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Step1-1. アドエビス管理画面の構成

アドエビス管理画面の構成

管理画面へログインすると、最初に表示される画面です。

※TOP画面では、サポートセンターからのお知らせリリース情報の
ご案内が表示されます。

1

3

2

権限が付与されているタブのうち一番最初の画面が表示されます。

4

番号 ボタン 詳細説明

① ご利用中のサービス毎に画面が分かれています。
※未契約サービスのタブは、非表示もしくは選択できません。

②
各チャネル(広告経由、自然検索流入など)の計測データを複合的に確
認できます。

ユーザーを軸にした計測データが確認できます。

③

広告関連の設定や登録が行えます。
分析軸とする広告グループ1/2や媒体種別も、こちらで管理できます。

コンバージョンタグ、計測タグ、コンテンツタグの設定を行います。

タグ発行、広告関連以外の設定を行います。
システム設定など、計測するために必要な設定はこちらから行いま
す。

④

サポートサイトへリンクします。
サポートセンターへフォームからお問い合わせを行うことが可能で
す。
広告登録やタグ設定のチュートリアルを利用することができます。
（ユーザー管理やエージェント権限で追加したアカウントでは利用
できません。）
アドエビスからのお知らせを確認するためのinformationです。
マーク：未読のお知らせ
マーク：ご対応が必要なお知らせ

※ログイン画面でご確認いただけるメンテナンス情報などもこちらから再
度ご確認可能です。

※ヘルプ・お問い合わせをクリック
すると表示されます。
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Step1-2. 集計期間/表示件数

集計期間の選択方法

番号 項目名 詳細説明

① 集計期間 計測結果を確認したい集計期間を選択してください。
最大1年間分の選択が可能です。

①アドエビスの管理画面上部にて、集計期間の選択ができるようになっています。

② をクリックします。

表示件数選択可能な画面

ADエビス：直接効果測定、間接効果測定、コンバージョン属性
SEOエビス：直接効果測定、コンバージョン属性

表示件数の選択方法

アドエビスの計測結果閲覧の際、下記画面では1ページあたりの表示件数が選択できます。

表示しきれない場合、ページ
送りになります。

1

番号 項目名 詳細説明

① 表示件数 一画面に表示するデータ件数を指定します。
10/50/100/250/500/1000のいずれかより選択可能です。

1
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Step1-3. 検索条件指定

検索条件指定の操作方法

① をクリックします。

番号 検索項目 説明

① 対象コンバージョン CtrlキーもしくはShiftキーを押しながらクリックすると複数選択で
きます。

② 広告グループ1 CtrlキーもしくはShiftキーを押しながらクリックすると複数選択で
きます。
※500件まで複数選択が可能です。

③ 広告グループ2

④ 媒体種別

⑤ 広告ID カンマ区切りで複数選択できます。

⑥ 広告名 検索一致条件を下記から選択できます。
「～を含む」「～を含まない」「完全一致」「～で始まる」

⑦ 備考 検索一致条件を下記から選択できます。
「～を含む」「～を含まない」「完全一致」「～で始まる」

⑧ 出稿期間 日付を8桁の数字で入力してください。
(例)2011/6/20 → 201106020

⑨ リンク先URL 検索一致条件を下記から選択できます。
「～を含む」「～を含まない」「完全一致」「～で始まる」

⑩
表示回数／クリック数／流
入回数／売上総額／CPA ※直接効果測定のみ

CTR／CVR 数値のみ（小数2桁まで）検索可能です。※直接効果測定のみ

10

７
８
９

※[詳細検索条件]の絞り込み項目は、
確認しようとしている画面によって
異なります。

２

３

４

５
６

１

②検索条件を指定し をクリックします。
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Step1-4. 検索条件保存/デバイス別分析

検索条件保存が表示件数選択可能な画面

ADエビス：概況、直接効果測定、間接効果測定、地域別集計、期間別集計、コンバージョン属性
LPOエビス： a/bテスト、エリアターゲティング、期間別集計
SEOエビス：直接効果測定、期間別集計、コンバージョン属性
すべてのチャネル：チャネル別集計、コンバージョン属性、コンバージョンフロー

検索条件保存の指定方法

①検索条件指定ボタンをクリックし、
検索条件を指定してから、検索ボタ
ンをクリックします。

②検索条件保存ボタンをクリックすると、検索条
件保存ポップアップが表示されます。任意の検索
条件名を入力し、保存ボタンを押します。
※検索条件名は15文字まで入力可能です。

③検索条件を選択するリストに検索条件が追加さ
れます。
※検索条件は20件まで登録可能です。

関連サポートページ

かんたん検索条件を登録する
https://support.ebis.ne.jp/search_service/13
84/

検索条件保存の呼び出し方・検索条件のクリア方法

検索条件保存の呼び出し方
プルダウンボックスをクリックし、呼び出
したい検索条件を選択します。選択したら、
検索ボタンをクリックしてください。

検索条件のクリア方法
検索を行うとクリアボタンが表示されます。
「こちらをクリック」を押すと、検索条件がク
リアされます。

https://support.ebis.ne.jp/search_service/1384/
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Step1-4. 検索条件保存/デバイス別分析

