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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　ノード管理者から第１の購読申込みをソーシャルネットワーキングシステムが受信する
ことであって、前記第１の購読申込みは、購読申込みのための予算および期間を示すこと
と；
　前記ノード管理者から、第１のスポンサー記事仕様を前記ソーシャルネットワーキング
システムが受信することであって、前記ノード管理者は、スポンサー記事としての記事を
推奨するための基準を特定し、前記第１のスポンサー記事仕様は、ソーシャルネットワー
クにおけるノードと、前記ノードにおけるアクションのタイプとを特定することと；
　前記ソーシャルネットワークにおける１以上のユーザによるアクションについての記事
のリストからなるオーガニックアクティビティストリームを、前記ソーシャルネットワー
キングシステムが監視することと；
　前記オーガニックアクティビティストリームから少なくとも１つの記事を、前記ソーシ
ャルネットワーキングシステムが特定することであって、前記少なくとも１つの記事は、
ノードにおけるユーザによるアクションについてのものであり、前記ユーザによるアクシ
ョンは、前記タイプに一致し、前記ノードは、前記第１の購読申込みによって特定される
ことと；
　第１のスポンサー記事を、前記ソーシャルネットワーキングシステムに関連するプロセ
ッサが生成することであって、前記第１のスポンサー記事は、前記ノードにおけるユーザ
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によるアクションについての情報を有し、前記ユーザは、前記特定された少なくとも１つ
の記事についてのユーザであることと；
　スポンサー記事システムにおいて、受信された前記第１の購読申込みに従って、前記第
１のスポンサー記事を前記ソーシャルネットワークの複数のユーザとしての複数ユーザに
表示することに、自動的に前記ソーシャルネットワーキングシステムが代理入札すること
であって、前記複数ユーザは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、前記
特定された少なくとも１つの記事についての前記ユーザに接続されていることと
を含む方法。
【請求項２】
　前記購読申込みは、年度予算に対応する値を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記購読申込みはさらに、前記年度予算を支出するための期間を含む、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ノードにおける前記アクションは、前記ノードに関連付けられた位置にチェックイ
ンすることを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ノードおける前記アクションは、前記ノードにおいていいね！することを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ノードおける前記アクションは、前記ノードに関連付けられたページのウォールに
投稿することを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ノードおける前記アクションは、前記ノード管理者のポストにおけるアクションを
含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記自動的に代理入札することは、入札アルゴリズムと前記受信された購読申込みとに
基づき入札することを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記入札アルゴリズムは、
　前記ノードの支持レベルを判断することと；
　前記支持レベルが下がるにつれて、より積極的に入札することと
を含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記入札アルゴリズムは、年度予算が期間の終了までに十分に支出されるが超過されな
いように、前記入札をペーシングすることを含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記入札のペーシングは、観測された消費に基づき調整される、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記入札アルゴリズムは、フリークエンシーキャップに従う、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記購読申込みはさらに、前記ノード管理者によって特定される最適化目標を含み、
　前記入札アルゴリズムは、前記最適化目標を満たすように入札する、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記最適化目標は、前記ソーシャルネットワークのユーザ上のインプレッションの数を
最大化することである、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記最適化目標は、クリックの数を最大化することであり、
　前記入札アルゴリズムは、前記スポンサー記事をクリックする確率が最も高い前記ソー
シャルネットワークのユーザへのスポンサー記事表示に入札する、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記入札アルゴリズムは、
　前記スポンサー記事の潜在的オーディエンスサイズを判断することと；
　前記潜在的オーディエンスサイズが減少するにつれて、より積極的に入札することと
を含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１７】
　前記潜在的オーディエンスサイズを判断することは、ソーシャルグラフ要因に基づきオ
ーディエンスサイズを計算することを含む、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記潜在的オーディエンスサイズを判断することは、地理的または人口統計学的要因に
基づきオーディエンスサイズを計算することを含む、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記フリークエンシーキャップは、前記スポンサー記事を生成する推薦の種類に基づき
調整される、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記方法はさらに、
　前記ノード管理者から第２のスポンサー記事仕様を前記ソーシャルネットワーキングシ
ステムが受信することと；
　前記第２のスポンサー記事仕様に従って生成されるスポンサー記事の前記ソーシャルネ
ットワークの１または複数の会員への表示を、自動的に前記ソーシャルネットワーキング
システムが代理入札することと
を含み、
　前記第１および第２のスポンサー記事の入札アルゴリズムは、共通の予算および期間を
共有する、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項２１】
　前記方法はさらに、
　期間の終了までに年度予算を十分には前記入札アルゴリズムが支出することができない
か否か前記ソーシャルネットワーキングシステムが判断することと；
　十分には支出することができないという判断がなされると、前記ノードのバックフィル
を、前記ソーシャルネットワーキングシステムが自動的に動的に生成することであって、
前記バックフィルは、推薦を生成することができることと；
　ソーシャルネットワークの複数の会員への前記バックフィルの表示に、前記入札アルゴ
リズムを介し、前記ソーシャルネットワーキングシステムが自動的に代理入札することと
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を含む
　請求項１２に記載の方法。
【請求項２２】
　コンピュータ読取り可能な記録媒体であって、前記記録媒体は、コンピュータを実行す
る命令を含むコンピュータプログラムを記憶し、前記命令は、
　ノード管理者から第１の購読申込みをソーシャルネットワーキングシステムが受信する
ことであって、前記第１の購読申込みは、購読申込みのための予算および期間を示すこと
と；
　前記ノード管理者から、第１のスポンサー記事仕様を前記ソーシャルネットワーキング
システムが受信することであって、前記ノード管理者は、スポンサー記事としての記事を
推奨するための基準を特定し、前記第１のスポンサー記事仕様は、ソーシャルネットワー
クにおけるノードと、前記ノードにおけるアクションのタイプとを特定することと；
　前記ソーシャルネットワークにおける１以上のユーザによるアクションについての記事
のリストからなるオーガニックアクティビティストリームを、前記ソーシャルネットワー
キングシステムが監視することと；
　前記オーガニックアクティビティストリームから少なくとも１つの記事を、前記ソーシ
ャルネットワーキングシステムが特定することであって、前記少なくとも１つの記事は、
ノードにおけるユーザによるアクションについてのものであり、前記ユーザによるアクシ
ョンは、前記タイプに一致し、前記ノードは、前記第１の購読申込みによって特定される
ことと；
　第１のスポンサー記事を、前記ソーシャルネットワーキングシステムに関連するプロセ
ッサが生成することであって、前記第１のスポンサー記事は、前記ノードにおけるユーザ
によるアクションについての情報を有し、前記ユーザは、前記特定された少なくとも１つ
の記事についてのユーザであることと；
　スポンサー記事システムにおいて、受信された前記第１の購読申込みに従って、前記第
１のスポンサー記事を前記ソーシャルネットワークの複数のユーザとしての複数ユーザに
表示することに、自動的に前記ソーシャルネットワーキングシステムが代理入札すること
であって、前記複数ユーザは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、前記
特定された少なくとも１つの記事についての前記ユーザに接続されていることと
を含む、コンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項２３】
　コンピュータシステムであって、
　プロセッサと；
　命令を記憶するメモリと
を備え、
　前記命令は、
　ノード管理者から第１の購読申込みをソーシャルネットワーキングシステムが受信する
ことであって、前記第１の購読申込みは、購読申込みのための予算および期間を示すこと
と；
　前記ノード管理者から、第１のスポンサー記事仕様を前記ソーシャルネットワーキング
システムが受信することであって、前記ノード管理者は、スポンサー記事としての記事を
推奨するための基準を特定し、前記第１のスポンサー記事仕様は、ソーシャルネットワー
クにおけるノードと、前記ノードにおけるアクションのタイプとを特定することと；
　前記ソーシャルネットワークにおける１以上のユーザによるアクションについての記事
のリストからなるオーガニックアクティビティストリームを、前記ソーシャルネットワー
キングシステムが監視することと；
　前記オーガニックアクティビティストリームから少なくとも１つの記事を、前記ソーシ
ャルネットワーキングシステムが特定することであって、前記少なくとも１つの記事は、
ノードにおけるユーザによるアクションについてのものであり、前記ユーザによるアクシ
ョンは、前記タイプに一致し、前記ノードは、前記第１の購読申込みによって特定される
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ことと；
　第１のスポンサー記事を、前記ソーシャルネットワーキングシステムに関連する前記プ
ロセッサが生成することであって、前記第１のスポンサー記事は、前記ノードにおけるユ
ーザによるアクションについての情報を有し、前記ユーザは、前記特定された少なくとも
１つの記事についてのユーザであることと；
　スポンサー記事システムにおいて、受信された前記第１の購読申込みに従って、前記第
１のスポンサー記事を前記ソーシャルネットワークの複数のユーザとしての複数ユーザに
表示することに、自動的に前記ソーシャルネットワーキングシステムが代理入札すること
であって、前記複数ユーザは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、前記
特定された少なくとも１つの記事についての前記ユーザに接続されていることと
を含む、コンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、ソーシャルネットワーキングウェブサイトと、ユーザが他のユーザ
との接続を形成することができる他のシステムとに関し、特に、ユーザへ配信するための
オーガニックアクティビティストリームからの記事の生成、ターゲット化、プロモーショ
ンの入札などの代理管理機能（ｐｒｏｘｙｉｎｇ　ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｖｅ　ｆｕ
