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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティング・デバイスが、メッセージの少なくとも一部分に対して感情解析を
実施するために前記メッセージを解析する工程であって、前記メッセージは、前記メッセ
ージの著者によって前記メッセージの受取人に対して作成され、前記メッセージは、前記
メッセージ内で述べられているターゲットに関連付けられており、前記メッセージ内で述
べられている前記ターゲットは、前記メッセージの受取人以外の前記メッセージ内で述べ
られている人であり、前記メッセージ内で述べられている前記ターゲットは、前記メッセ
ージの著者とソーシャル関係を有しており、前記ソーシャル関係は、ソーシャル・グラフ
に基づいて決定され、前記ソーシャル・グラフは、前記メッセージの前記著者および前記
メッセージ内で述べられている前記ターゲットに対応するソーシャル・グラフ・ノードと
、前記ソーシャル・グラフ・ノード同士をつなげるソーシャル・グラフ・エッジと、を備
える、工程と、
　前記コンピューティング・デバイスが、前記メッセージの前記少なくとも一部分に関連
付けられている１以上の感情を識別する工程と、
　前記コンピューティング・デバイスが、前記メッセージの著者と前記メッセージ内で述
べられている前記ターゲットとの間の前記ソーシャル関係に基づくとともに、提案された
イデオグラムとは異なる前記著者が手動により選択した前記メッセージの著者による以前
のイデオグラムの入力にさらに基づいて、１以上のイデオグラムを決定する工程であって
、各イデオグラムは、識別された感情に対応する、工程と、
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　前記コンピューティング・デバイスが、決定された前記１以上のイデオグラムのうちの
１以上を提案する工程と、を備える方法。
【請求項２】
　前記イデオグラムの少なくとも１つを前記メッセージ内に挿入する工程をさらに備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記イデオグラムの前記少なくとも１つは、前記イデオグラムの前記少なくとも１つの
ためのメタデータを含み、前記メタデータは、前記イデオグラムについての説明テキスト
、前記イデオグラムに置き換えられた、著者によってタイプ入力されたテキスト、または
前記イデオグラムの前記著者の使用に関連付けられているデータを含む、請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記メッセージの前記少なくとも一部分に関連する前記イデオグラムのうちの１以上の
ユーザ選択を受け取る工程と、
　ユーザ特有の辞書内に、ユーザ選択された１以上の前記イデオグラムと前記メッセージ
の前記少なくとも一部分との間の関連付けを保存する工程とをさらに備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　関連付けを保存する前記工程は、
　前記関連付けと共に、前記メッセージのためのメタデータを保存する工程を備える、請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記感情解析は、前記メッセージの著者に関連付けられているソーシャル・ネットワー
キング情報、前記メッセージの著者と前記メッセージのターゲットとの間のソーシャル・
ネットワーキング関係に関連付けられている情報、前記メッセージの著者についてのイデ
オグラム使用履歴、またはソーシャル・ネットワーキング・システムの他のユーザについ
てのイデオグラム使用履歴に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　１以上の感情を識別する前記工程は、識別された前記感情の各々についてスコアを決定
する工程を備え、前記イデオグラムの各々は、感情に対応する少なくとも１つのスコアに
関連付けられ、前記イデオグラムに関連付けられている前記少なくとも１つのスコアは、
指定された許容差内で識別された前記感情の少なくとも１つについてのスコアに相関する
、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　１以上のイデオグラムを提案する前記工程は、
　前記メッセージ内に挿入するために前記ユーザが選択するための前記１以上のイデオグ
ラムを提供する工程、または、
　前記メッセージの前記少なくとも一部分に対して置き換えるために前記１以上のイデオ
グラムを提案する工程を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　１以上のイデオグラムを提案する前記工程は、
　情動範囲にソートされた前記１以上のイデオグラムを提示する工程を備える、請求項８
に記載の方法。
【請求項１０】
　ソフトウェアを含む１以上のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体であって、
前記ソフトウェアは、実行されたとき、
　メッセージの少なくとも一部分に対して感情解析を実施するために前記メッセージを解
析する工程であって、前記メッセージは、前記メッセージの著者によって前記メッセージ
の受取人に対して作成され、前記メッセージは、前記メッセージ内で述べられているター
ゲットに関連付けられており、前記メッセージ内で述べられている前記ターゲットは、前
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記メッセージの受取人以外の前記メッセージ内で述べられている人であり、前記メッセー
ジ内で述べられている前記ターゲットは、前記メッセージの著者とソーシャル関係を有し
ており、前記ソーシャル関係は、ソーシャル・グラフに基づいて決定され、前記ソーシャ
ル・グラフは、前記メッセージの前記著者および前記メッセージ内で述べられている前記
ターゲットに対応するソーシャル・グラフ・ノードと、前記ソーシャル・グラフ・ノード
同士をつなげるソーシャル・グラフ・エッジと、を備える、工程と、
　前記メッセージの前記少なくとも一部分に関連付けられている１以上の感情を識別する
工程と、
　前記メッセージの著者と前記メッセージ内で述べられている前記ターゲットとの間の前
記ソーシャル関係に基づくとともに、提案されたイデオグラムとは異なる前記著者が手動
により選択した前記メッセージの著者による以前のイデオグラムの入力にさらに基づいて
、１以上のイデオグラムを決定する工程であって、各イデオグラムは、識別された感情に
対応する、工程と、
　決定された前記１以上のイデオグラムのうちの１以上を提案する工程と、が行われるよ
うに構成される、媒体。
【請求項１１】
　実行されたとき、前記イデオグラムの少なくとも１つを前記メッセージ内に挿入する工
程が行われるように構成される、ソフトウェアをさらに含む、請求項１０に記載の媒体。
【請求項１２】
　前記イデオグラムの前記少なくとも１つは、前記イデオグラムの前記少なくとも１つの
ためのメタデータを含み、前記メタデータは、前記イデオグラムについての説明テキスト
、前記イデオグラムに置き換えられた、著者によってタイプ入力されたテキスト、または
前記イデオグラムの前記著者の使用に関連付けられているデータを含む、請求項１１に記
載の媒体。
【請求項１３】
　実行されたとき、
　前記メッセージの前記少なくとも一部分に関連する前記イデオグラムのうちの１以上の
ユーザ選択を受け取る工程と、
　ユーザ特有の辞書内に、ユーザ選択された１以上の前記イデオグラムと前記メッセージ
の前記少なくとも一部分との間の関連付けを保存する工程とが行われるように構成される
、ソフトウェアをさらに含む、請求項１０に記載の媒体。
【請求項１４】
　実行されたとき、関連付けを保存する前記工程が行われるように構成される前記ソフト
ウェアは、実行されたとき、前記関連付けと共に、前記メッセージのためのメタデータを
保存する工程が行われるように構成されるソフトウェアを含む、請求項１３に記載の媒体
。
【請求項１５】
　前記感情解析は、前記メッセージの著者に関連付けられているソーシャル・ネットワー
キング情報、前記メッセージの著者と前記メッセージのターゲットとの間のソーシャル・
ネットワーキング関係に関連付けられている情報、前記メッセージの著者についてのイデ
オグラム使用履歴、またはソーシャル・ネットワーキング・システムの他のユーザについ
てのイデオグラム使用履歴に基づく、請求項１０に記載の媒体。
【請求項１６】
　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、前記命令を実行したとき、
　メッセージの少なくとも一部分に対して感情解析を実施するために前記メッセージを解
析する工程であって、前記メッセージは、前記メッセージの著者によって前記メッセージ
の受取人に対して作成され、前記メッセージは、前記メッセージ内で述べられているター
ゲットに関連付けられており、前記メッセージ内で述べられている前記ターゲットは、前
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記メッセージの受取人以外の前記メッセージ内で述べられている人であり、前記メッセー
ジ内で述べられている前記ターゲットは、前記メッセージの著者とソーシャル関係を有し
ており、前記ソーシャル関係は、ソーシャル・グラフに基づいて決定され、前記ソーシャ
ル・グラフは、前記メッセージの前記著者および前記メッセージ内で述べられている前記
ターゲットに対応するソーシャル・グラフ・ノードと、前記ソーシャル・グラフ・ノード
同士をつなげるソーシャル・グラフ・エッジと、を備える、工程と、
　前記メッセージの前記少なくとも一部分に関連付けられている１以上の感情を識別する
工程と、
　前記メッセージの著者と前記メッセージ内で述べられている前記ターゲットとの間の前
記ソーシャル関係に基づくとともに、提案されたイデオグラムとは異なる前記著者が手動
により選択した前記メッセージの著者による以前のイデオグラムの入力にさらに基づいて
、１以上のイデオグラムを決定する工程であって、各イデオグラムは、識別された感情に
対応する、工程と、
　決定された前記１以上のイデオグラムのうちの１以上を提案する工程と、が行われるよ
うに構成される、システム。
【請求項１７】
　前記感情解析は、前記メッセージの著者に関連付けられているソーシャル・ネットワー
キング情報、前記メッセージの著者と前記メッセージのターゲットとの間のソーシャル・
ネットワーキング関係に関連付けられている情報、前記メッセージの著者についてのイデ
オグラム使用履歴、またはソーシャル・ネットワーキング・システムの他のユーザについ
てのイデオグラム使用履歴に基づく、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記命令を実行したとき１以上の感情を識別する前記工程が行われるように構成される
前記プロセッサは、前記命令を実行したとき、
　識別された前記感情の各々についてスコアを決定する工程であって、前記イデオグラム
の各々は、感情に対応する少なくとも１つのスコアに関連付けられ、前記イデオグラムに
関連付けられている前記少なくとも１つのスコアは、指定された許容差内で識別された前
記感情の少なくとも１つについてのスコアに相関する、工程が行われるように構成される
プロセッサを備える、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記命令を実行したとき１以上のイデオグラムを提案する前記工程が行われるように構
成される前記プロセッサは、前記命令を実行したとき、
　前記メッセージ内に挿入するために前記ユーザが選択するための前記１以上のイデオグ
ラムを提供する工程、または、
　前記メッセージの前記少なくとも一部分に対して置き換えるために前記１以上のイデオ
グラムを提案する工程が行われるように構成されるプロセッサを備える、請求項１６に記
載のシステム。
【請求項２０】
　前記命令を実行したとき１以上のイデオグラムを提案する前記工程が行われるように構
成される前記プロセッサは、前記命令を実行したとき、
　情動範囲にソートされた前記１以上のイデオグラムを提示する工程が行われるように構
成される前記プロセッサを備える、請求項１９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、コンピューティング・デバイス上でのコンテンツの提示に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザからの入力と共に、ソーシャル・
ネットワーキング・システム内でそのユーザに関連付けられているユーザ・プロフィール
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を作成し記憶する。ユーザ・プロフィールは、人口統計情報、通信チャネル情報、および
ユーザの個人的関心に関する情報を含んでもよい。また、ソーシャル・ネットワーキング
・システムは、ユーザからの入力と共に、ソーシャル・ネットワーキング・システムの他
のユーザとのユーザの関係の記録を作成および記憶し、サービス（たとえば、ウォール投
稿、写真の共有、イベントの主催、メッセージング、試合、または広告）を提供し、ユー
ザ間またはユーザの間でのソーシャル対話を容易にする。
【０００３】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムは、１つまたは複数のネットワークを通じて
、そのサービスに関係するコンテンツまたはメッセージをユーザのモバイル・デバイスま
たは他のコンピューティング・デバイスに送ることができる。ユーザは、そのユーザのユ
ーザ・プロフィールおよびソーシャル・ネットワーキング・システム内の他のデータにア
クセスするために、ユーザのモバイル・デバイスまたは他のコンピューティング・デバイ
ス上にアプリケーションを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、そのユーザにつながっている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、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、ユーザ
に対して表示するために生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１Ａ】テキスト・メッセージ・スレッドがテキスト内にイデオグラムを含むモバイル
・デバイスの図。
【図１Ｂ】テキスト・メッセージ・スレッドおよびテキスト入力領域が表示され、ユーザ
が、ユニコード・イデオグラムの表示をトリガするためにキャラクタをタイプ入力してい
るモバイル・デバイスの図。
【図１Ｃ】テキスト・メッセージ・スレッドおよびテキスト入力領域を示し、プルダウン
・メニューがイデオグラムのステッカ・パックを表示しているモバイル・デバイスの図。
【図２Ａ】ソーシャル・ネットワーク・ニュースフィードがステータス更新内にイデオグ
ラムを含む他のユーザからのステータス更新メッセージを表示しているモバイル・デバイ
スの図。
【図２Ｂ】ユーザがイデオグラムをテキスト・ステータス更新内に挿入することができる
ステータス更新ユーザ・インターフェースを表示するモバイル・デバイスの図。
【図２Ｃ】ソーシャル・ネットワーク・ニュースフィードが、特定のイデオグラムを含む
更新だけのためにフィルタリングされる他のユーザからのステータス更新メッセージを表
示しているモバイル・デバイスの図。
【図２Ｄ】ソーシャル・ネットワーク内の直接的なつながりの間での人気によってソート
されたトレンド・イデオグラムのリストを表示するモバイル・デバイスの図。
【図３】ユーザ許可を必要とする特定のイデオグラムを使用するためのアクセスまたは閲
覧を制限する例示的な方法の図。
【図４Ａ】著者が制限付きイデオグラムを挿入しようと試み、そのイデオグラムは制限付
きであるという警告をメッセージング・プラットフォームが著者に対して表示する場合の
入力テキスト・メッセージを示すモバイル・デバイスの図。
【図４Ｂ】制限付きイデオグラムを送ったモバイル・デバイス、および制限付きイデオグ
ラムなしでテキスト・メッセージを表示する無許可の受取人のモバイル・デバイスの図。
【図５】著者が入力したテキストに対して行われた感情解析に基づいてメッセージの著者
にイデオグラムを提案するための例示的な方法の図。
【図６Ａ】テキストの強調された部分の感情解析に基づいて著者に提案されるイデオグラ
ムのポップアップ・リストを有するモバイル・デバイスの図。
【図６Ｂ】ソーシャル・ネットワーク・ニュースフィードがイデオグラムを含む他のユー
ザからのステータス更新メッセージを表示しており、イデオグラムがタップされたときイ
デオグラムのテキスト説明がディスプレイ上に現れた状態のモバイル・デバイスの図。
【図６Ｃ】テキスト・メッセージがハッシュタグ付きテキスト・フレーズを含むモバイル
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・デバイス、およびそのハッシュタグ付きテキスト・フレーズをイデオグラム内に組み込
んだ受取人モバイル・デバイスの図。
【図７】人の顔を含む取り込まれた画像に対して行われた表情解析に基づいてメッセージ
の著者にイデオグラムを提案するための例示的な方法の図。
【図８Ａ】モバイル・デバイスのユーザの正面向きカメラのビューを示すモバイル・デバ
イスの図。
【図８Ｂ】取り込まれた画像に対して行われた表情解析に基づいてユーザにイデオグラム
のリストを提示するモバイル・デバイスの図。
【図８Ｃ】取り込まれた画像内の２人の対象に対して行われた表情解析に基づいてユーザ
にイデオグラムのリストを提示するモバイル・デバイスの図。
【図９】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
ワーク環境の図。
【図１０】例示的なソーシャル・グラフの図。
【図１１】例示的なコンピュータ・システムの図。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本開示に記載の特定の実施形態は、コンピューティング・デバイス上で文章を書き著す
ユーザによって入力されるテキスト・メッセージ内のイデオグラムの使用に関する。著者
は、モバイル・デバイス上で、他のユーザに送られるテキストを、たとえばメッセージン
グ・プラットフォームまたはソーシャル・ネットワーキング・システムを含むいくつかの
方法を通じて入力することができる。イデオグラムは、メッセージと共に他のユーザに送
られることになり、受け取るユーザは、イデオグラムを、テキスト・メッセージと共に、
著者の作成したメッセージと同じ相対レイアウトで閲覧することができる。
【０００６】
　特定の実施形態では、メッセージ内に配置され得るイデオグラムの１つまたは複数が、
使用または閲覧に対する制限を有することができる。メッセージング・プラットフォーム
またはソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザは、そのユーザによって送られ
るメッセージ内のイデオグラムを使用するために、または他のユーザによって送られるメ
ッセージ内のイデオグラムを閲覧するために、許可を受ける必要があり得る。複数の方法
のいずれかによって、たとえば特定のグループにおけるメンバーシップ、そのユーザのプ
