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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザにソーシャル取引を提供するための
コンピュータ実装された方法であって、
　取引に対する情報を記憶する工程であって、前記取引は、ユーザが単独で受け入れ可能
な申し出を含む、前記工程を含み、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの特定のユーザに対して、
　　前記特定のユーザによる前記ソーシャル・ネットワーキング・システムとの対話を観
察する工程であって、前記対話は、取引に関連している、工程と、
　　コンピュータが、前記特定のユーザが１以上の将来の取引に参加する可能性を、過去
のソーシャル取引における前記特定のユーザの参加に基づいて決定する工程であって、ソ
ーシャル取引は、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムにおいて前記特定のユー
ザにつながっている１以上の他のユーザと前記特定のユーザとによってのみ受け入れ可能
な申し出を含む、工程と、
　　前記コンピュータが、前記特定のユーザが１以上の将来のソーシャル取引に参加する
前記可能性に基づいて前記取引をソーシャル取引に変換する工程と、を含む方法。
【請求項２】
　将来のソーシャル取引に参加する可能性を決定する前記工程は、前記観察された対話が
複数のアクション・タイプに属するアクションを含むか否かをチェックすることを含む、
請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
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【請求項３】
　前記取引はプロバイダから受信したものであり、前記方法は、前記プロバイダから受信
した前記取引に関連するカテゴリに基づいて、前記取引をソーシャル取引化するか否かを
決定する工程を含む、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項４】
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記特定のユーザに対して、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムにおいて前記ユーザがつながっている他
のユーザに、前記ソーシャル取引を記述する情報を送信する工程をさらに含む、請求項１
に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項５】
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記特定のユーザに対して、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムにおいて前記特定のユーザがつながって
いる一組の他のユーザに提案する工程と、
　前記特定のユーザから他のユーザの選択を受信する工程と、
　前記ソーシャル取引を記述する情報を前記選択された他のユーザに送信する工程と、を
さらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項６】
　前記特定のユーザにつながっているユーザを記述する情報と前記ソーシャル取引とのマ
ッチングを行うことによって、提案された前記一組の他のユーザが決定される、請求項５
に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項７】
　特定のソーシャル取引の有効化に対する要求をソーシャル・ネットワーキング・システ
ムのユーザから受信する工程と、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システム内の前記ユーザにつながっている他のユ
ーザが実行する一組のアクションを観察する工程であって、前記アクションは前記特定の
ソーシャル取引に関連する工程と、
　前記一組のアクションが、前記特定のソーシャル取引を有効化するための所定の判定基
準を満たすか否かを決定する工程と、
　前記一組のアクションが前記所定の判定基準を満たすことに応答して、前記ユーザ向け
の前記特定のソーシャル取引を有効化する工程であって、前記有効化によって、少なくと
も前記ユーザが前記取引を購入できる、前記工程と、
　前記特定のソーシャル取引の有効化を示す情報を前記ユーザに送信する工程と、をさら
に含む、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項８】
　前記所定の判定基準は、前記一組のアクションが閾値数を超える特定のアクション・タ
イプのアクションを含むか否かをチェックすることを含む、請求項７に記載のコンピュー
タ実装された方法。
【請求項９】
　前記アクション・タイプは、購入すること、前記特定のソーシャル取引に参加すること
、前記特定のソーシャル取引に関連する場所にチェックインすること、および前記特定の
ソーシャル取引をコネクションに推薦することのうちの１つを含む、請求項８に記載のコ
ンピュータ実装された方法。
【請求項１０】
　将来のソーシャル取引に参加する可能性を決定する前記工程は、前記特定のユーザが前
記過去に閾値数を超えるソーシャル取引に参加したか否かを決定することを含む、請求項
１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項１１】
　前記特定のユーザの１以上のコネクションを前記ソーシャル取引の潜在的な参加者とし
て選択する工程をさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項１２】
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　前記特定のユーザの１つのコネクションは、前記ソーシャル取引における前記コネクシ
ョンによる参加の可能性の度合いに基づいて、潜在的な参加者として選択される、請求項
１１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項１３】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザにソーシャル取引を提供するための
コンピュータ実行可能なコードを記憶したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コー
ドは、
　取引に対する情報を記憶する工程であって、前記取引は、ユーザが単独で受け入れ可能
な申し出を含む、前記工程を含み、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの特定のユーザに対して、
　　前記特定のユーザによる前記ソーシャル・ネットワーキング・システムとの対話を観
察する工程であって、前記対話は、取引に関連している、工程と、
　　コンピュータが、前記特定のユーザが１以上の将来の取引に参加する可能性を、過去
のソーシャル取引における前記特定のユーザの参加に基づいて決定する工程であって、ソ
ーシャル取引は、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムにおいて前記特定のユー
ザにつながっている１以上の他のユーザと前記特定のユーザとによってのみ受け入れ可能
な申し出を含む、工程と、
　　前記コンピュータが、前記特定のユーザが１以上の将来のソーシャル取引に参加する
前記可能性に基づいて前記取引をソーシャル取引に変換する工程と、を行うための命令を
含む、記憶媒体。
【請求項１４】
　将来のソーシャル取引に参加する可能性を決定する前記工程は、前記観察された対話が
複数のアクション・タイプに属するアクションを含むか否かをチェックすることを含む、
請求項１３に記載の記憶媒体。
【請求項１５】
　前記取引はプロバイダから受信したものであり、前記コードは、前記プロバイダから受
信した前記取引に関連するカテゴリに基づいて、前記取引をソーシャル取引化するか否か
を決定する工程を行うための命令を含む、請求項１３に記載の記憶媒体。
【請求項１６】
　前記コードは、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記特定のユーザに対
して、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムにおいて前記ユーザがつながっている他
のユーザに、前記ソーシャル取引を記述する情報を送信する工程を行うための命令をさら
に含む、請求項１３に記載の記憶媒体。
【請求項１７】
　前記コードは、前記ソーシャル・ネットワーキング・システムの前記特定のユーザに対
して、
　前記ソーシャル・ネットワーキング・システムにおいて前記特定のユーザがつながって
いる一組の他のユーザに提案する工程と、
　前記特定のユーザから他のユーザの選択を受信する工程と、
　前記ソーシャル取引を記述する情報を前記選択された他のユーザに送信する工程とを行
うための命令をさらに含む、請求項１３に記載の記憶媒体。
【請求項１８】
　前記特定のユーザにつながっているユーザを記述する情報と前記ソーシャル取引とのマ
ッチングを行うことによって、提案された前記一組の他のユーザが決定される、請求項１
７に記載の記憶媒体。
【請求項１９】
　前記コードは、
　特定のソーシャル取引の有効化に対する要求をソーシャル・ネットワーキング・システ
ムのユーザから受信する工程と、
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　前記ソーシャル・ネットワーキング・システム内の前記ユーザにつながっている他のユ
ーザが実行する一組のアクションを観察する工程であって、前記アクションは前記特定の
ソーシャル取引に関連する工程と、
　前記一組のアクションが、前記特定のソーシャル取引を有効化するための所定の判定基
準を満たすか否かを決定する工程と、
　前記一組のアクションが前記所定の判定基準を満たすことに応答して、前記ユーザ向け
の前記特定のソーシャル取引を有効化する工程であって、前記有効化によって、少なくと
も前記ユーザが前記取引を購入できる、前記工程と、
　前記特定のソーシャル取引の有効化を示す情報を前記ユーザに送信する工程とを行うた
めの命令をさらに含む、請求項１３に記載の記憶媒体。
【請求項２０】
　将来のソーシャル取引に参加する可能性を決定する前記工程は、前記特定のユーザが前
記過去に閾値数を超えるソーシャル取引に参加したか否かを決定することを含む、請求項
１９に記載の記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソーシャル・ネットワーキング・システムでの取引に関しており、詳細には
、ソーシャル・ネットワーキング・システムの複数のユーザによる参加を可能にするソー
シャル取引に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サービスおよび／または製品のプロバイダは、潜在的顧客または現在の顧客に購入を勧
めるための取引を提供（オファー）する。取引とは、製品またはサービスを顧客に販売す
るための申し出であり、その取引を通じて製品またはサービスを購入する顧客に利用可能
な特定の特典を含むこともある。たとえば、取引では、元値から元値の固定率または固定
金額を差し引いた価格などの割引価格で、製品またはサービスを提供してもよい。取引で
