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(57)【要約】
　ユーザは、ロケーション、時間、および、イベントに
招待される他のユーザのゲストリストを指定して、ソー
シャルネットワーキングシステムにおいてイベントを作
成する。ソーシャルネットワーキングシステムは、その
イベントに関連付けられているページを生成し、そのペ
ージは、そのイベントに関する情報を提供し、そのイベ
ントへの招待にユーザが応答したか否かを識別する。そ
のページのコンテンツは、そのページを閲覧しているユ
ーザにそのイベントへ出席するよう促すために、その閲
覧ユーザ向けにカスタマイズされる。たとえば、招待に
対する自らの応答がそのページを通じて閲覧ユーザに示
されるユーザを識別するために、ゲストリスト内の他の
ユーザとの閲覧ユーザの関係および／または類似した特
徴がソーシャルネットワーキングシステムによって特定
され、使用される。加えて、通知方法は、出席を促すた
めに他のユーザに招待の受け入れをより目立つように配
信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イベントに関連付けられているゲストリストにアクセスする工程であって、前記ゲスト
リストは、前記イベントに招待されているソーシャルネットワーキングシステムのユーザ
を識別し、受け取られた前記イベントに対する応答に基づいて受け入れ状態を前記ゲスト
リスト内のユーザに関連付ける、工程と、
　前記ゲストリストに含まれているユーザを、前記ユーザのそれぞれに関連付けられてい
る前記受け入れ状態に基づいて１以上のグループへとグループ化する工程であって、ユー
ザのグループは、共通の受け入れ状態を有する、工程と、
　ユーザのグループを選択する工程と、
　閲覧ユーザに関連付けられているユーザプロフィールにアクセスする工程であって、前
記ユーザプロフィールは、前記閲覧ユーザと前記ソーシャルネットワーキングシステムの
他のユーザとの間における１以上のつながりを識別する、工程と、
　選択された前記グループ内のユーザに関連付けられているユーザプロフィールにアクセ
スする工程であって、前記ユーザプロフィールは、選択された前記グループ内のユーザの
特徴を識別する、工程と、
　選択された前記グループ内のユーザを、前記閲覧ユーザに関連付けられているユーザプ
ロフィール、および選択された前記グループ内のユーザに関連付けられているユーザプロ
フィールに基づいてランク付けする、第１ランク付け工程と、
　前記ランク付けに基づいて前記ゲストリスト内の少なくとも複数のユーザの表示を特定
する、ユーザ表示特定工程と、
　特定された前記表示を前記閲覧ユーザに提示する、表示提示工程と、を含む方法。
【請求項２】
　前記第１ランク付け工程は、
　前記閲覧ユーザにつながっている選択された前記グループ内のユーザを識別する工程と
、
　前記閲覧ユーザにつながっている選択された前記グループ内のユーザを、前記閲覧ユー
ザに対する親和性に基づいてランク付けする工程とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１ランク付け工程は、
　前記閲覧ユーザにつながっている選択された前記グループ内のユーザが、前記イベント
に関連付けられているホストであるか否かを特定する工程と、
　前記閲覧ユーザにつながっている選択された前記グループ内のユーザが、前記イベント
に関連付けられているホストであると特定したことに応答して、前記イベントに関連付け
られている前記ホストに関連付けられている順位を上げる工程とをさらに含む、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１ランク付け工程は、
　前記閲覧ユーザにつながっている選択された前記グループ内のユーザが、前記閲覧ユー
ザを前記イベントに招待したユーザであるか否かを特定する工程と、
　前記閲覧ユーザにつながっている選択された前記グループ内のユーザが、前記閲覧ユー
ザを前記イベントに招待したユーザを含むと特定したことに応答して、前記閲覧ユーザを
前記イベントに招待したユーザに関連付けられている順位を上げる工程とをさらに含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ランク付けする工程は、
　前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のユーザを識別する工程
と、
　前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のそれぞれのユーザに関
して、前記閲覧ユーザ、および前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グルー
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プ内のユーザの両方につながっているユーザを特定する工程と、
　前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のユーザを、前記閲覧ユ
ーザと、前記閲覧ユーザ、および前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グル
ープ内のユーザの両方につながっている前記ユーザとの間における親和性に基づいてラン
ク付けする工程とを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ランク付けする工程は、
　前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のユーザを識別する工程
と、
　前記閲覧ユーザと、前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のそ
れぞれのユーザとの間における共通のつながりの数を特定する工程と、
　前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のユーザを、前記閲覧ユ
ーザとの共通のつながりの前記数に基づいてランク付けする工程とを含む、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記ランク付けする工程は、
　前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のユーザを識別する工程
と、
　前記閲覧ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のユーザを、前記閲覧ユ
ーザに関連付けられているユーザプロフィール、および前記閲覧ユーザにつながっていな
い選択された前記グループ内のユーザに関連付けられているユーザプロフィールに基づい
てランク付けする、第２ランク付け工程とを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２ランク付け工程は、
　前記閲覧ユーザに関連付けられているユーザプロフィールから前記閲覧ユーザの交際状
態を特定する工程と、
　前記閲覧ユーザの交際状態がシングルであると特定したことに応答して、前記閲覧ユー
ザに関連付けられているユーザプロフィールから前記閲覧ユーザの好む性別を特定する工
程と、
　シングルの交際状態を有し前記閲覧ユーザの好む性別であるユーザであって、前記閲覧
ユーザにつながっていない選択された前記グループ内のユーザを識別する工程とを含む、
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ランク付けから、表示するためのユーザのセットを選択する工程は、
　識別された前記ユーザを選択する工程を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ランク付けから、表示するためのユーザのセットを選択する工程は、
　前記閲覧ユーザへのつながりを有する選択された前記グループ内のユーザを選択する工
程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記閲覧ユーザに表示するために前記イベントに関連付けられているページを生成する
工程であって、前記ページは選択されたユーザのセットを含む、工程は、
　選択されたユーザの前記セットが、前記閲覧ユーザにつながっているユーザを含んでい
ることに応答して、選択された前記セットのユーザのそれぞれに関してイメージおよびユ
ーザ名を取り出す工程と、
　選択されたユーザの前記セットが、前記閲覧ユーザにつながっているユーザを含んでい
ないことに応答して、選択された前記セットのユーザのそれぞれに関してイメージを取り
出す工程とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記イベントに関連付けられている前記ページに前記閲覧ユーザがアクセスする都度、
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選択された前記セットのユーザのそれぞれに関する前記イメージが、異なる順序に配置さ
れる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記受け入れ状態は、ユーザが前記イベントに出席することを受け取られた応答が示す
旨を示す、受け入れ済み状態と、前記イベントに出席することに関して前記ユーザが不確
かであることを受け取られた応答が示す旨を示す、可能性あり状態と、前記ユーザが招待
を受け取っているが前記招待に応答していない旨を示す、招待されている状態と、前記ユ
ーザが前記イベントに出席しない旨を示す、辞退済み状態とから成るグループから選択さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザ表示特定工程は、
　前記ゲストリスト内のユーザのリストを含む表示を生成する工程であって、前記リスト
は前記ランク付けに基づいて順序付けられる、工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザ表示特定工程は、
　選択された前記グループ内のユーザのサブセットと、選択された前記グループに関連付
けられている前記共通の受け入れ状態とを含む表示を生成する工程を含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記表示提示工程は、
　前記イベントに関連付けられているページを生成する工程であって、前記ページは特定
された前記表示を含む、工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　ソーシャルネットワーキングシステムの応答ユーザから、イベントへの招待に対する応
答を受け取る工程と、
　前記応答のタイプを特定する工程と、
　前記応答が前記招待に対する辞退であると特定したことに応答して、
　　前記応答ユーザに辞退の投稿を要求する工程と、
　　前記辞退の投稿を受け取ったことに応答して、前記辞退の投稿および前記応答ユーザ
