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iOS 15は、iOS 11以降、ASOエキスパートにとって最も重要な更新

の1つになります。 この更新により、Appleは、プロダクトページの

関連性と効果を高めるためのより多くの方法を開発者に提供するこ

とができるようになります。 このガイドでは、以下をご紹介いたし

ます=

U ASOに影響を与える新機能の詳細な説3

U これらの更新が非常に重要である理�

U これらの機能がGoogle Playとどのように異なる�

U 準備方法に関するステップごとのチェックリスト

iOS 15チェックリスト
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カスタムプロダクトページ
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どのような設定？



アプリ開発者は、プロダクトページのバリ

エーションを最大35まで作成できます。各

バリエーション (カスタムプロダクトページ 

) には、固有のプレビュー動画、スクリーン

ショット、およびプロモーション用テキス

トを含めることができます。



カスタムプロダクトページには、App Store 

(検索結果またはトップチャート ) から直接

アクセスすることはできませんが、その代

わり、広告主は一意のURLを介してこれらの

カスタムプロダクトページにトラフィック

を誘導できます。



なぜ必要？



カスタムプロダクトページは、多種多様な

機能やコンテンツを異なるユーザーセグメ

ントに紹介することを目的としています。

広告マネージャーは、これらを使用して、

広告キャンペーンのコンテンツをApp Store

でのエクスペリエンスとより適切にマッチ

させることができるようになります。

Appleは、カスタムプロダクトページを導

入することにより、プロダクトページの関

連性を高め、最終的にコンバージョンを向

上させるための適切なツールを広告主に提

供したいと考えています。




新しい食料品配達サービスの宣伝を目的と
する食品配達アプリでは、コア製品の利点
よりも、新しい食料品配達サービスの利点
を強調するカスタムプロダクトページを作
成できます。 

ダウンロード数を増やすことを目的とする
音楽ストリーミングアプリでは、新しい
ユーザーセグメントをターゲットにした広
告キャンペーンを作成できます。 キャン
ペーンの関連性を高めるために、新しい
ターゲットオーディエンスに人気のある
アーティストをフィーチャーしたカスタム
プロダクトページを作成できます。 

ユーザーを再び惹きつけたいゲームでは、
新しいキャラクターやストーリー、または
最新の機能を備えたカスタムプロダクト
ページを作成できます。



レストラン予約アプリでは、地元の最も人
気のあるレストランをフィーチャーした、
主要国ごとに異なるカスタムプロダクト
ページを作成できます。
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I Google Playのカスタムストアリストで

は、さらなるカスタマイズが可能です。

スクリーンショットやビデオを変更する

だけでなく、アプリ開発者は、タイト

ル、説明、アイコン、フィーチャーグラ

フィックなどをカスタマイズすることも

できますB

I 現時点では、Google Playでは最大5つ

のカスタムストアリストしか許可されて

いません。Appleは、アプリ開発者が最

大35のカスタムプロダクトページを作成

できるようになると発表しました。


これはGoogle Playのカスタムストアのリストと
どう違うのですか？

I Appleのカスタムプロダクトページに

は、App Storeの外から、一意のURLを

介してのみアクセスできます。一方、

Googleのカスタムストアのリストに

は、ストア内からアクセスできます。そ

れらは、場所 (国 ) またはインストール

状態に基づいてユーザーに表示されま

すB

I Googleでは、カスタムストアのリスト

でA/Bテストの実験を実施できます。今

のところ、Appleはこのオプションを提

供していません。


カスタムプロダクトページは非常に強力な機能であり、アプリ業界で多くの話

題を呼んでいます。 ただし、現時点では、Facebookなどの広告主は、アプリ

キャンペーンを作成するときにカスタムURLを追加するオプションを許可して

いません。それでも、広告主はサードパーティの広告ネットワーク、Apple 

Search Ads、インフルエンサー、その他のWebリンクと連携して、より関連性

の高いエクスペリエンスをターゲットオーディエンスに提供できます。

I アプリ開発者は、App Store Connectで

カスタムプロダクトページを作成できる

ようになりますB

I カスタムプロダクトページは完全にロー

カライズ可能になります。


I アプリの新しいバージョン全体を送信す

る必要はなく、カスタムプロダクトペー

ジだけを送信してレビューすることがで

きますB

I 広告主は、カスタムプロダクトページご

とに、インプレッション、ダウンロー

ド、コンバージョン率、および保持デー

タと収益を表示できます。


どのようにして？
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アプリが提供するリッチコンテンツと魅力的な機能、そしてそれ

