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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
サーバに通信可能に接続されるクライアントで実行される情報処理方法であって、
第1のユーザアカウントによって前記クライアント上のソーシャルアプリケーションに
ログインし、前記サーバに第1の要求を送信し、かつ前記第1の要求が前記サーバによって
認証された後で前記クライアントと前記サーバとの間の通信接続を確立するステップと、
前記サーバからの前記通信接続に基づいて、ソーシャルグループ内の前記第1のユーザ
アカウントと少なくとも1つの第2のユーザアカウントとによって公開される第1のマルチ
メディア情報をプルするステップであって、前記第1のユーザアカウントと前記第2のユー
ザアカウントとは前記ソーシャルグループのメンバーである、ステップと、
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前記第1のユーザアカウントによって前記サーバから、第3のユーザアカウントによって
伝えられた第2のマルチメディア情報を受信するか、または前記第2のマルチメディア情報
が前記サーバの予め設定されたポリシーを満たす場合に、前記第3のユーザアカウントに
よって伝えられた前記第2のマルチメディア情報と前記少なくとも1つの第2のユーザアカ
ウントによって前記第2のマルチメディア情報に対して実行される対話情報とを受信する
ステップであって、前記第3のユーザアカウントは、前記ソーシャルグループのメンバー
ではなく、前記サーバに登録され、かつ前記サーバによって認証される、ステップと、
前記第1のマルチメディア情報および前記第2のマルチメディア情報、または前記第1の
マルチメディア情報、前記第2のマルチメディア情報および前記対話情報を前記第1のユー
ザアカウントに対する前記ソーシャルグループのユーザインターフェース上に表示するス
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テップであり、前記第2のマルチメディア情報は、前記ソーシャルグループ内の前記第1の
ユーザアカウントおよび前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントに対してのみ公開さ
れる、ステップと
を含み、
前記第2のマルチメディア情報と前記第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて
表示される、
方法。
【請求項２】
検出結果を取得するために、第1の所定の条件が満たされたかどうかを検出するステッ
プであって、前記第1の所定の条件は、前記ソーシャルグループにおける前記第1のユーザ
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アカウントによって受信されかつ表示された前記第1のマルチメディア情報の数が第1の閾
値以上である、ステップをさらに含み、
前記第2のマルチメディア情報は、前記第1の所定の条件が満たされたときに能動的にプ
ルされるか、または、
第2の所定の条件が満たされたかどうかを検出するステップであって、前記第2の所定の
条件は、前記第1のユーザアカウントが前記第2のマルチメディア情報をプルするタイムイ
ンターバルが、第2の閾値において特定されるタイムインターバルに到達することである
、ステップをさらに含み、
前記第2のマルチメディア情報は、前記第2の所定の条件が満たされたときに能動的にプ
ルされる、
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請求項1に記載の方法。
【請求項３】
第3の所定の条件が満たされたかどうかを検出するステップであって、前記第3の所定の
条件は、前記第1のユーザアカウントに関連付けられた情報フィードにおける前記第2のマ
ルチメディア情報の設定された出現場所が、第3の閾値で指定された第1の表示場所以降で
ある、ステップ、
をさらに含み、
前記第2のマルチメディア情報は、前記第1の表示場所において前記第3の所定の条件が
満たされた場合に、前記第3の閾値で指定された前記第1の表示場所における前記ソーシャ
ルグループに表示される、
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請求項1に記載の方法。
【請求項４】
前記ソーシャルグループにおいて新しい第1のマルチメディア情報が受信されかつ表示
されるように、前記第1の表示場所において表示される前記第2のマルチメディア情報を第
2の表示場所に移動するステップ、
をさらに含み、
前記第2の表示場所は前記第1の表示場所の後である、
請求項3に記載の方法。
【請求項５】
第4の所定の条件が満たされたかどうかを検出するステップであって、前記第4の所定の
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条件は、前記ソーシャルグループ内のユーザアカウントが、第4の閾値で特定される時間
期間内に第2のマルチメディア情報にフィードバックしないことである、ステップと、
前記第4の所定の条件が満たされた場合に、前記第2のマルチメディア情報が情報フィー
ドから消えるのを有効にするステップと
をさらに含み、
前記第4の閾値において特定される前記時間期間の開始時点が、前記第2のマルチメディ
ア情報が前記情報フィードにおいて出現し、かつ前記第1のユーザアカウントが前記第2の
マルチメディア情報を最初にフォローしたときの時間である、
請求項1に記載の方法。
【請求項６】
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前記第2のマルチメディア情報のコンテンツが、前記サーバによってレビューされ、か
つ前記第3のユーザアカウントによってカスタマイズされ、
前記第3のユーザアカウントは、前記サーバに登録され、かつ前記サーバによって認証
された個別のユーザアカウントまたは集合的ユーザアカウントを備える、
請求項1に記載の方法。
【請求項７】
前記ソーシャルグループの前記ユーザインターフェース上に、前記第1のユーザアカウ
ントが前記第2のマルチメディア情報を受信したときに前記第1のユーザアカウントによっ
て前記第2のマルチメディア情報のために提供される第1のフィードバック情報および/ま
たは前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントが前記第2のマルチメディア情報と対話
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するときに前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントによって前記第2のマルチメディ
ア情報のために提供される第2のフィードバック情報を表示するステップと、
第1の状態における前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバック情報
を表示するステップであって、表示するステップは、前記表示をトリガするためのユーザ
操作なしに、第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報を明示的に表示し
、前記第1の状態は、前記ソーシャルグループにおける前記第1のユーザアカウントおよび
前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントが相互のフィードバックを直接見ることが可
能であることを表すために使用される、ステップと、
前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバック情報を送信するステップ
であって、その結果前記サーバが、前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィー
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ドバック情報を分析し、かつ前記第2のマルチメディア情報のプッシュポリシーを最適化
することが可能である、ステップと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
前記第1のユーザアカウントによって、前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントに
よって送信された第1のプロンプト情報を受信し、かつ前記ソーシャルグループの前記ユ
ーザインターフェース上に前記第1のユーザアカウントに対する前記第1のプロンプト情報
を表示するステップであって、前記第1のプロンプト情報は前記ソーシャルグループにお
ける前記第1のユーザアカウントおよび前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントのみ
にオープンであり、
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前記第1のプロンプト情報は、前記第2のマルチメディア情報に関係する第1のプロンプ
トページに入ることをトリガするために前記第1のユーザアカウントに対して使用される
プロンプト情報である、ステップ
をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
前記第1のプロンプト情報に作用する第1のユーザ操作を受信するステップと、
前記第1のユーザ操作に応答して、前記ソーシャルグループの前記ユーザインターフェ
ースを介して前記第1のプロンプトページに入るステップであって、
前記第1のプロンプトページが、前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントが前記第2
のマルチメディア情報に関して前記第2のマルチメディア情報との対話をしたことを表す
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ために生成された推奨情報を備える、ステップと、
前記推奨情報に作用する第2のユーザ操作を受信するステップと、
前記第2のユーザ操作に応答して、前記第2のマルチメディア情報のコンテンツ情報を取
得するステップであって、その結果、前記ソーシャルグループ内の第1のユーザアカウン
トの新しい第1のマルチメディア情報を生成することを可能にするフォワーディングモー
ドが有効になったことが検出されたとき、前記第1のユーザアカウントが前記第2のマルチ
メディア情報をフォワードする、ステップと
をさらに含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
ディスプレイユニットを備えるクライアントであって、
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第1のユーザアカウントによって前記クライアント上のソーシャルアプリケーションに
ログインし、サーバに第1の要求を送信し、かつ前記第1の要求が前記サーバによって認証
された後で前記クライアントと前記サーバとの間の通信接続を確立するように構成される
通信確立ユニットと、
前記通信接続に基づいて、ソーシャルグループ内の前記第1のユーザアカウントと少な
くとも1つの第2のユーザアカウントとによって公開される第1のマルチメディア情報をプ
ルするように構成されるグループプルユニットであって、前記第1のユーザアカウントと
前記第2のユーザアカウントとは前記ソーシャルグループのメンバーである、グループプ
ルユニットと、
前記第1のユーザアカウントによって前記サーバから、第3のユーザアカウントによって
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伝えられた第2のマルチメディア情報を受信するか、または前記第2のマルチメディア情報
が前記サーバの予め設定されたポリシーを満たす場合に、前記第3のユーザアカウントに
よって伝えられた前記第2のマルチメディア情報と前記少なくとも1つの第2のユーザアカ
ウントによって前記第2のマルチメディア情報に対して実行される対話情報とを受信する
ように構成される第1の受信ユニットであって、前記第3のユーザアカウントは、前記ソー
シャルグループのメンバーではなく、前記サーバに登録され、かつ前記サーバによって認
証される第1の受信ユニットと
を備え、
前記ディスプレイユニットは、前記第1のマルチメディア情報および前記第2のマルチメ
ディア情報、または前記第1のマルチメディア情報、前記第2のマルチメディア情報および
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前記対話情報を前記第1のユーザアカウントに対する前記ソーシャルグループのユーザイ
ンターフェース上に表示するように構成され、
前記第2のマルチメディア情報は、前記ソーシャルグループ内の前記第1のユーザアカウ
ントおよび前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントに対してのみ公開され、
前記第2のマルチメディア情報と前記第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて
表示される、
クライアント。
【請求項１１】
前記第2のマルチメディア情報のコンテンツは、前記サーバによってレビューされ、か
つ前記第3のユーザアカウントによってカスタマイズされ、
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前記第3のユーザアカウントは、前記サーバに登録され、かつ前記サーバによって認証
された個別のユーザアカウントまたは集合的ユーザアカウントを備える、
請求項10に記載のクライアント。
【請求項１２】
前記ディスプレイユニットは、前記ソーシャルグループの前記ユーザインターフェース
上に、前記第1のユーザアカウントが前記第2のマルチメディア情報を受信したときに前記
第1のユーザアカウントによって前記第2のマルチメディア情報のために提供される第1の
フィードバック情報および/または前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントが前記第2
のマルチメディア情報と対話するときに前記少なくとも１つの第2のユーザアカウントに
よって前記第2のマルチメディア情報のために提供される第2のフィードバック情報を表示
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し、かつ第1の状態において前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバッ
ク情報を表示するようにさらに構成され、表示することは、前記表示をトリガするための
ユーザ操作なしに、第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報を明示的に
表示し、前記第1の状態は、前記ソーシャルグループにおける前記第1のユーザアカウント
および前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントが相互のフィードバックを直接見るこ
とが可能であることを表すために使用され、
前記クライアントは、
前記第1のフィードバック情報および前記第2のフィードバック情報を送信するように構
成される送信ユニットであって、その結果前記サーバが、前記第1のフィードバック情報
および前記第2のフィードバック情報を分析し、かつ前記第2のマルチメディア情報のプッ
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シュポリシーを最適化することが可能である、送信ユニット
をさらに備える、
請求項10に記載のクライアント。
【請求項１３】
前記第1のユーザアカウントによって、前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントに
よって送信された第1のプロンプト情報を受信するように構成される第2の受信ユニット
をさらに備え、
前記ディスプレイユニットは、前記第1のユーザアカウントに対する前記第1のプロンプ
ト情報を前記ソーシャルグループの前記ユーザインターフェース上に表示するように構成
され、前記第1のプロンプト情報は前記ソーシャルグループにおける前記第1のユーザアカ
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ウントおよび前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントのみにオープンであり、前記第
1のプロンプト情報は、前記第2のマルチメディア情報に関係する第1のプロンプトページ
に入ることをトリガするために前記第1のユーザアカウントに対して使用されるプロンプ
ト情報である、
請求項10に記載のクライアント。
【請求項１４】
前記第1のプロンプト情報に作用する第1のユーザ操作を受信するように構成される第3
の受信ユニットと、
前記第1のユーザ操作に応答して、前記ソーシャルグループの前記ユーザインターフェ
ースを介して前記第1のプロンプトページに入るように構成される第1の応答ユニットであ
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って、前記第1のプロンプトページは前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントが前記
第2のマルチメディア情報に関して前記第2のマルチメディア情報と対話をしたことを表す
ために生成された推奨情報を備える、第1の応答ユニットと、
前記推奨情報に作用する第2のユーザ操作を受信するように構成される第4の受信ユニッ
トと、
前記第2のユーザ操作に応答して、前記第2のマルチメディア情報のコンテンツ情報を取
得するように構成される第2の応答ユニットであって、その結果、前記ソーシャルグルー
プ内の第1のユーザアカウントの新しい第1のマルチメディア情報を生成することを可能に
するフォワーディングモードが有効になったことが検出されたとき、前記第1のユーザア
カウントが前記第2のマルチメディア情報をフォワードする、第2の応答ユニットと
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をさらに備える、請求項13に記載のクライアント。
【請求項１５】
サーバに適用される情報処理方法であって、
第1のユーザアカウントがクライアントのソーシャルアプリケーションにログインした
後に前記第1のユーザアカウントによって送信された第1の要求を受信し、かつ前記第1の
要求が前記サーバによって認証された後に前記クライアントと前記サーバとの間の通信接
続を確立するステップと、
前記通信接続に基づいて、ソーシャルグループ内の前記第1のユーザアカウントと少な
くとも1つの第2のユーザアカウントとによって公開される第1のマルチメディア情報をプ
ッシュするステップであって、前記第1のユーザアカウントと前記第2のユーザアカウント
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とは前記ソーシャルグループのメンバーである、ステップと、
所定のポリシーにしたがって前記第1のユーザアカウントへ、第3のユーザアカウントに
よって伝えられた第2のマルチメディア情報をプッシュし、または前記第2のマルチメディ
ア情報が前記サーバの予め設定されたポリシーを満たす場合に、前記第3のユーザアカウ
ントによって伝えられた前記第2のマルチメディア情報と前記少なくとも1つの第2のユー
ザアカウントによって前記第2のマルチメディア情報に対して実行される対話情報とをプ
ッシュするステップであって、前記第3のユーザアカウントは、前記ソーシャルグループ
のメンバーではなく、前記サーバに登録され、かつ前記サーバによって認証される、ステ
ップと
を備え、
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前記第2のマルチメディア情報と前記第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて
表示される、
方法。
【請求項１６】
前記所定のポリシーにしたがって前記第1のユーザアカウントへ、第3のユーザアカウン
トによって伝えられた第2のマルチメディア情報をプッシュし、または前記第2のマルチメ
ディア情報が前記サーバの予め設定されたポリシーを満たす場合に、前記第3のユーザア
カウントによって伝えられた前記第2のマルチメディア情報と前記少なくとも1つの第2の
ユーザアカウントによって前記第2のマルチメディア情報に対して実行される対話情報と
をプッシュするステップは、
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前記所定のポリシーからシードユーザアカウントに対応する第1のフィルタリング基準
を抽出するステップであって、前記シードユーザアカウントは、ユーザアカウントがアク
ティブかどうか、および/またはユーザアカウントがオピニオンリーダかどうかを検出す
ることによって取得される、ステップと、
前記シードユーザアカウントと前記第2のマルチメディア情報との間の第1の対話関係を
確立するために、前記第1のフィルタリング基準にしたがって前記少なくとも1つの第2の
ユーザアカウントから前記シードユーザアカウントを検出し、かつ前記第2のマルチメデ
ィア情報を前記シードユーザアカウントにプッシュするステップと、
前記第2のマルチメディア情報との対話が前記第1の対話関係に基づいて前記第2のユー
ザアカウントによって行われた後に形成された、前記伝えられた第2のマルチメディア情
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報を前記第1のユーザアカウントにプッシュするステップと
を備える、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
前記所定のポリシーにしたがって前記第1のユーザアカウントへ、第3のユーザアカウン
トによって伝えられた第2のマルチメディア情報をプッシュするか、または前記第2のマル
チメディア情報が前記サーバの予め設定されたポリシーを満たす場合に、前記第3のユー
ザアカウントによって伝えられた前記第2のマルチメディア情報と前記少なくとも1つの第
2のユーザアカウントによって前記第2のマルチメディア情報に対して実行される対話情報
とをプッシュするステップは、
前記所定のポリシーから、前記ソーシャルグループにおける前記第1のユーザアカウン

