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1. アカウント生成とログイン 

下記のリンクからアカウント登録ページへアクセスし、アカウント名（メールアドレス）

とパスワードの設定を行います。 

https://x.ptengine.jp/app/signup 

 

 

トップページの「PtengineX を起動する」もしくは、下記リンクにからログインします。 

https://x.ptengine.jp/app/login 

 

https://x.ptengine.jp/app/signup
https://x.ptengine.jp/app/login


 

 

2. 基本タグの実装 

PTX は計測したいサイトに基本タグを実装することで訪問者情報などの基本データを分

析します。取り扱う基本データの一覧は下記をご参照ください。 

カテゴリ ディメンション 指標 

デフォルト 

訪問したページ 

ユーザー数 

セッション数 

PV 数 

訪問数 

訪問の種類 

入り口ページ 

参照元 URL 

参照元 Host 

キャンペーン名 

流入元 

メディア 

キーワード 

コンテンツ 

端末の種類 

OS 

OS のバージョン 

ブラウザ 

ブラウザのバージョン 

解像度 

メーカー 

国/地域 

都道府県 

特定ページの訪問とページ内要素のイベント計測は下記 PART3.2 にご参照ください。 

 



 GTM で実装 

Ptengine X を始めるために必要な基本タグの設置を Google Tag Manager（GTM）を利用

し、設置する方法をご紹介します。既にあなたのウェブサイトで GTM を実装している場

合は、GTM を利用して Ptengine X の基本タグをとても簡単に設置できるため、こちらの

方法がおススメです！ 

 

①Ptengine X にログイン後、管理画面の[データ管理]をクリックします。 

 
 

②[事前に必ずご確認ください]との文書を熟読ください。 

 
 

③[基本タグの設置]の二つの方法から[GTM に接続する]ボタンをクリックし、GTM での設

置方法を選択してください。 

※[ptengien.jp(安全ではないページ)に移動]のリンクをクリックしてください。そのあとに、

Google Tag Manager から求められる４つの権限を許可してください。 



 
 

④GTM アカウントへ接続し、該当する[GTM アカウント]と[コンテナ]を選択し、[作成して

公開する]ボタンをクリックすると、インストール成功しましたと表示されます。これで

基本タグの設置完了です！ 

 

 

‘ 



 手動で実装 

①Ptengine X にログイン後、管理画面の[データ管理]をクリックします。「基本タグ設置」

タブから基本タグのソースコードをコピーし、計測するページ内 <head> から</head>

の間に貼り付けてください。 

 

 

3. イベント計測タグの実装 

ウェブサイト上でユーザーが行動、アクションしたものをイベントとして計測します。例

えば、[購入]、[問い合わせ]、[登録]、[ログイン]やボタンのクリックなども計測できます。 

 

対象サイトの計測したい場所にタグを設定することで、独自に定義した行動アクションデ

ータを取得できます。イベント計測に取り組むことで、ユーザー行動のセグメントを強化

し、効果的なインサイトを得ることができます。 

 

Case1：ウェブページ上でのアクションを計測したい 

・[会員登録]のユーザー数を計測したい 

・[問い合わせ]、[購入]したユーザー数を計測したい 

などの多種多様なサイト内のユーザー行動を、イベントとして計測できます。 

 

また、イベントに対して識別や説明を与えることで、具体的な購入金額や、商品カテゴリ

での計測も可能です。 

 

イベント別でユーザーをセグメントし、グループとして設定することで、同じイベントを

行ったユーザーの特徴や傾向を把握できます。また、各グループに対しエンゲージ機能を



設定することで、とても簡単でユーザーにあった最適なパーソナライゼーションを実施

し、コンバージョンアップや売上向上を実現させます。 

 

3.1 実装プランの整理 

チームワークで複数タグを管理する時、一覧表の用意をお勧めします。例えばイベントタ

グを挿入したページ、計測したい要素のキャプチャー、計測タグを送信する発火タイミン

グ、取り込んだ変数、スクリプトのサンプルなどの情報を記載します。 

実装ページ 計測対象 

キャプチャー 

トリガー イベント名と 

変数名 

コードサンプル 

     

     

 

3.2 イベントタグの実装 

 GTM で実装 

① GTM にログインした後、実装プランを参照してトリガー設定の管理画面に入り、イベ

ントタグの発火するタイミングとなるトリガーを設置します。 

 

 

