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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広告を自動的に検索するためにコンピュータによって実行される方法であって、
ａ）ネットワーク上の少なくとも１つのコンピュータを含む広告サーバシステムによって
、検索問い合わせを受け入れることと、
ｂ）前記検索問い合わせからの情報を用いて、前記広告サーバシステムによって広告主ウ
ェブページ情報を含む検索可能なデータ構造を検索して、広告検索結果を生成することと
、
ｃ）前記広告サーバシステムによって、前記広告検索結果を受け入れることと、
ｄ）前記広告サーバシステムによって、自動的に、前記検索問い合わせの受け入れに続く
エンドユーザの行為とは独立して、かつ、前記検索問い合わせに応答して、前記受け入れ
られた広告検索結果の少なくとも一部を用いて、少なくとも１つの広告を検索することと
、を具備し、
　前記検索可能なデータ構造は、エントリを含み、各々のエントリは、前記広告主ウェブ
ページ情報から自動的かつ排他的に抽出された項目と、１つ以上のウェブページ識別子と
を含み、前記受け入れられた広告検索結果のうちの少なくとも一部を用いて少なくとも１
つの広告を検索することは、前記広告検索結果内に含まれているウェブページ識別子を使
用して、前記ウェブページ識別子の少なくとも１つに対応するランディングページをもつ
広告をルックアップすることであり、
　前記ウェブページ識別子は、広告情報データベースのルックアップキーとして使用され
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る、コンピュータによって実行される方法。
【請求項２】
　前記検索可能データ構造は、転置インデックスである、請求項１に記載のコンピュータ
によって実行される方法。
【請求項３】
　前記転置なインデックスは、エントリを含み、各々のエントリは、項目と１つ以上のウ
ェブページ識別子を含む、請求項２に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項４】
　前記転置インデックスは、エントリを含み、各々のエントリは、項目と１つ以上の対を
含み、各対は、ウェブページ識別子と項目カウントを含む、請求項２に記載のコンピュー
タによって実行される方法。
【請求項５】
　前記転置インデックスは、エントリを含み、各々のエントリは、広告主ウェブページか
ら抽出された項目と、前記項目が現れる広告主ウェブページを識別する１つ以上のウェブ
ページ識別子を含む、請求項２に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項６】
　前記広告検索結果の各々は、点数を有する、請求項１に記載のコンピュータによって実
行される方法。
【請求項７】
　ｅ）前記広告サーバシステムによって、少なくとも前記広告検索結果点数を用いて、前
記検索された少なくとも１つの広告の少なくとも一部の点数を付けることをさらに具備す
る、請求項６に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項８】
　前記広告サーバシステムによって、ｅ）少なくとも前記広告検索結果点数と、（１）広
告パフォーマンス情報、（２）広告価格情報、（３）広告主品質情報、及び（４）ユーザ
ー情報のうちの少なくとも１つをさらに用いて、前記検索された少なくとも１つの広告の
少なくとも一部の点数を付けることをさらに具備する、請求項６に記載のコンピュータに
よって実行される方法。
【請求項９】
　前記ウェブページ識別子は、広告情報データベースのルックアップキーとして使用され
る、請求項１に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの広告は、前記受け入れられた広告検索結果のうちの１つではない
、請求項１に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１１】
　ｅ）前記広告サーバシステムによって、（１）前記検索問い合わせ及び一般的なウェブ
コンテンツを含む第２の検索可能データ構造を用いて決定された検索結果と、（２）前記
少なくとも１つの広告と、を含むドキュメントを生成することをさらに具備する、請求項
１に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１２】
　前記検索結果の各々のフォーマットは、前記少なくとも１つの広告の各々のフォーマッ
トと異なる、請求項１１に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１３】
　広告を自動的に検索するためにコンピュータによって実行される方法であって、
ａ）ネットワーク上の少なくとも１つのコンピュータを含む広告サーバシステムによって
、検索問い合わせを受け入れることと、
ｂ）前記検索問い合わせからの情報を用いて、前記広告サーバシステムによって広告主ウ
ェブページ情報を含む検索可能なデータ構造を検索して、広告検索結果を生成することと
、
ｃ）前記広告サーバシステムによって、前記広告検索結果を受け入れることと、
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ｄ）前記広告サーバシステムによって、自動的に、前記検索問い合わせの受け入れに続く
エンドユーザの行為とは独立して、かつ、前記検索問い合わせに応答して、前記受け入れ
られた広告検索結果の少なくとも一部を用いて、少なくとも１つの広告を検索することと
、を具備し、
　前記少なくとも１つの広告は、一組の広告主情報から検索され、前記広告主情報の組は
、広告主ウェブページを識別する情報を含み、前記検索可能なデータ構造は、広告主ウェ
ブページを解析して、ウェブページ識別子と、前記ウェブページに関連する項目と、前記
項目に関連するカウントとを抽出することによって、明示で入力されたターゲット特定情
報を必要とせずに、前記識別された広告主ウェブページから排他的に抽出された情報から
自動的に生成される広告主ウェブページ情報を含むコンピュータによって実行される方法
。
【請求項１４】
　広告を自動的に検索するためにコンピュータによって実行される方法であって、
ａ）ネットワーク上の少なくとも１つのコンピュータを含む広告サーバシステムによって
、検索問い合わせを受け入れることと、
ｂ）前記検索問い合わせからの情報を用いて、前記広告サーバシステムによって広告主ウ
ェブページ情報を含む検索可能なデータ構造を検索して、広告検索結果を生成することと
、
ｃ）前記広告サーバシステムによって、前記広告検索結果を受け入れることと、
ｄ）前記広告サーバシステムによって、自動的に、前記検索問い合わせの受け入れに続く
エンドユーザの行為とは独立して、前記受け入れられた広告検索結果の少なくとも一部を
用いて、少なくとも１つの広告を検索することと、を具備し、
　前記検索可能なデータ構造を検索することと、少なくとも１つの広告を検索することと
は、明示で入力されたターゲット特定情報を考慮せずに実施されるものであり、
　前記検索可能なデータ構造は、エントリを含み、各々のエントリは、前記広告主ウェブ
ページ情報から自動的かつ排他的に抽出された項目と、１つ以上のウェブページ識別子と
を含む、コンピュータによって実行される方法。
【請求項１５】
　前記ターゲット特定情報は、キーワードターゲット特定情報を含む、請求項１４に記載
のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１６】
　広告の自動検索に用いられる装置であって、
ａ）少なくとも１つのプロセッサと、
ｂ）少なくとも１つの入力装置と、
ｃ）記憶装置と、を具備し、
　前記記憶装置は、
１）広告を含む広告情報と、
２）広告主ウェブページを解析して、ウェブページ識別子と、前記ウェブページに関連す
る項目と、前記項目に関連するカウントとを抽出することによって、明示で入力されたタ
ーゲット特定情報を必要とせずに、識別された広告主ウェブページから排他的に抽出され
た情報から自動的に生成される広告主ウェブページ情報を含む検索可能なデータ構造と、
　３）プロセッサによって実行される命令と、を記憶するものであり、
　前記命令は、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されるときに、
　ｉ）検索問い合わせを受け入れることと、
　ｉｉ）少なくとも、前記検索可能なデータ構造を検索すべく前記受け入れられた検索問
い合わせを用いて検索結果を生成することと、
ｉｉｉ）少なくとも前記生成された検索結果を用いて、自動的に、前記検索問い合わせの
受け入れに続くエンドユーザの行為とは独立して、かつ、前記検索問い合わせに応答して
、前記広告情報から１つ以上の広告を提供することと、を含む方法を実行する装置。
【請求項１７】
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　前記広告情報は、レコードを含み、各々のレコードは、広告及び広告主ウェブページ識
別子を含む、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記検索可能データ構造内に含まれている前記広告主ウェブページ情報は、前記広告情
報のレコード内に含まれている前記広告主ウェブページ識別子から導き出される、請求項
１７に記載の装置。
【請求項１９】
　１つ以上の広告を前記広告情報から提供することは、１）少なくとも１つのウェブペー
ジ識別子を前記検索結果から決定することと、２）前記決定された少なくとも１つのウェ
ブページ指標を用いて前記広告情報から前記１つ以上の広告をルックアップすることと、
を具備する、請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　広告の自動検索に用いられる装置であって、
ａ）少なくとも１つのプロセッサと、
