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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアにおけるビーコン命令の実行に応答して、クライアントデバイスによって、視
聴者測定エンティティに対応する第１のサーバへの第１の要求を送るステップと、
　前記クライアントデバイスによって、データベース所有者に対応する第２のサーバに対
して、前記クライアントデバイスに対応するデータベース所有者クッキーへの視聴者測定
エンティティクッキーのクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティに対応する前
記第１のサーバへ送らせる第２の要求を送るステップと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記クライアントデバイスによって、前記データベース所有者クッキーを記憶するステ
ップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の要求が、さらに前記データベース所有者に対応する前記第２のサーバに対し
て、前記クライアントデバイスに関連付けられた人口統計特性を前記第１のサーバへ送ら
せる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記クライアントデバイスによって、前記視聴者測定エンティティに対応する前記第１
のサーバへの第３の要求を送るステップと、
　前記クライアントデバイスによって、第２のデータベース所有者に対応する第３のサー
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バに対して、第２のデータベース所有者クッキーへの前記視聴者測定エンティティクッキ
ーの第２のクッキーマッピングを前記第１のサーバへ送らせる第４の要求を送るステップ
と、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の要求が、前記データベース所有者に対応する前記第２のサーバに対して、前
記クッキーマッピングを前記第１のサーバへ非同期式で送らせる、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記クライアントデバイスによって、前記視聴者測定エンティティに対応する前記第１
のサーバへ前記クッキーマッピングを含む第３の要求を送るステップをさらに含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２の要求を送る前記ステップが、前記視聴者測定エンティティに対応する前記第
１のサーバから前記クライアントデバイスでリダイレクトネットワーク通信を受け取るこ
とに基づいている、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　通信インターフェースと
　プロセッサであって、
　　メディアにおけるビーコン命令の実行に応答して、前記通信インターフェースを介し
て視聴者測定エンティティへの第１の要求を送るステップ、及び
　　データベース所有者に対して、クライアントに対応するデータベース所有者クッキー
への視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティテ
ィへ送らせる第２の要求を、前記通信インターフェースを介して送るステップ、
を実行するプロセッサと、
を備える装置。
【請求項９】
　前記プロセッサが、前記第１の要求において前記視聴者測定エンティティクッキーを送
る、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第２の要求が、さらに前記データベース所有者に対して、前記クライアントに関連
付けられた人口統計特性を前記視聴者測定エンティティへ送らせる、請求項８に記載の装
置。
【請求項１１】
　前記プロセッサが、
　前記視聴者測定エンティティに第３の要求を送るステップと、
　第２のデータベース所有者に対して、第２のデータベース所有者クッキーへの前記視聴
者測定エンティティクッキーの第２のクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティ
へ送らせる第４の要求を送るステップと、
を実行する、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第２の要求が、前記データベース所有者に対して、前記クッキーマッピングを前記
視聴者測定エンティティへ非同期式で送らせる、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサが、前記クッキーマッピングを含む第３の要求を前記視聴者測定エンテ
ィティへ送る、請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２の要求は、前記通信インターフェースが前記視聴者測定エンティティからリダ
イレクトネットワーク通信を受け取ることに基づいている、請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
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　コンピュータ読み取り可能な命令を含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　前記コンピュータ読み取り可能な命令は、実行時にプロセッサに対して少なくとも、
　メディアにおけるビーコン命令の実行に応答して、視聴者測定エンティティへの第１の
要求を送るステップと、
　データベース所有者に対して、クライアントに対応するデータベース所有者クッキーへ
の視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティ
へ送らせる第２の要求を送るステップと、
を実行させる、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項１６】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに対して前記データベース所有者クッキーを記憶さ
せる、請求項１５に記載の記憶媒体。
【請求項１７】
　前記第２の要求が、さらに前記データベース所有者に対して、前記クライアントに関連
付けられた人口統計特性を前記視聴者測定エンティティへ送らせる、請求項１５に記載の
記憶媒体。
【請求項１８】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに対して、
　第３の要求を前記視聴者測定エンティティへ送るステップと、
　第２のデータベース所有者に対して、第２のデータベース所有者クッキーへの前記視聴
者測定エンティティクッキーの第２のクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティ
へ送らせる第４の要求を送るステップと、
を実行させる、請求項１５に記載の記憶媒体。
【請求項１９】
　前記命令が、さらに前記プロセッサに対して、前記クッキーマッピングを含む第３の要
求を前記視聴者測定エンティティへ送らせる、請求項１５に記載の記憶媒体。
【請求項２０】
　前記命令が、前記プロセッサに対して、前記視聴者測定エンティティからリダイレクト
ネットワーク通信を受け取ることに基づいて前記第２の要求を送らせる、請求項１５に記
載の記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　[0001]本特許は、参照により全体を本明細書に組み入れる２０１２年６月１１日に出願
された米国特許仮出願第６１／６５８，２３３号、２０１３年４月９日に出願された米国
特許仮出願第６１／８１０，２３５号、及び２０１３年４月１２日に出願されたオースト
ラリア国特許出願第２１０３２０４８６５号に対する優先権を主張するものである。
【開示の分野】
【０００２】
　[0002]本開示は一般的にはメディアのモニタリングに関し、またより詳細には分散型人
口統計情報を用いてインプレッション数を決定するための方法及び装置に関する。
【背景】
【０００３】
　[0003]従来、視聴者測定エンティティは、登録されたパネルメンバに基づいてメディア
プログラミングに関する視聴者関与（ａｕｄｉｅｎｃｅ　ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）レベル
を決定する。すなわち視聴者測定エンティティはモニタリングを受けることに同意した者
をパネルに入会させる。次いで視聴者測定エンティティは、これらのパネルメンバに対し
て露出させたメディアプログラム（例えば、テレビ番組やラジオ番組、映画、ＤＶＤ、そ
の他）を決定するためにこれらのパネルメンバをモニタリングする。このようにして、視
聴者測定エンティティは、収集したメディア測定データに基づいて異なるメディアコンテ
ンツについての露出方策を決定することが可能である。
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【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
スに対するユーザアクセスをモニタリングするための技法は、ここ何年かで大きく進化し
た。幾つかの周知のシステムでは、このようなモニタリングを主に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配給するエンティティは周知の技法を用
いて自身のサーバでこれらのコンテンツについて受け取った要求数をログ記録することが
可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】[0005]図１は、ＡＭＥからパートナデータベース所有者（ＤＰ）へのリダイレク
トに基づいて視聴者測定エンティティ（ＡＭＥ）対パートナクッキーマッピングを作成す
るための例示のシステムを示した図である。
【０００６】
【図２】[0006]図２は、ＡＭＥからパートナＤＰへのリダイレクトに基づいてＡＭＥ対パ
ートナクッキーマッピングを作成するための図１の例示のシステムに対応する例示のメッ
セージ授受流れ図である。
【０００７】
【図３】[0007]図３は、ＡＭＥからパートナＤＰ１へのリダイレクトに基づいてＡＭＥ対
パートナＤＰ１クッキーマッピングを作成するため、及び第２のパートナＤＰ（パートナ
ＤＰ２）にパートナＤＰ２の登録ユーザを識別するための要求をさらに送るための別の例
示のシステムを示した図である。
【０００８】
【図４】[0008]図４は、ＡＭＥからパートナＤＰ１へのリダイレクトに基づいてＡＭＥ対
パートナＤＰ１クッキーマッピングを作成するため、及び第２のパートナＤＰ（パートナ
ＤＰ２）にパートナＤＰ２の登録ユーザを識別するための要求をさらに送るための図３の
例示のシステムに対応する例示のメッセージ授受流れ図である。
【０００９】
【図５Ａ】[0009]図５Ａは、第１のパートナＤＰからのオンラインキャンペーンレーティ
ング（ＯＣＲ）データの収集と連携して第１及び第２のパートナデータベース所有者から
分散型人口統計情報を収集するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表し
た流れ図である。
【００１０】
【図５Ｂ】[0010]図５Ｂは、図５Ａの命令を実装する図１のシステムの例示のプロセスを
示した図である。
【００１１】
【図６Ａ】[0011]図６Ａは、第１のパートナＤＰからＯＣＲデータを収集するためのＯＣ
Ｒ収集プロセスを伴うことなく第１及び第２のパートナデータベース所有者から分散型人
口統計情報を収集するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表した流れ図
である。
【００１２】
【図６Ｂ】[0012]図６Ｂは、図６Ａの命令を実装する図１のシステムの例示のプロセスを
示した図である。
【００１３】
【図７Ａ】[0013]図７Ａは、ユーザレベルのクッキー同期プロセスを実行するように実行
させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表した流れ図である。
【００１４】
【図７Ｂ】[0014]図７Ｂは、図７Ａの命令を実装する図１のシステムの例示のプロセスを
示した図である。
【００１５】
【図８Ａ】[0015]図８Ａは、インプレッションレベルのクッキー同期プロセスを実行する
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ように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表した流れ図である。
【００１６】
【図８Ｂ】[0016]図８Ｂは、図８Ａの命令を実装する図１のシステムの例示のプロセスを
示した図である。
【００１７】
【図９】[0017]図９は、図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のブラウザに
関するパートナＤＰクッキーへのＡＭＥクッキーのマッピングが実装されるようにして当
該ブラウザを実装するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表した流れ図
である。
【００１８】
【図１０】[0018]図１０は、パートナＤＰクッキーへのＡＭＥクッキーのマッピングを開
始させるようにして図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のＡＭＥサーバを
実装するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表した流れ図である。
【００１９】
【図１１】[0019]図１１は、パートナＤＰから取得した人口統計をオンライン活動モニタ
リング情報に関連付けさせるようにして図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例
示のＡＭＥサーバを実装するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表した
流れ図である。
【００２０】
【図１２】[0020]図１２は、パートナＤＰクッキーに対してＡＭＥクッキーをマッピング
させるようにして図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のパートナＤＰサー
バを実装するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表した流れ図である。
【００２１】
【図１３】[0021]図１３は、ウェブサーバ（例えば、図１のウェブサーバ）によって配給
されるビーコン命令（例えば、タグ）を作成するために図１の例示のビーコン命令作成器
を実装するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令を表した流れ図である。
【００２２】
【図１４】[0022]図１４は、本明細書に開示した例示の装置及びシステムを実装するため
の図５Ａ～１３の例示の命令を実行するために使用し得る例示のプロセッサシステムの図
である。
【００２３】
　[0023]可能である場合には常に、本図面（複数可）及び付属して記載した説明の全体に
わたって同じ部分又は同様の部分を指し示すために同じ参照番号を使用することにする。
【詳細な説明】
【００２４】
　[0024]ウェブページ、コンテンツ、広告及び／又はその他のメディアなどのインターネ
ットリソースへのユーザアクセスをモニタリングするための技法は、ここ何年かで大きく
進化した。過去のある時点では、このようなモニタリングは主にサーバログを通じて実施
されていた。特にインターネット上でメディア（例えば、コンテンツ及び／又は広告）を
配給するエンティティは、自身のサーバでこれらのメディアについて受け取った要求数を
ログ記録することになる。インターネット使用リサーチをサーバログに基づくことは、幾
つかの理由から問題である。例えば、直接に又はサーバにメディアを反復して要求しサー
バログカウントを増加させるゾンビプログラムを介するかのいずれかによってサーバログ
が改ざんされる可能性がある。第２にメディアは時に、一度取り出されローカルでキャッ
シュされ次いでこのローカルキャッシュから反復して参照され、この反復参照においてサ
ーバを必要としない。サーバログは、キャッシュされたメディアに対するこうした参照を
トラッキングすることは不可能である。したがってサーバログでは過剰計数と過少計数の
両方の誤りを生じやすい。
【００２５】
　[0025]Ｂｌｕｍｅｎａｕの米国特許第６，１０８，６３７号で開示された発明は、イン
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ターネットモニタリングの実行方法を根本的に変更すると共に、上述したサーバサイドの
ログによるモニタリング技法の限界を克服する。例えばＢｌｕｍｅｎａｕは、追跡されよ
うとするインターネットメディア（例えば、コンテンツ及び／又は広告）にビーコン命令
がタグ付けされるような技法について開示している。特に、追跡されようとするメディア
のＨＴＭＬにモニタリング命令を関連付ける。クライアントによってメディアが要求され
ると、メディアと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。ビーコ
ン命令はしたがって、メディアがアクセスを受けたときに、そのアクセスがサーバからで
あるかキャッシュからであるかに依らず常に実行される。米国特許第６，１０８，６３７
号を参照によりその全体について本明細書に組み込むものとする。
【００２６】
　[0026]ビーコン命令は、メディアへのアクセスに関する情報を反映したモニタリングデ
ータをそのメディア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へ送
らせる。モニタリングエンティティは、クライアントにメディアを提供せず且つ正確な使
用統計の提供について信頼できるサードパーティであるような視聴者測定エンティティ（
例えば、Ｔｈｅ　Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ，ＬＬＣ）とするのが典型的である。
メディアがアクセスを受けると常にビーコン命令がそのメディアと関連付けされ且つクラ
イアントブラウザによって実行されるため、クライアントが視聴者測定会社のパネリスト
であるかどうかとは無関係にモニタリング情報が視聴者測定会社に提供されるので有利で
ある。
【００２７】
　[0027]しかし、モニタリング情報に人口統計を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
ンターネットブラウズ活動のモニタリングを受けることに同意したユーザからなるパネル
を設定する。個人がパネルに参加した場合、その身元及び人口統計（例えば、性別、人種
、収入、居住地、職業、その他）に関する詳細な情報を視聴者測定会社に提供する。視聴
者測定エンティティはパネリストのコンピュータ上に、タグ付けされたメディアにパネリ
ストがアクセスするたびに視聴者測定エンティティへそのパネリストの身元識別を可能に
するクッキーを設定し、したがってモニタリング情報が視聴者測定エンティティに送られ
る。
【００２８】
　[0028]タグ付けされた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大部分は
パネリストではなく、したがって視聴者測定エンティティにとって未知であるため、統計
学的方法を用いることにより、パネリストに関して収集したデータに基づいた人口統計情
報を大母集団のユーザに帰属させてタグ付けされたメディアに関するデータを提供するこ
とが必要である。しかし、視聴者測定エンティティのパネルの大きさはユーザの母集団全
体と比較して小さいままである。したがって、パネルの人口統計データを確実に正確とさ
せながらパネルの大きさをいかにして大きくするかに関する問題が提起される。
【００２９】
　[0029]インターネット上で業務するデータベース所有者は数多く存在する。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する。サービスの提供と引き換えに
