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(57)【要約】
　クライアントサイド編集アプリケーションは、多数の
キャンペーン、広告グループ、キーワード、および、広
告クリエイティブを有する広告アカウントであっても、
広告主および顧客サービス担当者が、広告アカウントを
容易に、そして効率的に閲覧し、ナビゲートし、および
編集できるようにする。ユーザインターフェーススクリ
ーン中で閲覧可能な情報は、広告アカウント情報の階層
的ツリー表現のノード選択によって、範囲において制限
されてもよく、タブ選択によって、タイプにおいて制限
されてもよい。表の行において表された広告情報は、異
なる広告グループおよび広告キャンペーンの間でカット
され、コピーされ、および／または、移動されてもよい
。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ実行可能命令を記憶しているコンピュータ読取可能媒体において、
　コンピュータにより実行されるとき、コンピュータ実行可能命令は、
　ａ）オンライン広告情報を管理するためのユーザインターフェーススクリーンであって
、
　　ｉ）広告アカウント情報の階層的表現を表示する第１のセクションと、
　　ｉｉ）広告アカウント情報のユーザ選択されたクラスを表示する第２のセクションと
を含む、ユーザインターフェーススクリーンを提供することと、
　ｂ）前記第１のセクションとのユーザ対話を通して、広告アカウント情報の範囲のユー
ザ選択を許容することと、
　ｃ）前記第２のセクションとのユーザ対話を通して、前記広告アカウント情報のクラス
のユーザ選択を許容することと
の方法を実行し、
　前記広告アカウント情報のクラスは、（Ａ）キーワードと、（Ｂ）供給制約と、（Ｃ）
テキスト広告と、（Ｄ）オーディオ広告と、（Ｅ）ビデオ広告と、（Ｆ）ネガティブキー
ワードと、（Ｇ）広告グループと、（Ｈ）広告キャンペーンと、のうちの少なくとも２つ
を含むコンピュータ読取可能媒体。
【請求項２】
　前記広告アカウント情報の階層的表現は、広告キャンペーンおよび広告グループを含む
、請求項１記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項３】
　前記第２のセクションは、表の形態で、キーワード広告アカウント情報を表示し、前記
表は、前記広告アカウント情報の範囲内の広告アカウントの広告をターゲット付けするの
に使用されるキーワードに対応する列または行を含む、請求項１記載のコンピュータ読取
可能媒体。
【請求項４】
　前記表は、前記広告アカウント情報の範囲内の広告アカウントのキーワードの、（Ａ）
キーワードのタイプと、（Ｂ）キーワードに関係付けられた申出と、（Ｃ）キーワードに
関係付けられた宛先ＵＲＬと、（Ｄ）キーワードのステータスと、のうちの少なくとも１
つに対応する列または行をさらに含む、請求項３記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項５】
　前記ユーザインターフェーススクリーンは、キーワード情報を追加するための、または
既存のキーワード情報を編集するためのユーザ入力を受け入れるためのセクションをさら
に含む、請求項３記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項６】
　前記方法は、
　ｄ）前記表の１つ以上の行のユーザ選択を許容することと、
　ｅ）前記広告アカウント階層の広告グループまたは広告キャンペーンに対する、前記表
の選択された１つ以上の行に対応する情報のユーザ移動あるいはコピーを許容することと
をさらに含む、請求項３記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項７】
　前記第２のセクションは、表の形態でテキスト広告クリエイティブ広告アカウント情報
を表示し、前記表は、前記広告アカウント情報の範囲内の広告アカウントの広告クリエイ
ティブに対応する列または行を含む、請求項１記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項８】
　前記表は、前記広告アカウント情報の範囲内の広告アカウントの広告クリエイティブの
、（Ａ）ヘッドラインと、（Ｂ）記述と、（Ｃ）表示ＵＲＬと、（Ｄ）宛先ＵＲＬと、の
うちの少なくとも１つに対応する列または行をさらに含む、請求項７記載のコンピュータ
読取可能媒体。
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【請求項９】
　前記ユーザインターフェーススクリーンは、広告クリエイティブ情報を追加するための
、または既存の広告クリエイティブ情報を編集するためのユーザ入力を受け入れるための
セクションをさらに含む、請求項７記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１０】
　前記方法は、
　ｄ）前記表の１つ以上の行のユーザ選択を許容することと、
　ｅ）前記広告アカウント階層の広告グループまたは広告キャンペーンに対する、前記表
の選択された１つ以上の行に対応する情報のユーザ移動あるいはコピーを許容することと
をさらに含む、請求項７記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１１】
　前記第２のセクションは、表の形態でネガティブキーワード広告アカウント情報を表示
し、前記表は、前記広告アカウント情報の範囲内の広告アカウントの広告に関係付けられ
たネガティブキーワードに対応する列または行を含む、請求項１記載のコンピュータ読取
可能媒体。
【請求項１２】
　前記ユーザインターフェーススクリーンは、ネガティブキーワード情報を追加するため
の、または既存のネガティブキーワード情報を編集するためのユーザ入力を受け入れるた
めのセクションをさらに含む、請求項１１記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１３】
　前記方法は、
　ｄ）前記表の１つ以上の行のユーザ選択を許容することと、
　ｅ）前記広告アカウント階層の広告グループまたは広告キャンペーンに対する、前記表
の選択された１つ以上の行に対応する情報のユーザ移動あるいはコピーを許容することと
をさらに含む、請求項１１記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１４】
　前記第２のセクションは、表の形態で広告グループ広告アカウント情報を表示し、前記
表は、前記広告アカウント情報の範囲内の広告アカウントの広告グループに対応する列ま
たは行を含む、請求項１記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１５】
　前記ユーザインターフェーススクリーンは、広告グループ情報を追加するための、また
は既存の広告グループ情報を編集するためのユーザ入力を受け入れるためのセクションを
さらに含む、請求項１４記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１６】
　　前記方法は、
　ｄ）前記表の１つ以上の行のユーザ選択を許容することと、
　ｅ）前記広告アカウント階層の広告グループまたは広告キャンペーンに対する、前記表
の選択された１つ以上の行に対応する情報のユーザ移動あるいはコピーを許容することと
をさらに含む、請求項１４記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１７】
　前記第２のセクションは、表の形態で広告グループ広告キャンペーン情報を表示し、前
記表は、前記広告アカウント情報の範囲内の広告アカウントの広告キャンペーンに対応す
る列または行を含む、請求項１記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１８】
　前記ユーザインターフェーススクリーンは、広告キャンペーン情報を追加するための、
または既存の広告キャンペーン情報を編集するためのユーザ入力を受け入れるためのセク
ションをさらに含む、請求項１７記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項１９】
　前記方法は、
　ｄ）前記表の１つ以上の行のユーザ選択を許容することと、
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　ｅ）前記広告アカウント階層の広告グループまたは広告キャンペーンに対する、前記表
の選択された１つ以上の行に対応する情報のユーザ移動あるいはコピーを許容することと
をさらに含む、請求項１７記載のコンピュータ読取可能媒体。
【請求項２０】
　コンピュータ実現される方法において、
　ａ）オンライン広告情報を管理するためのユーザインターフェーススクリーンであって
、
　　ｉ）広告アカウント情報の階層的表現を表示する第１のセクションと、
　　ｉｉ）広告アカウント情報のユーザ選択されたクラスを表示する第２のセクションと
を含む、ユーザインターフェーススクリーンを提供することと、
　ｂ）前記第１のセクションとのユーザ対話を通して、広告アカウント情報の範囲のユー
ザ選択を許容することと、
　ｃ）前記第２のセクションとのユーザ対話を通して、前記広告アカウント情報のクラス
のユーザ選択を許容することと
を含み、
　前記広告アカウント情報のクラスは、（Ａ）キーワードと、（Ｂ）供給制約と、（Ｃ）
テキスト広告と、（Ｄ）オーディオ広告と、（Ｅ）ビデオ広告と、（Ｆ）ネガティブキー
ワードと、（Ｇ）広告グループと、（Ｈ）広告キャンペーンと、のうちの少なくとも２つ
を含むコンピュータ実現される方法。
【請求項２１】
　装置において、
　ａ）オンライン広告情報を管理するためのユーザインターフェーススクリーンであって
、
　　ｉ）広告アカウント情報の階層的表現を表示する第１のセクションと、
　　ｉｉ）広告アカウント情報のユーザ選択されたクラスを表示する第２のセクションと
を含む、ユーザインターフェーススクリーンを提供する手段と、
　ｂ）前記第１のセクションとのユーザ対話を通して、広告アカウント情報の範囲のユー
ザ選択を許容する手段と、
　ｃ）前記第２のセクションとのユーザ対話を通して、前記広告アカウント情報のクラス
のユーザ選択を許容する手段と
を具備し、
　前記広告アカウント情報のクラスは、（Ａ）キーワードと、（Ｂ）供給制約と、（Ｃ）
テキスト広告と、（Ｄ）オーディオ広告と、（Ｅ）ビデオ広告と、（Ｆ）ネガティブキー
ワードと、（Ｇ）広告グループと、（Ｈ）広告キャンペーンと、のうちの少なくとも２つ
を含む装置。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、例えばオンライン広告のような広告に関連する。詳細には、本発明は、広告
キャンペーン情報のようなオンライン広告情報を管理することに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン、ラジオ、新聞、および雑誌のような、従来のメディアを使用した広告が
周知である。残念なことに、さまざまなメディア手段の典型的聴衆についての人口統計学
研究および完全に適正な仮定で準備しているときでさえも、広告主は彼らの広告予算の多
くが単に無駄になっていることを認識している。さらに、このような無駄を識別すること
や、なくすことは非常に困難である。
【０００３】
　近年、よりインタラクティブなメディアを通しての広告が人気となってきた。例えば、
インターネットを使用する人の数が爆発的に増加したので、インターネットを通して提供
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されるメディアとサービスは、潜在的に強力な広告方法であるとして、広告主は理解する
ようになってきた。
【０００４】
　インタラクティブ広告は、受け取り聴衆に対して広告主の広告をターゲット付けする機
会を広告主に提供する。すなわち、広告は、何らかのユーザ動作（例えば、検索エンジン
に対するユーザの検索クエリに関連性のある、ユーザにより要求されたドキュメント中の
コンテンツに関連性のある等）から推論される、要望に関連性があるかもしれないので、
エンドユーザにとって、ターゲット付けされた広告は、より有用であることが多い。クエ
リキーワードターゲッティングは、関連性のある広告を配信するために検索エンジンによ
って使用されてきた。例えば、カリフォルニア州、マウンテンビューのグーグル社（登録
商標）（“グーグル”と呼ぶ）による、Ad Words（登録商標）広告システムは、検索クエ
リからのキーワードに対してターゲット付けされた広告を配信する。同様に、コンテンツ
ターゲット付けされた広告配信システムが提案されてきた。例えば、“関連性のある広告
を供給する方法および装置”と題され、２００２年１２月６日に出願され、Jeffrey A. D
ean氏、 Georges R. Harik氏、および Paul Buchheit氏を発明者として記載する、（ここ
に参照により組み込まれ、“‘４２７出願”として呼ばれる）米国特許出願シリアル番号
第10/314,427号と；“コンテンツに基づいた広告供給”と題され、２００３年２月２６日
に出願され、Darrell Anderson氏、 Paul Buchheit氏、 Alex Carobus氏、 Claire Cui氏
、 Jeffrey A. Dean氏、 Georges R. Harik氏、 Deepak Jindal氏、および Narayanan Sh
ivakumar氏を発明者として記載する、（ここに参照により組み込まれ、“‘９００出願”
として呼ばれる）米国特許出願シリアル番号第10/375,900号は、例えば、ウェブページの
ようなドキュメントのコンテンツに関連性のある広告を提供する方法および装置を説明し
ている。例えば、グーグルによるAd Sense（登録商標）広告システムのような、コンテン
ツターゲット付けされた広告配信システムが、ウェブページ上で広告を供給するのに使用
されてきた。
【０００５】
　上記のことから理解できるように、テキストドキュメント中のテキスト概念に関連性の
ある広告を供給することと、検索クエリ中のキーワードに関連性のある広告を供給するこ
ととは有用であり、これは、おそらく、このような広告が現在のユーザの関心に関わって
いるためである。結果として、このようなオンライン広告は、ますます人気になってきた
。いくつかのオンライン広告主はさまざまなオンライン広告を管理する。例えば、さまざ
まなデパートにおいてさまざまな製品を販売するウォルマート（登録商標）のような店舗
を考察する。異なる製品に対応する広告は、異なる広告クリエイティブ（すなわち、最終
的にエンドユーザにレンダリングされるもの）を持っていることが多く、異なる製品に対
応する広告は、ウォルマートに対して異なる価値のものであってもよく、異なるタイプの
ウェブページおよび／または検索クエリにターゲット付けされてもよい。グーグルからの
Ad WordsおよびAd Senseのようないくつかの広告システムは、広告主の広告キャンペーン
を管理するための、技術的に洗練された、ウェブベースの、広告主のためのフロントエン
ドユーザインターフェイスを提供しているが、このようなツールは、多数の広告および／
または広告情報を持ち、ならびに／あるいは、自身の広告をアクティブに管理する広告主
の、あらゆる要望と願望を満たさないかもしれない。
【０００６】
　現在、Ad Wordsの最も大手の顧客の中には、自身のAd Wordsキャンペーンを管理するの
に、（以下で“バルクシート”として呼ぶ）マイクロソフト（登録商標）Excel（登録商
標）スプレッドシートを使用する者もいる。これは、多数のキャンペーン、広告グループ
、キーワード、および、広告クリエイティブを有するアカウントを閲覧し、編集するのに
、ウェブベースのフロントエンドユーザインターフェイスが、あまりにも扱いにくいと考
えられるためかもしれない。より詳細には、ユーザは自身の広告キャンペーン情報の“ス
ナップショット”をダウンロードすることができ、オフラインで、この情報をスプレッド
シートの形態で改訂することができる。ユーザが自身の変更に満足するとき、次に、ユー
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ザは変更が有効になるように、改訂された情報をアップロードができる。残念なことに、
