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(57)【要約】
【課題】コンピュータネットワーク上に提供されるコン
テンツに接触する接触状況をより正確に調査する。
【解決手段】コンテンツ接触調査システム１は、コンピ
ュータネットワークに接続可能な複数の情報処理装置を
備える。情報処理装置として、携帯型電話機１０、据え
置き型のパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣという）
２０、ＰＣ３０を備える。携帯型電話機１０、ＰＣ２０
、及びＰＣ３０は、同一の利用者によって利用される。
コンテンツ接触調査システム１は、コンピュータネット
ワーク上に情報処理装置によって接触可能なコンテンツ
を提供するコンテンツサーバ１０１を備え、コンテンツ
サーバ１０１には、ウェブサイト等のコンテンツ１１１
が格納される。コンテンツ１１１には、スクリプト２０
１が添付される。スクリプト２０１は、コンテンツ１１
１にアクセスしてきた情報処理装置からアクセスデータ
を収集する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータネットワークに接続可能な複数の情報処理装置と、前記コンピュータネッ
トワーク上に前記情報処理装置によって接触可能なコンテンツを提供するコンテンツ提供
装置とを備え、前記コンテンツに前記情報処理装置が接触する接触状況を調査するコンテ
ンツ接触調査システムにおいて、
　複数の前記情報処理装置のうち、予め登録された使用者が所有する複数の情報処理装置
の装置識別情報と前記使用者に関するモニタ情報とが関連付けて格納されるモニターデー
タベースと、
　前記コンテンツ提供装置によって提供されるコンテンツに添付されており、前記コンテ
ンツに接触した情報処理装置の装置識別情報を取得するプログラムであるスクリプトと、
　前記スクリプトが添付された前記コンテンツに情報処理装置が接触することにより前記
スクリプトによって取得された前記コンテンツを識別するコンテンツ識別情報と前記装置
識別情報とを収集するデータ収集サーバと、
　前記データ収集サーバで収集された前記コンテンツ識別情報と前記装置識別情報と前記
モニターデータベースに登録された前記装置識別情報とを参照することにより、予め登録
された前記使用者が所有する複数の情報処理装置のなかから前記コンテンツに接触した情
報処理装置を特定するデータ集計サーバと
　を備えるコンテンツ接触調査システム。
【請求項２】
　前記モニターデータベースに予め登録された使用者が所有する複数の情報処理装置には
、少なくとも、携帯型電話機が含まれており、
　前記スクリプトが添付された前記コンテンツに前記使用者が所有する情報処理装置が接
触したことによって前記データ収集サーバに前記コンテンツ識別情報と前記装置識別情報
とが送られたとき、前記データ収集サーバは、前記携帯型電話機に前記携帯型電話機の現
在位置を示す現在位置を収集するサーバのアドレスが付加された電子メールを前記使用者
が所有する前記携帯型電話機に向けて送信する請求項１に記載のコンテンツ接触調査シス
テム。
【請求項３】
　コンピュータネットワークに接続可能な複数の情報処理装置と、前記コンピュータネッ
トワーク上に前記情報処理装置によって接触可能なコンテンツを提供するコンテンツ提供
装置と、前記コンテンツに接触した前記情報処理装置を集計するサーバとを備えるシステ
ムにおいて、前記コンテンツに前記情報処理装置が接触する接触状況を調査するコンテン
ツ接触調査方法において、
　前記コンテンツ提供装置によって提供されるコンテンツには、前記コンテンツに接触し
た情報処理装置の装置識別情報を取得するプログラムであるスクリプトが添付されており
、
　前記サーバにおいて、
　複数の前記情報処理装置のうち、予め登録された使用者が所有する複数の情報処理装置
の装置識別情報と前記使用者に関するパネル情報とを関連付けて登録するパネル登録ステ
ップと、
　前記スクリプトが添付された前記コンテンツに情報処理装置が接触したとき、前記スク
リプトによって前記コンテンツを識別するコンテンツ識別情報と前記装置識別情報とを収
集するデータ収集ステップと、
　前記データ収集ステップで収集された前記コンテンツ識別情報と前記装置識別情報と前
記モニターデータベースに登録された前記装置識別情報とを参照することにより、予め登
録された前記使用者が所有する複数の情報処理装置のなかから前記コンテンツに接触した
情報処理装置を特定する集計ステップと
　を実行するコンテンツ接触調査方法。
【請求項４】