ロフィールのいくつかの属性によって、または制限付きイデオグラムを含むステッカ・パ
ックに対するアクセスの購入によって設定され得る。無許可のユーザが制限付きイデオグ
ラムを使用または閲覧しようと試みた場合、そのユーザには、代わりに、イデオグラムを
使用することも閲覧することもできないという警告メッセージが提示されてもよい。警告
メッセージは、無許可のユーザにどのように許可を得ることができるかさらに通知しても
よい。
【０００７】
　他の特定の実施形態では、メッセージの著者は、テキスト内に含まれる感情を求めてコ
ンピューティング・デバイスによって解析することができるテキストを入力することがで
きる。入力テキストの少なくとも一部分に対して行われる感情解析により、１または複数
の感情を識別することができる。次いで、解析されたテキストに置き換わる、またはそれ
を補うことができる１つまたは複数のイデオグラムが著者に提案されてもよい。イデオグ
ラムの提案は、その個々の著者のイデオグラム使用履歴または個人のイデオグラム辞書を
使用した、ユーザ特有のものであってもよい。また、この提案は、著者と共通の人口統計
属性を共有する、またはソーシャル・ネットワーク内で著者に直接的につながっているユ
ーザなど、ユーザにつながっている他者のイデオグラム使用履歴に基づいてもよい。
【０００８】
　他の特定の実施形態では、取り込まれた画像の対象に対して表情解析を実施することが
できる。表情解析は、取り込まれた画像の対象によって表される１または複数の表情をも
たらすことができる。取り込まれた画像に置き換えることができる１つまたは複数のイデ
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オグラムを提案することができる。イデオグラムの提案は、その個々の著者のイデオグラ
ム使用履歴または個人的なイデオグラム辞書の使用によって、ユーザ特有のものであって
もよい。また、この提案は、著者と共通の人口統計属性を共有する、またはソーシャル・
ネットワーク内で著者に直接的につながっているユーザなど、ユーザにつながっている他
者のイデオグラム使用履歴に基づいてもよい。
【０００９】
　特定の実施形態は、ビジュアル・デジタル・メッセージ内でのイデオグラムの使用を取
り扱う。イデオグラムは、文字または単語を使用することなしに考えまたは物事を表す書
かれたキャラクタ、記号、または画像とすることができ、例は、ジェンダ記号♀および♂
、または微笑む表情もしくは怒りの表情を有するうさぎの画像とすることができる。イデ
オグラムは、「ステッカ・パック」内のテキストの著者に対して提示されるデジタル画像
を使用してテキストに挿入されてもよく、共通のテーマまたはスタイルを共有するイデオ
グラムのグループがユーザ・インターフェース内に表示され、テキスト内に挿入されるイ
デオグラムを著者が選択することを可能にしてもよい。あるいは、イデオグラムは、特定
のテキスト文字列をイデオグラムに変換するユニコードなどの標準を通じて挿入されても
よい。たとえば、ユニコード・イデオグラムを認識するアプリケーション内にキャラクタ
「：）」をタイプ入力することにより、これらのキャラクタが、
【００１０】
【数１】

【００１１】
のイデオグラムに変換される。
　それだけには限らないが電子メール、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）、ま
たはインスタント・メッセージ（ＩＭ）を含めて、いくつかのメッセージング・プラット
フォームのいずれかを使用して、２つのコンピューティング・デバイス間でメッセージを
送ることができる。また、メッセージは、たとえばメッセージまたはステータス更新をソ
ーシャル・ネットワーキング・システム上に投稿することを通じて、またはＴｗｉｔｔｅ
ｒ（登録商標）などプラットフォーム上にメッセージを投稿することによって１人または
複数の受取人に著者によって「ブロードキャスト」されてもよい。イデオグラムは、いく
つかの時点のいずれかでメッセージ内に挿入され、画像内に表示されてもよい。すなわち
、イデオグラムは、著者がイデオグラムをメッセージ内にタイプ入力したとき、著者が仕
上がったメッセージを送ると決めたとき、受信デバイス上でメッセージが受信されつつあ
るとき、または受取人がメッセージを読むためにメッセージを開いたとき表示されてもよ
い。
【００１２】
　図１Ａは、表情に富む顔（エモティコンまたは「絵文字」と呼ばれる）を示すイデオグ
ラムがモバイル・デバイス１００の正面ディスプレイ１０５上に示されたメッセージング
・プラットフォーム１０１のテキスト１２０Ａ～１２０Ｅ内に埋め込まれ得る例示的な実
施形態を示す。メッセージング・プラットフォーム１０５は、イデオグラムを表す画像フ
ァイルまたはいくつかのイデオグラムに対応するいくつかのテキスト文字列を送る、また
は受信するように、また、それらをメッセージ・フィールド１２０Ａ内のイデオグラム１
２１Ａとして著者または受取人に対して表示するように構成されてもよい。
【００１３】
　図１Ｂは、メッセージ１２２を書き著すユーザが１つまたは複数のイデオグラム１２１
Ｂを、送られるテキスト・メッセージの本文内に挿入することができる例示的な実施形態
を示す。メッセージング・システムは、テキスト・メッセージ・フィールドがいくつかの
テキスト文字列１２５をイデオグラムに自動的に変換する自動補正システムを含むことが



(8) JP 6387103 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

できる。これは、ユニコードなど標準を通じて行われてもよい。著者は、メッセージ１２
２のテキスト・コンテンツと調和する、またはそれを補うメッセージを伝えるために、あ
る絵文字を選択することができる。イデオグラムは、限定するものとしてではなく一例と
して、テキスト・メッセージの先頭、途中、または末尾など、メッセージ内の任意の位置
に配置されてよい。あるいは、著者は、テキストを伴わない１つまたは複数のイデオグラ
ムだけを含むメッセージを送ると選択してもよい。
【００１４】
　図１Ｃは、メッセージの著者に、メッセージ内で送られるイデオグラム１３５の「ステ
ッカ・パック」ウィンドウ１３０が提示され得る例示的な実施形態を示す。ステッカ・パ
ック１３０は、１つまたは複数のイデオグラム１３５を選択するために著者に対して表示
されてよい。ステッカ・パック１３０は、ユーザ入力に基づいて、たとえば、ユーザがハ
ッシュタグ記号＃を入力した場合、またはメッセージング・プラットフォーム上での専用
のボタン１３７の選択によって、表示されてもよい。ステッカ・パック１３０は、特定の
グループ１３１に分類された１つまたは複数のイデオグラム１３５からなってもよい。著
者は、特定のグループをカテゴリ・タブ１３２Ａ～１３２Ｃから選択してもよく、ステッ
カ・パック・ウィンドウ１３０は、イデオグラムの選択されたグループを表示する。たと
えば、特定の美術的テーマまたはキャラクタ（ハッピー・プーさんまたはキュートなうさ
ちゃんイデオグラム）を示すイデオグラムが共にグループ化されてもよい。他のタイプの
イデオグラムを挿入するために、他のステッカ・パックが著者によって選択されてもよい
。著者のデバイス１００には、メッセージングで使用するためにステッカ・パック１３０
のいくつかのセットが予めロードされてもよく、著者には、追加のイデオグラムを含む追
加のステッカ・パックを購入するためのオプションが提示されてもよい。あるいは、メッ
セージング・システムは、いくつかの条件が満たされたとき、たとえば各文の末尾にステ
ッカ・パックを表示することによって、著者にイデオグラムのステッカ・パックを提示す
るように構成されてもよい。
【００１５】
　図２Ａは、ソーシャル・ネットワーク・ニュース・フィード２１０内のステータス・メ
ッセージ内でのイデオグラムの使用を示す。受信デバイス２００が、受取人の友達および
知人によって送られたステータス・メッセージを受信し、それらのステータス・メッセー
ジをニュース・フィード内で受取人に対して提示する。ニュース・フィードは、他のユー
ザからの１つまたは複数の投稿２２０Ａ～２２０Ｄを含む。これらのステータス更新は、
ステータス更新の本文テキスト内に含まれるいくつかのイデオグラム２２５Ａ～２２５Ｅ
を含むこともできる。受取人は、ステータス更新に対してコメントすると決めてもよく、
イデオグラムをコメントの本文内に挿入することができる。
【００１６】
　図２Ｂは、著者が１人または複数の他のソーシャル・ネットワーク・ユーザに送られる
ステータスまたはメッセージ２３５を入力することができる、ソーシャル・ネットワーク
のためのユーザ・ステータス更新画面２３０を示す。ステータス更新を見ることができる
ユーザのグループは、著者によって構成されてもよい。ステータス更新入力フィールドは
、ステータス更新として投稿するために著者によって入力されるテキスト、画像、または
動画を受け取ることができる。また、ステータス更新入力フィールド２３５は、著者に、
イデオグラム２４５を挿入するためのオプションを提示するように構成されてもよい。図
２Ｂでは、特定の実施形態が、イデオグラムを挿入するオプションをステッカ・パック・
フォーマット２４０内で著者に対して提示することができる。
【００１７】
　図２Ｃは、ニュース・フィード内のステータス更新を、各ステータス更新内に含まれる
イデオグラムによって受取人がソートすることを可能にするソーシャル・ネットワークの
インタフェースを示す。たとえば、受取人は、任意のイデオグラムをカテゴリ・タブ２５
０Ａ～２５０Ｃから選択することができる。カテゴリ・タブ内に表示されるイデオグラム
は、ソーシャル・ネットワーク内の他者によるイデオグラムの実際の使用に基づいて、た
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とえば人気のある使用の順でイデオグラムを表示することによって、選択されてもよい。
あるいは、ニュース・フィードは、受取人がカテゴリ・タブ上に配置されるように明示的
に選択したイデオグラムのためのカテゴリ・タブだけ表示してもよい（たとえば、受取人
が悲しいエモティコンによってソートされたステータス更新を見たくないと望む場合、受
取人は、そのオプションをカテゴリ・タブ２５０Ａ～２５０Ｃから除去することができる
）。
【００１８】
　受取人がカテゴリ・タブ２５０Ａから特定のイデオグラム２２５Ａを選択したとき、ニ
ュース・フィード２１０内のステータス更新のリストが、選択された特定のイデオグラム
を含むメッセージだけ含むようにリフレッシュされてもよい。たとえば、図２Ｃでは、受
取人は、笑顔のイデオグラムを含むタブ２５０Ａを選択した。下のステータス更新のリス
トは、同じイデオグラムを含まないメッセージをフィルタリング除去し、同じイデオグラ
ムを有するメッセージだけリストしている。
【００１９】
　特定のイデオグラムの選択は、その特定のイデオグラムだけ含むメッセージもしくはス
テータス更新、または選択されたイデオグラムも含まれる限り他のステータス更新を含む
ことができるメッセージもしくはステータス更新を示すように構成されてもよい。たとえ
ば、ステータス更新２２０Ａ、２２０Ｂは共に、笑顔の選択されたイデオグラムを表示し
ているが、他のイデオグラムも含む。特定の実施形態は、これらのステータス更新もリス
トからフィルタリング除去し、選択されたイデオグラムだけを含むステータス更新２２０
Ｄだけをリストしてもよい。他の実施形態では、ニュース・フィードは、ステータス更新
２２０Ａ、２２０Ｂを、２２０Ｄに加えて含んでもよい。
【００２０】
　図２Ｄは、構成されたフィルタによって受取人がイデオグラム２２５のリストを閲覧す
ることができる例示的な実施形態を示す。表示するためのフィルタは、ソーシャル・ネッ
トワークの他のユーザによる使用におけるイデオグラムの人気であってもよい。イデオグ
ラムのリストは、すべての時間、または特定の月もしくは年などあるサブセットの時間に
わたるそれらの人気によってソートされてもよい。一実施形態は、過去７日間または３０
日間など、現在までの時間のサブセットにわたる最も人気のあるイデオグラムをリストし
てもよい。ごく最近の期間にわたる最も人気のあるイデオグラムを表示することができる
このタイプのフィルタリングは、「トレンド」と呼ばれる。受取人は、特定のフィルタ２
６０下でイデオグラム２６５Ａ～２６５Ｅのリストを閲覧し、友達または知人がいる場合
、誰がその特定のイデオグラムを使用したか閲覧することができる。そのリスト内でイデ
オグラム２６５Ａ～２６５Ｅの１つを選択したとき、受取人は、図２Ｃにおけるインタフ
ェースと同様の、各イデオグラムを使用する実際のステータス更新のリストに導かれても
よい。
【００２１】
　図３は、受取人による使用または閲覧においてイデオグラムが制限され得る、イデオグ
ラムをメッセージ内に提供するための例示的な方法３００を示す。イデオグラムは、使用
においてのみ制限されてもよい。すなわち、無許可の著者は、制限付きイデオグラムをメ
ッセージ内に挿入するのを妨げられ得る。さらに、イデオグラムは、閲覧資格（ｖｉｅｗ
ｅｒｓｈｉｐ）において制限されてもよく、受取人は、イデオグラムの許可されたユーザ
でない場合、イデオグラムを閲覧することさえ制限され得る。誰が特定のイデオグラムま
たはイデオグラムのセットを使用または閲覧することが許可されているかという決定は、
著者によって、または別のエンティティによって設定される条件に基づいてもよい。いく
つかのイデオグラムに対するアクセスに対する制限は、あるグループにおけるメンバーシ
ップを含んでもよい。許可を決定するグループは、たとえば、あるソーシャル・クラブの
メンバ、特定のイデオグラムもしくはイデオグラムのセットに対するアクセス権を購入し
た人、ソーシャル・ネットワークの特定のユーザ・ノードもしくはコンセプト・ノードに
対する直接的なつながり、ある市外局番または市内局番を有する電話番号を有する人、ま
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たは各自のモバイル・デバイス上のダウンロードされたアプリケーションの登録ユーザで
ある人からなってもよい。アクセスに対する制限は、ユーザの人口統計属性（年齢、性別
、ジェンダ、国籍、人種識別など）、メッセージング・プラットフォームもしくはソーシ
ャル・ネットワーキング・システム上のユーザのプロフィール属性、ユーザのステータス
（たとえば、デバイスが「ペアリング・モード」もしくは「ゲーム・モード」になる）、
ユーザのアカウントのためのペアレンタル・コントロール、またはユーザの取引履歴を含
むユーザ特有の情報にさらに基づいてもよい。取引履歴要件は、ユーザが、ソーシャル・
ネットワーキング・システム上で事前設定された数より多くゲームをプレイした、ゲーム
内であるレベルに達成した、もしくはある時間数を超えてゲームをプレイした、ある数の
コメントもしくはステータス更新を投稿した、または組織の管理者もしくは役員として指
定されていることを必要とすることを含んでもよい。
【００２２】
　ステップ３１０では、メッセージ内に挿入するために、またはスタンドアロンのメッセ
ージとしてイデオグラムを選択することができる。メッセージの例は、１人または複数の
受取人に送られるメッセージング・プラットフォームを使用するテキスト・メッセージ、
またはソーシャル・ネットワーキング・システム上の著者のプロフィールの投稿されたス
テータス更新である。図３の例示的な方法は、メッセージング・プラットフォームを具体
化する。
【００２３】
　ステップ３１５では、メッセージング・プラットフォームは、著者によって選択された
イデオグラムが制限付きであるかどうか決定する。著者が制限のないイデオグラムを選択
した場合、そのイデオグラムは、著者が選択したとき直ちにメッセージ内に挿入されても
よい（ステップ３１６）。アクセスが制限されたイデオグラムを選択したとき、その制限
付きイデオグラムにアクセスするための許可を求める要求が著者のデバイスによって送ら
れてもよい。
【００２４】
　ステップ３２０では、メッセージング・プラットフォームは、著者のユーザ・プロフィ
ールを許可されたユーザのデータベースに比較する。このステップの例示的な方法は、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム上のメッセージング・プラットフォームが、集中
データベースにアクセスするためにソーシャル・ネットワーキング・システムのサーバに
接続することであってもよい。別の例示的な方法は、許可データベースが著者のコンピュ
ーティング・デバイス上でローカルに記憶されることであってもよい。
【００２５】
　ステップ３２５では、メッセージング・プラットフォームは、著者が制限付きイデオグ
ラムにアクセスすることが許可されているかどうか決定することができる。許可の決定は
、アクセスを求める要求が許可コードまたはトークン、たとえばクッキーまたはＳＳＬ証
明書を含むかどうかに基づいてもよい。
【００２６】
　ステップ３２６では、著者が許可されていない場合、メッセージング・プラットフォー
ムは、イデオグラムが挿入されるのを妨げてもよく、イデオグラムが制限付きであると著
者に知らせる警告メッセージを表示してもよい。次いで、著者は、イデオグラムの挿入を
断念すると決めてもよく、（たとえば、制限付きイデオグラムを含むステッカ・パックを
購入することによって）許可を得るための方法を見出そうと決めてもよい。
【００２７】
　ステップ３３０では、著者がイデオグラムの許可されたユーザである場合、制限付きイ
デオグラムが著者に対して表示されてもよい。メッセージング・プラットフォームは、こ
のメッセージを閲覧する受取人を著者が決定したかどうかさらに決定してもよい。著者は
、受取人として１人または複数の人物、人物の特定のグループを選んでも、より広いグル
ープにメッセージ、たとえばソーシャル・ネットワーク内の任意の直接的なつながりによ
って閲覧可能であるステータス更新を送ろうとしていてもよい。
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【００２８】
　ステップ３３５では、著者が１人または複数の受取人を選択した場合、メッセージング
・プラットフォームは、受取人もまた制限付きイデオグラムの許可されたユーザであるか
どうか決定することができる。受取人についての許可の決定は、ステップ３２５で論じた
著者についての許可の決定と同様に行われてよい。
【００２９】
　ステップ３３６では、選択された受取人の１人または複数が許可されていない場合、メ
ッセージング・プラットフォームは、イデオグラムが制限付きであり、いくらかの受取人
がイデオグラムを閲覧することができない可能性があるという警告メッセージを著者に対
して表示してもよい。次いで、著者は、イデオグラムをメッセージから削除する、または
警告に応じず、制限付きイデオグラムを有するメッセージを続けるという選択肢を有する
ことができる。
【００３０】
　ステップ３４０では、選択された受取人のすべてが許可されている場合には、メッセー
ジング・プラットフォームは、警告を表示しなくてもよく、イデオグラムは、メッセージ
内に挿入される。イデオグラムは、メッセージの本文内の任意の数のロケーション、たと
えばテキストの先頭、末尾、またはテキストの途中に配置されてもよい。テキストとイデ
オグラムが共に容易に閲覧可能であるように、メッセージのテキスト・コンテンツがイデ
オグラムを囲み込んでいてもよい。
【００３１】
　ステップ３５０では、著者は、メッセージを完成した後、メッセージを意図した１人ま
たは複数の受取人に送ろうと決めてもよい。メッセージング・プラットフォームは、メッ
