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あらまし Web サイトには，ファーストパーティのコンテンツと，サードパーティの広告や SNS
連動機能等が混在している．ユーザは，画面上に表示された Web サイトの内容や自身が入力した
内容等，可視な情報を基にして，Web サイトの利用や自身の情報提供に関する判断を行っている．
しかし，ユーザに不可視な状態で，多くのブラウザ情報と端末情報が送信されているため，ユー
ザは実質的な情報の利用，共有の範囲を認識することが難しい．本稿では，Web サイトを利用す
るユーザが，自身の提供している情報と，情報が共有される範囲を容易に理解でき，自身が管理
する ID で，情報提供に対する選択と流通範囲の制御が可能な仕組みを提案する．
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Abstract A website includes its own contents and third-party contents such as advertisements
and SNS widgets. A user decides to use a website and to send his or her own data on the basis
of visible information, which is displayed by the contents on the website and entered data by the
user. However, a lot of browser data and device information is hidden from the user. Therefore,
it is hard for users to determine how their information is actually used by third-parties, and
to what extent that information is shared. This paper proposes a novel mechanism. A user
manages his or her own ID by controlling what information is obtained and to what extent is
shared to third-parties. By using this mechanism, the user has a clearer understanding of the
accessibility of his or her own information.

1

はじめに

近年では，1 つのファーストパーティの Web
サイトに，数多くのサードパーティの機能が埋
め込まれるようになった．その理由は，広告表
示機能，SNS 連動機能，アクセス解析機能など，
自身の Web サイトに他のサイトが発行するス

クリプトを手軽に導入できるようになったため
である．その結果，Web サイトは，自身のサー
ビスやコンテンツへの集客を増やして収益増加
につなげることができ，ユーザは，便利に様々
なサービスを利用できるようになったが，一方
で問題となる点もある．
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現状，ユーザは検索エンジンの結果などから
ファーストパーティにアクセスしていると認識
していても，実際には認識できていない数多く
のサードパーティへ同時にアクセスしているこ
ととなる 1 ．数多くのサードパーティは，ユー
ザのアクセスと同時に，ユーザのブラウザや端
末情報を，ユーザに不可視な状態で取得し，個々
のユーザを追跡，分析し，分析結果を共有してい
る．しかし，ユーザは，自身の情報を共有して
いる全ての事業者を把握できるわけではない．
ユーザが自身の情報を管理するためには，ユー
ザが自身の情報の提供と流通範囲を負担なく認
識でき，ユーザ主導で状況や目的に沿った選択
ができ，継続的に制御できる必要がある．
本稿は，サードパーティとして行動ターゲティ
ング広告を行う事業者に焦点を当て，ファース
トパーティとサードパーティで，ユーザが認識
できない部分を明確にする．そして，ユーザが
利用するファーストパーティとサードパーティ
において，ユーザが自身の提供している情報と，
情報が共有される範囲を容易に理解でき，情報
提供に対する選択と流通範囲の制御が可能な仕
組みを提案する．具体的には，ブラウザ拡張機
能において，ユーザ自身が生成する ID を導入
し，ファーストパーティ，サードパーティとの情
報流通の制御を実現することで，ユーザ主導で
情報の流通範囲を制御するツールを提案する．
2 節では，ユーザの認識および選択と制御の
現状について議論する．3 節では，現状の課題
と研究の目標について述べる．4 節では，本稿
で提案する仕組みを説明する．5 節では提案し
た仕組みがユーザだけでなく，ファーストパー
ティ，サードパーティにどのように貢献するか
を考察する．6 節では，関連研究について述べ
る．7 節では，本稿のまとめと今後の課題を述
べる．

2

現状

本節では，ユーザが利用するファーストパー
ティ，およびファーストパーティと連動してい
1
ファーストパーティとは，ユーザがアクセスした URL
のドメインの事業者であり，サードパーティはユーザが
アクセスした URL 以外のドメインの事業者である．

るサードパーティ（行動ターゲティング広告事
業者）に対する現状のユーザの認識を明確にし，
ユーザが現状利用できる自身の情報流通に関す
る選択と制御について議論する．