ｎｃｔｉｏｎ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザ（人々、企業、他のエンティティを含む）間の接続を追跡かつ可能にするソーシ
ャルネットワークまたは公共設備（ｓｏｃｉａｌ　ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ）が近年普及して
いる。特に、ソーシャルネットワーキングウェブサイトはユーザが情報をより効率的に伝
達できるようにする。例えば、ユーザは、連絡先、経歴に関する情報、職に関する情報、
趣味、および／または他のユーザ固有データをソーシャルネットワーキングウェブサイト
上のユーザに関連付けられた場所に投稿し得る。次に、他のユーザは、ユーザプロフィー
ルを閲覧するまたは特定データを含むプロフィールを検索することにより、投稿されたデ
ータをレビューできる。ソーシャルネットワーキングウェブサイトはまた、ユーザが自分
自身を他のユーザと関連付けできるようにし、これによりソーシャルネットワーキングウ
ェブサイトのユーザ間の接続網を生成する。ユーザ間のこれらの接続は、彼らの接続にお
いてユーザ自身が述べた興味に照らし、各ユーザにより多くの関連情報を提示するために
ウェブサイトによって活用され得る。
【０００３】
　ソーシャルネットワーキングウェブサイトには、通常、会員を各会員に関係する可能性
が高いコンテンツへ接続するためのシステムが組み込まれる。例えば、会員は、地理的位
置、雇用者、仕事のタイプ、年令、音楽嗜好、関心、または他の属性など会員のプロファ
イル内の１または複数の共通の属性に従ってグループ化され得る。次に、ソーシャルネッ
トワーキングウェブサイトまたは外部の団体の会員は、グループにとって特に関心があり
得る情報を当該グループに伝達できるように、これらのグループを利用して情報配信をカ
スタマイズまたはターゲット化することができる。
【０００４】
　ユーザとシステムとのやり取りを可能にするウェブサイト等のシステムは通常、システ
ムのユーザ毎の記録を格納する。これらの記録は、システム上でのユーザの活動または行
為に関係するシステムにより収集される情報だけでなく、ユーザによって提供される情報
も含み得る。例えば、システムは、システムとの初期のやり取り（ｉｎｉｔｉａｌ　ｉｎ
ｔｅｒａｃｔｉｏｎ）において、ユーザに、連絡先、性別、嗜好、興味等の情報を入力す
ることを求めることがあり、これらはユーザの記録に格納される。システム上の特定の情
報へのアクセスの頻度などのユーザのシステム上での活動もまた、ユーザの記録に格納す
ることができる情報を提供する。次に、システムは、ユーザにより提供された情報とユー
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ザに関し収集された情報とを使用して、ユーザとシステムのやり取りをカスタマイズし得
る。例えば、本を販売するウェブサイトは、ユーザの以前の購入の記録をつけ、その後の
システムとのやり取り中に、関連する本についての情報をユーザに提供し得る。ユーザの
プロフィール内の情報もまた、ユーザにとって興味のあるスポンサー記事をターゲット化
するためにシステムによって使用され得る。ユーザから収集した情報およびユーザについ
ての情報は、ユーザにとってより効率的かつ有益なシステムをもたらす。
【０００５】
　ソーシャルネットワークとやり取りするユーザは、記事またはステータス更新を「ニュ
ースフィード」などのライブアクティビティストリームへ投稿し得る。ニュースフィード
は、頻繁に更新されるコンテンツをユーザに提供するために通常使用されるデータフォー
マットである。ソーシャルネットワーキングシステムはそのユーザに様々なニュースフィ
ードを提供し得、各ニュースフィードは、特定の主題またはトピックおよび／または他の
ユーザに関係するコンテンツを含む。様々なコンテンツは単一のニュースフィードに集合
され得る。或る実装形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザの第１級
コンタクト（ｆｉｒｓｔ－ｄｅｇｒｅｅ　ｃｏｎｔａｃｔ）の活動に対応する選択された
エントリおよび／またはユーザが興味を示したページまたはトピックを含むニュースフィ
ードを、提供し得る。ソーシャルネットワーキングシステムの個々のユーザは、それらの
興味の特定のニュースフィードを購読し得る。関連行為のグループが、同じニュースフィ
ード内のソーシャルネットワーキングシステムのユーザに一緒に提示され得る。例えば、
ソーシャルネットワーキングシステムを介し編成されるイベントに関するニュースフィー
ドは、ソーシャルネットワーキングシステムにアップロードされたその時間、場所、出席
者などのイベントについての情報、イベント時に撮影された写真を含み得る。
【０００６】
　通常、ニュースフィードは、会員毎にカスタマイズされ、ソーシャルネットワークは、
上に説明したように所定の関連性を満たすコンテンツだけを集約しユーザに表示する。特
定の実施形態では、それらの第１レベルの接続に関する情報がそれらのニュースフィード
に投稿される。このようにして、ソーシャルネットワークの会員は、単一ストリーム内の
それらの直接接続のステータス更新、記事投稿、ソーシャルネットワークとの他のやり取
りに迅速にアクセスし得、それらの接続のプロフィールページを個々にチェックする必要
性を無くす。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０１１９１６７号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／００６５８４４号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／０１３０００４号明細書
【特許文献４】特開２００８－０５９４７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、ソーシャルネットワークの平均的会員が有するおびただしい数のコンタ
クトとユーザによって投稿される莫大な量のステータス更新とを考えると、ユーザにとっ
て興味ある記事がそれらのニュースフィードの絶え間ないストリーム内で失われる可能性
がある。この記事の損失はスポンサーとユーザの両方にとって心配の種である。さらに、
スポンサーは、会員のニュースフィード内の特定記事を長く残しておくために代金を支払
うことを望む場合もある。この機能は、通常のソーシャルネットワーキングシステムでは
利用不可能である。
【０００９】
　通常、スポンサーは、ソーシャルネットワークの会員に表示される広告の代金を支払う
。特定の実施形態では、広告は、ソーシャルネットワーク、モバイル機器、第三者ウェブ
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ページおよびアプリケーション、テレビおよび他の映像ストリーム、またはソーシャルネ
ットワークの会員によってアクセスされる任意の他の特定のディスプレイ上の会員のホー
ムページに表示され得る。ユーザのニュースフィード内の実際の記事から生成されるスポ
ンサー付きまたは推奨記事は、ユーザにより閲覧されやり取りされる可能性が高いが、こ
れは、通常、それらが、接続された友人によるやり取りまたは提案、またはそれらが接続
または購読されるファンページを含むからである。
【００１０】
　スポンサー記事は、任意のまたはソーシャル広告と同様なやり方で広告システムにおい
て処理される。広告主またはノード管理者は、彼らの潜在的ターゲットオーディエンスを
指定しなければならないだけでなく、自身の広告またはスポンサー記事の配置に互いに競
争入札しなければならない。例えば、広告主は、特定の地理的位置内の特定ユーザ、また
は明示的または暗黙的親和性を有するユーザを指示し得る。スポンサー記事は、ユーザの
友人にスポンサー記事を自動的に表示することによってこの処理を著しく単純化し、創造
的な広告を手作業で書き描く必要性を無くす。ここで、ユーザのソーシャルアクションは
、スポンサー記事領域に推奨されるニュースフィード記事を生成している。しかし、ノー
ド管理者は、依然として、スポンサー記事またはスポンサー記事キャンペーンに関連して
入札価格を付けることによって、広告システムを介し彼らのスポンサー記事の配置に入札
しなければならない。他のシステムでは、ノード管理者は、いくつかの他の機構を介し、
固定された所定の特別料金での保証配信などを特定しなければならない。この処理は時間
がかかり、ノード管理者による広告ターゲット化についての熟知性の欠如によりスポンサ
ー記事の非効率的配信をもたらす。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一態様において、ページまたはアプリケーションの所有者などの特定ソーシャルノード
管理者がスポンサー記事を継続的に推奨することを望む場合がある。同ノード管理者には
、所定期間の設定された予算を指定できるようにする簡単なユーザインターフェースが提
供される。或る態様では、予算は月毎、週毎、日毎、または管理者が定義したものであり
得る。特定の態様では、予算はゴールド、ブロンズ、またはシルバーなど予め設定された
レベルにあり、様々なレベルは報告またはバニティ（ｖａｎｉｔｙ）ＵＲＬなど他の広告
特徴と共に纏められる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】例示的ソーシャルネットワークのアーキテクチャを示す。
【図２】例示的ソーシャルネットワークのハードウェア部品を示す。
【図３】スポンサー記事を推奨するための推薦購読（ｅｎｄｏｒｓｅｍｅｎｔ　ｓｕｂｓ
ｃｒｉｐｔｉｏｎｓ）を実施するシステムのフローを示す。
【図４】購読レベルを選択するためにノード管理者に提供される例示的ＧＵＩを示す。
【図５】代理入札者（ｐｒｏｘｙ　ｂｉｄｄｅｒ）の論理的操作を示す。
【図６】例示的コンピュータシステムを示す。
【図７】例示的ネットワーク環境を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　添付図面は、例示のみを目的とする本開示の様々な実施形態を示す。当業者は、本明細
書に示される構造と方法の代替実施形態が本明細書に記載の発明の原理から逸脱すること
なく採用され得るということを以下の論述から容易に認識する。
【００１４】
　一実施形態において、ページまたはアプリケーションの所有者などの特定ソーシャルノ
ード管理者は、スポンサー記事を継続的に推奨することを望む場合がある。同ノード管理
者には、所定期間の設定された予算を指定できるようにする簡単なユーザインターフェー
スが提供される。或る実施形態では、予算は、月ごと、週ごと、日ごと、または管理者が
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定義したものであり得る。特定の実施形態では、予算は、ゴールド、ブロンズ、またはシ
ルバーなど予め設定されたレベルにあり、様々なレベルは、報告またはバニティ（ｖａｎ
ｉｔｙ）ＵＲＬなど他の広告特徴と共に纏められる。
【００１５】
　従来のソーシャルネットワークは、個人、グループ、エンティティ、または組織からな
るソーシャル構造であり、個人、グループ、エンティティ、または組織は、通常「ノード
」と呼ばれ、１または複数の特定タイプの相互依存性によって結び付けられる（接続され
る）。本明細書で使用されるように、「概念」は、ユーザが宣言できるまたはそうでなけ
れば関心、好み、親しみまたは関係を明示し得る事実上すべてのものであって、一例とし
て、スポーツ、スポーツチーム、音楽のジャンル、作曲家、趣味、ビジネス（企業）、エ
ンティティ、グループ、第三者アプリケーション、著名人、登録利用者でない人などを指
し得る。特定の実施形態では、各ノードは、ソーシャルネットワーク環境においてホスト
されるまたはアクセス可能な対応ウェブページ（「プロファイルページ」）を有する、表
す、またはそれらにより表される。概念ノードは、対応概念プロファイルページ（「ハブ
」）を有し、対応概念プロファイルページ（「ハブ」）では、複数のユーザは、特に概念
に関連して、コンテンツを追加する、声明を発表する、自分の考えを述べることができる
。概念ノード管理者（本明細書では「ノード管理者」）は、概念ノードを維持および推奨
する人または人々である。
【００１６】
　予算を指定すると、特定の実施形態では、代理入札者は、ノード管理者に代わって広告
またはスポンサー記事の配信に理知的に（ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔｌｙ）入札する。特定
の実施形態では、代理入札者は、図７に説明されるものなどのようなサーバ上に常駐する
ソフトウェアとして具現され得る。特定の実施形態では、代理入札者は、複数サーバ間に
分散され得る。特定の実施形態では、代理入札者がカスタマイズされることによって、ノ
ード管理者のブランド認知（ａｗａｒｅｎｅｓｓ）、ブランド親和性（ａｆｆｉｎｉｔｙ
）、売上高、または潜在的顧客への露出の目標を達成するために、インプレッション（ｉ
ｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）の数、クリックの数、ファンの数、または任意の他の定量化可能目
的、またはそれらの混合を最大化する。特定の実施形態では、代理入札者は、スポンサー
記事を生成するノードが支持されない（ｕｎｅｎｇａｇｅｄ）ときは、その入札金額を増
す。特定の実施形態では、代理入札者は、その入札のペーシング（ｐａｃｉｎｇ）を調整
することによって、スポンサー記事または広告の配信を測定し、予算が予算期間の間支出
されるが超過されないことを保証する。特定の実施形態では、代理入札者は、スポンサー
記事のオーディエンスサイズを判断し、より少数のオーディエンスへの入札金額を増す。
特定の実施形態では、ソーシャルネットワークのユーザが同じ広告やスポンサー記事を見
るのを防ぐために、代理入札者は、フリークエンシーキャップ（頻度上限：ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｃａｐ）によって制限される。
【００１７】
　特定の実施形態では、ノードに対する推薦またはソーシャルアクションの欠如により、
代理入札者が単にその予算に見合うほど十分に積極的に入札することができない場合、ス
ポンサー記事システムは、ノードのためのバックフィル（ｂａｃｋｆｉｌｌ）広告を動的
に生成し、バックフィルの配信に入札し得る。特定の実施形態では、バックフィル広告は
、ノードの推薦を生成し得るユーザやり取りフィールドを提供する。特定の実施形態では
、入札アルゴリズムのペーシングは、広告またはスポンサー記事の配信を監視するフィー
ドバックシステムによって、判断される。
【００１８】
　図１は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００の運用に好適なシステム環境
を示すハイレベルブロック図である。システム環境は、１または複数のクライアント装置
１１０、１または複数の第三者ウェブサイト１４０、ソーシャルネットワーキングウェブ
サイト１００、およびネットワーク１２０を含む。代替の構成では、異なるおよび／また
は追加のモジュールをシステムに含むことができる。
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【００１９】
　クライアント装置１１０は、会員入力を受信することができネットワーク１２０を介し
データを送受信することができる１または複数のコンピュータ装置を含む。例えば、クラ
イアント装置１１０は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、スマー
トフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔ）、またはコンピュータ機能とデータ通信能力を含む任意の他の装置であり得る。ク
ライアント装置１１０は、有線および無線通信システムの両方を使用することによって、
ローカルエリアおよび／または広域ネットワークの任意の組合せを含み得るネットワーク
１２０を介し通信するように構成される。第三者ウェブサイト１４０とアクション端末１
５０は、ウェブサイト１００外での会員の行為についてのメッセージをソーシャルネット
ワーキングウェブサイト１００へ伝達するためのネットワーク１２０に結合される。
【００２０】
　ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００は、会員が互いにコミュニケーション
するまたはそうでなければやり取りして本明細書に記載されるようなコンテンツにアクセ
スできるようにするコンピュータシステムを含む。ソーシャルネットワーキングウェブサ
イト１００は、ソーシャルネットワークの会員について記載する会員プロフィール（職務
経歴、学歴、趣味または嗜好、場所などの個人的、統計的、および他のタイプの記述的情
報を含む）を格納する。ウェブサイト１００はさらに、異なる会員間の１または複数の関
係について記述するデータを格納する。関係情報ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ）は、同様または共通の職務経歴、グループ会員資格、趣味、または学歴を
有する会員を示し得る。追加的に、ソーシャルネットワークホストサイト１２０は、異な
る会員間の会員定義関係（ｍｅｍｂｅｒ－ｄｅｆｉｎｅｄ　ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ
）を含み、会員が他の会員との関係を特定できるようにする。例えば、これらの会員定義
関係は、会員が友人、同僚、配偶者などの会員の現実生活関係に類似する他の会員との関
係を生成できるようにする。会員は、所定のタイプの関係から選択する、または必要に応
じ自身の関係タイプを定義し得る。
【００２１】
　図２は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００の例示的ブロック図である。
ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００は、ウェブサーバ２５０、アクションロ
ガー２６０、アクションログ１６０、ニュースフィード生成器２７０、広告サーバ２８０
、広告要求のデータベース１７５、会員プロフィール記憶装置２０５、グループ記憶装置
２１０、イベント記憶装置２１５、アプリケーションデータ記憶装置２２０、取引処理記
憶装置２４５、およびコンテンツ記憶装置２３０を含む。他の実施形態では、ソーシャル
ネットワーキングウェブサイト１００は、様々なアプリケーションのための追加の、より
少ない、または異なるモジュールを含み得る。
【００２２】
　ウェブサーバ２５０は、ネットワーク１２０を介しソーシャルネットワーキングウェブ
サイト１００を１または複数の第三者ウェブサイト１４０だけでなく１または複数のクラ
イアント装置２１０にリンクする。ウェブサーバ２５０は、ソーシャルネットワーキング
ウェブサイト１００と、クライアント装置２１０または第三者ウェブサイト１４０との間
でメッセージを受信し配るためのメールサーバまたは他のメッセージング機能を含み得る
。メッセージは、インスタントメッセージ、キューメッセージ（ｑｕｅｕｅｄ　ｍｅｓｓ
ａｇｅ）（例えば電子メール）、テキストおよびＳＭＳメッセージ、または任意の他の好
適なメッセージング技術であり得る。
【００２３】
　アクションロガー２６０は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００上および
／または外で、ウェブサーバ２５０から会員アクションについての交信を受信することが
できる。ニュースフィード生成器２７０は、会員に関連する情報について会員毎に交信を
生成する。
【００２４】
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　一実施形態では、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００はまた、会員が第三
者ウェブサイト１４０に対し行うアクションを、ログ記録する。ソーシャルネットワーキ
ングウェブサイト１００は、多くの方法のうちの任意のものを介し、第三者ウェブサイト
１４０に対する会員のアクションを知り得る。例えば、第三者ウェブサイト１４０は、会
員による特定アクションが第三者ウェブサイト１４０上で発生すると、ソーシャルネット
ワーキングウェブサイト１００にメッセージを送信し得る。一例では、第三者ウェブサイ
ト１４０が、会員がアイテムを購入し得る商業ウェブサイトであれば、第三者ウェブサイ
ト１４０は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００の会員が第三者ウェブサイ
ト１４０上のアイテムを購入すると、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００に
通知し得る。
【００２５】
　別の実施形態では、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００は、現実世界のそ
の会員により行われるアクションを、ログ記録する。これらのアクションは、アクション
端末により記録され得、アクション端末は、認定アクション（ｑｕａｌｉｆｙｉｎｇ　ａ
ｃｔｉｏｎｓ）を観察し、次にそのアクションをソーシャルネットワーキングウェブサイ
ト１００に伝達する。通信は、電子メール、ＳＭＳ、または任意の他の適切な手段を介し
得る。ここで、伝達されたメッセージは、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１０
０が、アクションログ１６０をアクションについて記載するエントリで満たすのに十分な
情報を含む。アクション端末は、追跡される特定タイプのアクションのための任意の好適
な装置またはシステムを含み得る。
【００２６】
　一実施形態では、追跡されるアクションは、ソーシャルネットワーキングウェブサイト
１００の会員がクレジットカードを登録することにより任意選択的に選択し得るクレジッ
トカード決済である。登録済みクレジットカードが条件を満たす方法で使用されると（例
えば店舗販売時点情報管理（ＰＯＳ）でなされる購入）、クレジットカード会社（または
清算機関）は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００にメッセージを送信する
。このシナリオでは、クレジットカード会社または清算機関における計算システムは、ア
クション端末１５０として機能する。メッセージは、クレジットカード決済についての情
報（購入されたアイテム、日付、購入の場所など）を含み得る。こうしてソーシャルネッ
トワーキングシステムは、アクションログ１６０内のこの購入など現実世界アクション（
ｒｅａｌ－ｗｏｒｌｄ　ａｃｔｉｏｎｓ）を追跡する。
【００２７】
　追跡され得る現実世界アクションを示す別の例は、会員の位置に関与する。会員は、会
員の位置をソーシャルネットワーキングウェブサイト１００に伝達するために、測位技術
（例えばＧＰＳ）を有する携帯電話を構成設定し得る。これは例えば、電話内の測位ユニ
ットをポーリングし、会員の位置を含むメッセージをソーシャルネットワーキングウェブ
サイト１００に送信するアプリケーションを、携帯電話にダウンロードすることによって
達成され得る。これは、定期的に、または位置に関連付けられた特定のイベントをトリガ
すると、行われ得る。例えば、トリガイベント（ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ　ｅｖｅｎｔ）は
、特定の市内、またはレストラン、会社、または会場など特定の目的地に存在する会員を
含むことができる。本出願では、携帯電話（または他のＧＰＳ可能装置）は、アクション
端末１５０として機能する。
【００２８】
　追跡され得る現実世界アクションを示す別の例は、テレビシステム上で会員が何のプロ
グラム情報にアクセスしているかに関与する。テレビおよび／またはセットトップ受信器
は、アクション端末１５０として働き得、特定の時間に特定チャンネル上の特定のプログ
ラムを会員が視聴（または記録）しているということを示すメッセージを、送信し得る。
ここでも、これらの例は、いくつかのタイプの装置と、会員によるアクションとして捕捉
されソーシャルネットワーキングウェブサイト１００に伝達され得るアクションと、を示
すために提示される。特定の会員に関連付けられた現実世界アクションを捕捉し、その情
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報をソーシャルネットワーキングウェブサイト１００に送信するために、無限の種類の他
のアプリケーションが実装され得る。
【００２９】
　一定時間後、アクションログ１６０は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１０
０の会員によって行われたアクションを記載する多くのエントリで満たされるようになる
。したがって、アクションログ１６０は、会員のアクションについて非常に豊富な一式の
データを含み、会員と様々なオブジェクト間の親和性だけでなく会員のアクションの傾向
と関係も特定するように、解析されフィルタ処理されることができる。このアクションロ
グは、場合によっては、他の会員にとって関心がある可能性のあるアクションだけを含む
ように、フィルタ処理されることができる。
【００３０】
　これらの交信は、記事の形式を取り得る。それぞれの記事は、特定の会員に関連するア
クションログ内のアクションについての情報を１行または数行含む情報メッセージである
。記事は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１００の１または複数のページ（例
えば各会員のホームページまたはニュースフィードページ内の）を介し、会員に提示され
る。
【００３１】
　広告サーバ２８０は、広告選択アルゴリズム１７０を実行する。広告サーバ２８０は、
