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ビッグデータの活用と個人情報保護

自己情報をどうコントロールするか
–SNS やアプリの利用を中心に –
原田 由里

Harada Yuri 一般社団法人 EC ネットワーク理事

安心して利用できる E コマース市場をめざして活動。ネット関連の消費者相談を受ける。
講演、啓発教材・書籍への寄稿や、関係省庁研究会、業界団体等委員会などに参加。

性に合わせたターゲティング広告が表示されま

はじめに

す。事例のケースでは、サイトの閲覧履歴から、

ネット上の閲覧履歴や検索ワードなどが広告
に利用されていることをご存じの人も多いと思
います。特にサービスの多くを無料で利用でき

日頃、興味のある広告が表示され、クリックした
ことがトラブルのきっかけとなっています。
SNS の多くは広告収入により賄われていま

る SNS やアプリは、利用者側の情報を取得し、

すので、広告表示を避けることはできません

それをさまざまなビジネスに利用しています。

が、広告は、年齢や性別、国籍などの属性に合

ただ、どの情報が取得されて、どのようなルー

わせて表示されていることを十分認識しておき

トで利用されるのか確認し、きちんと内容を覚

ましょう。男性には女性向けの広告は表示され

えている人は少ないのではないでしょうか。

ませんし、海外の事業者の広告を表示すること

身近で発生するネットトラブルには、利用者

も可能です。ただ、広告の質まで個別審査され

側がこうしたことに無関心であることが原因の

ているとは限りませんので、見る側で注意が必

１つであるものも少なくありません。今回は、

要です。

よくあるトラブル事例から考えていきたいと思

ターゲティング広告への対策としては、サイ
トごとにオプトアウト（無効化）できる方法が

います。

ターゲティング広告がきっかけに
なったトラブル事例

記載されていますので確認してみてください。
いずれも個人情報が直接利用されているわけ
ではありませんが、自分の情報がどのように広

・有名人が出ている広告の化粧品がお試し

告に利用されるのか、これを機にアプリやサー

価格で購入できると思って申し込んだ

ビスの利用規約やプライバシーポリシーなどで

ら、自動的に定期購入となった。

確認しておくとよいでしょう。

・以前から興味があったグリーンカード
（アメリカ永住権）を申請できると思い、
表示された広告を見たら海外の代理業者
だった。

連携アプリがきっかけになった
トラブル事例
・SNS に知り合いの名前で「サングラスが

ターゲティング広告とは、利用者の検索履歴

安い」という投稿が載っていたので、投

や閲覧履歴などを参考に、特定のサイトを訪れ

稿文内の URL をクリックして商品を購

たときに、その利用者に合わせた広告が出され

入したが偽物だった。知り合いに尋ねる

る手法です。例えば SNS を利用する場合、その

と、自分は投稿していないという。

SNS に登録した自分の情報を利用して、その属

・SNS に「ポイントプレゼント」という
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投稿があったので、URL をクリックし

だから安心と思ってクリックしたところ、悪

ポイントサイトに登録したが、肝心のポ

意あるサービスのサイトに誘導され、そのサー

イントは後から抽選だと知った。その後、

ビスと連携してしまっていました。さらに、自

自分の名前で同じ内容の投稿がされてい

分では何もしていないのに、SNS 上で勝手に

ることを知った。

投稿されていた事例もみられます。

連携アプリとは、外部のサービスやアプリと

Facebook 上では同様の手法により、「自己

機能上のつながりを持つアプリのことです。ア

診断アプリ」の提供先が取得した Facebook

カウント情報（ユーザー名、パスワード）を入

利用者の情報を、不正に流用していたという

力しなくても外部のサービスが利用できるしく

問題が発覚しました。流用は約 8700 万人分

みですが、悪質な連携アプリがあるので注意が

ともいわれています。
SNS 利用時は、連携アプリに簡単に権限を

必要です。
SNS を利用していると、勧誘や広告サイト

許可しないようにし、過去に許可した連携ア

に誘導するようなメッセージが投稿されること

プリがあれば、定期的に見直して連携解除す

があります。この時、投稿文に貼られた URL

ることが必要です。

をクリックすると、別サイトが立ち上がり、連

「○○がもらえる」「性格占い」などを楽し

携アプリへの許可を求められることがありま

む前に、連携アプリの許可を求められたら、

す。「連携アプリを許可する」に同意すると、

ちょっと冷静になる必要があります。

連携先のサービスに、SNS の登録情報の権限
を渡すことになります（図１）。
例えばメッセージの権限を許可すると、自分
の SNS アカウント名で、連携先が勝手にメッ
セージを投稿することができます。

