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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに実装された方法であって、
　初期広告と、該初期広告を受信するための初期ターゲットグループを定義するターゲッ
ト基準とを含む広告キャンペーンのためのデータを、広告主からパブリッシングシステム
において受信する工程と、
　表示するための前記初期広告を、前記初期ターゲットグループの複数の区分内の複数の
ユーザに提供する工程と、
　前記パブリッシングシステムによって、前記複数の区分の第１の区分に対する広告メト
リック値を、該第１の区分のユーザに対して前記初期広告を表示することに基づいて決定
する工程と、
　前記広告メトリック値に基づいて、前記パブリッシングシステムによって、前記初期広
告に用いられる前記ターゲット基準から前記第１の区分を削除するように該ターゲット基
準を修正するための、前記広告主への提案を決定する工程と、
　前記提案を、前記パブリッシングシステムから前記広告主へ送信する工程と、を含む方
法。
【請求項２】
　前記広告主による、前記提案の受領確認に応答して、前記初期ターゲットグループから
前記第１の区分を削除するように前記ターゲット基準を修正することによって修正された
ターゲットグループを形成する工程と、
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　表示するための前記初期広告を、前記修正されたターゲットグループ内の複数のユーザ
に提供する工程と、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の区分に対して、前記初期広告と異なる第１の広告を指定するよう前記広告主
に促す工程と、
　表示するための前記第１の広告を、前記第１の区分の複数のユーザに提供する工程と、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の区分を除く前記初期ターゲットグループの一部にだけ、前記初期広告を提供
する工程をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ターゲット基準は、全てのユーザを含むグループを定義する、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　前記広告メトリック値は、クリックスルー率、コンバージョン率、およびブランドリフ
ト測定値を含むグループから選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ターゲット基準は、複数の属性のそれぞれに対する値を含み、
　前記ターゲット基準の前記複数の属性に含まれていない追加の属性の第１の値と第２の
値との間における広告メトリック値の分岐を識別する工程と、
　前記第１の値が前記第２の値よりも低いことに応答して、該第１の値によって部分的に
定義された前記ターゲットグループの区分を前記第１の区分として識別する工程と、をさ
らに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ユーザを特徴付けるために用いられる複数の属性を選択する工程と、
　前記複数の属性のそれぞれに対して、複数の属性値を識別する工程と、
　前記属性値の複数の組み合わせを形成する工程と、
　前記組み合わせのそれぞれに対して、前記広告メトリック値を決定する工程と、
　前記組み合わせの前記広告メトリック値の類似性に従って、該組み合わせをクラスタ化
することによって複数の組み合わせクラスタを形成する工程と、
　前記組み合わせクラスタのうち、そのクラスタ内の該組み合わせにおける前記広告メト
リック値の平均値が低い１つの組み合わせクラスタを識別する工程と、
　識別された前記組み合わせクラスタ内の前記組み合わせの前記属性値を有するユーザの
グループを、削除すべき第１の区分として識別する工程と、をさらに含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　実行可能なコンピュータプログラムの命令が記憶されたコンピュータ可読記憶媒体であ
って、
　初期広告と、該初期広告を受信するための初期ターゲットグループを定義するターゲッ
ト基準とを含む広告キャンペーンのためのデータを、広告主からパブリッシングシステム
において受信するための命令と、
　表示するための前記初期広告を、前記初期ターゲットグループの複数の区分内の複数の
ユーザに提供するための命令と、
　前記パブリッシングシステムによって、前記複数の区分の第１の区分に対する広告メト
リック値を、該第１の区分の前記ユーザに対して前記初期広告を表示することに基づいて
決定するための命令と、
　前記広告メトリック値に基づいて、前記パブリッシングシステムによって、前記広告キ
ャンペーンを修正するための、前記広告主への提案を決定するための命令と、
　前記提案を、前記パブリッシングシステムから前記広告主へ送信するための命令と、を
含む媒体。
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【請求項１０】
　前記広告キャンペーンを修正するための前記提案は、前記初期広告に用いられる前記タ
ーゲット基準から前記第１の区分を削除するように該ターゲット基準を修正することを含
む、請求項９に記載の媒体。
【請求項１１】
　前記広告キャンペーンを修正するための前記提案は、前記初期広告に対するビッドを前
記第１の区分に対して調整することを含む、請求項９に記載の媒体。
【請求項１２】
　前記広告キャンペーンを修正するための前記提案は、前記第１の区分を削除するように
前記ターゲット基準を修正することを含む、請求項９に記載の媒体。
【請求項１３】
　前記第１の区分を除く前記初期ターゲットグループの一部にだけ、前記初期広告を提供
するための命令をさらに含む、請求項１２に記載の媒体。
【請求項１４】
　ユーザを特徴付けるために用いられる複数の属性を選択するための命令と、
　前記複数の属性のそれぞれに対して、複数の属性値を識別するための命令と、
　前記属性値の複数の組み合わせを形成するための命令と、
　前記組み合わせのそれぞれに対して、前記広告メトリック値を決定するための命令と、
　前記組み合わせの前記広告メトリック値の類似性に従って、該組み合わせをクラスタ化
することによって複数の組み合わせクラスタを形成するための命令と、