30

トと所定の属性を有するターゲットユーザアカウントに対応する第2のフィルタリング基
準を抽出するステップであって、前記ターゲットユーザアカウントは、前記第1のユーザ
アカウントと類似のまたは関連する分野においてユーザアカウントがフォローまたは対話
しているかどうかを検出することによって取得される、ステップと、
前記ターゲットユーザアカウントと前記第2のマルチメディア情報との間の第2の対話関
係を確立するために、前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントから前記第2のフィル
タリング基準にしたがって前記第1のユーザアカウントと前記所定の属性を有する前記タ
ーゲットユーザアカウントを検出し、かつ前記第2のマルチメディア情報を前記ターゲッ
トユーザアカウントにプッシュするステップと、
プッシュのための複数の第2のマルチメディア情報が競合したとき、前記複数の第2のマ

40

ルチメディア情報から、前記第2のマルチメディア情報との対話が前記第2の対話関係に基
づいて前記ターゲットユーザアカウントによって行われた後に形成された、前記伝えられ
た第2のマルチメディア情報を取得し、かつ前記第2のマルチメディア情報を前記第1のユ
ーザアカウントにプッシュするステップと
を備える、請求項15に記載の方法。
【請求項１８】
前記所定のポリシーにしたがって前記第1のユーザアカウントへ、第3のユーザアカウン
トによって伝えられた第2のマルチメディア情報をプッシュし、または前記第2のマルチメ
ディア情報が前記サーバの予め設定されたポリシーを満たす場合に、前記第3のユーザア
カウントによって伝えられた前記第2のマルチメディア情報と前記少なくとも1つの第2の
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ユーザアカウントによって前記第2のマルチメディア情報に対して実行される対話情報と
をプッシュするステップは、
前記所定のポリシーから、前記クライアント上の複数の第2のマルチメディア情報を表
示するためのソーシャルシャッフルポリシーを抽出するステップと、
前記第1のユーザアカウントによって送信される第1のフィードバック情報と、前記少な
くとも1つの第2のユーザアカウントによって送信される第2のフィードバック情報の少な
くとも一部とを受信するステップと、
前記複数の第2のマルチメディア情報に対応する露出重みを取得するために、前記第1の
フィードバック情報および/または前記第2のフィードバック情報によって形成されるパラ
メータ制御因子ならびに補正因子を前記ソーシャルシャッフルポリシーに入力するステッ

10

プと、
前記露出重みの降順にしたがって前記第1のユーザアカウントに、前記露出重みに対応
する複数の第2のマルチメディア情報を降順でプッシュするステップと
を備える、請求項15に記載の方法。
【請求項１９】
サーバであって、
第1のユーザアカウントがクライアントのソーシャルアプリケーションにログインした
後に前記第1のユーザアカウントによって送信された第1の要求を受信し、かつ前記第1の
要求が前記サーバによって認証された後に前記クライアントと前記サーバとの間の通信接
続を確立するように構成される認証ユニットと、

20

前記通信接続に基づいて、ソーシャルグループ内の前記第1のユーザアカウントと少な
くとも1つの第2のユーザアカウントとによって公開される第1のマルチメディア情報をプ
ッシュするように構成されるグループプッシュユニットであって、前記第1のユーザアカ
ウントと前記第2のユーザアカウントとは前記ソーシャルグループのメンバーである、グ
ループプッシュユニットと、
所定のポリシーにしたがって前記第1のユーザアカウントへ、第3のユーザアカウントに
よって伝えられた第2のマルチメディア情報をプッシュし、または前記第2のマルチメディ
ア情報が前記サーバの予め設定されたポリシーを満たす場合に、前記第3のユーザアカウ
ントによって伝えられた前記第2のマルチメディア情報と前記少なくとも1つの第2のユー
ザアカウントによって前記第2のマルチメディア情報に対して実行される対話情報とをプ
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ッシュするように構成される情報プッシュユニットであって、前記第3のユーザアカウン
トは、前記ソーシャルグループのメンバーではなく、前記サーバに登録され、かつ前記サ
ーバによって認証される、情報プッシュユニットと
を備え、
前記第2のマルチメディア情報と前記第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて
表示される、
サーバ。
【請求項２０】
前記情報プッシュユニットは、
前記所定のポリシーからシードユーザアカウントに対応する第1のフィルタリング基準

40

を抽出するように構成される第1の抽出サブユニットであって、前記シードユーザアカウ
ントは、ユーザアカウントがアクティブかどうか、および/またはユーザアカウントがオ
ピニオンリーダかどうかを検出することによって取得される、第1の抽出サブユニットと
、
前記第1のフィルタリング基準にしたがって前記少なくとも1つの第2のユーザアカウン
トから前記シードユーザアカウントを検出し、かつ前記シードユーザアカウントと前記第
2のマルチメディア情報との間の第1の対話関係を確立するために、前記第2のマルチメデ
ィア情報を前記シードユーザアカウントにプッシュするように構成される第1の検出サブ
ユニットと、
前記第2のマルチメディア情報との対話が前記第1の対話関係に基づいて前記第2のユー
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ザアカウントによって行われた後に形成された、前記伝えられた第2のマルチメディア情
報を前記第1のユーザアカウントにプッシュするように構成される第1のプッシュサブユニ
ットと
を備える、請求項19に記載のサーバ。
【請求項２１】
前記情報プッシュユニットは、
前記所定のポリシーから、前記ソーシャルグループにおける前記第1のユーザアカウン
トと所定の属性を有するターゲットユーザアカウントに対応する第2のフィルタリング基
準を抽出するように構成される第2の抽出サブユニットであって、前記ターゲットユーザ
アカウントは、前記第1のユーザアカウントと類似のまたは関連する分野においてユーザ

10

アカウントがフォローまたは対話しているかどうかを検出することによって取得される、
第2の抽出サブユニットと、
前記ターゲットユーザアカウントと前記第2のマルチメディア情報との間の第2の対話関
係を確立するために、前記少なくとも1つの第2のユーザアカウントから前記第2のフィル
タリング基準にしたがって前記第1のユーザアカウントと前記所定の属性を有する前記タ
ーゲットユーザアカウントを検出し、かつ前記第2のマルチメディア情報を前記ターゲッ
トユーザアカウントにプッシュするように構成される第2の検出サブユニットと、
プッシュのための複数の第2のマルチメディア情報が競合したとき、前記複数の第2のマ
ルチメディア情報から、前記第2のマルチメディア情報との対話が前記第2の対話関係に基
づいて前記ターゲットユーザアカウントによって行われた後に形成された、前記伝えられ
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た第2のマルチメディア情報を取得し、かつ前記第2のマルチメディア情報を前記第1のユ
ーザアカウントにプッシュするように構成される第2のプッシュサブユニットと
を備える、請求項19に記載のサーバ。
【請求項２２】
前記第1のユーザアカウントによって送信される第1のフィードバック情報と、前記少な
くとも1つの第2のユーザアカウントによって送信される第2のフィードバック情報の少な
くとも一部とを受信するように構成される情報受信ユニットをさらに備え、
前記情報プッシュユニットは、
前記所定のポリシーから、前記クライアント上の複数の第2のマルチメディア情報を表
示するためのソーシャルシャッフルポリシーを抽出するように構成される第3の抽出サブ
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ユニットと、
前記複数の第2のマルチメディア情報に対応する露出重みを取得するために、前記第1の
フィードバック情報および/または前記第2のフィードバック情報によって形成されるパラ
メータ制御因子ならびに補正因子を前記ソーシャルシャッフルポリシーに入力するように
構成される動作サブユニットと、
前記露出重みの降順にしたがって前記第1のユーザアカウントに、前記露出重みに対応
する複数の第2のマルチメディア情報を降順でプッシュするように構成される第3のプッシ
ュサブユニットと
をさらに備える、請求項19に記載のサーバ。
【請求項２３】

40

請求項1〜10のいずれか一項に記載の方法または請求項15〜18のいずれか一項に記載の
方法を実行するために使用されるコンピュータ実行可能命令を記憶する、コンピュータ記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は通信技術、特に情報処理方法、クライアント、サーバ、およびコンピュータ記
憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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本発明の実施形態の技術的解決策の実装の処理において、本開示の発明者は、既存の技
術は少なくとも以下の技術的課題を有することに気付いている。
【０００３】
インターネット技術の進歩に伴い、ビッグデータの時代における情報の爆発的増大が続
々と明らかになっている。公共的な情報の雑多な共有についての要求を考慮すると、雑多
な共有について要求に適合するために、いくつかのマルチメディア情報が、現在の情報処
理技術を用いてWeChat、Microblog、Video、およびGameなどの様々なクライアントアプリ
ケーション上で共有されてもよい。たとえば、ビデオが第1のマルチメディア情報として
現れるTVプレイビデオのセグメントにおいては、第2のマルチメディア情報、たとえば、T
Vプレイビデオに関連する新しいブランドのノートブックコンピュータが共有されてもよ

10

く、その結果ユーザは、一度にビデオ自体の他に雑多な情報を取得する。
【０００４】
例としてのWeChatおよびMicroblogなどのソーシャルアプリケーションを使用して、ユ
ーザはレビューされていない関連する第1のマルチメディア情報、たとえば、ユーザによ
って読まれた良い記事またはユーザが使用し、かつユーザが友人もしくはより多くの人々
に勧めたい製品を共有してもよい。レビューされ、かつ指定された所定の第2のマルチメ
ディア情報は、ソーシャルアプリケーションを用いてさらに共有されてもよい。
【０００５】
しかしながら、現在の情報処理技術における情報共有において存在する課題は、以下の
通りである。

20

【０００６】
１）情報が一般的な公衆の間で広く共有される必要があることを考慮すると、すべての
ユーザが情報を共有することが可能である。しかしながら、第2のマルチメディア情報が
ユーザに共有されたときに、不正確なポジショニングにより干渉(interference)がユーザ
に引き起こされる可能性がある。その結果、ユーザインターフェースが役に立たない情報
であふれ、ユーザによる機能の通常使用に影響する。さらに、バックグラウンドサーバは
大量の第2のマルチメディア情報をプッシュするが、その情報はユーザにあまり役に立た
ない。バックグラウンドサーバとフォアグラウンドクライアントとの間の対話の間に、大
量の説得力のないマルチメディア情報がネットワークリソース帯域幅を占有する。さらに
、フォアグラウンドクライアントが妥当なマルチメディア情報を取得する成功率に影響す
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る。時々、クライアントは50個よりも多いマルチメディア情報を取得するが、いくつかの
情報だけがユーザに有益である。この場合、フォアグラウンドクライアントの大量のシス
テムリソースが占有され、かつ浪費される。
【０００７】
２）第2のマルチメディア情報がすべてのユーザに共有されるため、その共有は十分に
タイムリーではなく、情報に対する人々の注意および受け入れは、高くはない。その結果
、大量の有益な情報が莫大なフィードの中に埋没する。ユーザが価値ある情報を逃してし
まい、莫大なフィードを手動でサーチしなければならず、かつフィードをリフレッシュお
よびブラウズするため、ヒューマンコストが浪費される。フィードのリフレッシュのため
、スクリーンは絶えずオンであり、フォアグラウンドクライアントの電力消費は浪費され

40

る。一方、フォアグラウンドクライアントの処理リソース、たとえば、CPUまたはバッフ
ァが占有される。
【０００８】
しかしながら、関連する技術において、上述の課題に対する有効な解決策は存在しない
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の観点において、既存の技術における上述の課題を解決するため、本発明の実施形
態は情報処理方法、クライアント、サーバ、およびコンピュータ記憶媒体を提供する。
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【００１０】
本発明の実施形態の技術的解決策は以下のように実装される。
【００１１】
本発明の実施形態はクライアントに適用される情報処理方法を提供し、
第1のユーザによってクライアントにログインし、第1の要求を送信し、かつ第1の要求
が認証された後でクライアントとサーバとの間の通信接続を確立するステップと、
通信接続に基づいて、第1のユーザと少なくとも1人の第2のユーザとによって形成され
るソーシャルグループをプルするステップであって、第2のユーザと第1のユーザとは同じ
ソーシャルグループに属する、ステップと、
第1のユーザによってソーシャルグループにおいて、第3のユーザによって伝えられた第

10

2のマルチメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグ
ループにおける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第
2のマルチメディア情報を受信しかつ表示するステップと
を含み、
第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザによって共有
される第1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所
定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報
と第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。
【００１２】
本発明の実施形態は、ディスプレイユニットを含むクライアントを提供し、
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第1のユーザによってクライアントにログインし、第1の要求を送信し、かつ第1の要求
が認証された後でクライアントとサーバとの間の通信接続を確立するように構成される通
信確立ユニットと、
通信接続に基づいて、第1のユーザと少なくとも1人の第2のユーザとによって形成され
るソーシャルグループをプルするように構成されるグループプルユニットであって、第2
のユーザと第1のユーザとは同じソーシャルグループに属する、グループプルユニットと
、
第1のユーザによってソーシャルグループにおいて、第3のユーザによって伝えられた第
2のマルチメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグ
ループにおける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第
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2のマルチメディア情報を受信しかつ表示するように構成される第1の受信ユニットと、
をさらに含み、
ディスプレイユニットは、第2のマルチメディア情報を表示するように構成され、第2の
マルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザによって共有される第
1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所定のポリ
シーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報と第1のマ
ルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。
【００１３】
本処理を実行するとき、グループプルユニット、第1の受信ユニット、ディスプレイユ
ニットは、中央処理ユニット(CPU)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、またはフィールドプ

