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6-10 SEQUENCE 配信登録

ここでは、シークエンス配信の予約や、配信状況の確認、テストメールの配信、配信ログのダウンロードが行います。

また、配信エラーフィールドをもつデータベースに配信エラーログの情報を反映させることができます。テスト

メールの配信、配信ログのダウンロード、配信エラーのデータベースへの反映方法については、後の節で紹介し

ます。

「SEQUENCE 配信登録」では、次のような画面で設定を行います。

図 6-10-1 シークエンス配信登録

配信予約 リセット
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6-10-1 シークエンス配信の準備

シークエンス配信するには、起算日（シークエンスの起点となる日時）のフィールドをもつデータベースが必要

です。起算日フィールドには以下のタイプのフィールドが利用できます。

1) 登録日時

2) 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）

3) 日付（○年○月○日 ○時○分）

4) 日付（○年○月○日 ○時）

5) 日付（○年○月○日）

6) オプトアウト

さらに、シークエンス配信を構成する１つの配信登録ごとに、配信リストや、封筒が作成されていなければなり

ません。また、配信間隔も決めておく必要があります。

シークエンス配信は複数のリストを組み合わせながら設定できます。ただし、これらのリストは全て同じデータ

ベースから切り出したものでなければなりません。

配信予約時に必要な情報は以下のものです。

(1) DB 選択

シークエンス配信の対象リストが含まれるデータベースを指定します。指定するデータベースには、必ず起算日

を格納したフィールドが必要です。

(2) リスト・封筒設定

配信対象となるリストと封筒を選択します。

(3) シークエンス名

シークエンス配信登録を識別する名称です。

(4) 起算日

起算日をが格納されたフィールドを選択します。

(5) 配信設定

シークエンス配信を構成する一連の配信設定を行います。各設定ごとに以下の項目が表示されます。

1)  配信ルール ID：配信設定後は配信登録毎に配信ルール ID が振られます。

2)  起算日から ：起算日から配信するまでの間隔を指定します。日付は -365 日後から 365 日後まで指定

  することができます。時刻は１時間ごとに指定することができます。

3)  リスト名 ：設定された配信リスト名です。

4)  封筒名 ：設定された封筒名です。

5)  スタンバイ ：仮予約をしておきたい場合には [STOP] を、実際に配信を実行したい場合には [OK] を

  指定します。

6)  ステータス ：配信登録後は以下のいずれかのステータス（状態）になります。

・[新規 ] 　　設定情報が未だ保存されていない状態です。

・[設定中 ] 　　スタンバイが STOP の為、配信スプールを開始しません。

・[配信待機中 ]　　配信待機中です。予約時刻の 20 分前にスプールを開始します。

・[スプール中 ]　　スプール中です。
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・[スプール終了 ]　スプールを終了しました。配信開始まで待機しています。

・[配信件数 0] 　　スプールの結果、宛先が 0件でした。設定を確認して下さい。

・[配信中 ] 　　現在配信処理中です。

・[配信終了 ] 　　配信処理を終了しました。

7)  エラー数 ：配信後、エラーとなって戻ってきたメールの数が表示されます。

8)  配信数 ：配信数が表示されます。

9)  テスト配信 ：クリックしてテスト配信を行います。

10) 配信ログ ：クリックして配信ログをダウンロードします。

11) エラー反映 ：クリックして配信エラーログに含まれるエラーコードをデータベースに反映します。

12) 削除 ：この設定（行）を削除します。

13) 受信する通知メール：配信確認通知の受信選択をします。

14) URL 有効期間設定：クリックカウントやクリックログイン系の URL に有効期間を設定できます。

(6) あなたが作成した配信登録一覧

登録済みのシークエンス登録情報の一覧が表示されます。以下の内容が表示されます。

1) シークエンス名 ：登録済みシークエンス配信の名称です。

2) DB 名  ：シークエンス設定した DB の名称です。 

3) 起算日  ：起算に指定されているフィールドの名称です。

4) シークエンス数 ：シークエンスを構成する配信設定の数です。

5) 更新日  ：設定の最終更新（作成）日が表示されます。

6) 最終更新者  ：設定の最終更新アカウント名が表示されます。

6-10-2 配信の予約

シークエンスが「いつ」からスタートするかをイメージして下さい。登録するには、その「いつ」を格納するフィー

ルド（起算日フィールド）が決定していることが前提になります。起算日はシークエンスを構成する核になります。

したがって、ここで行う設定作業は、そのフィールドを持つデータベースを基軸に行います。

まず、シークエンス全体に対する設定を行います。

(1) 起算日フィールドをもつデータベースを選択し、[選択 ]ボタンをクリックします。

(2) 「リスト選択」で配信リストを選択します。配信件数を確認したい場合は、[試算 ]ボタンをクリックし

て下さい。

(3) 「封筒選択」で 封筒を選択します。封筒の内容を確認したい場合は封筒を選択して、[プレビュー ]ボ

タンをクリックし、メッセージの内容欄にあるメッセージ名をクリックして下さい。

(4) 新規にシークエンス配信を登録するには、「... の後に追加」ボタンをクリックします。すると、配信設

定の欄に設定が登録されます。

(5) 必要に応じて設定を追加します。

(6) 既に登録済みの設定の前に新たな設定を追加する場合は、配信設定の欄に記載されている「No.」をプル

ダウンメニューから選択し、「... の後に追加」ボタンをクリックすることで、選択した短冊番号の後に設定

を登録することができます。先頭に設定を追加する場合は、プルダウンメニューから「No.」を選択します。
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次に、シークエンスを構成する複数の配信設定を行います

(7) 「シークエンス名」にシークエンスの名称を入力します。128 バイト（全角 64 字）以内の文字列を入力

できます。

(8) 「起算日」フィールドを指定します。メニューには、起算日として指定できるフィールドの候補が表示さ

れます。

(9) 「起算日から」に起算日から配信するまでの経過日数を入力します。日付は -365 日後から 365 日後まで

指定することができます。起算日の当日は指定できません。

(10) 同様に時刻を指定します。0時から 23 時まで、１時間おきに指定できます。

(11) 「スタンバイ」に OK または STOP を指定します。STOP の場合は配信スプール（予約時刻の 20 分前に自

動的に開始する）を行いません。なお、スタンバイを変更できるのは、ステータスが [設定中 ]、[配信待機中 ]