　前記組み合わせクラスタのうち、そのクラスタ内の該組み合わせにおける前記広告メト
リック値の低い平均値を有する１つの組み合わせクラスタを識別するための命令と、
　識別された前記組み合わせクラスタ内の前記組み合わせの前記属性値を有するユーザの
グループを、削除すべき第１の区分として識別するための命令と、
　前記パブリッシングシステムから前記広告主に対して、前記第１の区分を削除するよう
に前記ターゲット基準を修正する提案を送信するための命令と、をさらに含む、請求項９
に記載の媒体。
【請求項１５】
　コンピュータに実装された方法であって、
　複数の広告からなる広告キャンペーンのためのデータを、広告主からパブリッシングシ
ステムにおいて受信する工程と、
　表示するための前記複数の広告を、初期ターゲットグループの複数のユーザに提供する
工程と、
　複数の前記広告のそれぞれに対して、および広告メトリックに対して、
　　前記パブリッシングシステムによって、前記ターゲットグループの複数の区分のそれ
ぞれに対する広告メトリック値を決定する工程と、
　　決定された前記広告メトリック値に基づいて、前記パブリッシングシステムによって
、前記ターゲットグループの前記複数の区分のそれぞれに対して、最も効果的な広告を識
別する工程と、
　前記複数の区分のうちの第１の区分に対して前記最も効果的であると識別された広告を
前記第１の区分に割り当てる提案を、前記パブリッシングシステムから前記広告主へ送信
する工程と、
　識別された前記最も効果的な広告を前記第１の区分に割り当てる提案に対する、前記広
告主の受領確認に応答して、
　　最も効果的であると識別された前記広告を前記第１の区分に提供する工程と、
　　前記複数の広告のうちの他の広告を前記第１の区分に提供することを禁じる工程と、
を含む方法。
【請求項１６】
　前記初期ターゲットグループは全てのユーザを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
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　前記広告メトリックが、クリックスルー率、コンバージョン率、およびブランドリフト
測定値を含むグループから選択される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　コンピュータに実装された方法であって、
　複数の広告と、該広告を表示するためのターゲットグループを定義するターゲット基準
とを含む広告キャンペーンのためのデータを、広告主がパブリッシングシステムへ送信す
る工程と、
　所与の広告メトリックに関して、前記ターゲットグループの区分に表示するために最も
効果的な広告の提案を、前記広告主が前記パブリッシングシステムから受信する工程と、
　提案された前記広告を前記区分に表示することの確認を、前記広告主が前記パブリッシ
ングシステムへ送信する工程と、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、電子広告の分野に関するものであり、より詳細には、広告結果の初
期設定に基づいて広告キャンペーンを修正するための自動または半自動の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　企業およびその他の組織の電子広告は、一般的に、広告パブリッシャに１または複数の
広告を提示し、パブリッシャがコンテンツに関連して表示される広告を供給することによ
って行われる。広告パブリッシャへの広告の提示の一部として、広告主は一般的に、特定
の性別、年齢層、場所その他に属す人など、広告表示を限定するターゲットグループを定
義する基準を指定する。
【０００３】
　しかしながら、その広告を最も受け入れやすいターゲットグループを正確に決定するこ
とは、広告主にとって困難であり得る。したがって、多くの場合、広告主は、男性、また
は２０歳から４０歳までの人などの極めて広い範囲のターゲットグループしか指定しない
か、またはターゲットグループを全く指定せずに全てのユーザに広告を行う。かかる広範
囲のターゲットグループでは、グループ内のユーザの興味および好みの変動を把握できず
、その広告にほとんど興味をもたない極めて多くのユーザに広告を行うことになる。逆に
、広告主は様々なタイプのユーザの興味に関する広告主自身の推測を基にターゲットグル
ープの範囲を狭く調整しようと試みる可能性がある。しかし、広告主の推測力が乏しく、
そのため実際にはその広告にほとんど興味をもたない閲覧者に広告を行ってしまう可能性
がある。また、ターゲットグループを狭く調整することによって、広告を過度に少ない閲
覧者に制限してしまう恐れがある。すなわち、広告が比較的まれにしか表示されないこと
になる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】一実施形態による、デジタル広告が表示されて評価されるコンピュータ環境のハ
イレベルブロック図。
【図２】一実施形態による、広告主が広告パブリッシャに提示するための広告キャンペー
ンを定義するために用いるユーザインタフェースの一例を示す図。
【図３】一実施形態による、様々なユーザ区分に対する広告のパフォーマンスに関する広
告パブリッシャからのフィードバックに基づいて、広告キャンペーンを修正するプロセス
を示す図。
【図４Ａ】一実施形態による、性別に基づく広告メトリック値における分岐を検出するた
めのインタフェースであって、トップダウンアプローチに用いられるユーザインタフェー
スの一例を示す図。
【図４Ｂ】一実施形態による、広告キャンペーンを修正するためのボトムアップアプロー
チに用いられるユーザインタフェースを示す図。



(5) JP 6141311 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

【図５】一実施形態による、広告キャンペーンを修正するためのボトムアップアプローチ
の一部として広告パブリッシャによって行われる工程を示す図。
【図６】一実施形態による、所与のターゲットグループに対して用いる広告を提案する際
に広告パブリッシャによって行われる工程を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本発明の実施形態において、広告パブリッシングシステムは、広告主の広告キャンペー
ンの広告を初期ターゲット基準によって指定されたターゲットグループに供給するもので
