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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によって、ネットワークリソースモデルにアクセスして、
ネットワークリソース内のデジタルメディアオブジェクトを識別する段階と、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記ネットワークリソースモデルのコンテ
クスト内で前記デジタルメディアオブジェクトの周囲のデータを識別する段階と、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記デジタルメディアオブジェクトの周囲
の前記データから１つ又はそれよりも多くの第１の語を抽出する段階と、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記１つ又はそれより多くの第１の語に基
づいて１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクを構成する段階と、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記デジタルメディアオブジェクトの近く
で前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクをそれぞれ１つ又はそれより多くの第２
の語と関連付けることによって前記ネットワークリソースに前記１つ又はそれよりも多く
のハイパーリンクを挿入する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記コンピューティングデバイスによって、前記１つ又はそれよりも多くの抽出された
語をリモートホストに送信する段階と、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記リモートホストから１つ又はそれより
も多くのリソースロケータを受信する段階と、
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　前記コンピューティングデバイスによって、前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリ
ンクを構成する前記段階において前記１つ又はそれよりも多くのリソースロケータを使用
する段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記デジタルメディアオブジェクトの周囲の前記データは、該デジタルメディアオブジ
ェクトと同じ、ネットワークリソースモデルの区画内に配置されたデータであることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記区画は、１つ又はそれよりも多くのＨＴＭＬ＜ｄｉｖ＞タグによって定められるこ
とを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記取り囲むデータは、テキストコンテンツであることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクの第１ハイパーリンクが、ネットワーク
アドレス可能広告主リソースを識別し、
　前記第１ハイパーリンクは、作動された時に、前記コンピューティングデバイスのプロ
セッサに前記ネットワークアドレス可能広告主リソースをアクセスさせる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１ハイパーリンクは、作動された時に、リモートサーバによる出力先変更処理に
おいて前記プロセッサに前記ネットワークアドレス可能広告主リソースをアクセスさせる
ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンピューティングデバイスによって、前記ネットワークリソースモデルに関連付
けられたユーザ識別子を判断する段階と、
　前記コンピューティングデバイスによって、前記ユーザ識別子をコンテンツ組み込みエ
ンティティ識別子として前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクの中に符号化する
段階と、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記コンピューティングデバイスによって、クリックされた時に前記コンピューティン
グデバイスのプロセッサにネットワークアドレス可能広告主リソースをアクセスさせるク
リック可能領域として、前記デジタルメディアオブジェクトを前記コンピューティングデ
バイスのプロセッサにレンダリングさせるように作動するリンク組み込みコードを発生さ
せる段階、
　を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクの第１ハイパーリンクが、検索システム
を識別し、
　前記第１ハイパーリンクは、作動された時に前記プロセッサに前記検索システムをアク
セスさせる、
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１ハイパーリンクは、前記抽出された語の１つ又はそれよりも多くを含むように
構成され、
　前記第１ハイパーリンクは、作動された時に、前記プロセッサに前記１つ又はそれより
も多くの抽出された語を使用して前記検索システムをアクセスさせる、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
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【請求項１２】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによる実行のためのプログラム論理を有形的に記憶するための記憶媒体
と、を含むコンピューティングデバイスであって、前記プログラム論理は、
　ネットワークリソースモデルにアクセスして、ネットワークリソース内のデジタルメデ
ィアオブジェクトを識別するための前記プロセッサによって実行される論理と、
　前記ネットワークリソースモデルのコンテクスト内で前記デジタルメディアオブジェク
トの周囲のデータを識別するための前記プロセッサによって実行される論理と、
　前記デジタルメディアオブジェクトの周囲の前記データから１つ又はそれよりも多くの
第１の語を抽出するための前記プロセッサによって実行される論理と、
　前記１つ又はそれより多くの第１の語に基づいて１つ又はそれよりも多くのハイパーリ
ンクを構成するための前記プロセッサによって実行される論理と、
　前記デジタルメディアオブジェクトの近くで前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリ
ンクをそれぞれ１つ又はそれより多くの第２の語と関連付けることによって前記ネットワ
ークリソースに前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクを挿入するための前記プロ
セッサによって実行される論理と、
　を含むことを特徴とするコンピューティングデバイス。
【請求項１３】
　前記プログラム論理は、
　前記１つ又はそれよりも多くの抽出された語をリモートホストに送信するための前記プ
ロセッサによって実行される論理と、
　前記リモートホストから１つ又はそれよりも多くのリソースロケータを受信するための
前記プロセッサによって実行される論理と、
　前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクを構成する際において前記１つ又はそれ
よりも多くのリソースロケータを使用するための前記プロセッサによって実行される論理
と、
　を更に含む請求項１２に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１４】
　前記デジタルメディアオブジェクトの周囲の前記データは、該デジタルメディアオブジ
ェクトと同じ、ネットワークリソースモデルの区画内に配置されたデータであることを特
徴とする請求項１２に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１５】
　前記区画は、１つ又はそれよりも多くのＨＴＭＬ＜ｄｉｖ＞タグによって定められるこ
とを特徴とする請求項１４に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１６】
　前記取り囲むデータは、テキストコンテンツであることを特徴とする請求項１２に記載
のコンピューティングデバイス。
【請求項１７】
　前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクの第１ハイパーリンクが、ネットワーク
アドレス可能広告主リソースを識別し、
　前記第１ハイパーリンクは、作動された時に、プロセッサに前記ネットワークアドレス
可能広告主リソースをアクセスさせる、
　ことを特徴とする請求項１２に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１８】
　前記第１ハイパーリンクは、作動された時に、リモートサーバによる出力先変更処理に
おいて前記プロセッサに前記ネットワークアドレス可能広告主リソースをアクセスさせる
ことを特徴とする請求項１７に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項１９】
　前記プログラム論理は、
　前記ネットワークリソースモデルに関連付けられたユーザ識別子を判断するための論理
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と、
　前記ユーザ識別子をコンテンツ組み込みエンティティ識別子として前記１つ又はそれよ
りも多くのハイパーリンクの中に符号化するための論理と、
　を更に含む請求項１２に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２０】
　前記プログラム論理は、
　クリックされた時に前記プロセッサにネットワークアドレス可能広告主リソースをアク
セスさせるクリック可能領域として、前記デジタルメディアオブジェクトを前記プロセッ
サにレンダリングさせるリンク組み込みコードを発生させるための論理、を更に含む請求
項１２に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２１】
　前記１つ又はそれよりも多くのハイパーリンクの第１ハイパーリンクが、検索システム
を識別し、
　前記第１ハイパーリンクは、作動された時に前記プロセッサに前記検索システムをアク
セスさせる、
　ことを特徴とする請求項１２に記載のコンピューティングデバイス。
【請求項２２】
　前記第１ハイパーリンクは、前記抽出された語の１つ又はそれよりも多くを含むように
構成され、
　前記第１ハイパーリンクは、作動された時に、前記プロセッサに前記１つ又はそれより
も多くの抽出された語を使用して前記検索システムをアクセスさせるように作動する、
　ことを特徴とする請求項２１に記載のコンピューティングデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の開示は、一般的に、コンピュータネットワーク上のデジタルメディアオブジェ
クトの使用及び分配に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「インターネット」のようなワイドエリアネットワークに接続した対話型システムは、
社会的対話及びデジタルメディアの共有のための活気に満ちた媒体に確実に進化している
。実際に、エンドユーザ、メディア会社、及び専門メディア作成者によって生成された膨
大な量のデジタルメディアが、ウェブサイトを通じて「インターネット」にわたって利用
可能にされて共有されており、様々なコンテンツホスティング又は集約システム及びサー
ビス（例えば、Ｆｌｉｃｋｒ（登録商標）、Ｙａｈｏｏ！（登録商標）Ｖｉｄｅｏ、Ｙｏ
ｕTｕｂｅ．ｃｏｍなど）にアップロードされている。エンドユーザは、様々なオンライ
ン及び対話式コンテクストでメディアを益々使用又は共有している。例えば、増え続ける
数のエンドユーザが、画像、映像、及び音楽のようなデジタルメディアコンテンツを利用
するブログページ、個人化ソーシャルネットワーキングページ（Ｙａｈｏｏ！３６０、Ｆ
ａｃｅｂｏｏｋ、又はＭｙＳｐａｃｅのような）を含む様々なタイプのウェブサイトを作
成している。更に、デジタルメディアコンテンツは、オンライングループ又はフォーラム
、又は小規模企業、クラブ、及び特別利益団体のような他の専用サイトに掲載されている
のが頻繁に見受けられる。
【０００３】
　これらの２つの動態は、「インターネット」上で利用可能なオンラインメディアが、ウ
