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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１コンピュータ装置上での、アプリケーションのメッセージの表示を制御するサーバ
の動作方法であって、前記動作方法は、前記サーバが、
　第２コンピュータ装置から、前記第２コンピュータ装置上で動作する第２アプリケーシ
ョン内での第１アプリケーションに関する第１メッセージの表示に係る指標を取得するス
テップ、
　前記指標に基づき、前記第１コンピュータ装置に対して、前記第２アプリケーションに
係る第２メッセージを送信し、前記第１コンピュータ装置上で動作する前記第１アプリケ
ーション内において前記第２メッセージを表示させる指示を送信するステップ
を含み、
　前記第１アプリケーションのユーザを同定することにより特定した第１ユーザと、前記
第２アプリケーションの第２ユーザとがソーシャルグラフでつながっている場合は、前記
第１コンピュータ装置上での前記第２メッセージの表示を優先させることを特徴とする、
サーバの動作方法。
【請求項２】
　前記第１アプリケーションの第１ユーザを同定するステップと、
　前記第１ユーザのＩＤを受信するステップと、
をさらに含み、
　前記第２メッセージは、前記第２アプリケーションにおける第２ユーザのパフォーマン
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スと、前記第１ユーザと前記第２ユーザがソーシャルグラフでつながっているかどうかを
示し、
　前記第２メッセージの表示はさらに、第１ユーザと第２ユーザがソーシャルグラフでつ
ながっている場合は、前記第１コンピュータ装置上での前記第２メッセージの表示を優先
させることを含むことを特徴とする、請求項１に記載のサーバの動作方法。
【請求項３】
　前記ソーシャルグラフはソーシャルネットワークサーバにより保持されることを特徴と
する、請求項２に記載のサーバの動作方法。
【請求項４】
　前記第２メッセージは、前記第２アプリケーションの制作者の広告を示すことを特徴と
する、請求項１に記載のサーバの動作方法。
【請求項５】
　前記第２メッセージは、第１ユーザが前記第１アプリケーションにログインすることを
必要とせずに表示されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のサーバの動作方法。
【請求項６】
　アプリケーションにおけるメッセージの第１コンピュータ装置上における表示を制御す
るためのプログラムであって、サーバに、
　第２コンピュータ装置から、前記第２コンピュータ装置上で動作する第２アプリケーシ
ョン内での第１アプリケーションに関する第１メッセージの表示に係る指標を取得する手
順と、
　前記指標に基づき、前記第１コンピュータ装置に対して、前記第２アプリケーションに
係る第２メッセージを送信し、前記第１コンピュータ装置上で動作する前記第１アプリケ
ーション内において前記第２メッセージを表示させる指示を送信する手順を実行させ、
　前記第１アプリケーションのユーザを同定することにより特定した第１ユーザと、前記
第２アプリケーションの第２ユーザとがソーシャルグラフでつながっている場合は、前記
第１コンピュータ装置上での前記第２メッセージの表示を優先させるプログラム。
【請求項７】
　アプリケーションにおけるメッセージの表示を制御するためのシステムであって、第１
コンピュータ装置と、サーバとを備え、
　前記サーバが
　　第２コンピュータ装置から、前記第２コンピュータ装置上で動作する第２アプリケー
ション内での第１アプリケーションに関する第１メッセージの表示に係る指標を取得し、
　　前記指標に基づき、前記第１コンピュータ装置に対して、前記第２アプリケーション
に係る第２メッセージを送信し、
　前記第１コンピュータ装置が、
　　前記第１アプリケーション内において前記第２メッセージを表示し、
　前記第１アプリケーションのユーザを同定することにより特定した第１ユーザと、前記
第２アプリケーションの第２ユーザとがソーシャルグラフでつながっている場合は、前記
第１コンピュータ装置上での前記第２メッセージの表示を優先させることを特徴とするシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願へのクロスリファレンス】
【０００１】
　本出願は、２０１１年６月２１日出願の、発明の名称を「制御クロスプロモーションを
有するオンラインゲームコミュニティ」とする米国特許仮出願番号６１／４９９，５４１
号の優先権を主張するものであり、当該出願の開示全体を、ここに参照のために取り込む
。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、概してオンラインゲームに関するものであり、より具体的には、オンライン
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ゲームコミュニティのビデオゲーム制作者間におけるクロスプロモーションに関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイルコンピューティング技術とモバイルネットワーク技術における最近の改善によ
り、ビデオゲーム制作者は、モバイルコンピュータ装置上で動作し、またオンラインゲー
ムコミュニティと通信するよう設計されたビデオゲームを制作・販売できるようになった
。例えば、ゲーム制作者は現在、携帯電話および／またはタブレットＰＣ上で動作するビ
デオゲームを制作している。ゲーム制作者はまた、ビデオゲームユーザと通信するための
チャネルとして表示される、ゲーム内グラフィカル・ユーザ・インターフェース（「ＧＵ
Ｉ」）を活用している。例えば、ビデオゲーム制作者は現在、ゲーム内ＧＵＩ表示を、自
社製品を促進するために使用している。
【０００４】
　特定のゲーム内ＧＵＩ表示の基礎となるメカニズムは、典型的には、対応するビデオゲ
ームの制作者によって作成される。ビデオゲーム制作者は、（競合他社の製品ではなく）
自社製品を促進することにより興味があることが多いため、一般的なビデオゲーム制作者
は、自社製品の販売促進をするために、自社のゲーム内のＧＵＩ表示メカニズムを利用し
ている。少なくともこのような理由から、従来のゲーム内ＧＵＩ表示は、異なるビデオゲ
ーム制作者からのクロスプロモーション製品に有意義な方法を提供していない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　いくつかの実施形態では、第１ビデオゲームが第１コンピュータ機器上で動作している
という指標を、サーバに送信する。第１コンピュータ機器は、第１ビデオゲームユーザに
対してローカルなものである。第１ビデオゲームは、第１ゲーム制作者によって制作され
る。サーバは、第１コンピュータ機器へクロスプロモーションメッセージを必要に応じて
送信する。クロスプロモーションメッセージは、自社のビデオゲームの中の1つで以前に