ある。パブリッシングシステムは、広告の初期の提示に対するユーザの反応を基に、ター
ゲットグループの様々な区分（サブグループ）の広告メトリック値を評価する。様々な区
分に対する広告メトリック値に基づき、パブリッシングシステムは広告主に対して広告キ
ャンペーンの修正を提案する。広告キャンペーンの修正例として、初期ターゲット基準を
区分の少なくとも１つを修正したターゲットグループとして指定するように狭めること、
低パフォーマンスの区分に対して異なる広告を指定すること、およびキャンペーンにおけ
る広告表示に対するビッド値の調整を行うことが含まれる。
【０００６】
　一実施形態において、パブリッシングシステムは、広告キャンペーンに対する修正の提
案にトップダウンアプローチを採用しており、男性と女性の間の分岐など、ターゲット基
準に関連付けられる属性のうちの１つの異なる値の間の広告メトリック値における分岐を
識別する工程を含む。その後、パブリッシングシステムは、その区分をターゲット基準か
ら完全に除外する、または低パフォーマンスの属性値によって定義された区分に対して新
たな広告を指定するなど、キャンペーンの様々な修正を提案することができる。
【０００７】
　他の実施形態では、パブリッシングシステムは、広告キャンペーンに対する修正の提案
にボトムアップアプローチを採用しており、分析のための属性および属性値を選択する工
程と、選択された属性値の組み合わせを形成する工程と、それぞれの組み合わせに対する
広告メトリックを計算する工程とを含む。パブリッシングシステムはさらに、それぞれ対
応する広告メトリック値を基に組み合わせをクラスタ化し、そのクラスタのうちの様々な
もの（たとえばトップのクラスタ）に対するメトリックを広告主に提示し、そしてクラス
タのメトリックに基づくキャンペーンの修正の提案を提供する。提案例として、広告キャ
ンペーンのターゲットグループに所与のクラスタを含めないか含めるかを指定すること、
所与のクラスタに対して新たな広告を指定することなどが含まれる。
【０００８】
　本明細書には特徴および利点の全てが記載されているものではなく、特に、多くのその
他の特徴および利点は、当業者であれば、図面、明細書、および請求項を考慮すれば明ら
かとなる。また、明細書に用いられる文言は主に、読みやすさおよび教示を目的として選
択されたものであり、本発明の主題を正確に記述する、または限定するために選択された
ものではないことに注意すべきである。
【０００９】
　図面は本発明の実施形態を説明することのみを目的として使用されている。当業者であ
れば、以下の記載から、本明細書に示された構成および方法の実施形態に代わるものも、
本明細書に記載された本発明の原理から逸脱することなく採用されることを容易に認める
であろう。
【００１０】
　図１は、一実施形態による、デジタル広告が表示されて評価されるコンピュータ環境の
ハイレベルブロック図である。具体的には、図１は、クライアントデバイス１２０、ネッ
トワーク１４０、コンテンツプロバイダ１３０、広告主１１０、および広告パブリッシャ
１００を示している。クライアント１２０は、コンテンツプロバイダ１３０によってネッ
トワーク１４０を通じて提供される、ソーシャルネットワーキングシステムのデータ、デ
ジタル映像、ウェブページその他のデジタルコンテンツを閲覧する。広告主１１０は、広
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告主による支払と引き換えに、様々なコンテンツプロバイダ１３０によって提供されるコ
ンテンツと併せて、表示するための広告キャンペーンの広告を提供するように広告パブリ
ッシャ１００と契約する。同様に、コンテンツプロバイダ１３０は、広告パブリッシャ１
００に対して、広告パブリッシャによる支払と引き換えに、そのコンテンツと併せて表示
するための広告を提供することを許可する。
【００１１】
　一実施形態において、コンテンツプロバイダ１３０と広告パブリッシャ１００は、単一
のシステムを構築し、および／または同一の組織によって運営されている。たとえば、Ｆ
ＡＣＥＢＯＯＫ（登録商標），ＩＮＣ．によって提供されているようなソーシャルネット
ワーキングシステムの場合、ソーシャルネットワーキングシステムは、クライアント１２
０へのコンテンツの提供とともに、コンテンツと併せて表示するための広告の選択も行う
ことができる。
【００１２】
　より具体的には、クライアントデバイス１２０は、多様な異なるコンピューティングデ
バイスのうちの何れか１つであってよい。クライアントデバイス１２０の例として、パー
ソナルコンピュータ、携帯電話、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、タブレッ
ト型コンピュータ、およびインターネット対応のデジタルテレビまたはテレビセットトッ
プボックスなどが挙げられる。
【００１３】
　ネットワーク１４０は一般的にインターネットであるが、これらには限定されることな
く、ＬＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ、携帯、有線または無線のネットワーク、プライベートネッ
トワーク、または仮想プライベートネットワークなどの、任意のネットワークであっても
よい。
【００１４】
　コンテンツプロバイダ１３０は、ソーシャルネットワーキングシステム、ビデオホステ
ィングサービス、ブログウェブサイトその他のデジタルコンテンツをクライアント１２０
に対して供給できることができる任意のシステムであってよい。コンテンツプロバイダ１
３０は、そのコンテンツと併せて広告パブリッシャ１００によって提供された広告を表示
する。
【００１５】
　広告主１１０は、広告パブリッシャ１００を通じて電子広告を行う任意の企業またはそ
の他の組織を表している。広告主１１０は、広告パブリッシャ１００に広告キャンペーン
のデータを提供する。広告キャンペーンのデータは、１または複数の表示ターゲットの広
告と広告を表示すべきユーザのグループを定義する任意のターゲット基準とを含む。ター
ゲット基準は広告主１１０によって明示的に指定されたものと、特定のターゲット基準無
しに暗示されたもの（たとえば、「全てのユーザ」値、すなわち、広告主が明示的にター
ゲット基準を指定しないことによる暗示的な基準）との、何れであってもよい。
【００１６】
　ターゲット基準には、ユーザの年齢、性別、住居の地理的位置、趣味（たとえば、「テ
ニス」または「英文学」）、会話の言語、教育レベル、関係ステータスなどの、ユーザを
