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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークからメディアデータを受信してユーザーに提供するユーザーシステム内で
、ユーザーによるメディアデータの利用に関するデータを収集するシステムにおいて、
　プロセッサの一部として、
　複数のメディアデータを受信する手段と、
　コンピュータプログラムとしてメディアデータ利用収集オブジェクトを複数実行するこ
とによって、ユーザーがどのようなデータを利用したか、および／またはユーザーがどの
ようなユーザーエージェントを利用したかをモニタする手段と、
　コンピュータプログラムとしてメディアデータ利用収集オブジェクトを複数実行するこ
とによって、ユーザーが利用した互いに異なる種類のメディアデータの利用を示すデータ
、および／または各メディアデータを処理するユーザーエージェントの利用を示すデータ
を収集する手段と、
　コンピュータプログラムとして少なくとも１つのセッションオブジェクトを実行して、
上記メディアデータ利用収集オブジェクトをマージする手段と、
　を備え、
　上記メディアデータ利用収集オブジェクトはそれぞれ、所定の基準に基づいて選択され
る異なる部分であって、メディアデータの利用および／またはメディアデータのユーザー
、および／またはその他の任意のサポートデータタイプまたはユーザーを記述するデータ
タイプの一部分へ、アクセスが限定され、
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　上記セッションオブジェクトはそれぞれ、所定の基準に基づいて上記メディアデータ利
用収集オブジェクトをグループ分けすることにより定められるユーザーセッション内で、
そのユーザーセッションにおけるメディアデータの利用に関するデータが得られるように
、そのユーザーセッションのメディアデータ利用収集オブジェクトをマージする、および
／または、ユーザーシステムに提供されるメディアデータの管理を実行するサービスであ
るリソース制御ロケーションの１つから時間的に連続してユーザーにメディアデータが提
供されるリソース制御ロケーション（ＲＣＬ）セッション内で、そのセッションのメディ
アデータ利用収集オブジェクトをマージする
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　上記複数のメディアデータ利用収集オブジェクトの各々が、グラフィックデータ、オー
ディオデータ、ストリーミングメディアデータ、ビデオデータ、テキスト、ウェブページ
および画像データを含む複数のメディアデータのカテゴリーから、所定の単一カテゴリー
に対する利用データを収集するように働く請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　コンピュータプログラムとしてレポートオブジェクトを実行して、メディアデータの利
用に関するレポートを作成する際にレポートシステムによって使用できるように、上記少
なくとも１つのセッションオブジェクトおよび／またはレポート用のその他のデータ収集
オブジェクトをマージする手段を備える請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　コンピュータプログラムとして１以上の定性的データ収集オブジェクトを実行すること
によって、ユーザーの年齢、性、人種、民族、婚姻状態および／または住所を含む基本動
態データ、消費習慣、興味、ライフスタイル、学歴、職業および／または収入を含むユー
ザー固有の情報、およびシステムのタイプ、オペレーティングシステムおよびユーザーエ
ージェントのタイプを含むシステムデータの少なくとも１つを含む定性的データを収集す
る手段を備え、
　上記メディアデータ利用収集オブジェクトをマージする手段は、上記メディアデータ利
用収集オブジェクトに加え、上記定性的データ収集オブジェクトをマージする
　請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記メディアデータがストリーミングメディアデータを含む請求項１記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の分野）
　本願は、ユーザーシステムを通してユーザーに与えられるメディアデータの利用(usage
:利用又は使用)をモニタするための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
（発明の背景）
　ネットワークまたはその他のソースを介して視聴者がアクセスするメディアデータの利
用を測定することにはかなりの関心がある。視聴者の関心およびメディアデータがどの視
聴者に与えられているかを判断するために、ネットワーク、例えばインターネットに接続
されている間の個々の時間(discrete time periods)の間にユーザーシステムをモニタで
きる。大量のデータを比較的短時間でコンパイルでき、かなりの処理、バンド幅および記
憶リソースを必要とする。
【０００３】
　視聴者の規模に関する情報と共に、かかる視聴者の人口統計特性(demographic charact
eristics:以下、動態特性とする。)を明らかにするマーケット情報を広告主、メディア配
信者などへ提供することにもかなりの関心がある。更に広告主およびメディア配信者は特
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定のパラメータ、例えばメディアのタイプ、ユーザー動態(demographics:人口動態、以下
動態とする。)、購入嗜好などに関するマーケット情報を明らかにするように、注文に合
わせたカスタムレポートを作成できることを好む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　更に連続的かつリアルタイムでメディア視聴者をモニタできることにもかなりの関心が
ある。このため、ストリーミングメディアデータを正確に測定することが極めて重要とな
る。その理由は、スナップショットまたはイベント発生はストリーミングメディアデータ
の利用の進行中かつ連続的な特性を捕捉できないからである。
【０００５】
　メディアデータの受信および識別に基づき、種々のウェブサイト、チャンネルおよび特
定メディアデータの視聴率、すなわち人気を評価することができる。メディアデータの利
用を表示するデータとユーザーの動態データとを正確に一致させることができるように、
視聴者の動態に従い、種々のウェブサイト、チャンネルおよび特定メディアデータの人気
を判断することが好ましい。
【０００６】
　このモニタによるユーザーおよびユーザーシステムへの妨害又は干渉が零ではないにし
ても比較的少ないことを保証することも重要である。モニタシステムがユーザーまたはユ
ーザーシステムに不当な妨害又は干渉をした場合、個人に与えられたメディアデータをモ
ニタする気がなくなる。同時に、モニタされているデータに偏りを与え得る視聴者の行動
への影響を防止するために、かかる干渉は最小にする必要がある。
【０００７】
　しかしながら、上記のように比較的短時間でユーザーシステムを通してユーザーに大量
のメディアデータが与えられ得る。メディアデータの利用をモニタするのにユーザーシス
テムが使用されている場合、ユーザーシステムの作動に干渉する可能性を生じさせる、短
時間の間に与えられる特定のメディアデータでも正確にモニタするには、現在のシステム
はかなりのユーザーシステムリソースを必要とする。
【０００８】
　更に、ネットワークからストリーミングメディアデータの利用をモニタするとき、ユニ
ークな問題に遭遇する。メディアストリーミングはネットワーク接続を通してビデオおよ
び／またはオーディオの定常的ストリームを送っている。例えばストリームは広告のよう
な多数の独立したマルチメディアセグメントを含み得る。更にストリームはストリーミン
グメディアデータに結ばれたコンテントを提供するウェブページのような特定のネットワ
ークリソースに関連し得る。多数の異なるタイプのストリーミング符号化、サーバーおよ
びプレーヤーを生じさせる多数のプロトコルおよび配信技術も存在している。更にストリ
ーミングメディアデータはＨＴＭＬ、ｅ－メールおよびインスタントメッセージ（これら
だけに限定されるものではない）のような広範なフォーマットを有する付加的メディアデ
ータに関連していることが多い。
【０００９】
　メディアデータにアクセスし、かつメディアデータを与えるためのオプションだけでな
く、メディアデータを送るための手段も、より速い速度で開発されており、変化している
。何年もの間、固定されたフォーマットで、かつ長い期間確立され、良好に定められたチ
ャンネルにおいて、無線ラジオおよびテレビ放送が視聴データを配信してきた。このよう
な環境での視聴者を測定する作業は、多数の通信システムを通したより多数のフォーマッ