第１ゲーム制作者をプロモーションした、第２ゲーム制作者の販売促進をする。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、第１コンピュータ機器のユーザに関する情報もまた、サーバ
に送信される。サーバは、ユーザのＩＤに基づいて、クロスプロモーションメッセージの
表示を優先するよう、第１コンピュータ機器に指示する。例えば、ユーザの友人を参照す
るクロスプロモーションメッセージは、優先して表示される。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、サーバは、第２ゲーム制作者が制作した第２ゲームにおける
第２ユーザのパフォーマンスを含む情報を、第２コンピュータ機器から受信する。サーバ
はまた、第１ビデオゲームにおける第１ユーザのパフォーマンスに関する情報を、第１コ
ンピュータ機器から受信することができる。サーバは、一方または両方のユーザのパフォ
ーマンスに基づいて、クロスプロモーションメッセージを生成する。例えば、サーバは、
一方のユーザが特定のゲーム目標を達成する一方で、他方のユーザが同じゲーム目標を達
成していないことを認識したときに、後者のユーザがビデオゲームを再訪するよう奨励す
るクロスプロモーションメッセージを送信する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】オンラインゲームコミュニティにおけるビデオゲーム制作者のクロスプロモーシ
ョン（「オンラインゲームクロスプロモーション」）の制御技術の使用例を示す図である
。
【図２】オンラインゲームクロスプロモーションシステムの構成要素の例を示すブロック
図である。
【図３】オンラインゲームクロスプロモーションシステムの処理の例を示すブロック図で
ある。
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【図４】オンラインゲームクロスプロモーションシステムの処理の他の例を示すブロック
図である。
【図５】オンラインゲームクロスプロモーションシステムで表示されるメッセージの例を
示す。
【図６】オンラインゲームクロスプロモーションシステムで表示されるメッセージの例を
示す。
【図７】メッセージを表示する割り当てシステムの例を示す。
【図８】オンラインゲームクロスプロモーション処理を実行するコンピュータシステムの
例を示す。
【図９】オンラインゲームクロスプロモーション処理を実行するコンピュータシステムの
他の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の説明は、当業者が様々な実施形態を作成および使用できるようにするために提示
される。特定の装置、技術、および応用の記載は、単なる例として提供される。本明細書
に記載される例に対するさまざまな修正は、当業者にとって容易に明らかであり、本明細
書において定義される一般原理は、様々な実施形態の精神および範囲から逸脱することな
く、他の例および応用に適用することができる。したがって、様々な実施形態は、本明細
書の記載及び図示例に限定されるものではなく、請求項と一致する範囲に許容される。
【００１０】
　本明細書中における実施形態は、オンラインゲームコミュニティのビデオゲーム制作者
間におけるクロスプロモーションを制御するための技術を含むものである。平易な通常の
意味と一致して、「クロスプロモーション」という用語は、別の事業者βによる事業者α
（および／またはその製品）の販売促進と、事業者αによる別の事業者β（および／また
はその製品）の販売促進を意味する。例えば、ビデオゲーム制作者αとビデオゲーム制作
者βの間におけるクロスプロモーションは、ビデオゲーム制作者βによるビデオゲーム内
でビデオゲーム制作者αによるビデオゲームを販売促進し、また、ビデオゲーム制作者α
によるビデオゲーム内でビデオゲーム制作者βによるビデオゲームを販売促進することで
構成される。クロスプロモーションシステムに参加する事業者が互いに（すなわち、交換
で）義務を履行することが重要である。クロスプロモーションを「制御」する技術は、ク
ロスプロモーションシステムの参加者が義務の履行を強制するための技術を含む。
【００１１】
　図1は、オンラインゲームコミュニティのビデオゲーム制作者の間におけるクロスプロ
モーションを制御するための技術の実施形態の例を示す。簡潔化のため、本文脈内のクロ
スプロモーションを、以下では「オンラインゲームクロスプロモーション」と称する。図
1に示すように、表示画面１１０は、ビデオゲーム１１１のインスタンスを表すＧＵＩ１
１２を備える。また、表示画面１２０は、ビデオゲーム１２１のインスタンスを表すＧＵ
Ｉ１２２を備える。ビデオゲームのＧＵＩ１１２および１２２はそれぞれ、クロスプロモ
ーションメッセージ１１３と１２３を備える。特に、クロスプロモーションメッセージ１
１３（ビデオゲーム１１１のインスタンスで表示される）はビデオゲーム１２１を販売促
進し、クロスプロモーションメッセージ１２３（ビデオゲーム１２１のインスタンスで表
示される）はビデオゲーム１１１を販売促進する。つまり、クロスプロモーションメッセ
ージ１１３と１２３は、ビデオゲーム１１１と１１２を相互に販売促進する。このように
、ビデオゲーム１１１と１２１の制作者は、それらのユーザーコミュニティに対して、他
のビデオゲームのダウンロードおよび／またはプレイを推奨することができる。
【００１２】
　完全に表示されるクロスプロモーションメッセージ１１３と１２３に加えて、ＧＵＩ１
１１および１１２はそれぞれ、部分的にしか表示されないクロスプロモーションメッセー
ジ１１４および１２４を含む。ビデオゲームユーザは、クロスプロモーションメッセージ
１１３と１２３の上で水平に指を滑らせることで、クロスプロモーションメッセージ１１
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４と１２４を含む他の利用可能なクロスプロモーションメッセージを見ることができる。
このように、クロスプロモーションメッセージのシーケンス全体は、ビデオゲームユーザ
により容易にアクセスできる。クロスプロモーションメッセージ１１３と１２３は、利用
できるクロスプロモーションメッセージの対応シークエンスにおいて、クロスプロモーシ
ョンメッセージ１１４および１２４に先行するため、クロスプロモーションメッセージ１
１３と１２３は、それぞれクロスプロモーションメッセージ１１４および１２４よりも優
先的に表示されるものとみなされる。また、クロスプロモーションメッセージの特定のシ
ークエンスで最初に表示されるクロスプロモーションメッセージは、ビデオゲームがロー
ドされて画面に表示される時にビデオゲームユーザに対して完全表示されるため、表示優
先度が最も高いとみなされる。
【００１３】
　なお、ビデオゲーム１１２と１２２は、同じビデオゲーム制作者、または異なるビデオ
ゲーム制作者によって制作されてもよい。しかし、クロスプロモーションの概念は、ある
ビデオゲーム制作者が、他のビデオゲーム制作者の製品において自社製品を販売促進する
ことができる場合に、より効果的である。さらに、図１のクロスプロモーションメッセー
ジは縦長レイアウトで表示されているが、クロスプロモーションメッセージは横長レイア
