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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発行者によってウェブページ上で発行されるべき広告コンテンツ項目に対して、第１の
ユーザに関連付けられたユーザデバイスから要求を受信するステップであって、前記第１
のユーザは、ソーシャルネットワーク内に含まれる、ステップと、
　１つまたは複数のプロセッサによって、前記要求に応答する１つまたは複数の非広告コ
ンテンツ項目を決定するステップであって、前記非広告コンテンツ項目は、前記第１のユ
ーザに提示されるために適格であると識別され、前記非広告コンテンツ項目の各々は、前
記第１のユーザへの発行に対して、前記ソーシャルネットワーク内の対応する第２のユー
ザによって前記ソーシャルネットワークの第２のウェブサイトにおいてプロモートされ、
前記非広告コンテンツ項目は、第１のウェブサイト内で提示されるために適格であると識
別され、前記第１のウェブサイトは、前記ソーシャルネットワークの第２のウェブサイト
とは異なる、ウェブサイトである、ステップと、
　前記１つまたは複数のプロセッサによって、前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項
目をランク付けするステップと、
　前記要求に応答して、かつ、前記ランク付けに少なくとも部分的に基づいて、最も関連
する広告コンテンツ項目ではなく、前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目のうちの
１つを提供するステップと
　を備える方法。
【請求項２】
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　前記要求に応答する１つまたは複数の広告コンテンツ項目を決定するステップと、
　前記１つまたは複数の広告コンテンツ項目をランク付けするステップと、
　最高にランク付けされた広告コンテンツ項目、および、最高にランク付けされた非広告
コンテンツ項目を、１つまたは複数の基準に基づいて評価するステップと
　をさらに備え、
　前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目を提供するステップは、前記評価に少なく
とも部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つまたは複数の基準は、前記非広告コンテンツ項目または前記広告コンテンツ項
目の、前記要求との関連性に基づく、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の基準は、どのくらいの頻度で広告コンテンツ項目が前記要求に応
答して供給されるかに基づく、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つまたは複数の基準は、前記基準に対する関連性が前記非広告コンテンツ項目に
ついてどのくらい高いか、および、前記基準に対する関連性が前記最高にランク付けされ
た広告コンテンツ項目のものでどのくらい低いかに基づく、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つまたは複数の基準は、ユーザの位置、前記要求の現在日時、前記広告コンテン
ツ項目の前記発行者、および/または、前記最高にランク付けされた非広告コンテンツに
基づく、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記非広告コンテンツ項目を提供するシステムによって、前記１つまたは複数の非広告
コンテンツ項目のうちの１つを提供することについて前記発行者に補償するステップをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記非広告コンテンツ項目のプロバイダに、発行のための予め定められた料金を請求す
るステップをさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記非広告コンテンツ項目のプロバイダに、発行のための料金を請求しないステップを
さらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　１つまたは複数の非広告コンテンツ項目と、その中に含まれたコンテンツを記述するメ
タデータとを受信するステップと、
　前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目と、前記メタデータとを格納するステップ
と
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メタデータは、前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目をランク付けするため
に使用される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目を受信するステップは、前記１つまたは複
数の非広告コンテンツ項目の選択肢をユーザから受信するステップに続く、請求項１０に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記選択肢は、前記ユーザによって作成されたコンテンツ項目の選択肢である、請求項
１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目のうちの１または複数は、ランディングペ
ージへのリンクを含まない、請求項１に記載の方法。
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【請求項１５】
　前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目のうちの１または複数は、ブログエントリ
、ウェブページ、ニュース項目、ビデオ、音楽、画像、ゲーム、および、任意の他のマル
チメディアコンテンツを含む、グループから選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記選択肢は、コンテンツ項目の発行を可能にするコントロールの選択肢である、請求
項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記コントロールは、ツールバー内で提示される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記選択肢は、前記非広告コンテンツ項目と共に発行されるべき、前記ユーザからのメ
ッセージを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記メッセージは、前記非広告コンテンツ項目と共に注釈として表示される、請求項１
８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記注釈は、メッセージ部分および再発行コントロールを含んで、受信者が前記非広告
コンテンツ項目を再発行できるようにする、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記コントロールは、アプリケーションに関連付けられる、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記アプリケーションは、ユーザデバイスのオペレーティングシステムである、請求項
２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記アプリケーションは、ブラウザである、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　命令を記憶する１つまたは複数のコンピュータ読取可能な記憶デバイスであって、前記
命令は、動作を実行するために、１つまたは複数の処理デバイスによって実行可能であり
、前記動作は、
　発行者によってウェブページ上で発行されるべき広告コンテンツ項目に対して、第１の
ユーザに関連付けられたユーザデバイスから要求を受信するステップであって、前記第１
のユーザは、ソーシャルネットワーク内に含まれる、ステップと、
　前記要求に応答する１つまたは複数の非広告コンテンツ項目を決定するステップであっ
て、前記非広告コンテンツ項目は、前記第１のユーザに提示されるために適格であると識
別され、前記非広告コンテンツ項目の各々は、前記第１のユーザへの発行に対して、前記
ソーシャルネットワーク内の対応する第２のユーザによって前記ソーシャルネットワーク
の第２のウェブサイトにおいてプロモートされ、前記非広告コンテンツ項目は、第１のウ
ェブサイト内で提示されるために適格であると識別され、前記第１のウェブサイトは、前
記ソーシャルネットワークの第２のウェブサイトとは異なる、ウェブサイトである、ステ
ップと、
　前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目をランク付けするステップと、
　前記要求に応答して、かつ、前記ランク付けに少なくとも部分的に基づいて、最も関連
する広告コンテンツ項目ではなく、前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目のうちの
１つを提供するステップと
　を備える記憶デバイス。
【請求項２５】
　実行可能な命令を記憶するメモリと、
　動作を実行するために、前記命令を実行する１つまたは複数の処理デバイスと
　を備えるシステムであって、前記動作は、
　発行者によってウェブページ上で発行されるべき広告コンテンツ項目に対して、第１の
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ユーザに関連付けられたユーザデバイスから要求を受信するステップであって、前記第１
のユーザは、ソーシャルネットワーク内に含まれる、ステップと、
　前記要求に応答する１つまたは複数の非広告コンテンツ項目を決定するステップであっ
て、前記非広告コンテンツ項目は、前記第１のユーザに提示されるために適格であると識
別され、前記非広告コンテンツ項目の各々は、前記第１のユーザへの発行に対して、前記
ソーシャルネットワーク内の対応する第２のユーザによって前記ソーシャルネットワーク
の第２のウェブサイトにおいてプロモートされ、前記非広告コンテンツ項目は、第１のウ
ェブサイト内で提示されるために適格であると識別され、前記第１のウェブサイトは、前
記ソーシャルネットワークの第２のウェブサイトとは異なる、ウェブサイトである、ステ
ップと、
　前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目をランク付けするステップと、
　前記要求に応答して、かつ、前記ランク付けに少なくとも部分的に基づいて、最も関連
する広告コンテンツ項目ではなく、前記１つまたは複数の非広告コンテンツ項目のうちの
１つを提供するステップと
　を備えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書は、情報提示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットは、幅広い種類のリソースへのアクセスを提供する。例えば、ビデオお
よび/またはオーディオファイル、ならびに、特定の主題もしくは特定のニュース記事の
ためのウェブページは、インターネットを介してアクセス可能である。これらのリソース
へのアクセスは、コンテンツ(例えば、広告)がリソースと共に提供される機会をもたらす
。例えば、ウェブページは、広告が提示されうる広告スロットを含むことが可能である。
これらの広告スロットは、ウェブページ内で定義されてもよく、または、ウェブページと
共に、例えば、ポップアップウィンドウ内で提示するために定義されうる。
【０００３】
　広告スロットは、オークションを通して広告主に割り振られうる。例えば、広告主は、
広告主がそれぞれ自分の広告(広告(ads))の提示に対して快く代金を支払う金額を指定す
る、入札を提供することができる。次に、オークションを行うことができ、広告スロット
は、とりわけ、広告主の入札、および/または、広告の、スロットをホストするページ上
に提示されるコンテンツ、もしくは広告について受信される要求との関連性に従って、広
告主に割り振られうる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一般に、本明細書で説明する主題の1つの革新的な態様は、第1の方法を含む方法におい
て実装可能であり、第1の方法は、ユーザに関連付けられたアクティビティストリームに
含まれる項目をプロモートするための、ユーザからの指示を受信するステップと、アクテ
ィビティストリームが、ソーシャルアプリケーションによってソーシャルコンテキストに
おいて提示されるステップと、広告を求める要求を受信するステップと、項目が要求に応
答することを決定するステップと、要求に応答する1つまたは複数の広告を決定するステ
