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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアのインプレッションの帰属先誤判定の誤りを補償する方法であって、
　第１の種類のコンピューティング機器から第１の要求を第１のインターネットドメイン
で受信するステップであって、前記第１の要求は、前記コンピューティング機器における
メディアへのアクセスを示す、ステップと、
　前記第１の種類のコンピューティング機器から前記第１のインターネットドメインで受
信された要求に対応する人口統計学的情報を求める要求を送信するステップであって、前
記要求は前記第１の要求を含む、ステップと、
　第２の世帯の第２の視聴者配分と集約された第１の世帯の第１の視聴者配分を含む集約
された視聴者配分を、プロセッサを使用して生成するステップであって、前記第１の視聴
者配分は、前記第１の世帯の第１の世帯員のうち、データベース保有者に登録している第
１の世帯員を人口統計グループに配分することからなり、前記第１の視聴者配分は、前記
第１の世帯員による第１のメディアへのアクセスに基づき、前記集約された視聴者配分は
クッキーを使用せずに生成される、ステップと、
　前記集約された視聴者配分を前記プロセッサを使用して正規化して帰属先誤判定補正行
列を生成するステップであって、前記帰属先誤判定補正行列は、前記データベース保有者
が前記メディアのインプレッションが第２の人口統計グループの人物に対応すると判定す
る時に、前記インプレッションが第１の人口統計グループに属すると判定できる確率を含
む、ステップと、
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　前記帰属先誤判定補正行列を使用して前記インプレッションを前記第１の人口統計グル
ープに再割り当てすることにより、前記インプレッション中の帰属先誤判定の誤りを補償
するステップであって、前記インプレッションは、モバイル機器でアクセスされたメディ
アを示す、ステップと
を含む方法。
【請求項２】
　調査較正データソースに関連する過剰サンプリング又はサンプリング不足の少なくとも
一方について前記集約された視聴者配分を補正する補正指標を生成するステップをさらに
含み、前記調査較正データソースは、前記第１の世帯員による前記メディアへのアクセス
と、前記データベース保有者への前記第１の世帯員の登録ステータスとを示す請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記補正指標は、前記第１の人口統計グループの第１の人物が前記第２の人口統計グル
ープの第２の人物と共に生活している第２の確率に基づく請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記補正指標を生成するステップが、
　第１の調査較正データに基づいて第１の人のペアの第１の数量を求めることであって、
前記第１の人のペアはそれぞれ、共に生活している前記第１の人口統計グループの第１の
人物と前記第２の人口統計グループの第２の人物とを含む、ことと、
　第２の調査較正データに基づいて第２の人のペアの第２の数量を求めることであって、
前記第２の人のペアはそれぞれ、共に生活している前記第１の人口統計グループの第３の
人物と前記第２の人口統計グループの第４の人物とを含み、前記第２の調査較正データは
前記第１の調査較正データよりも精度が高い、ことと、
　前記第１の数量と前記第２の数量との比を求めることと
を含む請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記集約された視聴者配分が、第１の人口統計グループそれぞれにつき、前記第２の人
口統計グループの中でその第１の人口統計グループに属すると判定すべき人の数を記述し
、前記集約された視聴者配分を正規化するステップが、前記第２の人口統計グループの人
数の合計が指定された値になるように前記第２の人口統計グループのそれぞれの人数をス
ケーリングすることを含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の世帯の共有パターンを求めるステップであって、前記共有パターンは、前記
第１の世帯員のうち、あるメディアカテゴリにアクセスする世帯員と、前記第１の世帯員
のうち前記メディアカテゴリにアクセスしない他の世帯員とを示す、ステップと、
　前記メディアカテゴリについての前記共有パターンに基づいて、前記第１の世帯の前記
第１の世帯員の機器共有確率の確率密度関数を求めるステップであって、前記確率密度関
数は、前記第１の世帯員が前記メディアカテゴリのメディアにアクセスするそれぞれの確
率を示し、前記第１の視聴者配分は前記機器共有確率に基づく、ステップと
をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の世帯に、前記第１の世帯員のうち登録された世帯員であって同じ第２の人口
統計グループにいる世帯員が２人以上いる場合に、前記第１の世帯員についての前記機器
共有確率を集約するステップをさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　小数を前記人口統計グループに配分することにより前記第１の視聴者配分を生成するス
テップをさらに含み、前記小数の合計は、前記第１の世帯員のうちデータベース保有者に
登録している世帯員の数になる請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の視聴者配分を生成するステップがクッキーを使用することを含まない請求項
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８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の視聴者配分を生成するステップ及び前記集約された視聴者配分を生成するス
テップが視聴者のパネルを使用しない請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　パブリッシャに命令を提供するステップをさらに含み、前記命令は前記パブリッシャか
ら前記コンピューティング機器に提供され、前記コンピューティング機器によって実行さ
れると前記コンピューティング機器から前記第１の要求を送信させる請求項１に記載の方
法。
【請求項１２】
　集約された視聴者配分を生成するためにユーザのオンラインメディアへのアクセス行動
に関して個々のオンラインユーザと通信せず、且つ、前記オンラインユーザに調査回答を
要求しないことにより、コンピュータの処理リソースを節減するステップをさらに含む請
求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　集約された視聴者配分を生成するためにユーザのオンラインメディアへのアクセス行動
に関して個々のオンラインユーザと通信せず、且つ、前記オンラインユーザに調査回答を
要求しないことにより、ネットワーク通信帯域幅を節減するステップをさらに含む請求項
１に記載の方法。
【請求項１４】
　メディアのインプレッションの帰属先誤判定の誤りを補償する装置であって、
　インプレッション収集部であり、
　　第１の種類のコンピューティング機器から第１の要求を第１のインターネットドメイ
ンで受信し、前記第１の要求は、前記コンピューティング機器におけるメディアへのアク
セスを示し、
　　前記第１の種類のコンピューティング機器から前記第１のインターネットドメインで
受信された要求に対応する人口統計学的情報を求める要求を送信し、前記要求は前記第１
の要求を含む、インプレッション収集部と、
　第２の世帯の第２の視聴者配分と集約された第１の世帯の第１の視聴者配分を含む集約
された視聴者配分を生成する集約配分生成部であって、前記第１の視聴者配分は、前記第
１の世帯の第１の世帯員のうち、データベース保有者に登録している第１の世帯員を人口
統計グループに配分することからなり、前記第１の視聴者配分は、前記第１の世帯員によ
る第１のメディアへのアクセスに基づき、前記集約配分生成部はクッキーを使用せずに前
記集約された視聴者配分を生成する、集約配分生成部と、
　前記集約された視聴者配分を正規化して帰属先誤判定補正行列を生成する行列正規化部
であって、前記帰属先誤判定補正行列は、前記データベース保有者が前記メディアのイン
プレッションが第２の人口統計グループの人物に対応すると判定する時に、前記インプレ
ッションが第１の人口統計グループに属すると判定できる確率を含む、行列正規化部と、
　前記帰属先誤判定補正行列を使用して前記インプレッションを前記第１の人口統計グル
ープに再割り当てすることにより、前記インプレッション中の帰属先誤判定の誤りを補償
する帰属先誤判定補正部であって、前記インプレッションは、モバイル機器でアクセスさ
れたメディアを示す、帰属先誤判定補正部とを備え、前記集約配分生成部、前記行列正規
化部、又は前記帰属先誤判定補正部の少なくとも１つが論理回路によって実装される装置
。
【請求項１５】
　調査較正データソースに関連する過剰サンプリング又はサンプリング不足の少なくとも
一方について前記集約された視聴者配分を補正する補正指標を生成する行列補正部をさら
に備え、前記調査較正データソースは、前記第１の世帯員による前記メディアへのアクセ
スと、前記データベース保有者への前記第１の世帯員の登録ステータスとを示す請求項１
４に記載の装置。
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【請求項１６】
　前記補正指標は、前記第１の人口統計グループの第１の人物が前記第２の人口統計グル
ープの第２の人物と共に生活している第２の確率に基づく請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記行列補正部が、
　第１の調査較正データに基づいて第１の人のペアの第１の数量を求め、前記第１の人の
ペアはそれぞれ、共に生活している前記第１の人口統計グループの第１の人物と前記第２
の人口統計グループの第２の人物とを含み、
　第２の調査較正データに基づいて第２の人のペアの第２の数量を求め、前記第２の人の
ペアはそれぞれ、共に生活している前記第１の人口統計グループの第３の人物と前記第２
の人口統計グループの第４の人物とを含み、前記第２の調査較正データは前記第１の調査
較正データよりも精度が高く、
　前記第１の数量と前記第２の数量との比を求める
ことにより補正指標を生成する請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記集約された視聴者配分が、第１の人口統計グループそれぞれにつき、前記第２の人
口統計グループの中でその第１の人口統計グループに属すると判定すべき人の数を記述し
、前記行列正規化部が、前記第２の人口統計グループの人数の合計が指定された値になる
ように前記第２の人口統計グループのそれぞれの人数をスケーリングすることにより、前
記集約された視聴者配分を正規化する請求項１４に記載の装置。
【請求項１９】
　世帯配分生成部であって、
　前記第１の世帯の共有パターンを求め、前記共有パターンは、前記第１の世帯員のうち
、あるメディアカテゴリにアクセスする世帯員と、前記第１の世帯員のうち前記メディア
カテゴリにアクセスしない他の世帯員とを示し、
　前記メディアカテゴリについての前記共有パターンに基づいて、前記第１の世帯の前記
第１の世帯員の機器共有確率の確率密度関数を求め、前記確率密度関数は、前記第１の世
帯員が前記メディアカテゴリのメディアにアクセスするそれぞれの確率を示し、前記第１
の視聴者配分は前記機器共有確率に基づく、世帯配分生成部をさらに備える請求項１４に
記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１の世帯に、前記世帯員のうち登録された世帯員であって同じ第２の人口統計グ
ループにいる世帯員が２人以上いる場合に、前記集約配分生成部が、前記第１の世帯員に
ついての前記機器共有確率を集約する請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　小数を前記人口統計グループに配分することにより前記第１の視聴者配分を生成する世
帯配分生成部をさらに備え、前記小数の合計は、前記第１の世帯員のうちデータベース保
有者に登録している世帯員の数になる請求項１４に記載の装置。
【請求項２２】
　前記帰属先誤判定補正部が、前記帰属先誤判定補正行列とインプレッション行列との積
を求めることによって前記インプレッションを再割り当てし、前記インプレッション行列
は、前記データベース保有者によって前記人口統計グループそれぞれに対応すると判定さ
れたインプレッションの数を示す請求項１４に記載の装置。
【請求項２３】
　前記帰属先誤判定補正部が、再割り当て後のインプレッションの合計数が、前記インプ
レッション行列にあるインプレッションの数の合計と同じインプレッションの合計数にな
るように前記インプレッションを再割り当てする請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　実行されると、プロセッサに、少なくとも、
　第１の種類のコンピューティング機器から第１の要求を第１のインターネットドメイン
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で入手させ、前記第１の要求は、前記コンピューティング機器におけるメディアへのアク
セスを示し、
　前記第１の種類のコンピューティング機器から前記第１のインターネットドメインで受
信された要求に対応する人口統計学的情報を求める要求を送信させ、前記要求は前記第１
の要求を含み、
　第２の世帯の第２の視聴者配分と集約された第１の世帯の第１の視聴者配分を含む集約
された視聴者配分を生成させ、前記第１の視聴者配分は、前記第１の世帯の第１世帯員の
うち、データベース保有者に登録している第１の世帯員を人口統計グループに配分するこ
とからなり、前記第１の視聴者配分は、前記第１の世帯員による第１のメディアへのアク
セスに基づき、前記集約された視聴者配分はクッキーを使用せずに生成され、
　前記集約された視聴者配分を正規化して帰属先誤判定補正行列を生成させ、前記帰属先
誤判定補正行列は、前記データベース保有者が前記メディアのインプレッションが第２の
人口統計グループの人物に対応すると判定する時に、前記インプレッションが第１の人口
統計グループに属すると判定できる確率を含み、
　前記帰属先誤判定補正行列を使用して前記インプレッションを前記第１の人口統計グル
ープに再割り当てすることにより、前記インプレッション中の帰属先誤判定の誤りを補償
させ、前記インプレッションは、モバイル機器でアクセスされたメディアを示す
コンピュータ可読命令を備えたコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２５】
　前記命令がさらに前記プロセッサに、調査較正データソースに関連する過剰サンプリン
グ又はサンプリング不足の少なくとも一方について前記集約された視聴者配分を補正する
補正指標を生成させ、前記調査較正データソースは、前記第１の世帯員による前記メディ
アへのアクセスと、前記データベース保有者への前記第１の世帯員の登録ステータスとを
示す請求項２４に記載の記憶媒体。
【請求項２６】
　前記補正指標は、前記第１の人口統計グループの第１の人物が前記第２の人口統計グル
ープの第２の人物と共に生活している第２の確率に基づく請求項２５に記載の記憶媒体。
【請求項２７】
　前記命令が前記プロセッサに、
　第１の調査較正データに基づいて第１の人のペアの第１の数量を求め、前記第１の人の
ペアはそれぞれ、共に生活している前記第１の人口統計グループの第１の人物と前記第２
の人口統計グループの第２の人物とを含み、
　第２の調査較正データに基づいて第２の人のペアの第２の数量を求め、前記第２の人の
ペアはそれぞれ、共に生活している前記第１の人口統計グループの第３の人物と前記第２
の人口統計グループの第４の人物とを含み、前記第２の調査較正データは前記第１の調査
較正データよりも精度が高く、
　前記第１の数量と前記第２の数量との比を求める
ことにより、前記補正指標を生成させる請求項２５に記載の記憶媒体。
【請求項２８】
　前記集約された視聴者配分が、第１の人口統計グループそれぞれにつき、前記第２の人
口統計グループの中でその第１の人口統計グループに属すると判定すべき人の数を記述し
、前記命令が前記プロセッサに、前記第２の人口統計グループの人数の合計が指定された
値になるように前記第２の人口統計グループのそれぞれの人数をスケーリングすることに
より、前記集約された視聴者配分を正規化させる請求項２４に記載の記憶媒体。
【請求項２９】
　前記命令がさらに前記プロセッサに、
　前記第１の世帯の共有パターンを求めさせ、前記共有パターンは、前記第１の世帯員の
うち、あるメディアカテゴリにアクセスする世帯員と、前記第１の世帯員のうち前記メデ
ィアカテゴリにアクセスしない他の世帯員とを示し、
　前記メディアカテゴリについての前記共有パターンに基づいて、前記第１の世帯の前記
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第１の世帯員の機器共有確率の確率密度関数を求めさせ、前記確率密度関数は、前記第１
の世帯員が前記メディアカテゴリのメディアにアクセスするそれぞれの確率を示し、前記
第１の視聴者配分は前記機器共有確率に基づく、請求項２４に記載の記憶媒体。
【請求項３０】
　前記第１の世帯に、前記第１の世帯員のうち登録された世帯員であって同じ第２の人口
統計グループにいる世帯員が２人以上いる場合に、前記命令がさらに前記プロセッサに、
前記第１の世帯員についての前記機器共有確率を集約させる請求項２９に記載の記憶媒体
。
【請求項３１】
　前記命令が前記プロセッサに、小数を前記人口統計グループに配分することにより前記
第１の視聴者配分を生成させ、前記小数の合計は、前記第１の世帯員のうちデータベース
保有者に登録している世帯員の数になる請求項２４に記載の記憶媒体。
【請求項３２】
　前記命令が前記プロセッサに、前記帰属先誤判定補正行列とインプレッション行列との
積を求めることによって前記インプレッションを再割り当てさせ、前記インプレッション
行列は、前記データベース保有者によって前記人口統計グループそれぞれに対応すると判
定されたインプレッションの数を示す請求項２４に記載の記憶媒体。
【請求項３３】
　前記命令が前記プロセッサに、再割り当て後のインプレッションの合計数が、前記イン
プレッション行列にあるインプレッションの数の合計と同じインプレッションの合計数に
なるように前記インプレッションを再割り当てさせる請求項３２に記載の記憶媒体。
【請求項３４】
　プロセッサを使用して、第１の種類のコンピューティング機器からメディアインプレッ
ションを収集するステップと、
　前記プロセッサを使用して、前記メディアインプレッションについての人口統計学的情
報をデータベース保有者に要求するステップであって、前記メディアインプレッションの
第１の部分は、人口統計学的情報がデータベース保有者によって記憶されている人物に対
応し、前記メディアインプレッションの第２の部分は、前記データベース保有者が人口統
計学的情報を入手することができない人物に対応する、ステップと、
　前記メディアインプレッションの前記第１の部分に対応する前記人口統計学的情報を前
記データベース保有者から受け取るステップと、
　前記プロセッサを使用して、前記メディアインプレッションの前記第２の部分にあるメ
ディアインプレッションの数を求めるステップと、
　前記プロセッサを使用して、前記メディアインプレッションに対応するメディアが前記
第１の種類のコンピューティング機器でアクセスされる第１の確率と、メディアが第２の
種類の機器でアクセスされる第２の確率とに基づいて、前記メディアインプレッションの
前記第２の部分についての前記人口統計学的情報を求めるステップと
を含む方法。
【請求項３５】
　第１の種類のコンピューティング機器から第１の要求を第１のインターネットドメイン
で受信するステップであって、前記第１の要求は、前記コンピューティング機器における
メディアへのアクセスを示す、ステップと、
　前記コンピューティング機器から第２の要求を前記第１のインターネットドメインで受
信するステップであって、前記第２の要求は、前記コンピューティング機器におけるある
継続時間単位の前記メディアへのアクセスを示す、ステップと、
　前記第１の種類のコンピューティング機器から前記第１のインターネットドメインで受
信された要求に対応する人口統計学的情報を求める要求を送信するステップであって、前
記要求は前記第２の要求を含む、ステップと、
　前記第１の種類のコンピューティング機器で発生する継続時間単位の数を取得するステ
ップであって、前記継続時間単位の第１の部分は、データベース保有者によって人口統計
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学的情報を認識することが可能な人物に対応し、前記継続時間単位の第２の部分は、前記
データベース保有者が人口統計学的情報を入手できない人物に対応する、ステップと、
　プロセッサを使用して、前記継続時間単位に対応するメディアが前記第１の種類のコン
ピューティング機器でアクセスされる第１の確率と、メディアが第２の種類の機器でアク
セスされる第２の確率とに基づいて、前記継続時間単位の前記第２の部分についての前記
人口統計学的情報を求めるステップと
を含む方法。
【請求項３６】
　インプレッション収集部であって、
　　第１の種類のコンピューティング機器から第１の要求を第１のインターネットドメイ
ンで受信し、前記第１の要求は、前記コンピューティング機器におけるメディアへのアク
セスを示し、
　　前記コンピューティング機器から第２の要求を前記第１のインターネットドメインで
受信し、前記第２の要求は、前記コンピューティング機器におけるある継続時間単位の前
記メディアへのアクセスを示し、
　　前記第１の種類のコンピューティング機器から前記第１のインターネットドメインで
受信された要求に対応する人口統計学的情報を求める要求を送信し、前記要求は前記第２
の要求を含む、インプレッション収集部と、
　第１の種類のコンピューティング機器で発生する継続時間単位の数を入手するインプレ
ッション情報収集部であって、前記継続時間単位の第１の部分は、データベース保有者に
よって人口統計学的情報を認識することが可能な人物に対応し、前記継続時間単位の第２
の部分は、前記データベース保有者が人口統計学的情報を入手できない人物に対応する、
インプレッション情報収集部と、
　前記継続時間単位に対応するメディアが前記第１の種類のコンピューティング機器でア
クセスされる第１の確率と、メディアが第２の種類の機器でアクセスされる第２の確率と
に基づいて、前記継続時間単位の前記部分についての前記人口統計学的情報を求める未カ
バー補正部とを備え、前記インプレッション情報収集部又は前記未カバー補正部の少なく
とも１つが論理回路によって実装される装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0002]本開示は、一般にはメディアの監視に関し、より詳細には、インプレッションデ
ータの帰属先の誤判定及び／又はデータベース保有者による未カバーを補償する方法及び
装置に関する。
【関連出願】
【０００２】
　[0001]本特許は、２０１４年３月１３日に出願された米国仮特許出願第６１／９５２，
７２６号、２０１４年４月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／９７９，３９１号
、２０１４年４月３０日に出願された米国仮特許出願第６１／９８６，７８４号、２０１
４年５月９日に出願された米国仮特許出願第６１／９９１，２８６号、２０１４年６月１
９日に出願された米国仮特許出願第６２／０１４，６５９号、２０１４年７月１１日に出
願された米国仮特許出願第６２／０２３，６７５号、及び２０１４年７月２９日に出願さ
れた米国仮特許出願第６２／０３０，５７１号に対する優先権を主張する。米国仮特許出
願第６１／９５２，７２６号、米国仮特許出願第６１／９７９，３９１号、米国仮特許出
願第６１／９８６，７８４号、米国仮特許出願第６１／９９１，２８６号、米国仮特許出
願第６２／０１４，６５９号、米国仮特許出願第６２／０２３，６７５号、及び米国仮特
許出願第６２／０３０，５７１号は、それらの全体が参照により本明細書に取り込まれる
。
【背景技術】
【０００３】
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　[0003]従来、視聴者測定エンティティは、登録されたパネル構成員に基づいてメディア
番組への視聴者の関与の度合いを判定している。すなわち、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登録する。そして、視聴者測定エンティティは
そのパネル構成員を監視して、そのパネル構成員に露出するメディア（例えば、テレビ番
組やラジオ番組、映画、ＤＶＤ、広告等）を決定する。そのようにして、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、種々のメディアの露出の方策を
決定することができる。
【０００４】
　[0004]ウェブページ、広告及び／又は他のメディア等の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技術は、近年著しく発展している。従来のシステムの中には、こ
れらの監視を主にサーバログを通じて行うものがある。詳細には、インターネット上でメ
ディアを供給するエンティティは、そのような従来のシステムを使用して、自身のサーバ
にあるメディアに対して受信される要求の数を記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】モバイル機器で提示されるメディアのインプレッションを収集し、分散したデー
タベース保有者から、収集されたインプレッションに関連付けるユーザ情報を収集する例
示的なシステムの図である。
【図２】図１の例示的な視聴者測定サーバで実装して、データベース保有者のインプレッ
ション収集技術から生じる帰属先の誤判定及び未カバーに関係する、インプレッションの
不正確さを補償することができる例示的なインプレッションデータ補償器の図である。
【図３Ａ】図２の例示的なインプレッションデータ補償器で行って、データベース保有者
のインプレッション収集技術から生じる帰属先の誤判定及び未カバーに関係する、インプ
レッションの不正確さを補償することができる例示的なデータフローをまとめて説明する
図である。
【図３Ｂ】図２の例示的なインプレッションデータ補償器で行って、データベース保有者
のインプレッション収集技術から生じる帰属先の誤判定及び未カバーに関係する、インプ
レッションの不正確さを補償することができる例示的なデータフローをまとめて説明する
図である。
【図３Ｃ】図２の例示的なインプレッションデータ補償器で行って、データベース保有者
のインプレッション収集技術から生じる帰属先の誤判定及び未カバーに関係する、インプ
レッションの不正確さを補償することができる例示的なデータフローをまとめて説明する
図である。
【図４】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して、データベース保有者
のインプレッション収集技術から生じる帰属先の誤判定及び未カバーに関係する、インプ
レッションの不正確さを補償するために実行することができる例示的な機械可読命令を表
す流れ図である。
【図５】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して帰属先誤判定補正行列
及び／又は共同視聴行列を計算するために実行することができる例示的な機械可読命令を
表す流れ図である。
【図６】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して、人口統計グループの
ペアの帰属先誤判定の確率を求めるために実行することができる例示的な機械可読命令を
表す流れ図である。
【図７】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して、帰属先誤判定補正行
列及び／又は共同視聴行列を生成するために実行することができる例示的な機械可読命令
を表す流れ図である。
【図８】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して共同視聴行列を生成す
るために実行することができる例示的な機械可読命令を表す流れ図である。
【図９】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して、データベース保有者
にカバーされていないメディア視聴者に関連するアルファ係数を生成するために実行する
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ことができる例示的な機械可読命令を表す流れ図である。
【図１０】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して、帰属先誤判定補正
行列に基づいてインプレッションを調整するために実行することができる例示的な機械可
読命令を表す流れ図である。
【図１１】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して、データベース保有
者のインプレッション収集技術に対応する未カバー係数に基づいてインプレッションを調
整するために実行することができる例示的な機械可読命令を表す流れ図である。
【図１２】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して、データベース保有
者にカバーされていないメディア視聴者に関連する人口統計学的プロフィール（又は未カ
バー係数）を計算するために実行することができる例示的な機械可読命令を表す流れ図で
ある。
【図１３】図２の例示的なインプレッションデータ補償器を実装して、データベース保有
者に対応する未カバー係数に基づいてインプレッション及び／又はユニーク視聴者を調整
するために実行することができる例示的な機械可読命令を表す流れ図である。
【図１４】収集されたメディアインプレッションデータのジャンルを判定する、本開示の
教示に従って構築された例示的システムを説明する図である。
【図１５】収集されたメディアインプレッションデータのジャンルを判定する図１４のジ
ャンル予測器の一例を示す図である。
【図１６】ジャンルを予測するために図１５のジャンル分析器によって使用される収集さ
れたメディアインプレッションデータを分類する図１５のデータ分類器の一例を示す図で
ある。
【図１７】図１４及び図１５のジャンル予測器に使用される、例示的な一日の時間帯と例
示的な日の区分を説明する例示的な図表である。
【図１８】ジャンルモデルを構築するために使用できる図１４のジャンルモデル化器の一
例を示す図である。
【図１９】図１４及び図１８の例示的なジャンルモデル化器を実装してジャンルモデルを
構築するために実行することができる例示的な機械可読命令を表す流れ図である。
【図２０】図１４及び図１５の例示的なジャンル予測器を実装して、収集されたメディア
インプレッションデータにジャンルを割り当てるために実行することができる例示的な機
械可読命令を表す流れ図である。
【図２１】図４～図１３の例示的な命令を実行して、本明細書に開示される例示的な装置
及びシステムを実装するために使用できる例示的なプロセッサプラットフォームの図であ
る。
【図２２】図１９及び／又は図２０の例示的な命令を実行して、本明細書に開示される例
示的な装置及びシステムを実装するために使用できる別の例示的なプロセッサプラットフ
ォームの図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　[0027]ウェブページ、広告及び／又は他のメディア等の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技術は、近年著しく発展している。過去のある時点では、そのよ
うな監視は主にサーバログを通じて行われていた。詳細には、インターネット上でメディ
アを供給するエンティティは、自身のサーバにあるメディアに対して受信される要求の数
を記録する。インターネットの利用状況をサーバのログに基づいて調査することには、い
くつかの理由から問題がある。例えば、サーバログが、直接、又はゾンビ（zombie）プロ
グラムを介して改ざんされることがある。ゾンビプログラムは、サーバに繰り返しメディ
アを要求して、要求対象のメディアに対応するサーバログ数を増す。第二に、メディアは
一度取得され、ローカルにキャッシュされ、その後ローカルキャッシュから繰り返し視聴
されることがあるが、繰り返し視聴する際にはサーバは関与しない。ローカルにキャッシ
ュされたメディアを再生する際には、サーバにそのメディアを再度要求する必要がないた
め、サーバログではこれらのキャッシュされたメディアの視聴を追跡することができない
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。したがって、サーバログには、要求数を実際より多く計数する誤りと、実際よりも少な
く計数する誤りの両方が発生する可能性がある。
【０００７】
　[0028]Ｂｌｕｍｅｎａｕの米国特許第６，１０８，６３７号に開示された本発明はイン
ターネットワークの監視を行う方式を根本的に変え、上記のサーバ側のログによる監視技
術の制約を克服した。例えば、Ｂｌｕｍｅｎａｕは、追跡するインターネットメディアに
ビーコン命令をタグ付けする技術を開示した。詳細には、追跡対象のメディアのハイパー
テキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）に監視命令が関連付けられる。クライアントがそ
のメディアを要求すると、メディアとビーコン命令の両方がクライアントにダウンロード
される。したがって、ビーコン命令は、サーバからでも、キャッシュからでも、そのメデ
ィアがアクセスされると必ず実行される。
【０００８】
　[0029]ビーコン命令は、メディアへのアクセスに関する情報を反映した監視データを、
メディアをダウンロードしたクライアントから監視エンティティに送信させる。通例は、