ェブサイト、ソーシャルネットワークサイト、オンラインフォーラム、又は他のシステム
のページに再使用されるか又は含まれることが多いという点で密接に関連している。例え
ば、ユーザは、個人的な関心のトピック、例えば、ビーグルに関するブログを作成するこ
とができる。ブログに掲載する（ショートテキストアイテムを作成する）場合、ユーザは
、ポストのポイント又は主題（例えば、ビーグルの耳の長さ）を示すビーグルの画像を含
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めることができる。画像の位置を見つけるために、ユーザは、画像検索エンジンにアクセ
スし、適切な画像を見つけることができる。画像をブログポストに追加するために、ユー
ザは、その画像をハードドライブ又は他のデータストアにダウンロードし、次に、画像を
ブログホスティングサイトにアップロードすることができる。代替的に、技術的に熟練し
ている場合、ユーザは、ポストに画像を表示することになるブログポストにＨＴＭＬコー
ドを追加することができ、ブログが閲覧された時にその元のロケーションから画像をロー
ドさせる。ビデオ及びオーディオコンテンツは、類似の方法でブログ又は個人ページのよ
うな他のネットワークアドレス可能リソースに追加することもできる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の特定的な実施形態は、「ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）」又
は拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）ページのようなネットワークリソースに組み込ま
れたデジタルメディアオブジェクトに対する１つ又はそれよりも多くのリンクを発生させ
るためのデジタルメディアリンク組み込み機構に関する。本発明の特定の実施例は、ブロ
グサイト及びソーシャルネットワーキング又はメディアサイトのようなネットワークアプ
リケーションホスティングサイトが、ユーザによって個人ページ、ブログエントリ、及び
オンラインフォーラムポストなどに組み込まれたデジタルメディアオブジェクトの近くに
収益創出及び／又は情報リンクを自動的に挿入することを可能にする。１つの実施例では
、メディアリンクを発生させる解析は、所定のデジタルコンテンツオブジェクトの周囲の
データに着目してリンクの妥当性又は描写性を改善する。このようなメディア関連広告又
は検索リンクは、広告及び／又は検索を発生させるのに使用される概念又はキーワードが
、デジタルコンテンツの周囲のデータから抽出されるので、より収益性があると考えられ
る（クリックスルーレートに対して）。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】特定の実施例が作動することができる例示的ネットワーク環境を示す図である。
【図２】ネットワークアプリケーションホスティングサイトの例示的ユーザインタフェー
スを示す図である。
【図３】本発明の特定の実施例に従う例示的方法を示す図である。
【図４】本発明の特定の実施例に従う別の例示的方法を示す図である。
【図５】本発明の特定の実施例に従う例示的ページテンプレートコードを示す図である。
【図６】物理サーバの１つ又はそれよりも多くを実施するのに使用することができる例示
的コンピュータシステムアーキテクチャを示す概略図である。
【図７】クライアントシステムの１つ又はそれよりも多くを実施するのに使用することが
できる例示的コンピュータシステムアーキテクチャを示す概略図である。
【図８Ａ】リンク組み込みコードを発生させることを目的とした特定の実施例に従う例示
的方法を提供する図である。
【図８Ｂ】リンク組み込みコードを発生させることを目的とした特定の実施例に従う例示
的方法を提供する図である。
【図９Ａ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図９Ｂ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図９Ｃ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図９Ｄ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図９Ｅ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図９Ｆ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図９Ｇ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図９Ｈ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図９Ｉ】例示的リンク組み込みコード及びコード区画を示す図である。
【図１０】広告を含む例示的ウェブページを示す図である。
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【図１１Ａ】特定の実施例に従う広告リンクに関わる要求を処理することを目的とした例
示的方法を示す図である。
【図１１Ｂ】特定の実施例に従う広告リンクに関わる要求を処理することを目的とした例
示的方法を示す図である。
【図１１Ｃ】特定の実施例に従う広告リンクに関わる要求を処理することを目的とした例
示的方法を示す図である。
【図１２】特定の実施例に従う広告リンクに関わる例示的メッセージフローを示す概略図
である。
【図１３】検索結果を含む例示的インタフェースを示す図である。
【図１４】特定の実施例に従う検索リンクに関わる例示的メッセージフローを示す概略図
である。
【図１５Ａ】特定の実施例に従う検索リンクに関わる要求を処理することを目的とした例
示的方法を示す図である。
【図１５Ｂ】特定の実施例に従う検索リンクに関わる要求を処理することを目的とした例
示的方法を示す図である。
【図１５Ｃ】特定の実施例に従う検索リンクに関わる要求を処理することを目的とした例
示的方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　Ａ．概要
　本発明は、様々な構成において実施することができる。一部の特定の実施例では、以下
のイベント又は処理の１つ又はそれよりも多くが発生する可能性がある。一部の実施例で
は、ブロガー又はソーシャルネットワーキングサイトのユーザのようなユーザが、デジタ
ルコンテンツオブジェクトをブログエントリ又は個人ページに追加することができる。デ
ジタルコンテンツオブジェクトは、デジタルコンテンツオブジェクトを直接挿入すること
により、又はＵＲＬを含むコンテンツ組み込みコードをデジタルコンテンツオブジェクト
に追加することにより追加することができる。一般的に、ユーザは、デジタルコンテンツ
オブジェクトを収容するエントリに関連したテキストを追加することができる。以下に更
に詳しく説明するように、処理は、リソースにおける１つ又はそれよりも多くの区画を識
別するためにブログ、個人ページ、又は他のネットワークリソースを処理することができ
る。各区画に関して、処理は、区画における１つ又はそれよりも多くのデジタルコンテン
ツオブジェクトを識別することができ、デジタルコンテンツオブジェクトの周囲のデータ
の解析から得られた情報に基づいて１つ又はそれよりも多くのリンクに関わるリンク組み
込みコードを発生させることができる。生成されたリンクは、デジタルコンテンツオブジ
ェクトの近くに挿入することができる。
【０００７】
　一部の実施例では、ハイパーリンクは、作動された時に、コンテンツの使用、分配、ホ
スティング、又は作成に関連付けられた１つ又はそれよりも多くのエンティティに対して
収益又は一部の他の恩典を発生させることができる。特定の実施例は、独立に、又は広告
リンク及び検索リンクのような組合せにおいて使用することができる様々なハイパーリン
クタイプを提供する。一実施例では、これらのリンク（スポンサー付き広告又は検索結果
内のコンテンツへのリンクなど）の１つ又はそれよりも多くの作動によって生成された収
益は、コンテンツ組み込みエンティティ、ネットワークアプリケーションホスティングサ
ービスプロバイダ、検索システムプロバイダ、広告システムプロバイダ、又は他の１つ又
はそれよりも多くの間で共有することができる。以下に説明するように、様々な実施例が
可能である。
【０００８】
　本発明の特定の実施例は、様々な収益モデルを達成するように構成することができる。
本発明の特定の実施例は、コンテンツ集約サイト、ブログサイト、オンラインフォーラム
、及びソーシャルネットワークサイトのような膨大な量のソーシャルメディアシステムに
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現在達成されていない方法でそのオペレーションの１つ又はそれよりも多くの態様を貨幣
化させることができる新しい収益モデルを提供する。
【０００９】
　以下の説明では、本発明の特定の実施例の完全な理解を提供するために、特定の詳細が
示されている。本発明の他の実施例は、以下に示されている特定の詳細の一部又は全てな
しに実施することができる。一部の場合、公知の構造及び／又は処理は、本発明が不要に
曖昧にならないように詳しく説明されていない。
【００１０】
　Ａ．１．例示的ネットワーク環境
　本発明の特定の実施例は、複数のネットワークアドレス可能システムを含む「インター
ネット」のようなワイドエリアネットワーク環境において機能する。ネットワーク集団６
０は、一般的に、本明細書に説明するシステム及びホストがそれを通じて通信することが
できる１つ又はそれよりも多くの相互接続したネットワークを表している。ネットワーク
集団６０は、パケットベースのワイドエリアネットワーク（「インターネット」など）、
私設ネットワーク、無線ネットワーク、衛星ネットワーク、セルラーネットワーク、及び
ページングネットワークなどを含むことができる。
【００１１】
　図１Ａが示すように、本発明の特定の実施例は、ネットワークアプリケーションホステ
ィングサイト４０、広告検索システム５０、広告主システム６５、及び検索システム７０
を含むネットワーク環境において機能することができる。図１Ａは、別々のシステム又は
ドメインとして上述のシステムを示しているが、各システムによって表される機能は、他
のシステム及びドメインに結合又は組み込むことができる。更に、各示されたシステムに
よって表された機能を更に分けることができる。本発明の実施例は、本明細書に開示する
個々のシステム及びサイトの１つ又はそれよりも多くのうちの多数を含むネットワーク環
境において機能することができる。更に、他の実施例は、本明細書に説明するシステムの
１つ又はそれよりも多くが省略されているネットワーク環境において機能することができ
る。クライアントノード８２、８４は、ネットワークサービスプロバイダ又はあらゆる他
の適切な手段を通じてネットワーク環境に作動可能に接続されている。
【００１２】
　Ａ．１．ａ．ネットワークアプリケーションホスティングサイト
　ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０は、コンピュータネットワーク
上で１人又はそれよりも多くのユーザにアクセス可能なネットワークアプリケーションを
ホスティングするネットワークアドレス可能システムである。ネットワークアプリケーシ
ョンは、ユーザがコンピュータネットワーク上で識別されたウェブページ及び他のコンテ
ンツを要求及び受信したウェブサイトを収容することができる。ネットワークアプリケー
ションは、ユーザが他のユーザに表示するためのコンテンツを提出又はそうでなければ構
成することができるオンラインフォーラム又はブロギングアプリケーションとすることが
できる。ネットワークアプリケーションは、ユーザに個人ウェブページを構成及び維持さ
せることのできるソーシャルネットワークアプリケーションとすることができる。ネット
ワークアプリケーションは、利用可能なコンテンツを表示し、コンテンツをユーザに送信
する「Ｙａｈｏｏ！Ｍｕｓｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅ（登録商標）」、「Ａｐｐｌｅ（登録商標
）ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）」、ポッドキャスティングサーバのようなコンテンツ分配ア
プリケーションとすることができる。他の実施例では、ネットワークアプリケーションホ
スティングサイトは、「Ｆｌｉｃｋｒ（登録商標）」写真共有サイト及び類似の変形のよ
うなメディア集約又は共有システムとすることができる。
【００１３】
　図１が示すように、ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０は、１つ又