この目的のために広告要求データベース１７５とアクションログ１６０とに通信可能に結
合される。特定の実施形態では、スポンサー記事は、本質的に広告とは異なるが、広告サ
ーバ２８０を介し格納および配信され得る。特定の実施形態では、広告サーバ２８０は、
配信がスポンサー記事の配信かまたは広告の配信かに依存せず、スポンサー記事の配信の
要求を広告要求１７５と同一として処理する。したがって、広告サーバは、スポンサー記
事、静的広告、または動的に生成されたコンテンツを含む任意のタイプのソーシャル広告
の配信を、代理入札またはターゲット化し得る。特定の実施形態では、広告サーバ２８０
は、所定のアルゴリズムに従ってスポンサー記事配信と広告配信とを区別する。特定の実
施形態では、広告サーバ２８０は、広告／記事プロバイダの目的を最大化するために、多
くのターゲット要因に基づき広告区分化（ａｄ　ｓｅｃｔｉｏｎ）を行い得る。特定の実
施形態では、広告／記事プロバイダは、インプレッション（すなわち、広告／記事を見る
未ターゲット（ｕｎｔａｒｇｅｔｅｄ）／非一意的ユーザ（ｕｎｉｑｕｅ　ｕｓｅｒｓ）
）の数を可能な限り最大化しようとし得る。他の実施形態では、広告／記事プロバイダは
、自身の広告／記事をクリックする数を最大化することを望む場合もあり、このような場
合、広告システム２８０は、広告／記事をクリックする確率がもっとも高い一組のユーザ
を求め、それ（広告／記事）を該一組のユーザに表示する。
【００３２】
　広告サーバ２８０は、特定の会員のための広告を、またはスポンサー記事の要求を受信
する。広告またはスポンサー記事要求は、特定の会員への提示のために広告主またはノー
ドの管理者からの１または複数の広告／記事を表現する。一実施形態では、この要求は、
要求と共に会員の一意的会員識別子を含むことによって、具体的な会員を特定する。次に
、広告サーバ２８０は、広告要求データベース１７５内の広告／記事要求毎に、ターゲッ
ト化判定基準（あれば）を会員に適用する。広告／記事要求は、特定の判定基準に適合す
る会員だけに広告／記事を向けるために、一組のターゲット化判定基準を特定し得る。例
示的ターゲット化判定基準は、音楽に関心のある１８歳～３０歳の任意の会員を特定し得
る。特定の実施形態では、ターゲット化判定基準は、会員のプロファイルからの性別、年
令、学歴、地理的場所、雇用タイプ、または他のデータなど様々なユーザの人口統計学的
データを記載する。
【００３３】
　ターゲット化判定基準はまた、会員と、ソーシャルネットワーキングウェブサイト１０
０上および／または外で発生する会員によるアクションとの関連性を記載し得、ターゲッ
ト化判定基準が会員のプロファイルよりも多くのことを考慮できるようにする。ターゲッ
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ト化判定基準に含まれるアクションの例としては、別の会員へメッセージを送信すること
、第三者アプリケーションを使用すること、グループに参加すること、グループを離れる
こと、イベント説明を生成すること、オンライン市場を利用して製品またはサービスを購
入またはレビューすること、第三者ウェブサイトから情報を要求すること、またはソーシ
ャルネットワーキングウェブサイト１００または第三者ウェブサイト１４０により格納さ
れたデータの他の修正または検索が挙げられる。これにより、ターゲット化判定基準は、
会員により行われると、会員を広告またはスポンサー記事の潜在的ターゲットとして特定
する１または複数のアクションを特定できるようになる。例えば、ターゲット化判定基準
は、車の特定のブランドまたはモデルを記載するコンテンツに最近アクセスした会員を特
定し得る。したがって、ターゲット化判定基準はまた、会員により行われるアクションを
考慮し得、会員アクティビティおよび／または関心についての追加情報が、会員に関連す
る広告／記事を選択するために使用されるようにする。したがって、広告サーバ２８０は
、この広告要求を会員のために使用すべきかまたは無視すべきかを判断するために、これ
らのターゲット化判定基準を、特定の会員と、特定の会員に関連付けられた格納済みアク
ションとに適用するだろう。これは次に、各広告／記事要求に含まれる対応ターゲット化
判定基準を使用することにより、広告／記事要求毎に繰り返されるだろう。会員に関連付
けられたメンバープロァイルおよびログ記録済みアクションに一致するターゲット化基準
を有する広告／記事要求は、そのプロファイルがターゲット化判定基準に一致する会員に
関係する可能性のある候補広告／記事として、特定される。
【００３４】
　一実施形態では、候補広告／記事のどれを表示するかを選択するために、広告サーバ２
８０は、候補広告／記事のそれぞれの期待値を計算する。一実施形態では、期待値は、広
告が潜在的受信者によりクリックされる推定確率により重み付けられた広告／記事のクリ
ック毎入札価格の関数として、計算される。広告／記事を特定の会員がクリックする確率
を推定するために、広告サーバ２８０は、候補広告／記事に関連付けられたターゲット化
判定基準の会員の親和性の重み付け関数として、この確率を計算し得る。加えて、候補広
告／記事のそれぞれの期待値の計算は、広告／記事を要求する広告主またはノード管理者
についてのデータを含み得る。例えば、広告主またはノード管理者によりターゲット化さ
れる会員の数は、入札価格に影響を与え得、これにより低い入札金額だが潜在的にアクセ
ス可能な会員の大きなグループを有する広告主からの候補広告／記事が、高い入札金額だ
が潜在的にアクセス可能な会員の小さなグループを有する広告主からの候補広告よりも高
い期待値を有することができるようにする。代案として、期待値は、ユーザによりアクセ
スされそしてソーシャルネットワーキングウェブサイト１００に収益を提供する可能性の
高い広告／記事がより高い期待値を有するように、ターゲット化判定基準と会員のプロフ
ァイルとの中の共通データの量によって重み付けられる。例えば、ターゲット化判定基準
が８つの要素を含み、会員プロファイルがターゲット化判定基準の４つの要素に一致すれ
ば、期待値は、会員プロファイルに一致するターゲット化判定基準要素の数とターゲット
化判定基準の数との比（すなわちこの例では０．５）によって重み付けられる。他の実施
形態では、ターゲット化判定基準と会員プロファイルとの様々な関数が、期待値を重み付
けるために使用される。
【００３５】
　特定の実施形態では、ソーシャルネットワークのユーザのための広告のターゲット化お
よび選択を最適化するために、ユーザについてソーシャルネットワーク上および外で収集
されたソーシャル情報は、ソーシャルネットワークのユーザについての関心を推測するた
めに活用される。ソーシャルネットワークは、ソーシャルネットワークのユーザ間の接続
のマッピングを特定するソーシャルグラフを維持し得る。ソーシャルネットワークはまた
、ソーシャルネットワーク内のユーザのそれぞれについての全体または部分的情報を含む
プロファイルを維持し得る。ソーシャルネットワークに利用可能な１または複数の広告は
、広告が特定のユーザをターゲット化すべきか否か判断するためのターゲット化判定基準
を、含み得る。ソーシャルネットワークは、ターゲット化判定基準を適用すべきそのユー
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ザのうちの何人かについての十分な情報を有し得るが、ソーシャルネットワークは、ター
ゲット化判定基準を適用すべき他のユーザについての十分な情報を有しないこともある。
広告をこの後者のグループのユーザにターゲット化する機会を見逃すよりはむしろ、実施
形態は、ソーシャルネットワークがターゲット化判定基準をユーザに適用するための十分
な情報を有していない場合には、特定のユーザが接続される他のユーザの情報を使用する
。ユーザの接続（例えばソーシャルネットワークにおける友人）がそのターゲット化判定
基準に基づき、ユーザの特定広告へのあり得る関心が広告に適した候補かどうかに基づき
推測されるので、これは、「推論的」広告ターゲット化と考えられ得る。
【００３６】
　特定の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザのユーザプロファ
イル情報は、ユーザのソーシャルネットワーキングシステム内の接続のユーザプロファイ
ルについての情報に基づき、推測される。推測されたユーザプロファイル属性は、年令、
性別、教育、所属、位置等を含み得る。ユーザプロファイル属性の値を推測するために、
システムは、ユーザの接続の属性に基づき合計値を決定し得る。信頼スコア（ｃｏｎｆｉ
ｄｅｎｃｅ　ｓｃｏｒｅ）もまた、推測された属性値に関連付けられ得る。ユーザプロフ
ァイル属性を推測するために解析される一組の接続は、属性、接続のタイプ、ユーザと接
続間のやり取りとに依存し得る。推測された属性値は、ユーザのプロファイルを更新する
ために、およびユーザに提示されるユーザに関連する情報を判断する（例えばユーザの推
測属性に基づき広告をユーザに向ける）ために使用され得る。
【００３７】
　特定の実施形態では、広告サーバ２８０は、上に説明したようなコストパークリック（
ＣＰＣ：ｃｏｓｔ－ｐｅｒ－ｃｌｉｃｋ）広告／記事が標準コストパーインプレッション
（ＣＰＭ：ｃｏｓｔ－ｐｅｒ－ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）広告／記事と競争する実効コスト
パーインプレッション（ｅＣＰＭ：ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｃｏｓｔ－ｐｅｒ－ｉｍｐｒｅ
ｓｓｉｏｎ）オークションを実行する。このような実施形態では、広告サーバ２８０は、
段落００３８において計算された期待値に１０００を掛けて広告／記事のｅＣＰＭを得る
。ｅＣＰＭは、ＣＰＭ広告／記事に対する標準ＣＰＭオークションにおいて使用される。
【００３８】
　候補広告またはスポンサー記事の期待値が計算されると、広告サーバ２８０は、最も高
い期待値を有する候補の広告／記事を選択する。したがって、選択される確率と、選択さ
れればウェブサイト１００に支払われることになる入札金額とのために、選択された広告
／記事は、最も大きな収益値をソーシャルネットワーキングウェブサイト１００にもたら
すものである。
【００３９】
　図３は、スポンサー記事を推奨するための推薦購読を実施するシステムのフローを示す
。工程３０１では、推薦購読システムは、ノード管理者から購読申し込みを受信する。購
読申し込み（ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）は、予算と期間（例えば１日当たり１０ドルま
たは１か月当たり１００ドル）など様々な情報を含み得る。
【００４０】
　工程３０２では、ノード管理者は、１または複数の記事仕様を入力する。特定の実施形
態では、記事仕様はまた、彼または彼女がスポンサー記事として推奨したいノード管理者
によって管理されるノード上のソーシャルやり取りのタイプを含む。例えば、ソーシャル
ネットワーク上のノードは、これらに限定しないが、ページ、場所、人、または複数の場
所を有する会社を含み得る。ノード管理者は、ノード上のどのソーシャルやり取りを彼ま
たは彼女がスポンサー記事として推奨したいかを記事仕様内に特定し得る。ソーシャルや
り取りは、限定するものではないが、タグ付け、共有、「いいね（ｌｉｋｉｎｇ）」、媒
体へのコメント、ステータス更新またはコメントでユーザについて言及すること、ユーザ
をイベントまたはゲームに招待するまたはその出欠の返事（ＲＳＶＰｉｎｇ）を依頼する
こと、などを含む。他のユーザやり取りは、限定するものではないが、「チェックイン」
、他の位置ベースソーシャルやり取り、第三者ウェブサイトからのリンクの共有、第三者
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サイトからのポストまたはページの「いいね」、それらを購入、換金、取引および他のプ
ロモーションと契約すること、ソーシャルネットワーク上または外でのアプリケーション
とのやり取りを含む。特定の実施形態では、ノードに対する推測ソーシャルアクションも
また検出される。推測ソーシャルアクションは、ノードまたはノード管理者によって、投
稿またはコメントに対しソーシャルアクションを行う。
【００４１】
　特定の実施形態では、記事仕様情報もまた、上に説明したようなターゲット化判定基準
を含み得る。ターゲット化は、会員統計（年令、性別、位置、誕生日、年令、教育水準、
雇用者、雇用タイプ、職歴と経験、趣味および／または嗜好）などの１または複数の要因
に基づき得る。これらの要因は、会員のプロファイル上への列記など明示的な会員の発言
から、他の会員またはエンティティへの接続を、またはソーシャルネットワーキングサイ
ト上および外のユーザ入力テキストを介し、取り出し得る。別の実施形態では、これらの
要因は、暗黙的であり得る、またはソーシャルネットワークにより推測され得る。特定の
実施形態では、ノード管理者は、すべてのユーザとアクションにわたって、「広いターゲ
ット」判定基準（すなわち年齢などの単一要因によるターゲット化）を特定し得る。