監視エンティティは、クライアントにメディアを提供したエンティティではない、視聴者
測定エンティティ（ＡＭＥ）（例えば広告、メディア及び／又は他のメディアへの視聴者
の露出を測定又は追跡することに関心を持つエンティティ）であり、利用状況の正確な統
計データを提供する信頼される第三者である（例えばThe Nielsen Company, LLC）。利点
として、ビーコン命令はメディアに関連付けられ、メディアがアクセスされると必ずクラ
イアントブラウザによって実行されるため、クライアントがＡＭＥのパネリストであるか
どうかに関係なく監視情報がＡＭＥに提供される。
【０００９】
　[0030]しかし、人口統計データ及び／又は他のユーザ情報を監視情報に結びつけると有
用である。この問題に対応するために、ＡＭＥは、自分の人口統計学的情報を提供し、自
分のインターネット閲覧行動が監視されることに同意したユーザのパネルを設立する。個
人がそのパネルに入る時には、自身の身元や人口統計学的データ（例えば性別、人種、収
入、在住地、職業等）に関する詳細な情報をＡＭＥに提供する。ＡＭＥは、パネリストの
コンピュータにクッキーを設定し、そのことにより、パネリストがタグ付けされたメディ
アにアクセスし、したがって監視情報をＡＭＥに送信すると、ＡＭＥはパネリストを識別
することができる。
【００１０】
　[0031]タグ付けされたページから監視情報を提供するクライアントの大半はパネリスト
ではなく、したがってＡＭＥに知られていないため、統計的な手法を使用して、パネリス
トに関して収集されたデータに基づく人口統計学的情報を、タグ付けされたメディアに関
してデータを提供するより大きなユーザの母集団に帰属させる必要がある。しかし、ＡＭ
Ｅのパネルの規模は全体的なユーザの母集団に比べると依然として小さい。そのため、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、パネルの規模を増すという問題
が提起される。
【００１１】
　[0032]インターネット上で営業している多くのデータベース保有者が存在する。これら
のデータベース保有者は、サービス（例えばソーシャルネットワーキングサービス、電子
メールサービス、メディアアクセスサービス等）を多数の利用者に提供する。そのような
サービスの提供と引き換えに、利用者は保有者に登録する。その登録の一部として、利用
者は詳細な人口統計学的情報を提供する。そのようなデータベース保有者の例には、Ｆａ
ｃｅｂｏｏｋ（登録商標）、Ｍｙｓｐａｃｅ、Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）等のソーシャ
ルネットワーク提供者が含まれる。これらのデータベース保有者は、利用者のコンピュー
タにクッキーを設定して、登録ユーザがデータベース保有者のウェブサイトを訪れた時に
データベース保有者がその登録ユーザを認識できるようにする。
【００１２】
　[0033]本明細書に開示される例を使用して、インターネット上の種々のデータベース（
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例えば種々のウェブサイト所有者やサービス提供者等）に分散しているユーザ情報を使用
して、メディアインプレッション、広告のインプレッション、メディアの露出、及び／又
は広告の露出を判定することができる。本明細書に開示される例示的な方法、装置、及び
製造品は、インターネットメディアの露出をユーザ情報により正確に相関付けられるだけ
でなく、視聴者測定エンティティ及び／若しくは視聴率調査エンティティのパネルに参加
している人を超えて、ワイヤレスサービス事業者、モバイルソフトウェア／サービス提供
者、ソーシャルメディアサイト（例えばＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｇｏｏｇｌ
ｅ等）、並びに／又はＹａｈｏｏ！、ＭＳＮ、Ａｐｐｌｅ　ｉＴｕｎｅｓ、Ｅｘｐｅｒｉ
ａｎ等の他のインターネットサイトのデータベース等、他のインターネットデータベース
に登録している人にも、パネルの規模及び構成者を実質的に拡張することができる。この
拡張により、ＡＭＥのメディアインプレッション追跡能力と、ソーシャルメディアや他の
ウェブサイト等ＡＭＥ以外のエンティティのデータベースの使用を有効的に活用して、巨
大で人口統計学的に正確なパネルを作り出すことができ、その結果、広告及び／又は番組
等のインターネットメディアへの露出を正確、確実に測定することができる。そのような
メディアの例には、ウェブサイト、ウェブサイトで提示される画像、及び／又はコンピュ
ーティング機器を介してアクセスできるストリーミングメディア（例えばＡｍａｚｏｎ　
Ｖｉｄｅｏ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｈｕｌｕ等）がある。
【００１３】
　[0034]従来、ＡＭＥ（本明細書では「視聴率調査エンティティ」とも呼ぶ）は、登録さ
れたパネル構成員に基づいて、広告やメディア番組のための人口統計学的な対象範囲を決
めている。すなわち、ＡＭＥは、監視されることに同意する人々をパネルに登録する。登
録時に、ＡＭＥは、登録する人から人口統計学的情報を受け取り、その結果、後にそのパ
ネリストへの広告／メディアの露出と種々の人口統計学的市場との間で相関付けを行うこ
とができる。ＡＭＥが自社のパネル構成員だけのデータに依拠して人口統計学に基づく視
聴者測定を収集する従来の技術と異なり、本明細書に開示される例示的な方法、装置、及
び／又は製造品は、ＡＭＥが、ユーザ登録モデルに基づいて運営する他のエンティティと
人口統計学的情報を共有できるようにする。本明細書で使用される場合、ユーザ登録モデ
ルとは、ユーザがアカウントを作成し、自身についての人口統計に関する情報を提供する
ことによってそれらのエンティティのサービスを利用するモデルである。データベース保
有者の登録ユーザに関連する人口統計学的情報を共有することにより、ＡＭＥは、外部ソ
ース（例えばデータベース保有者）から得る十分に信頼できる人口統計学情報で自社のパ
ネルデータを拡張又は補足することができ、したがって、人口統計データに基づく視聴者
測定の適用範囲、精度、及び／又は完全性を拡大することができる。そのようなアクセス
により、ＡＭＥは、そうでなければＡＭＥのパネルに参加しなかったであろう人も監視す
ることができる。個人の集合の人口統計データを特定するデータベースを持つエンティテ
ィであればどのようなエンティティでも、ＡＭＥと協働することができる。そのようなエ
ンティティを「データベース保有者」と呼ぶことができ、場合によってはサービスと引き
換えにユーザの人口統計データを収集する、ワイヤレスサービス事業者、モバイルソフト
ウェア／サービス提供者、ソーシャルメディアサイト（例えばＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉ
ｔｔｅｒ、Ｇｏｏｇｌｅ等）、及び／又は、Ｙａｈｏｏ！、ＭＳＮ、Ａｐｐｌｅ　ｉＴｕ
ｎｅｓ、Ｅｘｐｅｒｉａｎ等の他のインターネットサイト等のエンティティが含まれる。
【００１４】
　[0035]本明細書に開示される例を、オンラインウェブサービス提供者等の任意数のデー
タベース保有者と協同してＡＭＥ（例えば広告、コンテンツ及び／又は他のメディアへの
視聴者の露出を測定又は追跡することに関心があるエンティティ）が実装して、オンライ
ンメディアの露出の測定指標を開発することができる。そのようなデータベース保有者／
オンラインウェブサービス提供者は、ワイヤレスサービス事業者、モバイルソフトウェア
／サービス提供者、ソーシャルネットワークサイト（例えばＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔ
ｔｅｒ、ＭｙＳｐａｃｅ等）、複合サービスサイト（例えばＹａｈｏｏ！、Ｇｏｏｇｌｅ
、Ｅｘｐｅｒｉａｎ等）、オンライン小売業者サイト（例えばＡｍａｚｏｎ．ｃｏｍやＢ
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ｕｙ．ｃｏｍ等）、及び／又はユーザの登録記録を保持する（１つ又は複数の）他のウェ
ブサービスサイト等である。
【００１５】
　[0036]全く異なるデータソースから得る人口統計学的情報（例えば、視聴者測定エンテ
ィティのパネルから得られる高品質の人口統計学的情報、及び／又はウェブサービス提供
者の登録ユーザデータ）を使用すると、オンラインとオフライン両方の広告キャンペーン
に関して測定指標の報告の有効性が向上する。本明細書に開示される例示的技術では、オ
ンライン登録データを使用してユーザの人口統計データ及び／又は他のユーザ情報を特定
し、サーバのインプレッション数及び／又は他の技術を使用して、それらのユーザに属す
ると判断できるインプレッションの数量を追跡する。ワイヤレスサービス事業者、モバイ
ルソフトウェア／サービス提供者、ソーシャルネットワークサイト（例えばＦａｃｅｂｏ
ｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＭｙＳｐａｃｅ等）、複合サービスサイト（例えばＹａｈｏｏ！
、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｅｘｐｅｒｉａｎ等）、オンライン小売業者サイト（例えばＡｍａｚｏ
ｎ．ｃｏｍやＢｕｙ．ｃｏｍ等）等（本明細書では、総称して、また個々をオンラインデ
ータベース保有者と呼ぶ）等のオンラインのウェブサービス提供者は、ユーザ登録プロセ
スを介して集められた詳細な人口統計学的情報（例えば年齢、性別、地理的な所在地、人
種、収入レベル、教育レベル、宗教等）を保持している。インプレッションは、家庭又は
個人が対応するメディア及び／又は広告に露出されたことに相当する。したがって、イン
プレッションは、家庭又は個人が、広告若しくはメディア、又は広告若しくはメディアの
群に露出されたことを表す。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
レッション数は、広告や広告キャンペーンがウェブの母集団からアクセスされた合計回数
である（例えば、ポップアップブロッカー等で減ったアクセス回数、及び／又は例えばロ
ーカルキャッシュメモリからの取り出しで増加したアクセス回数を含む）。
【００１６】
　[0037]本明細書に開示される例は、（１つ又は複数の）クライアント機器及び（１つ又
は複数の）データベース保有者から取得されたインプレッション情報を調整して、ログで
記録されたインプレッションに対応する人口統計データの精度を上げる。データベース保
有者のデータを使用してインプレッションに関する人口統計学的情報を得る場合、（１つ
又は複数の）クライアント機器及び（１つ又は複数の）データベース保有者から得られる
視聴者の人口統計データ及び／又はインプレッション情報は、１）機器を共有した結果生
じる帰属先誤判定の誤り、及び／又は２）データベース保有者による未カバーの誤り、を
含む誤りが原因で偏りが生じることがある。状況によっては、これらの２つの異なる偏り
の原因から似たような誤り要因が生じるように見えるが、実際にはそれぞれ別個の偏りで
ある。本明細書に開示される例では、較正係数を生成し、それを視聴者データに適用して
、それらの誤りを補正する。
【００１７】
　[0038]帰属先誤判定の誤りとは、実際には第２の人口統計グループに属する第２の人物
がメディアインプレッションが発生した人物である時に、第１の人口統計グループに属す
る第１の人物がある機器におけるメディアインプレッションに関連する人物であると考え
る場合に発生する測定の偏りを言う。そのような状況の例では、モバイル機器が１つの世
帯内の複数の人物の間で共有されることがある。最初に、世帯内の第１の人物がモバイル
機器を使用して、（例えば、モバイル機器のウェブブラウザを介して、又はモバイル機器
にインストールされたアプリを介して）データベース保有者に関連付けられたウェブサイ
トにアクセスし、データベース保有者は、その第１の人物のアクセス（例えばログインイ
ベント）に基づいて、第１の人物がそのモバイル機器に関連付けられていると認識するこ
とができる。その後、第１の人物は機器の使用をやめるが、機器上でデータベース保有者
のシステムからログアウトせず、及び／又は、第２の人物がデータベース保有者のシステ
ムにログインせず、その結果、データベース保有者は第２の人物を第１の人物と異なるユ
ーザとして認識することができない。その結果、第２の人物が同じモバイル機器を使用し
てメディアへのアクセスを開始した時に、データベース保有者は、（この場合は誤って）
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モバイル機器の使用（例えばメディアのインプレッション）を、第１の人物に関連するも
のと認識し続ける。したがって、第２の人物及び第２の人口統計グループに属すると判断
すべきインプレッションが、誤って第１の人物及び第１の人口統計グループに属すると判
断される。大規模な帰属先誤判定の誤りがあると、その結果、多数の視聴者にわたるメデ
ィアインプレッションの人口統計学的配分が不正確に表され、したがって、視聴者測定エ
ンティティによって露出が監視される広告及び／又は他のメディアに関して収集されるイ
ンプレッションの視聴者の人口統計データが誤って表現されることになり、測定の偏り誤
差が生じる可能性がある。
【００１８】
（開示される例の例示的な技術的利点）
　[0039]帰属先誤判定の誤りを補正する従来の技術には、Ａ）クライアントコンピュータ
にインストールされたパネリスト計測ソフトウェアを使用してコンピューティングセッシ
ョンに関して収集された人口統計学的情報を、Ｂ）同じコンピューティングセッションに
ついてデータベース保有者から得られる、クッキーを利用したインプレッションを使用し
て求められた人口統計学的情報と比較することによって、調整係数を求めるものがある。
そのような技術の例が、２０１３年１月３１日に出願された米国特許出願第１３／７５６
，４９３号に開示される。米国特許出願第１３／７５６，４９３号はその全体が参照によ
り本明細書に取り込まれる。米国特許出願第１３／７５６，４９３号に開示される例は、
クライアントコンピュータにローカルにインストールされたパネリスト計測ソフトウェア
に依拠して、視聴者測定エンティティのパネルに登録されたパネリストを正確に特定する
。米国特許出願第１３／７５６，４９３号に開示される例はまた、クッキー又はクッキー
に似たデータに依拠して調整係数を求める。そのような技術は、パネリスト計測ソフトウ
ェアをインストールしていない機器、及び／又は一部のモバイル機器（例えばｉＯＳ機器
）等、クライアント機器識別子として使用できるクッキーを提供しない機器で生じる帰属
先誤判定の誤りを補正するには適さない。言い換えると、従来技術は、ローカルにインス
トールされたパネリスト計測ソフトウェア及びクッキーに依拠して帰属先誤判定の調整係
数を生成している。そのようなローカルにインストールされたパネリスト計測ソフトウェ
ア及び／又はそのようなクッキーがない場合、この従来技術は帰属先誤判定の調整係数を
うまく生成することができない。
【００１９】
　[0040]従来のシステム及び方法に対して、本明細書に開示される例は、無作為に選択さ
れた人及び／又は世帯に対して行われる調査に対する回答に基づく帰属先誤判定補正行列
を使用して帰属先誤判定係数を生成するものであり、クッキーに依拠して、又はクッキー
を使用して帰属先誤判定の補正係数及び／又は帰属先誤判定補正行列を生成するのではな
い。本明細書で使用される場合、人に関して使用される用語「データベース保有者への登
録ステータス」は、その者が１つ又は複数の特定のデータベース保有者に登録しているか
どうかを意味する。ローカルにインストールされたパネリスト計測ソフトウェアに依拠し
てデータベース保有者への登録ステータス（例えば個々の世帯員が特定のデータベース保
有者に登録しているかどうか）を収集し、世帯員によるメディアアクセスデータを収集す
る従来技術は、パネリスト計測ソフトウェアで監視されていない機器種類で発生するイン
プレッションに関する帰属先誤判定による偏り誤差及び／又は未カバーによる偏り誤差に
関して、インプレッション情報を正確に補正できない可能性がある。本明細書に開示され
る例は、クライアントコンピュータにローカルにインストールされたパネリスト計測ソフ
トウェアに依拠してデータベース保有者への登録ステータスデータを収集することなく、
帰属先誤判定の補正係数を生成する。また、本明細書に開示される例は、そのようなロー
カルにインストールされたパネリスト計測ソフトウェアに依拠して世帯員によるメディア
アクセスに関するデータを収集することなく、帰属先誤判定の補正係数を生成する。その
ため、本明細書に開示される例は、ローカルにインストールされたパネリスト計測ソフト
ウェアを使用してデータベース保有者への登録ステータスデータ、データベース保有者へ
のログインデータ、及び／又は世帯員によるメディアアクセスに関するデータが収集され
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ない（及び／又は収集が不可能な）機器種類を含む、どのような（１つ又は複数の）機器
の種類についても帰属先誤判定の補正係数を決定する。そのような機器を本明細書では「
非ローカル計測機器」と呼ぶ。
【００２０】
　[0041]そのような開示される例の一部では、パネリストデータが従来技術とは異なる形
で収集され、異なる形で使用される。そのような例では、パネリストデータを使用して帰
属先誤判定の補正係数を調整することにより、人口統計グループ中の人物が共に生活して
いる事例の発生率をより正確に求める。本明細書で使用される場合、「人口統計グループ
中の人物が共に生活している事例の発生率」とは、第１の人口統計グループの人物が、第
２の人口統計グループの人物と共に生活している事例の相対的な発生頻度を言う（例えば
、人口統計グループＡの中で人口統計グループＢにいる者と共に生活している人の割合）
。ただし、収集されたインプレッションに対応する、集約された視聴者の配分も、パネリ
ストデータを参照せずに生成される。本明細書に開示される例では、パネリストデータは
、生成された集約視聴者の配分の調整だけに使用される。調整した集約された視聴者の配
分を使用して、帰属先誤判定の補正係数を生成及び／又は調整する。例えば、人口統計グ
ループの中で共に生活している人々の発生率を調整するために使用できるパネリストデー
タとしては、第２の人口統計グループ（例えば、第１の人口統計グループと同じ人口統計
グループ、又は第１の人口統計グループと異なる人口統計グループ）にいる人物と共に生
活している第１の人口統計グループの人のそれぞれの人数がある。例によっては、人口統
計グループの中で共に生活している人々の発生率を調整するために使用できるパネリスト
データは、パネリストがデータベース保有者の登録ユーザであるかどうかは示さず（例え
ばクッキーを含まず）、コンピューティング機器を使用したメディアアクセスを示す情報
は含まない。
【００２１】
　[0042]開示される例では、人口統計グループ（ｉ）にいる人物がデータベース保有者に
よってメディアの閲覧者として識別された時に、人口統計グループ（ｊ）にいる人物が実
際のメディアの閲覧者である確率を求めることによって帰属先誤判定の確率を求める。例
によっては、帰属先誤判定の確率は、ある世帯に関連して観察された視聴者及び／又はイ
ンプレッションを、調査較正データソースを使用して再配分することによって計算される
。そのような例では、複数の世帯についての再配分後の視聴者及び／又はインプレッショ
ンを集約し、調査較正データソースを使用して、過剰サンプリング及び／又はサンプリン
グ不足について調整する。そのような例の一部では、得られた確率を正規化して、データ
ベース保有者に観察され、ある人口統計グループに関連付けられたインプレッションそれ
ぞれの帰属先誤判定の確率を反映させる。
【００２２】
　[0043]開示される他の例では、機器の共有を原因とする帰属先誤判定の確率を、ａ）同
じ家に住んでいる確率、ｂ）その家の中で（任意種類の）モバイル機器を利用できる確率
、ｃ）特定のコンテンツ種類に関してモバイル機器を共有する確率、の３つの別々の確率
の組み合わせとして求める。本明細書に開示される例は、得られた帰属先誤判定の確率を
、収集されたインプレッションデータで表されるユニーク視聴者数の誤りを補償する係数
としてインプレッションデータに適用する。例によっては、そのような誤りの補償を提供
することは、データベース保有者によって第１の人口統計グループに関連すると認識され
たインプレッションが実際には第２の人口統計グループに関連付けられるべき確率を反映
する帰属先誤判定補正行列を構築することを伴う。
【００２３】
　[0044]本明細書で使用される場合、未カバーの誤りとは、モバイル機器を使用してメデ
ィアを視聴する視聴者の一部をデータベース保有者が認識する（例えばその人口統計デー
タを特定する）ことができないために発生する測定の偏りを意味すると定義される。事例
によっては、上記で開示した例のように、モバイル機器からデータベース保有者に要求が
送信された時に、データベース保有者はその要求中のデータを人物に対応付けることがで
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きない。あるインプレッションに関連付けられた人物をデータベース保有者が認識できな
いことは、次の理由で生じる可能性がある。１）メディアにアクセスしてインプレッショ
ンを生じさせている人物が自身の情報をデータベース保有者に提供していない（例えばデ
ータベース保有者（例えばＦａｃｅｂｏｏｋ）に登録していないためにデータベース保有
者にその人物の記録がない、人物に対応する登録プロフィールが不完全である、人物に対
応する登録プロフィールが不正確な情報を含んでいる可能性が疑われるためにフラグが立
てられている等）、２）その人物がデータベース保有者に登録されているが、インプレッ
ションが発生する特定のモバイル機器を使用してデータベース保有者にアクセスしていな
い（例えば、コンピュータ、及び／又は現在の要求と関連付けられているモバイル機器と
は異なる他のモバイル機器からしかデータベース保有者にアクセスしない、及び／又はそ
の人物のユーザ識別子が、インプレッションが発生するモバイル機器で利用することがで
きない）、並びに／又は、３）その人物がデータベース保有者に登録されており、インプ
レッションが発生するモバイル機器を使用してデータベース保有者にアクセスしている（
例えば人物が以前にそのモバイル機器からデータベース保有者にログインしている）が、
データベース保有者がそのモバイル機器をその人物に関連付けることを妨げる他の能動的
又は受動的な対策（例えばクッキーのブロックや削除）を取っている。例によっては、モ
バイル機器及び／又はモバイル機器上のアプリケーション／ソフトウェアがクッキーを利
用する機器及び／又はアプリケーションではないために、インプレッションが発生するモ
バイル機器で人物のユーザ識別子が利用できないこともある。
【００２４】
　[0045]本明細書に開示される例は、メディアカテゴリ及び／又はモバイル機器種類の種
々の組み合わせに対応する機器共有行列及び／又は未カバー係数を生成する。別々の機器
共有行列及び／又は未カバー係数を生成することが可能なメディアカテゴリの例には、広
告、児童番組、コメディ、ドラマ、長編映画、情報番組及び／若しくはニュース番組、ス
ポーツ、バラエティ（例えばクイズ番組、リアリティショー、トークショー）、並びに／
又は他のカテゴリが含まれる。別々の機器共有行列及び／又は未カバー係数を生成するこ
とが可能な機器種類の例には、スマートフォン（例えばｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、Ａｎ
ｄｒｏｉｄ（登録商標）　ＯＳを使用したスマートフォン、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登録
商標）スマートフォン、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｏｂｉｌｅを使用したスマート
フォン等）、タブレットコンピュータ（例えばｉＰａｄ（登録商標）、Ａｎｄｒｏｉｄ　
ＯＳを使用したタブレットコンピュータ等）、携帯メディアプレーヤ（例えばｉＰｏｄ（
登録商標）等）、及び／又は他の機器種類が含まれる。そのような機器種類は、クッキー
を利用する機器（例えば、クッキーを利用するアプリケーション／ソフトウェアを実行す
る機器）、及び／又は、クッキーを利用しない機器（例えば、クッキーを用いないアプリ
ケーション／ソフトウェアを実行するＡｐｐｌｅ（登録商標）　ｉＯＳ機器等の機器）で
ある可能性がある。
【００２５】
　[0046]帰属先誤判定及び／又は未カバーの誤りについてインプレッション情報を補償す
る開示される例示的な方法及び装置は、インターネット等のネットワークを介して配信さ
れ監視されるメディアのインプレッションに関連する人口統計データを正確に求めるとい
う技術的問題を解決する。メディアインプレッションは、コンピューティング機器で発生
し、そのコンピューティング機器を使用して、メディアインプレッションの発生を示すデ
ータが収集される。そのようなデータの較正は、数十万、数百万、又はそれ以上の数のイ
ンプレッションの収集、処理、及び／又は分析を含む可能性がある。そのため、そのよう
な多量のデータの較正及び／又は補正は、極めて大きな技術的課題を呈する。開示される
例を、コンピューティング機器を介して収集されるメディアインプレッションの集合に適
用して、莫大な量のメディアインプレッション（例えば一週間に１００，０００インプレ
ッション）についての正確な人口統計学的情報を効率的且つ適時に生成することができる
。これにより、視聴者測定の技術分野に著しい向上がもたらされる。
【００２６】
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　[0047]本明細書に開示される例は、Ｔｈｅ　Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ（米国）
，ＬＬＣによって開発されたオンラインキャンペーン視聴率調査（ＯＣＲ（Online Campa
ign Ratings））システムと共に使用することができる。ＯＣＲシステムは、多量のデー
タを収集し、分析するための効率的なシステムである。ＯＣＲシステムでは、処理するデ
ータをパネリストソフトウェアで取得する必要がない。本明細書に開示される技術は、パ
ネリストソフトウェアの導入を必要とせずに調整係数を生成できるようにする。その結果
、必要とされるソフトウェアの量が減り、エンドユーザコンピュータの必要がなくなる。
これらは、コンピューティングリソースのオーバーヘッドと使用を減らす技術的利点であ
る。本明細書に開示される技術は、ＯＣＲの自動化されたシステムを効率的に較正して、
システムの運用で生じる可能性のある帰属先誤判定の誤りを補正する働きもする。したが
って、開示される技術は、現実世界の条件を正確に反映するようにＯＣＲシステムを較正
するという技術的問題を解決し、したがって、較正は、システム全体に分散されたパネリ
ストソフトウェアの必要をなくすことによって実現される。
【００２７】
　[0048]開示される例示的な方法は、第１の種類のコンピューティング機器から第１の要
求を第１のインターネットドメインで受信するステップを含む。この例示的な方法では、
第１の要求は、コンピューティング機器におけるメディアへのアクセスを示す。例示的な
方法は、第１の種類のコンピューティング機器から第１のインターネットドメインで受信
された要求に対応する人口統計学的情報を求める要求を送信するステップをさらに含む。
前記要求は第１の要求を含む。例示的な方法は、第１の種類のコンピューティング機器で
発生したメディアインプレッションの数を取得するステップであって、メディアインプレ
ッションの第１の部分は、データベース保有者によって人口統計学的情報を認識すること
が可能な人物に対応し、メディアインプレッションの第２の部分は、データベース保有者
が人口統計学的情報を入手できない人物に対応する、ステップ、及び、メディアインプレ
ッションに対応するメディアが第１の種類のコンピューティング機器でアクセスされる第
１の確率と、メディアが第２の種類の機器でアクセスされる第２の確率とに基づいて、メ
ディアインプレッションの第２の部分についての人口統計学的情報を求めるステップをさ
らに含む。
【００２８】
　[0049]一部の例示的な方法では、人口統計学的情報を求めるステップは、第１の確率と
第２の確率との比に、第１の人口統計グループに属すると判定されたメディアインプレッ
ションの数を乗算することを含む。一部の例示的な方法では、第１の確率は、第１の人口
統計グループの人物が第１の種類のコンピューティング機器でメディアにアクセスする確
率であり、第２の確率は、第１の人口統計グループの上記人物が第２の種類のコンピュー
ティング機器でメディアにアクセスする確率である。一部の例示的な方法は、メディアイ
ンプレッションを調整して、メディアインプレッションの部分集合が誤って第２の人口統
計グループの第２の人物に属すると判定されていることを補償するステップをさらに含み
、第１の人口統計グループに属すると判定されたメディアインプレッションの数は、誤っ
た判定を補償するために調整されるメディアインプレッションの部分集合から求められる
。
【００２９】
　[0050]一部の例示的な方法では、第１の種類のコンピューティング機器はモバイル機器
からなり、第２の種類の機器はテレビからなる。一部の例示的な方法では、第１の種類の
コンピューティング機器は、スマートフォン、タブレットコンピュータ、又は携帯メディ
アプレーヤ、の少なくとも１つからなる。一部の例示的な方法では、第１及び第２の確率
は、メディアのメディアカテゴリに対応する。一部の例示的な方法では、メディアカテゴ
リは、コメディ、ドラマ、政治、リアリティ、又は組み合わせのメディアカテゴリ、の少
なくとも１つである。
【００３０】
　[0051]一部の例示的な方法は、人口統計学的情報を求める前に、メディアインプレッシ
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ョンのうち、発生させていない人物に属すると誤って判定されているメディアインプレッ
ションについてメディアインプレッションを調整するステップをさらに含む。一部の例示
的な方法は、人々の調査への調査回答に基づいて第１及び第２の確率を計算するステップ
をさらに含み、第１の確率を計算するステップは、人口統計グループ、メディアカテゴリ
、コンピューティング機器の種類、又は地理的地域、の少なくとも１つに関連付けられた
重みを調査回答から求めることを含み、重みは、対象とする機器種類でメディアインプレ
ッションに関連付けられたメディアにアクセスするそれぞれの確率を示す。
【００３１】
　[0052]一部の例示的な方法では、上記調査は、無作為のパネル、又は視聴者測定エンテ
ィティによって維持されている視聴者メンバーのパネル、の少なくとも１つに対するもの
である。一部の例示的な方法では、メディアインプレッションの上記部分についての人口
統計学的情報を求めるステップは、人物に対応する異なる人口統計グループに属すると判
定できるメディアインプレッションの比率を求めることと、メディアインプレッションの
上記部分に合わせて、メディアインプレッションの比率をスケーリングすることとを含む
。
【００３２】
　[0053]一部の例示的な方法は、パブリッシャに命令を提供するステップをさらに含み、
命令はパブリッシャからコンピューティング機器に提供される。パブリッシャから提供さ
れた命令は、コンピューティング機器によって実行されると、コンピューティング機器か
ら第１の要求を送信させる。一部の例示的な方法は、メディアインプレッションに対応す
るメディアが第１の種類のコンピューティング機器でアクセスされる第１の確率を求める
ために、又はメディアが第２の種類の機器でアクセスされる第２の確率を求めるためにユ
ーザのオンラインメディアへのアクセス行動に関して個々のオンラインユーザと通信せず
、且つ、オンラインユーザに調査回答を要求しないことにより、コンピュータの処理リソ
ースを節減するステップをさらに含む。一部の例示的な方法は、メディアインプレッショ
ンに対応するメディアが第１の種類のコンピューティング機器でアクセスされる第１の確
率を求めるために、又はメディアが第２の種類の機器でアクセスされる第２の確率を求め
るためにユーザのオンラインメディアへのアクセス行動に関して個々のオンラインユーザ
と通信せず、且つ、オンラインユーザに調査回答を要求しないことにより、ネットワーク
通信帯域幅を節減するステップをさらに含む。
【００３３】
　[0054]開示される例示的な装置は、第１の種類のコンピューティング機器から第１の要
求を第１のインターネットドメインで受信し、第１の種類のコンピューティング機器から
第１のインターネットドメインで受信された要求に対応する人口統計学的情報を求める要
求を送信するインプレッション収集部を備え、前記要求は第１の要求を含む。開示される
例示的な装置では、第１の要求は、コンピューティング機器におけるメディアへのアクセ
スを示す。開示される例示的な装置は、第１の種類のコンピューティング機器で発生した
メディアインプレッションの数を入手するインプレッション情報収集部も備え、メディア
インプレッションの第１の部分は、データベース保有者によって人口統計学的情報を認識
することが可能な人物に対応し、メディアインプレッションの第２の部分は、データベー
ス保有者が人口統計学的情報を入手できない人物に対応する。開示される例示的な装置は
、メディアインプレッションに対応するメディアが第１の種類のコンピューティング機器
でアクセスされる第１の確率と、メディアが第２の種類の機器でアクセスされる第２の確
率とに基づいて、メディアインプレッションの上記部分についての人口統計学的情報を求
める未カバー補正部も備え、インプレッション情報収集部又は未カバー補正部の少なくと
も１つが論理回路によって実装される。
【００３４】
　[0055]一部の例示的な装置は、第１の確率と第２の確率との比に、第１の人口統計グル
ープに属すると判定されたメディアインプレッションの数を乗算する未カバー計算部をさ
らに備える。一部の例示的な装置では、第１の確率は、第１の人口統計グループの人物が