40

ログラマブルゲートアレイ(FPGA)であってもよい。
【００１４】
本発明の実施形態はサーバに適用される情報処理方法を提供し、
第1のユーザがクライアントにログインした後に第1のユーザによって送信された第1の
要求を受信し、第1の要求が認証された後にクライアントとサーバとの間の通信接続を確
立するステップと、
通信接続に基づいて、第1のユーザと少なくとも1人の第2のユーザとによって形成され
るソーシャルグループをプッシュするステップであって、第2のユーザと第1のユーザとは
同じソーシャルグループに属する、ステップと、
所定のポリシーにしたがって第1のユーザへ、第3のユーザによって伝えられた第2のマ
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ルチメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループ
における少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマ
ルチメディア情報をプッシュするステップと
を含み、
第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザによって共有
される第1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所
定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報
と第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。
【００１５】
本発明の実施形態はサーバを提供し、
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第1のユーザがクライアントにログインした後に第1のユーザによって送信された第1の
要求を受信し、かつ第1の要求が認証された後にクライアントとサーバとの間の通信接続
を確立するように構成される認証ユニットと、
通信接続に基づいて、第1のユーザと少なくとも1人の第2のユーザとによって形成され
るソーシャルグループをプッシュするように構成されるグループプッシュユニットであっ
て、第2のユーザと第1のユーザとは同じソーシャルグループに属する、グループプッシュ
ユニットと、
所定のポリシーにしたがって第1のユーザへ、第3のユーザによって伝えられた第2のマ
ルチメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループ
における少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマ
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ルチメディア情報をプッシュするように構成される情報プッシュユニットと
を含み、
第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザによって共有
される第1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所
定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報
と第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。
【００１６】
本処理を実行するとき、グループプルユニット、第1の受信ユニット、ディスプレイユ
ニットは、CPU、DSP、またはFPGAであってもよい。
【００１７】
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本発明の実施形態は、コンピュータ実行可能命令を記憶するコンピュータ記憶媒体をさ
らに提供し、コンピュータ実行可能命令は、本情報処理方法を実行するために使用される
。
【００１８】
本発明の実施形態における情報処理方法は、第1のユーザによってクライアントにログ
インし、第1の要求を送信し、かつ第1の要求が認証された後でクライアントとサーバとの
間の通信接続を確立するステップと、通信接続に基づいて、第1のユーザと少なくとも1人
の第2のユーザとによって形成されるソーシャルグループをプルするステップであって、
第2のユーザと第1のユーザとは同じソーシャルグループに属する、ステップと、第1のユ
ーザによってソーシャルグループにおいて、第3のユーザによって伝えられた第2のマルチ
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メディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループにお
ける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマルチ
メディア情報を受信しかつ表示するステップとを含み、第2のマルチメディア情報は、ソ
ーシャルグループにおける任意のユーザによって共有される第1のマルチメディア情報と
は異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所定のポリシーに適合しかつプッシ
ュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報と第1のマルチメディア情報とは同
じモードにおいて表示される。
【００１９】
本発明の実施形態を用いて、プルされかつユーザが属する同じソーシャルグループに基
づいて、ソーシャルグループにおいて共有が秘密裏に実行されるメカニズムが使用される

50

(12)

JP 6618206 B2 2019.12.11

。第1のユーザは、ソーシャルグループにおいて、第3のユーザによって伝えられた第2の
マルチメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグルー
プにおける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2の
マルチメディア情報を受信しかつ表示する。ソーシャルグループにおいて共有される情報
へのフィードバックは比較的厳しく(critical)、制限のない完全にオープンでパブリック
な環境においてフィードバックが自由に送信されてよいケースとは異なる。したがって、
1)一態様において、第2のマルチメディア情報を取得するためのポリシーを修正するため
に、後続のフィードバック情報は、サーバに提供され、かつパラメータ制御因子として使
用され、フィードバック情報の十分に正確な分析により、第2のマルチメディア情報は、
より正確にクライアントに目標を定めてプッシュされる。2)別の態様において、ソーシャ
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ルグループにおいて共有される情報は、モーメンツ、たとえば、友人が類似の種類の価値
ある情報をフォローしたかもしれない、に基づく。したがって、第2のマルチメディア情
報に関してソーシャルグループにおける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形
成された、伝えられた第2のマルチメディア情報は、より高い注意および信頼度を得るで
あろう。この場合、ユーザによって価値ある情報を取得する確率および機会は大きく増加
し、既存の技術における2つの課題が解決される。さらに、第2のマルチメディア情報は、
ソーシャルグループにおける任意のユーザによって共有される第1のマルチメディア情報
とは異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所定のポリシーに適合しかつプッ
シュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報と第1のマルチメディア情報とは
同じモードにおいて表示される。この場合、一様なユーザインターフェーススタイルが形
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成されてもよく、機能の使用およびユーザの表示習慣に干渉が引き起こされない。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の方法の実施形態1による概略的実装フローチャートである。
【図２】本発明の方法の実施形態2による概略的実装フローチャートである。
【図３】本発明の方法の実施形態3による概略的実装フローチャートである。
【図４】本発明のクライアントの実施形態1による概略的構造図である。
【図５】本発明の方法の実施形態4による概略的実装フローチャートである。
【図６】本発明のサーバの実施形態1による概略的構造図である。
【図７】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオの概略図である。
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【図８】既存の技術においてクライアントのユーザインターフェース上に表示される情報
を示す概略図である。
【図９】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアント
のユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
【図１０】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
【図１１】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
【図１２】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
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【図１３】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
【図１４】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
【図１５】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
【図１６】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
【図１７】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
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【図１８】本発明の実施形態が適用されるアプリケーションシナリオにおいてクライアン
トのユーザインターフェース上に表示される情報を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
添付の図面を参照して技術的解決策の詳細な実装が以下でさらに説明される。
【００２２】
方法の実施形態1
本発明のこの実施形態は情報処理方法を提供する。図1に示すように、本方法はクライ
アントに適用され、本方法は以下のステップを含む。
【００２３】

10

ステップ101:第1のユーザはクライアントにログインし、第1の要求を送信し、かつ第1
の要求が認証された後でクライアントとサーバとの間の通信接続を確立する。
【００２４】
第1の要求はログイン要求であってもよい。第1のユーザが最初にアカウントおよびパス
ワードを使用してログインに成功し、かつクライアントを退出していない場合、第1のユ
ーザがクライアント引き続き使用するときに第1のユーザはログインする必要はなく、か
つ確立された通信接続を使用することによってクライアントとサーバとの間の対話を直接
的に確立してもよい。この場合、このステップは省略されてもよい。
【００２５】
ステップ102:通信接続に基づいて、第1のユーザと少なくとも1人の第2のユーザとによ
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って形成されるソーシャルグループをプルし、第2のユーザと第1のユーザとは同じソーシ
ャルグループに属する。
【００２６】
ソーシャルグループは、友人リンクによって形成される友人サークルを指す。クライア
ントは、バックグラウンドでソーシャルグループをプルし、かつクライアントのユーザイ
ンターフェース上にソーシャルグループを表示する。たとえば、WeChatにおいて、ソーシ
ャルグループはWeChatの友人サークルであってもよい。1つより多いWeChatの友人サーク
ルが存在してもよく、複数のWeChatの友人サークルがユーザ要求、たとえば、類似の習慣
に基づいて、または同僚/クラスメイト関係に基づいて、または仕事の技術分野にしたが
って確立されてもよい。
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【００２７】
第2のユーザは、ユーザの複数の友人サークルの任意の1人または複数のユーザを指す。
【００２８】
ステップ103:第1のユーザは、ソーシャルグループにおいて、第3のユーザによって伝え
られた第2のマルチメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソー
シャルグループにおける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝え
られた第2のマルチメディア情報を受信しかつ表示する。
【００２９】
このステップは、友人サークルの中での共有に基づいて、ならびに/または友人サーク
ルにおける友人の「いいね(like)」および/もしくはコメントなどの対話に基づいて、第2
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のマルチメディア情報を共有するステップであってもよい。
【００３０】
第3のユーザは公式アカウントを指し、これは個人のアカウント、または集合アカウン
ト、たとえばBayerische Motoren Werkeのような広告者であってもよい。第3のユーザは
仮想的な友人である。ソーシャルグループにおいて、第3のユーザによって伝えられた第2
のマルチメディア情報を受信しかつ表示する方式は以下の通りである。広告者は、公式ア
カウントに基づいて、サーバによってレビューされた第2のマルチメディア情報ををプッ
シュし、かつ第1のユーザの仮想的な友人として、モーメンツにおける広告コンテンツ推
奨(Recommendation)における第2のマルチメディア情報を共有する。これは、直接推奨方
式である。
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【００３１】
第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループにおける少なくとも1人の第2の
ユーザの対話に基づいて、伝えられた第2のマルチメディア情報を形成する方式は、モー
メンツに基づく広告コンテンツ推奨方式であり、かつモーメンツにおける友人と広告との
間の対話関係に基づいて広告コンテンツを間接的に取得する方式である。
【００３２】
ステップ104:第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザ
によって共有される第1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、
サーバ側の所定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチ
メディア情報と第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。

10

【００３３】
第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループではない任意の人々によってプッシ
ュされる情報ではないことに留意されたい。蘇寧電器(Su'ning appliance)の秘書がユー
ザのソーシャルグループ(たとえば、友人サークル)における友人ではないとしても、たと
えば、いくつかのソーシャルプラットフォーム、たとえば、Microblog上で、蘇寧電器の
秘書はいくつかの推奨情報をユーザにプッシュしてもよい。本発明のこの実施形態におけ
る第2のマルチメディア情報は、バックグラウンドサーバ側の所定のポリシーに適合しか
つプッシュされるバックグラウンドサーバによってレビューされる特定の情報である。利
点は、友人サークルではないユーザによってプッシュされるハラスメント情報が回避され
ることと、バックグラウンドサーバ側の所定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定
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の情報は、友人サークル内のユーザの行動が記録され、収集され、かつ分析された後に取
得される結果であることである。したがって、本発明のこの実施形態における第2のマル
チメディア情報は、情報のプッシュと共有の正確なユーザのポジショニングに対する要求
を満たすことが可能である。
【００３４】
バックグラウンドサーバ側の所定のポリシーに対して、広告をプッシュするための所定
のポリシーは以下のコンテンツを含むことに留意されたい。
【００３５】
第1に、所定のポリシーにおいてサーバ上で構成される関連するバックグラウンドプッ
シュ論理について、1)ユーザが「興味なし(Not Interested)」をクリックしたとき、広告
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に対していいねまたはコメントがあるかどうかにかかわらず、広告が消滅する。2)広告が
消滅した後にメッセージプロンプトを見るための論理は、ローカルにおける消滅処理メカ
ニズムと同様であり、メッセージがフィードにおけるフローティングレイヤにプロンプト
される場合に、プロンプトがクリックされた後、メッセージのアイテムのいずれもがクリ
ック可能ではなくかつサーバによって制御され、ユーザが個人ページを介してメッセージ
プロンプトリストに入った場合、クライアントが消滅処理メカニズムを実行するための責
任を有してもよい。3)ユーザが「興味なし」をクリックした後、同じ広告は再度ユーザに
プッシュされない場合がある。4)同じ広告者の広告コンテンツは、2週間以内にユーザに
プッシュされるべきでない。5)ユーザがこの産業の広告を見る重みが減少し、重みの増加
または減少は、オペレータを用いて記録されてもよい。6)ユーザが広告者の広告に対して
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「興味なし」を2度クリックした場合、広告者の広告はユーザに引き続きプッシュされな
い場合がある。7)ユーザがある産業の広告に対して「興味なし」を2度クリックした場合
、第2のクリックの後、この産業の広告は、1か月以内にユーザにプッシュされない場合が
ある。
【００３６】
第2に、所定のポリシーにおける優先的なプッシュのためにどのように第1のラウンドの
ユーザをフィルタリングするかについて、シードユーザが選択される。広告がソーシャル
ノードユーザ(シードユーザ)に最初にプッシュされてもよい。2種類のユーザがシードユ
ーザの定義に適合する。A．アクティブユーザ：毎日8時間よりも長くWeChatにログインし
、毎日50よりも多いメッセージを送信し、かつ500人よりも多い友人を有する。B．オピニ
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オンリーダ：モーメンツにおける各メッセージが30より多いいいねを受け取り、毎日平均
して10より多くいいねをしている。これらの人々は所定のシードユーザとして事前に定義
され、サーバはこれらのユーザに広告を優先的にプッシュしてもよい。
【００３７】
第3に、所定のポリシーにおいてクライアントのユーザインターフェース上に表示され
る広告上で関係リンクに基づく友人サークルにおいて行われるソーシャルシャッフリング
のシーケンス表示について、友人サークルにおける広告の主要な特徴はソーシャルプロパ
ゲーションである。ユーザが広告に対して対話した後、ユーザの友人が対話に付随する広
告を引き続き見るとき、広告は友人により大きな影響を有する場合がある。したがって、
ポリシーについて、ユーザAが広告Xを見て、広告にいいねまたはコメントをした場合、ユ
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ーザAの友人が広告Xを引き続き見る確率は増加し、他の広告と競合しているときに広告A
はユーザAの友人により容易に表示される。ユーザBがモーメンツに入り、ユーザBの友人
がいいねまたはコメントした複数の広告がある場合、最も多い量のいいねおよびコメント
を有する広告がユーザBに表示された重みが最大である。
【００３８】
ソーシャルシャッフリングのシーケンス表示の設計原理に基づいて、以下のメカニズム
が実装のために使用されてもよい。
【００３９】
ソーシャルシャッフリング:ユーザがモーメンツに入ったときに広告の出現条件に達し
た場合、3つの広告があり、3つの広告すべてがユーザAの志向を満たしていると仮定する
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と、どの広告がユーザAにプッシュされるかは、以下のルールにしたがって決定される(志
向は一致すると仮定する)：露出重み=(各広告へユーザの友人によって与えられたいいね
の量*0.5+友人によって与えられた広告への第1のコメントの量*0.35+広告の合計いいね率
(いいねの合計量/露出した人々の合計量)*0.15)*補正因子R。補正因子Rは以下のように定
義される。友人が広告に50よりも多いコメントをした場合、あまりに多くのいいねおよび
コメントがあり、広告の露出率が高すぎ、出現確率が減少するため、R=0.5である。別の
モーメンツでは、R=1である。
【００４０】
第4に、所定のポリシーにおける他の論理について、1)たとえば、広告の出現機会につ
いて、同一のユーザへの広告の露出の時間の量を制限するために、以下のように設定され