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　前記モニターデータベースに予め登録された使用者が所有する複数の情報処理装置には
、少なくとも、携帯型電話機が含まれており、
　前記スクリプトが添付された前記コンテンツに前記使用者が所有する情報処理装置が接
触したことによって前記サーバに前記コンテンツ識別情報と前記装置識別情報とが送られ
たとき、
　前記サーバは、前記携帯型電話機の現在位置を示す位置情報を収集するサーバのアドレ
スが付加された電子メールを前記使用者が所有する前記携帯型電話機に向けて送信する請
求項３に記載のコンテンツ接触調査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータネットワークの利用者が提供主によってコンピュータネットワ
ーク上に提供されるコンテンツに接触する接触状況を調査するコンテンツ接触調査システ
ム及びコンテンツ接触調査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンピュータネットワークに提供されるコンテンツの利用状況（接触状況という
）を調査する方法として、コンピュータネットワークにアクセス可能な情報処理装置から
情報を収集するための専用のソフトウェア（収集ソフトという）を用いることなく、コン
テンツに対する接触状況を調査する方法が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この方法は、同様に収集ソフトを使用しない、いわゆる「日記式調査」と比べてコンテ
ンツの接触状況を正確に調査することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許４２１０２４１号公報（［００１１］、第６図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した従来の方法には、以下のような問題点があげられる。すなわち、現在
、いわゆるインターネットのようなコンピュータネットワークに接続可能な携帯型電話機
が普及しており、この種の携帯型電話機に向けた専用のコンテンツが提供されている。例
えば、同一のコンテンツが、据え置き型パーソナルコンピュータ及び可搬性のパーソナル
コンピュータを含めたパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣという）のためのサイトと、
インターネットに接続可能な携帯型電話機のためのサイトとに、同時に提供される場合が
ある。更に、ＰＣからも携帯型電話機からも接触可能なサイトもある。
【０００６】
　このように、現在では、コンピュータネットワーク上に提供されるコンテンツの種類と
、これらのコンテンツへの接触の仕方とが多様化しているため、従来の方法では、コンテ
ンツへの接触状況を正確に把握することが困難な状況になってきている。
【０００７】
　そこで、本発明は、コンピュータネットワークの利用者が提供主によってコンピュータ
ネットワーク上に提供されるコンテンツに接触する接触状況をより正確に調査することの
できるコンテンツ接触調査システム及びコンテンツ接触調査方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した問題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。本発明の特徴
は、コンピュータネットワークに接続可能な複数の情報処理装置と、前記コンピュータネ
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ットワーク上に前記情報処理装置によって接触可能なコンテンツを提供するコンテンツ提
供装置とを備え、前記コンテンツに前記情報処理装置が接触する接触状況を調査するコン
テンツ接触調査システムにおいて、複数の前記情報処理装置のうち、予め登録された使用
者が所有する複数の情報処理装置の装置識別情報と前記使用者に関するパネル情報とが関
連付けて格納されるパネルデータベースと、前記コンテンツ提供装置によって提供される
コンテンツに添付されており、前記コンテンツに接触した情報処理装置の装置識別情報を
取得するプログラムであるスクリプトと、前記スクリプトが添付された前記コンテンツに
情報処理装置が接触することにより前記スクリプトによって取得された前記コンテンツを
識別するコンテンツ識別情報と前記装置識別情報とを収集するデータ収集サーバと、前記
データ収集サーバで収集された前記コンテンツ識別情報と前記装置識別情報と前記モニタ
ーデータベースに登録された前記装置識別情報とを参照することにより、予め登録された