【００４２】
　工程３０３では、スポンサー記事システムは、ソーシャルネットワーク１００において
生成されるすべての集合ソーシャル記事のアクティビティストリームを監視し、受信され
たスポンサー記事仕様のいずれかへの一致を検索する。ソーシャル記事は、ユーザのやり
取りまたは概念ノード（ｃｏｎｃｅｐｔ　ｎｏｄｅｓ）によって生成される任意の記事を
含む。一致が工程３０４で見つかれば、アクティビティストリーム内の記事は、スポンサ
ー記事にフォーマットされ、工程３０５において代理入札者は、スポンサー記事の配信に
対し代理ターゲット化および入札（ｐｒｏｘｙ　ｔａｒｇｅｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｂｉｄｓ
）を行う。
【００４３】
　特定の実施形態では、代理ターゲット化は、ノード管理者に要求される関与を低減する
機械学習の別の形式である。例えば、ノード管理者がいかなるターゲット化も特定しなけ
れば、システムは、ノードページのコンテンツからノードの固有人口統計学的データがあ
るか否か判断することになる。例えばページに関連付けられた場所があれば、スポンサー
記事は、地理的場所内のユーザを自動的にターゲットとすることになる。広告システム２
８０は、広告またはスポンサー記事内に表示されるユーザの応答を監視することによって
、代理ターゲット化を調整する。例えば、スポンサー記事が一組のユーザに最初にターゲ
ット化され、一組のターゲット化されたユーザの一部（ｓｕｂｓｅｔ）だけが応答すれば
、広告サーバ２８０は、応答するユーザ間の共通人口統計（ｃｏｍｍｏｎ　ｄｅｍｏｇｒ
ａｐｈｉｃ）を探し、それらのユーザを特にターゲットとする。
【００４４】
　工程３０６では、代理入札アルゴリズムは、図５に説明されるように、スポンサー記事
の配信または広告サーバ２８０の広告に理知的に入札する。
　この処理は、購読の期間が終了するまで、記事仕様に一致するすべてのアクティビティ
ストリーム記事について繰り返される。工程３０７では、広告システム２８０は、配信の
報告をノード管理者に送信する。
【００４５】
　特定の実施形態では、報告は、スポンサー記事の配信についての多くの統計をユーザへ
配信し得る。例えば、報告は、到達したユーザの数、インプレッションの数、クリックの
数、ビデオを再生する、投稿等を好むなどのインラインアクションの数などの基本統計を
含み得る。特定の実施形態では、報告は、スポンサー記事の配信後またはインプレッショ
ン後のノードに対する支持（ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）など変化の（ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ
）追跡を含み得る。変化の追跡は、特定の実施形態では、ソーシャルネットワーク外のユ
ーザアクションを考慮し得る。特定の実施形態では、提供される報告のレベルは、ノード
管理者により選択される購読レベルに依存する。
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【００４６】
　図４に、購読レベルを選択するために、ノード管理者に提供される例示的ＧＵＩを示す
。この例では、ノード管理者は３つの月毎価格レベル（ｍｏｎｔｈｌｙ　ｐｒｉｃｉｎｇ
　ｌｅｖｅｌｓ）、すなわちプラチナ、シルバー、ブロンズを与えられる。特定の実施形
態では、レベルは、代理入札者が毎月支出することを許される予算に対応する。特定の実
施形態では、様々なレベルはまた、ノード管理者のアカウントに適用される特徴を含む。
例えば、１つのペイフォーテクノロジ（ｐａｙ－ｆｏｒ－ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）特徴は
、バニティＵＲＬを得るための要件を通常は満たさないであろうノードに対してもカスタ
ムバニティＵＲＬを含むことになる。特定の実施形態では、或るレベルは、より詳しい報
告を含む。
【００４７】
　特定の実施形態では、購読ＧＵＩは、ノード管理者が任意の自動更新毎月予算を入力で
きるようにする。特定の実施形態では、購読ＧＵＩは、ノード管理者が任意期間の間に任
意の自動更新予算を入力できるようにする。特定の実施形態では、ノード管理者は、スラ
イダ、ドロップダウン、または自由テキストフィールドを含むＧＵＩを使用することによ
って、任意の予算を入力する。特定の実施形態では、ノード管理者は、インプレッション
、視聴、またはクリックの数を最大化することなど、スポンサー記事キャンペーンの一組
の目標、または重み付けられた複数の目標の混合を与えられる。
【００４８】
　図５に、代理入札アルゴリズムの動作を示す。工程５０１では、スポンサー記事の初期
入札が決定される。特定の実施形態では、ノード管理者は、初期入札価格を入力する。特
定の実施形態では、代理入札者は、スポンサー記事に関係する様々な要因に基づき初期入
札価格を決定する。このような要因としては、限定するものではないが、特定期間の予算
、ノードに対する支持レベル（ノードに対する推薦またはソーシャルアクションの数）、
潜在的オーディエンスサイズ、スポンサー記事を生成する推薦のタイプが挙げられる。し
かし、以下に説明するように、代理入札者が、スポンサー記事の配信を監視することによ
りフィードバックを受信し、このフィードバックに従って入札を調整するので、初期入札
は、全体の入札戦略の決定論的なものではない。工程５０２では、入札は、システムに入
力される。
【００４９】
　工程５０３では、代理入札者は、スポンサー記事の配信を監視する。多くの要因は、ス
ポンサー記事の配信に影響を与える。最初に、ノードの支持レベルが考慮される。特定の
実施形態では、支持レベルは、スポンサー記事の数と、スポンサー記事を生成する推薦を
行うユーザの適格な接続による（または、推薦がノード管理者により生成される場合には
ノードのファンよる）インプレッションの平均数との乗法積（ｍｕｌｔｉｃａｔｉｖｅ　
ｐｒｏｄｕｃｔ）である。他のすべての要因が等しいとすると、低い支持（すなわちノー
ドのより少ない推薦）を有するノードが有する、ユーザに表示されるべきスポンサー記事
は、本質的少ないであろう。同様に、友人が少ないかいないユーザによって、またはファ
ンの少ないノード管理者によって一貫して支持されるノードは、比較的支持されない（ｕ
ｎｅｎｇａｇｅｄ）ノードと考えられる。代理入札者は、ノードの支持の程度を監視し、
低支持を有するノードによって生成されるスポンサー記事に、より高値でより積極的に入
札する。逆に、高支持ノード（すなわちユーザにより頻繁に推薦され、したがって複数の
スポンサー記事を有するノード）によって生成されるスポンサー記事は、代理入札者によ
って積極的には入札されない。
【００５０】
　スポンサー記事の配信に影響を与える別の要因は、同記事の潜在的オーディエンスサイ
ズ（ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ａｕｄｉｅｎｃｅ　ｓｉｚｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｔｏｒｙ）で
ある。ノード管理者は、そのスポンサー記事を、正確な数の人口統計学的なユーザにだけ
表示することを望む場合もある。ここで、ユーザは、例えば或る音楽に対し親和性を有す
るユーザや、所与の地理的場所に位置するユーザなどである。さらに、様々な種類の推薦
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は、様々な時間的寿命（ｔｅｍｐｏｒａｌ　ｌｉｖｅｓ）を有する。例えば、チェックイ
ンは、推薦後の短い期間だけ適切であり得る。したがって、スポンサー記事の特定ターゲ
ットオーディエンスと、スポンサー記事を生成する推薦の種類とに基づき、潜在的オーデ
ィエンスは、著しく変化する。他のすべての要因が等しいとすると、代理入札アルゴリズ
ムは、より少ないオーディエンスを有するスポンサー記事に対し、より積極的に（より高
く）入札し得る。
【００５１】
　スポンサー記事の配信に影響を与える別の要因は、フリークエンシーキャップ（ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｃａｐ）である。特定の実施形態では、すべてのスポンサー記事は、所与
のユーザが所定期間内に特定のスポンサー記事を示され得る回数を制限するフリークエン
シーキャップに従う。例えば、フリークエンシーキャップは、特定のスポンサー記事の表
示を１日に３回以下に、または１週間に６回以下に制限し得る。特定の実施形態では、フ
リークエンシーキャップは、１日当たり５インプレッションに設定され、週毎制限は、日
毎制限の３倍、すなわち１週当たり１５回である。
【００５２】
　代理入札者は、推薦購読に特定される予算金額が指定期間の終了までに十分に支出され
るが超過しないように、スポンサー記事の入札金額を増加または低減するペーシングアル
ゴリズム（ｐａｃｉｎｇ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）によって、主として制御される。このペ
ーシングアルゴリズムは、所与のスポンサー記事またはスポンサー記事キャンペーンの経
験的配信データだけでなく、上述した要因を考慮する。一例として、代理入札者ペーシン
グアルゴリズムの機能は、最も良く説明される。
【００５３】
　例えば、＄１００／月のスポンサー記事を購読する特定ノード管理者を取り上げる。初
期入札を入力した後（入札金額は入札戦略全体を規制しない）、代理入札アルゴリズムは
、スポンサー記事の配信を監視する。特定の実施形態では、ペーシングアルゴリズムは、
（推薦数／時間）×（現在の入札価格）×（期間が終了するまでの時間）が＄１００を超
過するかどうかに関し単純な計算を行うことになる。ノードが高く支持されれば、すなわ
ち入札するための複数の推薦があり、現在の入札価格で継続すると月末までに＄１００を
越えることになれば、代理入札者はその入札を低減する（工程５０６）。逆に、推薦の発
生率が低い支持されないノードについては、現在の入札で継続すると、月末までには＄１
００よりはるかに低い配信となる。したがって、代理入札者は、広告サーバ２８０に入る
推薦に、より積極的に入札することになる。
【００５４】
　代理入札者は、ノードのスポンサー記事の経験的配信を引き続き監視することによって
、入札する際にすべての前述の要因を考慮する。したがって、代理入札者がペーシングア
ルゴリズムの使用を介しノード管理者の購読レベルに相応したレベルでノード推薦の配信
を保証する価格に入札することになるので、初期入札は、最重要ではない。したがって、
フィードバックシステムが存在するために、代理入札者によって採用される入札価格は、
引き続き流動的である。
【００５５】
　しかし、代理入札者がその購読量を満足するのに十分に高く入札することが単にできな
い特定のシナリオがある。第１のシナリオは、支持のレベルが単純に余りに低い場合であ
る。例えば、代理入札者ができるだけ積極的に入札すれば、すなわちすべてのスポンサー
記事オークションに勝つがスポンサー記事を生成するノードに対する推薦が全く無ければ
、代理入札者は、購読予算を満足する配信価格を数学的には生成できない。２番目のシナ
リオは、推薦がフリークエンシーキャップを越えるときに発生する。例えば、代理入札者
が、その入札金額を増すことによりユーザに、より多くのスポンサー記事を配信し得、す
なわち、まだ最大入札値ではないが、そのようにすると同じスポンサー記事のユーザにフ
リークエンシーキャップを越えて配信することとなり得、そして入札すべき他の推薦が無
ければ、代理入札システムは、予算分のスポンサー記事を配信することができない。配信
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価格が購読量に見合うことができない別のシナリオは、ノード管理者または代理ターゲッ
タ（ｐｒｏｘｙ　ｔａｒｇｅｔｅｒ）が小さな地理的場所などの非常に狭いターゲット化
を特定したときに、発生する。
【００５６】
　このような場合、ペーシングアルゴリズムは、観測された配信が動的に計算された閾値
を下回るか否か判断する。工程５０４では、ペーシングアルゴリズムは、支持レベルがこ
の閾値を下回るか否か判断し、次に、工程５０５においてスポンサー記事システムは、ノ
ードのバックフィルを生成する。
【００５７】
　バックフィルは、ノードのスポンサー記事に似た動的に生成された広告を指す。特定の
実施形態では、これらは、創造的な管理者無しにスポンサー記事システムによって、生成
される。バックフィルが生成されると、それは、任意の他のスポンサー記事のように工程
５０２においてシステム内に入れられ、代理入札者は、工程５０３においてバックフィル
の配信を監視することに戻る。
【００５８】
　特定の実施形態では、バックフィルは、ユーザがやり取りするアクションアイテム（ノ
ードまたはノードのポストに対しソーシャルアクションを行うためのリンク等）を含む。
これらのアクションアイテムは、ユーザによってやり取りされると、次にスポンサー記事