30

る:ユーザがモーメンツを訪問したときに、4つ以上の新しいコンテンツがあったとき、1
つの広告がプッシュされ、1つの広告が48時間ごとにユーザにプッシュされ、タイムイン
ターバルは柔軟に調整されてもよい。2)たとえば、広告の出現位置について、4つ以上の
新しいコンテンツが生成されたとき、広告は第4のコンテンツに続く位置に出現してもよ
く(ユーザによってプッシュされたコンテンツはカウントされない)、広告が生成されると
、広告は常に第5のコンテンツの位置になくてもよく、新しいメッセージが現れると、広
告は徐々に下に下がっていく(たとえば、最初に5つのコンテンツがあり、その後何人かの
友人が5つのコンテンツをモーメンツにプッシュし、この場合、広告は第10のコンテンツ
の位置に表示される)。3)たとえば、消滅ポリシーについて、ユーザが広告を見たとき、
ユーザが広告にいいねまたはコメントをした場合、広告はユーザのモーメンツにおいて留
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まり、ユーザが6時間以内に広告にいいねまたはコメントをしなかった場合、ユーザが広
告を最初に見た6時間後に、広告はユーザのモーメンツから消滅してもよい。
【００４１】
第4の論説に含まれるポリシーは、サーバ側で、またはクライアント側で実装されても
よいことに留意されたい。以下の実装方式がある。
【００４２】
実装方式1:第2のマルチメディア情報(たとえば、広告情報)の出現機会の特定の実装は
以下の通りである。
【００４３】
本発明のこの実施形態における情報処理方法は、以下をさらに含む。
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【００４４】
A1:検出結果を取得するために、第1の所定の条件が満たされたかどうかを検出する。
【００４５】
A2:第1の所定の条件は、第1のユーザによって第2のマルチメディア情報を能動的にプル
するトリガ機会を表すために使用される。
【００４６】
ソーシャルグループにおける第1のユーザによって受信しかつ表示された第2のマルチメ
ディア情報が第1の閾値以上であるときに、検出結果が第1の所定の条件が満たされたとい
うものである場合、第1のユーザは、第2のマルチメディア情報を能動的にプルする。
【００４７】

10

第1の閾値は、受信しかつ表示された4つの新しいコンテンツであってもよい。
【００４８】
実装方式2:第2のマルチメディア情報(たとえば、広告情報)の出現機会の別の特定の実
装は、以下の通りである。
【００４９】
本発明のこの実施形態における情報処理方法は、以下をさらに含む。
【００５０】
B1:検出結果を取得するために、第2の所定の条件が満たされたかどうかを検出する。
【００５１】
B2:第2の所定の条件は、第1のユーザによって、第2のマルチメディア情報を能動的かつ
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周期的にプルするトリガ機会を表すために使用される。
【００５２】
B3:第1のユーザが第2のマルチメディア情報をプルするタイムインターバルが、第2の閾
値において特定されるタイムインターバルに到達したときに、検出結果が第2の所定の条
件が満たされたというものである場合、第1のユーザは、第2のマルチメディア情報を能動
的にプルする。
【００５３】
第2の閾値において特定されるタイムインターバルは、48時間であってもよい。
【００５４】
実装方式3:第2のマルチメディア情報(たとえば、広告情報)の出現位置の特定の実装は
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、以下の通りである。
【００５５】
本発明のこの実施形態における情報処理方法は、以下をさらに含む。
【００５６】
C1:検出結果を取得するために、第3の所定の条件が満たされたかどうかを検出する。
【００５７】
C2:第3の所定の条件は、フィードにおける第2のマルチメディア情報の出現位置を設定
するための条件である。
【００５８】
C3:フィードにおける第2のマルチメディア情報の出現位置が第3の閾値において特定さ
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れる第1の表示位置以上であるときに、検出結果が第3の所定の条件が満たされたというも
のである場合、第1の表示位置において第2のマルチメディア情報を表示する。
【００５９】
第3の閾値において特定される第1の表示位置は、第4の新しいコンテンツに続く第5のコ
ンテンツの位置であってもよい。
【００６０】
本発明のこの実施形態の実装方式において、本方法は、ソーシャルグループにおいて新
しい情報が受信されかつ表示されるように、第2の表示位置において、第1の表示位置にお
いて表示される第2のマルチメディア情報を表示するステップをさらに含み、第2の表示位
置は第1の表示位置より大きい。たとえば、第2の表示位置は第10のコンテンツの表示位置
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であり、第1の表示位置は、第5のコンテンツ表示位置である。
【００６１】
実装方式4:第2のマルチメディア情報(たとえば、広告情報)の消滅ポリシーの特定の実
装は、以下の通りである。
【００６２】
本発明のこの実施形態における情報処理方法は、以下をさらに含む。
【００６３】
D1:検出結果を取得するために、第4の所定の条件が満たされたかどうかを検出する。
【００６４】
D2:第4の所定の条件は、第2のマルチメディア情報がフィードから消えることを設定す

10

るための条件である。
【００６５】
D3:第4の閾値において特定される時間期間内にソーシャルグループにおけるユーザが第
2のマルチメディア情報にフィードバックしないときに、検出結果が第4の所定の条件が満
たされたというものである場合、第2のマルチメディア情報がフィードから消えることを
可能にする。
【００６６】
第4の閾値において特定される時間期間は、6時間であってもよい。
【００６７】
D4:第4の閾値において特定される時間期間の開始時点は、第2のマルチメディアが情報
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フィードにおいて出現し、かつ第1のユーザが第2のマルチメディア情報を最初にフォロー
(follow)したときの時間である。
【００６８】
本発明のこの実施形態の実装方式において、第2のマルチメディア情報のコンテンツは
、サーバによってレビューされ、かつ第3のユーザによってカスタマイズされ、第3のユー
ザは、公式アカウントを介してサーバに登録される個別のユーザまたは集合的ユーザを含
む。
【００６９】
方法の実施形態2
本発明のこの実施形態は、情報処理方法を提供する。図2に示すように、本方法はクラ
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イアントに適用され、本方法は以下のステップを含む。
【００７０】
ステップ201:第1のユーザはクライアントにログインし、第1の要求を送信し、かつ第1
の要求が認証された後でクライアントとサーバとの間の通信接続を確立する。
【００７１】
第1の要求はログイン要求であってもよい。第1のユーザが最初にアカウントおよびパス
ワードを使用してログインに成功し、かつクライアントを退出していない場合、第1のユ
ーザがクライアント引き続き使用するときに第1のユーザはログインする必要はなく、か
つ確立された通信接続を使用することによってクライアントとサーバとの間の対話を直接
的に確立してもよい。この場合、このステップは省略されてもよい。
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【００７２】
ステップ202:通信接続に基づいて、第1のユーザと少なくとも1人の第2のユーザとによ
って形成されるソーシャルグループをプルし、第2のユーザと第1のユーザとは同じソーシ
ャルグループに属する。
【００７３】
ソーシャルグループは、友人リンクによって形成される友人サークルを指す。クライア
ントは、バックグラウンドでソーシャルグループをプルし、かつクライアントのユーザイ
ンターフェース上にソーシャルグループを表示する。たとえば、WeChatにおいて、ソーシ
ャルグループはWeChatの友人サークルであってもよい。1つより多いWeChatの友人サーク
ルが存在してもよく、複数のWeChatの友人サークルがユーザ要求、たとえば、類似の習慣
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に基づいて、または同僚/クラスメイト関係に基づいて、または仕事の技術分野にしたが
って確立されてもよい。
【００７４】
第2のユーザは、ユーザの複数の友人サークルの任意の1人または複数のユーザを指す。
【００７５】
ステップ203:第1のユーザは、ソーシャルグループにおける第1のマルチメディア情報を
送信しかつ表示する。
【００７６】
ステップ203はオプションのステップであり、必須のステップではない。第1のマルチメ
ディア情報は、ユーザによって編集された画像テキスト情報であり、またはビデオ、レコ
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ーディングなどのオーディオもしくはそのようなものであってもよい。情報は、ユーザイ
ンターフェース上に表示される前にサーバによってレビューされる必要はない。
【００７７】
ステップ204:クライアントのユーザインターフェース上に、第3のユーザによって伝え
られた第2のマルチメディア情報、または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグ
ループにおける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第
2のマルチメディア情報を表示し、伝えられた第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグ
ループにおける第1のユーザおよび少なくとも1人の第2のユーザのみにオープンである。
【００７８】
第3のユーザは公式アカウントを指し、これは個人のアカウント、または集合アカウン
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ト、たとえばBayerische Motoren Werkeのような広告者であってもよい。第3のユーザは
仮想的な友人である。ソーシャルグループにおいて、第3のユーザによって伝えられた第2
のマルチメディア情報を受信しかつ表示する方式は以下の通りである。広告者は、公式ア
カウントに基づいて、サーバによってレビューされた第2のマルチメディア情報ををプッ
シュし、かつ第1のユーザの仮想的な友人として、モーメンツにおける広告コンテンツ推
奨における第2のマルチメディア情報を共有する。これは、直接推奨方式である。
【００７９】
第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループにおける少なくとも1人の第2の
ユーザの対話に基づいて、伝えられた第2のマルチメディア情報を形成する方式は、モー
メンツに基づく広告コンテンツ推奨方式であり、かつモーメンツにおける友人と広告との
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間の対話関係に基づいて広告コンテンツを間接的に取得する方式である。
【００８０】
ステップ205:クライアントのユーザインターフェース上に、第1のユーザが第2のマルチ
メディア情報を受信した後に形成される第1のフィードバック情報、および/または少なく
とも1人の第2のユーザが第2のマルチメディア情報に関して対話したときに形成される第2
のフィードバック情報を表示する。
【００８１】
たとえば、第1のユーザがユーザAであり、第2のユーザがユーザBおよびユーザCである
。ユーザBおよびユーザCによってBayerische Motoren Werkeの広告情報コンテンツなどの
第2のマルチメディア情報に与えられたいいねおよびコメントは、第2のフィードバック情
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報として参照される。ユーザAは、Bayerische Motoren Werkの広告情報コメントに対して
もいいねまたはコメントしてもよく、いいねおよび/またはコメントは、第1のフィードバ
ック情報として参照される。
【００８２】
ステップ206:第1の状態における第1のフィードバック情報および第2のフィードバック
情報を表示し、表示することはユーザ操作なしに拡張され、第1の状態は、ソーシャルグ
ループにおける第1のユーザおよび少なくとも1人の第2のユーザが相互のフィードバック
を直接見ることが可能であることを表すために使用される。
【００８３】
ステップ204〜ステップ206は、友人サークルの中での共有に基づいて、ならびに/また
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は友人サークルにおける友人のいいねおよびコメントなどの対話に基づいて第2のマルチ
メディア情報を共有する処理を形成することにに留意されたい。第2のマルチメディア情
報が共有された後、第2のマルチメディア情報に対するユーザ間の対話に基づいて取得さ
れる第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報は、外部に表示される。た
とえば、図9に示すBayerische Motoren Werke広告において、ユーザ対話中のユーザのい
いねおよびコメントは、モーメンツに直接的に表示されてもよい。これと比較して、Micr
oblogにおけるフィードバック情報の表示は、ユーザの動作をさらに必要とする、たとえ
ば、ユーザがプロンプトを見て、2つの新しいコメントがあるのを見た後、ユーザは次の
レベルのページに入り、その後特定のフィードバック情報を見ることができる。
【００８４】

10

ステップ207:第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザ
によって共有される第1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、
サーバ側の所定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチ
メディア情報と第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。
【００８５】
本発明のこの実施形態の実装方式において、本方法は、クライアントによって、第1の
フィードバック情報および第2のフィードバック情報を送信するステップをさらに含み、
その結果サーバが第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報を分析し、か
つ第2のマルチメディア情報のプッシュポリシーを最適化することが可能である。
【００８６】
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方法の実施形態3
本方法の実施形態1または本方法の実施形態2に基づいて、本発明のこの実施形態は、情
報処理方法を提供する。図3に示すように、本方法はクライアントに適用され、本方法は
以下のステップを含む。
【００８７】
ステップ301:第1のユーザは、少なくとも1人の第2のユーザによって送信された第1のプ
ロンプト情報を受信し、かつクライアントのユーザインターフェース上に第1のプロンプ
ト情報を表示し、第1のプロンプト情報は、ソーシャルグループにおける第1のユーザおよ
び少なくとも1人の第2のユーザのみにオープンである。
【００８８】
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第1のプロンプト情報は、第2のマルチメディア情報に関係する第1のプロンプトページ
に入ることをトリガするために使用されるプロンプト情報である。たとえば、第1のプロ
ンプト情報は、クライアントのユーザインターフェース上に表示される新しいメッセージ
プロンプトであってもよく、たとえば、「1通の新しいメッセージ(One new massage)」が
図11に示す第1のページに表示されてもよい。
【００８９】
ステップ302:第1のプロンプト情報に作用する第1のユーザ操作を受信する。
【００９０】
ステップ303:第1のユーザ操作に応答して、クライアントのユーザインターフェースを
介して第1のプロンプトページに入る。
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【００９１】
第1のプロンプトページは、少なくとも1人の第2のユーザが第2のマルチメディア情報に
関する対話をしたことを表すために使用される、生成された推奨情報、たとえば、図11に
示す第2のページの「Zhilingは素晴らしい」を含む。
【００９２】
ステップ304:推奨情報に作用する第2のユーザ操作を受信する。
【００９３】
ステップ305:第2のユーザ操作に応答して、第2のマルチメディア情報のコンテンツ情報
を取得し、その結果フォワーディングモードが有効になったことが検出されたとき、第1
のユーザが第2のマルチメディア情報をフォワードする。
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【００９４】
この実施形態の例は、ユーザAのモーメンツの情報共有シナリオをクライアントのユー
ザインターフェース上に表示し、ユーザAの1つの友人サークルにおける友人であるユーザ
Bが、1つの第2のマルチメディア情報、たとえば、化粧品ブランドプロモーションについ
ての情報にコメントした場合、または映画スターによって代表される時計のプロモーショ
ン情報にコメントした場合、図11に示すように、「新しいメッセージプロンプト」がユー
ザAのユーザインターフェース上に表示されてもよく、ユーザAは新しいメッセージプロン
プトをクリックしてユーザBのコメントコンテンツに入り、かつユーザBのコメントコンテ
ンツにおけるプロモーション情報エントリをクリックして、図11に示すように、プロモー
ション情報のプレゼンテーションページに入る。プレゼンテーションページは、少なくと
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もアイコン「プロモーション(Promotion)」と「詳細をチェック(Chech the details)」の
プロンプト情報とを含む。アイコン「プロモーション」がクリックされた後、ユーザAが
興味があるかどうかを促すために、図15に示すように「本プロモーション情報は広告情報
です」がポップアップしてもよい。ユーザAが興味がない場合、ポップアップはクローズ
してユーザAが興味がないというユーザ行動が記録され、その結果ユーザ行動は、プッシ
ュポリシーを最適化するためにサーバに報告される。「詳細をチェック」のプロンプト情
報をクリックした後、ユーザが特定のコンテンツに入り、プロモーション情報の画像テキ
スト、ビデオ、またはレコーディングファイルの形式で表示される。フォワーディングモ
ードがプロモーション情報に対して有効にされているとき、ユーザAはプロモーション情
報をフォワードしてもよい。
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【００９５】
要するに、本発明のこの実施形態において、フォワーディングをサポートするプロモー
ション情報のフォワーディング機能が隠されているとき、プロモーション情報は多数のユ
ーザ操作の後にフォワードされることが可能であり、ユーザのフィードが占有され、ユー
ザによる機能の通常使用に影響するのを避けるために、プロモーション情報の特定のコン
テンツは、画像テキスト、ビデオ、またはレコーディングファイルの形式でクライアント
のユーザインターフェース上に直接的に表示されない。方法の実施形態2と比較すると、
本方法の実施形態2において、プロモーション情報についてのユーザのいいねおよびコメ
ントは、クライアントのユーザインターフェース上に直接的に表示されてもよく、その結
果ユーザはいいねおよびコメントを直接的に見ることが可能であり、プロモーションにつ
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いてのユーザの注意を増加させる。
【００９６】
本方法の実施形態1、本方法の実施形態2、および本方法の実施形態3に基づいて、第2の
マルチメディア情報は、テキスト、画像、ビデオ、またはオーディオのうちの少なくとも
1つを含む。
【００９７】
クライアントの実施形態1
本発明のこの実施形態はクライアントを提供する。図4に示すように、クライアント1は
ディスプレイユニット11を含む。クライアントは、第1のユーザによってクライアントに
ログインし、第1の要求を送信し、かつ第1の要求が認証された後でクライアントとサーバ
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との間の通信接続を確立するように構成される通信確立ユニット12と、通信接続に基づい
て、第1のユーザと少なくとも1人の第2のユーザとによって形成されるソーシャルグルー
プをプルするように構成されるグループプルユニット13であって、第2のユーザと第1のユ
ーザとは同じソーシャルグループに属する、グループプルユニット13と、第1のユーザに
よってソーシャルグループにおいて、第3のユーザによって伝えられた第2のマルチメディ
ア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループにおける少
なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマルチメディ
ア情報を受信しかつ表示するように構成される第1の受信ユニット14とをさらに含み、デ
ィスプレイユニット11は、第2のマルチメディア情報を表示するように構成され、第2のマ
ルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザによって共有される第1
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のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所定のポリ
シーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報と第1のマ
ルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。
【００９８】
第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループではない任意の人々によってプッシ
ュされる情報ではないことに留意されたい。蘇寧電器の秘書がユーザのソーシャルグルー
プ(たとえば、友人サークル)における友人ではないとしても、たとえば、いくつかのソー
シャルプラットフォーム、たとえば、Microblog上で、蘇寧電器の秘書はいくつかの推奨
情報をユーザにプッシュしてもよい。本発明のこの実施形態における第2のマルチメディ
ア情報は、バックグラウンドサーバ側の所定のポリシーに適合しかつプッシュされるバッ