の場合です。

２本目以降の配信を設定する際は、右側にある [追加 ]ボタンをクリックして下さい。新たに１行加わります。

(12) [ 配信予約 ]ボタンをクリックし、配信登録します。

登録が完了すると、「あなたが作成した配信登録一覧」に表示されます。

6-10-3 配信予約の変更・削除

配信設定の変更・削除方法は以下になります。

1)「No.」から変更・削除したい設定を選択します。

2) 設定を変更したい場合は、設定内容を変更し「... を変更」ボタンをクリックして下さい。設定を削除し

たい場合は「... を削除」ボタンをクリックして下さい。

シークエンス中の配信設定だけを削除したい場合は、リスト・封筒設定より、リスト選択、封筒選択、削除した

い NO. を選び、[... を削除 ]をクリックします。

「配信数クリア」ボタンについて

テスト配信で、指定したメールアドレスにマッチしたレコードを配信対象データベースから抽出して配信す

る「サンプリング配信」を選択すると、本番配信と同様にエラー数とログが残ります。

本番配信で正確なログを取りたい場合は、本番配信前に「配信数クリア」ボタンをクリックします。

※配信数をリセットした場合、エラー数および配信ログも全てリセットされます。

6-10-4 SEQUENCE レポート

SEQUENCE レポートからクリックレポートを作成するシークエンス名をクリックすると、以下のような画面が表示
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されます。

(1) シークエンス設定状況

1) 選択

クリックレポートを作成する配信登録を選択します。

2) 配信ルール ID

配信登録のルール ID が表示されます。

3) 起算日から

シークエンスの設定間隔が表示されます。

4) 封筒名（識別名）

設定している封筒名（識別名）が表示されます。

5) サブジェクト（件名）

設定しているサブジェクト名が表示されます。

6) 配信開始日時

本シークエンスの配信が開始された日時が表示されます。

(2) クリックレポート期間設定

クリックレポートを集計する期間を以下の形式で指定します。

集計期間：本日の○日前から○日間分を集計

※集計期間は [ 本日 ] から [ 本日の 27 日前 ] までの間（28 日間）で指定します。つまり本日が 2003 年 03

月 31 日であれば、本日から 27 日前の 2003 年 03 月 04 日のログまでが集計可能なデータとなります。

(3) レポートの種類

1) クリックカウント・クリックログイン

クリックカウントおよびクリックログインについて、レポートを表示します。

図 6-10-2 クリックレポート設定（シークエンス配信）

選択

配信ルール ID

起算日から

封筒名（識別名）

サブジェクト（件名）

配信開始日時

レポート作成 レポートデータ DL

集計期間

クリックカウント・クリックログイン

HTML メール開封チェック
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2) ＨＴＭＬ開封チェック

HTML 開封チェックについて表示します。

(4) レポート作成

指定した集計期間のクリックレポートを作成します。

(5) レポートデータ DL

指定した集計期間のクリックレポートを TSV（タブ区切りテキスト）形式でダウンロードします。

(6) あなたが作成した配信登録一覧

登録済みのシークエンス登録情報の一覧が表示されます。以下の内容が表示されます。

1) シークエンス名 ：登録済みシークエンス配信の名称です。

2) DB 名  ：データベースの名称です。

3) 起算日  ：起算に指定されているフィールドの名称です。

4) シークエンス数 ：シークエンスを構成する配信設定の数です。

5) 更新日  ：設定の最終更新（作成）日が表示されます。

6) 最終更新者  ：設定の最終アカウント名が表示されます。

(1) 組織名

ユーザーが所属する「組織名」が表示されます。
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図 6-10-3 クリックレポート（シークエンス配信）

集計対象の配信登録を選択し、集計期間を指定して [レポート作成 ]ボタンをクリックすると以下のようなクリッ

クレポートが表示されます。
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(2) 集計データ作成日時

クリックカウントログを集計したデータの作成日時です。

(3) シリアルナンバー

レポートを識別するための情報です。

CXR-" 配信ルール ID"-" 集計データ作成日時 "-" 集計期間開始日時 "-" 集計日数 "

例 ) CXR-4163-200303091727-20030303-7

(4) クリックレポート基本情報

1) 集計期間

操作画面で指定した集計期間です。

2) 配信ルール ID

配信履歴を識別するための ID です。

3) サブジェクト（件名）

配信履歴のサブジェクト（件名）です。

4) 総有効配信件数

配信履歴のこれまでの配信数からエラー数を除外した配信総数です。

5) 集計期間内有効配信件数

クリックレートを算出する際の母数になります。（集計期間内配信件数 - 集計期間内エラー件数）

6) URL タイトル

クリックカウントログに含まれている（クリックされた）URL タイトルです。

※メール本文中に差し込まれていても当該タイトルがログ中に存在しない（クリックされていない）場合は

表示されません。

(5) クリック集計

指定された集計期間内のログを元に、各タイトル及び全タイトルでのトータルクリック数、ユニーククリック数、

クリックレートを表示します。

※各タイトルのユニーククリックはタイトル毎に集計し、全タイトルのユニーククリックは全タイトル通しての

ユニークを集計しています。 

※ユニーククリックは集計期間内のクリック実績をもとに判定しています。

※クリックレート = ユニーククリック / 集計期間内有効配信件数 

※集計期間直前の配信に対するクリックもカウントされるため、集計対象配信母数と集計対象クリック実績との

間の整合性は保証されません。

(6) 日次集計（全タイトル）

集計期間内の全タイトルのログを日次で集計した結果を表示します。集計内容は前述のクリック集計と同様です。

(7) 日次集計（各タイトル）

集計期間内の各タイトルごとに日次で集計した結果を表示します。集計内容は前述のクリック集計と同様です。
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(8) URL コメント

クリックカウント設定時に表示します。コメント欄に記載した内容を表示します。

注意事項：

クリックレポートに関して、以下の点にご注意下さい。

(1) 集計可能な期間は？

集計可能な期間は、集計日（本日）の最大 27 日前から 28 日間となります。

(2) 差し込んだはずの URL タイトルが表示されません

メール文面中に差し込まれていても当該タイトルがクリックカウントログ中に存在しない（クリックさ

れていない）場合は、表示されません。

6-10-5 注意事項

配信登録する際は、以下の点に注意して下さい。

(1) 予約時刻の 20 分前にスプールが始まります。

毎日、予約時刻の 20 分前になると、配信スプール（準備）が始まります。一度スプールが終了すると、その日の

配信分に設定変更を反映させることはできません。予約時刻を過ぎると自動的に配信が開始されます。

(2) 配信日時が「○日後 00 時」の設定

配信日時に「○日後 00 時」を選択し、かつ抽出ルールとして日付フィールドの「年齢で抽出」、「本日との差で抽出」

を使用している場合は、リストを抽出する（スプールする）日付と配信する日付が異なるため、注意が必要です。

スプールした日を「本日」として処理します。
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6-11 THANKS 配信登録

