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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】広告を掲載する要求の受信に応答して、複数の
競争経済評価モデルを使用して複数の広告掲載、広告、
及び広告－広告掲載の組合せの各々に対する経済評価を
予測するための改良された機能を提供する。
【解決手段】経済評価モデルは、リアルタイムイベント
データ、履歴イベントデータ、ユーザデータ、第三者商
業データ履歴広告インプレッション、広告主データ、広
告代理店データ、履歴広告パフォーマンスデータ、及び
マシーン学習に少なくとも一部基づく。更に、複数の競
争経済評価モデルの各々によって生成された各経済評価
を査定し、広告掲載、広告、及び／又は広告－広告掲載
の組合せの現在の評価として１つを選択する。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ可読媒体に実装されたコンピュータプログラム製品であって、１つ又はそ
れよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、
　広告を掲載する要求の受信に応答して、複数の競争経済評価モデルを配備して複数の広
告掲載の各々に対する経済評価を予測する段階と、
　前記複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価を査定し、その中から
広告掲載の現在の評価として１つを選択する段階とを実行する、コンピュータプログラム
製品。
【請求項２】
　前記経済評価モデルは、リアルタイムイベントデータに少なくとも一部基づくことを特
徴とする、請求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３】
　前記経済評価モデルは、履歴イベントデータに少なくとも一部基づくことを特徴とする
、請求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４】
　前記経済評価モデルは、ユーザデータに少なくとも一部基づくことを特徴とする、請求
項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５】
　前記経済評価モデルは、第三者商業データに少なくとも一部基づくことを特徴とする、
請求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６】
　前記第三者商業データは、履歴広告インプレッションに関連する金融データを含むこと
を特徴とする請求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項７】
　前記経済評価モデルは、状況データに少なくとも一部基づくことを特徴とする、請求項
１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８】
　前記経済評価モデルは、広告主データに少なくとも一部基づくことを特徴とする、請求
項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項９】
　前記経済評価モデルは、広告代理店データに少なくとも一部基づくことを特徴とする請
求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１０】
　前記経済評価モデルは、履歴広告パフォーマンスデータに少なくとも一部基づくことを
特徴とする、請求項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１１】
　前記経済評価モデルは、マシーン学習に少なくとも一部基づくことを特徴とする、請求
項１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１２】
　コンピュータ可読媒体に実装されたコンピュータプログラム製品であって、１つ又はそ
れよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、
　広告を掲載する要求の受信に応答して、複数の競争経済評価モデルを配備して広告掲載
と広告との複数の組合せの各々に対する経済評価を予測する段階と、
　前記複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価を査定し、その中から
広告掲載と広告との組合せの第１の評価として１つを選択する段階と、
　前記複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価を再査定し、その中か
ら前記広告掲載と前記広告との前記組合せに対する修正評価として１つを選択する段階で
あって、該修正評価が、前記第１の評価を選択する時には利用可能でなかったリアルタイ
ムイベントデータを使用する経済評価モデルの分析に少なくとも一部基づく当該段階と、
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　前記第１の評価を前記広告掲載と前記広告との前記組合せに対して推薦された入札額を
導出する際に使用するための前記第２の修正評価で置換する段階とを実行する、コンピュ
ータプログラム製品。
【請求項１３】
　前記要求は提供者から受信され、前記推薦された入札額は該提供者に自動的に送信され
る、ことを特徴とする請求項１２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　前記要求は提供者から受信され、前記推薦された入札額に等しい入札が該提供者に代わ
って自動的に入れられることを特徴とする、請求項１２に記載のコンピュータプログラム
製品。
【請求項１５】
　前記推薦された入札額は広告掲載の推薦された時間に関連付けられる、ことを特徴とす
る請求項１２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６】
　前記推薦された入札額は、更に、リアルタイム入札マシーンに関連付けられたリアルタ
イム入札ログの分析によって導出される、ことを特徴とする請求項１２に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項１７】
　コンピュータ可読媒体に実装されたコンピュータプログラム製品であって、１つ又はそ
れよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、
　広告を掲載する要求の受信に応答して、複数の競争経済評価モデルを配備して複数の広
告掲載と複数の広告との複数の利用可能な組合せに関連する情報を査定し、該複数の広告
掲載と該複数の広告との各組合せに対する経済評価を予測する段階と、
　前記複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価を査定し、その中から
広告掲載と広告との組合せの将来の評価としての１つを選択する段階とを実行する、コン
ピュータプログラム製品。
【請求項１８】
　コンピュータ可読媒体に実装されたコンピュータプログラム製品であって、１つ又はそ
れよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、
　広告を掲載する要求の受信に応答して、複数の競争経済評価モデルを配備して複数の利
用可能な広告掲載と複数の広告との組合せに関連する情報を査定し、該複数の広告掲載と
該複数の広告との各組合せに対する経済評価を予測する段階と、
　前記複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価をリアルタイムで査定
し、その中から広告掲載と広告との前記組合せに対する将来の評価として１つを選択する
段階とを実行する、コンピュータプログラム製品。
【請求項１９】
　前記将来の評価は、将来のイベントを説明するシミュレーションデータに少なくとも一
部基づくことを特徴とする、請求項１７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２０】
　前記将来のイベントは、株価の変動であることを特徴とする、請求項１２に記載のコン
ピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　将来のイベントを説明する前記シミュレーションデータは、前記広告掲載に掲載される
広告に関連する状況データに少なくとも一部基づいて選択された履歴イベントデータの分
析から導出されることを特徴とする、請求項１２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　コンピュータ可読媒体に実装されたコンピュータプログラム製品であって、１つ又はそ
れよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、
　広告を掲載する要求の受信に応答して、広告掲載に対する入札のために、複数の利用可
能な広告掲載と複数の広告との組合せに関連する複数の競争リアルタイム入札アルゴリズ
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ムを配備する段階と、
　各入札アルゴリズムを査定して好ましいアルゴリズムを選択する段階とを実行する、コ
ンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　前記競争リアルタイム入札アルゴリズムは、リアルタイム入札ログからのデータを使用
することを特徴とする請求項２２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２４】
　コンピュータ可読媒体に実装されたコンピュータプログラム製品であって、１つ又はそ
れよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、
　広告を掲載する要求の受信に応答して、広告掲載に対する入札のために、複数の利用可
能な広告掲載と複数の広告との組合せに関連する複数の競争リアルタイム入札アルゴリズ
ムを配備する段階と、
　前記競争リアルタイム入札アルゴリズムによって作成された各入札推薦を査定する段階
と、
　前記競争リアルタイム入札アルゴリズムによって作成された各入札推薦を再査定して修
正入札推薦として１つを選択する段階であって、該修正入札推薦が、該入札推薦を選択し
た時に利用可能でなかったリアルタイムイベントデータを使用するリアルタイム入札アル
ゴリズムに少なくとも一部基づく当該段階と、
　前記入札推薦を、広告掲載と広告との組合せに対する推薦入札額を導出する際に使用す
るための前記修正入札推薦で置換する段階とを実行する、コンピュータプログラム製品。
【請求項２５】
　前記置換は、広告を掲載する前記要求の前記受信に対してリアルタイムで発生すること
を特徴とする、請求項２４に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
　本出願は、本明細書にその全内容が引用により組み込まれている「広告の配信のための
リアルタイム入札システム」という名称の２００９年８月１４日出願の出願番号第６１／
２３４，１８６号による本出願人所有の米国特許仮出願の利益を請求する。
【０００２】
　本発明は、デジタル媒体に関連付けられた履歴及びリアルタイムデータの使用と広告媒
体の価格設定及び配信の調節のためのその使用とに関連するものである。
【背景技術】
【０００３】
　デジタル媒体ユーザへの広告呈示の管理はバッチモード最適化方式によって特徴付けら
れることが多く、その場合、ユーザが選んだグループへ提示するために広告コンテンツが
選択され、パフォーマンスデータが収集及び分析され、そして、最適化段階がより良好な
将来の広告パフォーマンスに対して実施される。情報に基づく広告とユーザのペアリング
及び他の技術を介し、例えば完了した取引などの広告パフォーマンス基準を改善する目的
で、一連の最適化分析のために上記処理が繰返し実行される。しかし、この最適化フレー
ムワークは、いくつかの重要な点で制限される。例えば、ソーシャルネットワーキングな
どの一般的な革新技術によってもたらされたデジタル媒体ユーザの成長を考えると、産業
界を導いてきた現在の殆どの広告パフォーマンスモデリングで行われている事前計画のバ
ッチモード分析では対応かつ分析できないデジタル媒体の利用に関し、過剰なデータが存
在する。更に、広告分析のバッチモードは、ユーザ行為又はユーザ集団に生じ、絶えず変
化し続ける広告インプレッションシーケンスには対応しないコンテンツのグループ分けを
強いる場合がある。この結果、広告コンテンツの提供者は、様々な広告ネットワークによ
って使用される複数の最適化技術及び基準に少なくとも一部基づき、彼らの広告を配信す
る上でいくつかの広告ネットワークを利用するよう不要に強制される場合がある。これは



(5) JP 2015-97094 A 2015.5.21

10

20

30

40

50

、冗長性を生じさせ、かつデジタル媒体ユーザ全体における時間の経過に伴う広告のイン
プレッションの価値と、そのパフォーマンスとを評価する機能を制限する場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、広告パフォーマンスに関連する履歴及びリアルタイムデータを学習システ
ムの一部として使用できるようにした自動分析技術を用いて、広告選択を最適化して広告
提示の評価を助けるといった、デジタル媒体ユーザに対する広告インプレッション評価の
方法及びシステムのニーズがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態では、本発明は、広告を掲載する要求の受信に応答して複数の広告掲載の各
々に対する経済評価を予測するために複数の競争経済評価モデルを使用する方法及びシス
テムを提供することができる。経済評価モデルは、リアルタイムイベントデータ、履歴イ
ベントデータ、ユーザデータ、第三者商業データ履歴広告インプレッション、広告主デー
タ、広告代理店データ、履歴広告パフォーマンスデータ、及び機械学習に少なくとも一部
基づくことができる。更に、本発明の方法及びシステムに基づくコンピュータプログラム
製品は、１以上のコンピュータ上で実行された時、複数の競争経済評価モデルの各々によ
って生成された各経済評価を査定し、広告掲載の現在の評価として１つを選択する段階を
実行することができる。
【０００６】
　一実施形態においてでは、本発明の方法及びシステムに基づくコンピュータプログラム
製品は、１以上のコンピュータ上で実行された時に、広告を掲載する要求の受信に応答し
て複数の広告掲載の各々に対する経済評価を予測するため、複数の競争経済評価モデルを
配備する段階を実行することができる。一実施形態では、要求を提供者から受信すること
ができ、推薦された入札額が提供者に自動的に送信される。別の実施形態では、要求を提
供者から受信することができ、推薦された入札額に等しい入札を提供者の代わりに自動的
に入れることができる。更に、推薦された入札額は、広告掲載の推薦された時間に関連付
けることができる。一実施形態では、推薦された入札額は、リアルタイム入札マシーンに
関連付けることができるリアルタイム入札ログの分析によって導出することができる。
【０００７】
　一実施形態において、本発明の方法及びシステムに基づくコンピュータプログラム製品
は、１以上のコンピュータ上で実行された時に、広告掲載の第１の評価として１つの評価
を選択するために、複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各経済評価を査
定する段階を実行することができる。更に、コンピュータプログラム製品は、複数の競争
経済評価モデルの各々によって生成された各評価を再査定し、広告掲載の修正された評価
として１つの評価を選択することができる。修正された評価は、第１の評価を選択した時
に利用できなかったリアルタイムイベントデータを使用できる経済評価モデルの分析に少
なくとも一部基づくことができる。更に、コンピュータプログラム製品は、第１の評価を
、広告配置のための推奨入札額を導出する際に使用する第２の修正された評価で置換する
ことができる。
【０００８】
　一実施形態では、本発明の方法及びシステムに基づくコンピュータプログラム製品は、
１以上のコンピュータ上で実行された時に、広告掲載の要求の受信に応答して、複数の利
用可能な広告掲載に関する情報を査定するために複数の競争経済評価モデルを配備して、
各広告掲載に対する経済評価を予測する段階を実行することができる。更に、コンピュー
タプログラム製品は、複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各経済評価を
査定し、広告掲載の将来の評価として１つの評価を選択することができる。
【０００９】
　一実施形態では、本発明の方法及びシステムに基づくコンピュータプログラム製品は、