は、同様の製品／サービスまたは異なる製品／サービスを購入するとき、製品／サービス
の将来の購入について割引を提供してもよい。取引では、一般には公開されていない在庫
品を購入する権利も提供する。たとえば、取引では、第１の商品を購入すると、第２の商
品の値引きを提供してもよい。取引は、製品またはサービスの実際の販売業者とは異なる
プロバイダによって提供されることが多い。取引プロバイダは、取引購入のトランザクシ
ョンを管理し、このトランザクションについての割引券を顧客に供与し、次いでこの顧客
は、この割引券を購入製品またはサービスと引き換えることができる。
【０００３】
　プロバイダは、様々な理由で取引を提供する。プロバイダは、商品の新規取扱品目のた
めのスペースを空けるために、迅速に処理しようとする商品についての取引を提供するこ
とが多い。プロバイダは、利用可能な取引が存在する場合にのみ購入することに、ユーザ
が興味を示すことを理解しているので、取引を提供することが多い。逆に言えば、消費者
は、取引を注意深く監視することが多い。したがって、取引は、特定の商品にユーザの注
意を引き、潜在的な顧客のアンテナに引っかかるように商品を提示する。
【０００４】
　プロバイダは常に、ユーザの注意を引くために取引を提供するべく創造的な手法を考え
つく。しかし、製品またはサービスに対する取引にユーザが興味を示さない場合、これら
の取引をユーザに持ちかけるプロバイダの努力が無駄になる。したがって、プロバイダは
、その製品／サービスの販売を最大化するために提供される取引にもっとも関心のありそ
うなユーザに、その取引を持ちかけようとする。それにもかかわらず、プロバイダは、そ
の目標を達成すべくより有効な取引を行うために、ソーシャル・ネットワーキングの力を
活用してこなかった。
【図面の簡単な説明】
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【０００５】
【図１】本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユー
ザがソーシャル取引と対話できるようにするためのシステム環境の図。
【図２】本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユー
ザがソーシャル取引と対話できるようにするための、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステムのシステム・アーキテクチャの図。
【図３】本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユー
ザが、該ユーザにとって関心のある取引と対話できるようにするためのユーザ・インター
フェースの図。
【図４】本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユー
ザにとって関心のある取引に関連するソーシャル情報を提示するためのユーザ・インター
フェースの図。
【図５】本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル取引の潜在的な参加者としてのソーシ
ャル・ネットワーキング・システムのユーザのコネクションを表示するユーザ・インター
フェースのスクリーン・ショットを示す図。
【図６】本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユー
ザに提示されるソーシャル取引のスクリーン・ショット。
【図７】本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユー
ザのコネクションによる参加に基づいてソーシャル取引を有効化するための処理のフロー
チャート。
【図８】本発明の一実施形態に応じた、ユーザと該ユーザのコネクションとの対話に基づ
いてソーシャル取引を有効化するための処理のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明の各実施形態は、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザにソーシャ
ル取引を提供する。ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザは、ソーシャル取
引、またはこのソーシャル取引に関連するソーシャル・ネットワーキング・システム上に
表されるオブジェクト、たとえば画像、ビデオ、もしくはコメントとの対話を実行する。
ソーシャル・ネットワーキング・システム内の所与のユーザにつながる他のユーザの対話
が、特定の判定基準を満たす場合に、この取引がユーザに提供される。たとえば、特定の
ユーザにつながっている所与の閾値数を超えるユーザが、ソーシャル取引のプロバイダの
場所にチェックインする場合、ソーシャル取引がこのユーザに提供される。
【０００７】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムは、このソーシャル取引を記述する情報を記
憶する。ソーシャル・ネットワーキング・システムは、このソーシャル・ネットワーキン
グ・システムのユーザとソーシャル取引に関連するオブジェクトとの間の対話を監視する
。たとえば、ソーシャル取引において示されたソーシャル取引に関連するオブジェクトは
画像でもよく、ユーザは、この画像をダウンロードし、この画像を気に入ったことを表明
し、またはこの画像にコメントを残すことによって、この画像と対話してもよい。特定の
ユーザに対して、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、この特定のユーザにつな
がる他のユーザによって実行される観察された対話を識別する。特定のユーザにつながる
他のユーザによって実行される観察された対話が所定の判定基準を満たす場合、この特定
のユーザにソーシャル取引が提供される。
【０００８】
　本明細書に記載される特徴および利点は包括的なものではなく、具体的には、各図面、
明細書、および特許請求の範囲に鑑みて、多くのさらなる特徴および利点が当業者には明
らかになるであろう。さらに、明細書中に使用される用語は、主として、読みやすさおよ
び教示のために選択されたものであって、発明の主題を詳述、または発明の主題を限定す
るために選択されるものではないことに留意されたい。
【０００９】
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　各図は、例示のみを目的として、本発明の様々な実施形態を示す。本明細書に記載の本
発明の原理から逸脱することなく、本明細書に示される構造および方法の代替実施形態を
利用してもよいことが、以下の議論から当業者には容易に理解されるであろう。
【００１０】
　各実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システムを使用して、ユーザのソー
シャル情報を組み込んで、ユーザと取引との対話を改善する。ソーシャル情報を組み込む
ことにより、ユーザが取引と対話する際により良好な体験をすることによって、より多く
のユーザが取引に関心をもつようになる。これにより、プロバイダは、取引を提供するこ
とによって潜在的な顧客の数を増やそうとするため、プロバイダの目標が高くなる。さら
に、取引によって、ユーザへのソーシャル体験、およびソーシャル・ネットワーキング・
システムとの貴重な対話がもたらされる。ソーシャル・ネットワーキング・システムが価
値あるものと気づいたユーザは、ソーシャル・ネットワーキング・システムに傾倒する可
能性が高くなる。ソーシャル・ネットワーキング・システムへのユーザの傾倒度合いが増
すと、ソーシャル・ネットワーキング・システムを通じて広告および取引を提供するプロ
バイダをより多く引きつける可能性がある。ソーシャル・ネットワーキング・システムは
広告から収入を得るので、プロバイダをより多く引きつけることによって、ソーシャル・
ネットワーキング・システムに対する収入が増大する。
【００１１】
　各実施形態がソーシャル情報を取引に組み込む方式の一つは、ソーシャル・ネットワー
キング・システムを通じてつながっている複数のユーザが取引に参加できるようにするこ
とによる。ソーシャル・ネットワーキング・システムを通じてつながっているユーザが参
加することによって有効化される取引を、ソーシャル取引と呼ぶ。ソーシャル・ネットワ
ーキング・システムによって、複数のユーザがソーシャル取引に参加し、ソーシャル取引
を有効化する前に、参加者の間でコネクションが存在するか否かをチェックできるように
してもよい。あるいは、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、たとえばユーザ・
インターフェースを用いて、ソーシャル取引におけるユーザの参加を既存の参加者のコネ
クションに制限してもよい。
【００１２】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ソーシャル取引内のユーザの参加につい
ての情報を、ニュースフィードおよび通知を含む通信チャネルを通じてユーザのコネクシ
ョンに広める。ソーシャル取引について学習するコネクションは、該コネクションの友達
がソーシャル取引をどのように使用し、また該ソーシャル取引からどのような特典を受け
たかを見る機会を得るので、ソーシャル取引にさらに関心をもつ可能性が高い。その結果
、該コネクションは、コネクション自身がソーシャル取引に関心をもつ可能性が高い。よ
って、ソーシャル取引に関する情報がウィルス感染のように広がっていく。ウィルス感染
のように広がっていく情報は、ウェブサイトでの従来の広告を通じて伝搬する情報よりも
速く伝搬する可能性が高い。
取引を記述する情報
　取引はユーザへの申し出に関連しており、取引を受け入れると特定の特典がユーザにも
たらされる。取引によって提供される特典は、取引の価値または取引の価格に対応する。
たとえば、より大きな特典を提供する取引は、より低い特典を提供する取引と比較して、
より高い価値をもたらす。一実施形態では、ユーザは、取引に対する価格分を支払うこと
によって、その取引を購入することができる。ユーザは続いて、購入または取引を行うこ
とによって、その取引を引き換えることができる。プロバイダは、自己の広告とともにユ
ーザに取引を提示することもある。通常、取引によって提供される特典は、トランザクシ
ョン、たとえば、プロバイダが提供する製品またはサービスの購入に関連する。顧客とプ
ロバイダの間のトランザクションには、ユーザとプロバイダの間での交換が含まれており
、顧客がプロバイダに金銭を支払い、プロバイダが１つもしくは複数の製品および／また
はサービスを顧客に提供する。しかし、取引を含むトランザクションは、ユーザにさらな
る特典をもたらす。



(7) JP 6017464 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

【００１３】
　取引によって提供される特典には、製品および／またはサービスの価格の値引きが含ま
れ得る。あるいは、取引によってもたらされる特典には、送料無料、次回購入時のクーポ
ン、同一のトランザクションにおいて購入した異なる商品の価格の値引き、消費税分なし
、などの利点が含まれ得る。取引に関する特典は、取引の価値または取引の価格と呼ばれ
る。
【００１４】
　取引は、期間に関連してもよい。たとえば、取引は、開始日後、かつ終了日前に使用さ
れることができる。取引は、購入に対する他の制限に関連してもよい。たとえば、取引は