検索条件保存の例

確認する頻度が多い検索条件を登録すると、検索条件を指定する手間が省けて便利です。

登録した条件で検索された
データが表示されます。

登録しておいたかんたん
検索条件を選択し、[検索]

をクリックすると

デバイス別分析結果が表示可能な画面

ADエビス：概況、直接効果測定、間接効果測定、地域別分析、期間別集計

デバイス別分析機能の操作方法

ADエビスの下記画面では、デバイス別の成果が表示できます。

デバイス「非表示」状態

デバイス「表示」状態：[デバイス]列が表示され、デバイス別の成果が確認できます。



ADエビス基本操作
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Step2-1. 概況

確認できるデータ：グループ軸ごとの成果

計測データを、グループ軸ごとに集計したデータが確認できます。

概況画面の構成 (グラフエリア)

4

5

2

3

1

3

番号 機能名 詳細説明

① 表示カテゴリ選択
グラフで表示するカテゴリが選択できます。
「媒体種別/広告グループ1/広告グループ2」より、5つまで選択可能
です。

② 指標選択

グラフに表示する指標が選択できます。以下より6つ選択します。

クリック数/全体CV/全体CVR/間接効果合計/再配分CV/初回広告/流
入回数/表示回数/平均PV/直帰数/CTR/直帰率/ROAS/総PV/総滞在
時間/平均滞在時間/広告コスト/CPC/TCPA/売上総額

③ グラフダウンロード 管理画面の各グラフを、画像形式(PNG/JPEG/SVG)でダウンロード
することができます。

④ 比較期間 画面上で表示している成果と、比較したい期間を指定します。

⑤ 2期間の変化割合 画面上で表示している成果が、比較期間の成果と比べてどの程度増
減したかが確認できます。
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Step2-1. 概況

確認できるデータ：グループ軸ごとの成果

計測データを、グループ軸ごとに集計したデータが確認できます。

概況画面の構成 (データエリア)

5

7

6
グループ軸

各指標

2 31

4

8

番号 機能名 詳細説明

① CSVダウンロード データ一覧をCSV形式でダウンロードすることができます。
検索されている場合は、検索後のデータ一覧を出力します。

② Excelダウンロード データ一覧をExcel形式でダウンロードすることができます。
検索されている場合は、検索後のデータ一覧を出力します。

③ 表示項目設定 各画面でのデータ項目の表示/非表示の設定や、データのソート設定ができます。

④ 表示項目 データ項目です。項目名をクリックすることで昇順/降順のソートができます。

⑤ 概況データ一覧 直接効果で集計された結果を閲覧できます。

⑥ AD連携機能

クリック数、個別CV、全体CVのデータにカーソルを合わせることで、連携機能を使
用できます。
・間接効果測定
・地域別分析
・期間別集計
・コンバージョン属性

⑦ LOG連携機能

クリック数、個別CV、全体CVのデータにカーソルを合わせることで、連携機能を使
用できます。
・検索ワード
・経路分析
・個別追跡
※LOGエビスのご利用が必須です。

⑧ 更新時間
データが更新された時間を表示します。
追加機能やサービスをご利用の場合は、各機能・サービスの更新時間もあわせて表
示されます。

全機能共通

全機能共通

全機能共通

全機能共通
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Step2-1. 概況

概況画面で取得できる指標一覧

用語 説明

表示回数 広告が表示された回数です。リスティング連携機能をご利用の場合や、手動で[広告管理>表示回数
/広告コスト管理]から広告の表示回数を登録されている場合に表示されます。

クリック数 広告がクリックされた回数を表示します。

流入回数 広告を経由して、タグを読み込んだセッションユーザー数を表示します。
※LOGエビスのご利用が必須です。

CTR 表示回数に対するクリック数の割合を示します。「クリック数÷表示回数×100」で算出されます。

総PV 広告をクリックしたユーザーのページビュー数の合計を表示します。
※LOGエビスのご利用が必須です。

平均PV
セッションユーザーあたりの平均ページビューを表示します。「総PV÷クリック数」で算出されま
す。
※LOGエビスのご利用が必須です。

直帰数 広告をクリックした後に1ページだけページを読み込んで、離脱したユーザーの数を表示します。
※LOGエビスのご利用が必須です。

直帰率 直帰したユーザーの数の割合を表示します。「流入回数÷直帰数×100」で算出されます。
※LOGエビスのご利用が必須です。

総滞在時間 広告から流入したユーザーがサイトに滞在した時間の総計です。
※LOGエビスのご利用が必須です。

平均滞在時間
広告から流入したユーザーの平均滞在時間です。「総滞在時間÷流入回数(直帰数を除く)」で算出
されます。
※LOGエビスのご利用が必須です。

個別CV 対象の広告から発生した、直接効果に該当するコンバージョンの数を表示します。

個別CVR クリック数に対するコンバージョンの割合です。「個別CV÷クリック数×100」で算出した値を小
数点第3位で四捨五入した数値を表示します。

全体CV 各個別CVの合計値を表示します。

全体CVR 「全体CV÷クリック数×100」で算出した値を小数点第3位で四捨五入した数値を表示します。

間接効果 2～以前 間接的にコンバージョンに寄与した回数を表示します。「以前」には、間接効果6～10の合計を表
示します。

間接効果合計 間接効果 2～10の合計を表示します。

初回広告 ユーザーが最初に接触した広告です。

再配分CV 直接効果のCV数だけでなく、間接効果の貢献度を加味して算出した指標を表示しています。

広告コスト 広告に対して支払った金額です。リスティング連携機能をご利用の場合や、手動で[広告管理>表示
回数/広告コスト管理]から広告の表示回数を登録されている場合に表示されます。