(6) JP 2015-97094 A 2015.5.21

10

20

30

40

50

１以上のコンピュータ上で実行された時に、広告掲載の要求の受信に応答して、複数の競
争経済評価モデルを配備して複数の広告掲載の各々に対する経済評価を予測し、複数の利
用可能な広告掲載に関する情報を査定する段階を実行することができる。更に、コンピュ
ータプログラム製品は、広告掲載の将来の評価として１つの評価を選択するために、複数
の競争経済評価モデルの各々によって生成された各経済評価をリアルタイムで査定するこ
とができる。一実施形態では、将来の評価は、将来のイベントを説明するシミュレーショ
ンデータに少なくとも一部基づくことができる。更に、将来のイベントは、株価の変動と
することができる。更に、将来のイベントを説明するシミュレーションデータは、履歴イ
ベントデータの分析から導出することができる。
【００１０】
　一実施形態では、本発明の方法及びシステムに基づくコンピュータプログラム製品は、
１以上のコンピュータ上で実行された時に、広告掲載の要求の受信に応答して、広告掲載
に入札するために複数の利用可能な広告掲載に関する複数の競争リアルタイム入札アルゴ
リズムを配備する段階を実行することができる。競争リアルタイム入札アルゴリズムは、
リアルタイム入札ログからのデータを使用することができる。更に、コンピュータプログ
ラム製品は、好ましいアルゴリズムを選択するために各入札アルゴリズムを査定すること
ができる。
【００１１】
　一実施形態では、本発明の方法及びシステムに基づくコンピュータプログラム製品は、
１以上のコンピュータ上で実行された時に、広告掲載の要求の受信に応答して、広告掲載
に入札するために複数の利用可能な広告掲載に関する複数の競争リアルタイム入札アルゴ
リズムを配備することができる。更に、コンピュータプログラム製品は、競争リアルタイ
ム入札アルゴリズムによって作成された各入札推薦を査定することができる。更に、コン
ピュータプログラム製品は、修正された入札推薦として１つの入札推薦を選択するために
、競争リアルタイム入札アルゴリズムによって生成された各入札推薦を再査定することが
できる。修正された入札推薦は、入札推薦を選択した時に利用できなかったリアルタイム
イベントデータを使用するリアルタイム入札アルゴリズムに少なくとも一部基づくことが
できる。更に、コンピュータプログラム製品は、広告掲載に対する推薦された入札額を導
出する際に使用する修正された入札推薦で、この入札推薦を置換することができる。この
置換は、広告を掲載する要求の受信に対してリアルタイムで実行することができる。
【００１２】
　本発明を所定の好ましい実施形態に関して説明したが、他の実施形態も、当業者によっ
て理解されると考えられ、かつ本明細書に含まれるものである。
【００１３】
　本発明及び所定の実施形態の以下の詳細説明は、以下の図を参照することによって理解
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】広告の配信のためのリアルタイム入札方法及びシステムを示す図である。
【図１Ｂ】複数の取引所にわたるリアルタイム入札システムの実行を示す図である。
【図２】入札管理を最適化するための学習方法及びシステムを示す図である。
【図３】主要パフォーマンス指標に関連付けられたメディア成功を予測するために使用す
ることができるサンプルデータドメインを示す図である。
【図４】より良いアルゴリズムの実行が検出される広告キャンペーンに関する訓練マルチ
アルゴリズムを示す図である。
【図５Ａ】入札評価のためのマイクロ－セグメンテーションの使用を示す図である。
【図５Ｂ】広告キャンペーンのマイクロセグメンテーション分析を示す図である。
【図５Ｃ】広告閲覧回数分析を通じた価格設定の最適化を示す図である。
【図５Ｄ】リアルタイム入札システム内の最新性分析を通じて価格設定を最適化すること
ができる方法を示す図である。
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【図６】入札評価のためのナノ－セグメンテーションの使用を示す図である。
【図７】主要メディア供給チェーン内のリアルタイム入札方法及びシステムのサンプル統
合を示す図である。
【図８Ａ】リアルタイム入札方法及びシステムを使用した仮定事例研究を示す図である。
【図８Ｂ】リアルタイム入札方法及びシステムを使用して２つの広告キャンペーンを比較
する第２の仮定事例研究を示す図である。
【図９】リアルタイム入札方法及びシステムを使用する場合にユーザが用いることができ
る主な段階を要約したフロー図の形式の簡略化された使用事例を示す図である。
【図１０】リアルタイム入札システムに関連付けることができるピクセルプロビジョニン
グシステムのためのユーザインタフェースの例示的な実施形態を示す図である。
【図１１】リアルタイム入札システムに関連付けることができるインプレッションレベル
データの例示的な実施形態を示す図である。
【図１２】仮定広告キャンペーンパフォーマンスレポートを示す図である。
【図１３】オンライン広告掲載の購入のためのリアルタイム入札及び評価のための入札評
価ユニットを示す図である。
【図１４】オンライン広告掲載の購入のためのリアルタイム入札及び経済評価の方法を示
す図である。
【図１５】入札額を判断する方法を示す図である。
【図１６】広告の最適掲載位置に自動的に入札する方法を示す図である。
【図１７】本発明の実施形態によりオンライン広告購入のための入札をターゲットにする
ために使用することができる分析プラットフォームの機能を示す図である。
【図１８】経済評価に基づく複数の利用可能な掲載位置の少なくとも１つを選択してユー
ザに呈示する方法を示す図である。
【図１９】経済評価から導出される利用可能な広告掲載の優先順位付けの方法を示す図で
ある。
【図２０】オンライン広告の入札に対する購入価格傾向を予測するための代替アルゴリズ
ムを選択するためのリアルタイムユニットを示す図である。
【図２１】現在の市場条件に基づいて広告掲載のパフォーマンスを予測する方法を示す図
である。
【図２２】経済評価を予測する１次モデルと第２のモデル間の優先権を判断する方法を示
す図である。
【図２３】経済評価を予測する１次モデルと第２のモデル間の優先権を判断する方法を示
す図である。
【図２４】広告掲載に対するリアルタイム入札における複数の競争評価モデルから１つを
選択する方法を示す図である。
【図２５】広告掲載に対する推薦された入札額を導出するための第２の経済評価モデルに
よって、第１の経済評価モデルを置換する方法を示す図である。
【図２６】複数の経済評価モデルを査定して広告掲載の将来の評価として１つの評価を選
択する方法を示す図である。
【図２７】リアルタイムで複数の経済評価モデルを査定し、広告掲載の将来の評価として
１つの評価を選択する方法を示す図である。
【図２８】広告を掲載するための好ましいアルゴリズムを選択するために、複数の入札ア
ルゴリズムを評価する方法を示す図である。
【図２９】入札推薦を広告掲載に対する修正された入札推薦で置換する方法を示す図であ
る。
【図３０】付加的な第三者データの価値を測定するためのリアルタイムユニットを示す図
である。
【図３１】付加的な第三者データの価値を測定する機能を有する広告評価の方法を示す図
である。
【図３２】第三者データセットの評価を計算し、広告主に評価の一部分を課金する方法を
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示す図である。
【図３３】第三者データセットの評価を計算し、この評価に少なくとも一部基づいて、広
告コンテンツの掲載位置に提供者が支払うための入札額推薦を較正する方法を示す図であ
る。
【図３４】一日の時間対一週間の曜日毎の広告パフォーマンスの要約を提示するデータ視
覚化の実施形態を示す図である。
【図３５】人口密度毎の広告パフォーマンスの要約を提示するデータ視覚化の実施形態を
示す図である。
【図３６】米国の地理的領域毎の広告パフォーマンスの要約を提示するデータ視覚化の実
施形態を示す図である。
【図３７】個人の収入毎の広告パフォーマンスの要約を提示するデータ視覚化の実施形態
を示す図である。
【図３８】性別毎の広告パフォーマンスの要約を提示するデータ視覚化の実施形態を示す
図である。
【図３９】広告キャンペーンに対するカテゴリ毎の親和性指標を示す図である。
【図４０】インプレッション数毎のページ訪問の要約を提示するデータ視覚化の実施形態
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１Ａを参照すると、複数のコンテンツ配信チャンネルにわたってスポンサー付きコン
テンツ購入機会を選択して評価し、リアルタイム入札をし、かつ広告のようなスポンサー
付きコンテンツを掲載するための本明細書に説明する方法及びシステムによるリアルタイ
ム入札システム１００Ａを使用することができる。リアルタイム入札ユニットは、複数の
広告（アド）配信チャンネルにわたってスポンサー付きコンテンツを掲載するための機会
の購入を通知することができる。リアルタイム入札ユニットは、更に、広告パフォーマン
スに関連するデータの収集を可能にし、このデータを使用して広告を掲載したい当事者に
進行中のフィードバックを提供し、スポンサー付きコンテンツを提示するのに使用される
広告配信チャンネルを自動的に調節してターゲットにすることができる。リアルタイム入
札システム１００Ａは、各掲載位置機会に示されている特定の広告タイプ、及び時間の経
過に伴う広告掲載の関連付けられたコストの選択を容易にすることができる（かつ例えば
掲載位置を時間毎に調節することができる）。リアルタイムユニットは、評価アルゴリズ
ムを使用して広告の評価を容易にすることができ、更に、広告主１０４に対する投資収益
率を最適化することができる。
【００１６】
　リアルタイム入札システム１００Ａは、広告代理店１０２、又は広告主１０４、広告ネ
ットワーク１０８、広告取引所１１０、又は提供者１１２、分析ユニット１１４、広告タ
グ付けユニット１１８、広告注文送信及び受信ユニット１２０、及び広告配信サービスユ
ニット１２２、広告データ配信サービスユニット１２４、広告表示クライアントユニット
１２８、広告パフォーマンスデータユニット１３０、状況分析サービスユニット１３２、
データ統合ユニット１３４、及び広告及び／又は広告パフォーマンスに関連するデータの
様々なタイプを提供する１つ又はそれよりも多くのデータベースのような１つ又はそれよ
りも多くの配信サービス消費者を含むことができ、及び／又はこれに更に関連付けること
ができる。本発明の一実施形態では、リアルタイム入札システム１００Ａは、学習マシー
ンユニット１３８、評価アルゴリズムユニット１４０、リアルタイム入札マシーンユニッ
ト１４２、追跡マシーンユニット１４４、インプレッション／クリック／アクションログ
ユニット１４８、及びリアルタイム入札ログユニット１５０を少なくとも一部含むことが
できる分析ユニットを含むことができる。
【００１７】
　一実施形態では、広告、広告パフォーマンス、又は広告掲載状況に関するデータをリア
ルタイム入札システム１００Ａ及び学習マシーンユニット１３８に提供する１つ又はそれ
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よりも多くのデータベースは、代理店データベース及び／又は広告主データベース１５２
を含むことができる。代理店データベースは、キャンペーン記述子を含むことができ、チ
ャンネル、タイムライン、予算、及び広告の使用及び配信に関する履歴情報を含む他の情
報を説明することができる。代理店データ１５２はまた、ユーザに表示される各広告に対
する掲載位置を含むことができるキャンペーン及び履歴ログを含むことができる。代理店
データ１５２はまた、ユーザの識別子、ウェブページ状況、時間、支払われる価格、表示
される広告メッセージ、及び結果のユーザアクション、又はキャンペーン又は履歴ログデ
ータの何らかの他のタイプのうちの１つ又はそれよりも多くを含むことができる。広告主
データベースは、ビジネス情報データ、又は動的及び／又は静的マーケティング目標を説
明することができるデータの何らかの他のタイプを含むことができ、又は広告主１０４の
オペレーションを説明することができる。実施例では、所定の製品の過剰在庫の量（広告
主１０４がその倉庫に有するもの）を広告主データ１５２によって説明することができる
。別の実施例では、データは、広告主１０４と対話した時に顧客によって実行される購入
を説明することができる。
【００１８】
　一実施形態では、１つ又はそれよりも多くのデータベースは、履歴イベントデータベー
スを含むことができる。履歴イベントデータ１５４は、例えば、ユーザが位置する領域で
起こった他のイベントにユーザイベントの時間を相関付けるために使用することができる
。実施例では、特定のタイプの広告に対する反応速度を株価の動きに相関付けることがで
きる。履歴イベントデータ１５４は、以下に限定されるものではないが、天気データ、イ
ベントデータ、ローカルニュースデータ、又は何らかの他のタイプのデータを含むことが
できる。
【００１９】
　一実施形態では、１つ又はそれよりも多くのデータベースは、ユーザデータ１５８のデ
ータベースを含むことができる。ユーザデータ１５８は、広告受信者に関する個人的にリ
ンクされた情報を収容することができる第三者によって内部で発信及び／又は提供するこ
とができるデータを含むことができる。この情報は、ユーザに優先権を又はユーザをラベ
ル付け、説明、又はカテゴライズするために使用することができる他の指標を関連付ける
ことができる。
【００２０】
　一実施形態では、１つ又はそれよりも多くのデータベースは、リアルタイムイベントデ
ータベースを含むことができる。リアルタイムイベントデータベース１６０は、履歴デー
タに類似したデータであるが、より最新のデータを含むことができる。リアルタイムイベ
ントデータ１６０は、以下に限定されるものではないが、現在の秒、分、時間、日、又は
時間の何らかの他の尺度であるデータを含むことができる。実施例では、学習マシーンユ
ニット１３８が広告パフォーマンスと履歴株価指標値間の相関関係を見つけた場合、リア
ルタイム株価指標値は、リアルタイム入札マシーンユニット１４２によって広告を評価す
るために使用することができる。
【００２１】
　一実施形態では、１つ又はそれよりも多くのデータベースは、提供者、提供者のコンテ
ンツ（例えば、提供者のウェブサイト）などに関連付けられる状況データ１６２を提供す
ることができる状況データベースを含むことができる。状況データ１６２は、以下に限定
されるものではないが、広告内で見つけられたキーワード、広告の以前の掲載位置に関連
付けられたＵＲＬ、又は何らかの他のタイプの状況データ１６２を含むことができ、提供
者のコンテンツに関する分類化メタデータとして格納することができる。一実施例では、
このような分類化メタデータは、第１の提供者のウェブサイトが金融コンテンツに関連付
けられ、第２の提供者のコンテンツが主にスポーツに関連付けられることを記録すること
ができる。
【００２２】
　一実施形態では、１つ又はそれよりも多くのデータベースは、第三者／商業データベー
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スを更に含むことができる。第三者／商業データベースは、小売り取引から導出された店
頭スキャナデータのような消費者取引に関するデータ１６４、又は第三者又は商業データ
の何らかの他のタイプを含むことができる。
【００２３】
　本発明の一実施形態では、１つ又はそれよりも多くのデータベースからのデータは、デ
ータ統合ユニット１３４を通じてリアルタイム入札システム１００Ａの分析ユニット１１
４と共有することができる。一実施例では、データ統合ユニット１３４は、候補広告及び
／又は広告掲載を評価するために１つ又はそれよりも多くのデータベースからのデータを
リアルタイム入札システム１００Ａの分析ユニットに提供することができる。例えば、デ
ータ統合ユニット１３４は、利用可能なデータベース（例えば、ユーザデータ１５８及び
リアルタイムイベントデータ１６０）から受信した複数のデータタイプを結合、融合、分
析、又は統合することができる。一実施形態では、状況分析器は、ウェブコンテンツを分
析し、ウェブページがスポーツ、金融、又は何らかの他のトピックに関するコンテンツを
収容するか否かを判断することができる。この情報は、関連の提供者及び／又は広告が現
れるウェブページを識別するために分析プラットフォームユニット１１４への入力として
使用することができる。
【００２４】
　一実施形態では、リアルタイム入札システム１００Ａの分析ユニットは、広告注文送信
及び受信ユニット１２０を通じて広告要求を受信することができる。広告要求は、広告代
理店１０２、広告主１０４、広告ネットワーク１０８、広告取引所１１０、及び提供者１
１２又は広告コンテンツを要求する何らかの他の当事者から発生させることができる。例
えば、追跡マシーンユニット１４４は、広告注文送信及び受信ユニット１２０を通じて広
告要求を受信することができ、広告タグ付けユニット１１８を使用して広告タグのような
識別子を各広告注文に取り付ける段階、及び広告掲載をもたらす段階を含むことができる
サービスを提供することができる。この広告追跡ユニットは、リアルタイム入札システム
１００Ａが広告パフォーマンスデータ１３０を追跡、収集、及び分析することを可能にす
る。例えば、オンライン表示広告に追跡ピクセルを使用してタグ付けすることができる。
ピクセルが追跡マシーンユニット１４４からサービスを受けた状態で、ピクセルは、掲載
位置機会、並びに機会の時間及び日付を記録することができる。本発明の別の実施形態で
は、追跡マシーンユニット１４４は、広告要求者、ユーザ、及び以下に限定されるもので
はないが、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、広告及び／又は広告掲載の状況
、ユーザの履歴、ユーザの地理的位置情報、ソーシャル挙動、推測される人口統計を含む
ユーザをラベル付けする他の情報のＩＤを記録することができ、又はデータ広告インプレ
ッション、ユーザクリックスルー、アクションログの何らかの他のタイプ、又はデータの
何らかの他のタイプを追跡マシーンユニット１４４によって生成することができる。
【００２５】
　一実施形態では、記録されたログなどのデータタイプを学習マシーンユニット１３８に
よって使用することができ、本明細書で説明するように、ターゲット化及び評価アルゴリ
ズム１４０を改良及びカスタマイズすることができる。学習マシーンユニット１３８は、
所定のクライアントに対して適切に施行される広告に関する規則を作成することができ、
作成された規則に基づいて広告キャンペーンのコンテンツを最適化することができる。更
に、本発明の一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、リアルタイム入札マシー
ンユニット１４２に対するターゲット化アルゴリズムを開発するために使用することがで
きる。学習マシーンユニット１３８は、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、広
告及び／又は広告掲載の状況、広告掲載ウェブサイトのＵＲＬ、ユーザの履歴、ユーザの
地理的位置情報、ソーシャル挙動、推測される人口統計、又はユーザのあらゆる他の特徴
、又はユーザにリンクすることができるもの、広告概念、広告サイズ、広告フォーマット
、広告カラー、又は広告のあらゆる他の特徴、又は中でも広告及び広告掲載機会をターゲ
ット化及び評価するために使用することができるデータの何らかの他のタイプを含むパタ
ーンを学習することができる。本発明の一実施形態では、広告をターゲットにするために
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学習パターンを使用することができる。更に、学習マシーンユニット１３８は、図１に示
すように、１つ又はそれよりも多くのデータベースに結合することができ、１つ又はそれ
よりも多くのデータベースからターゲット化及び／又は評価アルゴリズム１４０を更に最
適化するのに必要な付加的なデータを取得することができる。
【００２６】
　本発明の一実施形態では、広告主１０４は、広告を掲載することができる場所及び時間
を制限する命令と共に「注文」を掲載することができる。広告主１０４からの注文は、学
習マシーンユニット又はプラットフォームの別の要素によって受信することができる。広
告主１０４は、成功する広告キャンペーンに対する「適合度」の基準を指定することがで
きる。更に、追跡マシーンユニット１４４は、「適合度」基準を測定するために使用する
ことができる。広告主１０４はまた、分析の結果をブートストラップするために、「注文
」に関連付けられる履歴データを提供することができる。従って、１つ又はそれよりも多
くのデータベースから利用可能なデータ及び広告主１０４によって提供されたデータに基
づいて、学習マシーンユニット１３８は、広告に対するカスタマイズされたターゲット化
アルゴリズムを開発することができる。ターゲット化アルゴリズムは、特定の条件下で（
例えば、モデリングの一部としてリアルタイムイベントデータ１６０を使用して）広告の
予測される価値を計算することができる。ターゲット化アルゴリズムはまた、示された「
適合度」基準を最大にすることを試みることができる。学習マシーンユニット１３８によ
って開発されたターゲット化アルゴリズムは、広告を掲載する機会を待つことができるリ
アルタイム入札マシーン１４２によって受信することができる。本発明の一実施形態では
、リアルタイム入札マシーンユニット１４２はまた、広告注文送信及び受信ユニット１２
０を通じて広告及び／又は入札要求を受信することができる。リアルタイム入札マシーン
ユニット１４２は、時間制約に関連付けられた広告又は入札要求に応答することができる
ので「リアルタイム」ユニットと考えることができる。リアルタイム入札マシーンユニッ
ト１４２は、システムが判断するのをユーザが待つ間、表示される広告メッセージを計算
するための非ステートレス方法を使用することができる。リアルタイム入札マシーンユニ
ット１４２は、学習マシーンユニット１３８によって提供されるアルゴリズムを使用して
リアルタイム計算を実行することができ、最適入札値を動的に推定することができる。一
実施形態では、代替のリアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提示する広告を判断
するためのステートレス構成を有することができる。
【００２７】
　リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、履歴及びリアルタイムデータを配合し、
広告及び／又は広告掲載機会に関連付けるためのリアルタイム入札値を計算するための評
価アルゴリズムを生成することができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、
インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、広告及び／又は広告掲載の状況、ユーザの
履歴、ユーザの地理的位置情報、ソーシャル挙動、推測される人口統計、又は何らかの他
のタイプのデータに関する情報を結合した予測値を計算することができる。一実施形態で
は、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、追跡マシーン１４４又は広告パフォー
マンスデータを使用することによって機会主義的アルゴリズム更新を使用し、各アルゴリ
ズムのパフォーマンスに少なくとも一部基づいてアルゴリズムを順序付け及び優先順位付
けすることができる。学習マシーンユニット１３８は、マシーン学習ユニット及びリアル
タイム入札ユニットにおける複数の競争アルゴリズムのオープンリストから使用及び選択
することができる。リアルタイム入札マシーン１４２は、制御システム理論を使用して、
広告のセットの配信の価格設定及び速度を制御することができる。更に、リアルタイム入
札マシーンユニット１４２は、勝敗入札データを使用して、ユーザプロフィールを作成す
ることができる。また、リアルタイム入札マシーン１４２は、予測される値を広告受信者
の地理における現在のイベントに相関付けることができる。リアルタイム入札マシーンユ
ニット１４２は、複数の取引所にわたって広告購入をトレードすることができ、従って、
在庫の単一ソースとして複数の取引を処理し、リアルタイム入札システム１００Ａによっ
てモデル化された評価に少なくとも一部基づいて広告を選択及び購入することができる。
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【００２８】
　一実施形態では、リアルタイム入札システム１００Ａは、リアルタイム入札マシーンユ
ニット１４２によって受信した入札要求及び送信された入札応答を記録することができる
リアルタイム入札ログユニットを更に含むことができる。本発明の一実施形態では、リア
ルタイム入札ログは、ユーザに関連付けられた付加的なデータをログすることができる。
実施例では、付加的なデータは、ユーザが訪問することができるウェブサイトの詳細を含
むことができる。これらの詳細は、ユーザの関心又は走査検索習慣を取得するために使用
することができる。更に、リアルタイム入札ログユニットは、様々な広告チャンネルから
の広告掲載機会の到着の速度を記録することができる。本発明の一実施形態では、リアル
タイム入札ログユニットはまた、学習マシーンユニット１３８に結合することができる。
【００２９】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、学習マシーンユニット１３８に
関連付けられる評価アルゴリズム１４０に少なくとも一部基づいて、広告に対する複数の
候補掲載位置の各々に対する予測される経済評価を動的に判断することができる。広告を
掲載する要求の受信に応答して、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、広告に対
する複数の候補掲載位置の各々に対する予測経済評価を動的に判断することができ、１つ
又はそれよりも多くの配信サービス消費者に経済評価に基づく利用可能な掲載位置を提示
するか否かを選択及び決定することができる。
【００３０】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、掲載位置に対する第２の要求を
処理する前に経済評価を動的に判断するためのモデルを変更する段階を含むことができる
。モデルの変更は、学習機能に関連付けられる評価アルゴリズムに少なくとも一部基づく
ことができる。本発明の一実施形態では、利用可能な掲載位置の１つ又はそれよりも多く
を選択及び提示する前に、複数の掲載位置の各々に対する評価の第２のセットを生成する
ために経済評価モデルの挙動を変更することができる。
【００３１】
　一実施形態では、評価アルゴリズム１４０は、複数の広告掲載の各々に関するパフォー
マンス情報を査定することができる。動的に可変の経済評価モデルは、予測評価を査定す
るために使用することができる。評価モデルは、複数の掲載位置に対する経済評価に関す
る入札値を査定することができる。複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告に対
して入札する際の段階は、経済評価に基づくことができる。例示的な事例では、リアルタ
イム入札マシーンユニット１４２は、以下のシーケンスを取り入れることができ、段階１
で、リアルタイム入札マシーン１４２は、評価アルゴリズム１４０を使用して示される可
能な広告を濾過することができる。段階２で、リアルタイム入札マシーンユニット１４２
は、濾過された広告が残りの予算資金を有するか否かを検査することができ、利用可能な
予算資金を持たないリストからのいずれの広告もリストから取り除くことができる。段階
３で、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、各広告に対する経済的価値を判断す
るために広告に対する経済評価アルゴリズムを実行することができる。段階４で、リアル
タイム入札マシーン１４２は、広告を掲載する機会コストによって経済的価値を調節する
ことができる。段階５で、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、機会コストによ
って精緻化した後で最高経済的価値を有する広告を選択することができる。段階６で、要
求の提供者１１２コンテンツに関する情報を含むことができる第１の要求に関する情報は
、第２の要求が受信及び処理される前に動的アルゴリズムを更新するために使用すること
ができる。最後に、段階７で、第３の広告が掲載される前に、動的アルゴリズムへの更新
により、第１と同じシーケンスで第２の広告を処理することができる。一実施形態では、
複数の競争評価アルゴリズム１４０は、提示する広告を選択する際に各段階で使用するこ
とができる。最終的に掲載される広告の広告パフォーマンスを追跡することにより、その
相対的なパフォーマンス及び有用性を判断するために競争アルゴリズムを査定することが
できる。
【００３２】
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　本発明の一実施形態では、競争アルゴリズムは、データの一部を個別の訓練及び検証セ
ットに分割することによって試験することができる。アルゴリズムの各々は、データの訓
練セットで訓練することができ、次に、データの検証セットに対して予測性を検証（測定
）することができる。各入札アルゴリズムは、受信者作業特性（ＲＯＣ）エリア、広告支
出に対するリフト、精度／リコール、利益、他の信号処理測定基準、他のマシーン学習測
定基準、他の広告測定基準、又は何らかの他の分析方法、統計技術又はツールのような測
定基準を使用して検証セットに対するその予測性を査定することができる。一般的な分析
方法、統計技術、及び評価モデルのような競争アルゴリズム及びモデルを査定するための
ツール、並びに当業者に公知の分析方法、統計技術、及びツールは、本発明によって含ま
れ、本発明の方法及びシステムに従って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するため
に使用することができることは理解されるであろう。アルゴリズムの予測性は、特定の広
告を特定の状況で特定の消費者に表示することが広告主の製品の１つを購入し、広告主の
製品と契約し、広告主の製品に関する消費者の認識に影響を与え、ウェブページを訪問し
、又は広告主によって価値付けられる何らかの他の種類のアクションを実行するなどの望
ましいアクションに消費者を向かわせるために影響を与えると考えられる可能性をどのく
らい正確に予測するかによって測定することができる。
【００３３】
　本発明の一実施形態では、アルゴリズム評価測定基準を改良するために相互検証を使用
することができる。相互検証は、競争アルゴリズム及び／又はモデルを査定するための訓
練セット検証セット手順が、データの訓練及び検証セットを変えることによって複数回繰
り返される方法を説明する。本明細書に説明する方法及びシステムの一部として使用する
ことができる相互検証技術は、以下に限定されるものではないが、繰り返されるランダム
部分サンプリング検証、ｋ－フォールド相互検証、ｋｘ２相互検証、リーブ－ワン－アウ
ト相互検証、又は相互検証技術の何らかの他のタイプを含む。
【００３４】
　一実施形態では、競争アルゴリズムは、本明細書に説明する方法及びシステムを使用し
てリアルタイム、バッチモード処理、又は何らかの他の定期的処理フレームワークを使用
して査定することができる。一実施形態では、競争アルゴリズムは、インターネット又は
何らかの他のネットワーキングプラットフォームなどを使用してオンラインで査定するこ
とができ、又は競争アルゴリズムをオフラインで査定することができ、査定に続いてオン
ライン機能に利用することができるようなる。サンプル実施形態では、１つのアルゴリズ
ムをその予測性の点で全ての他のアルゴリズムよりも厳密に良いものとすることができ、
学習機能１３８で１つのアルゴリズムをオフラインで選択することができる。別のサンプ
ル実施形態では、セットからの１つのアルゴリズムを変数の特定の組合せが与えられると
より予測性の高いものにすることができ、１つよりも多いアルゴリズムをリアルタイム入
札ユニット１４２に利用することを可能にし、最良性能のアルゴリズムの選択は、例えば
、特定の掲載位置要求の属性を調べることによってリアルタイムで実行することができ、
次に、訓練されたアルゴリズムのセットから、その特定の属性のセットに対して最も予測
性の高いアルゴリズムを判断する。
【００３５】
　一実施形態では、リアルタイム入札システム１００Ａからの広告の評価に対応するデー
タを広告配信サービスユニット１２２によって受信することができ、広告代理店１０２、
広告主１０４、広告ネットワーク１０８、広告取引所１１０、提供者１１２、又は何らか
の他のタイプの消費者のような評価データの消費者に配信することができる。本発明の別
の実施形態では、広告配信サービスユニット１２２を広告サーバとすることができる。広
告配信サービスユニット１２２は、選択された広告のようなリアルタイム入札システム１
００Ａの出力を１つ又はそれよりも多くの広告サーバに配信することができる。一実施形
態では、広告配信サービスユニット１２２は、追跡マシーンユニット１４４に結合するこ
とができる。本発明の別の実施形態では、広告配信サービスユニット１２２は、広告表示
クライアント１２８に結合することができる。一実施形態では、広告表示クライアント１
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２８は、モバイルデバイス、ＰＤＡ、携帯電話、コンピュータ、通信機、デジタルデバイ
ス、デジタル表示パネル、又は広告を提示することができるデバイスの何らかの他のタイ
プとすることができる。
【００３６】
　一実施形態では、広告表示クライアント１２８で受信される広告は、対話式データ、例
えば、ムービーチケットの申し込みのポップアップを含むことができる。広告表示クライ
アント１２８のユーザは、広告と対話することができ、購入を実行し、広告をクリックし
、フォームを記入し、又は何らかの他のタイプのユーザアクションを実行するなどのアク
ションを実行することができる。ユーザアクションは、広告パフォーマンスデータユニッ
ト１３０によって記録することができる。一実施形態では、広告パフォーマンスデータユ
ニット１３０は、１つ又はそれよりも多くのデータベースに結合することができる。実施
例では、パフォーマンスデータユニットは、リアルタイムで状況データベースを更新する
ために状況データベースに結合することができる。一実施形態では、更新された情報は、
評価アルゴリズム１４０を更新するためのリアルタイム入札システム１００Ａによってア
クセス可能である。一実施形態では、広告パフォーマンスデータユニット１３０を１つ又
はそれよりも多くの配信サービス消費者に結合することができる。
【００３７】
　分析プラットフォームユニット１１４からの広告の評価に対応するデータも、広告配信
サービスユニット１２２によって受信することができる。本発明の一実施形態では、広告
配信サービスユニット１２２は、１つ又はそれよりも多くの広告を再順序付け／再配置／
再編成するために評価データを利用することができる。別の実施形態では、広告配信サー
ビスユニット１２２は、所定の基準に基づいて広告をランク付けるために評価データを利
用することができる。所定の基準は、一日の時間及びロケーションなどを含むことができ
る。
【００３８】
　広告データ配信サービスユニット１２４はまた、広告評価データの１人又はそれよりも
多くの消費者に評価データを提供することができる。一実施形態では、広告データ配信サ
ービスユニット１２４は、評価データを販売することができ、又は評価データの加入を広
告評価データの１人又はそれよりも多くの消費者に提供することができる。一実施形態で
は、広告配信サービスユニット１２２は、リアルタイム入札システム１００Ａから又は学
習マシーンユニット１３８からの出力を広告評価データの１人又はそれよりも多くの消費
者に提供することができる。広告評価データの消費者は、いずれの制限もなしに、広告代
理店１０２／広告主１０４、広告ネットワーク１０８、広告取引所１１０、提供者１１２
、又は広告評価データ消費者の何らかの他のタイプを含むことができる。実施例では、広
告代理店１０２は、そのクライアントのための広告の作成、プランニング、及び処理専用
サービス企業とすることができる。広告代理店１０２は、クライアントとは独立したもの
とすることができ、最高の視点をクライアントの製品又はサービスを販売する努力に与え
ることができる。更に、広告代理店１０２は、いずれの制限もなしに、制限サービス広告
代理店、スペシャリスト広告代理店、店頭広告代理店、対話式代理店、サーチエンジン代
理店、ソーシャルメディア代理店、ヘルスケアコミュニケーション代理店、医学教育代理
店、又は何らかの他のタイプの代理店を含む様々なタイプとすることができる。更に、実
施例では、広告ネットワーク１０８は、広告のホストを要求することができるウェブサイ
トに広告主１０４を接続することができるエンティティとすることができる。広告ネット
ワーク１０８は、いずれの制限もなしに、バーティカルネットワーク、ブラインドネット
ワーク、及びターゲットネットワークを含むことができる。広告ネットワーク１０８はま
た、第１の層及び第２の層ネットワークとして分類することができる。第１の層広告ネッ
トワークは、多数のその固有の広告主１０４及び提供者を有することができ、高品質トラ
フィックを有することができ、広告及びトラフィックを第２の層ネットワークにサービス
を提供することができる。第２の層広告ネットワークは、その固有の広告主１０４及び提
供者の一部を有することができるが、その主な収入源は、他の広告ネットワークからの広



