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部品番号: F17242-01

Copyright c 2017, 2019, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved

原本著者: Adaptive Intelligent Apps情報開発

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものと
し、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合
もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複
写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示すること
はできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互
換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいた
しかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソ
フトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されま
す。

U.S. GOVERNMENT END USERS:Oracle programs, including any operating system, integrated software, any
programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are
"commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific
supplemental regulations.As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs,
including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or
documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.No other
rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために
開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的
傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていませ
ん。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用
するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使
用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用
したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いか
ねます。

OracleおよびJavaはOracleおよびその関連企業の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標
または登録商標である場合があります。

Intel、Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンス
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をもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMDロ
ゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The
Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービ
スへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様
とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関
連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいた
しません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle
Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用に
よって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

このドキュメントで使用されている事業所名は架空のものであり、現在または過去に実在する実際の
会社を特定するためのものではありません。
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1. Adaptive Intelligent Commerce and Marketingの使用
2. 

はじめに
ここでは、アプリケーションとこのガイドを使用する際に役立つ情報ソースについて説明します。

Oracle Cloud Applicationsのガイド
Oracle Applicationsのガイドを探すには、Oracle Help Center (http://docs.oracle.com/)にアクセスしてくだ
さい。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社のアクセシビリティに関する詳細は、Oracle Accessibility ProgramのWebサイ
トhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docaccを参照してください。

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳
細情報はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=infoか、聴覚に障害のあるお客様
はhttp://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trsを参照してください。
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1. Adaptive Intelligent Commerce and Marketingの使用
2. 概要

1概要
Adaptive Intelligent Commerce and Marketingへようこそ
Adaptive intelligenceは、意思決定科学と機械学習を組み合せて、マーケティング・オーケストレー
ションとコマース・パフォーマンスを最適化します。機械学習は徐々に進化するため、推奨やオ
ファーは継続的に適切なものになっていきます。次の2つのインプットによって適応が進められま
す。

コンシューマによるリアルタイムの決定と応答

Oracle Data CloudおよびOracle Marketing Cloudからの大量のデータの継続的な収集

場合によっては、我々人間から機械に対して提供する必要がある大切な情報があることがあります。
そのため、マネージャやアナリストなどのビジネス・ユーザーは、アプリケーションの監督制御を使
用することで、Adaptive intelligenceのモデルに影響を与えることができます。要約を次に示します。

監督制御 使用方法
コマース・オブジェクトの
強化または制約

個々の製品、カテゴリ、ブランドまたはプロモーションを推奨する可
能性を増減します。

プログラム・パスの強化ま
たは制約

コンシューマがマーケティング・プログラムの異なるパスでルーティ
ングされる可能性を増減させます。

コマース・ポリシーの設定 最低価格、最少在庫およびブランド独占のポリシーを設定します。
ヒント: 初めて接続する場合は、監督制御を使用する前に、コンシューマからの応答を学習するため
に、リフト分析用のコントロール・グループを作成してください。

この画像は、オファーおよびオーケストレーションを提供するためのAdaptive intelligenceへのデー
タ・フィードの高レベルなフローを示しています。
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すべてのコンシューマ・データは匿名化されて保護されており、アプリケーションで共有または公開
されることはありません。

アクセシビリティ
アプリケーションで作業する間、スクリーン・リーダーなどの支援技術製品を使用できます。マウス
の代わりにキーボードを使用することもできます。この表は、Oracle Adaptive Intelligent Apps for
CXでサポートされているアクセシビリティ機能を示しています。

機能 摘要

ズーム ブラウザのズーム機能を使用すると、コンテンツまたは機能を失うことなく、最大
で200%までテキストのサイズを変更できます。

コントラ
スト

大きなスケールのテキスト、および大きなスケールのテキストのイメージのコントラスト
比は、3:1以上です。その他のテキストおよびテキスト・イメージのコントラスト比
は、4.5:1以上です。
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スクリー
ン・リー
ダー

スクリーン・リーダーを使用できます。有効化するために特別なモードは必要ありませ
ん。

タイミン
グ調整可
能

アプリケーションからタイムアウトする場合は、Oracle Identity Cloud Service管理者がセッ
ションの有効期間を延長できます。
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前 次 このコンテンツを正しく表示するには、JavaScriptを有効にする必要があります

