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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータにより実行される、メディアへの露出をモニタするための方法であって、
　第１のインターネットドメインにおいて、第１のネットワーク通信をクライアントコン
ピュータから受信するステップであり、前記第１のネットワーク通信が、前記クライアン
トコンピュータにおいてアクセスされた前記メディアを示し、前記第１のネットワーク通
信が、少なくとも１つのメディアまたは前記メディアがアクセスされたインターネット上
の場所であるインターネットロケーションを識別する識別情報を含む、ステップと、
　前記第１のネットワーク通信を前記第１のインターネットドメインで受信した後に前記
第１のインターネットドメインにおける代用の値を生成するステップであって、前記代用
の値は、前記識別情報に対応し、前記少なくとも１つのアクセスされた前記メディアまた
は前記メディアがアクセスされた前記インターネットロケーションの識別をわかりにくく
する、ステップと、
　前記クライアントコンピュータが既知であるかどうかを特定するステップと、
　前記クライアントコンピュータが既知ではない場合には、前記第１のインターネットド
メインから、応答を前記クライアントコンピュータへ送信するステップであり、前記応答
が、前記識別情報の代わりに前記代用の値を含み、前記応答が、第２のネットワーク通信
を第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアントコンピュータに指示
し、前記代用の値が、前記第２のネットワーク通信に含まれる、ステップと、
　前記クライアントコンピュータが既知である場合には、前記メディアのインプレッショ
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ンをログに記録するステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記クライアントコンピュータからの前記第１のネットワーク通信の前記識別情報が、
少なくとも１つのメディア発行者またはホストウェブサイトを識別し、前記代用の値が、
少なくとも１つの前記メディア発行者または前記ホストウェブサイトを前記第２のインタ
ーネットドメインからわかりにくくする、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のネットワーク通信が、前記メディアと共に提供された命令に基づいて前記第
１のインターネットドメインで受信され、前記クライアントコンピュータが前記メディア
にアクセスしたときに前記クライアントコンピュータにおいて実行される、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のネットワーク通信が、前記メディアに関連付けられているキャンペーン識別
子、クリエイティブタイプ識別子、又は配置識別子のうちの少なくとも１つを含み、前記
キャンペーン識別子が、広告キャンペーンを示し、前記クリエイティブタイプ識別子が、
前記メディアのテクノロジータイプを示し、前記配置識別子が、前記クライアントコンピ
ュータのスクリーン上における前記メディアの位置を示す、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記代用の値を前記第１のインターネットドメインにおける前記識別情報にマップする
ステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のインターネットドメインから、前記クライアントコンピュータのユーザの人
口統計情報を受信するステップであって、前記人口統計情報が前記代用の値にマップされ
る、ステップと、
　前記代用の値と、前記代用の値の前記第１のインターネットドメインにおける前記識別
情報に対するマップとに基づいて、前記人口統計情報が、前記クライアントコンピュータ
において提示された前記メディアに対応することを特定するステップと、をさらに含む、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記クライアントコンピュータに関連付けられたユーザの人口統計情報を有する可能性が
最も高いデータベース所有者を示すデータに基づいて、前記第２のインターネットドメイ
ンを選択するステップと、をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のインターネットドメインがソーシャルネットワークサービスに関連付けられ
ており、ソーシャルネットワークサービスが、その登録ユーザから人口統計情報を収集す
る、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記メディアが広告である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のインターネットドメインにおいてインプレッションがログに記録されなかっ
た場合には、前記第１のインターネットドメインから、第２の応答を前記クライアントコ
ンピュータへ送信するステップであって、前記第２の応答が、前記第２のインターネット
ドメインとは異なる第３のインターネットドメインに第３のネットワーク通信を送信する
ことを前記クライアントに指示する、ステップと、をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記第２のネットワーク通信を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前
記クライアントコンピュータに指示するための前記応答が、前記第２のネットワーク通信
を仲介者へ送信するように前記クライアントコンピュータに指示する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　メディア露出をモニタするための装置であって、
　第１のインターネットドメインにおいて、クライアントデバイスから受信した第１のネ
ットワーク通信にアクセスし、前記第１のネットワーク通信が、前記クライアントデバイ
スにおいてアクセスされた前記メディアを示し、前記第１のネットワーク通信が、少なく
とも１つのメディアまたは前記メディアがアクセスされたインターネット上の場所である
インターネットロケーションを識別する識別情報を含み、
　前記クライアントデバイスが既知ではない場合には、前記第１のインターネットドメイ
ンから前記クライアントデバイスに前記識別情報の代わりの代用の値を含む応答を送信し
、前記代用の値は、前記識別情報に対応し、前記少なくとも１つのアクセスされた前記メ
ディアまたは前記メディアがアクセスされた前記インターネットロケーションの識別をわ
かりにくくする、前記応答が、第２のネットワーク通信を第２のインターネットドメイン
へ送信するように前記クライアントデバイスに指示し、前記代用の値が、前記第２のイン
ターネットドメインへの前記第２のネットワーク通信に含まれ、
　前記クライアントデバイスが既知である場合には、前記メディアのインプレッションを
ログに記録する、プロセッサ
　を含む装置。
【請求項１３】
　前記クライアントデバイスからの前記第１のネットワーク通信の前記識別情報が、少な
くとも１つのメディア発行者またはホストウェブサイトを識別し、前記代用の値が、少な
くとも１つの前記メディア発行者または前記ホストウェブサイトを前記第２のインターネ
ットドメインからわかりにくくする、
請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１のネットワーク通信が、前記メディアと共に提供された命令に基づいて前記第
１のインターネットドメインで受信され、前記クライアントデバイスが前記メディアにア
クセスしたときに前記クライアントデバイスにおいて実行される、
請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１のネットワーク通信が、前記メディアに関連付けられているキャンペーン識別
子、クリエイティブタイプ識別子、又は配置識別子のうちの少なくとも１つを含み、前記
キャンペーン識別子が、広告キャンペーンを示し、前記クリエイティブタイプ識別子が、
前記メディアのテクノロジータイプを示し、前記配置識別子が、前記クライアントデバイ
スのスクリーン上における前記メディアの位置を示す、
　請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記代用の値を前記第１のインターネットドメインにおける前記識別情報にマップする
サイト識別マップをさらに含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第２のインターネットドメインから、前記クライアントデバイスのユーザの人口統
計情報を受信し、前記人口統計情報が前記代用の値にマップされ、
　前記代用の値と、前記代用の値の前記第１のインターネットドメインにおける前記識別
情報に対するマップとに基づいて、前記人口統計情報が、前記クライアントデバイスにお
いて提示された前記メディアに対応することを特定する、レポートジェネレータをさらに
備える、請求項１６に記載の装置。
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【請求項１８】
前記クライアントデバイスに関連付けられたユーザの人口統計情報を有する可能性が最も
高いデータベース所有者を示すデータに基づいて、前記第２のインターネットドメインを
選択する、ルールエンジンをさらに含む、
　請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第２のインターネットドメインがソーシャルネットワークサービスに関連付けられ
ており、ソーシャルネットワークサービスが、その登録ユーザから人口統計情報を収集す
る、
　請求項１２に記載の装置。
【請求項２０】
　前記メディアが広告である、請求項１２に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第２のインターネットドメインにおいてインプレッションがログに記録されなかっ
た場合には、前記プロセッサは、前記第１のインターネットドメインから、第２の応答を
前記クライアントデバイスへ送信し、前記第２の応答が、前記第２のインターネットドメ
インとは異なる第３のインターネットドメインに第３のネットワーク通信を送信すること
を前記クライアントに指示する、
　請求項１２に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第２のネットワーク通信を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前
記クライアントデバイスに指示するための前記応答が、前記第２のネットワーク通信を仲
介者へ送信するように前記クライアントデバイスに指示する、
　請求項１２に記載の装置。
【請求項２３】
　命令を含む有形のコンピュータ読み取り可能メディアであって、前記命令が、実行され
たときに、メディアへの露出をモニタするために、第１のインターネットドメインにおけ
るマシンに少なくとも、
　クライアントデバイスからの第１のネットワーク通信にアクセスさせ、前記第１のネッ
トワーク通信が、前記クライアントデバイスにおいてアクセスされた前記メディアを示し
、前記第１のネットワーク通信が、少なくとも１つのアクセスされた前記メディアまたは
前記メディアがアクセスされたインターネット上の場所であるインターネットロケーショ
ンを識別する識別情報を含み、
　前記クライアントデバイスが既知であるかどうかを特定させ、
　前記クライアントデバイスが既知ではない場合には、前記クライアントデバイスへ前記
識別情報の代わりの代用の値を含む応答を送信させ、前記応答が、第２のネットワーク通
信を第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアントデバイスに指示し
、前記代用の値が、前記第２のインターネットドメインへの前記第２のネットワーク通信
に含まれ、前記少なくとも１つのメディアまたは前記インターネットロケーションの識別
を前記第２のインターネットドメインから隠し、
　前記クライアントデバイスが既知である場合には、前記メディアのインプレッションを
ログに記録させる、
　コンピュータ読み取り可能メディア。
【請求項２４】
　前記クライアントデバイスからの前記第１のネットワーク通信の前記識別情報が、少な
くとも１つのメディア発行者またはホストウェブサイトを識別し、前記代用の値が、少な
くとも１つの前記メディア発行者または前記ホストウェブサイトを前記第２のインターネ
ットドメインからわかりにくくする、
請求項２３に記載のコンピュータ読み取り可能メディア。
【請求項２５】
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　前記第１のネットワーク通信が、前記メディアと共に提供された第２の命令に基づいて
前記第１のインターネットドメインで受信され、前記クライアントデバイスが前記メディ
アにアクセスしたときに前記クライアントデバイスにおいて実行される、
請求項２３に記載のコンピュータ読み取り可能メディア。
【請求項２６】
　前記第１のネットワーク通信が、前記メディアに関連付けられているキャンペーン識別
子、クリエイティブタイプ識別子、又は配置識別子のうちの少なくとも１つを含み、前記
キャンペーン識別子が、広告キャンペーンを示し、前記クリエイティブタイプ識別子が、
前記メディアのテクノロジータイプを示し、前記配置識別子が、前記クライアントデバイ
スのスクリーン上における前記メディアの位置を示す、
請求項２３に記載のコンピュータ読み取り可能メディア。
【請求項２７】
　前記命令が前記マシンにさらに、前記代用の値を前記第１のインターネットドメインに
おける前記識別情報にマップさせる、請求項２３に記載のコンピュータ読み取り可能メデ
ィア。
【請求項２８】
　前記命令が前記マシンにさらに、
　前記クライアントデバイスのユーザの人口統計情報にアクセスさせ、前記人口統計情報
が前記第２のインターネットドメインからの前記代用の値にマップされ、
　前記代用の値と、前記代用の値の前記第１のインターネットドメインにおける前記識別
情報に対するマップとに基づいて、前記人口統計情報が、前記クライアントデバイスにお
いて提示された前記メディアに対応することを特定させる、
　請求項２７に記載のコンピュータ読み取り可能メディア。
【請求項２９】
　前記命令が前記マシンにさらに、
　前記クライアントデバイスに関連付けられたユーザの人口統計情報を有する可能性が最
も高いデータベース所有者を示すデータに基づいて、前記第２のインターネットドメイン
を選択させる、
　請求項２３に記載のコンピュータ読み取り可能メディア。
【請求項３０】
　前記第２のインターネットドメインがソーシャルネットワークサービスに関連付けられ
ており、ソーシャルネットワークサービスが、その登録ユーザから人口統計情報を収集す
る、
　請求項２３に記載のコンピュータ読み取り可能メディア。
【請求項３１】
　前記第２のインターネットドメインにおいてインプレッションがログに記録されなかっ
た場合には、前記命令が前記マシンにさらに、前記第１のインターネットドメインから、
第２の応答を前記クライアントデバイスへ送信させ、前記第２の応答が、前記第２のイン
ターネットドメインとは異なる第３のインターネットドメインに第３のネットワーク通信
を送信することを前記クライアントに指示する、
　請求項２３に記載のコンピュータ読み取り可能メディア。
【請求項３２】
　前記第２のネットワーク通信を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前
記クライアントデバイスに指示するための前記応答が、前記第２のネットワーク通信を仲
介者へ送信するように前記クライアントデバイスに指示する、
　請求項２３に記載のコンピュータ読み取り可能メディア。
 
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
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　[0001]本特許は、２０１０年９月２２日に出願された米国特許仮出願第６１／３８５，
５５３号、及び２０１０年９月２６日に出願された米国特許仮出願第６１／３８６，５４
３号に対する優先権を主張し、それらの仮出願は両方とも、参照によってそれらの全体が
本明細書に組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示は、一般には、メディアをモニタすることに関し、より詳細には、分散さ
れた人口統計情報を使用してインプレッションを特定する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]伝統的に、視聴者測定エンティティーは、登録されたパネルメンバーに基づいて
、メディア番組編成のために視聴者の関与レベルを特定する。すなわち、視聴者測定エン
ティティーは、モニタされることに同意する人々をパネルに登録する。次いで視聴者測定
エンティティーは、それらのパネルメンバーをモニタして、それらのパネルメンバーに露
出されたメディア番組（たとえば、テレビジョン番組又はラジオ番組、映画、ＤＶＤなど
）を特定する。この方法においては、視聴者測定エンティティーは、収集されたメディア
測定データに基づいて、さまざまなメディアコンテンツに関する露出測定値を特定するこ
とができる。
【０００４】
　[0004]ウェブページ、広告、及び／又はその他のコンテンツなどのインターネットリソ
ースへのユーザアクセスをモニタするための技術は、数年にわたって著しく進化してきた
。いくつかの知られているシステムは、そのようなモニタリングを、主としてサーバログ
を通じて実行する。特に、インターネット上でコンテンツを提供するエンティティーは、
エンティティーのコンテンツを求める受信された要求の数をエンティティーのサーバにお
いてログに記録するための知られている技術を使用することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　[0020]以降では、数あるコンポーネントの中でも、ハードウェア上で実行されるファー
ムウェア及び／又はソフトウェアを含む、例示的な方法、装置、システム、及び製品につ
いて開示するが、そのような方法、装置、システム、及び製品は、例示的なものにすぎず
、限定するものとみなされるべきではないということに留意されたい。たとえば、これら
のハードウェアコンポーネント、ファームウェアコンポーネント、及び／又はソフトウェ
アコンポーネントのうちの任意のもの又はすべては、もっぱらハードウェアで、もっぱら
ファームウェアで、もっぱらソフトウェアで、又は、ハードウェア、ファームウェア、及
び／若しくはソフトウェアの任意の組合せで具体化することができるということが考えら
れる。したがって、以降では、例示的な方法、装置、システム、及び製品について説明す
るが、提供される例は、そのような方法、装置、システム、及び製品を実施するための唯
一の方法ではない。
【０００６】
　[0021]ウェブページ、広告、及び／又はその他のコンテンツなどのインターネットリソ
ースへのユーザアクセスをモニタするための技術は、数年にわたって著しく進化してきた
。過去のある時点では、そのようなモニタリングは、主としてサーバログを通じて行われ
ていた。特に、インターネット上でコンテンツを提供するエンティティーは、エンティテ
ィーのコンテンツを求める受信された要求の数をエンティティーのサーバにおいてログに
記録する。サーバログに基づいてインターネットの利用を調査することには、いくつかの
理由から問題がある。たとえばサーバログは、直接、又は、サーバログカウントを増やす
ためにコンテンツをサーバに繰り返し要求するゾンビプログラムを介して、改ざんされる
ことがある。第２に、コンテンツは、ときとして、いったん取り出されて、ローカルにキ
ャッシュされ、そのローカルキャッシュから繰り返し視聴されて、繰り返しの視聴にサー
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バを関与させない場合がある。サーバログは、キャッシュされたコンテンツのこれらの視
聴を追跡把握することはできない。したがって、サーバログは、カウントが多すぎる誤差
と、カウントが少なすぎる誤差との両方に陥りやすい。
【０００７】
　[0022]Ｂｌｕｍｅｎａｕの米国特許第６，１０８，６３７号に開示されている発明は、
インターネットのモニタリングが実行される方法を根本から変え、上述のサーバ側でのロ
グモニタリング技術の限界を克服した。たとえば、Ｂｌｕｍｅｎａｕは、追跡把握される
インターネットコンテンツにビーコン命令がタグ付けされる技術を開示した。特に、モニ
タリング命令が、追跡把握されるコンテンツのＨＴＭＬに関連付けられる。クライアント
がコンテンツを要求すると、コンテンツ及びビーコン命令の両方が、そのクライアントに
ダウンロードされる。したがってビーコン命令は、コンテンツがアクセスされるときには
常に、サーバからであるか、又はキャッシュからであるかにかかわらず、実行される。
【０００８】
　[0023]ビーコン命令は、コンテンツへのアクセスに関する情報を反映するモニタリング
データが、そのコンテンツをダウンロードしたクライアントからモニタリングエンティテ
ィーへ送信されるようにする。典型的には、モニタリングエンティティーは、コンテンツ
をクライアントに提供しなかった視聴者測定エンティティーであり、正確な利用統計を提
供するための信頼されているサードパーティー（たとえば、Ｔｈｅ　Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｃ
ｏｍｐａｎｙ，　ＬＬＣ）である。有利なことに、ビーコニング命令はコンテンツに関連
付けられており、コンテンツがアクセスされるときには常にクライアントブラウザによっ
て実行されるため、モニタリング情報は、クライアントが視聴者測定会社のパネリストで
あるかどうかにかかわらず、視聴者測定会社に提供される。
【０００９】
　[0024]しかし、人口統計をモニタリング情報にリンクさせることが重要である。この問
題に対処するために、視聴者測定会社は、自分の人口統計情報を提供すること、及び自分
のインターネット閲覧活動がモニタされることに同意したユーザのパネルを確立する。個
人がパネルに加わるとき、彼らは、自分の身元及び人口統計（たとえば、性別、人種、収
入、家の場所、職業など）に関する詳細な情報を視聴者測定会社に提供する。視聴者測定
エンティティーは、パネリストのコンピュータ上にクッキーを設定し、このクッキーは、
タグ付けされているコンテンツにパネリストがアクセスするときには常にそのパネリスト
を視聴者測定エンティティーが識別できるようにし、ひいてはモニタリング情報を視聴者
測定エンティティーに送信する。
【００１０】
　[0025]タグ付けされているページからモニタリング情報を提供するクライアントのほと
んどは、パネリストではなく、ひいては視聴者測定エンティティーに知られていないため
、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情報を、タグ付けされているコ
ンテンツに関するデータを提供するユーザのより大きな集団に帰する統計的な方法を使用
することが必要である。しかし、視聴者測定エンティティーのパネルのサイズは、ユーザ
の一般的な集団と比較すると、依然として小さい。したがって、パネルの人口統計データ
が正確である状態を確保しながらパネルのサイズをいかに大きくするかという問題が提示
される。
【００１１】
　[0026]インターネット上で運営している多くのデータベース所有者がいる。これらのデ
ータベース所有者は、多数の加入者にサービスを提供している。サービスの提供と引き換
えに、加入者は、所有者に登録する。この登録の一環として、加入者は、詳細な人口統計
情報を提供する。そのようなデータベース所有者の例としては、Ｆａｃｅｂｏｏｋや、Ｍ
ｙｓｐａｃｅなどのソーシャルネットワークプロバイダが含まれる。これらのデータベー
ス所有者は、データベース所有者の加入者たちのコンピュータ上にクッキーを設定して、
データベース所有者のウェブサイトにユーザたちが訪れたときにそのユーザを認識できる
ようにする。
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【００１２】
　[0027]インターネットのプロトコルは、クッキーが設定されたドメイン（たとえば、イ
ンターネットドメイン、ドメイン名など）以外ではそのクッキーにアクセスできないよう
にする。したがって、ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍドメインに設定されたクッキーは、ａｍａｚ
ｏｎ．ｃｏｍドメイン内のサーバにとってはアクセス可能であるが、そのドメイン以外の
サーバにとってはアクセス不可能である。したがって、視聴者測定エンティティーは、デ
ータベース所有者によって設定されたクッキーにアクセスすることが有利だと気づくかも
しれないが、それを行うことはできない。
【００１３】
　[0028]前述のことを考慮すると、視聴者測定会社は、データベース所有者の既存のデー
タベースを活用して、より広範囲に及ぶインターネット利用及び人口統計のデータを収集
することを望んでいる。しかし、視聴者測定エンティティーは、この目的を達成する上で
いくつかの問題に直面している。たとえば、加入者、パネリスト、又は、追跡把握される
コンテンツの所有者のプライバシーを危うくすることなくデータベース所有者のデータに
いかにアクセスするかという問題が提示されている。別の問題は、データベース所有者に
よって設定されたクッキーに視聴者測定エンティティーがアクセスすることを防止する、
インターネットプロトコルによって課された技術的な制約を前提として、このデータにい
かにアクセスするかということである。本明細書において開示されている例示的な方法、
装置、及び製品は、提携しているデータベース所有者を包含するようにビーコニングプロ
セスを拡張することによって、及び、そのようなパートナーを中間のデータ収集者として
使用することによって、これらの問題を解決する。
【００１４】
　[0029]本明細書において開示されている例示的な方法、装置、及び／又は製品は、タグ
付けされているコンテンツにアクセスするクライアント（視聴者メンバーパネルのメンバ
ーではない場合があり、ひいては、視聴者メンバーエンティティーにとって知られていな
い場合がある）からのビーコン要求に、そのクライアントを、視聴者測定エンティティー
から、その視聴者メンバーエンティティーと提携しているソーシャルネットワークサイト
などのデータベース所有者へリダイレクトすることによって応答することによって、この
課題を達成する。そのリダイレクトによって、タグ付けされているコンテンツにアクセス
するクライアントと、データベース所有者との間において、通信セッションが開始する。
データベース所有者（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ）は、データベース所有者がクライア
ント上に設定した任意のクッキーにアクセスし、それによって、データベース所有者の内
部レコードに基づいてクライアントを識別することができる。クライアントがデータベー
ス所有者の加入者である場合には、データベース所有者は、コンテンツインプレッション
をそのクライアントの人口統計データに関連付けてログに記録し、次いでそのログを視聴
者測定会社に転送する。クライアントがデータベース所有者の加入者ではない場合には、
データベース所有者は、そのクライアントを視聴者測定会社へリダイレクトする。次いで
視聴者測定会社は、そのクライアントを、視聴者測定会社と提携している第２の別のデー
タベース所有者へリダイレクトすることができる。そして、その第２の所有者は、上で説
明したようにして、そのクライアントを識別しようと試みることができる。クライアント
をデータベース所有者からデータベース所有者へリダイレクトするこのプロセスは、その
クライアントが識別されてコンテンツの露出がログに記録されるまで、又は、クライアン
トの識別が成功しないまますべてのパートナーに連絡が取られるまで、任意の回数実行す
ることができる。これらのリダイレクトはすべて、自動的に行われ、したがってクライア
ントのユーザは、さまざまな通信セッションに関与せず、それらのリダイレクトが行われ
ていることを知ることすらない可能性がある。
【００１５】
　[0030]提携データベース所有者は、提携データベース所有者のログ及び人口統計情報を
視聴者測定エンティティーに提供し、次いで視聴者測定エンティティーは、収集されたデ
ータを編集して、タグ付けされているコンテンツにアクセスしている人々の人口統計を正
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確に識別する統計レポートを作成する。クライアントの識別は、従来の視聴者測定パネル
に存在する人々の数量をはるかに超えるユーザの膨大なデータベースを参照して行われる
ため、このプロセスから作成されるデータは、きわめて正確で、信頼でき、詳細である。
【００１６】
　[0031]注目に値すべきなのは、視聴者測定エンティティーは、データ収集プロセスの第
１の行程に留まっている（たとえば、クライアントからのビーコン命令によって生成され
た要求を受信している）ため、データベース所有者がその加入者に関するインプレッショ
ンをログに記録する能力を危うくすることなく、ログに記録されているコンテンツアクセ
スのソース、並びに、コンテンツそのものの識別情報をデータベース所有者から見えなく
すること（それによって、コンテンツソースのプライバシーを保護すること）ができる。
さらに、所与のクッキーにアクセスするのは、そのクッキーを設定したインターネットド