CPC 1クリック獲得するのに要したコストです。「広告コスト÷クリック数」で算出されます。

CPA コンバージョンした１ユーザーを獲得するのに要したコストです。「広告コスト÷CV数」で算出さ
れます。

TCPA 間接効果を加味して算出したCPA(TCPA)です。「広告コスト÷再配分CV」で算出されます。

売上総額 コンバージョン時に計上される売上合計金額を表示します。
※売上総額を取得するには、コンバージョン属性情報の取得設定が別途必要です。

ROAS 広告費用対効果のことです。広告費用1円あたりの売上を表します。「売上総額÷広告コスト
×100」で算出されます。

TROAS 再配分CVに基づいた費用対効果です。広告費用1円あたりの売上を表します。
「（売上金額×再配分CVの合計）÷広告コスト×100」で算出されます。
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Step2-2. 直接効果測定

確認できるデータ：広告単位の成果

計測データを、広告ごとに集計したデータが確認できます。

直接効果測定画面の構成

番号 機能名 詳細説明

① CSVダウンロード データ一覧をCSV形式でダウンロードすることができます。
検索されている場合は、検索後のデータ一覧を出力します。

② Excelダウンロード データ一覧をExcel形式でダウンロードすることができます。
検索されている場合は、検索後のデータ一覧を出力します。

③ カスタムレポート 表示項目を選択して、独自のレポート作成ができます。効果測定画面では表示され
ない訪問者数と訪問率が項目選択できます。

④ 定期レポート レポートする項目を選択して、定期的に配信するレポートを設定できます。
⑤ 表示項目設定 各画面でのデータ項目の表示/非表示の設定や、データのソート設定ができます。
⑥ 表示項目 データ項目です。項目名をクリックすることで昇順/降順のソートができます。
⑦ 直接効果データ一覧 直接効果で集計された結果を閲覧できます。

⑧ AD連携機能
クリック数、個別CV、全体CVのデータにカーソルを合わせることで、連携機能を使
用できます。
間接効果測定／地域別分析／期間別集計／コンバージョン属性

⑨ LOG連携機能
クリック数、個別CV、全体CVのデータにカーソルを合わせることで、連携機能を使
用できます。
検索ワード／経路分析／個別追跡
※LOGエビスのご利用が必須です。

