
顧客からの信頼獲得に向けたファーストパーティデータの利活用：
プライバシー重視の新時代においてAPACで成功するための鍵
APACの主要パブリッシャー及びアプリ開発会社との対話から得た学び

エグゼクティブサマリー



01
はじめに

このレポートは、APAC全域のパブリッシャー及びア

プリ開発者（以下、セルサイド）へのインタビューや

調査に基づき、欧州と米州における同様の調査をふま

えた上で、以下の定性的な概要を提供することを目的

としています：

01 APACの広告エコシステムにおけるプライバシー

への注目度の低さ

02 既存の、及び今後のプライバシーに関する変更が

セルサイドプレーヤーに与える影響の明確化

03 更なるプライバシー重視が予測される未来におい

て、セルサイドプレーヤーのインスピレーション

となり得る、具体的なステップ

主要な発見

01 APACにおけるプライバシーへの注目度の低さ

APACのセルサイドプレーヤーは、昨今のプライバシー関連

の変更には強い支持を示しているものの、ヨーロッパやア

メリカほどにはプライバシーを重視していないのが現状で

す。その背景には、APAC市場の性質（例：世界平均よりも

急速な成長が予測されているモバイル市場が主体で、

伝統的なメディアの影響力が強い）と、プライバシーがセ

ルサイドプレーヤーに与える影響が地域によって大きく異

なるという、2つの事実があります。

02 プライバシーに対するアプローチの違い

セルサイドプレーヤーはプライバシーの台頭に対し、様々

な方法で対応しています。市場に先駆けて投資する意欲や、

ファーストパーティデータベースのソリューションを採用

する能力と意欲によって、アプローチが異なっています。

03 マーケットリーダーは信頼とファーストパーティ

データに基づく差別化を求めているが、相対的な

行動の欠如は依然として懸念材料

プライバシーがセルサイドの成長要因に与える影響が大き

いことを考えると、APAC全体における取り組みの遅れは今

後に影響を及ぼす懸念があります。しかし、顧客の信頼と

ファーストパーティデータに焦点を当てることで、プライ

バシーへの対応が重要な時代にしっかりと対応した上で競

争優位を築こうとしているマーケットリーダー達がいるこ

とは、心強いことです。

04 行動を起こす機会だと捉えましょう

行動を起こすのに遅すぎるということはありません。しか

し、プライバシーへの対応には何年もの歳月がかかること

を考えると、一刻の猶予も残されていません。
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提言

顧客の信頼とファーストパーティデータ：APACのプライバシー新時代を勝ち抜く鍵

広告主・代理店との繋がり
サードパーティCookieのサポート終了に伴い、広告主や

代理店（「バイサイド」）との連携について、自社の置

かれた状況、戦略、プライバシー観に沿った新たな方法

を模索する必要があります（Chapter 3）。

ファーストパーティデータで勝ち抜く
プライバシー重視傾向の高い広告販売エコシステムで

成功するには、投資のタイミングやデータ戦略に関する、

難しいトレードオフに身を置くことが必要になります

（Chapter 4）。

ハイライト

02

の市場（APAC）を対象とした調査

の回答者が、プライバシー保護の高まりにより、
広告収入が減少すると予想

の回答者が、ファーストパーティデータを活用
することで、プライバシー重視傾向の高まりに
伴う影響を緩和できると考える

14

ファーストパーティデータの成功に向けた準備
プライバシー重視傾向の高い広告販売エコシステムにお

いて、ファーストパーティデータは、競争優位性の核と

なることが期待されています。その

収集・保存・分析・活用に注力することが、プライバ

シー対応への鍵となります（Chapter 2）。

プライバシー保護への道のりを前進させる
既存および新規のパートナーを活用し、プライバシー

対策を一刻も早く始めましょう（Chapter 5）。

プライバシーの台頭がもたらす影響に対し、セルサイ

ドのプレーヤーは様々なアクションを起こそうとして

います。本レポートはその総括を目的とするものです。

65%

73%

エグゼクティブサマリー
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再考願います

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/thriving-in-a-privacy-centric-ad-sales-ecosystem.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/future-proofing-ads-through-first-party-data.html
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Chapter 01: APACにおけるプライバシーの現状と、パブリッシャーやアプリ開発者への影響

APACにおけるプライバシーの台頭

プライバシーの台頭

過去5年間、アジア太平洋地域（APAC）では、規制当局の介入の増加、プラットフォームポリシーの変更、オンラインでのデータ利用
方法に対する消費者の関心の高まりという形で、プライバシー領域に大きな注目が集まりました。