らを強調する方法を検討してください。

ユーザー調査を実施して、ユーザーセグメントと、ゲームをイン

ストールする主な動機を特定します。

デフォルトのプロダクトページのクリエイティブを最も受け入れ

にくいセグメントとチャネルに優先順位を付けて確定します。

すべてのマーケティングチームと定期的に同期して、カスタムプ

ロダクトページを必要とするイニシアチブにフラグを立てます。 

カスタムプロダクトページを作成する前に、目標を設定し、はっ

きりした目的を認識してください。

ローカリゼーションやスケーラビリティなどの設計コストに基づ

いて、資産の生産に優先順位を付けます

チェックリスト



プロダクトページの最適化
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どのような設定？



AppleはついにA/Bテスト機能をリリースし

ます。これにより、アプリ開発者は、デ

フォルトのプロダクトページ処理を最大3つ

まで作成して、アプリアイコン、スクリー

ンショット、プレビュー動画をテストでき

るようになります。


なぜ必要？



プロダクトページの最適化の目的は、どの

メッセージがターゲットオーディエンスに

最も共鳴するかをテストすることにより、

アプリ開発者がデフォルトのプロダクト

ページをさらに効果的にするのを支援する

ことです。カスタムプロダクトページは、

ストア外の広告キャンペーンのコンバー

ジョンを改善することを目的としています

が、プロダクトページの最適化は、オーガ

ニックトラフィック (App Storeの検索や参

照によってデフォルトのプロダクトページ

にアクセスするユーザー ) のエクスペリエン

スを改善することを目的としています。

9:419:41
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= アプリ開発者は、テストごとに、App 

Store Connectで最大3つまでの異なる処

理を作成できます6

= プロダクトページの最適化はすべてのロ

ケールで利用可能になります。つまり、

アプリ開発者は、ローカライズされたプ

ロダクトページのテストを作成できるよ

うになります。さまざまな処理が、その

ロケールのユーザーにのみ表示されま

す。`

= 多種多様なアイコンをテストする場合、

それらのアイコン (異なるすべてのサイ

ズを含む ) をアプリのバイナリに追加す

る必要があります。`

= すべての処理をレビュー用に提出する必

要があります。スクリーンショットまた

はプレビュー動画のみを含む処理は、ア

プリの更新とは関わりなく、レビューの

ために送信できます。さまざまなアイコ

ンを含む処理は、それらのアイコンをア

プリのバイナリに追加する必要があるた

め、アプリの更新と一緒に送信しなけれ

ばなりません。


= テストは最長90日間実行できます6

= アプリ開発者は、デフォルトのプロダク

トページで処理を受けるオーディアンス

の割合を選択できます6

= Appleは、さまざまな処理のパフォーマ

ンスを監視するため、App Analyticsの

インプレッション、ダウンロード、コン

バージョン、改善に関するデータを提供

します6

= ある特定の処理がより適切に変換される

場合、アプリ開発者はその処理をアプリ

のデフォルトページに適用することがで

きます。 


 


どのようにして？

= Google Playの実験では、アプリ開発者

は、アイコン、スクリーンショット、ビ

デオのほか、簡単な説明と詳しい説明を

テストすることができます。


= アプリ開発者は、Google Playで最大5つ

の実験を同時に実行できるため、異なるロ

ケールでさまざまな実験を作成できます。

現時点では、アプリ開発者がApp Storeで

実行できるテストの数は不明です。 

これはGoogle Playの実験とどう違うのですか
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カテゴリ内のベストプラクティスを調査します。ヒン
ト：AppTweakのタイムライン機能を使用して、競合他
社のA/Bテストをスパイできます。

