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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムを提供するデバイスの少なくとも１つのプロ
セッサによって実行される方法であって：
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの各ユーザーについてプロファイルを維
持する段階であって、各ユーザーのプロファイルは、前記ソーシャル・ネットワーキング
・システムの一又は複数の他のユーザーへのつながりを同定する情報と、当該ユーザーに
ついての情報とを含む、段階と；
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの一又は複数のユーザーがサードパーテ
ィー・ウェブサイトで取った行動を追跡する段階であって、
　　前記サードパーティー・ウェブサイトから、前記ソーシャル・ネットワーク・システ
ムの一又は複数のユーザーに関連付けられるブラウザーのクライアントによって生成され
る１つ以上の追跡ピクセル・メッセージを受信する段階であって、前記ブラウザーのクラ
イアントが、前記ソーシャル・ネットワーク・システムとは異なるドメインをもつサード
パーティー・ウェブサイトに関連付けられる追跡ピクセルにアクセスし、各追跡ピクセル
・メッセージは、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記一又は複数のユー
ザーの各々が前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動に関する情報を含む、
追跡ピクセル・メッセージを受信する段階と、
　　ハッシュ値を使って前記追跡ピクセル・メッセージの追跡識別子を検証することによ
り、各追跡ピクセル・メッセージを検証する段階と、



(2) JP 5911432 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

　　前記追跡ピクセル・メッセージに関連付けられるユーザー識別子にアクセスすること
によって前記追跡ピクセル・メッセージに関連付けられる前記ソーシャル・ネットワーク
・システムのユーザーを特定する段階であって、前記ユーザー識別子は、前記ユーザーに
対応する、段階と、
　　検証した各追跡ピクセル・メッセージについて、前記ソーシャル・ネットワーキング
・システムの前記一又は複数のユーザーの各々が前記サードパーティー・ウェブサイト上
で取った行動を、テーブルに記録する段階と、
　によって、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記１又は複数のユーザー
が前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動を追跡する段階と；
　前記テーブルに記録されている、前記サードパーティー・ウェブサイト上の行動の各々
を、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの特定のユーザーに提示される一つ又
は複数の広告と相関付ける段階であって、前記ソーシャル・ネットワーキング・システム
の前記特定のユーザーに提示される各広告は、前記ソーシャル・ネットワーキング・シス
テムのユーザーのうち、当該特定のユーザーと友達としてつながっている他のユーザーが
、前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動を特定する情報を含む、段階と；
　前記一つ又は複数の広告と関連付けられる広告主に表示するための追跡報告を生成する
段階であって、該追跡報告は、前記一つ又は複数の広告及び該広告のそれぞれに相関する
行動の一つ又は複数に、一つ又は複数のユーザー・プロファイル属性を関連付ける統計的
データを含む、段階と；
　を含む、方法。
【請求項２】
　　前記統計的データが、前記ソーシャル・ネットワーキング・システム上の一又は複数
のユーザーに提示される少なくとも一つの広告についてのコンバージョンレートを含み、
該コンバージョンレートは、前記少なくとも一つの広告についてのインプレッションの数
及び前記少なくとも一つの広告に相関付けられたログ記録された行動の数に基づく、請求
項１記載の方法。
【請求項３】
　前記統計的データは更に、前記ソーシャル・ネットワーキング・システム上の一又は複
数のユーザーに提示される少なくとも一つの広告についてのクリックスルー・レートであ
って、前記少なくとも一つの広告についてのインプレッションの数及び前記少なくとも一
つの広告に相関付けられたログ記録されたクリックの数に基づくクリックスルー・レート
を含むか、
　前記統計的データが、前記ソーシャル・ネットワーキング・システム上の一又は複数の
ユーザーに提示される少なくとも一つの広告について、ある広告インプレッションに相関
付けられたコンバージョンの数を含み、該コンバージョンは、前記相関付けられる広告イ
ンプレッションから指定の時間期間以内に起こったものである、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記一つ又は複数の広告の少なくとも一つが、前記ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステムによって、一又は複数のユーザーの活動から記録されたデータから生成されるソー
シャル広告であり、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システム上で広告する複数の広告要求を受信する
段階を更に含み、各広告要求はソーシャル広告のベースとなるべき行動の型を特定し；前
記ソーシャル・ネットワーキング・ウェブサイトのユーザーのうちの１のユーザーについ
て：
　広告要求をログ記録された行動と照合する段階であって、前記ログ記録された行動は前
記広告要求において特定されている行動の型に一致するものであり、前記ログ記録された
行動は前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの、前記ユーザーがつながりをもつ
別のユーザーに関連付けられている、段階と、
　前記ユーザーに向けられたソーシャル広告を生成する段階であって、前記ソーシャル広
告は一致するログ記録された行動を伝える情報用メッセージを含む、段階と、
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　前記ソーシャル広告を含むコンテンツを前記ユーザーに提供する段階と
　を含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記一又は複数のユーザーの活動が、前記ソーシャル・ネットワーキング・システム上
又はサードパーティー・ウェブサイト上で前記一又は複数のユーザーによって取られる行
動である、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　各ユーザー・プロファイルは更に、広告が前記サードパーティー・ウェブサイト上にお
けるユーザーの行動を参照することをユーザーがオプトインしているか又はオプトアウト
しているかを指定する情報を含む、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ又は複数の広告は、前記ソーシャル・ネットワークキング・システムの特定の
ユーザーに対して、前記ソーシャル・ネットワークキング・システムのウェブ・ページ上
又は前記サードパーティー・ウェブサイトのウェブ・ページ上で提示される、請求項１記
載の方法。
【請求項８】
　一つ又は複数のプロセッサと、
　前記一つ又は複数のプロセッサによって実行可能な命令を含むメモリと
　を有するソーシャル・ネットワーキング・システムであって、前記一つ又は複数のプロ
セッサは前記メモリに結合されており、前記命令を実行するよう動作可能であり、前記一
つ又は複数のプロセッサが、前記命令を実行すると：
　当該ソーシャル・ネットワーキング・システムの各ユーザーについてプロファイルを維
持する段階であって、各ユーザーのプロファイルは、当該ソーシャル・ネットワーキング
・システムの一又は複数の他のユーザーへのつながりを同定する情報と、当該ユーザーに
ついての情報とを含む、段階と；
　当該ソーシャル・ネットワーキング・システムの一又は複数のユーザーがサードパーテ
ィー・ウェブサイトで取った行動を追跡する段階であって、
　　前記サードパーティー・ウェブサイトから、前記ソーシャル・ネットワーク・システ
ムの一又は複数のユーザーに関連付けられるブラウザーのクライアントによって生成され
る１つ以上の追跡ピクセル・メッセージを受信する段階であって、前記ブラウザーのクラ
イアントが、前記ソーシャル・ネットワーク・システムとは異なるドメインをもつサード
パーティー・ウェブサイトに関連付けられる追跡ピクセルにアクセスし、各追跡ピクセル
・メッセージは、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記一又は複数のユー
ザーの各々が前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動に関する情報を含む、
追跡ピクセル・メッセージを受信する段階と、
　　ハッシュ値を使って前記追跡ピクセル・メッセージの追跡識別子を検証することによ
り、各追跡ピクセル・メッセージを検証する段階と、
　　前記追跡ピクセル・メッセージに関連付けられるユーザー識別子にアクセスすること
によって前記追跡ピクセル・メッセージに関連付けられる前記ソーシャル・ネットワーク
・システムのユーザーを特定する段階であって、前記ユーザー識別子は、前記ユーザーに
対応する、段階と、
　　検証した各追跡ピクセル・メッセージについて、前記ソーシャル・ネットワーキング
・システムの前記一又は複数のユーザーの各々が前記サードパーティー・ウェブサイト上
で取った行動を、テーブルに記録する段階と、
　によって、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記１又は複数のユーザー
が前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動を追跡する段階と；
　前記テーブルに記録されている、前記サードパーティー・ウェブサイト上の行動の各々
を、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの特定のユーザーに提示される一つ又
は複数の広告と相関付ける段階であって、前記ソーシャル・ネットワーキング・システム
の前記特定のユーザーに提示される各広告は、前記ソーシャル・ネットワーキング・シス
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テムのユーザーのうち、当該特定のユーザーと友達としてつながっている他のユーザーが
、前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動を特定する情報を含む、段階と；
　前記一つ又は複数の広告と関連付けられる広告主に表示するための追跡報告を生成する
段階であって、該追跡報告は、前記一つ又は複数の広告及び該広告のそれぞれに相関する
行動の一つ又は複数に、一つ又は複数のユーザー・プロファイル属性を関連付ける統計的
データを含む、段階と；
　を行うよう動作可能である、システム。
【請求項９】
　一つ又は複数のプロセッサに：
　ソーシャル・ネットワーキング・システムの各ユーザーについてプロファイルを維持す
る段階であって、各ユーザーのプロファイルは、前記ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステムの一又は複数の他のユーザーへのつながりを同定する情報と、当該ユーザーについ
ての情報とを含む、段階と；
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの一又は複数のユーザーがサードパーテ
ィー・ウェブサイトで取った行動を追跡する段階であって、
　　前記サードパーティー・ウェブサイトから、前記ソーシャル・ネットワーク・システ
ムの一又は複数のユーザーに関連付けられるブラウザーのクライアントによって生成され
る１つ以上の追跡ピクセル・メッセージを受信する段階であって、前記ブラウザーのクラ
イアントが、前記ソーシャル・ネットワーク・システムとは異なるドメインをもつサード
パーティー・ウェブサイトに関連付けられる追跡ピクセルにアクセスし、各追跡ピクセル
・メッセージは、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記一又は複数のユー
ザーの各々が前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動に関する情報を含む、
追跡ピクセル・メッセージを受信する段階と、
　　ハッシュ値を使って前記追跡ピクセル・メッセージの追跡識別子を検証することによ
り、各追跡ピクセル・メッセージを検証する段階と、
　　前記追跡ピクセル・メッセージに関連付けられるユーザー識別子にアクセスすること
によって前記追跡ピクセル・メッセージに関連付けられる前記ソーシャル・ネットワーク
・システムのユーザーを特定する段階であって、前記ユーザー識別子は、前記ユーザーに
対応する、段階と、
　　検証した各追跡ピクセル・メッセージについて、前記ソーシャル・ネットワーキング
・システムの前記一又は複数のユーザーの各々が前記サードパーティー・ウェブサイト上
で取った行動を、テーブルに記録する段階と、
　によって、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記一又は複数のユーザー
が前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動を追跡する段階と；
　前記テーブルに記録されている、前記サードパーティー・ウェブサイト上の行動の各々
を、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの特定のユーザーに提示される一つ又
は複数の広告と相関付ける段階であって、前記ソーシャル・ネットワーキング・システム
の前記特定のユーザーに提示される各広告は、前記ソーシャル・ネットワーキング・シス
テムのユーザーのうち、当該特定のユーザーと友達としてつながっている他のユーザーが
、前記サードパーティー・ウェブサイト上で取った行動を特定する情報を含む、段階と；
　を実行させる、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は概括的には、ユーザーが他のユーザーとつながりを形成することのできるソー
シャル・ネットワーク・システムおよび他のウェブサイトに関し、より詳細には、たとえ
ば、ソーシャル・ネットワーク・システムと関連してレンダリングされる広告（宣伝）の
有効性を解析、ターゲット化または測定するために、ソーシャル・ネットワーク・システ
ムのユーザーの、他のドメイン上での活動を追跡することに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　ソーシャル・ネットワーク、あるいはユーザー（人、企業および他のエンティティを含
む）間のつながりを追跡し、可能にする社会的ユーティリティが近年広まっている。特に
、ソーシャル・ネットワーク・システムは、ユーザーが情報をより効率的に通信すること
を許容する。たとえば、ユーザーは連絡先情報、背景情報、仕事情報、趣味および／また
は他のユーザー固有データを、ソーシャル・ネットワーク・システム上の該ユーザーに関
連付けられた位置に掲出できる。すると他のユーザーが、ユーザー・プロファイルをブラ
ウズしたり、あるいは具体的データを含むプロファイルを検索したりすることによって、
掲出されたデータを吟味することができる。ソーシャル・ネットワーク・システムはまた
、ユーザーが他のユーザーと交わることをも許容し、それによりソーシャル・ネットワー
ク・システムのユーザー間のつながりの網を創り出す。ユーザー間のこうしたつながりは
、ユーザー自身がそのつながりの中で述べた関心に鑑みて各ユーザーにとってより有意な
情報を提供するために、ウェブサイトによって活用されることができる。
【０００３】
　ソーシャル・ネットワーク・システムは典型的には、ユーザーを、各ユーザーにとって
有意である可能性が最も高いコンテンツに接続するシステムを組み込む。たとえば、ユー
ザーは、地理的な位置、雇用主、仕事の種別、年齢、音楽の選好、興味および他の属性と
いったプロファイル中の一つまたは複数の属性に従ってグループ分けされてもよい。する
と、ソーシャル・ネットワーク・システムのユーザーまたは外部当事者は、これらのグル
ープを使って、あるグループにとって特に興味深いことがありうる情報がそのグループに
通信されることができるよう、情報送達をカスタマイズするまたは情報送達のターゲット
を絞ることができる。広告主は、ユーザーについてのこの情報を利用して、広告に最も合
う関心をもつユーザーを自分たちの広告のターゲットとする試みを続けてきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術の欠点を軽減または改善する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項記載の手段によって解決する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明のある実施形態に基づく、ユーザー行動の収集と、ウェブサイト上のユー
ザーの友人のための広告の生成とを示すイベント図である。
【図２】本発明のある実施形態に基づく、ソーシャル・ネットワーク・システムのユーザ
ーに広告を提供するシステムのネットワーク図である。
【図３】本発明のある実施形態に基づく、ソーシャル・ネットワーク・システムのブロッ