(15) JP 2015-97094 A 2015.5.21

10

20

30

40

50

告をシンジケートすることから発生する。広告取引所１１０ネットワークは、広告インプ
レッションの価格、特定の製品又はサービスカテゴリにおける広告主１０４の数、特定の
期間に対する最高及び最低入札に関するレガシーデータ、広告成功（広告インプレッショ
ンのユーザクリック）などのような在庫の属性に関連付けられる情報を含むことができる
。広告主１０４は、その意思判断の一部としてこのデータを使用することができる。例え
ば、格納された情報は、特定の提供者１１２に対する成功率を示すことができる。更に、
広告主１０４は、金融取引を実行するための１つ又はそれよりも多くのモデルを選択する
というオプションを有することができる。例えば、コスト－パー－取引価格設定構造を広
告主１０４によって採用することができる。同様に、別の実施例では、広告主１０４は、
コスト－パー－クリックで支払うというオプションを有することができる。広告取引所１
１０は、提供者１１２がリアルタイムで入札中に広告インプレッションに価格を付けるこ
とを可能にするアルゴリズムを実行することができる。
【００３９】
　一実施形態では、広告メッセージ配信のためのリアルタイム入札システム１００Ａは、
複数の配信チャンネルにわたって広告メッセージを掲載する機会を購入することを意図さ
れたマシーンの構成とすることができる。本発明のシステムは、広告メッセージを提示す
るのに使用されるチャンネルを自動的に調節してターゲットにするために、並びに各掲載
位置機会で表示する広告メッセージ、及び時間の経過に伴う関連のコストを選択するため
に、アクティブフィードバックを提供することができる。一実施形態では、本発明のシス
テムは、以下に限定されるものではないが、（１）学習マシーンユニット１３８、（２）
リアルタイム入札マシーン１４２、及び（３）追跡マシーン１４４を含む相互接続したマ
シーンから構成することができる。マシーンの２つは、学習マシーンユニット１３８によ
って内部で使用することができるログを生成することができる。一実施形態では、本発明
のシステムへの入力は、リアルタイム及び非リアルタイムの両方のソースからとすること
ができる。履歴データは、広告キャンペーンに対する価格設定及び配信命令を調節するた
めにリアルタイムデータに結合することができる。
【００４０】
　一実施形態では、広告メッセージ配信のためのリアルタイム入札システム１００Ａは、
外部マシーン及びサービスを含むことができる。外部マシーン及びサービスは、以下に限
定されるものではないが、代理店１０２、広告主１０４、キャンペーン記述子及び履歴ロ
グのような代理店データ１５２、広告主データ１５２、主要パフォーマンス指標、履歴イ
ベントデータ１５４、ユーザデータ１５８、状況分析サービス１３２、リアルタイムイベ
ントデータ１６０、広告配信サービス１２２、広告受信者、又は外部マシーン及び／又は
サービスの何らかの他のタイプを含むことができる。
【００４１】
　一実施形態では、代理店及び／又は広告主１０４は、履歴広告データを提供することが
でき、リアルタイム入札システム１００Ａの恩典を受ける人とすることができる。
【００４２】
　一実施形態では、キャンペーン記述子のような代理店データ１５２は、チャンネル、時
間、予算、及び広告メッセージの拡散を可能にすることができる他の情報を説明すること
ができる。
【００４３】
　一実施形態では、キャンペーン及び履歴ログのような代理店データ１５２は、ユーザの
識別子、チャンネル、時間、支払われる価格、表示される広告メッセージ、及びユーザが
生じたユーザアクション、又はキャンペーン又は履歴ログデータの何らかの他のタイプの
１つ又はそれよりも多くを含むユーザに示されている各広告メッセージの掲載位置を説明
することができる。付加的なログはまた、自発的なユーザアクション、例えば、広告イン
プレッションに対して直接トレースできないユーザアクション、又は自発的なユーザアク
ションの何らかの他のタイプを記録することができる。
【００４４】
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　一実施形態では、広告主データ１５２は、ビジネス情報データ、又は動的及び／又は静
的マーケティング目標を説明するデータの何らかの他のタイプを含むことができる。例え
ば、広告主１０４がその倉庫に有する所定の製品の過剰在庫の量をデータによって説明す
ることができる。
【００４５】
　一実施形態では、主要パフォーマンス指標は、各所定のユーザアクションに対する「適
合度」を表すパラメータのセットを含むことができる。例えば、製品起動は、＄Ｘで価値
を付けることができ、製品構成は、＄Ｙで価値を付けることができる。
【００４６】
　一実施形態では、履歴イベントデータ１５４は、リアルタイム入札システム１００Ａに
よって使用することができ、ユーザイベントの時間とその領域で発生する他のイベントと
を相関付けることができる。例えば、特定のタイプの広告に対する反応速度は、株価の動
きに相関付けることができる。履歴イベントデータ１５４は、以下に限定されるものでは
ないが、天気データ、イベントデータ、ローカルニュースデータ、又は何らかの他のタイ
プのデータを含むことができる。
【００４７】
　一実施形態では、ユーザデータ１５８は、広告受信者に関する個人的にリンクされた情
報を含む第三者によって提供されるデータを含むことができる。この情報は、ユーザをラ
ベル付け又は説明するユーザ優先権又は他の指標を示すことができる。
【００４８】
　一実施形態では、状況分析サービス１３２は、広告のためのメディアの状況カテゴリを
識別することができる。例えば、状況分析器は、ウェブコンテンツを分析し、ウェブペー
ジがスポーツ、金融、又は何らかの他のトピックに関するコンテンツを含むか否かを判断
することができる。この情報は、学習システム１３８への入力として使用することができ
、広告が現れるページのタイプを調節することができる。
【００４９】
　一実施形態では、リアルタイムイベントデータ１６０は、履歴データに類似であるがよ
り最新のものであるデータを含むことができる。リアルタイムイベントデータ１６０は、
以下に限定されるものではないが、現在の秒、分、時間、日、又は時間の何らかの他の尺
度であるデータを含むことができる。例えば、学習マシーンユニット１３８が広告パフォ
ーマンスと履歴株価指標値の間の相関関係を見出した場合、リアルタイム入札マシーン１
４２によって広告に値を付けるためにリアルタイム株価指標値を使用することができる。
【００５０】
　一実施形態では、広告配信サービス１２２は、以下に限定されるものではないが、広告
ネットワーク１０８、広告取引所１１０、販売側オプティマイザー、又は広告配信サービ
ス１２２の何らかの他のタイプを含むことができる。
【００５１】
　一実施形態では、広告受信者は、広告メッセージを受信する人を含むことができる。広
告コンテンツは、広告受信者によって要求されたコンテンツの一部として又はこれに添付
されて具体的に要求（プル）され、又はネットワーク上で、例えば、広告配信サービス１
２２によって「プッシュ」される。広告を受信するモードの一部の非制限的実施例は、イ
ンターネット、移動電話表示画面、ラジオ送信、テレビジョン送信、電子掲示板、プリン
ト媒体、及び映写投影を含む。
【００５２】
　一実施形態では、広告メッセージ配信のためのリアルタイム入札システム１００Ａは、
内部マシーン及びサービスを含むことができる。内部マシーン及びサービスは、以下に限
定されるものではないが、リアルタイム入札マシーン１４２、追跡マシーン１４４、リア
ルタイム入札ログ、インプレッション、クリック及びアクションログ、学習マシーンユニ
ット１３８、又は内部マシーン及び／又はサービスの何らかの他のタイプを含むことがで
きる。
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【００５３】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、広告配信サービス１２２から入
札要求メッセージを受信することができる。リアルタイム入札マシーン１４２は、時間制
約に関連付けられる入札要求に応答することができるので「リアルタイム」システムと考
えることができる。リアルタイム入札マシーン１４２は、システムが決定するのをユーザ
が待っている間、表示する広告メッセージを計算する非ステートレス方法を使用すること
ができる。本発明のシステムは、学習マシーンユニット１３８によって提供されるアルゴ
リズムを使用してリアルタイム計算を実行することができ、最適入札値を動的に推定する
ことができる。一実施形態では、代替のシステムが、提示する広告を判断するためにステ
ートレス構成を有することができる。
【００５４】
　一実施形態では、追跡マシーン１４４は、追跡ＩＤを各広告に添付するサービスを提供
することができる。例えば、オンライン表示広告の後にピクセルを続けることができる。
ピクセルが追跡マシーン１４４からサービスを受けた状態で、追跡マシーン１４４は、掲
載位置機会、並びに時間及び日付を記録することができ、更に、このマシーンは、ユーザ
のＩＤ、及び以下に限定されるものではないが、ＩＰアドレス、地理的ロケーション、又
は何らかの他のタイプのデータを含むユーザをラベル付けする他の情報を記録することが
できる。
【００５５】
　一実施形態では、リアルタイム入札ログは、リアルタイム入札マシーン１４２によって
受信した入札要求及び送信された入札応答を記録することができる。このログは、ユーザ
の関心又は閲覧習慣を取得するために使用することができるユーザが訪問したサイトに関
する付加的なデータを含むことができる。更に、このログは、様々なチャンネルからの広
告掲載機会の到着の速度を記録することができる。
【００５６】
　一実施形態では、インプレッション、クリック、及びアクションログは、学習マシーン
ユニット１３８によって使用することができる追跡システムによって生成される記録とす
ることができる。
【００５７】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２のためのターゲット化アルゴリズム
を開発するために学習マシーンユニット１３８を使用することができる。学習マシーンユ
ニット１３８は、取りわけ、オンライン広告をターゲットにするために使用することがで
きるソーシャル挙動、推測される人口統計を含むパターンを学習することができる。
【００５８】
　実施例では、広告主１０４は、広告を掲載することができる場所及び時間を制限する命
令と共に「注文」を掲載することができる。注文は、学習マシーンユニット１３８によっ
て受信することができる。広告主１０４は、成功するキャンペーンの「適合度」の基準を
示すことができる。このような「適合度」基準は、追跡マシーン１４４を使用して測定す
ることができる。広告主１０４は、本発明のシステムをブートストラップするために履歴
データを提供することができる。利用可能なデータに基づいて、学習システム１３８は、
広告のためのカスタマイズされたターゲット化アルゴリズムを開発することができる。ア
ルゴリズムは、特定の条件が与えられて広告の予測値を計算し、示された「適合度」基準
を最大にするように求めることができる。アルゴリズムは、広告を掲載する機会を待つこ
とができるリアルタイム入札マシーン１４２によって受信することができる。入札要求は
、リアルタイム入札マシーン１４２によって受信することができる。各入札要求は、受信
したアルゴリズムを使用して、各広告主１０４に対してその価値を判断する。魅力的な値
を有する広告に対して入札応答を送信することができる。適切に推定された場合、低い値
を入札することができる。入札応答は、広告が特定の価格で掲載されることを要求するこ
とができる。ブラウザに表示されるピクセルのような追跡システムによって広告にタグ付
けすることができる。追跡マシーン１４４は、広告インプレッション、ユーザクリック、
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及びユーザアクション、及び／又は他のデータをログすることができる。追跡マシーンロ
グは、「適合度基準」を使用することができる学習システム１３８に送信することができ
、改良するアルゴリズムを査定し、これらを更にカスタマイズすることができる。この処
理は、反復することができる。本発明のシステムはまた、予測される値と広告受信者の地
理的領域での現在のイベントとを相関付けることができる。
【００５９】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、ターゲット化アルゴリズムを動
的に更新することができる。
【００６０】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、履歴及びリアルタイムデータを
配合し、リアルタイム入札値を計算するためのアルゴリズムを生成することができる。
【００６１】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、広告掲載の状況、ユーザの履歴
及び地理的位置情報、及び広告自体、又は何らかの他のタイプのデータに関する情報を結
合した予測値を計算し、所定の時間に特定の広告を表示する予測値を計算することができ
る。
【００６２】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、「バケット」をターゲットにす
る以外のアルゴリズムを使用することができる。
【００６３】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、追跡マシーンユニット１４４フ
ィードバックを使用することによって機会的アルゴリズム更新を使用することができ、最
悪性能アルゴリズムに優先順位を付けることができる。
【００６４】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、学習システム１３８及びリアル
タイム入札システム１００Ａにおける複数の競争アルゴリズムのオープンリストを使用す
ることができる。
【００６５】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、制御システム理論を使用して広
告のセットの配信の価格設定及び速度を制御することができる。
【００６６】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーン１４２は、勝敗入札データを使用してユー
ザプロフィールを作成することができる。
【００６７】
　図１Ｂに示すように、一実施形態では、リアルタイム入札マシーンは、複数の取引所１
００Ｂにわたって広告購入をトレードすることができる。複数の取引所を在庫の単一のソ
ースとして処理する。
【００６８】
　図２を参照すると、リアルタイム入札システムの分析アルゴリズムは、広告及び広告イ
ンプレッション、変換、又は広告ユーザ対話２００の何らかの他のタイプに関連付けられ
る入札の管理を最適化するために使用することができる。一実施形態では、例えば、学習
マシーン１３８によって実施される学習システムは、所定のクライアントに対して適切に
作用する広告に関する規則を作成して、この規則に少なくとも一部基づいて広告キャンペ
ーンのコンテンツ混合物を最適化することができる。実施例では、広告クリックスルー、
インプレッション、ウェブページ訪問、取引又は購入、又はユーザに関連付けることがで
きる第三者データのようなデジタル媒体ユーザの挙動は、リアルタイム入札システムの学
習システムに関連付けることができ、かつそれによって使用することができる。リアルタ
イム入札システムは、学習システムの出力（例えば、規則及びアルゴリズム）を使用して
、広告に対する要求を学習マシーンによって作成された規則及び／又はアルゴリズムに準
拠する広告選択と対にすることができる。選択された広告は、広告取引所、在庫取引相手
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、又は広告コンテンツの何らかの他のソースからのものとすることができる。選択された
広告は、次に、本明細書で説明するように、広告タグに関連付けることができ、ウェブペ
ージ上などに提示するためにデジタル媒体ユーザに送信することができる。次に、広告タ
グは、リアルタイム入札システムに関連付けられたデータベースに記録された将来のイン
プレッション、クリックスルーなどを追跡することができる。規則及びアルゴリズムは、
次に、選択された広告とデジタル媒体ユーザ間の新しい対話（又はその欠如）に少なくと
も一部基づいて学習マシーンによって更に最適化することができる。
【００６９】
　一実施形態では、コンピュータ可読媒体に実施されたコンピュータプログラム製品は、
１つ又はそれよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、提供者に対する広告を掲載
する要求の受信に少なくとも一部基づいて広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対す
る予測される経済評価を動的に判断することができる。提供者に対する広告を掲載する要
求の受信に応答して、本発明の方法及びシステムは、広告に対する複数の候補掲載位置、
及び／又は複数の広告の各々に対する予測される経済評価を動的に判断することができ、
経済評価に基づいて複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告の少なくとも１つを
提供者に提示するか否かを選択及び決定することができる。
【００７０】
　一実施形態では、コンピュータプログラムによって有効にされる方法及びシステムは、
掲載位置に対する第２の要求を処理する前に経済評価を動的に判断するためのモデルを変
更する段階を含むことができる。モデルの変更は、マシーン学習に少なくとも一部基づく
ことができる。
【００７１】
　一実施形態では、複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告の少なくとも１つを
選択及び提示する前に、複数の掲載位置の各々に対する評価の第２のセットを生成するた
めに経済評価モデルの挙動を変更することができ、選択及び提示段階は、評価の第２のセ
ットに少なくとも一部基づいている。掲載位置に対する要求は、時間制限の要求とするこ
とができる。
【００７２】
　一実施形態では、経済評価モデルは、複数の広告掲載の各々に関するパフォーマンス情
報を査定することができる。
【００７３】
　一実施形態では、動的に可変の経済評価モデルは、予測経済評価を査定するために使用
することができる。動的に可変の経済評価モデルは、複数の掲載位置に対する経済評価に
関する入札値を査定することができる。複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告
の少なくとも１つに対して入札する段階は、経済評価に基づくことができる。
【００７４】
　図２を参照すると、リアルタイム入札システムは、上述の２００の説明に適合するアル
ゴリズムを含むことができる。表示する複数の候補広告があるとすると、リアルタイム入
札システムは、以下の例示的なシーケンスによることができ、すなわち、１）全ての候補
広告をターゲット化規則を使用して表示するために濾過することができ、列挙された広告
の出力を表示することができ、２）候補広告が残りの予算資金を有するか否かをシステム
が検査することができ、利用可能な予算資金を持たない広告をリストから取り除くことが
でき、３）システムは、各広告に対する経済的価値を判断するために広告に対して経済評
価動的アルゴリズムを実行することができ、４）価値は、他のサイトに代わって所定のサ
イトに広告を掲載する機会コストによって精緻化することができ、５）機会コストによっ
て精緻化した後に最高値を有する広告を選択することができ、６）要求の提供者コンテン
ツに関する情報を含むことができる第１の要求に関する情報を第２の要求が受信され処理
される前に動的アルゴリズムを更新するために使用することができる。この情報は、提供
者コンテンツの特定のタイプが頻繁に利用可能であるか否かを判断するために使用するこ
とができ、かつ７）第２の広告は、第３の広告が掲載される前に動的アルゴリズムへの更
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新により、第１と同じシーケンスで処理することができる。
【００７５】
　一実施形態では、動的アルゴリズムは、変化時に大気の条件に対して調節する飛行機フ
ライト制御システム、又は空気抵抗が変化するか又は自動車が丘を登る又は降りる時にガ
スペダル位置を動的に調節する自動車クルーズ制御システムにおいて使用されるアルゴリ
ズムに類似とすることができる。
【００７６】
　図３を参照すると、状況、消費者（すなわち、デジタル媒体ユーザ）、及びメッセージ
／広告に関するデータは、指定された主要パフォーマンス指標３００に少なくとも一部基
づいて広告の成功を予測するために使用することができる。状況データは、媒体のタイプ
、一日又は一週間の時間、又は状況データの何らかの他のタイプに関するデータを含むこ
とができる。消費者、又はデジタル媒体ユーザに関するデータは、人口統計、地理的デー
タ、及び消費者の意図又は挙動、又は消費者データの何らかの他のタイプに関するデータ
を含むことができる。メッセージ及び／又は広告に関するデータは、メッセージ／広告の
クリエイティブコンテンツに関連付けられたデータ、メッセージ／広告に組み込まれる意
図又はアクションの呼出し、又はデータの何らかの他のタイプを含むことができる。
【００７７】
　図４に示すように、リアルタイム入札システムは、リアルタイムで利用可能になった時
に（４００）、キャンペーン結果（例えば、クリックスルー、変換、取引など）に関連付
けられたデータを使用して、継続して生成、試験、及び実行される広告キャンペーン固有
のモデル及びアルゴリズムを生成するために使用することができる。一実施形態では、サ
ンプル広告キャンペーンを設計するために、予備のデータセットを使用して複数のモデル
を試験することができる。複数のモデルは、主要パフォーマンス指標のような示された目
標を組み込む複数の訓練アルゴリズムに対して実行することができる。アルゴリズムに対
して適切に実行される広告コンテンツは保存することができ、複数のデジタル媒体ユーザ
に提示することができる。複数のデジタル媒体ユーザと選択された広告コンテンツの対話
に少なくとも一部基づいて付加的なデータを収集することができ、このデータは、アルゴ
リズムを最適化し、複数のデジタル媒体ユーザへの提示のための新しい又は異なる広告コ
ンテンツを選択するために使用することができる。
【００７８】
　更に図４を参照すると、一実施形態では、コンピュータ可読媒体に具現化されたコンピ
ュータプログラム製品は、１つ又はそれよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、
複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告に関する情報を査定するためにマシーン
学習を通じて精緻化することができる経済評価モデルを配備することができ、複数の掲載
位置の各々に対する経済評価を予測することができる（４００）。複数の利用可能な掲載
位置及び／又は複数の広告の少なくとも１つは、経済評価に少なくとも一部基づいて選択
することができ、かつ提供者に提示することができる。
【００７９】
　一実施形態では、以下に限定されるものではないが、成功した市場人口統計データなど
のような広告に関係のない情報を含むデータは、様々なフォーマットから取り入れること
ができる。これは、データをニュートラルフォーマットに変換する特定のデータストリー
ム、特定のマシーン学習技術、又は何らかの他のデータタイプ又は技術を含むことができ
る。一実施形態では、学習システムは、以下に限定されるものではないが、本明細書に説
明する方法及びシステムを最適化する段階を含む監査及び／又は監督機能を実行すること
ができる。一実施形態では、学習システムは、複数のデータソースから学習することがで
き、本明細書に説明する方法及びシステムの基本最適化は、複数のデータソースに少なく
とも一部基づいている。
【００８０】
　一実施形態では、本明細書に説明する方法及びシステムは、インターネットベースの用
途、モバイル用途、固定回線用途（ケーブルメディア）、又はデジタル用途の何らかの他
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のタイプにおいて使用することができる。
【００８１】
　一実施形態では、本明細書に説明する方法及びシステムは、以下に限定されるものでは
ないが、セットトップボックス、デジタル掲示板、ラジオ広告、又はアドレス可能な広告
メディアの何らかの他のタイプを含む複数のアドレス可能な広告メディアにおいて使用す
ることができる。
【００８２】
　マシーン学習アルゴリズムの例は、以下に限定されるものではないが、「Ｎａｉｖｅ　
Ｂａｙｅｓ」、「Ｂａｙｅｓ　Ｎｅｔ」、「Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｍａｃｈｉ
ｎｅｓ」、「Ｌｏｇｉｓｔｉｃ　Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ」、「Ｎｅｕｒａｌ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋｓ」、及び「Ｄｅｃｉｓｉｏｎ　Ｔｒｅｅｓ」を含むことができる。これらのアルゴ
リズムは、広告がアクションを生じる場合があるか否かを分類するアルゴリズムである分
類子を作成するために使用することができる。これらの基本的な形式において、これらは
、「イエス」又は「ノー」の答え及び分類子の確実性の強さを示したスコアを戻す。較正
技術が適用される時に、これらは、修正される予測の可能性の確率推定値を戻す。これら
はまた、アクションを生じる可能性の高い特定の広告、又はアクションを生じる可能性の
高い広告を説明する特徴を戻すことができる。これらの特徴は、広告概念、広告サイズ、
広告カラー、広告テキスト、又は広告のあらゆる他の特徴を含むことができる。更に、こ
れらはまた、アクションを生じる可能性が最も高い広告主ウェブサイトのバージョン又は
アクションを生じる可能性が高い広告主ウェブサイトのバージョンを説明する特徴を戻す
ことができる。これらの特徴は、ウェブサイト概念、図示の製品、カラー、画像、価格、
テキスト、又はウェブサイトのあらゆる他の特徴を含むことができる。一実施形態では、
本発明のコンピュータ実施型方法は、オンライン広告掲載のパフォーマンスを予測するた
めに複数のアルゴリズムを適用する段階、及び様々な市場条件の下で複数のアルゴリズム
のパフォーマンスを追跡する段階を含むことができる。アルゴリズムのタイプに対する好
ましいパフォーマンス条件を判断することができ、追跡された市場条件、及びアルゴリズ
ムは、現在の市場条件に少なくとも一部基づいて広告掲載のパフォーマンスを予測するよ
うに選択することができる。一実施形態では、複数のアルゴリズムは３つのアルゴリズム
を含むことができる。
【００８３】
　一実施形態では、コンピュータ可読媒体に具現化されたコンピュータプログラム製品は
、１つ又はそれよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、１次モデルを使用して、
類似の広告掲載の過去のパフォーマンス及び価格に一部基づいて複数の利用可能なウェブ
公開可能な広告掲載の各々の経済評価を予測することができる。複数のウェブ公開可能な
広告掲載の各々の経済評価は、第２のモデルを通じて予測することができ、１次モデル及
び第２のモデルによって生成された評価は、１次モデル及び第２のモデル間の優先権を判
断するために比較することができる。一実施形態では、１次モデルは、購入要求に応答す
るアクティブモデルとすることができる。要求された購入は、時間制限購入要求とするこ
とができる。一実施形態では、第２のモデルは、購入要求に応答するアクティブモデルと
して１次モデルを置換することができる。この置換は、第２のモデルが現在の市場条件の
下で１次モデルよりも適切に実行するであろうという予測に少なくとも一部基づくことが
できる。
【００８４】
　一実施形態では、本発明のコンピュータ実施型方法は、オンライン広告掲載のパフォー
マンスを予測し、様々な市場条件の下で複数のアルゴリズムのパフォーマンスを追跡し、
更にアルゴリズムのタイプに対する好ましいパフォーマンス条件を判断するために複数の
アルゴリズムを適用することができる。市場条件を追跡することができて広告掲載のパフ
ォーマンスを予測するためのアルゴリズムは、現在の市場条件に少なくとも一部基づいて
調節することができる。
【００８５】
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　一実施形態では、本発明のコンピュータ実施型方法は、各々が広告のセットの購入価格
値を予測するアルゴリズムのセットをモニタして、現在の市場条件に少なくとも一部基づ