ップと、項目および1つまたは複数の広告をランク付けするステップと、1つまたは複数の
広告ではなく、要求に応答して、かつ、ランク付けに少なくとも部分的に基づいて、項目
を提供するステップとを備える。
【０００５】
　一般に、本明細書で説明する主題の別の革新的な態様は、第2の方法を含む方法におい
て実装可能であり、第2の方法は、発行者によってウェブページ上で発行されるべき広告
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を求める要求を受信するステップと、要求に応答する1つまたは複数の非広告コンテンツ
項目を決定するステップと、1つまたは複数の非広告コンテンツ項目をランク付けするス
テップと、要求に応答して、かつ、ランク付けに少なくとも部分的に基づいて、1つまた
は複数の非広告コンテンツ項目のうち1つを提供するステップとを備える。
【０００６】
　これらおよび他の実装形態はそれぞれ、以下の特徴のうち1つまたは複数を任意選択で
含みうる。第2の方法は、要求に応答する1つまたは複数の広告を決定するステップと、1
つまたは複数の広告をランク付けするステップと、最高にランク付けされた広告、および
、最高にランク付けされた非広告コンテンツ項目を、1つまたは複数の基準に基づいて評
価するステップとをさらに備えることが可能であり、1つまたは複数の非広告コンテンツ
項目のうち1つを提供するステップは、評価に少なくとも部分的に基づく。基準は、コン
テンツ項目または広告の、要求との関連性に関係することが可能である。基準は、どのく
らいの頻度で広告が要求に応答して供給されるかに関係することが可能である。基準は、
関連性が非広告コンテンツ項目についてどのくらい高いか、および、関連性が、最高にラ
ンク付けされた広告のものでどのくらい低いかに関係することが可能である。基準は、ユ
ーザの位置、要求の現在日時、広告の発行者、および/または、最高にランク付けされた
非広告コンテンツに関係することが可能である。
【０００７】
　これらおよび他の実装形態はそれぞれ、以下の特徴のうち1つまたは複数を任意選択で
含みうる。第1の方法は、非広告コンテンツ項目を提供するシステムによって、発行者に
補償するステップをさらに備えうる。第1の方法は、非広告コンテンツ項目のプロバイダ
に、発行のための名目上の料金を請求するステップをさらに備えうる。第1の方法は、非
広告コンテンツ項目のプロバイダに、発行のための料金を請求しないステップをさらに備
えうる。第1の方法は、1つまたは複数の非広告コンテンツ項目と、その中に含まれたコン
テンツを記述するメタデータとを受信するステップと、1つまたは複数の非広告コンテン
ツ項目と、メタデータとを格納するステップとをさらに備えうる。メタデータは、1つま
たは複数の非広告コンテンツ項目をランク付けするために使用されうる。1つまたは複数
の非広告コンテンツ項目を受信するステップは、コンテンツ項目の選択をユーザから受信
するステップを含みうる。選択は、ユーザによって作成されたコンテンツ項目の選択であ
りうる。1つまたは複数の非広告コンテンツ項目のうち1つまたは複数は、ランディングペ
ージへのリンクを除外することができる。1つまたは複数の非広告コンテンツ項目のうち1
つまたは複数は、ブログエントリ、ウェブページ、ニュース項目、ビデオ、音楽、画像、
ゲーム、または、任意の他のマルチメディアコンテンツを含む、グループから選択されう
る。選択は、コンテンツ項目の発行を可能にするコントロールの選択でありうる。コント
ロールは、+1コントロールでありうる。コントロールは、ツールバー内で提示されうる。
選択は、非広告コンテンツ項目と共に発行されるべき、ユーザからのメッセージを含みう
る。メッセージは、非広告コンテンツ項目と共に注釈として表示されうる。注釈は、メッ
セージ部分および再発行コントロールを含んで、受信者が非広告コンテンツ項目を再発行
できるようにすることが可能である。コントロールは、アプリケーションに関連付けられ
うる。アプリケーションは、ユーザデバイスのオペレーティングシステムでありうる。ア
プリケーションは、ブラウザでありうる。
【０００８】
　一般に、本明細書で説明する主題のさらに別の革新的な態様は、第3の方法を含む方法
において実装可能であり、第3の方法は、発行者に関連付けられたウェブページまたは検
索結果ページ上の広告スロット内で表示されるべき広告を求める要求を受信するステップ
と、要求に応答する非広告コンテンツ項目を識別するステップと、要求に応答する広告を
識別するステップと、非広告コンテンツ項目および広告の、要求との関連性を評価するス
テップと、評価に少なくとも部分的に基づいて、広告または非広告コンテンツ項目のうち
1つを提供するステップとを備える。
【０００９】
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　本明細書で説明する主題の1つまたは複数の実装形態の詳細を、添付の図面および以下
の説明において説明する。主題の他の特徴、態様および利点は、明細書、図面および特許
請求の範囲から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】アクティビティストリームコンテンツをプロモートするための、一例の環境のブ
ロック図である。
【図２】アクティビティストリームコンテンツを、コンテンツをプロモートするためのコ
ントロールと共に含む、一例のユーザインターフェースを示す図である。
【図３】プロモートされうる追加のアクティビティストリームコンテンツを有する、ユー
ザインターフェースを示す図である。
【図４】プロモートされたコンテンツのための可視性設定を変更するための、一例の可視
性変更ポップアップを示す図である。
【図５】選択可能な可視性グループを表示するための、一例のグループ選択リストを示す
図である。
【図６】プロモートされたコンテンツについてコメントするための、一例のコメント追加
ボックスを示す図である。
【図７Ａ】広告ブロック内で非広告コンテンツ項目を有する、一例のウェブページを示す
図である。
【図７Ｂ】広告ブロック内で典型的広告を有する、一例のウェブページを示す図である。
【図８】アクティビティストリームコンテンツをプロモートするための、一例の処理のフ
ローチャートである。
【図９】本開示で説明する方法、システムおよび処理を実装するために使用されうる、一
例のコンピュータシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　様々な図面における同様の参照番号および指示は、同様の要素を示す。
【００１２】
　ユーザがオンラインコンテンツ(例えば、ウェブページまたは別のオンラインリソース)
を要求するとき、ユーザデバイス上で提示するためにコンテンツ発行者からコンテンツを
要求するために、コンテンツ要求が開始されうる。例えば、コンテンツ発行者には、クエ
リに応答する検索結果を発行中であるウェブサイトまたは検索エンジンの発行者が含まれ
うる。1つまたは複数の追加のコンテンツ項目(例えば、広告)が、要求されたコンテンツ
と共に提供されうる。結果として、提示されるコンテンツには、例えば、テキスト、画像
、オーディオ、ビデオ、広告(すなわち、広告(ads))、または、ユーザに提示するために
選択された他のコンテンツが含まれうる。受信された各コンテンツ要求に応答して、コン
テンツが、1つまたは複数の広告を含めて供給されうる。広告は、広告主に代わって、そ
の広告を見るユーザによるアクション(例えば、クリックする、買うなど)を誘うことがで
きるフォーマットで、製品またはサービスを宣伝することができる。いくつかの実装形態
では、いくつかの広告を、非広告コンテンツで差し替えることができる。例えば、差し替
えコンテンツは、アクティビティストリームコンテンツを含む、ソーシャルネットワーキ
ングウェブサイトからのコンテンツなど、ソーシャルコンポーネントまたはコンテキスト
を有することが可能である。
【００１３】
　一般に、ソーシャルネットワーキングウェブサイトおよびアプリケーションによって提
供されるような、アクティビティストリームは、ユーザがユーザ更新を発行すること、お
よび、その更新を、指定によってアクセス可能または可視にすることができるようにする
。例えば、ユーザは、メッセージ、写真、または他のコンテンツを自分のアクティビティ
ストリームに発行し、そのコンテンツを個人、家族、友人、または他のグループと共有す
ることができる。別法として、ユーザのコンテンツの発行を、ソーシャル環境内でユーザ
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に関連付けられたプレゼンス向けにすることができる。別の例では、この発行を、更新の
サブスクライバに直接向けることができる。いくつかの実装形態では、この発行を、ユー
ザについての更新されたコンテンツを提供するために指定されるエリア(例えば、ウォー
ルまたはソーシャルプロファイルページ)向けにすることができる。発行媒体を提供する
ための他の機構が、可能である。
【００１４】
　一例として、ユーザがソーシャルネットワーキングウェブサイト上で見るアクティビテ
ィストリームなど、アクティビティストリーム内にあるエントリは、様々なユーザからの
コンテンツを含みうる。コンテンツには、例えば、ユーザが、友人、家族、同僚などを含
む、ユーザのソーシャルサークル内の1人または複数の他の人々と(例えば、ソーシャルネ
ットワーキングウェブサイト上で)共有するために投稿した、ソーシャル投稿が含まれう
る。例えば、投稿のためのコンテンツは、ユーザのその日の考えまたはアクションの記述
でありうる。コンテンツにはまた、ユーザによる元の投稿および他者によるいずれかの後
続の投稿に応答してなど、ユーザのソーシャルサークル内の人々による投稿も含まれうる
。このように行われたいずれかまたはすべての投稿は、ユーザによって「プロモート」す
る、すなわち、他者にプロモートするためにコンテンツの部分を選択するための、潜在的
なコンテンツでありうる。プロモートする行為は、コンテンツを、例えば、広告の代わり
に広告スロット内で供給されうる非広告コンテンツとして、使用可能にすることができる
。例えば、広告サーバは、例えば、ソーシャルネットワーキングウェブサイトからの、ユ
ーザのプロモートされたコンテンツを、広告スロット内で発行するために、定期的に含め
てもよい。時々そうすることで、広告ならびに追加のコンテンツへの意識を高めて、ユー
ザが広告ブロック内に投稿されるものを決して見ない「広告ブラインドネス(ad blindnes
s)」を回避することなどが可能である。例えば、ユーザが、広告がユーザの友人のうち1
人または複数によるコンテンツで定期的に差し替えられることを発見する場合、ユーザは
、広告スロットに注意を払い始めることがある。結果として、広告への関心が増す可能性
があり、より高いクリックスルーレートが発生する可能性があり、それにより、広告の全
体的な平均有効性が向上する可能性がある。
【００１５】
　ユーザがコンテンツをプロモートできるようにするために、アクティビティストリーム
内に表示されるコンテンツは、ユーザがコンテンツをプロモートすることを選択できるコ
ントロールを含みうる。ツールは、ユーザが、プロモートすべき特定のコンテンツを選択
すること、および、そのコンテンツをプロモートする対象の人々を識別することを、可能
にすることができる。いくつかの実装形態では、プロモーションのためにコンテンツを指
定することは、非広告コンテンツが常に広告の代わりに供給されることを保証するもので
はないが、そのコンテンツを、例えば、広告供給システムが使用可能にする。結果として
、ユーザは、友人および家族を含む、他者とコンテンツを共有することができる。
【００１６】
　本開示の例は、アクティビティストリームからコンテンツをプロモートすることに主に
焦点を合わせるが、非広告コンテンツのプロモーションは、ソーシャルネットワーキング
ウェブサイトではないウェブサイト上のコンテンツを含む、他のソースから生じることが
可能である。さらに、任意のソースからプロモートされうるコンテンツには、テキスト、
オーディオ、ビデオ、画像、広告、または、インターネット上で発見されうる、マルチメ
ディアを含むいかなる種類のコンテンツもが含まれうる。任意の所与のウェブサイトもし
くはウェブページ上で、またはアプリケーションによって、またはオペレーティングシス
テムの一部として、ユーザがプロモートされるべきコンテンツを選択すること、および、
プロモーションが生じるべき対象の人々を指定することを可能にする、ツールが存在可能
である。いくつかの実装形態では、非広告コンテンツが広告スロット内に現れると、非広
告コンテンツのソースが(例えば、広告ブロック内で、または、非広告コンテンツを選択
することによって)入手可能にされうる。結果として、ユーザは、プロモートされたコン
テンツのソース(例えば、URL)、ならびに、コンテンツをプロモートした人の識別などを
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発見することができる。
【００１７】
　図1は、アクティビティストリームコンテンツをプロモートするための、一例の環境の
