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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータデバイスからユーザのクライアント・システム（１３０）に通知を送信す
るコンピュータ実装方法であって、
　通知システム（３２０）によって、前記ユーザの前記クライアント・システム（１３０
）に送信される通知にアクセスする工程、
　前記通知システム（３２０）のポリシー・エンジン（３２２）によって、前記ユーザの
前記クライアント・システム（１３０）に対して現在利用可能な１以上の配信チャネル（
１４０）の識別情報を決定する工程であって、前記１以上の配信チャネル（１４０）がそ
れぞれ、１つ又は複数の一意に識別されるエンドポイント（１４２）と、１以上の通信媒
体とを備える工程、
　ポリシー・エンジン（３２２）によって、前記ユーザの現在の配信コンテキストを決定
する工程であって、前記配信コンテキストが、現在のデバイス・ステータスを含む工程、
　前記通知システム（３２０）によって、前記通知システムの履歴サービスから、
　　履歴通知データ・ストア（３３０）に記憶されるとともに、前記通知のコンテキスト
に関して前記ユーザと関連付けられた履歴通知データと、
　　１以上の配信チャネル（１４０）の各々についての、前記履歴サービスによって計算
された、前記ユーザが前記通知と対話する確率を示す順位付けコンバージョン・スコアと
、
を取り出す工程、
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　前記ポリシー・エンジン（３２２）によって、前記通知、前記履歴通知データ、前記コ
ンバージョン・スコア、または前記現在の配信コンテキストに少なくとも部分的に基づい
て、前記通知に適用するための通知ポリシーを決定する、通知ポリシー決定工程、
　前記通知システム（３２０）によって、前記ユーザに送信される前記通知に前記通知ポ
リシーを適用する工程、並びに
　前記通知システム（３２０）によって、前記通知を、適用された前記通知ポリシーに従
って前記クライアント・システム（１３０）に送信する工程、
を含む、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記履歴サービスは、前記ユーザに対して送信される通知との前記ユーザによる対話に
ついて受信された情報に基づいて、前記履歴通知データを継続的に更新する、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記履歴サービスは、前記履歴通知データに基づいて、通知に対するコンバージョン・
スコアを決定するためのモデルを周期的に更新する、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モデルは、決定木モデルを備え、
　前記決定木モデルを使用して、前記コンバージョン・スコアを決定する工程をさらに備
える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記通知ポリシーは、
　前記通知を前記ユーザに対していつ配信するか、
　前記通知がどのエンドポイント（１４２）に対してか、または、
　前記通知を送信するための通信媒体を指定する、請求項１～４のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項６】
　前記通知ポリシー決定工程は、
　前記ユーザのために登録された１以上の通信媒体についての情報を登録データ・ストア
（３３２）から取り出す工程、または、
　前記ユーザのために登録された１以上のエンドポイント（１４２）についての情報を登
録データ・ストアから取り出す工程をさらに備える、請求項１～５のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項７】
　前記通知ポリシー決定工程は、
　前記ユーザと前記通知のソースとの関係、または、
　前記通知のコンテンツに関連付けられているユーザもしくはエンティティに対する前記
ユーザの親和性を備える、前記ユーザのソーシャル・ネットワーキング情報にさらに基づ
く、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　実行されるとき、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法を実行するように構成され
るソフトウェアを具現化している、１以上のコンピュータ可読非一時的記憶媒体。
【請求項９】
　１以上のプロセッサと、前記プロセッサに結合され、前記プロセッサによって実行可能
な命令を備える少なくとも１つのメモリとを備えるシステムであって、前記プロセッサは
、前記命令が実行されるとき、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法を実行するよう
に構成される、システム。
【請求項１０】
　命令を備えるコンピュータ可読非一時的記憶媒体であって、前記命令が、データ処理シ
ステム上で実行されるとき、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法を実行するように
構成される、コンピュータ可読非一時的記憶媒体。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般に、ユーザに対して通知を配信することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム（ソーシャルネットワーキング・ウェブサイ
トを含むことができる）は、そのソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザ（人
または組織など）がそのソーシャル・ネットワーキング・システムと、およびそのソーシ
ャル・ネットワーキング・システムを通じて互いに対話することを可能にすることができ
る。ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザからの入力を用いて、そのユー
ザに関連付けられているユーザ・プロフィールを作成して、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム内に記憶することができる。ユーザ・プロフィールは、人口統計学的情報、
通信チャネル情報、およびユーザの個人的な興味に関する情報を含むことができる。ソー
シャル・ネットワーキング・システムは、ユーザからの入力を用いて、そのユーザと、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との関係のレコードを作成およ
び記憶すること、ならびにサービス（例えば、ウォール投稿、写真共有、イベント編成、
メッセージング、ゲーム、または広告）を提供して、ユーザ同士の間における社会的な交
流を容易にすることも可能である。
【０００３】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムは、そのサービスに関連したコンテンツまた
はメッセージを、１つまたは複数のネットワークを通じて、ユーザのモバイルまたはその
他のコンピューティング・デバイスへ送信することができる。ユーザは、自分のユーザ・
プロフィールおよびソーシャル・ネットワーキング・システム内のその他のデータにアク
セスするためにソフトウェア・アプリケーションを自分のモバイルまたはその他のコンピ
ューティング・デバイス上にインストールすることもできる。ソーシャル・ネットワーキ
ング・システムは、ユーザにつながっているその他のユーザの集約されたストーリのニュ
ース・フィードなど、ユーザに表示するためのコンテンツ・オブジェクトのパーソナライ
ズされたセットを生成することができる。
【０００４】
　スマートフォン、タブレット・コンピュータ、またはラップトップ・コンピュータなど
のモバイル・コンピューティング・デバイスは、ＧＰＳ受信機、コンパス、ジャイロスコ
ープ、または加速度計などの、そのロケーション、方向、または向きを決定するための機
能を含むことができる。そのようなデバイスはまた、ブルートゥース通信、近距離通信（
ＮＦＣ）、もしくは赤外線（ＩＲ）通信、または無線ローカル・エリア・ネットワーク（
ＷＬＡＮ）もしくはセルラー電話ネットワークによる通信などの、無線通信のための機能
を含むことができる。そのようなデバイスはまた、１つまたは複数のカメラ、スキャナ、
タッチ・スクリーン、マイクロフォン、またはスピーカを含むことができる。モバイル・
コンピューティング・デバイスはまた、ゲーム、ウェブ・ブラウザ、またはソーシャル・
ネットワーキング・アプリケーションなどのソフトウェア・アプリケーションを実行する
こともできる。ソーシャル・ネットワーキング・アプリケーションを用いて、ユーザは、
自分のソーシャル・ネットワークにおける他のユーザと、つながり、通信し、情報を共有
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１Ａ】ソーシャル・ネットワーキング・システムに関連付けられている例示的なネッ
トワーク環境を示す図。
【図１Ｂ】ユーザに対して通知を配信するための例示的なアーキテクチャを示す図。
【図２】例示的なソーシャル・グラフを示す図。
【図３】通知システムの例示的な実施形態を示す図。
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【図４】ユーザが気づく態様で通知配信を操作するための例示的な方法を示す図。
【図５】例示的なコンピュータ・システムを示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本発明に従った一実施形態において、方法は、１以上のコンピューティング・デバイス
によって、ユーザに対して送信される通知にアクセスする工程と、１以上のコンピューテ
ィング・デバイスによって、ユーザの現在の配信コンテキストを決定する工程と、１以上
のコンピューティング・デバイスによって、履歴サービスから、通知のコンテキストに関
してユーザに関連付けられている履歴通知データと、１以上の配信チャネルの各々につい
ての順位付けコンバージョン・スコアであって、ユーザが通知と対話する確率を示す、順
位付けコンバージョン・スコアとを取り出す工程と、１以上のコンピューティング・デバ
イスによって、通知、履歴通知データ、コンバージョン・スコア、または現在の配信コン
テキストに少なくとも部分的に基づいて、通知に適用するための通知ポリシーを決定する
工程と、１以上のコンピューティング・デバイスによって、ユーザに送信される通知に通
知ポリシーを適用する工程とを備える。
【０００７】
　履歴サービスは、ユーザに対して送信される通知とのユーザによる対話について受信さ
れた情報に基づいて、履歴通知データを継続的に更新することができる。
　履歴サービスは、履歴通知データに基づいて、通知に対するコンバージョン・スコアを
決定するためのモデルを周期的に更新することができる。
【０００８】
　モデルは、決定木モデルを備えることができ、決定木モデルを使用して、コンバージョ
ン・スコアを決定する工程をさらに備える。
　通知ポリシーは、通知をユーザに対していつ配信するか、通知がどのエンドポイントに
対してか、または、通知を送信するための通信媒体を指定することができる。
【０００９】
　通知に適用するための通知ポリシーを決定する工程は、ユーザのために登録された１以
上の通信媒体についての情報を登録データ・ストアから取り出す工程、または、ユーザの
ために登録された１以上のエンドポイントについての情報を登録データ・ストアから取り
出す工程をさらに備えることができる。
【００１０】
　通知に適用するための通知ポリシーを決定する工程は、ユーザと通知のソースとの関係
、または通知のコンテンツに関連付けられているユーザもしくはエンティティに対するユ
ーザの親和性を備える、ユーザのソーシャル・ネットワーキング情報にさらに基づくこと
ができる。
【００１１】
　本発明に従ったさらなる実施形態において、１以上のコンピュータ可読非一時的記憶媒
体は、実行されるとき、本発明、または上記で言及された実施形態のいずれかに従って方
法を実行するように構成されるソフトウェアを具現化する。
【００１２】
　本発明に従ったさらなる実施形態において、システムは、１以上のプロセッサと、プロ
セッサによって実行可能な命令を備え、プロセッサに結合されている少なくとも１つのメ
モリとを備え、プロセッサは、命令が実行されるとき、本発明、または上記で言及された
実施形態のいずれかに従って方法を実行するように構成される。
【００１３】
　本発明に従ったさらなる実施形態において、好ましくはコンピュータ可読非一時的記憶
媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品は、データ処理システム上で実行されるとき
、本発明、または上記で言及された実施形態のいずれかに従って方法を実行するように構
成される。
【００１４】
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　特定の実施形態において、通知システムは、ユーザが気づく（ユーザ・アウェアな）態
様で、ユーザに対して通知を配信することができる。そのような通知は、１つまたは複数
の配信チャネルを通じて送信されてよく、例えば、１つまたは複数の通信媒体（例えば、
ＳＭＳ、ＭＭＳ、電子メール、アプリケーション、音声）によって、１つまたは複数の一
意のエンドポイント（例えば、電話番号、電子メール・アドレス、一意のデバイス識別子
によって特定される特定のクライアント・デバイス）に対して送信されてよい。特定の実
施形態において、通知システムは、ユーザが通知と対話するようになる蓋然性を増加させ
る態様で（例えば、それにより、サードパーティ・ウェブサイトをユーザのスクリーン上
に持ってくる、プロモーションのためのコンテンツを提示する視覚的通知において提示さ
れたリンクをユーザがクリックする「クリック・スルー」アクション）、ユーザに対して
通知を提供するように試行するための異なる技法を利用することができ、それにより、「
コンバージョン」が行われる蓋然性、すなわち、通知を配信する究極の目標である何らか
の最終的なアクション（例えば、サードパーティ・ウェブサイト上で、登録、コンテンツ
消費、または購入などのアクションを完了する）をユーザが取る蓋然性を、願わくは増加
させる。特定の実施形態において、通知システムの要素は、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システムの一部として実装されてよい。特定の実施形態において、通知システムの要
素は、サードパーティ・システムの一部として実装されてもよい。
【００１５】
　特定の実施形態において、通知システムのポリシー・エンジンは、通知のための配信命
令を決定するために、いくつかの異なる要因を評価することができる。任意の特定の通知
について、ポリシー・エンジンは、（１）通知に関連付けられている情報（例えば、ソー
ス、コンテンツ、またはフォーマット）および（２）特定のユーザに関連付けられている
情報（例えば、ユーザについての人口統計学的情報、ユーザのロケーション、ユーザの利
用可能な配信チャネルおよびそのステータス、ユーザの現在の配信コンテキスト、ユーザ
・プロフィール情報、またはユーザについてのソーシャル・ネットワーキング情報）だけ
でなく、（３）過去の通知に対するこの特定のユーザの応答についての履歴通知情報（例
えば、異なる通知／コンテキスト／配信パターンに対するコンバージョン率）、および（
存在する場合）現在の通知に対する前のコンテキスト／配信パターン（および、存在する
場合、それらの前のコンテキスト／配信パターンについての対話レベル）についての履歴
通知情報もまた、評価することができる。
【００１６】
　上記に開示された実施形態は、例に過ぎず、本開示の範囲は、それらに限定されない。
特定の実施形態は、上記に開示された実施形態のコンポーネント、要素、特徴、機能、動
作、または工程の全部を含んでも、一部を含んでも、または全く含まなくてもよい。本発
明に係る実施形態は、方法、記憶媒体、システムおよびコンピュータ・プログラム製品に
向けられた添付の特許請求の範囲において特に開示されており、１つの請求項カテゴリ、
例えば、方法において言及される任意の特徴は、別の請求項カテゴリ、例えば、システム
においても同様に特許請求され得る。添付の特許請求の範囲における従属関係または参照
は、形式上の理由で選ばれているに過ぎない。しかしながら、任意の先行する請求項（特
に、多数項従属関係）への故意の参照から結果として生じるいずれの主題も、同様に特許
請求されることが可能であり、その結果、添付の特許請求の範囲において選ばれている従
属関係にかかわらず、請求項およびその特徴のいずれの組合せも開示されており、特許請
求され得る。特許請求され得る主題は、添付の特許請求の範囲において述べられているよ
うな特徴の組合せだけでなく、特許請求の範囲における特徴の任意の他の組合せも含んで
おり、特許請求の範囲において言及されている各特徴は、特許請求の範囲における任意の
他の特徴または他の特徴の組合せと組み合わされ得る。さらに、本願明細書において説明
され、または示されている実施形態および特徴のうちのいずれも、個別の請求項において
特許請求されてもよく、および／または、本願明細書において説明され、もしくは示され
ている任意の実施形態もしくは特徴との任意の組合せ、もしくは添付の特許請求の範囲の
特徴のうちのいずれかとの任意の組合せにおいて、特許請求されてもよい。
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【００１７】
　特定の実施形態において、通知システムは、ユーザが気づく態様で、ユーザに対して通
知を配信することができる。そのような通知は、１つまたは複数の配信チャネルを通じて
送信されてよく、例えば、１つまたは複数の通信媒体（例えば、ＳＭＳ、ＭＭＳ、電子メ
ール、アプリケーション、音声）によって、１つまたは複数の一意のエンドポイント（例
えば、電話番号、電子メール・アドレス、一意のデバイス識別子によって特定される特定
のクライアント・デバイス）に対して送信されてよい。特定の実施形態において、通知シ
ステムは、ユーザが通知と対話するようになる蓋然性を増加させる態様で（例えば、それ
により、サードパーティ・ウェブサイトをユーザのスクリーン上に持ってくる、プロモー
ションのためのコンテンツを提示する視覚的通知において提示されたリンクをユーザがク
リックする「クリック・スルー」アクション）、ユーザに対して通知を提供するように試
行するための異なる技法を利用することができ、それにより、「コンバージョン」が行わ
れる蓋然性、すなわち、通知を配信する究極の目標である何らかの最終的なアクション（
例えば、サードパーティ・ウェブサイト上で、登録、コンテンツ消費、または購入などの
アクションを完了する）をユーザが取る蓋然性を、願わくは増加させる。
【００１８】
　特定の実施形態において、通知システムのポリシー・エンジンは、通知のための配信命
令を決定するために、いくつかの異なる要因を評価することができる。任意の特定の通知
について、ポリシー・エンジンは、（１）通知に関連付けられている情報（例えば、ソー
ス、コンテンツ、またはフォーマット）および（２）特定のユーザに関連付けられている
情報（例えば、ユーザについての人口統計学的情報、ユーザのロケーション、ユーザの利
用可能な配信チャネルおよびそのステータス、ユーザの現在の配信コンテキスト、ユーザ
・プロフィール情報、またはユーザについてのソーシャル・ネットワーキング情報）だけ
でなく、（３）過去の通知に対するこの特定のユーザの応答についての履歴通知情報（例
えば、異なる通知／コンテキスト／配信パターンに対するコンバージョン率）、および（
存在する場合）現在の通知に対する前のコンテキスト／配信パターン（および、存在する
場合、それらの前のコンテキスト／配信パターンについての対話レベル）についての履歴
通知情報もまた、評価することができる。
【００１９】
　特定の実施形態において、通知システムの履歴サービスは、過去の通知との対話（存在
する場合）のユーザのレベルを決定するために、過去の通知に対するユーザの応答を収集
し、分析することができる。過去の通知に対するユーザの応答についての情報は、履歴通
知データ・ストアに記憶されてよい。過去の通知について収集される履歴データのタイプ
は、限定ではなく、例として、通知のコンテンツおよびフォーマット、通知のソース、過
去の通知がユーザに対して配信された日付および時間、通知が送信された配信チャネル、
通知が正常に配信チャネルに配信されたかどうか（および、試行されたコンテキスト／配
信パターン）、または、完了までの時間を含む、その後の完了したトランザクションにつ
いての情報（ここで、完了したトランザクションは、過去の通知に関連付けられている）
を含むことができる。
【００２０】
　そのような履歴データを使用して、履歴サービスはまた、限定ではなく、例として、配
信チャネル、通知コンテンツ・タイプ、通知ソース、配信コンテキスト、または配信パタ
ーンなどの、特定のユーザに対して送信された過去の通知についての通知／コンテキスト
／配信パターンの異なる側面を、そのコンバージョン・スコアによって順位付けすること
ができる。特定の実施形態において、履歴サービスは、例えば、通知の配信後初回の（例
えば、配信の３時間後）の特定の配信チャネルに対するコンバージョン・スコアの平均と
、通知の配信後２回目の（例えば、配信の３６時間後）特定の配信チャネルに対するコン
バージョン・スコアの平均との、２セットのデータを一緒に組み合わせることによって、
コンバージョン・スコアの順位付けを計算することができる。そのような履歴データの全
体的な考察を行うことで、履歴サービスはまた、すべてのユーザにわたる過去の通知につ
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いての通知／コンテキスト／配信パターンの異なる側面を、そのコンバージョン・スコア
によって順位付けすることができる。
【００２１】
　ユーザに送信された通知とのユーザ対話についての情報が通知システムに送り返される
と、履歴サービスは、ポリシー・エンジンに過去のユーザ対話についての最も新しい情報
を提供するために、受信された情報に基づいて、履歴通知データを継続的に更新すること
ができる。いくつかの実施形態において、履歴サービスはまた、現在の通知のための配信
命令を決定するために、履歴通知データに基づいて、決定木モデルを保持することができ
る。決定木モデル自体は、トレーニング・データのセット、および／または事前に存在す
る履歴データのセットに基づいて、機械学習アルゴリズムを使用して最初に構造化されて
よい。
【００２２】
　特定の実施形態において、通知システムの登録サービスは、新しい配信チャネル（通信
媒体－エンドポイントの組合せ）が可能になるとユーザのデバイスによって送信される情
報を、収集し、記憶することができる。例えば、ユーザが、それを通じて通知が配信され
得る自分のコンピューティング・デバイスにソフトウェア・アプリケーションをインスト
ールした場合、アプリケーションは、新しい配信チャネルが今からこの特定のユーザに利
用可能であること、すなわち、新しい通信媒体（例えば、アプリケーション）が特定のエ
ンドポイント（例えば、コンピューティング・デバイス）に利用可能であることを示す登
録情報を、登録サービスに対して送り返すことができる。そのような登録情報は、ユーザ
、インストールされたインスタンス、およびコンピューティング・デバイスを識別する登
録トークンの形式で提供され得る。ユーザの利用可能な配信チャネルについての登録情報
は次いで、特定の通知に適用されることになる配信ポリシーを決定するときに使用するた