2.1

ユーザの認識の現状

ユーザが，サービスの内容や自身の取得され
ている情報の内容を認識できるかどうか，本稿
では次のような尺度で議論する．

• ユーザが認識可能
サービス内容や取得されている情報がブラ
ウザの画面上で可視，または他の手段によ
りユーザが容易に把握できる状態である．
• ユーザが認識不可能
サービス内容や取得されている情報がブラ
ウザの画面上で不可視，かつユーザが容易
に把握できる手段がない状態である．

2.1.1

行動ターゲティング広告

本稿では，サードパーティのサービスの代表と
して行動ターゲティング広告を取り上げる．現
在の行動ターゲティング広告の主流は，HTTP
Cookie を利用してユーザのブラウザを識別し，
ユーザがメディアを訪問した際に，リアルタイ
ムに広告料をオークション形式で入札し，広告
を表示する方式である．事業者は大きく分類す
ると SSP（Supply Side Platform）
，DSP（Demand Side Platform），DMP（Data Management Platform）に分かれている．SSP は世の中
に存在する広告表示在庫を測定し，DSP は広告
主の入札を管理し，DMP は SSP，DSP やファー
ストパーティの CRM（Customer Relationship
Management）と連携して，ユーザ情報の流通
を促進させる．例えば，SSP は，あるファース
トパーティにアクセスしてきたユーザを，SSP
の Cookie に紐付いたユーザ情報から 30 代男性
であると推定し，そのユーザに対する広告の入
札リクエストを各 DSP に送信する．そして，そ
れぞれの DSP はそのユーザに広告を表示する
ために広告料を提示し，最も高値を付けた DSP
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（広告主）が広告を表示できる仕組みである．こ
の方式は RTB（Real Time Bidding）と呼ばれ
ている．
また，RTB の一連の処理中に，各事業者は，
Cookie による ID の付与と Cookie 値のリダイ
レクト，専用 Web API を利用したパラメータ
送信によって，アクセスしてきたユーザとユー
ザ情報を常に識別，参照できる状態を保ってい
る．この処理は Cookie Sync と呼ばれている．
実際，行動ターゲティング広告では，個々の
ユーザ情報の IP アドレス，閲覧履歴，閲覧時
間帯等から個々のユーザをセグメント（30 代，
男性，独身，高級車など）に分類している．そ
して，そのセグメントをもとにそのユーザに効
果があると推定される広告を表示している．

2.1.2

ユーザの認識

図 1 では，ファーストパーティおよび行動ター
ゲティング広告事業者（サードパーティ）にお
いて，ユーザが認識可能，不可能な部分を示す．
ファーストパーティの場合，ユーザはファー
ストパーティの Web サイトを利用する目的で
アクセスし，Web サイトのコンテンツが画面上
に表示される．そのため，サービスの内容は可
視であるといえる．また，ユーザはファースト
パーティの Web サイト上でページ遷移を行い，
場合によっては自身の情報を登録する．そのた
め，自身の行動と提供情報をある程度把握でき
るといえる．実際にファーストパーティがユー
ザに不可視な状態で Cookie や閲覧履歴を取得
し，追跡していたとしても，ユーザは自身の行動
から，ファーストパーティの追跡を把握できる．
一方で，ファーストパーティと連動している
行動ターゲティング広告事業者の場合は，ユー
ザがアクセスしたファーストパーティの Web サ
イト上で，広告内容（広告主の宣伝情報）が表示
される．しかし，実際にはユーザに不可視な状
態で取得されたブラウザや端末情報等のユーザ
情報が，広告主の広告を表示するまでに，20 か
ら 30 以上の数多くのサードパーティとファース
トパーティで共有され，ユーザの属性を推定し
ている 2 ．この取得，共有されたユーザ情報と，
2

我々の調査では，大手ニュースサイト等への１回のア

図 1: ユーザに可視，不可視の部分
推定されたユーザの属性（セグメント情報）は，
ユーザに不可視であるといえる．また，広告を
表示するための広告タグは，サードパーティ主
導で生成されるため，サードパーティがユーザ
情報の取得と共有範囲を決定しており，ユーザ
はその内容の把握が困難な状況となっている．

