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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアインプレッションをログ記録するための方法であって、
　クライアントデバイスにおいてログインイベントを検出することに応じた通信をインプ
レッションモニタシステムへ送信するステップであり、前記ログインイベントが、前記イ
ンプレッションモニタシステムの第２のインターネットドメインとは異なる第１のインタ
ーネットドメインのインターネットベースのサービスに関連付けられる、ステップと、
　ログインレポートメッセージを、前記インターネットベースのサービスを提供するデー
タベース所有者のコンピュータへ送信するステップであり、前記ログインレポートメッセ
ージが、第１のクッキー識別子及び第２のクッキー識別子を含み、前記第１のクッキー識
別子が、前記インターネットベースのサービスの前記第１のインターネットドメインに関
連付けられ、前記第２のクッキー識別子が、前記インプレッションモニタシステムの前記
第２のインターネットドメインに関連付けられる、ステップとを含む方法。
【請求項２】
　前記通信が、ウェブページを返さないウェブページ要求であって、前記ウェブページ要
求は、前記インプレッションモニタシステムに、前記第２のクッキー識別子が前記クライ
アントデバイスに既に設定されているか否かを判定させる、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のクッキー識別子が前記クライアントデバイスに既に設定されていないと判定
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された場合に、前記ウェブページ要求に応答して、前記インプレッションモニタシステム
から前記第２のクッキー識別子を受信するステップをさらに含む、請求項２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記インプレッションモニタシステムへのタグ要求の送信を、前記タグ要求の前記送信
を引き起こすタグ命令を有するコンテンツを表示することに応答して行うステップをさら
に含み、前記タグ要求が、前記第２のクッキー識別子と、コンテンツ識別子又は発行者サ
イト識別子のうちの少なくとも１つとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ログインレポートメッセージが、前記ログインイベントが起こった時間を示すログ
インタイムスタンプをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　コンピュータ実行可能命令を、前記インターネットベースのサービスに関連付けられた
サーバから受信するステップをさらに含み、前記コンピュータ実行可能命令が、前記ログ
インイベントを検出することに応答して、前記通信を前記インプレッションモニタシステ
ムへ送信する前記ステップを引き起こすためのものである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記コンピュータ実行可能命令を受信する前記ステップが、前記インターネットベース
のサービスに関連付けられた前記サーバからログインウェブページを要求することに応答
する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のクッキー識別子が、前記ログインレポートメッセージ内にデータパラメータ
として配置される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　メディアインプレッションをログ記録するための装置であって、
　クライアントデバイスにおいてログインイベントを検出することに応じた通信をインプ
レッションモニタシステムへ送信することであり、前記ログインイベントが、前記インプ
レッションモニタシステムの第２のインターネットドメインとは異なる第１のインターネ
ットドメインのインターネットベースのサービスに関連付けられること、及び
　ログインレポートメッセージを、前記インターネットベースのサービスを提供するデー
タベース所有者のコンピュータへ送信することであり、前記ログインレポートメッセージ
が、第１のクッキー識別子及び第２のクッキー識別子を含み、前記第１のクッキー識別子
が、前記インターネットベースのサービスの前記第１のインターネットドメインに関連付
けられ、前記第２のクッキー識別子が、前記インプレッションモニタシステムの前記第２
のインターネットドメインに関連付けられることを行うための通信インターフェースを備
える、装置。
【請求項１０】
　前記通信が、ウェブページを返さないウェブページ要求であって、前記ウェブページ要
求は、前記インプレッションモニタシステムに、前記第２のクッキー識別子が前記クライ
アントデバイスに既に設定されているか否かを判定させる、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２のクッキー識別子が前記クライアントデバイスに既に設定されていないと判定
された場合に、前記ウェブページ要求に応答して、前記インプレッションモニタシステム
から前記第２のクッキー識別子を受信するためのクッキーインターフェースをさらに備え
る、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記通信インターフェースがさらに、前記インプレッションモニタシステムへのタグ要
求の送信を、前記タグ要求の前記送信を引き起こすタグ命令を有するコンテンツを表示す
ることに応答して行うためのものであり、前記タグ要求が、前記第２のクッキー識別子と
、コンテンツ識別子又は発行者サイト識別子のうちの少なくとも１つとを含む、請求項９
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に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ログインレポートメッセージが、前記ログインイベントが起こった時間を示すログ
インタイムスタンプをさらに含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記通信インターフェースがさらに、コンピュータ実行可能命令を、前記インターネッ
トベースのサービスに関連付けられたサーバから受信するためのものであり、前記コンピ
ュータ実行可能命令が、前記ログインイベントを検出することに応答して、前記通信を前
記インプレッションモニタシステムへ前記送信することを引き起こすためのものである、
請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　前記コンピュータ実行可能命令を前記受信することが、前記インターネットベースのサ
ービスに関連付けられた前記サーバからログインウェブページを要求することに応答する
、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第２のクッキー識別子が、前記ログインレポートメッセージ内にデータパラメータ
として配置される、請求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　命令が格納されている有形のコンピュータ可読媒体であって、前記命令が、実行される
とき、少なくとも、
　クライアントデバイスにおいてログインイベントを検出することに応じた通信をインプ
レッションモニタシステムへ送信することであり、前記ログインイベントが、前記インプ
レッションモニタシステムの第２のインターネットドメインとは異なる第１のインターネ
ットドメインのインターネットベースのサービスに関連付けられること、及び
　ログインレポートメッセージを、前記インターネットベースのサービスを提供するデー
タベース所有者のコンピュータへ送信することであり、前記ログインレポートメッセージ
が、第１のクッキー識別子及び第２のクッキー識別子を含み、前記第１のクッキー識別子
が、前記インターネットベースのサービスの前記第１のインターネットドメインに関連付
けられ、前記第２のクッキー識別子が、前記インプレッションモニタシステムの前記第２
のインターネットドメインに関連付けられることをマシンに行わせる、コンピュータ可読
媒体。
【請求項１８】
　前記通信が、ウェブページを返さないウェブページ要求であって、前記ウェブページ要
求は、前記インプレッションモニタシステムに、前記第２のクッキー識別子が前記クライ
アントデバイスに既に設定されているか否かを判定させる、請求項１７に記載のコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項１９】
　前記第２のクッキー識別子が前記クライアントデバイスに既に設定されていないと判定
された場合に、前記命令が、前記ウェブページ要求に応答して、前記インプレッションモ
ニタシステムから前記第２のクッキー識別子を受信することを、前記マシンにさらに行わ
せる、請求項１８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記命令が、前記インプレッションモニタシステムへのタグ要求の送信を、前記タグ要
求の前記送信を引き起こすタグ命令を有するコンテンツを表示することに応答して行うこ
とを、前記マシンにさらに行わせ、前記タグ要求が、前記第２のクッキー識別子と、コン
テンツ識別子又は発行者サイト識別子のうちの少なくとも１つとを含む、請求項１７に記
載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記ログインレポートメッセージが、前記ログインイベントが起こった時間を示すログ
インタイムスタンプをさらに含む、請求項１７に記載のコンピュータ可読媒体。
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【請求項２２】
　前記命令が、コンピュータ実行可能命令を、前記インターネットベースのサービスに関
連付けられたサーバから受信することを、前記マシンにさらに行わせ、前記コンピュータ
実行可能命令が、前記ログインイベントを検出することに応答して、前記通信を前記イン
プレッションモニタシステムへ前記送信することを引き起こすためのものである、請求項
１７に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２３】
　前記コンピュータ実行可能命令を前記受信することが、前記インターネットベースのサ
ービスに関連付けられた前記サーバからログインウェブページを要求することに応答する
、請求項２２に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　前記第２のクッキー識別子が、前記ログインレポートメッセージ内にデータパラメータ
として配置される、請求項１７に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　メディアインプレッションをログ記録するための方法であって、
　コンピュータが、第１のクッキー識別子及び第２のクッキー識別子を、クライアントデ
バイスから第１のインターネットドメインにおいて受信されたメッセージから抽出するス
テップであり、前記第１のクッキー識別子が、前記第１のインターネットドメインに関連
付けられ、前記第２のクッキー識別子が、前記第１のインターネットドメインの外側の第
２のインターネットドメインに関連付けられる、ステップと、
　前記コンピュータが、前記第１のクッキー識別子を前記第２のクッキー識別子にマッピ
ングするステップとを含む方法。
【請求項２６】
　ログインタイムスタンプを前記第１のクッキー識別子及び前記第２のクッキー識別子に
マッピングするステップをさらに含み、前記ログインタイムスタンプが、ログインイベン
トが前記第１のインターネットドメインに関連付けられたウェブページにおいて起こった
時間を示す、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記メッセージが、クライアントデバイスから、前記第１のインターネットドメインの
インターネットベースのサービスに関連した、前記クライアントデバイスにおけるログイ
ンイベントに応答して受信される、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　コンピュータ実行可能命令を前記クライアントデバイスへ送信するステップをさらに含
み、前記コンピュータ実行可能命令が、前記ログインイベントを検出することに応答して
前記メッセージを送信することを、前記クライアントデバイスに行わせるためのものであ
る、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１のインターネットドメインに関連付けられたインターネットベースのサービス
のログインウェブページを求める要求を受信することに応答して、前記コンピュータ実行
可能命令を送信するステップをさらに含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　メディアインプレッションをログ記録するための装置であって、
　第１のクッキー識別子及び第２のクッキー識別子を、クライアントデバイスから第１の
インターネットドメインにおいて受信されたメッセージから抽出するためのデータ解析部
であり、前記第１のクッキー識別子が、前記第１のインターネットドメインに関連付けら
れ、前記第２のクッキー識別子が、前記第１のインターネットドメインの外側の第２のイ
ンターネットドメインに関連付けられる、データ解析部と、
　前記第１のクッキー識別子を前記第２のクッキー識別子にマッピングするためのマッピ
ング部とを備える装置。
【請求項３１】
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　前記マッピング部がさらに、ログインタイムスタンプを前記第１のクッキー識別子及び
前記第２のクッキー識別子にマッピングするためのものであり、前記ログインタイムスタ
ンプが、ログインイベントが前記第１のインターネットドメインに関連付けられたウェブ
ページにおいて起こった時間を示す、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記メッセージが、クライアントデバイスから、前記第１のインターネットドメインの
インターネットベースのサービスに関連した、前記クライアントデバイスにおけるログイ
ンイベントに応答して受信される、請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　前記装置が、コンピュータ実行可能命令を前記クライアントデバイスへ送信するための
命令インターフェースをさらに備え、前記コンピュータ実行可能命令が、前記ログインイ
ベントを検出することに応答して前記メッセージを送信することを、前記クライアントデ
バイスに行わせるためのものである、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記命令インターフェースがさらに、前記第１のインターネットドメインに関連付けら
れたインターネットベースのサービスのログインウェブページを求める要求を受信するこ
とに応答して、前記コンピュータ実行可能命令を送信するためのものである、請求項３３
に記載の装置。
【請求項３５】
　命令が格納されている有形のコンピュータ可読媒体であって、前記命令が、実行される
とき、少なくとも、
　第１のクッキー識別子及び第２のクッキー識別子を、クライアントデバイスから第１の
インターネットドメインにおいて受信されたメッセージから抽出することであり、前記第
１のクッキー識別子が、前記第１のインターネットドメインに関連付けられ、前記第２の
クッキー識別子が、前記第１のインターネットドメインの外側の第２のインターネットド
メインに関連付けられること、及び
　前記第１のクッキー識別子を前記第２のクッキー識別子にマッピングすることをマシン
に行わせる、コンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
　前記命令が、ログインタイムスタンプを前記第１のクッキー識別子及び前記第２のクッ
キー識別子にマッピングすることを、前記マシンにさらに行わせるためのものであり、前
記ログインタイムスタンプが、ログインイベントが前記第１のインターネットドメインに
関連付けられたウェブページにおいて起こった時間を示す、請求項３５に記載のコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記メッセージが、クライアントデバイスから、前記第１のインターネットドメインの
インターネットベースのサービスに関連した、前記クライアントデバイスにおけるログイ
ンイベントに応答して受信される、請求項３５に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
　前記命令が、コンピュータ実行可能命令を前記クライアントデバイスへ送信することを
、前記マシンにさらに行わせ、前記コンピュータ実行可能命令が、前記ログインイベント
を検出することに応答して前記メッセージを送信することを、前記クライアントデバイス
に行わせるためのものである、請求項３７に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項３９】
　前記命令が、前記第１のインターネットドメインに関連付けられたインターネットベー
スのサービスのログインウェブページを求める要求を受信することに応答して、前記コン
ピュータ実行可能命令を送信することを、前記マシンにさらに行わせる、請求項３８に記
載のコンピュータ可読媒体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0002]本開示は、一般にメディアの監視に関し、より詳細には、分散人口統計情報を使