はそれよりも多くの物理サーバ４２、及びユーザデータストア４４及びテンプレートデー
タストア４６のような１つ又はそれよりも多くのデータストアを含むことができる。１つ
又はそれよりも多くの物理サーバ４２は、ルータ２６を通じてコンピュータネットワーク
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６０に作動可能に接続されている。一部の実施例では、１つ又はそれよりも多くの物理サ
ーバ４２は、ユーザがコンテンツをアップロード及び検索し、エントリを個人ページ又は
ブログに掲載するなどを可能にする機能をホスティングする。一実施例では、１つ又はそ
れよりも多くの物理サーバ４２によってホスティングされる機能は、ウェブ又はＨＴＴＰ
サーバ及びＦＴＰサーバなどを含むことができる。物理サーバ４２は、以下に説明するよ
うに、他の処理及びメッセージフローをサポートすることができる。
【００１４】
　ユーザデータストア４４は、１人又はそれよりも多くのユーザによって提出されたデー
タを記憶する。ユーザデータは、ソーシャルネットワーキングサイト上に個人ページを構
成するためにユーザが入力したデータ、オンラインフォーラムにおいて複数のユーザによ
って入力されたデータ、又はユーザがブログに入力したデータを含むことができる。ユー
ザデータストア４４は、一実施例では、デジタルコンテンツデータオブジェクトとしてメ
ディアコンテンツを記憶することができる。コンテンツデータオブジェクト又はコンテン
ツオブジェクトは、特定の実施例では、データファイル又は記録に一般的に記憶されるか
又は組み込まれるデジタルメディア情報の個々のアイテムである。コンテンツオブジェク
トは、画像（例えば、ｊｐｅｇ、ｔｉｆ、及びｇｉｆ）、グラフィック（ベクトルベース
又はビットマップ）、オーディオ、ビデオ（例えば、ｍｐｅｇ）、又は他のマルチメディ
ア、及びこれらの組合せを含む多くの形式を取ることができる。コンテンツオブジェクト
データは、実行可能コードオブジェクト（例えば、ブラウザウィンドウ又はフレーム内で
実行可能なゲーム）、ポッドキャストなどを含むことができる。テンプレートデータスト
ア４６は、ＨＴＭＬ又はＸＭＬページテンプレートのような１つ又はそれよりも多くのネ
ットワークリソーステンプレートを記憶する。一実施例では、物理サーバ４２は、クライ
アント必要に応じてＨＴＭＬページを作成するために、ユーザデータストア４２からのユ
ーザデータとテンプレートデータストアからのテンプレートとを結合することができる。
構造的には、ユーザデータストア４４とテンプレートデータストア４６は、データ記憶及
び管理システムの大きな部類を示唆する。特定の実施例では、ユーザデータストア４４は
、例えば、データベースサーバ、大容量記憶媒体、及びメディアライブラリシステムなど
のような構成要素を含むあらゆる適切な物理システムによって達成することができる。
【００１５】
　Ａ．１．ｂ．検索システム
　検索システム７０は、リモートホストから送信した問合せに応答する検索結果を提供す
るネットワークアドレス可能リソースである。本明細書に説明するように、検索語は、リ
ンク組み込みコードに関連して作成された検索リンクに組み込むことができる。特定の実
施例では、検索システム７０は、検索結果リストにおけるスポンサー付きコンテンツへの
１つ又はそれよりも多くのリンクを提供する。検索システム７０は、一部の実施例では、
１つ又はそれよりも多くの物理サーバ７２、７３及びデータストア７４、７５を含む。検
索システム７０は、一部の実施例では、サーバの少なくとも２つのタイプを含み、両方の
タイプが、ネットワーク上でリモートアクセスを可能にするＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ、ＳＳ
Ｌ、ＦＴＰ、及び／又はその他の機能を有する。第１サーバタイプは、アカウント管理サ
ーバ７２とすることができる。アカウント管理サーバ７２は、アカウント管理データスト
ア７４に関連して作動する。アカウント管理データストア７４は、広告主アカウント情報
を収容する。クライアントノード８２で実行される汎用ブラウザ又は専用クライアントア
プリケーションは、アカウント管理データストア７４に記憶された広告主アカウント情報
にアクセスするために使用することができる。広告主は、アカウント管理サーバ７２及び
アカウント管理データストア７４に存在しているアカウントを通じて他の広告主との競争
入札処理に参加することができる。広告主は、例えば、広告主のウェブサイトのコンテン
ツに関連するあらゆる数の検索語にも入札することができる。
【００１６】
　第２サーバタイプは、検索エンジンサーバ７３とすることができる。検索エンジンサー
バ７３は、関連のネットワークリソースを検索するための問合せを入力するために検索エ
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ンジンサーバ７３に問合せを提出することができる検索エンジンウェブサーバＵＲＬ又は
他のウェブサーバ上のサイトにナビゲートするユーザを許可する１つ又はそれよりも多く
の検索エンジンプログラムを実行する。特定の実施例では、検索エンジンサーバ７３は、
アカウント管理サーバ２２に関連して行われた入札処理の結果から得られた及びそれによ
ってフォーマット設定された関連のエントリを少なくとも一部含む検索結果リストを発生
させることができる。検索エンジンサーバ７３は、ユーザによって入力された検索語に関
連のある情報を収容する文書又は他のリソースへのハイパーテキストリンクのリストを発
生させることができる。検索エンジンサーバ７３は、このリストをウェブページの形式で
ネットワークユーザに送信し、ここで、クライアントノード８２、８４で実行されるブラ
ウザ又は他のクライアントアプリケーションに表示される。
【００１７】
　特定の実施例では、検索エンジンサーバ７３は、ユーザ問合せに応答して検索結果を発
生させるのに使用される検索リスト記録を含む検索データストア７４に関連して機能する
。更に、検索エンジンサーバ７３は、アカウント管理サーバ７２に接続することができる
。検索リストの１つ又はそれよりも多くは、一部の実施例では、検索語－入札対に対応し
、オンライン競争入札処理を行うための情報を収容する。一部の実施例では、各検索リス
トは、検索語、ウェブサイト記述、ＵＲＬ、入札額、及びタイトルを含む。検索語は、英
語（又はあらゆる他の言語）における共通のワードとすることができる１つ又はそれより
も多くのキーワードを含むことができる。各キーワードは、文字ストリングを含む。検索
語は、競争オンライン入札処理のオブジェクトである。広告主は、広告主のウェブサイト
のコンテンツに関連のあるものを入札するために検索語を選択する。理想的には、広告主
は、広告主のウェブサイトで情報を捜す検索者によって入力されそうな語をターゲットに
した検索語を選択することができるが、入札に対する関連の検索語の網羅的な包含を保証
するために、それほど共通でない検索語も選択することができる。ウェブサイト記述は、
広告主のウェブサイトの短いテキスト記述とすることができ、検索結果リストに広告主の
エントリの一部として表示することができる。検索リストは、検索結果リストにおける広
告主のエントリへのハイパーリンク見出しとして表示することができるウェブサイトのタ
イトルを収容することができる。ＵＲＬは、広告主のウェブサイトのユニフォームリソー
スロケータアドレスを収容する。ユーザが広告主の検索結果リストエントリに示すハイパ
ーリンクをクリックした時に、ＵＲＬがブラウザプログラムに提供される。ブラウザプロ
グラムは、次に、本明細書に説明する出力先変更機構を通じて広告主のウェブサイトにア
クセスする。ＵＲＬは、検索結果リストに広告主のエントリの一部として表示することが
できる。
【００１８】
　入札額は、リストに対する広告主による金額入札とすることができる。この金額は、広
告主のプリペイドアカウントから差し引かれるか又は検索が対応する検索語においてユー
ザによって実行される度に請求される広告主アカウントに対して記録され、検索結果リス
トハイパーリンクは、検索者を広告主のウェブサイトに照会させるために使用される。
【００１９】
　より高い入札値は、一般的に、広告主による検索語入札を使用する検索が実行された時
に検索エンジンサーバ７３によって生成された検索結果リストページにおけるより有利な
場所を受け取る。特定の実施例では、広告主によって入札された額は、広告主のウェブサ
イトが検索結果リストページにおけるハイパーリンクを通じてアクセスされる度に広告主
のアカウントから差し引かれる金額を含む。ユーザは、広告主のハイパーリンクに関連付
けられた情報を検索するための検索要求を作動するためにコンピュータ入力デバイスによ
ってハイパーリンクを「クリック」する。一部の実施例では、検索結果リストハイパーリ
ンクにおける各アクセス又は「クリック」は、「クリック」を広告主に対するアカウント
識別子に関連付けるために検索エンジンウェブサーバ７３に出力先変更される。この出力
先変更アクションは、一実施例では、広告主のＵＲＬにアクセスする前に検索結果リンク
に符号化されたアカウント識別情報にアクセスする。アカウント識別情報は、検索要求イ
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ベントとしての検索要求からの情報と共に広告主のアカウントに記録される。この機構を
通じて得られた情報は、アカウント識別子をＵＲＬに適合させ、アカウントデビット記録
を維持することができる。ペイ・パー・クリック方式以上に、ペイ・パー・インプレッシ
ョンのような他の貨幣化方式も可能である。
【００２０】
　特定の実施例では、検索結果リストは、広告主の入札の結果として配置されていないア
ルゴリズム検索エンジンによって生成される未払い又はスポンサーなしのリストを含む。
一実施例では、未払い検索結果リストは、検索結果ページにおける支払い済み又はスポン
サー付き広告主リストに続くか又はこれに隣接して提供される。
【００２１】
　ユーザが検索エンジンサーバ７３によって提供された検索問合せページにアクセスして
検索要求を実行した時に、検索エンジンサーバ７３は、一実施例では、検索結果リストに
おける各検索リストの検索語フィールドへの標準化エントリが、リモート検索者によって
入力された標準化検索語問合せに適合した場合に、検索結果リストを生成して表示する。
問合せ及び検索リストで使用された検索語の標準化は、関連する結果を発生させるために
、大文字及び複数化のような検索及びウェブサイトプロモータによって入力された検索語
の共通の不規則性を取り除く。しかし、検索リストの検索語フィールドとリモート検索者
によって入力された検索語問合せ間の適合性を判断するための他の方式は、本発明の範囲
内で公知である。例えば、当業技術で公知のストリング適合化アルゴリズムは、検索リス
ト検索語のキーワードと検索語問合せが同じ根元を有するが正確には同じでない場合に（
例えば、コンピューティング対コンピュータ）、適合性を発生させるために利用すること
ができる。代替的に、同義語のシソーラス・データベースが検索エンジンサーバ２４によ
って使用され、それによって適合性が、同義語を有する検索語に対して生成される。ある
一定の検索を精緻化するために、位置決め方法を使用することもできる。例えば、「パン
屋」又は「食料品店」に対する検索は、選択された都市、郵便番号、又は電話エリアコー
ド内のそれらの広告主に制限することができる。この情報は、アカウント管理データスト
ア７４に記憶された広告主アカウントデータベースの相互参照を通じて取得することがで
きる。
【００２２】
　検索結果リストエントリは、広告主の検索リストのランク値を示すことができる。ラン
ク値は、検索エンジンサーバ７３によって検索リストに生成及び割り当てられた順序値、
好ましくは、数字である。一部の実施例では、ランク値は、検索リストの入札額、ランク
、及び検索語間の関連付けを設定する処理を通じて割り当てられる。処理は、特定の検索
語に適合する検索リストを収集し、最高から最低入札額の順序に検索リストを選別し、ラ
ンク値を各検索リストに順番に割り当てる。最高入札額は、最高ランク値を受け取り、次
に高い入札額は、次に高いランク値を受け取り、最低ランク値を受け取る最低入札額に進
む。一部の実施例では、上位Ｎ個のランク付き検索リストだけが、ユーザに戻される検索
結果の第１ページに示される。
【００２３】
　一部の実施例では、検索システム７０によって実行される入札処理は、ユーザによって
直接提出された検索問合せと、リンク組み込みコードに収容された広告リンクの作動から
生じる検索問合せとを区別しない。他の実施例では、検索システム７０は、リンク組み込
みコードにおける広告リンクの作動から生じる検索問合せに収容されたキーワードに対す
る別々の入札処理をサポートすることができる。
【００２４】
　Ａ．１．ｃ．広告検索システム
