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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーシャルネットワーキングシステムに関連する１以上のコンピュータサーバに関連す
る１以上のプロセッサを利用して、ソーシャルグラフを維持するステップであって、前記
ソーシャルグラフは、各ユーザノードが前記ソーシャルネットワーキングシステムのユー
ザに対応する複数のユーザノードと、１以上のエッジが２つのユーザノードを接続する複
数のエッジとを有し、前記２つのユーザノードは前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムのそれぞれ２人のユーザに対応し、前記２つのユーザノードを接続するエッジは前記２
人のユーザの間のソーシャルコンタクト関係を表す、ソーシャルグラフを維持するステッ
プと、
　前記１以上のプロセッサを利用して、各プレースが対応するウェブページを有し、前記
ソーシャルネットワーキングシステムの少なくとも１人のユーザに関連する前記ソーシャ
ルネットワーキングシステムにおけるプレースのデータストアを維持するステップであっ
て、前記プレースの１以上は、あるプレースに対応するウェブページの可視性を制御する
よう機能する複数の可視状態からのある可視状態を有し、前記可視状態は前記ソーシャル
ネットワーキングシステムのユーザに対する前記ウェブページの可視性を制御する、デー
タストアを維持するステップと、
　前記１以上のプロセッサを利用して、前記データストアの第１プレースの可視状態を変
調するため、前記第１プレースに関連するユーザアクティビティデータを解析するステッ
プであって、前記ユーザアクティビティデータは前記ソーシャルネットワーキングシステ
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ムの１人以上のユーザに関連し、あるプレースに対応するウェブページの可視性を制御す
るよう機能する前記複数の可視状態は、前記ウェブページが前記ソーシャルネットワーキ
ングシステムのすべてのユーザに対して可視的である第１可視状態と、前記ウェブページ
が前記プレースに関連する１人以上のユーザのソーシャルコンタクトに対してのみ可視的
である第２可視状態と、前記ウェブページが前記プレースの作成者にのみ可視的である第
３可視状態と、前記ウェブページが前記ソーシャルネットワーキングシステムのすべての
ユーザから隠蔽される第４可視状態とを有する、解析するステップと、
　前記第１プレースの初期的な可視状態を設定するステップと、
　前記第１プレースに関連するユーザアクティビティデータに基づき、前記第１プレース
の可視スコアを更新するステップと、
　前記第１プレースの可視スコアに少なくとも基づき、前記第１プレースの可視状態を更
新するステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　前記第１プレースの可視スコアに少なくとも基づき、前記第１プレースの可視状態を更
新するステップは、前記可視スコアが閾値を上回る場合、前記第１プレースの可視状態を
インクリメントするステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１プレースの可視スコアに少なくとも基づき、前記第１プレースの可視状態を更
新するステップは、前記可視スコアが閾値を下回る場合、前記第１プレースの可視状態を
デクリメントするステップを含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　ユーザに関連付けされたユーザ識別子と地理的位置とを含む要求を受信するステップと
、
　前記要求したユーザの１以上の直接的なソーシャルコンタクトのセットを特定するため
、ユーザプロファイル情報のデータストアにアクセスするステップと、
　前記地理的位置から閾値距離内にある１以上の近傍プレース内の１以上の近傍プレース
のセットを特定するため、前記プレースのデータストアにアクセスするステップと、
　各プレースの可視状態と各プレースに関連する１人以上のユーザとに基づき、１以上の
近傍プレースを選択するステップと、
　前記選択された１以上の近傍プレースを前記要求したユーザに提供するステップと、
をさらに有する、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記要求はさらに、文字列を含み、
　前記プレースのデータストアにアクセスするステップは、前記文字列と、各プレース識
別子が前記データストアに格納される１以上のプレースに対応する１以上のプレース識別
子とをマッチングするステップを含む、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記文字列と前記データストアに格納されるプレースに対応するプレース識別子とをマ
ッチングするステップはさらに、前記文字列と各プレース識別子との間の部分的な一致を
判断することを含む、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記第１プレースに関するユーザアクティビティデータは、前記第１プレースへのチェ
ックインに関連して他のユーザをタグ付けすることを含む、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　メモリと、
　１以上のプロセッサと、
　コンピュータ可読命令を有するプログラムと、
を有する装置であって、
前記コンピュータ可読命令は、実行されると、
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　ソーシャルグラフを維持するステップであって、前記ソーシャルグラフは、各ユーザノ
ードが前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに対応する複数のユーザノード
と、１以上のエッジが２つのユーザノードを接続する複数のエッジとを有し、前記２つの
ユーザノードは前記ソーシャルネットワーキングシステムのそれぞれ２人のユーザに対応
し、前記２つのユーザノードを接続するエッジは前記２人のユーザの間のソーシャルコン
タクト関係を表す、ソーシャルグラフを維持するステップと、
　各プレースが対応するウェブページを有し、前記ソーシャルネットワーキングシステム
の少なくとも１人のユーザに関連する前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける
プレースのデータストアをアクセスするステップであって、前記プレースの１以上は、あ
るプレースに対応するウェブページの可視性を制御するよう機能する複数の可視状態から
のある可視状態を有し、前記可視状態は前記ソーシャルネットワーキングシステムのユー
ザに対する前記ウェブページの可視性を制御する、データストアにアクセスするステップ
と、
　前記データストアの第１プレースの可視状態を変調するため、前記第１プレースに関連
するユーザアクティビティデータを解析するステップであって、前記ユーザアクティビテ
ィデータは前記ソーシャルネットワーキングシステムの１人以上のユーザに関連し、ある
プレースに対応するウェブページの可視性を制御するよう機能する前記複数の可視状態は
、前記ウェブページが前記ソーシャルネットワーキングシステムのすべてのユーザに対し
て可視的である第１可視状態と、前記ウェブページが前記プレースに関連する１人以上の
ユーザのソーシャルコンタクトに対してのみ可視的である第２可視状態と、前記ウェブペ
ージが前記プレースの作成者にのみ可視的である第３可視状態と、前記ウェブページが前
記ソーシャルネットワーキングシステムのすべてのユーザから隠蔽される第４可視状態と
を有する、解析するステップと、
　前記第１プレースの初期的な可視状態を設定するステップと、
　前記第１プレースに関連するユーザアクティビティデータに基づき、前記第１プレース
の可視スコアを更新するステップと、
　前記第１プレースの可視スコアに少なくとも基づき、前記第１プレースの可視状態を更
新するステップと、
を前記１以上のプロセッサに実行させる装置。
【請求項９】
　前記プログラムはさらに、前記可視スコアが閾値を上回る場合、前記第１プレースの可
視状態をインクリメントするステップを前記１以上のプロセッサに実行される命令を有す
る、請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記プログラムはさらに、前記可視スコアが閾値を下回る場合、前記第１プレースの可
視状態をデクリメントするステップを前記１以上のプロセッサに実行される命令を有する
、請求項８記載の装置。
【請求項１１】
　前記プログラムはさらに、
　ユーザに関連付けされたユーザ識別子と地理的位置とを含む要求を受信するステップと
、
　前記要求したユーザの１以上の直接的なソーシャルコンタクトのセットを特定するため
、ユーザプロファイル情報のデータストアにアクセスするステップと、
　前記地理的位置から閾値距離内にある１以上の近傍プレース内の１以上の近傍プレース
のセットを特定するため、前記プレースのデータストアにアクセスするステップと、
　各プレースの可視状態と各プレースに関連する１以上のユーザとに基づき、１以上の近
傍プレースを選択するステップと、
　前記選択された１以上の近傍プレースを前記要求したユーザに提供するステップと、
を前記１以上のプロセッサに実行される命令を有する、請求項８記載の装置。
【請求項１２】
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　前記要求はさらに、文字列を含み、
　前記プレースのデータストアにアクセスするため、前記プログラムはさらに、前記文字
列と、各プレース識別子が前記データストアに格納される１以上のプレースに対応する１
以上のプレース識別子とをマッチングするステップを前記１以上のプロセッサに実行させ
る命令を有する、請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記文字列と前記データストアに格納されるプレースに対応するプレース識別子とをマ
ッチングするため、前記プログラムはさらに、前記文字列と各プレース識別子との間の部
分的な一致を判断するステップを前記１以上のプロセッサに実行させる命令を有する、請
求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記第１プレースに関するユーザアクティビティデータは、前記第１プレースへのチェ
ックインに関連して他のユーザをタグ付けすることを含む、請求項８記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般にジオソーシャルネットワーキングシステムに関し、より詳細には、ジ
オソーシャルネットワーキングシステムにおいて生成されるプレースの可視性を動的に調
整することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャルネットワーキングウェブサイトなどのソーシャルネットワーキングシステム
は、それのユーザがシステムを介しそれと及び互いにやりとりすることを可能にする。ソ
ーシャルネットワーキングシステムは、ユーザに関して、しばしばユーザプロファイルと
呼ばれるレコードを生成及び格納する。ユーザプロファイルは、ユーザの個人情報、通信
チャネル情報及び個人的興味を含むものであってもよい。ソーシャルネットワーキングシ
ステムはまた、ソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザとのユーザの関係のレ
コード（社交グラフなど）を生成及び格納すると共に、ソーシャルネットワーキングシス
テムのユーザ間のソーシャルインタラクションを実現するためのサービス（ウォール投稿
、写真共有又はインスタントメッセージングなど）を提供する。ジオソーシャルネットワ
ーキングシステムは、付加的なソーシャルインタラクションを可能にするため地理的サー
ビス及び機能が利用されるソーシャルネットワーキングシステムである。ユーザにより送
信された位置データ又はジオロケーション技術（携帯電話位置追跡など）は、ジオソーシ
ャルネットワークがユーザとユーザの興味にマッチしたローカルな人々又はイベントとを
コネクト及び調整することを可能にし得る。
【発明の概要】
【０００３】
　特定の実施例は、ジオソーシャルネットワーキングシステムにおいて維持されるプレー
スの可視性を動的に調整することに関する。特定の実施例では、ジオソーシャルネットワ
ーキングシステムは、所与のプレースにおけるチェックインを実現するため、ユーザの地
理的位置に基づきユーザに提案される位置リストを提供する。これらのプレースは、ユー
ザにより生成されてもよいし、システムにより生成されてもよい。後述される実施例は、
システムにより維持されるプレースに対するユーザのアクティビティ及びユーザのソーシ
ャルコンタクトの１以上を考慮する可視性設定に基づき、１以上のプレースの可視性を調
整する。本開示の上記及び他の特徴、態様及び効果が、以下の図面に関して詳細な説明に
おいて以下でより詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】図１は、地理的サービス及び機能を有するソーシャルネットワーキングシステム
の一例を示す。
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【図１Ａ】図１Ａは、モバイル装置上の提案されたプレースのタイプアヘッドリストのた
めの一例となるグラフィカルユーザインタフェースを示す。
【図２】図２は、プレース可視性に基づくプレース可視性に基づくプレースサーチのため
のプレースリストを生成する一例となる方法を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、プレース可視性及び友達リストに基づき１以上のプレースを選択す
る一例となる方法を示す。
【図３】図３は、ユーザにより生成されるプレースの可視性を増大させる一例となる方法
を示す。
【図４】図４は、プレースの可視性を減少させる一例となる方法を示す。
【図５】図５は、一例となるネットワーク環境を示す。
【図６】図６は、一例となるコンピュータシステムを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本発明が、添付した図面に示されるようないくつかの実施例を参照して詳細に説明され
る。以下の説明では、本開示の完全な理解を提供するため、多数の具体的詳細が提供され
る。しかしながら、本開示がこれらの具体的詳細の一部又は全てを備えることなく実現さ
れてもよいことは、当業者に明らかであろう。他の例として、本開示を不要に不明りょう
にしないため、周知の方法ステップ及び／又は構成は説明されていない。さらに、本開示
は特定の実施例に関して説明されるが、本説明は開示された実施例に本開示を限定するこ
とを意図するものでないことが理解されるべきである。他方、本説明は、添付した請求項
により規定されるような本開示の趣旨及び範囲内に含まれる代替、改良及び均等をカバー
することが意図される。
【０００６】
　ソーシャルネットワーキングウェブサイトなどのソーシャルネットワーキングシステム
は、それのユーザがシステムを介しそれと及び互いにやりとりすることを可能にする。典
型的には、ソーシャルネットワーキングシステムの登録ユーザになるため、人間又は人間
でないエンティティは、ソーシャルネットワーキングシステムにアカウントが登録される
。その後、登録ユーザは、例えば、正しいログインＩＤ又はユーザネームとパスワードと
を提供するなどによって、アカウントを介しソーシャルネットワーキングシステムにログ
インする。ここで用いられる“ユーザ”とは、このようなソーシャルネットワーキングシ
ステムとやりとり又は通信する個人（人間のユーザ）、エンティティ（企業、会社又はサ
ードパーティアプリケーションなど）又はグループ（個人又はエンティティの）であって
もよい。
【０００７】
　ユーザが最初にソーシャルネットワーキングシステムにアカウントを登録すると、ソー
シャルネットワーキングシステムは、ユーザに関する“ユーザプロファイル”としばしば
呼ばれるレコードを生成及び格納する。ユーザプロファイルは、ユーザにより提供される
情報と、ユーザのアクティビティ又はアクションに関するソーシャルネットワーキングシ
ステムを含む各種システムにより収集される情報とを含むものであってもよい。例えば、
ユーザは、ユーザの名前、連絡先、誕生日、性別、結婚歴、家族状況、仕事、学歴、嗜好
、興味及びユーザプロファイルに含められるべき他の個人情報を提供するものであっても
よい。ユーザは、自分の友人と考えるソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザ
を特定する。ユーザの友人又は一次コンタクトのリストがユーザのプロファイルに含まれ
る。ソーシャルネットワーキングシステムにおけるコネクションは、双方向又は一方向で
あってもよい。例えば、ＢｏｂとＪｏｅとの双方がユーザであり、互いにコネクトしてい
る場合、ＢｏｂとＪｏｅのそれぞれは他方のコネクションである。他方、ＢｏｂがＳａｍ
の投稿されたコンテンツアイテムを閲覧するためＳａｍにコネクトすることを所望するが
、ＳａｍはＢｏｂにコネクトすることを選択しなかった場合、ＳａｍがＢｏｂのコネクシ
ョンである一方向のコネクションが形成されるが、ＢｏｂはＳａｍのコネクションでない
。ソーシャルネットワーキングシステムのいくつかの実施例は、コネクションが１以上の
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コネクションレベル（友人の友人など）を介した間接的なものであることを許容する。コ
ネクションは、例えば、友人になるため特定の他のユーザを選択したユーザなどにより明
示的に追加されてもよいし、あるいは、ユーザの共通する特徴（同じ教育機関の卒業生で
あるユーザなど）に基づきソーシャルネットワーキングシステムにより自動生成されても
よい。ユーザは、自分が頻繁に訪れるウェブサイトやウェブページを特定又はブックマー
クし、これらのウェブサイト又はウェブページがユーザのプロファイルに含まれてもよい
。
【０００８】
　ユーザは、アカウント登録時又は以降においてユーザの各種特性（連絡先や興味など）
に関する情報を提供する。ユーザはまた、任意の時点でユーザのプロファイル情報を更新
してもよい。例えば、ユーザが引っ越すときや電話番号を変更するとき、ユーザは連絡先
を更新してもよい。さらに、ユーザの興味は、時間の経過に従って変化する可能性があり
、ユーザは経時的に自分のプロファイルの興味を更新してもよい。ソーシャルネットワー
キングシステム上のユーザのアクティビティ、例えば、システム上の特定の情報へのアク
セス頻度などがまた、ユーザのプロファイルに含まれる情報を提供するようにしてもよい
。再び、このような情報は、ユーザの最近のアクティビティを反映するよう経時的に更新
されてもよい。さらに、他のユーザやユーザのいわゆる友人やコンタクトはまた、ユーザ
のプロファイルの更新に影響を与える又は引き起こすアクティビティを実行する可能性が
ある。例えば、コンタクトは、ユーザを友人として追加してもよい（又はユーザを友人と
して削除してもよい）。コンタクトはまた、ウォール投稿として典型的に知られるユーザ
のプロファイルページにメッセージを書き込むものであってもよい。
【０００９】
　ソーシャルネットワークシステムは、個人のグループ間の関係により一般に規定可能な
ソーシャルグラフ情報を維持し、ちょっとした知り合いから緊密な家族的繋がりまでの範
囲を含むものであってもよい。ソーシャルネットワークは、グラフ構造を用いて表現され
てもよい。グラフの各ノードは、ソーシャルネットワークのメンバーに対応する。２つの
ノードを接続するエッジは、２人のユーザの間の関係を表現する。さらに、何れか２つの
ノードの間の離間度は、一方のノードから他方のノードにグラフをトラバースするのに必
要な最小ホップ数として定義される。２人のユーザの間の離間度は、グラフのノードによ
り表現される２人のユーザの間の関連性の指標とみなすことができる。参照することによ
りここに援用される２０１０年４月１９日に出願された米国特許出願第１２／７６３，１
７１は、本発明の各種実施例に利用可能なソーシャルグラフ構造の具体例について説明し
ている。
【００１０】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、プレースに関する情報のデータベースを維持
する。プレースは、レストラン、バー、駅、空港などの様々な物理的位置に対応する。い
くつかのプレースは、空港のゲート位置やレストランなど、自らプレースを含むより大き
な領域に対応してもよい。一実現形態では、各プレースは、米国特許出願第１２／７６３
，１７１号に記載されるように、ソーシャルネットワーキングシステムにより維持される
ソーシャルグラフ又は他のデータ構造のハブノードとして維持可能である。ソーシャルネ
ットワーキングシステムは、ユーザがラップトップ、デスクトップ又はモバイル装置など
の有線又は無線局により管理されるクライアントアプリケーション（ブラウザなど）を用
いて、各プレースに関する情報にアクセスすることを許可する。例えば、ソーシャルネッ
トワーキングシステムは、プレースに関する情報を要求するユーザに対してウェブページ
（又は他の構造化文書）を提供してもよい。ユーザプロファイル情報に加えて、ソーシャ
ルネットワーキングシステムは、ユーザに関する他の情報を追跡又は維持してもよい。例
えば、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザの位置を記録する１以上の位置ベ
ースサービスを含む塩ソーシャルネットワーキングシステム機能をサポートする。例えば
、ユーザは、ユーザのモバイル装置により管理される特定用途クライアントアプリケーシ