さまざまな仮説を定義し、目標を特定します。 

すでにGoogle Playの実験を使用している場合は、プ
レーヤーの違いに基づいて、異なる結果をもたらす可能
性が最も高い仮説はどれかを検討します。

テストを慎重に計画し、同時に1つの仮説のみをテスト
して、最も正確な結果を取得します。

アイコンをテストする際にはアプリの新しいバージョン
をリリースする必要があるため、テストカレンダーをリ
リーススケジュールに合わせます。

すべての利害関係者とテストプロトコルを検証します。

ローカリゼーションやスケーラビリティなどの設計コス
トに基づいて、資産の生産に優先順位を付けます。

チェックリスト
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競合他社のA / Bテストをスパイする



プロダクトページの最適化はiOSではまだ利用できませんが、Google Playでは以前から使

用されています。AppTweakには、Google Playにおける競合他社のA/Bテスト戦略に関する

独自の洞察があり、iOSでの戦略の通知に使用できます。



iOS 15で新しく活用できるAppTweakの機能


メタデータのタイムライン



競合他社がA/Bテストを実施している時期と

その期間を確認します。

A/Bテストバリアント



競合他社がテストしているさまざまなバリ
アントをすべて参照してください。




どのような設定？



アプリ開発者は、イベントカードを作成して、

タイムリーなアプリ内イベントをApp Store内

で直接宣伝できます。 



各イベントカードはApp Store全体に表示さ

れ、カードにはイベント名、イベントの簡単な

説明、画像またはビデオが含まれます。ユー

ザーは、イベントに参加するためにアプリ内購

入またはサブスクリプションが必要かどうかな

ど、イベントに関する詳細情報が記載されたイ

ベント詳細ページをタップスルーできます。

ユーザーはイベント開始時にこのページから送

信される通知を受け取り、他のユーザーとイベ

ントを共有するようにオプトインすることもで

きます。 



アプリ開発者は、イベントページのURLを使用

して、メール、ソーシャルメディア、その他の

方法でイベントを宣伝することもできます。


App 内イベント

11

9:41
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なぜ必要？



アプリ内イベントは、アプリ開発者がアプリやゲームを宣伝し、現在のユーザーのエンゲー

ジメントを高めるために新しいタイムリーなコンテンツをユーザーに提供するための手段で

す。



イベントカードは次の場所に表示されます(

- appをすでにインストールしたユーザーのスクリーンショットの上と、まだインストー

ルしていないユーザーのスクリーンショットの下にあるappのプロダクトページ(

- appをすでにダウンロードしたユーザーの場合は、スクリーンショットではなく、検索

結果の中。ある特定のイベントを検索しているユーザーの場合、イベントカードはapp

の横にある検索結果の中に表示されます(

- [今日]、[ゲーム]、[アプリ] タブの編集コレクションと厳選されたコレクションの中。
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@ [今日] タブで紹介される今後のイベント

は、新しいiOS 15 App Storeウィジェッ

トにも表示されます。H

@ アプリ開発者は最大10件のイベントを作

成できますが、App Storeで同時に公開

できるのは5件のイベントのみですt

@ 可能なイベント継続時間は15分から31

日までで、開始日の14日前から宣伝する

ことができますt

@ イベントは、アプリの新バージョンとは

別に、レビューのために送信する必要が

ありますt

@ アプリ開発者は、App Analyticsでイベ

ントのパフォーマンスを測定できるよう

になります。 

@ アプリ開発者は、App Store Connectでイベ

ントページを作成できるようになります。ア

プリ開発者は、イベントのメタデータ (名

前、簡単な説明、画像またはビデオ、および

イベント詳細ページの詳しい説明 ) と、開始

日や終了日、イベントをApp Storeに表示す

る必要がある日付、イベントに参加できる地

域、費用、アプリ内の適切な場所にユーザー

を誘導するためのディープリンクなど、イベ

ントの詳細を提供する必要がありますt

@ ユーザーは[検索] タブで特定のイベントを検

索できるため、アプリ名で使用されている

キーワードに索引が付けられます。簡単な説

明で使用されているキーワードが索引付けさ

れるかどうかはまだわかりません。

どのようにして？
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今後のLiveOpsのリストを、Appleが発表したイベント

タイプと相互参照します。

新機能とコンテンツのリリースについてプロダクトチー

ムと同期します。

さまざまなイベントトピックについてキーワード調査を

実施して、イベントカードのメタデータを準備します。 

イベント開始日の2週間以上前に当該イベントを登録す

ることを忘れないでください。そうすれば、イベントが

始まる前に予想を立てることができます。

チェックリスト