このようなプライバシーへの関心の高まりは、すでにこの地域全体の広告の売買方法に大きなインパクトをもたらしており、パブリッ

シャーやアプリ開発者のビジネスおよび運営モデルにも様々な影響を与えています。

このレポート内で使用している重要なキーワード

マーケットプレイヤーについて

広告市場は下記のプレイヤーによって構成されています：

• セルサイド : 広告ソリューションを販売するすべての

企業。本調査では、ブロードキャスター、パブリッ

シャー、アプリ開発会社などが含まれます。

• バイサイド: セルサイドが提供する広告ソリューション

を通じて、自社の商品やサービスを宣伝するブランド

とその代理店。

データの種類について

本レポートでは、理解を容易にするために、ゼロパーティ

データとファーストパーティデータの両方を指して

「ファーストパーティデータ」と称します：

• ゼロパーティデータ: カスタマージャーニーの主要な

タッチポイント（同意、登録、購入など）でユーザー

が直接提供するデータ、またはパブリッシャーやアプ

リ開発者との継続的な対話（調査、製品テストなど）

を通じて提供されるデータ。

• ファーストパーティデータ: プラットフォーム上におけ

るユーザーの行動を分析することで、間接的に得られ

るデータ（例：購入履歴や行動データ）。

消費者側の

懸念

• 消費者側のプライバシー重視傾向を牽引しているのが、主に大都市圏に居住する、デジタルリ

テラシーが高い消費者たちです。彼らの間でプライバシーに対する懸念が高まっていることが、

より広いエコシステム全体のプライバシー重視傾向を加速させています。

規制当局の

介入

• 消費者の懸念に応えるため、また、他の国々と足並みを揃えるために、規制当局はこの地域の

多くの管轄区域で新しい法律の導入や既存の法律の改正を始めています。

• 規制当局の介入は主に、何が個人情報を構成するのかを定義し、プライバシー管理に関する消

費者側の権利を定義し、個人データの取得・保存・共有の方法についてより明確なガイドライ

ンを設定することに重点を置いています。

プラット

フォーム

側のポリ

シー

• サードパーティcookieのサポート廃止、（データ共有へのオプトインをユーザーに求める）

簡易型インターフェースの普及、モバイル広告ID関連の変更など、主要なブラウザやアプリ

が世界レベルで実施した変更により、パブリッシャーやアプリ開発会社がユーザーデータを

収集・利用する方法に制約が生じました。

4

過去5年間、APACでは、消費者の関心の高まり、規制当局の介入の増加、ユーザーデータの使用と収集に制約を加えるプラットフォームポリシーの

変更といった形で、プライバシー領域に大きな注目が集まりました。

デジタル洗練度はデジタルリテラシーで良
いと思います
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非対称的なインパクト