バルクシートの複雑さおよび自由な形態という性質は、高いレートでユーザにより発生さ
れるエラーを導く。その結果として、ほとんどすべてのバルクシートは、ロードの前にグ
ーグルの顧客サービス担当者によってレビューする必要がある。このことは、さらに、よ
り高い顧客サポート費用、広告主の不満、および、編集されたバルクシートの提出と、オ
ンライン広告アカウント中でその変更が有効になるときとの間のかなりのタイムラグを導
く。
【０００７】
　以上のことを考慮すると、ユーザが、大規模広告アカウントの情報を容易にナビゲート
し、閲覧し、作成し、編集できるようにするアプリケーション、好ましくはクロスプラッ
トフォームデスクトップアプリケーションを提供することが有用であるだろう。オンライ
ン広告アカウントを管理する現在の技術、例えば、バルクシートによって提供される機能
と同じでない場合でも、少なくともこれに類似した機能を提供することが有用であるだろ
う。顧客サービス担当者による介入の要望を減少させる、または無くすような方法で、広
告主が、広告アカウント情報をインポートおよび／またはエクスポートできるようにする
ことが有用であるだろう。また、広告アカウント情報をポリシーに対してチェックする要
望を導くイベントの数および／または頻度を減少させ、ならびに／あるいは、ポリシーに
対してチェックする必要がある情報の量を最小化させることが有用であるだろう。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明と一貫した実施形態は、上記の要望のうちの１つ以上を満たすユーザインターフ
ェースを提供するために、クロスプラットフォームデスクトップアプリケーションを提供
する。例えば、本発明と一貫した実施形態は、クライアントサイド編集アプリケーション
を提供することによってこれを行ってもよく、クライアントサイド編集アプリケーション
は、多数のキャンペーン、広告グループ、キーワード、および、広告クリエイティブを有
する広告アカウントであっても、広告主および顧客サービス担当者が、広告アカウントを
容易かつ効率的に閲覧し、ナビゲートし、および編集できるようにする。ユーザインター
フェーススクリーン中で閲覧可能な情報は、広告アカウント情報の階層的ツリー表現のノ
ード選択によって、範囲が制限されてもよく、そして、タブ選択によって、タイプが制限
されてもよい。表の行において表された広告情報は、カットされ、異なる広告グループお
よび広告キャンペーンの間で、コピーされ、および／または、移動されてもよい。
【実施形態の詳細な説明】
【０００９】
　本発明は、オンライン広告情報の管理を容易にするための、新規な方法、装置、メッセ
ージフォーマット、および／またはデータ構造に関する。以下の説明は、当業者が本発明
を実施および使用できるように提示し、特定の応用と特定の応用の要求の状況で提供する
。したがって、本発明と一貫した実施形態の以下の説明は、図示および説明を提供するが
、網羅的なものであることを意図するものではなく、または、開示する正確な形態に本発
明を制限することを意図するものではない。開示する実施形態に対するさまざまな変更が
当業者に明らかになり、以下で述べる一般的原則は、他の実施形態および応用に適用され
てもよい。例えば、フロー図を参照して一連の動作を説明するが、１つの動作の実行が他
の動作の完了に依拠していないときは、他の実施では動作の順序が異なっていてもよい。
さらに、従属していない動作は並列に実行されてもよい。また、ここで使用するように、
冠詞“ａ”は１つ以上のアイテムを含むことを意図している。１つだけのアイテムを意図
するところでは、用語“１つの（ｏｎｅ）”または類似の言葉を使用する。以下では、“
情報”は、実際の情報、または、このような情報に対するポインタ、このような情報の識
別子、もしくは、このような情報のロケーションを指してもよい。詳細な説明中で使用さ
れるどのエレメント、動作、または命令も、そうであるとして明示的に示さない限り、本
発明に対して重大または不可欠であるとして解釈すべきでない。したがって、本発明は示
している実施形態に制限されることを意図しておらず、発明者らは、何らかの特許可能な
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記述された主題を含むものとして本発明を考えている。
【００１０】
　以下において、明細書で使用する用語の定義をセクション４．１において提供する。次
に、本発明がその中で動作し得る、または本発明がそれを用いて動作し得る環境をセクシ
ョン４．２において説明する。本発明の例示的な実施形態をセクション４．３において説
明する。その後、本発明の例示的な実施形態の使用を図示する特定の例をセクション４．
４において提供する。最後に、本発明に関するいくつかの結論をセクション４．５におい
て述べる。
【００１１】
　　セクション４．１　定義　
　以下で図１および２に関して説明する例示的なシステムで、または、他の任意のシステ
ムで使用されるもののような、オンライン広告はさまざまな固有の特徴を持つことがある
。このような特徴は、アプリケーションおよび／または広告主によって指定されてもよい
。これらの特徴は、以下で“広告特徴”として呼ぶ。例えば、テキスト広告のケースでは
、広告特徴はタイトルライン、広告テキスト、および組み込みリンクを含んでいてもよい
。画像広告のケースでは、広告特徴は、画像、実行可能コード、および埋め込みリンクを
含んでいてもよい。オンライン広告のタイプに依拠して、広告特徴はテキスト、リンク、
音声ファイル、ビデオファイル、画像ファイル、実行可能コード、埋め込み情報等のうち
の１つ以上を含んでいてもよい。
【００１２】
　オンライン広告が供給されるとき、広告がどのように、いつ、および／またはどこで供
給されたのかを記述するために１つ以上のパラメータを使用してもよい。これらのパラメ
ータを、以下では“供給パラメータ”と呼ぶ。供給パラメータは、例えば、以下のうちの
１つ以上を含んでよい。すなわち、その上に、または、それとともに、広告が供給された
ドキュメント（その上の情報を含む）の特徴；広告の供給に関係付けられた検索クエリ、
または検索結果；ユーザ特性（例えば、ユーザの地理的ロケーション、ユーザによって使
用される言語、使用されるブラウザのタイプ、過去のページビュー、過去の挙動、ユーザ
アカウント、システムにより使用される任意のウェブクッキー、ユーザデバイス特性等）
；要求を開始したホストまたはアフェリエイト（例えば、アメリカオンライン(登録商標)
、グーグル、ヤフー(登録商標)）のサイト；広告が供給されたページ上の広告の絶対位置
；供給された他の広告を基準にした広告の（空間的または時間的）位置；広告の絶対サイ
ズ；他の広告を基準にした広告のサイズ；広告の色；供給された他の広告数；供給された
他の広告のタイプ；供給時刻；供給曜日；供給時期等。本発明の状況で使用してもよい、
他の供給パラメータがあるのは当然である。
【００１３】
　供給パラメータは、広告特徴にとっては付帯的であってよいが、これらは供給条件また
は制約として、広告に関係付けられてよい。供給条件または制約として使用されるとき、
このような供給パラメータを、単に“供給制約”（または“ターゲット基準”）として呼
ぶ。例えば、いくつかのシステムにおいては、広告主は、その広告が平日にのみ、一定の
位置より高く、一定のロケーションのユーザにのみ等、供給されなければならないと指定
することで、その広告を供給することをターゲット付けすることができる。他の例として
は、いくつかのシステムにおいて、広告主は、ページまたは検索クエリが一定のキーワー
ドまたはフレーズを含む場合にだけ、その広告が供給されなければならないと指定しても
よい。さらに別の例としては、その上に、または、それとともに、供給されているドキュ
メントが一定のトピックまたは概念を含む場合、または、特定のクラスタ、もしくは何ら
かの他の分類（例えば、垂直型）に該当する場合にのみ、その広告が供給されなければな
らないと広告主が指定できるシステムもある。いくつかのシステムにおいて、広告主は、
特定の特性を持つユーザデバイスのみに対して、その広告が供給されること（または供給
されないこと）を指定してもよい。最後に、いくつかのシステムにおいて、特定のロケー
ションから発信される要求に応答して、または、特定のロケーションに関する要求に応答
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して、広告が供給されるように広告をターゲット付けしてもよい。
【００１４】
　“広告情報”は、広告特徴、広告供給制約、（“広告導出情報”として呼ばれる）広告
特徴もしくは広告供給制約から導出可能な情報、および／または、（“広告関連情報”と
して呼ばれる）広告に関連した情報、とともにこのような情報の拡張（例えば、広告関連
情報から導出される情報）を含んでいてもよい。
【００１５】
　広告のインプレッション数（すなわち、広告がレンダリングされる回数）に対する、広
告を選択する数（例えば、クリックスルー）の比は、広告の“選択レート”（すなわち“
クリックスルーレート”、すなわち“ＣＴＲ”）として定義される。
【００１６】
　“コンバージョン”は、ユーザが以前に供給された広告に関連するトランザクションを
完了させるときに発生すると言われている。コンバージョンを構成する内容はケースによ
って異なり、さまざまな方法で決定できる。例えば、ユーザが広告をクリックし、広告主
のウェブページに導かれ、そのウェブページを離れる前にそこで購入を完了するときに、
コンバージョンが発生するというケースがある。代わりに、コンバージョンは、ユーザが
広告を見て、予め定められた時間（例えば７日間）内に広告主のウェブページで購入する
こととして定義されてよい。さらに別の代替案では、コンバージョンは、例えば、白書を
ダウンロードする、ウェブサイトの少なくとも所定の深さまでナビゲーションする、少な
くとも一定数のウェブページを見る、少なくとも予め定められた時間量をウェブサイトま
たはウェブページで費やす、ウェブサイトに登録する等の、任意の測定可能／観察可能な
ユーザアクションであるとして、広告主によって定義してもよい。コンバージョンを構成
するユーザアクションはこれらに制限されないが、ユーザアクションが購入の完了を示さ
ない場合であっても、これらはセールスリードを示すことが多い。実際に、何がコンバー
ジョンを構成するかについて他の多くの定義が考えられる。
【００１７】
　広告のインプレッション数（すなわち、広告がレンダリングされる回数）に対するコン
バージョン数の比と、選択の数（または、他の何らかの以前のイベントの数）に対するコ
ンバージョン数の比との両方が、“コンバージョンレート”、すなわち“ＣＲ”と呼ばれ
る。コンバージョンレートのタイプは、それが使用される状況から明らかになるだろう。
広告の供給から予め定められた時間内に発生し得ること、とコンバージョンが定義される
場合、コンバージョンレートの１つの考えられる定義は、過去に、予め定められた時間よ
り長く供給されていた広告だけを考慮するかもしれない。
【００１８】
　“プロパティ”は、その上に広告を提示することができる何らかのものである。プロパ
ティはオンラインコンテンツ（例えば、ウェブサイト、ＭＰ３音声プログラム、オンライ
ンゲーム等）、オフラインコンテンツ（例えば、新聞、雑誌、劇プロダクション、コンサ
ート、スポーツイベント等）、ならびに／あるいは、オフライン物体（例えば、電光掲示
板、スタジアムスコアボード、および外野壁、トラックトレーラーの側面等）を含む。コ
ンテンツ（例えば、雑誌、新聞、ウェブサイト、ｅ－メールメッセージ等）を伴うプロパ
ティは、“メディアプロパティ”として呼んでもよい。プロパティそれら自体は、オフラ
インであってもよいが、プロパティについての関係情報（例えば、属性、トピック、概念
、カテゴリ、キーワード、関連性情報、サポートされる広告のタイプ等）は、オンライン
で利用可能であってもよい。例えば、野外ジャズ音楽フェスティバルでは、トピック“音
楽”および“ジャズ”、コンサートのロケーション、コンサートの時刻、フェスティバル
に出演予定のアーティスト、ならびに、利用可能な広告スポットのタイプ（例えば、印刷
されたプログラム、ステージ上のスポット、座席背面のスポット、スポンサーの音声アナ
ウンス等）が入力されてもよい。
【００１９】
　“ドキュメント”は、何らかの機械読取可能および機械記憶可能な作業生産物を含むも
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のとして幅広く解釈すべきである。ドキュメントは、ファイル、ファイルの組み合わせ、
他のファイルへのリンクが埋め込まれた１つ以上のファイル等であってもよい。ファイル
は、テキスト、音声、画像、ビデオ等の任意のタイプのものであってもよい。エンドユー
ザにレンダリングされるドキュメントの一部は、ドキュメントの“コンテンツ”と見なす
ことができる。ドキュメントは、コンテンツ（言葉、絵等）とそのコンテンツの意味の何
らかの表示との両方（例えば、ｅ－メールフィールドと関連データ、ＨＴＭＬタグと関連
データ等）を含む“構造化されたデータ”を含んでいてもよい。ドキュメント中の広告ス
ポットは、埋め込まれた情報または命令で定義されてもよい。インターネットの状況にお
いて、普通のドキュメントはウェブページである。ウェブページはコンテンツを含むこと
が多く、（メタ情報、ハイパーリンク等のような）埋め込まれた情報、および／または（
Java(登録商標)script等のような）埋め込まれた命令を含んでいてもよい。多くのケース
では、ドキュメントはアドレス指定可能な記憶ロケーションを有し、したがってこのアド
レス指定可能なロケーションによって一意的に識別できる。ユニバーサルリソースロケー
タ（ＵＲＬ）は、インターネット上の情報にアクセスするために使用されるアドレスであ
る。
【００２０】
　“ウェブドキュメント”はウェブ上で発行される任意のドキュメントを含む。ウェブド
キュメントの例は、例えば、ウェブサイトまたはウェブページを含む。
【００２１】
　“ドキュメント情報”は、ドキュメントに含まれる任意の情報、（“ドキュメント導出
情報”と呼ばれる）ドキュメント内に含まれる情報から導出することができる情報、およ
び／または（“ドキュメント関連情報”と呼ばれる）ドキュメントに関連する情報、とと
もに、このような情報の拡張（例えば、関連情報から導出される情報）も含んでいてもよ
い。ドキュメント導出情報の例は、ドキュメントのテキストコンテンツに基づいた分類で
ある。ドキュメント関連情報の例は、当該ドキュメントにリンクする、他のドキュメント
からのドキュメント情報とともに、当該ドキュメントがリンクする、他のドキュメントか
らのドキュメント情報も含む。
【００２２】
　ドキュメントからのコンテンツは、“コンテンツレンダリングアプリケーションまたは
デバイス”上でレンダリングされてよい。コンテンツレンダリングアプリケーションの例
は、インターネットブラウザ（例えば、エクスプローラまたはネットスケープ、オペラ（
登録商標）、ファイアフォックス（登録商標）等）、メディアプレーヤ（例えば、ＭＰ３
プレーヤ、Ｒｅａｌ ｎｅｔｗｏｒｋｓストリーミング音声ファイルプレーヤ等）、ビュ
ーワ（例えば、アドビアクロバット（登録商標）ｐｄｆリーダ）等を含む。
【００２３】
　“コンテンツオーナ”は、メディアプロパティ（例えば、ドキュメント）のコンテンツ
に何らかの財産権を有する人物またはエンティティである。コンテンツオーナはコンテン
ツの著者であってよい。加えて、または代わりに、コンテンツオーナはコンテンツを再生
する権利、コンテンツの派生作品を作成する権利、コンテンツを公表するもしくは公演す
る権利、および／またはコンテンツにおける他の禁止された権利を持っていてもよい。コ
ンテンツサーバは、それが供給するドキュメントのコンテンツ中のコンテンツオーナであ
る可能性があるが、これは必須ではない。“ウェブ発行者”は、コンテンツオーナの一例
である。
【００２４】
　“ユーザ情報”はユーザ挙動情報、および／またはユーザプロファイル情報を含んでい
てもよい。
【００２５】
　“ｅ－メール情報”は、（“内部ｅ－メール情報”とも呼ばれる）ｅ－メールに含まれ
る情報や、ｅ－メールに含まれる情報から導出することのできる情報、および／またはｅ
－メールに関連する情報、とともに、このような情報の拡張（例えば、関連情報から導出