(18) JP 6595072 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

第１の種類のコンピューティング機器でメディアにアクセスする確率であり、第２の確率
は、第１の人口統計グループの上記人物が第２の種類のコンピューティング機器でメディ
アにアクセスする確率である。
【００３５】
　[0056]一部の例示的な装置は、メディアインプレッションを調整して、メディアインプ
レッションの部分集合が誤って第２の人口統計グループの第２の人物に属すると判定され
ていることを補償する帰属先誤判定補正部をさらに備え、第１の人口統計グループに属す
ると判定されたメディアインプレッションの数は、誤った判定を補償するために調整され
るメディアインプレッションの部分集合から求められる。一部の例示的な装置では、第１
の種類のコンピューティング機器はモバイル機器からなり、第２の種類の機器はテレビか
らなる。一部の例示的な装置では、第１の種類のコンピューティング機器は、スマートフ
ォン、タブレットコンピュータ、又は携帯メディアプレーヤ、の少なくとも１つからなる
。一部の例示的な装置では、未カバー計算部が、人々の調査への調査回答に基づいて第１
及び第２の確率を計算し、未カバー計算部は、人口統計グループ、メディアカテゴリ、コ
ンピューティング機器の種類、又は地理的地域、の少なくとも１つに関連付けられた重み
を調査回答から求めることによって第１の確率を計算し、重みは、対象とする機器種類で
メディアインプレッションに関連付けられたメディアにアクセスするそれぞれの確率を示
す。
【００３６】
　[0057]一部の例示的な装置では、上記調査は、無作為のパネル、又は視聴者測定エンテ
ィティによって維持されている視聴者メンバーのパネル、の少なくとも１つに対するもの
である。一部の例示的な装置では、第１及び第２の確率は、メディアのメディアカテゴリ
に対応する。一部の例示的な装置では、メディアカテゴリは、コメディ、ドラマ、政治、
リアリティ、又は組み合わせのメディアカテゴリ、の少なくとも１つである。一部の例示
的な装置では、未カバー補正部が、人物に対応する異なる人口統計グループに属すると判
定できるメディアインプレッションの比率を求め、メディアインプレッションの上記部分
に合わせて、メディアインプレッションの比率をスケーリングすることにより、メディア
インプレッションの上記部分についての人口統計学的情報を求める。
【００３７】
　[0058]さらに他の開示される例示的方法は、第１の種類のコンピューティング機器から
第１の要求を第１のインターネットドメインで受信するステップと、第１の種類のコンピ
ューティング機器から第１のインターネットドメインで受信された要求に対応する人口統
計学的情報を求める要求を送信するステップであって、前記要求は第１の要求を含む、ス
テップとを含む。この開示される例示的な方法では、第１の要求は、コンピューティング
機器におけるメディアへのアクセスを示す。開示される例示的な方法は、第２の世帯の第
２の視聴者配分と集約された第１の世帯の第１の視聴者配分を含む集約された視聴者配分
を生成するステップであって、第１の視聴者配分は、第１の世帯の第１の世帯員のうち、
データベース保有者に登録している世帯員を、第１の世帯の調査回答に基づく人口統計グ
ループに配分することからなり、第１の視聴者配分は、第１の世帯員による第１のメディ
アへのアクセスに基づく、ステップと、集約された視聴者配分を正規化して帰属先誤判定
補正行列を生成するステップであって、帰属先誤判定補正行列は、データベース保有者が
メディアのインプレッションが第２の人口統計グループの人物に対応すると判定する時に
、インプレッションが第１の人口統計グループに属すると判定できる確率を含む、ステッ
プと、帰属先誤判定補正行列を使用して第２の人口統計グループから第１の人口統計グル
ープにインプレッションを再割り当てすることにより、インプレッション中の帰属先誤判
定の誤りを補償するステップとを含む。
【００３８】
　[0059]一部の例示的な方法は、調査較正データソースに関連する過剰サンプリング又は
サンプリング不足の少なくとも一方について集約された視聴者配分を補正する補正指標を
生成するステップをさらに含み、調査較正データソースは、第１の世帯員によるメディア
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へのアクセスと、データベース保有者への第１の世帯員の登録ステータスとを示す。一部
の例示的な方法では、補正指標は、第１の人口統計グループの第１の人物が第２の人口統
計グループの第２の人物と共に生活している第２の確率に基づく。一部の例示的な方法で
は、補正指標を生成するステップは、第１の人のペアのうち、共に生活している第１の人
口統計グループの第１の人物と第２の人口統計グループの第２の人物とを含むペアを表す
第１の人のペアの第１の数量を、第１の調査較正データに基づいて求めることと、第２の
人のペアのうち、共に生活している第１の人口統計グループの第３の人物と第２の人口統
計グループの第４の人物を含むペアを表す第２の人のペアの第２の数量を、第２の調査較
正データに基づいて求め、第２の調査較正データは第１の調査較正データよりも精度が高
いことと、第１の数量と第２の数量との比を求めることとを含む。
【００３９】
　[0060]一部の例示的な方法では、集約された視聴者配分は、第１の人口統計グループそ
れぞれにつき、第２の人口統計グループの中でその第１の人口統計グループに属すると判
定すべき人の数を記述し、集約された視聴者配分を正規化するステップは、第２の人口統
計グループの人数の合計が指定された値になるように第２の人口統計グループのそれぞれ
の人数をスケーリングすることを含む。一部の例示的な方法は、第１の世帯の共有パター
ンを求めるステップであって、共有パターンは、第１の世帯員のうち、あるメディアカテ
ゴリにアクセスする世帯員と、第１の世帯員のうちそのメディアカテゴリにアクセスしな
い他の世帯員とを示す、ステップと、メディアカテゴリについての共有パターンに基づい
て、第１の世帯の第１の世帯員の機器共有確率の確率密度関数を求めるステップであって
、確率密度関数は、第１の世帯員がメディアカテゴリのメディアにアクセスするそれぞれ
の確率を示し、第１の視聴者配分は機器共有確率に基づく、ステップとをさらに含む。
【００４０】
　[0061]一部の例示的な方法は、第１の世帯に、第１の世帯員のうち登録された世帯員で
あって同じ第２の人口統計グループにいる世帯員が２人以上いる場合に、第１の世帯員に
ついての機器共有確率を集約するステップをさらに含む。一部の例示的な方法は、小数を
人口統計グループに配分することにより第１の視聴者配分を生成するステップをさらに含
み、小数の合計は、第１の世帯員のうちデータベース保有者に登録している世帯員の数に
なる。一部の例示的な方法では、第１の視聴者配分を生成するステップがクッキーを使用
しない。一部の例示的な方法では、第１の視聴者配分を生成するステップ及び集約された
視聴者配分を生成するステップが、データベース保有者への世帯員の登録ステータスを収
集するため、又はメディアアクセスデータを収集するために計測ソフトウェアを使用しな
い。一部の例示的な方法では、インプレッションを再割り当てするステップは、帰属先誤
判定補正行列とインプレッション行列との積を求めることを含み、インプレッション行列
は、データベース保有者によって人口統計グループそれぞれに対応すると判定されたイン
プレッションの数を示す。一部の例示的な方法では、インプレッションを再割り当てする
結果、インプレッションの合計数が、インプレッション行列にあるインプレッションの数
の合計と同じになる。
【００４１】
　[0062]一部の例示的な方法は、パブリッシャに命令を提供するステップをさらに含み、
命令はパブリッシャからコンピューティング機器に提供され、コンピューティング機器に
よって実行されるとコンピューティング機器から第１の要求を送信させる。一部の例示的
な方法は、集約された視聴者配分を生成するためにユーザのオンラインメディアへのアク
セス行動に関して個々のオンラインユーザと通信せず、且つ、オンラインユーザに調査回
答を要求しないことにより、コンピュータの処理リソースを節減するステップをさらに含
む。一部の例示的な方法は、集約された視聴者配分を生成するためにユーザのオンライン
メディアへのアクセス行動に関して個々のオンラインユーザと通信せず、且つ、オンライ
ンユーザに調査回答を要求しないことにより、ネットワーク通信帯域幅を節減するステッ
プをさらに含む。
【００４２】
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　[0063]さらに他の開示される例示的な装置は、第１の種類のコンピューティング機器か
ら第１の要求を第１のインターネットドメインで受信し、第１の種類のコンピューティン
グ機器から第１のインターネットドメインで受信された要求に対応する人口統計学的情報
を求める要求を送信するインプレッション収集部を備え、前記要求は第１の要求を含む。
開示される例示的な装置では、第１の要求は、コンピューティング機器におけるメディア
へのアクセスを示す。開示される例示的な装置は、第２の世帯の第２の視聴者配分と集約
された第１の世帯の第１の視聴者配分を含む集約された視聴者配分を生成する集約配分生
成部も備え、第１の視聴者配分は、第１の世帯の第１の世帯員のうち、データベース保有
者に登録している第１の世帯員を、第１の世帯の調査回答に基づく人口統計グループに配
分することからなり、第１の視聴者配分は、第１の世帯員による第１のメディアへのアク
セスに基づく。開示される例示的な装置は、集約された視聴者配分を正規化して帰属先誤
判定補正行列を生成する行列正規化部をさらに備え、帰属先誤判定補正行列は、データベ
ース保有者がメディアのインプレッションが第２の人口統計グループの人物に対応すると
判定する時に、インプレッションが第１の人口統計グループに属すると判定できる確率を
含む。開示される例示的な装置は、帰属先誤判定補正行列を使用して第２の人口統計グル
ープから第１の人口統計グループにインプレッションを再割り当てすることにより、イン
プレッション中の帰属先誤判定の誤りを補償する帰属先誤判定補正部をさらに備え、集約
配分生成部、行列正規化部、又は帰属先誤判定補正部の少なくとも１つが論理回路によっ
て実装される。
【００４３】
　[0064]一部の例示的な装置は、調査較正データソースに関連する過剰サンプリング又は
サンプリング不足の少なくとも一方について集約された視聴者配分を補正する補正指標を
生成する行列補正部をさらに備え、調査較正データソースは、第１の世帯員によるメディ
アへのアクセスと、データベース保有者への第１の世帯員の登録ステータスとを示す。一
部の例示的な装置では、補正指標は、第１の人口統計グループの第１の人物が第２の人口
統計グループの第２の人物と共に生活している第２の確率に基づく。一部の例示的な装置
では、行列補正部が、第１の調査較正データに基づいて第１の人のペアの第１の数量を求
め、第１の人のペアはそれぞれ、共に生活している第１の人口統計グループの第１の人物
と第２の人口統計グループの第２の人物とを含み、第２の調査較正データに基づいて第２
の人のペアの第２の数量を求め、第２の人のペアはそれぞれ、共に生活している第１の人
口統計グループの第３の人物と第２の人口統計グループの第４の人物とを含み、第２の調
査較正データは第１の調査較正データよりも精度が高く、第１の数量と第２の数量との比
を求めることにより、補正指標を生成する。
【００４４】
　[0065]一部の例示的な装置では、集約された視聴者配分は、第１の人口統計グループそ
れぞれにつき、第２の人口統計グループの中でその第１の人口統計グループに属すると判
定すべき人の数を記述し、行列正規化部は、第２の人口統計グループの人数の合計が指定
された値になるように第２の人口統計グループのそれぞれの人数をスケーリングすること
により、集約された視聴者配分を正規化する。
【００４５】
　[0066]一部の例示的な装置は、世帯配分生成部であって、第１の世帯の共有パターンを
求め、共有パターンは、第１の世帯員のうち、あるメディアカテゴリにアクセスする世帯
員と、第１の世帯員のうちそのメディアカテゴリにアクセスしない他の世帯員とを示し、
メディアカテゴリについての共有パターンに基づいて、第１の世帯の第１の世帯員の機器
共有確率の確率密度関数を求める世帯配分生成部をさらに備え、確率密度関数は、第１の
世帯員がメディアカテゴリのメディアにアクセスするそれぞれの確率を示し、第１の視聴
者配分は機器共有確率に基づく。
【００４６】
　[0067]一部の例示的な装置では、集約配分生成部は、第１の世帯に、第１の世帯員のう
ち登録された世帯員であって同じ第２の人口統計グループにいる世帯員が２人以上いる場
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合に、第１の世帯員についての機器共有確率を集約する。一部の例示的な装置は、小数を
人口統計グループに配分することにより第１の視聴者配分を生成する世帯配分生成部をさ
らに備え、小数の合計は、第１の世帯員のうちデータベース保有者に登録している世帯員
の数になる。一部の例示的な装置では、帰属先誤判定補正部が、帰属先誤判定補正行列と
インプレッション行列との積を求めることによってインプレッションを再割り当てし、イ
ンプレッション行列は、データベース保有者によって人口統計グループそれぞれに対応す
ると判定されたインプレッションの数を示す。一部の例示的な装置では、帰属先誤判定補
正部は、再割り当て後のインプレッションの合計数が、インプレッション行列にあるイン
プレッションの数の合計と同じインプレッションの合計数になるようにインプレッション
を再割り当てする。
【００４７】
　[0068]さらに他の開示される例示的方法は、第１の種類のコンピューティング機器から
第１の要求を第１のインターネットドメインで受信するステップと、第１の種類のコンピ
ューティング機器から第１のインターネットドメインで受信された要求に対応する人口統
計学的情報を求める要求を送信するステップであって、前記要求は第１の要求を含む、ス
テップとを含む。開示される例示的な方法では、第１の要求は、コンピューティング機器
におけるメディアへのアクセスを示す。開示される例示的な方法は、第２の世帯の第２の
視聴者配分と集約された第１の世帯の第１の視聴者配分を含む集約された視聴者配分を生
成するステップであって、第１の視聴者配分は、第１の世帯の第１の世帯員のうち、デー
タベース保有者に登録している第１の世帯員を人口統計グループに配分することからなり
、第１の視聴者配分は第１の世帯員による第１のメディアへのアクセスに基づき、集約さ
れた視聴者配分はクッキーを使用せずに生成される、ステップと、集約された視聴者配分
を正規化して帰属先誤判定補正行列を生成するステップであって、帰属先誤判定補正行列
は、データベース保有者がメディアのインプレッションが第２の人口統計グループの人物
に対応すると判定する時に、インプレッションが第１の人口統計グループに属すると判定
できる確率を含む、ステップと、帰属先誤判定補正行列を使用してインプレッションを第
１の人口統計グループに再割り当てすることにより、インプレッション中の帰属先誤判定
の誤りを補償するステップであって、インプレッションはモバイル機器でアクセスされた
メディアを示す、ステップとをさらに含む。
【００４８】
　[0069]一部の例示的な方法は、調査較正データソースに関連する過剰サンプリング又は
サンプリング不足の少なくとも一方について集約された視聴者配分を補正する補正指標を
生成するステップをさらに含み、調査較正データソースは、第１の世帯員によるメディア
へのアクセスと、データベース保有者への第１の世帯員の登録ステータスとを示す。一部
の例示的な方法では、補正指標は、第１の人口統計グループの第１の人物が第２の人口統
計グループの第２の人物と共に生活している第２の確率に基づく。一部の例示的な方法で
は、補正指標を生成するステップは、第１の人のペアのうち、共に生活している第１の人
口統計グループの第１の人物と第２の人口統計グループの第２の人物とを含むペアを表す
第１の人のペアの第１の数量を、第１の調査較正データに基づいて求めることと、第２の
人のペアのうち、共に生活している第１の人口統計グループの第３の人物と第２の人口統
計グループの第４の人物を含むペアを表す第２の人のペアの第２の数量を、第２の調査較
正データに基づいて求め、第２の調査較正データは第１の調査較正データよりも精度が高
いことと、第１の数量と第２の数量との比を求めることとを含む。
【００４９】
　[0070]一部の例示的な方法では、集約された視聴者配分は、第１の人口統計グループそ
れぞれにつき、第２の人口統計グループの中でその第１の人口統計グループに属すると判
定すべき人の数を記述し、集約された視聴者配分を正規化するステップは、第２の人口統
計グループの人数の合計が指定された値になるように第２の人口統計グループのそれぞれ
の人数をスケーリングすることを含む。一部の例示的な方法は、第１の世帯の共有パター
ンを求めるステップであって、共有パターンは、第１の世帯員のうち、あるメディアカテ
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ゴリにアクセスする世帯員と、第１の世帯員のうちそのメディアカテゴリにアクセスしな
い他の世帯員とを示す、ステップと、そのメディアカテゴリについての共有パターンに基
づいて、第１の世帯の第１の世帯員の機器共有確率の確率密度関数を求めるステップであ
って、確率密度関数は、第１の世帯員がメディアカテゴリのメディアにアクセスするそれ
ぞれの確率を示し、第１の視聴者配分は機器共有確率に基づく、ステップとをさらに含む
。
【００５０】
　[0071]一部の例示的な方法は、第１の世帯に、第１の世帯員のうち登録された世帯員で
あって同じ第２の人口統計グループにいる世帯員が２人以上いる場合に、第１の世帯員に
ついての機器共有確率を集約するステップをさらに含む。一部の例示的な方法は、小数を
人口統計グループに配分することにより第１の視聴者配分を生成するステップをさらに含
み、小数の合計は、第１の世帯員のうちデータベース保有者に登録している世帯員の数に
なる。一部の例示的な方法では、第１の視聴者配分を生成するステップがクッキーを使用
しない。一部の例示的な方法では、第１の視聴者配分を生成するステップ及び集約された
視聴者配分を生成するステップが、データベース保有者への世帯員の登録ステータスを収
集するため、又はメディアアクセスデータを収集するために計測ソフトウェアを使用しな
い。一部の例示的な方法では、インプレッションを再割り当てするステップが、帰属先誤
判定補正行列とインプレッション行列との積を求めることを含み、インプレッション行列
は、データベース保有者によって人口統計グループそれぞれに対応すると判定されたイン
プレッションの数を示す。一部の例示的な方法では、インプレッションを再割り当てする
結果、インプレッションの合計数が、インプレッション行列にあるインプレッションの数
の合計と同じになる。
【００５１】
　[0072]一部の例示的な方法は、パブリッシャに命令を提供するステップをさらに含み、
命令はパブリッシャからコンピューティング機器に提供され、コンピューティング機器に
よって実行されるとコンピューティング機器から第１の要求を送信させる。一部の例示的
な方法は、集約された視聴者配分を生成するためにユーザのオンラインメディアへのアク
セス行動に関して個々のオンラインユーザと通信せず、且つ、オンラインユーザに調査回
答を要求しないことにより、コンピュータの処理リソースを節減するステップをさらに含
む。一部の例示的な方法は、集約された視聴者配分を生成するためにユーザのオンライン
メディアへのアクセス行動に関して個々のオンラインユーザと通信せず、且つ、オンライ
ンユーザに調査回答を要求しないことにより、ネットワーク通信帯域幅を節減するステッ
プをさらに含む。
【００５２】
　[0073]さらに他の開示される例示的な装置は、インプレッション収集部であって、第１
の種類のコンピューティング機器から第１の要求を第１のインターネットドメインで受信
し、第１の種類のコンピューティング機器から第１のインターネットドメインで受信され
た要求に対応する人口統計学的情報を求める要求を送信するインプレッション収集部を備
え、前記要求は第１の要求を含む。開示される例示的な装置では、第１の要求は、コンピ
ューティング機器におけるメディアへのアクセスを示す。開示される例示的な装置は、第
２の世帯の第２の視聴者配分と集約された第１の世帯の第１の視聴者配分を含む集約され
た視聴者配分を生成する集約配分生成部をさらに備え、第１の視聴者配分は、第１の世帯
の第１の世帯員のうち、データベース保有者に登録している第１の世帯員を人口統計グル
ープに配分することからなり、集約配分生成部はクッキーを使用せずに集約された視聴者
配分を生成し、第１の視聴者配分は、第１の世帯員による第１のメディアへのアクセスに
基づく。例示的な装置は、集約された視聴者配分を正規化して帰属先誤判定補正行列を生
成する行列正規化部も備え、帰属先誤判定補正行列は、データベース保有者がメディアの
インプレッションが第２の人口統計グループの人物に対応すると判定する時に、インプレ
ッションが第１の人口統計グループに属すると判定できる確率を含む。例示的な装置は、
帰属先誤判定補正行列を使用してインプレッションを第１の人口統計グループに再割り当
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てすることにより、インプレッション中の帰属先誤判定の誤りを補償する帰属先誤判定補
正部も備え、インプレッションは、モバイル機器でアクセスされたメディアを示す。集約
配分生成部、行列正規化部、又は帰属先誤判定補正部の少なくとも１つは、論理回路によ
って実装される。
【００５３】
　[0074]一部の例示的な装置は、調査較正データソースに関連する過剰サンプリング又は
サンプリング不足の少なくとも一方について集約された視聴者配分を補正する補正指標を
生成する行列補正部をさらに備え、調査較正データソースは、第１の世帯員によるメディ
アへのアクセスと、データベース保有者への第１の世帯員の登録ステータスとを示す。一
部の例示的な装置では、補正指標は、第１の人口統計グループの第１の人物が第２の人口
統計グループの第２の人物と共に生活している第２の確率に基づく。一部の例示的な装置
では、行列補正部が、第１の調査較正データに基づいて第１の人のペアの第１の数量を求
め、第１の人のペアはそれぞれ、共に生活している第１の人口統計グループの第１の人物
と第２の人口統計グループの第２の人物とを含むことと、第２の調査較正データに基づい
て第２の人のペアの第２の数量を求め、第２の人のペアはそれぞれ、共に生活している第
１の人口統計グループの第３の人物と第２の人口統計グループの第４の人物とを含み、第
２の調査較正データは第１の調査較正データよりも精度が高いことと、第１の数量と第２
の数量との比を求めることと、により補正指標を生成する。
【００５４】
　[0075]一部の例示的な装置では、集約された視聴者配分は、第１の人口統計グループそ
れぞれにつき、第２の人口統計グループの中でその第１の人口統計グループに属すると判
定すべき人の数を記述し、行列正規化部は、第２の人口統計グループの人数の合計が指定
された値になるように第２の人口統計グループのそれぞれの人数をスケーリングすること
により、集約された視聴者配分を正規化する。
【００５５】
　[0076]一部の例示的な装置は、世帯配分生成部であって、第１の世帯の共有パターンを
求め、共有パターンは、第１の世帯員のうち、あるメディアカテゴリにアクセスする世帯
員と、第１の世帯員のうちそのメディアカテゴリにアクセスしない他の世帯員とを示し、
メディアカテゴリについての共有パターンに基づいて、第１の世帯の第１の世帯員の機器
共有確率の確率密度関数を求め、確率密度関数は、第１の世帯員がメディアカテゴリのメ
ディアにアクセスするそれぞれの確率を示し、第１の視聴者配分は機器共有確率に基づく
、世帯配分生成部をさらに備える。
【００５６】
　[0077]一部の例示的な装置では、第１の世帯に、世帯員のうち登録された世帯員であっ
て同じ第２の人口統計グループにいる世帯員が２人以上いる場合に、集約配分生成部が、
第１の世帯員についての機器共有確率を集約する。一部の例示的な装置は、小数を人口統
計グループに配分することにより第１の視聴者配分を生成する世帯配分生成部をさらに備
え、小数の合計は、第１の世帯員のうちデータベース保有者に登録している世帯員の数に
なる。一部の例示的な装置では、帰属先誤判定補正部が、帰属先誤判定補正行列とインプ
レッション行列との積を求めることによってインプレッションを再割り当てし、インプレ
ッション行列は、データベース保有者によって人口統計グループそれぞれに対応すると判
定されたインプレッションの数を示す。一部の例示的な装置では、帰属先誤判定補正部が
、再割り当て後のインプレッションの合計数が、インプレッション行列にあるインプレッ
ションの数の合計と同じインプレッションの合計数になるようにインプレッションを再割
り当てする。
【００５７】
　[0078]さらに他の開示される例示的な方法は、第１の種類のコンピューティング機器か
らメディアインプレッションを収集するステップと、メディアインプレッションについて
の人口統計学的情報をデータベース保有者に要求するステップであって、メディアインプ
レッションの第１の部分は、人口統計学的情報がデータベース保有者によって記憶されて
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いる人物に対応し、メディアインプレッションの第２の部分は、データベース保有者が人
口統計学的情報を入手することができない人物に対応する、ステップと、メディアインプ
レッションの第１の部分に対応する人口統計学的情報をデータベース保有者から受け取る
ステップと、プロセッサを使用して、メディアインプレッションの第２の部分にあるメデ
ィアインプレッションの数を求めるステップと、プロセッサを使用して、メディアインプ
レッションに対応するメディアが第１の種類のコンピューティング機器でアクセスされる
第１の確率と、メディアが第２の種類の機器でアクセスされる第２の確率とに基づいて、
メディアインプレッションの第２の部分についての人口統計学的情報を求めるステップと
を含む。
【００５８】
　[0079]さらに他の開示される例示的な方法は、第１の種類のコンピューティング機器か
ら第１の要求を第１のインターネットドメインで受信するステップであって、第１の要求
は、コンピューティング機器におけるメディアへのアクセスを示す、ステップと、コンピ
ューティング機器から第２の要求を第１のインターネットドメインで受信するステップで
あって、第２の要求は、コンピューティング機器におけるある継続時間単位のメディアへ
のアクセスを示す、ステップとを含む。開示される例示的な方法は、第１の種類のコンピ
ューティング機器から第１のインターネットドメインで受信された要求に対応する人口統
計学的情報を求める要求を送信するステップをさらに含み、前記要求は第２の要求を含む
。開示される例示的な方法は、第１の種類のコンピューティング機器で発生する継続時間
単位の数を取得するステップであって、継続時間単位の第１の部分は、データベース保有
者によって人口統計学的情報を認識することが可能な人物に対応し、継続時間単位の第２
の部分は、データベース保有者が人口統計学的情報を入手できない人物に対応する、ステ
ップと、継続時間単位に対応するメディアが第１の種類のコンピューティング機器でアク
セスされる第１の確率と、メディアが第２の種類の機器でアクセスされる第２の確率とに
基づいて、継続時間単位の第２の部分についての人口統計学的情報を求めるステップとを
さらに含む。
【００５９】
　[0080]さらに他の開示される例示的な装置はインプレッション収集部を備える。開示さ
れる例示的な装置では、インプレッション収集部は、第１の種類のコンピューティング機
器から第１の要求を第１のインターネットドメインで受信し、第１の要求は、コンピュー
ティング機器におけるメディアへのアクセスを示す。開示される例示的な装置では、イン
プレッション収集部は、コンピューティング機器から第２の要求を第１のインターネット
ドメインで受信し、第２の要求は、コンピューティング機器におけるある継続時間単位の
メディアへのアクセスを示す。開示される例示的な装置では、インプレッション収集部は
、第１の種類のコンピューティング機器から第１のインターネットドメインで受信された
要求に対応する人口統計学的情報を求める要求を送信し、前記要求は第２の要求を含む。
開示される例示的な装置は、第１の種類のコンピューティング機器で発生する継続時間単
位の数を入手するインプレッション情報収集部も備え、継続時間単位の第１の部分は、デ
ータベース保有者によって人口統計学的情報を認識することが可能な人物に対応し、継続
時間単位の第２の部分は、データベース保有者が人口統計学的情報を入手できない人物に
対応する。開示される例示的な装置は、継続時間単位に対応するメディアが第１の種類の
コンピューティング機器でアクセスされる第１の確率と、メディアが第２の種類の機器で
アクセスされる第２の確率とに基づいて、継続時間単位の上記部分についての人口統計学
的情報を求める未カバー補正部も備え、インプレッション情報収集部又は未カバー補正部
の少なくとも１つが論理回路によって実装される。
【００６０】
　[0081]本明細書に開示される例は、モバイル機器から取得されるインプレッション情報
の補償又は調整を参照して説明されるが、それらの例は、デスクトップコンピュータ、テ
レビ、ビデオゲーム機、セットトップボックス、及び／又は他の機器等の非モバイル機器
にも適用することができる。
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【００６１】
（インプレッション及び人口統計学的情報の収集）
　[0082]図１は、クライアント機器１０６で提示されるメディアのインプレッションに関
連付けるために、分散したデータベース保有者１０４ａ、１０４ｂからユーザ情報（例え
ばユーザ情報１０２ａ、１０２ｂ）を収集する例示的なシステム１００を示す。図の例で
は、ユーザ情報１０２ａ、１０２ｂ又はユーザデータは、人口統計学的データ、購買デー
タ、並びに／又は、インターネットを介してアクセスされた情報、購買、電子機器でアク
セスされたメディア、ユーザが訪れた物理的な場所（例えば、小売施設や商業施設、飲食
店、会場等）に関連するユーザの行動、振る舞い、及び／若しくは嗜好を示す他のデータ
、の１つ又は複数を含む。本明細書に開示される例はモバイル機器との関連で説明するが
、モバイル機器は、携帯電話、モバイル通信機器、タブレット、ゲーム機、携帯メディア
提示機器等である。ただし、本明細書に開示される例は、インターネット機器、スマート
テレビ、インターネット端末、コンピュータ、又はネットワーク通信を介して受信したメ
ディアを提示することが可能な他の機器等の非モバイル機器との関連で実施することもで
きる。
【００６２】
　[0083]図１に示す例では、クライアント機器１０６におけるメディアインプレッション
を追跡するために、視聴者測定エンティティ（ＡＭＥ）１０８が、アプリパブリッシャ１
１０と提携又は協働して、データコレクタ１１２をクライアント機器１０６にダウンロー
ドし、インストールする。図の例のアプリパブリッシャ１１０は、アプリを開発してモバ
イル機器に配布するソフトウェアアプリ開発者、及び／又はソフトウェアアプリ開発者か
らアプリを受け取り、そのアプリをモバイル機器に配布する配布者である。データコレク
タ１１２は、オペレーティングシステム１１４、アプリケーション（又はアプリ）１１６
、ウェブブラウザ１１７、及び／又は他のソフトウェア等、クライアント機器１０６にロ
ードされる他のソフトウェアに含めることができる。図１の例示的クライアント機器１０
６は非ローカル計測機器である。すなわち、クライアント機器１０６は、計測ソフトウェ
ア（例えばＡＭＥ１０８から提供される計測ソフトウェア）に対応できないか、及び／又
は、計測ソフトウェアが提供されていない。
【００６３】
　[0084]例示的なソフトウェア１１４～１１７はいずれも、メディアパブリッシャ１２０
から受信したメディア１１８を提示することができる。メディア１１８は、広告、映像、
音声、テキスト、グラフィック、ウェブページ、ニュース、教育用メディア、娯楽メディ
ア、又は他の種のメディアである。図の例では、メディア１１８の中にメディアＩＤ１２
２が提供されてメディア１１８を識別できるようにし、その結果、メディア１１８が、ク
ライアント機器１０６又はＡＭＥ１０８に監視されている他の機器で提示されると、ＡＭ
Ｅ１０８は、メディア１１８でメディアインプレッションが発生したと判断することがで
きる。
【００６４】
　[0085]図の例のデータコレクタ１１２は命令（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、ｊａｖ
ａ　ｓｃｒｉｐｔ、又は他のコンピュータ言語又はスクリプト）を含んでおり、その命令
がクライアント機器１０６で実行されると、アプリプログラム１１６及び／又はクライア
ント機器１０６によって提示されたメディア１１８のメディアＩＤ１２２をクライアント
機器１０６に収集させ、またクライアント機器１０６に記憶されている１つ又は複数の機
器／ユーザ識別子１２４を収集させる。図の例の（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子
１２４は、クライアント機器１０６の１人又は複数のユーザを識別し、その（１つ又は複
数の）ユーザに対応するユーザ情報１０２ａ～ｂを見つけるために提携先データベース保
有者１０４ａ～ｂのうち対応する保有者が使用できる識別子を含む。例えば、（１つ又は
複数の）機器／ユーザ識別子１２４は、ハードウェア識別子（例えば国際モバイル機器識
別（ＩＭＥＩ）、モバイル機器識別子（ＭＥＩＤ）、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）ア
ドレス等）、アプリストア識別子（例えばＧｏｏｇｌｅ　Ａｎｄｒｏｉｄ　ＩＤ、Ａｐｐ
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ｌｅ　ＩＤ、Ａｍａｚｏｎ　ＩＤ等）、オープンソースユニークデバイス識別子（Ｏｐｅ
ｎＵＤＩＤ）、オープンデバイス識別番号（ＯＤＩＮ）、ログイン識別子（例えばユーザ
名）、電子メールアドレス、ユーザエージェントデータ（例えばアプリケーションの種類
、オペレーティングシステム、ソフトウェアメーカー、ソフトウェアの改訂等）、第３者
サービスの識別子（例えば、広告サービスの識別子、機器使用状況分析サービスの識別子
、人口統計データ収集サービスの識別子）、ウェブストレージデータ、ドキュメントオブ
ジェクトモデル（ＤＯＭ）ストレージデータ、ローカルに共有されるオブジェクト（「Ｆ
ｌａｓｈクッキー」とも呼ぶ）等を含む可能性がある。例によっては、図よりも少ない、
又は多い（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４が使用される場合もある。また、
図１には２つのみのデータベース保有者１０４ａ～ｂを示すが、ＡＭＥ１０８は、任意数
の提携先データベース保有者と提携して、分散しているユーザ情報（例えばユーザ情報１
０２ａ～ｂ）を収集することができる。
【００６５】
　[0086]例によっては、クライアント機器１０６は、クライアント機器１０６に記憶され
ている識別情報へのアクセスを許さない場合がある。そのような事例のために、開示され
る例は、ＡＭＥ１０８が、ＡＭＥ提供識別子（例えばＡＭＥ１０８に監視及び追跡される
識別子）をクライアント機器１０６に記憶して、クライアント機器１０６におけるメディ
アインプレッションを追跡できるようにする。例えば、ＡＭＥ１０８は、データコレクタ
１１２の中に命令を提供して、アプリプログラム１１６からアクセスすることが可能なメ
モリ空間、及び／又はアプリプログラム１１６に割り当てられているメモリ空間にＡＭＥ
提供識別子を設定し、データコレクタ１１２はその識別子を機器／ユーザ識別子１２４と
して使用する。そのような例では、データコレクタ１１２によって設定されるＡＭＥ提供
識別子は、アプリプログラム１１６とデータコレクタ１１２が実行されていない時でもメ
モリ空間に存続する。このようにして、同じＡＭＥ提供識別子を長時間にわたりクライア
ント機器１０６に関連付けておくことができる。データコレクタ１１２がクライアント機
器１０６に識別子を設定する例では、ＡＭＥ１０８は、クライアント機器１０６のユーザ
をパネリストとして採用することもでき、パネリスト登録プロセス時にユーザから収集さ
れるユーザ情報、並びに／又は、クライアント機器１０６を介して、及び／若しくは、ユ
ーザに使用され、ＡＭＥ１０８に監視される他の機器を介してユーザの行動／振る舞いを
監視することによって収集されるユーザ情報を記憶することができる。このようにして、
ＡＭＥ１０８は、ユーザのユーザ情報（ＡＭＥ１０８に記憶されているパネリストデータ
から得る）を、クライアント機器１０６上でユーザに属すると判断されたメディアインプ
レッションに関連付けることができる。
【００６６】
　[0087]図の例では、データコレクタ１１２は、メディアＩＤ１２２及び１つ又は複数の
機器／ユーザ識別子１２４を、収集データ１２６としてアプリパブリッシャ１１０に送る
。或いは、データコレクタ１１２は、ＡＭＥ１０８と契約又はＡＭＥ１０８と提携してメ
ディアＩＤ（例えばメディアＩＤ１２２）及び機器／ユーザ識別子（例えば（１つ又は複
数の）機器／ユーザ識別子１２４）をモバイル機器（例えばクライアント機器１０６）か
ら収集する別の収集エンティティ（アプリパブリッシャ１１０以外）に、収集データ１２
６を送るように構成される場合もある。図の例では、アプリパブリッシャ１１０（又は収
集エンティティ）が、メディアＩＤ１２２及び（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１
２４を、インプレッションデータ１３０として、ＡＭＥ１０８のインプレッションコレク
タ１３２に送る。図の例のインプレッションデータ１３０は、メディア１１８の１回のイ
ンプレッションを報告する１つのメディアＩＤ１２２及び１つ若しくは複数の機器／ユー
ザ識別子１２４を含むか、又は、クライアント機器１０６及び／若しくは他のモバイル機
器から受信された収集データ（例えば収集データ１２６）の多数のインスタンスに基づく
多数のメディアＩＤ１２２及び（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４を含むこと
により、メディアの多数回のインプレッションを報告することができる。
【００６７】
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　[0088]図の例では、インプレッションコレクタ１３２は、インプレッションデータ１３
０をＡＭＥメディアインプレッション１３４（例えばデータベース又は他のデータ構造）
に記憶する。その後、ＡＭＥ１０８は、対応する提携先データベース保有者（例えば提携
先データベース保有者１０４ａ～ｂ）に（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４を
送信して、その（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４に対応するユーザ情報（例
えばユーザ情報１０２ａ～ｂ）を提携先データベース保有者１０４ａ～ｂから受信し、そ
の結果、ＡＭＥ１０８は、ユーザ情報を、モバイル機器（例えばクライアント機器１０６
）で提示された対応するメディア（例えばメディア１１８）のメディアインプレッション
に関連付けることができる。
【００６８】
　[0089]例によっては、クライアント機器１０６のユーザのプライバシーを保護するため
に、メディア識別子１２２及び／又は（１つ若しくは複数の）機器／ユーザ識別子１２４
は、暗号化してから、ＡＭＥ１０８及び／又は提携先データベース保有者１０４ａ～ｂに
送信される。他の例では、メディア識別子１２２及び／又は（１つ若しくは複数の）機器
／ユーザ識別子１２４は暗号化されない。
【００６９】
　[0090]ＡＭＥ１０８が（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４を受信した後、Ａ
ＭＥ１０８は、機器／ユーザ識別子ログ１３６ａ～ｂを、対応する提携先データベース保
有者（例えば提携先データベース保有者１０４ａ～ｂ）に送信する。例によっては、機器
／ユーザ識別子ログ１３６ａ～ｂはそれぞれ１つの機器／ユーザ識別子を含む場合も、又
は、１つ若しくは複数のモバイル機器から時間の経過と共に受信された多数の機器／ユー
ザ識別子の集合体を含む場合もある。機器／ユーザ識別子ログ１３６ａ～ｂを受信すると
、各提携先データベース保有者１０４ａ～ｂは、各自のログ１３６ａ～ｂで機器／ユーザ
識別子１２４に対応するユーザを調べる。そのようにして、各提携先データベース保有者
１０４ａ～ｂは、機器／ユーザ識別子ログ１３６ａ～ｂで識別されたユーザに対応するユ
ーザ情報１０２ａ～ｂを、ＡＭＥ１０８に送信するために収集する。例えば、提携先デー
タベース保有者１０４ａがワイヤレスサービスの提供者で、機器／ユーザ識別子ログ１３
６ａがそのワイヤレスサービスの提供者によって認識可能なＩＭＥＩ番号を含む場合、ワ
イヤレスサービス提供者は、自身の利用者記録にアクセスして、機器／ユーザ識別子ログ
１３６ａで受け取られたＩＭＥＩ番号と一致するＩＭＥＩ番号を持つユーザを見つける。
ユーザが特定されると、ワイヤレスサービス提供者は、そのユーザのユーザ情報を、ＡＭ
Ｅ１０８に送付するためにユーザ情報１０２ａにコピーする。
【００７０】
　[0091]他の例では、データコレクタ１１２が、クライアント機器１０６から（１つ又は
複数の）機器／ユーザ識別子１２４を収集するように構成される。例示的なデータコレク
タ１１２は、（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４を収集データ１２６でアプリ
パブリッシャ１１０に送信し、（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４をメディア
パブリッシャ１２０にも送信する。そのような他の例では、データコレクタ１１２は、図
１の例示的システム１００でデータコレクタ１１２が行うようにクライアント機器１０６
のメディア１１８からメディアＩＤ１２２を収集することはしない。代わりに、クライア
ント機器１０６にメディア１１８を発行するメディアパブリッシャ１２０が、自身が発行
するメディア１１８からメディアＩＤ１２２を取り出す。そして、メディアパブリッシャ
１２０はそのメディアＩＤ１２２を、クライアント機器１０６で実行されているデータコ
レクタ１１２から受信した（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４に関連付け、メ
ディアＩＤ１２２及びそれに関連付けられたクライアント機器１０６の（１つ又は複数の
）機器／ユーザ識別子１２４を含む収集データ１３８をアプリパブリッシャ１１０に送信
する。例えば、メディアパブリッシャ１２０がメディア１１８をクライアント機器１０６
に送信する時には、クライアント機器１０６から受信した（１つ若しくは複数の）機器／
ユーザ識別子１２４の１つ又は複数を使用して、クライアント機器１０６をメディア１１
８の宛先機器として識別することによって送信する。このようにして、メディアパブリッ