ョン（又はブラウザクライアントを用いたウェブ又はネットワークベースアプリケーショ
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ン）を用いて、ジオソーシャルネットワーキングシステムにアクセスしてもよい。クライ
アントアプリケーションは、モバイル装置によりサポートされるＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　
Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や他のジオロケーション機能に自動的にアクセ
スし、ジオソーシャルネットワーキングシステムにユーザの現在位置を報告してもよい。
さらに、クライアントアプリケーションは、ユーザが様々な位置でチェックインし、当該
位置を他のユーザに通信することを可能にするジオソーシャルネットワーキング機能をサ
ポートしてもよい。以下でより詳細に説明されるように、所与のプレースへのチェックイ
ンは、ユーザがあるプレースに物理的におり、モバイル装置を用いて当該プレースにおけ
るユーザの存在を登録するためジオソーシャルネットワーキングシステムにアクセスする
ときに行われる。後述されるように、ユーザは、ユーザの現在位置に近い既存のプレース
のリストからプレースを選択するか、又は新たなプレースを生成してもよい。ユーザはま
た、所与のプレースへのチェックイン時にテキスト文字列によりコメントを提供してもよ
い。ユーザはまた、チェックインに関連して１以上の他のユーザ（ユーザの友人など）を
特定し、彼らをチェックインと関連付けてもよい。すべての目的のため参照することによ
りここに引用される米国特許出願第１２／５７４，６１４号は、第１ユーザが所与のプレ
ースにいる他のユーザをチェックインすることを可能にするシステムについて記載してい
る。コメントとユーザがチェックインした時間に対応するタイムスタンプとを含むエント
リが、他のユーザに表示されてもよい。例えば、ユーザのチェックインアクティビティの
レコードが、データベースに格納されてもよい。ソーシャルネットワーキングシステムは
、所与のプレースにいるユーザのチェックインアクティビティに関連付けされる１以上の
レコードを選択し、所与のプレースに対応するウェブページ（又は他の構造化文書）に当
該チェックインアクティビティを含める。例えば、ソーシャルネットワーキングシステム
は、プレースに対応するページを要求するユーザの他の社交コンタクトや友人に関連する
チェックインアクティビティを選択してもよい。ユーザはまた、ユーザが関連付けされた
イベントを追加、削除又は更新する。例えば、ユーザは、参加する予定の日時に関するソ
ーシャルイベントを更新するか、参加した過去のイベントに関する自らのウォール投稿に
コメントしてもよい。
【００１１】
　ユーザは、他のユーザやサードパーティアプリケーションと自らの情報を共有すること
を所望してもよいし、又は所望しなくてもよく、あるいは、ユーザは、特定のユーザ又は
サードパーティアプリケーションのみと自らの情報を共有することを所望してもよい。ユ
ーザは、プレースへのチェックイン時の自分の情報が自らのユーザプロファイルに関連す
るプライバシ設定を介し他のユーザ又はサードパーティアプリケーションと共有されるか
否か制御する。例えば、ユーザは、当該ユーザに関連する各ユーザデータについてプライ
バシ設定を選択してもよい。プライバシ設定は、ユーザデータにアクセス可能なエンティ
ティセット（他のユーザ、ユーザのコネクション、友人の友人又はサードパーティアプリ
ケーションなど）を規定又は特定する。プライバシ設定は、ソーシャルネットワークの特
定のエンティティ（他のユーザなど）、ユーザのコネクションの所定のグループ、特定タ
イプのコネクション、ユーザのコネクションの全て、ユーザのコネクションの全ての一次
コネクション、ソーシャルネットワーク全体又はインターネット全体（投稿されたコンテ
ンツアイテムをインターネット上でインデックス及びサーチ可能にすることなど）を指定
するなどによって、各種粒度レベルで指定されてもよい。ユーザは、投稿されるすべての
ユーザデータについてデフォルトのプライバシ設定を選択してもよい。さらに、ユーザは
、特定のエンティティがユーザデータ又は特定タイプのユーザデータを閲覧することを具
体的に排除してもよい。
【００１２】
　図１は、一例となる地理的サービス及び機能を備えたソーシャルネットワーキングシス
テム又はジオソーシャルネットワーキングシステムを示す。特定の実施例では、ソーシャ
ルネットワーキングシステムは、ユーザプロファイルデータをユーザプロファイルデータ
ベース１０１に格納する。特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、
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ユーザイベントデータをイベントデータベース１０２に格納する。特定の実施例では、ソ
ーシャルネットワーキングシステムは、プライバシポリシデータをプライバシポリシデー
タベース１０３に格納する。特定の実施例では、データベース１０１，１０２，１０３は
、ソーシャルネットワーキングシステムのフロントエンド１０４に動作接続される。特定
の実施例では、フロントエンド１０４は、ネットワーククラウド１０６を介しクライアン
ト装置１０５とやりとりする。クライアント装置１０５は、一般にコンピュータネットワ
ークを介し（遠隔的など）通信するための機能を含むコンピュータ又は計算装置である。
クライアント装置１０５は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、Ｐ
ＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、車両内外ナビゲーシ
ョンシステム、スマートフォン、他のセルラ若しくは携帯電話、モバイルゲーム装置、他
の適切な計算装置であってもよい。クライアント装置１０５は、コンピュータネットワー
クを介しコンテンツにアクセス及び閲覧するため、ウェブブラウザ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ
　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅ、Ｍｏｚｉｌｌａ　Ｆｉｒｅｆｏ
ｘ、Ａｐｐｌｅ　Ｓａｆａｒｉ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ、Ｏｐｅｒａなど）などの
１以上のクライアントアプリケーションを実行する。フロントエンド１０４は、ユーザが
ソーシャルネットワーキングシステムにアクセスすることを可能にするため、ウェブ又は
ＨＴＴＰサーバ機能と共に他の機能を有する。ネットワーククラウド１０６は、一般にク
ライアント装置１０５がソーシャルネットワーキングシステムにアクセスするためのネッ
トワーク又はネットワークコレクション（インターネット、企業イントラネット又はこれ
らの組み合わせなど）を表す。
【００１３】
　特定の実施例では、ロケーションデータベース１０４は、プレースの情報ベースを格納
し、各プレースは、名前、地理的位置及びメタ情報（プレース、レビュー、コメント、チ
ェックインアクティビティデータなどを最初に作成したユーザなど）を含む。プレースは
、システムの管理者及び／又はシステムのユーザにより作成されてもよい。例えば、ユー
ザは、プレース名を規定し、地理的位置を提供し、新たに生成されたプレースをロケーシ
ョンデータベース１０４に登録するため、クライアントアプリケーションにアクセスする
ことによって、新たなプレースを登録してもよい。特定の実現形態では、ロケーションデ
ータベース１０４は、モバイル装置などのオブジェクトの実際世界の地理的位置を特定す
るジオロケーションデータを格納する。例えば、インターネット接続されたコンピュータ
の地理的位置は、コンピュータのＩＰアドレスにより特定可能である。例えば、Ｗｉ－Ｆ
ｉ及びＧＰＳ機能を備えた携帯電話の地理的位置は、セルタワー三角測量、Ｗｉ－Ｆｉ位
置決定及び／又はＧＰＳ位置決定により特定可能である。特定の実施例では、ロケーショ
ンデータベース１０４は、複数のプレースについて地理的位置及び付加情報を格納する。
例えば、プレースは、ローカルビジネス、対象ポイント（カリフォルニア州サンフランシ
スコのユニオンスクエアなど）、大学、都市又は国立公園とすることが可能である。プレ
ースはまた、オフィスビルの個人のデスク、自宅の寝室、通りの角の交通渋滞などユーザ
又はユーザグループにより特有なものであってもよい。プレースの地理的位置（ローカル
コーヒーショップなど）は、住所、地理的座標セット（緯度及び経度）又は他のプレース
への参照（駅の隣のコーヒーショップ、他のプレースのある半径又は相対距離範囲内など
）とすることができる。例えば、より大きなエリア（ヨセミテ国立公園など）を有するプ
レースの地理的位置は、当該プレースの境界を近似する形状（円やポリゴンなど）及び／
又は形状の中心とすることができる。例えば、プレースの付加情報は、当該プレースのビ
ジネス時間、所信又はユーザレビューとすることが可能である。他の実施例では、プレー
スは他のプレース内に配置可能であり、階層関係を形成する。例えば、空港は、複数のタ
ーミナルを有するプレースである。これらのターミナルはまた、より大きな包囲するプレ
ース、すなわち、空港に関連付けされてもよいし、又は関連付けされていなくてもよいプ
レースである。ロケーションデータベース１０４はまた、当該プレースの説明、サムネー
ルマップパラメータ、ビジネス時間、連絡先、ウェブアドレス、ウェブリンク、写真、ア
イコン、バッジ、ポイント又はユーザレビュー若しくはレーティングなど、プレースの付
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加情報を維持してもよい。ロケーションデータベース１０４により維持されるプレースオ
ブジェクトはまた、当該プレース（コーヒーショップ、交差点など）に関連付けされた１
以上のタグと、プレースの検索を実現する１以上のカテゴリ識別子とを含むものであって
もよい。特定の実施例では、ロケーションデータベース１０４は、ユーザの位置データを
格納する。
【００１４】
　ロケーションデータベース１０４のプレースは、システムにより生成又は規定されても
よく、及び／又はユーザにより生成される。例えば、ロケーションデータベース１０４は
、ユーザのチェックインアクティビティに関連して等、ユーザにより生成されるプレース
に関する情報を格納してもよい。例えば、ユーザはプレース（新たなレストランやコーヒ
ーショップなど）を生成可能であり、プレースサービス１１０は、ユーザにより生成され
たプレースをロケーションデータベース１０４に格納する。上述されるように、ソーシャ
ルネットワーキングシステムは、プレースに対応するデータオブジェクトやユーザのチェ
ックインに対応するデータオブジェクトなど、プレースに関する１以上のデータ構造を生
成する。いくつかの実現形態では、ソーシャルネットワーキングシステムはまた、ソーシ