　広告検索システム５０は、リモートシステムからの必要に応じて広告を選択し、広告コ
ンテンツ又は広告コンテンツに対するＵＲＬを戻すことができるネットワークアドレス可
能システムである。広告検索システムは、ワイドエリアネットワーク上で１つ又はそれよ
りも多くのシステムにアクセス可能な中央システム、又は単一ドメインにアクセス可能な
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ローカルシステムとすることができる。一実施例では、広告検索システム５０は、１つ又
はそれよりも多くの物理サーバ５２及び広告データストア５４を含む。一実施例では、広
告データストア５４は、広告作成コンテンツを収容するスポンサー付きコンテンツ情報、
又は１つ又はそれよりも多くの広告主システム６５によってホスティングされるコンテン
ツ又は他のリソースに対するユニフォームリソースロケータ又は識別子を記憶する。一実
施例では、コンテンツは、キーワードインデックスに関連付けて記憶されている。更に、
キーワードインデックスは、広告選択をバイアスすることができる入札額又は他の適切な
重み付け値を含むことができる。一実施例では、広告検索システム５０は、テキストのブ
ロックから抽出された１つ又はそれよりも多くのキーワード又は概念に基づいて広告デー
タストア５４における１つ又はそれよりも多くの適合する広告を選択することができる。
【００２５】
　一実施例では、広告検索システム５０により、ユーザは、表示又はバナー広告及び他の
マルチメディアを含む広告作成コンテンツをアップロードすることができ、広告選択に関
連する１つ又はそれよりも多くのポリシー又はビジネス規則を適用し、ターゲットエンド
ユーザの１つ又はそれよりも多くの属性を指示し、更に、インプレッション、クリックな
どの対話メトリクスのような広告使用レポートを受け取ることができる。
【００２６】
　Ａ．１．ｄ．広告主システム
　広告主システム６５は、１つ又はそれよりも多くの広告主に代わって広告又は他のコン
テンツをホスティングする広告主又はホスティングシステムに対応するウェブサイトのよ
うなネットワークアドレス可能システムである。一実施例では、広告主システムは、１つ
又はそれよりも多くの物理サーバ６６と、広告主システム６５のオペレーションに関する
データを記憶するデータストア６７とを含むことができる。説諭目的のために、広告主シ
ステム６５は、その製品及びサービスに関する情報を提供するためにビジネス企業によっ
て運営される。
【００２７】
　更に、広告リンクの作動後にクライアントアプリケーションによってアクセスされた場
合（例えば、）、広告主システム６５は、様々な情報を提供することができる。例えば、
広告主システム６５は、ハイパーテキスト文書の階層の上位の近くにホームページ又は他
のページを提供することができる。他の実施例では、広告主システム６５は、ビデオ、オ
ーディオ、又は静止画像のような広告作成コンテンツを戻すことができる。更に、他の実
施例では、広告主システム６５は、製品又はサービスの順序付けを目的とした順序形式を
呈することができる。広告主システム６５は、ユーザがプリントアウト及び使用すること
ができるディスカウントクーポンのようなクーポンを提供することができる。
【００２８】
　Ａ．１．ｅ．クライアントノード
　クライアントノードは、コンピュータネットワーク上で通信するための機能を含むコン
ピュータ又はコンピュータデバイスである。クライアントノードは、デスクトップコンピ
ュータ８２、ラップトップコンピュータ、並びにセルラー電話、携帯情報端末のようなモ
バイルデバイス８４とすることができる。クライアントノードは、ウェブブラウザのよう
な１つ又はそれよりも多くのクライアントアプリケーションを実行することができ、コン
ピュータネットワーク上でコンテンツにアクセスして閲覧することができる。特定の実施
例では、クライアントアプリケーションにより、ユーザは、検索される特定のネットワー
クリソースのアドレスを入力することができる。これらのアドレスは、ユニフォームリソ
ースロケータ又はＵＲＬとすることができる。更に、ページ又は他のリソースが検索され
た状態で、クライアントアプリケーションは、ユーザが他のリソースへのハイパーリンク
を「クリック」した時に他のページ又は記録へのアクセスを提供することができる。一部
の実施例では、このようなハイパーリンクは、ウェブページ内に位置し、ユーザが別のペ
ージのＵＲＬを入力してそのページを検索するための自動化方法を提供する。ページ又は
リソースは、コンテンツとして、テキスト形式の情報、又はソフトウエアプログラム、又
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は他のコードオブジェクト、グラフィック、画像、オーディオ信号、ビデオなどのような
より複雑なデジタル符号化されたマルチメディアコンテンツを含むデータ記録とすること
ができる。
【００２９】
　Ａ．２．例示的プロトコル環境
　本明細書に説明するネットワーキングシステムは、あらゆる適切な通信プロトコルを使
用してネットワーク６０を通じて通信することができる。例えば、クライアントノード８
２、並びに本明細書に説明するシステムの様々なサーバは、データグラム及び転送機能を
提供するための「転送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）」ネ
ットワーキングスタックを含むことができる。勿論、あらゆる他の適切なネットワーク及
び転送レイヤプロトコルも利用することができる。
【００３０】
　更に、本明細書に説明するホスト又はエンドシステムは、「ハイパーテキスト転送プロ
トコル（ＨＴＴＰ）」のようなクライアント－サーバ（又は要求－応答）プロトコル、Ｈ
ＴＴＰ－Ｓ、ＦＴＰ、ＳＮＭＰ、ＴＥＬＮＥＴのような他の通信プロトコルを含む様々な
より高いレイヤの通信プロトコルを使用することができ、いくつかの他のプロトコルを使
用することもできる。更に、１つの対話コンテクストにおけるサーバは、別の対話コンテ
クストにおけるクライアントとすることができる。更に、特定の実施例では、ホスト間で
送信される情報は、「ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）」文書としてフォ
ーマット設定することができる。ＸＭＬなどのような他の構造化文書言語又はフォーマッ
トを使用することができる。
【００３１】
　ＨＴＴＰ上でのＨＴＭＬの使用のような一部のクライアント-サーバプロトコルにおい
て、サーバは、一般的に、クライアントからの要求に対する応答を送信する。応答は、１
つ又はそれよりも多くのデータオブジェクトを含むことができる。例えば、応答は、第１
データオブジェクトを含むことができ、その後に引き続いて送信されるデータオブジェク
トが続く。一実施例では、例えば、クライアント要求は、それ自体が他のデータオブジェ
クトを指すＨＴＭＬページのような第１データオブジェクトにサーバを応答させることが
できる。ブラウザのようなクライアントアプリケーションは、これらの付加的なデータオ
ブジェクトに第１データオブジェクトを構文解析又はそうでなければ処理するように要求
することになる。
【００３２】
　モバイルクライアントノード８４は、他の通信プロトコル及びデータフォーマットを使
用することができる。例えば、モバイルクライアントノード８４は、一部の実施例では、
「無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）」機能及びＷＡＰブラウザを含むことがで
きる。「ＮＴＴ　ＤｏＣｏＭｏ」のｉ－ｍｏｄｅ（登録商標）無線ネットワークサービス
プロトコル群のような他の無線又はモバイルデバイスプロトコル群の使用も可能である。
更に、ネットワーク環境は、モバイルクライアントノード８４に、例えば、他のネットワ
ークプロトコル環境にアクセスさせることができるように、プロトコル変換ゲートウェイ
、プロキシ、又は他のシステムを含むことができる。例えば、ユーザは、画像を取り込み
、その画像を搬送ネットワーク上で「インターネット」に接続したコンテンツサイトにア
ップロードするためにモバイルクライアントノード８４を使用することができる。
【００３３】
　更に、以下に説明する一部の実施例では、出力先変更メッセージの使用を説明する。特
定の実施例では、出力先変更は、一般的に、サーバからのメッセージをクライアントアプ
リケーションに送信し、例えば、エンドユーザによる割り込み又はアクションなしに別の
サーバ又はリソースにクライアントアプリケーションをアクセスさせることを指す。出力
先変更は、いくつかの異なる方法で達成することができる。例えば、ＨＴＴＰに関して、
出力先変更メッセージは、以下のようなリフレッシュメタタグを使用して達成することが
できる：
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＜ｈｔｍｌ＞＜ｈｅａｄ＞
＜ｍｅｔａ　ｈｔｔｐ－ｅｑｕｉｖ＝“ｒｅｆｒｅｓｈ”ｃｏｎｔｅｎｔ＝“０；ｕｒｌ
＝ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ／”＞．
　更に、出力先変更メッセージは、ＨＴＴＰリフレッシュヘッダを使用して達成すること
ができる：
ＨＴＴＰ／１．１　２００　ｏｋ
Ｒｅｆｒｅｓｈ：０；ｕｒｌ＝ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ／
Ｃｏｎｔｅｎｔ－ｔｙｐｅ：ｔｅｘｔ／ｈｔｍｌ
Ｃｏｎｔｅｎｔ－ｌｅｎｇｔｈ：７８
Ｆｏｌｌｏｗ＜ａ　ｈｒｅｆ＝“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ／”＞ｌｉ
ｎｋ＜／ａ＞．
　出力先変更は、出力先変更を達成することができるＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）
コードを含むＨＴＭＬページを送信することによって達成することができる。他の適切な
出力先変更方法は、他のプロトコル環境に対して使用することができる。
【００３４】
　Ａ．２．例示的コンピュータシステムアーキテクチャ
　本明細書に説明するクライアント及びサーバホストシステムは、様々なコンピュータシ
ステム及びアーキテクチャにおいて達成することができる。以下では、制限的な目的では
なく説諭的な目的で例示的コンピュータアーキテクチャを説明する。
【００３５】
　Ａ．２．ａ．例示的サーバシステムアーキテクチャ
　図６は、物理サーバを実施するのに使用することができる例示的コンピュータシステム
アーキテクチャを示している。一実施形態では、ハードウエアシステム２００は、プロセ
ッサ２０２、キャッシュメモリ２０４、及び本明細書に説明する機能を目的とした１つ又
はそれよりも多くのソフトウエアアプリケーション及びドライバを含む。更に、ハードウ
エアシステム２００は、高性能入力／出力（Ｉ／Ｏ）バス２０６及び標準Ｉ／Ｏバス２０
８を含む。ホストブリッジ２１０は、プロセッサ２０２を高性能Ｉ／Ｏバス２０６に連結
するのに対して、Ｉ／Ｏバスブリッジ２１２は、２つのバス２０６及び２０８を互いに連
結する。システムメモリ２１４及びネットワーク／通信インタフェース２１６は、バス２
０６に連結する。ハードウエアシステム２００は、ビデオメモリ（図示せず）と、ビデオ
メモリに連結されたディスプレイデバイスとを更に含むことができる。大容量データスト
ア２１８及びＩ／Ｏポート２２０は、バス２０８に連結する。ハードウエアシステム２０
０は、バス２０８に連結されたキーボード及びポインティングデバイス、更にディスプレ
イデバイス（図示せず）を任意的に含むことができる。一括して、これらの要素は、以下
に限定されるものではないが、カリフォルニア州サンタクララ所在のインテル・コーポレ
ーションによって製造されたｘ８６－コンパチブルプロセッサ、及びカリフォルニア州サ
ニーベール所在のアドバンスド・マイクロ・デバイシズ（ＡＭＤ）・インコーポレーテッ
ドによって製造されたｘ８６－コンパチブルプロセッサ、並びにあらゆる他の適切なプロ
セッサに基づく汎用コンピュータシステムを含むコンピュータハードウエアシステムの広
義のカテゴリを表すように意図している。
【００３６】
　ハードウエアシステム２００の要素を以下に更に詳しく説明する。特に、ネットワーク
インタフェース２１６は、ハードウエアシステム２００と、「イーサネット（登録商標）
」（例えば、ＩＥＥＥ８０２．３）ネットワークなどのような様々なネットワークのあら
ゆる間の通信を提供する。大容量データストア２１８は、ロケーションサーバ２２に実施
された上述の機能を実行するためのデータ及びプログラミング命令のための永久記憶を提
供するのに対して、システムメモリ２１４（例えば、ＤＲＡＭ）は、プロセッサ２０２に
よって実行された場合のデータ及びプログラミング命令のための一時記憶を提供する。Ｉ
／Ｏポート２２０は、ハードウエアシステム２００に連結することができる付加的な周辺
