
JP 2019-8820 A 2019.1.17

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】コンテンツを提供するための方法、システムお
よび装置を提供する。
【解決手段】システム２００は、ユーザによって使用さ
れる第１のデバイスから第１のログイン要求を受信し、
要求が、第１のデバイスに関連付けられる第１の匿名の
識別子に関連付けられ、ユーザに関連付けられる個人を
特定できる情報を一切含まないユーザについてのユーザ
タグを決定する。ユーザによって使用される第２の別の
デバイスから第２のログイン要求を受信し、要求が、第
２の別のデバイスに関連付けられる第２の別の匿名の識
別子に関連付けられ、ユーザタグと、第１の匿名の識別
子と、第２の別の匿名の識別子との間の関連付けを格納
する。第１のデバイス、または第２の別のデバイスのい
ずれかからコンテンツを求める要求を受信し、関連付け
を使用して、要求に応じてコンテンツを提供する。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　1つまたは複数のプロセッサによって、サービスにログインするためにユーザによって
使用される第1のデバイスから第1のログイン要求を受信するステップと、
　前記受信された第1のログイン要求に基づいて前記ユーザにログインした後、前記1つま
たは複数のプロセッサによって、前記ユーザに関連付けられる第1の匿名の識別子を識別
するステップであって、前記識別するステップは、前記ユーザがログインしている間のセ
ッション中に前記第1の匿名の識別子を受信するステップ、または、前記ユーザに関連付
けられると共に、前記ログインの前に受信された前記第1の匿名の識別子を特定するステ
ップ、のいずれかを含む、ステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記ユーザに固有の前記ユーザに関連付け
られる個人情報を使用して、前記ユーザのためのユーザタグを決定するステップであって
、前記個人情報の少なくとも一部を難読化することによって前記ユーザタグを構成するこ
とを含み、前記ユーザタグには、前記ユーザに関連付けられた個人を特定できる情報は含
まれない、ステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記ユーザによって使用される第2のデバイ
スから第2のログイン要求を、受信するステップと、
　前記受信された第2のログイン要求に基づいて前記ユーザにログインした後、前記1つま
たは複数のプロセッサによって、前記ユーザに関連付けられる第2の匿名の識別子を識別
するステップであって、前記識別するステップは、前記ユーザがログインしている間のセ
ッション中に前記第2の匿名の識別子を受信するステップ、または、前記ユーザに関連付
けられると共に、前記ログインの前に受信された前記第2の匿名の識別子を特定するステ
ップ、のいずれかを含み、前記第2の匿名の識別子は、前記第1の匿名の識別子とは異なる
、ステップと、
　前記第2の匿名の識別子を識別した後、前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記
ユーザタグと前記第1の匿名の識別子と前記第2の匿名の識別子との間の関連付けを、格納
するステップであって、前記関連付けは、前記ユーザを前記第1のデバイスおよび前記第2
のデバイスに匿名でリンクしている、ステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、コンテンツを求める要求を、
　　前記要求が前記第1の匿名の識別子を含む前記第1のデバイス、または、
　　前記要求が前記第2の匿名の識別子を含む前記第2のデバイス
のいずれかから、受信するステップと、
　前記ユーザにリンクされた複数のデバイスを識別するために、コンテンツを求める前記
要求で受信された前記第1の匿名の識別子または前記第2の匿名の識別子を、使用するステ
ップであって、前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記第1のデバイスまたは第2
のデバイスとは別のものを識別することを含む、ステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記第1のデバイスおよび第2のデバイスの
各ユーザの使用に関連付けられたセッション履歴情報を決定するステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記決定されたセッション履歴情報を使用
して統合されたセッション履歴を、作成するステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記関連付けおよび前記統合されたセッシ
ョン履歴を使用して前記要求に応じてコンテンツを提供するステップと
を備える、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記第1の匿名の識別子および第2の匿名の識別子は、別々のブラウザに関連付けられる
、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記ログイン要求を受信するステップが、ソーシャルサービスにログインする要求を受
信するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
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　前記ユーザについてのユーザタグを決定するステップが、前記個人情報に少なくとも部
分的に基づいて乱数または擬似乱数を決定して、前記乱数または擬似乱数を前記ユーザタ
グとして提供するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザについてのユーザタグを決定するステップが、結果を生成する前記個人情報
の少なくとも一部に一方向性関数を適用して、前記結果を前記ユーザタグとして使用する
ステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記一方向性関数がハッシュ関数である、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　情報の前記一部が、前記ユーザに関連付けられるログイン識別子である、請求項5に記
載の方法。
【請求項８】
　情報の前記一部が、前記ユーザの電子メールアドレスである、請求項5に記載の方法。
【請求項９】
　前記関連付けを格納するステップが、前記ユーザタグと、前記第1の匿名の識別子と、
前記第2の匿名の識別子とを表内のエントリとして格納するステップを含む、請求項1に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記関連付けを格納するステップが、前記ユーザタグを前記第1の匿名の識別子と前記
第2の匿名の識別子との両方にマッピングするステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記関連付けを格納するステップが、第1の期間の満了後に前記ユーザタグを除去する
ステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　前記関連付けを格納するステップが、第2の期間の満了後に前記第2の匿名の識別子を除
去するステップを含む、請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第1の期間と前記第2の期間が同じである、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　第1の期間および第2の期間が、前記ユーザが前記サービスからログアウトするときに満
了する、請求項11に記載の方法。
【請求項１５】
　第1の期間および第2の期間が、ユーザが複数のデバイスからログインすることを可能に
したログインから一定の長さの時間が経過した後に満了する、請求項11に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第1の匿名の識別子と第2の別の匿名の識別子が、ブラウザクッキーおよびデバイス
識別子のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ユーザによって使用される第3のデバイスからログイン要求を受信するステップで
あって、前記ログイン要求が、前記第3のデバイスに関連付けられる第3の匿名の識別子に
関連付けられており、前記第3の匿名の識別子が、前記第1の匿名の識別子および第2の別
の匿名の識別子とは異なる、ステップと、
　前記ユーザタグと、前記第1の匿名の識別子と、前記第2の匿名の識別子と、前記第3の
匿名の識別子との間の関連付けを格納するステップと、
　コンテンツの要求を、
　　前記第1の匿名の識別子を含む前記第1のデバイス、
　　前記第2の匿名の識別子を含む前記第2のデバイス、または
　　前記第3の匿名の識別子を含む前記第3のデバイス、
のいずれかから受信するステップと、
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　前記要求に応じて、前記関連付けを使用してコンテンツを提供するステップと
さらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項１８】
　コンテンツを求める要求を受信するステップが、広告コンテンツを求める要求を受信す
るステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１９】
　コンテンツを求める要求を受信するステップは、前記第1の匿名の識別子を含む前記第1
のデバイスから要求を受信するステップであって、前記第1の匿名の識別子がクッキーで
あるステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項２０】
　前記要求に応じてコンテンツを提供するステップが、前記ユーザについての情報を使用
して、前記ユーザにコンテンツを提供するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法
。
【請求項２１】
　1つまたは複数のプロセッサによって、ユーザによって使用される第1のデバイスから第
1のログイン要求を受信するステップと、
　前記受信された第1のログイン要求に基づいて前記ユーザにログインした後、前記1つま
たは複数のプロセッサによって、前記ユーザに関連付けられる第1の匿名の識別子を識別
するステップであって、前記識別するステップは、前記ユーザがログインしている間のセ
ッション中に前記第1の匿名の識別子を受信するステップ、または、前記ユーザに関連付
けられると共に、前記ログインの前に受信された前記第1の匿名の識別子を特定するステ
ップ、のいずれかを含む、ステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記ユーザに固有の前記ユーザに関連付け
られる個人情報を使用して、前記ユーザのためのユーザタグを決定するステップであって
、前記個人情報の少なくとも一部を難読化することによって前記ユーザタグを構成するこ
とと、前記ユーザタグを前記第1のデバイスに提供することとを含み、前記ユーザタグに
は、前記ユーザに関連付けられた個人を特定できる情報は含まれない、ステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記ユーザによって使用される第2のデバイ
スから第2のログイン要求を、受信するステップと、
　前記受信された第2のログイン要求に基づいて前記ユーザにログインした後、前記1つま
たは複数のプロセッサによって、前記ユーザに関連付けられる第2の匿名の識別子を識別
するステップであって、前記識別するステップは、前記ユーザがログインしている間のセ
ッション中に前記第2の匿名の識別子を受信するステップ、または、前記ユーザに関連付
けられると共に、前記ログインの前に受信された前記第2の匿名の識別子を特定するステ
ップ、のいずれかを含み、前記第2の匿名の識別子は、前記第1の匿名の識別子とは異なる
、ステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記ユーザが前記第2のデバイスにログイン
したことを決定するステップと、
　前記第2の匿名の識別子を識別した後、前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記
ユーザタグと前記第1の匿名の識別子と前記第2の匿名の識別子との間の関連付けを、格納
するステップであって、前記関連付けは、前記ユーザを前記第1のデバイスおよび前記第2
のデバイスに匿名でリンクしている、ステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、コンテンツを求める要求を、
　　前記要求が前記第1の匿名の識別子を含む前記第1のデバイス、または、
　　前記要求が前記第2の匿名の識別子を含む前記第2のデバイス
のいずれかから、受信するステップと、
　前記ユーザにリンクされた複数のデバイスを識別するために、コンテンツを求める前記
要求で受信された前記第1の匿名の識別子または前記第2の匿名の識別子を、使用するステ
ップであって、前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記第1のデバイスまたは第2
のデバイスとは別のものを識別することを含む、ステップと、
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　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記第1のデバイスおよび第2のデバイスの