特徴付けることができる、１または複数の属性の数値が指定されてもよい。かかる属性に
対する数値は、ソーシャルネットワーキングシステムのオンラインプロフィールなどにお
いて、ユーザ自身によって直接的に指定されてもよい。あるいは、その数値は、ユーザに
関する他のデータに基づく推測、たとえば、ユーザが閲覧したコンテンツ、ソーシャルネ
ットワーキングシステム上のユーザの友達の特徴などに基づく、ユーザの年齢または性別
の推測によって得られてもよい。その他の、ターゲット基準内のユーザの属性の例として
、ソーシャルネットワーキングシステムのソーシャルグラフからの関連データ（たとえば
、友達の数、または友達の属性）、および／または閲覧したウェブページ、またはソーシ
ャルネットワーキングシステム内でのアクション（たとえば、ユーザが賛同したまたは「
好き」と表明したアイテム、所属したグループなど）などのオンラインアクションが含ま
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れる。
【００１７】
　一実施形態において、広告キャンペーンのデータのターゲット基準は、広告を表示すべ
きユーザの属性だけでなく、広告が併せて提示されるコンテンツの属性も含むことができ
る。たとえば、ターゲット基準には、「ガーデニング」または「ペット」などの、コンテ
ンツに関連するキーワードまたはトピックを指定してもよい。キーワードまたはトピック
は、たとえばコンテンツを具体化するウェブページのメタデータなど、コンテンツ所有者
自身によって指定されてもよい。あるいは、たとえば、コンテンツにトピックまたはキー
ワードのラベル付けを行う機械学習方法によって生成された分類指標モデルの適用によっ
て推測されてもよい。
【００１８】
　広告キャンペーンの各広告は、要求された支払条件が合えば、広告パブリッシャ１００
に対して広告主１１０が支払う金額を示す、関連ビッドを有していてもよい。支払条件は
個別の広告ごとに、または広告キャンペーン全体で、広告主１１０が指定することができ
、広告の表示、ユーザのクリックその他による広告の選択、ユーザによる広告に関連する
製品の購入、広告に関する世論調査または広告に関連する組織に対するユーザの好意的回
答などの条件を含んでいてもよい。
【００１９】
　広告パブリッシャ１００は、広告主１１０から広告を受領して記憶し、記憶した広告の
うちの何れが異なるコンテンツプロバイダ１３０のコンテンツと併せて表示するのに最も
適しているかを識別し、認識された広告を表示のためにクライアント１２０に提供する。
広告パブリッシャ１００は、グラフィカルユーザインタフェースなどの、広告主１１０に
１または複数の広告を含む広告キャンペーンを定義させるインタフェースを提供し、任意
で、所与の広告または全ての広告を表示すべきターゲットグループを示す指示とともに提
供する。
【００２０】
　より具体的には、広告パブリッシャ１００は、広告データベース１０１と、統計データ
ベース１０２と、広告選択モジュール１０３と、キャンペーン調整モジュール１０４とを
含む。
【００２１】
　広告データベース１０１は、広告主１１０によって指定された広告キャンペーンの詳細
を記憶している。たとえば、特定の広告主１１０が、２０歳から４０歳までの男性などの
ターゲットグループにそれぞれ表示され得る１０個の広告を含む広告キャンペーンを提示
することがある。この場合、広告データベース１０１は１０個の広告と、ターゲットグル
ープを定義するターゲット基準と、１０個の広告のそれぞれをターゲットグループに関連
付ける表示とを記憶している。いくつかの実施形態では、広告データベース１０１は広告
主１１０の広告ビッドおよび、ユーザの広告に対するクリックなどの、広告主の支払を決
定するための条件を示す指示も記憶している。
【００２２】
　広告は、テキスト広告、画像広告、または映像広告など、多数の異なるタイプのものが
あってよい。また、各広告には、ページバナー内、サイドバー内、一連の検索結果内のリ
ンクとしてなど、その広告の表示方法に関するそれぞれの要件があってもよい。
【００２３】
　図２は、広告主１１０が広告パブリッシャ１００に提示するための広告キャンペーンを
定義するために用いるユーザインタフェース２００の一例を示している。一実施形態にお
いて、ユーザインタフェース２００は、広告主１１０のブラウザを通じてアクセスされる
ウェブベースのインタフェースである。ユーザインタフェース２００は、それぞれ異なる
広告に対応しかつ広告のグラフィカル表示（サムネイル表示など）を表示するためのプレ
ビュー領域２０５Ａを含む、一組の広告選択コントロール部２０５と、キャンペーンから
対応する広告を削除するための削除コントロール部とを含む。キャンペーンに（たとえば
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、従来のファイルを開くためのダイアログボックスを通じて）他の広告を追加するために
広告追加コントロール部２１５を用いることもできる。
【００２４】
　例示のユーザインタフェース２００はさらに、ターゲット基準の初期設定を指定するた
めの一組のコントロール部２１０も含む。いくつかの実施形態において、ターゲット基準
は指定された広告のそれぞれに適用される。その他の実施形態では、広告はそれぞれ、別
々のターゲット基準を有し、表示されているターゲット基準コントロール部２１０の設定
が現在選択中の広告にのみ適用されてもよい。図２に示すコントロール部２１０は年齢、
性別、位置、およびキーワードの属性を指定するためのコントロール部のみを含むもので
あるが、コントロール部は、広告の閲覧者または、趣味、関係ステータス、ソーシャルネ
ットワークシステム内の友達のアクションなど、広告と併せて表示されるコンテンツに関
連する任意の属性を指定できることが好ましい。
【００２５】
　再度図１を参照すると、統計データベース１０２は、クライアント１２０のユーザのコ
ンテンツプロバイダ１３０のコンテンツと共に表示された広告との相互作用についての統
計を記憶している。統計には、適用する広告の有効性を数値化する少なくとも１つの広告
メトリック値を含んでいる。異なる広告メトリックは、たとえば、それぞれの広告に対す
る、広告がユーザに対して表示された合計回数、または広告がユーザに対して表示された
回数に対する、ユーザがクリックその他によって広告を選択した回数の割合を示すクリッ
クスルー率（ＣＴＲ）を含んでいてもよい。いくつかの実施形態において、広告メトリッ