Chapter 01: APACにおけるプライバシーの現状と、パブリッシャーやアプリ開発者への影響

非対称的なインパクト

複数の要因がAPAC間のコントラストを浮き彫りに

セルサイドのプレーヤーが、プライバシーの高まりに対応してデータおよび広告戦略を進化させなければならない度合いは、市場に

よって異なります。それを決めているのは、以下のような要因です：

規制の介入: プライバシー関連の法規制は現在、APAC人口のかなりの割合をカバーしており、今後数ヶ月から数年の間にさら

に多くのプラットフォームと規制の開発が行われると予想されます。

プラットフォームの普及: サードパーティCookieのサポートを取りやめたブラウザや、データ収集のオプトインをユーザーに

求めるアプリのオペレーティングシステムが市場に浸透している場合、成長を促進するためには、パブリッシャー自身が

ファーストパーティデータを入手する必要性が高まります。

広告市場の洗練度合い: オーディエンスマッチングの信頼性が高い市場では、オーディエンスベースの広告ソリューションを

提供するために必要なデータを調達するプレイヤーの能力が、広告収入に大きな影響を与えます。

これらの度合いは市場によって大きく異なるため、プライバシーはAPACの広告販売エコシステム全体に大小様々な影響で影響を与え

ています。セルサイド のプレイヤーによる対応の幅広さも、これらの要因を当てはめることで（部分的に）説明が可能です。

セルサイドプレーヤーからの混然としたシグナル

1. プライバシー対応への投資意欲: 一方のプレイヤー達は、

プライバシーの台頭を最大限に活用するための行動を計

画しています：

• 回答者の65％が、データ収集に対する消費者の同意

の撤回や、サードパーティCookieのブラウザサポー

トによる顧客インサイトの喪失を緩和するために、

ファーストパーティデータへの注力を高める計画を

共有しています。

• 回答者の3分の2近くが、プライバシーを重要な優先

事項としており、5分の1近くがプライバシーを「重

要な戦略の柱」とまで述べています。

2. 対応の遅れ: またある一方のAPAC企業は、プライバ

シーへの対応への投資を遅らせることを選択するにあた

り、次のような理由を主張しています：

• 先行きがあまりにも不透明

• ローカルおよびグローバルな競合他社が競争を難し

くしている

• 規制や消費者の要請は、まだ投資する必要性を感じ

させない

• バイサイドの支払い意欲が低いため、投資案件を作

るのが難しい

個人情報保護の高まりは地域によって非対称的な影響を及ぼしており、セルサイドのプレーヤーはそれぞれ異なる方法で対応しています。

1. あまり影響は感じられない

• 発展途上の国々におけるプライバ
シー規制

• プラットフォーム普及率が低い

• 広告市場の洗練度が低い

2. すでに影響が出始めている

• 進化中の国々におけるプライバシー規制

• プラットフォーム普及率が中程度

• 広告市場の洗練度が向上中

3. すでに大きな影響が発生

• 進化中の国々におけるプライバシー規
制

• プラットフォーム普及度が高い

• 広告市場の洗練度が向上中

4. すでにとても大きな影響が発生

• 成熟度が高い国々におけるプライバ
シー規制

• プラットフォーム普及度が高い

• 広告市場の洗練度が高い
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大きく非対称な形」の意味が良く解りませ
ん。「大小様々な影響」とした方がわかり
やすいのでは？
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Chapter 01: APACにおけるプライバシーの現状と、パブリッシャーやアプリ開発者への影響

プライバシー保護への対応

プライバシーがビジネスに与える影響は少なくないにも関わら

ず、プライバシー関連の変更に対しては、幅広い支持が見られ

ました：

• プライバシーに関する変更はタイムリー、あるいはむしろ

遅れている: アンケート回答者の3分の2以上が、変更は適

切な時期に行われた、あるいは、ずっと前に行われるべき

ものだったという見解を示しています。国際的な同業者と

同様に、この見解は、あらゆる地域のWEB、アプリベース

のプレーヤーに一貫しているようです。

• プライバシー重視の未来に必要なデータ取得への確信：回

答者の4分の3近くが、プライバシー重視の未来で成功する

ために必要なデータの少なくとも大部分を自分たちで保有

していると考えています。

同様に、プライバシーの高まりは、セルサイドのデジタル広告

に対する魅力を損なう事には繋がっていませんでした：

• 回答者の70％近くが、デジタル広告に対し、収益化手法と

しての魅力を、少なくとも現在と同程度には保ち続けると

の見解を示しています。

• しかしアプリ開発者は、アプリ内課金を中心とする他のマ

ネタイズに目を向け、継続的な収益拡大を図っているよう

です。

ビジネスチャンスと課題が混在するプライバシー

APACのパブリッシャーとアプリ開発者はプライバシーを、ビ
ジネスチャンスとビジネス課題の両方として捉えています。

セルサイドプレイヤー達はプライバシーの台頭がもたらす影響
を認識しており、少なくとも、幅広いアクションを計画する段
階には来ているようです。

プライバシーを解決すべき問題と捉えるか、それとも差別化の

チャンスと捉えるかに関わらず、本レポートからの学びが、プ

ライバシーに関する取り組みを加速させる一助となることを

願っています。

プライバシーがセルサイドの成長要因に与える影響は広範囲に及ぶにもかかわらず、セルサイドプレーヤーは最近の変化を強く支持。プライバ

シーには、チャンスとビジネス上の課題が混在していると考えています。

広範な影響にも関わらず、プライバシーをサポート

プライバシー重視傾向の高まりを、どう捉えていますか？

9%

差別化手段の
ひとつ

解決すべき
問題

ビジネスをより
複雑にする要素

最も重要な課題

頭の痛い問題

36%

41%

39%
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プライバシーがもたらす広範な影響

緩和策を講じない限り、プライバシーはセルサイドのパフォー

マンスに広範な影響を与える可能性があります。

1. パフォーマンスの中核となる要因への影響：回答者の

75%以上が、サードパーティCookieのサポートを停止し

た場合、オーディエンスマッチング、キャンペーン管理、

ユーザー獲得など、パフォーマンスの中核となる要素に少

なくとも何らかの影響が出ると回答しています。

2. 広告収入への影響：回答者の70%近くが、サードパー

ティCookieのサポートの一部撤回と、データ収集へのオプ

トインをユーザーに求めるアプリのオペレーティングシス

テムが普及するに伴い、広告収入が減少することを認めて

います。また、3分の1以上が少なくとも25%の減少を経

験しています。

3. 支出への影響：調査回答者の3分の1は、プライバシーの高

まりに対応するために、コストと設備投資の両方が増加す

ると予想しています。

”サードパーティーCookieのサポートが無くなるま
xで、本当のインパクトはわからない！”
日本・パブリッシャー

(n = 88)
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Chapter 02

ファーストパーティ

データを成功させる

ための仕組み
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顧客との信頼関係の構築と維持

この目的を達成するために、消費者とのコミュニケー
ション方法に細心の注意を払い、顧客との信頼関係を構
築・維持するための双方向的関係の基礎を構築している
と答えた回答者もいました。