ｂ）検索問い合わせを受け入れるための入力部と、
ｃ）（Ａ）広告検索結果を生成するための広告主ウェブページ情報を含む検索可能なデー
タ構造と、（Ｂ）プロセッサにより実行される命令とを記憶する１つ以上の記憶装置と、
を具備し、
　前記命令は、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、
　１）前記検索問い合わせからの情報を用いて、広告主ウェブページ情報を含む前記検索
可能なデータ構造を検索して、広告検索結果を生成することと、
　２）前記受け入れられた検索結果の少なくとも一部を用いて、自動的に、前記検索問い
合わせの受け入れに続くエンドユーザの行為とは独立して、かつ、前記検索問い合わせに
応答して、少なくとも１つの広告を検索することと、を含む方法を実行し、
　前記少なくとも１つの広告は、一組の広告主情報から検索され、前記広告主情報の組は
、広告主ウェブページを識別する情報を含み、
　前記検索可能なデータ構造は、広告主ウェブページを解析して、ウェブページ識別子と
、前記ウェブページに関連する項目と、前記項目に関連するカウントとを抽出することに
よって、明示で入力されたターゲット特定情報を必要とせずに、前記識別された広告主ウ
ェブページから排他的に抽出された情報から自動的に生成される広告主ウェブページ情報
を含む装置。
【請求項２１】
　前記検索可能データ構造は、転置インデックスである、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記転置システムは、エントリを含み、各々のエントリは、項目及び１つ以上のウェブ
ページ識別子を含む、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記転置インデックスは、エントリを含み、各々のエントリは、項目及び１つ以上の対
を含み、各対は、ウェブページ識別子及び項目カウントを含む、請求項２１に記載の装置
。
【請求項２４】
　前記転置インデックスは、エントリを含み、各々のエントリは、広告主ウェブページか
ら抽出された項目と、前記項目が現れる広告主ウェブページを識別する１つ以上のウェブ
ページ識別子を含む、請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つの広告は、一組の広告主情報から検索され、前記広告主情報の組は
、広告主ウェブページを識別する情報を含み、広告主ウェブページ情報を含む前記検索可
能データ構造は、前記識別された広告主ウェブページから排他的に抽出された情報を含む
、請求項２０に記載の装置。
【請求項２６】
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　　前記検索結果の各々は点数を有する、請求項２０に記載の装置。
【請求項２７】
　　３）少なくとも前記広告検索結果点数を用いて、前記検索された少なくとも１つの広
告の少なくとも一部の点数を付けることをさらに具備する、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記方法は、３）少なくとも前記広告検索結果点数を使用し、更に（ｉ）広告パフォー
マンス情報、（ｉｉ）広告価格情報、（ｉｉｉ）広告主品質情報、及び（ｉｖ）ユーザー
情報のうちの少なくとも１つをさらに使用して、前記検索された少なくとも１つの広告の
少なくとも一部の点数を付けることをさらに具備する、請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記検索可能データ構造は、エントリを含み、各々のエントリは、項目と１つ以上のウ
ェブページ識別子を含み、前記受け入れられた検索結果の少なくとも一部を用いて少なく
とも１つの広告を検索することは、前記検索結果内に含まれているウェブページ識別子を
使用する、請求項２０に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ウェブページ識別子は、広告情報データベースのルックアップキーとして使用され
る、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの広告は、前記受け入れられた検索結果のうちの１つではない、請
求項２０に記載の装置。
【請求項３２】
　少なくとも１つの広告を検索することは、明示で入力されたターゲット特定情報を考慮
しない、請求項２０に記載の装置。
【請求項３３】
　少なくとも１つの広告を検索することは、キーワードターゲット特定情報を考慮しない
、請求項２０に記載の装置。
【請求項３４】
　前記方法は、ｉ）前記検索問い合わせ及び第２の検索可能データ構造を用いて決定され
た検索結果と、（ｉｉ）前記少なくとも１つの広告と、を含むドキュメントを生成するこ
とをさらに含む、請求項２０に記載の装置。
【請求項３５】
　前記検索結果の各々のフォーマットは、前記少なくとも１つの広告の各々のフォーマッ
トと異なる、請求項３４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的には、広告に関するものである。本発明は、より具体的には、ターゲ
ットを特定した広告の提供に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌、等の伝統的な媒体を用いた広告はよく知られている。
しかしながら、残念なことに、広告主は、人口統計学上の研究結果及びこれらの媒体の様
々な市場における典型的なオーディエンスに関する完全に合理的な想定事項に基づいた広
告である場合においてさえも、自己の広告予算の多くは無駄使いであるにすぎないという
ことを認識している。更に、これらの無駄遣いを特定して排除することは非常に困難であ
る。
【０００３】
　最近は、これまでよりも双方向性の高い媒体を通じた広告が主流になってきている。例
えば、インターネット利用者数が爆発的に増加してきているのに伴い、広告主は、インタ
ーネットを通じて提供される媒体及びサービスを潜在的に強力な広告手段として高く評価
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するようになっている。
【０００４】
　広告主は、これまで広告の価値の最大化を試みて幾つかの戦略を構築している。１つの
戦略においては、広告主は、多数のオーディエンスに到達するための媒介として、双方向
型の媒体またはサービスを提供する人気のある存在または手段(本仕様においては「ウェ
ブサイト」と呼ばれるが該ウェブサイトに限定するものではない)を利用する。広告主は
、この第１の手法を用いることによって、例えばニューヨークタイムズウェブサイトのホ
ームページ又はUSAトゥディウェブサイトのホームページ、等に広告を掲載することがで
きる。もう１つの戦略においては、広告主は、より狭い範囲のすきまのオーディエンスに
ターゲットを絞り、それによってオーディエンスから良い反応が得られる確率を高くしよ
うとする。例えば、コスタリカにおける熱帯雨林観光をプロモートするある旅行代理店は
、ヤフーのウェブサイトのエコ観光旅行サブディレクトリに広告を掲載することができる
。広告主は、通常はこのようなターゲットの特定を手作業で決定する。
【０００５】
　更に、最近は、「検索エンジン最適化」産業が出現しており、この検索エンジン最適化
では、検索エンジンオプティマイザ（ＳＥＯ）と共通して呼ばれる当事者は、オンライン
コンテンツのオーナー（オンライン広告主を含む）がインターネット検索エンジンによっ
て戻された検索結果内における自己のウェブサイトをより見やすくするか又はより目立つ
ようにするのに役立つサービスを提供する。
【０００６】
　ウェブサイトに基づく広告(「ウェブ広告」とも呼ばれる)は、「バナー広告」(即ち、
グラフィックな要素を含む長方形のボックス)の形態で広告対象オーディエンスに提示さ
れるのが一般的である。該広告対象オーディエンスの一員(本仕様においては「閲覧者」
又は「ユーザー」と呼ばれるが、該閲覧者又はユーザーに限定するものではない)がこれ
らのバナー広告の１つをクリックすることによって該バナー広告を選択時には、一般的に
は、埋め込まれているハイパーテキストリンクが該閲覧者を広告主のウェブサイトにジャ
ンプさせる。閲覧者が広告を選択するこのプロセスは、一般的には「クリックスルー」と
呼ばれている(「クリックスルー」は、ユーザーによるあらゆる選択を網羅することが意
図されている)。更に、広告のクリックスルー数とインプレッション数(1件の広告の表示
回数)の比は、広告の「クリックスルー率」と一般的に呼ばれている。更に、ユーザーが
以前に提供された広告に関連する１つのトランザクションを完遂させた時点で「コンバー
ジョン」が発生したと言われる。コンバージョンを構成する要素は、各々の事例ごとに異
なり、様々な方法で決定することができる。例えば、ユーザーが広告をクリックし、広告
主のウェブページにジャンプし、該ウェブページを去る前に購入を完遂させたときにコン
バージョンが発生する。代替として、コンバージョンとは、広告を見せられたユーザーが
予め決められた期間(例えば7日)内に該広告の広告主のウェブページ上において購入を行
うことであると定義することができる。さらにもう1つの代替においては、コンバージョ
ンとは、測定可能な／観察可能なユーザーの行動(ホワイトペーパーのダウンロード、ウ
ェブサイトの少なくともある所定の深さまでナビゲートする、ウェブサイトの少なくとも
ある一定の数のウェブページを閲覧する、少なくとも予め決められた長さの時間をウェブ
サイト上又はウェブページ上で費やす、等)であると広告主は定義することができる。更
に、ユーザーの行動が購入完遂行動ではない場合でも、該ユーザーが成約見込み者になり
得ることがしばしばあるが、コンバージョンを構成するユーザーの行動は、この定義に限
定されるわけではない。実際、コンバージョンの構成要素に関してはその他の数多くの定
義が可能である。広告のコンバージョン数とインプレッション数（即ち、広告が表示され