1. Adaptive Intelligent Commerce and Marketingの使用
2. 概要

2コマース・インサイトおよびリフト分析

概要
インサイト・ページを使用して、推奨のパフォーマンスと応答したコンシューマについての情報を確認
します。製品、ブランドおよびカテゴリごとに、選択した期間内に行われたオファーの数を確認し、受
入率を分析します。

このスクリーンショットは、推奨製品とプロモーションを表示しているインサイト・ページ
を示しています。

リフト分析ページを使用して、Adaptive Intelligenceのモデルが購買率にどのように影響しているかを確
認します。Adaptive intelligenceのオファーを受け取らないコンシューマのコントロール・グループと、
それ以外のコンシューマの間の購買のリフト率を分析および比較できます。

このスクリーンショットは、全体的なリフト率を示し、2つのグループ間で購買率を比較したものです。
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詳細には、オファーを受け取ったまたはクリックしたコンシューマ数、カートに追加したコンシューマ
数、オファーされた製品を購入したコンシューマ数が含まれます。

推奨および受入
コンシューマが推奨に応答すると、アプリケーションはその応答をリアルタイムに解釈、記録および
フィードバックして、継続的な機械学習を強化します。オブジェクトのタイプと実際の応答に応じて、
インサイト・ページには、次のように受入数が表示されます。
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この表では、インサイト・ページで受入がどのように示されるかについて、もう少し詳しく説明しま
す。

オブジェクト 受入アクション 受入内容
製品 購買 推奨後2日以内の製品の購買
プロモーション 購買に向けた使用推奨後2日以内の購買に向けたプロモーションの申込

表示できるその他のメトリックは、オファーを受け取ったコンシューマの数、オファーをクリックした
コンシューマの数、推奨製品をカートに追加したコンシューマの数です。ただし、受入として記録され
るアクションは製品購買と、購買におけるプロモーションの使用のみです。

ヒント: 応答と製品の購買が誰によって行われたかの情報を得るには、製品とプロモーションの詳細ペー
ジに移動します。ドリルダウンすると、Oracle Data Cloudで収集されたコンシューマ情報を表示できま
す。

リフト分析
リフト分析を使用して、推奨がコンシューマによる購買率にどのように影響するかを確認します。オ
ファー・グループ(Adaptive intelligenceを使用するグループ)に含めるサイト訪問者の割合を設定できま
す。コントロール・グループは、リフト分析がアクティブな間にオファーを受け取らないコンシューマ
の、ランダムに選択されたサブセットです。データ収集時に、2つのグループ間でのクリック数、カート
追加数および購買数の相対数を比較できます。

リフトの最上位のメジャー（測定）は、オファー・グループとコントロール・グループの購買率の差で
す。購買率は、サイト訪問者の内、1回以上購入した人の割合です。

リフト分析を開始する手順は、次のとおりです。

1. インサイト・ページの「コマース」タブで、リフト分析の開始をクリックします。

10



2. オファー・グループとしてランダムに選択するサイト訪問者の割合を選択します。

残りの割合の訪問者が、コントロール・グループとされ、比較に使用されます。

3. リフト分析の期間の開始日と終了日を入力します。

ヒント: リフト分析がすでに進行中になっている場合は、開始日を変更できません。期間が無期限
の場合、終了日は空白のままにします。終了日を設定する場合、後で編集して期間を延長したり、
現在の日付時点で終了したりできます。終了日は過去の日付に変更できません。

4. 「作成」をクリックします。

最近のリフト分析またはすでに進行中のリフト分析を表示または編集するには、リフト分析の表示をク
リックします。リフト分析を新規に開始することはできますが、前のリフト分析のすべてのデータが削
除されます。

リフト分析に応答が表示されるまでには、時間がかかる場合があります。たとえば、データが1時間ごと
に更新される場合、次回の毎時更新の1時間後まで、変更内容は表示されません。オファー・グループが
小さい場合や、サイト訪問者が少ない場合、応答は非常に小さくなることがあります。

比率とグループ

リフト分析の初期ステージでは、コンシューマ数の初期結果が誤解を招くものになる可能性がありま
す。たとえば、オファー・グループが50%で、サイト訪問者が4人だった場合、各グループの訪問者
は2人になることが予測されます。しかし、各グループに属する個人をランダムに選択する計算では、コ
ンシューマ数を数えて単純に分割するわけではありません。かわりに、一方のグループまたは他方のグ
ループに組み入れられる可能性が、比率によって制御されます。したがって、この例では、一方のグ
ループに4人のコンシューマが含まれ、他方には誰も含まれていません。サイトにアクセスするコン
シューマが増えると、コンシューマとグループの割当は期待どおりに正規化されます。