各ユーザの使用に関連付けられたセッション履歴情報を決定するステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記決定されたセッション履歴情報を使用
して統合されたセッション履歴を、作成するステップと、
　前記1つまたは複数のプロセッサによって、前記第1の匿名の識別子または前記第2の匿
名の識別子のいずれかを使用して、さらに、前記関連付けおよび前記統合されたセッショ
ン履歴に基づいて、コンテンツの前記要求に応じてコンテンツを提供するステップと
とを備える、コンピュータ実装方法。
【請求項２２】
　コンピュータ可読記憶装置に明確に具現化されたコンピュータプログラムであって、プ
ロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
　サービスにログインするためにユーザによって使用される第1のデバイスから第1のログ
イン要求を受信させ、
　前記受信された第1のログイン要求に基づいて前記ユーザにログインした後、前記ユー
ザに関連付けられる第1の匿名の識別子を識別させ、前記識別させることは、前記ユーザ
がログインしている間のセッション中に前記第1の匿名の識別子を受信させること、また
は、前記ユーザに関連付けられると共に、前記ログインの前に受信された前記第1の匿名
の識別子を特定させること、のいずれかを含み、
　前記ユーザに固有の前記ユーザに関連付けられる個人情報を使用して、前記ユーザのた
めのユーザタグを決定させ、前記決定させることは、前記個人情報の少なくとも一部を難
読化することによって前記ユーザタグを構成させることを含み、前記ユーザタグには、前
記ユーザに関連付けられた個人を特定できる情報は含まれず、
　前記ユーザによって使用される第2のデバイスから第2のログイン要求を、受信させ、
　前記受信された第2のログイン要求に基づいて前記ユーザにログインした後、前記ユー
ザに関連付けられる第2の匿名の識別子を識別させ、前記識別させることは、前記ユーザ
がログインしている間のセッション中に前記第2の匿名の識別子を受信させること、また
は、前記ユーザに関連付けられると共に、前記ログインの前に受信された前記第2の匿名
の識別子を特定させること、のいずれかを含み、前記第2の匿名の識別子は、前記第1の匿
名の識別子とは異なり、
　前記第2の匿名の識別子を識別した後、前記ユーザタグと前記第1の匿名の識別子と前記
第2の匿名の識別子との間の関連付けを、格納させ、前記関連付けは、前記ユーザを前記
第1のデバイスおよび前記第2のデバイスに匿名でリンクしており、
　コンテンツを求める要求を、
　　前記要求が前記第1の匿名の識別子を含む前記第1のデバイス、または、
　　前記要求が前記第2の匿名の識別子を含む前記第2のデバイス
のいずれかから、受信させ、
　前記第1のデバイスまたは第2のデバイスとは別のものを含む前記ユーザにリンクされた
複数のデバイスを識別させるために、コンテンツを求める前記要求で受信された前記第1
の匿名の識別子または前記第2の匿名の識別子を、使用させ、
　前記第1のデバイスおよび第2のデバイスの各ユーザの使用に関連付けられたセッション
履歴情報を決定させ、
　前記決定されたセッション履歴情報を使用して統合されたセッション履歴を、作成させ
、
　前記関連付けおよび前記統合されたセッション履歴を使用して前記要求に応じてコンテ
ンツを提供させる
命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
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　本出願は、2012年3月6日に出願された米国特許出願第13/413,459号「PROVIDING CONTEN
T TO A USER ACROSS MULTIPLE DEVICES」の優先権を主張し、その開示を参照により本明
細書に組み込む。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書は、情報表示に関する。
【０００３】
　インターネットは、様々なリソースへのアクセスを提供する。たとえば、インターネッ
トを介して、ビデオおよび/またはオーディオファイル、ならびに特定のテーマまたは特
定のニュース記事についてのウェブページにアクセスすることができる。これらのリソー
スにアクセスすることによって、リソースとともに他のコンテンツ(たとえば、広告)が提
供される機会が与えられる。たとえば、ウェブページは、コンテンツを表示することがで
きるスロットを含むことができる。これらのスロットはウェブページ内で定義されてもよ
く、たとえば検索結果とともに、ウェブページに表示するように定義されてもよい。
【０００４】
　コンテンツアイテムスロットは、予約システムの一部として、またはオークションにお
いて、コンテンツのスポンサーに割り当てることができる。たとえば、コンテンツのスポ
ンサーは、スポンサーが彼らのコンテンツを表示するためにそれぞれ支払うことを望む入
札指定金額を提供することができる。今度は、オークションを実行することができ、とり
わけ彼らの入札価格、および/またはスポンサーされたコンテンツと、スロットをホスト
するページ上に表示されたコンテンツとの関連付け、あるいはスポンサーされたコンテン
ツを求める受信された要求によって、スロットをスポンサーに割り当てることができる。
次いで、家庭用パーソナルコンピュータ(PC)、スマートフォン、ラップトップコンピュー
タ、または他の何らかのユーザデバイスなどの、ユーザに関連付けられる任意のデバイス
上で、ユーザにコンテンツを提供することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一般的に、本明細書に記載の主題の革新的な一態様は、コンテンツを提供するための方
法を含む方法で実装され得る。本方法は、サービスにログインするためにユーザによって
使用される第1のデバイスから第1のログイン要求を受信するステップであって、第1のロ
グイン要求が、第1のデバイスに関連付けられる第1の匿名の識別子に関連付けられている
ステップを備える。本方法は、1つまたは複数のプロセッサを使用して、ユーザについて
のユーザタグを決定するステップであって、ユーザタグが、ユーザに関連付けられる個人
を特定できる情報を一切含まないステップをさらに備える。本方法は、ユーザによって使
用される第2の別のデバイスから第2のログイン要求を受信するステップであって、第2の
ログイン要求が、第2の別のデバイスに関連付けられる第2の別の匿名の識別子に関連付け
られているステップをさらに備える。本方法は、ユーザタグと、第1の匿名の識別子と、
第2の別の匿名の識別子との間の関連付けを格納するステップをさらに備える。本方法は
、第1の匿名の識別子を含む第1のデバイス、または第2の別の匿名の識別子を含む第2の別
のデバイスのいずれかからコンテンツを求める要求を受信するステップをさらに備える。
本方法は、1つまたは複数のプロセッサを使用して、関連付けを使用して要求に応じてコ
ンテンツを提供するステップをさらに備える。
【０００６】
　これらおよび他の実装形態は、それぞれ以下の特徴のうちの1つまたは複数を任意で含
むことができる。第1の匿名の識別子と第2の別の匿名の識別子を別々のブラウザに関連付
けることができる。ログイン要求を受信するステップは、ソーシャルサービスにログイン
する要求を受信するステップを含むことができる。ユーザについてのユーザタグを決定す
るステップは、情報に少なくとも部分的に基づいて乱数または擬似乱数を決定して、乱数
または擬似乱数をユーザタグとして提供するステップをさらに含むことができる。ユーザ
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についてのユーザタグを決定するステップは、結果を生成する情報の少なくとも一部に一
方向性関数を適用して、結果をユーザタグとして使用するステップをさらに含むことがで
きる。一方向性関数はハッシュ関数でよい。情報の一部は、ユーザに関連付けられるログ
イン識別子でよい。情報の一部は、ユーザの電子メールアドレスでよい。関連付けを格納
するステップは、ユーザタグと、第1の匿名の識別子と、第2の別の匿名の識別子とを表内
のエントリとして格納するステップを含むことができる。関連付けを格納するステップは
、ユーザタグを第1の匿名の識別子と第2の別の匿名の識別子との両方にマッピングするス
テップを含むことができる。関連付けを格納するステップは、第1の期間の満了後にユー
ザタグを除去するステップを含むことができる。関連付けを格納するステップは、第2の
期間の満了後に第2の別の匿名の識別子を除去するステップを含むことができる。第1の期
間と第2の期間は同じでもよい。第1の期間および第2の期間は、ユーザがサービスからロ
グアウトするときに満了することができる。第1の期間および第2の期間は、ユーザが複数
の別のデバイスからログインすることを可能にしたログインから一定の長さの時間が経過
した後に満了することができる。第1の匿名の識別子と第2の別の匿名の識別子は、ブラウ
ザクッキーおよびデバイス識別子を備えるグループから選択され得る。本方法は、ユーザ
によって使用される第3のデバイスからログイン要求を受信するステップであって、ログ
イン要求が、第3のデバイスに関連付けられる第3の別の匿名の識別子に関連付けられてい
るステップと、ユーザタグと、第1の匿名の識別子と、第2の別の匿名の識別子と、第3の
別の匿名の識別子との間の関連付けを格納するステップと、第1の匿名の識別子を含む第1
のデバイスか、第2の別の匿名の識別子を含む第2の別のデバイスか、第3の別の匿名の識
別子を含む第3の別のデバイスのいずれかからコンテンツを求める要求を受信するステッ
プと、要求に応じて、および関連付けを使用してコンテンツを提供するステップとをさら
に備えることができる。コンテンツを求める要求を受信するステップは、広告コンテンツ
を求める要求を受信するステップを含むことができる。コンテンツを求める要求を受信す
るステップは、第1の匿名の識別子を含む第1のデバイスから要求を受信するステップであ
って、第1の匿名の識別子がクッキーであるステップを含むことができる。要求に応じて
コンテンツを提供するステップは、ユーザについての情報を使用して、ユーザにコンテン
ツを提供するステップをさらに含むことができる。
【０００７】
　一般的に、本明細書に記載の主題の別の革新的な態様は、コンテンツを提供するための
別の方法を含む方法で実装され得る。本方法は、1つまたは複数のプロセッサを使用して
、サービスによってユーザタグに関連付けられる複数の匿名の識別子をリンクするステッ
プを備える。本方法は、サービスで、ユーザタグに帰属するコンテンツを求める要求を受
信するステップであって、各要求が、匿名の識別子のうちの1つを含むステップをさらに
備える。本方法は、1つまたは複数のプロセッサを使用して、受信された要求に応じて、
およびリンクするステップに基づいて、コンテンツを提供するステップをさらに備える。
【０００８】
　これらおよび他の実装形態は、それぞれ以下の特徴のうちの1つまたは複数を任意で含
むことができる。複数の匿名の識別子をリンクするステップは、複数の別のデバイスから
、ユーザからログイン要求を受信するステップと、ユーザタグを決定するステップであっ
て、ユーザタグが、ユーザに関連付けられる個人を特定できる情報を一切含まないステッ
プと、ユーザタグを、各ログイン要求に関連付けられる匿名の識別子にマッピングするス
テップとを含むことができる。複数の匿名の識別子は、ブラウザクッキーおよびデバイス
識別子を備えるグループから選択され得る。ユーザタグを決定するステップは、ユーザに
関連付けられる一意の情報に一方向性関数を適用して、結果をユーザタグとして使用する
ステップを含むことができる。
【０００９】
　一般的に、本明細書に記載の主題の別の革新的な態様は、コンテンツを提供するための
別の方法を含む方法で実装され得る。本方法は、ユーザによって使用される第1のデバイ
スから第1のログイン要求を受信するステップであって、第1のログイン要求が、第1の匿
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名の識別子に関連付けられているステップを備える。本方法は、1つまたは複数のプロセ
ッサを使用して、ユーザについてのユーザタグを決定して、ユーザタグを第1のデバイス
に提供するステップであって、ユーザタグが、ユーザに関連付けられる個人を特定できる
情報を一切含まないステップをさらに備える。本方法は、ユーザによって使用される第2
の別のデバイスから第2のログイン要求を受信するステップであって、第2のログイン要求
が第2の別の匿名の識別子に関連付けられているステップをさらに備える。本方法は、ユ
ーザが第2の別のデバイスにログインしたこと決定するステップをさらに備える。本方法
は、ユーザタグと、第1の匿名の識別子と、第2の別の匿名の識別子との間の関連付けを格
納するステップをさらに備える。本方法は、第1の匿名の識別子を使用する第1のデバイス
、または第2の別の匿名の識別子を使用する第2の別のデバイスのいずれかからコンテンツ
を求める要求を受信するステップをさらに備える。本方法は、1つまたは複数のプロセッ
サを使用して、第1の匿名の識別子、または第2の別の匿名の識別子のいずれかを使用して
コンテンツを求める要求に応じて、および関連付けに基づいて、コンテンツを提供するス
テップをさらに備える。
【００１０】
　一般的に、本明細書に記載の主題の別の革新的な態様は、コンテンツを提供するための
別の方法を含む方法で実装され得る。本方法は、サービスにログインする要求であって、
クライアントデバイス上で第1のクライアント処理を実行しているユーザからの要求を受
信するステップを備える。本方法は、要求に応じて、および1つまたは複数のプロセッサ
を使用して、クライアントデバイスに格納するためにクライアント識別子をクライアント
デバイスに返すステップであって、クライアント識別子が、このセッションのためのサー
ビスへのユーザを識別するステップをさらに備える。本方法は、ログインした後、クライ