ブロック図である。環境例100は、広告サービスを管理する広告管理システム110と、ユー
ザがソーシャルフレームワーク内で他のユーザと対話できるようにする、1つまたは複数
のソーシャルネットワーキングシステム120とを含む。環境例100は、ローカルエリアネッ
トワーク(LAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)、インターネット、またはそれらの組み
合わせなど、ネットワーク102を含む。ネットワーク102は、ウェブサイト104、ユーザデ
バイス106、広告主108、発行者109、非広告コンテンツプロバイダ111、広告管理システム
110、および、ソーシャルネットワーキングシステム120を接続する。環境例100は、何千
ものウェブサイト104、ユーザデバイス106、広告主108、発行者109、および、非広告コン
テンツプロバイダ111を含みうる。
【００１８】
　ウェブサイト104は、ドメイン名に関連付けられ、かつ、1つまたは複数のサーバによっ
てホストされた、1つまたは複数のリソース105を含む。一例のウェブサイトは、ハイパー
テキストマークアップ言語(HTML)でフォーマットされたウェブページの集合であり、テキ
ストと、画像と、マルチメディアコンテンツと、スクリプトなどのプログラミング要素と
を含みうる。各ウェブサイト104は、ウェブサイト104を制御、管理および/または所有す
るエンティティでありうる、発行者109のうち1人など、コンテンツ発行者によって維持さ
れうる。
【００１９】
　リソース105は、ネットワーク102を介して提供されうる任意のデータでありうる。リソ
ース105は、リソース105に関連付けられるリソースアドレスによって識別されうる。リソ
ースには、ほんのいくつかの例を挙げれば、HTMLページ、ワープロ文書、ポータブルドキ
ュメントフォーマット(PDF)文書、画像、ビデオ、および、ニュースフィードソースが含
まれる。リソースには、埋め込み情報(ハイパーリンクにおけるメタ情報など)、および/
または、埋め込み命令(JavaScript（登録商標）スクリプトなど)を含みうる、語、句、画
像および音など、コンテンツが含まれうる。
【００２０】
　リソース105には、非広告コンテンツプロバイダ111によって提供されるいかなる非広告
コンテンツもが含まれうる。この意味で、広告主108は、広告を提供することができ、ま
たは、広告管理システム110によって供給されるべき広告を少なくとも定義することがで
きるが、非広告コンテンツプロバイダ111は、非広告コンテンツを提供することができる
。広告の代わりに供給されうる、非広告コンテンツプロバイダ111からのコンテンツは、
本明細書の主題であり、例えば、アクティビティストリームからコンテンツをプロモート
することを含む。
【００２１】
　ユーザデバイス106は、ユーザの制御下にあり、かつ、ネットワーク102を介してリソー
スを要求および受信可能である、電子機器である。ユーザデバイス106の例には、パーソ
ナルコンピュータ、モバイル通信デバイス(例えば、スマートフォン)、および、ネットワ
ーク102を介してデータを送受信することができる他のデバイスが含まれる。ユーザデバ
イス106は典型的には、ネットワーク102を介したデータの送受信を容易にするために、ウ
ェブブラウザなど、1つまたは複数のユーザアプリケーションを含む。
【００２２】
　ユーザデバイス106は、ウェブサイト104からリソース105を要求することができる。次
に、リソース105を表すデータが、ユーザデバイス106へ、ユーザデバイス106による提示
のために提供されうる。リソース105を表すデータはまた、その中にコンテンツが提示さ
れうる、サードパーティのコンテンツサイトまたはウェブページの、ポップアップウィン
ドウまたはスロットの提示位置など、リソースの一部分またはユーザ表示の一部分を指定
するデータをも含みうる。リソースまたはユーザ表示のこれらの指定された部分は、広告
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スロットと呼ばれる。
【００２３】
　これらのリソースの検索を容易にするために、環境100は、ウェブサイト104上でコンテ
ンツ発行者によって提供されたリソースをクロールし、インデックスを付けることによっ
て、リソースを識別する、検索システム112を含みうる。リソースについてのデータには
、データが対応するリソースに基づいて、インデックスが付けられうる。インデックスが
付けられ、任意選択でキャッシュされたリソースのコピーが、インデックス付きキャッシ
ュ114に格納されうる。
【００２４】
　ユーザデバイス106は、検索クエリ116を、ネットワーク102を介して検索システム112に
サブミットすることができる。それに応答して、検索システム112は、インデックス付き
キャッシュ114にアクセスして、検索クエリ116に関連のあるリソースを識別する。検索シ
ステム112は、検索結果118の形式でリソースを識別し、検索結果118をユーザデバイス106
へ、検索結果ページ内で返す。検索結果118は、特定の検索クエリに応答するリソースを
識別し、かつ、そのリソースへのリンクを含む、検索システム112によって生成されたデ
ータである。一例の検索結果118は、ウェブページタイトル、ウェブページから抽出され
たテキストの断片または画像の一部分、および、ウェブページのURLを含みうる。検索結
果ページはまた、広告が提示されうる1つまたは複数の広告スロットをも含みうる。
【００２５】
　リソース105または検索結果118が、ユーザデバイス106によって要求されるとき、広告
管理システム110は、リソース105または検索結果118と共に提供されるべき広告を求める
要求を受信する。広告を求める要求は、要求されたリソースまたは検索結果ページに対し
て定義される広告スロットの特性を含むことが可能であり、広告管理システム110に提供
されうる。
【００２６】
　例えば、それに対する広告スロットが定義されるリソースへの参照(例えば、URL)、広
告スロットのサイズ、および/または、広告スロット内での提示のために使用可能である
媒体タイプが、広告管理システム110に提供されうる。同様に、要求されたリソースに関
連付けられたキーワード(「リソースキーワード」)、または、そのための検索結果が要求
される検索クエリ116もまた、広告管理システム110に提供されて、リソースもしくは検索
クエリ116に関連のある広告(もしくは、他の非広告コンテンツ)の識別が容易にされうる
。
【００２７】
　広告を求める要求に含まれたデータに少なくとも部分的に基づいて、広告管理システム
110は、要求に応答して提供されるために適格である広告(「適格広告」)を選択すること
ができる。例えば、適格広告には、広告スロットの特性に一致する特性を有し、かつ、指
定されたリソースキーワードまたは検索クエリ116に関連するとして識別される、広告が
含まれうる。いくつかの実装形態では、リソースキーワードまたは検索クエリ116に一致
する対象のキーワードを有する広告が、広告管理システム110によって適格広告として選
択される。
【００２８】
　時々、広告管理システム110は、広告の代わりに非広告コンテンツを供給することによ
って、広告差し替えを行うことを選択することができる。差し替えを行うための選択は、
いくつかの要因に基づくことが可能であり、例えば、非広告コンテンツの、指定されたリ
ソースキーワードもしくは検索クエリ116との関連性、ユーザの関心との推論された関連
性、または、ユーザ(例えば、検索クエリ116を出したユーザ)が、非広告コンテンツを受
信するための候補であるかどうかが含まれる。例えば、候補になるために、ユーザは、コ
ンテンツをプロモートした人によって、潜在的な受信者(例えば、友人、家族の一員など)
として識別された可能性がある。差し替えを行うための選択はまた、特定のユーザ、広告
、広告キャンペーン、広告主、または、それらの任意の組み合わせに対して起こった差し
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替えの数など、他の要因に基づくことも可能である。例えば、ユーザには典型的には、ほ
とんどの時間に広告が供給される可能性があり、広告は、たまにのみ差し替えられる可能
性がある。
【００２９】
　対象のキーワードは、リソースキーワードまたは検索クエリ116と同じテキストのコン
テンツ(「テキスト」)を有することによって、リソースキーワードまたは検索クエリ116
と一致することが可能である。例えば、対象のキーワード「海辺」に関連付けられた広告
は、リソースキーワード「海辺」を含む広告要求に対する適格広告でありうる。同様に、
この広告は、検索クエリ「海辺」を含む広告要求に対する適格広告として選択されうる。
【００３０】
　同様に、キーワードは、非広告コンテンツ内に存在することが可能であり、同じ方法で
、または異なる方法で使用されうる。例えば、非広告コンテンツについてのキーワードベ
ースの関連は、ユーザが広告の代わりに非広告コンテンツを受信するための潜在的な候補
であるかどうかと組み合わせて使用されうる。
【００３１】
　広告管理システム110は、オークションの結果に少なくとも部分的に基づいて、リソー
スまたは検索結果ページの広告スロット内に提示するために提供されるべきである適格広
告および非広告コンテンツから、選択することができる。例えば、適格広告について、広
告管理システム110は、広告主からの入札を受信し、受信された入札に少なくとも部分的
に基づいて(例えば、オークションの終結時の最高の入札者に基づいて)、広告スロットを
割り振ることができる。入札は、リソースまたは検索結果ページと共に広告主の広告が提
示(または、選択)されることに対して、広告主が快く代金を支払う額である。例えば、入
札は、CPM入札と呼ばれる、広告の1000インプレッション(すなわち、提示)ごとに広告主
が快く代金を支払う額を指定することができる。別法として、入札は、広告の選択(すな
わち、クリックスルー)、または、広告の選択の後に続くコンバージョンに対して、広告
主が快く代金を支払う額を指定することができる。選択される広告は、入札のみに基づい
て、または、各入札者の入札に、広告成果から導出された品質スコア、ランディングペー
ジスコア、および/または他の係数など、1つもしくは複数の係数を乗じることに基づいて
、決定されうる。いくつかの実装形態では、オークションおよび入札は、非広告コンテン
ツを供給することが広告または広告主のためのオプションであるかどうかによって、影響
を受ける可能性がある。広告、または、差し替えを行うこと(例えば、広告の代わりに非
広告コンテンツを供給すること)のいずれかを選択するために、選択された広告を、非広
告コンテンツに関してランク付けすることができる。
【００３２】
　コンバージョンは、ユーザが、リソースまたは検索結果ページと共に提供された広告に
関係付けられた特定のアクションを行うときに、起こると言うことができる。コンバージ
ョンを構成するものは、場合によって異なることがあり、様々な方法で決定されうる。例
えば、コンバージョンは、ユーザが広告をクリックし、ウェブページを参照させられ、そ
のウェブページを離れる前にそこで購買を完了するときに、起こることがある。コンバー
ジョンはまた、広告主によって、任意の測定可能/観測可能なユーザアクションであるよ
うに定義されることもあり、そのユーザアクションは、ホワイトペーパーをダウンロード
すること、ウェブサイトの少なくとも所与の深度までナビゲートすること、少なくとも一
定の数のウェブページを見ること、少なくとも所定の時間量をウェブサイトもしくはウェ
ブページ上で過ごすこと、ウェブサイトに登録すること、または、コメントを他者が見る
ことができる広告についてコメントすることなどである。コンバージョンを構成する他の
アクションもまた、使用されうる。
【００３３】
　環境100は、ユーザがソーシャルネットワーク内で情報を共有するための機能およびツ
ールを提供する、1つまたは複数のソーシャルネットワーキングシステム120を含む。例え
ば、ソーシャルネットワーキングシステム120のいずれかは、ユーザが、友人およびソー
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シャルグループ(例えば、サークル)を識別し、電子メールを送受信し、メッセージおよび
マルチメディア(例えば、写真、ビデオ、オーディオ)を投稿し、ソーシャルイベントを追
跡し、更新を提供するなどのために使用することができる、ソーシャルネットワーキング
ウェブサイトでありうる。
【００３４】
　一例として、ユーザは、ソーシャルネットワーキングシステム120のうち1つを使用して
、ソーシャルネットワーキングウェブサイトとインターフェースしてもよい。ユーザは、
例えば、アクティビティストリーム内に投稿されている興味深い情報を見ることができる
。アクティビティストリームは、ユーザが行った興味深い投稿、または、ユーザの家族、
友人などによって行われたいくつかの投稿を含みうる。ユーザは、選択されたアクティビ
ティストリームコンテンツ項目(例えば、投稿)をプロモートするように、コントロールを