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される情報）も含んでいてもよい。ｅ－メール情報から導出される情報の例は、ｅ－メー
ルの件名から抽出された用語で構成された検索クエリに応答して戻された検索結果から抽
出されまたはそうでなければ導出された情報である。ｅ－メール情報に関連する情報の例
は、所定のｅ－メールと同じ送信者によって送信される１つ以上の他のｅ－メールについ
てのｅ－メール情報、またはｅ－メール受取人についてのユーザ情報を含む。ｅ－メール
情報から導出される、またはｅ－メール情報に関連する情報を“外部ｅ－メール情報”と
呼ぶことがある。
【００２６】
　　　セクション４．２　その中で本発明が動作し得る、あるいはそれを用いて本発明が
動作し得る例示的環境　
　図１は広告環境の図である。環境は、（単に広告サーバとして呼ぶ）広告エントリ、メ
ンテナンス、および配信システム１２０を含む。広告主１１０は、システム１２０におい
て、直接的にまたは間接的に広告情報を入力し、維持し、および追跡する。広告はいわゆ
るバナー広告のようなグラフィック広告、テキストのみの広告、画像広告、音声広告、ビ
デオ広告、このような任意の構成要素の１つ以上の組み合わせの広告等の形態であっても
よい。広告はリンクのような埋め込み情報、および／または、機械実行可能命令を含んで
いてもよい。広告消費者１３０は、システム１２０に広告に対する要求を出してもよく、
システム１２０から広告消費者１３０の要求に応答した広告を受け入れてもよく、システ
ム１２０に対して利用情報を提供してもよい。広告消費者１３０以外のエンティティが広
告に対する要求を開始してもよい。示していないが、他のエンティティがシステム１２０
に対して、利用情報（例えば、広告に関連するコンバージョンまたは選択が発生したか否
か）を提供してもよい。この利用情報は、供給された広告に関連して、測定または観察さ
れたユーザの挙動を含んでいてもよい。
【００２７】
　広告サーバ１２０は、‘９００出願で説明したものと類似していてもよい。広告プログ
ラムは、アカウント、キャンペーン、クリエイティブ、ターゲット等に関する情報を含ん
でいてもよい。用語“アカウント”は、所定の広告主に対する情報（例えば、一意的なｅ
－メールアドレス、パスワード、請求書発行情報等）に関連する。“キャンペーン”また
は“広告キャンペーン”は、１つ以上の広告の１つ以上のグループを指し、開始日、終了
日、予算情報、地理的ターゲット情報、企業組合情報等を含んでいてもよい。例えば、ホ
ンダ（登録商標）は、その自動車ラインに対して１つの広告キャンペーンを、そして、そ
のオートバイラインに対して別の広告キャンペーンを持っていてもよい。その自動車ライ
ンに対する広告キャンペーンは、それぞれが１つ以上の広告を含む、１つ以上の広告グル
ープを持っていてもよい。それぞれの広告グループは、（例えば、１組のキーワード、１
つ以上のトピックの組等の）ターゲット情報、および価格情報（例えば、（インプレッシ
ョン毎、選択毎、コンバージョン毎の費用等の）費用、平均費用、または最大費用）を含
んでいてもよい。したがって、単一費用、単一の最大費用、および／または単一の平均費
用が、１つ以上のキーワードおよび／またはトピックに関係付けられてもよい。上で述べ
たように、それぞれの広告グループは１つ以上の広告または“クリエイティブ”（すなわ
ち、エンドユーザに対して最終的にレンダリングされる広告コンテンツ）を持っていても
よい。それぞれの広告は、（例えば、広告主のホームページのようなランディングウェブ
ページ、または、特定の製品もしくはサービスに関係付けられたウェブページ等の）ＵＲ
Ｌに対するリンクを含んでいてもよい。広告情報は、より多くのまたはより少ない情報を
含んでいてもよく、さまざまな異なる方法で組織化されてもよいのは当然である。
【００２８】
　図２は、その中で本発明を使用してもよい環境２００を図示する。（“クライアント”
または“クライアントデバイス”としても呼んでもよい）ユーザデバイス２５０は、（例
えば、マイクロソフトによるエクスプローラブラウザ、ノルウェイのオペラソフトウェア
によるオペラウェブブラウザ、またはＡＯＬ／タイムワーナー(登録商標)によるナビゲー
タブラウザ、モジラ(登録商標)によるファイアフォックスブラウザ等のような）ブラウザ
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機構、ｅメール機構（例えば、マイクロソフトによるアウトルック（登録商標））等を含
んでいてもよい。検索エンジン２２０は、ユーザデバイス２５０がドキュメントの収集物
（例えば、ウェブページ）を検索できるようにしてもよい。コンテンツサーバ２３０は、
ユーザデバイス２５０がドキュメントにアクセスするのを許容してもよい。（グーグルに
よるGMail(登録商標)、マイクロソフトネットワークによるホットメール(登録商標)、ヤ
フーメール等のような）ｅ－メールサーバ２４０を使用して、ユーザデバイス２５０に対
してｅ－メール機能を提供してもよい。広告サーバ２１０を使用して、ユーザデバイス２
５０に広告を供給してもよい。検索エンジン２２０により提供される検索結果に関係して
、広告を供給してもよい。しかしながら、コンテンツ関連広告は、コンテンツサーバ２３
０により提供されるコンテンツ、および／またはｅ－メールサーバ２４０によりサポート
されるｅ－メール、ならびに／あるいはユーザデバイスのｅ－メール機構に関係して供給
されてもよい。
【００２９】
　‘９００出願で説明したように、広告はコンテンツサーバにより供給されるドキュメン
トにターゲット付けされていてもよい。したがって、広告消費者１３０の一例は、（例え
ば、記事、議論スレッド、音楽、ビデオ、グラフィック、検索結果、ウェブページリスト
等の）ドキュメントに対する要求を受け取り、要求に応答して要求されたドキュメントを
取得し、そうでなければ要求にサービスする、一般的なコンテンツサーバ２３０である。
コンテンツサーバは広告サーバ１２０／２１０に向けて広告に対する要求を出す。このよ
うな広告要求は、所望される広告数を含んでいてもよい。広告要求はドキュメント要求情
報も含んでいてもよい。この情報は、ドキュメント自体（例えば、ページ）、ドキュメン
トのコンテンツ、またはドキュメント要求に対応している、カテゴリまたはトピック（例
えば、芸術、ビジネス、コンピュータ、芸術－映画、芸術－音楽等）、ドキュメント要求
の一部または全部、コンテンツ経年数、コンテンツタイプ（例えば、テキスト、グラフィ
ック、ビデオ、音声、混合媒体等）、地理的ロケーション情報、ドキュメント情報等を含
んでいてもよい。
【００３０】
　コンテンツサーバ２３０は、要求されたドキュメントを、広告サーバ１２０／２１０に
より提供される１つ以上の広告と結合してもよい。ドキュメントコンテンツと広告とを含
んでいるこの結合された情報は、次に、ユーザに対して提示するために、ドキュメントを
要求したエンドユーザデバイス２５０に向けて転送される。最後に、コンテンツサーバ２
３０は、広告についての情報と、広告がどのように、いつ、および／またはどこでレンダ
リングされたのかについての（例えば、位置、選択が発生したか否か、インプレッション
時間、インプレッション日付、サイズ、コンバージョンが発生したか否か等の）情報とを
広告サーバ１２０／２１０に返信してもよい。代わりに、または加えて、他の任意の手段
でこのような情報を広告サーバ１２０／２１０に戻してもよい。
【００３１】
　オフラインコンテンツプロバイダ２３２は、これから出てくる発行物における広告スポ
ット、および、おそらくは発行物についての情報（例えば、コンテンツ、または、コンテ
ンツのトピックもしくは概念）を広告サーバ２１０に対して提供してもよい。応答して、
広告サーバ２１０は、少なくともいくつかの広告スポットに対して、発行物のコンテンツ
に関連性のある１組の広告を提供してもよい。オフラインコンテンツプロバイダ２３２の
例は、例えば、雑誌発行者、新聞発行者、書籍発行者、オフライン音楽発行者、オフライ
ンビデオゲーム発行者、劇プロダクション、コンサート、スポーツイベント等を含む。
【００３２】
　オフライン広告スポットプロパティ２３４のオーナは、彼らのオフラインプロパティに
おける広告スポット（例えば、テキサス州、サンアントニオにおけるＮＢＡゲームに対す
るスタジアムスコアボードバナー広告）についての情報を提供してもよい。応答して、広
告サーバは、少なくともいくつかの広告スポットに対するプロパティに関連性のある１組
の広告を提供してもよい。オフラインプロパティ２３４の例は、例えば、電光掲示板、ス
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タジアムスコアボード、および外野壁、トラックトレーラーの側面等を含む。
【００３３】
　広告消費者１３０の他の例は、検索エンジン２２０である。検索エンジン２２０は、検
索結果のためのクエリを受け取ってもよい。応答して、検索エンジンは（例えば、ウェブ
ページのインデックスから）関連性のある検索結果を取得してもよい。例示的な検索エン
ジンは、S.Brin氏およびL.Page氏により、オーストラリア、ブリズベン、第７回国際ワー
ルドワイドウェブ会議において発表された論文“大規模ハイパーテキストの検索エンジン
に関する解剖”、および、米国特許第6,285,999号（これらの両方はここで参照によって
組み込まれている）に説明されている。このような検索結果は、例えば、ウェブページタ
イトルのリスト、これらのウェブページから抽出されたテキストの断片、および、これら
のウェブページに対するハイパーテキストリンクを含んでいてもよく、予め定められた数
（例えば、１０）の検索結果へとグループ化されてもよい。
【００３４】
　検索エンジン２２０は広告サーバ１２０／２１０に要求を出してもよい。要求は、所望
される広告数を含んでいてもよい。この数は、検索結果、検索結果により占められるスク
リーンの分量またはページ空間、広告のサイズおよび形状等に依拠していてもよい。１つ
の実施形態では、所望される広告数は１から１０、好ましくは３から５であるだろう。広
告に対する要求は、（入力され、または構文解析された）クエリ、（地理的ロケーション
情報、アフェリエイトから、およびこのようなアフェリエイトの識別子からクエリが由来
しているか否かのような）クエリに基づいた情報、検索結果に関係した情報、または検索
結果に基づいた情報を含んでいてもよい。このような情報は、例えば、検索結果に関連し
た識別子（例えば、ドキュメント識別子すなわち“ｄｏｃＩＤ”）、検索結果（例えば、
クエリおよびドキュメントに対応した特徴ベクトルの内積のような情報検索（“ＩＲ”）
スコア、ページランクスコア、および／または、ＩＲスコアとページランクスコアの組み
合わせ等）に関連したスコア、識別されたドキュメント（例えば、ウェブページ）から抽
出されたテキストの断片、識別されたドキュメントの全文テキスト、識別されたドキュメ
ントのトピック、識別されたドキュメントの特徴ベクトル等を含んでいてもよい。
【００３５】
　検索エンジン２２０は、検索結果を、広告サーバ１２０／２１０により提供される１つ
以上の広告と結合してもよい。検索結果と広告とを含んでいるこの結合された情報は、次
に、ユーザに対して提示するために、検索を行ったユーザに向けて転送される。有料の広
告と、おそらくは中立的な検索結果との間でユーザが混乱することのないように、好まし
くは、広告とは別のものとして検索結果が維持される。
【００３６】
　最後に、検索エンジン２２０は、広告についての情報と、広告がいつ、どこで、および
／またはどのようにレンダリングされたのかについての（例えば、位置、選択が発生した
か否か、インプレッション時間、インプレッション曜日、サイズ、コンバージョンが発生
したのか否か等の）情報とを広告サーバ１２０／２１０に返信してもよい。代わりに、ま
たは、加えて、他の任意の手段でこのような情報を広告サーバ１２０／２１０に提供し戻
してもよい。
【００３７】
　最後に、ｅ－メールサーバ２４０は、一般的に、ドキュメントが供給されるコンテンツ
サーバとして考えてもよいが、その場合、供給されるコンテンツは単にｅ－メールであっ
てもよい。さらに、ｅ－メールを送受信するために、（例えば、マイクロソフトのアウト
ルックのような）ｅ－メールアプリケーションを使用してもよい。したがって、ｅ－メー
ルサーバ２４０、またはアプリケーションは、広告消費者１３０であるとして考えてもよ
い。したがって、ｅ－メールはドキュメントであるとして考えてもよく、ターゲット付け
された広告がこのようなドキュメントに関係して供給されてもよい。例えば、１つ以上の
広告がｅ－メール中で、ｅ－メール上で、そうでなければｅ－メールに関係して供給され
てもよい。
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【００３８】
　上記の説明は、（ｉ）広告を要求し、（ｉｉ）広告をコンテンツと結合する、としてサ
ーバを説明したが、これらの動作のうちの１つまたは両方が、（例えばエンドユーザのコ
ンピュータのような）クライアントデバイスによって実行されてもよい。
【００３９】
　　セクション４．３　例示的な実施形態　
　図３は、本発明と一貫した方法で、実行してもよい例示的な動作と、このような動作に
よって使用してもよい、および／または発生させてもよい情報とのデータフロー図である
。広告サーバ２１０’と広告主クライアントデバイス３５０とは、例えば、インターネッ
トのような１つ以上のネットワーク２６０’により互いに通信してもよい。広告サーバ２
１０’は、記憶された広告情報３１０と、広告情報エントリおよび管理動作３２０とを含
んでもよい。広告サーバ２１０’は、広告供給、広告関連性決定、広告スコア付け、広告
性能追跡、課金、請求書発行、広告ターゲット付け支援等のような、示していない、さま
ざまな他の動作を含んでもよい。広告主クライアントデバイス３５０は、広告主の広告情
報３７０と、クライアントサイド（ローカル）広告編集動作３６０との記憶されたインス
タンスを含んでもよい。
【００４０】
　当業者によって理解されることになるように、広告情報エントリおよび管理動作３２０
を、“バックエンド”動作として考えてもよく、他方、クライアントサイド広告編集動作
３６０を、“フロントエンド”動作として考えてもよい。クライアントサイド広告編集動
作３６０は、広告アカウント情報を編集するときに広告サーバ２１０‘との接続が要求さ
れないように、“オフライン”で実行されてもよい。
【００４１】
　　　セクション４．３．１　例示的な方法　
　図４は、本発明と一貫した方法で、広告情報エントリおよび管理を容易にする、例示的
なバックエンド方法４００のフロー図である。さまざまなイベントに応答して、方法４０
０のさまざまな分岐を実行してもよい（ブロック４１０）。例えば、広告情報（例えば、
ダウンロード）要求を受信する場合、要求者を認証してもよい（ブロック４２０）。要求
者が認証されている場合（ブロック４２２および４２４）、要求者に対する適切なアカウ
ント情報を取得して（ブロック４２６）、要求者に送り（ブロック４２８）、その後、方
法４００分岐はイベントブロック４１０に戻る。戻って、決定ブロック４２４を参照する
と、要求者が要求した広告情報にアクセスすることを認証されていない場合、方法４００
分岐はイベントブロック４１０に戻り、（示していない）ある例外取扱を受ける。
【００４２】
　戻って、イベントブロック４１０を参照すると、（改訂された広告情報とともに）同期
要求を受信する場合、改訂された広告情報と、最近ポストされた（例えば、コミットされ
た）広告情報とを比較して、変更を決定し（ブロック４３０）、要求者に変更表示情報を
送り（ブロック４３２）、その後、方法４００分岐はイベントブロック４１０に戻る。
【００４３】
　戻って、イベントブロック４１０を参照すると、（改訂された広告情報とともに）アッ
プロード要求を受信する場合、何の例外もない場合、改訂された広告情報をポストし（例
えば、コミットし）（ブロック４４０および４４２）、その後、方法４００分岐はイベン
トブロック４１０に戻る。他方、例外がある場合、例外取扱ポリシーにしたがって、例外
を取り扱い（ブロック４４０および４４４）、その後、方法分岐はイベントブロック４１
０に戻る。
【００４４】
　図５は、本発明と一貫した方法で、クライアントサイドの広告情報編集を容易にする、
例示的なフロントエンド方法５００のフロー図である。さまざまなイベントに応答して、