ここでは、サンキュー配信の予約や、配信状況の確認、テストメールの配信、配信ログのダウンロードが行えます。

また、配信エラーフィールドをもつ DB に配信エラーログの情報を反映させることができます。テストメールの配

信、配信ログのダウンロード、配信エラーの DB への反映方法については、後の節で紹介します。

「THANKS 配信登録」でフォーム／ステップアンケート一覧からフォームまたはステップアンケートを選択後、

以下の画面が表示され設定を行います。

図 6-11-1 サンキュー配信

6-11-1 サンキュー配信の準備

サンキュー配信するには、予め登録ページを発行しておく必要があります。

サンキュー配信は、登録ページを設定したデータベースであれば、複数のリストを組み合わせて設定できます。

この機能を利用して、例えば、男性のリストには男性用のメッセージ、女性のリストには女性用のメッセージと

いうように、サンキューメールを送り分けることができます。ただし、この場合、それぞれ男女を切り出すため

のリスト、および男性用と女性用のメッセージを封入した封筒を用意しておく必要があります。

配信予約時に必要な情報は以下のものです。

　

(1) 登録ページ /アンケート選択

サンキュー配信の対象となる登録ページを指定します。

ステータス

配信ルール ID
エラー反映

配信ログ
スタンバイ

封筒名（識別名）優先順位

リスト名

エラー数 /配信数

テスト配信

No.

リスト選択

封筒選択

試算

プレビュー

登録ページ設定情報一覧

フォーム /ステップアンケート一覧

拡張設定

... の後に追加

... を変更

... を削除

URL 有効期間設定
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(2) 拡張設定

サンキューメールのリターンパスを指定のアドレスに変更ができます。

※何らかの理由で登録者にサンキューメールが届かなかった場合のエラーメールの送信先を指定します。

　ユーザは，この機能を利用することで即時にエラーを把握することができますが，配信エラーログ・配信エラー

　数には反映されません。

(3) リスト・封筒選択

配信対象となるリストを選択します。

(4) 配信設定

サンキュー配信では、複数のリスト（抽出ルール）を設定し、登録内容によってメールを送り分けることができます。

登録内容が複数のリストにマッチする場合は指定された優先順位に従います。

1) 配信ルール ID : 配信設定後は配信登録毎に、配信ルール ID が振られます。

2) 優先順位 ：優先順位を指定します。

3) リスト名 ：作成済みの配信リストを指定します。

4) 封筒名 ：作成済みの封筒を指定します。

5) スタンバイ ：仮予約をしておきたい場合には [STOP] を、実際に配信する場合には [OK] を指定します。

6) ステータス ：配信登録後は以下のいずれかのステータス（状態）になります。

・[新規 ]  設定情報が未だ保存されていない状態です。

・[設定中 ]  スタンバイが STOP の為、配信スプールを開始しません。

・[配信待機中 ] 配信待機中です。登録があるとすぐにスプールを開始します。

・[スプール中 ] スプール中です。

・[スプール終了 ] スプールを終了しました。

・[配信件数 0]  スプールの結果、宛先が 0件でした。設定を確認して下さい。

・[配信中 ]  現在配信処理中です。

・[配信終了 ]  配信処理を終了しました。

7) エラー数   ：配信後、エラーとなって戻ってきたメールの数が表示されます。

8) 配信数   ：配信数が表示されます。

9) テスト配信   ：クリックしてテスト配信を行います。

10) 配信ログ   ：クリックして配信ログをダウンロードします。

11) エラー反映   ：クリックして配信エラーログに含まれるエラーコードをデータベースに反映します。

　12) URL 有効期間設定：クリックカウントやクリックログイン系の URL に有効期間を設定できます。

6-11-2 配信の予約

まず、どの登録ページに対するサンキューメールかを決定して下さい。ここで行う設定作業は、指定した登録ペー

ジに対して行います。

(1) 登録ページ /アンケートを選択し、[選択 ]ボタンをクリックします。

これで、この登録ページに対して設定を開始することができます。

（2) 新規に THANKS 配信を登録するには、まず、リストと封筒を選択し、「... の後に追加」ボタンをクリッ
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クします。すると、配信設定の欄に設定が登録されます。

