンネルの目標をサポートする
設定を選択します。SMS チャンネルの有効化と使用の詳細については、「Amazon Pinpoint SMS チャン
ネル (p. 57)」を参照してください。

新しいプロジェクトの音声チャンネルを設定するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[All projects] ページで、[Create a project] を選択します。

3.

[Project name] でプロジェクトの名前を入力し、[Create] を選択します。

Note
プロジェクト名には 64 までの英数字を含められます。カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマー
ク (@)、アンダースコア (_)、等号 (=)、プラス記号 (+) を含めることもできます。
4.

[Project features] の [SMS and voice] セクションで、[Configure] を選択します。

5.

[Enable the SMS channel for this project] を選択します。

6.

[詳細設定] セクションを展開し、[Request phone number] を選択します。

7.

[Define your phone numbers ] ページの [Country] で、受信者がいる国を選択します。一度に選択でき
るのは 1 カ国だけですが、必要に応じて後から国を追加できます。

8.

電話番号のユースケースを指定します。次のオプションのいずれかを選択します。
• [Promotional] - マーケティングのメッセージや、ビジネスやサービスを宣伝するメッセージを送信
する場合は、このオプションを選択します。
• [Transactional] – パスワードのリセットやトランザクションのアラートなど、時間的制約のあるメッ
セージを送信する場合に選択します。
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一部の国や地域によっては、お客様が選択した値により、お客様がメッセージを送信するたびに支払
う料金が決定されます。トランザクションメッセージは、高い配信性能に対して最適化しているた
め、多くの国でコストが高くなります。プロモーションメッセージは、費用対効果に対して最適化し
ます。SMS の料金の詳細については、「Amazon Pinpoint Pricing」を参照してください。
9.

[Summary] セクションには、番号に関する情報が表示されます。[Price per month] は、1 つの番号に
かかる費用を示しています。

10. [Quantity] で、購入する番号の数量を選択します。1 回の申し込みで 10 個まで購入できます。後から
追加で番号を購入できます。小計が更新され、購入する電話番号の数量に応じた月額料金の合計が表
示されます。
11. (オプション）追加の電話番号を購入したい場合は、[Add a country or region] を選択し、ロングコード
が必要なすべての国のリクエストを定義するまで、前述の手順を繰り返します。
12. 電話番号の購入が完了したら、[Next] を選択します。
13. [Review and request] ページには、各宛先国の番号リクエストの詳細が表示されます。
14. [合計コスト]は、選択したすべての国のすべてのコストの合計が表示されます。
15. 準備ができたら [Request] を選びます。そうでない場合は「Previous」を選んで前に戻り、情報を変
更します。一度 [Request] を選択すると、変更ができなくなります。

Amazon Pinpoint SMS チャンネルの管理
Amazon Pinpoint コンソールを使用して、プロジェクトの音声チャンネルを有効にしたり、Amazon
Pinpoint アカウントの音声チャンネルに適用される設定を管理したりできます。例えば、アカウントの本
稼働アクセスをリクエストしたり、音声メッセージを送信するための専用の電話番号をリクエストしたり
できます。
トピック
• 音声チャンネルの有効化 (p. 123)
• 本稼働アクセスのリクエスト (p. 124)
• 電話番号のリクエスト (p. 125)
• 電話番号の放棄 (p. 126)

音声チャンネルの有効化
Amazon Pinpoint を使用して音声メッセージを送信する前に、1 つまたは複数のプロジェクトの音声チャ
ンネルを有効にしておく必要があります。新しいプロジェクトを作成し、そのプロジェクトの音声チャン
ネルを有効にする方法については、「Amazon Pinpoint 音声チャンネルをセットアップする (p. 122)」を
参照してください。既存のプロジェクトで音声チャンネルを有効にするには、以下のステップを実行しま
す。
音声チャンネルに選択した設定は、プロジェクトの SMS チャンネルにも適用されます。プロジェクトか
ら音声メッセージと SMS メッセージの両方を送信する場合は、両方のチャンネルの目標をサポートする
設定を選択します。詳細については、Amazon Pinpoint SMS チャンネル (p. 57) を参照してください。

既存のプロジェクトで音声チャンネルを有効にするには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[すべてのプロジェクト] ページで、音声チャンネルを有効にするプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。

4.

[SMS および音声] ページで、[SMS settings] の横の [編集] を選択します。

5.

[Enable the SMS channel for this project] を選択します。
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6.

[Save changes] をクリックします。

7.

[SMS および音声] ページの [Number settings] で、表を参照して、アカウントに関連付けられている
電話番号が音声メッセージの送信に使用できるかどうかを判断します。存在する場合、[音声] 列に、
音声メッセージの送信に使用できる各電話番号の横に [有効] と表示されます。存在しない場合は、音
声チャンネルの電話番号をリクエスト (p. 125)します。

本稼働アクセスのリクエスト
音声チャンネルを初めて使用する際は、アカウントはサンドボックスにあります。
アカウントからこれらのクォータを削除するには、サンドボックスからアカウントを削除するようにリク
エストします。アカウントがサンドボックスから削除されると、そのアカウントは本番稼働用アクセスを
持ちます。

Note
本番稼働用アクセスをリクエストする前に、Amazon Pinpoint アカウントから少なくとも 1 つの
音声メッセージを送信する必要があります。音声メッセージは、[Test Messaging (p. 227)] ペー
ジを使用するか、SendMessages API を使用して送信できます。

本番稼働用アクセスをリクエストするには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[サポート] メニューで、次の図のように [サポートセンター] を選択します。

3.

[Open support cases] で、[Create case] を選択します。

4.

[Service Limit increase]を選択します。

5.

[Case details] の [Limit type] で [Pinpoint Voice] を選択します。

6.

(オプション) 以下の情報を入力します。
• 1 日あたり最大何通の音声メッセージを送信する予定ですか?
• 送信する各メッセージの平均的な通話時間はどのくらいでしょうか?
• 音声メッセージの送信先の電話番号はどのように取得されますか?
• メッセージの送信に使用する専用の電話番号はいくつありますか? なぜこの番号を選んだのです
か？
• 各電話番号から何回電話をかけますか? (1 から X) メッセージ (日 / 週 / 月 / その他)
• お客様に音声メッセージを送信する際の同意はどのように得ているのですか?
• お客様がメッセージの受信を拒否するにはどうしたらいいですか? これらのリクエストはどのよう
に処理しますか?

7.

[リクエスト] の [リージョン] で、音声メッセージの送信に使用する AWS リージョンを選択します。

8.

[Quota] では、[Production Access] が選択されていることを確認します。

9.

[New limit value] には、任意の数値を入力します。このフィールドに入力する値は重要ではありませ
ん。

10. [Case description] の [Use case description] で、次の詳細を入力します。
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• 音声 メッセージを送信する会社またはサービスのウェブサイトやアプリ。
• ウェブサイトやアプリによって提供されるサービスと、音声メッセージがそのサービスにどのよう
に貢献するか。
11. [連絡先オプション] の [優先される問い合わせ言語] で、このケースに関する連絡を [英語] で受け取る
か [日本語] で受け取るを選択します。
12. 完了したら、[送信] を選択します。
AWS サポートチームは、お客様のリクエストに対して、24 時間以内に一次回答を行います。
迷惑なコンテンツや悪意のあるコンテンツを送信するためにシステムが悪用されないように、各リクエス
トを慎重に検討する必要があります。可能であれば、24 時間以内にリクエストを承認します。ただし、お
客様から追加情報を取得する必要がある場合は、お客様のリクエストの解決に時間がかかる場合がありま
す。
お客様のユースケースが AWS のポリシーと一致しない場合は、リクエストを承認できない場合がありま
す。

電話番号のリクエスト
Amazon Pinpoint コンソールを使用して、音声メッセージを送信するための電話番号をリクエストして
リースできます。これらの電話番号は、ロングコードと呼ばれます。ロングコードは、拠点とする国ま
たはリージョンに応じて異なる最大 15 桁の標準の電話番号です。ロングコードをリースする場合、その
コードは Amazon Pinpoint のアカウントでのみ使用できる専用コードになります。さまざまな国やリー
ジョンに基づくローカルのロングコードをリースすることができます。

音声メッセージを送信するための専用のロングコードをリクエストするには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。

3.

[Phone numbers] タブで、[Request phone number] を選択します。

4.

[Define your phone numbers ] ページの [Country] で、受信者がいる国を選択します。一度に選択でき
るのは 1 カ国だけですが、必要に応じて後から国を追加できます。

5.

電話番号のユースケースを指定します。次のオプションのいずれかを選択します。
• [Promotional] - マーケティングのメッセージや、ビジネスやサービスを宣伝するメッセージを送信
する場合は、このオプションを選択します。
• [Transactional] – パスワードのリセットやトランザクションのアラートなど、時間的制約のあるメッ
セージを送信する場合に選択します。
一部の国や地域によっては、お客様が選択した値により、お客様がメッセージを送信するたびに支払
う料金が決定されます。トランザクションメッセージは、高い配信性能に対して最適化しているた
め、多くの国でコストが高くなります。プロモーションメッセージは、費用対効果に対して最適化し
ます。SMS の料金の詳細については、「Amazon Pinpoint Pricing」を参照してください。

6.

[Summary] セクションには、番号に関する情報が表示されます。[Price per month] は、1 つの番号に
かかる費用を示しています。

7.

[Quantity] で、購入する番号の数量を選択します。1 回の申し込みで 10 個まで購入できます。後から
追加で番号を購入できます。小計が更新され、購入する電話番号の数量に応じた月額料金の合計が表
示されます。

8.

（オプション）追加の電話番号を購入する場合は、[Add a country or region] を選択します。

9.

電話番号の購入が完了したら、[Next] を選択します。

10. [Review and request] ページには、各宛先国の番号リクエストの詳細が表示されます。
11. [合計コスト]は、選択したすべての国のすべてのコストの合計が表示されます。
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12. 準備ができたら [Request] を選びます。そうでない場合は「Previous」を選んで前に戻り、情報を変
更します。一度 [Request] を選択すると、変更ができなくなります。
13. 通常、リクエストはすぐに承認され、電話番号が正常に追加されたことを示す確認メッセージがペー
ジの上部に表示されます。[SMS and voice ]のページの [Phone numbers] タブから、これらの番号に
アクセスできます。
リクエストにエラーが発生した場合、ページの上部にエラーメッセージが表示されます。よくあるエ
ラーは、選択した国に利用可能なロングコードがない、またはロングコードのプロビジョニング中に
エラーが発生した、というものです。場合によっては、リクエストを承認する前に、アカウントに追
加の審査が必要になる場合があります。このメッセージが表示された場合は、サポートチケットを作
成し、リクエストに関する詳細な情報を提供してください。

電話番号の放棄
アカウント専用の電話番号 (ロングコード) が不要になった場合は、その電話番号のリースを放棄して終了
することができます。専用のロングコードを放棄すると、翌月の請求書から課金が停止します。

Important
専用のロングコードを放棄すると、今後同じロングコードを取得できなくなる可能性がありま
す。

専用のロングコードを放棄するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。
ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。
[Phone numbers] で、次のイメージのように、放棄したいロングコードを選択します。[Remove
phone number] を選択します。

Note
また、電話番号のリンクを選択し、番号の詳細ページから[Remove phone number ]を選択す
ることでも、電話番号を削除することができます。

5.

[Remove number confirmation] ウィンドウで、delete を入力してロングコードを放棄することを確
認し、［Delete］を選択します。

サポートされている国とリージョン (音声チャンネル)
音声チャンネルを使用して、世界中の受信者に音声メッセージを送信できます。ただし、国やリージョン
によっては、Amazon Pinpoint 音声チャンネルを使用して発信した通話など、自動通話を発信するために
ローカルの電話番号を使用する必要があります。ロングコードとも呼ばれるローカルの電話番号は、複数
の国や地域の AWS から直接入手できます。
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ローカルの電話番号を取得できる国とリージョン
次の表に、国内の電話番号を取得して音声チャネルを使用できる国を示します。この表に国またはリー
ジョンが表示されていない場合でも、その国またはリージョンの受信者に音声メッセージを送信できる可
能性があります。
の値がローカルアドレスは必須です列ははいでケースを作成することで、ロングコードをリクエストす
る必要があります。AWS Support Center Console。詳細については、次を参照してください。Amazon
Pinpoint による SMS メッセージングの専用ロングコードをリクエストする。[Local address required] 列の
値が No である場合は、Amazon Pinpoint コンソールから直接ローカルの電話番号をリースできます。
国または地域

ローカルアドレスは必須ですか?

アルゼンチン

はい

オーストラリア

はい

オーストリア

いいえ

バーレーン

はい

バルバドス

いいえ

ブラジル

いいえ

ブルガリア

はい

ブルキナファソ

いいえ

カナダ

いいえ

ケイマン諸島

いいえ

チリ

いいえ

コロンビア

いいえ

カンボジア

はい

クロアチア

はい

キプロス

いいえ

ドミニカ共和国

いいえ

エクアドル

いいえ

エルサルバドル

いいえ

フィンランド

はい

ドイツ

はい

ギリシャ

はい

グレナダ

いいえ

グアテマラ

いいえ

ハンガリー

はい

アイスランド

はい
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国または地域

ローカルアドレスは必須ですか?

インドネシア

いいえ

アイルランド

はい

イスラエル

いいえ

イタリア

はい

ジャマイカ

いいえ

カザフスタン

はい

ケニア

いいえ

ラトビア

はい

リトアニア

いいえ

ルクセンブルグ

はい

マレーシア

いいえ

Mali

はい

メキシコ

はい

モルドバ

はい

ニュージーランド

いいえ

ニカラグア

はい

ノルウェー

はい

パキスタン

はい

パナマ

はい

ペルー

いいえ

フィリピン

いいえ

ポーランド

はい

プエルトリコ

いいえ

ルーマニア

はい

スロバキア

はい

スロベニア

はい

南アフリカ

はい

スイス

はい

台湾

はい

タジキスタン

はい

タイ

はい
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国または地域

ローカルアドレスは必須ですか?

トリニダード・トバゴ

いいえ

英国

いいえ

アメリカ

いいえ

ウルグアイ

はい

ベネズエラ

はい

ベトナム

いいえ

音声チャネルのベストプラクティス
このセクションでは、Amazon Pinpoint を使用したボイスメッセージの送信に関するベストプラクティス
について説明します。これらのプラクティスは、受信者の満足度を保証するのに役立ち、予期せぬ請求か
らあなたを守ることができます。
このセクションのトピック:
• 法律と規制の遵守 (p. 129)
• 適切な時間に送信する (p. 129)
• 複数チャンネルでの重複を回避する (p. 129)
• 音声詐欺から身を守る (p. 130)

法律と規制の遵守
あなたの顧客が所在する地域の法および規制に違反すると、高額な罰金と罰が課されます。このために
も、事業を展開する各国の、自動音声通話に関する法律を理解することは非常に重要です。送信者として
の立場から、上記の国々に所在していない場合でもこれらの法規制の適用対象となる場合があります。お
客様は、適用されるすべての法律を遵守する責任があります。一部の国の細分化は、親国よりも規則が厳
しいことに注意してください。たとえば、いくつかの米国の州には、音声通話に関する米国連邦法よりも
厳しい規則があります。この情報は、法的助言を意図したものではありません。顧客が所在する各国や各
地域の弁護士に相談して、法的なアドバイスを受けてください。

適切な時間に送信する
各受信者のタイムゾーンで、通常の営業時間中にのみメッセージを送信できます。メッセージを夕食や深
夜の時間帯に送信する場合、顧客が今後再び邪魔をされないようにリストから購読解除する可能性が高く
なります。さらに、多くの国や地域では、ユーザーが自動メッセージを受信できる日時が制限されていま
す。規制は国によって異なりますが、午前 9 時前または午後 8 時以降にはメッセージを送信しないことを
お勧めします。多くの国では、日曜日と祝日のメッセージの送信を禁止しています。この情報は、法的助
言を意図したものではありません。顧客が所在する各国や各地域の弁護士に相談して、法的なアドバイス
を受けてください。

複数チャンネルでの重複を回避する
複数の通信チャネル (音声、E メール、SMS、プッシュメッセージ) を使用している場合、正当な理由がな
い限り、同じメッセージを複数のチャネルに送信しないでください。同じメッセージを複数のチャネルで
同時に送信すると、顧客はこの動作を有用ではなく迷惑を受け取る可能性が高くなります。
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音声詐欺から身を守る
音声通話は高価になる可能性があるため、AWS不正アクセスに対してアカウントを作成し、送信したメッ
セージの送信先を監視します。
IAM のロール、ポリシー、およびユーザーを慎重に管理する
一般に、ユーザーの IAM ポリシーは最小特権つまり、タスクの実行に必要な許可のみを付与し、そ
れ以上は何もありません。これらのアクセス権限を制限して、少数のIAM ユーザーのみに権限を付
与できます。詳細については、「」を参照してください。IAM でのセキュリティのベストプラクティ
スのIAM ユーザーガイド。
さらに、IAM ユーザーのパスワードとアクセスキーを定期的に変更する必要があります。パスワード
とアクセスキーを変更するプロセスは、認証情報の変更。詳細については、IAM のセキュリティのベ
ストプラクティスを参照してください。
送付先の国を知る
ボイスメッセージの送信にかかる分あたりの料金は、受信者の国によって異なります。受取人の電話
番号の国コードは、どの国にいるかを知る最良の方法とは限りません。たとえば、多くの送信者は、
米国とカナダの両方が同じ国コード (+1) を使用していることを認識しています。ただし、他の23の国
と地域（主に太平洋とカリブ海）がこの国コードを使用していることに気付かないかもしれません。
これらの国の一部にボイスメッセージを送信すると、他の国よりも大幅にコストがかかる場合があり
ます。たとえば、米国とカナダの受信者へのメッセージの送信は 1 分あたり 0.013 ドルですが、ジャ
1 (p. 130)

マイカへの送信は 1 分あたり 0.564 USD です。
。これら3つの国の電話番号は、+1で始ま
り、10桁の数字が続くため、訓練されていない目には区別が難しい場合があります。
♪Amazon Pinpoint 電話番号検証サービスを選択して、メッセージを送信する各電話番号の国を確認し
ます。
特定の国への送信を制限する
特定の国の受信者にのみメッセージを送信する場合は、その国にのみメッセージを送信するように
メッセージ送信アプリケーションを設定します。
送信するメッセージの数を 1 つの番号に制限する
毎日同じ受信者に特定の数のボイスメッセージしか送信できないようにアプリケーションを設定しま
す。

1

引用された価格は2021年12月時点で正確です。1 分あたりの料金は変更されることがあります。現在の価
格については、「」を参照してください。Amazon Pinpoint の価格。

Amazon Pinpoint アプリケーション内メッセージン
グチャンネル
Amazon Pinpoint でアプリケーション内メッセージを作成および送信し、アプリがそれを取得および表示
するように設定できます。アプリケーション内メッセージは、高度なカスタマイズができます。ウェブサ
イトを開いたり、アプリケーション内の特定の場所に移動するためのボタンを配置することができます。
背景色や文字色の設定、テキストの配置、ボタンやイメージの追加など、通知に必要な設定を行うことが
できます。1 つのメッセージだけを送信することも、最大 5 つまでの異なるメッセージを格納するカルー
セルを作成することもできです。E メールや SMS などの他のチャンネルとは異なり、アプリケーション
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内メッセージはすべての Amazon Pinpoint プロジェクトでデフォルトで有効になっています。さらに、ア
プリ内メッセージは代替変数の使用をサポートしていません。
AWS Amplify を利用することで、Amazon Pinpoint のアプリケーション内のメッセージング機能をお客様
のアプリケーションにシームレスに統合することができます。Amplify は、メッセージの取得、メッセージ
のレンダリング、Amazon Pinpoint への分析データの送信プロセスを自動的に処理することができます。
この統合は現在、React Native アプリケーションでサポートされています。詳細については、『Amplify
Framework Documentation』の「In-App Messaging」を参照してください。

Amazon Pinpoint でのアプリケーション内メッセージ
の処理について
ユーザーへのアプリケーション内メッセージの表示は、3 つのステップで構成されています。最初のス
テップでは、メッセージテンプレートを作成します。メッセージテンプレートでは、メッセージの外観と
内容を定義します。アプリケーション内メッセージには、画面に 1 つだけ表示されるメッセージ、画面
全体を覆うメッセージ、最大 5 つのメッセージで構成されるカルーセルがあります。アプリケーション内
メッセージテンプレートの作成の詳細については、「アプリケーション内テンプレートの作成 (p. 260)」
をご参照ください。
次に、アプリケーション内キャンペーンを作成します。特定のイベントが発生したときにキャンペーンを
送信するように設定することができます。例えば、ユーザーがゲームで一定のレベルに達したときや、オ
ンラインストアで特定のアイテムを見たときに、キャンペーンを送信するようにトリガーすることができ
ます。キャンペーンの作成の詳細については、「Amazon Pinpoint のキャンペーン (p. 150)」を参照して
ください。

Note
アプリ内メッセージを受信するには、キャンペーンがターゲットとするエンドポイントのエンド
ポイントタイプがIN_APP。
最後に、アプリケーションにアプリケーション内メッセージを表示するために、GetInAppMessagesメッ
セージを取得する API。レスポンスには、各ユーザーが受信できるメッセージの一覧が JSON 形式で提供
されます。ユーザーにメッセージが表示されると、Amazon Pinpoint に分析イベントを返すことができま
す。こうすることで、アプリケーション内メッセージキャンペーンのメトリクスを収集することができま
す。アプリケーション内通知の方法についての詳細は、「」を参照してください。アプリケーション内の
メッセージの処理のAmazon Pinpoint 開発者ガイドまたはAmazon Pinpoint アプリ内メッセージングを使
用して、製品内のユーザーエクスペリエンスを動的にパーソナライズにAWSメッセージングとターゲティ
ングのブログ。

Amazon Pinpoint のカスタムチャンネル
カスタムチャンネルを作成することで、Amazon Pinpoint の機能を拡張できます。カスタムチャンネルを
使用して、サードパーティーサービスを含む API を持つサービスを通じて、顧客にメッセージを送信で
きます。例えば、カスタムチャンネルを使用して、WhatsApp や Facebook Messenger などのサードパー
ティーサービスを通じてメッセージを送信できます。

Note
Amazon Web Services は、カスタムチャンネルでメッセージの送信に使用するサードパーティー
のサービスについて責任を負いません。サードパーティーのサービスには、追加の条件が適用さ
れる場合があります。カスタムチャンネルでメッセージを送信する前に、これらの条件を確認し
てください。
Amazon Pinpoint コンソールを使用して、カスタムチャンネル経由でメッセージを送信するようにキャン
ペーンを設定できます。詳細については、「キャンペーン (p. 150)」を参照してください。
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カスタムチャンネルの設定と管理
カスタムチャンネルを作成するには、Webhook を使用するか、AWS Lambda 関数を使用してサービスの
API を呼び出します。Lambda でのカスタムチャンネル関数の作成については、『Amazon Pinpoint デベ
ロッパーガイド』の「Creating custom channels」を参照してください。
Amazon Pinpoint の他のチャンネルとは異なり、カスタムチャンネル機能を有効にする必要はありませ
ん。カスタムチャンネルは、すべての Amazon Pinpoint プロジェクトでデフォルトで有効になっていま
す。カスタムチャンネルを使用するために、本番稼働用アクセスを要求する必要はありません。
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Amazon Pinpoint のセグメント
キャンペーンを作成する際には、キャンペーンを送信するセグメントを選択ます。セグメントは、特定の
属性を共有する顧客のグループです。例えば、セグメントに Android デバイスでアプリケーションのバー
ジョン 2.0 を使用するすべての顧客を含めたり、ロサンゼルス市に住むすべての顧客を含めたりすること
ができます。1 つのセグメントに複数のキャンペーンを送信することも、1 つのキャンペーンを複数のセ
グメントに送信することもできます。
Amazon Pinpoint では、ユーザーは次の 2 種類のセグメントを作成できます。
• 動的なセグメント – ユーザーが定義した属性に基づくセグメント。動的セグメントは時間の経過ととも
に変化する可能性があります。例えば、Amazon Pinpoint に新しいエンドポイントを追加した場合や、
既存のエンドポイントを変更または削除した場合、そのセグメントのエンドポイントの数は増減しま
す。動的セグメントの詳細については、「the section called “セグメントの構築” (p. 133)」を参照して
ください。
• インポートされたセグメント - Amazon Pinpoint の外部で作成され、CSV または JSON 形式で保存され
たセグメント。インポートセグメントを作成するときは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
にファイルをアップロードします。Amazon Pinpointは、Amazon S3 からファイルを取得し、そのファ
イルの内容に基づいて新しいエンドポイントを作成します。インポートセグメントは静的なので、変更
されません。新しいセグメントを作成するときは、インポートされたセグメントを基本セグメントとし
て使用し、フィルタを追加して絞り込むことができます。セグメントのインポートの詳細については、
「the section called “セグメントのインポート” (p. 140)」を参照してください。

セグメントの構築
アプリケーションと Amazon Pinpoint を統合すると、アプリケーションが Amazon Pinpoint に提供する
データに基づく動的なセグメントを作成できます。動的なセグメントを作成する際には、作成するセグメ
ントの種類を選択し、セグメントグループを作成した後、セグメントとそのセグメントを定義する基準を
選択して、セグメントグループを絞り込ます。動的なセグメントグループを作成し、Android デバイスで
アプリケーションのバージョン 2.0 を使用しており、過去 30 日以内にアプリケーションを使用したすべ
ての顧客の対象者セグメントおよび基準を選択できます。Amazon Pinpoint は、アプリケーションが新し
い顧客とのやり取りを記録すると、セグメントを継続的に再評価します。そのため、各セグメントのサイ
ズやメンバーシップは、時間の経過とともに変化します。アプリケーションと Amazon Pinpoint の統合
の詳細については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の「Integrating Amazon Pinpoint with your
application」を参照してください。

セグメントグループ
動的なセグメントを作成するときは、1 つまたは複数の セグメントグループを作成します。セグメントグ
ループは、これらのコンポーネントで構成されます。
• 基本セグメント – 元のユーザー母集団を定義するセグメント。1 つの基本セグメント、複数の基本セグ
メント、または Amazon Pinpoint プロジェクト内のすべてのセグメントを指定できます。
• Criteria – 基本セグメントに適用する対象者情報のカテゴリです。複数の条件グループを追加し、条件間
のリレーションシップを作成できます。
• Filters – フィルターは、セグメントに属する対象者の数を減らします。フィルタは、ニーズに合わせて
セグメントを調整する目的で、いくつでも追加できます。
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少なくとも 1 つのセグメントグループを作成する必要がありますが、オプションで 2 つ目のセグメントグ
ループを作成し、2 つのグループの間にリレーションシップを作成することができます。

動的セグメントの作成
次の手順では、セグメントの作成と設定について説明します。
• ステップ 1: 新しいセグメントの構築または既存のセグメントのインポート (p. 134)
• ステップ 2: セグメントグループ 1 を設定する (p. 134)
• ステップ 3: グループに含めるセグメントを選択する (p. 135)
• ステップ 4: セグメント基準を選択して構成する (p. 136)
• ステップ 5: 2 つ目の基準グループを追加する (p. 137)
• ステップ 6: セグメントグループ 2 を追加する (p. 138)

ステップ 1: 新しいセグメントの構築または既存のセグメントの
インポート
セグメントを構築するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[All projects] ページで、セグメントを追加するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Segments] を選択します。[Segments] ページが開き、以前に定義したセグ
メントが表示されます。

4.

[Create a segment] を選択します。

5.

[Create a segment] で、[Build a segment] を選択します。

6.

[Segment name] に、あとで判別しやすいようなセグメント名を入力します。

ステップ 2: セグメントグループ 1 を設定する
まず、セグメントグループの対象者セグメントをどのように定義するかを選択します。

セグメントグループ 1 を設定する
•

[セグメントグループ 1] の [Base segments] に、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Include any audiences] – 基本セグメントとして複数のセグメントを使用する場合、選択したセグ
メントの少なくとも 1 つに含まれているエンドポイントが、新しいセグメントに含まれます。例え
ば、18 ###と########という 2 つの動的なセグメントがあるとします。このオプションを選択し
た場合のターゲットになる対象者は 18 歳以上またはニューヨーク市に住んでいる人です。
• [Include all audiences] – 基本セグメントとして複数のセグメントを使用する場合、選択したすべて
のセグメントのエンドポイントが、新しいセグメントに含まれます。例えば、18# ##と######
##という 2 つの動的なセグメントがあるとします。このオプションを選択した場合のターゲット
は、18 歳以上、そして、ニューヨーク市に住む、すべての対象者です。
134

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
動的セグメントの作成

ステップ 3: グループに含めるセグメントを選択する
次に、どのセグメントをグループに含めるかを選択します。これらのセグメントは、セグメントグループ
の中でターゲットとしたい対象者で構成されています。
1.

ドロップダウンリストで、セグメントグループに含めるセグメントを 1 つまたは複数選択します。追
加した各セグメントは、セクションに表示されます。

Note
セグメントを選択しても、セグメントドロップダウンリストは閉じません。グループに含め
る各セグメントにチェックマークが付き、開いたままになります。削除したいセグメントの
チェックマークをクリアできます。セグメントの選択が完了したら、ドロップダウンの外を
クリックし、メニューを閉じます。

2.

セグメントを追加または削除すると、[Segment estimate] セクションが更新され、キャンペーンを受
け取るために設定された適格なエンドポイントおよび合計エンドポイントが表示されます。セグメン
トグループの any/and 関係で決定されるエンドポイントを適正エンドポイントとし、関係コネクタに
関係なく全エンドポイントを合計したものを総エンドポイントとします。
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ステップ 4: セグメント基準を選択して構成する
セグメントを選択した後、そのセグメントに属性、演算子、値を適用することで、さらにターゲットを絞
り込むことができます。

ステップ 4: セグメント基準を選択して構成する
1.

属性については、以下のタイプから選択することができます。
• Standard attributes — デフォルトの属性のに基づいて対象者をフィルタリングします。
• チャネルタイプ— 受信者のエンドポイントタイプに基づいて視聴者をフィルタリングします。電子
メール、SMS、プッシュ、またはカスタム。
• Activity – アクティブか非アクティブで対象者をフィルタリングします。
• Custom Endpoint Attributes – エンドポイント固有の属性に基づき、対象者をフィルタリングしま
す。例えば、ディストリビューションリストからオプトアウトした顧客のリストや、ディストリ
ビューションリストにサインアップした顧客のリストなどがこれにあたります。
• Customer User Attributes – ユーザー固有の属性に基づいて対象者をフィルタリングします。例え
ば、LastName や FirstName などです。
• Metrics – 定量的評価に基づいて対象者をフィルタリングします。例えば、Visits というメトリク
スがあり、特定の場所を x 回訪問した人をターゲットにしたい場合に選択します。

2.

[演算子] を選択し、値を入力します。演算子は、入力された値と属性の関係を決定します。値の長さ
は 100 文字以下で、すべてのグループ、基準、およびフィルタ間の値の合計は 100 個以下となりま
す。利用できる演算子について説明します。各属性には、それぞれ対応する演算子があります。

Note
Channel Types 属性は、演算子や値を使用しません。
• After — 特定の日付以降の対象者をフィルタリングします。
• Before – 特定の日付以前の対象者をフィルタリングします。
• Between – 日付の範囲に基づいて対象者をフィルタリングします。
• Contains – 文字列内の部分文字列に基づいて対象者をフィルタリングするために使用します。例え
ば、都市のメトリクスを持っている場合、New York City やNewcastle を返すように ew を渡す
ことができます。渡された値は大文字と小文字を区別するため、ew は EW と異なる結果を返しま
す。
• During – アクティビティ属性にのみ使用されます。以下のいずれかの時間枠で対象者をフィルタリ
ングします。最終日、過去 7 日間、過去 14 日間、または過去 30 日間。
• Equals – メトリックス属性にのみ使用され、この演算子は結果を数値でフィルタリングします。例
えば、Visits というメトリクスがあり、それを使って、ある場所を3 回訪問した顧客だけをフィ
ルタリングします。
• Greater than – メトリクス属性にのみ使用され、この演算子は、渡された数より大きい値でフィル
タリングします。例えば、Visits というメトリクスがあり、それを使って、ある場所を4 回以上
訪問した顧客だけをフィルタリングします。
• Greater than or equal – メトリクス属性にのみ使用され、この演算子は、渡された数と同じか大きい
値でフィルタリングします。例えば、Visits というメトリクスがあり、それを使って、ある場所
を 3 回以上、訪問した顧客だけをフィルタリングします。
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• Is – このオプションでは、エンドポイントに固有の属性に従ってフィルタリングします。このオプ
ションを選択する場合、エンドポイントが最近いつアクティブだったか、あるいはどれだけの期間
にわたって非アクティブだったかを指定します。その後、オプションで、そのエンドポイントに関
連付けられるその他の属性を指定できます。
• Is not - 渡された値と一致したものをフィルタリングする場合に使用します。例えば、特定の##を
フィルタリングするために使用する都市の顧客ユーザーエンドポイントがあるとします。この演算
子と値に New York City を使用すると、この都市を含む結果を無視します。
• Less than – メトリクス属性にのみ使用され、この演算子は、渡された数より小さい値でフィルタリ
ングします。例えば、Visits というメトリクスがあり、それを使って、ある場所を3 回未満しか
訪問したことのない顧客だけをフィルタリングできます。
• Less than or equal – メトリクス属性にのみ使用され、この演算子は、渡された数と同じか小さい値
でフィルタリングします。例えば、Visits というメトリクスがあり、それを使って、ある場所を3
回以下しか訪問したことのない顧客だけをフィルタリングできます。
• On— このメトリクスは、結果のフィルタリングに使用します。例えば、OptOut というメトリクス
があり、2020/11/09 にディストリビューションリストからオプトアウトした顧客だけをフィルタ
リングすることができます。

Note
Amazon Pinpoint コンソールは、すべての時間ベースのフィルタにデフォルトの時間で
ある 00:00:00 UTC を使用します。2020-12-31 と日付を入力すると、コンソールは
2020-12-31T12:00:00Z として時刻を渡します。したがって、2020-20-12 という日付を異
なる時刻で通過する複数のセグメントがある場合、Amazon Pinpoint コンソールはそれらの
セグメントのいずれかの日付と時刻を 2020-12-31T12:00:00Z として記録します。
3.

(オプション) この基準に追加の属性を適用するには、[Add filter] を選択します。別のセグメント基準
グループを作成するには、[Add criteria] を選択します。2 つ目のセグメントグループを作成するに
は、[Add another segment group] を選択します。2 つ目のセグメントグループの追加については、
「ステップ 6: セグメントグループ 2 を追加する (p. 138)」を参照してください。

4.

セグメントのセットアップが完了したら、[Create segment] を選択します。

ステップ 5: 2 つ目の基準グループを追加する
オプションで条件グループを追加して、結果をさらに絞り込むことができます。この基準のグループとそ
の前のグループの間に関係を作ることになります。

2 つ目の基準グループを追加するには
1.

[Add criteria] を選択します。

2.

次のいずれかを選択して、このグループとその前のグループとの関係を作成します。
• AND – このセグメントには、両方の基準グループの基準を満たした対象者のみが含まれます。
• OR – このセグメントには、どちらかの基準グループの基準を満たす対象者が含まれています。
• NOR – セグメントでは、条件に合致する対象者を結果から除外しています。
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3.

(オプション) 別の基準グループを追加する場合は、[Add criteria] を、2 つ目のセグメントグループを
追加する場合は、[Add another segment group] を選択します。詳細については、「ステップ 6: セグメ
ントグループ 2 を追加する (p. 138)」を参照してください。

4.

セグメントグループのセットアップが完了したら、[Create segment] を選択します。

ステップ 6: セグメントグループ 2 を追加する
オプションで 2 つ目のセグメントグループを作成し、セグメントグループ 1 とのリレーションシップを作
成することができます。Amazon Pinpoint コンソールを使用してセグメントを作成した場合は、1 つのセ
グメントに対して最大 2 つのセグメントグループを持つことができます。セグメントに 2 つ目のセグメン
トグループを追加する場合、2 つのセグメントグループの接続方法を 2 つの方法から選択することができ
ます。
• By using AND logic – AND 論理を使って 2 つのセグメントグループをつなぐと、セグメントに、両方の
セグメントグループの基準をすべて満たすエンドポイントが含まれます。
• By using OR logic – OR 論理を使って 2 つのセグメントグループをつなぐと、セグメントに、いずれか
のセグメントグループの基準をすべて満たすエンドポイントが含まれます。

Note
インポートされたセグメントを最初のセグメントグループの基本セグメントとして使用する場
合、2 番目のセグメントグループは作成できません。

2 つ目のセグメントグループを設定するには
1.

[Add another segment group] を選択します。
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2.

最初のセグメントグループとのリレーションシップを作成します。[AND] を選択した場合、セグメン
トには、両方のセグメントグループの基準を満たす顧客のみが含まれます。[OR] を選択した場合、セ
グメントには、いずれかのセグメントグループの基準を満たす顧客が含まれます。セグメントグルー
プ 2 では、3 つ目のオプションとして [Exclude audiences] があります。除外されたセグメントは結果
に含まれません。除外できるのは、セグメントグループ 2 の対象者のみです。

3.

セグメントグループ 2 に含めたいセグメントを選択します。「ステップ 3: グループに含めるセグメン
トを選択する (p. 135)」を参照してください。

4.

(オプション) セグメントをフィルタリングする基準を選択します。「ステップ 4: セグメント基準を選
択して構成する (p. 136)」を参照してください。

5.

(オプション) 基準のグループを追加します。「ステップ 5: 2 つ目の基準グループを追加す
る (p. 137)」を参照してください。

6.

セグメントのセットアップが完了したら、[Create segment] を選択します。

セグメントの管理
Amazon Pinpoint コンソールを使用して、プロジェクトのセグメントに対して他の管理タスクを作成、表
示、コピー、および実行できます。セグメントを開いて設定を表示すると、そのセグメントを使用する
キャンペーンをすばやく作成することもできます。

セグメントを管理するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[All projects] ページで、管理するセグメントが含まれているプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Segments] を選択します。

4.

セグメントのリストで、管理するセグメントを選択します。

5.

[Actions] メニューで、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [View details] – このオプションを選択すると、セグメントに関する情報が表示されます。情報に
は、セグメントの作成日時、セグメントの最終更新日時などが含まれます。
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動的セグメントの詳細を表示すると、セグメントの基準を満たすエンドポイントのおおよその
数、およびセグメントを定義するグループとフィルターも表示されます。インポートされたセグ
メントの詳細を表示すると、そのセグメントに対してインポートされたレコードの数も表示されま
す。Amazon S3 のロケーションからセグメントをインポートした場合は、そのロケーションの詳細
と、そのロケーションからセグメントをインポートするために使用された IAM ロールの名前も表示
されます。
• 編集— 動的セグメントの設定を変更するには、このオプションを選択します。

Note
読み込んだセグメントのプロパティは編集できません。
• [Copy to new] – このオプションを選択すると、選択したセグメントをコピーし、新しいセグメント
を作成することができます。その後、元のセグメントを変更することなく、新しいセグメントの設
定を変更できます。
• [Export] – このオプションを選択すると、セグメントがコンピュータ上のファイルにエクスポートさ
れます。詳細については、「セグメントのエクスポート (p. 148)」を参照してください。
• [Delete] – セグメントを完全に削除するには、このオプションを選択します。削除したセグメントを
回復することはできません。

Important
セグメントを削除すると、そのセグメントを使用するアクティブなキャンペーンは失敗
し、実行が停止します。同様に、そのセグメントを使用するアクティブなジャーニーが失
敗し、実行が停止することがあります。ジャーニーが継続して実行される場合、そのセグ
メントの一部であった参加者が、途中でジャーニーから削除される可能性があります。セ
グメントを削除する前に、セグメントがアクティブなキャンペーンやジャーニーで使用さ
れていないことを確認することをお勧めします。

セグメントのインポート
Amazon Pinpoint では、セグメントに属するユーザーに関する情報を含むファイルをインポートしてユー
ザーセグメントを定義できます。Amazon Pinpoint の外でユーザーセグメントを定義するが、Amazon
Pinpoint キャンペーンにユーザーを関与させたいという場合は、セグメントのインポートが役立ちます。
インポートされたセグメントは、コンソールのセグメントビルダーで作成する動的セグメントとは異な
り、変化することがないエンドポイントまたはユーザー ID のセットです。
エンドポイント
メッセージを送信できる宛先 (E メールアドレス、モバイルデバイス ID、携帯電話番号など)。エンド
ポイントの定義には、メッセージを送信するユーザーまたはデバイスを表す属性を含めることができ
ます。また、ユーザー ID を含めることもできます。
セグメントを定義するには、エンドポイント定義のリストをインポートします。Amazon Pinpoint は
セグメントを作成し、以前に Amazon Pinpoint に追加したすべてのエンドポイントを新しい情報で更
新します。
ユーザー ID
対象者の個々のユーザーを表す ID。この ID は、1 つ以上のエンドポイントに割り当てる必要があり
ます。例えば、ユーザーが複数のデバイスでアプリを使用する場合、アプリはそのユーザーのユー
ザー ID を各デバイスのエンドポイントに割り当てることができます。
ユーザー ID に関連付けられたエンドポイントを Amazon Pinpoint に追加した場合にのみ、ユーザー
ID をインポートしてセグメントを定義できます。
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インポートされたセグメントは、エンドポイント、ユーザー ID、またはその両方の組み合わせで構成され
ます。Amazon Pinpoint を使用してセグメントにメッセージを送信する際、想定される宛先は次のとおり
です。
• インポートされたファイルに一覧表示する各エンドポイント。
• インポートされたファイルに一覧表示する各ユーザー ID に関連付けられている各エンドポイント。
新しいセグメントを作成する場合に、インポートされたセグメントを基本セグメントとして使用できま
す。それから、基本セグメントにフィルターを追加し、ニーズに合わせて絞り込むことができます。

インポートされたセグメントの考慮事項
インポートされたセグメントを作成するときは、次の要素を考慮してください。
• キャンペーンを作成する際にはセグメントを選択する必要があります。動的セグメントを選択する
と、Amazon Pinpoint はそのセグメントのサイズの予測を提供します。ただし、インポートしたセグメ
ントを選択した場合、Amazon Pinpoint は予測を提供できません。
• 特定のイベントが発生したときにメッセージを送信するキャンペーンを作成した場合、インポートした
セグメントは使用できません。イベントベースのキャンペーンは、動的なセグメントのみを使用できま
す。動的セグメントの作成の詳細については、「セグメントの構築 (p. 133)」を参照してください。

セグメントファイル
セグメントに属するエンドポイントまたはユーザー ID は、カンマ区切り値 (CSV) または JSON ファイル
で定義します。次に、Amazon Pinpoint にそのファイルをインポートしてセグメントを作成します。
セグメントをインポートするときは、次の点に注意してください。
• Amazon Pinpoint は圧縮ファイルをインポートできません。
• インポートするファイルでは UTF-8 文字エンコーディングを使用する必要があります。
• 新しいエンドポイントをインポートする場合、Address および ChannelType 属性は必須です。
• 既存のエンドポイントを更新する場合、更新する各エンドポイントに対して Id 属性は必須です。
• エンドポイントの定義には、特定の属性のみを含めることができます。リストについては、「サポート
されている属性 (p. 145)」を参照してください。また、属性名は 50 文字以下にする必要があります。
属性値は 100 文字以下にする必要があります。

セグメントファイルの例
このセクションのファイル例は、次のデータに基づいています。

エンドポイント属性値の例
ChannelType

Address

Location.Country Demographic.Platform
Demographic.Make
ユーザ。UserId

SMS

+16045550182

CA

APNS
EMAIL

Android

LG

example-userid-1

1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6f
米国
iOS

Apple

example-userid-2

john.stiles@example.com
米国

Apple

example-userid-2

iOS
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ChannelType

Address

Location.Country Demographic.Platform
Demographic.Make
ユーザ。UserId

GCM

4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c
CN
Android

Google

example-userid-3

EMAIL

wang.xiulan@example.com
CN

OnePlus

example-userid-3

Android

このテーブルの各行は、個々のエンドポイントを表します。このユーザー ID (example-user-id-2 およ
び example-user-id-3) は、2 つのエンドポイントにそれぞれ割り当てられています。

Example エンドポイント定義のファイル
CSV
以下の例のように、CSV ファイルで定義されたエンドポイントをインポートできます。
ChannelType,Address,Location.Country,Demographic.Platform,Demographic.Make,User.UserId
SMS,+16045550182,CA,Android,LG,example-user-id-1
APNS,1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6f,US,iOS,Apple,example-user-id-2
EMAIL,john.stiles@example.com,US,iOS,Apple,example-user-id-2
GCM,4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c,CN,Android,Google,example-user-id-3
EMAIL,wang.xiulan@example.com,CN,Android,OnePlus,example-user-id-3

最初の行はヘッダーで、エンドポイント属性が含まれています。使用可能な属性の一覧については、
「サポートされている属性 (p. 145)」を参照してください。
以下の行では、ヘッダーの各属性の値を指定することでエンドポイントを定義しています。
カンマ、改行、または二重引用符を値に含めるには、"aaa,bbb" のように値を二重引用符で囲みま
す。
CSV ファイルには改行やタブを含めることはできません。ファイルに改行またはタブを含むデータが
含まれている場合、ファイル内のデータがインポートされないか、インポートプロセスが失敗する可
能性があります。
JSON
改行で区切られた JSON ファイルで定義されているエンドポイントをインポートできます。この形式
で、各行は次の例のように個別のエンドポイント定義を含む完全な JSON オブジェクトです。
{"ChannelType":"SMS","Address":"+16045550182","Location":
{"Country":"CA"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"LG"},"User":
{"UserId":"example-user-id-1"}}
{"ChannelType":"APNS","Address":"1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e6f","Location":
{"Country":"US"},"Demographic":{"Platform":"iOS","Make":"Apple"},"User":
{"UserId":"example-user-id-2"}}
{"ChannelType":"EMAIL","Address":"john.stiles@example.com","Location":
{"Country":"US"},"Demographic":{"Platform":"iOS","Make":"Apple"},"User":
{"UserId":"example-user-id-2"}}
{"ChannelType":"GCM","Address":"4d5e6f1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c","Location":
{"Country":"CN"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"Google"},"User":
{"UserId":"example-user-id-3"}}
{"ChannelType":"EMAIL","Address":"wang.xiulan@example.com","Location":
{"Country":"CN"},"Demographic":{"Platform":"Android","Make":"OnePlus"},"User":
{"UserId":"example-user-id-3"}}

使用可能な属性の一覧については、「サポートされている属性 (p. 145)」を参照してください。
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Example ユーザー ID を含むファイル
CSV
以下の例のように、CSV ファイルで定義されたユーザー ID をインポートすることもできます。カン
マ、改行、または二重引用符を値に含めるには、"aaa,bbb" のように値を二重引用符で囲みます。
CSV の値は、改行をサポートしていません。1 つのエンドポイントに対する複数のユーザー ID は、
次の例のように、各 ID をスペースで区切って 1 行で入力する必要があります。
User.UserId
example-user-id-1 example-user-id-2 example-user-id-3

最初の行はヘッダーで、User.UserId 属性のみ含みます。
後続の行には、セグメントに属する各ユーザー ID が一覧表示されます。
エンドポイント定義の例で分かるように、ユーザー ID example-user-id-1 は 1 つのエンドポイン
トに関連付けられています。このユーザー ID (example-user-id-2 および example-user-id-3)
は、2 つのエンドポイントにそれぞれ関連付けられています。したがって、このファイルをインポー
トして作成されたセグメントを使用して、最大 5 つのエンドポイントを伝えることができます。
JSON
以下の例のように、改行で区切られた JSON ファイルに一覧表示されているユーザー ID をインポー
トすることもできます。
{"User":{"UserId":"example-user-id-1"}}
{"User":{"UserId":"example-user-id-2"}}
{"User":{"UserId":"example-user-id-3"}}

エンドポイント定義の例で分かるように、ユーザー ID example-user-id-1 は 1 つのエンドポイン
トに関連付けられています。このユーザー ID (example-user-id-2 および example-user-id-3)
は、2 つのエンドポイントにそれぞれ関連付けられています。したがって、このファイルをインポー
トして作成されたセグメントを使用して、最大 5 つのエンドポイントを伝えることができます。

セグメントのインポート
セグメントを Amazon Pinpoint にインポートするには、次の 2 つの方法があります。コンピュータから直
接ファイルをアップロードするか、Amazon S3 バケットに保存されているファイルをインポートします。
特にコンピュータに顧客データがすでにある場合、一般的にセグメントをインポートする簡単な方法は、
コンピュータからファイルをアップロードすることです。ただし、一度にインポートできるファイルは 10
個で、1 ギガバイト (GB) 未満のファイルのみをアップロードできます。
一度に 10 個を超えるファイルをインポートする必要がある場合や、1 GB を超えるファイルをアップロー
ドする必要がある場合は、Amazon S3 からファイルをインポートする必要があります。また、保存のため
に顧客データを Amazon S3 に送信するプロセスがすでに存在する場合、Amazon S3 インポートオプショ
ンも役立ちます。
このセクションでは、これらの両方の方法を使用してセグメントをインポートする手順について説明しま
す。

コンピュータからファイルをアップロードしてセグメントをインポートする
コンピュータから最大 10 個のファイルを直接アップロードしてセグメントを作成できます。アップロー
ドするファイルは、CSV または JSON 形式にすることができます。形式の任意の組み合わせでファイル
をアップロードできます。例えば、1 つの JSON ファイルと 3 つの CSV ファイルをアップロードできま
す。
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セグメントをインポートするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、セグメントを追加するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Segments] を選択します。

4.

[Create a segment] を選択します。

5.

[Create a segment] で、[Import a segment] を選択します。

6.

[Import method] で、[Upload files from your computer] を選択します。

7.

[Files to import] で、[Choose files] を選択します。インポートするファイル (複数可) を選択します。

Note
また、コンピュータのファイルエクスプローラーからファイルをドラッグして [Drop files
here] 領域に直接ドロップすることもできます。
8.

ファイルを Amazon Pinpoint にアップロードする際、インポートするファイルごとにセグメント名を
指定する必要があります。[Segment names] で、次のイメージに示すようにインポートするファイル
ごとにセグメント名を入力します。

Note
デフォルトでは、Amazon Pinpoint でインポートされたファイルの名前 (ただし拡張子なし)
と同じセグメント名が表示されます。これらのデフォルト値を任意の名前に変更することが
できます。
複数のセグメントに同じ名前を使用できます。その場合は、Amazon Pinpoint により、ファ
イルごとに別個のセグメントが作成され、一意の ID が各ファイルに割り当てられます。ま
た、作成日もインポートするファイルごとにわずかに異なります。これらの要素を使用し
て、名前が同じセグメントを区別することができます。
9.

完了したら、[Create segment] を選択します。

Amazon S3 に保存されているファイルからセグメントをインポートする
この手順を使用してセグメントをインポートする前に、まず Amazon S3 バケットを作成してファイルを
そのバケットにアップロードする必要があります。さまざまなセグメントのファイルを別々のフォルダに
まとめることができます。Amazon Pinpoint がセグメントのためのエンドポイントまたはユーザー ID をイ
ンポートする場合、指定した Amazon S3 の場所に属するすべてのフォルダとサブフォルダのファイルが
含まれます。
バケットの作成およびオブジェクトのアップロードの手順については、『Amazon Simple Storage Service
ユーザーガイド』を参照してください。
144

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
サポートされている属性

Amazon Pinpoint では、1 つのファイル形式 (CSV または JSON) しかインポートできないため、指定する
Amazon S3 パスには、1 つのタイプのファイルのみを含める必要があります。

セグメントをインポートするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、セグメントを追加するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Segments] を選択します。

4.

[Create a segment] を選択します。

5.

[Create a segment] で、[Import a segment] を選択します。

6.

[Segment name] に、後で判別しやすいようなセグメント名を入力します。

7.

[Amazon S3 URL] に、セグメントのファイルが含まれている Amazon S3 バケットの場所を入力しま
す。バケットのアドレスは次の形式である必要があります。
s3://bucket-name/folder-name

Amazon Pinpoint は指定したパス、およびそのパスの任意のサブフォルダからファイルをインポート
します。
8.

[IAM ロール] に、以下のいずれかのステップを実行します。
• Amazon Pinpoint を使用して、Amazon S3 バケットからの読み取りを許可するロールを作成するに
は、[Automatically create a role] を選択します。次に、[IAM ロール] に、作成するロールの名前を入
力します。
• Amazon Pinpoint に対して Amazon S3 バケットからの読み取りを許可する IAM ロールをすでに作
成してある場合は、[Choose an existing role] を選択します。次に、[IAM role] で、適切なアクセス
権限を含むロールを選択します。
IAM ロールを自分で作成する場合は、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の「IAM role for
importing endpoints or segments」を参照してください。ロールの作成が完了したら、Amazon
Pinpoint コンソールで指定します。

9.

[]What of file are you you you you you you、[] またはJavaScript Object Notation (JSON)またはカンマ
区切り値 (CSV)Amazon S3 にアップロードされたファイルの形式によって異なります。

10. [Create segment] を選択します。

サポートされている属性
このセクションの表には、Amazon Pinpoint にインポートするエンドポイント定義で指定できる属性を一
覧表示し、説明しています。CSV ファイルを使用してセグメントをインポートする場合、ファイルのヘッ
ダーは、[属性] 列に示されている名前と一致している必要があります。
JSON ファイルの場合、属性名のピリオドは、ピリオドに続く名前が、ピリオドの前の値と等しい名前の
親オブジェクトにネストされているオブジェクトであることを示します。例えば、Demographic.Make
属性と Demographic.Model 属性を含む JSON ファイルの構造は次のとおりです。
{
...
"Demographic": {
...
"Make":"Apple",
"Model":"iPhone"
...
}
...
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}

完全な JSON 構造は、「Amazon Pinpoint API Reference」の「example endpoint request」によく似てい
ます。ただし、セグメントをインポートする際、EndpointStatus や EffectiveDate など、Endpoint
リクエストスキーマの属性がすべてサポートされているとは限りません。
custom_attribute として表示される属性名を任意の値に置き換えることができます。
例えば、ユーザーの姓と名を FirstName と LastName という名前の属性に保存する場合
は、User.UserAttributes.FirstName と User.UserAttributes.LastName という名前のカスタ
ム属性をそれぞれ作成できます。属性名には、最大 50 文字を含めることができます。属性値には、最大
100 文字を含めることができます。属性名では大文字と小文字が区別されます。
属性

説明

Address

エンドポイントに送信するメッセージやプッシュ
通知の一意の宛先アドレス (E メールアドレス、電
話番号、デバイストークンなど)。

Note
エンドポイントアドレスが電話番号の
場合は、E.164 形式で指定する必要があ
ります。E.164形式の詳細については、
「Wikipedia」の「E.164」を参照してくだ
さい。
Attributes.custom_attribute

エンドポイントを定義するカスタム属性。このタ
イプの属性は、セグメントを作成するときの選択
条件として使用できます。custom_attribute は
任意の値に置き換えることができます。

ChannelType

メッセージまたはプッシュ通知をエンドポイント
に送信するときに使用するチャンネル。例:
• APNS – iOS デバイスで実行されているアプ
リケーションに Apple プッシュ通知サービス
(APNS) チャンネルを介して送信するプッシュ通
知を、エンドポイントが受信できる場合。
• EMAIL – E メールメッセージを受信できるエン
ドポイントの場合。
• GCM – Android デバイスで実行されているアプリ
ケーションに Firebase Cloud Messaging (FCM)
チャンネルを介して送信するプッシュ通知を、
エンドポイントが受信できる場合。
• SMS – SMS テキストメッセージを受信できるエ
ンドポイントの場合。

Demographic.AppVersion

エンドポイントに関連付けられているアプリケー
ションのバージョン番号。

Demographic.Locale

次の形式のエンドポイントのロケール。ISO 639-1
alpha-2 コード、その後に下線 (_)、その後に ISO
3166-1 alpha-2 値。例えば、en_US は米国の英語
ロケールです。

Demographic.Make

エンドポイントデバイスの製造元
(apple、samsung など)。
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属性

説明

Demographic.Model

iPhone や SM-G900F など、エンドポイントのデ
バイスのモデル名または番号。

Demographic.ModelVersion

エンドポイントデバイスのモデルバージョン。

Demographic.Platform

エンドポイントのデバイス上のオペレーティング
システム (ios、android など)。

Demographic.PlatformVersion

エンドポイントのデバイス上のオペレーティング
システムのバージョン。

Demographic.Timezone

tz データベース値としてのエンドポイントのタ
イムゾーン。例えば、太平洋標準時 (北米) の
America/Los_Angeles。

EffectiveDate

エンドポイントが最後に更新された日付と
時刻 (ISO 8601 形式)。例えば、2019 年 8
月 23 日午前 10 時 54 分（UTC）の場合
は、2019-08-23T10:54:35.220Z と指定しま
す。

Id

エンドポイントの一意の識別子。

Location.City

エンドポイントが配置されている市。

Location.Country

エンドポイントが配置されている国またはリー
ジョンの 2 文字のコード (ISO 3166-1 alpha-2 形
式)。例えば、米国の場合は US です。

Location.Latitude

小数点以下 1 桁に丸められた、エンドポイントの
場所の緯度座標。

Location.Longitude

小数点以下 1 桁に丸められた、エンドポイントの
場所の経度座標。

Location.PostalCode

エンドポイントが配置されているエリアの郵便番
号。

Location.Region

エンドポイントが配置されている都道府県などの
リージョンの名前。

Metrics.custom_attribute

アプリケーションがエンドポイントに対して
Amazon Pinpoint に報告するカスタム数値メトリク
ス (例えば、セッション数やカート内のアイテム残
数など)。custom_attribute は任意の値に置き
換えることができます。
これらのカスタム値は数値のみです。これらは数
値であるため、Amazon Pinpoint は平均や合計など
の算術演算をそれらに対して実行できます。
ユーザーがお客様からのメッセージとプッシュ通
知の受信をオプトアウトしたかどうかを示しま
す。使用できる値は次のとおりです。ALL: ユー
ザーはオプトアウトしており、メッセージやプッ
シュ通知の受信を希望していません。NONE: ユー
ザーはオプトアウトしておらず、すべてのメッ
セージとプッシュ通知の受信を希望しています。

OptOut
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属性

説明

RequestId

エンドポイントを更新するための最新のリクエス
トの一意の識別子。

User.UserAttributes.custom_attribute

ユーザーを定義するカスタム属
性。custom_attribute は、FirstName や Age
など任意の値に置き換えることができます。

User.UserId

ユーザー用の一意の識別子

各プロジェクトのエンドポイントとユーザーに対して、250 個までカスタム属性を作成できます。詳細に
ついては、Amazon Pinpoint デベロッパーガイドの Amazon Pinpoint のクォータをご参照ください。

Amazon Pinpoint コンソールからセグメントをエク
スポートする
Amazon Pinpoint コンソールの [Segments] ページから、既存のセグメントをコンピュータ上のファイルに
エクスポートすることができます。これを行うと、Amazon Pinpoint により、セグメントのエンドポイン
トに関連付けられているすべての情報がファイルにエクスポートされます。
この機能は、Amazon Pinpoint を使用しない組織内のユーザーとセグメントメンバーのリストを共有する
場合に役立ちます。また、異なるアプリケーションを使用してセグメントを変更する状況にも役立ちま
す。
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

[All projects] ページで、エクスポートするセグメントが含まれているプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Segments] を選択します。

4.

セグメントのリストで、エクスポートするセグメントを選択します。

5.

次の画像に示すように、ページの上部にある [エクスポート] を選択します。

6.

Amazon Pinpoint が新しいエクスポートジョブを作成し、[Segments ] ページの [Recent exports] タブ
が表示されます。
エクスポートしたセグメントの [Export status] 列にある値に注意してください。エクスポートジョブ
を初めて作成すると、ステータスは [進行中] になります。
数分待ってから、[refresh]
(
ボタンを選択します。ステータスが [進行中] のままである場合、1 分間まってからこのステップを繰
り返します。それ以外の場合は、ステータスが [完了] になったら、次のステップに進みます。
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Note
セグメントの完了に必要な時間が 10 分を超えると、エクスポートプロセスがタイムアウト
します。非常に大きなセグメントをエクスポートする必要がある場合、Amazon Pinpoint API
の [CreateExportJob] オペレーションを使用する必要があります。
7.

次の画像に示すように、[ダウンロード] を選択してセグメントをコンピュータに保存します。
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Amazon Pinpoint のキャンペーン
キャンペーンは、特定の対象者セグメント (p. 133)を取り込むメッセージングイニシアチブです。キャン
ペーンで、定義したスケジュールに従ってカスタマイズされたメッセージを送信します。コンソールを
使用して、Amazon Pinpoint がサポートする任意の単一チャネル (モバイルプッシュ、アプリケーション
内、Eメール、SMS、カスタムチャネル) を通じてメッセージを送信するキャンペーンを作成することがで
きます。
例えば、モバイルアプリケーションとユーザーの間のエンゲージメントを向上するために、Amazon
Pinpoint を使用してそのアプリケーションのユーザーを対象とするプッシュ通知キャンペーンを作成し管
理できます。キャンペーンにより、最近アプリケーションを実行していないユーザーをアプリケーション
に戻るよう招待し、最近購入していないユーザーに特別なプロモーションを提供します。
キャンペーンではセグメントのすべてのユーザーにメッセージを送信できます。または、メッセージを受
け取らないユーザーの割合である「保留」を割り当てることもできます。セグメントは、[Segments] ペー
ジで作成したもの、または、キャンペーンを作成した際に定義したものです。
メッセージを 1 回だけ、または週に 1 度などの定期的な間隔で送信するように、キャンペーンのスケ
ジュールを設定できます。特定のイベントが発生したときにメッセージを送信するよう、キャンペーン
をセットアップすることもできます。例えば、ユーザーが新しいアカウントを作成したときや、顧客が
ショッピングカートに項目を追加したものの購入を完了しなかったときに、キャンペーンを送信できま
す。ユーザーが都合の悪い時間にメッセージを受信することを防ぐために、特定のクワイエットタイムに
メッセージを送信しないよう、キャンペーンを設定することもできます。
別のキャンペーン戦略を試すには、キャンペーンを A/B テストとして設定します。A / B テストには、メッ
セージまたはスケジュールの 2 つ以上の処理が含まれます。処理によって、メッセージまたはスケジュー
ルに違いを持たせます。ユーザーがキャンペーンに応答すると、キャンペーン分析を表示してそれぞれの
処理の効果性を比較できます。
ユーザーセグメントを取り込んだり、スケジュールを定義したりすることなく 1 回のメッセージを送信す
る場合は、キャンペーンを作成する代わりに直接的なメッセージ (p. 227)を送信できます。
トピック
• ステップ 1: キャンペーンの作成 (p. 150)
• ステップ 2: キャンペーンのための対象者を指定してください。 (p. 151)
• ステップ 3: メッセージを設定する (p. 152)
• ステップ 4: キャンペーンを送信するタイミングを選択する (p. 163)
• ステップ 5: キャンペーンを確認し、開始する (p. 167)
• キャンペーンの管理 (p. 167)

ステップ 1: キャンペーンの作成
キャンペーンのセットアップの最初のステップは、新しいキャンペーンを作成することです。新しいキャ
ンペーンを作成するときは、キャンペーンに名前を付け、キャンペーンを標準キャンペーンにするか A / B
テストキャンペーンにするかを指定し、キャンペーンの送信に使用するチャネルを選択します。

キャンペーンの作成を開始するには
1.
2.
3.
4.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
[All projects] ページで、キャンペーンを作成するプロジェクトを選択します。
ナビゲーションペインで、[キャンペーン] を選択します。
[Create a campaign] を選択します。
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5.

[Campaign name] に、キャンペーンのわかりやすい名前を入力します。わかりやすい名前を使用する
と、後で容易にキャンペーンを見つけたり検索したりできます。

6.

[Campaign type] で、以下のいずれかのオプションを選択します。
• [Standard campaign] – 定義したスケジュールに基づいて、指定したセグメントにカスタムメッセー
ジを送信します。
• [A/B test campaign] – 標準キャンペーンのように動作しますが、キャンペーンメッセージまたはス
ケジュールに異なる処理を定義できます。(A / B テストキャンペーンでは、パフォーマンスを比較
するために複数のバージョンのメッセージまたはスケジュールを作成します)。

7.

[Choose a channel for this campaign] で、キャンペーンの送信に使用するチャネルを選択します。

Note
選択できるチャネルは 1 つだけです。現在のプロジェクトで有効になっているチャンネルし
か選択できません。[Custom] チャネルは、デフォルトですべてのプロジェクトに対して有効
になっています。
8.

前のステップでアプリケーション内メッセージを選択した場合、[In-app messaging] の [Prioritization]
を選択します。選択した値によって、トリガーイベントのレスポンスに表示されるメッセージが決定
されます。
異なるメッセージタイプを選択した場合は、次のステップに進んでください。

9.

[Next] を選択します。

次
ステップ 2: キャンペーンのための対象者を指定してください。 (p. 151)

ステップ 2: キャンペーンのための対象者を指定し
てください。
キャンペーンを作成する際には、キャンペーンを送信するセグメントを選択ます。セグメントは、特定の
属性を共有する顧客のグループです。例えば、セグメントに Android デバイスでアプリケーションのバー
ジョン 2.0 を使用するすべての顧客を含めたり、ロサンゼルス市に住むすべての顧客を含めたりすること
ができます。
前提条件
始める前に、ステップ 1: キャンペーンの作成 (p. 150) を完了します。

セグメントを指定するには
1.

[Choose a segment] ページで、次のいずれかのオプションを選択します。
• 既存のセグメントを使用する – 既にセグメントを作成していて、キャンペーンを送信する準備がで
きている場合は、このオプションを選択します。
• セグメントを作成する – まだセグメントを作成していない場合、またはこのキャンペーンの新しい
セグメントを作成する場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択する場合、セ
グメントの構築 (p. 133) のステップを実行してセグメントを作成します。

Note
キャンペーンを (特定の時刻に送信するのではなく) 特定のイベントが発生したときに送信
するには、(インポートされたセグメントではなく) 動的セグメントを使用する必要がありま
す。詳細については、セグメントの構築 (p. 133) を参照してください。
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2.

(オプション) セグメントホールドアウトで、このキャンペーンを受信すべきではないセグメントメ
ンバーの割合を指定します。Amazon Pinpoint は、適切な数のセグメントメンバーをランダムに選択
し、キャンペーンから省きます。
この機能を使用してホールドアウトテストを実行できます。ホールドアウトテストでは、ランダムな
受信者のサンプルグループを省略して、その動作 (例: 購入数) をキャンペーンを受信した顧客の動作
と比較します。このようにして、キャンペーンの効果を判断できます。

次
ステップ 3: メッセージを設定する (p. 152)

ステップ 3: メッセージを設定する
キャンペーンのターゲットセグメントを指定したら、キャンペーンのメッセージを設定できます。
キャンペーンを標準キャンペーンとして作成する場合、メッセージを 1 件作成ます。キャンペーンを A / B
テストキャンペーンとして設定する場合、2 つ以上の処理を定義します。処理とは、キャンペーンがセグ
メントのさまざまな部分に送信するメッセージのバリエーションです。
前提条件
始める前に、ステップ 2: キャンペーンのための対象者を指定してください。 (p. 151) を完了します。

キャンペーンのセットアップ
1.

このキャンペーンを A / B テストキャンペーン (標準キャンペーンと逆) として作成した場合は、各処
理を受けるセグメントメンバーの割合を指定します。A / B テストキャンペーンには最大 5 つの処理を
含めることができます。処理を追加するには、他の処理を追加を選択します。

2.

[Create your message] ページで、キャンペーンのメッセージを設定します。メッセージのオプション
は、キャンペーンで選択したチャネルによって異なります。
E メールキャンペーンを作成する場合は、「E メールメッセージの設定 (p. 152)」を参照してくださ
い。
アプリケーション内キャンペーンを作成する場合は、「アプリケーション内メッセージの構
成 (p. 153)」を参照してください。
SMS キャンペーンを作成する場合は、「SMS メッセージの設定 (p. 156)」を参照してください。
プッシュ通知キャンペーンを作成する場合は、「プッシュ通知の設定 (p. 157)」を参照してくださ
い。
カスタムチャネル経由でメッセージを送信するキャンペーンを作成する場合は、「カスタムチャネル
メッセージの設定 (p. 159)」を参照してください。

E メールメッセージの設定
E メールメッセージの設定する
1.

[Create your message] ページの優先度を選択し、以下のいずれかを行ってください。
• キャンペーン用の新しいメッセージをデザインして書き込むには、新しい E メールメッセージの作
成を選択します。
• E メールテンプレートに基づいたメッセージを作成するには:
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1. 既存の電子メールテンプレートの選択を選択し、テンプレートの選択を選択します。
2. 使用するテンプレートを参照します。リストからテンプレートを選択すると、Amazon Pinpoint
にはそのテンプレートのアクティブなバージョンのプレビューが表示されます (アクティブバー
ジョンは通常、ワークフローに応じてレビューされ、使用が承認されたテンプレートのバージョ
ンです。)
3. 目的のテンプレートが見つかったら、そのテンプレートを選択して、テンプレートの選択を選択
します。
4. テンプレートのバージョンで、メッセージの送信前にテンプレートに加えた変更を含めるように
Amazon Pinpoint がメッセージを自動的に更新するかどうかを指定します。これらのオプション
の詳細については、「メッセージテンプレートのバージョンの管理 (p. 298)」を参照してくだ
さい。
5. メッセージのテンプレートのオプションの選択が終了したら、ステップ 5 に進みます。
2.

件名に E メールメッセージの件名を入力します。

3.

メッセージに、E メールの本文を入力します。

Tip

4.
5.
6.
7.
8.

HTML またはデザインビューを使用して、E メール本文を入力できます。HTML ビューで
は、フォーマットやリンクなどの機能を含む、メール本文の HTML コンテンツを手動で入
力することができます。デザインビューでは、書式設定ツールバーを備えたリッチテキスト
エディタで、リンクなどの書式設定機能を適用することができます。ビューを切り替えるに
は、メッセージエディタの上にあるビューセレクタから [HTML] または [Design] を選択しま
す。
(オプション) メッセージエディタのフィールドで、E メールアプリケーションに HTML が表示されな
い受信者に送信されるメッセージの本文に表示するコンテンツを入力します。
このキャンペーンを A / B テストキャンペーン (標準キャンペーンと逆) として作成した場合は、各処
理にこのセクションのステップを繰り返します。[Email details] セクションの上部にあるタブを使っ
て、処理を切り替えることができます。
[Sender email address] には、メールチャネルの設定に使用した認証済みメールアドレスを選択しま
す。
テストメッセージの送信先を選択します。これは、最大 10 個の E メールアドレスまたはエンドポイ
ント ID の既存のセグメントを使用することができます。
[Next] (次へ) を選択します。

アプリケーション内メッセージの構成
アプリケーション内メッセージを使用して、アプリケーションのユーザーにターゲットを絞ったメッセー
ジを送信できます。アプリケーション内メッセージは、高度なカスタマイズができます。ウェブサイトを
開いたり、アプリケーション内の特定の場所に移動するためのボタンを配置することができます。背景色
や文字色の設定、テキストの配置、イメージの追加など、通知に必要な設定を行うことができます。1 つ
のメッセージを送信することも、最大 5 つのユニークなメッセージを含むカルーセルを作成し、ユーザー
がスクロールできるようにすることも可能です。
アプリケーション内メッセージを作成する際、既存のテンプレートからキャンペーンを作成するか、新規
にメッセージを作成するかを選択できます。
A / B テストキャンペーンを作成することを選択した場合、各処理に異なるテンプレートを適用することが
できます。A / B テストキャンペーンには最大 5 つの異なる処理を含めることができます。
1.