クは、１ユーザ単位で、および１広告単位で追跡され、それにより、集合的なユーザだけ
でなく、特定のユーザに対して特定の広告がどの程度有効であったかを指定する。同様に
、広告メトリックは、広告の表示が広告に対応する製品の購入などの、所定の特定のアク
ションにつながったときの割合を示すコンバージョン（転換）率であり得る。広告のメト
リックは、ブランドまたは組織の好意的な知名度を示す世論調査の結果によって証明され
るように「ブランドリフト」の測定値などの、広告に関連するブランドまたは組織に関す
る世論調査の結果でもあり得る。追加的および／または代替的に、統計は広告キャンペー
ン内の個別の広告よりも（またはそれに加えて）、広告キャンペーン全体に対して追跡さ
れ得る。
【００２６】
　広告選択システム１０３は、コンテンツプロバイダ１３０の所与のコンテンツに対して
、広告データベース１０１から適切な広告を選択する。一実施形態において、広告は広告
によって生成される売上見込みに基づいて選択され、売上見込みは広告主１１０の広告ビ
ッドと、広告が表示された場合に支払条件が満たされる確率との積である。すなわち、コ
ンテンツプロバイダ１３０の所与のコンテンツに対して、およびそのコンテンツを閲覧す
るクライアント１２０のユーザに対して、広告パブリッシャ１００は各広告の売上見込み
を計算することができる。そして、広告パブリッシャ１００は売上見込みが最も高い広告
（複数可）をコンテンツに関連して表示する広告（複数可）として選択することができる
。
【００２７】
　広告に対するクリックまたは広告に関連する製品の購入など、多くのタイプの支払条件
に対して、特定の広告に関するターゲット基準がより正確になれば、支払条件を満たす確
率は大きくなり、よって、広告の表示に対する売上見込みが大きくなる。一例として、社
会保障給付に関する広告は高年齢グループのユーザによるクリックがより頻繁となる傾向
があり、よって、高年齢グループを広告のターゲットとすることにより「広告のクリック
」による支払条件を満たす確率が上がる傾向があると考えられる。このように、広告パブ
リッシャ１００にとっても、広告主１１０にとっても、広告に対してより正確なターゲッ
ト基準を指定することが有益である。
【００２８】
　キャンペーン調整モジュール１０４は、所定の期間、初期の広告キャンペーンを実行し
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、異なるグループのユーザに対する広告の有効性についての広告メトリックおよびその他
の統計を追跡する。その統計に基づき、キャンペーン調整モジュール１０４は、キャンペ
ーン内の広告に対するターゲット基準の変更、キャンペーンへの広告の追加または広告の
削除、キャンペーンにおける広告に対するビッドの調整などによって、自動的または半自
動的にキャンペーンを修正してその有効性を高める。キャンペーン調整モジュール１０４
のアクションは、図３により具体的に示されている。
【００２９】
　簡略化のために、図１ではクライアント１２０、広告主１１０、コンテンツプロバイダ
１３０、ネットワーク１４０、およびパブリッシャ１００をそれぞれ１つとして示してい
るが、それぞれ、任意の数であってよいことが理解される。たとえば、極めて多い数の（
たとえば数百万の）クライアントデバイス１２０が同様に極めて多い数の異なるコンテン
ツプロバイダ１３０と通信していてもよい。同様に、多数の異なる広告主が同じ広告パブ
リッシャ１００を利用していてもよい。
【００３０】
　図３は様々なユーザ区分に対する広告のパフォーマンスに関する広告パブリッシャ１０
０からのフィードバックに基づいて、広告キャンペーンを修正するプロセスを示している
。広告主１１０はまず、広告パブリッシャ１００に対して、広告、ターゲット基準、ビッ
ドなどの広告キャンペーンを説明するデータを提示し（３１０）、広告パブリッシャはデ
ータを広告データベース１０１に記憶する。その後、広告パブリッシャ１００の広告選択
モジュール１０３は、たとえば所与のコンテンツおよび所与のユーザに対する最大の売上
見込みを有する広告（複数可）に対応して、クライアント１２０のユーザに対して広告キ
ャンペーンの広告（複数可）を供給する（３２０）。広告は、所定の期間（２日間、１週
間など）、または統計のいくらかの最小値を得るために十分な、変数である長さの期間（
１０００回の広告インプレッション）などの、いくらかの期間に亘って供給される（３２
０）。
【００３１】
　広告パブリッシャ１００は、クリックまたはその他の広告の選択、広告に関連するアイ
テムの購入、広告によって影響を受けた世論調査への回答などの、提供された広告に関す
るユーザの反応を得る（３３０）。得られた反応に基づき、キャンペーン調整モジュール
１０４は統計データベース１０２を更新する（３４０）。統計データベース１０２の更新
は、広告のクリック率、製品購入などの所定のアクションに対する広告のコンバージョン
率、所与の世論調査に対する好意的な反応の確率などの、広告の支払条件に関する広告メ
トリックを計算する工程を含む。
【００３２】
　一実施形態において、統計は、単一の属性の値または複数の属性の値の組み合わせの何
れかに関して、異なるグループに対して別々に計算される。たとえば、統計は単一の人口
統計学的属性である「性別」に対して（たとえば、グループ内の男性および女性に対する
統計を別々に追跡することにより）別々に計算されても、または単一の人口統計学的属性
である「年齢」に対して（たとえば、個々の年齢、または１３歳から１７歳、１８歳から
２２歳、２３歳から２７歳などの年齢範囲などの、異なる年齢区分の各組に対して別々に
統計を追跡することにより）別々に計算されてもよい。他の例として、統計は、「男性、
１３歳から１７歳」、「女性、１３歳から１７歳」、「男性、１８歳から２２歳」、「女
性、１８歳から２２歳」などの区分のように、「性別」と「年齢」の属性の組み合わせに
対して計算されてもよい。
【００３３】
　一実施形態において、初期のターゲット基準によって定義されたグループ内の属性値の
みが考慮される。たとえば、初期のターゲット基準がターゲットグループを全体的に女性
、またはアメリカ合衆国の西部に位置する３０歳を超える年齢の女性に限定する場合、統
計は男性を含む区分に対して追跡されない。他の実施形態では、統計は、初期のターゲッ
ト基準から外れている属性値の区分についても同様に追跡されてもよい。
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【００３４】