トおよび次々に生じるプロトコルで現在メディアデータが送られている状況よりも比較的
簡単である。更にメディアデータにアクセスし、かつメディアデータを与えるための多数
のデバイスおよびユーザーエージェントと共に、現時点でのメディアデータのためのソー
スは膨大に多くなっている。長期にわたって有効であるためには、コスト的に効率性を維
持しながら、視聴者測定システムはフレキシブルで、かつスケーラブルでなければならな
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い。
【００１０】
　従って、ユーザーがユーザーシステムを通してアクセスしているメディアデータ、また
はユーザーに与えられているメディアデータを正確に記録しながら、同時にユーザーに干
渉しないか、またはユーザーシステムに顕著な負担を負わせないシステムおよび方法が望
まれている。
【００１１】
　ユーザーの動態データとユーザーが何にアクセスしたか、またはユーザーに何が与えら
れたかを示すデータとを一致させ、できるだけ正確、効率的かつ精密にこれを行うことも
望まれている。
【００１２】
　広告主、メディア配信者などがカスタム化されたメディア利用レポートを作成できるよ
うにするシステムおよび方法も望まれている。
【００１３】
　ストリーミングメディアデータを連続的かつ実質的にリアルタイムで正確にモニタする
システムおよび方法も望まれている。
【００１４】
　これらシステムおよび方法は、利用パターンおよび収集されたデータに基づきレポート
を活用するこれらパターンのニーズの、大規模で、急速かつ予測できない変化にもかかわ
らず、商業的に有益なメディアデータの利用を可能にするようフレキシブルでスケーラブ
ルで、更にコスト的に有効であることも望まれる。
【００１５】
（発明の概要）
　本願では次の用語および定義を適用する。
【００１６】
　本明細書で使用する「データ」なる用語は永続的か一時的かにかかわらず、視覚的、可
聴的、音響的、電気的、磁気的、電磁気的またはその他の態様でリストされたものにかか
わらず、情報を示す任意のインデックス、信号、マーク、記号、ドメイン、記号のセット
、表示およびその他の任意の物理的形態（単数または複数）を意味する。ある物理的形態
で所定の情報を表示するのに使用される「データ」なる用語は、異なる物理的形態（単数
または複数）の所定の同じ情報の任意のすべての表示を含むと見なすべきである。
【００１７】
　本明細書で使用する「メディアデータ」なる用語は形態またはそのコンテントに関係な
く、更にオーディオ、ビデオ、テキスト、イメージ、アニメーション、ウェブページおよ
びストリーミングメディアデータ（これらだけに限定されるものではない）を含む無線ま
たはケーブル、衛星、ネットワーク、（インターネットを含む）インターネットワークを
通して記憶メディアで配信またはその他の方法で広くアクセスできるデータを意味する。
【００１８】
　「ユーザー」(“user”or“users”)なる用語は単独または１つ以上のグループで、同
一の場所または種々の場所で、かつ同時または種々の異なる時間にメディアデータにアク
セスする１人または複数の人物を意味する。
【００１９】
　本発明で使用する「ユーザーシステム」なる用語はコンピュータ、テレビ、ラジオ、パ
ーソナルデジタルアシスタントおよびインターネットアシスタントおよびインターネット
アプライアンス（これらだけに限定されるものではない）を含む、ユーザーのためのメデ
ィアデータをリクエストし、受信し、または定義するのに有効なソフトウェア、デバイス
またはそれらの組み合わせを意味する。「ユーザーシステム」なる用語は、ユーザーシス
テムのリソースを使用するデータ収集システム、デバイス、オブジェクトまたはその他の
ソフトウェアを含むと見なすべきである。
【００２０】
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　本明細書で使用する「ネットワーク」なる用語は、インターネットを含むすべての種類
のネットワークとインターネットワークの双方を含むが、任意の特定のネットワークまた
はインターネットワークに限定されるものではない。
【００２１】
　本明細書で使用するような「プレゼンテーション」なる用語は、視覚、聴覚、触覚また
は他の手段もしくはこれらの組み合わせによりユーザーが知覚できる形態のデータを意味
する。
【００２２】
　「第１」および「第２」なる用語は、ある要素、セット、データ、オブジェクトまたは
ものを他のものから区別するのに使用する用語であり、時間内の相対的位置または配置を
意味するものではない。
【００２３】
　本明細書で使用する「結合された」（～に結合された、および～と結合された）なる用
語の各々は、
（ａ）直接または１つ以上の他のデバイス、装置、ファイル、プログラム、メディア、コ
ンーポーネント、ネットワーク、システム、サブシステムまたは手段を通した１つ以上の
接続、
（ｂ）直接または１つ以上の他のデバイス、装置、ファイル、プログラム、メディア、コ
ンーポーネント、ネットワーク、システム、サブシステムまたは手段を通した通信関係お
よび／または
（ｃ）１つ以上のデバイス、装置、ファイル、プログラム、メディア、コンーポーネント
、ネットワーク、システム、サブシステムまたは手段が全体として、または部分的に１つ
以上の他のものの動作に依存する機能関係を構成する、２つ以上のデバイス、装置、ファ
イル、プログラム、メディア、コンーポーネント、ネットワーク、システム、サブシステ
ムおよび／または手段の間の関係を意味する。
【００２４】
　本明細書で使用する「オブジェクト」なる用語は、（１）モジュールまたはコンピュー
タコードの集まり(collection)を他の同様なモジュールまたは集団からユニークに分離す
るデータ、（２）メディアデータの利用および／またはメディアデータのユーザー、およ
び／またはその他の任意のサポートデータタイプまたはユーザーを記述するデータタイプ
の所定のサブセットを構成する属性、および（３）（ｉ）公開された所定のインターフェ
ースに一致するリクエストだけに応答することにより、かかる属性へのアクセスを限定し
、（ｉｉ）かかる所定のサブセットのデータを収集、またはかかるデータを所有するオブ
ジェクトをマージする行動を有する固有のソフトウェアモジュールまたはコンピュータコ
ードの集まりを意味する。
【００２５】
　本明細書で使用する「リソース制御ロケーション」および「ＲＣＬ」なる用語の各々は
、ユーザーシステムに提供されるメディアデータの管理を実行する、ユーザーシステムと
して働くサービスを除くサービスを意味し、ユーザーシステムによって読み出される記録
媒体上の、あらかじめ記録されたメディアデータのソースまたはアイデンティティを含む
と見なされる。「リソース制御ロケーション」なる用語はテレビ、ラジオ局およびチャン
ネルだけでなくインターネットまたはその他のネットワークを介して供給されるメディア
データに対する管理を実行するエンティティを含むものであるが、これらだけに限定され
るものではない。
【００２６】
　本明細書で使用される「リソース制御ロケーションセッション」および「ＲＣＬセッシ
ョン」なる用語の各々は、連続した時間にわたる単一リソース制御ロケーションからユー
ザーへのメディアデータのプレゼンテーションを意味する。
【００２７】
　本明細書で使用される「ユーザーセッション」なる用語は、所定の基準に従ってグルー
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プ分けされた単一ユーザーの１つ以上のリソース制御ロケーションを意味する。
【００２８】
　本明細書で使用する「コンテントメタデータ」なる用語は、リソース制御ロケーション
、アーティスト、創作者、タイトル、日付、他のメディアデータに対する関係、フォーマ
ット、関連するユーザーエージェント、視聴率、そのコンテントの記述および／または同
様なもの（これらだけに限定されるものではない）を含む、メディアデータに関する情報
を提供するデータを意味する。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の１つの様相によれば、ユーザーによるメディアデータの利用を示すデータを収
集するための方法ユーザーシステムが提供される。この方法は、複数のメディアデータを
受信するステップと、前記ユーザーシステムで作動する複数のメディアデータ利用収集オ
ブジェクトの各々を使用し、前記ユーザーシステムが受信した前記複数のメディアデータ
のそれぞれの異なる部分および／または前記複数のメディアデータに対するユーザーエー
ジェントとの利用を示すデータを収集するステップと、セッションオブジェクトを使用し
それぞれのユーザーセッションおよび／またはＲＣＬセッションに対応する前記複数のメ
ディアデータ利用収集オブジェクトのうちの所定のオブジェクトをマージするステップと
を備える。
【００３０】
　本発明の別の様相によれば、ユーザーによるメディアデータの利用を示すデータをユー