ク図である。
【図４】本発明のある実施形態に基づく、ユーザー行動をログ記録するためのプロセスの
対話図である。
【図５】本発明のある実施形態に基づく、広告を生成するプロセスの対話図である。
【図６】本発明のある実施形態に基づく、ニュースフィード・ストーリーを生成するプロ
セスのフローチャートである。
【図７】本発明のある実施形態に基づく、一般的なニュースフィード・ストーリーを示す
図である。
【図８】本発明のある実施形態に基づく、ニュースフィード・ストーリーおよび広告の組
み合わせを示すウェブ・ページの一部である。
【図９】本発明のある実施形態に基づく、ニュースフィード・ストーリーを生成するプロ
セスのフローチャートである。
【図１０】本発明のある実施形態に基づく、広告モデルのイベント図である。
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【図１１】本発明のある実施形態に基づく、広告要求の図である。
【図１２】本発明のある実施形態に基づく、サードパーティー・ウェブサイトから行動が
ソーシャル・ネットワーク・システムに通信され、該ソーシャル・ネットワーク・システ
ムによって広告を生成するために使用されるプロセスを示す図である。
【図１３】ピクセル‐ユーザー関連付けエントリーを生成するプロセスのフローチャート
である。
【図１４】コンバージョン追跡データを生成するプロセスのフローチャートである。
【図１５】例示的なコンピュータ・システム・アーキテクチャを示す図である。　図面は
単に例解のために本発明のさまざまな実施形態を描いている。当業者は、以下の議論から
、ここに記載される本発明の原理から外れることなく、ここで例解される構造および方法
の代替的な実施形態が用いられてもよいことをすぐ認識するであろう。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　〈ウェブサイト上のユーザー行動に関係する広告〉
　個別的な諸実施形態は、ユーザーの行動について得られる情報を使うことによって、伝
統的な、ターゲットを絞られたオンライン広告より効果的なユーザー（ソーシャル・ネッ
トワーク・システムまたはシステムのユーザー）への広告を提示することのできるソーシ
ャル・ネットワーキング・システムを含むソーシャル・ネットワーキング環境に関する。
前記情報は、特に、サードパーティー・ウェブサイトに関して取られる行動であり、また
、いくつかの実施形態では、ソーシャル・ネットワーク・システムの他のユーザーへのつ
ながりである。単に、たとえばユーザーが該ユーザーのプロファイル・ページにおいて宣
言した該ユーザーの選好に基づいて特定のユーザーにターゲットを絞られた広告を送達す
るのではなく、個別的な諸実施形態は、該ユーザーおよび潜在的には該ユーザーのネット
ワーク内の他のユーザー（すなわち、当該ソーシャル・ネットワーク・システムにおける
該ユーザーの友人および他の関係者およびつながり）が取った行動についての情報を通信
するまたは該行動を考慮に入れる広告を呈示する。さらに、ユーザーが取った行動は、解
析およびターゲット化プロセスならびに当該ソーシャル・ネットワーキング環境とのユー
ザー経験を改善するために、当該ソーシャル・ネットワーク・システムが維持する膨大な
情報の配列に相関付けられることができる。
【０００８】
　例として、さまざまな例示的実施形態のソーシャル・ネットワーク・システムは、該ソ
ーシャル・ネットワーキング・システムによってホストされる、たとえばホームページ、
プロファイル・ページ、アプリケーション・ページなどといったさまざまなページのさま
ざまなセクションに表示されるべき広告を選択してもよい。いくつかの実装では、ソーシ
ャル・ネットワーク・システムは、広告目録を有する広告ネットワークを利用する。広告
目録において、ソーシャル・ネットワーク・システムは、一つまたは複数のサードパーテ
ィーのための一つまたは複数の広告キャンペーンのための広告を保持する。個別的な諸実
装では、クライアント装置におけるクライアント・アプリケーション（ウェブ・ブラウザ
ー）が、少なくとも部分的にソーシャル・ネットワーキング・システムによってホストさ
れるページをレンダリングするために使われる構造化された文書（たとえばHTML文書）を
消費するとき、基礎になるスクリプトまたはクライアント装置で実行されたときの呼び出
し〔コール〕は、サードパーティー広告主からの広告を求める要求を、直接に、または広
告目録を有する広告ネットワークに、作成し、送信する（または作成させ、送信させる）
。前記広告ネットワークは次いで広告を返してもよく、次いで該広告が、現在レンダリン
グされるページと関連して、たとえばテキスト・ベースの広告、バナー広告などの形で表
示される。個別的な実施形態では、レンダリングされているページによって要求される広
告は、年齢、性別、人口学的情報、位置、収入、経歴といったいくつかの属性に基づいて
、また、関連するユーザーが確立または形成したことがありうる友人関係またはグループ
に基づいて、ターゲットを絞られてもよい。個別的な諸実施形態は、ソーシャル・ネット
ワーク・システムとの関連で表示される任意の形の広告を考えている。
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【０００９】
　個別的な諸実施形態では、本稿に記載されるソーシャル・ネットワーク・システムは、
別のドメインから当該ソーシャル・ネットワーク・システムに通信される活動および当該
ソーシャル・ネットワーク・システム内の活動についての情報を利用する。ソーシャル・
ネットワーク・システムは、前記ソーシャル・ネットワーク・システムの複数のユーザー
のそれぞれについてプロファイルを維持する。各プロファイルは、そのユーザーが当該ウ
ェブサイトの他のユーザーともつつながりを同定する。これらのユーザーは、当該ソーシ
ャル・ネットワーク・システムとは異なるドメインをもつ異なるサードパーティー・ウェ
ブサイト上である種の行動を取ってもよい。個別的な諸実施形態では、これらのサードパ
ーティー・ウェブサイトは、広告キャンペーンを調整したり、あるいは調整された広告キ
ャンペーンを利用したりする。該広告キャンペーンは、前記ソーシャル・ネットワーク・
システムのユーザーに対してレンダリングまたは表示されるべき広告を含む。個別的な諸
実施形態では、これらのサードパーティー・ウェブサイトは、下記でより詳細に述べるよ
うに、前記ソーシャル・ネットワーク・システムとコンバージョン追跡タグを登録する。
【００１０】
　個別的な諸実施形態では、ソーシャル・ネットワーク・システムは、これらのサードパ
ーティー・ウェブサイトから、ユーザーが該サードパーティー・ウェブサイトにいる間に
取った行動を伝えるメッセージを受信する。より具体的には、さまざまな例示的実施形態
において、ユーザーがサードパーティー・ウェブサイト上で、たとえば該サードパーティ
ー・ウェブサイト上で買い物をするなどといった一つまたは複数のある種の行動を取ると
き、該サードパーティー・ウェブサイトは、「ありがとうございました」または「確認」
ページといったページ（本稿では「コンバージョン（conversion）ページ」と称される）
をユーザーのクライアント装置に送信してもよい。一般に、コンバージョンページは、サ
ードパーティー・ウェブサイトによってホストされるページであって、所望される行動の
完了を確認するためにユーザーに対して表示される。個別的な諸実施形態において、コン
バージョンページは、コード断片（snippet）またはセグメント（たとえばJavaScript〔
ジャバスクリプト〕およびHTMLの一つまたは複数）であってもよいコンバージョン追跡タ
グを含み、該コンバージョン追跡タグは、該コンバージョンページがユーザーのクライア
ント装置によって実行されるまたはレンダリングされるとき、前記ソーシャル・ネットワ
ーク・システムにその特定の行動について知らせるために前記ソーシャル・ネットワーク
・システムに対する呼び出しをするまたは要求もしくはメッセージを送信するよう構成さ
れる。個別的な諸実施形態では、実行可能なJavaScriptコード断片は、コンバージョンペ
ージにおいて追跡ピクセル（tracking　pixel）を生成させてもよい。あるいはまた、そ
のような追跡ピクセルを生成するためにインラインフレーム（iFrame）、<img>タグまた
は他のHTMLコードが使われてもよい。次いで追跡ピクセルは、コード断片の実行の結果と
して前記ソーシャル・ネットワーク・システムに通信されてもよい。個別的な諸実施形態
では、追跡ピクセルは、ユーザーのユーザーID（ソーシャル・ネットワーク・システムで
登録されるので）、サードパーティー・ウェブサイトについてのID、製品もしくはサービ
スID、サードパーティー・ウェブサイト上でユーザーによって購入された製品もしくはサ
ービスに関する製品もしくはサービス情報ならびにいつ当該動作が取られたか（たとえば
製品もしくはサービスが購入されたか）を示すタイムスタンプ情報のようなパラメータを
含む。
【００１１】
　個別的な諸実施形態では、これらのパラメータは、ソーシャル・ネットワーク・システ
ムによってログ記録され、解析されて、ログ記録された広告履歴と、特に以前に当該ユー
ザーに表示された（インプレッション（impression））または当該ユーザーによってクリ
ックされた（クリックスルー）ログ記録された広告と相関付けされることができる。該ロ
グ記録された広告は、ユーザーが購入したその製品もしくはサービスを広告していたもの
を含む。個別的な諸実施形態では、ソーシャル・ネットワーク・システムはコンバージョ
ンログにおいていくつかの型のコンバージョンを追跡してもよい。コンバージョンログは
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、対応する広告をもつ行動を追跡すること専門の別個のログであってもよい。例として、
個別的な諸実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、インプレッショ
ン後およびクリック後両方のコンバージョンを追跡する。クリック後のコンバージョンは
、当該追跡タグに関連付けられた広告をクリックしたユーザーからのものである。インプ
レッション後のコンバージョンは、サードパーティー・ウェブサイト上またはソーシャル
・ネットワーク・システムのページ上で関連する広告を見たが必ずしもクリックしたわけ
ではないユーザーからのものである。
【００１２】
　個別的な諸実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システムによってログ記録
される広告履歴は、ユーザーIDに基づいて特定のユーザーについて解析され、相関付けさ
れてもよく、コンバージョン追跡を用いて、すなわち、たとえばソーシャル・ネットワー
キング・システムによってユーザーのクライアント装置において設定されたクッキーを使
って、表示されたがそのユーザーがクリックしなかった（インプレッション）広告と区別
して、ユーザーが実際にどの広告をクリックしたか（クリックスルー）を判別するために
、さらに相関付けされてもよい。このようにして、サードパーティー・ウェブサイトから
（直接的または間接的に）得られる情報に基づくコンバージョン追跡および行動追跡を使
って、ソーシャル・ネットワーキング・システムはこのデータを好適な時間窓にわたって
相関付け、クリックされたか単に特定のユーザーに表示されただけかを問わず特定の広告
もしくは広告キャンペーンが最終的にそのユーザーに実際に、サードパーティー・ウェブ
サイトから広告された製品を購入したり、広告された活動に参加したりするよう動機付け
たか否かの確からしさを判別することができる。そのような情報はまた、ユーザーまたは
ユーザーの友人にターゲットを絞られるよう推薦を形成したり、あるいは広告を調整した
りするために、ユーザーの友人からの情報と組み合わされてもよい。換言すれば、（サー
ドパーティー・ウェブサイトの助けを得て）ソーシャル・ネットワーク・システムはコン
バージョン追跡および行動ログ記録を実行して、豊富なデータ・プールを構築し、該デー
タ・プールはその後、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザーに対して表示
された選択された広告および広告方法の有効性を定量的に測定するとともに、個別的なユ
ーザーのための推薦を発達させ、提供し、あるいは個別的な広告を個別的なユーザーをタ
ーゲットとするために使用されうる。
【００１３】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザーにサービスされる広告は、バナー
広告またはテキスト広告であってもよく、そのクリエーティブ（creative）またはコンテ
ンツは広告主によって製作される。いくつかの実施形態では、ソーシャル・ネットワーク
・システムは、他のウェブサイト上でのユーザーの活動に基づいて広告その他のメッセー
ジを生成し、および／または以前に示された広告の有効性を測定することができる。特定
のユーザーにとって、たとえば、ソーシャル・ネットワーク・システムは該ユーザーのた
めの情報用メッセージを生成してもよい。ここで、該情報用メッセージは、そのユーザー
がつながりをもつ当該ウェブサイトの別のユーザーに関連するログ記録された行動を通信
する。次いで、この情報用メッセージ（たとえば「ソーシャル広告」）は、ソーシャル・
ネットワーク・システムがユーザーにサービスするウェブ・ページ（たとえば、ホームペ
ージ、プロファイル・ページ、ニュースフィードなど）上で提供される。このようにして
、ユーザーは、該ユーザーの友人が当該ソーシャル・ネットワーク・システムの外で取っ
たオンライン活動について通知されることができる。本開示は、ソーシャル・ネットワー
ク・システムに関連して表示可能な事実上任意の型の広告に関係したコンバージョンおよ
び行動の追跡を考えているが、いくつかの実施形態では、ニュースフィードがソーシャル
広告のはたらきをしてもよく、よってニュースフィードが、コンバージョンを行う際の該
ニュースフィードまたは他の「ソーシャル広告」の有効性を判別するために、記述された
ログのいずれかと相関付けされてもよい。例として、本稿での用法では、「ソーシャル広
告（social　ad）」とは、ニュースフィード、ユーザーのプロファイル、ホームページも
しくは他のページ上の掲示の形の、または単に、たとえばバナー広告のようなより伝統的
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な広告の形の広告であって、ユーザーに、該ユーザーの友人（または複数の友人）がサー
ドパーティー・ウェブサイトから特定の品目を購入した、広告主がスポンサーとなってい
るイベントに参加する、または企業もしくは他のエンティティについてプロファイルにつ
ながりを追加したことを通知するものを指しうる。ソーシャル広告は、広告主が、一ユー
ザーの行動を利用して、特定のコンテンツを、――単に似たような興味をもちうるからで
はなく、前記ユーザーとのつながりのためもあって――その情報に関心をもちうる他のユ
ーザーにプロモーションすることを許容する。ユーザーは、友人または他のつながりのあ
る人も広告主に関係した行動を取ったという情報があると、広告主のメッセージに反応す
るよう影響されやすくなるので、このような広告手法はより有効となりうる。このように
、ソーシャル広告は、消費者が口コミ宣伝を通じて友人に自然に与える信憑性を広告主が
享受することを許容する。したがって、単に需要を追う広告の単純なターゲット化を超え
て、この手法は、友人の行動について社会的に関係した情報をユーザーに提供することに
よって、よりよく需要を創生もしくは生成することができうる。
【００１４】
　個別的な諸実施形態では、ユーザーまたはユーザーのネットワーク内の他のユーザーが
取るこれらの行動は、当該ソーシャル・ネットワーク・システム以外のサードパーティー
・ウェブサイト上での行動である。広告のベースとなりうる、異なるまたはサードパーテ
ィーのウェブサイト上で取られる行動は、ソーシャル・ネットワーク・システム上での誰
かのつながりに向けられた広告において使うことを広告主が望みうるいかなる行動をも含
みうる。
【００１５】
　個別的な諸実施形態では、当該ソーシャル・ネットワーク・システムと異なるドメイン
をもつサードパーティー・ウェブサイトが、当該ソーシャル・ネットワーク・システムに
おける情報のこの通信を容易にしてもよい。たとえば、サードパーティー・ウェブサイト
が、そのウェブサイト上でユーザーが取るある種の行動を検出し、次いでそのユーザーが
前記ソーシャル・ネットワーク・システムのユーザーであるかどうかを判定してもよい。
もしそうであれば、個別的な諸実施形態では、サードパーティー・ウェブサイトがこの情
報をユーザーのクライアント・コンピューティング装置に通信し、該クライアント・コン
ピューティング装置は次いで、前記ソーシャル・ネットワーク・システムの前記ユーザー
が前記サードパーティー・サイトで取った行動を伝えるために、報告メッセージをソーシ
ャル・ネットワーク・システムに通信する。より具体的には、上記のように、サードパー
ティー・ウェブサイトは、JavaScriptコールまたは代替的にインラインフレーム（IFrame
）もしくはHTMLコード・セグメントのようなコード断片もしくはセグメントの形の実行可
能なコンバージョン追跡タグを埋め込んでもよい。このコンバージョン追跡タグがいくつ
かの実施形態では、画像タグまたは追跡ピクセル（たとえば1かける1のピクセル）を、生
成または構築し、ユーザーのID、サードパーティー・ウェブサイトについての情報、閲覧
もしくは購入された製品についての情報といったパラメータならびにタイムスタンプ情報
を含み、このすべてがその後、ソーシャル・ネットワーク・システムに送信されてもよい
。
【００１６】
　個別的な諸実施形態では、ソーシャル・ネットワーク・システムによってホストされる