[Create your message] ページで、以下のいずれかの操作を実行します。
• キャンペーン用のメッセージを新規に作成する場合は、「アプリケーション内メッセージの新規作
成」を選択し、ステップ 2 に進みます。
• 既存のアプリケーション内テンプレートに基づいたメッセージを作成するには、次のステップを実
行します。
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1. 既存のアプリケーション内メッセージングテンプレートを選択を選択して、テンプレートの選
択を選択します。
2. 使用するテンプレートを選択します。リストからテンプレートを選択すると、Amazon Pinpoint
にはそのテンプレートのアクティブなバージョンのプレビューが表示されます アクティブバー
ジョンとは、通常、レビューを受けて使用が承認されたテンプレートのバージョンです。
3. 使用したいテンプレートが見つかったら、そのテンプレートを選択して、テンプレートの選択を
選択します。
4. テンプレートのバージョンで、メッセージの送信前にテンプレートに加えた変更を含めるように
Amazon Pinpoint がメッセージを自動的に更新するかどうかを指定します。これらのオプション
の詳細については、「メッセージテンプレートのバージョンの管理 (p. 298)」を参照してくだ
さい。
5. メッセージのテンプレートのオプションの選択が終了したら、ステップ 11 に進みます。
2.

[In-app message details] セクションの [Layout] で、メッセージのレイアウトの種類を選択します。次
のオプションから選択できます。
• [Top banner] – ページの上部にバナーとして表示されるメッセージです。
• [Bottom banner] ページの下部にバナーとして表示されるメッセージです。
• [Middle banner] ページの中央部にバナーとして表示されるメッセージです。
• Full screen – 画面全体をカバーするメッセージです。
• [Modal] – ページの手前にあるウィンドウに表示されるメッセージです。
• Carousel – 最大 5 つの一意のメッセージをスクロールできるレイアウトです。

3.

4.

ヘッダーで、メッセージの冒頭に表示されるタイトルを設定します。カルーセルメッセージを作成し
た場合、ヘッダーを含むカルーセルの最初のメッセージを作成する必要があります。
a.

バナーに表示する [Header text]。64 文字まで入力できます。

b.

[Header text color] は、ヘッダーの文字色を選択します。オプションで RGB 値や 16 進数のカ
ラーコードも入力できます。

c.

[Header alignment] では、テキストを [Left]、[Center]、[Right] のいずれにするかを選択します。

[メッセージ] の下に、メッセージの本文を設定します。
a.

[メッセージ] に、本文を入力します。メッセージの長さは最大 150 文字です。

b.

[Text color] で、ヘッダーの文字色を選択します。オプションで RGB 値や 16 進数のカラーコード
も入力できます。

c.

[Text alignment] では、テキストを [Left]、[Center]、[Right] のいずれにするかを選択します。

5.

(オプション) メッセージの背景色を変更します。[Background]で、メッセージの背景色を選択しま
す。オプションで RGB 値や 16 進数のカラーコードも入力できます。

6.

(オプション) メッセージにイメージを追加します。[Image URL] で、メッセージに表示させたいイ
メージの URL を入力します。.jpg および .png のファイルのみ受け付けます。イメージの寸法は、
メッセージの種類によって異なります。
• バナーの場合、イメージは 100 ピクセル × 100 ピクセル、または 1 : 1 のアスペクト比である必要
があります。
• カルーセルの場合、イメージは 300 ピクセル × 200 ピクセル、または 3 : 2 のアスペクト比である
必要があります。
• 全画面メッセージの場合、イメージは 300 ピクセル × 200 ピクセル、または 3 : 2 のアスペクト比
である必要があります。

7.

(オプション) メッセージにボタンを追加します。[Primary button] で、次の操作を行います。
a.

[Add primary button] を追加します。

b.

[Button text] で、ボタンに表示するテキストを入力します。64 文字まで入力できます。

c.

(オプション) [Button text color] で、ボタンテキストの色を選択します。オプションで RGB 値や
16 進数のカラーコードも入力できます。
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d.

(オプション) [Background color]で、ボタンの背景色を選択します。オプションで RGB 値や 16
進数のカラーコードも入力できます。

e.

(オプション)[Border radius] で、半径の値を入力します。数値が小さいと角が鋭くなり、数値が大
きいと角が丸くなります。

f.

[Actions] で、ユーザーがボタンをタップしたときに発生するイベントを選択します。
• [Close] — メッセージを閉じます。
• [Go to URL] — ウェブサイトを開きます。
• [Go to deep link] — アプリを開くか、アプリケーション内の特定の場所を開きます。
デバイスの種類によってボタンの動作を変えたい場合は、デフォルトのアクションをオーバーラ
イドすることができます。[Actions] の下にあるタブを使用して、ボタンの動作を変更するデバイ
スの種類を選択します。例えば、iOS デバイス用にボタンの動作を変更する場合は、[iOS] を選択
します。次に、[Override the default actions] を選択します。最後に、アクションを指定します。

8.

(オプション) メッセージにセカンダリーボタンを追加します。[Secondary button] で、[Add secondary
button] を選択します。前項のステップに従って、セカンダリーボタンを設定します。

9.

(オプション) メッセージにカスタムデータを追加します。カスタムデータとは、メッセージと一緒に
配信されるキーバリューのペアのことです。例えば、メッセージとともにプロモーションコードを渡
すことができます。カルーセルメッセージを送信する場合、それぞれのカルーセルメッセージにカス
タムデータを追加できます。カスタムデータを追加するには、次の操作を行います。
a.

[Custom data] で、[Add new item] を選択します。

b.

キーを入力します。例えば、PromoCode のようなものです。

c.

値にキー値を入力します。あなたのPromoCodeかもしれない12345。

d.

メッセージの送信時に、コード 12345 がメッセージに含まれます。

e.

さらにキーバリューのペアを追加するには、[Add new item] を選択します。最大 10 個のキーバ
リューのペアを追加できます。カスタムデータの追加が終了したら、次のステップに進みます。

10. メッセージがカルーセルになっている場合は、さらに最大 4 つのユニークなメッセージを追加できま
す。カルーセルにメッセージを追加するには、[Carousel overview] セクションを展開します。次に、
[Add new message] を選択します。前項のステップを繰り返して、メッセージを設定します。
カルーセルにメッセージを追加すると、[Preview] ページの下部にカルーセルに含まれるメッセージの
数を示すアイコンが表示され、メッセージが更新されます。
次のイメージは、2 つのメッセージを表示したカルーセルです。
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11. (オプション) このキャンペーンを A / B テストキャンペーンとして作成した場合 (標準のキャンペーン
ではなく)、各処理についてこのセクションのステップを繰り返します。[In-app messaging template]
セクションの上部にあるタブで、処理を切り替えることができます。
12. [Next] (次へ) を選択します。

SMS メッセージの設定
Important
送信者 ID を使用してインドの受信者に SMS メッセージを送信する場合は、追加のステップを実
行する必要があります。詳細については、「インドの受信者に SMS メッセージを送信するため
の特別な要件 (p. 108)」を参照してください。

SMS メッセージを設定する
1.

[Create your message] ページで、以下のいずれかの操作を実行します。
• キャンペーン用の新しいメッセージをデザインして書き込むには、新しい SMS メッセージの作
成)を選択し、ステップ 2 へ進みます。
• SMS のテンプレートに基づいたメッセージを作成するには、次のステップを実行します。
1. 既存の SMS テンプレートを選択を選択して、テンプレートの選択)を選択します。
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2. 使用するテンプレートを選択します。リストからテンプレートを選択すると、Amazon Pinpoint
にはそのテンプレートのアクティブなバージョンのプレビューが表示されます アクティブバー
ジョンとは、通常、レビューを受けて使用が承認されたテンプレートのバージョンです。
3. 目的のテンプレートが見つかったら、そのテンプレートを選択して、テンプレートの選択を選択
します。
4. テンプレートのバージョンで、メッセージの送信前にテンプレートに加えた変更を含めるように
Amazon Pinpoint がメッセージを自動的に更新するかどうかを指定します。これらのオプション
の詳細については、「メッセージテンプレートのバージョンの管理 (p. 298)」を参照してくだ
さい。
5. メッセージのテンプレートのオプションの選択が終了したら、ステップ 6 に進みます。
2.

[SMS settings] の [Message type] で、以下のいずれかを選択します。
• プロモーション - マーケティングメッセージなどの非クリティカルなメッセージ。
• トランザクション – 多要素認証のワンタイムパスワードなど、顧客のトランザクションをサポート
するクリティカルメッセージ。

Note
このキャンペーンレベルの設定は、[SMS settings] ページで設定するデフォルトメッセージ
タイプを上書きします。
3.

(オプション) 送信元電話番号で、メッセージの送信元となる電話番号を選択します。このリストに
は、お客様のアカウントに関連付けられたすべての専用電話番号が含まれています。アカウントに複
数の専用電話番号があり、発信元番号を選択しない場合、Amazon Pinpoint はアカウント内のショー
トコードを探し、見つかった場合は、そのショートコードを使用してメッセージを送信します。お客
様のショートコードが見つからない場合は、10DLC 番号 (米国の受信者のみ)、フリーダイヤル番号
(米国の受信者のみ)、ロングコードの順で探します。

4.

(オプション)送信者 ID で、このメッセージを送信するために使用する英数字の送信者 ID を入力しま
す。

Important
送信者 ID は、特定の国でのみサポートされています。国やによっては、送信者 ID を使用す
る前に、政府や規制当局に登録する必要があります。送信者 ID は、受信者の国で送信者 ID
がサポートされていることが分かっている場合のみ指定する必要があります。送信者 ID の利
用可否および要件の詳細については、サポートされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)
を参照してください。
5.

メッセージ に、メッセージ本文を入力します。

Tip
SMS メッセージの文字数には制限があります。長文メッセージは複数のメッセージパーツに
分割され、そのパーツごとに課金されます。メッセージに使用する文字の種類によって、最
大文字数が異なります。詳細については、「Amazon Pinpoint の SMS の文字数制限につい
て (p. 69)」を参照してください。
6.

(オプション) このキャンペーンを A / B テストキャンペーンとして作成した場合 (標準のキャンペーン
ではなく)、各処理についてこのセクションのステップを繰り返します。[SMS details] セクションの上
部にあるタブを使って、処理を切り替えることができます。

7.

[Next] (次へ) を選択します。

プッシュ通知の設定
プッシュ通知を設定する
1.

[Create your message] ページで、以下のいずれかの操作を実行します。
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• キャンペーン用の新しいメッセージをデザインして書き込むには、新しいプッシュ通知の作成を選
択します。
• プッシュ通知テンプレートに基づいたメッセージを作成するには:
1. 既存のプッシュ通知を選択を選択して、テンプレートの選択)を選択します。
2. 使用するテンプレートを参照します。リストからテンプレートを選択すると、Amazon Pinpoint
にはそのテンプレートのアクティブなバージョンのプレビューが表示されます (通常、アクティ
ブバージョンは、ワークフローに応じてレビューおよび使用が承認されたテンプレートのバー
ジョンです。)
3. 目的のテンプレートが見つかったら、そのテンプレートを選択して、テンプレートの選択を選択
します。
4. テンプレートのバージョンで、メッセージの送信前にテンプレートに加えた変更を含めるように
Amazon Pinpoint がメッセージを自動的に更新するかどうかを指定します。これらのオプション
の詳細については、「メッセージテンプレートのバージョンの管理 (p. 298)」を参照してくだ
さい。
5. このキャンペーンを A / B テストキャンペーン (標準キャンペーンと逆) として作成した場合は、
各処理にこのセクションのステップを繰り返します。[Push notification details] セクションの上部
にあるタブを使って、処理を切り替えることができます。
6. 終了したら、[次へ] を選択します。
2.

通知タイプで、送信するメッセージのタイプを指定します。
• スタンダード通知 – タイトル、メッセージ本文、その他のコンテンツと設定を含むプッシュ通知で
す。受信者は、メッセージを受け取るときにモバイルデバイスでアラートを受信します。
• サイレント通知 – Amazon Pinpoint が、受信者のデバイスに通知を生成することなく、アプリケー
ションに送信するカスタム JSON 属性値ペア。サイレント通知を使用して、アプリケーションコー
ドが受信して処理するように設計されたデータを送信します。例えば、サイレント通知を使用して
アプリケーションの設定を更新したり、アプリケーション内メッセージセンターにメッセージを表
示したりできます。
• Raw メッセージ – 通知のすべてのコンテンツと設定を JSON オブジェクトとして指定するプッシュ
通知です。Raw メッセージは、カスタムデータをプッシュ通知サービスではなくアプリケーション
に送信して、そのアプリケーションで処理する場合などに使用します。
Raw message オプションを選択すると、メッセージエディタにはメッセージに使用するコードの
概要が表示されます。メッセージエディタで、各プッシュ通知サービスに使用するコンテンツおよ
び設定 (イメージ、サウンド、アクションなど) を指定します。詳細については、使用するプッシュ
通知サービスのドキュメントを参照してください。このキャンペーンを A / B テストキャンペーン
として作成した場合は、raw メッセージの内容をすべて入力した後、テンプレートごとにこのス
テップを繰り返します。終了したら、[次へ] を選択します。

標準通知を作成するには
標準通知を作成するには
1.

タイトルにメッセージの上に表示するタイトルを入力します。

2.

本文に、メッセージ本文を入力します。プッシュ通知に使用できるのは最大 200 文字です。フィール
ドのすぐ下にある文字カウンタは、メッセージに文字を追加すると 200 からカウントダウンします。

3.

アクションで、受信者が通知をタップしたときに発生するアクションを選択します。
• アプリケーションが起動 – アプリケーションが起動します。またはバックグラウンドに送信された
場合はフォアグラウンドアプリケーションになります。
• [Go to a URL] — 受信者のデバイス上でデフォルトのモバイルブラウザが起動し、指定した URL の
ウェブページが開きます。例えば、このアクションはユーザーにブログの投稿を送信するのに役立
ちます。
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4.
5.
6.

• [Open a deep link] – アプリケーションはアプリケーション内の特定のページやコンポーネントを開
きます。例えば、このアクションはユーザーをアプリケーション内購入用の特別なキャンペーンに
誘導するのに役立ちます
(オプション) メディア URLで、プッシュ通知に表示するメディアファイルの URL を入力しま
す。Android または iOS 用のプッシュ通知サービスがイメージを取得できるよう、その URL はパブ
リックにアクセス可能である必要があります。
このキャンペーンを A / B テストキャンペーン (標準キャンペーンと逆) として作成した場合は、各処
理にこのセクションのステップを繰り返します。[Push notification details] セクションの上部にあるタ
ブを使って、処理を切り替えることができます。
[Next] (次へ) を選択します。

サイレント通知を作成するには
サイレント通知を作成するには
1.
2.

メッセージで、メッセージの内容を JSON 形式で入力します。メッセージの正確な内容は、使用する
通知サービスとアプリケーションが予測する受信値によって異なります。
このキャンペーンを A / B テストキャンペーン (標準キャンペーンと逆) として作成した場合は、各処
理にこのセクションのステップを繰り返します。[Push notification details] セクションの上部にあるタ
ブを使って、処理を切り替えることができます。

3.

[Next] (次へ) を選択します。

カスタムチャネルメッセージの設定
このセクションでは、カスタムチャネルを使用してメッセージを送信するようにキャンペーンを設定する
方法について説明します。カスタムチャネルを使用して、サードパーティーサービスを含む API または
Webhook 機能を持つサービスを通じて、顧客にメッセージを送信できます。

Lambda 関数を使用したカスタムメッセージの送信
API を持つサービスを通じてメッセージを送信するには、API を呼び出す AWS Lambda 関数を作成する必
要があります。これらの関数の作成の詳細については、Amazon Pinpoint デベロッパーガイドの「カスタ
ムチャネルの作成」を参照してください。

Lambda 関数を使用して API を呼び出すカスタムチャネルを設定するには
1.

[Create your message] ページの [Choose your custom message channel type] で、[Lambda function]
を選択します。

2.
3.

Lambda 関数では、キャンペーン実行時に実行する Lambda関数の名前を選択します。
Endpoint options で、カスタムチャネルに関連付けられている Lambda 関数または Webhook に
Amazon Pinpoint が送信するエンドポイントタイプを選択します。

4.

例えば、このキャンペーンで選択したセグメントに複数のエンドポイントタイプが含まれていても、
カスタムエンドポイントタイプ属性を持つエンドポイントにのみキャンペーンを送信する場合は、
[Custom] を選択します。[Custom endpoint type] を選択する必要はありません。例えば、E メールエ
ンドポイントタイプ属性を持つエンドポイントにのみカスタムチャネルキャンペーンを送信するよう
に選択できます。
[Next] (次へ) を選択します。

Webhook を使用したカスタムメッセージの送信
Webhook を使用するサービスに対してセグメントメンバーに関する情報を送信するカスタムチャネルを作
成することもできます。
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Webhook を使用するカスタムチャネルを設定するには
1.

[Create your message] ページのカスタムメッセージチャネルのタイプを選択で、[URL] を選択しま
す。

2.

カスタムメッセージチャネルの URL を入力で、Webhook の URL を入力します。
指定した URL は「https://」で始まる必要があります。英数字と、次の記号のみを含めることができま
す。ハイフン (-)、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、チルダ (~)、疑問符 (?)、スラッシュ (/)、ポンド
またはハッシュ記号 (#)、セミコロン (:)。URL は RFC3986 に準拠している必要があります。

3.

[Endpoint options] で、Lambda 関数に Amazon Pinpoint が送信するエンドポイントタイプを選択しま
す。例えば、このキャンペーンで選択したセグメントに複数のエンドポイントタイプが含まれていて
も、「カスタム」エンドポイントタイプ属性を持つエンドポイントにのみキャンペーンを送信する場
合は、[Custom] を選択します。

4.

[Next] (次へ) を選択します。

メッセージ変数の使用
各受信者に合わせたメッセージを作成するには、メッセージ変数を使用します。メッセージ変数は、特定
のユーザー属性を参照します。これらの属性には、ユーザーの名前、市区町村、デバイス、オペレーティ
ングシステムなど、ユーザーについて作成して保存する特性を含めることができます。Amazon Pinpoint
がメッセージを送信する場合、変数は対応する受信者の属性値に置き換えられます。使用できる属性の詳
細については、Amazon Pinpoint API リファレンスの「エンドポイントのプロパティ」を参照してくださ
い。
メッセージに変数を含めるには、既存の属性の名前をメッセージに追加します。2 セットの波かっこで名
前を囲み、名前の大文字小文字を正確に使用します ({{Demographic.AppVersion}} など)。
多くの場合、メッセージ変数の最も便利な属性は、ユーザーについて作成して保存するカスタム属性で
す。カスタム属性と変数を使用することで、受信者ごとに固有のカスタマイズされたメッセージを送信で
きます。
例えば、アプリケーションがランナー向けのフィットネスアプリケーションであり、各ユーザーの名、優
先アクティビティ、個人記録のカスタム属性が含まれている場合、以下のメッセージに変数を使用できま
す。
Hey {{User.UserAttributes.FirstName}}, congratulations
on your new {{User.UserAttributes.Activity}} record of
{{User.UserAttributes.PersonalRecord}}!
Amazon Pinpoint がこのメッセージを送信するとき、変数が置き換えられるため、その内容は受信者ごと
に異なります。最終的なメッセージは次のようになるかもしれません。
Hi Jane Doe, congratulations on your new half marathon record of 1:42:17!
または:
Hi John Doe, congratulations on your new 5K record of 20:52!

メッセージのテスト
Amazon Pinpoint では、メッセージの送信をスケジュールする前に表示できるメッセージの E メールプレ
ビューを表示できます。E メールやその他の種類のメッセージについては、テスト目的で少数の受信者に
テストメッセージを送信することもできます。メール、プッシュ通知、アプリケーション内通知、SMS、
次のチャネルでテストメッセージを送信することができます。
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E メールメッセージを送信せずにプレビューする
Amazon Pinpoint メッセージエディタの「設計」ビューに、E メールメッセージがウェブブラウザでレン
ダリングされた場合に表示されるように、プレビューが表示されます。
HTML ビューで作業している場合は、「設計」ビューではなく、メッセージの HTML コンテンツの横に E
メールメッセージのプレビューを表示できます。この機能では、テストを送信する前にメッセージが正常
にレンダリングされることを確認することができます。
このプレビューでは、ウェブブラウザによってレンダリングされた場合のメッセージの表示方法のみを示
しています。ベストプラクティスとして、テスト E メールを複数の受信者に送信し、さまざまなデバイス
や E メールクライアントを使用してこれらのテストメッセージを表示する必要があります。

E メールをプレビューするには
1.

メッセージエディタの HTML 表示の上の領域で、[No preview] を選択してから、[Preview] を選択しま
す。Amazon Pinpoint は、HTML エディタの横にプレビューペインを表示します。

2.

(オプション) HTML コンテンツとプレビューをより大きなウィンドウに表示するには、メッセージエ
ディタ上の領域で [Fullscreen] を選択します。

テストメッセージの送信
顧客がメッセージを受け取ったときにメッセージが正しく表示されるように、実際の受信者にテストメッ
セージを送信する場合に役立ちます。テストバージョンのメッセージを送信することで、キャンペーンの
ステータスに影響を与えずに、メッセージの内容や外観をテストしながら徐々に改善できます。
テストメッセージを送信するときは、次の点を考慮してください。
• 通常のキャンペーンメッセージのようにテストメッセージを送信する場合は、料金が発生します。例え
ば、1 か月に 10,000 件のテストメールを送信する場合は、テストメールの送信に対して 1.00 USD 請求
されます。料金の詳細については、Amazon Pinpoint の料金を参照してください。
• テストメッセージは、アカウントの送信クォータに反映されます。例えば、アカウントに 24 時間ごと
に 10,000 通のメールを送信する権限があり、100 回のテストメールを送信した場合は、同じ 24 時間で
最大 9,900 件のメールを送信できます。
• 特定のユーザーにテストメッセージを送信するときは、最大 10 件のアドレスを指定できます。複数の
アドレスを区切るには、カンマを使用します。

Note
用語「アドレス」 (このセクションで使用されている) は、E メールアドレス、携帯電話番号、
エンドポイント ID、またはデバイストークンのいずれかを表します。
• テストの SMS メッセージを特定の電話番号に送信する場合、番号は E.164 形式で表示されている必要
があります。つまり、プラス記号 (+)、国コード (先頭に 0 を含まない)、市外局番などの完全なサブスク
ライバーの番号を含める必要があります(「+12065550142」など)。E.164 形式の数字には、括弧、ピリ
オド、ハイフン、またはプラス記号以外の記号は使用しないでください。E.164 形式の電話番号には最
大 15 桁の数値を使用できます。
• テストプッシュ通知を送信する場合、アドレスはエンドポイント ID か、デバイストークンのいずれかで
なければなりません。
• アプリケーション内通知のテストを送信した場合、テストメッセージは送信後30分間有効です。また、
同じエンドポイントに複数のテストメッセージを送信した場合、新しいメッセージは以前のメッセージ
をすべて上書きします。最後に、テストメッセージからエンドポイントを削除すると、そのエンドポイ
ントではメッセージが利用できなくなります。
• テストメッセージをセグメントに送信する際、選択できるセグメントは 1 つのみです。また、100 エン
ドポイント以下のセグメントしか選択できません。
• セグメントにテストメッセージを送信すると、そのテスト用のキャンペーンが Amazon Pinpoint によっ
て作成されます。キャンペーンの名前には「test」という単語が含まれ、その後に 4 文字のランダムな
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英数字、キャンペーンの名前が続きます。これらのキャンペーンは、アカウントに含めることができる
アクティブキャンペーンの最大数にはカウントされません。特定の受信者にテストメッセージを送信し
た場合、Amazon Pinpoint は新しいキャンペーンを作成しません。
• テストメッセージに関連付けられているイベントは、親キャンペーンのメトリクスでカウントされま
す。例えば、[Campaigns analytics ] ページの [Endpoint deliveries] のグラフには、正常に配信されたテ
ストメッセージの数が表示されます。
テストメッセージを送信するには、次の 2 つの方法があります。既存のセグメントに送信することも、指
定したアドレスのリストに送信することもできます。最適な方法は、ユースケースによって異なります。
例えば、メッセージをテストする通常のユーザーグループがある場合は、すべてのエンドポイントを含む
セグメントを作成する場合に便利です。定期的に変更されるテスターのグループ、または動的に生成され
るアドレスにテストメッセージを送信する必要がある場合は、手動で受信者を指定する方が簡単な場合が
あります。

セグメントにテストメッセージを送信するには
1.

[message editor]で、[Send a test message] を選択します。

2.

[Send a test message] ダイアログボックスの [Send a test message to] でセグメントを選択します。

3.

ドロップダウンリストを使用して、テストメッセージを送信するセグメントを選択します。

Note
Amazon Pinpoint によって、100 以上のエンドポイントを含むすべてのセグメントがこのリ
ストから自動的に除外されます。
4.

メッセージの送信を選択します。

特定の受信者にテストメッセージを送信するには
1.

[message editor]で、[Send a test message] を選択します。

2.

[Send a test message] ダイアログボックスの [Send a test message to]で、次のテーブルのいずれかの
オプションを選択します。

3.

送信している場合...

選択...

入力内容...

E メール

E メールアドレス

有効な E メールアドレスのカン
マ区切りリスト。

アプリケーション内メッセージ

エンドポイント IDまたはAセグ
メント。

カンマ区切りのエンドポイント
ID のリスト、または 1 つのセ
グメント。また、テスト用に新
しいセグメントを構築すること
も可能です。

SMS メッセージ

[電話番号]

E.164 形式の電話番号のカンマ
区切りリスト。

モバイルプッシュ通知

エンドポイント ID またはデバ
イストークン

選択したアドレスのタイプに応
じて、カンマ区切りのエンドポ
イント ID またはデバイストー
クンのリスト。

メッセージの送信を選択します。

次
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ステップ 4: キャンペーンを送信するタイミングを選択する (p. 163)

ステップ 4: キャンペーンを送信するタイミングを
選択する
メッセージを記述したあとキャンペーンが送信される時間を指定できます。キャンペーンをすぐに送信す
るか、スケジュールした日時に送信するか、定期的に送信するか、特定のイベントが発生したときに送信
するか、のいずれかを選択できます。
キャンペーンを作成する際には、キャンペーンを送信するセグメントを選択ます。セグメントは、特定の
属性を共有する顧客のグループです。例えば、セグメントに Android デバイスでアプリケーションのバー
ジョン 2.0 を使用するすべての顧客を含めたり、ロサンゼルス市に住むすべての顧客を含めたりすること
ができます。
トピック
• メール、SMS、音声メッセージ、プッシュ、またはカスタムキャンペーンのスケジューリン
グ (p. 163)
• アプリケーション内キャンペーンのスケジュール (p. 165)
前提条件
始める前に、ステップ 3: メッセージを設定する (p. 152) を完了します。

メール、SMS、音声メッセージ、プッシュ、またはカ
スタムキャンペーンのスケジューリング
このセクションのトピック:
• キャンペーンをすぐに送信する (p. 163)
• キャンペーンを特定の日時に送信する (p. 163)
• キャンペーンを定期的に送信する (p. 164)
• キャンペーンをイベント発生時に送信する (p. 164)
• イベントベースのキャンペーンを使用するときのベストプラクティス (p. 165)
作成した直後にキャンペーンを送信する場合は、キャンペーンをすぐに送信するよう選択できます。

キャンペーンをすぐに送信する
作成した直後にキャンペーンを送信する場合は、キャンペーンをすぐに送信するよう選択できます。

キャンペーンをすぐに送信するには
1.

[When should the campaign be sent] で、[At a specific time] を選択します。

2.

[How often should the campaign be sent] で、[Immediately] を選択します。

3.

次へを選択して、最後のステップに進みます。

キャンペーンを特定の日時に送信する
キャンペーンを 1 度だけ送信する場合は、特定の日時に送信されるようスケジュールできます。
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キャンペーンを特定の日時に送信するには
1.

[When should the campaign be sent] で、[At a specific time] を選択します。

2.
3.

[How often should the campaign be sent] で、[Once] を選択します。
[Start date and time] で、Amazon Pinpoint がメッセージを送信する日時を選択します。

4.

[Time zone] で、キャンペーンのスケジュールに使用するタイムゾーンを選択します。オプションで、
[Use recipient's local time] を選択し、受信者それぞれの現地時間に基づいて配信時間を設定します。

5.

次へを選択して、最後のステップに進みます。

キャンペーンを定期的に送信する
キャンペーンを定期的に送信するようスケジュールすることもできます。キャンペーンの頻度や開始日、
終了日を指定することができます。

キャンペーンを定期的に送信するには
1.

[When should the campaign be sent] で、[At a specific time] を選択します。

2.

[How often should the campaign be sent] で、Amazon Pinpoint が定期キャンペーンを送信する頻度を
選択します。例えば、キャンペーンを週に 1 度送信するには、[Weekly] を選択します。

3.

[Start date and time] で、Amazon Pinpoint が定期シリーズの最初のメッセージを送信する日時を選択
します。

4.
5.

[End date and time] で、Amazon Pinpoint が定期メッセージの送信を停止する日時を選択します。
[Time zone] で、開始時刻と終了時刻を基づかせるタイムゾーンを選択します。オプションで、[Use
recipient's local time] を選択し、受信者それぞれの現地時間に基づいて配信時間を設定します。
次へを選択して、最後のステップに進みます。

6.

キャンペーンをイベント発生時に送信する
お顧客が特定のアクションを行ったときにキャンペーンを送信するために、特定のイベントが発生した
ときにキャンペーンが送信されるよう、設定できます。例えば、お客様が新規にアカウントを登録した
際や、ショッピングカートに商品を入れたが購入しなかった時などにキャンペーンを実施することがで
きます。アプリケーションから Amazon Pinpoint にイベントを送信する方法の詳細については、Amazon
Pinpoint デベロッパーガイドの「アプリケーションでのイベントの報告」を参照してください。

Note
キャンペーンが (インポートされたセグメントではなく) 動的セグメントを使用している場合の
み、イベントベースのメッセージを送信できます。さらに、AWS Mobile SDK を使用してアプリ
ケーションを Amazon Pinpoint と統合する場合、イベントベースのキャンペーンからのメッセー
ジは、AWS Mobile SDK for Android バージョン 2.7.2 以降または AWS Mobile SDK for iOS バー
ジョン 2.6.30 以降を実行している顧客にのみ送信されます。

キャンペーンがイベント発生時に送信されるよう設定するには
1.
2.
3.

[When should the campaign be sent] で、[When an event occurs] を選択します。
イベントについては、キャンペーンを開始するイベントの名前を選択します。
(オプション) 属性とメトリクスでは、キャンペーンを開始する特定の特性を選択します。

Tip
ユーザーからキャプチャするイベントデータが多いほど、イベントトリガーをセットアッ
プするときのオプションが多くなります。イベント属性とメトリクスは、それらの値を
Amazon Pinpoint に提供した場合のみ使用できます。イベントデータのキャプチャの詳細
については、Amazon Pinpoint デベロッパーガイドの「アプリケーションでのイベントの報
告」を参照してください。
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4.

[Campaign Dates] の [Start date and time] で、開始日を選択します。Amazon Pinpoint は、先に指定
したイベントが開始日以降に発生した場合のみ、キャンペーンを送信します。

Note
選択する [Start date and time] は、少なくとも 15 分後である必要があります。
5.

[End date and time] 終了日時を選択します。Amazon Pinpoint は、先に指定したイベントが終了日前
に発生した場合のみ、キャンペーンを送信します。

6.

[Time zone]で、開始日と終了日を基づかせるタイムゾーンを選択します。

7.

次へを選択して、最後のステップに進みます。

イベントベースのキャンペーンを使用するときのベストプラク
ティス
イベントベースのキャンペーンを作成するとき、次のいくつかの制約事項やベストプラクティスを考慮し
てください。
• イベントベースのキャンペーンは、ステップ 2 (p. 151) で (インポートされたセグメントではなく) 動
的セグメントを選択した場合のみ作成できます。
• AWS Mobile SDK を使用してアプリケーションを Amazon Pinpoint と統合する場合、イベントベースの
キャンペーンで適切に機能するように、アプリケーションで以下のバージョンの SDK を使用する必要が
あります。
• AWS Mobile SDK for Android バージョン 2.7.2 以降
• AWS Mobile SDK for iOS バージョン 2.6.30 以降
この制約のため、SDK の互換性のあるバージョンを実行するバージョンのアプリケーションを使用する
顧客のみを含むよう、セグメントを設定することをお勧めします。
• イベントは慎重に選択してください。例えば、session.start イベントが発生するたびにイベント
ベースのキャンペーンを送信した場合、すぐにユーザーをメッセージで圧倒してしまうかも知れませ
ん。Amazon Pinpoint が 24 時間内に単一のエンドポイントに送信するメッセージの数を制限できます。
詳細については、「全般設定 (p. 318)」を参照してください。

アプリケーション内キャンペーンのスケジュール
このセクションでは、Amazon Pinpoint コンソールを使用したアプリケーション内メッセージのパラメー
タ 設定の方法について説明します。これらのパラメータには、以下の設定が含まれます。
• トリガーイベント – トリガーイベントとは、アプリケーション内メッセージを表示させるために顧客が
行うアクションのことです。トリガーイベントには、アプリケーションを開く、購入、またはメニュー
を開くなどがあります。トリガーイベントを使えば、アプリケーション内でユーザーが何をしているか
を確認でき、その情報をアプリケーションの改善に役立てることができます。
• コンバージョンイベント - コンバージョンイベントは、ウェブサイトの訪問者を顧客に導くのに役立
ち、現在の顧客を維持するのにも有効です。コンバージョンイベントだけで使用することも、トリガー
イベントと併用することもできます。コンバージョンイベントを追加すると、Amazon Pinpoint コン
ソールの [campaign analytics (p. 243)] ページでそのパフォーマンスを確認することができます。コン
バージョンは、ユーザーがアプリケーション内メッセージを閲覧し、コンバージョンイベントで設定さ
れたアクションを実行すると、分析のために記録されます。
このセクションのトピック:
• トリガーを定義し、キャンペーンの開始日と終了日を設定する (p. 166)
• (オプション) キャンペーンのグローバル設定の変更 (p. 166)
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トリガーを定義し、キャンペーンの開始日と終了日を設定する
トリガーイベントを設定するには
1.

2.

キャンペーンを開始するトリガーイベントを追加します。トリガーイベント名を手動で入力するか、
ドロップダウンリストから既存のトリガーを選択することができます。例えば、オンラインストアで
何かを購入したユーザーにメッセージを表示するには、##と入力します。
この時点では、属性やコンバージョンなどの追加情報を入力する必要はありません。- ##トリガーイ
ベントは、オンライン購入を行ったすべての人にアプリケーション内キャンペーンメッセージを表示
します。
(オプション) イベント属性を追加します。イベント属性は、トリガーを絞り込むために使用されま
す。これは、属性名と値で構成されます。例えば、##トリガーイベントでは、特定のアイテムを購入
した顧客にアプリケーション内メッセージを表示する属性を追加できます。その商品が 10 USD 以上
するガーデニング用のグローブだとします。[属性] で##を選択し、[値] に############ を選択しま
す。(ステップ 3 でコストのイベントメトリクスを設定します)。
アプリケーション内メッセージを受け取る人をさらに絞り込むには、[Add new attribute] を選択して、
属性と値を追加します。属性に複数の値が考えられる場合は、それぞれの属性と値のペアを別々に追
加する必要があります。
同じ属性を異なる値で複数回使用する場合、Amazon Pinpoint は値の間に「or」を使用してキャン
ペーン属性を処理します。

3.

(オプション) イベント [メトリクス] を選択します。このイベントは通常、期間やコストなどの数値の
範囲を使用します。イベント入力後、以下のOperatorのいずれかを選択します。
• 等しい
• 以上
• 未満
• 以上または等しい
• 以下または等しい
オペレータの値を入力します。数値のみサポートします。例えば、##トリガーに以下の値を入力しま
す。[メトリクス] では [##] を選択し、[Operator] では [is greater than or equal to] を選択します。値に
は 10 を選択します。ガーデニング用グローブを 10 USD 以上で購入したすべてのユーザーに、アプ
リケーション内メッセージが表示されるようになりました。

Note
アプリケーション内メッセージで使用できるメトリクスは 1 つだけです。
4.

[Campaign Dates] の [Start date and time] で、開始日を選択します。Amazon Pinpoint は、あらかじ
め指定したイベントが開始日以降に発生した場合のみ、キャンペーンを送信します。

Note
選択する [Start date and time] は、15 分以降である必要があります。
5.
6.

[End date and time] 終了日時を選択します。Amazon Pinpoint は、あらかじめ指定したイベントが終
了日以前に発生した場合のみ、キャンペーンを送信します。
[Time zone]で、開始日と終了日を基づかせるタイムゾーンを選択します。

(オプション) キャンペーンのグローバル設定の変更
キャンペーンのグローバル設定では、ユーザーにメッセージが表示される頻度を決定します。お客様は、
トリガーイベントを開始するたびに、毎回、同じアプリケーション内メッセージを表示したくない場合が
あります。また、ユーザーがアプリケーション内メッセージを表示する回数を設定することもできます。
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キャンペーンのグローバル設定を変更するには
1.

エンドポイントごとに表示されるセッションメッセージの最大数では、セッション中に顧客がアプリ
ケーション内メッセージを表示する回数を指定します。セッションは、お客様がアプリケーションと
対話する期間として定義されます。0 〜 10 までのレベルを設定し、0 は無制限にセッション中にメッ
セージを表示します。例えば、2 という値を入力した場合、お客様は 2 つのセッションの間だけ、ア
プリケーション内メッセージを見ることになります。お客様が 3 回目のセッションでアプリケーショ
ンと対話した場合、アプリケーション内メッセージは表示されません。

2.

[Maximum number of daily messages viewed per endpoint] については、[Override default setting] を
選択します。そして、1 日にお客さまがメッセージを目にする回数を設定します。0 〜 10 までのレベ
ルを設定でき、0 は 1 日のうち何度でもメッセージを表示します。例えば、2 という値を入力した場
合、お客様は 24 時間の間に 2 回だけアプリケーション内メッセージを見ることになります。
[Maximum number of session messages viewed per endpoint] については、[Override default setting]
を選択します。そして、お客さまが見ることのできるアプリケーション内メッセージの数を設定しま
す。複数のアプリケーション内メッセージを送信する場合、エンドポイントに表示するメッセージの
数を制限したい場合があります。0 〜 10 までのレベルを設定し、0 は無制限にメッセージを表示しま
す。例えば、2 という値を入力すると、何通配信しても、お客様には 2 通のアプリケーション内メッ
セージしか表示されません。

3.

次
ステップ 5: キャンペーンを確認し、開始する (p. 167)

ステップ 5: キャンペーンを確認し、開始する
この時点で、対象者セグメントにキャンペーンを送信する準備がほぼ整いました。キャンペーンを開始す
る前に、設定を確認し、必要に応じて変更を加えます。
前提条件
始める前に、ステップ 4: キャンペーンを送信するタイミングを選択する (p. 163) を完了します。

キャンペーンを確認し開始するには
1.

[確認と作成] ページで、キャンペーンの設定を確認します。変更する必要がある場合はウィンドウの
左側にあるナビゲーションセクションを使用して、編集するコンテンツが含まれているページに直接
移動します。

2.

すべての設定が正しい場合は、[Launch campaign] を選択します。

キャンペーンの管理
Amazon Pinpoint コンソールでは、キャンペーンの設定を更新したり、キャンペーンを削除したり、既存
のキャンペーンを新しいキャンペーンにコピーしたりすることができます。

Note
10DLC キャンペーンは特定のプロジェクト以外に存在するため、これらのキャンペーンに関する
情報は、Amazon Pinpoint コンソールの [SMS and voice] ページの [10DLC campaigns] タブで確
認することができます。

キャンペーンを管理するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
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2.

[All projects] ページで、キャンペーンを管理するプロジェクトを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで、[キャンペーン] を選択します。
[キャンペーン] ページで、管理するキャンペーンを選択します。次に、[アクション] メニューで、次
の図のように、実行するアクションを選択します。

[アクション] メニューで以下を実行できます。
• [View details] – 選択したキャンペーンの詳細ページを表示します。このページでは、キャンペーン
のタイプ、キャンペーンのステータス、キャンペーンで対象となるエンドポイントの数など、キャ
ンペーンに関する情報を表示できます。
• [View analytics] – 選択したキャンペーンの分析ページを表示します。キャンペーン分析の詳細につ
いては、「キャンペーングラフ (p. 243)」を参照してください。
• 設定変更 – ターゲットセグメント、メッセージの内容、配信時間など、キャンペーンの設定を変更
します。このオプションは、まだ送信されていないキャンペーンに対してのみ選択できます。
• 複製 – キャンペーンをコピーし、その設定をテンプレートとして新しいキャンペーンに使用しま
す。元の設定は保持または変更することができます。
• 削除 – Amazon Pinpoint からキャンペーンを削除し、キャンペーンからのメッセージ送信を停止し
ます。
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Amazon Pinpoint のジャーニー
Amazon Pinpoint では、ジャーニーとは、カスタマイズされた複数のステップからなるエンゲージメント
体験です。ジャーニーを作成するときは、まずジャーニーに参加するお客様を定義するセグメントを選
択します。その後、お客様がジャーニーで経験するアクティビティを追加します。アクティビティとして
は、メッセージを送信すること、属性や行動に基づいて顧客をグループに分割することなどがあります。
ジャーニーのアクティビティにはいくつかの異なる種類があり、それぞれに固有の目的があります。たと
えば、[Send email] アクティビティをジャーニーに追加できます。顧客がこのタイプのアクティビティに
到達すると、E メールメッセージを受信します。もう 1 つのタイプのジャーニーのアクティビティは、
[Multivariate split] アクティビティです。お客様がこのタイプのアクティビティに到達すると、セグメント
メンバーシップまたは以前のジャーニーアクティビティとのやり取りに基づいて、複数のパスに分割され
ます。ジャーニーの詳細については、「ジャーニーに参加する (p. 169)」を参照してください。
この章では、Amazon Pinpoint のジャーニーに関する概念的な情報を提供します。また、ジャーニーの作
成、管理、テスト、公開に関する情報も含まれています。
このセクションのトピック:
• ジャーニーに参加する (p. 169)
• ジャーニーの作成 (p. 172)
• ジャーニーエントアクティビティを設定する (p. 176)
• アクティビティをジャーニーに追加する (p. 181)
• ジャーニーの確認とテスト (p. 204)
• ジャーニーを発行する (p. 207)
• ジャーニーを一時停止、再開、または停止する (p. 207)
• ジャーニーメトリクスの表示 (p. 209)
• ジャーニーのヒントとベストプラクティス (p. 220)

ジャーニーに参加する
ジャーニーには、慣れていないかもしれないいくつかの新しい概念や用語が含まれています。このトピッ
クでは、これらの概念について詳しく説明します。

ジャーニーの用語
ジャーニーワークスペース
アクティビティを追加してジャーニーを作成するジャーニーのページの領域。
アクティビティ
ジャーニーのステップ。参加者がさまざまな種類のアクティビティに到達すると、さまざまなことが
起こります。Amazon Pinpoint では、次のタイプのアクティビティを作成できます。
E メールを送信する
ジャーニー参加者が、[Send an email] アクティビティに到達すると、Amazon Pinpoint によって
すぐにメールが送信されます。[Send an email] アクティビティを作成するときは、E メールに
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使用する E メールテンプレート (p. 259)を指定します。E メールテンプレートにはメッセージ
変数を含めることができ、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを作成するのに役立ちま
す。
プッシュ通知の送信
参加者が [Send a push notification] アクティビティに到達すると、Amazon Pinpoint はすぐに
プッシュ通知を送信します。[Send a push notification] アクティビティを作成するときは、使用す
るプッシュ通知テンプレート (p. 263)を選択します。プッシュ通知テンプレートにはメッセージ
変数を含めることができ、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを作成するのに役立ちま
す。
SMS メッセージを送信する
参加者が [Send an SMS message] アクティビティに到達すると、Amazon Pinpoint はすぐに
SMS プッシュ通知を送信します。[Send an SMS notification] アクティビティを作成するときは、
使用するSMS テンプレート (p. 266)を選択します。SMS テンプレートにはメッセージ変数を含
めることができ、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを作成するのに役立ちます。
カスタムチャンネル経由で送信する
カスタムチャンネルでメッセージを送信します。例えば、カスタムチャネルを使用し
て、WhatsApp や Facebook Messenger などのサードパーティーサービスを通じてメッセージを
送信できます。Amazon Pinpoint は、そのサービスを利用した通知を、AWS Lambda 関数または
Webhook を使ってユーザーの端末にすぐに送信します。カスタムチェンネルの作成の詳細につい
ては、「Custom channels in Amazon Pinpoint (p. 131)」を参照してください。
待機
[Wait] アクティビティに参加者が到達すると、その参加者は特定の日付まで、または特定の時間
だけそのアクティビティに残ります。
Yes/No split
定義した 2 つのパスに基づく条件のいずれかに参加者を送信します。例えば、メールを読んだ参
加者全員をある一つパスで送信し、他の全員を他のパスに送信できます。
Multivariate split
定義した条件に基づいて、参加者を最大 4 つのパスのうちの 1 つに送信します。いずれの条件も
満たさない参加者は、「Else」パスに進みます。
Holdout
指定した割合の参加者のジャーニーを終了します。
Random split
参加者を最大 5 つのパスのうちの 1 つにランダムに送信します。
Path
あるアクティビティを別のアクティビティに結合するコネクタ。分割アクティビティには、複数のパ
スがあってもかまいません。
Participant
ジャーニーのアクティビティを進んでいるユーザー。

ジャーニーのインターフェイスの各部分
このセクションでは、ジャーニーのインターフェイスのコンポーネントについて説明します。ジャーニー
を作成または編集すると、ジャーニーワークスペースが表示されます。次のイメージは、ジャーニーワー
クスペースの例を示しています。
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以下の表に、ジャーニーワークスペースに表示されるいくつかのボタンの説明を示します。
外観

ボタン名

説明

Info

ヘルプパネルが開き、個々の
ジャーニーのアクティビティ
に関する追加情報が表示されま
す。

Delete activity

ハイライト表示されたアクティ
ビティを削除します。

Undo

直近のアクションを元に戻しま
す。

Redo

[Undo] ボタンを使用して元に戻
した操作を復元します。

センター

ジャーニーの先頭に移動し、
[Journey entry] アクティビティを
ジャーニーワークスペースの中
央に配置します

ズームアウト

ジャーニーワークスペース内の
オブジェクトのサイズを縮小し
ます。

ズームイン

ジャーニーワークスペース内の
オブジェクトのサイズを大きく
します。
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外観

ボタン名

説明

Add activity

このボタンは、ジャーニーの別
のステップを挿入できるすべ
てのポイントに表示されます。
このボタンを選択すると、アク
ティビティの種類を選択できる
メニューが表示されます。

フィードバック

ジャーニーのご利用体験に関す
るフィードバックをすばやく簡
単に提供できます。AWS では、
このボタンから受け取ったすべ
てのフィードバックを確認しま
す。不明な点がありましたら、
追加情報の提供をお願いする場
合があります。

ジャーニーの作成
Amazon Pinpoint コンソールを使用すると、強力なジャーニーを作成できます。 easy-to-use グラフィカル
エディタ。あなたのジャーニーを構築するための最初のステップは、それを作成し、設定することです。
ジャーニーは、直ちに、または特定の日時に開始するように設定できます。また、特定の日時に終了する
ように設定することもできます。

ジャーニーを設定するには
1.

[All projects] ページで、ジャーニーを作成する Amazon Pinpoint プロジェクトを選択します。

Note
Amazon Pinpoint では、セグメントとエンドポイントはプロジェクトごとに一意です。選択
するプロジェクトには、このジャーニーに参加するセグメントとエンドポイントが含まれて
いる必要があります。
2.

ナビゲーションペインで [Journeys] を選択します。

3.

[Create journey] を選択します。ジャーニーのワークスペースが表示されます。

4.

[Actions] メニューで、[Settings] を選択します。[Journey settings] ダイアログボックスが表示されま
す。このダイアログボックスの例を以下のイメージに示します。
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5.

[Journey settings] ダイアログボックスで、以下の操作を行います。
a.

[Journey title] に、ジャーニーを説明する名前を入力します。

b.

(オプション) [Start date and time] と [End date and time] に、ジャーニーの開始日時と終了日時を
それぞれ入力します。開始日を入力しない場合、お客様は開始から 5 分後にジャーニーに入りま
す。終了日を入力しない場合、ジャーニーは最大 540 日（約 18 か月）継続して実行されます。

c.

(オプション) [Time zone] で、開始日と終了日の基になるタイムゾーンを選択します。デフォル
トでは、Amazon Pinpoint によって現在地に基づいてこのリストからタイムゾーンが選択されま
す。開始日または終了日を設定した場合にのみ、このステップを完了する必要があります。
オプションで、[Use recipient's local time zone] を選択して、各参加者のエンドポイントレコード
のタイムゾーン値が使用されるようにします。

Important
を使用するために受信者のローカルタイムゾーンを使用の設定では、ジャーニー内の各
エンドポイントにDemographic.Timezone属性。このオプションを選択しても、参加
者のエンドポイントレコードのタイムゾーンが指定されていない場合、参加者はジャー
ニーに含まれません。

Note
[Use recipient's local time zone] は、イベントトリガージャーニーではサポートしていま
せん。
d.

[Journey limits] で、メッセージ処理のオプションを設定します。例えば、1 秒あたりのジャー
ニーメッセージ数を変更したり、エンドポイントあたりのエントリ数を変更したりすることがこ
れにあたります。エンドポイントは、制限によって許可された場合にのみ、ジャーニーに再び入
ります。
• [Maximum daily messages per endpoint] – [Override default setting] を選択して、このジャー
ニーを含むプロジェクトの最大日次メッセージ設定を上書きします。このセクションに値を指
定すると、Amazon Pinpoint は、個々のエンドポイントに送信されるメッセージの数を制限し
ます。
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• エンドポイントがこのジャーニーから受信できるメッセージの最大数— 選択上書き設定エンド
ポイントがこのジャーニーから受信できる最大メッセージ数を上書きします。デフォルト設定
は 0 です。これは、ジャーニー内のエンドポイントが受信できるメッセージ数に制限はありま
せん。この機能を有効にすると、他の制限 (エンドポイントごとの 1 日あたりの最大メッセー
ジ) がそのまま適用されます。

• [Maximum number of journey messages per second] – [Override default setting] を選択して、
このジャーニーを含むプロジェクトの 1 秒あたりの最大メッセージ数の設定を上書きします。
このセクションに値を指定した場合、Amazon Pinpoint は、ジャーニーが毎秒送信できるメッ
セージの数を制限します。指定する値は、アカウントの最大送信速度以下である必要がありま
す。アカウントの最大送信レートは、Amazon Pinpoint コンソールの [Email settings (p. 321)]
ページで確認できます。

• [Maximum entries per endpoint] – この設定を選択して、このジャーニーを含むプロジェクトの
最大エントリ設定を上書きします。このセクションに値を指定すると、Amazon Pinpoint は、
参加者がジャーニーを入力できる回数を制限します。例えば、1 より大きい値を指定すると、
参加者はジャーニーに入り、ジャーニー内の複数のアクティビティを完了し、[End] アクティ
ビティに到達して、再びジャーニーを開始できます。参加者がジャーニーの対象になっている
が、すでに最大回数、ジャーニーに入っている場合、その参加者はジャーニーに入ることがで
きません。例えば、エントリーの終点の上限を 2 とした場合、参加者がすでに 2 回のジャー
ニーに入出した場合、その旅に再び入ることはできません。
より大きい値を選択しても1デフォルトで、選択できますエンドポイントの再入間隔で、エンド
ポイントがジャーニーに再び入るまでの待機時間を設定します。例えば、ユーザーに送るメッ
セージの間隔を空けたい場合、再入力の間隔を設定することで、ユーザーがスパムメールにさ
らされるのを防ぐことができます。
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e.

[Save] (保存) を選択します。この時点で、次のことができますジャーニーエントリアクティビ
ティを設定する (p. 176)。ジャーニーエントリアクティビティによって、参加者がジャーニーに
入る条件が決まります。

（オプション）ジャーニースケジュール設定の構成
ジャーニーを作成するときに、ジャーニーを送信スケジュールを指定できます。構成できるスケジュー
ル設定は 2 つあります。最初の設定は時間を送らないでこれは、Amazon Pinpoint がジャーニー参加者に
メッセージを配信しない時間の範囲を指します。2 番目の設定は送信時刻は、Amazon Pinpoint がジャー
ニー参加者にメッセージを配信する時間の範囲を指します。-送信時刻設定により、時間とチャネルをよ
りきめ細かくカスタマイズできます時間を送らないで。これらの設定は、各エンドポイントのタイムゾー
ン設定を使用します。ジャーニースケジュール設定を使用するには、ジャーニー内の各エンドポイント
にDemographic.Timezone属性。

Important
を使用するために受信者のローカルタイムゾーンを使用の設定では、ジャーニー内の各エンドポ
イントにDemographic.Timezone属性。このオプションを選択しても、参加者のエンドポイン
トレコードのタイムゾーンが指定されていない場合、参加者はジャーニーに含まれません。
旅のスケジュール設定は、Scheduleボタンはジャーニーワークスペースの上部に表示されます。次に、ス
ケジュール設定ウィンドウで、開始時間そして終了時間にとって時間を送らないでください。また、の設
定を有効にするように選択することもできます。
• 静かな時間が経過したら送信を再開する— この機能を有効にすると、Amazon Pinpoint は、次の期間中
に送信されるメッセージをすべて保持します。時間を送らないでください、そしてそれらを次のタイミ
ングで配信します時間を送らないでくださいEnds。このオプションを有効にしない場合、送信されてい
たはずのメッセージは破棄され、送信されません。
• 送信時間を構成して各曜日を定義する— 曜日ごとに異なる送信時間を設定するには、このオプションを
有効にします。たとえば、もし時間を送らないでくださいは、午前 8 時から午後 8 時 (20:00) の間にス
ケジュールされます。日曜日の午前 8 時から午後 6 時 (18:00) までの送信時間を設定し、その他のすべ
ての日の送信時刻を午前 8 時に開始して午後 8 時 (20:00) に終了するように設定できます。1 日あたり
最大 4 つの時間範囲を追加できます。
また、一年のうちの特定の日に例外を指定することもできます。たとえば、元日にメッセージを送信し
ないようにするには、12 月 31 日の午後 8 時に開始し、1 月 2 日の午前 8 時に終了する例外を作成でき
ます。最大 20 の例外を追加できます。

Note
曜日または例外として指定する時間は、旅程に指定した静かな時間を尊重する必要がありま
す。つまり、旅の静寂時間を午後 8 時から午前 8 時までに設定した場合、月曜日の静寂時間を
午後 8 時 30 分から午前 7 時 30 分に設定することはできません。
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• このスケジュールをすべてのチャンネルに適用する— この機能を有効にすると、各チャンネルの送信時
間設定が開始時間そして終了時間に指定したもの時間を送らないでください設定する。この機能を有効
にしない場合、チャンネルごとに異なる送信時間を定義できます。たとえば、メッセージが午前 6 時か
ら午後 10 時 (22:00) に送信されるように電子メールチャネルを構成し、メッセージが午前 8 時から午後
8 時 (20:00) に送信されるように SMS チャネルを構成できます。
Next: ジャーニーエントアクティビティを設定する (p. 176)

ジャーニーエントアクティビティを設定する
ジャーニーを作成して構成したら、ジャーニーエントリアクティビティ。このアクティビティは、参加者
をジャーニーに追加する方法を決定します。参加者をジャーニーに追加するには、次の 2 つの方法があり
ます。
• イベントが発生したとき— 特定のイベントが発生したときに、参加者が動的にジャーニーに挿入される
ようにジャーニーを構成できます。たとえば、このオプションを使用して、サインアップワークフロー
を完了したときに参加者をジャーニーに追加できます。詳細については、「アクティビティの実行時に
参加者を追加する (p. 176)」を参照してください。
• セグメントメンバーシップに基づく— 既存のセグメントのメンバーをジャーニーに直接挿入できます。
ジャーニーは、セグメントを定期的に再評価して、追加する新しいセグメントメンバーがあるかどうか
を判断するように設定できます。詳細については、「セグメントから参加者を追加する (p. 179)」を参
照してください。

アクティビティの実行時に参加者を追加する
このイベントトリガージャーニータイプは、選択したイベントに基づいて参加者を追加します。音楽のダ
ウンロードなどのイベントを選択し、さらにイベントの属性を選択して、ジャーニーのイベントを定義し
ます。例えば、特定のアーティストの音楽をダウンロードすることです。ユーザーがイベントで設定され
たアクティビティのいずれかを実行すると、そのユーザーはジャーニーの参加者になります。
アクティビティの実行時に参加者を追加する
1.

それがまだ選択されていない場合は、[Add participants when they perform an activity] を選択します。
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2.

[イベント] で、イベントのリストからイベントを選択するか、新しいイベントを入力して追加しま
す。例えば、ユーザーが音楽サービスから特定のアーティストをダウンロードしたときに、ジャー
ニーを起動させたい場合があります。このイベントを 「artist.download」とします。ジャーニー
に含めることができるイベントは 1 つだけです。
イベントの送信は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
• PutEvents API。「Amazon Pinpoint API リファレンス」の「Events」を参照してください。
• AWS モバイル SDK for Android: バージョン 2.7.2 以上
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• AWS モバイル SDK for iOS: バージョン 2.6.30 以上

Note
AWS モバイル SDK のいずれかを使用している場合、一連のイベントに制限されます。サ
ポートされているアプリケーションイベントのリストについては、『Amazon Pinpoint デ
ベロッパーガイド』の「App events」を参照してください。
3.

(オプション) イベント属性とは、イベントの絞り込みに使用される特定の情報です。これは、属性
名と値で構成されます。[artistName] 属性を追加して、[artist.download] を絞り込みます。
[属性] には、リストから属性を選択します。特定のアーティストに基づいて参加者を追加したいの
で、属性として [artistName] を選択し、値として特定のアーティストを選択します (例:「Bruce
Springsteen」など)。ジャーニーイベントには、[artist.download] イベントからの参加者が追
加され、[artistName] は「Bruce Springsteen」になりました。
さらにジャーニーを洗練させたい場合は、追加したい属性ごとに「[Add new attribute]」を選択し
て、属性と値を追加します。属性に複数の値が考えられる場合は、それぞれの属性と値のペアを別々
に追加する必要があります。[artist.download] イベントでは、[artistName] 属性に [Alicia
Keys] を追加します。[Add new attribute] を選択し、もう一度、属性として [artistName] を選択
します。そして値として、[Alicia Keys] を選択します。同じ属性を異なる値で複数回使用する
場合、Amazon Pinpoint は値の間に「or」を使用してジャーニー属性を処理します。ジャーニーイ
ベントには、[artist.download] イベントからの参加者が追加され、[artistName] は「Bruce
Springsteen」または #Alicia Keys」になります。
単一の値のみを持つ属性だけでなく、複数の値を持つ属性を組み合わせて追加することができます。

4.

(オプション) イベント [メトリクス] を選択します。このイベントは通常、期間やコストなどの数値の
範囲を使用します。イベントを入力後、[Operator] を選択します。
• 等しい
• 以上
• 未満
• 以上または等しい
• 以下または等しい
オペレータの値を入力します。数値のみ対応しています。参加者は、メトリクス、オペレータ、およ
び値に基づいて追加されます。[artist.download] イベントでは、「Bruce Springsteen」また
は「Alicia Keys」のいずれかの曲をダウンロードし、[songLength] が 500 #以上である場合に
参加者を追加する [songLength] メトリクスを追加します。

Note
同じメトリクスを複数の値で使用することはできません。
5.

（オプション）ジャーニーに使用する動的セグメントを選択します。以前に定義したセグメントは
ジャーニーエントリーごとに、1 つしか持てません。また、エンドポイントがジャーニーに入るため
には、そのエンドポイントが選択されたセグメントの一部である必要があります。このジャーニーの
新しいセグメントを構築する場合は、Amazon Pinpoint コンソールを使用してそのセグメントを構築
します。セグメントの詳細については、「Building segments」を参照してください。

Note
インポートセグメント、および、インポートセグメントに基づく動的セグメントは、サポー
トされていません。ドロップダウンリストには、セグメントのタイプが表示されます。ド
ロップダウンリストに表示される動的のセグメントの中で、それがインポートされたセグメ
ントに基づいている場合は、エラーが発生する
6.

(オプション) [Description] に、アクティビティを表すテキストを入力します。アクティビティを保存
すると、このテキストがラベルとして表示されます。

7.

[Save] (保存) を選択します。
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セグメントから参加者を追加する
このタイプのジャーニーでは、ジャーニーに参加するセグメントを選択します。オプションで、新しいセ
グメントメンバーを定期的に検索して、新しいジャーニー参加者を追加するように [Journey entry (ジャー
ニーエントリ)] アクティビティを設定できます。
セグメントから参加者を追加する
1.

[Add participants from a segment] を選択する

2.

[Segments] で、ジャーニーに追加するセグメントを選択します。

Tip
[Journey entry] アクティビティに含めることができるセグメントは 1 つのみです。さらにセ
グメントを追加する必要がある場合は、ジャーニーに追加するすべてのセグメントを含む新
しいセグメントを作成できます。その後、ジャーニーの後半で、多変量分割アクティビティ
を使用して、ジャーニー参加者をセグメントメンバーシップに基づいて別々のグループに分
けることができます。
179

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
セグメントから参加者を追加する

3.

(オプション) [Specify how often to add new segment members] で、セグメントメンバーシップの評価
と更新を行う頻度を選択します。[] を選択することもできますNever、または、スケジュールで確認す
ることもできます。例えば、[Once every 12 hours] を選択すると、Amazon Pinpoint は 12 時間ごとに
新しいセグメントメンバーをチェックします。これらのチェックのいずれかで新しいセグメントメン
バーを検出した場合、そのメンバーは、ジャーニーに追加されます。既存のエンドポイントも再評価
されます。そのファイルにインターバルあたりの最大エントリ数が 1 より大きい場合、既存のエンド
ポイントもジャーニーに再入力されます。

オプションで、セグメントの更新時に更新。この機能を有効にすると、セグメントが更新されると、
新しいエンドポイントがジャーニーに追加されます。この機能が期待どおりに機能するには、更新間
隔も選択する必要があります。
次の表に、さまざまな状況でセグメントメンバーシップの変更がどのように処理されるかを説明しま
す。
更新間隔

のステータスセグメントの更新
時に更新オプション

Behavior

に設定するNever

が有効ではない

元のセグメントのメンバーで
あったエンドポイントのみが処
理されます。ジャーニーの開始
前に追加されたエンドポイント
も含まれます。ジャーニーの開
始後にセグメントに追加または
セグメントから削除されたエン
ドポイントは処理されません。

に設定するNever

有効

ジャーニーが現在エンドポイン
トを処理している場合、セグメ
ントのあらゆる変更が評価され
ます。ただし、ジャーニーでエ
ンドポイントの処理が終了した
場合、ジャーニーの開始後に追
加または削除されたエンドポイ
ントは含まれません。
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更新間隔

のステータスセグメントの更新
時に更新オプション

Behavior

一定期間に設定

が有効ではない

動的セグメントに追加されたエ
ンドポイント、またはセグメン
トの更新に共通するものは、他
のジャーニーの制限で許可され
ている他のジャーニーの制限で
処理されます。削除されたエン
ドポイントは、ジャーニーで処
理されません。

Note
ジャーニーは、ジャー
ニーが最初に開始され
たときに存在していた
セグメント基準に基づ
いて、セグメントメン
バーシップを再評価し
ます。このオプション
を使用するジャーニー
を開始した後にセグメ
ントの基準を変更する
と、セグメントの再評
価時にジャーニーは新
しい基準を考慮しませ
ん。
一定期間に設定

有効

動的セグメントおよびインポー
トされたセグメントの両方に
対する変更は、更新間隔に基づ
いて評価および更新されます。
変更は、セグメントが変更され
たときにも評価されます。追加
されたセグメントのエンドポイ
ント、またはセグメントの更新
に共通するものは、他のジャー
ニーの制限で許可されている場
合に処理されます。削除された
エンドポイントは、ジャーニー
で処理されません。

4.

(オプション) [Description] に、アクティビティを表すテキストを入力します。アクティビティを保存
すると、このテキストがラベルとして表示されます。

5.

[Save] (保存) を選択します。ジャーニーエントランスアクティビティのセットアップが完了した
ら、ジャーニーに他のアクティビティを追加する (p. 181)。

Next: アクティビティをジャーニーに追加する (p. 181)

アクティビティをジャーニーに追加する
アクティビティはあらゆるジャーニーの中で最も重要な部分です。アクティビティは、ジャーニー参加者
に適用されるステップを表します。アクティビティを使用して、さまざまなチャンネル間でジャーニー
参加者にメッセージを送信したり、少数のグループに分割したり、一定期間待機したりすることができま
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す。ジャーニーに追加できるアクティビティにはいくつかの種類があります。このセクションでは、アク
ティビティをジャーニーに追加するための基本情報を提供します。各タイプのアクティビティの設定の詳
細については、「ジャーニーのアクティビティの設定 (p. 182)」を参照してください。

Note
ジャーニーをレビューして公開すると、終了ジャーニーエレメントがジャーニーフローに追加さ
れます。

ジャーニーのアクティビティの設定
各タイプのジャーニーのアクティビティには、設定する必要がある個別のコンポーネントがあります。次
のセクションでは、各タイプのアクティビティの設定に関する追加情報を提供します。
このセクションのトピック:
• E メールアクティビティの設定 (p. 182)
• プッシュ通知アクティビティのセットアップ (p. 184)
• SMS メッセージアクティビティのセットアップ (p. 186)
• コンタクトセンターのアクティビティを設定する (p. 189)
• カスタムメッセージチャンネルアクティビティのセットアップ (p. 191)
• 待機アクティビティの設定 (p. 194)
• はい/いいえ分割アクティビティを設定する (p. 195)
• 多変量分割アクティビティの設定 (p. 198)
• ホールドアウトアクティビティの設定 (p. 202)
• ランダム分割アクティビティの設定 (p. 203)

E メールアクティビティの設定
ジャーニー参加者が、[Send email] アクティビティに到達すると、Amazon Pinpoint によってすぐにメー
ルが送信されます。E メールアクティビティを設定する前に、E メールテンプレートを作成する必要があ
ります。E メールテンプレート作成の詳細については、「E メールテンプレートの作成 (p. 259)」を参照
してください。
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E メールアクティビティを設定するには

1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいE メールの送信。

3.

[]このアクティビティに使用する E メールテンプレートを選択します。、選択E メールテンプレー
トを選択し、参加者によって受信されるメッセージの E メールテンプレートを選択します。次に、
[Template version behavior] で、メッセージの送信前にテンプレートに加えた変更を含めるように
Amazon Pinpoint がメッセージを自動的に更新するかどうかを指定します。これらのオプションの詳
細については、「メッセージテンプレートのバージョンの管理 (p. 298)」を参照してください。

Tip
Amazon Pinpoint アカウントに E メールアドレスのエンドポイントレコードが含まれていな
い場合でも、メッセージのプレビューを自分に送信できます。プレビューを送信するには、
[Send a test message] を選択します。
4.

[Sender email address] で、メッセージの送信元の E メールアドレスを選択します。このリストに
は、現在の AWS リージョンの Amazon Pinpoint アカウントの確認済みの E メールアドレスがすべ
て含まれています。追加の E メールアドレスまたはドメインの確認については、「E メール ID の検
証 (p. 22)」を参照してください。
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Tip
メッセージのわかりやすい送信者名を表示するには、プロジェクトのデフォルトの E メール
アドレスを選択します。わかりやすい送信者名は、参加者の E メールクライアントがメッ
セージを受信したときにそのクライアントに表示される名前です。プロジェクトのデフォル
トの E メールアドレスまたはそのアドレスのわかりやすい送信者名を変更するには、E メー
ルチャンネルのプロジェクトの設定を更新します。これを行うには、左側のナビゲーション
ペインで [設定] を選択し、[E メール] を選択します。次に、必要な設定を入力します。
5.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

6.

完了したら、[保存] を選択します。

プッシュ通知アクティビティのセットアップ
ジャーニー参加者が [Send a push notification] アクティビティに到達すると、Amazon Pinpoint は即座に
プッシュ通知を送信します。プッシュ通知アクティビティを設定する前に、プッシュ通知テンプレート
を作成する必要があります。プッシュ通知テンプレートの作成について詳しくは、「プッシュ通知テンプ
レートの作成 (p. 263)」を参照してください。

Note
プッシュ通知をジャーニー参加者に送信するには、アプリケーションを AWS SDK と統合する
必要があります。詳細については、『Amazon Pinpointデベロッパーガイド』の「Handling Push
Notifications」を参照してください。
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プッシュ通知アクティビティをセットアップするには

1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいプッシュ通知の送信。

3.

[]このアクティビティのプッシュ通知テンプレートを選択してください、選択プッシュ通知テンプレー
トを選択し、参加者によって受信されるメッセージのプッシュ通知テンプレートを選択します。次
に、[Template version behavior] で、Amazon Pinpoint で現在アクティブに指定されているテンプレー
トバージョンを使用するか、ジャーニーの作成時にアクティブであったテンプレートバージョンを使
用するかを指定します。これらのオプションの詳細については、「メッセージテンプレートのバー
ジョンの管理 (p. 298)」を参照してください。

Tip
Amazon Pinpoint アカウントに指定したエンドポイント ID またはデバイストークンが含まれ
ていない場合でも、メッセージのプレビューを自分に送信できます。プレビューを送信する
には、[Send a test message] を選択します。
4.

(オプション) [有効期限] で、Amazon Pinpoint でデフォルトの有効期限 (TTL) 値を使用するか、プッ
シュ通知サービスごとにカスタム値を使用するかを指定します。デフォルトでは、Amazon Pinpoint
は各プッシュ通知サービスの最大 TTL 値を使用します。また、すべてのプッシュ通知サービスに対
してカスタム TTL 値を指定することもできます。メッセージの配信に失敗すると、プッシュ通知サー
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ビスは、この設定で指定した時間だけメッセージの配信を試みます。有効期限 (TTL) の詳細について
は、「Amazon Pinpoint API リファレンス」の「メッセージ」を参照してください。
5.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

6.

完了したら、[保存] を選択します。

SMS メッセージアクティビティのセットアップ
ジャーニー参加者が [Send an SMS message)] アクティビティに到達すると、Amazon Pinpoint はすぐに
SMS メッセージを送信します。SMS アクティビティを設定する前に、SMS テンプレートを作成する必要
があります。SMS テンプレート作成の詳細については、「SMS テンプレートの作成 (p. 266)」を参照し
てください。
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SMS メッセージアクティビティをセットアップするには
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1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいSMS メッセージを送信。

3.

[]このアクティビティ用の SMS メッセージテンプレートを選択してください、選択SMS メッセージ
の選択を選択し、参加者によって受信されるメッセージの SMS メッセージテンプレートを選択しま
す。次に、[Template version behavior] で、Amazon Pinpoint で現在アクティブに指定されているテン
プレートバージョンを使用するか、ジャーニーの作成時にアクティブであったテンプレートバージョ
ンを使用するかを指定します。これらのオプションの詳細については、「メッセージテンプレートの
バージョンの管理 (p. 298)」を参照してください。

4.

このアクティビティを最初にテストする場合は、[Send a test message] を選択します。テストメッ
セージは 1 日の送信制限にカウントされませんが、メッセージごとに課金されます。テストメッセー
ジの送信時に、オプションで送信元番号を選択するよう促されますが、送信先番号を選択する必要が
あります。

Note
お客様のアカウントが SMS サンドボックスにある場合、検証済みの宛先番号の 1 つにのみ
テストメッセージを送信することができます。宛先番号がリストに表示されない場合は、
[Manage numbers] を選択して新しい番号を追加します。送信先番号の検証の詳細について
は、「Amazon Pinpoint SMS サンドボックスについて (p. 58)」を参照してください。
5.