アントデバイスからコンテンツを求める1つまたは複数の要求を受信するステップであっ
て、各要求が、クライアント識別子、および所与のセッションまたはデバイスに関連付け
られるクッキーを含むステップをさらに備える。本方法は、クライアント識別子をクッキ
ーにマッピングして、マッピングを格納するステップをさらに備える。本方法は、その後
の時点で、サービスにログインするために後続の要求を受信するステップであって、後続
の要求がユーザからのものであり、別のクライアントデバイス、あるいはクライアントデ
バイス上で実行される別のブラウザを通じてのいずれかによる、第2のクライアント処理
に関連付けられているステップをさらに備える。本方法は、後続の要求に応じて、クライ
アントデバイスに格納するためにクライアント識別子をクライアントデバイスに返すステ
ップであって、クライアント識別子が、この後続のセッションのためのサービスへのユー
ザを識別するステップをさらに備える。本方法は、コンテンツを求める1つまたは複数の
後続の要求をユーザから受信するステップであって、各後続の要求が、クライアント識別
子、および後続のセッションまたはデバイスに関連付けられる第2の別のクッキーを含む
ステップをさらに備える。本方法は、1つまたは複数のプロセッサを使用して、クライア
ント識別子を第2の別のクッキーにマッピングして、マッピングを格納するステップをさ
らに備える。本方法は、マッピングを使用して、ユーザにコンテンツを配信するステップ
をさらに備える。
【００１１】
　これらおよび他の実装形態は、それぞれ以下の特徴のうちの1つまたは複数を任意で含
むことができる。クライアント識別子はクッキーでよい。クライアント識別子は、ユーザ
に関連付けられる個人を特定できる情報を有していない。マッピングするステップは、マ
ッピングに基づいてユーザにコンテンツを提供するステップを含むことができる。マッピ
ングを使用するステップは、コンバージョントラッキング、周波数キャッピング、人口統
計および関心カテゴリ推論、またはリマーケティングのためにマッピングを使用するステ
ップを含むことができる。
【００１２】
　一般的に、本明細書に記載の主題の別の革新的な態様は、コンテンツを提供するための
システムを含むシステムに実装され得る。本システムは、ユーザのオンラインリソースへ
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のアクセスを提供して、ユーザに関連付けられる個人を特定できる情報を含まないユーザ
についてのユーザタグを決定して、ユーザによって使用される複数のデバイスに関連付け
られる匿名の識別子にユーザタグをマッピングするためのユーザログインサービスを含む
。本システムは、ユーザに関連付けられる複数のデバイスのうちのいずれかからのユーザ
によるコンテンツを求める要求に応じて、およびマッピングに基づいて、コンテンツを提
供するためのコンテンツ管理システムをさらに含む。
【００１３】
　これらおよび他の実装形態は、それぞれ以下の特徴のうちの1つまたは複数を任意で含
むことができる。ユーザのオンラインリソースは、ウェブサービス、電子メール、ソーシ
ャルネットワーク、またはビジネスアプリケーションを備えるグループから選択され得る
。コンテンツは広告でもよい。
【００１４】
　一般的に、本明細書に記載の主題の別の革新的な態様は、コンピュータ可読記憶装置に
明確に具現化された、および命令を備える、コンピュータプログラム製品を含むコンピュ
ータプログラム製品に実装され得る。本命令は、プロセッサによって実行されると、プロ
セッサに、サービスにログインするためにユーザによって使用される第1のデバイスから
第1のログイン要求を受信させて、第1のログイン要求が、第1のデバイスに関連付けられ
る第1の匿名の識別子に関連付けられており、ユーザについてのユーザタグを決定させて
、ユーザタグが、ユーザに関連付けられる個人を特定できる情報を一切含まず、ユーザに
よって使用される第2の別のデバイスから第2のログイン要求を受信させて、第2のログイ
ン要求が、第2の別のデバイスに関連付けられる第2の別の匿名の識別子に関連付けられて
おり、ユーザタグと、第1の匿名の識別子と、第2の別の匿名の識別子との間の関連付けを
格納させて、第1の匿名の識別子を含む第1のデバイス、または第2の別の匿名の識別子を
含む第2の別のデバイスのいずれかからコンテンツを求める要求を受信させて、関連付け
を使用して要求に応じてコンテンツを提供させる。
【００１５】
　一般的に、本明細書に記載の主題の別の革新的な態様は、コンピュータ可読記憶装置に
明確に具現化された、および命令を備える、コンピュータプログラム製品を含むコンピュ
ータプログラム製品に実装され得る。本命令は、プロセッサによって実行されると、プロ
セッサに、サービスによってユーザタグに関連付けられる複数の匿名の識別子をリンクさ
せて、サービスで、ユーザタグに帰属するコンテンツを求める要求を受信させて、各要求
が、匿名の識別子のうちの1つを含み、受信された要求に応じて、およびリンクするステ
ップに基づいて、コンテンツを提供させる。
【００１６】
　一般的に、本明細書に記載の主題の別の革新的な態様は、コンピュータ可読記憶装置に
明確に具現化された、および命令を備える、コンピュータプログラム製品を含むコンピュ
ータプログラム製品に実装され得る。本命令は、プロセッサによって実行されると、プロ
セッサに、サービスにログインする要求であって、クライアントデバイス上で第1のクラ
イアント処理を実行しているユーザからの要求を受信させて、要求に応じて、クライアン
トデバイスに格納するためにクライアント識別子をクライアントデバイスに返させて、ク
ライアント識別子が、このセッションのためのサービスへのユーザを識別し、ログインし
た後、クライアントデバイスからコンテンツを求める1つまたは複数の要求を受信させて
、各要求が、クライアント識別子、および所与のセッションまたはデバイスに関連付けら
れるクッキーを含み、クライアント識別子をクッキーにマッピングして、マッピングを格
納させて、その後の時点で、サービスにログインするために後続の要求を受信させて、後
続の要求がユーザからのものであり、別のクライアントデバイス、あるいはクライアント
デバイス上で実行される別のブラウザを通じてのいずれかによる、第2のクライアント処
理に関連付けられており、後続の要求に応じて、クライアントデバイスに格納するために
クライアント識別子をクライアントデバイスに返させて、クライアント識別子が、この後
続のセッションのためのサービスへのユーザを識別して、コンテンツを求める1つまたは
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複数の後続の要求をユーザから受信させて、各後続の要求が、クライアント識別子、およ
び後続のセッションまたはデバイスに関連付けられる第2の別のクッキーを含み、クライ
アント識別子を第2の別のクッキーにマッピングして、マッピングを格納させて、マッピ
ングを使用して、ユーザにコンテンツを配信させる。
【００１７】
　一般的に、本明細書に記載の主題の別の革新的な態様は、コンピュータ可読記憶装置に
明確に具現化された、および命令を備える、コンピュータプログラム製品を含むコンピュ
ータプログラム製品に実装され得る。本命令は、プロセッサによって実行されると、プロ
セッサに、サービスにログインする要求であって、クライアントデバイス上で第1のクラ
イアント処理を実行しているユーザからの要求を受信させて、要求に応じて、クライアン
トデバイスに格納するためにクライアント識別子をクライアントデバイスに返させて、ク
ライアント識別子が、このセッションのためのサービスへのユーザを識別し、ログインし
た後、クライアントデバイスからコンテンツを求める1つまたは複数の要求を受信させて
、各要求が、クライアント識別子、および所与のセッションまたはデバイスに関連付けら
れるクッキーを含み、クライアント識別子をクッキーにマッピングして、マッピングを格
納させて、その後の時点で、サービスにログインするために後続の要求を受信させて、後
続の要求がユーザからのものであり、別のクライアントデバイス、あるいはクライアント
デバイス上で実行される別のブラウザを通じてのいずれかによる、第2のクライアント処
理に関連付けられており、後続の要求に応じて、クライアントデバイスに格納するために
クライアント識別子をクライアントデバイスに返させて、クライアント識別子が、この後
続のセッションのためのサービスへのユーザを識別して、コンテンツを求める1つまたは
複数の後続の要求をユーザから受信させて、各後続の要求が、クライアント識別子、およ
び後続のセッションまたはデバイスに関連付けられる第2の別のクッキーを含み、クライ
アント識別子を第2の別のクッキーにマッピングして、マッピングを格納させて、マッピ
ングを使用して、ユーザにコンテンツを配信させる。
【００１８】
　特定の実装形態は、以下の利点のうちのいずれも実現しなくてもよく、1つまたは複数
を実現してもよい。たとえば、匿名のオーディエンスが関心を持つ可能性があるコンテン
ツを提供するステップは、たとえばユーザおよび/またはユーザの別のデバイスにマッピ
ングされた、ユーザに関連付けられる個人を特定できる情報を含まないユーザタグを使用
して、複数のデバイスにわたって発生してよい。
【００１９】
　本明細書に記載の主題の1つまたは複数の実装形態の詳細を、添付の図面および以下の
記述において説明する。主題の他の特徴、態様、および利点は、記述、図面、および特許
請求の範囲から明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】コンテンツを配信するための例示的環境のブロック図である。
【図２Ａ】複数の別のデバイスを使用する際に認識されるユーザにコンテンツを提供する
ための例示的システムを集合的に示す図である。
【図２Ｂ】複数の別のデバイスを使用する際に認識されるユーザにコンテンツを提供する
ための例示的システムを集合的に示す図である。
【図３Ａ】ユーザに関連付けられる複数の別のデバイスのいずれかで、ユーザにコンテン
ツを提供するための例示的処理の流れ図である。
【図３Ｂ】サービスによって複数の識別子にリンクされたユーザが関心を持つ可能性があ
るコンテンツを提供するための例示的処理の流れ図である。
【図３Ｃ】別のデバイスに関連付けられるユーザにコンテンツを提供するための例示的処
理の流れ図である。
【図３Ｄ】別のデバイスに関連付けられるユーザにコンテンツを配信するための例示的処
理の流れ図である。
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【図４】本開示に記載の方法、システム、および処理を実装するために使用することがで
きる例示的コンピュータシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　様々な図面における同様の参照番号および名称は、同様の要素を示す。
【００２２】
　本文書は、コンテンツ選択を容易にするためにユーザに関連付けられる個人を特定でき
る情報を格納せずに、複数のデバイスに関連付けられた、または関連付けられているユー
ザにコンテンツを提供するための方法、処理、およびシステムを説明する。たとえば、ユ
ーザが第1のデバイス(たとえば、ユーザの家庭用PC)からユーザサービスにログオンする
と、ユーザに関連付けられる一意の識別子(たとえば、ユーザの電子メールアドレス、電
話番号、または他の個人情報)を使用するユーザタグが決定され得る。ユーザタグを決定
するために、たとえば一方向性ハッシュ関数を使用して乱数または擬似乱数を作成して、
一意の識別子を難読化することができる。ユーザタグは、ユーザの第1のデバイスにマッ
ピングされ得る。続いて、ユーザが第2の別のデバイスからサービスにログインすると、
同じユーザタグが第2の別のデバイスにマッピングされ得る。これらの例におけるマッピ
ングは、各デバイスに関連付けられる匿名の識別子(たとえば、クッキー、ブラウザクッ
キー、デバイス識別子等)を使用することができる。その結果、マッピングは、ユーザに
関連付けられる個人を特定できる情報(PII)を格納せずに、ユーザに関連付けられるすべ
てのデバイスを識別することができる。続いてコンテンツがデバイスのうちのいずれかで
ユーザに提供される場合、マッピングに含まれる情報を使用して、ユーザに提供されるべ
き関連コンテンツを選択する際に支援することができる。関連コンテンツの選択は、たと
えばコンテンツが配信される時間および方法に対する制限を含む、コンテンツがユーザに
配信される方法に関する決定を含み得る。たとえば、ユーザが使用するデバイスの数に関
わらず、広告のインプレッション数を、ユーザあたりおよび期間あたりの固定されたイン
プレッション数に制限することができる。いくつかの実装形態では、ユーザは、ユーザが
複数のデバイスにわたって発見されることを可能にする、および/または、そのような発
生に基づいてユーザがコンテンツを提供されることを可能にするプログラムまたは機能を
オプトイン/オプトアウトする機会を提供され得る。
【００２３】
　いくつかの実装形態では、匿名の識別子(たとえば、クッキー)が古くなっていないこと
を保証するために、マッピング処理が定期的に繰り返され得る。たとえば、コンピュータ
上のクッキーは時間の経過とともに失効することもあり、ユーザがクッキーを削除して、
その結果新しいクッキーを設定することもできる。クッキー-マッピング処理を定期的に
繰り返すことによって、ユーザに属しているクッキーの現在のセットが正しくマッピング
されていることを保証することができる。クッキーを参照している間、ユーザに関連する
一意の識別子または難読化された識別子を含む、またはそれらから導出された他の形式の
匿名の識別子を使用することができる。
【００２４】
　いくつかの実装形態では、ユーザセッション履歴情報を匿名で格納することができる。
たとえば、セッション履歴情報は、ユーザのブラウジング履歴、ユーザが特定の広告を見