ザーシステムにより収集するための方法が提供される。この方法は、前記ユーザーシステ
ムでメディアデータ利用収集オブジェクトを作動させるステップと、前記ユーザーシステ
ム内にメディアデータを受信するステップと、前記ユーザーシステムで作動する前記メデ
ィアデータ利用収集オブジェクトにより前記メディアデータの利用をモニタし、メディア
利用データを作成するステップと、前記メディアデータ利用収集オブジェクト内に前記メ
ディア利用データをカプセル化するステップとを備える。
【００３１】
　本発明の更に別の様相によれば、ユーザーシステムのユーザーによるメディアデータの
利用を示すデータを収集するためのシステムが提供される。このシステムは、前記ユーザ
ーシステムが受信した複数のメディアデータのそれぞれの異なる部分および／または前記
複数のメディアデータ対するユーザーエージェントの利用を示すデータを各々が収集する
、複数のメディアデータ利用収集オブジェクトと、それぞれのユーザーセッションおよび
／またはＲＣＬセッションに対応する前記複数のメディアデータ利用収集オブジェクトの
うちの所定のオブジェクトをマージするためのセッションオブジェクトとを備える。 
【００３２】
　本発明の更に別の様相によれば、ユーザーによるメディアデータの利用を示すデータを
収集するための方法が提供される。この方法は、ユーザーシステムにおいてメディアデー
タを受信するステップと、所定の基準に基づき、前記メディアデータの少なくとも一部を
選択するステップと、前記ユーザーシステムにおいて、前記選択されたメディアデータの
ためのアドレスデータをレポートオブジェクト内にコンパイルするステップと、前記レポ
ートオブジェクトを遠隔位置に位置するプロセッサへ送信するステップとを備える。
【００３３】
　本発明の更に別の様相によれば、１つ以上のユーザーシステムのユーザーによるメディ
アデータの利用に関するレポートを発生するための方法が提供される。この方法は、ユー
ザーシステムのユーザーによるメディアデータの利用を各々が示し、ユーザーシステムが
発生し、レポートシステムへ送信されるレポートオブジェクトを受信するステップと、前
記送信されたレポートオブジェクトをマクロレポートに組み立てるステップと、マクロレ
ポートおよび／または他のレポートシステムのためのレポートオブジェクトをコーディネ
ートし、収集するステップと、プレゼンテーションのためにマクロレポートをフォーマッ
ト化するステップとを備える。
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【００３４】
　本発明の更に別の様相によれば、ユーザーによるメディアデータの利用に関するデータ
をユーザーシステムにより収集するための方法が提供される。この方法は、それぞれのユ
ーザーセッションおよび／またはＲＣＬセッション内でユーザーに与えられるメディアデ
ータの利用を示す利用データをユーザーシステム内に収集するための第１のデータ収集オ
ブジェクトを設けるステップと、定性的データを収集するための第２のデータ収集オブジ
ェクトを設けるステップと、前記ユーザーシステム内に前記第１のデータ収集オブジェク
トと第２のデータ収集オブジェクトとをマージするセッションオブジェクトを設けるステ
ップとを備える。
【００３５】
　本発明の更に別の特徴によれば、メディアデータの利用を示すデータをユーザーシステ
ムにより収集するためのシステムが提供される。この方法は、ユーザーシステムが受信し
た複数のメディアデータのそれぞれ異なる部分および／または前記複数のメディアデータ
のためのユーザーエージェントの利用を示す、前記ユーザーシステム内のデータを各々が
収集するようになっている、複数のメディアデータ利用収集オブジェクトと、それぞれの
ユーザーセッションおよび／またはＲＣＬセッションに対応する前記複数のメディアデー
タ利用収集オブジェクトの所定のオブジェクトをマージするためのセッションオブジェク
トとを備えた、メディアデータの利用を測定するためのソフトウェアを含む。
【００３６】
　本発明の更に別の特徴によれば、ユーザーによるメディアデータの利用を示すデータを
ユーザーシステムにより収集するためのシステムが提供される。この方法は、所定の基準
に基づき、メディアデータの利用をモニタするための、前記システム内のデータ収集オブ
ジェクトを含み、前記データ収集オブジェクトは前記所定の基準に基づき、前記メディア
データの少なくとも一部の利用を示す利用データを選択し、カプセル化する。
【００３７】
　本発明の更に別の特徴によれば、１つ以上のユーザーシステムのユーザーによるメディ
アデータの利用を示すレポートを作成するためのシステムが提供される。この方法は、そ
れぞれのユーザーシステムのユーザーによるメディアデータの利用を各々が示す、ユーザ
ーシステムが発生し、レポートシステムに送信されるレポートオブジェクトと、複数のレ
ポートオブジェクトに基づき、マクロレポートを作成するための前記送信されたレポート
オブジェクトを収集するための前記レポートシステムで作動するマクロアグレゲータ(mac
ro aggregator)プロセスと、プレゼンテーションを作成するよう、前記マクロレポートを
フォーマット化するためのレポートシステムおよびそのクライアントの１つで作動するプ
レゼンテーションプロセスとを備える。
【００３８】
　添付図面を参照し、次の詳細な説明を読めば本発明およびその特定の特徴並びに利点が
より明らかとなろう。
【実施例】
【００３９】
（好ましい実施例の詳細な説明）
　図１はユーザーシステム１０４によりメディアデータがユーザー１０２に提供されるメ
ディアデータ利用システム１００を示す。このユーザーシステム１０４はネットワーク１
０６に結合されており、メディアデータにアクセスし、および／またはメディアデータを
ユーザー１０２に与えるようになっている。ユーザーシステム１０４はメディアデータの
ローカルソース１０５を内蔵し、このローカルソースからユーザーシステム１０４はユー
ザー１０２へ提供するためのメディアデータも入手する。このローカルソース１０５は例
えばハードドライブ、または他の記憶デバイス（単数または複数）でよく、あらかじめ記
録されたメディアデータおよび／またはネットワーク１０６を介してダウンロードされ、
後にユーザー１０２へ与えるためのローカルソース１０５に記憶されたメディアデータを
記憶する。このユーザーシステムはユーザー１０２へ同時に提供するための、ネットワー
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ク１０６を介し、かつローカルソース１０５からの双方のメディアデータの組み合わせ、
またはオーディオおよび／またはビデオメディアデータのストリームに組み合わされたメ
ディアデータの組み合わせを入手するようにも働くことができる。このユーザーシステム
１０４は無線、ケーブル、衛星、ＰＳＴＮ（公衆交換電話ネットワーク）、ＤＳＬ（ダイ
レクト加入者回線）、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）、ＷＡＮ（ワイドエリアネ
ットワーク）、イントラネットおよび／またはインターネット（これらに限定されるもの
ではない）を含む任意の態様でネットワーク１０６に結合されている。
【００４０】
　ユーザーシステム１０４はこのユーザーシステム１０４内でメディアデータ利用モニタ
サービスを実施するメディア利用モニタプロセッサ１０７を内蔵する。しかしながら、前
に提案した技術とは異なり、プロセッサ１０７はシステム１０４によりメディアデータの
利用を表示するデータを収集するだけでなく、収集されたデータを処理し、メディアデー
タの利用に関するレポートを作成する際にレポートシステムによって使用できるようにマ
イクロレベルのレポートオブジェクトを作成する。実質的に、プロセッサ１０７は当初利
用データを収集するように働くメディアデータ利用収集オブジェクト１０８と、オブジェ
クト１０８をユーザーセッションおよび／またはＲＣＬセッションにマージするセッショ
ンオブジェクト１１０と、セッションオブジェクトおよび／またはレポート用のその他の
データ収集オブジェクトをマージするマイクロレベルのレポートオブジェクト１１１を管
理することにより、そのタスクを実行する。
【００４１】
　或る実施例では、プロセッサ１０７はユーザーシステム１０４の周辺機器として、また
はボードとしての専用デバイス、またはユーザーシステム１０４内に挿入もしくはその他
の方法でユーザーシステムに結合されたその他のデバイスにより実現される。これら実施
例のうちの或る実現例では、デバイスはプロセッサ１０７を実現するための、あらかじめ
記録された命令が設けられたプログラマブルデバイスである。その他の実現例では、プロ
セッサ１０７のためのソフトウェアはネットワーク１０６またはその他の通信媒体を介し
てデバイスにダウンロードされるか、または記憶媒体からデバイスにロードされる。その
他の実施例ではプロセッサ１０７はユーザーシステムで作動するソフトウェア内で実現さ