、トランザクションにおいて購入された全ての商品に適用してもよく、特定の日になされ
た全ての購入に適用してもよく、または単一の商品に適用してもよい。取引に適用可能な
、購入に対するこれらの制限は、取引の最大償還（ｍａｘｉｍｕｍ　ｒｅｄｅｍｐｔｉｏ
ｎ）と呼ばれる。
【００１５】
　取引はまた、場所に関連してもよい。たとえば、所与の場所の店では取引を提供しても
よいが、他の場所では提供しなくてもよい。取引はまた、イベントに関連してもよい。取
引は、オンライン購入とは対照的に店内での購入に適用してもよく、オンライン購入だけ
のためのものでもよい。取引はまた、特定の償還方法を有してもよい。たとえば、取引は
、ユーザがクーポンまたはクーポン・コードを提示することを求めてもよく、購入すると
自動的に提供してもよく、特定のタイプのクレジット・カードまたはデビット・カードを
含む、特定のタイプの支払い機構の使用を求めてもよく、またはクラブにおける会員資格
の証明の提示を求めてもよい。
【００１６】
　取引は、他の条件に関連してもよく、たとえば、ユーザが行った購入の回数が所与の閾
値を超えなければならず、または購入品の総価値がある一定量を超えなければならない。
取引に関連する必要条件が満たされると、この取引は有効化されたとみなされる。取引を
有効化するには、その取引のプロバイダによる明瞭なステータス変更を必要としてもよい
。あるいは、有効化は、必要とする条件を満たすと自動的に行ってもよく、ユーザは、適
用可能なトランザクションを完了すると取引の特典を享受する。ユーザは、購入に関連す
るトランザクションを完了して、有効化された取引を引き換えるよう求められることがあ
る。
【００１７】
　取引の有効化は、この取引をユーザがいつでも使用できるようにする工程を含む。たと
えば、有効化された取引は、ユーザが引き換えることのできるクーポンとして、ユーザに
提示されることができる。取引の有効化は、複数のユーザが実行すべき一定のアクション
を必要とすることがある。たとえば、取引の有効化は、複数のユーザがプロバイダに関連
する所与の場所に存在するよう求めてもよい。ユーザに加えて、該ユーザの閾値数を超え
る友達が所与の場所にチェックインしている場合、取引が有効化される。この取引の有効
化に参加している各ユーザは、取引の参加者と呼ばれる。この取引は、１人のユーザまた
は取引の参加者全てに特典を提供してもよい。たとえば、レストランにいる複数の友達に
よって有効化されたレストランの取引は、単一のユーザによる支払いに対して値引きを提
供してもよく、または個別に支払う各参加者に対して値引きを提供してもよい。一実施形
態では、取引の有効化は、その取引を引き換えることを含む。たとえば、ユーザの閾値数
を超えるコネクションが、所与のイベント（たとえば、コンサート）のチケットをソーシ
ャル・ネットワーキング・システム経由で購入する場合、ソーシャル取引は、そのチケッ
トを値引き価格で提供する。この場合、取引が引き換えられると、この取引の有効化が起
きる。
【００１８】
　本開示における取引への言及は、特定のユーザまたはプロバイダが提供する取引のタイ
プに関連する取引のインスタンスを指すことがある。本開示の文脈により、所与の取引が
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、特定のタイプの１つまたは複数の取引のインスタンスを指すか否かが明確になる。たと
えば、ある取引は、所与の日付より前に購入した場合、商品に２０％の値引きを提供する
特定のプロバイダからの申し出を指すことがある。所与の取引はまた、ユーザに特有であ
り、そのユーザのコネクションの参加を必要とするソーシャル取引のインスタンスを指す
ことがある。互いに異なるユーザに対して、作成された取引の複数のインスタンスが存在
してもよい。取引の各インスタンスは、その取引に特有の情報、たとえばそのインスタン
スに参加しているユーザの情報を記憶する。
取引システム環境
　図１は、本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユ
ーザがソーシャル取引と対話できるようにするためのシステム環境の図である。ユーザ１
３５が、クライアント・デバイス１０５を使用してソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１００と対話する。プロバイダ・システム１２０（本明細書では「プロバイダ」とも
呼ぶ）が、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００と対話して、取引を記述して
いる情報を提供する。システム１００、１２０、および１３０の実施形態によっては、本
明細書に記載のモジュールとは異なるモジュールおよび／または他のモジュールを有し、
ここで説明されるものとは異なる方式で各機能を各モジュール間で分散させることができ
る。
【００１９】
　図１および他の図は、同一の参照番号を使用して、同一の要素を識別する。「１３０Ａ
」など参照番号の末尾の文字は、この文字が、具体的にはその特定の参照番号を有する要
素を指していることを示す。「１３０」など末尾に文字がないテキストでの参照番号は、
その参照番号を有する各図における各要素のうち任意のものまたはその全てを指す（たと
えば、テキストでの「１３０」は、図中の参照番号「１３０Ａ」および／または「１３０
Ｂ」を指す）。
【００２０】
　プロバイダ・システム１２０は、プロバイダ・アプリケーション・プログラム・インタ
ーフェース（ＡＰＩ）モジュール１２５を備えており、このモジュールは、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１００がプロバイダ・システムと対話できるようにする。一
実施形態では、プロバイダＡＰＩ１２５は、ウェブ・サービスとして実装されてもよい。
プロバイダＡＰＩ１２５によって、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、
情報を求める要求をプロバイダ・システム１２０に送信し、プロバイダ・システム１２０
から取引に関連する情報を受信することができる。たとえば、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１００は、プロバイダ・システム１２０に要求を送信して、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１００のユーザが、プロバイダ・システム１２０の既存の顧
客か否かを決定してもよい。
【００２１】
　一実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００と対話するためにユ
ーザ１３５が使用するクライアント・デバイス１０５は、パーソナル・コンピュータ（Ｐ
Ｃ：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、デスクトップ・コンピュータ、ラップトッ
プ・コンピュータ、ノートブック、タブレットＰＣであってもよく、これらは、たとえば
、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）互換のオペレーティング・システム
（ＯＳ：ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）、Ａｐｐｌｅ　ＯＳ　Ｘ、および／または
Ｌｉｎｕｘ（登録商標）ディストリビューションなどのオペレーティング・システムを実
行する。他の実施形態では、クライアント・デバイス１０５は、携帯型情報端末（ＰＤＡ
：ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、携帯電話、スマートフォ
ンなど、コンピュータ機能を有する任意のデバイスであってもよい。
【００２２】
　クライアント・デバイス１０５は、ダッシュボード１３０と呼ばれるユーザ・インター
フェースを実行して、ユーザ１３５がソーシャル・ネットワーキング・システム１００と
対話できるようにする。ダッシュボード１３０によって、ユーザ１３５は、取引に関連す
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る様々なアクションを実行できる。これらのアクションには、ユーザにとって関心のある
可能性が高い取引を記述する情報を取り出すこと、ユーザのコネクションに取引を推薦す
ること、ソーシャル取引に参加すること、取引プロバイダに関連する場所にチェックイン
すること、およびこの取引を使用して購入することが含まれる。一実施形態では、ダッシ
ュボード１３０は、インターネットまたは専用ネットワークからユーザが情報を取り出し
、提示できるようにするブラウザ・アプリケーションを通じてユーザに提示される。
【００２３】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、そのユーザに、ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム１００の他のユーザと通信し、対話する機能を提供する。ユーザ
は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００に加わり、次いで、ユーザ自身がつ
ながりたいと考えるソーシャル・ネットワーキング・システム１００の複数の他のユーザ
とのコネクションを追加する。本明細書では、用語「友達」とは、ソーシャル・ネットワ
ーキング・システム１００を通じて、所与のユーザが、接続、関連、または関係を形成し
た相手先である他の任意のユーザを指す。友達という用語は、各ユーザが実生活において
実際に友達であることを必要とせず（これは、概してメンバーのうちの１人が企業または
他のエンティティである場合に当てはまる）、単に、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１００におけるコネクション（つながり）を意味する。
【００２４】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、実態を表す様々なタイプのオブジ
ェクト、たとえば、ユーザ・プロファイル・オブジェクト１７５、コネクション・オブジ
ェクト１９５、イベント・オブジェクト１９０、取引オブジェクト１８０、およびプロバ
イダ・オブジェクト１８５を保持する。関連するエンティティの各インスタンスにおいて
、オブジェクトが記憶され得る。ユーザ・プロファイル・オブジェクト１７５は、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１００のユーザを記述する情報を記憶する。コネクシ
ョン・オブジェクト１９５は、ソーシャル・ネットワーキング・システムの２人のユーザ
間、または概して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００において示される２
つのエンティティ間の関係を記述する情報を記憶する。イベント・オブジェクト１９０は
、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００における実世界のイベントの表現を記
憶する。取引オブジェクト１８０は取引を表し、プロバイダ・オブジェクトはソーシャル
・ネットワーキング・システム１００におけるプロバイダを表す。これらのオブジェクト
について、本明細書においてさらに詳細に述べる。
【００２５】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、外部システム・インターフェース