加入者はこの所有者に登録する。この登録の一部として加入者は、詳細な人口統計情報を
提供する。このようなデータベース所有者の例には、Ｆａｃｅｂｏｏｋ［登録商標］、Ｍ
ｙｓｐａｃｅ、などのソーシャルネットワーク提供者が含まれる。これらのデータベース
所有者は、その加入者のコンピュータ上にクッキーを設定し、ユーザがそのウェブサイト
を訪れたときにデータベース所有者がそのユーザを認識できるようにする。
【００３０】
　[0030]インターネットのプロトコルによって、自分が設定したドメイン（例えば、イン
ターネットドメイン、ドメイン名、その他）の外部ではクッキーがアクセス不可能にされ
る。したがって、ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍドメインで設定したクッキーは、ａｍａｚｏｎ．
ｃｏｍドメイン内のサーバにはアクセス可能であるが、このドメイン外のサーバにはアク



(7) JP 6423486 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

セス不可能である。したがって、視聴者測定エンティティがデータベース所有者により設
定されたクッキーにアクセスできれば有利であろうと考えたとしても、これを行うことは
不可能である。
【００３１】
　[0031]上述のことに鑑みて視聴者測定会社は、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なインターネット使用データ及び人口統計データを収集したいと望
む。しかし視聴者測定エンティティは、この目的を達成するに際して幾つかの問題に直面
する。例えば、加入者、パネリスト又は追跡を受けるメディアの所有者のプライバシーを
損なうことなくいかにしてデータベース所有者のデータにアクセスするかに関する問題が
提起される。別の問題は、データベース所有者により設定されたクッキーに視聴者測定エ
ンティティがアクセスすることを妨げるインターネットプロトコルにより課せられた技術
的制約がある中で、このデータにどのようにアクセスするかである。本明細書に開示した
例では、ビーコン処理をパートナとなったデータベース所有者を包含するように且つこの
ようなパートナを中間のデータコレクタとして使用するように拡張している。例えば視聴
者測定エンティティ及び／又はビーコン命令（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、ｊａｖａ
ｓｃｒｉｐｔ（登録商標）、その他任意のコンピュータ言語又はスクリプト）は、クライ
アントブラウザをリダイレクトしこれにパートナデータベース所有者によるインプレッシ
ョンのログ記録を要求させる。このようにして、パートナデータベース所有者にとってク
ライアントブラウザに対応する視聴者メンバが既知であれば、パートナデータベース所有
者はこの視聴者メンバに対応する人口統計情報を提供することが可能である。このような
例では、クライアントブラウザによってビーコン命令を埋め込まれたメディアがレンダリ
ングされるたびにリダイレクトメッセージ授受が生じており、パートナデータベース所有
者（複数可）に対するリダイレクトメッセージの数が莫大な数になることがある。インプ
レッション収集プロセスにおいて分散型人口統計を活用するように１つ又は複数のパート
ナデータベース所有者にリダイレクトするための例示の技法が、参照により全体が本明細
書に組み込まれる２０１１年９月２１日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐ
ａｒａｔｕｓ　ｔｏ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎｅ　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｄｉ
ｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」と題する国際
ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／０５２６２３号に開示されている。さらに、インプ
レッションを収集すると共に１つ又は複数のパートナデータベース所有者に記憶された分
散型人口統計を活用するための例示の技法が、参照により全体が本明細書に組み込まれる
２０１１年１２月１９日に出願された「Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　
ｔｏ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」と題する国際Ｐ
ＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ２０１１／０６５８８１号に開示されている。
【００３２】
　[0032]本明細書に開示した例示の方法、装置及び／又は製品は、特定の視聴者メンバの
視聴者測定エンティティ（ＡＭＥ）クッキーがクッキーの寿命中（例えば、クッキーが有
効なものである間及び／又はクッキーがクライアントマシンで削除や置換されていない間
）に一度パートナとなったデータベース所有者のクッキー（パートナクッキー）にマッピ
ングされるようなクッキーマッピング技法を用いて視聴者露出データを収集する。このよ
うにして、ＡＭＥに必要なのは、クライアントブラウザ内のＡＭＥクッキーにマッピング
させるパートナクッキーを決定するために特定のデータベース所有者に（クッキーの寿命
中に）一度クライアントブラウザをリダイレクトするだけでよい。クッキーマッピングが
完了となった後にＡＭＥは、１人又は複数人のパネリスト及び／又は非パネリスト視聴者
メンバ（複数可）に対するメディア露出をクライアントブラウザを用いてＡＭＥクッキー
に基づいてモニタリングすること及びＡＭＥ対パートナクッキーマッピングに基づいてパ
ートナから視聴者メンバ（複数可）に関する人口統計情報を受け取ることが可能である。
これによって、必要とされるデータベース所有者へのリダイレクトの回数が削減される（
例えば、ＡＭＥ及びパートナクッキーの寿命や有効性の間に１回だけになる）。リダイレ
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クトの回数を削減することによって、クライアントブラウザのパフォーマンスにマイナス
の影響を及ぼすような中断回数の減少、干渉の低下及び／又はバックグラウンド処理の削
減が生じるため、視聴者メンバに関する全体的なユーザ体験が改善される。ネットワーク
トラフィックも低減され、このためネットワークの輻輳及び遅延が低減されることによっ
てネットワーク環境の全体効率が改善されることになる。さらに、データベース所有者に
より要求される処理量も低減される。さらに、データベース所有者と共有するデータ量（
例えば、インプレッション数）も低減される。
【００３３】
　[0033]ＡＭＥ対パートナクッキーマッピングを用いることによって視聴者測定エンティ
ティは、ＡＭＥ対パートナクッキーマッピング内のそのＡＭＥクッキーに対してマッピン
グされたパートナクッキーに関してパートナとなったデータベース所有者に人口統計情報
を要求することが可能である。これに応答してパートナとなったデータベース所有者は、
そのログ及び人口統計情報を視聴者測定エンティティに提供し、次いで視聴者測定エンテ
ィティはタグ付けされたメディアにアクセスする者の人口統計を正確に識別する統計的レ
ポートとするようにこの収集データを編集する。クライアントの識別は従来の視聴者測定
パネル内に存在する者の数を遥かに超えるユーザの膨大なデータベースに対する参照によ
り実施されるため、このプロセスから展開されたデータは極めて正確で信頼でき且つ詳細
である。幾つかの例では、協調した視聴者測定の取り組みへの参加に同意することによっ
て、パートナとなったデータベース所有者には他のパートナとなったデータベース所有者
が収集した視聴者人口統計情報及び露出情報が提供される。このようにして、パートナと
なったデータベース所有者は、自身の視聴者露出メトリックスを他のパートナとなったデ
ータベース所有者により提供される情報によって補完することが可能である。
【００３４】
　[0034]本明細書に開示した例示の方法、装置及び製品は、インターネット上の様々なデ
ータベース（例えば、異なるウェブサイト所有者、サービス提供者、ストリーミング型メ
ディア提供者、その他）にわたって分散されている人口統計情報を用いてメディアインプ
レッション（例えば、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）、
メディア露出（例えば、コンテンツ露出及び／又は広告露出）を決定するために使用する
ことが可能である。本明細書に開示した例示の方法、装置及び製品は人口統計に対するイ
ンターネットメディア露出のより正確な相関を可能にするのみならず、これらはさらに視
聴者測定エンティティ及び／又はレーティングエンティティのパネルに参加している者を
越えて、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ［登録商標］、Ｇｏｏｇｌｅ、その他などの
ソーシャルメディアサイト及び／又はＹａｈｏｏ！、Aｍａｚｏｎ．ｃｏｍ、その他など
のその他任意のインターネットサイトのデータベースといったその他のインターネットデ
ータベースに登録した者にまでそのパネルの大きさ及び構成を有効に拡張している。この
拡張によって、レーティングエンティティのメディアタグ付け機能やソーシャルメディア
及び／又はその他のウェブサイトなどの非レーティングエンティティのデータベースの使
用が有効に活用され、膨大で人口統計に正確なパネルが生成され、これによりコンテンツ
、広告及び／又はプログラミングなどのインターネットメディアに対する露出に関する正
確で高信頼性の測定が得られる。
【００３５】
　[0035]従来、視聴者測定エンティティ（本明細書では、「レーティングエンティティ」
とも呼ぶ）は、メディア（例えば、広告及びコンテンツプログラミング）に関する人口統
計リーチ（ｒｅａｃｈ）を登録されたパネルメンバに基づいて決定する。すなわち視聴者
測定エンティティは、モニタリングを受けることに同意した人をパネルに入会させる。入
会の間に視聴者測定エンティティは、これらのパネリストに対するメディア露出（例えば
、広告／コンテンツ露出）と様々な人口統計マーケットとの間で引き続いて相関がとれる
ように入会者から人口統計情報を受け取る。視聴者測定エンティティが人口統計ベースの
視聴者測定データを収集するために自分自身のパネルメンバデータにのみ依拠するような
従来の技法と異なり、本明細書に開示した例示の方法、装置及び／又は製品によれば視聴
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者測定エンティティは、ユーザ登録モデルに基づいて運営される他のエンティティによる
人口統計情報の利用が可能となる。本明細書で使用する場合にユーザ登録モデルとは、ユ
ーザがアカウントを作成し自分自身に関する人口統計関連の情報を提供することによって
これらのエンティティのサービスに加入するようなモデルのことである。データベース所
有者の登録したユーザに関連付けられた人口統計情報を共有することによって視聴者測定
エンティティは、自身のパネルデータを外部の供給源（例えば、データベース所有者）か
らの実質的に高信頼性の人口統計情報によって拡張又は補完し、これにより自身の人口統
計ベースの視聴者測定のカバー域、正確性及び／又は完全性を拡張することが可能となる
。このようなアクセスによればまた視聴者測定エンティティは、視聴者測定パネルに参加
してはいないがデータベース所有者とで自身の人口統計を共有するような人をモニタリン
グすることが可能となる。一団の個人に関する人口統計を識別するデータベースを有する
任意のエンティティが視聴者測定エンティティと協働することがある。このようなエンテ
ィティのことは、「データベース所有者」と呼ぶことがあり、またこのエンティティには
、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｙａｈｏｏ！、ＭＳＮ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ａｐｐｌ
ｅ　ｉＴｕｎｅｓ、Ｅｘｐｅｒｉａｎ、などのエンティティを含むことができる。
【００３６】
　[0036]本明細書に開示した例示の方法、装置及び／又は製品は、オンラインメディア露
出メトリックスの開発のために視聴者測定エンティティ（例えば、広告、コンテンツ、及
び／又はその他任意のメディアに対する視聴者露出の測定又は追跡に関心のある任意のエ
ンティティ）がオンラインウェブサービス提供者などの任意の数のデータベース所有者と
連携して実装することがある。データベース所有者／オンラインウェブサービス提供者は
、ソーシャルネットワークサイト（例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＭｙＳ
ｐａｃｅ、その他）、マルチサービスサイト（例えば、Ｙａｈｏｏ！、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｅ
ｘｐｅｒｉａｎ、その他）、オンライン小売店サイト（例えば、Aｍａｚｏｎ．ｃｏｍ、
Ｂｕｙ．ｃｏｍ、その他）、及び／又はユーザ登録記録を維持するその他任意のウェブサ
イト（複数可）とすることができる。
【００３７】
　[0037]測定されるメディア露出が正確に正しい人口統計に由来する可能性を高めるため
に、本明細書に開示した例示の方法、装置及び／又は製品は視聴者測定エンティティの記
録内にある人口統計情報と、アカウントを所持するユーザの記録又はプロフィールを維持
する１つ又は複数のデータベース所有者（例えば、ウェブサービス提供者）のところにあ
る人口統計情報と、を用いる。このようにして、本明細書に開示した例示の方法、装置及
び／又は製品は、レーティングエンティティ（例えば、メディア露出測定値及び／又は人
口統計を収集するＴｈｅ　Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ（米国Ｉｌｌｉｎｏｉｓ州Ｓ
ｃｈａｕｍｂｕｒｇ市）などの視聴者測定会社）によって維持される人口統計情報を、１
つ又は複数の異なるデータベース所有者（例えば、ウェブサービス提供者）からの人口統
計情報によって補完するために使用することができる。
【００３８】
　[0038]異質のデータ供給源からの人口統計情報（例えば、視聴者測定エンティティのパ
ネル（複数可）からの高品質の人口統計情報及び／又はウェブサービス提供者の登録ユー
ザデータ）を用いた結果として、オンラインとオフラインの両方の広告キャンペーンにつ
いてのメトリックスに関する報告有効性が改善される。本明細書に開示した例示の技法は
、オンライン登録データを用いてユーザの人口統計を識別し、且つサーバインプレッショ
ンカウント、タグ付け（ビーコン処理とも呼ぶ）及び／又はその他の技法を用いてこれら
のユーザに由来するインプレッションの量を追跡する。ソーシャルネットワークサイト（
例えば、Ｆａｃｅｂｏｏｋ）やマルチサービス提供者（例えば、Ｙａｈｏｏ！、Ｇｏｏｇ
ｌｅ、Ｅｘｐｅｒｉａｎ、その他）などのオンラインウェブサービス提供者（本明細書で
は、まとめて且つ個別にデータベース所有者と呼ぶ）は、ユーザ登録プロセスを介して収
集した詳細な人口統計情報（例えば、年齢、性別、地理的位置、人種、収入レベル、教育
レベル、宗教、その他）を維持する。インプレッションは、対応するメディア（例えば、
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コンテンツ及び／又は広告）に対して露出されている家庭や個人に対応する。したがって
インプレッションは、家庭や個人が広告やコンテンツ又は一群の広告やコンテンツに対し
て露出されていることを示している。インターネット広告ではインプレッションの量又は
インプレッションカウントとは、ある広告又は広告キャンペーンがウェブ母集団によりア
クセスを受けた総回数のことである（例えば、アクセス回数は、例えばポップアップブロ
ッカーによって減少すること及び／又は、例えばローカルキャッシュメモリからの取り出
すによって増加することがある）。
【００３９】
　[0039]本明細書に開示した例示の方法、装置及び／又は製品はまた、サイドバイサイド
方式でのＴＶ及びオンラインレーティングの報告（例えば、グロスレーティングポイント
（ＧＲＰ：ｇｒｏｓｓ　ｒａｔｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ）を用いること）が可能となる。例え
ば本明細書に開示した技法によれば広告者は、個別に及び／又はまとめてＴＶ及び／又は
オンライン広告に到達したユニークな人又はユーザの数を報告することが可能となる。
【００４０】
　[0040]本明細書に開示した例示の方法、装置及び／又は製品はまた、インターネット上
の様々な箇所において人口統計データに対してマッピングされたインプレッションを収集
する。例えば視聴者測定エンティティは、そのパネルに関してこうしたインプレッション
データを収集すると共に、加入者についてのインプレッションデータの収集のために１つ
又は複数のオンライン人口統計所有者の協力を得る。収集したこのインプレッションデー
タを組合せることによって視聴者測定エンティティは次いで、異なる広告キャンペーンに
関するＧＲＰメトリックスを作成することが可能である。これらのＧＲＰメトリックスは
、到達を受けた特定の人口統計セグメント及び／又はマーケットと相関させるか、さもな
ければ関連付けさせることが可能である。
【００４１】
　[0041]本明細書に開示した例示の方法は、視聴者測定エンティティに第１の要求を送る
ステップと、データベース所有者に対して、クライアントに対応するデータベース所有者
クッキーへの視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを視聴者測定エンテ
ィティへ送らせる第２の要求を送るステップと、を含む。幾つかの例示の方法は、データ
ベース所有者クッキーを記憶するステップをさらに含む。幾つかの例では、第１の要求を
視聴者測定エンティティに送るステップは、ウェブページにおけるビーコン命令の実行に
応答させる。幾つかの例では第２の要求はさらにデータベース所有者に対して、クライア
ントに関連付けられた人口統計特性を視聴者測定エンティティへ送らせる。
【００４２】
　[0042]幾つかの例示の方法は、視聴者測定エンティティに第３の要求を送るステップと
、第２のデータベース所有者に対して、第２のデータベース所有者クッキーへの視聴者測
定エンティティクッキーの第２のクッキーマッピングを視聴者測定エンティティへ送らせ
る第４の要求を送るステップと、をさらに含む。幾つかのこのような例では第２の要求は
データベース所有者に対して、クッキーマッピングを視聴者測定エンティティへ非同期式
で送らせる。幾つかの例示の方法は、視聴者測定エンティティにクッキーマッピングを含
む第３の要求を送るステップをさらに含む。
【００４３】
　[0043]本明細書に開示した例示の装置は、通信インターフェースとウェブブラウザとを
含む。ウェブブラウザは、通信インターフェースを介して視聴者測定エンティティに第１
の要求を送ると共に、データベース所有者に対してクライアントに対応するデータベース
所有者クッキーへの視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを視聴者測定
エンティティへ送らせる第２の要求を通信インターフェースを介して送る。幾つかの例で
はウェブブラウザは、第１の要求において視聴者測定エンティティクッキーを送る。幾つ
かの例示の装置ではウェブブラウザは、ウェブページにおけるビーコン命令の実行に応答
して第１の要求を視聴者測定エンティティに送る。
【００４４】
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　[0044]幾つかの例示の装置では第２の要求はさらにデータベース所有者に対して、クラ
イアントに関連付けられた人口統計特性を視聴者測定エンティティへ送らせる。幾つかの
例ではウェブブラウザは、視聴者測定エンティティに第３の要求を送ると共に、第２のデ
ータベース所有者に対して、第２のデータベース所有者クッキーへの視聴者測定エンティ
ティクッキーの第２のクッキーマッピングを視聴者測定エンティティへ送らせるための第