強化と制約がリフト分析に与える影響
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リフト分析が長期間進行中の場合は、個々の製品、ブランドまたはプロモーションに対して行うすべて
の調整が、リフト分析の結果に影響していきます。最初の内は、オファー・グループやコントロール群
に強化や制約を意図した個別の調整を適用しないでおけば、Adaptive intelligentの推奨アルゴリズムのみ
を使用している間の実際の応答を確認することができます。

リフト分析時には、強化や制約を使用しないことがベスト・プラクティスになります。そのようなこと
が避けられない場合は、個別の調整をいつ行ったかを追跡して、レスポンスに予期しない変化が生じた
場合に説明できるようにします。
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1. Adaptive Intelligent Commerce and Marketingの使用
2. 概要

3コマースの監督制御

概要
監督制御ページを使用して、カテゴリ、ブランド、製品またはプロモーションが推奨される可能性を
増減させます。現在表示されている複数のオブジェクトに変更を適用することも、すべてのオブジェ
クトをデフォルトの推奨にリセットすることもできます。

次の図に、監督制御ページの2つのカテゴリ(オファーなしに設定されたカテゴリと、デフォルト設定
のカテゴリ)を示します。

推奨の調整について
スライダを強化または制約の方向に移動することで、製品およびプロモーションの推奨の頻度を調整
できます。強化では頻度が2倍になるのに対して、制約では頻度が半分に減少します。また、特定の
製品やプロモーションをオファーしないように選択することもできます。これにより、強化や制約の
設定と、ポリシー設定はすべて上書きされます。

次の図は、推奨の可能性を強化または制約するためのスライダと、オファーなしのオプションを示し
ます。
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推奨を調整するたびに、変更を適用する必要があります。すべての変更をリセットすると、すべての
製品およびプロモーションに対する強化、制約、およびオファーなしの選択内容がデフォルト値にリ
セットされます。

様々なレベルでの調整

カテゴリ、ブランドまたは個々の製品レベルで、製品推奨を調整できます。カテゴリ・レベルで調整
する場合、変更はそのカテゴリのすべての製品に適用されます。ブランド・レベルでの調整について
も同様で、該当するブランドのすべての製品に変更が適用されます。個々の製品に対する調整は、そ
の製品のみに影響します。

強化と制約の設定と、機能の仕組みの詳細は、ポリシーの推奨への影響を参照してください。

プロモーションおよび優先度

推奨プロモーションの調整には、他の要因が推奨に影響することの考慮が必要です。たとえば、プロ
モーションに制約をかけても、コンシューマが引き続きそのプロモーションを受け取る可能性があり
ます。これは、コンシューマがその製品をカートに追加したためです。

別の例として、同じ製品に対して複数のプロモーションが推奨されている場合があります。プロモー
ションにどの製品が関連付けられているかに関わらず、また、プロモーションの強化や制約に関係な
く、優先度の高いプロモーションが最初に表示されます。たとえば、優先度が低く設定されているプ
ロモーションを強化した場合でも、コンシューマには優先度の高いプロモーションのみが適用される
可能性があります。プロモーションの優先度は、コマース・アプリケーションで確認することができ
ます。

監督制御の例
強化と制約は、オファー・エンジンによってすでに提案されたデフォルトの頻度を上書きして、推奨
の頻度を手動で制御することを意味します。在庫や価格のしきい値、および、ブランド独占のための
ポリシー設定などの監督制御を使用したデフォルト推奨の上書きは、特別な状況でのみ実行する必要
があります。

たとえば、正しく証明された市場調査に基づいて製品を強化して、コンシューマがその製品を購入し
た場合、オファー・エンジンは、強化が有効であったと認識し、推奨の配信を続行します。ただし、
市場調査が正しくなく、コンシューマが製品を購入しない場合は、強化が行われたままだとしても、
オファー・エンジンの学習により、製品の推奨の頻度は低下します。強化は技術的には有効なままで
すが、製品購買のベースの確度は大幅に減るため、強化が適用される前よりも推奨される頻度が低く
なる可能性があります。
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オファー・エンジンが把握していない重要な情報の一部がわかっているという特別な状況でのみ、監
督制御を適用することがベスト・プラクティスになります。次に、この特別な状況の例を示します。