めに、ポリシー・エンジンに対して提供されてよい。ユーザが利用可能な配信チャネルに
ついての情報は、登録データ・ストアに記憶されてよい。登録データは、限定ではなく、
例として、エンドポイントの一意の識別子、エンドポイントの特徴および能力（例えば、
オーディオ視覚的仕様、バッテリ容量、もしくはネットワーク接続仕様）、通信媒体の一
意の識別子、通信媒体の特徴および能力（例えば、最大メッセージ・サイズ、データ転送
割り当て、もしくは最大帯域幅）、またはソフトウェア・アプリケーションのインストー
ルされたインスタンスの一意の識別子を含むことができる。
【００２３】
　上記で説明されたものなどの情報を評価することによって、ポリシー・エンジンは、通
知のための配信ポリシーを生成することができる。配信ポリシーは、特定されたコンテキ
スト／配信パターンに従って通知を配信するために、通知配信サービスについての命令を
提供することができる。コンテキスト／配信パターンは、通知をいつ送信するか（例えば
、日、時間、理想的な配信コンテキスト）、通知をどのように送信するか（例えば、どの
配信チャネルが利用されるべきか）、それを超えると通知が再配信されるべき最大時間長
、ユーザ対話および／もしくは成功したコンバージョンが存在しない場合に、通知をいつ
およびどのように再配信するか、または、（１）通知に関連付けられている情報、（２）
特定のユーザに関連付けられている情報、および（３）履歴通知情報に照らして、通知を
配信するかどうかに関する命令を提供することができる。
【００２４】
　通知の実際の配信は、通知および配信ポリシーを受信する通知配信サービスによって操
作され得る。通知配信サービスは、選択された配信チャネルを通じて配信するための通知
の適切な形式を生成することができる。通知配信サービスは、配信のために、特定のユー
ザの配信コンテキストを検出すると（例えば、ユーザが自分のモバイル・デバイスの使用
を積極的に始めたことを検出すると、ユーザのカレンダー情報に基づいてユーザの都合が
よい（ａｖａｉｌａｂｌｅ）はずであると決定すると、ユーザのロケーションが変化した
と決定すると、または、ユーザの１つもしくは複数のソーシャル・ネットワーキング連絡
先に近接した閾値内においてユーザが動いたと決定すると）、特定された時間および日に
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、配信のための通知をスケジュールすることができる。
【００２５】
　通知とのユーザ対話についての情報は、関係した通知が配信されたのと同じ配信チャネ
ルを通じて、応答操作サービスに対して送り返されてよい。そのような情報は、例えば、
限定はせずに、ユーザがこれまでに積極的に通知を開いたかどうか（例えば、ユーザが通
知を何回積極的に開いたかを含む）、開いた通知に関するユーザの注意レベル（例えば、
ユーザが通知を何回見たか、もしくは聞いたか、ユーザがその都度どのくらいの長さ注意
を払ったか、およびその都度のユーザの配信コンテキストを含む）、ユーザが通知におけ
るリンクをクリックしたかどうか、またはユーザが通知に関するフィードバックを提供し
たかどうか（例えば、通知に「いいね！」の表明をする、もしくは通知を格付けするため
にクリックすること、または通知に対してコメントすること）を含むことができる。その
ような情報はまた、例えば、限定はせずに、ユーザが通知を開くことなく捨てたかどうか
、ユーザがその後通知のソースからの通知をブロックしたかどうか、ユーザがその後プッ
シュ通知を無効にしたかどうか、ユーザがその後アプリケーションからログアウトしたか
どうか、またはユーザがその後一定の電子メール通知を受信することから登録解除したか
どうかなどの、否定的フィードバックを要因に入れることができる。コンバージョン成功
率を計算するときに、期待される対話のレベルと対比した比較、対話の平均レベルと対比
した比較、通知の配信から通知とのユーザ対話までの間の時間長、対話に至る配信パター
ン、または、より高いレベルの対話に至るまでのより低いレベルの対話の数および／また
はパターン）などの、他の要因が考慮されてもよい。コンバージョン成功率は、ターゲッ
トのユーザ対話（例えば、いくつかのケースにおいて、通知の究極の目標は、ユーザに通
知の全テキストを開かせ、見せることであってよく、一方他のケースにおいて、通知の究
極の目標は、通知におけるリンクをクリックし、次いでサードパーティ・ウェブサイト上
での購入、ダウンロード、または登録を完了するように、ユーザを動機付けることであっ
てよい）に基づいて、決定され得る。応答操作サービスは次いで、ユーザ対話情報を履歴
サービスに対して転送することができ、履歴サービスは、上記で説明されたように、過去
の通知に対するユーザの応答を収集し、分析することができる。
【００２６】
　図１Ａは、ソーシャル・ネットワーキング・システムに関連付けられている例示的なネ
ットワーク環境１００を示している。ネットワーク環境１００は、ネットワーク１１０に
よって互いにつながっているクライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０、およびサードパーティ・システム１７０を含む。図１Ａは、クラ
イアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、サードパ
ーティ・システム１７０、およびネットワーク１１０の特定の構成を示しているが、本開
示は、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
、サードパーティ・システム１７０、およびネットワーク１１０の任意の適切な構成を想
定している。限定ではなく、例として、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０、およびサードパーティ・システム１７０のうちの複数
は、ネットワーク１１０を迂回して、互いに直接つながることが可能である。別の例とし
て、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、
およびサードパーティ・システム１７０のうちの複数は、物理的にまたは論理的に、全体
としてまたは部分的に互いに同一場所に配置されることが可能である。その上、図１Ａは
、特定の数のクライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０、サードパーティ・システム１７０、およびネットワーク１１０を示しているが、
本開示は、任意の適切な数のクライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０、サードパーティ・システム１７０、およびネットワーク１１０を
想定している。限定ではなく、例として、ネットワーク環境１００は、複数のクライアン
ト・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、サードパーティ
・システム１７０、およびネットワーク１１０を含むことができる。
【００２７】
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　本開示は、任意の適切なネットワーク１１０を想定している。限定ではなく、例として
、ネットワーク１１０の１つまたは複数の部分は、アド・ホック・ネットワーク、イント
ラネット、エクストラネット、仮想プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）、ローカル・
エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワ
ーク（ＷＡＮ）、無線ＷＡＮ（ＷＷＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（Ｍ
ＡＮ）、インターネットの一部分、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の一部分、セルラー電話
ネットワーク、またはこれらのうちの複数の組合せを含むことができる。ネットワーク１
１０は、１つまたは複数のネットワーク１１０を含むことができる。
【００２８】
　リンク１５０は、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０、およびサードパーティ・システム１７０を通信ネットワーク１１０に、ま
たは互いに接続することができる。本開示は、任意の適切なリンク１５０を想定している
。特定の実施形態においては、１つまたは複数のリンク１５０は、１つもしくは複数の有
線リンク（例えば、デジタル・サブスクライバ・ライン（ＤＳＬ）もしくはデータ・オー
バ・ケーブル・サービス・インタフェース仕様（ＤＯＣＳＩＳ）など）、無線リンク（例
えば、Ｗｉ－Ｆｉもしくはワールドワイド・インターオペラビリティー・フォー・マイク
ロウェーブ・アクセス（ＷｉＭＡＸ）など）、または光リンク（例えば、同期光ネットワ
ーク（ＳＯＮＥＴ）もしくは同期デジタル階層（ＳＤＨ）など）を含む。特定の実施形態
においては、１つまたは複数のリンク１５０はそれぞれ、アド・ホック・ネットワーク、
イントラネット、エクストラネット、ＶＰＮ、ＬＡＮ、ＷＬＡＮ、ＷＡＮ、ＷＷＡＮ、Ｍ
ＡＮ、インターネットの一部分、ＰＳＴＮの一部分、セルラー・テクノロジーベースのネ
ットワーク、衛星通信テクノロジーベースのネットワーク、別のリンク１５０、または複
数のそのようなリンク１５０の組合せを含む。リンク１５０は、ネットワーク環境１００
の全体を通じて必ずしも同じである必要はない。１つまたは複数の第１のリンク１５０は
、１つまたは複数の点において１つまたは複数の第２のリンク１５０とは異なることが可
能である。
【００２９】
　特定の実施形態においては、クライアント・システム１３０は、クライアント・システ
ム１３０によって実装またはサポートされる適切な機能を実行することができる、ハード
ウェア、ソフトウェア、もしくは組み込みロジック・コンポーネント、または複数のその
ようなコンポーネントの組合せを含む電子デバイスであることが可能である。限定ではな
く、例として、クライアント・システム１３０は、デスクトップ・コンピュータ、ノート
ブック・コンピュータもしくはラップトップ・コンピュータ、ネットブック、タブレット
・コンピュータなどのコンピュータ・システム、ｅブック・リーダ、ＧＰＳデバイス、カ
メラ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルド電子デバイス、セルラー電話、スマートフ
ォン、その他の適切な電子デバイス、またはそれらの任意の適切な組合せを含むことがで
きる。本開示は、任意の適切なクライアント・システム１３０を想定している。クライア
ント・システム１３０は、クライアント・システム１３０におけるネットワーク・ユーザ
がネットワーク１１０にアクセスすることを可能にし得る。クライアント・システム１３
０は、そのユーザが他のクライアント・システム１３０における他のユーザと通信するこ
とを可能にし得る。
【００３０】
　特定の実施形態においては、クライアント１３０は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＩＮＴＥＲ
ＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ、ＧＯＯＧＬＥ　ＣＨＲＯＭＥ、またはＭＯＺＩＬＬＡ　ＦＩ
ＲＥＦＯＸなどのウェブ・ブラウザ１３２を含むことができ、１つまたは複数のアドオン
、プラグイン、またはＴＯＯＬＢＡＲもしくはＹＡＨＯＯ　ＴＯＯＬＢＡＲなどのその他
の拡張を有することができる。クライアント・システム１３０のユーザは、ウェブ・ブラ
ウザ１３２を特定のサーバ（サーバ１６２、またはサードパーティ・システム１７０に関
連付けられているサーバなど）へ導くユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）また
はその他のアドレスを入力することができ、ウェブ・ブラウザ１３２は、ハイパー・テキ
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スト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）要求を生成して、そのＨＴＴＰ要求をサーバに通信する
ことができる。サーバは、そのＨＴＴＰ要求を受け入れて、そのＨＴＴＰ要求に応答して
１つまたは複数のハイパー・テキスト・マークアップ言語（ＨＴＭＬ）ファイルをクライ
アント・システム１３０に通信することができる。クライアント・システム１３０は、ユ
ーザに提示するためにサーバからのＨＴＭＬファイルに基づいてウェブページをレンダリ
ングすることができる。本開示は、任意の適切なウェブページ・ファイルを想定している
。限定ではなく、例として、ウェブページは、特定のニーズに従って、ＨＴＭＬファイル
、拡張可能ハイパー・テキスト・マークアップ言語（ＸＨＴＭＬ）ファイル、または拡張
可能マークアップ言語（ＸＭＬ）ファイルからレンダリングすることができる。そのよう
なページは、限定ではなく、例として、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）、ＪＡＶＡ（
登録商標）、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＳＩＬＶＥＲＬＩＧＨＴで書かれたスクリプトなどの
スクリプト、ＡＪＡＸ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）
ａｎｄ　ＸＭＬ）などのマークアップ言語とスクリプトの組合せなどを実行することもで
きる。本明細書においては、ウェブページへの参照は、適切な場合には、（そのウェブペ
ージをレンダリングするためにブラウザが使用することができる）１つまたは複数の対応
するウェブページ・ファイルを含み、その逆もまた同様である。
【００３１】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、オン
ライン・ソーシャル・ネットワークをホストすることができるネットワークアドレス可能
なコンピューティング・システムであることが可能である。ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０は、例えば、ユーザプロフィール・データ、コンセプトプロフィール
・データ、ソーシャル・グラフ情報、またはオンライン・ソーシャル・ネットワークに関
連したその他の適切なデータなどのソーシャルネットワーキング・データを生成すること
、記憶すること、受け取ること、および送信することが可能である。ソーシャル・ネット
ワーキング・システム１６０は、ネットワーク環境１００のその他のコンポーネントによ
って直接、またはネットワーク１１０を通じてアクセスされることが可能である。限定で
はなく、例として、クライアント・システム１３０は、ウェブ・ブラウザ１３２を使用し
て、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に関連付けられているネイテ
ィブ・アプリケーション（例えば、モバイル・ソーシャルネットワーキング・アプリケー
ション、メッセージング・アプリケーション、別の適切なアプリケーション、もしくは、
これらの任意の組合せ）を使用して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に
直接またはネットワーク１１０を通じてアクセスし得る。特定の実施形態においては、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１つまたは複数のサーバ１６２を含む
ことができる。それぞれのサーバ１６２は、単一のサーバ、または複数のコンピュータも
しくは複数のデータセンタにわたる分散サーバであることが可能である。サーバ１６２は
、限定ではなく、例として、ウェブ・サーバ、ニュース・サーバ、メール・サーバ、メッ
セージ・サーバ、広告サーバ、ファイル・サーバ、アプリケーション・サーバ、Ｅｘｃｈ
ａｎｇｅサーバ、データベース・サーバ、プロキシ・サーバ、本明細書において記述され
ている機能もしくはプロセスを実行するのに適している別のサーバ、またはそれらの任意
の組合せなど、様々なタイプのものであることが可能である。特定の実施形態においては
、それぞれのサーバ１６２は、サーバ１６２によって実装またはサポートされる適切な機
能を実行するためのハードウェア、ソフトウェア、もしくは組み込みロジック・コンポー
ネント、または複数のそのようなコンポーネントの組合せを含むことができる。特定の実
施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１つまたは複数
のデータ・ストア１６４を含むことができる。データ・ストア１６４は、様々なタイプの
情報を記憶するために使用されることが可能である。特定の実施形態においては、データ
・ストア１６４内に記憶されている情報は、特定のデータ構造に従って編成されることが
可能である。特定の実施形態においては、それぞれのデータ・ストア１６４は、リレーシ
ョナル・データベースであることが可能である。特定の実施形態は、クライアント・シス
テム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、またはサードパーティ・
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システム１７０が、データ・ストア１６４内に記憶されている情報を管理すること、取り
出すこと、修正すること、追加すること、または削除することを可能にするインタフェー
スを提供することができる。
【００３２】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１つ
または複数のソーシャル・グラフを１つまたは複数のデータ・ストア１６４内に記憶する
ことができる。特定の実施形態においては、ソーシャル・グラフは、複数のノード（複数
のユーザ・ノード（それぞれが、特定のユーザに対応している）、または複数のコンセプ
ト・ノード（それぞれが、特定のコンセプトに対応している）を含むことができる）と、
ノード同士をつなげる複数のエッジとを含むことができる。ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０は、オンライン・ソーシャル・ネットワークのユーザに、その他のユ
ーザと通信および対話する能力を提供することができる。特定の実施形態においては、ユ
ーザたちは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０を通じてオンライン・ソー
シャル・ネットワークに参加し、次いで、自分たちがつながりたいと望むソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０のその他の複数のユーザにつながり（例えば、関係）を
付加することができる。本明細書においては、「友達」という用語は、ユーザがソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０を通じて、つながり、関連付け、または関係を形
成しているソーシャル・ネットワーキング・システム１６０のその他の任意のユーザを示
すことができる。
【００３３】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０によってサポートされる様々なタイプのアイ
テムまたはオブジェクトに関してアクションを取る能力をユーザに提供することができる
。限定ではなく、例として、それらのアイテムおよびオブジェクトは、ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム１６０のユーザが属することが可能であるグループもしくはソー
シャル・ネットワーク、ユーザが興味を抱く蓋然性があるイベントもしくはカレンダー・
エントリー、ユーザが使用することができるコンピュータベースのアプリケーション、ユ
ーザがサービスを通じてアイテムを購入もしくは販売することを可能にするトランザクシ
ョン、ユーザが実行することができる広告との対話、またはその他の適切なアイテムもし
くはオブジェクトを含むことができる。ユーザは、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０において、またはサードパーティ・システム１７０の外部システム（ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０とは別個のものであって、ネットワーク１１０を
通じてソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に結合されている）によって表さ
れることが可能である任意のものと対話することができる。
【００３４】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、様々
なエンティティ同士をリンクできることが可能である。限定ではなく、例として、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザたちが互いに対話すること、ならび
にサードパーティ・システム１７０もしくはその他のエンティティからのコンテンツを受
け取ることを可能にすることができ、またはユーザたちがアプリケーション・プログラミ
ング・インタフェース（ＡＰＩ）もしくはその他の通信チャネルを通じてこれらのエンテ
ィティと対話することを可能にすることができる。
【００３５】
　特定の実施形態においては、サードパーティ・システム１７０は、１つもしくは複数の
タイプのサーバ、１つもしくは複数のデータ・ストア、１つもしくは複数のインタフェー
ス（ＡＰＩを含むが、それには限定されない）、１つもしくは複数のウェブ・サービス、
１つもしくは複数のコンテンツ・ソース、１つもしくは複数のネットワーク、または（例
えば、サーバが通信することができる）その他の任意の適切なコンポーネントを含むこと
ができる。サードパーティ・システム１７０は、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０を運営しているエンティティとは異なるエンティティによって運営されることが
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可能である。しかしながら、特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０およびサードパーティ・システム１７０は、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０またはサードパーティ・システム１７０のユーザにソーシャル・ネ
ットワーキング・サービスを提供するために互いに連携して機能することができる。この
意味において、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、サードパーティ・シ
ステム１７０などのその他のシステムがインターネットを通じてソーシャル・ネットワー
キング・サービスおよび機能をユーザに提供するために使用することができるプラットフ
ォーム、またはバックボーンを提供することができる。
【００３６】
　特定の実施形態においては、サードパーティ・システム１７０は、サードパーティ・コ
ンテンツ・オブジェクト・プロバイダを含むことができる。サードパーティ・コンテンツ
・オブジェクト・プロバイダは、コンテンツ・オブジェクトの１つまたは複数のソースを
含むことができ、それらのソースは、クライアント・システム１３０に通信されることが
可能である。限定ではなく、例として、コンテンツ・オブジェクトは、ユーザにとって興