の識別情報を、前記イベントに関連付けられている辞退ページに投稿する工程であって、
前記辞退ページは、前記イベントに関連付けられているページとは別のページである、工
程と、を含む方法。
【請求項１８】
　前記応答が前記招待に対する受け入れであると特定したことに応答して、前記応答ユー
ザおよび前記受け入れを識別する受け入れのメッセージを、前記ユーザに関連付けられて
いるページにさらに投稿する、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記辞退の投稿を受け取ったことに応答して、前記辞退の通知を招待する側のユーザお
よび前記イベントのホストに送信する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記応答が前記招待に対する受け入れであると特定したことに応答して、前記応答ユー
ザおよび前記受け入れを識別する受け入れのメッセージを、前記イベントに関連付けられ
ているページに投稿する工程と、
　前記受け入れの通知を、前記応答ユーザにつながっている前記ソーシャルネットワーキ
ングシステムの他のユーザに送信する工程と、をさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　イベントに関連付けられているゲストリストにアクセスする工程であって、前記ゲスト
リストは、前記イベントに招待されているソーシャルネットワーキングシステムのユーザ
を識別し、受け取られた前記イベントに対する応答に基づいて受け入れ状態を前記ゲスト
リスト内のユーザに関連付ける、工程と、
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　前記ゲストリスト内に含まれているユーザを、前記ユーザのそれぞれに関連付けられて
いる前記受け入れ状態に基づいて１以上のグループへとグループ化する工程であって、ユ
ーザのグループは、共通の受け入れ状態を有する、工程と、
　ユーザのグループを選択する工程と、
　選択された前記グループ内のユーザを、閲覧ユーザと、選択された前記グループ内のユ
ーザとの間における対話に基づいてランク付けする工程と、
　前記ランク付けに基づいて前記ゲストリスト内の少なくとも複数のユーザの表示を特定
する工程と、
　特定された前記表示を前記閲覧ユーザに提示する工程と、を含む方法。
【請求項２２】
　前記閲覧ユーザと、選択された前記グループ内のユーザとの間における対話は、前記閲
覧ユーザと、選択された前記グループ内のユーザとの間におけるつながり、前記閲覧ユー
ザと、選択された前記グループ内のユーザとに共通した関心、選択された前記グループ内
のユーザが出席した以前のイベント、前記閲覧ユーザが出席した以前のイベント、および
前記閲覧ユーザと、選択された前記グループ内のユーザとの間における通信から成るグル
ープから選択される１以上を含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　イベントに関連付けられている情報を受け取る工程と、
　前記イベントに関連付けられているゲストリストにアクセスする工程であって、前記ゲ
ストリストは、前記イベントに招待されているソーシャルネットワーキングシステムのユ
ーザ、および前記ユーザに関する受け入れ状態を識別する、工程と、
　共通の受け入れ状態を有する前記ゲストリスト内に含まれている複数の前記ユーザをラ
ンク付けする工程と、
　前記ランク付けに基づいて、表示するための前記ゲスト上に含まれている前記ユーザの
セットを選択する工程と、
　閲覧ユーザに表示するために前記イベントに関連付けられているページを生成する工程
であって、前記ページは選択されたユーザの前記セットを含む、工程とを含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してソーシャルネットワーキングに関し、より具体的には、イベントへの
招待に対する他のユーザの応答に関する情報を閲覧ユーザに通信することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザ（個人、企業、およびその他のエンティティを含む）同士の間におけるオンライ
ンのつながりを追跡して有効にするソーシャルネットワーク、またはソーシャルユーティ
リティが、ますます普及している。とりわけ、ソーシャルネットワーキングシステムは、
ユーザが自らをその他のユーザに関連付けて、ソーシャルネットワーキングシステムのユ
ーザ同士の間におけるつながりのウェブを作成する。たとえば、ユーザ同士は、地理的ロ
ケーション、雇用主、職業のタイプ、年齢、音楽の好み、関心、オンラインゲーム、また
はその他の属性など、ユーザプロフィールにおける１または複数の共通の属性に基づいて
互いにつながりを確立する。
【０００３】
　いくつかのソーシャルネットワーキングシステムはまた、ユーザがその他のユーザとの
アクティビティを調整するためにイベントをカレンダーに記すツールを含む。関与してい
るユーザのためのイベントスケジューリングを提供することに加えて、ソーシャルネット
ワーキングシステムのコンテキストにおいて、ユーザによるこれらのカレンダリングツー
ルはまた、その他のユーザにそのユーザの連絡先のアクティビティを知らせるソーシャル
機能を提供する。しばしばユーザは、イベントを、ロケーション、時間、および、そのイ
ベントに招待されるその他のユーザのゲストリストを識別することによって作成し、ソー
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シャルネットワーキングシステムは、そのイベントへの招待をその他のユーザに広める。
ソーシャルネットワーキングシステムは、それらのその他のユーザからの応答を受け取っ
て、そのイベントに誰が出席することになるかを作成する側のユーザが特定する。加えて
、ソーシャルネットワーキングシステムが、そのイベントに関連付けられているページを
生成して維持することによって、ユーザ同士が、便利なロケーションにおいて、そのペー
ジを通じて互いに情報交換をすること、または、そのイベントに招待されている、もしく
はそのイベントに出席することを予定しているその他のユーザを識別することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、多くのソーシャルネットワーキングシステムは、イベントに関連付けら
れているページを、単にユーザのリスト、および、そのイベントへのそれらのユーザの予
定された出席を識別するために使用している。これによって、そのイベントに関する情報
がユーザに提供されるが、提供される情報は、あるユーザとその他のユーザとの関係を考
慮していない。たとえば、そのイベントに関連付けられているページ上で、招待されてい
るユーザにつながっているその他のユーザを識別することよりも、従来の技術は単に、そ
のイベントに出席する、出席する可能性がある、または招待されているユーザのリストを
提供するにすぎない。これによって、そのイベントに関するいくつかの情報がユーザに提
供されるが、それらの情報は、その他のユーザとのユーザの関係を考慮しておらず、その
他のユーザとのユーザの関係は、そのイベントに出席するというユーザの決定に著しく影
響を与える場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、そのユーザがさまざまな方法で対話すること
を可能にして、それらのユーザ同士の間における対話を促進する。たとえば、ソーシャル
ネットワーキングシステムは、ソーシャルネットワーキングシステムユーザのグループが
任意の時間およびロケーションにおいて会うイベントをソーシャルネットワーキングシス
テムユーザが作成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のユーザ
は、典型的には、ロケーション、時間、および、イベントに招待されるその他のソーシャ
ルネットワーキングシステムユーザのゲストリストを指定することによってイベントを作
成する。加えて、イベントを作成するユーザは、別のソーシャルネットワーキングシステ
ムユーザをイベントホストとして識別することができ、イベントホストとは、さらなるユ
ーザをイベントに招待する、イベントに関連付けられているデータを修正する、および／
またはさらなるイベントホストを識別する能力を有するソーシャルネットワーキングシス
テムユーザである。イベントが作成された場合、ソーシャルネットワーキングシステムは
、そのイベントに関連付けられているページを作成することもでき、それによって、さま
ざまなユーザは、そのイベントに関連付けられている情報を投稿することができ、および
／またはユーザは、そのイベントに関連付けられているページにアクセスすることによっ
て、そのイベントに関する情報を容易に得ることができる。ウェブ環境において、そのペ
ージは、ウェブページであることが可能である一方で、モバイルデバイス上のネイティブ
アプリケーションなど、その他の環境において、そのページは、単にアプリケーションの
ユーザインタフェース上の表示画面である。招待されたユーザにイベントへ出席するよう
促すために、ソーシャルネットワーキングシステムは、そのイベントに関連付けられてい
るページの提示を、そのページを閲覧しているユーザ（すなわち、「閲覧ユーザ」）用に
カスタマイズし、その場合、閲覧ユーザは、招待に応答していない、またはそうでなけれ
ば、イベントに出席する意図を示していない可能性がある。
【０００６】
　一実施形態において、閲覧ユーザ、およびイベントに招待されている１または複数のそ
の他のユーザに関するプロフィール情報が、イベントに招待されているその他のユーザと
の閲覧ユーザの関係または類似性を特定するために使用される。次いで、イベントに関連
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付けられているページは、自分がイベントに出席することを決心しているユーザ、または
自分がイベントに出席する可能性がある旨を示すユーザのうちの１または複数に関する画
像および／または識別情報を表示するようにカスタマイズされる。ソーシャルネットワー
キングシステムは、イベントへの出席をさらに促すために、受け入れを示したユーザによ
る招待の受け入れを、その受け入れを示したユーザとの関係または類似性を有するその他
のユーザに配信する通知システムを使用することもできる。
【０００７】
　たとえば、閲覧ユーザは、イベントへの招待を受け取ったことに応答して、イベントペ
ージに関連付けられているページを要求する。イベントに関連付けられているページを求
める要求を受け取ると、ソーシャルネットワークシステムは、イベントに関連付けられて
いるゲストリストにアクセスし、そのゲストリスト内のそれぞれのユーザの出席状態を特
定する。ユーザの出席状態は、イベントに出席するユーザの意図を示す。たとえば、ソー
シャルネットワーキングシステムは、出席する、出席する可能性あり、出席しない、また
は応答していないなど、あり得る出席状態のグループからユーザが選択を行う。閲覧ユー