前記使用者が所有する複数の情報処理装置のなかから前記コンテンツに接触した情報処理
装置を特定するデータ集計サーバとを備えることを要旨とする。
【０００９】
　本発明に係るコンテンツ接触調査システムは、スクリプトが添付されたコンテンツに接
触した情報処理装置のうち、モニターデータベースに予め登録された前記使用者が所有す
る複数の情報処理装置のなかから前記コンテンツに接触した情報処理装置を特定する。
【００１０】
　従来の方法では、同一の利用者が別の情報処理装置を使用して同一のコンテンツに接触
した場合には、延べ数として算出されていたため、正確な接触数を求めることは困難であ
った。これに対して、本発明によれば、別の情報処理装置を使用して同一のコンテンツに
接触したそれぞれの場合を区別して集計することができる。
【００１１】
　従って、あるコンテンツに対して接触数を集計した結果から、同一の利用者が異なる情
報処理装置から同一コンテンツに接触した場合を除くことができる。更には、携帯型電話
機、ＰＣ等のように情報処理装置の種類毎の接触数を算出することができる。
【００１２】
　本発明の特徴は、上述の特徴に係り、前記モニターデータベースに予め登録された使用
者が所有する複数の情報処理装置には、少なくとも、携帯型電話機が含まれており、前記
スクリプトが添付された前記コンテンツに前記使用者が所有する情報処理装置が接触した
ことによって前記データ収集サーバに前記コンテンツ識別情報と前記装置識別情報とが送
られたとき、前記データ収集サーバは、前記携帯型電話機の現在位置を収集するサーバの
アドレスが付加された電子メールを前記使用者が所有する前記携帯型電話機に向けて送信
することを要旨とする。
【００１３】
　携帯型電話機は、使用者に常に携帯されていることが多いため、携帯型電話機の位置情
報は、使用者の位置情報と結びつけることができる。本発明によれば、使用者が携帯型電
話機以外の情報処理装置を用いて、スクリプトが添付されたコンテンツに接触したとき、
前記使用者の携帯型電話機に向けて、位置情報を収集するサーバのアドレスが付加された
電子メールを送信する。携帯型電話機が上記アドレスにアクセスすることにより、携帯型
電話機の位置情報を取得することができる。携帯型電話機の位置情報は、モニタがどこで
ネットワークにアクセスし、所定のコンテンツに接触したかということを示す情報として
有用である。
【００１４】
　本発明の特徴は、コンピュータネットワークに接続可能な複数の情報処理装置と、前記
コンピュータネットワーク上に前記情報処理装置によって接触可能なコンテンツを提供す
るコンテンツ提供装置と、前記コンテンツに接触した前記情報処理装置を集計するサーバ
とを備えるシステムにおいて、前記コンテンツに前記情報処理装置が接触する接触状況を
調査するコンテンツ接触調査方法において、前記コンテンツ提供装置によって提供される
コンテンツには、前記コンテンツに接触した情報処理装置の装置識別情報を取得するプロ
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グラムであるスクリプトが添付されており、前記サーバは、複数の前記情報処理装置のう
ち、予め登録された使用者が所有する複数の情報処理装置の装置識別情報と前記使用者に
関するパネル情報とを関連付けて登録するパネル登録ステップと、前記スクリプトが添付
された前記コンテンツに情報処理装置が接触したとき、前記スクリプトによって前記コン
テンツを識別するコンテンツ識別情報と前記装置識別情報とを収集するデータ収集ステッ
プと、前記データ収集ステップで収集された前記コンテンツ識別情報と前記装置識別情報
と前記モニターデータベースに登録された前記装置識別情報とを参照することにより、予
め登録された前記使用者が所有する複数の情報処理装置のなかから前記コンテンツに接触
した情報処理装置を特定する集計ステップとを実行することを要旨とする。
【００１５】
　本発明の特徴は、上述の特徴に係り、前記モニターデータベースに予め登録された使用
者が所有する複数の情報処理装置には、少なくとも、携帯型電話機が含まれており、前記
スクリプトが添付された前記コンテンツに前記使用者が所有する情報処理装置が接触した
ことによって前記サーバに前記コンテンツ識別情報と前記装置識別情報とが送られたとき
、前記サーバは、前記携帯型電話機の現在位置を示す位置情報を収集するサーバのアドレ
スが付加された電子メールを前記使用者が所有する前記携帯型電話機に向けて送信するこ
とを要旨とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、コンピュータネットワークの利用者が提供主によってコンピュータネ