[メッセージタイプ] で、以下のいずれかを選択します。
• プロモーション - マーケティングメッセージなどの非クリティカルなメッセージ。
• [Transactional] – 多要素認証のワンタイムパスワードなど、顧客のトランザクションをサポートする
クリティカルメッセージ。

6.

(オプション) 必要に応じて、[Additional settings] セクションを参照して、SMS 関連の設定を任意で設
定します。[Additional settings] セクションには、2 つのタブがあります。
• [SMS Settings] タブでは、次の設定を構成できます。
• [Origination phone number] – メッセージの送信元の電話番号。このリストには、Amazon
Pinpoint アカウントに存在するすべての専用電話番号が含まれています。
• [送信者 ID] — SMS メッセージの送信者を識別する英数字 ID。送信者 ID は、受信者が送信者 ID
をサポートしている国にいる場合にのみ、受信者の端末に表示されます。ジャーニーアクティビ
ティで送信者 ID を指定すると、アカウントのデフォルト値が上書きされます。送信者 ID のサ
ポートの詳細については、「サポートされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)」を参照して
ください。

Note
設定する必要があるのは、これらの値の 一つだけです。両方の値を指定した場
合、Amazon Pinpoint は専用の発信元電話番号を使用してメッセージの送信を試みます。
• [Regulatory Settings] タブでは、インドの受信者へのメッセージ送信に特化して適用される設定を行
うことができます。インドの受信者にメッセージを送信する場合、送信者 ID を指定する必要があ
り、さらに以下の両方の値を指定する必要があります。
• [エンティティ ID] - 送信者 ID の登録時に TRAI から提供される、企業やブランドに関連付けられ
る ID。
• [テンプレート ID] — メッセージテンプレートに関連付けられている ID。この値は、送信者 ID の
登録時も TRAI から提供されます。

Note
インドの受信者にメッセージを送信しない場合、または国際長距離通信事業者ルートを使
用してインドにメッセージを送信する場合、エンティティ ID およびテンプレート ID を指
定する必要はありません。
インドに SMS メッセージを送信するための規制要件の詳細については、「インドの受信
者に SMS メッセージを送信するための特別な要件 (p. 108)」を参照してください。
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7.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

8.

完了したら、[保存] を選択します。

コンタクトセンターのアクティビティを設定する
旅行参加者が到着したときコンタクトセンターのコンタクトセンター経由で送信アクティビ
ティ、Amazon Pinpoint tはそれらをAmazon Connect のアウトバウンドキャンペーンに配置します
（Amazon Pinpoint tではAmazon Connect). このアクティビティのタイプは、ジャーニー参加者の電話番
号をダイヤルし、エージェントに接続するか、音声メッセージを再生するように設定することができま
す。
コンタクトセンターのアクティビティは、他のタイプのジャーニーアクティビティと比べると動作が少し
異なります。旅行参加者が到着したときコンタクトセンターのコンタクトセンター経由で送信アクティビ
ティ、決定を伴う前述のすべてのアクティビティ（具体的には、ジャーニーエントリー、多変量分割そし
てはい/いいえ分割アクティビティ）は、参加者の電話番号がダイヤルされる直前に再評価されます。
たとえば、ジャーニーに特定のセグメントのメンバーをジャーニーに追加するエントリーステップが含ま
れているとします。はい/いいえ分割ジャーニー参加者が特定のタイプのトランザクションを完了したか
どうかを確認するアクティビティ。このシナリオでは、はい/いいえの分割（トランザクションを完了した
参加者用）の「はい」ブランチはフォローアップメールを送信し、「いいえ」ブランチ（トランザクショ
ンを完了しなかった参加者用）はコンタクトセンターのアクティビティにつながります。コンタクトセ
ンターのアクティビティに参加した参加者は、エージェントが電話をかけられるまでそこに留まります。
エージェントが空いたら、ジャーニーは参加者の属性をジャーニーエントリーステップと「はい/いいえ」
の分割アクティビティの基準と照らし合わせて再評価します。
この再評価プロセスの目的は、ジャーニー参加者が電話をかけた瞬間にも電話を受ける資格があることを
確認することです。コンタクトセンターのアクティビティに着いたときと、エージェントが電話をかけら
れるようになったときとの間で、参加者の属性が変わる可能性があるので、この動作は便利です。この機
能はデフォルトで有効になっており、オフにすることはできません。

前提条件
コンタクトセンターのアクティビティをジャーニーに追加する前に、以下を行う必要があります。
• Amazon Connect アカウントおよびインスタンスを作成する
• 使用アイテム AppIntegrations Amazon Connect インスタンスのハイボリュームなアウトバウンドキャン
ペーンを有効にします。
• Amazon Connect のインスタンスをアウトバウンドコール用に有効にします。
• キャンペーンの結果としてエージェントにルーティングされる問い合わせを処理するための、専用のア
ウトバウンド通信キューを作成します。エージェントのルーティングプロファイルにキューを割り当て
ます。
• [Check call progress] ブロックを含む問い合わせフローを作成して公開します。このブロックを使用する
と、例えば電話に応答した人物や、ボイスメールが検出されたかどうかに基づいた分岐が行えます。
• 使用予定の Amazon Connect キューに送信番号が定義されていることを確認する必要があります。
• IAM で、Amazon Connect が Amazon Pinpoint を介してメッセージを送信できるようにするポリシーお
よびロールを作成します。
これらのタスクを完了するための手順は、のステップ 1 ～ 5 に記載されています。Amazon Connect アウ
トバウンドを使用して予測通話とプログレッシブ通話を行う上にAWSコンタクトセンターのブログ。

コンタクトセンターのアクティビティを設定する
ジャーニーは、既存の Amazon Connect アウトバウンドキャンペーンに接続することも、をクリックして
Amazon Connect アウトバウンドキャンペーンを構築することもできます。
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Amazon Pinpoint でコンタクトセンターのアクティビティを使用する場合、以下の点に注意する必要があ
ります。
• 1 つのジャーニー内で使用できる Amazon Connect キャンペーンは 1 つだけです。ジャーニーに複数
のコンタクトセンターのアクティビティが含まれている場合、あるアクティビティの Amazon Connect
キャンペーンを変更すると、同じジャーニーにある他のすべてのコンタクトセンターのアクティビティ
に変更が反映されます。
• 1 つに送出されるAmazon Connect キャンペーンは複数のジャーニーで使用できます。Amazon Pinpoint
は、ジャーニーを公開する際に Amazon Connect キャンペーンがすでに使用されている場合、警告を表
示します。
• 顧客の電話番号は、音声エンドポイントとして Amazon Pinpoint に存在する必要があります。
• エンドポイントの電話番号は E.164 形式である必要があります。詳細については、次を参照してくださ
い。E.164: 国際公共電気通信番号計画国際電気通信連合のウェブサイトに掲載されています。

既存の Amazon Connect キャンペーンを使用する
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1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいコンタクトセンターのコンタクトセンター経由で送
信。

3.

[Amazon Connect インスタンスお前が使いたいもの

4.

[Amazon Connect アウトバウンドキャンペーンドロップダウンリストから

5.

(オプション)Amazon Connect アウトバウンドキャンペーンを作成するすると、Amazon Connect に誘
導されます。

6.

[IAM ロール] に、以下のいずれかのステップを実行します。
a.

Amazon Pinpoint を使用して、電話番号を Amazon Connect に渡すことを許可するロールを作成
するには、ロールを自動的に作成する。次に、[IAM role] に、作成する新しいロールの固有の名前
を入力します。

b.

Amazon Pinpoint に対して Amazon Connect に電話番号を渡すことを許可する IAM ロールをすで
に作成してある場合は、既存のロールを選択する。次に、[IAM role] で、適切なアクセス権限を含
むロールを選択します。

7.

(オプション) 入力説明、、、、、、、、、、、、、アクティビティを保存すると、このテキストがア
クティビティのラベルとして表示されます。

8.

完了したら、[保存] を選択します。

カスタムメッセージチャンネルアクティビティのセットアップ
ジャーニー参加者が [Send through a custom channel] アクティビティに到達すると、Amazon Pinpoint は
その参加者に関する情報を AWS Lambda 関数または Webhook に送信します。カスタムチャンネルを使用
すると、AWS 以外のサービスを含む、API を持つ任意のサービスを通じて顧客にメッセージを送信できま
す。
カスタムチャンネルアクティビティを設定する前に、メッセージを送信するために Lambda 関数または
Webhook URL のどちらを使用するかを決定する必要があります。カスタムメッセージチャンネルの作成
の詳細については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の「Creating custom channels in Amazon
Pinpoint」を参照してください。
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Lambda 関数を呼び出すカスタムメッセージチャンネルアクティビティをセットアップするには

1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいカスタムチャンネル経由で送信。

3.

[Choose the method that you want to use to send messages] で、[Execute a Lambda function] を選択
します。

4.

[Lambda 関数] で、実行する関数を選択します。

5.

(オプション)カスタムデータエンドポイントがカスタムチャネルに配信されるとき用で、カスタム
データもペイロードにあります。このフィールドには、最大で 5000 文字までの英数字を含めること
ができます。

6.

[Specify the endpoint types that will receive this message] で、カスタムチャンネルを適用するエンド
ポイントタイプを選択します。デフォルトでは、[カスタム] エンドポイントタイプのみが選択されて
います。エンドポイントタイプを追加するには、[Choose endpoint types] を選択します。
a.

ラムダ関数を使用して、どのエンドポイントをセグメントに含めるかを評価できます。詳細につ
いては、次を参照してください。を使用したセグメントのカスタマイズAWSLambda。

b.

-カスタムデータエンドポイントがカスタムチャネルに配信されるとき用で、カスタムデータもペ
イロードにあります。
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Note
このアクティビティに到達する他のエンドポイントタイプはこのアクティビティを介して送
信されますが、指定したエンドポイントタイプのみが Lambda 関数または Webhook に送信
されます。
7.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

8.

完了したら、[保存] を選択します。

Webhook URL を使用するカスタムメッセージチャンネルアクティビティを設定するには

1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいカスタムチャンネル経由で送信。

3.

[Choose the method that you want to use to send messages] で、[Specify a webhook URL (Webhook
URL を指定する)] を選択します。

4.

[Webhook URL] に、実行する Webhook のアドレスを入力します。Webhook の設定の詳細について
は、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の「Creating custom channels in Amazon Pinpoint」を
参照してください。

5.

(オプション) カスタムデータは、エンドポイントがカスタムチャネルに配信されるときのためのもの
で、カスタムデータもペイロードにあります。このフィールドには、最大で 5000 文字までの英数字
を含めることができます。

6.

[Specify the endpoint types that will receive this message] で、カスタムチャンネルを適用するエンド
ポイントタイプを選択します。デフォルトでは、[カスタム] エンドポイントタイプのみが選択されて
います。エンドポイントタイプを追加するには、[Choose endpoint types] を選択します。
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Note
このアクティビティに到達する他のエンドポイントタイプはこのアクティビティを介して送
信されますが、指定したエンドポイントタイプのみが Lambda 関数または Webhook に送信
されます。
7.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

8.

完了したら、[保存] を選択します。

待機アクティビティの設定
[Wait] アクティビティにジャーニー参加者が到達すると、その参加者は特定の日付まで、または特定の時
間だけそのアクティビティに残ります。このタイプのアクティビティは、時間的制約のある通信の送信を
スケジュールしたり、ジャーニーの前に送信したメッセージとお客様がやり取りする時間を与えるのに便
利な方法です。

待機アクティビティを設定するには

1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいWait。

3.

以下のオプションのいずれかを選択します。
• [For a period of time] – ジャーニー参加者を一定期間このアクティビティに残す場合は、このオプ
ションを選択します。次のアクティビティに進む前に、このアクティビティでジャーニー参加者が
待機する時間を入力します。1 時間から 365 日までの値を指定できます。
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• [Until a specific date] – ジャーニー参加者を特定の日時にこのアクティビティに残す場合は、このオ
プションを選択します。次に、ジャーニー参加者が次のアクティビティに移動する日時を入力しま
す。ジャーニーの終了日より前の日付と時刻を選択できます。
4.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

5.

完了したら、[保存] を選択します。

はい/いいえ分割アクティビティを設定する
旅の参加者が到着したときはい/いいえ分割アクティビティに到達すると、属性または行動に基づいて 2 つ
のパスのうちの 1 つに送出されます。このタイプの分割アクティビティを使用すると、セグメント内のメ
ンバーシップに基づいてジャーニー参加者を別々のパスに送出できます。また、他のジャーニーアクティ
ビティとのやり取りに基づいて、参加者を別々のパスに送ることもできます。例えば、ジャーニーの早い
段階で送信されたメールを開いたかどうかに基づいて、ジャーニー参加者を分割できます。

Note
プッシュ通知イベント (オープンイベントや受信イベントなど) に基づいて参加者を異なるパスに
送信する分割アクティビティを作成するには、モバイルアプリでユーザー ID とエンドポイント
ID の値を指定する必要があります。詳細については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』
の「Integrating Amazon Pinpoint with your application」を参照してください。
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はい/いいえ分割アクティビティを設定するには
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1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいはい/いいえ分割。

3.

[Select a condition type] で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Segment] – 選択したセグメントのすべてのメンバーを「はい」パスに送信するには、このオプショ
ンを選択します。次に、[Segments] でセグメントを選択します。
• [Event] – このオプションを選択して、このジャーニーの前述のステップとのやり取りに基づいて、
ユーザーを「はい」パスに送信します。以下のステップを実行します。
1. を使用する場合イベントで、分割したいメッセージアクティビティを選択します。
2. を使用する場合[アクティビティ]で、分割を適用するメッセージアクティビティを選択します。
選択したメッセージアクティビティのチャネルタイプに応じて、スプリットオンには次のオプ
ションが表示されます。
• を使用する場合E メール選択できるイベントは次のとおりです。
• 送信— Amazon Pinpoint はメッセージを受け入れて、受信者に配信しようとしました。
• [Delivered (配信済み)]— メッセージが受信者に配信されました。
• 拒否— Amazon Pinpoint は、ウイルスまたはマルウェアが含まれているため、メッセージを
拒否しました。
• ハードバウンス— 永続的な問題が原因で E メールが受信者に配信されませんでした。例え
ば、受信者の E メールアドレスが存在しないことがあります。メッセージでハードバウンス
が生成された場合、Amazon Pinpoint は再送信を行いません。
• ソフトバウンス— 永続的な問題が原因で E メールが受信者に配信されませんでした。例え
ば、受信者の受信ボックスが一杯になっていたり、メールプロバイダーに一時的な問題が発
生している可能性があります ソフトバウンスが発生した場合、Amazon Pinpoint は一定期
間、メッセージを再送信しようとします。それでも送信できない場合、メッセージはハード
バウンスとなります。
• 苦情— 受信者がメールを受信後、メールクライアントの「スパム報告」ボタンなどを使用し
て、メッセージを迷惑メールとして報告した場合。

Note
Amazon Pinpoint は、メールプロバイダーからの苦情報告により、苦情イベントを
生成します。E メールプロバイダーによって、レポートを定期的に提供するものも
あれば、ほとんど提供しないメールプロバイダーもあります。
• オープン— 受信者がメッセージを受信して開きました。

Note
Amazon Pinpoint が [Email open] イベントを捕捉するためには、受信者のメールク
ライアントが、メッセージに含まれるイメージをダウンロードする必要がありま
す。Microsoft Outlook などの一般的なメールソフトは、デフォルトの設定ではメー
ルイメージをダウンロードしません。
• [] をクリックします。— 受信者が E メールを受信し、メッセージの本文に含まれるリンクの
1 つをたどった。
• サブスクリプション解除— 受信者がメールを受信し、「配信停止」リンクを使用し
て、future メッセージをオプトアウトしました。
• を使用する場合SMS選択できるイベントは次のとおりです。
• 送信— Amazon Pinpoint はメッセージを送信しようとしました。
• [Delivered (配信済み)]— Amazon Pinpoint は、メッセージが配信されたという確認を受け取
りました。
• Failed— メッセージをエンドポイントアドレスに配信する際にエラーが発生しました。
• オプトアウト— エンドポイントアドレスに関連付けられているユーザーが、お客様からの
メッセージの受信を拒否しました。
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• 送信— Amazon Pinpoint はメッセージを送信しようとしました。
• 通知を開きました— Amazon Pinpoint は、メッセージがユーザーによって開かれたという確
認を受け取りました。
• 受信フォアグラウンド— Amazon Pinpoint は、メッセージがユーザーのデバイスで受信さ
れ、フォアグラウンドに表示されたという確認を受け取りました。
• 受信背景— Amazon Pinpoint は、メッセージがユーザーのデバイスで受信され、バックグラ
ウンドで表示されたという確認を受け取りました。
• を使用する場合コンタクトセンター選択できるイベントは次のとおりです。
• Connected— Amazon Pinpoint は、通話がエージェントに接続されたという確認を受信しま
した。
• シット・調— Amazon Pinpoint が応答を受け取り、通話中にビジートーンが返されました。
• Fax— Amazon Pinpoint が応答を受け取り、その電話からファックストーンが返されまし
た。
• ボイスメールビープ— Amazon Pinpoint が応答を受け取り、その電話からビープ音付きのボ
イスメールが返されました。
• ボイスメールはビープ音なし— Amazon Pinpoint は、ビープ音なしでボイスメールが返され
たという応答を受信しました。
• 回答なし— Amazon Pinpoint が電話に応答しなかったという応答を受け取り、ボイスメール
なしで鳴り響きました。
• カスタムチャネル— カスタムチャネルアクティビティでは、分割したいレスポンス属性と値を
定義できます。この属性と値が Amazon Pinpoint ジャーニーに読み取れる方法で返されること
を確認する必要があります。この応答がどのように構成されるかについては、「」を参照して
ください。カスタムチャネルの作成Amazon Pinpoint デベロッパーガイドの Amazon Pinpoint
で。
3.

Note
（オプション）カスタムチャネルアクティビティでは、次の条件に基づいて分割できま
す関数またはウェブフックレスポンスの呼び出し。これを構成するには、以下を定義で
きます。
• 属性— 評価する属性の名前。
• Value— どちらの方法で分割するかを決定するために使用される値。

4.

[Condition evaluation] で、Amazon Pinpoint が条件を評価するタイミングを選択します。次のオプ
ションから選択できます。
• [Evaluate immediately] – このオプションを選択すると、ジャーニー参加者がそのアクティビティに
到達した時点で、指定したイベント条件が満たされているかどうかが Amazon Pinpoint によって
チェックされます。
• [Evaluate after] – このオプションを選択すると、Amazon Pinpoint は指定した期間待機します。指定
した期間が経過すると、Amazon Pinpoint は、指定したイベント条件が満たされているかどうかを
確認します。
• [Evaluate on] – このオプションを選択すると、Amazon Pinpoint は特定の日時まで待機します。そ
の日時に到達すると、Amazon Pinpoint は指定したイベント条件が満たされているかどうかを確認
します。

5.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

6.

完了したら、[保存] を選択します。

多変量分割アクティビティの設定
ジャーニー参加者は、[Multivariate split] アクティビティに到達すると、属性または行動に基づいて、いく
つかのパスのうちの 1 つに送信されます。このタイプの分割は、はい/いいえ分割に似ています。多変量分
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割アクティビティを使用する利点は、複数の条件を評価できることです。さらに、すべての多変量分割ア
クティビティには「Else」パスが含まれています。他のパスで指定した条件を満たしていないジャーニー
参加者は、「Else」パスに自動的に送出されます。
このタイプの分割を使用すると、セグメント内のメンバーシップに基づいてジャーニー参加者を別々のパ
スに送出できます。また、他のジャーニーアクティビティとのやり取りに基づいて、参加者を別々のパ
スに送ることもできます。例えば、ジャーニーの早い段階で送信されたメールを開いたかどうかに基づい
て、ジャーニー参加者を分割できます。

Note
あるジャーニー参加者が条件付き分割で複数の条件を満たしている場合、最初の条件でアルファ
ベット順に送られます。例えば、参加者がブランチ A とブランチ D の条件を満たしている場合、
ブランチ A に対応するパスに送信されます。
プッシュ通知イベント (オープンイベントや受信イベントなど) に基づいて参加者を異なるパスに
送信する分割アクティビティを作成するには、モバイルアプリでユーザー ID とエンドポイント
ID の値を指定する必要があります。詳細については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』
の「Integrating Amazon Pinpoint with your application」を参照してください。
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多変量分割アクティビティを設定するには

1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してください多変量分割。

3.

作成するパス (ブランチ) の数を決定します。[Add another branch] を選択して、追加のパスを作成し
ます。

4.

各ブランチの [Select a condition type] で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Segment] – 選択したセグメントのすべてのメンバーをそのパスに送出するには、このオプションを
選択します。次に、[Segments] でセグメントを選択します。
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• [Event] – このジャーニーの前述のステップとのやり取りに基づいて、ユーザーをそのパスに送信す
るには、このオプションを選択します。以下のステップを実行します。
1. を使用する場合イベントで、分割したいメッセージアクティビティを選択します。
2. を使用する場合[アクティビティ]で、分割を適用するメッセージアクティビティを選択します。
選択したメッセージアクティビティのチャネルタイプに応じて、スプリットオンには次のオプ
ションが表示されます。
• を使用する場合E メール選択できるイベントは次のとおりです。
• 送信— Amazon Pinpoint はメッセージを受け入れて、受信者に配信しようとしました。
• [Delivered (配信済み)]— メッセージが受信者に配信されました。
• 拒否— Amazon Pinpoint は、ウイルスまたはマルウェアが含まれているため、メッセージを
拒否しました。
• ハードバウンス— 永続的な問題が原因で E メールが受信者に配信されませんでした。例え
ば、受信者の E メールアドレスが存在しないことがあります。メッセージでハードバウンス
が生成された場合、Amazon Pinpoint は再送信を行いません。
• ソフトバウンス— 永続的な問題が原因で E メールが受信者に配信されませんでした。例え
ば、受信者の受信ボックスが一杯になっていたり、メールプロバイダーに一時的な問題が発
生している可能性があります ソフトバウンスが発生した場合、Amazon Pinpoint は一定期
間、メッセージを再送信しようとします。それでも送信できない場合、メッセージはハード
バウンスとなります。
• 苦情— 受信者がメールを受信後、メールクライアントの「スパム報告」ボタンなどを使用し
て、メッセージを迷惑メールとして報告した場合。

Note
Amazon Pinpoint は、メールプロバイダーからの苦情報告により、苦情イベントを
生成します。E メールプロバイダーによって、レポートを定期的に提供するものも
あれば、ほとんど提供しないメールプロバイダーもあります。
• オープン— 受信者がメッセージを受信して開きました。

Note
Amazon Pinpoint が [Email open] イベントを捕捉するためには、受信者のメールク
ライアントが、メッセージに含まれるイメージをダウンロードする必要がありま
す。Microsoft Outlook などの一般的なメールソフトは、デフォルトの設定ではメー
ルイメージをダウンロードしません。
• [] をクリックします。— 受信者が E メールを受信し、メッセージの本文に含まれるリンクの
1 つをたどった。
• サブスクリプション解除— 受信者がメールを受信し、「配信停止」リンクを使用し
て、future メッセージをオプトアウトしました。
• を使用する場合SMS選択できるイベントは次のとおりです。
• 送信— Amazon Pinpoint はメッセージを送信しようとしました。
• [Delivered (配信済み)]— Amazon Pinpoint は、メッセージが配信されたという確認を受け取
りました。
• Failed— メッセージをエンドポイントアドレスに配信する際にエラーが発生しました。
• オプトアウト— エンドポイントアドレスに関連付けられているユーザーが、お客様からの
メッセージの受信を拒否しました。
• を使用する場合Push選択できるイベントは次のとおりです。
• 送信— Amazon Pinpoint はメッセージを送信しようとしました。
• 通知を開きました— Amazon Pinpoint は、メッセージがユーザーによって開かれたという確
認を受け取りました。
• 受信フォアグラウンド— Amazon Pinpoint は、メッセージがユーザーのデバイスで受信さ
201
れ、フォアグラウンドに表示されたという確認を受け取りました。

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
ジャーニーのアクティビティの設定

• 受信背景— Amazon Pinpoint は、メッセージがユーザーのデバイスで受信され、バックグラ
ウンドで表示されたという確認を受け取りました。
• を使用する場合コンタクトセンター選択できるイベントは次のとおりです。
• Connected— Amazon Pinpoint は、通話がエージェントに接続されたという確認を受信しま
した。
• シット・調— Amazon Pinpoint が応答を受け取り、通話中にビジートーンが返されました。
• Fax— Amazon Pinpoint が応答を受け取り、その電話からファックストーンが返されまし
た。
• ボイスメールビープ— Amazon Pinpoint が応答を受け取り、その電話からビープ音付きのボ
イスメールが返されました。
• ボイスメールはビープ音なし— Amazon Pinpoint は、ビープ音なしでボイスメールが返され
たという応答を受信しました。
• 回答なし— Amazon Pinpoint が電話に応答しなかったという応答を受け取り、ボイスメール
なしで鳴り響きました。
• カスタムチャネル— カスタムチャネルアクティビティでは、分割したいレスポンス属性と値を
定義できます。この属性と値が Amazon Pinpoint ジャーニーに読み取れる方法で返されること
を確認する必要があります。この応答がどのように構成されるかについては、「」を参照して
ください。カスタムチャネルの作成Amazon Pinpoint デベロッパーガイドの Amazon Pinpoint
で。
3. を使用する場合ジャーニー、メッセージ、アクティビティ、イベントを選択してください[関数へ
の呼び出し] または [Webhook 応答] を選択します。
• 属性— 評価する属性の名前。
• Value— パスのどの分岐を通るかを決定するために使用される値。
アクティビティの各パスに対してこのステップを繰り返します。
5.

[Condition evaluation] で、Amazon Pinpoint が条件を評価するタイミングを選択します。次のオプ
ションから選択できます。
• [Evaluate immediately] – このオプションを選択すると、ジャーニー参加者がそのアクティビティ
に到達した時点で、指定したイベント条件が満たされているかどうか Amazon Pinpoint によって
チェックされます。
• [Evaluate after] – このオプションを選択すると、Amazon Pinpoint は指定した期間待機します。指定
した期間が経過すると、Amazon Pinpoint は、指定したイベント条件が満たされているかどうかを
確認します。
• [Evaluate on] – このオプションを選択すると、Amazon Pinpoint は特定の日時まで待機します。そ
の日時に到達すると、Amazon Pinpoint は指定したイベント条件が満たされているかどうかを確認
します。

6.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

7.

完了したら、[保存] を選択します。

ホールドアウトアクティビティの設定
ジャーニー参加者が [Holdout (ホールドアウト)] アクティビティに到達すると、参加者のランダムな選択
のためにジャーニーが終了します。ジャーニー参加者の合計数のうち、削除される割合を指定できます。
ホールドアウトアクティビティは、メッセージを受信しないコントロールグループを作成することで、
ジャーニーの影響を測定するのに役立ちます。ジャーニーの実行が終了したら、ジャーニーに参加した
ユーザーの行動をコントロールグループのメンバーの行動と比較できます。
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Note
Amazon Pinpoint では、確率ベースのアルゴリズムを使用して、どのジャーニー参加者が削除さ
れるかを判断します。削除されたジャーニー参加者の割合は、指定した割合に非常に近くなりま
すが、完全には等しくない場合があります。

ホールドアウトアクティビティを設定するには

1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいホールドアウト。

3.

[Holdout percentage] には、ジャーニーの次のアクティビティに進むことを禁止されるジャーニー参加
者の割合を入力します。

4.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

5.

完了したら、[保存] を選択します。

ランダム分割アクティビティの設定
[Random split] アクティビティにジャーニー参加者が到達すると、最大 5 つのパスのうちの 1 つにランダ
ムに送出されます。このタイプのアクティビティに 2〜5 個の個別のパスを作成できます。このタイプの
アクティビティは、さまざまなメッセージバリアントの有効性を測定する場合に便利です。

Note
Amazon Pinpoint は、確率ベースのアルゴリズムを使用して、ランダム分割アクティビティの各
パスに送出されるジャーニー参加者を決定します。各パスに送出されるジャーニー参加者の割合
は、指定した割合に非常に近くなりますが、完全には等しくない場合があります。
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ランダム分割アクティビティを設定するには

1.

[Add activity] (アクティビティの追加) を選択します。

2.

を使用する場合[Add activity (、選択してくださいランダム分割。

3.

作成するパス (ブランチ) の数を決定します。[Add another branch] を選択して、追加のパスをそれぞ
れ作成します。

4.

各ブランチの隣にあるフィールドに、そのブランチに送出するジャーニー参加者の割合を入力しま
す。指定する値は正の数でなければならず、小数を含めることはできません。すべてのブランチで入
力する値の合計は、正確に 100% に等しくなければなりません。

5.

(オプション) [Description] に、アクティビティの目的を説明するテキストを入力します。アクティビ
ティを保存すると、このテキストがラベルとして表示されます。

6.

完了したら、[保存] を選択します。

Next: ジャーニーの確認とテスト (p. 204)

ジャーニーの確認とテスト
ジャーニーを公開する前に、ジャーニーに含まれるすべてのアクティビティが適切に設定されていること
を確認するためにレビューする必要があります。また、発行する前に、テストユーザーをジャーニーのコ
ピーに登録して、期待どおりに動作することを確認することをお勧めします。このセクションでは、お客
様のジャーニーの確認とテストに関連する情報と手順について説明します。
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ジャーニーの確認
確認機能では、ジャーニーの設定エラーに関する情報と、いくつかの推奨事項が提供されます。

ジャーニーを確認するには
1.

ジャーニーワークスペースの右上隅にある [Review] を選択します。[ジャーニーの確認] ペインが
ジャーニーワークスペースに表示されます。次のイメージは、[Review your journey] ペインを開いた
状態のジャーニーワークスペースを示しています。

2.

[Review your journey] ペインの最初のページに表示されるエラーメッセージを確認します。このペー
ジに表示されているすべての問題を解決するまで、ジャーニーを発行することはできません。ジャー
ニーに問題がない場合は、ジャーニーにエラーが含まれていないことを示すメッセージが表示されま
す。続行する準備ができたら、[Next] を選択します。

Tip
エラーを選択して、該当するアクティビティに直接移動します。
3.

[Review your journey] ペインの 2 ページ目にはジャーニーに関連する推奨事項とベストプラクティス
が含まれています。このページに表示されている問題を解決せずに続行できます。続行する準備がで
きたら、[Mark as reviewed] を選択します。

4.

[Review your journey] ペインの 3 ページ目で、ジャーニーを発行できます。お客様がジャーニーに参
加する準備ができたら、[Publish] を選択します。ただし、最初にジャーニーをテストする場合は、
[Review Your journey] ペインを閉じ、「ジャーニーのテスト (p. 205)」のステップを完了します。

ジャーニーのテスト
ジャーニーを作成する上で最も重要なステップの 1 つは、意図したとおりに動作することを確認するため
にそれをテストすることです。ジャーニーには、テスト参加者のグループを簡単に送信できるテスト機能
が含まれています。参加者が wait または multivariate split のアクティビティに費やす時間を短縮または排
除できる機能が含まれており、各ジャーニーを徹底的かつ迅速にテストできます。
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ジャーニーをテストするには
1.

テストジャーニーに参加するテスト参加者のみを含む新しいセグメントを作成します。または、すで
にテスト参加者のセグメントがある場合は、次のステップに進みます。
セグメントのインポートの詳細については、「セグメントの構築 (p. 133)」を参照してください。

Tip
テストセグメントを作成する最も簡単な方法の 1 つは、スプレッドシートをインポートする
ことです。詳細については、「セグメントのインポート (p. 140)」を参照してください。
2.

[Actions] メニューで、[Test] を選択します。

3.

[Test segment] で、テスト参加者を含むセグメントを選択します。

4.

ジャーニーの遅延を処理する方法を選択します。次のオプションのいずれかを選択します。
• [Skip all waits and delays] – このオプションを選択すると、テスト参加者が介入する遅延なしに 1 つ
のアクティビティから別のアクティビティに進めます。
• [Custom wait time] – このオプションを選択すると、テスト参加者は各アクティビティで、遅延を含
む事前定義された時間だけ待機します。このオプションは、ジャーニーに待機アクティビティ、ま
たは顧客とのやり取りに基づくはい/いいえ分割または多変量分割アクティビティが含まれている場
合に役立ちます。

5.

[Send test] を選択します。Amazon Pinpoint は、先頭に Test- を追加した名前で、新しいジャーニー
を作成します。テスト参加者がジャーニーに追加されます。

6.

テストが終了したら、[Stop journey (ジャーニーを停止する)] を選択して、テストのジャーニーを永久
に終了します。

Tip
テストプロセス中に、元のジャーニー（つまり、テストジャーニーの基になるジャーニー）
に変更を加える必要があることが判明した場合は、[Journeys (ジャーニー)] ページに戻りま
す。ジャーニーのリストで、元のジャーニーを選択し、変更を加えます。テストジャーニー
に加えた変更は、テストの基になるジャーニーに自動的に適用されません。

ジャーニーをテストするためのベストプラクティス
• ジャーニーをテストするために使用するセグメントにいくつかのテスト参加者を含めます。
• E メールアドレスが自分のドメイン以外のドメインにあるテスト参加者を含めます。
• さまざまな E メールクライアントとオペレーティングシステムを使用して、ジャーニーから送信された
メッセージをテストします。
• E メールとのやり取りに基づくはい/いいえ分割または多変量分割アクティビティがジャーニーに含
まれている場合は、それらのやり取りをテストします。例えば、E メールが開かれているかどうかを
確認する分割アクティビティがある場合、一部のテスト参加者は E メールを開く必要があります。次
に、ジャーニーメトリクスペインで、各パスに正しい数のユーザーが表示されていることを確認しま
す。
• E メールテンプレートにエンドポイント属性を参照するメッセージ変数が含まれている場合は、
テスト参加者に同じ属性があることを確認してください。例えば、E メールテンプレートが
User.UserAttributes.FirstName 属性を参照している場合、テストセグメントのエンドポイント
にもその属性が必要です。
Next: ジャーニーを発行する (p. 207)
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ジャーニーを発行する
ジャーニーをテスト (p. 205)した後、顧客がジャーニーに参加する準備ができたら、ジャーニーを発行で
きます。発行プロセスでは、再度、確認プロセスを完了する必要があります。

ジャーニーを発行するには
1.

ジャーニーワークスペースの右上隅にある [Review] を選択します。[ジャーニーの確認] ペインが
ジャーニーワークスペースに表示されます。

2.

[Review your journey] ペインの最初のページに表示されるエラーメッセージを確認します。このペー
ジに表示されているすべての問題を解決するまで、ジャーニーを発行することはできません。ジャー
ニーに問題がない場合は、ジャーニーにエラーが含まれていないことを示すメッセージが表示されま
す。続行する準備ができたら、[Next] を選択します。

3.

[Review your journey] ペインの 2 ページ目にはジャーニーに関連する推奨事項とベストプラクティス
が含まれています。このページに表示されている問題を解決せずに続行できます。続行する準備がで
きたら、[Mark as reviewed] を選択します。

4.

[Review your journey] ペインの 3 ページ目で、[Publish] を選択します。

Note
ジャーニーをすぐに開始するように設定しても、参加者が実際にジャーニーに参加するま
でに 5 分間の遅延があります。この遅延の間、Amazon Pinpoint はすべてのセグメントメ
ンバーを計算し、分析データの取得を開始する準備をします。この遅延は、必要に応じて
ジャーニーを停止する最終機会にもなります。
5.

ジャーニーの確認および公開を行うと、ジャーニーフローに終了ジャーニー要素が追加され、ジャー
ニーの確認および公開が正常に行われたことが示されます。

Next: ジャーニーを一時停止、再開、または停止する (p. 207)

ジャーニーを一時停止、再開、または停止する
ジャーニーを一時停止する
公開中のジャーニーを一時停止できます。一時停止している間は、メッセージは送信されず、分析データ
も生成されません。休暇中やジャーニー自体の変更を再評価する必要がある場合は、ジャーニーを一時停
止できます。一時停止前にジャーニーに入ったエンドポイントは完了後に一時停止します。ジャーニーに
入るのを待っているエンドポイントは、一時停止中にジャーニーに入れません。ジャーニーが Wait アク
ティビティにある場合、Wait アクティビティ上のタイマーは一時停止されます。ジャーニーが再開された
後、Wait アクティビティは、一時停止した時点から継続します。一時停止したジャーニーを編集すること
はできません。

ジャーニーを一時停止するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[All Projects] で、既存のプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Journeys] を選択します。

4.

公開中のジャーニーを選択します。

5.

公開中のジャーニーワークスペースの右上隅にある [Action] を選択します。

6.

[Pause] を選択します。

7.

ジャーニーの一時停止を確認するメッセージが表示されたら、[Pause] を選択します。
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一時停止したジャーニーは、再開するまで一時停止です。

ジャーニーを再開する
一時停止したジャーニーは、5 分経過しないと再開できません。一時停止したジャーニーを再開すると、
参加者は一時停止された時点からジャーニーを再開します。Wait のアクティビティがある場合は、一時停
止した時点から Wait のカウントダウンが再開されます。

ジャーニーを再開するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[All Projects] で、既存のプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Journeys] を選択します。

4.

一時停止中のジャーニーを選択します。

5.

一時停止中のジャーニーワークスペースの右上隅にある [Action] を選択します。

6.

[Resume] を選択します。

7.

ジャーニーの再開を確認するメッセージが表示されたら、[Resume] を選択します。
ジャーニーを再開します。

ジャーニーを停止する
ジャーニーを停止すると、ジャーニーとそれに関連するすべてのアクティビティが完全に終了します。現
在処理中のアクティビティはすべて終了します。ただし、分析データを表示することはできます。

Tip
ジャーニーを停止するかどうか迷った場合は、一時停止にすることを検討してください。停止し
たジャーニーは完全に停止するため、再度使用する場合は、ジャーニーを再作成する必要があり
ます。

ジャーニーを停止するには
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[All Projects] で、既存のプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Journeys] を選択します。

4.

公開中のジャーニーを選択します。

5.

ジャーニーワークスペースの右上隅にある [Action] を選択します。

6.

[停止] を選択します。

7.

ジャーニーの中止を確認するメッセージが表示されたら、[Stop journey] を選択します
ジャーニーは完全に停止します。

Next: ジャーニーメトリクスの表示 (p. 209)
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ジャーニーメトリクスの表示
ジャーニーを発行すると、ジャーニー WorkSpaces に [Journey metrics] ペインが表示され、Amazon
Pinpoint がジャーニーに関連するメトリクスのキャプチャを開始します。
トピック
• ジャーニーレベルの実行メトリクス (p. 209)
• アクティビティレベルの実行メトリクス (p. 211)
• ジャーニーレベルのエンゲージメントメトリクス (p. 213)
• アクティビティレベルのエンゲージメントメトリクス (p. 214)

ジャーニーレベルの実行メトリクス
ジャーニーレベルの実行メトリクスには、ジャーニーに入った (または入るのが妨げられた) エンドポ
イントに関する情報が含まれています。エンゲージメント指標を表示するには、「Journey metrics」の
「Engagement metrics」を選択します。
これらのメトリクスはいくつかのセクションに分かれています。詳細については、以下のセクションで説
明します。

エントリメトリクス
ジャーニー実行メトリクスのリストの最初のセクションには、ジャーニーに入った参加者の数が表示され
ます。このセクションの例を次のイメージに示します。

このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Currently in journey] – ジャーニーのアクティビティを積極的に進めている参加者の数。
• [Completed journey] – ジャーニーの終了アクティビティに達した参加者の数。
• [Lifetime journey entries] – ジャーニーの開始日以降にジャーニーに入った参加者の数。このセクション
には、ジャーニーを完了した参加者の割合 (青で表示) と、まだジャーニーに参加している参加者の割合
(オレンジ色で表示) を比較するグラフも含まれています。
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ジャーニーのリフレッシュメトリクス
このセクションでは、ジャーニーのリフレッシュ指標を示します。リフレッシュされたセグメントの数、
セグメントが何回リフレッシュされたか、セグメントが更新時にリフレッシュするように設定されている
かどうかの情報が含まれます。このセクションの例を次のイメージに示します。

このセクションは、以下の情報で構成されます。
• 合計ジャーニーエントリー— ジャーニーエントリーの合計数。
• [Next entry group - estimate] — 次回の更新で追加されるエンドポイントの数。セグメントのリフレッ
シュ間隔が設定されていない場合、追加するエンドポイントはありません。この値は N/A と表示されま
す。
• [Does not refresh on segment update] / [Refreshes on update] – ジャーニーのエントリーアクティビティ
のエンドポイントを追加する際に、[Refresh on segment update] を選択したかどうかを示します。
• [Number of times entry segment will be refreshed ] – ジャーニーの移動中にセグメントがリフレッシュさ
れる最大回数。
• [Number of times entry segment has been refreshed since start ] — ジャーニーが始まってから現在まで
に、セグメントが更新された回数。
• 再評価のため削除されました— 参加者が到達したときに発生する再評価プロセスの結果としてジャー
ニーから削除されたエンドポイントの数コンタクトセンターの送信アクティビティ。詳細については、
「コンタクトセンターのアクティビティを設定する (p. 189)」を参照してください。

未送信メッセージメトリクス
ジャーニー実行メトリクスのリストの次のセクションには、メッセージがジャーニー参加者に送信されな
かった理由に関する情報が含まれています。このセクションの例を次のイメージに示します。
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このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Maximum entries per endpoint/Exceeded maximum entries per endpoint] – 1 つのエンドポイントでの
ジャーニーに参加できる最大回数、および、その最大回数を超えてしまうためジャーニーへ参加できな
かった参加者の人数を表示します。
• エンドポイントごとの 1 日の最大メッセージ数/エンドポイントごとの 1 日あたりの最大メッセージを超
えたメッセージ— エンドポイントごとの 1 日あたりのメッセージの最大数、および、メッセージの送信
時、1 人の参加者が 24 時間内に受信できるメッセージの最大数を超えたために送信されなかったメッ
セージ数を表示します。
• [Quiet time/Not sent during quiet time ] - 受信者のタイムゾーンのクワイエットタイム内に配信されたた
め送信されなかったメッセージの数。

アクティビティレベルの実行メトリクス
アクティビティ実行メトリクスには、アクティビティに入った (または入るのが妨げられた) エンドポイ
ントに関する情報が含まれています。個々のアクティビティを選択して、その実行メトリクスを表示しま
す。エンゲージメント指標を表示するには、「Journey metrics」ペインの「Engagement metrics」を選択
します。

Important
ジャーニーの各アクティビティを通過するエンドポイントの数は、各アクティビティモーダルの
右上隅に表示されます。
これらのメトリクスはいくつかのセクションに分かれています。詳細については、以下のセクションで説
明します。

送信済みメッセージメトリクス
アクティビティ実行メトリクスのリストの最初のセクションには、アクティビティに入ったエンドポイン
トの数が表示されます。このセクションの例を次のイメージに示します。
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このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Messages sent] – 送信されたメッセージの数。
• [Messages not sent] – 送信されなかったメッセージの数。

未送信メッセージメトリクス
ジャーニーの各アクティビティには、システムの問題、Amazon Pinpoint アカウント設定、オプトアウト
などのエンドユーザー設定が原因で、配信できなかったメッセージの数に関する情報を示す実行メトリク
スのリストが含まれます。このセクションの例を次のイメージに示します。

このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Not sent during quiet time] – 受信者のタイムゾーンのクワイエットタイム内に配信されたため送信され
なかったメッセージの数。
• [Exceeded endpoint message limit] – メッセージの送信時、1 人の参加者が 24 時間内に受信できるメッ
セージの最大数を超えたために送信されなかったメッセージの数。
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• [Throttled] – メッセージの送信時、Amazon Pinpoint アカウントの送信クォータを超えたため送信されな
かったメッセージの数。
• [Temporary failure] – 一時的な障害のために送信されなかったメッセージの数。
• [Service failure] – Amazon Pinpoint サービスの問題のために送信されなかったメッセージの数。
• [Permanent failure] – 永続的な障害のために送信されなかったメッセージの数。
• [Unsupported channel] – エンドポイントがアクティビティタイプと一致しなかったため、アクティビ
ティを通じて送信されなかったエンドポイントの数。
• [Unknown failure] – 不明な理由のために送信されなかったメッセージの数。
• カスタム配信の失敗— Lambda または Web フックの障害のために送信されなかったメッセージの数。

Note
この指標はにのみ表示されますカスタムチャンネル経由で送信するアクティビティ。
• ダイヤルの失敗— 経由で配信できなかったメッセージの数コンタクトセンター経由で送信する問題によ
り番号がダイヤルされなかったため、アクティビティが発生しました。このタイプの障害は、呼び出し
を妨げるアクセス権限の問題がある場合、Amazon Connect のサービスクォータを超過した場合、また
は一時的なサービスの問題が発生した場合に発生する可能性があります。
• 再評価のため削除されました— 参加者が到達したときに発生する再評価プロセスの結果としてジャー
ニーから削除されたエンドポイントの数コンタクトセンター経由で送信するアクティビティ。詳細につ
いては、「コンタクトセンターのアクティビティを設定する (p. 189)」を参照してください。

Note
-ダイヤルの失敗そして再評価のため削除されましたメトリクスはにのみ表示されますコンタク
トセンター経由で送信するアクティビティ。

ジャーニーレベルのエンゲージメントメトリクス
ジャーニーレベルエンゲージメントメトリクスには、ジャーニー参加者がジャーニーから送信されたメッ
セージとやり取りする方法に関する情報が含まれています。
これらのメトリクスはいくつかのセクションに分かれています。詳細については、以下のセクションで説
明します。

Important
エンゲージメントメトリクスのいくつかは、受信者の E メールプロバイダーや携帯電話の通信事
業者、または Apple プッシュ通知サービスや Firebase Cloud Messaging などのプッシュ通知サー
ビスから受け取った情報に基づいています。これらのソースからこのデータを受け取った後、受
信メトリクスを処理するまでに最大 2 時間の遅延があります。

メッセージアクティビティの数
各ジャーニーのエンゲージメントメトリクスは、そのジャーニーのメッセージアクティビティの数を示し
ます。
ジャーニーに複数のアクティビティタイプがある場合、次の画像に示すように、エンゲージメントメトリ
クスはタイプ別に分類されます。
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アクティビティレベルのエンゲージメントメトリクス
アクティビティレベルのエンゲージメントメトリクスには、ジャーニー参加者がジャーニーから送信され
たメッセージとやり取りする方法に関する情報が含まれています。
これらのメトリクスはいくつかのセクションに分かれています。詳細については、以下のセクションで説
明します。

E メールアクティビティ
E メールアクティビティでは、次のエンゲージメントメトリクスが提供されます。

レスポンスメトリクス
これらのメトリクスは、E メールメッセージアクティビティから送信されたメッセージとの参加者のやり
取りに関する情報を提供します。
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このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Total messages sent] - このアクティビティから送信された E メールの数。メッセージが受信者の受信
トレイに正常に配信されたかどうかを示します。
• [Total deliveries ] – メッセージの受信者の E メールプロバイダーに配信されたメッセージの数。
• [Total opens] – 受信者によって開封されたメッセージの数が表示されます。

Note
Amazon Pinpoint がメール開封イベントをカウントするには、受信者がメッセージにイメージ
をロードする必要があります。Microsoft Outlook の一部のバージョンなど、いくつかの E メー
ルクライアントでは、既定でイメージの読み込みが禁止されています。
受信者がメールを開くたびに、別のイベントとしてカウントされます。例えば、受信者が同じ
メッセージを 5 回開いた場合、Amazon Pinpoint は 5 つの異なる開封イベントをカウントしま
す。このため、開封数が送信数または配信数を超える可能性があります（ただし、可能性は低
くなります）。
• [Total clicks] – 受信者がメッセージ内のリンクをクリックした回数。

Note
Amazon Pinpoint は、各クリックを個別のイベントとしてカウントします。例えば、受信者が
メッセージ内の 3 つのリンクをクリックした場合、Amazon Pinpoint は 3 つの個別のクリック
イベントをカウントします。このため、クリック数が開封数または配信数を超える可能性があ
ります。

メッセージエンゲージメントメトリクス
エンゲージメントメトリクスリストの最後のセクションには、追加の E メール応答メトリクスが表示され
ます。このセクションの例を次のイメージに示します。
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このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Emails soft bounced] – ソフトバウンスが発生したメッセージの数。ソフトバウンスは、一時的な問題
（受信者の受信トレイがいっぱいになった場合など）のためにメッセージが配信できない場合に発生し
ます。

Note
Amazon Pinpoint は、一定期間ソフトバウンスが発生したメッセージを再配信しようとしま
す。これらの再配信試行中にメッセージが配信された場合、メッセージは [Total deliveries] メ
トリクスでカウントされ、[Emails soft bounced] メトリクスから削除されます。
• [Emails hard bounced] - ハードバウンスが発生したメッセージの数。ハードバウンスは、永続的な問題
（送信先メールアドレスが存在しない場合など）のためにメッセージを配信できない場合に発生しま
す。

Note
一定期間後に配信できないソフトバウンスは、ハードバウンスに変換されます。このため、ソ
フトバウンスの数が減り、ハードバウンスの数が増えることがあります。
• [Emails unsubscribed] – 受信者に購読解除を促したメッセージの数。

Note
Amazon Pinpoint が購読解除イベントをカウントするには、E メール内の購
読解除リンクに特別なリンクタグ（と呼ばれるタグ）が含まれている必要が
あります。unsubscribeLinkTag、以下の例のようになっています。<a
ses:tags="unsubscribeLinkTag:click;" href="http://www.example.com/
unsubscribe">). このタグを含むリンクのみが、購読解除としてカウントされます。
• [Emails complained] – 受信者から迷惑メールとして報告されたメッセージの数。

Note
このメトリクスは、受信者のメールプロバイダーから受け取った苦情レポートデータに基づい
ています。メールプロバイダーによっては、すぐに苦情データを送信するものもあれば、毎週
または毎月のダイジェストを送信するものもあります。
• [Emails rejected] – 拒否されたため送信されなかったメッセージの数。Amazon Pinpoint がメッセージに
マルウェアが含まれていると判断した場合、メッセージは拒否されます。Amazon Pinpoint は、拒否さ
れたメッセージを送信しません。
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SMS メッセージアクティビティ
SMS メッセージアクティビティでは、次のエンゲージメントメトリクスが提供されます。

配信メトリクス
これらのメトリクスは、SMS メッセージアクティビティから送信されたメッセージとの参加者のやり取り
に関する情報を提供します。

このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Total messages sent] – このアクティビティから送信された SMS メールの数。メッセージが受信者のデ
バイスに正常に配信されたかどうかを示します。
• [Total deliveries] – プロバイダーから受信者のデバイスに配信された SMS メッセージの数。
• [Total failures] – 受信者に配信できなかった SMS メッセージの数。
• [Total SMS activity spend] - このアクティビティで SMS メッセージの送信に費やした金額の概算。

プッシュ通知アクティビティ
プッシュ通知アクティビティでは、次のエンゲージメントメトリクスが提供されます。

レスポンスメトリクス
これらのメトリクスは、プッシュ通知アクティビティから送信されたメッセージに対する参加者の対話に
関する情報を提供します。

217

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
アクティビティレベルのエンゲージメントメトリクス

このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Total messages sent] - このアクティビティから送信されたプッシュ通知の数。メッセージが受信者の
デバイスに正常に配信されたかどうかを示します。
• [Total deliveries] – プッシュ通知サービスから受信者のデバイスに配信されたプッシュ通知の数。このメ
トリクスは、アプリが受信者のデバイスのフォアグラウンドまたはバックグラウンドで実行されている
ときに行われた配信のみを反映します。モバイルオペレーティングシステムによるバックグラウンド通
知の優先順位付け方法に相違があるため、プッシュ通知の配信は保証されません。
• [Total opens] – 受信者によって開封されたプッシュ通知の数。

有効期限のメトリクス
プッシュ通知エンゲージメントメトリクスは、プッシュ通知アクティビティの有効期限 (TTL) 値も提供
します。TTL は、Amazon Pinpoint がメッセージを配信できる時間 (秒単位) です。この時間が経過する
と、Amazon Pinpoint はメッセージを削除し、再配信を試みません。

デフォルトの TTL 値を使用すると、メトリクスには「-」が表示されます。カスタム TTL 値の場合、メト
リクスには選択した正確な数と時間単位が表示されます。

カスタムチャネルアクティビティ
カスタムチャネルアクティビティでは、次のエンゲージメントメトリクスが提供されます。

呼び出し成功のメトリクス
これらのメトリクスは、カスタムチャネルアクティビティから送信されたメッセージに対する参加者の対
話に関する情報を提供します。
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このセクションは、以下の情報で構成されます。
• [Call to function or webhook succeeded] - このアクティビティの結果、Lambda 関数または Webhook が
正常に呼び出された回数。

Note
これは、メッセージが送信先に配信されたことを示すものではなく、Lambda 関数または
Webhook が呼び出されたことを示すだけです。
• [Call to webhook or function failed] - このアクティビティの結果、Lambda 関数または Webhook が正常
に呼び出されなかった回数。

コンタクトセンターのアクティビティ
コンタクトセンターのアクティビティ指標を使用して、参加者の通話とのやりとりを分析できます。

コンタクトセンターのメトリクス
以下のコールメトリクスが利用可能です：
• Connected— エージェントに接続した通話の件数。
• シット調— ビジートーンを受信したコールの数。
• Fax— ファクストーンを受信したコールの数。
• ボイスメールのビープ音— ビープ音が鳴りながらボイスメールに到達した通話の件数。
• ボイスメールビープ音なし— ビープ音が鳴らずにボイスメールに到達した通話の件数。
• 回答されていません— 応答を受信したが、ボイスメールに到達せずに呼び出し音が鳴り続けた通話の件
数。
• 接続レート— 試行されたすべてのコールと比較した、エージェントに正常に接続されたコールの割合。

アクティビティのメトリクス
チャネル固有のアクティビティタイプ (E メール、SMS、プッシュ、カスタムチャネル) のメトリクスを
表示するだけでなく、以下のような他のアクティビティタイプのメトリクスを表示するだけでなく、以
下のような他のアクティビティタイプのメトリクスを表示するだけでなく、以下のような他のアクティビ
ティタイプのメトリ Waitアクティビティ、アクティビティ、はい/いいえ分割アクティビティ、アクティビ
ティ、多変量分割アクティビティ、およびランダム分割アクティビティ。

アクティビティメトリクスの待機
待機アクティビティのジャーニーメトリクスには、以下の情報が含まれています。

219

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
ヒントとベストプラクティス

• [Wait completed] – アクティビティを完了したジャーニー参加者の数。
• [Wait date passed] – アクティビティの実行時に到着し、待機日が過去に発生したため、すぐに次のアク
ティビティに移動したジャーニー参加者の数。
• [Currently waiting] – アクティビティで現在待機している参加者の数。

はい/いいえ分割アクティビティメトリクス
はい/いいえ分割アクティビティのジャーニーメトリクスには、以下の情報が含まれています。
• [Total participants] – アクティビティを通過したジャーニー参加者の数。
• [Details for path] – アクティビティの各パスに送られたジャーニー参加者数。

多変量分割アクティビティメトリクス
多変量分割アクティビティのジャーニーメトリクスには、以下の情報が含まれています。
• [Total participants] – アクティビティを通過したジャーニー参加者の数。
• [Details for path] – アクティビティの各パスに送られたジャーニー参加者の数。

ホールドアウトアクティビティメトリクス
ホールドアウトアクティビティのジャーニーメトリクスには、以下の情報が含まれています。
• [Total entered] – アクティビティを通過したジャーニー参加者の数。
• [Participants held out] – アクティビティによってホールドアウトされた結果、ジャーニーを終了した参
加者の数。

ランダム分割アクティビティメトリクス
ランダム分割アクティビティのジャーニーメトリクスには、以下の情報が含まれています。
• [Total participants] – アクティビティを通過したジャーニー参加者の数。
• [Details for path] – アクティビティの各パスに送られたジャーニー参加者の数。

ジャーニーのヒントとベストプラクティス
ジャーニーは柔軟で完全にカスタマイズできるように設計されていますが、ジャーニーの計画、設計、管
理に役立つ基本的な戦略と実践がいくつかあります。成功するジャーニーを設計および管理するためのヒ
ントとベストプラクティスは以下のとおりです。
トピックス
• スコープと設定 (p. 221)
• セグメント (p. 222)
• アクティビティ (p. 223)
• E メールメッセージ (p. 224)
• レビューとテスト (p. 224)
• 分析 (p. 225)
• ライフサイクル管理 (p. 225)
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スコープと設定
ジャーニーでは相互に関連するさまざまなタスクを実行できるため、明確に定義されたジャーニーのシナ
リオを作成することをお勧めします。また、シナリオと目標をサポートするジャーニー設定を選択する必
要があります。ジャーニー設定を使用すると、ジャーニーで参加者を関与させるタイミング、程度、頻度
を決定する制約を確立できます。
シナリオを定義するときには、そのスコープを、カスタマーエクスペリエンスの小さな側面に制限するこ
とを検討してください。Amazon Pinpoint は広範なワークフローを持つ大規模なジャーニーをサポートし
ますが、一連の関連するジャーニーの一部となるようにジャーニーを設計すると、カスタマーエクスペリ
エンスを監視、調整、管理する機会が増えます。
例えば、新しい顧客を歓迎すること、および顧客になってから最初の 7 日間に推奨される最初のステッ
プを顧客に提供することに焦点を当てたジャーニーを設計できます。最初のジャーニーでの各顧客のアク
ションに基づき、最初のエンゲージメントレベルに合わせて調整された後続のジャーニーにアクションを
追加できます。その後のジャーニーでは、最初のジャーニーでエンゲージメントレベルの高かった顧客に
次のステップを提供したり、最初のジャーニーでエンゲージメントレベルの低かった顧客にさまざまな製
品やサービスを宣伝したりすることができます。作成する一連のジャーニーのスコープをより小さくする
ことで、顧客のライフサイクル全体でカスタマーエクスペリエンスを継続的に改善、管理することができ
ます。
シナリオを定義したら、シナリオの目標をサポートするジャーニー設定を選択します。これらの設定
では、ジャーニーのどの部分でも参加者のエンゲージメントレベルを高めることができるタイミング、
程度、頻度を定義します。これらの設定を選択するには、ジャーニーを作成するか、開きます。次に、
「Actions」メニューから「Settings」を選び、「Advanced settings」のセクションを展開します。
主な目標と関連する設定は以下のとおりです。
参加者のローカルタイムゾーンを保存して使用する
開始時刻と終了時刻がスケジュールされているジャーニーの参加者のエンゲージメントを最適化する
には、各参加者のローカルタイムゾーンを使用するようにジャーニーを設定します。これにより、参
加者がこれらのアクティビティに参加する可能性が最も高いときに、ジャーニーのアクティビティを
確実に実行できます。
ただしこの設定の有用性は、参加者のエンドポイント定義にローカルタイムゾーン値を保存するか
どうかによって異なります。この設定を使用し、参加者のエンドポイント定義でタイムゾーンが指
定されていない場合、Amazon Pinpoint は参加者をジャーニーに含めません。この問題を回避するに
は、Timezone 属性を使用して、参加者のタイムゾーン情報を保存します。これは、Amazon Pinpoint
が提供する標準属性です。
クワイエットタイムの競合に対処する
ジャーニーのクワイエットタイムの設定と競合する時間にメッセージを送信するようにアクティビ
ティを設定した場合、Amazon Pinpoint はメッセージを送信しません。クワイエットタイムの終了後
に新しいメッセージを送信します。クワイエットタイム終了後にメッセージの送信を再開した場合、
クワイエットタイム中に保留していたメッセージを送信します。そうでない場合は、保留中のメッ
セージを削除します。
参加者が受信できるメッセージ数を制限する
参加者がジャーニーやプロジェクトから受け取るメッセージが多すぎる場合、それを回避するに
は、24 時間の間に参加者に送信できるメッセージの数を制限します。これは、キャンペーンや他の
ジャーニーでも使用されるセグメントをジャーニーで使用する場合に特に役立ちます。また、特定
のジャーニーでのみ使用するように明示的に設計されたセグメントを作成し、使用することもできま
す。
送信できるメッセージの数を最適化する
ジャーニーに多数の参加者がいて、大量のメッセージを送信する場合は、Amazon Pinpoint がすべて
のメッセージを処理して送信するのに必要な時間を考慮してください。
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例えば、1,000,000人 の参加者にメッセージを送信するジャーニーアクティビティがあり、Amazon
Pinpoint アカウントの最大送信レートがメッセージ 200 件/秒であるとします。一部の参加者は、アク
ティビティの開始から約 80 分後までメッセージを受信しません。これは、E メールアクティビティの
後に待機アクティビティがジャーニーに含まれている場合に特に重要です。待機アクティビティが終
了するまでに Amazon Pinpoint がすべてのメッセージの送信を完了していない場合、参加者は、メッ
セージを受信する前に待機アクティビティに続くアクティビティに移動される場合があります。
このリスクを軽減するには、ジャーニーが 1 秒間に送信できるメッセージの最大数を増やし、アカウ
ントの最大送信レートまで高めることを検討してください。また、アカウントの送信クォータを増や
す (p. 29)ことも検討してください。
参加者がジャーニーに参加できる回数を制限する
ジャーニーの性質と設計に応じて、1 人の参加者が同じジャーニーに参加できる回数を制限します。
この制限を設定しない場合、参加者はジャーニーに参加して、ジャーニーでいくつかのアクティビ
ティを完了し、終了アクティビティに到達してから、再びジャーニーを開始できます。各参加者が 1
回だけジャーニーを開始して完了させることをお勧めします。
参加者がすでにジャーニーのアクティブな参加者である場合、Amazon Pinpoint はその参加者の
ジャーニーへの参加を許可しないことに注意してください。例えば、参加者がジャーニーを開始した
後、お客様がセグメント（セグメント基準に基づく）またはジャーニー（アクティビティ条件に基づ
く）にその参加者を含めるように参加者のエンドポイント定義を更新した場合、Amazon Pinpoint は
その参加者を新しい参加者として追加しません。
参加者がジャーニーを始める機会を最大化する
新しい参加者がジャーニーに追加される頻度は、ジャーニーの最初のアクティビティであるジャー
ニーエントリアクティビティによって決まります。新規または既存の顧客はいつでも参加者になる可
能性があるため、新しいメンバーを頻繁にセグメントに追加するようにエントリアクティビティを設
定することをお勧めします。また、特定のユーザー属性またはイベントに基づいて新しい参加者を自
動的に追加するようにセグメントを設定することもできます。これらの方法でセグメントを設定する
方法の例については、「」を参照してください。Amazon Pinpointで最初のジャーニーを構築するで
AWSメッセージングとターゲティングのブログ。

セグメント
セグメントはキーです。全体的なジャーニーと特定のジャーニーのアクティビティに誰が参加できるかを
決定するのがセグメントです。ジャーニーのセグメントを作成するときには、以下のベストプラクティス
を考慮してください。
専用のテストセグメントを作成する
通常のグループでジャーニーとメッセージをテストする場合は、エンドポイントのみを含むセグメン
トを作成します。その後、特に Amazon Pinpoint が提供するジャーニーテスト機能を使用する場合
に、そのセグメントを一貫性のあるテストフレームワークとして使用できます。このセグメントの作
成方法に関するヒントについては、「ジャーニーの確認とテスト (p. 204)」を参照してください。
複数のセグメントを使用する
ジャーニーエントリアクティビティとして選択できるセグメントは 1 つだけですが、そのセグメント
には複数の小さいセグメントを含めることができます。その後、ジャーニーの後半で、多変量分割ア
クティビティを使用して、参加者をセグメントメンバーシップに基づいて別々のグループに分けるこ
とができます。このアプローチは、各参加者により適したエクスペリエンスを提供するのに役立ちま
す。また、これらのアクティビティは、ターゲットを絞ったより小規模な対象者にメッセージを送信
するため、E メールアクティビティの処理時間を短縮することもできます。
また、参加者が明示的に実行するアクションまたは実行しないアクションに基づいて参加者をセグメ
ント化することもお勧めします。これには、分割アクティビティを使用します。例えば、はい/いい
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え分割アクティビティを使用して、参加者がメッセージ内のリンクをクリックした場合は [はい] パス
を、そうでない場合は [いいえ] パスを送信できます。アクションがない場合は、フォローアップ活動
を通じて参加者に再参加の機会を提供することができます。
セグメントとエンドポイントを削除しない
アクティブなジャーニーの一部であるセグメントは、維持することをお勧めします。アクティブな
ジャーニーで使用されているセグメントを削除すると、ジャーニーが失敗して実行が停止する可能性
があります。ジャーニーが継続されると、セグメントの一部であった参加者が、途中でジャーニーか
ら削除される可能性があります。そのような参加者はさらに、参加した最後のアクティビティの分析
データで「除外」されたと報告されます。この場合、分析データの有用性が損なわれます。つまり、
ジャーニーから自らの意思で抜けた参加者と、お客様が削除した参加者を区別することができなくな
るからです。
カスタム属性を活用する
ジャーニー参加者をより簡単に特定してセグメントに追加するには、アプリケーションがエンドポイ
ントを作成または更新するときに、カスタムのジャーニー固有の属性をエンドポイントに追加するこ
とを検討してください。その後、この属性を使用して、ユーザーまたはエンドポイントをジャーニー
に参加する必要がある対象として識別できます。

アクティビティ
アクティビティは、あらゆるジャーニーの構成要素です。したがって、各アクティビティのタイプと設
定、およびアクティビティ間の関係を選択するときには、以下のガイドラインを考慮してください。
エントリアクティビティを最適化する
新しい参加者がジャーニーに追加される頻度は、ジャーニーの最初のアクティビティであるエントリ
アクティビティによって決まります。アクティビティに基づいて参加者を追加するか (例えば、特定の
音楽をダウンロードするユーザーを追加する)、または既存のセグメントから参加者を追加できます。
新規または既存の顧客はいつでも参加者になる可能性があるため、関連するセグメントが頻繁に更新
される (参加者の追加が行われる) ようにエントリアクティビティを設定することをお勧めします。こ
れにより、参加者がジャーニーを開始する機会を最大限に高めることができます。
セグメントおよび参加者データの変更に備える
アクティビティのセグメント条件の評価は、セグメントの各参加者 (エンドポイント) の最新データ
に基づいており、このデータは時間と経過ともに変化する可能性があります。例えば、参加者のお気
に入りの食べ物が、アクティビティ開始時点ではピザであるとします。その参加者はその後、ホット
ドッグに好みを変更することができます。この場合、後続のアクティビティでは、ピザではなくホッ
トドッグに対する参加者の好みに基づいて参加者を評価します。これらな変更に備えるための方法の
1 つは、変更を予測し、参加者を適切なパスに送る分割アクティビティを使用することです。
Else パスを活用する
多変量分割アクティビティには、Else パスに加えて、最大 4 つのパス（それぞれ独自の基準を持つ）
を含めることができます。Else パスは、他のパスの基準を満たさない参加者向けです。したがって、
ジャーニーの設計時に考慮しなかった可能性のある予期しないケースや異常なケースを処理するため
の絶好の機会となります。
イベントデータの受信の遅延を考慮する
E メールの開封などの一部のイベントデータは、参加者の E メールプロバイダーから受信した情報
に基づいています。プロバイダーによっては、この情報を直ちに当社に送信するものもあれば、あま
り頻繁には送信しないものもあります。このような遅延は、参加者のエクスペリエンスに影響を与え
る可能性があります。Amazon Pinpoint がアクティビティの条件としてイベントを評価するとき、参
加者のイベントデータがない場合は、参加者を [いいえ] パスに移動します。このリスクを軽減するに
は、E メールアクティビティの直後に実行されるアクティビティの評価スケジュールにバッファ時間
を追加します。
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連続する E メールアクティビティを回避する
2 つ以上の E メールアクティビティの間には、待機またはその他のタイプのアクティビティを挿入す
ることをお勧めします。これは、Amazon Pinpoint がメッセージを処理および送信するのに要する時
間、およびメッセージを受信する参加者の遅延を考慮するのに役立ちます。
Use re-entry intervals
エンドポイントがジャーニーを再開するまでの間隔を設定します。再開までの間隔を設定すること
で、ユーザーがメッセージを受け取るまでの時間を空け、より良いユーザーエンゲージメントを生み
出すとともに、メッセージがスパムとして処理される可能性を低くできます。

E メールメッセージ
E メールを送信するための一般的なヒントとベストプラクティス (p. 53)に加えて、ジャーニーを作成する
前に次のことを検討してください。
専用の「差出人」アドレスを作成する
ジャーニーから送信するすべてのメッセージに専用の E メールアドレスまたはドメインを使用する
ことを検討してください。これにより、参加者がジャーニーから受け取るすべてのメッセージで一貫
したエクスペリエンスが提供されます。また、各参加者は E メールアプリケーションの設定を調整
して、ジャーニーのすべてのメッセージが受信トレイに届くようにすることもできます。さらに、配
信性能ダッシュボード (p. 40)にサブスクライブする場合、専用のアドレスまたはドメインを使用する
と、特定のジャーニーの高度な分析データに簡単にアクセスできます。メッセージ送信専用のアドレ
スまたはドメインを設定する方法については、「the section called “E メール ID の検証” (p. 22)」を参
照してください。
E メールチャネルを正しく設定したことを確認する
ジャーニーを公開する前に、Amazon Pinpoint アカウントに本番環境へアクセスするための E メー
ル (p. 22)があることを確認してください。このアクセスがない場合、アカウントはサンドボックス環
境にあります。つまり、参加者はジャーニーからのメッセージを受信できない可能性があります。(サ
ンドボックス環境では、限られた数のメッセージのみを送信でき、特定の E メールアドレスのみに
メッセージを送信できます。) また、アカウントの送信クォータと送信レートが、ジャーニーから送信
する予定のメッセージ数をサポートできることを確認してください。Amazon Pinpoint コンソールの
[Email Settings] ページで、アカウントの送信クォータおよび送信レートを確認できます。
関連するメッセージテンプレートのコレクションを設計する
計画プロセスの初期段階では、ジャーニーに含める予定の E メールアクティビティごとにメッセー
ジテンプレートを設計して作成することをお勧めします。これにより、すべてのメッセージのデザ
インが一貫していることを確認できます。また、これにより、各メッセージはジャーニーの対応する
フェーズに固有となり、最適化されることが保証されます。例えば、新規顧客を歓迎しているジャー
ニーに、3 つの E メールテンプレートがあるとします。3 つのテンプレートとは、基本情報を含むテ
ンプレート、最初のメッセージでリンクをクリックしたユーザーの中間情報を含むテンプレート、
および最初のメッセージでリンクをクリックしなかったユーザーの修正された基本情報を含むテンプ
レートです。

レビューとテスト
Amazon Pinpoint には、ジャーニー中の設定エラーを確認して警告するレビュー機能が含まれています。
また、エラーを見つけて修正するプロセスを簡素化します。エラーのあるアクティビティまたは設定を見
つけるには、エラーの説明をクリックします。
エラーを修正するには、[Review your journey] ペインに表示される推奨事項に従ってください。ジャー
ニーを公開する前に、この機能を使用してエラーをレビューし、修正することをお勧めします。ベストプ
ラクティスとして、このレビュープロセスを複数回完了してから、ジャーニーを公開することをお勧めし
ます。
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Amazon Pinpoint には、テストプロセスを合理化するテスト機能も含まれています。ジャーニーのレ
ビュープロセスが完了したら、この機能を使用して、テスト参加者のグループをジャーニーに送信できま
す。
テスト参加者のみがジャーニーに参加できるように、この機能を備えた専用のテストセグメントを作成し
て使用できます。テストを迅速化するために、アクティビティの待機時間を短縮または排除するようにこ
の機能を設定できます。ジャーニーを公開する前に、この機能を使用して、ジャーニーから送信される各
メッセージを含めて、ジャーニーのすべての側面をテストすることを強くお勧めします。
ジャーニーのレビューとテストの詳細については、「the section called “ジャーニーの確認とテス
ト” (p. 204)」をご覧ください。

分析
ジャーニーを公開すると、Amazon Pinpoint は、ジャーニー全体および個々のジャーニーアクティビティ
に適用されるいくつかのタイプの標準メトリクスの分析データの収集と集約を自動的に開始します。これ
らのメトリクスを定期的かつ頻繁にレビューすることを強くお勧めします。
特に、これらのメトリクスは、Amazon Pinpoint がアクティビティを評価または実行しようとしたときに
発生した可能性のある障害やエラーなど、対処すべき問題に関する重要な洞察を提供します。これらのメ
トリクスは総じて、ジャーニーで正常に機能するものとそうでないものを判断するのに役立ち、将来的に
より効果的なジャーニーを設計するのに役立ちます。使用可能なメトリクスとその表示方法の詳細につい
ては、「the section called “ジャーニーメトリクスの表示” (p. 209)」を参照してください。
Amazon Pinpoint は、分析データを自動的に 90 日間保存します。ジャーニーの予想所要時間や組織の長期
保存とレポートのニーズに応じて、基になるイベントデータを 90 日間以上保存することができます。こ
のため、Amazon Pinpoint が Amazon Kinesis Data Streams または Amazon Kinesis Data Firehose にデー
タをエクスポートするように設定することをお勧めします。データを Amazon Kinesis にエクスポートす
ると、他のサービスやアプリケーションを使用して、より詳細な分析またはレポートを実行することもで
きます。詳細については、「the section called “イベントデータのストリーミング” (p. 254)」を参照して
ください。

ライフサイクル管理
開発や実行のさまざまな段階を経てジャーニーを進める際には、ジャーニーのライフサイクルの各段階で
次の点に留意してください。また、問題が発生した場合はいつでもジャーニーを停止（キャンセル）する
ことができます。
[Phase]

説明

ドラフト

ジャーニーは開発中であり、まだ公開されていま
せん。
このフェーズでは、セグメント、アクティビ
ティ、設定など、ジャーニーのあらゆる側面を変
更できます。Amazon Pinpoint の機能を活用して、
ジャーニーのレビューとテストを行うこともでき
ます。レビューとテストのプロセスは、必要な回
数だけ繰り返すことができます。

アクティブ

ジャーニーは開発、レビュー、テスト、公開され
ました。ジャーニーのスケジュールに応じて、現
在実行中であるか、後で実行を開始するようにス
ケジュールされている場合があります。
このフェーズでは、アクティビティをジャーニー
に追加、変更、または削除することはできませ
ん。
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[Phase]

説明

クローズ

ジャーニーは開発、レビュー、テスト、公開され
ました。実行が開始され、新しい参加者に対して
は閉鎖されています。
ジャーニーのスケジュールや設定によっては、終
了予定時刻を過ぎている場合もあります。また
は、ジャーニーが開始予定時間を過ぎている場
合もあります。この場合は、エントリアクティビ
ティが新しいセグメントメンバーを追加しないよ
うに設定されています。
このフェーズでは、新しい参加者をジャーニーに
追加することはできません。また、既存の参加者
が初めてジャーニーに参加することもできませ
ん。ただし、アクティビティの開始を現在待機し
ている既存の参加者は、ジャーニーを再開できま
す。

停止

ジャーニーは開発、レビュー、テスト、および
公開され、その後停止されました。停止された
ジャーニーを再開することはできません。ジャー
ニーをもう一度作成する必要があります。
ジャーニーを停止した場合、Amazon Pinpoint は進
行中のアクティビティが完了するまで、そのアク
ティビティを継続します。また、Amazon Pinpoint
は、アクティビティが完了するまで、それらのア
クティビティに関する分析データを収集・集計し
続けます。これは、ジャーニーを停止したときに
完了したアクティビティについても同様です。
このフェーズでは、アクティビティをジャーニー
に追加、変更、または削除することはできませ
ん。また、Amazon Pinpoint はジャーニーの評価を
停止し、開始されていないアクティビティを実行
しません。
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Amazon Pinpoint を使ってテスト
メッセージを送信する
Amazon Pinpoint では、テストメッセージを送信することができます。テストメッセージとは、特定の受
信者に直接送信する 1 回限りのメッセージを指します。メッセージの配信性能をテストしたいときや、
メッセージが受信者に対してどのように表示されるのかを確認したいとき、テストメッセージの送信が役
立ちます。テストメッセージは、Amazon Pinpoint でサポートされている任意のチャネルを使用して送信
できます。
送信するテストメッセージごとに料金が発生します。ただし、テストメッセージを送信しても、毎月の対
象デバイス (MTA) に基づく料金はかかりません。詳細については、「Amazon Pinpoint pricing」を参照し
てください。
Amazon Pinpoint コンソールを使用してテストメッセージを送信する場合、メッセージのタイプに応じ
て、最大 15 人の受信者にメッセージを送信できます。テストメッセージはセグメントに送ることはで
きません。個々のユーザーに送る必要があります。さらに、Amazon Pinpoint はテストメッセージをす
ぐに配信します。テストメッセージの配信をスケジュールすることはできません。最後に、テストメッ
セージからは、オープン率、クリック率、バウンス率などのメッセージングメトリクスは生成されませ
ん。メッセージをセグメントに送信したり、メッセージの配信をスケジュールしたり、メッセージのメ
トリクスデータを取得したりする場合は、テストメッセージを送信するのではなく、キャンペーンを作
成 (p. 150)してください。
コンソールからテストメッセージを送信するには、Amazon Pinpoint コンソールの [Test messaging] ペー
ジを使用します。

[Test messaging] ページを開くには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、テストメッセージを送信するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Test messaging] を選択します。

テスト E メールメッセージの送信
テスト E メールメッセージを送信するには、E メールチャネルが有効になっているプロジェクトを使用す
る必要があります。新しいプロジェクトを作成し、そのプロジェクトの E メールチャネルを有効にする方
法については、「Amazon Pinpoint の E メールチャンネルのセットアップ (p. 22)」を参照してください。
既存のプロジェクトで E メールチャネルを有効にする方法については、「Amazon Pinpoint E メールチャ
ンネルの管理 (p. 28)」を参照してください。

テスト E メールメッセージを送信するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、テストメッセージを送信するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Test messaging] を選択します。

4.