デバイス間の通信を提供する１つ又はそれよりも多くのシリアル及び／又はパラレル通信
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ポートである。
【００３７】
　ハードウエアシステム２００は、様々なシステムアーキテクチャを含むことができ、ハ
ードウエアシステム２００の様々な構成要素を再構成することができる。例えば、キャッ
シュ２０４は、プロセッサ２０２と共にオン－チップとすることができる。代替的に、キ
ャッシュ２０４及びプロセッサ２０２は、「プロセッサコア」と呼ばれるプロセッサ２０
２と共に「プロセッサモジュール」として一緒に装填することができる。更に、本発明の
一部の実施形態は、上述の構成要素の全てを必要としないか又は含まなくてもよい。例え
ば、標準Ｉ／Ｏバス２０８に連結されて示されている周辺デバイスは、高性能Ｉ／Ｏバス
２０６に連結することができる。更に、一部の実施形態では、単一バスのみが、単一バス
に連結されているハードウエアシステム２００の構成要素と共に存在することができる。
更に、ハードウエアシステム２００は、付加的なプロセッサ、記憶デバイス、又はメモリ
のような付加的な構成要素を含むことができる。
【００３８】
　以下に説明するように、一実施例では、本明細書に説明する物理サーバの１つ又はそれ
よりも多くのオペレーションは、ハードウエアシステム２００によって実行される一連の
ソフトウエアルーチンとして実行される。これらのソフトウエアルーチンは、プロセッサ
２０２のようなハードウエアシステムにおけるプロセッサによって実行される複数の又は
一連の命令を含む。最初に、一連の命令は、大容量データストア２１８のような記憶デバ
イスに記憶される。しかし、一連の命令は、ディスケット、ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭなどのようなあらゆる適切な記憶媒体に記憶することができる。更に、一連の命
令は、ローカルに記憶する必要はなく、ネットワーク上のサーバのようなリモート記憶デ
バイスからネットワーク／通信インタフェース２１６を通じて受信することができる。命
令は、大容量データストア２１８のような記憶デバイスからメモリ２１４にコピーされ、
次に、プロセッサ２０２によってアクセス及び実行される。
【００３９】
　オペレーティングシステムは、ソフトウエアアプリケーション（図示せず）へのデータ
の入力及びソフトウエアアプリケーションからのデータの出力を含むハードウエアシステ
ム２００のオペレーションを管理して制御する。オペレーティングシステムは、システム
で実行されているソフトウエアアプリケーションとシステムのハードウエア構成要素との
間のインタフェースを提供する。本発明の一実施形態によると、オペレーティングシステ
ムは、ワシントン州レドモンド所在のマイクロソフト・コーポレーションから入手可能な
「Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）９５／９８／ＮＴ／ＸＰ」オペレーティングシステムであ
る。しかし、本発明は、カリフォルニア州クパティーノ所在のアップル・コンピュータ・
インコーポレーテッドから入手可能な「アップル・マッキントッシュ・オペレーティング
・システム」、ＵＮＩＸ（登録商標）オペレーティングシステム、及びＬＩＮＵＸオペレ
ーティングシステムなどのような他の適切なオペレーティングシステムと共に使用するこ
とができる。勿論、他の実施例が可能である。例えば、本明細書に説明するサーバ機能は
、バックプレーンを通じて通信する複数のサーバブレードによって実行することができる
。
【００４０】
　Ａ．２．ｂ．例示的クライアントシステムアーキテクチャ
　図７は、クライアントノードを実施するために使用することができる例示的ハードウエ
アシステム４０１を示している。一実施形態では、ハードウエアシステム４０１は、図の
ように互いに連結されたプロセッサ４０３及びキャッシュメモリ４０４を含む。更に、ハ
ードウエアシステム４０１は、高性能入力／出力（Ｉ／Ｏ）バス４０６及び標準Ｉ／Ｏバ
ス４０８を含む。ホストブリッジ４１０が、プロセッサ４０３を高性能Ｉ／Ｏバス４０６
に連結するのに対して、Ｉ／Ｏバスブリッジ４１２は、２つのバス４０６及び４０８を互
いに連結する。ハードウエアシステム４０１は、バス４０６に連結された無線ネットワー
クインタフェース４２４、システムメモリ４１４、及びビデオメモリ４１６を含む。次に
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、ディスプレイデバイス４１８が、ビデオメモリ４１６に連結する。大容量データストア
４２０、キーボード及びポインティングデバイス４２２、及びＩ／Ｏポート４２６が、バ
ス４０８に連結する。一括して、これらの要素は、以下に限定されるものではないが、カ
リフォルニア州サンタクララ所在のインテル・コーポレーションによって製造された「Ｐ
ｅｎｔｉｕｍ（登録商標）」プロセッサ、並びにあらゆる他の適切なプロセッサに基づく
汎用コンピュータシステムを含むコンピュータハードウエアシステムの広義のカテゴリを
表すように意図している。
【００４１】
　ハードウエアシステム４０１の残りの要素を以下に説明する。特に、ネットワークイン
タフェース４２４は、ハードウエアシステム４０１と、広範囲のワイヤライン（例えば、
「イーサネット（登録商標）」、その他）、又はＷＬＡＮ（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．
１１）、ＷｉＭａｘ（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１６）のような無線ネットワーク、セ
ルラー（例えば、ＧＳＭＡ）、その他のあらゆる間の通信を提供する。大容量データスト
ア４２０が、システムコントローラに実施された上述の機能を実行するためのデータ及び
プログラミング命令のための永久記憶を提供するのに対して、システムメモリ４１４（例
えば、ＤＲＡＭ）は、プロセッサ４０３によって実行された場合のデータ及びプログラミ
ング命令のための一時記憶を提供するのに使用される。Ｉ／Ｏポート４２６は、ハードウ
エアシステム４０１に連結することができる付加的な周辺デバイス間の通信を提供する１
つ又はそれよりも多くのシリアル及び／又はパラレル通信ポートである。
【００４２】
　ハードウエアシステム４０１は、様々なシステムアーキテクチャを含むことができ、ハ
ードウエアシステム４０１の様々な構成要素を再構成することができる。例えば、キャッ
シュ４０４は、プロセッサ４０３と共にオン－チップとすることができる。代替的に、キ
ャッシュ４０４及びプロセッサ４０２は、「プロセッサコア」と呼ばれるプロセッサ４０
３と共に「プロセッサモジュール」として一緒に装填することができる。更に、本発明の
一部の実施形態は、上述の構成要素の全てを必要としないか又は含まなくてもよい。例え
ば、標準Ｉ／Ｏバス４０８に連結されて示されている周辺デバイスは、高性能Ｉ／Ｏバス
４０６に連結することができる。更に、一部の実施形態では、単一バスのみが、単一バス
に連結されているハードウエアシステム４０１の構成要素と共に存在することができる。
更に、ハードウエアシステム４０１は、付加的なプロセッサ、記憶デバイス、又はメモリ
のような付加的な構成要素を含むことができる。
【００４３】
　一実施形態では、クライアント側機能のオペレーションは、ハードウエアシステム４０
１によって実行される一連のソフトウエアルーチンとして実行される。これらのソフトウ
エアルーチンは、プロセッサ４０３のようなハードウエアシステムにおけるプロセッサに
よって実行される複数の又は一連の命令を含むことができる。最初に、一連の命令は、大
容量データストア４２０のような記憶デバイスに記憶することができる。しかし、一連の
命令は、ディスケット、ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭなどのようなあらゆる適切な記憶媒体に記
憶することができる。更に、一連の命令は、ローカルに記憶する必要はなく、ネットワー
ク上のサーバのようなリモート記憶デバイスからネットワーク／通信インタフェース４２
４を通じて受信することができる。命令は、大容量データストア４２０のような記憶デバ
イスからメモリ４１４にコピーされ、プロセッサ４０３によってアクセス及び実行される
。一部の実施例では、命令の１つ又はそれよりも多くの態様は、ハードウエア又はファー
ムウエアに実施することができる。
【００４４】
　図７は、本発明の一実施形態によるクライアントのハードウエアアーキテクチャを説諭
的な目的で示しているが、クライアントは、専用、手持ち式又は携帯式デバイス、携帯情
報端末（例えば、ＷＬＡＮデータ＋ボイスをサポートする集中型デバイス）、ラップトッ
プコンピュータ、及び手持ち式電話などのような様々なコンピュータシステムアーキテク
チャにおいて達成される。更に、本発明の実施形態は、デスクトップベースのＩＰ電話、
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及び「イーサネット（登録商標）・ネットワーク・インタフェース・コントローラ（ＮＩ
Ｃ）」を備えたラップトップ又はデスクトップコンピュータのような他のワイヤラインホ
ストシステムに接続して作動させることができる。
【００４５】
　オペレーティングシステムは、ソフトウエアアプリケーション（図示せず）へのデータ
の入力及びソフトウエアアプリケーションからのデータの出力を含むハードウエアシステ
ム４００のオペレーションを管理して制御する。オペレーティングシステムは、ユーザと
システムで実行されるソフトウエアアプリケーション間のグラフィカルユーザインタフェ
ース（ＧＵＩ）のようなインタフェースを提供する。本発明の一実施形態によると、オペ
レーティングシステムは、ワシントン州レドモンド所在のマイクロソフト・コーポレーシ
ョンから入手可能な「Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）９５／９８／ＮＴ／ＸＰ」オペレーテ
ィングシステム及び／又は「Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＣＥ（ＷｉｎＣＥ）」オペレー
ティングシステムである。しかし、本発明は、カリフォルニア州クパティーノ所在のアッ
プル・コンピュータ・インコーポレーテッドから入手可能な「アップル・マッキントッシ
ュ・オペレーティングシステム」、ＵＮＩＸ（登録商標）オペレーティングシステム、Ｌ
ＩＮＵＸオペレーティングシステム、及びＳｙｍｂｉａｎオペレーティングシステムなど
のような他のオペレーティングシステムと共に使用することができる。
【００４６】
　Ａ．３．例示的参加者識別
　本発明の特定的な実施形態は、複数のエンティティを伴う可能性がある。例えば、一実
施例では、本明細書に説明するリンク組み込み機構は、コンテンツ組み込みエンティティ
、ネットワークアプリケーションホスティングエンティティ、及びコンテンツ消費者又は
エンドユーザに関連して作動させることができる。エンティティは、個人、企業、パート
ナーシップ、ジョイントベンチャー、及び以上の組合せのようなあらゆる適切なエンティ
ティとすることができる。以下に更に詳しく説明するように、特定の実施例は、ネットワ
ーク環境を通じたアップロードされたコンテンツの普及に基づいて本明細書に説明するエ
ンティティの１つ又はそれよりも多くに利益を提供するように働く。特定の実施例では、
１つ又はそれよりも多くのエンティティに提供された利益は、コンテンツ組み込みコード
でのリンクの作動から生じた収益の分担金のような金銭的な利益とすることができる。利
益は、旅行及び商品のような賞と引き換えることができるアカウントへのポイントとする
ことができる。一部の実施例では、１つ又はそれよりも多くのエンティティに提供される
利益を変えることができる。例えば、所定のリンク作動に対して、１つのエンティティは
、金銭的な利益を受け取ることができ、別のエンティティは、引き換え可能なポイント又
はクレジットを受け取ることができる。
【００４７】
　コンテンツ組み込みエンティティは、ブログ又はオンラインフォーラムポスト、ウェブ
ページ、又は他のネットワークアクセス可能コンテンツのようなネットワーク上でアクセ
ス可能な他の下に重なるデジタルコンテンツにコンテンツを組み込むことなどにより、デ
ジタルコンテンツオブジェクトを使用するエンティティである。一部の実施例では、コン
テンツ組み込みエンティティは、組み込まれたコンテンツに関するリンク作動のような第
三者活動の結果として補償される。
【００４８】
　ネットワークアプリケーションホスティングエンティティは、ウェブサイト、ブログサ
イト、ソーシャルネットワーキングサイト（例えば、ＭｙＳｐａｃｅ．ｃｏｍ、「Ｙａｈ
ｏｏ！　３６０」など）、又はウェブページホスティングサービスのようなネットワーク