このアプローチにより彼らは、最大85％の同意率と最

大55％のオプトイン率を達成し、データ収集と優れた

ビジネスを、プライバシーのために犠牲にする必要がな

いことを示しました。

Chapter 02: ファーストパーティデータを成功させるための仕組み

顧客との信頼関係を構築し、ファーストパーティデータを成功させる仕組み

8

ファースト
パーティデータを
成功させるための

仕組み
1. プラット
フォーム上
での行動を
分析

2. 適切な
価値交換の
設定

3. レジスト
レーションの

促進

4. データの
保存、整理
、分析

5. 運営モデ
ルの最適化 顧客との信頼

関係の構築と
維持

お客様からの信頼は、効果的なファーストパーティデータ戦略の基盤です。それは、適切な運用モデルに支えられたデータの収集・保存・分析へ

の、強固なアプローチから始まります。

ファーストパーティデータ成功のための仕組み

地域による違いはあるものの、回答者の65％が、プラ

イバシー重視傾向の高まりに対応してデータ戦略を進化

させる計画の第一歩は、顧客との信頼関係構築の一環と

してより多くのデータを収集することだと述べています

。

マーケットリーダーから学ぶ、顧客との信頼関
係の築き方:

シンプルな表現を使用

弁護士風の言い回しは排除

顧客がオプトインすることで得られるものを説明

紛らわしいビジュアルは排除 (ボタンは特に！)

なぜデータを収集するのかを明確にする

オプトインのメリットをユーザーに伝えるUXの
活用

1. プラットフォーム上の行動分析

自社のプラットフォームでユーザーの個人情報を収集することは、公正か
つ透明でプライバシーを保護する方法で行われ、データが責任を持って使
用される限り、プライバシーと両立させることができます。私たちが話を
聞いた多くのパブリッシャーやアプリ開発者はそのことを理解し、顧客の
行動に関するデータを自社のプラットフォームで優先的に収集していまし
た。彼らは「必要なデータだけを集める」ことに挑戦しています。個人情
報の提供を求めることなく、顧客に関する深い洞察を得るために、この戦
術を利用しているのです。

2. 適切な価値交換の設定

我々がヒアリングを行ったほぼすべての企業は、大規模なファーストパー

ティーデータ収集を行うには、引き換えとなる何かを顧客に提供する必要

があることを理解していました。 下記はそのインセンティブの例です：

01 パーソナライズ

02 さらに多くのコンテンツへのアクセス

03 プレミアムコンテンツへのアクセス

04 アドバンス機能へのアクセス

05 金銭的、もしくは非金銭的な報酬

06 双方向のリレーションシップ

3. ユーザー登録の促進

調査回答者の75%近くが、プラットフォームの少なくとも一部において

、複数の価値交換を提供することによりユーザー登録を促しています。

そうすることで、企業全体に渡るあらゆる活動を推進するための、豊富

なデータモデルの基盤を構築しているのです。
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しかし、ファーストパーティデータをよりコントロールし

たいがために、CDPを所有・運営し、広告営業活動を行う

プレーヤーもいました。そうすることで以下が可能になり

ます：

01 より包括的なデータ戦略を構築し、複数のビジネス

領域を強化する。

02 システムの統合と引き継ぎを最小限に抑える

03 機械学習によるファーストパーティデータの有効活

用

04 ファーストパーティデータを誰が利用するかのコン

トロール

データの補強

またこの地域ではまだ、ファーストパーティデータを補強

するために必要となる、高品質なサードパーティデータ

セットが実現されていないようです。その代わりに、

ファーストパーティデータに基づく「ナチュラルセグメン

ト」（年齢、収入、言語など）を利用して、複数の企業が

80～90%の充填率を達成しています。彼らはこの手法を、

データ成熟度の低い市場でセグメンテーションを行う方法

として推奨しています。

“頭の中にとても明確なデータストラクチャーを

x持っておくことが大切”

インド・大手パブリッシャー

4. データの保存、整理、分析

顧客から直接データを取得する必要性が高まると、それを
どのように保存し、準備し、開発するのが最善であるかと
いう問題が発生してきます。

海外の企業とは対照的に、APACの企業は依然として、自社

でカスタマイズしたCDPを構築するよりも、主にサード

パーティ製のデータ管理プラットフォーム（DMP）や顧客

データプラットフォーム（CDP）を利用しています。

Chapter 02: ファーストパーティデータを成功させるための仕組み
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顧客との信頼関係を構築し、ファーストパーティデータを成功させる仕組み