② 进タグ編集管理画面に入り、新規タグ生成のボタンを押して「カスタム HTML」を選

んでください。設置画面の空欄にイベントタグのスクリプトをコピー&ペーストして記入

します。 

 



 

 

 

注意ポイント 

Javascript のコードは<script> 和 </script>タグに囲まれる必要があります 



 
注意ポイント 

詳細設定を開き、タグの順序付けの設定項目に基本タグをイベントタグより先に発火する

ように設置する必要があります。 

 

 

③ 上記スクリプトの発火するタイミングとなるトリガーを選んでください。 

 

 

④設定を保存してパブリッシュ（公開）します。 

 

 手動で実装 

① Ptengine X にログインし、管理画面にある[データ管理]>>[トラッキングタグを取得]を

クリックしてします。 



 
 

② [トラッキングタグを取得]画面に入り、[イベント計測]をクリックし、計測タグをコピ

ーします。 

 

 

③ 更にユーザー行動トレンドを正確に把握したい場合、トラッキングタグでイベントラ

ベルとしての詳細情報を追加しましょう。サンプルタグのように、必要に応じてタグを計

測したい情報へ変更しましょう。 

ptengine.track('check_out', { 

    イベントラベル 1: '値', 

    イベントラベル 2: '値' 

}); 

 

④ 計測対象となるサイトへアクセスし、計測したい任意のユーザー行動の設定できます。

（例えば、登録、購入、カート入れなどのユーザーに行われた行動を計測できるボタンで

設定できます。） 

 

・対象サイトにアクセスします 



・計測したいユーザー行動の要素にイベントタグを設定します 

 

実例 1：「Login」ボタンをクリックしたユーザー行動をイベントとして計測する場合 

 

サンプルタグ 1（HTML）： 

<button onclick=" 

    ptengine.track('Login') 

">Login</button> 

 

サンプルタグ 2（JavaScript）： 

<script>  

document.getElementById('btnLogin').addEventListener('click', function (){      

    ptengine.track('Login'); 

}); 

</script> 

 

補足：トラッキングタグの設定はサイトの html ソースコードを変更することになるため、技術者の方に

設定して頂くか、弊社サポートが必要な場合はチャットなどによりお気軽にお問い合わせください。 

 

⑤ 設定完了後「データ管理」画面でイベントの詳細情報を確認できます。 

また「イベント」や「イベントラベル」機能で「…」編集ボタンをクリックすると、説明

も追加できます。 

 
 

4. ユーザ―識別タグの実装 

ユーザー識別タグを設定することで、あなたが独自に保有するユーザー属性データを取得

できる機能です。 

ユーザーセグメントを強力にし、より効果的なインサイトが得られます。例えば、[年齢]、



[性別]、[特定 ID]、[購買単価]などのデータと Ptengine X で取得したデータと統合します。  

 

例： 

・「会員」ユーザーを地域別でユーザー行動推移を分析したい 

・40 代女性ユーザーに絞って、特定商品をプッシュ通知したい 

 

このような場合は、タグの設定であなたが保有するデータと紐付けられます。またデータ

接続後ユーザー特徴別でグルーピングし、グループ単位で行動推移や傾向を分析できま

す。また属性別でユーザーに合ったパーソナライゼーションを実施し、データの価値を最

大限にさせます。 

 GTM で実装 

① GTM にログインした後、実装プランを参照してトリガー設定の管理画面に入り、ユー

ザ―識別タグの発火するタイミングとなるトリガーをまず設置します。 

 

 

② 进タグ編集管理画面に入り、新規タグ生成のボタンを押して「カスタム HTML」を選

んでください。設置画面の空欄にユーザ―識別タグのスクリプトをコピー&ペーストして

記入します。 



 

注意ポイント 

Javascript のコードは<script> 和 </script>タグに囲まれる必要があります 

 

 
注意ポイント 

詳細設定を開き、タグの順序付けの設定項目に基本タグをイベントタグより先に発火する

ように設置する必要があります。 

 

③ 上記スクリプトの発火するタイミングとなるトリガーを選んでください。 



 

 

④設定を保存してパブリッシュします。 

 

 手動で実装 

①  Ptengine X にログイン後、「データ管理」>>「トラッキングタグ取得」をクリックし

ます。 

 
 

②  [トラッキングタグ取得]>>[ユーザー識別]、ユーザー識別用のタグを[コピー]します。 



 
 