(3) 必要に応じて設定を追加します。

(4) 既に登録済みの設定の前に新たな設定を追加する場合は、配信設定の欄に記載されている「No.」をプル

ダウンメニューから選択し、「... の後に追加」ボタンをクリックすることで、選択した短冊番号の後に設定

を登録することができます。先頭に設定を追加する場合は、プルダウンメニューから「No.」を選択します。

(5) 優先順位を入力します。数値が小さいほど優先順位が高くなります。

(6)「スタンバイ」に OK または STOP を指定します。スタンバイが STOP の場合は配信しません。なお、スタ

ンバイを変更できるのは、ステータスが [設定中 ]、[配信待機中 ]の場合です。また、一度スプールされ

てしまうと、自動的に配信致しますのでご注意ください

設定を追加する場合は右側にある [追加 ]ボタンをクリックして下さい。

(7) [ 配信予約 ]ボタンをクリックして、設定を保存します。

6-11-3 配信予約の変更・削除

配信設定の変更・削除方法は以下になります。

1)「No.」から変更・削除したい設定を選択します。

2) 設定を変更したい場合は、設定内容を変更し「... を変更」ボタンをクリックして下さい。設定を削除し

たい場合は「... を削除」ボタンをクリックして下さい。

図 6-11-2 クリックレポート設定（サンキュー配信）

6-11-4 THANKS レポート

THANKS レポートからクリックレポートを作成する登録ページ / アンケート名をクリックすると、以下のような画

面が表示されます。

配信ルール ID

優先順位

レポート作成

選択

封筒名（識別名）

サブジェクト（件名）

レポートデータ DL

集計期間
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(1) サンキュー設定状況

1) 選択

クリックレポートを作成する配信登録を選択します。

2) 配信ルール ID

配信登録のルール ID が表示されます。

3) 優先順位

サンキュー配信の優先順位が表示されます。

4) 封筒名（識別名）

設定している封筒名（識別名）が表示されます。

5) サブジェクト（件名）

設定している封筒の件名が表示されます。

(2) クリックレポート期間設定

クリックレポートを集計する期間を以下の形式で指定します。

集計期間：本日の○日前から○日間分を集計

※集計期間は [ 本日 ] から [ 本日の 27 日前 ] までの間（28 日間）で指定します。つまり本日が 2003 年

03 月 31 日であれば、本日から 27 日前の 2003 年 03 月 04 日のログまでが集計可能なデータとなります。

(3) レポートの種類

1) クリックカウント・クリックログイン

クリックカウントおよびクリックログインについて、レポートを表示します。

2) ＨＴＭＬ開封チェック

HTML 開封チェックについて表示します。

(4) レポート作成

指定した集計期間のクリックレポートを作成します。

(5) レポートデータ DL

指定した集計期間のクリックレポートを TSV（タブ区切りテキスト）形式でダウンロードします。

(6) あなたが作成した配信登録一覧

登録済みのサンキュー登録情報の一覧が表示されます。以下の内容が表示されます。

1) 登録ページ名 ：登録ページ設定の名称です。

2) DB 名 ：データベースの名称です。

3) 設定数 ：設定されているサンキュー配信の設定数です。

4) 更新日時 ：設定の最終更新（作成）日時が表示されます。
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集計対象の配信登録を選択し、集計期間を指定して [レポート作成 ]ボタンをクリックすると以下のようなクリッ

クレポートが表示されます。

集計期間

URL タイトル

集計期間内有効配信件数

配信ルール ID

総有効配信件数

サブジェクト（件名）

組織名

日次集計（各タイトル）

クリック集計

日次集計（全タイトル）

集計データ作成日時

シリアルナンバー

URL タイトル トータルクリック ユニーククリック クリックレート

図 6-11-3 クリックレポート（サンキュー配信）

URL タイトル

日次集計（各タイトル） URL タイトル

ＵＲＬコメント

ＵＲＬコメント
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(1) 組織名

ユーザーが所属する「組織名」が表示されます。

(2) 集計データ作成日時

クリックカウントログを集計したデータの作成日時です。

(3) シリアルナンバー

レポートを識別するための情報です。

CXR-" 配信ルール ID"-" 集計データ作成日時 "-" 集計期間開始日時 "-" 集計日数 "

例 ) CXR-4163-200303091727-20030303-7

(4) クリックレポート基本情報

1) 集計期間

操作画面で指定した集計期間です。

2) 配信ルール ID

配信履歴を識別するための ID です。

3) サブジェクト（件名）

配信履歴のサブジェクト（件名）です。

4) 総有効配信件数

配信履歴のこれまでの配信数からエラー数を除外した配信総数です。

5) 集計期間内有効配信件数

クリックレートを算出する際の母数になります。（集計期間内配信件数 - 集計期間内エラー件数）

6) URL タイトル

クリックカウントログに含まれている（クリックされた）URL タイトルです。

※メール本文中に差し込まれていても当該タイトルがログ中に存在しない（クリックされていない）場合は

表示されません。

(5) クリック集計

指定された集計期間内のログを元に、各タイトル及び全タイトルでのトータルクリック数、ユニーククリック数、

クリックレートを表示します。

※各タイトルのユニーククリックはタイトル毎に集計し、全タイトルのユニーククリックは全タイトル通しての

ユニークを集計しています。 

※ユニーククリックは集計期間内のクリック実績をもとに判定しています。

※クリックレート = ユニーククリック / 集計期間内有効配信件数 

※集計期間直前の配信に対するクリックもカウントされるため、集計対象配信母数と集計対象クリック実績との

間の整合性は保証されません。

(6) 日次集計（全タイトル）

集計期間内の全タイトルのログを日次で集計した結果を表示します。集計内容は前述のクリック集計と同様です。
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(7) 日次集計（各タイトル）

集計期間内の各タイトルごとに日次で集計した結果を表示します。集計内容は前述のクリック集計と同様です。

（8) URL コメント

クリックカウント設定時に、コメント欄に掲載した内容をに表示します。

注意事項：

クリックレポートに関して、以下の点にご注意下さい。

(1) 集計可能な期間は？

集計可能な期間は、集計日（本日）の最大 27 日前から 28 日間となります。

(2) 差し込んだはずの URL タイトルが表示されません

メール文面中に差し込まれていても当該タイトルがクリックカウントログ中に存在しない（クリックされて

いない）場合は、表示されません。

6-11-5 注意事項

配信登録する際は、以下の点に注意して下さい。

(1) 同じ優先順位は設定できません。

(2) 同じリストを複数設定することはできません。

同じリストを２つ以上設定した場合、配信対象に該当する全ての宛先には、優先順位が高い方の設定が適用

されます。
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6-12 TIMELY 配信登録

ここでは、タイムリー配信の予約や、配信状況の確認、テストメールの配信、配信ログのダウンロードが行えます。

また、配信エラーフィールドをもつデータベースに配信エラーログの情報を反映させることができます。テスト

メールの配信、配信ログのダウンロード、配信エラーのデータベースへの反映方法については、後の節で紹介し

ます。

「TIMELY 配信登録」では、次のような画面で設定を行います。

図 6-12-1 タイムリー配信

封筒名（識別名）配信日時

封筒選択

リスト選択

スタンバイ

選択

プレビュー

配信日時

起算日選択

試算

ステータス

配信予約 リセット

配信数
エラー反映

配信ログエラー数

テスト配信

URL 有効期間設定
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6-12-1 タイムリー配信の準備

タイムリー配信するには、起算日（配信日を算出するための起点）のフィールドをもつデータベースが必要です。

起算日フィールドには以下のタイプのフィールドが利用できます。

1) 登録日時

2) 日付（○年○月○日 ○時○分○秒）

3) 日付（○年○月○日 ○時○分）

4) 日付（○年○月○日 ○時）

5) 日付（○年○月○日）

6) 月日（○月○日）

7) オプトアウト

配信予約時に必要な情報は以下のものです。

(1) リスト選択

作成済みの配信リストを指定します。

(2) 封筒選択

作成済みの封筒を指定します。

(3) 起算日選択

起算日が格納されたフィールドを指定します。

(4) 配信日時

起算日から配信するまでの間隔を指定します。配信日は、起算日の 0 から 90 日前（日後）、配信時刻は１時間ご

とに指定することができます。

(5) スタンバイ

仮予約をしておきたい場合には [STOP] を、実際に配信する場合には [OK] を指定します。

(6) あなたが作成した配信登録一覧

登録済みの配信予約情報の一覧が表示されます。以下の内容が表示されます。

※リストの表示項目［詳細］をクリックすると表示されます。

1) 配信日時  ：設定されている配信予約日時です。

2) 封筒名（識別名） ：設定されている封筒名です。

3) ステータス  ：配信登録後は以下のいずれかのステータス（状態）になります。
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・[設定中 ] 　　 スタンバイが STOP の為、配信スプールを開始しません。