４の要求を第２のデータベース所有者に送る。幾つかの例では第２の要求はデータベース
所有者に対して、クッキーマッピングを視聴者測定エンティティへ非同期式で送らせる。
幾つかの例ではウェブブラウザは、視聴者測定エンティティにクッキーマッピングを含む
第３の要求を送る。
【００４５】
　[0045]本明細書に開示した例示の方法は、要求への応答を送るステップであって、該応
答は、視聴者測定エンティティによって使用される第１のクッキーの識別及びパートナデ
ータベース所有者の指示を含むステップと、パートナデータベース所有者によって使用さ
れる第２のクッキーへの第１のクッキーのマッピング及びパートナデータベース所有者に
よって第２のクッキーに関連付けられた人口統計情報を受け取るステップと、を含む。幾
つかの例示の方法ではマッピング及び人口統計情報は、パートナデータベース所有者から
非同期式通信で受け取られる。幾つかの例では応答は、クライアントデバイスに対してパ
ートナデータベース所有者へ要求を送らせるためのリダイレクトメッセージを含む。
【００４６】
　[0046]幾つかの例示の方法では、マッピングが第１の時点で受け取られ、且つ人口統計
情報が第１の時点後の第２の時点で受け取られる。幾つかの例示の方法は、ビーコン要求
の発生元のウェブサイトに基づいてデータベース所有者リストからデータベース所有者を
選択するステップをさらに含む。幾つかの例では、データベース所有者を選択するこのス
テップは、ウェブサイトに関連付けされる予想される人口統計グループに関してデータベ
ース所有者によって提供される人口統計情報の品質を決定するサブステップを含む。幾つ
かの例示の方法は、そのビーコン要求が第１のクッキーを含むかどうかを決定し、ビーコ
ン要求が第１のクッキーを含まないときに第１のクッキーを作成するステップをさらに含
む。
【００４７】
　[0047]本明細書に開示した例示の装置は、要求への応答を送るためのリダイレクト器で
あって、該応答は、視聴者測定エンティティによって使用される第１のクッキーの識別及
びパートナデータベース所有者の指示を含む、リダイレクト器と、パートナデータベース
所有者によって使用される第２のクッキーへの第１のクッキーのマッピング及びパートナ
データベース所有者によって第２のクッキーに関連付けられた人口統計情報を受け取るた
めの通信インターフェースと、を含む。幾つかの例示の装置では通信インターフェースは
、このマッピング及び人口統計情報をパートナデータベース所有者から非同期式通信で受
け取る。
【００４８】
　[0048]幾つかの例ではその応答は、クライアントデバイスに対してパートナデータベー
ス所有者へ要求を送らせるリダイレクトメッセージを含む。幾つかの例では通信インター
フェースは、第１の時点でマッピングを受け取ると共に、第１の時点後の第２の時点で人
口統計情報を受け取る。幾つかの例示の装置は、要求の発生元のウェブサイトに基づいて
データベース所有者リストからデータベース所有者を選択するためのパートナ選択器をさ
らに含む。幾つかの例ではパートナ選択器は、ウェブサイトに関連付けられた予想される
人口統計グループに関してデータベース所有者によって提供される人口統計情報の品質の
決定することを含むデータベース所有者の選択を行う。幾つかの例示の装置はクッキー作
成器をさらに含み、リダイレクト器は要求が第１のクッキーを含むかどうかを決定し、且
つ要求が第１のクッキーを含まないときにクッキー作成器は第１のクッキーを作成する。
【００４９】
　[0049]本明細書に開示した例示の方法は、クライアントデバイスから視聴者測定エンテ
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ィティクッキー識別子を含む第１の要求を受け取るステップと、クライアントに関連付け
られたデータベース所有者クッキーへの視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッ
ピングを決定するステップと、を含む。幾つかの例示の方法は、クライアントに対してク
ッキーマッピングを視聴者測定エンティティへ送らせるためのリダイレクトメッセージを
送るステップをさらに含む。幾つかのこのような例ではリダイレクトメッセージは、デー
タベース所有者クッキー識別子と、視聴者測定エンティティクッキー識別子と、データベ
ース所有者クッキー識別子と視聴者測定エンティティクッキー識別子の間の関連付けに関
する指示と、を含む。
【００５０】
　[0050]幾つかの例示の方法は、視聴者測定エンティティにクッキーマッピングを含むメ
ッセージを送るステップをさらに含む。幾つかのこのような例ではそのメッセージは、第
２のクライアントデバイスに関する第２の視聴者測定エンティティクッキー識別子と第２
のクライアントデバイスに関連付けられた第２のデータベース所有者クッキーとの間の第
２のクッキーマッピングをさらに含む。
【００５１】
　[0051]本明細書に開示した例示の方法は、クライアントデバイスから視聴者測定エンテ
ィティクッキー識別子を含む第１の要求を受け取るステップと、データベース所有者クッ
キーとクライアントに関連付けられた視聴者測定クッキーの間の関連付けを含むクッキー
マッピングをクッキーに関連付けられた視聴者測定エンティティに提供するステップと、
を含む。幾つかの例では、クッキーマッピングを提供するこのステップは、クライアント
に対してクッキーマッピングを視聴者測定エンティティへ送らせるためのリダイレクトメ
ッセージを送るサブステップを含む。幾つかのこのような例ではリダイレクトメッセージ
は、データベース所有者クッキー識別子と、視聴者測定エンティティクッキー識別子と、
データベース所有者クッキー識別子と視聴者測定エンティティクッキー識別子の間の関連
付けに関する指示と、を含む。
【００５２】
　[0052]幾つかの例示の方法では、クッキーマッピングを提供するこのステップは、視聴
者測定エンティティにクッキーマッピングを含むメッセージを送るサブステップを含む。
幾つかのこのような例ではそのメッセージは、第２のクライアントデバイスに関する第２
の視聴者測定エンティティクッキー識別子と第２のクライアントデバイスに関連付けられ
た第２のデータベース所有者クッキーとの間の第２のクッキーマッピングをさらに含む。
【００５３】
　[0053]本明細書に開示した例示の装置は、クライアントデバイスから視聴者測定エンテ
ィティクッキー識別子を含む第１の要求を受け取るための通信インターフェースと、クラ
イアントに関連付けられたデータベース所有者クッキーへの視聴者測定エンティティクッ
キーのクッキーマッピングを決定するためのクッキーマッピング器と、を含む。幾つかの
例示の装置では通信インターフェースは、データベース所有者クッキーとクライアントに
関連付けられた視聴者測定クッキーとの間の関連付けを含むクッキーマッピングをクッキ
ーに関連付けられた視聴者測定エンティティに提供する。
【００５４】
　[0054]幾つかの例では通信インターフェースは、クライアントに対してクッキーマッピ
ングを視聴者測定エンティティへ送らせるためのリダイレクトメッセージを送ることによ
ってクッキーマッピングを提供する。幾つかのこのような例ではそのリダイレクトメッセ
ージは、データベース所有者クッキー識別子と、視聴者測定エンティティクッキー識別子
と、データベース所有者クッキー識別子と視聴者測定エンティティクッキー識別子の間の
関連付けに関する指示と、を含む。幾つかの例示の装置では通信インターフェースは、視
聴者測定エンティティにクッキーマッピングを含むメッセージを送ることによってクッキ
ーマッピングを提供する。幾つかのこのような例ではそのメッセージは、第２のクライア
ントデバイスに関する第２の視聴者測定エンティティクッキー識別子と第２のクライアン
トデバイスに関連付けられた第２のデータベース所有者クッキーとの間の第２のクッキー
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マッピングをさらに含む。
【００５５】
　[0055]本明細書に開示した例示の装置は、クライアントデバイスから視聴者測定エンテ
ィティクッキー識別子を含む第１の要求を受け取ると共に、クッキーに関連付けられた視
聴者測定エンティティへ、データベース所有者クッキーとクライアントに関連付けられた
視聴者測定クッキーの間の関連付けを含むクッキーマッピングを含むメッセージを提供す
るための通信インターフェースと、命令を実行するためのプロセッサであって、この命令
がプロセッサにメッセージを作成させるプロセッサと、を含む。
【００５６】
　[0056]本明細書に開示した例示の方法は、命令実行の際にクライアントに対してプロセ
スを開始させる命令をウェブサイト内に含めるように提供するステップであってこのプロ
セスが、視聴者測定エンティティに第１の要求を送るサブステップと、データベース所有
者に対して、クライアントに対応するデータベース所有者クッキーへの視聴者測定エンテ
ィティクッキーのクッキーマッピングを視聴者測定エンティティへ送らせるための第２の
要求を送るサブステップと、を含む提供するステップを含む。幾つかの例示の方法は、ウ
ェブサイトに関連付けられた情報を受け取ると共に、この情報に基づいて命令を作成する
ステップをさらに含む。幾つかの例ではそのプロセスは、視聴者測定エンティティから視
聴者測定クッキーの識別子を含むリダイレクトメッセージを受け取るサブステップをさら
に含む。
【００５７】
　[0057]本明細書に開示した例示の装置は、通信インターフェースと、ウェブサイト内に
含ませるための命令を作成すると共に通信インターフェースに対してこの命令をウェブサ
イトに関連付けられたウェブサーバへ送らせるためのプロセッサと、を含んでおり、この
命令は命令実行の際にクライアントに対して、視聴者測定エンティティに第１の要求を送
るサブステップと、データベース所有者に対して、クライアントに対応するデータベース
所有者クッキーへの視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを視聴者測定
エンティティへ送らせるための第２の要求を送るサブステップと、を含むプロセスを開始
させる。幾つかの例では通信インターフェースは、ウェブサイトに関連付けられた情報を
受け取り、この情報に基づいてプロセッサは命令を作成する。幾つかの例示の装置ではそ
のプロセスは、視聴者測定エンティティから視聴者測定クッキーの識別子を含むリダイレ
クトメッセージを受け取るサブステップをさらに含む。
【００５８】
　[0058]図１は、ＡＭＥ１０２からパートナデータベース所有者（ＤＰ）１０４へのリダ
イレクトに基づいて視聴者測定エンティティ（ＡＭＥ）対パートナクッキーマッピングを
作成するための例示のシステム１００を示している。図２は、ＡＭＥ１０２からパートナ
ＤＰ１０４へのリダイレクトに基づいてＡＭＥ対パートナクッキーマッピングを作成する
ための図１の例示のシステム１００に対応する例示のメッセージ授受流れ図２００を示し
ている。
【００５９】
　[0059]図１の例ではウェブサーバ１０６は、１つ又は複数のウェブサイトへのアクセス
を提供する。例示のシステム１００は、ウェブサーバ１０６によって配給されるウェブサ
イトにアクセスを要求するウェブブラウザ（例えば、例示のウェブブラウザ１１０）に関
するＡＭＥ対パートナクッキーマッピングを決定する。例証のために例示のウェブブラウ
ザ１１０を示しているが、図１の例示のシステム１００はウェブブラウザ１１０及び／又
はその他のウェブブラウザについて図１に示したプロセスを重複させる及び／又は反復さ
せることができる。図１の例示のウェブブラウザ１１０は、あるコンピューティングデバ
イス（例えば、図１４の処理プラットフォーム１４００などのパーソナルコンピュータ、
モバイルデバイス）上で実行されるウェブブラウザコンピュータアプリケーションの一具
体例である。しかし、図１の例示のシステム１００の例示の実装形態では、こうしたブラ
ウザを多数必要とするのが典型的である。
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【００６０】
　[0060]図１の例示のウェブサーバ１０６から利用可能な例示のウェブページはビーコン
命令でタグ付けされる。幾つかの例ではＡＭＥ１０２は、ウェブサーバ１０６によって配
給されるウェブサイト又は要素又はウェブサイト（例えば、メディア、広告、及び／又は
ウェブサイトのその他の要素）内に含ませるためのタグ又はビーコン命令をウェブサーバ
１０６に提供する。提供されたこのビーコン命令によって、タグ付けされた指定のページ
に基づいた及び／又はウェブページ上に存在する任意の引き数及び／又はその他の変数に
基づいたウェブサーバによる修正に対応すること及び／又は修正を要求することができる
。
【００６１】
　[0061]例示のブラウザ１１０がウェブサーバ１０６にウェブページを要求したとき（例
えば、図１の矢印（１））、例示のウェブサーバ１０６はビーコン命令を付けてページコ
ンテンツを返す（例えば、図１の矢印（２））。図１の例示のビーコン命令は、ＡＭＥ１
０２によって提供される及び／又はＡＭＥ１０２によってウェブサーバ１０６に提供され
る命令から修正され、またＡＭＥサーバ１１４を指し示すＵＲＬ１１２を含むと共に、と
りわけウェブサーバ１０６に要求したページの提供に由来したメディア表現及び／又は露
出とビーコン命令を提供したウェブサーバ又は発行者（例えば、ウェブサーバ１０６）の
指示（例えば、ＵＲＬ１１２内の太字箇所）とを指定する（例えば、図１の矢印（３））
。幾つかの例ではウェブサーバ１０６は、パートナＤＰ１０４又は別のデータベース所有
者による制御を受ける。幾つかのこのような例ではウェブサーバ１０６は、ＵＲＬ１１２
内にパートナＤＰ１０４の識別子やその他の指示を含む。ブラウザ１１０がＡＭＥ１０２
に対応するクッキー（例えば、ＡＭＥクッキー）を以前に記憶している場合（且つ、その
クッキーが期限切れでない場合）、例示のブラウザ１１０はビーコン要求付きのＡＭＥク
ッキーを提供する。
【００６２】
　[0062]例示のＡＭＥサーバ１１４は、ビーコン要求リダイレクト器１２０と、クッキー
作成器１２２と、パートナ選択器１２４と、ビーコン命令作成器１２６と、通信インター
フェース１２８と、を含む。ＡＭＥサーバ１１４がブラウザ１１０からビーコン要求を受
け取ると、例示のビーコン要求リダイレクト器１２０は、そのビーコン要求がＡＭＥクッ
キーを含むかどうかを決定する。ビーコン要求がＡＭＥクッキーを含まない場合、例示の
クッキー作成器１２２はブラウザ１１０に関するＡＭＥクッキーを作成する。ビーコン要
求がＡＭＥクッキーを含む場合、例示のビーコン要求リダイレクト器１２０は、そのＡＭ
ＥクッキーがＤＰ（例えば、パートナＤＰ１０４）に関するＤＰクッキー値に関連付けさ
れる（例えば、マッピングされる）かどうかを決定する。ＤＰクッキーが存在する場合、
例示のＡＭＥサーバ１１４はそのビーコンをブラウザ１１０と関連付けて記憶する。ＡＭ
Ｅサーバ１１４はビーコン要求に応答することも応答しないこともある。図示した例では
ＡＭＥサーバ１１４は、タグ付けされたウェブページ又は広告の表示に影響を及ぼすこと
を意図しない何らかのもの（例えば、プレースホルダーなど透明な１×１画素画像やその
他の要求されたメディア）によってビーコン要求に応答する。幾つかの例ではそのビーコ
ン要求は応答を誘導していない。
【００６３】
　[0063]図示した例のＡＭＥサーバ１１４がブラウザ１１０に関するＡＭＥクッキーを作
成した場合、又は既存のＡＭＥクッキーに関連付けられた（例えば、マッピングされた）
ブラウザ１１０に関するＤＰクッキー値が存在しない場合（例えば、タグ付けされたウェ
ブページ又はタグ付けされた広告がＤＰサーバからでない場合）、例示のビーコン要求リ
ダイレクト器１２０はビーコン要求に対する応答のＵＲＬパラメータ１１６にＡＭＥクッ
キーを追加する。例示のビーコン要求リダイレクト器１２０は、ビーコン要求に応答して
ブラウザ１１０にリダイレクト応答（例えば、ＨＴＴＰ「３０２　Ｆｏｕｎｄ」リダイレ
クトメッセージ）を送る（例えば、図１の矢印（４））。図１の例示のＵＲＬパラメータ
１１６は、パートナＤＰサーバ１０８のアドレス（例えば、図１のＵＲＬ１１６内にある
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太字にし且つ下線を付けたテキスト）と、パートナＤＰ１０４のクッキーにマッピングさ
せるための識別子又はＡＭＥクッキーの値（例えば、太字にしているが下線付けしていな
いテキスト）と、を含む。例示のＵＲＬパラメータ１１６は、パートナＤＰサーバ１０８
のアドレスをさらに含む。例示のパートナ選択器１２４は、リダイレクトメッセージを導
く先のパートナＤＰサーバを選択する。例えばパートナ選択器１２４は、例えばウェブサ
ーバ１０６によって配給されるメディア（例えば、タグ付けされたメディア）に関する予
想される人口統計に基づいて（例えば、協働するパートナＤＰのリストから）複数のパー
トナＤＰのうちの１つ又は幾つかを選択することがある。他の幾つかの例ではパートナ選
択器１２４は、デフォルトのパートナＤＰと、１つ又は複数のバックアップパートナＤＰ
と、を選択する。
【００６４】
　[0064]図１の例示のビーコン命令作成器１２６は、例示のウェブサーバ１０６及び／又
はウェブサーバ１０６が配給しようとするウェブサイトに関連付けられた情報を受け取る
。この情報は、ウェブサーバ１０６及び／又はメディアのアドレス及び／又はＵＲＬレン
ジを含むことがある。この情報に基づいて例示のビーコン命令作成器１２６は、ウェブサ
ーバ１０６によって配給されるメディアにタグ付けするために例示のウェブサーバ１０６
に使用させるビーコン命令を作成する。他の幾つかの例ではビーコン命令作成器１２６は
、配給するメディアに基づいてウェブサーバ１０６により修正し得るような包括的命令を
ウェブサーバ１０６に提供する。
【００６５】
　[0065]例示の通信インターフェース１２８は、例示のＡＭＥサーバ１１４を例示のブラ
ウザ１１０に（例えば、インターネットなどのネットワークを介して）通信可能に結合さ
せる。例示の通信インターフェース１２８は、ビーコン要求やリダイレクト応答などの通
信を送信及び受信するためのハードウェアとソフトウェアの組合せ及び／又はファームウ
ェアを含む。幾つかの例では通信インターフェース１２８は、複数のＡＭＥサーバ１１４
の間の多数の通信を分割するための負荷バランス調整機能を含む。
【００６６】
　[0066]例示のブラウザ１１０は、ビーコン要求に対するリダイレクト応答を受け取ると
共に、ＵＲＬ１１６に基づいて（例えば、これを用いて）パートナＤＰサーバ１０８対す
る要求を行う（例えば、図１の矢印（５））。ブラウザ１１０がパートナＤＰ１０４のド
メインに関するクッキーを有する場合、例示のブラウザ１１０は要求と一緒にクッキーを
提供する。図１の例示のパートナＤＰサーバ１０８は、クッキーマッピング器１３０及び
通信インターフェース１３２を含む。パートナＤＰサーバ１０８は、クッキーがブラウザ
１１０によって提供されたかどうかを決定する。ブラウザ１１０が要求付きのクッキーを
提供する場合、例示のパートナＤＰサーバ１０８は（例えば、クッキーマッピング器１３
０を介して）そのクッキーを認識すると共に、ＵＲＬ１１６で識別されたＡＭＥクッキー
に対してパートナＤＰクッキーをマッピングする（例えば、パートナＤＰクッキーとＡＭ
Ｅクッキーの間の関連付けを記憶する）。例示のパートナＤＰサーバ１０８は、ＡＭＥク
ッキーとブラウザ１１０に関するパートナＤＰクッキーとの間のマッピングを示している
メッセージを例示のＡＭＥサーバ１１４に送る（例えば、図１の矢印（６））。この例示
のメッセージは、マッピングを提供するＵＲＬ１１８（例えば、太字にしたテキスト）を
含む。
【００６７】
　[0067]例示のクッキーマッピング器１３０は追加として又は代替として、ＡＭＥサーバ
１１４内に実装されることがある。以下で説明することにするが幾つかの例ではＡＭＥサ
ーバは、ＡＭＥクッキーとパートナＤＰクッキーの間のマッピングをＡＭＥクッキー、パ
ートナＤＰユーザ識別子及び／又はブラウザ１１０に関連付けられたパートナＤＰクッキ
ーに基づいて実行する。
【００６８】
　[0068]例示の通信インターフェース３１２は、例示のパートナＤＰサーバ１０８を例示
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のブラウザ１１０に（例えば、インターネットなどのネットワークを介して）通信可能に