る回数）の比は、一般的にはコンバージョンレートと呼ばれている。例えば、コンバージ
ョンは、ある１つの広告が提供されて以降の予め決められた時間内に発生することができ
ると定義した場合は、コンバージョンレートに関して可能な１つの定義として、過去に予
め決められた時間以上にわたって提供されている広告しか考慮することができないと定義
することもできる。
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【０００７】
　ウェブサイトをベースにした広告は、当初は有望な手段であるとみなされたにもかかわ
らず、既存の手法には依然としていくつかの問題点が存在している。広告主は、多数のオ
ーディエンスに自己の広告を届けることができるが、広告投資収益を不満に思っているこ
とがしばしばある。
【０００８】
　同様に、広告が掲載されるウェブサイトのホスト(「ウェブサイトホスト」又は「広告
消費者」（ａｄ　ｃｏｎｓｕｍｅｒ）と呼ばれる)は、自己のユーザーの経験を無駄にせ
ずに広告収入を最大化させるという難題を有している。一部のウェブサイトホストは、ユ
ーザーの関心よりも広告収入を重視することを選択している。１つの該ウェブサイトは、
“Ｏｖｅｒｔｕｒｅ．ｃｏｍ”であり、ユーザーの問い合わせに応答した「検索結果」で
あることを装った広告を戻す自称「検索エンジン」のホストである。該Ｏｖｅｒｔｕｒｅ
．ｃｏｍウェブサイトは、広告主が広告料を支払うことによって自己のウェブサイト(即
ち、ターゲットのウェブサイト)に関する広告を自称検索結果リストの上位に掲載するこ
とを認めている。広告主はユーザーが広告にクリックした場合にしか広告料を支払わない
該方式(即ち、１クリック当たりのコスト)が実行された場合には、ターゲットが適切に特
定されていない広告はクリックされず、このため支払いを行う必要がないため、自己の広
告のターゲットを有効に特定しようとするインセンティブが広告主にない。従って、１ク
リック当たりのコストが高い広告は最上位又はその近くに掲載されるが、閲覧者はこれら
の広告をクリックしないため広告主にとっては必ずしも真の収入に結び付かない。更に、
閲覧者がクリックする広告は検索結果リストの下位に掲載されるか又はまったく掲載され
ないため、広告の意味が失われることになる。
【０００９】
　幾つかの検索エンジンは、「有料検索エンジン登録」をウェブサイトオーナーに申し出
ることによる収入増を追求している。有料検索エンジン登録の場合は、ウェブサイトは、
ユーザーの問い合わせに対応して検索エンジンによってインデキシングされた／調査され
た／戻されたサイト／財産リストに確実に登録されるようにするために（及び／又は検索
エンジンが該ウェブサイトを調査／クロールする頻度を高めるために）料金を検索エンジ
ンに支払う。一般的には、検索エンジンは、有料検索エンジン登録に基づいて決定された
ウェブサイトを含める／有料検索エンジン登録とは独立して決定するその他のウェブサイ
トと組み合わせる。しかしながら、この場合は、ユーザーの検索又は問い合わせに応じて
戻される検索結果は、最も該当する検索結果を含んでいないこと及び／又は最も適切な順
序でないことがあるため、エンドユーザー（検索者）の検索効率を低下させる可能性があ
る。
【００１０】
　Ｇｏｏｇｌｅ、等の幾つかの検索エンジンは、広告主が自己の広告を検索結果ページと
ともに提供されるようにするために及び自己の広告が該検索結果ページをプロンプトした
問い合わせに（おそらく）関連するものであるようにするために自己の広告のターゲット
を特定することを可能にしている。検索結果ページは、広告主が自己の広告をより受け入
れやすいオーディエンスを広告対象として特定する大きな機会を広告主に提供するが、一
般的には、広告主は、ターゲット特定情報（キーワードターゲット特定情報、等）を入力
することが要求される。幾つかの広告主は、キーワードターゲット特定情報を入力及び／
又は維持することが困難であるか又は少なくともうんざりするものであるとみなすことが
ある。たとえば、広告主が数多くの種類の商品を販売する場合で、自己の商品の売り込み
を頻繁に変更することになる場合は、キーワードターゲット特定情報を入力及び維持する
のは極めて長い時間を要することになる。更に、幾つかの広告主は、自己の広告のパフォ
ーマンスを最大にする上での正しいキーワードを選択するのが難しいことがある。その他
のターゲット特定広告システム、例えば、電子メール情報に基づいて広告のターゲットを
特定する広告システム（例えば、本出願明細書において参照することによって本出願明細
書に組み入れられており、"SERVING ADVERTISEMENTS USING INFORMATION ASSOCIATED WIT
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H E-MAIL"（電子メール関連情報を用いた広告提供）という題名を有し更にジェフリーＡ
．ディーン、ジョージＲ．ハリク及びポール・ブチェイトを発明者として記載する米国特
許出願一連番号１０／４５２，８３０（出願日：２００３年6月２日）において説明され
ているシステムを参照）、又は、コンテンツに基づいて広告のターゲットを特定するシス
テム（例えば、本出願明細書において参照することによって本出願明細書に組み入れられ
ており、"SERVING ADVERTISEMENTS BASED ON CONTENT"（コンテンツに基づく広告の提供
）という題名を有しており更にダレル・アンダーソン、ポール・ブチェイト、アレックス
・キャロバス、クレール・キュイ、ジェフリーＡ．ディーン、ジョージＲ．ハリク、ディ
ーパック・ジンダル、及びナラヤナン・シバクマルを発明者として記載する米国特許出願
一連番号Ｎｏ．１０／３７５，９００（出願日：２００３，２月２６日）において説明さ
れているシステムを参照)も同様の難題を有している可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　従って、キーワード等の一定のターゲット特定情報を入力及び／又は維持することをウ
ェブコンテンツオーナーに要求せずに広告ターゲットを特定すること及び／又は自己の商
品及びサービスを広告することを可能にすることが有用になる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、一定のターゲット特定情報（キーワードターゲット特定、等）を入力及び／
又は維持することを広告主に要求せずに、検索結果ページ、ウェブページ、電子メール、
等の様々なコンテンツ上にターゲット特定広告を掲載すること又は該コンテンツと関連す
る広告を提供することを可能にするものである。本発明は、入手可能な広告主情報（広告
主のウェブサイトから抽出された項目及び／又は句、等）の検索可能データ構造（転置イ
ンデックス、等）を用いることによって上記を可能にすることができる。特に、本発明は
、検索問い合わせを受け入れるか又は生成し、該検索問い合わせを用いてマッチする広告
主ウェブページ(従ってマッチする広告)を検索する。一実施形態においては、該検索問い
合わせは、広告主のウェブサイトから抽出された単語及び／又は句を含む転置インデック
スを検索するために用いることができる。広告主のウェブサイト又はウェブページのＵＲ
Ｌ、又はその他の何らかの識別子は、関連広告を検索するためのキーとして用いることが
できる。本発明は、明示で入力されたキーワードターゲット特定情報を要求しないが、該
情報が存在する場合は該情報を無視すること又は該情報とともに用いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は、一定のターゲット特定情報（キーワードターゲット特定、等）を入力及び／
又は維持することを広告主に要求することなしに、広告主がターゲットを特定した広告を
様々なコンテンツ（検索結果ページ、ウェブページ、電子メール、等）上に掲載すること
又はこれらの様々なコンテンツと関連させて広告を提供することを可能にするための斬新
な方法、装置、メッセージフォーマット及び／又はデータ構造が関わっている。以下の説
明は、当業者が本発明を製造及び使用するのを可能にすることを目的とするものであり、
特定の用途及びその要件の観点で示されている。開示された実施形態は、様々な修正及び
変更が可能であることが当業者に明確になり、更に、下記の一般原理は、その他の実施形
態及び用途に対しても応用可能である。従って、本発明は、示されている実施形態に限定
することを意図するものではなく、更に、本発明の発明者は、説明されているあらゆる特
許取得可能な主題が本発明であるとみなしている。
【００１４】
　本発明が動作可能な環境又は本発明が動作時に並存することができる環境が第４．１項
において説明されている。次に、本発明の典型的実施形態が第４．２項において説明され
ている。更に、動作例が第４．３項において説明されている。最後に、本発明に関する幾
つかの結論が第４．４項に示されている。
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【００１５】
４．１　本発明が動作可能な環境又は本発明が動作時に並存可能な環境
４．１．１　典型的広告環境
　図１は、広告環境を示した高位概略図である。該環境は、広告を入力、維持及び引き渡
すシステム１２０を含む。広告主１１０は、直接または間接的に、システム１２０内に広
告情報を入力すること、及びシステム１２０において広告情報を維持及び追跡することが
できる。広告は、いわゆるバナー広告、テキストのみの広告、画像広告、音声広告、映像
広告、これらの構成要素のうちのいずれかを１つ以上組み合わせた広告、等のグラフィッ
ク形態をとることができる。更に、該広告は、埋め込まれた情報（リンク、等）、及び／
又は機械によって実行可能な命令を含むこともできる。広告消費者１３０は、広告要求を
システム１２０に出すこと、自己の要求に対応した広告をシステム１２０から受け入れる
こと、及び使用情報をシステム１２０に提供することができる。又、広告消費者１３０以