ウトでも表示可能であることが理解されるべきである。
【００１４】
１．構成例
　図２は、図１に示したクロスプロモーションメッセージの例を生成することができる、
オンラインゲームクロスプロモーションシステム２００の例を示す。例示的なオンライン
ゲームクロスプロモーションシステム２００は、ネットワーク２９９に接続されたオンラ
インゲームクロスプロモーションサーバ２２０とデータベース２２１とから構成される。
オンラインゲームクロスプロモーションサーバ２２０は、クロスプロモーションメッセー
ジを保持するためのコンピュータ指示を有する。データベース２２１は、ビデオゲームユ
ーザ、ビデオゲーム、ビデオゲーム制作者、および／またはオンラインゲームクロスプロ
モーションシステム２００のクロスプロモーションメッセージに関する情報を保持する。
オンラインゲームクロスプロモーションシステム２００はまた、ネットワーク２９９に接
続されたコンピュータ機器２０１～２０３を備える。コンピュータ機器２０１～２０３は
、それぞれのユーザ２１１～２１３によって操作される。コンピュータ機器２０１～２０
３はそれぞれ、ビデオゲームを実行することができる。いくつかの実施形態では、コンピ
ュータ機器２０１～２０３は、携帯電話および／またはタブレットＰＣなどのモバイルコ
ンピュータ機器である。いくつかの実施形態では、コンピュータ機器２０１～２０３は、
ラップトップコンピュータおよび／またはデスクトップコンピュータのような、旧来のコ
ンピュータ機器である。
【００１５】
２．処理例
　図３は、オンラインゲームクロスプロモーションシステム２００（図２）の構成要素に
よって、クロスプロモーションメッセージを作成、送信、および／または表示するために
実行されるオンラインゲームクロスプロモーション処理３００の例を示す。ブロック３１
０において、第1コンピュータ機器からビデオゲームの統計が取得される。取得されたビ
デオゲームの統計は、ビデオゲームユーザの（ゲーム）活動及び／又はパフォーマンスに
関連している。例えば、ビデオゲームの統計は、ユーザが達成したビデオゲームの得点、
ユーザが到達したゲームレベル、ユーザによるゲーム内イベントの所定のシーケンスの実
行、ユーザが達成したバッジ、ユーザが達成したゲーム目標、などを示す。ビデオゲーム
の統計はまた、ビデオゲームユーザ、ユーザがプレイしたビデオゲーム、および／または
ビデオゲームの制作者を同定することができる。例えば、ビデオゲーム制作者αが制作し
たビデオゲームＡに関するビデオゲームの統計を、ブロック３１０で第1コンピュータ装
置から取得する状況を考慮する。
【００１６】
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　ブロック３２０では、第２コンピュータ機器上で動作しているビデオゲームに関する情
報が得られる。得られた情報は、第２コンピュータ機器上で動作しているビデオゲームの
制作者を同定することもできる。または、第２コンピュータ機器上で動作しているビデオ
ゲームの制作者を、ビデオゲームのＩＤに基づいて適切な検索技術を用いて同定すること
ができる。例えば、ビデオゲーム制作者βが制作したビデオゲームＢに関する情報が、ブ
ロック３２０において第２コンピュータ機器から取得される状況を考慮する。なお、ブロ
ック３２０において得られる情報は、ビデオゲームの統計を含む必要はない。実際に、ブ
ロック３２０の目的として、ビデオゲーム（例えば、ビデオゲームＢ）のインスタンスが
第２コンピュータ機器上で動作しているとの指標を取得することで十分である。
　しかし、以下にさらに説明するように、ビデオゲームの統計は、ブロック３２０におい
て得られる情報に任意に含まれていてもよい。
【００１７】
　ブロック３３０では、ビデオゲーム制作者αおよびβが、２つのビデオゲーム制作者間
のクロスプロモーションの関係において、それぞれの義務を果たしているかどうかが判断
される。例えば、ブロック３３０は、ビデオゲーム制作者βを販売促進するクロスプロモ
ーションメッセージが、ビデオゲーム制作者αのビデオゲームＡのインスタンスで以前に
表示されたかどうかを判断することができる。そのようなクロスプロモーションメッセー
ジが以前に表示されていた場合、その後、ブロック３３０は、ビデオゲーム制作者βが、
自社のビデオゲームＢのインスタンスにおいて、ビデオゲーム制作者αを販売促進するク
ロスプロモーションメッセージを交換で表示したかどうかを判断することができる。ビデ
オゲーム制作者βが既に交換している場合は、オンラインゲームクロスプロモーションプ
ロセス３００は終了する。ビデオゲーム制作者βがまだ交換していない場合は、処理はブ
ロック３４０に進み、第２コンピュータ機器上で動作しているビデオゲーム制作者βのビ
デオゲームＢのインスタンスに表示されるよう、ビデオゲーム制作者αを販売促進するク
ロスプロモーションメッセージが、第２コンピュータ機器に送信される。
【００１８】
　ブロック３５０では、送信されたクロスプロモーションメッセージが第２コンピュータ
機器上で完全に表示されたという指標が得られる。その後、ビデオゲーム制作者のβが、
ビデオゲーム制作者αとβ間のクロスプロモーション関係における未履行の交換義務を履
行したという記録が作成される。オンラインゲームクロスプロモーション処理３００は、
ブロック３５０の後に終了する。
【００１９】
　なお、いくつかの実施形態では、対応する送信されたクロスプロモーションメッセージ
が完全にではなく実質的に第２コンピュータ機器上で表示された場合であっても、未履行
の交換義務が履行されたとみなされてもよい。クロスプロモーションメッセージの一部は
、例えば、優先度の低いクロスプロモーションメッセージの一部のみを表示画面の視野内
に「ドラッグ」するという部分的なスワイプ入力行為を受けて表示されてもよい。クロス
プロモーションメッセージの閾値部が表示されている場合、クロスプロモーションメッセ
ージは実質的に表示されていると考えられる。閾値の割合は、例えば、９０％、５０％を
超過するもの、または他の適切な割合であってもよい。
【００２０】
　図３で説明したオンラインゲームクロスプロモーション処理の例に加えて、他の技術に
よりビデオゲーム制作者αおよびβの互いに対する未履行義務を判断することも可能であ
る。例えば、ビデオゲーム制作者αによる、自社のビデオゲーム内でのビデオゲーム制作
者βのクロスプロモーションメッセージの表示（およびその逆）の連続集計を保持しても
よい。ビデオゲーム制作者のためのクロスプロモーションメッセージは、連続集計に基づ
いて送信することができる。例えば、ゲーム制作者βがゲーム制作者αのクロスプロモー
ションメッセージを表示した回数よりも、ビデオゲーム制作者αがゲーム制作者βのクロ
スプロモーションメッセージを多く表示している場合、その後は、ゲーム制作者αを販売
促進するクロスプロモーションメッセージが、ゲーム制作者βが制作したビデオゲームの
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インスタンスに表示されるために送信されるべきである。さらに、（相互の）交換関係は
、２つ以上のビデオゲーム制作者の間で存在し得ること、また（多方向）交換関係は２つ