選択することができる。
【００３５】
　いくつかの実装形態では、ユーザによりプロモートされたアクティビティストリームコ
ンテンツ項目は、非広告コンテンツ項目データストア115に格納されうる。例えば、ソー
シャルネットワーキングシステム120は、ユーザによってプロモートされるとき、即時に
非広告コンテンツ項目を格納することができる。いくつかの実装形態では、広告管理シス
テム110は、ユーザによりプロモートされたアクティビティストリームコンテンツを、ソ
ーシャルネットワーキングシステム120から、非広告コンテンツ項目データストア115に格
納するために受信することができる。いくつかの実装形態では、ユーザによりプロモート
されたアクティビティストリームコンテンツ項目は、コンテンツを非広告コンテンツ項目
データストア115に格納することができる、非広告コンテンツプロバイダ111に提供されう
る。
【００３６】
　いくつかの実装形態では、検索システム112は、非広告コンテンツ項目データストア115
内のエントリをクロールし、インデックスを付けることができる。このように、広告要求
に応答する非広告コンテンツ項目が、リアルタイムでより迅速に識別されうる。
【００３７】
　いくつかの実装形態では、非広告コンテンツ項目データストア115内のデータを、例え
ば、情報が古くなるときに、取り除くか、または使用不可能にすることができる。例えば
、一定の期間(例えば、1週間、1か月または1年)に達する非広告コンテンツ項目を取り除
くことで、古い、または無関係な情報が広告スロット内で使用されることを防止すること
ができる。
【００３８】
　ここで説明するシステムがユーザについての個人情報を収集する状況では、ユーザに、
個人情報(例えば、ユーザのプリファレンスまたはユーザの現在位置についての情報)を収
集する可能性のあるプログラムまたは機能の加入/脱退の機会が与えられてもよい。加え
て、一定のデータが、格納または使用される前に1つまたは複数の方法で匿名にされて、
個人識別可能な情報が除去されるようにしてもよい。例えば、ユーザのアイデンティティ
が匿名にされて、ユーザについて個人識別可能な情報が決定できないようにしてもよく、
または、位置情報が取得される場合、ユーザの地理的位置が(市、郵便番号、または州レ
ベルなどに)一般化されて、ユーザの特定の位置が決定できないようにしてもよい。いく
つかの実装形態では、例えば、ソーシャルネットワーキングシステム120に関係する脱退
機能は、ユーザが、ユーザのアクティビティストリームコンテンツが広告内で使用されな
いようにするか、または、ある方法で情報を匿名にするように、指定可能にすることがで
きる。
【００３９】
　コンテンツをプロモートするためのユーザインターフェースの例を、以下で図2～図7B
を参照して説明する。コンテンツがプロモートされる一例の処理を、以下で図8を参照し
て説明する。ユーザデータ入力を受信するための様々なユーザインターフェース要素を、
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以下で図2～図7Bを参照して説明する。ユーザインターフェース要素の例には、テキスト
ボックス、ラジオボタン、チェックボックス、ドロップダウンメニュー、+1コントロール
、および、ハイパーテキストリンクが含まれる。
【００４０】
　図2は、アクティビティストリームコンテンツ202を、コンテンツをプロモートするため
のコントロール204と共に含む、一例のユーザインターフェース200を示す。アクティビテ
ィストリームコンテンツ202およびコントロール204は、アクティビティストリーム208の
一部分である投稿206内に含まれうる。アクティビティストリームコンテンツ202は、投稿
206が行われた、例えば、ソーシャルネットワーキングウェブサイトに投稿されたとき、
ユーザによって書かれたメッセージ209を含みうる。
【００４１】
　いくつかの実装形態では、アクティビティストリーム208は、対応するソーシャルネッ
トワーキングウェブサイト上などの、ソーシャルネットワーキングアプリケーション(例
えば、Orkut、MySpace、Buzzなど)内に表示されうる。投稿206は、ユーザのためのアクテ
ィビティストリーム208内のいくつかの投稿のうち1つでありうる。例えば、省略符号210a
は、アクティビティストリーム208内で投稿206の上に現れる0個またはそれ以上の投稿を
表すことができ、省略符号210bは、アクティビティストリーム208内で投稿206の下に現れ
る0個またはそれ以上の投稿を表すことができる。一般に、大部分のソーシャルネットワ
ーキングアプリケーションで典型的であるように、アクティビティストリーム内の最新の
投稿が一番上に現れる。同時に、他者によってユーザの元の投稿(例えば、投稿されたア
クティビティストリームコンテンツ202)に対して行われたコメントが、投稿206内で、時
系列に現れることが可能である。このタイプのアクティビティストリームコンテンツ202
は、プロモートされうる項目である。
【００４２】
　例えば、ユーザは、ソーシャルネットワーキングウェブサイトにログオンし、対応する
ソーシャルネットワーキングアプリケーションのためのユーザインターフェース200を提
供されてもよい。ユーザは、投稿206を見て、メッセージ209を読むことができる。投稿20
6は、ユーザ自身の投稿の1つであってもよく、または、その投稿は、ユーザの友人、家族
の一員、または、ユーザにソーシャル的に関連付けられる他の誰かのうち1人によって行
われた投稿であってもよい。例えば、投稿206は、ユーザのアクティビティストリーム208
内で提示可能であり、その理由は、投稿206に関連付けられた人々のうち1人または複数が
、ソーシャルネットワーキングアプリケーション内のソーシャルコンテキストによってユ
ーザに関係付けられるからである。メッセージ209が、他者が見ることに興味がある可能
性があるとユーザが考える何か(例えば、広告の代わりに供給される)である場合、ユーザ
は、項目(例えば、アクティビティストリームコンテンツ202)をプロモートすることを決
定してもよい。
【００４３】
　投稿206は、メッセージ209に加えて、他の部分を含みうる。サムネイル画像212は、メ
ッセージ209を書き、投稿206を投稿したユーザを識別することができる。投稿日付214(例
えば、「今日」、「3月5日」など)および投稿時間216(例えば、「09:29 AM」)は、ユーザ
が投稿206を投稿した日付および時間をそれぞれ示すことができる。ユーザの投稿206につ
いてのコメントなど、他者による追加の投稿は、別々の日付/時間インジケータを含みう
る。
【００４４】
　項目をプロモートするアクションを開始するために、ユーザは、コントロール204、(例
えば、「プロモート」ボタンまたは他のコントロール)を選択することができる。結果と
して、一連の追加のユーザインターフェースを提示することができ、それにより、ユーザ
は、詳細ポップアップ220から開始するなどして、プロモーションを完了することができ
る。いくつかの実装形態では、単に「プロモート」ボタンまたは他のコントロールを選択
することで、追加のユーザの介在なしに、項目を自動的にプロモートすることができる。
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結果として、項目は、ユーザのソーシャルサークルもしくは他の指定されたグループ内の
あらゆる人、または、その時間にソーシャルネットワーキングアプリケーションによって
識別されるような個人に、自動的にプロモートされうる。しかし、一連の追加のユーザイ
ンターフェースを提供することによって、ユーザは、他の変数の中でも、項目がプロモー
トされる対象の人々を制御することができる。いくつかの実装形態は、コントロール204
に加えて、他のプロモーションコントロールを含みうる。例えば、「今プロモート」コン
トロールは、即時のプロモーション(例えば、詳細ポップアップ220をバイパスする)のた
めに使用されうる。この例では、「プロモート...」コントロールもまた、一連の追加の
ユーザインターフェースを開始するために存在可能である。ユーザは、現在の項目がプロ
モートされるためのユーザプリファレンスに基づいて、1つまたは他のコントロールを選
択することができる。
【００４５】
　コンテンツがプロモートされるとき、コンテンツは、広告システムレンダリング機能と
の互換性のために自動的にフォーマットされうる。例えば、テキスト、画像、ビデオ、オ
ーディオなどは、必要に応じてフォーマットされ、非広告コンテンツ項目データストア11
5に、コンテンツを即時使用のために準備するフォーマットで格納されうる。いくつかの
実装形態では、異なるフォーマットバージョンを保存することができ、非モバイルデバイ
ス用のあるバージョン、および、例えば、デバイスのレンダリング制限のために異なるフ
ォーマットを必要とすることがある、モバイルデバイス用の異なるバージョンなどである
。
【００４６】
　いくつかの実装形態では、プロモートコントロールを他の方法で実装することができ、
ツールバーオプション、メニュー選択、右クリック選択、「+1」ボタンなどが含まれる。
コントロール204などのコントロールを、アプリケーションに関連付ける(または、アプリ
ケーションによって提供する)ことができる。いくつかの実装形態では、アプリケーショ
ンは、ユーザデバイス106のオペレーティングシステム、または、ユーザデバイス106上で
実行するブラウザでありうる。
【００４７】
　詳細ポップアップ220は、例えば、ユーザがコントロール204を選択する場合、表示され
うる。詳細ポップアップ220は、ユーザがコンテンツをプロモートするときに詳細情報を
提供するために使用することができるインターフェースの、単なる一例の実装形態である
。ヘッダ222は、なぜ詳細ポップアップ220が表示されるかを、例えば、「あなたはコンテ
ンツをプロモート中です...」と説明することができる。いくつかの実装形態では、ヘッ
ダ222はまた、プロモートされているコンテンツを表示することもできる。例えば、ヘッ
ダ222は、「あなたは、ダイアンによって投稿されたコンテンツ、「ローリと私はあの新
しい...を試した」をプロモート中です」と述べることができる。投稿206に関係する他の
情報もまた、ヘッダ222に含まれうる。
【００４８】
　詳細ポップアップ220は、ユーザのプロモートされたコンテンツが使用可能にされるこ
とになる対象のグループを要約する、可視性エリア224を含む。例えば、現在の設定226は
、ユーザのプロモートされたコンテンツが、ユーザの友人および家族が見ることができる
か、または、使用可能にされることになることを示す。ユーザは、「変更」コントロール
228を使用して、プロモートされたコンテンツの可用性を変更し、現在の設定226を有効に
変更することができる。以下で説明する図4および図5は、ユーザが「変更」コントロール
228を選択する場合に現れることが可能である、ユーザインターフェースの例を示す。
【００４９】
　いくつかの実装形態では、詳細ポップアップ220は、ユーザが、例えば、コンテンツを
特定の個人にプロモートするために選択することができる、「個人に見える」コントロー
ル230を含む。例えば、「個人に見える」コントロール230を選択することによって、ポッ
プアップまたは他のコントロールを表示することができ、その中で、ユーザは、アクティ
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ビティストリームコンテンツ202をプロモートする対象の個人のアイデンティティを選択
することができる。いくつかの実装形態では、選択されるユーザは、ユーザの友人、家族
などのソーシャルサークルのいずれかにおける者であってもそうでなくてもよい。ユーザ
が「個人に見える」コントロール230を使用して選択する、個人のアイデンティティは、
例えば、1つまたは複数のソーシャルネットワーキングウェブサイト上のユーザのアイデ
ンティティに対応する可能性がある。
【００５０】
　詳細ポップアップ220は、コメントを追加するか、および/または、プロモートされたコ
ンテンツに関連付けられているコメントを除去するための、コメントエリア232を含む。
コメントエリア232は、コメントを追加するための「コメントを追加」コントロール234(
例えば、以下で図6を参照して説明する)、および、追加されたコメントを元に戻す(また
は、削除する)ための「コメントを元に戻す」コントロール236を含む。いくつかの実装形
態では、「コメントを元に戻す」コントロール236は、コメントが追加されるまで、詳細
ポップアップ220内に現れない(または、グレー表示されるか、もしくは他の方法で非アク
ティブでありうる)。
【００５１】
　詳細ポップアップ220内に表示されうるステートメント238は、ユーザに対して、広告の
代わりにプロモートされたコンテンツを受信するために適格でありうる人々のグループ(
例えば、個人、指定もしくは推論されたグループ、またはソーシャルサークル)を識別す
ることができる。例えば、ステートメント238は、「このコンテンツは、上記で識別され