2.2

ユーザの選択と制御の現状

行動ターゲティング広告を行っているサード
パーティの業界団体は，ユーザへの配慮として，
自主規制ガイドライン [13, 1] を策定し，参加事
業者に実施を促している．そして，参加事業者
は，ユーザへ行動ターゲティング広告に対する
選択と制御の機能を提供するため，行動ターゲ
ティング広告に利用されている Cookie のオプ
トアウト機能を提供している．オプトアウト機
能は各事業者が個別に用意しているが，オプト
アウトポータルサイト [3, 4, 11] も存在する．

2.2.1

オプトアウト

行動ターゲティング広告事業者が実施してい
るオプトアウト機能は，ユーザのブラウザに保
存されている Cookie によって実現されている．
そのため，行動ターゲティング広告のオプトア
ウトを維持するには，下記の条件をすべて満た
す必要がある．
クセスで，20 から 30 以上のサードパーティのドメインと
Cookie 及びユーザ情報の共有が行われていることを確認
している．
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1. 広告事業者（サーバ）がオプトアウトする
Cookie を持っており，オプトアウトが設定
されている
2. ユーザ（ブラウザ）がオプトアウトする Cookie
を持っている
3. ユーザ（ブラウザ）がオプトアウトする Cookie
を送信する
例えば，ユーザが広告事業者に対してオプト
アウト要求を行うと，事業者は保持しているユー
ザの Cookie にオプトアウトを設定する．以降，
ユーザはオプトアウト設定されている Cookie
と共にアクセスすれば，広告事業者はユーザに
対して行動ターゲティングを行わない．
また，Cookie のオプトアウト以外の方式で
は，Federal Trade Commission（FTC）がプラ
イバシーフレームワークとして進めている Do
Not Track（DNT）[6] がある．さらに，サード
パーティの Cookie による追跡を遮断する方法
としては，ブラウザでサードパーティ Cookie を
禁止する設定ができる．また，広告を完全に非
表示にする方法として，広告をブロックするブ
ラウザ拡張機能（広告ブロッキングツール）も
存在する．

2.2.2

ユーザの選択と制御

現状においても，ユーザが利用できる行動ター
ゲティング広告に対するオプトアウト機能は提
供されているが，Cookie のオプトアウトでは，
ユーザがオプトアウトを継続できない場合があ
る．図 2 は，ユーザがオプトアウトを設定した
が，再度行動ターゲティングが開始される例で
ある．まず，ユーザ情報は Cookie Sync でサー
ドパーティ全体に共有され，広告事業者 A に対
してオプトアウトを設定している状態とする．
ここで，ユーザ（ブラウザ）が保持している A
の Cookie が削除または有効期限切れになると
する．そして，あるファーストパーティの Web
サイトで A へのアクセスが発生すると，ユーザ
から A へ Cookie が送信されないため，A はユー
ザを新しいユーザだと認識する．その際に，A
と広告事業者 B が Cookie Sync を実施すると，

図 2: 再度行動ターゲティングが開始される例

B では以前のユーザだと認識され，B が保持し
ているユーザ情報が A と共有される．
このように，ユーザは A に対してオプトアウ
トを選択し，制御していても，再度 A によって
オプトアウト以前と同じような行動ターゲティ
ングが開始される可能性がある．
他のオプトアウト方式として DNT があるが，
DNT はユーザの意思を表明する仕組みである
ため，事業者が実際にトラッキングをやめる仕
組みを実装しなければ，オプトアウトは実施さ
れない．
また，Cookie 以外のユーザを識別する技術と
して Fingerprinting[5, 10] があるが，広告事業
者からオプトアウトの機能は提供されていない．
結局のところ，現状のサードパーティにより
提供されているオプトアウトは，ユーザの状況
や目的に合わせた選択と制御ができるものでは
なく，ユーザがオプトアウトを維持していくこ
とは困難である．