いてアルゴリズムのセットから最良アルゴリズムを選択することができる。
【００８６】
　図４を再度参照すると、新しいデータは、選別機構（図４のファンネルに示す）に入力
することができる（４００）。このデータは、クリック又はアクションに至るか否かの指
標を用いて各広告インプレッションにラベル付けすることによって訓練するマシーン学習
のために準備することができる。他のマシーン学習アルゴリズムは、ラベル付けされたデ
ータにおいて訓練することができる。ラベル付けされたデータの一部分は、試験段階のた
めに保管することができる。この試験部分は、各代替アルゴリズムの予測パフォーマンス
を測定するために使用することができる。ホールドアウト訓練データセットの結果を予測
する場合に最も成功したアルゴリズムは、リアルタイム判断システムに転送することがで
きる。
【００８７】
　一実施形態では、コンピュータ可読媒体に具現化されたコンピュータプログラム製品は
、１つ又はそれよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、提供者に対する広告掲載
の受信に応答して複数の競争経済評価モデルを配備することができ、かつ複数の広告掲載
の各々に対する経済評価を予測することができる。複数の競争経済評価モデルの各々によ
って生成された評価は、広告掲載の現在の評価に対してモデルの１つを選択するために査
定することができる。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルのような競争アルゴ
リズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知の分析方法、統計技術、
及びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及びシステムに従って競争アルゴリ
ズム及び評価モデルを査定するために使用することができることは理解されるであろう。
【００８８】
　一実施形態では、コンピュータ可読媒体に具現化されたコンピュータプログラム製品は
、１つ又はそれよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、広告を掲載する要求の受
信に応答して複数の競争経済評価モデルを配備することができ、かつ複数の利用可能な広
告掲載に関する情報を査定することができる。経済評価モデルは、複数の広告掲載の各々
に対する経済評価を予測するために使用することができる。複数の競争経済評価モデルの
各々によって作成された評価は、将来の評価のためのモデルの１つを選択するために査定
することができる。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルのような競争アルゴリ
ズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知の分析方法、統計技術、及
びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及びシステムに従って競争アルゴリズ
ム及び評価モデルを査定するために使用することができることは理解されるであろう。
【００８９】
　一実施形態では、データが学習システムにおいて勝利アルゴリズムをサポートするか否
かを判断するためにデータを査定することができる。付加的なデータを買う区分的な価値
を判断することができ、データサンプルの監査及び試験は、データが予測の有効性を上げ
るか否かを判断するために使用することができる。例えば、本発明のシステムは、広告サ
ーバログから得られる人口統計情報に結合したデータを使用して、精度の特定のレベルを
備えた評価モデルを取得することができる。このようなモデルは、市場価格の下で家電製
造業者の利益のためにオンライン広告の獲得を可能にすることができる。特定の機器を買
うことにその関心を表した消費者のリストのような付加的なデータソースの追加は、モデ
ルの精度を上げることができ、この結果、家電製造業者の利益になる。受け取られた改善
した利益が新しいデータソースの付加にリンクされると考えられることが記されており、
従って、このようなデータソースには、区分的な利益にリンクされた値を割り当てること
ができる。この実施例は、オンライン広告の事例を示しているが、本出願は、様々なタイ
プのデータソース、並びにモデルを使用して様々なチャンネルを通じた広告に一般化する
ことができ、広告に対する経済的価値又は価格設定を予測することができることが当業者
によって理解されるはずである。
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【００９０】
　図５Ａ及び５Ｂに示すように、広告在庫は、多くのセグメント又はマイクロ－セグメン
トに分割することができる（５００、５０２）。リアルタイム入札システムは、例えば、
在庫及びそのマイクロ－セグメントにおける広告のパフォーマンスで受信したデータ（例
えば、各広告に関連付けられるインプレッション又は変換の数）に少なくとも一部基づい
て、学習マシーンを使用することにより、アルゴリズムを作成及び継続して修正すること
ができる。学習システムのアルゴリズムに少なくとも一部基づいて、リアルタイム入札シ
ステムは、広告パフォーマンスデータに対して「公正」であると考えられる入札値を生成
することができる。この入札値データは、次に、在庫に位置した広告に関連付けられる平
均入札値を査定するために使用することができる。一実施形態では、各マイクロ－セグメ
ントには、規則、アルゴリズム、又は規則及び／又はアルゴリズムのセット、支払うべき
代価、及び／又は予算を関連付けることができる。１つ又はそれよりも多くの機会のグル
ープにおける広告掲載機会を購入するための規則を使用することができる。掲載位置機会
のグループのサイズは、規則に割り当てられた予算によって査定することができる。規則
は、サーバ対サーバインタフェースを通じて、電話及びファックスを含む他の電子通信チ
ャンネルを通じて、紙ベースの注文を通じて、音声通信又は広告掲載機会を購入するため
に注文を伝送するためのあらゆる他の方法を通じて広告掲載機会の販売者に送信すること
ができる。図５Ｃは、価格設定最適化の目的のための広告閲覧回数分析の使用を示す（５
０４）。図５Ｄは、リアルタイム入札システム内の最新性分析を通じて価格設定を最適化
することができる方法を示す（５０８）。ここで図６を参照すると、リアルタイム入札シ
ステムは、それ以外では低価値の広告在庫の価値のあるセグメント（すなわち、広告）を
識別するために、ナノ－セグメントレベル（例えば、各インプレッションに対する入札値
）まで広告在庫の自動化分析を可能にすることができる（６００）。リアルタイム入札シ
ステムは、例えば、学習マシーンを使用することにより、広告在庫のナノ－セグメントに
おける広告のパフォーマンスで受信したデータ（例えば、各広告に関連付けられるインプ
レッションの数）に少なくとも一部基づいて、アルゴリズムを作成し継続して修正するこ
とができる。学習システムのアルゴリズムに少なくとも一部基づいて、リアルタイム入札
システムは、パフォーマンスデータに少なくとも一部基づいてナノ－セグメントにおける
広告に対して「公正」であると考えられる入札値を生成することができる。一実施形態で
は、ナノ－セグメントに関連付けられた平均入札価格は、他の基準、例えば、広告に関連
付けられるインプレッションの数に基づいて調節することができる。一実施形態では、各
ナノ－セグメントに、規則、アルゴリズム、又は規則及び／又はアルゴリズムのセットを
関連付けることができる。
【００９１】
　一実施形態では、コンピュータ可読媒体に具現化されたコンピュータプログラム製品は
、１つ又はそれよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、複数の広告掲載の各々に
対するパフォーマンス情報及び過去の入札価格に少なくとも一部基づいて、複数の利用可
能なウェブ公開可能な広告掲載の各々に対する購入価格を予測することができる。複数の
広告の各々に対する購入価格は、価格設定傾向を査定するために追跡及び予測することが
できる。
【００９２】
　一実施形態では、価格設定傾向は、評価が将来変化するか否かの予測を含むことができ
る。
【００９３】
　一実施形態では、コンピュータ可読媒体に具現化されたコンピュータプログラム製品は
、１つ又はそれよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、複数の広告掲載の各々に
対するパフォーマンス情報及び過去の入札価格に少なくとも一部基づいて、複数の利用可
能なウェブ公開可能な広告掲載の各々に対する経済評価を予測することができる。複数の
広告の各々に対する経済評価は、価格設定傾向を査定するために追跡及び予測することが
できる。
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【００９４】
　実施例では、本発明のシステムは、入札の一部が成功し、入札を送信された広告を取得
することを期待して、オークションにおいて広告を買うための入札を提示することができ
る。本発明のシステムが作動すると、勝利した入札の一部分は、予測される目標に達しな
い場合がある。このような挙動は、多数の利用可能な広告又はこれらの部分集合に対して
起こることがある。価格傾向予測アルゴリズムは、入札価格に行わなくてはならない修正
を推定することができ、それによって勝ち取って購入された広告の一部分は、意図された
目標に近づくことになり、最終的には意図された目標に達することができる。
【００９５】
　図７に示すように、本明細書に説明するリアルタイム入札方法及びシステムは、以下に
限定されるものではないが、広告主及び広告代理店を含む複数の組織及び組織タイプによ
って統合、関連付け、及び／又は提携することができる（７００）。リアルタイム入札シ
ステムは、本明細書で説明するように、学習アルゴリズム及び技術を使用して買い手側最
適化を実行することができ、コンテンツ提供者から広告を受け取る売り手側オプティマイ
ザー、広告ネットワーク、及び／又は取引所のような売り手側アグリゲータからの広告の
選択を最適化することができる。これは、デジタル媒体ユーザによって在庫内で利用可能
なメッセージ及び広告のペアリングを最適化することができる。広告代理店は、インター
ネットベースの広告会社、デジタル媒体ユーザに表示する広告インプレッションを売る組
織のような広告販売者、及び／又は広告バイヤを含むことができる。広告主及び広告代理
店は、リアルタイム入札システムに広告キャンペーン記述子を提供することができる。キ
ャンペーン記述子は、以下に限定されるものではないが、チャンネル、時間、予算、又は
キャンペーン記述子データの何らかの他のタイプを含むことができる。一実施形態では、
広告代理店データは、以下に限定されるものではないが、ユーザに関連付けられる識別子
、チャンネル、時間、支払われる価格、表示される広告、結果のユーザアクション、又は
広告及び／又はインプレッションに関連する履歴データの何らかの他のタイプを含む各広
告の掲載位置及びユーザインプレッション及び変換などを説明する履歴ログを含むことが
できる。履歴ログはまた、自発的なユーザアクションに関するデータを含むことができる
。一実施形態では、リアルタイム入札システムによって利用される広告主データは、以下
に限定されるものではないが、広告の主題に関するメタデータ、例えば、広告の主題であ
る製品の在庫レベルを含むことができる。評価及び入札額などは、この及び他のメタデー
タに従って最適化することができる。評価及び入札額などは、主要パフォーマンス指標に
従って最適化することができる。
【００９６】
　図８Ａ及び８Ｂは、リアルタイム入札方法及びシステムを使用した仮定事例研究を示す
（８００、８０２）。一実施形態では、学習システムは、以前の小売業者広告キャンペー
ンから導出されるような訓練データセットを使用して、本明細書で説明するように規則及
びアルゴリズムを作成することができる。訓練データセットは、以前のキャンペーンに含
まれた広告で複数のデジタル媒体ユーザによって行われた以前のインプレッション、変換
、アクション、及びクリックスルーなどの記録を含むことができる。学習システムは、次
に、キャンペーンでの広告の他のものよりも相対的に成功した以前のキャンペーンからの
広告コンテンツの部分集合を識別し、その高い予測値に基づいて将来の使用ためにこの広
告コンテンツを推薦することができる。
【００９７】
　一実施形態では、コンピュータ可読媒体に具現化されたコンピュータプログラム製品は
、１つ又はそれよりも多くのコンピュータ上で実行された時に、複数の利用可能な広告掲
載に関する情報を査定するために、広告を掲載する要求の受信に応答して経済評価モデル
を配備することができる。経済評価モデルは、複数の広告掲載の各々に対する入札の経済
評価も価格設定を予測するために使用することができる。市場機会に関する仮定を判断す
ることができ、経済評価モデルは、仮定市場機会に応答して更新することができる。
【００９８】
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　実施例では、本発明のシステムは、数秒毎に使用される評価モデルの精度を改良するデ
ータセットを見出すか又はモデルへの変更を識別して広告の経済的価値を予測することが
できる。本発明のシステムは、モデルへの新しいデータ又は変更が作成されるのと同じ速
度で、その全体において評価モデルを置換するその機能に制限を設けることができる。こ
の結果、経済評価を提供する場合にあまり有効でない部分を選択することが有利になる。
機会的更新構成要素は、評価モデルの区画を置換するための順序及び優先順位を選択する
ことができる。このような優先順位付けにより、区画の経済評価に基づいて組み込むため
の新しい区画で置換することができる。その結果、本発明のシステムは、評価システムに
加えるためのモデルのデータ又は区画及びこれを実行するための順序に関する命令の優先
順位付けされたセットを作成することができる。
【００９９】
　一実施形態では、本発明の方法及びシステムは、広告キャンペーンを分割することがで
き、本明細書に説明する方法及びシステムを使用するキャンペーンからの第１のセットの
パフォーマンスを本方法及びシステムを使用しないキャンペーンからの第２のセットと比
較することができる。分析比較は、第１及び第２のセット間のリフト（例えば、第三者キ
ャンペーン）に基づくリフト及びチャージを示すことができる。
【０１００】
　実施例では、本発明のシステムは、本発明のシステムが適用されていないベースライン
サンプルを作成するための広告の一部分を分離することができ、従って、その利益は供給
されない。このような処理は自動とすることができる。このような分離は、多数の利用可
能な広告にわたって又はユーザのランダムに選択されたパネルにランダム選択によって実
行することができる。ベースラインサンプルに属さない残りの広告は、本発明のシステム
を使用して掲載することができる。
【０１０１】
　一実施形態では、広告キャンペーンが測定可能な一部の目標を呈した時に、利益が大き
い程、判断されたキャンペーンが適切であり、これは、広告主が、改善した利益をもたら
す広告キャンペーンに対して報奨金を支払う意志があると信じられる。
【０１０２】
　一実施形態では、価格設定モデルは、システムを使用して掲載された広告によって生成
された利益とシステムなしに掲載された広告との間の差をベースラインサンプルとして計
算することができる。システム利益は、これらの総合的な差である。広告主に課せられる
価格は、システム利益の一部分とすることができる。
【０１０３】
　図９は、リアルタイム入札方法及びシステムを使用する場合に含むことができる主要段
階を要約する簡略化された流れ図９００を示している。
【０１０４】
　図１０は、リアルタイム入札システムに関連付けることができるピクセルプロビジョニ
ングシステムのためのユーザインタフェースの例示的な実施形態１０００を示している。
【０１０５】
　図１１は、リアルタイム入札システムに関連付けることができるインプレッションレベ
ルデータの例示的な実施形態１１００を示している。
【０１０６】
　図１２は、仮定の広告キャンペーンパフォーマンスレポート１２００を示している。
【０１０７】
　図１３は、本発明の実施形態によるオンライン広告掲載の購入のためのリアルタイム入
札及び評価のための入札評価ユニット１３００を示している。入札評価ユニット１３００
は、提供者ユニット１１２、分析プラットフォームユニット１１４、広告注文送信及び受
信ユニット１２０、状況分析サービスユニット１３２、データ統合ユニット１３４、分析
ユニットによって使用される様々なタイプのデータを提供する１つ又はそれよりも多くの
データベースを更に（他のユニットとは分けて）含むことができる。本発明の一実施形態
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では、分析プラットフォームユニット１１４は、学習マシーンユニット１３８、評価アル
ゴリズムユニット１４０、リアルタイム入札マシーンユニット１４２、追跡マシーンユニ
ット１４４、インプレッション／クリック／アクションログユニット１４８、及びリアル
タイム入札ログユニット１５０を含むことができる。
【０１０８】
　本発明の一実施形態では、学習マシーン１３８は、リアルタイム入札マシーンユニット
１４２のためのターゲット化アルゴリズムを開発するために使用することができる。学習
マシーン１３８は、オンライン広告をターゲットにするために使用することができる取り
わけソーシャル挙動及び推測される人口統計を含むパターンを学習することができる。更
に、学習マシーンユニット１３８は、１つ又はそれよりも多くのデータベースに結合する
ことができる。本発明の一実施形態では、１つ又はそれよりも多くのデータベースは、広
告代理店／広告主データベース１５２を含むことができる。広告代理店データ１５２は、
キャンペーン記述子を含むことができ、チャンネル、時間、予算、及び広告メッセージの
拡散を可能にすることができる他の情報を説明することができる。広告代理店データ１５
２はまた、ユーザに表示される各広告メッセージの掲載位置とすることができるキャンペ
ーン及び履歴ログを含むことができる。広告代理店データ１５２は、ユーザの識別子、チ
ャンネル、時間、支払われる価格、表示される広告メッセージ、及びユーザが生じたユー
ザアクション、又はキャンペーン又は履歴ログデータの何らかの他のタイプの１つ又はそ
れよりも多くを含むことができる。更に、広告主データ１５２は、ビジネス情報データ、
又は動的及び／又は静的マーケティング目標を説明することができるデータの何らかの他
のタイプを含むことができる。実施例では、広告主１０４がその倉庫に有する所定の製品
の過剰在庫の量を広告主データ１５２によって説明することができる。更に、１つ又はそ
れよりも多くのデータベースは、履歴イベントデータベースを含むことができる。履歴イ
ベントデータ１５４は、ユーザイベントの時間をその領域で発生する他のイベントと相関
付けるために使用することができる。実施例では、特定のタイプの広告に対する反応速度
は、株価の動きに相関付けることができる。履歴イベントデータ１５４は、以下に限定さ
れるものではないが、天気データ、イベントデータ、ローカルニュースデータ、又はデー
タの何らかの他のタイプを含むことができる。更に、１つ又はそれよりも多くのデータベ
ースは、ユーザデータベースを含むことができる。ユーザデータ１５８は、広告受信者に
関する個人的にリンクされた情報を含むことができる第三者によって提供されるデータを
含むことができる。この情報は、ユーザをラベル付け又は説明することができる優先権又
は他の指標をユーザに提供することができる。更に、１つ又はそれよりも多くのデータベ
ースは、リアルタイムイベントデータベースを含むことができる。リアルタイムイベント
データ１６０は、履歴データに類似しているがより最新のものであるデータを含むことが
できる。リアルタイムイベントデータ１６０は、以下に限定されるものではないが、現在
の秒、分、時間、日、又は時間の何らかの他の尺度であるデータを含むことができる。実
施例では、学習マシーンユニット１３８が、広告パフォーマンスと履歴株価指標値の間の
相関関係を見出した場合、リアルタイム株価指標値は、リアルタイム入札マシーンユニッ
ト１４２によって広告を評価するために使用することができる。更に、１つ又はそれより
も多くのデータベースは、提供者１１２及び提供者のウェブサイトなどに関連付けられた
状況データ１６２を提供することができる状況データベースを含むことができる。１つ又
はそれよりも多くのデータベースは、更に、第三者／商業データベースを含むことができ
る。
【０１０９】
　更に、本発明の一実施形態では、データ統合ユニット１３４及び状況分析サービスユニ
ット１３２は、分析プラットフォームユニット１１４及び１つ又はそれよりも多くのデー
タベースに関連付けることができる。データ統合ユニット１３４は、１つ又はそれよりも
多くのデータベースからのデータの様々なタイプの分析プラットフォームユニット１１４
への統合を容易にすることができる。状況分析サービスユニット１３２は、広告及び／又
は提供者コンテンツ、ウェブサイト、又は他の提供者広告状況に対するメディアの状況カ
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テゴリを識別することができる。実施例では、状況分析器は、ウェブコンテンツを分析し
て、ウェブページがスポーツ、金融、又は何らかの他のトピックに関するコンテンツを含
むか否かを判断することができる。この情報は、関連する提供者及び／又は広告を出すこ
とができるウェブページを識別するために学習マシーンユニットへの入力として使用する
ことができる。別の一実施形態では、提供者１１２のウェブページにおける広告のロケー
ションは、この情報に基づいて判断することができる。本発明の一実施形態では、状況分
析サービスユニット１３２はまた、リアルタイム入札マシーンユニット１４２及び／又は
１つ又はそれよりも多くのデータベースに関連付けることができる。
【０１１０】
　本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提供者ユニッ
ト１１２から入札要求メッセージを受信することができる。リアルタイム入札マシーンユ
ニット１４２は、応答が要求受信と実質的に同時に及び／又は要求受信に非常に近い時間
に行われる場合に時間制約に関連付けられる入札要求に応答することができるので「リア
ルタイム」ユニットと考えることができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は
、システムが決定するのをユーザが待つ間、表示される広告メッセージを計算するために
非ステートレス方法を使用することができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２
は、学習マシーン１３８によって提供されるアルゴリズムを使用してリアルタイム計算を
実行することができ、最適入札値を動的に推定することができる。一実施形態では、代替
のリアルタイム入札マシーンユニット１４２が、提示する広告を判断するためにステート
レス構成を有することができる。
【０１１１】
　更に、本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提供者
ユニット１１２に対する広告を掲載する要求の受信に基づいて広告に対する複数の候補掲
載位置の各々に対する予測経済評価を動的に判断することができる。提供者ユニット１１
２に対する広告掲載の要求の受信に応答して、リアルタイム入札マシーンユニット１４２
は、広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対する予測経済評価を動的に判断すること
ができ、提供者ユニット１１２に経済評価に基づく利用可能な掲載位置を提示するか否か
を選択して決定することができる。
【０１１２】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、掲載位置に対する第２
の要求を処理する前に経済評価を動的に判断するためのモデルを変更する段階を含むこと
ができる。モデルの変更は、マシーン学習ユニットに少なくとも一部基づくことができる
。本発明の一実施形態では、複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告の少なくと
も１つを選択及び提示する前に、経済評価モデルの挙動は、複数の掲載位置の各々に対す
る評価の第２のセットを生成するために変更することができる。一実施形態では、選択及
び提示のための段階は、評価の第２のセットに基づくことができる。更に、本発明の一実
施形態では、掲載位置に対する要求は、時間制限要求とすることができる。更に、経済評
価モデルは、複数の広告掲載の各々に関するパフォーマンス情報を査定することができる
。動的に可変の経済評価モデルも、予測経済評価を査定するために使用することができる
。本発明の一実施形態では、動的に可変の経済評価モデルは、複数の掲載位置に対する経
済評価に関する入札値を査定することができる。広告に対する複数の候補掲載位置の各々
に対する予測経済評価の動的判断は、広告主データ１５２、履歴イベントデータ１５４、
ユーザデータ１５８、リアルタイムイベントデータ１６０、状況データ１６２、及び第三
者商業データ１６４に少なくとも一部基づくことができる。
【０１１３】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提供者１１２に対する
広告の掲載要求の受信に応答して広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対する予測経
済評価を動的に判断することができる。経済評価モデルが判断された後、リアルタイム入
札マシーンユニット１４２は、広告のための複数の候補掲載位置の各々に対する予測経済
評価に少なくとも一部基づいて入札額を判断することができる。入札額の判断は、リアル
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タイム入札ログの分析を含むことができる。別の一実施形態では、入札額の判断は、マシ
ーン学習に少なくとも一部基づく分析モデリングを含むことができる。マシーン学習に少
なくとも一部基づく分析モデリングは、広告インプレッション、広告クリックスルー、及
び広告提示に関連して行われるユーザアクションの少なくとも１つを要約する履歴ログデ
ータの分析を含むことができる。更に、本発明の一実施形態では、入札額の判断は、状況
分析サービスユニット１３２からのデータの分析を含むことができる。
【０１１４】
　本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提供者１１２
に対する広告掲載の要求の受信に応答して広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対す
る予測経済評価を動的に判断することができる。経済評価モデルが判断された後に、リア
ルタイム入札マシーンユニット１４２は、広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対す
る予測経済評価に少なくとも一部基づいて入札額を判断することができる。その後、リア
ルタイム入札マシーンユニットは、複数の候補掲載位置の中から広告に対する最適掲載位
置を選択することができる。更に、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、広告に
対する最適掲載位置に自動的に入札することができる。
【０１１５】
　図１４は、経済評価に基づいて複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告の少な
くとも１つを選択して提供者に提示する方法１４００を示している。本方法は、段階１４
０２で始まる。段階１４０４で、提供者に対する広告掲載の要求の受信に応答して、予測
経済評価を広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対して動的に判断することができる
。その後に、段階１４０８で、複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告の少なく
とも１つを経済評価に少なくとも一部基づいて選択して提供者に提示することができる。
本発明の一実施形態では、経済評価を動的に判断するためのモデルは、掲載位置に対する
第２の要求を処理する前に変更することができる。一実施形態では、モデルは、マシーン
学習に少なくとも一部基づいて変更することができる。本発明の一実施形態では、選択及
び提示の段階の前に、複数の掲載位置の各々に対する評価の第２のセットを生成するため
に経済評価モデルの挙動を変更することができる。一実施形態では、選択及び提示段階の
各段階は、第１の評価の代わりに使用される評価の第２のセットに基づくことができる。