た人々にプロモートされます」と述べることができる。いくつかの実装形態では、ユーザ
が「変更」コントロール228を使用して、現在、可視性を有する他のユーザがいない程度
まで可視性を変更した場合、ステートメント238は、例えば、「現在、可視性を有するユ
ーザはいません」と述べることができる。
【００５２】
　いくつかの実装形態では、コンテンツのプロモーションのフィルタリングまたは制限が
起こりうる。結果として、1つまたは複数のグループまたは個人にコンテンツをプロモー
トするための、ユーザによる指定のみでは、必ずしもコンテンツが広告の代わりに供給さ
れるようになるとは限らない。例えば、指定された受信者は、受信をブロックしている可
能性がある(例えば、ブラウザまたはソーシャルネットワーキングアプリケーション内の
プリファレンスを、すべてまたは選択されたタイプのコンテンツのソーシャル共有をブロ
ックするように設定することによる)。
【００５３】
　広告管理システム110のいくつかの実装形態は、1つまたは複数の基準に基づいてコンテ
ンツプロモーション要求をフィルタリングしてもよい。いくつかの実装形態では、要求の
フィルタリングは、要求が許可されるべきであるかどうかを判定するために、プロモート
されたコンテンツが対象とするユーザの1つまたは複数の特性を評価することを含みうる
。いくつかの実装形態では、フィルタリングは、例えば、(例えば、ユーザベースの)コン
テンツプロモートイベントの数、受信者の数などを制限するなど、コンテンツをプロモー
トすることに制限を課すことを含む基準に基づくことが可能である。いくつかの実装形態
では、コンテンツをプロモートすることに課される制限は、時間間隔に適用可能であり、
例えば、1日当たりプロモートされたコンテンツの5個のインスタンス、1週間当たり20個
のインスタンスなどの制限を実施する。結果として、広告管理システム110は、ユーザが
あまりに頻繁にコンテンツをプロモートすることを防止することができる。
【００５４】
　いくつかの実装形態では、電子メールエリア240は、コンテンツプロモーションがそこ
から生じるようになるユーザアカウント242(例えば、UserX@mail.com)を識別することが
できる。例えば、アカウントを、ユーザのソーシャルネットワーキングアカウントに結び
付けられうる電子メールアドレスに関連付けることができる。別法として、電子メールア
ドレスは、いかなるソーシャルネットワーキングアカウントに結び付けられなくてもよい
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。いくつかの実装形態では、ユーザプロファイル画像244は、何のアカウント242が現在表
示されているかについて、視覚的識別をユーザに提供することができる。ユーザが、複数
のコンピュータログインおよび/またはアカウントを有する場合、ユーザは、「変更」コ
ントロール246を使用して、例えば、ユーザのアカウントのうち異なるもの(例えば、User
X@ABCDmail.com)を選択することができる。いくつかの実装形態では、コンテンツをプロ
モートすることは、ユーザが電子メールアカウントを有することに依拠する必要はない。
例えば、ユーザは、1つまたは複数のソーシャルネットワーキングシステムに属すること
ができ、ユーザが行うコンテンツのプロモートは、ユーザ名、ユーザアカウント、または
他の形式のユーザ識別に結び付けられうる。
【００５５】
　どのアカウント(電子メールまたはユーザログイン/アカウント)を使用するかを選択し
た結果として、ユーザはまた、プロモートされたコンテンツを、そのユーザアカウントに
対応するグループまたはソーシャルサークルに関連付けている。例えば、ユーザの家族お
よび友人のサークルは、ユーザの電子メールアドレスのUserX@mail.com対UserX@ABCDmail
.com、または、あるユーザログイン/アカウント対別のユーザログイン/アカウントに関連
付けられたソーシャルネットワーキングアカウントによって、大きく異なることがある。
【００５６】
　「閉じる」コントロール248を使用して、詳細ポップアップ220を終了し、現在の設定お
よび入力を保存することができる。いくつかの実装形態では、「キャンセル」コントロー
ルが存在可能であり、ユーザがいかなる変更も保存せずに詳細ポップアップ220を終了し
、本質的に詳細ポップアップ220の値をそれらの元の設定(例えば、ユーザがポップアップ
220を表示する前のもの)に復元可能にすることができる。
【００５７】
　いくつかの実装形態では、詳細ポップアップ220は、コンテンツをプロモートする行為
をキャンセルするために、「キャンセル」オプションまたは他のコントロールを含みうる
。例えば、ユーザが家族および友人との広告の共有について考え直す場合、ユーザは、「
キャンセル」オプション(図2に図示せず)を選択することができる。
【００５８】
　プロモートされるアクティビティストリームコンテンツ202に加えて、項目がプロモー
トされるとき、投稿206の他の部分がプロモートされうる。例えば、プロモートされる項
目には、(例えば、ソーシャルネットワーキングウェブサイト上で投稿することによって)
コンテンツを生成したユーザを識別する、サムネイル画像212が含まれうる。プロモート
される項目にはまた、投稿日付214および投稿時間216もが含まれうる。項目がプロモート
されるとき、または、結果として生じる非広告コンテンツ項目が広告の代わりに供給され
るとき、投稿206のこれらの部分のいずれも含まれないことがあり、または、その一部も
しくは全部が含まれうる。
【００５９】
　項目をプロモートした結果として、アクティビティストリームコンテンツ202は、この
場合、非広告コンテンツであり、広告の代わりに供給されうるコンテンツとして使用可能
にされうる。例えば、広告を求める要求を受信すると、広告管理システム110は、プロモ
ートされた項目が要求に応答すると決定することができる。広告管理システム110はまた
、要求に応答する1つまたは複数の広告を決定し、項目および1つまたは複数の広告をラン
ク付けすることもできる。ランク付けに少なくとも部分的に基づいて、広告管理システム
110は、1つまたは複数の広告ではなく、広告要求に応答して、項目を提供することができ
る。
【００６０】
　図3は、プロモートされうる追加のアクティビティストリームコンテンツ302a～302cを
有するユーザインターフェース200を示す。アクティビティストリームコンテンツ302a～3
02cは、ユーザが、メッセージ209を含む元のアクティビティストリームコンテンツ202に
応答して行った、コメントおよび他の投稿を表すことができる。例えば、メッセージ309a
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～309cには、1人または複数のユーザが、その後に元のメッセージ209および/または他の
投稿されたメッセージに応答して書いた、メッセージが含まれうる。アクティビティスト
リームコンテンツ302a～302cは、コンテンツをプロモートするために、対応するコントロ
ール304a～304cをそれぞれ有することが可能である。例えば、ユーザは、コントロール30
4bを選択して、アクティビティストリームコンテンツ302bからコンテンツをプロモートす
ることができる。
【００６１】
　いくつかの実装形態では、「プロモート」コントロール304dを使用して、コンテンツ31
4によって表されるような、投稿206内のアクティビティストリームコンテンツのすべてを
選択することができる。例えば、ユーザは、「プロモート」コントロール304dを選択して
、最初に投稿されたアクティビティストリームコンテンツ202と、その後に投稿されたア
クティビティストリームコンテンツ302a～302cのすべてとによって表された、ソーシャル
会話全体をプロモートすることができる。
【００６２】
　いくつかの実装形態では、ユーザが、プロモートされるべきコンテンツの部分をハイラ
イトおよび選択することができる、コントロールが提供されうる。例えば、ユーザは、テ
キスト選択またはハイライトツールを使用して、メッセージ209および309a～309cのいず
れかまたはすべてから抜粋を選択することができる。結果として、ユーザは、使用可能な
コントロールを使用して、アクティビティストリームコンテンツ202および302a～302cの
いかなる部分および組み合わせをも選択およびプロモートすることができる。
【００６３】
　いくつかの実装形態では、アクティビティストリームコンテンツからのコンテンツ以外
に、他のタイプのコンテンツがプロモートされてもよく、ブログエントリ、ウェブページ
、ニュース項目、ビデオ、音楽、画像、ゲーム、および、任意の他のマルチメディアコン
テンツなどからのコンテンツが含まれる。例えば、「プロモート」ボタンなどのコントロ
ールは、ブログエントリ、ウェブページ、ニュース記事などで使用可能でありうる。いく
つかの実装形態では、ユーザがそれらの他のソースからのコンテンツの特定の抜粋を選択
できるようにする、他のコントロールが存在可能である。これらの例では、非広告コンテ
ンツが最終的に広告の代わりに供給されるとき、ソースが識別されうる。例えば、提示さ
れたコンテンツに関連付けられたコントロールを使用して、ユーザは、特定のブログエン
トリ、ウェブページ、ニュース記事など、コンテンツのソースを決定することができる。
【００６４】
　いくつかの実装形態では、ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、コンテンツを
プロモートするためのユーザインターフェースを含む、専用アプリケーションを提供する
ことができる。例えば、メニューオプション、ツールバーオプション、または他のインタ
ーフェースが、コンテンツをプロモートするためのコントロール204に取って代わること
が可能である(または、それに加えて使用されうる)。専用アプリケーションを使用すると
き、例えば、ユーザには、様々なコンテンツ項目を選択するためのツールが提供されても
よい。結果として、いくつかの非広告コンテンツ項目を一度に作成することができ、単一
のユーザによるプロモーションの結果である。
【００６５】
　図4は、プロモートされたコンテンツのための可視性設定を変更するための、一例の可
視性変更ポップアップ402を示す。いくつかの実装形態では、ユーザインターフェース200
は、例えば、ユーザが図2を参照して説明した「可視性変更」コントロール228を選択する
とき、可視性変更ポップアップ402を表示することができる。一例として、ユーザは、「
可視性変更」コントロール228を選択して、可視性設定226のうち1つもしくは複数(例えば
、「友人」もしくは「家族」)を削除すること、および/または、追加の可視性オプション
を選択することができる。
【００６６】
　いくつかの実装形態では、可視性変更ポップアップ402が表示されるとき、現在の可視
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性設定226が、選択可能なコントロール、例えば、コントロール406および408(例えば、「
友人」および「家族」のためのもの)として表示されうる。コントロール406および408は
、ユーザのプロモートされたコンテンツについての可視性が現在設定されているグループ
の名前を識別することができる。
【００６７】
　「他の人々を追加」コントロール410は、ユーザのプロモートされたコンテンツに関し
てその可視性が存在する既存のグループに、追加の個人またはグループを追加するための
方法を提供することができる。例えば、ユーザが「他の人々を追加」コントロール410を
選択する場合、別のポップアップが現れることが可能であり、そこから、以下で図5を参
照して説明するように、ユーザが可視性エンティティを追加することができる。
【００６８】
　コントロール406および408は、「削除」コントロール412および414をそれぞれさらに含
むことが可能であり、それをユーザが使用して、いずれかまたは両方のグループを選択的
に削除することができる。例えば、「削除」コントロール412を選択することによって、
「友人」グループを可視性から除去することができ、このグループのコントロール406は
、可視性変更ポップアップ402から消えることが可能である。
【００６９】
　いくつかの実装形態では、コントロール406および408のいずれかをクリックすることに
よって、ユーザは、そのグループ内のユーザの名前を見ることができる。例えば、ユーザ
が「友人」のコントロール412を選択する場合、ユーザインターフェース200は、ユーザの
友人のサークル内の人々をリストするポップアップを表示することができる。
【００７０】
　いくつかの実装形態では、可視性変更ポップアップ402は、ユーザアカウント324、およ
び、ユーザが異なるユーザログインに切り替えるために選択することができる「変更」コ
ントロール328を表示することができる。ユーザは、例えば、家族および友人の異なるサ
ークル、例えば、自分の他のユーザログイン(例えば、UserX@ABCDmail.com)に関連付けら