方法５００のさまざまな分岐を実行してもよい（ブロック５１０）。例えば、（広告アカ
ウント情報の）ダウンロードが（例えば、ユーザ入力によって）要求される場合、要求を
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発生させ（ブロック５２０）、広告サーバ（例えば、バックエンド動作）に送り（ブロッ
ク５２２）、その後、方法５００分岐はイベントブロック５１０に戻る。
【００４５】
　広告アカウント情報のインスタンスが受信される場合、ローカルクライアントデバイス
の表示スクリーンを適切な情報で埋めて（ブロック５２５）、その後、方法５００分岐は
イベントブロック５１０に戻る。
【００４６】
　（例えば、広告キャンペーン、または、広告キャンペーン＋広告グループに対応する）
ツリーノードが選択される場合、選択されたノードの階層的レベル（および以下）におい
て、選択された（または、デフォルトの）タブにしたがって、広告情報を表示し（ブロッ
ク５３０）（例えば、以下で説明する図１１－１５を参照）、その後、方法５００分岐は
イベントブロック５１０に戻る。同様に、タブが選択される場合（例えば、以下で説明す
る図６－１０の６３０－６３５を参照）、選択されたタブにしたがって、選択された（ま
たは、デフォルトの）ツリーノードのレベル（および以下）において、広告情報を表示し
（ブロック５４０）、その後、方法５００分岐はイベントブロック５１０に戻る。
【００４７】
　表の列が選択される場合、表のビュー（例えば、以下で説明する図６－１０の６５０、
７５０、８５０、９５０、および１０１０を参照）中の行を、列の属性によってソートし
（ブロック５４５）、その後、方法５００分岐はイベントブロック５１０に戻る。
【００４８】
　表の行が選択される場合、選択された行に対応する拡張情報を表示して、編集のために
利用可能にし（ブロック５５０）、次に、方法５００分岐はイベントブロック５１０に戻
る。
【００４９】
　追加（または、複数の追加）が選択される場合、１つ（または１つ以上）の行を表に追
加し（ブロック５５５）、その後、方法５００分岐はイベントブロック５１０に戻る。削
除が選択される場合、１つ以上の選択された行を表から削除し（ブロック５６０）、その
後、方法５００分岐はイベントブロック５１０に戻る。復帰動作が選択される場合、広告
情報を前のインスタンスにロールバック（例えば、前の変更をアンドゥ）し（ブロック５
６５）、その後、方法５００分岐はイベントブロック５１０に戻る。広告情報（例えば、
行）がカットされる場合、カットされた行は削除され（ブロック５７０）、その後、方法
５００分岐はイベントブロック５１０に戻る。広告情報（例えば、行）がコピーされる場
合、選択された広告情報のコピーをワークメモリに保存し（ブロック５７５）、その後、
方法５００分岐はイベントブロック５１０に戻る。最後に、広告情報（例えば、行）がペ
ーストされる場合、選択された（またはデフォルトの）ツリーノードのレベル（およびお
そらく以下）において、広告アカウントに対して、ワークメモリ中に保存された広告情報
（例えば、行）をコピーし（ブロック５８０）、その後、方法５００分岐はイベントブロ
ック５１０に戻る。
【００５０】
　　　セクション４．３．２　例示的なユーザインターフェース表示スクリーン　
　図６－１０は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの異なる“タブ”に
対応する、例示的なスクリーンである。一般的に、１組のボタン６１０は、ユーザが全体
の広告アカウント情報を取得（例えば、広告アカウント情報をダウンロード）できるよう
にし（ボタン６１２）、最近の広告アカウント変更を取得できるようにし（ボタン６１４
）、広告アカウント変更をポスト（例えば、広告アカウント情報をアップロード）できる
ようにし（ボタン６１６）、および、統計を示すための間隔を選べるようにする（ボタン
６１８）。
【００５１】
　“ファイル”機能、“編集”機能、“アカウント”機能、“データ”機能、“ツール”
機能、および“ヘルプ”機能に対するドロップダウンメニューが、１組のボタン６１０の
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上に提供される。
【００５２】
　表示のアカウント部分６９０は、広告アカウント情報の階層的ビューを含む。広告アカ
ウント部分６９０の右側には、検索ボックス６２０と、１組のタブ６３０とがある。１組
のタブ６３０は、“キーワード”タブ６３１、“テキスト広告”タブ６３２、“ネガティ
ブキーワード”タブ６３３、“広告グループ”タブ６３４、および、“キャンペーン”タ
ブ６３５を含む。情報表（またはグリッド）６５０／７５０／８５０／９５０／１０５０
のコンテンツのタイプとともに、情報表の上に示したボタン６４０／７４０／８４０／９
４０／１０４０のタイプと、情報表の下に示した拡張表情報６７０／７７０／８７０／９
７０／１０７０のタイプは、選択される特定のタブ６３０にたいてい依拠する。情報表の
コンテンツ（範囲およびタイプ）は、選択されたタブ６３０に対応する情報のタイプと、
選択された階層的広告アカウントツリーノードのレベルに対応する情報の範囲との両方に
依拠するだろう。拡張表情報を使用して、新しい情報を入力してもよく、および／または
（例えば、情報表の１つ以上の行に対応する）既存の情報を編集してもよい。
【００５３】
　ツリービュー　
　アカウントボックス６９０内で、左から右へのツリー階層：アカウント－＞キャンペー
ン－＞広告グループ、が示されるかもしれず、アカウント、キャンペーン、および広告グ
ループの間で容易にナビゲートできるようにしてもよい。アカウント、キャンペーン、ま
たは広告グループのいずれかを選択すると（例えば、その上でクリックすること）、アカ
ウントボックス６９０の右側のタブ付けされたペイン中に表示される現在のビューが変化
する。例えば、広告グループをクリックすると、その広告グループ中のデータを示すこと
になり、他方、キャンペーンまたはアカウントをクリックすると、それぞれ、そのキャン
ペーンまたはアカウント中のすべてのデータを示すことになる。ユーザは、開いているア
カウントの間で、広告グループおよびキャンペーンをコピーペーストできる。
【００５４】
　タブ　
　示したように、本発明と一貫したいくつかの実施形態は、広告アカウント中の編集可能
なエレメントのそれぞれに対するタブを有するユーザインターフェーススクリーンを提供
する。例えば、キーワード６３１、テキスト広告６３２、（キャンペーンレベルネガティ
ブキーワードのための）ネガティブキーワード６３３、広告グループ６３４、および、キ
ャンペーン６３５に対するタブがあってもよい。
【００５５】
　本発明と一貫したいくつかの実施形態では、タブタイトルは、タブ中のアイテムの数を
含んでもよい、例えば、“キーワード（５３）”。
【００５６】
　示していないが、画像広告、ウェブサイト含有／除外等の１つ以上に対して、追加的な
タブを提供してもよい。
【００５７】
　　　セクション４．３．２．１　キーワードタブ　
　図６は、キーワードタブ６３１が選択されている例示的なユーザインターフェーススク
リーン６００を図示する。情報表６５０は、部分６９０中の広告アカウントツリー階層の
選択された部分の範囲に対応する、（スクラッチパッド以外の）現在のビュー中のすべて
のキーワードを列挙する。図示した例示的な実施形態では、情報表６５０は、キャンペー
ン情報６５２、広告グループ情報６５４、広告グループステータス情報６５６、キーワー
ド６５８、キーワードタイプ６６０、選択毎の最小申出（例えば、競争する悪い性能の広
告が、供給され得るようにするために、広告供給システムによって決定されるような、ク
リック毎費用すなわちＣＰＣ）６６２、最大ＣＰＣ６６４、（例えば、宛先ＵＲＬによっ
て規定されるような）広告ランディングページ６６６、およびステータス情報６６８のた
めの列を含んでもよい。ステータス情報６６８は、追加された“＋”、削除された“－”
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、変更された“デルタ”、またはブランクのような変更ステータスや、キーワードがアク
ティブであるかまたは非アクティブであるか等を含んでもよい。ステータス情報はまた、
キーワードが前に存在していたが、今は新しいロケーションにちょうど移動したこと（こ
れは、削除／作成のデータベース動作であるが、ユーザインターフェースの観点から有用
である）を示すための、“に移動”および“から移動”表示を含んでもよい。
【００５８】
　示していないが、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、選択された日付
範囲に対応する統計を示す、以下の列のうちの１つ以上を含んでもよい：クリック；イン
プレッション；選択レート（例えば、クリックスルーレートすなわちＣＴＲ）；平均ＣＰ
Ｃ；費用等。
【００５９】
　示していないが、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、共通の計算を可
能にするために、他の列に対する指定された数学的関係を有する、以下の列のうちの１つ
以上を含んでもよい。このような共通の計算は、以下のうちの１つ以上を含んでもよい：
コンバージョンレート（ユーザがコンバージョン追跡を使用している場合、このデータを
ダウンロードすべきである。そうでなければ、ユーザは彼ら自身のデータを入力できる）
；（コンバージョン毎の）マージン（ユーザが彼ら自身のデータを入力できる）；利益（
例えば、（コンバージョン＊マージン）－（費用））；コンバージョンの数；取引の数；
アクション毎費用（ＣＰＡ）；広告支出のリターン（ＲＯＡＳ）等。
【００６０】
　１組のボタン６４０の、最も左の２つのボタンによって示したように、ユーザは１つ以
上のキーワードを追加できるべきである。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形
態では、ユーザが広告グループビュー中にいる（ユーザがツリービュー中の広告グループ
をクリックした）場合、または、スクラッチパッド中にいる場合、ユーザがキーワードを
追加できるようにしてもよい。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ユ
ーザが、キャンペーン、またはアカウントビュー、あるいはカスタムビュー上でクリック
した場合、キーワードグリッドに対してキーワードを追加することを、ユーザに許容すべ
きでない。例えば、“キーワード追加”ボタン（＋）を選択すること、複数追加ダイアロ
グ（＋＋）にキーワードの行をペーストすること、および／または、（以下で説明する）
インポートウィザードを使用することによって、ユーザはキーワードを追加することがで
きる。
【００６１】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、インポートウィザードは、以下
のことを除いては、複数追加に類似している。第１に、入力された行は、キャンペーンお
よび広告グループの列を持っていなければならず、１つの広告グループの範囲に結び付け
られていない。第２に、キャンペーン／広告グループが存在しない場合、ユーザがキャン
ペーン／広告グループを作成することを望むことを確認してもよい。そうである場合、何
らかのキャンペーン設定なしに、キャンペーン／広告グループを作成してもよく、作成さ
れたキャンペーン／広告グループ中へとキーワード（および／またはクリエイティブ）を
ダンプしてもよく、そして、そのキャンペーンを警告（すなわち、不完全キャンペーンパ
ラメータ）でマークしてもよい。第３に、結果ビューは、新しいアイテムと既存のアイテ
ムを含む（キーワードは、複数の広告グループ中の複数のキーワードに一致するかもしれ
ないので、既存のアイテムに対して、キーワードが入っている広告グループおよびキャン
ペーンを各行が識別してもよい）。第４に、新しいキーワードがすべてダンプされること
になるキャンペーン＋広告グループを、新しいキーワードに対して、ユーザが指定できる
。第５に、新しいクリエイティブがすべてダンプされることになるキャンペーン／広告グ
ループを、新しいクリエイティブに対して、ユーザが指定できる。
【００６２】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、キーワード情報を以下のように
修正してもよい。ユーザは、ビュー内で、１つ以上のキーワードを選択でき、そして、こ
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れらのすべてに対して一括で変更を適用できる。拡張表情報セクション（“編集ペイン”
としても呼ばれる）６７０に示したように、（例えば、広い、厳格、フレーズ等の）キー
ワードタイプ６７４、最大ＣＰＣ６７６、および／または宛先ＵＲＬ６７８に対して、変
更を行うことができる。ユーザがテキストを入力している間に、データ表中の選択された
すべての可視のアイテムが、編集フィールド中の値を反映するだろう。例えば、ブラー（
ボックスの外側のクリック）において、キー押下入力において、Ｘ（例えば、３または４
）秒後等のような、１つ以上の条件の下で、変更を行ってもよい。
【００６３】
　以下で説明するように、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ユーザ
はまた、アドバンストＣＰＣ変更および／またはアドバンストＵＲＬ変更を実行すること
ができる。
【００６４】
　　　セクション４．３．２．２　テキスト広告タブ　
　図７は、テキスト広告タブ６３２が選択されている例示的なユーザインターフェースス
クリーン７００を図示する。情報表７５０は、部分６９０中の広告アカウントツリー階層
の選択された部分の範囲に対応する、（スクラッチパッド以外の）現在のビュー中のすべ
てのテキスト広告を列挙する。図示した例示的な実施形態では、情報表７５０は、キャン
ペーン情報７５２、広告グループ情報７５４、広告グループステータス情報７５６、テキ
スト広告ヘッドライン７５８、テキスト広告の記述第１ライン７６０、テキスト広告の記
述第２ライン７６２、テキスト広告表示ＵＲＬ７６４、広告ランディングページ（例えば
、宛先ＵＲＬ）７６６、非認可されたか否か７６８、および、削除されたか否か７６９の
ための列を含んでもよい。キーワードタブ６３２を参照して上で説明したもののような、
１つ以上の追加的な列を提供してもよい。
【００６５】
　ボタン７４０によって示したように、広告を追加、削除、復活させること等ができる。
【００６６】
　拡張表情報部分（すなわち“編集ペイン”）７７０によって示したように、ヘッドライ
ン７７２、記述ライン７７４と７７６、表示ＵＲＬ７７８、および宛先ＵＲＬ７７９等の
ようなテキスト広告情報を、追加および／または編集してもよい。
【００６７】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、テキスト広告タブ６３２は、現
在のビュー中のすべてのクリエイティブを示す。すべての選択されたクリエイティブ上で
まとめて編集を実行することを、ユーザに許容してもよい。例えば、宛先ＵＲＬ、表示Ｕ
ＲＬ、任意の選択されたクリエイティブ行等の上で複数の編集を実行することを、ユーザ
に許容してもよい。
【００６８】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、行中またはボックス中のテキス
ト広告を閲覧し、編集することを、ユーザに許容してもよい。両方のビューの間でトグル
切替することを、ユーザに許容してもよい。
【００６９】
　　　セクション４．３．２．３　ネガティブキーワード　
　図８は、ネガティブキーワードタブ６３３が選択されている例示的なユーザインターフ
ェーススクリーン８００を図示する。情報表８５０は、部分６９０中の広告アカウントツ
リー階層の選択された部分の範囲に対応する、（スクラッチパッド以外の）現在のビュー
中のすべてのネガティブキーワードを列挙する。図示した例示的な実施形態では、情報表
８５０は、キャンペーン情報８５２、広告グループ情報８５４、広告グループステータス
情報８５６、ネガティブキーワード８５８、およびタイプ８６０のための列を含んでもよ
い。
【００７０】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、キャンペーンまたは広告グルー



