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ASP入口

「サービスログイン」を
クリック。

https://www.videoi.co.jp

にASPの入口があります。

http://www.videoi.co.jp/
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メニュー選択

「Web Report」日本語版
をクリック。
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ログイン画面

VRIより発行された
IDとパスワードを入力し、

「ログイン」をクリック。
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メインメニュー

① 週報／月報レポート・・・・１週間単位（月～日）、または１ヶ月単位で定型パターンの集計を行います。

② ドメイン分析・・・・・・・

③ サブドメイン分析・・・・・

④ くくりドメイン・・・・・・

⑤ サブドメインのくくり・・・

⑥ ＭＡＸ分析・・・・・・・・あるドメイン（サブドメイン、ページ）の組み合わせの中から、いくつかのドメインを選択する場合、

どのような順番で選択すると接触者率(Reach)が最大になるのか[Reach MAX 分析]、または、

平均接触回数が最大になるのか[Frequency MAX 分析]をシミュレートします。

⑦ 重複分析・・・・・・・・・指定した複数のドメイン間の接触者の重複状態を分析します。

⑧ 流入流出分析・・・・・あるドメイン(サブドメイン・ページ)を基準として、そのドメインへのアクセス元(流入)、

及び、そのドメインを経由してのアクセス先(流出)を分析します。

次頁以降で説明

①

②③

④⑤

⑥

⑦

⑧



5

ドメイン分析[条件設定] 画面
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ドメイン分析の条件設定

分析対象期間 デフォルトは最新1週間。

分析対象曜日 デフォルトは全曜日。

分析対象時間 デフォルトは全日。 ＜1日の概念は、0時-24時＞

集計方法 デフォルトは「期間全体」 （=対象期間Reach）。

カテゴリ 便宜上、Webサイトの内容により、15カテゴリに分類。 ＜*下表参照＞

エリア区分 デフォルトは全国。

表頭指定

特性グループ指定

特性指定

指標指定

デフォルトは「指標」×「性年齢区分1/個人全体」。

表頭=ターゲットで指定すると、「指標指定」がアクティブになる。

表示ドメイン数 デフォルトは「100」。MAX 9,999まで任意指定可。

カスタム分析条件 デフォルトはWeb全体。

＜*「くくりドメイン」作成手順は後述。

「ドメイン検索」は１つのドメイン・サブドメインだけを指定する場合に使用。＞

*カテゴリ分類

・全体 ・検索・ポータル系 ・プロバイダ（ＩＳＰ）系 ・コミュニティ系 ・ＩＴ情報系 ・一般企業系 ・ショッピング系

・金融・投資系 ・メディア、ニュース系 ・生活・趣味・健康系 ・地域・タウン情報系 ・スポーツ系

・エンターテインメント系 ・政党、各種団体 ・教育 ・その他
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ドメイン分析の条件設定 [特性区分]

特性 ターゲット

性・年齢区分１
（13区分）

－個人全体

－男女４～１２才

－男性１３～１９才
－女性１３～１９才
－男女１３～１９才

－男性２０才以上

－男性２０～３４才
－男性３５～４９才
－男性５０才以上

－女性２０才以上

－女性２０～３４才
－女性３５～４９才
－女性５０才以上

性・年齢区分2
（11区分）

－個人全体 －男性全体

－男性１０～１９才
－男性２０～２９才
－男性３０～３９才
－男性４０～４９才

－女性全体

－女性１０～１９才
－女性２０～２９才
－女性３０～３９才
－女性４０～４９才

性・年齢区分3
（15区分）

－個人全体 －男性１５～１９才
－男性２０～２４才
－男性２５～２９才
－男性３０～３４才
－男性３５～３９才
－男性４０～４４才
－男性４５～４９才

－女性１５～１９才
－女性２０～２４才
－女性２５～２９才
－女性３０～３４才
－女性３５～３９才
－女性４０～４４才
－女性４５～４９才

職業別
(10区分)

－給料事務
－給料労務
－自由業・管理職
－商工・自営業

－未就学児・小学生
－中学生
－高校生
－大学生・専門学校生

－主婦
－農漁林・無職・その他

エリア区分
(9区分)

－北海道
－東北地方
－関東地方

－中部・北陸地方
－東海地方
－近畿地方

－中国地方
－四国地方
－九州・沖縄地方
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くくりドメイン作成に関する注意事項