以上のビデオゲーム制作者を含むことができることに留意すべきである。
【００２１】
　３．任意のユーザＩＤ
　上記の処理例は、（ユーザのＩＤではなく）ビデオゲーム制作者のＩＤに基づいて相互
関係を判断するため、クロスプロモーションメッセージがビデオゲームのインスタンスに
表示されるために、ユーザがビデオゲームのインスタンスにログインする必要はない。た
だし、ビデオゲームユーザのＩＤに関する情報が（例えば、ユーザのログイン処理を介し
て）使用可能である場合、ビデオゲームユーザのＩＤを、クロスプロモーションメッセー
ジの提供に関連する追加機能を提供するために、任意に使用することができる。ビデオゲ
ームユーザのＩＤに関する情報は、ビデオゲームユーザがビデオゲームのインスタンスに
ログインした時に、利用可能となる。ビデオゲームユーザのＩＤは、ビデオゲームユーザ
がビデオゲームにログインするために使用する資格情報に関連付けられたユーザプロフィ
ール情報から得ることができる。
【００２２】
　例1：ユーザＩＤに基づく関連性の向上ビデオゲームユーザのＩＤに関する情報に基づ
いて、同定されたビデオゲームユーザにより関連したクロスプロモーションメッセージを
、同定されたビデオゲームユーザに対して表示することもできる。関連性は、様々な方法
で判断することができる。例えば、同定されたビデオゲームユーザの友人のゲーム活動に
関する情報が、同定されたビデオゲームユーザにさらに関連性があると見なすことができ
る。ビデオゲームユーザ間の友好度はソーシャルグラフを参照することにより判断できる
。オンラインゲームクロスプロモーションサーバ２２０（図２）のようなオンラインゲー
ムクロスプロモーションシステムの構成要素は、他の目的の中でも、友好度を判断する目
的のためにビデオゲームユーザのソーシャルグラフを保持することができる。このように
、特定のビデオゲームプレーヤの友人に関連するクロスプロモーションメッセージを作成
し、特定のビデオゲームプレーヤに対して表示することができ、これによりビデオゲーム
ユーザ間の競争とさらなるゲームプレイ時間を促進する。
【００２３】
　別の例では、同定されたビデオゲームユーザと類似した（ゲーム）活動および／または
パフォーマンスを有するビデオゲームユーザに関する情報が、同定されたビデオゲームユ
ーザにより関連すると考えることができる。すなわち、特定のビデオゲームユーザが所有
および／またはプレイしたビデオゲームにおける他のビデオゲームユーザの活動および／
またはパフォーマンスに関するクロスプロモーションメッセージを作成することができ、
ビデオゲームプレーヤに対して表示することができる。例えば、特定のビデオゲームユー
ザがプレイしているビデオゲーム内で、他のビデオゲームユーザの方がわずかに上手にプ
レイしているという情報を作成・表示することができる。このような方法で、ビデオゲー
ムユーザが特定のビデオゲームをプレイし続けることを促進することができる。
【００２４】
　例２：ユーザＩＤに基づく優先表示さらに、ビデオゲームユーザのＩＤに関する情報に
基づいて、特定のクロスプロモーションメッセージをビデオゲームユーザに対して優先的
に表示することができる。例えば、ビデオゲームユーザの友人に関連するクロスプロモー
ションメッセージを、ビデオゲームユーザの友人に関連していないクロスプロモーション
メッセージよりも優先的に表示することができる。
【００２５】
　図４は、特定のクロスプロモーションメッセージの表示を優先するために実行すること
ができる優先順位付け処理４００の例を示す。ブロック４１０において、ビデオゲームの
インスタンスにログインしているビデオゲームユーザのＩＤに関する情報が得られる。ビ
デオゲームユーザのＩＤは、ビデオゲームユーザがビデオゲームにログインするために使
用される資格情報に関連付けられたユーザプロフィール情報から得ることができる。ブロ
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ック４２０において、プロモーションメッセージが得られる。いくつかの実施形態におい
て、ブロック４２０は、プロモーションメッセージを作成するためのオンラインゲームク
ロスプロモーション処理３００の、よりサブプロセスとなるもののうちの１つを実行する
ことができる。ブロック４３０において、得られたクロスプロモーションメッセージの対
象が決定される。得られたクロスプロモーションメッセージの対象が、他のビデオゲーム
ユーザを参照することを含む場合、処理はブロック４４０に進む。対象が他のビデオゲー
ムユーザを参照しない場合、優先順位付け処理４００は終了する。
【００２６】
　ブロック４４０では、インスタントビデオゲームユーザのＩＤと、得られたクロスプロ
モーションメッセージの対象のビデオゲームユーザのＩＤとが、ソーシャルグラフと比較
される。２人のビデオゲームユーザがソーシャルグラフ上でつながっている場合、処理は
ブロック４６０に進み、クロスプロモーションメッセージの表示を優先する指示が作成さ
れる。優先指示に応答して、コンピュータ機器は、クロスプロモーションメッセージの表
示を優先する。２人のビデオゲームユーザがソーシャルグラフ上でつながっていない場合
は、優先順位付け処理４００は終了する。
【００２７】
４．クロスプロモーションメッセージの例
　図５および６は、クロスプロモーションメッセージの例を示す。クロスプロモーション
メッセージ５０１は、特定のビデオゲームにおける他のビデオゲームユーザのパフォーマ
ンスが所定の閾値を超えたときに、ビデオゲームユーザに対して表示することができる。
クロスプロモーションメッセージ５０２は、特定のビデオゲームにおける他のビデオゲー
ムユーザのパフォーマンスが一定のスコアを超えたときに、ビデオゲームユーザに対して
表示することができる。クロスプロモーションメッセージ５０５は、別のビデオゲームユ
ーザが、双方のビデオゲームユーザによってプレイされるビデオゲームのスコアランキン
グに記載されているときに、ビデオゲームユーザに対して表示することができる。クロス
プロモーションメッセージ５０６は、双方のビデオゲームユーザによってプレイされるゲ
ームにおいて、他のビデオゲームユーザのパフォーマンスが所定の閾値を超えたときに、
ビデオゲームユーザに対して表示することができる。クロスプロモーションメッセージ６
０１は、双方のビデオゲームユーザによってプレイされるゲームにおいて、他のビデオゲ
ームユーザのパフォーマンスがより優れている場合に、ビデオゲームユーザに対して表示
することができる。
【００２８】
５．メッセージの追加的種類
　いくつかの実施形態では、オンラインゲームクロスプロモーションシステム２００（図
２）の構成要素によって、クロスプロモーションメッセージ以外のメッセージの作成、送
信、および／または、表示ができる。他のタイプのメッセージの例としては、 「住宅広
告」「スポンサー記事」「開発者向けお知らせ」、および 「システム」メッセージが含
まれる。
【００２９】
　住宅広告メッセージは、ビデオゲーム制作者からの汎用広告を含み、またビデオゲーム
制作者のビデオゲーム内でのみ表示される。例えば、住宅広告メッセージ５０４と６０３