ャルネットワーキングシステムが、米国特許出願第１２／７６３，１７１号に開示される
ハイブリッドソーシャルグラフ構造を維持する場合、ソーシャルグラフのユーザに関連付
けされたノードとプレースに関連付けされたハブノードとの間の“チェックイン”エッジ
関係を生成する。チェックインデータオブジェクトは、ユーザに関連付けされたユーザ識
別子、プレース識別子（又はプレースオブジェクト若しくはハブノードへのポインタなど
）、タイムスタンプ及び他のメタ情報（ユーザのモバイル装置の地理的位置の座標、ユー
ザのコメントなど）を含む。一実現形態では、プレースサービス１１０は、ユーザがチェ
ックインに関連してあるプレースにいる他のユーザ（ユーザの友人など）の有無を登録す
ることを可能にする。一実現形態では、ロケーションデータベース１０４は、所与のチェ
ックインについて、プレースの名前、チェックインに対応するタイムスタンプ、チェック
インに関連付けされたユーザ識別子、チェックイン要求により提供されたユーザの地理的
位置及び適用可能である場合、所与のチェックインイベントに関してユーザがタグ付けし
た友人のリストを含むチェックインデータを維持する。いくつかの実現形態では、チェッ
クインに関してタグ付けされたユーザの人数が、別のチェックイン又はある重み付けされ
た数量としてカウントしてもよい。いくつかの実現形態では、タグ付けされたユーザがチ
ェックインを承認又は許可した場合に限って、“タグ付けされたユーザ”のチェックイン
がカウントされる。他の実現形態では、現在のサーチに対するより直近のチェックイン（
トータル数又は最近のカラムにおいて）は、より以前のチェックインより大きく重み付け
される。
【００１５】
　特定の実施例では、プレースサービス１１０は、データベース１０１，１０２，１０３
，１０４に動作接続される。近くのプレースの全体サーチ又はチェックインに関して、ユ
ーザは、プレース（プレースの名前、プレースに関連付けされるカテゴリ又はコンセプト
など）を説明するテキスト（完全な又は部分的な名前を含むテキスト文字列など）及び／
又は地理的位置をプレースサービス１１０に提供することによって、ユーザの現在位置の
近くのプレースのリストを受信できる。プレースサービス１１０は、ロケーションデータ
ベース１０４をサーチし、テキスト文字列（提供される場合）に一致する地理的位置の近
くのプレースのリストをユーザに提供する。図１Ａは、モバイル装置上の提案されたプレ
ースのタイプアヘッドリストのための一例となるグラフィカルユーザインタフェースを示
す。図１Ａは、ユーザが“カフェ”という単語を入力したユーザインタフェースを示す。
ユーザインタフェースを提供するクライアントアプリケーションは、ユーザが追加のテキ
ストを入力するとき、又はテキストエントリフィールドの既存のテキストを変更するとき
、サーチ要求においてテキスト文字列を定期的に送信し、おそらくプレースサービス１１
０に更新されたプレースリストをクライアントアプリケーションに送信させる。他の実現
形態では、クライアントアプリケーションはまた、ユーザの現在位置が閾値距離以上変化
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した場合、サーチ要求を再送する。しかしながら、ソーシャルネットワーキングシステム
の他の何れかのユーザが１以上のプレースを生成可能であるとき、ユーザの現在位置から
の距離及び／又はテキスト文字列の一致に基づく近くのプレースのプレースサーチは、ユ
ーザに関連する又は適切であってもよいし、又はそうでなくてもよい結果を生成しうる。
例えば、プレースがユーザの現在位置に極めて近い場合でさえ、名前や説明における攻撃
的な言葉を有するプレースは不適切なものとすることができる。他の例では、ユーザの友
人の何れもがプレースＢにチェックインしていないか、サーチしていないが、ユーザの友
人の多くがプレースＡにチェックインしたことがある場合、プレースＡはプレースＢより
ユーザにより関連性がある。さらなる他の例では、あるユーザセットは、第２ユーザセッ
ト（ＭｃＤｏｎａｌｄなど）と異なる名前（Ｍｉｃｋｅｙ　Ｄなどのプレースのニックネ
ームなど）により所与のプレースを参照してもよい。さらに、システムにおいて生成され
るいくつかのプレースは、ユーザの自宅やオフィスキューブなどのユーザ又は特定のユー
ザセットにとってのみ重要性を有してもよい。従って、１以上のプレースがサーチ中にユ
ーザが確認する可能性のあるプレースのリストをあいまいにしたり、又は妨害することを
防ぐため、ユーザ又はユーザグループに関連する及び／又は不適切なプレースサーチ結果
を削除するため、プレースの可視性を制御することが望ましい。本発明のいくつかの実現
形態は、チェックインが実現されるように、他人に開示された他のユーザにより生成され
るプレースを有する効果に対してサーチに対して関連性がない、又は適切でないプレース
の隠蔽をバランスさせる。
【００１６】
　特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、システムにより維持され
る各プレースについて可視状態を生成することによって、プレースの可視性を制御するた
めのプレース可視性ポリシを設定する。特定の実施例では、プレースの可視状態は、ソー
シャルネットワーキングシステムのすべてのユーザにプレースが可視的であるというもの
であってもよい。特定の実施例では、プレースの可視状態は、プレースが当該プレースに
関連する１以上のユーザの直接的なソーシャルコンタクト（友人）にのみ可視的であると
いうものであってもよい（プレースの作成者、プレースにチェックインしたことのあるユ
ーザ、又はプレースをサーチしたことのあるユーザなど）。特定の実施例では、プレース
の可視状態は、プレースの作成者の対してのみ可視的であってもよい。特定の実施例では
、プレースの他の可視状態は、プレースがソーシャルネットワーキングシステムのすべて
のユーザから隠蔽されるというものであってもよい。
【００１７】
　いくつかのサーチ又はチェックインフローでは、１以上のプレースの可視状態は、無効
又は無視される。例えば、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザがプレースを
サーチ中であるとアルゴリズム的に判断した場合、プレースの可視状態を無視してもよい
。一実現形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザが図１Ａのテキスト
エントリフィールドなどのテキストエントリフィールドにプレースの名前の大部分又はす
べてを入力した場合、プレースの可視状態を無視する。さらに、ソーシャルネットワーキ
ングシステムは、ユーザが新たなプレースを第２ユーザが意図的でなく重複したプレース
を生成することを防ぐためよう設定することを試みるとき、プレースの可視状態を無視す
る。一実現形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、Ｌｅｖｅｎｓｈｔｅｉｎ
エディット距離を用いて、新たなプレースを生成するときにユーザが提供する名前に類似
したプレースをサーチする。
【００１８】
　図２は、プレース可視状態に基づくプレースサーチのためのプレースリストを生成する
一例となる方法を示す。特定の実施例では、プレースサービス１１０は、ユーザから近い
プレースにチェックイン又はサーチするための要求を受信する。特定の実施例では、ユー
ザの要求は、ユーザのユーザ識別子及び地理的位置を含む（ステップ２０１）。特定の実
施例では、ユーザの要求の地理的位置又はユーザの現在位置が、地理座標系又は他のパラ
メータにより特定される。例えば、ユーザは、ソーシャルネットワーキングシステムのウ
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ェブページにユーザ識別子及びアドレスを提供することによって、近くのプレースにチェ
ックイン又はサーチすることが可能である。例えば、ユーザは、ＧＰＳ搭載モバイル装置
上で管理されるクライアントアプリケーションにより近くのプレースをサーチ可能である
。クライアントアプリケーションは、モバイル装置のＧＰＳ機能にアクセスし、プレース
サービス１１０に緯度経度セットによる地理的位置及びユーザ識別子を提供することが可
能である。特定の実施例では、プレースサービス１１０は、ソーシャルネットワーキング
システムにおけるユーザのソーシャルコンタクト（ユーザの友人など）のリストを生成す
るため、ユーザプロファイルデータベース１０１にアクセスする（ステップ２０２）。特
定の実施例では、プレースサービス１１０は、ユーザの現在位置の近くの１以上のプレー
スのセットを特定するため、ロケーションデータベース１０４にアクセスする。特定の実
施例では、ユーザの現在位置の近くの１以上のプレースのセットの各プレースは、ユーザ
の現在位置から閾値距離の範囲内であってもよい（ステップ２０３）。例えば、プレース
サービス１１０は、ロケーションデータベース１０４にアクセスし、ユーザの現在位置か
ら１マイル以内のプレースのリストを編集可能である。
【００１９】
　特定の実施例では、チェックイン又はサーチ要求はさらに、テキスト文字列を含む。特
定の実施例では、プレースサービス１１０は、１以上のプレースのセットを特定するため
、ロケーションデータベース１０４にアクセスする。ここでは、各プレースのプレース識
別子（名前、メタデータ値など）が部分的に又は完全にテキスト文字列に一致し、プレー
スはユーザの現在位置の閾値距離の範囲内である。例えば、ユーザが近くのコーヒーショ
ップをサーチ又はチェックインすることを所望する場合、ユーザは、ウェブページ又はク
ライアントアプリケーションにおいて“コーヒー”とタイプ可能である。プレースサービ
ス１１０は、Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ　Ｃｏｆｆｅ、Ｐｅｅｔ‘ｓ　Ｃｏｆｆｅｅ　ａｎｄ　
Ｔｅａ、Ｄｕｎｋｉｎ’Ｄｏｎｕｔｓなどの近くのコーヒーショップのリストを返すこと
ができる。
【００２０】
　特定の実施例では、プレースサービス１１０は、ロケーションデータベース１０４にア
クセスし、プレース仮死状態に基づきユーザの現在位置の近くの１以上のプレースのセッ
トからサブセットと、おそらく各プレースに関連付けされるユーザとを選択する（ステッ
プ２０４）。図２Ａは、プレース可視性に基づき１以上のプレースを選択する一例となる
方法を示す。図２Ａにおいて、位置（Ｘ，Ｙ）においてユーザＩＤ＝５０を有するユーザ
が、ソーシャルネットワーキングシステムにおける近くのプレースへのチェックインの試
みに関連して、近くのプレースをサーチするための要求を送信する。プレースサービス１
１０は、ユーザプロファイルデータベース１０１から友達リスト（ユーザＩＤ＝１００，
２００，３００）をフェッチし、近くのプレースのリスト（プレースＩＤ＝１，２，３，
４，５）と、適用可能である場合、各プレースについて可視状態及びプレースに関する１