た回数、または他のセッション履歴情報を含むことができる。情報は、本明細書に記載の
匿名の識別子に関連付けて格納することができる。いくつかの実装形態では、第1のデバ
イス上でのユーザのセッションに関連付けられるセッション履歴情報を、第1のデバイス
に関連付けられる匿名の識別子を含む表に格納することができる。同じ表を使用して、同
じユーザの第2のデバイス上でのユーザのセッションについてのセッション履歴情報を格
納することができる。いくつかの実装形態では、別のまたは同じ表を使用して、匿名の識
別子間の関連付けを格納することができる。いくつかの実装形態では、たとえば、所与の
ユーザについての対応する個人を特定する情報なしに、匿名の識別子、関連付け、および
セッションデータのすべてを格納することができる。
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【００２５】
　以下でさらに詳細に説明するように、関連付けおよびセッション履歴情報の格納の後に
、ユーザに関連付けられるデバイスのうちのいずれかから、コンテンツ(たとえば、広告)
を求める要求(所与のデバイスに関連付けられる匿名の識別子を含む要求)が送信され得る
。いくつかの実装形態では、受信された要求に応じて、たとえばユーザが関心を持つ可能
性がある広告を決定する際に、表に格納されたセッション履歴情報を使用することができ
る。決定は、ユーザの格納されたセッション履歴情報に基づいて、ユーザについての推論
を含むことができる。いくつかの実装形態では、たとえば匿名の識別子を使用して表を結
合することによって、ユーザについてのセッション履歴情報を統合することができる。た
とえば、コンテンツを求める要求を受信することができ、要求はユーザのデスクトップデ
バイスに関連付けられる匿名の識別子を含むことができる。受信された匿名の識別子を使
用して、ユーザの他の匿名の識別子(たとえば、ユーザのモバイルデバイスおよび他のデ
バイス)を調べることができる。受信された匿名の識別子のセットを使用して、他の表内
のセッション履歴情報(たとえば、ユーザブラウジング履歴)にアクセスすることができる
。いくつかの実装形態では、統合された情報を生成するそれぞれのデバイスについて、す
べてのセッション履歴情報を結合することができる。いくつかの実装形態では、受信され
た要求に応じてユーザに配信するための対象コンテンツを決定および選択するために、統
合されたセッション履歴情報をコンテンツ管理システムに提供することができる。たとえ
ば、セッション履歴情報はユーザが特定の広告を見た回数を含むことができるので、コン
テンツ管理システムは、すでにあらかじめ定められた回数だけ表示された広告をユーザの
ために選択することを回避するために役立つ。
【００２６】
　いくつかの実装形態では、情報の統合は、オンデマンドで、たとえばコンテンツを求め
る要求が発生した後にリアルタイムで発生し得る。たとえば、匿名の識別子によって様々
な表に個別に格納されたユーザのセッション履歴情報を結合することができる。情報をリ
アルタイムで統合することによって、たとえば、ユーザが、ユーザによって使用されるデ
バイスに基づいて、ユーザが関心を持つ可能性があるコンテンツを提供されることをオプ
トアウトしたかどうかに関連する問題を解決することができる。たとえば、ユーザがオプ
トアウトしたデバイスについてのセッション履歴情報は、他のセッション履歴情報と統合
されない。いくつかの実装形態では、コンテンツを求める任意の要求に先立って、ユーザ
についての情報を統合して格納することができる。たとえば、ユーザセッション履歴情報
のすべてを、たとえばすべてのユーザデバイスにわたるすべてのユーザセッション履歴情
報を含む第3の表に格納することができる。
【００２７】
　図1はコンテンツを配信するための例示的環境100のブロック図である。例示的環境100
は、コンテンツを求める要求に応じてコンテンツを選択して提供するためのコンテンツ管
理システム110を含む。例示的環境100は、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエ
リアネットワーク(WAN)、インターネット、またはそれらの組合せなどの、ネットワーク1
02を含む。ネットワーク102は、ウェブサイト104、ユーザデバイス106、コンテンツスポ
ンサー108(たとえば、広告主)、発行者109、およびコンテンツ管理システム110に接続し
ている。例示的環境100は、数多くのウェブサイト104、ユーザデバイス106、コンテンツ
スポンサー108、および発行者109を含むことができる。
【００２８】
　いくつかの実装形態では、例示的環境100は、任意の特定のユーザに、ユーザのウェブ
サービス、電子メール、ソーシャルネットワーク、ビジネスアプリケーション、または他
のリソースへのアクセスを提供することができる、ユーザログインサービス120をさらに
含む。たとえば、ユーザログインサービス120は、ユーザに関連付けられる任意のデバイ
ス上で実行しているウェブブラウザまたは他のアプリケーションなどを通じて、ユーザか
らログイン要求を受信することができる。ログイン要求は、たとえば、ユーザのログイン
ID(たとえば、一意の識別子、電子メールアドレス、電話番号、またはログイン時にユー
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ザを確認するために使用することができるユーザについての他の任意の識別子)を含むこ
とができる。また、ユーザログインサービス120は、ユーザが現在ログオンしている、ま
たは最近ログインしたデバイスに関連する情報を保持することができる。情報は、たとえ
ば、ユーザに関連付けられる個人を特定する情報を含まないユーザタグによる、デバイス
への匿名の識別子のマッピングを含むことができる。いくつかの実装形態では、ユーザご
とに、匿名の識別子関連付け121のデータストア内に、または何らかのデータ構造内に、
マッピングを格納することができる。
【００２９】
　いくつかの実装形態では、匿名の識別子関連付け121または他の何らかのデータストア
は、ユーザごとにセッション履歴データを格納することができる。たとえば、セッション
履歴データは、それぞれのデバイスからのそれぞれのユーザセッションの間に得られた情
報の統合でよい。いくつかの実装形態では、セッション履歴データは、たとえば、しきい
値期間よりも古いユーザについてのセッション履歴データをパージするために使用するこ
とができるタイムスタンプを含むことができる。いくつかの実装形態では、セッション履
歴データは、ユーザが1つまたは複数のデバイス上でセッションにログインする限り存在
することができる。
【００３０】
　ウェブサイト104は、ドメイン名に関連付けられる、および1つまたは複数のサーバによ
ってホストされる、1つまたは複数のリソース105を含む。例示的なウェブサイトは、テキ
スト、画像、マルチメディアコンテンツ、およびスクリプトなどのプログラミング要素を
含むことができる、ハイパーテキストマークアップ言語(HTML)でフォーマットされたウェ
ブページの集合である。各ウェブサイト104は、ウェブサイト104を制御、管理、および/
または所有するエンティティである、コンテンツ発行者によって保持され得る。
【００３１】
　リソース105は、ネットワーク102を介して提供され得る任意のデータでよい。リソース
105は、リソース105に関連付けられるリソースアドレスによって識別され得る。リソース
は、いくつか例を挙げると、HTMLページ、ワープロ文書、ポータブルドキュメントフォー
マット(PDF)文書、画像、ビデオ、およびニュースフィードソースを含む。リソースは、
埋め込まれた情報(メタ情報ハイパーリング等)および/または埋め込まれた命令(JavaScri
pt（登録商標）スクリプト等)を含み得る、単語、語句、画像、ビデオ、および音などの
コンテンツを含み得る。
【００３２】
　ユーザデバイス106は、ユーザの制御下の電子デバイスであり、ネットワーク102を介し
てリソースを要求および受信することができる。例示的なユーザデバイス106は、パーソ
ナルコンピュータ(PC)、1つまたは複数のプロセッサが埋め込まれた、またはそれに結合
されたテレビ、セットトップボックス、モバイル通信デバイス(たとえば、スマートフォ
ン)、タブレットコンピュータ、およびネットワーク102を介してデータを送受信すること
ができる他のデバイスを含む。ユーザデバイス106は、一般的に、ネットワーク102を介す
るデータの送受信を容易にするために、ウェブブラウザなどの1つまたは複数のユーザア
プリケーションを含む。
【００３３】
　ユーザデバイス106は、ウェブサイト104にリソース105を要求することができる。次に
、ユーザデバイス106によって表示されるために、リソース105を表すデータをユーザデバ
イス106に提供することができる。リソース105を表すデータは、コンテンツを表示するこ
とができるポップアップウィンドウの表示位置や第3者コンテンツサイトまたはウェブペ
ージのスロットなどの、リソースの一部またはユーザディスプレイの一部を指定するデー
タも含むことができる。リソースまたはユーザディスプレイのこれらの指定された部分は
スロット(たとえば、広告スロット)と呼ばれる。
【００３４】
　これらのリソースの検索を容易にするために、環境100は、ウェブサイト104上でコンテ
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ンツ発行者によって提供されるリソースをクロールしてインデックス付けすることによっ
てリソースを識別する検索システム112を含むことができる。データが対応するリソース
に基づいて、リソースについてのデータをインデックス付けすることができる。インデッ
クス付けされて、任意でキャッシュされたリソースのコピーを、インデックス付けされた
キャッシュ114に格納することができる。
【００３５】
　ユーザデバイス106は、ネットワーク102を介して検索クエリ116を検索システム112に提
出することができる。それに応じて、検索システム112がインデックス付けされたキャッ
シュ114にアクセスして、検索クエリ116に関連するリソースを識別する。検索システム11
2は、検索結果118の形でリソースを識別して、検索結果ページ内で検索結果118をユーザ
デバイス106に返す。検索結果118は、特定の検索クエリに応じてリソースを識別する検索
システム112によって生成されたデータでよく、リソースへのリンクを含む。いくつかの
実装形態では、検索結果118は、店舗の商品、電話番号、住所、または営業時間に対する
クエリに応じたものなどの、マップ、回答などのコンテンツ自体を含む。いくつかの実装
形態では、コンテンツ管理システム110は、検索システム112から受信した情報(たとえば
、識別されたリソース)を使用して、検索結果118を生成することができる。例示的な検索
結果118は、ウェブページタイトル、ウェブページから抽出したテキストの断片や画像の
一部、およびウェブページのURLを含むことができる。検索結果ページは、他のコンテン
ツアイテム(たとえば、広告)を表示することができる1つまたは複数のスロットも含むこ
とができる。いくつかの実装形態では、検索結果ページまたは他のウェブページ上のスロ
ットは、予約処理の一部として提供されたコンテンツアイテムのためのコンテンツスロッ
トを含むことができる。予約処理では、発行者およびコンテンツアイテムのスポンサーは
、発行者がスケジュール(たとえばX日までに1000インプレッションを提供する)、または
他の発行基準に従って、所与のコンテンツアイテム(または、キャンペーン)を発行するこ
とに同意する契約を締結する。いくつかの実装形態では、予約処理に関連付けられる優先
順位に少なくとも部分的に基づいて(たとえば、予約を満たす緊急性に基づいて)、コンテ
ンツスロットを求める要求を満たすために選択されたコンテンツアイテムが選択され得る
。
【００３６】
　ユーザデバイス106によって、リソース105、検索結果118、および/または他のコンテン
ツが要求されると、コンテンツ管理システム110がコンテンツを求める要求を受信する。
コンテンツを求める要求は、要求されたリソースまたは検索結果ページについて定義され
るスロットの特性を含むことができ、コンテンツ管理システム110に提供され得る。
【００３７】
　たとえば、スロットが定義されるリソースへの参照(たとえば、URL)、スロットのサイ
ズ、および/またはスロット内で表示するために利用可能な媒体の種類が、コンテンツ管
理システム110に提供され得る。同様に、リソースまたは検索クエリ116に関連するコンテ
ンツの識別を容易にするために、要求されたリソースに関連付けられるキーワード(「リ
ソースキーワード」)、または検索結果が要求される検索クエリ116もコンテンツ管理シス
テム110に提供され得る。
【００３８】
　要求に含まれるデータに少なくとも部分的に基づいて、コンテンツ管理システム110は
、要求に応じて提供される対象であるコンテンツ(「対象コンテンツアイテム」)を選択す
ることができる。たとえば、対象コンテンツアイテムは、広告スロットの特性と一致する
特性を有する、および指定されたリソースキーワードまたは検索クエリ116に関連するも
のとして識別される、対象広告を含むことができる。いくつかの実装形態では、対象コン
テンツアイテムの選択は、人口統計信号および行動信号などのユーザ信号にさらに依存し
得る。対象コンテンツを選択する際に、上述のマッピングに関連付けられるユーザ識別子
情報などの他の情報を使用および/または評価することができる。
【００３９】
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　コンテンツ管理システム110は、オークションの結果に少なくとも部分的に基づいて(ま
たは他の何らかの選択処理によって)、リソースのスロットまたは検索結果ページ内で表
示するために提供されるべき対象コンテンツアイテムから選択することができる。たとえ