　更新された統計に基づいて、キャンペーン調整モジュール１０４は様々な選択肢に関す
るキャンペーンの修正の提案を提供する（３５０）。キャンペーンの修正の選択肢には、
初期のターゲットグループよりもキャンペーンの広告に対してより受け入れやすいと経験
的に決定されたグループを定義するために、初期のターゲット基準を狭める工程、または
その他の調整を行う工程が含まれる。その他の選択肢の例として、キャンペーンに広告を
追加する工程または広告を削除する工程、および／または異なるターゲット基準と広告を
入れ替える工程が含まれる。その他の選択肢は、広告キャンペーン内の１または複数の広
告に対するビッドを上げる（または下げる）ことである。広告主１１０が、提案された修
正選択肢を承認する場合は、キャンペーンはそのように修正される（３６０）。キャンペ
ーンを修正するための様々な選択肢についてより具体的に説明する。
【００３５】
　上述したように、広告キャンペーンの修正の選択肢の１つは、初期のターゲット基準を
調整することである。一実施形態において、トップダウンアプローチが採用される。トッ
プダウンアプローチでは、キャンペーン調整モジュール１０４は、統計データベース１０
２内の広告メトリック値を、提供された広告に対するクライアント１２０のユーザの反応
に基づいて計算されるものとして監視し、属性のうちの１つの値にまたがる広告メトリッ
ク値に対して発生する分岐を記録する。分岐は、広告メトリック値が少なくともいくらか
の閾値分異なる場合、たとえば、一方の数値が他方の数値の３倍など、少なくともいくら
かの所定の定数倍である場合に、発生したと考えられる。キャンペーン調整モジュール１
０４は、その後、広告主１１０に分岐について通知し、キャンペーンを調整するためにユ
ーザに選択肢を提供する。１つの選択肢は、分岐が存在する属性の低パフォーマンス値に
対して、ユーザの区分を除外することである。これにより、ターゲット基準を、分岐する
属性に対してより狭くなるように修正する。その他の選択肢は、その区分に対して表示さ
れる広告を変更することである。これにより、ターゲット基準は２組のターゲット基準、
すなわち、初期のターゲット基準および初期の広告（複数可）に関連した最初の１つの組
と、新たな広告（複数可）に関連した新たな組とに、効果的に分割される。新たな組のタ
ーゲット基準は、初期のターゲット基準と同じ設定を有し、低パフォーマンスの属性値を
有するユーザの除外が追加される。他の選択肢は、その区分に表示された広告に対するビ
ッドを上げることである。
【００３６】
　たとえば、図４Ａは、一実施形態による、性別に基づく広告メトリック値における分岐
を検出するためのインタフェースであって、トップダウンアプローチに用いられるユーザ
インタフェース４００の一例を示す。この例の目的のために、広告キャンペーンのための
広告主１１０の初期のターゲット基準をアメリカ合衆国の南東部に位置する２９歳から３
２歳までの人々に指定する。ユーザインタフェース４００は、分岐の対象（ソース）（「
備考：あなたの広告の結果は性別に基づいて分かれました」）および初期のターゲット基
準（「現在のターゲット：年齢：２９歳から３２歳、位置：アメリカ合衆国の南東部」）
とされた属性を指定する。表示領域４１０は属性に関する分岐を要約する。すなわち、性
別の属性に関して、広告キャンペーン内の広告は男性が０．３％のクリックスルー率で女
性が１．２％のクリックスルー率であったのに対して、広告キャンペーンに対する平均ク
リックスルー率は全体で０．６％であった。ユーザインタフェース４００には、現在のタ
ーゲット基準内の異なる年齢グループの男性と女性との間のクリックスルー率の違いが視
覚的に示され、複数属性分布グラフ４２０などの、分岐を視覚化する追加のデータが示さ
れてもよい。
【００３７】
　低パフォーマンスの「男性」区分に視覚的に関連付けられた、提案された選択肢４１５
Ａは広告主１１０に対して、既に「男性」区分に関連付けられた広告（複数可）以外の新
たな広告を指定する選択肢を提供する。たとえば、広告キャンペーンが２つの広告を含み
、そのうちの何れかが示されたターゲットの人口統計学的グループのユーザ（すなわち、
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２９歳から３２歳までの、アメリカ合衆国の南東部に位置するユーザ）に示される場合、
この選択肢を選択することによって、ターゲット基準を２組の異なる基準、すなわち、初
期の基準を有する最初の組（すなわち２９歳から３２歳の年齢で、かつアメリカ合衆国の
南東部に位置する）と、「性別」属性の低パフォーマンスの「男性」値を有するユーザを
除外する新たな組（すなわち２９歳から３２歳の年齢で、アメリカ合衆国の南東部に位置
し、かつ男性ではない）とに効果的に分割できると考えられる。また、新たな基準の組に
よって定義されたグループは、低いＣＴＲとなった初期の２つの広告以外の、新たに指定
された広告（複数可）に関連付けられることになるであろう。
【００３８】
　低パフォーマンスの「男性」区分に視覚的に関連付けられた、提案された選択肢４１５
Ｂは広告主１１０に対して、ターゲット基準を狭めて、今後の広告の提示からそのグルー
プを除外する選択肢を提供する。このように、本例では、ターゲット基準が「２９歳から
３２歳の年齢で、アメリカ合衆国の南東部に位置し、かつ男性ではない」とされる。ある
いは、高パフォーマンスの「女性」区分に視覚的に関連付けられた選択肢４１５Ｃは、広
告主１１０に対して、「性別」属性の「女性」値についてターゲット基準を特化して、他
の属性に関するターゲット基準を広げ得る選択肢を提供してもよい。たとえば、「２９歳
から３２歳の年齢で、かつアメリカ合衆国の南東部に位置する」というターゲット基準を
、「性別」属性の「女性」のみを含むように狭めることができ、しかし「年齢」または「
位置」の属性に関する限定は削除して広げることができる。一実施形態において、様々な
拡大の選択肢、たとえば「年齢」または「位置」の属性を削除する選択肢が、ユーザ選択
の選択肢４１５Ｃに対応して提案される。
【００３９】
　初期のターゲット基準を調整することによって広告キャンペーンを修正する他の技術は
、図５にその工程が示されるボトムアップアプローチを用いることである。キャンペーン
調整モジュール１０４は、分析のための可能な属性を何組か選択し（５１０）、分析に対
して、それらの属性の可能な数値を何組か選択する（５２０）。属性および属性値は、公