以上のユーザとを特定するため、ロケーションデータベース１０４にアクセスする。一実
施例では、プレースに関連付けされた１以上のユーザは、以前に当該プレースにチェック
インしたことがあるかもしれない１以上のユーザ、以前に当該プレースをサーチしたこと
があるかもしれない１以上のユーザ、及び当該プレースの作成者を含む。いくつかの実現
形態では、ソーシャルネットワーキングシステムはまた、プレースにチェックインするた
めユーザが行った相対的な努力を評価する。この努力レベルは、可視状態を決定するのに
利用されるチェックイン値を重み付けするのに利用可能である。例えば、ユーザが当初に
プレースを作成した（又は可視状態が無効にされたとき、プレース名が提示される前にプ
レースを作成するためのワークフローを開始した）チェックインは、プレースのリストか
らプレースを選択したユーザに関連するチェックインより大きく重み付けされてもよい。
さらに、友人又は密接なコンタクトであるユーザグループに関連するプレースへのチェッ
クインは、衝突の可能性が可視性に影響を与えることを防ぐため、より分散化されたユー
ザセットからのチェックインに対して低く重み付けされる。一実施例では、プレースの可
視状態がすべてのユーザに対して可視的であると設定される場合、プレースサービス１１
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０は、当該プレースを近くのプレース（プレースＩＤ＝１など）のサブセットに加える。
一実施例では、プレースの可視状態がすべてのユーザに隠蔽されるよう設定される場合、
プレースサービス１１０は、当該プレースを近くのプレースのサブセット（プレース４な
ど）に追加しない。一実施例では、プレースの可視状態が“友人に可視的”と設定され、
プレースに関連する１以上のユーザが友達リストと重複する場合、プレースサービス１１
０は、当該プレースを近くのプレースのサブセットに追加する。例えば、プレースサービ
ス１１０は、プレースＩＤ＝３を近くのプレースのサブセットに追加する。なぜなら、ユ
ーザＩＤ＝１００はプレースＩＤ＝３に関連付けされ、ユーザＩＤ＝５０の友人であるた
めである。例えば、プレースサービス１１０は、プレースＩＤ＝５を近くのプレースのサ
ブセットに追加する。要求元のユーザＩＤ＝５０はプレースの作成者であるためである。
例えば、プレースサービス１１０は、近くのプレースのサブセットにプレースＩＤ＝２を
追加しない。友達リストと関連するユーザとの間に重複がないためである。特定の実施例
では、プレースサービス１１０は、ユーザのチェックイン要求のため、１以上の近くのプ
レースの選択されたサブセットをユーザに提供する（ステップ２０５）。図２Ａの例では
、プレースサービス１１０は、プレースＩＤ＝１，３，５のリストを要求元のユーザＩＤ
＝５０に返す。例えば、当該プレースリストは、ユーザがテキストエントリフィールドに
テキストを入力するとき、提案されたプレースのタイプアヘッドリストにおいてユーザに
表示されるモバイル装置のクライアントアプリケーションに返すことができる（図１Ａに
示されるように）。
【００２１】
　特定の実施例では、ユーザがソーシャルネットワーキングシステムにおいてプレースを
生成すると、ソーシャルネットワーキングシステムは、プレースの可視状態の初期状態を
設定する。特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、作成したユーザ
のすべての友人に可視的となるように、新たに生成されたプレースの初期状態を設定する
。特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、作成したユーザの信頼性
レベルに基づき初期的な可視状態を決定する。例えば、ソーシャルネットワーキングシス
テムは、作成したユーザが高い信頼性スコアを有する場合、作成したユーザのすべての友
人に可視的となるように初期的な可視状態を設定可能である。あるいは、システムは、作
成したユーザが低い信頼性スコアを有する場合、作成したユーザにのみ可視的となるよう
初期的な可視状態を設定してもよい。例えば、ソーシャルネットワーキングシステムは、
作成したユーザが過去に多数のプレースを作成し、これらのプレースの何れも不適切であ
るとフラグされた場合（スパム、攻撃的など）、ソーシャルネットワーキングシステムの
すべてのユーザに可視的となるように初期的な可視状態を設定可能である。さらに、いく
つかのネットワーキング計算システムは、システムとユーザとのやりとりをモニタし、ユ
ーザの信頼性を一般に示すスコアを生成する。いくつかの実現形態では、信頼性スコアは
、ヒューマンユーザ又はインターネットロボットにインタラクションが寄与可能な指標に
少なくとも部分的に基づくものであってもよい。ユーザアクションに基づきユーザの信頼
性レベルを決定する一例となる処理は、参照することによりそのすべて及びすべての目的
のためにここに援用される２００７年２月２日に出願された米国特許出願第１１／７０１
，７４４号により詳細に説明される。一実施例では、ユーザが新たなプレースを生成する
と、ソーシャルネットワーキングシステムは、新たに生成されたプレースが実際の位置に
対応していることを示唆するサーチ結果の情報をサーチサービスが返すか判断するため、
ユーザにより提供される名前（及びチェックインに関連する地理的座標）に対して外部又
は内部のサーチサービスにアクセスする。サーチサービスが当該情報を返す場合、ソーシ
ャルネットワーキングシステムは、グローバルに可視的になるよう初期的な可視状態を設
定する。特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、すべてのユーザか
ら隠蔽されるようにプレースの初期的な可視性を設定する。例えば、ユーザが軍事施設の
ためのプレースを作成することを所望する場合、ソーシャルネットワーキングシステムは
、国家安全上の理由のためすべてのユーザから隠蔽されるよう可視性を設定することがで
きる。例えば、システムは、可視的とされることが禁止されるプレース名及び／又は地理
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的位置若しくは領域のセットを維持してもよい。特定の実施例では、ソーシャルネットワ
ーキングシステムは、作成したユーザの性質又はプレースに基づきプレースの初期的な可
視性を設定する。例えば、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザの友人に可視
的となるように各ユーザにより作成されたプレースの初期的な可視性を設定し、ソーシャ
ルネットワーキングシステムのすべてのユーザに可視的となるように周知の会社により作
成されたプレースの初期的な可視性を設定してもよい。
【００２２】
　ソーシャルネットワーキングシステムはまた、信頼される又はほぼ信頼されるソースか
らプレース情報をインポートする。いくつかの実現形態では、ソーシャルネットワーキン
グシステムは、グローバルに可視的となるよう当該プレースの可視状態を初期的に設定し
てもよい。いくつかの実現形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、多数のユ
ーザが当該プレースにフラグを立てていたとしても、この可視状態を維持してもよい。い
くつかの実現形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、可視状態を低下させて
もよいし、又は編集スタッフによってレビューのためのレビューキューに当該プレースを
配置させる“クローズド”としてユーザがプレースを報告することを可能にしてもよい。
【００２３】
　特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、プレースの可視状態に関
係なく、ユーザにプレースを可視的なものにしてもよい。特定の実施例では、第１ユーザ
がプレースを作成することを所望し、ソーシャルネットワーキングシステムが他のユーザ
により当該プレースが作成されたと判断した場合、ソーシャルネットワーキングシステム
は、同じプレースの重複したインスタンスを作成する代わりに、チェックインするため第
１ユーザに当該プレースを提供してもよい。特定の実施例では、ユーザが第１プレース（
名前など）を説明するテキスト（完全な又は部分的な名前を含むテキスト文字列など）を
提供することによって、ユーザの現在位置の近くの第１プレースをサーチする場合、ソー
シャルネットワーキングシステムは、第２プレースの名前がテキスト文字列に完全に又は
部分的に一致する場合、第２プレースをユーザにとって可視的にしてもよい。
【００２４】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、例えば、ソーシャルネットワーキングシステ
ムの１０人より多くの異なるユーザがプレースにチェックインするなど、当該プレースが
よりポピュラーになった場合、当該プレースの可視性を増大させることが可能である。同
様に、ソーシャルネットワーキングシステムは、例えば、ソーシャルネットワーキングシ
ステムの１０人より多くの異なるユーザがプレースを攻撃的として“フラグ”したとき、
当該プレースが他のユーザにとって攻撃的又は不適切であると判断した場合、当該プレー
スの可視性を低下させることが可能である。さらに、ユーザはまた、移転した又は閉店し
たレストランなど、プレースをもはやアクティブでないとしてフラグしてもよい。
【００２５】
　図３は、プレースに関連するアクティビティに基づきユーザにより作成されるプレース
の可視性を増加させる一例となる方法を示す。この処理では、プレースの可視性の増加は
、可視状態パラメータの増加を伴う。特定の実施例では、プレースがソーシャルネットワ
ーキングシステムにおいて作成されるとき、当該プレースは可視状態により設定される（
作成したユーザのすべての友人に可視的であるなど）。特定の実施例では、プレースサー
ビス１１０は、プレースのアクティビティに関するデータを受信する（ステップ３０１）
。プレースのアクティビティに関するデータの具体例として、プレースのユーザサーチ、
プレースにおけるユーザチェックイン、ユーザによるイベントに対するプレースのタグ付
け、ユーザによるプレースの陳腐性のフラグ、又はプレースに関する写真のユーザによる
閲覧である。特定の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムにおける異なる第
２ユーザがプレースへの興味を表明した場合、プレースサービス１１０は、第２ユーザの
信頼性に基づきプレースの可視性スコアを増加させ、そうでない場合、プレースの可視性
は同じに留める（ステップ３０２及び３０３）。例えば、ユーザがプレースにおいてチェ
ックインした場合、又はユーザが同じプレースの第２インスタンスを作成しようと試みて
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いる場合、ユーザは当該プレースへの興味を表明している。可視性スコアの増加は、可視