１１０、ダッシュボード・マネジャ１１５、および図２に説明する様々なモジュールを備
える。ダッシュボード・マネジャ１１５によって、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１００のユーザは、ダッシュボード１３０のユーザ・インターフェースを通じて取引
と対話できる。ダッシュボード・マネジャ１１５は、ユーザに関心のある取引を記述する
情報を提示する。たとえば、ダッシュボード・マネジャは、互いに異なる関心をもつ２人
のユーザに様々なタイプの取引を提示してもよい。
【００２６】
　ダッシュボード・マネジャ１１５によって、ユーザ１３５は、取引に関連する様々なア
クションを実行できる。これらのアクションには、取引を購入すること、この取引をコネ
クションに推薦すること、取引についてコメントすること、取引をフォローすること、取
引を気に入ったことを表明すること、ソーシャル取引に参加すること、取引に関連する画
像をアップロードすること、たとえば、ユーザ・プロファイルの一部分として表示するた
めに、取引に関連する場所で撮った画像をアップロードすることが含まれる。ユーザは、
取引を利用するトランザクションを完了することによって、この取引を購入する。たとえ
ば、取引が、製品の購入に対して２０％の値引きを提供する場合、この製品を購入し、該
購入に対する取引を引き換えることによって、ユーザはこの取引を購入する。
【００２７】
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　ダッシュボード・マネジャ１１５は、取引に関連するアクションの実行を求めるユーザ
１３５からの要求を受信する。ユーザ１３５は、ダッシュボード１３０を通じて、ダッシ
ュボード・マネジャ１１５に要求を送信する。たとえば、ユーザ１３５ａは、このユーザ
１３５ａのコネクション（たとえば、ユーザ１３５ｂ）に取引を推薦する要求を送信して
もよい。ダッシュボード・マネジャ１１５は、図２に示されるソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１００の他のモジュールを呼び出して、要求されたアクションを実行して
もよい。
【００２８】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００の外部システム・インターフェース１
１０によって、このソーシャル・ネットワーキング・システム１００の様々なモジュール
が、プロバイダ・システム１２０を含む外部システムと対話できる。たとえば、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１００のモジュールは、ユーザ１３５が実行するトラン
ザクションを記述する情報でプロバイダ・システム１２０を更新してもよい。外部システ
ム・インターフェース１１０は、プロバイダ・システム１２０と対話するためのプロバイ
ダＡＰＩ１２５を呼び出す。外部システム・インターフェース１１０によって、外部シス
テムは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００と対話して、たとえば、ソーシ
ャル・ネットワーク情報にアクセスすること、またはソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１００に存在する情報を更新することもできる。外部システム・インターフェース
１１０は、外部システムがソーシャル・ネットワーキング・システム１００と対話できる
ようにするＡＰＩを提供する。たとえば、プロバイダ・システム１２０は、外部システム
・インターフェース１１０がサポートする適切なＡＰＩを呼び出すことによって、プロバ
イダからの新規の取引を記述する情報を送信してもよい。外部システムから受信した要求
が、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００によって認証されて、要求されたア
クションを実行するための許可をこの外部システムが有することを保証する。
【００２９】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、図１に示されるモジュール以外の
モジュール、たとえば、本明細書でさらに説明される図２に示されるモジュールを備える
。
ソーシャル・ネットワーキング・システム・アーキテクチャ
　図２は、本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユ
ーザがソーシャル取引と対話できるようにするための、ソーシャル・ネットワーキング・
システムのシステム・アーキテクチャの図である。ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１００は、ウェブ・サーバ２２０、ニュースフィード生成部２３５、ダッシュボード
・マネジャ１１５、外部システム・インターフェース１１０、アクション・ロガー２４０
、アクション・ログ２４５、ソーシャル取引マネジャ２５０、取引値付けモジュール２５
５、イベント・マネジャ２８０、ユーザ・プロファイル・ストア２６５、コネクション・
ストア２３０、取引ストア２２５、イベント・ストア２６０、およびプロバイダ・ストア
２７５を備える。他の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００に
は、様々なアプリケーション向けの、追加の、より少ない、または互いに異なるモジュー
ルが含まれ得る。システムの詳細を曖昧にしないよう、ネットワーク・インターフェース
、セキュリティ機構、ロードバランサ、フェールオーバ・サーバ、管理およびネットワー
ク操作コンソールなど従来の構成要素は図示されない。
【００３０】
　本明細書に記載される通り、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００によって
、ユーザは、互いに通信または他の方法で対話し、コンテンツにアクセスできる。ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１００は、ユーザ・プロファイル・オブジェクト１７
５をユーザ・プロファイル・ストア２６５に記憶する。ユーザ・プロファイル・ストア２
６５に記憶された情報は、職務経験、学歴、性別、性的嗜好、習慣または趣味、場所など
、個人的、人口統計上、および他のタイプの記述的情報を含み、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１００のユーザについて記述される。ユーザ・プロファイル・ストア２
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６５はまた、たとえば、画像、ビデオ、コメント、状況更新など、ユーザが提供する情報
を記憶してもよい。ユーザの画像は、画像に表示された適切なユーザの識別情報でタグ付
けされてもよい。
【００３１】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００を使用して特定のユーザが行う任意の
アクションは、データベースまたは他のデータ・リポジトリ内に保持されている情報を通
じて、ユーザ・プロファイル１７５に関連する。このようなアクションには、たとえば、
とりわけ、その他のユーザにコネクションを加えること、その他のユーザにメッセージを
送信すること、その他のユーザからのメッセージを読むこと、その他のユーザに関連する
コンテンツを視聴すること、他のユーザがどの取引を気に入っているか、またはフォロー
しているかを見ること、他のユーザが投稿したイベントに出席することが含まれ得る。さ
らに、他のオブジェクトに関する以下に述べる複数のアクションが特定のユーザに向けら
れ、その結果、これらのアクションはこれらの特定のユーザにも関連する。
【００３２】
　コネクション・ストア２３０は、たとえば、コネクション・オブジェクト１９５に表さ
れるように、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００の様々なユーザ間のコネク
ションを記述するデータを記憶する。コネクションがユーザによって形成されることによ
って、該ユーザは他のユーザとの自らの関係を指定できる。たとえば、このコネクション
により、ユーザは、友達、同僚、仲間などユーザの実生活での関係に相当する他のユーザ
との関係を生成できる。実施形態によっては、コネクションは、たとえば、家族または友
達または同僚などの関係のタイプに基づいてコネクション・タイプを指定する。ユーザは
、所定のタイプのコネクションから選択してもよく、または必要に応じてユーザ自身のコ
ネクション・タイプを定義してもよい。
【００３３】
　コネクションは、たとえば、ユーザが特定の他のユーザを友達に選択するなど、ユーザ
によって明示的に加えられてもよく、または、ユーザ（たとえば、同一の教育機関の卒業
生であるユーザ）の共通特性に基づいて、ソーシャル・ネットワーキング・サイトによっ
て自動的に作成されてもよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム１００における
コネクションは、通常は双方向であるが、双方向である必要はなく、したがって「コネク
ション」および「友達」という用語は、参照の枠組みに応じる。たとえば、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１００において、ボブとジョーが両者とも互いにつながって
いる場合、ボブとジョーは両者ともユーザであり、互いの友達でもある。ユーザ間のコネ
クションは直接のコネクションでもよいが、ソーシャル・ネットワーキング・システム１
００の実施形態によっては、このコネクションは、１つまたは複数の段階のコネクション
を通じた間接的なものでもよい。コネクションはまた、たとえば様々なタイプのエンティ
ティ間で確立してもよく、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、学校を表
すオブジェクトを有することができ、同一の学校で勉強する、または、その学校の卒業生
であるソーシャル・ネットワーキング・システム１００のユーザは、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム１００において、その学校とつながることができる。
【００３４】
　取引ストア２２５は、取引、たとえば取引オブジェクト１８０として表される取引を記
述する情報を記憶する。取引オブジェクト１８０は、取引を記述するメタデータに関連し
ており、かつ、その取引のインスタンスに特有のデータを含む。取引のインスタンスは、
その取引に関連する一定のアクションを実行する各ユーザについて作成されてもよい。た
とえば、取引を有効化するのにユーザのコネクションによる参加が必要である場合、取引
オブジェクト１８０は、この取引での参加者を記述する情報を記憶する。ユーザの他のコ
ネクションが、取引の有効化に寄与するアクションを実行するとき、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム１００は、取引オブジェクト１８０に記憶された情報を更新する。
【００３５】
　取引オブジェクト１８０に記憶される情報は、取引の記述、たとえばその間に取引を利
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用できる開始日と終了日など１つまたは複数の期限、取引に関連する場所、取引のタイプ