[Test messaging] ページの [Channel] で、[E メール] を選択します。

5.

[Destination type] で、メッセージの送信先として以下のいずれかを選択します。
• E メールアドレス – 各送信先は、受信者の E メールアドレスです。
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• エンドポイント ID – 各送信先は、プロジェクトのエンドポイントに割り当てられた一意の ID で
す。
6.

送信先タイプの選択内容に応じて、1 つ以上のエンドポイント IDまたはE メールアドレスを入力しま
す。最大 15 個の値を入力できます。複数の値を区切るには、カンマを使用します。

7.

[Message content] で、[Create a new message] または [Use an existing template] を選択します。
既存のテンプレートを使用する場合は、[テンプレート] リストでテンプレートを選択します。テン
プレートを選択すると、Amazon Pinpoint にはそのテンプレートのアクティブなバージョンのプレ
ビューが表示されます。通常、アクティブバージョンは、ワークフローに応じてレビューおよび使用
が承認されたテンプレートのバージョンです。
新しいメッセージを作成する場合は、[Subject] フィールドで件名を、[Message] でメッセージ本文を
指定します。

Tip
HTML またはデザインビューを使用して、メッセージ本文を入力できます。HTML ビューで
は、フォーマット、リンク、およびメッセージに含めるその他の機能など、メッセージ本
文の HTML コンテンツを手動で入力することができます。デザインビューでは、リッチテ
キストエディタを使用してメッセージ本文の内容を入力できます。書式設定ツールバーを
使用して、書式設定を適用し、リンクやその他の機能をメッセージ本文に追加できます。
ビューを切り替えるには、メッセージエディタの上にあるビューセレクタから [HTML] また
は [Design] を選択します。

8.

必要に応じて、メッセージエディタのフィールドで、E メールアプリケーションに HTML コンテンツ
が表示されない受信者に送信されるメッセージの本文に表示するコンテンツを入力します。
終了したら、[Send message] を選択します。

テストプッシュ通知の送信
テストプッシュ通知を送信するには、プッシュ通知チャネルが 1 つ以上有効になっているプロジェクトを
使用する必要があります。新しいプロジェクトを作成し、プッシュ通知チャネルを有効にする方法につい
ては、「Amazon Pinpoint モバイルプッシュチャネルをセットアップする (p. 17)」を参照してください。
既存のプロジェクトでプッシュ通知チャネルを有効にする方法については、「Amazon Pinpoint を使用し
たモバイルプッシュチャンネルの管理 (p. 18)」を参照してください。
プロジェクトに対して 1 つ以上のプッシュ通知チャンネルを有効にすると、それらのチャンネルを通じて
テストプッシュ通知を送信できます。

テストプッシュ通知を送信するには
1.
2.
3.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
[All projects] ページで、テストメッセージを送信するプロジェクトを選択します。
ナビゲーションペインで、[Test messaging] を選択します。

4.
5.

[Test messaging] ページの [Channel] で、[プッシュ通知]を選択します。
[Destination type] で、メッセージの送信先として以下のいずれかを選択します。

6.

• エンドポイント ID – 各送信先は、プロジェクトのエンドポイントに割り当てられた一意の ID で
す。
• デバイストークン – 各送信先は、メッセージを送信するアプリケーションのインスタンスに割り当
てられたトークンです。例えば、この値には、Apple プッシュ通知サービス (APNs) によって割り当
てられたデバイストークンや Firebase Cloud Messaging (FCM) によって割り当てられた登録トーク
ンを使用できます。
送信先タイプの選択内容に応じて、1 つ以上のエンドポイント IDまたはデバイストークンを入力しま
す。最大 15 個の値を入力できます。複数の値を区切るには、カンマを使用します。
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デバイストークンを送信先タイプとして使用する場合は、1 つのプッシュ通知サービスに関連付けら
れたトークンのみを指定してください。Amazon Pinpointは、メッセージの送信ごとに、1 つのプッ
シュ通知サービスからメッセージを送信することができます。
宛先タイプとしてエンドポイント ID を使用する場合、この制限は適用されません。任意のプッシュ通
知サービスを使用するエンドポイントを指定できます。
7.

プッシュ通知サービスでは、メッセージの送信に使用するプッシュ通知サービスを指定します。エン
ドポイント ID を送信先タイプとして使用する場合、Amazon Pinpoint がサービスを自動的に検出しま
す。

8.

通知タイプで、送信するテストメッセージのタイプを指定します。
• スタンダードメッセージ – タイトル、メッセージ本文、その他のコンテンツと設定を含むプッシュ
通知です。受信者は、メッセージを受け取るときにモバイルデバイスでアラートを受信します。
• Raw メッセージ – 通知のすべてのコンテンツと設定を JSON オブジェクトとして指定するプッシュ
通知です。このタイプの通知は、カスタムデータをプッシュ通知サービスではなくアプリケーショ
ンに送信して、そのアプリケーションで処理する場合などに役立ちます。このオプションを選択
すると、[message editor] にはメッセージに使用するコードの概要が表示されます。メッセージ
エディタで、各プッシュ通知サービスに使用する設定を入力します。指定するオプション設定 (イ
メージ、音声、アクションなど) を含めます。詳細については、使用するプッシュ通知サービスの
ドキュメントを参照してください。すべての未加工メッセージコンテンツの入力が終了したら、ス
テップ 12 に進みます。

9.

[Message] の [Message content] で、[Create a new message] または [Use an existing template] を選
択します。
既存のテンプレートを使用する場合は、[テンプレート] リストでテンプレートを選択します。リスト
からテンプレートを選択すると、Amazon Pinpoint にはそのテンプレートのアクティブなバージョン
のプレビューが表示されます。(通常、アクティブバージョンは、ワークフローに応じてレビューおよ
び使用が承認されたテンプレートのバージョンです。) テンプレートの選択が完了したら、ステップ
12 に進みます。
新しいメッセージを作成する場合は、メッセージの [Title] と [Body] を指定します。

10. アクションで、受信者が通知をタップした場合に発生するアクションを選択します。
• アプリケーションの起動 – アプリケーションが起動します。またはバックグラウンドに送信された
場合はフォアグラウンドアプリケーションになります。
• [Go to URL] — 受信者のデバイス上でデフォルトのモバイルブラウザが起動し、指定した URL の
ウェブページが開きます。例えば、このアクションはユーザーにブログの投稿を送信するのに役立
ちます。
• ディープリンクを開く – アプリケーションが開き、アプリケーションに指定されたユーザーイン
ターフェイスが表示されます。ディープリンクは、iOS および Android の機能です。例えば、この
アクションはユーザーをアプリケーション内購入用の特別なキャンペーンに誘導するのに役立ちま
す。
11. (オプション) [Media URLs] セクションでは、メッセージに表示されるメディアファイルをポイントす
る URL を指定します。プッシュ通知サービスがファイルを取得できるよう、その URL はパブリック
にアクセス可能である必要があります。
12. 終了したら、Send messageを選択します。

テスト SMS メッセージの送信
テスト SMS メッセージを送信するには、SMS チャネルが有効になっているプロジェクトを使用する必
要があります。新しいプロジェクトを作成し、SMS プロジェクトを有効にする方法については、「the
section called “設定する” (p. 60)」を参照してください。既存のプロジェクトで SMS チャネルを有効にす
る方法については、「Amazon Pinpoint SMS チャンネルの管理 (p. 88)」を参照してください。
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テスト SMS メッセージを送信するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、テストメッセージを送信するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Test messaging] を選択します。

4.

[Test messaging] ページの [Channel] で、SMS を選択します。

5.

[Destination type] で、メッセージの送信先として以下のいずれかを選択します。
• 電話番号 – 各送信先は、受信者の電話番号です。
• エンドポイント ID – 各送信先は、プロジェクトのエンドポイントに割り当てられた一意の ID で
す。

6.

送信先タイプの選択内容に応じて、1 つ以上のエンドポイント IDまたは電話番号を入力します。最大
15 個の値を入力できます。複数の値を区切るには、カンマを使用します。
電話番号を送信先タイプとして使用する場合は、番号を E.164 形式で指定します。E.164 は、国際的
な音声通信に使用される電話番号の構造の規格です。この形式に従う電話番号には通常最大 15 桁を
設定でき、プラス記号 (+) および国コードのプレフィックスがついています。例えば、E.164 形式の
米国の電話番号は「+12065550100」と表示されます。

7.

(オプション) 送信元電話番号で、メッセージの送信元となる電話番号を選択します。このリストに
は、お客様のアカウントに関連付けられたすべての専用電話番号が含まれています。アカウントに複
数の専用電話番号があり、発信元番号を選択しない場合、Amazon Pinpoint はアカウント内のショー
トコードを探し、見つかった場合は、そのショートコードを使用してメッセージを送信します。お客
様のショートコードが見つからない場合は、10DLC 番号 (米国の受信者のみ)、フリーダイヤル番号
(米国の受信者のみ)、ロングコードの順で探します。

8.

[メッセージタイプ] で、以下のいずれかを選択します。
• プロモーション - マーケティングメッセージなどの非クリティカルなメッセージ。このオプション
を選択すると、Amazon Pinpoint は、最も低いコストが発生するようにメッセージ配信を最適化し
ます。
• トランザクション – 多要素認証のワンタイムパスワードなど、顧客のトランザクションをサポート
するクリティカルメッセージ。このオプションを選択すると、Amazon Pinpoint は、メッセージ配
信を最も高い信頼性の実現のために最適化します。

Note
このメッセージレベルの設定は、プロジェクトの[設定] ページで選択するデフォルトのメッ
セージタイプを上書きします。
9.

[Message] の [Message content] で、[Create a new message] または [Use an existing template] を選
択します。
既存のテンプレートを使用する場合は、[テンプレート] リストでテンプレートを選択します。リスト
からテンプレートを選択すると、Amazon Pinpoint にはそのテンプレートのアクティブなバージョン
のプレビューが表示されます。(通常、アクティブバージョンは、ワークフローに応じてレビューおよ
び使用が承認されたテンプレートのバージョンです。) テンプレートの選択が完了したら、ステップ
10 に進みます。
新しいメッセージを作成する場合は、[Message] フィールドでメッセージの内容を指定します。

10. (オプション) 送信者 IDに、少なくとも 1 つの文字を含み、スペースは含まない、11 文字以内の英数
字のカスタム ID を入力します。送信者 ID は、受信者のデバイスにメッセージ送信者として表示され
ます。例えば、メッセージソースを識別しやすいように、ビジネスブランドを使用できます。
送信者 ID のサポートについては、国、リージョン、またはその両方によって異なります。詳細につい
ては、「サポートされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)」を参照してください。
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このメッセージレベルの送信者 ID は、プロジェクトの[設定] ページで選択するデフォルトの送信者
ID を上書きします。
11. 終了したら、[Send message] を選択します。
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Amazon Pinpoint 分析
Amazon Pinpoint によって提供される分析を使用すると、ユーザーの参加、キャンペーンのアウトリー
チ、収益などに関連する傾向を表示して、ユーザーベースを把握できます。
ユーザーがプロジェクトとやり取りする際に、Amazon Pinpoint はこれらのやり取りに関する分析データ
を収集して保存します。ユーザーの取り組みレベル (p. 236)、購入アクティビティ (p. 239)、デモグラ
フィック (p. 242)などの分野について知ることができるデータを表示できます。例えば、モバイルアプ
リケーションを使用している場合、毎日アプリケーションを開いているくユーザー数、時刻、アプリケー
ションによって生み出された収益を示すグラフやメトリクスを表示できます。
デバイスの属性に関するグラフを表示することで、アプリケーションがインストールされているプラット
フォームおよびデバイスを確認することもできます。モバイルアプリケーションのこれらのメトリクスと
その他のメトリクスをレポートするには、アプリケーションはサポートされている AWS モバイル SDK
のうち 1 つを使用して Amazon Pinpoint と統合されている必要があります。詳細については、Amazon
Pinpoint デベロッパーガイドの「Amazon Pinpoint をアプリケーションと統合する」を参照してくださ
い。
キャンペーンの分析 (p. 243)をモニタリングすることで、キャンペーンの成果を全体的および個別に確
認することもできます。例えば、送信されたメッセージまたはプッシュ通知の合計数、ユーザーが開いた
メッセージまたはプッシュ通知の割合、オプトアウト率、およびその他の情報を確認できます。A / B テス
トを含むキャンペーンを作成する場合は、分析を使用して、キャンペーン処理の有効性を比較することも
できます。例えば、キャンペーンメッセージの特定のバリエーションを受け取るとユーザーがモバイルア
プリケーションを開く可能性が高くなるかどうかを評価できます。
アイテムの購入やアプリケーションのアップグレードなど、変換プロセスの各ステップを完了するユー
ザー数を分析するには、ファネル (p. 253)を作成してモニタリングします。
Amazon Pinpoint の外でイベントデータを分析および保存するには、Amazon Kinesis にデータをストリー
ミングする (p. 254)よう Amazon Pinpoint を設定します。
トピック
• Amazon Pinpoint 分析グラフリファレンス (p. 232)
• Amazon Pinpoint を使用したファネルグラフの作成 (p. 253)
• Amazon Pinpoint によるイベントのストリーミング (p. 254)

Amazon Pinpoint 分析グラフリファレンス
Amazon Pinpoint コンソールの [分析] ページには、キーメトリクスの概要が表示されます。また、キャン
ペーン、人口統計、ファネル、使用状況、収益などに関する詳細を示すダッシュボードも表示されます。
詳細な分析のために、これらのたくさんのダッシュボードを日付でフィルタリングすることができます。
また、イベントやチャンネルなどの他の属性でこれらのダッシュボードをフィルタリングすることもでき
ます。
トピック
• Amazon Pinpoint 分析のエンドポイントおよびユーザー (p. 233)
• ダッシュボードのエクスポート (p. 233)
• グラフの概要 (p. 233)
• 使用状況グラフ (p. 236)
• 収益グラフ (p. 239)
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• イベントグラフ (p. 241)
• デモグラフィックグラフ (p. 242)
• キャンペーングラフ (p. 243)
• トランザクションメッセージンググラフ (p. 248)

Amazon Pinpoint 分析のエンドポイントおよびユー
ザー
これらのダッシュボードのグラフとメトリクスには、エンドポイントに関するデータを提供するものがあ
ります。他は、ユーザーに関するデータを提供します。
エンドポイントは、ユーザーのモバイルデバイス、E メールアドレス、電話番号など、メッセージの送信
先を表します。エンドポイントに関するデータを表示する前に、アプリケーションはエンドポイントを
Amazon Pinpoint に登録する必要があります。または、エンドポイントの定義をインポートする必要があ
ります。
ユーザーは、一意のユーザー ID を持つ個人です。この ID は、1 つまたは複数のエンドポイントに割り当
てられます。例えば、ユーザーが複数のデバイスでアプリケーションを使用する場合、アプリケーション
はそのユーザーのユーザー ID を各デバイスのエンドポイントに割り当てることができます。ユーザーに関
するデータを表示する前に、アプリケーションはエンドポイントにユーザー ID を割り当てる必要がありま
す。または、ユーザー ID を含むエンドポイントの定義をインポートする必要があります。
モバイルアプリケーション内でのエンドポイントの登録とユーザー ID の割り当ての詳細について
は、Amazon Pinpoint デベロッパーガイドの「アプリケーションでエンドポイントを登録する」を参照し
てください。エンドポイントの登録とユーザー ID の割り当ての詳細については、Amazon Pinpoint デベ
ロッパーガイドの「Amazon Pinpoint へのエンドポイントの追加」を参照してください。エンドポイント
定義のインポートの詳細については、「セグメントのインポート (p. 140)」を参照してください。

ダッシュボードのエクスポート
Amazon Pinpoint コンソールの [分析] ページに表示されるダッシュボードからデータをエクスポートする
ことができます。ダッシュボードからデータをエクスポートすると、Amazon Pinpoint は、ダッシュボー
ドの各セクションのデータを含むカンマ区切り値 (csv) ファイルを含む zip ファイルを作成します。これら
の .csv ファイルは、最新のスプレッドシートまたはデータ分析アプリケーションで開くことができます。
ダッシュボードからデータをエクスポートするには、データのデータ範囲 (該当する場合は、他の属性) を
選択し、[Download CSV] を選択します。

グラフの概要
[Analytics overview] ページには、プロジェクトのエンドポイント、使用状況、キャンペーン応答の概要を
示す複数のグラフおよびメトリクスが含まれています。プロジェクトのトランザクション E メールメッ
セージを送信した場合、このページにはそれらのメッセージへの応答に関する情報についても説明しま
す。

分析の概要グラフ表示
Amazon Pinpoint コンソールの[Analytics overview] ページでチャートとメトリクスを表示するには、以下
のステップを完了します。日付でデータをフィルタリングできます。

分析の概要のグラフおよびメトリクスを表示してフィルタリングするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
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2.

[All projects] ページで、分析データを表示するプロジェクトを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで、[Analytics] を選択します。
(オプション) 特定の日付または日付範囲のデータを表示するフィルタを適用するには、ページの上部
にある日付セレクタを使用して、必要な期間を選択します。新しい日付を選択した後、ページが更新
され、選択した期間のデータが表示されます。

グラフの説明
[Analytics overview] ページは、「アプリケーション分析 (p. 234)」、「キャンペーンの分
析 (p. 234)」、「トランザクションメール (p. 235)」の 3 つのセクションで構成されています。

アプリケーション分析
[App analytics] セクションでは、アプリケーションまたはプロジェクトに関係する、一般的に使用される
メトリクスの一部を紹介します。
Daily active endpoints
24 時間で少なくとも 1 回アプリケーションを開いたエンドポイントの数を、選択した期間内の日ご
とに示します。また、期間全体の 1 日あたりのアクティブエンドポイント数と、期間の最初から最後
までの 1 日あたりのアクティブエンドポイント数の変化の割合を示します。アプリケーションやプロ
ジェクトに多数のエンドポイントが含まれている場合、Amazon Pinpoint がこのデータを表示するま
でに最大 6 時間の遅延が発生する可能性があります。
Monthly active endpoints
過去 30 日間に少なくとも 1 回アプリケーションを開いたエンドポイントの数を、選択した期間の日
ごとに示します。また、期間全体の 1 か月あたりのアクティブエンドポイントの平均数と、期間の最
初から最後までの 1 か月あたりのアクティブエンドポイント数の変化の割合 (%) を示します。アプ
リケーションやプロジェクトに多数のエンドポイントが含まれている場合、Amazon Pinpoint がこの
データを表示するまでに最大 6 時間の遅延が発生する可能性があります。
新しいエンドポイント
最初に Amazon Pinpoint で登録されたエンドポイントの数を、選択した期間の日ごとに示します。ま
た、期間全体の新規エンドポイントの平均数と、期間の最初から最後までの新規エンドポイントの数
の変化の割合 (%) を示します。
7-day retention rate
8 日以内にアプリケーションを開いたユーザーのうち、その後の 7 日間のある時点で再度アプリケー
ションを開くユーザーの割合を示します。このグラフには、全期間の平均 7 日間保持率、期間中の平
均 1 日保持率、期間開始時と終了時の保持率の変化率も示されてあいます。
セッション
アプリケーションが開かれた合計回数を、選択された期間の日ごとに表示します。また、期間全体の
1 日あたりの平均セッション数と、期間の最初から最後までのセッション数の変化の割合 (%) を示し
ます。
Revenue
アプリケーションによってレポートされる収益 (USD) を、選択した期間の日ごとに表示します。ま
た、期間全体の総収益と、期間の最初から最後までの収益の変化の割合 (%) を示します。

キャンペーンの分析
[Campaign analytics] セクションには、キャンペーンの成功を理解するのに役立つ重要なメトリクスがいく
つか含まれています。このセクションのメトリクスは、現在のプロジェクトのすべてのキャンペーン向け
に集約されたメトリクスです。
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アクティブなターゲット可能なエンドポイント
現在プロジェクトのステータスがアクティブで、少なくとも 1 つのチャネルでメッセージを受信する
ようにオプトインされているエンドポイントの数、および各チャネルのアクティブなターゲットエン
ドポイントの数 (プッシュ通知、E メール、SMSなど) が表示されます。
キャンペーン
選択された期間にアクティブだったキャンペーンに関する情報を示します。このセクションでは、次
の情報を紹介します。
アクティブなキャンペーン
現在アクティブなキャンペーンの数。
配信されたメッセージ
対象となる受信者に配信されたメッセージの数。Amazon Pinpoint では、送信したメッセージの
数からバウンスしたメッセージの数を引いて、この数を算出します。
Delivery rate
メッセージを受信した対象のエンドポイントの割合 (%)。Amazon Pinpoint では、対象の受信者に
配信されたメッセージ数を、送信したメッセージの合計数で除算してこの割合を算出します。
オプトアウト率
お客様のメッセージを受信してからオプトアウトしたユーザーの割合 (%)。Amazon Pinpoint は、
お客様のメッセージを受信してオプトアウトした受信者の数を決定し、その数を選択した期間中
にアクティブだった受信者の数で割ることによって、この率を計算します。(受信者は、E メール
内のサブスクリプション解除のリンクをクリックするか、SMS メッセージにキーワード STOP を
返信することでオプトアウトすることができます)。一人の受信者が複数回オプトアウトした場
合、受信者は 1 回のみカウントされます。
E メールのオープン率
お客様からのメッセージを開いた受信者の割合 (%)。Amazon Pinpoint は、送信されて受信者に開
かれた E メールメッセージの数を受信者が受信したメッセージの数で割って、この割合を計算し
ます。
プッシュオープン率
受信者によって開かれたプッシュ通知の割合。Amazon Pinpoint では、プッシュ通知を開いた受
信者の数を、受信者が受信したプッシュ通知の数で割ってこの割合を算出します。
[Endpoint deliveries (エンドポイントの配信)]
選択した期間のそれぞれの日にメッセージを受信した一意のエンドポイントの平均数。グラフで
は、選択した期間のそれぞれの日にメッセージを受信した一意のエンドポイントの数を示しま
す。

トランザクションメール
[Transactional email] セクションには、選択した期間中に送信したトランザクションの E メールメッセー
ジに対する反応に関する情報を提供するグラフおよびメトリクスが含まれています。このセクションに
は、キャンペーンから送信したメッセージまたはその他の種類のチャネルを通じて送信したトランザク
ションメッセージに関する情報が含まれていないことにご注意ください。また、このセクションに新しい
データが表示されるまでに最大 2 時間かかることがあります。
送信済み
送信されたトランザクションメッセージの数。
• 平均 – 選択した期間の各日に送信されたメッセージの平均数。
• 合計 – 選択した期間に送信されたメッセージの合計数。
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• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に送信されたメッセージ数の間の変化の割合。この
値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にトランザクション E メールメッセージが送
信されなかったことを示します。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化
率を計算することができません。
配信済み
対象となる受信者に配信されたトランザクションメッセージの数。
• 平均 – 選択した期間の各日に配信されたメッセージの平均数。
• 合計 – 選択した期間に配信されたメッセージの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に配信されたメッセージ数の間の変化の割合。この
値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にトランザクション E メールメッセージが配
信されなかったことを示します。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化
率を計算することができません。
[オープン済み]
受信者によって開封されたトランザクションメッセージの数。
• 平均 – 選択した期間の各日に開封されたメッセージの平均数。
• 合計 - 選択した期間に開封されたメッセージの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に開封されたメッセージ数の間の変化の割合。この
値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にトランザクション E メールメッセージが開
かれなかったことを示します。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率
を計算することができません。
クリック済み
受信者がトランザクションメッセージのリンクをクリックした回数。
• 平均 – 選択した期間の各日に発生したクリックの平均数。
• 合計 – 選択した期間に発生したクリックの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に発生したクリック数の間の変化の割合。この
値がエムダッシュ (-) である場合、期間の最初の日にクリックが発生しなかったことを示しま
す。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算することができませ
ん。
1 人の受信者が E メール内の複数のリンクをクリックするか、同じリンクを複数回クリックした場合
は、クリックごとに別のクリックイベントとしてカウントされます。

使用状況グラフ
[Usage] ページには、アプリケーションの使用頻度と、ユーザーの関心を引きつけることができた時間を
示すグラフが含まれます。

Note
[Usage] ページのグラフおよびメトリクスの中には、エンドポイントとユーザーを参照している
ものがあります。ユーザーとエンドポイントの違いについては、「Amazon Pinpoint 分析のエン
ドポイントおよびユーザー (p. 233)」を参照してください。

使用状況グラフの表示
Amazon Pinpoint コンソールで使用チャートとメトリクスを表示するには、以下のステップを完了しま
す。日付別およびエンドポイント属性別にデータをフィルタリングすることができます。

使用状況グラフおよびメトリクスを表示およびフィルタリングするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
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2.

[All projects] ページで、使用状況メトリクスを表示するプロジェクトを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインの [Analytics] で [Usage] を選択します。
(オプション) 特定の日付または日付範囲のデータを表示するフィルタを適用するには、ページの上部
にある日付セレクタを使用して、必要な期間を選択します。新しい日付を選択した後、ページが更新
され、選択した期間のデータが表示されます。
(オプション) 特定の属性を持つユーザーまたはエンドポイントのデータのみを表示するフィルタを適
用するには、[Filters] セクションを展開します。エンドポイント属性リストから属性を選択します。属
性を選択したら、[Endpoint Attribute Values] リストから属性値を選択します。次に、[View charts] を
選択して、更新されたメトリクスを確認します。

5.

Note
可能な限り最高のエクスペリエンスを提供するために、過去 90 日間にフィルターを使用して
いない場合、そのフィルターは非表示になります。
[Filters] セクションに、フィルターが使用できないことを示すメッセージが表示された場合
は、[More information] を選択し、[Enable filters] を選択します。そうすると、現在の AWS
リージョンでアカウントのフィルターが復元されます。アカウントに関連付けられている
データの量によっては、この処理が完了するまでに最大 72 時間かかることがあります。
データをさらに絞り込むには、データをフィルタリングする追加の属性および属性値ごとにこのス
テップを繰り返します。

グラフの説明
[Usage] ページは、3 つのセクション (ユーザーメトリクス (p. 237)、セッションメトリク
ス (p. 238)、認証メトリクス (p. 239)) で構成されています。

ユーザーメトリクス
[User metrics] セクションには、ユーザーやエンドポイントのアプリケーションとのやり取りに関する情報
が記載されています。これらのグラフは、ユーザー維持の理解を深めるのに役立ちます。つまり、過去に
お客様のアプリケーションを使用した顧客が後に再び開く可能性を表します。

Note
次の指標は、エンドポイントに影響する API 操作の影響を受ける可能性があります。Daily active
endpoints,Monthly active endpoints,Daily active users (デイリーアクティブユーザー),Monthly
active users (毎月のアクティブユーザー)。例えば、UpdateEndpoint または PutEvents の
API 操作を使用してエンドポイントを変更する場合、日次アクティブユーザーなどのメトリクス
は、日次セッションよりも高いカウントを示す可能性があります。
ユーザーとエンドポイントの違いについては、「Amazon Pinpoint 分析のエンドポイントおよびユー
ザー (p. 233)」を参照してください。
Daily active endpoints
アプリケーションを開いたエンドポイントの数を、選択した期間の日ごとに示します。また、期間全
体の 1 日あたりのアクティブエンドポイント数と、期間の最初から最後までの 1 日あたりのアクティ
ブエンドポイント数の変化の割合を示します。アプリケーションやプロジェクトに多数のエンドポイ
ントが含まれている場合、Amazon Pinpoint がこのデータを表示するまでに最大 6 時間の遅延が発生
する可能性があります。
Monthly active endpoints
過去 30 日間のある時点でアプリケーションを開いたエンドポイントの数を、選択した期間の日ごと
に示します。また、期間全体の 1 か月あたりのアクティブエンドポイントの平均数と、期間の最初か
ら最後までの 1 か月あたりのアクティブエンドポイント数の変化の割合 (%) を示します。アプリケー
ションやプロジェクトに多数のエンドポイントが含まれている場合、Amazon Pinpoint がこのデータ
を表示するまでに最大 6 時間の遅延が発生する可能性があります。
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新しいエンドポイント
最初に Amazon Pinpoint で登録されたエンドポイントの数を、選択した期間の日ごとに示します。ま
た、期間全体の新規エンドポイントの平均数と、期間の最初から最後までの新規エンドポイントの数
の変化の割合 (%) を示します。
日次のアクティブユーザー
アプリケーションを開いたユーザーの数を、選択した期間の日ごとに示します。また、期間全体のデ
イリーアクティブユーザー数と、期間の最初から最後までのデイリーアクティブユーザー数の変化の
割合 (%) を示します。
月次のアクティブユーザー
過去 30 日間のある時点でアプリケーションを開いたユーザーの数を、選択した期間の日ごとに示し
ます。また、期間全体のマンスリーアクティブユーザー数と、期間の最初から最後までのマンスリー
アクティブユーザー数の変化の割合 (%) を示します。
新規のユーザー
Amazon Pinpoint で作成された新規ユーザー ID の数を、選択した期間の日ごとに示します。また、期
間全体の新規ユーザーの平均数と、期間の最初から最後までの新規ユーザー数の変化の割合 (%) を示
します。
7-day retention rate
8 日以内にアプリケーションを開いたユーザーのうち、その後の 7 日間のある時点で再度アプリケー
ションを開くユーザーの割合を示します。このグラフには、全期間の平均 7 日間保持率、期間中の平
均 1 日保持率、期間開始時と終了時の保持率の変化率も示されてあいます。
スティッキー係数
選択した期間の各日にアクティブだった 1 か月のアクティブエンドポイントの一部分を示します。例
えば、スティッキー係数 0.25 は、直近 30 日間にアクティブだったエンドポイントの 25% が、選択
した日にアクティブだったことを意味します。また、期間全体の平均スティッキー係数と、期間の最
初から最後までのスティッキー係数の変化の割合 (%) を示します。アプリケーションやプロジェクト
に多数のエンドポイントが含まれている場合、Amazon Pinpoint がこのデータを表示するまでに最大
6 時間の遅延が発生する可能性があります。

セッションメトリクス
[Session metrics] セクションには、アプリケーションが開かれた頻度に関する情報が記載されています。
これらのメトリクスは、顧客ごとのアプリケーションの使用頻度や、アプリケーションの使用頻度が高い
日時を理解するのに役立ちます。
セッション
アプリケーションが開かれた回数を、選択された期間の日ごとに示します。また、期間全体の平均
セッション数と、期間の最初から最後までのセッション数の変化の割合 (%) を示します。
Sessions per endpoint
エンドポイントあたりのセッションの数を示します。Amazon Pinpoint では、期間内のセッション数
を、期間内にアプリケーションを開いた一意のエンドポイントの数で割って、この数を算出します。
また、期間全体のエンドポイントあたりの平均セッション数と、期間の最初から最後までのエンドポ
イントあたりのセッション数の変化の割合 (%) を示します。
ユーザーあたりのセッション
ユーザーあたりのセッションの数を示します。Amazon Pinpoint では、期間内のセッション数を、期
間内にアプリケーションを開いた一意のユーザーの数で割って、この数を算出します。また、期間全
体のユーザーごとのセッション数と、期間の最初から最後までのユーザーごとのセッション数の変化
の割合を示します。
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セッションヒートマップ
エンドポイントでアプリケーションが開かれた日時を示します。このグラフの時間には、各エンドポ
イントの現地時間が反映されます。このグラフの四角形の色が暗くなるほど、アプリケーションを開
いているエンドポイントの数が増えることを示します。

認証メトリクス
[Authentication metrics] セクションには、既存のユーザーがアプリケーションにサインインする頻度や、
新規ユーザーがアプリケーションにサインアップする頻度に関する情報が記載されています。これらの
グラフは、ユーザー獲得プログラムや、最近利用していないユーザーをアプリケーションに戻そうとする
キャンペーンの状況の追跡に役立ちます。
サインイン
アプリケーションにサインインした回数を、選択した期間の日ごとに示します。また、期間全体の平
均サインイン数と、期間の最初から最後までのサインイン数の変化の割合 (%) を示します。
サインアップ
ユーザーがアプリケーション用に新しいアカウントを作成した回数を、選択した期間の日ごとに示し
ます。また、期間全体の平均サインアップ数と、期間の最初から最後までのサインアップ数の変化の
割合 (%) を示します。
認証の失敗
ユーザーがサインインしようとした結果、サインインできなかった回数を、選択した期間の日ごとに
示します。また、期間全体の平均認証失敗数と、期間の最初から最後までの認証失敗数の変化の割合
(%) を示します。

収益グラフ
[Revenue] ページのグラフおよびメトリクスは、ユーザーの購入アクティビティや、アプリケーションに
よる収益の詳細を示します。

Note
[Revenue] ページのグラフおよびメトリクスの中には、エンドポイントとユーザーを参照してい
るものがあります。ユーザーとエンドポイントの違いについては、「Amazon Pinpoint 分析のエ
ンドポイントおよびユーザー (p. 233)」を参照してください。

収益グラフの表示
Amazon Pinpoint コンソールで 収益チャートとメトリクスを表示するには、以下のステップを完了しま
す。日付別およびエンドポイント属性別にデータをフィルタリングすることができます。

収益グラフおよびメトリクスを表示してフィルタリングするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、収益メトリクスを表示するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Analytics] で [Revenue] を選択します。

4.

(オプション) 特定の日付または日付範囲のデータを表示するフィルタを適用するには、ページの上部
にある日付セレクタを使用して、必要な期間を選択します。新しい日付を選択した後、ページが更新
され、選択した期間のデータが表示されます。

5.

(オプション) 特定の属性を持つエンドポイントのデータのみを表示するフィルタを適用するには、
[Filters] セクションを展開します。エンドポイント属性リストから属性を選択します。属性を選択した
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ら、[Endpoint Attribute Values] リストから属性値を選択します。次に、[View charts] を選択して、更
新されたメトリクスを確認します。

Note
可能な限り最高のエクスペリエンスを提供するために、過去 90 日間にフィルターを使用して
いない場合、そのフィルターは非表示になります。
[Filters] セクションに、フィルターが使用できないことを示すメッセージが表示された場合
は、[More information] を選択し、[Enable filters] を選択します。そうすると、現在の AWS
リージョンでアカウントのフィルターが復元されます。アカウントに関連付けられている
データの量によっては、この処理が完了するまでに最大 72 時間かかることがあります。
データをさらに絞り込むには、データをフィルタリングする追加の属性および属性値ごとにこのス
テップを繰り返します。

グラフの説明
[Revenue] ページには、次のセクションが表示されます。
Revenue
すべてのユーザーがアプリケーション内で使用した金額 (USD) を、選択した期間の日ごとに示しま
す。また、このグラフは、期間全体でアプリケーションによって生み出された平均収益と、期間の最
初から最後までの収益の変化の割合 (%) を示します。
エンドポイントあたりの収益
エンドポイントごとにアプリケーション内で使用した平均金額を、選択した期間の日ごとに示しま
す。Amazon Pinpoint では、選択した期間に生み出された収益を、その期間内にケーションアプリ
ケーションを開いた一意のユーザーの数で割って、この数を算出します。また、このグラフは、期間
全体のエンドポイントあたりの平均収益と、期間の最初から最後までのエンドポイントあたりの収益
の変化の割合 (%) を示します。
支払いユーザー
少なくとも 1 つ購入した一意のユーザー数を、選択された期間の日ごとに示します。また、有料ユー
ザーの合計数や平均有料ユーザー数、期間の最初から最後までの有料ユーザー数の変化の割合 (%) を
示します。
支払いユーザーあたりの収益
各有料ユーザーが使用した金額を示します。Amazon Pinpoint では、選択した期間の日ごとに生み出
された収益を、その日に少なくとも 1 回購入した一意のユーザーの数で割って、この数を算出しま
す。また、このグラフは、期間全体の有料ユーザーあたりの平均収益と、期間の最初から最後までの
有料ユーザーあたりの収益の変化の割合 (%) を示します。
販売数
アプリケーションで購入した項目の合計数を、選択した期間の日ごとに示します。また、合計販売数
や 1 日あたりの平均販売数、期間の最初から最後までの販売数の変化の割合 (%) を示します。
エンドポイントあたりの販売数
エンドポイントごとに購入された 1 日の平均項目数を示します。Amazon Pinpoint では、日ごとの販
売数を、選択した期間にアクティブだったエンドポイント数で割って、この数を算出します。また、
このグラフは、期間全体のエンドポイントあたりの平均販売数と、期間の最初から最後までのエンド
ポイントあたりの販売数の変化の割合 (%) を示します。
購入
アプリケーションでの購入数を、選択した期間の日ごとに示します。また、期間全体の合計購入数
と、分析期間の最初から最後までの購入数の変化の割合 (%) を示します。
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エンドポイントあたりの販売数
エンドポイントあたりの 1 日の平均購入数を、選択した期間の日ごとに示します。Amazon Pinpoint
では、購入数を、購入されたエンドポイントの数で割って、分析期間の日ごとにこの数を算出しま
す。また、このグラフは、期間全体のエンドポイントあたりの平均購入数と、期間の最初から最後ま
でのエンドポイントあたりの販売数の変化の割合 (%) を示します。

イベントグラフ
[イベント] ページのグラフとメトリクスは、特定のタイプのイベントとイベント属性のデータを表示し
て傾向を確認するのに役立ちます。ページ上のデータをフィルタリングして、アプリケーションより
Amazon Pinpoint にレポートされるイベントを表示することができます。

イベントグラフの表示
Amazon Pinpoint コンソールで イベント チャートとメトリクスを表示するには、以下のステップを完了し
ます。日付、イベントおよびエンドポイント属性別にデータをフィルタリングすることができます。

イベントグラフおよびメトリクスを表示してフィルタリングするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、イベントデータを表示するプロジェクトを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインの [Analytics] で [イベント] を選択します。
(オプション) 特定の日付または日付範囲のデータを表示するフィルタを適用するには、ページの上部
にある日付セレクタを使用して、必要な期間を選択します。新しい日付を選択した後、ページが更新
され、選択した期間のデータが表示されます。
(オプション) 追加のフィルターを適用するには、[Filters] セクションを展開します。

5.

Note
可能な限り最高のエクスペリエンスを提供するために、過去 90 日間にフィルターを使用して
いない場合、これらのフィルターは非表示になります。
[Filters] セクションに、フィルターが使用できないことを示すメッセージが表示された場合
は、[More information] を選択し、[Enable filters] を選択します。そうすると、現在の AWS
リージョンでアカウントのフィルターが復元されます。アカウントに関連付けられている
データの量によっては、この処理が完了するまでに最大 72 時間かかることがあります。
追加のフィルターを使用できる場合は、次のいずれかの操作を行います。
• 特定のタイプのイベントのデータのみを表示するフィルターを適用するには、[イベント] リストか
らイベントタイプを選択します。イベントタイプを選択したら、[Event Attributes and Metrics] と
[Event Attribute Values] リストからイベント属性またはメトリクスと値を選択します。
イベントリストには、過去 14 日間にアプリケーションから報告されたイベントのタイプが表示さ
れます。その期間中にアプリケーションからイベントが報告されなかった場合は、すべてのイベン
トタイプオプションのみを使用でき、特定のイベントタイプでデータをフィルタリングすることは
できません。
• 特定の属性を持つエンドポイントのデータのみを表示するフィルターを適用するには、[Endpoint
Attributes] リストから属性を選択します。属性を選択したら、[Endpoint Attribute Values] リストか
ら属性値を選択します。次に、[View charts] を選択して、更新されたメトリクスを確認します。
データをさらに絞り込むには、データをフィルタリングするイベントまたは属性ごとにこのステップ
を繰り返します。
アプリケーションやプロジェクトに多数のエンドポイントが含まれている場合、Amazon Pinpoint が
このデータを表示するまでに最大 6 時間の遅延が発生する可能性があります。
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グラフの説明
[イベント] ページには、次のセクションが表示されます。
Event count
このチャートは、アプリケーションによってレポートされたイベントの数を、選択した期間の日ごと
に表示します。また、1 日あたりの平均イベント数、期間内のイベントの合計数、期間の最初から最
後までのイベント数の変化の割合 (%) を示します。
Endpoint count
このチャートは、選択したイベントをレポートしたエンドポイントの数を、選択した期間の日ごとに
表示します。このグラフには、毎日イベントをレポートしたエンドポイントの平均数、イベントを毎
日レポートしたエンドポイントの合計数、期間の最初から最後までにイベントをレポートしたエンド
ポイント数の変化の割合 (%) を示します。
Events per session
このチャートは、アプリケーションセッションごとに発生したイベントの平均数を、選択した期間の
日ごとに表示します。Amazon Pinpoint では、選択したイベントが毎日発生した回数を、その日に発
生したセッションの数で除算することによってこのメトリクスを算出します。
また、期間全体のセッションごとの平均イベント数や、期間の最初から最後までのセッションごとの
イベント数の変化の割合を示します。

デモグラフィックグラフ
[Demographics] ページのグラフは、顧客と顧客がアプリケーションへのアクセスに使用するデバイスの特
性を理解するのに役立ちます。カスタムメトリクスを Amazon Pinpoint にレポートするようにアプリケー
ションを設定している場合は、このページにはそれらのメトリクスのデータが表示されます。

デモグラフィックグラフの表示
Amazon Pinpoint コンソールで、人口統計チャートを表示するには、以下のステップを完了します。チャ
ネル別にデータをフィルタリングすることができます。

デモグラフィックグラフを表示してフィルタリングするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、デモグラフィックデータを表示するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Analytics] で [Demographics] を選択します。

4.

(オプション) 特定のチャンネルのデータのみを表示するフィルタを適用するには、[All channels] を選
択して、チャネルを選択します。

グラフの説明
[Demographics] ページには、次のセクションが表示されます。
プラットフォーム
さまざまなプラットフォームのアプリケーションを使用するユーザーの比率を示します。
アプリケーションのバージョン
さまざまなバージョンのアプリケーションを使用するアプリケーションユーザーの比率を示します。
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デバイスモデル
iPhone や Galaxy S9 など、様々なデバイスモデルでアプリケーションを利用するユーザーの割合を表
示します。
デバイス作成
Apple や Samsung など、様々なメーカーのデバイスでアプリケーションを利用するユーザーの割合を
示しています。
ユーザーの場所
アプリケーションが使用されているユーザーの国を表示します。
カスタム属性
アプリケーションによってレポートされる各カスタム属性の値を表示します。

キャンペーングラフ
[キャンペーン] ページのグラフおよびメトリクスは、プロジェクトのすべてのキャンペーンに関する情報
を提供します。特定のキャンペーンを選択して、そのキャンペーンの追加情報やエンゲージメントメトリ
クスを表示することもできます。

キャンペーングラフの表示
Amazon Pinpoint コンソールでキャンペーンチャートとメトリクスを表示するには、以下のステップを完
了します。日付でデータをフィルタリングできます。

キャンペーングラフおよびメトリクスを表示してフィルタリングするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、キャンペーンデータを表示するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Analytics] で [キャンペーン] を選択します。

4.

(オプション) 特定の日付または日付範囲のデータを表示するフィルタを適用するには、ページの上部
にある日付セレクタを使用して、必要な期間を選択します。新しい日付を選択した後、ページが更新
され、選択した期間のデータが表示されます。

グラフの説明
[キャンペーン] ページは、選択した期間にアクティブだったすべてのキャンペーンの集約されたグラフお
よびメトリクスを示すセクションで構成されます。また、それらすべてのキャンペーンを一覧表示する
テーブルが含まれています。テーブルから特定のキャンペーンを選択すると、そのキャンペーンに固有の
データで新しい一連のグラフおよびメトリクスが表示されます。

集約されたキャンペーンメトリクス
[キャンペーン] ページには、次のグラフとメトリクスが含まれます。これらは、選択した期間にアクティ
ブだったすべてのキャンペーンで集約されています。
アクティブでターゲット可能なエンドポイント
ターゲット可能なエンドポイントの総数が表示されます。ターゲットとなるエンドポイントとは、現
在のプロジェクトのステータスがアクティブで、少なくとも 1 つのチャネルでメッセージの受信をオ
プトインしているエンドポイントのことです。このセクションでは、すべてのチャネルにおけるアク
ティブなターゲットエンドポイントの総数、および各チャネル (プッシュ通知、E メール、SMSなど)
のアクティブなターゲットエンドポイントの数を表示します。
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キャンペーン
現在アクティブなキャンペーンの合計数を示します。選択した期間について、このセクションには、
自分からメッセージを受信したエンドポイントの数と、それらのメッセージの配信、開封、オプトア
ウトの割合も表示されます。エンドポイントの配信エリアには、キャンペーンからのメッセージを受
信した一意のエンドポイントの数が表示されます。

個々のキャンペーンのメトリクス
キャンペーンのテーブルからキャンペーンを選択すると、そのキャンペーンに固有のグラフとメトリクス
が表示されます。表示されるグラフとメトリクスは、キャンペーンで使用するチャネルのタイプにより異
なります。

Note
A / B テストキャンペーンを選択した場合は、次のセクションに示されているグラフとメトリクス
が処理ごとに表示されます。このレポートでは、キャンペーンのさまざまな処理の有効性を簡単
に比較することができます。

E メールキャンペーン
E メールチャネルを使用する標準キャンペーンを選択すると、次のグラフとメトリクスが表示されます。
配信数メトリクス
このセクションでは、このキャンペーンで送信および配信されたメッセージ数に関連する、以下のグ
ラフおよびメトリクスについて説明します。
送信されたメッセージ
送信されたメッセージの数。
配信されたメッセージ
対象となる受信者に配信されたメッセージの数。Amazon Pinpoint では、送信したメッセージの
合計数からハードバウンスしたメッセージの数を引いて、この数を算出します。
クリックされたリンク
受信者がメッセージのリンクをクリックした回数。1 人の受信者がメッセージ内の複数のリンク
をクリックするか、同じリンクを複数回クリックした場合は、クリックごとに別のイベントとし
てカウントされます。
[Endpoint deliveries (エンドポイントの配信)]
メッセージが毎日配信される一意の E メールエンドポイントの平均数。グラフでは、選択した期
間のそれぞれの日にメッセージが配信された一意の E メールエンドポイントの数を示します。
配信率メトリクス
このセクションでは、このキャンペーンからのメッセージの配信に関する次のメトリクスを示しま
す。
Delivery rate
対象となる受信者に配信されたメッセージの割合 (%)。Amazon Pinpoint は、開かれたメッセージ
の数を、配信されたメッセージの数で割ってこの割合を算出します。
E メールのオープン率
意図した受信者によって開かれたメッセージの割合 (%)。Amazon Pinpoint は、開かれたメッセー
ジの数を、配信されたメッセージの数で割ってこの割合を算出します。
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バウンス率
対象となる受信者に配信できなかったメッセージの割合 (%)。このメトリクスでは、ハードバウ
ンスのみ計測されます。つまり、受信者の E メールアドレスに、メッセージを配信できない永続
的な問題があるメッセージを指します。Amazon Pinpoint は、バウンスされた E メールの数を、
送信されたメッセージの数で割ってこの割合を算出します。
キャンペーンの実行
このセクションでは、このキャンペーンが実行される度にメッセージのタイミングと配信に関する次
のメトリクスを示します。
実行日時
このキャンペーン実行が送信された日時。
対象エンドポイント
このキャンペーン実行の一環としてメッセージを送信しようとした一意のエンドポイントの数。
送信されたメッセージ
このキャンペーンの実行中に送信されたメッセージの数。対象セグメントに形式が不正な E メー
ルアドレスが含まれていた場合、またはハードバウンスを生成することが分かっていた場合、こ
の数は、対象エンドポイントの数とは異なる場合があります。また、この数には、オプトアウト
されたエンドポイントも含まれていません。
配信されたメッセージ
このキャンペーンから送信され、対象となる受信者に配信されたメッセージの数。
Delivery rate
キャンペーンから送信され、意図した受信者に配信されたメッセージの割合です。Amazon
Pinpoint では、配信されたメッセージを、送信されたメッセージで割ってこの割合を算出しま
す。
開かれた E メールの総数
このキャンペーンから送信され、意図した受信者によって開かれたメッセージの数。技術的な制
限により、この値には、イメージをサポートする E メールクライアントでメッセージを開いた受
信者のみが含まれます。
E メールのオープン率
このキャンペーンから送信され、意図した受信者によって開かれたメッセージのパーセンテー
ジ。Amazon Pinpoint では、開かれた E メールの合計数を、配信されたメッセージ数で割ってこ
の割合を算出します。
バウンス率
このキャンペーンから送信され、対象となる受信者に配信できなかったメッセージの割合。この
メトリクスでは、ハードバウンスのみ測定されます。Amazon Pinpoint では、キャンペーン時に
バウンスされたメッセージの数を、配信されたメッセージの数で割ってこの割合を算出します。

プッシュ通知キャンペーン
プッシュ通知を送信する標準キャンペーンを選択すると、次のグラフとメトリクスが表示されます。
キャンペーンの配信数
このセクションでは、このキャンペーンで送信および配信されたプッシュ通知の数に関連する、以下
のグラフおよびメトリクスについて説明します。
送信されたメッセージ
送信されたプッシュ通知の数。
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配信されたメッセージ
対象となる受信者に配信されたプッシュ通知の数。Amazon Pinpoint では、送信した通知の合計
数から配信できなかった通知の数を引いて、この数を算出します。
[Endpoint deliveries (エンドポイントの配信)]
メッセージが毎日配信される一意のプッシュ通知エンドポイントの平均数。グラフでは、選択し
た期間のそれぞれの日にメッセージが配信された一意のプッシュ通知エンドポイントの数を示し
ます。
キャンペーンのエンゲージメント率
このセクションでは、このキャンペーンで送信されたプッシュ通知の配信率とエンゲージメント率に
関連する、以下のグラフおよびメトリクスについて説明します。
Delivery rate
対象となる受信者に配信されたプッシュ通知の割合 (%)。Amazon Pinpoint は、開かれたプッシュ
通知の数を、配信されたプッシュ通知の数で割ってこの割合を算出します。
プッシュオープン率
意図した受信者によって開かれたプッシュ通知の割合。Amazon Pinpoint は、お客様からのプッ
シュ通知を開封した受信者の数を、意図した受信者に配信されたプッシュ通知の数で割って、こ
の率を計算しています。
キャンペーンセッション
このセクションでは、このキャンペーンからのプッシュ通知を受信してから 24 時間以内に一意のエ
ンドポイントによってアプリケーションが開かれた回数に関連する以下のグラフおよびメトリクスに
ついて説明します。
合計セッション
選択された期間にエンドポイントによってアプリケーションが開かれた回数。
Sessions per endpoint
キャンペーンからのプッシュ通知を受信してから 24 時間以内に一意のエンドポイントにアプリ
ケーションが開かれた回数を、選択された期間の日ごとに示します。
Campaign session heat map
キャンペーンからプッシュ通知を受け取ってからユーザーがアプリケーションを開いた日時を示
します。四角形の色が暗くなるほど、ユーザー数が多くなることを表します。時刻は各ユーザー
の現地のタイムゾーンに基づきます。
キャンペーンの販売数
このセクションでは、このキャンペーンからのプッシュ通知を受信してから 24 時間以内に一意のエ
ンドポイントによって購入されたユニットの数に関連する以下のグラフおよびメトリクスについて説
明します。
販売総数
選択された期間にエンドポイントによって購入されたユニットの数。
エンドポイントあたりの販売数
キャンペーンからのプッシュ通知を受信してから 24 時間以内に一意のエンドポイントによって行
われた購入を、分析期間の日ごとに示します。
キャンペーンの実行
このセクションでは、このキャンペーンが実行される度にプッシュ通知のタイミングと配信に関する
次のメトリクスを示します。
実行日時
このキャンペーン実行が送信された日時。
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対象エンドポイント
このキャンペーン実行の一環としてプッシュ通知を送信しようとした一意のエンドポイントの
数。
送信されたメッセージ
このキャンペーン実行中に送信されたプッシュ通知の数。対象セグメントに無効なトークン、ま
たはオプトアウトされたエンドポイントが含まれる場合、この数値は、対象となるエンドポイン
トの数と異なる場合があります。
配信されたメッセージ
キャンペーン実行から送信され、目的の受信者に配信されたプッシュ通知の数。
Delivery rate
キャンペーン実行から送信され、目的の受信者に配信されたプッシュ通知のパーセンテー
ジ。Amazon Pinpoint では、配信されたメッセージを、送信されたメッセージで割ってこの割合
を算出します。
開かれたプッシュの総数
このキャンペーン実行から送信され、受信者によって開かれたプッシュ通知の数。
プッシュオープン率
このキャンペーン実行から送信され、受信者によって開かれたプッシュ通知のパーセンテー
ジ。Amazon Pinpoint では、開かれたプッシュ通知の合計数を、配信されたメッセージ数で割っ
てこの割合を算出します。

SMS キャンペーン
SMS チャネルを使用する標準キャンペーンを選択すると、次のグラフとメトリクスが表示されます。
配信メトリクス
このセクションでは、このキャンペーンからのメッセージの配信に関する次のメトリクスを示しま
す。
送信されたメッセージ
送信されたメッセージの数。
配信されたメッセージ
対象となる受信者に配信されたメッセージの数。Amazon Pinpoint では、送信したメッセージ数
から配信できなかったメッセージの数を引いて、この数を算出します。
Delivery rate
対象となる受信者に配信されたメッセージの割合 (%)。Amazon Pinpoint は、開かれたメッセージ
の数を、配信されたメッセージの数で割ってこの割合を算出します。
[Endpoint deliveries (エンドポイントの配信)]
メッセージが毎日配信される一意の SMS エンドポイントの平均数。グラフでは、選択した期間
のそれぞれの日にメッセージが配信された一意の SMS エンドポイントの数を示します。
SMS の使用額
このセクションでは、選択した期間中にキャンペーン用に送信した SMS メッセージパーツの総数が
表示されます。また、メッセージパーツの送信するためにかかった合計金額および平均金額 (USD) を
表示します。
メッセージパーツは、SMS メッセージの一部です。SMS メッセージが通信事業者によって許可さ
れている最大文字数を超えている場合、Amazon Pinpoint は自動的にメッセージを複数のメッセージ
パーツに分割し、各メッセージ部分を受信者に送信します。
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キャンペーンの実行
このセクションでは、このキャンペーンが実行される度にメッセージのタイミングと配信に関する次
のメトリクスを示します。
実行日時
このキャンペーン実行が送信された日時。
対象エンドポイント
このキャンペーン実行の一環としてメッセージを送信しようとした一意のエンドポイントの数。
送信されたメッセージ
このキャンペーンの実行中に送信されたメッセージの数。対象セグメントに無効な電話番号、ま
たはオプトアウトされたエンドポイントが含まれる場合、この数値は、対象となるエンドポイン
トの数と異なる場合があります。
送信されたメッセージパーツ
このキャンペーンの実行中に送信されたメッセージパーツの数。この数値は、送信されたメッ
セージの数と異なる場合があります。通信事業者が許容する最大文字数以上のキャンペーンメッ
セージが含まれていた場合です。
配信されたメッセージ
キャンペーンから送信され、対象となる受信者に配信されたメッセージの数。
Delivery rate
キャンペーンから送信され、意図した受信者に配信されたメッセージの割合です。Amazon
Pinpoint では、配信されたメッセージを、送信されたメッセージで割ってこの割合を算出しま
す。

トランザクションメッセージンググラフ
[Transactional messaging] ページには、送信したトランザクションメッセージの数を示すグラフおよびメ
トリクスが表示されます。このページは、それらのメッセージに対する受信者の反応を測定するのに役立
ちます。例えば、このページには、配信、開封、クリック、バウンスされた、またはスパムとして報告さ
れたトランザクション E メールメッセージの数が表示されます。

Note
このページのデータには、トランザクションメッセージに関する情報のみが含まれます。キャン
ペーンを使用して送信したメッセージに関する情報は含まれません。キャンペーンによって送信
されたメッセージのデータを表示するには、キャンペーングラフ (p. 243)を使用します。また、
このページに新しいデータが表示されるまでに最大 2 時間かかることがあります。

トランザクションメッセージンググラフの表示
Amazon Pinpoint コンソールで トランザクションメッセージチャートとメトリクスを表示するには、以下
のステップを完了します。チャネル別および日付別にデータをフィルタリングすることができます。

トランザクションメッセージンググラフおよびメトリクスを表示してフィルタリングするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、トランザクションメッセージングデータを表示するプロジェクトを選択しま
す。

3.

ナビゲーションペインの [Analytics] で [Transactional Messaging] を選択します。
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4.

ページ上部にあるメニューを使用して、次のイメージに示すようにトランザクションの [E メール] ま
たは [SMS] メッセージのデータを表示するかどうかを選択します。

5.

(オプション) 特定の日付または日付範囲のデータを表示するフィルタを適用するには、ページの上部
にある日付セレクタを使用して、必要な期間を選択します。新しい日付を選択した後、ページが更新
され、選択した期間のデータが表示されます。

グラフの説明
[Transactional messaging] ページには、選択した期間中に送信したトランザクションの E メールおよび
SMS メッセージに対して受信者がどう反応したかに関する情報を提供する複数のグラフおよびメトリクス
が含まれています。
SMS メッセージの場合は、送信したメッセージパーツの番号および料金もこのページで確認することが
できます。メッセージパーツは、SMS メッセージの一部です。SMS メッセージが通信事業者によって許
可されている最大文字数を超えている場合、Amazon Pinpoint は自動的にメッセージを複数のメッセージ
パーツに分割ます。各メッセージパーツには、その前のメッセージの一部が追加情報として含まれます。
このように分割されたメッセージを受信すると、受信者のデバイスは、この追加情報を使用して、受信
メッセージを 1 つのメッセージパーツに結合します。

トランザクション SMS グラフ
チャネルセレクターを使用してトランザクション SMS メッセージのデータを表示すると、次のグラフお
よびメトリクスが表示されます。
送信されたメッセージ
送信したメッセージの次の数を表示します。
• 平均 – 選択した期間の各日に送信されたメッセージの平均数。
• 合計 – 選択した期間に送信されたメッセージの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に送信されたメッセージ数の間の変化の割合。この
値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージが送信されなかったことを示しま
す。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算することができませ
ん。
グラフは、選択した期間の各日に送信されたメッセージの合計数を示します。
送信されたメッセージパーツ
送信したメッセージパーツの数を表示します。
• 平均 – 選択した期間の各日に送信されたメッセージパーツの平均数。
• 合計 – 選択した期間に送信されたメッセージパーツの合計数。

249

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
トランザクションメッセージンググラフ

• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に送信されたメッセージパーツ数の間の変化の割
合。この値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージパーツが送信されなかっ
たことを示します。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算する
ことができません。
グラフは、選択した期間の各日に送信されたメッセージパーツの合計数を示します。
配信数
受信者に配信されたメッセージの次の数を表示します。
• 平均 – 選択した期間の各日に配信されたメッセージの平均数。
• 合計 – 選択した期間に配信されたメッセージの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に配信されたメッセージ数の間の変化の割合。この
値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージが配信されなかったことを示しま
す。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算することができませ
ん。
グラフは、選択した期間の各日に配信されたメッセージの合計数を示します。
複数の要因によって、これらの値が送信されたメッセージの平均数および合計数と異なる場合があ
ります。例えば、存在しない電話番号に SMS メッセージを送信すると、送信にはカウントされます
が、配信にはカウントされません。
Delivery rate
選択した期間中に送信され、受信者に配信されたメッセージの平均割合を表示します。Amazon
Pinpoint は、まず期間中の各日の日別配信率を算出することで、平均配信率を算出します。(日次配信
率は、ある日に配信されたメッセージの数をその日に送信されたメッセージの数で割ったものです)。
そして、Amazon Pinpoint は、毎日の配送料の合計を計算し、その合計を期間内の日数で割ります。
また、このセクションには、選択した期間の選択した期間の開始日と終了日の日別配信率の間の変化
の割合も表示されます。この値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージが配
信されなかったことを示します。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値が 0 パーセント (0%) の場
合、変化率を計算することができません。
グラフは、選択した期間の各日の配信率を示します。
国またはリージョン別のメッセージ
選択した期間にメッセージを送信したすべての国を一覧表示します。この表は国ごとに、お客様
がその国の受信者に送信したメッセージ数 (Messages sent)、お客様がその国の受信者に送信した
メッセージパーツ数 (Message parts sent)、その国の受信者に配信したメッセージ数 (Messages
delivered)、お客様がその国の受信者に送信したメッセージパーツごとに支払った平均価格 (Average
price per part) を示しています。
メッセージ配信エラー
選択した期間に送信したメッセージの結果として発生したエラーの数を表示します。発生したエラー
のすべてのタイプのリストを表示するには、[Show all SMS errors] セクションを展開します。エラー
ごとに、このセクションに、選択した期間にエラーが発生した回数 (Total over period)、1 日にエラー
が発生した平均回数 (Average over period)、および期間の開始日と終了日に発生したエラー数の間の
割合の変化 (Change over period)が表示されます。

トランザクション E メールグラフ
チャネルセレクターを使用してトランザクション E メールメッセージのデータを表示すると、次のグラフ
およびメトリクスが表示されます。
送信数
送信されたメッセージの次の数を表示します。
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• 平均 – 選択した期間の各日に送信されたメッセージの平均数。
• 合計 – 選択した期間に送信されたメッセージの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に送信されたメッセージ数の間の変化の割合。この
値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージが送信されなかったことを示しま
す。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算することができませ
ん。
グラフは、選択した期間の各日に送信されたメッセージの合計数を示します。
配信数
受信者に配信されたメッセージの次の数を表示します。
• 平均 – 選択した期間の各日に配信されたメッセージの平均数。
• 合計 – 選択した期間に配信されたメッセージの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に配信されたメッセージ数の間の変化の割合。この
値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージが配信されなかったことを示しま
す。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算することができませ
ん。
グラフは、選択した期間の各日に配信されたメッセージの合計数を示します。
複数の要因によって、これらの値が送信されたメッセージの平均数および合計数と異なる場合があり
ます。例えば、メッセージがバウンスされた場合は、送信にはカウントされますが、配信にはカウン
トされません。
開封数
受信者によって開封されたメッセージの数が表示されます。
• 平均 – 選択した期間の各日に開封されたメッセージの平均数。
• 合計 - 選択した期間に開封されたメッセージの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に開封されたメッセージ数の間の変化の割合。こ
の値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージが開かなかったことを示しま
す。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算することができませ
ん。
グラフは、選択した期間の各日に開封されたメッセージの合計数を示します。
Amazon Pinpoint は、送信する各トランザクションメッセージの最後に、非常に小さく透明なイメー
ジを追加します。受信者が、これらのイメージを含むメッセージを開封すると、E メールクライアン
トが当社のサーバーからイメージダウンロードします。そのメッセージは開封済みとしてカウント
されます。受信者が複数回、同じメッセージを開封した場合、それぞれの開封を個別にカウントしま
す。
クリック数
受信者がメッセージのリンクをクリックした回数を表示します。
• 平均 – 選択した期間の各日に発生したクリックの平均数。
• 合計 – 選択した期間に発生したクリックの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日に発生したクリック数の間の変化の割合。この
値がエムダッシュ (-) である場合、期間の最初の日にクリックが発生しなかったことを示しま
す。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算することができませ
ん。
グラフは、選択した期間の各日に発生したクリックの合計数を示します。
リンクが含まれるメッセージを送信するとき、Amazon Pinpoint はそれらのリンクを、当社のサー
バーを参照するリンクに置き換えます。受信者がこれらのリンクのいずれかをクリックすると、受信
者を目的の場所にリダイレクトし、クリックをカウントします。1 人の受信者がメッセージ内の複数
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のリンクをクリックするか、同じリンクを複数回クリックした場合は、クリックごとに別のイベント
としてカウントされます。
苦情数
受信者によってスパムとして報告されたメッセージの数を表示します。
• 平均 – 選択した期間の各日にスパムとして報告されたメッセージの平均数。
• 合計 – 選択した期間にスパムとして報告されたメッセージの合計数。
• 期間での変化 – 選択した期間の開始日と終了日にスパムとして報告されたメッセージ数の間の変化
の割合。この値が em ダッシュ (-) である場合、期間の最初の日にスパムとして報告されたメッセー
ジはありません。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値がゼロ (0) の場合、変化率を計算するこ
とができません。
グラフは、選択した期間の各日にスパムとして報告されたメッセージの合計数を示します。
受信者が E メールクライアントを使用してスパムとしてマークまたは同様の機能をメッセージに適用
すると、受信者の E メールプロバイダーは、メッセージがスパム報告されたと当社に通知します。
Delivery rate
選択した期間中に送信され、受信者に配信されたメッセージの平均割合を表示します。Amazon
Pinpoint は、まず期間中の各日の日別配信率を算出することで、平均配信率を算出します。(日次配信
率は、ある日に配信されたメッセージの数をその日に送信されたメッセージの数で割ったものです)。
そして、Amazon Pinpoint は、毎日の配送料の合計を計算し、その合計を期間内の日数で割ります。
また、このセクションには、選択した期間の選択した期間の開始日と終了日の日別配信率の間の変化
の割合も表示されます。この値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージが配
信されなかったことを示します。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値が 0 パーセント (0%) の場
合、変化率を計算することができません。
バウンス率
選択した期間中にバウンスしたメッセージの平均的な割合を表示します。Amazon Pinpoint は、まず
選択した期間内の各日のバウンス率を計算することで、平均バウンス率を算出します。(日次バウンス
率は、ある日にバウンスされたメッセージの数をその日にバウンスされたメッセージの数で割ったも
のです)。そして、Amazon Pinpoint は、毎日のバウンス率の合計を計算し、その合計を期間内の日数
で割ります。
また、このセクションには、選択した期間の選択した期間の開始日と終了日の日別バウンス率の間の
変化の割合も表示されます。この値が em ダッシュ (-) である場合、時間帯の最初の日にメッセージ
がバウンスされなかったことを示します。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値が 0 パーセント
(0%) の場合、変化率を計算することができません。
苦情率
選択した期間中に送信され、受信者にレポートされたスパムの平均割合を表示します。Amazon
Pinpoint は、まず選択した期間内の各日の苦情率を計算することで、平均苦情率を算出します。(日次
苦情率は、ある日にスパムとして報告されたメッセージの数を、その日に送信されたメッセージの数
で割ったものです) そして、Amazon Pinpoint は、毎日の苦情率の合計を計算し、その合計を期間内の
日数で割ります。
また、このセクションには、選択した期間の選択した期間の開始日と終了日の日別苦情率の間の変化
の割合も表示されます。この値が em ダッシュ (-) である場合、期間の最初の日にスパムとして報告
されたメッセージはありません。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値が 0 パーセント (0%) の場
合、変化率を計算することができません。
一意のユーザーイベント数
メッセージを開封した一意の受信者の数 (一意のメッセージ開封数) とメッセージ内クリックされたリ
ンク数 (一意のメッセージクリック数) を表示します。
• 平均 – 選択した期間の各日に発生した開封イベントまたはクリックイベントの平均数。
• 合計 – 選択した期間に発生した開封イベントまたはクリックイベントの合計数。
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• 期間での変化 - 選択した期間の開始日および終了日に発生した開封イベント数またはクリックイベ
ント数の間の変化の割合。この値が em ダッシュ (-) である場合、期間の最初の日にオープンまたは
クリックイベントが発生しなかったことを示します。Amazon Pinpoint は、期間の最初の日の値が
ゼロ (0) の場合、変化率を計算することができません。
このグラフは、選択した期間の各日にメッセージを開封してメッセージ内のリンクをクリックした一
意の受信者の合計数を示します。
開封数やクリック数のメトリクスとは異なり、これらのメトリクスは、開封されたメッセージと発生
したクリックイベントの合計数ではなく、メッセージを開封した、またはメッセージ内のリンクを
クリックした一意の受信者の数を示します。つまり、1 人のユーザーがメッセージを 5 回開封した場
合、開封数グラフに 5 つの開封イベントが示されますが、このグラフには 1 つの開封イベントのみが
表示されます。
バウンスイベントと苦情イベント
選択した期間中の各日に発生したソフトバウンス、ハードバウンス、苦情の数が表示されます。ソフ
トバウンスは通常、一時的なものです。例えば、メッセージの配信を試みたときに受信者の受信箱が
いっぱいである、またはメールサーバーが一時的にオフラインである場合、ソフトバウンスとしてカ
ウントします。ハードバウンスは永続的です。例えば、受信者の E メールアドレスが存在しないか、
メールサーバーが貴社のドメインからのメッセージを受け入れない場合、ハードバウンスとしてカウ
ントします。

Amazon Pinpoint を使用したファネルグラフの作成
Amazon Pinpoint を使用して、何人のユーザーが一連のステップを完了したかを示すグラフである、ファ
ネルを分析できます。例えば、ファネルの一連のステップは、(ショッピングカート内のような) 購入また
はその他の意図されたユーザーの行動につながる変換プロセスを指す場合があります。
ファネルをモニタリングすることで、アプリケーションに加えられた変更、または Amazon Pinpoint キャ
ンペーンにより、変換レートが向上したかどうかを評価できます。
ファネルに属するステップを指定すると、[Create a funnel] ページに以下のように表示されます。

この例では、グラフにはアプリケーションの更新プロセスで各ステップを完了したユーザーの割合が表
示されます。列の値を比較することで、ステップ間の低下率を確認できます。この例では、通知を受け取
り、アプリケーションセッションを開始するユーザー間に 35% の低下が見られます。次に、セッションを
開始して、アプリケーションの設定ページを開くユーザー間に 19% の低下が見られます。
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ファネルを作成するには、分析する変換プロセスの一部の各イベントを指定します。ファネルにイベン
トを追加すると、アプリケーションによってレポートされるイベントを選択することができます。アプリ
ケーションは、以下のタイプのイベントをレポートできます。
• スタンダードイベント – アプリケーションのセッションが起動または停止したときに、自動的にレポー
トするイベントが含まれます。標準イベントのイベントタイプの名前は、_session.start のよう
に、アンダースコアプレフィックスで示されます。標準イベントには、アプリケーション内購入をレ
ポートする収益化イベントも含まれます。
• カスタムイベント – アプリケーションに固有のアクティビティをモニタリングするために定義します。
例えば、ゲームのレベルを完了する、ソーシャルメディアに投稿する、特定のアプリケーション設定の
実行などがあります。
イベントをレポートするようにアプリケーションを設定する方法については、「the section called “イベン
トデータのストリーミング” (p. 254)」を参照してください。

ファネルの有効化
可能な限り最高のエクスペリエンスを提供するために、過去 90 日間にファネルレポートを使用していな
い場合は非表示になります。
[funnels] ページにファネルレポートが非表示になっていることを示すメッセージが表示された場合は、
[Enable funnels] を選択します。そうすると、現在の AWS リージョンでアカウントのファネルが復元され
ます。アカウントに関連付けられているデータの量によっては、この処理が完了するまでに最大 72 時間
かかることがあります。

ファネルの作成
Amazon Pinpoint アカウントのファネルデータが既に読み込まれている場合は、新しいファネルの作成を
開始できます。

ファネルを作成するには
1.
2.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
[All projects] ページで、どのプロジェクトの中にファネルを作成するかを選択します。

3.
4.
5.