ットワーク上に提供されるコンテンツに接触する接触状況をより正確に調査することので
きるコンテンツ接触調査システム及びコンテンツ接触調査方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係るコンテンツ接触調査システムの構成図である。
【図２】図２は、情報処理装置をコンテンツ接触調査システムに登録する登録処理を説明
するシーケンス図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態においてモニターＤＢに格納されるモニター情報の一
例を示す図である。
【図４】図４は、モニターＤＢから抽出されるパネルを説明する図である。
【図５】図５は、アクセスデータの収集処理（第１の方法）を説明するシーケンス図であ
る。
【図６】図６は、データ収集サーバによって収集されるアクセスデータの一例を示す図で
ある。
【図７】図７は、アクセスデータの収集処理（第２の方法）を説明するシーケンス図であ
る。
【図８】図８は、所定のコンテンツにアクセスした情報処理装置のクッキーＩＤの一覧を
示す図である。
【図９】図９は、携帯型電話機用サイトとＰＣ用サイトとが用意されたコンテンツにアク
セスした情報処理装置のクッキーＩＤの一覧を示す図である。
【図１０】図１０は、本発明のコンテンツ接触調査システムの変形例の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、本発明に係るコンテンツ接触調査システム、及びコンテンツ接触調査方法につい
て図面を参照して説明する。具体的には、（１）コンテンツ接触調査システムの概略構成
、（２）登録処理、（３）アクセスデータの収集処理（第１の方法）、（４）アクセスデ
ータの収集処理（第２の方法）、（５）集計方法、（６）作用・効果、、（７）コンテン
ツ接触調査システムの変形例、（８）その他の実施形態について説明する。なお、以下の
図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号を付している。
ただし、図面は模式的なものであり、本発明に関係する部分のみを概念的に示している。
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【００１９】
　（１）コンテンツ接触調査システムの概略構成
　図１は、本実施形態に係るコンテンツ接触調査システム１の概略構成について説明する
図である。
【００２０】
　コンテンツ接触調査システム１は、コンピュータネットワークに接続可能な複数の情報
処理装置を備える。情報処理装置として、携帯型電話機１０、据え置き型のパーソナルコ
ンピュータ（以下、ＰＣという）２０、ＰＣ３０を備える。携帯型電話機１０、ＰＣ２０
、及びＰＣ３０は、同一の利用者によって利用される。ＰＣ２０は、例えば自宅で使用さ
れるものであり、ＰＣ３０は、例えば会社などで使用されるものである。ＰＣ２０，３０
は、ノート型ＰＣであってもよい。
【００２１】
　コンテンツ接触調査システム１は、コンピュータネットワーク上に情報処理装置によっ
てアクセス可能なコンテンツを提供するコンテンツサーバ１０１，１０２，１０３を備え
る。コンテンツサーバは、コンテンツ提供装置を構成する。コンテンツサーバは、３つに
限定されない。
【００２２】
　コンテンツサーバ１０１には、ウェブサイト等のコンテンツ１１１，１１２，１１３…
が格納されている。コンテンツ１１１，１１２，１１３は、例えば、静止画コンテンツ（
テキストページ、静止画像など）、ウェブ広告、動画コンテンツ（Ｆｌａｓｈ、ＭＰＥＧ
等）の各コンテンツを一つ又は複数含む。コンテンツ１１１，１１２，１１３には、スク
リプト２０１，２０２，２０３が添付される。コンテンツサーバ１０２，１０３も同様に
スクリプトが添付された複数のコンテンツが格納される。
【００２３】
　スクリプト２０１，２０２，２０３は、コンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセス
した情報処理装置を識別する装置識別情報を取得するプログラムである。本実施形態では
、装置識別情報の一例として、いわゆるｃｏｏｋｉｅを識別するクッキー識別情報（以下
、クッキーＩＤ（ｃｏｏｋｉｅＩＤ）という）が挙げられる。スクリプト２０１，２０２
，２０３は、コンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスしてきた情報処理装置からク
ッキー識別情報を取得する。
【００２４】
　また、スクリプト２０１，２０２，２０３は、コンテンツ１１１，１１２，１１３にア
クセスしてきた情報処理装置からアクセスデータを収集する。ここで、アクセスデータは