用してメディアインプレッションを決定するための方法及び装置に関する。
【関連出願】
【０００２】
　[0001]本特許は、参照により全体として本明細書に組み込まれている、２０１０年１２
月２０日に出願した米国特許仮出願第６１／４２４９５２号の優先権を主張するものであ
る。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]従来、視聴者測定エンティティ（ａｕｄｉｅｎｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
ｅｎｔｉｔｉｅｓ）は、登録されたパネルメンバーに基づいて、メディア番組のための視
聴者関与レベル（ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ　ｌｅｖｅｌｓ）を決定する。つまり、視聴者測
定エンティティは、監視されることに同意する人々をパネルに入会させる。視聴者測定エ
ンティティは、次いで、登録されたパネルメンバーを監視して、登録されたパネルメンバ
ーに接触したメディア番組（例えば、テレビ番組又はラジオ番組、映画、ＤＶＤ、その他
）を決定する。このようにして、視聴者測定エンティティは、収集されたメディア測定デ
ータに基づいて異なるメディアコンテンツについての接触測定を決定することができる。
【０００４】
　[0004]ウェブページ、広告及び／又は他のコンテンツなど、インターネットリソースへ
のユーザアクセスを監視するための技法は、長年にわたって著しく発展してきた。いくつ
かの知られているシステムは、主にサーバログを通してそのような監視を行う。特に、イ
ンターネット上でコンテンツをサービスするエンティティは、知られている技法を使用し
て、エンティティのサーバでエンティティのコンテンツについて受信された要求の数をロ
グ記録することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　[0021]ウェブページ、広告及び／又は他のコンテンツなど、インターネットリソースへ
のユーザアクセスを監視するための技法は、長年にわたって著しく発展してきた。過去の
あるとき、そのような監視は、主にサーバログを通して行われた。特に、インターネット
上でコンテンツをサービスするエンティティは、そのサーバでそのコンテンツについて受
信された要求の数をログ記録することがよくあった。インターネット使用調査をサーバロ
グに基づいて行うことは、いくつかの理由で問題がある。例えば、サーバログは、直接、
又は、サーバログカウントを増すためにサーバからコンテンツを繰り返し要求するゾンビ
プログラムを介して、改ざんされる可能性がある。第２に、コンテンツは、一度検索され
、ローカルでキャッシュされ、次いで、繰り返して見る際にサーバを関与させずに、ロー
カルのキャッシュから繰り返して見られることがある。サーバログは、キャッシュされた
コンテンツをこのように見ることを追跡することができない。したがって、サーバログで
は、実際より多く数えるエラーも、実際より少なく数えるエラーも生じやすい。
【０００６】
　[0022]Ｂｌｕｍｅｎａｕの米国特許第６１０８６３７号で開示された発明は、インター
ネット監視が行われる方法を基本的に変更し、上記で説明したサーバ側のログ監視技法の
制限を克服した。例えば、Ｂｌｕｍｅｎａｕは、追跡されるインターネットコンテンツに
ビーコン命令（例えば、タグ命令）でタグが付けられる技法を開示した。特に、監視命令
は、追跡されるコンテンツ（例えば、広告又は他のインターネットコンテンツ）のＨＴＭ
Ｌに関連付けられる。クライアントがコンテンツを要求するとき、コンテンツも、ビーコ
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ン命令若しくはタグ命令も共にクライアントに、（例えば、ＨＴＭＬ内に存在するタグ命
令と共に）同時に、又は、後続の要求を介して（例えば、コンテンツのＨＴＭＬ内に埋め
込まれた監視命令を検索するための要求の実行を介して）ダウンロードされる。タグ命令
は、したがって、サーバからであろうと、キャッシュからであろうと、コンテンツがアク
セスされるときはいつでも実行される。
【０００７】
　[0023]タグ命令は、コンテンツへのアクセスについての情報を反映する監視データを、
コンテンツを監視エンティティにダウンロードしたクライアントから送信させる。監視エ
ンティティは、コンテンツをクライアントに提供しておらず、正確な使用統計を提供する
ための信頼できるサードパーティである、視聴者測定エンティティ（例えば、Ｔｈｅ　Ｎ
ｉｅｌｓｅｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ、ＬＬＣ）でありうる。有利なことには、タグ命令が、コ
ンテンツに関連付けられ（例えば、コンテンツのある部分に埋め込まれるか、又はそうで
ない場合はリンクされ）、コンテンツがアクセスされるときはいつでもクライアントブラ
ウザによって実行されるので、クライアントが視聴者測定会社のパネリストであるかどう
かにかかわらず、監視情報が視聴者測定会社に提供される。
【０００８】
　[0024]場合によっては、人口統計を監視情報にリンクさせることが重要である。この問
題に対処するために、視聴者測定会社は、自分の人口統計情報を提供すること、及び、自
分のインターネット閲覧アクティビティが監視されることに同意しているユーザのパネル
を確立する。個人がパネルに加わるとき、自分のアイデンティティ及び人口統計（例えば
、性別、人種、収入、自宅の場所、職業、その他）に関する詳細な情報を、視聴者測定会
社に提供する。視聴者測定エンティティは、パネリストがタグ付きのコンテンツ（例えば
、ビーコン命令又はタグ命令に関連付けられたコンテンツ）にアクセスするときはいつで
も、視聴者測定エンティティがパネリストを識別できるようにし、したがって、監視情報
を視聴者測定エンティティへ送信する、クッキー（例えば、パネリストクッキー）をパネ
リストコンピュータ上に設定する。
【０００９】
　[0025]タグ付きのページから監視情報を提供するクライアントの大部分は、パネリスト
ではなく、したがって、視聴者測定エンティティには知られていないので、これまで、統
計的方法を使用して、パネリストについて収集されたデータに基づいた人口統計情報を、
タグ付きのコンテンツについてのデータを提供するユーザのより大きい母集団によるもの
とすることが必要であった。しかし、視聴者測定エンティティのパネルの大きさは、一般
的なユーザの母集団と比較して小さいままである。したがって、パネルの人口統計データ
が正確であることを保証しながら、どのようにパネルの大きさを増すかについての、問題
が生じる。
【００１０】
　[0026]インターネット上で活動している多数のデータベース所有者がいる。これらのデ
ータベース所有者は、サービスを多数のサブスクライバ又は登録ユーザに提供する。サー
ビスの提供と引き換えに、サブスクライバは、所有者に登録する。この登録の一部として
、サブスクライバは、詳細な人口統計情報を提供する。そのようなデータベース所有者の
例には、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｍｙｓｐａｃｅ、その他など、ソーシャルネットワークプロ
バイダが含まれる。これらのデータベース所有者は、そのサブスクライバのコンピューテ
ィングデバイス（例えば、コンピュータ、携帯電話、その他）上にクッキーを設定して、
ユーザがデータベース所有者のウェブサイトを訪れるとき、データベース所有者がユーザ
を認識できるようにする。
【００１１】
　[0027]インターネットのプロトコルは、クッキーを、設定されたドメイン（例えば、イ
ンターネットドメイン、ドメイン名、その他）の外側でアクセス不可能にする。したがっ
て、ＨＦＺｌａｗ．ｃｏｍドメイン内に設定されたクッキーには、ＨＦＺｌａｗ．ｃｏｍ
ドメイン内のサーバはアクセス可能であるが、そのドメインの外側のサーバはアクセス可
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能ではない。したがって、視聴者測定エンティティは、データベース所有者によって設定
されたクッキーにアクセスすることが有利であると発見することがあるが、そのように行
うことはできない。
【００１２】
　[0028]上記に鑑みて、データベース所有者の既存のデータベースを活用して、より広範
なインターネット使用及び人口統計データを収集することが有利となる。しかし、この目
的を達成するには、いくつかの問題がある。例えば、サブスクライバ、パネリスト、及び
／又は、追跡されたコンテンツの所有者のプライバシーを損なうことなく、データベース
所有者のデータにどのようにアクセスするかについての、問題が生じる。別の問題は、視
聴者測定エンティティがデータベース所有者によって設定されたクッキーにアクセスする
ことを防止する、インターネットプロトコルによって課された技術的制限を考えて、どの
ようにこのデータにアクセスするかである。本明細書で開示する方法、装置及び製造品の
例は、ビーコニング（ｂｅａｃｏｎｉｎｇ）処理を拡張して、パートナーにされたデータ
ベース所有者を包含することによって、及び、そのようなパートナーを分散人口統計情報
のソースとして使用することによって、これらの問題を解決する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　[0029]本明細書で開示する方法、装置、システム及び／又は製造品の例は、１つ又は複
数のデータベース所有者（本明細書では、パートナーとも呼ぶ）と協働する。データベー
ス所有者は、インターネットサービスをデータベース所有者の登録ユーザ（例えば、それ
らのデータベース所有者のユーザ）に提供し、それらの登録ユーザについての人口統計情
報を（例えば、ユーザアカウントレコードに）格納する。この作業の一部として、データ
ベース所有者は、コンテンツ及び／又は広告など、メディアに対する人口統計ベースの接
触を測定する目的で、データベース所有者の登録ユーザの人口統計情報を視聴者測定エン
ティティに提供することに同意する。データベース所有者の登録ユーザとのプライバシー
契約の違反を防止するために、本明細書で開示する例は、クッキーマッピング技法を採用
する。つまり、データベース所有者は、その登録ユーザクッキー（すなわち、データベー
ス所有者によってその登録ユーザに割り当てられたパートナークッキー）の、視聴者測定
エンティティによって同じ登録ユーザに割り当てられたクッキー（すなわち、視聴者測定
エンティティ（ＡＭＥ）クッキー）へのマッピングを維持することができる。このように
して、視聴者測定エンティティは、ＡＭＥクッキーに基づいて登録ユーザのインプレッシ
ョンをログ記録し、完全又は部分的なＡＭＥクッキーベースのインプレッションログを、
データベース所有者へ送信することができる。データベース所有者は、次に、そのパート
ナー－ＡＭＥクッキーマップに基づいて、データベース所有者の登録ユーザをＡＭＥクッ
キーベースのインプレッションにマッチングすることができる。データベース所有者は、
次いで、マッチを使用して、マッチする登録ユーザについての人口統計情報を、対応する
インプレッションログに関連付けることができる。データベース所有者は、次いで、任意
の識別データ（すなわち、パートナークッキーデータ）を人口統計ベースのインプレッシ
ョンログから除去し、データベース所有者の登録ユーザのアイデンティティを視聴者測定
エンティティに対して明らかにすることなく、人口統計ベースのインプレッションログを
視聴者測定エンティティに提供することができる。したがって、本明細書で開示する技法
の例は、視聴者人口統計に基づいてインプレッションを追跡するために視聴者測定エンテ
ィティとパートナーになるデータベース所有者の登録ユーザのプライバシーを損なうこと
なく、実装されうる。
【００１４】
　[0030]データベース所有者（例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ）は、クライアントデバイス（
例えば、コンピュータ）上で設定しているクッキーにアクセスして、それにより、データ
ベース所有者の内部レコード（例えば、ユーザアカウントレコード）に基づいてクライア
ントを識別することができる。クライアントデバイスの識別は、典型的な視聴者測定パネ
ル内に存在する人々の量をはるかに越える、非常に大きい登録ユーザのデータベースを参
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照して行われるので、この処理は、極めて正確で、信頼でき、詳細であるデータを開発す
るために使用されうる。
【００１５】
　[0031]視聴者測定エンティティは、データ収集処理の最初の区間（すなわち、インプレ
ッションをログ記録するためのクライアントデバイスからのタグ命令によって生成された
タグ要求を受信する）にとどまるので、視聴者測定エンティティは、データベース所有者
のサブスクライバのうち、視聴者測定エンティティがインプレッションをログ記録した者
に対応する人口統計情報を提供するための、データベース所有者の能力を損なうことなく
、ログ記録されているコンテンツアクセスのソース、並びに、コンテンツ（例えば、広告
及び／又は他のタイプのメディア）自体のアイデンティティを、データベース所有者から
覆い隠す（それにより、コンテンツソースのプライバシーを保護する）ことができる。
【００１６】
　[0032]本明細書で開示する方法、装置及び／又は製造品の例を使用して、人口統計情報
を使用して、コンテンツなど、広告及び／又は他のタイプのメディアへのインプレッショ
ン又は接触を決定することができ、人口統計情報は、インターネット上の異なるデータベ
ース（例えば、異なるウェブサイト所有者、異なるサービスプロバイダ、その他）にわた
って分散している。本明細書で開示する方法、装置及び製造品の例は、メディアインプレ
ッションとの人口統計のより正確な相関を可能にするのみでなく、視聴率エンティティの
パネルに参加する（及び／又は、快く参加する）人々を越えて、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗ
ｉｔｔｅｒ、Ｇｏｏｇｌｅ、その他などのソーシャルメディアサイトのデータベースなど
、他のインターネットデータベースに登録された人々へと、パネルの大きさ及び構成の事
実上の拡大も行う。この拡大は、視聴者視聴率エンティティのコンテンツタグ付け能力、
並びに、ソーシャルメディア及び他のウェブサイトなどの非視聴率エンティティのデータ
ベースの使用を有効に活用して、非常に大きい、人口統計学的に正確なパネルを作り出し
、結果として、広告及び／又は番組などのインターネットコンテンツへの接触の正確で信
頼できる測定値が生じる。
【００１７】
　[0033]従来、視聴者測定エンティティ（本明細書では「視聴率エンティティ」とも呼ぶ
）は、登録されたパネルメンバーに基づいて、広告及びメディア番組についての人口統計
学的な到達を決定する。つまり、視聴者測定エンティティは、監視されることに同意する
人々をパネルに入会させる。入会中に、視聴者測定エンティティは、入会する人々から人
口統計情報を受信し、後の相関が、視聴者測定エンティティのパネリストへの広告／メデ
ィア接触と異なる人口統計学的市場との間で行われうるようにする。視聴者測定エンティ
ティが、それ自体のパネルメンバーデータのみに依拠して人口統計ベースの視聴者測定値
を収集する、従来の技法とは異なり、本明細書で開示する方法、装置及び／又は製造品の
例は、視聴者測定エンティティが人口統計情報を、ユーザ登録モデルに基づいて動作する
他のエンティティから得ることができるようにする。本明細書で使用するとき、ユーザ登
録モデルは、ユーザが、ユーザアカウントを作成し、自分自身についての人口統計関連情
報を提供することによって、それらのエンティティのサービスをサブスクライブするモデ
ルである。データベース所有者の登録ユーザに関連付けられたそのような人口統計情報を
得ることで、視聴者測定エンティティは、そのパネルデータを、外部ソース（例えば、デ
ータベース所有者）からの実質的に信頼できる人口統計情報で拡大又は補足し、したがっ
て、視聴者測定エンティティの人口統計ベースの視聴者測定値のカバレージ、精度、及び
／又は完全性を拡大することが可能になる。そのようなアクセスはまた、視聴者測定エン
ティティが、そうでなければ視聴者測定パネルに加わらなかったであろう人々を監視する
ことも可能にする。
【００１８】
　[0034]個人の集合の人口統計を識別するデータベースを有するいかなるエンティティも
、視聴者測定エンティティと協働することができる。そのようなエンティティは、本明細
書では「データベース所有者」と呼ばれ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｙａｈｏｏ
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！、ＭＳＮ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ａｐｐｌｅ　ｉＴｕｎｅｓ、Ｅｘｐｅｒｉａｎ、その他な
どのエンティティが含まれる。そのようなデータベース所有者は、例えば、オンラインウ
ェブサービスプロバイダであってもよい。例えば、データベース所有者は、ソーシャルネ
ットワークサイト（例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＭｙＳｐａｃｅ、その
他）、マルチサービスサイト（例えば、Ｙａｈｏｏ！、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｅｘｐｅｒｉａｎ
、その他）、オンライン小売業者サイト（例えば、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ、Ｂｕｙ．ｃｏ