味がある物またはアクティビティに関する情報、例えば、映画の開始時刻、映画のレビュ
ー、レストランのレビュー、レストランのメニュー、製品の情報およびレビュー、または
その他の適切な情報などを含むことができる。限定ではなく、別の例として、コンテンツ
・オブジェクトは、インセンティブ・コンテンツ・オブジェクト、例えば、クーポン、デ
ィスカウント・チケット、ギフト券、またはその他の適切なインセンティブ・オブジェク
トを含むことができる。
【００３７】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０はまた、
ユーザによって生成されたコンテンツ・オブジェクトを含み、それらのコンテンツ・オブ
ジェクトは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０とのユーザの対話を高める
ことができる。ユーザによって生成されたコンテンツは、ユーザがソーシャル・ネットワ
ーキング・システム１６０に付加、アップロード、送信、または「投稿」することができ
る任意のものを含むことができる。限定ではなく、例として、ユーザは、クライアント・
システム１３０からソーシャル・ネットワーキング・システム１６０へ投稿を通信する。
投稿は、ステータス更新もしくはその他のテキスト・データ、ロケーション情報、写真、
映像、リンク、音楽、またはその他の類似したデータもしくは媒体などのデータを含むこ
とができる。コンテンツは、ニュース・フィードまたはストリームなどの「通信チャネル
」を通じてサードパーティによってソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に付
加されることも可能である。
【００３８】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、様々
なサーバ、サブシステム、プログラム、モジュール、ログ、およびデータ・ストアを含む
ことができる。特定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１６
０は、ウェブ・サーバ、アクション・ロガー、ＡＰＩ要求サーバ、関連性およびランキン
グ・エンジン、コンテンツ・オブジェクト分類子、通知コントローラ、アクション・ログ
、サードパーティ・コンテンツ・オブジェクト露出ログ、推測モジュール、認可／プライ
バシー・サーバ、検索モジュール、広告ターゲティング・モジュール、ユーザインタフェ
ース・モジュール、ユーザプロフィール・ストア、つながりストア、サードパーティ・コ
ンテンツ・ストア、またはロケーション・ストアのうちの１つまたは複数を含むことがで
きる。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、適切なコンポーネント、例え
ば、ネットワーク・インタフェース、セキュリティー・メカニズム、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動作コンソール、その他の適切なコン
ポーネント、またはそれらの任意の適切な組合せを含むこともできる。特定の実施形態に
おいては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザ・プロフィールを
記憶するための１つまたは複数のユーザプロフィール・ストアを含むことができる。ユー
ザ・プロフィールは、例えば、経歴情報、人口統計学的情報、挙動情報、ソーシャルな情
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報、またはその他のタイプの記述的情報、例えば、職業経験、学歴、趣味もしくはプリフ
ァレンス、興味、親近感、またはロケーションを含むことができる。興味情報は、１つま
たは複数のカテゴリに関連した興味を含むことができる。カテゴリは、一般的または具体
的であることが可能である。限定ではなく、例として、ユーザが、あるブランドの靴に関
する記事に対して「いいね！」の表明をした場合には、カテゴリは、そのブランド、また
は「靴」もしくは「衣類」という一般的なカテゴリであることが可能である。ユーザに関
するつながり情報を記憶するために、つながりストアが使用されることが可能である。つ
ながり情報は、類似のもしくは共通の職業経験、グループ・メンバーシップ、趣味、学歴
を有しているか、または何らかの形で関連しているか、もしくは共通の属性を共有してい
るユーザ同士を示すことができる。つながり情報は、様々なユーザおよびコンテンツ（内
部および外部の両方）の間におけるユーザ定義のつながりを含むこともできる。ネットワ
ーク１１０を通じてソーシャル・ネットワーキング・システム１６０を１つもしくは複数
のクライアント・システム１３０または１つもしくは複数のサードパーティ・システム１
７０にリンクさせるために、ウェブ・サーバが使用されることが可能である。ウェブ・サ
ーバは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０と、１つまたは複数のクライア
ント・システム１３０との間においてメッセージを受け取って回送するためにメール・サ
ーバまたはその他のメッセージング機能を含むことができる。ＡＰＩ要求サーバは、サー
ドパーティ・システム１７０が、１つまたは複数のＡＰＩを呼び出すことによってソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１６０からの情報にアクセスすることを可能にするこ
とができる。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０の上のまたは外のユーザの
アクションに関してウェブ・サーバから通信を受け取るために、アクション・ロガーが使
用されることが可能である。アクション・ログとともに、サードパーティコンテンツ・オ
ブジェクトへのユーザの露出についてのサードパーティコンテンツオブジェクト・ログが
保持されることが可能である。通知コントローラは、コンテンツ・オブジェクトに関する
情報をクライアント・システム１３０に提供することができる。情報は、通知としてクラ
イアント・システム１３０へプッシュ配信されることが可能であり、または情報は、クラ
イアント・システム１３０から受け取られた要求に応答してクライアント・システム１３
０からプル（引き出し）されることが可能である。ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０のユーザの１つまたは複数のプライバシー設定を実施するために、認可サーバ
が使用されることが可能である。ユーザのプライバシー設定は、ユーザに関連付けられて
いる特定の情報がどのように共有されることが可能であるかを決定する。認可サーバは、
ユーザが、例えば、適当なプライバシー設定を設定することなどによって、自分のアクシ
ョンをソーシャル・ネットワーキング・システム１６０によって記録されること、または
その他のシステム（例えば、サードパーティ・システム１７０）と共有されることをオプ
トインまたはオプトアウトすることを可能にすることができる。サードパーティ・システ
ム１７０などのサードパーティから受け取られたコンテンツ・オブジェクトを記憶するた
めに、サードパーティコンテンツオブジェクト・ストアが使用されることが可能である。
ユーザに関連付けられているクライアント・システム１３０から受け取られたロケーショ
ン情報を記憶するために、ロケーション・ストアが使用されることが可能である。広告価
格設定モジュールが、ソーシャルな情報、現在時刻、ロケーション情報、またはその他の
適切な情報を組み合わせて、関連がある広告を、通知の形式でユーザに提供することがで
きる。
【００３９】
　図１Ｂは、ユーザ（アリス・リデル）に対して通知を配信するための例示的なアーキテ
クチャを示す。本明細書で説明される例示的な一実施形態において、通知システムの要素
は、ソーシャル・ネットワーキング・システムの一部として実装されてよく、通知システ
ムは、サードパーティ・システム、ならびにソーシャル・ネットワーキング・システム自
体によって生成された通知の配信を操作することができる。特定の実施形態において、通
知システムの要素は、サードパーティ・システムの一部として実装されてもよい。
【００４０】
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　図１Ｂに示されるように、通知は、いくつかの異なる配信チャネル１４０を通じて配信
され得る。上記で論じられたように、配信チャネル１４０は、１つまたは複数の一意に識
別されるエンドポイント１４２、および１つまたは複数の通信媒体１４４を備えることが
できる。図１Ｂに示されるように、通知は、１つまたは複数の通信媒体（例えば、ＳＭＳ
、ＭＭＳ、電子メール、アプリケーション、音声、ニュース・フィード、フラグ）によっ
て、１つまたは複数の一意のエンドポイント（例えば、電話番号、電子メール・アドレス
、一意のデバイス識別子によって特定される特定のクライアント・デバイス）に対して配
信されてよい。いくつかの実施形態において、例えば、スナップチャットなどのサードパ
ーティ・アプリケーションが、ユーザのスマートフォン・クライアント・デバイス１３０
Ａに、またユーザのラップトップ１３０Ｂにもインストールされていることがあり、特定
の通信媒体は、２つ以上のエンドポイントに対して通知を配信することができてよい。通
信媒体は、ＳＭＳもしくは電子メールなどのプッシュ型媒体であってもよいし、またはニ
ュース・フィードなどのプル型媒体であってもよい。
【００４１】
　特定の実施形態において、通知システムは、ユーザの利用可能な配信チャネルおよびそ
のステータスに基づいて、通知のための異なる配信チャネルを選択することができる。上
記で論じられたように、ユーザの利用可能な配信チャネルについての情報（例えば、通知
システムがスナップチャット・アプリケーションに対して通知を配信するのを可能にする
ための情報）は、登録データ・ストアから取り出されてよい。通知システムはまた、デバ
イス・ステータスを含むことができる、ユーザの現在の配信コンテキストに基づいて、通
知のための異なる配信チャネルを選択することができる。例えば、アリスのスマートフォ
ンが現在サイレント・モードにされており、彼女が彼女の友達と映画館にチェックインし
たばかりの場合、そのフォン（電話）によって検出される動きが、彼女が映画館を出て行
くことを示すまで、いずれの通知の配信も遅らせることが可能である。通知システムはま
た、受信するユーザが通知と対話するようになる蓋然性を増加させるために、通知を再配
信するときに、より低く順位付けられた配信チャネル（例えば、ニュース・フィード）か
ら、より高く順位付けられた配信チャネル（例えば、ＳＭＳ）へと、通知を「上昇させる
」ことを選ぶことができる。さらなる例および使用のケースは、図３に関して本明細書で
論じられる。
【００４２】
　図２は、例示的なソーシャル・グラフ２００を示している。特定の実施形態においては
、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１つまたは複数のソーシャル・グ
ラフ２００を１つまたは複数のデータ・ストア内に記憶することができる。特定の実施形
態においては、ソーシャル・グラフ２００は、複数のノード（複数のユーザ・ノード２０
２、または複数のコンセプト・ノード２０４を含むことができる）と、ノード同士をつな
げる複数のエッジ２０６とを含むことができる。図２において示されている例示的なソー
シャル・グラフ２００は、教示上の目的から、２次元の視覚的マップ表示で示されている
。特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、クライ
アント・システム１３０、またはサードパーティ・システム１７０は、適切なアプリケー
ションに関してソーシャル・グラフ２００および関連したソーシャル・グラフ情報にアク
セスすることができる。ソーシャル・グラフ２００のノードおよびエッジは、データ・オ
ブジェクトとして、例えば（ソーシャル・グラフ・データベースなどの）データ・ストア
内に記憶されることが可能である。そのようなデータ・ストアは、ソーシャル・グラフ２
００のノードまたはエッジの１つまたは複数の検索可能なまたはクエリ可能なインデック
スを含むことができる。
【００４３】
　特定の実施形態においては、ユーザ・ノード２０２は、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０のユーザに対応することができる。限定ではなく、例として、ユーザは
、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０と、またはソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０を通じて対話または通信する個人（人間のユーザ）、エンティティ
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（例えば、企業、ビジネス、もしくはサードパーティ・アプリケーション）、または（例
えば、個人もしくはエンティティの）グループであることが可能である。特定の実施形態
においては、あるユーザがソーシャル・ネットワーキング・システム１６０とのアカウン
トに登録した場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、そのユーザ
に対応するユーザ・ノード２０２を作成し、そのユーザ・ノード２０２を１つまたは複数
のデータ・ストア内に記憶することができる。本明細書において記述されているユーザお
よびユーザ・ノード２０２は、適切な場合には、登録されているユーザ、および登録され
ているユーザに関連付けられているユーザ・ノード２０２を示すことができる。追加とし
て、または代替として、本明細書において記述されているユーザおよびユーザ・ノード２
０２は、適切な場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に登録されて
いないユーザを示すことができる。特定の実施形態においては、ユーザ・ノード２０２は
、ユーザによって提供された情報、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０を含む様々なシステムによって収集された情報に関連付けられることが可能である。限
定ではなく、例として、ユーザは、自分の名前、プロフィール画像、連絡先情報、生年月
日、性別、婚姻状況、家族状況、勤務先、学歴、プリファレンス、興味、またはその他の
人口統計学的情報を提供することができる。特定の実施形態においては、ユーザ・ノード
２０２は、ユーザに関連付けられている情報に対応する１つまたは複数のデータ・オブジ
ェクトに関連付けられることが可能である。特定の実施形態においては、ユーザ・ノード
２０２は、１つまたは複数のウェブページに対応することができる。
【００４４】
　特定の実施形態においては、コンセプト・ノード２０４は、コンセプトに対応すること
ができる。限定ではなく、例として、コンセプトは、場所（例えば、映画館、レストラン
、ランドマーク、もしくは都市など）、ウェブサイト（例えば、ソーシャルネットワーク
・システム１６０に関連付けられているウェブサイト、もしくはウェブアプリケーション
・サーバに関連付けられているサードパーティ・ウェブサイトなど）、エンティティ（例
えば、人、企業、グループ、スポーツ・チーム、もしくは有名人など）、ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０内に、もしくはウェブアプリケーション・サーバなどの
外部サーバ上に配置されることが可能であるリソース（例えば、オーディオ・ファイル、
営業ファイル、デジタル写真、テキスト・ファイル、構造化されたドキュメント、もしく
はアプリケーションなど）、物的もしくは知的財産（例えば、彫塑、絵画、映画、ゲーム
、曲、アイディア、写真、もしくは執筆作品など）、ゲーム、アクティビティ、アイディ
アもしくは理論、別の適切なコンセプト、または複数のそのようなコンセプトに対応する
ことができる。コンセプト・ノード２０４は、ユーザによって提供されたコンセプトの情
報、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０を含む様々なシステムによっ
て収集された情報に関連付けられることが可能である。限定ではなく、例として、コンセ
プトの情報は、名前もしくはタイトル、１つもしくは複数のイメージ（例えば、本の表紙
のイメージ）、ロケーション（例えば、住所もしくは地理的ロケーション）、（ＵＲＬに
関連付けられることが可能である）ウェブサイト、連絡先情報（例えば、電話番号もしく
はＥメール・アドレス）、その他の適切なコンセプト情報、またはそのような情報の任意
の適切な組合せを含むことができる。特定の実施形態においては、コンセプト・ノード２
０４は、コンセプト・ノード２０４に関連付けられている情報に対応する１つまたは複数
のデータ・オブジェクトに関連付けられることが可能である。特定の実施形態においては
、コンセプト・ノード２０４は、１つまたは複数のウェブページに対応することができる
。
【００４５】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・グラフ２００内のノードは、ウェブページ（
「プロフィール・ページ」と呼ばれる場合もある）を表すこと、またはウェブページによ
って表されることが可能である。プロフィール・ページは、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０によってホストされること、またはソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０にとってアクセス可能であることが可能である。プロフィール・ページは
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、サードパーティ・サーバ１７０に関連付けられているサードパーティ・ウェブサイト上
にホストされることも可能である。限定ではなく、例として、特定の外部ウェブページに
対応するプロフィール・ページは、その特定の外部ウェブページであることが可能であり
、そのプロフィール・ページは、特定のコンセプト・ノード２０４に対応することができ
る。プロフィール・ページは、その他のユーザのうちのすべてまたは選択されたサブセッ
トによって閲覧できることが可能である。限定ではなく、例として、ユーザ・ノード２０
２は、対応するユーザ・プロフィール・ページを有することができ、そのユーザ・プロフ
ィール・ページにおいては、対応するユーザが、コンテンツを付加すること、言明を行う
こと、またはその他の形で自分自身を表現することが可能である。限定ではなく、別の例
として、コンセプト・ノード２０４は、対応するコンセプトプロフィール・ページを有す
ることができ、そのコンセプトプロフィール・ページにおいては、１人または複数のユー
ザが、特にコンセプト・ノード２０４に対応するコンセプトに関連して、コンテンツを付
加すること、言明を行うこと、または自分自身を表現することが可能である。
【００４６】
　特定の実施形態においては、コンセプト・ノード２０４は、サードパーティ・システム
１７０によってホストされているサードパーティ・ウェブページまたはリソースを表すこ
とができる。サードパーティ・ウェブページまたはリソースは、数ある要素の中でも、コ
ンテンツ、選択可能なもしくはその他のアイコン、または、アクションもしくはアクティ
ビティを表す（例えば、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）、ＡＪＡＸ、もしくはＰＨＰ
コードで実装されることが可能である）その他の対話可能なオブジェクトを含むことがで
きる。限定ではなく、例として、サードパーティ・ウェブページは、「いいね！」、「チ
ェックイン」、「食べる」、「推奨する」、または別の適切なアクションもしくはアクテ
ィビティなどの選択可能なアイコンを含むことができる。サードパーティ・ウェブページ
を閲覧しているユーザは、アイコンのうちの１つ（例えば、「チェックイン」）を選択す
ることによってアクションを実行して、クライアント・システム１３０に、そのユーザの
アクションを示すメッセージをソーシャル・ネットワーキング・システム１６０へ送信さ
せ得る。このメッセージに応答して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は
、ユーザに対応するユーザ・ノード２０２と、サードパーティ・ウェブページまたはリソ
ースに対応するコンセプト・ノード２０４との間にエッジ（例えば、チェックイン・タイ
プ・エッジ）を作成し、エッジ２０６を１つまたは複数のデータ・ストア内に記憶し得る
。
【００４７】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・グラフ２００内の１対のノードが、１つまた
は複数のエッジ２０６によって互いにつながることが可能である。１対のノードをつなげ
るエッジ２０６は、それらの１対のノードの間における関係を表すことができる。特定の
実施形態においては、エッジ２０６は、１対のノードの間における関係に対応する１つま
たは複数のデータ・オブジェクトまたは属性を含むことまたは表すことが可能である。限
定ではなく、例として、第１のユーザは、第２のユーザが第１のユーザの「友達」である
ということを示すことができる。この表示に応答して、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０は、「友達要求」を第２のユーザに送信することができる。第２のユーザ
がその「友達要求」を承認した場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０は、ソーシャル・グラフ２００内で第１のユーザのユーザ・ノード２０２を第２のユー
ザのユーザ・ノード２０２につなげるエッジ２０６を作成して、エッジ２０６をソーシャ
ル・グラフ情報としてデータ・ストア１６４のうちの１つまたは複数の中に記憶すること
ができる。図２の例においては、ソーシャル・グラフ２００は、ユーザ「Ａ」のユーザ・
ノード２０２と、ユーザ「Ｂ」のユーザ・ノード２０２との間における友達関係を示すエ
ッジ２０６と、ユーザ「Ｃ」のユーザ・ノード２０２と、ユーザ「Ｂ」のユーザ・ノード
２０２との間における友達関係を示すエッジとを含む。本開示は、特定のユーザ・ノード
２０２同士をつなげる特定の属性を伴う特定のエッジ２０６を記述している、または示し
ているが、本開示は、ユーザ・ノード２０２同士をつなげる任意の適切な属性を伴う任意
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の適切なエッジ２０６を想定している。限定ではなく、例として、エッジ２０６は、友達
関係、家族関係、ビジネスまたは雇用関係、ファン関係（例えば、「いいね！」の表明を
すること等を含む）、フォロワー関係、ビジター関係（例えば、アクセスすること、閲覧
すること、チェックインすること、共有すること等を含む）、サブスクライバ関係、上下
関係、互恵的関係、非互恵的関係、別の適切なタイプの関係、または２つ以上のそのよう
な関係を表し得る。その上、本開示は一般に、ノード同士をつながっているものとして記
述しているが、本開示はまた、ユーザ同士またはコンセプト同士をつながっているものと
して記述している。本明細書においては、つながっているユーザ同士またはコンセプト同
士への言及は、適切な場合には、１つまたは複数のエッジ２０６によってソーシャル・グ
ラフ２００内でつながっているそれらのユーザ同士またはコンセプト同士に対応するノー
ド同士を示すことができる。