③ サンプルタグのように、ユーザーID などといったユーザー識別できるユニークな情報

を通じて紐けることができます。接続したい情報に応じてサンプルタグの内容を修正して

ください。 

ptengine.identify('ユーザー識別 ID', { 

    ユーザーラベル 1: '値', 

    ユーザーラベル 2: '値' 

}); 

 

④ 修正後のタグを計測したいサイトでのユーザー行動へ設定します。 

またユーザー識別 ID の取得できるユーザー行動で設定することをお勧めします。 

例えば、登録やログインなどのユーザー行動で設定するとか。識別 ID が取得できない行

動で設定する場合は匿名ユーザーとして計測されるため、予めご了承ください。 

 

・対象サイトにアクセスします 

・ユーザー識別 ID の取得できるユーザー行動の要素にタグを設定します 

 

実例：「ログイン」ボタンをクリックしたユーザー行動に uid を通じてメールアドレスや

ラストアクティブ日を取得したい 

<script> 

document.getElementById('btnLogin').addEventListener('click', function() { 

    ptengine.identify(document.getElementById('uid').value, { 

        email: document.getElementById('email').value, 

        last_active_date: new Date() 

    }) 

}); 

</script> 



5. タグ送信と適応性のチェック 

5.1 タグ送信チェック 

下記は Chrome の開発者ツールを利用して計測タグの送信状態をチェックするプロセス

をご紹介します。 

 

①F12 ショットカットボタンを押すもしくはメニューから開発者ツールの項目を選んで

ください。 

 

②NETWORK タブをクリックして webcollect の送信項目を選び、右側に表示する詳細内容

から TYPE を見つけることで送信したタグの種類は確認できます。 

基本タグの TPYE は page となります 

イベントタグの TYPE は track となります 

ユーザ―識別タグの TYPE は identify となります 

 



5.2 着信データの確認 

①  [Ptengine X をセットアップ]画面で[確認]メニューに入り、[確認]ボタンをクリックし

ます。 

 

 

② データが正常に計測されているが表示されます。 

データが計測されていない場合、タグが正しく設定されていない可能性がございますの

で、タグの設定状況を確認してください。また弊社サポートが必要な場合は、チャットな

どによりお気軽にお問い合わせください。 

 

5.3 ページの適応性チェック 

 SPA 対応 

通常 SPA ページのコンテンツと URL 変更は計測ツールにデフォルトで探知できない

ため、正しくユーザ―行為の分析にも影響を与えています。該当問題の対応措置とし

て内容変更する時にページ更新のタグを送信して、PTX に更新後のページ URL など

の情報を提供することによって対応します。ページ更新タグは下記にご参照ください。 



ptengine.page() 

 

GTM での設定方法 

SPA ページの基本タグを読み込んだ後に「history change」のトリガーを設置し、ペー

ジ変更の条件を満たしたら自動的にページ更新タグの送信は可能となっています。 

 

 

 

6. エンゲージ設定 

ユーザーの属性や行動に合わせて、狙ったタイミング、特定の条件で設定したコンテンツ

をポップアップし（今後はインラインやメールなどのもっと豊富な表示になる予定です）、

ひとり一人のユーザーに適したパーソナライゼーションを提供する機能です。 

 

例： 

・地域性別限定で商品/情報をプッシュしたい 

・地域性別限定で商品/情報をプッシュしたい 

・会員ユーザーの特定サービスで会員登録を促進したい 

・ユーザーのフィードバックを収集したい 

 

このようなシーンで利用できます。ターゲットユーザーを選択し、表示・停止させるタイ

ミングや表示条件を設定することで、ユーザーにあった最適なパーソナライゼーションを

提供します。 

 



6.1 ユーザーグループのプリセット 

同じ特徴や傾向を持ったユーザーを一つのグループとしてグルーピングすることで、ユー

ザーデータをグループ単位で分析や管理及び施策できる機能です。 

 

例： 

・東京地域の男性ユーザーを対象とし、ユーザー行動を分析したい 

 

 

・特定ユーザ―ID のグループを分析したい 

 

 

・CV 貢献者（購入サンクスページを訪問したユーザー）が再訪問する時にエンゲージを

実施したい 



 

 

・特定流入元から特定ページを訪問するユーザーに対しエンゲージを実施したい 

 

 

などといった場合、ユーザーをそれぞれグループ単位に分けてデータ分析や、管理するこ

とができます。またエンゲージ機能を利用することで、グループ別でパーソナライゼーシ

ョンを提供することも可能です。 

 