外のエンティティが広告要求を開始させることができる。図示されていないが、その他の
エンティティは、使用情報（広告に関連するコンバージョン又はクリックスルーが発生し
ているかどうか、等）をシステム１２０に提供することができる。更に、この使用情報は
、提供されている広告に関連する測定された又は観察されたユーザーの行動を含むことが
できる。
【００１６】
　広告消費者１３０の一例は、ドキュメント要求（記事、ディスカッションスレッド、音
楽、映像、グラフィック、検索結果、ウェブページリスト、等の要求）を受け取り、該要
求に対応して要求ドキュメントを検索するか又はその他の形で該要求に対応する汎用コン
テンツサーバーである。該コンテンツサーバーは、広告サーバー１２０に広告要求を出す
ことができる。該広告要求は、希望される複数の広告を含むことができる。更に、該広告
要求は、ドキュメント要求情報を含むこともできる。この情報は、ドキュメント自体（ウ
ェブページ、等）、ドキュメントのコンテンツ又はドキュメント要求に対応するカテゴリ
（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
一部又は全体、コンテンツの日数、コンテンツの種類（テキスト、グラフィックス、映像
、音声、組合せ媒体、等）、ジオロケーション情報、等を含むことができる。
【００１７】
　該コンテンツサーバーは、要求されたドキュメントを、システム１２０によって提供さ
れた広告のうちの１つ以上の広告と組み合わせる。次に、ドキュメントコンテンツ及び広
告を含むこの組合せ情報は、該ドキュメントを要求したエンドユーザーに提示するために
該ユーザーに向けて送られる。最後に、該コンテンツサーバーは、広告に関する情報と、
広告の提供方法、提供日時、及び／又は提供場所に関する情報（掲載位置、クリックスル
ーの有無、インプレッション時間、インプレッション日、サイズ、コンバージョンの有無
、等）をシステム１２０に戻す。その代替として、又はその追加として、該情報は、その
他のいくつかの手段によってシステム１２０に戻すことができる。
【００１８】
　広告消費者１３０のもう１つの例は、検索エンジンである。検索エンジンは、検索結果
に関する問い合わせを受け取る。検索エンジンは、該問い合わせに対応して、関連する検
索結果を（例えばウェブページインデックス、等から）検索する。オーストラリアのブリ
スベーンで開催された第７回国際WWW会議においてＳ．ブリン及びＬ．ページによって発
表された、"The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Search Engine"（大規模なハ
イパーテキスト検索エンジンの解剖）という題名の論文、及び米国特許Ｎｏ．６，２８５
，９９９において、１つの典型的な検索エンジンが説明されている（これらの参考文献は
、本出願明細書において参照することによって本出願明細書に組み入れられている）。こ
れらの検索結果は、例えば、ウェブページタイトルを記載したリスト、これらのウェブペ
ージから抽出された部分的なテキスト、及びこれらのウェブページへのハイパーテキスト
リンクを含むことができ、更に、予め決められた数の（例えば１０の）検索結果に分割す
ることができる。
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【００１９】
　検索エンジンは、広告要求をシステム１２０に出すことができる。該広告要求は、希望
される幾つかの広告を含むことができる。この数は、検索結果、検索結果によって占有さ
れる画面面積又はページスペース、広告のサイズと形、等に依存する。一実施形態におい
ては、希望される広告数は、１乃至１０であり、更に、好ましいことに３乃至５である。
広告要求は、問い合わせ（入力された問い合わせ又は構文解析された問い合わせ）、該問
い合わせに基づいた情報（ジオロケーション情報、該問い合わせがアフィリエイトからの
ものであるかどうか、及び該アフィリエイトの識別子、等）、及び／又は、検索結果に関
係するか又は検索結果に基づいた情報、も含むことができる。該情報は、例えば、検索結
果に関連する識別子（ドキュメント識別子又は“ｄｏｃＩＤ”、等）、検索結果に関連す
る点数（問い合わせ及びドキュメントに対応する機能ベクトルのドット積、等の情報検索
（“ＩＲ”）点数、ページランク点数、及び／又はＩＲ点数とページランク点数の組合せ
、等）、識別されたドキュメント（ウェブページ、等）から抽出された一部のテキスト、
識別されたドキュメントの全テキスト、識別されたドキュメントの機能ベクトル、等を含
むことができる。
【００２０】
　該検索エンジンは、検索結果を、システム１２０によって提供された広告のうちの１つ
以上の広告と組み合わせることができる。次に、検索結果と広告を含むこの組合せ情報は
、検索を要求したユーザーに対して提示するために該ユーザーに向けて送られる。好まし
いことに、これらの検索結果は、有料広告及び中立的と推測される検索結果のいずれであ
るかについてユーザーを混乱させないようにするために、広告とは異なる情報として維持
される。例えば、これらの広告は、検索結果とは異なるフォーマット（形状、スタイル、
フォント、サイズ、等）を有することができる。その代替として、又はそれに加えて、こ
れらの検索結果は、１つのドキュメントの第１の連続した部分において提供することがで
き、その一方で、これらの広告は、該ドキュメントの第２の連続部分において提供するこ
とができる（該第１の部分及び該第２の部分が重なり合わない）。
【００２１】
　最後に、広告に関する情報と、広告の提供日時、提供場所、及び／又は提供方法に関す
る情報（掲載位置、クリックスルーの有無、インプレッション時間、インプレッション日
、サイズ、コンバージョンの有無、等）をシステム１２０に戻すことができる。その代替
として、又はその追加として、該情報は、その他のいくつかの手段によってシステム１２
０に戻すことができる。
【００２２】
　上記から理解できるように、広告入力・維持・引き渡しシステム１２０は、コンテンツ
サーバー及び検索エンジン等の広告消費者１３０に対応することができる。上記の第１．
２項において説明されているように、検索エンジンによって生成された検索結果ページに
ターゲットを絞った広告を提供することは既知である。"SERVING ADVERTISEMENTS BASED 
ON CONTENT"（コンテンツに基づく広告の提供）という題名を有し更にダレル・アンダー
ソン、ポール・ブチェイト、アレックス・キャロバス、クレール・キュイ、ジェフリーＡ
．ディーン、ジョージＲ．ハリク、ディーパック・ジンダル、及びナラヤナン・シバクマ
ールを発明者として記載する米国特許出願一連番号１０／３７５，９００（出願日：２０
０３年２月２６日）において説明されているように、コンテンツサーバーによって提供さ
れるドキュメントにターゲットを特定した広告を提供することもできる。例えば、図３の
典型的環境においては、ネットワーク又はインターネットワーク３６０は、販売用広告ス
ポットを有する検索エンジン３３２からの要求に応じてターゲット特定広告を提供する広
告サーバーを含む。インターネットワーク３５０はウェブであると想定すると、検索エン
ジン３３２は、コンテンツ３５０の多くの部分又は全部をクロールする。このコンテンツ
３５０の一部３３４は、利用可能な広告スポット（「在庫」とも呼ばれる）を含むことに
なる。より具体的には、１つ以上のコンテンツサーバー３３６は、１つ以上のドキュメン
ト３４０を含むことができる。ドキュメントが明示で定義された利用可能広告スポットを
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含まない場合でも、ドキュメント内、ドキュメントと関連させて（例えば、ドキュメント
上方の前景内のウィンドー）（「ポップアップウィンドー」と呼ばれる）、ドキュメント
下方の背景（「ポップダウンウィンドー」と呼ばれる）内、等において広告を提供できる
ように決定することができる。該広告は、ドキュメントの一部又は全体を隠すこと、ドキ
ュメントと画面スペースを共有すること、ドキュメントの代わりに画面スペースを占有す
ること、ドキュメントによって一部分又は全体が隠されるようにすること、等が可能であ
る。
【００２３】
　同じく図３において、電子メールサーバー３９２（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｔ（ＭＳＮ）Ｈｏｔｍａｉｌ、Ｙａｈｏｏ　Ｍａｉｌ、等）は、一般的には、提供される
ドキュメントが単なる電子メール３９０ａであるコンテンツサーバーであると考えること
ができる。更に、電子メール３９０ｂを送信及び／又は受信するために電子メールアプリ
ケーション３９４（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｏｕｔｌｏｏｋ、等）を使用することができる
。このため、図１及び図３の両図において、電子メールサーバー３９２又はアプリケーシ
ョン３９４は、１つの広告消費者１３０であると考えることができる。従って、電子メー
ル３９０は、ドキュメントであると考えることができ、ターゲットが特定された広告を該
ドキュメントと関連させて提供することができる。例えば、１つ以上の広告を、電子メー
ル内において、電子メールの下方において、電子メールの上方において、又はその他の形
で電子メールと関連させて、提供することができる。いくつかの電子メールサーバー（Ｙ
ａｈｏｏ　Ｍａｉｌ、等）は、電子メール内に入れて広告を提供するが、これらの広告は
ターゲットが特定されておらず、このため、（ユーザーによる選択という点では）ターゲ
ットが特定された広告ほどはパフォーマンスが良くない。
【００２４】
４．１．２　典型的な広告入力、維持及び引き渡し環境
　図２は、本発明とともに使用することができる典型的広告システム１２０’を示した図
である。典型的広告システム１２０’は、在庫システム２１０を含むことができ、広告情