メイン（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ）に関連付けられているサーバだけである
ため、インターネットセキュリティークッキープロトコルが順守される。
【００１７】
　[0032]本明細書に記載されている例示的な方法、装置、及び／又は製品は、インターネ
ット上のさまざまなデータベース（たとえば、さまざまなウェブサイト所有者、サービス
プロバイダなど）にわたって分散されている人口統計情報を使用して、コンテンツインプ
レッション、広告インプレッション、コンテンツ露出、及び／又は広告露出を特定するた
めに使用することができる。本明細書において開示されている例示的な方法、装置、及び
／又は製品は、インターネット広告露出を人口統計にさらに正確に相関付けることを可能
にするだけでなく、パネルのサイズ及び構成を、視聴者測定エンティティー及び／又はレ
ーティングエンティティーのパネルに参加している人々の枠を超えて、Ｆａｃｅｂｏｏｋ
、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｇｏｏｇｌｅなどのソーシャルメディアサイトのデータベースなどの
その他のインターネットデータベースに登録されている人々へ効果的に拡張することも行
う。この拡張は、レーティングエンティティーのコンテンツタグ付け能力と、ソーシャル
メディア及びその他のウェブサイトなど、レーティングエンティティー以外のデータベー
スの使用とを効果的に活用して、膨大で、人口統計的に正確なパネルを作成し、その結果
、広告及び／又は番組などのインターネットコンテンツへの露出の正確で、信頼できる測
定がもたらされる。
【００１８】
　[0033]本明細書において開示され例示されている例においては、広告露出は、オンライ
ングロスレーティングポイントに関して測定される。グロスレーティングポイント（ＧＲ
Ｐ）とは、テレビジョンレーティングのコンテキストにおいて伝統的に使用されている視
聴者サイズの測定単位である。グロスレーティングポイントは、個人への同じ広告の複数
回の露出にかかわらず、１つ又は複数の番組、広告、又はコマーシャルへの露出を測定す
るために使用される。テレビジョン（ＴＶ）広告に関しては、１ＧＲＰが、ＴＶ所有世帯
の１％に相当する。ＧＲＰは、伝統的にテレビジョン視聴率の測定として使用されている
が、本明細書において開示されている例示的な方法、装置、及び／又は製品は、オンライ
ン広告露出を正確に反映するためにインターネット全体にわたって使用することができる
標準化された測定基準を提供する目的から、オンライン広告のためのオンラインＧＲＰを
作成している。そのような標準化されたオンラインＧＲＰの測定は、広告主に対して、広
告主のオンライン広告費が良好に使われているというさらに大きな確信を提供することが
できる。オンラインＧＲＰは、ＴＶ広告とオンライン広告の視聴率などのメディアどうし
の比較を容易にすることもできる。本明細書において開示されている例示的な方法、装置
、及び／又は製品は、視聴率の測定をユーザの対応する人口統計に関連付けるため、本明
細書において開示されている例示的な方法、装置、及び／又は製品によって収集される情
報は、広告主が、広告主の広告の範囲に入る市場を識別するために、及び／又は特定の市
場をその後の広告のターゲットにするために使用することもできる。
【００１９】
　[0034]伝統的に、視聴者測定エンティティー（本明細書においては「レーティングエン
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ティティー」とも呼ばれる）は、登録されているパネルメンバーに基づいて、広告及びメ
ディア番組編成のための人口統計範囲を特定する。すなわち、視聴者測定エンティティー
は、モニタされることに同意する人々をパネルに登録する。登録の最中に、視聴者測定エ
ンティティーは、登録を行っている人々から人口統計情報を受信し、それによって、それ
らのパネリストへの広告／メディアの露出と、さまざまな人口統計市場との間において、
その後の相関関係を形成することができる。視聴者測定エンティティーが、人口統計ベー
スの視聴者測定値を収集する上で視聴者測定エンティティー自身のパネルメンバーデータ
のみに依存する従来の技術とは異なり、本明細書において開示されている例示的な方法、
装置、及び／又は製品は、視聴者測定エンティティーが、ユーザ登録モデルに基づいて運
営しているその他のエンティティーと人口統計情報を共有できるようにする。本明細書に
おいて使用される際には、ユーザ登録モデルとは、ユーザが、アカウントを作成してユー
ザ自身に関する人口統計関連情報を提供することによって、それらのエンティティーのサ
ービスに加入するモデルである。データベース所有者の登録ユーザに関連付けられている
人口統計情報を共有することによって、視聴者測定エンティティーは、外部ソース（たと
えば、データベース所有者）からの実質的に信頼できる人口統計情報を用いて視聴者測定
エンティティーのパネルデータを拡張又は補完し、ひいては、視聴者測定エンティティー
の人口統計ベースの視聴者測定の範囲、正確さ、及び／又は完全性を拡張することができ
る。このようなアクセスによって、視聴者測定エンティティーは、これが行われていなけ
れば視聴者測定パネルに参加していなかったであろう人々をモニタすることもできる。一
群の個人の人口統計を識別するデータベースを有するいかなるエンティティーも、視聴者
測定エンティティーと連携することができる。そのようなエンティティーは、「データベ
ース所有者」と呼ぶことができ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｙａｈｏｏ！、ＭＳ
Ｎ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ａｐｐｌｅ　ｉＴｕｎｅｓ、Ｅｘｐｅｒｉａｎなどのエンティティ
ーを含むことができる。
【００２０】
　[0035]本明細書において開示されている例示的な方法、装置、及び／又は製品は、オン
ラインＧＲＰを作成するために、視聴者測定エンティティー（たとえば、広告、コンテン
ツ、及び／又はその他の任意のメディアへの視聴者の露出を測定又は追跡把握することに
関心がある任意のエンティティー）によって、オンラインウェブサービスプロバイダなど
の任意の数のデータベース所有者と連携して実施することができる。そのようなデータベ
ース所有者／オンラインウェブサービスプロバイダは、ソーシャルネットワークサイト（
たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＭｙＳｐａｃｅなど）、マルチサービス
サイト（たとえば、Ｙａｈｏｏ！、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｅｘｐｅｒｉａｎなど）、オンライン
小売業者サイト（たとえば、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ、Ｂｕｙ．ｃｏｍなど）、及び／又は
、ユーザ登録レコードを保持するその他の任意の（１つ又は複数の）ウェブサービスのサ
イトである場合がある。
【００２１】
　[0036]測定された視聴率が正しい人口統計に正確に帰する可能性を高めるために、本明
細書において開示されている例示的な方法、装置、及び／又は製品は、視聴者測定エンテ
ィティーのレコード内で見つかった人口統計情報、並びに、アカウントを有するユーザの
レコード又はプロフィールを保持する１つ又は複数のデータベース所有者（たとえば、ウ
ェブサービスプロバイダ）において見つかった人口統計情報を使用する。このように、本
明細書において開示されている例示的な方法、装置、及び／又は製品を使用して、レーテ
ィングエンティティー（たとえば、メディア露出測定値及び／又は人口統計を収集する、
アメリカ合衆国イリノイ州ショウンバーグのＴｈｅ　Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｃｏｍｐａｎｙな
どの視聴者測定会社）によって保持されている人口統計情報を、１つ又は複数の異なるデ
ータベース所有者（たとえば、ウェブサービスプロバイダ）からの人口統計情報で補完す
ることができる。
【００２２】
　[0037]異種のデータソースからの人口統計情報（たとえば、視聴者測定会社のパネルか
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らの高品質の人口統計情報、及び／又はウェブサービスプロバイダの登録ユーザデータ）
を使用する結果、オンライン及びオフライン両方の広告キャンペーンに関する指標を報告
する有効性が改善される。本明細書において開示されている例示的な技術は、オンライン
登録データを使用して、ユーザの人口統計を識別し、サーバインプレッションカウント、
タグ付け（ビーコニングとも呼ばれる）、及び／又はその他の技術を使用して、それらの
ユーザに帰することができるインプレッションの数量を追跡把握する。ソーシャルネット
ワーキングサイト（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ）及びマルチサービスプロバイダ（たと
えば、Ｙａｈｏｏ！、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｅｘｐｅｒｉａｎ等）などのオンラインウェブサー
ビスプロバイダ（本明細書においては、総称して、及び個々にオンラインデータベース所
有者と呼ばれる）は、ユーザ登録プロセスを介して収集された詳細な人口統計情報（たと
えば、年齢、性別、地理的場所、人種、収入レベル、教育レベル、宗教など）を保持する
。インプレッションは、対応するメディアコンテンツ及び／又は広告に露出された世帯又
は個人に対応する。したがって、インプレッションは、広告若しくはコンテンツ、又は広
告若しくはコンテンツのグループに露出された世帯又は個人を表す。インターネット広告
においては、インプレッションの数量、又はインプレッションカウントとは、広告又は広
告キャンペーンがウェブの人々によってアクセスされた合計回数である（例としては、た
とえばポップアップブロッカーによって減らされたアクセス回数、及び／又は、たとえば
ローカルキャッシュメモリからの取り出しによって増やされたアクセス回数が含まれる）
。
【００２３】
　[0038]本明細書において開示されている例示的な方法、装置、及び／又は製品はまた、
ＴＶ　ＧＲＰ及びオンラインＧＲＰを横に並べた様式で報告できるようにする。たとえば
、本明細書において開示されている技術は、広告主が、ＴＶ広告及び／又はオンライン広
告の範囲に個人として及び／又は集団として入る一意の人々又はユーザの数量を報告でき
るようにする。
【００２４】
　[0039]本明細書において開示されている例示的な方法、装置、及び／又は製品はまた、
インターネット上のさまざまな場所における人口統計データにマップされているインプレ
ッションを収集する。たとえば、視聴者測定エンティティーは、視聴者測定エンティティ
ーのパネルに関するそのようなインプレッションデータを収集し、自動的に１つ又は複数
のオンライン人口統計所有者の協力を得て、それらのオンライン人口統計所有者の加入者
に関するインプレッションデータを収集する。次いで、この収集されたインプレッション
データを結合することによって、視聴者測定エンティティーは、さまざまな広告キャンペ
ーンに関するＧＲＰ指標を生成することができる。これらのＧＲＰ指標は、範囲に入れら
れた特定の人口統計セグメント及び／又は市場に相関付けること又はその他の形で関連付
けることが可能である。
【００２５】
　[0040]図１は、１つ又は複数のデータベース所有者によって収集された人口統計情報に
基づいてメディア露出（たとえば、コンテンツ及び／又は広告への露出）を特定するため
に使用することができる例示的なシステム１００を示している。「分散された人口統計情
報」とは、本明細書においては、少なくとも２つのソース（それらのうちの少なくとも１
つは、オンラインウェブサービスプロバイダなどのデータベース所有者である）から得ら
れる人口統計情報を指すために使用される。示されている例においては、コンテンツプロ
バイダ及び／又は広告主は、ウェブサイト及び／又はオンラインテレビジョンサービス（
たとえば、ウェブベースのＴＶ、インターネットプロトコルＴＶ（ＩＰＴＶ）など）にア
クセスするユーザに、インターネット１０４を介して広告１０２を分散させる。広告１０
２は、追加として、又は代替として、放送テレビジョンサービスを通じて従来の非インタ
ーネットベースの（たとえば、ＲＦ、地上波、又は衛星ベースの）テレビジョンセットへ
分散され、本明細書に記載されている技術及び／又はその他の技術を使用して視聴率につ
いてモニタされることが可能である。ウェブサイト、映画、テレビジョン、及び／又はそ
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の他の番組は、本明細書においてはコンテンツと総称される。広告は、典型的にはコンテ
ンツとともに分散される。伝統的に、コンテンツは、ほとんど又はまったく無料で視聴者
に提供される。なぜならば、自分の広告をコンテンツとともに分散させることにお金を出
す広告主によって助成されているためである。
【００２６】
　[0041]示されている例においては、広告１０２は、１つ又は複数の広告キャンペーンを
形成することができ、関連付けられている広告キャンペーン（たとえば、キャンペーンＩ
Ｄ）、クリエイティブタイプＩＤ（たとえば、フラッシュベースの広告、バナー広告、リ
ッチタイプの広告などを識別する）、ソースＩＤ（たとえば、広告発行者を識別する）、
及び配置ＩＤ（たとえば、スクリーン上における広告の物理的な配置を識別する）を識別
する識別コード（たとえば、メタデータ）とともにエンコードされる。広告１０２はまた
、たとえばインターネット上で広告１０２にアクセスするウェブブラウザによって実行さ
れる、コンピュータによって実行可能なビーコン命令（たとえば、Ｊａｖａ（登録商標）
、ジャバスクリプト、又はその他の任意のコンピュータ言語若しくはスクリプト）を含む
ようにタグ付け又はエンコードされる。コンピュータによって実行可能なビーコン命令は
、追加として、又は代替として、モニタされるコンテンツに関連付けることができる。し
たがって本開示は、広告を追跡把握する分野において論じる場合が多いが、いかなる特定
のタイプのメディアを追跡把握することにも限定されない。それどころか、本開示は、ネ
ットワーク内のいかなるタイプ又は形式のコンテンツ又は広告を追跡把握することにも使
用することができる。追跡把握されているコンテンツのタイプにかかわらず、ビーコン命
令が実行されると、ウェブブラウザは、インプレッション要求（たとえば、本明細書にお
いてはビーコン要求と呼ばれる）を指定のサーバ（たとえば、視聴者測定エンティティー
）へ送信する。ビーコン要求は、ＨＴＴＰ要求として実施することができる。しかし、送
信されるＨＴＭＬ要求は、ダウンロードされるウェブページ又はその他のリソースを識別
する一方で、ビーコン要求は、視聴者測定情報（たとえば、広告キャンペーン識別表示、
コンテンツ識別子、及び／又はユーザ識別情報）をビーコン要求のペイロードとして含む
。ビーコン要求が導かれる先のサーバは、そのビーコン要求の視聴者測定データをインプ
レッションとして（たとえば、そのビーコニング命令にタグ付けされているメディアの性
質に応じて、広告インプレッション及び／又はコンテンツインプレッションとして）ログ
に記録するようにプログラムされている。
【００２７】
　[0042]いくつかの例示的な実施態様においては、そのようなビーコン命令にタグ付けさ
れている広告は、たとえば、ウェブページ、ストリーミングビデオ、ストリーミングオー
ディオ、ＩＰＴＶコンテンツなどを含むインターネットベースのメディアコンテンツとと
もに分散させることができ、人口統計ベースのインプレッションデータを収集するために
使用することができる。上述のように、本明細書において開示されている方法、装置、及
び／又は製品は、広告のモニタリングに限定されるものではなく、任意のタイプのコンテ
ンツのモニタリング（たとえば、ウェブページ、映画、テレビジョン番組など）に適合す
ることができる。そのようなビーコン命令を実施するために使用することができる例示的
な技術が、Ｂｌｕｍｅｎａｕの米国特許第６，１０８，６３７号に開示されており、この
米国特許は、参照によってその全体が本明細書に組み込まれている。
【００２８】
　[0043]本明細書においては、指定されたインプレッション収集サーバにビーコン要求を
送信するためにウェブブラウザによって実行されるビーコン命令を使用するものとして、
例示的な方法、装置、及び／又は製品が説明されているが、それらの例示的な方法、装置
、及び／又は製品は、追加として、ビーコン命令がエンコード又はタグ付けされているコ
ンテンツ又は広告に依存することなく、ウェブ閲覧情報をローカルに収集するオンデバイ
スメーターシステムを用いてデータを収集することができる。そのような例においては、
ローカルに収集されたウェブ閲覧行動は、その後、本明細書において開示されているよう
に、ユーザＩＤに基づいてユーザの人口統計データと相関付けることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】[0005]　分散された人口統計情報を使用して広告視聴率を特定するために使用す
ることができる例示的なシステムを示す図である。
【図２】[0006]　別々のウェブサービスプロバイダのユーザアカウントレコードにわたっ
て分散された人口統計情報に基づいて広告露出測定値をユーザの人口統計情報に関連付け
るために使用することができる例示的なシステムを示す図である。
【図３】[0007]　ウェブブラウザのユーザに関する人口統計情報にアクセスできるサーバ
にそのウェブブラウザがインプレッションを報告することができる例示的な方法の通信フ
ロー図である。
【図４】[0008]　モニタされているユーザに対するインプレッションの数量を示す例示的
なレーティングエンティティーインプレッションテーブルである。
【図５】[0009]　データベース所有者によって生成された例示的なキャンペーンレベル／
年齢／性別／インプレッション構成テーブルである。
【図６】[0010]　レーティングエンティティーによって生成された別の例示的なキャンペ
ーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブルである。
【図７】[0011]　図５及び図６の構成テーブルに基づく例示的な結合されたキャンペーン
レベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブルである。
【図８】[0012]　図５～図７の構成テーブルに基づくインプレッションを示す例示的な年
齢／性別インプレッション分散テーブルである。
【図９】[0013]　インプレッションに帰することができる人口統計を識別するために実行
することができる例示的なマシン可読命令を表すフロー図である。
【図１０】[0014]　インプレッションをログに記録する目的でビーコン要求をウェブサー
ビスプロバイダへ回送するためにクライアントコンピュータによって実行することができ
る例示的なマシン可読命令を表すフロー図である。
【図１１】[0015]　インプレッションをログに記録するために、及び／又は、インプレッ
ションをログに記録するためのビーコン要求をウェブサービスプロバイダへリダイレクト
するためにパネリストモニタリングシステムによって実行することができる例示的なマシ
ン可読命令を表すフロー図である。
【図１２】[0016]　インプレッションに帰することができる人口統計を要求するための要
求先の好ましいウェブサービスプロバイダを動的に指定するために実行することができる
例示的なマシン可読命令を表すフロー図である。
【図１３】[0017]　１つ又は複数のデータベース所有者によって収集された人口統計情報
に基づいて広告露出を特定するために使用することができる例示的なシステムを示す図で
ある。
【図１４】[0018]　リダイレクトされた要求を仲介者において処理するために実行するこ
とができる例示的なマシン可読命令を表すフロー図である。
【図１５】[0019]　本明細書に記載されている例示的な装置及びシステムを実施する目的
で図９、図１０、図１１、図１２、及び／又は図１４の例示的な命令を実行するために使
用することができる例示的なプロセッサシステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　[0044]図１の例示的なシステム１００は、レーティングエンティティーサブシステム１
０６と、パートナーデータベース所有者サブシステム１０８（この例においては、ソーシ
ャルネットワークサービスプロバイダによって実施される）と、その他の提携データベー
ス所有者（たとえば、ウェブサービスプロバイダ）サブシステム１１０と、非提携データ
ベース所有者（たとえば、ウェブサービスプロバイダ）サブシステム１１２とを含む。示
されている例においては、レーティングエンティティーサブシステム１０６及び提携デー
タベース所有者サブシステム１０８、１１０は、人口統計情報を共有すること、及び以降
で説明するように、リダイレクトされたビーコン要求に応答してインプレッションを取り
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込むことに同意した提携ビジネスエンティティーに相当する。提携ビジネスエンティティ
ーは、有利なことに各自の人口統計情報の正確さ及び／又は完全性が確かなものにされる
こと及び／又は高められることに参加することができる。提携ビジネスエンティティーは
また、提携ビジネスエンティティーのウェブサイト上で生じたインプレッションを報告す
ることに参加する。示されている例においては、その他の提携データベース所有者サブシ
ステム１１０は、インプレッション（たとえば、広告インプレッション及び／又はコンテ
ンツインプレッション）を収集してログに記録し、そのようなログに記録されたインプレ
ッションに人口統計情報を関連付けるための、提携データベース所有者サブシステム１０
８と同様の又は同じコンポーネント、ソフトウェア、ハードウェア、及び／又はプロセス
を含む。
【００３１】
　[0045]非提携データベース所有者サブシステム１１２は、人口統計情報を共有すること
に参加していないビジネスエンティティーに相当する。しかし、本明細書において開示さ
れている技術は、実に、非提携データベース所有者サブシステム１１２に帰することがで
きるインプレッション（たとえば、広告インプレッション及び／又はコンテンツインプレ
ッション）を追跡把握し、いくつかの場合には、非提携データベース所有者サブシステム
１１２のうちの１つ又は複数は、別々のインプレッションに帰することができるユニーク
ユーザＩＤ（ＵＵＩＤ）も報告する。ユニークユーザＩＤは、提携ビジネスエンティティ
ー（たとえば、レーティングエンティティーサブシステム１０６、及び／又はデータベー
ス所有者サブシステム１０８、１１０）によって保持されている人口統計情報を使用して
人口統計を識別するために使用することができる。
【００３２】
　[0046]図１の例のデータベース所有者サブシステム１０８は、Ｆａｃｅｂｏｏｋなどの
ソーシャルネットワーク所有者によって実施される。しかし、データベース所有者サブシ
ステム１０８は、代わりに、デスクトップ／固定式コンピュータのユーザ及び／又はモバ
イルデバイスのユーザにサービスを提供するウェブサービスエンティティーなどのその他
の任意のタイプのエンティティーによって運営することもできる。示されている例におい
ては、データベース所有者サブシステム１０８は、第１のインターネットドメイン内にあ
り、提携データベース所有者サブシステム１１０、及び／又は非提携データベース所有者
サブシステム１１２は、第２、第３、第４などのインターネットドメイン内にある。
【００３３】
　[0047]図１の示されている例においては、追跡把握されるコンテンツ及び／又は広告１
０２が、ＴＶ及び／又はＰＣ（コンピュータ）のパネリスト１１４、並びにオンラインの
みのパネリスト１１６に提示される。パネリスト１１４及び１１６は、レーティングエン
ティティーサブシステム１０６を所有及び／又は運営しているレーティングエンティティ
ー（たとえば、視聴者測定会社）によって保持されているパネルに登録されているユーザ
である。図１の例においては、ＴＶ及びＰＣのパネリスト１１４は、ＴＶ及び／又はコン
ピュータ上のコンテンツ及び／又は広告１０２への露出についてモニタされるユーザ及び
／又は世帯を含む。オンラインのみのパネリスト１１６は、職場又は家庭でオンラインソ
ースを介して露出（たとえば、コンテンツ露出及び／又は広告露出）についてモニタされ
るユーザを含む。いくつかの例示的な実施態様においては、ＴＶ及び／又はＰＣのパネリ
スト１１４は、家庭中心のユーザ（たとえば、主婦、学生、若者、子供など）である場合
があり、その一方で、オンラインのみのパネリスト１１６は、職場から提供されたインタ
ーネットサービスにオフィスコンピュータ又はモバイルデバイス（たとえば、モバイル電
話、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータなど）を介し
て共通に接続されているビジネス中心のユーザである場合がある。
【００３４】
　[0048]クライアントデバイス（たとえば、コンピュータ、モバイル電話、スマートフォ
ン、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータ、ＴＶなど）におけるメーター
によって生成される露出測定値（たとえば、コンテンツインプレッション及び／又は広告
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インプレッション）を収集するために、レーティングエンティティーサブシステム１０６
は、収集プロセス及びローディングプロセスを実行するためのレーティングエンティティ
ーコレクタ１１７及びローダ１１８を含む。レーティングエンティティーコレクタ１１７
及びローダ１１８は、パネリスト１１４及び１１６を介して得られた露出測定値を収集し
、それらの収集された露出測定値をレーティングエンティティーデータベース１２０内に
格納する。次いで、レーティングエンティティーサブシステム１０６は、ビジネスルール
１２２に基づいて露出測定値を処理してフィルタにかけ、処理された露出測定値を、ＴＶ
＆ＰＣサマリーテーブル１２４、オンラインホーム（Ｈ）サマリーテーブル１２６、及び
オンラインワーク（Ｗ）サマリーテーブル１２８へと整理する。示されている例において
は、サマリーテーブル１２４、１２６、及び１２８は、ＧＲＰレポートジェネレータ１３
０へ送られ、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、広告主、発行者、製造業者、コンテ
ンツプロバイダ、及び／又は、そのような市場調査に関心があるその他の任意のエンティ
ティーに販売又はその他の形で提供するための１つ又は複数のＧＲＰレポート１３１を作
成する。
【００３５】
　[0049]図１の示されている例においては、レーティングエンティティーサブシステム１
０６は、インプレッションモニタシステム１３２を備えており、インプレッションモニタ
システム１３２は、クライアントデバイス（たとえば、コンピュータ、モバイル電話、ス
マートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレットコンピュータなど）によって提示
されたコンテンツ及び／又は広告に対応する露出数量（たとえば、コンテンツインプレッ
ション及び／又は広告インプレッション）を、リモートウェブサーバから受信されたか、
又はクライアントデバイスのローカルキャッシュから取り出されたかにかかわらず、追跡
把握するように構成されている。いくつかの例示的な実施態様においては、インプレッシ
ョンモニタシステム１３２は、Ｔｈｅ　Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｃｏｍｐａｎｙによって所有さ
れ運営されているＳｉｔｅＣｅｎｓｕｓシステムを使用して実施することができる。示さ
れている例においては、露出数量に関連付けられているユーザの識別情報は、クライアン
トデバイスがコンテンツ及び／又は広告を提示したときにインプレッションモニタシステ
ム１３２によって追跡把握されたクッキー（たとえば、汎用一意識別子（ＵＵＩＤ））を
使用して収集される。インターネットセキュリティープロトコルに起因して、インプレッ
ションモニタシステム１３２は、インプレッションモニタシステム１３２のドメインに設
定されたクッキーを収集することしかできない。したがって、たとえば、インプレッショ
ンモニタシステム１３２は、「Ｎｉｅｌｓｅｎ．ｃｏｍ」ドメイン内で機能している場合
には、Ｎｉｅｌｓｅｎ．ｃｏｍサーバによって設定されたクッキーを収集することしかで
きない。したがって、インプレッションモニタシステム１３２は、所与のクライアントか
らビーコン要求を受信した場合には、たとえばＮｉｅｌｓｅｎ．ｃｏｍドメイン内のサー
バによってそのクライアント上に設定されたクッキーにしかアクセスできない。この制限
を克服するために、示されている例のインプレッションモニタシステム１３２は、視聴者
測定エンティティーと提携している１つ又は複数のデータベース所有者にビーコン要求を
転送するように構築されている。それらの１つ又は複数のパートナーは、パートナーのド
メイン（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ）に設定されたクッキーを認識することが
でき、したがって、それらの認識されたクッキーに関連付けられている加入者と関連付け
てインプレッションをログに記録することができる。このプロセスについては、以降でさ
らに説明する。
【００３６】
　[0050]示されている例においては、レーティングエンティティーサブシステム１０６は
、クッキー情報（たとえば、ユーザＩＤ情報）を、クッキーに関連付けられているコンテ