結合させる。例示の通信インターフェース１３２は、ビーコンリダイレクト、クッキーマ
ッピング及び人口統計情報などの通信を送信及び受信するためのハードウェアとソフトウ
ェアの組合せ及び／又はファームウェアを含む。幾つかの例では通信インターフェース１
３２は、複数のパートナＤＰサーバ１０８の間の多数の通信を分割するための負荷バラン
ス調整機能を含む。
【００６９】
　[0069]図１の例ではマッピングＵＲＬ１１８は、パートナＤＰ１０４にとって既知であ
るブラウザに関連付けられた人口統計情報（例えば、ブラウザのユーザに関する人口統計
情報）をさらに含む。例えばブラウザ１１０のユーザは、パートナＤＰ１０４によって提
供されるサービスの使用と引き換えに人口統計情報をパートナＤＰ１０４に提供した可能
性がある。幾つかの例ではマッピングＵＲＬ１１８は、インプレッションデータに対する
ＡＭＥクッキー及び／又はパートナＤＰクッキーのマッピングを容易にするためにマッピ
ングのタイムスタンプ及び／又はマッピングに至る別の事象のタイムスタンプをさらに含
む。他の幾つかの例ではＡＭＥサーバ１１４は、マッピングプロセス中に送信及び受信し
たＨＴＴＰメッセージから導出されたタイムスタンプを記憶する。幾つかの例では、イン
プレッションデータに対するＡＭＥクッキー及び／又はパートナＤＰクッキーのマッチン
グについてタイムスタンプを必要としないようにＡＭＥクッキーを一意のものとする。
【００７０】
　[0070]図１の例示のＡＭＥサーバ１１４は、ＡＭＥクッキーとパートナＤＰクッキーの
間のマッピングを記憶している。図１の例示のＡＭＥサーバ１１４は、パートナＤＰ（存
在する場合）から受け取ったブラウザ１１０に関する人口統計情報をさらに記憶している
。同じＡＭＥクッキーに関してブラウザ１１０から受け取った後続のビーコン要求につい
て、例示のＡＭＥサーバ１１４はビーコン要求（及び、関連するページ参照及び／又は露
出情報）を記憶しており、ブラウザ１１０をリダイレクトせず、これによりＤＰへのトラ
フィックが減少し且つまたＤＰに提供されるデータ（例えば、インプレッションカウント
）も減少する。
【００７１】
　[0071]図３は、ＡＭＥからパートナＤＰ１へのリダイレクトに基づいてＡＭＥ対第１の
パートナＤＰのクッキーマッピングを作成するため及び第２のパートナＤＰ（パートナＤ
Ｐ２）にパートナＤＰ２の登録ユーザを識別するための要求をさらに送るための別の例示
のシステム３００を示している。図４は、ＡＭＥからパートナＤＰ１へのリダイレクトに
基づいてＡＭＥ対パートナＤＰ１クッキーマッピングを作成するため及び第２のパートナ
ＤＰ（パートナＤＰ２）にパートナＤＰ２の登録ユーザを識別するための要求をさらに送
るための図３の例示のシステムに対応する例示のメッセージ授受流れ図を示している。図
３の例示のシステム３００は、ＡＭＥ１０２と、第１のパートナＤＰ１０４と、ウェブサ
ーバ１０６と、第１のパートナＤＰサーバ（複数可）１０８と、例示のブラウザ１１０と
、図１のＡＭＥサーバ（複数可）１１４と、を含む。図３の例示のシステム３００は、１
つ又は複数の第２のパートナＤＰサーバ（複数可）３０４を含む第２のパートナＤＰ３０
２をさらに含む。
【００７２】
　[0072]図１の矢印（１）及び（２）と同様の方式により例示のブラウザ１１０は、第１
のウェブサーバ１０６にウェブページを要求すると共に、ビーコン命令付きのメディア（
例えば、ウェブページ、広告）を受け取る。ウェブサーバ１０６に対する要求は、タグ付
けされた任意のメディア（例えば、ウェブページ、広告などウェブページの一部）に関す
るものとすることが可能である。ウェブページ自体にタグ付けすることが可能であり、及
び／又はページ内の広告やその他の部分にタグ付けすることが可能である。この例示のビ
ーコン命令は、ビーコン命令の発行元のウェブサーバ、発行者及び／又はウェブサイト所
有者を指定するＵＲＬ３０６（例えば、太字フォント）を含む。図１の矢印（３）と同様
の方式により例示のブラウザ１１０は、ビーコン命令を受け取ると例示のＡＭＥサーバ１



(17) JP 6423486 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

１４にビーコン要求を出す。ブラウザ１１０がＡＭＥ１０２に対応するクッキーを以前に
記憶している場合（且つ、そのクッキーが期限切れでない場合）、例示のブラウザ１１０
はビーコン要求付きのＡＭＥクッキーを提供する。図１及び３の例では、ブラウザ１１０
が期限切れのＡＭＥクッキー（又は、期限切れの任意のクッキー）は送らない（例えば、
削除する）ため、ＡＭＥサーバ１１４はＡＭＥクッキーが期限切れであるかどうかを決定
する必要がない。
【００７３】
　[0073]ＡＭＥサーバ１１４がブラウザ１１０からビーコン要求を受け取ると、例示のＡ
ＭＥサーバ１１４はそのビーコン要求がＡＭＥクッキーを含むかどうかを決定する。ビー
コン要求がＡＭＥクッキーを含まない場合、例示のＡＭＥサーバ１１４はブラウザ１１０
に関するＡＭＥクッキーを作成する。ＡＭＥクッキーは、ある時間期間（ＡＭＥクッキー
で設定されることがあり、ブラウザ１１０によって設定されることがあり、及び／又はク
ッキーの寿命期間に対する統一的な上限とすることがある）の後に期限切れとなる。ＡＭ
Ｅクッキーが期限切れとなった場合、例示のブラウザ１１０はそのＡＭＥクッキーを棄却
する（例えば、記憶から削除する）。ブラウザ１１０からの次のビーコン要求はＡＭＥク
ッキーを含んでおらず、このためＡＭＥサーバ１１４はブラウザ１１０を未知のものとし
て扱うと共に新たなＡＭＥクッキーを供給する。ビーコン要求がＡＭＥクッキーを含む場
合、例示のＡＭＥサーバ１１４はそのＡＭＥクッキーがＵＲＬ１１２内の指定のＤＰ（例
えば、パートナＤＰ１０４）に関するＤＰクッキー値に関連付けされる（例えば、マッピ
ングされる）かどうかを決定する。ＤＰクッキーが存在する場合に例示のＡＭＥサーバ１
１４は、そのビーコンをブラウザ１１０と関連付けて記憶する。
【００７４】
　[0074]ＡＭＥサーバ１１４がブラウザ１１０に関するＡＭＥクッキーを作成する場合、
又は既存のＡＭＥクッキーに関連付けられた（例えば、マッピングされた）ブラウザ１１
０に関するＤＰクッキー値が存在しない場合、例示のＡＭＥサーバ１１４はビーコン要求
に対するリダイレクト応答のＵＲＬパラメータ３０８にＡＭＥクッキーを追加する。次い
で例示のＡＭＥサーバ１１４は、ビーコン要求に応答してブラウザ１１０にリダイレクト
応答（例えば、ＨＴＴＰ「３０２　Ｆｏｕｎｄ」リダイレクトメッセージ）を送る（例え
ば、図１の矢印（４）と同様の方式による）。図３の例示のＵＲＬパラメータ３０８は、
第１のパートナＤＰサーバ１０８のアドレス（例えば、太字にしているが下線付けしてい
ないテキスト）と、第１のパートナＤＰ１０４のクッキーにマッピングさせる識別子又は
ＡＭＥクッキーの値（例えば、太字にし且つ下線を付けたテキスト）と、を含む。ブラウ
ザ１１０が第１のパートナＤＰ１０４のドメインに対応するクッキーを以前に記憶してい
る場合、例示のブラウザ１１０は第１のパートナＤＰサーバ１０８に対する要求を伴う第
１のパートナＤＰクッキーを含む。
【００７５】
　[0075]例示の第１のパートナＤＰサーバ１０８は、その要求が第１のＤＰクッキーを含
むかどうかを決定する。その要求が第１のパートナＤＰクッキーを含む場合に例示の第１
のパートナＤＰサーバ１０８は、ＡＭＥサーバ１１４に対してＵＲＬ３１０を含むメッセ
ージを送る。ＵＲＬ３１０は、ＡＭＥクッキーへの第１のパートナＤＰクッキーのマッピ
ング（例えば、太字にしたテキスト）を含む。幾つかの例では第１のパートナＤＰサーバ
１０８は、ＡＭＥサーバ１１４に対する後続のマッピング及び送信のために（例えば、バ
ッチとして）第１のパートナＤＰクッキーを記憶する。周期的又は非周期的な間隔で第１
のパートナＤＰサーバ１０８はＡＭＥクッキーへの第１のパートナＤＰクッキーのそれぞ
れのマッピングを示しているＵＲＬ（例えば、ＵＲＬ３１０）を含む複数のメッセージを
送る。
【００７６】
　[0076]第１のパートナＤＰ１０４（例えば、ブラウザがウェブページを要求した先のパ
ートナＤＰ）に関するパートナＤＰクッキーに対してＡＭＥクッキーをマッピングさせる
ことに加えて或いはその代替として例示のシステム３００は、ブラウザ１１０に関するＡ
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ＭＥクッキーを第２のパートナＤＰ３０２に関するパートナＤＰクッキーに対してマッピ
ングする。第１のパートナＤＰ１０４以外に、例示の第２のパートナＤＰ３０２がブラウ
ザ１１０のユーザに関する追加情報又は代替情報を有することがある。幾つかの例では、
第２のパートナＤＰ３０２がＡＭＥ１０２に関する有用な人口統計情報やその他の情報を
有している一方で、第１のパートナＤＰ１０４がブラウザ１１０に関連付けられた情報を
全く有しないことがある。
【００７７】
　[0077]幾つかの例ではシステム３００は、ＡＭＥクッキーを第２のパートナＤＰクッキ
ーに対してマッピングし、第２のパートナＤＰ３０２によるメディア（例えば、広告）キ
ャンペーンについてのインプレッションのログ記録を可能にする。例示の第２のパートナ
ＤＰ３０２は、第２のパートナＤＰクッキーを介して例示のＡＭＥ１０２まで追跡される
インプレッション情報を、ブラウザ１１０に関する例示のＡＭＥクッキーへの第２のパー
トナＤＰクッキーのマッピングと一緒に提供する。幾つかの例では第２のパートナＤＰ３
０２は、インプレッションに関連付けられた人口統計情報もさらに提供する。
【００７８】
　[0078]ブラウザ１１０に関するＡＭＥクッキーを第２のパートナＤＰクッキーに対して
マッピングするために例示のＡＭＥサーバ１１４は、ＵＲＬ３１２を含むビーコン要求に
対するリダイレクト応答を第２のパートナＤＰ３０２（例えば、第２のパートナＤＰサー
バ３０４）に送る。例えばタグ付けされたメディアは、ＡＭＥ１０２による複数のパート
ナＤＰへのブラウザ１１０のリダイレクトを可能にさせるために複数のビーコンを含むこ
とがある。追加として又は代替として、タグ付けされたメディアがビーコン要求を１つだ
け発行すると共に、ＡＭＥサーバ１１４は複数のリダイレクトメッセージによって応答す
ることがある。追加として又は代替として各ＤＰ（例えば、第１のパートナＤＰ１０４、
第２のパートナＤＰ３０４、その他）は、リダイレクトを別のＤＰに返すことによってリ
ダイレクトにより生じた要求に応答することがある。ＡＭＥサーバ１１４が複数のリダイ
レクトを送るような例では、ＵＲＬ３１０が指定するのが第１のパートナＤＰサーバ（複
数可）１０８のアドレスではなく第２のパートナＤＰサーバ（複数可）３０４のアドレス
であることを除けば図３の例示のＵＲＬ３１２はＵＲＬ３０８と同様である。
【００７９】
　[0079]図示した例の例示のＵＲＬ３１０はＡＭＥクッキー値を含む。例示のブラウザ１
１０は、リダイレクト応答を受け取ると共に例示の第２のパートナＤＰサーバ３０４に要
求を送る。ブラウザ１１０が第２のパートナＤＰサーバ３０４に関するクッキーを有する
場合、ブラウザ１１０は要求の中にクッキーを含める。例示の第２のパートナＤＰサーバ
３０４は、ブラウザ１１０からの要求がクッキーを含むかどうかを決定する。要求がクッ
キーを含む場合、例示の第２のパートナＤＰサーバ３０４はクッキーからブラウザ１１０
又はブラウザに関連付けられたユーザを識別する値（例えば、ユーザを一意に識別する値
）を読み取る。
【００８０】
　[0080]例示の第１のパートナＤＰ１０４の場合と異なり図３に示した例の例示の第２の
パートナＤＰ３０２は、マッピングの作成直後ではなく間隔をおいてＡＭＥクッキーを第
２のパートナＤＰクッキーマッピングに提供する。例えば第２のパートナＤＰ３０２は、
第２のパートナＤＰクッキーとマッピングされたＡＭＥクッキーとの間のマッピングをＡ
ＭＥサーバ１１４に後で（例えば、バッチとして）送信するために記憶している。周期的
又は非周期的な間隔で第２のパートナＤＰサーバ３０４は、ＡＭＥクッキーへの第２のパ
ートナＤＰクッキーのそれぞれのマッピングを含む１つ又は複数の複数のメッセージを送
る。例示の第２のパートナＤＰサーバ３０４は、１つ又は複数のデータファイル（例えば
、アレイやその他のデータ構造）の形で１つのメッセージを介して複数のマッピングから
なる組を送ることがある。追加として又は代替として第２のパートナＤＰサーバ３０４は
、各メッセージが１つのマッピング（例えば、マッピング情報を包含したＵＲＬ）を含む
ような複数のメッセージ（例えば、ダミーのＨＴＴＰ要求）を送ることがある。例示の第
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２のパートナＤＰサーバ３０４がユーザを（例えば、クッキー内のユーザ識別子を介して
）識別した場合、例示の第２のパートナＤＰサーバ３０４は例示のＡＭＥサーバ１１４に
マッピングメッセージやその他の肯定応答メッセージ（例えば、２００　ＯＫ　ＨＴＴＰ
応答メッセージ）を送る。
【００８１】
　[0081]図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例は、図１及び３の例示のシステ
ム１００、３００の１つ又は複数のサーバ又はコンピュータによって実行されるマシン読
み取り可能命令を用いて実行し得る動作との連携を示している。
【００８２】
　[0082]図５Ａ、６Ａ、７Ａ及び８Ａの例では、ＡＭＥにより実行されるとして示してい
る動作は、例えば図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８ＢのＡＭＥサーバ（複数可）
１１４によって実装することができ、またパートナＤＰにより実行されるとして示してい
る動作は、例えば図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８ＢのパートナＤＰサーバ１０
８、３０４によって実行することができる。図５Ａの例では、第１のデータベース所有者
（ＤＰ１）はクッキーレベルデータを提供することに同意しており、また第２のデータベ
ース所有者（ＤＰ２）はクッキーレベルデータの提供は拒否するがそのクッキーレベルデ
ータの総体をバケット又はカテゴリの形で（例えば、男性で年齢３０～４０歳のように）
表している要約データの提供には同意する。
【００８３】
　[0083]図５Ａは、第１及び第２のパートナデータベース所有者から分散型人口統計情報
を収集するために実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令５００を表した流れ図であ
る。図５Ｂは、図５Ａの命令５００を実装する図１のシステム１００の例示のプロセスを
示している。
【００８４】
　[0084]ブロック５１０においてブラウザがメディアにアクセスすると（例えば、図５Ｂ
の矢印（１））、メディア内に含まれた及び／又はそのメディアに関連付けされビーコン
命令（例えば、図５Ｂの矢印（２））はブラウザに対してＡＭＥにビーコン要求を送るこ
とによってインプレッションを登録させる（例えば、図５Ｂの矢印（３））。処理ブロッ
ク５１２の動作においてＡＭＥは、ブラウザに関するオンライン活動データを収集する。
例えばＡＭＥは、ブラウザからビーコン要求を受け取り（ブロック５１２ａ）、且つビー
コン要求内に包含されるかさもなければビーコン要求に関連付けられたインプレッション
データを収集及び／又は記憶する（ブロック５１２ｂ）。ビーコン要求に関連付けられた
データはブラウザに関連付けられたＡＭＥクッキーを含むこと、及び／又はビーコン要求
をトリガーしたメディアを識別することがある。ＡＭＥは、収集したインプレッションデ
ータをブラウザから受け取った対応するＡＭＥクッキーに基づいて処理し、例えばウェブ
ページ参照とメディア露出とを相関させる（ブロック５１２ｃ）。
【００８５】
　[0085]ブロック５１４においてＡＭＥは、どのパートナＤＰ（複数可）にブラウザをリ
ダイレクトさせるかを決定する。例示のＡＭＥは、パートナＤＰ１、パートナＤＰ２及び
／又は１つ又は複数の追加のパートナＤＰを選択することがある。例えばＡＭＥは、タグ
付けされたウェブサイトの予想される又は推定される人口統計構成に関する人口統計情報
の品質がパートナＤＰ１に関して他のパートナＤＰより高いときに、その予想される又は
推定される人口統計構成に基づいてパートナＤＰ１を選択することがある。他の幾つかの
例ではＡＭＥは、複数の（例えば、利用可能なすべての）パートナＤＰ（例えば、ＤＰ１
及びＤＰ２）を選択することがある。ブロック５１４の結果に基づいて例示のＡＭＥは、
リダイレクト応答をクライアントブラウザに送り（例えば、図５Ｂの矢印（４））、クラ
イアントブラウザに対してリダイレクト要求をパートナＤＰ１に向けて送らせ（例えば、
図５Ｂの矢印（５）、ブロック５０２ａ～５０２ｃを開始する）及び／又はパートナＤＰ
２に向けて送らせる（例えば、ブロック５１６ａ～５１６ｄを開始する）。
【００８６】
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　[0086]図示した例では処理ブロック５０２の動作は、クライアントコンピュータ上のウ
ェブブラウザから受け取ったビーコン要求に基づいてインプレッションデータを収集する
ためにＡＭＥではなくパートナＤＰ１によって実行される。例えばタグ付けされたメディ
アにアクセスした後にクライアントブラウザは、ＡＭＥにビーコン要求を送ると共に、Ａ
ＭＥによってパートナＤＰ１及び／又はパートナＤＰ２のうちの一方又は両方にリダイレ
クトされる（ブロック５１４）。検討を目的としてパートナＤＰ１がリダイレクトに基づ
いてクライアントブラウザからメッセージを受け取る（例えば、ブロック５０２ａ）もの
と仮定すると、パートナＤＰ１はクライアントから受け取ったメッセージからのタグ情報
（例えば、メディア情報、発行者情報、タイムスタンプ、その他）にアクセスし、これに
よってブラウザからのインプレッションデータを収集及び／又は記憶する（例えば、ブロ
ック５０２ｂ）。パートナＤＰ１は、タグ情報をタグ付けされたメディアに対して露出さ
れたユーザに関するパートナＤＰ１クッキー識別子及び／又はＡＭＥクッキー識別子と関
連付けするようにそのタグ情報を処理する（ブロック５０２ｃ）。したがってブロック５
０２の例示の動作によってパートナＤＰ１は、タグ付けされたメディアにアクセスするパ
ネリスト及び／又は非パネリストユーザからインプレッション情報を収集することができ
る。パートナＤＰ１によるインプレッション情報の収集は、ＡＭＥによるインプレッショ
ン情報の収集に対する追加として又は代替として実施されることがある。
【００８７】
　[0087]ブロック５０４においてパートナＤＰ１は、パートナＤＰ１が収集した未処理の
インプレッションデータ（例えば、メディア情報、クッキー識別子、タイムスタンプ、そ
の他）をＡＭＥに送るために圧縮する（例えば、図５Ｂの矢印（６））。ＡＭＥに対して
パートナＤＰ１によって提供されるインプレッションデータは、ＡＭＥクッキー識別子（
例えば、タグ情報を介して受け取った識別子）とパートナＤＰ１クッキー識別子（例えば
、パートナＤＰ１にとって既知であり且つ例えばクライアントデバイスによって記憶され
ているユーザの識別子）との間のマッピングを含む。図５Ｂは、タイムスタンプ、インプ
レッション情報（例えば、メディア識別子）及びパートナＤＰ１ユーザ識別子とＡＭＥク
ッキー識別子の間の関連付けを含む例示のテーブル５２４を示している。例示のパートナ
ＤＰ１はこのテーブル５２４を図５Ｂの矢印（６）に対応するメッセージの形で例示のＡ
ＭＥサーバに送る。パートナＤＰ１クッキー識別子は、プライバシー保護のためにＡＭＥ
に提供されるインプレッションデータ内で匿名化されることがある。例示のマッピング情
報によってＡＭＥは、複数のパートナＤＰ（例えば、ＤＰ１、ＤＰ２、その他）の間でイ
ンプレッションデータを相関させることが可能となる。図５Ａの例示のブロック５０２及
び／又は５０４は、インプレッションデータを反復して収集してＡＭＥにそのデータを転
送するように繰り返される及び／又は連続して実行される。
【００８８】
　[0088]処理ブロック５０６の動作においてパートナＤＰ１は、ユーザ人口統計ファイル
をクッキーレベルで作成する（ブロック５０６ａ）。例えばパートナＤＰ１は、ＡＭＥク
ッキーに対してマッピングさせるパートナＤＰクッキー識別子を含みまたパートナＤＰク
ッキーによってそれぞれに識別されたユーザに関する人口統計情報をさらに含むファイル