ナビゲーションパネルの [Analytics] で、[Funnels] を選択します。
[Create a funnel] を選択します。
ファネル名に、ファネルの名前を入力します。

6.

ファネルグラフに追加するイベントを選択します。各イベントに、以下を指定します。
• シリーズ名 – イベントグラフの名前です。

7.

• イベント – Amazon Pinpoint に報告されるイベントの種類です。
• 属性 – グラフに追加するイベントに関連付けられる属性値のペアです。
イベントを追加するには、[Create another series] を選択します。このシリーズを複製する を選択し
てイベントをコピーすることもできます。

Amazon Pinpoint によるイベントのストリーミング
Amazon Pinpoint は、イベントデータと呼ばれるエンゲージメントデータとアプリケーション使用状況
データを、さらなる分析とストレージ用に、サポートされている AWS サービスにストリーミングできま
す。
アプリケーションを Amazon Pinpoint と統合すると、ユーザーによって開始されたセッション数などの、
イベントがレポートされます。Amazon Pinpoint は、コンソールのアプリケーションの分析グラフおよび
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メトリクスで、このデータを提供します。分析データは、キャンペーンがメッセージを送信したデバイス
の数など、Amazon Pinpoint によって作成されたキャンペーンイベントを表示します。
Amazon Pinpoint は 90 日間データを保持します。このデータを無期限に保存する、またはカスタムクエリ
とツールを使用して分析するには、イベントデータを Amazon Kinesis に送信するように Amazon Pinpoint
を設定できます。
このセクションのトピック:
• Amazon Kinesis について (p. 255)
• Amazon Pinpoint のイベントを Kinesis にストリーミングする (p. 255)

Amazon Kinesis について
Kinesis プラットフォームでは、AWS のストリーミングデータのロードと分析に使用できるサービスを
提供します。Amazon Pinpoint は、アプリケーション、キャンペーン、ジャーニーイベントを Amazon
Kinesis Data Streams またはAmazon Kinesis Data Firehose に送信するように設定することができます。
イベントをストリーミングすることによって、以下のようにより柔軟なデータ分析のオプションが利用可
能になります。
• イベントを複数のアプリケーションから 1 つのストリームへ集約し、このデータをコレクションとして
分析する。
• AWS のクエリサービスでイベントを分析する。例えば、Amazon Kinesis Data Analytics を使用して、
ストリーミングデータに対して SQL クエリを実行できます。

Amazon Kinesis Data Streams について
Amazon Kinesis Data Streams は、ストリーミングデータを処理、分析するカスタムアプリケーションを
構築するのに使用できるサービスです。例えば、Kinesis Data Streams にイベントをストリーミングする
ことは、カスタムダッシュボードのイベントデータの使用、イベントに基づいたアラートの生成、イベン
トへの動的な応答に役立ちます。
詳細については、「Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイド」を参照してください。

Amazon Kinesis Data Firehose について
Amazon Kinesis Data Firehose は、ストリーミングデータを次の宛先に配信するために使用できるサービ
スですAWSAmazon Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon Redshift、または Amazon を含むデー
タストア OpenSearch サービス (OpenSearch サービス)。例えば、Kinesis Data Firehose へイベントをス
トリーミングすると次のような利点があります。
• 独自の分析用アプリケーションやツールを使用して、Amazon S3、Amazon Redshift、またはのイベン
トを分析します。 OpenSearch サービス。
• Amazon S3 にイベントを送信し、Amazon Athena でこのデータに SQL クエリを書き込めます。
• イベントデータを Amazon S3 に長期保存のためにバックアップします。
詳細については、Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドを参照してください。

Amazon Pinpoint のイベントを Kinesis にストリーミ
ングする
Kinesis プラットフォームでは、AWS のストリーミングデータのロードと分析に使用できるサービスを提
供します。アプリケーション、キャンペーン、ジャーニーイベントを Amazon Kinesis Data Streams に送
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信して、外部アプリケーションまたはサードパーティーの分析ツールで処理するように、Amazon Pinpoint
を設定できます。また、Amazon Kinesis Data Firehose を使用して、このイベントデータを AWS データ
ストア (Amazon Redshiftなど) にストリーミングするように Amazon Pinpoint を設定することも可能で
す。

前提条件
このセクションのステップを完了する前に、Amazon Pinpoint を使用する同じアカウントで、Amazon
Kinesis Streams またはKinesis Data Firehose 配信ストリームを作成します。Kinesis ストリームの作成
の詳細については、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの「データストリームの作成お
よび更新」を参照してください。Kinesis Data Firehose 配信ストリーム作成について詳しくは、Amazon
Kinesis Data Firehose デベロッパーガイドの「Amazon Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成」を
参照してください。
オプションで、ストリームにデータを送信するためのアクセス権限を付与する IAM ロールを作成できま
す。このロールを作成しない場合、Amazon Pinpoint によって自動的に作成できます。このポリシーの手
動作成の詳細については、「」を参照してください。Kinesis にイベントをストリーミングするための IAM
ロールのAmazon Pinpoint デベロッパーガイド。

イベントストリーミングのセットアップ
イベントストリーミングをセットアップするには、Amazon Pinpoint で次のステップを実行します。

イベントのストリーミングをセットアップするには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、データストリーミングを設定するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Settings] で、[Event stream] を選択します。

4.

[Services] セクションで、[Edit] を選択します。

5.

[Stream to Amazon Kinesis] を選択します。

6.

[Choose a stream type] で、次のいずれかのオプションを選択します。
• Send events to an Amazon Kinesis Data Stream – 分析のため外部アプリケーションに Amazon
Pinpoint イベントデータを送信する場合は、このオプションを選択します。
• [Send events to an Amazon Kinesis Data Firehose stream] — Amazon Redshift などの AWS データ
ストアにイベントデータを送信する場合は、このオプションを選択します。

7.

[Amazon Kinesis Stream] で、データをエクスポートするために使用する Amazon Kinesis ストリーム
を選択します。

Note
Amazon Kinesis Streams を作成していない場合は、次の Amazon Kinesis コンソールにアク
セスしてください。https://console.aws.amazon.com/kinesis。ストリーミング作成の詳細に
ついては、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドまたは Amazon Kinesis Data
Firehose デベロッパーガイドを参照してください。
8.

[IAM ロール] で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Use an existing role] – このオプションを選択すると、Amazon Pinpoint がアカウントに既に存在す
る IAM ロールを使用します。選択したロールは firehose:PutRecordBatch アクションに従う
必要があります。このアクションを許可するポリシーの例については、Amazon Pinpoint デベロッ
パーガイドの「アクセス権限ポリシー」を参照してください。
• [Automatically create a role] – 必要なアクセス権限を持つ IAM ロールを自動的に作成するには、こ
のオプションを選択します。このロールは、Amazon Pinpoint がステップ 7 で選択したストリーム
にデータを送信するのを許可します。
256

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
Kinesis へのストリーミング

9.

[Save] を選択します。

Amazon Pinpoint がプロジェクトのイベントを受信すると、このデータを Kinesis ストリームに送信しま
す。Amazon Pinpoint がイベントに送信するデータの詳細については、Amazon Pinpoint デベロッパーガ
イドの「Amazon Pinpoint イベントを Kinesis にストリーミングする」を参照してください。
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Amazon Pinpoint メッセージテンプ
レート
週刊ニュースレターや予定のアラームなど、特定の種類のメッセージを頻繁にデザインして送信する場合
は、メッセージテンプレートとして作成して保存できます。その後、メッセージをデザインして書き直す
代わりに、その種類のメッセージを送信する必要があるたびに、テンプレートを開始点として使用できま
す。
メッセージテンプレートは、作成、保存、および任意の Amazon Pinpoint プロジェクトに送信するメッ
セージで再利用できるコンテンツと設定のセットです。テンプレートを作成するときは、テンプレートに
基づくメッセージの複数のコンポーネント内で再利用するコンテンツを指定します。
これらのコンポーネントは、テンプレートパーツと呼ばれます。これらには、テンプレートのタイプに応
じて、静的テキスト、パーソナライズされたコンテンツ、イメージ、およびその他のデザイン要素を含め
ることができます。テンプレートパーツには、チャネル固有の設定を含めることもできます。たとえば、
プッシュ通知テンプレートのテンプレートパートでは、受取人がテンプレートに基づくプッシュ通知を受
信したときに再生されるカスタムサウンドや表示されるイメージを指定できます。
メッセージを作成するときに、メッセージに使用するテンプレートを選択できます。テンプレートを選択
すると、Amazon Pinpoint はテンプレート内のコンテンツと設定をメッセージに入力します。
Amazon Pinpoint では、以下のタイプのメッセージテンプレートをデザインできます。
• キャンペーンまたはジャーニーから、またはダイレクトまたはテストメッセージとして、限られたユー
ザーに送信する E メールメッセージの E メールテンプレート。
• キャンペーンから、またはダイレクトまたはテストメッセージとして、限られたユーザーに送信する
プッシュ通知用のプッシュ通知テンプレート。
• キャンペーンから送信する SMS テキストメッセージ、またはダイレクトまたはテストメッセージとし
て、限られたユーザーに送信する SMS テキストメッセージの SMS テンプレート。
• ダイレクトまたはテストメッセージとして送信する音声メッセージの音声テンプレート。
Amazon Pinpoint では、複数のタイプのメッセージテンプレートをサポートするだけでなく、メッセージ
テンプレートのバージョニングもサポートしています。バージョニングを使用すると、テンプレートの
履歴を作成し、維持しながら、テンプレートを長期にわたって設計および変更することができます。バー
ジョニングでは、メッセージで使用できるテンプレートのバージョンを指定することもできます。テンプ
レートバージョンの詳細については、「メッセージテンプレートのバージョンの管理 (p. 298)」を参照し
てください。
この章のトピックでは、Amazon Pinpoint アカウントのメッセージテンプレートを作成および管理する方
法について説明します。
トピック
• E メールテンプレートの作成 (p. 259)
• アプリケーション内テンプレートの作成 (p. 260)
• プッシュ通知テンプレートの作成 (p. 263)
•
•
•
•
•

SMS テンプレートの作成 (p. 266)
音声テンプレートの作成 (p. 267)
パーソナライズされたコンテンツをメッセージテンプレートに追加する (p. 269)
メッセージテンプレートヘルパーを使用する (p. 275)
メッセージテンプレートの管理 (p. 294)
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• メッセージテンプレートのバージョンの管理 (p. 298)

E メールテンプレートの作成
E メールテンプレートは、任意の Amazon Pinpoint プロジェクトに送信する E メールメッセージに作成、
保存、再利用するコンテンツと設定を含むメッセージテンプレートの一種です。Amazon Pinpoint により
作成および送信する任意のタイプの E メールメッセージで、E メールテンプレートを使用できます。
E メールテンプレートを作成するときは、テンプレートに基づく E メールメッセージの複数のコンポーネ
ント内で再利用するコンテンツと設定を指定します。これらのコンポーネントは、テンプレートパーツと
呼ばれ、メッセージの件名、メッセージ本文、またはその両方になります。コンテンツには、静的テキス
ト、パーソナライズされたコンテンツ、イメージなどのデザイン要素を使用できます。テンプレートパー
ツは、受取人の E メールアプリケーションが HTML コンテンツを表示しない場合に使用するメッセージ本
文など、設定にすることもできます。
テンプレートに基づく E メールメッセージを作成すると、Amazon Pinpoint は、テンプレートで定義され
たコンテンツと設定をメッセージに追加します。

E メールテンプレートを作成するには
1.
2.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。
ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.
4.

[Create template] をクリックします。
[Channel] で [Email] を選択します。

5.

[Template details] の [Template name] にテンプレートの名前を入力します。名前は文字または数字で
始める必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、アンダース
コア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。

6.

(オプション) [バージョンの説明] に、テンプレートの簡単な説明を入力します。説明には、500 文字
まで入力できます。

7.

[Email details] で、以下のオプションにより、テンプレートを使用するメッセージのコンテンツを指定
します。
• [Subject] に、メッセージの件名行に表示するテキストを入力します。
• [Message] に、メッセージの本文に表示するコンテンツを入力します。

Tip

8.

メッセージの本文で、HTML ビューまたはデザインビューを使用してコンテンツを入力で
きます。HTML ビューでは、フォーマット、リンク、およびメッセージに含めるその他
の機能など、HTML コンテンツを手動で入力することができます。デザインビューでは、
リッチテキストエディタを使用してコンテンツを入力できます。書式設定ツールバーを
使用して、書式設定を適用し、コンテンツにリンクやその他の機能を追加します。ビュー
を切り替えるには、メッセージエディタの上にあるビューセレクタから [HTML] または
[Design] を選択します。
テンプレートの件名と本文にも、パーソナライズされたコンテンツを含めることができま
す。これを実行するには、ユーザーまたは Amazon Pinpoint が作成した特定の属性（例:
ユーザーの名を保存する属性）を参照するメッセージ変数を追加します。メッセージ変数
を使用することで、そのテンプレートを使用するメッセージの各受信者にさまざまなコン
テンツを表示できます。メッセージ変数を使用するには、[Attribute finder] から既存の属性
名を選択します。Amazon Pinpoint は、属性のメッセージ変数を作成し、それをクリップ
ボードにコピーします。目的の場所に変数を貼り付けます。詳細については、「パーソナ
ライズされたコンテンツをメッセージテンプレートに追加する (p. 269)」を参照してくだ
さい。
(オプション) [Plain text version] で、テンプレートを使用し、E メールアプリケーションに HTML が表
示されない受取人に送信される、メッセージの本文に表示するコンテンツを入力します。
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9.

メッセージ変数を使用してパーソナライズされたコンテンツをテンプレートに追加する場合、
各変数のデフォルト値を指定します。これを実行する場合、受信者に対応する値が存在しない場
合、Amazon Pinpoint は変数を指定した値に置き換えます。テンプレート内の各変数に対し実行する
ことを推奨します。
変数のデフォルト値を指定するには、[Default personalization values] セクションを展開します。その
後、各変数に使用するデフォルト値を入力します。デフォルト値を指定せず、受信者に値が存在しな
い場合、Amazon Pinpoint はメッセージを送信しません。

10. テンプレートのコンテンツと設定の入力が完了したら、[Create] を選択します。
ユーザーに送信する E メールメッセージでテンプレートを使用する前に、そのテンプレートをテストする
場合は、テンプレートを使用するテストメッセージを送信 (p. 227)できます。その場合は、最初にステッ
プ 9 を完了して、テンプレート内のすべての変数のデフォルト値を指定するようにしてください。そうし
ないと、メッセージが送信されないか、正しくレンダリングされない可能性があります。

メッセージテンプレートに購読解除リンクを含める
メールに配信停止リンクを含めることはベストプラクティスであり、一部の国では法的要件です。購読解
除リンクには、特別な属性を含めることができます。ses:tags="unsubscribeLinkTag:value"次
のとおりです。#は定義した値です。受信者がこの特別な属性を含むリンクをクリックすると、Amazon
Pinpoint は分析目的でのオプトアウトイベントとしてカウントします（たとえば、Analytics 概要ペー
ジ (p. 233)). 次の例は、このタイプのリンクの構文を示しています。
<a ses:tags="unsubscribeLinkTag:optout" href="https://www.example.com/
preferences">Unsubscribe</a>

テンプレートにこの属性を持つリンクが含まれている場合、オプトアウト要求を処理するためのシステ
ムを開発する必要があることに注意してください。オプトアウト要求を処理するシステムの例について
は、Amazon Pinpoint プリファレンスセンターソリューションのAWSソリューションライブラリ。

アプリケーション内テンプレートの作成
アプリケーション内テンプレートは、Amazon Pinpoint からアプリケーションのユーザーに送信するメッ
セージのテンプレートです。アプリケーション内テンプレートを使って、アプリケーション内メッセージ
の設定やコンテンツを作成、保存、再利用できます。
アプリケーション内テンプレートを作成すると、そのテンプレートを使用するアプリケーション内メッ
セージの本文で再利用したい設定やコンテンツが指定されます。テンプレートを使ってメッセージを作成
すると、Amazon Pinpoint は定義された設定と内容でメッセージを取り込みます。
アプリケーション内メッセージは、高度なカスタマイズができます。ウェブサイトを開いたり、アプリ
ケーション内の特定の場所に移動するためのボタンを配置することができます。背景色や文字色の設定、
テキストの配置、イメージの追加など、通知に必要な設定を行うことができます。1 つだけのメッセージ
を送信することも、最大 5 つのユニークなメッセージを含むカルーセルを作成し、ユーザーがスクロール
できるようにすることも可能です。

アプリケーション内テンプレートを作成するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[Create template]を選択します。

4.

[Channel] で、[In-app messaging] を選択します。
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5.

[Template details] の [Template name] にテンプレートの名前を入力します。名前は文字または数字で
始める必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、アンダース
コア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。

6.

(オプション) [バージョンの説明] に、テンプレートの簡単な説明を入力します。説明には、500 文字
まで入力できます。

7.

[In-app message details] セクションの [Layout] で、メッセージテンプレートのレイアウトの種類を選
択します。以下のオプションから選択できます。
• [Top banner] – ページの上部にバナーとして表示されるメッセージです。
• [Bottom banner] ページの下部にバナーとして表示されるメッセージです。
• [Middle banner] ページの中央部に通知として表示されるメッセージです。
• [Full screen] – 画面全体をカバーするメッセージです。
• [Modal] – ページの手前にあるウィンドウに表示されるメッセージです。
• Carousel – 最大 5 つの一意のメッセージをスクロールできるレイアウトです。

8.

9.

ヘッダーで、メッセージの冒頭に表示されるタイトルを設定します。カルーセルメッセージを作成し
た場合、ヘッダーを含むカルーセルの最初のメッセージを作成する必要があります。
a.

バナーに表示する [Header text]。64 文字まで入力できます。

b.

[Header text color] は、ヘッダーの文字色を選択します。オプションで RGB 値や 16 進数のカ
ラーコードも入力できます。

c.

[Header alignment] では、テキストを [Left]、[Center]、[Right] のいずれにするかを選択します。

[メッセージ] の下に、メッセージの本文を設定します。
a.

[メッセージ] に、本文を入力します。メッセージの長さは最大 150 文字です。

b.

[Text color] で、ヘッダーの文字色を選択します。オプションで RGB 値や 16 進数のカラーコード
も入力できます。

c.

[Text alignment] では、テキストを [Left]、[Center]、[Right] のいずれにするかを選択します。

10. (オプション) メッセージの背景色を変更します。[Background]で、メッセージの背景色を選択しま
す。オプションで RGB 値や 16 進数のカラーコードも入力できます。
11. (オプション) メッセージにイメージを追加します。[Image URL] で、メッセージに表示させたいイ
メージの URL を入力します。.jpg および .png のファイルのみ受け付けます。イメージの寸法は、
メッセージの種類によって異なります。
• バナーの場合、イメージは 100 ピクセル × 100 ピクセル、または 1 : 1 のアスペクト比である必要
があります。
• カルーセルの場合、イメージは 300 ピクセル × 200 ピクセル、または 3 : 2 のアスペクト比である
必要があります。
• 全画面メッセージの場合、イメージは 300 ピクセル × 200 ピクセル、または 3 : 2 のアスペクト比
である必要があります。
12. (オプション) メッセージにボタンを追加します。[Primary button] で、次の操作を行います。
a.

[Add primary button] を追加します。

b.

[Button text] で、ボタンに表示するテキストを入力します。64 文字まで入力できます。

c.

(オプション) [Button text color] で、ボタンテキストの色を選択します。オプションで RGB 値や
16 進数のカラーコードも入力できます。

d.

(オプション) [Background color]で、ボタンの背景色を選択します。オプションで RGB 値や 16
進数のカラーコードも入力できます。

e.

(オプション)[Border radius] で、半径の値を入力します。数値が小さいと角が鋭くなり、数値が大
きいと角が丸くなります。

f.

[Actions] で、ユーザーがボタンをタップしたときに発生するイベントを選択します。
• [Close] — メッセージを閉じます。
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• [Go to URL] — ウェブサイトを開きます。
• [Go to deep link] — アプリを開くか、アプリケーション内の特定の場所を開きます。
デバイスの種類によってボタンの動作を変えたい場合は、デフォルトのアクションをオーバーラ
イドすることができます。[Actions] の下にあるタブを使用して、ボタンの動作を変更するデバイ
スの種類を選択します。例えば、iOS デバイス用にボタンの動作を変更する場合は、[iOS] を選択
します。次に、[Override the default actions] を選択します。最後に、アクションを指定します。
13. (オプション) メッセージにセカンダリーボタンを追加します。[Secondary button] で、[Add secondary
button] を選択します。前項のステップに従って、セカンダリーボタンを設定します。
14. (オプション) メッセージにカスタムデータを追加します。カスタムデータとは、メッセージと一緒に
配信されるキーバリューのペアのことです。例えば、メッセージとともにプロモーションコードを渡
すことができます。カルーセルメッセージを送信する場合、それぞれのカルーセルメッセージにカス
タムデータを追加できます。カスタムデータを追加するには、次の操作を行います。
a.

[Custom data] で、[Add new item] を選択します。

b.

キーを入力します。例えば、PromoCode のような値です。

c.

値にキー値を入力します。PromoCode が 12345 だったとします。

d.

メッセージの送信時に、コード 12345 がメッセージに含まれます。

e.

さらにキーバリューのペアを追加するには、[Add new item] を選択します。最大 10 個のキーバ
リューのペアを追加できます。カスタムデータの追加が終了したら、次のステップに進みます。

15. メッセージがカルーセルになっている場合は、さらに最大 4 つのユニークなメッセージを追加できま
す。カルーセルにメッセージを追加するには、[Carousel overview] セクションを展開します。次に、
[Add new message] を選択します。前項のステップを繰り返して、メッセージを設定します。
カルーセルにメッセージを追加すると、[Preview] ページの下部にカルーセルに含まれるメッセージの
数を示すアイコンが表示され、メッセージが更新されます。
次のイメージは、2 つのメッセージを表示したカルーセルです。
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16. 完了したら、[Create] を選択します。

プッシュ通知テンプレートの作成
プッシュ通知テンプレートは、Amazon Pinpoint プロジェクトで使用できるコンテンツと設定を含むメッ
セージテンプレートです。テンプレートに基づくプッシュ通知を作成すると、Amazon Pinpoint によって
テンプレートで定義したコンテンツと設定が通知に入力されます。
プッシュ通知テンプレートを作成するときは、そのテンプレートに基づくプッシュ通知のさまざまなコン
ポーネントで再利用するコンテンツと設定を指定します。テンプレートパーツと呼ばれるこれらのコン
ポーネントには、通知のタイトルや本文などのテキストや、受信者が通知を受信したときに再生するカス
タムサウンドなどの設定を含めることができます。
特定のプッシュ通知チャンネル用にテンプレートをカスタマイズするには、各テンプレートに複数のテ
ンプレートパートセット - デフォルトセットと 1 つ以上のチャンネル固有のセットを作成します。デフォ
ルトセットには、プッシュ通知チャンネルにデフォルトで使用するコンテンツと設定が含まれています。
サービス別セットには、Apple プッシュ通知サービス (APNs) や Firebase Cloud Messaging (FCM) など、
特定の通知サービスで使用したいコンテンツや設定が含まれています。チャンネル固有の設定をテンプ
レートに追加することで、受信者のデバイスに固有のコンテンツを表示するように通知を調整できます。
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また、メッセージの Raw データを含むテンプレートを作成 (p. 266)できます。このオプションはより高
度なものですが、標準の Amazon Pinpoint プッシュ通知テンプレートに存在しない、特定のチャンネルの
設定を指定したい場合に便利です。

スタンダードプッシュ通知テンプレートを作成する
タイトル、本文、イメージ、アクションなど、メッセージの基本的な内容を指定する場合、この手順を実
行します。Raw メッセージのコンテンツを指定する必要がある場合は、代わりに Raw メッセージデータ
でプッシュ通知テンプレートを作成する (p. 266) で手順を完了してください。

プッシュ通知テンプレートを作成するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[Create template] をクリックします。

4.

[Channel] で、[Push Notifications] を選択します。

5.

[Template details] の [Template name] にテンプレートの名前を入力します。名前は文字または数字で
始める必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、アンダース
コア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。

6.

(オプション) [バージョンの説明] に、テンプレートの簡単な説明を入力します。説明には、500 文字
まで入力できます。

7.

[Push notification details] で、次の操作を行います。
• [Notification type] で、[Standard message] を選択します。
• [Title] で、にメッセージ本文の上に表示するタイトルを入力します。
• [Body] に、通知メッセージの本文に表示するテキストを入力します。

Tip
テンプレートのタイトルと本文にパーソナライズされたコンテンツを含めることができま
す。これを実行するには、特定の属性（例: ユーザーの名を保存する属性）を参照するメッ
セージ変数を追加します。メッセージ変数を使用することで、そのテンプレートを使用す
るプッシュ通知の各受信者にさまざまなコンテンツを表示できます。
メッセージ変数を使用するには、[Attribute finder] から既存の属性名を選択しま
す。Amazon Pinpoint は、属性のメッセージ変数を作成し、それをクリップボードにコ
ピーします。目的の場所に変数を貼り付けます。詳細については、「パーソナライズされ
たコンテンツをメッセージテンプレートに追加する (p. 269)」を参照してください。
• [Custom alert sound] に、受信者がプッシュ通知を受信したときに再生するカスタムサウンドを含む
オーディオファイルの名前を入力します。この名前は、受信者のデバイス上のオーディオファイル
の名前と一致する必要があります。
• [アクション] で、受信者がプッシュ通知をタップした場合の受信者のデバイスの処理を選択しま
す。
• [Open your app] – アプリケーションを開くか、バックグラウンドに送信された場合はフォアグラ
ウンドに持っていきます。
• [Go to a URL] – 受信者のデバイスでデフォルトのブラウザを開き、特定のウェブページを読み込
みます。このオプションを選択した場合は、[Destination URL] ボックスにウェブページの URL
を入力します。
• [Open a deep link] – アプリケーションを開き、アプリに特定のユーザーインターフェイスを表
示します。このオプションを選択する場合は、[Destination URL] ボックスにインターフェイスの
URL を入力します。
8.

(オプション) 特定のプッシュ通知サービス用にテンプレートをカスタマイズするには、[Customize
content for individual push services] で適切なサービスタブを選択します。次に、サービスに必要なオ
プションを選択します。
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サービスタブで [Override default push content] チェックボックスをオンにすると、Amazon Pinpoint
は自動的に、前のステップで選択したデフォルトのコンテンツと設定を、タブで選択したオプション
で置き換えます。デフォルトのコンテンツと設定をそのまま使用し、追加のチャンネル固有の設定を
使用するようにテンプレートをカスタマイズする場合は、このチェックボックスを選択しないでくだ
さい。
Apple
これらのオプションを使用して、iOS デバイスで実行されているアプリに Apple プッシュ通知
サービス (APNs) チャンネル経由で送信するプッシュ通知のカスタムコンテンツと設定を指定し
ます。
標準のコンテンツと設定に加えて、テンプレートを使用するプッシュ通知にカスタムイメージや
ビデオを含めることができます。これを行うには、[iOS media] ボックスにイメージまたはビデオ
ファイルの URL を入力します。URL はパブリックにアクセス可能である必要があります。そう
しないと、受信者のデバイスはイメージやビデオを表示できなくなります。
Google
これらのオプションを使用して、Android 搭載端末で実行されているアプリに Google Firebase
Cloud Messaging (FCM) チャンネル経由で送信するプッシュ通知のカスタムコンテンツと設定を
指定します。
標準のコンテンツと設定に加えて、次のオプションを選択して、テンプレートを使用するプッ
シュ通知にカスタムイメージを表示できます。
• [Android image] – プッシュ通知の本文に表示するイメージの URL を入力します。
• [Android icon] – プッシュ通知のコンテンツビューに表示する大きなアイコンイメージの URL
を入力します。
• [Android small icon] – プッシュ通知のステータスバーとコンテンツビューに表示する小さなア
イコンイメージの URL を入力します。
Amazon
これらのオプションを使用して、Amazon デバイスメッセージング (ADM) チャンネルを介して
Kindle Fire タブレットなどの Amazon デバイスで実行されているアプリに送信するプッシュ通知
のカスタムコンテンツと設定を指定します。
標準のコンテンツと設定に加えて、次のオプションを選択して、テンプレートを使用するプッ
シュ通知にカスタムイメージを表示できます。
• [Android image] – プッシュ通知の本文に表示するイメージの URL を入力します。
• [Android icon] – プッシュ通知のコンテンツビューに表示する大きなアイコンイメージの URL
を入力します。
• [Android small icon] – プッシュ通知のステータスバーとコンテンツビューに表示する小さなア
イコンイメージの URL を入力します。
Baidu
これらのオプションを使用して、Baidu のクラウドプッシュプラットフォームを使用するアプリ
に Baidu チャンネル経由で送信するプッシュ通知のカスタムコンテンツと設定を指定します。
標準のコンテンツと設定に加えて、次のオプションを選択して、テンプレートを使用するプッ
シュ通知にカスタムイメージを表示できます。
• [Android image] – プッシュ通知の本文に表示するイメージの URL を入力します。
• [Android icon] – プッシュ通知のコンテンツビューに表示する大きなアイコンイメージの URL
を入力します。
• [Android small icon] – プッシュ通知のステータスバーとコンテンツビューに表示する小さなア
イコンイメージの URL を入力します。
265

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
Raw メッセージデータでプッ
シュ通知テンプレートを作成する

9.

メッセージ変数を使用してパーソナライズされたコンテンツをテンプレートに追加する場合、
各変数のデフォルト値を指定します。これを実行する場合、受信者に対応する値が存在しない場
合、Amazon Pinpoint は変数を指定した値に置き換えます。テンプレート内の各変数に対し実行する
ことを推奨します。
変数のデフォルト値を指定するには、[Default personalization values] セクションを展開します。その
後、各変数に使用するデフォルト値を入力します。デフォルト値を指定せず、受信者に値が存在しな
い場合、Amazon Pinpoint はメッセージを送信しません。

10. テンプレートのコンテンツと設定の入力が完了したら、[Create] を選択します。

Raw メッセージデータでプッシュ通知テンプレートを
作成する
Raw メッセージのペイロードを手動で指定する場合は、この手順を完了します。Amazon Pinpoint で設定
できない特定のプッシュ通知サービスの機能を使用する場合のみ、Raw メッセージペイロードを指定する
必要があります。Raw メッセージのコンテンツを指定する必要がない場合は、代わりに スタンダードプッ
シュ通知テンプレートを作成する (p. 264) で手順を完了してください。
Raw メッセージテンプレートを使用する必要があるユースケースの例として、デスクトップの Safari
ウェブブラウザのユーザーにメッセージを送信する場合があります。この場合、Raw メッセージのペイ
ロードに特定の属性を含める必要があります。詳細については、「Safari ウェブプッシュ通知を送信す
る (p. 20)」を参照してください。

プッシュ通知テンプレートを作成するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[Create template] をクリックします。

4.

[Channel] で、[Push Notifications] を選択します。

5.

[Template details] の [Template name] にテンプレートの名前を入力します。名前は文字または数字で
始める必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、アンダース
コア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。

6.

(オプション) [バージョンの説明] に、テンプレートの簡単な説明を入力します。説明には、500 文字
まで入力できます。

7.

[Push notification details] の[Notification type] で [Raw message] を選択します。メッセージエディ
ターには、テンプレートに使用するコードのアウトラインが表示されます。メッセージエディター
で、画像、サウンド、アクションなど、テンプレートに指定したいオプション設定を含め、各プッ
シュ通知サービスで使用する設定を入力します。詳細については、使用するプッシュ通知サービスの
ドキュメントを参照してください。

8.

Raw メッセージのコンテンツの入力が終了したら、[作成] を選択します。

ユーザーに送信するプッシュ通知でテンプレートを使用する前に、そのテンプレートをテストする場合
は、テンプレートを使用するテスト通知を送信 (p. 228)できます。その場合は、最初にステップ 10 を完
了して、テンプレート内のすべての変数のデフォルト値を指定するようにしてください。そうしないと、
プッシュ通知が送信されないか、正しくレンダリングされない可能性があります。

SMS テンプレートの作成
SMS template は、任意の Amazon Pinpoint プロジェクトに送信する SMS テキストメッセージに作成、保
存、再利用するコンテンツと設定を含むメッセージテンプレートの一種です。SMS テンプレートは、キャ
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ンペーンからや、ダイレクトまたはテストメッセージとして、限られたユーザーに送信するテキストメッ
セージで使用できます。
SMS テンプレートを作成するときは、テンプレートに基づくテキストメッセージの本文で再利用する設定
とコンテンツを指定します。テンプレートに基づくメッセージを作成すると、Amazon Pinpoint はテンプ
レートで定義された設定とコンテンツをメッセージに取り込みます。

SMS テンプレートを作成するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[Create template] を選択します。

4.

[Channel] で [SMS] を選択します。

5.

[Template details] の [Template name] にテンプレートの名前を入力します。名前は文字または数字で
始める必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、アンダース
コア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。

6.

(オプション) [バージョンの説明] に、テンプレートの簡単な説明を入力します。説明には、500 文字
まで入力できます。

7.

[SMS details] の [メッセージ] に、テンプレートを使用するメッセージの本文に表示するコンテンツを
入力します。メッセージ本文の長さは最大 1,600 文字です。

Tip
テンプレートの本文にパーソナライズされたコンテンツを含めることができます。これを実
行するには、ユーザーまたは Amazon Pinpoint が作成した特定の属性（例: ユーザーの名を保
存する属性）を参照するメッセージ変数を追加します。メッセージ変数を使用することで、
そのテンプレートを使用するメッセージの各受信者にさまざまなコンテンツを表示できま
す。
メッセージ変数を使用するには、[Attribute finder] から既存の属性名を選択します。Amazon
Pinpoint は、属性のメッセージ変数を作成し、それをクリップボードにコピーします。目的
の場所に変数を貼り付けます。詳細については、「パーソナライズされたコンテンツをメッ
セージテンプレートに追加する (p. 269)」を参照してください。
8.

メッセージ変数を使用してパーソナライズされたコンテンツをテンプレートに追加する場合、
各変数のデフォルト値を指定します。これを実行する場合、受信者に対応する値が存在しない場
合、Amazon Pinpoint は変数を指定した値に置き換えます。テンプレート内の各変数に対し実行する
ことを推奨します。
変数のデフォルト値を指定するには、[Default personalization values] セクションを展開します。その
後、各変数に使用するデフォルト値を入力します。デフォルト値を指定せず、受信者に値が存在しな
い場合、Amazon Pinpoint はメッセージを送信しません。

9.

テンプレートのコンテンツと設定の入力が完了したら、[Create] を選択します。

ユーザーに送信するメッセージでテンプレートを使用する前に、そのテンプレートをテストする場合は、
テンプレートを使用するテストメッセージを送信 (p. 229)できます。その場合は、最初にステップ 8 を完
了して、テンプレート内のすべての変数のデフォルト値を指定するようにしてください。そうしないと、
メッセージが送信されないか、正しくレンダリングされない可能性があります。

音声テンプレートの作成
音声テンプレート は、Amazon Pinpoint プロジェクトに送信する E メールメッセージに作成、保存、再
利用するコンテンツを含むメッセージテンプレートの一種です。ダイレクトメッセージまたはテストメッ
セージとして送信する音声メッセージに音声テンプレートを使用できます。
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音声テンプレートを作成するときは、テンプレートに基づく音声メッセージのさまざまなコンポーネント
で再利用するコンテンツと設定を指定します。これらのコンポーネントは、テンプレートパーツと呼ばれ
ます。メッセージの配信時に使用する音声など、メッセージスクリプトのテキストまたは設定を含めるこ
とができます。メッセージスクリプトには、静的テキストと、オプションで、定義したパーソナライズさ
れたコンテンツを含めることができます。
テンプレートに基づく音声メッセージを作成すると、テンプレートで定義したコンテンツと設定が
Amazon Pinpoint によってメッセージに取り込まれます。

音声テンプレートを作成するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[Create template]をクリックします。

4.

[Channel] で [音声] を選択します。

5.

[Template details] の [Template name] にテンプレートの名前を入力します。名前は文字または数字で
始める必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、アンダース
コア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。

6.

(オプション) [バージョンの説明] に、テンプレートの簡単な説明を入力します。説明には、500 文字
まで入力できます。

7.

[Voice message details] の [Message] に、テンプレートを使用するメッセージのメッセージスクリプ
トとして使用するテキストを入力します。スクリプトには最大 10,000 文字を含めることができ、プ
レーンテキスト形式であることが必要です。

Tip
メッセージスクリプトには、パーソナライズされたコンテンツを含めることができます。こ
れを実行するには、ユーザーまたは Amazon Pinpoint が作成した特定の属性（例: ユーザーの
名を保存する属性）を参照するメッセージ変数を追加します。メッセージ変数を使用するこ
とで、そのテンプレートを使用するメッセージの各受取人にさまざまなコンテンツを再生で
きます。
メッセージ変数を使用するには、[Attribute finder] から既存の属性名を選択します。Amazon
Pinpoint は、属性のメッセージ変数を作成し、それをクリップボードにコピーします。目的
の場所に変数を貼り付けます。詳細については、「パーソナライズされたコンテンツをメッ
セージテンプレートに追加する (p. 269)」を参照してください。
8.

[Language and region] は、メッセージスクリプトのテキストが書かれている言語を選択しま
す。Amazon Pinpoint はこの設定により、スクリプトのテキストを音声に変換する際に使用する音素
やその他の言語固有の設定を決定します。

9.

[音声] で、メッセージを受取人に読み上げるときの音声を選択します。各音声は各対象のネイティブ
スピーカーによって作成されるため、同じ言語であっても、音声によって異なります。したがって、
各音声をスクリプトでテストすることをお勧めします。
音声のリストは、ステップ 8 で選択した言語に基づいて変わります。ほとんどの場合、リストには少
なくとも 1 つの男性の音声と 1 つの女性の音声が含まれています。利用できる音声が 1 つしかない場
合もあります。AWS では引き続き、言語のサポートを追加し、サポートされている言語の音声を作成
していきます。

10. [Play message] を選択して、受取人に配信されたときにメッセージがどのように聞こえるかをテスト
します。テンプレートのデザインが希望どおりになるまで、コンテンツと設定を調整します。
11. メッセージ変数を使用してパーソナライズされたコンテンツをテンプレートに追加する場合、
各変数のデフォルト値を指定します。これを実行する場合、受信者に対応する値が存在しない場
合、Amazon Pinpoint は変数を指定した値に置き換えます。テンプレート内の各変数に対し実行する
ことを推奨します。
変数のデフォルト値を指定するには、[Default personalization values] セクションを展開します。その
後、各変数に使用するデフォルト値を入力します。デフォルト値を指定せず、受信者に値が存在しな
い場合、Amazon Pinpoint はメッセージを送信しません。
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12. テンプレートのコンテンツと設定の入力が完了したら、[Create] を選択します。

パーソナライズされたコンテンツをメッセージテン
プレートに追加する
テンプレートを使用するメッセージで動的なパーソナライズされたコンテンツを配信するには、メッセー
ジテンプレートにメッセージ変数を追加します。メッセージ変数は、お客様または Amazon Pinpoint が
ユーザーに関する情報の保存用に作成した特定の属性を参照する、プレースホルダーです。各属性は通
常、ユーザーの名前や住んでいる都市など、ユーザーの特性に対応します。メッセージ変数をテンプレー
トに追加することで、これらの属性を使用して、テンプレートを使用するメッセージの各受信者にカスタ
ムコンテンツを配信できます。
テンプレートにメッセージ変数が含まれている場合、Amazon Pinpoint は各変数を各受信者の現在の対応
する属性値に置き換えます。テンプレートを使用するメッセージを送信するたびに、この処理を行いま
す。つまり、メッセージまたはメッセージテンプレートのカスタマイズされたバージョンを複数作成する
ことなく、各受信者にパーソナライズされたコンテンツを送信できます。また確実に、メッセージに受信
者に関する最新情報を含めることができます。
例えば、プロジェクトがランナー向けのフィットネスアプリケーションであり、各ユーザーの名、優先ア
クティビティ、個人記録の属性が含まれている場合、テンプレートで以下のテキスト変数とメッセージ変
数を使用できます。
Hi {{User.UserAttributes.FirstName}}, congratulations
on your new {{User.UserAttributes.Activity}} record of
{{User.UserAttributes.PersonalRecord}}!
テンプレートを使用するメッセージを送信すると、Amazon Pinpoint は、各受信者の各属性の現在の値で
変数を置き換えます。これを以下の例に示します。
例1
Hi Sofia, congratulations on your new half marathon record of 1:42:17!
例2
Hi Alejandro, congratulations on your new 5K record of 20:52!
受信者の属性値が存在しない場合、Amazon Pinpoint は、変数に指定されたデフォルト値で変数を置き換
えることができます。例えば、フィットネスアプリケーションのユーザーが優先アクティビティを選択し
なかった場合、running 変数のデフォルト値として {{User.UserAttributes.Activity}} を使用で
きます。この場合、Amazon Pinpoint は以下の例に示すように変数を置き換えます。
例1
Hi Jane, congratulations on your new running record of 1:42:17!
例2
Hi John, congratulations on your new running record of 20:52!
デフォルト値を指定せず、受信者の値が存在しない場合、メッセージをその受信者に送信する際に
Amazon Pinpoint は変数のすべてのテキストを省略します。例:
Hi Mary, congratulations on your new record of 20:52!
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ベストプラクティスとして、テンプレートに含める各変数のデフォルト値を指定することをお勧めしま
す。

メッセージ変数の追加
メッセージ属性は、テンプレートの作成時に新しいテンプレートに追加することも、既存のテンプレー
トに追加することもできます。既存のテンプレートに変数を追加した場合、Amazon Pinpoint は、テンプ
レートを使用する未送信のメッセージ（後で送信されるようにスケジュールされているキャンペーンメッ
セージなど）に必ずしも変更を適用しません。これは、変数を追加するテンプレートのバージョンと、テ
ンプレートを使用するメッセージの設定方法によって異なります。詳細については、「メッセージテンプ
レートのバージョンの管理 (p. 298)」を参照してください。

Note
アプリ内メッセージングテンプレートは、メッセージ変数の使用をサポートしていません。

メッセージ変数をメッセージテンプレートに追加するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[Message templates] ページで、以下のいずれかを実行します。
• 新しいテンプレートを作成してメッセージ変数を追加するには、[Create template] を選択します。
次に、テンプレートページで、テンプレートの名前と、オプションでテンプレートの説明を入力し
ます。
• メッセージ変数を既存のテンプレートに追加するには、変数を追加するテンプレートを選択しま
す。次に、テンプレートページで [Edit] を選択します。[Template details] で、バージョンセレクタ
を使用して、開始点として使用するテンプレートのバージョンを選択します。最新バージョンを選
択した場合は、そのバージョンのテンプレートに変更を直接保存できます。それ以外の場合は、変
更を新しいバージョンのテンプレートとして保存できます。

4.

メッセージの詳細セクションで、メッセージ変数を追加する場所を決定します。任意のタイプのテン
プレートの本文に変数を追加できます。E メールおよびプッシュ通知テンプレートの場合、メッセー
ジの件名またはタイトルにも変数を追加できます。

5.

[Attribute finder] で、メッセージ変数を追加する属性のタイプのセクションを展開します。次のタイプ
の属性から選択できます。
標準属性
これは、Amazon Pinpoint がすべてのプロジェクトに自動的に作成する属性です。つまり、どの
プロジェクトに送信するメッセージでも使用できます。これらの各属性の詳細については、サ
ポートされている属性 (p. 272) を参照してください。
標準属性の変数を追加するには、リストから属性を選択します。
カスタム属性
これは、必要に応じて個々のプロジェクト用に作成する属性です。一部のプロジェクトではこ
れらの属性を使用できない可能性があるため、Amazon Pinpoint では、テンプレートを使用する
メッセージの各受信者に対して変数を値に置き換えられない場合があります。この問題を回避す
るために、Amazon Pinpoint には、特定のプロジェクトまたはすべてのプロジェクトのために存
在する属性を選択するためのオプションが用意されています。
カスタム属性を追加するには
1. [Custom attributes] を選択し、［Load custom attributes］を選択します。表示されたウィンド
ウには、Amazon Pinpoint が作成したすべてのプロジェクトを一覧表示します。各プロジェク
トを選択すると、選択したプロジェクトに共通する属性が右側のナビゲーションペインに表示
されます。属性が表示されない場合は、それらのプロジェクト間に共通の属性はありません。
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2. 以下の いずれかを 実行します。
• 選択したプロジェクトに共通するすべての属性を使用するには、[Load custom attributes] を
選択します。
• リストから特定の属性を使用したい場合は、属性名の一部分を検索フィールドに入力し
ます。入力した文字列と一致する属性が表示されます。使用したい属性が表示されたら、
[Load custom attributes] を選択します。[Attribute finder] は、新しく追加されたカスタム属性
を表示します。

Note
異なるプロジェクトのセットから共通の属性を追加したり、[Custom attributes] セ
クションの [Attribute finder] を変更したりすることはできません。カスタム属性を
変更する必要がある場合は、[X] を選択して [Attribute finder] をクリアしてから、も
う一度やり直してください。
3. [Attribute finder] で、変数を追加する属性を選択します。
Recommended attributes
これは、推奨モデルからパーソナライズされた推奨事項を取得するように Amazon Pinpoint を設
定するときに、オプションでアカウント用に作成する属性です。推奨モデルの使用方法について
は、「機械学習モデル (p. 304)」を参照してください。このタイプの属性の変数は、メールテン
プレート、プッシュ通知テンプレート、および SMS テンプレートに追加できます。音声テンプ
レートには追加できません。
推奨属性の変数を追加するには、リストから属性を選択します。[Attribute finder] に推奨属性が表
示されない場合は、まずテンプレートを推奨モデルに接続する必要があります。
推奨属性を追加するには、次の手順で行います。
1. 次に、[Connect model] を選択します。
2. 次に、テンプレートを使用するメッセージを送信するときに推奨事項を取得するモデルを選択
します。
3. 次に、[Connect model] を選択します。
6.

[Attribute finder] から属性を選択すると、Amazon Pinpoint によって属性のメッセージ変数が作成さ
れ、クリップボードにコピーされます。目的の場所に変数を貼り付けます。属性のリストが長い場合
は、検索テキストを入力してリストを絞り込みます。[X] を選択して、検索フィールドをクリアしま
す。
変数を貼り付けた後、Amazon Pinpointは、関連付けられた属性の名前として、2 組の中括弧で囲んで
表示します。例えば、{{User.UserAttributes.FirstName}}。

7.

追加するメッセージ変数ごとに、ステップ 4～6 を繰り返します。

8.

メッセージ変数のデフォルト値を指定するには、[Default attribute values] セクションを展開します。
次に、変数のリストで、変数に使用するデフォルト値を入力します。

Note
テンプレート内の各変数に対し実行することを推奨します。そうしないと、Amazon Pinpoint
がテンプレートを使用するメッセージを送信できない場合や、メッセージが予期しない方法
や望ましくない方法で表示される場合があります。
9.

完了したら、次のいずれかの操作を行います。
• 新しいテンプレートにメッセージ変数を追加した場合は、[作成] を選択します。
• メッセージ変数を既存のテンプレートに追加し、変更を新しいバージョンのテンプレートとして保
存する場合は、[新しいバージョンとして保存] を選択します。
• メッセージ変数を既存のテンプレートに追加し、変更を最新のバージョンのテンプレートの更新と
して保存する場合は、[Update version] を選択します。このオプションは、ステップ 3 で最新バー
ジョンのテンプレートを開いた場合にのみ選択できます。
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サポートされている属性
各プロジェクトに、標準属性とカスタム属性を設定できます。標準属性は、Amazon Pinpoint がすべての
プロジェクトに自動的に作成する属性です。カスタム属性は、プロジェクトに対してオプションで作成す
る属性です。カスタム属性には 3 つのタイプがあります。
• [ユーザー属性] – これらの属性は、ユーザーの名、姓、生年月日など、ユーザーを定義します。ユー
ザーは、プロジェクトの一意のユーザー ID を持つ個人です。
• [エンドポイント属性] - これらの属性は、ユーザーの特定のエンドポイントを定義します。エンドポイン
トは、E メールアドレス、電話番号、携帯端末など、メッセージの送信先を表します。各ユーザーは、1
つ以上のエンドポイントに関連付けることができます。例えば、あるユーザーと E メール、SMS、電話
で連絡を取る場合、ユーザーの E メールアドレス、携帯電話番号、自宅(固定電話) の電話番号の 3 つの
エンドポイントに関連付けることができます。
• [メトリクス属性] – これらの属性は、モバイルアプリケーションのセッション数やカートに残っているア
イテムの数など、アプリケーションが個々のエンドポイントについて Amazon Pinpoint にレポートする
数値メトリクスです。
Amazon Pinpoint では、ユーザーまたは Amazon Pinpoint がプロジェクト用に作成するカスタム属性と標
準属性に加えて、推奨属性がサポートされます。推奨属性とは、ユーザーやエンドポイントに対してパー
ソナライズされた推奨事項を一時的に保存するための属性です。Amazon Pinpoint は、お客様が設定した
推奨モデルから、これらのレコメンダーを取得します。推奨属性は、特定のプロジェクトに関連付けら
れません。代わりに、Amazon Pinpoint アカウントに関連付けられます。推奨モデルの使用方法について
は、「機械学習モデル (p. 304)」を参照してください。
メッセージ変数には、標準属性、カスタム属性、または推奨属性を使用できます。以下の表では、サポー
トされている属性ごとにメッセージ変数に表示されるテキストを示し、各属性について説明しています。
この表の custom_attribute は、カスタム属性の変数に表示されるテキストを示します。このような場
合は、custom_attribute をカスタム属性の名前に置き換えます。例えば、プロジェクトで FirstName
という名前のカスタムユーザー属性にユーザーの名を保存し、その属性の変数を追加すると、変数のテキ
ストは {{User.UserAttributes.FirstName}} になります。
属性

説明

Address

エンドポイントに送信するメッセージやプッシュ
通知の宛先アドレス (E メールアドレス、電話番
号、デバイストークンなど)。

Attributes.custom_attribute

エンドポイントを説明するカスタムエンドポイン
ト属性。

ChannelType

メッセージまたはプッシュ通知をエンドポイント
に送信するときに使用するチャンネル。例:
• APNS – iOS デバイスで実行されているアプ
リケーションに Apple プッシュ通知サービス
(APNS) チャンネルを介して送信するプッシュ通
知を、エンドポイントが受信できる場合。
• EMAIL – E メールメッセージを受信できるエン
ドポイントの場合。
• GCM – Android デバイスで実行されているアプリ
ケーションに Firebase Cloud Messaging (FCM)
チャンネルを介して送信するプッシュ通知を、
エンドポイントが受信できる場合。
• SMS – SMS テキストメッセージを受信できるエ
ンドポイントの場合。
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属性

説明
• VOICE – 音声メッセージを受信できるエンドポ
イントの場合。

CreationDate

エンドポイントがプロジェクトに追加された
日付と時刻 (ISO 8601 形式)。例えば、2019
年 6 月 30 日午前 11 時 45 分（UTC）の場合
は、2019-06-30T11:45:25.220Z と指定しま
す。

Demographic.AppVersion

エンドポイントに関連付けられているアプリケー
ションのバージョン番号。

Demographic.Locale

次の形式のエンドポイントのロケール。ISO 639-1
alpha-2 コード、その後に下線 (_)、その後に ISO
3166-1 alpha-2 値。例えば、en_US は米国の英語
ロケールです。

Demographic.Make

エンドポイントデバイスの製造元
(apple、samsung など)。

Demographic.Model

iPhone や SM-G900F など、エンドポイントのデ
バイスのモデル名または番号。

Demographic.ModelVersion

エンドポイントデバイスのモデルバージョン。

Demographic.Platform

エンドポイントのデバイス上のオペレーティング
システム (ios、android など)。

Demographic.PlatformVersion

エンドポイントのデバイス上のオペレーティング
システムのバージョン。

Demographic.Timezone

tz データベース値としてのエンドポイントのタ
イムゾーン。例えば、太平洋標準時 (北米) の
America/Los_Angeles。

EffectiveDate

エンドポイントが最後に更新された日付と
時刻 (ISO 8601 形式)。例えば、2019 年 8
月 23 日午前 10 時 54 分（UTC）の場合
は、2019-08-23T10:54:35.220Z と指定しま
す。

EndpointStatus

エンドポイントにメッセージを送信するか、通知
をプッシュするか: ACTIVE では、エンドポイント
にメッセージを送信します。INACTIVE では、エ
ンドポイントにメッセージを送信しません。

Id

エンドポイントの一意の識別子。

Location.City

エンドポイントが配置されている市。

Location.Country

エンドポイントが配置されている国またはリー
ジョンの 2 文字のコード (ISO 3166-1 alpha-2 形
式)。例えば、米国の場合は US です。

Location.Latitude

小数点以下 1 桁に丸められた、エンドポイントの
場所の緯度座標。
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属性

説明

Location.Longitude

小数点以下 1 桁に丸められた、エンドポイントの
場所の経度座標。

Location.PostalCode

エンドポイントが配置されているエリアの郵便番
号。

Location.Region

エンドポイントが配置されている都道府県などの
リージョンの名前。

Metrics.custom_attribute

アプリケーションがエンドポイントの Amazon
Pinpoint にレポートするカスタムの数値メトリク
ス。

OptOut

ユーザーがお客様からのメッセージとプッシュ
通知の受信をオプトアウトしたかどうか: ALL で
は、ユーザーはオプトアウトし、メッセージま
たはプッシュ通知の受信を希望しません。また
は、NONE では、ユーザーはオプトアウトせず、す
べてのメッセージとプッシュ通知の受信を希望し
ます。

RecommendationItems

エンドポイントまたはユーザーの 1 つの推奨事項
を保存する標準の推奨属性。この属性には、推奨
モデルによって直接提供されるテキストが含まれ
ます。

RecommendationItems.[#]

エンドポイントまたはユーザーに対する 2～5 の推
奨事項の順序付きリストを保存する標準の推奨属
性です。この属性には、推奨モデルによって直接
提供されるテキストが含まれます。
数値のプレースホルダ (.[#]) は、属性に複数の値
が含まれていることを示します。この属性のメッ
セージ変数は、リスト内の特定の値を参照できま
す。

Recommendations.custom_attribute

エンドポイントまたはユーザーの 1 つの推奨事項
を保存するカスタム推奨属性。この属性には、推
奨モデルによって提供され、 AWS Lambda 関数に
よって強化されるコンテンツが含まれます。

Recommendations.custom_attribute.[#]

エンドポイントまたはユーザーの複数の推奨事項
を保存するカスタム推奨属性。この属性には、推
奨モデルによって提供され、 AWS Lambda 関数に
よって強化されるコンテンツが含まれます。
数値のプレースホルダ (.[#]) は、属性に複数の値
が含まれていることを示します。この属性のメッ
セージ変数は、これらの値のいずれかを具体的に
参照できます。

RequestId

エンドポイントを更新するための最新のリクエス
トの一意の識別子。

User.UserAttributes.custom_attribute

ユーザーを説明するカスタムユーザー属性。

User.UserId

ユーザー用の一意の識別子
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メッセージテンプレートヘルパーを使用する
Pinpoint テンプレートを使用すると、Handlebars.js 言語に基づいて再利用可能なメッセージテンプレー
トを作成できます。ヘルパーは、料金を特定の地域の通貨にフォーマットしたり、タイムゾーンに基づ
いたロケーションを追加するなど、さまざまな機能を提供します。ヘルパーは、値または特定の Amazon
Pinpoint メッセージ変数に、文字列や整数を使用できます。
これらは、次のセクションで説明するヘルパーのカテゴリです。

デフォルトヘルパー
このセクションでは、Handlebars が提供する組み込みヘルパーについて説明します。完全な一覧について
は、「handlebarsjs.com」の「組み込みヘルパー」を参照してください。組み込みヘルパーは次のとおり
です。
• each — リストを反復処理します。

Note
リストの最大サイズは 15 項目です。
• if — 文を評価します。
each
リストを反復処理します。このヘルパーはブロック文のみを使用します。必要に応じて、
• 現在のループインデックスを参照するために、リクエストで @index を渡します。
• this ヘルパーを使用して、反復処理されている現在の要素を参照します。
• <li> タグを使用して、ヘルパー応答をリストで返します。
使用方法
{{#each value}}
{{@index}} ポジションでの値は {{this}} です。
{{else}}
条件が false です。
{{/each}}
each は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/each}} を閉じなければなりませ
ん。
例
この例では、ユーザーの好きな色のリストを返すために each を使用しています。false の場
合、else 文が返されます。リクエストがこれである場合
{{#each User.UserAttributes.FavoriteColors}}
<li>{{this}}</li>
{{else}}
###########
{{/each}} が返す
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• ##
• ##
• ##
true 文のために。
if
true であるかどうかを評価し、その評価に基づいた応答を返します。
使用方法
{{#if value}}
値は未定義ではない
{{else}}
値は未定義である
{{/if}}
if は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/if}} を閉じなければなりません。
例
この例では、if ヘルパーを使用して、ユーザーのファーストネームがあるかどうかを評価します。名
前が見つかった場合は、ユーザーのファーストネームを渡す挨拶文がレスポンスとして返されます。
そうでない場合、else 文は、代替えの挨拶文を返します。
{{#if User.UserAttributes.FirstName.[0]}}
Hello {{User.UserAttributes.FirstName.[0]}},
{{else}}
####
{{/if}}
if ヘルパーが true のとき、Hello, Jane を返します。

条件付きヘルパー
このセクションでは条件付きヘルパーについて説明します。
条件付きヘルパーは、1 行またはブロック文で使用できます。どのヘルパーメソッドを使用しても、レス
ポンスをカスタマイズすることができます。一行文とブロック文の両方で、追加の条件付きヘルパーを渡
すことができます。以下の条件付きヘルパーは、まず 1 行で使用し、次にオプションの else 句を使用し
たブロック文での使用法を示しています。条件付きヘルパーは次のとおりです。
• and — 渡されたすべての要素が等しいかどうか比較します。
• eq — 2 つの要素が等しいかどうかをテストします。
• gt — ある要素が別の要素よりも大きいかどうかをテストします。
• gte — ある要素が別の要素よりも大きいかどうかまたは等しいかどうかをテストします。
• if — ある事象が true かどうかを評価します。
• lt — ある要素が別の要素よりも小さいかどうかをテストします。
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• lte — ある要素が別の要素よりも小さいかどうかまたは等しいかどうかをテストします。
• neq — 2 つの要素が等しいかどうかを評価します。
• not — ブール演算の応答を反転します。
• or — 引数内の要素のいずれかが等しいかどうかを比較します。
および
引数で渡されたすべての要素が等しいかどうかを比較し、その結果に基 づいて応答を返す。このヘル
パーは、ブール値以外の値に対して使用することができます。条件として、少なくとも 2 つの要素を
渡す必要があります。
使用方法
• {{and valuea valueb valuec valued yes='y' no='n'}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
• {{#and valuea valueb}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/and}}
and は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/and}} を閉じなければなりませ
ん。
例
この例では、and ブロック文内で eq を使用して、Location.City とLocation.Country 属性に
渡された両方の文字列が true であるかどうかを判断しています。両方の条件が等しければ、true 文が
返されます。これらの属性のいずれかが false の場合、else 文が返されます。
{{#and (eq Location.City "Los Angeles") (eq Location.Country "US")}}
###################
{{else}}
####################
{{/and}}
eq
2 つの要素が等しいかどうか、または、1 つの要素の値が、渡された文字列と等しいかどうかをテス
トします。
使用方法
• {{eq valuea valueb yes='y' no='n'}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
• {{#eq valuea valueb}}
条件が true です。
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{{else}}
条件が false です。
{{/eq}}
eq は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/eq}} を閉じなければなりません。
例
この例では、eq は User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] の値が##であるかどうかを
評価するために使用されます。応答が true の場合は、true 文が返されます。応答が false の場合
は、else 文が返されます。
{{#eq User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] "red"}}
##########
{{else}}
##########
{{/eq}}
gt
ある要素の値が別の要素の値よりも大きいかどうかをテストします。
使用方法
• {{gt valuea valueb yes='y' no='n'}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
• {{#gt valuea valueb}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/gt}}
gt は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/gt}} を閉じなければなりません。
例
この例では、ヘルパーは User.UserAttributes.UserAge.[0] 属性の値を文字列 17 と比較し、
ユーザーの年齢が 17 より大きいかどうかを検証します。応答が true の場合は、true 文が返されま
す。応答が false の場合は、else 文が返されます。
{{#gt User.UserAttributes.UserAge.[0] "17"}}
###############
{{else}}
####################
{{/gt}}
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gte
ある要素の値が別の要素の値よりも大きいかどうか、等しいかどうかをテストします。
Usage
• {{gte valuea valueb yes='y' no='n'}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
• {{#gte valuea valueb}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/gte}}
get は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/gte}} を閉じなければなりませ
ん。
例
この例では、ヘルパーは User.UserAttributes.UserAge.[0] 属性を文字列 18 と比較し、ユー
ザーの年齢が 18 より大きいかどうか、等しいかどうかを検証します。応答が true の場合は、true 文
が返されます。応答が false の場合は、else 文が返されます。
{{#gte User.UserAttributes.UserAge.[0] "18"}}
###############
{{else}}
####################
{{/gte}}
if
true であるかどうかを評価し、その評価に基づいた応答を返します。
使用方法
• {{#if value}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
• {{#if value}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/if}}
if は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/if}} を閉じなければなりません。
例
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この例では、if ヘルパーを使用して、ユーザーのファーストネームかどうかを評価します。名前が見
つかった場合は、ユーザーのファーストネームを渡す挨拶文がレスポンスとして返されます。それ以
外の場合は、else 文で代替の挨拶文を返します。
{{#if User.UserAttributes.FirstName.[0]}}
#### {{User.UserAttributes.FirstName.[0]}}#
{{else}}
####
{{/if}}
ヘルパーが true のとき、Hello, Jane を返します。
lt
ある要素の値が別の要素の値よりも小さいかどうかをテストします。
使用方法
• {{lt valuea valueb yes='y' no='n'}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
• {{#lt valuea valueb}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/lt}}
lt は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/lt}} を閉じなければなりません。
例
この例では、ヘルパーは User.UserAttributes.UserAge.[0] 属性を文字列 18 と比較し、ユー
ザーの年齢が 18 より小さいかどうか、等しいかどうかを検証します。応答が true の場合は、true 文
が返されます。応答が false の場合は、else 文が返されます。
{{#lt User.UserAttributes.UserAge.[0] "18"}}
####################
{{else}}
###############
{{/lt}}
lte
要素の値が別の要素の値より小さいかどうかをテストします。
使用方法
• {{lte valuea valueb yes='y' no='n'}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
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• {{#lte valuea valueb}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/lte}}
lte は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/lte}} を閉じなければなりませ
ん。
例
このブロック文では、ヘルパーは User.UserAttributes.UserAge.[0] 属性を文字列 17 と比較
し、ユーザーの年齢が 17 より小さいかどうか、等しいかどうかを検証します。応答が true の場合
は、true 文が返されます。応答が false の場合は、else 文が返されます。
{{#lte User.UserAttributes.Age.[0] "17"}}
####################
{{else}}
###############
{{/lte}}
neq
2 つの要素が等しくないかどうかをテストします。
使用方法
• {{neq valuea valueb yes='y' no='n'}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
• {{#neq valuea valueb}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/neq}}
neq は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/neq}} を閉じなければなりませ
ん。
例
このブロック文では、User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] 属性が文字列 Red と照合さ
れます。応答が true の場合は、true 文が返されます。応答が false の場合は、else 文が返されま
す。
{{#neq User.UserAttributes.Favorite.Colors.[0] "red"}}
########
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{{else}}
########
{{/neq}}
not
ブール演算の応答を反転させ、not が正比較の場合、true 文を返します。応答が false の場合、else
文が返されます。
使用方法
• {{not value yes='y' no='n'}}
y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。
• {{#not value}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/not}}
not は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/not}} を閉じなければなりませ
ん。
例
このブロック文では、User.UerAttributes.FavoriteColors.[0] 属性と文字列の##を eq ヘル
パーで照合しています。not ヘルパーは、eq ヘルパーとは逆の値を返します。##以外が返された場
合は、true 文が返されます。レスポンスが##を返した場合は、false 文の else 文が返されます。
{{#not (eq User.UserAttributes.Favorite.Colors.[0] "red")}}
########
{{else}}
########
{{/not}}
例
この例では、
{{not (eq User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] "red")}}
User.UserAttributes.FavoriteColors.[0] が##の場合は false を返します。
または
引数の要素のいずれかが等しいかどうかを比較し、その結果に基づいて応答を返します。このヘル
パーは、ブール値以外の値に対して使用することができます。
使用方法
• {{or valuea valueb valuec valued yes='y' no='n'}}
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y と n は、条件によって、yes や no など他の値や、戻り値にしたい文字列に置き換えることがで
きます。条件として、少なくとも 2 つの要素を渡す必要があります。
• {{#or valuea valueb}}
条件が true です。
{{else}}
条件が false です。
{{/or}}
or は、ブロック文の前にポンド記号（#）をつけ、最後に {{/or}} を閉じなければなりません。
例
加えて、この or ブロック文では、Location.City 属性の 2 つの文字列を eq ヘルパーを使って比
較します。いずれかの属性が true の場合、true 文が返されます。1 つ以上の回答が false であった
場合、else 文が返されます。
{{#or (eq Location.City "Los Angeles") (eq Location.City "Seattle")}}
###############
{{else}}
################
{{/or}}