ｍ、その他）、及び／又は、ユーザ登録レコードを維持する任意の他のウェブサービスサ
イトであってもよく、サイトが上記のカテゴリのうちのいずれにも適合しないか、１つ又
は複数に適合するかに関係なくてもよい。
【００１９】
　[0035]本明細書で開示する方法、装置及び／又は製造品の例は、視聴者測定エンティテ
ィ、視聴率エンティティ、又は、広告及び／若しくは任意の他のメディアへの視聴者接触
を測定若しくは追跡することに関心を有する任意の他のエンティティによって実装されう
る。
【００２０】
　[0036]測定された視聴者数が正しい人口統計に正確に起因する可能性を増すために、本
明細書で開示する方法、装置及び／又は製造品の例は、視聴者測定エンティティのレコー
ドに位置する人口統計情報、並びに、アカウントを有するユーザのレコード又はプロファ
イルを維持する１つ又は複数のデータベース所有者（例えば、ウェブサービスプロバイダ
）に位置する人口統計情報を使用する。このようにして、方法、装置及び／又は製造品の
例を使用して、視聴率エンティティ（例えば、メディア接触測定値及び／又は人口統計を
収集する、アメリカ合衆国イリノイ州ショウンバーグのＴｈｅ　Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｃｏｍ
ｐａｎｙなど、視聴者測定会社）によって維持された人口統計情報を、１つ又は複数の異
なるデータベース所有者（例えば、ウェブサービスプロバイダ）からの人口統計情報で補
足することができる。
【００２１】
　[0037]異種データソースからの人口統計情報（例えば、視聴者測定会社のパネル、及び
／又は、ウェブサービスプロバイダの登録ユーザデータからの、高品質な人口統計情報）
の使用は、オンライン広告キャンペーン及び／又はオフライン広告キャンペーンについて
のメトリクスのレポート有効性を改善する結果となる。本明細書で開示する例は、オンラ
イン登録データを使用して、ユーザの人口統計を識別する。そのような例はまた、サーバ
インプレッションカウント、タグ付け（ビーコニングとも呼ばれる）、及び／又は他の技
法をも使用して、それらのユーザに起因する広告及び／又はコンテンツインプレッション
の量を追跡する。ソーシャルネットワーキングサイトなどのオンラインウェブサービスプ
ロバイダ、及び、マルチサービスプロバイダ（総称して、及び個々に、本明細書ではオン
ラインデータベース所有者と呼ぶ）は、ユーザ登録処理を介して収集された詳細な人口統
計情報（例えば、年齢、性別、地理的場所、人種、収入レベル、教育レベル、宗教、その
他）を維持する。インプレッションは、家庭又は個人が、対応するメディアコンテンツ及
び／又は広告に接触したことに対応する。したがって、インプレッションは、家庭又は個
人が、広告若しくはコンテンツ又は広告若しくはコンテンツのグループに接触したことを
表す。インターネット広告では、インプレッションの量又はインプレッションカウントは
、広告又は広告キャンペーンがウェブ母集団によってアクセスされた合計回数（例えば、
例えばポップアップブロッカーによって減少するような、及び／又は、例えばローカルキ
ャッシュメモリからの検索によって増加するような、アクセス回数を含む）である。
【００２２】
　[0038]本明細書で開示する方法、装置、及び／又は製造品の例を使用して生成されたイ
ンプレッションレポートの例を使用して、ＴＶ　ＧＲＰ及びオンラインＧＲＰを並行した
方法でレポートすることができる。例えば、広告主は、インプレッションレポートを使用
して、ＴＶ及び／又はオンライン広告によって個々に及び／又は集合的に到達される一意
の人々又はユーザの量をレポートすることができる。
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【００２３】
　[0039]例を、広告、広告接触及び／又は広告インプレッションに関連して本明細書で開
示するが、そのような例は、加えて又は別法として、広告に加えて又はその代わりに、他
のタイプのメディアに関連して実装されうる。つまり、広告に関連して本明細書で開示す
る処理、装置、システム、動作、構造、データ及び／又は情報は、コンテンツなど、他の
タイプのメディアと共に使用するために同様に使用及び／又は実装されうる。「メディア
」は、コンテンツ及び／又は広告を指す。ウェブサイト、映画、テレビ及び／又は他の番
組を、一般に、本明細書ではコンテンツと呼ぶ。広告は、典型的には、コンテンツと共に
配布される。従来、コンテンツは、ほとんど又はまったくコストなしで視聴者に提供され
ており、その理由は、広告がコンテンツと共に配布されるために代金を支払う広告主によ
って、コンテンツが補助されるからである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】分散人口統計情報を使用して、広告及び／又はコンテンツインプレッションを決
定するための、一例のシステムを示す図である。
【図２】ユーザがデータベース所有者（複数可）のウェブサイト（複数可）にログインす
ることに応答して、クッキーを視聴者測定エンティティ及びデータベース所有者（複数可
）にレポートする、一例の方法を示す図である。
【図３】ウェブブラウザがインプレッションを図１のシステム例のインプレッションモニ
タにレポートすることができる、一例の方法を示す図である。
【図４】インプレッションを、１つ又は複数のデータベース所有者に登録されたユーザの
人口統計に関連付けるために使用されうる、一例の装置の図である。
【図５】インターネットサービスデータベース所有者によって、視聴者測定エンティティ
に関連付けられたユーザ識別子を、インターネットサービスデータベース所有者に登録さ
れたユーザのユーザ識別子とマッピングするために使用されうる、一例のパートナークッ
キーマップの図である。
【図６】図１のシステム例のインプレッションモニタシステムによって、インプレッショ
ンを監視された視聴者メンバーのユーザ識別子と相関させるために生成された、一例のイ
ンプレッションテーブルの図である。
【図７】インターネットサービスデータベース所有者によって、インプレッションをイン
ターネットサービスデータベース所有者の登録ユーザのユーザ識別子と相関させるために
生成された、一例のパートナーベースのインプレッションテーブルを示す図である。
【図８】監視されたユーザに関連付けられたインプレッションの量を示す、一例のインプ
レッションテーブルを示す図である。
【図９】データベース所有者によって生成された、一例のキャンペーンレベルの年齢／性
別及びインプレッション構成テーブルを示す図である。
【図１０】ログインイベント及びユーザクッキーをデータベース所有者にレポートするた
めに実行されうる、マシン可読命令の例を表すフロー図である。
【図１１】視聴者測定エンティティ（ＡＭＥ）クッキー識別子を、データベース所有者に
登録されたユーザのユーザ識別子にマッピングするために実行されうる、マシン可読命令
の例を表すフロー図である。
【図１２】インプレッションをログ記録するために実行されうる、マシン可読命令の例を
表すフロー図である。
【図１３】人口統計ベースのインプレッションレポートを生成するために実行されうる、
マシン可読命令の例を表すフロー図である。
【図１４】図１、図２、図３及び／又は図４の装置例及びシステム例を実装するために、
図１０から図１３の命令例を実行するために使用可能である、一例のプロセッサシステム
の図である。
【図１５】図１から図３のインプレッションモニタを実装するために使用されうる、一例
の装置の図である。
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【図１６】図２のクッキーレポータを実装するために使用されうる、一例の装置の図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　[0040]次に図１を参照すると、一例のシステム１００が示される。図示の例では、シス
テム１００は、視聴者測定エンティティ１０３によって所有及び／又は運用されうる、イ
ンプレッションモニタシステム１０２を含む。図示の例では、インプレッションモニタシ
ステム１０２は、そのうちの２つがパートナーＡデータベース所有者１０４ａ及びパート
ナーＢデータベース所有者１０４ｂとして示される、１つ又は複数のデータベース所有者
と共に協働的に作動して、データベース所有者１０４ａ及び１０４ｂによって収集された
分散人口統計情報を使用して、インプレッションレポート１０６ａ及び１０６ｂを生成す
る。図示の例では、インプレッションレポート１０６ａ及び１０６ｂは、識別された広告
又はコンテンツに接触した人口統計上の区分、母集団又はグループを示す。「分散人口統
計情報」は、本明細書では、オンラインウェブサービスプロバイダなど、データベース所
有者から得られた人口統計情報を指すために使用される。図示の例では、インプレッショ
ンモニタシステム１０２は、視聴者測定エンティティによって、クライアントデバイス１
０８から、例えば、それらのクライアントデバイス１０８上に設定された視聴者測定エン
ティティ（ＡＭＥ）クッキーを使用して、インプレッションを収集及びログ記録するため
に所有及び／又は運用されうる。本明細書で説明する図示の例では、クライアントデバイ
ス１０８の全部が視聴者測定エンティティ１０３の視聴者メンバーパネルに関連付けられ
るか、一部が関連付けられるか、いずれも関連付けられないかにかかわらず、ＡＭＥクッ
キー（例えば、図２のＡＭＥクッキー２０８）は、監視命令又はタグ命令を実行した後に
視聴者測定エンティティ１０３と連絡を取ることに応答して、クライアントデバイス１０
８内に設定される。つまり、ＡＭＥクッキーをクライアントデバイス１０８内に設定する
ことによって、視聴者測定エンティティ１０３は、広告及び／又はコンテンツインプレッ
ションがパネリストに起因するか、非パネリストに起因するかにかかわらず、広告及び／
又はコンテンツインプレッションをログ記録することができる。図１の図示の例では、ク
ライアントデバイス１０８は、固定若しくはポータブルのコンピュータ、ハンドヘルドコ
ンピューティングデバイス、スマートフォン、インターネット家電、並びに／又は、イン
ターネットに接続可能であり、メディアコンテンツを提示可能でありうる、任意の他のタ
イプのデバイスであってもよい。
【００２６】
　[0041]図示の例では、コンテンツプロバイダ及び／又は広告主は、ウェブサイト及び／
又はオンラインテレビサービス（例えば、ウェブベースのＴＶ、インターネットプロトコ
ルＴＶ（ＩＰＴＶ）、その他）にアクセスするユーザに、インターネットを介して広告１
１０を配布する。図示の例では、広告１１０は、個々のスタンドアロンの広告であっても
よく、及び／又は、１つ若しくは複数の広告キャンペーンの一部分であってもよい。図示
の例の広告は、関連付けられた広告キャンペーンを識別する識別コード（すなわち、デー
タ）（例えば、もしあれば、キャンペーンＩＤ）、クリエイティブタイプＩＤ（例えば、
Ｆｌａｓｈベースの広告、バナー広告、リッチタイプの広告、その他を識別する）、ソー
スＩＤ（例えば、広告発行者を識別する）、及び／又は、配置ＩＤ（例えば、画面上の広
告の物理的配置を識別する）と共に符号化される。図示の例の広告１１０はまた、タグが
付けられ、又は符号化されて、例えば、インターネットを介して広告１１０にアクセスす
るウェブブラウザによって実行されるコンピュータ実行可能監視命令（例えば、Ｊａｖａ
（登録商標）、ジャバスクリプト、又は、任意の他のコンピュータ言語若しくはスクリプ
ト）を含むようになる。図１の図示の例では、広告１１０は、クライアントデバイス１０
８を介して視聴者メンバーに提示される。コンピュータ実行可能監視命令は、加えて又は
別法として、監視されるコンテンツに関連付けられうる。したがって、本開示は、広告の
追跡に関してしばしば語るが、いかなる特定のタイプのメディアの追跡にも限定されない
。反対に、本開示を使用して、ネットワーク内のいかなるタイプ又は形式のメディア（例
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えば、コンテンツ及び／又は広告）を追跡することもできる。追跡されているメディアの
タイプにかかわらず、監視命令の実行は、ウェブブラウザに、インプレッション要求１１
２（例えば、本明細書ではタグ要求１１２と呼ぶ）を指定されたサーバ（例えば、視聴者
測定エンティティ）へ送信させる。タグ要求１１２は、ＨＴＴＰ要求を使用して実装され
うる。しかし、ＨＴＴＰ要求は、従来、ダウンロードされるウェブページ又は他のリソー
スを識別するのに対して、図示の例のタグ要求１１２は、視聴者測定情報（例えば、広告
キャンペーン識別、コンテンツ識別子、及び／又はユーザ識別情報）をタグ要求のペイロ
ードとして含む。タグ要求１１２が向けられる先のサーバ（例えば、インプレッションモ
ニタシステム１０２）は、タグ要求１１２によって生じた視聴者測定データをインプレッ
ション（例えば、監視命令でタグが付けられたメディアの性質に応じて、広告及び／又は
コンテンツインプレッション）としてログ記録するようにプログラムされる。接触測定値
を収集及びログ記録するために、インプレッションモニタシステム１０２は、ＡＭＥイン
プレッションストア１１４を含む。インプレッションログ記録処理の例を、図３に関連し
て以下で詳細に説明する。
【００２７】
　[0042]いくつかの例では、そのようなタグ命令でタグが付けられた広告が、例えば、ウ
ェブページ、ストリーミングビデオ、ストリーミングオーディオ、ＩＰＴＶコンテンツ、
その他など、インターネットベースのメディアコンテンツと共に配布される。上記のよう
に、本明細書で開示する方法、装置、システム及び／又は製造品は、広告監視に限定され
ず、任意のタイプのコンテンツ監視（例えば、ウェブページ、映画、テレビ番組、その他
）に合わせて構成されうる。そのような監視命令、タグ命令及び／又はビーコン命令を実
装するために使用されうる技法の例は、参照により全体として本明細書に組み込まれてい
る、Ｂｌｕｍｅｎａｕの米国特許第６１０８６３７号に記載されている。
【００２８】
　[0043]図１の図示の例では、インプレッションモニタシステム１０２は、クライアント
デバイス１０８が広告（例えば、広告１１０）及び／又は他のコンテンツを提示するとき
、ＡＭＥクッキー（例えば、ユニバーサル一意識別子（ＵＵＩＤ）の名前－値の対）を使
用して、インプレッションに関連付けられたユーザを追跡する。インターネットセキュリ
ティプロトコルのために、インプレッションモニタシステム１０２は、そのドメイン内に
設定されたクッキー（例えば、ＡＭＥクッキー）を収集することのみが可能である。した
がって、例えば、インプレッションモニタシステム１０２が「Ｎｉｅｌｓｅｎ．ｃｏｍ」
ドメイン内で動作する場合、Ｎｉｅｌｓｅｎ．ｃｏｍドメイン内に設定されたクッキーを
収集することのみが可能である。したがって、インプレッションモニタシステム１０２が
タグ要求１１２をクライアントデバイス１０８から受信するとき、インプレッションモニ
タシステム１０２は、例えば、Ｎｉｅｌｓｅｎ．ｃｏｍドメインのためにそのクライアン
トデバイス上に設定されたＡＭＥクッキーのみにアクセスすることができ、そのドメイン
の外側（例えば、Ｎｉｅｌｓｅｎ．ｃｏｍドメインの外側）に設定されたクッキーにアク
セスすることはできない。
【００２９】
　[0044]クッキー情報の収集に関連するドメイン制限を克服するために、インプレッショ
ン監視システム１０２は、パートナーＡデータベース所有者１０４ａ及びパートナーＢデ
ータベース所有者１０４ｂの一方又は両方の登録ユーザである、クライアントデバイス１
０８のユーザのインプレッションを監視する。クライアントデバイス１０８のうちの１つ
のユーザが、データベース所有者１０４ａ又は１０４ｂの一方のサービスにログインする
とき、クライアントデバイス１０８は、インプレッションモニタシステム１０２と初期化
（ＩＮＩＴ）ＡＭＥクッキーメッセージ交換１１６を行い、ログインレポートメッセージ
１１８を、そのサービスを提供するデータベース所有者へ送信する。例えば、図２に関連
して以下でより詳細に説明するように、ユーザがパートナーＡデータベース所有者１０４
ａのサービスにログインする場合、ＩＮＩＴ　ＡＭＥクッキーメッセージ交換１１６は、
パートナーＡデータベース所有者１０４ａのサービスにログインしたユーザのために、イ
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ンプレッションモニタシステム１０２のドメインに基づいて、クライアントデバイス１０
８内にＡＭＥクッキーを設定する。加えて、パートナーＡデータベース所有者１０４ａへ
送信されるログインレポートメッセージ１１８は、クライアントデバイス１０８のための
同じＡＭＥクッキー、及び、同じクライアントデバイス１０８のためにパートナーＡデー
タベース所有者１０４ａによって設定されたパートナーＡクッキーを含む。図示の例では
、パートナーＡデータベース所有者１０４ａは、クライアントデバイス１０８がパートナ
ーＡデータベース所有者１０４ａのウェブページを訪れるとき、及び／又は、ユーザがパ
ートナーＡデータベース所有者１０４ａのログインページ（例えば、図２のログインウェ
ブページ２０４）を介してパートナーＡデータベース所有者１０４ａのサービスにログイ
ンするとき、パートナーＡクッキーをクライアントデバイス１０８内に設定する。図示の
例では、ＡＭＥクッキーは、パートナーＡクッキーのドメイン（例えば、ルートドメイン
）の外側である。ログインレポートメッセージ１１８は、パートナーＡデータベース所有
者１０４ａが、そのパートナーＡクッキーを、クライアントデバイス１０８のユーザのた
めのＡＭＥクッキーにマッピングできるようにする。ＩＮＩＴ　ＡＭＥクッキーメッセー
ジ交換１１６は、指定されたＡＭＥクッキーに関連付けられたユーザがパートナーＡデー