を作成することがある。例えばパートナＤＰ１は、ユーザのＤＰクッキー識別子と、タグ
リダイレクトメッセージと関連させて（例えば、直前の報告期間中に）ＤＰクッキーが受
け取られたユーザに関連付けられた人口統計情報と、を含む。クッキーレベルの人口統計
ファイルは圧縮されると共に、（例えば、周期的に、非周期的に、要求に応答して、指定
の時点で、その他により）ＡＭＥに転送される（例えば、ブロック５０６ｂ、図５Ｂの矢
印（７））。図５Ｂには例示のテーブル５２６を示しており、これにはパートナＤＰ１ク
ッキー識別子に関連付けられた人口統計情報を含む。その人口統計データはクッキーマッ
ピングを行った対象のユーザに限定されること、又はデータベース所有者のクッキーから
なるより大きな集合を包含することがある。
【００８９】
　[0089]参照番号５０８によって示した動作においてＡＭＥは、インプレッションデータ
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とパートナＤＰ１からの人口統計データとを合併及び／又は集合させる（ブロック５０８
ａ）。例えばＡＭＥは、個々のパートナＤＰクッキーに対応する人口統計情報を、個々の
パートナＤＰクッキーに対応するインプレッションデータ（例えば、ブロック５０４にお
いてパートナＤＰ１から受け取ったインプレッションデータ、他のパートナＤＰから受け
取ったインプレッションデータ、及び／又はＡＭＥが収集したその他のインプレッション
データ）と関連付けすることがある。例示のＡＭＥは、パートナＤＰ１に関する知見を（
例えば、データを人口統計グループ及び／又はバケットにグループ分けすることによって
）要約する（ブロック５０８ｂ）。パートナＤＰの人口統計情報及びインプレッション情
報、及び／又はこれらに関する要約は次いで、既知のデータ（例えば、ＡＭＥパネリスト
データ５２０）に基づいた調整（例えば、キャリブレーション）のため及び／又はメディ
アインプレッション報告（例えば、オンラインキャンペーンレーティング）の作成のため
にキャリブレーションエンジンに供給されることがある。
【００９０】
　[0090]処理ブロック５１６の動作では、ＡＭＥによるリダイレクト応答に由来する要求
を受け取った後に（ブロック５１６ａ）、第２のパートナＤＰ２（例えば、図３のサーバ
３０４）はブラウザに関する第２のパートナＤＰ２（例えば、第２のパートナＤＰ３０２
）にとって既知のクッキーに対応する活動情報を収集及び／又は記憶する（ブロック５１
６ｂ）。例示のパートナＤＰ２はそのタグ情報（例えば、インプレッションデータ）を、
ブロック５０２の動作に関連して上で説明したようなパートナＤＰ１と同様の方式により
収集する。例示のパートナＤＰ２は、パートナＤＰ２クッキーに基づいてインプレッショ
ンデータを処理する（ブロック５１６ｃ）。パートナＤＰ２はブロック５１６ｃにおける
処理を、ブロック５１２ｃでＡＭＥによって実行される処理と同様の方式により実行する
ことがある。しかしデータを圧縮するのではなく、例示の第２のパートナＤＰサーバ３０
４は、タグ情報を周期的に要約し、このタグ情報をＯＣＲキャリブレーションエンジン５
１８に送る（ブロック５１６ｄ）。例えばこのデータ要約には、個々のユーザ及び／又は
個々のクッキーに関するインプレッション及び／又は人口統計情報の提供ではなく、イン
プレッション情報及び／又は人口統計情報をより大きな人口統計グループにするようなグ
ループ分けを含むことがある。例示のＯＣＲキャリブレーションエンジン５１８はさらに
、ＡＭＥパネル係数５２０（例えば、代表的なＡＭＥパネルの特性に基づいてインプレッ
ション情報に加えられる重み）を受け取る。例示のＯＣＲキャリブレーションエンジン５
１８は、パートナＤＰクッキーマッピングに対するＡＭＥクッキー、パートナＤＰ人口統
計、パートナＤＰ活動測定（例えば、インプレッションデータ収集）、及び／又はＡＭＥ
活動測定（例えば、ＡＭＥパネリスト及び／又は非パネリストインプレッション収集）に
基づいてＯＣＲ報告５２２を作成する。例示の命令５００は、ブロック５０２及び／又は
５０４を実行する任意の数のパートナＤＰを含むこと及び／又はブロック５１６を実行す
る任意の数のパートナＤＰを含むことがある。
【００９１】
　[0091]図６Ａは、第１のパートナＤＰでインプレッションデータを収集することなく第
１及び第２のパートナデータベース所有者から分散型人口統計情報を収集するために実行
させ得る例示のマシン読み取り可能命令６００を表した流れ図である。図６Ｂは、図６Ａ
の命令６００を実装する図１のシステム１００の例示のプロセスを示している。例示の命
令６００は、図５Ａのブロック５０６～５２２（例えば、図６Ｂの矢印（１）～（４））
を含む。図５Ａの命令５００と異なり例示の命令６００は、ＡＭＥに対してインプレッシ
ョン情報を収集させ、且つインプレッション情報を収集するタスクからパートナＤＰ１を
解放する。
【００９２】
　[0092]図６Ａの例示の命令６００は、ＡＭＥに対してブラウザをパートナＤＰ１ドメイ
ンのサブドメイン（例えば、ＤＰ１が動作させるサーバではなくＡＭＥサーバ６０４など
パートナＤＰ１ドメインのサブドメインの下で動作する図１のＡＭＥのサーバ）にリダイ
レクトさせる参照番号６０２で示した命令を含む。パートナＤＰ１ドメインのサブドメイ
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ンを使用するための例示の方式については、参照によってその全体を本明細書に組み込む
ものとする２０１１年９月２１日に出願された米国特許出願第１３／２３９，００５号に
記載されている。例示のＡＭＥサーバ６０４はパートナＤＰ１サブドメインアドレスにお
いてブラウザからタグリダイレクトを受け取る（ブロック６０２ａ）（図６Ｂの矢印（５
））。パートナＤＰ１サブドメイン下で動作するため例示のＡＭＥは、ブラウザからパー
トナＤＰ１クッキーを直接受け取ることが可能である。パートナＤＰ１クッキーはＡＭＥ
によって（例えば、リダイレクト要求内のペイロードからＡＭＥクッキーを取り出すこと
によって）ＡＭＥクッキーに合併又はマッピングされる（ブロック６０２ｂ）。したがっ
て図６ＡではパートナＤＰ１は、インプレッション又は露出データを収集及び報告する役
目から解放される。ＤＰ１サブドメインのＡＭＥサーバを介してＡＭＥが収集したデータ
は、ブロック５０８において同じＡＭＥサーバ又は異なるＡＭＥサーバが使用して、イン
プレッションデータをブロック５０６で送信された人口統計データと合併することがある
。例示のＡＭＥサーバ６０４は、このマッピング情報を記憶する及び／又はこのマッピン
グ情報を別のＡＭＥサーバ１１４に送る（例えば、図６Ｂの矢印（６））。
【００９３】
　[0093]図７Ａは、ユーザレベルのクッキー同期プロセスを実行するために実行させ得る
例示のマシン読み取り可能命令７００を表した流れ図である。図７Ｂは、図７Ａの命令７
００を実装する図１のシステム１００の例示のプロセスを示している。ユーザレベルのク
ッキー同期とは、ユーザ／デバイスに関連付けられたＡＭＥクッキーを同じユーザ／デバ
イスに関連付けられたパートナＤＰクッキーと同期させることを意味している。例示の命
令７００は、図５Ａのブロック５１０、５１２及び５１６～５２２を含む。
【００９４】
　[0094]収集プロセス７０２の間にパートナＤＰ１サイトのメディアは、ＡＭＥクッキー
へのユーザクッキーＩＤのマッピングを可能とさせるようにタグ付けされる（ブロック７
０２ａ）。例えば、パートナＤＰ１サイトの登録ユーザが（例えば、タグ付けされたログ
インページにアクセスすることによって）パートナＤＰ１サイトにアクセスしたとき（図
７Ｂの矢印（１））、パートナＤＰ１サイトに関連付けられたタグ（図７Ｂの矢印（２）
）はブラウザに対して、ＡＭＥクッキー（存在する場合）とパートナＤＰ１にとって同じ
く既知であるユーザのユーザ識別子（例えば、英数字のコード又は値）とを含むビーコン
要求をＡＭＥへ送らせる（ブロック７０２ｂ）。例えばユーザ識別子は、ビーコン要求の
ペイロードに入れて伝達されることがある。ユーザのプライバシーを保全するために、例
示のユーザ識別子が例示のパートナＤＰ１によって恣意的に定義されること、及び／又は
パートナＤＰ１クッキーへのＡＭＥクッキーの各マッピングごとに同じユーザについて変
更されることがある。さらにユーザ識別子は、ＤＰ１クッキーに対してマッピングされる
が、それ自身はＤＰ１クッキーではない。例示のＡＭＥは、ユーザ識別子と受け取ったＡ
ＭＥクッキーとの間の関連付けを記憶する。受け取ったＡＭＥクッキーが存在しない場合
に例示のＡＭＥは、ブラウザにおいて新たなＡＭＥクッキーを記憶すると共に、新たなＡ
ＭＥクッキーとユーザ識別子の間の関連付けを記録する。パートナＤＰ１がユーザについ
て一貫したユーザ識別子を提供するような幾つかの例ではＡＭＥは、複数のＡＭＥクッキ
ーとこの複数のＡＭＥクッキーに対応するインプレッションデータとを、同じパートナＤ
Ｐ１クッキーに対してマッピングさせようとするＡＭＥクッキーに基づいて関連付ける。
【００９５】
　[0095]マッピングプロセス７０２とは別に例示のブラウザ１１０は、ブロック５１０に
おいてメディアに（例えば、メディアサーバから）アクセスする（図７Ｂの矢印（４））
。上で説明したように例示のＡＭＥは、ビーコン要求を介してブラウザから受け取ったイ
ンプレッション情報を収集及び記憶する（例えば、ブロック５１２、図７Ｂの矢印（５）
及び（６））。
【００９６】
　[0096]人口統計プロセス７０４の間にパートナＤＰ１は、ユーザＩＤ（例えば、ビーコ
ン要求を介してＡＭＥに送られたユーザＩＤ）及びキー人口統計セグメントを包含する日



(23) JP 6423486 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

次／週次のパートナＤＰ１人口統計テーブル（例えば、図７Ｂのテーブル７０８）を作成
する（ブロック７０４ａ）。例示のパートナＤＰ１は、人口統計ファイルを圧縮する及び
／又はこれをＡＭＥに転送する（例えば、ブロック７０４ｂ、図７Ｂの矢印（７））。パ
ートナＤＰ１にはそのユーザとＡＭＥに提供されるユーザＩＤの間の関連付けが既知であ
るため、例示のパートナＤＰ１はユーザＩＤを対応するユーザの人口統計情報に対してマ
ッチングさせることが可能である。図示した例ではパートナＤＰ１はプライバシー要件に
準拠するようにデータを匿名化する。ユーザ（例えば、パートナＤＰ１）ＩＤとＡＭＥク
ッキーの間のマッピング（例えば、ブロック７０２で提供されるデータからＡＭＥが決定
）と、パートナＤＰ１人口統計テーブル（例えば、パートナＤＰ１によって提供される人
口統計ファイル）とを用いて、ＡＭＥクッキーとパートナＤＰ１クッキーの間のマッピン
グファイルを作成することができる。クッキーマッピング及び／又はユーザＩＤとＡＭＥ
クッキーの間のマッピングは、オンラインメディアインプレッションに対応する視聴者人
口統計を関連付けするため、及び／又は例えばオンラインキャンペーン及び／又は露出の
計算及び報告を実行するために引き続いて使用される。図示した例ではＡＭＥは、不正確
であるとされたあらゆる人口統計データに対する補正又は調整のためにプロフィール補正
値を適用する。
【００９７】
　[0097]報告プロセス７０６の間において、要約及び報告（ブロック７０６ｂ）のために
（例えば、処理ブロック７０４から受け取った）パートナＤＰ１人口統計テーブルをＡＭ
Ｅ収集テーブル（例えば、処理ブロック５１２においてＡＭＥが収集したインプレッショ
ン情報テーブル）とマッチングさせる（ブロック７０６ａ）。例えばＡＭＥは、パートナ
ＤＰ１クッキーに対応する人口統計データ（例えば、図７Ａの処理ブロック７０４及び／
又は図７Ｂの矢印（７）から受け取ったもの）を、パートナＤＰ１クッキー対ＡＭＥクッ
キーマッピングを用いて（例えば、図７Ａの処理ブロック７０２及び／又は図７Ｂの矢印
（３）から受け取った及び／又は決定されたものを用いて）活動モニタリングデータとマ
ッチングさせる。このようにして、人口統計データは、ＡＭＥクッキーＩＤ及び／又はＤ
Ｐ１により提供されるユーザ識別子に基づいてインプレッションデータと接合させ、人口
統計データを活動データと関連付ける。人口統計データと活動データとは次いで、様々な
人口統計グループに対する露出を反映している報告を作成するためにキャリブレーション
エンジンに供給されることがある。
【００９８】
　[0098]図７Ａの例示の命令７００は、ブラウザに対してＤＰ１サーバへのリダイレクト
させない。これに代えて、パートナＤＰ１クッキー（及び／又はパートナＤＰ１ユーザ識
別子）とＡＭＥクッキーの間のクッキーマッピングによってＡＭＥが収集したインプレッ
ションデータをパートナＤＰ１により提供される人口統計情報に対してマッピングさせる
ことを可能にする。このため図５Ａ～５Ｂ、６Ａ～６Ｂ及び８Ａ～８Ｂのシステムと比較
してリダイレクト回数が削減され、したがってネットワークトラフィックが減少する。さ
らにブラウザのリダイレクトが少なくなることによって、ユーザがリダイレクトメッセー
ジに関連付けられた遅延を経験することが少なくなるため、ユーザ体験が向上することに
なる。
【００９９】
　[0099]図８Ａは、インプレッションレベルのクッキー同期プロセスを実行するように実
行させ得る例示のマシン読み取り可能命令８００を表した流れ図である。図８Ｂは、図８
Ａの命令８００を実装する図１のシステム１００の例示のプロセスを示している。インプ
レッションレベルのクッキー同期とは、インプレッションに関連付けられたＡＭＥクッキ
ーを同じインプレッションに同じく関連付けられたパートナＤＰクッキーと同期させるこ
とを意味している。例示の命令６００は、図８Ｂの少なくとも矢印（１）～（４）を実装
する図５Ａのブロック５１０～５２２を含む。
【０１００】
　[00100]収集プロセス８０２の間にパートナＤＰ１は、クライアントブラウザからリダ
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イレクトを受け取る（例えば、図８Ａのブロック８０２ａ、図８Ｂの矢印（５））。この
リダイレクトには、パートナＤＰ１に送信しようとするパラメータ（例えば、要求のペイ
ロード内にある）としてＡＭＥクッキーを含む。パートナＤＰ１は、クライアントブラウ
ザからリダイレクトされた要求を受け取ると共に、ＡＭＥクッキーＩＤ（リダイレクトを
介してＡＭＥにより提供される）とパートナＤＰ１クッキーＩＤ（存在する場合にクライ
アントブラウザから受け取る）との間のマッピングを包含する応答を自動的に返す（ブロ
ック８０２ｂ、図８Ｂの矢印（６））。幾つかの例ではその応答は、クライアントブラウ
ザに送られ、これによりデータがＡＭＥに転送される。他の例では、ユーザ体験を低下さ
せる可能性があるクライアントブラウザに関連する追加のメッセージを回避するために、
パートナＤＰ１からＡＭＥに（例えば、非同期式通信を介して）直接的に（例えば、ブラ
ウザを省略して）応答が送られる。収集プロセス８０２の間の例示のクッキーマッピング
によれば、人口統計情報が迅速に収集されること（例えば、リアルタイムに近い収集）に
なり、これにより広告者は広告目標と広告結果の間の食い違いをより迅速に特定すること
及び／又は所望の人口統計構成に到達させるために広告の配置及び／又はサービスをより
迅速に調整することが可能となる。
【０１０１】
　[00101]例えば広告発行者が男性で年齢３０～４０歳について１日あたり１０，０００
インプレッションを達成しようとしてウェブサイトＡとＢに広告を載せようと考えている
が、図８Ａのプロセスによるデータ収集によってウェブサイトＡが男性で年齢３０～４０
歳について６，０００インプレッションを取り出し且つウェブサイトＡが大部分の女性イ
ンプレッションを取り出すことが示された場合に、広告発行者はその人口統計インプレッ
ション目標を達成するために、人口統計目標に関連付けられた時間期間（例えば、日次の
目標を満足させるためには７日間、１時間目標を満足させるために１時間、その他）の域
内でウェブサイトＢ上の広告配置を増加させると共にウェブサイトＡ上の広告配置を減少
させることが可能である。広告配置に対するこの切替えは、目下の広告キャンペーンにお
いて所望の広告目標を達成するためにリアルタイムで実施されることもあり得る。過去に
おいては、広告キャンペーンが完了し、これが目標未達の結果となった後になるまで人口
統計結果が利用可能でなかった。
【０１０２】
　[00102]パートナＤＰ１は、パートナＤＰ１クッキー識別子及びキー人口統計セグメン
トを包含するユーザテーブル（例えば、図８Ｂのテーブル８１０）やその他のデータ構造
をＡＭＥに対して周期的に（例えば、毎時間、毎日、毎週、２週間ごとに、毎月、その他
で）又は非周期的に（例えば、マッピング情報と一緒に）提供する（ブロック８０４ａ、
図８Ｂの矢印（６）及び／又は矢印（７））。ユーザテーブルで提供されるクッキー識別
子は、処理ブロック８０２においてＡＭＥ識別子にマッピングさせたクッキー識別子に対
応する。図示した例ではプライバシー要件に準拠するようにデータが匿名化される（例え
ば、個人を識別する情報が削除される）。図示した例ではＡＭＥは、不正確であるとされ
たあらゆる人口統計データに対する補正又は調整のためにプロフィール補正値を適用する
。
【０１０３】
　[00103]報告プロセス８０６の間に例示のＡＭＥは、要約及び報告のために（ブロック
８０６ｂ）、ブロック８０２から受け取ったマッピングを用いてパートナＤＰ１人口統計
テーブル（例えば、ブロック８０４からの人口統計データ）をＡＭＥ収集テーブル（例え
ば、ブロック５１２からのオンライン活動データ）にマッチングさせる（ブロック８０６
ａ）。例えばこのデータ要約には、個々のユーザ及び／又は個々のクッキーに関するイン
プレッション及び／又は人口統計情報の提供ではなく、インプレッション情報及び／又は
人口統計情報をより大きな人口統計グループにするようなグループ分けを含むことがある
。このようにして、人口統計データは、パートナＤＰ１クッキーＩＤに基づいてインプレ
ッションデータに接合される。
【０１０４】
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　[00104]処理ブロック８０８における動作の際に例示のＡＭＥは、図８ＡのＯＣＲ報告
５２２をメディア発行者及び／又はウェブサーバに提供する（例えば、図８Ｂのウェブサ
ーバ１０６への矢印（８））。図８Ａの例では発行者は、ＯＣＲ報告を人口統計目標と比
較する（ブロック８０８ａ）。この比較に基づいて例示の発行者は、所望の目標を達成す
るためにメディアの配置を調整する（例えば、ウェブサイト間でメディアの配置をシフト
させる）。したがってブロック８０８は広告者に対して、広告目標と広告結果の間の食い
違いをより迅速に特定すること及び／又は所望の人口統計構成に到達させるために広告の
配置及び／又はサービスをより迅速に調整することを可能にさせるフィードバック機構を
提供する。
【０１０５】
　[00105]例示の命令５００～８００について図５Ａ～８Ｂを参照しながら上で開示して
いるが、図５Ａ～８Ｂに関して説明した利点などの様々な利点を達成するために図５Ａの
命令５００～８００及び／又はブロックのいずれかについてその他任意の方法により組合
せる、分割する、再配置する、省略する、排除する及び／又は実装することができる。
【０１０６】
　[00106]システム１００、３００を実装する例示の方式について、図１～４、５Ｂ、６
Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂに示しているが、図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂに
示した要素、プロセス及び／又はデバイスのうちの１つ又は幾つかは、その他任意の方法
で組合せる、分割する、再配置する、省略する、排除する及び／又は実装することができ
る。さらに図１の例示のウェブサーバ１０６、例示のＡＭＥサーバ（複数可）１１４、６
０４、例示のパートナＤＰサーバ１０８、３０４、例示のブラウザ１１０、例示のビーコ
ン要求リダイレクト器１２０、例示のクッキー作成器１２２、例示のパートナ選択器１２
４、例示のビーコン命令作成器１２６、例示の通信インターフェース１２８、１３２、例
示のクッキーマッピング器１３０及び／又はさらに一般的には図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７
Ｂ及び／又は８Ｂの例示のシステム１００、３００は、ハードウェア、ソフトウェア、フ