一実施形態では、掲載位置に対する要求は時間制限要求とすることができる。一実施形態
では、本明細書に説明する経済評価モデルは、複数の広告掲載の各々に関するパフォーマ
ンス情報を査定することができる。動的に可変の経済評価モデルは、予測経済評価を査定
し、複数の掲載位置に対する経済評価に関して入札値を査定するために使用することがで
きる。広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対する予測経済評価は、広告主データ、
履歴イベントデータ、ユーザデータ、リアルタイムイベントデータ、状況データ又は第三
者商業データに少なくとも一部基づくことができる。本方法は、段階１４１０で終了する
。
【０１１６】
　図１５は、本発明の実施形態による入札額を判断する方法１５００を示している。本方
法は、段階１５０２で始まる。段階１５０４で、提供者に対する広告を掲載する要求の受
信に応答して、広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対する予測経済評価を動的に判
断することができる。その後に、段階１５０８で、広告に対する複数の候補掲載位置の各
々に対する予測経済評価に少なくとも一部基づいて入札額が判断される。本発明の一実施
形態では、入札額の判断は、マシーン学習に少なくとも一部基づくリアルタイム入札ログ
の分析及び／又は分析モデリングを含むことができる。本発明の一実施形態では、分析モ
デリングは、広告インプレッション、広告クリックスルー、及び広告提示に関連して行わ
れるユーザアクションの少なくとも１つを要約する履歴ログデータの分析を含むことがで
きる。本発明の一実施形態では、入札額の判断は、状況分析サービスからのデータの分析
を含むことができる。
【０１１７】
　図１６は、広告に対する最適掲載位置に自動的に入札する方法１６００を示し、従って
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、最適掲載位置は、予測経済評価に少なくとも一部基づいて選択される。本方法は、段階
１６０２で始まる。段階１６０４で、提供者に対する広告掲載の要求の受信に応答して広
告に対する複数の候補掲載位置の各々に対する予測経済評価が動的に判断される。その後
に、段階１６０８で、広告に対する複数の候補掲載位置の各々に対する予測経済評価に少
なくとも一部基づいて入札額が判断される。更に、段階１６１０で、入札額に少なくとも
一部基づいて複数の候補掲載位置の中から広告に対する最適掲載位置が選択される。最後
に、段階１６１２で、広告に対する最適掲載位置への入札が自動的に行われる。本方法は
、段階１６１４で終了する。
【０１１８】
　図１７は、本発明の実施形態によるオンライン広告購入のための入札をターゲットにす
るためのリアルタイムユニット１７００を示している。リアルタイムユニットは、学習マ
シーンユニット１３８及びリアルタイム入札マシーンユニット１４２を含むことができる
。本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提供者ユニッ
ト１１２から入札要求メッセージを受信することができる。リアルタイム入札マシーンユ
ニット１４２は、時間制約に関連付けられる入札要求に応答することができるので「リア
ルタイム」ユニットと考えることができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は
、学習マシーン１３８によって提供されるターゲット化アルゴリズムを使用してリアルタ
イム計算を実行することができ、最適入札値を動的に推定することができる。
【０１１９】
　更に、本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、広告に
対する１つ又はそれよりも多くの候補掲載位置の各々に対する経済評価を（提供者ユニッ
ト１１２に対する広告を掲載位する要求の受信に基づいて）動的に判断することができる
経済評価モデルを配備することができる。提供者ユニット１１２に対する広告を掲載する
要求の受信に応答して、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、広告に対する１つ
又はそれよりも多くの候補掲載位置の各々に対する経済評価を動的に判断することができ
る。経済評価が判断された後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、経済評価に
基づいて、複数の利用可能な掲載位置、及び／又は複数の広告の少なくとも１つを選択し
てユーザに提示することができる。一実施形態では、提供者１１２への選択及び提示は、
複数の利用可能な掲載位置、及び／又は複数の広告の少なくとも１つに対する推薦された
入札額を含むことができる。入札額は、時間制約に関連付けることができる。更に、一実
施形態では、マシーン学習を通じた精緻化は、モデルが広告の実際の経済パフォーマンス
を反映する程度を遡及的に比較することによって経済評価モデルを比較する段階を含むこ
とができる。本発明の一実施形態では、経済評価モデルは、広告代理店データ１５２、リ
アルタイムイベントデータ１６０、履歴イベントデータ１５４、ユーザデータ１５８、第
三者商業データ１６４、及び状況データ１６２に少なくとも一部基づくことができる。一
実施形態では、広告代理店データ１５２は、少なくとも１つのキャンペーン記述子を含む
ことができる。一実施形態では、キャンペーン記述子は、履歴ログデータ、広告代理店キ
ャンペーン予算データ、及び広告掲載における時間制約を示すデータとすることができる
。
【０１２０】
　一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、経済評価モデルを受信することがで
きる。経済評価モデルは、リアルタイム入札マシーンユニット１４２からのリアルタイム
入札ログデータ１５０の分析に少なくとも一部基づくことができる。その後、学習マシー
ンユニット１３８は、経済評価モデルを精緻化することができる。この調節は、広告イン
プレッションログの分析に少なくとも一部基づくことができる。本発明の一実施形態では
、経済評価モデルの精緻化は、学習マシーンユニット１３８で使用されるデータを学習マ
シーンユニット１３８によって読み取ることができるデータフォーマットに変換すること
ができるデータ統合段階を含むことができる。フォーマットは、ニュートラルフォーマッ
トとすることができる。更に、一実施形態では、学習マシーンを使用した経済評価モデル
の精緻化は、マシーン学習アルゴリズムに少なくとも一部基づくことができる。マシーン
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学習アルゴリズムは、「ｎａｉｖｅ　ｂａｙｅｓ」分析技術及び論理的回帰分析技術に少
なくとも一部基づくことができる。更に、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、
複数の利用可能な広告掲載の各々を分類するために精緻化された経済評価モデルを使用す
ることができる。分類は、広告インプレッションを達成する利用可能な広告掲載の各々の
確率を示すデータとすることができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、次
に、広告インプレッションを達成する確率を示すデータに少なくとも一部基づいて、利用
可能な広告掲載に優先順位を付けることができる。その後、リアルタイム入札マシーンユ
ニット１４２は、優先順位付けに基づいて複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広
告の少なくとも１つを選択してユーザに提示することができる。
【０１２１】
　本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２によって配備され
た経済評価モデルは、１つ又はそれよりも多くの掲載位置の各々に対する経済評価を予測
するために、１つ又はそれよりも多くの利用可能な掲載位置に関する情報を査定するマシ
ーン学習ユニットによって精緻化することができる。更に、一実施形態では、学習マシー
ンユニット１３８は、経済評価モデルを精緻化するためにデータの様々なタイプを取得す
ることができる。データの様々なタイプは、キャンペーン記述子を含むことができる代理
店データ１５２をいずれの制限もなしに含むことができ、かつチャンネル、時間、予算、
及び広告メッセージの拡散を可能にすることができる他の情報を説明することができる。
代理店データ１５２はまた、ユーザに表示される各広告メッセージに対する掲載位置とす
ることができるキャンペーン及び履歴ログを含むことができる。代理店データ１５２はま
た、ユーザの識別子、チャンネル、時間、支払われる価格、表示される広告メッセージ、
及びユーザが生じたユーザアクション、又はキャンペーン又は履歴ログデータの何らかの
他のタイプの１つ又はそれよりも多くを含むことができる。更に、データの様々なタイプ
は、ビジネス情報データ、又は動的及び／又は静的マーケティング目標を説明することが
できるデータの何らかの他のタイプを含むことができる。
【０１２２】
　本発明の一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、以下に限定されるものでは
ないが、本明細書に説明する方法及びシステムを最適化する段階を含む監査及び／又は監
督機能を実行することができる。情報の他の一実施形態では、学習システム１３８は、複
数のデータソースから複数のデータソースに少なくとも一部基づく本明細書に説明する方
法及びシステムの基本的最適化を学ぶことができる。一実施形態では、本明細書に説明す
る方法及びシステムは、インターネットベースの用途、モバイル用途、固定回線用途（例
えば、ケーブルメディア）、又はデジタル用途の何らかの他のタイプにおいて使用するこ
とができる。一実施形態では、本明細書に説明する方法及びシステムは、以下に限定され
るものではないが、セットトップボックス、デジタル掲示板、ラジオ広告、又はアドレス
可能な広告メディアの何らかの他のタイプを含む１つ又はそれよりも多くのアドレス可能
な広告メディアにおいて使用することができる。
【０１２３】
　更に、本発明の一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、リアルタイム入札マ
シーンユニット１４２の経済評価モデルを精緻化するために様々なタイプのアルゴリズム
を利用することができる。アルゴリズムは、いずれの制限もなしに、判断ツリー学習、相
関ルール学習、人工ニューラルネットワーク、汎用プログラミング、帰納的論理プログラ
ミング、サポートベクトルマシーン、クラスター化、ベイジアンネットワーク、及び強化
学習を含むことができる。本発明の一実施形態では、様々なタイプのアルゴリズムは、広
告がアクションをもたらすか否かを分類することができるアルゴリズムである選別器を生
成することができる。これらの基本的な形式を用いて、これらは、選別器の確度の強さを
示す「イエス」又は「ノー」回答及び／又はスコアを戻すことができる。較正技術が適用
される時に、これらは、修正される予測の可能性の確率推定を戻すことができる。
【０１２４】
　図１８は、経済評価に基づいて複数の利用可能な広告掲載の少なくとも１つを選択して
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ユーザに提示する方法１８００を示している。本方法は、段階１８０２で始まる。段階１
８０４で、提供者に対する広告の掲載要求の受信に応答して経済評価モデルを配備するこ
とができる。複数の掲載位置の各々に対する経済評価を予測するために、複数の利用可能
な掲載位置及び／又は複数の広告に関する情報を査定するマシーン学習を通じて経済評価
モデルを精緻化することができる。一実施形態では、マシーン学習を通じた精緻化は、モ
デルが広告の実際の経済パフォーマンスを反映する程度を遡及的に比較することによって
経済評価モデルを比較する段階を含むことができる。更に、経済評価モデルは、広告代理
店データ、リアルタイムイベントデータ、履歴イベントデータ、ユーザデータ、第三者商
業データ、及び状況データに少なくとも一部基づくことができる。更に、広告代理店デー
タは、少なくとも１つのキャンペーン記述子を含むことができる。更に、キャンペーン記
述子は、履歴ログデータ、広告代理店キャンペーン予算データ、及び広告代理店キャンペ
ーン予算データとすることができる。段階１８０８で、複数の利用可能な掲載位置及び／
又は複数の広告の少なくとも１つを経済評価に基づいて選択してユーザに提示することが
できる。一実施形態では、提供者への選択及び提示は、複数の利用可能な掲載位置及び／
又は複数の広告の少なくとも１つに対する推薦された入札額を含むことができる。更に、
入札額は、時間制約に関連付けることができる。方法１８００は、段階１８１０で終了す
る。
【０１２５】
　図１９は、リアルタイム入札ログデータを使用する経済評価モデルに少なくとも一部基
づいて複数の利用可能な広告掲載から優先順位付けされた掲載位置機会を選択する方法１
９００を示している。方法１９００は、段階１９０２で始まる。段階１９０４で、学習マ
シーンでの経済評価モデルを受信することができる。経済評価モデルは、リアルタイム入
札マシーンからのリアルタイム入札ログの分析に少なくとも一部基づくことができる。段
階１９０８で、経済評価モデルは、学習マシーンを使用して精緻化することができる。一
実施形態では、この精緻化は、広告インプレッションログの分析に少なくとも一部基づく
ことができる。更に、経済評価モデルの精緻化は、学習マシーンで使用されるデータを学
習マシーンによって読み取ることができるデータフォーマットに変換することができるデ
ータ統合段階を含むことができる。一実施形態では、フォーマットは、ニューラルフォー
マットとすることができる。更に、学習マシーンを使用した経済評価モデルの精緻化は、
マシーン学習アルゴリズムに少なくとも一部基づくことができる。マシーン学習アルゴリ
ズムは、「ｎａｉｖｅ　ｂａｙｅｓ」分析技術に少なくとも一部基づくことができる。更
に、マシーン学習アルゴリズムは、論理的回帰分析技術に少なくとも一部基づくことがで
きる。段階１９１０で、精緻化された経済評価モデルは、複数の利用可能な広告掲載の各
々を選別するために使用することができる。各選別は、広告インプレッションを達成する
利用可能な広告掲載の各々の確率を示すデータを使用して要約することができる。更に、
段階１９１２で、利用可能な広告掲載は、このデータに少なくとも一部基づいて優先順位
を付けることができる。更に、段階１９１４で、優先順位付けに基づいて複数の利用可能
な掲載位置及び／又は複数の広告の少なくとも１つを選択してユーザに提示することがで
きる。方法１９００は、段階１９１８で終了する。
【０１２６】
　図２０は、本発明の実施形態によりオンライン広告のための入札の購入価格傾向を予測
するための代替アルゴリズムを選択するためのリアルタイムユニット２０００を示してい
る。リアルタイムユニット１７００は、学習マシーンユニット１３８、評価アルゴリズム
ユニット１４０、リアルタイム入札マシーンユニット１４２、複数のデータ２００２、及
び提供者ユニット１１２からの入札要求メッセージ２００４を含むことができる。本発明
の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提供者ユニット１１２
から入札要求メッセージ１７０４を受信することができる。リアルタイム入札マシーンユ
ニット１４２は、時間制約に関連付けられる入札要求に応答することができるので「リア
ルタイム」ユニットと考えることができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は
、オンライン広告のための入札の購入価格傾向を予測するために、学習マシーンユニット
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１３８によって提供されるターゲット化アルゴリズムを使用してリアルタイム計算を実行
することができる。本発明の一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、オンライ
ン広告のための入札の購入価格傾向を予測するための現在作動中のアルゴリズムのパフォ
ーマンスに基づいて代替アルゴリズムを選択することができる。本発明の別の一実施形態
では、学習マシーンユニット１３８は、オンライン広告のための入札の購入価格傾向を予
測する代替アルゴリズムの予測されるパフォーマンスに基づいて代替アルゴリズムを選択
することができる。更に、本発明の一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、評
価アルゴリズムユニット１４０から代替アルゴリズムを取得することができる。
【０１２７】
　一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、オンライン広告掲載の
パフォーマンスを予測する複数のアルゴリズムを適用することができる。複数のアルゴリ
ズムが適用された状態で、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、様々な市場条件
の下で複数のアルゴリズムのパフォーマンスを追跡することができる。リアルタイム入札
マシーンユニット１４２は、次に、複数のアルゴリズムからアルゴリズムの１つのタイプ
に対するパフォーマンス条件を判断することができる。その後、リアルタイム入札マシー
ンユニット１４２は、市場条件を追跡することができ、現在の市場条件に基づいて広告掲
載のパフォーマンスを予測するためのアルゴリズムを選択することができる。
【０１２８】
　一実施形態では、パフォーマンスを予測する複数のアルゴリズムの少なくとも１つは、
広告主データ１５２を含むことができる。広告主データ１５２は、ビジネス情報データ、
又は動的及び／又は静的マーケティング目標を説明することができるデータの何らかの他
のタイプを含むことができる。本発明の別の一実施形態では、パフォーマンスを予測する
複数のアルゴリズムの少なくとも１つは、履歴イベントデータ１５４を含むことができる
。履歴イベントデータ１５４は、ユーザイベントの時間をその領域での他のイベントの発
生に相関付けるために使用することができる。実施例では、広告の特定のタイプに対する
反応速度は、株価の動きに相関付けることができる。履歴イベントデータ１５４は、以下
に限定されるものではないが、天気データ、イベントデータ、ローカルニュースデータ、
又はデータの何らかの他のタイプを含むことができる。本発明の更に別の一実施形態では
、パフォーマンスを予測する複数のアルゴリズムの少なくとも１つは、ユーザデータ１５
８を含むことができる。ユーザデータ１５８は、広告受信者に関する個人的にリンクされ
た情報を含むことができる第三者によって提供されるデータを含むことができる。この情
報は、優先権又はユーザをラベル付け又は説明することができる他の指標をユーザに提供
することができる。本発明の更に別の一実施形態では、パフォーマンスを予測する複数の
アルゴリズムの少なくとも１つは、リアルタイムイベントデータ１６０を含むことができ
る。リアルタイムイベントデータ１６０は、履歴データに類似しているがより最新のもの
であるデータを含むことができる。リアルタイムイベントデータ１６０は、以下に限定さ
れるものではないが、現在の秒、分、時間、日、又は時間の何らかの他の尺度であるデー
タを含むことができる。本発明の更に別の一実施形態では、パフォーマンスを予測する複
数のアルゴリズムの少なくとも１つは、状況データ１６２を含むことができる。本発明の
更に別の一実施形態では、パフォーマンスを予測する複数のアルゴリズムの少なくとも１
つは、第三者商業データを含むことができる。
【０１２９】
　更に、本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、類似の
広告掲載の過去のパフォーマンス及び価格に一部基づいて複数の利用可能なウェブ公開可
能な広告掲載の各々の経済評価を予測する１次モデルを使用することができる。リアルタ
イム入札マシーンユニット１４２はまた、複数のウェブ公開可能な広告掲載の各々の経済
評価を予測する第２のモデルを使用することができる。１次モデル及び第２のモデルの両
方を使用した経済評価の予測の後で、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、１次
モデルと第２のモデルによって生成された評価を比較して、１次モデルと第２のモデル間
の優先権を判断することができる。本発明の一実施形態では、評価の比較は、モデルが広
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告の実際の経済パフォーマンスを反映する程度を遡及的に比較する段階を含むことができ
る。更に、本発明の一実施形態では、１次モデルは、購入要求に応答するアクティブモデ
ルとすることができる。購入要求は、時間制限購入要求とすることができる。本発明の一
実施形態では、第２のモデルは、購入要求に応答するアクティブモデルとして１次モデル
を置換することができる。更に、この置換は、第２のモデルが現在の市場条件の下で１次
モデルよりも適切に実行することができるという予測に基づくことができる。本発明の一
実施形態では、この予測は、マシーン学習、履歴広告パフォーマンスデータ１３０、履歴
イベントデータ、及びリアルタイムイベントデータ１６０に少なくとも一部基づくことが
できる。
【０１３０】
　本発明の別の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、類似の広
告掲載の過去のパフォーマンス及び価格に一部基づいて複数の利用可能なモバイルデバイ
ス広告掲載の各々の経済評価を予測する１次モデルを使用することができる。リアルタイ
ム入札マシーンユニット１４２はまた、複数のモバイルデバイス広告掲載の各々の経済評
価を予測する第２のモデルを使用することができる。１次モデル及び第２のモデルの両方
を使用した経済評価の予測の後で、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、１次モ
デル及び第２のモデルによって生成された評価を比較して、１次モデルと第２のモデル間
の優先権を判断することができる。本発明の一実施形態では、評価の比較は、モデルが広
告の実際の経済パフォーマンスを反映する程度を遡及的に比較する段階を含むことができ
る。更に、本発明の一実施形態では、１次モデルは、購入要求に応答するアクティブモデ
ルとすることができる。購入要求は、時間制限購入要求とすることができる。本発明の一
実施形態では、第２のモデルは、購入要求に応答するアクティブモデルとして１次モデル
を置換することができる。更に、この置換は、現在の市場条件の下で第２のモデルが１次
モデルよりも適切に実行することができるという予測に基づくことができる。
【０１３１】
　本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２によって配備され
た経済評価モデルは、１つ又はそれよりも多くの掲載位置の各々に対する経済評価を予測
するために１つ又はそれよりも多くの利用可能な掲載位置に関する情報を査定することが
できるようにマシーン学習ユニット１３８によって精緻化することができる。
【０１３２】
　一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、経済評価モデルを精緻化するために
データの様々なタイプを取得することができる。データの様々なタイプは、いずれの制限
もなしに、広告主データ１５２、履歴イベントデータ１５４、ユーザデータ１５８、リア
ルタイムイベントデータ１６０、状況データ１６２、及び第三者商業データを含むことが
できる。データの様々なタイプは、市場人口統計データなどのような広告に直接関係のな
い場合がある様々なフォーマット及び情報を有することができる。本発明の一実施形態で
は、様々なフォーマットにおけるデータの様々なタイプは、ニュートラルフォーマット又
は学習マシーンユニット１３８に適合するフォーマットに固有のフォーマット、又は学習
マシーンユニット１３８に対して適切な何らかの他のデータタイプに変換することができ
る。
【０１３３】
　一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、リアルタイム入札マシーンユニット
１４２の経済評価モデルを精緻化するためにアルゴリズムの様々なタイプを利用すること
ができる。アルゴリズムは、いずれの制限もなしに、判断ツリー学習、相関ルール学習、
人工ニューラルネットワーク、汎用プログラミング、帰納論理プログラミング、サポート
ベクトルマシーン、クラスター化、ベイジアンネットワーク、及び強化学習を含むことが
できる。
【０１３４】
　図２１は、現在の市場条件に基づいて広告掲載のパフォーマンスを予測するための本発
明の方法２１００を示している。本方法は、段階２１０２で始まる。段階２１０４で、オ
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ンライン広告掲載のパフォーマンスを予測する複数のアルゴリズムを適用することができ
る。本発明の一実施形態では、パフォーマンスを予測する複数のアルゴリズムの少なくと
も１つは、広告主データ、履歴イベントデータ、ユーザデータ、リアルタイムイベントデ
ータ、状況データ、及び第三者商業データ、又はデータの何らかの他のタイプを含むこと
ができる。その後、段階２１０８で、様々な市場条件の下で複数のアルゴリズムのパフォ
ーマンスを追跡することができる。更に、段階２１１０で、アルゴリズムのタイプに対す
るパフォーマンスを判断することができ、次に、市場条件を段階２１１２で追跡すること
ができる。最後に、段階２１１４で、現在の市場条件に基づく広告掲載のパフォーマンス
を予測するためのアルゴリズムを選択することができる。本方法は、段階２１１８で終了
する。
【０１３５】
　図２２は、本発明の実施形態により経済評価を予測する１次モデルと第２のモデル間の
優先権を判断する方法２２００を示している。本方法は、段階２２０２で始まる。段階２
２０４で、１次モデルを使用して複数の利用可能なウェブ公開可能な広告掲載の各々の経
済評価を予測することができる。経済評価は、類似の広告掲載の過去のパフォーマンス及
び価格に一部基づくことができる。段階２２０８で、第２のモデルを使用して複数の利用
可能なウェブ公開可能な広告掲載の各々の経済評価を予測することができる。その後、段
階２２１０で、１次モデル及び第２のモデルの両方を使用した経済評価を比較して、１次
モデルと第２のモデル間の優先権を判断することができる。本発明の一実施形態では、評
価の比較は、モデルが広告の実際の経済パフォーマンスを反映する程度を遡及的に比較す
る段階を含むことができる。更に、本発明の一実施形態では、１次モデルは、購入要求に
応答するアクティブモデルとすることができる。購入要求は、時間制限購入要求とするこ
とができる。本発明の一実施形態では、第２のモデルは、購入要求に応答するアクティブ
モデルとして１次モデルを置換することができる。更に、この置換は、現在の市場条件の
下で第２のモデルが１次モデルよりも適切に実行することができるという予測に基づくこ
とができる。本発明の一実施形態では、この予測は、マシーン学習、履歴広告パフォーマ
ンスデータ、履歴イベントデータ、及びリアルタイムイベントデータに少なくとも一部基
づくことができる。本方法は、段階２２１２で終了する。
【０１３６】
　ここで図２３を参照すると、本発明の別の実施形態により経済評価を予測する１次モデ
ルと第２のモデル間の優先権を判断する方法２３００が示されている。本方法は、段階２
３０２で始まる。段階２３０４で、１次モデルを使用して複数の利用可能なモバイルデバ
イス広告掲載の各々の経済評価を予測することができる。経済評価は、類似の広告掲載の
過去のパフォーマンス及び価格に一部基づくことができる。段階２３０８で、第２のモデ
ルを使用して複数の利用可能なモバイルデバイス広告掲載の各々の経済評価を予測するこ
とができる。その後、段階２３１０で、１次モデルと第２のモデルの両方を使用した経済
評価を比較して、１次モデルと第２のモデル間の優先権を判断することができる。本発明
の一実施形態では、評価の比較は、モデルが広告の実際の経済パフォーマンスを反映する
程度を遡及的に比較する段階を含むことができる。更に、本発明の一実施形態では、１次
モデルは、購入要求に応答するアクティブモデルとすることができる。購入要求は、時間
制限購入要求とすることができる。本発明の一実施形態では、第２のモデルは、購入要求
に応答するアクティブモデルとして１次モデルを置換することができる。更に、この置換
は、現在の市場条件下で第２のモデルが１次モデルよりも適切に実行することができると
いう予測に基づくことができる。本方法は、段階２３１２で終了する。
【０１３７】