(18) JP 2009-524878 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

プのレベルのいずれかにおいて、ユーザはネガティブキーワードを追加することができる
。キーワードとは異なって、ネガティブキーワードは、関係付けられたＣＰＣまたは宛先
ＵＲＬを持っていないことに留意すべきである。
【００７１】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、広告グループネガティブキーワ
ードは、キーワードタイプ“ネガティブ”によって示される。本発明と一貫した少なくと
もいくつかの実施形態では、キャンペーンネガティブキーワードは、ネガティブタブ中で
示される。広告グループネガティブキーワードも、ネガティブタブ中で示されてもよい。
広告グループネガティブキーワードは、関係付けられた広告グループ名を持っていてもよ
い。
【００７２】
　ボタン８４０に対応する動作を実行してもよい。ネガティブキーワード自体８７２、お
よび一致タイプ８７４等のような、ネガティブキーワード情報を部分８７０中で追加およ
び／または編集してもよい。
【００７３】
　　　セクション４．３．２．４　広告グループタブ　
　図９は、広告グループタブ６３４が選択されている例示的なユーザインターフェースス
クリーン９００を図示する。情報表９５０は、部分６９０中の広告アカウントツリー階層
の選択された部分の範囲に対応する、（スクラッチパッド以外の）現在のビュー中のすべ
ての広告グループを列挙する。図示した例示的な実施形態では、情報表９５０は、キャン
ペーン情報９５２、広告グループ情報９５４、ステータス情報９５６、最大ＣＰＣ９５８
のための列を含んでもよい。表９５０はまた、キーワードの数、クリック、選択レート、
平均ＣＰＣ、費用、平均位置、コンバージョンレート、コンバージョン毎費用等に対応す
る、（示していない）列を含んでもよい。
【００７４】
　名称９７２、最大ＣＰＣ９７４、および／またはステータス９７６のような広告グルー
プ情報を、拡張表情報部分（すなわち、“編集ペイン”）９７０中で示したように、追加
および／または編集してもよい。開始／終了日、１日当たりの予算、一時停止ステータス
等のような広告グループ設定が編集可能であってもよい。
【００７５】
　　　セクション４．３．２．５　キャンペーンタブ　
　図１０は、キャンペーンタブ６３５が選択されている例示的なユーザインターフェース
スクリーン１０００を図示する。情報表１０５０は、部分６９０中の広告アカウントツリ
ー階層の選択された部分の範囲に対応する、（スクラッチパッド以外の）現在のビュー中
のすべてのキャンペーンを列挙する。実際的な問題として、これは、広告アカウントの下
のすべてのキャンペーンであってもよい。図示した例示的な実施形態では、情報表１０５
０は、キャンペーン情報１０５２、ステータス情報１０５４、１日当たりの予算１０５６
、開始日１０５８、終了日１０６０、キャンペーンがグーグルからのAdSenseのようなウ
ェブページコンテンツ関連広告システムに適しているか否か１０６２、および、キャンペ
ーンがグーグルからのAdWordsのような検索クエリ関連広告システムに適しているか否か
１０６４のための列を含んでもよい。示していないが、地理ターゲット付け、言語等のよ
うな追加的情報のための列を提供してもよい。示していないが、本発明と一貫した少なく
ともいくつかの実施形態は、キーワードの数、選択の数、インプレッションの数、選択レ
ート、選択毎平均費用、費用、コンバージョンレート、コンバージョン毎費用等のような
、１つ以上のキャンペーン統計を示してもよい。
【００７６】
　名称１０７２、１日当たりの予算１０７４、ステータス１０７６、開始日１０７８、終
了日１０７９、コンテンツ広告ネットワーク（例えば、グーグルからのAdSense）１０８
０、検索広告ネットワーク（例えば、グーグルからのAdWords）１０８２、言語ターゲッ
ト付け１０８４、および／または、地理的ターゲット付け１０８６のようなキャンペーン
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情報を、拡張表情報部分（すなわち、“編集ペイン”）１０７０中で示したように、追加
ならびに／あるいは編集してもよい。
【００７７】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、言語および地理的ターゲット付
けは、以下のように編集ペイン中で現れてもよい。　
・言語：言語１、言語２、＋Ｘ　　編集（Ｘ＝選択された追加的言語）　
・ロケーション：ロケーション１、ロケーション２、＋Ｘ　　編集（Ｘ＝選択された追加
的ロケーション）
【００７８】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、編集を選択することは、モーダ
ルダイアログボックスを開く。言語モーダルダイアログボックスは、ユーザが複数の言語
を選択できるようにする。ロケーションモーダルダイアログボックスは、ユーザが複数の
国を選択できるようにする。また、ロケーションモーダルダイアログボックスはまた、ユ
ーザが国、都市圏、都市、地域等の組合せを選択できるようにしてもよい。
【００７９】
　　　セクション４．３．３　例示的な装置　
　図１６は、本発明と一貫した方法で、少なくともいくつかの動作を実行し、少なくとも
いくつかの情報を記憶するのに使用してもよい装置１６００のブロック図である。装置１
６００は、基本的に１つ以上のプロセッサ１６１０、１つ以上の入力／出力インターフェ
ースユニット１６３０、１つ以上の記憶デバイス１６２０、ならびに、結合されたエレメ
ント間での情報の通信を容易にするための１つ以上のシステムバスおよび／またはネット
ワーク１６４０を含む。１つ以上の入力デバイス１６３２および１つ以上の出力デバイス
１６３４が、１つ以上の入力／出力インターフェース１６３０と結合されていてもよい。
【００８０】
　１つ以上のプロセッサ１６１０は、本発明の１つ以上の観点を実行するために機械実行
可能命令（例えば、カリフォルニア州パロアルトのサンマイクロシステムズ社から入手で
きるソラリスオペレーティングシステム上で、または、ノースカロライナ州ダーハムのレ
ッドハット社のような多くのベンダから幅広く入手できるリナックス (登録商標)オペレ
ーティングシステム上で実行するＣまたはＣ＋＋）を実行してもよい。少なくとも一部の
機械実行可能命令を、１つ以上の記憶デバイス１６２０に（一時的に、もしくは、より恒
久的に）記憶してもよく、および／または、１つ以上の入力インターフェースユニット１
６３０により外部情報源から受け取ってもよい。
【００８１】
　１つの実施形態では、機械１６００は１つ以上の従来のパーソナルコンピュータであっ
てもよい。このケースでは、処理ユニット１６１０は１つ以上のマイクロプロセッサであ
ってもよい。バス１６４０はシステムバスを含んでいてもよい。記憶デバイス１６２０は
、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）および／またはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）の
ようなシステムメモリを含んでいてもよい。記憶デバイス１６２０は、ハードディスクか
ら読み取るための、またはハードディスクに書き込むためのハードディスクドライブや、
（例えば、リムーバブル）磁気ディスクから読み取るための、または（例えば、リムーバ
ブル）磁気ディスクに書き込むための磁気ディスクドライブ、および、コンパクトディス
クもしくは他の（磁気）光学媒体のようなリムーバブル（磁気）光ディスクから読み取る
ための、またはコンパクトディスクもしくは他の（磁気）光学媒体のようなリムーバブル
（磁気）光ディスクに書き込むための光ディスクドライブも含んでいてもよい。
【００８２】
　ユーザは、例えば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）のよう
な入力デバイス１６３２を通して、パーソナルコンピュータにコマンドと情報を入力して
よい。これには、マイク、ジョイスティック、ゲームパッド、パラボラアンテナ、スキャ
ナ、またはこれらに類するもののような他の入力デバイスも（または、代わりに）含まれ
てよい。これらの、および他の入力デバイスは、システムバス１６４０に結合される適切
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なインターフェース１６３０を通して処理ユニット１６１０に接続されることが多い。出
力デバイス１６３４は、モニタ、または、適切なインターフェースによりシステムバス１
６４０に接続され得る、他のタイプの表示デバイスを含んでよい。モニタに加えて（また
は、代わりに）、パーソナルコンピュータは、例えばスピーカとプリンタのような、他の
（示していない）（周辺）出力デバイスを含んでよい。
【００８３】
　上で説明した動作を１つ以上のコンピュータ上で実行してもよい。このようなコンピュ
ータは、例えば、インターネットのような１つ以上のネットワークにより互いに通信して
もよい。戻って、図３を参照すると、１つ以上の機械１６００によって、広告サーバ２１
０’を実現してもよい。同様に、１つ以上の（しかし、多くのケースでは、１つだけの）
機械１６００によって、広告主クライアントデバイスを実現してもよい。（一般性を損な
うことなく“ＬＡＥＡ”として呼ぶ）ローカル広告編集アプリケーションを実行するロー
カルデバイスによって、ローカル広告編集動作を実行してもよい。
【００８４】
　　　セクション４．３．４　改良および代替物　
　本発明と一貫した例示的な実施形態は、以下で説明する１つ以上の機能の１つ以上を含
んでもよい。他の本発明と一貫した例示的な実施形態は、このような機能を含まなくても
よい。以下で説明する機能（例えば、…することを、ユーザに許容してもよい）は、コン
ピュータ実行可能命令として（例えば、ＬＡＥＡの一部として）実現されてもよい。
【００８５】
　　　セクション４．３．４．１　機能／アカウント制限のティアードレベル　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、カンパニーポリシーに依拠して、
異なるユーザグループに対して、利用可能な機能を制限してもよい。１つの例として、ア
カウント間の広告グループおよびキャンペーン上でのコピーペースト動作は、（例えば、
サーバ従業員または契約者としての）カスタマーサービス担当者のみに制限されてもよい
。他の例として、異なるアカウントは、キーワード、広告グループ、およびキャンペーン
の最大数に対して異なる値を持っていてもよい。さらに別の例として、あるアカウントは
、広告ネットワークの拡張された特徴に対するアクセスを持っていてもよく、他のアカウ
ントは、広告ネットワークの拡張された特徴に対するアクセスを持っていなくてもよい。
【００８６】
　本発明と一貫したいくつかの実施形態は、広告グループ毎の、キーワードおよびクリエ
イティブの数の制限を強制してもよい。代わりに、または、加えて、アカウントが最低の
利用可能なティアー（例えば、２５個のキャンペーンおよび５０Ｋ個のキーワード）を超
えるとき、ユーザに対して警告をレンダリングしてもよい。
【００８７】
　本発明と一貫したいくつかの実施形態は、キャンセルされたアカウントに対するアクセ
スを禁止してもよい。
【００８８】
　　　セクション４．３．４．２　アカウントオープンダイアログ　
　明細書において、“スーパーアカウント”は、広告アカウントを集めたものである。（
広告供給システムのための）内部顧客サービスを、“ＩＣＳ”によって表す。
【００８９】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ここで説明するようなダイアロ
グを、アカウントを開くのに使用してもよい。ユーザが最初にＬＡＥＡにアクセスすると
き（および、ローカルデータベース中に何らのアカウントスナップショットもないときは
いつでも）、アカウントオープンダイアログを自動的に開く。引き続いてのアクセスにお
いて、ＬＡＥＡを開く際には、ＬＡＥＡがシャットダウンされたときと同じ範囲／タブ選
択とともに、最後にアクセスされたアカウントが自動的に開かれる。
【００９０】
　アカウントオープンダイアログは、ファイルメニューからアクセスされてもよい。アカ
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ウントオープンダイアログは、前にアクセスされたアカウントのリスト、“アカウント追
加”用ボタン、“スーパーアカウント追加”用ボタン、“ＩＣＳにログイン”用ボタン、
“アカウント削除”用ボタン、および（例えば、非ＩＣＳユーザに対する）“リメンバー
ミー”チェックボックスのうちの１つ以上を含んでもよい。
【００９１】
　ＩＣＳユーザは、自身のＩＣＳユーザユーザ名とパスワードを入力できるべきであり、
次に、その内部顧客ＩＤまたはログインｅメールを使用して、アカウントを選択可能であ
るべきである。ＩＣＳユーザは、ＩＣＳ上のリンク（例えば、laea://　リンク）をクリ
ックできるべきであり、リンクは、アカウントオープンダイアログに対して入力された正
しいアカウント番号で、ＬＡＥＡを自動的に開く。このために、ＩＣＳユーザは、広告供
給システムに対して内部的に利用可能なアドバンストアカウント検索オプションを利用す
ることができる。
【００９２】
　アカウント削除動作は、開いたアカウントを削除すること、および、すべてのアカウン
トを削除することを含んでもよい。
【００９３】
　スーパーユーザ名およびパスワードが入力される場合、そして、それがスーパーアカウ
ントである場合、“新規アカウント追加”および“キャンセル”ボタンを有する新しいダ
イアログ中に、子供のリストが示される。ユーザがアカウントを選ぶとき、そのアカウン
トがロードされ、アカウントリスト中に列挙される。
【００９４】
　ユーザは、自身が最近アクセスしたアカウントのリストを見ることができるべきである
。自身が通常作業するアカウントにユーザが容易にアクセスできるように、各アカウント
に対してユーザ名およびパスワードを記憶すべきである。（例えば、パスワードの保存が
課すセキュリティリスクを、ユーザが快適に思わない場合、）ユーザは、パスワードを保
存しないことを選べる。
【００９５】
　ユーザは、１つより多いアカウントを編集できるべきであり、これらを並列的に編集で
きるべきである。
【００９６】
　　　セクション４．３．４．３　更新取得／ポスト／コンフリクト解決　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、このセクションで説明する１つ以
上の技術を使用して、更新の取得、ポスト（例えば、アップロード）、およびコンフリク
ト解決ができるようにしてもよい。
【００９７】
　　　セクション４．３．４．３．１　更新取得　
　ユーザが“ダウンロード”上をクリックするとき、多数の動作が実行されてもよい。例
えば、サーバ上で変更されたフィールドは、緑色（または、他の任意の色）の背景でマー
クされ、サーバからのデータが示される。ローカルに変更されたフィールドは、紫色（ま
たは、他の任意の色）の背景でマークされ、ローカルデータが示される。最後に、両方に
おいて変更されたフィールドは、赤色（あるいは、他の任意の色）の背景でマークされ、
サーバからのデータが示される。
【００９８】
　ダウンロードの後で、タブ６３０の上に新しいパネルが表示されてもよい。新しいパネ
ルは、以下のうちの１つまたは両方を含んでもよい。すなわち、（１）ダウンロードされ
た新しいアイテムの数の、またはダウンロードされた既存のアイテムに対する変更のレポ
ート、ならびに（２）“コンフリクトでは、私のローカル編集を維持”および“コンフリ
クトでは、ダウンロードされた値を維持”用のラジオボタン。最初は、何のラジオボタン
も設定されていない。
【００９９】
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　この時点で、ユーザはまた、コンフリクトを有するアイテム上を右クリックする能力を
持つ。右クリックメニューは、“前の値に復帰”および“ローカル編集に復帰”を示すだ
ろう。
【０１００】
　右マウスオプションのうちの１つを選ぶと、赤色の背景から緑色または紫色（または、
他の任意の色）に変更させるだろう。
【０１０１】
　“ビューイング更新実行”ボタンが提供されてもよい。
【０１０２】
　　　セクション４．３．４．３．２　ポスト　
　本発明と一貫したいくつかの実施形態は、行毎の特定のエラーコードを維持してもよい
。エラーのないすべてのアイテムが、ポストされてもよい（エラーを有する作業中アイテ
ムは、ポスティングの間に戻される）。ポスティングの際に、エラーを有するＸ個のアイ
テムを、ＬＡＥＡがポストしないことを、ユーザに通知してもよい。
【０１０３】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ポスティングの前および／また
は後に、ステータスレポートが提供されてもよい。例えば、ポスティングの前に、以下の
ようにユーザに通知してもよい：　
　　　あなたは、Ｘ個のキーワード、Ｙ個のクリエイティブ、Ｚ個の広告グループ、Ｔ個
のキャンペーンをポストしようとしています。　
そして、ポストまたはポスティングをキャンセルするオプションを与えてもよい：　
　　　あなたの変更をAdWordsにポストしますか？［ポスト］［キャンセル］　
より詳細なステータス情報は、例えば以下のものを含んでもよい。　
　　　あなたは、以下のものをポストしようとしています：
・　＃作成された新しいキャンペーン　
・　＃削除されたキャンペーン　
・　＃設定修正されたキャンペーン　
・　＃追加された新しい広告グループ　
・　＃削除された広告グループ　
・　＃設定修正された広告グループ　
・　＃追加された新しいキーワード　
・　＃削除されたキーワード　
・　＃修正されたキーワード　
・　キャンペーン毎｛　
　　＃追加されたキーワード　
　　＃削除されたキーワード　
　　＃追加されたクリエイティブ　
　　＃削除されたクリエイティブ　
・　［ポスト］［キャンセル］　
別の例として、ポストの後で、以下のようにユーザに通知してもよい：　
　　　Ｘ個のキーワード、Ｙ個のクリエイティブ、Ｚ個の広告グループ、Ｔ個のキャンペ
ーンのポストが成功しました。Ｙ個は失敗しました。　
より詳細なステータスレポートは、例えば以下のものを含んでもよい。　
・　＃新しいエラーが発見され、ポストされませんでした　
・　＃作成された新しいキャンペーン　
・　＃削除されたキャンペーン　
・　＃設定修正されたキャンペーン　
・　＃追加された新しい広告グループ　
・　＃削除された広告グループ　
・　＃設定修正された広告グループ　
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・　＃追加された新しいキーワード　
・　＃削除されたキーワード　
・　＃修正されたキーワード　
・　キャンペーン毎｛　
　　＃追加されたキーワード　
　　＃削除されたキーワード　
　　＃追加されたクリエイティブ　
　　＃削除されたクリエイティブ　
｝　
ポスティングの間に、プログレスバーが提供されてもよい。
【０１０４】
　　　セクション４．３．４．３．３　コンフリクト解決　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、以下のような決定マトリックス
にしたがって、変更のコンフリクトを解決してもよい。　