ザのユーザプロフィール、およびユーザのグループのうちのそれぞれにおけるユーザのユ
ーザプロフィールからの情報に基づいて、それぞれのグループ内のユーザは、閲覧ユーザ
に対する関係および／または類似性に基づいてランク付けされる。その順位を使用して、
さまざまなグループからのユーザが選択され、閲覧ユーザに提示される。一実施形態にお
いて、招待を受け入れたユーザのグループの中から、閲覧ユーザと共通の友達を最大数有
する、または閲覧ユーザと一致するもしくは類似する関心をしきい値数有するそのグルー
プ内のユーザが、イベントページを通じて閲覧ユーザに提示される。別の実施形態におい
て、本システムは、履歴データを使用してモデルをトレーニングし、選択されたユーザを
示すことが、閲覧ユーザがそのイベントに出席するという結果につながる蓋然性に基づい
て、ユーザを選択する。
【０００８】
　イベントへの参加をさらに促すために、ソーシャルネットワーキングシステムは、イベ
ントに対する受け入れをその他のユーザに目立つように配信することもできる。一実施形
態において、ソーシャルネットワーキングシステムは、イベントへの招待に対する受け取
られた応答に関連付けられているタイプを特定する。応答の例示的なタイプには、受け入
れ、辞退、または条件付きの受け入れ（たとえば、「可能性あり」）が含まれる。応答が
、受け入れを示すタイプを有する場合、その受け入れ、および招待の受け入れを示したユ
ーザを識別するメッセージが、イベントに関連付けられているページに投稿される。招待
の受け入れについて記述しているメッセージが、受け入れを示したユーザに関連付けられ
ているページ上に投稿されることも可能である。一実施形態において、受け入れの通知が
、受け入れを示したユーザにつながっているその他のユーザへ送信されて、受け入れを示
したユーザにつながっているユーザにも、そのイベントに出席するよう促す。
【０００９】
　招待に対して辞退する応答が、イベントに出席するという他者の決定に及ぼす潜在的な
否定的影響を最小にするために、ソーシャルネットワーキングシステムは、イベントへの
招待に対して辞退する応答をその他のユーザに通知されることを制限する。たとえば、本
システムが、イベントへの出席を辞退する応答を受け取った場合は、ソーシャルネットワ
ーキングシステムは、必要に応じて、辞退したユーザに、投稿を行うよう促すプロンプト
を提供する。辞退したユーザが投稿を提供した場合、その投稿は、イベントページとは別
の辞退ページ上に投稿される。辞退の通知は、招待する側のユーザおよびイベントホスト
に送信されるが、ソーシャルネットワークシステムのその他のユーザには送信されない。
これは、イベントに対する否定的な応答の配信を制限して、その他のユーザがイベントに
出席する意欲を喪失させることを防止する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムによってイベ
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ントに関連付けられているページの一例を示す図。
【図２】本発明の一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムを含むシステ
ム環境のネットワーク図。
【図３】本発明の一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのシステムア
ーキテクチャのブロック図。
【図４】本発明の一実施形態による、イベントに関連付けられているページを閲覧ユーザ
向けにパーソナライズするための方法のフローチャート。
【図５】本発明の一実施形態による、イベントへの招待に対する応答をソーシャルネット
ワーキングシステムユーザに通知するための方法のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図６は、本発明の一実施形態による、閲覧ユーザ向けにパーソナライズされたイベント
ページ上に表示するためにユーザを選択してランク付けするための方法のフローチャート
を示す。
【００１２】
　図７は、本発明の一実施形態による、閲覧ユーザ向けにパーソナライズされたイベント
ページのスクリーンショットを示す。
　これらの図は、例示のみの目的で本発明のさまざまな実施形態を示す。本明細書におい
て記述されている本発明の原理から逸脱することなく、本明細書において示されている構
造および方法の代替実施形態が採用されることを当業者であれば後述する論考から容易に
認識されるであろう。
【００１３】
　概要
　ソーシャルネットワーキングシステムは、そのユーザに、システムのその他のユーザと
通信および対話する能力を提供する。使用に際して、ユーザは、ソーシャルネットワーキ
ングシステムに参加し、次いで、自分らがつながりたいと望むその他の複数のユーザにつ
ながりを付加する。本明細書において使用される際には、「友達」という用語は、ユーザ
がシステムを通じて、つながり、関連付け、または関係を形成しているその他の任意のユ
ーザを示す。ソーシャルネットワーキングシステムにおけるつながりは、通常は双方向で
あるが、そうである必要はなく、したがって「ユーザ」および「友達」という用語は、参
照構造に依存する。たとえば、ボブとジョーが両方ともユーザであって、システムにおい
て互いにつながっている場合、ボブとジョーは互いの友達である。ユーザ同士の間におけ
るつながりは、直接的なつながりであるが、ソーシャルネットワーキングシステムの一実
施形態では、つながりが、１または複数のレベルのつながりを通じた間接的なものである
ことを可能にする。たとえば、２人のユーザが互いにつながっていない場合がある一方で
、それぞれが第三者ユーザにつながっている場合があり、その第三者ユーザは、その２人
のユーザの「共通の友達」または「共通のつながり」ということになる。多くの場合にお
いて、オンラインの友達は、実生活においても友達である。たとえば、ユーザ同士が、同
じ学校への通学、または同じ雇用主のもとでの勤務によって関連付けられている場合であ
る。
【００１４】
　友達のホームページ（「ウォール」）上の投稿をモニタして応答すること、インスタン
トメッセージング、または対話的なオンラインゲームで遊ぶこと（たとえば、マフィアウ
ォーズ“Ｍａｆｉａ　Ｗａｒｓ”）によってなど、その他のユーザとのオンラインの対話
に加えて、ソーシャルネットワーキングシステムは、友達が関心を有する可能性がある特
定のウェブのイベントを広範に広めることによって実生活における対話を編成して容易に
する能力をユーザに提供する。ソーシャルネットワーキングシステムの伝達手段を使用し
て、ユーザは、実生活のイベント、たとえば、パーティ、ベビーシャワー、スポーツイベ
ント、ネットワーキングイベントなどにその他のユーザを招待する。繰り返しになるが、
ソーシャルネットワークの伝達手段を使用して、招待された人たちは、受け入れることま
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たは辞退することができる。
【００１５】
　あるイベントへの応答が集められると、ソーシャルネットワークシステムは、そのイベ
ントに関連付けられているページを表示する。そのようなイベントページは、そのイベン
トに応答した、応答ユーザを、出席または「返事待ち」ステータスのカテゴリによって示
す。そのイベントに招待された人であるユーザ同士の間において確立されているつながり
を利用することによって、イベントの出席者の視覚的な表示が、その他のユーザのそのイ
ベントへの出席を促すために記憶される。さらに、招待されていない人（友達または共通
の友達である場合がある）がそのイベントに参加することも可能にするために、投稿およ
び通知システムが採用される。
【００１６】
　図１は、ソーシャルネットワークシステムのイベントページ１００の一例である。この
イベントページは、ソーシャルネットワーキングシステムを通じて作成されたイベントに
関連付けられている。一実施形態において、イベントページ１００は、ソーシャルネット
ワーキングシステムのユーザが、あるイベントへの招待にアクセスしたときに、またはそ
のユーザが、ニュースフィードストーリを通じてなど、そのイベントへのリンクにアクセ
スしたときに、そのユーザに提示される。イベントページ１００は、典型的に、イベント
の名前、ロケーション、時間、および記述などのイベント情報１０５、ならびにイベント
ウォール１１５を提供する。ユーザから受け取られたコメントまたはその他のコンテンツ
は、さらなるユーザによる閲覧のためにイベントウォール１１５に投稿される。
【００１７】
　あるイベントに招待されるソーシャルネットワーキングシステムユーザは、そのイベン
トへの招待をソーシャルネットワーキングシステムから受け取る。招待されたユーザが、
その招待に対する応答をソーシャルネットワーキングシステムに提供した場合、ソーシャ
ルネットワーキングシステムは、その応答に基づく「受け入れ状態」を、その招待された
ユーザに関連付ける。一実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステムは、指
定された数の受け入れ状態を維持する。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステム
は、「受け入れ済み状態」、「可能性あり状態」、「招待されている状態」、および「辞
退済み状態」という４つの可能な受け入れ状態を維持する。「受け入れ済み状態」は、自
分がイベントに出席する旨を示す応答を提供したユーザに関連付けられる。「可能性あり
状態」は、自分がイベントに出席できるか否かが不確かである旨を示す応答を提供したユ
ーザに関連付けられる。「招待されている状態」は、イベントへの招待を送信されたが応
答を提供していないユーザに関連付けられる。「辞退済み状態」は、自分がイベントに出
席しない旨を示す応答を提供したユーザに関連付けられる。
【００１８】
　イベントページ１００は、受け入れ状態に基づいてユーザを識別する。図１の例示的な
イベントページ１００において、ユーザに関連付けられている情報が、受け入れ状態に基
づいてユーザの異なるグループ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ内に表示されている。ユー
ザのイメージ、名前、またはその他の識別情報が、ユーザのグループ１１０Ａ、１１０Ｂ
、１１０Ｃ内に表示され、それによって、イベントページ１００を閲覧しているユーザは
、異なる受け入れ状態を有するユーザなど、ユーザの異なるグループを即座に識別するこ
とができる。
【００１９】
　たとえば、出席するユーザのグループ１１０Ａは、出席するユーザの概要１１２Ａを含
み、出席するユーザの概要１１２Ａは、出席するユーザのグループ１１０Ａ内に表示され
ているユーザがイベントに出席することを識別し、出席するユーザのグループ１１０Ａ内
のユーザの総数を識別する。同様に、可能性のあるユーザのグループ１１０Ｂは、自分が
イベントに出席する可能性があることを示すユーザの総数を、可能性のあるユーザのグル
ープ１１０Ｂ内で識別されたユーザのサブセットとともに示すための可能性のあるユーザ