セージを受取人デバイスに送ることになり、受取人は、互換のメッセージング・プラット
フォームを使用してメッセージを閲覧することができる。
【００３２】
　ステップ３５５では、受取人デバイス上のメッセージング・プラットフォームは、その
特定の受取人がイデオグラムの許可されたユーザであるかどうか再び決定してもよい。こ
の追加の許可チェックは、イデオグラムがメッセージ内に挿入されたとき著者が制限付き
コンテンツ応答に応じなかった場合、使用される。許可の決定は、ステップ３２５、３３
５で述べたのと同じように行われてよい。
【００３３】
　ステップ３５６では、受取人がイデオグラムを閲覧することが許可されない場合には、
受取人は、制限付きイデオグラムなしでメッセージを閲覧することができる。すなわち、
イデオグラムは、メッセージから削除または編集される。メッセージング・プラットフォ
ームまたはソーシャル・ネットワーク・インターフェースは、無許可の受取人に、制限付
きイデオグラムの存在を知らせてもよい。次いで、受取人には、たとえばステッカ・パッ
クを購入することによって、またはあるグループに参加することによってそのイデオグラ
ムに対する許可を得るための潜在的なオプションが提示されてもよい。
【００３４】
　ステップ３６０では、受取人が制限付きイデオグラムの許可されたユーザである場合、
受取人は、まさに著者が送った通りの、すなわち制限付きイデオグラムを有するメッセー
ジを閲覧することができる。
【００３５】
　特定の実施形態は、適切な場合、図３の方法の１つまたは複数のステップを繰り返して
もよい。本開示は、図３の方法の特定のステップについて特定の順序で行われるものとし
て述べ、示しているが、本開示は、任意の好適な順序で行われる図３の方法の任意の好適
なステップを企図する。さらに、本開示は、図３の方法の特定のステップを実施する特定
の構成要素、デバイス、またはシステムについて述べ、示しているが、本開示は、図３の
方法の任意の好適なステップを実施する任意の好適な構成要素、デバイス、またはシステ
ムの任意の好適な組合せを企図する。
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【００３６】
　図４Ａは、特定のイデオグラムのユーザに対して設けられる制限を示す。一実施形態で
は、著者は、特定のステッカ・パック１３２Ｄに属するイデオグラム４０５をテキスト・
メッセージ１２４内に挿入しようと試みている。イデオグラム４０５は、許可されたユー
ザによってのみ使用されるように制限される。無許可のユーザは、特定のイデオグラム４
０５を使用することも、許可されたユーザによって送られたメッセージ内のイデオグラム
４０５を閲覧することもできない。デバイスは、イデオグラムが制限付きであるという警
告４１０を著者に対して表示してもよい。この警告は、制限付きイデオグラムのユーザす
べてに送られても、メッセージが無許可の受取人に送られようとしているとメッセージン
グ・プラットフォームが決定した場合だけ送られてもよい。
【００３７】
　図４Ｂでは、著者は、制限付きイデオグラム４０５を含むメッセージ１２４を、許可さ
れたユーザでない受取人に属するデバイス２００に送ろうと試みた。著者は制限付きイデ
オグラム４０５をメッセージ１２４内に入力することができるが、メッセージ１２４が受
取人に送られるとき、イデオグラム４０５は、受信メッセージ１２０Ｈから除去されてい
る。受取人は、制限付きイデオグラム４０５なしで送られたメッセージ１２４の残りの部
分を含むメッセージ１２０Ｈを見ることができる。
【００３８】
　特定の実施形態では、制限は、特定のイデオグラムまたは任意のイデオグラムを指定さ
れた受取人にまったく送らないように著者をブロックするように働いてもよい。制限は、
それだけには限らないが、著者および／または受取人の属性（たとえば、年齢またはジェ
ンダ）、著者と受取人の間の関係のタイプ（たとえば、経営者－従業員または母－息子）
、時刻、ロケーションを含めて、任意の要因に基づいてもよい。そのような制限は、著者
によって、受取人によって、使用権のライセンシングを管理しているエンティティによっ
て、またはサイト／システム・モデレータによって構成されてもよい。
【００３９】
　図５は、著者が入力したテキスト・コンテンツに少なくとも一部基づいて、メッセージ
ング・プラットフォームがメッセージの著者にいくつかのイデオグラムを提案することが
できる例示的な方法５００を示す。図５の例示的な方法では、メッセージング・プラット
フォームによってなされる提案は、テキスト・コンテンツに対する感情解析を含んでもよ
い。
【００４０】
　ステップ５１０では、著者は、テキスト・メッセージをメッセージング・プラットフォ
ームに入力することができる。いくつかのテキスト・メッセージは、特定の結び付いてい
る感情がなく、たとえば「はい」という返事であり得る。多数の他のテキスト・メッセー
ジは、メッセージ内に１つまたは複数の感情を含む。
【００４１】
　ステップ５２０では、メッセージング・プラットフォームは、入力されたテキスト・メ
ッセージの少なくとも一部を選択することができる。上記のステップ５１０で論じたよう
に、いくつかのメッセージについて、メッセージング・プラットフォームは、テキストの
どの部分も解析のために選択することができないと決定してもよい。メッセージング・プ
ラットフォームが入力されたメッセージの少なくとも一部分を選択した場合、メッセージ
ング・プラットフォームは、次のステップに進むことができる。
【００４２】
　ステップ５３０では、メッセージング・プラットフォームは、選択されたテキストに対
して感情解析を行うことができる。特定の実施形態は、限定するものとしてではなく一例
として、極性分類、情動状態の予め定義されたセットによる感情分類、主観性／客観性識
別、または目鼻立ち（フィーチャ）／顔つきベースの感情解析を含めて、単語、フレーズ
、またはテキストの他の本文（イデオグラムを含んでも含まなくてもよい）に対して感情
解析を実施する任意の方法を組み込むことができる。感情解析は、単語、句読法、および
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イデオグラム使用だけでなく、限定するものとしてではなく一例として、（１）音量、調
子、および／または抑揚を検出するための声を含むオーディオの解析、（２）顔／ジェス
チャ認識および情動検出を実施するための動画の解析、（３）脈拍、体温、皮膚コンダク
タンス、タッチ・スクリーン上でタイプ入力／クリックする間の圧力および／もしくは速
さ、ならびに／または瞳孔収縮／拡大を検出するためのバイオメトリック・センサの解析
など他の徴候に基づいてもよい。ステップ５４０では、メッセージング・プラットフォー
ムは、入力されたテキストに関連付けられている１つまたは複数の感情を識別することが
できる。
【００４３】
　ステップ５５０では、メッセージング・プラットフォームは次いで、使用可能なイデオ
グラムを識別された１つまたは複数の感情に比較し、少なくとも１つのイデオグラムを、
入力されたテキストの著者に提案することができる。感情解析内に組み込まれる要因は、
限定するものとしてではなく一例として、メッセージの著者に関連付けられているソーシ
ャル・ネットワーキング情報、メッセージの著者と受取人の間のソーシャル・ネットワー
キングのつながりに関連付けられている情報、制限付きイデオグラムを使用することが許
可されたグループにおける著者もしくは受取人のメンバーシップ、メッセージの著者につ
いてのイデオグラム使用履歴、またはソーシャル・ネットワーク・システムの他のユーザ
についてのイデオグラム使用履歴を含んでもよい。特定の実施形態では、感情解析を実施
するための方法は、メッセージの著者または受取人に関連付けられているそのような情報
だけでなく、メッセージの「ターゲット」、すなわちメッセージ内で述べられている人ま
たはコンセプトに関連付けられている同様の情報をも含むことができる。一実施形態では
、メッセージング・プラットフォームは、いくつかのイデオグラムを感情に関連付けるデ
ータベース内のインデックス付きレコードを有することができる。インデックス付きレコ
ードは、ユーザ特有のものであってもよく、各著者は、様々な感情およびイデオグラムの
ための異なるインデックスを有することができる。少なくとも１つの感情を識別したとき
、メッセージング・プラットフォームは、その感情のためのインデックス付きレコード内
に含まれるイデオグラムを表示し、選択するためにそれらを著者に対して提示することが
できる。
【００４４】
　著者についてのイデオグラム使用履歴は、著者に対する以前の提案の結果、すなわち、
著者が同様の状況において提案されたイデオグラムを受け入れたか、異なるイデオグラム
を手動で選択したか、それともイデオグラムを含めるための提案を拒絶したかを考慮する
ことによって決定されてもよい。イデオグラム使用履歴は、追加の要因に基づいてさらに
カテゴリ分けされてもよい。たとえば、イデオグラム使用履歴は、著者について、その日
の異なるタイムスロットで（たとえば、午後１０時と午前３時の間に送られたメッセージ
についての履歴）、あるカレンダ範囲内に送られたメッセージについて（たとえば、過去
１年以内に送られたイデオグラムの履歴）、特定の受取人に送られたメッセージについて
、著者の現在のロケーション、または識別された受取人の現在のロケーションについて作
成されてもよい。これらの要因および他の要因を感情解析で使用し、異なる時間、ロケー
ションで、または異なる受取人について、著者のための異なる提案を生成することができ
る。
【００４５】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム内の他のユーザについてのイデオグラム使用
履歴がさらにカテゴリ分けされてもよい。ユーザのサブセットを作成するための追加の要
因は、著者の人口統計またはロケーション・プロフィールに一致するユーザ、ソーシャル
・ネットワーク・グラフにおいて著者からある分離度以内のユーザ、著者と以前もしくは
最近通信したユーザ、著者と以前もしくは最近頻繁に通信していたユーザ、または著者が
指定した、もしくは著者もまた関連付けられているあるグループに関連付けられているユ
ーザを含んでもよい。
【００４６】
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　感情に対するイデオグラム関連付けのインデックス付きレコードは、メッセージング・
プラットフォーム・プロバイダまたはソーシャル・ネットワーク・サーバによって作成さ
れてもよい。イデオグラムが１つまたは複数の感情に関連付けられてもよく、逆に感情が
１つまたは複数のイデオグラムに関連付けられてもよい。上記のようなイデオグラムを感
情に関連付ける決定は、上記で論じた要因に基づいてイデオグラムがいかに良好に感情に
関連付けられているかという「スコア」で定量化されてもよい。スコアは、２つ以上の感
情間の相違として定義されてもよく、たとえば、特定のイデオグラムは、怒り３０％、悲
しみ７０％とスコア付けされてもよい。
【００４７】
　ステップ５６０では、メッセージング・プラットフォームは、ステップ５７０で著者に
提案するために、各イデオグラムのスコアによってソートされ、またはあるスコアより高
いイデオグラムだけを表示することによって、イデオグラムのリストを生成することがで
きる。スコアが２つ以上の感情間の相違の割合である場合、メッセージング・プラットフ
ォームは、ある許容しきい値内の感情スコアを有するイデオグラムを、たとえば、その感
情のための所望のスコアの±１０％以内のスコアを有するイデオグラムを選ぶことによっ
て選び取ってもよい。さらに、メッセージング・プラットフォームは、所定のスコア要件
を満たすが、現在の感情と混合されることが望ましくないとメッセージング・プラットフ
ォームまたは著者が決定した第２の感情に関連付けられているイデオグラムを除外しても
よい。
【００４８】
　ステップ５８４では、スコアは、メッセージング・プラットフォームによって収集され
た使用統計を通じて更新されてもよい。たとえば、特定のグループまたはソーシャル・ネ
ットワーク内の著者によって特定の感情について大部分の時間、特定のイデオグラムが選
択された場合には、メッセージング・プラットフォームは、そのイデオグラムを感情との
その関連付けでより高くスコア付けし、それを同じ感情を有する将来の著者に対する提案
のリスト内で最初に提示してもよい。著者が提案されたイデオグラムのリスト上に現在な
いイデオグラムを手動で選び取っている場合、メッセージング・プラットフォームは、そ
の新しいイデオグラムを含むようにリストを更新してもよい。逆に、イデオグラムが特定
の感情について著者に人気がない場合、そのイデオグラムは、提案のリストの下の方に配
置されても、提案から完全に取り下げられてもよい。
【００４９】
　ステップ５８２では、イデオグラムは、その特定のイデオグラムに関するメタデータに
関連付けられてもよい。イデオグラムに関連付けられているメタデータは、イデオグラム
についての説明テキスト、イデオグラムが置き換えられた、もしくは追加された、著者に
よって入力されたテキスト、または著者のその特定のイデオグラムの使用に関連付けられ
ている他のデータを含んでもよい。メッセージング・プラットフォームは、各感情－イデ
オグラム関連付けについてスコアを生成するとき、各イデオグラムに関連付けられている
メタデータを含めることによって感情およびイデオグラムのためのインデックス付きレコ
ードを作成してもよい。
【００５０】
　ステップ５８０では、著者は、ステップ５９０でメッセージ内に挿入される、解析され
たテキストに置き換わる、またはテキストに対する削除なしにテキスト・メッセージ内に
挿入されるイデオグラムの１つまたは複数を選択する。
【００５１】
　特定の実施形態は、適切な場合、図５の方法の１つまたは複数のステップを繰り返して
もよい。本開示は、図５の方法の特定のステップについて特定の順序で行われるものとし
て述べ、示しているが、本開示は、任意の好適な順序で行われる図５の方法の任意の好適
なステップを企図する。さらに、本開示は、図５の方法の特定のステップを実施する特定
の構成要素、デバイス、またはシステムについて述べ、示しているが、本開示は、図５の
方法の任意の好適なステップを実施する任意の好適な構成要素、デバイス、またはシステ
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ムの任意の好適な組合せを企図する。
【００５２】
　図６Ａは、イデオグラムのセット６３０を著者に提案するための、入力されたテキスト
の一部分６２０に対する感情解析の一実施形態を示す。イデオグラムは、たとえばそれら
を心配、不安、逆上、怒り、激怒、狼狽、困惑の順序で配置することによって、ある情動
範囲に配置されてもよい。あるいは、イデオグラムは、提示されている特定の感情または
情動についてのそれらのスコアまたはスコアの割合に応じて配置されてもよい。メッセー
ジング・プラットフォームは、著者のテキストの一部６２０に対して感情解析を実施する
ことができる。次いで、この解析は、上記の方法に基づいて、著者が表そうと試みている
適切な感情を見出すことができる。次いで、メッセージング・プラットフォームは、ポッ
プアップ・メニューを著者に対して表示し、解析されたテキストを強調し、メニュー上に
、感情に対応するイデオグラムのリストを表示してもよい。次いで、著者は、リストから
イデオグラム６３５を選び、リストをさらに下にスクロールし、メッセージング・プラッ
トフォームに新しい感情解析を行わせ、またはポップアップ・メニューを取り消してもよ
い。著者が表示されたポップアップ・メニューからイデオグラムを選択し挿入すると決め
た場合、著者は、そのイデオグラムを強調されたテキスト６２０に置き換える、またはイ
デオグラムを不変のテキスト６１０に追加する追加のオプションを有してもよい。したが
って、感情解析によって選択されたイデオグラムは、解析が実施されたテキスト６２０に
取って代わっても、テキスト６２０を補ってもよい。
【００５３】
　図６Ｂは、ソーシャル・ネットワークのユーザによるステータス更新２２０Ａ～２２０
Ｄのニュース・フィード２１０を示すモバイル・デバイス２００を示す。これらのステー
タス更新は、上記でわかるように、更新のテキスト内にイデオグラムを組み込んでもよい
。更新を閲覧する受取人が、表示された特定のイデオグラムについて混乱しているとき、
受取人は、たとえばモバイル・デバイスの画面上のタップ６５０でイデオグラムを選択す
ることができる。次いで、ニュース・フィードは、受取人に対して、イデオグラムのテキ
スト説明を含むテキスト・ボックス６５５を表示してもよい。
【００５４】
　受取人または別のユーザは、表示されたイデオグラムとさらに対話してもよい。たとえ
ば、受取人は、ダブルタップ、タップアンドホールド、またはイデオグラムとの他の対話
を実施することができ、これらは、ソーシャル・ネットワーク内のイデオグラムの人気を
閲覧すること、そのイデオグラムを使用するステータス更新を示すようにニュース・フィ
ードをリフレッシュすること、またはそれを使用するための許可をどのように得ることが
できるか受取人に知らせることなどオプションを、メッセージング・プラットフォームま
たはソーシャル・ネットワーク・インターフェースに提示させることができる。
【００５５】
　図６Ｃは、著者によって入力されたテキストを組み込むイデオグラム６７０をメッセー
ジング・プラットフォームが選択する一実施形態を示す。著者は、テキスト・メッセージ
１２６を書き込み、イデオグラム内に組み込まれるある単語またはフレーズ６６０を指定
することができる。単語またはフレーズは、たとえば、ハッシュタグ記号＃、または別の
キャラクタで始めることによって指定されてもよい。また、著者は、指定された単語また
はフレーズをタイプしても、単語またはフレーズを強調またはタップしても、プラットフ
ォームに単語またはフレーズを組み込むイデオグラムを作成させるメッセージング・プラ
ットフォーム上のボタンを押してもよい。特定の実施形態では、イデオグラム６７０は、
思考吹き出しまたはセリフ吹き出し６７５を伴う顔であってもよく、次いで、選択された
テキスト６６０は、受取人に対するメッセージ１２０１内に、思考吹き出しまたはセリフ
吹き出し６７５内で表示されてもよい。著者には、たとえばイデオグラムの顔上の表情を
変更すること、または思考吹き出しとセリフ吹き出しとを切り替えることによってイデオ
グラムの外観を変えるためのオプションが提示されてもよい。
【００５６】
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　図７は、コンピューティング・デバイスに関連付けられているカメラによって取り込ま
れた表情に基づいて、メッセージの著者に対してイデオグラムを提案するための例示的な
方法７００を示す。表情は、情動に関連付けられている顔の表情、意味上の関連付けを有
する顔の表情（ウィンクなど、特定の関連の情動を必ずしも有していなくてもよい）、手
のジェスチャ（顔の表情との組合せで、または単独で）、または視覚的に取り込まれ得る
何らかの他のジェスチャとして定義されてもよい。
【００５７】
　ステップ７１０では、コンピューティング・デバイス上のカメラ・アプリケーションが
、関連のカメラを使用して、１人または複数の人が含まれる画像を取り込むことができる
。関連のカメラは、図８Ａ～図８Ｃに示されているようにコンピューティング・デバイス
内に組み込まれても、コンピューティング・デバイスに通信可能に接続されてもよい（た