ンツＩＤ及び／又は広告ＩＤとともにインプレッションモニタシステム１３２から収集し
、その収集した情報をＧＲＰレポートジェネレータ１３０に送信するためのレーティング
エンティティークッキーコレクタ１３４を含む。やはり、インプレッションモニタシステ
ム１３２によって収集されたクッキーは、視聴者測定エンティティーのドメイン内で機能
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している（１つ又は複数の）サーバによって設定されたクッキーである。いくつかの例に
おいては、レーティングエンティティークッキーコレクタ１３４は、（たとえば、クッキ
ー情報及び広告ＩＤ又はコンテンツＩＤに基づいて）ログに記録されたインプレッション
をインプレッションモニタシステム１３２から収集し、それらのログに記録されたインプ
レッションをＧＲＰレポートジェネレータ１３０に提供するように構成されている。
【００３７】
　[0051]クライアントデバイス及びパートナーサイトに関連したインプレッションモニタ
システム１３２のオペレーションについて、以降で図２及び図３に関連して説明する。特
に、図２及び図３は、インプレッションモニタシステム１３２が、ユーザ識別情報を収集
すること、並びにそれらのユーザに露出されたコンテンツ及び／又は広告に関する露出数
量を追跡把握することをいかに可能にするかを示している。収集されたデータは、たとえ
ば、広告キャンペーンの有効性に関する情報を特定するために使用することができる。
【００３８】
　[0052]例示の目的から、以降の例は、データベース所有者としてＦａｃｅｂｏｏｋなど
のソーシャルネットワークプロバイダを含む。示されている例においては、データベース
所有者サブシステム１０８は、ユーザ登録情報を格納することと、ウェブページ（場合に
よっては、１つ又は複数の広告を含むが、必須ではない）をソーシャルネットワークの加
入者に提供するためのウェブサーバプロセスを実行することと、ユーザ活動を追跡把握す
ることと、アカウントの特徴を追跡把握することとを行うためのサーバ１３８を含む。ア
カウントの作成中に、データベース所有者サブシステム１０８は、人口統計情報、たとえ
ば、年齢、性別、地理的場所、卒業年、集団的な交友関係の数量、及び／又は、その他の
任意の個人情報若しくは人口統計情報を提供するようユーザに依頼する。ソーシャルネッ
トワークエンティティーの（１つ又は複数の）ウェブページを再び訪問したユーザを自動
的に識別するために、サーバ１３８は、クライアントデバイス（たとえば、登録されてい
るユーザのコンピュータ及び／又はモバイルデバイスであり、それらのうちのいくつかは
、視聴者測定エンティティーのパネリスト１１４及び１１６である場合があり、及び／又
は、視聴者測定エンティティーのパネリストではない場合もある）の上にクッキーを設定
する。クッキーは、ソーシャルネットワークエンティティーのウェブページへのユーザの
訪問を追跡把握する目的や、ユーザの好みに従ってそれらのウェブページを表示する目的
などでユーザを識別するために使用することができる。データベース所有者サブシステム
１０８によって設定されたクッキーは、「ドメイン固有の」ユーザ活動を収集するために
使用することもできる。本明細書において使用される際には、「ドメイン固有の」ユーザ
活動とは、単一のエンティティーの（１つ又は複数の）ドメイン内で生じるユーザのイン
ターネット活動である。ドメイン固有のユーザ活動は、「ドメイン内活動」と呼ぶことも
できる。ソーシャルネットワークエンティティーは、ドメイン内活動、たとえば、それぞ
れの登録ユーザによって訪問されたウェブページ（たとえば、その他のソーシャルネット
ワークメンバーのページなど、ソーシャルネットワークドメインのウェブページ、若しく
はその他のドメイン内ページ）の数、及び／又は、そのようなアクセスのために使用され
るモバイル（たとえば、スマートフォン）若しくは固定式（たとえば、デスクトップコン
ピュータ）のデバイスなどのデバイスのタイプを収集することができる。サーバ１３８は
また、アカウントの特徴、たとえば、それぞれの登録ユーザによって保持されている社会
的なつながり（たとえば、友達）の数量、それぞれの登録ユーザによって投稿された写真
の数量、それぞれの登録ユーザによって送信若しくは受信されたメッセージの数量、及び
／又はユーザアカウントのその他の任意の特徴などを追跡把握するように構成されている
。
【００３９】
　[0053]データベース所有者サブシステム１０８は、ユーザ登録データ（たとえば、人口
統計データ）、ドメイン内ユーザ活動データ、ドメイン間ユーザ活動データ（以降で説明
する）、及びアカウント特徴データを収集するためのデータベース所有者（ＤＰ）コレク
タ１３９及びＤＰローダ１４０を含む。収集された情報は、データベース所有者データベ
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ース１４２内に格納される。データベース所有者サブシステム１０８は、ビジネスルール
１４４を用いて、収集されたデータを処理して、ＤＰサマリーテーブル１４６を作成する
。
【００４０】
　[0054]示されている例においては、その他の提携データベース所有者サブシステム１１
０は、データベース所有者サブシステム１０８によって共有されているのと同様のタイプ
の情報を視聴者測定エンティティーと共有することができる。この方法においては、ソー
シャルネットワークサービスプロバイダの登録ユーザではない人々が、その他の提携デー
タベース所有者サブシステム１１０のウェブサービスプロバイダ（たとえば、Ｙａｈｏｏ
！、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｅｘｐｅｒｉａｎなど）の登録ユーザである場合には、それらの人々
の人口統計情報を、その他の提携データベース所有者サブシステム１１０のうちの１つ又
は複数から得ることができる。本明細書において開示されている例示的な方法、装置、及
び／又は製品は、有利なことに、複数のウェブサイトドメインにわたる人口統計情報につ
いてのこうした連携又は共有を利用して、視聴者測定エンティティーにとって利用可能な
人口統計情報の正確さ及び／又は完全性を高める。そのような結合された様式の共有され
た人口統計データを、ユーザが露出されるコンテンツ及び／又は広告１０２を識別する情
報とともに使用することによって、本明細書において開示されている例示的な方法、装置
、及び／又は製品は、人口統計あたりの露出のさらに正確な結果をもたらして、オンライ
ン広告に関する意味のある一貫したＧＲＰの特定を可能にする。
【００４１】
　[0055]システム１００が拡張するにつれて、より多くの提携参加者（たとえば、提携デ
ータベース所有者サブシステム１１０のような）が参加して、ＧＲＰを生成するためのさ
らに分散された人口統計情報及び広告視聴率情報を共有することができる。
【００４２】
　[0056]ユーザのプライバシーを保護するために、本明細書に記載されている例示的な方
法、装置、及び／又は製品は、それぞれの参加パートナー又はエンティティー（たとえば
、サブシステム１０６、１０８、１１０）によって二重暗号化技術を使用し、それによっ
て、ユーザ識別情報は、参加パートナー又はエンティティーどうしの間において人口統計
及び／又は視聴率情報を共有しているときには、明らかにされない。この方法においては
、人口統計情報を共有することによってユーザのプライバシーが危うくされることはない
。なぜなら、人口統計情報を受信するエンティティーが、受信された人口統計情報に関連
付けられている個人を識別することは、それらの個人が、たとえば、受信するエンティテ
ィー（たとえば、視聴者測定エンティティー）のパネル又はサービスに以前に参加するこ
とによって個人の情報へのアクセスを許可することに既に同意していない限り、不可能で
あるためである。個人が、受信側当事者のデータベース内に既に存在する場合には、受信
側当事者は、暗号化にもかかわらず、その個人を識別することができるであろう。しかし
、個人が、受信側当事者のデータベース内に存在することに既に同意している場合には、
個人の人口統計情報及び行動情報へのアクセスを許可するためのそのような同意が、それ
までに既に受信されている。
【００４３】
　[0057]図２は、別々のデータベース所有者（たとえば、ウェブサービスプロバイダ）の
ユーザアカウントレコードにわたって分散された人口統計情報に基づいて露出測定値をユ
ーザの人口統計情報に関連付けるために使用することができる例示的なシステム２００を
示している。例示的なシステム２００は、図１のレーティングエンティティーサブシステ
ム１０６が、それぞれのビーコン要求（たとえば、露出又はインプレッションをエンティ
ティーがログに記録できるようにするためにメディアを識別するデータを含む広告又はコ
ンテンツなどのタグ付けされているメディアに関連付けられているタグを実行するクライ
アントからの要求）ごとに、最適なパートナー（たとえば、図１のデータベース所有者サ
ブシステム１０８、及び／又は、図１のその他の提携データベース所有者サブシステム１
１０のうちの１つ）を見つけることを可能にする。いくつかの例においては、例示的なシ
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ステム２００は、ビーコン要求をトリガーしたユーザに関する人口統計情報を有している
可能性が高い比較的最適なパートナーを特定するためのルール及び機械学習分類子（たと
えば、経験データの進化するセットに基づく）を使用する。それらのルールは、発行者レ
ベル、キャンペーン／発行者レベル、又はユーザレベルに基づいて適用することができる
。いくつかの例においては、機械学習は採用されず、代わりに、何らかの秩序立った様式
でパートナーに連絡を取ること（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｍｙｓｐａｃｅ、そして
Ｙａｈｏｏ！など）が、ビーコン要求に関連付けられているユーザが識別されるまで、又
は識別に至ることなくすべてのパートナーが尽きるまで、行われる。
【００４４】
　[0058]レーティングエンティティーサブシステム１０６は、すべての利用可能なパート
ナーからインプレッションデータを受信して編集する。レーティングエンティティーサブ
システム１０６は、データの源であるパートナーの全範囲及び人口統計の質に基づいてイ
ンプレッションデータを重み付けすることができる。たとえば、レーティングエンティテ
ィーサブシステム１０６は、パートナーの人口統計データの正確さに関する履歴データを
参照して、そのパートナーによって提供されたログに記録されているデータに重み付けを
割り当てることができる。
【００４５】
　[0059]発行者レベルで適用されるルールに関しては、レーティングエンティティーサブ
システム１０６が、特定の発行者（たとえば、図１の広告又はコンテンツ１０２のうちの
１つ又は複数の発行者）にとって最も適切なパートナーをターゲットにすることを可能に
するルール及び分類子のセットが定義される。たとえば、レーティングエンティティーサ
ブシステム１０６は、発行者及びパートナーのウェブサービスプロバイダの人口統計構成
を使用して、適切なユーザ基盤（たとえば、対応する発行者に関するコンテンツにアクセ
スする可能性が高い登録ユーザ）を有する可能性が最も高いパートナーを選択することが
できる。
【００４６】
　[0060]キャンペーンレベルで適用されるルールに関しては、発行者が、ユーザの人口統
計に基づいて広告キャンペーンをターゲットにする能力を有する場合、ターゲットパート
ナーサイトは、発行者／キャンペーンレベルで定義することができる。たとえば、ある広
告キャンペーンが、１８歳から２５歳の間の年齢の男性をターゲットとしている場合には
、レーティングエンティティーサブシステム１０６は、この情報を使用して、要求を、そ
の性別／年齢グループ内の最大の範囲を有する可能性が最も高いパートナー（たとえば、
スポーツウェブサイトを保持するデータベース所有者など）へ導くことができる。
【００４７】
　[0061]ユーザレベル（又はクッキーレベル）で適用されるルールに関しては、レーティ
ングエンティティーサブシステム１０６は、好ましいパートナーを動的に選択して、たと
えば、（１）パートナーから受信されたフィードバック（たとえば、パネリストのユーザ
ＩＤがそのパートナーサイトの登録ユーザと一致しなかったことを示すフィードバック、
若しくは、そのパートナーサイトが、十分な数の登録ユーザを有していないことを示すフ
ィードバック）、及び／又は（２）ユーザ行動（たとえば、ユーザの閲覧行動は、特定の
ユーザが、特定のパートナーサイトに登録されているアカウントを有している可能性が低
いことを示すことができる）に基づいて、クライアントを識別し、インプレッションをロ
グに記録することができる。図２の示されている例においては、ユーザレベルの好ましい
パートナーを発行者（又は発行者キャンペーン）レベルのパートナーターゲットにいつ切
り替えるかを指定するためのルールを使用することができる。
【００４８】
　[0062]図２を詳細に参照すると、パネリストコンピュータ２０２は、図１のパネリスト
１１４及び１１６のうちの１つ又は複数によって使用されるコンピュータに相当する。図
２の例において示されているように、パネリストコンピュータ２０２は、図１のインプレ
ッションモニタシステム１３２と通信をやり取りすることができる。示されている例にお



(19) JP 6188243 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

いては、パートナーＡ２０６は、図１のデータベース所有者サブシステム１０８である場
合があり、パートナーＢ２０８は、図１のその他の提携データベース所有者サブシステム
１１０のうちの１つである場合がある。パネル収集プラットフォーム２１０は、広告露出
データ及び／又はコンテンツ露出データ（たとえば、インプレッションデータ又はコンテ
ンツインプレッションデータ）を収集するために図１のレーティングエンティティーデー
タベース１２０を含む。ログに記録されたインプレッションを、少なくともそのデータが
視聴者測定エンティティーへ転送されるまで格納しておくために、パートナーＡ２０６及
びパートナーＢ２０８のサイトに中間収集プラットフォームが配置される可能性がある。
【００４９】
　[0063]示されている例のパネリストコンピュータ２０２は、ウェブブラウザ２１２を実
行し、ウェブブラウザ２１２は、広告及び／又はコンテンツ１０２のうちの１つを表示す
るホストウェブサイト（たとえば、www.acme.com）へ導かれる。広告及び／又はコンテン
ツ１０２には、識別子情報（たとえば、キャンペーンＩＤ、クリエイティブタイプＩＤ、
配置ＩＤ、発行者のソースＵＲＬなど）及びビーコン命令２１４がタグ付けされている。
ビーコン命令２１４は、パネリストコンピュータ２０２によって実行されると、そのパネ
リストコンピュータに、ビーコン命令２１４内で指定されているリモートサーバへビーコ
ン要求を送信させる。示されている例においては、指定されているサーバは、視聴者測定
エンティティーのサーバであり、すなわち、インプレッションモニタシステム１３２に存
在する。ビーコン命令２１４は、ジャバスクリプト、又は、たとえば、Ｊａｖａ（登録商
標）、ＨＴＭＬなどを含む、ウェブブラウザを介して実行可能なその他の任意のタイプの
命令若しくはスクリプトを使用して実施することができる。タグ付けされているウェブペ
ージ及び／又は広告は、パネリストコンピュータ及び非パネリストコンピュータによって
同じ方法で処理されるということに留意されたい。両方のシステムにおいて、ビーコン命
令は、タグ付けされているコンテンツのダウンロードとともに受信され、視聴者測定エン
ティティーのために、そのタグ付けされているコンテンツをダウンロードしたクライアン
トからビーコン要求が送信されるようにする。非パネリストコンピュータは、参照番号２
０３で示されている。クライアント２０３はパネリスト１１４、１１６ではないが、イン
プレッションモニタシステム１３２は、パネリスト１１４、１１６のうちの１つに関連付
けられているクライアントコンピュータ２０２と対話するのと同じ方法で、クライアント
２０３と対話することができる。図２において示されているように、非パネリストクライ
アント２０３はまた、非パネリストクライアント２０３上にダウンロードされて提示され
たタグ付けされているコンテンツに基づいて、ビーコン要求２１５を送信する。結果とし
て、以降の説明においては、パネリストコンピュータ２０２及び非パネリストコンピュー
タ２０３は、「クライアント」コンピュータと総称される。
【００５０】
　[0064]示されている例においては、ウェブブラウザ２１２は、１つ又は複数のパートナ
ークッキー２１６、及びパネリストモニタクッキー２１８を格納する。それぞれのパート
ナークッキー２１６は、それぞれのパートナー（たとえば、パートナーＡ２０６及びＢ２
０８）に対応し、パネリストコンピュータ２０２のユーザを識別するために、それぞれの
パートナーによってのみ使用することができる。パネリストモニタクッキー２１８は、イ
ンプレッションモニタシステム１３２によって設定されたクッキーであり、インプレッシ
ョンモニタシステム１３２に対してパネリストコンピュータ２０２のユーザを識別する。
パートナークッキー２１６のそれぞれは、パネリストコンピュータ２０２のユーザが、対
応するパートナー（たとえば、パートナーＡ２０６及びＢ２０８のうちの１つ）のウェブ
サイトをはじめて訪問したときに、及び／又はパネリストコンピュータ２０２のユーザが
、そのパートナーに登録したときに（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋアカウントをセットア
ップしたときに）、パネリストコンピュータ２０２内に作成、設定、又はその他の形で初
期設定される。ユーザが、対応するパートナーに登録されているアカウントを有している
場合には、そのユーザのユーザＩＤ（たとえば、Ｅメールアドレス、又はその他の値）が
、対応するパートナーのレコード内の対応するパートナークッキー２１６にマップされる
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。クライアント（たとえば、パネリストコンピュータ、又は非パネリストコンピュータ）
が、パネルに登録したときに、及び／又はそのクライアントが、タグ付けされている広告
を処理したときに、パネリストモニタクッキー２１８が作成される。パネリストコンピュ
ータ２０２のパネリストモニタクッキー２１８は、ユーザがパネリストとして登録し、レ
ーティングエンティティーのレコード内のそのユーザのユーザＩＤ（たとえば、Ｅメール
アドレス、又はその他の値）にマップされたときに、設定することができる。非パネリス
トクライアントコンピュータ２０３は、パネルの一員ではないが、非パネリストクライア
ントコンピュータ２０３が、タグ付けされている広告を処理したときに、パネリストモニ
タクッキー２１８と同様のパネリストモニタクッキーが、非パネリストクライアントコン
ピュータ２０３内に作成される。この方法においては、インプレッションモニタシステム
１３２は、たとえ非パネリストクライアントコンピュータ２０３のユーザがパネルに登録
されておらず、且つ、インプレッションモニタシステム１３２を運営しているレーティン
グエンティティーが、非パネリストクライアントコンピュータ２０３のそのユーザに関す
る人口統計を有していないであろう場合でも、非パネリストクライアントコンピュータ２
０３に関連付けられているインプレッション（たとえば、広告インプレッション）を収集
することができる。
【００５１】
　[0065]いくつかの例においては、ウェブブラウザ２１２は、パートナー優先順位クッキ
ー２２０を含むこともでき、パートナー優先順位クッキー２２０は、インプレッションモ
ニタシステム１３２によって設定、調整、及び／又は制御され、ビーコン要求がパートナ
ー２０６、２０８及び／又はその他のデータベース所有者へ送信されるべき順序を示すパ
ートナー２０６及び２０８（並びに／又はその他のデータベース所有者）の優先順位リス
トを含む。たとえば、インプレッションモニタシステム１３２は、クライアントコンピュ
ータ２０２、２０３が、ビーコン命令２１４の実行に基づいてビーコン要求をはじめにパ
ートナーＡ２０６へ送信すべきであり、次いで、クライアントコンピュータ２０２、２０
３のユーザがパートナーＡ２０６の登録ユーザではないことをパートナーＡ２０６が示し
た場合にパートナーＢ２０８へ送信すべきであるということを指定することができる。こ
の方法においては、クライアントコンピュータ２０２、２０３は、ビーコン命令２１４を
パートナー優先順位クッキー２２０の優先順位リストと組み合わせて使用して、最初のビ
ーコン要求を最初のパートナー及び／又は最初のその他のデータベース所有者へ送信する
こと、並びに、１つ又は複数のリダイレクトされたビーコン要求を１つ又は複数の第２の
パートナー及び／又はその他のデータベース所有者へ送信することを、パートナー２０６
及び２０８並びに／若しくはその他のデータベース所有者のうちの１つが、パネリストコ
ンピュータ２０２のユーザがパートナーの若しくはその他のデータベース所有者のサービ
スの登録ユーザであることを確認して、インプレッション（たとえば、広告インプレッシ
ョン、コンテンツインプレッションなど）をログに記録すること、及び、そのユーザに関
する人口統計情報（たとえば、図１のデータベース所有者データベース１４２内に格納さ
れている人口統計情報）を提供することができるまで、又は、首尾よく一致に至ることな
くすべてのパートナーが試されるまで、行うことができる。その他の例においては、パー
トナー優先順位クッキー２２０を省略することができ、ビーコン命令２１４は、クライア
ントコンピュータ２０２、２０３に、ビーコン要求をすべての利用可能なパートナー及び
／又はその他のデータベース所有者へ無条件に送信させるように構成することができ、そ
れによって、パートナー及び／又はその他のデータベース所有者のうちのすべてが、イン
プレッションをログに記録する機会を有する。さらに別の例においては、ビーコン命令２
１４は、クライアントコンピュータ２０２、２０３に、リダイレクトされたビーコン要求
を１つ又は複数のパートナー及び／又はその他のデータベース所有者へ送信する順序でイ
ンプレッションモニタシステム１３２から命令を受信させるように構成することができる
。
【００５２】
　[0066]閲覧行動、及び（１つ又は複数の）パートナークッキー２１６の追跡把握活動を
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モニタするために、パネリストコンピュータ２０２は、ウェブクライアントメーター２２
２を備えている。加えて、パネリストコンピュータ２０２は、ＨＴＴＰ要求ログ２２４を
備えており、このＨＴＴＰ要求ログ２２４において、ウェブクライアントメーター２２２
は、ウェブクライアントメーター２２２のメーターＩＤ、パネリストコンピュータ２０２
から生じるユーザＩＤ、ビーコン要求タイムスタンプ（たとえば、パネリストコンピュー
タ２０２が図３のビーコン要求３０４及び３０８などのビーコン要求をいつ送信したかを
示すタイムスタンプ）、広告を表示したウェブサイトのユニフォームリソースロケータ（
ＵＲＬ）、及び広告キャンペーンＩＤに関連付けて、ＨＴＴＰ要求を格納又は記録するこ
とができる。示されている例においては、ウェブクライアントメーター２２２は、（１つ
又は複数の）パートナークッキー２１６及びパネリストモニタクッキー２１８のユーザＩ
Ｄを、ログに記録されるそれぞれのＨＴＴＰ要求に関連付けて、ＨＴＴＰ要求ログ２２４
内に格納する。いくつかの例においては、ＨＴＴＰ要求ログ２２４は、追加として、又は
代替として、その他のタイプの要求、たとえば、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）要求
、及び／又はその他の任意のインターネットプロトコル要求などを格納することができる
。示されている例のウェブクライアントメーター２２２は、そのようなウェブ閲覧行動又
は活動データをそれぞれのユーザＩＤに関連付けてＨＴＴＰ要求ログ２２４からパネル収
集プラットフォーム２１０へ伝達することができる。いくつかの例においては、ウェブク
ライアントメーター２２２は、タグ付けされていないコンテンツ又は広告に関するインプ
レッションをログに記録するために有利に使用することもできる。タグ付けされている広
告及び／又はタグ付けされているコンテンツは、ビーコン要求がインプレッションモニタ
システム１３２（並びに／又は、パートナー２０６、２０８及び／若しくはその他のデー
タベース所有者のうちの１つ若しくは複数）へ送信されるようにするビーコン命令２１４
を含んでおり、それによって、ログに記録するために視聴者測定エンティティーへ送信さ
れるタグ付けされているコンテンツへの露出又はインプレッションが識別されるが、その
ようなタグ付けされている広告及び／又はタグ付けされているコンテンツとは異なり、タ
グ付けされていない広告及び／又は広告は、インプレッションモニタシステム１３２がイ
ンプレッションをログに記録する機会をもたらすそのようなビーコン命令２１４を有して
いない。そのような場合においては、ウェブクライアントメーター２２２によってログに
記録されたＨＴＴＰ要求を使用して、ウェブブラウザ２１２によってパネリストコンピュ
ータ２０２上にレンダリングされたタグ付けされていないすべてのコンテンツ又は広告を
識別することができる。
【００５３】
　[0067]示されている例においては、インプレッションモニタシステム１３２は、ユーザ
ＩＤコンパレータ２２８と、ルール／機械学習（ＭＬ）エンジン２３０と、ＨＴＴＰサー
バ２３２と、発行者／キャンペーン／ユーザターゲットデータベース２３４とを備えてい
る。示されている例のユーザＩＤコンパレータ２２８は、パネリスト１１４、１１６であ
るユーザからのビーコン要求を識別するために提供されている。示されている例において
は、ＨＴＴＰサーバ２３２は、通信インターフェースであり、これを介して、インプレッ
ションモニタシステム１３２は、情報（たとえば、ビーコン要求、ビーコン応答、確認応
答、失敗ステータスメッセージなど）をクライアントコンピュータ２０２、２０３とやり
取りする。示されている例のルール／ＭＬエンジン２３０及び発行者／キャンペーン／ユ
ーザターゲットデータベース２３４は、インプレッションモニタシステム１３２が、クラ
イアントコンピュータ２０２、２０３から受信されるそれぞれのインプレッション要求（
又はビーコン要求）ごとに「最適な」パートナー（たとえば、パートナー２０６又は２０
８のうちの１つ）をターゲットにすることを可能にする。「最適な」パートナーとは、イ
ンプレッション要求を送信しているクライアントコンピュータ２０２、２０３の（１人又
は複数の）ユーザに関する人口統計データを有する可能性が最も高いパートナーである。
ルール／ＭＬエンジン２３０は、発行者／キャンペーン／ユーザターゲットデータベース
２３４内に格納される進化する経験データに基づいて生成されるルール及び機械学習分類
子のセットである。示されている例においては、ルールは、発行者レベル、発行者／キャ
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ンペーンレベル、又はユーザレベルで適用することができる。加えて、パートナーを、全
範囲及び人口統計の質に基づいて重み付けすることができる。
【００５４】
　[0068]パートナー（たとえば、パートナー２０６及び２０８）を広告キャンペーンの発
行者レベルでターゲットにするために、ルール／ＭＬエンジン２３０は、インプレッショ
ンモニタシステム１３２が、（１つ又は複数の）広告キャンペーンの特定の発行者にとっ
ての「最適な」パートナーをターゲットにすることを可能にするルール及び分類子を含む
。たとえば、インプレッションモニタリングシステム１３２は、インプレッションを要求
しているクライアントコンピュータ２０２、２０３のユーザに関する人口統計情報を有す
る可能性が最も高いパートナー（たとえば、パートナー２０６、２０８のうちの１つ）を
選択するために、（１つ又は複数の）発行者及び（１つ又は複数の）パートナーの（１つ
又は複数の）ターゲット人口統計構成の表示（たとえば、発行者／キャンペーン／ユーザ
ターゲットデータベース２３４内に格納されている）を使用することができる。
【００５５】
　[0069]パートナー（たとえば、パートナー２０６及び２０８）をキャンペーンレベルで
ターゲットにするために（たとえば、発行者が、広告キャンペーンをユーザの人口統計に
基づいてターゲットにする能力を有する場合）、示されている例のルール／ＭＬエンジン
２３０は、ターゲットパートナーを発行者／キャンペーンレベルで指定するために使用さ
れる。たとえば、発行者／キャンペーン／ユーザターゲットデータベース２３４が、ある
特定の広告キャンペーンが１８歳から２５歳の男性をターゲットとしていることを示す情
報を格納している場合には、ルール／ＭＬエンジン２３０は、この情報を使用して、この
性別／年齢グループ内の最大の範囲を有する可能性が最も高いパートナーへのビーコン要
求のリダイレクトを指示することができる。
【００５６】
　[0070]パートナー（たとえば、パートナー２０６及び２０８）をクッキーレベルでター
ゲットにするために、インプレッションモニタシステム１３２は、パートナーから受信さ
れたフィードバックに基づいてターゲットパートナーサイトを更新する。そのようなフィ
ードバックは、（１つ又は複数の）パートナーの登録ユーザに対応しなかったユーザＩＤ
又は対応したユーザＩＤを示すことができる。いくつかの例においては、インプレッショ
ンモニタシステム１３２は、ユーザ行動に基づいてターゲットパートナーサイトを更新す
ることもできる。たとえば、そのようなユーザ行動は、パネリストモニタクッキー（たと
えば、パネリストモニタクッキー２１８）に関連付けられている閲覧活動に対応するクッ
キークリックストリームデータを分析することから得ることができる。示されている例に