ページ上で自分のまたは他者の製品を広告する広告主を含むサードパーティー・ウェブサ
イトは、それぞれの広告主に固有なコンバージョン追跡タグを生成する。本稿での用法で
は、「コンバージョン（conversion）」は、行動〔アクション〕、特にサードパーティー
・ウェブサイト上で取られる行動、だが潜在的にはまた、当該ソーシャル・ネットワーク
・システム内で取られる行動（たとえば、当該ソーシャル・ネットワーク・システム内の
行動であって、広告閲覧後の広告された製品もしくはサービスとの対話／契約を示すもの
）であって、当該ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザーがトランザクショ
ン、登録、ダウンロードまたは他の好適な行動もしくはイベントをコンバージョンする、
すなわち製品を購入するまたはサードパーティー・ウェブサイトによって提供されるサー
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ビスに登録する行動を指しうる。「内部」コンバージョンの例は、ユーザーが製品につい
て掲示する、該製品のファンになる、その製品もしくはその製品に関連するサードパーテ
ィー・ウェブサイトとのリンクを友人に電子メールで送る、その製品もしくはサービスに
関係したアプリケーションをインストールするもしくはギフトを贈る、このことを当該ソ
ーシャル・ネットワーキング・システムに返してシェアするといったことであってもよい
。
【００１７】
　個別的な諸実施形態では、サードパーティー・ウェブサイト（たとえば広告主）はソー
シャル・ネットワーキング・システムに登録し、ソーシャル・ネットワーク・システムと
連携して、コンバージョン追跡タグ（たとえばJavaScriptコード断片もしくはセグメント
、画像タグもしくは追跡ピクセル）を生成する。コンバージョン追跡タグは、さまざまな
可能性の中でも、たとえばタグ名、サードパーティーが追跡したいコンバージョンイベン
トの型およびコンバージョン値（購入、リード（lead）または他のコンバージョン行動に
関連するサードパーティーが定義した数値）のようなパラメータを含んでいてもよい。次
いで該タグはソーシャル・ネットワーク・システムに登録され、次いで、サードパーティ
ー・ウェブサイトのコンバージョンページ中にペーストされる、埋め込まれるまたは他の
仕方で含められる。該コンバージョンページは、ある種の定義されたコンバージョン行動
もしくはイベントを完遂したユーザーにサードパーティー・ウェブサイトが送信する、確
認ページなどのページである。
【００１８】
　ある個別的な実施形態では、広告主は、ソーシャル・ネットワーキング・システムにお
けるエンドポイント（endpoint）をポイントする<img>タグまたは他のタグを広告ピクセ
ルとして使う（たとえばfacebook.com/impression.php）。各ピクセルについて生成され
るURLは、追跡IDおよび該追跡IDのハッシュによって一意的にできる。ある時点で、該ピ
クセルについての報告を容易にし、複数の広告主を横断して集計するために、広告主は、
「購入」または「サインアップ」のような該ピクセルについてのカテゴリーを設定するよ
う促される。上で論じたように、広告主は任意的に、該広告主にとって意味のある追加的
な情報：skuおよび値を供給することができる。これらのメトリックは、広告主に面する
報告においてそれぞれグループ化および合計のために使用されることができる。ホスト・
ページのページ・ロード毎にピクセルが要求されることを保証するために、次のHTTPヘッ
ダ：cache-control:　no-cache;　expires;　time()-1が設定されることができる。
【００１９】
　代替的に、広告主は、自分たちのコンバージョン行き先（landing）ページ中に埋め込
まれたJavaScriptを使ってもよい。断片はこんな具合に見えてもよい。
<script　language="JavaScript"　
src="http://static.ak.facebook.com/connect.php/AdConversionTracking"></script>
<script　language="JavaScript"　type="text/javascript">
<!--
var　fb_conversion_tracking_params={
'id':　23498234,
'hash':　'324fe3234c',
'type':　'Purchase'〔購入〕
'sku':　'334-E2-234',
'value':　1
};
FB.trackConversion(fb_conversion_tracking_params);
//--></script>
このJSスクリプト・タグは、自動的に任意の追加的情報を引き込み、<img　src="http://
www.facebook.com/impression.php>をポイントし所望されるパラメータを中に渡す<img>
タグを生成することができる。
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【００２０】
　コンバージョン追跡タグは、コンバージョンページのいくつかの好適な所望される位置
においてサードパーティー・ウェブサイトによって配置されてもよい。例として、追跡タ
グをウェブ・ページ上の閉じの<body>タグの前に置くことによって、これは最終的に、ソ
ーシャル・ネットワーク・システムに、そのページへの訪問を追跡することが求められて
いることを知らせることになる。もう一つの例として、個々の購入、ダウンロードおよび
登録を追跡するために、コンバージョン追跡タグは、追跡されるべき行動の直後にロード
されるサードパーティー・ウェブサイト上で、コンバージョンページ中に置かれることが
できる。そのような例では、タグは、HTMLコード中で閉じの</body>テキストの直前に置
かれてもよい。他の実施形態では、コンバージョン行動に至る一連のページ・ビューを追
跡することが望ましいことがありうる。これを行うために、追跡タグが可能なコンバージ
ョンに至るあらゆるページに置かれてもよい。すると、サードパーティー・ウェブサイト
は単に、各ページについての異なるSKU値を指定すればよい。たとえば、あるSKU値をもつ
タグをホームページ上に、もう一つのタグを製品ページに、さらにもう一つをショッピン
グ・カート中に、もう一つを実際の購入を反映するために購入確認ページ上に、といった
具合である。
【００２１】
　ある実施形態では、ユーザーまたは該ユーザーの友人に対して表示される広告の選択は
、特に広告を公開するリソースがたとえば広告を示すための画面表示上の利用可能な面積
の点で限られている場合、ソーシャル・ネットワーク・システムへの広告収入を最大化す
るようになされる。ある広告活動モデルでは、各広告主は、広告が当該ソーシャル・ネッ
トワーク・システム上か当該ソーシャル・ネットワーク・システム外かまたはサードパー
ティー・ウェブサイト上にあるかに関わりなく、ユーザーが当該広告をクリックするまた
は当該広告に関する他の何らかの追随（follow-on）行動を取る各事例について、ある金
額を入札してもよい。広告収入を増すために、ソーシャル・ネットワーク・システムは、
要件を満たした広告のそれぞれについて、期待される収入値に基づいてどの広告を特定の
ユーザーに呈示すべきかを選択する。広告についての期待される収入値は、広告中の情報
の内容についてのユーザーの親和性（これはユーザーがその広告をクリックする可能性の
代理のはたらきをする）と、ソーシャル・ネットワーク・システムがその行動について受
け取る金額の関数であってもよい。いくつかの場合には、期待される収入値はさらに、ユ
ーザーが過去にクリックした他の広告に基づく、ユーザーが広告をクリックする可能性の
関数であってもよい。
【００２２】
　ソーシャル・ネットワーク・システムは、そのユーザーに、当該ウェブサイトの他のユ
ーザーと通信し、対話する能力をもたらす。使用においては、ユーザーはソーシャル・ネ
ットワーク・システムに加入し、つながりたいいくらかの他のユーザーへのつながりを追
加する。本稿での用法では、用語「友人」は、ソーシャル・ネットワーク・システムを介
して定義される、ユーザーがつながり（connection）、関連付け（association）または
関係（relationship）を形成した他の任意のユーザーまたはエンティティをいう。つなが
りは、ユーザーによって明示的に、たとえばユーザーが特定の他のユーザーを友人となる
よう選択することによって、追加されてもよし、あるいはユーザーどうし（たとえば同じ
教育機関の同窓生であるユーザー）の共通の特性に基づいてソーシャル・ネットワーク・
システムによって自動的に生成されてもよい。ソーシャル・ネットワーク・システムにお
けるつながりは、通例双方向であるが、その必要はない。よって、用語「ユーザー」およ
び「友人」は基準となる見地に依存する。たとえば、ボブおよびジョーが当該ウェブサイ
トにおいて、いずれもユーザーであり、互いにつながっているならば、両ユーザー、ボブ
とジョーは互いの友人でもある。ユーザー間のつながりは直接的なつながりであってもよ
いが、ソーシャル・ネットワーク・システムのいくつかの実施形態は、つながりが一つま
たは複数のレベルのつながりを介した間接的なものであることを許容する。また、友人と
いう用語は、ユーザーが現実世界において実際に友人であること（ユーザーの一方が企業
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または他のエンティティである場合には一般にこれが成り立つだろう）は要求しない。単
にソーシャル・ネットワーク・システムにおけるつながりを含意するのみである。
【００２３】
　他のユーザーとの相互作用に加えて、ソーシャル・ネットワーク・システムはユーザー
に、当該ウェブサイトによってサポートされるさまざまな型の項目に対する行動を取る能
力を提供する。これらの項目は、当該ウェブサイトのユーザーが所属しうるグループまた
はネットワーク（ここで、「ネットワーク」は物理的な通信ネットワークをいうのではな
く、人々の社会的なネットワークをいう）、ユーザーが関心をもちうるイベントまたはカ
レンダー・エントリー、ユーザーが当該ウェブサイトを介して使用しうるコンピュータ・
ベースのアプリケーションおよびユーザーが当該ウェブサイトを介して品目を売買するこ
とを許容するトランザクションを含んでいてもよい。これらは、ユーザーがソーシャル・
ネットワーク・システム上で作用しうる項目の若干の例にすぎない。他にも多くが可能で
ある。
【００２４】
　図示したように、ソーシャル・ネットワーク・システム１００は、当該ウェブサイト１
００上でユーザーが対話しうる種々の種類の項目についてのいくつかのオブジェクトを維
持する。ある例示的実施形態では、これらのオブジェクトは、ユーザー・プロファイル１
０５、グループ・オブジェクト１１０、イベント・オブジェクト１１５、アプリケーショ
ン・オブジェクト１２０およびトランザクション・オブジェクト１２５を含む（以下では
それぞれグループ１１０、イベント１１５、アプリケーション１２０およびトランザクシ
ョン１２５）。ある実施形態では、オブジェクトはウェブサイト１００によって、その関
連付けられた項目の各インスタンスについて記憶される。たとえば、ユーザー・プロファ
イル１０５は、ウェブサイト１００に加入する各ユーザーについて記憶され、グループ１
１０はウェブサイト１００において定義されている各グループについて記憶される、など
となる。データの型およびそれぞれについて記憶されるデータは、下記で、ソーシャル・
ネットワーク・システム１００の実施例を示す図３との関連でより詳細に述べる。
【００２５】
　ウェブサイト１００のユーザーは、ウェブサイト１００上で具体的な行動を取りうる。
ここで、各行動は一つまたは複数のオブジェクトに関連付けられる。あるオブジェクトと
関連してユーザーが実行しうる行動の型は、各オブジェクトについて定義され、主として
オブジェクトによって表される項目の型に依存する。ある特定の行動が複数のオブジェク
トに関連付けられてもよい。下記では、ソーシャル・ネットワーク・システム１００につ
いて定義されうるオブジェクトの具体的な型ならびに各オブジェクトについて取ることの
できるいくつかの行動のいくつかの例を述べる。ここで論じられるこれらのオブジェクト
および行動は、単に例解のために与えられるのであって、無数の変形および特徴がソーシ
ャル・ネットワーク・システム１００上で提供できることは理解できるであろう。
【００２６】
　ソーシャル・ネットワーク・システム１００は、ウェブサイト１００の各ユーザーにつ
いてユーザー・プロファイル１０５を維持する。特定のユーザーが別のユーザーに関して
行ういかなる行動も各ユーザーのプロファイル１０５に関連付けられる。そのような行動
は中でもたとえば、前記別のユーザーへのつながりを追加すること、前記別のユーザーに
メッセージを送ること、前記別のユーザーからのメッセージを読むこと、前記別のユーザ
ーに関連付けられたコンテンツを閲覧すること、他のユーザーによってポストされたイベ
ントに参加することを含みうる。さらに、他のオブジェクトとの関連で下記で述べるいく
つかの行動は特定のユーザーに向けられるので、そうした行動もそれらのユーザーに関連
付けられる。
【００２７】
　グループ１１０はユーザーのグループまたはネットワークについて定義される。たとえ
ば、ユーザーは、特定のバンドのファンクラブとしてグループを定義してもよい。ウェブ
サイト１００は、そのファンクラブについてのグループ１１０を維持し、これは該バンド
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についての情報、該バンドによるメディア・コンテンツ（たとえば楽曲またはミュージッ
ク・ビデオ）および当該グループのユーザーが該バンドについてコメントできる掲示板を
含んでいてもよい。よって、グループ１１０に関して可能なユーザー行動は、該グループ
に加入すること、前記コンテンツを閲覧すること、楽曲を聴くこと、ビデオを見ることお
よび掲示板上にメッセージをポストすることを含みうる。
【００２８】
　同様に、イベント１１５は、誕生日パーティーのような特定のイベントについて定義さ
れてもよい。ユーザーは、時間と場所および招待客リストのような該イベントについての
情報を定義することによってイベント１１５を生成してもよい。他のユーザーは招待を受
け、該イベントについてコメントし、自分自身のコンテンツ（該イベントからの写真）を
ポストし、該イベント１１５についてウェブサイト１００によって可能にされた他の任意
の行動を実行してもよい。よって、イベント１１５の生成者および該イベント１１５につ
いての招待客は、そのイベント１１５に関連付けられるさまざまな行動を実行しうる。
【００２９】
　ソーシャル・ネットワーク・システムはユーザーが自分のプロファイルにアプリケーシ
ョンを追加できるようにしてもよい。これらのアプリケーションは、ソーシャル・ネット
ワーク・システム１００内で向上したコンテンツおよび対話性を提供する。ソーシャル・
ネットワーク・システム１００は、システムにおいてホストされる各アプリケーションに
ついてアプリケーション・オブジェクト１２０を維持する。アプリケーションは、ウェブ
サイト運営者および／またはサードパーティーの開発者によって提供されうる。例示的な
アプリケーションは、ユーザーが仮想オブジェクト（「ギフト」または「花」）および任
意的なメッセージを別のユーザーに送ることができる向上したメッセージング・サービス
である。よって、アプリケーションによって提供される任意の機能の使用は、アプリケー
ション１２０と関連したユーザーによる行動をなしうる。さらに、上記からの例を続ける
と、仮想ギフトまたはメッセージの受領も、アプリケーション１２０と関連した行動と考
えられてもよい。したがって、行動は受動的なものであってもよく、ユーザーによる主体
的な参加を要求する必要はないことが理解できるであろう。
【００３０】
　図１の例で示されるオブジェクトの一つの特定の型は、トランザクション１２５である
。トランザクション・オブジェクトはユーザーが、買う、売る、借りる、トレードする（
trade）または交換するといったトランザクションを他のユーザーもしくは他のサードパ
ーティー・ウェブサイトと行うことを可能にする。たとえば、ユーザーは、ソーシャル・
ネットワーク・システム１００上に車を売るという項目別広告をポストしてもよい。こう
して、ユーザーは新たなトランザクション１２５を定義することになる。これはその車の
説明、写真および提示価格を含んでいてもよい。すると他のユーザーはこの情報を閲覧し
て、可能性としてはその車についての質問をポストし、オファーを受け入れるもしくは反
対提案をすることによってトランザクション１２５とさらに対話することができる。これ
らの対話のそれぞれ――閲覧、質問のポスト、オファーおよび反対提案――は、特定のト
ランザクション１２５と関連付けられている行動である。
【００３１】
　ソーシャル・ネットワーク・システム１００またはサードパーティー・ウェブサイト上
でユーザーが行動を取るとき、その行動は行動ログ１６０に記録される。ある実施形態で
は、ウェブサイト１００は行動ログ１６０をエントリーのデータベースとして維持する。
したがって、ウェブサイト１００またはサードパーティー・ウェブサイト上である行動が
取られるとき、ウェブサイト１００はその行動についてのエントリーをログ１６０に追加
する。ある実施形態では、エントリーは次の情報の一部または全部を含む：
・時間：その行動が行われたときのタイムスタンプ。
・ユーザー：その行動を実行したユーザーについての識別子（ユーザーID）。
・ターゲット：その行動が向けられたユーザーについての識別子。
・行動型：実行された行動の型についての識別子。
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・オブジェクト：その行動が作用するオブジェクトについての識別子。