3

課題と研究の目標

2 節の議論により，現状の課題として下記の
3 点があげられる．
1 つ目は，不可視なサードパーティが多過ぎ
る点である．ユーザがファーストパーティにア
クセスすると同時に，数多くのサードパーティ
にユーザ情報が取得され，共有される．そのた
め，ユーザがサードパーティの保持している情
報と共有範囲を認識する負担は大きく，認識で
きていないものに対して，個別に選択し，制御
することはさらに負担が大きい．
2 つ目は，ファーストパーティとサードパー
ティ全体でユーザの情報が共有される点である．
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サードパーティに取得されたユーザが認識して
いない情報も，ファーストパーティに結合され
るため，ファーストパーティが保持しているユー
ザの情報をユーザが認識できない状態となる．
また，全情報が結合されるため，ユーザは状況
（仕事やプライベート等）や目的（旅行情報や
スポーツ情報等）を反映した選択と制御ができ
ず，現状では，広告を受け入れるか，広告を完
全に遮断するか，どちらかの選択となる．
最後は，サードパーティ主導でユーザ情報を
取得，共有しており，オプトアウトの実施権限は
最終的にサードパーティにある点である．自主
規制等を導入しているが，実際にはサードパー
ティの実装に依存しており，オプトアウトの継
続性には課題がある．
上記の課題を解決するため，我々は次の 2 つ
の実現を目標とする．

1. ユーザが，自身の提供する情報と，流通範
囲を負担なく認識できるようにする．
2. ユーザ主導で状況や目的に沿った選択がで
き，継続的に制御できるようにする．

4

4.1

モジュールと機能

提案するブラウザ拡張機能の主要モジュール
と機能は下記の通りである．

(a) ugID，属性情報の生成・変更モジュール
ユーザ主導で状況や目的に沿った情報の提供
と共有範囲の認識，および選択，制御を行うた
め，下記の機能を持つ．1）ugID の生成，およ
び属性情報，状況・目的の設定機能，2）独自の
HTTP Header パラメータを送信する機能．
(b) ユーザ情報制御モジュール
サードパーティ主導でユーザ情報の取得と共
有を行うことを制御するため，下記の機能を持
つ．1）サードパーティ Cookie の送信制御機
能，2）サードパーティへのファーストパーティ
Cookie の送信制御機能，3) ファーストパーティ
への ugID の送信制御機能，4）Fingerprinting
の抑制機能．
(c) サードパーティ計測，評価モジュール
サードパーティの振る舞いを計測し，自身の
設定との対比をするため，下記の機能を持つ．
1）アクセス先と送信情報の収集機能，2）セグ
メント情報の推定，評価機能．

提案

我々は目標を実現するため，下記の内容をブ
ラウザ拡張機能として実装する．

1. ユーザが，自身の状況や目的別に，自身で生
成した ID（以降，ugID と呼ぶ）と属性情報
をサードパーティに提供することで，サー
ドパーティに対する自身の提供情報，共有
範囲の認識を強化し，自ら選択できるよう
にする．
2. ユーザは，ファーストパーティ，サードパー
ティがユーザに不可視な状態で，ugID と属
性情報を結合することができないように制
御する．
3. ユーザは，ugID に対して行われるサード
パーティの情報取得を観測し，ユーザが設
定した属性情報と対比することにより，ユー
ザがサードパーティの振る舞いを推定，評
価する．

4.2

情報共有の定義

我々はユーザ主導の仕組みを提案するが，提
案した仕組みに対してもサードパーティ主導に
よる ID の結合が行われる可能性がある．ID の
結合が行われた場合，ユーザ主導で設定した状
況や目的に応じた制御が困難になる．そのため，
ID が結合される場合を定義し，提案するブラウ
ザ拡張機能では，ID の結合を制御する．
図 3 は，我々が提案する仕組みの概要である．
ファーストパーティがユーザを識別する ID は，
従来通りの Cookie の仕組みを利用する．サー
ドパーティに対しては従来の Cookie による識
別を禁止し，ユーザが状況と目的に合わせて生
成した ugID と属性情報（S：図 3 では Sthirdi ,k
のように表記）を利用する．ユーザからの任意
のトランザクション T は Cookie や ugID，属
性情報等のその他の情報を含む集合とする．こ
こで，あるファーストパーティへのトランザク
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図 3: 提案するユーザ主導の仕組み
ションを Tf irsti とし，あるサードパーティへ
のトランザクションを Tthirdi とする．そして
Tf irsti 以外のあるファーストパーティへのトラ
ンザクションを Tf irstj (i ̸= j) と表し，Tthirdi 以
外のあるサードパーティへのトランザクション
を Tthirdj (i ̸= j) と表す．あるファーストパー
ティが Cookie で持つ ID を Cf irsti ,k とし, ある
サードパーティが持つ ugID を Uthirdi ,k とする．
ID の結合による情報共有は，ユーザからの 1
つのトランザクションで，各ドメインが持って
いる ID を同時に 2 つ以上送信し，既に各ドメイ
ンが持っている ID と送信された ID を結合する
ことで実現される．下記の (a) から (d) は，情
報共有が実現される場合である．提案する仕組
みでは，下記の 4 つの場合を監視し，共有を制
御する．