(28) JP 6595072 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

シャ１２０は、メディア１１８のメディアＩＤ１２２を、クライアント機器１０６の（１
つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４に関連付けて、メディア１１８が提示のために
（例えばメディア１１８のインプレッションを生じさせるために）特定のクライアント機
器１０６に送信されたことを示すことができる。
【００７１】
　[0092]データコレクタ１１２が（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４をメディ
アパブリッシャ１２０に送信するように構成される他の例では、データコレクタ１１２は
、クライアント機器１０６のメディア１１８からメディアＩＤ１２２を収集しない。代わ
りに、クライアント機器１０６にメディア１１８を発行するメディアパブリッシャ１２０
が、自身が発行するメディア１１８からメディアＩＤ１２２も取り出す。そして、メディ
アパブリッシャ１２０は、そのメディアＩＤ１２２をクライアント機器１０６の（１つ又
は複数の）機器／ユーザ識別子１２４と関連付ける。そして、メディアパブリッシャ１２
０は、メディアＩＤ１２２及び（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４を含むメデ
ィアインプレッションデータ１３０をＡＭＥ１０８に送信する。例えば、メディアパブリ
ッシャ１２０がクライアント機器１０６にメディア１１８を送信する時には、（１つ又は
複数の）機器／ユーザ識別子１２４の１つ又は複数を使用して、クライアント機器１０６
をメディア１１８の宛先機器として識別することによって送信する。このようにして、メ
ディアパブリッシャ１２０は、メディア１１８のメディアＩＤ１２２を、クライアント機
器１０６の（１つ又は複数の）機器／ユーザ識別子１２４と関連付けて、メディア１１８
が提示のために（例えばメディア１１８のインプレッションを生じさせるために）その特
定のクライアント機器１０６に送信されたことを示すことができる。図の例では、ＡＭＥ
１０８がメディアパブリッシャ１２０からインプレッションデータ１３０を受信すると、
ＡＭＥ１０８は次いで機器／ユーザ識別子ログ１３６ａ～ｂを提携先データベース保有者
１０４ａ～ｂに送信して、上記で図１との関連で説明したようにユーザ情報１０２ａ～ｂ
を要求することができる。
【００７２】
　[0093]図１ではメディアパブリッシャ１２０をアプリパブリッシャ１１０とは別に示し
ているが、アプリパブリッシャ１１０は、提示のためにクライアント機器１０６にメディ
ア１１８を送信するメディアパブリッシャ１２０の動作の少なくとも一部を実装すること
ができる。例えば、広告提供者、メディア提供者、又は他の情報提供者は、例えばアプリ
プログラム１１６がクライアント機器１０６で実行されている時にはアプリプログラム１
１６を介して、クライアント機器１０６に発行するためにアプリパブリッシャ１１０にメ
ディア（例えばメディア１１８）を送信することができる。そのような例では、アプリパ
ブリッシャ１１０が、上記でメディアパブリッシャ１２０によって行われると説明した動
作を実装する。
【００７３】
　[0094]それに加えて、又はそれに代えて、クライアント機器１０６が視聴者測定エンテ
ィティ１０８に識別子を送信する（例えばアプリパブリッシャ１１０、メディアパブリッ
シャ１２０、及び／又は他のエンティティを介して）上記の例に対して、他の例では、ク
ライアント機器１０６（例えばクライアント機器１０６にインストールされたデータコレ
クタ１１２）が識別子（例えば（１つ又は複数の）ユーザ／機器識別子１２４）を直接（
例えばＡＭＥ１０８を介さずに）それぞれのデータベース保有者１０４ａ、１０４ｂに送
信する。そのような例では、例示的なクライアント機器１０６は、メディア識別子１２２
を視聴者測定エンティティ１０８に送信する（例えば直接、又は、アプリケーションパブ
リッシャ１１０等の仲介者を介して）が、データベース保有者１０４ａ～ｂにはメディア
識別子１２２を送信しない。
【００７４】
　[0095]上記のように、例示的な提携先データベース保有者１０４ａ～ｂは、メディア識
別子１２２と対応付けてメディアインプレッション情報を形成するために、例示的なＡＭ
Ｅ１０８にユーザ情報１０２ａ～ｂを提供する。これも上記で述べたように、データベー
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ス保有者１０４ａ～ｂにはメディア識別子１２２のコピーは提供されない。代わりに、ク
ライアントは、データベース保有者１０４ａ～ｂにインプレッション識別子１４０を提供
する。インプレッション識別子は、クライアント機器１０６の他のインプレッションイベ
ントに対してインプレッションイベントを一意に識別し、そのため、クライアント機器１
０６におけるインプレッションの発生を他のインプレッションの発生から区別することが
できる。ただし、インプレッション識別子１４０は、それ自体では、そのインプレッショ
ンイベントに関連付けられたメディアは識別しない。そのような例では、クライアント機
器１０６からＡＭＥ１０８へのインプレッションデータ１３０が、インプレッション識別
子１４０とそれに対応するメディア識別子１２２も含む。ユーザ情報１０２ａ～ｂをメデ
ィア識別子１２２に対応付けるために、例示的なデータベース保有者１０４ａ～ｂは、ユ
ーザ情報１０２ａ～ｂの集まりの元となったインプレッションイベントのインプレッショ
ン識別子１４０と関連付けて、ユーザ情報１０２ａ～ｂをＡＭＥ１０８に提供する。この
ようにして、ＡＭＥ１０８は、クライアント機器１０６から受信したインプレッション識
別子１４０を、提携先データベース保有者１０４ａ～ｂから受信した対応するインプレッ
ション識別子１４０に対応付けて、クライアント機器１０６から受信したメディア識別子
１２２を、データベース保有者１０４ａ～ｂから受信したユーザ情報１０２ａ～ｂに含ま
れる人口統計学的情報に関連付けることができる。インプレッション識別子１４０は、他
に、人口統計学的情報の重複を低減及び回避するためにも使用することができる。例えば
、例示的な提携先データベース保有者１０４ａ～ｂは、インプレッション単位で（例えば
クライアント機器１０６が暗号化された識別子２０８ａ～ｂ及びインプレッション識別子
１４０を含む要求を提携先データベース保有者１０４ａ～ｂに送信するたび）、及び／又
は集約して（例えば、モバイル機器１０２ａ～ｂにおける複数回のインプレッションを示
すもの（例えば複数のインプレッション識別子１４０）を含むユーザ情報のセット１０２
ａ～ｂを、クライアント機器１０６で提示されるＡＭＥ１０８に送信する）、ユーザ情報
１０２ａ～ｂ及びインプレッション識別子１４０をＡＭＥ１０８に提供することができる
。
【００７５】
　[0096]ＡＭＥ１０８に提供されるインプレッション識別子１４０により、ＡＭＥ１０８
は、ユニークインプレッションを区別することができ、メディアを視聴するユニークユー
ザ及び／又は機器の数を実際よりも多く計数することを回避する。例えば、クライアント
機器１０６に関して、提携先Ａのデータベース保有者１０４ａから得るユーザ情報１０２
ａと、提携先Ｂのデータベース保有者１０４ｂから得るユーザ情報１０２ｂとの関係は、
ＡＭＥ１０８には容易には明らかにならない。インプレッション識別子１４０（又は同様
の識別子）を含めることにより、例示的なＡＭＥ１０８は、ユーザ情報１０２ａ～ｂの両
方に記憶されている一致するインプレッション識別子１４０に基づいて、ユーザ情報１０
２ａと１０２ｂの間で同じユーザに対応するユーザ情報を関連付けることができる。例示
的なＡＭＥ１０８は、ユーザ情報１０２ａ～ｂ間で一致するそのようなインプレッション
識別子１４０を使用して、モバイル機器及び／又はユーザを実際より多く計数することを
回避することができる（例えば、同じユーザを複数回数えるのではなく、ユニークユーザ
のみを数える）。
【００７６】
　[0097]同一のユーザが複数回数えられるのは、例えば、１回のインプレッションで、ク
ライアント機器１０６が複数のユーザ／機器識別子を、インプレッション識別子（例えば
インプレッション識別子１４０）を伴わずに、複数の異なるデータベース保有者１０４ａ
～ｂに送信する場合である。例えば、データベース保有者のうち第１の保有者１０４ａが
第１のユーザ情報１０２ａをＡＭＥ１０８に送信し、インプレッションが発生したことを
知らせる。また、データベース保有者のうち第２の保有者１０４ｂが第２のユーザ情報１
０２ｂをＡＭＥ１０８に送信し、インプレッションが発生したことを（別個に）知らせる
。また、それと別に、クライアント機器１０６がインプレッションの通知をＡＭＥ１０８
に送信する。ユーザ情報１０２ａ～ｂが同一のインプレッションに由来することを認識し
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ていないＡＭＥ１０８は、クライアント機器１０６からの１回のインプレッションの通知
と、データベース保有者１０４ａ～ｂからの複数のインプレッションの通知を得ている。
【００７７】
　[0098]インプレッションを実際より多く計数することを回避するために、ＡＭＥ１０８
はインプレッション識別子１４０を使用することができる。例えば、ユーザ情報１０２ａ
～ｂを調べた後に、例示的な提携先データベース保有者１０４ａ～ｂが、対応するユーザ
情報１０２ａ～ｂと共にインプレッション識別子１４０をＡＭＥ１０８に送信する。ＡＭ
Ｅ１０８は、クライアント機器１０６から直接得たインプレッション識別子１４０を、デ
ータベース保有者１０４ａ～ｂからユーザ情報１０２ａ～ｂと共に受信したインプレッシ
ョン識別子１４０と対応付けることにより、ユーザ情報１０２ａ～ｂをメディア識別子１
２２に関連付け、インプレッション情報を生成する。これが可能であるのは、ＡＭＥ１０
８が、クライアント機器１０６から直接、インプレッション識別子１４０と関連付けてメ
ディア識別子１２２を受け取っているためである。したがって、ＡＭＥ１０８は、２つ以
上のデータベース保有者１０４ａ～ｂから得たユーザデータを同じメディア露出イベント
に対応付けることができ、したがって二重に数えることを回避する。
【００７８】
　[0099]ここで説明する例の一意のインプレッション識別子１４０はそれぞれ、クライア
ント機器１０６における特定のメディアインプレッションに関連付けられている。提携先
データベース保有者１０４ａ～ｂはそれぞれのユーザ／機器識別子１２４を受け取り、ユ
ーザ情報１０２ａ～ｂを、独自に（例えば他の提携先データベース保有者１０４ａ～ｂに
関係なく）、且つそのインプレッションに関与したメディア識別子１２２についての知識
なしに、生成することができる。ユーザ情報１０２ａ中の特定ユーザの人口統計学的プロ
フィール（提携先データベース保有者１０４ａから受信される）と、ユーザ情報１０２ｂ
（提携先データベース保有者１０４ａから受信されるユーザ情報１０２ａとは別に提携先
データベース保有者１０４ｂから受信される）中の特定のユーザの人口統計学的プロフィ
ールとが、クライアント機器１０６における同じインプレッションに関連する（例えばそ
のインプレッションの結果である）ことを示すものがなく、インプレッション識別子１４
０を参照しなければ、ＡＭＥ１０８は、ユーザ情報１０２ａをユーザ情報１０２ｂに関連
付けることができず、及び／又は、それら異なるユーザ情報１０２ａ及び１０２ｂが同一
のインプレッションに関連することを判断することができず、したがって、ユーザ情報１
０２ａとユーザ情報１０２ｂを、２つの異なるユーザ／機器及び／又は２つの異なるイン
プレッションに対応するものとして数える可能性がある。
【００７９】
　[00100]上記の例は、視聴者測定エンティティ（又は他のエンティティ）でインプレッ
ションデータを収集する方法及び方法を説明するものである。上記の例を使用して、静的
なメディア（例えば広告画像）、ストリーミングメディア（例えばコンテンツ、広告及び
／若しくは他種のメディアを含むストリーミング映像及び／若しくは音声）、並びに／又
は他種のメディアを含む、任意の種類のメディアのインプレッション情報を収集すること
ができる。静的なメディア（例えば画像、テキスト、ウェブページ等、時間の成分を持た
ないメディア）の場合、例示的なＡＭＥ１０８は、クライアント機器１０６へのメディア
の提示、配信、又はその他の方法による提供が発生するたびに１回インプレッションを記
録する。ストリーミングメディア（例えば映像や音声等）の場合、例示的なＡＭＥ１０８
は、ある時間にわたって発生するメディアについて人口統計データを測定する。例えば、
メディアがクライアントアプリケーション／ソフトウェア１１４～１１７でロードされる
と、ＡＭＥ１０８は、（例えばアプリパブリッシャ１１０及び／又はメディアパブリッシ
ャ１２０を介して）、クライアント機器１０６で実行されているクライアントアプリケー
ション又はクライアントソフトウェア（例えば、ＯＳ１１４、ウェブブラウザ１１７、ア
プリ１１６等）にビーコン命令を提供する。例によっては、ビーコン命令により、クライ
アントアプリケーション／ソフトウェア１１４～１１７が、規則的な間隔及び／又は不規
則な間隔（例えば１分おき、３０秒おき、２分おき等）で、要求（例えばｐｉｎｇｂａｃ
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ｋメッセージ）をインプレッションコレクタ１３２に送信する。周期的に発生する要求を
監視及び／又は計数することにより、例示的なＡＭＥ１０８は、継続時間方式のメディア
（例えば映像や音声等）の個々のインプレッションの継続時間を監視する。例示的なＡＭ
Ｅ１０８は、継続時間方式のメディアのインプレッション数（例えば１回目のロード）、
継続時間方式のメディアのユニーク視聴者、そのインプレッション数で視聴された継続時
間方式のメディアの合計時間（秒又は分等の単位）を求めることができる。本明細書で使
用される用語「インプレッション情報」は、インプレッション及び／又は継続時間の単位
を含む場合がある。例示的なインプレッションコレクタ１３２は、ウェブブラウザ１１７
からの要求を識別し、１つ又は複数のデータベース保有者との関連で、メディアのインプ
レッション情報を、ウェブブラウザ１１７のユーザの人口統計データと対応付ける。
【００８０】
　[00101]例によっては、ユーザが（例えばブラウザ１１７を介して）ウェブサイトパブ
リッシャからウェブページをロードし、ウェブページは特定の６０分間の映像に相当する
。例示的なウェブページの一部として、又はそれに加えて、ウェブサイトパブリッシャは
、例えばブラウザ１１７にビーコン命令を提供することにより、データコレクタ１１２か
らビーコンサーバ１４２にｐｉｎｇｂａｃｋメッセージ（例えばビーコン要求）を送信さ
せる。例えば、ビーコン命令が例示的なブラウザ１１７で実行されると、そのビーコン命
令により、データコレクタ１１２がｐｉｎｇｂａｃｋメッセージ（例えばビーコン要求、
ＨＴＴＰ要求、ｐｉｎｇ）を、指定された間隔（例えば１分に１回、又は他の適切な間隔
）でインプレッションコレクタ１３２に送信する。例示的なビーコン命令（又は例えばイ
ンプレッションコレクタ１３２若しくはデータベース保有者１０４ａ～ｂからのリダイレ
クトメッセージ）はさらに、データコレクタ１１２から、ｐｉｎｇｂａｃｋメッセージ又
はビーコン要求を、ユーザに関する人口統計学的情報を収集及び／又は維持する１つ又は
複数のデータベース保有者１０４ａ～ｂに送信させる。データベース保有者１０４ａ～ｂ
は、インプレッションコレクタ１３２によって判定されたインプレッションと組み合わせ
る、又は関連付けるために、データコレクタ１１２に関連付けられたユーザについての人
口統計学的情報を送信する。ユーザが、映像を含んでいるウェブページを映像が終わる前
に閉じた場合は、ビーコン命令は停止され、データコレクタ１１２は、インプレッション
コレクタ１３２へのｐｉｎｇｂａｃｋメッセージの送信を停止する。例によっては、ｐｉ
ｎｇｂａｃｋメッセージは、タイムスタンプ及び／又は多数のｐｉｎｇｂａｃｋメッセー
ジが対応する映像中の箇所を示す他の情報を含む。クライアント機器１０６からインプレ
ッションコレクタ１３２で受信されるｐｉｎｇｂａｃｋメッセージの数及び／又は内容を
判定することにより、例示的なインプレッションコレクタ１３２は、ユーザが映像のうち
特定の長さを見たことを判定することができる（例えば、インプレッションコレクタ１３
２でｐｉｎｇｂａｃｋメッセージが受信された映像部分）。
【００８１】
　[00102]図の例のクライアント機器１０６は、クライアント機器１０６を介して提示す
るメディア１１８（例えば音声、映像、対話型メディア、ストリーミングメディア等）が
そこから取得されるホストウェブサイト（例えばwww.acme.com）に誘導されるクライアン
トアプリケーション／ソフトウェア１１４～１１７を実行する。図の例では、メディア１
１８（例えば広告及び／又はコンテンツ）には、識別子情報（例えばメディアＩＤ１２２
、クリエイティブタイプＩＤ、プレースメントＩＤ、パブリッシャソースのＵＲＬ等）及
びビーコン命令がタグ付けされる。例示的なビーコン命令により、クライアントアプリケ
ーション／ソフトウェア１１４～１１７はさらなるビーコン命令をビーコンサーバ１４２
に要求し、その命令が、メディア１１８のインプレッションを報告するビーコン要求を送
信する方式と送信先を、クライアントアプリケーション／ソフトウェア１１４～１１７に
指示する。例えば、例示的なクライアントアプリケーション／ソフトウェア１１４～１１
７は、メディア１１８の識別（例えばメディア識別子１２２）を含む要求をビーコンサー
バ１４２に送信する。すると、ビーコンサーバ１４２は、ビーコン命令１４４を生成して
、例示的なクライアント機器１０６に返す。図ではビーコンサーバ１４２とインプレッシ
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ョンコレクタ１３２は別々に示しているが、例によっては、ビーコンサーバ１４２とイン
プレッションコレクタ１３２は組み合わせられる。図の例では、ビーコン命令１４４は、
１つ又は複数のデータベース保有者（例えば提携先データベース保有者１０４ａ～ｂの１
つ若しくは複数）、又はクライアント機器１０６がビーコン要求（例えばインプレッショ
ン要求）を送信すべき他のサーバのＵＲＬを含む。例によっては、ｐｉｎｇｂａｃｋメッ
セージ又はビーコン要求はＨＴＴＰ要求として実装することができる。ただし、送信され
るＨＴＴＰ要求は、ダウンロードすべきウェブページ又は他のリソースを特定するのに対
し、ｐｉｎｇｂａｃｋメッセージ又はビーコン要求は、視聴者測定情報（例えば広告キャ
ンペーンの識別、コンテンツ識別子、及び／若しくは機器／ユーザの識別情報）をペイロ
ードとして含む。ｐｉｎｇｂａｃｋメッセージ又はビーコン要求の送信先のサーバは、ｐ
ｉｎｇｂａｃｋメッセージ又はビーコン要求の視聴者測定データをインプレッション（例
えばビーコン命令がタグ付けされたメディアの性質に応じて広告及び／又はコンテンツの
インプレッション）として記録するようにプログラムされる。例によっては、タグ付けさ
れたメディア１１８と共に受信されるビーコン命令が、ビーコン命令１４４を含む。その
ような例では、タグ付けされたメディア１１８ですでにビーコン命令１４４が提供される
ので、クライアントアプリケーション／ソフトウェア１１４～１１７は、ビーコンサーバ
１４２にビーコン命令１４４を要求する必要がない。
【００８２】
　[00103]ビーコン命令１４４がクライアント機器１０６で実行されると、ビーコン命令
１４４は、クライアント機器１０６から、ビーコン命令１４４で指定される遠隔のサーバ
（例えばインプレッションコレクタ１３２、メディアパブリッシャ１２０、データベース
保有者１０４ａ～ｂ、又は他のサーバ）に、（例えば指定された間隔で繰り返し）ビーコ
ン要求を送信させる。図の例では、指定されるサーバは、視聴者測定エンティティ１０８
、すなわちインプレッションコレクタ１３２のサーバである。ビーコン命令１４４は、Ｊ
ａｖａｓｃｒｉｐｔ（登録商標）、又は、例えばＪａｖａやＨＴＭＬ等のクライアントア
プリケーション（例えばウェブブラウザ）を介して実行することができる他の種類の命令
又はスクリプトとして実装することができる。
【００８３】
　[00104]図１のシステムを実装するために使用できる例が、２０１３年８月２８日に出
願された米国特許出願第１４／１２７，４１４号、２０１４年４月２４日に出願された米
国特許出願第１４／２６１，０８５号、２０１４年３月１３日に出願された米国仮特許出
願第６１／９５２，７２６号、２０１４年４月１４日に出願された米国仮特許出願第６１
／９７９，３９１号、２０１４年４月３０日に出願された米国仮特許出願第６１／９８６
，７８４号、２０１４年５月９日に出願された米国仮特許出願第６１／９９１，２８６号
、及び２０１４年６月１９日に出願された米国仮特許出願第６２／０１４，６５９号に開
示される。米国特許出願第１４／１２７，４１４号、米国特許出願第１４／２６１，０８
５号、米国仮特許出願第６１／９５２，７２６号、米国仮特許出願第６１／９７９，３９
１号、米国仮特許出願第６１／９８６，７８４号、米国仮特許出願第６１／９９１，２８
６号、及び米国仮特許出願第６２／０１４，６５９号は、それらの全体が参照により本明
細書に取り込まれる。
【００８４】
　[00105]図２～図１１の例を使用して、ユーザがメディアにアクセスするクライアント
機器から収集されたインプレッション情報中の帰属先誤判定及び／又は未カバーの誤りを
補償することができる。そのようなインプレッション情報は、上記の例示的技術を含む、
任意の適切な技術を使用して収集することができる。例えば、データベース保有者１０４
ａ～ｂから収集されるインプレッション情報は、対象とするメディア項目（例えば広告、
ストリーミングメディア、ウェブサイト等）のインプレッション数、継続時間方式のメデ
ィアが提示される継続時間単位数（例えば分や秒等）、及び／又は、そのインプレッショ
ンに対応する視聴者メンバーの数を記述する集約されたインプレッション情報とすること
ができる。データベース保有者１０４ａ～ｂから得られる集約されたインプレッション情
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報には、帰属先誤判定の誤り（例えばインプレッションを第２の人口統計グループの第２
の人物にインプレッションを関連付けるべき時に、データベース保有者が、誤って第１の
人口統計グループの第１の人物にインプレッションを関連付けた結果生じる誤り）、及び
／又は未カバーの誤り（例えばデータベース保有者がインプレッションを人物に関連付け
られない結果生じる誤り）が生じる可能性がある。データベース保有者１０４ａ～ｂによ
って人口統計学的情報に関連付けることができないインプレッション及び／又は継続時間
単位は、集約された人口統計学的情報に含まれない可能性があるため、開示される例の一
部では、例えばＡＭＥ１０８でインプレッションを計数し、計数したインプレッションを
、データベース保有者１０４ａ～ｂが人口統計学的情報を認識しているインプレッション
の数と比較することを使用して、集約されたインプレッション情報中の未カバーの誤りを
検出することができる。他の例では、データベース保有者１０４ａ～ｂが、データベース
保有者１０４ａ～ｂが人口統計学的情報を判断できなかったインプレッション及び／又は
継続時間単位の数を返す。データベース保有者１０４ａ～ｂが人口統計学的情報を判断で
きなかったインプレッション及び／又は継続時間単位の数を、カバーされていないインプ
レッションの数として使用することができる。
【００８５】
　[00106]本明細書に開示される例は、調査較正データを使用して、それぞれの誤りを推
定し、帰属先誤判定の誤り及び／又は未カバーの誤りを補正するように調整された補償イ
ンプレッション情報を生成する。本明細書に開示される例は、クライアント機器（例えば
モバイル機器及び／若しくは非モバイル機器）から収集されたインプレッション及び／若
しくは継続時間単位に使用することができ、モバイル機器のみから収集されたインプレッ
ション及び／若しくは継続時間単位に適用することができ、非モバイル機器から収集され
たインプレッション及び／若しくは継続時間単位に適用するのとは別にモバイル機器から
収集されたインプレッション及び／若しくは継続時間単位に適用することができ、並びに
／又は、第２の種類のモバイル機器から収集されたインプレッションに適用するのとは別
に、第１の種類のモバイル機器から収集されたインプレッション及び／若しくは継続時間
単位に適用することができる。補償されたインプレッション情報は、例によっては、モバ
イル機器と非モバイル機器に分けて提示又は報告され、及び／又は、モバイル機器と非モ
バイル機器両方に対応する集約データとして報告される。
【００８６】
　[00107]本明細書に開示される例は、実時間又はほぼ実時間で受信データに適用するこ
とができ（例えばデータの受信から数秒若しくは数分以内）、また所望の時間（例えば１
時間、１日、１週間、１か月等）にわたり、及び／又は累積的に（例えば多数の期間にわ
たって収集されたインプレッション及び／若しくは継続時間単位に適用される）、インプ
レッション情報（例えばインプレッション、継続時間単位）を補償するために使用するこ
とができる。したがって、本明細書に開示される例は、正確な人口統計学的情報を広告者
及び／又はメディア配布者に提供して、知られる方法より、測定された人口統計データに
合わせてメディアキャンペーンの戦略をより迅速に調整することができる。
【００８７】
　[00108]図２は、図１の例示的なインプレッションコレクタ１３２を実装して、インプ
レッション情報の帰属先誤判定及び／又は未カバーの誤りを補償するために使用できる例
示的なインプレッションデータ補償器２００のブロック図である。図２の例示的インプレ
ッションデータ補償器２００は、クライアント機器（例えば図１のクライアント機器１０
６）及び／又はデータベース保有者１０４ａ～１０４ｂから取得したインプレッション情
報を補償又は調整して、上記のような誤りを低減（例えば回避）する。
【００８８】
　[00109]図２の例示的インプレッションデータ補償器２００は、較正データ収集部２０
２、共有行列生成部２０４、帰属先誤判定補正部２０６、インプレッション情報収集部２
０８、未カバー計算部２１０、未カバー補正部２１２、及びインプレッション情報調整部
２１４を含む。
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【００８９】
　[00110]図２の例示的インプレッションデータ補償器２００は、視聴者のモバイル機器
の使用特性を記述する調査較正データを収集又は取得する。例えば、調査較正データは、
無作為に選択された世帯の調査への回答を含むか、及び／又は回答に基づくことができる
。例によっては、較正調査で、世帯の人数、世帯の人口統計学的特性（例えば年齢及び性
別、人種、民族性、言語特性、世帯収入、地理的な場所等）、世帯にあるモバイル機器の
数及び／若しくは種類（例えば、スマートフォン、タブレットコンピュータ、携帯メディ
アプレーヤ等）、並びに／又は、指定されたデータベース保有者（例えば図１の提携先デ
ータベース保有者１０４ａ～ｂ）への世帯員の登録、を含む情報を得る。例によっては、
較正調査で、世帯内の人ごとに、その世帯にある各モバイル機器の使用特性及び／若しく
はモバイル機器の種類、その人物が普段視聴するメディアカテゴリ、その人物が世帯にあ
る各モバイル機器及び／若しくは各種類のモバイル機器で普段視聴するメディアカテゴリ
、その人物が世帯にある各モバイル機器及び／若しくは各種類のモバイル機器で使用して
いるアプリ、並びに／又は、世帯にある各モバイル機器及び／若しくは各種類のモバイル
機器で行われる指定されたデータベース保有者との対話の特性、を得る。例示的な較正デ
ータ収集部２０２は、少なくとも閾値数の世帯から調査較正データを取得し、該当する場
合はその結果を重み付けして一般的な母集団や視聴者を反映させる。
【００９０】
　[00111]いくつかの他の例では、調査較正データソースは、例えばテレビの視聴率を調
べるＮｉｅｌｓｅｎ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐｅｏｐｌｅ　Ｍｅｔｅｒ（ＮＰＭ）のパネル
等、設立された（１つ又は複数の）回答者パネルの調査を含む。設立されたパネルの調査
ではしばしば、より高い品質の調査較正データが得られる。例によっては、複数の調査で
得られたデータを使用して、種々の補償係数を計算する、及び／又は、それらのデータを
組み合わせて使用して補償係数を計算する。
【００９１】
　[00112]帰属先誤判定の補正
【００９２】
　[00113]図２の例示的共有行列生成部２０４は、調査較正データに基づいて機器共有行
列を計算する。図２の例では、共有行列生成部２０４は、調査較正データで表される機器
種類とメディアカテゴリとの組み合わせごとに、別々の帰属先誤判定補正行列を作成する
。
【００９３】
　[00114]対象とする機器種類とメディアカテゴリについての帰属先誤判定補正行列を生
成するために、例示的な共有行列生成部２０４は、世帯配分生成部２１６、集約配分生成
部２１８、行列補正部２２０、及び行列正規化部２２２を含んでいる。
【００９４】
　[00115]図２の例示的世帯配分生成部２１６は、調査較正データに基づいて世帯の視聴
者の配分を生成する。例えば、世帯配分生成部２１６は、調査較正データに表された人物
が、注目する機器種類を使用して注目するメディアカテゴリのメディアを視聴するそれぞ
れの見込みを求める。説明のために次のような例を考えたい。調査較正データが収集され
る例示的な世帯が、１）４５～５４才の男性、２）３５～４４才の女性、３）１８～２４
才の女性、及び４）１２～１７才の男性、の４人の世帯員を含むとする。１８～２４才の
女性と１２～１７才の男性は、図１の例示的データベース保有者１０４ａ（例えばＦａｃ
ｅｂｏｏｋ）に登録しており（例えばデータベース保有者１０４ａにより登録ユーザとし
て認識可能であり）、タブレットコンピュータ（例えば図１のクライアント機器１０６）
を使用してデータベース保有者１０４ａにアクセスする（ただし同時ではない）。４５～
５４才の男性と３５～４４才の女性は、タブレットコンピュータではデータベース保有者
１０４ａに認識されない。下の表１に、メディアカテゴリごとにタブレットコンピュータ
の例示的な共有パターンを示す。表１で、「Ｘ」と示されたセルは、そのセルの人口統計
グループの欄に記された人物が、コンテンツ種類の欄に記されたカテゴリのメディアを視
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聴することを意味する。逆に、表１の空白のセルは、そのセルの人口統計グループの欄に
記された人物が、コンテンツ種類の欄に記されたカテゴリのメディアを視聴しないことを
意味する。メディアカテゴリは、例えば調査較正データで使用されるメディアカテゴリ、
並びに／又はテレビ及び／若しくは他のメディアの視聴率調査で使用されるメディアカテ
ゴリに基づいて定義することができる。
【表１】

【００９５】
　[00116]表１に示すように、４５～５４才の男性は、タブレットコンピュータを使用し
て、政治メディアに分類されたメディア（例えばウェブサイト、ストリーミングメディア
等）を視聴し、３５～４４才の女性は、タブレットコンピュータで、ドラマ、コメディ、
及び／又はリアリティに分類されたメディア（例えばウェブサイトやストリーミングメデ
ィア等）を視聴し、１８～２４才の女性は、タブレットコンピュータで、ドラマ及びコメ
ディに分類されたメディア（例えばウェブサイトやストリーミングメディア等）を視聴す
る。１２～１７才の男性はタブレットを使用してデータベース保有者１０４ａにログイン
するが、タブレットコンピュータでは視聴者測定エンティティ１０８によって監視される
メディアは視聴しない。表１の共有パターンに基づき、例示的な世帯配分生成部２１６は
、下の表２に示すように、表１のメディアカテゴリごとに機器共有の確率を計算する。そ
の機器共有の確率を、表２では、人口統計グループの欄で識別された人物がその機器でそ
の種類のコンテンツ（例えばメディアカテゴリ）を視聴する確率密度関数（ＰＤＦ）とし
て示す。
【表２】

【００９６】
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　[00117]この例では、１２～１７才の男性がタブレットコンピュータで（例えばブラウ
ザ及び／又はアプリを介して）データベース保有者にログインし、そのデータベース保有
者からログアウトせず、その後３５～４４才の女性が同じタブレットコンピュータを使用
し（まだ１２～１７才の男性がデータベース保有者１０４ａにログインした状態になって
いる）、自分の資格証明情報を使用してデータベース保有者１０４ａにログインしない場
合、データベース保有者１０４ａは、３５～４４才の女性がタブレットコンピュータでメ
ディアを視聴している間、本来は３５～４４才の女性に属すると判断すべきインプレッシ
ョン及び／又は継続時間単位を１２～１７才の男性に属すると誤って判断する。そのため
、そのような例では、データベース保有者情報を使用してインプレッション及び／又は継
続時間単位を人口統計学的情報に関連付けると、４５～５４才の男性と３５～４４才の女
性に属すると判断されるインプレッション及び／又は継続時間単位がなくなり（又は実際
よりも少なくなり）、１８～２４才の女性及び／又は１２～１７才の男性に属すると判断
されるインプレッション及び／又は継続時間単位が実際よりも多くなる。
【００９７】
　[00118]この世帯のタブレットコンピュータと「コメディ」カテゴリについての帰属先
誤判定補正行列を求めるために、例示的な世帯配分生成部２１６は、上記表２の「コメデ
ィ」の確率を、下の表３に示す例示的な再配分後の視聴者行列に変換する。表３で、列（
認識された人口統計グループｉ）は、インプレッションに関連するものとデータベース保
有者１０４ａに識別された人口統計グループを表し、行（実際の閲覧者人口統計グループ
ｊ）は、そのインプレッションに対応するメディアを実際に視聴する人口統計グループ（
例えば実際の閲覧者）を表す。したがって、表３は、ある人物が、認識された人口統計グ
ループｉの人物としてデータベース保有者に識別された場合に、実際の閲覧者又は真の閲
覧者が実際の閲覧者人口統計グループｊの人物であるＰＤＦを含む。各セルの値は、デー
タベース保有者１０４ａがメディアのインプレッションをその列の認識された人口統計グ
ループｉに関連付ける時に、その行の実際の閲覧者人口統計グループｊが当該メディアを
視聴している確率γｉｊである。
【表３】

【００９８】
　[00119]この世帯の表３の再配分後の視聴者行列からインプレッションを求める例とし
て、認識された人口統計グループｉの１２～１７才の男性に視聴されているとデータベー
ス保有者１０４ａに認識された「コメディ」のメディアカテゴリのインプレッションが１
０回あった場合、そのインプレッションのうち５回は、実際の閲覧者人口統計グループｊ
の３５～４４才の女性が生じさせたと考えられ（例えば１０回のインプレッションに表３
の０．５の確率を乗算する）、インプレッションのうち５回は、実際の閲覧者人口統計グ
ループｊの１８～２４才の女性が生じさせたと考えられ（例えば１０回のインプレッショ
ンに表３の０．５の確率を乗算する）、インプレッションのうち、実際の閲覧者人口統計
グループｊの１２～１７才の男性又は４５～５４才の男性が生じさせたと考えるインプレ
ッションはない（例えば１０回のインプレッションに表３の０の確率を乗算する）。
【００９９】
　[00120]例示的な世帯配分生成部２１６は、表２及び／又は表３のＰＤＦを使用するこ
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とができ、２つの表のＰＤＦは、異なる人口統計グループの欄の確率が異なっており（表
２）、及び／又は、異なる実際の閲覧者人口統計グループの確率が異なっている（表３）
。例えば、１つのＰＤＦ内の異なる確率は、世帯の世帯員の１人が、その世帯の世帯員の
他の１人よりも大幅に高い頻度で対象メディアカテゴリを視聴する場合に、調査較正デー
タから求められる可能性がある。例えば、表２の３５～４４才の女性が「コメディ」のカ
テゴリのメディアを「頻繁に」視聴すると報告し、表２の１８～２４才の女性が「コメデ
ィ」のカテゴリのメディアを「めったに視聴しない」と報告した場合、表２の「コメディ
」カテゴリのＰＤＦは、その視聴頻度の違いを反映して（０，　０．７５，　０，　０．
２５）となる可能性がある。それに加えて、又はそれに代えて、例示的な世帯配分生成部
２１６は、同じ人口統計グループに複数の人が存在することに基づいて、表２の例示的共
有行列に異なる確率を持つＰＤＦを使用する場合もある。例えば、１２～１７才の女性が
２人と３５～４４才の女性が１人いる世帯のＰＤＦは、Ｆ１２～１７の人口統計グループ
の確率がＦ３５～４４の人口統計グループの確率の２倍になる可能性がある。
【０１００】
　[00121]図２の例示的な集約配分生成部２１８は、例示的な調査較正データに含まれる
すべての世帯に基づいて、機器種類とメディアカテゴリの組み合わせごとに、集約された
再配分後の視聴者行列を生成する。
【０１０１】
　[00122]例によっては、世帯配分生成部２１６が、個々の世帯の調査回答から個別の機
器共有行列を生成し、集約配分生成部２１８が、個々の再配分後の視聴者行列を集約して
、集約された再配分視聴者行列にする。例えば、世帯配分生成部２１６は、１つの世帯内
でデータベース保有者１０４ａによって識別できる、認識された人口統計グループｉにい
る人物を再配分することができる。そのため、世帯配分生成部２１６は、それらの者に関
連するインプレッションも、調査較正データに基づいて、実際の閲覧者人口統計グループ
ｊに再配分することができる。
【０１０２】
　[00123]再配分後の視聴者行列の別の例では、下の表４に、１８～２４才の女性（Ｆ１
８～２４）として示される、同じ認識された人口統計グループｉにある２人の女性（例え
ばインプレッションに対応するメディアの閲覧者としてデータベース保有者１０４ａに認
識される）がいる世帯のメディアカテゴリごとの例示的機器共有確率を示す。この例では
、Ｆ１８～２４の人口統計グループにいるその２人の女性は、Ｆ１８～２４の人口統計グ
ループに属するデータベース保有者１０４ａの登録ユーザとして識別することができる。
【表４】

【０１０３】
　[00124]上記表４のセルは、指定されたメディアカテゴリ（例えば「すべて」、政治、
ドラマ、コメディ、リアリティ）に関して、指定された認識された人口統計グループｉに
属する者（例えばＭ４５～５４の人口統計グループの１人、Ｆ３５～４４の人口統計グル
ープの１人、及びＦ１８～２４の人口統計グループの２人）の間でメディア機器が共有さ
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れる確率を示す確率密度関数（ＰＤＦ）を示している。例えば、「すべて」のメディアカ
テゴリのメディアが視聴されるＰＤＦは、Ｍ４５～５４の認識された人口統計グループｉ
の人物、Ｆ３５～４４の認識された人口統計グループｉの人物、及びＦ１８～２４の認識
された人口統計グループｉの人物のうちの１人それぞれに、０．３３となる。この例では
、Ｆ１８～２４の認識された人口統計グループｉにいるもう一方の者については、ＰＤＦ
は０になる。表４のデータは、世帯内の人のメディア視聴に関する情報を提供する調査較
正データソース（例えば無作為に選択された人及び／又は世帯の調査）に基づく。
【０１０４】
　[00125]この例では、上記表４で表される例示的世帯のＦ１８～２４の認識された人口
統計グループｉにいる２人の女性は、データベース保有者１０４ａ（例えばソーシャルネ
ットワークサービス）の登録ユーザである。上記表４のデータに基づき、世帯配分生成部
２１６は、例示的な調査較正データソースで世帯から収集された機器共有パターン及び視
聴パターンに基づいて、登録されたデータベース保有者ユーザそれぞれ（例えばＦ１８～
２４の人口統計グループの閲覧者）の視聴者（及び、したがってそれらの者に関連付けら
れたインプレッション）を、当該カテゴリのメディアを視聴する世帯の実際の閲覧者人口
統計グループｊ、Ｍ４５～５４、Ｆ３５～４４、及びＦ１８～２４に再配分する。表４の
「すべて」のメディアカテゴリと、第２の例示的な世帯についての例示的な再配分後の視
聴者を下の表５に示す。
【表５】

【０１０５】
　[00126]上の表５で、世帯配分生成部２１６は、同じ認識された人口統計グループｉ（
例えば人口統計グループＦ１８～２４の２人の世帯員）にいるすべての登録されたデータ
ベース保有者ユーザに、同じＰＤＦ（例えば０．３３）を適用する。表５の例では、セル
値は、この世帯の人物が、データベース保有者に、認識された人口統計グループｉにいる
人物（すなわちその列に示される人物及び／又は人口統計グループ）として認識された場
合に、実際の閲覧者又は真の閲覧者が、真又は実際の閲覧者人口統計グループｊの人物（
すなわちその行に示される人物及び／又は人口統計グループ）であるそれぞれの確率を示
す。例えば、データベース保有者が、Ｆ１８～２４の認識された人口統計グループｉの第
１の人物を認識する場合に、「すべて」のカテゴリの真のメディア閲覧者がＭ４５～５４
の実際の閲覧者人口統計グループｊの人物である確率は、０．３３である。この例では、
データベース保有者がＦ１８～２４の認識された人口統計グループｉの第２の人物を認識
した場合に、「すべて」のカテゴリの真のメディア閲覧者又は実際の閲覧者が、Ｍ４５～
５４の実際の閲覧者人口統計グループｊの人物である確率は、同じである（例えば０．３
３）。
【０１０６】
　[00127]この例では、Ｆ１８～２４の認識された人口統計グループｉの女性の閲覧者が
、表５の例示的な再配分後の視聴者行列で表される特定の機器で特定のメディアカテゴリ
を視聴することを示すかどうかは重要でない。データベース保有者１０４ａがその特定の
機器に関連するインプレッション及び／又は継続時間単位を把握する限り、世帯配分生成
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統計グループｊ、Ｍ４５～５４、Ｆ３５～４４、及びＦ１８～２４すべてに均等に再配分
することができる。したがって、Ｆ１８～２４と示される両方の列（例えばこの世帯の２
人の娘に相当する）に、０．３３（Ｍ４５～５４の実際の閲覧者人口統計グループｊ）、
０．３３（Ｆ３５～４４の実際の閲覧者人口統計グループｊ）、及び０．３３（Ｆ１８～
２４の実際の閲覧者人口統計グループｊ）の等しい再配分が与えられる。そして、Ｆ１８
～２４の実際の閲覧者人口統計グループｊに対応する同じ行の確率値をＦ１８～２４の列
にわたって合計する。これは、それらの値が、同じ認識された人口統計グループｉ、Ｆ１
８～２４に対応するからである。「合計」の行にあるセルは、データベース保有者１０４
ａの登録ユーザである、対応する認識された人口統計グループｉ（Ｍ４５～５４、Ｆ３５
～４４、Ｆ１８～２４）にいる視聴者メンバーの数を示す。
【０１０７】
　[00128]下の表６は、Ｆ１８～２４の認識された人口統計グループｉについての合計値
が示された、「すべて」のジャンルにわたる例示的な再配分後の視聴者行列を示す。

【表６】

【０１０８】
　[00129]上の表６で、それぞれの列（認識された人口統計グループｉ、Ｍ４５～５４、
Ｆ３５～４４、及びＦ１８～２４）は、この世帯の認識された人口統計グループｉにいる
データベース保有者１０４ａの登録ユーザの合計数に相当する。「合計」の行にあるセル
は、データベース保有者１０４ａの登録ユーザである、対応する認識された人口統計グル
ープｉ（例えばＭ５４～５４、Ｆ３５～４４、Ｆ１８～２４）にいる視聴者メンバーの数
を示す。例によっては、表６の再配分後の視聴者行列の実際の閲覧者人口統計グループｊ
（例えば行）を拡大して、視聴者測定エンティティ１０８及び／又はデータベース保有者
１０４ａに使用されるすべての認識された人口統計グループｉを含むようにして、行列を
集約できるようにする。したがって、上の表６で表される世帯には、実際の閲覧者人口統
計グループＭ１２～１７にあたる世帯員はいないが、上の表６の例は、Ｍ１２～１７の行
を含むことにより、表６のＰＤＦを下の表７のＰＤＦと集約できるようにしている。
【０１０９】
　[00130]表４に示す機器共有確率を使用して上記で表５及び表６との関係で説明したよ
うに第２の世帯の再配分後の視聴者行列を生成した後、表６及び表７の再配分後の視聴者
行列を世帯にまたがって集約（例えば合計）して、認識された人口統計グループｉにいる
データベース保有者１０４ａの登録ユーザを組み合わせ、実際の閲覧者人口統計グループ
ｊの再配分後の視聴者を合計する。例えば、上の表６と下の表７の再配分後の視聴者を集
約して、下の表８に示す世帯間で集約された再配分後の視聴者を生成する。ここで説明す
る例では、表６と表７は２つの異なる世帯に対応する。
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【表７】

【表８】

【０１１０】
　[00131]上の表８の確率は、表６及び表７のうち対応する表に表される２つの世帯にま
たがったデータベース保有者１０４ａの登録ユーザについての再配分後の視聴者を反映し
ている。Ｍ１２～１７とＦ１８～２４の認識された人口統計グループｉの列の合計は、認
識された人口統計グループｉにいるデータベース保有者１０４登録ユーザの合計数を反映
している。「合計」の行にあるセルは、データベース保有者１０４ａの登録ユーザである
、対応する認識された人口統計グループｉ（Ｍ４５～５４、Ｆ３５～４４、Ｍ１２～１７
、Ｆ１８～２４）にいる視聴者メンバーの数を示す。
【０１１１】
　[00132]例によっては、行列補正部２２０は、人口統計学的ペアｉ、ｊ（例えば認識さ
れた人口統計グループｉの１人と、実際の閲覧者人口統計グループｊの１人）が同じ世帯
で共に生活している確率を是正するためのＮｉｅｌｓｅｎのＮＰＭ（national people me
ter）指標を生成する。例えば、Ｐ（Ｌ）ｉｊは、認識された人口統計グループｉにいる
第１の人物が、実際の閲覧者人口統計グループｊにいる人物と同じ世帯で生活している確
率である。ここで説明する例では、ＮＰＭ指標は、較正データの他のソースである。本明
細書に開示される例では、世帯員がその世帯に関連付けられたメディア機器を介してメデ
ィアを視聴した時にＡＭＥ１０８（図１）によって設置された計測器が世帯員の識別を収
集する世帯から、ＮＰＭデータが収集される。ＮＰＭデータは、世帯員に自身を識別する
ように促す（又は、メディアを視聴する世帯員の識別をその他の形で正確に収集する）、
ローカルにインストールされた計測器を使用して世帯で収集されるので、ＮＰＭデータは
、メディア機器によって提示されるメディアをどの世帯員が実際に視聴しているか（例え
ば真の閲覧者である）を特定することに関して高い精度を有する。
【０１１２】
　[00133]下記のＮＰＭ指標を使用してＰ（Ｌ）ｉｊの確率を是正することができる。そ
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のような例では、行列補正部２２０が、再配分したデータベース保有者の登録ユーザの表
（例えば上記の表５に示した「すべて」のカテゴリについての例示的な再配分後の視聴者
行）の対応するｉ，ｊセルに、ＮＰＭ指標を適用する。下の表９は、世帯から収集された
調査回答に基づく、共に生活している人口統計グループｉ，ｊの人のペアの推定数を示す
（これは、これらの例では、再配分後の視聴者の表を求める元になる調査較正データソー
スとしても使用される）。下の表１０は、収集されたＮＰＭデータに基づく、共に生活し
ている人口統計グループｉ，ｊペアの推定数を示す。下の表１１は、表９及び表１０の推
定数に基づいて行列補正部２２０によって生成されたＮＰＭ指標を示す。
【表９】

【表１０】

【表１１】

【０１１３】
　[00134]上記表１１の例示的なＮＰＭ指標は、表１０の値（パネル構成員データに基づ
く、共に生活している人口統計学的グループＩ，Ｊの人のペアの推定数）を、表９の対応
する値（調査回答に基づく、共に生活している人口統計グループｉ，ｊの人のペアの推定
数）で除算することによって計算される。ここで説明する例では、表１１を使用して、同
じ世帯で共に生活している異なる人口統計グループｉ，ｊにいる閲覧者の過剰サンプリン
グ／サンプリング不足を是正する。例えば、表９では、調査回答に基づいて、Ｍ４５～５
４の人口統計グループｉ，ｊにまたがる１００人が共に生活していると推定している。よ
り正確なＮＰＭデータに基づき、表１０は、それと同じＭ４５～５４の人口統計グループ
ｉ、ｊにまたがる１０５人が共に生活していると推定している。したがって、表１１のそ
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の人口統計グループＭ４５～５４の例示的なＮＰＭ指標は１．０５となり、これは、表１
０の対応する１０５の値に対して、表９でＭ４５～５４の人口統計グループｉ、ｊの中で
共に生活している人々の数がサンプリング不足になっている（例えば１００）ことを補償
するＮＰＭ指標よりも大きい。表９の推定数が表１０の対応する数量と比べてサンプリン
グが過剰になる事例の場合、対応する表１１のＮＰＭ指標は、１より小さくなる（例えば
、表１１のＦ１８～２４の実際の閲覧者人口統計グループｊと、Ｆ３５～４４の認識され
た人口統計グループｉのＮＰＭ指標＝０．７５）。
【０１１４】
　[00135]例によっては、表９の共に生活しているいくつかの人口統計グループペアｉ，
ｊからの推定（例えば調査回答に基づいて求められる）を、ＮＰＭデータに基づく表１０
の推定と整合させる。その理由は、ＮＰＭデータは、データベース保有者１０４ａから得
る人口統計学的データよりも高品質のデータソースであるからである。表１２及び表１３
は、共に生活する人口統計グループｉ，ｊの人のペアの推定が、ＮＰＭデータに近くなる
ように整合される例示的データを示す。表１２で、行列補正部２２０は、認識された人口
統計グループｉの第１の人物が、実際の閲覧者人口統計グループｊの人物と同じ世帯で生
活している確率Ｐ（Ｌ）ｉｊに関して、上記表８の再配分後の視聴者値を調整する。ここ
で説明する例では、行列補正部２２０は、上記表８のｉ，ｊ　セルの再配分後の視聴者値
に、上記表１１のｉ，ｊセルの値にある対応するＮＰＭ指標を乗算することにより、表１
２の各ｉ，ｊセルの値を求める。このようにして、共有行列補正部２２０は、異なる世帯
にまたがってデータベース保有者１０４ａによって収集された再配分後のインプレッショ
ンにＮＰＭ指標を適用して、認識された人口統計グループｉの第１の人物が実際の閲覧者
人口統計グループｊの人物と同じ世帯で生活している確率Ｐ（Ｌ）ｉｊを是正する。
【表１２】