・[配信待機中 ]  配信待機中です。予約時刻の 10 分前にスプールを開始します。

・[スプール中 ]  スプール中です。

・[スプール終了 ] スプールを終了しました。配信開始まで待機しています。

・[配信件数 0]   スプールの結果、宛先が 0件でした。設定を確認して下さい。

・[配信中 ] 　　 現在配信処理中です。

・[配信終了 ] 　　 配信処理を終了しました。

4) 配信数  ：配信数が表示されます。

5) エラー数  ：配信後、エラーとなって戻ってきたメールの数が表示されます。

6) テスト配信  ：クリックしてテスト配信を行います。

7) 配信ログ  ：クリックして配信ログをダウンロードします。

8) エラー反映  ：クリックして配信エラーログに含まれるエラーコードをデータベース

   に反映します。

9)URL 有効期間設定　　　  : クリックカウントやクリックログイン等の URL に有効期間を設定できます。

※最終更新者  ：最終更新したアカウント名が表示されます。

※メール文面  ：メール文面をダウンロードします。

※削除  ：配信登録を削除します。

6-12-2 配信の予約

タイムリー配信の予約は以下のように行います。

(1) 配信リストを選択し、[選択 ]ボタンをクリックします。配信件数を確認したい場合は、[試算 ]ボタン

をクリックして下さい。

このリストに対する設定項目が表示されます。

(2) 「封筒選択」で封筒を選択します。封筒の内容を確認したい場合は、右にある [PV] ボタンをクリックし

て下さい。

(3) 「起算日選択」に起算日のフィールドを指定します。メニューには、このリストで起算日として指定でき

るフィールドの候補しか表示されません。

(4) 「スタンバイ」に OK か STOP を指定します。スタンバイが STOP の場合は配信スプール（予約時刻の 15

分前に自動的に開始する）を行いません。なお、スタンバイを変更できるのは、ステータスが [設定中 ]、[配

信待機中 ]の場合です。

(5) [ 新規予約 ]ボタンをクリックして、設定を保存します。

6-12-3 配信予約の変更・削除

登録済みの情報を変更、削除するには、「あなたが作成した配信登録一覧」の中から変更または削除したい「配信

日時」をクリックします。上に設定内容が表示されるので、変更したい場合は、対象箇所を変更し、[ 変更 ] ボ

タンをクリックします。また、削除したい場合は [削除 ]ボタンをクリックします。
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図 6-12-2 クリックレポート設定（タイムリー配信）

「配信数クリア」ボタンについて

テスト配信で、指定したメールアドレスにマッチしたレコードを配信対象データベースから抽出して配信する「サ

ンプリング配信」を選択すると、本番配信と同様にエラー数とログが残ります。

本番配信で正確なログを取りたい場合は、本番配信前に「配信数クリア」ボタンをクリックします。

※配信数をリセットした場合、エラー数および配信ログも全てリセットされます。

6-12-4 TIMELY レポート

TIMELYレポートから、クリックレポートを作成する配信日時をクリックすると、以下のような画面が表示されます。

(1) クリックレポート期間設定

1) 封筒名（識別名）

設定している封筒名（識別名）が表示されます。

2) サブジェクト（件名）

設定している封筒の件名が表示されます。

3) 配信開始日時

本タイムリーの配信が開始された日時が表示されます。

レポート作成

レポートデータ DL

封筒名（識別名）

サブジェクト（件名）

配信開始日時

集計期間

4) 集計期間

クリックレポートを集計する期間を以下の形式で指定します。

集計期間：本日の○日前から○日間分を集計

※集計期間は [ 本日 ] から [ 本日の 27 日前 ] までの間（28 日間）で指定します。つまり本日が 2003 年

03 月 31 日であれば、本日から 27 日前の 2003 年 03 月 04 日のログまでが集計可能なデータとなります。
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(2) レポートの種類

1) クリックカウント・クリックログイン

クリックカウントおよびクリックログインについて、レポートを表示します。

2) ＨＴＭＬ開封チェック

HTML 開封チェックについて表示します。

(3) レポート作成

指定した集計期間のクリックレポートを作成します。

(4) レポートデータ DL

指定した集計期間のクリックレポートを TSV（タブ区切りテキスト）形式でダウンロードします。

(5) あなたが作成した配信登録一覧

登録済みのタイムリー登録情報の一覧が表示されます。表示内容の詳細については、6-12-1 を参照して下さい。

(1) 組織名

ユーザーが所属する「組織名」が表示されます。

(2) 集計データ作成日時

クリックカウントログを集計したデータの作成日時です。
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図 6-12-3 クリックレポート（タイムリー配信）

集計対象の配信登録を選択し、集計期間を指定して [レポート作成 ]ボタンをクリックすると以下のようなクリッ

クレポートが表示されます。

集計期間

URL タイトル

集計期間内有効配信件数

配信ルール ID

総有効配信件数

サブジェクト（件名）

組織名

日次集計（各タイトル）

クリック集計

日次集計（全タイトル）

集計データ作成日時
シリアルナンバー

URL タイトル トータルクリック ユニーククリック クリックレート

URL タイトル日次集計（各タイトル）

URL タイトル

ＵＲＬコメント

ＵＲＬコメント
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(3) シリアルナンバー

レポートを識別するための情報です。

CXR-" 配信ルール ID"-" 集計データ作成日時 "-" 集計期間開始日時 "-" 集計日数 "