(c) ファーストパーティとして Cookie を設定
したドメインがサードパーティとなってファー
ストパーティへ自身の Cookie を送信する場合
{Cf irsti ,k , Cf irstj ,k } ⊂ Tf irsti となる．
(d) サードパーティへ他のサードパーティの
ugID が送信される場合
{Uthirdi ,k , Uthirdj ,k } ⊂ Tthirdi となる．

5

考察

本節では提案した仕組みの効果と影響につい
て考察する．また，情報共有の制御について考
察する．

5.1

効果と影響

(a) サードパーティへファーストパーティ Cookie
ユーザ，ファーストパーティ，サードパーティ
が送信される場合
に対する，効果と影響を整理する．
{Cf irsti ,k , Uthirdi ,k } ⊂ Tthirdi となる．例え
(a) ユーザへの効果と影響
ば，Cf irsti ,k を JavaScript で画像タグのパラメー
ユーザへの効果として，3 節で示した目標の効
タに加えたり，iframe で呼び出し URI のパラ
メータに加えて，Cookie を送信する方法がある． 果が得られる．また，ファーストパーティのペー
ジロードにおいてサードパーティ主導の Cookie
(b) ファーストパーティへ ugID が送信される
Sync のトラフィック量の減少が期待できるた
場合
め，ブラウジングが快適になると予想される．
{Uthirdi ,k , Cf irsti ,k } ⊂ Tf irsti となる．例え
影響としては，ブラウザへの拡張機能のインス
ば，サードパーティが Uthirdi ,k を Header で受
トール，ugID の生成と属性情報の設定がある．
け取り，JavaScript に埋め込んで，ユーザのブ
しかし，現状の個別にサードパーティを認識し，
ラウザで実行させて Cf irsti ,k と共にファースト
選択するというユーザの負担を考慮すると，影
パーティに送信する方法がある．
響としては大きくないと考えられる．
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(b) ファーストパーティへの効果と影響
ファーストパーティへの効果として，ファー
ストパーティが把握できないサードパーティに
よる情報取得が軽減でき，より詳細な規約やポ
リシーの下，信頼されるサービスを提供できる
ようになると考えられる．影響としては，サー
ドパーティのユーザ情報を容易に取り入れるこ
とが難しくなる．しかし，提案する仕組みで，
ユーザの許諾により，情報共有を許可する機能
を追加することも考えられる．
(c) サードパーティへの効果と影響
サードパーティへの効果としては，ugID と属
性情報を利用することにより，即座にユーザに
適した広告を表示することができる点がある．
また，現状ではサードパーティ Cookie をオフ
にされると，ランダム広告を出力するしかなく，
また，広告ブロッキングツールが導入されると，
広告を表示できなかったが，提案した仕組みで
は，ユーザが望む広告を出すことが可能となる．
影響としては，サードパーティ主導のユーザ識
別，情報取得が難しくなる．しかし，ユーザ主
導で生成された ugID を利用して，ユーザを解
析することは可能であり，ユーザから提供され
る属性情報を参考に，広告を選択することがで
きる．たとえ，ユーザが設定した属性情報が，
本当のユーザの性質に沿わないものとなってい
る場合であっても，ユーザがその属性情報に関
連するものに興味があると考えれば，広告を出
稿する価値はあると考えられる．

5.2

情報共有の制御について

4.2 節では，情報共有の定義を 4 つの場合に
分けて行った．情報共有はトランザクション T
に 2 つ以上の ID が含まれる時に成立する．提
案する仕組みでは，4 つの場合それぞれを監視
し，情報共有を制御する．しかし，4.2(a)，(b)
の場合に関しては，単純な Cookie 値や ugID 値
による制御では限界があると考察される．
例えば，4.2(a) の場合では，JavaScript 等で
Cf irsti ,k に紐づく仮 ID（Cf irsti ,k ′ ）をクライアン
トサイドで生成し，ファーストパーティとサー
ドパーティに Cf irsti ,k ′ を送信し，ファースト