、取引についての償還方法、取引に関連する最大償還、たとえば価格の値引率など取引に
よって提供される特典の記述、取引に関連する任意の条件または規則、ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム１００での取引に関連するプロファイル・ページ、および他の情
報を含む。たとえば、取引の有効化にユーザのコネクションの参加が必要になる場合、取
引オブジェクトは、取引プロバイダ１２０を識別する情報、取引に関連するユーザ、およ
び取引に関連するユーザのコネクションも記憶する。たとえば、取引が外部システムから
取り込んだ取引か、もしくは取引が取引プロバイダ１２０によってソーシャル・ネットワ
ーキング・システム１００に追加された取引か、または取引がソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１００のユーザによって開始された取引か、取引オブジェクト１８０は取
引の元を記述する情報を記憶してもよい。
【００３６】
　取引オブジェクトは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００のユーザを含む
様々なタイプのソーシャル情報、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００におい
て表されるイベント、取引に関連するユーザが実行するアクションなどに関連してもよい
。この情報は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００内の様々なデータ・スト
アに記憶されてもよい。複数の取引オブジェクト１８０間の関連、および取引に関連する
ソーシャル情報は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００内に明示的に記憶さ
れるか、または必要に応じて決定されるかのいずれかでもよい。取引オブジェクト１８０
は、取引に関連するユーザのアクションに関連してもよく、たとえば、この取引を気に入
ったユーザ、もしくはこの取引をフォローしているユーザ、この取引を申し込んだユーザ
、この取引を購入したユーザ、この取引を共有または贈呈したユーザ、この取引に関連す
る場所にチェックインしたユーザのアクション、または、この取引にユーザが残したコメ
ントに関連してもよい。
【００３７】
　取引ストア２２５はまた、取引に関連する製品またはサービスのタイプを記述するカテ
ゴリであって、各取引に関連するカテゴリを記憶する。取引のカテゴリの例には、「食事
」、「買い物」、「専門家サービス」、「美容とスパ」、「健康とフィットネス」、「自
動車」、「ペットの世話」、「金融サービス」、「旅行」、および「芸術と娯楽」が含ま
れる。一実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、様々なビジ
ネスを分類するために形成されるビジネス・カテゴリのリストを有していてもよい。ソー
シャル・ネットワーキング・システム１００は、ビジネス・カテゴリから取引カテゴリへ
のマッピングを記憶して、ビジネス・カテゴリに関連するオブジェクトが取引カテゴリと
マッチングされるようにする。たとえば、ビジネス・カテゴリ「レストラン」および「バ
ー」は、取引カテゴリ「食事」にマッピングされる。同様に、ビジネス・カテゴリ「ホテ
ル」、「空港」、および「トランジット・ストップ」は、カテゴリ「旅行」にマッピング
される。
【００３８】
　イベント・ストア２６０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００に関連す
るイベントを記述する情報を記憶する。イベント・オブジェクト１９０は、誕生日パーテ
ィなど実世界のイベント向けに形成されてもよい。そのイベントへの出席に関心のあるユ
ーザは、イベント・オブジェクトとのコネクションを確立してもよい。ユーザは、時刻と
場所、招待客のリストなど、イベントについての情報を形成することにより、イベント・
オブジェクト１９０を作成してもよい。他のユーザは、招待への返事（ＲＳＶＰメッセー
ジ）、すなわち招待を受けるか辞退するかの返事を送信し、イベントにコメントし、ユー
ザ自身のコンテンツ（たとえば、イベントからの写真）を投稿し、イベント１８５向けに
ソーシャル・ネットワーキング・システム１００によって使用可能になる任意の他のアク
ションを実行してもよい。したがって、イベント・オブジェクト１９０の作成者ならびに
イベントの招待客は、イベント・オブジェクト１９０に関連する様々なアクションを実行
してもよい。イベントは取引に関連していてもよく、たとえば、コンサートを表すイベン
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ト・オブジェクトは、そのコンサート向けの値引き価格を提供する取引に関連してもよい
。イベント・ストア２６０は、イベントと取引の間の関連をストアする。
【００３９】
　プロバイダ・ストア２７５は、プロバイダ１２０を記述する情報をストアするプロバイ
ダ・オブジェクト１８５をストアする。プロバイダ１２０を記述する情報には、プロバイ
ダが提供する製品／サービスに関連するカテゴリ、プロバイダに関連する場所、およびプ
ロバイダＡＰＩ１２５と対話するために必要となる情報が含まれる。一実施形態では、プ
ロバイダ・オブジェクト１８５は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００が頻
繁に使用するプロバイダを記述した情報をローカルにキャッシュする。ローカルにキャッ
シュされた情報は、たとえば定期的なスケジュールに基づいて、またはプロバイダ・シス
テム１２０に記憶された情報が変更される度に、プロバイダ・システム１２０に記憶され
た情報と同期される。ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、プロバイダ・
オブジェクト１８５とプロバイダ１２０が提供する取引との間の関連を記憶する。
【００４０】
　ウェブ・サーバ２２０は、ネットワーク２１０を通じて、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１００を１つまたは複数のクライアント・デバイス１０５にリンクし、ウェ
ブ・サーバ２２０は、ウェブ・ページならびにフラッシュ（Ｆｌａｓｈ）、ＸＭＬなど他
のウェブ関連のコンテンツにサービスを提供する。ウェブ・サーバ２２０は、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１００と、クライアント・デバイス１０５ならびに他の外
部システム、たとえばプロバイダ・システム１２０との間で、メッセージを受信し転送す
る機能を提供する。これらのメッセージは、インスタント・メッセージ、待機型メッセー
ジ（たとえば、電子メール）、テキスト、およびＳＭＳ（ｓｈｏｒｔ　ｍｅｓｓａｇｅ　
ｓｅｒｖｉｃｅ）（ショート・メッセージ・サービス）メッセージ、または任意の他の適
切なメッセージング技法とすることができる。実施形態によっては、ユーザが他のユーザ
に送信したメッセージは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００の他のユーザ
、たとえばこのメッセージを受信するユーザのコネクションによって閲覧することができ
る。メッセージの受信者以外の、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００の他の
ユーザによって閲覧することができるメッセージのタイプの一例は、ウォールへの投稿で
ある。
【００４１】
　アクション・ロガー２４０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００上のお
よび／またはソーシャル・ネットワーキング・システム１００から離れたユーザ・アクシ
ョンについて、ウェブ・サーバ２２０から通信を受け取ることができる。アクション・ロ
ガー２４０は、ユーザ・アクションに対する情報をアクション・ログ２４５に入力して、
ユーザ・アクションをフォローする。特定のユーザが他のユーザに対して行う任意のアク
ションは、データベースまたはアクション・ログ２４５など他のデータ・リポジトリ内に
保持される情報を通じて、各ユーザのプロファイルに関連する。このようなアクションに
は、たとえば、とりわけ、その他のユーザにコネクションを加えること、その他のユーザ
にメッセージを送信すること、その他のユーザからのメッセージを読むこと、その他のユ
ーザに関連するコンテンツを視聴すること、別のユーザが投稿したイベントに出席するこ
とが含まれ得る。さらに、他のオブジェクトに関する以下に述べる複数のアクションが特
定のユーザに向けられ、その結果、これらのアクションはこれらの特定のユーザにも関連
する。ソーシャル・ネットワーキング・システム１００を使用してユーザがアクションを
実行するとき、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、そのアクションにつ
いてのエントリをログ２４５に加える。
【００４２】
　ソーシャル取引マネジャ２５０は、ソーシャル取引およびソーシャル取引に関連するア
クションを記述する情報を保持する。ソーシャル取引マネジャ２５０は、この取引に関連
するメタデータを保持し、このメタデータは、取引を有効化するために必要なアクション
のタイプ、このアクションをユーザが実行しなければならないのか、それともユーザのコ
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ネクションが実行しなければならないのか、および、取引を有効化するのに必要な各タイ
プのアクションの数を含む。ソーシャル取引を有効化できるアクションのタイプの例には
、場所にチェックインすること、購入すること、取引の推薦をコネクションに送信するこ
と、プロバイダに登録することなどが含まれる。ソーシャル取引マネジャ２５０は、ユー
ザのコネクションが実行するアクション、およびユーザが実行するアクションを監視して
、このソーシャル取引に関連するアクションが実行されているか否かを決定する。ソーシ
ャル取引マネジャ２５０は、ソーシャル取引の状態、たとえば、これまでに取引の有効化
に向けて実行された様々なタイプのアクションの数、および取引の有効化に対するアクシ
ョン数の残りとアクションのタイプを管理する。
【００４３】
　実施形態によっては、システム１００はソーシャル・ネットワーキング・システムでは
ないが、ソーシャル・ネットワーキング・システムと通信して、必要なソーシャル・ネッ
トワーク情報を得る。システム１００は、たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステムが提供するＡＰＩを使用して、ソーシャル・ネットワーキング・システムと通信し
てもよい。これらの実施形態では、図２に示されるモジュールによっては、システム１０
０で実行されてもよいモジュールもあるが、遠隔ソーシャル・ネットワーキング・システ
ムで実行されてもよいモジュールもある。たとえば、取引値付けモジュール２５５を含む
モジュールは、システム１００で実行されてもよいが、モジュール取引ストア２２５、ユ
ーザ・プロファイル・ストア２６５、コネクション・ストア２３０、およびアクション・
ログ２４５は、別個のソーシャル・ネットワーキング・システムにおいて存在してもよい
。
【００４４】