はそれぞれ、同じビデオゲーム制作者のユーザーコミュニティを意図したビデオゲーム制
作者からの広告を含む。スポンサー記事メッセージはオンラインゲームクロスプロモーシ
ョンシステムのオペレータによって提供される。例えば、スポンサー記事メッセージ５０
３は、オンラインゲームクロスプロモーションシステムのユーザーコミュニティに、スポ
ンサーのゲームをダウンロードすることを奨励する。オンラインゲームクロスプロモーシ
ョンシステムは、有料でメッセージのスポンサーをすることができる。開発者向けお知ら
せは、本来位置づけられる他の優先順位付けまたは交換プロセスに関係なく、ビデオゲー
ムユーザに対して常に最高の優先順位で表示されるメッセージである。例えば、開発者向
けお知らせメッセージ６０３は、ビデオゲームの新しい発売を示す。システムメッセージ



(9) JP 6321236 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

は、ビデオゲームユーザに対して、動作状態を提供する。例えば、システムメッセージ６
０４は、ペアレンタルコントロール設定が原因で、特定のビデオゲームコンテンツが無効
であることを示し、システムメッセージ６０５は、ビデオゲームのインスタンスは動作し
ているものの、ビデオゲームユーザがビデオゲームのインスタンスにログインしていない
ことを示しており、システムメッセージ６０６は、ビデオゲームのインスタンスは動作し
ているものの、ビデオゲームのインスタンスがオンラインゲームクロスプロモーションサ
ーバに接続できないことを示している。システムメッセージもまた、ビデオゲームユーザ
に対して常に表示されるが、必ずしも最高の優先順位で表示されるわけではない。
【００３０】
　住宅広告やスポンサー記事メッセージの表示は、ビデオゲーム制作者間のクロスプロモ
ーションの対象となるメッセージの種類であるとはみなされないため、クロスプロモーシ
ョンの上記のプロセスによっては管理されない。むしろ、住宅広告とスポンサー記事メッ
セージの表示は、別々の割り当てシステムにより、クロスプロモーションメッセージの表
示と共に制御される。図7は、住宅広告、スポンサー記事、およびクロスプロモーション
メッセージの表示を管理する割り当てシステム７００の一例を示す。図示のように、ビデ
オゲーム制作者は、割り当て７０１～７０３のうちの１つに同意することができる。例え
ば、割り当て７０１の下では、ビデオゲーム制作者のビデオゲーム内に表示されるメッセ
ージの５０％がクロスプロモーションメッセージであり、表示されるメッセージの２５％
がビデオゲーム制作者から住宅広告メッセージであり、表示されるメッセージの２５％が
スポンサー記事のメッセージである。図７に示すように、ビデオゲーム制作者は、オンラ
インゲームクロスプロモーションシステムに参加するためには、スポンサー記事メッセー
ジを若干（例えば、２５％）表示することに同意しなければならない。このような方法で
、オンラインゲームクロスプロモーションサーバのオペレータには、特に第三者により支
払われる広告を含むスポンサー記事メッセージの表示を介して広告収入を得るためのルー
トが保証される。なお、ビデオゲーム制作者により提供されるゲーム内表示の機会におい
て、異なる種類のメッセージ（例えば、住宅広告、スポンサー記事、クロスプロモーショ
ン）の表示を好適に割り当てる場合は、割り当てシステム７００に加えて、任意の割り当
てシステムを使用してもよい。
【００３１】
　上記のオンラインゲームクロスプロモーションシステム２００（図２）の一部は、例示
するコンピュータシステム８００に実装することができる。図８に示すように、コンピュ
ータシステム８００は、Ｉ／Ｏ部８０４に接続するバス８１０を有するコンピュータマザ
ーボード８０２、１つ以上の中央処理装置（ＣＰＵ）８０６、およびメモリ部８０８を共
に備える。メモリ部８０８は、それに関連するフラッシュメモリ装置８２０を有していて
も良い。Ｉ／Ｏ部８０４は、メディア駆動部８１２、ディスク記憶部８１４、入力装置８
１６、および／または表示装置８１８に接続することができる。入力装置８１４は、タッ
チセンサ式入力装置であっても良い。メディア駆動部８１２は、コンピュータで実行可能
な命令８２４および／またはデータを含むことができるコンピュータ可読メディア８２２
に対する読み取り、および／または、書き込みをすることができる。コンピュータシステ
ム８００は、Ｉ／Ｏ部８０４を介してネットワークに接続することができる。
【００３２】
　上記のオンラインゲームクロスプロモーションシステム２００（図２）の一部はまた、
例示的なコンピュータシステム９００に実装することができる。コンピュータシステム９
００は、携帯電話および／またはタブレットＰＣであってもよい。図９に示すように、コ
ンピュータシステム９００は、メモリ９０４に接続するバス９０２を有するコンピュータ
マザーボード、１つ以上の中央処理装置（ＣＰＵ）９０６、およびＩ／Ｏ部９０８を共に
備える。Ｉ／Ｏ部９０８は、表示装置９１０、タッチセンサ面、1つ以上のボタン、キー
ボード、マウス等であっても良い入力装置９１２に接続することができる。Ｉ／Ｏ部９０
８はまた、セルラーアンテナ９１４、センサ９１６、および／またはＷｉ－Ｆｉ部９１８
に接続することができる。センサ９１６は、ＧＰＳセンサ、光センサ、ジャイロスコープ
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、加速度計、またはこれらの組み合わせを含むことができる。
【００３３】
　上述した処理の結果に基づく値のうち少なくともいくつかは、メモリ８０８、メモリ９
０４、ディスク記憶装置８１４、フラッシュメモリ装置８２０、および／またはコンピュ
ータ可読メディア８２２等のメモリに、後に使用するために保存することができる。また
、コンピュータ可読メディア８２２および／またはメモリ９０４は、上述したいずれかの
処理をコンピュータが実行するための1つ以上のコンピュータプログラムを格納（例えば
、実体的に表現）するために使用することができる。コンピュータプログラムは、例えば
、汎用プログラミング言語（例えば、Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ－Ｃを含むＣ言語、Ｊａｖａ（
登録商標）、ＪＳＯＮを含むＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）、および／またはＨＴＭ
Ｌ）又は何らかの専用アプリケーション固有言語で書き込むことができる。
【００３４】
　特定の例示的な実施形態のみを上記で詳細に説明したが、本発明の新規の教示及び利点
から実質的に逸脱することなく、多くの変更が例示的な実施形態において可能であること
を、当業者は容易に理解するであろう。例えば、上記で開示される実施形態の態様は、さ
らなる実施形態を形成するために、他の組み合わせと組み合わせることができる。従って
、このような変更はすべて本技術の範囲内に含まれることが意図される。
　以下に、本願の原出願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　ローカルコンピュータ装置上での、第１メッセージ及び第２メッセージを含む第１ゲー