【表１３】

【０１１５】
　[00136]上の表１３で、行列正規化部２２２は、上記表１２の調整後のインプレッショ
ンの再配分を正規化して、認識された人口統計グループｉ（例えばＭ１２～１７及びＦ１
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８～２４の認識された人口統計グループｉ）の列の合計が１になるようにする。このよう
にすると、各列（例えば認識された人口統計グループｉのＭ１２～１７及びＦ１８～２４
）は、データベース保有者１０４ａが特定の認識された人口統計グループｉを検出した時
に、ＡＭＥ１０８が、メディアの真の閲覧者の実際の閲覧者人口統計グループｊとして判
定する内容の確率分布関数（ＰＤＦ）を表す。ここで説明する例では、表１３の再配分後
に正規化した視聴者は、帰属先誤判定の補正係数、すなわち、認識された人口統計グルー
プｉの人物がデータベース保有者１０４ａによってメディアの閲覧者として識別された場
合に、実際の閲覧者人口統計グループｊの人物が実際の閲覧者である、人口統計グループ
ｉ，ｊのペアごとの確率γｉｊになる（例えばγｉｊ＝０．４１７、０．２９５、０．３
３３、０．３３８、０．２５０、及び０．３６８）。
【０１１６】
　[00137]例によっては、データベース保有者に検出された認識された人口統計グループ
ｉと、真又は実際の閲覧者として割り当てられた実際の閲覧者人口統計グループｊとの各
ペアの確率γｉｊを、重み付けするか、及び／又は個々の世帯行列すべてにわたって平均
して、集約された確率を求めることができる。ここで説明する例では、真の閲覧者又は実
際の閲覧者とは、機器上でメディアに露出された（例えばメディアを視聴、消費等する）
実際の視聴者メンバーと考えられる、特定の人口統計グループにある人物を指す。例えば
、実際の閲覧者は、監視対象のメディアを実際に視聴する、又はそのメディアに露出され
る人物としてＡＭＥ１０８に判定される閲覧者である。人物を実際の閲覧者と判定するこ
とは、上記の無作為に選択された人及び／又は世帯の調査への回答に基づいて実際の閲覧
者である見込みを示す統計確率に基づくことができる。ＡＭＥ１０８に認識される実際の
閲覧者の判定は、観察や、世帯内の実際の閲覧者を示す他の収集データ（例えばＮＰＭデ
ータ）に基づくこともできる。いずれの場合も、実際の閲覧者は、誰が実際の閲覧者であ
るかのＡＭＥ１０８による強い推測であるが、本明細書で使用される「実際の閲覧者」は
、必ずしも実際の閲覧者の識別の絶対的な確信ではない。しかし、本明細書に開示される
例との関連で使用される「実際の閲覧者」の推測の強さは、本明細書に開示される例との
関連で使用して、高い精度を持つ補正されたインプレッション及び／又は継続時間単位を
得るのに十分に正確である。例によっては、共有行列生成部２０４は、異なる地理的市場
、異なる局、及び／又は一日のうち異なる時間帯等の追加的な区別及び／又は代替の区別
に基づいて、機器共有行列を生成する。
【０１１７】
　[00138]上記のように再配分した視聴者を使用してγｉｊを計算する例示的手法の代替
として、例によっては、集約配分生成部２１８は、式１に示すように複合確率を計算する
ことによって集約された再配分後の視聴者行列を計算する。
【０１１８】
　　　γｉｊ＝Ｐ（Ｌ）ｉｊ×Ｐ（Ｄ｜Ｌ）ｉｊ×Ｐ（Ｓｘ｜Ｄ）ｉｊ　　　（式１）
【０１１９】
　[00139]上記式１中、Ｐ（Ｌ）ｉｊは、認識された人口統計グループｉの第１の人物が
、実際の閲覧者人口統計グループｊの人物と同じ世帯で生活している確率であり、Ｐ（Ｄ
｜Ｌ）ｉｊは、認識された人口統計グループｉの第１の人物が、実際の閲覧者人口統計グ
ループｊの人物と同じ世帯で生活していると仮定して、両方の人物がその世帯でモバイル
機器（任意の種類）を利用できる確率であり、Ｐ（Ｓｘ｜Ｄ）ｉｊは、認識された人口統
計グループｉの第１の人物が、実際の閲覧者人口統計グループｊの人物と選択された種類
の同じモバイル機器を利用できると仮定して、両方の人物が選択されたカテゴリのメディ
アに関してそのモバイル機器を共有する確率である。本明細書で使用される「選択された
カテゴリ」は、分析の対象となる注目カテゴリを意味する。そのため、「選択された」は
、この文脈で使用される場合は「分析のために選択された」ことを意味する。同じ意味が
「選択された機器種類」、「選択された人口統計グループ」、及び「選択された人口統計
グループのペア」にも該当する。
【０１２０】
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　[00140]例によっては、集約配分生成部２１８は、１つ又は複数の較正データソースか
ら得るデータ（例えば調査較正データ）を使用して、上記確率の１つ又は複数を求める。
例えば、例によっては、共有行列計算部が、上記のＮＰＭ指標データを求めるために使用
されるパネル等、設立されたパネルの調査から確率Ｐ（Ｌ）ｉｊ及びＰ（Ｄ｜Ｌ）ｉｊを
求め、無作為の世帯に対する別の調査からＰ（Ｓｘ｜Ｄ）ｉｊを求める。
【０１２１】
　[00141]上記で表１～１３を参照して説明した例を参照すると、例示的な集約配分生成
部２１８は、再配分後の集約視聴者行列を使用して、人口統計グループｉ，ｊのペアごと
に、（１）認識された人口統計グループｉの人物がデータベース保有者１０４ａによって
メディアの閲覧者として識別され、且つ（２）実際の閲覧者人口統計グループｊの人物が
実際の閲覧者である確率γｉｊを求める。例示的な集約配分生成部２１８は、計算された
各確率γｉｊを含む帰属先誤判定補正行列を生成する。例示的な集約配分生成部２１８は
、上記の例示的な式（１）を使用するか、及び／又は上記のＮＰＭ指標法を使用して、帰
属先誤判定補正行列の確率γｉｊを計算することができる。選択されたタブレットコンピ
ュータの機器種類及び選択された「コメディ」のメディアカテゴリに対応する例示的な集
約された再配分後視聴者行列を、例示的な帰属先誤判定補正行列として下の表１４に示す
。例示的な表１４の続きの欄は、表の行の数と列の数が等しくなるように右に拡大してい
く。
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【０１２２】
　[00142]上の表１４の例示的な帰属先誤判定補正行列に示すように、各列の値の合計は
１００％になる。したがって、上の表１４の例示的な帰属先誤判定補正行列に基づいてイ
ンプレッション、継続時間単位、及び／又は視聴者を再配分する際には、認識された人口
統計グループｉに属すると判断されるすべてのインプレッション、継続時間単位、及び／
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又は視聴者が是正される。下記で詳細に説明するように、図２の帰属先誤判定補正部２０
６は、上記表１４の例示的な帰属先誤判定補正行列を適用して、インプレッション情報の
帰属先誤判定の誤りを補償する。
【０１２３】
　[00143]共同視聴行列
【０１２４】
　[00144]例によっては、共有行列生成部２０４はさらに、上記表１４の例示的な帰属先
誤判定補正行列に加えて、（例えばメディアカテゴリと機器種類の組み合わせごとに）共
同視聴行列を生成する共同視聴行列生成部２２４を含む。共同視聴行列は、２つの人口統
計グループ間で同時に視聴している確率のＰＤＦを提供する行列である。例えば、共同視
聴の確率κｉｊは、データベース保有者が、認識された人口統計グループｉの人物をメデ
ィアインプレッションとの関連で認識した時に、実際の閲覧者人口統計グループｊの人物
も、その認識された人物と共にそのメディアを見ている（例えば共同視聴している）確率
である。したがって、共同視聴行列の確率κｉｊを使用して、インプレッションを複数の
人物に関連付けることが適正である状況に関して、インプレッション情報を補償すること
ができる。
【０１２５】
　[00145]上の表１４の例示的な帰属先誤判定補正行列と同様に、共同視聴行列生成部２
２４により生成することができる共同視聴行列も行と列の数が等しい。ただし、上の表１
４の例示的な帰属先誤判定補正行列と異なり、共同視聴行列の列の合計は必ずしも特定の
数（例えば１００％）にはならない。ここで説明する例では、例示的な共同視聴行列生成
部２２４は、上記の確率Ｐ（Ｌ）ｉｊ及びＰ（Ｄ｜Ｌ）ｉｊを使用して、さらに、同じ世
帯に生活していて、選択された機器種類のモバイル機器を利用することができる、認識さ
れた人口統計グループｉの人物と実際の閲覧者人口統計グループｊの人物が機器種類ｘの
同じモバイル機器を使用して選択されたメディアカテゴリのメディアを同時に見る確率を
記述する確率Ｐ（Ｃｘ｜Ｄ）ｉｊを使用して、共同視聴の確率κｉｊを計算する。例によ
っては、共同視聴行列生成部２２４は、上記式１のＰ（Ｓｘ｜Ｄ）ｉｊの項を、Ｐ（Ｃｘ

｜Ｄ）ｉｊに入れ替えて、共同視聴の確率κｉｊを計算する。
【０１２６】
　[00146]例によっては、帰属先誤判定補正部２０６は、機器共有による帰属先誤判定を
調整したインプレッション及び／又は継続時間単位に、共同視聴行列を適用する。他の例
では、共同視聴は、データの集まりの中で是正されない追加的なインプレッション及び／
又は継続時間単位に相当すると考えることができるため、帰属先誤判定補正部２０６は、
機器共有による帰属先誤判定が調整され、データベース保有者１０４ａによる未カバーが
調整されたインプレッション及び／又は継続時間単位に共同視聴行列の確率κｉｊを適用
することにより、補償された（例えば補正された）インプレッション及び／又は継続時間
単位に基づく共同視聴を求める。
【０１２７】
　[00147]帰属先誤判定の補正例１
【０１２８】
　[00148]上の表１４の帰属先誤判定補正行列を生成した後、例示的な帰属先誤判定補正
部２０６は、図２のインプレッション情報収集部２０８から取得されるインプレッション
の集合に帰属先誤判定補正行列を適用する。帰属先誤判定補正の第１の例では、帰属先誤
判定補正行列を適用して、人口統計グループへのインプレッション帰属の判定を補正し、
これは視聴者の計数には影響しない。そのような例を適用して、例えば、インターネット
を利用するストリーミングメディア（例えばストリーミング映像及び／又はストリーミン
グ音声）のインプレッションを補正することができる。例えば、インターネットを利用す
るストリーミングメディアの補正後のインプレッション情報を、そのメディアを追加的に
、又は代替的に利用できる他種の機器のインプレッション情報と組み合わせることができ
る。例えば、テレビ番組の放送回がテレビで公開（例えば放送）された後に、視聴者メン
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バーが時間を遅らせて、又は時間をずらしてストリーミング再生するために、コンピュー
ティング機器を介してその放送回を利用することがある。コンピューティング機器を介し
て利用されるストリーミングメディアのインプレッションは、Ｌｉｖｅ＋７のテレビ視聴
率調査基準に追加することができる。Ｌｉｖｅ＋７は、初回の公開の視聴インプレッショ
ン（又は対応する視聴者数）と、初回の予定された放送による公開の日と、初回の予定さ
れた放送による公開後の７日間に発生するインプレッション（又は対応する視聴者数）と
の合計を測定する。
【０１２９】
　[00149]図２の例示的インプレッション情報収集部２０８は、データベース保有者１０
４ａからインプレッション情報を収集し、またクライアント機器（例えば図１の例示的ク
ライアント機器１０６）から取得されるインプレッション量情報を収集する。データベー
ス保有者１０４ａから取得される例示的なインプレッション情報には、人口統計グループ
それぞれからデータベース保有者１０４ａによって人口統計グループに関連付けられたイ
ンプレッションの集約数が含まれる。
【０１３０】
　[00150]例示的なデータベース保有者１０４ａは、対象とするメディア項目（例えば視
聴者測定エンティティ１０８によって監視されるメディア項目）ごとに、インプレッショ
ン情報（例えばデータベース保有者１０４ａにより認識された人物に関連すると特定され
たインプレッションの数）を提供することができる。それに加えて、又はそれに代えて、
例示的なデータベース保有者１０４ａは、機器の種類ごとのインプレッション情報をイン
プレッション情報収集部２０８に提供する。下の表１５は、例示的なデータベース保有者
１０４ａからインプレッション情報収集部２０８によって取得されたタブレットコンピュ
ータ機器の例示的なインプレッション情報を示す。例示的なインプレッション情報収集部
２０８は、他の種類のモバイル機器（例えばスマートフォンや携帯メディアプレーヤ等）
についての同様のデータを収集することもできる。
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【表１５】

【０１３１】
　[00151]例によっては、決定木でインプレッションを処理してから、インプレッション
情報収集部２０８にインプレッションを提供する。例によっては、決定木を使用して、認
識された人口統計グループｉ及び／又は実際の閲覧者人口統計グループｊの間の区分を決
定する。インプレッションの処理の例が、２０１１年８月１２日に出願された米国特許出
願第１３／２０９，２９２号、及び２０１４年１月６日に出願された米国仮特許出願第６
１／９２３，９５９号に開示される。米国特許出願第１３／２０９，２９２号及び米国仮
特許出願第６１／９２３，９５９号は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
【０１３２】
　[00152]図２の例示的な帰属先誤判定補正部２０６は、データベース保有者１０４ａか
ら取得されたインプレッション情報を帰属先誤判定の誤りについて調整又は補償する。図
３Ａは、インプレッション情報を調整するために帰属先誤判定補正部２０６によって行わ
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れる例示的な計算を説明する図である。図２及び図３Ａの例では、帰属先誤判定補正部２
０６が、例示的な共有行列生成部２０４によって生成された機器共有行列を使用して、デ
ータベース保有者１０４ａから提供される人口統計学的情報（例えば機器種類及び／又は
メディアカテゴリごとの人口統計グループ別のインプレッション数等）を調整する。
【０１３３】
　[00153]インプレッション情報収集部２０８によって取得されたデータベース保有者デ
ータ（例えば図１のインプレッション情報１０２ａ、１０２ｂ）を使用して、図２の帰属
先誤判定補正部２０６が、当該機器種類及び／又はメディアカテゴリのｎ×ｎの帰属先誤
判定補正行列３０２と、当該機器種類及び／又はメディアカテゴリのｎ×１のデータベー
ス保有者データ３０４（例えばインプレッション数行列）とのドット積を計算する。ドッ
ト積の結果は、当該機器種類及び／又はメディアカテゴリに対応する調整された数のイン
プレッションを持つ、帰属先誤判定が調整されたｎ×１のデータ行列３０６になる。
【０１３４】
　[00154]下の表１６は、表１４の例示的な帰属先誤判定補正行列と表１５のインプレッ
ション情報を使用して帰属先誤判定補正部２０６によって計算された、帰属先の誤判定を
調整した例示的なインプレッションを示す。表１６は、上記で図３Ａを参照して説明した
ドット積に基づいて計算された、調整後のインプレッションを含む。比較しやすいように
、上記表１５の調整前のインプレッションも表１６に示している。
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【表１６】

【０１３５】
　[00155]したがって、上の表１６に示すように、調整後のインプレッションは、例示的
なデータベース保有者１０４ａから受け取られたインプレッション情報１０２ａ、１０２
ｂの帰属先誤判定の誤りが補償されている。
【０１３６】
　[00156]帰属先誤判定の補正例２
【０１３７】
　[00157]帰属先誤判定を補正する第２の例では、上の表１４の帰属先誤判定補正行列を
適用して、人口統計グループへのインプレッションと視聴者の帰属先誤判定を補正する。
上記で説明したように、正しくない人口統計グループへのインプレッションの帰属先誤判
定は、実際には第２の人口統計グループの第２の人物にインプレッションが属することを
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インプレッションが属すると判断する場合に発生する可能性がある（例えば、第２の人口
統計グループの第２の人物がメディアを視聴してインプレッションを生じさせている時に
、第１の人口統計グループの人物が機器でデータベース保有者にログインすることが原因
となる）。インプレッションと視聴者の帰属先誤判定の例示的な補正は、例えば、異なる
種類のコンピューティング機器からメディアにアクセスすることができ、それらのコンピ
ューティング機器に関してログに記録又は測定された視聴者の重複を解消することができ
る場合に使用することができる。例えば、ログに記録された視聴者メンバーの重複は、そ
の視聴者メンバーが、同じ機器及び／又は異なる機器から同じメディアに複数回アクセス
する場合に発生する。同じ視聴者メンバーが同じメディアに複数回アクセスすると、その
視聴者メンバーによる同じメディアへの複数回のアクセスに関して記録された複数回のイ
ンプレッションに基づいて、視聴者数の計数で同じ視聴者メンバーが２回又はそれ以上数
えられるため、視聴者が重複する。そのような視聴者の重複があると、特定のメディアに
露出された、又は特定のメディアにアクセスした真の視聴者数の表現が過大になる。した
がって、重複の解消を使用して、メディアのインプレッションが属することを判定できる
視聴者数をより正確に数えることができる。
【０１３８】
　[00158]図２の例示的なインプレッション情報収集部２０８は、データベース保有者１
０４ａからインプレッション情報を収集し、クライアント機器１０６で発生するインプレ
ッションの数量情報を収集する。データベース保有者１０４ａから取得されるインプレッ
ション情報の例には、データベース保有者１０４ａで生成される人口統計グループごとの
インプレッションの集約数、及び／又は各人口統計グループの視聴者数が含まれる。
【０１３９】
　[00159]例示的なデータベース保有者１０４ａは、対象のメディア項目（例えば視聴者
測定エンティティ１０８によって監視されるメディア項目）ごとに、インプレッション情
報（例えばインプレッション数、人口統計グループごとのインプレッション数等）、及び
／又は視聴者情報（例えば視聴者数、人口統計グループごとの視聴者数等）を提供するこ
とができる。それに加えて、又はそれに代えて、例示的なデータベース保有者１０４ａは
、機器の種類ごとのインプレッション及び／又は視聴者情報をインプレッション情報収集
部２０８に提供する。例によっては、インプレッション情報収集部２０８はさらに、コン
ピュータプラットフォーム（例えばデスクトップコンピュータ及び／又はラップトップ等
の非モバイル機器プラットフォーム）で発生するメディアインプレッションに関するイン
プレッション及び／又は視聴者情報を収集する。下の表１７は、例示的なデータベース保
有者１０４ａからインプレッション情報収集部２０８によって取得された、タブレットコ
ンピュータ機器についての例示的なインプレッション及び視聴者情報（例えば未補正のイ
ンプレッション数及び視聴者数）を示す。例示的なインプレッション情報収集部２０８は
、他の種類のモバイル機器（例えばスマートフォン、携帯メディアプレーヤ等）、及び／
又はコンピュータプラットフォームについても同様のデータを収集することができる。下
の例示的な表１７は、下の表１７は視聴者数及び回数の情報（例えばデータベース保有者
１０４ａから得る）も含む点を除いては上の例示的な表１５と同様である。
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【表１７】

【０１４０】
　[00160]例によっては、データベース保有者の合計インプレッション数及び視聴者数を
決定木で処理してから、データベース保有者の合計インプレッション数及び視聴者数をイ
ンプレッション情報収集部２０８に提供する。インプレッションとユニーク視聴者の処理
の例が、２０１１年８月１２日に出願された米国正規特許出願第１３／２０９，２９２号
、及び２０１４年１月６日に出願された米国仮特許出願第６１／９２３，９５９号に開示
される。米国正規特許出願第１３／２０９，２９２号及び米国仮特許出願第６１／９２３
，９５９号は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
【０１４１】
　[00161]図２の例示的帰属先誤判定補正部２０６は、データベース保有者１０４ａから
取得されたインプレッション情報の帰属先誤判定の誤りを調整又は補償する。上記の図３
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６によって行われる例示的な計算も示している。この例では、帰属先誤判定補正部２０６
は、例示的な共有行列生成部２０４によって生成された機器共有行列を使用して、データ
ベース保有者１０４ａから提供された人口統計学的情報（例えば、機器種類及び／又はメ
ディアカテゴリごとの人口統計グループ別のインプレッション数、機器種類及び／又はメ
ディアカテゴリごとの人口統計グループ別の視聴者数等）を調整する。
【０１４２】
　[00162]インプレッション情報収集部２０８によって取得されたデータベース保有者デ
ータ（例えばインプレッション数及び／又は視聴者数情報）を使用して、図２の帰属先誤
判定補正部２０６は、当該機器種類及び／又はメディアカテゴリのｎ×ｎの帰属先誤判定
補正行列３０２と、ｎ×１のデータベース保有者データ３０４（例えば、インプレッショ
ン数行列、視聴者数行列）とのドット積を計算する。ドット積の結果は、調整されたイン
プレッション数又は調整された視聴者数を持つ、帰属先誤判定が調整されたｎ×１のデー
タ行列３０６になる。
【０１４３】
　[00163]下の表１８は、上記表１４の帰属先誤判定補正行列と、上記表１７の例示的な
インプレッション数及び／又は視聴者数データを使用して、帰属先誤判定補正部２０６に
よって計算された帰属先誤判定調整後の例示的なデータ行列を示す。下の表１８は、上記
のドット積に基づいて計算された視聴者と、調整後の視聴者数を使用して帰属先誤判定補
正部２０６によって計算されたインプレッション数情報とを含む。この例では、帰属先誤
判定補正部２０６は、帰属先誤判定調整後の視聴者数（例えばＦ４５～４９の人口統計グ
ループの１２，２１６）を、その人口統計グループに対応する上記表１７の回数（例えば
Ｆ４５～４９の人口統計グループの９．７）で除算することにより、帰属先誤判定が調整
されたインプレッション数（例えばＦ４５～４９の人口統計グループでは１１８，４９２
）を求める。比較しやすいように、下の表１８には調整前の視聴者数と調整前のインプレ
ッション数も示す。
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【表１８】

【０１４４】
　[00164]したがって、上の表１８に示すように、帰属先誤判定を調整したインプレッシ
ョン数と帰属先誤判定を調整した視聴者数は、例示的なデータベース保有者１０４ａから
受け取られたインプレッション数と視聴者数情報にある帰属先誤判定の誤りが補償されて
いる。帰属先誤判定を調整した合計視聴者数は、データベース保有者１０４ａから報告さ
れた調整前の合計視聴者数とほぼ等しい（例えば丸め誤差を除いて等しい）。この例の例
示的な帰属先誤判定調整後の視聴者数及び／又は帰属先誤判定調整後のインプレッション
数は、下記の例で説明するように未カバーの誤りが補正される。
【０１４５】
　[00165]未カバーのアルファ係数
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【０１４６】
　[00166]テレビの視聴率（例えばストリーミングで視聴できるテレビ番組の放送回）に
関連するメディアに対応するインプレッション数情報の誤りを補償する等、例によっては
、図２の未カバー計算部２１０は、「アルファ係数」を使用して視聴者の未カバー係数を
計算する。本明細書で使用する場合、用語「アルファ係数」はＢ／Ａの比を意味し、Ｂは
、ある人物（例えば注目する人口統計グループの人物）が、データベース保有者によって
カバーされない対象機器種類（例えば、モバイル機器、及び／若しくはタブレットコンピ
ュータ、スマートフォン、又は、携帯メディアプレーヤ等の特定種類のモバイル機器）を
使用して、対象メディア項目（例えばストリーミング映像を介したテレビ番組の放送回）
にアクセスする確率と定義される。例えば、データベース保有者がある機器種類をカバー
できないのは、登録ユーザ情報（例えば人口統計データ）に関連付けるためにデータベー
ス保有者が使用できる、その機器種類についての識別子又は情報（例えば図１の（１つ又
は複数の）機器／ユーザ識別子１２４）をデータベース保有者が入手できない場合である
。本明細書で使用される場合、アルファ係数比Ｂ／ＡのＡは、その人物が、対象メディア
項目にアクセスするための標準的な機器（例えばテレビ番組の場合はテレビ）等、モバイ
ル機器以外の種類の機器で対象メディア項目にアクセスする確率と定義される。例えば、
特定のメディアカテゴリのテレビ番組の放送回の場合、指定される種類はテレビであり、
第１の機器種類は、ストリーミング映像を介してそのテレビ番組のその放送回にアクセス
できるコンピューティング機器（例えば、モバイル機器、並びに／又は、スマートフォン
、タブレットコンピュータ、及び／若しくは携帯メディアプレーヤ等のより特化した種類
のモバイル機器）となる。そのようなテレビ番組はしばしば、テレビで初回又は最初に公
開された後、ストリーミング映像で利用できるようにされる。そのため、人は、テレビ及
び／又はコンピューティング機器でストリーミングメディアを介して、そのテレビ番組の
その放送回を視聴することができる。
【０１４７】
　[00167]図２の例示的な未カバー計算部２１０は、異なる人口統計グループ、異なるメ
ディアカテゴリ、異なるモバイル機器種類、モバイル機器と非モバイル機器、異なる地理
的地域、異なる局、一日のうち異なる時間帯、並びに／又は調査較正データソースに基づ
いて特定される他の要因ごとに、異なるアルファ係数を生成することができる。
【０１４８】
　[00168]図２の例では、例示的な未カバー計算部２１０は、確率Ｂ（例えばある人物が
対象機器種類を使用して対象メディア項目を見る確率）を、選択された人口統計グループ
の合計人数（例えば調査の回答や他の較正データソースに基づく）のうち、選択された機
器種類で対象メディア項目にアクセスする、選択された人口統計グループの人（例えば同
じ調査の回答や他の較正データソースに基づく）の比率として計算する。例えば、調査で
示されたＭ１８～２４の人口統計グループの１００人のうち、Ｍ１８～２４の人口統計グ
ループの４０人が、調査に対して、タブレットコンピュータで「コメディ」のメディアカ
テゴリのメディアにアクセスすると回答した場合には、確率Ｂは４０％すなわち０．４０
となる。同様に、例示的な未カバー計算部２１０は、確率Ａ（例えば、人物が対象のメデ
ィア項目を、選択された他の機器種類を使用して見る確率）を、選択された人口統計グル
ープの合計人数（例えば調査や他の較正データソースに基づく）のうち、選択された人口
統計グループの中で当該他の機器種類で対象メディア項目にアクセスする（例えば同じ調
査への回答や他の較正データソースに基づく）人の比率として計算する。例えば、調査で
示されたＭ１８～２４の人口統計グループの１００人のうち、Ｍ１８～２４の人口統計グ
ループの２０人が、調査に対して、テレビで「コメディ」のメディアカテゴリのメディア
を利用すると回答した場合、確率Ａは２０％すなわち０．２０になる。下の式２及び式３
は、それぞれ確率Ａ及びＢを計算する例示的モデルを示す。その結果、タブレットコンピ
ュータでのＭ１８～２４の人口統計グループ、「コメディ」のメディアカテゴリに求めら
れるアルファ係数は、０．４０／０．２０＝２になる。
【０１４９】
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　　　式２　Ａ＝（年齢及び性別グループＸの中で、メディアカテゴリＹをテレビで見る
人の数）／（年齢及び性別グループＸの合計人数）
【０１５０】
　　　式３　Ｂ＝年齢及び性別グループＸの中で、メディアカテゴリＹを対象機器種類で
見る人の数）／（年齢及び性別グループＸの合計人数）
【０１５１】
　[00169]未カバー計算部２１０がデータベース保有者１０４ａによる未カバーを判定す
るためのアルファ係数を求める例では、例示的な未カバー補正部２１２は、人口統計グル
ープに対応するアルファ係数に、対象のメディア項目に対応するその人口統計グループの
配分の割合を乗算することにより、インプレッション情報を補正する。例えば、３５～３
９才の女性グループ（例えば下の表１９のＦ３５～３９）があるテレビ番組の特定の放送
回のインプレッションの２．９％に相当し、そのテレビ番組が分類されるメディアカテゴ
リについて３５～３９才の女性グループのアルファ係数が３．８０である場合には、新し
く計算される割合は約１１．２％になる。ただし、この求められた割合（すなわち１１．
２％）は、そのテレビ番組のその放送回について、すべての人口統計グループに対応する
割合の合計が１００％になるように正規化される。例示的な未カバー補正部２１２は、正
規化された割合に、データベース保有者１０４ａによってユーザに関連付けられていない
インプレッションの数を乗算して、３５～３９才の女性グループ（Ｆ３５～３９）に属す
ると判断できるインプレッションの数を求める。例によっては、データベース保有者１０
４ａによってユーザに関連付けられていないインプレッションの数は、１）ＡＭＥ１０８
によって識別されたインプレッションの数と、２）データベース保有者１０４ａによって
ユーザに関連付けられたインプレッションの数と、の差から求められる。それに加えて、
又はそれに代えて、データベース保有者１０４ａは、データベース保有者１０４ａがユー
ザに関連付けることができないインプレッションの数も監視及び報告し、同時に、各人口
統計グループに対応するインプレッションの数（例えばデータベース保有者がユーザに関
連付けることができるインプレッション）も監視する。
【０１５２】
　[00170]下の表１９は、アルファ係数を使用してインプレッション情報を補正するため
に未カバー補正部２１２によって生成された例示的データを示す。表１９の例では、ＡＭ
Ｅ１０８は、データベース保有者１０４ａが人口統計グループ（例えば下の表１９の１番
目の列の「人口統計グループ」）に関連付けることができないメディアインプレッション
を２，０００件と数えている。
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【表１９】

【０１５３】
　[00171]上の表１９の例に示すように、未カバー補正部２１２は、調整後の割合（「調
整後」％）を、アルファ係数（α＝Ｂ／Ａ）と、各人口統計グループの測定された割合（
「人口統計グループ」）との積として計算する。未カバー補正部２１２は、調整後の割合
（「調整後」％）を、合計が１００％になるように正規化して（例えば、調整後の割合（
「調整後」％）を調整後の合計割合（例えば１６０．９％）で除算して正規化された割合
（「正規化後」％）を得る。未カバー補正部２１２は、正規化された割合（「正規化後」
％）に、データベース保有者１０４ａによって人口統計グループ（「人口統計グループ」
）に関連付けられていないインプレッションの数を乗算して、各人口統計グループ（「人
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未カバーインプレッション」）を得る。未カバー補正部２１２によって求められた例示的
なインプレッション（「未カバーインプレッション」）を、帰属先の誤判定が調整された
インプレッションに加算して、帰属先の誤判定と未カバーが調整されたインプレッション
を求めることができる。
【０１５４】
　[00172]未カバーを補正するための未カバー係数
【０１５５】
　[00173]上記で開示した例示的なアルファ係数（α＝Ｂ／Ａ）を使用してインプレッシ
ョン情報の未カバーの誤りを補償する代わりに、図２の例示的な未カバー計算部２１０は
、例示的な人口統計グループそれぞれに未カバー係数を計算することもできる。未カバー
係数は、インプレッションのうち、データベース保有者１０４ａによって属する人物を判
断できない部分を反映する。
【０１５６】
　[00174]ある人口統計グループ及び特定の機器種類の未カバー係数を計算するには、例
示的な未カバー計算部２１０は、調査較正データソースから、その人口統計グループの中
で、その特定の機器種類を使用した時にデータベース保有者１０４ａに認識されないであ
ろうと示している人（例えば調査の回答者）の数又は割合を、その人口統計グループの中
でその特定の機器種類を所有しており利用できる人の比率として求める。例えば、回答者
が、回答者の家庭でその特定種類の機器を使用してデータベース保有者１０４ａにアクセ
スする者がいないと示している場合や、回答者がデータベース保有者１０４ａに登録して
いないことを示している場合、及び／又は、その人物がその特定の機器種類でメディアに
アクセスした時にデータベース保有者１０４ａがその者を認識することを妨げる何らかの
他の処置若しくは処置の不実行を取っていると示した場合に、未カバー計算部２１０は、
その特定の機器種類を使用した時に回答者がデータベース保有者１０４ａに認識されない
と判断する。
【０１５７】
　[00175]図２の例示的な未カバー計算部２１０は、人口統計グループ及び機器種類それ
ぞれに未カバー係数の表を作成し、未カバー係数は、未カバー係数＝（機器種類について
人口統計グループの回答者のうちカバーされない回答者）／（人口統計グループの中でそ
の機器種類の機器を利用できる回答者の合計数）、として計算される。タブレットコンピ
ュータについての例示的な未カバー係数の表を下の表２０に示す。例によっては、例示的
な未カバー計算部２１０は、他の機器種類についても同様の表を作成する。表２０に示す
ように、２１～２４才の女性の人口統計グループの２０％は、タブレット機器ではデータ
ベース保有者１０４ａにカバーされない（例えば認識されることができない）。言い換え
ると、タブレットコンピュータを利用することができる２１～２４才の女性のうち１０％
が、データベース保有者１０４ａによって認識されない。同様に、１８～２０才の男性の
人口統計グループの１０％が、タブレット機器ではデータベース保有者１０４ａにカバー
されない。
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【表２０】

【０１５８】
　[00176]上の表２０の未カバー係数をアルファ係数（α＝Ｂ／Ａ）の代わりに使用して
、インプレッション情報の未カバーの調整を行うことができる。例えば、データベース保
有者１０４ａに観察された回数（例えばある期間中の視聴者メンバーごとの平均インプレ
ッション数）を使用して、データベース保有者１０４ａに観察されたインプレッションに
対応する視聴者数を計算することができる。そして、例示的な未カバー計算部２１０は、
未カバー係数で視聴者数を調整し（例えば、調整後の視聴者数＝視聴者数／（１－未カバ
ー係数））、調整後の視聴者数を、回数を使用して、未カバーが調整されたインプレッシ
ョンに変換する。
【０１５９】
　[00177]上記の例は、１つのデータベース保有者の場合の未カバー係数を説明したが、
例示的な未カバー計算部２１０は、それに加えて、又はそれに代えて、複数のデータベー
ス保有者に未カバー係数を計算することもできる。例えば、２つのデータベース保有者が
使用される場合、例示的な調査較正データソースは、回答者が１つ又は複数の機器種類を
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うに設計されたデータを含むことができる。そして、図２の例示的な未カバー計算部２１
０は、データベース保有者１０４ａ～ｂのどちらもが認識できない人及び／又はインプレ
ッションに、未カバーの誤りが限定されると判断する。図２の例では、データベース保有
者１０４ａ～ｂの少なくとも一方がモバイル機器で人物を認識することができる場合、そ
の例示的な人物はカバーされると解釈される。
【０１６０】
　[00178]未カバーの誤りの補償とスケーリングの例１
【０１６１】
　[00179]未カバーの誤りを補償する第１の例は、ある人口統計グループのアルファ係数
（α＝Ｂ／Ａ）に、それと同じ人口統計グループに対応する、帰属先誤判定を調整したイ
ンプレッション数を乗算することを含む。例えば、アルファ係数を使用して、上記で１６
及び／又は表１８を参照して説明した第１の帰属先誤判定の補償の例の帰属先誤判定を調
整したインプレッション数に基づいて、カバーされていないインプレッション数を計算す
ることができる。
【０１６２】
　[00180]図３Ｂは、未カバーの誤りを補償するために図２の未カバー補正部２１２によ
って行うことができる例示的な計算を説明する図である。図３Ｂの例では、未カバー補正
部２１２は、図３Ａの例で帰属先誤判定補正部２０６によって計算された、帰属先誤判定
調整後データ３０６を取得する。未カバー補正部２１２は、同じ機器種類（及び／又はメ
ディアカテゴリ）に対応する未カバー係数３０８（例えばアルファ係数の組やスカラー量
の組）を、その機器種類（及び／又はメディアカテゴリ）の帰属先誤判定調整後データ３
０６に適用して、その機器種類（及び／又はメディアカテゴリ）に対応する、帰属先誤判
定及び未カバーを調整したデータ３１０を求める。
【０１６３】
　[00181]例えば、下の表２１に、対応する上の表１８の帰属先誤判定を調整したインプ
レッションの合計数を使用して、人口統計グループごとにカバーされていないインプレッ
ションの数量を求める例示的な計算を示す。未カバー補正部２１２は、Ｍ２５～２９の人
口統計グループのアルファ係数（α＝Ｂ／Ａ）（例えば上の表１９の１．６８）を使用し
て、帰属先誤判定を調整したインプレッション数（例えば上の表１８のＭ２５～２９の人
口統計グループの２１０，９４５）を調整する。下の表２１は、帰属先誤判定と未カバー
を調整したデータ３１０（例えば帰属先誤判定と未カバーを調整したインプレッション数
）の例を示す。以下の例では、ＡＭＥ１０８が、データベース保有者１０４が人口統計グ
ループに関連付けていないインプレッションを合計１，１２６，４６２件特定している。