10

クグラウンドサーバによってレビューされる特定の情報である。利点は、友人サークルで
はないユーザによってプッシュされるハラスメント情報が回避されることと、バックグラ
ウンドサーバ側の所定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報は、友人サーク
ル内のユーザの行動が記録され、収集され、かつ分析された後に取得される結果であるこ
とである。したがって、本発明のこの実施形態における第2のマルチメディア情報は、情
報のプッシュと共有の正確なユーザのポジショニングに対する要求を満たすことが可能で
ある。
【００９９】
バックグラウンドサーバ側の所定のポリシーに対して、広告をプッシュするための所定
のポリシーは以下のコンテンツを含む。

20

【０１００】
第1に、所定のポリシーにおいてサーバ上で構成される関連するバックグラウンドプッ
シュ論理について、1)ユーザが「興味なし」をクリックしたとき、広告に対していいねま
たはコメントがあるかどうかにかかわらず、広告が消滅する。2)広告が消滅した後にメッ
セージプロンプトを見るための論理は、ローカルにおける消滅処理メカニズムと同様であ
り、メッセージがフィードにおけるフローティングレイヤにプロンプトされる場合に、プ
ロンプトがクリックされた後、メッセージのアイテムのいずれもがクリック可能ではなく
かつサーバによって制御され、ユーザが個人ページを介してメッセージプロンプトリスト
に入った場合、クライアントが消滅処理メカニズムを実行するための責任を有してもよい
。3)ユーザが「興味なし」をクリックした後、同じ広告は再度ユーザにプッシュされない
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場合がある。4)同じ広告者の広告コンテンツは、2週間以内にユーザにプッシュされるべ
きでない。5)ユーザがこの産業の広告を見る重みが減少し、重みの増加または減少は、オ
ペレータを用いて記録されてもよい。6)ユーザが広告者の広告に対して「興味なし」を2
度クリックした場合、広告者の広告はユーザに引き続きプッシュされない場合がある。7)
ユーザがある産業の広告に対して「興味なし」を2度クリックした場合、第2のクリックの
後、この産業の広告は、1か月以内にユーザにプッシュされない場合がある。
【０１０１】
第2に、所定のポリシーにおける優先的なプッシュのためにどのように第1のラウンドの
ユーザをフィルタリングするかについて、シードユーザが選択される。広告がソーシャル
ノードユーザ(シードユーザ)に最初にプッシュされてもよい。2種類のユーザがシードユ
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ーザの定義に適合する。A．アクティブユーザ：毎日8時間よりも長くWeChatにログインし
、毎日50よりも多いメッセージを送信し、かつ500人よりも多い友人を有する。B．オピニ
オンリーダ：モーメンツにおける各メッセージが30より多いいいねを受け取り、毎日平均
して10より多くいいねをしている。これらの人々は所定のシードユーザとして事前に定義
され、サーバはこれらのユーザに広告を優先的にプッシュしてもよい。
【０１０２】
第3に、所定のポリシーにおいてクライアントのユーザインターフェース上に表示され
る広告上で関係リンクに基づく友人サークルにおいて行われるソーシャルシャッフリング
のシーケンス表示について、友人サークルにおける広告の主要な特徴はソーシャルプロパ
ゲーションである。ユーザが広告に対して対話した後、ユーザの友人が対話に付随する広
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告を引き続き見るとき、広告は友人により大きな影響を有する場合がある。したがって、
ポリシーについて、ユーザAが広告Xを見て、広告にいいねまたはコメントをした場合、ユ
ーザAの友人が広告Xを引き続き見る確率は増加し、他の広告と競合しているときに広告A
はユーザAの友人により容易に表示される。ユーザBがモーメンツに入り、ユーザBの友人
がいいねまたはコメントした複数の広告がある場合、最も多い量のいいねおよびコメント
を有する広告がユーザBに表示された重みが最大である。
【０１０３】
ソーシャルシャッフリングのシーケンス表示の設計原理に基づいて、以下のメカニズム
が実装のために使用されてもよい。
【０１０４】

10

ソーシャルシャッフリング:ユーザがモーメンツに入ったときに広告の出現条件に達し
た場合、3つの広告があり、3つの広告すべてがユーザAの志向を満たしていると仮定する
と、どの広告がユーザAにプッシュされるかは、以下のルールにしたがって決定される(志
向は一致すると仮定する)：露出重み=(各広告へユーザの友人によって与えられたいいね
の量*0.5+友人によって与えられた広告への第1のコメントの量*0.35+広告の合計いいね率
(いいねの合計量/露出した人々の合計量)*0.15)*補正因子R。補正因子Rは以下のように定
義される。友人が広告に50よりも多いコメントをした場合、あまりに多くのいいねおよび
コメントがあり、広告の露出率が高すぎ、出現確率が減少するため、R=0.5である。別の
モーメンツでは、R=1である。
【０１０５】
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第4に、所定のポリシーにおける他の論理について、1)たとえば、広告の出現機会につ
いて、同一のユーザへの広告の露出の時間の量を制限するために、以下のように設定され
る:ユーザがモーメンツを訪問したときに、4つ以上の新しいコンテンツがあったとき、1
つの広告がプッシュされ、1つの広告が48時間ごとにユーザにプッシュされ、タイムイン
ターバルは柔軟に調整されてもよい。2)たとえば、広告の出現位置について、4つ以上の
新しいコンテンツが生成されたとき、広告は第4のコンテンツに続く位置に出現してもよ
く(ユーザによってプッシュされたコンテンツはカウントされない)、広告が生成されると
、広告は常に第5のコンテンツの位置になくてもよく、新しいメッセージが現れると、広
告は徐々に下に下がっていく(たとえば、最初に5つのコンテンツがあり、その後何人かの
友人が5つのコンテンツをモーメンツにプッシュし、この場合、広告は第10のコンテンツ
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の位置に表示される)。3)たとえば、消滅ポリシーについて、ユーザが広告を見たとき、
ユーザが広告にいいねまたはコメントをした場合、広告はユーザのモーメンツにおいて留
まり、ユーザが6時間以内に広告にいいねまたはコメントをしなかった場合、ユーザが広
告を最初に見た6時間後に、広告はユーザのモーメンツから消滅してもよい。
【０１０６】
第4の論説に含まれるポリシーは、サーバ側で、またはクライアント側で実装されても
よいことに留意されたい。以下の実装方式がある。
【０１０７】
実装方式1:第2のマルチメディア情報(たとえば、広告情報)の出現機会の特定の実装は
以下の通りである。
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【０１０８】
ディスプレイユニット11、通信確立ユニット12、グループプルユニット13、および第1
の受信ユニット14に加え、本発明のこの実施形態におけるクライアントは、
検出結果を取得するために、第1の所定の条件が満たされたかどうかを検出するように
構成される第1の検出ユニットであって、第1の所定の条件は、第1のユーザによって第2の
マルチメディア情報を能動的にプルすることのトリガ機会を表すために使用される、第1
の検出ユニットと、
ソーシャルグループにおける第1のユーザによって受信しかつ表示された第2のマルチメ
ディア情報が第1の閾値以上であるときに、検出結果が第1の所定の条件が満たされたとい
うものである場合、第1のユーザによって、第2のマルチメディア情報を能動的にプルする
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ように構成される第1の処理実行ユニットと
をさらに含む。
【０１０９】
第1の閾値は、受信しかつ表示された4つの新しいコンテンツであってもよい。
【０１１０】
実装方式2:第2のマルチメディア情報(たとえば、広告情報)の出現機会の別の特定の実
装は、以下の通りである。
【０１１１】
ディスプレイユニット11、通信確立ユニット12、グループプルユニット13、および第1
の受信ユニット14に加え、本発明のこの実施形態におけるクライアントは、

10

検出結果を取得するために、第2の所定の条件が満たされたかどうかを検出するように
構成される第2の検出ユニットであって、第2の所定の条件は、第1のユーザによって能動
的かつ周期的に第2のマルチメディア情報をプルすることのトリガ機会を表すために使用
される、第2の検出ユニットと、
第1のユーザが第2のマルチメディア情報をプルするタイムインターバルが、第2の閾値
において特定されるタイムインターバルに到達したときに、検出結果が第2の所定の条件
が満たされたというものである場合、第1のユーザによって、第2のマルチメディア情報を
能動的にプルするように構成される第2の処理実行ユニットと
をさらに含む。
【０１１２】
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第2の閾値において特定されるタイムインターバルは、48時間であってもよい。
【０１１３】
実装方式3:第2のマルチメディア情報(たとえば、広告情報)の出現位置の特定の実装は
、以下の通りである。
【０１１４】
ディスプレイユニット11、通信確立ユニット12、グループプルユニット13、および第1
の受信ユニット14に加え、本発明のこの実施形態におけるクライアントは、
検出結果を取得するために、第3の所定の条件が満たされたかどうかを検出するように
構成される第3の検出ユニットであって、第3の所定の条件は、フィードにおける第2のマ
ルチメディア情報の出現位置を設定するための条件である、第3の検出ユニットと、
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フィードにおける第2のマルチメディア情報の出現位置が第3の閾値において特定される
第1の表示位置以上であるときに、検出結果が第3の所定の条件が満たされたというもので
ある場合、第1の表示位置において第2のマルチメディア情報を表示するように構成される
第3の処理実行ユニットと
さらに含む。
【０１１５】
第3の閾値において特定される第1の表示位置は、第4の新しいコンテンツに続く第5のコ
ンテンツの位置であってもよい。
【０１１６】
本発明のこの実施形態の実装方式において、ディスプレイユニットは、ソーシャルグル
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ープにおいて新しい情報が受信されかつ表示されるように、第2の表示位置において、第1
の表示位置において表示される第2のマルチメディア情報を表示するようにさらに構成さ
れ、第2の表示位置は第1の表示位置より大きい。たとえば、第2の表示位置は第10のコン
テンツの表示位置であり、第1の表示位置は、第5のコンテンツ表示位置である。
【０１１７】
実装方式4:第2のマルチメディア情報(たとえば、広告情報)の消滅ポリシーの特定の実
装は、以下の通りである。
【０１１８】
ディスプレイユニット11、通信確立ユニット12、グループプルユニット13、および第1
の受信ユニット14に加え、本発明のこの実施形態におけるクライアントは、
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検出結果を取得するために、第4の所定の条件が満たされたかどうかを検出するように
構成される第4の検出ユニットであって、第4の所定の条件は、第2のマルチメディア情報
がフィードから消えることを設定するための条件である第4の検出ユニットと、
第4の閾値において特定される時間期間内にソーシャルグループにおけるユーザが第2の
マルチメディア情報にフィードバックしないときに、検出結果が第4の所定の条件が満た
されたというものである場合、第2のマルチメディア情報がフィードから消えることを可
能にするように構成される第4の処理実行ユニットと
をさらに含む。
【０１１９】
第4の閾値において特定される時間期間は、6時間であってもよい。