ファーストパーティデータを最大限に活用するには、適切な対応能力と、新たな仕事の進め方が必要です。

データを「クリーン」にすること

全てのキーシステムでデータを活用できるようにすること

全ての活用が重要な業績評価指標にリンクしていること

全プロパティに共通するスタンダードな分類法を設定すること

ファーストパーティ識別子を活用すること

複雑なファーストパーティデータの
管理

44%
個人情報の適切な取り扱いを担保す

るための、明確な内部データガバナ

ンスの構築

34%
ガイドラインの重要性と遵守を強化

するための定期的なトレーニング

20%
サイバー攻撃対策の高度化

17%
ハッシュ化されたメールアドレスや

電話番号のみを第三者と共有

59%
同意書

44%
メールアドレスや電話番号を第三者

に提供しない

41%
個人を特定できる情報を第三者に提

供しない

5. オペレーディング・モデルの最適化

最も先端を走っている回答者たちは、これらのデータ成熟化

の取り組みには、組織のあらゆる部分と密接に連携して動く、

データチームの多大な尽力があると語っています。

また、プライバシー保護への堅固なアプローチを確保するた

めには、適切な構造とプロセスの導入が必要となります。

ガバナンスの構築
回答者が使用した手法(n = 88)
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Chapter 03

バイサイドと

の繋がり
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Chapter 03: バイサイドとの繋がり

新たなソリューションが求められている

11

サードパーティCookieのサポート終了に伴い、バイサイドと接続するための代替手段が必要となります。セルサイドプレイヤーは、独自の状況と

視点に基づき、6つの主要な側面について選択していく必要に迫られています。

新たなソリューションが求められている

サードパーティCookieとモバイル広告IDは、不完全ではありますが、セルサイドのオーディエンスをバイサ

イドの需要にマッチさせる簡単な方法を提供してきました。プライバシーの台頭により、セルサイドのプレイ

ヤーは、バイサイドと繋がるための新たな方法を必要としています。

タイプ 方法

ファーストパ
ーティデータ
をベースとし
たソリューシ
ョン

アドエクスチ
ェンジをベー
スとしたもの

パブリッシャーは、消費者属性に基づ
いたカスタムオーディエンスを作成し、
エクスチェンジを通じて購入できるよ
うにする

クリーン
ルーム

パブリッシャーと広告主が共にクリーン
ルームに識別子を提供し、広告主のニー
ズを満たすユーザー群を特定する

ファーストパ
ーティ識別子

パブリッシャーは自社サイトにて固有
の暗号化されたIDを作成。アドエクス
チェンジ上で共有する相手を選択する

サードパー
ティのソ
リューション

サードパーテ
ィオーディエ
ンス

バイサイドとセルサイドは、SSP・モデ
レーションプラットフォーム・アドエ
クスチェンジプロバイダーに属性デー
タを送信。プロバイダーがそれらを
オーディエンス構築に利用する

サードパーテ
ィIDグラフ

バイサイドとセルサイドの双方から提
供された電子メールや電話番号をハッ
シュ化した、「統一」IDをサードパー
ティが作成。バイサイドはこのIDを使
用して取引を行うことができる

ブラウザをベ
ースとしたも
の

サイトの特徴（例：キーフォーカス、会
話のトピック）をブラウザが判断し、バ
イサイドがターゲティングに利用する

ソリューションの選び方

当該地域のパブリッシャーやアプリ開発者に話を聞いたところ、その多くはまだ戦略自体を定めきれていま

せんでした。特定のソリューションを選択するには、その企業独自の状況や、6つの側面に関する独自の見方

が大きく関連することが明らかになりました。

01 どれだけ多くの良質なファーストパーティデータにアクセスできるか

02 データマネジメントがどれだけ洗練されているか

03 広告販売において、個人及び属性とのマッチングにどれだけ重点を置いているか

04 大きな不確実性の中で、どの程度まで投資を行う意思があるか

05 暗号化された個人識別子の共有は、プライバシー重視の流れに反するものではないと考えているか

06 ファーストパーティデータを第三者に託す意思があるか
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Chapter 03: バイサイドとの繋がり