⑩ 更新時間
データが更新された時間を表示します。
追加機能やサービスをご利用の場合は、各機能・サービスの更新時間もあわせて表
示されます。

全機能共通

全機能共通

全機能共通

全機能共通

広告

各指標

2 31 4 5

7 8

9

6

10
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Step2-2. 直接効果測定

直接効果画面で取得できる指標一覧

用語 説明

表示回数 広告が実際に出稿媒体側に表示された回数を表示します。

クリック数 広告がクリックされた回数を表示します。

流入回数 広告を経由して、タグを読み込んだセッションユーザー数を表示します。

CTR 表示回数に対するクリック数の割合を示します。「クリック数÷表示回数×100」で算出されます。

総PV 広告をクリックしたユーザーが訪問したページ数の合計を表示します。

平均PV 1人あたりの平均ページビューを表示します。「総PV÷クリック数」で算出されます。

直帰数 1ページだけページを読み込んで、離脱したセッションユーザーの数を表示します。

直帰率 全セッションユーザーのうち、1ページだけページを読み込んで、離脱したユーザーの数の割合を表示します。

総滞在時間 セッションユーザーがページに滞在している時間の総計を表示します。

平均滞在時間 ある広告を経由したユーザーの総滞在時間を、流入回数(直帰数を除く)で割った時間を表示します。

個別CV 広告をクリックしたユーザーのうち、コンバージョン登録したページに訪問したユーザー数を表示します。

個別CVR 「個別CV÷クリック数」で算出した値を小数点第3位で四捨五入した数値を表示します。

全体CV 各個別CVの合計値を表示します。

全体CVR 「全体CV÷クリック数」で算出した値を小数点第3位で四捨五入した数値を表示します。

再配分CV 直接効果のCV数だけでなく、間接効果の貢献度を加味して算出した指標を表示しています。

広告コスト 広告に対して支払った金額です。※広告コストを取得するには表示回数/広告コスト管理より設定する必要があ
ります。

CPC 1クリック獲得するのに要したコストです。「広告コスト÷クリック数」で算出されます。

CPA コンバージョンした１ユーザーを獲得するのに要したコストです。「広告コスト÷CV数」で算出されます。

TCPA 間接効果を加味して算出したCPA(TCPA)です。「広告コスト÷再配分CV」で算出されます。

売上総額 コンバージョン時に計上される売上合計金額を表示します。
※売上総額を取得するには、コンバージョン属性情報の取得設定が別途必要です。

ROAS 広告費用対効果のことです。広告費用1円あたりの売上を表します。「売上総額÷広告コスト×100」で算出さ
れます。

TROAS 再配分CVに基づいた費用対効果です。広告費用1円あたりの売上を表します。
「（売上金額×再配分CVの合計）÷広告コスト×100」で算出されます。

【活用】サイトジャンル別のおすすめ指標

サイトジャンル 指標 理由

単品通販 CPA 単品通販の場合、商品の単価はどれも同じになるため、いかに安く多くの購入件数を獲得
できたかをみるためCPAがよい。

総合通販 ROAS（TROAS） 総合通販の場合、1回あたりの購入金額が異なり、効率よく売上を上げるために、コスト1
円当たりの売上高をみるために、ROASまたはTROASがよい。

不動産 直帰率/平均PV
不動産の場合、資料請求などのコンバージョンは多く獲得しづらい傾向にある。そのため、
CVやCPAの獲得ではなく、直帰率や平均PVがよい。
※直帰率、平均PVを確認する場合、LOGエビスのご利用が必須です。

ブランドサイト 平均PV/平均滞在時間
ブランドサイトの場合、成果地点がないことが多いため、どれだけサイト内を回遊させた
かみるため、平均PV／平均滞在時間がよい。
※平均PV、平均滞在時間を確認する場合、LOGエビスのご利用が必須です。
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Step2-3. 間接効果測定

間接効果と初回接触

ユーザーがコンバージョンに至るまでに接触する広告は一つとは限りません。ほとんどの場合、
何度か広告に接触したり、検索してからコンバージョンに至ります。
そのため、コンバージョンに至る直前にクリックされた広告の効果を「直接効果」とし、それ以
前にクリックされていた広告、いわゆるコンバージョンをアシストした効果を「間接効果」や
「初回広告」と言います。

ユーザーの
行動

CV Google

最後に接触した
広告

直接効果

2回目に接触
した広告

間接効果2

Yahoo

初回接触広告

間接効果3/初回広告

確認できるデータ：広告ごとの間接効果

コンバージョンに対して、間接的に貢献した広告のデータが確認できます。

間接効果測定画面の見方

間接効果測定の画面では、直間比率を使って分析を行います。

直間比率
直接効果と間接効果の
どちらに効果があるか
を示している。

直間比率において、
「直接」の割合が大き
い場合は、コンバー
ジョンさせるのに強い
広告という評価。

直間比率において、
「間接」の割合が大き
い場合は、アシスト
（認知）させるのに強
い広告という評価。

直間比率において、
数値が入っておらず、
クリックがカウントさ
れている広告は何の効
果もなかった広告とい
う評価。

関連サポートページ
[画面の見方]ADエビス_間接効果測定画面について
https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/6611/

https://support.ebis.ne.jp/search_service/service-adebis/6611/
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Step2-3. 間接効果測定

よくある質問・・・間接効果の「２～10、以前」ってなんですか？

コンバージョンのラストクリック以前に接触した広告が、どのタイミングで接触されたかを表示
しています。「以前」は6回目から10回目の数値を合計したものとなります。詳しくは、下記
【例】で図解をもってご紹介します。

【例】あるユーザーがコンバージョンまでに10個の広告に接触していた場合

CV
直接

広告
A

間接2

広告
B

間接3

広告
C

間接4

広告
D

間接5

広告
E

間接6

広告
F

間接7

広告
G

間接8

広告
H

間接9

広告
I

間接10

広告
J

上記の場合、
--------------------------------------------------------------------------------------------
広告Aは、コンバージョンのときに経由された広告のため、直接効果に１ポイント
広告Bは、コンバージョンの2つ前に経由された広告のため、間接効果2に1ポイント
広告Cは、コンバージョンの3つ前に経由された広告のため、間接効果3に1ポイント
広告Dは、コンバージョンの4つ前に経由された広告のため、間接効果4に1ポイント
広告Eは、コンバージョンの5つ前に経由された広告のため、間接効果5に1ポイント
広告Fは、コンバージョンの6つ前に経由された広告のため、間接効果6に1ポイント
広告Gは、コンバージョンの7つ前に経由された広告のため、間接効果7に1ポイント
広告Hは、コンバージョンの8つ前に経由された広告のため、間接効果8に1ポイント
広告Iは、コンバージョンの9つ前に経由された広告のため、間接効果9に1ポイント
広告Jは、コンバージョンの10個前に経由された広告のため、間接効果10に1ポイント
--------------------------------------------------------------------------------------------
という集計になります。

※アドエビスは、広告経由の履歴を10個前までもっており、[以前]には、間接効果6～10の合計数が集計されます。
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補足 再配分コンバージョン/TCPA

再配分コンバージョン

ユーザーが、初回広告からコンバージョンに至るまでの間接効果も評価するために、接触した広
告に対してコンバージョンを割り振って評価する指標を「再配分コンバージョン」と言います。

初回接触

記事広告 CV
間接効果

Google Yahoo!