【００４８】
　特定の実施形態においては、ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間
におけるエッジ２０６は、ユーザ・ノード２０２に関連付けられているユーザによって、
コンセプト・ノード２０４に関連付けられているコンセプトに対して実行された特定のア
クションまたはアクティビティを表すことができる。限定ではなく、例として、図２にお
いて示されているように、ユーザは、コンセプトに対して「いいね！を表明すること」、
「通うこと」、「プレイすること」、「聴くこと」、「料理すること」、「勤務すること
」、または「観ること」を行った蓋然性があり、それらのそれぞれは、エッジ・タイプま
たはサブタイプに対応することができる。コンセプト・ノード２０４に対応するコンセプ
トプロフィール・ページは、例えば、選択可能な「チェックイン」アイコン（例えば、ク
リック可能な「チェックイン」アイコンなど）、または選択可能な「お気に入りに追加」
アイコンを含むことができる。同様に、ユーザがこれらのアイコンをクリックした後に、
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、それぞれのアクションに対応するユ
ーザのアクションに応答して「お気に入り」エッジまたは「チェックイン」エッジを作成
することができる。限定ではなく、別の例として、あるユーザ（ユーザ「Ｃ」）が、特定
のアプリケーション（オンライン音楽アプリケーションであるＳＰＯＴＩＦＹ）を使用し
て特定の曲（「イマジン」）を聴く場合がある。このケースにおいては、ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０は、そのユーザに対応するユーザ・ノード２０２と、そ
の曲およびアプリケーションに対応するコンセプト・ノード２０４との間において、（図
２に示されているような）「聴いた」エッジ２０６および「使用した」エッジを作成して
、そのユーザがその曲を聴いてそのアプリケーションを使用したということを示すことが
できる。その上、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、その曲に対応する
コンセプト・ノード２０４と、そのアプリケーションに対応するコンセプト・ノード２０
４との間において、（図２に示されているような）「再生した」エッジ２０６を作成して
、その特定の曲がその特定のアプリケーションによって再生されたということを示すこと
ができる。このケースにおいては、「再生した」エッジ２０６は、外部アプリケーション
（ＳＰＯＴＩＦＹ）によって外部オーディオ・ファイル（「イマジン」という曲）に関し
て実行されたアクションに対応する。本開示は、ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノ
ード２０４とをつなげる特定の属性を伴う特定のエッジ２０６について記述しているが、
本開示は、ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４とをつなげる任意の適切な
属性を伴う任意の適切なエッジ２０６を想定している。その上、本開示は、単一の関係を
表すユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間におけるエッジについて記
述しているが、本開示は、１つまたは複数の関係を表すユーザ・ノード２０２とコンセプ
ト・ノード２０４との間におけるエッジを想定している。限定ではなく、例として、エッ
ジ２０６は、ユーザが特定のコンセプトに対して「いいね！」の表明をしているというこ
と、およびその特定のコンセプトを使用したということの両方を表すことができる。ある
いは、別のエッジ２０６は、（図２において、ユーザ「Ｅ」を表すユーザ・ノード２０２
と、「ＳＰＯＴＩＦＹ」を表すコンセプト・ノード２０４との間において示されているよ
うな）ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間におけるそれぞれのタイ
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プの関係（または、単一の関係が複数集まったもの）を表すことができる。
【００４９】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ソー
シャル・グラフ２００内でユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間にお
いてエッジ２０６を作成することができる。限定ではなく、例として、（例えば、ユーザ
のクライアント・システム１３０によってホストされているウェブ・ブラウザまたは専用
のアプリケーションを使用することなどによって）コンセプトプロフィール・ページを閲
覧しているユーザは、「いいね！」アイコンをクリックまたは選択することにより、コン
セプト・ノード２０４によって表されているコンセプトを自分が気に入っているというこ
とを示すことができ、その「いいね！」アイコンをクリックまたは選択することは、ユー
ザのクライアント・システム１３０に、そのコンセプトプロフィール・ページに関連付け
られているそのコンセプトをそのユーザが気に入っているということを示すメッセージを
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０へ送信させることができる。そのメッセ
ージに応答して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、そのユーザとコン
セプト・ノード２０４との間における「いいね！」エッジ２０６によって示されているよ
うに、そのユーザに関連付けられているユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０
４との間においてエッジ２０６を作成することができる。特定の実施形態においては、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、エッジ２０６を１つまたは複数のデー
タ・ストア内に記憶することができる。特定の実施形態においては、エッジ２０６は、特
定のユーザ・アクションに応答してソーシャル・ネットワーキング・システム１６０によ
って自動的に形成されることが可能である。限定ではなく、例として、第１のユーザが、
画像をアップロードすること、映画を観ること、または曲を聴くことを行った場合には、
エッジ２０６は、第１のユーザに対応するユーザ・ノード２０２と、それらのコンセプト
に対応するコンセプト・ノード２０４との間において形成されることが可能である。本開
示は、特定の様式で特定のエッジ２０６を形成することについて記述しているが、本開示
は、任意の適切な様式で任意の適切なエッジ２０６を形成することを想定している。
【００５０】
　特定の実施形態において、広告は、（ＨＴＭＬリンクされ得る）テキスト、（ＨＴＭＬ
リンクされ得る）１つもしくは複数の画像、１つもしくは複数の映像、オーディオ、１つ
もしくは複数のＡＤＯＢＥ　ＦＬＡＳＨファイル、これらの任意の組合せ、または、１つ
もしくは複数のウェブページ上に、１つもしくは複数の電子メールにおいて、またはユー
ザによって要求される検索結果に関連して提示される任意の適切なデジタル・フォーマッ
トにおける任意の他の適切な広告であり得る。付加的に、または代替案として、広告は、
１つまたは複数のスポンサー付きのストーリ（例えば、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０上のニュース・フィードまたはティッカー・アイテム）であり得る。スポ
ンサー付きのストーリは、例えば、広告主が、社会的なアクションを、ユーザのプロフィ
ール・ページまたは他のページの所定の領域内に提示させること、その広告主に関連付け
られている付加的な情報と共に提示させること、他のユーザのニュース・フィードもしく
はティッカー内でバンプ・アップ（ｂｕｍｐ　ｕｐ）もしくはそうでなければ強調させる
こと、または、促進させることによって促進する、（ページに「いいね！」の表明をする
こと、ページ上の投稿に「いいね！」の表明をすることもしくはコメントをすること、ペ
ージに関連付けられているイベントに対して返信すること、ページ上に投稿された質問に
対して投票すること、ある場所にチェックインすること、アプリケーションを使用するこ
ともしくはゲームをプレイすること、または、ウェブサイトに「いいね！」の表明をする
こともしくはこれを共有することなどの）ユーザによる社会的アクションであり得る。広
告主は、社会的アクションを促進させるために代金を支払い得る。ソーシャル・アクショ
ンは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０内で、またはソーシャル・ネット
ワーキング・システム１６０上で促進され得る。追加として、または代替として、ソーシ
ャル・アクションは、適切な場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
の外部で、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０から離れて促進され得
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る。特定の実施形態において、ページは、ストーリのその共有および人々とつながること
を容易にする、ビジネス、組織、またはブランドのオンライン・プレゼンス（ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０内の、またはソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０の外部のウェブページまたはウェブサイトなど）であってよい。ページは、例
えば、アプリケーションを追加すること、ストーリを投稿すること、またはイベントをホ
ストすることによって、カスタマイズされてよい。
【００５１】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に関連付けられているウェブページを
見るとき、スポンサー付きのストーリが、ユーザのニュース・フィードにおけるストーリ
から生成され、ユーザのウェブ・ブラウザの表示内の特定の領域に促進され得る。スポン
サー付きのストーリは、ユーザによって見られる可能性が高く、その理由は少なくとも部
分的には、スポンサー付きのストーリが一般に、ユーザの友達、ファン・ページ、または
他のつながりによる対話もしくは提案を伴うからである。スポンサー付きのストーリに関
連して、特定の実施形態は、「有機的なアクティビティ・ストリームからのスポンサー付
きのストーリのユニット作成（Ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　Ｓｔｏｒｉｅｓ　Ｕｎｉｔ　Ｃｒｅ
ａｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｓｔｒｅａｍ）」と題され
、２０１１年１２月１５日に出願された米国特許出願第１３／３２７５５７号、「有機的
なアクティビティ・ストリームからのスポンサー付きのストーリのユニット作成（Ｓｐｏ
ｎｓｏｒｅｄ　Ｓｔｏｒｉｅｓ　Ｕｎｉｔ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　ｆｒｏｍ　Ｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｓｔｒｅａｍ）」と題され、米国特許出願第１３／０２０７４５
号として２０１２年２月３日に出願された米国特許出願公開第２０１２／０２０３８３１
号、または「スポンサー付きのストーリのための承認定期購読（Ｅｎｄｏｒｓｅｍｅｎｔ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　Ｓｔｏｒｉｅｓ）」と題
され、米国特許出願第１３／０４４５０６号として２０１１年３月９日に出願された米国
特許出願公開第２０１２／０２３３００９号において開示された、１つまたは複数のシス
テム、コンポーネント、要素、機能、方法、動作、または工程を利用することができ、こ
れらの出願のすべては、限定ではなく、例として、本願明細書に援用される。特定の実施
形態において、スポンサー付きのストーリは、「スポンサー付きのストーリのためのコン
ピュータ・ビジョン・コンテンツ検出（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ｖｉｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｅｎ
ｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　Ｓｔｏｒｉｅｓ）」と題され、
２０１１年８月１８日に出願された米国特許出願第１３／２１２３５６号において開示さ
れたように、広告主への明示的なつながりを欠いた、アップロードされた画像または写真
における製品を検出するために、コンピュータ・ビジョン・アルゴリズムを利用すること
ができ、この出願は、限定ではなく、例として、本願明細書に援用される。
【００５２】
　上記で説明されたように、広告は、（ＨＴＭＬリンクされ得る）テキスト、（ＨＴＭＬ
リンクされ得る）１つもしくは複数の画像、１つもしくは複数の映像、オーディオ、１つ
もしくは複数のＡＤＯＢＥ　ＦＬＡＳＨファイル、これらの適切な組合せ、または任意の
適切なデジタル・フォーマットにおける任意の他の適切な広告であり得る。特定の実施形
態において、広告は、サードパーティ・ウェブページ内、ソーシャル・ネットワーキング
・システム・ウェブページ内、または他のページ内での表示のために要求されてよい。広
告は、ページの上部のバナー領域において、ページの側部の列において、ページのＧＵＩ
において、ポップ・アップ・ウィンドウにおいて、ページのコンテンツの上部を覆って、
またはページに関する他の場所などの、ページの専用の部分において表示されてよい。追
加として、または代替として、広告は、アプリケーション内、またはゲーム内に表示され
てよい。広告は、ユーザがページにアクセスする、アプリケーションを利用する、または
ゲームをプレイすることがある前に、ユーザが広告と対話する、または広告を観察するこ
とを必要とする、専用のページ内に表示されてよい。ユーザは、例えば、ウェブ・ブラウ
ザを通じて広告を見ることができる。
【００５３】
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　ユーザは、任意の適切な態様で広告と対話することができる。ユーザは、広告をクリッ
クする、またはそうでなければ選択することができ、広告は、ユーザ（または、ユーザに
よって使用されているブラウザもしくは他のアプリケーション）を、その広告に関連付け
られているページに導くことができる。広告に関連付けられているページにおいて、ユー
ザは、広告に関連付けられている製品もしくはサービスを購入すること、広告に関連付け
られている情報を受信すること、または広告に関連付けられているニュースレターを定期
購読することなどの、追加的なアクションを取ることができる。オーディオまたは映像を
有する広告は、広告の（「再生ボタン」などの）コンポーネントを選択することによって
、再生されてよい。特定の実施形態において、広告は、ユーザまたは他のアプリケーショ
ンが広告に関連してプレイすることができる、１つまたは複数のゲームを含むことができ
る。広告は、広告の中で世論調査または質問に対して応答するための機能を含むことがで
きる。
【００５４】
　広告は、ユーザが対話することができるソーシャル・ネットワーキング・システムの機
能を含むことがある。例えば、広告は、ユーザが、承認に関連付けられているアイコンま
たはリンクを選択することによって、広告に「いいね！」の表明をする、または、そうで
なければ広告を承認するのを可能にすることができる。同様に、ユーザは、（例えば、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０を通じて）広告を別のユーザと共有する、
または広告に関連付けられているイベントに対して（例えば、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０を通じて）返信することができる。追加として、または代替として
、広告は、ユーザに向けられるソーシャル・ネットワーキング・システムのコンテキスト
を含むことがある。例えば、広告は、その広告の主題に関連付けられているアクションを
取っている、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０内のユーザの友達について
の情報を表示することができる。
【００５５】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムの機能またはコンテキストは、任意の適切な
態様で広告に関連付けられていてよい。例えば、広告システム（広告のための入札を受信
し、応答において広告を選択するための、ハードウェア、ソフトウェア、またはその両方
を含むことができる）は、広告をユーザに対して供給する前に、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０からソーシャル・ネットワーキングの機能またはコンテキストを
取り出し、取り出されたソーシャル・ネットワーキングの機能またはコンテキストを、広
告の中に組み込むことができる。広告を用いてソーシャル・ネットワーキング・システム
の機能またはコンテキストを選択し、提供する例は、「オンライン広告によるソーシャル
承認の提供（Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｅｎｄｏｒｓｅｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ
　Ｏｎｌｉｎｅ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ）」と題され、米国特許出願第１２／８９８６
６２号として２０１０年１０月５日に出願された米国特許出願公開第２０１２／００８４
１６０号、および「見ているユーザに表示するための広告のためのソーシャル承認情報の
選択（Ｓｅｌｅｃｔｉｎｇ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｅｎｄｏｒｓｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　ｆｏｒ　ａｎ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ　ｔｏ　
ａ　Ｖｉｅｗｉｎｇ　Ｕｓｅｒ）」と題され、米国特許出願第１３／０４３４２４号とし
て２０１１年３月８日に出願された米国特許出願公開第２０１２／０２３２９９８号にお
いて開示されており、これらの両方の出願は、限定ではなく、例のみとして、本願明細書
に援用される。ソーシャル・ネットワーキング・システムの機能またはコンテキストに関
連付けられている広告と対話することにより、対話についての情報を、ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム１６０におけるユーザのプロフィール・ページに表示させること
ができる。
【００５６】
　特定の実施形態は、その広告がより関連がある、またはより有用であると分かる可能性
が高いユーザに対する広告の配信を容易にすることができる。例えば、その広告がより関
連がある、またはより有用であると分かる可能性が高いユーザを識別し、ターゲットとす
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ることによって、広告主は、より高いコンバージョン率（および、したがって広告からの
より高い投資利益率（ＲＯＩ：ｒｅｔｕｒｎ　ｏｎ　ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ））を実現す
ることができる。広告主は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０におけるユ
ーザ・プロフィール情報を使用して、それらのユーザを識別することができる。追加とし
て、または代替として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０におけるユーザ・プロフィール情報を使用して、広
告主のためにそれらのユーザを識別することができる。限定ではなく、例として、特定の
実施形態は、イベントの招待もしくは提案、クーポン、取引、もしくは欲しいものリスト
のアイテムに関する提案、友達の人生でのイベントに関する提案、グループに関する提案
、広告、またはソーシャル広告を有するユーザをターゲットとすることができる。そのよ
うなターゲティングは、適切な場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０上で、もしくはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０内で、ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０から離れて、もしくはソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０の外部で、またはユーザのモバイル・コンピューティング・デバイス上で
行われてよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０上で、またはソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０内でのとき、そのようなターゲティングは、ユーザ
のニュース・フィード、検索結果、電子メールもしくは他のインボックス、または通知チ
ャネルに向けられてもよいし、あるいはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
のウェブページの特定の領域、例えば（同じコンセプト、ノード、もしくはオブジェクト
に関連付けられている右側レール広告に沿ってグループ化され得る）コンシェルジュもし
くはグループの一員（ｇｒｏｕｐｅｒ）領域のウェブページの右側、または（ユーザがウ
ェブページ上で見ているもの、およびユーザの現在のニュース・フィードに基づくことが
できる）ネットワーク・エゴ領域に現れてもよい。ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０から離れて、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０の外部で
のとき、そのようなターゲティングは、例えば、アド・エクスチェンジまたはソーシャル
・プラグインを伴い、サードパーティ・ウェブサイトを通じて提供され得る。ユーザのモ
バイル・コンピューティング・デバイス上でのとき、そのようなターゲティングは、モバ
イル・コンピューティング・デバイスへのプッシュ通知を通じて提供され得る。
【００５７】
　ユーザを識別し、ターゲットとするために使用されるターゲティング基準は、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０上での明示的な、言明されたユーザの関心、また
はソーシャル・ネットワーキング・システム１６０上のノード、オブジェクト、エンティ
ティ、ブランド、もしくはページへのユーザの明示的なつながりを含むことができる。追
加として、または代替として、そのようなターゲティング基準は、暗黙的な、または推測