性スコアの増加をユーザの信頼性のための加重係数と乗算することによって調整可能であ
る（ステップ３０３）。例えば、作成したユーザの友人は、１．０の加重係数（信頼）を
有することが可能であり、疑わしいロボット又は既知のスパム手段は、０．０（不信）の
加重係数を有することが可能であり、以前に不適切なプレースを作成したユーザは、０．
２（問題有り）の加重係数を有してもよい。特定の実施例では、プレースの可視性スコア
が所定の閾値を超過した場合、プレースサービス１１０は、ソーシャルネットワーキング
システムにおけるすべてのユーザに可視的となるようプレースの可視状態を設定するなど
、プレースの可視状態をインクリメントし、そうでない場合、プレースの可視状態は同一
に維持される（ステップ３０５及び３０６）。
【００２６】
　図４は、プレースの可視性を低下させる一例となる方法を示す。特定の実施例では、プ
レースがソーシャルネットワーキングシステムにおいて作成されると、当該プレースは可
視状態と共に設定される。特定の実施例では、第１の可視状態及び最高の可視状態は、ソ
ーシャルネットワーキングシステムのすべてのユーザにプレースが可視的とされることで
あってもよい。特定の実施例では、次に高い可視状態は、プレースの作成者と作成したユ
ーザのすべての友人にのみ当該プレースが可視的とされることであってもよい。特定の実
施例では、次に高い可視状態は、プレースの作成者にのみ当該プレースが可視的とされる
ことであってもよい。特定の実施例では、最も低い可視状態は、ソーシャルネットワーキ
ングシステムのすべてのユーザから当該プレースが隠蔽されることであってもよい。特定
の実施例では、ユーザがプレースを陳腐、攻撃的又は不適切であるとフラグした場合、ソ
ーシャルネットワーキングシステムは、当該プレースの可視スコアを減少させ、そうでな
い場合、可視スコアは同一に維持される（ステップ４０２及び４０３）。可視状態を低下
させる他の信号は、当該プレースが少なくともユーザのサブセットにとって関連性がない
又は不適切であると示すサーチ結果において、当該プレースがユーザにより選択されるこ
となくかなりの回数出現したシナリオを含む。特定の実施例では、プレースの可視スコア
の低下は、フラグ下ユーザの信頼性により調整されてもよい。例えば、ソーシャルネット
ワーキングシステムは、当該プレースが不釣り合いに多数のプレースをフラグしている特
定のユーザによりフラグされている場合、当該プレースの可視スコアを低下させなくても
よい。特定の実施例では、可視スコアが所定の閾値以下である場合、ソーシャルネットワ
ーキングシステムは、当該プレースを次に低い可視状態に設定し、そうでない場合、当該
プレースの可視状態を同一に留めてもよい（ステップ４０４及び４０５）。
【００２７】
　他の実施例では、ソーシャルネットワーキングシステムは、ポジティブインタラクショ
ンコンポーネントとネガティブインタラクションコンポーネントとを含むコンポジットス
コアを計算する。例えば、ソーシャルネットワーキングシステムは、プレースとやりとり
した（チェックインした又はそれをフラグした）各ユーザについてユーザ信頼スコアを計
算するようにしてもよい。ソーシャルネットワーキングシステムはまた、別々のカウント
として、及び／又はユーザがチェックインを承認した場合には特定のチェックインをカウ
ントするための追加的な加重係数として、他のユーザによりチェックインされたタグ付け
されているユーザの人数を考慮又はカウントしてもよい。このスコアは、［０，１］の範
囲をとるようにしてもよい。ソーシャルネットワーキングシステムは、その後、プレース
にチェックインしたすべてのユーザのユーザ信頼スコアを加算し、当該プレースをフラグ
付けしたすべてのユーザのユーザ信頼スコアを別々に加算してもよい。ソーシャルネット
ワーキングシステムは、（当該プレースをフラグした人のスコアの合計）／（当該プレー
スをフラグした又はチェックインした人のスコアの合計）のレシオを計算する。その後、
ソーシャルネットワーキングシステムは、異なる可視状態に対応する式一セットに対する
レシオの値に基づき可視状態を選択する。いくつかの実現形態では、ソーシャルネットワ
ーキングシステムは、それの初期設定から可視状態を調整する前に、最小限のデータポイ
ント（フラグ及びチェックイン）を要求してもよい。
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【００２８】
　さらに、他のイベント及びファクタが、プレースの可視状態を決定するのに関連するも
のであってもよい。例えば、ユーザがページに対応するページを真正であるとして請求す
る場合（ページに対する管理権限を主張するビジネスオーナーなど）、ソーシャルネット
ワーキングシステムは、当該プレースをグローバルに可視的に設定してもよい。さらに、
ソーシャルネットワーキングシステムは、短い期間又は少数のさらなるユーザインタラク
ションの後、プレースの可視状態を抑制したり緩和したりすることを防ぐため、ヒステリ
シス機構を適用してもよい。例えば、ソーシャルネットワーキングシステムは、ポワソン
過程としてチェックイン／フラグの到着レートをモデル化し、当該レシオがある量だけ変
動可能である確率を計算する機構を適用してもよい。少数のデータポイントしかないとき
、１回のチェックイン／フラグは、多数のチェックイン／フラグがある場合より、レシオ
に対してより大きな効果を有する。ポワソン過程アプローチは、可視状態を動揺させるこ
とを防ぐための１つの方法を提供する。さらに、ソーシャルネットワーキングシステムは
また、プレースがフラグ数に関係なく適当であることを非常に多くのチェックイン数が示
すという仮定の下、プレースへのチェックインが閾値数ある場合、当該プレースの可視状
態を低下させることを阻止してもよい。さらに、時間に関してまとめられたチェックイン
及び／又はフラグは、それらがスパム行為に寄与する可能性がかなり高いとき、重み付け
を低下させてもよい。
【００２９】
　上記実施例は各種ネットワーク構成により実現されてもよいが、以下において限定する
ことなく教示のため、一例となるネットワーク環境が示される。図５は、一例となるネッ
トワーク環境５００を示す。ネットワーク環境５００は、１以上のサーバ５２０及び１以
上のクライアント５３０を互いに接続するネットワーク５１０を有する。ネットワーク環
境５００はまた、１以上のサーバ５２０にリンクされた１以上のデータストレージ５３０
を有する。特定の実施例は、ネットワーク環境５００により実現される。例えば、プレー
スサービス１１０及びソーシャルネットワーキングシステムフロントエンド１２０は、１
以上のサーバ５２０により管理されるソフトウェアプログラムにより記述されてもよい。
例えば、イベントデータベース１０２は、１以上のストレージ５４０に格納されてもよい
。特定の実施例では、ネットワーク５１０は、イントラネット、エクストラネット、バー
チャルプライベートネットワーク（ＶＰＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、
ワイヤレスＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタン
エリアネットワーク（ＭＡＮ）、インターネットの一部、若しくは他のネットワーク５１
０又はこのような２以上のネットワーク５１０の組み合わせである。本開示は、何れか適
切なネットワーク５１０を想定する。
【００３０】
　１以上のリンク５５０は、サーバ５２０又はクライアント５３０とネットワーク５１０
とを接続する。特定の実施例では、１以上のリンク５５０はそれぞれ、１以上の有線、無
線又は光リンク５５０を有する。特定の実施例では、１以上のリンク５５０はそれぞれ、
イントラネット、エクストラネット、ＶＰＮ、ＬＡＮ、ＷＬＡＮ、ＷＡＮ、ＭＡＮ、イン
ターネットの一部若しくは他のリンク５５０又はこのような２以上のリンク５５０の組み
合わせを含む。本開示は、サーバ５２０及びクライアント５３０をネットワーク５１０に
接続する何れか適切なリンク５５０を想定する。
【００３１】
　特定の実施例では、各サーバ５２０は、単一のサーバであってもよいし、あるいは、複
数のコンピュータ又は複数のデータセンタに及ぶ分散サーバであってもよい。サーバ５２
０は、例えば、限定することなく、ウェブサーバ、ニュースサーバ、メールサーバ、メッ
セージサーバ、公告サーバ、ファイルサーバ、アプリケーションサーバ、交換サーバ、デ
ータベースサーバ又はプロキシサーバなどの各種タイプであってもよい。特定の実施例で
は、各サーバ５２０は、サーバ５２０により実現又はサポートされる適切な機能を実行す
るため、ハードウェア、ソフトウェア若しくは埋め込みロジックコンポーネント又はこの
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ような２以上のコンポーネントの組み合わせを含む。例えば、ウェブサーバは、一般にウ
ェブページを有するウェブサイト又はウェブページの特定の要素を管理可能である。より
詳細には、ウェブサーバは、ＨＴＭＬファイル又は他のファイルタイプを管理してもよい
しあるいは、要求に応答してファイルを動的に生成又は構成し、クライアント５３０から
のＨＴＴＰ又は他の要求に応答してこれらをクライアント５３０に通信してもよい。メー
ルサーバは、一般に電子メールサービスを各種クライアント５３０に提供可能である。デ
ータベースサーバは、一般に１以上のデータストアに格納されているデータを管理するた
めのインタフェースを提供可能である。
【００３２】
　特定の実施例では、１以上のデータストレージ５４０は、１以上のリンク５５０を介し
１以上のサーバ５２０に通信接続される。特定の実施例では、データストレージ５４０は
、各種タイプの情報を格納するのに利用されてもよい。特定の実施例では、データストレ
ージ５４０に格納される情報は、特定のデータ構造に従って構成される。特定の実施例で
は、各データストレージ５４０はリレーショナルデータベースであってもよい。特定の実
施例は、サーバ５２０又はクライアント５３０がデータストレージ５４０に格納されてい
る情報を抽出、変更、追加又は削除するなど管理することを可能にするインタフェースを
提供する。
【００３３】
　特定の実施例では、各クライアント５３０は、ハードウェア、ソフトウェア若しくは埋
め込みロジックコンポーネント又はこのような２以上のコンポーネントの組み合わせを含
み、クライアント５３０により実現又はサポートされる適切な機能を実行可能な電子装置
であってもよい。例えば、限定することなく、クライアント５３０は、デスクトップコン
ピュータシステム、ノートブックコンピュータシステム、ネットブックコンピュータシス
テム、携帯電子装置又はモバイル電話などであってもよい。本開示は、何れか適切なクラ
イアント５３０を想定する。クライアント５３０は、クライアント５３０のネットワーク
ユーザがネットワーク５３０にアクセスすることを可能にする。クライアント５３０は、
それのユーザが他のクライアント５３０の他のユーザと通信することを可能にする。