新規製品または製品ライン

コンシューマの間で人気が出そうと市場調査で提案された新しい製品または製品ラインをあなたが追
加したとします。初期の認知度を上げるため、この製品を強化します。推奨を強化すると、過去の購
入率の高い既存の製品よりも、その製品の表示確率が上がる可能性が高まります。

新規マーケティング・キャンペーン

関連品目を1つ購入すると、製品の品目を1つ無料でもらえるという新しいプロモーションがあるとし
ます。この新しいプロモーションで得られる節約により、両方の製品が消費者にとってさらに魅力的
になり、最終的にはそれぞれの購買率が向上することが、経験と調査からわかっています。プロモー
ションと、必要に応じて、プロモーションに関連付けられている製品を強化します。

在庫過多

なんらかの理由により、ある製品が在庫過多になっています。競合製品をオファーしないように設定
すると、在庫が多い製品の推奨が増えます。

在庫過少

もうすぐ在庫切れになる可能性がある品目がいくつかあります。在庫切れになる可能性がある品目の
購買を防ぐために、指定した数よりも在庫が少ない製品がオファーされないようにする、在庫しきい
値ポリシーを作成します。

在庫の変更

マーケティング・アプローチを最近変更し、価格の高い品目を強調しそれに注力することにしまし
た。価格の低い品目が推奨されないようにするために、指定した価格より安い品目に対するオファー
を除外する価格ポリシーを作成します。

季節性

もうすぐ新学期が始まるため、新学期向けの個別の品目の販売を増す計画です。学校が始まる前
の4週間、選択した製品を強化し、その後それらをデフォルト値にリセットします。

回収済製品

製品に欠陥があり、コンシューマにオファーされないようにしたい製品があります。欠陥が修復され
てその製品が補充されるまで、該当する製品に対してオファーなしのオプションを設定します。これ
により、その製品に対するすべての推奨が停止されます。

プロモーション・タイプ
強化と制約ページで、プロモーション・タイプごとにプロモーションをフィルタ処理できます。アプ
リケーションに表示されるプロモーションは、それらが作成および管理されたコマース・アプリケー
ションからインポートされます。データ・インポートでサポートされている品目プロモーションに
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は、品目割引(の取得)タイプと、1つ買うと1つ無料タイプがあります。これらの2つのタイプは、次の
表に示すように、4つの異なる価格割引のいずれかになります。

プロモーショ
ン・タイプ 使用方法 割引例

割引額 当初価格からの価格割引。
$5オフ

ブーツを購入すると、靴下が$5オフ

パーセント割
引 当初価格からのパーセント割引。

10%オフ

ブーツを購入すると、2足目が50%オフ

固定価格 当初価格から割引された新しい価格。
今なら$19.99

ブーツを購入すると、高級靴下が1足$5

無料 無料(通常、他のオファーとひも付けさ
れている)

$75を超えると送料無料

購入で無料サンプル

ブーツを購入すると、高級靴下が1足無料
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前 次 このコンテンツを正しく表示するには、JavaScriptを有効にする必要があります

1. Adaptive Intelligent Commerce and Marketingの使用
2. 概要

4マーケティングの監督制御

プログラムのスイッチとパスの確認方法
監督制御を使用して、Adaptive intelligenceスイッチを含むOracle Responsysのプログラムを確認しま
す。このトピックでは、監督制御を使用して実行できるタスクについて簡単に説明します。

このスクリーンショットに示すように、プログラムのリストをステータスおよび摘要とともに「プロ
グラム」ページ上に表示できます。

プログラムの詳細

プログラムをクリックすると、プログラムの詳細を表示できます。

このスクリーンショットは、プログラムの詳細を含むページを示しています。すべてのスイッチおよ
びスイッチに関連付けられたパスが表示されます。
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ページで実行できるタスクのいくつかを次に示します。

プログラムのスイッチとパスに関する情報を確認します。

パスをすでに通過したコンシューマの数およびパスを通過すると予測されたコンシューマの数
を示すグラフを確認します。

「スケール」リストから時間範囲を選択して、グラフのスケールを調整できます。時間範囲オ
プションのリストを次に示します。

スケール時間範囲
日 過去12時間、現在の時間および次の12時間
週 過去3日間、現在の日および次の3日間
月 過去4週間、現在の週およびすべての将来の予測
年 過去12か月、現在の月およびすべての将来の予測