の概要１１２Ｂを含む。招待されたユーザの概要１１２Ｃは、イベントへの招待を受け取
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ったがソーシャルネットワーキングシステムに応答を提供していないユーザの数を、招待
されたユーザのグループ１１０Ｃ内に含まれているユーザのサブセットとともに識別する
。
【００２０】
　受け入れ済みユーザのグループ１１０Ａ、可能性ありユーザのグループ１１０Ｂ、およ
び招待されているユーザのグループ１１０Ｃは、それぞれのグループ内のユーザのサブセ
ットを識別する情報を表示する。たとえば、受け入れ済みユーザのグループ１１０Ａ内の
、および招待されているユーザのグループ１１０Ｃ内のユーザのサブセットに関して、プ
ロフィール画像およびユーザ名が表示される一方で、可能性ありユーザのグループ１１０
Ｂ内のユーザのサブセットに関しては、プロフィール画像が表示されている。さまざまな
グループ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ内に表示されるユーザのサブセットは、さまざま
な要因に基づいて選択される。たとえば、イベントページ１００を閲覧しているユーザに
対して最も高い親和性を有する、グループ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ内のユーザのサ
ブセットが表示される。表示されるユーザのサブセットは、親和性に基づいてさらにラン
ク付けされることが可能であり、それによって、イベントページ１００を閲覧しているユ
ーザに対してさらに高い親和性を有するそのサブセット内のユーザが、より目立つように
表示される。一実施形態において、グループ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ内に表示され
るユーザのサブセットは、イベントページ１００を閲覧しているユーザへのつながりを有
するユーザを含み、グループ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ内のその他のユーザは、グル
ープ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃとのユーザ対話に応答して別の表示内に提示される。
これによって、イベントページ１００を閲覧しているユーザは、その閲覧ユーザにつなが
っているその他のユーザがそのイベントに出席するか否かを即座に特定することができる
。たとえば、閲覧ユーザにつながっている招待されたユーザは、イベントページ１００上
に示される一方で、閲覧ユーザにつながっていない招待されたユーザは、そのイベントペ
ージ上で識別されない。別の例として、グループ１１０Ａ、１００Ｂ、１１０Ｃ内に表示
されるユーザのサブセットは、閲覧ユーザにつながっているサブセット内のユーザと、閲
覧ユーザにつながっていないサブセット内のユーザとを視覚的に区別して、閲覧ユーザに
つながっているその他のユーザがイベントに出席するか否かを閲覧ユーザがさらに容易に
識別することを可能にする。
【００２１】
　グループ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃが、閲覧ユーザにつながっているユーザを含ん
でいない場合、表示されるユーザのサブセットは、グループ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０
Ｃ内のユーザに共通した閲覧ユーザの属性などのその他の情報に基づいて、閲覧ユーザ向
けにパーソナライズされる。たとえば、閲覧ユーザがシングルである場合、グループ１１
０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ内に表示されるユーザのサブセットは、その閲覧ユーザおよび
グループ１１０Ａ、１１０、１１０Ｃ内のユーザの婚姻状態、性別、性別の好み、および
年齢に基づいて、その閲覧ユーザが交際することに関心を抱くであろうユーザを含む。別
の例として、グループ１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ内に表示されるユーザのサブセット
は、閲覧ユーザと共通の職業上のまたはその他の関心（たとえば、趣味）を有するユーザ
を含む。
【００２２】
　イベントに出席するよう閲覧ユーザに促す様式で、ユーザがグループ１１０Ａ、１１０
Ｂ、および１１０Ｃ内に提示される。たとえば、そのイベントに出席することを予定して
いる、またはそのイベントに出席する可能性があるユーザは、そのイベントへの招待に応
答していないユーザよりも目立つように表示される。一実施形態において、そのイベント
への招待を受け入れたユーザ（受け入れ済みグループ内のユーザ）に関しては、より大き
な画像またはその他の識別子が示され、自分がそのイベントに出席できるか否かが不確か
である旨を示す応答を提供しているより少数のユーザが、より小さな画像またはその他の
識別子を使用して表示される。そのイベントに出席することをさらに促すために、閲覧ユ
ーザにつながっているユーザは、イベントページ１００によってその他のユーザとは視覚
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的に区別される。たとえば、閲覧ユーザにつながっているユーザに関して、プロフィール
画像およびユーザ名が表示される一方で、閲覧ユーザにつながっていないユーザに関して
、プロフィール画像が表示される。
【００２３】
　イベントウォール１１５は、イベントに招待されたユーザ、および／またはソーシャル
ネットワーキングシステムのその他のユーザから受け取られたコンテンツを表示する。一
実施形態において、イベントウォール１１５上に投稿する能力は、ユーザの受け入れ状態
に依存する。たとえば、決心がついていない閲覧ユーザによる参加を促すために、イベン
トウォール１１５上にコメントを投稿する能力は、受け入れ済み状態または可能性あり状
態を有する招待されたユーザに制限される。辞退済み状態を有するユーザは、イベントペ
ージ１００とは別の辞退ウォールに導かれる。これによって、イベントページ１００は、
そのイベントに出席する、または出席する可能性のあるユーザからの情報を表示して、さ
らなるユーザがそのイベントに出席する蓋然性を高める。
【００２４】
　システムアーキテクチャ
　図２は、ソーシャルネットワーキングシステム２４０のためのシステム環境２００を示
すハイレベルブロック図である。システム環境２００は、１または複数のクライアントデ
バイス２１０と、ネットワーク２２０と、１または複数のサードパーティウェブサイト２
３０と、ソーシャルネットワーキングシステム２４０とを含む。代替構成において、異な
るおよび／またはさらなる構成要素がシステム環境２００内に含まれる。本明細書におい
て記述されている実施形態は、ソーシャルネットワーキングシステムではないオンライン
システムに適合される。
【００２５】
　クライアントデバイス２１０は、ユーザ入力を受け取ること、ならびにネットワーク２
２０を通じてデータを送信することおよび／または受信することが可能な１または複数の
コンピューティングデバイスを含む。一実施形態において、クライアントデバイス２１０
は、デスクトップまたはラップトップコンピュータなど、従来のコンピュータシステムで
ある。別の実施形態において、クライアントデバイス２１０は、携帯情報端末（ＰＤＡ）
、モバイル電話、スマートフォン、または類似のデバイスなど、コンピュータ機能を有す
るデバイスである。クライアントデバイス２１０は、ネットワーク２２０を通じて通信を
行うように構成されている。一実施形態において、クライアントデバイス２１０は、クラ
イアントデバイス２１０のユーザがソーシャルネットワーキングシステム２４０と対話す
るアプリケーションを実行する。たとえば、クライアントデバイス２１０は、ネットワー
ク２２０を通じたクライアントデバイス２１０とソーシャルネットワーキングシステム２
４０との間における対話を可能にするためにブラウザアプリケーションを実行する。別の
実施形態において、クライアントデバイス２１０は、ｉＯＳ（登録商標）およびＡＮＤＲ
ＯＩＤ（登録商標）など、クライアントデバイス２１０のネイティブオペレーティングシ
ステム上で動作するアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を通じて
ソーシャルネットワーキングシステム２４０と対話する。
【００２６】
　クライアントデバイス２１０は、ネットワーク２２０を通じて通信を行うように構成さ
れており、ネットワーク２２０は、有線通信システムおよび無線通信システムの両方を使
用する、ローカルエリアネットワークおよび／またはワイドエリアネットワークの任意の
組合せを含む。一実施形態において、ネットワーク２２０は、通信標準技術および／また
は通信標準プロトコルを使用する。したがって、ネットワーク２２０は、イーサネット（
登録商標）、８０２．１１、ワールドワイド・インタオペラビリティ・フォー・マイクロ
ウェーブ・アクセス（ＷｉＭＡＸ）、３Ｇ、４Ｇ、ＣＤＭＡ、デジタルサブスクライバー
ライン（ＤＳＬ）等などの技術を使用するリンクを含む。同様に、ネットワーク２２０上
で使用されるネットワーキングプロトコルは、マルチプロトコルラベルスイッチング（Ｍ
ＰＬＳ）、トランスミッション・コントロール・プロトコル／インターネットプロトコル
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（ＴＣＰ／ＩＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、ハイパーテキストトラン
スポートプロトコル（ＨＴＴＰ）、シンプルメールトランスファプロトコル（ＳＭＴＰ）
、およびファイルトランスファプロトコル（ＦＴＰ）を含む。ネットワーク２２０を通じ
て相互作用されるデータは、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）または拡張
マークアップ言語（ＸＭＬ）を含む技術および／または形式を使用して表される。加えて
、リンクのうちのすべてまたはいくつかは、セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）、トラン
スポートレイヤセキュリティ（ＴＬＳ）、およびインターネットプロトコルセキュリティ
（ＩＰｓｅｃ）などの従来の暗号化技術を使用して暗号化される。サードパーティウェブ
サイト２３０は、ソーシャルネットワーキングシステム１００と通信するためにネットワ
ーク２２０に結合されることが可能であり、ソーシャルネットワーキングシステム１００
については、図３に関連してさらに後述する。
【００２７】
　図３は、ソーシャルネットワーキングシステム２４０のシステムアーキテクチャの例示
的なブロック図である。ソーシャルネットワーキングシステム２４０は、ユーザプロフィ
ールストア３０５、オブジェクトストア３１０、エッジストア３１５、表示ジェネレータ