ソリューションは不明瞭なまま

12

市場のリーダーたちは、いくつかのツールに絞り込み、それらを最大限に活用することを推奨しています。しかし、どのソリューションが優位に

立つかについてのコンセンサスがないために混乱が生じ、導入が遅れている状況です。

ソリューションがはっきりしていない

多くのソリューションが提示されていますが、それぞれに課題

があり、バイサイドからの大きな需要を満たすには至っていな

い状況です。

その結果、APAC地域全体でどのソリューションが主流になるか

というコンセンサスが得られず、プレーヤーが最善の道を判断

しにくくなっています。

13%

6%

20%

13%13%
アドエクスチェ
ンジベースの
ソリューション

クリーンルーム 13%

12%

9% 10%

18% 57%

33%

19%
ファーストパー
ティ識別子

12%11%18%
サードパーティ
オーディエンス

39%

15%18%
サードパーティ
IDグラフ

16%18%
ブラウザベースの
ソリューション

40%

45%

40%

アプリベース WEBベース（モバイル、WEB両方） ハイブリッド（WEBとアプリ）

パブリッシャーの3分の2近くが重要視しているファーストパーティ識別子を除けば、バイサイドに接続するためのさまざまな

テクノロジーに対する反応は、非常に均等なものであることがわかりました。

プライバシーを重視する未来において、以下のソリューションは御社の広告販売活動にとってど

の程度重要になると思いますか？(重要もしくは最も重要と回答した割合を集計）

ファースト
パーティ
データベー
スのソ
リューショ
ン

サードパー
ティソ
リューショ
ン

(n = 88)

重要なツールに集中し、技術に惑わされないこと

ソリューションは色々と提示されていますし、認識もされていま

す。しかし、APACのほとんどの地域で、アドテクノロジーのイ

ノベーションが明らかに不足していると明らかになりました。

事実、マーケットリーダーたちは、すべてのイノベーションを追

求することに意味はないとアドバイスしています。むしろ重要と

なるのは、「すべての技術に気を取られない」こと。いくつかの

重要なソリューションに焦点を当て、ツールを最大限に活用でき

るよう理解を深めることを推奨しています。

“標準的なソリューションがひとつも出てこないので、

戦略を明確にするのが難しいんです”

日本・大手パブリッシャー
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Chapter 04: ファーストパーティデータで勝つために

セルサイドプレイヤーによる戦略的な選択

14

不確実性に直面する中、我々が調査したAPACのセルサイドのプレーヤーは、全く異なる戦略的選択をしていると回答しました。しかし今後は、

ファーストパーティデータを活用する方向に、戦略が収束していくと思われます。

4つの戦略アーキタイプ

プライバシーの台頭に対処するためのアプローチは様々です。調査

から浮き彫りになったのは、それぞれが独自の技術的ソリューショ

ンを持つ、4つのセルサイド戦略アーキタイプでした。以下の要素へ

のアプローチに基づいて分かれています:

オーディエンスマッチングにおいて主に、ファーストパーテ

ィデータとサードパーティデータのどちらを利用していくか

市場の状況と足並みを揃えて投資していくか、または長期的

な優位性を築くために今投資するか

現段階では、市場の動きに合わせて投資を行うプレイヤーが圧倒的に

多いようですが、今後、戦略の進化が予想されます：

01 「土台固めをする者」たちは、基礎的な能力への投資が完了

した暁には、より洗練されたファーストパーティオーディエ

ンスの販売など、より高度な活用事例に倣うようになるで

しょう。

02 すでに散見されるように、「プロダクト中心成長主義者」た

ちはやがて広告販売における差別化を求めて、ファースト

パーティデータベースの能力に「思い切った」投資をするで

しょう。

03 「順応的な事業者」は、競合他社に追いつき、あるいは追い

越すために、「勇気を出して」より積極的な投資を開始する

でしょう。

1

2

土台固めをする者

ファーストパー
ティデータ
広告の先駆者

11%36%

13%

順応的な事業者

40%

プロダクト中心
成長主義者

市場と足並
みを揃えな
がら投資

目的/マインドセット
長期的アドバンテージ
のために今から投資

ファーストパーティ
データ

サードパーティ

データ

広
告
販
売
タ
ー
ゲ
テ
ィ

ン
グ
の
主
要
デ
ー
タ

ソ
ー
ス

(n = 70)
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Chapter 04: ファーストパーティデータで勝つために

ファーストパーティの未来を先取り？

15

プライバシーの時代における競争力を早期投資によって強化しようとするプレイヤーによって、ファーストパーティデータに基づくソリューショ

ンへのシフトは先導されていくでしょう。

ファーストパーティデータで勝つために

ファーストパーティデータの利点は、広告の枠をはるか

に超えています。私たちの調査では、広告販売における

競争力を維持・強化するために、先進的なプレイヤーが

ファーストパーティデータを活用する5つの方法を特定

しました。

ファーストパーティデータへの早期投資

このようなメリットがあっても、ファーストパーティデータ

ベースのソリューションに投資する決断を下すことは、容易で

はないかもしれません。

サードパーティソリューションは、よりシンプルで、より低い
設備投資で利用できるソリューションのように見えることもあ
ります。しかし、これらのソリューションは、広告販売の成功
に必要な多くの手段を第三者に委ね、ファーストパーティデー
タが持つ多くの利点をセルサイドプレーヤーから奪ってしまい
ます。