例 ) CXR-4163-200303091727-20030303-7

(4) クリックレポート基本情報

1) 集計期間

操作画面で指定した集計期間です。

2) 配信ルール ID

配信履歴を識別するための ID です。

3) サブジェクト（件名）

配信履歴のサブジェクト（件名）です。

4) 総有効配信件数

配信履歴のこれまでの配信数からエラー数を除外した配信総数です。

5) 集計期間内有効配信件数

クリックレートを算出する際の母数になります。（集計期間内配信件数 - 集計期間内エラー件数）

6) URL タイトル

クリックカウントログに含まれている（クリックされた）URL タイトルです。

※メール本文中に差し込まれていても当該タイトルがログ中に存在しない（クリックされていない）場合は

表示されません。

(5) クリック集計

指定された集計期間内のログを元に、各タイトル及び全タイトルでのトータルクリック数、ユニーククリック数、

クリックレートを表示します。

※各タイトルのユニーククリックはタイトル毎に集計し、全タイトルのユニーククリックは全タイトル通しての

ユニークを集計しています。 

※ユニーククリックは集計期間内のクリック実績をもとに判定しています。

※クリックレート = ユニーククリック / 集計期間内有効配信件数 

※集計期間直前の配信に対するクリックもカウントされるため、集計対象配信母数と集計対象クリック実績との

間の整合性は保証されません。

(6) 日次集計（全タイトル）

集計期間内の全タイトルのログを日次で集計した結果を表示します。集計内容は前述のクリック集計と同様です。

(7) 日次集計（各タイトル）

集計期間内の各タイトルごとに日次で集計した結果を表示します。集計内容は前述のクリック集計と同様です。
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(8) URL コメント

クリックカウント設定時に、コメント欄に掲載した内容を表示します。

注意事項：

クリックレポートに関して、以下の点にご注意下さい。

(1) 集計可能な期間は？

集計可能な期間は、集計日（本日）の最大 27 日前から 28 日間となります。

(2) 差し込んだはずの URL タイトルが表示されません

メール文面中に差し込まれていても当該タイトルがクリックカウントログ中に存在しない（クリックさ

れていない）場合は、表示されません。

6-12-5 注意事項

配信登録する際は、以下の点に注意して下さい。

(1) 予約時刻の 15 分前にスプールが始まります。

毎日、予約時刻の 15 分前になると、配信スプール（準備）が始まります。一度スプールが終了すると、その日の

配信分に設定変更を反映させることはできません。予約時刻を過ぎると自動的に配信が開始されます。

(2) 配信日時が「○日後 00 時」の設定

配信日時に「○日後 00 時」を選択し、かつ抽出ルールとして日付フィールドの「年齢で抽出」、「本日との差で抽出」

を使用している場合は、リストを抽出する（スプールする）日付と配信する日付が異なるため、注意が必要です。

スプールした日を「本日」として処理します。



メールグループ　　341

図 6-13-1 テスト配信ウィンドウ

6-13 テスト配信

予約されている内容を、実際に配信して確かめたい場合は、テスト配信します。

テスト配信は、各配信設定ごとに行います。それぞれ以下の場所から実行します。

・エクスプレス配信 ：「あなたが作成した配信登録一覧」の「テスト配信」

・エクスプレス２  ：「配信設定一覧」の「テスト・サンプリング配信設定を開く」

・タイムリー配信  ：「あなたが作成した配信登録一覧」の「テスト配信」

・シークエンス配信 ：各配信設定行の「テスト配信」

・サンキュー配信の場合 ：各配信設定行の「テスト配信」

それぞれの欄の中にある「テスト配信」または「テスト・サンプリング配信設定を開く」の文字をクリックすると、

テスト配信ウィンドウが開きます。

件名ヘッダ設定

任意のアドレスに配信

テスト DB に対して配信

リストの抽出ルールを適用

実データから抽出して配信

配信

テスト・サンプリング配信設定を開く
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(1) 件名ヘッダ設定

件名の前にヘッダを設定できます。例：［TEST］

初期値は「[TEST]」です。

変更したい場合は、「件名ヘッダ設定」において、適当な文字列を入力し、「規定値として保存」ボタンをクリッ

クして下さい。

配信件名ヘッダの使用の有無

図 6-13-2 テスト配信時の件名設定

(2) テスト配信

 

1) 任意のアドレスに配信

入力したメールアドレスに対して、テストメールを配信します。このテスト配信では、データベースの

フィールドを参照しませんので、タグは置換文字列の規定値に差替わります。また、組換えメッセージ

を使用してる場合は、組換えは行われません。テストメールには組換え条件設定画面で「該当する場合」

の欄に指定した全ての文書が含まれます。

件名ヘッダ設定

任意のアドレスに配信

テスト DB に対して配信

リストの抽出ルールを適用

実データから抽出して配信

配信

テスト・サンプリング配信



メールグループ　　343

2) テスト DB のリストに対して配信

ラジオボタンで「テスト DB のリストに対して配信」を選択します。必要に応じて、「リストの抽出ルー

ルを適用する」をチェックし、[テスト配信 ]ボタンをクリックして下さい。

リストの抽出ルールを適用するについて

テスト配信する配信予約で、配信リストにデータベースの抽出ルールを指定している場合、その抽出ルー

ルをテスト配信用のデータベースに適用してテスト配信を行います。抽出ルールを適用した結果、該当

する配信対象レコードがない場合がありますのでご注意下さい。

(3) サンプリング配信

指定したメールアドレスにマッチしたレコードを配信対象データベースから抽出して配信します。配信対象デー

タベースから実際に抽出して配信するため、本番配信となんら変わりはなく、クリックカウントやクリックログ

イン、オプトアウト等全ての機能が有効となります。

※配信数、エラー数、ログのカウント対象となります。従って、テストとして利用する場合は、本番配信前に「配

信数リセット」を行って下さい。

テスト配信に関して、以下の点にご注意下さい。

図 6-13-3　サンプリング配信

サンプリング配信

サンプリングする
メールアドレスの入力

サンプリングした
実データに配信

配信対象
を選択

サンプリング結果

サンプリング
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(1) メールアドレスを指定したテスト配信の差替え機能について