①管理画面の[ユーザー]機能から[グループを新規作成]をクリックします。 

※もしくはサンプルユーザーグループを定義するか、オリジナルユーザーグループから新

規作成できます。 



 
 

②[グループ名]、[条件設定]と多数フィルターをかける場合は[フィルターを追加]を設定し、

グループを保存します。（必要に応じて該当グループに［＋概要説明］から説明も追加で

きます） 

 
 

※フィルターをかけると、該当するユーザーリストが表示され、トータルユーザー数及びユーザー情報も

確認できます。 



 

 

③更に既存グループで新しい条件を追加して上書きするか、新しいグループとして保存も

可能です。 

 

・まずは既存グループを選択し、クリックすると該当グループに入ります。 

 
 

・フィルターを追加し、[グループを上書保存]か[別でこのグループを保存]ができます。 



 

6.2 素材の用意 

ユーザーグループごとにアピールしたいクリエイティブを設置する前に、ブランドガイド

ラインに従い、テキスト、イラスト、ロゴなどの要素をあらかじめご用意してください。 

6.3 クリエイティブ作成 

6.3.1 テンプレートの選定 

「ライブラリーから選択」か「基本レイアウトから選択」か、もしくは「オリジナルを作

成」を選択しクリエイティブの設定を行えます。 

 



 
 

クリエイティブをクリックし、ビジュアルモードで詳細設定へ進みます。 

 

こちらでエンゲージの内容、表示サイズ、位置、ボタンの遷移などの詳細設定を行い、選

定完了後右上の「完了」をクリックしてください。 

 
 

6.3.2 A/B テストの使用について 

クリエイティブを設定する時に A/B テストボタンをクリックして該当機能を開通したら、

トラフィックを配分し、複数のクリエイティブでユーザ―達にエンゲージすることを可能

とします。短期間で優れたクリエイティブ要素を絞り出して最適化のプロセスを加速させ

ます。A/B テストを開通するボタンを押せばコントロールグループの設定も可能です。 



 

 

6.3.3 AI クリエイティブについて 

ウェブサイト上のユーザー行動や属性データをもとにコンバージョンしやすいユーザー

の特徴を機械学習し、1 人ひとりのユーザーに合った最適なクリエイティブを自動配分し

ます。 

 
 

6.3.4 AI クリエイティブの使用について 

①AI クリエイティブは複数クリエイティブバージョンに対して自動配分を行い、従って

A/B テスト機能を先に起動してから「スマートクリエイティブ」の項目を選んでください。 



 

 

②スマートクリエイティブを始めるには、必ずエンゲージのゴール指標を設定しなければ

いけません。ゴール設定については下記 6.7 にご参照ください。 

 

③デフォルトでポップアップ型のクリエイティブを使用する時は上記 6.3.1 のテンプレー

ト選定してからコンテンツを編集することはできます。インラインモードでコンテンツを

ページ内に反映して応用する場合には Ptmind のカスタムサービス担当にクリエイティ

ブ要素（画像/テキスト/アイコンなど）をお渡して弊社のほうでいろんな設定を行います。 

 

④AI クリエイティブ各バージョンの露出、クリック及び CV 数などのレポートについては

下記 7.3 にご参照ください。 

 

6.3.5 AI クリエイティブに関する問題集 

 違うクリエイティブ素材を用意する時に要求がありますか 

⇒機械学習の精度と効果を発揮する時間の短縮には、それぞれのバージョンにすぐ見

分けができるほどの要素を使用することをお勧めします。 

 

 どうして 50 回ゴール達成してから効果を判定することはお勧めですか？クリエイテ

ィブのバージョン数に関係はありますか？ 

⇒PTX 開発チームは大量なテスト結果に基づき、AI モデルはより正確にクリエイテ

ィブとユーザー特徴の間に関連性を築き上げられる必要なゴール達成数は 50 回と判

明しました。50 回未満の状態で AI モデルの安定性は多少懸念が残ります。 

 

 AI クリエイティブ作動中にコンテンツ要素を変えることはできますか？ 

⇒できます。ただし、AI モデルの育成に影響を与えます。レポートで既存バージョン

の効果を疑う場合には、新規バージョンの追加をお勧めします。AI はパフォーマンス

のよくないバージョンを自動的に露出を減らし、パフォーマンスのいいバージョンに

配分します。 

 

 AI クリエイティブ作動中にバージョンの追加/削減する必要がありますか？ 

⇒その必要がありません。AI はパフォーマンスのよくないバージョンに露出する回数

を減らします。その代わりに該当バージョンは特定の特徴を持つユーザーに対して



CV 効果が出る可能性はありますので、手動で削除する必要はありません。 

 