ば、対象コンテンツアイテムのために、コンテンツ管理システム110は、コンテンツスポ
ンサー108からオファーを受信して、受信されたオファーに少なくとも部分的に基づいて(
たとえば、オークション終了時の最高入札者に基づいて、またはオープン予約を満たすこ
とに関連するものなどの他の基準に基づいて)、スロットを割り当てることができる。オ
ファーは、リソースまたは検索結果ページとともにそれらのコンテンツを表示(または選
択)するために、コンテンツスポンサーが支払うことを望む金額を表す。たとえば、オフ
ァーは、CPM入札と呼ばれる、コンテンツアイテムの1000インプレッション(すなわち、表
示)ごとにコンテンツスポンサーが支払うことを望む金額を指定することができる。ある
いは、オファーは、コンテンツアイテムの選択(すなわち、クリックスルー)、またはコン
テンツアイテムの選択に続くコンバージョンについて、コンテンツスポンサーが支払うこ
とを望む金額(たとえば、エンゲージメント当たりの単価)を指定することができる。たと
えば、選択されたコンテンツアイテムは、オファーのみに基づいて決定されてもよく、コ
ンテンツパフォーマンスから導出される品質スコア、ランディングページスコア、および
/または他の要因などの、1つまたは複数の要因によって乗算される各コンテンツスポンサ
ーのオファーに基づいて決定されてもよい。
【００４０】
　コンバージョンは、リソースまたは検索結果ページとともに提供されるコンテンツアイ
テムに関連する特定のトランザクションまたは動作をユーザが実行するときに発生すると
言える。コンバージョンを構成するものはケースバイケースで異なり、様々な方法で決定
され得る。たとえば、コンバージョンは、ユーザが、ウェブページと呼ばれるコンテンツ
アイテム(たとえば、広告)をクリックして、ウェブページを去る前に購入を完了するとき
に発生し得る。また、コンバージョンは、コンテンツプロバイダによって、ホワイトペー
パーをダウンロードすること、少なくともウェブサイトの所与の深さまでナビゲートする
こと、少なくとも一定数のウェブページを閲覧すること、ウェブサイトまたはウェブペー
ジ上で少なくともあらかじめ定められた長さの時間を費やすこと、ウェブサイト上で登録
すること、メディアを体験すること、またはコンテンツアイテムの再発行または共有など
のコンテンツアイテム(たとえば、広告)に関連するソーシャルアクションを実行すること
などの、任意の測定可能または観察可能なユーザ動作と定義することができる。コンバー
ジョンを構成する他の動作も使用され得る。
【００４１】
　いくつかの実装形態では、たとえば、ユーザが複数のデバイスを使用してリソースにア
クセスしたときにそのユーザを認識することによって、コンバージョンが発生する可能性
を改善することができる。たとえば、コンテンツアイテム(たとえば、広告)が、第1のデ
バイス(たとえば、ユーザの家庭用PC)上でユーザによってすでに見られていることが分か
っている場合、別のデバイス(たとえば、ユーザのスマートフォン)上で同じコンテンツア
イテムを同じユーザに提供するか否かの決定を行う(たとえば、パラメータを使用して)こ
とができる。これにより、同じユーザへの広告の複数のインプレッションが、いずれの場
合もコンバージョンにつながると予測されるかに応じて、たとえば、広告のインプレッシ
ョンを繰り返すこと、または後続のインプレッションを回避することのいずれかによって
、コンバージョンの可能性が高くなり得る。
【００４２】
　本明細書で論じたシステムが、ユーザについての個人情報を収集する状況では、ユーザ
は、個人情報(たとえば、ユーザのソーシャルネットワーク、ソーシャルアクションまた
は活動、ユーザの嗜好、あるいはユーザの現在位置についての情報)を収集することがで
きるプログラムまたは機能をオプトイン/オプトアウトする機会を提供され得る。さらに
、ユーザに関連付けられる個人を特定できる情報が除去されるようにするために、あるデ
ータが格納または使用される前に、1つまたは複数の方法で、そのデータを匿名化するこ
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とができる。たとえば、ユーザについて個人を特定できる情報を決定できないようにする
ために、ユーザのアイデンティティを匿名化されてもよく、ユーザの特定の位置を決定で
きないようにするために、位置情報が取得されるユーザの地理的位置(都市、郵便番号、
または州レベル等)が一般化されてもよい。
【００４３】
　図2Aおよび図2Bは、情報を取り出すために複数のデバイス106を使用するユーザにコン
テンツを提供するための例示的システム200を集合的に示している。たとえば、ユーザ201
(たとえば、アダム)によって使用されるデバイス106は、第1のデバイス106a(たとえば、
アダムの家庭用PC)、第2のデバイス106b(たとえば、アダムのスマートフォンなどのモバ
イルコンピューティングデバイス)、第3のデバイス106c(たとえば、アダムの仕事用ラッ
プトップコンピュータ)、および/または他のデバイス106を含むことができる。たとえば
コンテンツ管理システム110によってデバイス106のうちのいずれかに提供されるコンテン
ツは、ユーザを複数のデバイス106のすべてに関連付ける情報に依存し得る。
【００４４】
　図2Aを参照すると、ユーザ201(たとえば、アダム)は、アダムをユーザログインサービ
ス120に識別するユーザログイン識別子204aを使用して、第1のデバイス106a(たとえば、
アダムの家庭用PC)からユーザログインサービス120にログインすることができる。たとえ
ば、ユーザログイン識別子204aはアダムのログインID(たとえば、アダムジョーンズ)、ま
たは認証情報を含むことができ、ログインサービス120(たとえば、アダムをソーシャルサ
ービスに記録するために)によって受信される第1のログイン要求に含まれ得る。ログイン
要求を、第1のデバイス106aに関連付けられる第1の匿名の識別子206a(たとえば、クッキ
ー、ブラウザクッキー、デバイス識別子等)に関連付けることができる。
【００４５】
　いくつかの実装形態では、ユーザログインサービス120は、ユーザ201についてのユーザ
タグ208aを決定することができ、ユーザタグ208aは、ユーザに関連付けられる個人を特定
できる情報を一切含まない。個人を特定できる情報の例には、ユーザに関連付けられるロ
グイン識別子、ユーザの電子メールアドレス、ユーザの電話番号などがある。
【００４６】
　いくつかの実装形態では、ユーザログインサービス120は、ユーザタグ208aを別の方法
で決定することができる。たとえば、ユーザについてのユーザタグ208aを決定するステッ
プは、ユーザに関連付けられる個人を特定できる情報に少なくとも部分的に基づいて乱数
または擬似乱数を決定するステップをさらに含むことができ、乱数または擬似乱数をユー
ザタグ208aとして提供することができる。いくつかの実装形態では、ユーザタグ208aを決
定するステップは、結果を生成するために、個人を特定できる情報の少なくとも一部に一
方向性関数(たとえば、ハッシュ関数)を適用するステップをさらに含むことができ、結果
はユーザタグ208aのために使用され得る。いくつかの実装形態では、ユーザタグ208aを決
定するための他の技法を使用することができ、複数の技法(たとえば、暗号化を含む)を組
み合わせて使用することができる。
【００４７】
　ユーザ201は、やはりアダムを識別するユーザログイン識別子204bを使用して、第2の別
のデバイス106b(たとえば、アダムのスマートフォンまたは他の何らかのデバイス)からロ
グインサービス120にログインすることができる。たとえば、ユーザログイン識別子204b
は、第1のデバイス106aにログインするためにアダムが使用したものと同じログイン識別
子でよい。いくつかの実装形態では、第2の別のデバイス106b(たとえば、アダムのスマー
トフォン)へのログインは、アダムがまだ第1のデバイス106a(たとえば、アダムの家庭用P
C)にログインしている間に発生する場合がある。第2のログインの間、ユーザログインサ
ービス120は、たとえば第2の別のデバイス106bから第2のログイン要求を受信することが
できる。第2のログイン要求を、たとえば、第2の別のデバイス106bに関連付けられる第2
の匿名の識別子206b(たとえば、クッキー、デバイス識別子等)に関連付けることができる
【００４８】
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　いくつかの実装形態では、第1の匿名の識別子と第2の別の匿名の識別子を別々のブラウ
ザに関連付けることができる。たとえば、第1のデバイス106aおよび第2の別のデバイス10
6bは同じデバイスでよいが、第1の匿名の識別子206aと第2の匿名の識別子206bはそれぞれ
異なるブラウザに関連付けられてよい。これは、たとえば同じユーザが2つの別のブラウ
ザを使用する場合に発生し得る。
【００４９】
　いくつかの実装形態では、ユーザログインサービス120は、匿名の識別子関連付け121の
データストア内の、ユーザタグ208aと、第1の匿名の識別子206aと、第2の別の匿名の識別
子206bとの間の関連付けを格納することができる。いくつかの実装形態では、ユーザタグ
208を匿名の識別子206に関連付けるペアとして関連付けを格納することができる。いくつ
かの実装形態では、ユーザタグはログインセッションごとに同じなので、格納された関連
付けはユーザタグを除外する。たとえば、この例で格納された関連付けは2つ以上の匿名
の識別子の間のものである。たとえば、アダムについてのユーザタグ208aを、アダムの第
1のデバイス106a(たとえば、アダムの家庭用PC)からのログインに対応する第1の匿名の識
別子206aとともに格納することができる。別の例では、アダムについての同じユーザタグ
208aを、アダムの第2の別のデバイス106b(たとえば、アダムのスマートフォン)からのロ
グインに対応する第2の別の匿名の識別子206bとともに格納することができる。結果とし
て、ユーザの複数の匿名の識別子間の関連付けが格納される。
【００５０】
　ユーザタグ208aと匿名の識別子206aおよび206bとの間の関連付けを格納するために、別
の技法を使用することができる。いくつかの実装形態では、関連付けを格納するステップ
は、たとえば、1つまたは複数のエントリまたは行を使用して第1の匿名の識別子と第2の
別の匿名の識別子の両方にユーザタグがマッピングされる表内のエントリまたは行として
情報を格納するステップを含むことができる。
【００５１】
　いくつかの実装形態では、関連付けを格納するステップは、第1の期間の満了後にユー
ザタグを除去するステップ、および/または第2の期間の満了後に第2の別の匿名の識別子
を除去するステップを含むことができる。いくつかの実装形態では、第1の期間と第2の期
間は同じでもよい。いくつかの実装形態では、第1の期間および第2の期間は、ユーザがサ
ービスからログアウトするときに満了することができる。いくつかの実装形態では、第1
の期間および第2の期間は、ユーザが複数の別のデバイスからログインすることを可能に
したログインから一定の長さの時間が経過した後に満了することができる。例示的な時間
の長さは、実質的に2日間、実質的に3日間、実質的に4日間、または実質的に1週間を含む
。
【００５２】
　たとえば、アダムに関連付けられるユーザタグをアダムの複数のユーザデバイスのいず
れかにマッピングする関連付けを、数日間、またはアダムが複数の別のデバイスからログ
インする可能性がある他の何らかの期間にわたって格納されたままにすることができる。
いくつかの実装形態では、アダムがサービスから出る(またはログオフする)と、アダムの
デバイスのいずれかに関連する情報を削除することができる。
【００５３】
　図2Bを参照すると、コンテンツ管理システム110は、第1のデバイス106aまたは第2の別
のデバイス106bのいずれかからコンテンツ212aまたは212bを求める要求を受信することが
できる。たとえば、コンテンツ212aを求める要求は、ウェブページ218a上の広告スロット
216aを満たす広告を求める要求でよい。別の例では、コンテンツ212bを求める要求は、ウ
ェブページ218b上の広告スロット216bを満たす広告を求める要求でよい。コンテンツ212a
を求める要求が第1のデバイス106aからのものである場合、たとえば、コンテンツを求め
る要求は第1の匿名の識別子206aを含むことができる。あるいは、コンテンツ212bを求め
る要求が第2の別のデバイス106bからのものである場合、たとえば、コンテンツを求める
要求は第2の別の匿名の識別子206bを含むことができる。
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【００５４】
　コンテンツを求める要求の発信元にかかわらず、コンテンツ管理システム110は、要求
に応じて、およびユーザタグを複数のデバイスにマッピングする(たとえば、匿名の識別
子関連付け121から)情報を使用して、コンテンツアイテム(たとえば、コンテンツアイテ
ム220aまたは220b)を提供することができる。たとえば、情報は、ユーザタグ208aと、第1
の匿名の識別子206aと、第2の別の匿名の識別子206bとの間の関連付けを含むことができ
る。この情報を使用して、コンテンツ管理システム110は、たとえば、特定のユーザデバ
イスにかかわらず、コンテンツを求める要求があたかも同じユーザから来ているかのよう
に取り扱うことができる。いくつかの実装形態では、コンテンツ212bを求める要求につい
ての対象コンテンツアイテムを識別するステップは、たとえば、第1のデバイス106a上で
同じユーザ(たとえば、アダム)にすでに提供されたコンテンツに依存し得る。結果として
、ユーザごとに1インプレッションが提供されるように定義されたカリフォルニアバケー
ションについての広告を、アダムの第1のデバイス106a上で表示することができ、アダム
の第2の別のデバイス106b上では再び繰り返されない。いくつかの実装形態では、ユーザ