・コンテンツ：その行動に関連付けられたコンテンツ。
・タグ名。
・コンバージョン型識別子。
【００３２】
　ウェブサイト１００において可能な多くの型の行動はこの情報のすべてを要求する必要
はないことは理解できるであろう。たとえば、ユーザーがユーザーのプロファイルに関連
付けられた写真を変更する場合、その行動はそのユーザーの識別子、写真変更を定義する
行動型およびコンテンツとしてのその写真またはそれへのリンクにログ記録されるだけで
あってもよい。
【００３３】
　上記のように、個別的な諸実施形態では、ソーシャル・ネットワーク・システム１００
は、ユーザーがサードパーティー・ウェブサイト上で取る行動をもログ記録する。ソーシ
ャル・ネットワーク・システム１００がサードパーティー・ウェブサイト１４０上でのユ
ーザーの行動について知りうる方法はいくらでもある。個別的な実施形態では、ユーザー
がサードパーティー・ウェブサイト１４０に登録する、サードパーティー・ウェブサイト
１４０から製品を購入する、サードパーティー・ウェブサイト１４０からサービスをダウ
ンロードするまたは他の仕方でコンバージョンを行うといったある種の行動に応答して、
サードパーティー・ウェブサイト１４０は、確認または「ありがとうございました」ペー
ジのようなコンバージョンページを、ユーザーのクライアント装置のところにいるユーザ
ーに送信する。個別的な実施形態では、このページはHTMLもしくは他の構造化された文書
コード内（たとえば、HREF（Hypertext　REFerecne〔ハイパーテキスト参照〕）内）の埋
め込まれた呼び出しまたはコード・セグメント（たとえばJavaScript）を含み、それは、
個別的な諸実施形態では、クライアントのブラウザーまたは他のレンダリング・アプリケ
ーションによって実行されたときに追跡ピクセルまたは画像タグを生成し、それが次いで
ソーシャル・ネットワーク・システムに送信される（ユーザーがソーシャル・ネットワー
ク・システムにログインしていてもいなくても）。追跡ピクセルまたは画像タグは次いで
、サードパーティー・ウェブサイト上でのユーザーの行動についてのさまざまな情報をソ
ーシャル・ネットワーク・システムに通信する。たとえば、追跡ピクセルまたは呼び出し
は、ユーザーのID（ソーシャル・ネットワーク・システムに登録されたユーザーID）、製
品ID、サード・ウェブサイトについての情報、購入もしくは他の行動のタイミングについ
てのタイムスタンプ情報などのようなパラメータを送信してもよい。一例では、サードパ
ーティー・ウェブサイト１４０がユーザーが品目を購入しうる商業ウェブサイトである場
合、ソーシャル・ネットワーク・システム１００のユーザーがサードパーティー・ウェブ
サイト１４０上である品目を購入するとき、サードパーティー・ウェブサイト１４０はソ
ーシャル・ネットワーク・システム１００にこのようにして通知してもよい。
【００３４】
　個別的な諸実施形態では、サードパーティー行動が行動端末１５０によって記録されて
もよい。行動端末は要件を満たす行動を観察し、次いでその行動を、たとえば追跡ピクセ
ルまたは画像タグをクライアントに送信することによって間接的に、ソーシャル・ネット
ワーク・システム１００に通信する。クライアントがその後、その行動についての情報を
ソーシャル・ネットワーク・システム１００に通信するのである。通信は電子メール、SM
Sまたは他の任意の適切な手段を介してであってもよい。ここで、通信されるメッセージ
は、ソーシャル・ネットワーク・システム１００が行動ログ１６０にその行動を記述する
エントリーを入れるのに十分な情報を含む。行動端末１５０は、追跡されるべき特定の型
の行動のための任意の好適な装置またはシステムを有していてもよい。個別的な諸実施形
態では、追跡されるべき行動は、ソーシャル・ネットワーク・システム１００のユーザー
が任意的にクレジットカードを登録することによってオプトインしうるクレジットカード
・トランザクションである。登録されたクレジットカードが要件を満たす仕方で使われる
とき（たとえば販売現場〔ポイント・オブ・セール〕において購入がなされるとき）、ク
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レジットカード会社（または決済会社）がソーシャル・ネットワーク・システム１００に
直接的に、またはコンバージョン追跡タグを当該ユーザーの仲介クライアント装置に送信
することによって間接的に、メッセージを送る。ここでもまた、個別的な諸実施形態では
、クレジットカード会社は、追跡ピクセルを確認ページと一緒に送信してもよく、クライ
アントのブラウザーまたは他のアプリケーションによるそのページの消費に際して、追跡
ピクセルはこの情報を呼び出すまたは他の仕方でソーシャル・ネットワーク・システム１
００に通信する。このシナリオでは、クレジットカード会社または決済会社におけるコン
ピューティング・システムが行動端末１５０のはたらきをする。メッセージは、購入され
た品目、日付、購入場所といったクレジットカード・トランザクションについての情報を
含んでいてもよい。こうして、ソーシャル・ネットワーキング・システムは行動ログ１６
０におけるこの購入のような現実世界の行動を追跡する。
【００３５】
　追跡されうる現実世界の行動を例解するもう一つの例は、ユーザーの位置に関わるもの
である。ユーザーは位置特定技術（たとえばGPS）を有する携帯電話を、ユーザーの位置
をソーシャル・ネットワーキング・システム１００に通信するよう構成設定してもよい。
これは、たとえば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
てもよい。ここで、アプリケーションが電話内の位置特定ユニットをポーリングして、ユ
ーザー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・システム１００に送る
。これは、定期的に、あるいは位置に関連するある種のきっかけイベントに際して実行さ
れてもよい。たとえば、きっかけイベントは、ユーザーが特定の都市内またはレストラン
、会社もしくは会場といった特定の目的地にいることを含むことができる。この応用では
、携帯電話（または他のGPS機能のある装置）が行動端末１５０のはたらきをする。
【００３６】
　追跡されうる現実世界の行動を例解するもう一つの例は、テレビジョン・システムでユ
ーザーがどのような番組素材にアクセスしているかに関わるものである。テレビジョンお
よび／またはセットトップ受信機が行動端末１５０として機能し、ユーザーが特定の時刻
に特定のチャンネルで特定の番組を見ている（または記録している）ことを示すメッセー
ジを送信してもよい。ここでもまた、これらの例は、装置ならびにユーザーによる行動と
して捕捉され、ソーシャル・ネットワーク・システム１００に通信されうる行動の型のい
くつかを例解するために提示されている。無数の多様な他の応用が、特定のユーザーに関
連する現実世界の行動を捕捉し、その情報をソーシャル・ネットワーク・システム１００
に送るために実装されうる。
【００３７】
　ある時間後、行動ログ１６０が、ソーシャル・ネットワーク・システム１００のユーザ
ーが取った行動を記述するいくつかのエントリーを入れられる。個別的な諸実施形態では
、行動ログ１０６は、サードパーティー・ウェブサイトにおいてユーザーが取った追跡さ
れる行動と、ユーザーが見たまたはユーザーがクリックした広告に関連するコンバージョ
ン追跡との両方を含む。このように、行動ログ１６０はユーザーの行動についてのデータ
の非常に豊富なセットを含み、ユーザーの行動における傾向および関係ならびにユーザー
とさまざまなオブジェクトとの間の親和性を識別するために解析およびフィルタリングさ
れることができる。個別的な諸実施形態では、サードパーティー・ウェブサイトにおいて
ユーザーが行う行動（たとえば購入）は、ユーザーの広告履歴および追跡されるコンバー
ジョンと相関付けされてもよい。このようにして、ソーシャル・ネットワーク・システム
は、たとえばバナー広告およびここに記載されるソーシャル広告のようなある種の広告が
、クリックされるか否かによらず、ユーザーまたはユーザーの友人が実際に広告された製
品もしくはサービスを購入することに貢献した可能性があるかどうかを判別できる。広告
の有効性のそのような定量化可能な測定は、たとえばサードパーティー・ウェブサイトの
ために一般的に広告キャンペーンを実施する広告ネットワークのような広告プロバイダー
に対してレバレッジを生じることにおいて有用でありうる。
【００３８】
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　個別的な諸実施形態では、その動作の何らかの時点において、ソーシャル・ネットワー
ク・システム１００は、当該ウェブサイト上で表示する広告１８０を取得してもよい。本
稿で述べるように、広告はバナー広告、テキスト広告、ビデオ広告、オーディオ広告およ
びネットワーク上で配信される他の任意の形の広告でありうる。広告は、広告主によって
製作され、上記のさまざまなCPMもしくはCPCモデルに基づく配信のために、ソーシャル・
ネットワーク・システム１００に提出されうる。広告は本稿に記載されるソーシャル広告
によるものでもよい。図１は、上述したソーシャル広告がユーザーの友人の一人について
生成されるプロセスを示している。ユーザーの友人の一人についてそのようなソーシャル
広告１８０を生成するために、ウェブサイト１００は行動ログ１６０と、広告要求１７５
のデータベースとにアクセスする。広告要求１７５のデータベースは、広告１８００を作
成するための基準を定義するいくつかの要求を含む。広告要求１７５および行動ログ１６
０を使って、ウェブサイト１００はソーシャル広告生成アルゴリズム１７０を適用して、
その特定の友人に合わせて調整された一つまたは複数のソーシャル広告１８０を生成する
。生成された各広告１８０は、行動ログ１６０からの少なくとも一つのユーザー行動につ
いてのメッセージを通信する広告メッセージを含む。ある実施形態では、広告１８００は
、当該ユーザーの幾人かの友人の行動についてのメッセージを通信する。たとえば、ユー
ザーは、「あなたの友人三人が『エール大同窓会ネットワーク』に加入しました」といっ
たメッセージを受信してもよい。広告メッセージはまた、広告主からの追加的なコンテン
ツを含んでいてもよい。広告メッセージは友人に、たとえば該友人のホームページ上のメ
ッセージとして、電子メール・メッセージにおいて、取られたさまざまな行動を記述する
他の広告メッセージおよびストーリーのリストもしくはニュースフィードにおいて、また
は他の任意の電子通信媒体で、通信されてもよい。広告要求１７５および広告生成アルゴ
リズム１７０は下記でより詳細に記述される。
【００３９】
　もう一つの実施形態では、行動は複数の行動ログに分割されることができる。そのよう
な各行動ログは特定のユーザーが取った行動を含む。行動はまた、初期にこれらのユーザ
ー固有の行動ログに記憶されることもできる。特定のユーザーについてのソーシャル広告
を生成するために、ウェブサイトはユーザーの友人の行動ログと、広告要求のデータベー
スとにアクセスする。広告要求と、行動ログの一つまたは複数とを使って、ウェブサイト
はソーシャル広告生成アルゴリズムを適用して、その特定のユーザーに合わせて調整され
た一つまたは複数のソーシャル広告を生成する。
【００４０】
　〈ウェブサイト・アーキテクチャ〉
　図２は、ソーシャル・ネットワーク・システム１００の動作に好適なシステム環境を示
す高レベルのブロック図である。本システム環境は一つまたは複数のクライアント装置２
１０と、一つまたは複数のサードパーティー・ウェブサイト１４０と、ソーシャル・ネッ
トワーク・システム１００と、ネットワーク２２０とを有する。代替的な構成では、異な
るおよび／または追加的なモジュールがシステムに含まれることができる。
【００４１】
　クライアント装置２１０は、ユーザー入力を受け取ることができ、ネットワーク２２０
を介してデータを送受信することができる一つまたは複数のコンピューティング装置を有
する。たとえば、クライアント装置２１０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）またはコンピューティング機能
およびデータ通信機能を含む他の任意の装置でありうる。クライアント装置２２０は、ネ
ットワーク２２０を介して通信するよう構成される。ネットワーク２２０は、有線および
無線通信システムの両方を使ってローカル・エリア・ネットワークおよび／または広域ネ
ットワークの任意の組み合わせを含みうる。上記のように、サードパーティー・ウェブサ
イト１４０および行動端末１５０は、ウェブサイト１００外でのユーザーの行動について
ソーシャル・ネットワーク・システム１００にメッセージを通信するために、ネットワー
ク２２０に結合される。
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【００４２】
　ソーシャル・ネットワーク・システム１００は、本稿に記載されるように、ユーザーが
互いと通信するまたは他の仕方で対話し、コンテンツにアクセスすることを許容するコン
ピューティング・システムを含む。ソーシャル・ネットワーク・システム１００は、ソー
シャル・ネットワークのユーザーを記述するユーザー・プロファイルを記憶する。ユーザ
ー・プロファイルは、職業経験、学歴、趣味または好み、位置などといった生い立ち情報
、人口学的情報および他の型の記述情報を含む。ウェブサイト１００はさらに、異なるユ
ーザー間の一つまたは複数の関係を記述するデータを記憶する。関係情報は、同様のまた
は共通の職業経験、グループ帰属、趣味または学歴をもつユーザーを示してもよい。さら
に、ソーシャル・ネットワーク・ホスト・サイト２３０は異なるユーザー間のユーザー定
義された関係を含む。それにより、ユーザーは自分の他のユーザーとの関係を指定できる
。たとえば、ユーザー定義された関係はユーザーが、友人、同僚、パートナーなどといっ
た該ユーザーの現実世界での関係を反映する、他のユーザーとの関係を生成することを許
容する。ユーザーはあらかじめ定義された型の関係から選択してもよいし、必要に応じて
自分独自の関係の型を定義してもよい。
【００４３】
　図３は、ソーシャル・ネットワーク・システム１００の例示的なブロック図である。ソ
ーシャル・ネットワーク・システム１００はウェブ・サーバー３５０と、行動ログ記録器
３６０と、行動ログ１６０と、ニュースフィード生成器３７０と、広告サーバー３８０と
、広告要求１７５のデータベースと、ユーザー・プロファイル記憶部３０５と、グループ
記憶部３１０と、イベント記憶部３１５と、アプリケーション・データ記憶部３２０と、
トランザクション記憶部３２５と、コンテンツ記憶部３３０とを含む。他の実施形態では
、ソーシャル・ネットワーク・システム１００はさまざまな応用のために追加的なモジュ
ール、より少数のモジュールまたは異なるモジュールを含んでいてもよい。
【００４４】
　ウェブ・サーバー３５０はソーシャル・ネットワーク・システム１００をネットワーク
２２０を介して一つまたは複数のクライアント装置２１０にリンクするとともに、一つま
たは複数のサードパーティー・ウェブサイト１４０にリンクする。ウェブ・サーバー３５
０は、メール・サーバーまたはソーシャル・ネットワーク・システム１００とクライアン
ト装置２１０もしくはサードパーティー・ウェブサイト１４０との間でメッセージを受信
するおよびルーティングするための他のメッセージ機能を含んでいてもよい。メッセージ
はインスタント・メッセージ、待ち行列に入れられるメッセージ（たとえば電子メール）
、テキストおよびSMSメッセージまたは他の任意の好適なメッセージ技法であることがで
きる。
【００４５】
　行動ログ記録器３６０は、ソーシャル・ネットワーク・システム１００上および／また
はソーシャル・ネットワーク・システム１００外でのユーザー行動についてウェブ・サー
バー３５０から通信を受信することができる。図４との関連で下記でより詳細に述べるよ
うに、行動ログ記録器３６０は行動ログ１６０に、ログ１６０において追跡されるこれら
のユーザー行動についての情報を入れる。
【００４６】
　ニュースフィード生成器３７０は、各ユーザーのために、該ユーザーにとって有意であ
りうる情報についての情報を生成する。これらの通信は、ストーリーの形を取ってもよい
。各ストーリーは、特定のユーザーにとって有意な行動ログ内の行動についての一行また
は数行の情報を含む情報メッセージである。これらのストーリーは、ソーシャル・ネット
ワーク・システム１００の一つまたは複数のページを介して、たとえば各ユーザーのホー
ムページ、プロファイル・ページまたはニュースフィードにおいて、ユーザーに呈示され
る。ニュースフィード生成器３７０の動作は、図４および図６との関連で下記でより詳細
に述べる。
【００４７】
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　広告サーバー３８０は、上記で論じた広告選択アルゴリズム１７０を実行する。広告サ
ーバー３８０の動作は図４および図９との関連で下記でより詳細に述べる。広告サーバー
３８０は、この目的のため、広告要求１７５のデータベースおよび行動ログ１６０に通信
上結合されている。
【００４８】
　上で論じたように、ソーシャル・ネットワーク・システム１００は、ユーザーが当該ウ
ェブサイト１００上で対話する際に用いうるいくつかの異なる型のオブジェクトについて
のデータを維持する。この目的に向け、ユーザー・プロファイル記憶部３０５、グループ
記憶部３１０、イベント記憶部３１５、アプリケーション・データ記憶部３２０およびト
ランザクション記憶部３２５のそれぞれが、ウェブサイト１００によって維持される対応
する型のオブジェクトの各インスタンスのためのデータを管理するためのデータ構造を記
憶する。データ構造は、対応する型のオブジェクトにとって好適な情報フィールドを含む
。（たとえば、イベント記憶部３１５は、イベントについての時間と場所を含むデータ構