へ推奨され得るノードの推薦を生成する。したがって、バックフィルは、スポンサー記事
に入札するために実際のノード支持（ｎｏｄｅ　ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）を生成する。こ
の意味において、バックフィルの生成は、システム内に入れられた後にノード支持が自然
に増すことになるので、「呼び水を入れること（ｐｒｉｍｉｎｇ　ｔｈｅ　ｐｕｍｐ）」
と考えられ得る。ペーシングアルゴリズムは、スポンサー記事の配信とノード支持とを一
貫して監視することによって、実際のユーザ支持に基づき予算が支出され得るレベルにノ
ード支持が達するまで、バックフィルを連続的に配信することができる。したがって、代
理入札者は、ノード管理者の購読レベルに相応したスポンサー記事配信のレベルを配信し
ようとする。
【００５９】
　図６には、例示的コンピュータシステム６００を示す。特定の実施形態では、１または
複数のコンピュータシステム６００は、本明細書に記載または図示された１または複数の
方法の１または複数の工程を行う。特定の実施形態では、１または複数のコンピュータシ
ステム６００は本明細書に記載または図示された機能を提供する。特定の実施形態では、
１または複数のコンピュータシステム６００上で実行するソフトウェアは、本明細書に記
載または図示された１または複数の方法の１または複数の工程を行う、または本明細書に
記載または図示された機能を提供する。特定の実施形態は、１または複数のコンピュータ
システム６００の１または複数の部分を含む。
【００６０】
　本開示は、任意の好適な数のコンピュータシステム６００を企図する。本開示は、任意
の好適な物理的形式をとるコンピュータシステム６００を企図する。限定としてではなく
一例として、コンピュータシステム６００は、埋込式コンピュータシステム、システムオ
ンチップ（ＳＯＣ）、シングルボードコンピュータシステム（ＳＢＣ）（例えばコンピュ
ータオンモジュール（ＣＯＭ：ｃｏｍｐｕｔｅｒ－ｏｎ－ｍｏｄｕｌｅ）またはシステム
オンモジュール（ＳＯＭ：ｓｙｓｔｅｍ－ｏｎ－ｍｏｄｕｌｅ）など）、デスクトップコ
ンピュータシステム、ラップトップまたはノートブックコンピュータシステム、会話型キ
オスク、メインフレーム、コンピュータシステムのメッシュ、携帯電話、携帯情報端末（
ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、サーバ、タブレッ
トコンピュータシステム、またはこれらの２つ以上の組合せであり得る。適切な場合には
、コンピュータシステム６００は１または複数のコンピュータシステム６００を含み、単
一または分散型であり、複数の場所に広がり、複数の機械装置に広がり、複数のデータセ
ンタに広がり得る、または、１または複数のネットワーク内に１または複数のクラウド部
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品を含み得るクラウド内に存在し得る。適切な場合には、１または複数のコンピュータシ
ステム６００は、ほぼ空間的または時間的制限無しに、本明細書に記載または図示された
１または複数の方法の１または複数の工程を行い得る。限定としてではなく一例として、
１または複数のコンピュータシステム６００は、リアルタイムでまたはバッチモードで、
本明細書に記載または図示された１または複数の方法の１または複数の工程を行い得る。
１または複数のコンピュータシステム６００は、適切な場合、本明細書に記載または図示
された１または複数の方法の１または複数の工程を様々な時間にまたは様々な場所で行い
得る。
【００６１】
　特定の実施形態では、コンピュータシステム６００は、プロセッサ６０２、メモリ６０
４、記憶装置６０６、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース６０８、通信インターフェース
６１０、およびバス６１２を含む。本開示は特定の配置における特定の数の特定部品を有
する特定のコンピュータシステムについて説明し図示するが、本開示は任意の好適な配置
における任意の好適な数の任意の好適な部品を有する任意の好適なコンピュータシステム
を企図する。
【００６２】
　特定の実施形態では、プロセッサ６０２は、コンピュータプログラムを構成するような
命令を実行するためのハードウェアを含む。限定としてではなく一例として、命令を実行
するために、プロセッサ６０２は、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ６０４、また
は記憶装置６０６から命令を取り出し（またはフェッチし）、それらを復号化し実行し、
次に、１または複数の結果を内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ６０４、または記憶
装置６０６へ書き込み得る。特定の実施形態では、プロセッサ６０２は、データ、命令、
またはアドレス用の１または複数の内部キャッシュを含み得る。本開示は、適切な場合、
任意の好適な数の任意の好適な内部キャッシュを含むプロセッサ６０２を企図する。限定
としてではなく一例として、プロセッサ６０２は、１または複数の命令キャッシュ、１ま
たは複数のデータキャッシュ、および１または複数の変換索引バッファ（ＴＬＢ：ｔｒａ
ｎｓｌａｔｉｏｎ　ｌｏｏｋａｓｉｄｅ　ｂｕｆｆｅｒ）を含み得る。命令キャッシュ内
の命令は、メモリ６０４または記憶装置６０６内の命令の複製であり得、命令キャッシュ
は、プロセッサ６０２によるそれらの命令の取り出しを速め得る。データキャッシュ内の
データは、プロセッサ６０２において実行して作用する命令用のメモリ６０４または記憶
装置６０６内のデータの複製、プロセッサ６０２において実行するその後の命令によるア
クセスのためのまたはメモリ６０４または記憶装置６０６に書き込むためのプロセッサ６
０２において実行された以前の命令の結果、または他の好適なデータであり得る。データ
キャッシュはプロセッサ６０２による書き込みまたは読み取り動作を速め得る。ＴＬＢは
、プロセッサ６０２の仮想アドレス変換を速め得る。特定の実施形態では、プロセッサ６
０２は、データ、命令、またはアドレス用の１または複数の内部レジスタを含み得る。本
開示は、適切な場合、任意の好適な数の任意の好適な内部レジスタを含むプロセッサ６０
２を企図する。適切な場合、プロセッサ６０２は１または複数の演算装置（ＡＬＵ）を含
み、マルチコアプロセッサであり得る、または１または複数のプロセッサ６０２を含み得
る。本開示は特定のプロセッサについて説明し図示するが、本開示は任意の好適なプロセ
ッサも企図する。
【００６３】
　特定の実施形態では、メモリ６０４は、プロセッサ６０２が実行する命令またはプロセ
ッサ６０２が作用するデータを記憶するためのメインメモリを含む。限定としてではなく
一例として、コンピュータシステム６００は、命令を、記憶装置６０６または別のソース
（例えば別のコンピュータシステム６００等）からメモリ６０４にロードし得る。次に、
プロセッサ６０２は、命令をメモリ６０４から内部レジスタまたは内部キャッシュへロー
ドし得る。命令を実行するために、プロセッサ６０２は、内部レジスタまたは内部キャッ
シュから命令を取り出し、それらを復号し得る。命令の実行中または実行後、プロセッサ
６０２は、１または複数の結果（中間または最終結果であり得る）を内部レジスタまたは
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内部キャッシュへ書き込み得る。次に、プロセッサ６０２はそれらの結果の１または複数
をメモリ６０４に書き込み得る。特定の実施形態では、プロセッサ６０２は、１または複
数の内部レジスタまたは内部キャッシュ内またはメモリ６０４内の命令だけを実行し（記
憶装置６０６または他のどこかとは対照的に）、１または複数の内部レジスタまたは内部
キャッシュ内またはメモリ６０４内のデータだけに作用する（記憶装置６０６または他の
どこかとは対照的に）。１または複数のメモリバス（それぞれアドレスバスとデータバス
を含み得る）は、プロセッサ６０２をメモリ６０４に結合し得る。バス６１２は、以下に
述べるように１または複数のメモリバスを含み得る。特定の実施形態では、１または複数
のメモリ管理ユニット（ＭＭＵ：ｍｅｍｏｒｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｕｎｉｔ）は、
プロセッサ６０２とメモリ６０４間に存在し、プロセッサ６０２によって要求されるメモ
リ６０４へのアクセスを容易にする。特定の実施形態では、メモリ６０４は、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）を含む。このＲＡＭは、適切な場合、揮発性メモリであってよい
。適切な場合、このＲＡＭは、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）またはスタティックＲＡ
Ｍ（ＳＲＡＭ）であってよい。さらに、適切な場合、このＲＡＭはシングルポートまたは
マルチポートＲＡＭであってよい。本開示は、任意の好適なＲＡＭを企図する。メモリ６
０４は、適切な場合、１または複数のメモリ６０４を含み得る。本開示は特定のメモリに
ついて説明し図示するが、本開示は任意の好適なメモリをも企図する。
【００６４】
　特定の実施形態では、記憶装置６０６はデータまたは命令用の大容量記憶装置を含む。
限定としてではなく一例として、記憶装置６０６は、ＨＤＤ、フロッピー（登録商標）デ
ィスク駆動装置、フラッシュメモリ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、ユニバ
ーサルシリアルバス（ＵＳＢ）駆動装置、またはこれらの２つ以上の組合せを含み得る。
記憶装置６０６は、適切な場合、着脱可能または着脱不能（すなわち固定）媒体を含み得
る。記憶装置６０６は、適切な場合、コンピュータシステム６００内にまたはコンピュー
タシステム６００外にあってよい。特定の実施形態では、記憶装置６０６は不揮発性固体
メモリである。特定の実施形態では、記憶装置６０６は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）
を含む。適切な場合、このＲＯＭは、マスクプログラムＲＯＭ、プログラマブルＲＯＭ（
ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去書き込み可能ＰＲＯＭ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）、電気的可変ＲＯＭ（ＥＡＲＯＭ：ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ａｌｔｅｒａ
ｂｌｅ　ＲＯＭ）、またはフラッシュメモリ、またはこれらの２つ以上の組合せであり得
る。本開示は、任意の好適な物理的形式をとる大容量記憶装置６０６を企図する。記憶装
置６０６は、適切な場合、プロセッサ６０２と記憶装置６０６との間の通信を容易にする
１または複数の記憶制御機構を含み得る。適切な場合、記憶装置６０６は１または複数の
記憶装置６０６を含み得る。本開示は特定の記憶装置について説明し図示するが、本開示
は任意の好適な記憶装置をも企図する。
【００６５】
　特定の実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェース６０８は、コンピュータシステム６００
と１または複数のＩ／Ｏ装置間の通信のための１または複数のインターフェースを提供す
るハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。コンピュータシステム６００は
、適切な場合、これらのＩ／Ｏ装置の１または複数を含み得る。これらのＩ／Ｏ装置の１
または複数は、人とコンピュータシステム６００間の通信を可能にし得る。限定としてで
はなく一例として、Ｉ／Ｏ装置は、キーボード、キーパッド、マイクロホン、モニタ、マ
ウス、プリンタ、スキャナ、スピーカ、スチールカメラ、スタイラス、タブレット、タッ
チスクリーン、トラックボール、ビデオカメラ、別の好適なＩ／Ｏ装置、またはこれらの
２つ以上の組合せを含み得る。Ｉ／Ｏ装置は１または複数のセンサを含み得る。本開示は
任意の好適なＩ／Ｏ装置と任意の好適なＩ／Ｏインターフェース６０８を企図する。適切
な場合、Ｉ／Ｏインターフェース６０８は、プロセッサ６０２がこれらのＩ／Ｏ装置の１
または複数を駆動できるようにする１または複数の装置またはソフトウェアドライバを含
み得る。Ｉ／Ｏインターフェース６０８は、適切な場合、１または複数のＩ／Ｏインター
フェース６０８を含み得る。本開示は特定のＩ／Ｏインターフェースについて説明し図示
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するが、本開示は任意の好適なＩ／Ｏインターフェースを企図する。
【００６６】
　特定の実施形態では、通信インターフェース６１０は、コンピュータシステム６００と
１または複数のコンピュータシステム６００、または１または複数のネットワーク間の通