おいては、インプレッションモニタシステム１３２は、その閲覧行動がより多く示してい
る年齢及び性別を特定することによって、特定のパートナーに関する年齢／性別のバイア
スを特定するために、そのようなクッキークリックストリームデータを使用する。この方
法においては、示されている例のインプレッションモニタシステム１３２は、特定のユー
ザ又はクライアントコンピュータ２０２、２０３にとってのターゲット又は好ましいパー
トナーを更新することができる。いくつかの例においては、ルール／ＭＬエンジン２３０
は、ユーザレベルの好ましいターゲットパートナーを発行者レベル又は発行者／キャンペ
ーンレベルの好ましいターゲットパートナーにいつ切り替えるかを指定する。たとえば、
そのようなルールは、ユーザレベルの好ましいターゲットパートナーが、クライアントコ
ンピュータ２０２、２０３に対応する登録ユーザを有していないこと（たとえば、クライ
アントコンピュータ２０２、２０３上の別のユーザが、そのパートナークッキー２１６内
の別のユーザＩＤを有する別のブラウザを使用し始めていること）を示す複数の表示をユ
ーザレベルの好ましいターゲットパートナーが送信したときにユーザレベルの好ましいタ
ーゲットパートナーを切り替えることを指定することができる。
【００５７】
　[0071]示されている例においては、インプレッションモニタシステム１３２は、クライ
アントコンピュータ（たとえば、クライアントコンピュータ２０２、２０３）から受信さ
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れたビーコン要求（たとえば、図３のビーコン要求３０４）に基づいて、ユニークユーザ
あたりのインプレッションテーブル２３５内にインプレッション（たとえば、広告インプ
レッション、コンテンツインプレッションなど）を記録する。示されている例においては
、ユニークユーザあたりのインプレッションテーブル２３５は、クッキー（たとえば、パ
ネリストモニタクッキー２１８）から得られたユニークユーザＩＤを、１日あたりの合計
インプレッション及びキャンペーンＩＤに関連付けて格納する。この方法においては、そ
れぞれのキャンペーンＩＤごとに、インプレッションモニタシステム１３２は、特定のユ
ーザ又はクライアントコンピュータ２０２、２０３に帰することができる１日あたりの合
計インプレッションをログに記録する。
【００５８】
　[0072]示されている例のパートナー２０６及び２０８のそれぞれは、ＨＴＴＰサーバ２
３６及び２４０、並びにユーザＩＤコンパレータ２３８及び２４２を採用している。示さ
れている例においては、ＨＴＴＰサーバ２３６及び２４０は、通信インターフェースであ
り、これを介して、ＨＴＴＰサーバ２３６及び２４０のそれぞれのパートナー２０６及び
２０８は、情報（たとえば、ビーコン要求、ビーコン応答、確認応答、失敗ステータスメ
ッセージなど）をクライアントコンピュータ２０２、２０３とやり取りする。ユーザＩＤ
コンパレータ２３８及び２４２は、可能な場合には、クライアント２０２、２０３から受
信されたユーザクッキーをユーザＩＤコンパレータ２３８及び２４２のレコード内のクッ
キーと比較して、クライアント２０２、２０３を識別するように構成されている。この方
法においては、ユーザＩＤコンパレータ２３８及び２４２は、パネリストコンピュータ２
０２のユーザが、パートナー２０６及び２０８に登録されているアカウントを有している
かどうかを特定するために、使用することができる。登録されているアカウントを有して
いる場合には、パートナー２０６及び２０８は、パートナー２０６及び２０８のユーザに
帰するインプレッションをログに記録し、それらのインプレッションを、識別されたユー
ザの人口統計（たとえば、図１のデータベース所有者データベース１４２内に格納されて
いる人口統計）に関連付けることができる。
【００５９】
　[0073]示されている例においては、パネル収集プラットフォーム２１０は、パネリスト
１１４、１１６でもあるパートナー２０６、２０８の登録ユーザを識別するために使用さ
れる。次いで、パネル収集プラットフォーム２１０は、レーティングエンティティーサブ
システム１０６によってパネリスト１１４、１１６に関して格納されている人口統計情報
を、パートナー２０６及び２０８によってそれらの登録ユーザに関して格納されている人
口統計情報と相互参照するために、この情報を使用することができる。レーティングエン
ティティーサブシステム１０６は、パートナー２０６及び２０８によって収集された人口
統計情報の正確さを、レーティングエンティティーサブシステム１０６によって収集され
たパネリスト１１４及び１１６の人口統計情報に基づいて特定するために、そのような相
互参照を使用することができる。
【００６０】
　[0074]いくつかの例においては、パネル収集プラットフォーム２１０の例示的なコレク
タ１１７は、パネリストコンピュータ２０２からウェブ閲覧活動情報を収集する。そのよ
うな例においては、例示的なコレクタ１１７は、パネリストコンピュータ２０２のＨＴＴ
Ｐ要求ログ２２４からのログに記録されているデータ、及びその他のパネリストコンピュ
ータ（図示せず）によって収集されたログに記録されているデータを要求する。加えて、
コレクタ１１７は、インプレッションモニタシステム１３２から、パネリストコンピュー
タ内に設定されているものとしてインプレッションモニタシステム１３２が追跡把握して
いるパネリストユーザＩＤを収集する。また、コレクタ１１７は、１つ又は複数のパート
ナー（たとえば、パートナー２０６及び２０８）から、パネリストコンピュータ及び非パ
ネリストコンピュータ内に設定されているものとしてそれらのパートナーが追跡把握して
いるパートナーユーザＩＤを収集する。いくつかの例においては、パートナー２０６、２
０８のプライバシー合意を順守するために、コレクタ１１７及び／又はデータベース所有
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者２０６、２０８は、ハッシング技術（たとえば、二重ハッシング技術）を使用して、デ
ータベース所有者のクッキーのＩＤをハッシュすることができる。
【００６１】
　[0075]いくつかの例においては、パネル収集プラットフォーム２１０のローダ１１８は
、受信されたパネリストユーザＩＤ及びパートナーユーザＩＤを分析してソートする。示
されている例においては、ローダ１１８は、パネリストコンピュータからの（たとえば、
パネリストコンピュータ２０２のＨＴＴＰ要求ログ２２４からの）受信されたログに記録
されているデータを分析して、パートナーユーザＩＤ（たとえば、（１つ又は複数の）パ
ートナークッキー２１６）に関連付けられているパネリストユーザＩＤ（たとえば、パネ
リストモニタクッキー２１８）を識別する。この方法においては、ローダ１１８は、どの
パネリスト（たとえば、パネリスト１１４及び１１６のうちの１つ）が、パートナー２０
６及び２０８のうちの１つ又は複数（たとえば、データベース所有者データベース１４２
内に格納されている登録ユーザの人口統計情報を有する図１のデータベース所有者サブシ
ステム１０８）の登録ユーザでもあるかを識別することができる。いくつかの例において
は、パネル収集プラットフォーム２１０は、インプレッションモニタシステム１３２によ
って収集されたインプレッションの正確さを検証するように機能する。そのようないくつ
かの例においては、ローダ１１８は、インプレッションモニタシステム１３２によってロ
グに記録されているパネリストのインプレッションと相関している、ＨＴＴＰ要求ログ２
２４からのログに記録されているＨＴＴＰビーコン要求をフィルタにかけ、インプレッシ
ョンモニタシステム１３２によってログに記録されている対応するインプレッションを有
さない、ＨＴＴＰ要求ログ２２４において記録されているＨＴＴＰビーコン要求を識別す
る。この方法においては、パネル収集プラットフォーム２１０は、インプレッションモニ
タシステム１３２によってインプレッションが不正確にログに記録されていることを示す
表示を提供すること、及び／又は、インプレッションモニタシステム１３２によって記録
され損ねた、パネリスト１１４、１１６に関するインプレッションデータを補充するため
に、ウェブクライアントメーター２２２によってログに記録されているインプレッション
を提供することが可能である。
【００６２】
　[0076]示されている例においては、ローダ１１８は、重複しているユーザをインプレッ
ションベースパネル人口統計テーブル２５０内に記憶する。示されている例においては、
重複しているユーザは、パネリストメンバー１１４、１１６であって、且つ、パートナー
Ａ２０６の登録ユーザ（ユーザＰ（Ａ）と記載されている）及び／又はパートナーＢ２０
８の登録ユーザ（ユーザＰ（Ｂ）と記載されている）であるユーザである。（２つのパー
トナー（Ａ及びＢ）しか示されていないが、これは、例示を簡潔にするためのものであり
、任意の数のパートナーをテーブル２５０内に表すことができる。示されている例のイン
プレッションベースパネル人口統計テーブル２５０は、（たとえば、ウェブクライアント
メーター２２２、及びその他のコンピュータのウェブクライアントメーターの）メーター
ＩＤ、ユーザＩＤ（たとえば、パネリストモニタクッキー２１８、及びその他のパネリス
トコンピュータのパネリストモニタクッキーに対応するユーザ名、Ｅメールアドレスなど
の英数字の識別子）、ビーコン要求タイムスタンプ（たとえば、パネリストコンピュータ
２０２及び／又はその他のパネリストコンピュータが、図３のビーコン要求３０４及び３
０８などのビーコン要求をいつ送信したかを示すタイムスタンプ）、訪問されたウェブサ
イト（たとえば、広告を表示したウェブサイト）のユニフォームリソースロケータ（ＵＲ
Ｌ）、並びに広告キャンペーンＩＤを格納するものとして示されている。加えて、示され
ている例のローダ１１８は、パネリストユーザＩＤと重複していないパートナーユーザＩ
ＤをパートナーＡ（Ｐ（Ａ））クッキーテーブル２５２及びパートナーＢ（Ｐ（Ｂ））ク
ッキーテーブル２５４内に格納する。
【００６３】
　[0077]例示的なシステム２００によって実行される例示的なプロセスについて、以降で
、図３の通信フロー図、並びに図１０、図１１、及び図１２のフロー図に関連して説明す
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る。
【００６４】
　[0078]図１及び図２の示されている例においては、レーティングエンティティーサブシ
ステム１０６は、インプレッションモニタシステム１３２、ルール／ＭＬエンジン２３０
、ＨＴＴＰサーバ通信インターフェース２３２、発行者／キャンペーン／ユーザターゲッ
トデータベース２３２、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０、パネル収集プラットフォー
ム２１０、コレクタ１１７、ローダ１１８、及びレーティングエンティティーデータベー
ス１２０を含む。図１及び図２の示されている例においては、インプレッションモニタシ
ステム１３２、ルール／ＭＬエンジン２３０、ＨＴＴＰサーバ通信インターフェース２３
２、発行者／キャンペーン／ユーザターゲットデータベース２３２、ＧＲＰレポートジェ
ネレータ１３０、パネル収集プラットフォーム２１０、コレクタ１１７、ローダ１１８、
及びレーティングエンティティーデータベース１２０は、単一の装置、又は複数の異なる
装置として実装することができる。インプレッションモニタシステム１３２、ルール／Ｍ
Ｌエンジン２３０、ＨＴＴＰサーバ通信インターフェース２３２、発行者／キャンペーン
／ユーザターゲットデータベース２３２、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０、パネル収
集プラットフォーム２１０、コレクタ１１７、ローダ１１８、及びレーティングエンティ
ティーデータベース１２０を実装する例示的な方法が、図１及び図２において示されてい
るが、インプレッションモニタシステム１３２、ルール／ＭＬエンジン２３０、ＨＴＴＰ
サーバ通信インターフェース２３２、発行者／キャンペーン／ユーザターゲットデータベ
ース２３２、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０、パネル収集プラットフォーム２１０、
コレクタ１１７、ローダ１１８、及びレーティングエンティティーデータベース１２０の
うちの１つ又は複数は、その他の任意の方法で、結合、分割、再構成、省略、削除、及び
／又は実装することができる。さらに、インプレッションモニタシステム１３２、ルール
／ＭＬエンジン２３０、ＨＴＴＰサーバ通信インターフェース２３２、発行者／キャンペ
ーン／ユーザターゲットデータベース２３２、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０、パネ
ル収集プラットフォーム２１０、コレクタ１１７、ローダ１１８、及びレーティングエン
ティティーデータベース１２０、及び／又は、より一般には、例示的なレーティングエン
ティティーサブシステム１０６の例示的な装置は、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
の任意の組合せによって実装することができる。したがって、たとえば、インプレッショ
ンモニタシステム１３２、ルール／ＭＬエンジン２３０、ＨＴＴＰサーバ通信インターフ
ェース２３２、発行者／キャンペーン／ユーザターゲットデータベース２３２、ＧＲＰレ
ポートジェネレータ１３０、パネル収集プラットフォーム２１０、コレクタ１１７、ロー
ダ１１８、及びレーティングエンティティーデータベース１２０、及び／又は、より一般
には、レーティングエンティティーサブシステム１０６の例示的な装置のうちのいずれも
、１つ若しくは複数の回路、（１つ若しくは複数の）プログラマブルプロセッサ、（１つ
若しくは複数の）特定用途向け集積回路（（１つ若しくは複数の）ＡＳＩＣ）、（１つ若
しくは複数の）プログラマブルロジックデバイス（（１つ若しくは複数の）ＰＬＤ）、及
び／又は（１つ若しくは複数の）フィールドプログラマブルロジックデバイス（（１つ若
しくは複数の）ＦＰＬＤ）などによって実装することができる。添付の装置請求項又はシ
ステム請求項のうちの任意の請求項が、純粋にソフトウェア及び／又はファームウェアの
実装形態をカバーするものとして読まれる場合には、そのような請求項に登場するインプ
レッションモニタシステム１３２、ルール／ＭＬエンジン２３０、ＨＴＴＰサーバ通信イ
ンターフェース２３２、発行者／キャンペーン／ユーザターゲットデータベース２３２、
ＧＲＰレポートジェネレータ１３０、パネル収集プラットフォーム２１０、コレクタ１１
７、ローダ１１８、及び／又はレーティングエンティティーデータベース１２０のうちの
少なくとも１つは、そのソフトウェア及び／又はファームウェアを格納するメモリ、ＤＶ
Ｄ、ＣＤなどのコンピュータ可読メディアを含むものとして本明細書によって明示的に定
義される。さらにまた、レーティングエンティティーサブシステム１０６の例示的な装置
は、図１及び図２に示されている要素、プロセス、及び／若しくはデバイスに加えて、若
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しくはそれらの代わりに、１つ若しくは複数の要素、プロセス、及び／若しくはデバイス
を含むことができ、並びに／又は、示されている要素、プロセス、及びデバイスのうちの
任意のもの若しくはすべてのうちの複数を含むことができる。
【００６５】
　[0079]図３を参照すると、例示的な通信フロー図が、図２の例示的なシステム２００が
クライアント（たとえば、クライアント２０２、２０３）によるインプレッションをログ
に記録する例示的な方法を示している。図３に示されているイベントの例示的なチェーン
は、クライアント２０２、２０３が、タグ付けされている広告又はタグ付けされているコ
ンテンツにアクセスしたときに生じる。したがって、図３のイベントは、クライアントが
、コンテンツ及び／又は広告を求めるＨＴＴＰ要求をサーバに送信したときに開始し、Ｈ
ＴＴＰ要求は、この例においては、露出要求をレーティングエンティティーへ転送するた
めにタグ付けされている。図３の示されている例においては、クライアント２０２、２０
３のウェブブラウザは、要求されたコンテンツ又は広告（たとえば、コンテンツ又は広告
１０２）を発行者（たとえば、広告発行者３０２）から受信する。クライアント２０２、
２０３は、関心のあるコンテンツ（たとえば、www.weather.com）を含むウェブページを
しばしば要求し、その要求されたウェブページは、そのウェブページ内にダウンロードさ
れてレンダリングされる広告へのリンクを含むということを理解されたい。それらの広告
は、当初要求されたコンテンツとは異なるサーバから来る可能性がある。したがって、要
求されたコンテンツは、クライアント２０２、２０３によって当初要求されたウェブペー
ジをレンダリングするプロセスの一環として広告を（たとえば、広告発行者３０２に）要
求することをクライアント２０２、２０３に行わせる命令を含むことができる。ウェブペ
ージ、広告、又はその両方にタグ付けすることができる。示されている例においては、広
告発行者のユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）は、例示としてhttp://my.advertis
er.comと名付けられている。
【００６６】
　[0080]以降での例示の目的から、広告１０２には、ビーコン命令２１４（図２）がタグ
付けされていると想定する。はじめに、ビーコン命令２１４は、タグ付けされている広告
がアクセスされたときにビーコン要求３０４をインプレッションモニタシステム１３２へ
送信することをクライアント２０２又は２０３のウェブブラウザに行わせる。示されてい
る例においては、ウェブブラウザは、たとえば、第１のインターネットドメインにおける
インプレッションモニタシステム１３２のＵＲＬへ宛てられたＨＴＴＰ要求を使用して、
ビーコン要求３０４を送信する。ビーコン要求３０４は、広告１０２に関連付けられてい
るキャンペーンＩＤ、クリエイティブタイプＩＤ、及び／又は配置ＩＤのうちの１つ又は
複数を含む。加えて、ビーコン要求３０４は、ドキュメントリファラ（たとえば、www.ac
me.com）、インプレッションのタイムスタンプ、及び発行者サイトＩＤ（たとえば、広告
発行者３０２のＵＲＬ、http://my.advertiser.com）を含む。加えて、クライアント２０
２又は２０３のウェブブラウザが、パネリストモニタクッキー２１８を含む場合には、ビ
ーコン要求３０４は、そのパネリストモニタクッキー２１８を含むことになる。その他の
例示的な実施態様においては、たとえば、インプレッションモニタシステム１３２がビー
コン要求３０４を受信したことに応答してインプレッションモニタシステム１３２のサー
バによって送信された要求をクライアント２０２又は２０３が受信するまで、クッキー２
１８を渡さないこともできる。
【００６７】
　[0081]ビーコン要求３０４を受信したことに応答して、インプレッションモニタシステ
ム１３２は、ビーコン要求３０４内に含まれている広告識別情報（及びその他の任意の関
連する識別情報）を記録することによって、インプレッションをログに記録する。示され
ている例においては、インプレッションモニタシステム１３２は、ビーコン要求３０４が
、パネリストメンバー（たとえば、図１のパネリスト１１４及び１１６のうちの１つ）の
ユーザＩＤと一致した（たとえば、パネリストモニタクッキー２１８に基づく）ユーザＩ
Ｄを示したかどうかにかかわらず、インプレッションをログに記録する。しかし、ユーザ
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ＩＤ（たとえば、パネリストモニタクッキー２１８）が、レーティングエンティティーサ
ブシステム１０６によって設定されて、ひいてはそのレコード内に格納されているパネリ
ストメンバー（たとえば、図１のパネリスト１１４及び１１６のうちの１つ）のユーザＩ
Ｄと一致する場合には、ログに記録されるインプレッションは、インプレッションモニタ
システム１３２のパネリストに対応することになる。ユーザＩＤが、インプレッションモ
ニタシステム１３２のパネリストに対応しない場合には、インプレッションモニタシステ
ム１３２は、たとえインプレッションに関するユーザＩＤレコード（ひいては、対応する
人口統計）がビーコン要求３０４内に反映されないとしても、そのインプレッションをロ
グに記録することから依然として恩恵を享受することになる。
【００６８】
　[0082]図３の示されている例においては、インプレッションモニタシステム１３２のパ
ネリストの人口統計を（たとえば、正確さ又は完全性のために）パートナーサイトにおけ
る人口統計と比較するために、若しくはそれらの人口統計で補完するために、並びに／又
は、パートナーサイトが、クライアントを識別すること、及び／若しくはインプレッショ
ンをログに記録することを試みることを可能にするために、インプレッションモニタシス
テム１３２は、ＨＴＴＰ３０２リダイレクトメッセージと、たとえば、第２のインターネ
ットドメインにおける参加パートナーのＵＲＬとを含むビーコン応答メッセージ３０６（
たとえば、第１のビーコン応答）をクライアント２０２、２０３のウェブブラウザに返す
。示されている例においては、ＨＴＴＰ３０２リダイレクトメッセージは、第２のビーコ
ン要求３０８を特定のパートナー（たとえば、パートナーＡ２０６又はＢ２０８のうちの
１つ）に送信するようにクライアント２０２、２０３のウェブブラウザに指示する。その
他の例においては、ＨＴＴＰ３０２リダイレクトメッセージを使用する代わりに、たとえ
ば、その後のビーコン要求（たとえば、第２のビーコン要求３０８）をパートナーへ送信
するようにウェブブラウザに指示することができるｉｆｒａｍｅソース命令（たとえば、
<iframe src=“ ”>）又はその他の任意の命令を代わりに使用して、リダイレクトを実施
することができる。示されている例においては、インプレッションモニタシステム１３２
は、ビーコン応答３０６内で指定されるパートナーを、そのルール／ＭＬエンジン２３０
（図２）を使用して、たとえば、ユーザＩＤに関する人口統計データを有する可能性が最
も高いものとしてどのパートナーを選ぶべきかを示す経験データに基づいて、特定する。
その他の例においては、同じパートナーが、第１のリダイレクトメッセージにおいて常に
識別され、そのパートナーは、第１のパートナーがインプレッションをログに記録しない
場合には、クライアント２０２、２０３を同じ第２のパートナーへ常にリダイレクトする
。言い換えれば、パートナーのセット階層が定義されて、順守され、それによって、それ
らのパートナーは、未知のクライアント２０３を識別するために可能性が最も高いデータ
ベース所有者を推測しようと試みるのではなく、同じ所定の順序でともに「デイジーチェ
ーン接続」される。
【００６９】
　[0083]ビーコン応答３０６をクライアント２０２、２０３のウェブブラウザへ送信する
前に、示されている例のインプレッションモニタシステム１３２は、広告発行者３０２の
サイトＩＤ（たとえば、ＵＲＬ）を、広告発行者３０２に対応するものとしてインプレッ
ションモニタシステム１３２によってのみ識別可能である修正されたサイトＩＤ（たとえ
ば、代用のサイトＩＤ）に差し替える。いくつかの例示的な実施態様においては、インプ
レッションモニタシステム１３２は、ホストウェブサイトＩＤ（たとえば、www.acme.com
）を、ホストウェブサイトに対応するものとしてインプレッションモニタシステム１３２
によってのみ識別可能である別の修正されたサイトＩＤ（たとえば、代用のサイトＩＤ）
に差し替えることもできる。このようにして、広告及び／又はホストコンテンツの（１つ
又は複数の）ソースが、パートナーから隠される。示されている例においては、インプレ
ッションモニタシステム１３２は、発行者ＩＤマッピングテーブル３１０を保持し、発行
者ＩＤマッピングテーブル３１０は、広告発行者のオリジナルのサイトＩＤを、広告発行
者の識別子をパートナーサイトからわかりにくくする又は隠すためにインプレッションモ
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ニタシステム１３２によって作成された修正された（又は代用の）サイトＩＤにマップす
る。いくつかの例においては、インプレッションモニタシステム１３２はまた、ホストウ
ェブサイトＩＤを、修正されたホストウェブサイトＩＤに関連付けて、マッピングテーブ
ル内に格納する。加えて、インプレッションモニタシステム１３２は、ビーコン要求３０
４内に含まれて受信された情報のすべてと、修正されたサイトＩＤとを暗号化して、いか
なる傍受者もその情報をデコードできないようにする。示されている例のインプレッショ
ンモニタシステム１３２は、暗号化された情報をビーコン応答３０６内に含めてウェブブ
ラウザ２１２へ送信する。示されている例においては、インプレッションモニタシステム
１３２は、ＨＴＴＰ３０２リダイレクト内で指定されている選択されたパートナーサイト
によって復号することができる暗号化を使用する。
【００７０】
　[0084]いくつかの例においては、インプレッションモニタシステム１３２はまた、ＵＲ
Ｌスクレープ命令３２０をクライアントコンピュータ２０２、３０２へ送信する。そのよ
うな例においては、ＵＲＬスクレープ命令３２０は、タグ付けされている広告１０２に関
連付けられているウェブページ又はウェブサイトのＵＲＬを「スクレープ」することをク
ライアントコンピュータ２０２、２０３に行わせる。たとえば、クライアントコンピュー
タ２０２、２０３は、ウェブブラウザ２１２のＵＲＬアドレスバーにレンダリング又は表
示されるテキストを読み取ることによって、ウェブページＵＲＬのスクレーピングを実行
することができる。次いで、クライアントコンピュータ２０２、２０３は、スクレープさ
れたＵＲＬ３２２をインプレッションモニタシステム３２２へ送信する。示されている例
においては、スクレープされたＵＲＬ３２２は、クライアントコンピュータ２０２、２０
３のユーザによって訪問されて、タグ付けされている広告１０２が表示されたホストウェ
ブサイト（たとえば、http://www.acme.com）を示している。示されている例においては
、タグ付けされている広告１０２は、ＵＲＬ「my.advertiser.com」を有する広告ｉＦｒ
ａｍｅを介して表示され、この「my.advertiser.com」は、タグ付けされている広告１０
２を１つ又は複数のホストウェブサイト上に提供する広告ネットワーク（たとえば、発行
者３０２）に対応する。しかし、示されている例においては、スクレープされたＵＲＬ３
２２に示されているホストウェブサイトは、「www.acme.com」であり、この「www.acme.c
om」は、クライアントコンピュータ２０２、２０３のユーザによって訪問されたウェブサ
イトに対応する。
【００７１】
　[0085]ＵＲＬスクレーピングは、発行者が広告ネットワークであり、そこから広告主が
広告のスペース／時間を購入する状況のもとで特に有用である。そのような場合において
は、広告ネットワークは、広告ｉＦｒａｍｅを介して広告を表示するための、ユーザによ
って訪問されるホストウェブサイトのサブセット（たとえば、www.caranddriver.com、ww
w.espn.com、www.allrecipes.comなど）から動的に選択を行う。しかし、広告ネットワー
クは、任意の特定の時点において広告が表示されることになるホストウェブサイトを断定
的に予知することはできない。加えて、タグ付けされている広告１０２がレンダリングさ
れている広告ｉＦｒａｍｅのＵＲＬは、ウェブブラウザ２１２によってレンダリングされ
るホストウェブサイト（たとえば、図３の例におけるwww.acme.com）のトピックを識別す
る上で有用ではない可能性がある。したがって、インプレッションモニタシステム１３２
は、広告ｉＦｒａｍｅが、タグ付けされている広告１０２を表示しているホストウェブサ
イトを知らなくてもよい。
【００７２】
　[0086]ホストウェブサイトのＵＲＬ（たとえば、www.caranddriver.com、www.espn.com
、www.allrecipes.comなど）は、クライアントコンピュータ２０２、２０３の（１つ又は
複数の）ユーザのトピックの関心（たとえば、自動車、スポーツ、料理など）を特定する
上で有用である場合がある。いくつかの例においては、視聴者測定エンティティーは、ユ
ーザ／パネリストの人口統計との相関付けを行うために、並びに、より大きな集団の人口
統計及びトピックの関心に基づいて、及び、インプレッションがログに記録されたユーザ
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／パネリストの人口統計及びトピックの関心に基づいて、ログに記録されたインプレッシ
ョンをより大きな集団へ挿入するために、ホストウェブサイトＵＲＬを使用することがで
きる。したがって、示されている例においては、インプレッションモニタシステム１３２
は、ホストウェブサイトＵＲＬを受信していない場合には、又はビーコン要求３０４に基
づいてホストウェブサイトＵＲＬをその他の形で識別することができない場合には、スク
レープされたＵＲＬ３２２を受信するために、ＵＲＬスクレープ命令３２０をクライアン
トコンピュータ２０２、２０３へ送信する。示されている例においては、インプレッショ
ンモニタシステム１３２は、ビーコン要求３０４に基づいてホストウェブサイトＵＲＬを
識別することができる場合には、ＵＲＬスクレープ命令３２０をクライアントコンピュー
タ２０２、２０３へ送信せず、それによって、ネットワーク及びコンピュータの帯域幅及
びリソースを節約する。
【００７３】
　[0087]ビーコン応答３０６を受信したことに応答して、クライアント２０２、２０３の
ウェブブラウザは、ビーコン要求３０８を指定のパートナーサイトへ送信し、この指定の
パートナーサイトは、示されている例においては、パートナーＡ２０６（たとえば、第２