10

【０１２０】
第4の閾値において特定される時間期間の開始時点は、第2のマルチメディアが情報フィ
ードにおいて出現し、かつ第1のユーザが第2のマルチメディア情報を最初にフォローした
ときの時間である。
【０１２１】
本発明のこの実施形態の実装方式において、第2のマルチメディア情報のコンテンツは
、サーバによってレビューされ、かつ第3のユーザによってカスタマイズされ、第3のユー
ザは、公式アカウントを介してサーバに登録される個別のユーザまたは集合的ユーザを含
む。
【０１２２】
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本発明のこの実施形態の実装方式において、ディスプレイユニットは、第2のマルチメ
ディア情報をクライアントのユーザインターフェース上に表示するようにさらに構成され
、第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける第1のユーザおよび少なくと
も1人の第2のユーザのみにオープンである。
【０１２３】
本発明のこの実施形態の実装方式において、ディスプレイユニットは、第1のユーザが
第2のマルチメディア情報を受信したときに形成される第1のフィードバック情報および/
または少なくとも1人の第2のユーザが第2のマルチメディア情報に関して対話したときに
形成される第2のフィードバック情報をクライアントのユーザインターフェース上に表示
するようにさらに構成される。第1のフィードバック情報および第2のフィードバック情報
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は、第1の状態において表示され、表示することは、ユーザ操作なしに拡張され、第1の状
態は、ソーシャルグループにおける第1のユーザおよび少なくとも1人の第2のユーザが相
互のフィードバックを直接見ることが可能であることを表すために使用される。
【０１２４】
したがって、クライアントは、第1のユーザによってソーシャルグループにおいて、第1
のマルチメディア情報を送信しかつ表示するように構成され、かつ第1のフィードバック
情報および第2のフィードバック情報を送信するように構成される送信ユニットをさらに
含んでもよく、その結果サーバは、第1のフィードバック情報および第2のフィードバック
情報を分析し、かつ第2のマルチメディア情報のプッシュポリシーを最適化することが可
能である。
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【０１２５】
本発明のこの実施形態の実装方式において、
第2の受信ユニットは、第1のユーザによって、少なくとも1人の第2のユーザによって送
信された第1のプロンプト情報を受信するようにさらに構成され、
ディスプレイユニットは、第1のプロンプト情報をクライアントのユーザインターフェ
ース上に表示するようにさらに構成され、第1のプロンプト情報は、ソーシャルグループ
における第1のユーザおよび少なくとも1人の第2のユーザのみにオープンであり、第1のプ
ロンプト情報は、第2のマルチメディア情報に関係する第1のプロンプトページに入ること
をトリガするために使用されるプロンプト情報である。
【０１２６】
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本発明のこの実施形態の実装方式において、クライアントは、第1のプロンプト情報に
作用する第1のユーザ操作を受信するように構成される第3の受信ユニットと、第1のユー
ザ操作に応答して、クライアントのユーザインターフェースを介して第1のプロンプトペ
ージに入るように構成される第1の応答ユニットであって、第1のプロンプトページは、少
なくとも1人の第2のユーザが第2のマルチメディア情報に関する対話をしたことを表すた
めに使用される、生成された推奨情報を含む、第1の応答ユニットと、推奨情報に作用す
る第2のユーザ操作を受信するように構成される第4の受信ユニットと、第2のユーザ操作
に応答して、第2のマルチメディア情報のコンテンツ情報を取得するように構成される第2
の応答ユニットとをさらに含み、その結果フォワーディングモードが有効になったことが
検出されたとき、第1のユーザが第2のマルチメディア情報をフォワードする。

10

【０１２７】
方法の実施形態4
本発明のこの実施形態は、情報処理方法を提供する。図5に示すように、本方法はクラ
イアントとサーバとの間の対話処理であり、本方法は、以下のステップを含む。
【０１２８】
ステップ401:第1のユーザは、クライアントにログインし、かつ第1の要求を送信する。
【０１２９】
ステップ402:サーバは、第1の要求を受信し、第1の要求を認証する。
【０１３０】
ステップ403:認証後、クライアントとサーバとの間の通信接続を確立し、かつ通信接続
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に基づいて、第1のユーザと少なくとも1人の第2のユーザとによって形成されるソーシャ
ルグループを送信する。
【０１３１】
第2のユーザと第1のユーザとは同じソーシャルグループに属する。
【０１３２】
ステップ404:第1のユーザは、ソーシャルグループにおける第1のマルチメディア情報を
送信しかつ表示する。
【０１３３】
このステップはオプションのステップであり、かつ必須のステップではない。
【０１３４】
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ステップ405:所定のポリシーにしたがって第1のユーザへ、第3のユーザによって伝えら
れた第2のマルチメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシ
ャルグループにおける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えら
れた第2のマルチメディア情報をプッシュする。
【０１３５】
第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザによって共有
される第1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所
定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報
と第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。
【０１３６】
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方法の実施形態5
方法の実施形態4に基づいて、本発明のこの実施形態における情報処理方法において、
所定のポリシーにしたがって第1のユーザへ、第3のユーザによって伝えられた第2のマル
チメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループに
おける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマル
チメディア情報をプッシュするステップは、以下を含む。
【０１３７】
ステップ501:所定のポリシーからシードユーザに対応する第1のフィルタリング基準を
抽出し、シードユーザは、ユーザがアクティブかどうか、および/またはユーザがオピニ
オンリーダかどうかを検出することによって取得される。
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【０１３８】
ステップ502:第1のフィルタリング基準にしたがって少なくとも1人の第2のユーザから
シードユーザを検出し、かつシードユーザと第2のマルチメディア情報との間の第1の対話
関係を確立するために、第2のマルチメディア情報をシードユーザにプッシュする。
【０１３９】
ステップ503:対話が第1の対話関係に基づいて行われた後に形成された、伝えられた第2
のマルチメディア情報を第1のユーザに優先的にプッシュする。
【０１４０】
シードユーザは、広告情報などのプロモーション情報が最初にプッシュされる、ソーシ
ャルノードユーザである。2種類のユーザがシードユーザの第1のフィルタリング基準に適
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合する:1)ユーザが能動的にログインするかどうか、ユーザが十分なファンを有している
かどうか、およびユーザが大量の情報を送信するかどうか、2)Microblogによって検証さ
れたオピニオンリーダまたは有名なVIPユーザなどのユーザである。プロモーション情報
は、サーバの所定のポリシーにしたがってシードユーザに優先的に露出され、その後シー
ドユーザは対話関係を確立するためにプロモーション情報についての対話を行い、かつプ
ロモーション情報の共有を続け、その結果プロモーション広告への別のユーザの注意は大
きく増加し、ユーザへ情報を正確にプッシュするための基礎を提供する。
【０１４１】
方法の実施形態6
方法の実施形態4に基づいて、本発明のこの実施形態における情報処理方法において、
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所定のポリシーにしたがって第1のユーザへ、第3のユーザによって伝えられた第2のマル
チメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループに
おける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマル
チメディア情報をプッシュするステップは、以下を含む。
【０１４２】
ステップ601:所定のポリシーにしたがってソーシャルグループからの第1のユーザと所
定の属性を有するターゲットユーザに対応する、第2のフィルタリング基準を抽出し、タ
ーゲットユーザは、第1のユーザと類似のまたは関連する分野においてユーザがフォロー
または対話しているかどうかを検出することによって取得される。
【０１４３】
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ステップ602:第2のフィルタリング基準にしたがって、少なくとも1人の第2のユーザか
ら第1のユーザと所定の属性を有するターゲットユーザを検出し、かつターゲットユーザ
と第2のマルチメディア情報との間の第2の対話関係を確立するために第2のマルチメディ
ア情報をターゲットユーザにプッシュする。
【０１４４】
ステップ603:プッシュのための複数の第2のマルチメディア情報が競合したとき、対話
が第2の対話関係に基づいて行われた後に形成された、伝えられた第2のマルチメディア情
報を複数の第2のマルチメディア情報から取得し、かつ第2のマルチメディア情報を第1の
ユーザに優先的にプッシュする。
【０１４５】
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第1のユーザと所定の属性を有するターゲットユーザは、類似性および親交において第1
のユーザと関連するユーザであってもよい。ターゲットユーザと第1のユーザとの間のこ
の関連性により、プロモーション情報の認識およびプロモーション情報への注意は別のユ
ーザへのそれらとは異なり、ユーザへ情報を正確にプッシュするための基礎を提供する。
さらに、多数のプロモーション情報が存在するとき、多数のプロモーション情報のうちの
1つは、第2のフィルタリング基準にしたがって優先的にプッシュされる。たとえば、広告
Aと広告Bとがプッシュのために競合しているとき、ユーザEとユーザFとの関係がユーザE
とユーザGとの関係よりも親密である場合、広告Aよりもむしろ広告Bが、ユーザGと広告B
との間の対話関係にしたがってユーザEに優先的にプッシュされる。
【０１４６】
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方法の実施形態7
方法の実施形態4に基づいて、本発明のこの実施形態における情報処理方法において、
所定のポリシーにしたがって第1のユーザへ、第3のユーザによって伝えられた第2のマル
チメディア情報、および/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループに
おける少なくとも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマル
チメディア情報をプッシュするステップは、以下を含む。
【０１４７】
ステップ701:所定のポリシーから、クライアント上の複数の第2のマルチメディア情報
を表示するために使用されるソーシャルシャッフルポリシーを、以下の数式(1)に示すよ
うに抽出する。
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【０１４８】
ステップ702:第1のユーザによって送信される第1のフィードバック情報と、少なくとも
1人の第2のユーザによって送信される第2のフィードバック情報の少なくとも一部とを受
信する。
【０１４９】
ステップ703:複数の第2のマルチメディア情報に対応する露出重みを取得するために、
第1のフィードバック情報および/または第2のフィードバック情報によって形成されるパ
ラメータ制御因子ならびに補正因子をソーシャルシャッフルポリシーに入力する。
【０１５０】
露出重み=(各広告へユーザの友人によって与えられたいいねの量*0.5+友人によって与
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えられた広告への第1のコメントの量*0.35+広告の合計いいね率(いいねの合計量/露出し
た人々の合計量)*0.15)*補正因子R・・・数式(1)
【０１５１】
パラメータ制御因子は、いいね、コメント、および数式(1)の合計の集合的な名称であ
る。補正因子Rは以下のように定義される。友人が広告に50よりも多いコメントをした場
合、出現確率が減少し、R=0.5である。別のモーメンツは、R=1である。
【０１５２】
ステップ704:露出重みの降順にしたがって第1のユーザに、露出重みに対応する複数の
第2のマルチメディア情報を降順でプッシュする。
【０１５３】
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サーバの実施形態1
本発明の実施形態は、サーバを提供する。図6に示すように、サーバ2は、
第1のユーザがクライアントにログインしたときに第1のユーザによって送信された第1
の要求を受信し、かつ第1の要求が認証された後にクライアントとサーバとの間の通信接
続を確立するように構成される認証ユニット21と、通信接続に基づいて、第1のユーザと
少なくとも1人の第2のユーザとによって形成されるソーシャルグループをプッシュするよ
うに構成されるグループプッシュユニット22であって、第2のユーザと第1のユーザとは同
じソーシャルグループに属する、グループプッシュユニット22と、所定のポリシーにした
がって第1のユーザへ、第3のユーザによって伝えられた第2のマルチメディア情報、およ
び/または第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループにおける少なくとも1人
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の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマルチメディア情報をプッ
シュするように構成される情報プッシュユニット23と
を含む。
【０１５４】
第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユーザによって共有
される第1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報は、サーバ側の所
定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマルチメディア情報
と第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。
【０１５５】
本発明のこの実施形態の実装方式において、情報プッシュユニットは、所定のポリシー
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からシードユーザに対応する第1のフィルタリング基準を抽出するように構成される第1の
抽出サブユニットであって、シードユーザは、ユーザがアクティブかどうか、および/ま
たはユーザがオピニオンリーダかどうかを検出することによって取得される、抽出サブユ
ニットと、第1のフィルタリング基準にしたがって少なくとも1人の第2のユーザからシー
ドユーザを検出し、かつシードユーザと第2のマルチメディア情報との間の第1の対話関係
を確立するために、第2のマルチメディア情報をシードユーザにプッシュするように構成
される第1の検出サブユニットと、対話が第1の対話関係に基づいて行われた後に形成され
た、伝えられた第2のマルチメディア情報を第1のユーザに優先的にプッシュするように構
成される第1のプッシュサブユニットとをさらに含む。
【０１５６】
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本発明のこの実施形態の実装方式において、情報プッシュユニットは、所定のポリシー
からソーシャルグループにおける第1のユーザと所定の属性を有するターゲットユーザに
対応する第2のフィルタリング基準を抽出するように構成される第2の抽出ユニットであっ
て、ターゲットユーザは、ユーザがフォローしているか、および/または第1のユーザと類
似のまたは関連する分野において対話しているかどうかを検出することによって取得され
る第2の抽出ユニットと、第2のフィルタリング基準にしたがって少なくとも1人の第2のユ
ーザから第1のユーザと所定の属性を有するターゲットユーザを検出し、かつターゲット
ユーザと第2のマルチメディア情報との間の第2の対話関係を確立するために第2のマルチ
メディア情報をターゲットユーザにプッシュするように構成される第2の検出サブユニッ
トと、プッシュのための複数の第2のマルチメディア情報が競合したとき、複数の第2のマ
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ルチメディア情報から、対話が第2の対話関係に基づいて行われた後に形成された、ｙ第2
のマルチメディア情報を第1のユーザに優先的にプッシュするように構成される第2のプッ
シュサブユニットとをさらに含む。
【０１５７】
本発明のこの実施形態の実装方式において、サーバは、ソーシャルグループにおける第
1のユーザによって送信されかつ表示される第1のマルチメディア情報を受信するように構
成され、かつ第1のユーザによって送信される第1のフィードバック情報と、少なくとも1
人の第2のユーザによって送信される第2のフィードバック情報の少なくとも一部とを受信
するように構成される情報受信ユニットをさらに含む。
【０１５８】
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したがって、情報プッシュユニットは、所定のポリシーから、クライアント上で複数の
第2のマルチメディア情報を表示するためのソーシャルシャッフルポリシーを抽出するよ
うに構成される第3の抽出サブユニットと、複数の第2のマルチメディア情報に対応する露
出重みを取得するために、第1のフィードバック情報および/または第2のフィードバック
情報によって形成されるパラメータ制御因子ならびに補正因子をソーシャルシャッフルポ
リシーに入力するように構成される動作サブユニットと、露出重みの降順にしたがって第
1のユーザに、露出重みに対応する複数の第2のマルチメディア情報を降順でプッシュする
ように構成される第3のプッシュサブユニットとをさらに含む。
【０１５９】
以下に、実際のアプリケーションシナリオを例として使用することによって本発明の実
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施形態が説明される。
【０１６０】
アプリケーションシナリオ1
図7に示すように、クライアントおよびサーバによって形成されるユーザシナリオの実
施形態は、S11〜S15によって形成される友人サークルを含む。ユーザS11〜S15は、異なる
クライアント、たとえば携帯電話、PAD、またはノートブックコンピュータをそれぞれ備
えている。ユーザS11は上述の実施形態において説明された第1のユーザであり、ユーザS1
2〜S15は上述の実施形態において説明された少なくとも1人の第2のユーザであり、ユーザ
S31は、公式アカウントに基づいてプロモーション情報Eを共有する広告者である。サーバ
S21〜S23は様々なサーバである。プロモーション情報Eが処理される、たとえば、様々な
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サーバ、たとえばコンテンツサーバ、マルチメディアサーバ、ソーシャルグループサーバ
、動作サーバ、およびデータベースによってレビューされる。たとえば、所定のポリシー
は、様々な処理がユーザS11のクライアント1のユーザインターフェース上にプロモーショ
ン情報をどのように表示するかが構成される。レビューされたプロモーション情報E、お
よびユーザS11によってプッシュされ、かつレビューされていない情報は、所定のポリシ
ーにしたがって同じ表示モードでクライアント1のユーザインターフェース上に表示され
る。クライアント1のユーザインターフェースは、少なくとも2つの部分の情報、a.ユーザ
S31によってカスタマイズされ、レビューされ、かつユーザS11のモーメンツにおいてプッ
シュされるプロモーション情報E、b.カスタマイズされ、レビューされ、かつユーザS11の
モーメンツにおいてプッシュされるプロモーション情報EへのユーザS11の友人サークルに
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おける友人によって与えられたいいねまたはコメントなどの対話、を含む。
【０１６１】
既存の技術と本発明の実施形態を使用したアプリケーションシナリオとの間の比較は、
以下の通りである。
【０１６２】
既存の技術におけるMicroblogおよび例としてのこのアプリケーションシナリオにおけ
るWeChatにおけるフィード広告のプッシュおよび表示を使用することによって説明が行わ
れる。Microblogは、その上にフィード広告がより早く現れるモバイル最終製品である。
ソーシャルアプリケーションとして、Microblogは製品属性におけるWeChatのモーメンツ
と類似しており、ユーザはコンテンツを発行することが可能であり、対話および議論がユ
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ーザによって送信されたコンテンツ上で行われる。このアプリケーションシナリオにおけ
るモーメンツにおける広告プッシュと、製品設計の視点からのMicroblogにおける広告プ
ッシュとの差異は、主に以下のようなものである。
【０１６３】
1)Microblogにおけるコメント、フォワード、およびいいねはオープンである。すなわ
ち、別のユーザがユーザAの友人かどうかにかかわらず、ユーザAは広告にコメントし、別
のユーザは、ユーザAのコメントの内容、返信およびいいねを見ることが可能であり、ユ
ーザAの個人情報を直接的にチェックすることが可能であり、かつ広告へのコメントに返
信する。このソーシャルフォームはオープンであり、かつたとえば、ユーザの元のコンテ
ンツが非常に豊富であり、大きな範囲における議論がより容易に行われるという利点を有
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する。しかしながら、ユーザが不安(insecure)に感じるかもしれず、広告に対して対話を
行うためのユーザの心理的閾値が増加するという不利益が存在する。1つのホットな広告
は何百万人ものユーザによって見られる場合があり、ユーザのコメントは、ユーザの友人
ではない非常に多くの人々に露出するため、ユーザがプライバシーの漏えいについて心配
する可能性があり、かつ自由に遠慮なく話さないかもしれない。モーメンツにおける広告
に対して、広告に対するコメント、いいね、および返信は秘密である。広告に対するユー
ザAのコメントは、1次元の(one‑dimensional)ユーザAの友人によってのみ見られることが
可能であり、ユーザAの友人ではない人は、ユーザのコメントAを見ることができず、さら
にユーザAと対話することができない。したがって、ユーザAのプライバシーが効果的に保
護され、広告に対して対話するためのユーザの心理的閾値が減少し、サークルにおける対
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話を促進する。
【０１６４】
2)図8に示すように、既存のソーシャルアプリケーション(たとえば、Microblog)上のコ
メントが撤回(retract)され、一方このアプリケーションシナリオにおいて、ソーシャル
アプリケーション(たとえば、WeChat)上の広告へのコメントは、図9に示すように外部に
表示される。Microblogにおいて、広告へのコメントを見たい場合、広告へのすべてのユ
ーザのコメントを見るために、ユーザは、広告をクリックするか、またはクリックページ
上のボタン「コメント(comments)」をクリックする必要がある。1ステップの追加は、何
人かのユーザの損失を引き起こす可能性があり、多くの価値のあるコメントがユーザによ
って見られない可能性がある。モーメンツにおける広告において、ユーザは広告の下の友
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人のコメントを直接的に見ることができ、ユーザが多くの友人のいいねおよびコメントし
た広告を見たとき、この広告へのユーザの注意はより高くなる場合がある。
【０１６５】
3)モーメンツにおける広告がフォワードされることができず、一方Microblog広告がフ
ォワードされてもよい。ユーザがMicroblogをブラウズし、関心のある広告を見たとき、
ユーザは広告をフォワードしてもよい。設定の利点は、広告が広い範囲に伝えられること
であり、欠点は、広告の伝播が制御できず、フィードにおける元のコンテンツの割合を削
減し、かつソーシャルプラットフォームの環境に影響を及ぼすことである。モーメンツの
広告において、このアプリケーションシナリオにおけるソーシャルアプリケーション(た
とえば、WeChat)における広告のフォワーディング機能は限定される。第1に、フィード広