文字列ヘルパー
このセクションでは、以下の文字列ヘルパーについて説明します。
• abbreviate — 値を切り捨てます。
• capitalize — 空白の間にある各単語を大文字にします。
• capitalizeFirst — 値の先頭の文字を大文字にします。
• center — 値を中央に配置します。
• cut — 値を切り取ります。
• dateFormat — 日付のスタイルを設定します。
• inflect — カウントに応じた単数または複数の文字列を返します。
• join — 配列、イテレーター、または反復可能なオブジェクトを結合します。
• ljust — 値を左余白に揃えます。
• lower — 値を小文字に変換します。
• now — 現在の日付を印刷します。
• ordinalize — 数値の順序付けをします。
• replace — ある文字列を別の文字列に置き換えます。
• rjust — 値を右余白に揃えます。
• slugify - 値を小文字に変換し、単語以外の文字を削除し、スペースをハイフンに変換し、末尾の空白
を削除します。
• stripTags — 値から [X] HTML タグを削除します。
• substring — 新しい文字列を、渡された値の部分文字列として返します。
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• upper — 渡された値を大文字に変換します。
• yesno — True、False、No を Yes、No、Maybe に置き換えます。
省略
値が指定された数値を超える場合、値を切り捨てます。空白は文字列の長さに含まれます。省略記号
が応答に表示され、切り捨てられた後の値を示します。省略記号は、応答で切り捨てられた値にカウ
ントされます。このタイプのヘルパーは、大きなテーブルがあり、最小限のスペースがある場合に有
用です。セル内の値を切り捨てると、テーブル内の値をより統一して表示することができます。
使用方法
{{abbreviate value X}}で、X を保持する文字数を示す数値に置き換えます。負の数には対応し
ていません。
例
この例では、abbreviate を使用して User.UserAttributes.LastName.[0] を 6桁に切り捨て
ます。応答には省略記号が含まれ、そのドットには 6 文字の合計にカウントされます。
{{abbreviate User.UserAttributes.LastName.[0] 6}} が返す
Ale...Alejandro が [0] の値の場合。
大文字にする
空白の間にある各単語を大文字にします。
使用方法
{{capitalize value}}
例
この例では、Attributes.description.[0] エントリーの各単語の先頭文字を大文字にします。
{{capitalize Attributes.description.[0]}}
Attributes.description.[0] が返す場合
My First Post、Attributes.description.[0]の値が my first post の場合。
capitalizeFirst
値の先頭の文字を大文字にします。
使用方法
{{capitalizeFirst value}}
例
この例では、Attributes.description.[0] エントリーの最初の単語の先頭の文字を大文字にし
ます。
{{capitalizeFirst Attributes.description.[0]}} が返す
My First Post、Attributes.description.[0]の値が my first post の場合。
例
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center
指定された幅のフィールドの値を、指定された数だけ中央揃えします。オプションで、パディングに
表示する文字を渡すか、フィールドを空白にすることができます。文字が渡されない場合、空白が使
用されます。
使用方法
{{center value size=X [pad=" "}}で、X を数値で置き換えます。
pad を空白にした場合、空白がレスポンスのパディングとして使用されます。文字を渡すと、その文
字がパディングの各空間に表示されます。負の数は対応していません。
例
この例では、Location.City をサイズ 19 で中央揃えします。
{{center Location.City size=19}} が返す
#Los Angeles#、Location.City が Los Angeles の場合。出力例で表示される引用符は強調の
ためにのみ提供されます。
切り取る
指定された値を文字列から削除します。
使用方法
{{cut value [" "]}}で、引用符パラメータ内のスペースを切り取る値で置き換えます。パラメー
タ値が渡されない場合は、空白が使用されます。
例
この例では、Location.City 属性から文字 e を削除します。
{{cut Location.City "e"}} が返す
Los Angls、[Location.City が Los Angeles の場合。
dateFormat
任意の応答における日付のデフォルトスタイルを設定します。タイムゾーン ID のリストについて
は、https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones を参照してください。
使用方法
{{dateFormat date [inputFormat="format1"] [outputFormat="format2"]
[tz=timeZoneId]}}
format パラメータは、以下のいずれかを設定しなければなりません。
• full: 完全な日付形式。例: 2020
• long: 長い日付形式。例: 2020 # 9 # 19 #
• medium: 中間の日付の形式。例: 2020 # 9 # 19 #
• short: 短い日付形式。例: 9/19/20
• pattern: カスタム日付形式を使用します。日付のパターンの詳細については、「https://
docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html」を参照してください。
形式が渡された場合、デフォルトでは、medium を使用します。
例
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この例では、[0]のエントリUser.UserAttributes.StartDate.[0]です09/19/2020次に、メッ
セージはを使用してユーザーに送信されますfullに基づく日付形式America/Los_Angelesタイム
ゾーン。
We can meet with you any time on {{dateFormat User.UserAttributes.StartDate.
[0] inputFormat="MM/dd/yyyy" outputFormat="full" tz=America/Los_Angeles}}.
が返す
2020#9#19#################
インフレクト
カウントの値に応じた単数または複数の文字列を返します。
使用方法
{{inflect count singular plural [includeCount=false]}}
• 引数に渡す文字列の単数形および複数形を入力します。
• includeCount を false に設定した場合、応答ではカウントを返しません。trueに 設定する
と、count が応答に含まれます。
例
次の例では、リンゴを購入する際の編曲を、includeCount 有るか無いかで表示します。
Thank you for your purchase of {{inflect 3 apple apples
includeCount=false}}. を返す。
#######################
includeCount が true に設定されている場合、応答は
#### # ####################
join
配列、イテレーター、または反復可能なオブジェクトを結合します。応答はリストを返し、
リストの各値は join で渡した文字で連結されます。例えば、カンマ (,) で値を区切ります。
このヘルパーの値は、属性位置インデックスを持たないリストでなければなりません。例え
ば、Attributes.custom_attribute のようなものです。
使用方法
{{join value " // " [prefix=""] [suffix=""]}}
例
この例では、コンマとスペース (", ") で区切った色のリストを返しています。
{{join Attributes.favorite_colors ", "}} が返す
########、Attributes.favorite_colors が########リストの場合。
ljust
値を左余白に揃え、値の長さが数値と一致するように、右に余白を追加します。負の数には対応して
いません。
オプションで pad に表示する文字を渡すか、フィールドを空白にすることができます。pad の値を空
白にした場合、デフォルト値は空白になります。
使用方法
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{{ljust value X [pad=" "]}}、X は空白を含む値の全長です。
例
この例では、Location.City を 15 で左揃えします。
{{ljust Location.City 15}} が返す
#Los Angeles#、 Location.Cityの値が Los Angeles の場合。出力例に表示される引用符は、
強調のためにのみ提供されます。
lower
値を小文字に変換します。
使用方法
{{lower value}}
例
この例では、User.UserAttributes.LastName.[0] の [0] エントリーを小文字に変更します。
{{lower User.UserAttributes.LastName.[0]}} が返す
santos、Santos が [0] の値の場合。
now
渡されたタイムゾーン ID に基づいて、現在の日付を出力します。タイムゾーン ID のリストについて
は、https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones を参照してください。
使用方法
{{now ["format"] [tz=timeZoneId]}}
format パラメータは、以下のいずれかを設定しなければなりません。
• full: 完全な日付形式。例: 2020
• long: 長い日付形式。例: 2020 # 9 # 19 #
• medium: 中間の日付の形式。例: 2020 年 9 月 19 日
• short: 短い日付形式。例: 9/19/20
• pattern: 日付パターン。日付のパターンの詳細については、「https://docs.oracle.com/javase/8/
docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html」を参照してください。
形式が渡された場合、デフォルトでは、medium を使用します。
例
この例では、Los Angeles の現在の日付を medium の形式で返します。
{{now "medium" tz=America/Los_Angeles}} が返す
Sept 19, 2020.
順序付け
引数に渡される数値を順序付けします。例えば、1 は 1st、2 は 2nd というように順序付けします。
数値のみサポートします。
使用方法
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{{ordinalize [number]}}
例
この例では、User.UserAttributes.UserAge の [0] エントリーを順序付けし、メッセージと一
緒に返します。
Congratulations on your {{ordinalize User.UserAttributes.UserAge.[0]}}
birthday! は 22 を 22nd として順序付けした値を返します。
22################
replace
ある文字列を別の文字列に置き換えます。文字列または数値はリテラルでなければなりません。ワイ
ルドカード文字はサポートされていません。
使用方法
{{replace stringToReplace replacementValue}}
例
この例では、アンダースコア (_) を空白に置き換えます。
{{replace Location.City " " "_"}} が返す
Los_Angeles、 Location.City が Los Angeles の場合。
rjust
値を右余白に揃え、値の長さが数値と一致するように、左に余白を追加します。負の数は対応してい
ません。
オプションで pad に表示する文字を渡すか、フィールドを空白にできます。pad の値を空白にした場
合、デフォルト値は空白になります。
使用方法
{{rjust value X [pad=" "]}}、X は空白を含む値の全長です。
例
この例では、Location.City 属性を 15 で右揃えします。
{{rjust Location.City 15}} が返す
#Los Angeles#、Location.City が Los Angeles の場合。出力に表示される引用文は、強調の
ためにのみ提供されます。
slugify
渡された値を小文字に変換し、単語以外の文字 (英数字とアンダースコア) を削除し、空白をハイフン
に変換し、先頭または末尾の空白を削除します。
使用方法
{{slugify value}}
例
この例では、Location.City 属性に対して slugify を実行します。
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{{slugify Location.City}} が返す
los_angeles、 Location.City が Los Angeles の場合。
stripTags
値から [X] HTML タグを除去します。
使用方法
{{stripTags value}}
例
この例では、ユーザーの HTML タグです。UserAttributes.interest. [0] を削除します。
{{stripTags User.UserAttributes.interests.[0]}} が返す
Art、User.UserAttributes.interests.[0] が <h1>Art</h1> の場合。
substring
新しい文字列を、渡された値の部分文字列として返します。長さと位置は整数値の startOffset と
endOffset のパラメータで決定します。負の数は対応していません。endOffset が渡されない場
合、部分文字列は元の文字列の最後の文字を使用します。
使用方法
{{substring value startOffset [endOffset]}}
例
この例では、Location.City 属性にオフセットを 4、EndOFFset を 9 に設定します。
{{substring Location.City 4 9}} が返す
Angel、Los Angeles が Location.City の値 である「Los Angeles」の場合。
UPPER
渡された値を大文字に変換します。
使用方法
{{upper value}}
例
この例では、User.UserAttributes.LastName 属性の [0] のエントリをすべて大文字に変換し
ます。
{{upper User.UserAttributes.LastName.[0]}} が返す
ROE、User.UserAttributes.LastName.[0] 値が Roe の場合。
yesno
true、false、および NULL を Yes、No、およびMaybe と置き換えます。
使用方法
{{yesno value [yes="yes"] [no="no"] maybe=["maybe"]}}
例
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この例では、IsUserSubscribed 属性が、あるユーザーが特定のリストに登録されているかどうか
を返します。
{{yesno Attributes.IsUserSubscribed}} が返す
yes、Attributes.IsUserSubscribed が true の場合。

数学およびエンコーディングのヘルパー
このセクションでは数学およびエンコーディングのヘルパーについて説明します。
• add — 2 つの数の加算結果を返します。
• ceiling — 空白の間にある各単語を大文字にします。
• decode64 — Base64 でエンコードされた値を文字列にデコードします。
• divide — 2 つの数の除算結果を返します。
• encode64 — Base64 を使用して文字列をエンコードします。
• floor — 最も近い整数に切り下げます。
• md5 — MD5 アルゴリズムを使用して、渡された文字列をハッシュ化します。
• modulo — 浮動小数点を使用して 2 つの数値の余りを返します。
• multiply — 2 つの数の乗算結果を返します。
• round — 10 進数を四捨五入して、最も近い整数にします。
• sha256 — SHA-256 を使用して、渡された文字列をハッシュ化します。
• sha512 — SHA-512 を使用して、渡された文字列をハッシュ化します。
• subtract — 2 つの数値の減算結果を返します。
• uuid — 128 ビット形式の UUID をランダムで生成します。
追加
浮動小数点数とともに 2 つの数値の加算結果を返します。
使用方法
{{add arg1 arg2}}
例
{{add 5 2.3}} が返す
7.3
ceiling
渡された整数値を最も近い整数に切り上げます。
使用方法
{{ceiling value}}
例
{{ceiling 5.23}} が返す
6
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decode64
Base64 でエンコードされた値を文字列にデコードします。
使用方法
{{decode64 "string"}}
例
{{encode64 "SGVsbG8gd29ybGQ="}} が返す
Hello World
除算
浮動小数点を含む 2 つの数値の除算結果を返します。
使用方法
{{divide arg1 arg2}}
例
{{divide 5 2.3}} が返す
2.17391304
encode64
Base64 を使用して、引数で渡された文字列をエンコードします。
使用方法
{{encode64 "string"}}
例
{{encode64 "Hello World"}}
sgvsbg8gd29ybgq=
floor
渡された整数値を最も近い整数に切り下げます。
使用方法
{{floor value}}
例
{{floor 5.23}} が返す
5
md5
MD5 アルゴリズムを使用して、渡された文字列をハッシュ化します。
使用方法
{{md5 "string"}}
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例
{{md5 "Hello World"}}
3e25960a79dbc69b674cd4ec67a72c62
モジュロ
浮動小数点を使用して 2 つの数値の余りを返します。
使用方法
{{modulo arg1 arg2}}
例
{{modulo 7 2}} が返す
1
multiply
浮動小数点数とともに 2 つの数値の乗算結果を返します。
使用方法
{{multiply arg1 arg2}}
例
{{multiply 5 2.3}} が返す
11.5
round
小数点以下を四捨五入して、最も近い整数にします。
使用方法
{{round value}}
例
You spent an average of {{round 19.21}} minutes on our website each day. を返
す。
#### 19 #################
sha256
SHA-512 暗号化セキュリティを使用して、渡された文字列をハッシュ化します。
使用方法
{{sha256 "string"}}
例
{{sha256 "Hello World"}} が返す
a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bda32b57b277d9ad9d9f146e
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sha512
SHA-512 暗号化セキュリティを使用して、渡された文字列をハッシュ化します。
使用方法
{{sha512 "string"}}
例
{{sha512 "Hello World"}} が返す

2c74fd17edafd80e8447b0d467b0d461e243b7eb74d2149a0ab1b74d2149a0ab1b9246f30382f27e857e85
減算
浮動小数点数とともに 2 つの数値の減算結果を返します。
使用方法
{{subtract arg1 arg2}}
例
{{subtract 5 2.3}} が返す
2.7
uuid
標準 128 ビット形式の UUID をランダムで生成します。引数に値を渡す必要はありません。
使用方法
{{uuid}}
例
{{uuid}} が返す
95f36680-152c-4052-99ec-cc3cdf7ca594

インラインパーシャル
技術的にはヘルパーではありませんが、インラインパーシャルは、繰り返される文字列を含むテンプレー
トを簡素化し、再利用を容易にするハンドルバーの方法です。詳細については、「handlebarsjs.com」 の
「Inline partials」を参照してください。
使用方法
{{#* inline "inlineName"}}Content to reuse{{/inline}}
インラインパーシャルの内容を他の場所で参照するには、以下を使用します。
{{> inlineName}}
例
例えば、テンプレートの先頭に以下のコードを追加することで、受信者の名前と名字 (存在する場合) を含
むインラインパーシャルを作成します。
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{{#* inline "fullName"}}
{{User.UserAttributes.FirstName.[0]}} {{#if User.UserAttributes.LastName.
[0]}} {{User.UserAttributes.LastName.[0]}} {{/if}}
{{/inline}}
次の例 {{> fullName}} のように、fullName パーシャルを作成したら、パーシャルの名前の前に > (大
文字) 記号をつけ、その後に空白を入れることで、テンプレートのどこにでも挿入できます。
Hello {{> fullName}}
true の場合、ユーザーの名前と名字を返します。例: Hello Jane Doe。それ以外の場合、苗字が見つか
らなければ、Hello Jane が返されます。
ここに記載されている機能の他にも、Handlebars にはさまざまな機能を提供します。詳細については、
「handlebarsjs.com」を参照してください。

メッセージテンプレートヘルパーで変数を使用する
User.UserAttributes.LastName などの Pinpoint カスタム属性は、1 つの項目でも、複数の項目で
も、リストとして保存されます。文字列の引数が必要なヘルパーでリストを渡す場合、属性名と一緒に属
性インデックス値も指定する必要があります。この属性インデックス値は、属性リストからの値の位置を
示します。.[0] はリストの最初のエントリ、.[1] は 2 番目のエントリ、.[2]は 3 番目のエントリ、の
ようになります。例えば、upper ヘルパーを使って、User.UserAttributes.LastName の最初のエン
トリー ([0]) をすべて大文字に変換することにします。ヘルパーの使い方は {{upper value}} で、属
性の書式は User.UserAttributes.LastName です。置換#属性名と属性インデックス値を使用して.
[0]以下のように設定します。{{upper User.UserAttributes.LastName.[0]}}。 その後、レスポ
ンスはを返します[0]リストの中から、すべて大文字形式で表示されます。例えば、[0] の値が Santos
の場合、応答は SANTOS を返します。

ネストされたヘルパーを使用する
複数のメッセージテンプレートヘルパーを互いにネストすることができます。次の例は、2 つのヘルパー
をフォーマットする方法を示しています。{{ first helper (second helper)}}。 2 番目のヘル
パーが最初に処理され、その後に 1 番目のヘルパーが処理されます。最初のヘルパーが常に出力を決定
することを留意してください。後続のヘルパーは、{{ first helper (second helper (third
helper) )}} のように、最初のヘルパー内にネストする必要があります。
次の例 {{capitalizeFirst (lower "JANE")}} は、JANE を Jane に変更するために 2 つの
ヘルパーをネストさせる方法を示しています。lower はまず JANE を jane に変換します。その
後、capitalizeFirst は jane を Jane に変換します。

メッセージテンプレートの管理
Amazon Pinpoint コンソールの [Message templates] ページは、現在のAWS リージョンにおける Amazon
Pinpoint アカウントのすべてのメッセージテンプレートを作成、表示、管理するための単一の場所を提供
します。このページを使用すると、メッセージテンプレートを 1 つのコレクションとして管理できます。
これにより、一貫性のあるメッセージを設計し、コンテンツをより簡単かつ効果的に再利用することがで
きます。このページを使用して、テンプレートの表示と編集、テンプレートのコピー、削除、作成などの
管理タスクを実行できます。
トピック
• メッセージテンプレートのコレクションの表示 (p. 295)
• メッセージテンプレートを開く (p. 295)

294

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
メッセージテンプレートのコレクションの表示

• メッセージテンプレートの編集 (p. 296)
• メッセージテンプレートのコピー (p. 296)
• メッセージテンプレートの削除 (p. 297)
• テンプレートにタグを追加する (p. 297)
• テンプレートからタグを削除する (p. 298)
メッセージテンプレートの作成については、作成するテンプレートのタイプに応じて「E メールテンプ
レートの作成 (p. 259)」、「プッシュ通知テンプレートの作成 (p. 263)」、「SMS テンプレートの作
成 (p. 266)」、または「音声テンプレートの作成 (p. 267)」を参照してください。
テンプレートのバージョンを表示および管理する方法については、「メッセージテンプレートのバージョ
ンの管理 (p. 298)」を参照してください。

メッセージテンプレートのコレクションの表示
[Message templates] ページには、現在の AWS リージョンのAmazon Pinpoint アカウントのすべてのメッ
セージテンプレートの一覧が表示されます。リストをより簡単に参照したり、特定のテンプレートをすば
やく検索するには、リストをソートおよびフィルタリングし、表示する列を選択して、リストの他の表示
設定を変更します。

メッセージテンプレートのコレクションを表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。[メッセージテンプレート] ページが開
き、コレクション内のテンプレートの数と、それらのテンプレートの一覧が表示されます。

3.

リストをカスタマイズしたり、特定のテンプレートをすばやく検索したりするには、次のいずれかの
オプションを選択します。
• 特定のタイプの値でリストをソートするには、その値の列見出しをクリックします。並べ替え順序
を昇順から降順、またはその逆に変更するには、列見出しをもう一度クリックします。
• 特定のタイプのテンプレートのみを表示するフィルターを適用するには、ページ上部のチャネルセ
レクタを使用してチャネルを選択します。フィルターを削除するには、チャネルセレクタから [All
message channels] を選択します。
• 名前に特定のテキストが含まれているテンプレートのみを表示するフィルターを適用するには、
リストの上にある [検索] ボックスにテキストを入力します。フィルターを解除するには、[Search]
ボックスで [X] を選択します。
• リストに表示されるテンプレートの数を変更するには、ページ上部にある設定アイコンを選択しま
す。次に、[ページサイズ] で、表示するテンプレートの数を選択し、[変更を保存] を選択します。
• 一覧から列を追加または削除するには、ページ上部にある設定アイコンを選択します。次に、
[Choose visible columns] で、各列のオンとオフを切り替えて、[変更を保存] を選択します。

メッセージテンプレートを開く
[Message templates] ページを使用すると、特定のメッセージテンプレートをすばやく検索して開き、テン
プレートの内容とテンプレートに関する情報を表示できます。例えば、テンプレートの現在のバージョン
と以前のバージョンを表示し、テンプレートが最後に更新された日時を特定できます。テンプレートを開
くと、テンプレートを編集 (p. 296)することもできます。

メッセージテンプレートを開くには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。
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3.

[メッセージテンプレート] ページで、開くテンプレートを選択します。テンプレートページが開き、
テンプレートに関する情報が表示されます。また、テンプレートのアクティブバージョンのコンテン
ツも表示されます。

4.

別のバージョンのテンプレートを表示するには、[Template details] の下にあるバージョンセレクタを
使用して、表示するバージョンを選択します。

メッセージテンプレートの編集
編集用にメッセージテンプレートを開くには、そのテンプレートを使用するメッセージを作成している
ときと、[メッセージテンプレート] ページを使用するときの 2 つの方法があります。このトピックでは、
[メッセージテンプレート] ページを使用してテンプレートを開いて編集する方法について説明します。
テンプレートを編集する場合、Amazon Pinpoint は、テンプレートを使用する既存の未送信のメッセージ
（後で送信されるようにスケジュールされているキャンペーンメッセージなど）に必ずしも変更を適用し
ません。これは、テンプレートのアクティブバージョンを編集するかどうか、およびテンプレートを使用
するメッセージの設定方法によって異なります。詳細については、「」を参照してくださいメッセージテ
ンプレートのバージョンの管理 (p. 298)

メッセージテンプレートを編集するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[メッセージテンプレート] ページで、編集するテンプレートを選択します。テンプレートページが開
き、テンプレートに関する情報が表示されます。また、テンプレートのアクティブバージョンのコン
テンツおよび設定も表示されます。

4.

[Edit] を選択します。

5.

[Template details] で、バージョンセレクタを使用して、変更するための開始点として使用するテンプ
レートのバージョンを選択します。テンプレートの最新バージョンを選択した場合は、そのバージョ
ンのテンプレートに変更を直接保存できます。それ以外の場合は、変更を新しいバージョンのテンプ
レートとして保存できます。

6.

必要な変更を行います。テンプレートの名前を除き、テンプレートの内容や設定を変更できます。テ
ンプレートの名前を変更するには、テンプレートのコピーを作成し (p. 296)、そのコピーを目的の名
前で保存できます。また、任意で元のテンプレートを削除できます。

7.

変更が完了したら、次のいずれかの操作を行います。
• 変更をテンプレートの新しいバージョンとして保存するには、[Save as new version] を選択しま
す。変更が既存のメッセージに影響しないようにするには、このオプションを選択することをお勧
めします。
• テンプレートの最新バージョンへの更新として変更を保存するには、[Update version] を選択しま
す。このオプションは、ステップ 5 で最新バージョンのテンプレートを選択した場合にのみ利用で
きます。このオプションを選択すると、テンプレートを使用する既存のメッセージに変更が加えら
れる可能性があります。

メッセージテンプレートのコピー
既存のテンプレートに似た新しいメッセージテンプレートをすばやく作成するには、テンプレートのコ
ピーを作成します。その後、元のテンプレートを変更せずに、テンプレートのコピーを編集できます。

メッセージテンプレートをコピーするには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。
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3.

[メッセージテンプレート] ページで、コピーするテンプレートの横にあるチェックボックスをオンに
します。

4.

[アクション] メニューで、[削除] を選択します。

5.

[Template name] に、テンプレートのコピーの名前を入力します。名前は文字または数字で始める
必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、アンダースコア
(_)、またはハイフン (-) を使用できます。

6.

名前の入力が完了したら、[Duplicate template] を選択します。テンプレートページが開き、コピーし
たテンプレートのアクティブバージョンのすべてのコンテンツと設定が表示されます。

7.

(オプション) テンプレートのコピーを変更するには、[編集] を選択し、必要な変更を行って、[Save
as new version] を選択します。

メッセージテンプレートの削除
Amazon Pinpoint からメッセージテンプレートを完全に削除する場合は、テンプレートを削除できます。
テンプレートを削除しても、後で送信するようにスケジュールされているキャンペーンメッセージなど、
テンプレートを使用する既存のメッセージには影響しません。

Warning
テンプレートを削除すると、Amazon Pinpoint はそのテンプレートのすべてのバージョン、コン
テンツ、設定を削除します。さらに、テンプレートは今後すべてのメッセージで使用できなくな
ります。テンプレートを削除した後で復元することはできません。

メッセージテンプレートを削除するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[メッセージテンプレート] ページで、削除する各テンプレートの横にあるチェックボックスをオンに
します。

4.

[Actions] メニューで、[Delete] を選択します。

テンプレートにタグを追加する
タグとは、定義および関連付けが可能なラベルです。AWS特定の種類の Amazon Pinpoint リソースを含む
リソース。
テンプレートにタグを追加することで、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法でテン
プレートを分類および管理できます。タグを使用して、既存のテンプレートを簡単に検索したり、特定の
テンプレートにアクセスできるユーザーを制御したりできます。最大で 50 個のキーと値のペアを追加で
き、各キーは一意です。

タグを追加するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

リポジトリの []メッセージテンプレートページで、タグを追加するテンプレートを選択します。

4.

[タグ] で、[タグの管理] を選択します。

5.

[新しいタグを追加] をクリックします。

6.

追加するタグのキーと値のペアを入力します。

7.

(オプション) タグを追加するには、新しいタグを追加。

8.

完了したら、タグを保存する。
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テンプレートからタグを削除する
テンプレートにタグを適用する必要がなくなったら、コンソールを使用して削除できます。

タグを削除するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

リポジトリの []メッセージテンプレートページで、タグを削除するテンプレートを選択します。

4.

[タグ] で、[タグの管理] を選択します。

5.

削除するタグの横にある [] を選択します。を削除します。。

6.

選択タグを保存する。

IAM ポリシーでタグを使用する方法の詳細については、「」を参照してください。タグを管理する。

メッセージテンプレートのバージョンの管理
個々のメッセージテンプレートの開発と使用を管理しやすくするために、Amazon Pinpoint はすべてのタ
イプのメッセージテンプレートのバージョニングをサポートしています。バージョン管理は、テンプレー
トの変更履歴を作成するためのもので、各バージョンは、ある時点のテンプレートのスナップショットで
す。バージョニングでは、テンプレートを使用するメッセージの内容と設定を制御することもできます。
テンプレートを変更するたびに、変更をテンプレートの新しいバージョンとして保存するか、テンプレー
トの最新の既存バージョンへの更新として保存するかを指定できます。テンプレートを設計、開発、改
良する際、これらの各バージョンはスナップショットとして機能し、テンプレートの進行状況やステータ
スを追跡するのに役立ちます。つまり、バージョニングを使用して、時間の経過とともに変化するテンプ
レートを保存、追跡、管理することができます。以下を実行できます。
• [テンプレートの履歴を追跡する] – Amazon Pinpoint はテンプレートごとにバージョンのリストを提供し
ます。このリストには、各バージョンの名前と、各バージョンが最後に変更された日時が示されます。
リストは日時の降順でソートされ、最新バージョンが先頭にリストされます。
• [テンプレートのバージョンを表示および比較する] – バージョンリストを使用すると、テンプレートの以
前のバージョンを参照できます。リストからバージョンを選択すると、そのバージョンに保存されてい
るコンテンツと設定が Amazon Pinpoint に表示されます。
• [以前のバージョンのテンプレートを復元する] – テンプレートの最新バージョンで問題が見つかった場
合は、問題を含んでいない以前のバージョンを開いて編集できます。その後、以前のバージョンをテン
プレートの新しいバージョンとして保存できます。その新しいバージョンが、テンプレートの最新バー
ジョンになります。
バージョニングを使用して、メッセージで使用できるテンプレートのバージョンを制御することもできま
す。これには、特定のバージョンをテンプレートのアクティブなバージョンとして指定します。アクティ
ブなバージョンは通常、組織のテンプレートの開発と管理のワークフローに応じて、メッセージでの使用
が最後にレビューおよび承認されたバージョンです。
バージョンをアクティブなバージョンとして指定すると、そのバージョンをメッセージで使用できるよう
になります。テンプレートは時間の経過とともに変化するため、別のバージョンをアクティブなバージョ
ンとして指定し、その指定を複数回変更することができます。
トピック
• バージョニングの仕組み (p. 299)
• メッセージテンプレートのバージョンの表示 (p. 300)
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• メッセージテンプレートのアクティブなバージョンの表示 (p. 301)
• メッセージテンプレートのアクティブなバージョンの指定 (p. 301)
• メッセージテンプレートのアクティブなバージョンの編集 (p. 302)

バージョニングの仕組み
一般的な開発ワークフローでは、メッセージテンプレートには多くのバージョンがあります。これらの
バージョンは、設計と開発の開始からテスト、レビュー、最終的にはメッセージでの使用の承認に至るま
で拡張されます。テンプレートを調整および更新する際、最初の承認後に追加のバージョンを作成して承
認する場合もあります。例えば、テンプレートを使用するキャンペーンの分析データに応じて、リンクを
追加したり、テンプレートのレイアウトを変更したりすることができます。

バージョン番号付け
テンプレートを作成した場合、テンプレートのバージョンは 1 つだけです。テンプレートを後から変更す
るたびに、変更をテンプレートの新しいバージョンとして保存するか、テンプレートの最新のバージョン
への更新として保存するかを指定できます。
変更を新しいバージョンとして保存すると、Amazon Pinpoint は自動的にバージョン番号を 1 つ増やし、
最初のバージョンにはバージョン 1、2 番目のバージョンにはバージョン 2、3 番目のバージョンにはバー
ジョン 3 というように、そのバージョン番号をバージョンに割り当てます。バージョン番号が再利用され
ることはありません。テンプレートは、最大 5,000 バージョンまで保存できます。
変更を最新バージョンの更新として保存すると、Amazon Pinpoint は最新バージョンを上書きして変更内
容を含めます。テンプレートの履歴を正確に表示するには、Amazon Pinpoint コンソールを使用してテン
プレートの最新バージョンのみを上書きします。コンソールを使用して、以前のバージョンのテンプレー
トを上書きすることはできません。

現在のバージョンとアクティブなバージョン
テンプレートの長期にわたる継続的な開発をサポートするために、2 つのバージョンのテンプレートを同
時に現行テンプレートとすることができます。最新バージョンは、直近に変更されたバージョンです。ア
クティブバージョンは、メッセージで使用できるバージョンです。
組織のワークフローに応じて、アクティブなバージョンは通常、メッセージでの使用が最後に確認および
承認されたバージョンです。必ずしも最新バージョンのテンプレートであるとは限りません。また、アク
ティブなバージョン以外のバージョンは、テンプレートのドラフトバージョンまたはアーカイブバージョ
ンと見なされます。つまり、Amazon Pinpoint コンソールを使用して作成するメッセージでは、アクティ
ブなバージョンのテンプレートのみを使用できます。
例えば、テンプレートを設計および開発するときに、テンプレートの複数のバージョンを作成できます。
テンプレートの最新バージョンが完成し、メッセージでの使用が承認されたら、そのバージョンをテン
プレートのアクティブなバージョンとして指定できます。その後、そのアクティブなバージョンのテンプ
レートをメッセージで使用できます。後でテンプレートを変更する場合は、テンプレートのアクティブな
バージョンまたはテンプレートを使用する既存のメッセージに影響を与えずに、その変更のために追加の
バージョンを作成できます。
テンプレートのすべてのバージョンのうち、1 つのバージョンをテンプレートのアクティブなバージョン
として指定する必要があります。テンプレートは時間の経過とともに変化するため、別のバージョンをア
クティブなバージョンとして指定し、その指定を複数回変更することができます。

メッセージのバージョン設定
メッセージで特定のバージョンのテンプレートを使用するには、メッセージを作成するとき、または
Amazon Pinpoint がメッセージを送信するときに、そのバージョンがテンプレートのアクティブなバー
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ジョンである必要があります。これは、テンプレートを使用するようにメッセージを設定する方法に応じ
て異なります。メッセージを作成してそのテンプレートを選択する場合は、以下の 2 つのオプションがあ
ります。
• [現在アクティブなバージョンを使用する] - このオプションを選択すると、Amazon Pinpoint は常に、
メッセージの作成時にアクティブなテンプレートのバージョンで指定されているものと同じメッセージ
の内容および設定を送信します。つまり、後でテンプレートに加える変更に関係なく、メッセージは同
じ状態で保持されるということです。
• [メッセージの送信時にアクティブなバージョンを使用する] – このオプションを選択すると、Amazon
Pinpoint はメッセージの内容と設定を自動的に更新して、メッセージの送信時にアクティブなテンプ
レートのバージョンに一致させます。つまり、メッセージの作成後に別のバージョンをアクティブな
バージョンとして指定すると、メッセージが変更されるということです。
例えば、次の操作を実行したとします。
1. テンプレートのバージョン 1 を作成します。
2. バージョン 1 をテンプレートのアクティブなバージョンとして指定します。
3. テンプレートを使用するメッセージを作成し、そのメッセージを後で送信するようにスケジュールしま
す。
4. テンプレートを複数回変更します。
5. 新しいバージョン（バージョン 5）をテンプレートのアクティブなバージョンとして指定します。
Amazon Pinpoint は、メッセージを送信するときに、オプションごとに以下を実行します。
• [現在アクティブなバージョンを使用する] - メッセージにこのオプションを選択した場合、Amazon
Pinpoint はテンプレートのバージョン 1 で指定された内容と設定を使用します。これは、メッセージが
作成されたときにバージョン 1 がテンプレートのアクティブなバージョンであったためです。
• [メッセージの送信時にアクティブなバージョンを使用する] - メッセージにこのオプションを選択した
場合、Amazon Pinpoint はテンプレートのバージョン 5 で指定された内容と設定を使用するようにメッ
セージを自動的に更新します。これは、メッセージが送信されるときにバージョン 5 がテンプレートの
アクティブなバージョンであるためです。
テンプレートへの変更が、未送信の既存のメッセージに影響を与えないようにするには、メッセージの作
成時（送信時ではない）にアクティブになるテンプレートのバージョンを使用するようにメッセージを設
定することをお勧めします。また、メッセージでテンプレートの使用を開始した後もテンプレートの開発
を継続するには、テンプレートのコピーを作成 (p. 296)してから、新しいメッセージでテンプレートコ
ピーを編集して使用します。

メッセージテンプレートのバージョンの表示
[メッセージテンプレート] ページでは、特定のメッセージテンプレートをすばやく見つけて開くことがで
きます。その後、テンプレートに存在するバージョンのリストを表示できます。そのリストから、特定の
バージョンを選択して、そのバージョンのテンプレートの内容と設定を表示できます。

メッセージテンプレートのバージョンを表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[メッセージテンプレート] ページで、バージョンを表示するテンプレートを選択します。テンプレー
トページが開き、テンプレートに関する情報が表示されます。また、テンプレートのアクティブバー
ジョンのコンテンツおよび設定も表示されます。

4.

[Template details] で、バージョンセレクタを開き、テンプレートのバージョンのリストを表示しま
す。
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5.

特定のバージョンの内容と設定を表示するには、バージョンセレクタを使用してバージョンを選択し
ます。バージョンを選択すると、Amazon Pinpoint はそのバージョンのテンプレートの内容と設定を
表示します。

メッセージテンプレートのアクティブなバージョンの
表示
メッセージテンプレートのアクティブなバージョンは、テンプレートを使用するメッセージを作成すると
きに表示できるだけでなく、[メッセージテンプレート] ページを使用して表示することもできます。メッ
セージの作成中にテンプレートのアクティブなバージョンを表示するには、メッセージのテンプレートを
選択します。Amazon Pinpoint は、アクティブバージョンのテンプレートのプレビューを自動的に表示し
ます。
[メッセージテンプレート] ページを使用してテンプレートのアクティブなバージョンを表示するには、こ
のトピックの手順に従います。

メッセージテンプレートのアクティブなバージョンを表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[メッセージテンプレート] ページで、アクティブなバージョンを表示するテンプレートを選択しま
す。テンプレートページが開き、テンプレートに関する情報が表示されます。また、テンプレートの
アクティブバージョンのコンテンツおよび設定も表示されます。[Template details] で、バージョンセ
レクタのバージョン名の横に [ACTIVE VERSION]（緑色）が表示されます。

4.

別のバージョンのテンプレートを表示するには、[Template details] の下にあるバージョンセレクタ
を使用して、該当するバージョンを選択します。アクティブなバージョンを再度表示するには、バー
ジョンセレクタを使用して、バージョン名の横に [ACTIVE VERSION]（緑色）を表示するバージョン
を選択します。

メッセージテンプレートのアクティブなバージョンの
指定
メッセージテンプレートを作成すると、Amazon Pinpoint はテンプレートの最初のバージョンをテンプ
レートのアクティブなバージョンとして自動的に指定します。テンプレートの後続バージョンを作成およ
び開発するときに、別のバージョンをテンプレートのアクティブなバージョンとして指定し、その指定を
複数回変更することができます。
バージョンをテンプレートのアクティブなバージョンとして指定する前に、提案されたアクティブなバー
ジョンのすべての内容と設定が完全であること、および使用可能な状態であることを確認することをお勧
めします。
また、現在のバージョンと提案されたアクティブなバージョンの違いが、予期しない方法や望ましくない
方法で既存のメッセージに影響を与えないことを確認することもお勧めします。別のバージョンをアク
ティブなバージョンとして指定すると、Amazon Pinpoint により、テンプレートを使用する未送信の既存
のメッセージに変更が適用される場合があります。これは、テンプレートを使用するメッセージの設定方
法によって異なります。詳細については、「the section called “メッセージのバージョン設定” (p. 299)」
を参照してください。
未送信のメッセージでテンプレートが使用されている場合は、現在アクティブなバージョンとアクティブ
にするバージョンを比較します。また、テンプレートを使用するジャーニーのアクティビティとキャン
ペーンをレビューします。さらに、別のバージョンをアクティブなバージョンとして指定する前に、必要
に応じてテンプレートを編集し、見つかった問題に対処します。
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別のバージョンをアクティブなバージョンとして指定することによる影響が懸念される場合は、代わり
にテンプレートのコピーを作成 (p. 296)できます。その後、テンプレートコピーを編集して新しいメッ
セージで使用できます。

メッセージテンプレートのアクティブなバージョンを指定するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[メッセージテンプレート] ページで、アクティブなバージョンを指定するテンプレートを選択しま
す。テンプレートページが開き、テンプレートに関する情報が表示されます。また、現在アクティブ
なテンプレートのバージョンの内容と設定も表示されます。

4.

[Template details] で、バージョンセレクタを使用して、アクティブなバージョンとして指定するバー
ジョンを選択します。バージョンを選択すると、Amazon Pinpoint はそのバージョンのテンプレート
の内容と設定を表示します。

5.

[Make active version] を選択します。

テンプレートの新しいアクティブなバージョンを、新しいメッセージで使用できるようになりました。さ
らに、未送信の既存のメッセージで使用され、メッセージの送信時にアクティブになるバージョンのテン
プレートを使用するように設定されます。

メッセージテンプレートのアクティブなバージョンの
編集
テンプレートのアクティブなバージョンを編集する前に、Amazon Pinpoint コンソールを使用して作成し
たメッセージで使用できるのは、テンプレートのアクティブなバージョンのみであることを覚えておいて
ください。そのため、変更が完全であること、および使用可能な状態であることを最初に確認することを
お勧めします。
また、変更の仕方が予期しない方法や誤った方法で既存のメッセージに影響を与えないことを確認するこ
とをお勧めします。Amazon Pinpoint により、テンプレートを使用する未送信の既存のメッセージに変更
が適用される場合があります。これは、テンプレートを使用するメッセージの設定方法によって異なりま
す。詳細については、「the section called “メッセージのバージョン設定” (p. 299)」を参照してくださ
い。
変更が既存のメッセージに与える影響を判断するには、テンプレートの現在アクティブなバージョンの内
容と設定をレビューします。また、テンプレートを使用するジャーニーのアクティビティとキャンペーン
をレビューします。さらに、予定されている変更を検討し、テンプレートを使用する既存のメッセージの
目標と変更が一致していることを確認します。
最後に、テンプレートのアクティブなバージョンの編集の影響が懸念される場合は、代わりにテンプレー
トのコピーを作成 (p. 296)できます。その後、テンプレートコピーを編集し、後で作成するメッセージで
使用できます。

メッセージテンプレートのアクティブなバージョンを編集するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。
[メッセージテンプレート] ページで、アクティブなバージョンを編集するテンプレートを選択しま
す。テンプレートページが開き、テンプレートに関する情報が表示されます。また、テンプレートの
アクティブなバージョンとして現在指定されているバージョンの内容と設定も表示されます。
[Edit] を選択します。
[Template details] で、バージョンセレクタを使用して、テンプレートのアクティブなバージョンを編
集していることを確認します。アクティブなバージョンの名前の横に [ACTIVE VERSION]（緑色）が
表示されます

4.
5.
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6.

必要な変更を行い、[新しいバージョンとして保存] を選択します。

7.

[Template details] で、バージョンセレクタを使用して、前のステップで作成したテンプレートのバー
ジョンを選択します。
[Make active version] を選択します。

8.

テンプレートの新しいアクティブなバージョンを、新しいメッセージで使用できるようになりました。さ
らに、未送信の既存のメッセージで使用され、メッセージの送信時にアクティブになるバージョンのテン
プレートを使用するように設定されます。
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Amazon Pinpoint での機械学習モデ
ル
機械学習 (ML) モデルは、実際の問題の数学的表現です。ML モデルは、データ内のパターンを検出し、検
出されたパターンに基づいて予測を生成します。通常、ML モデルがより多くのデータを受け取り、モデ
ルが再トレーニングまたは調整され、モデルのデータ分析が改良および最適化されるに従い、これらの予
測は時間の経過とともに改善されます。
Amazon Pinpoint では、推奨モデルと呼ばれる特定のタイプの ML モデルに接続して、ユーザーが操作す
るアイテムを予測し、それらのアイテムをパーソナライズされた推奨事項としてメッセージ受信者に送信
できます。推奨モデルは、「ユーザーは何が好きですか、または興味がありますか?」という質問に答える
ように設計された ML モデルです。これにより、特定のユーザーが製品や商品の特定のセットから好むも
のが予測され、その情報がユーザーに対する推奨事項のセットとして提供されます。Amazon Pinpoint で
推奨モデルを使用して、各受信者の属性と動作に基づいてパーソナライズされた推奨事項をメッセージ受
信者に送信できます。
Amazon Pinpoint で推奨モデルを使用するには、まずデータサイエンスチームと協力して、Amazon
Personalize キャンペーンとしてモデルを作成し、デプロイします。次に、Amazon Pinpoint が Amazon
Personalize キャンペーンの推奨データを使用できるように設定します。このために、Amazon Pinpoint と
Amazon Personalize キャンペーン間の接続を設定します。接続を設定する際、Amazon Personalize キャ
ンペーンからデータを取得して使用する方法を指定します。
Amazon Personalize キャンペーンへの接続を設定したら、メッセージへの推奨事項の追加を開始できま
す。これを行うには、メッセージテンプレートを作成します。テンプレートで、使用する推奨事項のメッ
セージ変数を追加します。これらの変数は、以下のタイプのテンプレートに追加できます。
• メールテンプレート。キャンペーンまたはジャーニーから送信する E メールメッセージ用。
• プッシュ通知テンプレート。キャンペーンから送信するプッシュ通知用。
• SMS テンプレート。キャンペーンから送信する SMS テキストメッセージ用。
次に、テンプレートを使用するメッセージを送信するキャンペーンまたはジャーニーを作成します。メッ
セージを送信すると、Amazon Pinpoint は Amazon Personalize キャンペーンから最新のデータを取得し、
それぞれの変数をモデルによってメッセージ受信者ごとに推奨される値に置き換えます。
この機能は以下の AWS リージョンで利用できます。
• 米国東部(バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (シドニー)
•
•
•
•
•

アジアパシフィック (ソウル)
アジアパシフィック (シンガポール)
アジアパシフィック (東京)
欧州 (アイルランド)
カナダ (中部)

この章のトピックでは、Amazon Personalize キャンペーンからの推奨データを使用するように Amazon
Pinpoint を設定する方法について説明します。また、そのデータをメッセージに含める方法についても説
明します。
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トピック
• Amazon Pinpoint での推奨事項が機能するの仕組み (p. 305)
• Amazon Pinpoint で推奨モデルを使用するための準備 (p. 305)
• Amazon Pinpoint での推奨モデルの設定 (p. 309)
• メッセージで推奨事項を使用する (p. 311)
• Amazon Pinpoint での機械学習モデルの管理 (p. 314)

Amazon Pinpoint での推奨事項が機能するの仕組み
典型的なワークフローでは、チームは一連のアクティビティを実行して、Amazon Pinpoint で推奨モデル
を作成して使用します。一般的に、これらのアクティビティは次のとおりです。
1. Amazon Personalize で、モデルのソリューションを作成し、Amazon Personalize キャンペーンとして
デプロイします。次に、連続サイクルでモデルをトレーニング、評価、更新し、モデルが作成する予測
と推奨事項を絞り込みます。
2. Amazon Pinpoint を Amazon Personalize キャンペーンに接続するように設定します。接続の設定を使
用して、Amazon Personalize キャンペーンからデータを取得して処理する方法を指定します。
3. 1 つ以上のメール、プッシュ通知、または SMS メッセージテンプレートを作成します。これらのテン
プレートは、推奨属性を参照するメッセージ変数を含めるように設計します。メッセージ変数は、特定
の属性を参照するプレースホルダです。推奨属性は、Amazon Pinpoint が Amazon Personalize キャン
ペーンから取得するデータを一時的に保存する属性です。
4. メッセージテンプレートを使用する 1 つ以上の Amazon Pinpoint キャンペーンを作成します。または、
前のアクティビティでメールテンプレートを作成した場合は、それらのテンプレートを使用するジャー
ニーアクティビティを 1 つ以上作成します。
チームがこれらのアクティビティを実行した後、Amazon Pinpoint はモデルからの推奨事項を含むメッ
セージを送信するたびに、次の処理を実行します。
1. メッセージおよびメッセージテンプレートの設定と内容を評価します。
2. メッセージテンプレートを推奨モデルに接続したかどうかを確認します。
3. 推奨モデルを使用するために入力した構成設定を確認します。
4. 推奨モデル用に作成した推奨属性のメッセージ変数を 1 つ以上検索します。
5. 推奨モデルの構成設定で指定した Amazon Personalize キャンペーンに接続します。
6. メッセージ受信者ごとに、次の操作を行います。
a. Amazon Personalize キャンペーンから推奨事項を取得します。
b. 推奨モデル用に作成した推奨属性に推奨事項を追加します。
c. 各メッセージ変数を、推奨属性の対応する値に置き換えます。AWS Lambda 関数を使用して推奨事
項を強化するようにモデルを設定した場合、Amazon Pinpoint はこのステップの一部としてその関数
を使用します。
7. メッセージ受信者ごとにパーソナライズされた推奨事項を含むメッセージのバージョンを送信します。

Amazon Pinpoint で推奨モデルを使用するための準
備
Amazon Pinpoint と連携するには、推奨モデルを Amazon Personalize キャンペーンとしてデプロイする必
要があります。さらに、特定の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールとポリシーを配置する
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必要があります。Amazon Pinpoint がモデルから受け取る推奨事項を強化する場合は、推奨事項を処理す
るために AWS Lambda 関数も用意する必要があります。
Amazon Pinpoint で推奨モデルを設定する前に、データサイエンスおよび開発チームと協力して、これら
のリソースを設計および作成します。また、これらのチームと協力して、モデルが Amazon Pinpoint と連
携するための特定の技術要件を満たしていることを確認します。これらのリソースを作成したら、管理者
と協力して、お客様と Amazon Pinpoint がアクセスできることを確認します。これらの手順を実行する際
には、Amazon Pinpoint でモデルを設定するために必要な情報を収集します。
トピック
• Amazon Personalize キャンペーン (p. 306)
• AWS Identity and Access Management ロールとポリシー (p. 308)
• AWS Lambda 関数 (p. 308)

Amazon Personalize キャンペーン
Amazon Personalize は、アプリケーションを利用する顧客に対して、リアルタイムでパーソナライズされ
たレコメンデーションを提供する機械学習モデルの作成を支援するための AWS サービスです。Amazon
Personalize は、主にデータとレシピを組み合わせて機械学習モデルを作成し、学習させるプロセスを案内
します。レシピは、例えば、ある人が好み、操作するアイテムの予測など、特定のユースケースをサポー
トするように設定されたアルゴリズムです。
このデータとレシピの組み合わせをソリューションと呼びます。ソリューションはトレーニング後に、ソ
リューションバージョンになります。その後、ソリューションバージョンをテストし、改良し、使用でき
るように準備します。ソリューションバージョンが使用できる状態になると、Amazon Personalize キャン
ペーンとしてデプロイされます。このキャンペーンは、パーソナライズされたリアルタイムの推奨事項を
提供するために使用されます。Amazon Personalize の詳細については、『Amazon Personalize デベロッ
パーガイド』を参照してください。。
Amazon Pinpoint が Amazon Personalize キャンペーンから推奨事項を取得するには、キャンペーンとその
コンポーネントが次の要件を満たしている必要があります。
• レシピは USER_PERSONALIZATION レシピである必要があります。このタイプのレシピには、サポー
トされている任意のアルゴリズム設定（ハイパーパラメータ）を使用できます。このタイプのレシピに
ついては、『Amazon Personalize デベロッパーガイド』の「Using predefined recipes」を参照してくだ
さい。
• このソリューションは、エンドポイント ID または Amazon Pinpoint プロジェクトのユーザー ID と
関連付けることができるユーザー ID を使用してトレーニングする必要があります。Amazon Pinpoint
は、userId フィールドを使用して、Amazon Personalize内のユーザーとAmazon Pinpointプロジェクト
内のエンドポイントまたはユーザー間のデータを関連付けます。
• このソリューションは、「Amazon Personalize Runtime API」の「GetRecommendations」オペレー
ションの使用をサポートする必要があります。
• キャンペーンでは、推奨事項を取得するソリューションバージョンを使用する必要があります。
• キャンペーンがデプロイされ、ステータスが [アクティブ] になっている必要があります。
• キャンペーンは、キャンペーンから推奨事項を使用する Amazon Pinpoint プロジェクトと同じ AWS
リージョンで実行されている必要があります。そうでない場合、Amazon Pinpoint はキャンペーンから
推奨事項を取得できなくなり、Amazon Pinpoint キャンペーンやジャーニーのアクティビティが失敗す
る可能性があります。
これらの要件に加えて、1 秒あたり 20 以上のプロビジョニングされたトランザクションをサポートするよ
うにキャンペーンを設定することをお勧めします。
チームと協力して、前述の要件を満たす Amazon Personalize キャンペーンを実施する場合は、以下の質
問にも回答してください。
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どのキャンペーンですか?
Amazon Pinpoint でモデルを設定するには、推奨事項を取得する Amazon Personalize キャンペーンの
名前を知る必要があります。後で、管理者と連携してキャンペーンへのアクセスを手動で設定する場
合は、キャンペーンの Amazon リソースネーム (ARN) も知っている必要があります。
ID のタイプはどれですか?
Amazon Pinpoint でモデルを設定するときに、Amazon Personalize キャンペーンのユーザーを
Amazon Pinpoint プロジェクト内のエンドポイントとユーザーのどちらに関連付けるかを選択しま
す。これにより、モデルは特定のメッセージ受信者に固有の推奨事項を提供できるようになります。
Amazon Personalize キャンペーンでは、各ユーザーにはユーザー ID があります (コンテキストに応じ
て、userId または USER_ID)。これは、キャンペーン内の特定のユーザーを一意に識別する一連の
文字です。Amazon Pinpoint プロジェクトでは、メッセージ受信者は次の 2 種類の ID を持つことがで
きます。
• [エンドポイント ID] – メッセージの送信先を一意に識別する一連の文字 メールアドレス、携帯電話
番号、モバイルデバイスなど。
• [ユーザー ID] – 特定のユーザーを一意に識別する一連の文字。各ユーザーは、1 つ以上のエンドポ
イントに関連付けることができます。例えば、あるユーザーと E メール、SMS、モバイルアプリ
ケーションで連絡を取る場合、ユーザーの E メールアドレス、携帯電話番号、自宅(固定電話) の電
話番号の 3 つのエンドポイントに関連付けることができます。
Amazon Personalize ユーザー ID に関連付ける Amazon Pinpoint ID のタイプを選択する場合
は、Amazon Pinpoint プロジェクトで最も一貫して使用するタイプを選択します。ユーザーまたはア
プリケーションが、エンドポイントまたはユーザーに ID を割り当てていない場合、Amazon Pinpoint
はエンドポイントまたはユーザーのための推奨事項を取得できません。これにより、Amazon Pinpoint
がエンドポイントまたはユーザーにメッセージを送信できないことがあります。または、予期せぬ方
法や望ましくない方法で表示されるメッセージが Amazon Pinpoint から送信されることがあります。
推奨事項はいくつありますか?
Amazon Pinpoint が推奨事項を取得するたびに、Amazon Personalize はメッセージの受信者ごとに推
奨事項の順序付きリストを返します。各受信者について、これらの推奨事項の 1～5 を取得するよう
に Amazon Pinpoint を設定できます。推奨事項を 1 つ選択した場合、Amazon Pinpoint は各受信者の
リストの最初の項目のみを取得します。例えば、受信者に最も推奨される映画を取得します。2 つの
推奨事項を選択すると、各受信者のリストから 1 番目と 2 番目の項目のみを取得します。例えば、受
信者に推奨される上位 2 つの映画を取得します。などとなります。
この設定は、主にモデルからの推奨事項を含むメッセージの目的によって選択されます。ただし、
チームがソリューションをどのように設計したか、およびソリューションのパフォーマンスに対する
チームの評価によっても異なる場合があります。このため、チームと協力して、この設定に適切な数
字を選択するようにしてください。
推奨事項には何が含まれていますか?
Amazon Pinpoint が推奨事項を取得する場合、Amazon Personalize は各メッセージ受信者に対して
取得するように選択した推奨事項の数に応じて、1～5 までの順序が付けられた推奨アイテムのリス
トを返します。各アイテムは、製品 ID や映画のタイトルなどのテキストのみで構成されます。ただ
し、これらのアイテムの性質と内容は、基盤となるソリューションとキャンペーンの設計に基づい
て、Amazon Personalize キャンペーンごとに異なる場合があります。
そのため、キャンペーンが推奨アイテムに対して提供するコンテンツを正確にチームに尋ねること
をお勧めします。その回答は、キャンペーンから推奨事項を使用するメッセージを設計する方法に
影響します。キャンペーンが提供するコンテンツを拡張する場合は、このタスクを実行できる AWS
Lambda 関数を実装することもできます。
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AWS Identity and Access Management ロールとポリ
シー
AWS Identity and Access Management (AWS) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを制御するのに
役立つ のサービスです。IAM の詳細と Amazon Pinpoint との連携については、『Amazon Pinpoint デベ
ロッパーガイド』の「Identity and access management for Amazon Pinpoint」を参照してください。
Amazon Pinpoint で推奨モデルを設定するときは、推奨事項を取得する Amazon Personalize キャンペーン
を指定します。キャンペーンを選択するには、まず管理者が、組織の AWS ユーザーアカウントでキャン
ペーンを表示することをユーザーに許可する必要があります。そうしないと、選択できるキャンペーンの
一覧にキャンペーンが表示されません。リストにキャンペーンが表示されない場合は、管理者にこのアク
セス権を提供するように依頼してください。
次に、ユーザーまたは管理者は、Amazon Personalize キャンペーンから推奨事項を取得することを
Amazon Pinpoint に許可する IAM ロールおよびポリシーを作成する必要があります。推奨モデルを設定
する際に、このロールとポリシーを Amazon Pinpoint で自動的に作成することを選択できます。別のオプ
ションとしては、Amazon Pinpoint で推奨モデルを設定する前に、このロールおよびポリシーをユーザー
または管理者が手動で作成します。これを行う方法については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイ
ド』の「IAM role for retrieving recommendations」を参照してください。

AWS Lambda 関数
一部のモデルでは、Amazon Pinpoint が Amazon Personalize から受け取る推奨事項を強化したい場合があ
ります 。例えば、メッセージに 1 つの推奨値 (商品名など) のみを含める代わりに、メッセージに追加の
コンテンツ (商品名、説明、イメージなど) を含める必要がある場合があります。これは、チームと協力し
て、推奨事項データを必要なコンテンツに変換する AWS Lambda 関数を設計および作成して実行できま
す。
AWS Lambda は、サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行できるように設計された
AWS サービスです。ユーザーまたはそのチームは、コードを開発およびパッケージ化し、Lambda 関数
として AWS Lambda にアップロードします。AWS Lambda は、関数が Amazon Pinpoint などのアプリ
ケーションやサービスによって呼び出されるたびに関数を実行します。AWS Lambda の詳細については、
『AWS Lambda デベロッパーガイド』を参照してください。
Amazon Pinpoint で推奨モデルを設定するときに、Amazon Pinpoint が受け取る推奨事項を処理する方
法を指定します。1 つのオプションは、Lambda 関数を使用することです。Lambda 関数を使用する場合
は、チームと協力して以下を行います。
• 関数の動作を定義します。
• 関数が推奨事項を処理するときに使用するカスタム推奨属性を定義します。これには、属性の数、各属
性の名前と目的が含まれます。Lambda 関数は、各メッセージ受信者に対して 10 個までのカスタム属性
を使用できます。Amazon Pinpoint で推奨モデルを設定するとき、これらの属性に関する情報を入力す
る必要があります。
• 関数が、その関数を使用する Amazon Pinpoint プロジェクトと同じ AWS リージョンでホストされ
ていることを確認します。そうでない場合、Amazon Pinpoint は推奨事項データを関数に送信でき
ず、Amazon Pinpoint キャンペーンやジャーニーのアクティビティが失敗する可能性があります。
最後に、管理者と協力して、モデルからの推奨事項を含むメッセージを送信するたびに Amazon Pinpoint
が Lambda 関数を呼び出すことができるポリシーを作成します。
Lambda 関数を使った推奨事項の処理の詳細については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の
「Customizing recommendations with AWS Lambda」を参照してください。
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Amazon Pinpoint での推奨モデルの設定
推奨モデルは、特定のユーザーが特定の製品または商品のセットから何を好むかを予測するよう設計され
た機械学習 (ML) モデルの一種です。これにより、その情報がユーザーに対する推奨事項のセットとして提
供されます。Amazon Pinpoint では、これらのモデルを使用して、各受信者の属性と動作に基づいてパー
ソナライズされた推奨事項をメッセージ受信者に送信できます。
この方法で推奨モデルを使用する前に、Amazon Pinpoint と使用するモデルがある Amazon Personalize
キャンペーンとの間の接続を設定する必要があります。接続を設定する際、Amazon Personalize キャン
ペーンから推奨事項を取得して使用する方法を指定します。また、キャンペーンからの推奨事項を一時的
に保存する属性の設定も追加します。

スタートする前に
Amazon Pinpoint で推奨モデルを設定する前に、Amazon Pinpoint で推奨モデルを使用するための準
備 (p. 305) の情報を確認してください。これは、Amazon Pinpoint でモデルを設定するために必要なリ
ソースと情報を収集するのに役立ちます。

ステップ 1: モデルをセットアップする
このステップでは、推奨事項を取得する Amazon Personalize キャンペーンを指定します。また、これら
の推奨事項の取得して使用する方法を指定する設定も選択します。

推奨モデルを設定するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで、[Machine learning models] を選択します。
[Machine learning models] ページで、[Add recommender model] を選択します。
[Model details] の [Recommender model name] に、Amazon Pinpoint のモデルの名前を入力します。
名前は文字または数字で始める必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、
文字、数字、アンダースコア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。
(オプション) [Recommender model description] に、モデルの簡単な説明を入力します。説明に
は、128 文字まで入力できます。文字には、文字、数字、スペース、または記号 (_ ; () ) を使用できま
す。
[Model configuration] の [IAM ロール] で、Amazon Pinpoint がモデルを使用する Amazon Personalize
キャンペーンに接続してそこから推奨事項を取得するのを許可する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールを選択します。次のオプションがあります。

5.
6.

• [Use an existing role] - AWS アカウントで既存の IAM ロールを使用するには、このオプションを選
択します。次に、ロールのリストから必要なロールを選択します。
• [Automatically create a role] - 必要なアクセス許可を持つ IAM ロールを自動的に作成するには、この
オプションを選択します。次に、ロールの名前を入力します。
別の方法として、管理者と連携してロールを手動で作成することもできます。手動でのロール
の作成の詳細については、『Amazon Pinpoint デベロッパーガイド』の「IAM role for retrieving
recommendations」を参照してください。
7.

[Recommender model] で、推奨事項を取得する元の Amazon Personalize キャンペーンを選択しま
す。
このリストには、現在の AWS リージョンの AWS アカウントでアクセスできるすべての Amazon
Personalize キャンペーンが表示されます。目的のキャンペーンがリストに含まれていない場合は、そ
のキャンペーンへのアクセスを管理者に許可してもらい、前のステップで正しい IAM ロールを選択し
ていることを確認します。また、キャンペーンが現在の AWS リージョンに存在することを確認しま
す。
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8.

[Settings] の [Identifier to use for recommendations] で、Amazon Personalize キャンペーンのユニーク
ユーザーを、Amazon Pinpoint プロジェクトのエンドポイント (Endpoint ID) とユーザー (User ID) の
どちらに関連付けるかを指定します。

9.

[Number of recommendations per message] で、Amazon Pinpoint プロジェクトのエンドポイントまた
はユーザーごとに取得する推奨商品の数を、前のステップでの選択に応じて選択します。
この設定により、Amazon Pinpoint が取得する推奨事項の数と、個々のメッセージに追加できる
推奨事項の数が決定されます。推奨商品は 5 つまで取得できます。推奨事項を 1 つ選択した場
合、Amazon Pinpoint は各メッセージ受信者のおすすめリストから最初の項目のみを取得します。例
えば、受信者に推奨される最上位の映画を取得します。2 を選択すると、各受信者のリストから 1 番
目と 2 番目の項目のみを取得します。例えば、受信者に推奨される上位 2 つの映画を取得します。そ
のようにして、最大 5 つの推奨事項を取得できます。

10. [Processing method] で、次のいずれかのオプションを選択して、Amazon Pinpoint が取得する推奨事
項を処理する方法を指定します。
• [Use the value returned by the model] – 受信者に推奨されるこのオプションを選択すると、Amazon
Personalize キャンペーンによって提供される推奨事項の正確なテキストがメッセージに表示されま
す。さらに、各エンドポイントまたはユーザーに対するすべての推奨事項は、エンドポイントまた
はユーザーごとに 1 つの標準推奨事項属性に一時的に保存されます。
• [Use a Lambda function] – このオプションを選択すると、Amazon Personalize キャンペーンによっ
て提供される推奨事項のテキストの代わりに、またはそれに加えて、強化された推奨事項をメッ
セージに表示できます。このオプションを選択した場合、Amazon Pinpoint は推奨事項を含むメッ
セージを送信する前に、追加処理のために推奨事項を AWS Lambda 関数に送信します。さらに、
各エンドポイントまたはユーザーに対して 10 個までのカスタム推奨属性に推奨事項を一時的に保
存できます。
このオプションを選択した場合、[Lambda 関数] リストを使用して、使用する関数を選択します。
このリストには、現在の AWS リージョンの AWS アカウントを使用してアクセスできるすべての
Lambda 関数が表示されます。必要な関数がリストに含まれていない場合は、管理者にその関数
へのアクセス権を付与するよう依頼します。関数がまだ存在しない場合は、[Create new Lambda
function] を選択し、開発チームと連携して関数を作成します。詳細については、『Amazon Pinpoint
デベロッパーガイド』「Customizing recommendations with AWS Lambda」を参照してください。
11. 入力が終わったら、[Next] を選択して、次のステップである推奨モデルの属性設定に進みます。

ステップ 2: 属性をモデルに追加する
Amazon Personalize キャンペーンに接続して推奨事項を取得するための設定を選択すると、次に、推奨事
項データを保存する先の属性の設定を入力できます。これらのオプションは、前のステップで選択した処
理方法によって異なります。
Use the value returned by the model
このオプションを選択した場合、推奨事項は一時的に 1 つの属性に保存されます。これは、前のス
テップで [Identifier to use for recommendations] で選択したオプションに応じた、各エンドポイントま
たはユーザーの標準の推奨属性です。この属性の基礎となる名前は RecommendationItems です。
[表示名] に、属性のわかりやすい名前を入力します。この名前は、属性の変数をメッセージテンプ
レートに追加したときにテンプレートエディタの [Attribute finder] に表示されます。名前は最大 25 文
字まで入力できます。文字には、文字、数字、スペース、アンダースコア (_)、またはハイフン (‐) を
使用できます。
Lambda 関数を使用する
このオプションを選択した場合、最大 10 個の属性を使用して、各推奨事項のデータを保存できま
す。これは、前のステップで [Identifier to use for recommendations で選択したオプションに応じた、
各エンドポイントまたはユーザーのカスタムの推奨属性です。例えば、エンドポイントやユーザーご
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とに 1 つの商品の推奨を取得する場合、Lambda 関数は推奨処理を行い、その結果を商品名、価格、
イメージという 3 つの推奨用カスタム属性に追加します。
追加するカスタム属性ごとに、[属性の追加] を選択し、次の操作を実行します。
• [属性名] に、属性の名前を入力します。先頭に Recommendations プレフィックスが付いたこの
名前は、属性の変数をメッセージテンプレートに追加した後にテンプレートエディタに表示されま
す。この名前は、Lambda 関数が推奨事項データの保存に使用する属性の名前と一致する必要があ
ります。
属性名は文字または数字で始まり、最大 50 文字まで入力できます。文字には、文字、数字、アン
ダースコア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。属性名は大文字と小文字が区別され、一意で
ある必要があります。
• [表示名] に、属性のわかりやすい名前を入力します。この名前は、属性の変数をメッセージテンプ
レートに追加したときにテンプレートエディタの [Attribute finder] に表示されます。名前は文字また
は数字で始まり、最大 25 文字まで入力できます。文字には、文字、数字、スペース、アンダース
コア (_)、またはハイフン (-) を使用できます。
属性設定の入力が終わったら、[Next] を選択して次のステップに進み、推奨モデルの構成設定の確認と公
開を行います。

ステップ 3: モデルを確認して発行する
推奨モデルに接続してそれを使用するためのすべての設定を入力した後、設定を確認することができま
す。
設定の確認が終わったら、[Publish] を選択して保存します。そのあと、Amazon Pinpoint は、設定が正し
いかどうかを確認します。設定が不足しているか、正しくない場合は、エラーごとに表示されるメッセー
ジを参照し、修復する設定を判断します。設定を修正する必要がある場合は、ナビゲーションペインを使
用して、設定を含むページに直接移動します。
設定を発行した後、メッセージで推奨事項の使用を開始できます。

メッセージで推奨事項を使用する
動的な、パーソナライズされた推奨事項をメッセージに追加するには、推奨属性のメッセージ変数を含
むメッセージテンプレートを作成して使用します。メッセージ変数は、お客様または Amazon Pinpoint
がユーザーに関する情報の保存用に作成した特定の属性を参照する、プレースホルダーです。推奨属
性とは、お客様のユーザーに対して推奨事項を一時的に保存するための属性です。Amazon Pinpoint
は、Amazon Personalize キャンペーンとしてデプロイされ、Amazon Pinpoint が使用するように設定され
た推奨モデルからこれらの推奨事項を取得します。
テンプレートにメッセージ変数が含まれている場合、Amazon Pinpoint は各変数を各受信者の現在の対応
する属性値に置き換えます。推奨事項については、Amazon Personalize のキャンペーンから各受信者の最
新の推奨事項を取得する処理も含まれます。Amazon Pinpointは、テンプレートを使用するメッセージを送
信するたびに、この処理を行います。これは、メッセージに受信者に対する最新の推奨情報が確実に含ま
れていることを意味します。
例えば、プロジェクトがユーザーに映画やテレビ番組を推奨するアプリケーションである場合、ユーザー
ごとに次の属性を設定できます。
•
•
•
•

ユーザーの名前。
ユーザーが最後に送信した評価。
ユーザーが最後に評価した映画または番組のタイトル。
モデルがユーザーに推奨するトップ 3 の映画および番組のタイトル。
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このプロジェクトでは、テンプレートで次のテキスト変数とメッセージ変数を使用できます。
Hi {{User.UserAttributes.FirstName}}, based on your recent
{{User.UserAttributes.LatestRating}}-star rating for
{{User.UserAttributes.LatestRatedTitle}}, we think you might also
enjoy: {{RecommendationItems.[0]}}, {{RecommendationItems.[1]}}, and
{{RecommendationItems.[2]}}.
テンプレートを使用するメッセージを送信すると、Amazon Pinpoint は、各受信者の各属性の現在の値で
変数を置き換えます。これを以下の例に示します。
例1
Hi Sofia, based on your recent 5-star rating for The Marvelous Mrs.
Maisel – Season 3, we think you might also enjoy: Fleabag, Late Night, and
Catastrophe.
例2
Hi Alejandro, based on your recent 4-star rating for Tom Clancy's Jack
Ryan – Season 2, we think you might also enjoy: Hanna, Hunters, and Agatha
Christie's The ABC Murders.
AWS Lambda 関数を使用して推奨を強化するように推奨モデルを設定した場合、テンプレートと結果の
メッセージで追加の変数と推奨属性が使用されることがあります。例えば、推奨される映画や番組のイ
メージと URL を提供する属性の変数を使用する場合もあります。
テンプレートでのメッセージ変数の使用の詳細については、「パーソナライズされたコンテンツをメッ
セージテンプレートに追加する (p. 269)」を参照してください。

メッセージへの推奨事項の追加
メッセージにパーソナライズされた推奨事項を追加するには、使用する推奨事項のメッセージ変数を含む
メッセージテンプレートを作成して使用します。これらの変数は、以下のタイプのメッセージテンプレー
トに追加できます。
• メールテンプレート。キャンペーンまたはジャーニーから送信する E メールメッセージ用。
• プッシュ通知テンプレート。キャンペーンから送信するプッシュ通知用。
• SMS テンプレート。キャンペーンから送信する SMS テキストメッセージ用。
各テンプレートでは、一度に 1 つの推奨モデルの変数と推奨属性を使用できます。
変数は、テンプレートの作成時に新しいテンプレートに追加することも、既存のテンプレートに追加する
こともできます。既存のテンプレートに変数を追加した場合、Amazon Pinpoint は、テンプレートを使用
する未送信のメッセージ（後で送信されるようにスケジュールされているキャンペーンメッセージなど）
に必ずしも変更を適用しません。これは、変数を追加するテンプレートのバージョンと、テンプレートを
使用するメッセージの設定方法によって異なります。詳細については、「メッセージテンプレートのバー
ジョンの管理 (p. 298)」を参照してください。

メッセージテンプレートに推奨事項を追加するには
1.
2.
3.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。
ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。
[Message templates] ページで、以下のいずれかを実行します。
• 新しいテンプレートを作成して推奨事項を追加するには、[Create template] を選択します。次に、
テンプレートページで、テンプレートの名前と、オプションでテンプレートの説明を入力します。
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• 既存のテンプレートに推奨事項を追加するには、目的のテンプレートを選択します。次に、テンプ
レートページで [Edit] を選択します。[Template details] で、バージョンセレクタを使用して、開始
点として使用するテンプレートのバージョンを選択します。最新バージョンを選択した場合は、
そのバージョンのテンプレートに変更を直接保存できます。それ以外の場合は、変更を新しいバー
ジョンのテンプレートとして保存できます。
4.