【表１】

【０１０５】
　決定マトリックスの最後の３行を参照すると、ＬＡＥＡおよびサーバの両方において変
更が存在するとき、（ラジオボタン選択、ダイアログ応答等から分かるように）ユーザプ
リファレンスにしたがって、コンフリクトを解決してもよい。
【０１０６】
　以下の表は、サーバとＬＡＥＡにおける、異なる行の中の情報の変更（例えば、サーバ
において変更されたキーワード一致タイプと、ＬＡＥＡにおいて変更された最大ＣＰＣ）
の取り扱いを示す。
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【表２】

【０１０７】
　　　セクション４．３．４．４　アーカイブ　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、（例えば、バックアップの目的
のために）ユーザは、自身のアカウントのアーカイブを自身のローカルドライブに保存で
きる。このアーカイブファイルは、ユーザ編集可能でないかもしれない（例えば、アーカ
イブファイルは暗号化されているかもしれない）。アーカイブファイルは“読取専用”で
あるかもしれない。ユーザはアーカイブファイル中にコメントを残すことができてもよい
。アーカイブファイルは以下のような、アーカイブファイル中の埋め込み情報のうちの少
なくともいくつかを持っていてもよい：アカウントＩＤ；スナップショット日；最後の編
集日等。
【０１０８】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ユーザはＬＡＥＡ中の任意のア
カウント中へ古いアーカイブファイルをインポートできる。このようにすることは、同期
動作を自動的にトリガしてもよい。ユーザはアカウントの最後にポストされたバージョン
をアーカイブでき、最後のポスティング（デルタ）から行われた編集を含めるためのチェ
ックボックスを提示されてもよい。
【０１０９】
　　　セクション４．３．４．５　オフライン使用　
　ほとんどのユーザ編集は、オフラインで行われるだろうということが予期される。結果
として、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ＬＡＥＡで作業するデフ
ォルトの方法は、オフラインであるだろう。ユーザが最初にバックエンド動作に対してア
クセスを要求するアクションを実行するとき、ユーザに対して自身のユーザ名とパスワー
ドを促してもよい（例えば、図３の３２０を想起せよ）。非ＩＣＳユーザに対して、“リ
メンバーミー”チェックボックスを提示してもよい。ユーザはオフラインの間に、アプリ
ケーションを開始し、編集のために利用可能なアカウントから選択し、これらを編集可能
であるべきである。“編集のために利用可能”表示は、現在ＬＡＥＡのローカルキャッシ
ュ中にあり、ツリービュー中で可視であるアカウントを意味する。ユーザは、オンライン
で作業を開始して、次に（例えば、ネットワーク障害のために）オフラインになっても、
作業を続行できるべきである。ＬＡＥＡがオフラインであった間に、誰かがウェブベース
のオンラインのフロントエンドで編集を行った場合、ユーザがオンラインになったときに
、ユーザはＬＡＥＡ中の自身のアカウントを同期できる。
【０１１０】
　　　セクション４．３．４．６　共有ワークフロー　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、顧客サービス担当者が、顧客によ
って容易に閲覧することができるファイルをエクスポートすることを許容する。ファイル
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はキーワードに対する以下の列のうちの１つ以上を含んでもよい：キャンペーン；広告グ
ループ；キーワード；キーワードタイプ；ＣＰＣ；および、宛先ＵＲＬ。ファイルは、広
告クリエイティブに対する以下の列のうちの１つ以上を含んでもよい：キャンペーン；広
告グループ；ヘッドライン；ライン１；ライン２；可視ＵＲＬ；および、宛先ＵＲＬ。
【０１１１】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、複数のユーザがＬＡＥＡの個別
のインスタンス中で広告アカウント情報を編集できる。ユーザは、自身らが同意するまで
、提案する変更を送受信することができる。アカウントに対する変更が同意されるときに
、アカウントがポストされてもよい。
【０１１２】
　ここでちょうど説明したもののような実施形態は、有用であり、さまざまな作業フロー
シナリオをサポートする。例えば、以下のようなシナリオを考える。顧客サービス担当者
は、ＬＡＥＡ中の広告アカウントを開き、アカウントを編集し、コメントを添えた仮の変
更を顧客と共有する。顧客はＬＡＥＡ中のアカウントを開き、コメントを添えた仮の変更
を見る。顧客は、（ａ）仮の編集を認可または拒否としてマークでき、（ｂ）コメントを
編集して共有でき、ならびに／あるいは、（ｃ）仮の変更を編集し、認可または共有のい
ずれかを行うことができる。これらのステップは、所望のように繰り返すことができる。
例えば、顧客は、顧客サービス担当者のコメントおよび変更に対して、顧客のバージョン
を顧客サービス担当者（または、他の誰か）に返信することができる。次に、顧客または
顧客サービス担当者は、最終編集をポストできる。これまでの例から理解できるように、
編集および認可の複数の反復が実行可能であり、複数のユーザが変更を閲覧し、変更を認
可し、および／または変更を行う。
【０１１３】
　ある変更が何故行われたかを、顧客が知ることができるように、顧客サービス担当者は
、コメントを残すことができてもよい。以下のうちの１つ以上に関連して（例えば、その
上で、または、それに隣接して）、コメントが提供されてもよい：個々のキーワード；個
々のクリエイティブ；広告グループ；キャンペーン等。
【０１１４】
　“すべてのコメントを閲覧”カスタムビューがあってもよい。
【０１１５】
　コメントカスタムビューにおいて、コメント列を強調してもよい（例えば、より大きく
してもよい）。
【０１１６】
　誰かがコメントを残したことを示すために、ツリービュー上に（例えば、広告アカウン
ト中の、ある階層的レベル（例えば、キャンペーン、キャンペーン＋広告グループ等）に
おける情報上で）視覚的インジケータを提供してもよい。
【０１１７】
　すべてのコメントをクリアするオプションがあってもよい。広告アカウントがポストさ
れるときに、または、編集が受け入れられるときに、すべてのコメントを自動的にクリア
してもよいことに留意すべきである。
【０１１８】
　　　セクション４．３．４．７　複数の追加　
　“複数の追加”ボタンを含んだスクリーンユーザインターフェースもあることを想起す
ると、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、複数の追加動作は、選択さ
れた広告グループの範囲内だけで機能する。ユーザは、スプレッドシート（例えば、バル
クシート）からコピーおよびペーストすることによって、あるいは、カンマ区切り値また
はタブ区切り値のファイルからインポートすることによって、データ（キーワード、キー
ワード変更、広告クリエイティブ等）をインポート可能であってもよい。ユーザは、ウィ
ザードの第１のステップ中でいくつかのサンプルデータを見ることができてもよい。ユー
ザが、各列中に１つのデータタイプだけを入力できることを指定してもよい。“ペースト