報２０５及び使用情報２４５を保存することができる。典型的広告システム１２０’は、
広告情報入力・管理動作２１５、キャンペーン（ターゲット特定、等）援助動作２２０、
会計・課金動作２２５、広告提供動作２３０、関連性決定動作２３５、最適化動作２４０
、相対的提示属性割当て（掲載位置順設定、等）動作２５０、詐欺発見動作２５５、及び
結果インタフェース動作２６０をサポートする。
【００２５】
　広告主１１０は、広告情報入力・管理動作２１５を通じてシステム１２０’とインタフ
ェースすることができる（インタフェース２１６）。広告消費者１３０は、広告提供動作
２３０を通じてシステム１２０’とインタフェースすることができる（インタフェース２
３１）。更に、広告消費者１３０及び／又はその他のエンティティ（図示されていない）
は、結果インタフェース動作２６０を通じてシステム１２０’とインタフェースすること
もできる（インタフェース２６１）。
【００２６】
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、ターゲット特定、等に
関する情報を含むことができる。「アカウント」は、所定の広告主に関する情報（一意の
電子メールアドレス、パスワード、課金情報、等）に関わる用語である。「キャンペーン
」又は「広告キャンペーン」は、１つ以上の広告から成る１つ以上のグループを意味して
おり、開始日、終了日、予算情報、ジオターゲティング情報、シンジケーション情報、等
を含む。例えば、ホンダは、自社の自動車製品に関する１つの広告キャンペーン、及び自
社の自動二輪に関する別個の広告キャンペーンを有することができる。更に、自動車製品
に関するキャンペーンは、各々が１つ以上の広告を含む１つ以上の広告グループを有して
いる。各広告グループは、ターゲット特定情報（一組のキーワード、等）、及び最大コス
ト（１回のクリックスルー当たりのコスト、１回のコンバージョン当たりのコスト、等）
を含むことができる。しかしながら、上述されているように、本発明は、広告主がターゲ
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ット特定キーワードを入力するのを不要にするものである。その代替として、又はその追
加として、各広告グループは、平均コスト（１回のクリックスルー当たりの平均コスト、
１回のコンバージョン当たりの平均コスト、等）を含むことができる。従って、単一の最
大コスト及び／又は単一の平均コストを、１つ以上のキーワードと関連させることができ
る。既述のように、各広告グループは、１つ以上の広告又は「クリエイティブ」（即ち、
究極的にエンドユーザーに提供される広告コンテンツ）を有することができる。更に、各
広告は、ＵＲＬ（広告主のホームページ等のランディングウェブページ、特定の商品又は
サーバーと関連されたウェブページ、等）へのリンクを含むこともできる。当然のことで
あるあるが、広告情報２０５はこれよりも多くの情報又はこれよりも少ない情報を含むこ
とができ、更に、いくつかの異なった方法で構成することができる。
【００２７】
　広告情報２０５は、広告情報入力・管理動作２１５を通じて入力及び管理することがで
きる。キャンペーン（ターゲット特定、等）援助動作２２０は、広告主１１０が有効な広
告キャンペーンを生成するのに役立てるために採用することができる。例えば、キャンペ
ーン援助動作２２０は、在庫システム２１０によって提供される情報を用いることができ
、在庫システム２１０は、広告のために検索エンジンとともに用いるという観点において
、可能性があるすべての広告インプレッション、既に予約されている広告インプレッショ
ン、及び所定のキーワードに関して入手可能な広告インプレッションを追跡することがで
きる。広告提供動作２３０は、広告消費者１３０からの広告要求に対応する。広告提供動
作２３０は、関連性決定動作２３５を用いて、所定の要求に関する候補広告を決定する。
次に、広告提供動作２３０は、最適化動作２４０を用いて、最終的な一組の１つ以上の候
補広告を選択する。次に、広告提供動作２３０は、相対的提示属性割当動作２５０を用い
て、返送する広告の提示順序を定める。会計／課金動作２２５は、広告の提供に関連する
料金を追跡するため及び広告主に料金を請求するために使用することができる。詐欺発見
動作２５５は、（例えば広告主が）盗まれたクレジットカードを使用することによる広告
システムの詐欺的使用を減らすために用いることができる。最後に、結果インタフェース
動作２６０は、実際に提供された広告に関する結果情報（例えば、クリックスルーが発生
したかどうか、コンバージョンが発生したかどうか（例えば、広告された品目又はサービ
スの販売が、該広告の提供時以降における予め決められた時間内に開始されたか又は完遂
されたかどうか）、等）を（広告消費者１３０から又はその他の何らかのエンティティか
ら）受け入れるために使用される。該結果情報は、インタフェース２６１において受け入
れられ、広告自体と該広告の提供時間を識別するための情報、及び関連する結果を含む。
【００２８】
４．１．３　定義
　オンライン広告（例えば、図１及び図２を参照して上述されている典型的システム、又
はその他のシステムにおいて用いられる広告、等）は、様々な固有の機能を有することが
できる。これらの機能は、アプリケーションによって指定すること及び／又は広告主が指
定することができる。以下では、これらの機能は「広告機能」と呼ばれている。例えば、
テキスト広告の場合は、広告機能は、タイトル行、広告用テキスト、及び埋め込まれたリ
ンクを含むことができる。画像広告の場合は、広告機能は、画像、実行可能コード、及び
埋め込まれたリンクを含むことができる。広告機能は、オンライン広告の種類に依存して
、テキスト、リンク、音声ファイル、映像ファイル、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つ以上を含むことができる。
【００２９】
　オンライン広告を提供時には、１つ以上のパラメータを用いて該広告の提供方法、提供
日時、及び／又は提供場所を記述することができる。これらのパラメータは、以下では「
広告提供パラメータ」と呼ばれている。広告提供パラメータは、例えば、広告が提供され
たページの特長（該ページにおける情報を含む）、広告の提供と関連された検索問い合わ
せ又は検索結果、ユーザーの特徴（地理上の所在場所、ユーザーの使用言語、使用された
ブラウザーの種類、それ以前におけるページ閲覧、それ以前の行動）、要求を開始させた
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ホストサイト又はアフィリエイトサイト（Ａｍｅｒｉｃａ　Ｏｎｌｉｎｅ、Ｇｏｏｇｌｅ
、Ｙａｈｏｏ、等）、該広告が提供されたページ上における該広告の絶対位置、提供され
たその他の広告との関係における該広告の位置（空間的位置又は時間的位置）、該広告の
絶対サイズ、その他の広告と比較した場合における該広告のサイズ、該広告の色、提供さ
れたその他の広告数、提供されたその他の広告の種類、提供時刻、提供曜日、提供日、等
のうちの１つ以上を含むことができる。当然のことであるが、本発明の適用範囲内におい
て使用できるその他の広告提供パラメータも存在する。
【００３０】
　広告提供パラメータは、広告機能にとって本質的なものではないが、広告提供条件又は
制限事項として広告と関連させることができる。該広告提供パラメータは、広告提供条件
又は制限事項として使用時には、単に「広告提供制限事項」（又は「ターゲット特定基準
」）と呼ばれる。例えば、いくつかのシステムにおいては、広告主は、平日のみに提供す
る、ある一定の掲載位置よりも低くしない、ある一定の所在地のユーザーのみに提供する
、等の条件を指定することによって自己の広告の提供ターゲットを特定することができる
。もう１つの例として、いくつかのシステムにおいては、広告主は、ページ又は検索問い
合わせがある一定のキーワード又は句を含む場合のみに広告が提供されるように指定する
ことができる。しかしながら、上述されているように、本発明は、広告主がターゲット特
定キーワードを入力するのを不要にするものである。さらにもう１つの例として、いくつ
かのシステムにおいては、広告主は、提供対象ドキュメントが一定の話題又は概念を含む
場合のみに、又は１つの又は複数の特定のクラスタの下に入るか若しくはその他の１つの
又は複数の分類の下に入る場合のみに、自己の広告が提供されるように指定することがで
きる。
【００３１】
　「広告情報」は、広告機能、広告提供制限事項、広告機能又は広告提供制限事項から導
き出すことが可能な情報（「広告派生情報」と呼ばれる）、及び／又は広告に関連する情
報（「広告関連情報」と呼ばれる）、更には該情報の敷衍情報（広告関連情報から導き出
される情報、等）のあらゆる組合せを含むことができる。
【００３２】
　「ドキュメント」は、機械によって読み取り可能であり更に機械によって保存可能なあ
らゆる作業成果物を含むと広義に解釈すべきである。ドキュメントは、ファイル、ファイ
ルの組合せ、その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、等である
。これらのファイルは、テキスト、音声、画像、映像、等のあらゆる種類のファイルであ
る。１つのドキュメントのうちでエンドユーザーに提供される部分は、該ドキュメントの
「コンテンツ」であると考えることができる。ドキュメントは、コンテンツ（単語、写真
、等）及びそのコンテンツの意味の表示（電子メールフィールドとその関連データ、ＨＴ
ＭＬタグとその関連データ、等）の両方を含む「構造化データ」を含むことができる。ド
キュメント内における広告スポットは、埋め込まれた情報又は命令によって定義すること
ができる。インターネットの観点においては、１つの共通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しばしばあり、埋め込まれた情報（メタ
情報、ハイパーリンク、等）及び／又は埋め込まれた命令（Ｊａｖａ（登録商標）ｓｃｒ