のインターネットドメイン）である。ビーコン要求３０８は、ビーコン応答３０６からの
暗号化されたパラメータを含む。パートナーＡ２０６（たとえば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ）は
、暗号化されたパラメータを復号し、クライアントが、パートナーＡ２０６によって提供
されるサービスの登録ユーザと一致するかどうかを特定する。この特定は、パートナーＡ
２０６によって設定されていた、クライアント２０２、２０３が格納している任意のクッ
キー（たとえば、図２のパートナークッキー２１６のうちの１つ）を渡すようにクライア
ント２０２、２０３に要求することと、受信されたクッキーを、パートナーＡ２０６のレ
コード内に格納されているクッキーと照合することを試みることとを含む。一致が見つか
った場合には、パートナーＡ２０６は、クライアント２０２、２０３を肯定的に識別した
ことになる。したがって、パートナーＡ２０６のサイトは、インプレッションを、識別さ
れたクライアントの人口統計情報に関連付けてログに記録する。このログ（検知できない
ソース識別子を含む）は、その後、以降で論じるようにＧＲＰへの処理を行うためにレー
ティングエンティティーに提供される。パートナーＡ２０６は、パートナーＡ２０６のレ
コード内でクライアント２０２、２０３を識別することができない場合（たとえば、一致
するクッキーがない場合）には、インプレッションをログに記録しない。
【００７４】
　[0088]いくつかの例示的な実施態様においては、ユーザＩＤがパートナーＡ２０６の登
録ユーザと一致しない場合には、パートナーＡ２０６は、失敗若しくは不一致ステータス
を含むビーコン応答３１２（たとえば、第２のビーコン応答）を返すことができ、又はま
ったく応答しないことも可能であり、それによって、図３のプロセスは終了する。しかし
、示されている例においては、パートナーＡ２０６は、クライアント２０２、２０３を識
別することができない場合には、第２のＨＴＴＰ３０２リダイレクトメッセージをビーコ
ン応答３１２（たとえば、第２のビーコン応答）内に含めてクライアント２０２、２０３
へ返す。たとえば、パートナーＡのサイト２０６が、ユーザＩＤに関する人口統計を有し
ていそうな可能性がある別のパートナー（たとえば、パートナーＢ２０８、又はその他の
任意のパートナー）を指定するためのロジック（たとえば、図２のルール／ｍｌエンジン
２３０と同様のロジック）を有する場合には、ビーコン応答３１２は、ＨＴＴＰ３０２リ
ダイレクト（又はリダイレクトされた通信をもたらすためのその他の任意の適切な命令）
を、（たとえば、第３のインターネットドメインにおける）その他のパートナーのＵＲＬ
とともに含むことができる。或いは、上述のデイジーチェーンアプローチにおいては、パ
ートナーＡのサイト２０６は、クライアント２０２、２０３を識別することができないと
きはいつでも、同じ次なるパートナー又はデータベース所有者（例として、たとえば第３
のインターネットドメインにおけるパートナーＢ２０８、又は第３のインターネットドメ
インにおける図１の非提携データベース所有者サブシステム１１０）へ常にリダイレクト
することができる。リダイレクトする際には、示されている例のパートナーＡのサイト２
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０６は、次なる指定されたパートナーによってデコードすることができる暗号化を使用し
て、ＩＤ、タイムスタンプ、リファラなどのパラメータを暗号化する。
【００７５】
　[0089]さらなる別法として、パートナーＡのサイト２０６が、ユーザＩＤに関する人口
統計を有する可能性が高い次なる最適なパートナーを選択するためのロジックを有してお
らず、パートナーエンティティーへリダイレクトする命令を格納することによって次なる
パートナーへ効果的にデイジーチェーン接続されていない場合には、ビーコン応答３１２
は、クライアント２０２、２０３を失敗又は不一致ステータスとともにインプレッション
モニタシステム１３２へリダイレクトすることができる。この方法においては、インプレ
ッションモニタシステム１３２は、クライアント２０２、２０３のウェブブラウザがビー
コン要求を送信すべき宛先となる次なる最適なパートナーを選択するためのインプレッシ
ョンモニタシステム１３２のルール／ＭＬエンジン２３０を使用することができる（又は
、そのようなロジックが提供されていない場合には、階層的な（たとえば、固定された）
リスト内の次なるパートナーを単に選択することができる）。示されている例においては
、インプレッションモニタシステム１３２は、パートナーＢのサイト２０８を選択し、ク
ライアント２０２、２０３のウェブブラウザは、ビーコン要求を、パートナーＢのサイト
２０８へ、パートナーＢのサイト２０８によって復号することができる様式で暗号化され
たパラメータとともに送信する。次いで、パートナーＢのサイト２０８は、サイト２０８
自身の内部データベースに基づいてクライアント２０２、２０３を識別することを試みる
。クライアント２０２、２０３から得られたクッキーが、パートナーＢ２０８のレコード
内のクッキーと一致する場合には、パートナーＢ２０８は、クライアント２０２、２０３
を肯定的に識別したことになり、後にインプレッションモニタシステム１３２へ提供する
ためのクライアント２０２、２０３の人口統計に関連付けてインプレッションをログに記
録する。パートナーＢ２０８が、クライアント２０２、２０３を識別することができない
場合には、パートナーサイトがクライアント２０２、２０３を識別してインプレッション
をログに記録するまで、クライアントが識別されることなくすべてのパートナーサイトが
尽きるまで、又は所定の数のパートナーサイトがクライアント２０２、２０３を識別する
ことに失敗するまで、クライアントを識別することなどの機会を同様の方法で次なるその
他のパートナーサイトに提供するために、失敗通知又はさらなるＨＴＴＰ３０２リダイレ
クトの同じプロセスをパートナーＢ２０８によって使用することができる。
【００７６】
　[0090]図３に示されているプロセスを使用すれば、インプレッション（たとえば、広告
インプレッション、コンテンツインプレッションなど）を、視聴者測定エンティティー（
たとえば、図１のレーティングエンティティーサブシステム１０６）に関連付けられてい
るパネルメンバーによってそれらのインプレッションがトリガーされない場合でさえ、対
応する人口統計にマップすることができる。すなわち、インプレッションの収集又はマー
ジングプロセス中に、レーティングエンティティーのパネル収集プラットフォーム２１０
は、（１）インプレッションモニタシステム１３２、及び（２）任意の参加パートナー（
たとえば、パートナー２０６、２０８）によってログに記録された分散されたインプレッ
ションを収集することができる。結果として、収集されたデータは、それまでに可能であ
ったよりもさらに豊かな人口統計情報を有するさらに大きな集団をカバーする。したがっ
て、上述のように、分散データベースのリソースをプールすることによって、正確な、一
貫した、意味のあるオンラインＧＲＰを生成することが可能である。図２及び図３の例示
的な構造は、無関係な当事者どうし（たとえば、Ｎｉｅｌｓｅｎ及びＦａｃｅｂｏｏｋ）
の間において分散された多数の結合された人口統計データベースに基づいてオンラインＧ
ＲＰを生成する。最終結果は、ログに記録されたインプレッションに帰することができる
ユーザが、あたかも視聴者測定エンティティーの登録ユーザから形成された大きな仮想パ
ネルの一部であるかのように見える。なぜなら、参加パートナーサイトの選択は、それら
の参加パートナーサイトが、あたかも視聴者測定エンティティーのパネル１１４、１１６
のメンバーであるかのように追跡把握することができるためである。これは、インターネ
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ットのクッキープライバシープロトコルに違反することなく達成される。
【００７７】
　[0091]定期的に、又は不定期に、パートナー（たとえば、パートナー２０６、２０８）
によって収集されたインプレッションデータは、パネル収集プラットフォーム２１０を介
してレーティングエンティティーに提供される。上述のように、いくつかのユーザＩＤは
、インプレッションモニタシステム１３２のパネルメンバーと一致しない可能性があるが
、１つ又は複数のパートナーサイトの登録ユーザと一致する可能性がある。図１のレーテ
ィングエンティティーサブシステム１０６並びに（１つ又は複数の）パートナーサブシス
テム１０８及び１１０からの人口統計データ及びインプレッションデータを結合するため
のデータ収集及びマージングプロセス中に、１つ又は複数のパートナーによってログに記
録されたいくつかのインプレッションのユーザＩＤは、インプレッションモニタシステム
１３２によってログに記録されたインプレッションのユーザＩＤと一致する可能性があり
、その一方で、その他のユーザＩＤ（最も可能性が高い多くのその他のユーザＩＤ）は、
一致しないであろう。いくつかの例示的な実施態様においては、レーティングエンティテ
ィーサブシステム１０６は、必要な場合には、レーティングエンティティーサブシステム
１０６自体の人口統計データの正確さを査定及び／又は改善するために、パートナーサイ
トによって提供された一致するユーザＩＤログからの人口統計ベースのインプレッション
を使用することができる。一致しないユーザＩＤログに関連付けられている人口統計ベー
スのインプレッションに関しては、レーティングエンティティーサブシステム１０６は、
それらのインプレッション（たとえば、広告インプレッション、コンテンツインプレッシ
ョンなど）を使用して、たとえそのようなインプレッションがレーティングエンティティ
ーサブシステム１０６のパネリストに関連付けられていなくても、人口統計ベースのオン
ラインＧＲＰを得ることができる。
【００７８】
　[0092]上で簡潔に言及したように、本明細書において開示されている例示的な方法、装
置、及び／又は製品は、別々のエンティティーの間において（たとえば、レーティングエ
ンティティーサブシステム１０６と、データベース所有者サブシステム１０８との間にお
いて）人口統計情報（たとえば、アカウントレコード又は登録情報）を共有する場合にユ
ーザのプライバシーを保護するように構成することができる。いくつかの例示的な実施態
様においては、それぞれの参加パートナー又はエンティティー（たとえば、サブシステム
１０６、１０８、１１０）ごとのそれぞれの秘密キーに基づいて、二重暗号化技術を使用
することができる。たとえば、レーティングエンティティーサブシステム１０６は、レー
ティングエンティティーサブシステム１０６の秘密キーを使用して、レーティングエンテ
ィティーサブシステム１０６のユーザＩＤ（たとえば、Ｅメールアドレス）を暗号化する
ことができ、データベース所有者サブシステム１０８は、データベース所有者サブシステ
ム１０８の秘密キーを使用して、データベース所有者サブシステム１０８のユーザＩＤを
暗号化することができる。次いで、それぞれのユーザＩＤごとに、それぞれの人口統計情
報が、ユーザＩＤの暗号化されたバージョンに関連付けられる。次いで、それぞれのエン
ティティーは、それぞれのエンティティーの人口統計リストを、暗号化されたユーザＩＤ
とともにやり取りする。いずれのエンティティーも、他のエンティティーの秘密キーを知
らないため、ユーザＩＤをデコードすることはできず、したがって、ユーザＩＤは秘密の
ままである。次いで、それぞれのエンティティーは、各自のキーを使用して、それぞれの
暗号化されたユーザＩＤの第２の暗号化を実行することへと進む。それぞれの２回暗号化
された（又は二重暗号化された）ユーザＩＤ（ＵＩＤ）は、Ｅ１（Ｅ２（ＵＩＤ））及び
Ｅ２（Ｅ１（ＵＩＤ））の形式となり、この場合、Ｅ１は、レーティングエンティティー
サブシステム１０６の秘密キーを使用した暗号化を表し、Ｅ２は、データベース所有者サ
ブシステム１０８の秘密キーを使用した暗号化を表す。可換性の暗号化のルールのもとで
は、暗号化されたユーザＩＤは、Ｅ１（Ｅ２（ＵＩＤ））＝Ｅ２（Ｅ１（ＵＩＤ））に基
づいて比較することができる。したがって、両方のデータベース内に存在するユーザＩＤ
の暗号化は、二重暗号化が完了すると一致する。この方法においては、パネリストのユー
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ザレコードと、データベース所有者のユーザレコード（たとえば、登録されているソーシ
ャルネットワークユーザの識別子）との間における一致は、パートナーエンティティーど
うしが互いにユーザＩＤを明かすことを必要とせずに、比較することができる。
【００７９】
　[0093]レーティングエンティティーサブシステム１０６は、図１のインプレッションモ
ニタシステム１３２によって収集されたインプレッション及びクッキーのデータ、並びに
パートナーサイトによってログに記録されたインプレッションに基づいて、毎日のインプ
レッション及びＵＵＩＤ（クッキー）の集計を実行する。示されている例においては、レ
ーティングエンティティーサブシステム１０６は、図１のレーティングエンティティーク
ッキーコレクタ１３４によって収集されたクッキー情報、並びにパートナーサイトによっ
てパネル収集プラットフォーム２１０に提供されたログに基づいて、毎日のインプレッシ
ョン及びＵＵＩＤ（クッキー）の集計を実行することができる。図４は、モニタされてい
るユーザに対するインプレッションの数量を示す例示的なレーティングエンティティーイ
ンプレッションテーブル４００を示している。同様のテーブルを、広告インプレッション
、コンテンツインプレッション、又はその他のインプレッションのうちの１つ又は複数に
関して編集することができる。示されている例においては、レーティングエンティティー
インプレッションテーブル４００は、レーティングエンティティーサブシステム１０６に
よって、広告キャンペーン（たとえば、図１の広告１０２のうちの１つ又は複数）に関し
て、それぞれのユーザごとの１日あたりのインプレッションの頻度を特定するために生成
される。
【００８０】
　[0094]１日あたりのユニークユーザごとのインプレッションの頻度を追跡把握するため
に、レーティングエンティティーインプレッションテーブル４００は、頻度列４０２を備
えている。１という頻度は、１人のユニークユーザへの１つの広告キャンペーンにおける
１つの広告の１日あたり１回の露出を示しており、その一方で、４という頻度は、１人の
ユニークユーザへの同じ広告キャンペーンにおける１つ又は複数の広告の１日あたり４回
の露出を示している。インプレッションが帰することができるユニークユーザの数量を追
跡把握するために、レーティングインプレッションテーブル４００は、ＵＵＩＤ列４０４
を備えている。ＵＵＩＤ列４０４内の１００，０００という値は、１００，０００人のユ
ニークユーザを示している。したがって、レーティングエンティティーインプレッション
テーブル４００の第１のエントリーは、１００，０００人のユニークユーザ（すなわち、
ＵＵＩＤ＝１００，０００）が、広告１０２のうちの特定の１つの広告に１日に１回露出
されたこと（すなわち、頻度＝１）を示している。
【００８１】
　[0095]露出頻度及びＵＵＩＤに基づいてインプレッションを追跡把握するために、レー
ティングエンティティーインプレッションテーブル４００は、インプレッション列４０６
を備えている。インプレッション列４０６内に格納されているそれぞれのインプレッショ
ンカウントは、頻度列４０２内に格納されている対応する頻度値に、ＵＵＩＤ列４０４内
に格納されている対応するＵＵＩＤ値をかけることによって特定されている。たとえば、
レーティングエンティティーインプレッションテーブル４００の第２のエントリーにおい
ては、２という頻度値に２００，０００人のユニークユーザをかけて、４００，０００の
インプレッションが広告１０２のうちの特定の１つの広告に帰することができるというこ
とが特定されている。
【００８２】
　[0096]図５を参照すると、示されている例においては、パートナー２０６、２０８の提
携データベース所有者サブシステム１０８、１１０のそれぞれは、毎日、データベース所
有者広告キャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブル５００を生成
して、レーティングエンティティーサブシステム１０６のＧＲＰレポートジェネレータ１
３０に報告する。同様のテーブルを、コンテンツ及び／又はその他のメディアに関して生
成することができる。追加として、又は代替として、広告に加えてメディアをテーブル５
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００に追加することができる。示されている例においては、パートナー２０６、２０８は
、図５において示されているように、インプレッションの分散を年齢及び性別の構成ごと
にテーブル化している。たとえば、図１を参照すると、提携データベース所有者サブシス
テム１０８のデータベース所有者データベース１４２は、パートナーＡ２０６の登録ユー
ザのログに記録されたインプレッション及び対応する人口統計情報を格納し、示されてい
る例のデータベース所有者サブシステム１０８は、データベース所有者広告キャンペーン
レベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブル５００を含むＤＰサマリーテーブル
１４６を生成するためのルール１４４を使用して、それらのインプレッション及び対応す
る人口統計情報を処理する。
【００８３】
　[0097]年齢／性別／インプレッション構成テーブル５００は、年齢／性別列５０２、イ
ンプレッション列５０４、頻度列５０６、及びインプレッション構成列５０８を備えてい
る。示されている例の年齢／性別列５０２は、別々の年齢／性別ごとの人口統計グループ
を示している。示されている例のインプレッション列５０４は、対応する年齢／性別ごと
の人口統計グループに関する広告１０２（図１）のうちの特定の１つの広告に関する合計
インプレッションを示す値を格納している。示されている例の頻度列５０６は、インプレ
ッション列５０４内のインプレッションに寄与した広告１０２のうちのその１つの広告に
関するユーザ１人あたりの露出の頻度を示す値を格納している。示されている例のインプ
レッション構成列５０８は、年齢／性別ごとの人口統計グループのそれぞれに関するイン
プレッションのパーセンテージを格納している。
【００８４】
　[0098]いくつかの例においては、データベース所有者サブシステム１０８、１１０は、
インプレッションベースの人口統計情報の最終結果をデータベース所有者キャンペーンレ
ベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブルにテーブル化する前にデータベース所
有者サブシステム１０８、１１０の人口統計情報に関して人口統計の正確さの分析及び調
整プロセスを実行することができる。これは、登録ユーザが登録ユーザ自身をオンライン
データ所有者（たとえば、パートナー２０６及び２０８）に示す示し方が、必ずしも真実
を告げている（たとえば、正直である、及び／又は正確である）とは限らないという点で
、オンライン視聴者測定プロセスに直面している問題に対処するために、行うことができ
る。いくつかの場合においては、視聴者の人口統計属性を特定するためにそのようなオン
ラインデータベース所有者におけるアカウント登録を活用するオンライン測定への例示的
なアプローチは、データベース所有者サイトにおけるアカウント登録中の登録ユーザによ
る個人／人口統計情報の自己報告に依存する場合には、不正確な人口統計露出の結果につ
ながる可能性がある。なぜユーザはデータベース所有者サービスに登録する際に間違った
又は不正確な人口統計情報を報告するのかについては、多くの理由があるかもしれない。
データベース所有者サイト（たとえば、ソーシャルメディアサイト）において人口統計情
報を収集するために使用される自己報告の登録プロセスは、自己報告された人口統計情報
の正確さを特定することを容易にしない。不正確な人口統計情報を分析及び調整するため
に、レーティングエンティティーサブシステム１０６及びデータベース所有者サブシステ
ム１０８、１１０は、２０１１年８月１２日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａ
ｐｐａｒａｔｕｓ　ｔｏ　Ａｎａｌｙｚｅ　ａｎｄ　Ａｄｊｕｓｔ　Ｄｅｍｏｇｒａｐｈ
ｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」という名称の米国特許出願第１３／２０９，２９２号に
おいて開示されている例示的な方法、システム、装置、及び／又は製品を使用することが
でき、この米国特許出願第１３／２０９，２９２号は、その全体が参照によって本明細書
に組み込まれている。
【００８５】
　[0099]図６を参照すると、示されている例においては、レーティングエンティティーサ
ブシステム１０６は、毎日、パネリスト広告キャンペーンレベル／年齢／性別／インプレ
ッション構成テーブル６００を生成する。同様のテーブルを、コンテンツ及び／又はその
他のメディアに関して生成することができる。追加として、又は代替として、広告に加え
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てメディアをテーブル６００に追加することができる。例示的なレーティングエンティテ
ィーサブシステム１０６は、図５に関連して上述したのと同じ様式で、図６において示さ
れているように、インプレッションの分散を年齢及び性別の構成ごとにテーブル化してい
る。図６において示されているように、パネリスト広告キャンペーンレベル／年齢／性別
／インプレッション構成テーブル６００はまた、年齢／性別列６０２、インプレッション
列６０４、頻度列６０６、及びインプレッション構成列６０８を含む。図６の示されてい
る例においては、インプレッションは、ＰＣ及びＴＶのパネリスト１１４並びにオンライ
ンのパネリスト１１６に基づいて計算される。
【００８６】
　[0100]図５及び図６のキャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブ
ル５００及び６００を作成した後に、レーティングエンティティーサブシステム１０６は
、図７において示されている結合されたキャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッシ
ョン構成テーブル７００を作成する。特に、レーティングエンティティーサブシステム１
０６は、レーティングエンティティーのパネリストと、ソーシャルネットワークユーザと
の間における年齢／性別ごとのインプレッションの分散の差を比較するために、図５及び
図６のインプレッション構成列５０８及び６０８からのインプレッション構成パーセンテ
ージどうしを結合する。
【００８７】
　[0101]図７において示されているように、結合されたキャンペーンレベル／年齢／性別
／インプレッション構成テーブル７００は、誤差重み付け列７０２を含み、誤差重み付け
列７０２は、レーティングエンティティーのパネリストのインプレッション構成と、デー
タベース所有者のユーザ（たとえば、ソーシャルネットワークユーザ）のインプレッショ
ン構成との間における差を示す平均二乗誤差（ＭＳＥ）を格納している。重み付けＭＳＥ
は、下記の方程式４を使用して特定することができる。
方程式４
重み付けＭＳＥ＝（α＊ＩＣ（ＲＥ）＋（１－α）ＩＣ（ＤＰ））
【００８８】
　[0102]上記の方程式４においては、重み付け変数（α）は、ＭＳＥ（ＳＮ）／ＭＳＥ（
ＲＥ）の比率、又は自分のＭＳＥに反比例する構成を重み付けするその他の何らかの関数
を表す。方程式４において示されているように、重み付け変数（α）に、レーティングエ
ンティティーのインプレッション構成（ＩＣ（ＲＥ））をかけて、レーティングエンティ
ティーの重み付けインプレッション構成（α＊ＩＣ（ＲＥ））を生成する。次いで、デー
タベース所有者（たとえば、ソーシャルネットワーク）のインプレッション構成（ＩＣ（

ＤＰ））に、１と、重み付け変数（α）との間における差をかけて、データベース所有者
の重み付けインプレッション構成（（１－α）ＩＣ（ＤＰ））を特定する。
【００８９】
　[0103]示されている例においては、レーティングエンティティーサブシステム１０６は
、ＭＳＥの分散を重み付けすることによってインプレッション構成どうしの間における差
をならす又は補正することができる。ＭＳＥの値は、サンプルサイズのばらつき、又は、
小さなサンプルサイズによってもたらされるデータのはね上がりを考慮する。
【００９０】
　[0104]図８を参照すると、レーティングエンティティーサブシステム１０６は、年齢／
性別インプレッション分散テーブル８００において範囲及び誤差補正済みインプレッショ
ン構成を特定する。年齢／性別インプレッション分散テーブル８００は、年齢／性別列８
０２、インプレッション列８０４、頻度列８０６、範囲列８０８、及びインプレッション
構成列８１０を含む。インプレッション列８０４は、レーティングエンティティーサブシ
ステム１０６（たとえば、インプレッションモニタシステム１３２、及び／又は、ウェブ
クライアントメーター２２２によってログに記録されるインプレッションに基づくパネル
収集プラットフォーム２１０）によって追跡把握されるインプレッションに対応する誤差
重み付けインプレッション値を格納している。特に、インプレッション列８０４内の値は
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、図７の誤差重み付け列７０２からの重み付けＭＳＥ値に、図６のインプレッション列６
０４からの対応するインプレッション値をかけることによって得られる。
【００９１】
　[0105]頻度列８０６は、データベース所有者サブシステム１０８によって追跡把握され
るインプレッションの頻度を格納している。インプレッションの頻度は、図５のデータベ
ース所有者キャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブル５００の頻
度列５０６から頻度列８０６へインポートされる。テーブル５００から欠落している年齢
／性別グループに関しては、頻度値は、図６のレーティングエンティティーキャンペーン
レベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブル６００から取られる。たとえば、デ
ータベース所有者キャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブル５０
０は、１２歳未満（＜１２）の年齢／性別グループを有していない。したがって、３とい
う頻度値は、レーティングエンティティーキャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッ
ション構成テーブル６００から取られている。
【００９２】
　[0106]範囲列８０８は、それぞれの年齢／性別グループごとのコンテンツ及び／又は広
告１０２（図１）のうちの１つ又は複数の範囲を表す範囲値を格納している。それらの範
囲値は、インプレッション列８０４からのそれぞれのインプレッション値を、頻度列８０
６からの対応する頻度値で割ることによって特定されている。インプレッション構成列８
１０は、年齢／性別グループごとのインプレッションのパーセンテージを示す値を格納し
ている。示されている例においては、頻度列８０６内の最終合計頻度は、合計インプレッ
ションを合計範囲で割った値に等しい。
【００９３】
　[0107]図９、図１０、図１１、図１２、及び図１４は、本明細書に記載されている方法
及び装置を実施するために実行することができるマシン可読命令を表すフロー図である。
図９、図１０、図１１、図１２、及び図１４の例示的なプロセスは、マシン可読命令を使
用して実施することができ、それらのマシン可読命令は、実行されたときに、デバイス（
たとえば、プログラマブルコントローラ、プロセッサ、その他のプログラマブルマシン、
集積回路、又は論理回路）に、図９、図１０、図１１、図１２、及び図１４において示さ
れているオペレーションを実行させる。たとえば、図９、図１０、図１１、図１２、及び
図１４の例示的なプロセスは、プロセッサ、コントローラ、及び／又はその他の任意の適
切なプロセッシングデバイスを使用して実行することができる。たとえば、図９、図１０
、図１１、図１２、及び図１４の例示的なプロセスは、フラッシュメモリ、読み取り専用
メモリ（ＲＯＭ）、及び／又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの有形のマシン可
読メディア上に格納されているコード化された命令を使用して実施することができる。
【００９４】
　[0108]本明細書において使用される際には、有形のコンピュータ可読メディアという用
語は、あらゆるタイプのコンピュータ可読ストレージを含むように、且つ伝搬信号を除外
するように明示的に定義される。追加として、又は代替として、図９、図１０、図１１、
図１２、及び図１４の例示的なプロセスは、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、キャッシュ、又は、情報が任意の持続時間
にわたって（たとえば、その情報を一時的にバッファに入れるために、及び／若しくはキ
ャッシュに入れるために、長期間にわたって、永久に、短いインスタンスにわたって）格
納されるその他の任意のストレージメディアなど、非一時的なコンピュータ可読メディア
上に格納されているコード化された命令（たとえば、コンピュータ可読命令）を使用して
実施することができる。本明細書において使用される際には、非一時的なコンピュータ可
読メディアという用語は、あらゆるタイプのコンピュータ可読メディアを含むように、且
つ伝搬信号を除外するように明示的に定義される。
【００９５】
　[0109]或いは、図９、図１０、図１１、図１２、及び図１４の例示的なプロセスは、（