とえば、ＵＳＢケーブルによって接続されたローカルのウェブカム、またはネットワーク
接続を通じて接続された遠隔セキュリティ・カメラ）。図８Ａは、正面ディスプレイ１０
５に隣接する正面向きカメラ１１０を有するモバイル・デバイス１００の例示的な実施形
態を示す。そのようなデバイス１００では、カメラ・アプリケーションは、正面向きカメ
ラ１１０を使用し、取り込まれる画像をモバイル・デバイスの正面ディスプレイ上でユー
ザが容易に見ることができる「セルフポートレート」ビュー８０５をユーザに示してもよ
い。この取り込まれる画像８１０は、単一の画像であっても、（たとえば、高速度カメラ
を使用して撮られた）画像のセットであっても、ビデオ・クリップまたはストリームであ
ってもよい。取り込まれた画像は、モバイル・デバイス１００上で記憶されても、モバイ
ル・デバイス１００からストリーミングされても、サーバにアップロードされても、１人
または複数の受取人に送られるメッセージ内に挿入されてもよい。他の実施形態では、画
像は、カメラがモバイル・デバイス１００のディスプレイ上に「ライブ」フィードを表示
している間に（すなわち、写真を撮ることも動画を撮影することもなしに、または写真を
撮る、もしくは動画を撮影する直前に）取り込まれても、データ抽出および／または解析
（たとえば、顔認識または表情解析を実施するために顔の幾何形状を計算すること）のた
めに使用されてもよい。
【００５８】
　ステップ７２０～ステップ７２８では、コンピューティング・デバイスまたはメッセー
ジング・プラットフォームは、取り込まれた画像を解析し、取り込まれた画像内に示され
ている１人または複数の人の顔に表される１つまたは複数の表情を分類することができる
。取り込まれた画像の解析は、画像が取り込まれている間、またはその後（すなわち、以
前取り込まれた画像の解析）に行われてもよい。取り込まれた画像の表情解析は、メッセ
ージング・プラットフォームなどコンピューティング・デバイス上で動作可能な任意のア
プリケーション、カメラ・アプリケーション、ソーシャル・ネットワーキング・システム
、または別のアプリケーションによって行われてもよい。アプリケーションはさらに、下
記で論じるように、すべての使用可能な表情のためのベンチマーク・メトリクスを含むデ
ータベースに関連付けられてもよい。
【００５９】
　ステップ７２２では、取り込まれた画像内に表示された顔の解析は、最初に取り込まれ
た画像内の１または複数の顔の存在を検出することによって行うことができる。取り込ま
れた画像内の顔検出は、当技術分野で以前に述べられている方法である。
【００６０】
　ステップ７２４では、解析アプリケーションが次いで、顔の目鼻立ちの特徴付けを生成
することができる。たとえば、アプリケーションは、いくつかの特徴または構造の寸法ま
たは相対位置をとることによって、顔のいくつかの特徴または構造を抽出してもよい。ま
た、解析は、肌のキメ解析または３次元顔認識解析を考慮することができる。顔の特徴お
よび構造の様々な寸法および特性が人物を識別するために使用される顔認識のための方法
は、当技術分野で周知である。この解析は、識別された顔が著者またはアプリケーション
がベンチマーク・メトリクスを有する別の人（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング
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・システム上の別のユーザ）の顔である場合だけ次のステップに進むように構成されても
よい。
【００６１】
　次いで、取り込まれた画像内に示された顔の解析により、たとえば形状、寸法、テクス
チャ、輝度、または色など、特徴の定量化または認定されたメトリクスまたは属性を生成
することができる。たとえば、この解析により、示されている眼がある角度および相対幅
にあること、示されている顔の肌が青白い、もしくは紅潮していること、または示されて
いる口が「上向き」もしくは「下向き」であることを表すメトリクスを生成することがで
きる。
【００６２】
　ステップ７２６では、生成されたメトリクスが次いで、解析アプリケーション内のデー
タベース内に記憶されたベンチマーク・メトリクスに比較され得る。ベンチマーク・メト
リクスは、特定の表情に対応する数値メトリクスまたは比較メトリクスとして定義される
ことができる。アプリケーションは、取り込まれた画像について生成されたメトリクスを
、アプリケーションによって記憶された表情すべてに対応するベンチマーク・メトリクス
と比較することができる。次いで、アプリケーションは、生成されたメトリクスに密接に
対応するベンチマーク・メトリクスに関連付けられている１または複数の表情を選択し、
取り込まれた画像内の顔をそれらの１つまたは複数の表情を有するものとして特徴付ける
ことができる。ベンチマーク・メトリクスは、各個々のユーザに関連付けられてもよく、
識別された各ユーザは、ベンチマーク・メトリクスの異なるセットに関連付けられている
。これは、２人の異なるユーザが、非常に似た生成されたメトリクスを有するが、使用さ
れたベンチマーク・メトリクスの相違により生成されたメトリクスに関連付けられている
異なる表情を有する可能性があることを意味する。
【００６３】
　ベンチマーク・メトリクスは、いくつかの方法の１つによって生成され得る。たとえば
、ベンチマーク・メトリクスは、ユーザ特有のものであってもよい。例示的な実施形態で
は、事前に、特定の表情を表すように、または表情を表さないようにユーザに依頼しても
よく、デバイスは、表された各表情についてユーザの画像を取り込んでもよい。アプリケ
ーションは、これらの事前の画像を解析し、各画像についてメトリクスを生成してもよい
。
【００６４】
　ステップ７２８では、アプリケーションは次いで、各画像について生成されたメトリク
スを、その画像に対応する表情のためのベンチマーク・メトリクスとして使用することが
できる。ベンチマークはまた、たとえば、特定の人口統計プロフィールに関連付けられて
いるある人数のユーザの画像のサンプリングによって、ユーザの家族として識別された１
人または複数のユーザの画像のサンプリングによって、またはソーシャル・ネットワーク
に関してユーザに関連付けられているユーザの画像のサンプリングによって、対象のグル
ープに基づいて作成されてもよい。
【００６５】
　ステップ７３０では、メッセージング・プラットフォームによって使用可能であるイデ
オグラムが、特定の表情についてのスコアを各イデオグラムに与えるマッチ・スコアに関
連付けられ得る。イデオグラムには、１または複数の表情に対するマッチ・スコアが割り
当てられてもよく、それぞれがイデオグラムに対応する１つまたは複数のマッチ・スコア
に表情が関連付けられてもよい。メッセージング・プラットフォームが、解析された写真
内の対象によって表された特定の表情を識別した後で、プラットフォームは、ある許容レ
ベル内で一致した、たとえば最大可能なスコアの約６０％を超えるマッチ・スコアである
１つまたは複数のイデオグラムを選択してもよい。
【００６６】
　イデオグラムを特定の表情に関連付けるマッチ・スコアは、様々な要因を使用して計算
されてよい。一般化されたマッチ・スコアは、イデオグラム辞書を使用して割り当てるこ
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とができ、メッセージング・プラットフォーム・プロバイダまたは別のサード・パーティ
は、各イデオグラムにマッチ・スコアを割り当てる。辞書は、後でユーザによって編集さ
れてもよい各イデオグラムについての事前設定されたマッチ・スコアを有してもよい。メ
ッセージング・プラットフォームは、著者のイデオグラム使用履歴を考慮してもよい。た
とえば、表情解析が「悲しい」と特徴付け、著者が「膨れっ面」イデオグラムを選択した
自身の画像を著者が以前に撮った場合には、「膨れっ面」イデオグラムが「悲しい」に対
してそのマッチ・スコアを増大させてもよく、次回、「悲しい」と特徴付けられるセルフ
ポートレートを著者が撮ったとき、「膨れっ面」イデオグラムがイデオグラムの提示され
るリスト上でより高く提示される。イデオグラム辞書およびイデオグラム使用履歴は共に
、個々のユーザに関連付けられているだけであってもよく、イデオグラム・マッチ・スコ
アとのユーザの対話に基づいて更新されるだけであってもよい。あるいは、イデオグラム
辞書および使用履歴は、ユーザの１または複数のソーシャル・ネットワーキングのつなが
りに関連付けることも、ユーザの共通の属性（たとえば、人口統計、共通の関心事など）
を共有する１人または複数のユーザに関連付けることも、ソーシャル・ネットワーキング
・システム内のトレンド・イデオグラムに関する一般的な統計に基づくこともできる。
【００６７】
　ステップ７４０では、メッセージング・プラットフォームは次いで、１つまたは複数の
選択されたイデオグラムをメッセージの著者に、たとえばリスト、または上記で論じた他
のステッカ・パック・カテゴリの横の離散的なステッカ・パック・カテゴリ内で提示して
もよい。図８Ｂは、正面向きカメラ１１０を有するモバイル・デバイス、および著者の取
り込まれた画像を示す。メッセージング・プラットフォームは、取り込まれた画像８１０
を使用して、取り込まれた画像の表情解析を行い、取り込まれた画像内の著者の顔につい
て表情を特徴付け、その表情に対する高いマッチ・スコアを有するイデオグラムのリスト
８２０を著者に提示している。イデオグラムのリストまたはステッカ・パックは、より高
いマッチ・スコアを有するイデオグラム８２５を最初にし、許容しきい値を依然として超
える最も低いスコアのイデオグラムまで配置されてもよい。いくつかの実施形態では、上
記のステップ（たとえば、画像取込み、表情解析、およびイデオグラム・マッチング）は
、写真または動画を撮る前に実施されてもよい。
【００６８】
　図８Ｃは、選択された、取り込まれた画像８３０が複数の対象８３２、８３４を有する
特定の実施形態を示す。モバイル・デバイス１００またはメッセージング・プラットフォ
ーム１０１は、取り込まれた画像８３０が１人または複数の対象を有することを認識し、
したがって１つまたは複数の表情に富むイデオグラム８４１を示すイデオグラムのリスト
８４０を著者に示してもよい。図８Ｃの例示的な実施形態では、メッセージング・プラッ
トフォームは、表情解析を行い、取り込まれた画像８３０の前景の対象８３２は悲しい、
または陰鬱な表情を有し、一方、後景の対象８３４は楽しそうな、または幸せそうな表情
を有すると認識することができる。したがって、著者が選択するために推奨されるイデオ
グラムは、前景のイデオグラム８４１Ａが悲しい表情を有し、後景のイデオグラム８４１
Ｂがより幸せそうな表情を有する、２つの顔を有してもよい。
【００６９】
　ステップ７５０では、１つまたは複数の提案されるイデオグラムを提示したとき、著者
は、イデオグラムの１つまたは複数を選択し、ステップ７６０で、選択された１つまたは
複数のイデオグラムを、１または複数の受取人に送られるメッセージ内に挿入してもよい
。あるいは、メッセージング・プラットフォームまたはソーシャル・ネットワーク上の別
のコンテンツ・アイテムの注釈のために選択されたイデオグラムを投稿するために、著者
にユーザ・インターフェースが提示されてもよい。コンテンツ・アイテムは、ユーザ、別
のユーザ、またはサード・パーティによって投稿されたテキスト、画像、動画、オーディ
オ、または他のコンテンツを含んでもよい。たとえば、別のユーザが、写真に対して「い
いね」を表明する代わりにソーシャル・ネットワーク上に写真を投稿した場合、著者は、
表情解析を使用して著者に提示される選択されたイデオグラムで写真に注釈してもよい。
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著者は、投稿された写真に対して反応する自身のセルフポートレートを撮り、次いで表情
解析後、著者に対して提示される１つまたは複数のイデオグラムを選択してもよい。
【００７０】
　特定の実施形態は、適切な場合、図７の方法の１つまたは複数のステップを繰り返して
もよい。本開示は、図７の方法の特定のステップについて特定の順序で行われるものとし
て述べ、示しているが、本開示は、任意の好適な順序で行われる図７の方法の任意の好適
なステップを企図する。さらに、本開示は、図７の方法の特定のステップを実施する特定
の構成要素、デバイス、またはシステムについて述べ、示しているが、本開示は、図７の
方法の任意の好適なステップを実施する任意の好適な構成要素、デバイス、またはシステ
ムの任意の好適な組合せを企図する。
【００７１】
　図９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９００を示している。ネットワーク環境９００は、ネットワーク９１０によ
って互いにつながっているクライアント・システム９３０、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム９６０、およびサードパーティ・システム９７０を含む。図９は、クライア
ント・システム９３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０、サードパーテ
ィ・システム９７０、およびネットワーク９１０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９３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０、サ
ードパーティ・システム９７０、およびネットワーク９１０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９３０、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム９６０、およびサードパーティ・システム９７０のうちの複数は、
ネットワーク９１０を迂回して、互いに直接的に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９３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０、
およびサードパーティ・システム９７０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ロケーションに配置されることが可能である。その上、
図９は、特定の数のクライアント・システム９３０、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム９６０、サードパーティ・システム９７０、およびネットワーク９１０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９３０、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム９６０、サードパーティ・システム９７０、およびネットワーク９
１０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９００は、複数のクラ
イアント・システム９３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０、サードパ
ーティ・システム９７０、およびネットワーク９１０を含むことができる。
【００７２】
　本開示は、任意の適切なネットワーク９１０を想定している。限定ではなく、例として
、ネットワーク９１０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９１
０は、１つまたは複数のネットワーク９１０を含むことができる。
【００７３】
　リンク９５０は、クライアント・システム９３０、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム９６０、およびサードパーティ・システム９７０を通信ネットワーク９１０に、ま
たは互いにつなげることができる。本開示は、任意の適切なリンク９５０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９５０は、１つもしくは複数の有
線リンク（たとえば、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（
たとえば、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（たとえば、同期光ネ
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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９５０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、ＷＷＡ
Ｎ、ＭＡＮ、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９５０、ま
たは複数のそのようなリンク９５０の組合せを含む。リンク９５０は、ネットワーク環境
９００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９
５０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９５０とは異なるこ
とが可能である。
【００７４】
　特定の実施形態においては、クライアント・システム９３０は、クライアント・システ
ム９３０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
ような構成要素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９３０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９３０を想定している。クライアント・シ
ステム９３０は、クライアント・システム９３０のネットワーク・ユーザがネットワーク
９１０にアクセスすることを可能にすることができる。クライアント・システム９３０は
、自分のユーザがその他のクライアント・システム９３０のその他のユーザと通信するこ
とを可能にすることができる。
【００７５】
　特定の実施形態においては、クライアント９３０は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＩＮＴＥＲ
ＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ、ＧＯＯＧＬＥ　ＣＨＲＯＭＥ、またはＭＯＺＩＬＬＡ　ＦＩ
ＲＥＦＯＸ（いずれも登録商標）などのウェブ・ブラウザ９３２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　ＴＯＯ
ＬＢＡＲ（登録商標）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９３０のユーザは、ウェブ・ブラウザ９３２を特定のサーバ（サーバ９６２、またはサ
ードパーティ・システム９７０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９３２は、ハイパー・テキ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９３０に通信することができる。ク
ライアント・システム９３０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、ＪＡＶＡＳＣ