ｉｐｔ、等）を含むことができる。多くの場合においては、ドキュメントは、一意の、ア
ドレス指定可能な記憶場所を有しており、このため、このアドレス指定可能記憶場所によ
って一意で識別することができる。ユニバーサルリソースロケーター（ＵＲＬ）は、イン
ターネット上の情報にアクセスするために用いられる一意のアドレスである。
【００３３】
　「ドキュメント情報」は、ドキュメントに含まれているすべての情報、ドキュメントに
含まれている情報から導き出すことができる情報（「ドキュメント派生情報」と呼ばれる
）、及び／又はドキュメントに関連する情報（「ドキュメント関連情報」と呼ばれる）、
並びに該情報の敷衍情報（関連情報から導き出される情報、等）を含む。ドキュメント派
生情報の一例は、ドキュメントのテキストに関するコンテンツに基づく分類である。ドキ
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ュメント関連情報例は、インスタントドキュメントへのリンクを有するその他のドキュメ
ントからのドキュメント情報、及び、インスタントドキュメントがリンクしているその他
のドキュメントからのドキュメント情報、等である。
【００３４】
　ドキュメントのコンテンツは、「コンテンツ提供アプリケーション又はデバイス」で提
供することができる。コンテンツ提供アプリケーション例は、インターネットブラウザー
（Ｅｘｐｌｏｒｅｒ、Ｎｅｔｓｃａｐｅ、等）、メディアプレーヤー（ＭＰ３プレーヤー
、Ｒｅａｌｎｅｔｗｏｒｋｓストリーミング音声ファイルプレーヤー、等）、ビューワー
（Ａｄｏｂｅ　Ａｃｒｏｂａｔ　ｐｄｆリーダー、等）、等である。
【００３５】
　「コンテンツオーナー」は、ドキュメントのコンテンツに対して何らかの所有権を有す
る人またはエンティティである。コンテンツオーナーは、該コンテンツの著者であること
ができる。さらに加えて、又は代替として、コンテンツオーナーは、コンテンツを複製す
る権利、コンテンツの派生品を準備する権利、コンテンツを公開するか又は公に実施する
権利、及び／又は法律によって保護されているその他のコンテンツ権を有することができ
る。コンテンツサーバーは、提供するドキュメントのコンテンツに関するコンテンツオー
ナーであることができるが、コンテンツオーナーである必要はない。
【００３６】
　「ユーザー情報」は、ユーザーの行動に関する情報及び／又はユーザープロフィール情
報を含み、例えば、"SERVING ADVERTISEMENTS USING USER REQUEST INFORMATION AND USE
R INFORMATION"（ユーザー要求情報及びユーザー情報を用いた広告の提供）という題名を
有しており更にスチーブ・ローレンス、メーラン・サハミ及びアミット・シンガルを発明
者として記載する米国特許出願一連番号１０／４５２，７９１（出願日：２００３年６月
２日）において説明されている情報を含む。該特許出願は、本出願明細書において参照す
ることによって本出願明細書に組み入れられている。
【００３７】
　「電子メール情報」は、電子メールに含まれているあらゆる情報（「内部電子メール情
報」とも呼ばれる）、電子メールに含まれている情報から導き出すことが可能な情報及び
／又は電子メールに関連する情報、更に加えて該情報の敷衍情報（関連情報から導き出さ
れた情報、等）を含む。電子メール情報から導き出された情報の一例は、電子メールの件
名行から抽出された項目によって構成される検索問い合わせに対応して返送された検索結
果から抽出されるかまたはその他の形で導き出された情報である。電子メール情報に関連
する情報例は、ある所定の電子メールを送信した送信者と同じ送信者によって送信された
１つ以上のその他の電子メールに関する電子メール情報、又は、電子メール受信者に関す
るユーザー情報を含む。電子メール情報から導き出される情報又は電子メール情報に関連
する情報は、「外部電子メール情報」と呼ぶことができる。
【００３８】
　本発明の様々な典型的実施形態が第４．２項において説明されている。
【００３９】
４．２　典型的実施形態
　図４は、本発明と一致する形で実施することができる動作、及び、本発明と一致する形
で生成、使用、及び／又は保存することができる情報、を例示した泡図である。広告サー
バー動作４２０は、（例えば広告消費者４３０からの）検索問い合わせ４１０を受け入れ
る。代替として、広告サーバー動作４２０は、当事者（広告消費者４３０、ユーザー、等
）が関心を有する情報を決定する。例えば、この情報は、ドキュメントから抽出された情
報（例えば、タイトル等の一定の構造化データフィールドから抽出された情報、等）に基
づいて、該当事者と関連された電子メール又はドキュメントから（例えば件名フィールド
から）抽出することができる。本発明の一実施形態においては、この情報は、検索問い合
わせ４１０と同様に取り扱うこと及び処理することができる。
【００４０】
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　次に、広告サーバー動作４２０は、検索問い合わせ４１０（又はその何らかの派生物）
を検索動作４４０に進める。検索動作４４０は、検索可能データ構造を検索する。本発明
の一実施形態においては、検索可能データ構造は、広告主ウェブ情報（ここでは、広告主
のウェブサイト又はウェブページから抽出された単語及び／又は句の転置インデックスと
して示されている）４６０を含むことができる。次に、識別子（ウェブサイト又はウェブ
ページのＵＲＬ、又は何らかの広告主識別子、等）を含む検索結果が広告サーバー動作に
戻される。これらの検索結果は、点数を付けること及び／又は何らかの形で（例えば、情
報検索（”ＩＲ”）点数及び／又はページランク、等に基づいて）順序を付けることがで
きる。
【００４１】
　広告サーバー動作４２０は、検索結果のうちの１つ以上を用いて、１つ以上の広告（又
は広告識別子）を保存された広告情報４７０から入手する。例えば、１つ以上の検索結果
の各々の広告主ＩＤ又はウェブサイト／ウェブページ識別子は、１つ以上の広告を広告情
報４７０からルックアップするためのキーとして用いることができる。広告情報４７０は
、キーワードターゲット特定情報を含む形で示されているが、該情報は本発明では必須情
報ではないことに注意すること。広告サーバー動作４２０は、これらの１つ以上の検索結
果以外の情報（ジオロケーションターゲット特定情報、時間的ターゲット特定情報、ユー
ザー情報、広告主情報、価格情報、広告パフォーマンス情報、等）を使用して、一組の１
つ以上の広告（又は広告識別子）を保存されている広告情報４７０から入手することがで
きる。従って、広告を選択する上での基礎は、問い合わせから独立した要素及び／又は問
い合わせに依存する要素を含むことができる。問い合わせから独立した判定基準は、実際
の問い合わせに関わりなしに広告（又はウェブサイト、若しくはウェブページ）を判定す
る。問い合わせ依存判定基準は、特定の問い合わせのみに関して決定された点数である（
例えば、従来のＩＲ類似尺度）。
【００４２】
　広告サーバー動作４２０は、１つ以上の広告のうちの少なくとも一部４８０を提供する
。これらの広告は、特に、検索動作４４０によって提供された対応する検索結果点数又は
順序を用いて、点数を付けること及び／又は順序を付けることができる。但し、これらの
点数及び／又は順序を付けることは必要ではない。更に、該点数は、直前において説明さ
れているその他の情報を反映させることもできる。
【００４３】
　ターゲットが特定された広告が検索結果４９０と関連させて提供される本発明の１つの
特定の実施形態においては、検索動作４４０（又はそのインスタンス）は、広告消費者４
３０であることができる。この場合においては、検索動作４４０は、一般的ウェブコンテ
ンツのインデックス（例えば、クロールされたウェブサイトから抽出された単語の転置イ
ンデックス、等）４５０を検索することもできる。該実施形態においては、有利なことに
、検索機能インフラ及び技術を活用して一般的コンテンツ検索及び広告主検索の両方を実
施することができる。
【００４４】
　上例においては、広告主ウェブサイト／ウェブページ情報のインデックス４６０が存在
すると想定された。本発明の一側面においては、コンテンツオーナー（例えば、広告主の
ように自己の商品及び／又はサービスのマーケティングを希望するコンテンツオーナー）
に対応するか又はこれらのコンテンツオーナーと関連された情報インデックスを生成及び
／又は維持することができる。該インデックスは、例えば、オーストラリアのブリスベー
ンで開催された第７回国際WWW会議においてＳ．ブリン及びＬ．ページによって発表され
た、"The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Search Engine"（大規模なハイパー
テキスト検索エンジンの解剖）という題名の論文（本出願明細書において参照することに
よって本出願明細書に組み入れられている）において説明されている原理を用いて生成す
ることができる。一実施形態においては、１つの別個のインデックスは、スポンサー付き
の又は有料の広告サービスと関連されることを希望する旨を表明しているコンテンツオー
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ナー（例えば、広告主インデックス運用者と有料契約を結んでいる広告主）に対応するコ
ンテンツのみ又はこれらのコンテンツオーナーと関連されているコンテンツのみをインデ
キシングする。更に、広告主インデックスは、より一般的には、既に確立されている検索
エンジン原理を用いて生成することもできる。これらの原理は、当業者によってよく理解
されているが、当業者よりも経験が浅い読者のために簡単に説明されている。
【００４５】
　汎用検索エンジンの１つの最終目標は、ウェブの大規模な部分をインデキシングするこ
とである。既知の検索エンジンは、一般的には、３つの主要構成要素（クローラー、イン