ム制作者および第２ゲーム制作者に関するインターネットソーシャルゲームのメッセージ
の表示を制御するサーバの動作方法であって、前記動作方法は、前記サーバが、
　リモートコンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲーム
が前記リモートコンピュータ装置上で動作しているという指標を取得するステップ、
　ローカルコンピュータ装置から、第１ゲーム制作者により制作された第１ビデオゲーム
が前記ローカルコンピュータ装置上で動作しているという指標を取得するステップ、
　前記ローカルコンピュータ装置に対して、前記ローカルコンピュータ装置上に前記第２
メッセージを送信し、表示させる指示を送信するステップを含み、
　前記第２メッセージは、前記第１メッセージが以前に前記サーバから前記リモートコン
ピュータ装置に送信され、前記第１メッセージの少なくとも一部が前記リモートコンピュ
ータ装置上で表示されたことがある場合に送信されることを特徴とする、サーバの動作方
法。
［２］
　ローカルコンピュータ装置上での、第１メッセージ及び第２メッセージを含む第１ゲー
ム制作者および第２ゲーム制作者に関するインターネットソーシャルゲームのメッセージ
の表示を制御するサーバの動作方法であって、前記動作方法は、前記サーバが、
　リモートコンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲーム
が前記リモートコンピュータ装置上で動作しているという指標を取得するステップ、
　ローカルコンピュータ装置から、第１ゲーム制作者により制作された第１ビデオゲーム
が前記ローカルコンピュータ装置上で動作しているという指標を取得するステップ、
　前記ローカルコンピュータ装置に対して、前記ローカルコンピュータ装置上に前記第２
メッセージを送信し、表示させる指示を送信するステップを含み、
　前記第２メッセージは、前記第１メッセージが以前に前記サーバから前記リモートコン
ピュータ装置に送信され、前記第１メッセージの少なくとも一部が前記リモートコンピュ
ータ装置上で表示されたことがある回数が、前記第２メッセージの少なくとも一部が前記
ローカルコンピュータ装置上で表示されたことがある回数よりも多い場合に送信されるこ
とを特徴とする、サーバの動作方法。
［３］
　前記第１ビデオゲームの第１ユーザを同定するステップと、
　前記第１ユーザのＩＤを受信するステップと、をさらに含み、
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　前記第２メッセージは、前記第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームにお
ける第２ユーザのパフォーマンスと、前記第１ユーザと前記第２ユーザがソーシャルグラ
フでつながっているかどうかを示し、
　前記第２メッセージの表示はさらに、第１ユーザと第２ユーザがソーシャルグラフでつ
ながっている場合は、前記ローカルコンピュータ装置上での前記第２メッセージの表示を
優先させることを含むことを特徴とする、[１]又は[２]に記載のサーバの動作方法。
［４］
　前記ソーシャルグラフはソーシャルネットワークサーバにより保持されることを特徴と
する、[３]に記載のサーバの動作方法。
［５］
　前記第２メッセージは、前記第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲーム内で
ゲーム得点を第２ユーザが達成したことを示すことを特徴とする、[１]又は[２]に記載の
サーバの動作方法。
［６］
　前記第２メッセージは、前記第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲーム内で
ゲームレベルに第２ユーザが到達したことを示すことを特徴とする、[１]又は[２]に記載
のサーバの動作方法。
［７］
　前記第２メッセージは、前記第２ゲーム制作者の広告を示すことを特徴とする、[１]又
は[２]に記載のサーバの動作方法。
［８］
　前記ローカルコンピュータ装置は携帯電話であることを特徴とする、[１]又は[２]に記
載のサーバの動作方法。
［９］
　前記ローカルコンピュータ装置はタブレットＰＣであることを特徴とする、[１]又は[
２]に記載のサーバの動作方法。
［１０］
　前記第２メッセージは、第１ユーザが前記第１ビデオゲームにログインすることを必要
とせずに表示されることを特徴とする、[１]又は[２]に記載のサーバの動作方法。
［１１］
　インターネットソーシャルゲーム活動を追跡するためのサーバの動作方法であって、前
記動作方法は、前記サーバが、
　第２コンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームが前
記第２コンピュータ装置上で動作しているという指標を取得するステップと、
　第１コンピュータ装置から第１ゲーム制作者により制作された第１ゲームの統計を取得
するステップと、
　前記第２ゲーム制作者に関する第２メッセージが、以前に前記第１コンピュータ装置に
送信されて前記第１コンピュータ装置で表示されたことがあるかを判断するステップ、
　前記第２メッセージが以前に前記サーバから前記第１コンピュータ装置に送信されて前
記第１コンピュータ装置上で前記第２メッセージの少なくとも一部が表示されたことがあ
る場合には、前記第１ゲーム制作者に関する第１メッセージを、前記第２コンピュータ装
置上に表示させるために、前記第１メッセージを前記第２コンピュータ装置に送信するス
テップと、を含み、
　前記第１ゲームの統計は、第１ビデオゲームにおける第１ユーザのパフォーマンスに関
連付けられていることを特徴とする、サーバの動作方法。
［１２］
　インターネットソーシャルゲーム活動を追跡するためのサーバの動作方法であって、前
記動作方法は、前記サーバが、
　第２コンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームが前
記第２コンピュータ装置上で動作しているという指標を取得するステップと、
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　第１コンピュータ装置から第１ゲーム制作者により制作された第１ゲームの統計を取得
するステップと、
　前記第２ゲーム制作者に関する第２メッセージが、以前に前記第１コンピュータ装置に
送信されて前記第１コンピュータ装置で表示されたことがあるかを判断するステップ、
　前記第２メッセージが以前に前記サーバから前記第１コンピュータ装置に送信され、前
記第２メッセージの少なくとも一部が前記第１コンピュータ装置上で表示されたことがあ
る回数が、前記第１ゲーム制作者に関する第１メッセージの少なくとも一部が前記第２コ
ンピュータ装置上で表示されたことがある回数よりも多い場合、前記第１メッセージを、
前記第２コンピュータ装置上に表示させるために、前記第１メッセージを前記第２コンピ
ュータ装置に送信するステップと、を含み、
　前記第１ゲームの統計は、第１ビデオゲームにおける第１ユーザのパフォーマンスに関
連付けられていることを特徴とする、サーバの動作方法。
［１３］