タベース所有者１０４ａにログインしたときを示す、ログインタイムスタンプを含む。Ａ
ＭＥクッキーがクライアントのために以前に設定された場合、以前のＡＭＥクッキーがク
ライアントから除去されていない限り、クライアント上にもはや存在しないわけではない
限り、及び／又は、満了していない限り、新しいＡＭＥクッキーは設定されない。これら
の処理を、図２に関連して以下でさらに詳細に説明する。
【００３０】
　[0045]続いて、図３に関連して以下で詳細に説明するように、インプレッションモニタ
システム１０２は、クライアントデバイス１０８を介して提示された広告及び／又はコン
テンツに基づいて、タグ要求１１２を受信し、クライアントデバイス１０８のそれぞれの
ＡＭＥクッキーと関連して、提示された広告及び／又はコンテンツに基づいて、インプレ
ッションをログ記録する。図１の図示の例では、インプレッションモニタシステム１０２
は、ログ記録されたインプレッションをＡＭＥインプレッションストア１１４に格納し、
続いて、ログ記録されたインプレッションの一部又は全部を含むＡＭＥインプレッション
ログ１２２を、ＡＭＥインプレッションストア１１４からパートナーデータベース所有者
１０４ａ及び１０４ｂへ送信する。
【００３１】
　[0046]パートナーデータベース所有者１０４ａ及び１０４ｂの各々は、続いて、それら
のそれぞれのＡＭＥクッキーからパートナークッキーへのマッピングを使用して、パート
ナークッキーに基づいて識別されたクライアントデバイス１０８のユーザの人口統計を、
ＡＭＥインプレッションログ１２２内でＡＭＥクッキーに基づいてログ記録されたインプ
レッションとマッチングすることができる。人口統計マッチング及びレポートの例を、図
４に関連して以下でさらに詳細に説明する。視聴者測定エンティティ１０３が、視聴者測
定エンティティ１０３にタグ要求を送信するいかなるクライアント（すなわち、非パネリ
ストを含む）上にもＡＭＥクッキーを設定するので、パートナークッキーへのＡＭＥクッ
キーのマップは、パネリストに限定されず、代わりに、タグ付きのメディアにアクセスす
るあらゆるクライアントに拡大する。結果として、視聴者測定エンティティ１０３は、Ａ
ＭＥクッキーを有する非パネリストが視聴者測定エンティティ１０３のパネリストである
かのように、パートナーのデータを活用して、それにより、パネルの大きさを事実上増す
ことができる。いくつかの例では、視聴者測定エンティティのパネルが除外される。
【００３２】
　[0047]図２は、ユーザがデータベース所有者のウェブサイトにログインすることに応答
して、インプレッションモニタシステム１０２によりクッキーを設定し、そのクッキーを
データベース所有者（例えば、パートナーＡデータベース所有者１０４ａ及び／又はパー
トナーＢデータベース所有者１０４ｂ）にレポートする、一例の方法を示す。図１のクラ
イアントデバイス１０８のうちの１つが図２に示され、クライアントデバイス１０８上の
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ログインイベントを監視するように、且つ、インプレッションモニタシステム１０２並び
にデータベース所有者１０４ａ及び１０４ｂへクッキーを送信するように構成された、ク
ッキーレポータ２０２を備える。図２の図示の例では、クッキーレポータ２０２が、イン
プレッションモニタシステム１０２とＩＮＩＴ　ＡＭＥクッキーメッセージ交換１１６を
行い、ログインレポートメッセージ１１８をパートナーＡデータベース所有者１０４ａへ
送信することを図示する。
【００３３】
　[0048]図２の図示の例では、クッキーレポータ２０２は、ウェブブラウザによって実行
されるコンピュータ実行可能命令（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、ジャバスクリプト、
又は、任意の他のコンピュータ言語若しくはスクリプト）を使用して実装される。また、
図２の図示の例では、クッキーレポータ２０２は、インプレッションモニタシステム１０
２を所有及び／又は運用する視聴者測定エンティティによって、クライアントに直接又は
間接的に提供される。例えば、クッキーレポータ２０２は、ＡＭＥ１０３からデータベー
ス所有者に提供され、続いて、クライアントデバイス１０８がログインウェブページを要
求することに応答して、パートナーＡデータベース所有者１０４ａの（又は、パートナー
Ｂデータベース所有者１０４ｂの、若しくは、任意の他のパートナーデータベース所有者
の）ログインウェブページ２０４をサービスするサーバから、クライアントデバイス１０
８へダウンロードされてもよい。
【００３４】
　[0049]クライアントデバイス１０８のウェブブラウザは、クッキーレポータ２０２を実
行して、ログインページ２０４に関連付けられたログインイベントを監視することができ
る。ユーザが、ログインページ２０４を介してパートナーＡデータベース所有者１０４ａ
のサービスにログインするとき、クッキーレポータ２０２は、要求２０６をインプレッシ
ョンモニタシステム１０２へ送信することによって、ＩＮＩＴ　ＡＭＥメッセージ交換１
１６を開始する。図２の図示の例では、要求２０６はダミー要求であり、その理由は、そ
の要求の目的が、ウェブページを実際に検索することではなく、代わりに、（ＡＭＥクッ
キーがクライアントのために既に設定されていない、及び／又は、クライアント上に存在
しないと仮定して）インプレッションモニタシステム１０２にクライアントデバイス１０
８のためのＡＭＥクッキー２０８を生成させることであるからである。ＡＭＥクッキー２
０８は、クライアントデバイス１０８を一意に識別する。しかし、クライアントデバイス
１０８がＡＭＥ１０３のパネリストに関連付けられないことがあるので、ユーザのアイデ
ンティティ及び／又特性が知られないことがある。インプレッションモニタシステム１０
２は、続いて、図３に関連して以下で説明するように、クライアントデバイス１０８がＡ
ＭＥ１０３のパネリストであるかどうかにかかわらず、ＡＭＥクッキー２０８を使用して
、クライアントデバイス１０８に関連付けられたインプレッションを追跡又はログ記録す
る。開示した例は、クライアントが登録されていない（すなわち、ＡＭＥ１０３のパネリ
ストになることに同意していない）ことがあるとしても、クライアントをパネリストとし
て監視するので、そのようなクライアントを、本明細書では擬似パネリストと呼ぶことが
ある。
【００３５】
　[0050]図示の例の要求２０６は、ヘッダフィールド２１０、クッキーフィールド２１２
、及び、ペイロードフィールド２１４を含む、ＨＴＴＰ要求を使用して実装される。ヘッ
ダフィールド２１０は、ＨＴＴＰ要求に関連付けられた標準のプロトコル情報を格納する
。クライアントデバイス１０８がＡＭＥクッキーをまだ設定していないとき、クッキーフ
ィールド２１２は空であり、インプレッションモニタシステム１０２に、ＡＭＥクッキー
２０８をクライアントデバイス１０８内で作成及び設定する必要があることを示す。ＡＭ
Ｅクッキー２０８を含まない要求２０６を受信することに応答して、インプレッションモ
ニタシステム１０２は、ＡＭＥクッキー２０８を生成し、ＡＭＥクッキー２０８をクライ
アントデバイス１０８へ、図１のＩＮＩＴ　ＡＭＥクッキーメッセージ交換１１６の一部
として、応答メッセージ２１６のクッキーフィールド２１８内で送信して、それにより、
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ＡＭＥクッキー２０８をクライアントデバイス１０８内に設定する。
【００３６】
　[0051]図２の図示の例では、インプレッションモニタシステム１０２はまた、ユーザが
ログインページ２０４にログインした時間を示すログインタイムスタンプ２２０をも生成
し、ログインタイムスタンプ２２０をクライアントデバイス２０８へ、応答２１６のペイ
ロードフィールド２２２内で送信する。図示の例では、ログインタイムスタンプ２２０は
、（例えば、クライアントデバイス１０８ではなく）インプレッションモニタシステム１
０２によって生成され、すべてのクライアントデバイス１０８からのすべてのログインイ
ベントに、同じクロック（例えば、インプレッションモニタシステム１０２のクロック）
に基づいてタイムスタンプが付けられるようになる。このようにして、ログイン時間は、
互いの間で時間の差を有することがある、それぞれのクライアントデバイス１０８のクロ
ックに基づいて歪められず、又はオフセットされない。いくつかの例では、タイムスタン
プ２２０は、応答２１６のペイロード２２２から省かれてもよく、インプレッションモニ
タシステム１０２は、代わりに、応答２１６のヘッダフィールド２２４内のタイムスタン
プに基づいて、ログイン時間を示してもよい。いくつかの例では、応答２１６は、クッキ
ーレポータ２０２がＡＭＥクッキー２０８を送信するべき先のパートナーＡデータベース
所有者１０４ａのＵＲＬ２２６を含む、ＨＴＴＰ３０２リダイレクト応答である。インプ
レッションモニタシステム１０２は、リダイレクト応答をＵＲＬでポピュレートする。
【００３７】
　[0052]図２の図示の例では、応答２１６を受信した後、クッキーレポータ２０２は、ロ
グインレポートメッセージ１１８を生成し、パートナーＡデータベース所有者１０４ａへ
送信する。例えば、図示の例のクッキーレポータ２０２は、ログインレポートメッセージ
１１８を、ログインページ２０４によって示されたＵＲＬへ送信する。別法として、応答
２１６がＨＴＴＰ３０２リダイレクトであり、ＵＲＬ２２６を含む場合、クッキーレポー
タ２０２は、ＵＲＬ２２６を使用して、ログインレポートメッセージ１１８をパートナー
Ａデータベース所有者１０４ａへ送信する。図２の図示の例では、ログインレポートメッ
セージ１１８は、パートナーＡクッキー２２８をクッキーフィールド２３０内に含む。パ
ートナーＡクッキー２２８は、パートナーＡデータベース所有者１０４ａのためにクライ
アントデバイス１０８を一意に識別する。また、図示の例では、クッキーレポータ２０２
は、ＡＭＥクッキー２０８及びログインタイムスタンプ２２０を、ログインレポートメッ
セージ１１８のペイロードフィールド２３２内で送信する。したがって、図２の図示の例
では、ＡＭＥクッキー２０８が、ログインレポートメッセージ１１８内で通常のデータ（
例えば、データパラメータ）又はペイロードとしてパートナーＡデータベース所有者１０
４ａへ送信されて、ＡＭＥクッキー２０８がパートナーＡデータベース所有者１０４ａの
ドメイン内に設定されなかったという事実が克服される。図示の例では、ＡＭＥクッキー
２０８は、パートナーＡクッキー２２８のドメイン（例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ
ルートドメイン）の外側の別のドメイン（例えば、Ｎｉｅｌｓｅｎ．ｃｏｍルートドメイ
ン）に対応する。図２に示す処理例を使用することは、異なるドメインにわたってクッキ
ーデータを送信することを可能にするので有利であり、このことは、そうでない場合は、
知られているクッキー通信技法を使用して可能にならないであろう。データベース所有者
１０４は、パートナーＡクッキー２２８に関連してＡＭＥクッキー２０８を受信し、それ
により、ＡＭＥクッキーからパートナークッキーへのマップ（例えば、パートナークッキ
ーマップ２３６）内にエントリを作成する。
【００３８】
　[0053]ログインレポートメッセージ１１８を、図２の例で、パートナーＡクッキー２２
８を含むように示すが、パートナーＡデータベース所有者１０４ａがクライアントデバイ
ス１０８内にパートナーＡクッキー２２８をまだ設定していない場合では、クッキーフィ
ールド２３０は、ログインレポートメッセージ１１８内で空である。このようにして、空
のクッキーフィールド２３０は、パートナーＡデータベース所有者１０４ａに、クライア
ントデバイス１０８内にパートナーＡクッキー２２８を設定するように促す。そのような
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場合、パートナーＡデータベース所有者１０４ａは、クライアントデバイス１０８に、パ
ートナーＡクッキー２２８を含む応答メッセージ（図示せず）を送信し、ＡＭＥクッキー
２０８に関連してパートナーＡクッキー２２８を記録する。
【００３９】
　[0054]いくつかの例では、パートナーＡデータベース所有者１０４ａは、パートナーＡ
クッキー２２８を使用して、パートナーＡデータベース所有者１０４ａの登録ユーザのオ
ンラインアクティビティを追跡する。例えば、パートナーＡデータベース所有者１０４ａ
は、パートナーＡデータベース所有者１０４ａによってホストされたウェブページへのユ
ーザの訪問を追跡し、ユーザの選好に従ってそれらのウェブページを表示するなどのこと
を行ってもよい。パートナーＡクッキー２２８をまた使用して、「ドメイン固有」のユー
ザアクティビティを収集することもできる。本明細書で使用するとき、「ドメイン固有」
のユーザアクティビティは、単一のエンティティのドメイン（複数可）内で関連付けられ
たユーザインターネットアクティビティである。ドメイン固有のユーザアクティビティは
また、「ドメイン内のアクティビティ」と呼ばれることもある。いくつかの例では、パー
トナーＡデータベース所有者１０４ａは、各登録ユーザによって訪問されたウェブページ
（例えば、他のソーシャルネットワークメンバーページなど、ソーシャルネットワークド
メインのウェブページ、若しくは他のドメイン内のページ）の数、及び／又は、アクセス
のために使用されたモバイルデバイス（例えば、スマートフォン）若しくは固定デバイス
（例えば、デスクトップコンピュータ）などのデバイスのタイプなど、ドメイン内のアク
ティビティを収集する。パートナーＡデータベース所有者１０４ａはまた、各登録ユーザ
によって維持されたソーシャルコネクション（例えば、友人）の量、各登録ユーザによっ
て投稿された画像の量、各登録ユーザによって送信又は受信されたメッセージの量、及び
／又は、ユーザアカウントの任意の他の特性など、アカウント特性をも追跡してもよい。
【００４０】
　[0055]いくつかの例では、クッキーレポータ２０２は、要求２０６をインプレッション
モニタシステム１０２へ送信するように、且つ、パートナーＡデータベース所有者１０４
ａが、ログインページ２０４を介したユーザログインが成功したことを示した後にのみ、
ログインレポートメッセージ１１８をパートナーＡデータベース所有者１０４ａへ送信す
るように構成される。このようにして、要求２０６及びログインレポートメッセージ１１
８は、ログインが不成功であった場合に、不必要に行われない。図２の図示の例では、成
功したログインは、パートナーＡデータベース所有者１０４ａが、ログインされた登録ユ
ーザの正しい人口統計をパートナーＡクッキー２２８及びＡＭＥクッキー２０８に関連付
けるようになることを、保証する。
【００４１】
　[0056]図２の図示の例では、パートナーＡデータベース所有者１０４ａは、サーバ２３
４、パートナークッキーマップ２３６、及び、ユーザアカウントデータベース２３８を含
む。図示しないが、視聴者測定エンティティ１０３（図１）とパートナーになる他のデー
タベース所有者（例えば、図１のパートナーＢデータベース所有者１０４ｂ）もまた、パ
ートナークッキーマップ２３６に類似したそれぞれのパートナークッキーマップ、及び、
ユーザアカウントデータベース２３８に類似したユーザアカウントデータベースを含むが
、もちろん、他のデータベース所有者自体のユーザに対するものである。図示の例のサー
バ２３４は、クライアントデバイス１０８と通信して、例えば、ログイン情報の受信、ク
ライアントデバイス１０８からのクッキーの受信、クライアントデバイス１０８内のクッ
キーの設定、その他を行う。
【００４２】
　[0057]パートナークッキーマップ２３６は、パートナークッキー（例えば、パートナー
Ａクッキー２２８）を、それぞれのＡＭＥクッキー（例えば、ＡＭＥクッキー２０８）及
びそれぞれのタイムスタンプ（例えば、タイムスタンプ２２０）に関連して格納する。図
２の図示の例では、パートナークッキーマップ２３６は、パートナーＡクッキー２２８の
名前－値の対（すなわち、「ｕｓｅｒ＿ＩＤ」などのパラメータ名、及び、ＵＵＩＤなど
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の値）内で発見された一意のユーザＩＤ（ＵＵＩＤ）を、ＡＭＥクッキー２０８の名前－
値の対内で発見された一意のユーザＩＤに関連して格納する。加えて、パートナークッキ
ーマップ２３６は、ログインタイムスタンプ２２０をＵＵＩＤに関連して格納して、対応
するユーザログインが起こった時間を示す。図５を手短に参照すると、パートナークッキ
ーマップ２３６の一例の実装形態が示され、ＡＭＥユーザＩＤ列５０２は、ＡＭＥクッキ
ー（例えば、図２のＡＭＥクッキー２０８）からのＵＵＩＤを格納し、パートナーユーザ
ＩＤ列５０４は、パートナークッキー（例えば、図２のパートナーＡクッキー２２８）か
らのＵＵＩＤを格納し、ログインタイムスタンプ列５０６は、ログインタイムスタンプ（
例えば、図２のログインタイムスタンプ２２０）を格納する。本明細書で開示する図示の
例では、パートナーＡデータベース所有者１０４ａは、パートナークッキーマップ２３６
を使用して、ＡＭＥクッキー（例えば、ＡＭＥクッキー２０８）に基づいてインプレッシ
ョンモニタシステム１０２から受信されたインプレッションを、それぞれのパートナーＡ
クッキー（例えば、パートナーＡクッキー２２８）によって識別されたパートナーＡデー
タベース所有者１０４ａの登録ユーザにマッチングする。このようにして、パートナーＡ
データベース所有者１０４ａは、その登録ユーザのうち誰が、インプレッションモニタシ
ステム１０２によってログ記録された特定のインプレッションに関連付けられるかを、決
定することができる。
【００４３】
　[0058]図２に戻ると、パートナーＡデータベース所有者１０４ａは、ユーザアカウント