ァームウェア及び／又はハードウェア、ソフトウェア及び／又はファームウェアからなる
任意の組合せによって実装することができる。したがって例えば、例示のウェブサーバ１
０６、例示のＡＭＥサーバ（複数可）１１４、６０４、例示のパートナＤＰサーバ１０８
、３０４、例示のブラウザ１１０、例示のビーコン要求リダイレクト器１２０、例示のク
ッキー作成器１２２、例示のパートナ選択器１２４、例示のビーコン命令作成器１２６、
例示の通信インターフェース１２８、１３２、例示のクッキーマッピング器１３０及び／
又はさらに一般的には例示のシステム１００、３００は、１つ又は複数のアナログ又はデ
ィジタル回路（複数可）、論理回路、プログラマブルプロセッサ（複数可）、特定用途向
け集積回路（複数可）（ＡＳＩＣ（複数可））、プログラマブル論理デバイス（複数可）
（ＰＬＤ（複数可））及び／又はフィールドプログラマブル論理デバイス（複数可）（Ｆ
ＰＬＤ（複数可））によって実装される可能性もある。純粋なソフトウェア及び／又はフ
ァームウェア実装を包含するようにした本特許の装置又はシステムの請求項のいずれかを
読む際において、例示のウェブサーバ１０６、例示のＡＭＥサーバ（複数可）１１４、６
０４、例示のパートナＤＰサーバ１０８、３０４、例示のブラウザ１１０、例示のビーコ
ン要求リダイレクト器１２０、例示のクッキー作成器１２２、例示のパートナ選択器１２
４、例示のビーコン命令作成器１２６、例示の通信インターフェース１２８、１３２及び
／又は例示のクッキーマッピング器１３０のうちの少なくとも１つは本明細書において、
ソフトウェア及び／又はファームウェアを記憶しているメモリ、ディジタル多目的ディス
ク（ＤＶＤ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、ブルーレイディスク、その他などの有形の
コンピュータ読み取り可能記憶デバイス又は記憶ディスクを含むように明示的に規定され
る。またさらには、図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のシステム１００
、３００は、１つ又は複数の要素、プロセス及び／又はデバイスを図１～４、５Ｂ、６Ｂ
、７Ｂ及び／又は８Ｂに示したものに対する追加として又は置き換えとして含むこと及び
／又は図示した要素、プロセス及びデバイスのうちの任意のもの又はすべてのうちから複
数のものを含むことがある。
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【０１０７】
　[00107]図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂのシステム１００、３００を実装
するための例示のマシン読み取り可能命令を表した流れ図を図９～１３に示している。こ
の例ではマシン読み取り可能命令は、図１４に関連して以下で検討する例示のプロセッサ
プラットフォーム１４００に示すようなプロセッサ１４１２などのプロセッサによって実
行させるためのプログラムを含む。このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピーディス
ク（登録商標）、ハードドライブ、ディジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、ブルーレイデ
ィスク又はプロセッサ１４１２に関連付けられたメモリなどの有形のコンピュータ読み取
り可能記憶媒体上に記憶されたソフトウェアの形で具現化することができるが、プログラ
ム全体及び／又はその一部は代替形態としてプロセッサ１４１２以外のデバイスによって
実行させること及び／又はファームウェアや専用のハードウェアの形で具現化させること
も可能である。さらに、図９～１３に示した流れ図を参照しながら例示のプログラムにつ
いて説明しているが、例示のシステム１００、３００を実装するその他多くの方法も代替
形態として使用することができる。例えば、ブロックの実行順序を変更すること、及び／
又は記載したブロックのうちの幾つかについて変更、排除又は組合せることができる。
【０１０８】
　[00108]上で言及したように図９～１３の例示のプロセスは、その内部に任意の期間に
わたって（例えば、長期間、恒久的に、ごく短かい間、一時的なバッファリングの間、及
び／又は情報をキャッシュする間）情報を記憶するハードディスクドライブ、フラッシュ
メモリ、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、コンパクトディスク（ＣＤ）、ディジタル多目
的ディスク（ＤＶＤ）、キャッシュ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及び／又はその
他任意の記憶デバイスや記憶ディスクなどの有形のコンピュータ読み取り可能記憶媒体上
に記憶されたコード化済み命令（例えば、コンピュータ及び／又はマシンに読み取り可能
な命令）を用いて実装することができる。本明細書で使用する場合に有形のコンピュータ
読み取り可能記憶媒体という用語は、任意のタイプのコンピュータ読み取り可能な記憶デ
バイス及び／又は記憶ディスクを含むと共に、伝播する信号は除外するように明示的に規
定する。本明細書で使用する場合に「有形のコンピュータ読み取り可能記憶媒体」と「有
形のマシン読み取り可能記憶媒体」とは置き換え可能に使用できる。追加として又は代替
として図９～１３の例示のプロセスは、その内部に任意の期間にわたって（例えば、長期
間、恒久的に、ごく短かい間、一時的なバッファリングの間、及び／又は情報をキャッシ
ュする間）情報を記憶するハードディスクドライブ、フラッシュメモリ、読み出し専用メ
モリ、コンパクトディスク、ディジタル多目的ディスク、キャッシュ、ランダムアクセス
メモリ及び／又はその他任意の記憶デバイスや記憶ディスクなどの非一時的コンピュータ
及び／又はマシン読み取り可能媒体上に記憶されたコード化済み命令（例えば、コンピュ
ータ及び／又はマシンに読み取り可能な命令）を用いて実装することができる。本明細書
で使用する場合に非一時的コンピュータ読み取り可能媒体という用語は、任意のタイプの
コンピュータ読み取り可能なデバイスやディスクを含むと共に、伝播する信号は除外する
ように明示的に規定する。本明細書で使用する場合に、「少なくとも」という表現は、請
求項のプリアンブルにおける転換句として使用する場合、「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（を備
える、を含む）」という用途が非限定的であるのと同じ意味でこれも非限定的である。
【０１０９】
　[00109]図９は、図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のブラウザ１１０
に関するパートナＤＰクッキーへのＡＭＥクッキーのマッピングが実装されるようにして
当該ブラウザを実装するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令９００を表し
た流れ図である。
【０１１０】
　[00110]図１の例示のブラウザ１１０は、ウェブページに関する要求を（例えば、パー
トナＤＰ及び／又は別のウェブページ発行者に）送る（ブロック９０２）。例示のブラウ
ザ１１０は、ビーコン命令（例えば、ＡＭＥにより提供されたタグ）を含むウェブページ
コードを受け取る（ブロック９０４）。例示のブラウザ１１０は、ビーコン命令を実行し
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（ブロック９０６）、且つビーコン命令からビーコン要求を作成する（ブロック９０８）
。
【０１１１】
　[00111]例示のブラウザ１１０は、ＡＭＥドメインのクッキーを記憶しているかどうか
を決定する（ブロック９１０）。例えばＡＭＥは、ブラウザ１１０に対してＡＭＥドメイ
ンのクッキーを以前に記憶させることがある。ＡＭＥドメインのクッキーが記憶されてい
る場合（ブロック９１０）、例示のブラウザ１１０はそのＡＭＥクッキーをビーコン要求
に追加する（ブロック９１２）。ＡＭＥクッキーをビーコン要求に追加した後（ブロック
９１２）、又はＡＭＥドメインに関して記憶されたクッキーが存在しない場合（ブロック
９１０）、例示のブラウザ１１０はＡＭＥサーバ１１４にビーコン要求を送る（ブロック
９１４）。ブロック９０２～９１４の任意のブロックを実行するための例示の方法及び装
置については、本明細書に全部を記載していないが参照により本明細書にその全体を組み
込むものとする米国特許第８，３７０，４８９号に記載されている。
【０１１２】
　[00112]例示のブラウザ１１０は、応答が受け取り済みかどうかを決定する（ブロック
９１６）。応答を受け取っていない場合（ブロック９１６）、例示のブラウザ１１０は応
答タイムアウト（例えば、ウォッチドッグタイマ）が満了したかどうかを決定する（ブロ
ック９１７）。例えばブラウザ１１０がビーコン要求内にＡＭＥクッキーを提供し且つＡ
ＭＥサーバ１１４によりそのＡＭＥクッキーがパートナＤＰクッキーに対してマッピング
されると決定されたとき、例示のＡＭＥサーバ１１４はそのインプレッションをログ記録
すると共にブラウザ１１０への応答の送信を省略することがある。応答を返さないことに
よって例示のＡＭＥサーバ１１４及びブラウザ１１０は、ネットワークトラフィックの量
を低減すること、及び／又はパートナＤＰに送られるデータ量を低減することができる。
応答タイムアウトが生じなかった場合（ブロック９１７）、制御はブロック９１６にルー
プし、ビーコン要求に対する応答の待機を続ける。幾つかの例では、無限ループの形でハ
ングするのを防止するためにブロック９１６においてタイマを使用する。このような例で
は、あるタイムアウト時間内に応答を受けなかった場合に、制御はブロック９１６からジ
ャンプし図９の命令を終了させる。
【０１１３】
　[00113]応答を受け取ると（ブロック９１６）、例示のブラウザ１１０はその応答がリ
ダイレクトメッセージ（例えば、３０２　ＦＯＵＮＤメッセージ）であるかどうかを決定
する（ブロック９１８）。応答がリダイレクトメッセージである場合（ブロック９１８）
、例示のブラウザ１１０はリダイレクト命令からパートナＤＰ要求を作成する（ブロック
９２０）。例えばパートナＤＰ要求は、リダイレクトメッセージで指定されたパートナＤ
ＰサーバのＵＲＬを含むことがある。
【０１１４】
　[00114]例示のブラウザ１１０は、リダイレクトで指定されたパートナＤＰドメインの
クッキーが記憶されているかどうかを決定する（ブロック９２２）。例えばパートナＤＰ
は、ブラウザ１１０に対してパートナＤＰドメインのクッキーを以前に記憶させることが
ある。パートナＤＰドメインについて記憶されたクッキーが存在する場合（ブロック９２
２）、例示のブラウザはそのパートナＤＰクッキーをパートナＤＰ要求に追加する（ブロ
ック９２４）。パートナＤＰクッキーを追加した後（ブロック９２４）、又は記憶されて
いるパートナＤＰクッキーが存在しない場合（ブロック９２２）、例示のブラウザ１１０
はパートナＤＰサーバ１０８にパートナＤＰ要求を送る（ブロック９２６）。パートナＤ
ＰサーバにパートナＤＰ要求を送った後において（ブロック９２６）、ＡＭＥサーバ１１
４からの応答がリダイレクトでない場合（例えば、１×１透明画素などのプレースホルダ
ー画像である場合）（ブロック９１８）、又は応答タイムアウトが発生した場合（ブロッ
ク９１７）、例示の命令９００は終了する。
【０１１５】
　[00115]図１０は、パートナＤＰクッキーへのＡＭＥクッキーのマッピングを開始させ
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るように図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のＡＭＥサーバ１１４を実装
するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令１０００を表した流れ図である。
【０１１６】
　[00116]図１の例示のＡＭＥサーバ１１４は、ブラウザ（例えば、図１のブラウザ１１
０）からビーコン要求を受け取る（ブロック１００２）。例示のＡＭＥサーバ１１４は、
そのビーコン要求がＡＭＥクッキーを含むかどうかを決定する（ブロック１００４）。ビ
ーコン要求がＡＭＥクッキーを含まない場合（ブロック１００４）、例示のＡＭＥサーバ
１１４はそのブラウザに関するＡＭＥクッキーを作成する（ブロック１００６）。例えば
ＡＭＥクッキーによってＡＭＥサーバは、ＡＭＥタグ付けされたウェブページ内における
ブラウザのオンライン活動を追跡することが可能である。ビーコン要求がＡＭＥクッキー
を含む場合（ブロック１００４）、例示のＡＭＥサーバ１１４はそのＡＭＥクッキーがパ
ートナＤＰクッキーに対してすでにマッピングされるかどうかを決定する（ブロック１０
０８）。例えばＡＭＥサーバ１１４は、そのＡＭＥクッキーが１つ又は複数のパートナＤ
Ｐのクッキーにマッピングされると決定することがある。ＡＭＥクッキーがパートナＤＰ
クッキーにマッピングされる場合（ブロック１００８）、例示のＡＭＥサーバ１１４は追
加のマッピングを希望するかどうかを決定する（ブロック１００９）。例えばＡＭＥサー
バ１１４がＡＭＥクッキーと第１のパートナＤＰクッキーの間のマッピングを有すること
があっても、インプレッションデータに付与される人口統計情報の品質を向上させるため
にＡＭＥクッキーを他のパートナＤＰからの第２の（又は、より多くの）パートナＤＰク
ッキーに対してマッピングすることが望ましいことがある。
【０１１７】
　[00117]パートナＤＰクッキー（例えば、第１のパートナＤＰクッキー及び／又は追加
のパートナＤＰクッキー）に対するＡＭＥクッキーのマッピングを希望する場合（ブロッ
ク１００８、１００９）、又はＡＭＥクッキーを作成した後に（ブロック１００６）、例
示のＡＭＥサーバ１１４はリダイレクト応答を作成する（ブロック１０１０）。例示のＡ
ＭＥサーバ１１４は、ＡＭＥクッキー（例えば、作成した又は以前に記憶されていたクッ
キー）の識別子と、リダイレクト応答で接触しようとするパートナＤＰのアドレス（例え
ば、ＵＲＬ）と、を含む（ブロック１０１２）。例示のＡＭＥサーバ１１４はリダイレク
ト応答（例えば、ＡＭＥクッキー識別子及びパートナＤＰアドレスを含む）をブラウザ１
１０に送る（ブロック１０１４）。幾つかの例では、ブロック１００２～１０１４が１つ
のプロセスを意味しており、またブロック１０１６～１０３０は並列に実行される別のプ
ロセスを意味している。このような例では第１のプロセスはブロック１０１４の後に終了
する。
【０１１８】
　[00118]図１０の例に戻ると、例示のＡＭＥサーバ１１４はＡＭＥクッキー対パートナ
ＤＰクッキーのマッピングを受け取ったかどうかを決定する（ブロック１０１６）。例示
のＡＭＥサーバ１１４は、ブロック１０１４と１０１６の間の時間期間にわたって待機す
る（例えば、ブラウザ１１０に対してパートナＤＰサーバ１０８に要求を送ることを許可
する）ことがある。ＡＭＥクッキー対パートナＤＰクッキーのマッピングを受け取った場
合（ブロック１０１６）、例示のＡＭＥサーバ１１４はＡＭＥクッキー対パートナＤＰク
ッキーのマッピングをログ記録する（ブロック１０１８）。例えばマッピングは、ＡＭＥ
クッキー識別子と、対応するパートナＤＰクッキー識別子と、を含むことがある。
【０１１９】
　[00119]幾つかの例ではブロック１０１６及び１０１８は、ＡＭＥクッキーとパートナ
ＤＰクッキーの間のマッピングの受け取り及び／又は記憶のために別のプロセスとして実
行させ得るスレッドを構成する。例えばＡＭＥサーバ１１４は、ブラウザをパートナＤＰ
サーバ１０８、３０４にリダイレクトすることがある。パートナＤＰサーバ１０８、３０
４は、ＡＭＥクッキーとパートナＤＰクッキーの間の関連付けを決定すると共に、マッピ
ングをＡＭＥサーバ１１４に即座に（例えば、直接に又はブラウザ１１０を介して）送信
するのではなく、例示のパートナＤＰサーバ１０８、３０４によってそのマッピングがバ
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ッチとして（例えば、複数のメッセージ、ファイル内の複数のマッピング、その他として
）処理及び／又は送信される。
【０１２０】
　[00120]図１０の例に戻ると、クッキーマッピングをログ記録した後に（ブロック１０
１８）、又はクッキーマッピングを受け取っていない場合に（ブロック１０１６）、例示
のＡＭＥサーバ１１４は追加のパートナＤＰからのマッピングを要求するかどうかを決定
する（ブロック１０２０）。例えばブラウザ１１０は、ＡＭＥサーバ１１４による複数の
パートナＤＰへの要求のリダイレクトを可能にさせるタグ付け命令に基づいて複数のビー
コン要求を選択することがある。ＡＭＥサーバ１１４が追加のパートナＤＰからのマッピ
ングを要求しようとする場合（ブロック１０２０）、例示のＡＭＥサーバ１１４はリダイ
レクト応答を作成する（ブロック１０２２）。例示のＡＭＥサーバ１１４は、リダイレク
ト応答内にＡＭＥクッキー（例えば、作成された又は受け取ったＡＭＥクッキー）を含め
る（ブロック１０２４）。例示のＡＭＥサーバ１１４はリダイレクト要求をブラウザ１１
０に送る（ブロック１０２６）。
【０１２１】
　[00121]ＡＭＥサーバ１１４が追加の（例えば、複数の）パートナＤＰからのマッピン
グを要求しようとするような幾つかの例では（ブロック１０２０）、例示のＡＭＥサーバ
１１４はブラウザ１１０に対して複数のリダイレクト応答をビーコン要求に応答して同時
に発することがある。
【０１２２】
　[00122]図１０の例に戻ると、例示のＡＭＥサーバ１１４は（例えば、パートナＤＰ＿
ＯＣＲ及び／又は人口統計情報の周期的の送信を介して）パートナＤＰデータに対する後
続のマッチングのためにＡＭＥクッキーを記憶する（ブロック１０２８）。
【０１２３】
　[00123]ＡＭＥクッキーを記憶した後に（ブロック１０２８）、ＡＭＥサーバ１１４が
追加のパートナＤＰにマッピングを要求しない場合（ブロック１０２０）、又は追加のパ
ートナＤＰに対するクッキーマッピングを希望しない場合（ブロック１００９）、図１０
の例示の命令１０００は終了する。
【０１２４】
　[00124]図１１は、パートナＤＰから取得した人口統計をオンライン活動モニタリング
情報（例えば、インプレッションデータ及び／又は露出データ）と関連付けさせるように
して図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のＡＭＥサーバ１１４を実装する
ように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令１１００を表した流れ図である。
【０１２５】
　[00125]例示のＡＭＥサーバ１１４はＡＭＥクッキー対パートナＤＰクッキーのマッピ
ングを取得する（ブロック１１０２）。例えばＡＭＥサーバ１１４は、図１のパートナＤ
Ｐサーバ１０８からパートナＤＰクッキーへのＡＭＥクッキーのマッピングを含む周期的
又は非周期的な報告を受け取ることがある。追加として又は代替として例示のＡＭＥサー
バ１１４は、ＡＭＥクッキー対パートナＤＰクッキーのマッピングを含むメッセージ（例
えば、ＨＴＴＰメッセージ）をパートナＤＰサーバ１０８、３０４から（例えば、直接に
又はブラウザ１１０を介して）受け取ることがある。例示のＡＭＥサーバ１１４は、パー
トナＤＰクッキー（複数可）に対応する人口統計情報を取得する（ブロック１１０４）。
【０１２６】
　[00126]例示のＡＭＥサーバ１１４は、ＡＭＥクッキー対パートナＤＰクッキーのマッ
ピングを選択する（ブロック１１０６）。例示のＡＭＥサーバ１１４は、選択したマッピ
ングのパートナＤＰクッキーが追加のＡＭＥクッキー（例えば、選択したマッピングのＡ
ＭＥクッキー以外のＡＭＥクッキー）に対してマッピングされるかどうかを決定する（ブ
ロック１１０８）。例えば、次いである１つのパートナＤＰクッキーに関連付けされるあ
る１人のユーザに関連付けられたブラウザ１１０に対して複数のＡＭＥクッキーが提供さ
れることがある。ＡＭＥクッキーが期限切れとなる又はブラウザ１１０によって削除され
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ると、追加のＡＭＥクッキーがブラウザ１１０に提供されると共にこれが同じパートナＤ
Ｐクッキーに対してマッピングされることがある。例示のＡＭＥサーバ１１４は次いで、