れ、ネットワーク１０６または他の通信媒体から、もしくは記憶媒体からユーザーシステ
ムにロードされる。
【００４２】
　或る実施例では、プロセッサ１０７はある単一ユーザーよる使用しかモニタしないよう
になっている。別の実施例では、プロセッサ１０７はユーザーシステム１０４の二人以上
のユーザーによる使用をモニタする。
【００４３】
　プロセッサ１０７はユーザーによるメディアデータの利用を示す利用データを収集する
よう、ユーザーシステム１０４内のプロセッサ１０７またはその他の場所内で作動するメ
ディアデータ利用収集オブジェクト１０８のインスタンスを生成する。オブジェクト１０
８はメディアデータの１つの所定のカテゴリー、例えばグラフィックデータ、オーディオ
データ、ストリーミングメディアデータ、ビデオデータ、テキスト、ウェブページ、画像
データなどのための利用データを収集するように働く。このようにオブジェクト１０８は
所定の基準に基づき、データを選択することにより、利用データをあらかじめ処理する。
或る実施例では各オブジェクト１０８はｊｐｇ画像データ、ａｖｉデータ、所定の再生タ
イプにより再生すべきストリーミングメディアデータ、ｈｔｍｌ、ドキュメント、ｂｍｐ
画像データなどの１つのフォーマットのメディアデータの利用しかモニタしないようにな
っている。所定の実施例では、各オブジェクト１０８は特定のブラウザ、プレイヤーなど
のユーザーエージェントの１つのタイプだけにより与えられるメディアデータの利用しか
モニタしないようになっている。新しいか、または異なるデータフォーマットおよびユー
ザーエージェントが利用できるようになるにつれ、モニタを可能にするための新しいか、
または異なるオブジェクト１０８および／またはオブジェクトクラスがプロセッサ１０７
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に提供される。これらオブジェクトおよびオブジェクトクラスはネットワーク１０６また
はその他の通信媒体を介して、または記憶媒体からプロセッサ１０７により受信される。
こうして、モニタ機能はメディアデータのフォーマットおよびユーザーエージェントの初
期の急速な変化に合わせて迅速かつ効率的に更新される。
【００４４】
　或る実施例ではオブジェクト１０８が収集するデータはメディア利用イベント、例えば
ユーザーエージェントの開閉、新しいか、または異なるコンテント、もしくはリソース管
理ロケーションチャンネルのリクエストまたは受信、スクロール、ボリューム変化、ミュ
ーティング、オンクリックイベント、ウィンドーの最大化または最小化、受信されたコン
テントに対するインタラクティブな応答（例えばフォームまたはオーダーの送り）および
／または同様なイベントを示す。他の実施例では、オブジェクト１０８は所定のメディア
データステート情報、例えば現在受信しているコンテント、または現在アクセスしている
リソース管理ロケーション、および／またはユーザーエージェントのステート(state)の
ためにポーリングする。実施例によってはオブジェクト１０８はステートの変化および／
またはステート自身のいずれかを記録する。別の実施例では、オブジェクト１０８はメデ
ィアデータを伴うか、またはこれに関連するコンテントメタデータを収集する。別の実施
例では、上記のものの組み合わせを使用し、ある実施例では、オブジェクト１０８の特性
はイベントの回数または時間長さ、もしくはステート情報を含む。
【００４５】
　一実施例ではオブジェクト１０８はボードレベル（例えばサウンドカード）でのデータ
を収集するが、一方、別の実施例ではネットワークレベルのデータを収集する。更に別の
実施例では、オペレーティングシステムレベルでのデータを収集するが、更に別の実施例
では、アプリケーションレベル（例えばプレイヤー、ビューワー、または他のアプリケー
ション）でのデータを収集し、更に別の実施例ではオブジェクト１０８は２つ以上の上記
レベルでのデータも収集する。
【００４６】
　プロセッサ１０７はそれぞれのユーザーセッションのためのデータを収集するそれぞれ
のセッションオブジェクトとなるように、メディアデータ利用収集オブジェクト１０８を
マージするように、プロセッサ１０７内、またはユーザーシステム１０４内の他の場所で
作動するセッションオブジェクト１１０のインスタンスを生成する。
【００４７】
　ある実施例では時刻基準または時間長さ基準に基づき、メディアデータ利用収集オブジ
ェクトをグループ分けすることにより、ユーザーセッションを定めている。かかる種々の
実施例では、所定の時間（例えば１日のうちの時間、日にち）の各々での利用（プレゼン
テーションまたはアクセス）を示すメディアデータ利用収集を対応するユーザーセッショ
ンでグループ分けする。他のかかる実施例では１つ以上の連続的なおよび／またはオーバ
ーラップするリソース制御ロケーションセッションを示すメディアデータ利用収集オブジ
ェクトを１つのユーザーセッションでグループ分けするが、他方、別のかかる実施例では
、わずか１つの所定の期間により時間的に分離されたリソース制御ロケーションセッショ
ンを示すメディアデータ利用収集オブジェクトを１つのユーザーセッションにグループ分
けする。かかる更に別の実施例では、上記基準の組み合わせを利用し、オブジェクトをユ
ーザーセッションにグループ分けする。
【００４８】
　別の実施例では、ユーザーセッションはユーザーの活動度の表示に基づき、メディアデ
ータ利用収集オブジェクトをグループ分けすることにより、ユーザーセッションを定める
。かかる種々の実施例では（例えばキーボード、キーパッド、ポインティングデバイス、
ダイヤル、リモコンまたはタッチスクリーン、もしくは活動、例えばディスクドライブ、
テープ再生器または同等物にあらかじめ記録されたメディアを挿入することによる）ユー
ザー入力をモニタし、連続するユーザーの活動を検出し、ユーザーセッションの時間長さ
を決定する。
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【００４９】
　別の実施例では、ユーザーは、ユーザーセッションの開始および／または終了を表示し
なければならない。
【００５０】
　本発明のある実施例では、セッションオブジェクト内に次の属性のうちの１つ以上が含
まれる。
（１）「セッションスタート」：最初にユーザーシステムによりＲＣＬにアクセスされ、
これにメディアデータが送られる時間またはかかるメディアデータがまず最初にユーザー
に与えられる時間のことである。
（２）「セッション停止」：ユーザーシステムがＲＣＬにアクセスすることを終了する時
間またはユーザーへのそのメディアデータのプレゼンテーションが終了する時間のことで
ある。
（３）「セッション時間長さ」：セッションスタートとセッション停止との間の時間長さ
として測定できるユーザーセッションの時間長さのことである。
（４）「セッションコンテント」：提供された、またはアクセスされたメディアデータの
タイプおよびアイデンティティのことである。
（５）「セッションインターアクション」：ユーザーセッション中に生じるユーザインタ
ーアクション（対話）イベントのことである。
（６）「セッションコンテントイベント」：ユーザーセッション中に生じるメディアデー
タイベントである。
（７）「セッションコンテキスト」：ユーザーセッション中に生じるセッションイベント
のことである。
（８）「セッションメタデータ」：ユーザーセッションを記述するデータおよび任意のサ
ポートデータのことである。
【００５１】
　プロセッサ１０７はメディア利用レポートを作成するよう、１つ以上のレポートシステ
ムに供給するため、セッションオブジェクトおよび／または他のオブジェクトを自身にマ
ージしたり、および／またはデータをカプセル化するように働くマイクロレベルのレポー
トオブジェクト１１１のインスタンスを生成する。或る実施例では、オブジェクト１１１
は単一ユーザーのメディアデータ利用を示す１つ以上のセッションオブジェクトを対応す
るマイクロレベルのレポートオブジェクトにマージするが、別の実施例では、オブジェク
ト１１１は多数の識別されたユーザーによるメディアデータの利用を示すマイクロレベル
のレポートオブジェクトにセッションオブジェクトをマージする。ある実施例では、オブ
ジェクト１１１は所定の時間スパン内のメディアデータの利用を示す１つ以上のセッショ
ンオブジェクトをマージするが、別の実施例では、オブジェクト１１１はネットワーク１
０６を通して、または異なる通信媒体を介し、ユーザーシステム１０４に結合されたレポ
ートシステム１１２からのリクエストに応答してセッションオブジェクトをマージする。
【００５２】
　或る実施例では、メディアデータ利用収集オブジェクト１０８はセッションオブジェク
トにマージするよりもそのデータを直接マイクロレベルのレポートオブジェクトに提供す
る。この特徴によってマイクロレベルのレポートオブジェクトはユーザーセッションレベ
ルではないレベルでデータを収集し、カプセル化できる。この特徴の特定の有利な応用は