データベース２３８を使用して、とりわけ、パートナーＡデータベース所有者１０４ａの
登録ユーザについての人口統計情報を格納する。図２の図示の例では、そのような人口統
計情報は、入会及び／若しくは登録処理中、又は、後続の個人情報更新処理中に、登録ユ
ーザから受信される。ユーザアカウントデータベース２３８に格納された人口統計情報に
は、例えば、年齢、性別、関心（例えば、音楽の関心、映画の関心、製品の関心、若しく
は、任意の他の話題に関連する関心）、パートナーＡデータベース所有者１０４ａを介し
て各登録ユーザによって維持された友人若しくはソーシャルコネクションの数、個人の年
収、世帯収入、住居の地理的位置、職場の地理的位置、卒業した年（複数可）、グループ
アソシエーションの量、又は、任意の他の人口統計情報が含まれうる。パートナーＡデー
タベース所有者１０４ａは、パートナーＡデータベース所有者１０４ａのどの登録ユーザ
がどのログ記録されたインプレッションに対応するかを、パートナークッキーマップ２３
６に基づいて決定した後、ユーザアカウントデータベース２３８を使用して、人口統計情
報を、インプレッションモニタシステム１０２によってログ記録された特定のインプレッ
ションに関連付ける。
【００４４】
　[0059]図３は、図１のシステム例１００のインプレッションモニタシステム１０２でイ
ンプレッションをログ記録するために使用されうる、一例のシステム３００を示す。シス
テム例３００は、図１及び図２のインプレッションモニタシステム１０２が、クライアン
トデバイス（例えば、図１及び図２の任意のクライアントデバイス１０８）によって実行
されたウェブブラウザ３０２から受信されたタグ要求（例えば、図１のタグ要求１１２）
に基づいて、インプレッションを、対応するＡＭＥクッキー（例えば、図２のＡＭＥクッ
キー２０８）に関連してログ記録できるようにする。図３の図示の例では、インプレッシ
ョンモニタシステム１０２は、以下で説明するように、インプレッションモニタシステム
１０２がそこからタグ要求１１２を受信する任意のクライアントデバイス（例えば、図１
のクライアントデバイス１０８）からのインプレッションをログ記録する。インプレッシ
ョンモニタシステム１０２は、受信されたインプレッションデータを、ＡＭＥインプレッ
ションデータストア１１４内でコンパイルする。
【００４５】
　[0060]図３を詳細に参照すると、クライアントデバイスは、図１及び図２のクライアン
トデバイス１０８のうちのいずれか１つ、又は、図１若しくは図２に図示されない別のデ
バイスであってもよい。しかし、説明を簡単にするために、且つ、一般性を失わずに、ク
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ライアントデバイスをクライアントデバイス１０８と呼ぶ。図示のように、クライアント
デバイス１０８は、通信をインプレッションモニタシステム１０２へ送信する。図示の例
では、クライアントデバイス１０８は、ウェブブラウザ３０２を実行し、ウェブブラウザ
３０２は、広告発行者３０３から受信された広告（複数可）１１０のうちの１つを表示す
るホストウェブサイト（例えば、ｗｗｗ．ａｃｍｅ．ｃｏｍ）に向けられる。図示の例の
広告１１０は、識別子情報（例えば、キャンペーンＩＤ、クリエイティブタイプＩＤ、配
置ＩＤ、発行者ソースＵＲＬ、その他）、及び、タグ命令３０４によりタグが付けられる
。タグ命令３０４がクライアントデバイス１０８によって実行されるとき、タグ命令３０
４は、クライアントデバイス１０８に、タグ命令３０４内で指定されるようなインプレッ
ションモニタシステム１０２のＵＲＬアドレスへ、タグ要求１１２を送信させる。別法と
して、タグ命令３０４内で指定されたＵＲＬアドレスは、タグ要求１１２を、視聴者測定
エンティティ１０３（図１）若しくは別のエンティティによって所有され、運用され、及
び／又はアクセス可能である任意の他のサーバへ向けることができる。タグ命令３０４は
、ジャバスクリプト、又は、例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、ＨＴＭＬ、その他を含む、
任意の他のタイプ（複数可）の実行可能命令（複数可）を使用して実装されうる。ウェブ
ページ及び／又は任意の他のメディアなど、タグ付きのコンテンツは、タグ付きの広告１
１０と同様に処理されることに留意されたい。つまり、任意のタグ付きのメディアでは、
対応するタグ命令が、タグ付きのコンテンツのダウンロードに関連して受信され、タグ要
求を、タグ付きのコンテンツをダウンロードしたクライアントデバイスから、インプレッ
ションモニタシステム１０２（又は、命令によって示された任意の他のサーバ）へ送信さ
せる。
【００４６】
　[0061]図３の図示の例では、タグ要求１１２は、ＨＴＴＰ要求を使用して実装され、ヘ
ッダフィールド３１０、クッキーフィールド３１２、及び、ペイロードフィールド３１４
を含むように詳細に示される。図３の図示の例では、ウェブブラウザ３０２は、図２のＡ
ＭＥクッキー２０８をクッキーフィールド３１２に格納し、広告キャンペーン情報３１６
及び発行者サイトＩＤ３１８をペイロードフィールド３１４に格納する。図示の例では、
広告キャンペーン情報３１６は、関連付けられた広告キャンペーンのうちの１つ又は複数
を識別する情報（例えば、広告キャンペーンＩＤ）、クリエイティブタイプＩＤ（例えば
、Ｆｌａｓｈベースの広告、バナー広告、リッチタイプの広告、その他を識別する）、及
び／又は、配置ＩＤ（例えば、画面上の広告の物理的配置を識別する）を含みうる。いく
つかの例では、コンテンツインプレッションをログ記録するために、広告キャンペーン情
報３１６が、コンテンツを識別するコンテンツ情報（例えば、コンテンツ識別子）、クリ
エイティブＩＤ及び／又は配置ＩＤで置き換えられる。図示の例では、発行者サイトＩＤ
３１８は、広告１１０及び／又はコンテンツのソース（例えば、広告発行者３０３及び／
又はコンテンツ発行者を識別するソースＩＤ）を識別する。
【００４７】
　[0062]図示の例では、タグ要求１１２を受信することに応答して、インプレッションモ
ニタシステム１０２は、ＡＭＥクッキー２０８をコンテンツ識別子（例えば、広告キャン
ペーン情報３１６及び／又は発行者サイトＩＤ３１８）に関連して格納することによって
、クライアントデバイス１０８に関連付けられたインプレッションをＡＭＥインプレッシ
ョンストア１１４にログ記録する。加えて、インプレッションモニタシステム１０２は、
インプレッションが起こったときの時間／日付を示すタイムスタンプを生成し、タイムス
タンプを、ログ記録されたインプレッションに関連して格納する。ＡＭＥインプレッショ
ンストア例１１４の一例の実装形態を、図６に示す。図６を手短に参照すると、ＡＭＥイ
ンプレッションストア１１４は、ＡＭＥクッキー（例えば、図２及び図３のＡＭＥクッキ
ー２０８）を格納するためのＡＭＥユーザＩＤ列６０２、インプレッションがクライアン
トデバイス（例えば、図１から図３のクライアントデバイス１０８）で起こったときを示
すインプレッションタイムスタンプを格納するためのタイムスタンプ列６０４、図３のキ
ャンペーン情報３１６を格納するためのキャンペーンＩＤ列６０６、及び、図３の発行者
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サイトＩＤ３１８を格納するためのサイトＩＤ列６０８を含む。
【００４８】
　[0063]図４は、インプレッションを、１つ又は複数のデータベース所有者（例えば、図
１から図３のパートナーデータベース所有者１０４ａ及び１０４ｂ）に登録されたユーザ
（例えば、図１から図３のクライアントデバイス１０８のユーザ）の人口統計に関連付け
るために使用されうる、一例の装置４００である。いくつかの例では、装置４００は、１
つ又は複数のデータベース所有者（例えば、図１から図３のパートナーデータベース所有
者１０４ａ及び１０４ｂ）において実装される。別法として、装置４００は、他のサイト
において実装されうる。いくつかの例では、装置４００は、視聴者測定エンティティ１０
３（図１）によって開発され、データベース所有者に提供されて、データベース所有者が
、データベース所有者により所有された人口統計情報を、視聴者測定エンティティ１０３
によって提供されたインプレッションログと結合できるようにしてもよい。データベース
所有者の登録ユーザのプライバシーを保証するために、視聴者測定エンティティ１０３は
、装置例４００をデータベース所有者においてインストール又は配置して、データベース
所有者が、人口統計情報をログ記録されたインプレッションに関連付けるために、データ
ベース所有者の登録ユーザのアイデンティティを視聴者測定エンティティ１０３に提供す
る必要がないようにしてもよい。代わりに、視聴者測定エンティティ１０３は、そのログ
記録されたインプレッション（例えば、ＡＭＥインプレッションログ１２２）をデータベ
ース所有者に提供することができ、データベース所有者は、その登録ユーザのアイデンテ
ィティ（例えば、名前及びコンテンツ情報）を隠しながら、それぞれの人口統計をログ記
録されたインプレッションに関連付けることができる。
【００４９】
　[0064]図示の例では、装置４００は、一例のクッキーマッチング部（ｍａｔｃｈｅｒ）
４０２、一例の人口統計関連付け部（ａｓｓｏｃｉａｔｏｒ）４０４、一例の人口統計分
析部（ａｎａｌｙｚｅｒ）４０６、一例の人口統計修正部（ｍｏｄｉｆｉｅｒ）４０８、
一例のユーザＩＤ修正部４１０、一例のレポート生成部４１２、一例のデータ解析部（ｐ
ａｒｓｅｒ）４１４、一例のマッピング部（ｍａｐｐｅｒ）４１６、及び、一例の命令イ
ンターフェース４１８を備える。装置４００を実装する一例の方法を図４に示したが、図
４に示す要素、処理及び／又はデバイスのうちの１つ又は複数は、結合、分割、再配置、
省略、除外、及び／又は、任意の他の方法で実装されてもよい。さらに、クッキーマッチ
ング部４０２、人口統計関連付け部４０４、人口統計分析部４０６、人口統計修正部４０
８、ユーザＩＤ修正部４１０、レポート生成部４１２、データ解析部４１４、マッピング
部４１６、命令インターフェース４１８、及び／又は、より一般には、図４の装置例４０
０は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、並びに／又は、ハードウェア、ソ
フトウェア及び／若しくはファームウェアの任意の組み合わせによって実装されてもよい
。したがって、例えば、クッキーマッチング部４０２、人口統計関連付け部４０４、人口
統計分析部４０６、人口統計修正部４０８、ユーザＩＤ修正部４１０、レポート生成部４
１２、データ解析部４１４、マッピング部４１６、命令インターフェース４１８、及び／
又は、より一般には、装置例４００のうちのいずれかは、１つ又は複数の回路（複数可）
、プログラマブルプロセッサ（複数可）、特定用途向け集積回路（複数可）（ＡＳＩＣ（
複数可））、プログラマブル論理デバイス（複数可）（ＰＬＤ（複数可））、及び／又は
、フィールドプログラマブル論理デバイス（複数可）（ＦＰＬＤ（複数可））、その他に
よって実装されてもよい。本特許の装置請求項又はシステム請求項のいずれかが、純粋に
ソフトウェア及び／又はファームウェアの実装形態を包含するように読まれるとき、クッ
キーマッチング部４０２、人口統計関連付け部４０４、人口統計分析部４０６、人口統計
修正部４０８、ユーザＩＤ修正部４１０、レポート生成部４１２、データ解析部４１４、
マッピング部４１６、及び／又は、命令インターフェース４１８のうちの少なくとも１つ
は、ソフトウェア及び／又はファームウェアを格納するメモリ、ＤＶＤ、ＣＤ、ブルーレ
イディスク、その他など、有形のコンピュータ可読媒体を含むように、本明細書で明白に
定義される。さらになお、図４の装置例４００は、図４に示すものに加えて、若しくはそ
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の代わりに、１つ若しくは複数の要素、処理及び／若しくはデバイスを含んでもよく、並
びに／又は、図示の要素、処理及びデバイスのうちのいずれか若しくはすべてのうちの２
つ以上を含んでもよい。
【００５０】
　[0065]図４を詳細に参照すると、図示の例では、装置４００は、パートナーＡデータベ
ース所有者１０４ａ（図１及び図２）において実装される。装置４００の他の例は、ＡＭ
Ｅ１０３と共に参加する任意の他のデータベース所有者（例えば、パートナーＢデータベ
ース所有者１０４ｂ）において同様に実装可能である。図４の図示の例では、装置４００
は、ＡＭＥインプレッションログ１２２をインプレッションモニタシステム１０２から受
信して、装置４００が、ユーザアカウントデータベース２３８からのユーザ／視聴者メン
バー人口統計を、ログ記録されたインプレッションに関連付けることができるようにする
。
【００５１】
　[0066]図示の例では、装置４００は、ＡＭＥインプレッションログ１２２からのＡＭＥ
クッキー（例えば、図２及び図３のＡＭＥクッキー２０８）からのＡＭＥユーザＩＤを、
パートナーＡクッキーマップ２３６内のＡＭＥユーザＩＤにマッチングするために、クッ
キーマッチング部４０２を備える。装置４００は、そのようなクッキーマッチングを行っ
て、ログ記録されたインプレッションがそれに起因するパートナーＡデータベース所有者
１０４ａの登録ユーザ（例えば、インプレッションモニタシステム１０２が、そのために
、図２に関連して上記で説明したようにＡＭＥクッキーを設定し、図３に関連して上記で
説明したようにインプレッションを追跡した、パートナーＡ登録ユーザ）を識別する。例
えば、パートナークッキーマップ２３６は、図５において、ＡＭＥユーザＩＤ列５０２内
のＡＭＥユーザＩＤをパートナーユーザＩＤ列５０４内のパートナーユーザＩＤに関連付
けるように示される。ＡＭＥインプレッションログ１２２は、ＡＭＥユーザＩＤごとにイ
ンプレッションをログ記録する、図６に示すようなＡＭＥインプレッションストア１１４
内のデータに類似して構築される。したがって、クッキーマッチング部４０２は、ＡＭＥ
インプレッションログ１２２のＡＭＥユーザＩＤ列６０２からのＡＭＥユーザＩＤを、パ
ートナークッキーマップ２３６のＡＭＥユーザＩＤ列５０２のＡＭＥユーザＩＤにマッチ
ングして、ＡＭＥインプレッションログ１２２からのログ記録されたインプレッションを
、図５のパートナークッキーマップ２３６内でマッピングされた対応するパートナーユー
ザＩＤに関連付ける。いくつかの例では、ＡＭＥ１０３は、ＡＭＥインプレッションログ
１２２をパートナーデータベース所有者（例えば、図１及び図２のパートナーデータベー
ス所有者１０４ａ及び１０４ｂ）へ送信する前に、ＡＭＥインプレッションログ１２２内
でキャンペーンＩＤの暗号化、難読化、変更、その他を行って、キャンペーンＩＤが対応
するコンテンツをパートナーデータベース所有者が認識することを防止するか、又は、他
の方法でコンテンツのアイデンティティを保護する。そのような例では、キャンペーンＩ
Ｄ情報のルックアップテーブルが、インプレッションモニタシステム１０２において格納
されて、パートナーデータベース所有者から受信されたインプレッションレポート（例え
ば、図１のインプレッションレポート１０６ａ及び１０６ｂ）がコンテンツと相関可能に
なるようにしてもよい。
【００５２】
　[0067]いくつかの例では、クッキーマッチング部４０２は、図５のログインタイムスタ
ンプ列５０６に格納されたログインタイムスタンプ（例えば、図２のログインタイムスタ
ンプ２２０）、及び、図６のタイムスタンプ列６０４に格納されたインプレッションタイ
ムスタンプを使用して、インプレッションモニタシステム１０２によってログ記録された
インプレッションがそれに起因する異なるユーザ間で見分ける。つまり、パートナーＡデ
ータベース所有者１０４ａのためのそれぞれのユーザ名／パスワードログイン資格情報を
有する２人のユーザが、同じクライアントデバイス１０８を使用する場合、インプレッシ
ョンモニタシステム１０２によってログ記録されたすべてのインプレッションは、インプ
レッションが起こったときにどのユーザがクライアントデバイス１０８を使用中であった
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かにかかわらず、クライアントデバイス１０８内に設定された同じＡＭＥクッキー（例え
ば、図２及び図３のＡＭＥクッキー２０８）に基づくようになる。しかし、ログ記録され
たインプレッションタイムスタンプ（例えば、図６のタイムスタンプ列６０４内）を、ロ
グインタイムスタンプ（例えば、図５のログインタイムスタンプ列５０６内）と比較する
ことによって、クッキーマッチング部４０２は、対応するインプレッションが起こったと
きにどのユーザがパートナーＡデータベース所有者１０４ａにログインされていたかを決
定することができる。例えば、ユーザ「ＴＯＭ」が２０１０年１月１日の午前１２：５７
にパートナーＡデータベース所有者１０４ａにログインし、ユーザ「ＭＡＲＹ」が同じク
ライアントデバイス１０８を使用して、２０１０年１月１日の午後３：００にパートナー
Ａデータベース所有者１０４ａにログインした場合、これらのログインイベントは、同じ
ＡＭＥクッキー（例えば、図２及び図３のＡＭＥクッキー２０８）に関連付けられる。そ
のような例では、クッキーマッチング部４０２は、インプレッションモニタシステム１０
２によって同じＡＭＥクッキーについて２０１０年１月１日の午前１２：５７と午後３：
００の間にログ記録されたあらゆるインプレッションを、ユーザ「ＴＯＭ」に関連付け、
インプレッションモニタシステム１０２によって同じＡＭＥクッキーについて２０１０年
１月１日の午後３：００の後にログ記録されたあらゆるインプレッションを、ユーザ「Ｍ
ＡＲＹ」に関連付ける。そのような時間ベースの関連付けを、以下で説明する図７の図示
のデータ構造例において示す。
【００５３】
　[0068]図示の例では、クッキーマッチング部４０２は、マッチングされた結果を一例の