(62) JP 6595072 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

【表２１】

【０１６４】
　[00182]上の表２１では、帰属先誤判定を調整した例示的なインプレッション（「帰属
先誤判定調整後のインプレッション数」）は、上記で表１８を参照して説明した帰属先誤
判定の補正の例から得られる。表２１の例示的な測定された割合（「測定値」％）は、そ
の帰属先誤判定を調整したインプレッション数（「帰属先誤判定調整後のインプレッショ
ン数」）に基づいて、帰属先の誤判定を調整した合計インプレッション数（例えば３，０
３４，５５１）に対する、帰属先の誤判定を調整したインプレッション数の割合（例えば
Ｆ３０～３４の人口統計グループでは１８２，０２６）を求めることにより、人口統計グ
ループごとに求められる。
【０１６５】
　[00183]表２１は、例示的な人口統計グループそれぞれの例示的なアルファ係数（α＝
Ｂ／Ａ）のセットを含んでおり、これは上記で例示的な表１９を参照して説明したように
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と、上記で開示した式２及び式３を介して求められる。そのアルファ係数を使用して、例
示的な未カバー補正部２１２は、測定された割合（「測定値」％）に、それに対応する表
２１の例示的な人口統計グループそれぞれのアルファ係数を乗算することにより、調整後
の割合（「調整後」％）を計算する。例示的な未カバー補正部２１２はさらに、調整後の
割合（「調整後」％）を正規化して、表２１の例示的な人口統計グループそれぞれに正規
化された割合（「正規化後」％）を得る。
【０１６６】
　[00184]例示的な未カバー補正部２１２は、表２１の例示的な人口統計グループそれぞ
れの正規化された割合（「正規化後」％）に、カバーされていない合計インプレッション
数（例えば１，１２６，４２６）を乗算することにより、カバーされていないインプレッ
ション数（「未カバーインプレッション数」）を求める。例えば、Ｆ３０～３４の人口統
計グループのカバーされていないインプレッション数（「未カバーインプレッション数」
）は、３．８５％　＊　１，１２６，４２６＝４３，３８８と計算される。そして、例示
的な未カバー補正部２１２は、カバーされていないインプレッション数（「未カバーイン
プレッション数」）を、表２１の例示的な人口統計グループそれぞれの帰属先誤判定を調
整したインプレッション数（「帰属先誤判定調整後のインプレッション数」）に加算して
、帰属先誤判定と未カバーが調整されたインプレッション数（「帰属先誤判定と未カバー
を調整したインプレッション数」）を求める。
【０１６７】
　[00185]未カバーの誤りの補償とスケーリングの例２
【０１６８】
　[00186]未カバーの誤りを補償する第２の例は、上記表２０の未カバー係数を使用する
ことを含む。例えば、特定種類のメディア及び／又は特定の機器種類にアルファ係数を利
用することができない場合（例えば、そのメディアを視聴する確率、及び／又はその機器
種類で視聴する確率が入手できない場合）に、上記でアルファ係数との関連で開示した未
カバーの誤りの補償例のアルファ係数の代わりに、上記で未カバー係数との関連で開示し
た例示的な未カバー方式を使用することができる。
【０１６９】
　[00187]この例では、図２の未カバー補正部２１２が、データベース保有者１０４ａか
ら取得したインプレッション情報を、未カバー係数を使用して補正する。例えば、未カバ
ー補正部２１２は、調整後のインプレッション数を、（報告されたインプレッション数）
／（１－（人口統計グループの未カバー係数））として求めることができる。
【０１７０】
　[00188]図３Ｂの例を使用すると、未カバー補正部２１２は、図３Ａの例で帰属先誤判
定補正部２０６によって計算された帰属先誤判定調整後データ３０６を取得する。未カバ
ー補正部２１２は、同じ機器種類に対応する未カバー係数３０８（例えばアルファ係数の
代わりにスカラー量の組）を、その機器種類の帰属先誤判定調整後データ３０６に適用し
て、その機器種類の帰属先誤判定と未カバーを調整したデータ３１０を求める。例えば、
未カバー補正部２１２は、表２０のＭ２５～２９の人口統計グループの１０．０％の未カ
バー係数を使用して、帰属先誤判定が調整されたインプレッション数（例えば上記表１８
のＭ２５～２９の人口統計グループの２１０，９４５）を調整することにより、帰属先誤
判定及び未カバーを調整したインプレッション数を１９，０４６と求める。例示的な未カ
バー補正部２１２はさらに、帰属先誤判定と未カバーを調整したインプレッション数を、
データベース保有者のデータから計算又は取得された回数（例えば上記表１７の「回数」
）で割った商として、帰属先誤判定と未カバーを調整した視聴者数を求める。表２２は、
タブレットコンピュータの機器種類についての帰属先誤判定と未カバーを調整したデータ
３１０（例えば、帰属先誤判定と未カバーを調整したインプレッション数及び視聴者数）
の例を示す。
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【表２２】

【０１７１】
　[00189]上の表２２の例では、例示的な未カバー補正部２１２が、対応する帰属先誤判
定と未カバーを調整したインプレッション数を、それに対応する表１７の回数（例えばデ
ータベース保有者１０４ａから得る）で除算することにより、各人口統計グループの帰属
先誤判定と未カバーを調整した視聴者数を求める。
【０１７２】
　[00190]図２の例示的なインプレッション情報調整部２１４は、視聴者測定エンティテ
ィ１０８に観察されたインプレッション数と整合するように、補償後のインプレッション
数及び視聴者数を調整する。図３Ｃは、観察されたセンサスデータ（例えばインプレッシ
ョン量の計数）に基づいて、補償後の（例えば帰属先誤判定と未カバーが調整された）イ
ンプレッション数及び／又は視聴者数３１０を調整する例示的プロセスを説明する図であ
る。
【０１７３】
　[00191]上記で表１５～２２を参照して説明した帰属先誤判定及び／又は未カバーを補
償する例では、インプレッション及びユニーク視聴者数の補償を説明したが、図２の例示
的な帰属先誤判定補正部２０６及び／又は例示的な未カバー補正部２１２は、それに加え
て、又はそれに代えて、同じ技術を使用して継続時間単位の帰属先誤判定及び／又は未カ
バーを補償することができる。下の表２３は、上の表１４の帰属先誤判定行列を、上の表
１８の例のインプレッション及びユニーク視聴者数に関連する継続時間単位に適用する例
を示している。
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【表２３】

【０１７４】
　[00192]上の表２３に示すように、表１４の帰属先誤判定補正行列を、表２３の調整し
ていない継続時間単位（「調整前の継続時間単位」）に適用すると、継続時間単位が人口
統計グループ（「人口統計グループ」）間で再配分される。帰属先の誤判定及びユニーク
視聴者数の調整は、上記で表１８を参照して説明した例と同じである。そして、例示的な
未カバー補正部２１２は、上記で表１９～２１のインプレッションを参照して説明した未
カバーの補正技術を使用して、帰属先誤判定を調整した継続時間単位を補正する。
【０１７５】
　[00193]インプレッションのスケーリング、継続時間単位のスケーリング、及び／又は
視聴者数スケーリングの例
【０１７６】
　[00194]図２の例示的なインプレッション情報調整部２１４は、視聴者測定エンティテ
ィ１０８に観察されたインプレッション数と整合するように補償後のインプレッションを
調整する。図３Ｃは、観察されたセンサスデータ（例えばインプレッション量の計数）に
基づいて、補償後の（例えば帰属先誤判定と未カバーを調整した）インプレッションを調
整する例示的プロセスを説明する図である。
【０１７７】
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　[00195]上の表２１の例の例示的な帰属先誤判定と未カバーを調整したインプレッショ
ン数を使用して、インプレッション情報調整部２１４は、帰属先の誤判定と未カバーが調
整されたインプレッション数３１０をスケーリングして３１２、この例では６，３８５，
６８６回のインプレッションである、観察された（例えば図１のＡＭＥ１０８に観察され
た）タブレットコンピュータからのインプレッション数と一致させる（例えば等しくする
）。例示的なインプレッション情報調整部２１４は、ホストウェブサイト（例えば広告や
他のメディアがホストされるウェブサイト）に関してインプレッション数をスケーリング
するか、及び／又は、ホストサイトに置かれたメディア（例えば広告や他のメディア）に
関してインプレッションをスケーリングすることができる。
【０１７８】
　[00196]ある人口統計グループに対応する例示的な補償後のインプレッション情報をス
ケーリングする３１２ために、例示的なインプレッション情報調整部２１４は、データベ
ース保有者から得られる観察された合計インプレッション数（例えば認識されたものと認
識されていないもの）（例えばこの例では６，３８５，６８６）と、補償後の合計インプ
レッション数（例えば上の表２１では４，１６１，０１１）に対する比率（又は百分率）
としてのＭ２１～２４の人口統計グループに属すると判断される補償後のインプレッショ
ン数（例えば上の表２１の１５８，０６７）とを乗算する。例えば、インプレッション情
報調整部２１４は、２１～２４才の男性の人口統計グループのスケーリングされた補償後
のインプレッションを、（６，３８５，６８６）＊（１２３，７５０／４，１６１，０１
１）＝１８９，９１３と求める。下の表２４は、タブレットコンピュータについてのスケ
ーリングされた補償後の例示的なインプレッション数を示す。
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【表２４】

【０１７９】
　[00197]他の例では、インプレッション情報調整部２１４は、インプレッション情報を
計算する対象メディアをホストしているサイトのＰＤＦに基づいて、インプレッションを
スケーリングする。例えば、あるホストウェブサイトに置かれているメディアのインプレ
ッションをスケーリングする場合、例示的なインプレッション情報調整部２１４は、対象
とする人口統計グループ及び対象とする機器（又はすべての機器）について、ａ）視聴者
測定エンティティ１０８によってその機器種類及びそのホストサイトに識別されたインプ
レッション数（例えばセンサスによるインプレッション数）と、ｂ）その機器種類に対応
する帰属先誤判定及び未カバーを調整したインプレッション数との差を求める。この差が
、スケーリングで是正すべきインプレッションの数である。例示的なインプレッション情
報調整部２１４は、その差と、インプレッションのうち、対象の機器種類について対象の
人口統計グループに属すると判断できるインプレッションとの積を求める。言い換えると
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、インプレッション情報調整部２１４は、そのホストサイトに対応するその人口統計グル
ープの確率分布関数を、加算する必要があるインプレッション数に適用して、帰属先誤判
定と未カバーを調整したインプレッションをスケーリングする。その積（例えばインプレ
ッションのうち当該人口統計グループに対応するインプレッション）を、その人口統計グ
ループの帰属先誤判定と未カバーを調整したインプレッションに加算する。したがって、
この例では、インプレッション情報調整部２１４は、スケーリングされたインプレッショ
ンを、スケーリングされたインプレッション=（選択された人口統計グループ及び選択さ
れた機器種類についての帰属先誤判定と未カバーを調整したインプレッション）＋（セン
サスで得られた、選択された機器種類についてホストサイトのメディアに生じたインプレ
ッション数－選択された機器種類についてのすべての人口統計グループの帰属先誤判定及
び未カバー調整後の合計メディアインプレッション数）＊（選択された人口統計グループ
及び選択された機器種類についてのスケーリング後のホストサイトのインプレッション数
／すべての人口統計グループ及び選択された機器種類についてのスケーリング後のホスト
サイトの合計インプレッション数）として求める。
【０１８０】
　[00198]下の表２５は、上記の確率分布関数による方法を使用し、（ホストサイトのイ
ンプレッションではなく）スケーリング対象のメディアインプレッションの調整後のイン
プレッションとして、上の表１９の例示的な帰属先誤判定及び未カバーを調整したインプ
レッションを使用した、例示的なスケーリングを示す。表２５は、例示的なメディアにつ
いて、ホストサイトでタブレットコンピュータに関して調査で得られた計６，３８５，６
８７回のインプレッションに基づく。
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【表２５】

【０１８１】
　[00199]上の表２５の例では、例示的なインプレッション情報調整部２１４は、Ｆ２１
～２４の人口統計グループ及びタブレットコンピュータの機器種類に対応するインプレッ
ション数を次のようにスケーリングする。スケーリング後のインプレッション＝（当該機
器種類及び人口統計学グループに対応する帰属先誤判定及び未カバーを調整したインプレ
ッション数）＋（すべての人口統計グループに観察されたタブレットからの合計インプレ
ッション数－すべての人口統計学グループについての帰属先の誤判定及び未カバーを調整
したタブレットからの合計インプレッション数）＊（当該人口統計グループについてのス
ケーリング後のホストサイトでのインプレッション数／すべての人口統計グループについ
てのスケーリング後のホストサイトでの合計インプレッション数）＝１２３，７５０＋（
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６，３８５，６８６－４，１６１，０１５）＊（１，１３２，３０１／３７，８７３，０
７４）＝１９０，２６２。上記の例の例示的なスケーリングを行って、ホストサイトでの
インプレッション数等、他のセンサスによるインプレッション数に合わせて種々の人口統
計グループのインプレッションをスケーリングすることができる（例えばホストサイトが
そのメディアを独占的に公開する場合等）。
【０１８２】
　[00200]本明細書に開示される例は、映像メディア及び／又は音声と映像を組み合わせ
たメディアの視聴に関連して説明するが、本明細書に開示される例は、音声のみのメディ
アの聴取者の測定にも使用することができる。例えば、アルファ係数の計算に使用される
メディアカテゴリ、調査較正データ、及び／又は第２の機器種類は、音声メディアに合わ
せたものにすることができる。例えば、「Ａ」の項（例えば上記式２）の計算に使用され
る第２の機器種類は、（ラジオでメディアカテゴリＹを聴く年齢及び性別グループＸの人
の数）／（年齢及び性別グループＸの合計人数）を指すように変更を加えることができる
。
【０１８３】
　[00201]上記で表２４及び表２５を参照して説明した例示的なスケーリング技術を使用
して、ホストサイトに観察された継続時間単位数（例えばセンサスによる継続時間数）に
合わせて、帰属先誤判定及び／又は未カバー調整後の継続時間単位をスケーリングするこ
とができる。
【０１８４】
　[00202]上記の例では、帰属先誤判定の補正と未カバーの補正の両方を行うことを開示
したが、未カバーの補正を行わずに、帰属先誤判定の補正をインプレッション数及び／又
は視聴者数に行うことも可能である。或いは、帰属先誤判定の補正を行わずに、未カバー
の補正をインプレッション数及び／又は視聴者数に行うことも可能である。
【０１８５】
　[00203]例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装する例示的な方式を図２
に示したが、図２に示す要素、プロセス、及び／又は機器の１つ又は複数は、組み合わせ
る、分割する、配置を変える、省略する、削除する、及び／又は他の方式で実装すること
ができる。さらに、例示的な較正データ収集部２０２、例示的な共有行列生成部２０４、
例示的な帰属先誤判定補正部２０６、例示的なインプレッション情報収集部２０８、例示
的な未カバー計算部２１０、例示的な未カバー補正部２１２、例示的なインプレッション
情報調整部２１４、例示的な世帯配分生成部２１６、例示的な集約配分生成部２１８、例
示的な行列補正部２２０、例示的な行列正規化部２２２、例示的な共同視聴行列生成部２
２４、及び／又は、より包括的には例示的なインプレッションデータ補償器２００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を使用して実装することができる
。したがって、例えば、例示的な較正データ収集部２０２、例示的な共有行列生成部２０
４、例示的な帰属先誤判定補正部２０６、例示的なインプレッション情報収集部２０８、
例示的な未カバー計算部２１０、例示的な未カバー補正部２１２、例示的なインプレッシ
ョン情報調整部２１４、例示的な世帯配分生成部２１６、例示的な集約配分生成部２１８
、例示的な行列補正部２２０、例示的な行列正規化部２２２、例示的な共同視聴行列生成
部２２４、及び／又は、より包括的には例示的なインプレッションデータ補償器２００は
いずれも、１つ若しくは複数のアナログ若しくはデジタル回路、（１つ若しくは複数の）
論理回路、（１つ若しくは複数の）プログラム可能プロセッサ、（１つ若しくは複数の）
特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、（１つ若しくは複数の）プログラム可能論理デバイス（
ＰＬＤ）、及び／又は（１つ若しくは複数の）利用者書き換え可能論理デバイス（ＦＰＬ
Ｄ）等を使用して実装することができる。本特許の装置クレーム又はシステムクレームが
純粋にソフトウェア及び／又はファームウェアによる実装を包含すると解釈する場合、例
示的な較正データ収集部２０２、例示的な共有行列生成部２０４、例示的な帰属先誤判定
補正部２０６、例示的なインプレッション情報収集部２０８、例示的な未カバー計算部２
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１０、例示的な未カバー補正部２１２、例示的なインプレッション情報調整部２１４、例
示的な世帯配分生成部２１６、例示的な集約配分生成部２１８、例示的な行列補正部２２
０、例示的な行列正規化部２２２、及び／又は例示的な共同視聴行列生成部２２４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記憶した、メモリ、デジタル多
用途ディスク（ＤＶＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）デ
ィスク等の有形のコンピュータ可読記憶装置又は記憶ディスクを含むものと明示的に定義
する。さらに、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００は、図２に示すもの
に加えて、又はそれらに代えて、１つ又は複数の要素、プロセス、及び／若しくは機器を
含むことができ、並びに／又は図示される要素、プロセス、及び機器のいずれか若しくは
すべてのうち２つ以上を含むことができる。
【０１８６】
　[00204]図２のインプレッションデータ補償器２００を実装する例示的な機械可読命令
を表すフローチャートを図４～図１３に示す。この例では、機械可読命令は、下記で図１
４との関連で説明する例示的なプロセッサプラットフォーム１４００に示されるプロセッ
サ１４１２等のプロセッサで実行されるプログラムからなる。このプログラムは、プロセ
ッサ１４１２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）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
、又はメモリ等の有形のコンピュータ可読記憶媒体に記憶されたソフトウェアとして実現
することができるが、プログラム全体及び／又はその一部分は、代わりに、プロセッサ１
４１２以外のデバイスで実行する、及び／又は、ファームウェアや専用ハードウェアとし
て実現することもできる。さらに、例示的なプログラムについては図４～図１３に示すフ
ローチャートを参照して説明するが、例示的なインプレッションデータ補償器２００を実
装する多くの他の方法を代わりに使用することができる。例えば、ブロックの実行順序を
変える、及び／又は記載されるブロックの一部を変更、削除、若しくは組み合わせること
ができる。
【０１８７】
　[00205]上記のように、図４～図１３の例示的プロセスは、ハードディスクドライブ、
フラッシュメモリ、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタ
ル多用途ディスク（ＤＶＤ）、キャッシュ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等の有形
のコンピュータ可読記憶媒体、並びに／又は、情報が任意の時間にわたり記憶される（例
えば長期間の記憶、恒久的な記憶、瞬時の記憶、一時的な緩衝のための記憶、及び／若し
くは情報をキャッシュするための記憶）他の記憶装置若しくは記憶ディスクに記憶された
、符号化命令（例えばコンピュータ可読命令及び／又は機械可読命令）を使用して実装す
ることができる。本明細書で使用される場合、用語「有形のコンピュータ可読記憶媒体」
は、任意種類のコンピュータ可読記憶装置並びに／又は記憶ディスクを含み、伝搬信号及
び伝送媒体を除外するものと明示的に定義する。本明細書で使用する場合、「有形のコン
ピュータ可読記憶媒体」及び「有形の機械可読記憶媒体」は同義で使用される。それに加
えて、又はそれに代えて、図４～図１３の例示的プロセスは、ハードディスクドライブ、
フラッシュメモリ、読出し専用メモリ、コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、
キャッシュ、ランダムアクセスメモリ等の非一時的なコンピュータ可読及び／又は機械可
読媒体、並びに／又は、情報が任意の時間にわたり記憶される（例えば長期間の記憶、恒
久的な記憶、瞬時の記憶、一時的な緩衝のための記憶、及び／若しくは情報をキャッシュ
するための記憶）他の記憶装置若しくは記憶ディスクに記憶された、符号化命令（例えば
コンピュータ可読命令及び／又は機械可読命令）を使用して実装することができる。本明
細書で使用される場合、用語「非一時的なコンピュータ可読媒体」は、任意種類のコンピ
ュータ可読記憶装置並びに／又は記憶ディスクを含み、伝搬信号及び伝送媒体を除外する
ものと明示的に定義する。本明細書のクレームのプリアンブルで「少なくとも」という表
現が移行語として使用される場合は、用語「を含む（comprising）」がオープンエンドで
あるのと同様にオープンエンドである。
【０１８８】
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　[00206]図４は、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装してイン
プレッションデータを補償するために実行できる例示的な機械可読命令４００を表す流れ
図である。
【０１８９】
　[00207]図２の例示的な共有行列生成部２０４が、帰属先誤判定補正行列及び／又は共
同視聴行列を生成する（ブロック４０２）。例えば、共有行列生成部２０４は、データベ
ース保有者１０４ａ（図１）から較正データ収集部２０２（図２）によって取得されたイ
ンプレッション情報（例えばインプレッション）に示された機器種類ごとに機器共有行列
を計算する。例示的な共有行列生成部２０４は、上記の式１の確率を計算するか、及び／
又は世帯共有行列を計算して集約することにより、ある機器種類に対する帰属先誤判定補
正行列を計算する。それに加えて、又はそれに代えて、例示的な共有行列生成部２０４は
、機器種類及び／又はメディアカテゴリそれぞれに、共同視聴の確率κｉｊを含んでいる
共同視聴行列を計算することもできる。共同視聴の確率κｉｊは、例示的な調査較正デー
タソース（例えば無作為に選択された人及び／又は世帯の調査）を使用して、例えば代表
世帯における共同視聴の発生率を求めることによって計算することもできる。ブロック４
０２を実装するために使用できる例示的な命令については下記で図５を参照して説明する
。
【０１９０】
　[00208]図２の例示的な未カバー計算部２１０は、カバーされていない視聴者が対象機
器種類でメディアにアクセスする確率を求める（ブロック４０４）。例示的な未カバー計
算部２１０は未カバー係数も求める（ブロック４０５）。例えば、未カバー計算部２１０
は、データベース保有者１０４ａによって人口統計学的情報に関連付けられていないイン
プレッションの人口統計学的配分を計算するためのアルファ係数（例えば上記で表１７を
参照して説明した例示的なアルファ係数α＝Ｂ／Ａ）を求めることができる。ブロック４
０４及び４０５を実装するために実行できる例示的な命令については、下記で図９を参照
して説明する。
【０１９１】
　[00209]図２の例示的なインプレッション情報収集部２０８は、インプレッションの量
的な測定（例えばセンサス）で得られたインプレッション数を取得する（ブロック４０６
）。例えば、インプレッション情報収集部２０８は、対象とする各メディア項目（例えば
監視対象のメディア）及び／又は各機器種類に対して、視聴者測定エンティティ１０８（
図１）で識別されたインプレッションの数を求める。例示的な数量データを上の表１６に
示している。例示的なインプレッション情報収集部２０８は、そのインプレッション（及
び／又はインプレッションの部分集合）に対応する人口統計学的情報も取得する（ブロッ
ク４０８）。例えば、インプレッション情報収集部２０８は、各機器種類及び／又はすべ
ての機器種類について、データベース保有者１０４ａで各人口統計グループに関連付けら
れたインプレッションの数を受け取る。
【０１９２】
　[00210]図２の例示的な帰属先誤判定補正部２０６は、メディアカテゴリ（例えばコメ
ディ、ドラマ、長編映画等）を選択する（ブロック４１０）。例示的な帰属先誤判定補正
部２０６は、機器種類（例えばスマートフォン、タブレットコンピュータ、携帯メディア
プレーヤ等）も選択する（ブロック４１２）。例示的な帰属先誤判定補正部２０６は、選
択されたメディアカテゴリ及び選択された機器種類に対応する帰属先誤判定補正行列に基
づいて、インプレッション、継続時間単位、及び／又はユニーク視聴者数（データベース
保有者１０４ａから取得される）を調整する（ブロック４１４）。例えば、帰属先誤判定
補正部２０６は、図３Ａに示すように、帰属先誤判定補正行列３０２とデータベース保有
者のインプレッションデータ３０４とのドット積を求めることができる。例によっては、
帰属先誤判定補正部２０６は、帰属先誤判定を補正したインプレッションと、データベー
ス保有者１０４ａで求められた回数とに基づいて、帰属先の誤判定が補正されたユニーク
視聴者数を計算する。ブロック４１４を実装するために実行できる例示的命令については
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、下記で図７を参照して説明する。
【０１９３】
　[00211]図２の例示的な未カバー補正部２１２はさらに、選択されたメディアカテゴリ
及び選択された機器種類の未カバー係数に基づいて、インプレッション、継続時間単位、
及び／又はユニーク視聴者数を調整する（ブロック４１６）。例えば、未カバー補正部２
１２は、図３Ｂの帰属先誤判定を調整したインプレッション３０６を、カバーされている
割合（例えば、１－カバーされていない割合）で除算して、帰属先の誤判定及び未カバー
を調整したインプレッション情報３１０を得ることができる。例によっては、帰属先誤判
定補正部２０６は、帰属先誤判定と未カバーを補正したインプレッションと、データベー
ス保有者１０４ａで求められた回数とに基づいて、帰属先誤判定及び未カバーを補正した
視聴者数を計算する。ブロック４１６を実装するために実行できる例示的な命令について
は下記で図８を参照して説明する。
【０１９４】
　[00212]例示的な帰属先誤判定補正部２０６は、インプレッション情報を補償すべき機
器種類がさらにあるかどうかを判定する（ブロック４１８）。インプレッション情報を補
償すべき機器種類がさらにある場合（ブロック４１８）、制御はブロック４１２に戻って
別の機器種類を選択する。インプレッション情報を補償すべき機器種類がそれ以上ない場
合（ブロック４１８）、例示的な帰属先誤判定補正部２０６は、インプレッション情報を
補償すべきメディアカテゴリがさらにあるかどうかを判定する（ブロック４２０）。イン
プレッション情報を補償すべき機器メディアカテゴリがさらにある場合（ブロック４２０
）、制御はブロック４１０に戻って別のメディアカテゴリを選択する。
【０１９５】
　[00213]インプレッション情報を補償すべきメディアカテゴリがそれ以上ない場合（ブ
ロック４２０）、図２の例示的なインプレッション情報調整部２１４は、調整後のインプ
レッション情報に基づいてメディアの視聴率を計算する（ブロック４２２）。例えば、イ
ンプレッション情報調整部２１４は、帰属先の誤判定及び未カバーが調整されたインプレ
ッションをスケーリングして、視聴者測定エンティティ１０８によって識別されたインプ
レッションと一致させることができる。それに加えて、又はそれに代えて、例示的なイン
プレッション情報調整部２１４は、機器種類を組み合わせて、複数又はすべてのモバイル
機器種類のインプレッション情報を求めることもできる。その後、図４の例示的な命令４
００は終了する。
【０１９６】
　[00214]図５は、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装して、帰
属先誤判定補正行列及び／又は共同視聴行列を計算するために実行できる例示的な機械可
読命令５００を表す流れ図である。例示的な命令５００は、図２の例示的な共有行列生成
部２０４が実行して図４のブロック４０２を実装することができる。
【０１９７】
　[00215]図２の例示的な共有行列生成部２０４は、調査較正データソースからの調査較
正データを取得する（例えば図２の較正データ収集部２０２から）（ブロック５０２）。
例えば、共有行列生成部２０４は、回答世帯にいる人が利用できる機器、及び／又は、回
答者が種々の機器種類で見るメディアカテゴリを示す情報を取得することができる。例示
的な集約配分生成部２１８はメディアカテゴリを選択する（ブロック５０４）。例示的な
集約配分生成部２１８は機器種類を選択する（ブロック５０６）。図５の例では、メディ
アカテゴリ及び／又は機器種類は、調査較正データに示されるメディアカテゴリ及び／又
は機器種類から選択される。すべての人口統計グループｉ及びｊについて、例示的な集約
配分生成部２１８は、（１）認識された人口統計グループｉの人物がデータベース保有者
（例えば図１のデータベース保有者１０４ａ）によってメディアの閲覧者として識別され
、且つ（２）実際の閲覧者人口統計グループｊにいる人物が実際の閲覧者である確率γｉ

ｊを求める（ブロック５０８）。例えば、集約配分生成部２１８は上記の例示的な表１～
表１３を使用して、上記の表１４に示すような帰属先誤判定補正行列を生成する。ブロッ
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ク５０８を実装するために実行できる例示的な命令については、下記で図６を参照して説
明する。
【０１９８】
　[00216]例示的な集約配分生成部２１８は、人口統計グループｉ及びｊのすべてのペア
について、（１）認識された人口統計グループｉの人物がデータベース保有者によってメ
ディアの閲覧者として識別され、且つ（２）実際の閲覧者人口統計グループｊの人物につ
いてもインプレッションがある確率κｉｊを求める（ブロック５１０）。人口統計グルー
プｉ及びｊの各ペアの確率κｉｊの集まりを、共同視聴行列として集約することができる
。ブロック５１０を実装する例示的な命令については、下記で図８を参照して説明する。
【０１９９】
　[00217]例示的な集約配分生成部２１８は、調査較正データソースから得た調査較正デ
ータを処理すべき機器種類がさらにあるかどうかを判定する（ブロック５１２）。機器種
類がさらにある場合（ブロック５１２）、制御はブロック５０６に戻る。機器種類がそれ
以上ない場合（ブロック５１２）は、例示的な集約配分生成部２１８が、調査較正データ
ソースから得た調査較正データを処理すべきメディアカテゴリがさらにあるかどうかを判
定する（ブロック５１４）。メディアカテゴリさらにある場合は、制御がブロック５０４
に戻る。そうでなく、それ以上メディアカテゴリがない場合は（ブロック５１４）、例示
的な命令５００は終了し、制御が図４のブロック４０４に戻る。
【０２００】
　[00218]図６は、帰属先誤判定の確率γｉｊを求めるために実行できる例示的な機械可
読命令６００を表す流れ図である。例示的な命令６００を実行して図５のブロック５０８
を実装することにより、（１）認識された人口統計グループｉの人物がデータベース保有
者（例えば図１のデータベース保有者１０４ａ）によってメディアの閲覧者として識別さ
れ、且つ（２）実際の閲覧者人口統計グループｊの人物が実際の閲覧者である確率γｉｊ

を求めることができる。例示的な命令６００では、最初に、例示的な世帯配分生成部２１
６が、データベース保有者１０４ａの登録ユーザである世帯員の視聴者を再配分する（ブ
ロック６０２）。例えば、例示的な世帯配分生成部２１６は、上記で表５及び／又は表６
との関連で説明した、選択されたメディアカテゴリの例示的な再配分後視聴者行列を生成
することができる。例示的な集約配分生成部２１８は、認識された人口統計グループｉ及
び実際の閲覧者人口統計グループｊに従い、世帯にまたがって再配分後の視聴者を集約す
る（ブロック６０４）。例えば、集約配分生成部２１８は、上記で表８との関連で説明し
たように、複数の世帯に対応する選択されたメディアカテゴリの例示的な再配分後の視聴
者行列を生成することができる。
【０２０１】
　[00219]例示的な行列補正部２２０は、認識された人口統計グループｉの第１の人物が
実際の閲覧者人口統計グループｊの人物と同じ世帯で生活している確率Ｐ（Ｌ）ｉｊを是
正するＮＰＭ指標を生成する（ブロック６０６）。例えば、例示的な行列補正部２２０は
、上記で表９～表１１との関連で説明したように、調査の回答データにＮＰＭデータを適
用してＮＰＭ指標を生成することができる。例示的な行列補正部２２０は、世帯にまたが
る再配分後のデータベース保有者のインプレッションにＮＰＭ指標を適用して、認識され
た人口統計グループｉの第１の人物が実際の閲覧者人口統計グループｊの人物と同じ世帯
で生活している確率Ｐ（Ｌ）ｉｊを是正する（ブロック６０８）。例えば、上記で表１２
との関連で説明したように、行列補正部２２０は、上記表８のｉ，ｊセルの再配分後の視
聴者値に、それに対応する上記表１１のｉ，ｊセルの値にあるＮＰＭ指標を乗算すること
により、表１２の各ｉ，ｊセルの値を求めることができる。このようにして、行列補正部
２２０は、異なる世帯にまたがってデータベース保有者１０４ａによって収集された再配
分後のインプレッションにＮＰＭ指標を適用して、認識された人口統計グループｉの第１
の人物が実際の閲覧者人口統計グループｊの人物と同じ世帯で生活している確率Ｐ（Ｌ）

ｉｊを是正する。
【０２０２】
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　[00220]例示的な行列正規化部２２２が、認識された人口統計グループｉそれぞれの確
率を正規化する（ブロック６１０）。例えば、行列正規化部２２２は、表１４の帰属先誤
判定行列の各列（例えば、データベース保有者１０４ａに認識された各人口統計グループ
）を正規化して、各列の合計が同じ数（例えば１．００、すなわち１００％）に等しくな
るようにする。各列を正規化することによって、帰属先誤判定を補正した後のインプレッ
ション数を、データベース保有者１０４ａによって検出された合計インプレッション数と
等しくし、データベース保有者１０４ａによってそれぞれの認識された人口統計グループ
ｉに関連付けられたインプレッションの比率を維持する。図６の例示的な命令６００は、
例えば図５のブロック５１０に制御が戻る。
【０２０３】
　[00221]図７は、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装して、帰
属先誤判定補正行列及び／又は共同視聴行列を計算するために実行できる例示的な機械可
読命令７００を表す流れ図である。例示的な命令７００は、上記で図５を参照して説明し
た図４のブロック４０２を実装する例示的命令の代替例である。
【０２０４】
　[00222]図２の例示的な共有行列生成部２０４は、調査較正データソース（例えば図２
の較正データ収集部２０２）から調査較正データを取得する（ブロック７０２）。例えば
、共有行列生成部２０４は、回答世帯の人が利用できる機器、及び／又は、回答者が種々
の機器種類で見るメディアカテゴリを示す情報を取得することができる。例示的な集約配
分生成部２１８がメディアカテゴリを選択する（ブロック７０４）。例示的な集約配分生
成部２１８が機器種類を選択する（ブロック７０６）。図７の例では、メディアカテゴリ
及び／又は機器種類は、調査較正データに示されるメディアカテゴリ及び／又は機器種類
から選択される。人口統計グループｉ及びｊのすべてのペアについて、例示的な集約配分
生成部２１８は、認識された人口統計グループｉの人物と、実際の閲覧者人口統計グルー
プｊの人物とが同じ世帯で生活している確率Ｐ（Ｌ）ｉｊを計算する（例えば調査較正デ
ータソースに基づく）（ブロック７０８）。例えば、集約配分生成部２１８は、同じ世帯
で生活している、人口統計グループｉ及びｊの人物が共同視聴する発生率を求めることが
できる。
【０２０５】
　[00223]人口統計グループｉ及びｊのすべてのペアについて、例示的な集約配分生成部
２１８は、認識された人口統計グループｉの人物と、その人物と同じ世帯で生活している
実際の閲覧者人口統計グループｊの人物の両方が選択された機器種類のモバイル機器を利
用できる確率Ｐ（Ｄ｜Ｌ）ｉｊを求める（ブロック７１０）。
【０２０６】
　[00224]人口統計グループｉ及びｊのすべてのペアについて、例示的な集約配分生成部
２１８は、認識された人口統計グループｉの人物（データベース保有者のユーザ）と、そ
の人物と同じ世帯に生活しており、選択された機器種類のモバイル機器を利用することが
できる実際の閲覧者人口統計グループｊの人物とが、選択されたメディアカテゴリのメデ
ィアを視聴するために同じモバイル機器を共有する確率Ｐ（Ｓｘ｜Ｄ）ｉｊを求める（ブ
ロック７１２）。例えば、集約配分生成部２１８は、人口統計グループｉ及びｊの人物の
両方が、調査較正データから選択された機器種類で選択されたメディアカテゴリのメディ
アにアクセスする発生率を求めることができる。
【０２０７】
　[00225]人口統計グループｉ及びｊのすべてのペアについて、例示的な集約配分生成部
２１８は、選択された機器種類及び選択されたメディアカテゴリに関連付けられた帰属先
誤判定補正行列について、選択された人口統計グループｉ，ｊのペアの共有の確率γｉｊ