３２０、およびウェブサーバ３３０を含む。その他の実施形態において、ソーシャルネッ
トワーキングシステム２４０は、さまざまなアプリケーションに関するさらなる、より少
ない、または別のモジュールを含む。ネットワークインタフェース、セキュリティ機能、
ロードバランサ、フェイルオーバサーバ、管理およびネットワークオペレーションコンソ
ール等などの従来の構成要素は、このシステムアーキテクチャの詳細をわかりにくくする
ことのないように示されていない。
【００２８】
　ソーシャルネットワーキングシステム２４０のそれぞれのユーザは、ユーザプロフィー
ルに関連付けられており、ユーザプロフィールは、ユーザプロフィールストア３０５内に
記憶されている。ユーザプロフィールは、ユーザによって明示的に共有されたユーザに関
する宣言型の情報を含み、ソーシャルネットワーキングシステム２４０によって推測され
たプロフィール情報を含むこともできる。一実施形態において、ユーザプロフィールは、
複数のデータフィールドを含み、それぞれのデータフィールドは、ソーシャルネットワー
キングシステム２４０の対応するユーザの１または複数の属性を記述する。ユーザプロフ
ィールストア３０５内に記憶されているユーザプロフィール情報は、経歴情報、人口統計
学的情報、およびその他のタイプの記述的情報、たとえば、職業経験、学歴、性別、趣味
または好み、ロケーションなどを含めて、ソーシャルネットワーキングシステム２４０の
ユーザについて記述する。ユーザプロフィールは、ユーザによって提供されるその他の情
報、たとえば、イメージまたはビデオを記憶することもできる。特定の実施形態において
、ユーザのイメージは、イメージ内に表示されるソーシャルネットワーキングシステム２
４０のユーザの識別情報でタグ付けされる。ユーザプロフィールストア３０５内のユーザ
プロフィールは、オブジェクトストア３１０内のオブジェクトに関して実行されてオブジ
ェクトストア３１０内に記憶されている対応するユーザによるアクションへの参照を維持
することもできる。
【００２９】
　オブジェクトストア３１０は、ソーシャルネットワーキングシステム２４０に関連付け
られているオブジェクトについて記述する情報を記憶する。オブジェクトは、ユーザに、
またはエンティティに関連付けられているページ、ユーザによって実行されたアクション
、ソーシャルネットワーキングシステム２４０によって維持されているイメージ、ビデオ
、オーディオファイル、またはその他のデータなど、さまざまなデータを含む。一実施形
態において、ソーシャルネットワーキングシステム２４０内および／またはソーシャルネ
ットワーキングシステム２４０外のユーザアクションに関する通信が、ソーシャルネット
ワーキングシステム２４０によって取り込まれ、ユーザアクションに関する情報を記述す
るためにオブジェクトストア３１０内に記憶される。そのようなアクションは、たとえば
、数ある中でも、別のユーザへのつながりを付加すること、メッセージを別のユーザへ送
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信すること、イメージをアップロードすること、別のユーザからのメッセージを読み取る
こと、別のユーザに関連付けられているコンテンツを閲覧すること、別のユーザによって
投稿されたイベントに出席することを含む。ソーシャルネットワーキングシステム２４０
上の、およびソーシャルネットワーキングシステム２４０にとって外部（外部ウェブサイ
ト２３０上など）の両方のユーザアクティビティが追跡されて、オブジェクトストア３１
０内に記憶される。
【００３０】
　オブジェクトストア３１０は、ソーシャルネットワーキングシステム１００に関連付け
られているイベントを含む。イベントは、誕生日パーティなど、実世界のイベントに関し
て定義される。イベントに出席することに関心があるユーザは、そのイベントに関連付け
られているオブジェクト（「イベントオブジェクト」）とのつながりを確立する。ユーザ
は、時間、ロケーション、および、イベントに招待されるユーザのリスト（「ゲストリス
ト」）など、イベントに関する情報を定義することによって、イベントオブジェクトを作
成する。イベントへの招待が、ゲストリスト内に含まれているユーザに送信され、それら
のユーザは、上述のように、受け入れ状態を伴ってその招待に返答する。加えて、ユーザ
は、そのイベントに関してコメントすること、自分自身のコンテンツ（たとえば、そのイ
ベントからの画像）を投稿すること、およびソーシャルネットワーキングシステム２４０
によって可能にされているその他の任意のアクションを実行する。したがって、そのイベ
ントを作成しているユーザ、ならびにそのイベントに関するゲストリスト内に含まれてい
るユーザは、そのイベントに関連付けられているさまざまなアクションを実行する。オブ
ジェクトストア３１０は、上述の図１に関連して示されているような、イベントに関連付
けられている１または複数のページを含む、イベントについて記述するデータを含む。
【００３１】
　一実施形態において、エッジストア３１５が、ユーザと、ソーシャルネットワーキング
システム２４０上のその他のオブジェクトとの間におけるつながりを記述する情報をエッ
ジオブジェクト内に記憶する。いくつかのエッジは、ユーザによって定義されることが可
能であり、ユーザがその他のユーザとの自分の関係を指定する。たとえば、ユーザは、友
達、同僚、パートナ等など、ユーザの実生活の関係に類似しているその他のユーザとのエ
ッジを生成する。その他のエッジは、ユーザが、ソーシャルネットワーキングシステム２
４０上のページに関心を示すこと、ソーシャルネットワーキングシステム２４０のその他
のユーザとリンクを共有すること、およびソーシャルネットワーキングシステム２４０の
その他のユーザによって行われた投稿に関してコメントすることなど、ソーシャルネット
ワーキングシステム２４０内のオブジェクトと対話する場合に、生成される。エッジスト
ア３１５は、オブジェクト、関心、およびその他のユーザに関する親和性スコアなど、エ
ッジに関する情報を含むエッジオブジェクトを記憶する。親和性スコアは、ユーザによっ
て実行されたアクションに基づいて、オブジェクト、関心、およびソーシャルネットワー
キングシステム２４０内のその他のユーザに関するユーザの親和性を概算するために時間
とともにソーシャルネットワーキングシステム２４０によって計算される。ソーシャルネ
ットワーキングシステム２００のその他のユーザに関する、ならびにシステム内のその他
のオブジェクトに関するユーザの親和性を計算するためのシステムおよび方法が、２０１
０年１２月２３日に出願された米国特許出願第１２／９７８，２６５号において開示され
ており、その全体が本願明細書に援用されている。一実施形態において、ユーザと特定の
オブジェクトとの間における複数の対話が、エッジストア３１５内の１つのエッジオブジ
ェクト内に記憶される。一実施形態において、ユーザ同士の間におけるつながりが、ユー
ザプロフィールストア３０５内に記憶されることが可能であり、またはユーザプロフィー
ルストア３０５および／もしくはオブジェクトストア３１０が、ユーザ同士および／もし
くはオブジェクト同士の間におけるつながりを特定するためにエッジストア３１５にアク
セスする。
【００３２】
　ウェブサーバ３３０は、ネットワーク２２０を通じてソーシャルネットワーキングシス
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テム１００を１または複数のクライアントデバイス２１０に、ならびに１または複数のサ
ードパーティウェブサイト２３０にリンクさせる。ウェブサーバ３３０は、ウェブページ
、ならびにその他のウェブ関連コンテンツ、たとえばＪＡＶＡ（登録商標）、ＦＬＡＳＨ
（登録商標）、ＸＭＬなどを供給する。ウェブサーバ３３０は、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００とクライアントデバイス２１０との間におけるメッセージ、たとえば
、インスタントメッセージ、キューに入れられたメッセージ（たとえば、Ｅメール）、テ
キストおよびＳＭＳ（ショートメッセージサービス）メッセージ、または、その他の任意
の適切なメッセージング技術を使用して送信されるメッセージを受け取って回送する機能
を提供する。ユーザは、オブジェクトストア３１０内に記憶されている情報、たとえば、
イメージまたはビデオをアップロードするよう求める要求をウェブサーバ３４０へ送信す
る。加えて、ウェブサーバ３４０は、ＩＯＳ（登録商標）、ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）
、ｗｅｂＯＳ（登録商標）、またはＲＩＭなどのネイティブクライアントデバイスオペレ
ーティングシステムへ直接データを送信するためのＡＰＩ機能を提供する。
【００３３】
　一実施形態において、表示ジェネレータ３２０が、たとえば、図１において示されてい
るような、閲覧ユーザ向けにパーソナライズされたイベントページを生成する。閲覧ユー
ザ向けにパーソナライズされたイベントページを生成するために、表示ジェネレータ３２
０は、ユーザストア３０５内の情報に基づく（たとえば、ユーザから受け取られたチェッ
クインに基づく）ユーザのロケーションなど、ユーザストア３０５からのユーザに関連付
けられている情報にアクセスする。オブジェクトストア３１０からのイベント情報（たと
えば、イベントオブジェクト）を含む、ユーザに関連付けられているその他のデータもア
クセスされる。表示ジェネレータ３２０はまた、エッジストア３１５からの、閲覧ユーザ
とその他のユーザとの間における、および閲覧ユーザとイベントオブジェクトなどのその
他のオブジェクトとの間におけるつながりに関する情報にアクセスする。一実施形態にお
いて、ユーザプロフィールストア３０５、オブジェクトストア３１０、およびエッジスト
ア３１５から取り出された情報が、ユーザの受け入れ状態に基づいてユーザのグループを
生成するために表示ジェネレータ３２０によって処理され、表示ジェネレータ３２０は、
受け入れ状態に基づいてイベントページを使用して、提示するためのユーザを選択する。
たとえば、表示ジェネレータ３２０は、ユーザのグループ内のユーザを受け入れ状態に基
づいてランク付けし、図４に関連してさらに後述されるように、イベントページによって
提示されるユーザを識別する。
【００３４】
　その他の実施形態において、イベントを生成して、そのイベントに招待されたユーザの
受け入れ状態を識別するために、さまざまなシステムアーキテクチャが使用される。たと
えば、サードパーティウェブサイト２３０などのサードパーティシステムが、イベントを
定義するためにユーザからのデータを受け取り、イベントに出席するユーザを分類するた
めに使用されるソーシャルデータを得るために、またはユーザのグループおよびそれらの
順位を得るためにソーシャルネットワーキングシステム２４０と通信する。代替として、
その他のユーザまたはオブジェクト（イベントなど）との対話に関する情報を取り込んで
記憶するいずれのシステムも、ソーシャルネットワーキングシステム２４０とみなされる