状況を踏まえ、調査に回答したプレイヤーの大半は、市場に合

わせて投資のタイミングを計ることを選択しました。

しかし一方で、同じ市場内にいる一部のプレイヤーは、プライ

バシー関連の変更が施行される時すでに差別化できる立場であ

るために、早期投資を選択しました。

彼らは、この大胆な戦略を採用する理由をこう語ります：

01 よりプライバシー重視傾向が進んだ市場での経験があっ

たため

02 プライバシー関連変更への対処に必要となる能力の開発

に、どれだけ時間がかかるかすでに知っていたため

03 顧客中心主義がすでに深く根付いていたため

プライバシー重視の未来を切り開く

ファーストパーティデータをより多く利用する方向への進

化は、早期投資を選択したプレーヤーによって先導されて

いくと思われます。これらファーストパーティ広告の先駆

者は、下記に注力しながら、差別化されたデータへのアク

セスを構築・活用していくでしょう：

01 トランザクションデータの収集

02 データ機能のインソーシング

03 より高度な分析

少なくない数のグローバルプレイヤー達が、これらの能力と
慣行をAPACに持ち込み、当該地域のデジタル広告販売エコ
システムのシェアに影響を与える可能性があります。

そのタイミングはプレーヤーや地域によって確かに大きく

異なるでしょうが、ひとつだけ確かなことがあります：現

状維持という選択肢はないのです。

“お客様との関係構築、消費者データのプラット

xフォーム、サードパーティの接続方法などは、

x自 社管理することがほぼマストになってきてい

xると思います”

グローバル・USベースのパブリッシャー

1. より効果的なオーディエンスマッチングの促進

2. バイサイドとより直接的な関係を構築する

3. 広告プレースメントの最適化

4. ユーザー獲得の促進

5. 新たなマネタイズ手法の導入

広告の売上を飛躍的に成長
させる5つの方法:
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Chapter 05

プライバシー対策を前進させる：

今こそがその時！
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1. 常に最先端の動向を把握する

2. プライバシーが与える影響を理解する

3. 対話を始める

4. トップがリーダーシップを発揮する

5. 規模に応じて実験する

6. 会社全体で取り組む

7. 他力を上手に利用する

8. パートナーが必要かどうか判断する

9. 遅れを取らない！

ファーストパーティ化への道のり

Chapter 05: プライバシー対策を前進させる：今こそがその時！

プライバシー対策を前進させる

プライバシー保護体制づくり、追い上げのチャンス

Googleは、ChromeにおけるサードパーティCookieのサポート

終了を延期すると決定しました。広告ID変更に時間的な猶予が

生まれたことで、まだプライバシー保護の準備を進めていない

パブリッシャーにも、追いつくチャンスが生まれました。

しかし同時に、プライバシー対策に何年も費やしたと報告して

いる回答者も多く、変化は本当にすぐそこまで来ていると言え

ます。

プライバシーに関し、より広い意味合いを捉える

(動向を把握し、プライバシーがあなたに与える影響を理解し、議論に積極的に参加する）

まだこれらの取り組みに着手していない場合、プライバシーが自分たちの市場にもたらす技術的・法的な影響の両方を把握し、後
れを取らないようにすることを強くお勧めします。プライバシー対策がどの段階にあるかに関わらず、プライバシーがビジネス全
体や、顧客との関係に、どのような影響を及ぼしているかを率直に把握することが必要です。

さらに、プライバシーの未来がまだ確定していないことを考えると、これは、エコシステムの未来を形作る「一世一代の機会」で

あると言えます。今後何年にもわたってデジタル広告販売を支え、プライバシー保護の土台となる規制とプラットフォームを形成

する議論に参加することができるのです。このチャンスを逃す手はありません！

プライバシー保護関連の体制を整えていく時間はまだ残されてはいるものの、一層の注力とコラボレーションが求められています。

17

プライバシー対策はチーム戦である

（孤軍奮闘を避け、成功のためにパートナーを活用する）

回答者の多くは同業者、業界団体、そしてアドバイザーに助言を求めています。また、3分の1はテクノロジープロバイダーにそれ

を求めました。

また地域によっては、他の企業と手を組んで、迅速に規模を拡大する企業も見受けられました。バイサイドからは好意的に受け止

められているものの、こうした協力関係には課題もあり、成功には綿密な計画が不可欠です。

自社におけるプライバシーの変更がどのように実行されているかを把握する

(トップ主導で大規模に実験し、全社的な取り組みにする）

回答者の35％がプライバシーよりも商業的な目標を優先していることを考えると、トップによる主導は非常に重要です。トップ
の認識・理解・強い賛同を得ることが、この取り組みの重要なステップになります。この領域への注目と積極的な参加を促すため
には、これは顧客に関することだと強調すること、またこれは顧客の信頼を獲得し維持するための最善の方法であると伝えること
が有効かもしれません。