デクサー及びクエリプロセッサ）を含む。クローラー（一般的には「スパイダー」又は「
ロボット」とも呼ばれる）は、一組の開始ページからリンクを繰り返しフェッチすること
によってドキュメントを収集する。クローラーは、方針（例えば、いずれのリンクを追跡
するか、様々なウェブサイトのどの深さまで探すか、等の方針）に従って動作する。イン
デクサーは、クローラーによって収集されたウェブページを処理する。インデクサーは、
収集されたページのうちのいずれのページをインデキシングするかを決定後（例えば、重
複するドキュメントを捨てることができる）、これらのウェブページを代表する様々なデ
ータ構造を構築する。ほとんどの検索エンジンは、転置インデックスデータ構造の何らか
の変形を構築する。インデクサーは、方針（いずれの単語をインデキシングするか、キャ
ピタライゼーションステミング、ドキュメント内の場所を保存するかどうか、等）に従っ
て動作する。更に、インデクサーは、追加のデータ構造（原ページを保存するためのレポ
ジトリ、ハイパーリンクを保存するためのウェブグラフ表示、関連ページを保存するため
の関連ページファインダー、等）を構築することもできる。クエリプロセッサは、ユーザ
ーによる問い合わせを処理し、マッチする回答を、採点アルゴリズム又は格付けアルゴリ
ズムによって決定された順序で戻す。より具体的には、クエリプロセッサは、入力を標準
フォーマット（小文字の項目、等）に変換し、インデックスを用いてマッチするドキュメ
ントを見つけ出し、これらのドキュメントに順序（順位）を付ける。
【００４６】
　再度図４において、広告主ウェブサイト／ウェブページ情報のインデックス４６０は、
次の方法で生成することができる。即ち、いずれのページをクロールするかを決定するた
めに、広告情報４７０から入手された広告主ウェブページＵＲＬ（ウェブサイトのホーム
ページ及び／又はランディングページ、等）を記載したリストがクローラーに提供される
。これで、インデクサーは、問い合わせ時に必要になる全データ構造を構築することがで
きる。これらのデータ構造は、転置インデックス、ＵＲＬデータベース、及び／又はさら
なるデータ構造を含む。一実施形態においては、転置インデックスは、各単語に関して、
該単語を含む全ドキュメントのリストを含み、更にドキュメント内における該単語の位置
を含むことが可能である。このリストは、辞書編集方式で分類することができる。データ
構造４６２は、項目及び関連された｛ドキュメントＩＤ、項目カウント｝の対を有するイ
ンデックスを示している。スペースを節約するために、ドキュメントは、インデックス内
において及びその他のデータ構造内においてドキュメントＩＤ又は広告主ＩＤによって表
すことができる。この場合は、別個のデータ構造（４６４、等）を用いてドキュメントＩ
Ｄをウェブページ識別子（ＵＲＬ、等）にマッピングすることができる。上述されている
ように、ドキュメントＩＤ、ウェブページＩＤ、又は広告主ＩＤを含む検索結果は、広告
情報４７０内の広告（又は広告識別子）をルックアップするためのキーとして使用するこ
とができる。このルックアップを単純化するため、ウェブページＩＤ（ＵＲＬ、等）を１
つの又は複数の広告と関連させたデータ構造（４７２、等）を提供することができる。
【００４７】
　図５は、本発明と一致する形で広告主情報の検索可能データ構造を生成するために使用
することができる典型的方法５００の流れ図である。最初に、広告主ウェブサイト／ウェ
ブページ情報が受け入れられるか又は検索される。（ブロック５１０）
　　次に、検索された情報の少なくとも一部を用いて、検索された情報の少なくとも一部
の情報の検索可能データ構造が構築され（ブロック５２０）、その後に方法５００を出る
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（ノード５３０）。本方法を実施する典型的実施形態の詳細が、下記の４．２．１項にお
いて説明されている。
【００４８】
　図６は、本発明と一致する形で、広告主のウェブ情報の少なくとも検索可能データ構造
を用いて広告を提供するために用いられる典型的方法６００の流れ図である。この図では
、検索問い合わせが受け入れられるか又は生成される。（ブロック６１０）
　　次に、広告主ウェブ情報の検索可能データ構造（広告主ウェブサイト／ウェブページ
から抽出された項目の転置インデックス、等）が該検索問い合わせを用いて検索される。
（ブロック６２０）次に、（点数及び／又は順位を含む）検索結果が受け入れられる。（
ブロック６３０）　最後に、少なくとも該受け入れられた検索結果を用いて１つ以上の広
告が検索され（ブロック６４０）、その後に方法６００を出る（ノード６５０）。検索さ
れた広告は、検索結果の点数及び／又は順位を用いて順序及び／又は点数を付けることが
できる。
【００４９】
４．２．１　広告主ウェブページ情報の検索可能データ構造を生成するための典型的技術
　広告主ウェブサイト／ウェブページ情報が検索可能であることを図５のブロック５１０
から思い出すこと。本発明の１つの典型的実施形態においては、この検索は、（ｉ）（広
告主ウェブサイトのホームページ、ランディングページ、等である）広告主ウェブページ
ＵＲＬを、以前に入力及び保存された広告情報から入手し（例えば、図２の２０５及び図
４の４７０を参照すること）、（ｉｉ）何らかのクロール方針（例えば、ホームページの
みを抽出する、ランディングページのみを抽出する、ホームページとランディングページ
のみを抽出する、ホームページ及び／又はランディングページにリンクされた全ページ及
び／又はこれらのページからリンクされた全ページを抽出する、広告主ウェブサイトの全
ページを抽出する、等）に従って広告主のウェブページをクロールし、更に、（ｉｉｉ）
何らかの方針に従って項目又はその他の情報を抽出することによって実施することができ
る。
【００５０】
　検索された情報の少なくとも一部の情報の検索可能データ構造を構築可能であることを
図５のブロック５２０から思い出すこと。本発明の１つの典型的実施形態においては、既
知のインデキシング技術を用いて、項目別にキーが付けられた転置インデックスが構築さ
れる。転置インデックスの各項目は、１つ以上の｛ドキュメントＩＤ、項目カウント｝の
対を含むことができる。（例えば、図４の４６２を参照すること）　ドキュメントＩＤは
、広告主ウェブページＵＲＬ（ウェブサイトホームページ、ランディングページ、等のＵ
ＲＬ）であることができる。代替として、ドキュメントＩＤは、各々のエントリがドキュ
メントＩＤをＵＲＬと関連させている複数のエントリを有する別個のデータ構造を持った
より短い値にすることができる。（例えば、図４の４７２を参照すること。）
４．２．２　広告主ウェブ情報の検索可能データ構造を用いて広告を提供する典型的技術
　検索問い合わせが受け入れられるか又は生成されることを図６のブロック６１０から思
い出すこと。広告が検索結果ページと関連させて提供される場合は、検索問い合わせは、
単純に、エンドユーザーから検索エンジンに出された原検索問い合わせ又はその派生物で
あることができる。広告がドキュメント（ウェブページ、等）と関連させて提供される場
合は、検索問い合わせは、ウェブページから項目を抽出することによって生成することが
できる。抽出項目は、コンテンツからの抽出項目及び／又はメタデータからの抽出項目で
あることができる。更に、抽出項目は、選択的構造化データからの抽出項目（タイトル及
び／又は見出しからの抽出項目、等）であることができる。広告が電子メール等のドキュ
メントと関連させて提供される場合は、検索問い合わせは、電子メールから項目を抽出す
ることによって生成することができる。抽出項目は、電子メールの本文から抽出された項
目であること、及び／又は何らかの構造化フィールドから抽出された項目（「件名」行か
らの項目、等）にすることができる。
【００５１】
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　広告主ウェブサイト／ウェブページ情報の検索可能データ構造は、検索問い合わせを用
いて検索されること、及び検索結果が受け入れられることを図６のブロック６２０及び６
３０から思い出すこと。更に、該検索可能データ構造は、転置インデックスであることが
できることも思い出すこと。従って、一実施形態においては、検索エンジンは、広告主ウ
ェブサイト／ウェブページからの情報の転置インデックスを探すために用いることができ
る。広告が検索結果ページとともに提供される場合は、検索エンジンは、一般的ウェブコ
ンテンツのインデックス及び広告主ウェブサイト／ウェブページ情報のインデックスの両
方を検索することができる。（例えば図４の４５０及び４６０を参照すること。）　この
場合は、同じ検索エンジン、又は該検索エンジンの別個のインタスタンスを用いることが
できる。広告主ウェブサイト／ウェブページ情報のインデックスは、一般的ウェブコンテ
ンツのインデックス内に含めることができる。この場合には、広告主ウェブページは、何
らかの方法で識別するか又は一般的ウェブコンテンツと区別できるようにすべきである。
従って、本発明は、既存の検索エンジン技術及び機能を活用できるが、必要ではない。
【００５２】
　最後に、広告は、少なくとも受け入れられた検索結果を用いて検索できることを図６の
ブロック６４０から思い出すこと。本発明の１つの典型的実施形態においては、この検索
は、検索結果ＵＲＬを広告主情報のキーとして用いて関連広告をルックアップすることに
よって実施することができる。（例えば図４の４７２を参照すること。）　広告は、広告
主ウェブサイト／ウェブページ情報インデックスの検索によって戻された少なくとも点数
及び／又は順位を用いて点数及び／又は順位を付けることができる。該検索結果点数及び
／又は順位は、特に、既知の情報検索類似性評価基準を反映させたものにすることができ
る。広告は、検索結果点数の関数であることに加えて、（ｉ）ターゲット特定情報（キー
ワードを含む又は含まない）、（ｉｉ）価格情報（入札、最高価格入札、等）、（ｉｉｉ