ＲＩＰＴ（登録商標）、ＪＡＶＡ（登録商標）、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＳＩＬＶＥＲＬＩ
ＧＨＴ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。
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【００７６】
　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９６０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９６０は、たとえば、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９６０は、ネットワーク環境９００のその他の構成要素によっ
て直接的に、またはネットワーク９１０を通してアクセスされることが可能である。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９６０は、１つまたは
複数のサーバ９６２を含むことができる。それぞれのサーバ９６２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ーにわたる分散サーバであることが
可能である。サーバ９６２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、Ｅｘｃｈａｎｇｅ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、さまざま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９６２は、サーバ９６２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構成要素の組合せを含
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
９６４は、１つまたは複数のデータ・ストア９６４を含むことができる。データ・ストア
９６４は、さまざま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９６４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９６４は、リレーショナル、カラム、相関、または他の適切なデータベースで
あることが可能である。本開示は特定のタイプのデータベースを記述し、例示するが、本
開示においては、任意の適切なタイプのデータベースが考えられる。特定の実施形態は、
クライアント・システム９３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０、また
はサードパーティ・システム９７０が、データ・ストア９６４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。
【００７７】
　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９６０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９６４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（各々が、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（各々が、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９６０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９６０を通してオンライン・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９６０のその他の複数のユーザにつながり（すなわち、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９６０を通して、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９６０のその他の任意のユーザを示すこと
ができる。
【００７８】
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　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９６０は、ソー
シャル・ネットワーキング・システム９６０によってサポートされるさまざまなタイプの
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９６０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、ユーザが関心を抱く可能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してアイテムを購入もしくは販売することを可能にする取引、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９６
０において、またはサードパーティ・システム９７０の外部システム（ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム９６０とは別個のものであって、ネットワーク９１０を通してソ
ーシャル・ネットワーキング・システム９６０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。
【００７９】
　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９６０は、さま
ざま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９６０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９７０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。
【００８０】
　特定の実施形態においては、サードパーティ・システム９７０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（た
とえば、サーバが通信することができる）その他の任意の適切な構成要素を含むことがで
きる。サードパーティ・システム９７０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム９
６０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９６０およびサードパーティ・システム９７０は、ソーシャル・ネットワーキング
・システム９６０またはサードパーティ・システム９７０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９６０は、サードパーティ・システ
ム９７０などのその他のシステムがインターネットを通してソーシャル・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。
【００８１】
　特定の実施形態においては、サードパーティ・システム９７０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９３０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、ユーザにとって関
心がある物またはアクティビティに関する情報、たとえば、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、たとえば、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。



(23) JP 6387103 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

【００８２】
　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９６０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９６０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９６０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９３０からソーシャル・ネットワーキング・システム９６０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メディアなどのデータを含
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９６
０に付加されることも可能である。
【００８３】
　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９６０は、さま
ざまなサーバ、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は、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム９６０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・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９６０は、適切な構成要素、たとえ
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オペレーション・コンソール、その他
の適切な構成要素、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９６０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、たとえば、経歴情報、人口統計学的情報、挙動情報、ソーシ
ャルな情報、またはその他のタイプの記述的情報、たとえば、職業経験、学歴、趣味もし
くはプリファレンス、関心、親近感、またはロケーションを含むことができる。関心情報
は、１つまたは複数のカテゴリに関連した関心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
ドの靴に関するストーリに対して「いいね！」を表明した場合には、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、さまざまなユーザおよ
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９１０を通してソーシャル・ネットワーキング・システム９６０を
１つもしくは複数のクライアント・システム９３０または１つもしくは複数のサードパー
ティ・システム９７０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９６０と、１つまた
は複数のクライアント・システム９３０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９７０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９６０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９６０の上のま
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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９３０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９３０へ押し出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９３０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９３０から引き出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９６０のユーザの１つまたは複数のプライバシ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特定する。認可サーバは、ユー
ザが、たとえば、適切なプライバシ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９６０によって記録されること、またはその
他のシステム（たとえば、サードパーティ・システム９７０）と共有されることのオプト
インまたはオプトアウトを行う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９７０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９３０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。
【００８４】
　図１０は、例示的なソーシャル・グラフ１０００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９６０は、１つまたは複数のソーシャル
・グラフ１０００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１０００は、複数のノード（複数のユーザ・ノ
ード１００２、または複数のコンセプト・ノード１００４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１００６とを含むことができる。図１０において示されて
いる例示的なソーシャル・グラフ１０００は、教示上の目的から、２次元の視覚的なマッ
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９６０、クライアント・システム９３０、またはサードパーティ・システム９７０
は、適切なアプリケーションに関してソーシャル・グラフ１０００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１０００のノードお
よびエッジは、データ・オブジェクトとして、たとえば（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１０００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。
【００８５】
　特定の実施形態においては、ユーザ・ノード１００２は、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム９６０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９６０と、またはソーシャル・ネットワー
キング・システム９６０を通して対話または通信する人物（人間のユーザ）、エンティテ
ィ（たとえば、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
（たとえば、人物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９６０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９６０は、その
ユーザに対応するユーザ・ノード１００２を作成し、そのユーザ・ノード１００２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１００２は、適切な場合には、登録されているユーザ、お
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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１００２に及ぶ。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
１００２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９６０に登録さ
れていないユーザに及ぶ。特定の実施形態においては、ユーザ・ノード１００２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９６０を含
むさまざまなシステムによって収集された情報に関連付けられてい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、関心、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１００２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てい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１００２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。
【００８６】
　特定の実施形態においては、コンセプト・ノード１００４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、ロケーション（たとえば、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（たとえば、ソーシャ
ル・ネットワーク・システム９６０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（たとえば、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９６０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（たとえば、オ
ーディオ・ファイル、映像ファイル、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（たとえば、彫
塑、絵画、映画、ゲーム、楽曲、着想、写真、もしくは執筆作品など）、ゲーム、アクテ
ィビティ、着想もしくは理論、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１００４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９６０を含むさまざ
まなシステムによって収集された情報に関連付けられてい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（たとえば、本の表紙のイメージ）、ロケーション（たとえば、住所もしくは地理的
ロケーション）、（ＵＲＬに関連付けられていることが可能である）ウェブサイト、連絡
先情報（たとえば、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１００４は、コンセプト・ノード１００４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ているこ