10

告の外部レイヤに広告は設定されない。図10または図11に示すように、ユーザが「詳細を
チェック」をクリックしたとき、ユーザは広告者のプロモーションページに入ってもよい
。このページ上で、ユーザは右上隅でボタン「…」をクリックすることによって広告をフ
ォワードしてもよい。この場合、フォワーディングのための閾値がしたがって増加する。
さらに、オプションの機能として、フォワーディング機能はプラットフォームによって制
御される。広告中、ボタンがデザインされる。フォワーディングのために適切ではないい
くつかの広告は、フォワーディング許可を得られない場合がある。
【０１６６】
本比較から理解可能なように、1)このアプリケーションシナリオにおいて、ソーシャル
アプリケーション(たとえば、WeChat)のモーメンツにおけるフィード広告は、全ての人々

20

よりもむしろ友人サークルの秘密グループに基づいてプロモートされる。したがって、正
確な広告プッシュ位置の約束の下で、ユーザと広告との間の対話のための閾値が増加する
。たとえば、ソーシャルプラットフォーム(たとえば、MicroblogおよびFacebook)上で、
ユーザが広告にコメントまたはいいねをし、ユーザの友人および友人ではない人の両方が
コメントおよびいいねを見る場合がある。この場合、ユーザによって作成されたコンテン
ツは秘密ではなく、オープンな環境におけるコメントおよびいいねを与えるための閾値は
、比較的高い。モーメンツにおける広告において、全てのコメントおよびいいねが友人に
よってのみ見られることが可能であり、プライバシーが、人々が広告に対して簡単に対話
を行ってよいことを保証することが可能であり、それにより対話における情報共有のセキ
ュリティを向上する。2)ユーザと広告との間の対話はユーザの友人に影響を与えてもよい
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。ユーザがモーメンツにおける広告へいいねまたはコメントした後、ユーザの友人は、コ
メントおよびいいねについての情報を外部レイヤで直接的に見る。友人の対話は広告への
注意を惹く場合がある。類似性および親交という2つの側面において友人は他人より良い
ため、2つの側面の効果の下で、ユーザは広告へのコメントおよび態度において友人を信
頼する場合があり(肯定的または否定的な厳しいコメントを取得する場合がある)、ブラン
ド広告に対する印象を容易に得る場合があり、それにより注意を増大する。注意は、広告
プッシュの正確なポジショニングのための基準となる基礎を提供する。3)ユーザと広告と
の間の対話は、ソーシャル関係リンクにおける広告の伝播に影響する。これは、WeChatの
モーメンツにおけるソーシャル関係の伝播の核心である。先に、Microblogにおける広告
に対して、ユーザ属性とコンテキストとの両方について、どの広告がユーザにプッシュさ
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れるかは、人々または環境の因子にしたがって決定される。WeChatのモーメンツにおける
広告に対して、ユーザの友人が優先的に対話する広告が、ソーシャルシャッフリングにし
たがってユーザにプッシュされる。したがって、ユーザはが価値ある情報を見落とさない
場合があり、価値ある情報を取得する確率が増加し、莫大なフィードにおいて価値ある情
報を探すことによって引き起こされるヒューマンコストの浪費を回避することが可能であ
る。
【０１６７】
結論として、このアプリケーションシナリオを用いて、一態様において、広告プッシュ
の正確なポジショニングによって、秘密情報の共有が安全であり、大量の無効な情報がプ
ッシュされることが回避される。したがって、あまり多くのネットワークリソース帯域幅
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が占有されず、フォアグラウンドクライアントが妥当なマルチメディア情報をプルする成
功率が増加、たとえば、50個のマルチメディア情報がプルされ、48個の情報がユーザに有
益であり、その結果フォアグラウンドクライアントのシステムリソースの占有および浪費
が回避される。別の態様において、第2のマルチメディア情報がすべてのユーザに共有さ
れる適時性(timeliness)が増加するため、共有は時間内であり、ユーザの情報への注意お
よび認識は高く、その結果価値ある情報が莫大なフィードに埋もれないであろう。さらに
、価値ある情報の露出時間が制御可能である。したがって、ユーザは、価値ある情報を取
得する確率および機会を失わない場合があり、ヒューマンコストが削減され、フォアグラ
ウンドクライアントの電力消費が浪費されず、処理リソース、たとえば、フォアグラウン
ドクライアントのCPUまたはバッファが占有されない場合がある。

10

【０１６８】
アプリケーションシナリオ2
アプリケーションシナリオ1におけるクライアントのユーザインターフェース上に広告
を表示するための形態は、以下で述べられ、以下のいくつかの部分に分割される。
【０１６９】
1.広告フォームについて、広告フォームはモーメンツにおけるフィードの形態と一致す
る。図10に示すように、テキスト＋画像のフォームがサポートされてもよい。「WeChatプ
ロモーション」が右上隅にマークされており、アイコン「プロモーション」が「いいねお
よびコメント」の右側に表示され、広告者のニックネームの中央に配置されている。広告
を見た後、ユーザは、広告へいいねまたはコメントをしてもよい。

20

【０１７０】
2.モーメンツに表示される広告者のアバターおよびニックネームの設定のため、モーメ
ンツにおいて広告をプッシュする広告者は、公式アカウントを開設する必要があり、公式
アカウントは検証される(Microblog検証は受け付けられず、検証は公式アカウント検証で
あるべきである)必要があり、画像におけるアバターおよび広告者の名前がクリックされ
た後、公式アカウントの登録情報が直接的にプルされる。図12に示すように、アバターお
よびニックネームはクリック可能であり、アバターまたはニックネームをクリックした後
、ユーザは、公式アカウントのプロフィールページに入る。ページのボタンは、ユーザが
公式アカウントを既にフォローしているかどうかにしたがって、「フォロー」または「公
式アカウントに入る(Enter the official account)」である。ボタン「フォロー」をクリ
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ックすると、処理は、公式アカウントのフォローの既存の処理と同一である。クライアン
トによってサポートされるシステムがAndroidシステムである例を使用して、トーストレ
イヤ「追加(adding)」が表示される。図13に示すように、ユーザが公式アカウントのフォ
ローに成功した場合、ユーザは広告者の公式アカウントのインターフェースに直接的に入
ってよい。ユーザが公式アカウントを既にフォローしている場合、ユーザはボタン「公式
アカウントに入る」を直接的にクリックする。さらに、長押しがアバターおよびニックネ
ーム上で実施されたとき、応答が必要でないように設定されてもよい。
【０１７１】
3.「詳細をチェック」について、「詳細をチェック」のリンクが、広告の画像およびテ
キストの下に設けられる。3つの単語が編集不可能に設定されてもよい。スイッチがプッ

40

シュの終わりで露出してもよく、「詳細をチェック」がオプションとして使用されてもよ
い。長押しが「詳細をチェック」で行われた後、応答はない。広告の画像およびテキスト
があまりに長く、6行を超える場合、「詳細をチェック」は、「フルテキスト」に引き込
まれる場合がある。クリック後、ユーザはプロモーションページに入る。外部リンクの場
合、WeChatの組み込みブラウザが右上隅でボタン「…」を用いて呼び出される。フォワー
ディングをサポートするかどうかのスイッチが設定されてもよく、かつプッシュの終わり
によって制御される。プッシュの終わりがスイッチを無効化することを選択した場合、右
上隅にボタン「…」は存在せず、プッシュの終わりがスイッチを有効化することを選択し
た場合、ボタン「…」が右上隅に出現する。ユーザがボタン「…」をクリックした後、メ
ニューが出現し、フォームは既存のシステムのフォームと一致する。
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【０１７２】
4.画像テキスト広告に表示されることが可能な画像について、1〜9個の画像がサポート
される。オペレータ側は、3、4、または6個の画像を含むフォームを奨励してもよい。画
像をクリックしたときのエクスペリエンスは、通常のフィードと同一である。ユーザが画
像をクリックした後、ユーザはより大きな画像を見る場合がある。より多くの画像を見る
ために、左側へのフリックがサポートされる。ユーザが画像を長押ししたとき、収集の動
作が提供されてもよい。ユーザが画像をクリックし、より大きな画像を見た後、ユーザが
画像を長押しした場合、3つのオプション、「友人に送る」、「携帯電話に保存」、およ
び「収集」がポップアップしてもよい。
【０１７３】

10

5.アイコン「プロモーション」について、アイコンはクリック可能である。英語のシス
テムである場合、スポンサーが表示されてよく、背景色の長さがテキストの長さに適合し
てもよい。アイコン「プロモーション」の右のボタンがクリックされた後、図14に示すプ
ルダウンレイヤが出現してもよく、レイヤ上のコンテンツは「興味なし」である。アニメ
ーションについては、セッションページの右上隅にあるプラスアニメーションを参照され
たい。
【０１７４】
ボタン「興味なし」がクリックされた後の応答ポリシーについて、広告全体が消滅し、
広告が消滅したときに表示されるアニメーションは、モーメンツを消去したときのアニメ
ーションと同一である。モーメンツにおいてちょうど新しいメッセージプロンプトが存在
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する場合、ユーザが今まさにボタン「興味なし」をクリックした場合、広告が消滅するが
、関連するメッセージプロンプトは、まだそこにある。ユーザがメッセージリストページ
に入り、メッセージプロンプトをクリックした後、応答はない。ユーザが広告に対して「
興味なし」を既にクリックしている場合、ユーザはモーメンツの個人ページを介して「メ
ッセージリスト」に入り、ユーザは広告に関連するメッセージプロンプトが削除されるこ
とを期待する。
【０１７５】
アプリケーションシナリオ3
アプリケーションシナリオ1における所定のポリシーにしたがって広告をプッシュする
ためのポリシーは以下で説明され、以下のいくつかの部分に分割される。
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【０１７６】
第1に、所定のポリシーにおいてサーバ上で構成される関連するバックグラウンドプッ
シュ論理について、1)ユーザが「興味なし」をクリックしたとき、広告に対していいねま
たはコメントがあるかどうかにかかわらず、広告が消滅する。2)広告が消滅した後にメッ
セージプロンプトを見るための論理は、ローカルにおける消滅処理メカニズムと同様であ
り、メッセージがフィードにおけるフローティングレイヤにプロンプトされる場合に、プ
ロンプトがクリックされた後、メッセージのアイテムのいずれもがクリック可能ではなく
かつサーバによって制御され、ユーザが個人ページを介してメッセージプロンプトリスト
に入った場合、クライアントが消滅処理メカニズムを実行するための責任を有してもよい
。3)ユーザが「興味なし」をクリックした後、同じ広告は再度ユーザにプッシュされない