された、ユーザの関心またはつながり（ユーザの履歴、人口統計、ソーシャルなもしくは
他のアクティビティ、友達のソーシャルなもしくは他のアクティビティ、定期購読、また
は（例えば、共有された関心、つながり、もしくはイベントに基づいて）ユーザに類似し
た他のユーザの前述のいずれかを分析することを含んでよい）を含むことができる。特定
の実施形態は、プラットフォーム・ターゲティングを利用することができ、これは、プラ
ットフォーム、および「いいね！」インプレッション・データ、コンテキスト信号（例え
ば、「コカ・コーラについてのページを今誰が見ているか、もしくは最近誰が見たか」）
、軽い重みのつながり（例えば、「チェックイン」）、つながりによく似たもの（ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　ｌｏｏｋａｌｉｋｅｓ）、ファン、抽出されたキーワード、ＥＭＵ広告
、推測による広告、係数、親和性、もしくは他のソーシャル・グラフ情報、友達の友達つ
ながり、ピニングもしくはブースティング、取引、世論調査、世帯収入、ソーシャル・ク
ラスタもしくはソーシャル・グループ、画像もしくは他の媒体において検出された製品、
ソーシャル・グラフもしくはオープン・グラフのエッジ・タイプ、ジオ推定、プロフィー
ルもしくはページのビュー、ステータス更新もしくは他のユーザ投稿（それの分析は、自
然言語処理もしくはキーワード抽出を伴うことがある）、イベント情報、または強調フィ
ルタリングを伴うことがある。ユーザを識別し、ターゲットとすることはまた、必要に応
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じて、プライバシー設定（ユーザ・オプトアウトなど）、データ・ハッシュ法、またはデ
ータ匿名化を含むことができる。
【００５８】
　広告に対してユーザをターゲットとするために、特定の実施形態は、「ソーシャル・ネ
ットワーキング・ウェブサイト上のソーシャル広告および他の情報に関するメッセージ、
ならびにそのための広告モデル（Ｓｏｃｉａｌ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔｓ　ａｎｄ
　Ｏｔｈｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎａｌ　Ｍｅｓｓａｇｅｓ　ｏｎ　ａ　Ｓｏｃｉａ
ｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｗｅｂｓｉｔｅ　ａｎｄ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　Ｍｏｄ
ｅｌ　ｆｏｒ　Ｓａｍｅ）」と題され、米国特許出願第１２／１９３７０２号として２０
０８年８月１８日に出願された米国特許出願公開第２００９／０１１９１６７号、「ソー
シャル・ネットワークにおけるターゲティング広告（Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ　Ａｄｖｅｒｔ
ｉｓｅｍｅｎｔｓ　ｉｎ　ａ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）」と題され、米国特許出
願第１２／１９５３２１号として２００８年８月２０日に出願された米国特許出願公開第
２００９／００７０２１９号、「広告に関連付けられているオブジェクトと対話していた
ユーザの友達に対するターゲティング・ソーシャル広告（Ｔａｒｇｅｔｉｎｇ　Ｓｏｃｉ
ａｌ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　ｔｏ　Ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ　Ｕｓｅｒｓ　Ｗｈｏ　Ｈ
ａｖｅ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｅｄ　Ｗｉｔｈ　ａｎ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ
　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ）」と題され、米国特許出願第１２／９６
８７８６号として２０１０年１２月１５日に出願された米国特許出願公開第２０１２／０
１５８５０１号、または「ソーシャル・ネットワーキング・システムにおけるコンテキス
ト上関連がある親和性予測（Ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌｌｙ　Ｒｅｌｅｖａｎｔ　Ａｆｆｉｎ
ｉｔｙ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ａ　Ｓｏｃｉａｌ－Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）」と題され、米国特許出願第１２／９７８２６５号として２０１０年１２月２
３日に出願された米国特許出願公開第２０１２／０１６６５３２号において開示された、
１つまたは複数のシステム、コンポーネント、要素、機能、方法、動作、または工程を利
用することができ、これらの出願のすべては、限定ではなく、例として、本願明細書に援
用される。
【００５９】
　広告は、ウェブ・ブラウザ用のプラグインもしくは他のアプリケーション、ｉｆｒａｍ
ｅ要素、ニュース・フィード、ティッカー、通知（例えば、電子メール、ショート・メッ
セージ・サービス（ＳＭＳ）メッセージ、もしくは通知を含むことができる）、または他
の手段を使用して提示される、またはそうでなければ配信されてよい。広告は、ユーザの
モバイルまたは他のコンピューティング・デバイス上に、ユーザに対して提示される、ま
たはそうでなければ配信されてよい。広告を配信することに関連して、特定の実施形態は
、「サードパーティ・システムのためのコメント・プラグイン（Ｃｏｍｍｅｎｔ　Ｐｌｕ
ｇ－Ｉｎ　ｆｏｒ　Ｔｈｉｒｄ－Ｐａｒｔｙ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題され、米国特許出願
第１２／９６９３６８号として２０１０年１２月１５日に出願された米国特許出願公開第
２０１２／０１５９６３５号、「コメント順序付けシステム（Ｃｏｍｍｅｎｔ　Ｏｒｄｅ
ｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題され、米国特許出願第１２／９６９４０８号として２０
１０年１２月１５日に出願された米国特許出願公開第２０１２／０１５８７５３号、「ソ
ーシャル・ネットワークのユーザについてのニュース・フィードの動的な提供（Ｄｙｎａ
ｍｉｃａｌｌｙ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ａ　Ｎｅｗｓ　Ｆｅｅｄ　Ａｂｏｕｔ　ａ　Ｕｓ
ｅｒ　ｏｆ　ａ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）」と題され、米国特許出願第１１／５
０３２４２号として２００６年８月１１日に出願された米国特許第７，６６９，１２３号
、「ソーシャル・ネットワーク環境におけるエンティティおよびモニタされたアクション
に対するユーザ親和性に基づいたニュース・フィードの提供（Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　ａ　
Ｎｅｗｓｆｅｅｄ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｕｓｅｒ　Ａｆｆｉｎｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｅｎｔｉ
ｔｉｅｓ　ａｎｄ　Ｍｏｎｉｔｏｒｅｄ　Ａｃｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ａ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）」と題され、米国特許出願第１１／５０３０９
３号として２００６年８月１１日に出願された米国特許第８４０２０９４号、「ニュース
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・フィードについてのアクション・クラスタリング（Ａｃｔｉｏｎ　Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎ
ｇ　ｆｏｒ　Ｎｅｗｓ　Ｆｅｅｄｓ）」と題され、米国特許出願第１２／８８４０１０号
として２０１０年９月１６日に出願された米国特許出願公開第２０１２／００７２４２８
号、「ソーシャル・ネットワーキング・サービスにおけるつながりについての情報集め（
Ｇａｔｈｅｒｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｂｏｕｔ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓ　
ｉｎ　ａ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）」と題され、米国特
許出願第１２／４９６６０６号として２００９年７月１日に出願された米国特許出願公開
第２０１１／０００４６９２号、「オンライン・ソーシャル・ネットワークにおけるユー
ザ・コンテンツへの変更を追跡するための方法およびシステム（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　
Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ｃｈａｎｇｅｓ　ｔｏ　Ｕｓｅｒ　Ｃｏｎｔ
ｅｎｔ　ｉｎ　ａｎ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）」と題され、米国
特許出願第１１／５３１１５４号として２００６年９月１２日に出願された米国特許出願
公開第２００８／００６５７０１号、「オンライン・ソーシャル・ネットワークのユーザ
のランディング・ページに対する更新を外部ソースからフィードすること（Ｆｅｅｄｉｎ
ｇ　Ｕｐｄａｔｅｓ　ｔｏ　Ｌａｎｄｉｎｇ　Ｐａｇｅｓ　ｏｆ　Ｕｓｅｒｓ　ｏｆ　ａ
ｎ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ｆｒｏｍ　Ｅｘｔｅｒｎａｌ　Ｓｏ
ｕｒｃｅｓ）」と題され、米国特許出願第１１／６２４０８８号として２００７年１月１
７日に出願された米国特許出願公開第２００８／００６５６０４号、「統合されたソーシ
ャル・ネットワーク環境（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｅｎ
ｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）」と題され、米国特許出願第１２／７６３１７１号として２０１０
年４月１９日に出願された米国特許第８，２４４，８４８号、「ソーシャル・ネットワー
キング・サービスにおけるロケーションベースのコンテンツ・アイテムの共有（Ｓｈａｒ
ｉｎｇ　ｏｆ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ－Ｂａｓｅｄ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｉｔｅｍ　ｉｎ　Ｓｏ
ｃｉａｌ－Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）」と題され、米国特許出願第１２／
５７４６１４号として２００９年１０月６日に出願された米国特許出願公開第２０１１／
００８３１０１号、「ソーシャル・グラフ情報を使用したロケーション順位付け（Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　Ｒａｎｋｉｎｇ　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｏｃｉａｌ－Ｇｒａｐｈ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）」と題され、米国特許出願第１２／８５８７１８号として２０１０年８月１８
日に出願された米国特許第８，１５０，８４４号、「ユーザの通知許容レベルに基づいた
ユーザに対する通知の送信（Ｓｅｎｄｉｎｇ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｔｏ　Ｕｓ
ｅｒｓ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｕｓｅｒｓ’　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｔｏｌｅｒａｎ
ｃｅ　Ｌｅｖｅｌｓ）」と題され、２０１１年３月１８日に出願された米国特許出願第１
３／０５１２８６号、「ユーザ・デバイスに対してプッシュされる通知の管理（Ｍａｎａ
ｇｉｎｇ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｐｕｓｈｅｄ　ｔｏ　Ｕｓｅｒ　Ｄｅｖｉｃｅ
ｓ）」と題され、２０１１年４月２８日に出願された米国特許出願第１３／０９６１８４
号、「プラットフォーム固有の通知配信チャネル（Ｐｌａｔｆｏｒｍ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」と題され、２０１
１年１０月１８日に出願された米国特許出願第１３／２７６２４８号、または、「ジオ・
ソーシャル・ネットワーキング・システムのためのソーシャル・コンポーネントによるモ
バイル広告（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｇｅｏ－Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）」と題され、米国特許出願第１３／０１９０６１号として２０１１年２月１日に出願
された米国特許出願公開第２０１２／０１９７７０９号において開示された、１つまたは
複数のシステム、コンポーネント、要素、機能、方法、動作、または工程を利用すること
ができ、これらの出願のすべては、限定ではなく、例として、本願明細書に援用される。
本開示は、特定の方式で特定のコンテンツに関連して配信される特定の広告を説明してい
る、または示しているが、本開示は、任意の適切な方式で任意の適切なコンテンツに関連
して配信される任意の適切な広告を想定している。
【００６０】
　特定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１６０は、様々な
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ソーシャル・グラフ・エンティティのソーシャル・グラフ親和性（これは、本願明細書に
おいて「親和性」と称され得る）を互いに決定し得る。親和性は、ユーザ、コンセプト、
コンテンツ、アクション、広告、オンライン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられ
ている他のオブジェクト、または、これらの任意の適切な組合せなどの、オンライン・ソ
ーシャル・ネットワークに関連付けられている特定のオブジェクト間の関係の強度または
興味のレベルを表現し得る。親和性は、サードパーティ・システム１７０または他の適切
なシステムに関連付けられているオブジェクトに関して決定されてもよい。各ユーザ、主
題、またはコンテンツのタイプについてのソーシャル・グラフ・エンティティの全体的な
親和性が確立され得る。全体的な親和性は、ソーシャル・グラフ・エンティティに関連付
けられているアクションまたは関係の継続的な監視に基づいて変化し得る。本開示は、特
定の方法で特定の親和性を決定することを記述しているが、本開示は、任意の適切な方法
で任意の適切な親和性を決定することを想定している。
【００６１】
　特定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１６０は、親和性
係数（これは、本願明細書において「係数」と称され得る）を使用して、ソーシャル・グ
ラフ親和性を測定または定量化し得る。係数は、オンライン・ソーシャル・ネットワーク
に関連付けられている特定のオブジェクト間の関係の強度を表現または定量化し得る。係
数は、ユーザが特定のアクションを実施する予測される確率を、そのユーザのそのアクシ
ョンへの興味に基づいて測定する確率または関数も表現し得る。このように、ユーザの将
来のアクションは、ユーザの過去のアクションに基づいて予測され得る。ここで、係数は
、ユーザのアクションの履歴に少なくとも部分的に計算されてもよい。係数は、任意の数
のアクションを予測するために使用され得る。アクションは、オンライン・ソーシャル・
ネットワーク内のものであっても、またはオンライン・ソーシャル・ネットワーク外のも
のであってもよい。限定ではなく、例として、これらのアクションは、メッセージを送信
すること、コンテンツを投稿すること、もしくはコンテンツに対してコメントすることな
どの様々なタイプの通信、プロフィール・ページ、媒体、もしくは他の適切なコンテンツ
にアクセスすること、もしくはこれらを閲覧することなどの様々なタイプの観察アクショ
ン、同じグループに存在すること、同じ写真にタグ付けされていること、同じロケーショ
ンにチェックインしたこと、もしくは同じイベントに参加することなどの、２つ以上のソ
ーシャル・グラフ・エンティティに関する様々なタイプの一致情報、または他の適切なア
クションを含み得る。本開示は、特定の方法で親和性を測定することを記述しているが、
本開示は、任意の適切な方法で親和性を測定することを想定している。
【００６２】
　特定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１６０は、多様な
要因を使用して、係数を計算し得る。これらの要因は、例えば、ユーザ・アクション、オ
ブジェクト間の関係のタイプ、ロケーション情報、他の適切な要因、または、これらの任
意の組合せを含んでもよい。特定の実施形態において、係数を計算する場合に、異なる要
因には、異なる重み付けがされ得る。各要因の重みは、静的であってもよく、または、重
みは、例えば、ユーザ、関係のタイプ、アクションのタイプ、ユーザのロケーション等に
よって変化してもよい。ユーザについての全体的な係数を決定するために、要因のレーテ
ィングは、それらの重みによって組み合わされてもよい。限定ではなく、例として、特定
のユーザ・アクションには、レーティングと重みとの双方が割り当てられてもよく、一方
で、特定のユーザ・アクションに関連付けられている関係には、レーティングと相関する
重みとの双方が割り当てられる（例えば、したがって、重みは合計で１００％になる）。
特定のオブジェクトへのユーザの係数を計算するために、ユーザのアクションに割り当て
られるレーティングは、例えば、係数全体の６０％を含んでもよく、一方で、ユーザとオ
ブジェクトとの間の関係は、係数全体の４０％を含んでもよい。特定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１６０は、係数を計算するために使用される
様々な要因の重みを決定する場合に、例えば、情報がアクセスされてからの時間、減衰要
因、アクセスの頻度、情報に対する関係、もしくはそのオブジェクトに関する情報がアク
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セスされたオブジェクトに対する関係、オブジェクトにつなげられているソーシャル・グ
ラフ・エンティティに対する関係、ユーザ・アクションの短期的もしくは長期的な平均、
ユーザ・フィードバック、他の適切な変数、または、これらの任意の組合せなど、多様な
変数を考慮し得る。限定ではなく、例として、係数を計算する場合に、より最近のアクシ
ョンがより関係するように、係数は、特定のアクションによって提供される信号の強度を
時間と共に減衰させる減衰要因を含んでもよい。レーティングおよび重みは、係数の基に
なるアクションの継続的な追跡に基づいて、継続的に更新され得る。任意のタイプのプロ
セスまたはアルゴリズムが、各要因のレーティングと、要因に対して割り当てられる重み
とを、割り当てるため、組み合わせるため、平均化等するために採用されてもよい。特定
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１６０は、履歴上のアク
ションおよび過去のユーザ応答に関してトレーニングされた機械学習アルゴリズム、また
はユーザに様々なオプションを経験させ、応答を測定することによってユーザから得られ
たデータを使用して、係数を決定し得る。本開示は、特定の方法で係数を計算することを
記述しているが、本開示は、任意の適切な方法で係数を計算することを想定している。
【００６３】
　特定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１６０は、ユーザ
のアクションに基づいて、係数を計算し得る。ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０は、そのようなアクションを、オンライン・ソーシャル・ネットワーク上で、サー
ドパーティ・システム１７０上で、他の適切なシステム上で、または、これらの任意の組
合せ上で、監視し得る。任意の適切なタイプのユーザ・アクションが、追跡され、または
監視され得る。典型的なユーザ・アクションは、プロフィール・ページを閲覧すること、
コンテンツを作成または投稿すること、コンテンツと対話すること、画像にタグ付けする
こと、または画像にタグ付けされること、グループに参加すること、イベントへの参加を
列挙し、イベントへの参加を確認すること、ロケーションにチェックインすること、特定
のページに対して「いいね！」の表明をすること、ページを作成すること、およびソーシ
ャル・アクションを促進させる他のタスクを実行することを含む。特定の実施形態におい
て、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、特定のタイプのコンテンツに伴
うユーザのアクションに基づいて、係数を計算してもよい。コンテンツは、オンライン・
ソーシャル・ネットワーク、サードパーティ・システム１７０、または別の適切なシステ
ムに関連付けられていてもよい。コンテンツは、ユーザ、プロフィール・ページ、投稿、
ニュース記事、ヘッドライン、インスタント・メッセージ、チャット・ルームの会話、電
子メール、広告、写真、映像、音楽、他の適切なオブジェクト、またはこれらの任意の組
合せを含んでもよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザのアク
ションを分析して、そのアクションのうちの１つまたは複数が、主題、コンテンツ、他の
ユーザ等への親和性を示すかどうかを決定し得る。限定ではなく、例として、ユーザが、
「コーヒー」またはこれに似たものに関係するコンテンツの投稿を頻繁に行い得る場合、
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザが「コーヒー」というコンセ
プトに関して高い係数を有すると決定し得る。特定のアクションまたは特定のタイプのア
クションには、他のアクションよりも大きい重みおよび／または高いレーティングが割り
当てられ得る。これは、計算される係数全体に影響を及ぼし得る。限定ではなく、例とし
て、第１のユーザが、第２のユーザへ電子メールを送る場合、このアクションの重みまた
はレーティングは、第１のユーザが第２のユーザのユーザ・プロフィール・ページを単に
閲覧する場合よりも大きく、または高くなり得る。
【００６４】
　特定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１６０は、特定の