１つ又は複数の）特定用途向け集積回路（（１つ又は複数の）ＡＳＩＣ）、（１つ又は複
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数の）プログラマブルロジックデバイス（（１つ又は複数の）ＰＬＤ）、（１つ又は複数
の）フィールドプログラマブルロジックデバイス（（１つ又は複数の）ＦＰＬＤ）、ディ
スクリートロジック、ハードウェア、ファームウェアなどの任意の（１つ又は複数の）組
合せを使用して実施することができる。また、図９、図１０、図１１、図１２、及び図１
４の例示的なプロセスは、前述の技術のうちの任意の技術の任意の（１つ又は複数の）組
合せ、たとえば、ファームウェア、ソフトウェア、ディスクリートロジック、及び／又は
ハードウェアの任意の組合せとして実施することができる。
【００９６】
　[0110]図９、図１０、図１１、図１２、及び図１４の例示的なプロセスについては、図
９、図１０、図１１、図１２、及び図１４のフロー図を参照して説明するが、図９、図１
０、図１１、図１２、及び図１４のプロセスを実施するその他の方法を採用することもで
きる。たとえば、ブロックを実行する順序を変更することができ、及び／又は、説明され
ているブロックのうちのいくつかを変更、削除、分割、若しくは結合することができる。
加えて、図９、図１０、図１１、図１２、及び図１４の例示的なプロセスのうちの１つ又
は複数は、順次、及び／又は、たとえば、別々の処理スレッド、プロセッサ、デバイス、
ディスクリートロジック、回路などによって並行して、実行することができる。
【００９７】
　[0111]図９を詳細に参照すると、図１のレーティングエンティティーサブシステム１０
６は、パートナーから人口統計及びインプレッションデータを収集すること、並びにレー
ティングエンティティーサブシステム１０６のパネリスト１１４、１１６のレーティング
エンティティーサブシステム１０６自身の人口統計データの正確さを査定すること、及び
／又はそれらの人口統計データを調整することを行うために、示されているプロセスを実
行することができる。図９の例示的なプロセスは、レーティングエンティティーサブシス
テム１０６のパネリストメンバー（たとえば、図１のパネリスト１１４及び１１６）と重
複する１つ又は複数のパートナー（たとえば、図２及び図３のパートナー２０６及び２０
８）の登録ユーザに関する人口統計及びインプレッションデータ、並びに、レーティング
エンティティーサブシステム１０６の登録パネルメンバーではないユーザに対応するパー
トナーサイトからの人口統計及びインプレッションデータを収集する。収集されたデータ
は、レーティングエンティティーにおいて収集されたその他のデータと結合されて、オン
ラインＧＲＰが特定される。図９の例示的なプロセスについて、図１の例示的なシステム
１００及び図２の例示的なシステム２００に関連して説明する。
【００９８】
　[0112]はじめに、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０（図１）が、ユニークユーザあた
りのインプレッション２３５（図２）をインプレッションモニタシステム１３２から受信
する（ブロック９０２）。ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、インプレッションベー
スの集約された人口統計（たとえば、図５のパートナーキャンペーンレベル／年齢／性別
／インプレッション構成テーブル５００）を１つ又は複数のパートナーから受信する（ブ
ロック９０４）。示されている例においては、パートナー２０６、２０８の登録ユーザの
ユーザＩＤは、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０によって受信されない。代わりに、パ
ートナー２０６、２０８は、ユーザＩＤを除去し、インプレッションベースの人口統計を
、パートナーキャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブル５００に
おいて、人口統計バケットレベル（たとえば、１３歳～１８歳の男性、１３歳～１８歳の
女性など）で集約する。しかし、パートナー２０６、２０８がユーザＩＤもＧＲＰレポー
トジェネレータ１３０へ送信する場合に関しては、そのようなユーザＩＤは、たとえば、
上述の二重暗号化技術に基づいて暗号化されたフォーマットでやり取りされる。
【００９９】
　[0113]インプレッションモニタシステム１３２がサイトＩＤを修正し、その修正された
サイトＩＤをビーコン応答３０６内に含めて送信する例に関しては、（１つ又は複数の）
パートナーは、それらの修正されたサイトＩＤに基づいてインプレッションをログに記録
する。そのような例においては、ブロック９０４において（１つ又は複数の）パートナー
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から収集されたインプレッションは、（１つ又は複数の）パートナーによってそれらの修
正されたサイトＩＤに対してログに記録されたインプレッションである。レーティングエ
ンティティーサブシステム１０６が、修正されたサイトＩＤを伴うインプレッションを受
信すると、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、（１つ又は複数の）パートナーから受
信されたインプレッションに関するサイトＩＤを識別する（ブロック９０６）。たとえば
、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、（１つ又は複数の）パートナーから受信された
インプレッション内の修正されたサイトＩＤに対応する実際のサイトＩＤを識別するため
に、（たとえば、図３に関連して上述した）ビーコンの受信及び応答プロセス中にインプ
レッションモニタリングシステム３１０によって生成されたサイトＩＤマップ３１０（図
３）を使用する。
【０１００】
　[0114]ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、パネリストあたりのインプレッションベ
ースの人口統計（たとえば、図２のインプレッションベースパネル人口統計テーブル２５
０）をパネル収集プラットフォーム２１０から受信する（ブロック９０８）。示されてい
る例においては、パネリストあたりのインプレッションベースの人口統計は、図２のイン
プレッションベースパネル人口統計テーブル２５０において示されているように、パネリ
スト１１４、１１６（図１）のそれぞれのユーザＩＤに関連付けてログに記録されたイン
プレッションである。
【０１０１】
　[0115]ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、パネル収集プラットフォーム２１０から
ブロック９０８において受信されたパネリストあたりのインプレッションベースのパネル
人口統計２５０と、インプレッションモニタシステム１３２からブロック９０２において
受信されたユニークユーザあたりのインプレッション２３５との間における重複したイン
プレッションを除去する（ブロック９１０）。この方法においては、インプレッションモ
ニタシステム１３２及びウェブクライアントメーター２２２（図２）の両方によってログ
に記録された重複したインプレッションが、ＧＲＰジェネレータ１３０によって生成され
たＧＲＰを歪めることはない。加えて、パネル収集プラットフォーム２１０からのパネリ
ストあたりのインプレッションベースのパネル人口統計２５０と、インプレッションモニ
タシステム１３２からのユニークユーザあたりのインプレッション２３５とを使用するこ
とによって、ＧＲＰジェネレータ１３０は、予備のシステム（たとえば、インプレッショ
ンモニタシステム１３２及びウェブクライアントメーター２２２）からのインプレッショ
ンの恩恵を享受する。この方法においては、それらのシステムのうちの１つ（たとえば、
インプレッションモニタシステム１３２又はウェブクライアントメーター２２２のうちの
一方）から１つ又は複数のインプレッションが欠落した場合には、そのような（１つ又は
複数の）インプレッションの（１つ又は複数の）レコードは、その他のシステム（たとえ
ば、インプレッションモニタシステム１３２又はウェブクライアントメーター２２２のう
ちの他方）のログに記録されたインプレッションから入手することができる。
【０１０２】
　[0116]ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、インプレッションベースのパネル人口統
計２５０の集約を生成する（ブロック９１２）。たとえば、ＧＲＰレポートジェネレータ
１３０は、インプレッションベースのパネル人口統計２５０を人口統計バケットレベル（
たとえば、１３歳～１８歳の男性、１３歳～１８歳の女性など）へと集約して、図６のパ
ネリスト広告キャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブル６００を
生成する。
【０１０３】
　[0117]いくつかの例においては、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、パネル収集プ
ラットフォーム２１０からのパネリストあたりのインプレッションベースのパネル人口統
計を使用しない。そのような場合においては、レーティングエンティティーサブシステム
１０６は、図９の例示的なプロセスを使用してＧＲＰを特定するために図２のウェブクラ
イアントメーター２２２などのウェブクライアントメーターに依存しない。代わりに、そ
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のような場合においては、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、インプレッションモニ
タシステム１３２からブロック９０２において受信されたユニークユーザあたりのインプ
レッション２３５に基づいてパネリストのインプレッションを特定し、それらの結果を使
用して、ブロック９１２においてインプレッションベースのパネル人口統計を集約する。
たとえば、図２に関連して上述したように、ユニークユーザあたりのインプレッションテ
ーブル２３５は、合計インプレッションに関連付けられているパネリストユーザＩＤと、
キャンペーンＩＤとを格納する。したがって、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、ウ
ェブクライアントメーター２２２によって収集されたインプレッションベースのパネル人
口統計２５０を使用することなく、ユニークユーザあたりのインプレッション２３５に基
づいて、パネリストのインプレッションを特定することができる。
【０１０４】
　[0118]ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、（ブロック９０４において受信された）
（１つ又は複数の）パートナー２０６、２０８及び（ブロック９１２において生成された
）パネリスト１１４、１１６からのインプレッションベースの集約された人口統計データ
を結合する、すなわち、ＧＲＰレポートジェネレータ１３０の人口統計データを、受信さ
れた人口統計データと結合する（ブロック９１４）。たとえば、示されている例のＧＲＰ
レポートジェネレータ１３０は、インプレッションベースの集約された人口統計データを
結合して、図７の結合されたキャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テ
ーブル７００を形成する。
【０１０５】
　[0119]ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、ブロック９１４のインプレッションベー
スの人口統計に関する分散を特定する（ブロック９１６）。示されている例においては、
ＧＲＰレポートジェネレータ１３０は、インプレッションベースの人口統計の分散を図８
の年齢／性別インプレッション分散テーブル８００内に格納する。加えて、ＧＲＰレポー
トジェネレータ１３０は、インプレッションベースの人口統計に基づいてオンラインＧＲ
Ｐを生成する（ブロック９１８）。示されている例においては、ＧＲＰレポートジェネレ
ータ１３０は、それらのＧＲＰを使用して、（１つ又は複数の）ＧＲＰレポート１３１の
うちの１つ又は複数を作成する。いくつかの例においては、レーティングエンティティー
サブシステム１０６は、（１つ又は複数の）ＧＲＰレポート１３１を、そのような市場調
査に関心がある広告主、発行者、コンテンツプロバイダ、製造業者、及び／又はその他の
任意のエンティティーに販売又はその他の形で提供する。そして図９の例示的なプロセス
は終了する。
【０１０６】
　[0120]次いで図１０を参照すると、示されている例示的なフロー図は、人口統計ベース
のインプレッションをログに記録する目的でビーコン要求（たとえば、図３のビーコン要
求３０４、３０８）をウェブサービスプロバイダへ回送するために、クライアントコンピ
ュータ２０２、２０３（図２及び図３）によって実行することができる。はじめに、クラ
イアントコンピュータ２０２、２０３は、タグ付けされているコンテンツ及び／又はタグ
付けされている広告１０２を受信し（ブロック１００２）、ビーコン要求３０４をインプ
レッションモニタシステム１３２へ送信して（ブロック１００４）、（たとえば、第１の
インターネットドメインにおける）インプレッションモニタシステム１３２に、クライア
ントコンピュータ２０２、２０３に関するインプレッションをログに記録する機会を与え
る。クライアントコンピュータ２０２、２０３は、インプレッションモニタシステム１３
２からの応答を待つための時間に基づいてタイマーを始動させる（ブロック１００６）。
【０１０７】
　[0121]タイムアウトが切れていない場合には（ブロック１００８）、クライアントコン
ピュータ２０２、２０３は、（たとえば、図３のビーコン応答３０６を介して）インプレ
ッションモニタシステム１３２からリダイレクションメッセージを受信しているかどうか
を特定する（ブロック１０１０）。クライアントコンピュータ２０２、２０３が、リダイ
レクションメッセージを受信していない場合には（ブロック１０１０）、コントロールは
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、ブロック１００８へ戻る。コントロールは、（１）タイムアウトが切れるまで、又は（
２）クライアントコンピュータ２０２、２０３がリダイレクションメッセージを受信する
まで、ブロック１００８及び１０１０に留まり、タイムアウトが切れた場合には、ブロッ
ク１０１６へ進む。
【０１０８】
　[0122]クライアントコンピュータ２０２、２０３は、ブロック１０１０においてリダイ
レクションメッセージを受信した場合には、そのリダイレクションメッセージ内で指定さ
れているパートナーへビーコン要求３０８を送信して（ブロック１０１２）、そのパート
ナーに、クライアントコンピュータ２０２、２０３に関するインプレッションをログに記
録する機会を与える。特定のタグ付けされている広告（たとえば、タグ付けされている広
告１０２）に関するブロック１０１２の第１のインスタンス中に、リダイレクションメッ
セージ内で指定されているパートナー（又は、いくつかの例においては、非提携データベ
ース所有者１１０）は、第２のインターネットドメインに対応する。同じタグ付けされて
いる広告に関するブロック１０１２の後続のインスタンス中に、ビーコン要求がその他の
パートナー又は非提携データベース所有者へリダイレクトされる場合には、そのようなそ
の他のパートナー又は非提携データベース所有者は、第３、第４、第５などのインターネ
ットドメインに対応する。いくつかの例においては、図１３に関連して後述するように、
（１つ又は複数の）リダイレクションメッセージは、（１つ又は複数の）パートナーに関
連付けられている（１つ又は複数の）仲介者（たとえば、（１つ若しくは複数の）仲介サ
ーバ、又は（１つ若しくは複数の）サブドメインサーバ）を指定することができ、及び／
又は、クライアントコンピュータ２０２、２０３は、ビーコン要求３０８を（１つ又は複
数の）リダイレクションメッセージに基づいて（１つ又は複数の）仲介者へ送信する。
【０１０９】
　[0123]クライアントコンピュータ２０２、２０３は、別のビーコン要求を別のパートナ
ーへ送信することを試みるべきかどうかを決定する（ブロック１０１４）。たとえば、ク
ライアントコンピュータ２０２、２０３は、ある特定の数のビーコン要求を並行して送信
すること（たとえば、１つのビーコン要求を第２のインターネットドメインにおける第１
のパートナーへ送信し、応答を待ち、次いで別のビーコン要求を第３のインターネットド
メインにおける第２のパートナーへ送信し、応答を待つ、といったことを行わずに、複数
のビーコン要求を複数のパートナーへほぼ同時に送信すること）、及び／又は、クライア
ントコンピュータ２０２、２０３がブロック１０１２においてビーコン要求を送信した現
在のパートナーからリダイレクションメッセージが返ってくるのを待つことを行うように
構成することができる。クライアントコンピュータ２０２、２０３が、別のビーコン要求
を別のパートナーへ送信することを試みるべきであると決定した場合には（ブロック１０
１４）、コントロールは、ブロック１００６へ戻る。
【０１１０】
　[0124]クライアントコンピュータ２０２、２０３が、別のビーコン要求を別のパートナ
ーへ送信することを試みるべきではないと決定した場合には（ブロック１０１４）、又は
タイムアウトが切れた後に（ブロック１００８）、クライアントコンピュータ２０２、２
０３は、ＵＲＬスクレープ命令３２０（図３）を受信しているかどうかを特定する（ブロ
ック１０１６）。クライアントコンピュータ２０２、２０３が、ＵＲＬスクレープ命令３
２０を受信していなかった場合には（ブロック１０１６）、コントロールは、ブロック１
０２２へ進む。ＵＲＬスクレープ命令３２０を受信していた場合には、クライアントコン
ピュータ２０２、２０３は、タグ付けされているコンテンツ及び／又は広告１０２が表示
されている、又はタグ付けされているコンテンツ及び／又は広告１０２を（たとえば、ポ
ップアップウィンドウで）生み出したウェブブラウザ２１２によってレンダリングされて
いるホストウェブサイトのＵＲＬをスクレープする（ブロック１０１８）。クライアント
コンピュータ２０２、２０３は、スクレープされたＵＲＬ３２２をインプレッションモニ
タシステム１３２へ送信する（ブロック１０２０）。次いでコントロールは、ブロック１
０２２へ進み、ブロック１０２２においては、クライアントコンピュータ２０２、２０３
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が、図１０の例示的なプロセスを終了すべきかどうかを決定する。たとえば、クライアン
トコンピュータ２０２、２０３がシャットダウンされるか、若しくはスタンバイモードに
置かれた場合には、又はそのウェブブラウザ２１２（図２及び図３）がシャットダウンさ
れた場合には、クライアントコンピュータ２０２、２０３は、図１０の例示的なプロセス
を終了する。この例示的なプロセスが終了されることにならない場合には、コントロール
は、ブロック１００２へ戻って、別のコンテンツ及び／又はタグ付けされている広告を受
信する。そうでない場合には、図１０の例示的なプロセスは終了する。
【０１１１】
　[0125]いくつかの例においては、インプレッションモニタシステム１３２からのリアル
タイムのリダイレクションメッセージを図１０の例示的なプロセスから省略することがで
き、その場合には、インプレッションモニタシステム１３２は、リダイレクト命令をクラ
イアントコンピュータ２０２、２０３へ送信しない。代わりに、クライアントコンピュー
タ２０２、２０３は、クライアントコンピュータ２０２、２０３のパートナー優先順位ク
ッキー２２０を参照して、リダイレクトを送信すべきパートナー（たとえば、パートナー
２０６及び２０８）、並びにそのようなリダイレクトの順序を特定する。いくつかの例に
おいては、クライアントコンピュータ２０２、２０３は、パートナー優先順位クッキー２
２０内に列挙されているすべてのパートナーへほぼ同時に（たとえば、順次、ただし迅速
に連続して、応答を待たずに）リダイレクトを送信する。そのようないくつかの例におい
ては、ブロック１０１０は省略され、ブロック１０１２において、クライアントコンピュ
ータ２０２、２０３は、パートナー優先順位クッキー２２０に基づいて、次なるパートナ
ーにリダイレクトを送信する。いくつかのそのような例においては、ブロック１００６及
び１００８を省略することもでき、又は、インプレッションモニタシステム１３２がブロ
ック１０１６においてＵＲＬスクレープ命令３２０を提供するための時間を設けるために
、ブロック１００６及び１００８を維持することもできる。
【０１１２】
　[0126]図１１を参照すると、この例示的なフロー図は、インプレッションをログに記録
するために、及び／又は、インプレッションをログに記録するためのビーコン要求をウェ
ブサービスプロバイダ（たとえば、データベース所有者）へリダイレクトするために、イ
ンプレッションモニタシステム１３２（図２及び図３）によって実行することができる。
はじめに、インプレッションモニタシステム１３２は、ビーコン要求（たとえば、図３の
ビーコン要求３０４）を受信するまで待機する（ブロック１１０２）。示されている例の
インプレッションモニタシステム１３２は、図２のＨＴＴＰサーバ２３２を介してビーコ
ン要求を受信する。インプレッションモニタシステム１３２は、ビーコン要求を受信する
と（ブロック１１０２）、クッキー（たとえば、図２のパネリストモニタクッキー２１８
）がクライアントコンピュータ２０２、２０３から受信されたかどうかを特定する（ブロ
ック１１０４）。たとえば、パネリストモニタクッキー２１８が、それまでにクライアン
トコンピュータ２０２、２０３内に設定されていたならば、クライアントコンピュータ２
０２、２０３によってパネリストモニタリングシステムへ送信されるビーコン要求は、そ
のクッキーを含むことになる。
【０１１３】
　[0127]インプレッションモニタシステム１３２が、ビーコン要求内のクッキーを受信し
なかったことをブロック１１０４において特定した場合には（たとえば、クッキーが、そ
れまでにクライアントコンピュータ２０２、２０３内に設定されていなかった場合には、
インプレッションモニタシステム１３２は、クライアントコンピュータ２０２、２０３内
にクッキー（たとえば、パネリストモニタクッキー２１８）を設定する（ブロック１１０
６）。たとえば、インプレッションモニタシステム１３２は、新たなクッキー（たとえば
、パネリストモニタクッキー２１８）を「設定」するための応答をクライアントコンピュ
ータ２０２、２０３へ返信するために、ＨＴＴＰサーバ２３２を使用することができる。
【０１１４】
　[0128]インプレッションモニタシステム１３２は、クッキーを設定した後に（ブロック
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１１０６）、又はビーコン要求内のクッキーを受信しなかった場合に（ブロック１１０４
）、インプレッションをログに記録する（ブロック１１０８）。示されている例のインプ
レッションモニタシステム１３２は、図２のユニークユーザあたりのインプレッションテ
ーブル２３５内にインプレッションを記録する。上述のように、インプレッションモニタ
システム１３２は、ビーコン要求が、パネリストメンバー（たとえば、図１のパネリスト
１１４及び１１６のうちの１つ）のユーザＩＤと一致するユーザＩＤに対応するかどうか
にかかわらず、インプレッションをログに記録する。しかし、ユーザＩＤ（たとえば、パ
ネリストモニタクッキー２１８）が、レーティングエンティティーサブシステム１０６に
よって設定され、ひいては、レーティングエンティティーサブシステム１０６のレコード
内に格納されている、パネリストメンバー（たとえば、図１のパネリスト１１４及び１１
６のうちの１つ）のユーザＩＤと一致することをユーザＩＤコンパレータ２２８（図２）
が特定した場合には、ログに記録されたインプレッションは、インプレッションモニタシ
ステム１３２のパネリストに対応することになる。ユーザＩＤがパネリストのユーザＩＤ
と一致するそのような例に関しては、示されている例のインプレッションモニタシステム
１３２は、パネリスト識別子をインプレッションとともにユニークユーザあたりのインプ
レッションテーブル２３５内に記録し、その後、視聴者測定エンティティーは、対応する
パネリスト（たとえば、パネリスト１１４、１１６のうちの対応するパネリスト）の既知
の人口統計を、パネリスト識別子に基づいて、ログに記録されたインプレッションに関連
付ける。パネリストの人口統計（たとえば、図６の年齢／性別列６０２）と、ログに記録
されたインプレッションデータとの間におけるそのような関連付けは、図６のパネリスト
広告キャンペーンレベル／年齢／性別／インプレッション構成テーブル６００において示
されている。ユーザＩＤがパネリスト１１４、１１６に対応していないことをユーザＩＤ
コンパレータ２２８（図２）が特定した場合には、インプレッションモニタシステム１３
２は、たとえインプレッション（たとえば、広告インプレッション又はコンテンツインプ
レッション）に関するユーザＩＤレコード（ひいては、対応する人口統計）がビーコン要
求３０４内に反映されないとしても、そのインプレッションをログに記録することから依
然として恩恵を享受することになる。
【０１１５】
　[0129]インプレッションモニタシステム１３２は、次なるパートナーを選択する（ブロ
ック１１１０）。たとえば、インプレッションモニタシステム１３２は、ルール／ＭＬエ
ンジン２３０（図２）に従った最初のリダイレクトのために、図２及び図３のパートナー
２０６又は２０８のうちの一方を、ランダムに、又はパートナー２０６及び２０８の順序
付けられたリスト若しくはランキングに基づいて選択するために、並びに、ブロック１１
１０のその後の実行中のその後のリダイレクトのために、パートナー２０６又は２０８の
うちの他方を選択するために、ルール／ＭＬエンジン２３０（図２）を使用することがで
きる。
【０１１６】
　[0130]インプレッションモニタシステム１３２は、ビーコン要求（たとえば、図３のビ
ーコン要求３０８）を次なるパートナー（たとえば、図２のパートナーＡ２０６）へ転送
するためのＨＴＴＰ３０２リダイレクト（又は、リダイレクトされた通信をもたらすため
のその他の任意の適切な命令）を含むビーコン応答（たとえば、ビーコン応答３０６）を
クライアントコンピュータ２０２、２０３へ送信し（ブロック１１１２）、タイマーを始
動させる（ブロック１１１４）。示されている例のインプレッションモニタシステム１３
２は、ＨＴＴＰサーバ２３２を使用して、ビーコン応答３０６を送信する。示されている
例においては、インプレッションモニタシステム１３２は、少なくとも１つのパートナー
サイト（たとえば、図２及び図３のパートナー２０６又は２０８のうちの１つ）が、同じ
広告（又はコンテンツ）に関するインプレッションをやはりログに記録することを可能に
するために、ＨＴＴＰ３０２リダイレクト（又は、リダイレクトされた通信をもたらすた
めのその他の任意の適切な命令）を少なくとも１回送信する。しかし、その他の例示的な
実施態様においては、インプレッションモニタシステム１３２は、いくつかのビーコン要
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求がリダイレクトされることを除外するためのルールを（たとえば、図２のルール／ＭＬ
エンジン２３０の一部として）含むことができる。ブロック１１１４において設定された
タイマーは、次なるパートナーが、クライアントコンピュータ２０２、２０３に関する一
致を次なるパートナーのレコード内で見つけ出せなかったことを示す失敗ステータスメッ
セージの形式での、次なるパートナーからのリアルタイムのフィードバックを待つために
使用される。
【０１１７】
　[0131]タイムアウトが切れていない場合には（ブロック１１１６）、インプレッション
モニタシステム１３２は、失敗ステータスメッセージを受信しているかどうかを特定する
（ブロック１１１８）。コントロールは、（１）タイムアウトが切れるまで、又は（２）
インプレッションモニタシステム１３２が失敗ステータスメッセージを受信するまで、ブ
ロック１１１６及び１１１８に留まり、タイムアウトが切れた場合には、ブロック１１０
２へ戻る。
【０１１８】
　[0132]インプレッションモニタシステム１３２は、失敗ステータスメッセージを受信し
た場合には（ブロック１１１８）、インプレッションをログに記録する別の機会を提供す
るためにビーコン要求を送信すべき別のパートナーがいるかどうかを特定する（ブロック
１１２０）。インプレッションモニタシステム１３２は、図２のルール／ＭＬエンジン２
３０を使用したスマートな選択プロセスに基づいて、又はパートナーの固定された階層に
基づいて、次なるパートナーを選択することができる。ビーコン要求を送信すべき別のパ
ートナーがいるとインプレッションモニタシステム１３２が特定した場合には、コントロ
ールは、ブロック１１１０へ戻る。ビーコン要求を送信すべき別のパートナーはいないと
インプレッションモニタシステム１３２が特定した場合には、図１１の例示的なプロセス
は終了する。
【０１１９】
　[0133]いくつかの例においては、パートナーからのリアルタイムのフィードバックを図
１１の例示的なプロセスから省略することができ、インプレッションモニタシステム１３
２は、リダイレクト命令をクライアントコンピュータ２０２、２０３へ送信しない。代わ
りに、クライアントコンピュータ２０２、２０３は、クライアントコンピュータ２０２、
２０３のパートナー優先順位クッキー２２０を参照して、リダイレクトを送信すべきパー
トナー（たとえば、パートナー２０６及び２０８）、並びにそのようなリダイレクトの順
序を特定する。いくつかの例においては、クライアントコンピュータ２０２、２０３は、
パートナー優先順位クッキー２２０内に列挙されているすべてのパートナーへ同時にリダ