組織の要件に基づいて、パスを無効にするか、パスを強化または制約します。

パスの強化、制約または無効化
プログラムの詳細ページのスイッチのパスは、強化または制約によって調整できます。あるパスには
コンシューマをルーティングしないようにする場合は、パスを無効にすることもできます。パスを無
効にすると、強化と制約の設定は上書きされます。
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パスを強化または制約する手順は、次のとおりです。

1. スライダを移動して、このパスでコンシューマをルーティングする頻度を調整します。

このスクリーンショットは、パスを強化または制約するスライダが表示されたサンプル・パス
を示しています。

2. 「適用」をクリックします。

パスを無効にする手順は、次のとおりです。

1. トグルをクリックします。

2. 「適用」をクリックします。

加えた変更は、変更後にOracle Responsysでスイッチに到達したコンシューマにのみ影響します。

監督制御を使用するタイミングの例
パスを強化または制約して、コンシューマがそのパスを通過する頻度を手動で制御できます。これら
の設定は、Adaptive Intelligenceのモデルですでに提案されているデフォルトの頻度を上書きします。
次の例のような特定のシナリオでのみ、デフォルトの頻度を上書きします。

モバイル・アプリケーションの新規バージョン

会社がモバイル・アプリケーションを最近更新し、最新バージョンの方が優れています。販売は好調
で、レビューも良好です。今後、コンシューマにはこのアプリケーションを使ってエンゲージするほ
うが良いだろうと予測されます。このため、コンシューマがこのパス経由で通知を受信する可能性が
高くなるように、プッシュ通知メッセージを含むパスを強化したいと考えます。

モバイル・アプリケーションの技術的問題

会社のモバイル・アプリケーションに技術的な問題があるため、コンシューマへのプッシュ通知を制
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約する必要があります。プッシュ通知メッセージを含むパスを制約し、コンシューマがそのパスに
沿ってルーティングされる可能性を低くすることを決めました。

予算の制限

会社では、SMSメッセージ送信の月次制限を設定しました。月次制限に達することに気づいたた
め、SMSメッセージをコンシューマに送信するパスを制約または無効化することにしました。

パスの予測パフォーマンス

あるパスのメッセージ・コンテンツを最近更新したため、この特定のパスが今後うまく機能する可能
性があることを確信しています。このパスを強化して他のパスを制約し、コンシューマがパフォーマ
ンスの高いパスでルーティングされる可能性を高めたいと考えています。
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前 次 このコンテンツを正しく表示するには、JavaScriptを有効にする必要があります

1. Adaptive Intelligent Commerce and Marketingの使用
2. 概要

5ポリシーと設定

概要
価格および在庫のしきい値と除外ルールを使って、製品およびブランドの推奨を管理するために、ポ
リシーを使用します。リンクを次の場所へのショートカットとして使用します。

ユーザー・メニューの「プライバシ・ポリシー」リンク

コンシューマ向けのプライバシ・ポリシーの詳細を示す、「オプト・アウト」ページへの
ショートカット。

ユーザー・メニューの「ユーザー管理」リンク

Oracle Identity Cloud Serviceへのショートカット。管理者は、ここでユーザーを特定のロールに
マッピングしてユーザー・セキュリティを管理します。

次の図は、製品在庫ポリシー、製品価格ポリシー、ブランドの独占ポリシーが表示された「ポリ
シー」ページを示しています。

詳細は、次のトピックを参照してください。
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強化と制約がリフト分析に与える影響

ポリシーが推奨に与える影響

ポリシーが推奨に与える影響
監督ポリシーによって、サイト・レベルで推奨を制御できます。次に基づいてポリシーを追加できま
す。

最低製品価格

最少製品在庫

ブランドの独占ルール

これらのポリシーおよびルールの優先度は、強化や制約よりも高くなりますが、例外が1つありま
す。製品またはブランドがオファーなしに設定されている場合は、定義したポリシーまたはルールに
適合する場合でも推奨されません。

ヒント: コマース・アプリケーションからデータをリフレッシュする頻度によっては、時間が経過し
てデータが同期されていない間に、製品が在庫制限を下回っていても推奨される可能性があります。
不要な推奨がコンシューマに配信されないように、データ同期の頻度は短くすることが最善です。