造を含む。一方、ユーザー・プロファイル記憶部３０５はユーザーのプロファイルを記述
するのに好適なフィールドをもつデータ構造を含む。）特定の型の新しいオブジェクトが
生成されるとき、ウェブサイト１００は対応する型の新しいデータ構造を初期化し、それ
に一意的なオブジェクト識別子を割り当て、必要に応じてオブジェクトにデータを追加す
ることを始める。これはたとえば、ユーザーが新しいイベントを定義するときに行われて
もよい。ここで、ウェブサイト１００はイベント記憶部３１５にイベントの新しいインス
タンスを生成し、該イベントに一意的な識別子を割り当て、該イベントのフィールドに、
ユーザーによって与えられる情報を入れ始める。
【００４９】
　〈ソーシャル情報、ストーリーおよび広告のユーザーへの公開〉
　図４は、ある実施形態において、ユーザー行動が行動ログ１６０にログ記録されるプロ
セスを示している。このプロセスにおいて、ユーザーはユーザー・クライアント装置２１
０を使って、ソーシャル・ネットワーク・システム１００との関連である行動を実行４０
５する。この行動は、ユーザー・クライアント装置２１０を使ったウェブサイト１００上
のリンクのユーザー選択であってもよく、該リンクの選択はこうしてウェブ・サーバー３
５０によって受信される。しかしながら、上記のように、ウェブサイト１００はサードパ
ーティー・ウェブサイト１４０からおよび／または行動端末１５０から、ソーシャル・ネ
ットワーク・システム１００外で実行されたユーザー行動についてメッセージを受信して
もよい。ユーザーの行動の通知に際して、ウェブ・サーバー３５０は、行動ログ記録器３
６０にその行動を報告４１０し、上記のように、行動ログ記録器３６０がその行動を行動
ログにログ記録４１５する。上記のように、サードパーティー・ウェブサイト１４０から
ソーシャル・ネットワーク・システム１００に送られるメッセージは間接的に送られても
よい。すなわち、第一に、追跡ピクセルまたはそれを生成する手段を含むコンバージョン
ページがユーザーのクライアント・コンピューティング装置に送信される。第二に、追跡
ピクセルまたは他の実行可能なコード・セグメントが追跡ピクセルをソーシャル・ネット
ワーク・システム１００に送信するか、ソーシャル・ネットワーク・システムへの呼び出
しをする。それは上記のようにさまざまなパラメータを含む。ここで、個別的な諸実施形
態は、ユーザーIDを介してユーザーの追跡を可能にすることを注意しておくべきである。
ユーザーIDは、ソーシャル・ネットワーク・システムまたはサードパーティー・ウェブサ
イトにアクセスするためにユーザーがどのユーザー装置を使っているかに関わりなく各ユ
ーザーについて一定である（たとえば、ユーザーがどの装置を使っているかによって変わ
らない）。
【００５０】
　さまざまなユーザー行動の行動ログ１０におけるログ・エントリーを取得するためのこ
のプロセスは、ソーシャル・ネットワーク・システム１００のユーザーが行動を実行する
たびに繰り返される。このようにして、行動ログ１０は時間とともに、当該ウェブサイト
のユーザーの行動についての豊富な情報セットを記憶でき、その情報がその後、マーケテ
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ィング目的のために利用できる。ウェブサイト１００は、無意味な行動を追跡するのにメ
モリおよびコンピューティング資源を使うのを避けるため、システムの目的にとってほと
んどまたは全く意味のない行動のような、ある種のユーザー行動を無視してもよい。
【００５１】
　図５は、本発明のある実施形態に基づくソーシャル広告を生成するプロセスを示してい
る。この実施形態において、ソーシャル広告を生成するプロセスは、ユーザーに、該ユー
ザーがつながっている他のユーザー、この場合友人、の行動についての情報を公開するこ
ともするソーシャル・ネットワーク・システム１００について使われる。ユーザーに公開
される、ソーシャル広告のコンテキスト外での友人についてのこの情報は、ユーザーの友
人についての短いニュースフィード・ストーリー（情報メッセージ）の形で提供される。
ニュースフィード・ストーリーは、たとえばユーザーのホームページ上でユーザーに対し
て表示される。各ユーザーについて、ウェブサイト１００は、そのユーザーにとって有意
である可能性が高いニュースフィード・ストーリーおよびソーシャル広告のパーソナル化
されたセットを生成するよう構成される。ニュースフィードのコンテキストで記述するが
、他の実施形態では、ソーシャル広告がウェブサイト１００によって生成され、ニュース
フィード・ストーリーを使わない、またはニュースフィード・ストーリーのコンテキスト
外で、たとえばバナー広告においてソーシャル広告を公開するウェブサイト１００におい
てユーザーに公開されてもよい。
【００５２】
　第一段階では、ユーザーがユーザー装置２１０を介してソーシャル・ネットワーク・シ
ステム１００からのウェブ・ページを要求５０５する。これは、ユーザーがウェブサイト
１００にログインするときに提示される初期ウェブ・ページであってもよいし、あるいは
ユーザー選択に応答してウェブサイト１００によって表示される他の任意のページであっ
てもよい。ウェブ・サーバー３５０は要求を処理し、要求されたウェブ・ページが一つま
たは複数の広告（バナー広告、テキスト広告および／またはソーシャル広告のような）の
表示を要求すると判定すると、ウェブ・サーバー３５０は、ウェブサイト１００において
ソーシャル広告を生成するプロセスを開始する。ウェブ・サーバー３５０は、ニュースフ
ィード生成器３７０からストーリーを要求５１０する。上述したように、この要求５１０
はストーリーおよびソーシャル広告についての要求を含みうる。これらの項目はいずれも
、ユーザーが関心をもつウェブサイト１００上の人々または他のオブジェクトに関する行
動についての情報を含む項目と同じインターフェースにおいて呈示されうるからである。
こうして、ソーシャル広告は、少なくともいくつかの場合には、支払われる（paid）また
はスポンサーの付いた（sponsored）ストーリーであることができる。他の実施形態では
、ウェブ・サーバー３５０はソーシャル広告および／または他の広告を要求されたウェブ
・ページ上で、ウェブ・ページの指定されたもしくはリザーブされた領域などでの表示の
ために要求してもよい。
【００５３】
　ストーリーの要求に応答して、ニュースフィード生成器３７０は、ユーザーの行動およ
びプロファイル属性に基づいてユーザーにとって有意でありうる情報を求めて行動ログ１
６０に問い合わせ５１５し、行動ログ１６０は、要求された行動のセットをニュースフィ
ード生成器３７０に返す５２０。次いでニュースフィード生成器３７０はこの情報を使っ
てニュースフィード・ストーリーを生成する５２５。有意な情報を要求し、ニュースフィ
ード・ストーリーを生成するプロセスの一つの実施形態は、図６との関連でより詳細に述
べる。
【００５４】
　ニュースフィード・ストーリーの生成５２５に加えて、ニュースフィード生成器３７０
は一つまたは複数のソーシャル広告を求めて広告サーバー３８０に問い合わせ５３０して
もよい。広告サーバー３８０は、ソーシャル広告生成アルゴリズム１７０（図１参照）に
基づいて要求されたソーシャル広告を生成５３５する。ソーシャル広告を生成するプロセ
スの一つの実施形態は図９との関連でより詳細に述べる。ひとたびソーシャル広告が生成
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５３５されたら、広告サーバー３８０はそのソーシャル広告をニュースフィード生成器３
７０に返す５４０。次いで、ニュースフィード生成器３７０はニュースフィード・ストー
リーとソーシャル広告を単一のリストに組み合わせ５４５、それらをユーザーへの呈示の
ためにウェブ・サーバー３５０に送る５５０。すると、ウェブ・サーバー３５０はニュー
スフィード・ストーリーとソーシャル広告要求されたウェブ・ページ上で公表し、ウェブ
・ページをユーザーに提供５５５する。こうしてユーザーは、ユーザーの友人の行動につ
いての有意な情報を呈示される。この情報は、広告主によって支払いの対象とされてもよ
いし、広告主、その製品および／またはそのサービスについての追加的な情報を含んでい
てもよい。さらに、ウェブ・サーバー３５０は、このウェブ・ページ上に含めるために一
つまたは複数の追加的な広告（バナー広告またはテキスト広告のような）を選択してもよ
い。下記でより詳細に述べるように、図８は、ユーザーへのウェブ・ページ上に呈示され
るニュースフィード・ストーリーとソーシャル広告の組み合わせの例である。
【００５５】
　図６は、ソーシャル・ネットワーク・システム１００上のユーザー行動との関連でニュ
ースフィード・ストーリーを生成するプロセスを示している。このプロセスは、図５で示
したプロセスのように、ウェブサイト１００においてニュースフィード生成器３７０によ
って実行されてもよい。ニュースフィード生成器３７０は、特定のユーザーについてのニ
ュースフィード・ストーリーのセットの要求を受信６０５する。応答して、ニュースフィ
ード生成器３７０は、そのユーザーに関係した、行動ログ１６０に含まれる何らかの行動
の一覧を取得６１０する。ある実施形態では、行動ログ１６０内のエントリーは、ユーザ
ーの友人の一人またはユーザーがつながっている他のオブジェクト（イベントまたはグル
ープのような）を含む場合に、ユーザーに関係していると考えられる。ユーザーがつなが
っているオブジェクトはユーザーのプロファイルにおいて定義されてもよい。行動ログ１
６０中の個別のエントリーがシステムの目標および目的に依存して特定のユーザーにとっ
て有意かどうかを判定するために、さまざまな他の規則が定義されてもよい。
【００５６】
　ひとたび有意な行動が得られたら、ニュースフィード生成器３７０は各行動についてニ
ュースフィード・ストーリーを生成６１５する。ストーリーは、報告される行動の型に依
存して、さまざまな量の情報を含みうる。図７は、ユーザー・フィールド７０５、行動フ
ィールド７１０、任意的なターゲット・フィールド７１５、任意的なオブジェクト・フィ
ールド７２０および任意的なコンテンツ・フィールド７２５を含む一般的なニュースフィ
ード・ストーリーを示している。このストーリー・フォーマットに従う例示的なニュース
フィード・ストーリーは次のようなものである：
　［ユーザー・フィールド７０５］［行動フィールド７１０］［ターゲット・フィールド
７１５］［オブジェクト・フィールド７２０］
このフォーマットの例示的なニュースフィード・ストーリーは次のようなものである：
　"John　Smith　invited　Bob　Roberts　to　John's　21st　Birthday　Party"
　〔ジョン・スミスがボブ・ロバーツをジョンの２１歳の誕生日パーティーに招待した〕
ここで、ユーザー・ターゲットは各ユーザーへのリンク・アンカーであり、オブジェクト
はイベントへのリンク・アンカーである。上記の例示的なストーリーはさらに、コンテン
ツ・フィールド７２５のためのグラフィクス、リンクまたは他のコンテンツ情報を含んで
いてもよい。
【００５７】
　画面不動産は限られているので、また所与のユーザーについて任意の所与の時点におい
て表示できる数百、潜在的には数千ものストーリーがありうるので、ニュースフィード生
成器３７０は一般に、ユーザーへの表示のために、あらゆる可能なニュースフィード・ス
トーリーのサブセットを選択する必要がある。好ましくは、ニュースフィード生成器３７
０は、その特定のユーザーにとって最も興味深いであろうストーリーを選択する。ニュー
スフィード生成器３７０はこのプロセスを各ユーザーについて個々に実行することを注意
しておく。よって、あるユーザーのための有意な情報の選択は他のいかなるユーザーに対
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して表示される有意な情報（ニュースフィード・ストーリーおよびソーシャル広告のよう
な）の選択にも影響する必要はなく、一般には影響しないはずである。
【００５８】
　ある実施形態では、ニュースフィード生成器３７０は、一組の候補ストーリーのそれぞ
れについて親和性スコアを計算６２０する。ユーザーは他のユーザー、行動の型、オブジ
ェクトの型およびコンテンツについての親和性をもちうる。よって、親和性スコアは、候
補ストーリーに含まれるデータ・フィールドの各型についてのその特定のユーザーについ
ての親和性のセットを考慮に入れる重み付けされた関数に基づいていてもよい。ウェブサ
イトがユーザーの親和性を取得するのは、ユーザーの明示的な関心（直接的に与えられた
ものであれ、あるいはたとえば他のユーザーとの通信を通じて間接的に与えられたもので
あれ）に基づいて、および／またはユーザーの行動に基づいて黙示的にであってもよい（
たとえばユーザーが別のユーザーのページをチェックすることは該別のユーザーへの関心
を示す。あるいは特定の型のリンクをクリックすることは同様のリンクへの関心を示しう
る）。たとえば親和性スコアによって測定される親和性は、ユーザーが何かについてもっ
ている実際の主観的な関心または関心の欠如（すなわちそのユーザーがパンク・ロック音
楽を好み、ベジタリアン・レストランを好きでない）である必要はなく、単に候補ストー
リー中の何かとそのユーザーとの関連で記憶されている何らかの情報との間の相関であっ
てよい。記憶されている情報は、ユーザーが取った行動でも、ユーザーに関わる通信でも
、ユーザーのプロファイルにおける特性、特徴または明示された関心であってもよい。
【００５９】
　上記からの例を続けると、ユーザーがジョン・スミスまたはボブ・ロバーツについて、
およびイベントに招待されることについて高い親和性スコアを有する場合、前記例示的な
ストーリーは比較的高い親和性スコアを有する傾向があろう。ひとたび親和性スコアが計
算されたら、ニュースフィード生成器３７０は上位N個のニュースフィード・ストーリー
をウェブ・ページに公開６２５する。ここで、Nはそのウェブ・ページについて割り当て
られているストーリーの数である。
【００６０】
　図９は、ソーシャル広告を生成するプロセスを示している。このプロセスは広告サーバ
ー３８０によって実行されてもよい。広告サーバーは、特定のユーザーのためのソーシャ
ル広告の要求を受信９０５する。ある実施形態では、この要求は、そのユーザーの一意的
なユーザー識別子を要求に含めることによってその特定のユーザーを指定している。次い
で広告サーバー３８０は、もしあれば広告要求データベース１７５中の各広告要求につい
てのターゲット化基準をユーザー９１０に適用する。図１１との関連で下記でより詳細に
述べるように、広告要求は、ソーシャル広告を、ある種の基準に適合するユーザーのみに
向ける一組のターゲット化基準を指定してもよい。例示的なターゲット化基準は、18歳か
ら30歳までの間であり、かつ関心事項に音楽が含まれる任意のユーザーを指定してもよい
。こうして、広告サーバー３８０はこのターゲット化基準を特定のユーザーに適用して、
この広告要求をそのユーザーについて使うか無視するかを決定する。次いでこれは各広告
要求について、それぞれに含まれる対応するターゲット化基準を使って繰り返される。
【００６１】
　次いで広告サーバー３８０は行動ログ１６０に問い合わせして、ステップ９１０でター
ゲット化基準が満たされた広告要求のいずれかにマッチする行動エントリーを取得９１５
する。図１１との関連で下記でより詳細に述べるように、広告要求は、オブジェクトの型
を指定していてもよい。そのオブジェクトに関係した行動がソーシャル広告をトリガーす
るのである。たとえば、新しいバンドのためにコンサートをプロモーションするために、
広告要求はそのコンサートについて生成されたイベント・オブジェクトを指定してもよい
。よって、ユーザーの友人の一人がそのコンサート・イベントをその友人のプロファイル
に追加した場合、広告サーバー３８０は、ソーシャル広告の候補とするために、ログ１６
０からその行動を取得９１５してもよい。
【００６２】
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　要件を満たす広告要求についてのログ１６０から取得９１５されたトリガーする行動の
それぞれは、広告サーバー３８０によって生成されうる候補ソーシャル広告を表す。候補
ソーシャル広告のうちのどの一つまたは複数を生成するかを選択するために、広告サーバ
ーは、候補ソーシャル広告のそれぞれについて期待される価値を計算９２５する。ある実
施形態では、期待される価値は、潜在的な受け手によってそのソーシャル広告がクリック
される推定される確率によって重み付けされた、その広告についてのクリック当たりのビ
ッド価格の関数として計算される。特定のユーザーが広告をクリックする確率を推定する
ために、広告サーバー３８０はこの確率を、その候補ソーシャル広告をトリガーした行動
エントリー中のオブジェクトおよび／またはそのような行動を取ったユーザーについての
当該ユーザーの親和性の重み付けされた関数として計算する。ある実施形態では、ユーザ
ーと候補ソーシャル広告の間の親和性スコアは、ユーザーとニュースフィード・ストーリ
ーとの間の親和性スコアが計算されるのと同じ仕方で計算されてもよい。
【００６３】
　ひとたび期待される価値が候補ソーシャル広告について計算されると、広告サーバーは
、最も高い期待される価値をもつ候補についてのソーシャル広告を作成９３０する。この
ソーシャル広告は、選択される確率と選択された場合にウェブサイト１００に支払われる
ビッド額との組み合わせによりソーシャル・ネットワーク・システム１００に最大の歳入
値をもたらすソーシャル広告を表す。二つ以上のソーシャル広告が望まれる場合、広告サ
ーバー３８０は、最も高い期待される価値をもつほうから所望される数の候補広告につい
て、ソーシャル広告を作成９３０してもよい。
【００６４】
　代替的なプロセスでは、広告サーバー３８０は、いくつかのソーシャル広告をバッチ・
プロセスにおいて生成し、次いでそれらのソーシャル広告をローカルな記憶に記憶しても