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１００４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。
【００８７】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・グラフ１０００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９６０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９６０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、サ
ードパーティ・サーバ９７０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１００４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１００
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



(26) JP 6387103 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

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１００４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または複数のユーザが
、特にコンセプト・ノード１００４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。
【００８８】
　特定の実施形態においては、コンセプト・ノード１００４は、サードパーティ・システ
ム９７０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（たとえば、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）、ＡＪＡＸ、もしくはＰ
ＨＰ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、それらのアイコンのうちの１つ（たとえば、「食べる」）
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９３０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９６０
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９６０は、ユーザに対応するユーザ・ノード１００２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１００４との間においてエッジ
（たとえば、「食べる」エッジ）を作成して、エッジ１００６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。
【００８９】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・グラフ１０００内の１対のノードが、１つま
たは複数のエッジ１００６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１００６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１００６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９６０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９６０は、ソーシャル・グラフ１０００内で第１のユーザのユーザ・ノード１００２
を第２のユーザのユーザ・ノード１００２につなげるエッジ１００６を作成して、エッジ
１００６をソーシャル・グラフ情報としてデータ・ストア２４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１０の例においては、ソーシャル・グラフ１０００は、ユ
ーザ「Ａ」のユーザ・ノード１００２と、ユーザ「Ｂ」のユーザ・ノード１００２との間
における友達関係を示すエッジ１００６と、ユーザ「Ｃ」のユーザ・ノード１００２と、
ユーザ「Ｂ」のユーザ・ノード１００２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１００２同士をつなげる特定の属性を伴う特定のエッジ
１００６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１００２同士
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１００６を想定している。限定で
はなく、例として、エッジ１００６は、友達関係、家族関係、ビジネスもしくは雇用関係
、ファン関係、フォロワー関係、ビジター関係、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、または複数のそのような関係を表すこと
ができる。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
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及は、適切な場合には、１つまたは複数のエッジ１００６によってソーシャル・グラフ１
０００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
士に及ぶ。
【００９０】
　特定の実施形態においては、ユーザ・ノード１００２とコンセプト・ノード１００４と
の間におけるエッジ１００６は、ユーザ・ノード１００２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１００４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１０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」を行った可能性があり、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１００４に対応
するコンセプトプロフィール・ページは、たとえば、選択可能な「チェックイン」アイコ
ン（たとえば、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９６０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（例えば
、ユーザ「Ｃ」）が、特定のアプリケーション（例えば、オンライン音楽アプリケーショ
ンであるＳＰＯＴＩＦＹ）を使用して特定の楽曲（例えば「ランブル・オン」）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９６０は、
そのユーザに対応するユーザ・ノード１００２と、その楽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１００４との間において、（図１０に示されているような）「
聴いた」エッジ１００６および「使用した」エッジを作成して、そのユーザがその楽曲を
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９６０は、その楽曲に対応するコンセプト・ノード１
００４と、そのアプリケーションに対応するコンセプト・ノード１００４との間において
、（図１０に示されているような）「再生した」エッジ１００６を作成して、その特定の
楽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１００６は、外部アプリケーション（ＳＰＯ
ＴＩＦＹ）によって外部オーディオ・ファイル（「イマジン」という楽曲）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１００２とコンセプト・ノード
１００４とをつなげる特定の属性を伴う特定のエッジ１００６について記述しているが、
本開示は、ユーザ・ノード１００２とコンセプト・ノード１００４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１００６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１００２とコンセプト・ノード１００４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１００
２とコンセプト・ノード１００４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１００６は、ユーザが特定のコンセプトに対して「いいね！」を表明し
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１００６は、（図１０において、ユーザ「Ｅ」を表すユ
ーザ・ノード１００２と、「ＳＰＯＴＩＦＹ」を表すコンセプト・ノード１００４との間
において示されているような）ユーザ・ノード１００２とコンセプト・ノード１００４と
の間におけるそれぞれのタイプの関係（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。
【００９１】
　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９６０は、ソー
シャル・グラフ１０００内でユーザ・ノード１００２とコンセプト・ノード１００４との
間においてエッジ１００６を作成することができる。限定ではなく、例として、（たとえ
ば、ユーザのクライアント・システム９３０によってホストされているウェブ・ブラウザ
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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１００４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９３０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９６０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９６０は、その
ユーザとコンセプト・ノード１００４との間における「いいね！」エッジ１００６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１００２とコン
セプト・ノード１００４との間においてエッジ１００６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９６０は、エッジ１００
６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１００６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９６０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、または楽曲
を聴くことを行った場合には、エッジ１００６は、第１のユーザに対応するユーザ・ノー
ド１００２と、それらのコンセプトに対応するコンセプト・ノード１００４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１００６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１０
０６を形成することを想定している。
【００９２】
　特定の実施形態では、広告は、テキスト（ＨＴＭＬリンクされてもよい）、１つもしく
は複数の画像（ＨＴＭＬリンクされてもよい）、１つもしくは複数の動画、オーディオ、
１つもしくは複数のＡＤＯＢＥ　ＦＬＡＳＨファイル、これらの好適な組合せ、あるいは
１つもしくは複数のウェブページ上、１つもしくは複数の電子メール内、またはユーザに
よって要求された検索結果との関連で提示される任意の好適なデジタル・フォーマットに
ある任意の他の好適な広告であってよい。それに加えて、または代替として、広告は、１
つまたは複数のスポンサ付きのストーリ（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム９６０上のニュース・フィードまたはティッカ・アイテム）であってもよい。スポ
ンサ付きのストーリは、ユーザによるソーシャル・アクション（ページに「いいね」を表
明すること、ページ上の投稿に対して「いいね」を表明する、もしくはコメントすること
、ページに関連付けられているイベントに対してＲＳＶＰすること、ページ上で投稿され
た質問に対して投票すること、あるロケーションにチェックインすること、アプリケーシ
ョンを使用する、もしくはゲームをプレイすること、またはウェブサイドに「いいね」を
表明する、もしくは共有することなど）であってもよく、このソーシャル・アクションは
、たとえばソーシャル・アクションをユーザのプロフィール・ページもしくは他のページ
の所定の領域内で提示させる、広告主に関連付けられている追加の情報と共に提示させる
、ニュース・フィードもしくは他のユーザのティッカ内でバンプアップさせる、もしくは
他の方法で強調させる、または他の方法で奨励させることによって、広告主が奨励する。
広告主は、ソーシャル・アクションを奨励させるために支払ってもよい。限定するものと
してではなく一例として、広告は、スポンサ付きのコンテンツがスポンサ付きでないコン
テンツより上で奨励される検索結果ページの検索結果の中に含まれてもよい。
【００９３】
　特定の実施形態では、広告は、ソーシャル・ネットワーキングシステム・ウェブページ
、サードパーティ・ウェブページ、または他のページ内で表示するために要求されてもよ
い。広告は、ページの上部におけるバナー領域内、ページの側部におけるコラム内、ペー
ジのＧＵＩ内、ポップアップ・ウィンドウ内、ドロップダウン・メニュー内、ページの入
力フィールド内、ページのコンテンツの上部の上、またはページに関するどこかなど、ペ
ージの専用部分内で表示されてもよい。それに加えて、または代替として、広告は、アプ
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リケーション内で表示されてもよい。広告は、専用ページ内で表示され、ユーザがページ
にアクセスする、またはアプリケーションを使用することができる前に、ユーザが広告と
対話する、または広告を見ることを必要としてもよい。ユーザは、たとえばウェブ・ブラ
ウザを通じて広告を見ることができる。
【００９４】
　ユーザは、任意の好適なようにして広告と対話することができる。ユーザは、広告をク
リックしても、他の方法で選択してもよい。広告を選択することによって、ユーザは、広
告に関連付けられているページ（またはユーザによって使用されるブラウザもしくは他の
アプリケーション）に導かれてもよい。広告に関連付けられているページでは、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
ている情報を受け取ること、または広告に関連付けられているニュースレターを購読する
ことなど、追加のアクションをとることができる。広告の（「再生ボタン」などの）構成
要素を選択することによって、オーディオまたは動画を有する広告が再生されてもよい。
あるいは、広告を選択することによって、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６
０は、ユーザの特定のアクションを実行または修正してもよい。
【００９５】
　また、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
ム機能を含んでもよい。限定するものとしてではなく一例として、広告は、保証宣伝に関
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ユーザが広告に対して「
いいね」を表明する、または他の方法で保証宣伝することを可能にしてもよい。限定する
ものとしてではなく別の例として、広告は、ユーザが（たとえば、クエリを実行すること
によって）広告主に関係するコンテンツを求めて検索することを可能にしてもよい。同様
に、ユーザは、（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０を通じて）
広告を別のユーザと共有しても、（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・システム
９６０を通じて）広告に関連付けられているイベントに対してＲＳＶＰしてもよい。それ
に加えて、または代替として、広告は、ユーザを対象とするソーシャル・ネットワーキン
グ・システム・コンテンツを含んでもよい。限定するものとしてではなく一例として、広
告は、広告の主題に関連付けられているアクションをとったソーシャル・ネットワーキン
グ・システム９６０内のユーザの友達についての情報を表示してもよい。
【００９６】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、互いについ
て様々なソーシャルグラフ・エンティティのソーシャル・グラフ親和性（本明細書では「
親和性」と呼ばれる）を決定してよい。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、またはそれらの任意の適切な組み合わせなど、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における関係の強さまたは関心のレ
ベルを表すことができる。また、親和性は、サードパーティ・システム９７０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、ソーシャルグラフ・エンティティに対する
総合親和性が確立されてもよい。総合親和性は、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モニタリングに基づき、変化し得る。本
開示では特定の方式による特定の親和性の決定について記載するが、本開示では任意の適
切な方式による任意の適切な親和性の決定が想定される。
【００９７】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、親和性係数
（本明細書では「係数」と呼ばれる）を用いてソーシャル・グラフ親和性を測定または定
量してよい。この係数は、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さを表してよい、または定量してよい。また、この係数
は、ユーザが特定のアクションを行う予測される確率を測定する確率または関数を表して
もよく、この確率または関数は、そのアクションについてのそのユーザの関心に基づく。



(30) JP 6387103 B2 2018.9.5

10

20

30

40

50

このようにして、ユーザの将来のアクションは、ユーザの以前のアクションに基づいて予
測されることができ、その係数は少なくとも部分的にはユーザのアクションの履歴により
計算され得る。係数は、オンライン・ソーシャル・ネットワークの内外の任意の数のアク
ションを予測するために用いられてよい。限定ではなく一例として、これらのアクション