オブジェクト間の関係のタイプに基づいて、係数を計算し得る。ソーシャル・グラフ２０
０を参照して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、係数を計算する場合
に、特定のユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４とをつなげているエッジ２
０６の数および／またはタイプを分析し得る。限定ではなく、例として、配偶者タイプ・
エッジ（２人のユーザが結婚していることを表す）によってつなげられているユーザ・ノ
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ード２０２には、友達タイプ・エッジによってつなげられているユーザ・ノード２０２よ
りも高い係数が割り当てられ得る。換言すれば、特定のユーザのアクションおよび関係に
割り当てられている重みに応じて、全体的な親和性は、ユーザの友達に関するコンテンツ
よりもユーザの配偶者に関するコンテンツに対して、より高くなると決定され得る。特定
の実施形態において、ユーザが別のオブジェクトに対して有する関係は、そのオブジェク
トの係数の計算に関するユーザのアクションの重みおよび／またはレーティングに影響を
及ぼし得る。限定ではなく、例として、ユーザが、第１の写真においてはタグ付けされて
いるが、第２の写真に対しては「いいね！」の表明をしているに過ぎない場合、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザが第２の写真よりも第１の写真に関し
て、より高い係数を有すると決定し得る。なぜならば、コンテンツに対してタグ付けタイ
プの関係を有することには、コンテンツに対して「いいね！」タイプの関係を有すること
よりも、大きい重みおよび／または高いレーティングが割り当てられ得るためである。特
定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１６０は、１人または
複数の第２のユーザが特定のオブジェクトに対して有する関係に基づいて、第１のユーザ
の係数を計算し得る。換言すれば、他のユーザが、あるオブジェクトに対して有するつな
がりおよび係数は、そのオブジェクトについての第１のユーザの係数に影響を及ぼし得る
。限定ではなく、例として、第１のユーザが、１人もしくは複数の第２のユーザにつなげ
られているか、または１人もしくは複数の第２のユーザに対して高い係数を有しており、
かつ、それらの第２のユーザが、特定のオブジェクトにつなげられているか、または特定
のオブジェクトに対して高い係数を有する場合、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０は、第１のユーザもその特定のオブジェクトに対して比較的高い係数を有するべ
きであると決定し得る。特定の実施形態において、係数は、特定のオブジェクト間の分離
度合いに基づいてもよい。より低い係数は、ソーシャル・グラフ２００内で第１のユーザ
に間接的につなげられているユーザのコンテンツ・オブジェクトへの興味を第１のユーザ
が共有する蓋然性の減少を表し得る。限定ではなく、例として、ソーシャル・グラフ２０
０においてより近い（すなわち、分離度合いがより小さい）ソーシャル・グラフ・エンテ
ィティは、ソーシャル・グラフ２００においてさらに離れているエンティティよりも高い
係数を有し得る。
【００６５】
　特定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１６０は、ロケー
ション情報に基づいて、係数を計算し得る。互いに地理的により近いオブジェクト同士は
、より離れたオブジェクト同士よりも、互いに関係している、または興味があると見なさ
れ得る。特定の実施形態において、特定のオブジェクトへのユーザの係数は、そのユーザ
に関連付けられている現在のロケーション（または、ユーザのクライアント・システム１
３０のロケーション）に対する、そのオブジェクトのロケーションの近接度に基づいても
よい。第１のユーザは、第１のユーザに対してより近い他のユーザまたはコンセプトに、
より興味を持ち得る。限定ではなく、例として、ユーザが、空港から１．６０９キロメー
トル（１マイル）、ガソリン・スタンドから３．２１８キロメートル（２マイル）に存在
する場合、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザに対する空港の近
接度に基づいて、ユーザがガソリン・スタンドよりも空港に対してより高い係数を有する
と決定し得る。
【００６６】
　特定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１６０は、係数情
報に基づいて、ユーザに関する特定のアクションを実行し得る。係数は、アクションに対
するユーザの興味に基づいて、ユーザが特定のアクションを実行するかどうかを予測する
ために使用され得る。係数は、広告、検索結果、ニュース記事、媒体、メッセージ、通知
、または他の適切なオブジェクトなどの、任意のタイプのオブジェクトをユーザに対して
生成または提示する場合に使用されてもよい。係数は、適切な場合には、そのようなオブ
ジェクトを順位付けし、順序付けするためにも利用され得る。このように、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１６０は、ユーザの興味および現在の状況に関係する情報を
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提供して、ユーザがそのような興味のある情報を見つける蓋然性を高め得る。特定の実施
形態において、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、係数情報に基づいて
、コンテンツを生成し得る。コンテンツ・オブジェクトは、ユーザに固有の係数に基づい
て、提供され、または選択されてもよい。限定ではなく、例として、係数は、ユーザに対
して媒体を生成するために使用され得る。ここで、ユーザには、ユーザが媒体オブジェク
トに関して全体的に高い係数を有する媒体が提示され得る。限定ではなく、別の例として
、係数は、ユーザに対して広告を生成するために使用されてもよい。ここで、ユーザには
、広告されるオブジェクトに関してユーザが全体的に高い係数を有する広告が提示され得
る。特定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１６０は、係数
情報に基づいて、検索結果を生成し得る。特定のユーザについての検索結果は、クエリを
行うユーザに関する検索結果に関連付けられている係数に基づいて、得点付けされ、また
は順位付けされ得る。限定ではなく、例として、より高い係数を有するオブジェクトに対
応する検索結果は、より低い係数を有するオブジェクトに対応する結果よりも、検索結果
ページ上で高く順位付けされ得る。
【００６７】
　特定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１６０は、特定の
システムまたはプロセスからの係数に対する要求に応答して、係数を計算し得る。ユーザ
が所与の状況において取り得る（または、所与の状況の対象となり得る）有力なアクショ
ンを予測するために、任意のプロセスは、ユーザについて計算された係数を要求し得る。
この要求は、係数を計算するために使用される様々な要因に対して使用すべき、重みのセ
ットも含み得る。この要求は、オンライン・ソーシャル・ネットワーク上で実行されてい
るプロセスから、（例えば、ＡＰＩもしくは他の通信チャネルを通じて）サードパーティ
・システム１７０から、または別の適切なシステムからのものであってもよい。要求に応
答して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、係数を計算し（または、係
数が過去に計算され、記憶されている場合には、係数情報にアクセスし）得る。特定の実
施形態において、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、特定のプロセスに
関する親和性を測定し得る。異なるプロセス（オンライン・ソーシャル・ネットワークの
内部と外部との双方）は、特定のオブジェクトまたはオブジェクトのセットについての係
数を要求し得る。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、親和性の基準を要
求した特定のプロセスに関係する、親和性の基準を提供し得る。このように、各プロセス
は、そのプロセスが親和性の基準を使用するであろう、異なるコンテキストに対して合わ
された親和性の基準を受け取る。
【００６８】
　ソーシャル・グラフ親和性および親和性係数に関連して、特定の実施形態は、２００６
年８月１１日に出願された米国特許出願第１１／５０３０９３号、２０１０年１２月２２
日に出願された米国特許出願第１２／９７７０２７号、２０１０年１２月２３日に出願さ
れた米国特許出願第１２／９７８２６５号、および２０１２年１０月１日に出願された米
国特許出願第１３／６３２８６９号において開示される１つまたは複数のシステム、コン
ポーネント、要素、機能、方法、動作、または工程を利用し、これらの出願の各々が、本
願明細書に援用される。
【００６９】
　特定の実施形態において、オンライン・ソーシャル・ネットワークのコンテンツ・オブ
ジェクトのうちの１つまたは複数は、プライバシー設定に関連付けられていてよい。オブ
ジェクトのためのプライバシー設定（または「アクセス設定」）は、例えば、オブジェク
トに関連付けられて、認可サーバ上のインデックスにおいて、別の適切な態様で、または
それらの任意の組合せなどの、任意の適切な態様で記憶され得る。オブジェクトのプライ
バシー設定は、オンライン・ソーシャル・ネットワークを使用して、オブジェクト（また
はオブジェクトに関連付けられている特定の情報）がどのようにアクセスされる（例えば
、見られる、または共有される）ことが可能かを特定することができる。オブジェクトの
ためのプライバシー設定が、特定のユーザにそのオブジェクトにアクセスするのを許可す
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る場合、オブジェクトは、そのユーザに対して「可視である」ものとして説明されてよい
。限定ではなく、例として、オンライン・ソーシャル・ネットワークのユーザは、ユーザ
・プロフィール・ページのためのプライバシー設定を特定し、ユーザ・プロフィール・ペ
ージ上の職業経験情報にアクセスすることができるユーザのセットを識別することができ
、したがって、その情報にアクセスすることから他のユーザを除外することができる。特
定の実施形態において、プライバシー設定は、オブジェクトに関連付けられている一定の
情報にアクセスすることを許可されるべきではないユーザの「ブロック・リスト」を特定
することができる。換言すれば、ブロック・リストは、そのためのオブジェクトが可視で
はない、１つまたは複数のユーザまたはエンティティを指定することができる。限定では
なく、例として、ユーザは、ユーザに関連付けられている写真アルバムにアクセスするこ
とができないユーザのセットを指定することができ、したがって、写真アルバムにアクセ
スすることからそれらのユーザを除外する（一方でまた、場合により、ユーザのそのセッ
ト内に存在しない一定のユーザには写真アルバムにアクセスするのを許可する）ことがで
きる。特定の実施形態において、プライバシー設定は、特定のソーシャル・グラフ要素に
関連付けられていてよい。ノードまたはエッジなどのソーシャル・グラフ要素のプライバ
シー設定は、オンライン・ソーシャル・ネットワークを使用して、ソーシャル・グラフ要
素、ソーシャル・グラフ要素に関連付けられている情報、またはソーシャル・グラフ要素
に関連付けられているコンテンツ・オブジェクトが、どのようにアクセスされることが可
能かを特定することができる。限定ではなく、例として、特定の写真に対応する特定のコ
ンセプト・ノード２０４は、その写真が、写真にタグ付けされているユーザおよびその友
達によってのみアクセスされ得ることを指定するプライバシー設定を有することができる
。特定の実施形態において、プライバシー設定は、ユーザのアクションを、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１６０によってログさせる、または他のシステム（例えば、
サードパーティ・システム１７０）と共有させるというオプトインまたはオプトアウトを
、ユーザに許可することができる。特定の実施形態において、オブジェクトに関連付けら
れているプライバシー設定は、アクセス許可またはアクセス拒否の任意の適切な粒度を特
定することができる。限定ではなく、例として、アクセスまたはアクセス拒否は、特定の
ユーザ（例えば、私と、私のルームメイトと、私の上司のみ）、特定の分離度合い内のユ
ーザ（例えば、友達、または友達の友達）、ユーザ・グループ（例えば、ゲーム・クラブ
、私の家族）、ユーザ・ネットワーク（例えば、特定の雇用主の従業員、特定の大学の学
生または卒業生）、すべてのユーザ（「公開」）、ユーザなし（「プライベート」）、サ
ードパーティ・システム１７０のユーザ、特定のアプリケーション（例えば、サードパー
ティ・アプリケーション、外部ウェブサイト）、他の適切なユーザもしくはエンティティ
、またはそれらの任意の組合せに対して特定されてよい。本開示は、特定の態様で特定の
プライバシー設定を使用することを説明しているが、本開示は、任意の適切な態様で任意
の適切なプライバシー設定を使用することを想定している。
【００７０】
　特定の実施形態において、１つまたは複数のサーバ１６２は、プライバシー設定を実施
するための認可サーバ／プライバシー・サーバであってよい。データ・ストア１６４に記
憶された特定のオブジェクトについてのユーザ（または他のエンティティ）からの要求に
応答して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、オブジェクトについての
要求をデータ・ストア１６４に対して送信することができる。要求は、その要求に関連付
けられているユーザを識別することができ、オブジェクトに関連付けられているプライバ
シー設定に基づいて、そのユーザがオブジェクトにアクセスすることを認可されているこ
とを認可サーバが決定した場合に、そのユーザ（またはそのユーザのクライアント・シス
テム１３０）に対してのみ送信され得る。要求するユーザがオブジェクトにアクセスする
ことを認可されていない場合、認可サーバは、要求されたオブジェクトがデータ・ストア
１６４から取り出されるのを防止することができる、または要求されたオブジェクトがユ
ーザに対して送信されるのを防止することができる。検索クエリ・コンテキストにおいて
、オブジェクトは、クエリするユーザがオブジェクトにアクセスすることを認可された場
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合にのみ、検索結果として生成され得る。換言すれば、オブジェクトは、クエリするユー
ザにとって可視である可視性を有しなければならない。オブジェクトがユーザにとって可
視ではない可視性を有する場合、オブジェクトは、検索結果から除外されてよい。本開示
は、特定の態様でプライバシー設定を実施することを説明しているが、本開示は、任意の
適切な態様でプライバシー設定を実施することを想定している。
【００７１】
　図３は、通知システム３２０の例示的な実施形態を示す。通知プロバイダ３１０は、配
信のための通知３１２を提供することができる。通知プロバイダ３１０は、ソーシャル・
ネットワーキング・システムまたはサードパーティ・システムを含むことができる。図３
に示された例示的な実施形態において、通知３１２は、すべてが同じユーザをターゲット
としながらも、現在のコンテキスト、通知のコンテンツに関するユーザのソーシャル・ネ
ットワーキング情報、特定のソースによって送信された通知と対話したユーザの過去の履
歴、その他における違いのために、異なって配信されてよい。特定の実施形態において、
通知システム３２０のポリシー・エンジン３２２は、通知に関連付けられている情報（例
えば、ソース、コンテンツ、またはフォーマット）を評価することができる。そのような
情報は、通知３１２のコンテンツ内で、または関連付けられているメタデータとして提供
されてよい。
【００７２】
　特定の実施形態において、ポリシー・エンジン３２２はまた、特定のユーザに関連付け
られている情報（例えば、ユーザについての人口統計学的情報、ユーザのロケーション、
ユーザの利用可能な配信チャネル１４０およびそのステータス、ユーザの現在の配信コン
テキスト、ユーザ・プロフィール情報、またはユーザについてのソーシャル・ネットワー
キング情報）を評価することができる。ポリシー・エンジン３２２は、登録データ・スト
ア３３２から、ユーザの利用可能な配信チャネル１４０についての情報を取り出すことが
できる。ユーザについての人口統計学的情報、ユーザ・プロフィール情報、またはユーザ
についてのソーシャル・ネットワーキング情報などの情報は、ユーザ・データ３３４およ
びソーシャル・データ３３８として取り出されてよい。ユーザの現在の配信コンテキスト
についての情報は、コンテキスト・データ３３６として取り出されてよく、このカテゴリ
の情報は、限定ではなく、例として、ユーザのロケーション、ユーザに関連付けられてい
るカレンダー、示されているユーザのステータス、ロケーションに関連付けられているス
ケジュールされたイベント、ユーザの軌跡、ユーザに関連付けられている１つまたは複数
のクライアント・デバイスのデバイス・ステータス、またはユーザのソーシャル・ネット
ワークにおいてユーザがつながっている他のユーザに対するユーザの現在のロケーション
についての情報などの、ユーザの現在の配信コンテキストのいずれかの側面をカバーする
ことができる。
【００７３】
　特定の実施形態において、ポリシー・エンジン３２２はまた、過去の通知に対するこの
特定のユーザの応答についての履歴通知情報（例えば、異なる通知／コンテキスト／配信
パターンに対するコンバージョン率）、および（存在する場合）現在の通知に対する前の
コンテキスト／配信パターン（および、存在する場合、それらの前のコンテキスト／配信
パターンについての対話レベル）についての履歴通知情報を、履歴サービス３２４から取
り出すことができる。ポリシー・エンジン３２２が関連のある要因を考慮して、通知３１
２に適用されることになるポリシーを生み出すと、通知配信サービス３４０は、配信ポリ
シーにおいて特定されたコンテキスト／配信パターンに従って、通知をフォーマットし、
配信することを操作することができる。
【００７４】
　通知配信サービス３４０は、基礎をなす媒体およびエンドポイントの特徴および能力に
基づいて、配信チャネル１４０を通じて配信するための通知の適切な形式を生成すること
ができる。通知配信サービスは、配信のために、特定のユーザの配信コンテキストを検出
すると（例えば、ユーザが自分のモバイル・デバイスの使用を積極的に始めたことを検出
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すると、ユーザのカレンダー情報に基づいてユーザの都合がよいはずであると決定すると
、ユーザのロケーションが変化したと決定すると、または、ユーザの１つもしくは複数の
ソーシャル・ネットワーキング連絡先に近接した閾値内においてユーザが動いたと決定す
ると）、特定された時間および日に、配信のための通知をスケジュールすることができる
。
【００７５】
　配信チャネル１４０に対して通知を配信した後で、ユーザ対話データ３１４が、対話操
作サービス３５０に送り返されてよく、対話操作サービス３５０は、ユーザ対話データ３
１４を履歴サービス３２４に対して送信する。通知システムの履歴サービス３２４は、過
去の通知との対話（存在する場合）のユーザのレベルを決定するために、過去の通知に対
するユーザの応答を収集し、分析することができる。過去の通知に対するユーザの応答に
ついての情報は、履歴通知データ・ストア３３０に記憶されてよい。
【００７６】
　図４は、ユーザが気づく態様で通知配信を操作するための例示的な方法を示す。工程４
１０において、通知システムは、配信されることになる通知を受信する。例えば、ソーシ
ャル・ネットワーキング・メッセージは、ソーシャル・ネットワーキング・システム上で
ユーザであるアリスが指定した親友から、アリスに対して送信されてもよい。
【００７７】
　工程４２０において、通知システムは、（１）通知に関連付けられている情報（例えば
、ソース、コンテンツ、またはフォーマット）、および（２）特定のユーザに関連付けら
れている情報（例えば、ユーザについての人口統計学的情報、ユーザのロケーション、ユ
ーザの利用可能な配信チャネルおよびそのステータス、ユーザの現在の配信コンテキスト
、ユーザ・プロフィール情報、またはユーザについてのソーシャル・ネットワーキング情
報）などの、通知についての情報を決定する。この状況において、メッセージが、「病院
」および「事故」などのバズワードを含むことがある。追加として、メッセージが、日曜
日の２：４０ＡＭに送信されることがあり、アリスのソーシャル・ネットワーク上で一次
友達である友達の名前を含むことがある。メッセージはまた、一次友達が現在位置してい
る病院の名前を含むことがある。
【００７８】
　アリスの現在の配信コンテキストについての情報を取り出すことによって、ポリシー・
エンジンは、（１）アリスの現在のロケーションの決定に基づいて、その病院が彼女から
３２．１９キロメートル（２０マイル）以内にあること、（２）ソーシャル・ネットワー
キング・システムによって彼女の親友がメッセージを送信する１５分前に、彼女は自分の
モバイル・デバイスを積極的に使用していたこと、（３）ソーシャル・ネットワーキング
・ウェブサイトにアップロードされた写真および投稿を含む彼女の履歴アクティビティに
基づいて、彼女が日曜日は通常、２：３０ＡＭ以降に就寝すること、（４）彼女が通常、
眠りにつく前に自分の電話の表を下向きにすること（例えば、彼女のモバイル・デバイス
の最短４時間の非活動状態の期間によって決定される）を決定することができる。彼女の
最近のアクティビティ、履歴アクティビティ、２：４０ＡＭである現在の時間、およびア
リスが自分の電話の表を下向きにしていないという決定に基づいて、ポリシー・エンジン
は、彼女がまだ起きている可能性がある（および通知と対話する可能性がある）ことを結
論づけることができる。
【００７９】
　アリスについてのソーシャル・ネットワーキング情報を取り出すことによって、ポリシ
ー・エンジンは、アリスのプロフィール情報およびロケーション情報、彼女の親友のプロ
フィール情報およびロケーション情報、一次友達のプロフィール情報およびロケーション
情報、ならびにアリスの、親友の、および一次友達のソーシャル・ネットワーキング・ウ
ェブサイト上の投稿に基づいて、アリス、彼女の親友、および一次友達の全員が一緒に高
校に通っていたこと、かつ同じ地域に住んでいることを決定することができる。ポリシー
・エンジンはまた、ソーシャル・ネットワーキング・ウェブサイト上のアリスの最近の投
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稿に基づいて、アリス、彼女の指定した親友、および一次友達が、その日曜日の１１：０
０ＡＭにブランチをスケジュールしていると決定することができる。したがって、ポリシ
ー・エンジンは、アリスが一次友達とも非常に親密であり、したがってメッセージに応答
する可能性が高いと決定することができる。
【００８０】
　工程４３０において、通知システムは、履歴サービスから、履歴通知データおよび順位
付けスコアを取り出す。ポリシー・エンジンはまた、アリスの以前のメッセージング・デ