。したがって、（ユーザ同士の間における明示的なつながりよりも）以前のイベントへの
招待に対する応答および／または以前のイベントへの出席を含む、ユーザ同士の間におけ
る対話を使用するいずれのシステムも、イベントに招待されたユーザを出席状態に基づい
てグループ化し、本明細書において記述されているようなユーザ対話に基づいてグループ
内のユーザを編成する。したがって、ユーザ同士の互いの間における、および／またはユ
ーザとイベントとの間における対話を記述する任意の適切なデータが、本明細書において
記述されている方法を実装するために使用される。
【００３５】
　ゲストリストの表示
　イベントの閲覧者に出席するよう促すために、表示ジェネレータ３２０は、イベントペ
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ージを閲覧するユーザ（「閲覧ユーザ」）に対してカスタマイズされたイベントページを
生成する。図４は、閲覧ユーザのために選択されたユーザを表示するようにパーソナライ
ズされたイベントページを生成するための方法４００の一例を示す。はじめに、表示ジェ
ネレータ３２０は、あるイベントに関連付けられているページを閲覧するという閲覧ユー
ザからの要求を４０５で受け取る。この要求は、対応するイベントを表示ジェネレータ３
２０が識別することを可能にするイベント識別子またはその他の情報を含む。表示ジェネ
レータは、オブジェクトストア３１０からの識別されたイベントに関連付けられているゲ
ストリストに４１０でアクセスする。代替として、表示ジェネレータ３２０は、オブジェ
クトストア３１０およびエッジストア３１５内に記憶されているデータに基づいてゲスト
リストに４１０でアクセスする。ゲストリストは、そのイベントへの招待が送信されたユ
ーザを識別する。一実施形態において、ゲストリストはまた、そのゲストリスト内に含ま
れているユーザに関連付けられている受け入れ状態を含む。代替として、ゲストリスト内
に含まれているユーザに関連付けられているユーザプロフィールは、さまざまなユーザに
関する受け入れ状態を含む。
【００３６】
　ゲストリスト内に含まれているユーザに関連付けられている受け入れ状態に基づいて、
表示ジェネレータ３２０は、ゲストリスト内に含まれているユーザを４１５でグループ化
する。一実施形態において、表示ジェネレータ３２０は、ゲストリスト内のユーザを彼ら
の受け入れ状態に基づいて複数のグループへと４１５でグループ化し、この場合、１つの
グループ内のユーザは、共通の受け入れ状態を有する。たとえば、ゲストリスト内に含ま
れているユーザは、受け入れ済み状態を有するユーザのグループ（「出席ユーザ」）、可
能性あり状態を有するユーザのグループ（「可能性ありユーザ」）、招待されている状態
を有するユーザのグループ（「招待されているユーザ」）、および辞退済み状態を有する
ユーザのグループ（「辞退済みユーザ」）へと４１５でグループ化される。
【００３７】
　表示ジェネレータ３２０は、出席状態に関連付けられているユーザのグループを４２０
で選択し、選択されたグループ内のユーザを閲覧ユーザに対する彼らの関係に基づいて４
２５で編成する。閲覧ユーザと選択されたグループ内のユーザとの間における関係を特定
するために、表示ジェネレータ３２０は、ユーザプロフィールストア３０５内に含まれて
いるユーザ情報にアクセスし、選択されたグループ内のユーザを閲覧ユーザの属性および
選択されたグループ内のユーザの属性に基づいてランク付けする。表示ジェネレータ３２
０は、選択されたグループ内のユーザをランク付けする際に、エッジストア３１５からの
ユーザに関する情報にアクセスすることもできる。たとえば、表示ジェネレータは、選択
されたグループ内のユーザを、閲覧ユーザのロケーションおよび選択されたグループ内の
ユーザのロケーション、閲覧ユーザおよび選択されたグループ内のユーザが出席した以前
のイベント、閲覧ユーザと選択されたグループ内のユーザとの間における親和性、閲覧ユ
ーザと選択されたグループ内のユーザとの間における共有された関心、または閲覧ユーザ
および／もしくは選択されたグループ内のユーザのその他の適切な属性に基づいてランク
付けする。一実施形態において、閲覧ユーザにつながっている選択されたグループ内のユ
ーザは、閲覧ユーザにつながっていない選択されたグループ内のユーザよりも高い順位を
有する。
【００３８】
　閲覧ユーザにつながっている選択されたグループ内のユーザを４２５で編成する際に、
さらなる基準が使用される。たとえば、イベントをホストしているユーザおよび／または
閲覧ユーザを招待しているユーザは、その他のユーザよりも高くランク付けされることが
可能であり、したがって、イベントをホストしているユーザおよび／または招待する側の
ユーザは、その他のユーザよりも高くランク付けされる。別の例として、閲覧ユーザにつ
ながっている１つのグループ内のユーザは、閲覧ユーザ、およびそのグループ内のユーザ
の両方につながっているユーザ（「共通のつながり」）の数に基づいてさらにランク付け
されることが可能であり、たとえば、閲覧ユーザへの共通のつながりの数がより多いユー
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ザは、より高くランク付けされる。１つのグループ内のユーザを４２５で編成する際に、
その他のデータ、たとえば、閲覧ユーザと選択されたグループ内のユーザとの間における
親和性、閲覧ユーザおよび選択されたグループ内のユーザが共通して出席したイベント、
閲覧ユーザおよび選択されたグループ内のユーザの共通のロケーション、閲覧ユーザと選
択されたグループ内のユーザとの間における共通の関心、またはその他の適切なデータが
使用される。たとえば、友達同士は、友達クラスタの多様性によってグループ化される。
別の例として、閲覧ユーザに関連付けられている情報が、閲覧ユーザが自分の勤務先にい
ることを示す場合、選択されたグループ内のユーザが編成されることによって、閲覧ユー
ザにつながっており、かつ、同じ勤務先を有するまたはその勤務先のロケーションにいる
グループ内のユーザが、そのグループ内のその他のユーザから視覚的に区別される。
【００３９】
　閲覧ユーザにつながっていない選択されたグループ内のユーザも、１または複数の基準
に基づいて４２５で編成される。たとえば、選択されたグループ内のユーザは、閲覧ユー
ザとの共通のつながりの数に基づいてランク付けされることが可能であり、それによって
、閲覧ユーザとの共通のつながりの数がより多い閲覧ユーザにつながっていないユーザは
、より高くランク付けされる。閲覧ユーザにつながっていない選択されたグループ内のユ
ーザを４２５で編成するためのその他の基準の例には、閲覧ユーザと選択されたグループ
内のユーザとの間における類似した関心、バックグラウンド、および／またはその他のユ
ーザプロフィール情報が含まれる。たとえば、閲覧ユーザがシングルである場合、閲覧ユ
ーザにつながっていない選択されたグループ内のユーザは、閲覧ユーザの、および／また
は選択されたグループ内のユーザの交際状態、性別、および性別の好みに基づいてランク
付けされる。したがって、閲覧ユーザがシングルである場合、選択されたグループ内のユ
ーザは、閲覧ユーザによって好まれている性別を有する選択されたユーザであって、グル
ープ内のシングルのユーザがより高い順位を有するように４２５で編成される。これを達
成するために、表示ジェネレータ３２０は、閲覧ユーザのユーザプロフィールストア３０
５内の交際状態および好みの性別の情報にアクセスして、それを、選択されたグループ内
のユーザに関するユーザプロフィール情報３０５と比較する。したがって、表示ジェネレ
ータ３２０は、あるイベントに関連付けられているページによって識別されたユーザをカ
スタマイズして、そのイベントに参加することが閲覧ユーザにとってさらに魅力的になる
ように、閲覧ユーザおよびさらなるユーザに関してソーシャルネットワーキングシステム
２４０によって維持されている情報を使用する。
【００４０】
　一実施形態において、表示ジェネレータ３２０は、選択されたグループ内のユーザと閲
覧ユーザとの間における任意の適切な対話に基づいて、選択されたグループ内のユーザを
４２５で編成する。たとえば、閲覧ユーザと選択されたグループ内のユーザとの間におけ
るつながりを使用するよりも、表示ジェネレータ３２０は、閲覧ユーザと選択されたグル
ープ内のユーザとの間における任意の適切な対話に基づいて、選択されたグループ内のユ
ーザを４２５で編成する。閲覧ユーザと選択されたグループ内のユーザとの間における対
話の例には、閲覧ユーザと選択されたグループ内のユーザとに共通した関心、選択された
グループ内のユーザが出席した以前のイベント、閲覧ユーザが出席した以前のイベント、
および閲覧ユーザと選択されたグループ内のユーザとの間における通信が含まれる。これ
によって、たとえ閲覧ユーザとグループ内のユーザとの間におけるつながり情報が利用で
きない、または限られている場合でも、そのグループ内のユーザの編成が可能になる。
【００４１】
　選択されたグループ内のユーザを４２５で編成した後に、表示ジェネレータ３２０は、
ユーザのグループがさらなる出席状態に関連付けられているか否かを４３０で特定する。
一実施形態において、表示ジェネレータ３２０は、ユーザが４２５で編成される上での出
席状態のサブセットを識別し、したがって表示ジェネレータ３２０は、ユーザのグループ
がそのサブセット内のさらなる出席状態に関連付けられているか否かを４３０で特定する
。代替として、表示ジェネレータ３２０は、ユーザのグループが出席状態のうちのいずれ
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かに関連付けられているか否かを４３０で特定する。ユーザのグループがさらなる出席状
態に関連付けられていると４３０で特定したことに応答して、表示ジェネレータ３２０は
、そのさらなる出席状態を４３５で選択し、そのさらなる出席状態に関連付けられている
グループ内のユーザを上述のように４２５で編成する。
【００４２】
　１または複数のグループ内のユーザの編成に基づいて、表示ジェネレータ３２０は、グ
ループからユーザを４３５で選択し、イベントに関連付けられているページを４４０で生
成し、それらの選択されたユーザを識別する。表示ジェネレータ３２０は、イベントに招
待されたユーザを含む表示を４４０で生成し、上述のグループ化および編成に基づいてそ
れらのユーザがどのように提示されるかを編成する。一実施形態において、生成されたペ
ージは、閲覧ユーザにつながっているユーザと、閲覧ユーザにつながっていないユーザと
を異なるように表示する。たとえば、閲覧ユーザにつながっているユーザは、プロフィー
ル画像および識別情報が示されている編成で彼らのロケーションに従って表示されるが、
閲覧ユーザにつながっていないユーザは、順位を伴ってまたは伴わずに彼らのプロフィー
ル画像のみが表示される（「フェースパイル“ｆａｃｅｐｉｌｅ”」とも呼ばれる表示）
。加えて、ユーザの提示は、そのユーザに関連付けられている出席状態に依存する。たと