よい。このようにして、各ユーザーについて、一組のソーシャル広告が、リアルタイムで
生成する必要なく、提供準備ができている。ソーシャル広告のリアルタイム生成は多数の
ユーザーおよびその結果として多数の広告要求をもつウェブサイト１００にとっては難し
いことがありうるので、これは、ソーシャル・ネットワーク・システム１００のスケーラ
ビリティーに関して助けとなる。バッチ・プロセスでソーシャル広告を生成することは、
資源に対する需要における突出〔スパイク〕を避ける助けにもなる。ソーシャル広告の生
成は、動的に変化する情報および選好に依存しうるので、広告サーバー３８０は定期的に
（たとえば15分毎に）ソーシャル広告を破棄し、新たなバッチを生成してもよい。
【００６５】
　図８は、ニュースフィード・ストーリーとソーシャル広告を表示するためのウェブ・ペ
ージの一部の図である。この例では、ユーザーは、ソーシャル・ネットワーク・システム
１００がそのユーザーにとって関心があると予測する他の人々および／または事物につい
ての情報項目のリストを示される。第一のエントリー８１０および第四のエントリー８４
０はそれぞれ、ユーザーの友人の一人または複数がソーシャル・ネットワーク・システム
１００上の特定のグループに加入したことをユーザーに伝えるニュースフィード・ストー
リーである。第二のエントリー８２０は、別のユーザーがウェブサイト１００にビデオを
ポストしたことを伝える別のニュースフィード・ストーリーであり、そのビデオを見るた
めのリンクを含む。
【００６６】
　この例ではこれらのニュースフィード・ストーリーにはソーシャル広告８３０も含まれ
ている。この例示的なソーシャル広告８３０は、ユーザーに、該ユーザーの友人の一人が
ユーザー・プロファイルをある企業に関連付けたことを伝える。（この例において、別の
ユーザー・プロファイルではなく別の企業プロファイルへのリンクを追加することは、該
他のユーザーの「友人」ではなくその企業の「ファン」になると呼ばれる。）このソーシ
ャル広告８３０は、広告主が特定の販売をするのではなく、単にブランドの認知および価
値を高めることを望むブランド広告の例である。他の実施形態では、ソーシャル広告８３
０は、広告主自身のウェブサイトへのリンクおよび／または広告のための行動への呼び出
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しのようなコンテンツをも含んでいてもよい。
【００６７】
　ニュースフィード・ストーリーとソーシャル広告をユーザーに呈示される単一のリスト
において混合する一つの利点は、広告と、ユーザーが知りたがっている情報との間にほと
んどまたは全く差がないことがあるということである。ユーザーは、友人が何をしている
か最新のことを知っておくためにソーシャル・ネットワーク・システム１００を訪れ、ソ
ーシャル広告は他のいかなるニュースフィード・ストーリーとも同じくらいユーザーにと
って有用でありうる。ソーシャル広告とニュースフィード・ストーリーはみな行動ログ１
６０から取られてもよいので、ユーザーのニュースフィードにおけるエントリーがニュー
スフィード・ストーリーであるかソーシャル広告であるかを判別することはユーザーにと
っては不可能であることがある。実のところ、ソーシャル広告のコンテンツは、他のコン
テキストでは、有機的な、無償のニュースフィード・ストーリーとして実際に現れること
ができる。ソーシャル広告に対して支払うことによって、広告主は、普通なら公表のため
に選択され得なかった状況でユーザーのウェブ・ページに対して公表されるよう（あるい
は少なくとも公表される確率が高くなるよう）単にニュースフィード・ストーリーを加速
するのである。他の実施形態では、広告に対して支払うことによって、広告主はニュース
フィード・ストーリーがその行動を取ったユーザーにつながっている他のユーザーに公表
される可能性を最大化する。いくつかの実施形態では、ソーシャル広告は、ストーリーに
付加される追加的な広告コンテンツを含んでいてもよく、ソーシャル広告とニュースフィ
ード・ストーリーはその内容において異なることがありうる。
【００６８】
　所与のページ要求に対して、バナー広告、テキスト広告および他の非ソーシャル広告は
、ユーザーおよび／または要求されたページのさまざまな属性に基づいて選択されること
ができる。たとえば、広告選択は、人口学的情報（年齢、性別、婚姻状態など）や宣言さ
れた関心およびユーザーの友人の関心といったユーザー・プロファイルに関連する他の情
報に基づいていてもよい。
【００６９】
　〈広告活動モデル〉
　図１０は、本発明のある実施形態に基づく、広告モデルについてのイベント図を示して
いる。この広告モデルでは、いくつかの広告主１０２０がソーシャル・ネットワーク・シ
ステム１００上での広告掲載に対してビッドする。ソーシャル・ネットワーク・システム
の運営者１０１０はこれらのビッドをたとえば広告主１０２０にとってアクセス可能なウ
ェブ・インターフェースを通じて受け取る。各ビッドには、広告主１０２０がソーシャル
・ネットワーク・システム１００上の選択されたウェブ・ページに対して公表したい広告
の記述が付随している。このように、ウェブ・インターフェースは広告主１０２０が、広
告についてのビッド額を含め広告要求のための関連情報すべてを指定することを許容しう
る。ある実施形態では、広告主１０２０は、図１１に示したような広告要求を指定する。
【００７０】
　図１１は、広告主１０２０がソーシャル・ネットワーク・システム運営者１０１０に提
供する広告要求１１００の構成要素のいくつかの図である。広告要求１１００は、ソーシ
ャル・ネットワーク・システム１００によって、広告要求データベース１７５に記憶され
てもよい。図示した例示的な実施形態では、広告要求１１００はタイトル・フィールド１
１０５、ボディ・フィールド１１１０、リンク・フィールド１１１５、ビッド額フィール
ド１１２０およびソーシャル・オブジェクト・フィールド１１２５を含む。非ソーシャル
広告は、広告クリエーティブ（たとえば画像ファイル、ビデオおよび／またはテキスト）
をアップロードするためのフィールドまたはコントロールといった追加的または代替的な
フィールドを有していてもよい。
【００７１】
　タイトル・フィールド１１０５およびボディ・フィールド１１１０は、ウェブサイトに
よって、ソーシャル広告をストーリー・フォーマットで公表するために使用されてもよい
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。たとえば、ソーシャル広告はヘッダとしてタイトル・フィールド１１０５を、次いで図
７に示したフォーマットのテキスト式ストーリーを含んでいてもよい。たとえば、ボディ
・フィールド１１１０は「［ユーザー名］が［イベント名］のチケットを購入しました」
と指定していてもよい。結果として得られるソーシャル広告はこのテキストを含み、その
ソーシャル広告が記述する行動に関連するユーザーおよびイベント・オブジェクトの名前
が、示されるようにテキスト中に挿入される。リンク・フィールド１１１５は、たとえば
広告の行動への呼び出しを提供するために、ソーシャル広告のコンテンツに追加されても
よい。最後に、広告要求１１００は、ソーシャル広告に付加される追加的な広告コンテン
ツ１１３０を含んでいてもよい。このコンテンツ１１３０は、写真、ビデオ、オーディオ
、ハイパーリンクおよび他の任意の好適なコンテンツを含むウェブ・ページ上での呈示に
好適ないかなる型のメディア・コンテンツを含んでいてもよい。
【００７２】
　広告要求１１０において指定されるビッド額フィールド１１２０は、そのソーシャル広
告を呈示されたユーザーがクリックするたびに広告主１０２０が支払う金額を示しうる。
あるいはまた、ビッド額フィールド１１２０は、そのソーシャル広告がユーザーに対して
またはある数のユーザーに対して表示されるたびに広告主１０２０がウェブサイト運営者
１０１０に支払う楽を指定していてもよい。ソーシャル・オブジェクト・フィールド１１
２５はオブジェクト（または複数のオブジェクト）を指定するが、該オブジェクトに関係
した行動がソーシャル広告をトリガーする。これは図９に示したソーシャル広告を生成す
るプロセスのステップ９１５との関連で上記してある。加えて、広告要求１１００は、広
告主１０２０が、ターゲット化基準１１３５を指定することを許容してもよい。ターゲッ
ト化基準の使用はソーシャル広告を生成するプロセスのステップ９１０との関連で上記し
てある。このターゲット化基準は、ユーザーのユーザー・プロファイルの諸フィールドま
たは他のオブジェクトに適用すべきフィルタであってもよいし、および／または自由形式
テキストを含んでいてもよい。
【００７３】
　再び図１０のイベント図に目を向けると、ソーシャル・ネットワーク・システム運営者
１０１０はいくつかの広告主１０２０から広告要求を受け取る。ソーシャル・ネットワー
ク・システム運営者１０１０は、ウェブサイト１００を介して、ユーザー１０３０が取っ
たいくつかの行動を受け取る。上記で論じたように、これらの行動はウェブサイト１００
上であっても、サードパーティー・ウェブサイト１４０上であっても、あるいは記録され
てソーシャル・ネットワーク・システム運営者１０１０に通信された現実世界の行動であ
ってもよい。これらの行動は、ユーザーの友人１０４０に送達される一つまたは複数のソ
ーシャル広告の潜在的なトリガーである。たとえば、ユーザーが広告主１０２０のうちあ
る広告主の広告要求１１００において同定されている行動を取るとすると、ソーシャル・
ネットワーク・システム運営者１０１０は、その行動に基づいてソーシャル広告を生成し
、そのソーシャル広告を、友人１０４０の一人または複数に対して提供されるウェブ・ペ
ージに対して公表してもよい。図１０の図はユーザー１０３０の観点からのもので、ユー
ザーの友人１０４０もウェブサイト１００のユーザーであることを注意しておく。よって
、彼らが取る行動は、その友人（これはユーザー１０３０を含む）に対してソーシャル広
告が送達される結果につながりうる。加えて、ユーザーの行動は、単独でまたは他のユー
ザーの行動と組み合わされて、そのユーザーに対して他の何らかの関係をもつユーザーに
、たとえばそのユーザーと同じネットワークもしくはグループに属するユーザーに、ソー
シャル広告が送達される結果となりうる。
【００７４】
　〈サードパーティー・ウェブサイト上の行動に基づくソーシャル広告〉
　図１２は、サードパーティー・ウェブサイト１４０からの行動がソーシャル・ネットワ
ーク・システム１００に通信され、ソーシャル・ネットワーク・システム１００によって
上記のように広告を生成するために使われるプロセスを示している。図示した例では、ユ
ーザーが、ソーシャル・ネットワーク・システム１００とは異なるドメイン上でホストさ
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れているサードパーティー・ウェブサイト１４０上で購入をする。次いで、この購入の事
実がソーシャル・ネットワーク・システム１００に通信され、ソーシャル・ネットワーク
・システム１００は、そのユーザーの一人または複数の友人に対して「ソーシャル」また
はそれ以上の通常の広告を公表するためにその情報を使う。上記のように、サードパーテ
ィー・ウェブサイト１４０からソーシャル・ネットワーク・システム１００へのこの通信
は複数の通信を含んでいてもよい。より具体的には、購入をした結果として、コンバージ
ョン（たとえば確認またはお礼）ページがユーザーのクライアント装置に送信されてもよ
い。すると、コンバージョンページに含まれるJavaScriptコールまたはピクセルが最終的
には前記行動および関連する識別パラメータをソーシャル・ネットワーク・システム１０
０に通信する。サードパーティー・ウェブサイト１４０上での購入のコンテキストで述べ
ているが、技法は購入に限定されない。サードパーティー・ウェブサイト１４０上の他の
いかなるユーザー行動もソーシャル・ネットワーク・システム１００に対してそこで使う
ために通信されうる。そうした行動は、アカウントの登録、項目の閲覧、項目をアカウン
トに保存すること、項目を借りること、予約すること、活動もしくはサービスに参加する
こと、コンテンツのダウンロードもしくはアップロード、コンテンツとの対話、情報リソ
ースへの申し込みまたはサードパーティー・ウェブサイトの運営者がそのような追跡のた
めに選択することを決める他の任意の行動を含む。ソーシャル・ネットワーク・システム
１００上で広告を生成するために有用となりうる他のドメインにおける行動の他の型のよ
り具体的な例は、衣料品を購入すること、ブログへの加入、項目を欲しい物リストに保存
すること、コンサートのチケットの購入、マラソンへの登録、フライトもしくはレストラ
ンの予約をすること、およびチャリティーへの寄付を含む。
【００７５】
　図１２の例では、ユーザーが、サードパーティー・ウェブサイト１４０によってホスト
されるオンライン店舗でウェブ・ページを見るために、ウェブ・ブラウザーのようなクラ
イアント・アプリケーションを操作する。ユーザーはある品目（item）、たとえばウィジ
ェット（widget）を購入することに決める。ユーザーは典型的には購入ページ１２１０を
呈示される。購入ページでは、ユーザーは、たとえば「購入（Buy）」ボタンをクリック
することによって購入を確認することができる。サードパーティー・ウェブサイト１４０
は、サードパーティー・ウェブサイト１４０を同定し、行動の型を記述する（たとえば、
その行動が購入、点数付け、情報要求、申し込みまたはその他のいずれであるかを、購入
した品目のようなその行動を記述するために必要とされる他の任意の情報とともに示す）
メッセージを生成する。この例では、メッセージはその行動を購入として同定し、購入さ
れた品目を記述する。次いでサードパーティー・ウェブサイト１４０はこのメッセージを
ソーシャル・ネットワーク・システム１００に直接的に、または追跡ピクセルもしくはJa
vaScriptコード断片によって間接的に送信する１２２０。該追跡ピクセルもしくはJavaSc
riptコード断片は、まず確認ページと一緒に送られ、次いでそれ自身がソーシャル・ネッ
トワーク・システム１００にメッセージを送信する。
【００７６】
　ある実施形態では、サードパーティー・ウェブサイト１４０および／またはソーシャル
・ネットワーク・システム１００は、ユーザーがソーシャル・ネットワーク・システム１
００のユーザーであるかどうかを判定する。たとえば、サードパーティー・ウェブサイト
１４０はユーザーのコンピュータ上の、ソーシャル・ネットワーク・システム１００に関
連付けられているクッキーにアクセスしてもよい。ソーシャル・ネットワーク・システム
１００およびサードパーティー・ウェブサイト１４０は異なるドメイン上にあるので、ユ
ーザーのブラウザー・プログラムは、通常はあるドメインのウェブサイトが他のドメイン
上のコンテンツにアクセスすることを防ぐセキュリティ機能を含みうる。これを回避する
ため、サードパーティー・ウェブサイト１４０は、ネストされたインラインフレーム（if
rame）を使ってもよい。ここで、サードパーティー・ウェブサイト１４０は、ソーシャル
・ネットワーク・ウェブサイトのドメインにおいてネストされたインラインフレーム（if
rame）を含むウェブ・ページをサービスし、それにより該ネストされたインラインフレー
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ムがユーザー情報にアクセスしてその情報をサードパーティー・ウェブサイト１４０に返
送できるようにする。インラインフレームの繰り返されたネスト化はさらに、ソーシャル
・ネットワーク・サイト１００がサードパーティー・ウェブサイト１４０に情報を伝え返
すことができるようにする。この技法を使うことにより、サードパーティー・ウェブサイ
ト１４０およびソーシャル・ネットワーク・システム１００は、ユーザーの個人情報のい
ずれも共有することなく、かつユーザーがソーシャル・ネットワーク・システム１００に
ログインすることを要求することもなく、ユーザーについて通信できる。
【００７７】
　ソーシャル・ネットワーク・システム１００は、サードパーティー・ウェブサイト１４
０から行動情報を通信するメッセージを受信したのち、サードパーティー・ウェブサイト
１４０上でユーザーに対して表示されるべき確認メッセージ１２３０を生成する。たとえ
ば、確認メッセージは、サードパーティー・ウェブサイト１４０上でのユーザーの行動に
基づいてユーザーの友人に対して公表されることのできるストーリーのサンプルを提供し
うる。この例では、メッセージは、「ジョン・スミスが<何か>を<パートナー・サイト>で
買いました」である。（ここで、ユーザーは「ジョン・スミス」、<何か>は購入された品
目の名前で置き換えられる、<パートナー・サイト>はサードパーティー・ウェブサイト１
４０への名前またはリンクで置き換えられる。）確認メッセージ１２３０はサードパーテ
ィー・ウェブサイトに渡し戻され１２４０、サードパーティー・ウェブサイト１４０のド
メイン上のウェブ・ページ１２１０において表示される。
【００７８】
　このウェブ・ページ１２１０上で、この確認メッセージ１２３０はユーザーに、該ユー
ザーの友人がソーシャル・ネットワーク・システム１００を介して提供されうるストーリ
ーを通知する。確認メッセージ１２３０は、ユーザーが、そのメッセージが他者に対して
示されることを防ぐためにその機能からオプトアウトすることをも許容してもよい。他の
実施形態では、ユーザーは、該ユーザーがそのような行動を取る前に、特定のサードパー
ティー・ウェブサイト（またはサードパーティー・ウェブサイトのグループ）によって取
られた行動から生成されるストーリーまたは特定の型のストーリーが公表されることを許
容することに対してオプトインまたはオプトアウトすることができる。
【００７９】
　その後何らかの時点において、ソーシャル・ネットワーク・システム１００はユーザー
の購入についてのストーリーを、ソーシャル・ネットワーク・システム１００上で該ユー