直接効果
広告接触回数は3回

1CV ÷ それを発生させるために必要とした広告接触回数
広告名 再配分コンバージョン数 トータルコンバージョン単価（TCPA）
Yahoo! 1/3件

広告コスト÷再配分コンバージョン数Google 1/3件
記事広告 1/3件

例えば、下記の図のように、従来のコンバージョンのみの評価の場合、Logicadは評価されませ
んが、再配分CVによって貢献度がわかります。もし、従来のコンバージョンのみの評価により
Logicadを出稿停止と判断していたら、AさんとBさんのコンバージョンは発生しなかった可能性
があります。

Aさん

1/3CV

CV
1/3CV1/3CV

記事広告 Yahoo!

Bさん

記事広告

CV

Cさん 1/2CV1/2CV

Google Google

CV
1/3CV1/3CV1/3CV

記事広告 Google Yahoo!

Aさん

広告名 予算 計算方法
再配分

CV
モデル

従来
CV

モデル

Yahoo! 1,000円 1/3+1/3 0.66件 2件

Google 1,000円 1/3+1/2
+1/2 1.33件 1件

記事広告 1,000円 1/3+1/3
+1/3 1件 出稿停止

このように再配分CVを行うと、本当は初回接触や間接効果として貢献していた広告においても評
価することが可能です。

TCPA(Total CPA)

広告コストを再配分コンバージョンで割ることで、初回接触や間接効果を踏まえて算出した成果
単価のことを表します。TCPAで評価する事で、間接的にCVに関与した広告に対しても正当に評
価できます。

広告名 予算 CV数 CPA
広告A 1,000円 2件 500円
広告B 1,000円 1件 1,000円
広告C 1,000円 0件 出稿停止対象

再配分CV TCPA（均等配分）
0.66件 1,500円
1.33件 750円

1件 1,000円

Total CPA＝広告コスト÷再配分CV件数CPA＝広告コスト÷(ラストクリック)CV件数
CPA評価 TCPA評価

CPAで評価したときとTCPAで評価した場合、結果が逆転することがあります。
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Step2-4. コンバージョン属性

コンバージョン属性

コンバージョンしたユーザーの属性情報（会員番号や売上金額等のステータス）を取得すること
が可能です。コンバージョンしたユーザーが、どのようなキーワードや、広告を経由してきたの
かを確認することで、ユーザの態度変容を可視化することができます。

女性？男性？

いくら買ったの？

確認できるデータ：コンバージョン軸ごとの成果

コンバージョンごとに「どんなユーザー」が「どの広告を経由」してコンバージョンをしたかを
見ることができます。

コンバージョン属性画面の見方
コンバージョン属性の項目は、サイトごとに自由に項目を取得できます。分析を考えて属性取得
を行いましょう。

例：通販

1 2 4 6 11 12 13

14 15 16

アドエビス管理画面の左から右に行くほど、コンバージョンに近づいていく接触履歴が確認できます。

A001234 AB15 tokyo 44
3 5 7 8 9 10

番号 項目（例） 項目詳細

① コンバージョン時間 対象のユーザーがコンバージョンした時間です。

② コンバージョン名 対象のユーザーが至ったコンバージョン名です。

③ ユーザー名 コンバージョン属性情報としてユーザーの会員番号を取得されている場合、会員番号が表示されます。コンバージョン属性情報の取
得方法はこちらをご覧ください。

④ 売上金額 コンバージョン属性情報として売上金額を取得されている場合、売上金額が表示されます。

⑤ 項目1（例：注文番号） 購入時の注文番号を取得すると、どの広告からどんな商品が売れているか集計することができます。

⑥ 項目2（例：数量） １購入だけでなく、複数商品を買ってもらえる広告を評価することが可能です。

⑦ 項目3（例：都道府県） ユーザーの都道府県を取得すると、どの地域からのコンバージョンが多いか確認いただけます。

⑧ 項目4（例：性別） 男性、女性という性別ごとに認知させる広告やコンバージョンさせる広告の違いを見ることができます。

⑨ 項目5（例：年齢） 購入するユーザーの年齢を集計し、広告毎の平均年齢を割り出すことが可能です。

⑩ 潜伏期間 コンバージョンしたユーザーが、広告を最初にクリックしてからコンバージョンに至るまでにかかった時間です。

⑪ 接触回数 ユーザーが初回広告に接触してからコンバージョンに至るまでに接触した広告の数です。

⑫ デバイス アドエビスで判別したPC/スマートフォン/タブレットを見ることができます。

⑬ ユーザーID アドエビス上で振られたユーザーID（※ユーザーが異なるデバイスでアクセスした場合は別IDが振られます。）

⑭ 直接効果 コンバージョンさせた広告情報として、クリック時間／流入時間、媒体種別、広告グループ1、広告グループ2、広告ID、広告名を確
認できます。

⑮ 間接効果 コンバージョンへアシストした広告情報として、クリック時間／流入時間、媒体種別、広告グループ1、広告グループ2、広告ID、広
告名を確認できます。

⑯ 初回接触 初回接触した広告情報として、クリック時間／流入時間、媒体種別、広告グループ1、広告グループ2、広告ID、広告名を確認できま
す。
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Step2-5. 期間別集計