アプリケーションを作動又はホスティングするエンティティである。一部の実施例では、
単一エンティティは、コンテンツ組み込みエンティティ及びネットワークアプリケーショ
ンホスティングエンティティとすることができる。
【００４９】
　コンテンツ消費者又はエンドユーザは、一部の実施例では、クライアントノードを使用
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してネットワークアプリケーションホスティングシステム４０にアクセスするエンティテ
ィである。組み込まれたコンテンツを閲覧する及びコンテンツに関連付けられた１つ又は
それよりも多くのリンクを作動するなどのコンテンツ消費者の１つ又はそれよりも多くの
活動は、所定のコンテンツアイテムに対するそのそれぞれの役割に基づいて１つ又はそれ
よりも多くのエンティティへの補償を結果として生じる可能性がある。補償は、一部の実
施例では、金銭、アイテム、サービス、クレジット又はポイント（金銭、アイテム、サー
ビスなどと引き換え可能）のような利益、又は１つのエンティティによって別のエンティ
ティに提供されるあらゆる他の利益を指す。一部の特定の実施例では、１つ又はそれより
も多くのエンティティは、クリックストリームの結果として達成された収益を共有する及
び／又はコンテンツ消費者の活動を購入することができる。
【００５０】
　Ｂ．デジタルコンテンツオブジェクトのリンク換装
　本明細書に説明するリンク換装オペレーションは、様々な方法で実施することができる
。例えば、以下に更に詳しく説明するように、リンク換装オペレーションは、１つ又はそ
れよりも多くの既存のウェブページ又は他のリソースのデジタルコンテンツオブジェクト
を換装するためにバッチ毎に実施することができる。例えば、処理は、ウェブページのデ
ータストアを巡回することができ、ページに見つけられたデジタルコンテンツオブジェク
トをメディアリンクによって換装することができる。メディアに生成されて挿入されたメ
ディアリンクは、静的に定めることができる。他の実施例では、リンク換装オペレーショ
ンは、動的処理構成において実行される。例えば、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）の
ようなリンク換装コードは、静的ＨＴＭＬページ又はＨＴＭＬページテンプレートに追加
することができる。リンク換装コードは、実行された時に、メディアオブジェクト及びメ
ディアオブジェクトの周囲のデータに対する下に重なるＨＴＭＬページの様々な区画を走
査することができ、メディアオブジェクトに隣接させて挿入するためのリンク組み込みコ
ードを発生させることができる。他の実施例では、リンク換装コードは、リンク組み込み
コードを動的に発生させる（又は組み込みリンクを動的に発生させる）サーバ側処理とし
て機能することができる。言い換えると、「ジャバ・サーバ・ページ（．ｊｓｐ）」又は
「アクティブ・サーバ・ページ（．ａｓｐ）」などにおけるサーバ側処理は、ページが生
成された時に実行され、リンクを組み込む組み込みコードとは対照的に、組み込まれたリ
ンクと共にページを構成する。
【００５１】
　Ｂ．１．デジタルコンテンツオブジェクトの組み込み
　特定の実施例では、ユーザは、ウェブサイトページ、ブログ、又は個人ページのような
ネットワークリソースを構成するために、クライアントノードによってコンピュータネッ
トワーク６０を通じてネットワークアプリケーションホスティングサイト４０にアクセス
可能である。説諭的な目的のために、本発明の実施例は、ネットワークブロギングアプリ
ケーションに関連して作動するものとして説明する。例えば、ユーザは、アカウントにア
クセスし、ブログエントリを掲載するために、ネットワークアプリケーションホスティン
グサイト４０にアクセス可能である。ポストに関して、ユーザは、テキストを入力するこ
とができ、更に、画像、ビデオクリップ、又はオーディオクリップのようなデジタルコン
テンツオブジェクトを挿入することができる。一実施例では、専用クライアントアプリケ
ーションは、ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０と対話するために使
用することができる。別の実施例では、クライアントコンピュータ８２が、ネットワーク
アプリケーションホスティングサイト４０から送信した「ハイパーテキストマークアップ
言語（ＨＴＭＬ）」ページを構文解析して表示するブラウザ又は他のクライアントアプリ
ケーションを含む。
【００５２】
　コンテンツをホストして表示することに関連して、一部のサイトは、コンテンツを表示
するページ上のフィールドにコンテンツ組み込みコードを提供する。ブログポストを構成
する場合、ユーザは、組み込みフィールドからコピーされたＨＴＭＬコードをブログペー
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ジのＨＴＭＬコードにペーストすることができる。一実施例では、ネットワークアプリケ
ーションホスティングサイト４０は、ブログポストのＨＴＭＬコードをユーザが直接編集
することを可能にする「編集ＨＴＭＬ」制御を含むエントリ又は構成インタフェースを提
供する。ブラウザ又は他のクライアントアプリケーションによって構文解析された時に、
例えば、コンテンツ組み込みコードは、ブラウザにコンテンツを検索させてこれを表示さ
せる。コンテンツ組み込みコードは、情報システム及びソーシャルネットワーキングシス
テムのような様々なシステムに組み込むことができる。明らかに、ブログポストは、コン
テンツ組み込みコードを使用することができることに関連してソーシャルメディアの多く
の可能な形式の１つを表している。例えば、コンテンツ組み込みコードは、ＭｙＳｐａｃ
ｅ．ｃｏｍ、Ｆａｃｅｂａｃｋ、「Ｙａｈｏｏ！　３６０」などのようなソーシャルネッ
トワーキングサイト上の個人ページに組み込むことができる。コンテンツ組み込みコード
は、他のコンテクストにおいてコンテンツ組み込みエンティティによって使用することも
できる。例えば、コンテンツ組み込みコードは、パブリックフォーラムサイト上のスレッ
ドに入力することができる。例えば、コンテンツ組み込みエンティティは、コンテンツサ
イト上の自動車の画像を見つけることができる。次に、コンテンツ組み込みエンティティ
は、コンテンツ組み込みコードをパブリック自動車フォーラム上のポストにペーストする
ことによって画像を取り込むことができる。他の実施例では、コンテンツオブジェクト自
体が（ＵＲＬとは対照的に）ポストに直接挿入することができる。
【００５３】
　図２は、組み込まれたコンテンツ（ここでは、画像６０２）を含む例示的ブログページ
６００を示している。図示のブログを掲載する場合、コンテンツ組み込みエンティティ（
ここでは、ブログポスター）は、選択されたコンテンツ６０２を表示させる書面のテキス
ト及びコンテンツ組み込みコードを入力している。図２が示すように、ブログページ６０
０は、それぞれハイパーテキストリンク６０６及び６０８として広告及び検索ロケータを
含む。これらのリンクは、以下に更に詳しく説明するようにブログに生成されて挿入され
る。
【００５４】
　一部の実施例では、ブログ又は他のページを発生させるために、ネットワークアプリケ
ーションホスティングサイト４０は、ページの基本レイアウト及び構成を定める１つ又は
それよりも多くのページテンプレートに頼ることができる。サーバは、データストアから
のデータをページテンプレートに結合することによって要求されたページを動的に構成す
ることが多い。以下に更に詳しく説明するように、本発明の特定の実施例は、リンク組み
込みコードを発生させるために、テンプレートの１つ又はそれよりも多くのポイントに挿
入されるスクリプト又は他のコードモジュールを利用することができる。更に、ネットワ
ークアプリケーションホスティングサイト４０は、コンテンツ組み込みエンティティを追
跡するためにユーザアカウントを維持することができ、対応するエンティティ識別子をリ
ンク組み込みコードに任意的に含むことができる（以下を参照されたい）。
【００５５】
　Ｂ．２．リンク組み込みコードオペレーション
　図３は、１つ又はそれよりも多くのデジタルコンテンツオブジェクトの識別に応答して
下に重なるコンテンツの所定の区画に１つ又はそれよりも多くのリンクを作成及び挿入す
ることを目的とした本発明の１つの実施に従う処理を示している。図示の処理は、構造化
文書又はページの区画内で機能することができる。ＨＴＭＬページに対して、区画は、＜
ｄｉｖ＞タグ又は要素によって定めることができる。区画は、構造化文書タグ又は要素の
組合せに基づいて定めることができる。所定のデジタルコンテンツオブジェクトの周囲の
データに解析を制限することで、解析がデジタルコンテンツオブジェクトに適合する及び
／又はデジタルコンテンツオブジェクトを説明するデータに集中する可能性を改善する。
広告及び／又は検索を発生させるのに使用される概念又はキーワードがデジタルコンテン
ツの周囲のコンテンツから抽出されるので、このようなメディア関連広告又は検索リンク
は、（クリックスルーレートに対して）更に収益性が上がる。一実施例では、処理は、Ｈ
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ＴＭＬページ内に組み込まれ、更に、走査検索アプリケーションのコンテクスト内で作動
可能なスクリプト又は他の組み込みコードによって実行される。以下に更に詳しく説明す
るように、以下に示す処理は、様々なコンテクストにおいて機能することができる。
【００５６】
　図３に示す実施例では、処理は、デジタルコンテンツオブジェクトの存在に関して区画
を走査する（１０２）。一実施例では、処理は、*．ｊｐｅｇ、*．ｇｉｆ、*．ｍｐ３、*

．ｍｏｖなどのようなメディアファイルに対応する共通のファイル名拡張子、並びにメデ
ィアプレーヤに対応する実行可能ファイルのファイル名を有するＵＲＬの存在に関して区
画を定めるＨＴＭＬ又は他のコードを走査することができる。他の実施例では、処理（Ｊ
ａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）として実行される場合）は、所定の区画がデジタルコン
テンツオブジェクトを含むか否かを識別するために、下に重なるページの文書オブジェク
トモデルにアクセス可能である。デジタルコンテンツオブジェクトが見つかった場合、処
理は、あらゆる周囲のデータについて区画を走査する（１０４）。周囲のデータは、区画
内のユーザによって入力されたテキストを含むことができる。例えば、ブログ又はフォー
ラムポストにおけるユーザによって入力されたテキストは、＜ｄｉｖ＞内に収容されるこ
とが多く、解析することができる。更に、周囲のデータは、文書を定めるコードに区画タ
イトル及び他の識別属性を含むことができる。周囲のデータが、デジタルコンテンツオブ
ジェクトを収容する区画内に見つからなかった場合、処理は、テキストに対する全ての下
に重なる文書まで検索を拡大する（１０６）。
【００５７】
　識別されたテキストに基づいて、次に、処理は、デジタルコンテンツオブジェクトに対
する１つ又はそれよりも多くのメディアリンクを含むリンク組み込みコードを生成し（１
０８）、ブラウザ又は他のクライアントアプリケーションによってレンダリングされた時
にメディアリンクがデジタルコンテンツオブジェクトの付近に表示されるようにリンク組
み込みコードを挿入する（１１０）。リンク組み込みコードの生成は、以下に更に詳しく
説明する。図２が示すように、メディアリンクは、デジタルコンテンツオブジェクトのデ
ィスプレイの下又は上に隣接させて挿入することができる。他の実施例では、メディアリ
ンクの１つ又はそれよりも多くは、デジタルコンテンツオブジェクトに隣接して横方向に
レンダリングすることができる。現在の区画が別のデジタルコンテンツオブジェクトを収
容する場合（１１２）、処理は、上述のオペレーションの１つ又はそれよりも多くを繰り
返すことができる。それ以外は、処理は、文書の別の区画に進むことができる。
【００５８】
　上述のように、ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０は、クライアン
トノードに提供されるＨＴＭＬ又は他のページを構成するために様々なテンプレートに頼
ることができる。一実施例では、リンク組み込みコードは、１つ又はそれよりも多くの識
別されたデジタルコンテンツオブジェクトに対するメディアリンクを発生させるために、
ページテンプレートの１つ又はそれよりも多くのロケーションに戦略的に配置することが
できる。
【００５９】
　リンク組み込みコードは、多くの形式を取ることができる。例えば、コンテンツ組み込
みコードは、ＨＴＭＬコードのようなソースコード、又はオブジェクトコードとすること
ができる。コンテンツ組み込みコードは、ＨＴＭＬコードに組み込まれる又はＨＴＭＬコ