　前記第２コンピュータ装置から、前記第２ビデオゲームの第２ユーザのＩＤを取得する
ステップと、
　前記第１ユーザと前記第２ユーザがソーシャルグラフでつながっているかどうかを判断
するステップと、
　前記第１ユーザと前記第２ユーザが前記ソーシャルグラフでつがなっている場合は、前
記第１ゲーム制作者に関する前記第１メッセージの表示を優先するよう、前記第２コンピ
ュータ装置に指示するステップと、をさらに含むことを特徴とする、[１１]又は[１２]に
記載のサーバの動作方法。
［１４］
　ソーシャルネットワークサーバに接続するステップと、
　前記第１ユーザと前記第２ユーザが前記ソーシャルグラフでつながっているかどうかを
、前記ソーシャルネットワークサーバへの接続に基づいて判断するステップと、をさらに
含むことを特徴とする、[１３]に記載のサーバの動作方法。
［１５］
　前記第１ゲームの統計は、前記第１ビデオゲームの前記第１ユーザが達成したゲームス
コアを示し、
　前記第１メッセージは、前記第１ユーザが前記ゲームスコアを達成したことを示すこと
を特徴とする、[１１]又は[１２]に記載のサーバの動作方法。
［１６］
　前記第１ゲームの統計は、前記第１ビデオゲームの前記第１ユーザが到達したゲームレ
ベルを示し、
　前記第１メッセージは、前記第１ユーザが前記ゲームレベルを達成したことを示すこと
を特徴とする、[１１]又は[１２]に記載のサーバの動作方法。
［１７］
　前記第１メッセージは、前記第１ゲーム制作者により制作された他のビデオゲームの広
告を示すことを特徴とする、[１１]又は[１２]に記載のサーバの動作方法。
［１８］
　前記第１メッセージは、前記第１ゲーム制作者の広告を示すことを特徴とする、[１１]
又は[１２]に記載のサーバの動作方法。
［１９］
　前記第２コンピュータ装置は携帯電話であることを特徴とする、[１１]又は[１２]に記
載のサーバの動作方法。
［２０］
　前記第２コンピュータ装置はタブレットＰＣであることを特徴とする、[１１]又は[１
２]に記載のサーバの動作方法。
［２１］
　前記第１メッセージは、第２ユーザが前記第２ビデオゲームにログインすることを必要
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とせずに送信されることを特徴とする、[１１]又は[１２]に記載のサーバの動作方法。
［２２］
　インターネットソーシャルゲームメッセージのローカルコンピュータ装置上における表
示を制御するためのコンピュータ実行可能命令が記録されたサーバ上の非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ実行可能命令は前記サーバに、
　リモートコンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲーム
が前記リモートコンピュータ装置上で動作しているという指標を取得する手順と、
　ローカルコンピュータ装置から、第１ゲーム制作者により制作された第１ビデオゲーム
が前記ローカルコンピュータ装置上で動作しているという指標を取得する手順と、
　前記ローカルコンピュータ装置に対して、前記前記ローカルコンピュータ装置上に第２
ゲーム制作者に関する第２メッセージを送信し、表示させる指示を送信する手順を実行さ
せ、
　前記第２メッセージは、第１ゲーム制作者に関する第１メッセージが以前に前記サーバ
から前記リモートコンピュータ装置に送信されて前記第１メッセージの少なくとも一部が
前記リモートコンピュータ装置上で表示されたことがある場合に送信されることを特徴と
する、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
［２３］
　インターネットソーシャルゲームメッセージのローカルコンピュータ装置上における表
示を制御するためのコンピュータ実行可能命令が記録されたサーバ上の非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ実行可能命令は前記サーバに、
　リモートコンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲーム
が前記リモートコンピュータ装置上で動作しているという指標を取得する手順と、
　ローカルコンピュータ装置から、第１ゲーム制作者により制作された第１ビデオゲーム
が前記ローカルコンピュータ装置上で動作しているという指標を取得する手順と、
　前記ローカルコンピュータ装置に対して、前記前記ローカルコンピュータ装置上に第２
ゲーム制作者に関する第２メッセージを送信し、表示させる指示を送信する手順を実行さ
せ、
　前記第２メッセージは、前記第１ゲーム制作者に関する第１メッセージが以前に前記サ
ーバから前記リモートコンピュータ装置に送信され、前記第１メッセージの少なくとも一
部が前記リモートコンピュータ装置上で表示されたことがある回数が、前記第２メッセー
ジの少なくとも一部が前記ローカルコンピュータ装置上で表示されたことがある回数より
も多い場合に送信されることを特徴とする、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
［２４］
　インターネットソーシャルゲーム活動を追跡するためのコンピュータ実行可能命令が記
録されたサーバ上の非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ実行
可能命令は前記サーバに、
　第２コンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームが前
記第２コンピュータ装置上で実行されているという指標を取得する手順と、
　第1コンピュータ装置から第１ゲーム制作者により制作された第１ゲームの統計を取得
する手順と、
　前記第２ゲーム制作者に関する第２メッセージが、以前に第１コンピュータ装置に送信
されて前記第１コンピュータ装置上で表示されたことがあるかを判断する手順と、
　前記第２メッセージが以前に前記サーバから前記第１コンピュータ装置に送信されて前
記第２メッセージの少なくとも一部が前記第１コンピュータ装置上で表示されたことがあ
る場合には、前記第１ゲーム制作者に関する第１メッセージを、前記第２コンピュータ装
置上に表示させるために、前記第１メッセージを前記第２コンピュータ装置に送信する手
順と、を実行させ、
　前記第１ゲームの統計は、第１ビデオゲームにおける第１ユーザのパフォーマンスに関
連付けられていることを特徴とする、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
［２５］
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　インターネットソーシャルゲーム活動を追跡するためのコンピュータ実行可能命令が記
録されたサーバ上の非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュータ実行
可能命令は前記サーバに、
　第２コンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームが前