WebReportの「くくりドメイン」・「ドメイン検索」には、①ドメイン、②サブドメイン、③ディレクトリ、④ページの各レベルが存在します。

くくりドメインは、「カスタマイズメニュー」→「くくりドメイン新規作成」→「レベルを指定し直接指定」または「中間一致で検索」というフローで作成保存し、ドメイン分
析メニュー等で利用できます。集計結果の数値も、それぞれのレベルに準拠して算出されます。 ※ 各レベルに対応した作成方法は次頁以降を参照。

① ドメイン ② サーバ名で区切られた
サブドメイン

③ ディレクトリで区切られた
サブドメイン

④ ページ

例: games.yahoo.co.jp(Yahoo!ゲーム)

yahoo.co.jp

www.yahoo.co.jp

auctions.yahoo.co.jp

games.yahoo.co.jp

games.yahoo.co.jp/games/

games.yahoo.co.jp/event/

games.yahoo.co.jp/index.html

games.yahoo.co.jp/index2.html

ただし、下記②サーバ名で区切られたサブドメインに関しては、WebRportのデータベース構造上、くくりドメイン作成時にサブドメインレベルで直接指定したとして
も、下記の点線緑色のゾーンのみしか集計対象とされません（下記の例でいえば、games.yahoo.co.jp/games/ が含まれません）。

“games.yahoo.co.jp”などといった、サーバ名で区切られたサブドメインで包括した数値（下記破線青色ゾーン）を算出したい場合は、「くくりドメイン新規作成」→
「中間一致で検索（games.yahoo.co.jp と入力）」→「サブドメインレベル選択」というフローで検索を施し、その検索結果をくくり、保存することで集約できます。

ドメイン分析の場合、集計結果の最後の行の“ Total”のスコアが、下記破線青色ゾーンを包括したものになります。
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くくりドメインの作成フロー

「くくりドメイン」の内容変更したり、
不要となった「くくりドメイン」の

削除を行います。

「くくりドメイン」の
新規作成を行います。
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くくりドメイン新規作成 [ドメインレベル]

“yahoo.co.jp” と“asahi.com”の
くくりドメインを作成する場合

①「直接指定」と「ドメインレベル」を選択し、
「yahoo.co.jp」で検索を行います。
※ “www.” は不要です。

②検索結果の「yahoo.co.jp」を選択し、
「→」ボタンをクリック。

③選択したドメインを右側の枠内に
移動させて、対象の指定が終わったら
「決定」を行います。
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くくりドメイン新規作成 [サブドメインレベル]

“games.yahoo.co.jp”サーバ名以下の
くくりドメインを作成する場合

①「サブドメインレベル」を選択し、
「games.yahoo.co.jp」で
「中間一致で検索」を行います。

③選択したサブドメインを右側の枠内に
移動させて、対象の指定が終わったら
「決定」を行います。

②検索結果より集計に必要な
サブドメインを選択し、
「→」ボタンをクリック。



“www.yomiuri.co.jp/sports/” と
“www.asahi.com/sports/”の
くくりドメインを作成する場合

①「直接指定」と「サブドメインレベル」を選択し、
「www.yomiuri.co.jp/sports/」で
検索を行います。
※ “http:// ”の次から入力願います。

②検索結果を選択し、「→」ボタンをクリック。

③選択したディレクトリを右側の枠内に
移動させて、対象の指定が終わったら
「決定」を行います。“www.yomiuri.co.jp/sports/” の場合、

ドメインレベルは “yomiuri.co.jp” 
ディレクトリレベルは “www.yomiuri.co.jp/sports/” 

※ディレクトリレベルは、第1階層までしか指定できません。
（“www.yomiuri.co.jp/sports/soccer/news/～.htm”の、
“www.yomiuri.co.jp/sports/”まで。）
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くくりドメイン新規作成 [ディレクトリレベル]
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くくりドメイン新規作成 [ページレベル]

“games.yahoo.co.jp/index.html” と
“games.yahoo.co.jp/index2.html”の

くくりドメインを作成する場合
①「直接指定」と「ページレベル」を選択し、

「games.yahoo.co.jp/index.html」で
検索を行います。

②検索結果を選択し、
「→」ボタンをクリック。

③選択したページを右側の枠内に
移動させて、対象の指定が終わったら
「決定」を行います。

※ここまで説明した各レベルが混在したくくりドメインを作成できます。
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★注意：同一コンテンツでも URL が異なる場合

※Web Reportの「ページレベル」は、
あくまでもブラウザのURL欄に表示されているURLをさし、同一コンテンツページであっても、
ユーザーが別々のURLで表示を行う可能性がある場合は別途くくりドメインを作成する必要があります

▼Yahoo!TOPページでの分析例 左記3つのURL
･www.yahoo.co.jp
･www.yahoo.co.jp/
･www.yahoo.co.jp/index.html
はいずれもYahoo!TOPページを表示していますが、
Web ReportではURLが違うため、
別の「ページ」として分析が行われます