、少なくとも、アクセスしてきた情報処理装置の所有者を特定するＩＤ、コンテンツを識
別するコンテンツ識別情報を含む。
【００２５】
　携帯型電話機１０、ＰＣ２０、ＰＣ３０、コンピュータネットワークに接続可能である
。コンピュータネットワークは、いわゆるインターネット４０である。また、コンテンツ
サーバ１０１，１０２，１０３などもインターネット４０に接続されている。
【００２６】
　また、コンテンツ接触調査システム１は、データ収集サーバ５０、データ集計サーバ６
０、登録サーバ７０、アクセスデータベース（以下、アクセスＤＢという）８０、モニタ
ーデータベース（以下、モニターＤＢという）９０を備える。
【００２７】
　データ収集サーバ５０は、インターネット４０に接続されている。データ収集サーバ５
０は、スクリプト２０１，２０２，２０３によって収集されたアクセスデータとクッキー
ＩＤとを収集する。データ収集サーバ５０は、収集したアクセスデータとクッキーＩＤと
をアクセスＤＢ８０に格納する。アクセスＤＢ８０には、予めスクリプト２０１，２０２
，２０３を付与したコンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスした全ての情報処理装
置のアクセスデータが格納される。
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【００２８】
　登録サーバ７０は、本システムへ使用者、及び使用者の所有する情報処理装置を登録す
る処理を実行するサーバである。本実施形態では、事前に登録した使用者の情報処理装置
（携帯型電話機１０、ＰＣ２０、及びＰＣ３０）に、各情報処理装置を識別可能なｃｏｏ
ｋｉｅＩＤを保存させる。登録サーバ７０は、登録時に取得した使用者の情報をモニター
ＤＢ９０に格納する。
【００２９】
　モニターＤＢ９０は、登録サーバ７０によって予め登録された使用者の情報が格納され
る。具体的に、登録時に、使用者が所有する情報処理装置（図１では、携帯型電話機１０
、ＰＣ２０、ＰＣ３０）に保存させたクッキーＩＤと、使用者に関するモニタ情報（モニ
タープロファイル）とが関連付けて格納される。
【００３０】
　データ集計サーバ６０は、データ収集サーバ５０で収集されたコンテンツ識別情報とク
ッキーＩＤと、モニターＤＢ９０に登録されたクッキーＩＤとを参照することにより、予
め登録された使用者が所有する複数の情報処理装置（携帯型電話機１０、ＰＣ２０、ＰＣ
３０）のなかからコンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスした情報処理装置を特定
する。
【００３１】
　以上説明した構成を有するコンテンツ接触調査システム１は、コンピュータネットワー
クの一例として、いわゆるインターネット４０上に提供されるウェブサイト等のコンテン
ツ１１１，１１２，１１３にアクセスした情報処理装置を特定することにより、コンテン
ツへのアクセス状況を調査する。本実施形態では、「コンテンツへのアクセス」という表
現は、「コンテンツに接触すること」と同義として使用する。
【００３２】
　（２）登録処理
　次に、登録サーバ７０による登録処理について図２を用いて説明する。図２は、情報処
理装置をコンテンツ接触調査システムに登録するシーケンス図である。
【００３３】
　例えば、携帯型電話機１０，ＰＣ２０，ＰＣ３０等の情報処理装置は、登録サーバ７０
にアクセスする（Ｓ１）。登録サーバ７０は、情報処理装置に対して、リンク情報が付加
された電子メールを送信する（Ｓ２）。リンク情報とは、例えば、登録サイトのＵＲＬで
ある。情報処理装置は、リンク情報として提供されたＵＲＬにアクセスする（Ｓ３）。登
録サイトに誘導される。登録サイトに用意された入力フォーム等に必要事項の入力を促す
。入力された情報は、モニター情報としてモニター９０に格納される（Ｓ４）。登録サイ
トにアクセスした情報処理装置にプログラムが提供される。このプログラムが実行される
ことにより、情報処理装置にクッキーＩＤが保存される（Ｓ５）。
【００３４】
　図３は、モニターＤＢ９０に格納されるモニター情報を示す。モニター情報には、モニ
ターを識別するモニタＩＤ、ＰＣを識別するクッキーＩＤ、ＰＣの使用場所として登録さ
れた登録場所、携帯型電話機を識別するクッキーＩＤ等がある。また、使用者に関するモ
ニタープロファイルとして、性別、年齢、居住地、職業、設問に対する回答等がある。実
際には、モニタＤＢ９０に格納されたモニタからのなかから、調査内容に相応しいモニタ
ーが抽出される。抽出されたモニターの集合をパネルという。
【００３５】
　また、図４は、パネルを説明する図である。図４に示すように、パネルＡ１は、モニタ