　クライアント・デバイス１０５とソーシャル・ネットワーキング・システム１００との
間の対話、およびプロバイダ１２０とソーシャル・ネットワーキング・システム１００と
の間の対話は、通常、ネットワーク２１０、たとえばインターネットを通じて実行される
。ネットワーク２５０によって、クライアント・デバイス２２０とソーシャル・ネットワ
ーキング・システム２１０との間の通信が可能になる。一実施形態では、ネットワーク２
１０は、標準の通信技術および／またはプロトコルを使用する。他の実施形態では、各エ
ンティティは、上記のデータ通信技術の代わりに、またはそれに加えて、特注および／ま
たは専用のデータ通信技術を使用することができる。実施形態に応じて、ネットワーク２
１０は、インターネットなど他のネットワークとのリンクを含むこともできる。
取引ダッシュボード
　ダッシュボード１３０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００のユーザが
、取引との対話を見ることができるようにするためのユーザ・インターフェースを提供す
る。図３には、本発明の一実施形態に応じたダッシュボードのスクリーン・ショットが示
される。ダッシュボード１３０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００との
様々なタイプのユーザ対話を可能にする、ユーザ・インターフェースの一部分であること
ができる。ソーシャル・ネットワーキング・システム１００上のユーザの情報３００を（
たとえば、ユーザのホームページから）見るユーザは、ボタンまたはリンク３５０を押す
ことによって、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００に様々なタイプの情報を
要求することができる。ユーザが要求する様々なタイプの情報には、ユーザにとって興味
深いニュースフィード記事、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００を通じてユ
ーザが受信したメッセージ、ユーザのコネクション、ユーザに関連するイベントなどが含
まれる。ユーザは、ボタン３２０をクリックすることによって、ユーザに関連する取引を
記述する情報を要求することができる。
【００４５】
　ユーザが取引情報を要求するとき、ダッシュボード・マネジャ１１５は、提案モジュー
ル２６５によって提案される通りに、ユーザに関連する取引を受信する。提案モジュール
２６５は、様々な取引を、そのユーザとの関連に基づいてランク付けし、そのユーザに提
案するための取引を選択する。ユーザは、このユーザに提示された特定の取引３１０を選
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択し、この取引を記述するより多くの情報を要求することができる。図４には、ユーザに
よって選択された特定の取引に関連するソーシャル情報を提示する、ユーザ・インターフ
ェースのスクリーン・ショットが示される。図４には、取引を記述する詳細情報、たとえ
ば、取引の場所４２０、取引価格４４０、および取引に関連する製品／サービスを説明す
る画像４５０が示される。図４に提示されるユーザ・インターフェースによって、取引を
購入すること、取引をコネクションに推薦すること、取引にコメントすること、取引を気
に入ったことを表明すること、ソーシャル取引に参加すること、取引に関連する画像をア
ップロードすることなどを含め、取引に関連するユーザ・アクション４１０が可能になる
。ダッシュボード１３０はまた、取引に関連する様々なタイプのソーシャル情報、たとえ
ば、取引に関連するアクションを実行するユーザのコネクション４３０、取引に関連する
イベント、取引に関連するソーシャル・グループ、取引に関連する画像などを提示しても
よい。
【００４６】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、取引に関連する一定のアクション
を実行するようユーザに要求してもよい。たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１００は、ユーザのコネクションに取引を提案するようユーザに要求してもよい。
図５には、本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル取引の潜在的な参加者としてのソー
シャル・ネットワーキング・システムのユーザのコネクションを表示するユーザ・インタ
ーフェースのスクリーン・ショットが示される。通常、ユーザが取引を購入するとき、ユ
ーザのコネクションに取引を提案するための要求がユーザに提示される。たとえば、図５
に示される画面は、購入するためのソーシャル・ネットワーキング・システム１００との
ユーザ対話の一部分として提示されてもよい。図５に示されるユーザ・インターフェース
によって、ユーザは、取引を提案するためのリストにコネクションを追加（５４０）する
ことができる。ユーザは、以前リストに加えたコネクションを削除（５３０）することが
できる。要求されたコネクションがリストに加えられると、ユーザは、各コネクションへ
の取引を記述する情報を送信（５５０）することができる。
【００４７】
　図５に提示されるユーザ・インターフェースを使用して、ユーザは、ソーシャル取引内
で参加者の追加／削除をすることができる。たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１００は、ソーシャル取引内の潜在的な参加者のリストをユーザに提示すること
ができる。ユーザは、参加者を選択し、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００
に情報を送信することができる。ユーザが閾値数を超える参加者を選択する場合、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１００はソーシャル取引を有効化することができる。
あるいは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、選択された参加者にメッ
セージを送信して、参加者の取引への参加を確認することができる。閾値数を超える参加
者が、取引に参加する意向を確認する場合、ソーシャル・ネットワーキング・システム１
００は、取引を有効化することができる。
ソーシャル取引の有効化
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００の一組のユーザは、ソーシャル取引、
または、ソーシャル・ネットワーキング・システムにおいて表されるそのソーシャル取引
に関連するオブジェクトと対話してもよい。ソーシャル取引に関連するオブジェクトの例
には、画像、ビデオ、コメント、投稿などが含まれる。一実施形態では、ユーザのコネク
ションによって実行されるアクションの数が特定の判定基準を満たす場合、ユーザのため
に取引が有効化される。ソーシャル取引を有効化するための判定基準の例には、閾値数を
超えるユーザのコネクションが、取引または取引に関連するオブジェクトに関連したアク
ションを実行することが含まれる。特定のユーザのコネクションの対話が、要求された判
定基準を満たすか否かに応じて、取引を、所与のユーザに対して有効化してもよいが、他
のユーザに対して有効化しなくてもよい。
【００４８】
　一実施形態では、取引を有効化することは、取引をユーザに提供することを含む。した
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がって、第１のユーザと第２のユーザの両方が、ソーシャル取引に関連するオブジェクト
と対話するコネクションを有する場合でも、取引を第１のユーザに提供してもよく、また
第２のユーザに提供しなくてもよい。たとえば、第１のユーザが、第２のユーザと比較し
て対話を実行するコネクションをより多く有する場合、または、第１のユーザのコネクシ
ョンが、第２のユーザのコネクションと比較してより多くの対話を実行している場合に、
取引が第１のユーザに提供され、第２のユーザに提供されない可能性がある。
【００４９】
　他の実施形態では、ソーシャル取引は、ユーザのコネクションに関連した、ユーザが実
行するアクションによって有効化される。これらのアクションは、取引にも関連する。た
とえば、ユーザの閾値数を超えるコネクションにユーザが取引を推薦する場合、ソーシャ
ル取引を有効化してもよい。
【００５０】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、通知、ニュースフィード、または
他の通信チャネルを通じて、ソーシャル取引とユーザの対話を記述する情報をユーザのコ
ネクションに提供する。所与のユーザとソーシャル取引に対する対話に関する情報を受信
したユーザは、他のユーザがこのソーシャル取引と対話している事実を知る可能性が高い
。たとえば、同一の大学で勉強する複数の友達は、コンサートについてのソーシャル取引
に参加する可能性がある。同一の大学で勉強する参加者の他の友達は、たとえば明示的な
推薦を通じて、またはこのソーシャル取引を説明するニュースフィードを通じて、その取
引について知る可能性が高い。これらの友達が、ソーシャル取引に関係できる可能性が高
いのは、これらの友達が、たとえば同一の大学、同一の年齢層、地理的な位置が近いこと
など、複数の参加者と共通の特性を共有するからである。概して、ソーシャル・ネットワ
ーキング・システム内のユーザ自身の友達から、ソーシャル取引を説明する情報を受信す
るユーザは、その情報に注意を払う可能性が高い。これにより、取引の広告ならびに取引
のプロバイダの広告が、ウィルス感染のように広がっていく。
【００５１】
　一実施形態では、ソーシャル取引は、複数のタイプのアクションによって有効化されて
もよい。ソーシャル取引は、アクションの様々なタイプ、および、取引を有効化するため
にユーザのコネクションまたはユーザが実行する必要のある各タイプのアクションの数を
指定してもよい。たとえば、ソーシャル取引は、ユーザの所定数のコネクションが、プロ
バイダの場所にチェックインするよう要求してもよく、ユーザの別の所定数のコネクショ
ンが、プロバイダから購入して取引を有効化するよう要求してもよい。
【００５２】
　一実施形態では、ソーシャル取引の有効化に考慮される各アクションには、スコア値が
割り当てられる。取引に関連するアクションに基づいて重み付けされたスコアの総計が閾
値を超えるとき、ソーシャル取引が有効化される。アクションに関連する重み付けは、ア
クションのタイプに応じてもよい。たとえば、取引を購入すると、その取引へのコメント
の重み付けが増してもよい。同様に、取引をユーザに推薦することは、取引にコメントす
ることよりも重み付けが増してもよい。ユーザのコネクションが実行するアクションに関
連する重み付けは、そのコネクションに関連するソーシャル情報に応じてもよい。取引を
促進するための可能性が高い方のコネクション、および／またはソーシャル・ネットワー
キング・システム１００を介したプロバイダは、潜在的可能性が低い方のコネクションよ
りも重み付けが高い。多数のコネクションを有するユーザは、コネクションが非常に少な
いユーザと比較して、プロバイダの製品／サービスを販売促進する潜在的可能性がより高
い。同様に、ソーシャル・ネットワーキング・システム内でユーザ自身のコネクションと
頻繁に対話するユーザは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００の使用頻度が
少ないユーザと比較して、プロバイダの製品／サービスを販売促進する潜在的可能性がよ