 どんな状況下で AI クリエイティブを手動調整をする必要がありますか？ 

⇒AI クリエイティブ作動して長時間に渡って平均的にトラフィックを配分した場合

に、クリエイティブの差が小さくて機械学習の効果を十分に発揮できないため、手動

で調整する必要があります。 

各クリエイティブ バージョンのトラフィック配分とコンバージョン率に相違が出ま

したらパフォーマンスの悪い、トラフィックの少ないバージョンをコンテンツ調整し

たりバージョン削除しても考えられます。 

 

 AI クリエイティブを使用する時のページフリッカ―対応 

AI クリエイティブはインラインモードで表示するコンテンツをコントロールするの

で、時にはページフリッカ―現象が現れます。下記のアンチフリッカー スニペット

を追加することによって解消は可能となります。 

 

１PTX の基本タグを全サイトに貼り付ける必要がある 

２AI クリエイティブ対象サイトに、以下タグを上記基本タグの直後に張り付ける 

※全て head タグ内で直張り必要 

 

<style> 

    .pt-async-hide {opacity: 0 !important} 

</style> 

<script> 

(function (win, doc, className, dataLayer, timer) { 

    const obj = { 

        start: 1 * new Date(), 

        end: function () { 

            doc.className = doc.className.replace(RegExp(' ?' + className), ''); 

        } 

    }; 

    doc.className += ' ' + className; 

    (win[dataLayer] = win[dataLayer] || []).hide = obj; 

    setTimeout(function () { 

        obj.end(); 

        obj.end = null; 

    }, timer); 

    obj.timeout = timer; 

})(window, document.documentElement, 'pt-async-hide', '_pt_data_layer', 4000); 

</script> 

6.4 ユーザーグループの選定 

全てのユーザーもしくは、行動履歴や属性を元に特定のユーザーグループを選択してくだ

さい。 



 

6.5 トリガー設定 

全てのページもしくは特定のページでかを「表示させるページ」で設定し、ユーザーが該

当セッション内でユーザー行動と訪問の属性が、どんな条件に達したら表示させるかを

「セッション条件」で設定します。 

またいつ表示されるかを「表示させるタイミング」でといつ停止させるかを「停止させる

タイミング」で設定ができます。また、右上の「テストバージョンを作成」から A/B テス

トも設定できます。 

 

6.6 スケジュール設定 

エンゲージを配信する「開始日時」と「終了日時」を事前に設定し、制御することが可能

です。また配信曜日や時間帯に限定して配信することもでき、更にタイムゾーンの設定も

できます。 



 

6.7 ゴール設定 

イベントや URL をゴールとして、エンゲージに接触したユーザーをトラッキングし、ゴ

ールまで導いたかを評価することができます。 

 

6.8 設定を保存してパブリッシュ 

エンゲージ名を記入して「保存して閉じる」をクリックし、一度設定内容を下書きとして

保存するか、「公開する」ボタンを on にして「保存して閉じる」すると、エンゲージを配

信し始めます！ 



 
 

 

7. パフォーマンス評価と最適化 

7.1 ユーザーグループの分析 

管理画面の「ユーザ―グループ」タブから入り、該当グループ条件に満たした訪問者達の

基本データを見ることはできます。その上にフィルター条件をかけてより細かいセグメン

ト分析もできるようになります。ゴールを目指し、ユーザ―とのエンゲージ戦略をいろい

ろ試しましょう。 

 

 



7.2 エンゲージのパフォーマンス評価 

管理画面の「エンゲージ」タブから入り、運用し始めたエンゲージの表示回数、クリック

数、ゴール達成数などのパフォーマンス評価を行います。その結果に基づきクリエイティ

ブの調整により違うユーザ―グループの ROI の最大化を図りましょう。 

 

 

7.3 AI クリエイティブのパフォーマンス評価 

AI クリエイティブのレポート機能はまだ未完成なので、使用期間中に該当機能を起動す

る場合に PTX と連絡して AI クリエイティブに関するレポートの専用リンクをご用意いた

します。今後もプロダクト内に実装する予定となっております。 

 
 

AI クリエイティブレポートに下記のデータを確認することはできます。 

1、各バージョンのトラフィック配分割合 

2、各バージョンのコンバージョン率比較 



3、AI が各バージョンのコンバージョン率強化の効果 