の複数の装置のそれぞれに一度に一度だけ同じ広告を提供することが有益な場合がある。
【００５５】
　アダムのデバイス106aおよび106bはアダムが使用することができるデバイスの2つの例
である。たとえば、アダムは第3の別のデバイス106c(たとえば、仕事用ラップトップコン
ピュータ)を使用することができる。アダムが、ログインするために第3の別のデバイス10
6cを使用すると、たとえばユーザログインサービス120は、第3の別の匿名の識別子206cを
匿名の識別子関連付け121に格納することができる。結果として、3つのデバイス106a～10
6cを、アダムに関連付けられるユーザタグ208aに関連付けることができる。
【００５６】
　同様に、他のユーザ(たとえば、ベティ)が、複数の別のデバイスからログインするため
にユーザログインサービス120を使用することができる。ベティが第4および第5のデバイ
スにログインする結果として、たとえば、ユーザログインサービス120は、第4の別の匿名
の識別子206dおよび第5の別の匿名の識別子206eを匿名の識別子関連付け121に格納するこ
とができる(しかし、それらの識別子はもちろん、アダムではなくベティに関連付けて格
納されることになる)。
【００５７】
　図3Aは、ユーザに関連付けられる複数のデバイスのいずれかで、ユーザにコンテンツを
提供するための例示的処理300の流れ図である。いくつかの実装形態では、コンテンツ管
理システム110、および/またはユーザログインサービス120は、1つまたは複数のプロセッ
サによって実行される命令を使用して処理300のステップを実行することができる。図1～
図2Bは、処理300のステップを実行するための例示的構造を提供するために使用される。
【００５８】
　サービスにログインするためにユーザによって使用される第1のデバイスから、第1のロ
グイン要求が受信される(302)。第1のログイン要求は、第1のデバイスに関連付けられる
第1の匿名の識別子に関連付けられる。たとえば、ユーザログインサービス120は、ユーザ
201(たとえば、アダム)が第1のデバイス106aにログインすると、第1のログイン要求を受
信することができる。ログイン要求には、ユーザログイン識別子204aおよび第1の匿名の
識別子206aが含まれ得る。
【００５９】
　ユーザについてのユーザタグが決定される(304)。ユーザタグは、ユーザに関連付けら
れる個人を特定できる情報を一切含まない。いくつかの実装形態では、ユーザログインサ
ービス120は、ログイン識別子204aの一方向性ハッシュ(たとえば、「アダムジョーンズ」
のハッシュ)を使用してユーザタグ208aを決定することができる。いくつかの実装形態で
は、ユーザログインサービス120は、ユーザのログイン識別子に基づいて、たとえばユー
ザログイン識別子204aをシードとして使用して、ユーザタグ208aを乱数または擬似乱数と
して決定することができる。いくつかの実装形態では、ユーザタグ208aは、ログイン要求
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に含まれる情報に少なくとも部分的にさらに基づくことができる。
【００６０】
　ユーザによって使用される第2の別のデバイスから、第2のログイン要求が受信される(3
06)。第2のログイン要求が、第2の別のデバイスに関連付けられる第2の別の匿名の識別子
に関連付けられる。たとえば、ユーザログインサービス120は、ユーザ201(たとえば、ア
ダム)が第2の別のデバイス106b(たとえば、アダムのスマートフォン)からサービスにログ
インすると、第2のログイン要求を受信することができる。ログイン要求には、ユーザロ
グイン識別子204bおよび第2の匿名の識別子206bが含まれ得る。
【００６１】
　ユーザタグと、第1の匿名の識別子と、第2の別の匿名の識別子との間の関連付けが格納
される(308)。たとえば、ユーザログインサービス120は、ユーザタグ208aと、第1の匿名
の識別子206aと、第2の別の匿名の識別子206bとの間の関連付けを、匿名の識別子関連付
け121に格納することができる。いくつかの実装形態では、関連付けを作成するために、
ログイン要求がどのデバイスから来ているかにかかわらず、ユーザに同じユーザタグを作
成することができる。たとえば、ユーザタグがユーザログイン識別子の一方向性ハッシュ
関数を使用して生成される場合、第2の要求のために生成されたユーザタグが、第1の要求
のために生成されたユーザタグと同じでよい。このように、ユーザが任意のデバイスから
ログインするたびにユーザタグは同じでよい。
【００６２】
　第1の匿名の識別子を含む第1のデバイス、または第2の別の匿名の識別子を含む第2の別
のデバイスのいずれかから、コンテンツを求める要求が受信される(310)。たとえば、コ
ンテンツ管理システム110は、第1のデバイス106aまたは第2の別のデバイス106bのいずれ
かから、それぞれコンテンツ212aまたはコンテンツ212bを求める要求を受信することがで
きる。コンテンツ212a(またはコンテンツ212b)を求める要求は、ウェブページ218a(また
はウェッブページ218b)上の広告スロット216a(または広告スロット216b)を満たすための
広告を求める要求などの、広告コンテンツを求める要求でよい。
【００６３】
　コンテンツが、要求に応じて、および関連付けを使用して提供される(312)。たとえば
、コンテンツ管理システム110は、要求のソースに応じて、コンテンツアイテム220aまた
はコンテンツアイテム220bのいずれかを提供することができる。いくつかの実装形態では
、要求に応じてコンテンツを提供するステップは、ユーザについての情報を使用して、ユ
ーザが関心を持つ可能性があるコンテンツを提供するステップをさらに含むことができる
。たとえば、ユーザに関連付けられる情報に少なくとも部分的に基づいて、カリフォルニ
アバケーションについての広告を選択することができる。さらに、たとえばコンテンツを
求める要求の発信元である第1のデバイスまたは第2の別のデバイスのいずれかに、ユーザ
にコンテンツを提供することができる。いくつかの実装形態では、ユーザへのコンテンツ
の配信は、ユーザに関連付けられる個人を特定できる情報を格納するステップを含まない
、格納された関連付けに基づき得る。
【００６４】
　いくつかの実装形態では、システムは、ユーザが関心を持つ可能性があるコンテンツを
選択して提供するために使用することができる情報などの、ユーザに関する他の情報を格
納することができる。いくつかの実装形態では、システムは、たとえばコンテンツ選択の
目的で使用することができるユーザについてのプロファイルを格納することができる。プ
ロファイルは、第1のデバイスまたは第2のデバイスから受信したセッション日に基づいて
更新することができる。
【００６５】
　いくつかの実装形態では、処理300は、たとえば第3のログイン要求を処理するための、
さらなるステップを含むことができる。たとえば、ログイン要求は、ユーザによって使用
される第3のデバイス(たとえば、デバイス106c)から受信することができる(たとえば、ユ
ーザログインサービス120によって)。ログイン要求は、第3のデバイス106cに関連付けら
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れる第3の別の匿名の識別子206cに関連付けることができる。ユーザタグ208aと、第1の匿
名の識別子206aと、第2の別の匿名の識別子206bと、第3の別の匿名の識別子206cとを関連
付ける関連付けを格納することができる。
【００６６】
　コンテンツを求める要求が、第1の匿名の識別子を含む第1のデバイスか、第2の別の匿
名の識別子を含む第2の別のデバイスか、第3の別の匿名の識別子を含む第3の別のデバイ
スのいずれかから受信され得る。コンテンツは、要求に応じて、および関連付けを使用し
て(たとえば、コンテンツ管理システム110によって)提供され得る。
【００６７】
　図3Bは、複数のデバイスにリンクされた(たとえば、サービスによって生成された識別
子を使用して)ユーザが関心を持つ可能性があるコンテンツを提供するための例示的処理3
20の流れ図である。いくつかの実装形態では、コンテンツ管理システム110、および/また
はユーザログインサービス120は、1つまたは複数のプロセッサによって実行される命令を
使用して処理320のステップを実行することができる。図1～図2Bは、処理320のステップ
を実行するための例示的構造を提供するために使用される。
【００６８】
　ユーザに関連付けられる複数の匿名の識別子が、サービスによってリンクされる(322)
。たとえば、デバイス106a～デバイス106c上のユーザ201(たとえば、アダム)による複数
のログイン要求の結果として、ユーザログインサービスは、ユーザタグ208aを使用して、
関連付けられた匿名の識別子206a～匿名の識別子206cをリンクすることができる。たとえ
ば、ユーザタグ208aは、ユーザログイン識別子204a(たとえば、アダムジョーンズ)の一方
向性ハッシュのものでよい。
【００６９】
　いくつかの実装形態では、複数の匿名の識別子をリンクするステップは、複数の別のデ
バイスから、ユーザからログイン要求を受信するステップと、ユーザに関連付けられるユ
ーザタグを決定するステップであって、ユーザタグが、ユーザに関連付けられる個人を特
定できる情報を一切含まないステップと、ユーザタグを、各ログイン要求に関連付けられ
る匿名の識別子にマッピングするステップとを含むことができる。たとえば、ユーザ201(
たとえば、アダム)は、複数のデバイス106からユーザログインサービス120にログインす
ることができる。ログイン要求ごとに、ユーザログインサービス120はユーザタグ208aを
決定することができる。いくつかの実装形態では、ユーザタグ208aを決定するステップは
、一方向性関数(たとえば、繰り返し可能な)を、ユーザに関連付けられる一意の情報(た
とえば、電子メールアドレス、電話番号等)に適用して、結果(たとえば、乱数または擬似
乱数)をユーザタグ208aとして使用するステップを含むことができる。さらに、ユーザロ
グインサービス120は、ユーザタグ208aを匿名の識別子のそれぞれ(たとえば、匿名の識別
子206a～匿名の識別子206c)にマッピングして、マッピングを匿名の識別子関連付け121に
格納することができる。いくつかの実装形態では、複数の匿名の識別子は、ブラウザクッ
キー、デバイス識別子、または他の何らかの識別子でよい。
【００７０】
　ユーザからコンテンツを求める要求がサービスで受信されて、各要求は匿名の識別子の
うちの1つを含む(324)。たとえば、コンテンツ管理システム110は、たとえばコンテンツ
アイテムスロット(たとえば、広告スロット216aまたは広告スロット216b)を満たすために
、コンテンツ212aまたはコンテンツ212bを求める要求を受信することができる。
【００７１】
　受信された要求に応じて、コンテンツがユーザに提供される(326)。たとえば、コンテ
ンツ管理システム110が、コンテンツ212aまたはコンテンツ212bを求める要求に応じて、
それぞれコンテンツアイテム220aまたはコンテンツアイテム220bを選択して提供すること
ができる。コンテンツ管理システム110は、匿名の識別子関連付け121内の情報を使用する
ことができる。たとえば、コンテンツ管理システム110が、所与の広告についてのインプ
レッションの有限数(たとえば、1)を規定するバケーション広告キャンペーンのための対
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象コンテンツを識別する場合、コンテンツ管理システム110がアダムの家庭用PC上でアダ
ムに提供するカリフォルニアバケーション広告は、アダムのスマートフォン上で繰り返さ
れない。
【００７２】
　図3Cは、別のデバイスに関連付けられるユーザにコンテンツを提供するための例示的処
理340の流れ図である。いくつかの実装形態では、コンテンツ管理システム110、および/
またはユーザログインサービス120は、1つまたは複数のプロセッサによって実行される命
令を使用して処理340のステップを実行することができる。図1～図2Bは、処理340のステ
ップを実行するための例示的構造を提供するために使用される。
【００７３】
　ユーザによって使用される第1のデバイスから、第1のログイン要求が受信され、第1の
ログイン要求は第1の匿名の識別子に関連付けられている(342)。例を挙げると、ユーザロ
グインサービス120は、ユーザ201(たとえば、アダム)が第1のデバイス106aにログインす
ると、第1のログイン要求を受信することができる。ログイン要求には、ユーザログイン
識別子204aおよび第1の匿名の識別子206aが含まれ得る。
【００７４】
　ユーザについてのユーザタグが決定され、ユーザタグは、ユーザに関連付けられる個人
を特定できる情報を一切含まない(344)。いくつかの実装形態では、ユーザログインサー
ビス120は、ログイン識別子204aの一方向性ハッシュ(たとえば、「アダムジョーンズ」の
ハッシュ)を使用してユーザタグ208aを決定することができる。いくつかの実装形態では
、ユーザログインサービス120は、たとえばユーザログイン識別子204aをシードとして使
用して、ユーザタグ208aを乱数として決定することができる。いくつかの実装形態では、
ユーザタグは、ログイン要求に含まれる情報に少なくとも部分的にさらに基づくことがで
きる。
【００７５】
　ユーザによって使用される第2の別のデバイスから第2のログイン要求が受信され、第2
のログイン要求は、第2の別の匿名の識別子に関連付けられている(346)。たとえば、ユー
ザログインサービス120は、ユーザ201が第2の別のデバイス106b(たとえば、アダムのスマ
ートフォン)からサービスにログインすると、第2のログイン要求を受信することができる
。ログイン要求には、ユーザログイン識別子204bおよび第2の匿名の識別子206bが含まれ
得る。
【００７６】