差替えタグを使用したメッセージをテスト配信する場合、システム側で指定されたアドレスに対する属性値を把

握する必要があります。しかし、メールアドレスを指定したテスト配信では、その属性値を把握することができ

ないため、差替え値を文面に反映することができません。その代わりに、差替えフィールド設定の際に指定した「規

定値」が差し替え値として適用されます。

より実際の配信に即したテスト配信を行うには、実データから抽出して配信を行う「サンプリング配信」を行っ

て下さい。

(2) 宛先の入力について

メールアドレスを指定したテスト配信を行う場合、宛先の入力は必ず１件づつ、正確に行なって下さい。宛先の

前にニックネームをつける (“宛先”<xxx@yyy.zzz> のように入力する ) ことはできません。メールアドレスだ

けを入力して下さい。カンマ区切りで複数入力することはできません。

(3) テスト配信用データベースに抽出ルールを適用する場合

テスト配信用データベースに抽出ルールを適用してテスト配信を行う場合、抽出ルールを適用した結果、該当す

る配信対象レコードがない場合がありますのでご注意下さい。

(4) テスト配信のカウントについて

テスト配信（テスト DB 含む）は配信ログに出力されません。また、配信数もカウントされません。

※テスト配信時のエラーに関してもエラーログ･エラー数の対象とはなりません。

(5) サンプリング配信時の配信数クリアについて

実データから抽出して配信を行うサンプリング配信は、本番配信となんら変わりはなく、クリックカウントやク

リックログイン、オプトアウト等全ての機能が有効となります。配信数、エラー数、ログのカウント対象となり

ますので、本番配信前に「配信数リセット」を行って下さい。

6-14 配信の確認

「配信通知メール」で配信状況を確認することができます。配信通知メールは、利用開始の手続きで登録されてい

る担当者のメールアドレス宛てに、スプール終了時、配信開始時、配信終了時の３度送られます。なお、サンキュー

配信に対する通知メールは送られません。
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6-14-1 スプール終了通知

配信予約日時の10～20分前になると、設定されたルール（封筒やリストの抽出条件設定）に従って、自動的にスプー

ル（配信準備）を開始します。スプールの内容は、スプール終了後に届く、「スプール完了日時」、「サブジェクト」、

「配信予約」、「配信予約レコード」が記載された通知メールで確認することができます。

スプールのタイミングは、各配信スタイルによって以下のように異なります。

(1) エクスプレス配信／エクスプレス２

配信予約時刻の 10 分前にスプールを開始します。スプール終了と同時に通知メールが配送されます。

(2) シークエンス配信

１つの配信設定ごとに、毎日１回、配信時刻の 20 分前にスプールを開始します。スプール終了と同時に通知メー

ルが配送されます。

(3) サンキュー配信

登録ページへの登録と同時にスプールが開始されます。通知メールは配信されません。

(4) タイムリー配信

１つの配信設定ごとに、毎日１回、配信時刻の 15 分前にスプールを開始します。スプール終了と同時に通知メー

ルが配送されます。

図 6-14-1　スプール終了通知メール



346　第 6章

6-14-2 配信開始通知

配信予定時刻を過ぎると、自動的に配信を開始します。配信が始まると、直ぐに「配信処理開始時刻」が記載さ

れた通知メールが送られてきますので、開始時刻を確認することができます。

6-14-3 配信終了通知

配信が終了すると、「配信処理終了時刻」が記載された通知メールが送られてきますので、配信の終了を確認する

ことができます。

図 6-14-2　配信開始通知メール

図 6-14-3　配信終了通知メール
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6-14-4 配信確認通知の受信選択

EXPRESS 配信登録、EXPRESS2 、SEQUENCE 配信登録、TIMELY 配信登録にて設定したメール配信の際、アカウント

登録されているメールアドレスへお送りしている配信確認通知メールの受信選択ができます。

管理グループから設定が可能です。

1) スプール完了

配信予約の 10 分前にスプール（配信準備）が開始されます。スプール終了と同時に通知されるメールです。

2) 配信開始

　配信開始を通知するメールです。

　

3) 配信完了

　配信が完了を通知するメールです。

6-15 配信ログ

このシステムでは、１つの配信設定に関して最大 5種類のログを採取し、ダウンロードすることができます。

※システムでのログの保持期間は 42 日間です。

図 6-14-4　配信確認通知の受信選択画面
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6-15-1 配信ログのフォーマット

(1) 配信ログ（頭文字が「ｒ」）

スパイラル・メッセージングプレースの配信エージェントは、メールの内容を１通ごとに生成しながら

MTA(Message Transfer Agent) に配送します。MTA に引き渡されたメールは、宛先まで配送される、もしくは配送

エラーとして返送されます。「配信ログ」は、メールを生成し、MTA に引き渡すことに成功した時に吐き出されます。

配信ログのフォーマットは、左から順に、｢配信日時 ｣、｢メッセージ ID｣ 、｢ 宛先メールアドレス ｣、｢サブジェ

クト ｣です。各項目はタブで区切られています。　

組換えメッセージ情報の付与：

組換えメッセージを使用している場合、配信ログの行末に次の情報が付与されます。

[第 1メッセージの組換え適用情報 ]   [ 第 2 メッセージの組換え適用情報 ]

※例えば、６つの短冊で構成するメッセージで、第３、第４短冊を適用した場合、「001100」となります。

※適用情報のフォーマットはビット表現でケタ数は短冊数となります。

※第１メッセージ、第２メッセージとは、マルチパート送信時の各メッセージパートを指します。

例） ※タブ区切り

2003-01-30 12:15:10+09  <SMPxxx_xx@host.jp>  rcpt@example.com  Subject  001100   111000

(2) エラーログ（頭文字が「ｅ」）

配信したメールが何らかの原因で宛先まで配信できなかった場合、配信エラーとしてシステムに返送されます。

このとき、配信しようとした元のメールのヘッダー情報から、誰が、いつ、誰に送ろうとしたメールかを特定し、

ログに吐き出します。

一時的なエラーの場合、最大で１日間再送を試みます。それでもエラーが解消されない場合は、同様にエラーと

して処理されます。

エラーログのフォーマットは、左から順に、｢配信日時 ｣、｢メッセージ ID｣ 、｢ 宛先メールアドレス ｣、｢サブジェ

クト ｣、｢エラーステータスコード ｣、｢エラーメール返信日時 ｣です。各項目はタブで区切られています。

エラーステータスコードは、RFC1893 で定義された拡張状態コードに準拠しています。内容については、別紙「エ

ラーコード」を参照して下さい。

(3) クリックカウントログ（頭文字が「ｃ」）

クリックカウント用差替えタグによって生成された URL をメールの受信者がクリックすると、データベースのク

リックカウント用フィールドにカウントが加えられるとともに、その履歴をログとして採取します。

クリックカウントログのフォーマットは、左から順に、「クリック日時 ｣、「URL タイトル ｣、「宛先メールアドレス ｣、

「ID」、「IP アドレス」です。各項目はタブで区切られています。なお、データベースに該当するレコードが見つ

からなかった場合は、宛先メールアドレスの代わりに、配信時に参照したレコードの ID が保存されます。
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(4) オプトアウトログ（頭文字が「ｏ」）