　更に、本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提供者
ユニット１１２から広告を掲載する要求を受信することができる。この要求に応答して、
リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の利用可能な広告掲載の各々に対する
経済評価を予測するために複数の競争経済評価モデルを配備することができる。複数の経
済評価モデルの配備後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の競争経済評
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価モデルの各々によって生成された各評価を査定して、広告掲載の現在の評価として１つ
の経済評価モデルを選択することができる。
【０１３８】
　本発明の一実施形態では、経済評価モデルは、リアルタイムイベントデータ１６０に少
なくとも一部基づくことができる。リアルタイムイベントデータ１６０は、履歴データに
類似であるがより最新のものであるデータを含むことができる。リアルタイムイベントデ
ータ１６０は、以下に限定されるものではないが、現在の秒、分、時間、日、又は時間の
何らかの他の尺度であるデータを含むことができる。本発明の別の一実施形態では、経済
評価モデルは、履歴イベントデータ１５４に少なくとも一部基づくことができる。履歴イ
ベントデータ１５４は、ユーザイベントの時間をその領域での他のイベントの発生に相関
付けるために使用することができる。実施例では、広告の特定のタイプに対する反応速度
は、株価の動きに相関付けることができる。履歴イベントデータ１５４は、以下に限定さ
れるものではないが、天気データ、イベントデータ、ローカルニュースデータ、又はデー
タの何らかの他のタイプを含むことができる。本発明の更に別の一実施形態では、経済評
価モデルは、ユーザデータ１５８に少なくとも一部基づくことができる。ユーザデータ１
５８は、広告受信者に関する個人的にリンクされた情報を含むことができる第三者によっ
て提供されるデータを含むことができる。この情報は、優先権又はユーザをラベル付け又
は説明することができる他の指標をユーザに提供することができる。本発明の更に別の一
実施形態では、経済評価モデルは、第三者商業データに少なくとも一部基づくことができ
る。本発明の一実施形態では、第三者商業データは、履歴広告インプレッションに関連す
る金融データを含むことができる。本発明の更に別の一実施形態では、経済評価モデルは
、状況データ１６２に少なくとも一部基づくことができる。本発明の更に別の一実施形態
では、経済評価モデルは、広告主データ１５２に少なくとも一部基づくことができる。広
告主データ１５２は、ビジネス情報データ、又は動的及び／又は静的マーケティング目標
を説明することができるデータの何らかの他のタイプを含むことができる。本発明の更に
別の一実施形態では、経済評価モデルは、広告代理店データ１５２に少なくとも一部基づ
くことができる。広告代理店データ１５２はまた、ユーザに表示される各広告メッセージ
に対する掲載位置とすることができるキャンペーン及び履歴ログを含むことができる。広
告代理店データ１５２はまた、ユーザの識別子、チャンネル、時間、支払われる価格、表
示される広告メッセージ、及びユーザがもたらすユーザアクションの１つ又はそれよりも
多く、又はキャンペーン又は履歴ログデータの何らかの他のタイプを含むことができる。
本発明の更に別の一実施形態では、経済評価モデルは、履歴広告パフォーマンスデータ１
３０に少なくとも一部基づくことができる。本発明の更に別の一実施形態では、経済評価
モデルは、マシーン学習に少なくとも一部基づくことができる。
【０１３９】
　本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２によって配備され
た経済評価モデルは、１つ又はそれよりも多くの掲載位置の各々に対する経済評価を予測
するために１つ又はそれよりも多くの利用可能な掲載位置に関する情報を査定することが
できるようにマシーン学習ユニット１３８によって精緻化することができる。
【０１４０】
　本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２が提供者ユニット
１１２から広告を掲載する要求を受信した後、この要求に応答してリアルタイム入札マシ
ーンユニット１４２は、複数の広告掲載の各々に対する経済評価を予測するために複数の
競争経済評価モデルを配備することができる。複数の経済評価モデルを配備した後、リア
ルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の競争経済評価モデルの各々によって生成
された各評価を査定して広告掲載の第１の評価として１つを選択することができる。第１
の評価の選択に応答して、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の競争経済
評価モデルの各々によって生成された各評価を再査定して、広告掲載の修正された評価と
して１つを選択することができる。本発明の一実施形態では、修正された評価は、第１の
評価を選択した時に利用可能ではなかったリアルタイムイベントデータ１６０を使用した
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経済評価モデルの分析に少なくとも一部基づくことができる。その後、リアルタイム入札
マシーンユニット１４２は、広告掲載に対する推薦された入札額を導出する際に使用する
第２の修正評価によって第１の評価を置換することができる。本発明の一実施形態では、
この要求は、提供者１１２から受信することができ、推薦された入札額は、自動的に提供
者１１２に送信することができる。本発明の別の一実施形態では、この要求は、提供者１
１２から受信することができ、推薦された入札額に等しい入札を提供者１１２の代わりに
自動的に入れることができる。本発明の一実施形態では、推薦された入札額は、広告掲載
の推薦された時間に関連付けることができる。本発明の別の一実施形態では、推薦された
入札額をリアルタイム入札マシーンユニット１４２に関連付けることができるリアルタイ
ム入札ログの分析によって更に取得することができる。一般的な分析方法、統計技術、及
び評価モデルのような競争アルゴリズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業
者に公知の分析方法、統計技術、及びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及
びシステムに従って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するために使用することがで
きることは理解されるであろう。
【０１４１】
　本発明の別の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２が提供者ユニ
ット１１２から広告を掲載する要求を受信した後、リアルタイム入札マシーンユニット１
４２は、複数の競争経済評価モデルを配備して複数の利用可能な広告掲載に関する情報を
査定することができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、競争経済評価モデ
ルを配備して複数の広告掲載の各々に対する経済評価を予測することができる。複数の経
済評価モデルを配備した後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の競争経
済評価モデルの各々によって生成された各評価を査定して、広告掲載の将来の評価として
１つの評価を選択することができる。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルのよ
うな競争アルゴリズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知の分析方
法、統計技術、及びツールは、本発明のよって含まれ、本発明の方法及びシステムに従っ
て競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するために使用することができることは理解さ
れるであろう。
【０１４２】
　本発明の別の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２が提供者ユニ
ット１１２から広告を掲載する要求を受信した後、リアルタイム入札マシーンユニット１
４２は、複数の競争経済評価モデルを配備して複数の利用可能な広告掲載に関する情報を
査定することができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、競争経済評価モデ
ルを配備して、複数の広告掲載の各々に対する経済評価を予測することができる。複数の
経済評価モデルを配備した後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の競争
経済評価モデルの各々によって生成された各評価をリアルタイムで査定し、広告掲載の将
来の評価として１つの評価を選択することができる。一般的な分析方法、統計技術、及び
評価モデルのような競争アルゴリズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者
に公知の分析方法、統計技術、及びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及び
システムに従って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するために使用することができ
ることは理解されるであろう。本発明の一実施形態では、将来の評価は、将来のイベント
を説明するシミュレーションデータに少なくとも一部基づくことができる。本発明の一実
施形態では、将来のイベントは、株価の変動とすることができる。更に、本発明の一実施
形態では、将来のイベントを説明するシミュレーションデータは、履歴イベントデータの
分析から導出することができる。
【０１４３】
　本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２が提供者ユニット
１１２から広告を掲載する要求を受信した後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２
は、複数の利用可能な広告掲載に関する複数の競争リアルタイム入札アルゴリズムを配備
して広告掲載に入札することができる。複数の競争リアルタイム入札アルゴリズムを配備
した後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、各入札アルゴリズムを査定して好
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ましいアルゴリズムを選択することができる。本発明の一実施形態では、競争リアルタイ
ム入札アルゴリズムは、リアルタイム入札ログからのデータを使用することができる。一
般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルのような競争アルゴリズム及びモデルを査定
するためのツール、並びに当業者に公知の分析方法、統計技術、及びツールは、本発明に
よって含まれ、本発明の方法及びシステムに従って競争アルゴリズム及び評価モデルを査
定するために使用することができることは理解されるであろう。
【０１４４】
　本発明の別の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２が提供者ユニ
ット１１２から広告を掲載する要求を受信した後、リアルタイム入札マシーンユニット１
４２は、複数の利用可能な広告掲載に関する複数の競争リアルタイム入札アルゴリズムを
配備することができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の競争リアル
タイム入札アルゴリズムを配備して広告掲載に入札することができる。複数の競争リアル
タイム入札アルゴリズムを配備した後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、競
争リアルタイム入札アルゴリズムによって作成された各入札推薦を査定することができる
。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、競争リアルタイム入札アルゴリズムによ
って作成された各入札推薦を再査定して修正入札推薦として１つを選択することができる
。本発明の一実施形態では、修正入札推薦は、入札推薦を選択した時には利用可能でなか
ったリアルタイムイベントデータ１６０を使用するリアルタイム入札アルゴリズムに少な
くとも一部基づくことができる。その後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、
広告掲載に対する推薦された入札額を導出する際に使用する修正入札推薦で入札推薦を置
換することができる。本発明の一実施形態では、この置換は、広告を掲載する要求の受信
に対してリアルタイムで実行することができる。
【０１４５】
　ここで図２４を参照すると、本発明の実施形態による広告掲載に対するリアルタイム入
札において複数の競争評価モデルから１つを選択する方法２４００が示されている。本方
法は、段階２４０２で始まる。段階２４０４で、広告を掲載する要求の受信に応答して複
数の競争経済評価モデルを配備し、複数の広告掲載の各々に対する経済評価を予測するこ
とができる。その後に、段階２４０８で、複数の競争経済評価モデルの各々によって生成
された各評価を査定して、広告掲載の現在の評価として評価モデルの１つを選択すること
ができる。本発明の一実施形態では、経済評価モデルは、リアルタイムイベントデータ、
履歴イベントデータ、ユーザデータ、状況データ、広告主データ、広告代理店データ、履
歴広告パフォーマンスデータ、マシーン学習及び第三者商業データに少なくとも一部基づ
くことができる。本発明の一実施形態では、第三者商業データは、履歴広告インプレッシ
ョンに関連する金融データを含むことができる。本方法は、段階２４１０で終了する。一
般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルのような競争アルゴリズム及モデルを査定す
るためのツール、並びに当業者に公知の分析方法、統計技術、及びツールは、本発明によ
って含まれ、本発明の方法及びシステムに従って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定
するために使用することができることは理解されるであろう。
【０１４６】
　図２５は、広告掲載に対する推薦された入札額を導出するための第２の経済評価モデル
によって第１の経済評価モデルを置換する方法２５００を示している。本方法は、段階２
５０２で始まる。段階２５０４で、広告を掲載する要求の受信に応答して複数の競争経済
評価モデルを配備することができ、複数の広告掲載の各々に対する経済評価を予測するこ
とができる。その後に、段階２５０８で、複数の競争経済評価モデルの各々によって生成
された評価を査定することができ、広告掲載の第１の評価を次に、選択することができる
。更に、段階２５１０で、複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された評価を再
査定することができる。次に、競争経済評価モデルの１つを広告掲載の修正評価として選
択することができる。修正評価は、第１の評価を選択する時には利用可能でなかったリア
ルタイムイベントデータを使用する経済評価モデルの分析に少なくとも一部基づくことが
できる。更に、段階２５１２で、第１の評価は、広告掲載に対する推薦された入札額を得
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る場合に使用する第２の修正評価で置換することができる。本発明の一実施形態では、こ
の要求を提供者から受信することができ、推薦された入札額を提供者に自動的に送信する
ことができる。本発明の別の一実施形態では、この要求を提供者から受信することができ
、推薦された入札額に等しい入札を提供者の代わりに自動的に入れることができる。本発
明の更に別の一実施形態では、推薦された入札額は、広告掲載の推薦された時間に関連付
けることができる。本発明の別の一実施形態では、推薦された入札額は、リアルタイム入
札マシーンに関連付けられるリアルタイム入札ログの分析によって更に取得ことができる
。本方法は、段階２５１４で終了する。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルの
ような競争アルゴリズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知の分析
方法、統計技術、及びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及びシステムに従
って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するために使用することができることは理解
されるであろう。
【０１４７】
　図２６は、本発明の実施形態により複数の経済評価モデルを査定して広告掲載の将来の
評価として１つの評価を選択する方法２６００を示している。本方法は、段階２６０２で
始まる。段階２６０４で、広告を掲載する要求の受信に応答して複数の競争経済評価モデ
ルを配備することができる。複数の利用可能な広告掲載に関する情報を査定して、複数の
広告掲載の各々に対する経済評価を予測することができる。更に、段階２６０８で、複数
の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価を査定して、広告掲載の将来の評
価として１つの評価を選択することができる。本方法は、段階２６１０で終了する。一般
的な分析方法、統計技術、及び評価モデルのような競争アルゴリズム及びモデルを査定す
るためのツール、並びに当業者に公知の分析方法、統計技術、及びツールは、本発明によ
って含まれ、本発明の方法及びシステムに従って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定
するために使用することができることは理解されるであろう。
【０１４８】
　図２７は、本発明の実施形態によりリアルタイムで複数の経済評価モデルを査定して広
告掲載の将来の評価として１つの評価を選択する方法２７００を示している。本方法は、
段階２７０２で始まる。段階２７０４で、広告を掲載する要求の受信に応答して複数の競
争経済評価モデルを配備することができる。複数の利用可能な広告掲載に関する情報を査
定して、複数の広告掲載の各々に対する経済評価を予測することができる。その後に、段
階２７０８で、複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価をリアルタイ
ムで査定することができ、広告掲載の将来の評価として１つの評価を選択することができ
る。本発明の一実施形態では、将来の評価は、将来のイベントを説明するシミュレーショ
ンデータに少なくとも一部基づくことができる。本発明の別の一実施形態では、将来のイ
ベントは株価の変動とすることができる。本発明の一実施形態では、将来のイベントを説
明するシミュレーションデータを広告掲載に掲載される広告に関連する状況データに少な
くとも一部基づいて選択することができる履歴イベントデータの分析から導出することが
できる。本方法は、段階２７１０で終了する。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モ
デルのような競争アルゴリズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知
の分析方法、統計技術、及びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及びシステ
ムに従って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するために使用することができること
は理解されるであろう。
【０１４９】
　図２８は、本発明の実施形態により複数の入札アルゴリズムを査定して広告を掲載する
ための好ましいアルゴリズムを選択する方法２８００を示している。本方法は、段階２８
０２で始まる。段階２８０４で、広告を掲載する要求の受信に応答して複数の競争リアル
タイム入札アルゴリズムを配備することができる。入札アルゴリズムは、広告掲載に入札
するための複数の利用可能な広告掲載に関連付けることができる。その後に、段階２８０
８で、各入札アルゴリズムは、好ましいアルゴリズムを選択するために査定することがで
きる。本方法は、段階２８１０で終了する。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モデ
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ルのような競争アルゴリズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知の
分析方法、統計技術、及びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及びシステム
に従って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するために使用することができることは
理解されるであろう。
【０１５０】
　図２９は、本発明の実施形態により入札推薦を広告掲載のための修正された入札推薦で
置換する方法２９００を示している。本方法は、段階２９０２で始まる。段階２９０４で
、広告を掲載する要求の受信に応答して、広告掲載に入札するための複数の利用可能な広
告掲載に関する複数の競争リアルタイム入札アルゴリズムを配備することができる。段階
２９０８で、競争リアルタイム入札アルゴリズムによって作成された各入札推薦を査定す
ることができる。更に、段階２９１０で、競争リアルタイム入札アルゴリズムによって作
成された各入札推薦を再査定して修正入札推薦として１つを選択することができる。一実
施形態では、修正入札推薦は、入札推薦を選択する時には利用可能ではなかったリアルタ
イムイベントデータを使用するリアルタイム入札アルゴリズムに少なくとも一部基づいて
いる。その後に、段階２９１２で、入札推薦は、広告掲載に対する推薦された入札額を導
出する際に使用する修正入札推薦で置換することができる。本発明の一実施形態では、こ
の置換は、広告を掲載する要求の受信に対してリアルタイムで実行することができる。本
方法は、段階２９１４で終了する。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルのよう
な競争アルゴリズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知の分析方法
、統計技術、及びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及びシステムに従って
競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するために使用することができることは理解され
るであろう。
【０１５１】
　図３０は、本発明の実施形態により付加的な第三者データ１６４の価値を測定するため
のリアルタイムユニット３０００を示している。リアルタイムユニット２７００は、学習
マシーンユニット１３８、評価アルゴリズムユニット１４０、リアルタイム入札マシーン
ユニット１４２、付加的な第三者データセット３００２、提供者ユニット１１２からの入
札要求メッセージ３００４、及び追跡ユニット１４４を含むことができる。本発明の一実
施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、提供者ユニット１１２から入
札要求メッセージ３００４を受信することができる。リアルタイム入札マシーンユニット
１４２は、時間制約に関連付けられる入札要求に応答することができるので「リアルタイ
ム」ユニットと考えることができる。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、学習
マシーンユニット１３８によって提供されるターゲット化アルゴリズムを使用してリアル
タイム計算を実行することができる。本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシー
ンユニット１４２は、リアルタイム計算を実行するために経済評価モデルを配備すること
ができる。
【０１５２】
　一実施形態では、学習マシーンユニット１３８は、経済評価モデルを精緻化するために
第三者データセット３００２を取得することができる。本発明の一実施形態では、第三者
データセット２７０２は、広告コンテンツのユーザに関するデータを含むことができる。
本発明の一実施形態では、広告コンテンツのユーザに関するデータは、人口統計データ、
取引データ、変換データ、又はデータの何らかの他のタイプを含むことができる。本発明
の別の一実施形態では、第三者データセットは、複数の利用可能な掲載位置及び／又は複
数の広告に関連する状況データ１６２を含むことができる。本発明の一実施形態では、状
況データ１６２は、学習マシーンユニット１３８に関連付けることができる状況分析サー
ビス１３２から取得することができる。本発明の更に別の一実施形態では、第三者データ
セット３０１０は、履歴広告インプレッションに関連する金融データを含むことができる
。更に、本発明の一実施形態では、経済評価モデルは、リアルタイムイベントデータ、履
歴イベントデータ１５４、ユーザデータ１５８、第三者商業データ、広告主データ１５２
、及び広告代理店データ１５２に少なくとも一部基づくことができる。
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【０１５３】
　本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、広告キャンペ
ーンデータセットを受信することができ、広告キャンペーンデータセットを第１の広告キ
ャンペーンデータセットと第２の広告キャンペーンデータセットに分割することができる
。その後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の利用可能な掲載位置及び
／又は複数の広告に関する情報を査定するためにマシーン学習によって精緻化することが
できる経済評価モデルを配備し、第１の広告キャンペーンデータセットから広告コンテン
ツの掲載位置に対する経済評価を予測することができる。本発明の一実施形態では、マシ
ーン学習は、第三者データセットに少なくとも一部基づくことができる。マシーン学習は
、学習マシーンユニット１３８によって達成することができる。評価モデルの精緻化の後
に、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、複数の利用可能な掲載位置及び／又は
複数の広告内に第１及び第２の広告キャンペーンデータセットからの広告コンテンツを掲
載することができる。第１の広告キャンペーンからのコンテンツは、予測された経済評価
に少なくとも一部基づいて掲載することができ、第２の広告キャンペーンデータセットか
らのコンテンツは、第三者データセットに頼らない方法に基づいて掲載することができる
。リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、第１及び第２の広告キャンペーンデータ
セットから掲載される広告コンテンツに関連付けることができる追跡マシーンユニット１
４４からのインプレッションデータを更に受信することができる。本発明の一実施形態で
は、インプレッションデータは、広告コンテンツとのユーザ対話に関するデータを含むこ
とができる。その後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、第１及び第２の広告
キャンペーンデータセットから掲載された広告コンテンツに関するインプレッションデー
タの比較に少なくとも一部基づいて第三者データセットの価値を判断することができる。
【０１５４】
　更に、本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、第１及
び第２の広告キャンペーンデータセットから掲載された広告コンテンツに関する広告イン
プレッションデータの比較に少なくとも一部基づいて第三者データセット３００２の評価
を計算することができる。本発明の一実施形態では、第１の広告キャンペーンデータセッ
トからの広告コンテンツの掲載は、最適広告掲載を選択するために第三者データセット２
７１０を利用するマシーン学習アルゴリズムに少なくとも一部基づくことができる。その