ータに少なくとも部分的に基づいて、アリスが通常、メッセージがいつ彼女に対して送信
されたかにかかわらず、彼女の指定した親友によって送信されたメッセージに対し、平均
２分以内に応答すると決定することができる。追加として、ポリシー・エンジンは、彼女
が通常、真夜中過ぎに送信されたメッセージに対し、平均５分以内に応答すると決定する
ことができる。したがって、ポリシー・エンジンは、彼女が通常、夜遅いメッセージに対
し非常に迅速に応答し、彼女の指定した親友からのメッセージに対し応答する可能性が非
常に高いことを結論づけることができる。追加として、ポリシー・エンジンは、彼女が通
常、彼女のモバイル・デバイスに送信されたメッセージに対し平均で１０分以内に、彼女
のラップトップ・コンピュータに送信されたメッセージに対し平均で２時間以内に、彼女
のモバイル・デバイスおよび／またはラップトップ・コンピュータへの電子メールに対し
平均で３０分以内に（および、とりわけ、彼女のモバイル・デバイスに送信された電子メ
ールに対し平均で１０分以内に）、ならびに彼女のモバイル・デバイスへの音声メールに
対し３時間以内に、応答すると決定することができる。したがって、ポリシー・エンジン
は、彼女が、いずれの他のエンドポイントよりも、彼女のモバイル・デバイスに送信され
たＳＭＳメッセージおよび電子メールに対して応答する可能性が高いと決定することがで
きる。
【００８１】
　工程４４０において、通知システムは、工程４５０で通知に適用される通知ポリシーを
決定する。特定の実施形態において、一定の通知タイプ（例えば、ゲームに参加するため
の招待）は、一定の配信チャネル（例えば、ニュース・フィード・ページ）に対して送信
され得るが、一定の他の配信チャネル（例えば、彼女のセルラー電話へのＳＭＳ）には決
して送信されないようにすることができる。通信の性質を考えると、通知ポリシーは、彼
女が通知と対話するまで、または通知を捨てるまで、ＳＭＳメッセージが彼女のモバイル
・デバイスに対して５分に一度再送信されるべきであると示すことができる。特定の実施
形態において、通知ポリシーはまた、アリスに音声メールを残すために、および／または
、彼女に電話を取る機会を与え、彼女の親友のセルラー電話につなげるために、音声コー
ルが彼女のモバイル・デバイスに（自動化された音声を使用して）かけられるべきである
と示すことができる。
【００８２】
　これらの決定に基づいて、ポリシー・エンジンは、要求の緊急性および重要性を考える
と、アリスがメッセージの通知と対話し、メッセージの通知のコンテンツに基づいて行動
する可能性が極めて高いと決定することができる。したがって、通知の高いレベルの重要
性、通知の配信コンテキスト、および履歴データを考えると、通知ポリシーは、メッセー
ジが、（工程４６０にあるように）すべての利用可能な媒体によって、すべてのエンドポ
イントに対して直ちに配信されるべきであると示す。特定の実施形態において、アリスが
複数の配信チャネルによって送信された通知に対して１つの配信チャネルで応答すると、
他の配信チャネルに送信されたいずれの開かれていない通知も回収される、または取り消
されてよい。
【００８３】
　工程４７０において、通知システムは、通知とのユーザ対話についての情報を受信し、
次いで工程４８０において、履歴通知データおよびコンバージョン・スコア順位付けを更
新する。我々の例において論じられたように、アリスがテキスト・メッセージを見ると、
および／または音声メールを聞くと、同じ配信チャネルを通じて同じメッセージを送信す
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べきでないと通知システムが気付くように、そのユーザ対話についての情報は、通知シス
テムに送り返されることになる。
【００８４】
　第２の例では、招待者限定のディナー・クラブ・グループの幹事からのディナー・クラ
ブ・グループのすべてのメンバーに対する、イベント招待メッセージが受信されてよい（
工程４１０）。この状況において、ディナー・クラブ・グループは、有料会員制のグルー
プであってよく、アリスはそのメンバーである。メッセージは、ラ・フォリーがこの土曜
日に、ゲスト・シェフにジョエル・ロブションを迎えて特別な伝統的プロバンス料理の試
食イベントを行い、イベントは１２の試食メニューのコース料理を含み、値段は＄３５０
／１人であり、先着順で、返信した最初の２５人に席が限定されている、と示すことがあ
る。
【００８５】
　工程４２０において、通知システムは、彼女の配信コンテキストに属するいくつかの要
因を決定することができる。通知システムは、ラ・フォリーが、彼女の家のロケーション
から５６．３３キロメートル（３５マイル）以内にあると決定することができる。通知シ
ステムはまた、彼女のロケーション・データに基づいて決定され得る、ユーザの職場が彼
女の家のロケーションからおよそ４０．２３キロメートル（２５マイル）にあること、お
よび彼女が公共交通機関の近くに位置していないこと、および普段は公共交通機関を利用
しないこと、という決定に基づいて、アリスが車を所有していると思われると決定するこ
とができる。追加として、通知システムは、彼女が３ヶ月前にソーシャル・ネットワーキ
ング・ウェブサイト上で、地域の自動車修理店についてのお勧めの情報を求める要求を投
稿していたと決定することができる。したがって、通知システムは、彼女が車を所有し、
５６．３３キロメートル（３５マイル）の距離が、彼女にとって妥当な移動距離であると
決定することができる。
【００８６】
　通知システムは、ロケーション・データ、およびソーシャル・ネットワーキング・ウェ
ブサイト上のアリスのアクティビティ（例えば、彼女は、ソーシャル・ネットワーキング
・ウェブサイト上で、その週の間出張旅行のためにシカゴにいて、その地域の友達をディ
ナーに招待していることを投稿していた）に基づいて、アリスが現在、彼女の家のロケー
ションから３２１９キロメートル（２０００マイル）離れた都市に出張旅行中であると決
定することができる。通知システムはまた、彼女のカレンダー、およびソーシャル・ネッ
トワーキング・ウェブサイト上での彼女の他のユーザとの会話に基づいて、彼女が金曜日
に飛行機で家に戻ることがスケジュールされていると決定することができる。したがって
、通知システムは、ソーシャル・ネットワーキング・システムによって決定された彼女の
現在のロケーションを考えると、彼女は現在妥当な移動距離内には存在しないが、彼女は
、特別な試食イベントの当日には妥当な移動距離内に存在することになり、したがって、
都合が悪いということに基づいてメッセージを直ちに捨てることはないであろうと決定す
ることができる。
【００８７】
　通知システムはまた、アリスのソーシャル・ネットワーキング・プロフィール、彼女の
フード関連の投稿および写真、フランス料理についての他のユーザの投稿および写真に対
する彼女のコメント、および彼女のよく行くレストランに少なくとも部分的に基づいて、
アリスはフランス料理が大好きであると決定することができる。とりわけ、通知システム
は、週の間のディナータイムの間に彼女のロケーションについて収集された情報、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム上の彼女の投稿および写真、ならびに彼女のクレジッ
ト・カード取引情報に少なくとも部分的に基づいて、彼女が自分の家のロケーションから
半径９６．５６キロメートル（６０マイル）以内のすべてのフランス料理店に行っており
、平均で週に三度ディナーのために外食し、少なくとも週に一度ディナーのためにフラン
ス料理店に行くと決定することができる。追加として、通知システムは、彼女のカレンダ
ー情報、彼女のソーシャル・ネットワーキング・ウェブサイトにアップロードされた投稿
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および写真、ならびにクレジット・カード取引に少なくとも部分的に基づいて、彼女が仕
事で移動する度に、彼女はいつも、移動ロケーション周辺の領域にある少なくとも１つの
フランス料理店の予約をスケジュールすると決定することができる。したがって、通知シ
ステムは、彼女がその特別な試食イベントに非常に関心がある可能性があり、したがって
、そのようなイベントの通知と対話する可能性が非常に高いと決定することができる。
【００８８】
　工程４３０において、通知システムは、履歴サービスから、履歴通知データと順位付け
スコアとを取り出す。通知システムは、アリスのソーシャル・ネットワーキング・アクテ
ィビティ、および一般的なモバイル・デバイス・アクティビティに少なくとも部分的に基
づいて、アリスが通常、ディナー・クラブ・グループから送信されたメッセージに対し非
常に敏感に応答し、メッセージを受信した後平均３分以内に、ディナー・クラブ・グルー
プによって送信されたすべてのメッセージを少なくとも見ていると決定することができる
。限定ではなく、例として、通知システムは、メッセンジャーおよび／もしくはメール・
アプリケーションを開くことを含む、インスタント・メッセンジャー、メール、および／
もしくは音声メール・アプリケーションとの彼女の対話、ならびに３０秒から１分のデバ
イスの非活動状態（それにより、通知システムは、ユーザがメッセージを見ていると決定
する）、または音声メール・メッセージの再生ボタンを押下することに基づいて、彼女が
メッセージを見ていると決定することができる。追加として、通知システムは、彼女が少
なくとも８５％の確率でメッセージに提示されているコンテンツをクリックし、コンテン
ツがフランス料理に関するときには、彼女は１００％の確率でメッセージに提示されてい
るコンテンツをクリックすると決定する。したがって、通知システムは、メッセージの送
信後３分～５分以内に、彼女が特別な試食イベントの通知と対話する可能性が非常に高い
と決定することができる。
【００８９】
　さらに、通知システムは、ロケーション情報に基づいて、アリスが現在映画館内にいて
、かつ追跡情報およびロケーション情報に基づいて、この２時間の間映画館にいたと決定
することができる。追加として、通知システムは、ロケーション情報、モバイル・デバイ
ス・ジャイロスコープ情報、およびモバイル・デバイス設定情報に基づいて、彼女が自分
のモバイル・デバイスをサイレント・モードにしていること、およびモバイル・デバイス
の表が下向きであることを決定することができる。したがって、通知システムは、彼女が
この時間付近で送信されるいずれのメッセージにも応答しそうにないと決定することがで
きる。しかしながら、通知システムは、地域の映画時間データに基づいて、映画があと２
０分で終了すると思われると決定することができる。追加として、通知システムは、履歴
使用データに基づいて、彼女がいつも、映画館を離れた後に、自分のモバイル・デバイス
を直ちにチェックすると決定することができる。したがって、通知システムは、２０分後
に、彼女が自分のモバイル・デバイスをチェックし、通知と対話する可能性がより高くな
るだろうと決定することができる。
【００９０】
　工程４４０において、これらの決定に基づいて、通知システムは、アリスが、ディナー
・クラブ・グループの幹事からのメッセージの通知と対話し、特別な試食イベントの通知
のコンテンツに基づいて行動する非常に高い蓋然性があること、およびコンテンツに関連
付けられている時間の限定を考えると、この通知は緊急であることを決定することができ
る。したがって、通知の高い順位付け、通知のコンテキスト、および履歴データを考える
と、通知ポリシーは、メッセージがすべての利用可能な配信チャネルによってユーザに対
して配信されるべきであることを示す。しかしながら、工程４５０および工程４６０にお
いて、彼女の現在のアクティビティに基づいて、彼女が現在の時点で通知を見そうにない
ので、ポリシーは、少なくとも２０分の間彼女に対する通知の送信を遅らせることを含む
ことができ、その結果、彼女は、映画が終了したと思われる後に通知を受信することにな
り、したがって、通知と直ちに対話し、通知のコンテンツに基づいて行動する可能性が高
いことになる。（工程４７０において）ユーザがＳＭＳメッセージを見たことを示す情報
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が受信されると、今のところまだ開かれていないいずれの電子メールも回収されてよい。
【００９１】
　第３の例では、工程４１０において、通知システムは、所定の数のユーザに対して送信
され得るプロモーションのためのメッセージ（例えば、ユーザの所定のグループに対して
ブロードキャストされるメッセージ）を受信することができ、メッセージは、特定のスト
ア・ロケーションにおけるマックスマーラ閉店大売出しについてユーザに通知し、ここで
は、すべてのアイテムがこの金曜日を皮切りに４０％～７０％オフであり、かつメッセー
ジはこの水曜日に送出されることになっている。
【００９２】
　工程４２０において、通知システムは、アリスのロケーション情報に基づいて、アリス
がそのマックスマーラ・ストアを毎週一度訪問し、各訪問時、普段少なくとも１時間はス
トアに留まると決定することができる。したがって、通知システムは、彼女がマックスマ
ーラの衣類を好み、マックスマーラで行われるあらゆるセールに関心があるだろうと決定
することができる。追加として、通知システムは、彼女のロケーション情報、ソーシャル
・ネットワーキング・ウェブサイトにアップロードされた彼女の投稿および／または写真
、ならびに彼女のクレジット・カード情報に基づいて、彼女が週に一度マックスマーラ・
ストアを訪問していても、彼女は月に一度しかそのストアから衣服を買わないと決定する
ことができる。追加として、通知システムは、部分的にはその衣類の値段の高さが原因で
、彼女が月に一度しかマックスマーラで衣類を買わないと決定することができる。通知シ
ステムは、マックスマーラのウェブサイトからの情報、地域の広告、およびストア情報に
基づいて、マックスマーラが滅多にセールをしないと決定することができる。したがって
、通知システムは、彼女が閉店大売出しに非常に関心がある可能性があり、したがって、
通知は、セールまでの時間の限定された時間長のために、できるだけ早く彼女に対して送
信されるべきであることを結論づける。
【００９３】
　工程４３０において、通知システムは、電子メール通知との彼女の対話に基づいて、ア
リスが広告に関連付けられている電子メールを滅多にクリックしないと決定することがで
きる。とりわけ、通知システムは、彼女がわずか５％の確率でしか電子メール通知に提示
されているリンクおよびコンテンツを見ない、およびクリック・スルーしないと決定する
ことができる。追加として、通知システムは、彼女が受信する電子メール・コンテンツの
量およびタイプの決定に基づいて、彼女が１時間に平均で１０の広告を受信すると決定す
ることができる。したがって、通知システムは、彼女に対して通知を電子メールで送るこ
とは、彼女を通知と対話させ、通知のコンテンツに基づいて行動させるには、あまり効果
的な方法ではない可能性があると決定することができる。しかしながら、通知の緊急性の
ために、通知システムは、彼女が電子メールをチェックし、通知を見る可能性が最も高い
可能性がある１日のうちの時間を決定することができる。例えば、通知システムは、ソー
シャル・ネットワーキング・ウェブページ・アクティビティ、およびサードパーティ・ア
プリケーション・データ（例えば、彼女のソーシャル・ネットワーキング・ウェブページ
にリンクされている電子メール・アプリケーション）に基づいて、彼女がインターネット
をブラウズし、最近の２０くらいの電子メールにざっと目を通すのを好むと決定すること
ができる。追加として、通知システムは、ソーシャル・ネットワーキング・ウェブページ
・アクティビティ、ロケーション・データ、デバイスの使用量および一定のアプリケーシ
ョン（例えば、アラーム・クロック・アプリケーション）との対話を含む、モバイル・デ
バイス・データに基づいて、彼女が普段、平日は１１：００～１１：３０ＰＭの間に就寝
し、週末は１２：３０ＡＭくらいに就寝するのを好むと決定することができる。したがっ
て、通知システムは、電子メールによる広告通知との彼女の限定された対話を考えると、
電子メールによって送信された通知と彼女を対話させる最も効果的な方法は、平日は１１
：００ＰＭくらい、週末は１２：００ＡＭくらいに、彼女に対して通知を送信することで
あると決定することができる。追加として、通知システムは、アリスが、およそ５０％の
確率で広告を含むＳＭＳメッセージと対話し、３０％くらいの確率で広告に関連付けられ



(35) JP 6609318 B2 2019.11.20

10

20

30

40

50

ているコンテンツへのリンクをクリック・スルーすると決定することができる。したがっ
て、通知システムは、ＳＭＳメッセージングが、彼女に対して通知を送信するためのもう
１つの有望なオプションであるが、ユーザ対話の高いチャンスを有しないことがあると決
定することができる。
【００９４】
　通知システムはまた、アリスのカレンダー情報、ソーシャル・ネットワーキング・アク
ティビティ（例えば、彼女がパーティに関するソーシャル・ネットワーキング招待を受け
入れていること、ホリデー・パーティに関する彼女のコメントまたは他のユーザとの議論
）、電子メール情報、および最近のインターネット・ショッピングおよび／またはストア
内ショッピングのアクティビティに少なくとも部分的に基づいて、カレンダー上２週間後
に、アリスが大型休暇パーティを控えていると決定することができる。追加として、通知
システムは、彼女のソーシャル・ネットワーキング情報（例えば、彼女のソーシャル・ネ
ットワーキング・ウェブページ上の以前の投稿またはドレスの写真）、ロケーション情報
、およびクレジット・カード情報に基づいて、彼女がこれまで、毎年、大型休暇パーティ
の前に高級ストアで素敵なドレスを購入していたと決定することができる。したがって、
通知システムは、彼女がドレスのために高級ストアでショッピングすることがあり、した
がって彼女がショッピングをするためにマックスマーラにも訪問する可能性が高いと決定
することができる。したがって、通知システムは、彼女がマックスマーラでの閉店大売出
しに非常に関心があり得ると決定することができる。
【００９５】
　これらの決定に基づいて、通知システムは、アリスがマックスマーラ・セールの通知と
対話し、メッセージの通知のコンテンツに基づいて行動する蓋然性が非常に高いと決定す
ることができる。したがって、工程４４０において、要求の緊急性を考えると、かつ通知
の高い順位付け、通知のコンテキスト、および履歴データを考えると、彼女に対して通知
を送信するためのポリシーは、通知の最大の有効性のために、ＳＭＳを通じて彼女の電話
番号に通知を直ちに送信し、しかし彼女の電子メール・アドレスに対して通知を送信する
のは特定された時間（例えば、平日の１１：３０ＰＭおよび週末の１２：３０ＡＭ）まで
待つことであってよい。工程４７０において、アリスがＳＭＳメッセージを見て、セール
についてのマックスマーラのウェブページに行くためにリンクをクリックしたという標識
を通知システムが受信すると、通知システムは、彼女が直ちに購入をした場合に、彼女に
対して電子メールを送信するのを控えることができる。
【００９６】
　第４の例では、工程４１０において、通知システムは、ユーザの大きなグループに対し
て送信されるプロモーションのための通知（例えば、ショッピング客の所定のグループに
対してブロードキャストされるメッセージ）を受信することができ、メッセージは、ブル
ーミングデールでの、すべての女性用のコートおよび靴に対する１０％オフのクーポンに
ついてユーザに通知する。
【００９７】
　工程４２０において、通知システムは、アリスのロケーション情報、彼女のソーシャル
・ネットワーキング・チェックインおよび投稿、ならびに彼女のクレジット・カード情報
に少なくとも部分的に基づいて、アリスがしばしばスタンフォード・モールを訪問するも
のの、スタンフォード・モールにいるとき、通常はブルーミングデールを訪問しないと決
定することができる。追加として、通知システムは、カレンダー情報、地域の気象情報、
彼女のロケーション・データ、および彼女のソーシャル・ネットワーキング・ウェブペー
ジ・データ（例えば、いかによい天気であったか、どのような種類の靴および衣服を彼女
が身につけていたか、などの彼女の投稿）に少なくとも部分的に基づいて、今はパロ・ア
ルトにおいて２月であること、およびその気象がこの３週間７０度台後半であることを決
定することができる。したがって、通知システムは、彼女が、女性用のコートおよび靴に
ついてのブルーミングデールのクーポンには特に関心がない可能性があり、したがって、
彼女がブルーミングデールのクーポンを含む通知と対話することは低い確率であり得るこ
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とを結論づけることができる。
【００９８】
　追加として、通知システムは、彼女のカレンダー情報、ロケーション情報、ソーシャル
・ネットワーキング・ウェブページ情報（例えば、彼女がハワイにいる写真および／また
は更新を投稿していること）、ならびに他のソーシャル媒体情報（例えば、ツイッター（
登録商標）からの情報）に基づいて、彼女が休暇でハワイにおり、そのセールが終わった
後に帰ってくることになると決定することができる。追加として、工程４３０において、
通知システムは、彼女のモバイル・デバイス上で広告する通知を、無視する、および／ま
たは積極的に削除する／ブロックする彼女の以前の対話に基づいて、彼女がいずれのベン
ダーからのいずれの種類のクーポンも滅多にクリックしないと決定することができ、その
ような情報は、広告に対する彼女の以前の応答についてのソーシャル・ネットワーキング
・システムのデータ、およびサードパーティ・システムのデータに少なくとも部分的に基
づいて決定される。したがって、通知システムは、彼女がブルーミングデールからの１０
％オフのクーポンを備える通知と対話することは極めて可能性が低いことを結論づけるこ
とができる。
【００９９】
　これらの決定に基づいて、通知システムは、アリスがともかくブルーミングデールから
のクーポンを備える通知と対話することは非常に低い蓋然性であること、および彼女が通
知のコンテンツに基づいて行動することは非常に低い蓋然性であることを決定することが
できる。したがって、通知のより低い順位付け、通知のコンテキスト、および履歴データ
を考えると、通知システムは、彼女が通知と対話する蓋然性を増加させることにおいて、
特定の戦略が役に立つことはないと決定する。実際に、履歴データに基づいて、工程４４
０において、通知システムは、彼女が一般的にこれらの通知を無視すること、およびいく
つかのケースでは、広告に関するこれらの通知のうちのいくつかを積極的にブロックする
ことになると決定することができる（工程４５０）。したがって、この通知を彼女に対し
て配信するためのポリシーは、最も気をそらさない方法で（例えば、彼女がソーシャル・
ネットワーキング・アプリケーションにログインしているときは、ニュース・フィードに
おいて一度だけそれを表示することによって）彼女に対して単にメッセージを送信するこ
と、および任意の他の媒体を使用しないこと、またはこのユーザに関連付けられている任
意の他のエンドポイントに対して送信しないことであってよい。
【０１００】
　しかしながら、（工程４７０において）アリスが実際にリンクをクリックし、彼女の兄
弟のアドレスに発送されるようにギフト・ラッピングされた子供用の衣類を購入したとい
う情報が受信された場合、工程４８０で、通知システムは、この新しい情報で、履歴通知
データと順位付けスコアとを更新することができる。
【０１０１】
　特定の実施形態は、適切な場合には、図４の方法の１つまたは複数の工程を繰り返し得
る。本開示は、図４の方法の特定の工程を特定の順序で発生するものとして説明し、示し