）広告パフォーマンス情報（クリックスルー率、コンバージョンレート、ユーザーによる
格付け、第三者による格付け、等）、（ｉｖ）広告主品質情報、及び／又は（ｖ）ユーザ
ー情報、等のうちの少なくとも１つ以上を用いて提供すること、点数を付けること及び／
又は順位を付けることができる。
【００５３】
４．２．３　改良及び代替
　広告主ウェブサイト／ウェブページ情報の検索結果は、広告情報から広告をルックアッ
プするために用いることができるＵＲＬを含むことができるが、その他の識別子を同目的
のために（例えば、関連する広告主ウェブページ情報を広告とマッチングさせるために）
用いることができる。
【００５４】
　検索結果は関連広告をルックアップするために用いられたが、これらの検索結果は、関
連する広告グループ又は広告キャンペーンをルックアップするために用いることができる
。
【００５５】
　キーワードターゲット特定を広告情報として提供する必要はないが、該情報が提供され
た場合は、提供すべき一組の広告を決定するために検索結果ＵＲＬと組み合わせて用いる
ことができる。実際、いくつかの広告は、キーワードターゲット特定情報を有することが
でき、その他の広告は、キーワードターゲット特定情報を有することができない場合があ
る。本発明は、キーワードターゲット特定情報が提供されない関連広告を見つけ出すのを
援助するために用いることができ、その一方で、キーワードターゲット特定を（本出願明
細書において説明されている技術とともに又は該技術なしで）用いることによって、該情
報が提供される関連広告を見つけ出すことができる。
【００５６】
　　本発明は、広告主ウェブ情報を検索する方法として説明されているが、関連する広告
主又は関連する広告主情報、そしてその結果としての関連広告を見つけ出すためにその他
の広告主情報を検索することも可能である。
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【００５７】
４．２．５　典型的装置
　図７は、上述されている動作のうちの１つ以上の動作を実施することができる機械７０
０の高位ブロック図である。機械７００は、基本的には、１つ以上のプロセッサ７１０、
１つ以上の入力／出力インタフェース装置７３０、１つ以上の記憶装置７２０、及び、結
合された要素間における情報伝達を容易にするための１つ以上のシステムバス及び／又は
ネットワークを含む。１つ以上の入力装置７３２及び１つ以上の出力装置７３４は、１つ
以上の入力／出力インタフェース７３０と結合させることができる。
【００５８】
　１つ以上のプロセッサ７１０は、本発明の１つ以上の側面を実施するために、機械によ
って実行可能な命令（例えば、カリフォルニア州パロ・アルトに所在するサン・マイクロ
システムズ・インクから入手可能なＳｏｌａｒｉｓオペレーティングシステム上で又はノ
ースカロライナ州ダラムに所在するレッド・ハット・インク、等のいくつかの販売業者か
ら幅広く入手可能なLinux（登録商標）オペレーティングシステム上で走るＣ又はＣ＋＋
、等）を実行することができる。これらの機械で実行可能な命令の少なくとも一部は、１
つ以上の記憶装置７２０に（一時的に又はそれよりも永続的に）保存することができ、及
び／又は、１つ以上の入力インタフェース装置７３０を通じて外部源から受け取ることが
できる。
【００５９】
　一実施形態においては、機械７００は、１つ以上の従来のパソコンであることができる
。この場合は、処理装置７１０は、１つ以上のマイクロプロセッサであることができる。
バス７４０は、システムバスを含む。記憶装置７２０は、読取専用メモリ（ＲＯＭ）及び
／又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、等のシステムメモリを含む。更に、記憶装置
７２０は、ハードディスクからの読み取り及びハードディスクへの書き込みを行うための
ハードディスクドライブ、（例えば取り外し可能な）磁気ディスクからの読み取り又は（
例えば取り外し可能な）磁気ディスクへの書き込みを行うための磁気ディスクドライブ、
取り外し可能な（磁気）光学ディスク（コンパクトディスク、等）又はその他の（磁気）
光学媒体からの読み取り又は該光学ディスク又は光学媒体への書き込みを行うための光学
ディスクドライブを含む。
【００６０】
　ユーザーは、例えばキーボード及びポインティング装置（例えばマウス）、等の入力装
置７３２を通じてコマンド及び情報をパソコンに入力することができる。更に、その他の
入力装置（マイク、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星放送アンテナ、スキャナ、等
）も追加で（又は代替として）含むことができる。これらの入力装置及びその他の入力装
置は、システムバス７４０に結合された適切なインタフェース７３０を通じて処理装置７
１０に接続されることがしばしばある。出力装置７３４は、同じく適切なインタフェース
を通じてシステムバス７４０に接続することができるモニター又はその他の型の表示装置
を含む。パソコンは、該モニターに加えて（又は該モニターの代わりに）、スピーカー及
びプリンタ等のその他の（周辺）出力装置（図示されていない）を含む。
【００６１】
　広告サーバーの動作および検索動作は、１つ以上の機械７００によって実施することが
でき、更に様々な情報を１つ以上の機械７００に保存することができる。
【００６２】
４．３　動作例
　図８は、本発明と一致する形で、広告主情報の少なくとも検索可能データ構造を用いて
広告を提供するための１つの方法を例示したメッセージ伝達図である。この特例において
は、１つ以上の広告が検索結果ページと関連されて提供され、更に、同じ検索問い合わせ
及び検索エンジンが用いられて検索が生成されかつ広告の選択が容易にされる。問い合わ
せ８３０が検索エンジン８２０によって受け取られると、検索エンジン８２０は、単語及
び／又は句８３２を使用し更に広告主ウェブサイト／ウェブページ情報のインデックス８
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２２を用いて検索結果８３６を入手する。検索結果８３６は、関連する（例えばマッチす
る）広告主ウェブページ（ウェブサイトのホームページ、ランディングページ、等）のＵ
ＲＬを含むことができる。更に、検索エンジンは、単語及び／又は句８３４（単語及び／
又は句８３２と同じであること又は異なることができる）を使用し更に一般的コンテンツ
（例えば、ウェブの数多くのウェブサイト及び／又はウェブページ）のインデックス８２
４を用いて検索結果８４６を入手することもできる。検索結果８４６は、関連する（例え
ばマッチする）ウェブサイト及び／又はウェブページのＵＲＬ及びリンクを含むことがで
きる。更に、検索結果８４６は、その他の情報（ウェブサイト又はウェブページの問い合
わせ関連情報、関連性指標、等）も含むことができる。
【００６３】
　次に、検索エンジン８２０は、関連する広告主ウェブサイト及び／又はウェブページの
１つ以上のＵＲＬ（又はその他の何らかのウェブページ識別子）８３８を広告サーバー８
１０に送ることができる。広告サーバー８１０は、１つ以上のＵＲＬ８４０の少なくとも
一部を用いて広告情報８１５内の広告８４２をルックアップすることができる。次に、広
告サーバー８１０は、広告８４４の少なくとも一部を検索エンジン８２０に戻す。広告８
４４は、点数又は順位を含む。
【００６４】
　次に、検索エンジン８２０は、検索問い合わせ８３０を出したユーザーに検索結果及び
広告８４８を提供する。
【００６５】
４．４．結論
　上記の開示から理解できるように、本発明は、広告主がキーワードターゲット特定等の
一定のターゲット特定情報を入力及び／又は維持することを要求せずに、様々なコンテン
ツ（検索結果ページ、ウェブページ、電子メール、等）上においてターゲットが特定され
た広告を掲載すること、又はこれらの様々なコンテンツと関連させて広告を提供すること
を可能にするために用いることができる。本発明は、インデキシング、検索問い合わせ、
及び／又は検索エンジンインフラと技術を活用することができるため、検索結果ページと
関連させて提供される広告を決定する上で特に有用である。本発明の発明者は、上記の側
面又は典型的実施形態のうちの１つ以上が協調されて使用されることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】広告システムと双方向で対話することができる当事者又はエンティティを示した
高位概略図である。
【図２】本発明が動作することができる典型的広告環境、又は本発明が動作時に並存する
ことができる典型的広告環境の泡図である。
【図３】検索エンジンによって生成された検索結果ページ上、コンテンツサーバーによっ
て提供されたドキュメント上、及び／又は電子メール上において広告主が自己の広告のタ
ーゲットを特定することができる環境を例示した図である。
【図４】本発明と一致する形で実施することができる動作、及び本発明と一致する形で生
成、使用、及び／又は保存することができる情報、を示した泡図である。
【図５】本発明と一致する形で広告主のウェブ情報の検索可能データ構造を生成するため
に用いることができる典型的方法の流れ図である。
【図６】本発明と一致する形で、広告主のウェブ情報の少なくとも検索可能データ構造を
用いて広告を提供するために使用することができる典型的方法の流れ図である。
【図７】本発明と一致する形で用いることができる様々な動作のうちの少なくとも一部を
実施するために使用でき、更に本発明と一致する形で使用及び／又は生成することができ
る様々な情報のうちの少なくとも一部を保存するために使用できる、装置の高位ブロック
図である。
【図８】本発明と一致する形で、広告主ウェブ情報の少なくとも検索可能データ構造を用
いて広告を提供する１つの方法を例示したメッセージ伝達図である。
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