ーＩＤ：１００１２、１２５６７０…などから構成される。また、パネルＢ１は、モニタ
ーＩＤ：００９３５、１００１３…などから構成される。
【００３６】
　（３）アクセスデータの収集処理（第１の方法）
　次に、データ収集サーバ５０によるアクセスデータの収集処理について、図５を用いて
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説明する。使用者（モニタ）が情報処理装置を用いて、コンテンツサーバ１０２等によっ
て提供されるコンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスする（Ｓ１１）。情報処理装
置は、コンテンツ１１１，１１２，１１３に添付されたスクリプト２０１，２０２，２０
３を受信する（Ｓ１２）。情報処理装置において、スクリプト２０１，２０２，２０３が
稼動し、アクセスデータ及びクッキーＩＤが収集される。収集されたアクセスデータ及び
クッキーＩＤは、データ収集サーバ５０に送信される（Ｓ１３）。データ収集サーバ５０
は、受け取ったアクセスデータ及びクッキーＩＤをアクセスＤＢ８０に格納する（Ｓ１４
）。
【００３７】
　図６は、データ収集サーバ５０によって収集されるアクセスデータの一例を示す図であ
る。アクセスデータの一例として、クッキーＩＤ、コンテンツにアクセスを開始した時間
、ＵＲＬ、アクセスしてきた情報処理装置のＯＳ情報、ブラウザ情報等を含む。また、該
当するコンテンツにアクセスする直前にアクセスしていたコンテンツのＵＲＬ（リファラ
情報という）などの情報を収集する。
【００３８】
　（４）アクセスデータの収集処理（第２の方法）
　次に、データ収集サーバ５０によるアクセスデータの収集処理の第２の方法について、
図７を用いて説明する。第２の方法は、アクセスデータとして、アクセスポイント（アク
セスのためにＰＣを操作した場所）を収集する。
【００３９】
　モニターＤＢ９０に予め登録された使用者が所有する複数の情報処理装置の中に、携帯
型電話機１０が含まれており、かつ携帯型電話機１０以外の情報処理装置（ＰＣ２０又は
ＰＣ３０）から所定のコンテンツにアクセスがあった場合に、ＰＣ２０又はＰＣ３０とと
もに登録された携帯型電話機１０に対して所定のタイミングで電子メールを送信する。電
子メールには、携帯型電話機の現在位置を収集するサーバとして、データ収集サーバ５０
のアドレス（ＵＲＬ）が添付されている。データ収集サーバ５０は、携帯型電話機１０が
アクセスしてきた際に、携帯型電話機１０から位置情報を取得する。携帯型電話機１０は
、ＧＰＳ機能などを備えており、自身の位置情報を直接取得可能であってもよい。
【００４０】
　使用者（モニタ）が情報処理装置を用いて、コンテンツサーバ１０１，１０２，１０３
等によって提供されるコンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスする（Ｓ２１）。情
報処理装置は、コンテンツ１１１，１１２，１１３に添付されたスクリプト２０１，２０
２，２０３を受信する（Ｓ２２）。情報処理装置において、スクリプト２０１，２０２，
２０３が稼動し、アクセスデータ及びクッキーＩＤが収集される。収集されたアクセスデ
ータ及びクッキーＩＤは、データ収集サーバ５０に送信される（Ｓ２３）。
【００４１】
　データ収集サーバ５０は、アクセスデータ及びクッキーＩＤを取得すると、取得された
クッキーＩＤとともに登録された携帯型電話機１０に向けて、例えば、データ収集サーバ
５０のアドレスがリンク情報として付加された電子メールを送信する（Ｓ２４）。
【００４２】
　携帯型電話機１０は、提供されたＵＲＬにアクセスし、位置情報をデータ収集サーバ５
０に送信する（Ｓ２５）。データ収集サーバ５０は、受け取った位置情報、アクセスデー
タ及びクッキーＩＤをアクセスＤＢ８０に格納する（Ｓ２６）。
【００４３】
　（５）集計方法
　次に、データ集計サーバ６０による集計処理について説明する。図８は、データ集計サ
ーバ６０による集計結果の一例を示す図である。
【００４４】
　データ集計サーバ６０は、データ収集サーバ５０で収集されたコンテンツ識別情報とク
ッキーＩＤと、モニターＤＢ９０に登録されたクッキーＩＤとを参照することにより、モ
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ニターＤＢ９０に予め登録された使用者が所有する複数の情報処理装置のなかからコンテ
ンツ１１１，１１２，１１３にアクセスした情報処理装置を特定する。
【００４５】
　図８は、所定のコンテンツのアドレスにアクセスした情報処理装置のクッキーＩＤの一