確認できるデータ：時間軸ごとの成果

計測したデータを、日別・月別・曜日別・時間帯別に集計したデータが確認できます。

期間別集計画面の構成

番号 機能名 詳細説明
① 集計軸タブ 閲覧するデータの集計軸を切り替えることができます。

② 指標設定

表示させたい指標を任意で指定することができます。

[第1指標]
クリック数/全体CV/全体CVR/広告コスト/表示回数/CPA/売上総額/ROAS/CPC

[第2指標]
CV/全体CV/全体CVR/広告コスト/表示回数/CPA/売上総額/ROAS/CPC

③ 指標設定 この個所で指定した期間の数値と、管理画面上部の集計期間(「※」部分)の数値を比較することができま
す。

④ 期間別集計データグラフ表示 指定した指標で、期間別に集計した結果を閲覧できます。

2 3

1

4

※

関連サポートページ
[画面の見方]期間別集計画面について
https://support.ebis.ne.jp/information/7583/

https://support.ebis.ne.jp/information/7583/
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Step2-5. 期間別集計

期間別集計画面の見方

閲覧したい集計軸
のタブをクリック

クリックが多く、コ
ンバージョンが少な
い非効率な時間

コンバージョンが多
いが、広告の出稿が
追い付いていない時

間

アドエビスの期間別集計は、日別だけでなく、時間帯別／曜日別でも集計できるので、配信コン
トロールできるような広告（リスティングやメルマガ）の運用に活用できる。
クリックとコンバージョンで差が出ているところが改善の狙い目！

[ 活用 ] 時間別・曜日別でユーザーの行動を見る

時間帯別分析（通販業種の方におすすめ）

曜日別分析（不動産などにおすすめ）

例えば・・・
午前中～16時までが、売れにくい時間帯。
これはユーザーが商品を検討（探している）
段階だと思われる。

逆に17時以降は売れる時間帯になる。
その為、昼間のCPCは下げ、その分の費用を
夜の売れる時間帯に充てるkことで更に
コンバージョンの増加などが考えられる。

例えば・・・
平日はコンバージョンしにくい。
これは、不動産などの高額な商品に関しては、
仕事があり、時間の無い平日に、
コンバージョンが起きにくいと思われる。

逆に休日はコンバージョンしやすい。
休日に家族で話合った結果、資料請求/
物件見学などの申込を行うユーザーが
多いなどの要因が考えられる。
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Step2-6. 地域別分析/クロス集計

地域別分析画面で確認できるデータ：地域別の成果

計測データを、地域別に集計したデータが確認できます。

クロス集計画面で確認できるデータ：見たいデータ軸の成果

地域別分析画面の見方

クロス集計画面の見方

※IPアドレスをもとに地域を判定しているため、都道府県を判定できない場合や、スマートフォン・モバイルから
のアクセスは「不明」として計測結果を表示します。

項目名 項目詳細

① 指標設定

表示させたい指標を任意で
指定することができます。
・クリック数
・総PV
・直帰数
・直帰率
・全体CV
・広告コスト
・CPC
・CPA
・売上総額

1

計測データを、選択した軸で集計したデータが確認できます。直接効果測定や期間別集計などで
は実現できない集計を行うことが可能です。

1

22

縦軸・横軸・集計値のプルダウンから項目を選
択します。

をクリックします。

1

22

項目名 項目詳細

① 集計条件指定

集計を行う縦軸と横軸の項目を指定し
ます。各軸において選択できる項目は
下記の通りです。
■縦軸
▼広告軸
・広告グループ１
・広告グループ２
・媒体種別
・広告名

▼時間軸
・日付
・曜日

▼サイト内軸
・平均PV

■横軸
▼広告軸
・広告グループ１
・広告グループ２
・媒体種別
・広告名

▼時間軸
・日付
・曜日

▼サイト内軸
・平均PV

■集計値
・クリック数
・コンバージョン
・コンバージョンレート

② 集計ボタン
「集計」ボタンをクリックすると、
CSVファイルをダウンロードすること
ができます。



すべてのチャネル基本操作
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Step3-1. すべてのチャネル

すべてのチャネル画面

全流入チャネルを統合管理できる画面です。すべてのチャネル画面では、以下のチャネル種別名
で表示されます。
※ご利用いただいているサービスによって、集計対象のチャネル種別は異なります。