り高い。
コネクションのアクションによるソーシャル取引の有効化
　図６は、本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユ
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ーザに提示されるソーシャル取引のスクリーン・ショットである。図６には、ユーザおよ
び／またはユーザのコネクションが携帯するスマートフォンなど、移動クライアント・デ
バイスを通じてソーシャル・ネットワーキング・システムが提供するユーザ・インターフ
ェースが示される。この取引は、プロバイダ６００からの取引である。取引を提示するた
めのユーザ・インターフェースは、メッセージ６１０を表示することができ、メッセージ
６１０は取引を有効化するために必要とされるユーザのコネクションに関連するアクショ
ンの数を示す。図６に示されるように、ユーザは、プロバイダの場所においてこのユーザ
に加わろうとする４人の友達を識別することによって、取引を有効化することができる。
ユーザおよびコネクションは、プロバイダの場所でチェックインする（６４０）ことによ
って、その場所における存在を示すことができる。
【００５３】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、（図６におけるユーザ・インター
フェースと同様に）ユーザが潜在的な参加者をソーシャル取引に加えることができるよう
にするユーザ・インターフェースをこのユーザに提示してもよい。ユーザが、ユーザのい
くつかのコネクションを取引に関連付ける場合、ユーザ・インターフェースによって、取
引と関連してこの取引を有効化するために必要となるユーザのコネクション数の残りを示
すメッセージ６２０が提示される。要求数のコネクションをユーザが加えるとき、取引が
有効化され、取引に参加するユーザおよび／またはコネクションは、この取引が提供する
特典を享受することができる。
【００５４】
　一実施形態では、ユーザが、ソーシャル取引を有効化するために必要とされるアクショ
ンまたは参加者の要求数に達することができない場合、このユーザは、より低い価格で取
引を有効化できるようにされてもよい。たとえば、ソーシャル取引が、取引を有効化する
ためにユーザの１０人のコネクションが参加することを要求しており、これまでにユーザ
の８人のコネクションしか参加していない場合、プロバイダが相対的に少ない人数の参加
者に対するソーシャル取引を有効化することに同意する場合には、ユーザはソーシャル取
引の相対的に低い特典を受け入れる意志があることをシステムに示すことができる。この
状況では、ユーザは、ユーザ自身にとって許容できる相対的に低い特典を指定できるよう
になってもよい。プロバイダは、ユーザによる提案を受け入れて、ソーシャル取引を有効
化する前に、それを適切に修正してもよい。たとえば、ユーザのコネクションが１０人参
加するときにユーザに提供される元の特典が２０％の値引きである場合、ソーシャル取引
は、ユーザの要求に基づき、ユーザのコネクションが８人参加するときには１５％の値引
きを提供するよう見直してもよい。
【００５５】
　図７は、本発明の一実施形態に応じた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユ
ーザのコネクションによる参加に基づいてソーシャル取引を有効化するための処理のフロ
ーチャートである。ユーザのコネクションによる参加を要求するいくつかのソーシャル取
引は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００によって様々な取引プロバイダか
ら受信されてもよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、プロバイダが
指定したソーシャル取引についてのターゲット判定基準に一致するユーザとソーシャル取
引を関連付ける（７１０）。取引に関連するユーザには、ソーシャル・ネットワーキング
・システムによって、ソーシャル取引を説明する情報が送信されてもよい。
【００５６】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザのコネクションが実行する様々な
アクションを説明する情報を受信する（７２０）。これらのアクションは、アクション・
ロガー２４０を含むソーシャル・ネットワーキング・システムの１つまたは複数のモジュ
ールによって識別されてもよい。一実施形態では、ソーシャル取引マネジャ２５０は、ユ
ーザまたはユーザのコネクションが実行するアクションを監視し、ソーシャル取引を有効
化するために必要とされるアクションのタイプに対して、それらのアクションのマッチン
グを行う（７３０）。ソーシャル取引を有効化するために必要とされるアクションのタイ
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プにアクションが一致するとソーシャル取引マネジャ２５０が決定する場合、ソーシャル
取引マネジャ２５０は、これらのアクションの記録をとる。
【００５７】
　ソーシャル取引マネジャ２５０は、ソーシャル取引に関連する情報を取引オブジェクト
１８０に保持してもよい。取引オブジェクト１８０は、潜在的に取引を有効化できるアク
ションのリストを保持する。ソーシャル取引マネジャ２５０は、取引を有効化するために
必要とされるアクションの総数（たとえばＮ）に対して一致するアクションの数をチェッ
クする（４５０）。これまでに識別された一致するアクションの数が、取引を有効化する
ために必要とされるアクションの総数Ｎよりも少ない場合、ソーシャル取引マネジャ２５
０は、取引に関連するアクションを説明する情報を受信し（７２０）、取引を有効化する
のに必要とされるアクションのタイプとアクションの数とのマッチングを行うこと（７３
０）を継続する。識別されたマッチングを行われるアクションの数が、取引を有効化する
のに必要とされるアクションの総数Ｎに達する場合、ソーシャル取引マネジャ２５０は取
引を有効化する（７４０）。一実施形態では、取引を有効化することは、その取引に対応
するデータ構造内で有効化されたものとして取引の状況を記述する情報を記憶することを
含む。ソーシャル取引マネジャ２５０は、取引によってもたらされた特典を使用すること
ができるソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザにメッセージを送信して、取
引が有効化されていることをユーザに通知する（７５０）。
【００５８】
　コネクションが実行するアクションは、複数の取引に関連していてもよい。たとえば、
同一の取引プロバイダが提供する２つの取引であって、同一のユーザ・アクションを使用
して有効化することができる取引が存在してもよい。一実施形態では、ソーシャル取引マ
ネジャ２５０は、単一の取引の有効化に向けて特定のアクションが使用されることを確実
にする。たとえば、図１０に示す取引は、ユーザまたはユーザのコネクションが受信して
もよい。この場合、ユーザとコネクションの両方が取引プロバイダの場所に行って、チェ
ックイン操作を実行する場合、この複数のチェックイン操作は、一つはユーザの取引を有
効化するために、またもう一つはコネクションの取引を有効化するために、二つとして考
慮することができる。一実施形態では、ソーシャル取引マネジャ２５０は、ユーザが同一
のアクションに基づいて２つの取引を有効化することを防止する。たとえば、ソーシャル
取引マネジャ２５０は、アクションに適用可能な取引を任意に取り上げて、その取引にア
クションを適用してもよい。あるいは、ソーシャル取引マネジャ２５０は、取引を有効化
するための要求されるアクション数の残りが比較的少ない取引とアクションを関連付ける
。一実施形態では、ソーシャル取引マネジャ２５０は、ソーシャル取引を管理するための
ユーザ・インターフェースであって、アクションが適用すべき取引をユーザが選択できる
ようにするユーザ・インターフェースを提示する。このユーザ・インターフェースによっ
て、ユーザは、特定の取引に向けて使用されるアクションを選択し、このアクションを異
なる取引に再適用することができる。
【００５９】
　一実施形態では、ユーザは、特定の期間において、所与のタイプの取引を利用すること
を中止されてもよい。たとえば、ユーザが、ソーシャル取引に参加することによって、プ
ロバイダが提供した取引を利用する場合、プロバイダは、所定の期間において別の取引に
ユーザの参加を制約してもよい。ユーザが取引を利用できない期間の長さは、取引のカテ
ゴリまたは取引に関連するビジネスのタイプに応じてもよい。たとえば、ユーザがアイス
クリーム店からのソーシャル取引に参加する場合、同日に、このプロバイダからの別のソ
ーシャル取引への参加を許可されないことがある。一方で、ユーザがコンサートのソーシ
ャル取引に参加する場合、そのコンサート・プロバイダからの別のソーシャル取引に参加
することが許可されるまでに数週間待つことを求められることがある。
ユーザのアクションによるソーシャル取引の有効化
　ソーシャル取引は、ユーザが実行するアクションであって、ユーザのコネクションおよ
びソーシャル取引に関連するアクションによって有効化することができる。たとえば、ユ



(19) JP 6017464 B2 2016.11.2

10

20

30

40

50

ーザの閾値数を超えるコネクションが取引に関連する場所にチェックインするとき、ソー
シャル取引を有効化してもよい。別の例として、閾値数を超えるユーザのコネクションに
ユーザが取引を推薦する場合、ソーシャル取引を有効化してもよい。
【００６０】
　図８は、本発明の一実施形態に応じた、ユーザと該ユーザのコネクションとの対話に基
づいてソーシャル取引を有効化するための処理のフローチャートである。ソーシャル取引
マネジャ２５０は、ソーシャル取引を有効化するための要求をユーザから受信する（８１
０）。ソーシャル取引マネジャ２５０は、ソーシャル取引に参加する可能性の高い、ユー
ザの一組のコネクションを選択する（８２０）。
【００６１】
　ソーシャル取引マネジャ２５０は、コネクションを選択する（８２０）ための様々な判
定基準を利用してもよい。ソーシャル取引への潜在的な参加者としてのコネクションを選
択する（８２０）ための判定基準には、取引プロバイダが提供する取引についての取引タ
ーゲット判定基準が含まれる。ソーシャル取引マネジャ２５０は、選択された（８２０）
コネクションが、年齢、性別、地理的な位置、または他の人口統計上の判定基準を含む取
引ターゲット判定基準を満たすことを確実にする。選択する（８２０）ための別の判定基
準は、潜在的な参加者の関心と取引または取引のカテゴリとの一致である。ユーザの関心
は、ユーザが明示的に提供したユーザ・プロファイル情報から、または、ユーザが取り出
した情報のタイプ、ユーザが残したコメント、ユーザが残した推薦などを含むソーシャル
・ネットワーキング・システム１００に記憶されたユーザに関連する過去の履歴データか
ら決定されることができる。コネクションを選択する（８２０）ための他の判定基準には
、コネクションとユーザの間の親和性、コネクションが現在の取引と同一のカテゴリに属
する取引に以前参加したか否か、またコネクションが、同一のプロバイダからの取引に参
加したか否かが含まれる。一実施形態では、ソーシャル取引マネジャ２５０は、ソーシャ
ル取引に現在加えられているコネクションを使用して、ユーザに提案されている潜在的な
参加者を決定する。たとえば、ソーシャル取引マネジャ２５０は、潜在的参加者と取引の