知の重要性の所定の組からのものであってもよく、または、たとえば何れの属性または属
性値が特別に強いまたは弱い広告のメトリック値への結び付きを見せるのかを分析するこ
とによって、属性および属性値が動的に計算されてもよい。選択された属性および属性値
を用いて、キャンペーン調整モジュール１０４は選択された属性の異なる可能な数値の属
性値の組み合わせを形成し（５３０）、各組み合わせの統計を追跡する（５４０）。その
後、キャンペーン調整モジュール１０４は、その組み合わせを、クリックスルー率の類似
性などの広告メトリックの間の類似の度合に基づいてグループ内にクラスタ化して（５５
０）、それぞれのクラスタに対する広告メトリックの平均値を計算する。キャンペーン調
整モジュール１０４は広告主１１０に対して、追跡された統計を提示し（５６０）、広告
キャンペーンの修正に対する提案を提供する（５７０）。一実施形態において、広告主１
１０は、追跡すべき属性および属性値を部分的または完全に指定することなどによって、
このプロセスに入力を提供する選択肢を有している。
【００４０】
　たとえば、キャンペーン調整モジュール１０４は、年齢、性別、位置の属性を選択し５
１０、さらに１年の年齢範囲の年齢値、「男性」および「女性」である性別値、および「
アメリカ合衆国の南東部」、「アメリカ合衆国の西部」、「カナダのケベック」などの所
定の地域の設定である位置値を選択する（５２０）。キャンペーン調整モジュール１０４
は次いで、「年齢：１３歳、性別：男性、位置：アメリカ合衆国の南東部」、「年齢：１
３歳、性別：女性、位置：アメリカ合衆国の南東部」、「年齢：１３歳、性別：男性、位
置：アメリカ合衆国の西部」などの属性値の組み合わせを形成する（５３０）。キャンペ
ーン調整モジュール１０４は次いで、これらの異なる組み合わせのそれぞれの統計を、広
告に対する所与の反応を（もし存在すれば）ユーザがそれに対して全ての対応する属性値
を有する組み合わせに関連付けながら追跡する。たとえば、１７歳、男性、かつカリフォ
ルニア州サンタクララ（すなわちアメリカ合衆国西部）に位置するということを示すプロ



(12) JP 6141311 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

フィールを有するユーザが、広告主１１０の広告キャンペーン内の広告の１つをクリック
した場合、そのクリックスルーのデータは「年齢：１７歳、性別：男性、位置：アメリカ
合衆国の西部」という組み合わせに関連付けられる。
【００４１】
　この例を続けると、クリックスルー率が対象のメトリックであると仮定し、属性値の組
み合わせのうちの７つがそれぞれ、０．６％、０．５％、０．２５％、０．６１％、１．
２％、０．２１％、および０．５３％であるとする。クラスタシードとしての最初の組み
合わせで始めて、クラスタ中心からの０．０５％の類似閾値を同じクラスタ内に存在する
ための要件とすると、組み合わせは、｛０．６％、０．６１％｝、｛０．５％、０．５３
％｝、｛０．２５％｝、｛１．２％｝、および｛０．２１％｝のグループにクラスタ化さ
れ、それぞれ、０．６０５％、０．５１５％、０．２５％、１．２％、および０．２１％
の平均ＣＴＲを有する（５５０）。
【００４２】
　キャンペーン調整モジュール１０４はその後、統計を提示する（５６０）。たとえば、
図４Ｂはこの目的のためのユーザインタフェース４５０の一例を示している。現在のター
ゲット基準（すなわち、３０歳から４５歳までの男性）によって定義されたターゲットグ
ループの表示に加えて、ユーザインタフェース４５０は、関連する広告のメトリック（こ
こでは、平均ＣＴＲ）の値に従って分類されたターゲットグループの区分のトップのクラ
スタのリスト４６５も含んでいる。たとえば、第１の最高ランキングのクラスタ４６５Ａ
は、平均ＣＴＲが１．２％である、「年齢：３１歳、性別：男性、位置：アメリカ合衆国
の南東部」および「年齢：３３歳、性別：男性、位置：アメリカ合衆国の南東部」の組み
合わせを含んでいる。
【００４３】
　キャンペーン修正の提案は、リスト４６５内の１または複数のクラスタに関連付けられ
て提示される（５７０）。たとえば、クラスタはそれぞれ、そのクラスタをターゲットグ
ループに含めるべきか、またはターゲットグループから除外すべきかを示すために用いら
れる、関連するチェックボックス４７０またはその他のコントロール部を有することがで
きる。チェックボックス４７０の選択解除によって、ターゲット基準が対応するクラスタ
内の区分を除外するように変更される。また、１または複数のクラスタは、図４Ａに関し
て上述した選択肢４１５Ａと同様に、広告主１１０がそのクラスタの区分に特有の新たな
広告を指定することを許可する、関連リンク４７５を有していてもよい。ユーザインタフ
ェース４５０は、リスト４６５に示されたトップグループのクラスタよりもランキングの
低い何れかのクラスタの区分を除外して、その結果、ターゲット基準の変更が行われる、
選択肢４８０も含んでいてもよい。
【００４４】
　キャンペーン調整モジュール１０４はさらに、図６に示すように、特定のターゲット人
口統計層に対して用いるためのキャンペーンの最高の広告を選択するために用いられても
よい。まず、広告パブリッシャ１００は広告主１１０から広告キャンペーンの定義を受信
する。広告キャンペーンは、たとえば図２のユーザインタフェース２００に指定されてい
るように、複数の広告を含むことができ、ターゲット基準は個別に、または全体的に広告
に割り当てられることができる。複数の広告はキャンペーン全体の異なる表示、または異
なるメッセージを示すことができ、したがって、多少異なる閲覧者にアピールしてもよい
。したがって、関連する所与のターゲットグループに対して、広告のうち異なるものが適
切であってもよい。
【００４５】
　ターゲットグループ（たとえば男性、２０歳から３０歳までの人など）は、広告主１１
０によって明確に指定されてもよい。あるいは、広告パブリッシャ１００は、図４Ｂおよ
び図５に関して上述したボトムアップアプローチなどにおいて、自動的に複数の区分を形
成するようにしてもよく、これらの区分はそれぞれ、ターゲットグループとして個別に評
価されてもよい。



(13) JP 6141311 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

【００４６】
　何れかの場合において、広告パブリッシャ１００は、ターゲットグループのユーザに広