は、メッセージの送信、コンテンツの投稿、またはコンテンツに対するコメントなど、様
々なタイプの通信、プロフィール・ページ、メディア、または他の適切なコンテンツのア
クセスまたは閲覧など、様々なタイプの観察アクション、同じグループにある、同じ写真
にタグ付けされる、同じロケーションにおいてチェックインされる、もしくは同じイベン
トに出席する、または他の適切なアクションなど、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同時発生情報、または他の適切なアクションを含んでよい
。本開示では特定の方式による特定の親和性の測定について記載するが、本開示では任意
の適切な方式による親和性の測定が想定される。
【００９８】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、係数を計算
するために様々な因子を用いてよい。これらの因子は、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、他の適切な因子、またはそれらの任意
の組み合わせを含んでよい。特定の実施形態では、係数を計算するとき、様々な因子に異
なる重み付けを行ってもよい。各因子の重みは静的であってもよく、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などによって変化してもよい。
因子のための格付け、そのユーザに対する総合的な係数を決定するべく、それらの重みに
したがって組み合わせられてもよい。限定ではなく一例として、特定のユーザ・アクショ
ンには格付けおよび重みの両方が割り当てられる一方、その特定のユーザ・アクションに
関連付けられている関係には、格付けと相互に関連する重みとが割り当てられる（例えば
、したがって重みが計１００％になる）。特定のオブジェクトに対するユーザの係数を計
算するために、そのユーザのアクションに割り当てられた格付けが、例えば、総合的な係
数の６０％を含む一方、そのユーザとそのオブジェクトとの間の関係は、総合的な係数の
４０％を含んでもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム
９６０は、係数を計算するために用いられる様々な因子の重みを決定するときに、例えば
、情報がアクセスされてからの時間、減衰因子、アクセスの頻度、情報に対する関係また
はそれに関する情報がアク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が
っ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ま
たは長期的な平均、ユーザ・フィードバック、他の適切な変数、またはそれらの任意の組
み合わせなど、様々な変数を考慮してもよい。限定ではなく一例として、係数は、係数を
計算するとき、より最近のアクションがより関連性を有するように、特定のアクションに
よって提供される信号の強さを時間とともに減衰させる減衰因子を含んでもよい。格付け
および重みは、その係数が基づくアクションの継続的なトラッキングに基づいて、継続的
に更新されてもよい。任意のタイプのプロセスまたはアルゴリズムが、各因子およびそれ
らの因子に割り当てられる重みの格付けの割当、結合、平均化などに用いられてよい。特
定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、履歴のアクショ
ンおよび過去のユーザ応答、またはデータを様々なオプションに晒し応答を測定すること
によってユーザから集められたデータに基づきトレーニングされた機械学習アルゴリズム
を用いて、係数を決定してもよい。本開示では特定の方式による特定の係数の計算につい
て記載するが、本開示では任意の適切な方式による係数の計算が想定される。
【００９９】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、ユーザのア
クションに基づき係数を計算してもよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム９６
０は、オンライン・ソーシャル・ネットワーク上、サードパーティ・システム９７０上、
他の適切なシステム上、またはそれらの任意の組み合わせ上において、そのようなアクシ
ョンを監視してよい。任意の適切なタイプのユーザ・アクションのトラッキングまたは監
視が行われてよい。典型的なユーザ・アクションには、プロフィール・ページを閲覧する
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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、グループに参
加すること、イベントへの参加をリストまたは確認すること、ロケーションにチェックイ
ンすること、特定のページに「いいね」と表明すること、ページを作成すること、および
ソーシャル・アクションを行う他のタスクを実行することが含まれる。特定の実施形態で
は、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、特定のタイプのコンテンツを有
するユーザのアクションに基づき、係数を計算してよい。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９７０、または別の適切なシステム
に関連付けられてよい。コンテンツは、ユーザ、プロフィール・ページ、投稿、ニュース
・ストーリ、ヘッドライン、インスタント・メッセージ、チャット・ルーム会話、電子メ
ール、広告、写真、動画、音楽、他の適切なオブジェクト、またはそれらの任意の組み合
わせを含んでよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、ユーザのアクシ
ョンを、そのアクションのうちの１つ以上が主題、コンテンツ、他のユーザなどに対する
親和性を示すか否かを決定するために分析してよい。限定ではなく一例として、ユーザが
、「コーヒー」またはその変形に関係するコンテンツを頻繁に投稿する場合、ソーシャル
・ネットワーキング・システム９６０は、ユーザがコンセプト「コーヒー」に関して高い
係数を有すると決定してもよい。特定のアクションまたはアクションのタイプは、他のア
クションよりも大きな重み、より高い格付け、またはその両方を割り当てられ、これが総
合的な計算された係数に影響を与えてもよい。限定ではなく一例として、第１のユーザが
第２のユーザに電子メールを送る場合、そのアクションに対する重みまたは格付けは、第
１のユーザが単に第２のユーザのユーザ・プロファイル・ページを閲覧する場合よりも高
くてもよい。
【０１００】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、特定のオブ
ジェクトの間の関係のタイプに基づき係数を計算してもよい。ソーシャル・グラフ１００
０を参照すると、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、係数を計算すると
き、特定のユーザ・ノード１００２およびコンセプト・ノード１００４をつなげるエッジ
１００６の数および／またはタイプを分析してもよい。限定ではなく一例として、配偶者
タイプのエッジ（２人のユーザが結婚していることを表す）によって接続されているユー
ザ・ノード１００２は、友達タイプのエッジによって接続されているユーザ・ノード１０
０２より高い係数を割り当てられてもよい。換言すれば、特定のユーザのアクション及び
関係に割り当てられた重みに応じて、総合親和性は、ユーザの友達に関するコンテンツに
対する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ように決定されて
もよい。特定の実施形態では、ユーザが別のオブジェクトと有する関係は、そのオブジェ
クトについての係数の計算に関して重みおよび／またはユーザのアクションの格付けに影
響を与えてもよい。限定ではなく一例として、ユーザが第１の写真にタグ付けされている
が、第２の写真にいいねと表明しかしない場合、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よりも高い重み
および／または格付けが割り当てられることから、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム９６０は、ユーザが第２の写真より第１の写真に関して高い係数を有すると決定して
もよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、１以
上の第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き、第１のユーザのた
めの係数を計算してもよい。換言すれば、他のユーザがオブジェクトに対して有する接続
および係数は、そのオブジェクトに対する第１のユーザの係数に影響を与えてもよい。限
定ではなく一例として、第１のユーザが１以上の第２のユーザに接続されるか、１以上の
第２のユーザに対する高い係数を有し、それらの第２のユーザが特定のオブジェクトに接
続されるか、特定のオブジェクトに対する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９６０は、その特定のオブジェクトに対して第１のユーザが比較的高
い係数を有するべきであると決定してもよい。特定の実施形態では、係数は特定のオブジ
ェクト間の隔たりの程度に基づいてもよい。係数が低いほど、ソーシャル・グラフ１００
０において第１のユーザに間接的に接続されているユーザのコンテンツ・オブジェクトへ
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の関心を第１のユーザが共有する見込みが減少することを表してもよい。限定ではなく一
例として、ソーシャル・グラフ１０００においてより近くにある（すなわち、より隔たり
の程度が小さい）ソーシャルグラフ・エンティティ同士は、ソーシャル・グラフ１０００
においてより遠くにあるエンティティ同士よりも高い係数を有してもよい。
【０１０１】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、ロケーショ
ン情報に基づき係数を計算してもよい。互いに地理的に近くにある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、より関連している、または互いにより高い関心を有
すると考えられてよい。特定の実施形態では、特定のオブジェクトに対するユーザの係数
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（またはそのユーザのクライア
ント・システム１３０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のユーザのより近くにある他のユーザまたは
コンセプトに、より高い関心を有し得る。限定ではなく一例として、ユーザが空港から１
マイル（約１．６ｋｍ）に位置し、ガソリン・スタンドから２マイル（約３．２ｋｍ）に
位置する場合、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、そのユーザに対する
空港の近接度に基づき、ユーザがガソリン・スタンドよりも空港に対しより高い係数を有
すると決定してもよい。
【０１０２】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、係数情報に
基づきユーザに関する特定のアクションを行ってもよい。係数を用いて、ユーザが特定の
アクションを行うか否かを、そのアクションについてのそのユーザの関心に基づき予測す
ることができる。係数は、広告、検索結果、ニュース・ストーリ、メディア、メッセージ
、通知、または他の適切なオブジェクトなど、ユーザに対する任意のタイプのオブジェク
トを生成または提示するときに用いられてよい。また、適切な場合、係数は、そのような
オブジェクトのランクおよび順序を決定するためにも利用されて得る。このように、ソー
シャル・ネットワーキング・システム９６０は、ユーザの関心および現在の状況に関連す
る情報を提供してもよく、それによって、それらがそのような関心を有する情報を見出す
見込みを高める。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０
は、係数情報に基づきコンテンツを生成してもよい。コンテンツ・オブジェクトは、ユー
ザに特有の係数に基づき提供または選択されてもよい。限定ではなく一例として、係数は
ユーザに対するメディアを生成するために用いられてもよく、ユーザには、そのメディア
・オブジェクトに関してそのユーザが高い総合係数を有するメディアが、提示される。限
定ではなく別の一例として、限定ではなく一例として、係数はユーザに対する広告を生成
するために用いられてもよく、ユーザには、その広告オブジェクトに関してそのユーザが
高い総合係数を有する広告が、提示される。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワ
ーキング・システム９６０は、係数情報に基づき検索結果を生成してもよい。特定のユー
ザのための検索結果は、問い合わせを行うユーザに関して検索結果に関連付けられている
係数に基づき、得点またはランクを決定されてよい。限定ではなく一例として、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、検索結果のページにおいて、より高いランクを決定されてもよい。
【０１０３】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、特定のシス
テムまたはプロセスからの係数の要求に応じて、係数を計算してもよい。ユーザが所与の
状況において取り得る（あるいは対象となる）可能性の高いアクションを予測するために
、任意のプロセスによって、ユーザの計算された係数が要求されてよい。また、この要求
は、係数を計算するために用いられる様々な因子に用いる１組の重みを含んでもよい。こ
の要求は、オンライン・ソーシャル・ネットワーク上で動作するプロセスから、サードパ
ーティ・システム９７０から（例えば、ＡＰＩまたは他の通信チャンネルを通して）、ま
たは別の適切なシステムから届いてよい。要求に応じて、ソーシャル・ネットワーキング
・システム９６０は、係数を計算してよい（または、係数が以前に計算され記憶されてい
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る場合、その係数情報にアクセスしてよい）。特定の実施形態では、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム９６０は、特定のプロセスに関する親和性を測定してもよい。様々
なプロセス（オンライン・ソーシャル・ネットワークに対して内外の両方）は、特定の１
つのオブジェクトまたは複数のオブジェクトからなる組に対する係数を要求してもよい。
ソーシャル・ネットワーキング・システム９６０は、親和性の尺度を要求した特定のプロ
セスに関連する親和性の尺度を提供してもよい。このように、各プロセスは、プロセスが
親和性の尺度を用いる様々なコンテキストに適合する親和性の尺度を受信する。
【０１０４】
　ソーシャル・グラフ親和性および親和性係数に関して、特定の実施形態では、米国特許
出願第１１／５０３０９３号（２００６年８月１１日提出）、米国特許出願第１２／９７
７０２７号（２０１０年１２月２２日提出）、米国特許出願第１２／９７８２６５号（２
０１０年１２月２３日受信）、および米国特許出願第１３／６３２８６９号、において開
示されている１以上のシステム、構成要素、要素、機能、方法、動作、または工程を利用
してよい。それらの文献の各々を引用によって本明細書に援用する。
【０１０５】
　特定の実施形態では、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１つまたは複数は、プライバシ設定に関連付けられてもよい。オブジェクトのため
のプライバシ設定（または「アクセス設定」）は、たとえばオブジェクトに関連付けられ
て、許可サーバ上のインデックスにおいて、別の好適なようにして、またはそれらの組合
せでなど、任意の好適なようにして記憶されてもよい。オブジェクトのプライバシ設定は
、どのようにオンライン・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）にアクセスすることができるか指定するこ
とができる。オブジェクトのためのプライバシ設定により特定のユーザがそのオブジェク
トにアクセスすることが可能になる場合、そのオブジェクトは、そのユーザに対して「可
視」であると述べてもよい。限定するものとしてではなく一例として、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設定
を指定し、そのユーザプロフィール・ページ上の職歴情報にアクセスすることができるユ
ーザのセットを指定し、したがって他のユーザをその情報にアクセスしないように除外し
てもよい。特定の実施形態では、プライバシ設定は、オブジェクトに関連付けられている
ある情報にアクセスすることが許されるべきでないユーザの「ブロック・リスト」を指定
してもよい。換言すれば、ブロック・リストは、オブジェクトが可視でない１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。限定するものとしてではなく一例
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し、したがってそれらのユーザを写真アルバムにアクセスしな
いように除外してもよい（一方、ユーザのそのセット内でない幾人かのユーザが写真アル
バムにアクセスすることを可能にすることも可能である）。特定の実施形態では、プライ
バシ設定は、特定のソーシャル・グラフ要素に関連付けられてもよい。ノードまたはエッ
ジなどソーシャル・グラフ要素のプライバシ設定は、どのようにオンライン・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
ジェクトにアクセスすることができるか指定することができる。限定するものとしてでは
なく一例として、特定の写真に対応する特定のコンセプト・ノード１００４は、その写真
にタグ付けされたユーザおよびその友達しかその写真にアクセスすることができないこと
を指定するプライバシ設定を有してもよい。特定の実施形態では、プライバシ設定は、ユ
ーザが自分達のアクションをソーシャル・ネットワーキング・システム９６０によって記
録させる、または他のシステム（たとえば、サードパーティ・システム９７０）と共有さ
せることについてオプトインまたはオプトアウトすることを可能にしてもよい。特定の実
施形態では、オブジェクトに関連付けられているプライバシ設定は、許されるアクセスま
たはアクセスの拒否の任意の好適な細分性を指定してもよい。限定するものとしてではな
く一例として、アクセスまたはアクセスの拒否は、特定のユーザ（たとえば、私だけ、私
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のルームメイト、私の上司）、特定の分離度以内のユーザ（たとえば、友達、または友達
の友達）、ユーザ・グループ（たとえば、ゲーム・クラブ、私の家族）、ユーザ・ネット