イレクトを送信する。そのようないくつかの例においては、ブロック１１１０、１１１４
、１１１６、１１１８、及び１１２０は省略され、ブロック１１１２において、インプレ
ッションモニタシステム１３２は、次なるパートナーへリダイレクトを送信せずに、クラ
イアントコンピュータ２０２、２０３へ確認応答を送信する。
【０１２０】
　[0134]次いで図１２を参照すると、この例示的なフロー図は、図１０及び図１１の例示
的なリダイレクションビーコン要求プロセスを使用してインプレッションをログに記録す
ることを要求するための要求先の好ましいウェブサービスプロバイダ（又は好ましいパー
トナー）を動的に指定するために実行することができる。図１２の例示的なプロセスにつ
いて、図２の例示的なシステム２００に関連して説明する。特定の発行者サイト（たとえ
ば、図３の発行者３０２）によって配信されたコンテンツ及び／又は広告に関連付けられ
ている最初のインプレッションが、好ましいパートナーにおいてインプレッションをログ
に記録することを要求するためのビーコン命令２１４（図２）（及び／又は、その他のコ
ンピュータにおけるビーコン命令）をトリガーする（ブロック１２０２）。この示されて
いる例においては、好ましいパートナーは、はじめはパートナーＡのサイト２０６（図２
及び図３）である。インプレッションモニタシステム１３２（図１、図２、及び図３）は
、好ましいパートナー２０６からの一致しないユーザＩＤに関するフィードバックを受信
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する（ブロック１２０４）。ルール／ＭＬエンジン２３０（図２）は、ブロック１２０４
において受信されたフィードバックに基づいて、一致しないユーザＩＤに関する好ましい
パートナーを更新する（ブロック１２０６）。いくつかの例においては、ブロック１２０
６のオペレーション中に、インプレッションモニタシステム１３２はまた、図２のパート
ナー優先順位クッキー２２０内の好ましいパートナーのパートナー優先順位を更新する。
後続のインプレッションは、インプレッションをログに記録することを求める要求をそれ
ぞれのユーザＩＤに基づいて個別に別々のそれぞれの好ましいパートナーへ送信するため
のビーコン命令２１４（及び／又は、その他のコンピュータ２０２、２０３におけるビー
コン命令）をトリガーする（ブロック１２０８）。すなわち、パネリストモニタクッキー
２１８及び／又は（１つ若しくは複数の）パートナークッキー２１６内のいくつかのユー
ザＩＤは、１つの好ましいパートナーに関連付けることができ、その一方で、それらのユ
ーザＩＤのうちのその他のユーザＩＤは、ブロック１２０６におけるオペレーションの結
果として、別の好ましいパートナーに関連付けられることになる。そして図１２の例示的
なプロセスは、終了する。
【０１２１】
　[0135]図１３は、１つ又は複数のデータベース所有者によって収集された情報に基づい
てメディア（たとえば、コンテンツ及び／又は広告）の露出を特定するために使用するこ
とができる例示的なシステム１３００を示している。例示的なシステム１３００は、図２
及び図３に示されているシステム２００及び３００の別の例であり、そこでは、仲介者１
３０８、１３１２が、クライアントコンピュータ１３０４とパートナー１３１０、１３１
４との間に提供されている。図２及び図３並びに図８～図１２の対応するフロー図の説明
は、仲介者１３０８、１３１２を含めたシステム１３００にも適用可能であるということ
を当業者なら理解するであろう。
【０１２２】
　[0136]示されている例によれば、発行者１３０２は、広告又はその他のメディアコンテ
ンツをクライアントコンピュータ１３０４へ送信する。発行者１３０２は、図３に関連し
て説明した発行者３０２とすることができる。クライアントコンピュータ１３０４は、図
２及び図３に関連して説明したパネリストクライアントコンピュータ２０２若しくは非パ
ネリストコンピュータ２０３、又はその他の任意のクライアントコンピュータとすること
ができる。広告又はその他のメディアコンテンツは、上で説明したようにインプレッショ
ンモニタシステム１３０６へ要求を送信するようにクライアントコンピュータに指示する
ビーコンを含む。
【０１２３】
　[0137]インプレッションモニタシステム１３０６は、図１～図３に関連して説明したイ
ンプレッションモニタシステム１３２とすることができる。示されている例のインプレッ
ションモニタシステム１３０６は、クライアントコンピュータ１３０４からビーコン要求
を受信し、仲介者Ａ１３０８、仲介者Ｂ１３１２、又は、別の仲介者、パートナーなど、
その他の任意のシステムのうちの１つ又は複数へ要求を送信するようにクライアントに指
示するリダイレクションメッセージをクライアントコンピュータ１３０４へ送信する。イ
ンプレッションモニタシステム１３０６はまた、仲介者Ａ１３０８及び仲介者Ｂ１３１２
のうちの１つ又は複数からパートナークッキーに関する情報を受信する。
【０１２４】
　[0138]いくつかの例においては、インプレッションモニタシステム１３０６は、インプ
レッションモニタシステム１３０６によって確立されてクライアントコンピュータ１３０
４及び／又はそのユーザを識別する、クライアントの識別子をリダイレクションメッセー
ジ内に挿入することができる。たとえば、クライアントの識別子は、インプレッションモ
ニタシステム１３０６又はその他の任意のエンティティーによってクライアントにおいて
設定されているクッキー内に格納されている識別子、インプレッションモニタシステム１
３０６又はその他の任意のエンティティーによって割り当てられている識別子などとする
ことができる。クライアントの識別子は、一意の識別子、準一意の識別子などとすること
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ができる。いくつかの例においては、クライアントの識別子は、仲介者１３０８、１３１
２又はパートナー１３１０、１３１４による識別子の追跡把握を防止するために、暗号化
すること、わかりにくくすること、又は変更することができる。示されている例によれば
、クライアントの識別子をクライアントコンピュータ１３０４へのリダイレクションメッ
セージ内に含めて、クライアントコンピュータ１３０４がそのリダイレクションメッセー
ジに従うときに、クライアントコンピュータ１３０４に、クライアントの識別子を仲介者
１３０８、１３１２へ送信させる。たとえば、クライアントの識別子を、リダイレクショ
ンメッセージに含まれるＵＲＬ内に含めて、クライアントコンピュータ１３０４に、その
リダイレクションメッセージに応答して送信される要求のパラメータとしてクライアント
の識別子を仲介者１３０８、１３１２へ送信させることができる。
【０１２５】
　[0139]示されている例の仲介者１３０８、１３１２は、リダイレクトされたビーコン要
求をクライアントコンピュータ１３０４から受信し、それらの要求に関する情報をパート
ナー１３１０、１３１４へ送信する。例示的な仲介者１３０８、１３１２は、クライアン
トが発行者１３０２からのコンテンツのアクセスにおいて実質的な中断を招くことなく要
求を迅速に送信できることを確実にするために、コンテンツ配信ネットワーク上で利用可
能にされる（たとえば、コンテンツ配信ネットワークの１つ又は複数のサーバ）。
【０１２６】
　[0140]本明細書において開示されている例においては、あるドメイン（たとえば、「ｐ
ａｒｔｎｅｒＡ．ｃｏｍ」）に設定されているクッキーは、そのクッキーが設定されたド
メイン（たとえば、ルートドメイン「ｐａｒｔｎｅｒＡ．ｃｏｍ」）に対応するサブドメ
イン（たとえば、「ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙ．ｐａｒｔｎｅｒＡ．ｃｏｍ」）のサーバ
によってアクセス可能である。いくつかの例においては、その逆もまた真であり、それに
よって、あるサブドメイン（たとえば、「ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙ．ｐａｒｔｎｅｒＡ
．ｃｏｍ」）に設定されているクッキーは、そのクッキーが設定されたサブドメイン（た
とえば、「ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙ．ｐａｒｔｎｅｒＡ．ｃｏｍ」）に対応するルート
ドメイン（たとえば、ルートドメイン「ｐａｒｔｎｅｒＡ．ｃｏｍ」）のサーバによって
アクセス可能である。本明細書において使用される際には、ドメインという用語（たとえ
ば、インターネットドメイン、ドメイン名など）は、ルートドメイン（たとえば、「ｄｏ
ｍａｉｎ．ｃｏｍ」）、及びサブドメイン（たとえば、「ａ．ｄｏｍａｉｎ．ｃｏｍ」、
「ｂ．ｄｏｍａｉｎ．ｃｏｍ」、「ｃ．ｄ．ｄｏｍａｉｎ．ｃｏｍ」など）を含む。
【０１２７】
　[0141]例示的な仲介者１３０８、１３１２が、パートナー１３１０、１３１４それぞれ
に関連付けられているクッキー情報を受信できるようにするために、パートナー１３１０
、１３１４のサブドメインが、仲介者１３０８、１３１２に割り当てられる。たとえば、
パートナーＡ１３１０は、仲介者Ａ１３０８に関連付けられているインターネットアドレ
スを、パートナーＡ１３１０に関するドメインに関連付けられているドメインネームシス
テム内のサブドメインに登録することができる。或いは、サブドメインは、その他の任意
の方法で仲介者に関連付けることもできる。そのような例においては、パートナーＡ１３
１０のドメイン名に関して設定されたクッキーは、クライアント１３０４が要求を仲介者
Ａ１３０８へ送信するときに、クライアントコンピュータ１３０４から、パートナーＡ１
３１０のドメインに関連付けられているサブドメイン名を割り当てられている仲介者Ａ１
３０８へ送信される。
【０１２８】
　[0142]例示的な仲介者１３０８、１３１２は、キャンペーンＩＤを含むビーコン要求情
報と、受信されたクッキー情報とをパートナー１３１０、１３１４それぞれへ送信する。
この情報は、仲介者１３０８、１３１２において格納することができ、それによって、パ
ートナー１３１０、１３１４にバッチで送信することができる。たとえば、受信された情
報は、その日の終わり近くに、その週の終わり近くに、しきい値量の情報が受信された後
などに、送信することができる。或いは、この情報は、受信されたらすぐに送信すること
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もできる。キャンペーンＩＤは、そのキャンペーンＩＤが対応するコンテンツをパートナ
ー１３１０、１３１４が認識するのを防止するために、又はそのコンテンツの識別情報を
その他の形で保護するために、暗号化すること、わかりにくくすること、変更することな
どができる。キャンペーンＩＤ情報のルックアップテーブルをインプレッションモニタシ
ステム１３０６において格納することができ、それによって、パートナー１３１０、１３
１４から受信されたインプレッション情報をコンテンツに相関付けることができる。
【０１２９】
　[0143]示されている例の仲介者１３０８、１３１２はまた、パートナークッキーの可用
性の表示をインプレッションモニタシステム１３０６へ送信する。たとえば、リダイレク
トされたビーコン要求が、仲介者Ａ１３０８において受信された場合には、仲介者Ａ１３
０８は、そのリダイレクトされたビーコン要求が、パートナーＡ１３１０に関するクッキ
ーを含むかどうかを特定する。仲介者Ａ１３０８は、パートナーＡ１３１０に関するクッ
キーが受信された場合には、インプレッションモニタシステム１３０６へ通知を送信する
。或いは、仲介者１３０８、１３１２は、クッキーが受信されるかどうかにかかわらず、
パートナークッキーの可用性に関する情報を送信することもできる。インプレッションモ
ニタシステム１３０６が、クライアントの識別子をリダイレクションメッセージ内に含め
ており、クライアントのその識別子が、仲介者１３０８、１３１２において受信された場
合には、仲介者１３０８、１３１２は、クライアントのその識別子を、インプレッション
モニタシステム１３０６へ送信されるパートナークッキーに関する情報とともに含めるこ
とができる。インプレッションモニタシステム１３０６は、さらなるビーコン要求をどの
ようにリダイレクトするかを決定するために、パートナークッキーの存在に関する情報を
使用することができる。たとえば、インプレッションモニタシステム１３０６は、クライ
アントがクッキーを有していないことが特定されているパートナー１３１０、１３１４に
関連付けられている仲介者１３０８、１３１２にはクライアントをリダイレクトしないこ
とを選択することができる。いくつかの例においては、特定のクライアントが、パートナ
ーに関連付けられているクッキーを有するかどうかに関する情報を定期的に更新して、ク
ッキーの有効期限が切れていること、及び新たなクッキーが設定されていること（たとえ
ば、パートナーのうちの１つにおける直近のログイン又は登録）を考慮することができる
。
【０１３０】
　[0144]仲介者１３０８、１３１２は、コンテンツメータリングエンティティー（たとえ
ば、インプレッションモニタシステム１３０６を提供するコンテンツメータリングエンテ
ィティー）に関連付けられているサーバによって実装することができる。或いは、仲介者
１３０８、１３１２は、パートナー１３１０、１３１４それぞれに関連付けられているサ
ーバによって実装することもできる。その他の例においては、仲介者は、コンテンツ配信
ネットワークなどのサードパーティーによって提供することができる。
【０１３１】
　[0145]いくつかの例においては、仲介者１３０８、１３１２は、パートナー１３１０、
１３１４とクライアントコンピュータ１３０４との間における直接接続を防止するために
、リダイレクトされるビーコン要求からのいくつかの情報がパートナー１３１０、１３１
４へ送信されるのを防止するために（たとえば、ＲＥＦＥＲＲＥＲ＿ＵＲＬがパートナー
１３１０、１３１４へ送信されるのを防止するために）、リダイレクトされるビーコン要
求に関連付けられているパートナー１３１０、１３１４におけるネットワークトラフィッ
クの量を減らすために、及び／又は、パートナークッキーがクライアントコンピュータ１
３０４によって提供されているかどうかについてのリアルタイムの表示又はリアルタイム
に近い表示をインプレッションモニタシステム１３０６へ送信するために提供される。
【０１３２】
　[0146]いくつかの例においては、仲介者１３０８、１３１２は、秘密のデータがインプ
レッションモニタシステム１３０６へ送信されるのを防止するために、パートナー１３１
０、１３１４によって信頼されている。たとえば、仲介者１３０８、１３１２は、インプ
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レッションモニタシステム１３０６へ情報を送信する前に、パートナークッキー内に格納
されている識別子を除去することができる。
【０１３３】
　[0147]パートナー１３１０、１３１４は、キャンペーンＩＤを含むビーコン要求情報と
、クッキー情報とを仲介者１３０８、１３１２から受信する。パートナー１３１０、１３
１４は、クッキー情報に基づいてクライアントコンピュータ１３０４のユーザに関する識
別情報及び人口統計を特定する。例示的なパートナー１３１０、１３１４は、インプレッ
ションに関連付けられている特定された人口統計に基づいてキャンペーンＩＤに関するイ
ンプレッションを追跡把握する。追跡把握されているインプレッションに基づいて、例示
的なパートナー１３１０、１３１４は、（前述した）レポートを生成する。それらのレポ
ートは、インプレッションモニタシステム１３０６、発行者１３０２、発行者１３０２に
よって提供される広告を供給した広告主、メディアコンテンツハブ、又は、それらのレポ
ートに関心があるその他の人若しくはエンティティーへ送信することができる。
【０１３４】
　[0148]図１４は、リダイレクトされた要求を仲介者において処理するために実行するこ
とができる例示的なマシン可読命令を表すフロー図である。図１４の例示的なプロセスに
ついて、例示的な仲介者Ａ１３０８に関連して説明する。ブロックのうちのいくつか又は
すべては、追加として、又は代替として、図１３の例示的な仲介者Ｂ１３１２、パートナ
ー１３１０、１３１４のうちの１つ若しくは複数によって、又は図１～図３に関連して説
明したその他のパートナーによって、実行することができる。
【０１３５】
　[0149]示されている例によれば、仲介者Ａ１３０８は、リダイレクトされたビーコン要
求をクライアントコンピュータ１３０４から受信する（ブロック１４０２）。仲介者Ａ１
３０８は、クライアントコンピュータ１３０４が、パートナーＡ１３１０に関連付けられ
ているクッキーを、リダイレクトされたビーコン要求内に含めて送信したかどうかを特定
する（ブロック１４０４）。たとえば、仲介者Ａ１３０８が、パートナーＡ１３１０のサ
ブドメインであるドメイン名を割り当てられている場合には、クライアントコンピュータ
１３０４は、パートナーＡ１３１０によって設定されているクッキーを仲介者Ａ１３０８
へ送信する。
【０１３６】
　[0150]リダイレクトされたビーコン要求が、パートナーＡ１３１０に関連付けられてい
るクッキーを含んでいない場合には（ブロック１４０４）、コントロールは、ブロック１
４１２へ進み、ブロック１４１２については、以降で説明する。リダイレクトされたビー
コン要求が、パートナーＡ１３１０に関連付けられているクッキーを含んでいる場合には
（ブロック１４０４）、仲介者Ａ１３０８は、そのクッキーの存在をインプレッションモ
ニタシステム１３０６に通知する（ブロック１４０６）。その通知は、リダイレクトされ
たビーコン要求に関連付けられている情報（たとえば、ソースＵＲＬ、キャンペーンＩＤ
など）や、クライアントの識別子などをさらに含むことができる。示されている例によれ
ば、仲介者Ａ１３０８は、リダイレクトされたビーコン要求内に含まれているキャンペー
ンＩＤと、パートナークッキー情報とを格納する（ブロック１４０８）。仲介者Ａ１３０
８は、リダイレクトされたビーコン要求に関連付けられているその他の情報、たとえば、
ソースＵＲＬ、リファラＵＲＬなどをさらに格納することができる。
【０１３７】
　[0151]次いで、例示的な仲介者Ａ１３０８は、格納された情報をパートナーＡ１３１０
へ送信すべきかどうかを決定する（ブロック１４０８）。たとえば、仲介者Ａ１３０８は
、情報をすぐに送信すべきであると決定することができ、しきい値量の情報が受信されて
いることを特定することもでき、情報を時刻に基づいて送信すべきであると決定すること
もできる、といった具合である。仲介者Ａ１３０８が、情報を送信すべきではないと決定
した場合には（ブロック１４０８）、コントロールは、ブロック１４１２へ進む。仲介者
Ａ１３０８は、情報を送信すべきであると決定した場合には（ブロック１４０８）、格納
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されている情報をパートナーＡ１３１０へ送信する。それらの格納されている情報は、単
一の要求に関連付けられている情報、単一のクライアントからの複数の要求に関連付けら
れている情報、複数のクライアントからの複数の要求に関連付けられている情報などを含
むことができる。
【０１３８】
　[0152]示されている例によれば、仲介者Ａ１３０８は次いで、クライアントコンピュー
タ１３０４によって次なる仲介者及び／又はパートナーに連絡を取るべきかどうかを決定
する（ブロック１４１２）。例示的な仲介者Ａ１３０８は、パートナーａ１３１０に関連
付けられているクッキーが受信されていない場合には、次なるパートナーに連絡を取るべ
きであると決定する。或いは、仲介者Ａ１３０８は、リダイレクトされたビーコン要求が
受信されている場合や、パートナークッキーに関連付けられている場合などは常に、次な
るパートナーに連絡を取るべきであると決定することもできる。
【０１３９】
　[0153]仲介者Ａ１３０８は、次なるパートナー（たとえば、仲介者Ｂ１３１４）に連絡
を取るべきであると決定した場合には（ブロック１４１２）、クライアントコンピュータ
１３０４が要求を仲介者Ｂ１３１２へ送信すべきであることを示すビーコンリダイレクシ
ョンメッセージをクライアントコンピュータ１３０４へ送信する。リダイレクションメッ
セージを送信した後に（ブロック１４１４）、又は、次なるパートナーに連絡を取るべき
ではないと仲介者Ａ１３０８が決定した場合には（ブロック１４１２）、図１４の例示的
なプロセスは終了する。
【０１４０】
　[0154]図１４の例は、チェーン内の次なる仲介者１３０８、１３１２を識別するリダイ
レクションメッセージをそれぞれの仲介者１３０８、１３１２が選択的に又は自動的に送
信する場合のアプローチについて説明しているが、その他のアプローチを実施することも
できる。たとえば、インプレッションモニタシステム１３０６からのリダイレクションメ
ッセージは、複数の仲介者１３０８、１３１２を識別することができる。そのような一例
においては、リダイレクションメッセージは、要求を仲介者１３０８、１３１２のそれぞ
れ（又はサブセット）へ順次送信するようにクライアントコンピュータ１３０４に指示す
ることができ、（たとえば、並行して実行される要求をサポートするＪａｖａＳｃｒｉｐ
ｔ（登録商標）命令を使用して）要求を仲介者１３０８、１３１２のそれぞれへ並行して
送信するようにクライアントコンピュータ１３０４に指示することもできる、といった具
合である。
【０１４１】
　[0155]図１４の例は、仲介者Ａに関連して説明されているが、図１４のブロックのうち
のいくつか又はすべては、仲介者Ｂ１３１２、パートナー１３１０、１３１４のうちの１
つ若しくは複数、本明細書に記載されているその他の任意のパートナー、又はその他の任
意のエンティティー若しくはシステムによって実行することもできる。追加として、又は
代替として、図１４の複数のインスタンス（又は、本明細書に記載されているその他の任
意の命令）は、任意の数の場所において並行して実行することができる。
【０１４２】
　[0156]図１５は、本明細書において開示されている例示的な装置、方法、製品、及び／
又はシステムを実施するために使用することができる例示的なプロセッサシステム１５１
０のブロック図である。図１５において示されているように、プロセッサシステム１５１
０は、相互接続バス１５１４に結合されているプロセッサ１５１２を含む。プロセッサ１
５１２は、任意の適切なプロセッサ、処理装置、又はマイクロプロセッサとすることがで
きる。図１５には示されていないが、システム１５１０は、マルチプロセッサシステムと
することができ、ひいては、プロセッサ１５１２と同じ又は同様であり、相互接続バス１
５１４に通信可能に結合されている１つ又は複数のさらなるプロセッサを含むことができ
る。
【０１４３】
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　[0157]図１５のプロセッサ１５１２は、チップセット１５１８に結合されており、チッ
プセット１５１８は、メモリコントローラ１５２０、及び入力／出力（Ｉ／Ｏ）コントロ
ーラ１５２２を含む。チップセットは、Ｉ／Ｏ機能及びメモリマネージメント機能、並び
に複数の汎用レジスタ及び／又は専用レジスタ、タイマーなどを提供し、それらは、チッ
プセット１５１８に結合されている１つ又は複数のプロセッサによってアクセス可能であ
るか、又は使用される。メモリコントローラ１５２０は、プロセッサ１５１２（又は複数
のプロセッサが存在する場合には、それらのプロセッサ）がシステムメモリ１５２４、マ
スストレージメモリ１５２５、及び／又は光学メディア１５２７にアクセスできるように
する機能を実行する。
【０１４４】
　[0158]一般には、システムメモリ１５２４は、任意の所望のタイプの揮発性及び／又は
不揮発性のメモリ、たとえば、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、ダイ
ナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ
（ＲＯＭ）などを含むことができる。マスストレージメモリ１５２５は、ハードディスク
ドライブ、光学ドライブ、テープストレージデバイスなどを含む任意の所望のタイプのマ
スストレージデバイスを含むことができる。光学メディア１５２７は、デジタル多用途デ
ィスク（ＤＶＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、又はブルーレイ光学ディスクなどの任
意の所望のタイプの光学メディアを含むことができる。図９～図１２及び図１４のうちの
いずれの命令も、システムメモリ１５２４、マスストレージデバイス１５２５、及び／又
はその他の任意のメディアによって表される有形のメディアのうちのいずれの上に格納す
ることもできる。
【０１４５】
　[0159]Ｉ／Ｏコントローラ１５２２は、プロセッサ１５１２が、Ｉ／Ｏバス１５３２を
介して周辺入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス１５２６及び１５２８並びにネットワークイン
ターフェース１５３０と通信できるようにする機能を実行する。Ｉ／Ｏデバイス１５２６
及び１５２８は、任意の所望のタイプのＩ／Ｏデバイス、たとえば、キーボード、ビデオ
ディスプレイ又はモニタ、マウスなどとすることができる。ネットワークインターフェー
ス１５３０は、たとえば、イーサネット（登録商標）デバイス、非同期転送モード（ＡＴ
Ｍ）デバイス、８０２．１１デバイス、デジタルサブスクライバーライン（ＤＳＬ）モデ
ム、ケーブルモデム、セルラーモデムなどとすることができ、それによって、プロセッサ
システム１３１０は、別のプロセッサシステムと通信することができる。
【０１４６】
　[0160]メモリコントローラ１５２０及びＩ／Ｏコントローラ１５２２は、図１５におい
ては、チップセット１５１８内の別々の機能ブロックとして示されているが、これらのブ
ロックによって実行される機能は、単一の半導体回路内に統合することができ、又は複数
の別々の集積回路を使用して実施することもできる。
【０１４７】
　[0161]上記では、識別情報をクライアントからサーバへ送信するためのクッキーの使用
を開示しているが、識別情報をクライアントからサーバ又はその他のコンピュータへ送信
するためのその他の任意のシステムを使用することもできる。たとえば、本明細書におい
て開示されているクッキーのうちの任意のクッキーによって提供される識別情報又はその
他の任意の情報は、Ａｄｏｂｅ　Ｆｌａｓｈ（登録商標）クライアント識別子、ＨＴＭＬ
５のデータストア内に格納されている識別情報などによって提供することができる。本明
細書に記載されている方法及び装置は、クッキーを採用する実施態様に限定されない。
【０１４８】
　[0162]本明細書においては、特定の方法、装置、システム、及び製品について開示して
きたが、本特許がカバーする範囲は、それらに限定されない。それどころか、本特許は、
特許請求の範囲の範疇内に、一字一句たがわず、又は均等論のもとで、公正に収まるすべ
ての方法、装置、システム、及び製品をカバーする。
【０１４９】
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　[0163]
　本発明の側面は、以下のように記述される。
１．
　メディア露出をモニタするための方法であって、
　第１のインターネットドメインにおいて、第１の要求をクライアントコンピュータから
受信するステップであり、前記第１の要求が、前記クライアントコンピュータにおける前
記メディアへのアクセスを示す、ステップと、
　前記クライアントコンピュータが既知であるかどうかを特定するステップと、
　前記クライアントコンピュータが既知ではない場合には、前記第１のインターネットド
メインから、応答を前記クライアントコンピュータへ送信するステップであり、前記応答
が、第２の要求を第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアントコン
ピュータに指示し、前記第２の要求が、前記クライアントコンピュータにおける前記メデ
ィアへの前記アクセスを示す、ステップと、
　前記クライアントコンピュータが既知である場合には、前記メディアのインプレッショ
ンをログに記録するステップと
を含む方法。
２．
　前記第１の要求が、前記クライアントコンピュータに関連付けられている識別子を含む
場合には、前記識別子を前記インプレッションに関連付けて格納するステップをさらに含
む、請求項１に記載の方法。
３．
　前記識別子が、前記第１のインターネットドメインのサーバによって設定されているク
ッキーを含む、請求項２に記載の方法。
４．
　前記第１の要求が前記識別子を含まない場合には、前記第１のインターネットドメイン
を介して、前記識別子を前記クライアントコンピュータ内に設定するステップと、
　前記識別子を前記インプレッションに関連付けて格納するステップと
をさらに含む、請求項２に記載の方法。
５．
　前記第１の要求が、前記メディアとともに提供された命令に基づいて前記第１のインタ
ーネットドメインにおいて受信され、前記クライアントコンピュータが前記メディアにア
クセスしたときに前記クライアントコンピュータにおいて実行される、請求項１に記載の
方法。
６．
　前記命令が、Ｊａｖａ命令、ｊａｖａスクリプト、又はハイパーテキストマークアップ
言語のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
７．
　前記第１の要求が、前記メディアに関連付けられているキャンペーン識別子、クリエイ
ティブタイプ識別子、又は配置識別子のうちの少なくとも１つを含み、前記キャンペーン
識別子が、広告キャンペーンを示し、前記クリエイティブタイプ識別子が、前記メディア
のテクノロジータイプを示し、前記配置識別子が、前記クライアントコンピュータのスク
リーン上における前記メディアの位置を示す、請求項１に記載の方法。
８．
　前記第１の要求内の、前記メディアに関連付けられている識別情報を受信するステップ