告キャンペーンの複数の広告を提供し（６２０）、ターゲットグループにおける異なる広
告に対する広告メトリック値を決定する（６３０）。広告パブリッシャ１００は次いで、
ターゲットグループに対して、最も高い広告メトリック値を有する広告などの、広告のメ
トリック値に基づいて最も効果的である広告（複数可）を識別する（６４０）。広告パブ
リッシャは次いで、広告主１１０に対して、識別された最も効果的である広告（複数可）
を、ターゲットグループに対する広告（複数可）として表示し、他の広告をターゲットグ
ループに対して表示する広告から除外する提案を送信する（６５０）。
【００４７】
　このように、上述の様々な方法において、キャンペーン調整モジュール１０４の提案に
よって、広告主１１０はその広告キャンペーンの効果を向上させる方法を迅速かつ容易に
決定することができる。
【００４８】
　本発明の実施形態に関する上述の記載は説明のために提示されたものであり、本発明を
完全に網羅するものでも、開示された正確な構成に限定するものでもない。関連分野の当
業者であれば、上記の開示を考慮して、多くの変更および変形が可能であることを十分理
解することができる。
【００４９】
　本明細書のいくつかの部分は、情報に基づく動作のアルゴリズムおよび記号の表示によ
って本発明の実施形態を説明している。これらのアルゴリズム的記載および表示は、デー
タ処理技術分野の当業者がその仕事内容を他の当業者に効率的に伝えるために通常用いて
いるものである。これらの動作は、機能的、計算的、または論理的に記載される一方、コ
ンピュータプログラムまたは同等の電子回路、マイクロコードその他によって実行される
と理解されている。また、これらの動作のアレンジをモジュールと呼ぶことは、普遍性を
失うことなく、時には利便性があることも証明されている。記載されている動作およびそ
れらに関連するモジュールは、ソフトウエア、ファームウエア、ハードウエア、またはそ
れらの組み合わせにおいて実装されていてもよい。
【００５０】
　本明細書に記載の工程、動作、またはプロセスは何れも、１または複数のハードウエア
またはソフトウエアのモジュールを単独で、または他のデバイスと組み合わせて用いて実
行または実施されてよい。一実施形態において、ソフトウエアモジュールは、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み、本明細書に記載の工程、動作、
または方法の何れか、または全てを実行するためのコンピュータプロセッサによって実行
されることができる、コンピュータプログラム製品に実装される。
【００５１】
　本発明の実施形態は、本明細書に記載の動作を実行するための装置にも関連していても
よい。この装置は、要求された目的のために特別に構築されてもよく、および／またはコ
ンピュータに記憶されたコンピュータプログラムによって選択的に起動または再構成され
た汎用コンピューティングデバイスを含んでいてもよい。かかるコンピュータプログラム
は、コンピュータシステムバスに接続できる、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た任意のタイプの媒体に記憶されていてよい。さ
らに、本明細書で言及するコンピューティングシステムは何れも、単一のプロセッサを含
んでいてもよく、または計算能力を高めるために複数プロセッサ設計を採用したアーキテ
クチャであってもよい。
【００５２】
　本発明の実施形態はまた、本明細書に記載の計算プロセスによって作られた製品にも関
連していてもよい。かかる製品は、計算プロセスから得られた情報を含んでいてよく、こ
の情報は非一時的な有形のコンピュータ可読記憶媒体に記憶され、本明細書に記載のコン
ピュータプログラム製品またはその他のデータの組み合わせなど任意の実施形態を含んで
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いてもよい。
【００５３】
　最後に、本明細書に用いられる文言は、主として、読みやすさおよび教示を目的として
選択されたものであり、本発明の主題の正確な記述または限定のために選択されたもので
はない。したがって、本発明の範囲は、この詳細な説明によってではなく、本出願の請求
項によって限定されるものである。したがって、本発明の実施形態の開示は、本発明を説
明するものであり、添付の請求項に定義された本発明の範囲を限定するものではない。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】
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(16) JP 6141311 B2 2017.6.7

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ヤン、ロン
            アメリカ合衆国　９４０２５　カリフォルニア州　メンロー　パーク　ウィロー　ロード　１６０
            １　フェイスブック，インク．内
(72)発明者  セナーラッタナ、ヌワン
            アメリカ合衆国　９４０２５　カリフォルニア州　メンロー　パーク　ウィロー　ロード　１６０
            １　フェイスブック，インク．内

    審査官  梅岡　信幸

(56)参考文献  特開２０１１－０６５２１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１８８１５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０２２６７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００９／１１６１９８（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０００－０５６７２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５３０６３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００６／０１４９６２５（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　１０／００－９９／００　
              Ｇ０９Ｆ　　１９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