40

場合がある。4)同じ広告者の広告コンテンツは、2週間以内にユーザにプッシュされるべ
きでない。5)ユーザがこの産業の広告を見る重みが減少し、重みの増加または減少は、オ
ペレータを用いて記録されてもよい。6)ユーザが広告者の広告に対して「興味なし」を2
度クリックした場合、広告者の広告はユーザに引き続きプッシュされない場合がある。7)
ユーザがある産業の広告に対して「興味なし」を2度クリックした場合、第2のクリックの
後、この産業の広告は、1か月以内にユーザにプッシュされない場合がある。
【０１７７】
第2に、所定のポリシーにおける優先的なプッシュのためにどのように第1のラウンドの
ユーザをフィルタリングするかについて、シードユーザが選択される。広告がソーシャル
ノードユーザ(シードユーザ)に最初にプッシュされてもよい。2種類のユーザがシードユ
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ーザの定義に適合する。A．アクティブユーザ：毎日8時間よりも長くWeChatにログインし
、毎日50よりも多いメッセージを送信し、かつ500人よりも多い友人を有する。B．オピニ
オンリーダ：モーメンツにおける各メッセージが30より多いいいねを受け取り、毎日平均
して10より多くいいねをしている。これらの人々は所定のシードユーザとして事前に定義
され、サーバはこれらのユーザに広告を優先的にプッシュしてもよい。
【０１７８】
第3に、所定のポリシーにおいてクライアントのユーザインターフェース上に表示され
る広告上で関係リンクに基づく友人サークルにおいて行われるソーシャルシャッフリング
のシーケンス表示について、友人サークルにおける広告の主要な特徴はソーシャルプロパ
ゲーションである。ユーザが広告に対して対話した後、ユーザの友人が対話に付随する広
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告を引き続き見るとき、広告は友人により大きな影響を有する場合がある。したがって、
ポリシーについて、ユーザAが広告Xを見て、広告にいいねまたはコメントをした場合、ユ
ーザAの友人が広告Xを引き続き見る確率は増加し、他の広告と競合しているときに広告A
はユーザAの友人により容易に表示される。ユーザBがモーメンツに入り、ユーザBの友人
がいいねまたはコメントした複数の広告がある場合、最も多い量のいいねおよびコメント
を有する広告がユーザBに表示された重みが最大である。
【０１７９】
ソーシャルシャッフリングのシーケンス表示の設計原理に基づいて、以下のメカニズム
が実装のために使用されてもよい。
【０１８０】

20

ソーシャルシャッフリング:ユーザがモーメンツに入ったときに広告の出現条件に達し
た場合、3つの広告があり、3つの広告すべてがユーザAの志向を満たしていると仮定する
と、どの広告がユーザAにプッシュされるかは、以下のルールにしたがって決定される(志
向は一致すると仮定する)：露出重み=(各広告へユーザの友人によって与えられたいいね
の量*0.5+友人によって与えられた広告への第1のコメントの量*0.35+広告の合計いいね率
(いいねの合計量/露出した人々の合計量)*0.15)*補正因子R。補正因子Rは以下のように定
義される。友人が広告に50よりも多いコメントをした場合、あまりに多くのいいねおよび
コメントがあり、広告の露出率が高すぎ、出現確率が減少するため、R=0.5である。別の
モーメンツでは、R=1である。
【０１８１】
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第4に、所定のポリシーにおける他の論理について、1)たとえば、広告の出現機会につ
いて、同一のユーザへの広告の露出の時間の量を制限するために、以下のように設定され
る:ユーザがモーメンツを訪問したときに、4つ以上の新しいコンテンツがあったとき、1
つの広告がプッシュされ、1つの広告が48時間ごとにユーザにプッシュされ、タイムイン
ターバルは柔軟に調整されてもよい。2)たとえば、広告の出現位置について、4つ以上の
新しいコンテンツが生成されたとき、広告は第4のコンテンツに続く位置に出現してもよ
く(ユーザによってプッシュされたコンテンツはカウントされない)、広告が生成されると
、広告は常に第5のコンテンツの位置になくてもよく、新しいメッセージが現れると、広
告は徐々に下に下がっていく(たとえば、最初に5つのコンテンツがあり、その後何人かの
友人が5つのコンテンツをモーメンツにプッシュし、この場合、広告は第10のコンテンツ
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の位置に表示される)。3)たとえば、消滅ポリシーについて、ユーザが広告を見たとき、
ユーザが広告にいいねまたはコメントをした場合、広告はユーザのモーメンツにおいて留
まり、ユーザが6時間以内に広告にいいねまたはコメントをしなかった場合、ユーザが広
告を最初に見た6時間後に、広告はユーザのモーメンツから消滅してもよい。
【０１８２】
アプリケーションシナリオ4
このアプリケーションシナリオにおけるソーシャルアプリケーション(たとえば、WeCha
t)上のモーメンツは、ユーザが画像、テキスト、ビデオ、およびいいねを友人と共有する
ソーシャルアプリケーションである。友人は、いいねまたはコメントを与えることによっ
て互いに対話してもよい。モーメンツにおける広告は、WeChatモーメンツのソーシャル属
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性およびWeChatのデータ蓄積物と組み合わされる。ユーザが関心のある広告コンテンツは
ユーザに推奨され、ユーザの友人からのより多くのいいねおよびコメントを受信するコン
テンツは、ユーザの友人関係にしたがってユーザに推奨される。モーメンツにおけるフィ
ード広告の製品フォームは、ユーザの元のフィードのフォームと類似し、かつWeChatモー
メンツのスタイルと一致する。図16に示すように、公式アカウントは広告者である。図16
におけるVIVOの広告から理解されるように、広告の送信者は、VIVOの公式アカウントであ
る。ユーザがモーメンツにおいてメッセージを送信したとき、友人はコンテンツの本体で
あり、それに対応して、広告の本体は広告者の公式アカウントである。
【０１８３】
ユーザが広告者の公式アカウントのアバターおよびニックネームをクリックした後、ユ
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ーザは公式アカウントのプロフィールページに入ってもよい。図18に示すように、ユーザ
はアカウントをフォローし、かつ公式アカウントのプロフィールページのメッセージ履歴
(historical message)を見てもよい。広告の基本的な形式は、テキスト、画像、ビデオ、
レコーディングファイルなどである。広告のフォーマットは、ユーザの元のメッセージの
フォーマットと一致し、かつテキスト＋画像、またはビデオの形式をサポートする。デザ
インフォーマットの利点は以下である。モーメンツにおけるフィードのエクスペリエンス
は継続し、ユーザは広告をより容易に受け入れる場合があり、画像+テキストの形式およ
びビデオの形式は、価値ある情報を最大限まで送信する場合がある。それぞれの画像をク
リックした後、ユーザは、ブラウザインターフェース上でより大きな画像を見てもよく、
左側へのフリックを用いてより多くの画像を見てもよい。1〜9枚の画像が送信されてもよ
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く、それぞれの画像はクリック可能である。
【０１８４】
モーメンツにおける友人リンクに基づく広告に対する対話は、コメントおよび/または
いいねを含む。図16に示すように、ユーザはモーメンツ内の広告にいいねおよびコメント
してもよく、いいねおよびコメントのコンテンツはプライベートであり、かつ1次元のユ
ーザの友人のみによって見られることが可能である。ユーザの友人ではない人は、広告に
対してユーザの対話を見ることができない。広告者は、バックグラウンドでユーザ間のい
いね、コメント、および相互の返信を見る場合がある。プライバシーポリシーは、モーメ
ンツにおける元のフィードのプライバシーポリシーと一致する。
【０１８５】
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ユーザAが広告にいいねおよびコメントをしたとき、対話メカニズムを用いて接続がユ
ーザと広告との間で確立されてもよい。引き続き、ユーザAの友人が広告にいいねおよび
コメントした場合、ユーザAはメッセージプロンプトを受信してもよく、メッセージプロ
ンプトをクリックした後、ユーザはメッセージ詳細ページ上でメッセージに返信してもよ
く、または図18に示すように公式アカウントのプロフィールページに入るために、図17に
示すようにユーザは「詳細をチェック」をクリックする。アイコン「プロモーション」が
クリックされてもよく、フローティングレイヤが出現してもよい。フローティングレイヤ
は、情報が広告であることを示す。ユーザは、広告を隠す(shield)ために「興味なし」を
クリックしてもよく、ユーザが「興味なし」をクリックした後、広告は消滅してもよく、
広告は同一のユーザに引き続き表示されない場合がある。一方、ユーザに広告者の広告を
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表示する確率は減少する。広告者の広告がユーザに連続で3回表示された後、広告者の広
告は、ユーザに再度表示されない場合がある。
【０１８６】
モーメンツにおける広告は、リンクへのジャンプをサポートすることに留意されたい。
モーメンツにおける広告と通常のユーザの元のフィードとの間の違いは、外部リンクへの
ジャンプをサポートすることである。広告者は事前にプロモーションページをデザインし
てもよく、広告へのプロモーションページを構成する。ユーザが「詳細をチェック」をク
リックしたとき、ユーザは、広告者が送信したいコンテンツを学習するために対応するペ
ージに入ってもよい。
【０１８７】
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本発明のこの実施形態における集積モジュールは、ソフトウェア機能モジュールの形式
で実装され、かつ独立した製品として販売または使用されるとき、集積モジュールは、コ
ンピュータ可読記憶媒体内に記憶されてもよい。そのような理解に基づいて、当業者は、
本発明の実施形態が方法、システム、またはコンピュータプログラム製品として提供され
てもよいことを理解すべきである。したがって、本開示は、全体がハードウェアの実施形
態、全体がソフトウェアの実施形態、またはソフトウェアおよびハードウェアを組み合わ
せた実施形態の形式を取ってもよい。さらに、本開示は、コンピュータ使用可能プログラ
ムコードを含む1つまたは複数のコンピュータ使用可能記憶媒体上に実装されたコンピュ
ータプログラム製品の形式を取ってもよく、記憶媒体は、限定はしないが、USBフラッシ
ュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ(ROM)、磁気記憶デバ
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イス、CD‑ROM、および光記憶デバイスを含む。
【０１８８】
本開示は、本発明の実施形態にしたがう方法、デバイス(システム)、およびコンピュー
タプログラム製品のフローチャートおよび/またはブロック図を参照して説明される。コ
ンピュータプログラム命令は、フローチャートおよび/またはブロック図における各処理
および/または各ブロック、ならびにフローチャートおよび/またはブロック図における処
理および/またはブロックの組み合わせを実装するために使用されてもよいことを理解さ
れたい。これらのコンピュータプログラム命令は、機械を生成するための汎用コンピュー
タ、専用コンピュータ、組み込みプロセッサ、または任意の他のプログラム可能データ処
理デバイスのプロセッサのために設けられてもよく、その結果コンピュータまたは任意の
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他のプログラム可能データ処理デバイスのプロセッサによって実行される命令は、フロー
チャートにおける1つまたは複数の処理における、および/またはブロック図における1つ
または複数のブロックにおける特定の機能を実装するための装置を生成する。
【０１８９】
これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは任意の他のプログラ
ム可能データ処理デバイスに特定の方式において作動することを命令することが可能なコ
ンピュータ可読メモリ内に記憶されてもよく、その結果コンピュータ可読メモリ内に記憶
された命令は、命令装置を含む人工物(artifact)を生成する。命令装置は、フローチャー
トにおける1つまたは複数の処理における、および/またはブロック図における1つまたは
複数のブロックにおける特定の機能を実装する。
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【０１９０】
これらのコンピュータプログラム命令はまた、コンピュータまたは別のプログラム可能
データ処理デバイス上にロードされてもよく、その結果一連の動作およびステップは、コ
ンピュータまたは別のプログラム可能デバイス上で実行され、それによりコンピュータで
実装された処理を生成する。したがって、コンピュータまたは別のプログラム可能デバイ
スで実行される命令は、フローチャートにおける1つまたは複数の処理における、および/
またはブロック図における1つまたは複数のブロックにおける特定の機能を実装するため
のステップを提供する。
【０１９１】
好適な本発明の実施形態が説明されてきたが、当業者が基本的な創造的な思想を知れば
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、これらの実施形態へ他の変更および改良を行うことが可能である。したがって、以下の
特許請求の範囲は、例示的な実施形態を保護するように解釈されることが意図され、全て
の変更および改良が本発明の範囲内に含まれることが意図されている。
【０１９２】
本発明の実施形態は、コンピュータ実行可能命令を記憶するコンピュータ記憶媒体をさ
らに提供し、コンピュータ実行可能命令は、情報処理方法を実行するために使用される。
【０１９３】
産業上の利用可能性
【０１９４】
本発明の実施形態を使用することにより、ソーシャルグループにおいて共有される情報
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に対するフィードバックは比較的厳しく、ソーシャルグループは、フィードバックが制限
なしに自由に行われてよいオープンな公共の環境とは異なる。したがって、1)一態様にお
いて、後続のフィードバック情報は、第2のマルチメディア情報を取得するために、サー
バに提供され、かつポリシーを修正するためにパラメータ制御因子として使用され、第2
のマルチメディア情報は、十分に正確なフィードバック情報分析によりクライアントによ
り正確にプッシュされ、2)別の態様において、ソーシャルグループにおいて共有される情
報はモーメンツに基づき、たとえば友人は類似の種類の価値ある情報をフォローしてもよ
い。したがって、第2のマルチメディア情報に関してソーシャルグループにおける少なく
とも1人の第2のユーザの対話に基づいて形成された、伝えられた第2のマルチメディア情
報は、ユーザからのより多くの注意および信頼度を得る場合がある。したがって、ユーザ
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によって価値ある情報を取得する確率および機会が増加し、既存の技術における課題が解
決される。さらに、第2のマルチメディア情報は、ソーシャルグループにおける任意のユ
ーザによって共有される第1のマルチメディア情報とは異なり、第2のマルチメディア情報
は、サーバ側の所定のポリシーに適合しかつプッシュされる特定の情報であり、第2のマ
ルチメディア情報と第1のマルチメディア情報とは同じモードにおいて表示される。この
場合、一様なユーザインターフェーススタイルが形成されてもよく、機能の使用およびユ
ーザの表示習慣に干渉が引き起こされない。
【符号の説明】
【０１９５】
１１…ディスプレイユニット
１２…通信確立ユニット
１３…グループプルユニット
１４…第1の受信ユニット
２１…認証ユニット
２２…グループプッシュユニット
２３…情報プッシュユニット
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