を求める（ブロック７１４）。例えば、集約配分生成部２１８は、上記の例示的な式１を
使用して共有の確率γｉｊを計算することができる。
【０２０８】
　[00226]例示的な共同視聴行列生成部２２４は、人口統計グループｉ及びｊのすべての
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ペアについて、１）認識された人口統計グループｉの人物がデータベース保有者によって
メディアの閲覧者として識別され、且つ（２）実際の閲覧者人口統計グループｊの人物に
ついてもインプレッションがある確率κｉｊを求める（ブロック７１６）。人口統計グル
ープｉ及びｊのペアに対応する確率κｉｊの集まりを集約して共同視聴行列にすることが
できる。ブロック７１６を実装する例示的な命令については下記で図８を参照して説明す
る。
【０２０９】
　[00227]例示的な集約配分生成部２１８は、調査較正データソースから得た調査較正デ
ータを処理すべき機器種類がさらにあるかどうかを判定する（ブロック７１８）。機器種
類がさらにある場合（ブロック７１８）、制御はブロック７０６に戻る。機器種類がそれ
以上ない場合（ブロック７１８）、例示的な集約配分生成部２１８は、調査較正データソ
ースから得た調査較正データを処理すべきメディアカテゴリがさらにあるかどうかを判定
する（ブロック７２０）。さらにメディアカテゴリがある場合は、制御がブロック７０４
に戻る。そうでなく、それ以上メディアカテゴリがない場合は（ブロック７２０）、例示
的な命令７００は終了し、例えば制御が図４のブロック４０４に戻る。
【０２１０】
　[00228]図８は、共同視聴行列を計算するために実行することができる例示的な機械可
読命令８００の流れ図である。例えば、命令８００は、図２の例示的な共同視聴行列生成
部２２４が実行して、図５のブロック５１０及び／又は図７のブロック７１６を実装する
ことができる。
【０２１１】
　[00229]人口統計グループｉ及びｊのすべてのペアについて、例示的な共同視聴行列生
成部２２４は、認識された人口統計グループｉの人物と、その人物と同じ世帯で生活して
おり、選択された機器種類のモバイル機器を利用することができる実際の閲覧者人口統計
グループｊの人物とが、同じモバイル機器を使用して、選択されたメディアカテゴリのメ
ディアを同時に利用する（例えば視聴する）確率Ｐ（Ｃｘ｜Ｄ）ｉｊを求める（ブロック
８０２）。言い換えると、例示的な共同視聴行列生成部２２４は、それらの人物が同じ世
帯で生活しており、同じモバイル機器を利用できると仮定して、選択された機器種類、メ
ディアカテゴリ、及び人口統計グループｉ及びｊについて、共同視聴の確率又は発生率を
求める。例示的な共同視聴行列生成部２２４は、選択された機器種類及び選択されたメデ
ィアカテゴリに対応する共同視聴行列の確率κｉｊを求める（ブロック８０４）。例えば
、例示的な共同視聴行列生成部２２４は、確率κｉｊを、κｉｊ＝Ｐ（Ｌ）ｉｊ×Ｐ（Ｄ
｜Ｌ）ｉｊ×Ｐ（Ｃｘ｜Ｄ）ｉｊと計算することができる。例示的な確率κｉｊは、選択
された人口統計グループｉ及びｊのペア、選択された機器種類、並びに選択されたメディ
アカテゴリについての共同視聴の確率を表す。
【０２１２】
　[00230]例示的な命令８００は終了し、例えば制御が図５のブロック５１２及び／又は
図７のブロック７１８に戻る。
【０２１３】
　[00231]図９は、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装して、デ
ータベース保有者にカバーされていないメディア視聴者に関連する人口統計学的プロフィ
ール（又は未カバー係数）を計算するために実行できる例示的な機械可読命令９００を表
す流れ図である。例示的な命令９００は、図２の例示的な未カバー計算部２１０が実行し
て、図４のブロック４０４及び４０５を実装することができる。
【０２１４】
　[00232]図２の例示的な未カバー計算部２１０は、調査較正データソースから調査較正
データを取得する（ブロック９０２）。例えば、未カバー計算部２１０は、データベース
保有者１０４ａに登録していない人の数、及び／又はデータベース保有者１０４ａに登録
しているが、特定種類の機器ではデータベース保有者１０４ａにログインしない人の数を
示す調査較正データを（例えば図２の較正データ収集部２０２から）取得することができ
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る。
【０２１５】
　[00233]例示的な未カバー計算部２１０が機器種類を選択する（ブロック９０４）。例
示的な未カバー計算部２１０が人口統計グループを選択する（ブロック９０６）。例示的
な未カバー計算部２１０がメディアカテゴリを選択する（ブロック９０８）。図９の例で
は、メディアカテゴリ、人口統計グループ、及び／又は機器種類は、調査較正データに示
されるメディアカテゴリ、人口統計グループ、及び／又は機器種類から選択される。例え
ば、未カバー計算部２１０は、調査較正データソースから取得された調査較正データに基
づいて、人口統計グループ、メディアカテゴリ、及び機器種類の異なる組み合わせごとに
異なるアルファ係数（例えば表１７の例示的なアルファ係数α＝Ｂ／Ａ）を生成すること
ができる。
【０２１６】
　[00234]例示的な未カバー計算部２１０は、調査較正データ（例えば調査較正データソ
ースからのデータ）に基づいて確率Ｂを求め、Ｂは、選択された人口統計グループの人物
が、選択された機器種類で選択されたメディアカテゴリのメディアを見る確率である（ブ
ロック９１０）。図９の例では、未カバー計算部２１０は、調査較正データから決定され
た、選択された機器種類、選択された人口統計グループ、及び／又は選択されたメディア
カテゴリに関連付けられた重みに基づいて確率Ｂを求める。
【０２１７】
　[00235]例示的な未カバー計算部２１０は、調査較正データに基づいて確率Ａも求め、
Ａは、選択された人口統計グループの人物が、選択された機器種類と異なる別の機器種類
（例えば当該メディアに関連する標準的な機器種類）で、選択されたメディアカテゴリの
メディアを見る確率である（ブロック９１２）。図９の例では、未カバー計算部２１０は
、調査較正データから決定された、その別の機器種類、選択された人口統計グループ、及
び／又は選択されたメディアカテゴリに関連付けられた重みに基づいて確率Ａを求める。
図９の例では、確率Ｂ及びＡは、選択された機器種類と別の機器種類の両方を介してアク
セスできるメディアに関して求められる。
【０２１８】
　[00236]例えば、特定のメディアカテゴリのテレビ番組のある放送回の場合、別の機器
種類はテレビであり、選択された機器種類は、ストリーミング映像を介してそのテレビ番
組のその放送回を視聴できるコンピューティング機器（例えば、モバイル機器、並びに／
又は、スマートフォン、タブレットコンピュータ、及び／若しくは携帯メディアプレーヤ
等のより特化した種類のモバイル機器）となる。そのようなテレビ番組はしばしば、テレ
ビで初回又は最初に公開された後、ストリーミング映像で利用できるようにされる。その
ため、人は、テレビ（例えば別の機器種類）及び／又はコンピューティング機器（例えば
選択された機器種類）でストリーミングメディアを介して、そのテレビ番組のその放送回
を視聴する可能性がある。
【０２１９】
　[00237]例示的な未カバー計算部２１０は、選択された人口統計グループ、選択された
メディアカテゴリ、及び選択された機器種類についてのアルファ係数（例えば上記表１７
のα＝Ｂ／Ａ）を求める（ブロック９１４）。したがって、図９の例では、人口統計グル
ープ、メディアカテゴリ、及び機器種類の組み合わせごとに、別個のアルファ係数がある
。ただし、他の例では、アルファ係数は、あらゆる人口統計グループ、あらゆるメディア
カテゴリ、及び／又はあらゆる機器種類に同一である場合もある。それに加えて、又はそ
れに代えて、例示的な未カバー計算部２１０は、地理的地域、局、時間帯、及び／又は他
の要素を含む組み合わせを使用してアルファ係数を求める。
【０２２０】
　[00238]例示的な未カバー計算部２１０は、メディアカテゴリがさらにあるかどうかを
判定する（ブロック９１６）。メディアカテゴリさらにある場合は（ブロック９１６）、
制御がブロック９０８に戻って別のメディアカテゴリを選択する。それ以上メディアカテ
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ゴリがない場合は（ブロック９１６）、例示的な未カバー計算部２１０が、さらに人口統
計グループがあるかどうかを判定する（ブロック９１８）。さらに人口統計グループがあ
る場合（ブロック９１８）は、制御がブロック９０６に戻って別の人口統計グループを選
択する。選択された機器種類にそれ以上人口統計グループがない場合（ブロック９１８）
は、例示的な未カバー計算部２１０が、さらに機器種類があるかどうかを判定する（ブロ
ック９２０）。さらに機器種類がある場合（ブロック９２０）は、制御がブロック９０４
に戻って別の機器種類を選択する。選択されたメディアカテゴリにそれ以上機器種類がな
い場合（ブロック９２０）、図９の例示的な命令９００は終了し、例えば、制御が図４の
ブロック４０６に戻る。
【０２２１】
　[00239]図１０は、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装して、
帰属先誤判定補正行列に基づいてインプレッション及び／又は継続時間単位を調整するた
めに実行できる例示的な機械可読命令１０００を表す流れ図である。例示的な命令１００
０は、図２の例示的な帰属先誤判定補正部２０６が実行して、図４のブロック４１４を実
装することができる。
【０２２２】
　[00240]図２の例示的な帰属先誤判定補正部２０６は、ａ）選択されたメディアカテゴ
リ及び選択された機器種類に対応する帰属先誤判定補正行列と、ｂ）認識された人口統計
グループｉごとにデータベース保有者によって認識されたインプレッション数とのドット
積を計算することにより、帰属先誤判定が調整されたインプレッション数を求める（ブロ
ック１００２）。ドット積の結果は、人口統計グループごとの、帰属先誤判定が調整され
たインプレッション数になる。例えば、帰属先誤判定補正部２０６は、表１４の帰属先誤
判定補正行列と、表１５のインプレッション情報とのドット積を計算して、帰属先の誤判
定が調整されたインプレッション数を得る。
【０２２３】
　[00241]図２の例示的な帰属先誤判定補正部２０６は、ａ）選択されたメディアカテゴ
リ及び選択された機器種類に対応する帰属先誤判定補正行列と、ｂ）認識された人口統計
グループｉごとにデータベース保有者によって認識された継続時間単位とのドット積を計
算することにより、帰属先誤判定が調整された継続時間単位を求める（ブロック１００４
）。例示的な命令１０００は終了し、例えば制御が図４のブロック４１６に戻る。
【０２２４】
　[00242]図１１は、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装して、
データベース保有者に対応する未カバー係数に基づいてインプレッションを調整するため
に実行できる例示的な機械可読命令１１００を表す流れ図である。例示的な命令１１００
は、図２の例示的な未カバー補正部２１２が実行して、図４のブロック４１６を実装する
ことができる。
【０２２５】
　[00243]図２の例示的な未カバー補正部２１２は、人口統計グループを選択する（ブロ
ック１１０２）。選択される人口統計グループは、例えば、上記で表１～１４を参照して
説明した、認識された人口統計グループｉ及び／又は実際の閲覧者人口統計グループｊで
ある。未カバー補正部２１２は、帰属先誤判定が調整されたインプレッションに、選択さ
れた人口統計グループ、選択された機器種類、及び／又は選択されたメディアカテゴリに
関連付けられたアルファ係数（例えば上記表１７のα＝Ｂ／Ａ）を乗算することにより、
カバーされていないインプレッション数を求める（ブロック１１０４）。例えば、未カバ
ー補正部２１２は、選択された人口統計グループ（例えばブロック１１０２で選択される
）、選択された機器種類（例えば図４のブロック４１２で選択される）、及び／又は選択
されたメディアカテゴリ（例えば図４のブロック４１０で選択される）に、適用可能なア
ルファ係数（例えば図４のブロック４０４及び／又は図６の例示的な命令９００で求めら
れる）を求めることができる。例示的な未カバー補正部２１２は、ブロック１１０４で、
求めたアルファ係数に、帰属先誤判定が調整されたインプレッションを乗算して、カバー
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されていないインプレッション数を求める。
【０２２６】
　[00244]例示的な未カバー補正部２１２は、さらに人口統計グループがあるかどうかを
判定する（ブロック１１０６）。人口統計グループがさらにある場合（ブロック１１０６
）、制御がブロック１１０２に戻って別の人口統計グループを選択する。調整する人口統
計グループがそれ以上ない場合（ブロック１１０６）、例示的な未カバー補正部２１２は
、人口統計グループ（例えば同じ計算のセットにあるすべての人口統計グループ）につい
てカバーされていないインプレッションをスケーリングして、すべての人口統計グループ
に対応するカバーされていないインプレッションの合計が、観察されたカバーされていな
いインプレッション数と等しくなるようにする（ブロック１１０８）。例えば、上記で表
１７を参照して説明したように、例示的な未カバー補正部２１２は、１）アルファ係数（
α＝Ｂ／Ａ）と、各人口統計グループ（「人口統計グループ」）の測定された割合（表１
７の「測定値」％）との積として、調整された割合（表１７の「調整後」％）を計算し、
２）調整された割合（表１７の「調整後」％）を正規化して、合計が１００％になるよう
にし、３）正規化された割合（表１７の「正規化後」％）に、カバーされていないインプ
レッション（例えばデータベース保有者１０４ａによって人口統計グループ（表１７の「
人口統計グループ」）に関連付けられていないインプレッションの数）を乗算して、各人
口統計グループ（表１７の「人口統計グループ」）に属すると判断できる、カバーされて
いないインプレッション（表１７の「未カバーインプレッション」）のスケーリング後の
数を得ることができる。
【０２２７】
　[00245]図２の例示的な未カバー補正部２１２は、人口統計グループを選択する（ブロ
ック１１１０）。ブロック１１１０で選択される人口統計グループは、ブロック１１０２
の反復で前に選択された人口統計グループである。図の例では、ブロック１１１０、１１
１２、及び１１１４を実行して、ブロック１１０２、１１０４、１１０６、及び１１０８
で求められたすべての人口統計グループについてのスケーリング後のカバーされていない
インプレッションを処理する。未カバー補正部２１２は、スケーリング後のカバーされて
いないインプレッション（例えばブロック１１０８で求められる）を、その人口統計グル
ープに対応する帰属先誤判定が調整されたインプレッションに加算することにより、選択
された人口統計グループの帰属先誤判定と未カバーが調整されたインプレッションを求め
る（ブロック１１１２）。
【０２２８】
　[00246]例示的な未カバー補正部２１２は、人口統計グループがさらにあるかどうかを
判定する（ブロック１１１４）。人口統計グループがさらにある場合（ブロック１１１４
）、制御がブロック１１１０に戻って別の人口統計グループを選択する。調整する人口統
計グループがそれ以上ない場合（ブロック１１１４）、例示的な命令１１００が終了し、
例えば制御が図４のブロック４１８に戻る。
【０２２９】
　[00247]上記の例はインプレッションを参照して説明したが、それらの例は、それに加
えて、又はそれに代えて、ユニーク視聴者及び／又は継続時間単位にも適用することがで
きる。例えば、再配分後の視聴者行列を、上記のようにインプレッションに適用する代わ
りに、対象とするメディアの視聴者に適用することができる。例によっては、メディアの
視聴者の中の１人の人物を数えるには１回のみのインプレッションが必要とされ、人物に
インプレッションがない場合には、メディアの視聴者の中で人物は計数されない。したが
って、例えば表３の例では、１２～１７才の男性の視聴者は、インプレッションの再配分
後には１人減ることになる。その理由は、この１２～１７才の男性は、メディアにアクセ
スしたことがデータベース保有者１０４により報告されるが、再配分後には、タブレット
コンピュータでコメディカテゴリのメディアにはインプレッションがないと判断され、以
て１２～１７才の男性の視聴者が１人減るからである。逆に、３５～４４才の女性の視聴
者は１人増えることになる。その理由は、その３５～４４才の女性の視聴者はデータベー
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ス保有者１０４ａではインプレッションに関連付けられておらず、結果として視聴者の中
に入っていないが、視聴者の再配分後には、その女性が実際にはタブレットコンピュータ
で当該カテゴリのメディアにアクセスしていると判断できるからである。
【０２３０】
　[00248]図１２は、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装して、
データベース保有者にカバーされていないメディア視聴者に関連する人口統計学的プロフ
ィール（又は未カバー係数）を計算するために実行できる例示的な機械可読命令１２００
を表す流れ図である。例示的な命令１２００は、図２の例示的な未カバー計算部２１０が
実行して、図４のブロック４０４及び４０５を実装することができる。
【０２３１】
　[00249]例示的な未カバー計算部２１０が、較正調査からデータを取得する（ブロック
１２０２）。例えば、未カバー計算部２１０は、データベース保有者１０４ａに登録して
いない回答者、及び／又はデータベース保有者１０４ａに登録しているが、特定種類の機
器ではデータベース保有者１０４ａにログインしない回答者の数を示す較正調査データを
取得することができる。
【０２３２】
　[00250]例示的な未カバー計算部２１０は、機器種類を選択し（ブロック１２０４）、
人口統計グループを選択する（ブロック１２０６）。例示的な未カバー計算部２１０は、
選択された人口統計グループの較正調査への回答者のうち、選択された機器種類でメディ
アを視聴する時にデータベース保有者１０４ａに認識されないと思われる回答者の割合と
して、選択された人口統計グループ及び選択された機器種類についての未カバー係数を計
算する。
（ブロック１２０８）。
【０２３３】
　[00251]例示的な未カバー計算部２１０は、人口統計グループがさらにあるかどうかを
判定する（ブロック１２１０）。人口統計グループがさらにある場合（ブロック１２１０
）、制御がブロック１２０６に戻って別の人口統計グループを選択する。選択された機器
種類にそれ以上人口統計グループがない場合（ブロック１２１０）、例示的な未カバー計
算部２１０は、さらに機器種類があるかどうかを判定する（ブロック１２１２）。機器種
類がさらにある場合（ブロック１２１２）、制御がブロック１２０４に戻って別の機器種
類を選択する。機器種類がそれ以上ない場合（ブロック１２１２）、図１２の例示的な命
令１２００が終了し、例えば制御が、図４の例示的な命令４００等の呼び出し関数又はプ
ロセスに戻って、ブロック４０６の実行に進む。
【０２３４】
　[00252]図１３は、図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を実装して、
データベース保有者に対応する未カバー係数に基づいてインプレッション数及び／又はユ
ニーク視聴者を調整するために実行できる例示的な機械可読命令１３００を表す流れ図で
ある。例示的な命令１３００は、図２の例示的な未カバー補正部２１２が実行して、図４
のブロック４１６を実装することができる。
【０２３５】
　[00253]図２の例示的な未カバー補正部２１２は、人口統計グループを選択する（ブロ
ック１３０２）。例示的な未カバー補正部２１２は、帰属先の誤判定を調整したユニーク
視聴者数（図１０の命令を使用して求められる）を、１－（選択された人口統計グループ
及び選択された機器種類の未カバー係数）で除算することにより、帰属先の誤判定と未カ
バーの誤りを調整したユニーク視聴者数を求める（ブロック１３０４）。
【０２３６】
　[00254]例示的な未カバー補正部２１２は、帰属先誤判定及び未カバーを調整したユニ
ーク視聴者数に、インプレッション情報から求められた、選択された人口統計グループ及
び選択された機器種類の回数を乗算することにより、帰属先の誤判定と未カバーを調整し
たインプレッション数を求める（ブロック１３０６）。
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【０２３７】
　[00255]例示的な未カバー補正部２１２は、帰属先誤判定を調整した継続時間単位（図
１０の命令を使用して求められる）を、１－（選択された人口統計グループ及び選択され
た機器種類の未カバー係数）で除算することにより、帰属先の誤判定と未カバーの誤りを
調整した継続時間単位を求める（ブロック１３０８）。
【０２３８】
　[00256]例示的な未カバー補正部２１２は、人口統計グループがさらにあるかどうかを
判定する（ブロック１３１０）。人口統計グループがさらにある場合（ブロック１３１０
）、制御がブロック１３０２に戻って別の人口統計グループを選択する。調整する人口統
計グループがそれ以上ない場合（ブロック１３０８）、例示的な命令１３００は終了し、
例えば制御が図４の例示的な命令４００等の呼び出し関数又はプロセスに戻って、ブロッ
ク４１８の実行に進む。
【０２３９】
　[00257]事例によっては、データの選択は、ジャンルに基づいて行う場合がある。例に
よっては、ジャンルがメディアパブリッシャ１２０（例えばテレビネットワーク提供者、
メディア提供者等）から提供される場合がある。他の例では、メディアの提供者からジャ
ンルを入手できない場合がある。そのような他の例では、ジャンルを容易に入手できない
場合、例えば、下記で図１４～図２０との関連で開示する技術を使用してジャンルを予測
することができる。
【０２４０】
　[00258]プラットフォームを越えた視聴者測定で、ＡＭＥ（例えば図１のＡＭＥ１０８
）が、テレビ（及び／又はラジオ）番組がテレビ（及び／又はラジオ）局（例えばローカ
ルテレビ局、ローカルラジオ局）を介して放送される時と、放送後の特定の時間（例えば
７日）内に時間を遅らせたメディアサービスを介して提供される時に、その番組の視聴者
を監視する。例示的な時間を遅らせたメディアサービスは、モバイル機器又は固定コンピ
ューティング機器で、オンデマンドサービス、ストリーミングサービスのアプリケーショ
ン、アプリ、ウェブページ等を介して利用することができる。例示的な時間を遅らせたメ
ディアサービスは、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、ケーブルボックス、インターネ
ットメディア配信用セットトゥボックス、スマートテレビ等で提供される場合もある。こ
のようにして、ＡＭＥは、テレビ（及び／又はラジオ）の視聴者と、時間が遅れた視聴者
両方のインプレッションを収集することにより、プラットフォーム間の視聴者測定を行う
。例によっては、そのインプレッションを分析してメディアの視聴率を生成する。例によ
っては、ジャンルを使用して、モバイルセンサスデータを較正するための調整係数を求め
る。そのような例では、較正したモバイルセンサスデータを使用して視聴率を生成する。
ジャンルは、例えば形態、スタイル、及び／又は主題等の類似性に基づくメディアのカテ
ゴリである。例示的なジャンルには、コメディ、ドラマ、スポーツ、ニュース、児童番組
等がある。
【０２４１】
　[00259]例によっては、メディアの中に符号化されたデータに基づいてインプレッショ
ンが収集される。しかし、例によっては、符号化されたデータがジャンル情報を含んでい
ない。例えば、ローカル放送局によって放送される番組はジャンル情報を持たず、ローカ
ル放送の符号化データは番組名や識別子を含んでいない。また、ジャンル情報や番組名は
、即日（overnight）視聴率を生成するのに間に合うようには、放送局又はメディア所有
者から提供されない。即日視聴率はしばしば、インプレッション数と視聴者数に基づいて
放送番組の成績を手早く見積もるために使用される。事例によっては、即日視聴率に反映
される放送番組の成績を、メディアネットワーク（例えばテレビネットワーク）が使用し
て、例えば、メディアネットワーク（例えばＡＢＣテレビ放送会社）や、時間を遅らせた
視聴サービスを介してそのメディアを提供する権利を所有する第３者（例えばＨｕｌｕ．
ｃｏｍ）のアプリやウェブページを介して利用できる、同じメディアの時間を遅らせた視
聴アクセスに対応する広告空間を販売することがある。本明細書に開示される例を使用し
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て、ローカルテレビ（及び／又はラジオ）のインプレッションのジャンルを予測するモデ
ルを生成することができる。下記の例はテレビに関して説明するが、下記の例は、それに
代えて、ラジオや他のメディア種類を使用して実装することもできる。
【０２４２】
　[00260]ジャンル予測のモデル化
【０２４３】
　[00261]上記の帰属先誤判定及び／又は未カバー補正の例は、複数の帰属先誤判定補正
表（例えば上の表１４等）を生成することを含む場合がある。例によっては、異なる機器
種類、及び／又は異なるメディアジャンルごとに、帰属先誤判定補正行列が生成される。
下記で説明する例を使用して、インプレッションからジャンル情報を得られないインプレ
ッションのメディアジャンルを予測することができる。インプレッションにジャンルを割
り当てることにより、本明細書に開示される例は、上記で開示したようにインプレッショ
ン数及び／又は視聴者数の帰属先誤判定の誤り及び／又は未カバーの誤りを補償するのに
適した帰属先誤判定補正行列及び／又は未カバー係数（例えば上の表１９及び／又は表２
１のアルファ係数）を選択する。
【０２４４】
　[00262]下記で開示するジャンル予測モデルを生成する例では、クライアントコンピュ
ータ又はテレビにローカルに設置された宅内のメディア計測器を使用して、アクセスされ
たメディアや、テレビで視聴されたメディアについての情報を収集して、ジャンル予測モ
デルの生成を助ける。ただし、上記で開示した例は、クライアントコンピュータにローカ
ルにインストールされたパネリスト測定ソフトウェアに依拠してデータベース保有者への
登録ステータスデータを収集することなく、及び／又は世帯員からアクセスされたメディ
アについてのデータを収集することなく、帰属先誤判定の補正係数を生成する。クライア
ントコンピュータ又はテレビにローカルに設置された宅内のメディア計測器をジャンル予
測モデル化とジャンルの割り当てで使用することは、インプレッションの収集及び／又は
インプレッションへのジャンルの割り当てに限定される。そのようにローカルに設置され
た宅内計測器は、本明細書に開示される帰属先誤判定補正行列や未カバー係数の生成には
使用されない。下記で開示するジャンル予測モデル化とジャンルの割り当てを使用して、
上記で開示したようにインプレッションの帰属先誤判定及び／又は未カバーを補正するこ
とができる。
【０２４５】
　[00263]図１４は、ジャンル予測モデルを生成し、無ジャンルのインプレッションデー
タ１４０２（例えばジャンル情報を含まないインプレッションデータ）のジャンルを予測
するか、及び／又はジャンルを割り当てる例示的なシステム１４００を示す。図の例では
、宅内メディア計測器１４０４（例えばセットトップメータ、個人ピープルメータ等）が
、ローカルのテレビインプレッションデータ１４０２を視聴者測定エンティティ（ＡＭＥ
）１０８に送信する。図１４の例示的なＡＭＥ１０８は、例えば図１のＡＭＥ１０８であ
る。
【０２４６】
　[00264]図の例では、ローカルテレビ放送局は放送の時点ではメディアをまだ符号化し
ていないので、ローカル放送テレビから生成されるインプレッションデータ１４０２は、
ジャンル情報が符号化されていない。図の例では、テレビ視聴者についてのローカルテレ
ビのインプレッションデータ１４０２を収集するのに加えてプラットフォームを越えて視
聴者を監視するために、例示的なコレクタ１４０６がインターネット対応メディア機器１
４１０の中に提供され、インターネット対応メディア機器１４１０を介したストリーミン
グサービスを使用してアクセスされるメディアのインプレッションを収集する。図の例で
は、コレクタ１４０６は、インターネット対応メディアアクセス機器１４１０（例えば、
コンピュータ、テレビ、タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダー等）によって実
行される、ウェブページ、アプリケーション、又はアプリ（例えば、オンデマンドアプリ
ケーション、ストリーミングアプリケーション、ＤＶＲアクセスアプリケーション等）の
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中に組み込まれた命令を使用して実装される。
【０２４７】
　[00265]例示的なコレクタ１４０６を使用してインプレッションを収集する例が、２０
１３年２月５日に発行された米国特許第８，３７０，４８９号、２０１３年１２月１８日
に出願された米国特許出願第１４／１２７，４１４号、２０１４年７月１１日に出願され
た米国特許出願第１４／３２９，７７９号、２０１４年３月１３日に出願された米国仮出
願第６１／９５２，７２６号、２０１４年６月１９日に出願された米国仮出願第６２／０
１４，６５９号、２０１４年７月１１日に出願された米国仮出願第６２／０２３，６７５
号に開示され、これらはすべて全体が参照により本明細書に組み込まれる。例示的なメデ
ィア計測器１４０４及び／又は例示的なコレクタ１４０６は、有線接続及び／又は無線接
続（例えばケーブル／ＤＳＬ／衛星モデム、携帯電話基地局等）を介して、例示的なネッ
トワーク１４１２（例えば、インターネット、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリ
アネットワーク、セルラデータネットワーク等）を通じて例示的なＡＭＥ１０８と通信す
る。
【０２４８】
　[00266]図１４の例では、ＡＭＥ１０８は、無ジャンルインプレッションデータ１４０
２を処理して、無ジャンルインプレッションデータ１４０２に基づいて、ＡＭＥ１０８の
ログに記録されたインプレッションのジャンルを判定する。図の例では、ＡＭＥ１０８は
、収集データベース１４１４、ジャンル予測モデル化器１４１６、ジャンル予測器１４１
８、履歴ジャンルデータベース１４２０、及び予測データベース１４２２を含む。例示的
な収集データベース１４１４は、例示的なメディア計測器１４０４及び／又は例示的なコ
レクタ１４０６から受信及び／又は取得される例示的な無ジャンルインプレッションデー
タ１４０２に基づいてログに記録されたインプレッションを記憶するために設けられる。
【０２４９】
　[00267]例示的なジャンル予測モデル化器１４１６は、例示的な履歴ジャンルデータベ
ース１４２０に記憶された履歴ジャンルデータに基づいて（１つ又は複数の）ジャンル予
測モデル１４２８を生成する。図の例では、履歴ジャンルデータは、履歴番組レコード１
４３０を含み、これは例えば、番組のジャンル、番組の時間帯、番組の日の区分、番組の
継続時間を識別する。例示的な履歴番組レコード１４３０は、番組が放送された後にロー
カル放送局１４３２から提供される情報（例えば番組識別子、（１つ又は複数の）タイム
スタンプ、局識別子、系列局識別子等）に基づく。例えば、ローカル放送局１４３２は、
ローカル放送から１週間後に、ローカル放送番組の１５分ごとのレコード１４３０を提供
する場合がある。
【０２５０】
　[00268]例示的なジャンル予測器１４１は、例示的なジャンル予測モデル化器１４１６
によって生成された（１つ又は複数の）ジャンル予測モデル１４２８を使用してジャンル
情報を予測し、予測したジャンルを、無ジャンルインプレッションデータ１４０２に基づ
いて、収集データベース１４１４に記録されたインプレッションに割り当てる。このよう
にして、例示的なジャンル予測器１４１８は、予測ジャンルインプレッションレコード１
４２４を生成する（例えば収集データベース１４１４に記録された無ジャンルインプレッ
ションを予測されたジャンル情報と組み合わせる）。図１４の例では、予測ジャンルイン
プレッションレコード１４２４は、予測データベース１４２２に記憶される。例によって
は、予測ジャンルインプレッションレコード１４２４は未補正のインプレッションとして
使用され、上記のように、この未補正のインプレッションの帰属先誤判定及び／又は未カ
バーを補償して、予測ジャンルインプレッションの帰属先として判定できる人口統計グル
ープを求めることができる。
【０２５１】
　[00269]図１５は、図１４の無ジャンルインプレッションデータ１４０２に基づいて収
集データベース１４１４に記録された無ジャンルインプレッションレコード１５０１のジ
ャンル情報を判定する、図１４のジャンル予測器１４１８の例示的な実装を示す。図の例
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では、ジャンル予測器１４１８は、収集データベース１４１４から無ジャンルインプレッ
ションレコード１５０１を受信及び／又は取得し、予測データベース１４２２に記憶され
るか、及び／又は予測リポート１４２６で報告される、予測ジャンルインプレッションレ
コード１４２４を生成する。図１５の例では、ジャンル予測器１４１８は、データ分類器
１５００及びジャンル分析器１５０２を含む。例示的なデータ分類器１５００は、例示的
な無ジャンルインプレッションレコード１５０１を、分類済みインプレッションデータ１
５０４に変換するように構成される。分類済みインプレッションデータ１５０４について
は、下記で図１６を参照して詳細に説明する。
【０２５２】
　[00270]例示的なジャンル分析器１５０２は、例示的なジャンル予測モデル化器１４１
６によって生成された（１つ又は複数の）ジャンル予測モデル１４２８を、例示的な分類
済みインプレッションデータ１５０４に適用するように構成される。例示的なジャンル分
析器１５０２は、（１つ又は複数の）ジャンル予測モデル１４２８を、分類済みインプレ
ッションデータ１５０４に適用する。そして、例示的なジャンル分析器１５０２は、予測
したジャンルを分類済みインプレッションデータ１５０４に割り当てて、例示的な予測ジ
ャンルインプレッションレコード１４２４を生成する。例示的なジャンル分析器１５０２
は、例示的な予測ジャンルインプレッションデータ１４２４を例示的な予測データベース
１４２２に記憶するか、及び／又は例示的な予測ジャンルインプレッションデータ１４２
４を例示的な予測リポート１４２６に含める。
【０２５３】
　[00271]図１６は、図１５のデータ分類器１５００が図１５のジャンル分析器１５０２
がジャンルを予測するために使用する無ジャンルインプレッションデータレコード１５０
１を分類する例示的な方式を説明する図である。図の例では、無ジャンルインプレッショ
ンデータレコード１５０１は、例示的なマーケット識別子（ＩＤ）１６００、例示的な局
ＩＤ１６０２、例示的な系列局ＩＤ１６０４、例示的な開始タイムスタンプ１６０６、例
示的な終了タイムスタンプ１６０８、例示的な番組ＩＤ１６１０、及び例示的な供給元Ｉ
Ｄ１６１２を含む。これらのフィールドの１つ若しくは複数が省略されるか、又は、１つ
若しくは複数の追加的なフィールドが存在する場合もある。例えば、全国放送の番組に対
応する無ジャンルインプレッションデータレコード１５０１は、番組ＩＤ１６１０及び供
給元ＩＤ１６１２を含む場合がある。また、ローカル放送番組に対応する無ジャンルイン
プレッションデータレコード１５０１は、番組ＩＤ１６１０及び供給元ＩＤ１６１２を省
略する場合がある。例示的なマーケットＩＤ１６００は、対応するテレビ番組が放映され
る市場を識別する（例えば地理的な場所や自治体等）。例によっては、マーケットＩＤ１
６００は、ＡＭＥ１０８（図１４）又は他の適切なエンティティによって割り当てられる
。局ＩＤ１６０２は、そのテレビ番組を放送するローカル局を識別する。例によっては、
局ＩＤ１６０２は、ＡＭＥ１０８（図１４）又は他の適切なエンティティによって割り当
てられる英数字である。例によっては、局ＩＤ１６０２は、ローカルテレビ局が自局を識
別するために使用するコールサイン（例えばＷＸＴＶ、ＫＶＥＡ、ＷＳＮＳ等）である。
【０２５４】
　[00272]例示的な系列局ＩＤ１６０４は、ローカルテレビ局のネット系列局（例えばＡ
ｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｔｅｌｅｍｕｎｄｏ、Ｆ
ＯＸ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ等）を識別する。例によっては、系列
局ＩＤ１６０４は、ネット系列局を表すようにＡＭＥ１０８によって割り当てられた番号
（例えばＡＢＣは１００、ＮＢＣは１０１等）である。例によっては、系列局ＩＤ１６０
４は、ネット系列局の名称のアルファベット表現である（例えばＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙの「ＡＢＣ」、Ｔｅｌｅｍｕｎｄｏの「ＴＭＤ」
等）。例示的な開始タイムスタンプ１６０６は、無ジャンルインプレッションレコード１
５０１に関連付けられた番組の開始日及び開始時刻を含む。例示的な終了タイムスタンプ
１６０８は、無ジャンルインプレッションレコード１５０１に関連付けられた番組の終了
日及び終了時刻を含む。無ジャンルインプレッションレコード１５０１に含まれる場合、
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例示的な番組ＩＤ１６１０は、無ジャンルインプレッションレコード１５０１関連付けら
れたテレビ番組（例えば「Ａｒｒｅｓｔｅｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ」、「Ｎｅｗｓ　
Ｒａｄｉｏ」、「Ｓａｂａｄｏ　Ｇｉｇａｎｔｅ」等）を識別する。例によっては、番組
ＩＤ１６１０は、参照データベース内で対応するテレビ番組の題名及び／又は他の情報に
一意に関連付けられた数字又は英文字の識別子である。例示的な供給元ＩＤ１６１２は、
そのテレビ番組の供給元（例えば制作会社等）を識別する。
【０２５５】
　[00273]図１６の例では、分類済みインプレッションデータ１５０４は、例示的なマー
ケット識別子１６００、例示的な局ＩＤ１６０２、例示的な系列局ＩＤ１６０４、例示的
な日の区分１６１４、例示的な時間帯１６１６、及び例示的な継続時間１６１８を含んで
いる。例示的なデータ分類器１５００は、無ジャンルインプレッションレコード１５０１
の開始タイムスタンプ１６０６と終了タイムスタンプ１６０８を使用して、分類済みイン
プレッションデータ１５０４の例示的な日の区分１６１４、例示的な時間帯１６１６、及
び例示的な継続時間１６１８を判定する。図の例では、分類済みインプレッションデータ
１５０４の継続時間１６１８は、開始タイムスタンプ１６０６に示される開始時刻と終了
タイムスタンプ１６０８に示される終了時刻との間の時間差として、データ分類器１５０
０によって計算される。
【０２５６】
　[00274]図の例では、データ分類器１５００は、例示的な開始タイムスタンプ１６０６
の開始日と、例示的な終了タイムスタンプ１６０８の終了日を使用することにより、例示
的な日の区分１６１４を判定する。例によっては、日の区分１６１４は、曜日（例えば月
曜日、火曜日、水曜日等）の値を持つ場合がある。例によっては、日の区分１６１４は、
全曜日のうち縮小された集合である場合もある。例えば、縮小された集合は、「平日」、
「土曜日」、又は「日曜日」に対応する値を含む可能性がある。例によっては、例示的な
開始タイムスタンプ１６０６に示される開始日と例示的な終了タイムスタンプ１６０８に
示される終了日とが異なる場合、データ分類器１５００は、その日にその番組が放送され
た時間量に基づいて、日の区分１６１４に日を割り当てることができる。例えば、開始タ
イムスタンプ１６０６が「７／２５／２０１４　２３：３０」（例えば金曜日に３０分）
で、終了タイムスタンプ１６０８が「７／２６／２０１４　１：００」（例えば土曜日に
６０分）である場合には、「土曜日」が日の区分１６１４に割り当てられることになる。
そのような例では、データ分類器１５００は、その番組のより多くの部分が放送された日
を日の区分１６１４に割り当てる。
【０２５７】
　[00275]例示的なデータ分類器１５００は、例示的な開始タイムスタンプ１６０６に示
される開始時刻と、例示的な終了タイムスタンプ１６０８に示される終了時刻を使用して
、例示的な分類済みインプレッションデータ１５０４の例示的な時間帯１６１６を判定す
る。下記で図１７との関連でさらに述べるように、時間帯は、種々のテレビ番組が放映さ
れ、広告枠が購入され、及び／又は視聴者の視聴率が測定される、一日のうちの時間枠又
は区分（例えば深夜帯（late fringe）、平日の午前、平日の昼間、夕方～夜（early fri
nge）、ゴールデンタイム、週末の昼間等）である。例によっては、図１６の時間帯１６
１６は、開始タイムスタンプ１６０６に示される開始時刻と終了タイムスタンプ１６０８
に示される終了時刻を含む時間帯である場合がある。
【０２５８】
　[00276]図１４のジャンル予測器１４１８を実装する例示的な方式を図１５に示すが、
図１５に示す要素、プロセス及び／又は機器の１つ又は複数は、組み合わせる、分割する
、配置を変える、省略する、削除する、及び／又は他の方式で実装することができる。さ
らに、例示的なデータ分類器１５００、例示的なジャンル分析器１５０２、及び／又はよ
り包括的には図１４の例示的なジャンル予測器１４１８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
ムウェアの組み合わせによって実装することができる。したがって、例えば、例示的なデ