れた家族および友人にコンテンツをプロモートするために、異なるユーザログインに切り
替えてもよい。
【００７１】
　「閉じる」コントロール416を使用して、可視性変更ポップアップ402を終了し、現在の
設定および入力を保存することができる。いくつかの実装形態では、「キャンセル」コン
トロールが存在可能であり、ユーザがいかなる変更も保存せずに可視性変更ポップアップ
402を終了し、本質的に可視性変更ポップアップ402の値をそれらの元の設定(例えば、ユ
ーザがポップアップを表示する前のもの)に復元可能にすることができる。
【００７２】
　図5は、選択可能な可視性グループを表示するための、一例のグループ選択リスト502を
示す。例えば、上記で説明したように、ユーザが「他の人々を追加」コントロール410を
可視性変更ポップアップ402上で選択する場合、ユーザインターフェース200は、グループ
選択リスト502を表示することができる。
【００７３】
　グループ選択リスト502は、グループエントリ504を含むことが可能であり、その各々は
、グループの名前を識別することができ、括孤内でそのグループの人数をさらに含みうる
。例えば、グループエントリ504は、7人のメンバーを有する家族グループ504a、105人の
メンバーを有する友人グループ504b、および、25人のメンバーを有する同僚グループ504c
を含みうる。いくつかの実装形態では、グループエントリ504は、2つ以上の他のグループ
の上位集合または和集合であるエントリを含みうる。例えば、マイサークルグループ504d
は、家族グループ、友人グループおよび同僚グループ504a～cの和集合を表すことができ
る。結果として、マイサークルグループ504dの全メンバーの合計(例えば、137)は、上位
集合グループが含むグループ全メンバーの和(例えば、7+105+25)になりうる。誰でもグル
ープ504eは、ユーザがオンラインであらゆる人にコンテンツをプロモートすることができ



(18) JP 5980803 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

るグループに適用可能であり、誰でもグループ504eの括孤付きの全メンバーは、「ウェブ
上の人々」でありうる。いくつかの実装形態では、括孤付きの全メンバー数を選択するこ
とによって、ユーザインターフェース200は、グループ内の個々のメンバーのリストを表
示することができる。例えば、ユーザは、グループ内の人々の名前を、プロモートされた
コンテンツを誰が使用可能になるかのリマインダとして見てもよい。
【００７４】
　いくつかの実装形態では、ユーザが新しいグループをグループエントリ504から選択す
るたびに、「友人」コントロール406および「家族」コントロール408について示されるも
のなど、そのグループのために選択可能なコントロールが、可視性変更ポップアップ402
内に現れることが可能である。いくつかの実装形態では、可視性変更ポップアップ402内
のコントロールの更新は、「終了」コントロール506を選択することによってなど、ユー
ザがグループ選択リスト502を終了した後まで、起こらなくてもよい。
【００７５】
　図6は、プロモートされたコンテンツについてコメントするための、一例のコメント追
加ボックス602を示す。例えば、ユーザは、コメント追加ボックス602を使用して、プロモ
ートされるべきコンテンツ(例えば、アクティビティストリームコンテンツ202)に関連付
けられたコメントを入力することができる。ユーザインターフェース200は、例えば、ユ
ーザが「コメントを追加」コントロール234を選択する場合、コメント追加ボックス602を
表示することができる。いくつかの実装形態では、ユーザがコメント追加ボックス602で
タイプ入力を始めるとすぐに、いずれかのプロンプトメッセージ(例えば、「コメントを
追加...」を、ユーザがタイプ入力するメッセージ603で即時に差し替えることができる。
【００７６】
　「コメント」コントロール604を選択することによって、ユーザは、自分がコメント追
加ボックス602にタイプ入力したメッセージ603を保存することができ、保存されたメッセ
ージ603は、例えば、詳細ポップアップ220内に表示されうる。しかし、ユーザがコメント
を残さないことを決定する場合、ユーザは、「キャンセル」コントロール606を選択する
ことができる。コメント追加ボックス602を使用して入力されたコメントは、もし、コン
テンツが広告の代わりに供給されるとき、プロモートされたアクティビティストリームコ
ンテンツへの注釈として現れることが可能である。
【００７７】
　図7Aは、広告ブロック704内で非広告コンテンツ項目702を有する、一例のウェブページ
700を示す。一例として、ウェブページ700は、サードパーティウェブサイト上で、非広告
コンテンツ項目702のソースから独立していることが可能である。非広告コンテンツ項目7
02は、例えば、上記で図3を参照して説明したように、ユーザがソーシャルネットワーキ
ングウェブサイト上でプロモートした、アクティビティストリームコンテンツ202および/
または302a～302cを含みうる。広告ブロック704はまた、そのコンテンツについてコメン
トするために、または、メッセージをそのコンテンツに添付するためにユーザが生成した
、メッセージ603をも含みうる。メッセージ603は、非広告コンテンツ項目702への注釈と
しての機能を果たすことができる。分割線708は、非広告コンテンツ項目702をメッセージ
603または他のいかなる注釈からも分離することができる。非広告コンテンツ項目702を備
える、プロモートされたアクティビティストリームコンテンツは、そうでない場合は広告
ブロック704内で供給されるようになる広告の代わりに供給される。広告管理システム110
は、様々な基準に基づいて、非広告コンテンツ項目702など、非広告コンテンツを定期的
に供給することができる。例えば、基準には、供給されうる1つまたは複数の広告につい
て生成されるランク付け、および、項目(例えば、非広告コンテンツ項目702)のランク付
けが含まれうる。例えば、広告管理システム110は、ランク付けを生成および使用するこ
とができる。
【００７８】
　いくつかの実装形態では、メッセージ603を含む注釈はまた、「再発行」コントロール7
09をも含みうる。「再発行」コントロール709を選択することによって、例えば、ユーザ(
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例えば、非広告コンテンツ項目702の受信者)は、非広告コンテンツ項目を、ソーシャルネ
ットワーキングウェブサイトまたは他の宛先などへ再発行することができる。
【００７９】
　いくつかの実装形態では、非広告コンテンツ項目702など、非広告コンテンツは、ウェ
ブページ上の任意の場所に現れることが可能である。例えば、非広告コンテンツ項目702
など、非広告コンテンツは、メインコンテンツエリア706内の任意の場所の広告(例えば、
埋め込み広告710)内に現れることが可能である。
【００８０】
　いくつかの実装形態では、ユーザが、非広告コンテンツ項目で差し替えられていなかっ
た場合に現れたであろう広告にアクセスすることができる、コントロールが存在すること
が可能である。例えば、好奇心の強いユーザは、そのようなコントロールを使用して、非
広告コンテンツ項目で差し替えられた広告を見ることができる。
【００８１】
　いくつかの実装形態では、広告管理システム110は、例えば、非広告コンテンツ項目が
広告の代わりに提供されるとき、発行者に補償することができる。例えば、広告管理シス
テム110は、非広告コンテンツ項目のプロバイダに、発行のための名目上の料金を請求し
てもよく、その料金の全部または一部は、発行者に与えられうる。いくつかの実装形態で
は、広告管理システム110は、非広告コンテンツが広告の代わりに供給されるとき、プロ
バイダに料金を請求しなくてもよい。
【００８２】
　図7Bは、広告ブロック704内で広告712を有する、一例のウェブページ700を示す。一例
として、広告管理システム110は、ほとんどの時間に、そうでない場合は広告の代わりに
供給されるようになる非広告コンテンツ(例えば、非広告コンテンツ項目702)よりも、広
告712などの広告を選択することができる。
【００８３】
　例えば、発行者によってウェブページ上で発行されるべき広告についての、要求が受信
されうる。要求に応答する1つまたは複数の非広告コンテンツ項目が、決定されうる。非
広告コンテンツ項目には、上記で図2から図3を参照して説明したような、ユーザがプロモ
ートしているアクティビティストリームコンテンツが含まれうる。1つまたは複数の非広
告コンテンツ項目が、要求に応答すると決定される適格広告と同様に、ランク付けされう
る。最高にランク付けされた広告、および、最高にランク付けされた非広告コンテンツ項
目のランク付けは、1つまたは複数の基準に基づいて評価されうる。評価に基づいて(例え
ば、適格広告のうち1つが最高にランク付けされる場合)、適格広告のうち1つ(例えば、広
告712)が、要求に応答して提供されうる。そうでない場合(例えば、評価される非広告コ
ンテンツ項目のうち1つが最高にランク付けされる場合)、非広告コンテンツ項目のうち1
つ(例えば、非広告コンテンツ項目702)が、要求に応答して提供されうる。
【００８４】
　他の要因が、適格広告および非広告コンテンツの評価において使用されうる。いくつか
の実装形態では、評価基準には、コンテンツ項目または広告の、要求との関連性に関係す
る基準が含まれうる。例えば、キーワードを使用して適格広告を選択できることと同様に
、非広告コンテンツ内の語(例えば、メッセージ209および309a～309c内のテキストに基づ
く)を使用して、コンテンツ項目の、広告要求との関連を決定することができる。
【００８５】
　他の関連性の要因には、例えば、いくつか例を挙げれば、ユーザと発行者109の間の関
係、コンテンツがプロモートされた回数、コンテンツをプロモートしたユーザのアイデン
ティティ、以前のユーザの振る舞い、ユーザプロファイルから推論された情報などの推論
された情報、および、プロモートされたコンテンツが広告ブロック内に現れ、その位置か
ら共有(または、再発行)された回数が含まれうる。
【００８６】
　いくつかの実装形態では、評価基準には、どのくらいの頻度で広告が要求に応答して供
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給されるかに関係する基準が含まれうる。例えば、広告管理システム110は、(例えば、広
告主および/または発行者によって指示されるような)ポリシーを使用して、最小閾値割合
の時間に、要求のための広告を供給することができる。一例として、非広告コンテンツは
、多くても2%の時間で供給されてもよく、広告は、少なくとも98%の時間で供給されても
よい。これらの割合の例は、広告要求、広告のタイプ、時刻、広告主、発行者、または他
の多数の要因によって変わる可能性がある。
【００８７】
　いくつかの実装形態では、評価基準には、ユーザの位置、要求の現在日時、広告の発行
者、および/または、最高にランク付けされた非広告コンテンツが含まれうる。例えば、
広告管理システム110は、ユーザが自宅にいるときに非広告コンテンツを供給する可能性
がより高くなり、ユーザが自宅から離れているときに広告を供給する可能性がより高くな
る、ポリシーを使用することができる。広告管理システム110はまた、夕方の時間に、ま
たは、ある他のスケジュールによって、より高い(または、より低い)割合の非広告コンテ
ンツ項目を供給する、ポリシーを使用することもできる。さらに、広告管理システム110
は、(例えば、広告主および/または発行者によって指示されるように)一部の発行者につ
いて、他者よりも高い割合の非広告コンテンツ項目を供給することができる。
【００８８】
　いくつかの実装形態では、評価基準には、関連性が非広告コンテンツ項目についてどの
くらい高いか、および、関連性が、最高にランク付けされた広告のものでどのくらい低い
かに関係する、基準が含まれうる。例えば、広告管理システム110は、特定の広告要求に
ついて、(例えば、キーワードに基づいて)適格広告が比較的低い関連性を有すると決定す
ることがある。同時に、広告管理システム110は、1つまたは複数の非広告コンテンツ項目
が比較的より高い関連性を有すると決定することがある。この場合、広告管理システム11
0は、広告の代わりに非広告コンテンツ項目のうち1つを供給することができる。
【００８９】
　図8は、アクティビティストリームコンテンツをプロモートするための一例の処理800の
フローチャートである。例えば、処理800は、コントロール204を使用して、アクティビテ
ィストリームコンテンツ202をプロモートするために使用されうる。処理800は、例えば、
広告管理システム110およびソーシャルネットワーキングシステム120によって行われうる
。
【００９０】
　ユーザに関連付けられたアクティビティストリームに含まれる項目をプロモートするた
めの指示が、ユーザから受信される(802)。アクティビティストリームが、ソーシャルア