同じパートナＤＰクッキーに対してマッピングされた複数のＡＭＥクッキーについてのイ
ンプレッションデータを合併させることによって当該ユーザのインプレッションを相関さ
せる。パートナＤＰクッキーが追加のＡＭＥクッキーにマッピングされた場合（ブロック
１１０８）、例示のＡＭＥサーバはそのパートナＤＰクッキーに対応するＡＭＥクッキー
（複数可）のマッピングを合併させる（ブロック１１１０）。マッピングの合併によって
例示のＡＭＥサーバ１１４は、ブラウザに関連付けられたユーザの活動（例えば、インプ
レッション）を合併させることが可能となる。
【０１２７】
　[00127]マッピングを合併させた後に（ブロック１１１０）又はパートナＤＰクッキー
が追加のＡＭＥクッキーにマッピングされていない場合（ブロック１１０８）、例示のＡ
ＭＥサーバ１１４はＡＭＥクッキー（複数可）（例えば、選択したマッピングのＡＭＥク
ッキー及び／又は合併したＡＭＥクッキー（複数可））が追加のパートナＤＰクッキー（
複数可）に対してマッピングされるかどうかを決定する（ブロック１１１２）。例えばＡ
ＭＥサーバ１１４は、上述のように単一のＡＭＥクッキーに関して複数のパートナＤＰサ
ーバ１０８、３０４からマッピングを要求し且つ受け取ることがある。ＡＭＥクッキー（
複数可）が追加のパートナＤＰクッキー（複数可）にマッピングされる場合（ブロック１
１１２）、例示のＡＭＥサーバ１１４はＡＭＥクッキー（複数可）に対する追加のパート
ナＤＰクッキーのマッピングを合併する（ブロック１１１４）。
【０１２８】
　[00128]マッピングを合併させた後に（ブロック１１１４）、又はＡＭＥクッキーにマ
ッピングされた追加のパートナＤＰクッキーが存在しない場合（ブロック１１１２）、例
示のＡＭＥサーバ１１４は合併について考慮すべき追加のマッピングが存在するかどうか
を決定する（ブロック１１１６）。追加のマッピングが存在する場合（ブロック１１１６
）、制御はブロック１１０６に戻り別のＡＭＥクッキー対パートナＤＰクッキーのマッピ
ングを選択する。
【０１２９】
　[00129]追加のマッピングが存在しないとき（ブロック１１１６）、例示のＡＭＥサー
バ１１４は（例えば、パートナＤＰクッキーへのＡＭＥクッキーの合併された未合併のマ
ッピングに基づいて）ＡＭＥクッキーによって測定したオンライン活動（例えば、インプ
レッションデータ）をパートナＤＰクッキーに対応する受け取った人口統計情報に関連付
けする（ブロック１１１８）。例えばＡＭＥサーバ１１４は、パートナＤＰクッキーへの
ＡＭＥクッキーのマッピングを決定することによって、ＡＭＥクッキーに関連付けさせて
測定したインプレッションデータをパートナＤＰクッキーに関連付けさせて受け取った人
口統計データとマッチングさせることがある。例示のＡＭＥサーバ１１４は、パートナＤ
Ｐクッキーを用いてパートナＤＰによって測定された任意の追加のオンライン活動をＡＭ
Ｅクッキーと関連付けする（ブロック１１２０）。このため例示のＡＭＥサーバ１１４は
、ＡＭＥにより測定されるオンライン活動（存在する場合）を、ＡＭＥが測定しなかった
パートナＤＰによって測定されたオンライン活動と一緒に集合させ、これがさらにＡＭＥ
にとって以前は利用可能でなかったパートナＤＰにより提供される人口統計情報と関連付
けされる。次いで例示の命令１１００は終了する。
【０１３０】
　[00130]図１２は、パートナＤＰクッキーに対してＡＭＥクッキーがマッピングされる
ようにして図１～４、５Ｂ、６Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のパートナＤＰサーバ１０
８、３０４を実装するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令１２００を表し
た流れ図である。明瞭にするため図１２の例示の命令１２００を例示のパートナＤＰサー
バ１０８に関連して以下で説明することにする。
【０１３１】
　[00131]図１の例示のパートナＤＰサーバ１０８はブラウザ（例えば、図１のブラウザ
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１１０）から要求を受け取る（ブロック１２０２）。例示のパートナＤＰサーバ１０８は
、その要求がパートナＤＰクッキーを含むかどうかを決定する（ブロック１２０４）。例
えばブラウザ１１０のユーザが以前にアカウントを設定済みであるか、さもなければパー
トナＤＰに情報を提供済みである場合、例示のパートナＤＰはブラウザ１１０を実行する
コンピュータ上にクッキーが記憶済みのことがある。
【０１３２】
　[00132]その要求がパートナＤＰクッキーを含む場合（ブロック１２０４）、例示のパ
ートナＤＰサーバ１０８はこのパートナＤＰクッキーデータを読み取る（ブロック１２０
６）。例えばパートナＤＰサーバ１０８は、このパートナＤＰクッキーデータからユーザ
識別子やその他の識別用情報を決定することがある。例示のパートナＤＰサーバ１０８は
次いで、クッキーに基づいてパートナＤＰで登録されたユーザを識別する（ブロック１２
０８）。
【０１３３】
　[00133]例示のパートナＤＰサーバ１０８はマッピング応答を作成する（ブロック１２
１０）。パートナＤＰサーバ１０８は、マッピング応答内にＡＭＥクッキー対パートナＤ
Ｐクッキーのマッピングを含める（ブロック１２１２）。例えばパートナＤＰサーバ１０
８は、ＡＭＥサーバ１１４のドメインを含むＵＲＬ、ＡＭＥクッキーの識別子、ＡＭＥク
ッキーに対してマッピングされたパートナＤＰクッキーの識別子をマッピング応答内に含
めることがある。例示のパートナＤＰサーバ１０８は、パートナＤＰクッキーに対応する
人口統計情報をマッピング内に含めるべきかどうかを決定する（ブロック１２１４）。例
えばパートナＤＰサーバ１０８は、マッピングと一緒に人口統計情報を提供すること、及
び／又はＡＭＥ１０２に対して周期的に人口統計情報を提供することがある。
【０１３４】
　[00134]パートナＤＰサーバ１０８がマッピング内に人口統計情報を含めないようにし
た場合（ブロック１２１４）、例示のパートナＤＰサーバ１０８はＡＭＥサーバ１１４に
又はブラウザ１１０にマッピング応答を送る（ブロック１２１６）。例えばパートナＤＰ
サーバ１０８は、ＡＭＥサーバ１１４に非同期式ＨＴＴＰ要求を送ること、及び／又はブ
ラウザに対してＡＭＥサーバ１１４へ要求を送らせるためのリダイレクト応答をブラウザ
１１０に送ることがある。例示のパートナＤＰサーバ１０８は、ＡＭＥクッキー、パート
ナＤＰクッキー及び人口統計情報を含むデータをＡＭＥサーバ１１４に周期的に送る（ブ
ロック１２１８）。しかしパートナＤＰサーバ１０８は、追加として又は代替として非周
期的やその他の間隔をおいてＡＭＥサーバ１１４にデータを送ることがある。パートナＤ
Ｐサーバ１０８が人口統計情報を含めるようにした場合（ブロック１２１４）、例示のパ
ートナＤＰサーバ１０８はＡＭＥサーバ１１４に又はブラウザ１１０に人口統計情報を含
むマッピング応答を送る（ブロック１２２０）。
【０１３５】
　[00135]人口統計情報を含むマッピング応答を送った後（ブロック１２２０）又はマッ
ピング応答を送ると共に人口統計データを別に送った後に（ブロック１２１６及び１２１
８）、図１２の例示の命令は終了する。
【０１３６】
　[00136]図１３は、メディア（例えば、広告、ウェブページ、その他）に対するタグ付
けのためにウェブサーバ（例えば、図１のウェブサーバ１０６）によって配給しようとす
るビーコン命令（例えば、タグ）を作成させるようにして図１の例示のビーコン命令作成
器１２６を実装するように実行させ得る例示のマシン読み取り可能命令１３００を表した
流れ図である。
【０１３７】
　[00137]図１の例示のビーコン命令作成器１２６はウェブサイト及び／又はウェブサー
バ情報（例えば、アドレス情報、図１のウェブサーバ１０６によって配給されるウェブサ
イトを記述する情報）を受け取る（ブロック１３０２）。例示のビーコン命令作成器１２
６はウェブサイト及び／又はウェブサーバに関するビーコン命令（複数可）を作成する（
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ブロック１３０４）。幾つかの例ではビーコン命令作成器１２６は、ウェブサイト及び／
又はウェブサイト要素に関する（例えば、ウェブサイト全体に関する、ウェブサイトの一
部である広告やその他のメディア、その他に関する）テンプレート命令を作成する。ビー
コン命令作成器１２６によって作成された例示のビーコン命令はブラウザやビーコン命令
を受け取ったその他のクライアントデバイスに対して、インプレッション測定及び／又は
本明細書に開示したような１つ又は複数のパートナＤＰクッキーへのＡＭＥクッキーのマ
ッピングに至るようなプロセスを容易にするようにビーコン要求を開始させる。
【０１３８】
　[00138]例示のビーコン命令作成器１２６は、そのビーコン命令が修正可能な（例えば
、カスタマイズ可能な）データを含むかどうかを決定する（ブロック１３０６）。例示の
修正可能なデータを、ウェブサイト、ウェブサーバ、広告キャンペーン又はその他の目的
のためにビーコン命令をカスタマイズさせるためのビーコン命令内に含めることがある。
修正不可能として構成させ得る例示の情報には、ビーコン命令が通信を開始しようとする
相手のＡＭＥサーバ１１４のアドレスが含まれる。ビーコン命令内に修正可能な情報が存
在する場合（ブロック１３０６）、例示のビーコン命令作成器１２６はウェブサイト及び
／又はウェブサーバ情報に基づいて修正可能なビーコン命令データを修正する（ブロック
１３０８）。
【０１３９】
　[00139]幾つかの例ではビーコン命令は、ブラウザ１１０に送達されるウェブページに
基づいてウェブサーバ１０６によって修正可能なデータを含む。例えばビーコン命令は、
ブラウザ１１０のユーザの身元及び／又はビーコン命令の送信に関するタイムスタンプに
応じて例示のブラウザ１１０に異なるデータを提供することがある。
【０１４０】
　[00140]ビーコン命令データを修正した後に（ブロック１３０８）、又はそのビーコン
命令が修正可能でない場合（ブロック１３０６）、例示のビーコン命令作成器１２６はウ
ェブサーバ１０６にメディア内に含めるためのビーコン命令を提供する（ブロック１３１
０）。例えばビーコン命令作成器１２６はウェブサーバ１０６に対してビーコン命令を通
信インターフェースを介して送信すること及び／又はウェブサーバ１０６のスクリプト及
び／又はコード内に含めるためにウェブサイトの開発者又は管理者に命令を提供すること
がある。次いで例示の命令１３００は終了する、及び／又はウェブサーバ１０６又は追加
のウェブサーバについて追加のビーコン命令を作成するために反復させる。
【０１４１】
　[00141]図１４は、例示のＡＭＥサーバ（複数可）１１４、例示のパートナＤＰサーバ
１０８、３０４、例示のブラウザ１１０及び／又はさらに一般的には図１～４、５Ｂ、６
Ｂ、７Ｂ及び／又は８Ｂの例示のシステム１００、３００を実装するように図９～１３の
命令を実行することが可能な例示のプロセッサプラットフォーム１４００のブロック図で
ある。プロセッサプラットフォーム１４００は例えば、サーバ、パーソナルコンピュータ
、又は別の任意のタイプのコンピューティングデバイスとすることが可能である。
【０１４２】
　[00142]図示した例のプロセッサプラットフォーム１４００はプロセッサ１４１２を含
む。図示した例のプロセッサ１４１２はハードウェアである。例えばプロセッサ１４１２
は、所望の任意のファミリー又は製造者からの１つ又は複数の集積回路、論理回路、マイ
クロプロセッサ又はコントローラによって実装させることが可能である。
【０１４３】
　[00143]図示した例のプロセッサ１４１２はローカルメモリ１４１３（例えば、キャッ
シュ）を含む。図示した例のプロセッサ１４１２は、揮発性メモリ１４１４及び不揮発メ
モリ１４１６を含むメインメモリとバス１４１８を介して通信する。揮発性メモリ１４１
４は、同期式ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＳＤＲＡＭ）、ダイナミックランダ
ムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、ＲＡＭＢＵＳダイナミックランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＤＲＡＭ）及び／又は別の任意のタイプのランダムアクセスメモリデバイスによって実装
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されることがある。不揮発メモリ１４１６は、フラッシュメモリ及び／又はその他任意の
所望のタイプのメモリデバイスによって実装されることがある。メインメモリ１４１４、
１４１６に対するアクセスはメモリコントローラによって制御される。
【０１４４】
　[00144]図示した例のプロセッサプラットフォーム１４００はまた、インターフェース
回路１４２０を含む。インターフェース回路１４２０は、イーサネット（登録商標）イン
ターフェース、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、ＰＣＩエクスプレスインターフェ
ース及び／又はその他任意の通信インターフェースなどの任意のタイプのインターフェー
ス標準によって実装されることがある。
【０１４５】
　[00145]図示した例では１つ又は複数の入力デバイス１４２２がインターフェース回路
１４２０に接続される。入力デバイス（複数可）１４２２によってユーザは、プロセッサ
１４１２にデータやコマンドを入力することができる。入力デバイス（複数可）は、例え
ば音響センサ、マイクロフォン、カメラ（静止式や動画式）、キーボード、ボタン、マウ
ス、タッチ式画面、トラックパッド、トラックボール、アイソポイント及び／又は音声認
識システムによって実装させることが可能である。
【０１４６】
　[00146]図示した例のインターフェース回路１４２０は１つ又は複数の出力デバイス１
４２４にも接続される。出力デバイス１４２４は、例えば表示デバイス（例えば、発光ダ
イオード（ＬＥＤ）、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、液晶ディスプレイ、陰極線管デ
ィスプレイ（ＣＲＴ）、タッチ式画面、触覚的出力デバイス、発光ダイオード（ＬＥＤ）
、プリンタ及び／又はスピーカー）によって実装させることが可能である。図示した例の
インターフェース回路１４２０はしたがって、グラフィックスドライバーカード、グラフ
ィックスドライバーチップ又はグラフィックスドライバープロセッサを含むのが典型的で
ある。
【０１４７】
　[00147]図示した例のインターフェース回路１４２０はまた、ネットワーク１４２６（
例えば、イーサネット接続、ディジタル加入者回線（ＤＳＬ）、電話線、同軸ケーブル、
携帯電話システム、その他）を介した外部マシン（例えば、任意の種類のコンピューティ
ングデバイス）とのデータのやり取りを容易にするために、送信機、受信機、送受信機、
モデム及び／又はネットワークインターフェースカードなどの通信デバイスを含む。
【０１４８】
　[00148]図示した例のプロセッサプラットフォーム１４００はまた、ソフトウェア及び
／又はデータを記憶するための１つ又は複数の大容量記憶デバイス１４２８を含む。この
ような大容量記憶デバイス１４２８の例には、フロッピーディスクドライブ、ハードドラ
イブディスク、コンパクトディスクドライブ、ブルーレイディスクドライブ、ＲＡＩＤシ
ステム及びディジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）ドライブが含まれる。
【０１４９】
　[00149]図９～１３のコード化済み命令１４３２は、大容量記憶デバイス１４２８内、
揮発性メモリ１４１４内、不揮発メモリ１４１６内、及び／又はＣＤやＤＶＤなどの取外
し可能で有形のコンピュータ読み取り可能記憶媒体内に記憶されることがある。
【０１５０】
　[00150]本明細書に開示した例示の方法及び装置は、視聴者測定エンティティが以前に
利用可能であったものと比べてより多くのオンラインユーザに関する人口統計情報を視聴
者測定エンティティに提供する。本明細書に開示した例示の方法及び装置によれば、個々
のユーザのプライバシーを保全しながら収集されるデータの量が増大することによって統
計学的方法の使用に関連する不確実性が低減される。本明細書に開示した例示の方法及び
装置によれば、関連するクッキーの寿命や有効性の間にデータベース所有者に必要となる
リダイレクトの数が低減される。本明細書に開示した例示の方法及び装置によればリダイ
レクトの数の低減によって、クライアントブラウザのパフォーマンスにマイナスの影響を
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及ぼす可能性がある中断、干渉及び／又はバックグラウンド処理が低減され、これにより
視聴者メンバに対する全体的なユーザ体験が向上する。例示の方法及び装置によれば、人
口統計情報に対する露出情報のマッチングにおけるネットワーク輻輳や収集に関連する遅
延が低減されることによってネットワーク環境の全体的効率が向上する。
【０１５１】
　[00151]２０１３年４月１２日に出願された参照によりその全体を本明細書に組み入れ
るオーストラリア国特許出願第２０１３２０４８６５号よりの優先権を本特許が主張する
ことに留意されたい。
【０１５２】
　[00152]ある種の例示の方法、装置及び製品について本明細書に開示しているが、本特
許の包含範囲はこれらに限定されるものではない。そうではなく本特許は、本特許の特許
請求の範囲の趣旨域内に妥当に属するとされるすべての方法、装置及び製品を包含するも
のである。
［発明の項目］
［項目１］
　要求への応答を送るステップであって、該応答は、視聴者測定エンティティによって使
用される第１のクッキーの識別と、データベース所有者の指示と、を含む、ステップと、
　前記データベース所有者によって使用される第２のクッキーへの前記第１のクッキーの
マッピングと、前記データベース所有者によって前記第２のクッキーに関連付けられた人
口統計情報と、を受け取るステップと、
を含む方法。
［項目２］
　前記マッピング及び前記人口統計情報が前記データベース所有者から非同期式通信で受
け取られる、項目１に記載の方法。
［項目３］
　前記応答がリダイレクトメッセージを含み、該リダイレクトメッセージはクライアント
デバイスに前記データベース所有者へ要求を送らせる、項目１に記載の方法。
［項目４］
　前記マッピングが第１の時点で受け取られ、且つ前記人口統計情報が前記第１の時点後
の第２の時点で受け取られる、項目１に記載の方法。
［項目５］
　前記要求の発生元のウェブサイトに基づいてデータベース所有者リストから前記データ
ベース所有者を選択するステップをさらに含む、項目１に記載の方法。
［項目６］
　前記データベース所有者を選択する前記ステップが、前記ウェブサイトに関連付けられ
た予想される人口統計グループに関して前記データベース所有者によって提供される人口
統計情報の品質を決定するサブステップを含む、項目５に記載の方法。
［項目７］
　前記要求が前記第１のクッキーを含むかどうかを決定すると共に、前記要求が前記第１
のクッキーを含まないときに前記第１のクッキーを作成するステップをさらに含む、項目
１に記載の方法。
［項目８］
　要求への応答を送るリダイレクト器であって、該応答は、視聴者測定エンティティによ
って使用される第１のクッキーの識別と、データベース所有者の指示と、を含む、リダイ
レクト器と、
　前記データベース所有者によって使用される第２のクッキーへの前記第１のクッキーの
マッピングと、データベース所有者によって前記第２のクッキーに関連付けられた人口統
計情報と、を受け取る通信インターフェースと、
を備える装置。
［項目９］
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　前記通信インターフェースが、前記マッピング及び人口統計情報を前記データベース所
有者から非同期式通信で受け取る、項目８に記載の装置。
［項目１０］
　前記応答がリダイレクトメッセージを含み、該リダイレクトメッセージはクライアント
デバイスに前記データベース所有者へ要求を送らせるためのリダイレクトメッセージを含
む、項目８に記載の装置。
［項目１１］
　前記通信インターフェースが、第１の時点で前記マッピングを受け取り且つ前記第１の