パートナーベースのインプレッションデータ構造７００にコンパイルし、この構造を図７
で詳細に示す。図７を手短に参照すると、パートナーベースのインプレッション構造７０
０は、ＡＭＥユーザＩＤ列７０２、インプレッションタイムスタンプ列７０４、キャンペ
ーンＩＤ列７０６、サイトＩＤ列７０８、ユーザログインタイムスタンプ７１０、及び、
パートナーユーザＩＤ列７１２を含む。ＡＭＥユーザＩＤ列７０２では、クッキーマッチ
ング部４０２は、ＡＭＥクッキー（例えば、図２及び図３のＡＭＥクッキー２０８）を格
納する。インプレッションタイムスタンプ列７０４では、クッキーマッチング部４０２は
、各インプレッションがログ記録された時を示す、インプレッションモニタシステム１０
２によって生成されたタイムスタンプを格納する。キャンペーンＩＤ列７０６では、クッ
キーマッチング部４０２は、例えば、図３のキャンペーン情報３１６に格納された広告キ
ャンペーンＩＤを格納する。いくつかの例では、キャンペーンＩＤ列７０６の代わりに、
又はそれに加えて、パートナーベースのインプレッションデータ構造７００は、コンテン
ツの識別情報を格納するためのコンテンツＩＤ列を含む。いくつかの例では、いくつかの
コンテンツ（例えば、広告及び／又は他のメディア）は、キャンペーンＩＤ又はコンテン
ツＩＤに関連付けられない。図７の図示の例では、キャンペーンＩＤ列７０６内の空白は
、キャンペーンＩＤ及び／又はコンテンツＩＤに関連付けられないコンテンツを示す。サ
イトＩＤ列７０８では、クッキーマッチング部４０２は、広告発行者サイトＩＤ（例えば
、図３の発行者サイトＩＤ３１８）を格納する。ユーザログインタイムスタンプ列７１０
では、クッキーマッチング部４０２は、それぞれのユーザがパートナーログインページ（
例えば、図２のログインページ２０４）を介してログインしたときを示すタイムスタンプ
（例えば、図２のタイムスタンプ２２０）を格納する。パートナーユーザＩＤ列７１２で
は、クッキーマッチング部４０２は、パートナークッキー（例えば、図２のパートナーＡ
クッキー２２８）を格納する。
【００５４】
　[0069]図４に戻ると、図示の例では、装置４００は、ユーザアカウントデータベース２
３８からの人口統計情報を、パートナーベースのインプレッション構造７００からの対応
するパートナーベースのインプレッションに関連付けるための、人口統計関連付け部４０
４を備える。例えば、人口統計関連付け部４０４は、パートナーユーザＩＤ列７１２（図
７）内に示されたパートナーユーザＩＤについての人口統計情報を検索し、検索された人
口統計情報を、パートナーベースのインプレッション構造７００内のレコードのうちの対
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応するものに関連付けることができる。
【００５５】
　[0070]図４の図示の例では、人口統計情報を精度及び／又は完全性について分析するた
めに、装置４００は、人口統計分析部４０６を備える。加えて、不正確及び／又は不完全
なレコード内で人口統計情報を更新、修正及び／又は入力するために、装置４００は、人
口統計修正部４０８を備える。いくつかの例では、人口統計分析部４０６及び／又は人口
統計修正部４０８は、参照により全体として本明細書に組み込まれている、２０１１年８
月１２日に出願した「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｔｏ　Ａｎａｌｙ
ｚｅ　ａｎｄ　Ａｄｊｕｓｔ　Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」とい
う名称の米国特許出願第１３／２０９２９２号に開示されている方法、システム、装置及
び／又は製造品の例を使用して、不正確な人口統計情報を分析及び／又は調整する。
【００５６】
　[0071]図示の例では、人口統計情報を追加した後、且つ、データをＡＭＥ１０３に提供
する前に、ユーザＩＤをパートナーベースのインプレッション構造７００から除去するた
めに、図示の例の装置４００は、ユーザＩＤ修正部４１０を備える。図示の例では、ユー
ザＩＤ修正部４１０は、パートナーユーザＩＤを（パートナーユーザＩＤ列７１２から）
少なくとも除去して、パートナーＡデータベース所有者１０４ａの登録ユーザのプライバ
シーを保護するように構成される。いくつかの例では、ユーザＩＤ修正部４１０はまた、
ＡＭＥユーザＩＤをも（例えば、ＡＭＥユーザＩＤ列７０２から）除去して、装置４００
によって生成されたインプレッションレポート１０６ａが人口統計レベルのインプレッシ
ョンレポートであるようにしてもよい。ユーザＩＤの（例えば、ユーザＩＤ修正部４１０
による、及び／又は、レポート生成部４１２による）「除去」は、それらのフィールドか
らいずれかのデータを削除することとは対照的に、対応するユーザＩＤフィールド内のデ
ータのコピーを提供しないことによって行われうる。ＡＭＥユーザＩＤがインプレッショ
ンデータ構造７００内で保存される場合、図示の例の装置４００は、ユーザレベルのイン
プレッションレポートを生成することができる。
【００５７】
　[0072]図４の図示の例では、インプレッションレポート１０６ａを生成するために、装
置４００は、レポート生成部４１２を備える。レポート生成部４１２がインプレッション
レポート１０６ａのために生成することができる情報の例を、図８及び図９に関連して以
下で詳細に説明する。
【００５８】
　[0073]図４の図示の例では、情報を解析するために、装置４００は、データ解析部４１
４を備える。いくつかの例では、データ解析部４１４は、メッセージをクライアントデバ
イス及び／又は他のシステムから受信し、それらの受信されたメッセージから情報を解析
する。例えば、装置４００は、データ解析部４１４を使用して、ログインレポートメッセ
ージ１１８をクッキーレポータ２０２（図２）から受信し、パートナーＡクッキー２２８
、ＡＭＥクッキー２０８、及び／又は、ログインタイムスタンプ２２０を、ログインレポ
ートメッセージ１１８から解析することができる。いくつかの例では、装置４００はまた
、データ解析部４１４を使用して、ＡＭＥインプレッションログ１２２内の情報を解析す
ること、及び／又は、任意の他のデータ構造及び／又はメッセージから情報を解析するこ
とも行う。
【００５９】
　[0074]図４の図示の例では、情報をマッピングするため、装置４００は、マッピング部
４１６を備える。いくつかの例では、マッピング部４１６は、同じユーザに関連付けられ
るが、異なるインターネットドメインに対応するクッキー識別子をマッピングする。例え
ば、装置４００は、マッピング部４１６を使用して、パートナークッキーマップ２３６（
図２、図４及び図５）においてパートナーＡクッキー２２８をＡＭＥクッキー２０８（図
２）にマッピングすることができる。いくつかの例では、マッピング部４１６はまた、対
応するクッキー識別子を有するログインタイムスタンプのマッピングも行う。例えば、装
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置４００は、マッピング部４１６を使用して、パートナークッキーマップ２３６において
対応するパートナーＡクッキー２２８及びＡＭＥクッキー２０８を有するログインタイム
スタンプ２２０（図２）をマッピングすることができる。
【００６０】
　[0075]図４の図示の例では、コンピュータ実行可能命令をクライアントデバイス（複数
可）１０８へ送信して、ログインウェブページ（例えば、図２のログインウェブページ２
０４）を介してユーザログインを監視するために、装置４００は、命令インターフェース
４１８を備える。例えば、装置４００は、命令インターフェース４１８を使用して、コン
ピュータ実行可能命令（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、ジャバスクリプト、又は、任意
の他のコンピュータ言語若しくはスクリプト）を、ウェブブラウザ３０２（図３）によっ
て実行されるクライアントデバイス１０８へ送信して、クッキーレポータ２０２（図２）
を実装することができる。いくつかの例では、命令インターフェース４１８は、装置４０
０を実装するエンティティ（例えば、データベース所有者パートナー１０４ａ及び１０４
ｂのうちの一方）によって提供されたインターネットベースのサービスのログインウェブ
ページ（例えば、ログインウェブページ２０４）を求める、ウェブブラウザ３０２からの
要求を受信することに応答して、コンピュータ実行可能命令をクライアントデバイス１０
８へ送信する。このようにして、クライアントデバイス１０８は、コンピュータ実行可能
命令を実行して、ログインウェブページにおけるログインイベントを監視することができ
る。
【００６１】
　[0076]図１５は、図１から図３のインプレッションモニタ１０２を実装するために使用
されうる、一例の装置である。図示の例では、ＡＭＥクッキー（例えば、図２のＡＭＥク
ッキー２０８）がクライアントデバイス（例えば、図１から図３のクライアントデバイス
１０８のうちのいずれか）内に設定されている（例えば、格納されている）かどうかを検
出するために、インプレッションモニタシステム１０２は、クッキー状況検出部１５０２
を備える。例えば、クッキー状況検出部１５０２は、クライアントデバイスからのメッセ
ージ（例えば、図２の要求２０６）を検査又は分析して、ＡＭＥクッキーがメッセージ内
に存在するかどうかを判定することができる。図示の例では、ＡＭＥクッキー（例えば、
ＡＭＥクッキー２０８（図２））を生成するために、インプレッションモニタシステム１
０２は、クッキー生成部１５０４を備える。
【００６２】
　[0077]図示の例では、ログインタイムスタンプ（例えば、図２のログインタイムスタン
プ２２０）を生成するために、インプレッションモニタシステム１０２は、タイムスタン
プ生成部１５０６を備える。例えば、タイムスタンプ生成部１５０６は、時間を追跡し、
タイムスタンプを生成するために、リアルタイムクロック（ＲＴＣ）又は任意の他のタイ
ミング若しくはクロックデバイス若しくはインターフェースを使用して実装されうる。図
示の例では、メッセージ（例えば、図２の応答２１６）を生成するために、インプレッシ
ョンモニタシステム１０２は、メッセージ生成部１５０８を備える。図示の例では、イン
プレッションをログ記録するために、インプレッションモニタシステム１０２は、インプ
レッションログ記録部（ｌｏｇｇｅｒ）１５１０を備える。例えば、インプレッションロ
グ記録部１５１０は、図６に示すように、インプレッションをＡＭＥインプレッションス
トア１１４にログ記録することができる。
【００６３】
　[0078]図示の例では、メッセージ及び／又は情報をクライアントデバイス１０８から受
信し、メッセージ及び／又は情報を、クライアントデバイス１０８並びに／又はパートナ
ーデータベース所有者１０４ａ及び１０４ｂへ送信するために、インプレッションモニタ
システム１０２は、通信インターフェース１５１２を備える。例えば、通信インターフェ
ース１５１２は、タグ要求１１２（図１）及び要求２０６（図２）など、メッセージをク
ライアントデバイス１０８から受信することができる。加えて、通信インターフェース１
５１２は、応答２１６（図２）など、メッセージをクライアントデバイス１０８へ送信し
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、ログ記録されたインプレッション（例えば、ＡＭＥインプレッションストア１１４内に
ログ記録されたインプレッション）をパートナーデータベース所有者１０４ａ及び１０４
ｂへ送信することができる。
【００６４】
　[0079]図１６は、図２のクッキーレポータ２０２を実装するために使用されうる、一例
の装置である。図示の例では、ログイベントを検出するために、クッキーレポータ２０２
は、ログインイベント検出部１６０２を備える。例えば、ログイン検出部１６０２は、ク
ライアントデバイス（例えば、図１から図３のクライアントデバイス１０８）のウェブブ
ラウザ（例えば、図３のウェブブラウザ３０２）によって生成されたログインイベントを
監視するように構成されうる。図示の例では、ユーザが図２のログインウェブページ２０
４にログインするとき、ログイン検出部１６０２は、ログインイベントを検出する。
【００６５】
　[0080]図示の例では、クライアントデバイス（例えば、図１から図３のクライアントデ
バイス１０８）内にＡＭＥクッキー（例えば、図２のＡＭＥクッキー２０８）が設定され
ている（例えば、格納されている）か、パートナークッキー（例えば、図２のパートナー
クッキー２２８）が設定されている（例えば、格納されている）かを検出するために、ク
ッキーレポータ２０２は、クッキー状況検出部１６０４を備える。例えば、クッキー状況
検出部１６０２は、クライアントデバイス内のクッキーファイル又はクッキーエントリを
検査又は分析して、ＡＭＥクッキー（例えば、図２のＡＭＥクッキー２０８）が以前に設
定されているか、パートナークッキー（例えば、図２のパートナークッキー２２８）が以
前に設定されているかを判定することができる。図示の例では、クッキー状況検出部１６
０４はまた、クッキーの期限が切れているかどうかを判定することもできる。図示の例で
は、クッキーの期限が切れるとき、クッキーは、無効として、又は、クライアントデバイ
ス内にもはや存在しないかのように扱われ、対応するサーバドメインによって再度設定さ
れなければならない。
【００６６】
　[0081]図示の例では、クライアントデバイス（例えば、図１から図３のクライアントデ
バイス１０８）内の記憶場所からクッキーを検索するために、クッキーレポータ２０２は
、クッキーインターフェース１６０６を備える。例えば、クッキーインターフェース１６
０６は、ＡＭＥクッキー（例えば、図２のＡＭＥクッキー２０８）又はパートナークッキ
ー（例えば、図２のパートナークッキー２２８）を、クライアントデバイス内のそれぞれ
の記憶場所から検索することができる。加えて、クッキーインターフェース１６０６はま
た、インプレッションモニタシステム１０２及び／又は任意のパートナーデータベース所
有者から設定及び受信されたクッキーを、クライアントデバイス内に格納することもでき
る。
【００６７】
　[0082]図示の例では、メッセージ（例えば、図１及び図３のタグ要求１１２、図１及び
図２のログレポートメッセージ１１８、並びに、図２の要求２０６）を生成するために、
クッキーレポータ２０２は、メッセージ生成部１６０８を備える。図示の例では、メッセ
ージ及び／若しくは情報を、インプレッションモニタシステム１０２及び／若しくはパー
トナーデータベース所有者（例えば、図１及び図２のパートナーデータベース所有者１０
４ａ及び１０４ｂ）へ送信するために、並びに／又は、メッセージ及び／若しくは情報を
インプレッションモニタシステム１０２から受信するために、クッキーレポータ２０２は
、通信インターフェース１６１０を備える。例えば、通信インターフェース１６１０は、
タグ要求１１２（図１及び図３）及び図２の要求２０６をインプレッションモニタシステ
ム１０２へ送信し、応答２１６（図２）をインプレッションモニタシステム１０２から受
信し、ログインレポートメッセージ１１８（図１及び図２）をパートナーデータベース所
有者１０４ａ及び１０４ｂへ送信することができる。
【００６８】
　[0083]装置１０２及び２０２を実装する方法の例を図１５及び図１６に示したが、図１
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５及び図１６に示す要素、処理及び／又はデバイスのうちの１つ又は複数は、結合、分割
、再配置、省略、除外、及び／又は、任意の他の方法で実装されてもよい。さらに、クッ
キー状況検出部１５０２、クッキー生成部１５０４、タイムスタンプ生成部１５０６、メ
ッセージ生成部１５０８、インプレッションログ記録部１５１０、通信インターフェース
１５１２、及び／又は、より一般には、図１５の装置例１０２は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、並びに／又は、ハードウェア、ソフトウェア及び／若しくはフ
ァームウェアの任意の組み合わせによって実装されてもよい。加えて、ログインイベント
検出部１６０２、クッキー状況検出部１６０４、クッキーインターフェース１６０６、メ
ッセージ生成部１６０８、通信インターフェース１６１０、及び／又は、より一般には、
図１６の装置例２０２は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、並びに／又は
、ハードウェア、ソフトウェア及び／若しくはファームウェアの任意の組み合わせによっ
て実装されてもよい。したがって、例えば、クッキー状況検出部１５０２、クッキー生成
部１５０４、タイムスタンプ生成部１５０６、メッセージ生成部１５０８、インプレッシ
ョンログ記録部１５１０、通信インターフェース１５１２、及び／若しくは、より一般に
は、装置例１０２のうちのいずれか、並びに／又は、ログインイベント検出部１６０２、
クッキー状況検出部１６０４、クッキーインターフェース１６０６、メッセージ生成部１
６０８、通信インターフェース１６１０、及び／若しくは、より一般には、装置例２０２
のうちのいずれかは、１つ又は複数の回路（複数可）、プログラマブルプロセッサ（複数
可）、特定用途向け集積回路（複数可）（ＡＳＩＣ（複数可））、プログラマブル論理デ
バイス（複数可）（ＰＬＤ（複数可））、及び／又は、フィールドプログラマブル論理デ
バイス（複数可）（ＦＰＬＤ（複数可））、その他によって実装されてもよい。本特許の
装置請求項又はシステム請求項のいずれかが、純粋にソフトウェア及び／又はファームウ
ェアの実装形態を包含するように読まれるとき、クッキー状況検出部１５０２、クッキー
生成部１５０４、タイムスタンプ生成部１５０６、メッセージ生成部１５０８、インプレ
ッションログ記録部１５１０、通信インターフェース１５１２、ログインイベント検出部