覧である。この一覧データは、アクセスＤＢ８０に格納されているデータである。このコ
ンテンツに対してアクセスした情報処理装置のうち、図８に示すｃ８７６６８は、モニタ
ＩＤ：１００１２のＰＣに設定されたクッキーＩＤである（図３参照）。また、図８に示
すｍ１２８７４は、モニタＩＤ：１００１２の携帯型電話機に設定されたクッキーＩＤで
ある（図３参照）。すなわち、同一モニタが異なる情報処理装置からアクセスしているこ
とがわかる。
【００４６】
　図９は、携帯型電話機用サイトとＰＣ用サイトとが用意されたコンテンツにアクセスし
た情報処理装置のクッキーＩＤの一覧を示す図である。図３を参照すると、図９において
モバイル用サイトにアクセスした携帯型電話機のクッキーＩＤ：ｍ０２０６０と、ＰＣ用
サイトにアクセスしたＰＣのクッキーＩＤ：ｃ９１２５７は、共に、モニタＩＤ：１００
１３に対応付けて登録されたものである。すなわち、同一のコンテンツがモバイル用サイ
トとＰＣ用サイトとに提供されている場合に、同一モニタに対応付けて登録された異なる
情報処理装置からのアクセスを抽出することができる。
【００４７】
　（６）作用・効果
　コンテンツ接触調査システム１によれば、スクリプト２０１，２０２，２０３が添付さ
れたコンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスした情報処理装置のアクセスデータ及
び装置毎のクッキーＩＤを取得する。
【００４８】
　従来の方法では、同一の利用者が別の情報処理装置を使用してコンテンツにアクセスし
た場合には、延べ数として算出されていたため、正確なアクセス数を求めることが困難で
あった。
【００４９】
　これに対して、コンテンツ接触調査システム１は、同一コンテンツを別の情報処理装置
からのアクセスを区別して集計することができる。これにより、コンテンツ接触調査シス
テム１は、あるコンテンツの全アクセス数から、同一の利用者が、異なる情報処理装置か
らアクセスしたアクセス数を除くことができる。従って、コンテンツ接触調査システム１
は、正確なアクセス数を調査することができる。
【００５０】
　また、コンテンツ接触調査システム１は、携帯型電話機によるアクセス数と、ＰＣによ
るアクセス数と、またこれらの重複アクセス数とを区別することができる。従って、同一
のコンテンツが携帯型電話機用サイトと、通常のＰＣ用サイトとして提供されている場合
であってもアクセス数を正確に調査することができる。具体的には、コンテンツ接触調査
システム１は、携帯型電話機用に作成されたサイトＡにアクセスした利用者と、サイトＡ
と同一の内容であってＰＣ用サイトに作成されたサイトＡにアクセスした利用者との和を
サイトＡへのアクセス数として表すことができる。また、携帯型電話機からもＰＣからも
アクセスが可能なサイトへのアクセス数を正確に調査することができる。
【００５１】
　携帯型電話機１０は、使用者に常に携帯されていることが多いため、携帯型電話機１０
の位置情報は、使用者の位置情報として扱うことができる。第２の方法では、使用者が携
帯型電話機１０以外の情報処理装置を用いて、スクリプト２０１，２０２，２０３が添付
されたコンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスしたとき、携帯型電話機１０に電子
メールが送られる。従って、コンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスしている情報
処理装置が、例えば、ノート型ＰＣのように、可搬性の情報処理装置であったとしても、
どの場所でコンテンツを閲覧したかという情報を取得することができる。
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【００５２】
　（７）コンテンツ接触調査システムの変形例
　図１０は、実施形態に係るコンテンツ接触調査システム２の概略構成について説明する
図である。図１０において、図１と同一の構成には、同一の番号を付して詳細な説明は省
略する。
【００５３】
　コンテンツ接触調査システム２は、コンピュータネットワークに接続可能な情報処理装
置として、地上デジタル放送波を受信可能な機器（例えば、デジタルテレビジョン放送に
対応したテレビ、ワンセグメント放送にのみ対応したテレビ、デジタル放送チューナを含
め、以下デジタルテレビという）３５を含む。デジタルテレビ３５には、機器毎に予めＩ
Ｃ番号（いわゆるＢＣＡＳ－ＩＤ）が付与されている。
【００５４】
　また、コンテンツ接触調査システム２は、放送コンテンツ及びデータ放送を提供する放
送局側コンテンツサーバ１０４を備える。実施形態では、データ放送は、例えば、ＡＲＩ