、所定のユーザーシステムでのそれぞれのＲＣＬセッションを収集し、送ることであるが
、これだけに限られるものではない。このような能力によって特に中間レポートのために
メディア利用データを収集することが可能となる。それぞれのＲＣＬのストリーミングメ
ディアの場合に、進行中の利用動向をモニタし、リアルタイムのユーザープロフィルおよ
び習慣に基づき、ダイナミックなストリーミング調節を可能にすることが望まれている。
例えばストリーム内に挿入する広告の選択をこのようにかかる利用動向のモニタに基づく
ものにすることができる。
【００５３】
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　或る別の実施例では、それぞれのＲＣＬセッション内の利用を示すメディアデータ利用
収集オブジェクトをマージするようにＲＣＬセッションオブジェクトが供給される。この
ＲＣＬセッションオブジェクトは中間レポートのためのマイクロレベルのレポートオブジ
ェクトにマージされるまでデータを収集するか、またはそれぞれのＲＣＬセッションのす
べてまたは一部内の利用を表示するメディアデータ利用収集オブジェクトをマージする。
ある実施例ではマイクロレベルのレポートオブジェクトはＲＣＬセッションのレポートを
提供するために所定のＲＣＬセッションのための１つ以上のＲＣＬセッションオブジェク
トをマージする。
【００５４】
　或る実施例では、マイクロレベルのレポートオブジェクト１１１は所定の時間、１つ以
上の指定されたＲＣＬおよび／またはユーザーを含む選択可能なパラメータに応答して１
つ以上のユーザーセッションおよび／またはＲＣＬセッションのためのメディア利用デー
タをレポートするようになっている。マイクロレベルのレポートオブジェクト１１１によ
りメディア利用データをレポートする実施例のうちの種々の実施例では、オブジェクト１
１１は１つ以上のユーザーセッション、ＲＣＬおよび／またはＲＣＬセッションの間のバ
ンド幅の利用、ネットワークの質、音質および／または画質を含む、ユーザーシステムか
らのサービスデータの質を収集するオブジェクトを収集し、および／またはマージするよ
うにもなっている。
【００５５】
　或る実施例ではオブジェクト１１１はセッションオブジェクトおよび／または他のオブ
ジェクトをマージするか、または単一タイプのメディアデータだけの利用を示すデータを
収集するが、別の実施例ではオブジェクト１１１はオブジェクトをマージし、および／ま
たは異なる多数のタイプのメディアデータの利用を示すデータを収集する。更に別の実施
例では、オブジェクトを収集し、および／またはデータを収集するように、オブジェクト
１１１によって上記パラメータの種々の組み合わせを使用する。
【００５６】
　プロセッサ１０７内、またはプロセッサ１０７の外部にあるユーザーシステムにより、
双方向のオブジェクト送受信サービス１１３が実現される。このサービス１１３はマイク
ロレベルのレポートオブジェクトのためのリクエストを受信し、リクエストされたオブジ
ェクトをレポートシステム１１２に伝送するように、レポートシステム１１２と通信する
。このサービス１１３はユーティリティサービス１１４からの更新されたオブジェクトお
よびオブジェクトクラスも受信する。別の実施例では、レポートシステム１１２によりサ
ービス１１４が実現されるが、別の実施例では、レポートシステム１１２とは別個に実現
される。ある実施例におけるサービス１１３とレポートシステム１１２との間の通信だけ
でなく、サービス１１３とユーティリティサービス１１４との間の通信もネットワーク１
０６を介して行われるが、別の実施例では、かかる通信は別の通信媒体を介して行われる
。
【００５７】
　或る有利な実施例では、多数のレポートシステムは多数のネットワークノードの間にレ
ポートサービスを配信し、ネットワークノードではレポートエンティティまたはレポート
エンティティの顧客が参加している多数のユーザーシステム、例えばユーザーシステム１
０４から得られたマイクロレベルのレポートオブジェクトから標準化されたレポートまた
はカスタマイズされたレポートのいずれかを作成する。かかる実施例では、マイクロレベ
ルのレポートオブジェクトはネットワークのモバイルオブジェクトとして実現され、この
ネットワークモバイルオブジェクトは多数の分散したレポートノードへ伝送でき、多数の
マイクロレベルのレポートオブジェクトから構成された標準マイクロレベルのレポートま
たはレポートエンティティ、もしくは顧客が選択したいいずれかのパラメータを使ってマ
クロレベルレポートオブジェクトから組み立てられたカスタム作成されたマクロレポート
のいずれかに組み立てられる。
【００５８】
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　或る実施例ではユーザーシステム１０４の周辺機器として、またはユーザーシステム１
０４内に挿入されるか、または他の方法でユーザーシステムと結合された基板またはその
他のデバイスとしての専用デバイスによりサービス１１３が実現される。かかる実施例で
はサービス１１３はプロセッサ１０７も実現するデバイスによって実現することが好まし
いが、必ずしもこのデバイスによって実現しなくてもよい。別の実施例では、サービス１
１３はネットワーク１０６またはその他の通信媒体から、もしくは記憶媒体からユーザー
システムにロードされ、ユーザーシステムが作動するソフトウェアによって実現される。
【００５９】
　図１Ａにはオブジェクト送受信サービス１１３の一実施例が示されている。マイクロレ
ベルのレポートオブジェクト１１１をレポートシステム１１２に伝送するのに使用する際
に、サービス１１３のオブジェクトシリアル化プロセス１２０はオブジェクト１１１のす
べてのアイデンティティ、ステートおよび行動を捕捉するデータとなるように、マイクロ
レベルのレポートオブジェクト１１１をシリアル化する。プロセス１２０によってどのシ
リアル化技術も実行することができるが、所定の実施例では、プロセス１２０はオブジェ
クト１１１のアイデンティティ、行動(behavior)およびステートを二進データストリーム
に変換する二進オブジェクトシリアル化技術を使用する。別の実施例では、プロセス１２
０はオブジェクト１１１のシンプルオブジェクトアクセスプロトコル（ＳＯＡＰ）に準拠
したシリアル化を実行する。更に別の実施例では、ＨＴＴＰリクエスト／回答プロトコル
が使用される。プロセス１２０は種々のレポートシステム１１２だけではなく、１つ以上
のユーティリティサービス１１４との通信を容易にするための多数のシリアル化アルゴリ
ズムをサポートすることが好ましいが、必ずしもそうする必要はない。
【００６０】
　オブジェクト圧縮／逆圧縮プロセス１２４は任意の適当な技術に従ってシリアル化され
たオブジェクト１１１に無損失圧縮を施す。プロセス１２４は種々のレポートシステム６
２および１つ以上のユーティリティサービス１１４との通信を容易にするために多数の圧
縮アルゴリズムをサポートすることが好ましいが、必ずしもそうする必要はない。
【００６１】
　暗号化／暗号解読プロセス１２８はレポートオブジェクト１１１を不正操作およびユー
ザーの操作から保護することにより、レポートオブジェクト１１１の完全性を確保するた
めの十分なセキュリティを提供する技術によって、圧縮されたオブジェクト１１１を暗号
化する。プロセス１２０および１２４の場合と同じように、プロセス１２８は種々のレポ
ートシステム１１２および１つ以上のユーティリティサービス１１４との通信を容易にす
るよう、多数の暗号化アルゴリズムを実現する。
【００６２】
　オブジェクト送受信プロセス１３２はネットワーク１０６または他の通信媒体を介した
レポートシステム１１２および／またはユーティリティサービス１１４との通信を設定す
るように働く。このオブジェクト送受信サービス１１３は例えばインターネットまたは他
のＴＣＰ／ＩＰネットワークを介したシステム１１２との通信をする場合、プロセス１３
２はＴＣＰおよびＩＰ層を実現し、レポートシステム１１２および１つ以上のユーティリ
ティサービス１１４との接続を維持する。プロセス１３２はレポートシステム１１２およ
び１つ以上のユーティリティサービス１１４との通信を容易にするために多数の通信プロ
トコルをサポートすることが好ましいが、必ずしもそうしなくてもよい。
【００６３】
　所定の実施例では、サービス１１３のプロセス１２０、１２４、１２８および１３２が
通信のためのユーザーシステム１０４上で作動する別のアプリケーションによっても利用
されるが、他の実施例では、プロセス１２０、１２４、１２８および１３２はマイクロレ
ベルのレポートオブジェクト１１１の通信を含むプロセッサ１０７との間の通信のために
しか利用されない。
【００６４】
　上記のようにオブジェクト送受信サービス１１３はプロセッサ１０７により双方向の通
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信をサポートする。所定の実施例ではこの機能はユーティリティサービス１１４からオブ