ザーにつながりをもつ他のユーザーに通信してもよい。この通信は、上記の実施形態によ
れば、ソーシャル・ネットワーク・システム１００上の別のユーザーのホームページ１２
５０上で公表される一連のストーリーの形であってもよい。
【００８０】
　このようにして、ソーシャル・ネットワーク・システム１００は、他のサードパーティ
ー・ウェブサイト１４０上でのユーザーの行動を、ソーシャル・ネットワーク・システム
２３０上の該ユーザーの友人に対して通信できる。有利なことに、サードパーティー・ウ
ェブサイト１４０上のユーザー行動をソーシャル・ネットワーク・システム１００上の該
ユーザーのつながり相手に通信することは、これら他のユーザーが同様の行動を実行する
動機を与えることがありうる。たとえば、ユーザーの友人たちに、ユーザーが特定の映画
を購入したことを知らせれば、それらの友人がその映画を購入することを促す、あるいは
少なくともその映画に対する何らかの関心を生むことがありうる。さらに、この技法は、
上記の広告活動モデルおよび広告要求との組み合わせで使われてもよいし、いかなる広告
モデルとも独立にソーシャル・ネットワーク・システムによって実行されてもよい。さら
に、のちに論じるように、会話自身が追跡され、ソーシャル・ネットワーク・システム１
００上でユーザーに対して表示される広告に関連付けられた広告インプレッションと相関
付けされることができる。
【００８１】
　〈サードパーティー・ウェブサイト上で呈示されるソーシャル広告およびメッセージ〉
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　上記のように、ソーシャル・ネットワーク・システム外でユーザーによって実行される
行動（たとえばサードパーティー・ウェブサイトでまたは現実世界での行動）がソーシャ
ル・ネットワーク・システム上での広告を生成するために使われてもよい。逆に、本発明
のさまざまな実施形態では、ソーシャル・ネットワーク・システムはそのユーザーの行動
を収集し、次いでサードパーティー・ウェブサイト上でそのユーザーが取った行動に関す
る広告および／またはその他の情報を呈示することができる。このようにして、この情報
を使う行動をプロモーションするための技法は、ソーシャル・ネットワーク・システム自
身を超えて拡張できる。
【００８２】
　本発明の諸実施形態は、ユーザー行動を収集してそれから広告を生成するために上記の
機構のいずれを使ってもよい。たとえば、ソーシャル・ネットワーク・システムは特定の
サードパーティー・ウェブサイト上でのユーザーのつながり相手についての多数の行動、
たとえば特定の品目の購入をログ記録してもよい。ユーザーがサードパーティー・ウェブ
サイトを訪問し、その品目に関連したウェブ・ページを見るとき、サードパーティー・ウ
ェブサイトは、そのユーザーのつながり相手もこの品目を購入したことを判別するために
、ソーシャル・ネットワーク・システムと通信してもよい。サードパーティー・ウェブサ
イトとソーシャル・ネットワーク・システムとの間でユーザーについての情報を通信する
ための機構は上述してある。
【００８３】
　サードパーティー・ウェブサイトは、ひとたびこの情報を受け取ったら、その情報をユ
ーザーに呈示することができる。たとえば、サードパーティー・ウェブサイトを介して販
売される映画についてのページを見るとき、サードパーティー・ウェブサイトはユーザー
に対して、ソーシャル・ネットワーク・システムのそのユーザーのある数のつながり相手
がその映画を肯定的に評価したというメッセージを呈示してもよい。たとえば、メッセー
ジは「あなたの友人のうち１０人がこの映画を気に入っています」というものであっても
よい。こうして、ソーシャル・ネットワーク・システムでのそのユーザーの友人がその映
画を気に入っているので、そのユーザーはサードパーティー・ウェブサイト上でその映画
を購入することを促される。
【００８４】
　よって、ユーザーの友人が取った行動に関する広告またはその他の情報が、上記のよう
なウェブサイト上と同様、ソーシャル・ネットワーク・システム外でユーザーに対して呈
示されてもよい。このように使われると、その情報は、ユーザーがある行動（たとえば購
入）を取ることを、ユーザーが行動を決定しようとしている点において促すのを助けるこ
とができる。この情報は、ウェブサイトの一つが補償を受ける広告活動の努力に応答して
である必要はない。この露出は、ソーシャル・ネットワーク・システムとサードパーティ
ー・ウェブサイト両者にとっての相乗効果をもちうるのである。
【００８５】
　この技法は、多様な他のコンテキストにおいて使用されることができる。たとえば、こ
の技法は、サードパーティー・ウェブサイト上の特定の品目またはコンテンツに対するユ
ーザーの関心を伝えるために使われることができる。ユーザーは、サードパーティー・ウ
ェブサイトによって、該サードパーティー・ウェブサイトによって提供されるコンテンツ
に関係した情報を提供されることができる。ただし、その情報は、ソーシャル・ネットワ
ーク・システムによって集められる。サードパーティー・ウェブサイトはこのように、ソ
ーシャル・ネットワーク・システムによって集められた情報を利用することができる。そ
の情報は、その情報が当該ユーザーが何らかのつながりをもつ第三者についてのものであ
るという内在的な価値を含む。
【００８６】
　ユーザーの経験は、サードパーティー・ウェブサイトとソーシャル・ネットワーク・シ
ステムとの間で、その情報が両方のドメインにおいて使われるよう、統合されることがで
きる。たとえば、ユーザーの映画の好みはソーシャル・ネットワーク・システム上の該ユ
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ーザーの友人によってアクセスできる。一方、そのユーザーも、該ユーザーが映画を買っ
たり借りたりするサードパーティー・ウェブサイト上での該ユーザーの友人の映画の評価
を見ることができる。加えて、サードパーティー・ウェブサイトは、ユーザーの友人につ
いてのニュースフィードまたは一連のストーリーといった、そのユーザーに対してソーシ
ャル・ネットワーク・システム上で通常呈示される、ソーシャル・ネットワーク・システ
ムからのコンテンツを提供してもよい。これらは、社会的に有意な情報のドメイン横断的
な使用の用途の例のほんの一部である。その一部は広告活動に関わるが、すべてがそうで
はない。
【００８７】
　ある実施形態では、サードパーティー・ウェブサイト上のユーザー・インターフェース
は、ソーシャル・ネットワーク・システム・ドメインおよびサードパーティー・ウェブサ
イト・ドメインからのユーザー・インターフェース要素が互いのユーザー・インターフェ
ース要素の呈示に影響する双方向的なインターフェースを提供する。たとえば、ソーシャ
ル・ネットワーク・システムからのコンテンツがサードパーティー・ウェブサイトのウェ
ブ・ページ上のフレーム（たとえばインラインフレーム）において呈示される場合、その
フレーム上でユーザーが取る行動は、前記ウェブ・ページにおいて情報が呈示される仕方
に影響しうる。これらの行動は、フレームのサイズ変更イベントといった簡単なものであ
っても、あるいはソーシャル・ネットワーキング・フレームにおけるある項目のマウスオ
ーバーといったより複雑なものであってもよく、前記ウェブ・ページのサードパーティー
・ドメイン部分における対応する項目を修飾させる。
【００８８】
　一具体例では、ソーシャル・ネットワーク・システムからのフレームがユーザーの友人
のリストを呈示してもよい。ユーザーが特定の友人をクリックすると、ソーシャル・ネッ
トワーク・システムはサードパーティー・ウェブサイトに、その友人が購入した品目のリ
ストを通信してもよい（該ウェブサイトにはそれらの友人が誰であるかを含めいかなる情
報も開示しない）。すると、サードパーティー・ウェブサイトは自らのウェブ・ページ上
でこれらの項目をハイライトしてもよい。それによりユーザーに、該ユーザーの友人の購
入履歴に基づいて購入するための該ウェブサイト上の品目を位置発見するための簡単なイ
ンターフェースを提供するのである。
【００８９】
　〈代替的な応用〉
　本発明の諸実施形態は、ソーシャル・ネットワーク・システムのコンテキストにおいて
記載されてきた。しかしながら、本稿に記載する技法は、必ずしもソーシャル・ネットワ
ーキングに関するものでない、いくつもの他の型のウェブサイトに適用されてもよい。そ
のようなウェブサイトは、該ウェブサイトのユーザーについての何らかの種類の情報を追
跡し、次いでその情報を他のユーザーに提供するいかなるウェブサイトをも含む。たとえ
ば、小売ウェブサイトは、該ウェブサイトから購入をするユーザーの追跡をし、そのユー
ザーの一部についての情報を、本稿に記載した技法を使って他のユーザーに通信してもよ
い。
【００９０】
　この意味で、ウェブサイトのユーザー間のつながりは、ソーシャル・ネットワーキング
のコンテキストにおけるような正式な（formal）または明白な（express）つながりであ
る必要はない。その代わり、つながりは、共通の特性、特徴もしくはユーザー行動のため
に含意されるまたは他の仕方で想定されるのでもよい。たとえば、ウェブサイトがそのユ
ーザーについての個人情報を追跡する場合、そのウェブサイトは、ある特定のユーザーに
対して、何か共通するものがある他のユーザーの行動についての情報を通信してもよい。
たとえば、ウェブサイトは、「大学」を卒業したユーザーに、「このウェブサイトでこの
本を買った、「大学」の卒業生が他に26人います」と告げてもよい。もう一つの例では  
     、電子ガジェット専門のウェブ・ブログが該ブログで特定のトピックにコメントす
る人に、「このトピックについてコメントした四人の人が製品を保有しています。あなた
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も購入するには、下記のリンクをクリックしてください」と告げてもよい。
【００９１】
　もう一つのコンテキストでは、本稿で記載した技法は、検索エンジンとともに使用され
てもよい。たとえば、検索エンジンで特定の品目を検索するユーザーは、友人または他の
つながり相手が買った品目に関心がある可能性がより高い。検索エンジンがユーザーのつ
ながりを追跡すれば、検索エンジンは、ユーザーに検索結果を提供することに加えて、該
ユーザーに、該ユーザーのつながり相手の行動について通知することができる。検索エン
ジンが、生い立ち情報、人口学的情報および関心対象を含む他の型の説明情報といったユ
ーザーに関する他の情報を保持すれば、検索エンジンは、該ユーザーに、同じまたは同様
の情報のいくらかを提供した第三者が取った行動を通知することができる。検索エンジン
はまた、ユーザーのつながり相手の行動、あるいは同じまたは同様の情報を提供した第三
者の行動に基づいて、ユーザーに呈示される検索結果の順序を変更してもよい。
【００９２】
　もう一つの実施形態では、本稿に記載される広告およびその他の情報用メッセージは、
ソーシャル・ネットワーク・システム外で呈示されてもよい。たとえば、ソーシャル・ネ
ットワーク〔社会的ネットワーク〕のユーザーが取った行動についての情報が、ソーシャ
ル・ネットワーク・システムによって受領され、ログ記録されてもよく、広告および／ま
たはその他の情報用メッセージがこれらのアクションに基づいて生成されてもよい。これ
らの情報用メッセージはソーシャル・ネットワーク・システムから異なるウェブサイトの
ような別のドメインに通信され、ソーシャル・ネットワークの一人または複数のユーザー
に対して呈示されることができる。本稿に記載されるように、特定のユーザーについての
メッセージは、そのユーザーがソーシャル・ネットワークにおいてつながりをもつ他のユ
ーザーに呈示される。このように、本稿に記載される広告および他の情報用メッセージの
利点は、ソーシャル・ネットワーク・システム外であっても達成できる。
【００９３】
　〈コンバージョン追跡情報〉
　個別的な諸実装では、ソーシャル・ネットワーク・システム１００は、広告主に、該シ
ステム上に掲載する広告の実績に関する洞察を提供するために、ソーシャル広告および他
の広告からコンバージョンデータを生成する。ある実装では、ソーシャル・ネットワーク
・システム１００は、ユーザーに提供される広告のインプレッションを追跡し、それがの
ちにここに記載されるようにコンバージョンに相関付けされてもよい。いくつかの実装で
は、コンバージョンの追跡は、孤立した諸イベントを原因と結果のストーリーに織りなす
ことを含むことができる。下記に概説されるデータ構造は、ユーザーのストーリー、広告
インプレッション、任意的なクリックおよびコンバージョンを構築するために使われる情
報を含む。情報が一緒につなげられると、ソーシャル・ネットワーキング・システムは「
2011年8月15日から8月22日までの間に広告「ユニコーンTシャツ」から55回のインプレッ
ションを見たあと、10人のユーザーがthreadless.comでオバマTシャツを買いました」の
ような意味のある陳述を報告することができる。さらに、報告は、ソーシャル広告と他の
広告種別との間の区別をすることができ、それにより広告主はそれらの相対的な有効性を
比較できる。ある実装では、コンバージョン追跡は、以下のデータベース・テーブルを含
む。
ピクセル・テーブル（pixel　table）
　pixel_id
　run_status
　name
　time_created
　time_updated
　account_id
impression.phpパラメータ（params）
　id
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　h
　type
　sku
　value
　debug
帰属が決定されていないコンバージョンログ（unattributed　conversion　log）
　user_id
　client_ip
　client_flags
　server_ip
　user_agent
　event_machine_cookie
　event_referer_string
　conversion_time
　conversion_tracking_id
　conversion_advertiser_event_type
　conversion_advertiser_string
　conversion_advertiser_value
　conversion_logged_in
ac_imps
　bucket_hint　
　ad_id
　db_id
　user_id
　imp_location
　imp_page
　imp_time
　client_ip
　client_flags
　imp_bid_type
　imp_bid
　imp_price
　imp_social_score
　imp_ectr
　imp_qrt_experiment
　imp_qrt_version
　imp_page_type
　imp_cluster_id
　imp_social_action
　imp_position
　imp_num_positions
　server_ip
　imp_load_type
　imp_discount
　imp_page_tab
　imp_adnetwork_id
　imp_region_id
　imp_social_items
　imp_usd_bid
　imp_usd_price
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　imp_country
　imp_queue_slot
dim_admarket_campaign_map
　account_id
　campaign_id
　campaign_name
　campaign_status
　campaign_start
　campaign_end
　adgroup_id
　adgroup_name
　ad_id
　obj_id
　ad_status
　ad_start
　ad_end
　location
　account_name
　account_type
　ds
attributed　conversions　hive　table
　conversion_ts
　account_id
　tracking_id
　user_id
　adid　（可能なコンバージョン当たり複数のadid）
　impression_count
　impression_most_recent_ts
　time_diff
　conversion_logged_in
　conversion_advertiser_value
　conversion_advertiser_string
　conversion_advertiser_event_type
ピクセル‐ユーザー関連付けテーブル（pixel-user　association　table）
　pixel_id
　user_id
　time
　data。
【００９４】
　図１３は、追跡ピクセルのアクティブ化によって生成されるメッセージを処理するため
の例示的な方法を示している。本稿で述べるように、ブラウザーまたは他のクライアント
・アプリケーションは、追跡ピクセルをもつウェブ・ページを処理するとき、ソーシャル
・ネットワーク・システム１００に対して要求を送信する。ソーシャル・ネットワーク・
システム１００は、該追跡ピクセル・メッセージを受け取ると（１３０２）、たとえばメ
ッセージの追跡識別子をハッシュ値を使って検証することによって、追跡ピクセル・メッ
セージを検証する（１３０４）。次いで、ソーシャル・ネットワーク・システム１００は
、追跡ピクセル・メッセージに関連付けられたユーザーのユーザー識別子にアクセスする
（１３０６）。ある実装では、追跡ピクセル・メッセージは、ユーザー識別子またはユー
ザー識別子アカウントに解決される情報を含むブラウザー・クッキーを含んでいてもよい
。ある実装では、ソーシャル・ネットワーク・システム１００はまた、ユーザーが現在ソ
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ーシャル・ネットワーキング・ウェブサイトにログインしているかどうかを判定し、この