Ｂ（Association of Radio Industries and Businesses）によって規定されたＢＭＬ（Br
oadcast Markup Language）で記述されたコンテンツである。
【００５５】
　コンテンツ接触調査システム２がデジタルテレビ３５を含む場合には、図２を用いて説
明した登録サーバ７０による登録処理において、モニタの所有するデジタルテレビ３５の
ＢＣＡＳ－ＩＤを登録させるフェーズを用意する。
【００５６】
　この場合、図３に示したモニター情報にモニタのＢＣＡＳ－ＩＤが加えられる。放送局
側コンテンツサーバ１０４に用意されたデータ放送用のコンテンツには、ＢＣＡＳ－ＩＤ
に反応するスクリプトが添付される。
【００５７】
　デジタルテレビ３５では、ＢＭＬブラウザが稼動した状態になっているため、モニタ（
視聴者）が、あるチャンネルの放送コンテンツを選択したとき（すなわち、デジタルテレ
ビ３５が放送コンテンツを受信したとき）、所定の放送コンテンツに関連して配信される
データ放送用のコンテンツに添付されたスクリプトが稼動し、所定の放送コンテンツを受
信した全てのデジタルテレビ３５のＢＣＡＳ－ＩＤ及びアクセスデータがデータ収集サー
バ５０に送信される。データ収集サーバ５０において収集された、所定の放送コンテンツ
を受信した全てのデジタルテレビのＢＣＡＳ－ＩＤのなかから、図３のモニターＤＢ９０
に予め登録されたＢＣＡＳ－ＩＤが抽出される。なお、放送局側コンテンツサーバ１０４
に用意されたデータ放送用のコンテンツには、特定のＢＣＡＳ－ＩＤ（すなわち、モニタ
ーＤＢ９０に登録されたＢＣＡＳ－ＩＤ）に反応するスクリプトを添付してもよい。
【００５８】
　これにより、デジタルテレビ３５に対して提供されるデータ放送も含めたコンテンツか
ら、モニタがアクセスしたコンテンツを検出することができる。換言すれば、モニタが異
なる情報処理装置を用いてアクセスした複数のコンテンツを検出できる。従って、モニタ
が、どのコンテンツに、どの情報処理装置を用いてアクセスしたかといった情報を検出す
ることができる。
【００５９】
　（８）その他の実施形態
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、本発明は、こ
の開示の一部をなす論述及び図面によって限定されない。この開示から当業者には様々な
代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００６０】
　本発明の実施形態では、クッキーＩＤを使用して情報処理装置を特定すると説明した。
しかし、情報処理装置を特定する情報は、クッキーＩＤに限定されない。例えば、携帯型
電話機を特定するために設定された携帯型電話機に独自の装置ＩＤ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
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ｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）等の識別情報を使
用することができる。
【００６１】
　第２の方法において、コンテンツ１１１，１１２，１１３にアクセスしたＰＣ２０又は
ＰＣ３０のＩＰアドレスが国外のものになっている場合には、携帯型電話機１０にメール
を送信しない。或いは、携帯型電話機１０にメールを送信した後、所定時間待機していて
も返信がない場合には、場所の特定が不可能であるとして処理を終えるスキームを加えて
も良い。
【００６２】
　このように、本発明は、ここに記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論
である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係
る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００６３】
　１…コンテンツ接触調査システム、　１０…携帯型電話機、　２０，３０…ＰＣ、　４
０…インターネット、　５０…データ収集サーバ、　６０…データ集計サーバ、　７０…
登録サーバ、　８０…アクセスＤＢ、　９０…モニターＤＢ、　１０１，１０２，１０３
…コンテンツサーバ、　１１１，１１２，１１３…コンテンツ、　２０１，２０２，２０
３…スクリプト

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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