ワーク（たとえば、特定の雇用者の従業員、特定の大学の生徒または卒業生）、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９７
０のユーザ、特定のアプリケーション（たとえば、サードパーティ・アプリケーション、
外部ウェブサイト）、他の好適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
合せについて指定されてもよい。本開示は、特定のプライバシ設定を特定の方法で使用す
ることについて述べているが、本開示は、任意の好適なプライバシ設定を任意の好適なよ
うにして使用することを企図する。
【０１０６】
　特定の実施形態では、１つまたは複数のサーバ９６２は、プライバシ設定を施行するた
めの許可／プライバシ・サーバとすることができる。データ・ストア９６４に記憶された
特定のオブジェクトを求めるユーザ（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９６０は、そのオブジェクトを求めてデータ・
ストア９６４に要求を送ることができる。この要求は、要求に関連付けられているユーザ
を識別してもよく、オブジェクトに関連付けられているプライバシ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が許可されていると許可サーバが決定した場合だ
け、そのユーザ（またはそのユーザのクライアント・システム９３０）に送られてもよい
。要求しているユーザがオブジェクトにアクセスすることが許可されない場合、許可サー
バは、要求されたオブジェクトがデータ・ストア９６４から取り出されるのを妨げてもよ
く、または要求されたオブジェクトがユーザに送られるのを妨げてもよい。検索クエリの
状況では、クエリしているユーザがオブジェクトにアクセスすることが許可されている場
合、オブジェクトが検索結果として生成されるだけであってもよい。換言すれば、オブジ
ェクトは、クエリしているユーザにとって可視である可視性を有していなければならない
。そのオブジェクトがユーザにとって可視でない可視性を有する場合、そのオブジェクト
は、検索結果から除外されてもよい。本開示は、プライバシ設定を特定の方法で施行する
ことについて述べているが、本開示は、プライバシ設定を任意の好適なようにして施行す
ることを企図する。
【０１０７】
　図１１は、例示的なコンピュータ・システム１１００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１１００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１１００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１１００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１１
００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、またはその逆を包含するこ
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。
【０１０８】
　本開示は、任意の適切な数のコンピュータ・システム１１００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１１００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１１００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）（たとえば、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、対話キオスク、メインフレーム、コンピュー
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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１１００は、１つもしくは複数のコンピュー
タ・システム１１００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ーにわたること、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１１００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１１００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１１００
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。
【０１０９】
　特定の実施形態においては、コンピュータ・システム１１００は、プロセッサ１１０２
、メモリ１１０４、ストレージ１１０６、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース１１０８
、通信インタフェース１１１０、およびバス１１１２を含む。本開示は、特定の数の特定
の構成要素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、本開示は、任意の適切な数の任意の適切な構成要素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。
【０１１０】
　特定の実施形態においては、プロセッサ１１０２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１１０２は、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモ
リ１１０４、またはストレージ１１０６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１１０４、またはストレージ１１０６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１１０２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１１０２を想定している。限定
ではなく、例として、プロセッサ１１０２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１１０４またはスト
レージ１１０６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１１０２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１１０２において実行される命令が機能する際に基
づくメモリ１１０４もしくはストレージ１１０６内のデータのコピー、プロセッサ１１０
２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１１０４もし
くはストレージ１１０６への書き込みのためのプロセッサ１１０２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１１０２による読み取りオペレーションまたは書き込みオペレーショ
ンをスピードアップすることができる。ＴＬＢは、プロセッサ１１０２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１
１０２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１１０２を想定している。適切な場合には、プロセッサ１１０２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
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であること、または１つもしくは複数のプロセッサ１１０２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。
【０１１１】
　特定の実施形態においては、メモリ１１０４は、プロセッサ１１０２が実行するための
命令、またはプロセッサ１１０２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１１００は、命令をス
トレージ１１０６または別のソース（たとえば、別のコンピュータ・システム１１００な
ど）からメモリ１１０４にロードすることができる。次いでプロセッサ１１０２は、命令
をメモリ１１０４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１１０２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１１０２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１１０２は、それらの結果のうちの１つまたは複数をメモリ１１０４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１１０２は、（ストレー
ジ１１０６またはその他のロケーションではなく）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１１０４内の命令のみを実行し、（ストレージ１
１０６またはその他のロケーションではなく）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１１０４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１１０２をメモリ１１０４に結合することができる。バス１１１
２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１１０２とメモリ１１０４との間に常駐し、プロセッサ１１０２によって要求される
メモリ１１０４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１１０４
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ＲＡ
Ｍ（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１１０４は
、適切な場合には、１つまたは複数のメモリ１１０４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。
【０１１２】
　特定の実施形態においては、ストレージ１１０６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１１０６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
（ＵＳＢ）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１１０６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１１０６は、適切な場合には、コンピュー
タ・システム１１００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１１０６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１１０６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（ＰＲＯ
Ｍ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、電
気的書替え可能ＲＯＭ（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１１０６を想定している。ストレージ１１０６は、適切な場合には、プロ
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セッサ１１０２とストレージ１１０６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
１１０６は、１つまたは複数のストレージ１１０６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。
【０１１３】
　特定の実施形態においては、Ｉ／Ｏインタフェース１１０８は、コンピュータ・システ
ム１１００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１１００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１１００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、ビデオ・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１１０８を想定して
いる。適切な場合には、Ｉ／Ｏインタフェース１１０８は、プロセッサ１１０２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１１０８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１１０８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。
【０１１４】
　特定の実施形態においては、通信インタフェース１１１０は、コンピュータ・システム
１１００と、１つもしくは複数のその他のコンピュータ・システム１１００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（たとえば、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１１１０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－ＦＩ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（ＷＮＩ
Ｃ）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１１１０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１１００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１１００は、無線ＰＡＮ（ＷＰＡＮ）（たとえば、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、セルラ電話ネ
ットワーク（たとえば、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
１１００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１１１０を含むことができる。通信インタフェース１
１１０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１１１０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
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、任意の適切な通信インタフェースを想定している。
【０１１５】
　特定の実施形態においては、バス１１１２は、コンピュータ・システム１１００の構成
要素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１１１２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１１１２は、適切な場合には、１つまたは複数のバス１１１２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。
【０１１６】
　本明細書においては、１つまたは複数のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体
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（Ｉ
Ｃ）（たとえば、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）・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
の任意の適切なコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体、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。コンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体は、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。
【０１１７】
　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）。
【０１１８】
　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、本明細書に
おけるそれぞれの実施形態を、特定の構成要素、要素、特徴、オペレーション、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、本明細書の任意の箇所において記述されてい
るまたは示されている構成要素、要素、特徴、オペレーション、または工程のうちの任意
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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
の構成要素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、構成要素、
またはその特定の機能が、有効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、または構成要素が、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、構成要素を包含する。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図２Ｃ】
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【図２Ｄ】 【図３】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図５】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図６Ｃ】
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【図７】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図８Ｃ】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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