[Attribute finder] で、[推奨属性] セクションを展開します。
テンプレートに推奨モデルを選択していない場合は、[Connect model] を選択します。次に、テン
プレートを使用するメッセージを送信するときに推奨事項を取得するモデルを選択します。次に、
[Connect model] を選択します。

5.

[Recommended attributes]で、メッセージ変数を追加する属性を選択します。Amazon Pinpoint は、
属性のメッセージ変数を作成し、それをクリップボードにコピーします。次に、メッセージエディタ
で、推奨事項を表示するメッセージの場所に変数を貼り付けます。
変数を貼り付けた後、Amazon Pinpoint では、関連付けられた属性の名前として、2 組の中括弧で囲
んで表示されます。たとえば、{{RecommendationItems}}。

6.

推奨モデルが複数の推奨属性を提供している場合は、変数を追加する追加属性ごとに上記の手順を繰
り返します。
他のタイプの属性に変数を追加することもできます。これを行うには、[Attribute finder] で他のセク
ションを展開し、目的の各属性を選択し、必要な場所に変数を貼り付けます。他のタイプの属性に変
数を使用する方法については、パーソナライズされたコンテンツをメッセージテンプレートに追加す
る (p. 269) を参照してください 。

7.

メッセージ変数のデフォルト値を指定するには、[Default attribute values] セクションを展開します。
次に、変数のリストで、変数に使用するデフォルト値を入力します。テンプレート内の各変数に対し
実行することを推奨します。

8.

完了したら、次のいずれかの操作を行います。
• 新しいテンプレートにメッセージ変数を追加した場合は、[作成] を選択します。
• メッセージ変数を既存のテンプレートに追加し、変更を新しいバージョンのテンプレートとして保
存する場合は、[新しいバージョンとして保存] を選択します。
• メッセージ変数を既存のテンプレートに追加し、変更を最新のバージョンのテンプレートの更新と
して保存する場合は、[Update version] を選択します。このオプションは、ステップ 3 で最新バー
ジョンのテンプレートを開いた場合にのみ選択できます。

テンプレートを使用して、キャンペーンやジャーニーから送信するメッセージにパーソナライズされた推
奨事項を含めることができるようになりました。
限定された対象者にダイレクトメッセージやテストメッセージとして送信するメッセージには、推奨
事項を含めることはできません。これらのメッセージではより一般的にテンプレートを使用できます
が、Amazon Pinpoint では、モデルからの推奨事項をダイレクトメッセージまたはテストメッセージの受
信者に関連付けることはできません。推奨事項を使用するテンプレートの外観やフォーマットをテストす
るには、推奨属性を参照するメッセージ変数ごとにデフォルト値を指定し、そのテンプレートを使用する
テストメッセージを送信します。

メッセージからの推奨事項の削除
メッセージからパーソナライズされた推奨事項を削除するには、メッセージが使用するメッセージテンプ
レートを更新します。テンプレートを更新するときに、推奨事項のすべてまたは一部のメッセージ変数を
削除します。
推奨事項を削除した場合、Amazon Pinpoint は、テンプレートを使用する既存の未送信のメッセージ（後
で送信されるようにスケジュールされているキャンペーンメッセージなど）に必ずしも変更を適用しませ
ん。これは、推奨事項を削除するテンプレートのバージョンと、テンプレートを使用するメッセージの設
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定方法によって異なります。詳細については、「メッセージテンプレートのバージョンの管理 (p. 298)」
を参照してください。

メッセージテンプレートから推奨事項を削除するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Message templates] を選択します。

3.

[メッセージテンプレート] ページで、推奨事項を削除するテンプレートを選択します。次に、テンプ
レートページで [Edit] を選択します。

4.

[Template details] で、バージョンセレクタを使用して、開始点として使用するテンプレートのバー
ジョンを選択します。最新バージョンを選択した場合は、そのバージョンのテンプレートに変更を直
接保存できます。それ以外の場合は、変更を新しいバージョンのテンプレートとして保存できます。

5.

メッセージエディタで、削除する各推奨属性のメッセージ変数のテキストをすべて削除します。各
メッセージ変数は、2 つの中括弧と関連する属性名 (例えば、{{RecommendationItems}}) で構成
されています。
推奨モデルをテンプレートから完全に削除するには、モデルが提供する推奨属性のすべての変数を削
除します。次に、[Attribute finder] で、[Recommended attributes] セクションを展開し、モデル名の横
にある [X] を選択します。

6.

完了したら、次のいずれかの操作を行います。
• 変更をテンプレートの新しいバージョンとして保存するには、[Save as new version]を選択しま
す。
• テンプレートの最新バージョンへの更新として変更を保存するには、[Update version] を選択しま
す。このオプションは、ステップ 4 で最新バージョンのテンプレートを選択した場合にのみ使用で
きます。

Amazon Pinpoint での機械学習モデルの管理
Amazon Pinpoint コンソールの [Machine learning models] ページでは、現在の AWS リージョンで
Amazon Pinpoint アカウントに接続したすべての機械学習 (ML) モデルの Amazon Pinpoint 構成設定を表
示、変更、管理するための場所を提供します。このページを使用すると、ML モデルへの接続の構成設定
の表示、変更、削除などの管理タスクを実行できます。また、追加の ML モデルに接続してそのデータを
使用するよう Amazon Pinpoint を設定することもできます。
トピック
• モデルのコレクションの表示 (p. 314)
• モデルの設定の表示 (p. 315)
• モデルの設定の変更 (p. 315)
• モデルのコピー (p. 316)
• モデルの削除 (p. 316)
モデルへの接続を追加および設定する方法については、「Amazon Pinpoint での推奨モデルの設
定 (p. 309)」を参照してください。

モデルのコレクションの表示
[Machine learning models] ページには、Amazon Pinpoint がアカウントの特定の ML モデルに接続してそ
のデータを使用できるよう作成したすべての構成のリストが表示されます。リストをより簡単に参照し
たり、特定の構成をすばやく検索するには、リストをソートおよびフィルタリングし、表示する列を選択
し、リストの他の表示設定を変更します。
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ML モデルのコレクションを表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Machine learning models] を選択します。[Machine learning models] ペー
ジが開き、コレクション内の構成の数とそれらの構成のリストが表示されます。

3.

リストをカスタマイズしたり、特定の構成をすばやく検索したりするには、次のいずれかのオプショ
ンを選択します。
• 特定のタイプの値でリストをソートするには、その値の列見出しをクリックします。並べ替え順序
を昇順から降順、またはその逆に変更するには、列見出しをもう一度クリックします。
• 名前に特定のテキストが含まれている構成のみを表示するフィルターを適用するには、リストの上
にある [検索] ボックスにテキストを入力します。フィルターを解除するには、[Search] ボックスで
[X] を選択します。
• リストに表示される構成の数を変更するには、ページ上部にある設定アイコンを選択します。次
に、[ページサイズ] で、表示する構成の数を選択し、[変更を保存] を選択します。
• 一覧から列を追加または削除するには、ページ上部にある設定アイコンを選択します。次に、
[Choose visible columns] で、各列のオンとオフを切り替えて、[変更を保存] を選択します。

モデルの設定の表示
[Machine learning models] ページを使用すると、特定の構成をすばやく検索して開き、その設定とその他
の情報を表示できます。例えば、メッセージで使用するためにモデルが提供する属性のリストを表示でき
ます。構成を開いてその設定を表示した後、構成の設定を変更 (p. 315)することもできます。

ML モデルの設定を表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Machine learning models] を選択します。

3.

[Machine learning models] ページで、設定を表示する構成を選択します。

構成ページが開き、構成の現在の設定が表示されます。

モデルの設定の変更
ML モデルの構成設定を変更する前に、Amazon Pinpoint によってそのモデルを使用するメッセージテン
プレートに変更が自動的に適用されることに注意してください。(テンプレートのアクティブなバージョン
と最新バージョンの両方に変更が適用されます)。つまり、変更は、テンプレートを使用する未送信のメッ
セージ (後で送信されるようにスケジュールされているキャンペーンメッセージなど) にも影響します。
このため、変更により、Amazon Pinpoint が構成を使用する未送信のメッセージを送信できない場合があ
ります。または、変更により、これらのメッセージが予期しない方法や望ましくない方法で表示されるこ
とがあります。これは、変更する構成設定に依存します。また、モデルを使用するテンプレートの設計方
法にも依存します。
ML モデルの構成設定を変更する場合は、モデルの現在の構成を使用するテンプレートも必ず確認し、適
切な変更を行ってください。例えば、属性を削除する場合は、その属性を使用するすべてのテンプレート
でその属性も必ず削除または置換してください。また、これらの変更を各メッセージテンプレートの適切
なバージョンにも必ず行ってください。詳細については、「メッセージテンプレートの編集 (p. 296)」を
参照してください。
既存のテンプレートおよびメッセージに変更を適用しない場合は、構成のコピーを作成 (p. 316)し、必要
な変更でコピーを保存できます。その後、新しいテンプレートでその構成コピーを使用するか、既存のテ
ンプレートを更新して構成のコピーを使用できます。
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ML モデルの設定を変更するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Machine learning models] を選択します。

3.

[Machine learning models] ページで、変更する構成を選択します。構成ページが開き、構成の現在の
設定が表示されます。

4.

[Edit model] を選択します。

5.

[Set up model] ページで、必要な変更を行います。構成の名前以外の設定は変更できます。構成の名
前を変更するには、構成のコピーを作成 (p. 316)し、必要な名前でコピーを保存し、必要に応じて元
の構成を削除 (p. 316)します。

6.

これらの設定の変更を終了したら、[次へ] を選択します。

7.

[属性の追加] ページで、必要な変更を行い、[次へ] を選択します。

8.

[Review and publish] ページで、新しい設定を確認し、必要な設定であることを確認します。必要な設
定である場合は、[発行] を選択して変更を保存します。

モデルのコピー
ML モデルの既存の構成と同様の新しい構成をすばやく作成するには、構成のコピーを作成します。その
後、元の構成を変更することなく、構成コピーの設定を変更できます。

ML モデルをコピーするには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.

ナビゲーションペインで、[Machine learning models] を選択します。

3.

[Machine learning models] ページで、コピーする構成の横にあるチェックボックスをオンにします。

4.

[アクション] メニューで、[削除] を選択します。

5.

[Recommender model name] に、構成コピーの名前を入力します。名前は文字または数字で始める
必要があります。最大 128 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、アンダースコア
(_)、またはハイフン (-) を使用できます。

6.

名前の入力が完了したら、[Duplicate model] を選択します。構成ページが開き、コピーした構成の現
在の設定が表示されます。

7.

(オプション) 構成コピーを変更するには、[Edit model] を選択し、必要な変更を行います。終了した
ら、[発行] を選択します。

モデルの削除
ML モデルの構成を Amazon Pinpoint から完全に削除する場合は、構成を削除できます。構成を削除する
と、Amazon Pinpoint によって構成のすべての設定が削除されるため、その構成を新規と既存の両方の
メッセージテンプレートで使用できなくなります。構成を削除した後で復元することはできません。

Warning
構成を削除すると、Amazon Pinpoint は、その構成を使用する未送信のメッセージ (後で送信され
るようにスケジュールされているキャンペーンメッセージなど) を送信できなくなります。構成を
削除する前に、その構成を使用するメッセージテンプレートの内容と設定を確認および更新しま
す。また、それらのテンプレートを使用するキャンペーンおよびジャーニーアクティビティを確
認し、必要に応じて更新します。
構成を削除しても、Amazon Pinpoint では、構成で使用され、他の AWS サービスに保存されているリ
ソースやデータは削除されません。これには、Amazon Personalize ソリューションとキャンペーン、およ
びあらゆる AWS Lambda 関数が含まれます。
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ML モデルを削除するには
1.

Amazon Pinpoint コンソールを開きます (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/)。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Machine learning models] を選択します。
[Machine learning models] ページで、削除する各構成の横にあるチェックボックスをオンにします。

4.
5.

[Actions] メニューで、[Delete] を選択します。
表示されるウィンドウで、「delete」と入力して選択した構成を削除することを確認し、[Delete
models] を選択します。
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Amazon Pinpoint の設定
一般的には、各プロジェクトで設定を行い、この設定はプロジェクトのすべてのキャンペーンおよび
ジャーニーにデフォルトで適用されます。特定のニーズに合わせて個別のキャンペーンまたはジャーニー
をカスタマイズする場合、このキャンペーンまたはジャーニーの設定の一部を変更できます。これで、こ
の変更でプロジェクトのデフォルトの設定が上書きされ、キャンペーンまたはジャーニーでは選択したカ
スタム設定が使用されます。
個々のプロジェクト、キャンペーン、またはジャーニーに固有の設定に加えて、アカウントレベルの設定
もあります。アカウントレベルの設定は、Amazon Pinpoint アカウントのすべてのプロジェクト、場合に
よってはその他の AWS サービスに適用されます。設定は次のとおりです。
• 本稼働アクセスとチャネルへの送信クォータ。
• Amazon Pinpoint SMTP インターフェイスを使用した E メールの送信用 SMTP 認証情報および他の設
定。
• SMS 送信用と SMS メッセージ受信用の専用電話番号および音声メッセージ。
• E メールと SMS メッセージ送信用の検証済み ID。
• SMS メッセージ送信用の SMS 情報 (ショートコード、キーワード、10DLCや登録された送信者 ID な
ど)。
Amazon Pinpoint アカウントのすべての設定を表示するには、Amazon Pinpoint プロジェクトを開き、ナ
ビゲーションペインで [Settings] を選択して、表示する設定の種類を選択します。
トピック
• 全般設定 (p. 318)
• E メール設定 (p. 321)
• SMS と音声の設定 (p. 325)
• プッシュ通知の設定 (p. 353)
• モバイルおよびウェブアプリケーション分析の設定 (p. 355)
• イベントストリーム設定 (p. 355)

全般設定
[全般設定] ページを使用して、現在のプロジェクトでいつ Amazon Pinpoint がキャンペーンおよびジャー
ニーにメッセージを送信できるか、また、この Amazon Pinpoint はこのキャンペーンおよびジャーニー
にいくつのメッセージを送信できるかを指定します。これには、メッセージ送信のタイムフレームや各エ
ンドポイントに送信するメッセージの最大数などが含まれます。また、[全般設定] ページを使用してプロ
ジェクトを削除することもできます。
トピック
• プロジェクトのデフォルト設定の構成 (p. 318)
• プロジェクトの削除 (p. 320)

プロジェクトのデフォルト設定の構成
[全般設定] ページでは、プロジェクトのキャンペーンとジャーニーに適用するデフォルトの設定とクォー
タを構成できます。これらの設定を変更すると、Amazon Pinpoint はこれらの設定をプロジェクトで作成
するすべての新しいキャンペーンとジャーニーに自動的に適用します。これらの設定は、前に作成した
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キャンペーンまたはジャーニーには適用されません。また、同じ設定を個々のキャンペーンやジャーニー
に対して設定することもできます。個々のキャンペーンまたはジャーニーの設定を構成する場合、これら
の設定は [全般設定] ページで選択した設定よりも優先されます。

プロジェクトのデフォルト設定を構成するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、デフォルトの設定を変更するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [Settings] の [全般設定] を選択します。

4.

[編集] を選択します。

5.

[全般設定の編集] ページで、以下のいずれかの設定を変更します。
a.

キャンペーン設定
Quiet time hours
特定の時間の間、Amazon Pinpoint からメッセージが送信されないようにするには、この
設定を使用します。この設定では、[Start time] と [End time] を指定します。エンドポイ
ントのローカルタイムゾーンで開始時間と終了の間は、メッセージが送信される場合で
も、Amazon Pinpoint はそのエンドポイントにメッセージを送信しません。

Note
この設定でローカルタイムゾーンを参照するには、受信者のエンドポイント定義に
適切な形式の Demographic.Timezone 属性を含める必要があります。
指定する時間は、24 時間表記の HH:MM 形式にする必要があります。例えば、午後 9:30 の
場合は 21:30 と入力します。
Maximum number of daily messages per endpoint
プロジェクトのすべてのキャンペーンが、24 時間内に 1 つのエンドポイントに送信できる
メッセージの最大数を指定するには、この設定を使用します。100 以下の値を指定してくだ
さい。

Note
状況によっては、この設定で指定した値を超えるメッセージをエンドポイントが受
信することがあります。たとえば、この設定が 1 日あたり最大 5 件のメッセージを
送信するように構成されているとします。エンドポイントをターゲットとするキャ
ンペーンが 10 件あり、10 個すべてが同時に開始された場合、エンドポイントは 10
件のメッセージを受信します。ただし、エンドポイントをターゲットとするキャン
ペーンが 10 件あり、キャンペーンの開始時刻が数分離れている場合、受信者はメッ
セージを 5 件しか受信しません。
Maximum number of messages per endpoint
個々のキャンペーンが 24 時間内に 1 つのエンドポイントに送信できるメッセージの最大数
を指定するには、この設定を使用します。1 つのキャンペーンが反復される場合、この設定
はキャンペーンのすべての実行に適用されます。100 以下の値を指定してください。

Note
この設定は、エンドポイントに実際に配信されたメッセージの数とは対照的に、エ
ンドポイントをターゲットとしたメッセージの数を考慮します。例えば、ユーザー
が新しいアカウントを作成したときに自動的にメッセージを送信するようキャン
ペーンを設定しても、エンドポイントがメッセージを受信できない場合 (例えば、
クワイエットタイムがエンドポイントに適用されている場合)、エンドポイントは引
き続きターゲットとしてカウントされます。この場合、エンドポイントは、キャン
ペーンの後続の実行から削除されます。
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Maximum number of messages per second
キャンペーンが 1 秒あたりに送信できるメッセージの最大数を指定するには、この設定を使
用します。指定する値は、1 ～ 20,000 の数値にする必要があります。メッセージ / 秒の パ
ラメータを定義した場合、それに一致するように試みます。それ以外の場合、これが定義さ
れていなければ、可能な限り速くメッセージを配信します。ただし、配信速度はその時々の
チャンネルの遅延に依存します。
Maximum amount of time for a campaign run
スケジュールされた開始時刻後にキャンペーンがメッセージの配信を試行できる最大時間
(秒) を指定するには、この設定を使用します。最小値は 60 秒です。
b.

ジャーニー設定
期間内の全ジャーニーにわたるメッセージの最大数
指定したエンドポイントに 1 つのエンドポイントに送信できる最大数を指定するには、この
設定を使用します。タイムフレーム。例えば、最大で 3 つのメッセージを送信する場合は、
を参照してください。タイムフレーム各エンドポイントまで 7 日間。デフォルト設定は 0
で、ジャーニー内のエンドポイントが受信できるメッセージ数に制限はありません。
タイムフレーム
に適用された日数期間内の全ジャーニーにわたるメッセージの最大数0 に設定しない場合。
デフォルト設定は 0 です。これは、ジャーニー内のエンドポイントが受信できる日数に制限
がないことを意味します。

6.

終了したら、[保存] を選択します。

プロジェクトの削除
Amazon Pinpoint から完全にプロジェクトを削除する場合は、Amazon Pinpoint コンソールを使用してそ
のプロジェクトを削除できます。

Warning
プロジェクトを削除すると、Amazon Pinpoint はすべてのプロジェクト固有の設定、キャンペー
ン、ジャーニー、およびこのプロジェクトの他の情報を削除します。この情報を復元することは
できません。
プロジェクトを削除すると、Amazon Pinpoint はプッシュ通知および双方向 SMS メッセージのプロジェ
クト固有のすべての設定を削除します。また、すべてのセグメント、キャンペーン、ジャーニー、および
Amazon Pinpoint に保存されたプロジェクト固有の分析データを削除します。これには次のようなものが
あります。
• セグメント – すべてのセグメント設定およびデータ。ダイナミックな設定では、これに定義したセグメ
ントグループおよびフィルターが含まれます。インポートした設定では、これにエンドポイント、ユー
ザー ID、インポートした他のデータ、適用したすべてのフィルターが含まれます。
• キャンペーン – すべてのメッセージ、メッセージ処理と変数、分析データ、スケジュール、およびその
他の設定。
• ジャーニー – すべてのアクティビティ、分析データ、スケジュール、およびその他の設定。
• 分析 – キャンペーンとジャーニーついて送受信されたメッセージ数などのすべてのエンゲージメントメ
トリクスおよびすべてのジャーニー実行メトリクスのデータ。モバイルおよびウェブアプリケーション
の場合は、別の AWS サービスにストリームされなかったすべてのイベントデータ (Amazon Kinesis、
すべてのファンネル、およびアプリケーションの使用状況、収益、およびデモグラフィックメトリクス
のデータ)。プロジェクトを削除する前に、このデータを別の場所にエクスポートすることが推奨されま
す。詳細については、「the section called “ダッシュボードのエクスポート” (p. 233)」を参照してくださ
い。
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Amazon Pinpoint アカウントおよび AWS アカウント アカウントのアカウントレベル設定およびデータは
削除されません。これには、以下のものが含まれます：
• メッセージテンプレート。
• 本稼働アクセスとチャネルへの送信クォータ。
• SMS 送信用と SMS メッセージ受信用の専用電話番号および音声メッセージ。
• E メールと SMS メッセージ送信用の検証済み ID。
• SMS メッセージ送信用の SMS 情報 (ショートコード、キーワードや登録された送信者 ID など)。
• Amazon Pinpoint SMTP インターフェイスを使用した E メールの送信用 SMTP 認証情報および他の設
定。
• 機械学習モデルに接続して使用するための構成設定。
また、他の AWS のサービスに保存されていないデータは削除されません。これには、他のユーザーにス
トリーミングしたイベントデータが含まれますAWSサービス (Amazon Kinesis、セグメントを定義するた
めに Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからインポートしたファイル、Amazon で設
定した他のAmazon Pinpoint メトリクスと使用量アラームなど) CloudWatch。

プロジェクトを削除するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、削除するプロジェクトを選択します。

3.
4.

ナビゲーションペインで [Settings] の [全般設定] を選択します。
[Delete project] （プロジェクトを削除）を選択します。

5.

削除するプロジェクトの名前を入力して、[Ok] を選択します。

E メール設定
[E メール] 設定ページを使用して、Amazon Pinpoint アカウントの E メール使用状況に関する情報 (過去
24 時間に送信した E メール数やアカウントに送信制限があるかなど) を表示します。
また、[E メール] 設定ページを使用して、現在のプロジェクトの E メールチャンルを有効または無効にす
ることができます。プロジェクトの E メールチャンネルを無効にすると、プロジェクトのキャンペーンや
ジャーニーから E メールを送信できなくなります。ただし、Amazon Pinpoint アカウントからトランザク
ション E メールを送信することはできます。
さらに、[E メール] 設定ページを使用して現在のプロジェクトの E メール ID を検証することができま
す。Amazon Pinpoint では、ID はメールを送信するときに使用する E メールアドレスまたはドメインで
す。E メールで「From」、「Source」、「Sender」または「Return-Path」として使用するすべての E
メールアドレスは、Amazon Pinpoint で E メールを送信する前に検証する必要があります。
トピック
• E メールの使用に関する詳細の表示 (p. 321)
• E メールチャンネルの有効化と無効化 (p. 322)
• ID の検証 (p. 322)

E メールの使用に関する詳細の表示
[E メール 設定] ページの [Email usage and restrictions] セクションは、Amazon Pinpoint アカウントのメー
ル使用に関する情報を提供します。過去 24 時間でアカウントから送信された E メールの数を表示するこ
とができます。この数字と送信クォータと呼ばれる 24 時間内にアカウントで送信できる E メールの最大
数を比較することができます。また、1 秒間に送信できる E メールの最大数 (送信レートと呼ばれる) を表
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示することもできます。より詳細なレポートについては、「キャンペーン (p. 243)」および「トランザク
ションメッセージング (p. 248)」の分析ページを参照してください。

Note
このセクションに表示される E メールの送信クォータ、レート、使用状況の値は、現在の
AWS リージョンの AWS アカウント全体に適用されます。同じリージョンで E メールの送信に
Amazon SES を使用している場合は、このセクションに Amazon SES と Amazon Pinpoint の両
方から送信した E メールメッセージ数が表示されます。
また、[Email usage and restrictions] セクションでは、アカウントがサンドボックスにあるかどうかも示
しています。アカウントがサンドボックスにある場合は、送信クォータと送信レートが比較的低い値に
設定されているため、検証済みの E メールアドレスまたはドメインのみに E メールを送信できます。
送信クォータあるいは送信レートを上げるリクエストについての詳細は「E メールの送信クォータの
管理 (p. 29)」を参照してください。サンドボックスからアカウントを削除する方法については、「the
section called “E メールのサンドボックス” (p. 22)」を参照してください。

E メールチャンネルの有効化と無効化
現在のプロジェクトのキャンペーンおよびジャーニーの E メールを送信するには、まずこのプロジェクト
の E メールチャネルを有効にします。プロジェクトのいずれのキャンペーンまたはジャーニーにも E メー
ルを送信する予定がない場合には、このプロジェクトの E メールチャネルを無効にできます。
トランザクション E メールを送信するために E メールチャンネルを有効にする必要はありません。通常
の場合、この E メールは特定のアクションへのレスポンスとして 1 回のみ送信されます。トランザクショ
ン E メールの送信に関する詳細は、「the section called “E メールを送信する” (p. 34)」を参照してくださ
い。

このプロジェクトの E メールチャンネルを有効にするには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.
3.

[All projects] ページで、E メールチャネルを有効にするプロジェクトを選択します。
ナビゲーションペインで [Settings] の [Email] を選択します。

4.
5.
6.

[Identities] タブで、[Edit] を選択します。
このプロジェクトの E メールチャネルを有効にするを選択します。
E メール ID をまだ検証していない場合は、[the section called “ID の検証” (p. 322)] セクションの該
当するステップを実行してください。それ以外の場合は、使用する ID を選択します。

7.

[Save] (保存) を選択します。

E メールチャンネルを無効にするプロセスも同様です。E メールチャネルを無効にすると、このプロジェ
クトのいずれのキャンペーンまたはジャーニーで E メールを送信できません。ただし、Amazon Pinpoint
アカウントからトランザクション E メールを送信することはできます。

E メールチャンネルを無効にするには
1.
2.
3.
4.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
[All projects] ページで、E メールチャネルを無効にするプロジェクトを選択します。
ナビゲーションペインで [Settings] の [Email] を選択します。
[Identities] タブで、[Edit] を選択します。

5.

[Enable the email channel for this project] をオフにして、[Save] を選択します。

ID の検証
ID はユーザーが E メールの送信に使用する E メールアドレスまたはドメインです。E メールで
「From」、「Source」、「Sender」または「Return-Path」として使用するすべての ID は、Amazon
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Pinpoint で E メールを送信する前に検証する必要があります。各 AWS リージョンで 10,000 個までの E
メールアドレスあるいはドメイン (どちらの組み合わせでも) を検証することができます。アカウントがま
だ Amazon Pinpoint サンドボックスにある場合には、E メールを送信する先の ID を検証する必要もありま
す。

E メールアドレスの検証
ドメインの DNS 設定を変更できない、または商用ドメインのアドレス (gmail.com や hotmail.com など)
から E メールを送信する場合には、プロジェクトから E メールを送信するときに使用する E メールアド
レスを個別に検証できます。

E メールアドレスを検証するには
1.

E メールチャンネルを有効にするには、前のセクション (p. 322)のステップを完了してください。

2.

[Identity type] で [Email address] を選択し、[Verify a new email address] を選択します。

3.

次のいずれかを実行します。
• [Use an existing email address] を選択し、[Default sender address] を選択します。オプションで、
このアドレスを識別するフレンドリ送信者名を入力することができます。
• [Verify a new email address] を選択し、検証したい新しい [ Default sender address] を入力しま
す。E メールアドレスは、アクセスでき、メールを受信できるアドレスであることが必要です。

4.

[Verify email address] を選択します。

5.

[Save] (保存) を選択します。

6.

入力したアドレスの受信箱を確認し、送信元のメールを探します。no-reply-aws@amazon .com。E
メールを開き、E メールのリンクをクリックして、E メールアドレスの検証プロセスを完了します。

Note
検証メールが 5 分以内に届きます。E メールが届かない場合は、次の手順に従ってくださ
い。
• アドレスを正しく入力したことを確認します。
• 確認しようとしている E メールアドレスが E メールを受信できることを確認してくださ
い。これは、確認するアドレスに別の E メールアドレスからテストメールを送信すること
でテストできます。
• 迷惑 E メールフォルダを確認します。
検証 E メールのリンクは 24 時間後に期限切れになります。認証メールを再送信するには、
[E メール] 設定ページの [Identities] タブで [Send verification email again] を選択します。
E メールアドレスを検証するとき、次の点を考慮します。
• Amazon Pinpoint では複数の AWS リージョンにエンドポイントがあり、E メールアドレスの検証ステー
タスはリージョンごとに個別に扱われます｡ 複数のリージョンで同じ ID から E メールを送信する場合
は、各リージョンの ID を検証する必要があります。各 AWS リージョンで 10,000 個までの ID (E メー
ルアドレスとドメインの任意の組み合わせ) を検証することができます。
• E メールアドレスのローカル部分 (@ 記号の前の部分) では、大文字と小文字が区別されます。例え
ば、user@example.com を検証する場合、USER@example.com からは E メールを送信できません (こ
のアドレスも検証する場合は除く)。
• ドメイン名では大文字と小文字は区別されません。例えば、user@example.com を検証する場
合、user@EXAMPLE.com からも E メールを送信できます。
• アドレスのローカルパートより後、そしてアットマーク (@) より前に、プラス記号 (+) とテキスト文
字列を追加して、検証済みの E メールアドレスにラベルを適用できます。例えば、label1 をアドレス
user@example.com に適用するには、user+label1@example.com を使用します。各検証済みのアドレ
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スに、任意の数のラベルを使用できます。また、[From] および [Return-Path] フィールドにラベルを使
用して、可変エンベロープリターンパス (VERP) を実装できます。

Note
ラベルのないアドレスを検証すると、アドレスにラベルを追加することによって形成される可
能性のあるすべてのアドレスを検証していることになります。ただし、ラベル付きのアドレス
を検証する場合、そのアドレスで他のラベルを使用することはできません。

ドメインの検証
自分が所有するドメインから E メールを送信する予定の場合は、ドメインの個々の E メールアドレ
スを検証するのではなく、そのドメインを検証する必要があります。ドメインを検証したら、その
ドメインの任意のアドレスから E メールを送信できます。例えば、example.com ドメインを検証
する場合、carlos@example.com、jane@example.com、example.com ドメインの他のアドレスか
ら E メールを送信できます。ドメインの任意のサブドメインの任意のアドレスから E メールを送信
することもできます。例えば、ドメイン example.com を検証すると、jane@example.com および
john@subdomain.example.com から E メールを送信できます。

Important
ドメインを検証するには、そのドメインの DNS 設定を変更できることが必要です。ドメインの
DNS 設定を変更する手順は、DNS プロバイダーやウェブホスティングプロバイダーによって異
なります。ドメインの DNS 設定を変更する方法の詳細については、プロバイダーのドキュメント
を参照してください。

ドメインを検証するには
1.
2.

E メールチャンネルを有効にするには、前のセクション (p. 322)のステップを完了してください。
[Identity type] で [Domain] を選択し、[Verify a new domain] を選択します。

3.
4.

ドメインで、検証するドメインの名前を入力します。
デフォルトの送信者アドレスに、このドメインから E メールを送信するときに使用するデフォルト
の E メールアドレスを入力します。E メールを送信するときは、別のアドレスを指定できます。ただ
し、特定の E メールに別のアドレスを指定しないと、Amazon Pinpoint はこのデフォルトのアドレス
から E メールを送信します。
[Verify domain] を選択します。

5.
6.

ドメイン検証用の DNS レコードに 3 つの CNAME レコードをコピーし、コンピューターの場所にこ
れを保存します。または、「.csv」ファイルでレコードをダウンロードして保存するには、[Download
record set] を選択します。

7.

DNS プロバイダーのマネジメントコンソールにログインし、前のステップで保存した値がある新しい
3 つの CNAME を作成します。いくつかの主要なプロバイダーに関するドキュメントへのリンクにつ
いては、次のセクションを参照してください。
通常、DNS 設定への変更が反映されるまでに 24～48 時間かかります。Amazon Pinpoint がドメイ
ンの DNS 設定でこれら 3 つの CNAME レコードをすべて検出するとすぐに、検証プロセスは完了で
す。検証プロセスが完了するまで、ドメインから E メールを送信することはできません。

ドメインを検証するときは、次の点を考慮します。
• サブドメインを個別に検証することなく、検証済みドメインの任意のサブドメインから E メールを送信
できます。例えば、example.com を検証する場合、a.example.com や a.b.example.com を検証する必要
はありません。
• RFC 1034 で規定されているように、各 DNS ラベルには最大で 63 文字を指定することができます。さ
らに、ドメイン名全体の合計文字数は 255 を超えることはできません。
• Amazon Pinpoint では複数の AWS リージョンにエンドポイントがあり、ドメインの検証ステータスは
リージョンごとに個別に扱われます｡ 複数のリージョンで同じ ID から E メールを送信する場合は、各
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リージョンの ID を検証する必要があります。各 AWS リージョンで 10,000 個までの ID (ドメインと E
メールアドレスの任意の組み合わせ) を検証することができます。

さまざまなプロバイダーの DNS レコードを設定するための手順
ドメインの DNS レコードを更新する手順は、使用する DNS プロバイダーやウェブホスティングプロバイ
ダーによって異なります。次のテーブルでは、いくつかの主要なプロバイダーに関するドキュメントへの
リンクを示しています。このリストにはすべての内容が網羅されているわけではなく、このリストに含ま
れているからといって、他社の製品やサービスを支援または推奨するものではありません。お使いのプロ
バイダーがこの表にない場合でも、Amazon Pinpoint でそのドメインを使用できる可能性があります。
DNS/ホスティングプロバイダー

ドキュメントのリンク

Amazon Route 53

Amazon Route 53 コンソールを使用して、レコー
ドを作成する

GoDaddy

CNAME レコードを追加します

Dreamhost

How do I add custom DNS records?

Cloudflare

Cloudflare内でDNSレコードを管理する

HostGator

で DNS レコードを管理する HostGator/eNOM

Namecheap

How do I add TXT/SPF/DKIM/DMARC records for
my domain?

Names.co.uk

Changing your domains DNS Settings

Wix

Wix アカウントの CNAME レコードの追加または
更新

ドメイン検証のヒントとトラブルシューティング
前項のステップを完了しても、72 時間経ってもドメインが確認されない場合は、次の点を確認してくださ
い。
• 正しいフィールドに DNS レコードの値を入力したことを確認してください。一部のプロバイダー
は、[名前/ホスト] フィールドをホストまたはホスト名と呼んでいます。また、一部のプロバイダーは
[Record value] フィールドをポイント先 または結果と呼んでいます。
• DNS レコードに入力した名前/ホスト値にプロバイダーがドメイン名を自動的に追加していないことを
確認してください。プロバイダーによっては、ドメイン名が追加され、そのことが通知されない場合も
あります。プロバイダーがドメイン名を名前/ホスト値に追加した場合は、この値の末尾からドメイン名
を削除します。また、DNS レコードの値の末尾にピリオドを追加してみることもできます。このピリオ
ドは、ドメイン名が完全に修飾されたことをプロバイダーに示します。
• 各 DNS レコードの名前/ホスト値には、下線文字 (_) が必要です。プロバイダーが DNS レコード名の下
線を許可しない場合、プロバイダーのカスタマーサポート部門にお問い合わせください。
• ドメインの DNS 設定に追加する必要がある検証レコードは、AWS リージョンごとに異なります。ドメ
インを使用して複数の AWS リージョンから E メールを送信する場合、それぞれのリージョンごとにド
メインを検証する必要があります。

SMS と音声の設定
また、[SMS and voice] 設定ページを使用して、現在のプロジェクトの SMS チャンルを有効または無効に
することができます。また、このページを利用して、次のようなこともできます。
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• AWS アカウントから送信するすべての SMS メッセージに適用されるデフォルト設定を管理します。
これらの設定は、Amazon SNS など他の AWS サービスを使用して送信するメッセージにも適用されま
す。
• SMS や音声メッセージの送信に使用できる電話番号の一覧を表示します。
• ロングコード、フリーダイヤル、10DLC の電話番号をリクエストしてください。

番号購入タイプ
[SMS and voice] 設定ページでは、以下の種類の番号をリクエストすることができます。
• 10DLC (米国のみ) — 10 桁の電話番号を使った大量の A2P (Application to Person) SMS メッセー
ジングをサポートするために、特に通信事業者に登録されたロングコードの一種です。10DLC を
利用するには、まず企業やユースケースを登録する必要があります。これらの登録が完了すると、
電話番号と 10DLC キャンペーンを関連付けることができます。10DLC の設定の詳細については、
「10DLC (p. 328)」を参照してください。
• リーダイヤル機能 (米国のみ) – 以下のいずれかの接頭辞で始まる 10 桁の番号: 800, 888, 877, 866, 855,
844, または 833。フリーダイヤルは、登録確認やワンタイムパスワードなど、取引に関するメッセージ
の送信にのみ使用する必要があります。最大 3 メッセージパーツ / 秒をサポートします。オプトインお
よびオプトアウトのメッセージは AWS より下流で管理されます。このため、受信者がメッセージの受
信を許可した場合と許可しなかった場合に表示されるメッセージを変更することはできません。通話料
無料番号の登録の詳細については、「米国通話料無料番号の登録の要件とプロセス (p. 348)」を参照し
てください。
• ロングコード – 受信者がいる国や地域の番号形式を使用した電話番号です。例えば、米国やカナダで
は、ロングコードは、1 桁の国コード、3 桁の市外局番、7 桁の電話番号の 11 桁 で構成されます。音声
チャンネルで使用するロングコードは、[SMS and voice] 設定ページで購入することができます。
• ショートコード — SMS メッセージを送信するための短い電話番号 (通常は 5～6 桁) です。ショート
コードは通常、非常に高いスループットレートをサポートします。例えば、米国とカナダでは、ショー
トコードはデフォルトで 100メッセージパーツ / 秒をサポートしており、追加料金でさらに高いレート
をサポートすることができます。これらの機能は、国や地域によって異なります。ショートコードの取
得には、通常数週間かかります。ショートコードを取得するには、AWS Support ケースを作成する必要
があります。ショートコードのリクエストについては、「the section called “ショートコードをリクエス
トする” (p. 77)」を参照してください。

米国の電話番号機能
Amazon Pinpoint は、米国では他の国に比べてより多くの種類の電話番号に対応しています。次の表は、
米国内の受信者にメッセージを送信するために使用できる電話番号の種類の機能を比較したものです。

Note
米国以外の国や地域では、ショートコードやロングコードが利用可能です。これらの番号の種類
は国によって異なります。ショートコードのリクエストについては Amazon Pinpoint による SMS
メッセージングのショートコードをリクエストする (p. 77) を、ロングコードのリクエストについ
ては Amazon Pinpoint による SMS メッセージングの専用ロングコードをリクエストする (p. 80)
を参照してください。
フリーダイヤルと 10DLC 電話番号は、米国でのみ利用可能です。
数値型

数値の書式

ショートコード 5～6 桁

サポートチャネ 登録が必要
ル

プロビジョニン SMS スルー
グ時間
プット

SMS のみ

少なくとも 10
週間
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数値型

数値の書式

フリーダイヤル 10 桁
機能

サポートチャネ 登録が必要
ル

プロビジョニン SMS スルー
グ時間
プット

SMS、音声

15 日間

はい

Important
米国の
携帯電
話会社
は最近
ポリ
シー
を変
更し、
すべて
の通話
料無料
番号
(TFN)
に登
録する
ことを
義務付
けるよ
うにな
りまし
た。通
話料無
料番号
の登
録 (p. 349)詳
細に
ついて
は. 番
号のス
テータ
スは、
に移動
して
確認
できま
す。通
話料
無料
番号の
登録ス
テータ
ス (p. 350)。
登録
は、
送信し
てから
処理さ
れるま
でに最
大 15
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数値型

数値の書式

サポートチャネ 登録が必要
ル

プロビジョニン SMS スルー
グ時間
プット

営業日
かかる
場合が
ありま
す。
10DLC

10 桁

SMS、音声

はい

約 1 週間

企業やキャン
ペーンの内容に
より異なる

未登録ロング
コード

10 桁

音声のみ

いいえ

すぐに利用可能 該当なし — 音
声のみに使用可
能

SMS および音声サンドボックス
Amazon Pinpoint SMS およびボイスメッセージングチャンネルを使用する新規アカウントは、サンドボッ
クス環境に配置されます。サンドボックスにいる間は、Amazon Pinpoint のすべてのメッセージ送信機
能を利用できますが、制限付きです。これらの制限を解除するために、プロダクションアクセスを要求
することができます。詳細については、Amazon Pinpoint SMS サンドボックスについて (p. 58) および
Amazon Pinpoint 音声サンドボックス (p. 121) を参照してください。

10DLC
Amazon Pinpoint を使用して米国内の受信者にメッセージを送信する場合、そのメッセージの配信に
10DLC の電話番号を使用することができます。10DLC は、「10-digit long code 」の略称です。10DLC の
電話番号は、1 人の発信者が 1 つのユースケースで使用するために登録されます。この登録プロセスによ
り、通信事業者はメッセージの送信に使用される各電話番号の承認されたユースケースを把握することが
できます。その結果、10DLC 電話番号では、高いスループットと配信率を実現することができます。
10DLC の電話番号から送信したメッセージは、受信者の端末に 10 桁の電話番号として表示されま
す。10DLC の電話番号を使用して、トランザクションおよびプロモーションの両方のメッセージを送
信することができます。すでにショートコードやフリーダイヤルを使ってメッセージを送っている場合
は、10DLC を設定する必要はありません。
10DLC を設定するには、まず企業やブランドを登録します。次に、ユースケースを説明する 10DLCキャ
ンペーンを作成します。この情報は、10DLC の登録情報を収集する業界団体のキャンペーンレジストリと
共有されます。

Note
キャンペーンレジストリによるお客様の情報の利用方法については、登録情報を収集する業界団
体のキャンペーンレジストリのウェブサイト内の FAQ をご覧ください。
会社と 10DLC キャンペーンが承認された後、電話番号を購入し、10DLC キャンペーンに関連付けること
ができます。電話番号と 10DLC キャンペーンの関連付けには、約 14 日かかります。複数の電話番号を 1
つのキャンペーンに関連付けることはできますが、複数の 10DLC キャンペーンで同じ 電話番号を使用す
ることはできません。作成する 10DLC キャンペーンごとに、少なくとも 1 つの固有の電話番号を用意す
る必要があります。10DLC電話番号のスループットは、ご提供いただいた企業およびキャンペーン登録情
報に基づいています。10DLC キャンペーンで複数の電話番号を関連づけたとしても、スループットが向上
することはありません。
Amazon Pinpoint のアカウントに既存の未登録のロングコードをお持ちの場合、10DLC 番号への変換を
依頼することができます。既存のロングコードを変換するには、登録手続きを行った後、AWS サポート
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センターでケースを作成します。状況によっては、未登録のロングコードを 10DLC 電話番号に変換する
ことができない場合があります。この場合、Amazon Pinpoint コンソールから新しい番号をリクエスト
し、10DLC キャンペーンに関連付ける必要があります。既存のロングコードに 10DLC を使用する場合の
詳細は、ロングコードを 10DLC キャンペーンに関連付ける (p. 339) を参照してください。

10DLC の容量
10DLC 電話番号の容量は、受信者の通信事業者によって異なります。AT&T では、キャンペーンごとに
毎分送信できるメッセージパーツの数に上限があります。T-Mobile では、各社ごとに 1 日に送信可能
なメッセージ数の上限が定められており、1 分間に送信可能なメッセージパーツの数は制限されていな
い。Verizonはスループット制限を公表していませんが、10DLC にはスパム、迷惑メッセージ、罵詈雑言
などを除去するためのフィルタリングシステムを使用しており、実際のメッセージのスループットはそれ
ほど重視されていません。
未審査の企業に関連する新規 10DLC キャンペーンでは、AT&T を利用する受信者には 1 分間に 75
通、T-Mobile を利用する受信者には 1 日 2,000 通のメッセージを送信することができます。会社の上限
は、10DLC のすべてのキャンペーンで共有されます。例えば、1 社 2 キャンペーンを登録した場合、TMobile のお客様への 1 日 2,000 通のメッセージの割り当ては、それらのキャンペーンで共有されます。同
様に、同じ会社を複数の AWS アカウントに登録した場合、1 日の割り当てはそれらのアカウントで共有
されます。
スループットニーズがこの制限を超える場合は、会社登録の審査を依頼することができます。会社登録を
審査する際、サードパーティーである審査機関が企業情報を分析します。審査機関は、10DLC キャンペー
ンの機能を決定する審査スコアを提供します。審査サービスには一回限りがあります。詳細については、
「10DLC 登録を審査する (p. 333)」を参照してください。
実際のスループットレートは、貴社の審査の有無、キャンペーンの種類、審査スコアなど、さまざまな要
因によって変化します。以下のフローチャートは、様々な状況下でのスループットレートを示していま
す。
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10DLC のスループットレートは、米国の通信事業者がキャンペーンレジストリと協力して決定していま
す。Amazon Pinpoint も他の SMS 送信サービスも、このレート以上に 10DLC のスループットを上げる
ことはできません。米国の全ての通信事業者において高いスループットレート、高い到達率が必要な場合
は、ショートコードの利用をお勧めします。ショートコードの取得については、「Amazon Pinpoint によ
る SMS メッセージングのショートコードをリクエストする (p. 77)」を参照してください。

10DLC のセットアップ
10DLC は、Amazon Pinpoint コンソールで直接設定できます。10DLC を設定するには、以下のステップ
をすべて完了する必要があります。
1. 会社を登録する
10DLC を設定する最初のステップは、企業やブランドの登録です。会社の登録については、「10DLC
で使用する企業・ブランドを登録する (p. 331)」を参照してください。お客様の会社の登録には 1 回
限りの登録料がかかます。手数料は登録ページに表示されます。
2. (オプション、ただし推奨) 審査申請
会社登録が成功すれば、少量で複合用途な 10DLC キャンペーンを開始することができます。これらの
キャンペーンは、AT&T を利用している受信者には 1 分間に 75 通、T-Mobile を利用している受信者に
は登録企業が 1 日 2,000 通を送信することができます。ユースケースでこの値を超えるスループット
レートが必要な場合は、会社登録の審査を申請することができます。会社登録を審査することで、企業
やキャンペーンのスループットレートを高めることができますが、その効果を保証するものではありま
せん。審査の詳細については、「10DLC 登録を審査する (p. 333)」を参照してください。
3. キャンペーンを登録する
キャンペーンレジストリが指定した会社情報を検証できる場合は、10DLC キャンペーンを作成できま
す。10DLC キャンペーンには、ユースケースに関する情報が含まれています。10DLC キャンペーン
は、1 社につき 1 回までとなります。Amazon Pinpoint は、このキャンペーン情報をキャンペーンレジ
ストリに送信し、承認を求めます。ほとんどの場合、10DLC のキャンペーンは即座に承認されます。
場合によっては、キャンペーンレジストリは追加の情報を要求することがあります。詳細については、
「10DLC キャンペーンを登録する (p. 335)」を参照してください。10DLC のキャンペーンを登録する
たびに、月額使用料がかかります。月額使用料は、お客様のユースケースによって異なります。キャン
ペーンの定期的な手数料は、登録ページに表示されます。
4. DLC 番号をリクエストする
10DLC キャンペーンが承認されたら、電話番号をリクエストし、その番号を承認済みキャンペーンに関
連付けることができます。各電話番号は、1 つの 10DLC キャンペーンにのみ関連付けることができま
す。詳細については、「番号のリクエスト (p. 342)」を参照してください。電話番号のリースには月
額定期料金がかかります。手数料は購入ページに表示されています。

10DLC 登録と月額料金
会社登録や10DLC キャンペーンなど、10DLC の使用に関連する登録料と月額料金があります。これ
らは、AWS が請求する他の月額料金とは別個のものです。料金の詳細については、[Amazon Pinpoint
Pricing] を参照してください。

10DLC で使用する企業・ブランドを登録する
10DLC の電話番号を申請する前に、企業やブランドの登録が必要です。会社登録は、キャンペーンレジス
トリという業界団体で管理されています。
会社登録は一度だけです。登録後は、会社や連絡先の情報を編集することができます。登録された会社を
削除するには、AWS Support でケースを作成します。会社の詳細の編集や削除については、「登録会社の
編集または削除 (p. 334)」を参照してください。
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10DLC 会社登録ステータス
企業やブランドを登録すると、未確認と確認済みの 2 つのステータスのうち、どちらかが返されます。
会社登録のステータスが次の場合未確認の場合、登録に問題があったことを意味します。例えば、指定し
た登録会社名が、指定した納税者番号に関連付けられている会社の登録名と完全に一致しない場合があり
ます。会社登録の詳細に問題が見つかった場合は、修正できます。会社登録の詳細の変更の詳細について
は、「登録会社の編集または削除 (p. 334)」を参照してください。
会社登録のステータスが次の場合検証済みで入力した登録の詳細が正確になり、10DLC キャンペーンの作
成を開始できます。

会社またはブランドを登録する
Amazon Pinpoint のコンソールで直接、会社登録作業を完了することができます。このプロセスで提供さ
れる詳細な情報が、10DLC 電話番号のスループット能力を決定します。提供した情報が正確であることを
確認してください。

会社を登録するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.

[10DLC campaigns] タブで、[Register company] を選択します。

Note
[Register your company] ページでは、登録料金が表示されます。これは、会社登録に関連す
る 1 回払いの料金です。この費用は、他の月額費用や手数料とは別にかかります。会社登録
時、または既存の会社登録の内容を変更する際に請求されます。
4.

[Company info] セクションで、次の操作を行います。
• 法人名には、会社が登記されている名称を入力します。入力する名前は、提供する Tax ID に関連付
けられた会社名と完全に一致する必要があります。

Important
会社名は必ず正確に入力してください。一度送信された情報は変更できません。情報に誤
りがあったり、不完全な場合、登録が遅れたり、拒否されることがあります。
• [What type of legal form is this organization] については、お客様の会社に最も適した選択肢をお選
びください。

Note
-米国政府そしてNot-for-profitオプションは、米国に拠点を置く組織の登録にのみ使用でき
ます。組織が米国以外の国に拠点を置いている場合、組織の実際の法的形態にかかわら
ず、非公開営利目的 組織として登録する必要があります。
• 前のステップで利益のために公開を選択した場合は、その会社の株式記号と上場している証券取引
所を入力します。
• [Country of registration] は、会社が登録されている国を選択します。
• ビジネスの別名 (DBA) またはブランド名については、お客様の他のビジネス名称を入力してくださ
い。
• Tax ID には、会社の Tax ID を入力してください。ID は、会社が登録されている国によって異なり
ます。
• IRS 雇用者識別番号 (EIN) を持つ米国または米国以外の事業体を登録する場合は、9 桁の EIN を
入力してください。法的な会社名、EIN、および住所はすべて、IRS に登録されている会社情報と
一致する必要があります。
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• カナダ法人を登録する場合は、連邦法人番号または州法人番号を入力してください。CRA から提
供されたビジネス番号 (BN) は入力しないでください。法的な会社名、法人番号、および住所は、
すべてカナダ法人に登録されている会社情報と一致している必要があります。
• 別の国に拠点を置く企業を登録する場合は、その国の主要な納税者番号を入力してください。多
くの国では、VAT 番号の数字部分です。
• [Vertical] には、登録する会社に最も適したカテゴリーを選択してください。
5.

[Contact info] セクションで、次の操作を行います。
• 住所 / ストリートには、会社の実際の住所を入力します。
• 市町村には、所在地のある市町村名を入力します。
• 都道府県には、所在地のある都道府県名を入力します。
• 郵便番号には、所在地の郵便番号を入力します。
• 会社のウェブサイトには、会社のウェブサイトの URL をフルパスで入力します。アドレスの先頭に
「http://」または「https://」を含めます。
• E メールアドレスには、使用する E メールアドレスを入力します。
• 電話番号には、国番号と電話番号をハイフンなしで入力します。

Note

6.

キャンペーンレジストリでは、登録情報を確認する場合に備えて、担当者の連絡先の E メー
ルアドレスと電話番号をお伺いしています。
完了したら、[作成] を選択します。キャンペーンレジストリに法人登記を送信します。ほとんどの場
合、登録はすぐに受理され、ステータスが表示されます。

会社登録のステータスが検証済みの場合、少量で複合用途な 10DLC キャンペーンを開始することができ
ます。このタイプのキャンペーンを利用すると、AT&T を利用している受信者には 1 分間に最大 75 通、TMobile を利用している受信者には登録企業が 1 日あたり 2,000 通のメッセージを送信することが可能で
す。また、Verizon や US Cellular など、米国の他の通信事業者を利用している受信者にもメッセージを送
ることができます。これらの通信事業者は、スループット制限を厳しく課していませんが、10DLC メッ
セージにスパムや不正使用の兆候がないか厳しく監視しています。
ユースケースでこの値を超えるスループットレートが必要な場合は、会社登録の追加審査を申請すること
ができます。ブランド登録の確認の詳細については、「10DLC 登録を審査する (p. 333)」を参照してく
ださい。
会社登録のステータスが未確認の場合、提供された情報に問題があったことになります。入力された情
報を確認し、すべての項目に正しい情報が含まれていることを確認します。Amazon Pinpoint コンソール
で、会社登録の一部を変更することができます。会社登録の詳細の変更の詳細については、「登録会社の
編集または削除 (p. 334)」を参照してください。

10DLC 登録を審査する
会社登録が成功し、よりスループットの高いキャンペーンを登録したい場合は、会社登録の審査が必要で
す。
登録時の審査では、サードパーティーが登録された企業情報を分析し、審査スコアを返します。高い審査
スコアは、10DLC 企業やそれに関連するキャンペーンのスループットレートの向上につながります。ただ
し、審査はスループットを上げることを保証するものではありません。
審査スコアは遡及して適用されません。つまり、すでに 10DLC キャンペーンを作成し、後で会社登録の
審査を行った場合、審査スコアは既存のキャンペーンには自動的に適用されません。このため、10DLC の
キャンペーンを行う際には、事前に企業やブランドを吟味する必要があります。

Note
企業やブランドの審査には、40 ドル (返金不可) の手数料がかかります。
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会社登録を査定するには
1.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

2.
3.

[10DLC campaigns] タブで、審査する 10DLC 会社を選択します。
[company details] ページで、ページ下部の[Apply for vetting] を選択します。

4.

[Apply for additional vetting] ウィンドウで、[Submit] を選択します。
米国に拠点を置く企業の場合、審査は通常 1 分程度で完了します。米国以外の国の企業の場合、その
国のデータがどれだけ容易に入手できるかにもよりますが、審査に長い時間がかかる可能性がありま
す。

審査リクエスト送信後、[company details] ページに戻ります。[Company vetting results] セクションには、
審査リクエストの状況および結果が表示されます。審査が終了すると、この表では [Score] 欄に審査結果
が表示されます。10DLC のスループット能力は、審査スコアで決まります。スループットは、作成する
キャンペーンの種類によって異なります。混在型やマーケティング関連の 10DLC キャンペーンを作成す
る場合、高いスループット率を実現するためには、他のキャンペーンタイプよりも高い審査スコアが必要
です。10DLC 電話番号の機能の詳細については、「10DLC の容量 (p. 329)」を参照してください。
審査完了後、会社登録内容に変更があった場合は、再度審査を依頼することができます。会社登記のバー
ティカルを変更しただけでは、バーティカルスコアは変わりません。バーティカル以外の内容を変更した
場合、審査結果が変わる可能性があります。いずれの場合も、再度、審査料がかかります。

登録会社の編集または削除
Amazon Pinpoint コンソールで直接、10DLC 登録情報の一部を編集することができます。また、AWS
Support センターでケースを作成することで、10DLC 会社登録の削除が可能です。

10DLC の会社登録の編集
会社の 10DLC 登録手続きが完了すると、登録内容を編集することができます。
会社登録内容を編集した後にエラーメッセージが表示された場合は、登録内容に問題がある可能性があり
ます。AWS Support にチケットを開いて (p. 340)、より詳細な情報を要求することができます。

会社を編集するには
1.
2.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.
4.

[10DLC campaigns] タブで、キャンペーンの一覧から、詳細を編集したい会社名を選択します。
[編集] を選択します。

5.

必要に応じて、登録情報を修正します。終了したら、[Re-submit] を選択します。

Note
登録内容を再送する場合、再度、登録料が発生します。現在、この登録料は 4 USD です。

10DLC の会社登録の削除
登録された会社を削除したい場合は、AWS Support にチケットを開く必要があります。Amazon Pinpoint
コンソールから会社を削除することはできません。

会社を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。
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3.

[10DLC campaigns] タブで、[Request to delete company] を選択します。

4.

再度、会社削除依頼を選択し、AWS サポートセンターを開き、継続することを確認します。

5.

[case type] で、[Service limit increase] を選択します。

6.

[Limit type] で、Pinpoint を選択します。

7.

[Requests] セクションで [リージョン] を選択し、[Limit] で、[10DLC - request to update/delete 10DLC
company or campaign] を選択します。

8.

[New limit value] は空欄にします。

9.

ユースケースの説明で、削除または編集する会社名を入力し、実行する内容の詳細を入力します。

10. [連絡先のオプション] の [優先する連絡先の言語] で、AWS サポートチームとの連絡に使用する言語を
選択します。
11. [連絡方法] では、AWS サポートチームとやり取りする方法を指定します。
12. [送信] を選択します。

10DLC キャンペーンを登録する
10DLC キャンペーンを登録する際には、ユースケースの説明と、使用する予定のメッセージテンプレート
を提供します。10DLC のキャンペーンを作成および登録する前に、まず法人登記が必要です。会社の登録
については、「10DLC で使用する企業・ブランドを登録する (p. 331)」を参照してください。

Note
会社登録後、Amazon Pinpoint は登録の次の 2 つのステータスのいずれかを表示します。Verified
(検証済み)または未確認。10DLC のキャンペーン登録は、会社登録のステータスが検証済みであ
る場合のみ完了します。少量で複合用途なキャンペーンを作成できます。
ステータスが未確認の場合、通常、会社登録時に提供したデータの一部が不正確であることを意
味します。このステータスの間は、10DLC キャンペーンを作成することはできません。会社登録
の問題を解決しようとするために、会社登録を修正することができます。10DLC の会社登録の変
更については、「登録会社の編集または削除 (p. 334)」を参照してください。
このページでは、まず 10DLC キャンペーンを作成する会社の詳細を入力し、次にキャンペーンのユース
ケースの詳細を入力します。このページの情報は、承認のためにキャンペーンレジストリに提供されま
す。
このセクションでは、10DLC キャンペーンに関連付ける会社を選択し、いくつかの追加情報を提供しま
す。

10DLC キャンペーンの登録
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.

[10DLC campaigns] タブで、[Create a 10DLC campaign] を選択します。

4.

[Create a 10DLC campaign] ページの [Campaign info] セクションで、以下を実行します。
a.

Company name で、このキャンペーンを作成する会社を選択します。会社をまだ登録していない
場合は、先に登録する必要があります。会社の登録については、「10DLC で使用する企業・ブラ
ンドを登録する (p. 331)」を参照してください。

b.

10DLC キャンペーン名にキャンペーンの名前を入力します。

c.

[Vertical] で、会社に最もよく当てはまるオプションを選択します。

d.

ヘルプメッセージには、お客様が 10DLC の電話番号にキーワード「HELP」を送信した際に受け
取るメッセージを入力してください。

e.

ストップメッセージには、お客様が 10DLC の電話番号にキーワード「STOP」を送信した際に受
け取るメッセージを入力してください。
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Tip
「HELP」というキーワードを添えてメッセージに返信することで、お客様が受信した
メッセージの詳細を知ることができます。「STOP」に返信することで、お客様はメッ
セージの受信を拒否することもできます。この両方のキーワードに対するレスポンス
を、米国の携帯電話通信事業者に提供する必要があります。
以下は、米国の携帯電話通信事業者の要件に準拠している HELP レスポンスの例です。
ExampleCorp Account Alerts: For help call 1-888-555-0142 or go to
example.com. Msg&data rates may apply. Text STOP to cancel.
準拠している STOP レスポンスの例を以下に示します。
You are unsubscribed from ExampleCorp Account Alerts. No more
messages will be sent. Reply HELP for help or call 1-888-555-0142.
これらのキーワードに対するレスポンスは 160 文字以下である必要があります。
5.

[Campaign use case] セクションで、以下を実行します。
a.

[Use case type] で、チャリティ関連のユースケースの場合は、[Special] を選択します。それ以外
の場合は、[Standard] を選択します。

b.

[Use case] で、あらかじめ設定されたユースケースのリストから、キャンペーンに最も近いユー
スケースを選択します。各ユースケースの月額料金は、ユースケース名の横に表示されます。

Note
10DLC キャンペーンの登録にかかる月額料金は、各ユースケースタイプの横に表示され
ます。10DLC のキャンペーンのほとんどは、月額使用料が同じです。少量で複合用途
な登録料は、他のユースケースタイプよりも低くなります。ただし、少量で複合用途な
キャンペーンでは、他のキャンペーンタイプよりも低いスループットレートがサポート
されます。
c.

SMS メッセージを少なくとも 1 つ入力します。これは、顧客に送信する予定のサンプルメッセー
ジです。この 10DLC キャンペーンで、複数のメッセージテンプレートを使用する予定がある場
合は、それらも含めてください。

Important
サンプルメッセージにプレースホルダーのテキストを使用しないでください。提供する
メッセージの例は、実際に送信する予定のメッセージをできるだけ正確に反映させる必
要があります。
6.

[Campaign and content attributes] のセクションには、キャンペーンの特定の機能に関連する一連の
「はい」または「いいえ」の質問が含まれています。一部の属性は必須であるため、デフォルト値を
変更することはできません。
選択した属性がキャンペーンにとって正確であることを確認してください。
登録するキャンペーンについて、以下の各項目に該当するかどうかを記入してください。
• 加入者のオプトイン - 受信者は、このキャンペーンに関するメッセージの受信をオプトインできま
す。
• 加入者のオプトアウト - 受信者は、このキャンペーンに関するメッセージの受信をオプトアウトで
きます。
• 加入者のヘルプ - ユーザーは HELP キーワードを送信した後、メッセージの送信者に連絡できま
す。
• 番号プーリング - この 10DLC キャンペーンでは、50以上の電話番号を使用しています。
• ダイレクトレンディングまたはローンアレンジメント - キャンペーンには、直接融資やその他の融
資の手配に関する情報が含まれます。
• 埋め込みリンク - 10DLC キャンペーンには、リンクが含まれます。一般的な URL 短縮ツールから
のリンク。 TinyUrl または Bit.ly、許可されません。ただし、カスタムドメインを提供する URL 短
縮サービスを利用することは可能です。
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• 電話番号の埋め込み - キャンペーンには、カスタマーサポート番号ではない電話番号が埋め込まれ
ます。
• アフィリエイトマーケティング - 10DLC キャンペーンには、アフィリエイトマーケティングの情報
が含まれます。
• 年齢制限のあるコンテンツ - 10DLC キャンペーンには、通信事業者および Cellular
Telecommunications and Internet Association (CTIA) のガイドラインで定義されている年齢制限付
きコンテンツが含まれます。
7.

[作成] を選択します。

キャンペーンの登録内容を送信すると、[SMS and voice] ページが表示されます。キャンペーンが送
信され、審査中であることを示すメッセージが表示されます。リクエストのステータスは、[10DLC
campaigns] タブでご確認いただけます。登録状況は、[10DLC] タブで確認できます。ステータスは、以下
のいずれかです。
• アクティブ - 10DLC キャンペーンが承認されました。10DLC 電話番号をリクエストし、その番号を関
連付けることができます。詳細については、「番号のリクエスト (p. 342)」を参照してください。
• 保留中 - 10DLC キャンペーンはまだ承認されていません。場合によっては、承認に 1 週間以上かかる
場合があります。ステータスが変更された場合、Amazon Pinpoint コンソールにその変更が反映されま
す。ステータスの変更は通知しません。
• 拒否 — 10DLCキャンペーンは拒否されました。詳細については、拒否されたキャンペーンのキャン
ペーン ID を記入したサポートリクエストを送信してください。
• 停止 - 1 つ以上の通信事業者がお客様の 10DLC キャンペーンを停止しました。詳細については、停止
されたキャンペーンのキャンペーン ID を記入したサポートリクエストを送信してください。Amazon
Pinpoint はコンソールに停止理由を含めず、キャンペーンが停止された場合でも通知されません。
10DLC キャンペーンが承認された場合は、そのキャンペーンに関連付ける 10DLC 電話番号をリクエスト
できます。10DLC 番号リクエストの詳細については、「番号のリクエスト (p. 342)」を参照してくださ
い。

複数の AWS リージョン で 10DLC のキャンペーンを利用する
会社を登録すると、その会社はすべての AWS リージョン で AWS アカウント で利用できるようになりま
す。しかし、10DLC のキャンペーンはそうではありません。10DLC キャンペーンは、登録された AWS
リージョン でのみ使用することができます。
複数の AWS リージョン で 10DLC を利用する場合、それぞれのリージョンで別々の 10DLC キャンペーン
を登録する必要があります。このステップは、通信事業者の要件に準拠するために必要です。ユースケー
スが全く同じでも、キャンペーンを登録するたびに課金されます。
複数のキャンペーンを登録すると、AT&T がキャンペーンごとに 10DLC のスループットレートを提供する
ため、AT&T を通信事業者として利用している受信者に送信するメッセージのスループットレートが向上
するという利点もあります。T-Mobile の 10DLC スループットの扱い方と比較すると、各社 (キャンペーン
数に関わらず) 1 日分のメッセージの割り当てが基本となっていることが分かります。

10DLC キャンペーンを編集または削除する
10DLC キャンペーンの HELP レスポンス、STOP レスポンス、サンプルメッセージは、Amazon Pinpoint
コンソールを使って編集することができます。さらに、コンソールから 10DLC キャンペーンを削除する
ことも可能です。

10DLC キャンペーンを編集する
キャンペーンが承認されると、HELP、STOP、サンプルメッセージを修正することができます。また、サ
ンプルメッセージを追加することもできます。これらのフィールドの変更は、キャンペーンレジストリや
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通信事業者からの再承認を必要としません。10DLC キャンペーンが承認された後は、他のフィールドを修
正することはできません。
サンプルメッセージは最大 5 つまで登録できます。もともと登録されているサンプルメッセージの数を減
らすことはできません。例えば、3 つのサンプル SMS メッセージでキャンペーンを登録した場合、サンプ
ル SMS メッセージの数を 3 つすることはできません。

Note
HELP、STOP、サンプルメッセージ以外のフィールドを変更する場合は、まず 10DLC キャン
ペーンを削除し、更新した情報を含むキャンペーンを再作成する必要があります。

10DLC キャンペーンを編集するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.

[10DLC campaigns] タブで、編集する 10DLC キャンペーンを選択します。

4.

[campaign details] ページの [ Campaign messages] セクションで、[Edit] を選択します。

5.

以下のフィールドのいずれかを更新します。
• ヘルプメッセージ
• ストップメッセージ
• サンプル SMS メッセージ
以前に追加されたサンプルメッセージを削除したり、サンプルメッセージの内容を削除してフィー
ルドを空にすることはできません。メッセージの内容を変更せずに削除した場合、更新時に元の
メッセージが使用されます。

6.

[Update] を選択します。キャンペーンメッセージが更新されたことを知らせる確認バナーが表示され
ます。

10DLC キャンペーンを削除する
Amazon Pinpoint コンソールを使って、10DLC キャンペーンの一部を削除することができます。10DLC
キャンペーンを削除する前に、まずそのキャンペーンに関連するすべての電話番号を削除する必要があり
ます。

Important
キャンペーンから 10DLC 番号を削除すると、その番号へのアクセスはできなくなります。また、
一度、削除した 10DLC キャンペーンは元に戻せません。

10DLC キャンペーンを削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.

[10DLC campaigns] タブで、編集する 10DLC キャンペーンを選択します。

4.

[Phone numbers] セクションで、キャンペーンに関連する電話番号をメモします。

Note
このステップは、キャンペーンに複数の 10DLC 電話番号が関連付けられている場合のみ
必要です。10DLC キャンペーンに関連する電話番号が 1 つしかない場合、その電話番号が
[10DLC campaigns] タブに表示されます。タブに表示される数字をメモします。
5.

[Phone numbers] タブで、削除する 10DLC 番号を選択し、[Remove phone number] を選択します。
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6.

確認ボックスで、delete を入力し、[Confirm] を選択します。[SMS and voice] ページの上部に成功
のメッセージが表示されます。

7.

キャンペーンに関連する各 10DLC 番号について、先ほどの 2 つのステップを繰り返します。

8.

10DLC キャンペーンに関連する番号を削除した後、[10DLC campaigns] タブを選択します。

9.

削除する 10DLC キャンペーンを選択します。

10. [10DLC campaign details] ページの右上にある [Delete] を選択します。
11. 確認ボックスで、delete を入力し、[Confirm] を選択します。[SMS and voice] ページの上部に成功
のメッセージが表示されます。

ロングコードを 10DLC キャンペーンに関連付ける
既存のロングコードをお持ちの場合、AWS Support でチケットを開くことで、そのロングコードを現在
の 10DLC キャンペーンのいずれかに関連付けることができます。10DLC キャンペーンに関連付けるロン
グコードは、そのキャンペーンでのみ使用でき、他の 10DLC キャンペーンでは使用できません。10DLC
キャンペーンに関連づけられたロングコードは、そのまま使用することができますが、通信事業者からは
未登録のロングコードとして扱われます。一般的に、未登録のロングコードは、登録プロセスを完了した
10DLC 電話番号あよりも配信率が悪くなることを覚えておいてください。
リクエストを開く前に、10DLC キャンペーンに関連付けたいロングコードと、それぞれのロングコードに
関連付けたいキャンペーンのキャンペーン ID をメモしておいてください。

Important
ロングコードをキャンペーンに関連付けるには、その 10DLC キャンペーンを登録しておく必要
があります。詳細については、「10DLC キャンペーンを登録する (p. 335)」を参照してくださ
い。

ロングコードを 10DLC キャンペーンに関連付ける
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.

10DLC キャンペーンに関連付けたいロングコードを選択し、[Assign to 10DLC campaign] を選択しま
す。AWS サポートセンターが新しいタブで表示されます。

4.

[Create case] で [Service limit increase] を選択します。

5.

[Case details] の [Limit type] で、[Pinpoint] を選択します。

6.

Requests セクションで、以下の操作を行います。
• [リージョン] の場合は、ロングコードが存在する AWS リージョン を選択します。
• [Limit] の場合、[10DLC - Associate existing US long code to 10DLC campaign] を選択します。
• 新しい制限値には、任意の値を入力します。このフィールドに入力する値は重要ではありません。

7.

[Case description] セクションの Use case description には、10DLC キャンペーン ID と、そのキャン
ペーンに関連付けるロングコードが表示されます。リクエストには複数のロングコードを含めること
ができますが、キャンペーン ID は 1 つだけです。

8.

[連絡先のオプション] の [優先する連絡先の言語] で、AWS Support サポートチームとの連絡に使用す
る言語を選択します。

9.