情報を前記関連付けとの関連で記録する。次いでソーシャル・ネットワーク・システム１
００はピクセル‐ユーザー関連付けテーブル（上記参照）にエントリーを追加し（１３０
８）、該エントリーをlog_conversion〔ログコンバージョン〕関数に渡して該エントリー
を帰属が決定されていないコンバージョンログに追加する（１３１０）。バッチ・データ
処理ステップにおいて起こりうる帰属決定のためである。
【００９５】
　図１４は、広告インプレッションおよび／または広告クリックをピクセル‐ユーザー関
連付けテーブルに記録されたコンバージョンに帰属させるバッチ・プロセスにおいて機能
するlog_conversion〔ログコンバージョン〕関数によって実装される例示的な方法を示し
ている。ある実装では、ログコンバージョン機能は、ad_imps〔広告インプレッション〕
テーブルを薄いdim_admarket_campaign_map〔広告マーケット・キャンペーン・マップ薄
化〕で増強して（１４０２）、コンバージョンを追跡しない広告主に関係した広告インプ
レッションに対応するエントリーをフィルタ除去する（１４０４）。次いでlog_conversi
on関数は増強されたad_impsテーブルをad_clicks_annotated_table〔広告クリック注釈付
き〕からのクリックと結合し（１４０６）、結果として得られるテーブルをさらに、アカ
ウントIDおよびユーザーIDに対するunattributed_conversions〔帰属が決定されていない
コンバージョン〕をもつ増強されたad_impsテーブルと結合する（１４０８）。次いでlog
_conversion関数は結合されたテーブルをフィルタ処理して、最も最近のad_impsエントリ
ーと対にしたコンバージョンのテーブルにして（１４１０）、IDを追跡することによって
、次いで逐次、広告グループ、キャンペーンおよびアカウントIDによって、attributed_c
onversions〔帰属が決定されたコンバージョン〕をグループ化し（１４１２）、結果とし
て得られるテーブルを解析情報データベース中にロードする（１４１４）。このデータベ
ースから、広告主のためのコンバージョン追跡報告が生成されることができる。
【００９６】
　解析情報データベースに記憶されたデータから、ソーシャル・ネットワーク・システム
１００は、以下のメトリックを含む報告を提供してもよい：
・インプレッション後コンバージョン：ユーザーが広告を見た後に起こる任意のコンバー
ジョン（クリック後コンバージョンを含む）；
・クリック後コンバージョン：ユーザーが広告をクリックした後に起こる任意のコンバー
ジョン；
・XXX後コンバージョン（n日）：当該イベントから指定された時間枠以内に起こった総コ
ンバージョン。たとえば、インプレッション後コンバージョン（7日）の列は、インプレ
ッションイベントから7日以内に起こったコンバージョンを表す。追加的な報告フィルタ
は、ソーシャル広告と他の広告種別（バナー広告、テキスト広告、検索広告および他の広
告）との間の内訳を含めることができる。たとえば、ある実装では、報告は、以下のテー
ブルの列またはフィールドを含むテーブル・フォーマットであることができる：送達日、
コンバージョンイベント名、SKU、キャンペーン識別子、広告識別子、インプレッション
数、クリック数、クリックスルー率、コンバージョン数、クリック対コンバージョン率（
click-to-conversion　rate）およびインプレッション対コンバージョン率（impression-
to-conversion　rate）。
【００９７】
　さらに、「サインアップ」のような名前を付けられた追跡ピクセルの観点からのコンバ
ージョンメトリックを呈示する追跡報告が生成されることができる。これは、広告主の販
売の漏斗（sales　funnel）における個々のイベントに対してそれぞれの広告またはキャ
ンペーンの実績がどうだったかを広告主が見ることができるようにする。報告はコンバー
ジョンについてのより詳細なメトリックをも示してもよい。ある実装では、報告は次のフ
ィールドを含んでいてもよい：日付、コンバージョンイベント名、SKU、コンバージョン
数、コンバージョン値（平均）、コンバージョンレート、インプレッション28日後のコン
バージョン数、インプレッション7日後のコンバージョン数およびインプレッション1日後
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のコンバージョン数。
【００９８】
　〈例示的なコンピューティング・システム・アーキテクチャ〉
　図１５は、ウェブ・サーバーなど、上記のコンピューティング・システムの一つを実装
するために使用されうる例示的なコンピューティング・システム・アーキテクチャを示し
ている。ある実施形態では、ハードウェア・システム１５００はプロセッサ１５０２と、
キャッシュ・メモリ１５０４と、有形のコンピュータ可読媒体上に記憶された、本稿に記
載された機能に向けられた一つまたは複数の実行可能モジュールおよびドライバとを有す
る。さらに、ハードウェア・システム１５００は、高性能入出力（I/O）バス１５０６お
よび標準的なI/Oバス１５０８を含む。ホスト・ブリッジ１５１０はプロセッサ１５０２
を高性能I/Oバス１５０６に結合し、一方、I/Oバス・ブリッジ１５１２は二つのバス１５
０６および１５０８を互いに結合する。システム・メモリ１５１４および一つまたは複数
のネットワーク／通信インターフェース１５１６はバス１５０６に結合する。ハードウェ
ア・システム１５００は、ビデオ・メモリ（図示せず）および該ビデオ・メモリに結合さ
れた表示装置をさらに含んでいてもよい。大容量記憶装置１５１８およびI/Oポート１５
２０がバス１５０８に結合する。ハードウェア・システム１５００は任意的に、キーボー
ドおよびポインティング・デバイスならびにバス１５０８に結合された表示装置（図示せ
ず）を含んでいてもよい。まとめて、これらの要素はコンピュータ・ハードウェア・シス
テムの広いカテゴリーを表すことが意図されている。それはこれに限られないが、米国カ
リフォルニア州サンタクララのインテル・コーポレイションによって製造されるx86互換
プロセッサおよび米国カリフォルニア州サニーヴェールのアドバンスト・マイクロ・デバ
イセズによって製造されるx86互換プロセッサならびに他の任意の好適なプロセッサに基
づく汎用コンピュータ・システムを含む。
【００９９】
　ハードウェア・システム１５００の要素について、以下でより詳細に述べる。特に、ネ
ットワーク・インターフェース１５１６はハードウェア・システム１５００とイーサネッ
ト〔登録商標〕（たとえばIEEE802.3）ネットワーク、バックプレーンなどのような幅広
い範囲のネットワークの任意のものとの間の通信を提供する。大容量記憶装置１５１８は
、ソーシャル・ネットワーキング・システムおよびサードパーティー・ウェブサイトのサ
ーバーにおいて実装される上記の機能を実行するためのデータおよびプログラミング命令
のための恒久的記憶を提供する。一方、システム・メモリ１５１４（たとえばDRAM）は、
プロセッサ１５０２によって実行されるときのデータおよびプログラミング命令のための
一時的記憶を提供する。I/Oポート６２０は、ハードウェア・システム１５００に結合さ
れることがある追加的な周辺機器の間の通信を提供する一つまたは複数のシリアルおよび
／またはパラレル通信ポートである。
【０１００】
　ハードウェア・システム１５００は多様なシステム・アーキテクチャを含んでいてもよ
く、ハードウェア・システム１５００のさまざまなコンポーネントは配置し直されてもよ
い。たとえば、キャッシュ１５０４はプロセッサ１５０２とオンチップであってもよい。
あるいはまた、キャッシュ１５０４およびプロセッサ１５０２は、「プロセッサ・モジュ
ール」として一緒にパックされてもよい。その場合、プロセッサ１５０２は「プロセッサ
・コア」と称される。さらに、本発明のある種の実施形態は、上記のコンポーネントのす
べては必要としない、または含まないこともある。たとえば、標準的なI/Oバス１５０８
に結合されて示される周辺機器は高性能I/Oバス１５０６に結合してもよい。さらに、い
くつかの実施形態では、単一のバスのみが存在して、ハードウェア・システム１５００の
コンポーネントがその単一のバスに結合されるのでもよい。さらに、ハードウェア・シス
テム１５００は、追加的なプロセッサ、記憶装置またはメモリといった追加的なコンポー
ネントを含んでいてもよい。
【０１０１】
　ある実装では、本稿に記載される実施形態の動作は、ハードウェア・システム１５００
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によって個々にまたは分散計算環境において集団的に実行される一連の実行可能モジュー
ルとして実装される。ある個別的実施形態では、一組のソフトウェア・モジュールおよび
／またはドライバがネットワーク通信プロトコル・スタック、ブラウズおよび他のコンピ
ューティング機能、最適化プロセスなどを実装する。以上の機能的モジュールはハードウ
ェア、コンピュータ可読媒体上に記憶された実行可能モジュールまたは両者の組み合わせ
によって実現されうる。たとえば、機能モジュールは、プロセッサ１５０２のようなハー
ドウェア・システム中のプロセッサによって実行される複数のまたは一連の命令を含んで
いてもよい。最初、一連の命令は、大容量記憶装置１５１８のような記憶装置上に記憶さ
れていてもよい。しかしながら、一連の命令は、ディスケット、CD-ROM、ROM、EEPROMな
どといったいかなる好適な記憶媒体上に具体的に記憶されることもできる。さらに、一連
の命令は、ローカルに記憶される必要はなく、ネットワーク上のサーバーのようなリモー
ト記憶装置からネットワーク／通信インターフェース１５１６を介して受領されることも
できる。命令は大容量記憶装置１５１８のような記憶装置からメモリ１５１４にコピーさ
れ、次いでプロセッサ１５０２によってアクセスされ、実行される。
【０１０２】
　オペレーティング・システムは、ソフトウェア・アプリケーション（図示せず）との間
の入出力を含めハードウェア・システム１５００の動作を管理し、制御する。オペレーテ
ィング・システムは、システム上で実行されるソフトウェア・アプリケーションとシステ
ムのハードウェア・コンポーネントとの間のインターフェースを提供する。リナックス・
オペレーティング・システム、米国カリフォルニア州アップル・コンピュータ社から発売
されているアップル・マッキントッシュ・オペレーティング・システム、ユニックス・オ
ペレーティング・システム、マイクロソフト（登録商標）ウィンドウズ（登録商標）オペ
レーティング・システム、BSDオペレーティング・システムなどといった、任意の好適な
オペレーティング・システムが使用されうる。もちろん、他の実装も可能である。たとえ
ば、本稿で記載されたニックネーム生成機能は、ファームウェアにおいてまたは特定用途
向け集積回路（application　specific　integrated　circuit）上で実装されてもよい。
【０１０３】
　さらに、上記の要素および動作は、記憶媒体上に記憶されている命令から構成されるこ
ともできる。命令は、処理システムによって取得され、実行されることができる。命令の
いくつかの例は、ソフトウェア、プログラム・コードおよびファームウェアである。記憶
媒体のいくつかの例はメモリ・デバイス、テープ、ディスク、集積回路およびサーバーで
ある。命令は、処理システムによって実行されたときに、該処理システムに本発明に従っ
て動作させるよう機能する。用語「処理システム」は、単一の処理装置または協働する処
理装置の群を指す。処理装置のいくつかの例は、集積回路および論理回路である。当業者
は命令、コンピュータおよび記憶媒体にはなじみがある。
【０１０４】
　本開示は、当業者が把握するであろう本稿の例示的実施形態に対するあらゆる変更、置
換、変形、改変および修正を包含する。同様に、適切な場合には、付属の請求項は、当業
者が把握するであろう本稿の例示的実施形態に対するあらゆる変更、置換、変形、改変お
よび修正を包含する。たとえば、本発明の実施形態はソーシャル・ネットワーキング・ウ
ェブサイトとの関連で機能するよう記載されてきたが、本発明は、ウェブ・アプリケーシ
ョンをサポートし、関連付けのグラフとしてデータをモデル化するいかなる通信機能との
関連で使用されることもできる。さらに、いくつかの実施形態では、用語「ウェブ・サー
ビス」および「ウェブサイト」は交換可能に使用されることがあり、さらに、サーバーに
対して直接APIコールをするモバイル・デバイス（たとえば携帯電話、スマートフォン、
パーソナルGPS、携帯情報端末、パーソナル・ゲーム機など）のような装置上のカスタム
または一般化されたAPIを指すこともある。
【０１０５】
　〈まとめ〉
　本発明の実施形態の以上の記述は、例解のために呈示されたのであり、網羅的であるこ
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とも、本発明を開示される厳密な形に制限することも意図されていない。当業者は上記の
開示に照らして多くの修正および変形が可能であることを理解できる。たとえば、上記の
実施形態はソーシャル・ネットワーク・ウェブサイトのコンテキストで記載されてきたが
、当業者には、本発明は任意の電子的なソーシャル・ネットワーク・サービスと一緒に使
用されてもよく、ウェブサイトを通じて提供されなくてもよいことは明白であろう。たと
えたとえば電子メール、インスタント・メッセージまたは他の形のピアツーピア通信およ
び他の任意のユーザー間通信技法に頼るものであったとしても、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・ベースのシステムが、本発明に基づいて使用
されることができる。このように、本発明は、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のいかなる特定の型にも限定されない。
【０１０６】
　本記述のいくつかの部分は本発明の実施形態を情報に対する操作のアルゴリズムおよび
記号表現を使って記述している。これらのアルゴリズム的な記述および表現は、データ処
理分野の当業者が自分の研究の内容を他の当業者に効果的に伝えるために普通に使われて
いるものである。これらの操作は、機能的、計算的または論理的に記述されているが、コ
ンピュータ・プログラムまたは等価な電気回路、マイクロコードなどによって実装される
ものと理解される。さらに、場合によっては、一般性を失うことなく、動作のこれらの構
成をモジュールと称することが便利であることが判明している。記載される動作およびそ
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
任意の組み合わせにおいて具現されうる。
【０１０７】
　本稿に記載されるステップ、動作またはプロセスのいずれも、一つまたは複数のハード
ウェアまたはソフトウェア・モジュールを単独でまたは他の装置と組み合わせて用いて実
行または実装されうる。ある実施形態では、ソフトウェア・モジュールが、記載されるス
テップ、動作またはプロセスの任意のものまたは全部を実行するためにコンピュータ・プ
ロセッサによって実行され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有するコンピュータ・プログラム・プロダクトを用いて実装される。
【０１０８】
　本発明の諸実施形態は、本稿の動作を実行するための装置にも関係しうる。この装置は
、要求される目的のために特別に構築されてもよいし、および／または汎用コンピューテ
ィング装置であって、該コンピュータ内に記憶されるコンピュータ・プログラムによって
選択的に活性化または再構成されたものであってもよい。そ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的な命令を記憶するのに好適でコン
ピュータ・システム・バスに結合された任意の型の媒体に記憶されてもよい。さらに、本
明細書において言及される任意のコンピューティング・システムは、単一のプロセッサを
含んでいてもよいし、あるいは計算機能向上のために複数プロセッサ設計を用いるアーキ
テクチャであってもよい。
【０１０９】
　本発明の諸実施形態は、搬送波に埋め込まれたコンピュータ・データ信号に関係しても
よい。コンピュータ・データ信号は、コンピュータ・プログラム・プロダクトの任意の実
施形態または本稿に記載される他のデータ組み合わせをも含む。コンピュータ・データ信
号は、有形の媒体または搬送波において呈示され、有形の搬送波において変調されまたは
他の仕方でエンコードされ、任意の好適な伝送方法に従って伝送されるプロダクトである
。
【０１１０】
　最後に、本明細書において使われる言辞は主として読みやすさと教示目的のために選択
されているのであり、本発明の主題の外延や境界を定めるために選択されているのではな
い。したがって、本発明の範囲は、この詳細な説明によって限定されるのではなく、本稿
に基づく出願に対して発行される特許請求項によって限定されるものである。したがって
、本発明の実施形態の開示は、本発明の範囲を限定するものではなく、例解するものであ
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ると意図されている。本発明の範囲は付属の請求項において記載される。

【図１】 【図２】

【図３】



(37) JP 5911432 B2 2016.4.27

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(38) JP 5911432 B2 2016.4.27
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【図１４】 【図１５】
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