時点後の第２の時点で前記人口統計情報を受け取る、項目８に記載の装置。
［項目１２］
　前記要求の発生元のウェブサイトに基づいてデータベース所有者リストから前記データ
ベース所有者を選択するためのパートナ選択器をさらに備える、項目８に記載の装置。
［項目１３］
　前記パートナ選択器が前記データベース所有者の選択を行い、該選択は、前記ウェブサ
イトに関連付けられた予想される人口統計グループに関して前記データベース所有者によ
って提供される人口統計情報の品質を決定することを含む、項目１２に記載の装置。
［項目１４］
　クッキー作成器をさらに備えており、前記リダイレクト器が前記要求が前記第１のクッ
キーを含むかどうかを決定すると共に、前記要求が前記第１のクッキーを含まないときに
前記クッキー作成器が前記第１のクッキーを生成する、項目８に記載の装置。
［項目１５］
　コンピュータ読み取り可能な命令を含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　前記コンピュータ読み取り可能な命令は、実行時にプロセッサに対して少なくとも、
　要求への応答を送るステップであって、該応答は、視聴者測定エンティティによって使
用される第１のクッキーの識別と、データベース所有者の指示と、を含む、ステップと、
　前記データベース所有者によって使用され且つ前記データベース所有者から受け取った
第２のクッキーへの前記第１のクッキーのマッピングを記憶させると共に、前記第２のク
ッキーに関連付けされ且つ前記データベース所有者から受け取った人口統計情報を記憶す
るステップと、
を実行させる、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
［項目１６］
　前記マッピング及び人口統計情報が前記データベース所有者から非同期式通信で受け取
られる、項目１５に記載の記憶媒体。
［項目１７］
　前記応答がリダイレクトメッセージを含み、該リダイレクトメッセージはクライアント
デバイスに前記データベース所有者へ要求を送らせる、項目１５に記載の記憶媒体。
［項目１８］
　前記マッピングが第１の時点で受け取られ、且つ前記人口統計情報が前記第１の時点後
の第２の時点で受け取られる、項目１５に記載の記憶媒体。
［項目１９］
　前記命令が、さらに前記プロセッサに対して、前記要求の発生元のウェブサイトに基づ
いてデータベース所有者リストから前記データベース所有者を選択させる、項目１５に記
載の記憶媒体。
［項目２０］
　前記命令が、前記プロセッサに対して、前記ウェブサイトに関連付けられた予想される
人口統計グループに関して前記データベース所有者によって提供される人口統計情報の品
質の決定によって前記データベース所有者を選択させる、項目１９に記載の記憶媒体。
［項目２１］
　前記命令が、さらに前記プロセッサに対して、前記要求が前記第１のクッキーかどうか
を決定させると共に前記要求が前記第１のクッキーを含まないときに前記第１のクッキー
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を作成させる、項目１５に記載の記憶媒体。
［項目２２］
　クライアントデバイスから第１の要求を受け取るステップであって、該第１の要求は視
聴者測定エンティティクッキー識別子を含む、ステップと、
　前記クライアントに関連付けられたデータベース所有者クッキーへの前記視聴者測定エ
ンティティクッキーのクッキーマッピングを決定するステップと、
を含む方法。
［項目２３］
　前記クライアントに対して前記クッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティへ送
らせるためのリダイレクトメッセージを送るステップをさらに含む、項目２２に記載の方
法。
［項目２４］
　前記リダイレクトメッセージが、データベース所有者クッキー識別子、前記視聴者測定
エンティティクッキー識別子、及び前記データベース所有者クッキー識別子と前記視聴者
測定エンティティクッキー識別子との間の関連付けに関する指示を含む、項目２３に記載
の方法。
［項目２５］
　前記視聴者測定エンティティへ、前記クッキーマッピングを含むメッセージを送るステ
ップをさらに含む、項目２２に記載の方法。
［項目２６］
　前記メッセージが、第２のクライアントデバイスに関する第２の視聴者測定エンティテ
ィクッキー識別子と前記第２のクライアントデバイスに関連付けられた第２のデータベー
ス所有者クッキーとの間の第２のクッキーマッピングをさらに含む、項目２５に記載の方
法。
［項目２７］
　クライアントデバイスから第１の要求を受け取るステップであって、該第１の要求は視
聴者測定エンティティクッキー識別子を含む、ステップと、
　前記クッキーに関連付けられた視聴者測定エンティティへクッキーマッピングを提供す
るステップであって、該クッキーマッピングは、データベース所有者クッキーと前記クラ
イアントに関連付けられた前記視聴者測定クッキーとの間の関連付けを含むステップと、
を含む方法。
［項目２８］
　前記クッキーマッピングを提供する前記ステップが、前記クライアントに対して前記ク
ッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティへ送らせるためのリダイレクトメッセー
ジを送るサブステップを含む、項目２７に記載の方法。
［項目２９］
　前記リダイレクトメッセージが、データベース所有者クッキー識別子、前記視聴者測定
エンティティクッキー識別子、及び前記データベース所有者クッキー識別子と前記視聴者
測定エンティティクッキー識別子との間の関連付けに関する指示を含む、項目２８に記載
の方法。
［項目３０］
　前記クッキーマッピングを提供する前記ステップが、前記クッキーマッピングを含むメ
ッセージを前記視聴者測定エンティティへ送るサブステップを含む、項目２７に記載の方
法。
［項目３１］
　前記メッセージが、第２のクライアントデバイスに関する第２の視聴者測定エンティテ
ィクッキー識別子と前記第２のクライアントデバイスに関連付けられた第２のデータベー
ス所有者クッキーとの間の第２のクッキーマッピングをさらに含む、項目３０に記載の方
法。
［項目３２］
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　クライアントデバイスから第１の要求を受け取る通信インターフェースであって、該第
１の要求は視聴者測定エンティティクッキー識別子を含む、通信インターフェースと、
　前記クライアントに関連付けられたデータベース所有者クッキーへの前記視聴者測定エ
ンティティクッキーのクッキーマッピングを決定するクッキーマッピング器と、
を備える装置。
［項目３３］
　前記通信インターフェースが、前記クッキーに関連付けられた視聴者測定エンティティ
へクッキーマッピングを提供し、該クッキーマッピングは、前記データベース所有者クッ
キーと前記クライアントに関連付けられた前記視聴者測定クッキーとの間の関連付けを含
む、項目３２に記載の装置。
［項目３４］
　前記通信インターフェースが、前記クライアントに対して前記視聴者測定エンティティ
へ前記クッキーマッピングを送らせるためのリダイレクトメッセージを送ることによって
、前記クッキーマッピングを提供する、項目３３に記載の装置。
［項目３５］
　前記リダイレクトメッセージが、データベース所有者クッキー識別子、前記視聴者測定
エンティティクッキー識別子、及び前記データベース所有者クッキー識別子と前記視聴者
測定エンティティクッキー識別子との間の関連付けに関する指示を含む、項目３４に記載
の装置。
［項目３６］
　前記通信インターフェースが、前記視聴者測定エンティティへ、前記クッキーマッピン
グを含むメッセージを送ることによって前記クッキーマッピングを提供する、項目３３に
記載の装置。
［項目３７］
　前記メッセージが、第２のクライアントデバイスに関する第２の視聴者測定エンティテ
ィクッキー識別子と前記第２のクライアントデバイスに関連付けられた第２のデータベー
ス所有者クッキーとの間の第２のクッキーマッピングをさらに含む、項目３６に記載の装
置。
［項目３８］
　クライアントデバイスから視聴者測定エンティティクッキー識別子を含む第１の要求を
受け取ると共に、前記クッキーに関連付けられた視聴者測定エンティティへ、データベー
ス所有者クッキーと前記クライアントに関連付けられた前記視聴者測定クッキーとの間の
関連付けを含むクッキーマッピングを含むメッセージを提供する通信インターフェースと
、
　命令を実行するプロセッサであって、前記命令が前記プロセッサに対して前記メッセー
ジを作成させる、プロセッサと、
を備える装置。
［項目３９］
　コンピュータ読み取り可能な命令を含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　前記コンピュータ読み取り可能な命令は、実行時にプロセッサに対して少なくとも、
　クライアントデバイスから第１の要求にアクセスするステップであって、該第１の要求
は視聴者測定エンティティクッキー識別子を含む、ステップと、
　前記クライアントに関連付けられたデータベース所有者クッキーへの前記視聴者測定エ
ンティティクッキーのクッキーマッピングを決定するステップと、
を実行させる、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
［項目４０］
　前記クライアントに対して前記視聴者測定エンティティへ前記クッキーマッピングを送
らせるためのリダイレクトメッセージを送るステップをさらに含む、項目３９に記載の記
憶媒体。
［項目４１］
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　前記リダイレクトメッセージが、データベース所有者クッキー識別子、前記視聴者測定
エンティティクッキー識別子、及び前記データベース所有者クッキー識別子と前記視聴者
測定エンティティクッキー識別子の間の関連付けに関する指示を含む、項目４０に記載の
記憶媒体。
［項目４２］
　前記視聴者測定エンティティへ、前記クッキーマッピングを含むメッセージを送るステ
ップをさらに含む、項目３９に記載の記憶媒体。
［項目４３］
　前記メッセージが、第２のクライアントデバイスに関する第２の視聴者測定エンティテ
ィクッキー識別子と前記第２のクライアントデバイスに関連付けられた第２のデータベー
ス所有者クッキーとの間の第２のクッキーマッピングをさらに含む、項目４２に記載の記
憶媒体。
［項目４４］
　コンピュータ読み取り可能な命令を含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　前記コンピュータ読み取り可能な命令は、実行時にプロセッサに対して少なくとも、
　クライアントデバイスから第１の要求にアクセスするステップであって、該第１の要求
は視聴者測定エンティティクッキー識別子を含む、ステップと、
　前記クッキーに関連付けられた視聴者測定エンティティへ、データベース所有者クッキ
ーと前記クライアントに関連付けられた前記視聴者測定クッキーとの間の関連付けを含む
クッキーマッピングを提供するステップと、
を実行させる、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
［項目４５］
　前記クッキーマッピングを提供するステップが、前記クライアントに対して前記視聴者
測定エンティティへ前記クッキーマッピングを送らせるためのリダイレクトメッセージを
送るサブステップを含む、項目４４に記載の記憶媒体。
［項目４６］
　前記リダイレクトメッセージが、データベース所有者クッキー識別子、前記視聴者測定
エンティティクッキー識別子、及び前記データベース所有者クッキー識別子と前記視聴者
測定エンティティクッキー識別子の間の関連付けに関する指示を含む、項目４５に記載の
記憶媒体。
［項目４７］
　前記クッキーマッピングを提供するステップが、前記視聴者測定エンティティへ、前記
クッキーマッピングを含むメッセージを送るサブステップを含む、項目４４に記載の記憶
媒体。
［項目４８］
　前記メッセージが、第２のクライアントデバイスに関する第２の視聴者測定エンティテ
ィクッキー識別子と前記第２のクライアントデバイスに関連付けられた第２のデータベー
ス所有者クッキーとの間の第２のクッキーマッピングをさらに含む、項目４７に記載の記
憶媒体。
［項目４９］
　命令をウェブサイト内に含めるように提供するステップであって、該命令は、命令実行
の際にクライアントに対してプロセスを開始させ、前記プロセスが、
　　視聴者測定エンティティに第１の要求を送るサブステップと、
　　第２の要求を送るサブステップであって、該第２の要求は、データベース所有者に対
して、前記クライアントに対応するデータベース所有者クッキーへの視聴者測定エンティ
ティクッキーのクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティへ送らせる、サブステ
ップと、
を含む、提供するステップ
を含む方法。
［項目５０］
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　前記ウェブサイトに関連付けられた情報を受け取ると共に前記情報に基づいて前記命令
を作成するステップをさらに含む、項目４９に記載の方法。
［項目５１］
　前記プロセスが、前記視聴者測定エンティティから、前記視聴者測定クッキーの識別子
を含むリダイレクトメッセージを受け取るサブステップをさらに含む、項目５０に記載の
方法。
［項目５２］
　通信インターフェースと、
　ウェブサイト内に含ませる命令を作成すると共に、前記通信インターフェースに対して
前記命令を前記ウェブサイトに関連付けられたウェブサーバに提供させるプロセッサであ
って、前記命令は、前記命令の実行時にクライアントに対してプロセスを開始させ、前記
プロセスは、
　　視聴者測定エンティティへの第１の要求を送るサブステップと、
　　データベース所有者に対して、前記クライアントに対応するデータベース所有者クッ
キーへの視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを前記視聴者測定エンテ
ィティへ送らせる第２の要求を送るサブステップと、
を含む、プロセッサと、
を備える装置。
［項目５３］
　前記通信インターフェースが前記ウェブサイトに関連付けられた情報を受け取り、前記
プロセッサが前記情報に基づいて前記命令を作成する、項目５２に記載の装置。
［項目５４］
　前記プロセスが、前記視聴者測定エンティティからリダイレクトメッセージを受け取る
サブステップであって、該リダイレクトメッセージは、前記視聴者測定クッキーの識別子
を含む、サブステップをさらに含む、項目５２に記載の装置。
［項目５５］
　視聴者測定エンティティへの第１の要求を送るステップと、
　データベース所有者に対して、クライアントに対応するデータベース所有者クッキーへ
の視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティ
へ送らせる第２の要求を送るステップと、
を含む方法。
［項目５６］
　前記データベース所有者クッキーを記憶するステップをさらに含む、項目５５に記載の
方法。
［項目５７］
　前記視聴者測定エンティティへの前記第１の要求を送る前記ステップが、ウェブページ
におけるビーコン命令の実行に応答する、項目５５に記載の方法。
［項目５８］
　前記第２の要求が、さらに前記データベース所有者に対して、前記クライアントに関連
付けられた人口統計特性を前記視聴者測定エンティティへ送らせる、項目５５に記載の方
法。
［項目５９］
　前記視聴者測定エンティティへの第３の要求を送るステップと、
　第２のデータベース所有者に対して、第２のデータベース所有者クッキーへの前記視聴
者測定エンティティクッキーの第２のクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティ
へ送らせる第４の要求を送るステップと、
をさらに含む、項目５５に記載の方法。
［項目６０］
　前記第２の要求が、前記データベース所有者に対して、前記クッキーマッピングを前記
視聴者測定エンティティへ非同期式で送らせる、項目５５に記載の方法。
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［項目６１］
　前記視聴者測定エンティティへ前記クッキーマッピングを含む第３の要求を送るステッ
プをさらに含む、項目５５に記載の方法。
［項目６２］
　通信インターフェースと
　ウェブブラウザであって、
　　前記通信インターフェースを介して視聴者測定エンティティへの第１の要求を送るス
テップ、及び
　　データベース所有者に対して、クライアントに対応するデータベース所有者クッキー
への視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティテ
ィへ送らせる第２の要求を、前記通信インターフェースを介して送るステップ、
を実行するウェブブラウザと、
を備える装置。
［項目６３］
　前記ウェブブラウザが、前記第１の要求において前記視聴者測定エンティティクッキー
を送る、項目６２に記載の装置。
［項目６４］
　前記ウェブブラウザが、ウェブページにおけるビーコン命令の実行に応答して前記第１
の要求を前記視聴者測定エンティティへ送る、項目６２に記載の装置。
［項目６５］
　前記第２の要求が、さらに前記データベース所有者に対して、前記クライアントに関連
付けられた人口統計特性を前記視聴者測定エンティティへ送らせる、項目６２に記載の装
置。
［項目６６］
　前記ウェブブラウザが、
　前記視聴者測定エンティティに第３の要求を送るステップと、
　第２のデータベース所有者に対して、第２のデータベース所有者クッキーへの前記視聴
者測定エンティティクッキーの第２のクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティ
へ送らせる第４の要求を送るステップと、
を実行する、項目６２に記載の装置。
［項目６７］
　前記第２の要求が、前記データベース所有者に対して、前記クッキーマッピングを前記
視聴者測定エンティティへ非同期式で送らせる、項目６２に記載の装置。
［項目６８］
　前記ウェブブラウザが、前記クッキーマッピングを含む第３の要求を前記視聴者測定エ
ンティティへ送る、項目６２に記載の装置。
［項目６９］
　コンピュータ読み取り可能な命令を含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
　前記コンピュータ読み取り可能な命令は、実行時にプロセッサに対して少なくとも、
　視聴者測定エンティティへの第１の要求を送るステップと、
　データベース所有者に対して、クライアントに対応するデータベース所有者クッキーへ
の視聴者測定エンティティクッキーのクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティ
へ送らせる第２の要求を送るステップと、
を実行させる、コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
［項目７０］
　前記命令が、さらに前記プロセッサに対して前記データベース所有者クッキーを記憶さ
せる、項目６９に記載の記憶媒体。
［項目７１］
　前記命令が、前記プロセッサに対して、ウェブページにおけるビーコン命令の実行に応
答して前記第１の要求を前記視聴者測定エンティティへ送らせる、項目６９に記載の記憶
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［項目７２］
　前記第２の要求が、さらに前記データベース所有者に対して、前記クライアントに関連
付けられた人口統計特性を前記視聴者測定エンティティへ送らせる、項目６９に記載の記
憶媒体。
［項目７３］
　前記命令が、さらに前記プロセッサに対して、
　第３の要求を前記視聴者測定エンティティへ送るステップと、
　第２のデータベース所有者に対して、第２のデータベース所有者クッキーへの前記視聴
者測定エンティティクッキーの第２のクッキーマッピングを前記視聴者測定エンティティ
へ送らせる第４の要求を送るステップと、
を実行させる、項目６９に記載の記憶媒体。
［項目７４］
　前記命令が、さらに前記プロセッサに対して、前記クッキーマッピングを含む第３の要
求を前記視聴者測定エンティティへ送らせる、項目６９に記載の記憶媒体。

【図１】 【図２】
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