後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、第１の広告キャンペーンデータセット
から広告コンテンツを掲載するために評価の一部分を広告主１０４に課金することができ
る。本発明の一実施形態では、広告主１０４の評価及び課金の計算は、広告主１０４から
のコンテンツを掲載する要求の受信に応答して自動的に実行することができる。本発明の
別の一実施形態では、評価の計算は、複数の競争評価アルゴリズム１４０のパフォーマン
スの比較の結果とすることができる。本発明の一実施形態では、複数の競争評価アルゴリ
ズム１４０のパフォーマンスの比較は、履歴データに少なくとも一部基づく評価アルゴリ
ズム１４０の使用を含むことができる。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルの
ような競争アルゴリズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知の分析
方法、統計技術、及びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及びシステムに従
って競争アルゴリズム及び評価モデルを査定するために使用することができることは理解
されるであろう。
【０１５５】
　更に、本発明の一実施形態では、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、第１及
び第２の広告キャンペーンデータセットから掲載された広告コンテンツに関する広告イン
プレッションデータの比較に少なくとも一部基づいて第三者データセット３０１０の評価
を計算することができる。本発明の一実施形態では、第１の広告キャンペーンデータセッ
トからの広告コンテンツの掲載は、最適広告掲載を選択するための第三者データセット３
０１０を利用するマシーン学習アルゴリズムに少なくとも一部基づくことができる。その
後、リアルタイム入札マシーンユニット１４２は、評価に少なくとも一部基づいて広告コ
ンテンツの掲載位置に対して支払うために提供者１１２に対する入札額推薦を較正するこ
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とができる。本発明の一実施形態では、この較正は、リアルタイムイベントデータ１６０
及び評価におけるその影響を考慮に入れるために繰返し調節することができる。
【０１５６】
　図３１は、本発明の実施形態により付加的な第三者データの価値を測定する機能を有す
る広告評価の方法３１００を示している。本方法は、段階３１０２で始まる。段階３１０
４で、広告キャンペーンデータセットは、第１の広告キャンペーンデータセットと第２の
広告キャンペーンデータセットに分割することができる。段階３１０８で、マシーン学習
を通じて精緻化することができる経済評価モデルを複数の利用可能な掲載位置及び／又は
複数の広告に関する情報を査定するために配備することができ、第１の広告キャンペーン
データセットからの広告コンテンツの掲載位置に対する経済評価を予測することができる
。本発明の一実施形態では、マシーン学習は、第三者データセットに少なくとも一部基づ
くことができる。段階３１１０で、第１及び第２の広告キャンペーンデータセットからの
広告コンテンツを複数の利用可能な掲載位置及び／又は複数の広告内に掲載することがで
きる。本発明の一実施形態では、第１の広告キャンペーンからのコンテンツは、予測され
た経済評価に少なくとも一部基づいて掲載することができ、第２の広告キャンペーンデー
タセットからのコンテンツは、第三者データセットに頼らない方法に基づいて掲載するこ
とができる。更に、段階３１１２で、第１及び第２の広告キャンペーンデータセットから
掲載された広告コンテンツに関する追跡マシーンユニットからのインプレッションデータ
を受信することができる。一実施形態では、インプレッションデータは、広告コンテンツ
とのユーザ対話に関するデータを含むことができる。その後、段階３１１４で、第１及び
第２の広告キャンペーンデータセットから掲載された広告コンテンツに関するインプレッ
ションデータの比較に少なくとも一部基づいて第三者データセットの価値を判断すること
ができる。本発明の一実施形態では、第三者データセットは、広告コンテンツのユーザに
関するデータ、複数の利用可能な掲載位置、及び／又は複数の広告に関連する状況データ
、又は履歴広告インプレッションに関連する金融データを含むことができる。本発明の一
実施形態では、広告コンテンツのユーザに関するデータは、人口統計データ、取引データ
、又は広告変換データを含むことができる。本発明の一実施形態では、状況データは、マ
シーン学習ユニットに関連付けられた状況分析サービスから取得することができる。本発
明の一実施形態では、経済評価モデルは、リアルタイムイベントデータ、履歴イベントデ
ータ、ユーザデータ、第三者商業データ、広告主データ、又は広告代理店データに少なく
とも一部基づくことができる。本方法は、段階３１１８で終了する。
【０１５７】
　図３２は、本発明の実施形態により第三者データセットの評価を計算して評価の一部分
を広告主に課金する方法３２００を示している。本方法は、段階３２０２で始まる。段階
３２０４で、第三者データセットの評価は、第１及び第２の広告キャンペーンデータセッ
トから掲載された広告コンテンツに関する広告インプレッションデータの比較に少なくと
も一部基づいて計算することができる。本発明の一実施形態では、第１の広告キャンペー
ンデータセットからの広告コンテンツの掲載位置は、最適広告掲載を選択するために第三
者データセットを利用するマシーン学習アルゴリズムに少なくとも一部基づくことができ
る。その後に、段階３２０８で、第１の広告キャンペーンデータセットから広告コンテン
ツを掲載するために評価の一部分を広告主に課金することができる。本発明の一実施形態
では、広告主の評価及び課金の計算は、広告主からのコンテンツを掲載する要求の受信に
応答して自動的に実行することができる。本発明の別の一実施形態では、評価の計算は、
複数の競争評価アルゴリズムのパフォーマンスの比較の結果とすることができる。本発明
の一実施形態では、複数の競争評価アルゴリズムのパフォーマンスの比較は、履歴データ
に少なくとも一部基づく評価アルゴリズムの使用を含むことができる。本方法は、段階３
２１０で終了する。一般的な分析方法、統計技術、及び評価モデルのような競争アルゴリ
ズム及びモデルを査定するためのツール、並びに当業者に公知の分析方法、統計技術、及
びツールは、本発明によって含まれ、本発明の方法及びシステムに従って競争アルゴリズ
ム及び評価モデルを査定するために使用することができることは理解されるであろう。
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【０１５８】
　図３３は、本発明の実施形態により第三者データセットの評価を計算し、評価に少なく
とも一部基づいて広告コンテンツの掲載位置に支払うための提供者に対する入札額推薦を
較正する方法３３００を示している。本方法は、段階３３０２で始まる。段階３３０４で
、第三者データセットの評価は、第１及び第２の広告キャンペーンデータセットから掲載
された広告コンテンツに関する広告インプレッションデータの比較に少なくとも一部基づ
いて計算することができる。本発明の一実施形態では、第１の広告キャンペーンデータセ
ットからの広告コンテンツの掲載位置は、最適広告掲載を選択するための第三者データセ
ットを利用するマシーン学習アルゴリズムに少なくとも一部基づくことができる。その後
、段階３３０８で、提供者が支払う入札額推薦を評価に少なくとも一部基づいて広告コン
テンツの掲載位置に対して較正することができる。本発明の一実施形態では、この較正は
、リアルタイムイベントデータ及び評価におけるその影響を考慮に入れるために繰返し調
節することができる。本方法は、段階３３１０で終了する。
【０１５９】
　一実施形態では、分析プラットフォーム１１４の分析出力は、以下に限定されるもので
はないが、図３４－３８に示されている表面チャートを含むデータ視覚化技術を使用して
示すことができる。表面チャートは、例えば、表面の高さが、平均パフォーマンスに対し
て指標付けされた広告インプレッション当たりの変換値を測定する場合に、広告キャンペ
ーンのパフォーマンスの効果の場所を示すことができる。一実施形態では、１よりも大き
い値を有する表面エリアは、より良い平均変換値を示すことができ、１よりも小さいエリ
アは標準以下を示すことができる。表面チャート及びその関連のデータのより低い体積断
面を説明するために信頼度試験を適用することができる。図３４は、一日の時間対１週間
の曜日毎の広告パフォーマンスの要約を提示するデータ視覚化実施形態を示している。図
３５は、人口密度毎に広告パフォーマンスの要約を提示するデータ視覚化実施形態を示し
ている。図３６は、米国の地理的領域毎の広告パフォーマンスの要約を提示するデータ視
覚化実施形態を示している。図３７は、個人の収入毎の広告パフォーマンスの要約を提示
するデータ視覚化実施形態を示している。図３８は、性別毎の広告パフォーマンスの要約
を提示するデータ視覚化実施形態を示している。
【０１６０】
　図３９は、広告キャンペーン／銘柄に対するカテゴリ毎の親和性指標を示している。本
発明の方法及びシステムは、一般的な人口よりも広告主の銘柄に関心を持ちそうな消費者
の特徴を識別することができる。本方法及びシステムはまた、一般的な人口よりも広告主
の銘柄に関心を持ちそうにない消費者の特徴を識別することができる。図３９のチャート
の左側に、より関心を有する消費者の特徴が示されている。このチャートはまた、一般的
な人口の消費者が広告主の銘柄にどのくらい注意を惹かれるかを表す指標を示している。
チャートの右側は、関心を持たない消費者の特徴を呈し、一般的な人口の消費者が銘柄に
どのくらい注意を惹かれないかを表す指標を示している。図３９に示すような指標は、サ
ンプルのサイズを考慮に入れ、サンプルサイズ及び不確実性範囲を組み込む公式化を使用
することができる。
【０１６１】
　図４０は、インプレッションの数毎のページ訪問の要約を提示するデータ視覚化実施形
態を示している。本発明の方法及びシステムは、消費者の異なる集団が示す変換率を識別
することができる。図４０に示すように、各集団は、集団の消費者メンバに示されている
広告の数によって定めることができる。分析プラットフォーム１１４は、所定の数の広告
を見た消費者を分析して変換率を計算することができる。分析プラットフォーム１１４は
、消費者がアクションを実行する前に消費者に示されたインプレッションだけを考慮に入
れることができる。一例として、広告主に対して望ましいアクションを実行する前に３つ
の広告を見た消費者は、集団３のメンバである。集団３の他の１０メンバは、３つの広告
を見るが、広告主に有益と思われるいずれのアクションも実行していない場合がある。集
団３に対する変換率は、３／１０＝０．３又は１００万の消費者当たり３００，０００で
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ある。この分析は、サンプルのサイズを考慮に入れ、サンプルサイズ及び不確実性範囲を
組み込む公式化を使用する。この分析はまた、全ての集団にわたって観察される挙動を最
も表す可能性が高い曲線に適合する。
【０１６２】
　本明細書に説明する方法及びシステムは、コンピュータソフトウエア、プログラムコー
ド、及び／又は命令をプロセッサ上で実行するマシーンを通じて一部又は全体を配備する
ことができる。プロセッサは、サーバ、クライアント、ネットワークインフラストラクチ
ャー、移動コンピュータプラットフォーム、固定コンピュータプラットフォーム、又は他
のコンピュータプラットフォームの一部とすることができる。プロセッサは、プログラム
命令、コード、及びバイナリ命令などを実行することができるあらゆる種類の計算又は処
理デバイスとすることができる。プロセッサは、信号プロセッサ、デジタルプロセッサ、
埋め込みプロセッサ、マイクロプロセッサ又はコプロセッサ（数学コプロセッサ、グラフ
ィックコプロセッサ、及び通信コプロセッサなど）のようなあらゆる変形、及び格納され
ているプログラムコード又はプログラム命令の実行を直接的に又は間接的に容易にするこ
とができる同様のものとすることができ、又はこれらを含むことができる。スレッドは、
プロセッサの性能を拡張するためにかつアプリケーションの同時作動を容易にするために
同時に実行することができる。実施により、本明細書に説明する方法、プログラムコード
、及びプログラム命令などを１つ又はそれよりも多くのスレッドに実施することができる
。スレッドは、関連付けられた優先順位を割り当てることができる他のスレッドを発生さ
せることができ、プロセッサは、プログラムコードで提供された命令に基づく優先順位又
はあらゆる他の順序に基づいてこれらのスレッドを実行することができる。プロセッサは
、本明細書及び他の場所に説明する方法、コード、命令、及びプログラムを格納するメモ
リを含むことができる。プロセッサは、本明細書及び他の場所に説明する方法、コード、
及び命令を格納することができる格納メディアにインタフェースを通じてアクセス可能で
ある。方法、プログラム、コード、プログラム命令、又はコンピュータ又は処理デバイス
によって実行することができる命令の他のタイプを格納するためにプロセッサに関連付け
られた格納メディアは、以下に限定されるものではないが、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、メモ
リ、ハードディスク、フラッシュドライブ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、及びキャッシュなどの１つ
又はそれよりも多くを含むことができる。
【０１６３】
　プロセッサは、マルチプロセッサの速度及び性能を拡張することができる１つ又はそれ
よりも多くのコアを含むことができる。一実施形態では、処理は、デュアルコアプロセッ
サ、クアドコアプロセッサ、他のチップレベルマルチプロセッサ、及び２つ又はそれより
も多くの独立コアを結合する同様のもの（ダイと呼ぶ）とすることができる。
【０１６４】
　本明細書に説明する方法及びシステムは、サーバ、クライアント、ファイヤウォール、
ゲートウェイ、ハブ、ルータ、又は他のこのようなコンピュータ及び／又はネットワーキ
ングハードウエアでコンピュータソフトウエアを実行するマシーンを通じて一部又は全部
を配備することができる。ソフトウエアプログラムは、ファイルサーバ、プリントサーバ
、ドメインサーバ、インターネットサーバ、イントラネットサーバ及び２次サーバ、ホス
トサーバ、及び分散サーバなどのような他の変形を含むことができるサーバに関連付ける
ことができる。サーバは、メモリ、プロセッサ、コンピュータ可読媒体、格納メディア、
ポート（物理及び仮想）、通信デバイスなどのサーバ、クライアント、マシーンにアクセ
ス可能なインタフェース、及び有線又は無線メディアを通じたデバイスなどの１つ又はそ
れよりも多くを含むことができる。本明細書及び他の場所に説明する方法、プログラム、
又はコードは、サーバによって実行することができる。更に、本出願に説明する方法の実
行に必要な他のデバイスは、サーバに関連付けられたインフラストラクチャーの一部とし
て考えることができる。
【０１６５】
　サーバは、以下に限定されるものではないが、クライアント、他のサーバ、プリンタ、
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データベースサーバ、プリントサーバ、ファイルサーバ、通信サーバ、及び分散サーバな
どを含む他のデバイスへのインタフェースを提供することができる。更に、この結合及び
／又は接続は、ネットワークにわたるプログラムの遠隔実行を容易にすることができる。
これらのデバイスの一部又は全てのネットワーキングは、本発明の範囲から逸脱すること
なく１つ又はそれよりも多くのロケーションでのプログラム又は方法の並行処理を容易に
することができる。更に、インタフェースを通じてサーバに取り付けられたデバイスのい
ずれも、方法、プログラム、コード、及び／又は命令を格納することができる少なくとも
１つの格納メディアを含むことができる。中央リポジトリは、様々なデバイスで実行され
るプログラム命令を提供することができる。この実施では、リモートリポジトリは、プロ
グラムコード、命令、及びプログラムのための格納メディアとして作用することができる
。
【０１６６】
　ソフトウエアプログラムは、ファイルクライアント、プリントクライアント、ドメイン
クライアント、インターネットクライアント、イントラネットクライアント、及び２次ク
ライアント、ホストクライアント、及び分散クライアントなどのような他の変形を含むこ
とができるクライアントに関連付けることができる。クライアントは、メモリ、プロセッ
サ、コンピュータ可読媒体、格納メディア、ポート（物理及び仮想）、通信デバイス、及
び有線又は無線メディアを通じて他のクライアント、サーバ、マシーン、及びデバイスに
アクセス可能なインタフェースなどの１つ又はそれよりも多くを含むことができる。本明
細書及び他の場所に説明する方法、プログラム、又はコードは、クライアントによって実
行することができる。更に、本出願に説明する方法の実行に必要な他のデバイスは、クラ
イアントに関連付けられたインフラストラクチャーの一部として考えることができる。
【０１６７】
　クライアントは、以下に限定されるものではないが、サーバ、他のクライアント、プリ
ンタ、データベースサーバ、プリントサーバ、ファイルサーバ、通信サーバ、及び分散サ
ーバなどを含む他のデバイスへのインタフェースを提供することができる。更に、この結
合及び／又は接続は、ネットワークにわたるプログラムの遠隔実行を容易にすることがで
きる。これらのデバイスの一部又は全てのネットワーキングは、本発明の範囲から逸脱す
ることなく１つ又はそれよりも多くのロケーションでのプログラム又は方法の並行処理を
容易にすることができる。更に、インタフェースを通じてクライアントに取り付けられた
デバイスのいずれも、方法、プログラム、アプリケーション、コード、及び／又は命令を
格納することができる少なくとも１つの格納メディアを含むことができる。中央リポジト
リは、様々なデバイスで実行されるプログラム命令を提供することができる。この実施で
は、リモートリポジトリは、プログラムコード、命令、及びプログラムのための格納メデ
ィアとして作用することができる。
【０１６８】
　本明細書に説明する方法及びシステムは、ネットワークインフラストラクチャーを通じ
て一部又は全部を配備することができる。ネットワークインフラストラクチャーは、コン
ピュータデバイス、サーバ、ルータ、ハブ、ファイヤウォール、クライアント、パーソナ
ルコンピュータ、通信デバイス、ルーティングデバイス及び他のアクティブ及びパッシブ
デバイス、モジュール及び／又は当業技術で公知の構成要素のような要素を含むことがで
きる。ネットワークインフラストラクチャーに関連付けられたコンピュータ及び／又は非
コンピュータデバイスは、他の構成要素とは別に、フラッシュメモリ、バッファ、スタッ
ク、ＲＡＭ、及びＲＯＭなどのような格納メディアを含むことができる。本明細書及び他
の場所に説明する処理、方法、プログラムコード、命令は、ネットワークインフラストラ
クチャー要素の１つ又はそれよりも多くによって実行することができる。
【０１６９】
　本明細書及び他の場所に説明する方法、プログラムコード、及び命令は、マルチセルを
有するセルラーネットワークにおいて実行することができる。セルラーネットワークは、
周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）ネットワーク又は符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ
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）ネットワークのいずれかとすることができる。セルラーネットワークは、モバイルデバ
イス、セルサイト、基地局、リピータ、アンテナ、及びタワーなどを含むことができる。
セルネットワークは、ＧＳＭ（登録商標）、ＧＰＲＳ、３Ｇ、ＥＶＤＯ、メッシュ、又は
他のネットワークタイプとすることができる。
【０１７０】
　本明細書及び他の場所に説明する方法、プログラムコード、及び命令は、モバイルデバ
イスにおいて又はこれを通じて実行することができる。モバイルデバイスは、ナビゲーシ
ョンデバイス、携帯電話、移動電話、移動携帯情報端末、ラップトップ、パームトップ、
ネットブック、ポケットベル、電子書籍リーダ、及び音楽プレーヤなどを含むことができ
る。これらのデバイスは、他の構成要素とは別に、フラッシュメモリ、バッファ、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、及び１つ又はそれよりも多くのコンピュータデバイスのような格納メディアを
含むことができる。モバイルデバイスに関連付けられたコンピュータデバイスは、それに
格納されているプログラムコード、方法、及び命令を実行することができる。代わりに、
モバイルデバイスは、他のデバイスと協働して命令を実行するように構成することができ
る。モバイルデバイスは、サーバに接続されてプログラムコードを実行するように構成さ
れた基地局と通信することができる。モバイルデバイスは、ピアツーピアネットワーク、
メッシュネットワーク、又は他の通信ネットワーク上で通信することができる。プログラ
ムコードは、サーバに関連付けられた格納メディアに格納され、サーバ内に組み込まれた
コンピュータデバイスによって実行することができる。基地局は、コンピュータデバイス
及び格納メディアを含むことができる。格納デバイスは、基地局に関連付けられたコンピ
ュータデバイスによって実行されるプログラムコード及び命令を格納することができる。
【０１７１】
　コンピュータソフトウエア、プログラムコード、及び／又は命令は、コンピュータ構成
要素、デバイス、及び何らかの時間間隔にわたって計算するのに使用されるデジタルデー
タを保持する記録メディア；ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）として公知の半導体格納
デバイス；光学ディスク、ハードディスク、テープ、ドラム、カード及び他のタイプのよ
うな磁気格納デバイスの形式のようなより永久的な格納デバイスのための大容量格納デバ
イス；プロセッサレジスタ、キャッシュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ；ＣＤ、
ＤＶＤのような光学格納デバイス；フラッシュメモリ（例えば、ＵＳＢスティック又はキ
ー）、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気テープ、紙テープ、パンチカード、独立型
ＲＡＭディスク、Ｚｉｐドライブ、取外し可能大容量格納デバイス、オフラインなどのよ
うな取外し可能メディア；動的メモリ、静的メモリ、読取／書込格納デバイス、可変格納
デバイス、読取専用ランダムアクセス、順次アクセス、ロケーションアドレス可能、ファ
イルアドレス可能、コンテンツアドレス可能、ネットワーク付属格納デバイス、格納エリ
アネットワーク、バーコード、及び磁気インクなどのような他のコンピュータメモリを含
むことができるマシーン可読メディア上に格納され、及び／又はマシーン可読メディア上
でアクセスすることができる。
【０１７２】
　本明細書に説明する方法及びシステムは、物理及び／又は無形アイテムを１つの状態か
ら別の状態に変形することができる。本明細書に説明する方法及びシステムはまた、物理
的及び／又は無形アイテムを表すデータを１つの状態から別の状態に変形することができ
る。
【０１７３】
　図面を通して流れ図及びブロック図に含まれる本明細書に説明して図示する要素は、要
素間の論理的境界を示唆している。しかし、ソフトウエア又はハードウエアエンジニアリ
ングの慣例によると、図示の要素及びその機能は、モノリシックソフトウエア構造として
、独立型ソフトウエアモジュールとして、又は外部ルーチン、コード、及びサービスなど
又はこれらのあらゆる組合せを利用するモジュールとして格納されているプログラム命令
を実行することができるプロセッサを有するコンピュータ実行可能メディアを通じてマシ
ーンで実行することができ、全てのこのような実施は、本発明の開示の範囲にあるとする
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ことができる。このようなマシーンの例は、以下に限定されるものではないが、携帯情報
端末、ラップトップ、パーソナルコンピュータ、移動電話、他の手持ち式コンピュータデ
バイス、医療機器、有線又は無線通信デバイス、変換器、チップ、計算器、衛星、タブレ
ットＰＣ、電子書籍、ガジェット、電子デバイス、人工知能を有するデバイス、コンピュ
ータデバイス、ネットワーキングデバイス、サーバ、及びルータなどを含むことができる
。更に、流れ図及びブロック図又はあらゆる他の論理構成要素に示されている要素は、プ
ログラム命令を実行することができるマシーンに実施することができる。従って、上述の
図面及び説明は、開示するシステムの機能的な態様を示すが、これらの機能的な態様を実
施するためのソフトウエアの特定の構成が明示的に説明されているか又はそうでなければ
状況から明らかでない限り、これらの説明から推測する必要はない。同様に、上記に特定
して説明する様々な段階は、変更することができ、かつ段階の順序を本明細書に開示する
技術の特定の用途に適応させることができることは理解されるであろう。全てのこのよう
な変形及び修正は、本発明の開示の範囲に入るものとする。同様に、様々な段階の順序の
図示及び／又は説明は、特定の用途によって要求されない限り又は明示的に説明するか又
はそうでなければ状況から明らかでない限り、これらの段階に対する実行の特定の順序を
要求するように理解する必要はない。
【０１７４】
　上述の方法及び／又は処理、及びその段階は、ハードウエア、ソフトウエア、又は特定
の用途に適切なハードウエア及びソフトウエアのあらゆる組合せで実行することができる
。ハードウエアは、汎用コンピュータ及び／又は専用コンピュータデバイス又は特定のコ
ンピュータデバイス又は特定のコンピュータデバイスの特定的な態様又は構成要素を含む
ことができる。処理は、１つ又はそれよりも多くのマイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、埋め込みマイクロコントローラ、プログラマブルデジタル信号プロセッサ、又は
他のプログラマブルデバイスに内部及び／又は外部メモリと共に実施することができる。
処理は、追加的に又は代替的に、特定用途向け集積回路、プログラマブルゲートアレイ、
プログラマブルアレイ論理、又は電子信号を処理するように構成することができるあらゆ
る他のデバイス又はデバイスの組合せに実施することができる。処理の１つ又はそれより
も多くは、マシーン可読メディアで実行することができるコンピュータ実行可能コードと
して実施することができる。
【０１７５】
　コンピュータ実行可能コードは、Ｃのような構造化プログラミング言語、Ｃ＋＋のよう
なオブジェクト指向プログラミング言語、又は上述のデバイスの１つで実行するために格
納、編集、又は解釈することができるあらゆる他のハイレベル又はローレベルプログラミ
ング言語（アセンブリ言語、ハードウエア記述言語、及びデータベースプログラミング言
語及び技術を含む）、並びにプロセッサ、プロセッサアーキテクチャの異種の組合せ、又
は様々なハードウエア及びソフトウエアの組合せ、又はプログラム命令を実行することが
できるあらゆる他のマシーンを使用して作成することができる。
【０１７６】
　すなわち、１つの態様では、上述の各方法及びその組合せは、１つ又はそれよりも多く
のコンピュータデバイスで実行された時にこれらの段階を実行するコンピュータ実行可能
コードに具現化することができる。別の態様では、本方法は、その段階を実行し、かつい
くつかの方法でデバイスにわたって分散させることができるシステムに具現化することが
でき、又は機能の全ては、専用の独立型デバイス又は他のハードウエアに統合することが
できる。別の態様では、上述の処理に関連付けられた段階を実行するための手段は、上述
のハードウエア及び／ソフトウエアのいずれかを含むことができる。全てのこのような順
列及び組合せは、本発明の開示の範囲に入るものとする。
【０１７７】
　図示して詳細に説明した好ましい実施形態に関して本発明を開示したが、それに対する
様々な修正及び改良は、当業者には容易に明らかになるであろう。従って、本発明の精神
及び範囲は、上述の実施例によって制限されず、法律によって許されている最も広い意味
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で理解されるものとする。
【０１７８】
　本明細書で参照される全ての文書は、これにより引用により組み込まれる。
【符号の説明】
【０１７９】
１０２　広告代理店
１０４　広告主
１０８　広告ネットワーク
１１０　広告取引所
１１２　提供者
１１４　分析プラットフォームユニット