えば、受け入れ済み状態に関連付けられているグループ内のユーザに関しては、プロフィ
ール画像および名前が表示される一方で、可能性のある状態に関連付けられているグルー
プ内のユーザに関しては、プロフィール画像が表示される。
【００４３】
　表示ジェネレータ３２０は、ユーザを任意の適切な様式で表示する。選択されたユーザ
を、イベントに関連付けられているページ上に表示するよりも、表示ジェネレータ３２０
は、選択されたユーザを、別のユーザのニュースフィード内のストーリとして、または別
のユーザに提示される推奨ユニットとして識別する。たとえば、表示ジェネレータ３２０
は、上述の編成および順位に基づいて任意の適切な通信チャネルによって別のユーザに対
して識別されているユーザを選択する。したがって、表示ジェネレータ３２０は、ユーザ
にその他のユーザがイベントへの出席を決心していることを通知することができ、これに
より、そのユーザもそのイベントに出席するよう促される可能性が高い、
　一実施形態において、表示ジェネレータ３２０は、異なる受け入れ状態に関連付けられ
ている異なるグループ内に表示されるユーザの数に制限を設ける。表示ジェネレータ３２
０は、閲覧ユーザに対して識別されるユーザの数を増やすために、増やされた数のより小
さな画像が１つのグループ内に示されるようにページを４４０で生成する。一実施形態に
おいて、グループ内に表示されるユーザの順序がランダム化され、それによって、閲覧ユ
ーザのために４４０でページが生成される別々の時点で、別々のユーザ、またはユーザの
別々の順序が示される。表示ジェネレータ３２０は、イベントに出席するユーザ、イベン
トに招待されたユーザ、閲覧ユーザに関する情報、イベントのタイプ、イベントのロケー
ション、または、ターゲティング広告のためのその他の適切な情報に基づいて、１または
複数の広告を含むこともできる。
【００４４】
　図６は、イベントに招待されたユーザの表示を閲覧ユーザ向けにパーソナライズするイ
ベントに関するページを４４０で生成するための方法の一実施形態を示す。表示ジェネレ
ータ３２０は、受け入れ状態に関連付けられているユーザのグループを６１０で選択する
。たとえば、「受け入れ済み」、「可能性あり」、「招待されている」、または「辞退済
み」という上述の４つの受け入れ状態のうちの１つに関連付けられているユーザのグルー
プが６０５で選択される。表示ジェネレータ３２０は、ユーザプロフィールストア３０５
内の、および／またはエッジストア３１５内のデータに基づいて、閲覧ユーザにつながっ
ている選択されたグループ内のユーザを６１５で特定する。
【００４５】
　閲覧ユーザにつながっているユーザは、彼らの閲覧ユーザに関する親和性に基づいて６
２０でランク付けされる。たとえば、閲覧ユーザに関するより高い親和性を有するユーザ
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は、より高い順位の位置を有する。順位を修正するために、選択されたグループ内のユー
ザに関するさらなる情報が使用される。一実施形態において、順位は、選択されたグルー
プ内のユーザのイベントへの関与に基づいて、ユーザプロフィールストア３０５からの、
およびオブジェクトストア３１０からのデータに基づいて、６２５で修正される。たとえ
ば、選択されたグループ内のユーザであって、イベントを作成した、またはホストしてい
るユーザの順位は、上げられる。別の例として、閲覧ユーザをイベントに招待したユーザ
であって選択されたグループ内のユーザの順位は、上げられる。順位をさらに修正するた
めに、ユーズプロフィールストア３０５からの閲覧ユーザのさらなる属性および選択され
たグループ内のユーザの属性が使用される。たとえば、以前に閲覧ユーザとともにイベン
トに出席したユーザであって選択されたグループ内のユーザの順位の位置を上げるために
、順位が６３０で修正される。順位を６３０で修正するために、その他の情報、たとえば
、閲覧ユーザのロケーションおよび選択されたグループ内のユーザのロケーション、閲覧
ユーザと、選択されたグループ内のユーザとの間における共有された関心、または閲覧ユ
ーザおよび／もしくは選択されたグループ内のユーザのその他の適切な属性が使用される
。
【００４６】
　閲覧ユーザにつながっており、かつ選択されたグループ内のユーザにつながっているユ
ーザの数に基づいて、閲覧ユーザにつながっていないユーザが６３５でランク付けされる
。たとえば、閲覧ユーザにつながっており、かつ選択されたグループ内においてより多く
の数のその他のユーザにつながっているユーザは、より高い順位を有する。閲覧ユーザの
属性および選択されたグループ内のユーザの属性に基づいて、順位が６４０で修正される
。たとえば、以前に閲覧ユーザとともにイベントに出席したユーザであって選択されたグ
ループ内のユーザの順位の位置を上げるために、または閲覧ユーザと共通の少なくともし
きい値数の関心を有する選択されたグループ内のユーザの順位の位置を上げるために、順
位が６４０で修正される。順位を６４０で修正するために、その他の情報、たとえば、閲
覧ユーザのロケーションおよび選択されたグループ内のユーザのロケーション、または閲
覧ユーザおよび／もしくは選択されたグループ内のユーザのその他の適切な属性が使用さ
れる。たとえば、閲覧ユーザがシングルである場合、閲覧ユーザにつながっていない選択
されたグループ内のユーザの順位は、閲覧ユーザの、および／または選択されたグループ
内のユーザの交際状態、性別、および性別の好みに基づいて６４０で修正される。したが
って、閲覧ユーザがシングルである場合、選択されたグループ内のユーザの順位は、上述
のように、閲覧ユーザによって好まれている性別を有するユーザであって選択されたグル
ープ内のシングルのユーザがより高い順位を有するように６４０で修正される。
【００４７】
　一実施形態において、表示ジェネレータ３２０は、閲覧ユーザにつながっているユーザ
であって選択されたグループ内のユーザを、これらのユーザをより見えやすいくするため
の優先表示設定を使用して６５０で表示する。たとえば、閲覧ユーザにつながっており、
かつ少なくともしきい値の位置を有する選択されたグループ内のユーザに関するユーザ名
およびプロフィール画像が表示される。閲覧ユーザにつながっていない選択されたグルー
プ内のユーザは、より低い優先表示設定を使用して６４５で表示される。たとえば、閲覧
ユーザにつながっておらず、かつしきい値の順位の位置を有する選択されたグループ内の
ユーザに関しては、プロフィール画像のみが表示される。
【００４８】
　投稿および通知
　決心がついていないユーザにイベントへ参加するよう促すために、ソーシャルネットワ
ーキングシステム２４０は、イベントに出席する、または出席する可能性があるユーザを
、対応するイベントページ上で識別する一方で、そのイベントへの招待に対して辞退した
ユーザを、イベントページを使用して識別される対象から除外する。図５は、本発明の一
実施形態による、イベントへの招待に対する応答をソーシャルネットワーキングシステム
ユーザに通知するための方法５００の一実施形態を示す。
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【００４９】
　ソーシャルネットワーキングシステム２４０は、イベントへの招待に対する応答をユー
ザから５０５で受け取り、その応答のタイプを５１０で特定する。例示の目的で、図５は
、応答が、受け入れ、可能性あり、または辞退という３つのタイプのうちの１つを有する
一実施形態を示す。受け入れの応答は、ユーザがそのイベントに出席することを予定して
いる旨を示す一方で、可能性ありの応答は、ユーザがそのイベントに出席する可能性があ
る旨を示す。辞退の応答は、ユーザがそのイベントに出席することを予定していない旨を
示す。
【００５０】
　応答が、受け入れの応答である場合、表示ジェネレータ３２０は、ユーザおよび受け入
れを識別するメッセージをイベントページに５１５で投稿する。たとえば、ユーザがその
イベントに出席することを予定している旨を示すメッセージが、イベントページ上のイベ
ントウォール内に提示される。一実施形態において、ユーザがそのイベントに出席するこ
とを予定している旨を示すメッセージが、そのユーザに関連付けられているページ上にも
５２０で投稿される。受け入れを示したユーザにつながっているユーザにもそのイベント
へ出席するよう促すために、受け入れを示したユーザにつながっているその他のユーザに
も、受け入れの通知が５２５で送信される。
【００５１】
　可能性ありの応答が受け取られた場合、応答ユーザ、およびその応答ユーザがそのイベ
ントに出席する可能性がある旨を識別するメッセージが、イベントページに５４５で投稿
される。たとえば、応答ユーザがそのイベントに出席する可能性がある旨を示すメッセー
ジが、イベントページのイベントウォール内に提示される。可能性ありの応答は、応答ユ
ーザに関連付けられているページにも５５０で投稿され、および／または応答ユーザがそ
のイベントに出席する可能性がある旨の通知が、応答ユーザにつながっているその他のユ
ーザに５５５で送信される。一実施形態において、可能性ありまたは受け入れの応答の通
知は、応答ユーザと、その応答ユーザにつながっているその他のユーザとの間における親
和性に適合される。たとえば、可能性ありまたは受け入れの応答の通知は、応答ユーザに
関する少なくともしきい値の親和性を有するユーザにプッシュされ、その一方で、可能性
ありまたは受け入れの応答の通知は、応答ユーザに関するしきい値未満の親和性を有する
ユーザに、従来の通信チャネルを通じて送信される。
【００５２】
　さまざまな通信チャネルを通じて受け入れおよび可能性ありの応答に関する情報を広め
ることによって、ソーシャルネットワーキングシステム２４０は、イベントに出席する、
または出席する可能性があるユーザの認知度を高める。イベントへの招待に対する受け入
れおよび可能性ありの応答を配信するための通信チャネルのさらなる例には、ソーシャル
ネットワーキングシステムまたはモバイルデバイスを通じた応答ユーザにつながっている
ユーザへのメッセージ、応答ユーザにつながっているユーザに提示されるニュースフィー
ド内に含まれているストーリ、テキストメッセージ、Ｅメール、ソーシャルプラグインも
しくはｉｆｒａｍｅを通じたソーシャルネットワーキングシステムにとって外部のウェブ
サイト上での情報の提示、またはその他の任意の適切な通信チャネルが含まれる。イベン
トへの招待への肯定的な応答のこの公開は、さらなるユーザがそのイベントへの招待を受
け入れる蓋然性を高める。一実施形態において、受け入れまたは可能性ありの応答を提供
しているユーザにつながっているユーザへ送信される通知は、そのイベントに参加するた
めの通知をそれらのユーザが受け取るリンク、またはその他の情報を含む。これは、ユー
ザ同士の間におけるつながりをさらに利用することによって、イベントへの招待を受け入
れる（またはイベントに「参加する」）ことが可能なユーザの量を増やす。
【００５３】
　受け入れおよび可能性ありの応答の配信は、イベントへの出席をさらに促すために１ま