と、
　前記識別情報に対応する修正された値を生成するステップと、
　前記識別情報の代わりに前記修正された値を前記応答内に含めて前記クライアントコン
ピュータへ送信するステップであって、前記修正された値が、前記第２のインターネット
ドメインへの前記第２の要求内に含められる、ステップと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
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９．
　前記修正された値を前記第１のインターネットドメインにおける前記識別情報にマップ
するステップをさらに含む、請求項８に記載の方法。
１０．
　前記第２のインターネットドメインから、前記修正された値に基づく第２のインプレッ
ションを受信するステップと、
　前記第２のインプレッションの前記修正された値と、前記修正された値を前記第１のイ
ンターネットドメインにおける前記識別情報にマップする前記ステップとに基づいて、前
記第２のインプレッションが、前記クライアントコンピュータにおいて提示された前記メ
ディアに対応することを特定するステップと
をさらに含む、請求項９に記載の方法。
１１．
　前記第２のインターネットドメインからの前記第２のインプレッションが、前記クライ
アントコンピュータに関連付けられているユーザの人口統計情報を含む、請求項１０に記
載の方法。
１２．
　前記第２の要求を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアン
トコンピュータに指示するための前記応答が、前記第２のインターネットドメインの前記
インターネットアドレスを含む、請求項１に記載の方法。
１３．
　前記クライアントコンピュータに関連付けられているユーザに関する人口統計情報を有
する可能性が最も高いのはどのインターネットドメインであるかを示すデータに基づいて
、前記第２のインターネットドメインの前記インターネットアドレスを選択するステップ
をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
１４．
　前記第２のインターネットドメインがソーシャルネットワークサービスに関連付けられ
ており、ソーシャルネットワークサービスが、その登録ユーザから人口統計情報を収集す
る、請求項１に記載の方法。
１５．
　前記メディアが広告である、請求項１に記載の方法。
１６．
　前記第１のインターネットドメインから、第２の応答を前記クライアントコンピュータ
へ送信するステップをさらに含み、前記第２の応答が、第３の要求を第３のインターネッ
トドメインへ送信するように前記クライアントコンピュータに指示し、前記第３の要求が
、前記クライアントコンピュータにおける前記メディアの前記提示を示す、請求項１に記
載の方法。
１７．
　前記第２のインターネットドメインにおいてインプレッションがログに記録されなかっ
た場合には、前記第２の応答が、前記クライアントコンピュータへ送信される、請求項１
６に記載の方法。
１８．
　前記第１のインターネットドメインにおいて、第３の要求を第２のクライアントコンピ
ュータから受信するステップであって、前記第３の要求が、前記第２のクライアントコン
ピュータにおける第２のメディアへのアクセスを示し、前記クライアントコンピュータが
、パネリストコンピュータであり、前記第２のクライアントコンピュータが、非パネリス
トコンピュータである、ステップと、
　前記パネリストコンピュータに関連付けられている第１の人口統計情報を、前記第１の
要求に基づいて前記メディアコンテンツの前記ログに記録されたインプレッションに関連
付けて格納するステップであって、前記人口統計情報が、前記パネリストコンピュータに
関連付けられているパネリストメンバーからそれまでに収集されている、ステップと、
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　前記第２のインターネットドメインから、前記第２のクライアントコンピュータに関連
付けられている第２の人口統計情報を受信するステップであって、前記第２の人口統計情
報が、前記第２のクライアントコンピュータにおける前記第２のメディアの前記提示に基
づいて前記第２のインターネットドメインにおいてログに記録された第２のインプレッシ
ョンに関連付けて受信される、ステップと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
１９．
　前記パネリストメンバーが、前記第１のインターネットドメインに関連付けられている
視聴者レーティング測定エンティティーによって保持されているパネルに関連付けられて
おり、前記第２のクライアントコンピュータの非パネリストユーザが、前記第２のインタ
ーネットドメインに関連付けられている登録ベースのサービスの登録ユーザである、請求
項１８に記載の方法。
２０．
　前記第２のインターネットドメインから、前記第２の要求に基づいて前記第２のインタ
ーネットドメインにおいてログに記録された第２のインプレッションに関連付けられてい
る人口統計情報を受信するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
２１．
　前記第２の要求を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアン
トコンピュータに指示するための前記応答が、前記第２の要求を仲介者へ送信するように
前記クライアントコンピュータに指示する、請求項１に記載の方法。
２２．
　メディア露出をモニタするための装置であって、
　　第１のインターネットドメインにおいて、クライアントコンピュータにおける前記メ
ディアへのアクセスを示す第１の要求を前記クライアントコンピュータから受信し、
　　前記クライアントコンピュータが既知ではない場合には、前記第１のインターネット
ドメインから、前記クライアントコンピュータにおける前記メディアへの前記アクセスを
示す第２の要求を第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアントコン
ピュータに指示する応答を前記クライアントコンピュータへ送信する
　通信インターフェースと、
　前記クライアントコンピュータが既知である場合には、前記メディアのインプレッショ
ンをログに記録するためのデータ構造と
を備える装置。
２３．
　前記第１の要求が、前記クライアントコンピュータに関連付けられている識別子を含む
場合には、前記データ構造が、前記識別子を前記インプレッションに関連付けて格納する
、請求項２２に記載の装置。
２４．
　前記識別子が、前記第１のインターネットドメインのサーバによって設定されているク
ッキーを含む、請求項２３に記載の装置。
２５．
　前記通信インターフェースが、前記第１の要求が前記識別子を含まない場合には、前記
第１のインターネットドメインを介して、前記識別子を前記クライアントコンピュータ内
に設定し、前記データ構造が、前記通信インターフェースが前記識別子を前記クライアン
トコンピュータ内に設定した後に前記識別子を前記インプレッションに関連付けて格納す
る、請求項２３に記載の装置。
２６．
　前記第１の要求が、前記メディアとともに提供された命令に基づいて前記第１のインタ
ーネットドメインにおいて受信され、前記クライアントコンピュータが前記メディアにア
クセスしたときに前記クライアントコンピュータにおいて実行される、請求項２２に記載
の装置。
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２７．
　前記命令が、Ｊａｖａ命令、ｊａｖａスクリプト、又はハイパーテキストマークアップ
言語のうちの少なくとも１つを含む、請求項２２に記載の装置。
２８．
　前記第１の要求が、前記メディアに関連付けられているキャンペーン識別子、クリエイ
ティブタイプ識別子、又は配置識別子のうちの少なくとも１つを含み、前記キャンペーン
識別子が、広告キャンペーンを示し、前記クリエイティブタイプ識別子が、前記メディア
のテクノロジータイプを示し、前記配置識別子が、前記クライアントコンピュータのスク
リーン上における前記メディアの位置を示す、請求項２２に記載の装置。
２９．
　前記通信インターフェースが、
　前記第１の要求内の、前記メディアに関連付けられている識別情報を受信し、
　前記識別情報の代わりに、前記第２のインターネットドメインへの前記第２の要求内に
含められる前記修正された値を、前記応答内に含めて前記クライアントコンピュータへ送
信する
請求項２２に記載の装置。
３０．
　前記修正された値を前記第１のインターネットドメインにおける前記識別情報にマップ
するためのサイト識別子マップをさらに備える、請求項２９に記載の装置。
３１．
　前記第２のインターネットドメインから、前記修正された値に基づく第２のインプレッ
ションを受信し、
　前記第２のインプレッションの前記修正された値と、前記修正された値を前記第１のイ
ンターネットドメインにおける前記識別情報にマップすることとに基づいて、前記第２の
インプレッションが、前記クライアントコンピュータにおいて提示された前記メディアに
対応することを特定する
レポートジェネレータをさらに備える、請求項３０に記載の装置。
３２．
　前記第２のインターネットドメインからの前記第２のインプレッションが、前記クライ
アントコンピュータに関連付けられているユーザの人口統計情報を含む、請求項３１に記
載の装置。
３３．
　前記第２の要求を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアン
トコンピュータに指示するための前記応答が、前記第２のインターネットドメインの前記
インターネットアドレスを含む、請求項２２に記載の装置。
３４．
　前記クライアントコンピュータに関連付けられているユーザに関する人口統計情報を有
する可能性が最も高いのはどのインターネットドメインであるかを示すデータに基づいて
、前記第２のインターネットドメインの前記インターネットアドレスを選択するためのル
ールエンジンを選択することをさらに含む、請求項３３に記載の装置。
３５．
　前記第２のインターネットドメインがソーシャルネットワークサービスに関連付けられ
ており、ソーシャルネットワークサービスが、その登録ユーザから人口統計情報を収集す
る、請求項２２に記載の装置。
３６．
　前記メディアが広告である、請求項２２に記載の装置。
３７．
　前記通信インターフェースが、前記第１のインターネットドメインから、第２の応答を
前記クライアントコンピュータへ送信し、前記第２の応答が、第３の要求を第３のインタ
ーネットドメインへ送信するように前記クライアントコンピュータに指示し、前記第３の
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要求が、前記クライアントコンピュータにおける前記メディアの前記提示を示す、請求項
２２に記載の装置。
３８．
　前記第２のインターネットドメインにおいてインプレッションがログに記録されなかっ
た場合には、前記第２の応答が、前記クライアントコンピュータへ送信される、請求項３
７に記載の装置。
３９．
　前記第１のインターネットドメインにおいて、第３の要求を第２のクライアントコンピ
ュータから受信するための前記通信インターフェースであって、前記第３の要求が、前記
第２のクライアントコンピュータにおける第２のメディアへのアクセスを示し、前記クラ
イアントコンピュータが、パネリストコンピュータであり、前記第２のクライアントコン
ピュータが、非パネリストコンピュータである、前記通信インターフェースと、
　前記パネリストコンピュータに関連付けられている第１の人口統計情報を、前記第１の
要求に基づいて前記メディアコンテンツの前記ログに記録されたインプレッションに関連
付けて格納するための第２のデータ構造であって、前記人口統計情報が、前記パネリスト
コンピュータに関連付けられているパネリストメンバーからそれまでに収集されている、
第２のデータ構造と、
　前記第２のインターネットドメインから、前記第２のクライアントコンピュータに関連
付けられている第２の人口統計情報を受信するためのレポートジェネレータであって、前
記第２の人口統計情報が、前記第２のクライアントコンピュータにおける前記第２のメデ
ィアの前記提示に基づいて前記第２のインターネットドメインにおいてログに記録された
第２のインプレッションに関連付けて受信される、レポートジェネレータと
をさらに備える、請求項２２に記載の装置。
４０．
　前記パネリストメンバーが、前記第１のインターネットドメインに関連付けられている
視聴者レーティング測定エンティティーによって保持されているパネルに関連付けられて
おり、前記第２のクライアントコンピュータの非パネリストユーザが、前記第２のインタ
ーネットドメインに関連付けられている登録ベースのサービスの登録ユーザである、請求
項３９に記載の装置。
４１．
　前記第２のインターネットドメインから、前記第２の要求に基づいて前記第２のインタ
ーネットドメインにおいてログに記録された第２のインプレッションに関連付けられてい
る人口統計情報を受信するためのレポートジェネレータをさらに備える、請求項２２に記
載の装置。
４２．
　前記第２の要求を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアン
トコンピュータに指示するための前記応答が、前記第２の要求を仲介者へ送信するように
前記クライアントコンピュータに指示する、請求項２２に記載の装置。
４３．
　命令が格納されている有形のマシンアクセス可能メディアであって、前記命令が、実行
されたときに、マシンに少なくとも、
　第１のインターネットドメインにおいて、クライアントコンピュータにおける前記メデ
ィアへのアクセスを示す第１の要求を前記クライアントコンピュータから受信させ、
　前記クライアントコンピュータが既知であるかどうかを特定させ、
　前記クライアントコンピュータが既知ではない場合には、前記第１のインターネットド
メインから、応答を前記クライアントコンピュータへ送信させ、前記応答が、第２の要求
を第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアントコンピュータに指示
し、前記第２の要求が、前記クライアントコンピュータにおける前記メディアへの前記ア
クセスを示し、
　前記クライアントコンピュータが既知である場合には、前記メディアのインプレッショ
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ンをログに記録させる
有形のマシンアクセス可能メディア。
４４．
　前記マシンに、前記第１の要求が前記クライアントコンピュータに関連付けられている
識別子を含む場合には、前記識別子を前記インプレッションに関連付けて格納させる命令
を格納している、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メディア。
４５．
　前記識別子が、前記第１のインターネットドメインのサーバによって設定されているク
ッキーを含む、請求項４４に記載のマシンアクセス可能メディア。
４６．
　前記マシンに、
　前記第１の要求が前記識別子を含まない場合には、前記第１のインターネットドメイン
を介して、前記識別子を前記クライアントコンピュータ内に設定させ、
　前記識別子を前記インプレッションに関連付けて格納させる
命令を格納している、請求項４４に記載のマシンアクセス可能メディア。
４７．
　前記第１の要求が、前記メディアとともに提供された第２の命令に基づいて前記第１の
インターネットドメインにおいて受信され、前記クライアントコンピュータが前記メディ
アにアクセスしたときに前記クライアントコンピュータにおいて実行される、請求項４３
に記載のマシンアクセス可能メディア。
４８．
　前記第２の命令が、Ｊａｖａ命令、ｊａｖａスクリプト、又はハイパーテキストマーク
アップ言語のうちの少なくとも１つを含む、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メデ
ィア。
４９．
　前記第１の要求が、前記メディアに関連付けられているキャンペーン識別子、クリエイ
ティブタイプ識別子、又は配置識別子のうちの少なくとも１つを含み、前記キャンペーン
識別子が、広告キャンペーンを示し、前記クリエイティブタイプ識別子が、前記メディア
のテクノロジータイプを示し、前記配置識別子が、前記クライアントコンピュータのスク
リーン上における前記メディアの位置を示す、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メ
ディア。
５０．
　前記マシンに、
　前記第１の要求内の、前記メディアに関連付けられている識別情報を受信させ、
　前記識別情報に対応する修正された値を生成させ、
　前記識別情報の代わりに前記修正された値を前記応答内に含めて前記クライアントコン
ピュータへ送信させ、前記修正された値が、前記第２のインターネットドメインへの前記
第２の要求内に含められる
命令を格納している、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メディア。
５１．
　前記マシンに、前記修正された値を前記第１のインターネットドメインにおける前記識
別情報にマップさせる命令を格納している、請求項５０に記載のマシンアクセス可能メデ
ィア。
５２．
　前記マシンに、
　前記第２のインターネットドメインから、前記修正された値に基づく第２のインプレッ
ションを受信させ、
　前記第２のインプレッションの前記修正された値と、前記修正された値を前記第１のイ
ンターネットドメインにおける前記識別情報にマップすることとに基づいて、前記第２の
インプレッションが、前記クライアントコンピュータにおいて提示された前記メディアに
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対応することを特定させる
命令を格納している、請求項５１に記載のマシンアクセス可能メディア。
５３．
　前記第２のインターネットドメインからの前記第２のインプレッションが、前記クライ
アントコンピュータに関連付けられているユーザの人口統計情報を含む、請求項５２に記
載のマシンアクセス可能メディア。
５４．
　前記第２の要求を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアン
トコンピュータに指示するための前記応答が、前記第２のインターネットドメインの前記
インターネットアドレスを含む、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メディア。
５５．
　前記マシンに、
　前記クライアントコンピュータに関連付けられているユーザに関する人口統計情報を有
する可能性が最も高いのはどのインターネットドメインであるかを示すデータに基づいて
、前記第２のインターネットドメインの前記インターネットアドレスを選択させる命令を
格納している、請求項５４に記載のマシンアクセス可能メディア。
５６．
　前記第２のインターネットドメインがソーシャルネットワークサービスに関連付けられ
ており、ソーシャルネットワークサービスが、その登録ユーザから人口統計情報を収集す
る、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メディア。
５７．
　前記メディアが広告である、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メディア。
５８．
　前記マシンに、前記第１のインターネットドメインから、第２の応答を前記クライアン
トコンピュータへ送信させる命令を格納しており、前記第２の応答が、第３の要求を第３
のインターネットドメインへ送信するように前記クライアントコンピュータに指示し、前
記第３の要求が、前記クライアントコンピュータにおける前記メディアの前記提示を示す
、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メディア。
５９．
　前記第２のインターネットドメインにおいてインプレッションがログに記録されなかっ
た場合には、前記第２の応答が、前記クライアントコンピュータへ送信される、請求項５
８に記載のマシンアクセス可能メディア。
６０．
　前記マシンに、
　前記第１のインターネットドメインにおいて、第３の要求を第２のクライアントコンピ
ュータから受信させ、前記第３の要求が、前記第２のクライアントコンピュータにおける
第２のメディアへのアクセスを示し、前記クライアントコンピュータが、パネリストコン
ピュータであり、前記第２のクライアントコンピュータが、非パネリストコンピュータで
あり、
　前記パネリストコンピュータに関連付けられている第１の人口統計情報を、前記第１の
要求に基づいて前記メディアコンテンツの前記ログに記録されたインプレッションに関連
付けて格納させ、前記人口統計情報が、前記パネリストコンピュータに関連付けられてい
るパネリストメンバーからそれまでに収集されており、
　前記第２のインターネットドメインから、前記第２のクライアントコンピュータに関連
付けられている第２の人口統計情報を受信させ、前記第２の人口統計情報が、前記第２の
クライアントコンピュータにおける前記第２のメディアの前記提示に基づいて前記第２の
インターネットドメインにおいてログに記録された第２のインプレッションに関連付けて
受信される
命令を格納している、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メディア。
６１．
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　前記パネリストメンバーが、前記第１のインターネットドメインに関連付けられている
視聴者レーティング測定エンティティーによって保持されているパネルに関連付けられて
おり、前記第２のクライアントコンピュータの非パネリストユーザが、前記第２のインタ
ーネットドメインに関連付けられている登録ベースのサービスの登録ユーザである、請求
項６０に記載のマシンアクセス可能メディア。
６２．
　前記マシンに、前記第２のインターネットドメインから、前記第２の要求に基づいて前
記第２のインターネットドメインにおいてログに記録された第２のインプレッションに関
連付けられている人口統計情報を受信させる命令を格納している、請求項４３に記載のマ
シンアクセス可能メディア。
６３．
　前記第２の要求を前記第２のインターネットドメインへ送信するように前記クライアン
トコンピュータに指示するための前記応答が、前記第２の要求を仲介者へ送信するように
前記クライアントコンピュータに指示する、請求項４３に記載のマシンアクセス可能メデ
ィア。
６４．
　視聴者測定パネルを拡張する方法であって、
　メディアへのアクセスを識別する受信された表示が、前記視聴者測定パネルのメンバー
によって送信されたものであるかどうかを特定するステップと、
　前記メディアへのアクセスを識別する前記受信された表示が、前記視聴者測定パネルの
前記メンバーによって送信されたものではない場合には、前記表示をソーシャルネットワ
ークプロバイダへ転送するステップと、
　前記表示が、前記ソーシャルネットワークプロバイダのユーザによって送信されたもの
である場合には、前記メディアへの前記アクセスを前記ソーシャルネットワークプロバイ
ダのレコード内に格納されている前記ユーザの第１の人口統計に関連付けるログを受信す
るステップと
を含む方法。
６５．
　前記表示が、前記視聴者測定パネルの前記メンバーによって送信されたものである場合
には、前記メディアと、前記メンバーの第２の人口統計との間における関連付けをログに
記録するステップをさらに含む、請求項６４に記載の方法。
６６．
　前記表示が、ハイパーテキスト転送プロトコル要求を介して受信される、請求項６４に
記載の方法。
６７．
　前記表示を前記ソーシャルネットワークの前記プロバイダへ転送するステップが、前記
メディアの発行者ウェブサイトを示すサイト識別子の修正された値を転送するサブステッ
プを含む、請求項６４に記載の方法。
６８．
　前記修正された値を前記サイト識別子に関連付けてデータ構造内に格納し、前記ソーシ
ャルネットワークの前記プロバイダへは前記サイト識別子を送信しないステップをさらに
含む、請求項６７に記載の方法。
６９．
　前記修正された値に基づく前記ソーシャルネットワークプロバイダからのログに記録さ
れたインプレッションデータを受信し、前記ログに記録されたインプレッションデータ内
の前記修正された値と、前記修正された値を前記サイト識別子に関連付けて前記データ構
造内に格納する前記ステップとに基づいて、前記発行者ウェブサイトの前記サイト識別子
を識別するステップをさらに含む、請求項６８に記載の方法。
７０．
　前記表示を前記ソーシャルネットワークプロバイダへ転送する前記ステップが、前記視
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聴者測定パネルを管理している視聴者測定エンティティーによって実行される、請求項６
４に記載の方法。
７１．
　視聴者測定パネルを拡張するための装置であって、
　メディアへのアクセスを識別する受信された表示が、前記視聴者測定パネルのメンバー
によって送信されたものであるかどうかを特定するコンパレータと、
　前記メディアへのアクセスを識別する前記受信された表示が、前記視聴者測定パネルの
前記メンバーによって送信されたものではない場合には、前記表示をソーシャルネットワ
ークプロバイダへ転送する通信インターフェースと、
　前記表示が、前記ソーシャルネットワークプロバイダのユーザによって送信されたもの
である場合には、前記メディアへの前記アクセスを前記ソーシャルネットワークプロバイ
ダのレコード内に格納されている前記ユーザの第１の人口統計に関連付けるログを受信す
るレポートジェネレータと
を備える装置。
７２．
　前記表示が、前記視聴者測定パネルの前記メンバーによって送信されたものである場合
には、前記メディアと、前記メンバーの第２の人口統計との間における関連付けをログに
記録するためのデータ構造をさらに備える、請求項７１に記載の装置。
７３．
　前記表示が、ハイパーテキスト転送プロトコル要求を介して受信される、請求項７１に
記載の装置。
７４．
　前記表示を前記ソーシャルネットワークの前記プロバイダへ転送することが、前記メデ
ィアの発行者ウェブサイトを示すサイト識別子の修正された値を転送することを含む、請
求項７１に記載の装置。
７５．
　前記修正された値を前記サイト識別子に関連付けて格納するためのデータ構造と、前記
ソーシャルネットワークの前記プロバイダへは前記サイト識別子を送信しない通信インタ
ーフェースとをさらに含む、請求項７４に記載の装置。
７６．
　前記レポートジェネレータが、前記修正された値に基づく前記ソーシャルネットワーク
プロバイダからのログに記録されたインプレッションデータを受信し、前記ログに記録さ
れたインプレッションデータ内の前記修正された値と、前記修正された値を前記サイト識
別子に関連付けて前記データ構造内に格納することとに基づいて、前記発行者ウェブサイ
トの前記サイト識別子を識別する、請求項７５に記載の装置。
７７．
　前記コンパレータ、前記通信インターフェース、及び前記レポートジェネレータが、前
記視聴者測定パネルを管理している視聴者測定エンティティーによって操作される、請求
項７１に記載の装置。
７８．
　命令を格納しているマシンアクセス可能メディアであって、前記命令が実行されたとき
に、マシンに少なくとも、
　メディアへのアクセスを識別する受信された表示が、視聴者測定パネルのメンバーによ
って送信されたものであるかどうかを特定させ、
　前記メディアへのアクセスを識別する前記受信された表示が、前記視聴者測定パネルの
前記メンバーによって送信されたものではない場合には、前記表示をソーシャルネットワ
ークプロバイダへ転送させ、
　前記表示が、前記ソーシャルネットワークプロバイダのユーザによって送信されたもの
である場合には、前記メディアへの前記アクセスを前記ソーシャルネットワークプロバイ
ダのレコード内に格納されている前記ユーザの第１の人口統計に関連付けるログを受信さ
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マシンアクセス可能メディア。
７９．
　前記マシンに、前記表示が前記視聴者測定パネルの前記メンバーによって送信されたも
のである場合には、前記メディアと、前記メンバーの第２の人口統計との間における関連
付けをログに記録させる命令を格納している、請求項７８に記載のマシンアクセス可能メ
ディア。
８０．
　前記表示が、ハイパーテキスト転送プロトコル要求を介して受信される、請求項７８に
記載のマシンアクセス可能メディア。
８１．
　前記表示を前記ソーシャルネットワークの前記プロバイダへ転送することが、前記メデ
ィアの発行者ウェブサイトを示すサイト識別子の修正された値を転送することを含む、請
求項７８に記載のマシンアクセス可能メディア。
８２．
　マシンに、前記修正された値を前記サイト識別子に関連付けてデータ構造内に格納させ
、前記ソーシャルネットワークの前記プロバイダへは前記サイト識別子を送信させない命
令を格納している、請求項８１に記載のマシンアクセス可能メディア。
８３．
　マシンに、前記修正された値に基づく前記ソーシャルネットワークプロバイダからのロ
グに記録されたインプレッションデータを受信させ、前記ログに記録されたインプレッシ
ョンデータ内の前記修正された値と、前記修正された値を前記サイト識別子に関連付けて
前記データ構造内に格納することとに基づいて、前記発行者ウェブサイトの前記サイト識
別子を識別させる命令を格納している、請求項８２に記載のマシンアクセス可能メディア
。
８４．
　前記表示を前記ソーシャルネットワークプロバイダへ転送することが、前記視聴者測定
パネルを管理している視聴者測定エンティティーによって実行される、請求項７８に記載
のマシンアクセス可能メディア。
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