ているが、本開示は、図４の方法の任意の適切な工程が任意の適切な順序で発生すること
を想定している。その上、本開示は、図４の方法の特定の工程を含む、ユーザが気づく態
様で通知配信を操作するための方法のための例示的な方法を説明し、示しているが、本開
示は、適切な場合には、図４の方法の工程の全部を含んでも、一部を含んでも、または全
く含まなくてもよい、任意の適切な工程を含む、ユーザが気づく態様で通知配信を操作す
るための方法のための任意の適切な方法を想定している。さらに、本開示は、図４の方法
の特定の工程を実行する特定のコンポーネント、デバイス、またはシステムを説明し、示
しているが、本開示は、図４の方法の任意の適切な工程を実行する任意の適切なコンポー
ネント、デバイス、またはシステムの任意の適切な組合せを想定している。
【０１０２】
　特定の実施形態において、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザが自分
のニュース・フィードにおいて見逃したらしい一定のストーリをユーザが見るようになる
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蓋然性を増加させるために、通知を送信することができる。そのような通知は、そのスト
ーリとのユーザの親和性と、可能性のあるコンバージョン・スコアとに基づいて組み合わ
されたスコアが、特定の閾値を超えるときにのみ送信されてよい。いくつかの実施形態に
おいて、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザが特定のストーリを見たか
どうかを周期的にチェックし、そのストーリについての組み合わされたスコアを更新し、
次いで通知が送信されるべきかどうか（例えば、更新された組み合わされたスコアが閾値
を超える時点）を決定することができる。
【０１０３】
　図５は、例示的なコンピュータ・システム５００を示している。特定の実施形態におい
ては、１つまたは複数のコンピュータ・システム５００が、本明細書において記述されて
いるまたは示されている１つまたは複数の方法の１つまたは複数の工程を実行する。特定
の実施形態においては、１つまたは複数のコンピュータ・システム５００が、本明細書に
おいて記述されているまたは示されている機能を提供する。特定の実施形態においては、
１つまたは複数のコンピュータ・システム５００上で稼働するソフトウェアが、本明細書
において記述されているもしくは示されている１つもしくは複数の方法の１つもしくは複
数の工程を実行し、または本明細書において記述されているもしくは示されている機能を
提供する。特定の実施形態は、１つまたは複数のコンピュータ・システム５００の１つま
たは複数の部分を含む。本明細書においては、コンピュータ・システムへの言及は、適切
な場合には、コンピューティング・デバイスを包含することができる。その上、コンピュ
ータ・システムへの言及は、適切な場合には、１つまたは複数のコンピュータ・システム
を包含することができる。
【０１０４】
　本開示は、任意の適切な数のコンピュータ・システム５００を想定している。本開示は
、任意の適切な物理的な形態を取るコンピュータ・システム５００を想定している。限定
ではなく、例として、コンピュータ・システム５００は、組み込みコンピュータ・システ
ム、システムオンチップ（ＳＯＣ）、シングルボード・コンピュータ・システム（ＳＢＣ
）（例えば、コンピュータオンモジュール（ＣＯＭ）もしくはシステムオンモジュール（
ＳＯＭ）など）、デスクトップ・コンピュータ・システム、ラップトップもしくはノート
ブック・コンピュータ・システム、インタラクティブ・キオスク、メインフレーム、コン
ピュータ・システムのメッシュ、モバイル電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、サーバ、タブ
レット・コンピュータ・システム、またはこれらのうちの複数の組合せであることが可能
である。適切な場合には、コンピュータ・システム５００は、１つもしくは複数のコンピ
ュータ・システム５００を含むこと、単一型もしくは分散型であること、複数のロケーシ
ョンにわたること、複数のマシンにわたること、複数のデータセンタにわたること、また
は、クラウド（１つもしくは複数のネットワーク内の１つもしくは複数のクラウド・コン
ポーネントを含むことができる）内に常駐することが可能である。適切な場合には、１つ
または複数のコンピュータ・システム５００は、本明細書において記述されているまたは
示されている１つまたは複数の方法の１つまたは複数の工程を、実質的な空間上のまたは
時間上の制限を伴わずに実行することができる。限定ではなく、例として、１つまたは複
数のコンピュータ・システム５００は、本明細書において記述されているまたは示されて
いる１つまたは複数の方法の１つまたは複数の工程をリアル・タイムで、またはバッチ・
モードで実行することができる。１つまたは複数のコンピュータ・システム５００は、適
切な場合には、本明細書において記述されているまたは示されている１つまたは複数の方
法の１つまたは複数の工程を別々の時点で、または別々のロケーションで実行することが
できる。
【０１０５】
　特定の実施形態においては、コンピュータ・システム５００は、プロセッサ５０２、メ
モリ５０４、ストレージ５０６、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース５０８、通信イン
タフェース５１０、およびバス５１２を含む。本開示は、特定の数の特定のコンポーネン
トを特定の構成で有する特定のコンピュータ・システムについて記述し、示しているが、
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本開示は、任意の適切な数の任意の適切なコンポーネントを任意の適切な構成で有する任
意の適切なコンピュータ・システムを想定している。
【０１０６】
　特定の実施形態においては、プロセッサ５０２は、コンピュータ・プログラムを構成し
ている命令などの命令を実行するためのハードウェアを含む。限定ではなく、例として、
命令を実行するために、プロセッサ５０２は、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ５
０４、またはストレージ５０６から命令を取り出し（またはフェッチし）、それらの命令
をデコードして実行し、次いで、１つまたは複数の結果を内部レジスタ、内部キャッシュ
、メモリ５０４、またはストレージ５０６に書き込むことができる。特定の実施形態にお
いては、プロセッサ５０２は、データ、命令、またはアドレスのための１つまたは複数の
内部キャッシュを含むことができる。本開示は、適切な場合には、任意の適切な数の任意
の適切な内部キャッシュを含むプロセッサ５０２を想定している。限定ではなく、例とし
て、プロセッサ５０２は、１つまたは複数の命令キャッシュ、１つまたは複数のデータ・
キャッシュ、および１つまたは複数の変換ルックアサイド・バッファ（ＴＬＢ）を含むこ
とができる。命令キャッシュ内の命令は、メモリ５０４またはストレージ５０６内の命令
のコピーであることが可能であり、命令キャッシュは、プロセッサ５０２によるそれらの
命令の取り出しをスピードアップすることができる。データ・キャッシュ内のデータは、
プロセッサ５０２において実行される命令が機能する際に基づくメモリ５０４もしくはス
トレージ５０６内のデータのコピー、プロセッサ５０２において実行される後続の命令に
よるアクセスのための、もしくはメモリ５０４もしくはストレージ５０６への書き込みの
ためのプロセッサ５０２において実行された以前の命令の結果、またはその他の適切なデ
ータであることが可能である。データ・キャッシュは、プロセッサ５０２による読み取り
動作または書き込み動作をスピードアップすることができる。ＴＬＢは、プロセッサ５０
２のための仮想アドレス変換をスピードアップすることができる。特定の実施形態におい
ては、プロセッサ５０２は、データ、命令、またはアドレスのための１つまたは複数の内
部レジスタを含むことができる。本開示は、適切な場合には、任意の適切な数の任意の適
切な内部レジスタを含むプロセッサ５０２を想定している。適切な場合には、プロセッサ
５０２は、１つまたは複数の演算ロジック・ユニット（ＡＬＵ）を含むこと、マルチコア
・プロセッサであること、または１つもしくは複数のプロセッサ５０２を含むことが可能
である。本開示は、特定のプロセッサについて記述し、示しているが、本開示は、任意の
適切なプロセッサを想定している。
【０１０７】
　特定の実施形態においては、メモリ５０４は、プロセッサ５０２が実行するための命令
、またはプロセッサ５０２が機能する際に基づくデータを記憶するためのメイン・メモリ
を含む。限定ではなく、例として、コンピュータ・システム５００は、命令をストレージ
５０６または別のソース（例えば、別のコンピュータ・システム５００など）からメモリ
５０４にロードすることができる。次いでプロセッサ５０２は、命令をメモリ５０４から
内部レジスタまたは内部キャッシュにロードすることができる。命令を実行するために、
プロセッサ５０２は、命令を内部レジスタまたは内部キャッシュから取り出し、それらの
命令をデコードすることができる。命令の実行中または実行後に、プロセッサ５０２は、
１つまたは複数の結果（それらは、中間の結果または最終的な結果である場合がある）を
内部レジスタまたは内部キャッシュに書き込むことができる。次いでプロセッサ５０２は
、それらの結果のうちの１つまたは複数をメモリ５０４に書き込むことができる。特定の
実施形態においては、プロセッサ５０２は、（ストレージ５０６またはその他の場所では
なく）１つもしくは複数の内部レジスタもしくは内部キャッシュ内の、またはメモリ５０
４内の命令のみを実行し、（ストレージ５０６またはその他の場所ではなく）１つもしく
は複数の内部レジスタもしくは内部キャッシュ内の、またはメモリ５０４内のデータ上で
のみ機能する。１つまたは複数のメモリ・バス（それらはそれぞれ、アドレス・バスおよ
びデータ・バスを含むことができる）は、プロセッサ５０２をメモリ５０４に結合するこ
とができる。バス５１２は、以降で記述されているような１つまたは複数のメモリ・バス
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を含むことができる。特定の実施形態においては、１つまたは複数のメモリ管理ユニット
（ＭＭＵ）が、プロセッサ５０２とメモリ５０４との間に常駐し、プロセッサ５０２によ
って要求されるメモリ５０４へのアクセスを容易にする。特定の実施形態においては、メ
モリ５０４は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含む。このＲＡＭは、適切な場
合には、揮発性メモリであることが可能である。適切な場合には、このＲＡＭは、ダイナ
ミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）またはスタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）であることが可能であ
る。その上、適切な場合には、このＲＡＭは、シングルポートＲＡＭまたはマルチポート
ＲＡＭであることが可能である。本開示は、任意の適切なＲＡＭを想定している。メモリ
５０４は、適切な場合には、１つまたは複数のメモリ５０４を含むことができる。本開示
は、特定のメモリについて記述し、示しているが、本開示は、任意の適切なメモリを想定
している。
【０１０８】
　特定の実施形態においては、ストレージ５０６は、データまたは命令のためのマス・ス
トレージを含む。限定ではなく、例として、ストレージ５０６は、ハード・ディスク・ド
ライブ（ＨＤＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク・ドライブ、フラッシュ・メモリ、
光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、またはユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳ
Ｂ）ドライブ、またはこれらのうちの複数の組合せを含むことができる。ストレージ５０
６は、適切な場合には、取り外し可能なまたは取り外し不能な（すなわち、固定された）
媒体を含むことができる。ストレージ５０６は、適切な場合には、コンピュータ・システ
ム５００の内部または外部に存在することが可能である。特定の実施形態においては、ス
トレージ５０６は、不揮発性のソリッドステート・メモリである。特定の実施形態におい
ては、ストレージ５０６は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含む。適切な場合には、こ
のＲＯＭは、マスクプログラムＲＯＭ、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能Ｐ
ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、電気的書替え可能Ｒ
ＯＭ（ＥＡＲＯＭ）、またはフラッシュ・メモリ、またはこれらのうちの複数の組合せで
あることが可能である。本開示は、任意の適切な物理的な形態を取るマス・ストレージ５
０６を想定している。ストレージ５０６は、適切な場合には、プロセッサ５０２とストレ
ージ５０６との間における通信を容易にする１つまたは複数のストレージ・コントロール
・ユニットを含むことができる。適切な場合には、ストレージ５０６は、１つまたは複数
のストレージ５０６を含むことができる。本開示は、特定のストレージについて記述し、
示しているが、本開示は、任意の適切なストレージを想定している。
【０１０９】
　特定の実施形態においては、Ｉ／Ｏインタフェース５０８は、コンピュータ・システム
５００と１つまたは複数のＩ／Ｏデバイスとの間における通信のための１つまたは複数の
インタフェースを提供するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。コンピ
ュータ・システム５００は、適切な場合には、これらのＩ／Ｏデバイスのうちの１つまた
は複数を含むことができる。これらのＩ／Ｏデバイスのうちの１つまたは複数は、人とコ
ンピュータ・システム５００との間における通信を可能にすることができる。限定ではな
く、例として、Ｉ／Ｏデバイスは、キーボード、キーパッド、マイクロフォン、モニタ、
マウス、プリンタ、スキャナ、スピーカ、スチル・カメラ、スタイラス、タブレット、タ
ッチ・スクリーン、トラックボール、映像カメラ、別の適切なＩ／Ｏデバイス、またはこ
れらのうちの複数の組合せを含むことができる。Ｉ／Ｏデバイスは、１つまたは複数のセ
ンサを含むことができる。本開示は、任意の適切なＩ／Ｏデバイス、およびそれらのＩ／
Ｏデバイスのための任意の適切なＩ／Ｏインタフェース５０８を想定している。適切な場
合には、Ｉ／Ｏインタフェース５０８は、プロセッサ５０２がこれらのＩ／Ｏデバイスの
うちの１つまたは複数を駆動することを可能にする１つまたは複数のデバイス・ドライバ
またはソフトウェア・ドライバを含むことができる。Ｉ／Ｏインタフェース５０８は、適
切な場合には、１つまたは複数のＩ／Ｏインタフェース５０８を含むことができる。本開
示は、特定のＩ／Ｏインタフェースについて記述し、示しているが、本開示は、任意の適
切なＩ／Ｏインタフェースを想定している。
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【０１１０】
　特定の実施形態においては、通信インタフェース５１０は、コンピュータ・システム５
００と、１つもしくは複数のその他のコンピュータ・システム５００または１つもしくは
複数のネットワークとの間における通信（例えば、パケットベースの通信など）のための
１つまたは複数のインタフェースを提供するハードウェア、ソフトウェア、またはその両
方を含む。限定ではなく、例として、通信インタフェース５１０は、イーサネット（登録
商標）もしくはその他の有線ベースのネットワークと通信するためのネットワーク・イン
タフェース・コントローラ（ＮＩＣ）もしくはネットワーク・アダプタ、またはＷＩ－Ｆ
Ｉネットワークなどの無線ネットワークと通信するための無線ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）もしく
は無線アダプタを含むことができる。本開示は、任意の適切なネットワーク、およびその
ネットワークのための任意の適切な通信インタフェース５１０を想定している。限定では
なく、例として、コンピュータ・システム５００は、アド・ホック・ネットワーク、パー
ソナル・エリア・ネットワーク（ＰＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）
、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（
ＭＡＮ）、またはインターネットの１つまたは複数の部分、またはこれらのうちの複数の
組合せと通信することができる。これらのネットワークのうちの１つまたは複数の１つま
たは複数の部分は、有線または無線であることが可能である。例として、コンピュータ・
システム５００は、無線ＰＡＮ（ＷＰＡＮ）（例えば、ブルートゥースＷＰＡＮなど）、
ＷＩ－ＦＩネットワーク、ＷＩ－ＭＡＸネットワーク、セルラー電話ネットワーク（例え
ば、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ（登録商
標））ネットワークなど）、またはその他の適切な無線ネットワーク、またはこれらのう
ちの複数の組合せと通信することができる。コンピュータ・システム５００は、適切な場
合には、これらのネットワークのうちの任意のネットワークのための任意の適切な通信イ
ンタフェース５１０を含むことができる。通信インタフェース５１０は、適切な場合には
、１つまたは複数の通信インタフェース５１０を含むことができる。本開示は、特定の通
信インタフェースについて記述し、示しているが、本開示は、任意の適切な通信インタフ
ェースを想定している。
【０１１１】
　特定の実施形態においては、バス５１２は、コンピュータ・システム５００のコンポー
ネント同士を互いに結合するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。限定
ではなく、例として、バス５１２は、アクセラレイティッド・グラフィックス・ポート（
ＡＧＰ）もしくはその他のグラフィックス・バス、エンハンスト・インダストリー・スタ
ンダード・アーキテクチャ（ＥＩＳＡ）バス、フロントサイド・バス（ＦＳＢ）、ハイパ
ートランスポート（ＨＴ）インターコネクト、インダストリー・スタンダード・アーキテ
クチャ（ＩＳＡ）バス、インフィニバンド・インターコネクト、ローピンカウント（ＬＰ
Ｃ）バス、メモリ・バス、マイクロ・チャネル・アーキテクチャ（ＭＣＡ）バス、ペリフ
ェラル・コンポーネント・インターコネクト（ＰＣＩ）バス、ＰＣＩエクスプレス（ＰＣ
Ｉｅ）バス、シリアル・アドバンスト・テクノロジー・アタッチメント（ＳＡＴＡ）バス
、ビデオ・エレクトロニクス・スタンダーズ・アソシエーション・ローカル（ＶＬＢ）バ
ス、または別の適切なバス、またはこれらのうちの複数の組合せを含むことができる。バ
ス５１２は、適切な場合には、１つまたは複数のバス５１２を含むことができる。本開示
は、特定のバスについて記述し、示しているが、本開示は、任意の適切なバスまたはイン
ターコネクトを想定している。
【０１１２】
　本明細書においては、１つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、適切
な場合には、１つもしくは複数の半導体ベースのもしくはその他の集積回路（ＩＣ）（例
えば、フィールドプログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）もしくは特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）など）、ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）、ハイブリッド・ハ
ード・ドライブ（ＨＨＤ）、光ディスク、光ディスク・ドライブ（ＯＤＤ）、光磁気ディ
スク、光磁気ドライブ、フロッピー（登録商標）・ディスケット、フロッピー（登録商標
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）・ディスク・ドライブ（ＦＤＤ）、磁気テープ、ソリッドステート・ドライブ（ＳＳＤ
）、ＲＡＭドライブ、セキュア・デジタル・カードもしくはドライブ、その他の任意の適
切な非一時的なコンピュータ可読記憶媒体、またはこれらのうちの複数の組合せを含むこ
とができる。非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、適切な場合には、揮発性、不揮発
性、または揮発性と不揮発性の組合せであることが可能である。
【０１１３】
　本明細書においては、「または（もしくは）」は、包含的であり、排他的ではない（た
だし、そうではないことが明示されている場合、または、そうではないことが文脈によっ
て示されている場合は除く）。したがって、本明細書においては、「ＡまたはＢ」は、「
Ａ、Ｂ、またはその両方」を意味する（ただし、そうではないことが明示されている場合
、または、そうではないことが文脈によって示されている場合は除く）。その上、「およ
び（ならびに）」は、包括的および個別的の両方である（ただし、そうではないことが明
示されている場合、または、そうではないことが文脈によって示されている場合は除く）
。したがって、本明細書においては、「ＡおよびＢ」は、「まとめて、または個別に、Ａ
およびＢ」を意味する（ただし、そうではないことが明示されている場合、または、そう
ではないことが文脈によって示されている場合は除く）。
【０１１４】
　本開示の範囲は、当技術分野における標準的な技術者が理解するであろう、本明細書に
おいて記述されているまたは示されている例示的な実施形態に対するすべての変更、置換
、変形、改変、および修正を包含する。本開示の範囲は、本明細書において記述されてい
るまたは示されている例示的な実施形態に限定されない。その上、本開示は、本願明細書
におけるそれぞれの実施形態を、特定のコンポーネント、要素、特徴、機能、動作、また
は工程を含むものとして記述し、示しているが、これらの実施形態のうちのいずれも、当
技術分野における標準的な技術者が理解するであろう、本願明細書の任意の箇所において
説明されているまたは記述されているコンポーネント、要素、特徴、機能、動作、または
工程のうちの任意のものの任意の組合せまたは順列を含むことができる。さらに、特定の
機能を実行するように適合されている、実行するようにアレンジされている、実行するこ
とができる、実行するように構成されている、実行することを可能にされている、実行す
るように機能できる、または実行するように機能する装置もしくはシステム、または装置
もしくはシステムのコンポーネントへの添付の特許請求の範囲における言及は、その装置
、システム、コンポーネント、またはその特定の機能が、アクティブ化されているか否か
、オンにされているか否か、またはロック解除されているか否かを問わず、その装置、シ
ステム、またはコンポーネントが、そうするように適合されている、そうするようにアレ
ンジされている、そうすることができる、そうするように構成されている、そうすること
を可能にされている、そうするように機能できる、またはそうするように機能する限り、
その装置、システム、コンポーネントを包含する。
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