オプトアウト用差替えタグによって生成された URL をメールの受信者がクリックすると、データベースのオプト

アウト用フィールドに日時が入力されるとともに、その履歴をログとして採取します。

オプトアウトログのフォーマットは、左から順に、「オプトアウト日時 ｣、「URL タイトル ｣、「宛先メールアドレス ｣、

「ID」、「IP アドレス」です。各項目はタブで区切られています。なお、データベースに該当するレコードが見つ

からなかった場合は、宛先メールアドレスの代わりに、配信時に参照したレコードの ID が保存されます。

（5） HTML 開封チェックログ（頭文字が「ｗ」）

HTML 開封チェックログは、クリックカウントと同様に扱われます。また、HTML メール開封チェックフィールドを

データベースに追加していなくても、トランザクションログは採取することができます。

※メールグループの「クリックレポート」機能を利用することで、開封ログから集計レポートを閲覧することが

できます。

※ HTML 開封チェックフィールドをデータベースに追加していなくても、「クリックレポート」機能はご利用いた

だけます。

開封ログのフォーマットは左から順に、「開封日時 ｣ 、「URL タイトル ｣ 、「宛先メールアドレス ｣ 、「ID」、「IP ア

ドレス」です。各項目はタブで区切られています。なお、データベースに該当するレコードが見つからなかった

場合は、宛先メールアドレスの代わりに、配信時に参照したレコードの ID が保存されます。

※クリックカウント・HTML 開封チェック・オプトアウトログには、会員 ( アクセスしたエンドユーザ ) の IP ア

ドレスが記録されています。

6-15-2 配信ログのダウンロード

各配信設定ごとに、配信、エラー、クリックカウント、オプトアウトのログをダウンロードすることができます。

各配信設定ごとに、それぞれ以下の場所から実行します。

・エクスプレス配信 ：「あなたが作成した配信登録一覧」の「配信ログ」

・エクスプレス２  ：「配信設定一覧」の「配信ログ」

・タイムリー配信  ：「あなたが作成した配信登録一覧」の「配信ログ」

・シークエンス配信 ：各配信設定行の「配信ログ」

・サンキュー配信の場合 ：各配信設定行の「配信ログ」

それぞれ欄の中にある「ダウンロード」の文字をクリックするとウィンドウが開きますので、[ 保存場所の選択 ]

をクリックして保存する場所を指定後、[受信 ]ボタンをクリックしてローカルの環境に保存して下さい。
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6-16 配信エラーの反映

ここでは配信エラーが発生したリストが参照するデータベースに対して、エラーコード※を反映することができ

ます。エラーコードを DB に格納するためには、予めデータベースに「配信エラー」または「エラーカウント」フィー

ルドを追加しておく必要があります。反映には以下の２つの方法があります。

(1) 手持ちのエラーリストから反映させる方法

(2) 本システムに保存されているエラーログから反映させる方法

ここでは、(2) の方法について説明します。(1) の方法については、「DB グループ」の章で説明します。

6-16-1 エラーコードの反映

各配信スタイルごとに、それぞれ以下の場所から実行します。

・エクスプレス配信 ：「あなたが作成した配信登録一覧」の「エラー反映」

・エクスプレス２  ：「配信設定一覧」の「手動エラー反映」

・タイムリー配信  ：「あなたが作成した配信登録一覧」の「エラー反映」

・シークエンス配信 ：各配信設定行の「エラー反映」

・サンキュー配信の場合 ：各配信設定行の「エラー反映」

それぞれ欄の中にある「反映」の文字をクリックすると、「参照するメールドレスフィールド」、「配信エラーフィー

ルド」、「メールアドレスが重複している場合は」が表示されます。

図 6-16-1　エラーコードの反映

(1) 設定

それぞれ次のようにフィールドを指定して下さい。

1) 参照するメールドレスフィールド

エラーログ中のアドレスと対応するメールアドレスが格納されたフィールドを指定します。

2) 配信エラーフィールド

エラーコードを格納するフィールドを指定します。

3) メールアドレスが重複している場合は

エラーログ中に重複するメールアドレスがある場合に、「一番新しいエラーコードを反映」させるか、「一番

古いエラーコードを反映」させるかを選択します。

エラーコード反映 エラーコード消去

参照するメールアドレスフィールド

配信エラーフィールド

メールアドレスが重複している場合は
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(2) エラーコードの反映

「エラーコード反映」をクリックします。参照したメールアドレスフィールドの値と、エラーログ中のメールアド

レスが一致する場合、そのレコードの「配信エラーフィールド」にエラーコードが反映されます。

※エラーカウントタイプのフィールドをご利用の場合、反映を行うたびにカウントしますのでご注意下さい。

(3) エラーコードの消去

「エラーコード消去」をクリックすると、選択されている「配信エラー」フィールドの値が全て消去されます。

※エラーコードの詳細については、別紙「エラーコードリスト」を参照して下さい。

6-16-2 注意事項

エラーコードの反映を行う際は、以下の点に注意して下さい。

(1) 反映を行うと、エラーログとメールアドレスが一致するレコードについては、既にセットされている値

は上書きされます。

(2) 「配信エラーフィールド」にエラーカウントタイプのフィールドを使用している場合は、反映を行うたび

にカウントします。従って、各配信登録につき 1回のみ反映を行うようにして下さい。

(3) システムに保存されているエラーログは、配信日から数えて１ヶ月間しか保存されません。それ以降に

エラーログを反映させたい場合は、一度ログをダウンロードし、「DB グループ」の「配信エラー処理」機能

を利用して、エラー情報を反映させて下さい。

(4) エラーコードをフィールドに格納しただけでは次回以降の配信に生かすことはできません。エラーを起

こしたレコードを配信したくない場合は、適宜抽出ルールを作成し、配信リストに適用して下さい。抽出ルー

ルの作成方法は「DB グループ」の章で説明します。

(5) エラーの自動反映設定を行っている場合は、重複反映とならないように注意して下さい。
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6-17 重複配信アラート

重複配信を防ぐため、配信設定時に以下の項目が全て同じ場合にはアラートが表示されます。

・サブジェクト

・データベースの抽出ルール

・ドメイン抽出

・宛先メールアドレス

※ひとつでも異なる項目がある場合はアラートは表示されません。

図 6-17-1　重複配信アラート画面