信（例えばパケットベースの通信等）のための１または複数のインターフェースを提供す
るハードウェア、ソフトウェアまたはその両方を含む。限定としてではなく一例として、
通信インターフェース６１０は、イーサネット（登録商標）または他の有線ベースのネッ
トワークに通信するためのネットワークインタフェース制御装置（ＮＩＣ：ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）またはネットワークアダプタ、または
ＷＩ－ＦＩネットワーク等の無線ネットワークに通信するための無線ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）
または無線アダプタを含み得る。本開示は、任意の好適なネットワークと任意の好適な通
信インターフェース６１０を企図する。限定としてではなく一例として、コンピュータシ
ステム６００は、アドホックネットワーク、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）、
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタン
エリアネットワーク（ＭＡＮ）、インターネットの１または複数の部分、またはこれらの
２つ以上の組合せに通信し得る。これらのネットワークの１または複数のネットワークの
１または複数の部分は有線または無線であり得る。一例として、コンピュータシステム６
００は、無線ＰＡＮ（ＷＰＡＮ）（例えばブルートゥースＷＰＡＮ等）、ＷＩ－ＦＩネッ
トワーク、ＷＩ－ＭＡＸネットワーク、携帯電話ネットワーク（例えばグローバル移動体
通信システム（ＧＳＭ（登録商標）：Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）ネットワーク等）、他の好適な無線ネットワーク、
またはこれらの２つ以上の組合せに通信し得る。コンピュータシステム６００は、適切な
場合、これらのネットワークのうちの任意のネットワークの任意の好適な通信インターフ
ェース６１０を含み得る。通信インターフェース６１０は、適切な場合、１または複数の
通信インターフェース６１０を含み得る。本開示は特定の通信インターフェースについて
説明し図示するが、本開示は任意の好適な通信インターフェースをも企図する。
【００６７】
　特定の実施形態では、バス６１２は、コンピュータシステム６００の部品と互いに結合
するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。限定としてではなく一例とし
て、バス６１２は、アクセラレイテッドグラフィックポート（ＡＧＰ）または他のグラフ
ィックバス、強化型業界標準アーキテクチャ（ＥＩＳＡ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｄｕｓ
ｔｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、フロントサイドバス（Ｆ
ＳＢ）、ハイパートランスポート（ＨＴ）相互接続、業界標準アーキテクチャ（ＩＳＡ）
バス、インフィニバンド（ＩＮＦＩＮＩＢＡＮＤ）相互接続、ローピンカウント（ＬＰＣ
：ｌｏｗ－ｐｉｎ－ｃｏｕｎｔ）バス、メモリバス、マイクロチャネルアーキテクチャ（
ＭＣＡ）バス、周辺部品相互接続（ＰＣＩ：Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）、ＰＣＩエクスプレス（ＰＣＩ－Ｘ：ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅ
ｓｓ）バス、シリアルアドバンストテクノロジアタッチメント（ＳＡＴＡ：ｓｅｒｉａｌ
　ａｄｖａｎｃｅｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）バス、ビデオ電子
装置規格化協会ローカルバス（ＶＬＢ：Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎ
ｄａｒｄｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｌｏｃａｌ）、別の好適なバス、またはこれらの
２つ以上の組合せを含み得る。バス６１２は、適切な場合、１または複数のバス６１２を
含み得る。本開示は特定のバスについて説明し図示するが、本開示は任意の好適なバスま
たは相互接続を企図する。
【００６８】
　本明細書では、コンピュータ可読記憶媒体への参照は、１または複数の非一時的、有形
、コンピュータ可読記憶媒体を有する構造を包含する。限定としてではなく一例として、
コンピュータ可読記憶媒体は、適切な場合、半導体ベースまたは他の集積化回路（ＩＣ）
（例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または特定用途ＩＣ（Ａ
ＳＩＣ）等）、ハードディスク、ＨＤＤ、ハイブリッドハードディスク駆動装置（ＨＨＤ
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：ｈｙｂｒｉｄ　ｈａｒｄ　ｄｒｉｖｅ）、光ディスク、光ディスクドライブ（ＯＤＤ）
、光磁気ディスク、光磁気駆動装置、フロッピー（登録商標）ディスク、フロッピー（登
録商標）ディスク駆動装置（ＦＤＤ）、磁気テープ、ホログラフィック記憶媒体、固体駆
動装置（ＳＳＤ：ｓｏｌｉｄ－ｓｔａｔｅ　ｄｒｉｖｅ）、ＲＡＭ駆動装置、セキュアデ
ジタル（ＳＥＣＵＲＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ）カード、セキュアデジタル駆動装置、別の好適
なコンピュータ可読記憶媒体、またはこれらの２つ以上の組合せを含み得る。本明細書で
は、コンピュータ可読記憶媒体への参照は、米国特許法第１０１条下の特許権保護を受け
る資格が無いいかなる媒体も除外する。本明細書では、コンピュータ可読記憶媒体への参
照は、米国特許法第１０１条下の特許権保護を受ける資格が無い限り、信号送信の一時的
形式（電気的または電磁気的伝播信号自体等）を除外する。コンピュータ可読非一時的記
憶媒体は、適切な場合、不揮発性、揮発性、または揮発性と不揮発性との組合せであり得
る。
【００６９】
　本開示は、任意の好適な記憶装置を実施する１または複数のコンピュータ可読記憶媒体
を企図する。特定の実施形態では、コンピュータ可読記憶媒体は、適切な場合、プロセッ
サ６０２の１または複数の部分（例えば１または複数の内部レジスタまたはキャッシュ等
）、メモリ６０４の１または複数の部分、記憶装置６０６の１または複数の部分、または
これらの組合せを実装する。特定の実施形態では、コンピュータ可読記憶媒体はＲＡＭま
たはＲＯＭを実装する。特定の実施形態では、コンピュータ可読記憶媒体は揮発性または
持続性メモリを実装する。特定の実施形態では、１または複数のコンピュータ可読記憶媒
体はソフトウェアを具現する。本明細書では、ソフトウェアへの参照は、適切な場合、１
または複数のアプリケーション、バイトコード、１または複数のコンピュータプログラム
、１または複数の実行ファイル、１または複数の命令、論理、マシンコード、１または複
数のスクリプト、またはソースコードを包含し得、逆もまた同様である。特定の実施形態
では、ソフトウェアは１または複数のアプリケーションプログラムインターフェイス（Ａ
ＰＩ）を含む。本開示は、任意の好適なプログラミング言語またはプログラミング言語の
組合せで書かれるまたはそうでなければ表現される任意の好適なソフトウェアを企図する
。特定の実施形態では、ソフトウェアはソースコードまたはオブジェクトコードとして表
現される。特定の実施形態では、ソフトウェアは、例えばＣ、Ｐｅｒｌ、または好適なそ
の拡張版などのハイレベルプログラミング言語で表現される。特定の実施形態では、ソフ
トウェアは、アセンブリ言語（またはマシンコード）等のローレベルプログラミング言語
で表現される。特定の実施形態では、ソフトウェアはＪＡＶＡ（登録商標）で表現される
。特定の実施形態では、ソフトウェアは、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ
：Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）、エクステンシブルマーク
アップランゲージ（ＸＭＬ：Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）
、または他の好適なマークアップ言語で表現される。
【００７０】
　図７に、例示的ネットワーク環境７００を示す。本開示は任意の好適なネットワーク環
境７００を企図する。限定としてではなく一例として、本開示は、クライアントサーバモ
デルを実施するネットワーク環境７００について説明し例示するが、本開示は、適切な場
合、ピア・ツー・ピアであるネットワーク環境７００の１または複数の部分を企図する。
特定の実施形態は、１または複数のネットワーク環境７００において全体的または部分的
に動作し得る。特定の実施形態では、ネットワーク環境７００の１または複数の要素は本
明細書に記載または図示された機能を提供する。特定の実施形態はネットワーク環境７０
０の１または複数の部分を含む。ネットワーク環境７００は、１または複数のサーバ７２
０と１または複数のクライアント７３０を互いに結合するネットワーク７１０を含む。本
開示は任意の好適なネットワーク７１０を企図する。限定としてではなく一例として、ネ
ットワーク７１０の１または複数の部分は、アドホックネットワーク、イントラネット、
エクストラネット、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ：ｖｉｒｔｕａｌ　ｐｒｉｖ
ａｔｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、無線ＬＡＮ（ＷＬ
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ＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、無線ＷＡＮ（ＷＷＡＮ）、メトロポリタンエリア
ネットワーク（ＭＡＮ）、インターネットの一部、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ：Ｐｕｂｌ
ｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の一部、携帯電話ネッ
トワーク、またはこれらの２つ以上の組合せを含み得る。ネットワーク－７１０は１また
は複数のネットワーク７９を含み得る。
【００７１】
　リンク７５０は、サーバ７２０とクライアント７３０をネットワーク７１０へまたは互
いに結合する。本開示は任意の好適なリンク７５０を企図する。限定としてではなく一例
として、１または複数のリンク７５０はそれぞれ、１または複数の有線（例えばデジタル
加入者回線（ＤＳＬ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）またはデータ
・オーバ・ケーブル・サービスインターフェース仕様（ＤＯＣＳＩＳ：Ｄａｔａ　Ｏｖｅ
ｒ　Ｃａｂｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
等）、無線（例えば、Ｗｉ－Ｆｉまたはマイクロ波の世界相互運用（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ
　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ（ＷｉＭＡＸ））等
）、または光学的（例えば同期光通信ネットワーク（ＳＯＮＥＴ：Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕ
ｓ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ等）、または同期デジタルハイアラーキ（ＳＤＨ：
Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｈｉｅｒａｒｃｈｙ）リンク７５０を含む。
特定の実施形態では、１または複数のリンク７５０はそれぞれ、イントラネット、エクス
トラネット、ＶＰＮ、ＬＡＮ、ＷＬＡＮ、ＷＡＮ、ＭＡＮ、通信ネットワーク、衛星ネッ
トワーク、インターネットの一部、別のリンク７５０、またはこのようなリンク７５０の
２つ以上の組合せを含む。リンク７５０は必ずしもネットワーク環境７００全体にわたる
ものである必要はない。１または複数の第１のリンク７５０は、１または複数の点で、１
または複数の第２のリンク７５０と異なり得る。
【００７２】
　本開示は、任意の好適なサーバ７２０を企図する。限定としてではなく一例として、１
または複数のサーバ７２０はそれぞれ、１または複数の広告サーバ、アプリケーションサ
ーバ、カタログサーバ、通信サーバ、データベースサーバ、交換サーバ、ＦＡＸサーバ、
ファイルサーバ、ゲームサーバ、ホームサーバ、メールサーバ、メッセージサーバ、ニュ