パーティとサードパーティ間で Cf irsti ,k ′ で問
い合わせを行うような方法が考えられる．
また，4.2(b) の場合では，Uthirdi ,k を Header
で受け取り，Uthirdi ,k に紐づく仮 ID（Uthirdi ,k ′ ）
をサーバサイドで生成し，JavaScript に埋め込ん
で，ファーストパーティで実行させて Uthirdi ,k ′
をファーストパーティに送信し，ファーストパー
ティとサードパーティ間で Uthirdi ,k ′ で問い合わ
せを行うような方法が考えられる．
このようにブラウザで観測できない ID を任
意に生成されると，拡張機能において Cookie
値や ugID 値により制御することが難しくなる．
そのため，パラメータ名などを推測する機能や
振る舞いを推測する機能等，さらに高度な機能
が必要になると考えられる．しかし，5.1 節で考
察した通り，提案した仕組みでサードパーティ
に十分な利点を提供できれば，サードパーティ
が ID を紐づける動機がそもそもなくなると考
えられる．
なお，4.2(c) の場合は，サードパーティ Cookie
を禁止するため，情報共有を実現することはで
きないと考えられる．また，4.2(d) の場合は，
ugID を同時刻に 1 つしか送信しない設計とす
るため，Tthirdi に ugID が含まれるならば，そ
れは必ず 1 つだけになり，情報共有は実現しな
いと考えられる．

6

関連研究

本稿で提案するような，行動ターゲティング
広告の選択や制御を促進する先行研究を示す．
Privad[8] では，ユーザ（ブラウザ）と広告事
業者の間にディーラーと呼ばれるプロキシ事業
者を導入することを提案している．プロキシが
ユーザのアクセスに対し，匿名の ID を生成す
ることで，広告事業者に対し，ユーザの匿名性
を保っている．
Adnostic[12] では，広告事業者がブラウザに
対し 10 から 20 の広告候補を提供し，ブラウザ
拡張機能がユーザの興味に沿った広告を算出し
て表示する仕組みを提案している．
Repriv[7] では，ブラウザ拡張機能内で，サー
ドパーティがセキュアにマイニングツールを開
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発できる仕組みを提案する．ユーザがポリシー
を設定し，セキュアな API を通じてブラウザ内
のユーザ情報にアクセスする機構を有する．
CoP[2] では，JavaScript で行動ターゲティン
グのキーワードを演算し，Cookie に格納する機
能を提案している．
AdReveal[9] では，ブラウザ拡張機能でユーザ
のブラウジングログを解析し，行動ターゲティ
ング広告のトラッキングスコアを算出している．
トラッキングスコアに基づきカテゴリ別に制御
しやすい環境をユーザに提供する．
前述の [8, 12, 7, 2] に関しては，既存の広告配
信システムを大きく変更しなければならず，普
及が難しいと考えられる．AdReveal[9] は，ブ
ラウザ拡張機能のインストールのみで，ユーザ
にフレンドリーなシステムを目指しているが，
ユーザ主導で広告を選択する仕組みではない．
本稿で提案する仕組みは，意図的に行動ター
ゲティング広告の機能を抑制するが，ユーザ主
導で ugID と属性情報を提供することで，既存
の広告配信システムを変更せずに，行動ターゲ
ティング広告を許可する．そして，その中で行
われるサードパーティ主導の行動ターゲティン
グをユーザが常に監視し，評価することを可能
とする．

7

おわりに

本稿では，ユーザが自身の情報の利用と共有
の範囲を容易に認識でき，ユーザ自身で ID を管
理することにより，ユーザが提供する情報の選
択と流通範囲の制御が可能な仕組みを提案した．
本稿で提案した仕組みは，ユーザだけでなく，
ファーストパーティやサードパーティおよび，
行動ターゲティング広告配信システム全体に有
益であると考察した．
今後は，提案した仕組みの実装，並びに有用
性の評価を行う．
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