【００３４】
　クライアント５３０は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＩＮＴＥＲＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥ、Ｇ
ＯＯＧＬＥ　ＣＨＲＯＭＥ又はＭＯＺＩＬＬＡ　ＦＩＲＥＦＯＸなどのウェブブラウザ５
３２を有し、ＴＯＯＬＢＡＲやＹＡＨＯＯ　ＴＯＯＬＢＡＲなどの１以上のアドオン、プ
ラグイン又は他の拡張を有してもよい。クライアント５３０のユーザは、ウェブブラウザ
５３２をサーバ５２０にダイレクトするためＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｌｏｃａｔｏｒ）又は他のアドレスを入力し、ウェブブラウザ５３２は、ＨＴＴＰ（Ｈ
ｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）要求を生成し、ＨＴＴＰ要
求をサーバ５２０に通信してもよい。サーバ５２０は、ＨＴＴＰ要求を受け付け、当該Ｈ
ＴＴＰ要求に応答して、１以上のＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａ
ｎｇｕａｇｅ）ファイルをクライアント５３０に通信する。クライアント５３０は、ユー
ザに提供するため、サーバ５２０からのＨＴＭＬファイルに基づきウェブページをレンダ
リングする。本開示は、何れか適切なウェブページファイルを想定する。例えば、限定す
ることなく、ウェブページは、ＨＴＭＬファイル、ＸＨＴＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　
ＨＴＭＬ）ファイル又はＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇ
ｅ）ファイルを特定のニーズに従ってレンダリングしてもよい。このようなページはまた
、例えば、限定することなく、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ、ＪＡＶＡ、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　
ＳＩＬＶＥＲＬＩＧＨＴ、ＡＪＡＸ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ
　ａｎｄ　ＸＭＬ）などのマークアップ言語及びスクリプトの組み合わせにより記述され
たものなどのスクリプトを実行する。ここで、ウェブページという表現は、適切である場
合、１以上の対応するウェブページファイル（ブラウザがウェブページをレンダリングす
るのに利用する）を含むものであり、またその反対であってもよい。
【００３５】
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　図６は、本発明のいくつかの実施例により利用可能な一例となるコンピュータシステム
６００を示す。本開示は、何れか適切な個数のコンピュータシステム６００を想定する。
本開示は、何れか適切な物理的形態をとりうるコンピュータシステム６００を想定する。
例えば、限定することなく、コンピュータシステム６００は、埋め込みコンピュータシス
テム、ＳＯＣ（Ｓｙｓｔｅｍ－Ｏｎ－Ｃｈｉｐ）、ＳＢＣ（ＳｉｎｇｌｅＢｏａｒｄ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｅｒ　ｓｙｓｔｅｍ）（例えば、ＣＯＭ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ｏｎ－Ｍｏｄｕ
ｌｅ）やＳＯＭ（Ｓｙｓｔｅｍ－Ｏｎ－Ｍｏｄｕｌｅ）など）、デスクトップコンピュー
タシステム、ラップトップ若しくはノートブックコンピュータシステム、インタラクティ
ブキオスク、メインフレーム、コンピュータシステムのメッシュ、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、サーバ、又はこれらの２以上
の組み合わせであってもよい。適切である場合、コンピュータシステム６００は、１以上
のコンピュータシステム６００を有してもよいし、単一又は分散的であってもよいし、複
数の場所に及ぶものであってもよいし、複数のマシーンに及ぶものであってもよいし、１
以上のネットワークの１以上のクラウドコンポーネントを含むクラウドにあってもよい。
適切である場合、１以上のコンピュータシステム６００は、ここに図示又は開示される１
以上の方法の１以上のステップを実質的に空間的又は時間的制限なしに実行する。例えば
、限定することなく、１以上のコンピュータシステム６００は、ここに開示又は図示され
る１以上の方法の１以上のステップをリアルタイムに又はバッチモードにより実行しても
よい。１以上のコンピュータシステム６００は、適切である場合、異なる時間又は異なる
位置でここに開示又は図示された１以上の方法の１以上のステップを実行する。
【００３６】
　特定の実施例では、コンピュータシステム６００は、プロセッサ６０２、メモリ６０４
、ストレージ６０６、入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース６０８、通信インタフェース６１
０及びバス６１２を有する。本開示は特定の構成において特定数の特定のコンポーネント
を有する特定のコンピュータシステムを開示及び図示したが、本開示は、何れか適切な構
成において何れか適切な個数の何れか適切なコンポーネントを有する何れか適切なコンピ
ュータシステムを想定する。
【００３７】
　特定の実施例では、プロセッサ６０２は、コンピュータプログラムを構成するものなど
、命令を実行するためのハードウェアを有する。例えば、限定することなく、プロセッサ
６０２は、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ６０４又はストレージ６０６から命令
を抽出（又はフェッチ）し、これらを復号化及び実行し、その後に１以上の結果を内部レ
ジスタ、内部キャッシュ、メモリ６０４又はストレージ６０６に書き込む。特定の実施例
では、プロセッサ６０２は、データ、命令又はアドレスのための１以上の内部キャッシュ
を有してもよい。本開示は、適切である場合、何れか適切な個数の何れか適切な内部キャ
ッシュを含むプロセッサ６０２を想定する。例えば、限定することなく、プロセッサ６０
２は、１以上の命令キャッシュ、１以上のデータキャッシュ及び１以上のＴＬＢ（Ｔｒａ
ｎｓｌａｔｉｏｎ　Ｌｏｏｋ－ａｓｉｄｅ　Ｂｕｆｆｅｒ）を有してもよい。命令キャッ
シュの命令は、メモリ６０４又はストレージ６０６における命令のコピーであり、命令キ
ャッシュは、プロセッサ６０２によるメモリ６０４の抽出を高速化する。データキャッシ
ュのデータは、動作のためプロセッサ６０２において実行される命令、プロセッサ６０２
において実行される以降の命令によるアクセスのためプロセッサ６０２において実行され
る以前の命令の結果、メモリ６０４又はストレージ６０６への書き込み、又は他の適切な
データのため、メモリ６０４又はストレージ６０６におけるデータのコピーであってもよ
い。データキャッシュは、プロセッサ６０２によるリード又はライト処理を高速化する。
ＴＬＢは、プロセッサ６０２のためのバーチャルアドレス変換を高速化する。特定の実施
例では、プロセッサ６０２は、データ、命令又はアドレスのための１以上の内部レジスタ
を有する。本開示は、適切である場合、何れかの個数の何れか適切な内部レジスタを有す
るプロセッサ６０２を想定する。適切である場合、プロセッサ６０２は、１以上のＡＬＵ
（Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　Ｌｏｇｉｃ　Ｕｎｉｔ）を有してもよいし、マルチコアプロセ
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ッサであってもよいし、１以上のプロセッサ６０２を有してもよい。本開示は特定のプロ
セッサを開示及び図示するが、本開示は何れか適切なプロセッサを想定する。
【００３８】
　特定の実施例では、メモリ６０４は、プロセッサ６０２が実行するためのデータやプロ
セッサ６０２が動作するための命令を格納するメインメモリを有する。例えば、限定する
ことなく、コンピュータシステム６００は、ストレージ６０６又は他のソース（他のコン
ピュータシステム６００など）からメモリ６０４に命令をロードする。その後、プロセッ
サ６０２は、メモリ６０４から内部レジスタ又は内部キャッシュに命令をロードする。命
令を実行するため、プロセッサ６０２は、内部レジスタ又は内部キャッシュから命令を抽
出し、それらを復号化する。命令の実行中又は実行後、プロセッサ６０２は、１以上の結
果（中間又は最終結果であってもよい）を内部レジスタ又は内部キャッシュに書き込む。
その後、プロセッサ６０２は、これらの結果の１以上をメモリ６０４に書き込む。特定の
実施例では、プロセッサ６０２は、１以上の内部レジスタ、内部キャッシュ又はメモリ６
０４（ストレージ６０６又はその他と対照的に）における命令のみを実行し、１以上の内
部レジスタ、内部キャッシュ又はメモリ６０４（ストレージ６０６又はその他と対照的に
）におけるデータのみについて動作する。１以上のメモリバス（それぞれがアドレスバス
とデータバスとを含む）は、プロセッサ６０２とメモリ６０４とを接続する。バス６１２
は、後述されるように、１以上のメモリバスを含む。特定の実施例では、１以上のＭＭＵ
（Ｍｅｍｏｒｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ）がプロセッサ６０２とメモリ６０４
との間にあり、プロセッサ６０２により要求されたメモリ６０４へのアクセスを実現する
。特定の実施例では、メモリ６０４は、ＲＡＭを有する。当該ＲＡＭは、適切である場合
、揮発性メモリであってもよい。適切である場合、当該ＲＡＭは、ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭ
であってもよい。さらに、適切である場合、当該ＲＡＭは、シングルポート又はマルチポ
ートＲＡＭであってもよい。本開示は、何れか適切なＲＡＭを想定する。メモリ６０４は
、適切である場合、１以上のメモリ６０４を有する。本開示は特定のメモリを図示及び開
示したが、本開示は、何れか適切なメモリを想定する。
【００３９】
　特定の実施例では、ストレージ６０６は、データ又は命令のためのマスストレージを有
する。例えば、限定することなく、ストレージ６０６は、ＨＤＤ、フロッピー（登録商標
）ディスクドライブ、フラッシュメモリ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、Ｕ
ＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ドライブ又はこれらの２以上の組み合
わせを含むものであってもよい。ストレージ６０６は、適切である場合、着脱可能な又は
着脱不可な（又は固定的な）媒体を含む。ストレージ６０６は、適切である場合、コンピ