ースサーバ、名前またはＤＮＳサーバ、プリントサーバ、プロシキーサーバ、音声サーバ
、スタンドアロンサーバ、ウェブサーバ、またはウェブ供給サーバを含み得る。特定の実
施形態では、サーバ７２０は、サーバ７２０の機能を提供するためのハードウェア、ソフ
トウェア、またはその両方を含む。限定としてではなく一例として、ウェブサーバとして
動作するサーバ７２０は、ウェブページまたはウェブページの要素を含むウェブサイトを
ホストすることができ得、そうするための適切なハードウェア、ソフトウェア、またはそ
の両方を含み得る。特定の実施形態では、ウェブサーバはＨＴＭＬまたは他の好適なファ
イルをホストし、または要求があり次第ウェブページ用ファイルを動的に生成または構成
し得る。ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）またはクライアント７３０からの
他の要求に応答して、ウェブサーバは１または複数のこのようなファイルをクライアント
７３０に伝達し得る。別の例として、メールサーバとして動作するサーバ７２０は、１ま
たは複数のクライアント７３０に電子メールサービスを提供することができることもある
。別の例として、データベースサーバとして動作するサーバ７２０は、１または複数のデ
ータ記憶装置（例えば以下に説明されるデータ記憶装置７９０等）とやり取りするための
インターフェースを提供することができることもある。適切な場合、サーバ７２０は、１
または複数のサーバ７２０を含み、単一または分散型であり、複数の場所に広がり、複数
の機械装置に広がり、複数のデータセンタに広がり、または１または複数のネットワーク
内に１または複数のクラウド部品を含み得るクラウド内に存在し得る。
【００７３】
　特定の実施形態では、１または複数のリンク７５０は、サーバ７２０を１または複数の
データ記憶装置７４０に結合し得る。データ記憶装置７４０は、任意の好適な情報を格納
し得、データ記憶装置７４０のコンテンツは、任意の好適なやり方で編成され得る。限定
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としてではなく一例として、データ記憶装置７４０のコンテンツは、次元的データベース
、フラットデータベース、階層的データベース、ネットワークデータベース、オブジェク
ト指向データベース、リレーションナルデータベース、ＸＭＬデータベース、または他の
好適なデータベース、またはこれらの２つ以上の組合せとして格納され得る。データ記憶
装置７４０（またはそれに結合されたサーバ７２０）は、データベース管理システム、ま
たはデータ記憶装置７４０のコンテンツを管理するための他のハードウェアまたはソフト
ウェアを含み得る。データベース管理システムは、読み取りと書き込み動作を行い、デー
タを削除し、データ重複排除を行い、データ記憶装置７４０のコンテンツを照会または検
索し、またはデータ記憶装置７４０への他のアクセスを提供し得る。
【００７４】
　特定の実施形態では、１または複数のサーバ７２０はそれぞれ１または複数の検索エン
ジン７２２を含み得る。検索エンジン７２２は検索エンジン７２２の機能を提供するため
のハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含み得る。限定としてではなく一例と
して、検索エンジン７２２は、検索エンジン７２２において受信された検索照会に応じて
ネットワーク資源を特定するための１または複数の検索アルゴリズム、特定されたネット
ワーク資源をランク付ける１または複数のランキングアルゴリズム、を実施し得る、また
は特定されたネットワーク資源を要約する１または複数の要約アルゴリズムを実施し得る
。特定の実施形態では、検索エンジン７２２により実施されるランキングアルゴリズムは
、適切な場合、検索照会と選択されたユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）のペアか
ら構築される一組の訓練データから自動的に取得し得る機械学習型ランキング式（ｍａｃ
ｈｉｎｅ－ｌｅａｒｎｅｄ　ｒａｎｋｉｎｇ　ｆｏｒｍｕｌａ）を使用し得る。
【００７５】
　特定の実施形態では、１または複数のサーバ７２０はそれぞれ、１または複数のデータ
監視装置／収集装置７２４を含み得る。データ監視装置／収集装置７２４は、データ監視
装置／収集装置７２４の機能を提供するためのハードウェア、ソフトウェア、またはその
両方を含み得る。限定としてではなく一例として、サーバ７２０におけるデータ監視装置
／収集装置７２４は、サーバ７２０におけるネットワークトラフィックデータを監視し収
集し、ネットワークトラフィックデータを１または複数のデータ記憶装置７４０内に格納
し得る。特定の実施形態では、サーバ７２０または別の装置は、適切な場合、ネットワー
クトラフィックデータから、検索照会と選択されたＵＲＬとのペアを抽出し得る。
【００７６】
　本開示は、任意の好適なクライアント７３０を企図する。クライアント７３０は、クラ
イアント７３０におけるユーザがネットワーク７１０、サーバ７２０、または他のクライ
アント７３０にアクセスするまたはそうでなければそれと通信できるようにし得る。限定
としてではなく一例として、クライアント７３０は、マイクロソフトインターネットエク
スプローラ（ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＩＮＴＥＲＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ（登録商標））
またはモジラファイアフォックス（ＭＯＺＩＬＬＡ　ＦＩＲＥＦＯＸ（登録商標））等の
ウェブブラウザを有し得、１または複数のアドオン、プラグイン、またはグーグルツール
バー（ＧＯＯＧＬＥ　ＴＯＯＬＢＡＲ）またはヤフーツールバー（ＹＡＨＯＯ　ＴＯＯＬ
ＢＡＲ）等の他の拡張を有し得る。クライアント７３０は、クライアント７３０の機能を
提供するためのハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む電子装置であり得る
。限定としてではなく一例として、クライアント７３０は、適切な場合、埋込式コンピュ
ータシステム、ＳＯＣ、ＳＢＣ（例えばＣＯＭまたはＳＯＭ等）、デスクトップコンピュ
ータシステム、ラップトップまたはノートブックコンピュータシステム、会話型キオスク
、メインフレーム、コンピュータシステムのメッシュ、携帯電話、ＰＤＡ、ネットブック
コンピュータシステム、サーバ、タブレットコンピュータシステム、またはこれらの２つ
以上の組合せであり得る。適切な場合、クライアント７３０は、１または複数のクライア
ント７３０を含み、単一または分散型であり、複数の場所に広がり、複数の機械装置に広
がり、複数のデータセンタに広がり、または、１または複数のネットワーク内に１または
複数のクラウド部品を含み得るクラウド内に存在し得る。
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【００７７】
　本明細書で、「または」は、明記しない限りまたは文脈が示さない限り、包括的であっ
て排他的でない。したがって本明細書では、「ＡまたはＢ」は、明記しない限りまたは文
脈が示さない限り「Ａ、Ｂ、または両方」を意味する。さらに、「および」は、明記しな
い限りまたは文脈が示さない限り、合同と個々の両方である。したがって本明細書では、
「ＡとＢ」は、明記しない限りまたは文脈が示さない限り、「ＡとＢ合同でまたは個々に
」を意味する。
【００７８】
　本開示は、当業者が理解する本明細書の例示的実施形態に対するすべての変更形態、置
換形態、変形形態、代替形態、修正形態を包含する。同様に、適切な場合には、添付特許
請求範囲、当業者が理解する本明細書の例示的実施形態に対するすべての変更形態、置換
形態、変形形態、代替形態、修正形態を包含する。さらに、装置またはシステムへの添付
特許請求範囲内の参照、または特定機能を行うように適合化され、配置され、特定機能を
行うことができ、特定機能を行うように構成され、特定機能を行うことができるようにさ
れ、特定機能を行うように動作可能な、または特定機能を行うように動作する装置または
システムの部品は、それがまたはその特定機能がアクティブ化される、オンされる、また
はロック解除されるかどうかにかかわらず、そしてその装置、システム、または部品がそ
のように適合化され、構成され、行うことができ、配置され、可能にされ、動作可能にさ
れ、動作するようにされる限り、その装置、システム、部品を包含する。
【００７９】
　本発明の実施形態の前述の記載は、例示目的のために提示されており、網羅的であるこ
とを目的としない、または開示された正確な形式に本発明を限定することを目的としない
。上記開示に照らし多くの修正と変形が可能であるということを当業者は理解することが
できる。例えば、前述の実施形態はソーシャルネットワークシステムの文脈で説明された
が、本発明はウェブサイトを介し提供されなくても任意の電子ソーシャルネットワークサ
ービスと共に使用され得るということが当業者に明らかになる。ソーシャルネットワーキ
ング機能を提供する任意のコンピュータベースシステムは、例えば、電子メール、インス
タントメッセージング、または他の形式のピア・ツー・ピア通信、およびユーザ間で通信
するための任意の他の技術に依存したとしても、本発明に従って使用することができる。
したがって、本発明は、任意の特定のタイプの通信システム、ネットワーク、プロトコル
、フォーマットまたはアプリケーションに限定されない。
【００８０】
　本明細書のいくつかの部分は、情報に対する処理のアルゴリズムとシンボル表現という
意味で本発明の実施形態について説明する。これらのアルゴリズム的説明および表現は、
その作業の本質を当業者に効果的に伝達するためにデータ処理分野の熟練者により一般的
に用いられる。これらの操作は、機能的に、コンピュータ的に、または論理的に説明され
たが、コンピュータプログラムまたはそれと等価な電気回路、マイクロコード等により実
施されるものと理解される。さらに、一般性を失うことなくこれらの操作の配置をモジュ
ールと呼ぶこともまたしばしば便利であることが分かった。説明された操作およびそれら
の関連するモジュールはソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの
任意の組合せで具現され得る。
【００８１】
　本明細書に記載の工程、動作、または処理の任意のものは、１または複数のハードウェ
アまたはソフトウェアモジュールにより単独でまたは他の装置と組み合わせて行われ得る
または実施され得る。一実施形態では、ソフトウェアモジュールは、説明した工程、動作
、または処理の任意なものまたはそれらのすべてを行うためのコンピュータプロセッサに
より実行することができるコンピュータプログラムコードを含むコンピュータ可読媒体を
含むコンピュータプログラム製品と共に実装される。
【００８２】
　本発明の実施形態はまた、本明細書内の動作を行うための装置に関係し得る。この装置
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ンピュータプログラムにより選択的にアクティブ化または再構成される汎用コンピュータ
装置を含み得る。このようなコンピュータプログラムは、有形のコンピュータ可読記憶媒
体、または電子命令を格納するのに好適な任意のタイプの媒体に格納され、コンピュータ
システムバスに結合され得る。さらに、本明細書において参照する任意のコンピュータシ
ステムは、シングルプロセッサを含むことも、コンピューティング能力向上のためのマル
チプロセッサ設計を採用するアーキテクチャとすることもできる。
【００８３】
　前述の処理と機構は、広範な物理的システムによりそして広範なネットワークおよびコ
ンピュータ環境において実施することができるが、以下に述べられるサーバまたはコンピ
ュータシステムは、制限的目的ではなく説明目的のための例示的コンピュータシステムア
ーキテクチャを提供する。
【００８４】
　本発明は、特定の実施形態を参照して説明された。例えば、本発明の実施形態はソーシ
ャルネットワークシステムに関連して動作するとして説明されたが、本発明は、電子メー
ルホスティングサイト等のユーザ間のメッセージの通信を可能にする任意の通信施設に関
連して使用することができる。他の実施形態が当業者にとって明らかになる。したがって
、本発明は、添付特許請求範囲により示されるものを除き、限定されるように意図されて
いない。
【００８５】
　最後に、本明細書で使用される言語は、読み易さと教示的目的のために主として選択さ
れており、本発明の主題を定義または限定するために選択されたものでない場合もある。
したがって、本発明の範囲は、この詳細明細書により限定されるのではなく、むしろ本明
細書に基づく適用に関する任意の特許請求の範囲により限定されるように意図されている
。したがって、本発明の実施形態の本開示は、以下の特許請求の範囲に記載される本発明
の範囲の限定ではなく例示となるように意図されている。
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