　ユーザが第2のデバイスにログインしたことが決定される(348)。たとえば、ユーザログ
インサービス120は、要求に基づいて、ユーザ201が第2の別のデバイス106bにログインし
たことを決定することができる。
【００７７】
　ユーザタグと、第1のデバイスの匿名の識別子と、第2の別のデバイスの匿名の識別子と
の間の関連付けが格納される(350)。例を挙げると、ユーザログインサービス120は、ユー
ザタグ208aと、第1の匿名の識別子206aと、第2の別の匿名の識別子206bとの間の関連付け
を、匿名の識別子関連付け121に格納することができる。
【００７８】
　第1のデバイスの匿名の識別子を使用する第1のデバイス、または第2の別のデバイスの
匿名の識別子を使用する第2の別のデバイスのいずれかから、コンテンツを求める要求が
受信される(352)。たとえば、コンテンツ管理システム110は、第1のデバイス106aまたは
第2の別のデバイス106bのいずれかから、それぞれコンテンツ212aまたはコンテンツ212b
を求める要求を受信することができる。コンテンツ212a(またはコンテンツ212b)を求める
要求は、たとえば、ウェブページ218a(またはウェブページ218b)上の広告スロット216a(
または広告スロット216b)を満たすための広告を求める要求でよい。
【００７９】
　コンテンツが、第3の要求に応じて、第1のデバイスの匿名の識別子、または第2の別の
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デバイスの匿名の識別子のいずれかを使用して、および関連付けに基づいて提供される(3
54)。たとえば、コンテンツ管理システム110は、要求のソースに応じて、コンテンツアイ
テム220aまたはコンテンツアイテム220bのいずれかを提供することができる。
【００８０】
　図3Dは、別のデバイスに関連付けられるユーザにコンテンツを配信するための例示的処
理360の流れ図である。いくつかの実装形態では、コンテンツ管理システム110、およびユ
ーザログインサービス120は、1つまたは複数のプロセッサによって実行される命令を使用
して処理360のステップを実行することができる。図1～図2Bは、処理360のステップを実
行するための例示的構造を提供するために使用される。
【００８１】
　クライアントデバイス上で第1のクライアント処理を実行しているユーザから、サービ
スにログインするための要求が受信される(362)。たとえば、ユーザ201(たとえば、アダ
ム)がユーザログインサービス120にログインして(たとえば、ツールバーから)、サービス
(たとえば、電子メール、ソーシャルネットワーキングアプリケーション等)にアクセスす
ることができ、そこへのアクセスはユーザログインサービス120によって制御され得る。
結果として、ユーザログインサービス120は、アダムの第1のデバイス106a上で実行してい
るウェブブラウザまたは他のクライアント処理などから、第1のデバイス106a(たとえば、
アダムの家庭用PC)からログイン要求を受信することができる。
【００８２】
　要求に応じて、および1つまたは複数のプロセッサを使用して、クライアントデバイス
に格納するためにクライアント識別子がクライアントデバイスに返され、クライアント識
別子が、このセッションのためのサービスへのユーザを識別する(364)。たとえば、ユー
ザログインサービス120は、ユーザ(たとえば、アダム)を識別するが、ユーザに関連付け
られる個人を特定できる情報を含まない、クライアント識別子を決定することができる。
いくつかの実装形態では、クライアント識別子はクッキーでよい。いくつかの実装形態で
は、ログインするときにユーザによって提供されたユーザログイン識別子(たとえば、ア
ダムジョーンズまたは彼のログイン識別子)の一方向性ハッシュを使用して、クライアン
ト識別子を決定することができる。いくつかの実装形態では、クライアント識別子は乱数
でもよく、他の何らかの識別子でもよい。
【００８３】
　ログインした後、クライアントデバイスからコンテンツを求める1つまたは複数の要求
が受信され、各要求は、クライアント識別子および所与のセッションまたはデバイスに関
連付けられるクッキーを含む(366)。例を挙げると、コンテンツ管理システム110は、たと
えばウェブページ218a上の広告スロット216aを満たすための要求などの、第1のデバイス1
06aからコンテンツ212aを求める要求を受信することができる。いくつかの実装形態では
、コンテンツ管理システム110は、第1のデバイス106a上のアダムのセッションに関連付け
られるクッキーも受信することができる。受信されるクッキーは、第1のデバイス106aに
格納されて、デバイスを識別するクッキーのコピーでもよい。
【００８４】
　クライアント識別子がクッキーにマッピングされて、マッピングが格納される(368)。
たとえば、ユーザログインサービス120は、クライアント識別子とクッキーとの間のマッ
ピングを、たとえば匿名の識別子関連付け121に格納することができる。いくつかの実装
形態では、マッピングは、マッピングに基づいてユーザにコンテンツを提供するために使
用される情報を格納するステップを含むことができる。たとえば、マッピングとともに格
納された情報は、コンバージョントラッキング、周波数キャッピング、人口統計および関
心カテゴリ推論、リマーケティング、および/または他の用途のために使用することがで
きる。いくつかの実装形態では、マッピングとともに格納された情報は、ユーザについて
の推論(たとえば、関心、ユーザの購入の意思、または他の情報)を含むことができる。あ
るデバイスから学習した推論を、ユーザが別のデバイスを使用する際に、ユーザへの広告
を選択して提供するために使用することができる。ユーザプロファイルの形式などの、ユ
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ーザについての情報を格納するための他の手段が可能である。
【００８５】
　その後の時点で、サービスにログインするために後続の要求が受信され、後続の要求が
ユーザからのものであり、別のクライアントデバイス、あるいはクライアントデバイス上
で実行される別のブラウザを通じてのいずれかによる、第2のクライアント処理に関連付
けられている(370)。たとえば、ユーザログインサービス120は、第2の別のデバイス106b
上(たとえば、アダムのスマートフォン)で、同じユーザ201(たとえば、アダム)からログ
イン要求を受信することができる。これは、たとえば、アダムが依然として彼の第1のデ
バイス106a(たとえば、アダムの家庭用PC)にログオンしている間に発生し得る。
【００８６】
　後続の要求に応じて、クライアントデバイスに格納するためにクライアント識別子がク
ライアントデバイスに返され、クライアント識別子が、この後続のセッションのためのサ
ービスへのユーザを識別する(372)。たとえば、アダムの第1のデバイス106aに返された同
じクライアント識別子を、アダムの第2の別のデバイス106bに返すことができる。
【００８７】
　コンテンツを求める1つまたは複数の後続の要求がユーザから受信され、各後続の要求
が、クライアント識別子、および後続のセッションまたはデバイスに関連付けられる第2
の別のクッキーを含む(374)。例を挙げると、コンテンツ管理システム110は、たとえばア
ダムのスマートフォンのウェブページ218b上の広告スロット216bを満たすための要求など
の、第2の別のデバイス106bからコンテンツ212bを求める要求を受信することができる。
同時に、コンテンツ管理システム110は、第2の別のデバイス106b上のアダムのセッション
に関連付けられる第2の別のクッキーも受信することができる。
【００８８】
　クライアント識別子が第2の別のクッキーにマッピングされて、マッピングが格納され
る(376)。たとえば、ユーザログインサービス120は、クライアント識別子と第2の別のク
ッキーとの間のマッピングを、たとえば匿名の識別子関連付け121に格納することができ
る。結果として、クライアント識別子と、クッキー(たとえば、第1のデバイス106aからの
)と、第2の別のクッキー(たとえば、第2の別のデバイス106bからの)との間に関連付けが
存在することになる。
【００８９】
　マッピングを使用して、コンテンツがユーザに配信される(378)。たとえば、コンテン
ツ管理システム110が、マッピングを使用して、バケーション広告キャンペーン、たとえ
ば、任意の1人のユーザに、所与の広告についてのインプレッションの有限数(たとえば、
1)を規定するキャンペーンについてのコンテンツアイテムを提供することができる。結果
として、たとえばコンテンツ管理システム110がアダムの家庭用PC上でアダムに提供する
カリフォルニアバケーション広告は、アダムのスマートフォン上で繰り返されない。
【００９０】
　図4は、本明細書に記載のシステムおよび方法を、クライアント、あるいはサーバまた
は複数のサーバとして実装するために使用することができるコンピューティングデバイス
400、コンピューティングデバイス450のブロック図である。コンピューティングデバイス
400は、ラップトップ、デスクトップ、ワークステーション、携帯情報端末、サーバ、ブ
レードサーバ、メインフレーム、および他の適切なコンピュータなどの、様々な形態のデ
ジタルコンピュータを表すことを意図している。コンピューティングデバイス400は、テ
レビ、または1つまたは複数のプロセッサが埋め込まれた、あるいはそれに接続された他
の電子デバイスなどの、他の任意の典型的な非モバイルデバイスを表すことをさらに意図
している。コンピューティングデバイス450は、携帯情報端末、セルラー電話、スマート
フォン、および他の同様のコンピューティングデバイスなどの、様々な形態のモバイルデ
バイスを表すことを意図している。ここに示されているコンポーネント、それらの接続お
よび関係、ならびにそれらの機能は例示的なものに過ぎず、本明細書で記載および/また
は主張される本発明の実装形態を限定することを意味するものではない。
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【００９１】
　コンピューティングデバイス400は、プロセッサ402、メモリ404、記憶装置406、メモリ
404および高速拡張ポート410に接続している高速インターフェース408、ならびに低速バ
ス414および記憶装置406に接続している低速インターフェース412を含む。それぞれのコ
ンポーネント402、404、406、408、410、および412は、様々なバスを使用して相互接続さ
れており、共通マザーボード上に、または必要に応じて他の方法で搭載され得る。プロセ
ッサ402は、メモリ404または記憶装置406に格納された命令を含む、コンピューティング
デバイス400内で実行するための命令を処理して、高速インターフェース408に結合された
ディスプレイ416などの外部入力/出力デバイス上にGUIのためのグラフィカル情報を表示
することができる。他の実装形態では、必要に応じて、複数のメモリおよびメモリのタイ
プとともに、複数のプロセッサおよび/または複数のバスを使用することができる。また
、複数のコンピューティングデバイス400を接続することができ、各デバイスが必要な操
作の一部を提供する(たとえば、サーババンク、ブレードサーバのグループ、またはマル
チプロセッサシステムとして)。
【００９２】
　メモリ404は、コンピューティングデバイス400内に情報を格納する。一実装形態では、
メモリ404はコンピュータ可読媒体である。一実装形態では、メモリ404は揮発性メモリユ
ニットである。別の実装形態では、メモリ404は不揮発性メモリユニットである。
【００９３】
　記憶装置406は、コンピューティングデバイス400のための大容量記憶装置を提供するこ
とができる。一実装形態では、記憶装置406はコンピュータ可読媒体である。様々な異な
る実装形態では、記憶装置406は、フロッピー（登録商標）ディスクデバイス、ハードデ
ィスクデバイス、光ディスクデバイス、またはテープデバイスでもよく、フラッシュメモ
リまたは他の同様のソリッドステートメモリデバイスでもよく、あるいはストレージエリ
アネットワークまたは他の構成内のデバイスを含むデバイスのアレイでもよい。一実装形
態では、コンピュータプログラム製品は、情報担体において明確に具現化される。コンピ
ュータプログラム製品は、実行されると、上述の方法などの1つまたは複数の方法を実行
する命令を含む。情報担体は、メモリ404、記憶装置406、またはプロセッサ402上のメモ
リなどのコンピュータ可読媒体または機械可読媒体である。
【００９４】
　高速コントローラ408がコンピューティングデバイス400の帯域幅集中型操作を管理して
、低速コントローラ412がより低速の帯域幅集中型操作を管理する。このようなデューテ
ィーの割当ては、例示的なものに過ぎない。一実装形態では、高速コントローラ408は、
メモリ404、ディスプレイ416(たとえば、グラフィックプロセッサまたは加速器を通じて)
、および様々な拡張カード(図示せず)を受け入れることができる高速拡張ポート410に結
合されている。実装形態では、低速コントローラ412は、記憶装置406および低速拡張ポー
ト414に結合されている。様々な通信ポート(たとえば、USB、ブルートゥース（登録商標
）、イーサネット（登録商標）、ワイヤレスイーサネット（登録商標）)を含み得る低速
拡張ポートは、たとえばネットワークアダプタを通じて、キーボード、ポインティングデ
バイス、スキャナ、あるいはスイッチまたはルータなどのネットワーキングデバイスなど
の1つまたは複数の入力/出力デバイスに結合することができる。
【００９５】
　図面に示されるように、コンピューティングデバイス400はいくつかの異なる形式で実
装され得る。たとえば、標準サーバ420として実装されてもよく、そのようなサーバのグ
ループ内で複数回実装されてもよい。また、ラックサーバシステム424の一部として実装