１６０２、クッキー状況検出部１６０４、クッキーインターフェース１６０６、メッセー
ジ生成部１６０８、及び／又は、通信インターフェース１６１０のうちの少なくとも１つ
は、ソフトウェア及び／又はファームウェアを格納するメモリ、ＤＶＤ、ＣＤ、ブルーレ
イディスク、その他など、有形のコンピュータ可読媒体を含むように、本明細書で明白に
定義される。さらになお、装置例１０２及び２０２は、図１５及び図１６に示すものに加
えて、若しくはその代わりに、１つ若しくは複数の要素、処理及び／若しくはデバイスを
含んでもよく、並びに／又は、図示の要素、処理及びデバイスのうちのいずれか若しくは
すべてのうちの２つ以上を含んでもよい。
【００６９】
　[0084]図８を参照すると、図４のレポート生成部４１２によって生成されうる、一例の
インプレッション集計（ｔｏｔａｌｉｚａｔｉｏｎ）データ構造８００は、インプレッシ
ョンモニタシステム１０２（図１から図３）によってログ記録されたインプレッションに
基づいて、インプレッション集計を格納する。図８に示すように、インプレッション集計
構造８００は、クライアントデバイス１０８（図１から図３）についてログ記録されたイ
ンプレッションの量を示す。図示の例では、インプレッション集計構造８００は、レポー
ト生成部４１２によって、広告キャンペーン（例えば、図１の広告１１０のうちの１つ又
は複数）について生成されて、監視されたユーザごとに１日当たりのインプレッションの
頻度が決定される。
【００７０】
　[0085]１日当たりの一意のユーザごとのインプレッションの頻度を追跡するために、イ
ンプレッション集計構造８００は、頻度列８０２を備える。１の頻度は、一意のユーザに
対する広告キャンペーンの１日当たり１回の接触を示すが、４の頻度は、一意のユーザに
対する同じ広告キャンペーンの１日当たり４回の接触を示す。インプレッションがそれに
起因する一意のユーザの量を追跡するために、インプレッション集計構造８００は、ＵＵ
ＩＤ列８０４を備える。ＵＵＩＤ列８０４の１００，０００の値は、１００，０００人の
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一意のユーザを示す。したがって、インプレッション集計構造８００の最初のエントリは
、１００，０００人の一意のユーザ（すなわち、ＵＵＩＤ＝１００，０００）が特定の広
告キャンペーンに１日に１回（すなわち、頻度＝１）接触したことを示す。
【００７１】
　[0086]接触頻度及びＵＵＩＤに基づいてインプレッションを追跡するために、インプレ
ッション集計構造８００は、インプレッション列８０６を備える。インプレッション列８
０６に格納された各インプレッションカウントは、頻度列８０２に格納された対応する頻
度値に、ＵＵＩＤ列８０４に格納された対応するＵＵＩＤ値を乗じることによって、決定
される。例えば、インプレッション集計構造８００の２番目のエントリでは、２の頻度値
に２００，０００人の一意のユーザを乗じて、４００，０００のインプレッションが特定
の広告キャンペーンに起因することが決定される。
【００７２】
　[0087]図９を参照すると、広告キャンペーンレベルの年齢／性別及びインプレッション
構成データ構造９００が示され、図示の例では、図４のレポート生成部４１２によって生
成されうる。図９の広告キャンペーンレベルの年齢／性別及びインプレッション構成構造
９００内のインプレッションデータは、特定のパートナーデータベース（ＤＢ）所有者（
例えば、図１及び図２のパートナーＡデータベース所有者１０４ａ、又は、図１のパート
ナーＢデータベース所有者１０４ｂ）の登録ユーザに起因するインプレッションに対応す
る。同様のテーブルが、コンテンツ及び／又は他のメディアのために生成されうる。加え
て又は別法として、広告に加えて他のメディアを、データ構造９００に追加することがで
きる。
【００７３】
　[0088]広告キャンペーンレベルの年齢／性別及びインプレッション構成構造９００は、
年齢／性別列９０２、インプレッション列９０４、頻度列９０６、及び、インプレッショ
ン構成列９０８を備える。図示の例の年齢／性別列９０２は、異なる年齢／性別の人口統
計上のグループを示す。図示の例のインプレッション列９０４は、対応する年齢／性別の
人口統計上のグループについて、特定の広告キャンペーンについての合計のインプレッシ
ョンを示す値を格納する。図示の例の頻度列９０６は、インプレッション列９０４内のイ
ンプレッションに寄与した広告キャンペーンについての、ユーザごとの接触の頻度を示す
値を格納する。図示の例のインプレッション構成列９０８は、年齢／性別の人口統計上の
グループの各々についてのインプレッションの割合を格納する。
【００７４】
　[0089]いくつかの例では、図４の人口統計分析部４０６及び人口統計修正部４０８は、
キャンペーンレベルの年齢／性別及びインプレッション構成テーブル９００においてイン
プレッションベースの人口統計情報の最終結果をテーブルにする前に、人口統計情報に対
して人口統計精度分析及び調整処理を行う。人口統計精度分析及び調整処理を行うことで
、登録ユーザがオンラインデータベース所有者（例えば、パートナー１０４ａ及び１０４
ｂ）に対して自称する様子が、必ずしも真実（例えば、本当及び／又は正確）とは限らな
いという、オンライン視聴者測定処理に直面する問題に対処することができる。場合によ
っては、そのようなオンラインデータベース所有者におけるアカウント登録を活用して視
聴者の人口統計属性を決定するオンライン測定のための手法の例は、データベース所有者
サイトにおけるアカウント登録中の登録ユーザによる個人情報／人口統計情報の自己レポ
ートに依拠する場合、不正確な人口統計－接触結果につながることがある。ユーザがデー
タベース所有者サービスのために登録するとき、なぜ誤った又は不正確な人口統計情報を
レポートするかについては、多数の理由がありうる。データベース所有者サイト（例えば
、ソーシャルメディアサイト）において人口統計情報を収集するために使用される自己レ
ポート登録処理は、自己レポートされた人口統計情報の真実性を決定することを容易にし
ない。いくつかの例では、不正確な人口統計情報を分析及び／又は調整するために、人口
統計分析部４０６及び／又は人口統計修正部４０８は、参照により全体として本明細書に
組み込まれている、２０１１年８月１２日に出願した「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐ
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ａｒａｔｕｓ　ｔｏ　Ａｎａｌｙｚｅ　ａｎｄ　Ａｄｊｕｓｔ　Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」という名称の米国特許出願第１３／２０９２９２号に開示さ
れている方法、システム、装置及び／又は製造品の例を使用することができる。
【００７５】
　[0090]広告キャンペーンレベルの年齢／性別及びインプレッション構成構造例９００は
、インプレッション統計値を年齢／性別の人口統計情報のみに関連して示すが、図４のレ
ポート生成部４１２は、同じ又は他のデータ構造を生成して、加えて又は別法として、他
のタイプの人口統計情報を含んでもよい。このようにして、レポート生成部４１２は、イ
ンプレッションレポート１０６ａ（図１及び図４）を生成して、異なるタイプの人口統計
及び／又は異なるタイプのメディアに基づいて、インプレッションを反映することができ
る。
【００７６】
　[0091]図１０から図１３は、図１、図２、図３及び／又は図４の装置及びシステムを実
装するために実行可能であるマシン可読命令を表すフロー図である。図１０から図１３の
処理例は、実行されるとき、デバイス（例えば、プログラマブルコントローラ、又は、他
のプログラマブルマシン若しくは集積回路）に、図１０から図１３に示す動作を行わせる
、マシン可読命令を使用して実装されうる。この例では、マシン可読命令は、図１４に関
連して以下で説明するコンピュータ例１４１０において示すプロセッサ１４１２など、プ
ロセッサによって実行するためのプログラムを備える。プログラムは、プロセッサ１４１
２に関連付けられたＣＤ－ＲＯＭ、フロッピーディスク（登録商標）、ハードドライブ、
デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、ブルーレイディスク、フラッシュメモリ、読取り専
用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、若しくはメモリなど、有形の
コンピュータ可読媒体上に格納されたソフトウェアにおいて具体化されうるが、プログラ
ム全体及び／又はプログラムの部分は、別法として、プロセッサ１４１２以外のデバイス
によって実行可能、及び／又は、ファームウェア若しくは専用ハードウェアにおいて具体
化可能である。
【００７７】
　[0092]本明細書で使用するとき、有形のコンピュータ可読媒体という用語は、いかなる
タイプのコンピュータ可読媒体をも含むように、且つ、伝播信号を除くように、明白に定
義される。加えて又は別法として、図１０から図１３の処理例は、フラッシュメモリ、読
取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、キャッシュ、又は、情
報がいずれかの継続時間にわたって（例えば、延長された期間にわたって、永久に、短い
場合、一時的なバッファリングのために、及び／又は、情報のキャッシングのために）格
納される任意の他の記憶媒体など、非一時的なコンピュータ可読媒体上に格納されたコー
ド化された命令（例えば、コンピュータ可読命令）を使用して、実装されうる。本明細書
で使用するとき、非一時的なコンピュータ可読媒体という用語は、いかなるタイプのコン
ピュータ可読媒体をも含むように、且つ、伝播信号を除くように、明白に定義される。本
明細書で使用するとき、「少なくとも」という句が請求項のプリアンブル内で移行語（ｔ
ｒａｎｓｉｔｉｏｎ　ｔｅｒｍ）として使用されるとき、「少なくとも」という句は、「
備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という用語が非限定的（ｏｐｅｎ－ｅｎｄｅｄ）であ
ることと同様に、非限定的である。したがって、「少なくとも」をそのプリアンブル内で
移行語として使用する請求項は、その請求項に明白に記載されたものに加えて要素を含み
うる。
【００７８】
　[0093]別法として、図１０から図１３の処理例は、特定用途向け集積回路（複数可）（
ＡＳＩＣ（複数可））、プログラマブル論理デバイス（複数可）（ＰＬＤ（複数可））、
フィールドプログラマブル論理デバイス（複数可）（ＦＰＬＤ（複数可））、ディスクリ
ート論理、ハードウェア、ファームウェア、その他の任意の組み合わせ（複数可）を使用
して実装されうる。また、図１０から図１３の処理例は、上記の技法のいずれかの任意の
組み合わせ（複数可）、例えば、ファームウェア、ソフトウェア、ディスクリート論理及
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び／又はハードウェアの任意の組み合わせとして実装されうる。
【００７９】
　[0094]図１０から図１３の処理例を、図１０から図１３のフロー図を参照して説明する
が、図１、図２、図３及び／又は図４の装置及びシステムを実装する他の方法が採用され
てもよい。例えば、ブロックの実行の順序は、変更可能であり、及び／又は、説明するブ
ロックのうちのいくつかは、変更、除外、再分割若しくは結合可能である。加えて、図１
０から図１３の処理例のうちの一方又は両方は、例えば、別々の処理スレッド、プロセッ
サ、デバイス、ディスクリート論理、回路、その他によって、順次に及び／又は並行して
行うことができる。
【００８０】
　[0095]図１０を詳細に参照すると、図示の処理例は、ログインイベント及びユーザクッ
キー（例えば、図２及び図３のＡＭＥクッキー２０８及びパートナーＡクッキー２２８）
をデータベース所有者（例えば、図１及び図２のパートナーＡデータベース所有者１０４
ａ）にレポートするために使用されうる。図示の例では、フロー図は、クライアントデバ
イス処理１００２及びインプレッションモニタシステム処理１００４を示す。図示の例で
は、クライアントデバイス処理１００２は、図２及び図１６のクッキーレポータ２０２に
よって行われうるものであり、インプレッションモニタシステム処理１００４は、図１か
ら図３及び図１５のインプレッションモニタシステム１０２によって行われうる。図１０
の処理例を、クライアントデバイス１０８と、インプレッションモニタシステム１０２と
、パートナーＡデータベース所有者１０４ａとの間の相互作用として、図２に関連して説
明する。しかし、図１０の処理例と類似の又は等しい処理は、他のクライアントデバイス
、インプレッションモニタシステム１０２及び／又は他のデータベース所有者の間で、任
意の時間に又は同時に行われて、ユーザがそれぞれのデータベース所有者（例えば、図１
及び図２のデータベース所有者１０４ａ及び１０４ｂ）のログインページ（例えば、図２
のログインページ２０４）にログインするとき、同じタイプのユーザログインレポートイ
ベントが達成されうる。
【００８１】
　[0096]最初に、クライアントデバイス処理１００２の一部として、ログインイベント検
出部１６０２（図１６）は、ログインイベントを検出する（ブロック１００６）。ログイ
ンイベントは、例えば、クライアントデバイス１０８のユーザが図２のログインページ２
０４にログインすることでありうる。メッセージ生成部１６０８（図１６）は、ログイン
イベントを示すための要求２０６（図２）を生成する（ブロック１００８）。クッキー状
況検出部１６０４（図１６）は、ＡＭＥクッキー（例えば、図２のＡＭＥクッキー２０８
）がクライアントデバイス１０８に既に設定されているかどうかを判定する（ブロック１
０１０）。ＡＭＥクッキー２０８が既に設定されている場合、クッキーインターフェース
１６０６（図１６）及び／又はメッセージ生成部１６０８は、ＡＭＥクッキー２０８（例
えば、ユーザを識別する名前－値の対）を要求２０６に格納する（ブロック１０１２）。
ＡＭＥクッキー２０８を要求２０６に格納した後（ブロック１０１２）、又は、ＡＭＥク
ッキー２０８がクライアントデバイス内に既に設定されていない場合（ブロック１０１０
）、通信インターフェース１６１０（図１６）は、要求２０６をインプレッションモニタ
システム１０２へ送信する（ブロック１０１４）。
【００８２】
　[0097]インプレッションモニタシステム処理例１００４に示すように、通信インターフ
ェース１５１２（図１５）は、要求２０６を受信し（ブロック１０１６）、クッキー状況
検出部１５０２（図１５）は、ＡＭＥクッキー２０８がクライアントデバイス１０８内に
既に設定されているかどうかを判定する（ブロック１０１８）。例えば、クッキー状況検
出部１５０２は、ＡＭＥクッキー２０８が既に設定されているかどうかを、要求２０６が
ＡＭＥクッキー２０８を含むかどうかに基づいて判定することができる。クッキー状況検
出部１５０２が、ＡＭＥクッキー２０８が既に設定されていないと判定する場合（ブロッ
ク１０１８）、クッキー生成部１５０４（図１５）は、ＡＭＥクッキー２０８を作成する
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（ブロック１０２０）。例えば、クッキー生成部１５０４は、クライアントデバイス１０
８のためのＵＵＩＤを生成することによって、ＡＭＥクッキー２０８を生成することがで
きる。メッセージ生成部１５０８（図１５）は、ＡＭＥクッキー２０８を応答２１６（図
２）に格納する（ブロック１０２２）。
【００８３】
　[0098]ＡＭＥクッキー２０８を応答２１６に格納した後（ブロック１０２２）、又は、
クッキー状況検出部１５０２が、ブロック１０１８で、ＡＭＥクッキー２０８がクライア
ントデバイス１０８内に既に設定されていると判定する場合、タイムスタンプ生成部１５
０６は、ログインタイムスタンプ（例えば、図２のログインタイムスタンプ２２０）を生
成して（ブロック１０２４）、検出されたログインイベントのためのログイン時間を示す
。メッセージ生成部１５０８は、ログインタイムスタンプ２２０を応答２１６に格納し（
ブロック１０２６）、通信インターフェース１５１２は、応答２１６をクライアントデバ
イス１０８へ送信する（ブロック１０２８）。
【００８４】
　[0099]クライアントデバイス処理１００２に戻ると、通信インターフェース１６１０（
図１６）は、応答２１６を受信し（ブロック１０３０）、メッセージ生成部１６０８（図
１６）は、ログインレポートメッセージ１１８（図１及び図２）を生成する（ブロック１
０３２）。存在する場合、クッキーインターフェース１６０６（図１６）及び／又はメッ
セージ生成部１６０８は、ブロック１００６で検出されたログインイベントに対応するパ
ートナークッキー（例えば、パートナーＡクッキー２２８）を、ログインレポートメッセ
ージ１１８に格納する（ブロック１０３４）。対応するパートナークッキーがクライアン
トデバイス１０８内に存在しない場合、パートナークッキーはログインレポートメッセー
ジ１１８に格納されず、対応するパートナーに、クライアントデバイス１０８のためのパ
ートナークッキーを作成するべきであることを示す。加えて、クッキーインターフェース
１６０６及び／又はメッセージ生成部１６０８は、ＡＭＥクッキー２０８をログインレポ
ートメッセージ１１８に（例えば、ペイロード２３２に）データパラメータとして格納す
る（ブロック１０３６）。メッセージ生成部１６０８はまた、ログインタイムスタンプ２
２０をもログインレポートメッセージ１１８に（例えば、ペイロード２３２に）格納する
（ブロック１０３８）。通信インターフェース１６１０は、ログインレポートメッセージ
１１８を対応するパートナーデータベース所有者（例えば、パートナーＡデータベース所
