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Google Changes Android Tracking And Data Sharing  

 

track   追跡する 

take effect  効力を発する 

dominate  独占する、支配する 

assign   割り当てる 

alternative  代替の 

《Vocabulary and Phrase》 

グーグルは水曜日に追跡とデータ共有を制限する予定だと言った/ アンドロイド OS の

ユーザーの/ それは世界中で 25 億人以上によって使われている// 少なくともあと 2

年間は実施されないであろうその変更は/ 追跡を制限してプライバシーを強化しろという

テクノロジー企業に対して大きくなりつつある圧力に対応したものだ// オンライン広告市

場を独占するグーグルは/ 現在、各アンドロイド機器に ID を割り当ててから、ユーザー

に関する非常に価値のあるデータを収集する/ 広告主が広告でそれらをターゲットにす

ることを可能にする/ 彼らの興味と活動に基づいて// グーグルはそれらの ID の代替案

を試みると述べた/ またはそれらを完全に取り除くと/ 「これらの解決策は第三者とのユ

ーザーのデータの共有を制限し/ 広告 ID を含むアプリ間識別情報なしで運用する」/ 

同社はブログ投稿で述べた// 「私たちはまた、潜在的な可能性を減らす技術も模索し

ている/ 秘密裏のデータ収集の// 私たちの目標は効果的かつプライバシーを高める広

告の解決策を開発することである/ ユーザーは自分の情報が保護されていることを知り/ 

そして、開発者と企業は携帯電話で成功するためのツールを手に入れる」と、グーグルは

付け加えた// グーグルの動きは、昨年のアップルの発表に続くもので/ ユーザーが追跡

を受けるかどうか決められるようにするものである/ グーグルは広告収入で 610 億ドル

稼いだ/ 2021 年第 4 四半期に/ ワシントンポスト紙によると// 

Google said Wednesday it plans to limit tracking and data sharing/ for 

users of its Android operating system,/ which is used by over 2.5 billion 

people around the world.// The change, which won’t take effect for at 

least two years,/ comes in response to growing pressure on tech 

companies to increase privacy by limiting tracking.// Google, which 

dominates the online advertising market,/ currently assigns IDs to each 

Android device and then collects highly valuable data on users/ that allow 

advertisers to target them with ads/ based on their interests and 

activities.// Google said it would test alternatives to those IDs/ or get rid 

of them entirely.// “These solutions will limit sharing of user data with 

third parties/ and operate without cross-app identifiers, including 

advertising ID,”/ the company said in a blog post.// “We’re also exploring 

technologies that reduce the potential/ for covert data collection.// Our 

goal is to develop effective and privacy-enhancing advertising solutions,/ 

where users know their information is protected,/ and developers and 

businesses have the tools to succeed on mobile," Google added.// Google’s 

move follows Apple's announcement last year/ that it would allow users to 

decide if they wanted to be tracked or not.// Google made $61 billion in 

advertising revenue/ in the fourth quarter of 2021,/ according to The 

Washington Post.// 

 

《Linking Logic》 

ex.)  

      get rid of them  

 

get rid of  取り除く 

solution   解決策 

covert   隠れた 

enhance  高める 

revenue  収益 
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