記第２コンピュータ装置上で実行されているという指標を取得する手順と、
　第1コンピュータ装置から第１ゲーム制作者により制作された第１ゲームの統計を取得
する手順と、
　前記第２ゲーム制作者に関する第２メッセージが、以前に第１コンピュータ装置に送信
されて前記第１コンピュータ装置上で表示されたことがあるかを判断する手順と、
　前記第２メッセージが以前に前記サーバから前記第１コンピュータ装置に送信されて前
記第２メッセージの少なくとも一部が前記第１コンピュータ装置上で表示されたことがあ
る回数が、前記第１ゲーム制作者に関する第１メッセージの少なくとも一部が前記第２コ
ンピュータ装置上で表示されたことがある回数よりも多い場合には、前記第１メッセージ
を、前記第２コンピュータ装置上に表示させるために、前記第１メッセージを前記第２コ
ンピュータ装置に送信する手順と、を実行させ、
　前記第１ゲームの統計は、第１ビデオゲームにおける第１ユーザのパフォーマンスに関
連付けられていることを特徴とする、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
［２６］
　第１メッセージおよび第２メッセージを含む第１ゲーム制作者および第２ゲーム制作者
に関連するインターネットソーシャルゲームメッセージの表示を制御するためのシステム
であって、第１コンピュータ装置と、サーバとを備え、
　前記第１コンピュータ装置が、
　　前記第１ゲーム制作者により制作された第１ビデオゲームを動作させ、
　　前記第１ビデオゲームが前記第１コンピュータ装置上で動作していることを示す指標
を前記サーバに送信し、
　　前記第１コンピュータ装置上で前記第２メッセージを表示する指示を前記サーバから
受信し、
　前記サーバが、
　　前記第１コンピュータ装置から、前記第１ビデオゲームが前記第１コンピュータ装置
上で動作していることを示す指標を取得し、
　　第２コンピュータ装置から第２ビデオゲームの統計を取得し、前記第２ビデオゲーム
の統計は、前記第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームにおけるユーザのパ
フォーマンスに関連し、
　　前記第１メッセージが以前に前記サーバから前記第２コンピュータ装置に送信されて
前記第２コンピュータ装置上で表示されたことがあるかを判断し、
　　前記第１メッセージが以前に前記サーバから前記第２コンピュータ装置に送信されて
前記第１メッセージの少なくとも一部が前記第２コンピュータ装置上で表示されていた場
合、前記第２メッセージを前記第１コンピュータ装置に送信することを特徴とするシステ
ム。
［２７］
　第１メッセージおよび第２メッセージを含む第１ゲーム制作者および第２ゲーム制作者
に関連するインターネットソーシャルゲームメッセージの表示を制御するためのシステム
であって、第１コンピュータ装置と、サーバとを備え、
　前記第１コンピュータ装置が、
　　前記第１ゲーム制作者により制作された第１ビデオゲームを動作させ、
　　前記第１ビデオゲームが前記第１コンピュータ装置上で動作していることを示す指標
を前記サーバに送信し、
　　前記第１コンピュータ装置上で前記第２メッセージを表示する指示を前記サーバから
受信し、
　前記サーバが、
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　　前記第１コンピュータ装置から、前記第１ビデオゲームが前記第１コンピュータ装置
上で動作していることを示す指標を取得し、
　　第２コンピュータ装置から第２ビデオゲームの統計を取得し、前記第２ビデオゲーム
の統計は、前記第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームにおけるユーザのパ
フォーマンスに関連し、
　　前記第１メッセージが以前に前記サーバから前記第２コンピュータ装置に送信されて
前記第２コンピュータ装置上で表示されたことがあるかを判断し、
　　前記第１メッセージが以前に前記サーバから前記第２コンピュータ装置に送信されて
前記第１メッセージの少なくとも一部が前記第２コンピュータ装置上で表示されたことが
ある回数が、前記第２メッセージの少なくとも一部が前記第１コンピュータ装置上で表示
されたことがある回数よりも多い場合、前記第２メッセージを前記第１コンピュータ装置
に送信することを特徴とするシステム。
［２８］
　インターネットソーシャルゲーム活動を追跡するためのサーバであって、ネットワーク
インターフェースユニットと、プロセッサとを備え、
　前記ネットワークインターフェースユニットが、
　　第１コンピュータ装置から第１ゲームの統計を取得し、前記第１ゲームの統計は、第
１ゲーム制作者によって制作された第１ビデオゲームにおける第１ユーザのパフォーマン
スに関連し、
　　第２コンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームが
前記第２コンピュータ装置上で動作していることを示す指標を取得し、
　前記プロセッサが、
　　前記ネットワークインターフェースに接続されており、前記第２ゲーム制作者に関す
る第２メッセージが以前に前記サーバから前記第１コンピュータ装置に送信されて前記第
１コンピュータ装置上で表示されたことがあるかどうかを判断し、
　　前記第２メッセージが以前に前記サーバから前記第１コンピュータ装置に送信されて
前記第２メッセージの少なくとも一部が前記第１コンピュータ装置上で表示されたことが
ある場合、前記第１ゲーム制作者に関する第１メッセージを前記第２コンピュータ装置上
に表示させるために、前記第１メッセージを前記第２コンピュータ装置に送信するように
指示することを特徴とするサーバ。
［２９］
　インターネットソーシャルゲーム活動を追跡するためのサーバであって、ネットワーク
インターフェースユニットと、プロセッサとを備え、
　前記ネットワークインターフェースユニットが、
　　第１コンピュータ装置から第１ゲームの統計を取得し、前記第１ゲームの統計は、第
１ゲーム制作者によって制作された第１ビデオゲームにおける第１ユーザのパフォーマン
スに関連し、
　　第２コンピュータ装置から、第２ゲーム制作者により制作された第２ビデオゲームが
前記第２コンピュータ装置上で動作していることを示す指標を取得し、
　前記プロセッサが、
　　前記ネットワークインターフェースに接続されており、前記第２ゲーム制作者に関す
る第２メッセージが以前に前記サーバから前記第１コンピュータ装置に送信されて前記第
１コンピュータ装置上で表示されたことがあるかどうかを判断し、
　　前記第２メッセージが以前に前記サーバから前記第１コンピュータ装置に送信されて
前記第２メッセージの少なくとも一部が前記第１コンピュータ装置上で表示されたことが
ある回数が、前記第１ゲーム制作者に関する第１メッセージの少なくとも一部が前記第２
コンピュータ装置上で表示されたことがある回数よりも多い場合、前記第１メッセージを
前記第２コンピュータ装置上に表示させるために、前記第１メッセージを前記第２コンピ
ュータ装置に送信するように指示することを特徴とするサーバ。
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