[連絡方法] では、AWS Support サポートチームとやり取りする方法を指定します。

10. [送信] を選択します。
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10DLC クロスアカウントアクセスのセットアップ
10DLC の各電話番号は、各 AWS リージョン で 1 つのアカウントと関連付けられています。同じ 10DLC
の電話番号を使って、複数のアカウントやリージョンでメッセージを送信したい場合、2 つの方法があり
ます。
1. 各 AWS アカウント で同じ会社、同じキャンペーンを登録することができます。これらの登録は、別途
管理され、課金されます。複数の AWS アカウントに同じ会社を登録した場合、T-Mobile のお客様に 1
日に送信できるメッセージの数は、それぞれのアカウントで共有されます。
2. 10DLC の登録作業を 1 つの AWS アカウント で完了し、AWS Identity and Access Management (IAM)
を使って他のアカウントに 10DLC 番号を通じた送信の許可を与えることができます。

Note
このオプションは、10DLC の電話番号への真のクロスアカウントおよびアクセスを可能にしま
す。ただし、セカンダリアカウントから送信されたメッセージは、プライマリアカウントから
送信されたものとして扱われることに注意してください。クォータおよび請求は、セカンダリ
アカウントではなく、プライマリアカウントに対してカウントされます。

IAM ポリシーによるクロスアカウントアクセスのセットアップ
IAM ロールを使用して、他のアカウントをメインアカウントに関連付けることができます。そして、プラ
イマリーアカウントの 10DLC 番号へのアクセス権をセカンダリーアカウントに付与することで、プライ
マリーアカウントからのアクセス権をセカンダリーアカウントに委譲することができます。

プライマリーアカウントの 10DLC 番号にアクセスを許可する場合
1.

まだの方は、プライマリーアカウントで 10DLC の登録作業を完了させてください。このプロセスに
は、3つのステップがあります。
• 会社を登録します。詳細については、「10DLC で使用する企業・ブランドを登録する (p. 331)」
を参照してください。
• 10DLC キャンペーン (ユースケース) を登録します。詳細については、「10DLC キャンペーンを登
録する (p. 335)」を参照してください。
• 電話番号を 10DLC キャンペーンに関連付けます。詳細については、「ロングコードを 10DLC キャ
ンペーンに関連付ける (p. 339)」を参照してください。

2.

10DLC 電話番号の SendMessages APIオペレーションを別のアカウントで呼び出せるようにする
IAM ロールをプライマリアカウントに作成します。IAM ロールの作成の詳細については、IAM ユー
ザーガイドのIAM ロールを作成する を参照してください。

3.

10DLC 番号を使用する必要がある他のアカウントで IAM ロールを使用して、プライマリアカウント
からアクセス許可を付与し、テストします。例えば、アクセス許可を本番稼働用アカウントから開発
用アカウントへアクセス許可を付与します。権利付与とテストの詳細については、IAM ユーザーガイ
ドのIAM ロールを使用した AWS アカウント 全体のアクセス権限の委譲を参照してください。

4.

新しいロールを使用して、セカンダリアカウントから 10DLC 番号を使用してメッセージを送信しま
す。ロールを使用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドのIAM ロールの使用を参照してく
ださい。

10DLC の登録に関する情報の取得
会社や 10DLC キャンペーンを登録しようとすると、状況によってはエラーメッセージが表示されること
があります。
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会社登録に関する問題
会社を登録すると、次の 2 つの登録ステータスのいずれかが表示されます。Verified (検証済み)または未確
認。会社登録のステータスが確認済みであれば、会社登録は成功です。10DLC キャンペーンの作成を開始
できます。
会社登録のステータスが未確認の場合、提供された情報に問題があったことになります。Amazon Pinpoint
コンソールは、会社登録がこのステータスになった理由について、情報を表示します。

10DLC 会社登録の登録事項を表示するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.

[10DLC campaigns] タブで、キャンペーンの一覧から、詳細情報を表示したい会社名を選択します。

4.

[company detail] ページには、登録時に確認された問題が表示されます。Company info セクションの
フィールドに警告マーク (
ります。

) が表示されている場合は、そのフィールドの情報に登録上の問題があ

入力された情報を確認し、すべての項目に正しい情報が含まれていることを確認します。Amazon
Pinpoint コンソールから直接、会社登録の情報を編集することができます。会社登録の詳細の変更の
詳細については、「登録会社の編集または削除 (p. 334)」を参照してください。
登録に関する問題を特定できない場合は、AWS Support にケースを作成して追加情報を要求することがで
きます。キャンペーン登録の問題 (p. 341) のステップに従って、ケースを作成します。

キャンペーン登録の問題
10DLC キャンペーンを登録すると、状況によってはエラーメッセージが表示されることがあります。

拒否された 10DLC キャンペーンに関する情報提供のリクエストの送信
1.

AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/pinpoint/ で Amazon
Pinpoint コンソールを開きます。

2.

[Support] を選択し、次に [Support Center] を選択します。

3.

[Support] ページで、[Create case] を選択します。

4.

[case type] で、[Service limit increase] を選択します。

5.

[Limit Type] で、[Pinpoint SMS] を選択します。

6.

[Requests] セクションで、以下の操作を行います。
• [リージョン] は、キャンペーンを登録しようとした AWS リージョン を選択します。
• [Resource Type] で、10DLC 登録を選択します。
• [Limit] で、[Company or 10DLC Campaign Registration Rejection] を選択します。

7.

ユースケースの説明で、拒否された 10DLC キャンペーンの ID を入力します。

8.

[連絡先のオプション] の [優先する連絡先の言語] で、AWS Support サポートチームとの連絡に使用す
る言語を選択します。

9.

[連絡方法] には、AWS Support サポートチームとやり取りする際にご希望の方法を選択します。

10. [Submit] (送信) を選択します。
AWS Support チームは、AWS Support のケースで 10DLC キャンペーン登録が拒否された理由についての
情報を提供します。
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番号のリクエスト
[SMS and voice] 設定ページでは、各国の電話番号のリクエストができます。米国向けには、SMS 対応の
10DLC やフリーダイヤル番号、音声対応のロングコードなどを購入することができます。その他の国につ
いては、音声に対応しているロングコードを購入することができます。
このページに掲載されていない国の電話番号を購入したい場合、または SMS 対応の電話番号を希望する
場合は、AWS Support にケースを開設していただく必要があります。SMS 専用ロングコードを要求する
ための AWS Support 案件の開設については、Amazon Pinpoint による SMS メッセージングの専用ロング
コードをリクエストする (p. 80) をご覧ください。SMS 専用ロングコードを要求するための AWS Support
案件の開設については、Amazon Pinpoint による SMS メッセージングのショートコードをリクエストす
る (p. 77) をご覧ください。

Amazon Pinpoint コンソールを使用して電話番号をリクエストす
る
Amazon Pinpoint コンソールの [SMS and voice] 設定ページでは、ロングコード、フリーダイヤル、また
は 10DLC の電話番号をリクエストできます。

番号のリクエスト
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。

3.

[Phone numbers] タブで、[Request phone number] を選択します。

4.

[Define your phone numbers] ページで、[Country] に、電話番号を購入する国を選択します。一度に選
択できるのは 1 カ国だけですが、必要に応じて後から追加で選択することも可能です。

Note
特定の番号や市外局番をリクエストすることはできません。電話番号は、空き状況に応じて
割り当てられます。
5.

米国で使用する電話番号をリクエストする場合は、電話番号の種類を選択します。種類によっては、
要求を裏付ける追加書類の提出が必要な場合があります。電話番号の種類は以下の中から選択できま
す。
• ロングコード — Amazon Pinpoint 専用の標準の 10 桁の数字です。特別なドキュメントは不要で
す。

Note
未登録のロングコードは、音声メッセージの送信にのみ使用できます。SMS メッセージ送
信用の電話番号が必要な場合は、Amazon Pinpoint による SMS メッセージングの専用ロン
グコードをリクエストする (p. 80) のステップを完了してください。
• フリーダイヤル— (米国のみ) 888、877、866、855、844、833 で始まるフリーダイヤル番号
(TFN)。フリーダイヤル番号のスループットは 3 メッセージパーツ / 秒に制限されています。フリー
ダイヤルでは、SMS および音声メッセージの両方に対応しています。米国以外の受信者へのメッ
セージ送信には使用できません。
TFN をリクエストすると、番号のステータスが表示されます。保留中またはアクティブ。ステータ
スがの場合アクティブでは、TFN からメッセージを送信できます。ステータスがの場合保留中で
は、メッセージの送信を開始する前に番号を登録する必要があります。通話料無料番号の登録の詳
細については、「米国通話料無料番号の登録の要件とプロセス (p. 348)」を参照してください。
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Note
フリーダイヤル番号の場合、デフォルトの SMS オプトアウトおよびオプトインのキー
ワードは、STOP および UNSTOP です。これらのキーワードは通信事業者で管理さ
れているため、他のキーワードはサポートされていません。ユーザーが STOP または
UNSTOP でレスポンスすると、レスポンスメッセージも通信事業者で管理されるため、
変更できません。Amazon Pinpoint コンソールの [SMS settings] ページで、オプトアウト
[Keyword] と [Response message] フィールドが非アクティブなので編集できません。

Important
米国の携帯電話会社は最近ポリシーを変更し、すべての通話料無料番号 (TFN) に登録
することを義務付けるようになりました。通話料無料番号の登録 (p. 349)詳細につい
ては. 番号のステータスは、に移動して確認できます。通話料無料番号の登録ステータ
ス (p. 350)。
登録には最大 15 営業日かかる場合があります。通話料無料番号の登録の詳細については、
「米国通話料無料番号の登録の要件とプロセス (p. 348)」を参照してください。
• 10DLC — (米国のみ) 使用する前に登録手続きが必要な 10 桁の番号です。これらの番号は、SMS
および音声メッセージの両方に対応しています。電話番号と 10DLC キャンペーンの関連付けに
は、約 1 週間から 2 週間かかります。
10DLC 電話番号の申請には、まず会社登録とキャンペーン登録が必要です。これらの登録が完了す
ると、電話番号の申請と 10DLC キャンペーンとの関連付けができるようになります。10DLC の詳
細については、「10DLC (p. 328)」を参照してください。
[10DLC ] を選択した場合、10DLC キャンペーンに番号を割り当てるよう促されます。この番号は、
関連するキャンペーンにのみ使用することができます。1 つの電話番号で複数の 10DLC キャンペー
ンに関連付けることはできません。アクティブな 10DLC キャンペーンを行う前に 10DLC 番号をリ
クエストした場合、Amazon Pinpoint はエラーメッセージを返します。キャンペーンが表示されて
いない場合は、[SMS and voice] 設定ページの [10DLC] タブでキャンペーンの状況を確認してくだ
さい。
米国を拠点とする 10DLC およびフリーダイヤル番号の場合、その番号がサポートするチャンネルも
選択する必要があります。[SMS] チャンネル、[Voice] チャンネル、またはその両方を有効にすること
を選択できます。
6.

電話番号のメッセージタイプを選択します。次のオプションのいずれかを選択します。
• [Promotional] - マーケティングのメッセージや、ビジネスやサービスを宣伝するメッセージを送信
する場合は、このオプションを選択します。
• [Transactional] – パスワードのリセットやトランザクションのアラートなど、時間的制約のあるメッ
セージを送信する場合に選択します。

Note
1 つの 10DLC キャンペーンで複数の異なる電話番号を使用する場合、そのキャンペーンで使
用するメッセージタイプを 1 つ選択する必要があります。1 つの 10DLC キャンペーンで、プ
ロモーション用の電話番号とトランザクション用の電話番号を組み合わせることはできませ
ん。例えば、10DLC キャンペーンにプロモーション用の電話番号を関連付けた後に、トラン
ザクション用の電話番号を関連付けることはできません。
一部の国によっては、お客様が選択した値により、お客様がメッセージを送信するたびに支払う料
金が決定されます。トランザクションメッセージは、高い配信性能に対して最適化しているため、
多くの国でコストが高くなります。プロモーションメッセージは、費用対効果に対して最適化しま
す。SMS の料金の詳細については、「Amazon Pinpoint Pricing」を参照してください。
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7.

[Summary] セクションには、番号に関する情報が表示されます。[Price per month] は、1 つの番号に
かかる費用を示しています。
[Quantity] で、購入する数量を選択します。1 回の申し込みで 10 個まで番号を購入できます。後から
追加で番号を購入できます。小計が更新され、購入する電話番号の数量に応じた月額料金の合計が表
示されます。

8.

（オプション）追加の電話番号を購入する場合は、[Add a country or region] を選択します。

9.

電話番号の購入が完了したら、[Next] を選択します。

10. [Review and request] ページで、電話番号の詳細を確認します。
購入を完了する場合は、[Request] を選択します。そうでない場合は、[Previous] を選択して画面を戻
り、変更を加えてください。
ロングコードやフリーダイヤル番号のリクエストは、通常すぐに承認されます。リクエストが承認される
と、[SMS and voice] の設定ページの [Phone numbers] タブで、新しい電話番号にアクセスできるように
なります。
10DLC の電話番号申請には、7～10 日程度かかります。この間、電話番号タブの電話番号のステータスは
保留 です。10DLC 番号の申請が承認されると、ステータスは アクティブに変わります。そして、その番
号を 10DLC キャンペーンに関連付けることができます。
リクエストに問題がある場合、ページの上部にエラーメッセージが表示されます。選択した国で利用可能
なロングコードがなかった場合など、エラーが発生することがあります。場合によっては、リクエストを
承認する前に、お客様のアカウントに追加の審査が必要になる場合があります。このメッセージが表示さ
れた場合は、サポートチケットを作成し、お客様のリクエストに関する詳細な情報を提供する必要があり
ます。

Amazon Pinpoint で SMS および音声の設定を管理す
る
Amazon Pinpoint のアカウントでは、SMS や音声チャネルでのメッセージの動作の設定を変更することが
できます。このセクションでは、これらの設定に関する情報と、設定を変更するためのステップを説明し
ます。
トピック
• SMS 設定の変更 (p. 344)
• 番号設定の管理 (p. 345)
• 番号の削除 (p. 348)

SMS 設定の変更
Amazon Pinpoint コンソールでは、ユースケースと予算に合わせた SMS チャネル設定の更新と管理に便利
な複数のオプションを用意しています。例えば、特定のプロジェクトにおける SMS チャネルの有効化や
無効化、AWS アカウントの 1 か月の SMS 送信クォータの設定、AWS アカウントのデフォルトメッセー
ジタイプの変更などができます。

SMS 設定を変更するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[All projects] ページで、以下のいずれかを実行します。
• 特定のプロジェクトで SMS 設定を変更するには、そのプロジェクトを選択します。
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• AWS アカウントの SMS 設定を変更するには、いずれかのプロジェクトを選択します。
3.

ナビゲーションペインで、[設定] の [SMS および音声] を選択します。

4.

[SMS and voice] 設定ページで、[General]の横の [Edit] を選択します。

5.

[Edit SMS] ページで、以下のいずれかの設定を変更します。
• このプロジェクトの SMS チャネルを有効にする – 現在のプロジェクトで SMS チャネルを有効にす
るには、このオプションを選択します。プロジェクトの SMS チャネルを無効にするには、このオ
プションをオフにします。
• アカウントレベルの設定 – この設定を変更して、AWS アカウントの SMS 設定を変更します。これ
らの設定は、Amazon Pinpoint アカウント全体と、SMS メッセージを送信するために使用するすべ
ての AWS のサービス (Amazon Simple Notification Service など) に適用されます。以下の設定を指
定することができます。
• [Default message type] – 送信する SMS メッセージのタイプを選択します。時間的制約のあるコ
ンテンツ (アラートや 1 回限りのパスワード) を送信する予定がある場合は、[Transactional] を選
択します。マーケティング関連のコンテンツの送信を予定している場合は、[Promotional] を選択
します。
• アカウントの使用制限 – 各暦月内の SMS メッセージに使用する上限額 (USD) を入力します。
• デフォルトの送信者 ID – オプションで、SMS メッセージの送信に使用する送信者 ID を指定しま
す。送信者 ID は、メッセージを受信した受信者のデバイスに表示される半角英数字の ID です。
送信者 ID のサポートについては、国または地域によって異なります。詳細については、「サポー
トされている国と地域 (SMS チャンネル) (p. 96)」を参照してください。

6.

変更が完了したら、[Save changes] を選択します。

番号設定の管理
[SMS and voice] 設定ページの [Number settings] セクションのオプションを使用して、AWS Support
アカウントにリクエストして割り当てた専用のショートコードとロングコードの設定を管理すること
ができます。ショートコードは、大量の SMS メッセージング用の 5 桁または 6 桁の数字です。専用の
ショートコードをリクエストする方法については、「the section called “ショートコードをリクエストす
る” (p. 77)」を参照してください。ロングコードは、少量の 10 桁の標準的な電話番号です。 person-toperson通信。専用のロングコードをリクエストする方法については、「the section called “ロングコードを
リクエストする” (p. 80)」を参照してください。
AWS Support から 1 つ以上の専用ショートコードまたはロングコードを受け取ると、それらの番号は
[Number settings] セクションに表示供されます。ここでは、この番号の SMS キーワード設定および双方
向 SMS メッセージ設定を管理できます。

キーワード設定
キーワードとは、特定の語句で、これを顧客が送信することで情報メッセージや特別オファーといったレ
スポンスが引き出されます。キーワードから始まるメッセージを番号が受信すると、Amazon Pinpoint は
カスタマイズ可能なメッセージで応答します。
ショートコードの場合、コンソールには、AWS Support からショートコードをリクエストしたときに定義
したキーワードとレスポンスが表示されます。AWS Support は、ショートコードをプロビジョニングする
際、キーワードとレスポンスをショートコードを通信事業者に登録します。
ロングコードの場合、コンソールにはデフォルトのキーワードとレスポンスが表示されます。

[Important] (重要)
キーワードと応答メッセージは、通信事業者と携帯電話業界グループによって設定されたガイド
ラインに従う必要があります。従っていない場合は、監査の後、そのようなグループがショート
コードまたはロングコードに対してアクションを実行する可能性があります。このアクションに
は、番号を拒否リストに追加したり、メッセージをブロックしたりすることが含まれます。
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デフォルトキーワード
米国の通信事業者では、次のキーワードをサポートするショートコードが必要です。さらに、AWS ではす
べてのロングコードとショートコードが上記のキーワードをサポートしていることを前提とします。
HELP
カスタマーサポートを受ける場合に使用されます。応答メッセージには、次の例にあるように、カス
タマーサポートのお問い合わせ先情報を含める必要があります。
「アカウントについてのお問い合わせは、(206) 555-0199 までお電話ください。」
STOP
番号からのメッセージの受信をオプトアウトする場合に使用されます。STOP に加えて、対象者は
CANCEL または OPTOUT などのサポートされているオプトアウトキーワードを使用できます。サ
ポートされているオプトアウトキーワードについては、「SMS オプトアウト (p. 89)」を参照してくだ
さい。Amazon Pinpoint番号がオプトアウトキーワードを含む SMS メッセージを受信すると、 はアカ
ウントからオプトアウトしたユーザーへの SMS メッセージの送信を停止します。
応答メッセージは、次の例に示すように、オプトアウトしたユーザーへのメッセージ送信が中止され
たことを確認する必要があります。
「オプトアウトされたため、今後はメッセージを受信しません。」

Note
受信者がこれらのキーワードのいずれかをメッセージの最初の単語として応答した場合、Amazon
Pinpoint はそのキーワードに対応するレスポンスを返します。例えば、あるメッセージに対して
受信者が「この意味をおしえてください」と応答した場合、Amazon Pinpoint は HELP キーワー
ドに指定したレスポンスの内容で応答します。

登録されたキーワード
登録されたキーワードは、SMS ユースケースに固有のキーワードです。ショートコードを使用する場合、
このキーワードを通信事業者に登録する必要があります。顧客は、ショートコードにこのキーワードを送
信して、提供する製品とサービスに関する詳細情報を取得できます。

キーワード設定の変更
番号のキーワード応答をカスタマイズするには、Amazon Pinpoint コンソールを使用します。

Important
米国のフリーダイヤル番号に必要なオプトアウトおよびオプトインキーワード応答は、通信事業
者によって管理される STOP および UNSTOP です。ユーザーが STOP または UNSTOP を使用
してメッセージに返信すると、通信事業者は応答メッセージを送信します。Amazon Pinpoint コ
ンソールでは、これらのフィールドは使用できません。
1.

[SMS and voice] 設定ページの [Number settings] で、キーワード応答を管理する [ショートコード] ま
たは [ロングコード] を選択します。
コンソールのキーワードには、次のオプションが表示されます。
• デフォルトキーワード HELP および STOP。応答メッセージを編集できますが、キーワードを編集
することはできません。
• 登録されたキーワード。登録されたキーワードを変更する場合、まず AWS Support でケースを開
き、通信事業者にこのキーワードの更新をリクエストする必要があります。次に、Amazon Pinpoint
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コンソールで一致するキーワードを編集する必要があります。応答メッセージを編集することもで
きますが、メッセージの意図を AWS Support に提供するメッセージに合ったものに維持する必要が
あります。
2.

編集するキーワードが含まれる表で、[Edit] を選択し、キーワードと応答メッセージを編集します。

3.

変更が完了したら、[Save] を選択します。

双方向 SMS 設定
Amazon Pinpoint は、SMS メッセージの着信を処理するように設定することができます。SMS メッセー
ジを受信すると、Amazon Pinpoint はメッセージと関連データを Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) トピックに送信します。次に Amazon SNS を使用して、トピックのサブスクライバーや
AWS のサービスにメッセージを発行し、さらなる処理を行うことができます。
双方向メッセージングのセットアップの詳細については、「Amazon Pinpoint で双方向 SMS メッセージン
グを設定する (p. 93)」を参照してください。

セルフマネージド型のオプトアウト
デフォルトでは、顧客が専用番号のいずれかに HELP または STOP で始まるメッセージを送信する
と、Amazon Pinpoint はカスタマイズ可能なメッセージで自動的に返信します。STOP というメッセージ
を着信した場合、Amazon Pinpoint は、これからの SMS メッセージの受信を顧客からオプトアウトしま
す。Amazon Pinpoint 以外のサービスを使用して HELP および STOP を管理する場合には、自己管理型の
オプトアウトを有効にすることができます。

Note
番号に対して自己管理型のオプトアウトを有効にするには、最初にその番号に対して双方向 SMS
メッセージを有効にする必要があります。
この機能を有効にすると、指定したロングコードまたはショートコードに顧客が送信する受信メッセー
ジを Amazon Pinpoint が処理する方法に 3 つの変更が生じます。最初に、着信した HELP と STOP メッ
セージに対する自動応答の送信を停止します。(ただし、キーワード設定 (p. 346)を使用して、これらの
メッセージへの応答を手動で設定することができます。) 次に、STOP メッセージを送信すると、Amazon
Pinpoint は、将来の SMS メッセージ受信を顧客から自動的にオプトアウトすることを停止します。最後
に、自動的に送信者に応答するのではなく、双方向 SMS メッセージを受信するために使用する Amazon
SNS トピックに着信する HELP と STOP のメッセージをルーティングします。
この機能を有効にすると、HELP と STOP のリクエストに応答する責任が生じます。また、オプトアウト
リクエストを追跡し、従う責任も生じます。

Important
多くの国、リージョン、管轄区域では、不要な SMS メッセージの送信に多額の罰金を科してい
ます。この機能を有効にする場合、オプトアウトリクエストをキャプチャして管理するためのシ
ステムとプロセスが用意されていることを確認してください。

自己管理型オプトアウトを有効にするには
1.

[Number settings] で、自己管理型オプトアウトを有効にするショートコードまたはロングコードを選
択します。

2.

[Number settings] ページで、[Two-way SMS] を選択します。

3.

まだそうしていない場合は、双方向 SMS メッセージを有効にしてセットアップします。双方向 SMS
メッセージのセットアップの詳細については、「the section called “双方向 SMS メッセージングを設
定する” (p. 93)」を参照してください。

4.

[Opt-outs] で、[Enable self-managed opt-outs] を選択します。
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番号の削除
専用電話番号が不要になった場合は、アカウントから削除することができます。番号を削除すると、翌月
の請求書での請求が停止されます。

Important
アカウントから電話番号を削除すると、永久的に元に戻すことはできません。専用の電話番号を
削除すると、今後同じ番号を再び取得できなくなる可能性があります。

アカウントから番号を削除するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] の [Phone numbers] を選択します。

3.

[Number settings] セクションで、削除する電話番号を選択します。[Remove phone number] を選択し
ます。

Note
一度に削除できるのは 1 つのテーブルのみです。
4.

[Remove number confirmation] ウィンドウで、テキストフィールドに delete と入力し、[Delete] を
選択します。

米国通話料無料番号の登録の要件とプロセス
Important
米国の携帯電話会社は最近ポリシーを変更し、すべての通話料無料番号 (TFN) を 2022 年 9 月 30
日までに登録することを義務付けるようになりました。番号のステータスは、に移動して確認で
きます。通話料無料番号の登録ステータス (p. 350)。登録の詳細については、「を参照してくだ
さいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照して
ください。通話料無料番号の登録 (p. 349)。
登録は、送信してから処理されるまでに最大 15 営業日かかる場合があります。
2022 年 9 月 19 日更新: 2022 年 10 月 1 日より、携帯電話事業者は、次の業界全体で送信される
メッセージングのしきい値を適用します。未登録のフリーダイヤル番号:
• 1 日の制限:2,000
• 週次制限:12,000 メッセージ
• 月間制限:25,000
できる限り早く登録を完了することを強くお勧めします。これらの制限は、通信事業者が未登録
のトラフィックを制限し続けているため、時間の経過とともに減少する可能性があります。
Amazon Pinpoint を使用して米国内の受信者にメッセージを送信する場合、通話料無料の電話番号 (TFN)
を使用してメッセージを配信することができます。TFN をリクエストしたら、この TFN を使用して会社
を登録できます。各 TFN にはそれぞれ特定のユースケースが必要です。例えば、ワンタイムパスワードに
使用する TFN を登録した場合、この TFN はワンタイムパスワードの送信にのみ使用できます。指定した
ユースケース以外に TFN を使用すると、却下される可能性があります。

通話料無料番号の禁止されたユースケース
次の点に注意してくださいAWS一部のユースケースでは、メッセージを送信したり、TFN を登録する能
力が制限されます。特定のユースケースは完全にブロックされます (規制薬物やフィッシングに関連する
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ユースケースなど)、他のユースケースは高レベルのフィルタリングの対象となる場合があります (高リス
クの金融メッセージなど)。通話料無料番号 (p. 62) に定義された制限付きコンテンツのユースケースに関
連する TFN は登録できない場合があります。

通話料無料番号の登録
通話料無料番号を購入したら、「を参照してください。Amazon Pinpoint コンソールを使用して電話番号
をリクエストする (p. 342)番号を登録する必要があります。登録プロセスは、Amazon Pinpoint コンソー
ルで直接完了できます。Amazon Pinpoint コンソール経由で送信された情報は、登録を完了するために
キャリアパートナーに渡されます。TFN を登録するときは、情報が完全かつ正確であることを確認してく
ださい。そうでないと、登録が却下される場合があります。入力する情報は、会社の本社と完全に一致す
る必要があります。

Important
Amazon Pinpoint コンソール経由で送信された情報は、登録を完了するためにキャリアパート
ナーに渡されます。

通話料無料番号を登録するには
1.

登録する前に、以下の指示に従ってTFN を購入してください。Amazon Pinpoint コンソールを使用し
て電話番号をリクエストする (p. 342)。

2.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

3.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] (SMS と音声) の [Phone numbers] (電話番号) を選択しま
す。

4.

リポジトリの []フリーダイヤル登録タブで、登録する通話料無料電話番号を選択してから、を選択し
ます。登録の作成。

5.

左会社情報:セクションで、次のように入力します。
• [会社名] に会社の名前を入力します。
• [Company Website] (会社のウェブサイト) に、会社のウェブサイトの URL を入力します。
• を使用する場合Address1で、本社の住所を入力します。
• を使用する場合Address2-オプション必要に応じて、本社の部屋番号を入力します。
• を使用する場合市区町村に、本社の市を入力します。
• を使用する場合状態に、本社の州を入力します。
• を使用する場合郵便番号で、本社の郵便番号を入力します。
• を使用する場合[Country] (国)で、2 桁の ISO 国コードを入力します。

6.

左連絡先情報セクションで、以下の情報を入力します。
• [First Name] (名) に、連絡先となる担当者の名を入力します。
• [Last Name] (姓) に、連絡先となる担当者の姓を入力します。
• [Support Email] (サポート E メール) に、連絡先となる担当者の E メールアドレスを入力します。
• [Support Phone Number] (サポート電話番号) に、連絡先となる担当者の電話番号を入力します。

7.

In (イン)メッセージングユースケース] で、次の作業を行います。
• [Monthly SMS Volume] (毎月の SMS ボリューム) で、毎月送信する SMS メッセージの数を選択し
ます。
• を使用する場合ユースケース番号のユースケースタイプを次のいずれかを選択します。
• 2 要素認証— これを使用して 2 要素認証コードを送信します。
• [One-time passwords] (ワンタイムパスワード) — これを使用してユーザーにワンタイムパスワー
ドを送信します。
• [Notifications] (通知) — これはユーザーに重要な通知を送信する場合にのみ使用します。
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• [Polling and surveys] (ポーリングおよびアンケート) — これを使用してユーザーの好みを調査し
ます。
• [Info on demand] (オンデマンド情報) — ユーザーから送信されたリクエストに応じてユーザーに
メッセージを送信します。
• [Promotions and Marketing] (プロモーションおよびマーケティング) — これはユーザーにマーケ
ティングメッセージを送信する場合にのみ使用します。
• [Other] (その他) — ユースケースが他のどのカテゴリにも該当しない場合に、これを使用します。
必ず記入してくださいユースケースの詳細このオプションの場合。
• 完了ユースケースの詳細 — オプション選ばれた人に追加のコンテキストを提供するユースケース。
• を使用する場合オプトインワークフローの説明ユーザーが SMS メッセージの受信に同意する方法
についての説明を入力します。例えば、ウェブサイトのオンラインフォームに入力します。
• を使用する場合オプトインワークフローファイルで、ユーザーがメッセージの受信に同意する方法
を示す画像をアップロードします。サポートされているファイルタイプは PNG で、ファイルの最
大サイズは 400 KB です。準拠したオプトインワークフローの追加情報と例については、次のURL
をご覧ください。許可を取得する (p. 114)。

Important
オプトインのモックアップやスクリーンショットの例:
• ウェブサイトオプトインル: クライアントが番号を追加してメッセージの受信に同意する
ウェブフォームのモクアップまたはスクリーンショット。
• ウェブサイトへの投稿 (Support): 広告されている番号はどこですか。また、顧客はテキ
ストで送信する番号をどこで見つけますか。
• キーワードまたは QR コードのオプトイン: 顧客がこれらのメッセージにオプトインする
ためのキーワードまたは QR コードをどこで見つけますか。
• 2FA/OTP: オプトインのモクアップまたはスクリーンショット (オプトインが口頭によ
るものである場合は、口頭でのオプトインスクリプトのモクアップまたはスクリーン
ショットを指定します。
• 情報: 口頭での同意ワークフローのモックアップまたはスクリーンショットを指定し、
メッセージングの内容を指定します。
8.

[Messaging Samples] (メッセージングのサンプル) セクションで、次の操作を行います。
• を使用する場合メッセージサンプル 1で、エンドユーザーに送信する SMS メッセージ本文のサンプ
ルメッセージを入力します。
• を使用する場合メッセージサンプル 2 — オプションそしてメッセージ例 3 — オプションで、必要
に応じて、送信する SMS メッセージ本文のサンプルメッセージを入力します。
• eachメッセージサンプルテキストボックスの最大文字数は306文字です。

9.

完了したら、登録の送信。

通話料無料番号の登録ステータス
通話料無料番号を登録する場合、登録には 5 つの異なるステータスのいずれかになります。
• 作成— 登録は作成されましたが、送信されていません。
• 保留中— メッセージの送信を開始する前に、番号を登録する必要があります。
• レビュー — 登録が承認され、レビュー中です。レビューが完了するまでに、最大 15 営業日かかる場合
があります。
• 完了 — 登録は承認済みであり、通話料無料番号を使用してメッセージの送信を開始できます。
• 更新が必要— 登録を修正して再送信する必要があります。詳細については、「通話料無料番号の登録を
編集する (p. 351)」を参照してください。更新が必要なフィールドには、警告アイコンと問題の簡単な
説明が表示されます。
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• クローズ— 通話料無料番号が削除済みであり、さらに番号の登録も削除する必要があります。

登録のステータスを確認する
1.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] (SMS と音声) の [Phone numbers] (電話番号) を選択しま
す。

3.

[Toll-free registrations] (通話料無料の登録) タブで、[Toll-free Phone number] (通話料無料の電話番号)
を選択します。

4.

次に、各通話料無料番号の登録ステータスを確認できます。

通話料無料番号の登録を編集する
登録を送信すると、登録ステータスとして表示されます更新が必要登録に問題がある場合 この状態では、
登録フォームは編集可能です。更新が必要なフィールドには、警告アイコンと問題の簡単な説明が表示さ
れます。

会社の登録を編集するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] (SMS と音声) の [Phone numbers] (電話番号) を選択しま
す。

3.

リポジトリの []フリーダイヤル登録タブで、編集する番号を選択し、を選択します。登録 ID。

4.

選択登録の更新フォームを編集して、警告アイコンが表示されているフィールドを修正します。

5.

以前に送信したファイルの再アップロードオプトインスクリーンファイル。

6.

Important
すべてのフィールドを再確認して、それらが正しいことを確認します。
選択登録の送信完了したら、再送信します。

通話料無料番号の登録を削除する
フリーダイヤル登録後、フリーダイヤル番号の利用を希望しない場合は、登録を削除することができま
す。最初に通話料無料番号を削除してから、登録を削除することをお勧めします。

登録を削除するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] (SMS と音声) の [Phone numbers] (電話番号) を選択しま
す。

3.

リポジトリの []フリーダイヤル登録タブで、削除する登録 ID を選択し、を選択します。登録を削除す
る。

登録の問題
フリーダイヤル番号の登録が承認されない場合、拒否された理由を説明するメッセージが表示されます。
拒否に関する質問がある場合は、こちらを参照してください。Best Practicesサポートチームにリクエスト
を送信できます。
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拒否された Toll-free number に関する情報提供のリクエストの送信
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

[Support] を選択し、次に [Support Center] を選択します。

3.

[Support] ページで、[Create case] を選択します。

4.

[case type] で、[Service limit increase] を選択します。

5.

[Limit Type] で、[Pinpoint SMS] を選択します。

6.

[Requests] セクションで、以下の操作を行います。
• キャンペーンを登録しようとした場所を選択します。
• を使用する場合リソースタイプ、選択してください10DLC または TFN 登録。
• 向けの制限、選択してください企業またはキャンペーンの登録拒否。

7.

を使用する場合ユースケースの説明で、拒否されたフリーダイヤル番号を入力します。

8.

[連絡先のオプション] の [優先する連絡先の言語] で、AWS Support サポートチームとの連絡に使用す
る言語を選択します。

9.

[連絡方法] には、AWS Support サポートチームとやり取りする際にご希望の方法を選択します。

10. [Submit] (送信) を選択します。
-AWS Supportチームは、通話料無料登録が拒否された理由についての情報を提供しますAWS Supportケー
ス。

通話料無料番号に関するよくある質問
通話料無料番号の登録プロセスに関するよくある質問。

現在、通話料無料番号を所有しているかどうかは、どのようにして確認できますか?
通話料無料番号を所有しているかどうかを確認するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[SMS and voice] (SMS と音声) の [Phone numbers] (電話番号) を選択しま
す。

3.

通話料無料番号は、タイプが通話料無料として表示されます。

通話料無料番号は登録する必要がありますか?
はい。通話料無料番号を現在所有している場合、これを継続して使用するには 2022 年 9 月 30 日までに登
録する必要があります。2022 年 8 月 1 日以降に新しい通話料無料番号を購入した場合、メッセージを送
信するには登録する必要があります。

通話料無料番号を購入するにはどうすればいいですか?
次の指示に従ってくださいAmazon Pinpoint コンソールを使用して電話番号をリクエストする (p. 342)通
話料無料番号を購入する.

通話料無料番号を登録するにはどうすればいいですか?
「通話料無料番号の登録 (p. 349)」の指示に従って通話料無料番号を登録してください。

通話料無料番号の登録ステータスはどうなっていますか? そのステータスはどういう意味ですか?
「通話料無料番号の登録ステータス (p. 350)」の指示に従って登録とステータスを確認します。
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どのような情報を提供すればよいですか?
会社の住所、担当者の連絡先、ユースケースを提供する必要があります。必要な情報は、「通話料無料番
号の登録 (p. 349)」で確認できます。

登録が却下された場合はどうなりますか?
登録が拒否されると、ステータスがに変更されます。更新が必要また、次の指示に従って更新を行うこと
ができます通話料無料番号の登録を編集する (p. 351)。

どのようなアクセス許可が必要ですか?
Amazon Pinpoint コンソールにアクセスするために使用する IAM ユーザー/ロールは、“sms-voice:*”ア
クセス許可。

プッシュ通知の設定
[プッシュ通知] の設定ページを使用して、現在のプロジェクトで iOS、Android や Amazon デバイスに
プッシュ通知を送信するために Amazon Pinpoint が使用する認証情報を指定します。次のプッシュ通知
サービスの認証情報を提供できます。各サービスは Amazon Pinpoint チャネルでサポートされています。
• Amazon Device Messaging (ADM)
• Apple プッシュ通知サービス (APNS)
• Baidu Cloud Push
• Firebase Cloud Messaging (FCM)
トピック
• プッシュ通知設定の更新 (p. 353)
• APNs の設定の管理 (p. 354)

プッシュ通知設定の更新
コンソールを使用すると、現在のプロジェクトで iOS、Android、Amazon デバイスにプッシュ通知を送信
するために Amazon Pinpoint が使用する認証情報を更新できます。

プッシュ通知設定を更新するには
1.

Amazon Pinpoint コンソール (https://console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。

2.
3.
4.

[All projects] ページで、プッシュ通知の設定を更新するプロジェクトを選択します。
ナビゲーションペインで [設定] の [プッシュ通知] を選択します。
[プッシュ通知] の横にある [編集] を選択します。

5.

Baidu Cloud Push あるいは ADM サービスの設定を更新するには、[Show more push notification
services] を選択します。
使用するプッシュ通知サービスへの正しい認証情報を入力します。

6.

• APNs – Apple デベロッパーアカウントから取得した認証トークン署名キーまたは TLS 証明書が必
要です。詳細については、[Managing APNs Settings] セクションを参照してください。
• FCM – ウェブ API キー (API_KEY またはサーバーキーとも呼ばれます) が必要です。このキー
は、Firebase コンソールから取得できます。FCM 認証情報の取得の詳細については、Firebase ド
キュメントの「認証情報」を参照してください。
• Baidu – API キーとシークレットキーが必要です。これらは、Baidu Cloud Push プロジェクトから
取得します。
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• ADM – Amazon デベロッパーアカウントからの OAuth 認証情報 (クライアント ID およびクライ
アントシークレット) が必要です。詳細については、Amazon 開発者用ドキュメントの「Amazon
Device Messaging の認証情報の取得」を参照してください。
7.

完了したら、[保存] を選択します。

APNs の設定の管理
Apple プッシュ通知サービス (APNS) については、APNs のキーまたは証明書に関する情報を提供するこ
とで、Amazon Pinpoint がiOS アプリケーションにプッシュ通知を送信することを承認することができま
す。
キー
APNs 認証トークンを暗号で署名するために、Amazon Pinpoint が使用するプライベート署名キー。
この署名キーは Apple 開発者アカウントから取得できます。
署名キーを提供する場合、Amazon Pinpoint はトークンを使用して、送信するプッシュ通知ごとに
APNs を使用して認証を行います。署名キーを使用すると、APNs 本番環境とサンドボックス環境に
通知を送信できます。
証明書とは異なり、署名キーが期限切れになることはありません。キーを 1 回だけ指定すれば、後
で更新する必要はありません。また、複数のアプリケーションで同じ署名キーを使用できます。詳し
くは、Apple デベロッパーアカウントヘルプの認証トークンを使用した APNs との通信をご覧くださ
い。
証明書
プッシュ通知を送信するときに Amazon Pinpoint がプッシュ通知を APNs との認証するために使用す
る TLS 証明書です。APNs 証明書は、本番環境とサンドボックス環境の両方をサポートできます。ま
た、サンドボックス環境のみをサポートすることもできます。証明書は Apple 開発者アカウントから
取得できます。
証明書は 1 年後に期限切れになります。この場合、新しい証明書を作成する必要があり、それを
Amazon Pinpoint に提供してプッシュ通知配信を更新します。詳細については、Apple デベロッパー
アカウントヘルプの TLS 証明書を使用した APN との通信 を参照してください。

APNs 設定を管理するには
1.

[Edit push notifications] ページで、Apple プッシュ通知サービス (APNs) を選択します。

2.

[Authentication type]で、使用する認証タイプに応じて、[Key credentials] または [Certificate
credentials] を選択します。
•

[Key credentials] を選択した場合、https://developer.apple.com/account/ にある Apple デベロッ
パーアカウントから以下の情報を提供してください。Amazon Pinpoint では、認証トークンを作
成するためにこの情報を必要とします。
• キー ID – 署名キーに割り当てられた ID。この値を見つけるには、[Certificates, IDs & Profiles]
を選択し、[Keys] セクションでキーを選択します。
• バンドル識別子 – iOS アプリケーションに割り当てられた ID。この値を見つけるには、
[Certificates, IDs & Profiles] を選択し、[Identifiers] セクションで [App IDs] を選択してアプリ
ケーションを見つけます。
• チーム識別子 – Apple 開発者アカウントチームに割り当てられた ID。この値は、[Membership]
ページに表示されます。
• [Authentication key] – 認証キーを作成するときに Apple デベロッパーアカウントからダウン
ロードする .p8 ファイル。Apple では、認証キーは 1 回だけダウンロードすることができま
す。
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•

3.
4.

5.

[Certificate credentials] を選択した場合は、次の情報を入力します。

• [SSL certificate] – TLS 証明書の .p12 ファイル。Apple 開発者アカウントから証明書をダウン
ロードしてインストールした後で、このファイルを Keychain Access からエクスポートできま
す。
• Certificate password – 証明書にパスワードを指定している場合は、そのパスワードをここに入
力します。
証明書が APNs の本番環境へのプッシュ通知の送信をサポートする場合は、[Production support] の
[有効] を選択します。証明書がサンドボックス環境のみをサポートしている場合は、[無効] を選択し
ます。
を使用する場合デフォルトの認証タイプで、Amazon Pinpoint がデフォルトで APN を使用して認
証する方法を選択します。キー、署名鍵を使用するには、または証明書、TLS 証明書を使用するに
は。Amazon Pinpoint は、コンソールを使用して送信するすべての APNs プッシュ通知にこのデフォ
ルトの設定を使用します。Amazon Pinpoint API、AWS CLI、または AWS SDK を使用してプログラ
ムでメッセージを送信する場合には、デフォルト設定を上書きできます。デフォルトの認証タイプが
失敗した場合、Amazon Pinpoint は別の認証タイプの使用を試みません。
終了したら、[保存] を選択します。

モバイルおよびウェブアプリケーション分析の設定
[Mobile app analytics] および [Web app analytics] ページをガイドとして使用すると、Amazon Pinpoint に
使用状況データを送信するためにモバイルおよびウェブアプリケーションを統合して設定できます。この
データに含まれるメトリクスは、顧客によるアプリケーションの使用状況を判断するために便利です。例
えば、過去 30 日間にアプリケーションにログインした顧客の数、アプリケーションの特定の機能を使用
した顧客の数、特定のデバイスを使用してアプリケーションにアクセスした顧客の割合などが判断できま
す。このようなデータは、アプリケーションの利便性の改善や、顧客のエンゲージメント率、満足度およ
び保持率の向上などに役立てることができます。

イベントストリーム設定
[Event stream] 設定ページを使用して、現在のプロジェクトの使用状況およびイベントデータとして知ら
れているエンゲージメントデータをサポートされている AWS サービスにストリーミングすることを有
効または無効にします。ストリーミングを有効にすると、ストリーミングのタイプおよび使用する AWS
Identity and Access Management ロールを選択することもできます。

イベントのストリーミングをセットアップするには
1.
2.

AWS Management Console にサインインして、Amazon Pinpoint コンソール (https://
console.aws.amazon.com/pinpoint/) を開きます。
[All projects] ページで、データストリーミングを設定するプロジェクトを選択します。

3.

ナビゲーションペインの [Settings] で、[Event stream] を選択します。

4.
5.
6.

[Services] セクションで、[Edit] を選択します。
[Stream to Amazon Kinesis] を選択します。
[Choose a stream type] で、次のいずれかのオプションを選択します。

7.

• [Send events to an Amazon Kinesis Data Stream] – 分析のため外部アプリケーションに Amazon
Pinpoint イベントデータを送信する場合は、このオプションを選択します。
• [Send events to an Amazon Kinesis Data Firehose stream] — Amazon Redshift などの AWS データ
ストアにイベントデータを送信する場合は、このオプションを選択します。
[Amazon Kinesis Stream] で、データをエクスポートするために使用する Amazon Kinesis ストリーム
を選択します。
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Note
Amazon Kinesis Streams を作成していない場合は、次の Amazon Kinesis コンソールにアク
セスしてください。https://console.aws.amazon.com/kinesis。ストリーミング作成の詳細に
ついては、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドまたは Amazon Kinesis Data
Firehose デベロッパーガイドを参照してください。
8.

[IAM ロール] で、次のいずれかのオプションを選択します。
• [Use an existing role] – このオプションを選択すると、Amazon Pinpoint がアカウントに既に存在す
る IAM ロールを使用します。選択したロールは firehose:PutRecordBatch アクションに従う
必要があります。このアクションを許可するポリシーの例については、Amazon Pinpoint デベロッ
パーガイドの「アクセス権限ポリシー」を参照してください。
• [Automatically create a role] – 必要なアクセス権限を持つ IAM ロールを自動的に作成するには、こ
のオプションを選択します。このロールは、Amazon Pinpoint がステップ 7 で選択したストリーム
にデータを送信するのを許可します。

9.

[Save] を選択します。

Amazon Pinpoint がプロジェクトのイベントを受信すると、このデータを Kinesis ストリームに送信しま
す。Amazon Pinpoint がイベントに送信するデータの詳細については、Amazon Pinpoint デベロッパーガ
イドの「Amazon Pinpoint イベントを Kinesis にストリーミングする」を参照してください。
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Amazon CloudWatch による Amazon
Pinpoint のモニタリング
Amazon CloudWatch を使って、Amazon Pinpoint アカウントとプロジェクトに関連する重要なメトリ
クスを収集、表示、分析することができます。Amazon Pinpoint に合わせて CloudWatch を設定する
と、Amazon Pinpoint キャンペーンの配信や、エンドポイント登録およびインポートジョブのステータス
を確認することができます。また、CloudWatch を使用して、特定のメトリクスが定義した値を超えた場
合に通知するアラームを作成することもできます。例えば、特定の期間内にキャンペーンメッセージのエ
ラーが一定数に達したときに自動的に E メールが送られてくるよう、アラームを作成することができま
す。
この章のトピック:
• CloudWatch にエクスポートされる Amazon Pinpoint メトリクス (p. 357)
• CloudWatch で Amazon Pinpoint メトリクスを表示する (p. 361)
• Amazon Pinpoint メトリクスの CloudWatch アラームの作成 (p. 361)

CloudWatch にエクスポートされる Amazon
Pinpoint メトリクス
以下のトピックでは、Amazon Pinpoint が CloudWatch にエクスポートするメトリクスについて説明しま
す。
このセクションのトピック:
• メッセージの配信に関連するメトリクス (p. 357)
• エンドポイントに関連するメトリクス (p. 359)
• インポートジョブに関連するメトリクス (p. 359)
• ワンタイムパスワードに関連するメトリック (p. 359)
• イベントに関連するメトリクス (p. 360)

メッセージの配信に関連するメトリクス
メトリクス

説明

DirectSendMessagePermanentFailure

永続的な問題が原因で送信されなかったメッセー
ジの数。
このような問題は、通常、エンドポイントが期限
切れまたは無効である場合に起こります。このよ
うな問題が発生した場合、Amazon Pinpoint はメッ
セージの再配信を試行しません。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId、
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メトリクス

説明

DirectSendMessageTemporaryFailure

一時的な問題が原因で送信されなかったダイレク
トメッセージの数。
このような問題は、通常、Amazon Pinpoint サービ
スに関する内部的な問題によってメッセージの送
信が阻まれた場合に起こります。このような問題
が発生した場合、Amazon Pinpoint はメッセージの
再配信を試行しません。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId、

CampaignSendMessagePermanentFailure

永続的な問題が原因で送信されなかったキャン
ペーンメッセージの数。
このような問題は、通常、エンドポイントトーク
ンが期限切れまたは無効である場合に起こりま
す。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId、

CampaignSendMessageTemporaryFailure

一時的な問題が原因で送信されなかったキャン
ペーンメッセージの数。
このような問題は、通常、Amazon Pinpoint サービ
スに関する内部的な問題によってメッセージの送
信が阻まれた場合に起こります。このような問題
が発生した場合、Amazon Pinpoint はメッセージの
再配信を試行しません。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId、
アカウントの送信メッセージ数が調整されたため
に送信されなかったダイレクトメッセージの数。

DirectSendMessageThrottled

単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId、
アカウントの送信メッセージ数が調整されたため
に送信されなかったキャンペーンメッセージの
数。

CampaignSendMessageThrottled

単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId、
キャンペーンの実行開始から終了までの時間
(秒)。

CampaignSendMessageLatency

単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId、
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エンドポイントに関連するメトリクス
メトリクス

説明

EndpointRegistrationFailure

AWS SDK または Amazon Pinpoint API を通じて送
信されたエンドポイント登録のうち、インポート
されなかったものの数。
このような問題は、通常、着信エンドポイントレ
コードが無効である場合に起こります。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId

インポートジョブに関連するメトリクス
メトリクス

説明

ImportedEndpointFailure

インポートジョブの中で、無効なためにインポー
トできなかったエンドポイントの数。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId
何らかの理由で完了されなかったインポートジョ
ブの数。

ImportJobFailure

単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId
インポートジョブの開始から終了までの時間
(秒)。

ImportJobDuration

単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId

ワンタイムパスワードに関連するメトリック
メトリクス

説明

OTPVerificationSuccess

成功したワンタイムパスワード (OTP) の検証リク
エストの数。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId
OTP を検証する合計試行回数。

OTPVerificationAttempt

単位: [Count] (カウント)
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メトリクス

説明
ディメンション：ApplicationId
失敗した OTP 検証リクエストの総数。

OTPVerificationFailure

単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId
OTPVerificationFailureFinalAttempt

最終試行で失敗した OTP 検証リクエストの総数。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId

イベントに関連するメトリクス
メトリクス

説明

TotalEvents

Amazon Pinpoint が記録したイベントの総数。
このメトリクスには、AWS SDK または Amazon
Pinpoint API によって記録されたイベントが含まれ
ます。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId
エクスポート用のイベントストリームに正常に書
き込まれたイベントの総数。

ExportedEvents

単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId
イベントストリームへの書き込み後に発生した
エラーの総数。これらのエラーには、Amazon
Pinpoint に関連しない問題が含まれることもあり
ます。

ExportEventErrors

例えば、Kinesis Data Firehose にストリーミン
グするイベントの量がプロビジョニングされたス
ループットを超えた場合にも、このエラーが発生
します。
単位: [Count] (カウント)
ディメンション：ApplicationId、ErrorCode
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CloudWatch で Amazon Pinpoint メトリクスを表示
する
Amazon CloudWatch コンソールまたは Amazon CloudWatch APIを使用して、Amazon Pinpointのメトリ
クスをモニタリングできます。次の手順では、CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示する
方法について説明します。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示する
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。

3.
4.

[All metrics] タブで、[Pinpoint] を選択します。
表示するメトリクスのタイプを選択します。

5.

グラフに追加するメトリクスを選択します。

CloudWatch を使ってアラームを作成し、これらのメトリクスの変化に関する通知を受けることもできま
す。詳細については、Amazon Pinpoint メトリクスの CloudWatch アラームの作成 (p. 361)を参照してく
ださい。

Amazon Pinpoint メトリクスの CloudWatch アラー
ムの作成
Amazon CloudWatch では、特定のメトリクスの値が定義したしきい値の内または外にある場
合に通知を送信するアラームを作成できます。たとえば、一時的な問題のために一定数のキャ
ンペーンメッセージが送信されなかった場合に通知するアラームを作成できます。この例で
は、CampaignSendMessageTemporaryFailure メトリクスの値が指定した値より大きい場合、アラームに
より通知が送信されます。
このトピックでは、Amazon Pinpoint コンソールを使用して CloudWatch メトリクスのアラームを作成
する方法について説明します。アラームの詳細については、『Amazon CloudWatch ユーザーガイド』の
「Using Amazon CloudWatch alarms」を参照してください。

Amazon Pinpoint メトリクスのアラームを作成するには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで、[Alarms] を選択します。
[アラームの作成] を選択します。

4.
5.

[メトリクスの選択] を選択します。
[すべてのメトリクス] タブで、[Pinpoint] を選択し、アラームを作成するメトリクスのタイプを選択し
ます。使用できるメトリクスのタイプは、使用する Amazon Pinpoint 機能によって異なります。
アラームを作成する対象のメトリクスを選択し、[メトリクスの選択] を選択します。[Specify metric
and conditions] ページに、メトリクスに関するグラフや他の情報が表示されます。

6.
7.

[条件] で以下の手順を実行します。

8.

• [Threshold type] で [静的] を選択します。
• [metric が次の時] で、アラームをトリガーするためにメトリクスの値をしきい値より大きい、以
上、未満、または以下のどれにするかを指定します。次に、[than] にアラームをトリガーするしき
い値を入力します。
[Additional configuration] で、以下の手順を実行します。
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• [Datapoints to alarm] に、アラームをトリガーするためにメトリクス値がしきい値を満たす必要があ
る評価期間数 (データポイント) を入力します。
• [Missing data treatment] では、一部のデータポイントが欠落している場合のアラームの処理を選択
します。
9. [Next] を選択します。
10. [通知] で、以下の手順を実行します。
• [Whenever this alarm state is] で、[in Alarm] を選択します。
• [Select an SNS topic] で、アラーム通知を送信する [Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS)] トピックを選択または作成します。
11. [Next] を選択します。
12. 名前を入力し、必要に応じてアラームの説明を入力して [Next] を選択します。
13. [Preview and create] で、アラーム設定が正しいことを確認し、[アラームの作成] を選択します。
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Amazon Pinpoint のドキュメント履
歴
以下の表に、2018 年 12 月以降の 『Amazon Pinpoint ユーザーガイド』の各リリースにおける重要な変更
点を示します。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできま
す。
• ドキュメント最新更新日: 2022 年 8 月 1 日

変更

説明

日付

米国の通話料無料番号の登
録 (p. 363)

米国の携帯電話会社は最近ポリ
2022 年 8 月 1 日
シーを変更し、すべての通話料無
料番号 (TFN) を 2022 年 9 月 30
日までに登録することを義務付
けるようになりました。通話料無
料番号の登録の詳細については、
「」を参照してください。米国の
通話料無料番号の登録の要件とプ
ロセス。

より正確なコミュニケーショ
ン配信のための正確な旅行スケ
ジュール (p. 363)

Amazon Pinpoint では、ユーザー 2022 年 5 月 22 日
に送信されるコミュニケーショ
ンの量をお客様がコントロール
できるように、ジャーニー送信制
限を 2 つ追加しました。Amazon
Pinpoint ジャーニーは、ユーザー
のアクションや属性に基づいて
ユーザーをコミュニケーションパ
スに導くマルチステップのキャン
ペーンです。詳細については、次
を参照してください。コンタクト
センターのアクティビティを設定
する。

ジャーニーコンタクトセンター
の再評価 (p. 363)

を含む旅の行動コンタクトセン
2022 年 1 月 13 日
ターを通じて送信するアクティ
ビティが変更されました。ジャー
ニー参加者がコンタクトセンター
のアクティビティに到着すると、
そのアクティビティにつながっ
たこれまでのすべての決定が、電
話がかけられる前に再評価されま
す。詳細については、次を参照し
てください。コンタクトセンター
のアクティビティを設定する。

Safari ウェブプッシュ (p. 363)

macOS のノートパソコンおよび 2021 年 11 月 18 日
デスクトップコンピューターで
Safari ブラウザーを使用している
ユーザーに、プッシュ通知を送
信できるようになりました。
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SMS シミュレータ (p. 363)

実際の電話番号に SMS メッセー
ジを送信し、実際の成功または
失敗イベントを受信できる SMS
simulator を追加しました。

2021 年 11 月 18 日

E メールサプレッションリストの E メールサプレッションリスト
2021 年 11 月 3 日
変更 (p. 363)
は、Amazon SES コンソールで
管理でるようになりました。サ
プレッションリストの詳細につ
いては、「Managing the email
suppression list」を参照してくだ
さい。
アプリケーション内メッセージ
ング (p. 363)

キャンペーンとジャーニーを使用 2021 年 10 月 28 日
して、アプリケーション内通知を
送信します。

10DLC 企業審査会 (p. 363)

10DLC の会社登録の審査リクエ 2021 年 10 月 25 日
ストができるようになりました。
審査は、SMS スループットレー
トの向上に役立ちます。

Amazon Connect コールセンター コールセンターを経由してメッ
2021 年 9 月 27 日
の統合 (p. 363)
セージを送信するステップが
ジャーニーで設定できるようにな
りました。
インドの規制設定 (p. 363)

インドにいる受信者にメッセー
2021 年 9 月 17 日
ジを送信する場合、キャンペーン
やジャーニーでインドのローカル
ルートにエンティティ ID とテン
プレート ID の値を指定すること
ができるようになりました。

セグメント化 (p. 363)

Amazon Pinpoint では、アドバ
ンストセグメンテーション機
能を使って、ターゲット層をさ
らに絞り込むことができます。
「Building segments」を参照し
てください。

2021 年 1 月 14 日

メッセージテンプレー
ト (p. 363)

Amazon Pinpoint のメッセージ
テンプレートをカスタマイズ
するためにテンプレートヘル
パーを使用できます。「Using
template helpers to personalize
messages」を参照してくださ
い。

2020 年 11 月 16 日

ジャーニー (p. 363)

Amazon Pinpoint でイベントをト 2020 年 9 月 30 日
リガーとしたジャーニーを作成で
きるようになりました。「Create
a journey」を参照してくださ
い。

カスタム属性 (p. 363)

Amazon Pinpointは、E メール
2020 年 9 月 18 日
メッセージングテンプレートのカ
スタム属性を最大 250 個までサ
ポートするようになりました。
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インドの規制要件 (p. 363)

TRAI への登録手順が変更され
ました。「Special requirements
for sending SMS messages to
recipients in India」を参照してく
ださい。

リージョナルな可用性 (p. 363)

Amazon Pinpoint は、以下のリー 2020 年 9 月 10 日
ジョンでご利用いただけるように
なりました。アジアパシフィック
(東京) リージョン、およびカナ
ダ (中部) リージョン、およびカ
ナダ (中部) リージョン Amazon
Pinpoint SMS および音声 API
は、これらのリージョンではご利
用いただけませんのでご注意くだ
さい。

リージョナルな可用性 (p. 363)

Amazon Pinpoint がアジアパシ
2020 年 9 月 2 日
フィック (東京) リージョンでご
利用いただけるようになりまし
た。Amazon Pinpoint SMS お
よび音声 API は、これらのリー
ジョンではご利用いただけません
のでご注意ください。

共有ショートコード (p. 363)

米国の通信事業者は共有ショー
2020 年 8 月 20 日
トコードに対応しなくなりまし
た。Amazon Pinpoint から共有
ショートコードをリクエストする
ことができなくなりました。

リージョナルな可用性 (p. 363)

Amazon Pinpoint が、アジアパ
シフィック (ソウル) リージョ
ンでご利用いただけるように
なりました。このリージョンで
は、Amazon Pinpoint API を使用
して SMS メッセージを送信する
ことはできません。

2020 年 7 月 31 日

リージョナルな可用性 (p. 363)

Amazon Pinpointは、AWS
GovCloud (US) リージョンでご
利用いただけるようになりまし
た。

2020 年 4 月 30 日

カスタムチャンネル (p. 363)

キャンペーンでカスタムチャンネ 2020 年 4 月 23 日
ルを使用してメッセージを送信で
きるようになりました。

機械学習 (p. 363)

メッセージテンプレートで機械学 2020 年 3 月 4 日
習モデルを使用して、キャンペー
ンやジャーニーから送信するメッ
セージに動的な、パーソナライズ
された推奨事項を追加できるよう
になりました。

テンプレート (p. 363)

メッセージテンプレートのバー
2019 年 12 月 20 日
ジョンを作成、表示、管理できる
ようになりました。
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テンプレート (p. 363)

音声メッセージのメッセージテン 2019 年 11 月 18 日
プレートを作成、表示、管理でき
るようになりました。任意のタイ
プのメッセージテンプレートで使
用するメッセージ変数のデフォル
ト値を指定することもできます。

ジャーニー (p. 363)

Amazon Pinpoint のプロジェクト
に、ジャーニー (複数のステップ
で構成されたキャンペーンメッ
セージワークフロー) を含めるこ
とができるようになりました。

テンプレート (p. 363)

Amazon Pinpoint アカウントのす 2019 年 10 月 7 日
べてのメッセージテンプレートを
一箇所で作成、表示、管理でき
るようになりました。これらの
テンプレートは、任意の Amazon
Pinpoint プロジェクトに送信する
メッセージで使用できます。

分析 (p. 363)

E メール、プッシュ通知、または 2019年7月25日
SMS メッセージを送信するキャ
ンペーンの場合、通知されたエン
ドポイントのメトリクスは、キャ
ンペーンが 24 時間に送信された
一意のエンドポイントの数を示す
メトリクスおよびグラフに置き換
えられています。プッシュ通知を
送信するキャンペーンの場合、一
意のエンドポイントあたりのセッ
ション数および一意のエンドポ
イントあたりの販売数に関するイ
ベントカウントのメトリクスは、
キャンペーンの送信後の 24 時間
にアプリが開かれた回数および購
入された単位数を示すメトリクス
およびグラフに置き換えられてい
ます。すべての新しいメトリクス
およびチャートは、標準および
A/B テストのキャンペーンで使用
できます。

配信性能ダッシュボー
ド (p. 363)

これで、配信性能ダッシュボー
2019 年 6 月 13 日
ドに個々のキャンペーンの配信
性能が含まれようになります。ま
た、これにより、バウンス率、苦
情率、受信配置率、または IP ブ
ラックリスト率が特定の値に到達
したときに通知されるアラームを
簡単に作成することもできます。

リージョナルな可用性 (p. 363)

Amazon Pinpoint は、AWS アジ 2019 年 4 月 25 日
アパシフィック (ムンバイ) およ
びアジアパシフィック (シドニー)
リージョンでご利用いただけるよ
うになりました。
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全般設定 (p. 363)

Amazon Pinpoint コンソールを使 2019 年 1 月 10 日
用したプロジェクトの削除に関す
る情報が追加されました。

以前の更新
次の表に、2018 年 12 月以前の『Amazon Pinpoint ユーザーガイド』の各リリースにおける重要な変更点
を示します。
変更

説明

日付

リージョナルな可用性

Amazon Pinpointは、AWS 米国
西部 (オレゴン州) および欧州 (フ
ランクフルト) リージョンでご
利用いただけるようになりまし
た。

2018 年 12 月 21 日

配信性能ダッシュボード

Amazon Pinpoint には配信性能
ダッシュボードが追加されまし
た。これを使用して、 を使用し
て送信した E メールの配信に影
響を与える可能性のある問題を
特定できます。

2018 年 12 月 3 日

イベントトリガー

特定のイベントが発生したとき
にキャンペーンが送信されるよ
うに設定できるようになりまし
た。たとえば、お客様が商品を
カートに追加しても購入しない
場合は、E メールを送信できま
す。特定のイベントが発生した
ときにキャンペーンを送信する
ように設定する方法の詳細につ
いては、「ステップ 4: キャン
ペーンを送信するタイミングを
選択する (p. 163)」を参照してく
ださい。

2018 年 11 月 19 日

音声チャンネル

新しい Amazon Pinpoint 音声
チャンネルを使用して音声メッ
セージを作成し、それらのメッ
セージを電話でお客様に配信で
きます。現時点では、Amazon
Pinpoint SMS および 音声 API
を使用してのみ音声メッセージ
を送信できます。詳細について
は、「Amazon Pinpoint 音声チャ
ンネル (p. 121)」を参照してくだ
さい。

2018 年 11 月 15 日

トランザクションメール

最初にセグメントやキャンペー
ンを作成しなくても、Amazon
Pinpoint を使用して個々の受信
者に直接 E メールを送信できる
ようになりました。トランザク

2018 年 11 月 5 日
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変更

説明

日付

ションメールの送信に関する詳
細は、「Amazon Pinpoint で E
メールを送信する (p. 34)」を参
照してください。E メールチャン
ネルの設定の詳細については、
「E メール設定 (p. 321)」を参照
してください。
欧州 (アイルランド) での利用状
況

Amazon Pinpointは、AWS ヨー
ロッパ (アイルランド) リージョ
ンでご利用いただけるようにな
りました。

2018 年 10 月 25 日

新しいコンソールデザイン

Amazon Pinpoint コンソールは、
全面的に再設計され、使いやす
くなりました。また、プロジェ
クトの作成プロセスを合理化
し、AWS Mobile Hub ではなく
Amazon Pinpoint コンソールで直
接プロジェクトが作成できるよ
うになっています。

2018 年 10 月 4 日

高度なセグメント化

高度なロジックと比較も含め
た、動的なセグメントを作成す
る (p. 133)機能を追加しました。

2018 年 10 月 4 日

でのモニタリング CloudWatch

Amazon を使用できるようにな
2018 年 10 月 4 日
りました CloudWatch Amazon
Pinpoint アカウントに関連するメ
トリクスをモニタリングし、分
析するため。

分析グラフリファレンス

[Analytics] セクションに新規レ
ポートおよび更新レポートが
いくつか追加されました。各メ
トリクスに関する追加情報を示
すドキュメント (p. 232)を追加し
ました。

2018 年 12 月 6 日

テストキャンペーン

メッセージをセグメント、また
は個々の受取人のリストに送
信して、メッセージをテストす
る (p. 160)ことができるようにな
りました。

2018 年 5 月 7 日

ユーザー ID をインポートしてセ
グメントを定義する

ユーザー ID のリストを含むファ
イルをインポート (p. 140)して、
セグメントを定義します。セグ
メントにメッセージを送信する
際、想定される宛先には、ファ
イル内の各ユーザー ID に関連付
けられている各エンドポイント
が含まれます。

2018 年 5 月 7 日

368

Amazon Pinpoint ユーザーガイド
以前の更新

変更

説明

日付

自己管理型オプトアウトとダッ
シュボードのエクスポート

Amazon Pinpoint の外部で SM S 2018 年 3 月 28 日
オプトアウトを管理 (p. 347)で
きるように、SMS アカウント設
定を構成することができます。
詳細な分析のために、Amazon
Pinpoint ダッシュボードをエクス
ポート (p. 233)することもできま
す。

E メールプロジェクト作成と ID
検証

「E メールプロジェクトの作
成 (p. 25)」と「E メール送信に
使用する ID の検証 (p. 22)」に関
する情報が追加されました。

2018 年 3 月 21 日

SMS ベストプラクティス

SMS キャンペーンに関連するヒ
ントと情報が含まれるベストプ
ラクティスガイド (p. 113)を追加
しました。

2018 年 2 月 23 日

SMS ユースケースのサポートを
リクエストする

使用クォータの増加、発信元番
号の予約、送信者 ID の予約を行
う場合、AWS Support に連絡し
て SMS ユースケースのサポート
をリクエスト (p. 74)してくださ
い。

2018 年 2 月 21 日

セグメントインポートドキュメ
ント

Amazon Pinpoint は、自動的に
IAM ロールを作成できるように
なりました。

2018 年 2 月 6 日

国ごとの双方向 SMS サポート

双方向 SMS をサポートしてい
る国とリージョンをリストする
SMS チャンネルのサポートされ
ている国とリージョンのテーブ
ル (p. 96)を更新しました。

2018 年 2 月 5 日

モバイルプッシュの有効期限値

Amazon Pinpoint コンソールで、
キャンペーンのモバイルプッ
シュメッセージ (p. 157)を記述す
るときに、有効期限 (TTL) 値を
指定できます。

2017 年 22 月 12 日

Amazon S3 エクスポートドキュ
メントの削除

Amazon Pinpoint イベントデー
タを直接 Amazon S3 にエクス
ポートする機能は廃止されま
した。その代わりに、Amazon
Kinesis Data Firehose を使っ
て、Amazon S3 やAmazon
Redshift、その他の AWS など
のサービスにイベントデータを
送ることができます。詳細につ
いては、「the section called “イ
ベントデータのストリーミン
グ” (p. 254)」を参照してくださ
い。

2017 年 12 月 18 日
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セグメントインポートドキュメ
ント

「セグメントのインポー
ト (p. 140)」には、エンドポイ
ントファイルの作成方法、これ
らのファイル内で使用できる属
性、インポート用の IAM ロール
の作成方法に関する情報が含ま
れています。

2017 年 10 月 26 日

APNs トークン認証と APNs サン APNs チャンネル設
ドボックスのサポート
定 (p. 18)は、Amazon Pinpoint
がプッシュ通知用の認証トーク
ンを構築できるように .p8 署名
キーを承認します。

2017 年 9 月 27 日

APNs チャンネルを使用して、本
番稼働用の環境とサンドボック
ス環境に通知を送信します。
ADM および Baidu モバイルプッ
シュ

プロジェクトの Amazon Device
2017 年 9 月 27 日
Message と Baidu Cloud Push に
対してモバイルプッシュチャン
ネルを有効 (p. 18)にします。

Amazon Cognito ユーザープール
を使用したユーザー分析

ユーザーと認証に関する分
析 (p. 236)を有効にするに
は、Amazon Cognito ユーザー
プールを使用してユーザーのサ
インインを管理します。

2017 年 9 月 26 日

アカウント設定

コンソールで [SMS
settings (p. 325)] ページを使用し
て、すべてのプロジェクトで有
効なアカウントレベルの SMS 設
定を管理します。

2017 年 9 月 11 日

ユーザー分析

Amazon Pinpoint コンソール
のユーザーグラフ (p. 236)には、
アプリケーションの使用状況と
ユーザー認証に関するメトリク
スが表示されます。

2017 年 8 月 31 日

ダイレクト E メールメッセージ

キャンペーンを作成したり、セ
グメントをつなげたりしなくて
も、限られた対象者に E メール
メッセージを直接送信 (p. 227)で
きます。

2017 年 7 月 05 日

新しいチャンネル: E メールと
SMS

モバイルプッシュ (p. 16)チャン
ネルに加えて、Amazon Pinpoint
プロジェクトの一部として E
メール (p. 21)および SMS (p. 57)
チャンネルを有効にできます。
これらのチャンネルを有効にす
ると、E メールまたはテキスト
メッセージをキャンペーンに送
信できます。

2017 年 6 月 08 日
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直接メッセージング

キャンペーンを作成したり、セ
グメントをつなげたりしなくて
も、限られた対象者にプッシュ
通知とテキストメッセージを直
接送信 (p. 227)できます。

2017 年 6 月 08 日

収益グラフ

Amazon Pinpoint コンソールで収
益グラフ (p. 239)を表示し、アプ
リケーションによって生成され
た収益とユーザーが購入した項
目の数を確認できます。

2017 年 3 月 31 日

イベントストリーム

Amazon Pinpoint を設定してアプ
リケーションとキャンペーンイ
ベントを Kinesis ストリームに送
る (p. 254)ことができます。

2017 年 3 月 24 日

Amazon Pinpoint の一般提供

本リリースでは、Amazon
Pinpoint を導入しました。

2016 年 12 月 1 日
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