ュータシステム６００の内部又は外部にあってもよい。特定の実施例では、ストレージ６
０６は、不揮発性ソリッドステートメモリである。適切である場合、当該ＲＯＭは、マス
クプログラムされたＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＰＲＯ
Ｍ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ＥＰＲＯ
Ｍ）、ＥＡＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ａｌｔｅｒａｂｌｅ　ＲＯＭ）若しくは
フラッシュメモリ又はこれらの２以上の組み合わせであってもよい。本開示は、何れか適
切な物理的形態をとるマスストレージ６０６を想定する。ストレージ６０６は、適切であ
る場合、プロセッサ６０２とストレージ６０６との間の通信を実現する１以上のストレー
ジ制御ユニットを含む。適切である場合、ストレージ６０６は、１以上のストレージ６０
６を有する。本開示は特定のストレージを開示及び図示するが、本開示は、何れか適切な
ストレージを想定する。
【００４０】
　特定の実施例では、Ｉ／Ｏインタフェース６０８は、コンピュータシステム６００と１
以上のＩ／Ｏ装置との間の通信のための１以上のインタフェースを提供するハードウェア
、ソフトウェア又はその両方を含む。コンピュータシステム６００は、適切である場合、
これらのＩ／Ｏ装置の１以上を含む。これらのＩ／Ｏ装置の１以上は、人間とコンピュー
タシステム６００との間の通信を可能にする。例えば、限定することなく、Ｉ／Ｏ装置は
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、キーボード、キーパッド、マイクロフォン、モニタ、マウス、プリンタ、スキャナ、ス
ピーカー、スチルカメラ、スタイラス、タブレット、タッチ画面、トラックボール、ビデ
オカメラ、他の適切なＩ／Ｏ装置又はこれらの２以上の組み合わせを含む。Ｉ／Ｏ装置は
、１以上のセンサを有してもよい。本開示は、何れか適切なＩ／Ｏ装置と、そのための何
れか適切なＩ／Ｏインタフェース６０８とを想定する。適切である場合、Ｉ／Ｏ装置６０
８は、プロセッサ６０２がこれらのＩ／Ｏ装置の１以上を駆動することを可能にする１以
上のデバイス又はソフトウェアドライバを有する。Ｉ／Ｏインタフェース６０８は、適切
である場合、１以上のＩ／Ｏインタフェース６０８を有する。本開示は特定のＩ／Ｏイン
タフェースを開示及び図示するが、本開示は、何れか適切なＩ／Ｏインタフェースを想定
する。
【００４１】
　特定の実施例では、通信インタフェース６１０は、コンピュータシステム６００と１以
上の他のコンピュータシステム６００又は１以上のネットワークとの間の通信のため（例
えば、パケットベース通信などのため）、１以上のインタフェースを提供するハードウェ
ア、ソフトウェア又はその両方を有する。例えば、限定することなく、通信インタフェー
ス６１０は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークなどの無線ネットワークと通信するための無線ＮＩ
Ｃ（ＷＮＩＣ）若しくは無線アダプタ、又はイーサネット（登録商標）若しくは他の有線
ベースネットワークと通信するためのネットワークインタフェースコントローラ（ＮＩＣ
）若しくはネットワークアダプタを有してもよい。本開示は、何れか適切なネットワーク
と何れか適切なそのための通信インタフェース６１０とを想定する。例えば、限定するこ
となく、コンピュータシステム６００は、アドホックネットワーク、ＰＡＮ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＭＡＮ（Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａ
ｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネットの１以上の一部又はこれらの２以上の
組み合わせと通信してもよい。これらのネットワークの１以上の１以上の一部は、有線又
は無線であってもよい。例えば、コンピュータシステム６００は、無線ＰＡＮ（ＢＬＵＥ
ＴＯＯＴＨ　ＷＰＡＮなど）、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、Ｗｉ－ＭＡＸネットワーク、携
帯電話ネットワーク（ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）ネットワークなど）若しくは他の適切な無線ネットワーク
又はこれら２つの組み合わせと通信してもよい。コンピュータシステム６００は、適切で
ある場合、これらのネットワークの何れかについて何れか適切な通信インタフェース６１
０を有する。通信インタフェース６１０は、適切である場合、１以上の通信インタフェー
ス６１０を有する。本開示は特定の通信インタフェースを開示及び図示するが、本開示は
、何れか適切な通信インタフェースを想定する。
【００４２】
　特定の実施例では、バス６１２は、コンピュータシステム６００のコンポーネントを互
いに接続するハードウェア、ソフトウェア又はその両方を有する。例えば、限定すること
なく、バス６１２は、ＡＧＰ（Ａｃｃｅｌｅｒａｔｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｏｒｔ）
若しくは他のグラフィックバス、ＥＩＳＡ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、フロントサイドバス（ＦＳＢ）、ＨＹ
ＰＥＲＴＲＡＮＳＰＯＲＴ（ＨＴ）インターコネクト、ＩＳＡ（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＩＮＦＩＮＩＢＡＮＤインターコネク
ト、ＬＰＣ（Ｌｏｗ－Ｐｉｎ－Ｃｏｕｎｔ）バス、メモリバス、ＭＣＡ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バス、ＰＣＩ－Ｅｘｐｒｅｓｓ（ＰＣＩ－
Ｘ）バス、ＳＡＴＡ（Ｓｅｒｉａｌ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｔｔ
ａｃｈｍｅｎｔ）バス、ＶＬＢ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒ
ｄ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｌｏｃａｌ）バス若しくは他の適切なバス又はこれらの２
以上の組み合わせを含むものであってもよい。バス６１２は、適切である場合、１以上の
バス６１２を有する。本開示は特定のバスを開示及び図示するが、本開示は、何れか適切
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【００４３】
　ここで、コンピュータ可読記憶媒体という表現は、１以上の非一時的な有形のコンピュ
ータ可読記憶媒体処理構造を含む。例えば、限定することなく、コンピュータ可読記憶媒
体は、適切である場合、半導体ベース又は他の集積回路（ＩＣ）（例えば、ＦＰＧＡ（Ｆ
ｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）又はＡＳＩＣ（Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＩＣ）など）、ハードディスク、ＨＤＤ、ハイブリ
ッドハードドライブ（ＨＨＤ）、光ディスク、光ディスクドライブ（ＯＤＤ）、光磁気デ
ィスク、光磁気ドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク、フロッピー（登録商標）デ
ィスクドライブ（ＦＤＤ）、磁気テープ、ホログラフィック記憶媒体、ソリッドステート
ドライブ（ＳＳＤ）、ＲＡＭドライブ、セキュアデジタルカード、セキュアデジタルドラ
イブ、若しくは他の適切なコンピュータ可読記憶媒体又はこれらの２以上の組み合わせを
含むものであってもよい。ここで、コンピュータ可読記憶媒体という表現は、３５　Ｕ．
Ｓ．Ｃ．§１０１の特許保護に適格でない媒体を排除する。ここで、コンピュータ可読記
憶媒体という表現は、それらが３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１０１の特許保護に適格でない範囲
の一時的形態の信号伝送（電気又は電磁信号の伝搬など）を排除する。
【００４４】
　本開示は、何れか適切なストレージを実現する１以上のコンピュータ可読記憶媒体を想
定する。特定の実施例では、コンピュータ可読記憶媒体は、適切である場合、プロセッサ
６０２の１以上の部分（例えば、１以上の内部レジスタ又はキャッシュなど）、メモリ６
０４の１以上の部分、ストレージ６０６の１以上の部分又はこれらの組み合わせを実現す
る。特定の実施例では、コンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ又はＲＯＭを実現する。特
定の実施例では、コンピュータ可読記憶媒体揮発性又は永久メモリを実現する。特定の実
施例では、１以上のコンピュータ可読記憶媒体は、ソフトウェアを実現する。ここで、ソ
フトウェアという表現は、適切である場合、１以上のアプリケーション、バイトコード、
１以上のコンピュータプログラム、１以上の実行ファイル、１以上の命令、ロジック、マ
シーンコード、１以上のスクリプト又はソースコードを含む。特定の実施例では、ソフト
ウェアは、１以上のＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）を含む。本開示は、何れか適切なプログラミング言語又はプログラミング
言語の組み合わせにより記述又は表現された何れか適切なソフトウェアを想定する。特定
の実施例では、ソフトウェアはソースコード又はオブジェクトコードとして表現される。
特定の実施例では、ソフトウェアは、Ｃ、Ｐｅｒｌ又はこれらの適切な拡張などのよりハ
イレベルなプログラミング言語により表現される。特定の実施例では、ソフトウェアは、
アセンブリ言語（又はマシーンコード）などのよりローレベルなプログラミング言語によ
り表現される。特定の実施例では、ソフトウェアはＪＡＶＡにより表現される。特定の実
施例では、ソフトウェアは、ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇ
ｕａｇｅ）、ＸＭＬ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）又は他の
適切なマークアップ言語により表現される。
【００４５】
　本開示は、当業者が理解する実施例に対するすべての変更、置換、変形、変更及び改良
を含む。同様に、適切である場合、添付した請求項は、当業者が理解する実施例に対する
すべての変更、置換、変形、変更及び改良を含む。
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