されてもよい。さらに、ラップトップコンピュータ422などのパーソナルコンピュータに
実装されてもよい。あるいは、コンピューティングデバイス400からのコンポーネントが
、デバイス450などのモバイルデバイス(図示せず)内の他のコンポーネントと結合されて
もよい。そのようなデバイスのそれぞれは、1つまたは複数のコンピューティングデバイ
ス400、コンピューティングデバイス450を含むことができ、システム全体は、相互に通信
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している複数のコンピューティングデバイス400、コンピューティングデバイス450で構成
されてよい。
【００９６】
　コンピューティングデバイス450は、数あるコンポーネントの中でも特に、プロセッサ4
52、メモリ464、ディスプレイ454などの入力/出力デバイス、通信インターフェース466、
およびトランシーバ468を含む。さらなる記憶装置を提供するために、デバイス450はマイ
クロドライブまたは他のデバイスなどの記憶装置も備え得る。それぞれのコンポーネント
450、452、464、454、466、および468は、様々なバスを使用して相互接続されており、コ
ンポーネントのうちのいくつかは、共通マザーボード上に、または必要に応じて他の方法
で搭載され得る。
【００９７】
　プロセッサ452は、メモリ464に格納された命令を含む、コンピューティングデバイス45
0内で実行するための命令を処理することができる。プロセッサは、別のアナログおよび
デジタルプロセッサも含むことができる。プロセッサは、たとえば、ユーザインターフェ
ースの制御などの、デバイス450の他のコンポーネントの調整のために、デバイス450によ
って実行されるアプリケーション、およびデバイス450によるワイヤレス通信を提供する
ことができる。
【００９８】
　プロセッサ452は、ディスプレイ454に結合された制御インターフェース458およびディ
スプレイインターフェース456を通じてユーザと通信することができる。ディスプレイ454
は、たとえば、TFT LCDディスプレイまたはOLEDディスプレイ、あるいは他の適切なディ
スプレイ技術でよい。ディスプレイインターフェース456は、グラフィカルおよび他の情
報をユーザに表示するためにディスプレイ454を駆動するための、適切な回路を備え得る
。制御インターフェース458は、ユーザからコマンドを受信して、プロセッサ452に提出す
るためにそれらのコマンドを変換することができる。さらに、デバイス450と他のデバイ
スとの近距離通信を可能にするために、プロセッサ452と通信する外部インターフェース4
62が提供されてもよい。外部インターフェース462は、たとえば、ワイヤード通信を提供
することもでき(たとえば、ドッキング手順を介して)、ワイヤレス通信を提供することも
できる(たとえば、ブルートゥースまたは他のそのような技術を介して)。
【００９９】
　メモリ464が、コンピューティングデバイス450内に情報を格納する。一実装形態では、
メモリ464はコンピュータ可読媒体である。一実装形態では、メモリ464は揮発性メモリユ
ニットである。別の実装形態では、メモリ464は不揮発性メモリユニットである。拡張メ
モリ474が提供されて、たとえば加入者識別モジュール(SIM)カードインターフェースを含
み得る拡張インターフェース472を通じてデバイス450に接続されてよい。そのような拡張
メモリ474はデバイス450のための余分な記憶空間を提供することができ、また、デバイス
450のためのアプリケーションまたは他の情報を格納することもできる。具体的には、拡
張メモリ474は、上述の処理を実行または補完するための命令を含むことができ、また安
全な情報も含むことができる。したがって、たとえば、拡張メモリ474はデバイス450のた
めのセキュリティモジュールとして提供されてよく、またデバイス450の安全な使用を可
能にする命令でプログラムされてよい。さらに、さらなる情報とともに、非ハッキング方
法でSIMカード上に識別情報を置くことなど、SIMカードを介して安全なアプリケーション
が提供され得る。
【０１００】
　後述するように、メモリは、たとえばフラッシュメモリおよび/またはMRAMメモリを含
み得る。一実装形態では、コンピュータプログラム製品は、情報担体において明確に具現
化される。コンピュータプログラム製品は、実行されると、上述の方法などの1つまたは
複数の方法を実行する命令を含む。情報担体は、メモリ464、拡張メモリ474、またはプロ
セッサ452上のメモリなどのコンピュータ可読媒体または機械可読媒体である。
【０１０１】
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　デバイス450は、必要に応じてデジタル信号処理回路を含み得る通信インターフェース4
66を通じて、ワイヤレスに通信することができる。通信インターフェース466は、特にGSM
（登録商標）ボイスコール、SMS、EMS、またはMMSメッセージング、CDMA、TDMA、PDC、WC
DMA（登録商標）、CDMA2000、またはGPRSなどの通信を様々なモードまたはプロトコル下
で提供することができる。そのような通信は、たとえば、無線周波数トランシーバ468を
通じて発生し得る。さらに、短距離通信は、ブルートゥース、Wi-Fi、または他のそのよ
うなトランシーバ(図示せず)などを使用して発生し得る。さらに、GPS受信機モジュール4
70は、デバイス450上で実行しているアプリケーションによって必要に応じて使用するこ
とができる、さらなるワイヤレスデータをデバイス450に提供することができる。
【０１０２】
　また、デバイス450は、ユーザからの口頭の情報を受け取り、その情報を使用可能なデ
ジタル情報に変換することができる音声コーデック460を使用して、聴覚的に通信するこ
とができる。音声コーデック460は、同様に、たとえばデバイス450のハンドセット内のス
ピーカなどを通じて、ユーザのための可聴音を生成することができる。そのような音声は
、音声通話からの音声を含むことができ、録音された音声(たとえば、ボイスメッセージ
、音楽ファイル等)を含むことができ、またデバイス450上で動作しているアプリケーショ
ンによって生成された音声を含むこともできる。
【０１０３】
　図面に示されるように、コンピューティングデバイス450はいくつかの異なる形態で実
装することができる。たとえば、コンピューティングデバイス450はセルラー電話480とし
て実装され得る。また、コンピューティングデバイス450は、スマートフォン482、携帯情
報端末、または他の同様のモバイルデバイスの一部として実装され得る。
【０１０４】
　本明細書に記載のシステムおよび技法の様々な実装形態は、デジタル電子回路、集積回
路、特別に設計されたASIC(特定用途向け集積回路)、コンピュータハードウェア、ファー
ムウェア、ソフトウェア、および/またはそれらの組合せで実現することができる。これ
らの様々な実装形態は、記憶システム、少なくとも1つの入力デバイス、および少なくと
も1つの出力デバイスからデータおよび命令を受信するために結合された、およびそこに
データおよび命令を送信するために結合された、専用または汎用の少なくとも1つのプロ
グラム可能プロセッサを含むプログラム可能なシステム上で実行可能な、および/または
解釈可能な1つまたは複数のコンピュータプログラムにおける実装形態を含み得る。
【０１０５】
　これらのコンピュータプログラム(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーション、またはコードとしても知られる)は、プログラム可能プロセッサのための機械
命令を含み、ハイレベル手続き型言語および/またはオブジェクト指向プログラミング言
語に、ならびに/あるいはアセンブリ言語/機械言語に実装され得る。本明細書で使用され
るように、「機械可読媒体」、「コンピュータ可読媒体」という用語は、機械可読信号と
して機械命令を受信する機械可読媒体を含むプログラム可能プロセッサに機械命令および
/またはデータを提供するために使用される任意のコンピュータプログラム製品、装置、
および/またはデバイス(たとえば、磁気ディスク、光ディスク、メモリ、プログラム可能
論理デバイス(PLD))を指す。「機械可読信号」という用語は、プログラム可能プロセッサ
に機械命令および/またはデータを提供するために使用される任意の信号を指す。
【０１０６】
　ユーザとの対話を提供するために、本明細書に記載のシステムおよび技法を、情報をユ
ーザに表示するためのディスプレイデバイス(たとえば、CRT(ブラウン管)またはLCD(液晶
ディスプレイ)モニタ)、ならびにそれによりユーザがコンピュータに入力を提供すること
ができるキーボードおよびポインティングデバイス(たとえば、マウスまたはトラックボ
ール)を有するコンピュータに実装することができる。ユーザとの対話を提供するために
、他の種類のデバイスを使用することもできる。たとえば、ユーザに提供されたフィード
バックは、任意の形態の感覚フィードバック(たとえば、視覚フィードバック、聴覚フィ
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ードバック、または触覚フィードバック)でよく、ユーザからの入力は、音響入力、音声
入力、または触覚入力を含む任意の形態で受信されてよい。
【０１０７】
　本明細書に記載のシステムおよび技法は、バックエンドコンポーネントを含む(たとえ
ば、データサーバとして)、またはミドルウェアコンポーネント(たとえば、アプリケーシ
ョンサーバ)を含む、あるいはフロントエンドコンポーネント(たとえば、ユーザが、本明
細書に記載のシステムおよび技法の実装形態と対話することができるグラフィカルユーザ
インターフェースまたはウェブブラウザを有するクライアントコンピュータ)、あるいは
そのようなバックエンドコンポーネント、ミドルウェアコンポーネント、またはフロント
エンドコンポーネントの任意の組合せを含むコンピューティングシステムに実装すること
ができる。システムのコンポーネントは、任意の形式または媒体のデジタルデータ通信(
たとえば、通信ネットワーク)によって相互接続することができる。通信ネットワークの
例には、ローカルエリアネットワーク(「LAN」)、ワイドエリアネットワーク(「WAN」)、
およびインターネットがある。
【０１０８】
　コンピューティングシステムはクライアントとサーバを含み得る。一般的に、クライア
ントとサーバは互いに離れており、一般的に通信ネットワークを通じて対話する。クライ
アントとサーバの関係は、それぞれのコンピュータ上で実行しており、相互にクライアン
トサーバ関係を有する、コンピュータプログラムの効能によって生じる。
【０１０９】
　本明細書は多くの具体的な実装形態の詳細を含むが、これらは任意の発明の範囲または
特許請求され得るものの範囲の限定として解釈されるべきではなく、むしろ特定の発明の
特定の実装形態における固有の機能の説明と解釈されるべきである。また、本明細書にお
いて個別の実装形態の文脈で記載されている特定の特徴は、単一の実装形態と組み合わせ
て実装することができる。逆に、単一の実装形態の文脈で記載されている様々な特徴は、
複数の実装形態に別個に実装されてもよく、任意の適切なサブコンビネーションで実装さ
れてもよい。さらに、特徴は、上記で特定の組合せで働くものとして記載されており、最
初はそのように特許請求されているが、場合によっては特許請求される組合せからの1つ
または複数の特徴を組合せから削除することができ、特許請求される組合せはサブコンビ
ネーションまたはサブコンビネーションのバリエーションを対象とすることができる。
【０１１０】
　同様に、操作は特定の順序で図面に示されているが、望ましい結果を達成するために、
このような動作が図示された特定の順序または連続的順序で実行されること、または図示
されたすべての動作が実行されることを必要とするものとして理解されるべきではない。
特定の状況では、マルチタスキングおよび並列処理が有利な場合がある。さらに、上述の
実装形態における様々なシステムコンポーネントの分離は、すべての実装形態においてそ
のような分離が必要であると理解されるべきではなく、記述されたプログラムコンポーネ
ントおよびシステムは一般的に単一のソフトウェア製品に統合されてもよく、複数のソフ
トウェア製品にパッケージ化されてもよいことが理解されるべきである。
【０１１１】
　これまで、本主題の特定の実装形態を説明してきた。他の実装形態は以下の特許請求の
範囲内である。場合によっては、特許請求の範囲に記載されたアクションは異なる順序で
実行されてよく、それでも所望の結果を達成することができる。さらに、添付の図面に示
された処理は、望ましい結果を達成するために、図示された特定の順序または連続的順序
を必ずしも必要としない。特定の実装形態では、マルチタスキングおよび並列処理が有利
な場合がある。
【符号の説明】
【０１１２】
　　100　例示的環境
　　102　ネットワーク
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　　104　ウェブサイト
　　105　リソース
　　106　ユーザデバイス
　　106a　第1のデバイス
　　106b　第2のデバイス
　　106c　第3のデバイス
　　108　コンテンツスポンサー
　　109　発行者
　　110　コンテンツ管理システム
　　112　検索システム
　　114　インデックス付けされたキャッシュ
　　116　検索クエリ
　　118　検索結果
　　120　ユーザログインサービス
　　121　匿名の識別子関連付け

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】
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【図３Ｄ】 【図４】
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