不正アプリがきっかけになった
トラブル事例
・SNS で知り合った異性から勧められたア
プリを入れたらアドレス帳の情報が抜き

詐欺サイトに SNS のアカウントが乗っ取ら
れる（実際に行われているのは「許可情報の委
譲」）と、SNS でつながっている人に詐欺サイ

取られ、過去に送った恥ずかしい写真を
知人にばらまくと言われた。
・スマホに配送業者から不在通知の SMS

トへ誘導する投稿が流れ、その人たちが誘導先

が届いたので URL をクリックしたら、

の URL をクリックし連携アプリを許可するこ

アプリがダウンロードされた。その後、

とで、さらに SNS でつながっている人へと連

勝手にアドレス帳登録者に同じ内容の文

鎖的に流れていきます。

を SMS で配信され、さらに後日、キャ

事例のケースも、SNS 上の知り合いの投稿

リア決済で電子マネーが大量に購入され
ていたことが分かった。

図 1 連携アプリによるトラブル事例のイメージ

ス マ ホ に は、

図１ 連携アプリによるトラブル事例のイメージ

①SNS 内に投稿された URL を
クリック

②連携サービスの許可

サービス A があなたのアカウントを
利用することを許可しますか？
連携アプリを許可

③自分のアカウント名で勝手に
投稿される
・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

A

・・・・・・
・・・・・

キャンセル

電話番号や連絡
先、位置情報や
各アプリの履歴
などの情報、ま

クリック

図２ アクセス許可の表示画面例

アクションゲーム

連携アプリを許可した時点で、登録
情報の権限を渡したことになる

乗っ取られる人が連鎖的に増加
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2 アクセス許可の表示画面例
に 送 る シ ョ ー ト 図２図アクセス許可の表示画面例

メッセージ）の送
受信、カメラやマ
イクなどの機能が
付いています。ア
プリは、これらの

乗っ取られる人が連鎖的に増加

アクションゲーム
このアプリが下記にアクセ
スするのを許可する：

不正確な登録情報が原因の
トラブル事例
・アダルトの広告が嫌で未成年で登録して
いたが機能制限があるので不便。登録年

あなたの場所
ネットワーク通信

齢を変更したいができない。

電話発信

情報や機能を利用

・不正ログインの被害にあい、本人確認の

することにより便利なサービスを提供すること

ためアドレスと生年月日を聞かれたが、

ができます。

登録情報を思い出せない。

しかしアプリの中には、提供するサービスと

SNS やアプリなどに登録する際、その情報

は無関係の情報を取得するものもあります。ア

が、広告を含め色々利用されているということ

プリのサービス内容からみて不要と思えるよう

は分かりました。すると、こう考える人がいま

な、たくさんの権限を与える必要はありません。

す。「個人情報の悪用や漏えいに備えて、最初

例えば Android の場合「アクセス許可」の画

から虚偽の個人情報で登録しておこう」と。

面で、アプリに権限を許可する項目が表示されま

これは決してお勧めしません。不正ログイン

すので、その内容を必ず確認しましょう（図２）
。

やパスワード失念などで本人確認が必要な際に

また、Google Play などの正規アプリストア

思い出せなかったり、身分証明書を要求された

以外から入れる「野良アプリ」は危険です。例

際に情報が一致しなかったりする可能性がある

えば、リンク先から直接ダウンロードして野良

からです。本名や年齢が自由に変更できると犯

アプリを入れようとすると「提供元不明のアプ

罪に悪用されることから、その回数等を制限し

リ」と表示されます。それを許可し、さらにア

ていることもあります。

クセス許可を求める画面も、その内容を確認せ

SNS やアプリでは、利用規約などで登録情

ずに許可して入れてしまうと、許可した情報や

報の正確性や情報管理を利用者側に課していま

機能が相手に渡り、悪用される危険があります。

す。正しくない情報で不利益を被っても、誰も

各情報へのアクセス権や SMS の送受信機

助けられません。個人情報を相手に渡すのが不

能などが悪用されると、アドレス帳登録者に

安であれば、初めから利用しない、登録しない

SMS を送りつけて被害を拡大させることがあ

というのも選択肢に入れてください。

ります。また、キャリア決済（携帯電話料金合
算払い）するのに必要な情報が漏えいすると、
前述のトラブル事例のような、なりすましによ
る金銭被害が発生することもあります。

おわりに
自分が渡した情報を後から回収したり、渡し
た先の情報漏えいや悪用を利用者側から防いだ

いずれにしても、アプリに与える権限によっ

りすることはできませんが、渡す情報を、ある

ては、スマホが乗っ取られた状態になり得るこ

程度自分でコントロールすることはできます。

とがあります。

少なくとも、何も考えず、何も読まずに、簡

子どもの見守りアプリなども、使い方によっ

単に「許可」「同意」「登録」することが危険だ

てはストーカーに悪用される可能性がありま

ということは、ご理解いただけたのではないか

す。他人にスマホは触らせず、定期的に持って

と思います。SNS やアプリの利用には、常に

いるアプリの見直しをしてください。

情報管理意識が求められているのです。
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