たは複数のさらなる要因に基づく。たとえば、あるユーザがイベントのロケーションから
指定された距離内にいる場合、そのユーザは、受け入れおよび可能性ありの応答を識別す
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る情報を受け取るか、またはより頻繁に受け取る。別の例として、受け入れおよび可能性
ありの応答のユーザへの配信は、ユーザの対応可能性または現在の状態に基づいて修正さ
れ、たとえば、ユーザがイベントの時点で対応可能である場合、または別のイベントを作
成している場合、可能性ありおよび受け入れの応答に関する情報は、より頻繁にユーザへ
送信される。受け入れおよび可能性ありの応答に関する情報は、イベントの時点から指定
された時間内に、より高頻度で、または異なる量の詳細を伴ってユーザへ送信される。
【００５４】
　しかしながら、辞退の応答が受け取られた場合、ソーシャルネットワーキングシステム
２４０は、応答ユーザに、辞退の理由を識別する投稿を行うよう、またはその他の情報を
提供するよう５３０で促す。たとえば、表示ジェネレータ３２０は、辞退の理由を提供す
るための入力領域を、応答ユーザに提示する。招待に対して辞退することに関する投稿が
受け取られた場合、その投稿は、イベントページとは別の辞退ページ上に５３５で投稿さ
れる。たとえば、表示ジェネレータ３２０は、辞退ページを作成し、辞退ページは、イベ
ントへの招待に対して辞退したユーザ、ならびに辞退したユーザから受け取られた投稿を
識別する。辞退ページへのアクセスは、そのイベントをホストしているユーザ、そのイベ
ントを作成しているユーザ、および／またはそのイベントにその他のユーザを招待したユ
ーザなど、特定のユーザに限定される。一実施形態において、ソーシャルネットワーキン
グシステム１４０はまた、辞退の応答および応答ユーザを識別する通知を、イベントホス
トへ、およびその応答ユーザを招待したユーザへ５４０で送信する。
【００５５】
　したがって、イベントに出席するまたは出席する可能性があるユーザを識別する投稿が
、イベントページ上に表示されて、そのイベントに関心を表明したユーザをその他のユー
ザが即座に識別することができる。これは、ソーシャルネットワーキングシステムのその
他のユーザにも、そのイベントに出席するよう促す。ユーザがイベントに参加するようさ
らに促すために、そのイベントに招待されその招待に対して辞退したユーザは、イベント
ページとは別の辞退ページを使用して識別される。その他のユーザがイベントに出席する
意欲を喪失させることを防止するために、そのイベントへの招待に対して辞退したユーザ
によって行われた投稿は、辞退ページ上に表示されて、その他のユーザに対して見えにく
くされる。同様に、招待に対して辞退したユーザについて、ユーザのさらに限定されたセ
ット（たとえば、イベントホスト、招待する側のユーザ）に通知することによって、その
イベントに対する否定的な応答は、ユーザの幅広いオーディエンスにブロードキャストさ
れない。
【００５６】
　例
　図７は、本発明の方法を使用して生成されるイベントページの一例を示す。示されてい
るように、イベントページは、典型的には、イベントの名前、ロケーション、および日付
などのイベント情報を提供する。示されている例において、慈善のファッションショーが
示されている。この例におけるイベント情報のすぐ下には、このイベントへの招待を受け
入れたユーザからの投稿（「イベントウォール」）がある。
【００５７】
　左側には、「出席（ｇｏｉｎｇ）」、「可能性あり（ｍａｙｂｅ）」、または「招待さ
れている（ｉｎｖｉｔｅｄ）」という受け入れグループにいるユーザが、本明細書におい
て論じられている方法に従って表示されている。ユーザのイメージ、名前、またはその他
の識別情報が表示され、それによって閲覧ユーザは、さまざまな受け入れ状態にあるユー
ザなど、さまざまなグループのユーザを即座に識別することができる。１つの受け入れグ
ループ内のユーザの数が表示されている。本明細書において論じられているように、ユー
ザの表示は、本明細書において開示されている方法に従って、特定の閲覧ユーザ向けにカ
スタマイズされる。
【００５８】
　イベントページは、閲覧ユーザのプロフィール、イベントに招待されたもしくは出席す
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るユーザ、イベントタイプ、イベントロケーション、またはその他のターゲットとする情
報に基づいて、閲覧ユーザにとって関心がある可能性のある広告の表示用にカスタマイズ
される。
【００５９】
　まとめ
　本発明の実施形態についての前述の記述は、例示の目的で提示されており、すべてを網
羅すること、または開示されている厳密な形態に本発明を限定することを意図するもので
はない。上述の開示に照らせば、多くの修正形態および変形形態が可能であることを、関
連する技術分野における技術者であれば理解されるであろう。
【００６０】
　本発明の一実施形態は、情報に関するオペレーションのアルゴリズムおよびシンボル表
示を利用する。これらのアルゴリズム的な記述および表示は一般に、データ処理技術分野
における技術者によって、それらの技術者の作業の実体を他の当業者に効果的に伝達する
ために使用されている。これらのオペレーションは、機能的に、計算処理的に、または論
理的に記述されているが、コンピュータプログラムまたは均等な電気回路、マイクロコー
ドなどによって実装されるということがわかる。さらに、一般性を失うことなく、モジュ
ールとしてオペレーションのこれらの構成に言及することが時として便利であることもわ
かっている。記述されているオペレーションおよびそれらの関連付けられているモジュー
ルは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの任意の組合せによ
り具体化される。
【００６１】
　本明細書において記述されているステップ、オペレーション、またはプロセスのうちの
いずれも、１または複数のハードウェアモジュールまたはソフトウェアモジュールを用い
て、単独で、またはその他のデバイスと組み合わせて実行または実装される。一実施形態
において、ソフトウェアモジュールは、記述されているステップ、オペレーション、また
はプロセスのうちの任意のものまたはすべてを実行するためにコンピュータプロセッサに
よって実行されるコンピュータプログラムコードを含むコンピュータ可読媒体を含むコン
ピュータプログラム製品とともに実装される。
【００６２】
　本発明の実施形態は、本明細書におけるオペレーションを実行するための装置に関連す
ることも可能である。この装置は、求められている目的のために特別に構築されることが
可能であり、および／または、コンピュータ内に記憶されているコンピュータプログラム
によって選択的に有効化または再構成される汎用コンピューティングデバイスを含む。そ
のようなコンピュータプログラムは、非一時的な有形のコンピュータ可読記憶媒体、また
は電子命令を記憶するのに適している任意のタイプの媒体に記憶され、それらの媒体は、
コンピュータシステムバスに結合されることが可能である。さらに、本明細書において言
及されているいずれのコンピューティングシステムも、シングルプロセッサを含むことが
でき、またはコンピューティング能力を高めるためにマルチプロセッサ設計を採用してい
るアーキテクチャである。
【００６３】
　本発明の実施形態は、本明細書において記述されているコンピューティングプロセスに
よって生産される製品に関連することも可能である。そのような製品は、コンピューティ
ングプロセスから生じる情報を含むことができ、それらの情報は、非一時的な有形のコン
ピュータ可読記憶媒体上に記憶され、本明細書において記述されているコンピュータプロ
グラム製品またはその他のデータの組合せの任意の実施形態を含む。
【００６４】
　最後に、本明細書において使用されている用語は、主として読みやすさおよび教示上の
目的で選択されており、本発明の主題の線引きまたは画定を行うために選択されてはいな
い。したがって、本発明の範囲は、この詳細な記述によってではなく、本明細書に基づく
出願上で生じるあらゆる請求項によって限定されるということが意図されている。したが
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って、本発明の実施形態の開示は、本発明の範囲を例示するものであり、本発明の範囲を
限定するものではないということが意図されており、本発明の範囲は、添付の特許請求の
範囲において示される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成27年4月30日(2015.4.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムによってイベ
ントに関連付けられているページの一例を示す図。
【図２】本発明の一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムを含むシステ
ム環境のネットワーク図。
【図３】本発明の一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのシステムア
ーキテクチャのブロック図。
【図４】本発明の一実施形態による、イベントに関連付けられているページを閲覧ユーザ
向けにパーソナライズするための方法のフローチャート。
【図５】本発明の一実施形態による、イベントへの招待に対する応答をソーシャルネット
ワーキングシステムユーザに通知するための方法のフローチャート。
【図６】本発明の一実施形態による、閲覧ユーザ向けにパーソナライズされたイベントペ
ージ上に表示するためにユーザを選択してランク付けするための方法のフローチャート。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　一実施形態において、表示ジェネレータ３２０は、閲覧ユーザにつながっているユーザ
であって選択されたグループ内のユーザを、これらのユーザをより見えやすくするための
優先表示設定を使用して６５０で表示する。たとえば、閲覧ユーザにつながっており、か
つ少なくともしきい値の位置を有する選択されたグループ内のユーザに関するユーザ名お
よびプロフィール画像が表示される。閲覧ユーザにつながっていない選択されたグループ
内のユーザは、より低い優先表示設定を使用して６４５で表示される。たとえば、閲覧ユ
ーザにつながっておらず、かつしきい値の順位の位置を有する選択されたグループ内のユ
ーザに関しては、プロフィール画像のみが表示される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】追加
【補正の内容】
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【図６】
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【国際調査報告】
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