プライバシー保護対策は、組織内の多部門に渡る多機能な取り組みであり、複数のリーダーが関与する可能性があります。さらに、

成功への道は一直線ではありません。大規模な投資を行う確信を得るまでには大抵、多くの実験が必要となります。
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Chapter 05: プライバシー対策を前進させる：今こそがその時！

今こそがその時！

18

6 ヶ月
基本的なデータ機能を開

発するのに6ヶ月、その

後広告ソリューションを

構築するのに更に1年

1.5 - 2 年
市場に影響を与え、広告

販売戦略を検証するのに

1年半〜2年

3 - 4 年
仕組みを成熟させ、

Cookieへの依存をなくす

のに3〜4年

5 年以上
メインストリームに受け入れら

れ、ビジネスを最適化するのに

5年以上

“我慢して。

諦めないで。

時間がかかることなのです”
インド・アプリ開発者

先進的な企業はすでに、プライバシーを重視する時代に競争優位を築くために前進しています。

プライバシーへの対応には何年もかかりますので、後手に回ることなく、今すぐ行動を起こしましょう！

遅れを取らないで！

APACでは、すでに試行錯誤が重ねられたソリューションの
利用が可能であるため、キャッチアップに有利な立場である
と言えます。しかし、グローバルなプラットフォームの大き
な変更が予定されているわずか数ヶ月前に、ある種の受動性
を目撃した時には驚きを感じ得ませんでした。

「ローカルプレイヤーは速いフォロワーになり得る」とは言
え、多くのプレイヤーはプライバシー対策を先延ばしにして
います。その一方で、先進的なプレイヤー達はすでに先陣を
切り、いち早く顧客からの信頼とファーストパーティデータ
を獲得し、プライバシーへの対応を重視した時代における大
きな競争優位性を築いているのが印象的でした。

プライバシーへの対応には何年もかかります。遅れを取らな
いよう、今すぐ行動を起こしましょう。

今こそその時、なのです。

“サードパーティCookie非推

x奨の流れがスローダウンし

xても、緊急性は変わらない”
シンガポール・大手パブリッシャー

「プライバシー中心時代」
「プライバシーへの対応を重視した時代」
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付録

メソッドと市場プ
ロフィール
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付録

メソッド

本調査の背景

現在のAPACのプライバシー状況をより深く理解するため
に、DeloitteはGoogleと共同で調査・インタビュー・アン
ケートを実施しました。一般的なセンチメントの解明及び、
Googleとデロイトのサービスを広告販売事業において活
用しているパブリッシャーやアプリ開発会社が、どのよう
なソリューションを採用しているかの特定を目指しました。

調査方法

本調査では、以下の調査方法を採用しました:

プライマリーリサーチ

Iパブリッシャーやアプリ開発者、個人情報保護
規制の専門家へのインタビューとアンケート調査

セカンダリーリサーチ

個人情報保護規制と広告市場の促進要因の調査

インサイトの生成

インサイトを導き出すためのデータリサーチ及び
分析

インサイトの検証

調査結果について、現地専門家とディスカッ
ション

様々な視点

当社の見解は、APAC全域のパブリッシャーとアプリ開発会
社の両方を網羅する、幅広い回答者からの情報によって形
作られています。

インタビュー対象

となったのは:

70社以上に及ぶAPACの

パブリッシャー及びアプリ
開発会社

アンケート対象

とたのは:

90近くに及ぶAPACのパブ

リッなっシャー及びアプ

リ開発会社

インサイトの解釈について

本調査の性質上、明らかになった洞察は主に定性的なも
のであり、以下のガイドラインを念頭に置いて解釈する
必要があります:

• 本レポートは、その性質上、市場の現実を統計的に有
意に近似させるのではなく、発見の本質を捉えること
を目的としています。

• 本レポートに引用されている回答者のコメントは、よ
り広範な調査結果をふまえた上で、回答者の意見を反
映させたものです。

• 記載されている数値は、市場の一般値ではありません。
（例：「APAC企業のX%は○○と考えている」という
解釈は不正確です）

• それぞれの地域の置かれている異なる状況をふまえ、
APAC全体の調査結果を理解する必要があります。

対象マーケット:

20

5

11

4

24

4

11

6

2

2

2

4

5

2

5

1

オーストラリア

中国

香港

インド

インドネシア

日本

韓国

マレーシア

ニュージーランド

パキスタン

シンガポール

台湾

タイ

ベトナム

その他

対象パブリッシャー:

アプリデベロッパー 31

WEBパブリッシャー 41

ハイブリッド 16

(WEB事業とアプリ事業の

売上がほぼ同等)
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