(86) JP 6595072 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

ータ分類器１５００、例示的なジャンル分析器１５０２、及び／又は、より包括的には例
示的なジャンル予測器１４１８はいずれも、１つ若しくは複数のアナログ若しくはデジタ
ル回路、論理回路、（１つ若しくは複数の）プログラム可能プロセッサ、（１つ若しくは
複数の）特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、（１つ若しくは複数の）プログラム可能論理デ
バイス（ＰＬＤ）、及び／又は（１つ若しくは複数の）利用者書き換え可能論理デバイス
（ＦＰＬＤ）によって実装することができる。本特許の装置クレーム又はシステムクレー
ムが純粋にソフトウェア及び／又はファームウェアによる実装を包含すると解釈する場合
、例示的なデータ分類器１５００、例示的なジャンル分析器１５０２、及び／又は例示的
なジャンル予測器１４１８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
を記憶した、メモリ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ）
、Ｂｌｕ－ｒａｙディスク等の有形のコンピュータ可読記憶装置又は記憶ディスクを含む
ものと明示的に定義する。さらに、例示的なジャンル予測器１４１８は、図１５に示すも
のに加えて、又はそれに代えて、１つ又は複数の要素、プロセス、及び／若しくは機器を
含むことができ、並びに／又は、図示される要素、プロセス、及び機器のいずれか若しく
はすべてのうち２つ以上を含むことができる。
【０２５９】
　[00277]図１７は、図１４及び図１５のジャンル予測器１４１８に使用される時間帯（
例えば図１６の例示的な時間帯１６１６に示される時間帯）及び日の区分（例えば図１６
の例示的な日の区分１６１４に示される日の区分）を示す例示的な図表である。図の例で
は、１週間１７００のそれぞれの日が複数の時間帯１７０２に分割される。図の例では、
月曜日から金曜日は、同じ時間帯枠又は区分に分割される（例えば、同じ継続時間を持ち
、同じ時間帯開始時刻及び時間帯終了時刻で区切られる時間帯）。或いは、１週間１７０
０の各曜日、又は曜日の組み合わせを、異なる時間帯に分割することもできる。図の例で
は、日の区分１７０４は、「平日」、「土曜日」、及び「日曜日」の３つの区分に区分さ
れている。或いは、日の区分１７０４は、週の曜日ごとに独立した区分を含むこともでき
る（例えば「月曜日」の区分、「火曜日」の区分等）。例によっては、日の区分は、共に
グループにする異なる曜日間の類似する特性（例えば時間的な近さや、視聴者の視聴習慣
等）に基づいて、種々の曜日のグループ化を有することができる。例えば、日の区分１７
０４は、「週の前半」の区分（例えば月曜日と火曜日を含む）、「週の半ば」の区分（例
えば水曜日と木曜日を含む）、「週の後半」の区分（例えば金曜日を含む）、及び「週末
」の区分（例えば土曜日と日曜日を含む）を含むことができる。
【０２６０】
　[00278]図１８は、図１４のジャンル予測器１４１８に使用される（１つ又は複数の）
ジャンル予測モデル１４２８を構築する、図１４のジャンル予測モデル化器１４１６の例
を示す。図の例では、ジャンル予測モデル化器１４１６は、例示的なジャンル予測モデル
構築器１８０２、例示的なジャンル予測モデル評価器１８０４、及び例示的なジャンル予
測モデル比較器１８０６を含む。例示的なジャンル予測モデル構築器１８０２は、履歴ジ
ャンルデータベース１４２０のデータセットを使用して、種々のモデル化技術を使用して
、１つ又は複数の候補モデルを生成する。ジャンル予測モデル化器１４１６を実装するた
めに使用できる例示的なモデル化技術には、ロジスティック回帰、線形識別解析、二次識
別解析、ｋ最近傍等がある。例示的なモデル構築器１８０２は、履歴ジャンルデータベー
ス１４２０から例示的なトレーニングデータセット１８０８を取り出す。図の例では、ト
レーニングデータセット１８０８を使用して、（１つ又は複数の）ジャンル予測モデル１
４２８への入力（例えば図１５の分類済みインプレッションデータ１５０４に含まれる変
数）と、（１つ又は複数の）ジャンル予測モデル１４２８の出力（例えば予測ジャンル）
との間の予測関係を構築する。例示的なトレーニングデータセット１８０８は、分類済み
インプレッションデータ（例えば例示的なマーケット識別子１６００、例示的な局ＩＤ１
６０２、例示的な系列局ＩＤ１６０４、例示的な日の区分１６１４、例示的な時間帯１６
１６、及び例示的な継続時間１６１８）、並びに割り当てられたジャンルを含む。トレー
ニングデータセット１８０８を使用して、例示的なジャンル予測モデル構築器１８０２は
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、１つ又は複数の候補モデル１８００を生成する。候補モデル１８００は、ジャンル分析
器１５０２（図１５）が無ジャンルインプレッションレコード１５０１（図１４）にジャ
ンルを割り当てるために使用するのに適するかどうか（例えば精度）が評価されるジャン
ル予測モデルである。例によっては、ジャンル予測モデル構築器１８０２は、例示的な候
補モデル１８００を生成した後、トレーニングデータセット１８０８を使用して正分類率
（ＣＣＲ（correct classification rate））を計算する。例によっては、ＣＣＲは、ト
レーニングデータセット１８０８の中で、候補モデルによって正確に予測されたインプレ
ッションの割合である。
【０２６１】
　[00279]図１８に示す例では、ジャンル予測モデル評価器１８０４は、ジャンル予測モ
デル構築器１８０２によって生成された候補モデル１８００を受信及び／又は取得する。
ジャンル予測モデル評価器１８０４は、履歴ジャンルデータベース１４２０から検査デー
タセット１８１０も取得する。例示的なジャンル予測モデル評価器１８０４は、検査デー
タセット１８１０を使用して候補モデル１８００を検証する。例によっては、ジャンル予
測モデル評価器１８０４は、検査データセット１８１０を使用して候補モデルのＣＣＲを
計算する。そのような例では、ジャンル予測モデル評価器１８０４は、検査データセット
１８１０に含まれる注目するジャンルのＣＣＲを計算する場合もある。
【０２６２】
　[00280]図１８に示す例では、ジャンル予測モデル比較器１８０６が、ＡＭＥ１０８（
図１４）によって定義された選択基準を使用して、（１つ又は複数の）ジャンル予測モデ
ル１４２８とする候補モデル１８００の１つ又は複数を選択する。例によっては、選択基
準には、最も高いＣＣＲ、最も短い処理時間、最も少ないリソース要件等が含まれる。例
によっては、ジャンル予測モデル比較器１８０６は、ＣＣＲが最も高い候補モデル１８０
０を選択する。
【０２６３】
　[00281]図１４のジャンル予測モデル化器１４１６を実装する例示的な方式を図１８に
示すが、図１８に示す要素、プロセス、及び／又は機器の１つ又は複数は、組み合わせる
、分割する、配置を変える、省略する、削除する、及び／又は他の方式で実装することが
できる。さらに、例示的なジャンル予測モデル構築器１８０２、例示的なジャンル予測モ
デル評価器１８０４、例示的なジャンル予測モデル比較器１８０６、及び／又は、より包
括的には図１４の例示的なジャンル予測モデル化器１４１６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を使用して実装することができる。したがって、例えば
、例示的なジャンル予測モデル構築器１８０２、例示的なジャンル予測モデル評価器１８
０４、例示的なジャンル予測モデル比較器１８０６、及び／又は、より包括的には例示的
なジャンル予測モデル化器１４１６はいずれも、１つ若しくは複数のアナログ若しくはデ
ジタル回路、（１つ若しくは複数の）論理回路、（１つ若しくは複数の）プログラム可能
プロセッサ、（１つ若しくは複数の）特定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、（１つ若しくは複
数の）プログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ）、及び／又は（１つ若しくは複数の）利用
者書き換え可能論理デバイス（ＦＰＬＤ）等で実装することができる。本特許の装置クレ
ーム又はシステムクレームが純粋にソフトウェア及び／又はファームウェアによる実装を
包含すると解釈する場合、例示的なジャンル予測モデル構築器１８０２、例示的なジャン
ル予測モデル評価器１８０４、例示的なジャンル予測モデル比較器１８０６、及び／又は
例示的なジャンル予測モデル化器１４１６の少なくとも１つは、ソフトウェア及び／又は
ファームウェアを記憶した、メモリ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）、Ｂｌｕ－ｒａｙディスク等の有形のコンピュータ可読記憶装置又は記憶
ディスクを含むものと明示的に定義する。さらに、例示的なジャンル予測モデル化器１４
１６は、図１８に示すものに加えて、又はそれらに代えて、１つ又は複数の要素、プロセ
ス、及び／若しくは機器を含むことができ、並びに／又は図示される要素、プロセス、及
び機器のいずれか若しくはすべてのうち２つ以上を含むことができる。
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【０２６４】
　[00282]図１４及び図１８の例示的なジャンル予測モデル化器１４１６を実装する例示
的な機械可読命令を表すフローチャートを図１９に示す。図１４及び図１５の例示的なジ
ャンル予測器１４１８を実装する例示的な機械可読命令を表すフローチャートを図２０に
示す。これらの例では、機械可読命令は、下記で図２１との関連で説明する例示的なプロ
セッサプラットフォーム２１００に示されるプロセッサ２１１２等のプロセッサで実行さ
れる１つ又は複数のプログラムからなる。（１つ又は複数の）プログラムは、プロセッサ
２１１２に関連付けられた、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピーディスク、ハードドライブ、デジ
タル多用途ディスク（ＤＶＤ）、Ｂｌｕ－ｒａｙディスク、又はメモリ等の有形のコンピ
ュータ可読記憶媒体に記憶されたソフトウェアとして実現することができるが、（１つ又
は複数の）プログラム全体及び／又はその一部分は、代わりに、プロセッサ２１１２以外
のデバイスで実行するか、及び／又は、ファームウェアや専用ハードウェアとして実現す
ることもできる。さらに、（１つ又は複数の）例示的なプログラムについては、図１９及
び図２０に示すフローチャートを参照して説明するが、例示的なジャンル予測器１４１８
及び／又は例示的なジャンル予測モデル化器１４１６を実装する多くの他の方法を代わり
に使用することができる。例えば、ブロックの実行順序を変える、及び／又は記載される
ブロックの一部を変更、削除、若しくは組み合わせることができる。
【０２６５】
　[00283]上記のように、図１９及び／又は２０の例示的なプロセスは、ハードディスク
ドライブ、フラッシュメモリ、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、コンパクトディスク（ＣＤ
）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、キャッシュ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）等の有形のコンピュータ可読記憶媒体、並びに／又は、情報が任意の時間にわたり記憶
される（例えば長期間の記憶、恒久的な記憶、瞬時の記憶、一時的な緩衝のための記憶、
及び／若しくは情報をキャッシュするための記憶）他の記憶装置若しくは記憶ディスクに
記憶された、符号化命令（例えばコンピュータ可読命令及び／又は機械可読命令）を使用
して実装することができる。それに加えて、又はそれに代えて、図１９及び／又は２０の
例示的なプロセスは、ハードディスクドライブ、フラッシュメモリ、読出し専用メモリ、
コンパクトディスク、デジタル多用途ディスク、キャッシュ、ランダムアクセスメモリ等
の非一時的なコンピュータ可読及び／又は機械可読媒体、並びに／又は、情報が任意の時
間にわたり記憶される（例えば長期間の記憶、恒久的な記憶、瞬時の記憶、一時的な緩衝
のための記憶、及び／若しくは情報をキャッシュするための記憶）他の記憶装置若しくは
記憶ディスクに記憶された、符号化命令（例えばコンピュータ可読命令及び／又は機械可
読命令）を使用して実装することもできる。
【０２６６】
　[00284]図１９は、図１４及び図１８の例示的なジャンル予測モデル化器１４１６を実
装して、無ジャンルインプレッションデータ１４０２（図１４）に基づいて、ログに記録
された無ジャンルインプレッションのジャンルを予測するために使用される（１つ又は複
数の）ジャンル予測モデル（例えば図１８の（１つ又は複数の）ジャンル予測モデル１４
２８）を構築するために実行できる例示的な機械可読命令１９００を表す流れ図である。
最初に、ブロック１９０２で、ジャンル予測モデル構築器１８０２（図１８）が、トレー
ニングデータセット（例えば図１８のトレーニングデータセット１８０８）のインプレッ
ションに含まれる変数又はパラメータ（例えばマーケット識別子、局ＩＤ、系列局ＩＤ、
日の区分、時間帯、及び継続時間）を選択する。例によっては、ジャンル予測モデル構築
器１８０２は、変数に対して統計的な有意性検定（例えばｐ値の計算や、カイ二乗検定の
実行等）を行うことによって変数を選択する。ブロック１９０３で、例示的なジャンル予
測モデル構築器１８０２は、選択基準（例えば対象としないジャンルに関連付けられたイ
ンプレッションを除外する、露出やアクセスの継続時間が閾値未満のインプレッションを
除外する等）に基づいて、トレーニングデータセット１８０８からインプレッションを除
外する。例えば、履歴ジャンルデータベース１４２０（図１４）のレコード１４３０（図
１４）の一部が、「未分類」のジャンルに分類される可能性がある。事例によっては、ジ
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ャンル予測モデル１４２８がジャンルに「未分類」のジャンルを予測することは望ましく
ない場合がある。そのような例では、ジャンル予測モデル１４２８が無ジャンルのインプ
レッション１４０２（図１４）を「未分類」のジャンルに割り当てないようにするために
、「未分類」のジャンルに分類された履歴ジャンルデータベース１４２０のレコード１４
３０を、トレーニングデータセット１８０８から除外する。
【０２６７】
　[00285]ブロック１９０４で、例示的なジャンル予測モデル構築器１８０２が、トレー
ニングデータセット１８０８に基づいてブロック１９０２で選択された変数又はパラメー
タを使用して、候補モデル１８００（図１８）を構築する。候補モデル１８００を生成す
るために使用できる例示的なモデル化技術には、ロジスティック回帰、線形識別解析、二
次識別解析、ｋ最近傍等がある。例えば、ジャンル予測モデル構築器１８０２は、ｋが９
に等しいｋ最近傍アルゴリズムを使用してモデルを構築することができる。例によっては
、ジャンル予測モデル構築器１８０２は、トレーニングデータセット１８０８を使用して
候補モデル１８００のＣＣＲを計算する。ブロック１９０６で、ジャンル予測モデル評価
器１８０４（図１８）が、ブロック１９０４で生成された候補モデル１８００を評価する
。例によっては、ジャンル予測モデル評価器１８０４は、履歴ジャンルデータベース１４
２０（図１４）から（１つ又は複数の）検査データセット１８１０（図１８）を取得し、
（１つ又は複数の）検査データセット１８１０を使用して候補モデル１８００の（１つ又
は複数の）ＣＣＲを計算する。そのような例では、ジャンル予測モデル評価器１８０４は
、（１つ又は複数の）検査データセット１８１０に示されるジャンルごとに別々の（１つ
又は複数の）ＣＣＲを計算することもある。
【０２６８】
　[00286]ブロック１９０８で、ジャンル予測モデル評価器１８０４が、ブロック１９０
６で生成された（１つ又は複数の）ＣＣＲが許容できるかどうかを判定する。（１つ又は
複数の）ＣＣＲが許容できる場合、プログラムの制御はブロック１９１２に進む。そうで
はなく、（１つ又は複数の）ＣＣＲが許容できない場合、プログラムの制御はブロック１
９１０に進む。ブロック１９１０で、ジャンル予測モデル構築器１８０２が、ブロック１
９０４で生成された候補モデル１８００を精緻化又は調整する。例によっては、ジャンル
予測モデル構築器１８０２は、モデルパラメータを調整し（例えばｋに異なる値を選択す
る等）、入力変数を調整し（例えば、異なる日の区分を使用する、変数を追加及び／若し
くは削除する等）、並びに／又は、トレーニングデータセット１８０８を調整する（例え
ばトレーニングデータセット１８０８のサイズを増す、又はトレーニングデータセット１
８０８の構成を変更して、以前には例えばジャンルの種類に基づいて除外されていたイン
プレッションを含むようにする等）。
【０２６９】
　[00287]ブロック１９１２で、ジャンル予測モデル評価器１８０４が、別の候補モデル
１８００を生成するかどうかを判定する。例によっては、ジャンル予測モデル評価器１８
０４はＣＣＲの閾値を使用して、別の候補モデル１８００を構築すべきかどうかを判定す
る。例によっては、ジャンル予測モデル評価器１８０４は、処理速度及び／又は演算リソ
ースの要件に基づいて候補モデル１８００を評価する。別の候補モデル１８００を構築す
る場合は、プログラムの制御がブロック１９０２に戻る。そうでなく、別の候補モデル１
８００を構築しない場合は、プログラムの制御がブロック１９１４に進む。ブロック１９
１４で、ジャンル予測モデル比較器１８０６（図１８）が、ジャンル予測モデル構築器１
８０２によって生成された候補モデル１８００を比較する。例によっては、ジャンル予測
モデル比較器１８０６が、候補モデル１８００のＣＣＲを比較する。そのような例では、
対象とするジャンルについて、ジャンル予測モデル比較器１８０６は、候補モデル１８０
０に対応する別々のＣＣＲを比較することができる。例えば、第１の候補モデルの総合Ｃ
ＣＲ（例えば対象ジャンルのＣＣＲの平均等）が７０％であるが、「家族向け」ジャンル
のＣＣＲが３０％であるとする。第２の候補モデルは、総合ＣＣＲが６５％であるが、「
家族向け」ジャンルのＣＣＲが５７％であるとする。
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【０２７０】
　[00288]ブロック１９１６で、ジャンル予測モデル比較器１８０６は、ジャンル予測モ
デル予測器１４１８で使用されるジャンル予測モデル１４２８とする候補ジャンル予測モ
デル１８００を選択する。例によっては、ジャンル予測モデル比較器１８０６は、総合Ｃ
ＣＲが最も高い候補モデル１８００を選択する。例えば、上記の例では、ジャンル予測モ
デル比較器１８０６は第１の候補モデルを選択することになる。例によっては、ジャンル
予測モデル比較器１８０６は、対象とする特定のジャンルのＣＣＲが最も高いＣＣＲ候補
モデル１８００を選択する。例えば、上記の例では、「家族向け」のジャンルを特に対象
とした場合、ジャンル予測モデル比較器１８０６は、第２の候補モデルの「家族向け」ジ
ャンルのＣＣＲが、第１の候補モデルの「家族向け」ジャンルのＣＣＲよりも高いので、
第２の候補モデルを選択することになる。例によっては、ジャンル予測モデル比較器１８
０６は、性能要因（例えばジャンルを予測するために必要な処理力、ジャンルを予測する
ために必要な処理速度等）に基づいて候補モデル１８００を選択する。その後、図１９の
例示的なプログラム１９００は終了する。
【０２７１】
　[00289]図２０は、図１４及び図１５の例示的なジャンル予測器１４１８を実装して、
ジャンル情報が符号化されていないローカルテレビ番組に対して収集されたインプレッシ
ョン（例えば図１４の無ジャンルインプレッションデータ１４０２）のジャンルを予測す
るために実行できる例示的な機械可読命令２０００を表す流れ図である。ブロック２００
２で、例示的なデータ分類器１５００（図１５及び図１６）が、収集データベース１４１
４（図１４及び図１５）から、無ジャンルインプレッションデータ（例えば図１４及び図
１５の無ジャンルインプレッションデータ１４０２に基づいてログに記録された無ジャン
ルインプレッションレコード１５０１）を取得する。ブロック２００４で、データ分類器
１５００が、無ジャンルインプレッションレコード１５０１を分類済みインプレッション
データ１５０４（図１５）に変換する。例によっては、データ分類器１５００は、無ジャ
ンルインプレッションレコード１５０１に含まれるタイムスタンプ値（例えば図１６の開
始タイムスタンプ１６０６及び終了タイムスタンプ１６０８）を使用して、ジャンル予測
モデル１４２８に入力される無ジャンルインプレッションレコード１５０１を分類するた
めにジャンル予測モデル（例えば図１４及び図１８のジャンル予測モデル１４２８）で使
用される変数を生成する。例えば、データ分類器１５００は、日の区分値１６１４（図１
６）、時間帯値１６１６（図１６）、及び／又は継続時間値１６１８（図１６）を生成す
ることができる。
【０２７２】
　[00290]ブロック２００６で、ジャンル分析器１５０２（図１５）は、ジャンル予測モ
デル化器１４１６（図１４及び図１８）によって生成されたジャンル予測モデル１４２８
を、分類済みインプレッションデータ１５０４に適用してジャンル情報を予測する。例に
よっては、ジャンルの予測は精度レベルを含む場合がある。そのような例では、精度レベ
ルは、ジャンル予測モデル化器１４１６によって計算されたジャンル予測モデル１４２８
の（１つ又は複数の）ＣＣＲに基づく場合がある。ブロック２００８で、ジャンル分析器
１５０２は、無ジャンルインプレッションデータ１４０２にジャンル予測を関連付けて、
予測ジャンルインプレッション１４２４（図１４及び図１５）を作成する。例によっては
、ジャンル分析器１５０２は、予測ジャンルインプレッション１４２４を、予測データベ
ース１４２２（図１４及び図１５）に記憶する。それに代えて、又はそれに加えて、ジャ
ンル分析器１５０２は、予測ジャンルインプレッション１４２４を予測リポート１４２６
（図１４及び図１５）に含める。その後、図２０の例示的なプログラム２０００は終了す
る。
【０２７３】
　[00291]図２１は、図４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、及び／又は１３の
命令を実行して、例示的な較正データ収集部２０２、例示的な共有行列生成部２０４、例
示的な帰属先誤判定補正部２０６、例示的なインプレッション情報収集部２０８、例示的
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な未カバー計算部２１０、例示的な未カバー補正部２１２、例示的なインプレッション情
報調整部２１４、例示的な世帯配分生成部２１６、例示的な集約配分生成部２１８、例示
的な行列補正部２２０、例示的な行列正規化部２２２、例示的な共同視聴行列生成部２２
４、及び／又は、より包括的には図２の例示的なインプレッションデータ補償器２００を
実装することができる例示的なプロセッサプラットフォーム１２００のブロック図である
。プロセッサプラットフォーム２１００は、例えば、パーソナルコンピュータ、モバイル
機器（例えば携帯電話、スマートフォン、アイパッド（ｉＰａｄ）（登録商標）等のタブ
レット）、インターネット機器、又は他の種類のコンピューティング機器等である。
【０２７４】
　[00292]図の例のプロセッサプラットフォーム２１００は、プロセッサ２１１２を含む
。図の例のプロセッサ２１１２はハードウェアである。例えば、プロセッサ２１１２は、
任意の所望のファミリー又は製造者による、１つ又は複数の集積回路、論理回路、マイク
ロプロセッサ、又はコントローラによって実装することができる。図２１の例示的なプロ
セッサ２１００は、例示的な較正データ収集部２０２、例示的な共有行列生成部２０４、
例示的な帰属先誤判定補正部２０６、例示的なインプレッション情報収集部２０８、例示
的な未カバー計算部２１０、例示的な未カバー補正部２１２、例示的なインプレッション
情報調整部２１４、例示的な世帯配分生成部２１６、例示的な集約配分生成部２１８、例
示的な行列補正部２２０、例示的な行列正規化部２２２、及び／又は例示的な共同視聴行
列生成部２２４を実装することができる。
【０２７５】
　[00293]図の例のプロセッサ２１１２は、ローカルメモリ２１１３（例えばキャッシュ
）を含む。図の例のプロセッサ２１１２は、バス２１１８を介して、揮発性メモリ２１１
４及び不揮発性メモリ２１１６を含むメインメモリと通信状態にある。揮発性メモリ２１
１４は、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）、ダイナミックランダ
ムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、ＲＡＭＢＵＳダイナミックランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＤＲＡＭ）、及び／又は任意の他の種類のランダムアクセスメモリデバイスによって実装
することができる。不揮発性メモリ２１１６は、フラッシュメモリ及び／又は任意の他の
所望の種類のメモリデバイスによって実装することができる。メインメモリ２１１４、２
１１６へのアクセスは、メモリコントローラで制御される。
【０２７６】
　[00294]図の例のプロセッサプラットフォーム２１００は、インターフェース回路２１
２０も含む。インターフェース回路２１２０は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）インター
フェース、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、及び／又はＰＣＩエクスプレスインタ
ーフェース等、任意種類のインターフェース規格によって実装することができる。
【０２７７】
　[00295]図の例では、１つ又は複数の入力装置２１２２がインターフェース回路２１２
０に接続される。（１つ又は複数の）入力装置２１２２で、ユーザはプロセッサ２１１２
にデータ及びコマンドを入力することができる。（１つ又は複数の）入力装置は、例えば
、オーディオセンサ、マイクロフォン、カメラ（静止画又は動画）、キーボード、ボタン
、マウス、タッチ画面、トラックパッド、トラックボール、アイソポイント（isopoint）
、及び／又は音声認識システムによって実装することができる。
【０２７８】
　[00296]１つ又は複数の出力装置２１２４も図の例のインターフェース回路２１２０に
接続される。出力装置２１２４は、例えば、表示装置（例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）
、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、液晶ディスプレイ、陰極管ディスプレイ（ＣＲＴ）
、タッチ画面、触覚出力装置、発光ダイオード（ＬＥＤ）、プリンタ、及び／又はスピー
カ）によって実装することができる。したがって、図の例のインターフェース回路２１２
０は、通例、グラフィックドライバカード、グラフィックドライバチップ、又はグラフィ
ックドライバプロセッサを含む。
【０２７９】



(92) JP 6595072 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

　[00297]図の例のインターフェース回路２１２０は、ネットワーク２１２６（例えばＥ
ｔｈｅｒｎｅｔ接続、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、電話線、同軸ケーブル、携帯電話
システム等）を介して外部の機械（例えば任意種のコンピューティング機器）とのデータ
交換を助ける、送信器、受信器、トランシーバ、モデム、及び／又はネットワークインタ
ーフェースカード等の通信装置も含む。
【０２８０】
　[00298]図の例のプロセッサプラットフォーム２１００は、ソフトウェア及び／又はデ
ータを記憶する１つ又は複数の大容量記憶装置２１２８も含む。図２１の例示的な大容量
記憶装置２１２８は、図１のＡＭＥメディアインプレッションストア１３４を実装するこ
とができる。そのような大容量記憶装置２１２８の例には、フロッピーディスクドライブ
、ハードドライブディスク、コンパクトディスクドライブ、Ｂｌｕ－ｒａｙディスクドラ
イブ、ＲＡＩＤシステム、及びデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）ドライブが含まれる。
【０２８１】
　[00299]図４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、及び／又は１３の符号化命令
２１３２は、大容量記憶装置２１２８、揮発性メモリ２１１４、不揮発性メモリ２１１６
、及び／又はＣＤやＤＶＤ等の取り外し可能な有形のコンピュータ可読記憶媒体に記憶す
ることができる。
【０２８２】
　[00300]図２２は、図１９及び／又は図２０の命令を実行して、例示的な収集データベ
ース１４１４、例示的なジャンル予測モデル化器１４１６、例示的なジャンル予測器１４
１８、例示的な履歴ジャンルデータベース１４２０、例示的な予測データベース１４２２
、例示的なデータ分類器１５００、例示的なジャンル分析器１５０２、例示的なジャンル
予測モデル構築器１８０２、例示的なジャンル予測モデル評価器１８０４、例示的なジャ
ンル予測モデル比較器１８０６、及び／又はより包括的には図１の例示的な視聴者測定エ
ンティティ１０８を実装することができる例示的なプロセッサプラットフォーム１２００
のブロック図である。プロセッサプラットフォーム２２００は、サーバ、パーソナルコン
ピュータ、モバイル機器（例えば携帯電話、スマートフォン、アイパッド（商標）等のタ
ブレット）、インターネット機器、又は任意の他の種類のコンピューティング機器等であ
る。
【０２８３】
　[00301]図の例のプロセッサプラットフォーム２２００は、プロセッサ２２１２を含む
。図の例のプロセッサ２２１２はハードウェアである。例えば、プロセッサ２２１２は、
任意の所望のファミリー又は製造者による、１つ又は複数の集積回路、論理回路、マイク
ロプロセッサ、又はコントローラによって実装することができる。図２２の例示的なプロ
セッサ２２１２は、例示的なジャンル予測モデル化器１４１６、例示的なジャンル予測器
１４１８、例示的なデータ分類器１５００、例示的なジャンル分析器１５０２、例示的な
ジャンル予測モデル構築器１８０２、例示的なジャンル予測モデル評価器１８０４、及び
／又は例示的なジャンル予測モデル比較器１８０６を実装することができる。
【０２８４】
　[00302]図の例のプロセッサ２２１２は、ローカルメモリ２２１３（例えばキャッシュ
）を含む。図の例のプロセッサ２２１２は、バス２２１８を介して、揮発性メモリ２２１
４及び不揮発性メモリ２２１６を含むメインメモリと通信状態にある。揮発性メモリ２２
１４は、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）、ダイナミックランダ
ムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、ＲＡＭＢＵＳダイナミックランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＤＲＡＭ）、及び／又は任意の他の種類のランダムアクセスメモリデバイスによって実装
することができる。不揮発性メモリ２２１６は、フラッシュメモリ及び／又は任意の他の
所望の種類のメモリデバイスによって実装することができる。メインメモリ２２１４、２
２１６へのアクセスは、メモリコントローラで制御される。
【０２８５】
　[00303]図の例のプロセッサプラットフォーム２２００は、インターフェース回路２２
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２０も含む。インターフェース回路２２２０は、Ｅｔｈｅｒｎｅｔインターフェース、ユ
ニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、及び／又はＰＣＩエクスプレスインターフェース等
、任意種類のインターフェース規格によって実装することができる。
【０２８６】
　[00304]図の例では、１つ又は複数の入力装置２２２２が、インターフェース回路２２
２０に接続される。（１つ又は複数の）入力装置２２２２で、ユーザはプロセッサ２２１
２にデータ及びコマンドを入力することができる。（１つ又は複数の）入力装置は、例え
ば、オーディオセンサ、マイクロフォン、カメラ（静止画又は動画）、キーボード、ボタ
ン、マウス、タッチ画面、トラックパッド、トラックボール、アイソポイント、及び／又
は音声認識システムによって実装することができる。
【０２８７】
　[00305]１つ又は複数の出力装置２２２４も、図の例のインターフェース回路２２２０
に接続される。出力装置２２２４は、例えば、表示装置（例えば発光ダイオード（ＬＥＤ
）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、液晶ディスプレイ、陰極管ディスプレイ（ＣＲＴ
）、タッチ画面、触覚出力装置、発光ダイオード（ＬＥＤ）、プリンタ、及び／又はスピ
ーカ）によって実装することができる。したがって、図の例のインターフェース回路２２
２０は、通例、グラフィックドライバカード、グラフィックドライバチップ、又はグラフ
ィックドライバプロセッサを含む。
【０２８８】
　[00306]図の例のインターフェース回路２２２０は、ネットワーク２２２６（例えばＥ
ｔｈｅｒｎｅｔ接続、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、電話線、同軸ケーブル、携帯電話
システム等）を介して外部の機械（例えば任意種のコンピューティング機器）とのデータ
交換を助ける、送信器、受信器、トランシーバ、モデム、及び／又はネットワークインタ
ーフェースカード等の通信装置も含む。
【０２８９】
　[00307]図の例のプロセッサプラットフォーム２２００は、ソフトウェア及び／又はデ
ータを記憶する１つ又は複数の大容量記憶装置２２２８も含む。図２２の例示的な大容量
記憶装置２２２８は、ＡＭＥメディアインプレッションストア１３４、例示的な収集デー
タベース１４１４、例示的な履歴ジャンルデータベース１４２０、及び／又は例示的な予
測データベース１４２２を実装することができる。そのような大容量記憶装置２２２８の
例には、フロッピーディスクドライブ、ハードドライブディスク、コンパクトディスクド
ライブ、Ｂｌｕ－ｒａｙディスクドライブ、ＲＡＩＤシステム、及びデジタル多用途ディ
スク（ＤＶＤ）ドライブが含まれる。
【０２９０】
　[00308]図１９及び／又は２０の符号化命令２２３２は、大容量記憶装置２２２８、揮
発性メモリ２２１４、不揮発性メモリ２２１６、及び／又はＣＤやＤＶＤ等の取り外し可
能な有形のコンピュータ可読記憶媒体に記憶することができる。
【０２９１】
　[00309]前述の内容から、コンピュータの動作を強化して、ユニーク視聴者、インプレ
ッション数、継続時間単位等のインプレッションに基づくデータの精度を向上させること
により、コンピュータとその内部の処理システムに依拠してより高い精度の視聴者分析情
報を生成することができる、方法、装置、及び製造品が開示されたことが理解されよう。
例によっては、帰属先の誤判定及び／若しくは未カバーが補正されたユニーク視聴者数、
帰属先の誤判定及び／若しくは未カバーが補正されたインプレッション数、並びに／又は
、帰属先の誤判定及び／若しくは未カバーが補正された継続時間単位を求めるための上記
の数式及び技術に基づいて、コンピュータの動作を効率化することができる。すなわち、
それらのプロセスの使用を通じて、コンピュータは、比較的迅速にパラメータを決定し、
そのパラメータを、上記で開示される技術を通じて適用して、帰属先の誤判定及び／又は
未カバーが補正されたデータを求めることにより、より効率的に動作することができる。
例えば、本明細書に開示される例示的なプロセスを使用して、コンピュータは、ＡＭＥ１
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０８やデータベース保有者１０４ａ～ｂのログに記録された開発データや検査データ中の
帰属先誤判定の誤りをより効率的且つ効果的に補正することができ（例えば上記表１４の
帰属先誤判定補正行列を、インプレッション、ユニーク視聴者数、及び／若しくは継続時
間単位に適用する）、並びに／又は未カバーの誤りを補正することができ（例えば未カバ
ー係数又はアルファ係数をインプレッション、ユニーク視聴者数、及び／若しくは継続時
間単位に適用する）、その際、個々のオンラインユーザと継続的に通信してユーザのオン
ラインメディアへのアクセスの習慣に関する調査の回答を要求するために多量のネットワ
ーク通信帯域幅を使用することはなく（例えばネットワーク通信帯域幅を節減し）、また
多量のコンピュータ処理リソースを使用することはなく（例えば処理リソースを節減し）
、そのようなオンラインユーザからの継続的な調査回答に依拠する必要がない。オンライ
ンユーザからの調査回答は、ユーザがオンラインメディアへのアクセスを思い出すことが
できなかったり、思い出すことを厭うために不正確である可能性がある。また、調査回答
は不完全である場合もあり、不完全な調査回答を特定し、補足するために追加的なプロセ
ッサリソースが必要になることもある。そのため、本明細書に開示される例は、帰属先の
誤判定が補正されたデータを、より効率的且つ効果的に求めることができる。そのような
帰属先の誤判定が補正されたデータは、その後行われる種々のメディアの露出の成果を特
定する処理で有用であり、その結果メディア提供者、広告者、製品製造者、及び／又はサ
ービス提供者は、広告費並びに／又はメディアの制作及び配布費をどのように使うかにつ
いて、より多くの情報に基づいて決定することができる。
【０２９２】
　[00310]特定の例示的な方法、装置、及び製造品を本明細書に開示したが、本特許の包
含の範囲はそれらに限定されない。逆に、本特許は、本特許の特許請求の範囲に正当に該
当するすべての方法、装置、及び製造品を包含する。

【図１】 【図２】



(95) JP 6595072 B2 2019.10.23

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】



(96) JP 6595072 B2 2019.10.23

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(97) JP 6595072 B2 2019.10.23

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(98) JP 6595072 B2 2019.10.23

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(99) JP 6595072 B2 2019.10.23

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(100) JP 6595072 B2 2019.10.23

【図２１】 【図２２】



(101) JP 6595072 B2 2019.10.23

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  61/986,784
(32)優先日　　　　  平成26年4月30日(2014.4.30)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  61/991,286
(32)優先日　　　　  平成26年5月9日(2014.5.9)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/014,659
(32)優先日　　　　  平成26年6月19日(2014.6.19)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/023,675
(32)優先日　　　　  平成26年7月11日(2014.7.11)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)
(31)優先権主張番号  62/030,571
(32)優先日　　　　  平成26年7月29日(2014.7.29)
(33)優先権主張国・地域又は機関
                    米国(US)

(72)発明者  ラオ，　クマル　ナーガラージャ
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　フリーモント，　フェルナルド　コモン　４６９１４
(72)発明者  ルオ，　ティエンジュ
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　サニーヴェール，　レイクサイド　ドライヴ　１２６１
            ，　アパートメント　３２０３
(72)発明者  ペレズ，　アルバート　ロナルド
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　サン　フランシスコ，　ベイ　ストリート　１６０，　
            アパートメント　４２１
(72)発明者  ベル，　ステファン　エス．
            アメリカ合衆国，　イリノイ州，　マクヘンリー，　コロニー　トレイル　７１２
(72)発明者  チャン，　ミミ
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　サン　フランシスコ，　モントレー　ブールバード　７
            ８０，　アパートメント　３０２
(72)発明者  ハスケル，　ジェニファー
            アメリカ合衆国，　カリフォルニア州，　サニーヴェール，　バルボア　コート　１２４４，　ア
            パートメント　１２
(72)発明者  ウォン，　デイヴィット
            アメリカ合衆国，　ニュー　ヨーク州，　ニュー　ヨーク，　ウェスト　トウェンティーフィフス
            　ストリート　５５，　アパートメント　３０エイチ

    審査官  鹿野　博嗣

(56)参考文献  特表２００２－５３７７３２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１５－５２６７９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１５／０１７８７４０（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１２／００７２４６９（ＵＳ，Ａ１）　　



(102) JP 6595072 B2 2019.10.23

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　１６／００　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　１７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