ブランド独占の使用の詳細は、ブランドの独占ポリシーの管理を参照してください。

ブランドの独占ポリシーの管理
ブランドの独占ポリシーは、主に、製品カルーセルなど、複数の項目を表示するウィジェットを制御
するために使用します。これらのポリシーを使用すると、一緒に推奨する製品のタイプをより適切に
制御できます。

ブランドの独占ポリシーは必要な数だけ作成できます。アプリケーションでは冗長性が許容されてお
り、これにより、実際には制御がしやすくなります。たとえば、両方のリストに同じブランドを指定
して、強化されたブランドの製品でカルーセルが占められないようにできます。

ブランドの独占ポリシーを作成する手順は、次のとおりです。

1. 「ポリシー」ページで、「ポリシーの追加」をクリックします。

2. 最初のリストでブランドを選択し、その後に最初のブランドが推奨されたときに除外するブラ
ンドを選択します。

3. 「保存」をクリックします。

4. これらの手順を繰り返して、さらにポリシーを追加します。

ポリシーを削除する手順は、次のとおりです。

1. ポリシーの行を選択します。

2. ポリシーの削除をクリックします。

22



既存のポリシーを編集する手順は、次のとおりです。

1. 必要なリビジョンで新しいポリシーを作成します。

2. 元のポリシーを削除します。

プライバシ、Cookieおよび購買者の同意
コンシューマの関心に関するデータは、コンシューマのブラウザに、ユーザー・アクティビティを追
跡するCookieをインストールすることによって収集されます。コンシューマは、クリックのトラッキ
ングと匿名データの収集から直接オプト・アウトできます。一般データ保護規則(GDPR)など、スト
アフロントに必要な特別な管轄区域がある場合、運用マネージャは、指定されたストアフロントごと
に購買者の同意が必要であることを示すことができます。

コンシューマ・オプトアウト
Oracleは、特定の管轄区域外のコンシューマのために、クリック追跡や関心ベースの広告をオプトア
ウトするためのツールを提供しています。コンシューマは、Oracle Data Cloud Registryツールを使用し
て個別のCookieを参照し、コンピュータやブラウザに関連付けられている個々の関心のセグメントを
削除できます。Adaptive intelligenceに関連するCookieはAIOとBKです。

コンシューマは次の方法でオプトアウトできます。

クリック・トラッキングからオプト・アウトする場合は「Oracle Adaptive Intelligence」ページ。
詳細は、https://aiapps.oracle.com/consumer/opt-out/index.htmlを参照してください。(アプリケー
ションのユーザー・メニューにある「プライバシ・ポリシー」リンクを使用してこのページに
アクセスすることもできます。)

匿名データ収集からオプト・アウトする場合は、「Oracle Data Cloud」ページ。詳細
は、bluekai.com/consumers.php#optoutを参照してください

コンシューマの同意
Adaptive intelligentの推奨は、同意の明示的な通知を受信するまでコンシューマに送信または表示され
ません。

コマース: 運用マネージャは、オプションとして、特定のストアフロントに対して、アプリケー
ションがコンシューマ・アクティビティに関するデータを収集する前に、購買者の同意を要求
するように設定することができます。詳細は、サイト対応の購買者同意を参照してください。

マーケティング: データ収集時に、コンシューマ同意ステータスを受信します。コンシューマが
同意を解除した場合や、単一の同意オプションを使用している場合、情報は次の収集時に更新
され、連絡先データは削除されます。詳細は、マーケティング・コンシューマ同意のトピック
を参照してください。

コンシューマ・データの削除の詳細は、コンシューマの忘れられる権限参照してください。
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前 次 このコンテンツを正しく表示するには、JavaScriptを有効にする必要があります

1. Adaptive Intelligent Commerce and Marketingの使用
2. 概要

6よくある質問

すべてのカテゴリが表示されるわけではないのはなぜですか。
コマース・アプリケーション内に定義されていても、Oracle Adaptive Intelligent Apps for CXに表示さ
れないカテゴリがある場合、それは、該当するカテゴリに製品が関連付けられていないためです。

プロモーションに含まれる製品はどのようにしたらわかりますか。
リフト分析で、プロモーションのパフォーマンスを表示できます。プロモーションに含まれる製品を
確認するには、プロモーションが作成されたコマース・アプリケーションに移動する必要がありま
す。

「インサイト」ページに製品が存在しないのはなぜですか。
コマース・アプリケーションからのオブジェクトのインポートがまだ進行中であるか、接続が失われ
ています。後で再試行してください。
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