プリケーションによってソーシャルコンテキストにおいて提示される。一例として、ユー
ザは、インターネット上でソーシャルネットワーキングウェブサイトを使用して、上記で
図2を参照して説明したユーザインターフェース200を使用するなどして、家族および友人
と対話中でありうる。ユーザは、アクティビティストリーム208内の投稿206など、アクテ
ィビティストリーム内のエントリを見ていることがある。メッセージ209を読むと、ユー
ザは、「プロモート」コントロール204を選択することによって、コンテンツをプロモー
トすることを決定することがある。別の例では、図3を参照すると、ユーザは、メッセー
ジ209および応答メッセージ309a～309cによって表された会話をプロモートすることに関
心を有することがある。この例では、ユーザは、コントロール304dを選択して、投稿206
によって表されたソーシャル会話全体をプロモートすることができる。
【００９１】
　いくつかの実装形態では、受信される非広告コンテンツ項目は、メタデータを含みうる
。例えば、メタデータは、コンテンツをプロモートした人、および、コンテンツの所期の
受信者である他の人々を識別することができる。これらの人々には、例えば、詳細ポップ
アップ220を使用して識別される、例えば、ユーザの家族および/または友人が含まれうる
。いくつかの実装形態では、メタデータは、そこからコンテンツがプロモートされたソー
シャルネットワーキングウェブサイト、ブログエントリ、ウェブページまたはニュース項
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目の、URL、および名前、タイトルまたは他の識別子など、非広告コンテンツのソースを
識別することができる。いくつかの実装形態では、非広告コンテンツ項目および関連付け
られたメタデータは、例えば、非広告コンテンツ項目データストア115に格納されうる。
【００９２】
　広告を求める要求が、受信される(804)。例えば、ユーザ(一般に、常にそうではないが
、コンテンツをプロモートしたユーザとは異なる)は、ウェブブラウザをユーザデバイス1
06上で実行中でありうる。リソース105がブラウザ内で表示されることになるとき、広告
管理システム110は、リソース105内の広告スロット内で提供されるべき広告を求める要求
を受信することができる。
【００９３】
　項目が、要求に応答すると決定される(806)。例えば、決定された項目は、何らかの方
法で広告要求に関係付けられる非広告コンテンツ項目でありうる。いくつかの実装形態で
は、この関係は、非広告コンテンツ項目内の1つまたは複数の語に一致する、広告に関係
するキーワード、ユーザの関心との推論された関連性、および/または、ユーザが非広告
コンテンツを受信するための候補であるかどうかに基づくことが可能である。例えば、広
告要求が海辺に関係する場合、項目内のどこか(例えば、「私たちは今日、海辺に行った
」というメッセージ209内)で「海辺」という語を含む1つまたは複数の非広告コンテンツ
項目が識別されうる。
【００９４】
　項目が要求に応答するかどうかを判定する際の別の要因は、そこから広告要求が受信さ
れるユーザの識別に基づくことが可能である。例えば、ある項目が、ユーザYに供給され
るべき広告を求める要求に応答するために、コンテンツをプロモートした人(例えば、ア
クティビティストリームコンテンツをプロモートするユーザX)は、コンテンツをユーザY
にとって可視(または、使用可能)にしておかなければならなかった。ユーザYに家族また
は友人がいないか、例えば、または、その家族または友人のコンテンツのプロモートが、
ユーザYに供給された広告において使用するために使用可能な非広告コンテンツ項目がな
い結果となる場合、このステップ806は、要求に応答するものとして決定される項目がな
い結果となりうる。この例では、ある項目がユーザYのための広告要求に応答するかどう
かの判定で、非広告コンテンツ項目データストア115に格納されているメタデータ、例え
ば、その項目の可視性を有する人々に関係付けられるメタデータを使用することができる
。
【００９５】
　いくつかの実装形態では、要求に応答する項目の決定は、広告管理システム110によっ
て行われうる。いくつかの実装形態では、この決定は、非広告コンテンツプロバイダ111
によって、例えば、広告管理システム110によって要求されるときに行われうる。
【００９６】
　1つまたは複数の広告が、要求に応答すると決定される(808)。例えば、上記で図1を参
照して説明したように、広告管理システム110は、広告要求に応答する適格広告を識別す
ることができる。
【００９７】
　項目および1つまたは複数の広告が、ランク付けされる(810)。例えば、広告管理システ
ム110は、項目および適格広告を関連性基準に基づいてランク付けすることができ、この
基準には、例えば、項目に含まれたテキストと、適格広告に関連付けられたキーワードと
を、広告要求に関連付けられたキーワードにマッチさせることが含まれる。
【００９８】
　ランク付けに少なくとも部分的に基づいて、1つまたは複数の広告ではなく、要求に応
答して、項目が提供される(812)。例えば、図7Aを参照すると、非広告コンテンツ項目702
が、広告ブロック704内で表示するために提供されうる。この例では、非広告コンテンツ
項目702が、少なくともステップ810で決定されたランク付けのために、広告712の代わり
に提供されうる。
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【００９９】
　図9は、本明細書で説明したシステムおよび方法を実装するために使用されうる、クラ
イアントとして、または、1つのサーバもしくは複数のサーバとしての、コンピューティ
ングデバイス900、950のブロック図である。コンピューティングデバイス900は、ラップ
トップ、デスクトップ、ワークステーション、携帯情報端末、サーバ、ブレードサーバ、
メインフレーム、および、他の適切なコンピュータなど、様々な形態のデジタルコンピュ
ータを表すように意図される。コンピューティングデバイス950は、携帯情報端末、携帯
電話、スマートフォン、および、他の類似のコンピューティングデバイスなど、様々な形
態のモバイルデバイスを表すように意図される。ここで示すコンポーネント、それらの接
続および関係、ならびにそれらの機能は、例示的でしかないものであり、本明細書で説明
し、かつ/または特許請求の範囲に記載された本発明の実装形態を限定するためのもので
はない。
【０１００】
　コンピューティングデバイス900は、プロセッサ902と、メモリ904と、記憶装置906と、
メモリ904および高速拡張ポート910に接続する高速インターフェース908と、低速バス914
および記憶装置906に接続する低速インターフェース912とを含む。コンポーネント902、9
04、906、908、910および912の各々は、様々なバスを使用して相互接続され、共通のマザ
ーボード上に、または、適宜、他の方法で搭載されうる。プロセッサ902は、高速インタ
ーフェース908に結合されたディスプレイ916など、外部入出力デバイス上のGUIのための
グラフィカル情報を表示するための、メモリ904内または記憶装置906上に格納された命令
を含む、コンピューティングデバイス900内の実行のための命令を処理することができる
。他の実装形態では、複数のプロセッサおよび/または複数のバスが、適宜、複数のメモ
リおよび複数のタイプのメモリと共に使用されてもよい。また、複数のコンピューティン
グデバイス900が接続されてもよく、各デバイスは、(例えば、サーババンク、ブレードサ
ーバのグループ、または、マルチプロセッサシステムとして)必要な動作の一部分を提供
する。
【０１０１】
　メモリ904は、コンピューティングデバイス900内で情報を格納する。一実装形態では、
メモリ904は、コンピュータ可読媒体である。一実装形態では、メモリ904は、1つまたは
複数の揮発性メモリユニットである。別の実装形態では、メモリ904は、1つまたは複数の
不揮発性メモリユニットである。
【０１０２】
　記憶装置906は、コンピューティングデバイス900のための大容量記憶装置を提供するこ
とが可能である。一実装形態では、記憶装置906は、コンピュータ可読媒体である。様々
な異なる実装形態では、記憶装置906は、フロッピー（登録商標）ディスクデバイス、ハ
ードディスクデバイス、光ディスクデバイスもしくはテープデバイス、フラッシュメモリ
もしくは他の同様のソリッドステートメモリデバイス、または、ストレージエリアネット
ワークもしくは他の構成におけるデバイスを含むデバイスのアレイであってもよい。一実
装形態では、コンピュータプログラム製品は、情報キャリア内で有形に具体化される。コ
ンピュータプログラム製品は、実行されるとき、上記で説明したものなど、1つまたは複
数の方法を行う命令を含む。情報キャリアは、メモリ904、記憶装置906、またはプロセッ
サ902上のメモリなど、コンピュータ可読媒体またはマシン可読媒体である。
【０１０３】
　高速コントローラ908は、コンピューティングデバイス900のための帯域幅集約的な動作
を管理するが、低速コントローラ912は、より低い帯域幅集約的な動作を管理する。タス
クのそのような割り振りは、例示的でしかない。一実装形態では、高速コントローラ908
は、メモリ904、ディスプレイ916(例えば、グラフィックスプロセッサまたはアクセラレ
ータを通して)、および、高速拡張ポート910に結合され、高速拡張ポート910は、様々な
拡張カード(図示せず)を受け入れることができる。この実装形態では、低速コントローラ
912は、記憶装置906および低速拡張ポート914に結合される。低速拡張ポートには、様々
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な通信ポート(例えば、USB、ブルートゥース、イーサネット（登録商標）、無線イーサネ
ット（登録商標）)が含まれてもよく、キーボード、ポインティングデバイス、スキャナ
など、1つもしくは複数の入出力デバイスに、または、例えば、ネットワークアダプタを
通して、スイッチまたはルータなどのネットワーキングデバイスに結合されてもよい。
【０１０４】
　コンピューティングデバイス900は、図に示すように、いくつかの異なる形態で実装さ
れうる。例えば、コンピューティングデバイス900は、標準的なサーバ920として、または
、そのようなサーバのグループ内で複数回、実装されうる。コンピューティングデバイス
900はまた、ラックサーバシステム924の一部としても実装されうる。加えて、コンピュー
ティングデバイス900は、ラップトップコンピュータ922など、パーソナルコンピュータ内
で実装されうる。別法として、コンピューティングデバイス900からのコンポーネントは
、デバイス950など、モバイルデバイス(図示せず)内の他のコンポーネントと組み合わせ
られてもよい。そのようなデバイスの各々は、コンピューティングデバイス900、950のう
ち1つまたは複数を含んでもよく、システム全体が、互いに通信する複数のコンピューテ
ィングデバイス900、950から構成されてもよい。
【０１０５】
　コンピューティングデバイス950は、他のコンポーネントの中でも、プロセッサ952と、
メモリ964と、ディスプレイ954などの入出力デバイスと、通信インターフェース966と、
トランシーバ968とを含む。デバイス950はまた、追加の記憶装置を提供するために、マイ
クロドライブまたは他のデバイスなど、記憶装置を備えてもよい。コンポーネント950、9
52、964、954、966および968の各々は、様々なバスを使用して相互接続され、これらのコ
ンポーネントのうちいくつかは、共通のマザーボード上に、または、適宜、他の方法で搭
載されうる。
【０１０６】
　プロセッサ952は、メモリ964に格納された命令を含む、コンピューティングデバイス95
0内で実行するための命令を処理することができる。プロセッサはまた、別々のアナログ
プロセッサおよびデジタルプロセッサをも含んでもよい。プロセッサは、例えば、ユーザ
インターフェース、デバイス950によって実行されたアプリケーション、および、デバイ
ス950による無線通信の制御など、デバイス950の他のコンポーネントの協調を提供しても
よい。
【０１０７】
　プロセッサ952は、制御インターフェース958と、ディスプレイ954に結合された表示イ
ンターフェース956とを通して、ユーザと通信してもよい。ディスプレイ954は、例えば、
TFT LCDディスプレイもしくはOLEDディスプレイ、または他の適切な表示技術であっても
よい。表示インターフェース956は、ディスプレイ954を駆動して、グラフィカルおよび他
の情報をユーザに提示するための、適切な回路を備えてもよい。制御インターフェース95
8は、コマンドをユーザから受信し、それらのコマンドを、プロセッサ952へサブミットす
るために変換してもよい。加えて、外部インターフェース962は、デバイス950と他のデバ
イスとの近距離通信(near area communication)を可能にするために、プロセッサ952と通