(26) JP 2009-524878 A 2009.7.2

10

20

30

40

50

された行中に存在しない広告グループ中の任意のアイテムを削除”に対するチェックボッ
クスを提供してもよい。
【０１１９】
　ユーザがキーワードをインポートしようとしている場合、ユーザがインポートしようと
している列を、自動的に決定してもよい。ユーザは、ロードする前に列タイプの仮定を修
正可能であってもよい。他方、広告クリエイティブに対して、ユーザが固定の列フォーマ
ットにしたがうように強いてもよい。
【０１２０】
　インポートの後に、アイテムが自動的に選択されてもよい。このようにして、ユーザは
このようなアイテムを容易に操作することができる。
【０１２１】
　一度ユーザが“提出”動作を選択すると、ＬＡＥＡはインポートされたデータをシステ
ム中のデータに一致させてもよく、新しいアイテムおよび既存のアイテムを識別しようと
してもよい。ＬＡＥＡは次に、（１）広告グループ中に存在しない新しいアイテムと、（
２）既存のアイテムとを含む結果ビューを表示してもよい。既存のキーワードに対して、
ユーザは、（Ａ）既存のキーワードを修正（ＣＰＣ、宛先ＵＲＬ、キーワードタイプ等を
変更）し、または、（Ｂ）キーワードを削除する。次に、すべての変更を適用することや
、ある変更を選択解除し、残りの変更を適用することや、または、全体の動作をキャンセ
ルすることを、ユーザに許容してもよい。列がブランクエントリを持つ（例えば、キーワ
ードがブランクＣＰＣを持つ）場合、そのエントリを修正しなくてもよい。
【０１２２】
　　　セクション４．３．４．８　アドバンストＵＲＬ更新　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、すべての選択されたキーワードま
たはクリエイティブ上の宛先ＵＲＬに対する、さまざまな変更を、ユーザが実行できるよ
うにしてもよい。例えば、宛先ＵＲＬのすべての中に含まれることになる、ベースＵＲＬ
を指定することを、ユーザに許容してもよい。別の例として、ＵＲＬ内の用語を見つける
ことおよび／または置換することを、ユーザに許容してもよい。さらに別の例として、Ｕ
ＲＬ内に変数を追加することを、ユーザに許容してもよい。
【０１２３】
　　　セクション４．３．４．９　アドバンストＣＰＣ変更　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、すべての現在選択されたキーワー
ドに対して、アドバンストＣＰＣ変更を適用することを、ユーザに許容してもよい。この
ようなアドバンストＣＰＣ変更の例は：すべての最大ＣＰＣを＿＿に設定すること；すべ
ての最大ＣＰＣを＿＿によって変更（値を加算または減算）すること；すべての最大ＣＰ
Ｃを＿＿％によって変更（正または負のパーセンテージによって乗算）すること等を含む
。
【０１２４】
　　　セクション４．３．４．１０　クリエイティブプレビュー　
　キーワードタブ６３１およびテキスト広告（またはクリエイティブ）タブ６３２に対応
するスクリーンは、エンドユーザに対してレンダリングされることになる広告クリエイテ
ィブを示すプレビューボックスを含んでもよい（例えば、図１１を参照）。テキスト広告
（またはクリエイティブ）タブ６３２において、プレビューボックスは、現在選択されて
いるクリエイティブを示してもよい。キーワードタブ６３１において、プレビューボック
スは、ユーザが選択に対応するすべてのクリエイティブをループできるようにする、順方
向および逆方向ボタンとともに、クリエイティブを示してもよい。
【０１２５】
　　　セクション４．３．４．１０　カスタムビューおよび検索　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ユーザが検索クエリ情報をテキ
ストボックス６２０中に入力するとき、現在選択されている範囲上で検索を実行する（例
えば、下で説明する図１５参照）。“カスタムビュー”（例えば、ユーザが名前を付けて
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保存することができる検索）が現在選択されている範囲内で実行されてもよい。最後のＸ
個（例えば、最後の５個）の検索が自動的に保存されてもよい。結果ビューは、キャンペ
ーンおよび広告グループの列を示してもよい。特別なカスタムビューは、警告およびエラ
ー、最後のポスト（デルタ、プラス、マイナス）からのすべての変更等を含んでもよい。
【０１２６】
　アドバンスト検索ツールが提供されてもよい。このようなアドバンスト検索ツールがあ
ると、ユーザはキャンペーンおよび広告グループのリストから、複数選択することができ
、次に、インプレッション、ＣＰＣ、費用、クリックスルーレート、コンバージョンレー
ト等のような統計に基づいて、一連のフィルタを作成できる。
【０１２７】
　　　セクション４．３．４．１１　スタイリング、エラー、およびエラーメッセージ　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、スタイリングエラーおよび／ま
たはエラーメッセージを、カスケーディングスタイルシート（ＣＳＳ）ファイルで提供し
てもよい。異なるエラーは、ユーザインターフェース表示スクリーンの異なる部分、例え
ば、ツリービュー、タブ、メニュー等に対して、異なるように提示されてもよい。
【０１２８】
　ツリービューにおいて、キャンペーンおよび広告グループの内に変更、警告、またはエ
ラーがある場合、キャンペーンおよび広告グループをマークしてもよい。変更を、太字で
マークしてもよい。エラー／警告を、フォルダ／広告グループアイコン上のアイコンでマ
ークしてもよい。例えば、グレー表示されたフォルダ、またはグレー表示されて、取消線
を引かれたテキストによって、削除されたキャンペーン／広告グループを表示してもよい
。一時停止されたキャンペーン／広告グループを（フォルダおよびテキストを）グレー表
示してもよい。
【０１２９】
　表のビューにおいて、変更されたセルは、そのテキストを太字にしてもよい。削除され
たセルは、取消線を引かれたテキストとともにグレー表示してもよい。エラー／警告は、
行上のアイコンでマークしてもよく、特定のセルは薄赤色（または他の任意の色）の背景
色とともに提供してもよい。編集ペインにおいて、エラーテキストフィールドは、薄赤色
（または他の任意の色）の背景色を持っていてもよく、エラーテキストを含んでいてもよ
い。行上のエラーアイコンに対するツールチップは、エラーテキストを含んでいてもよい
。
【０１３０】
　複数のアイテムが選択される場合、以下のようにエラーを表示してもよい。すべての選
択されたアイテムが同じエラーを持つ場合、単にエラーを示してもよい。すべての選択さ
れたアイテムが少なくとも１つの共通のエラーを持つが、追加のエラーを持つ選択された
アイテムもある場合、共有されたエラーを示してもよく、追加のエラーを持つ選択された
行もあることを示すメッセージを提供してもよい。いくつかの選択されたアイテムだけが
エラーを持つ場合、エラーを持つ選択された行もあることを、ユーザに通知してもよい。
【０１３１】
　ビューメニューオプションは、（１）すべてを見る、（２）変更を見る、（３）エラー
を見る、を含んでもよい。
【０１３２】
　サーバ（例えば、ウェブベースのフロントエンドエディタ）およびＬＡＥＡにおいて行
われた編集の間の、コンフリクトが表示されてもよい。
【０１３３】
　上で説明した以外の方法で、変更、エラー、警告等をユーザに提示してもよいのは当然
である。
【０１３４】
　　　セクション４．３．４．１２　ツール　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、さまざまなツールを含んでもよい
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。１つの例示的なツールは、すべての複製されたキーワードを見つけるためのものである
。他の例示的なツールは、例えば、キーワード拡張等を含む。類似のキーワードを、彼ら
自身の広告グループへグループ化する広告グルーパーツールが提供されてもよい。
【０１３５】
　　　セクション４．３．４．１３　個別のコンテンツ入札　
　例えば、グーグルのようないくつかのエンティティは、広告主が異なった方法で広告で
きるようにする。例えば、広告主は、AdWordsを使用してグーグルの検索結果ページ上で
、および／またはグーグルのAdSenseコンテキストの広告ネットワークに参加している発
行者上で、広告してもよい。本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、コンテ
ンツ広告ネットワーク（例えば、AdSense）と、検索キーワード広告ネットワーク（例え
ば、AdWords）とに対して、個別の広告グループレベルのＣＰＣ入札を指定することを、
ユーザに許容する。
【０１３６】
　　　セクション４．３．４．１４　ドラッグアンドドロップ＆クリップボード（ＣＴＲ
Ｌ－Ｃ、ＣＴＲＬ－Ｖ、ＣＴＲＬ－Ｘ、）　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、キーワード、クリエイティブ、お
よびネガティブキーワードのうちの１つ以上に対して、ドラッグアンドドロップおよびク
リップボード（例えば、カットアンドペーストまたはコピーアンドペースト）機能を提供
する。これらの動作は、操作されているアイテムの特性に依拠して、ユーザダイアログを
含んでもよい。例えば、新しいアイテムをドラッグすることは、いずれのダイアログもト
リガしなくてもよい。履歴を有するアイテムをドラッグすることは、履歴を移動および削
除、またはコピーすることを望むか否かを、ユーザに尋ねるようにしてもよい。キーワー
ドをキャンペーン上にドラッグすることは、以下のことをユーザに尋ねるようにしてもよ
い：　
　　　－すべての広告グループに対してコピーするか？
　　　－新しい広告グループに移動するか？（アイテムが履歴を有する場合、ユーザが確
かに履歴を移動および削除したいか否かを尋ねる）
　　　－新しい広告グループにコピーするか？
【０１３７】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、キャンペーンレベルおよび広告グ
ループレベルへと、および／または、キャンペーンレベルおよび広告グループレベルから
、ネガティブキーワードをドラックすることを、ユーザに許容する。
【０１３８】
　ＣＴＲＬ－ドラッグ動作は、アイテムをコピーしてもよい。
【０１３９】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、広告グループの間で、または、広
告グループ内でさえも、アイテムが（ＣＴＲＬ－Ｃ、ＣＴＲＬ－Ｖ、ＣＴＲＬ－Ｘによっ
て）カット・コピー・ペーストできるようにしてもよい。
【０１４０】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、広告グループに対して、ドラッグ
アンドドロップおよびクリップボード（例えば、カットアンドペーストまたはコピーアン
ドペースト）機能を提供する。例えば、（広告グループタブまたはツリービューから）ド
ラッグすることによって、広告グループを別のキャンペーンへと移動することを、ユーザ
に許容してもよい。別の例として、ＣＴＲＬ－ドラッグすることによって、広告グループ
をコピーすることを、ユーザに許容してもよい。履歴を有する広告グループをユーザが移
動させる場合、履歴を移動および削除することをユーザが望むか否かを、ユーザに尋ねて
もよい。広告グループがコピーされることになる複数のキャンペーンを、ユーザが指定で
きるようにする機能も提供してもよい。広告グループを移動させることは、その広告グル
ープの子供のすべてを繰り返しコピーするが、子供を削除しなくてもよい。代わりに、削
除された広告グループのすべての子供を、削除されたとしてマークしてもよい。
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【０１４１】
　キーワードを選択し、右クリックして、選択されたキーワードを有する新しい広告グル
ープを作成するためのメニューを呼出してもよい。このアクションは、現在選択されてい
るキャンペーン中に新しい広告グループを作成してもよく、そして、選択された行を新し
い広告グループに移動させてもよい。新しい広告グループは、デフォルト名、例えば、“
新しい広告グループＸ”が与えられてもよい。
【０１４２】
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、階層的ツリービュー６９０中の
適切なノードへと、選択された行を“ドロップすること”または“ペーストすること”に
よって、広告キャンペーンおよび／または広告グループに、選択された行中の情報を移動
ならびに／あるいはコピーしてもよい。
【０１４３】
　　　セクション４．３．４．１５　ローカルエラーチェック　
　ユーザクライアントデバイス上でローカルに、または中央ロケーションにおいて、広告
アカウント情報中のエラーをチェックしてもよい。ローカルエラーチェックは、以下のア
イテムまたはアイテムのクラスのうちの１つ以上を含んでもよい。
【０１４４】
　含まれるアイテムの欠落（例えば、広告テキストまたはキーワードが欠落している広告
グループ、キャンペーンが欠落している広告グループ等）がローカルにチェックされても
よい。
【０１４５】
　コンテンツの欠落（例えば、キャンペーン名＆設定、広告グループ名＆設定、広告テキ
スト、可視ＵＲＬ、宛先ＵＲＬ、キーワードテキストがない等）がローカルにチェックさ
れてもよい。
【０１４６】
　不正値（例えば、不法なキャンペーン名、大きすぎるＣＰＣ、（負の、数でない等の）
不正なキャンペーン予算、不正な宛先ＵＲＬ、余分なスラッシュ、http(s)の欠落、宛先
ＵＲＬが不法な文字を持つ、宛先ＵＲＬがスペースを含む等）がローカルにチェックされ
てもよい。
【０１４７】
　あるアイテムがあまりにも多く入力されたか否か（例えば、クリエイティブ行またはキ
ーワード中の多すぎる文字、多すぎる合計キーワード（単語を追加するために単語を削除
しなければならない）、キーワード中の多すぎる単語、ユーザがあまりに多くのキャンペ
ーン／広告グループを作成しようとすること（ユーザが２５個以上のキャンペーンを有す
る広告アカウントをダウンロードしない限り、メッセージ：“顧客サポートにコンタクト
してください”を示す））がローカルにチェックされてもよい。
【０１４８】
　ポジティブキーワードがネガティブキーワードに一致するか否かがローカルにチェック
されてもよい。
【０１４９】
　広告テキスト中の正しくないスペーシングがローカルにチェックされてもよい。
【０１５０】
　禁止された文字（例えば、＃、％、！等）がローカルにチェックされてもよい。
【０１５１】
　他の広告供給システムポリシー（例えば、広告テキスト中で“グーグル”が使用されて
いる）がローカルにチェックされてもよい。
【０１５２】
　ローカルエラーチェックで見つかったエラーを、ユーザに対して表示しなければならな
い。
【０１５３】
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　更新されたアカウント情報がポストされる前、ユーザがデータを入力して広告アカウン
ト情報が顧客サービス担当者または別のユーザに送られる前等に、ローカルエラーチェッ
クが実行されてもよい。
【０１５４】
　　　セクション４．３．４．１６　妥当性検査　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、妥当性検査プロセスを踏むまで
は、ユーザは自身のアカウントをポストすることができない。妥当性検査プロセスは、集
中型ポリシーチェック機構を通して、良性でない（non-benign）変更だけを送ってもよく
（例えば、“広告認可の改良”と題され、２００４年１２月３０日に出願され、Gregory 
Joseph BADROS氏、 Robert J. STETS氏、および Lucy ZHANG氏を発明者として記載する、
（ここに参照により組み込まれ、“‘４１５出願”として呼ばれる）米国特許出願シリア
ル番号第11/026,415号を参照）、このような良性でない変更に対するステータス（Ｏｋ、
警告、またはエラーコード）を戻してもよい。ＣＰＣおよびキーワードタイプ変更は、良
性であるとして考えられてもよく、したがって、妥当性検査を必要としなくてもよい。新
しいまたは修正されたクリエイティブ、ＵＲＬ、およびキーワードは、良性でないとして
考えられてもよく、したがって、妥当性検査を要求してもよい。新しいネガティブキーワ
ードは、良性であるとして考えられてもよく、したがって、妥当性検査を必要としなくて
もよい。ちょうど上で説明したローカルエラーチェックは、（例えば、広告サーバの）集
中型ポリシーチェックの負荷および責任を有効に減少させるかもしれない。
【０１５５】
　一度、何かが妥当性検査されると、これが変更されることがない限り、これを妥当性検
査すべきでない。
【０１５６】
　広告グループもしくはキャンペーン、または、キーワードもしくはクリエイティブをマ
ークするグラフィック表現は、そのアイテムが：まだ妥当性検査されていないこと；妥当
性検査が成功したこと；エラーを持つこと；警告を含む深刻なエラーを持つことを表示す
るために提供されてもよい。
【０１５７】
　サーバサイドポリシーチェックは、かなりの時間をとるかもしれない。結果として、以
下のうちの１つ以上を提供することが有用であってもよい。プログレスインジケータを提
供することが有用であってもよい。一度に１つのアカウントだけを妥当性検査することが
有用であってもよい。妥当性検査が続行されている間、広告アカウント情報のユーザ編集
をディセーブルすることが有用であってもよい（しかしながら、他のアカウント上で作業
し続けることを、ユーザに許容してもよい）。ポスティングが進行している間、アカウン
ト情報の読取（例えば、アカウント内をブラウズする）を許容してもよいが、ユーザ編集
をディセーブルすることが有用であってもよい。ユーザが妥当性検査プロセスを中断でき
るようにすることが有用であってもよい。このようにして、ユーザはアカウント上で作業
し続けることができ、アカウントを後で妥当性検査することができる。本発明と一貫した
実施形態は、上記の有用な特徴のうちの１つ以上を提供してもよい。
【０１５８】
　　　セクション４．３．４．１７　例外要求　
　ユーザが警告またはエラーに挑戦することを希望する場合、本発明と一貫した実施形態
はユーザが例外を要求できるようにしてもよい。このことの例は、自身の広告中に登録商
標用語“Ｒｅｅｂｏｋ（登録商標）”を使用できるようにすることを望むＲｅｅｂｏｋで
あるだろう。多くのタイプの可能な例外要求がある。広告供給システムのレビュー担当者
は、例外が１回だけの例外、または、永続的例外であるか否かを決定してもよく、これに
したがって、広告アカウントをマークしてもよい。
【０１５９】
　エラーが例外要求を持つことができるエラーである場合、“例外要求を提出”のような
ボタンがユーザインターフェーススクリーンの編集プレーンに示されてもよい。このよう
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なボタンは、ユーザが例外要求を入力できるダイアログボックスを開いてもよい。ユーザ
は複数の選択されたアイテムに対して、同じ例外要求を適用できてもよい。例外要求がポ
ストされた後、例外要求ダイアログのコンテンツは、一掃されてもよく、ダイアログボッ
クスは閉じられてもよい。
【０１６０】
　ダイアログボックスは、例外要求を要求しているそれぞれのアイテムに対する例外要求
を入力するための特定のテキストフィールドを含まなくてもよい。例えば、　
　・これに対して例外要求を提出：Ｃｏｋｅ（登録商標）［　　　　　］　
　・これに対して例外要求を提出：Ｓｐｒｉｔｅ（登録商標）［　　　　　］　
　・［保存］［適用］　
【０１６１】
　適用の際に、同じ違反単語を含む同じエラーを有するすべてのフィールドに対して、同
じ例外要求が付与されてもよい。
【０１６２】
　図１４は、例示的な例外要求ダイアログボックスを図示する。
【０１６３】
　　　セクション４．３．４．１８　プリファレンス　
　本発明と一貫したいくつかの実施形態は、ユーザがプリファレンスを入力できるように
してもよい。このようなユーザプリファレンスの例を以下で説明する。ユーザは以下のよ
うなさまざまなアイテムを隠すオプションを提供されてもよい：　
　［］すべての削除されたアイテムを隠す（デフォルト　オン）　
　　　・［］削除されたクリエイティブを隠す　
　　　・［］削除されたキャンペーンを隠す　
　　　・［］削除された広告グループを隠す　
　［］削除されたキャンペーンをダウンロードする（デフォルト　オフ）　
以下のように、新しいキャンペーンに対してデフォルト値を設定することを、ユーザに許
容してもよい：　
　・ロケーション：ＵＳＡ、フランス、＋Ｘ　編集　
　・言語：英語、フランス語、＋Ｙ　編集　
デフォルト広告グループ最大ＣＰＣ等を設定することを、ユーザに許容してもよい。常に
ある列（例えば、キャンペーン／広告グループの列）を示すことを、ユーザに許容しても
よい。
【０１６４】
　　　セクション４．３．４．１９　国際化　
　容易な国際化のために、すべてのユーザインターフェーステキストおよびメッセージは
、パラメータ化されてもよい。例えば、現金の値（例えば、ＣＰＣ入札）を持つアイテム
に関係して、異なる通貨が提供されてもよい。
【０１６５】
　　　セクション４．３．４．２０　エクスポートビュー　
　本発明と一貫したいくつかの実施形態は、任意のカスタムビューを選択し、これを印刷
可能な好ましいフォーマット（例えば、ＨＴＭＬ、ＰＤＦ、ＤＯＣ等）にエクスポートす
ることを、ユーザに許容してもよい。このことは、広告キャンペーンがポストされる前の
広告キャンペーンの顧客認可または法的認可にとって有用であってもよい。
【０１６６】
　ユーザは、彼ら自身の操作用にExcelにインポートするために、カンマ区切り値または
タブ区切り値のファイルへと、カスタムビューをエクスポートできてもよい。
【０１６７】
　ユーザは、カスタムビュー、広告グループ、キャンペーン、全体のアカウント等のうち
の１つ以上をエクスポートできてもよい。ユーザは、自身がどのエレメントをエクスポー
ト中に含めることを望むかを指定できるべきである。指定可能なエレメントは、キーワー
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ド（および、以下のうちの任意のもの：タイプ、ＣＰＣ、宛先ＵＲＬ）、テキスト広告（
行、またはAdWordsボックスフォーマットのいずれか）、画像広告、性能統計（ユーザは
インプレッション、クリック、ＣＴＲ、費用、コンバージョン等から選択できる）等を含
んでもよい。
【０１６８】
　エクスポートされたドキュメントに対するテンプレートを修正することを、ユーザに許
容してもよい。このような修正は、ユーザのカンパニー名と住所を追加すること、ユーザ
のロゴを追加すること、色を選択すること、フォントを選択すること、ユーザ自身のＣＳ
Ｓスタイルシートを使用すること等を含んでもよい。
【０１６９】
　　　セクション４．３．４．２１　拡張／プラグインメカニズム　
　本発明と一貫したいくつかの実施形態は、レポートすること／チャート化すること（例
えば、集中ＡＰＩ呼出をレポート）、入札変更、宛先ＵＲＬ変更、第三者データ情報源（
例えば、在庫管理システム）ツール（例えば、トラフィック推定器、キーワード提案等）
との統合等のようなさまざまなことをする拡張を書くことを、第三者（例えば、第三者ツ
ール開発者）に許容してもよい。例えば、ＡＰＩによって可能になる何らかのことを行う
ことを、第三者に許容してもよい。新しいタブを作成することを、第三者に許容してもよ
い。新しいウィンドウ、ウィザード等を作成することを、第三者に許容してもよい。
【０１７０】
　　　セクション４．３．４．２２　イベントスケジューラー／タスクバーサービス　
　本発明と一貫した実施形態は、特定の時間におけるイベントをスケジュールすることを
、ユーザに許容してもよい。各イベントにおいて行うことができる動作は、ＣＰＣ変更（
例えば、指定されたキーワードに対する、全体の広告グループに対する等）、一時停止／
一時停止しない（例えば、広告キャンペーン、広告グループ等）等を含んでもよい。
【０１７１】
　ＬＡＥＡが実行されていない場合であっても、スケジュールタスクバーサービスを、バ
ックグラウンドで実行してもよい。ユーザのローカルマシン上のＬＡＥＡスケジューラに
よって、イベントを制御してもよい。結果として、イベントを認識し、スケジュールされ
たアクションをトリガするために、ユーザのローカルマシンが起動および実行している必
要があるかもしれない。
【０１７２】
　　　セクション４．３．４．２３　変更履歴ログ　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、ＬＡＥＡを使用して広告アカウ
ントに対して行われたすべての変更が、変更履歴中でログ記録されることになり、ＬＡＥ
Ａユーザによって変更が行われたことを反映させるだろう。ログ記録された変更をタイム
スタンプするのにアカウントがポストされた時間を使用してもよい。
【０１７３】
　　　セクション４．３．４．２４　統計／ダッシュボード　
　本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態は、さまざまな統計を監視してもよい
。広告供給システム人員に対して（例えば、デスクトップ“ダッシュボード”の形態で）
これらの統計を提示してもよい。このような統計は、以下のうちの１つ以上を含んでもよ
い：
－ダウンロードされたＬＡＥＡクライアントの数；
－最近の３０日間におけるアクティブの数；
－クラッシュ／障害の数；
－アクションの数（ＡＰＩ呼出、または、他の何らかの統計のいずれか）；
－アカウントのダウンロード／妥当性検査／ポスティングの数；
－ＬＡＥＡを使用して管理されるアカウントの数；
－ＬＡＥＡを使用して管理される収益；
－ＬＡＥＡの使用開始後のアカウント支出中の変更；
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－顧客サポート要求の数　
これらの統計は、主に、広告供給エンティティによる内部使用のためのものであることに
留意すべきである。
【０１７４】
　　　セクション４．３．４．２５　アカウントカウント（ツールメニューアイテム）　
　同様に、本発明と一貫した少なくともいくつかの実施形態では、さまざまなアカウント
情報を監視（例えば、カウント）してもよい。この（カウント）情報は、（例えば、デス
クトップ“ダッシュボード”の形態で）ユーザに提示されてもよい。カウントは、広告キ
ャンペーンの数（Ｚ個アクティブ、Ｑ個ペンティング、Ｈ個終了した、Ｘ個一時停止され
た、Ｙ個削除された、Ｔ個サスペンドされた）；広告グループの数（Ｚ個アクティブ、Ｘ
個一時停止された、Ｙ個削除された）；キーワードの数（Ｙ個アクティブ、Ｚ個非アクテ
ィブ）；広告クリエイティブの数（Ｙ個アクティブ、Ｚ個削除された、Ｘ個非認可された
）等のうちの１つ以上を含んでもよい。
【０１７５】
　　　セクション４．３．４．２６　広告アカウント構造および情報　
　例示的な実施形態のいくつかを、あるタイプの広告情報（例えば、テキスト広告、ＣＰ
Ｃ入札等）を有し、特定の構造（例えば、広告アカウント－＞広告キャンペーン－＞広告
グループ－＞広告クリエイティブ）を持つ特定の広告システムの文脈で説明したが、上で
説明したさまざまな特徴を、異なる構造（フラット、他の階層等）、および／または、異
なるタイプの広告情報（例えば、垂直型製品カテゴリ、ウェブサイト等のような異なるタ
イプのターゲット付けを有する、オーディオ広告、ビデオ広告、インプレッション毎の申
出のような異なるタイプの入札または申出を有する広告、インプレッション毎の最大申出
、コンバージョン毎の申出、コンバージョン毎の最大申出等）を持っている他のタイプの
広告システムに対して容易に適用することができることを当業者は理解するだろう。
【０１７６】
　　　セクション４．４　本発明と一貫した例示的な実施形態における動作の例　
　図１１は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの例示的なスクリーン１
１００であり、これは全体の広告アカウント範囲（すべての広告キャンペーンと広告グル
ープ）を示し、テキスト広告タブ６３２が選択されている。示したように、ハイライトさ
れた行によって表示されているように、ユーザがテキスト広告を選択した。表の下の拡張
ビューは、選択されたテキスト広告を編集可能にする。プレビューセクションは、ウェブ
ページ上に広告が現れることになるように、広告を示す。
【０１７７】
　図１２は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの例示的なスクリーン１
２００であり、これは全体の広告アカウント範囲（すべての広告キャンペーンと広告グル
ープ）を示し、キーワードタブ６３１が選択されており、複数の広告キャンペーンと広告
グループとにわたる対応した複数のアイテムが表において選択されている。表の下の編集
セクションによって示されているように、複数のキャンペーンおよび広告グループにわた
っての、複数の変更を一度で行ってもよい。
【０１７８】
　図１３は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの例示的なスクリーン１
３００であり、これは全体の広告アカウント範囲（すべての広告キャンペーンと広告グル
ープ）を示し、広告キャンペーンタブ６３５が選択されている。対応するアイテムが表中
に示されている。表の選択された行の中の情報を、表の下の編集セクションにより編集し
てもよい。
【０１７９】
　図１４は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの例示的なスクリーン１
４００であり、これはエラー通知と、例外要求を行う能力とを示す。この例では、用語“
グーグル”を有するテキスト広告を供給することは、広告供給システムのポリシーに反し
ている。
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【０１８０】
　図１５は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの例示的なスクリーン１
５００であり、これは、検索ボックス６２０に入力された検索用語“カメラ”に一致する
キーワードに対する検索結果を有する、全体の広告アカウント範囲を示す。ツリービュー
は、検索結果を含む、広告キャンペーンおよび／または広告キャンペーン＋広告グループ
を表示してもよいことに留意すべきである。
【０１８１】
　　　セクション４．５　結論　
　上記のことから理解できるように、本発明と一貫した実施形態は、多数のキャンペーン
、広告グループ、キーワードおよびクリエイティブを有する広告アカウントであっても、
広告主および／または顧客サービス担当者が、広告アカウントを容易に閲覧し、ナビゲー
トし、および編集できるようにする。結果として、このような実施形態は、顧客満足度を
増大させ、顧客サポート費用をかなり減少させるだろう。
【図面の簡単な説明】
【０１８２】
【図１】図１は、広告システムと対話することができる関係者またはエンティティを示す
図である。
【図２】図２は、本発明と一貫した実施形態がその中で動作し得る、または本発明と一貫
した実施形態がそれを用いて動作し得る環境を図示する図である。
【図３】図３は、本発明と一貫した方法で、実行してもよい例示的な動作と、このような
動作によって、使用してもよい、および／または、発生させてもよい情報とのデータフロ
ー図である。
【図４】図４は、本発明と一貫した方法で、広告情報エントリおよび管理（例えば、編集
）を容易にする、例示的なバックエンド方法の図である。
【図５】図５は、本発明と一貫した方法で、広告情報エントリおよび管理（例えば、編集
）を容易にする、例示的なフロントエンド方法の図である。
【図６】図６は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの異なる“タブ”の
例示的なスクリーンである。
【図７】図７は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの異なる“タブ”の
例示的なスクリーンである。
【図８】図８は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの異なる“タブ”の
例示的なスクリーンである。
【図９】図９は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの異なる“タブ”の
例示的なスクリーンである。
【図１０】図１０は、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの異なる“タブ
”の例示的なスクリーンである。
【図１１】図１１は、全体の広告アカウント範囲と選択されたテキスト広告タブとを示す
、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの例示的なスクリーンである。
【図１２】図１２は、全体の広告アカウント範囲と選択されたキーワードタブとを示す、
本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの例示的なスクリーンである。
【図１３】図１３は、全体の広告アカウント範囲と選択されたキャンペーンタブとを示す
、本発明と一貫した例示的なユーザインターフェースの例示的なスクリーンである。
【図１４】図１４は、エラー通知と例外要求を行う能力とを示す、本発明と一貫した例示
的なユーザインターフェースの例示的なスクリーンである。
【図１５】図１５は、検索用語「カメラ」に一致するキーワードに対する検索結果を有す
る、全体の広告アカウント範囲を示す本発明と一貫した例示的なユーザインターフェース
の例示的なスクリーンである。
【図１６】図１６は、本発明と一貫した方法で、少なくともいくつかの動作を実行するの
に使用してもよく、少なくともいくつかの情報を記憶してもよい装置のブロック図である
。
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【図１５】 【図１６】