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】
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【図５Ａ】
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【図３６】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月4日(2014.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録したコンピュータプログラムであって、１
以上のコンピュータに、
　広告を掲載するための要求を受信することに応答して、複数の競争経済評価モデルを配
備して複数の広告掲載及び複数の広告の利用可能な複数の組み合わせに関係する情報を評
価し、前記広告掲載及び前記複数の広告の各組み合わせに対する経済評価を予測する処理
と、
　前記複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価を査定し、広告掲載及
び広告の組み合わせの将来の評価として１つの評価を選択する処理と、
を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項２】
　コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録したコンピュータプログラムであって、１
以上のコンピュータに、
　広告を掲載するための要求を受信することに応答して、複数の競争経済評価モデルを配
備して複数の利用可能な広告掲載及び複数の広告の組み合わせに関係する情報を評価し、
前記広告掲載及び前記複数の広告の各組み合わせに対する経済評価を予測する処理と、
　前記複数の競争経済評価モデルの各々によって生成された各評価をリアルタイムで査定
し、広告掲載及び広告の組み合わせに関する将来の評価として１つの評価を選択する処理
と、
を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項３】
　前記将来の評価は、将来のイベントを記述しているシミュレーションデータに少なくと
も一部基づいている、請求項１又は２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　前記将来のイベントは株式市場の変動である、請求項３に記載のコンピュータプログラ
ム。
【請求項５】
　将来のイベントを記述している前記シミュレーションデータは、前記広告掲載に配置さ
れるべき広告に関係する分脈上のデータに少なくとも一部が基づいて選ばれた過去のイベ
ントデータの分析から引き出される、請求項３又は４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録したコンピュータプログラムであって、１
以上のコンピュータに、
　広告を掲載するための要求を受信することに応答して、複数の利用可能な広告掲載及び
複数の広告の組み合わせに関係する複数のリアルタイム競争入札アルゴリズムを配備して
、広告掲載の入札を行う処理と、
　各入札アルゴリズムを評価して好ましいアルゴリズムを選択する処理と、
を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項７】
　前記リアルタイム競争入札アルゴリズムは、リアルタイム入札ログからのデータを使用
する、請求項６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録したコンピュータプログラムであって、１
以上のコンピュータに、
　広告を掲載するための要求を受信することに応答して、複数の利用可能な広告掲載及び
複数の広告の組み合わせに関係する複数のリアルタイム競争入札アルゴリズムを配備して
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、広告掲載の入札を行う処理と、
　前記リアルタイム競争入札アルゴリズムによって作成される各入札推奨を評価する処理
と、
　前記リアルタイム競争入札アルゴリズムによって作成される各入札推奨を再評価し、改
訂した入札推奨としての１つを選択する処理であって、前記改訂した入札推奨は、前記入
札推奨を選択時に利用可能でなかったリアルタイムイベントを用いたリアルタイム入札ア
ルゴリズムに少なくとも一部基づいている当該処理と、
　広告掲載及び広告の組み合わせに関し、推奨された入札量を得るのに使用するため、前
記入札推奨を前記改訂した入札推奨に入れ替える処理と、
を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記入れ替えは、広告を掲載するための要求を受信することに関連してリアルタイムで
発生する、請求項８に記載のコンピュータプログラム。
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