ジェクト１０８、１１０および１１１への更新を得るだけでなく、新しいオブジェクトお
よびオブジェクトクラス、例えば新しいかまたは異なるタイプのメディアデータおよび／
またはユーザーエージェントの利用をモニタするための新しいタイプのメディアデータ利
用収集オブジェクトを追加することにも使用される。プロセッサ１０７は単一のユーティ
リティサービス１１４からのかかる更新および新しいオブジェクトを受信することが好ま
しいが、必ずしもそうする必要はない。単一ユーティリティサービス１１４は新しいオブ
ジェクトをすべてのユーザーシステム内のすべてのメディアデータモニタプロセッサへ供
給し、ユーザーシステムは協働してレポートシステム１１２へメディアデータ利用のレポ
ートを提供するように協働する。ユーティリティサービス１１４からの通信はサービス１
１３に対応する送信サービスによって実現することが好ましい。従って、かかる通信がサ
ービス１１３によって受信されると、適当な通信プロトコルを実現するオブジェクト送受
信プロセス１３２によりまず受信され、次にプロセス１２８により暗号が解読され、プロ
セス１２４によって逆圧縮される。次に逆圧縮された通信信号はプロセッサ１０７によっ
て使用できるよう、プロセス１２０により再構成される。
【００６５】
　図２はユーザーシステム２０４によりメディアデータがユーザー２０２に提供されるか
、またはユーザー２０２がメディアデータにアクセスする別のメディアデータ利用システ
ム２００を示す。ユーザーシステム２０４はメディアデータにアクセスしたり、またはメ
ディアデータをユーザー２０２に提供するよう、ネットワーク２０６に接続できる。ユー
ザーシステム２０４は図１のローカルソース１０５に対応するメディアデータのローカル
ソース（簡潔にし、かつ明瞭にするために図示せず）も内蔵する。
【００６６】
　ユーザーシステム２０４は図１のプロセッサ１０７およびサービス１１３にそれぞれ対
応するメディア利用モニタプロセッサおよびオブジェクト送受信サービス（簡潔にし、か
つ明瞭にするために図示せず）を内蔵する。更にユーザーシステム２０４に内蔵されたプ
ロセッサは異なるそれぞれのメディアタイプおよび／またはユーザーエージェントの利用
をトラッキングするよう、同時および／または異なる種々の時間に作動する図１のオブジ
ェクト１０８に対応するメディアデータ利用収集オブジェクト２０８、２０８’および２
０８”、．．．２０８ｎの多数のインスタンスを生成し、これを管理するように働く。例
えばユーザー２０２がブラウザを開けた場合、所定の実施例ではプロセッサはその利用を
トラッキングするためにブラウザの利用データ収集オブジェクトのインスタンスを生成す
る。ブラウザの使用中にオーディオプレイヤーおよび／またはビデオプレイヤーもオープ
ンにされた場合、プロセッサはブラウザとは別個にその利用をトラッキングするために、
プレイヤー利用データ収集オブジェクトのインスタンスを生成する。その他のタイプのユ
ーザーエージェント、例えばチャットアプリケーションの利用をトラッキングするのにも
同じことが行われる。
【００６７】
　別の実施例では、別個の利用収集オブジェクトが異なるメディアデータの利用をトラッ
キングする。例えば１つのオブジェクトがウェブページの使用をトラッキングし、他方、
１つ以上の他のオブジェクトが別個のポップアップおよび／またはポップアンダーウィン
ドー内で作動するか、または現れる広告をモニタする。更に別の実施例では、オブジェク
トの１つの組が異なるタイプのユーザーエージェントの利用をトラッキングし、他方、別
のオブジェクトが単一ユーザーエージェントによって与えられたそれぞれの多数のメディ
アデータの利用をモニタする。従って、利用モニタシステムは多数の異なるメディアデー
タタイプおよび／またはユーザーエージェントタイプの利用に関するデータを異なるそれ
ぞれのオブジェクトに自動的に収集するので、利用されるメディアデータのタイプまたは
利用されるユーザーエージェントによって収集データに容易にアクセスできる。
【００６８】
　プロセッサはセッションオブジェクト２１０、２１０’、２１０”、．．．２１０ｎの
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多数のインスタンスも生成し、管理できる。これらセッションオブジェクトはオブジェク
ト２０８、２０８’、２０８”、．．．２０８ｎの適当なものをそれぞれのユーザーセッ
ションにマージするよう、同時に、および／または種々の異なる時間で作動する。かかる
各オブジェクトはそれぞれのユーザーセッション中の活動を各々が示すオブジェクトにメ
ディアデータ利用データを収集するので、後の段階でのメディア利用レポートの作成を容
易にするようにこのデータをあらかじめ処理するように働く。従って、セッション、メデ
ィアデータタイプおよび／またはユーザーエージェントタイプによるセッションオブジェ
クトアレンジ利用データを作成するのにユーザーシステム２０４の追加的処理、記憶およ
び通信バンド幅リソースが利用される。次にこのセッションオブジェクトは任意の数のレ
ポートに効率的に組み合わせることができるブロックの構築に類似しており、各レポート
は選択されたレポートパラメータに従って所望するように構成される。レポートの構造は
レポートシステムのユーザーのニーズを最良に満たすよう、アドホック(ad hoc)ベースで
標準化または設計できる。プロセッサ１０７およびサービス１１３はユーザーシステムお
よび通信リソースが使用されている進行中の幅をトラッキングし、これらリソースに対す
る要求を調節し、ユーザーが利用する他のアプリケーションおよび通信の妨害を防止する
ことが好ましい。
【００６９】
　図１の実施例と同じように、１つ以上のレポートシステム（簡潔かつ明瞭にするために
図示せず）と通信するために、セッションオブジェクトはマイクロレベルのレポートオブ
ジェクトにマージされている。
【００７０】
　図３はユーザーシステム３０４によりメディアデータがユーザー３０２に提供されるか
、ユーザーがメディアデータにアクセスする更に別のメディアデータ利用システム３００
を示す。このユーザーシステム３０４はメディアデータにアクセスするようにネットワー
ク３０６に接続できる。図２の実施例の場合のように、ユーザーシステム３０４は図１の
ローカルソース１０５に対応するメディアデータのローカルソース（簡潔かつ明瞭にする
ため図示せず）も内蔵する。
【００７１】
　ユーザーシステム３０４はメディア利用モニタプロセッサ（簡潔かつ明瞭にするため図
示せず）を内蔵し、このプロセッサは図１のオブジェクト１０８と同じ目的を果たす１つ
以上のメディアデータ利用収集オブジェクト３０８のインスタンスを生成し、かつ管理す
るように働く。このプロセッサはユーザーシステム３０４のユーザーに関する定性的デー
タを収集するように働く１つ以上の定性的データ収集オブジェクト３１０のインスタンス
も生成し、管理する。所定の実施例における定性的データ収集オブジェクト３１０はユー
ザーの年齢、性、人種、民族、婚姻状態および／または住所を含むことができる基本動態
データを収集し、および／または記憶する。別の実施例ではオブジェクトは消費習慣、興
味、ライフスタイル、学歴、職業および／または収入を含むことができる別のユーザー固
有の情報を収集し、および／または記憶する。かかる定性的データは、例えばユーザーシ
ステム３０４を通して、および／またはかかる情報を記憶するデータベースから与えられ
るユーザーへのリクエストにより収集される。
【００７２】
　或る実施例ではオブジェクト３１０はシステムデータを構成する定性的データ、例えば
システムのタイプ、オペレーティングシステムおよびユーザーエージェントのタイプ（例
えばブラウザ、プレイヤーなど）を収集し、および／または記憶する。かかるデータはユ
ーザーシステム３０４から直接オブジェクト３１０により収集できる。別の実施例では、
オブジェクト３１０は上記タイプのうちの２つ以上の定性的データを収集および／または
記憶する。端的に言えば、オブジェクト３１０の各々は種々の定性的データのタイプのサ
ブセットを収集するようになっている。或る実施例では、オブジェクト３１０はあたらし
いか、または異なるデータおよび／またはデータタイプの収集および／または記憶を可能
にするように時々更新される。
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【００７３】
　プロセッサはメディアデータ使用収集オブジェクト３０８および定性的データ収集オブ
ジェクト３１０をそれぞれのユーザーセッションおよび／またはＲＣＬセッションにマー
ジするように働く１つ以上のセッションオブジェクト３１２のインスタンスも生成し、管
理する。このように、セッションオブジェクトはメディアデータ利用だけでなく、ユーザ
ーの動態および／またはシステム情報も記述するセッションデータをカプセル化する。こ
のように、ユーザーシステム３０８により所定のユーザーセッションおよび／またはＲＣ