有者１０４ａ）へ送信する（ブロック１０４０）。このようにして、クッキーレポータ２
０２は、パートナーＡデータベース所有者１０４ａが図２及び図５のパートナークッキー
マップ２３６においてパートナーＡクッキー２２８をＡＭＥクッキー２０８及びログイン
タイムスタンプ２２０にマッピングできるようにする。図１０の処理例は、次いで終了す
る。
【００８５】
　[0100]次に図１１を参照すると、図示のフロー図は、パートナーデータベース所有者（
例えば、図１及び図２のパートナーデータベース所有者１０４ａ及び／又は１０４ｂ）に
よって、ＡＭＥクッキー識別子（例えば、図２のＡＭＥクッキー２０８のＵＵＩＤ）をパ
ートナーデータベース所有者に登録されたユーザのユーザ識別子（例えば、図２のパート
ナーＡクッキー２２８のＵＵＩＤ）とマッピングするために行われうる、一例の処理を表
す。簡単にするために、図１１は、単一のログインメッセージを受信する処理に言及する
が、多数のそのような処理が並行して存在及び実行可能である（例えば、並列スレッド）
。図１１の処理例を、図２の図示の例、図４の装置４００、及び、パートナーＡデータベ
ース所有者１０４ａに関連して説明する。しかし、図１１の処理例と類似の又は等しい処
理は、他のパートナーデータベース所有者及び／又は他の装置によって、任意の時間に又
は同時に行われて、同じタイプのクッキーマッピング処理が達成されうる。
【００８６】
　[0101]最初に、パートナーＡデータベース所有者１０４ａは、ログインレポートメッセ
ージ１１８（図１及び図２）を受信する（ブロック１１０２）。データ解析部４１４（図
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４）は、パートナーＡクッキー２２８をログインレポートメッセージ１１８から抽出する
（ブロック１１０４）。図示の例では、データ解析部４１４は、パートナーＡクッキー２
２８をログインレポートメッセージ１１８のクッキーフィールド２３０から抽出する。デ
ータ解析部４１４は、ＡＭＥクッキー２０８をログインレポートメッセージ１１８から抽
出する（ブロック１１０６）。図示の例では、データ解析部４１４は、ＡＭＥクッキー２
０８をログインレポートメッセージ１１８のペイロード２３２からデータパラメータとし
て抽出する。加えて、データ解析部４１４は、ログインタイムスタンプ２２０をログイン
レポートメッセージ１１８から抽出する（ブロック１１０８）。マッピング部４１６（図
４）は、例えば、図２及び図５のパートナークッキーマップ２３６において、パートナー
Ａクッキー２２８をＡＭＥクッキー２０８にマッピングする（例えば、各クッキーのＵＵ
ＩＤを互いにマッピングする）（ブロック１１１０）。加えて、マッピング部４１６は、
ログインタイムスタンプ２２０を、パートナークッキーマップ２３６においてマッピング
されたクッキーに関連して格納する（ブロック１１１２）。図１１の処理例は、次いで終
了する。
【００８７】
　[0102]次に図１２を参照すると、図示の処理例は、インプレッションをログ記録するた
めに行われうる。図示の例では、図１２の処理例を、図３及び図１５に関連して、クライ
アントデバイス１０８から受信されたタグ要求に基づいて、インプレッションモニタシス
テム１０２によって行われるように説明する。しかし、図１２の処理例と類似の又は等し
い処理は、インプレッションモニタシステム１０２によって、他のクライアントデバイス
（例えば、図１のクライアントデバイス１０８のうちのいずれか、又は、任意の他のクラ
イアントデバイス）に関連して、任意の時間に又は同時に行われて（例えば、複数のスレ
ッドが生じ、並列に実行可能である）、それらのクライアントデバイスに起因するインプ
レッションがログ記録されうる。
【００８８】
　[0103]最初に、通信インターフェース１５１２（図１５）は、タグ要求（例えば、図１
及び図３のタグ要求１１２）を受信する（ブロック１２０２）。インプレッションログ記
録部１５１０（図１５）は、ＡＭＥクッキー２０８によって示されたＡＭＥ　ＵＵＩＤに
ついてのインプレッションをログ記録する（ブロック１２０４）。図示の例では、インプ
レッションログ記録部１５１０は、インプレッションを、図１、図３及び図６のＡＭＥイ
ンプレッションストア１１４にログ記録する。インプレッションログ記録部１５１０は、
ＡＭＥインプレッションログ１２２（図１及び図４）を１つ又は複数のパートナーデータ
ベース所有者へ送信するべきであるかどうかを判定する（ブロック１２０６）。例えば、
インプレッションログ記録部１５１０は、ＡＭＥインプレッションログ１２２を１つ又は
複数のパートナーデータベース所有者（例えば、図１及び図２のパートナーデータベース
所有者１０４ａ及び１０４ｂ）へ、スケジュール及び／又はログ記録されたインプレッシ
ョンの閾値のうちの１つ又は複数に基づいて、周期的又は非周期的に送信するように構成
されうる。
【００８９】
　[0104]インプレッションログ記録部１５１０が、ＡＭＥインプレッションログ１２２を
１つ又は複数のパートナーデータベース所有者へ送信するべきであると判定する場合（ブ
ロック１２０６）、通信インターフェース１５１２は、ＡＭＥインプレッションログ１２
２を１つ又は複数のパートナーデータベース所有者へ送信する（ブロック１２０８）。応
答において、通信インターフェース１５１２は、１つ又は複数のインプレッションレポー
ト（例えば、図１及び図４のインプレッションレポート１０６ａ及び１０６ｂ）を１つ又
は複数のパートナーデータベース所有者から受信する（ブロック１２１０）。いくつかの
例では、インプレッションモニタシステム１０２は、異なるデータベース所有者（例えば
、パートナーデータベース所有者１０４ａ及び１０４ｂ）からのインプレッションレポー
ト内のインプレッション視聴者データに、重み係数を適用する。いくつかの例では、重み
係数は、例えば、インプレッションデータ及び／又はサンプルサイズ内の人口統計分布及
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び／又はインプレッション分布（例えば、特定のデータベース所有者の登録ユーザの量、
特定のデータベース所有者について監視された登録ユーザの量、及び／又は、ＡＭＥ１０
３によって特定のデータベース所有者の登録ユーザについてログ記録されたインプレッシ
ョンの量）に基づいて、データベース所有者ごとに決定される。
【００９０】
　[0105]１つ又は複数のインプレッションレポートを受信した後（ブロック１２１０）、
又は、ブロック１２０６で、インプレッションログ記録部１５１０がＡＭＥインプレッシ
ョンログ１２２を１つ又は複数のパートナーデータベース所有者へ送信するべきでないと
判定する場合、インプレッションモニタシステム１０２は、インプレッションを監視し続
けるべきであるかどうかを判定する（ブロック１２１２）。例えば、インプレッションモ
ニタシステム１０２は、システムがオフにされるか、又は使用不能にされるまで、インプ
レッションを監視するように構成されうる。インプレッションモニタシステム１０２が、
インプレッションを監視し続けるべきであると判定する場合（ブロック１２１２）、制御
はブロック１２０２へ戻る。そうでない場合、図１２の処理例は、終了する。
【００９１】
　[0106]次に図１３を参照すると、図示の処理例は、人口統計ベースのインプレッション
レポート（例えば、図１及び図４のインプレッションレポート１０６ａ及び１０６ｂ）を
生成するために使用されうる。図１３の処理例を、図４に関連して、パートナーＡデータ
ベース所有者１０４ａを介して装置例４００によって実装されるように説明する。しかし
、図１３の処理例と類似の又は等しい処理は、任意の他のパートナーデータベース所有者
（複数可）によって、任意の時間に又は同時に行われて、それらのパートナーデータベー
ス所有者（複数可）の登録ユーザに基づいて、インプレッションレポートが生成されうる
。
【００９２】
　[0107]最初に、装置４００は、ＡＭＥインプレッションログ１２２（図４）を受信する
（ブロック１３０２）。クッキーマッチング部４０２（図４）は、ＡＭＥクッキーをパー
トナーデータベース所有者クッキーにマッチングする（ブロック１３０４）。例えば、ク
ッキーマッチング部４０２は、対応するデータベース所有者のクッキーマップ（例えば、
パートナーＡクッキーマップ２３６（図４））を使用して、ＡＭＥインプレッションログ
１２２内で示されたＡＭＥクッキー（例えば、図２及び図３のＡＭＥクッキー２０８）か
らのＵＵＩＤを、パートナーデータベース所有者クッキー（例えば、図２及び図３のパー
トナーＡデータベース所有者クッキー２２８）からのＵＵＩＤにマッチングすることがで
きる。クッキーマッチング部４０２は、次いで、ブロック１３０４で発見されたマッチに
基づいて、インプレッション（例えば、ＡＭＥインプレッションログ１２２内で示された
インプレッション）を、対応するパートナーデータベース所有者ＵＵＩＤに関連付ける（
ブロック１３０６）。例えば、クッキーマッチング部４０２は、図７に関連して上記で説
明したパートナーベースのインプレッションデータ構造７００を生成してもよい。
【００９３】
　[0108]人口統計関連付け部４０４（図４）は、対応するデータベース所有者（例えば、
パートナーＡデータベース所有者１０４ａ）の登録ユーザの人口統計を、インプレッショ
ンに関連付ける（ブロック１３０８）。例えば、人口統計関連付け部４０４は、パートナ
ーベースのインプレッションデータ構造７００のパートナーユーザＩＤ列７１２内で示さ
れたパートナーユーザＩＤについて、人口統計情報をユーザアカウントデータベース２３
８（図２及び図４）から検索してもよい。
【００９４】
　[0109]ユーザＩＤ修正部４１０は、ユーザＩＤを人口統計ベースのインプレッションデ
ータ構造７００から除去する（ブロック１３１０）。例えば、ユーザＩＤ修正部４１０は
、ＵＵＩＤを、ＡＭＥクッキー（例えば、図２及び図３のＡＭＥクッキー２０８）に対応
するＡＭＥユーザＩＤ列７０２、及び、パートナークッキー（例えば、図２及び図３のパ
ートナーＡクッキー２２８）に対応するパートナーユーザＩＤ列７１２から除去すること
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ができる。他の例では、レポート生成部４１２は、人口統計ベースのインプレッションデ
ータ構造７００から、選択された部分をコピーし、ユーザＩＤを介してコピーすることな
く、レポート内の選択された部分を格納することができる。このようにして、装置４００
は、人口統計ベースのインプレッションが他者（例えば、視聴者測定エンティティ）と共
有されるとき、登録ユーザのアイデンティティを難読化して、登録ユーザのプライバシー
を保護することができる。
【００９５】
　[0110]人口統計分析部４０６（図４）は、ブロック１３０８でインプレッションに関連
付けられた人口統計情報を分析する（ブロック１３１２）。人口統計分析部４０６は、い
ずれかの人口統計情報が修正される必要があるかどうかを判定する（ブロック１３１４）
。人口統計情報のいずれかが修正される必要がある（例えば、人口統計情報が不完全及び
／又は不正確であるために、変更又は追加される必要がある）場合、人口統計修正部４０
８（図４）は、修正を必要とする選ばれた人口統計データを修正する（ブロック１３１６
）。図示の例では、人口統計分析部４０６及び／又は人口統計修正部４０８は、例えば、
参照により全体として本明細書に組み込まれている、２０１１年８月１２日に出願した「
Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｔｏ　Ａｎａｌｙｚｅ　ａｎｄ　Ａｄｊ
ｕｓｔ　Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」という名称の米国特許出願
第１３／２０９２９２号に開示されている１つ又は複数の技法の例を使用して、ブロック
１３１２、１３１４及び１３１６の動作を行って、人口統計情報を分析及び／又は修正し
てもよい。
【００９６】
　[0111]ブロック１３１６で人口統計情報を修正した後、又は、ブロック１３１４で、人
口統計分析部４０６が、人口統計情報のいずれも修正を必要としないと判定する場合、レ
ポート生成部４１２は、１つ又は複数のインプレッションレポート（例えば、図１及び図
４のインプレッションレポート１０６ａ）を生成する（ブロック１３１８）。例えば、レ
ポート生成部４１２は、図８及び図９に関連して上記で説明した１つ又は複数の技法例を
使用して、及び／又は、任意の他の適切な技法（複数可）を使用して、インプレッション
レポート１０６ａのうちの１つ又は複数を生成してもよい。装置４００は、次いで、１つ
又は複数のインプレッションレポート１０６ａをインプレッションモニタシステム１０２
へ送信する（ブロック１３２０）。図示の例では、インプレッションレポート１０６ａは
、異なるＡＭＥクッキー２０８（及び、対応するパートナーＡクッキー２２８）に関連付
けられ、且つ、キャンペーンＩＤ及び／又は他のメディアコンテンツＩＤによって識別さ
れたコンテンツ（例えば、広告及び／又は他のメディア）に接触した、人口統計上の区分
、母集団又はグループを示す。図１３の処理例は、次いで終了する。
【００９７】
　[0112]図１４は、本明細書で開示する装置、方法及びシステムの例を実装するために使
用されうる、一例のプロセッサシステム１４１０のブロック図である。図１４に示すよう
に、プロセッサシステム１４１０は、相互接続バス１４１４に結合されるプロセッサ１４
１２を含む。プロセッサ１４１２は、任意の適切なプロセッサ、処理装置又はマイクロプ
ロセッサであってもよい。図１４に図示しないが、システム１４１０は、マルチプロセッ
サシステムであってもよく、したがって、プロセッサ１４１２に等しいか又は類似してお
り、相互接続バス１４１４に通信的に結合される、１つ又は複数の追加のプロセッサを含
みうる。
【００９８】
　[0113]図１４のプロセッサ１４１２は、チップセット１４１８に結合され、チップセッ
ト１４１８は、メモリコントローラ１４２０及び入出力（Ｉ／Ｏ）コントローラ１４２２
を含む。チップセットは、Ｉ／Ｏ及びメモリ管理機能、並びに、チップセット１４１８に
結合された１つ又は複数のプロセッサによってアクセス可能又は使用される、複数の汎用
及び／又は専用レジスタ、タイマー、その他を提供する。メモリコントローラ１４２０は
、プロセッサ１４１２（又は、複数のプロセッサがある場合、複数のプロセッサ）がシス
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テムメモリ１４２４、大容量記憶メモリ１４２５、及び／又は光媒体１４２７にアクセス
できるようにする機能を行う。
【００９９】
　[0114]一般に、システムメモリ１４２４は、例えば、スタティックランダムアクセスメ
モリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、フラッシュメモ
リ、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、その他など、任意の所望のタイプの揮発性及び／又は
不揮発性メモリを含みうる。大容量記憶メモリ１４２５は、ハードディスクドライブ、光
ドライブ、テープ記憶装置、その他を含む、任意の所望のタイプの大容量記憶装置を含み
うる。光媒体１４２７は、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、コンパクトディスク（Ｃ
Ｄ）、又はブルーレイ光ディスクなど、任意の所望のタイプの光媒体を含みうる。図１０
から図１３のうちのいずれかの命令は、システムメモリ１４２４、大容量記憶装置１４２
５、光媒体１４２７、及び／又は任意の他のメディアによって表される有形の媒体のうち
のいずれかに格納されうる。
【０１００】
　[0115]Ｉ／Ｏコントローラ１４２２は、プロセッサ１４１２がＩ／Ｏバス１４３２を介
して周辺入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス１４２６及び１４２８並びにネットワークインターフ
ェース１４３０と通信できるようにする機能を行う。Ｉ／Ｏデバイス１４２６及び１４２
８は、例えば、キーボード、ビデオディスプレイ又はモニタ、マウス、その他など、任意
の所望のタイプのＩ／Ｏデバイスであってもよい。ネットワークインターフェース１４３
０は、例えば、プロセッサシステム１４１０が別のプロセッサシステムと通信できるよう
にする、イーサネットデバイス（登録商標）、非同期転送モード（ＡＴＭ）デバイス、８
０２．１１デバイス、デジタル加入者線（ＤＳＬ）モデム、ケーブルモデム、セルラーモ
デム、その他であってもよい。
【０１０１】
　[0116]メモリコントローラ１４２０及びＩ／Ｏコントローラ１４２２を、図１４ではチ
ップセット１４１８内の別々の機能ブロックとして示すが、これらのブロックによって行
われる機能は、単一の半導体回路内に組み込まれてもよく、又は、２つ以上の別々の集積
回路を使用して実装されてもよい。
【０１０２】
　[0117]上記は、コンポーネントの中でも、ハードウェア上で実行されたファームウェア
及び／又はソフトウェアを含む、方法、装置、システム及び製造品の例を開示するが、そ
のような方法、装置、システム及び製造品は例示的でしかなく、限定と見なされるべきで
はないことに留意されたい。したがって、上記は、方法、装置、システム及び製造品の例
を説明するが、提供したこれらの例は、そのような方法、装置、システム及び製造品を実
装するための唯一の方法ではない。
【０１０３】
　[0118]方法、装置及び製造品のある例を本明細書で説明したが、本特許が包含する範囲
は、これらの例に限定されない。反対に、本特許は、本特許の特許請求の範囲の範囲内に
適正に入るすべての方法、装置及び製造品を包含する。
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