チャネル種別名 定義

広告
広告ビュー 広告を見た人(インプレッション)の成果を表示します。

※ViewThruエビスのご利用が必須です。
広告クリック 広告クリックによる成果を表示します。

自然検索 - 自然検索による成果を表示します。

外部リンク - 他サイトから流入した場合の成果を表示します。
※LOGエビスのご利用が必須です。

ダイレクト - 直接流入による成果を表示します。
※LOGエビスのご利用が必須です。

サイトコンテンツ - 計測対象ページのPVがコンバージョンに貢献したかどうか確認できます。
※LOGエビスのご利用が必須です。

すべてのチャネル（共通）

1 3

4

2

番号 機能名 項目詳細

① チャネルの絞り込み検索 チャネル種別や媒体種別などで検索条件を指定し、表示内容を絞り込むことができます。

② 表示項目の切替 各画面でのデータ項目の表示/非表示の設定や、データのソート設定ができます。

③ 検索条件保存 検索条件の保存機能が利用できます。

④ クロスデバイス クロスデバイスユーザーの表示を切り替えることができます。
※ご契約内容によっては表示されません。
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Step3-2. チャネル別集計

確認できるデータ：チャネルごとの成果

チャネルごとに発生した成果が確認できます。

チャネル別集計画面の見方

チャネル種別

各指標

【活用】すべてのチャネルで媒体別の成果を見る

複数の流入チャネル計測データを、さまざまな軸で確認できるのがすべてのチャネル画面の強み
です。
粒度(広告を分析するための単位)と指標との組み合わせを変えることで、様々なデータを確認す
ることができます。粒度を指定する場合は、「表示項目の切替」から指定をすることが可能です。

粒度 指標

上記の場合、広告グループ1に「配信手法」を登録しています。
つまり、全流入チャネルの計測データを媒体種別/検索エンジン × 配信手法という粒度で分析で
きます。
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Step3-2. チャネル別集計

チャネル別集計画面で取得できる指標一覧

用語 説明

チャネル種別 どのチャネルからの流入なのかを表示します。

ランディングページ
ドメイン

流入元のチャネルが「自然検索」「外部リンク」「ダイレクト」の場合、取得できたランディングページのドメインを
表示します。
※SEOエビスまたはLOGエビスのご利用が必須です。

ランディングページ
URL

流入元のチャネルが「自然検索」「外部リンク」「ダイレクト」の場合、取得できたランディングページのURLを表示
します。
※SEOエビスまたはLOGエビスのご利用が必須です。

表示回数 ViewThruエビスで計測した「表示回数」、もしくはリスティング連携機能によって反映された「表示回数」、
手動で登録した「表示回数」を表示します。

クリック/流入回数 ADエビスで計測した「クリック数」もしくはSEOエビスで計測した「自然流入数」を表示します。

CTR 表示回数に対するクリック数の割合を示します。「クリック数÷表示回数×100」で算出されます。

UU 計測対象サイトへの流入者数(ユニークユーザー数)の合計です。

セッション数 計測対象サイトへの訪問回数(セッション数)です。
※LOGエビスのご利用が必須です。

総PV 計測対象となるページが読み込まれた回数(ページビュー数)の合計を表示します。
※LOGエビスのご利用が必須です。

平均PV 1セッションあたりの平均ページビュー数を表示します。「総PV÷セッション数」で算出されます。
※LOGエビスのご利用が必須です。

直帰数 セッションのページビュー数が「1」だった数を表示します。
※LOGエビスのご利用が必須です。

直帰率 全セッションに対する直帰数の割合です。「直帰数÷セッション数×100」で算出されます。
※LOGエビスのご利用が必須です。

総滞在時間 セッションの開始から終了までの時間を表示します。
※LOGエビスのご利用が必須です。

平均滞在時間 直帰数を除いた、1セッションあたりの平均滞在時間です。「総滞在時間÷(セッション数－直帰数)」で算出されます。
※LOGエビスのご利用が必須です。

CV/CVR 該当のコンバージョンポイントで発生したコンバージョンした数です。/クリックに対するコンバージョンの割合です。
「CV数÷クリック数×100」で算出されます。

CV合計 各コンバージョンポイントのコンバージョンの合計です。

全体CVR 全体コンバージョンから算出したコンバージョン率です。

CVUU コンバージョンしたユーザーのユニークユーザー数です。

間接効果 間接的にコンバージョンに寄与した回数です。

初回接触 ユーザーが最初に接触した回数です。一番初めにユーザーに興味、関心を持たせたチャネルとして評価することができ
ます。

再配分CV 直接効果だけでなく、間接効果の貢献度も加味して算出した指標を表示しています。

広告コスト 広告に対して支払った金額です。
※広告コストを取得するには、表示回数/広告コスト管理より設定する必要があります。

CPC 1クリックを獲得するのに要したコストです。「広告コスト÷クリック数」で算出されます。

CPA コンバージョンした１ユーザーを獲得するのに要したコストです。「広告コスト÷CV数」で算出されます。

TCPA 間接効果を加味して算出したCPA(TCPA)です。「広告コスト÷再配分CV」で算出されます。

売上総額 コンバージョン時に計上される売上合計金額を表示します。
※売上総額を取得するには、コンバージョン属性情報の取得設定が別途必要です。

再配分売上総額 コンバージョン1件毎に[売上金額×再配分CV]にて算出した再配分売上金額の合計です。

ROAS 広告費用対効果のことです。広告費用1円あたりの売上を表します。「売上総額÷広告コスト×100」で算出されます。

TROAS 間接効果を加味した広告の費用対効果です。（売上金額×再配分CVの合計）÷広告コスト×100で算出されます。
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Step3-3. コンバージョン属性/フロー