Ｌセッションを記述するのに望まれる任意のすべてのデータがあらかじめ処理されるので
、ユーザーシステムの余分な処理および記憶リソースを活用できる。このことは、集中処
理設備にて定量的データが定量的メディアデータ使用モニタデータとマージされる、これ
まで提案されている技術とは対照的となっている。ある様相における本発明はユーザーシ
ステム外部の処理および記憶条件を減少するだけでなく、最も早い段階でメディア利用測
定データと動態およびその他の定性的データとを合体し、これによってユーザーまたはＲ
ＣＬセッションレベルまで“掘り下げた(drill down)”レポートの作成が可能となり、よ
って、レポートのより高い精度とフレキシビリティが得られる。
【００７４】
　種々のデータ収集および処理オブジェクトによる配信されたデータの収集および処理の
使用により、本発明のモニタシステムは高速でのスケーラビリティだけでなく、新しく、
かつ異なるフォームのメディアデータの利用、ユーザーシステムおよび動態カテゴリー(d
emographic categories)をトラッキングするための変化するニーズに合わせるために、中
断することなく時間をかけてモニタシステムを調節する能力を可能にしている。このこと
は、種々のユーザーシステムで作動中のプロセッサに更新された新しいオブジェクトクラ
スをダウンロードすることによって達成される。
【００７５】
　セッションオブジェクト３１２はレポートシステム３１６と通信するよう、マイクロレ
ベルのレポートオブジェクト３１４内にマージされる。マイクロレベルのレポートオブジ
ェクト３１４だけでなく、図１のオブジェクト１１１も、システム１１２および３１６だ
けでなく所定の実施例における他のノードおよびシステムにおいてもレポートの発生を可
能にするネットワークモビリティを有し、更に別の実施例では配信されたレポートを発信
する能力も有するようになっている。
【００７６】
　図４は、ユーザー５０２に与えられるメディアデータの利用を示す利用データを収集す
るためのメディアデータ利用モニタシステム５００を示す。ユーザー５０２はユーザーシ
ステム５０４によりメディアデータにアクセスするか、またはメディアデータがユーザー
５０２に提供される。メディアデータにアクセスしたり、またはメディアデータをユーザ
ー５０２に提供するよう、ユーザーシステム５０４とネットワーク５０６に接続してもよ
い。ユーザーシステム５０４は図１のローカルソース１０５に対応するメディアデータの
ローカルソース（簡潔にし、かつ明瞭にするために図示せず）も内蔵する。
【００７７】
　ユーザーシステム５０４ではレポートシステム５１０へ送信するための上記実施例のい
ずれかに従い、マイクロレベルのレポートオブジェクト５０８が発生され、シリアル化さ
れ、圧縮され、暗号化される。レポートシステム５１０により一旦マイクロレベルのレポ
ートオブジェクト５０８が受信されると、このレポートオブジェクトは利用できるように
再構成される。レポートシステム５１０はユーザーシステム５０４だけでなく他のユーザ
ーシステムからも受信した多数のマイクロレベルのレポートオブジェクト５０８を収集し
、組織化し、レポートリクエスタ５０６、例えばライセンス料と交換に顧客にかかるレポ
ートを提供するエンティティ、またはかかるレポートを直接使用したいエンティティから
の命令に応答してマクロレポート５１４を発生する。
【００７８】
　レポートシステム５１０はマイクロレベルのレポートオブジェクト５０８に含まれるメ
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ディアデータのリソース制御ロケーション（ＲＣＬ）の識別のための種々の情報を含むラ
イブラリー５１２にアクセスする。このライブラリー５１２は特に受信されたメディアデ
ータを伴うメタデータにＲＣＬのアイデンティティが含まれない状況で特に有効である。
ライブラリー５１２は、例えばそのＵＲＬ（単数または複数）に基づき、収集されたメデ
ィアデータのＲＣＬを識別するための種々のＵＲＬのＲＣＬマップを含む。このＲＣＬの
マップは１つ以上の方法でコンパイルされる。所定の実施例では、ＲＣＬ自身はライブラ
リー５１２に含むための必要なデータを提供する。別の実施例では、種々のＲＣＬをアク
セスしながら、ＵＲＬを収集するライブラリー５１２に関連するサービスによりデータが
、自動的にコンパイルされる。更に別の実施例では、既知のリソース制御ロケーションに
対応するＵＲＬと他のページ、ストリームまたは他のメディアデータのためのＵＲＬとを
比較し、同様なＵＲＬと同じＵＲＬとを関連づけることによりデータがコンパイルされる
。例えば同じルーツを有する２つのＵＲＬは同じリソース制御ロケーションに関連すると
見なすことができる。更に別の実施例では、タグ、メタデータおよび／または種々のメデ
ィアデータのコンテントを比較し、それらのＲＣＬを決定する。更に別の実施例では、次
の技術の組み合わせを利用する。一実施例では、内部に含まれるデータの更新を容易にす
る集中ロケーション内にライブラリー５１２が常駐する。これとは別に、ライブラリー５
１２はローカルまたはリモートのいずれかの種々のシステム上の種々のロケーションに常
駐する。
【００７９】
　ストリーミングソースが同じＲＣＬにマッピングされる多数のＵＲＬを有することがで
きたとしても、マイクロレベルのレポートオブジェクト５０８に含まれる所定のストリー
ミングメディアデータのリソース制御ロケーションを識別するためにＲＣＬマッピングも
利用する。しかしながら、ストリーミングメディアデータは特定のストリーミングＲＣＬ
にマッピングされる。
【００８０】
　或る実施例ではライブラリー５１２は一日のうちの時間(time of day)、関連するＲＣ
Ｌ情報および補助動態情報、例えば消費習慣、収入、興味およびユーザーまたは世帯に関
するメディアデータの広告主またはプロバイダへの潜在的関心の他のデータを含む、レポ
ートシステム５１０に有効な別のデータも提供する。別の実施例では、ライブラリー５１
２とは別個のシステムによりこれらデータサービスのうちの１つ以上が提供される。更に
別の実施例では、ＲＣＬマッピングサービスを含むこれらサービスの１つ以上が、１つ以
上のネットワーク上の多数のサーバーに配信される。
【００８１】
　図５は、少なくとも１つのユーザーシステム６０４から受信された、少なくとも１つの
マイクロレベルのレポートオブジェクト６０６の形態をしたデータに基づいてレポートを
発生するための、レポートシステム６０２を含むレポート発生システム６００も示す。こ
のレポートシステム６０２はシステムに入力されるレポート発生パラメータに応答し、標
準ベースまたはカスタムベースのいずれかでマクロレポートを選択的に発生するよう、多
数のユーザーシステム（６０４、６０４’、６０４”、．．．６０４ｎ）から多数のマイ
クロレベルのレポートオブジェクト（６０６、６０６’、６０６”、．．．６０６ｎ）へ
もアクセスする。
【００８２】
　レポートシステム６０２はメディアデータのＲＣＬの識別のための情報を含むライブラ
リー６１２にアクセスし、そのメディアデータの利用は同一および／または種々のユーザ
ーシステム（６０４、６０４’、６０４”、．．．６０４ｎ）から受信されたマイクロレ
ベルのレポートオブジェクト（６０６、６０６’、６０６”、．．．６０６ｎ）内でレポ
ートされる。ライブラリー６１２は、例えば収集されたメディアデータを識別するための
多数のＵＲＬの包括的なＲＣＬマップを再び含むことができる。或る実施例では、ライブ
ラリー６１２は（図４を参照して上で説明したような）別の情報を提供し、別の実施例で
は、ライブラリー６１２が提供したサービスが多数の分散システムによって提供される。
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【００８３】
　レポートリクエスタ６０８は種々のマイクロレベルのレポートオブジェクト（６０６、
６０６’、６０６”、．．．６０６ｎ）に基づき、１つ以上のマクロレポート６１０を発
生することをレポートシステム６０２にリクエストできる。レポートリクエスタ６０８は
標準タイプまたはカスタムタイプのいずれかのマクロレポートのためのリクエストをレポ
ートシステム６０２に供給する。カスタム化されたレポートタイプがリクエストされた場
合、リクエストは所望されるカスタマイズされたレポートの範囲およびコンテントを定め
る、メディアデータのタイプ、ユーザー、期間などを定義するパラメータを含む。レポー
トシステム６０２はレポートリクエスタ６０８が指定する、必要とされるマイクロレベル
のレポートオブジェクトを集め、全体のメディアデータの利用に関する組み合わされたレ
ポートであるマクロレポート６１０を作成する。レポートシステム６０２は固有のメディ
アデータに関する適当な情報および／または動態パラメータを提供するように種々のパラ
メータに沿ってマイクロレベルのレポートオブジェクト（６０６、６０６’、６０６”、
．．．６０６ｎ）を組み立てることができる。マクロレポート６１０はオンデマンドで作