信するように設けられうる。外部インターフェース962は、例えば、(例えば、ドッキング
手順を介して)有線通信を提供してもよく、または、(例えば、ブルートゥース、もしくは
他のそのような技術を介して)無線通信を提供してもよい。
【０１０８】
　メモリ964は、コンピューティングデバイス950内で情報を格納する。一実装形態では、
メモリ964は、コンピュータ可読媒体である。一実装形態では、メモリ964は、1つまたは
複数の揮発性メモリユニットである。別の実装形態では、メモリ964は、1つまたは複数の
不揮発性メモリユニットである。拡張メモリ974もまた設けられ、例えば、SIMMカードイ
ンターフェースを含みうる拡張インターフェース972を通して、デバイス950に接続されて
もよい。そのような拡張メモリ974は、デバイス950のために追加の記憶空間を提供するこ
とができ、または、デバイス950のためのアプリケーションもしくは他の情報を格納する
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こともできる。詳細には、拡張メモリ974は、上記で説明した処理を実行または補足する
ための命令を含むことが可能であり、安全な情報をも含みうる。したがって、例えば、拡
張メモリ974は、デバイス950のためのセキュリティモジュールとして設けられてもよく、
デバイス950の安全な使用を可能にする命令によりプログラムされうる。加えて、セキュ
アアプリケーションは、SIMMカード上にハッキング不可能な方法で識別情報を配置するな
ど、追加の情報と共に、SIMMカードを介して提供されうる。
【０１０９】
　メモリには、例えば、以下で説明するような、フラッシュメモリおよび/またはMRAMメ
モリが含まれうる。一実装形態では、コンピュータプログラム製品は、情報キャリア内で
有形に具体化される。コンピュータプログラム製品は、実行されるとき、上記で説明した
ものなど、1つまたは複数の方法を行う命令を含む。情報キャリアは、メモリ964、拡張メ
モリ974、またはプロセッサ952上のメモリなど、コンピュータ可読媒体またはマシン可読
媒体である。
【０１１０】
　デバイス950は、必要に応じて、デジタル信号処理回路を含みうる通信インターフェー
ス966を通して、無線で通信してもよい。通信インターフェース966は、中でも、GSM（登
録商標）音声呼出し、SMSメッセージング、EMSメッセージング、もしくはMMSメッセージ
ング、CDMA、TDMA、PDC、WCDMA（登録商標）、CDMA2000、またはGPRSなど、様々なモード
もしくはプロトコルの下で通信を提供してもよい。そのような通信は、例えば、無線周波
数トランシーバ968を通して発生することが可能である。加えて、ブルートゥース、WiFi
、または、他のそのようなトランシーバ(図示せず)を使用してなど、短距離通信が発生す
ることが可能である。加えて、GPS受信機モジュール970は、デバイス950上で実行してい
るアプリケーションによって適宜使用されうる追加の無線データを、デバイス950に提供
してもよい。
【０１１１】
　デバイス950は、音声コーデック960を使用して、可聴式に通信してもよく、音声コーデ
ック960は、ユーザから音声による情報を受信して、それを使用可能なデジタル情報に変
換することができる。音声コーデック960は、同様に、例えば、デバイス950のハンドセッ
ト内で、スピーカーを通してなど、ユーザに対して可聴音を生成することができる。その
ような音声には、音声電話呼からの音声が含まれることがあり、録音された音声(例えば
、音声メッセージ、音楽ファイルなど)が含まれることがあり、また、デバイス950上で動
作しているアプリケーションによって生成された音声もが含まれうる。
【０１１２】
　コンピューティングデバイス950は、図に示すように、いくつかの異なる形態で実装さ
れうる。例えば、コンピューティングデバイス950は、携帯電話980として実装されうる。
コンピューティングデバイス950はまた、スマートフォン982、携帯情報端末、または、他
の同様のモバイルデバイスの一部としても実装されうる。
【０１１３】
　ここで説明したシステムおよび技法の様々な実装形態は、デジタル電子回路、集積回路
、特別に設計されたASIC(特定用途向け集積回路)、コンピュータハードウェア、ファーム
ウェア、ソフトウェア、および/または、それらの組み合わせで実現されうる。これらの
様々な実装形態には、少なくとも1つのプログラマブルプロセッサを含むプログラマブル
システム上で実行可能および/または解釈可能である、1つまたは複数のコンピュータプロ
グラムにおける実装形態が含まれうるものであり、プログラマブルプロセッサは、専用で
あっても汎用であってもよく、ストレージシステム、少なくとも1つの入力デバイス、お
よび、少なくとも1つの出力デバイスから、データおよび命令を受信し、それらへデータ
および命令を送信するために結合されうる。
【０１１４】
　これらのコンピュータプログラム(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーションまたはコードとしても知られる)は、プログラマブルプロセッサのためのマシン
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命令を含み、高水準の手続き型言語および/もしくはオブジェクト指向プログラミング言
語で、かつ/または、アセンブリ言語/マシン語で実装可能である。本明細書で使用される
場合、「マシン可読媒体」、「コンピュータ可読媒体」という用語は、マシン命令をマシ
ン可読信号として受信するマシン可読媒体を含む、マシン命令および/またはデータをプ
ログラマブルプロセッサに提供するために使用される、任意のコンピュータプログラム製
品、装置および/またはデバイス(例えば、磁気ディスク、光ディスク、メモリ、プログラ
マブル論理デバイス(PLD))を指す。「マシン可読信号」という用語は、マシン命令および
/またはデータをプログラマブルプロセッサに提供するために使用される、任意の信号を
指す。
【０１１５】
　ユーザとの対話を提供するために、ここで説明したシステムおよび技法は、情報をユー
ザに表示するための表示デバイス(例えば、CRT(陰極線管)モニタまたはLCD(液晶ディスプ
レイ)モニタ)と、それによりユーザがコンピュータに入力を提供することができるキーボ
ードおよびポインティングデバイス(例えば、マウスまたはトラックボール)とを有する、
コンピュータ上で実装可能である。他の種類のデバイスも、ユーザとの対話を提供するた
めに同様に使用可能であり、例えば、ユーザに提供されるフィードバックは、任意の形態
の知覚フィードバック(例えば、視覚フィードバック、聴覚フィードバック、または触覚
フィードバック)であってもよく、ユーザからの入力は、音響入力、音声入力、または触
覚入力を含む、任意の形態で受信されうる。
【０１１６】
　ここで説明したシステムおよび技法は、バックエンドコンポーネントを(例えば、デー
タサーバとして)含むか、または、ミドルウェアコンポーネント(例えば、アプリケーショ
ンサーバ)を含むか、または、フロントエンドコンポーネント(例えば、それを通してユー
ザがここで説明されたシステムおよび技法の実装形態と対話することができる、グラフィ
カルユーザインターフェースもしくはウェブブラウザを有する、クライアントコンピュー
タ)、もしくは、そのようなバックエンドコンポーネント、ミドルウェアコンポーネント
もしくはフロントエンドコンポーネントの任意の組み合わせを含む、コンピューティング
システム内で実装可能である。このシステムのこれらのコンポーネントは、任意の形態ま
たは媒体のデジタルデータ通信(例えば、通信ネットワーク)によって相互接続されうる。
通信ネットワークの例には、ローカルエリアネットワーク(「LAN」)、ワイドエリアネッ
トワーク(「WAN」)、およびインターネットが含まれる。
【０１１７】
　コンピューティングシステムは、クライアントおよびサーバを含みうる。クライアント
およびサーバは一般に、互いから遠隔であり、典型的には、通信ネットワークを通して対
話する。クライアントおよびサーバの関係は、それぞれのコンピュータ上で実行しており
、かつ、互いとクライアントサーバ関係を有する、コンピュータプログラムによって生じ
る。
【０１１８】
　本明細書は、多数の特定の実装形態の詳細を含むが、これらは、いかなる発明または特
許請求の範囲に記載されうるものの範囲の限定として解釈されるべきでもなく、むしろ、
特定の発明の特定の実装形態に特有の特徴の説明として解釈されるべきである。本明細書
で別々の実装形態との関連で説明されるある特徴はまた、単一の実装形態において組み合
わせても実装されうる。逆に、単一の実装形態との関連で説明される様々な特徴はまた、
複数の実装形態において別々に、または、任意の適切なサブコンビネーションにおいても
実装されうる。また、特徴は、ある組み合わせで作用するとして上記で説明されることが
あり、最初にそれとして特許請求の範囲に記載されることさえあるが、特許請求の範囲に
記載された組み合わせからの1つまたは複数の特徴は、場合によっては、その組み合わせ
から削除される可能性があり、特許請求の範囲に記載された組み合わせは、サブコンビネ
ーション、または、サブコンビネーションの変形形態を対象とすることがある。
【０１１９】
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　同様に、動作は、図面において特定の順序で図示されるが、これは、そのような動作が
、図示された特定の順序で、もしくは連続した順序で行われること、または、望ましい結
果を達成するために、すべての図示された動作が行われることを必要とするものとして理
解されるべきではない。ある状況では、マルチタスキングおよび並列処理が有利でありう
る。また、上記で説明した実装形態における様々なシステムコンポーネントの分離は、す
べての実装形態においてそのような分離を必要とするものとして理解されるべきではなく
、説明したプログラムコンポーネントおよびシステムは一般に、単一のソフトウェア製品
に共に統合されうるか、または、複数のソフトウェア製品にパッケージ化されうることを
理解されたい。
【０１２０】
　このように、主題の特定の実装形態を説明した。他の実装形態は、以下の特許請求の範
囲の範囲内である。場合によっては、特許請求の範囲に記載のアクションは、異なる順序
で行われ、なお、望ましい結果を達成することが可能である。加えて、添付の図面に図示
した処理は、望ましい結果を達成するために、必ずしも図示の特定の順序、または連続し
た順序を必要とするとは限らない。ある実装形態では、マルチタスキングおよび並列処理
が有利でありうる。
【符号の説明】
【０１２１】
　　100　環境例、環境
　　102　ネットワーク
　　104　ウェブサイト
　　105　リソース
　　106　ユーザデバイス
　　108　広告主
　　109　発行者
　　110　広告管理システム
　　111　非広告コンテンツプロバイダ
　　112　検索システム
　　114　インデックス付きキャッシュ
　　115　非広告コンテンツ項目データストア
　　116　検索クエリ
　　118　検索結果
　　120　ソーシャルネットワーキングシステム
　　200　ユーザインターフェース
　　202、302a～302c　アクティビティストリームコンテンツ
　　204、304d　コントロール、「プロモート」コントロール
　　206　投稿
　　208　アクティビティストリーム
　　209、309a～309c、603　メッセージ
　　220　詳細ポップアップ
　　224　可視性エリア
　　226　現在の設定、可視性設定、現在の可視性設定
　　228　「変更」コントロール、「可視性変更」コントロール
　　230　「個人に見える」コントロール
　　232　コメントエリア
　　234　「コメントを追加」コントロール
　　236　「コメントを元に戻す」コントロール
　　240　電子メールエリア
　　242、324　ユーザアカウント、アカウント
　　246、328　「変更」コントロール



(27) JP 5980803 B2 2016.8.31

10

20

　　248、416　「閉じる」コントロール
　　304a～304c　コントロール
　　314　コンテンツ
　　402　可視性変更ポップアップ
　　406　コントロール、「友人」コントロール
　　408　コントロール、「家族」コントロール
　　410　「他の人々を追加」コントロール
　　412、414　「削除」コントロール
　　502　グループ選択リスト
　　504　グループエントリ
　　506　「終了」コントロール
　　602　コメント追加ボックス
　　604　「コメント」コントロール
　　606　「キャンセル」コントロール
　　700　ウェブページ
　　702　非広告コンテンツ項目
　　704　広告ブロック
　　706　メインコンテンツエリア
　　709　「再発行」コントロール
　　710　埋め込み広告
　　712　広告

【図１】 【図２】
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