現在の参加者として示されたコネクションとの間の親和性を考慮する。
【００６２】
　ソーシャル取引マネジャ２５０は、選択されたコネクションをユーザに提示する（８３
０）。選択されたコネクションは、たとえば、図５に示されるユーザ・インターフェース
と同様のユーザ・インターフェースを使用して、ダッシュボード１３０を通じてダッシュ
ボード・マネジャ１１５によって提示されてもよい。ユーザは、取引での潜在的な参加者
としてユーザに提示されたコネクションのサブセットを選択することができる。ソーシャ
ル取引マネジャ２５０は、潜在的な参加者のリストをユーザから受信する（８３０）。一
実施形態では、ユーザが提供する潜在的な参加者の数が閾値を超える場合、ソーシャル取
引マネジャ２５０は、ソーシャル取引を有効化する（８４０）。あるいは、ソーシャル取
引マネジャ２５０は、潜在的な参加者がソーシャル取引に参加することに関心があるか否
か本人に確認するメッセージを、これら潜在的な参加者に送信してもよい。ソーシャル取
引マネジャ２５０は、ユーザが選択した閾値数を超える潜在的な参加者から確認メッセー
ジを受信する場合、このソーシャル取引を有効化する。ソーシャル取引マネジャ２５０は
、取引の有効化をユーザに通知する（８５０）メッセージをユーザに送信する。
【００６３】
　一実施形態では、参加者であるユーザの各コネクションは、この取引に参加者を加える
ことが許されている。これにより、ユーザのコネクションのコネクションが、取引への参
加者として含まれる。これにより、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザの
アクションは、ウィルス感染のように取引と関連する。ユーザの各コネクションは、コネ
クションのコネクションが実行するアクションを関連付けるので、取引に関連するアクシ
ョンの数は、高速に増大することができる。
【００６４】
　一実施形態では、取引によって各参加者に提供される特典は、その取引に参加している
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各ユーザのコネクションの数に応じる。たとえば、第１のユーザの５人のコネクションが
取引に参加し、第２のユーザの３人のコネクションだけが取引に参加する場合、第１のユ
ーザは、この取引に基づいて、第２のユーザと比較してより大きな特典を得る。この例で
は、第１のユーザは、所与の購入において２０％の値引きを入手し、第２のユーザは同様
の購入において１５％の値引きしか入手できなくてもよい。一実施形態では、取引によっ
て各参加者に提供される特典は、取引に参加している各ユーザのコネクションが実行する
この取引に関連するアクションの数に応じる。取引に参加しているユーザの同一のコネク
ションは、取引を有効化するための有効なアクションとして取引によって指定された複数
のアクションを実行することができる。たとえば、同一のユーザが、取引に関連する場所
にチェックインすること、購入すること、プロバイダに登録することを含め、２つ以上の
互いに異なるタイプのアクションを実行してもよく、各アクションは取引の有効化に考慮
される。その結果、取引に参加しているユーザのコネクションの数が少なくても、ユーザ
は、取引の有効化に考慮される複数のアクションをユーザの各コネクションが実行する場
合には、取引の大きな特典を得てもよい。
取引のソーシャル化
　一実施形態では、ソーシャル取引マネジャ２５０は、所与の取引をソーシャル取引に変
換する。たとえば、既存の取引では、単一のユーザによる参加を要求する場合がある。し
かし、取引は、追加のユーザ、たとえばユーザのコネクションによる参加を要求すること
によってソーシャル取引に変換することができる。ソーシャル取引マネジャ２５０は、取
引をソーシャル取引にすることによって、プロバイダまたはソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１００のいずれかに利点があるか否かを決定する。ソーシャル取引マネジャ
２５０は、取引のタイプに基づいて、その取引をソーシャル取引化するか否か決定するこ
とができる。所与のタイプの取引、たとえばレストランの取引、コンサートの取引などは
通常、社会活動と関連する。ソーシャル取引マネジャ２５０は、たとえば、過去における
ソーシャル取引をユーザがどの程度首尾よく行ってきたかなど、ユーザに関連する過去の
情報に基づいて取引をソーシャル取引化するか否かを決定することもできる。取引をソー
シャル取引化することによって、ソーシャル・ネットワーキング・システム１００は、プ
ロバイダならびにソーシャル・ネットワーキング・システム１００を使用するソーシャル
・アクティビティが提供する製品またはサービスを販売促進する。
【００６５】
　ソーシャル取引マネジャ２５０は、様々な判定基準を使用して、取引をソーシャル取引
化するか否かを決定してもよい。ソーシャル取引マネジャ２５０は、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム１００に記憶された過去の履歴情報を使用して、様々なカテゴリに
おいてソーシャル取引がどの程度成功しているか決定することができる。たとえば、食事
、ゴルフなどの娯楽、コンサートまたは映画などのソーシャル・イベントを含む所与のタ
イプのアクティビティは、一般的に複数の人の参加を含む。ソーシャル取引は、複数の人
の参加を含むカテゴリの取引において、より成功する可能性が高い。取引をソーシャル取
引化するか否かを決定するための別の判定基準には、ユーザに関する過去の履歴データが
含まれる。たとえば、ソーシャル取引マネジャ２５０は、ユーザの過去のアクションに基
づいて、特定のユーザが他のユーザよりもソーシャル取引に参加する可能性が高いと決定
してもよい。たとえば、あるユーザは多数のコネクションを有しており、過去においてい
くつかのソーシャル取引に参加している。このソーシャル取引マネジャ２５０は、ソーシ
ャル取引への参加リクエストを行ったことのないユーザであって、ソーシャル・ネットワ
ーキング・システム１００において友達が非常に少ない他のユーザと比較して、この多数
のコネクションを有するユーザに対して取引をソーシャル取引化する可能性が高い。
【００６６】
　ソーシャル取引マネジャ２５０は、取引がソーシャル取引化される各ユーザについての
ソーシャル取引の特定の属性を決定してもよい。たとえば、ソーシャル取引マネジャ２５
０は、ユーザに関連するソーシャル情報を解析して、取引を有効化するために必要とされ
る閾値数のアクションを決定することができる。一実施形態では、ユーザのコネクション
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が解析されて、ソーシャル取引における潜在的な参加者の総数が決定される。ソーシャル
取引マネジャ２５０は、ユーザの各コネクションに対して、ソーシャル取引への参加可能
性を示すスコアを決定してもよい。閾値を超えるスコアを有するユーザのコネクションは
、潜在的な参加者として決定される。ソーシャル取引を有効化するための、ソーシャル取
引に必要とされる参加者の総数、またはユーザのコネクションに要求されるアクションの
総数は、潜在的な参加者の総数に基づいて決定される。潜在的な参加者の数に応じて、取
引が提供する特典が決定されてもよい。たとえば、多数の潜在的な参加者を有するユーザ
には、参加者の少ないユーザと比較して大きな特典を提供してもよい。ソーシャル取引化
された取引を記述する情報がユーザに提示される。
代替用途
　本明細書に記載された特徴および利点は包括的なものではなく、具体的には、各図面、
明細書、および特許請求の範囲に鑑みて、多くのさらなる特徴および利点が当業者には明
らかになるであろう。さらに、明細書中に使用されている用語は、主として、読みやすさ
および教示のために選択されたものであって、発明の主題を詳述し、または発明の主題を
限定するために選択されたものではないことに留意されたい。
【００６７】
　本発明の各実施形態の前述の説明は、例示するために提示されたものであり、全てを網
羅するものではなく、または開示された厳密な形態に本発明を限定するものでもない。上
記開示に照らして、多くの修正形態および変形形態が可能になることが、当業者には理解
されるであろう。
【００６８】
　本説明の一部分では、情報操作のアルゴリズムおよび象徴的表現の点から、本発明の各
実施形態が説明される。これらアルゴリズムの説明および表現は、通常、データ処理技術
の分野における当業者によって使用されて、その仕事の本質は他の当業者に効果的に伝え
られる。これらの操作は、機能的、コンピュータ的、または論理的に説明されており、コ
ンピュータ・プログラムまたは同等な電気回路、マイクロコードなどによって実装される
ものと理解される。さらに、一般性を失うことなく、モジュールとしての操作のこれら構
成に言及することも、時に好都合であることが証明される。記述された動作、およびそれ
に関連するモジュールは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれら
の任意の組合せとして実施されてもよい。
【００６９】
　本明細書に記載の工程、操作、または処理のいずれも、１つもしくは複数のハードウェ
アまたはソフトウェア・モジュール単独で、または他のデバイスとの組合せとして、実行
または実装されてもよい。一実施形態では、ソフトウェア・モジュールは、コンピュータ
・プログラム・コードを含むコンピュータ読取り可能な媒体を備えるコンピュータ・プロ
グラム製品において実装され、このコンピュータ・プログラム・コードは、説明される工
程、操作、もしくは処理のうちのいずれかまたはその全てを実行するためのコンピュータ
・プロセッサによって実行することができる。
【００７０】
　本発明の実施形態はまた、本明細書における操作を実行するデバイスに関する。このデ
バイスは、要求された目的のために特別に構成されてもよく、かつ／または、コンピュー
タに記憶されたコンピュータ・プログラムによって選択的に有効化され、もしくは再構成
された汎用のコンピューティングデバイスを備えてもよい。このようなコンピュータ・プ
ログラムは、有形のコンピュータ読取り可能なストア媒体、または電子的な命令を記憶す
るのに適しており、コンピュータのシステム・バスに結合された任意のタイプの媒体でも
よい。さらに、本明細書で言及される任意のコンピューティング・システムは、単一のプ
ロセッサを備えてもよく、またはコンピューティング能力を増大させるために複数プロセ
ッサの設計を採用するアーキテクチャでもよい。
【００７１】
　最後に、本明細書中に使用される用語は、主として、読みやすさおよび教示のために選
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択されたものであって、発明の主題を詳述し、または発明の主題を限定するために選択さ
れたものではない。したがって、本発明の範囲は、この詳細な説明によって限定されるも
のではなく、本発明に基づいて明細書に記載されるいずれかの請求項によって限定される
ものである。したがって、本発明の各実施形態の開示は、例示的なものであり、本発明の
範囲を限定するものではなく、以下の特許請求の範囲に記載される。

【図１】 【図２】



(23) JP 6017464 B2 2016.11.2
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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