成してもよいし、発生および送信のためにあらかじめスケジュールを定めてもよい。
【００８４】
　図６はレポートシステム７０２を示す。レポートシステム７０２はレポートリクエスタ
７１８へ提供するためのレポートを作成するための別のオブジェクトおよび外部リソース
を管理するマクロマネージャープロセス７１４を含む。システム７０２は種々のユーザー
システム（７０８、７０８’、．．．７０８ｎ）から受信した種々のマイクロレベルのレ
ポートオブジェクト（７０６、７０６’、．．．７０６ｎ）を収集し、管理するマクロア
グレゲータプロセス７０４を更に含む。レポートシステム７０２は種々のレポートスケジ
ュールおよびレポートをセーブするためのスケジューラプロセス７１０も含む。レポート
システム７０１は種々のプレゼンテーション媒体のためのマクロレポートをフォーマット
化するためのプレゼンテーションプロセス７１２も更に含む。
【００８５】
　所定の実施例におけるマクロアグレゲータオブジェクト７０４は、各ユーザーシステム
７０８、７０８’、．．．７０８ｎによって維持されたスケジュールに従い、マイクロレ
ベルのレポートオブジェクト７０６を受信する。他の所定の実施例では、プロセス７０４
はレポートシステム７０２内のスケジューラプロセス７１０によって維持されたスケジュ
ールに従って種々のユーザーシステムからのマイクロレベルのレポートオブジェクト７０
６をリクエストする。別の実施例では、プロセス７０４はレポートリクエスタ７１８から
受信したレポートのためのリクエストを満たすよう、マイクロレベルのレポートオブジェ
クト７０６をリクエストする。更に別の実施例では、上記技術の組み合わせを使用する。
【００８６】
　１つ以上のかかる実施例では、プロセス７０４はストリーミングメディアの進行中の利
用を示すマイクロレベルのレポートオブジェクトのための種々のユーザーシステム７０８
、７０８’、．．．７０８ｎへリクエストを送る。１つ以上の所定のリソース制御ロケー
ションのストリーミングメディアのための視聴者の現在のサイズおよび／または構成に関
する情報を求めるリクエスタ７１８からの進行中のストリーミングメディア利用レポート
リクエストを受信する結果、あるケースにおけるプロセス７０４からのかかるリクエスト
が生じる。かかるリクエストにより、広告のターゲットを現在の視聴者に合わせ、および
／または所定の広告を受信したユーザーの実際の数に基づき、リクエスタ７１８またはそ
の顧客は広告収入を最大にできる。別の実施例では、プロセス７０４が当該ＲＣＬからの
ストリーミングメディアの現在の利用を示すユーザーシステム７０８、７０８’．．．７
０８ｎからの１つ以上のマイクロレベルのレポートオブジェクトを受信すると、プロセス
７０４はレポートリクエスタ７１８からの従来のリクエストに従い、進行中の利用レポー
トを作成するよう、かかるユーザーシステムからのかかる更なるマイクロレベルのレポー
トオブジェクトを自動的にリクエストする。
【００８７】
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　マクロアグレゲータプロセス７０４は受信したオブジェクトの属性、例えば時間、動態
特性、ＲＣＬ、使用されるメディアデータのタイプなどに従い、後にアクセスできるよう
、データベース内の受信されたオブジェクト７０６、７０６’、．．．７０６ｎを記憶す
る。従って、標準化されたパラメータまたはカスタム設計されたパラメータに従い、マク
ロレポートを迅速かつ効率的に作成することができる。各マイクロレベルのレポートオブ
ジェクトは、多数の異なる選択されたパラメータのいずれかに従ってアクセスできかつ各
リクエスタのニーズを満たすようフレキシブルなレポート能力を提供するプロセス効率の
良い態様でかかる他のオブジェクトと組み立てできる、別個のメディアデータ利用経験を
示す。
【００８８】
　マクロレポートは時として、スケジューラプロセス７１０から受信されたコマンドに応
答し、スケジューラプロセスに維持されたレポートスケジュールに従い、マクロアグレゲ
ータプロセス７０４により、作成される。一旦作成されると、プロセス７１０によっても
維持されるレポートスケジュールに従い、またはリクエスタ７１８からのリクエストに応
答し、リクエスタに提供すべきスケジュール調節７１０によりマクロレポートが記憶され
る。
【００８９】
　プレゼンテーションプロセス７１２はリクエスタ７１８によって指定されるプレゼンテ
ーションフォーマットまたはデフォルトもしくは他の所定のフォーマットに従い、作成さ
れたマクロレポートをフォーマット化するように働く。或る実施例では、かかるフォーマ
ットはインターネットアプライアンス、ＰＤＡ、ファクシミリ、ｅメール、プリントされ
たレポート、音声のレポートのためにコンピュータで作動するブラウザに適当なように選
択できる。或る実施例では、各異なるプレゼンテーションフォーマットに関し、それぞれ
異なるプレゼンテーションプロセス７１２が提供される。
【００９０】
　或る実施例では単一レポートシステム７０２はマクロレベルのレポートオブジェクトを
収集し、種々のレポートリクエスタ７１８にサービスする。別の実施例では、多数のかか
るレポートシステム７０２はレポート作業を配信する。別の実施例では１つ以上のレポー
トシステムによって提供されるサービスが２つ以上の異なるシステム間に配信される。か
かる別の実施例のうちの一部では、４１つ以上のクライアントへ定期的に、またはオンデ
マンドでマクロレポートを提供する１つ以上のサーバーにより、マクロレポートアグレゲ
ータプロセスが実現され、クライアントはリクエスタからのレポートのためのリクエスト
を受信し、かかるリクエスタへプレゼンテーションするためのマクロレポートをフォーマ
ット化する。或る実施例では、レポートシステム７０２によって提供されるサービスのう
ちの１つ以上は、リクエスタシステムで働くクライアントによって実現される。例えばか
かる一部の実施例では、かかるクライアントは図６のシステム７０２によって実現される
スケジュールサービスおよびプレゼンテーションサービスの双方を実現する。システムの
オブジェクト指向設計によって多数の異なる種類の実現例が可能となる。
【００９１】
　レポートおよびユーティリティサービスのオブジェクト指向設計は、これらサービスを
実現するために採用された物理アーキテクチャにかなりのフレキシビリティを提供する。
インターネット（他のネットワーク）をベースとするサーバーのアーキテクチャでは、種
々のレポートおよび／またはユーティリティサービスが種々のサーバー間に配信される。
サーバーに基づくサービスの一部の実施例では、優先順位および／または範囲に従い、サ
ービスを効率的に配信するよう、階層内にサーバーが配置されている。Ｐ２Ｐアーキテク
チャを使用する実施例では、クライアント間にレポートおよび／またはユーティリティサ
ービスのすべてが配信されるが、システムの完全性を保証するために所定のサービス、例
えばオブジェクトおよびオブジェクトクラス更新サービスをコーディネートすることが好
ましい。ハイブリッドな実施例では、上記アーキテクチャの組み合わせが使用される。例
えばレポートサービスのヘビーユーザーは自己のクライアントマシンでサービスを実現で
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きるが、少ないレポートしか使用しなかったり、あまり頻繁にはレポートを入手しないユ
ーザーはレポートサーバーからのフォーマット化されたレポートを受信できる。
【００９２】
　以上で、サービス、システム、プロセッサ、デバイス、特徴などの特定の配置および実
施例を参照して本発明について説明したが、これらは可能な配置または実施例のすべてを
記載したものではなく、当業者であれば他の多くの変形例および変更例を想到できよう。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】ユーザーシステムによりユーザーに与えられるメディアデータの利用を示すデー
タを収集するためのシステムの一実施例を示すブロック図である。
【図１Ａ】図１の実施例の送信サービスのブロック図である。
【図２】ユーザーシステムによりユーザーに与えられるメディアデータの利用を示すデー
タを収集するためのシステムの別の実施例を示すブロック図である。
【図３】ユーザーシステムによりユーザーに与えられるメディアデータの利用を示すデー
タを収集するためのシステムの更に別の実施例を示すブロック図である。
【図４】ユーザーシステムによりユーザーに与えられるメディアデータの利用を示すデー
タを収集するためのシステムの更に別の実施例を示すブロック図である。
【図５】メディアデータの利用のレポートを作成するためのレポート発生システムのブロ
ック図である。
【図６】メディアデータの利用のレポートを作成するための別のレポート発生システムの
ブロック図である。

【図１】 【図１Ａ】
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