※くくりドメインでは、該当するコンテンツページが表示される全ての
ページのURLを登録し、「TOTAL」を見てアクセス分析を行います
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② ドメイン分析 [条件設定]

①カスタム分析条件の「くくりドメイン」をクリック。
※１つのドメイン・サブドメインだけを指定する場合は、

「ドメイン検索」をクリック。

③「分析開始」をクリック。
②集計対象とする「くくりドメイン」を

選択（チェック）して、「決定」をクリック。
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② ドメイン分析 集計結果(1)

▼をクリックすると
その指標で並べ替え

印刷用
画面を
表示

CSV
ファイルを

出力

※結果の最終行に、「Total」として、「くくりドメイン」全体のアクセス状況が表示されます。

分析条件を切り替えて
再集計します。

設定後、［分析開始］

別のくくりドメインを選択する場合に
クリック。くくり一覧にリンク



17

② ドメイン分析 集計結果(2)

ドメイン名のリンクから
サブドメイン別分析、

時間帯別分析
をすることができます。
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③-1 サブドメイン別分析 集計結果
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③-2 時間帯別分析 集計結果
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指標名 定義・計算方法

接触者率

（Active Reach）

指定期間の有効サンプル（指定期間内に１度でもWebサイトに接触したパネル標本）における、

当該ドメイン（サブドメイン、ページ）への「接触者※」 の割合 (単位:%)
※接触者 ： 当該ドメイン（サイト・ページ）に指定期間で１回以上接触した人

推定接触者数 指定期間の当該ドメイン（サブドメイン、ページ）に接触した推定人数 （単位:千人）

母集団推計による各年代の推計人口を元に算出するもの

平均接触回数 各ドメイン（サブドメイン）に対する、１人当たりの平均接触回数

指定期間内における、当該ドメイン（サブドメイン、ページ）への接触回数を合計したもの（＝延べ接触回数）を、
接触者数で割ったもの

※接触の定義 ： あるドメイン（サブドメイン・ページ）への継続したWeb視聴を指す。あるユーザーのアクセスの最後から、

次のアクセスの最初までが「30分」を超える場合には別の「接触」と扱う

基本指標の定義 (1)

接触者率 ＝
接触者数

有効サンプル数

平均接触回数 ＝
延べ接触回数

接触者数

推定接触者数 ＝
接触者数

パネル標本数（過去12ヶ月間のネット利用者） ×

家庭内PC
インターネットユーザー
推定人口
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指標名 定義・計算方法

推定視聴ページ数 指定期間中の当該ドメイン（サブドメイン）内のページ数の推定値(単位:千ページ)

推定視聴ページ数 ＝ 平均視聴ページ数 × 推定接触者数

平均視聴ページ数 指定期間中に、当該ドメイン（サブドメイン）内のページが、接触者１人当たり平均何ページ視聴されたかを

示すもの

平均滞在時間 指定期間中において、接触者一人当たり、当該ドメイン（サブドメイン）内のコンテンツに接触している時間を

算出するもの

※延べ滞在時間 ： 期間中の全接触者分の滞在時間の合計

接触者構成割合 当該ドメイン（サブドメイン・ページ）の接触者について、各特性別の構成割合を算出したもの
※特性 ： 性年代別、職業別

有効サンプル数 当該期間内に１回以上 Web にアクセスした人数

基本指標の定義 (2)

平均視聴ページ数 ＝
延べ視聴ページ数

接触者数

平均滞在時間 ＝
延べ滞在時間

接触者数
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⑥ ＭＡＸ分析 [条件設定]

※選択したドメイン（サブドメイン、ページ）につい
て、接触者率に関わらず「一位」に指定します。

「一位選択」ボタンをクリックすると、指定され
ている「くくりドメイン」の内容が一覧表示［メン
バー表示］されます。

「くくりドメイン」をクリックすると、
「くくりグループ一覧」が

表示されます。
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⑥ ＭＡＸ分析 集計結果
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⑦ 重複分析 [条件設定]

「くくりを対象として選択」または、
「くくり内から対象を選択」をクリック。

「くくりドメイン」をクリックすると、
「くくりグループ一覧」が

表示されます。
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⑦ 重複分析 集計結果
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⑧ 流入流出分析 [条件設定]

※「ターゲット」は、

流入流出の基点となるドメイン等。

※「ターゲットをデータに含める」を選択すると、

そのターゲット内の回遊も含めて集計します。

※通常は、「含めない」を選択します。
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⑧ 流入流出分析 集計結果
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