コンバージョン属性画面で確認できるデータ：コンバージョン軸ごとの成果(全流入チャネル)

全流入チャネルの計測データをコンバージョン軸ごとに集計したデータが確認できます。コン
バージョンしたユーザーごとに経由したチャネル(広告経由、外部リンクなど)の確認が可能です。

コンバージョン属性画面の見方

コンバージョン単位の履歴
コンバージョンまでの接触履歴属性

アドエビス管理画面の左から右に行くほど、
コンバージョンに近づいていく接触履歴が確認できます。

コンバージョンフロー画面で確認できるデータ：広告やチャネルを組み合わせた成果

広告(媒体)やチャネルを組み合わせたデータが確認できます。
コンバージョンしやすい媒体の組み合わせや、平均売上金額が高いチャネルの組み合わせなどが
把握できます。
コンバージョンフローの粒度を指定する場合は、[表示項目の切替]から指定をすることが可能で
す。

コンバージョンフロー画面の見方

コンバージョン数が多い順

コンバージョンまでの接触履歴属性 各指標

アドエビス管理画面の左から右に行くほど、コンバージョンに
近づいていく接触履歴が確認できます。

指標 説明

CV数 該当のコンバージョンフローでコンバージョンに至った回数です。

CVUU 該当のフローでコンバージョンしたユーザーのユニークユーザー数です。

売上総額 フロー別の売上金額の合計です。

平均売上金額 フロー別の売上総額÷コンバージョン数で算出した平均の売上金額です。

平均潜伏期間 ユーザーが、初回接触してからコンバージョンに至るまでにかかった時間です。

平均接触回数 ユーザーが、初回に接触してからコンバージョンに至るまでに接触した履歴の数です。

コンバージョンフロー画面で見れる指標



FAQ
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Step4-1. よくあるご質問

計測したデータの更新頻度が知りたいです。

計測データの更新頻度は、各サービス画面によって異なります。

サービス画面 更新頻度

ADエビス／LPOエビス クリックやコンバージョンから約10分～60分後

すべてのチャネル／ユーザー分析 クリックやコンバージョンから約30分～90分後

SEOエビス／LOGエビス 翌日の午前中

いつまでのデータが反映されたかは、管理画面の右下でご確認いただけます。

計測データは、いつまで保有されていますか？

計測データの保有期間は、2年間です。また、LOGエビスページの遷移元・遷移先、訪問者検索な
どの個別情報に関しては半年間、もしくは10,000,000PVまでです。
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Step4-1. よくあるご質問

表示回数や広告コストをアドエビスの管理画面に表示させ、CPC/CPAなど複数媒
体を統合的に分析することはできますか？

計測データは、ADエビスの概況画面で表示されるコンバージョンの表示順の変更
はできますか？頻繁に確認したいコンバージョンを左に寄せて表示させたいです。

「設定＞システム設定＞表示関連」より、「CV表示順」にてコンバージョンの表示順を設定する
ことができます。「選択可能項目」にて表示させたいコンバージョン属性を選択し、「表示項
目」へ移動させることで表示させることができます。

＜対象画面＞
ADエビス：概況、直接効果測定、期間別集計
SEOエビス：概況、直接効果測定、期間別集計
すべてのチャネル：チャネル別集計

広告毎に広告コスト、表示回数を手動でご登録いただけます。それによって、アドエビスの管理
画面上でCPC/CPAなど表示させることができ、統合的に計測値を分析頂くことができます。
※リスティング連携をご利用いただいている場合は、広告コスト、表示回数を媒体から自動取得します。
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Step4-1. よくあるご質問

再配分コンバージョンのモデルを変更したいのですが、変更の仕方を教えてくださ
い。

再配分コンバージョンモデルの初期値は均等配分が選択されています。自社の施策の状況や分析
したい内容に応じて、モデルの変更を行っていただくことが可能です。
設定箇所は、「設定＞システム設定＞再配分CVモデル設定」より設定することができます。

集計モデル 説明

均等配分 直接効果/間接効果/初回接触を均等に評価します。

初回接触重視 初回接触の貢献度を80%、その他の接触の貢献度を20%で評価します。

ラスト接触重視 直接効果の貢献度を80%、その他の接触の貢献度を20%で評価します。

初回/ラスト重視 初回接触と直接効果の貢献度を各40%、その他の接触の貢献度を20%で評価します。

カスタム どの接触の貢献度を何%にするか、任意の数値が自由に設定できます。

広告グループ名やコンバージョン属性の項目名を変更したいです。

「設定＞システム設定＞表示関連」より、「ラベル設定」にて広告グループ名とコンバージョン
属性の項目名を変更することが可能です。
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https://support.ebis.ne.jp/サポートサイト

support@ebis.ne.jpメールアドレス

お問い合わせ

アドエビスについてのご不明点･ご質問などございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

https://support.ebis.ne.jp/
mailto:support@ebis.ne.jp
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