(39) JP 2009-524878 A 2009.7.2

10

20

30

40

【国際調査報告】



(40) JP 2009-524878 A 2009.7.2

10

20

30

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,L
A,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE
,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100100952
            弁理士　風間　鉄也
(72)発明者  デケル、エラン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９４０６５、レッドウッド・シティー、ブオイ・レーン　３
(72)発明者  ディレイ、ダーレン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９４１０２、サン・フランシスコ、ゴウ・ストリート　３５
            ０、アパートメント・ナンバー　１１
(72)発明者  ヒラー、マシュー
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州　１００２５、ニューヨーク、ウェスト・ナインティーシックス
            ス・ストリート　３２３、アパートメント・ナンバー　７０３
(72)発明者  コムニノス、アート
            アメリカ合衆国、コネチカット州　０６７９８、ウッドバリー、ウッドバリー・ヒル　２１
(72)発明者  タンデトニク、イゴア
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州　１１３７５、フォレスト・ヒルズ、セブンティーセカンド・ロ
            ード　１１０－５５、アパートメント・ナンバー　５０３
(72)発明者  ワーレン、アラン
            アメリカ合衆国、ニューヨーク州　１０５７６、ポンド・リッジ、ロビン・フッド・ロード　３
Ｆターム(参考) 5E501 AB15  AC06  BA03  EB05  FA22 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