ードから含まれる機能を表すＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）のような１つ又はそれよ
りも多くのスクリプトを含むことができる。これらのスクリプト機能は、１つ又はそれよ
りも多くのタスクを実行するためにページの「文書オブジェクトモデル（ＤＯＭ）」と対
話することができる。スクリプトは、ＨＴＭＬページがロードされた後にリモートサーバ
に呼出しをするために使用することができる。これらの呼出しは、付加的なスクリプトコ
ードが表示又はそうでなければレンダリングされるように既存のページのＤＯＭにマージ
することができる新しい情報又はデータを取得することができる。
【００６０】
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　例えば、スクリプトは、情報を抽出及び処理するために下に重なるＨＴＭＬページのＤ
ＯＭにアクセス可能である。例えば、スクリプトは、例えば、検索システムのための広告
選択又はキーワード抽出に有用になる１つ又はそれよりも多くのキーワード又は他のデー
タを抽出するために、下に重なるＨＴＭＬページの所定の区画のデータを処理することが
できる。一部の実施形態では、スクリプトは、ＨＴＭＬページのデータを処理することが
でき、「ｔｈｅ」、「ａ」、及び「ａｎｄ」などのような不要な情報をフィルタで除き、
更に、バナー広告及びスポンサー付きコンテンツリンクなどに対して広告検索システム５
０に問い合わせる時に関連情報としてこの情報を送信することができる。
【００６１】
　下に重なるコンテンツオブジェクトで更に情報を検出する別の方法は、自動化方法でメ
タタグを読み取ることである。メタタグは、完全に構造化されており、デジタルコンテン
ツオブジェクトに関する付加的な情報を提供することができる。例えば、メタタグは、＜
ｍｅｔａ　ｎａｍｅ＝“ｋｅｙｗｏｒｄｓ”ｃｏｎｔｅｎｔ＝“ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ
、　ｄｉｇｉｔａｌ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ、　ｃａｍｅｒａ　ｐｈｏｎｅｓ、　ｃａ
ｍｅｒａ＞を含むことができる。例えば、ページスクレーピング機構及びセマンティック
技術は、区画のテーマを理解するために使用することができる。ユーザによって提供され
たこれらのメタキーワードは、ユーザによって組み込まれた画像又は他のオブジェクトの
テーマを理解するための貴重な直接の因果関係になる。この情報を使用して、セマンティ
ックエンジンは、辞書から１つ又はそれよりも多くの関連のあるトピックスを選択するこ
とができ、検索システム７０からのこれらのトピックス、又は広告検索システム５０から
の作成広告コンテンツのための１つ又はそれよりも多くの関連のあるスポンサー付きリン
クを選択することができる。更に、検索システム７０又は広告検索システム５０は、抽出
された情報に基づいてカテゴリを理解するために、カテゴリ化ツールを利用することがで
きる。カテゴリは、キーワードのセットにマップすることができる。例えば、キーワード
「フォトグラフィ」は、「アート及びフォトグラフィ」という名称のカテゴリにマップす
ることができる。このカテゴリに対する関連のある広告が、広告検索システム５０によっ
て選択される。
【００６２】
　図５は、明確さ及び説諭的な目的のために編集されたページテンプレートのある一定の
要素を示している。図示の実施例では、ページテンプレートのヘッダ区画は、スクリプト
、又は組み込まれたコンテンツが表示された時に提供されるリンクの１つ又はそれよりも
多くの態様を動的に発生させるスクリプトを検索するための呼出し７０２を収容すること
ができる。図示の実施例では、ページテンプレートは、＜ｄｉｖ＞要素によって示された
区画テンプレート７０４を含むことができる。例えば、ブログエントリでは、サーバは、
所定のページでレンダリングされる各ブログエントリのための区画テンプレート７０４を
複製することができる。図５が示すように、ページテンプレートは、ヘッダ区画で本来識
別されていたスクリプトの名前付き機能への呼出しを含むスクリプト区画を含むことがで
きる。例えば、図示の実施例では、スクリプトは、ブロガー又はソーシャルネットワーキ
ングサイトアカウントユーザのようなコンテンツを埋め込んだエンティティの識別子を検
索することができるコード区画（ＣｏｎｔｅｎｔＥｍｂｅｄｄｅｒＩｄの取得）を含むこ
とができる。これらのスクリプト区画は、上述の図３に示す処理を実行するように構成す
ることができる。サーバ側処理が必要な場合に、各区画テンプレートを複製し、ページに
組み込まれた下に重なるスクリプトへの１つ又はそれよりも多くの機能呼び出しを行うス
クリプトコード区画を結果として生じるので、区画テンプレートにスクリプトコード区画
を含むことは、ページ又は他のリソースの区画を明確に識別する必要性を不要にする。
【００６３】
　しかし、以下に説明するように、ページの区画は、構造化文書の＜ｄｉｖ＞又は他の適
切な要素又はタグの識別に基づいて明確に識別することができる。図４は、文書の１つ又
はそれよりも多くの区画を識別し、各識別された区画に関して図３に示す処理を実行する
本発明の１つの実施に従う処理を示している。図４に示す処理は、様々なコンテクストに
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おいて実行することができる。例えば、図４の処理は、ウェブページのデータストアでの
バックエンドのバッチ処理により、ブラウザアプリケーションのコンテクスト内で実行さ
れるスクリプトにより、又はウェブサーバで実行されるコードモジュール又はスクリプト
によって実行することができる。図４の処理は、ネットワークアプリケーションホスティ
ングサイトと１つ又はそれよりも多くのクライアントノードの間の通信経路に配置された
ネットワークアプライアンス、プロキシ、又は他のネットワークデバイスによって実行す
ることができる。
【００６４】
　図示の特定の実施例では、スクリプト又は他のコードモジュールは、コンテンツ組み込
みエンティティ識別子（上記を参照）（２０２）及び文書の１つ又はそれよりも多くの区
画（２０４）を識別することができる。次に、スクリプトは、各区画で１つ又はそれより
も多くのメディアオブジェクトに対するリンク組み込みコードを発生させるために図３に
示す処理を実行することができる（２０６、２０８）。以下に更に詳しく説明するように
、コンテンツ組み込みエンティティ識別子は、デジタルコンテンツオブジェクトの近くに
挿入されたリンクの１つ又はそれよりも多くに組み込むことができる。
【００６５】
　更に、本明細書に説明する処理は、リンク組み込みコードの生成が必要か否かを判断す
るために様々な検査を行うように任意的に増強することができる。例えば、コンテンツオ
ブジェクトに関連付けられたフォーマット設定パラメータ（サイズパラメータなど）が閾
値サイズ（例えば、サムネイル画像又はアイコンを指示する）より下である場合、処理は
、リンク組み込みコードの生成を任意的に省くことができる。別の実施例では、リンクに
関連して表示されたコンテンツオブジェクトが、下に重なるＨＴＭＬページに対して適切
にフォーマット設定されていることを保証するために、処理は、１つ又はそれよりも多く
のフォーマット設定パラメータを再計算することができる。
【００６６】
　Ｂ．２．ａ．メディアリンク及びリンク発生
　上述のように、スクリプトのような処理は、デジタルコンテンツオブジェクトの周囲の
データを処理し、レンダリングされる時にデジタルコンテンツオブジェクトに隣接して挿
入される１つ又はそれよりも多くのメディアリンクを発生させることになる。一実施例で
は、リンク組み込みコードがＨＴＭＬ文書に挿入され、引き続いてクライアントアプリケ
ーションによってアクセスされた時に、クライアントアプリケーションは、スクリプトを
検索して実行することができる。スクリプトは、リンク組み込みコードのパラメータ値を
使用することができ、コンテンツを検索及びレンダリングするために１つ又はそれよりも
多くのリモートサーバに呼出しを行い、同時に本明細書に説明するリンクの１つ又はそれ
よりも多くを発生させることができる。例えば、スクリプトは、実行された時に、クライ
アントアプリケーションに広告ＵＲＬに対して広告検索システム５０に問合せをさせ、次
に、クリックされた時に広告ＵＲＬに帰着するクリック可能領域として識別されたコンテ
ンツをレンダリングすることができる。
【００６７】
　図８Ａ及び８Ｂは、本発明の１つの可能な実施例に従うリンク組み込みコードを発生さ
せるための例示的方法を示している。図８Ａが示すように、スクリプト又は他のモジュー
ルに組み込まれた処理は、デジタルコンテンツオブジェクトの周囲のデータから１つ又は
それよりも多くのキーワードを抽出することができる（７８０）、リンク組み込みコード
の１つ又はそれよりも多くの態様を発生させるためにこのデータを使用することができる
。次に、処理は、広告コード区画５０４を発生させ（７８６）、及び／又は検索コード区
画５０６を発生させることができる（７８８）。
【００６８】
　図８Ｂが示すように、広告コード区画５０４を発生させるために、処理は、抽出された
キーワードの１つ又はそれよりも多くを含む要求を広告検索システム５０に送信すること
ができる（７９１）。処理は、広告検索システム５０から、広告に対するＵＲＬを含む広
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告ロケータを収容する応答を受信することができる（７９２）。次に、処理は、一実施例
では、コンテンツ組み込みエンティティの識別子及び広告ロケータを備えた広告リンクを
発生させる（７９３）。図示の実施例では、広告ロケータは、ＰＰＣコードを含むことが
できる（図９Ａを参照）。検索コード区画５０６を作るために、サーバ２２は、一実施例
では、コンテンツ組み込みエンティティの識別子と周囲のデータから抽出された１つ又は
それよりも多くのキーワード又は語を含む検索ロケータとを備えた検索リンクを発生させ
ることができる。
【００６９】
　図９Ａ及び９Ｂは、本発明の１つの特定の実施例に従う例示的リンク組み込みコードの
要素を示している。図示の実施例では、リンク組み込みコード５０４、５０６は、コンテ
ンツ組み込みコード区画５００の付近に挿入することができる。リンク組み込みコードは
、広告コード区画５０４及び検索コード区画５０６を含むことができる。コンテンツコー
ド区画５００は、組み込まれるコンテンツに対応するＵＲＬのようなコンテンツロケータ
５１０を含む。コンテンツロケータ５１０は、コンテンツをホスティングするシステムの
ＵＲＬを含むことができる。コンテンツコード区画５００は、フォーマット設定又は他の
情報を含むことができる。例えば、タグ５１２、５１４、及び５１６は、コンテンツを表
示する時に使用される幅、境界、及び様式を指示する。コンテンツ組み込みコードにおけ
るリソースロケータ又はインジケータの１つ又はそれよりも多くは、ユーザクリックによ
って作動することができるハイパーテキストリンクとしてフォーマット設定することがで
きる。
【００７０】
　広告コード区画５０４は、作動された時に広告を表示させる広告ロケータ５４０を含む
。広告ロケータは、様々な形式を取ることができる。例えば、広告ロケータは、作動され
た時にブラウザ又は他のページ消費クライアントアプリケーションにウェブサーバのよう
なネットワークアドレス可能リソースへの要求を送信させて広告を受信させる固定又は静
的ＵＲＬとすることができる。一実施例では、広告ロケータは、ネットワークアプリケー
ションホスティングサイトのＵＲＬ５４０と「共通ゲートウェイインタフェース（ＣＧＩ
）」指令の広告に対応する静的ＵＲＬ５４１とを含むハイパーテキストリンクに組み込む
ことができる。広告リンクが作動された時に、クライアントアプリケーションは、ネット
ワークアプリケーションホスティングサイト４０に要求を送信し、ネットワークアプリケ
ーションホスティングサイト４０が出力先変更メッセージをブラウザに送信する。
【００７１】
　図示の特定の実施例では、広告ロケータ５４０は、ネットワークアプリケーションホス
ティングサイトのＵＲＬ（ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ）を含み、パラメータとして、ス
ポンサー広告主のウェブサーバのような広告提供リソースに対応するＵＲＬ５４１を含む
。広告リンクは、「ペイ・パー・クリック」追跡パラメータの形式でのコンテンツに関連
付けられた抽出されたキーワード５４２及び５４４の１つ又はそれよりも多くを含むこと
ができ、それによってスポンサー企業は、使用を記録することができる。図示の実施例で
は、広告リンクが作動された時に、クライアントアプリケーションは、ネットワークアプ
リケーションホスティングサイト４０（ｗｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ）に要求を送信し、
ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０が、出力先変更メッセージをクラ
イアントアプリケーションに送信する。出力先変更メッセージは、「ｒｅｄｒｃｔ」パラ
メータフィールドで識別されたネットワークリソースにクライアントアプリケーションを
出力先変更する（図９Ｂの参照番号５４１を参照されたい）。出力先変更メッセージの使
用により、ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０は、コンテンツ及びリ
ンクの使用を追跡することができる。他の実施例も可能である。例えば、図９Ｃが示すよ
うに、広告ロケータは、広告提供システムの静的に定められたＵＲＬにマップする広告識
別子５７３を含むことができる。
【００７２】
　図９Ｄが示すように、広告コード区画５０４は、異なるユーザ又はエンティティに各々
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が対応する１つ又はそれよりも多くの識別子を含むことができる。例えば、広告コード区
画５０４は、ブログページ、ウェブサイト、及び個人ページなどのような下に重なるリソ
ースにコンテンツを埋め込んだコンテンツ組み込みエンティティに対応するユーザ識別子
５７４を含むことができる。更に、図６Ｅが示すように、広告コード区画５０４は、ブロ
グサイト、ソーシャルネットワーキングサイト（例えば、ＭｙＳｐａｃｅ．ｃｏｍ、「Ｙ
ａｈｏｏ！　３６０」、その他）などのようなコンテンツが組み込まれたリソースをホス
ティングするネットワークアプリケーションホストサイト４０に対応する識別子５７７を
含むことができる。以下に更に詳しく説明するように、これらの識別子の１つ又はそれよ
りも多くは、広告リンクの作動に対してエンティティを補償することに関連して使用する
ことができる。
【００７３】
　一部の実施例では、広告提供リソースは、広告リンクが作動された時に動的に定めるこ
とができる。例えば、図９Ｆが示すように、広告ロケータ５７０は、広告検索システムの
識別子５６９及び１つ又はそれよりも多くのキーワード５６８を含む出力先変更パラメー
タ５７６を含むことができる。図示の実施例では、広告リンクが作動された時に、クライ
アントアプリケーションは、ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０（ｗ
ｗｗ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ）に要求を送信し、ネットワークアプリケーションホスティン
グサイト４０が出力先変更メッセージをクライアントアプリケーションに送信する。出力
先変更メッセージは、クライアントアプリケーションを、ここでは広告検索システム（ｗ
ｗｗ．ｙａｈｏｏ．ａｄ．ｃｏｍ）である「ｒｅｄｒｃｔ」パラメータフィールドで識別
されたネットワークリソースに出力先変更し、１つ又はそれよりも多くのキーワード、及
び任意的にコンテンツ組み込みエンティティ識別子及び／又はコンテンツ保有者識別子を
通過させる。次に、広告検索システムは、クライアントアプリケーションに戻す１つ又は
それよりも多くの広告を選択するためにキーワードを使用することができる。一部の実施
例では、ブラウザクッキー（ユーザ識別情報を含む）は、要求と共に広告検索システムに
送ることができる。広告検索システムは、広告選択を助けるためにこの情報又は関連の情
報を使用することができる。一部の実施例では、広告検索システムは、リモート広告主シ
ステムにクライアントアプリケーションをアクセスさせる出力先変更メッセージを送信す
ることができる。
【００７４】
　広告ロケータは、広告主システム６５又は広告検索システム５０に提出された時に広告
選択処理において使用される１つ又はそれよりも多くのパラメータ５４２、５４４を収容
するＵＲＬ又はＵＲＩとすることができる。特定的な実施形態では、広告選択処理は、例
えば、要求に関連付けられたキーワード又はタグを調べることができ、キーワード又はタ
グに適合する広告を見つけることができる。広告システムは、広告ロケータが作動された
時に、必要に応じて動的に選択された広告を送信することができる。広告選択の処理は、
リアルタイム競売機構、定まった静的最高入札者、広告主によって近頃設定されたＵＲＬ
へのルーティング等々のような表示する広告を判断するための様々な規則又は機構を使用
することができる点に注意されたい。
【００７５】
　図９Ａ及び９Ｂが示すように、検索コード区画５０６は、作動された時にコンテンツに
関する検索結果を提供することができる検索ロケータ５５０を含むこともできる。検索ロ
ケータは、検索システム７０のＵＲＬ、及びデジタルコンテンツオブジェクトの周囲のデ
ータの解析から抽出されたキーワードのような１つ又はそれよりも多くのキーワード５５
２を含むことができる。ハイパーテキストリンクをクリックするなどの検索ロケータの作
動は、検索結果のページをもたらすことができる。検索結果は、アルゴリズム検索結果に
加えて又はその代わりに、スポンサー付きコンテンツ又は支払い済み検索マーケティング
広告への１つ又はそれよりも多くのリンクを含むことができる。
【００７６】
　検索コード区画５０６は、補償機構で使用される上述のエンティティ識別子の１つ又は
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それよりも多く（例えば、コンテンツ組み込みエンティティ、ネットワークアプリケーシ
ョンホスト、その他）を含むことができる。例えば、図９Ｇが示すように、検索コード区
画５０６は、コンテンツを閲覧した第三者が検索リンク、及び引き続いてスポンサー付き
検索結果へのリンクをクリックした時に、結果収益を共有することができるコンテンツ組
み込みエンティティの識別子５７４を含むことができる。別の実施例では、検索コード区
画５０６は、コンテンツが組み込まれたリソースをホスティングするネットワークアプリ
ケーションホストシステムに対応する識別子５７７を含むことができる（図９Ｈを参照）
。検索システムは、検索結果で戻された１つ又はそれよりも多くのリンクを符号化するた
めにこれらのエンティティ識別子を使用することができる。
【００７７】
　一実施例では、デジタルコンテンツオブジェクトのコンテンツは、レンダリングされた
時に、それ自体クリック可能になり、ここでユーザクリックは、上述の広告リンク又は検
索リンクに帰着する。図９Ｉが示すように、コンテンツコード区画５００は、クリック可
能な表示された画像をレンダリングするＨＴＭＬコードを含むことができ、例えば、出力
先変更メッセージを通じて広告主システムに帰着する。しかし、コンテンツに関連付けら
れたリンクは、本明細書に説明する様々なリンクタイプ及びデータ要素を組み込むことが
できる。
【００７８】
　リンク組み込みコードは、「コンテンツを買う」リンクのような他のリンクタイプも含
むことができる。１つの特定の実施例では、「コンテンツを買う」リンクの作動は、例え
ば、ユーザがリンクに関連して表示された画像コンテンツのより高品質のデジタル画像、
又は画像のフレームコピーを購入することができるリモートサーバにおける購入作業フロ
ーを開始する。
【００７９】
　Ｃ．リンク作動及び利益アタッチメント処理及びメッセージフロー
　コンテンツ組み込みコードにおけるリンクの作動は、様々な処理及びメッセージフロー
を開始することができる。特定の実施例では、処理及びメッセージフローの一部は、リン
クの作動によって発生した収益を１つ又はそれよりも多くのエンティティが共有すること
を可能にする方法で取り出しイベントを記録することを目的とする。例えば、ネットワー
クアプリケーションホスティングサイト４０は、どのコンテンツオブジェクトが他のコン
テンツオブジェクトに対してより多くの収益を発生させるかをコンテンツ組み込みエンテ
ィティに判断させることができる。
【００８０】
　例えば、ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０は、コンテンツ組み込
みエンティティを適切に補償することに関連する時に使用量を追跡することができる。例
えば、本明細書に説明する実施例では、リンク組み込みコードは、ネットワークアプリケ
ーションホスティングサイト４０に最初にメッセージを方向付けするように構成すること
ができ、ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０が、クライアントアプリ
ケーションをリモートコンテンツホストに出力先変更する。従って、ネットワークアプリ
ケーションホスティングサイト４０は、リンク作動を追跡することができる。
【００８１】
　Ｃ．１．広告リンク
　図１０は、広告リンクをクリックした結果として戻される例示的ページを示している。
最終的にユーザに表示されるページのＵＲＬは、様々な方法で判断することができる。Ｕ
ＲＬを呼び出したリンクをクリックすることで、広告主から収益を発生させることができ
る。この収益は、本明細書に説明するエンティティの１つ又はそれよりも多くの間で共有
することができる。例えば、広告リンクから生成された収益は、コンテンツ組み込みエン
ティティとネットワークアプリケーションホスティングエンティティの間で共有すること
ができる。本明細書に説明するように、様々なシステムの間のメッセージフローは、様々
なエンティティによって共有される収益又は他の利益の判断を可能にするために、エンテ
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ィティ識別子及びコンテンツ識別子のような情報を収容することができる。
【００８２】
　ユーザがコンピュータ入力デバイスによって広告リンクを「クリック」した時に、要求
が、広告リンクに関連付けられた情報の検索を開始するために送信される。一部の実施例
では、広告リンクの各アクセス又は「クリック」は、「クリック」を広告主のためのアカ
ウント識別子に関連付けるために、ネットワークアプリケーションホスティングサイト、
又は一部の他のシステムに方向付けされることになる。このリンク作動は、例えば、ユー
ザによってクリックされた広告リンクを使用して広告主のＵＲＬにアクセスする前に広告
リンクに符号化されたアカウント識別情報にアクセス可能である。アカウント識別情報は
、検索要求イベントとして検索要求からの情報と共に広告主のアカウントに記録される。
この機構を通じて得られた情報がＵＲＬを有するアカウント識別子に適合するので、正確
なアカウントデビット記録を維持することができる。
【００８３】
　図９Ａ及び９Ｂに示す広告リンクでは、ネットワークアプリケーションホスティングサ
イト４０は、図１１Ａに示すように広告リンクを処理することができる。例えば、ネット
ワークアプリケーションホスティングサイト４０は、広告リンクを含むクライアントアプ
リケーションからの要求を受信することができる（８５２）。ネットワークアプリケーシ
ョンホスティングサイト４０は、広告リンクの１つ又はそれよりも多くの態様を広告主ア
カウントに適合させ（８５４）、識別されたアカウントに取り出しイベントを記録する（
８５６）。ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０は、同様にアカウント
を借方に記入又は請求するためにこれらの記録を使用することができる。ネットワークア
プリケーションホスティングサイト４０は、次に、出力先変更メッセージを含む応答をク
ライアントアプリケーションに送信する。出力先変更メッセージは、一実施例ではクライ
アントアプリケーションによって表示される広告へのリンクを含む。図９Ｃの広告リンク
では、ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０は、例えば、コード識別子
を広告ロケータにマップするためにデータストアにアクセス可能である。
【００８４】
　図９Ｄに示す広告リンクでは、例えば、ネットワークアプリケーションホスティングサ
イト４０は、図１１Ｂに示されている方法のような拡張された処理フローを使用すること
ができる。上述のように、広告リンクが作動された時に、ネットワークアプリケーション
ホスティングサイト４０は、広告リンクを含むクライアントアプリケーションからの要求
を受信することができる（８５２）。ネットワークアプリケーションホスティングサイト
４０は、広告リンクの１つ又はそれよりも多くの態様を広告主アカウントに適合させ（８
５４）、識別されたアカウントに取り出しイベントを記録する（８５６）。ネットワーク
アプリケーションホスティングサイト４０は、取り出しイベントに帰すことができる収益
（又は他の補償）を判断し（８６０）、広告リンクで識別されたエンティティの１つ又は
それよりも多くに提供される収益の分担金を判断する。上述のように、ユーザクリックか
ら生じる収益は、コンテンツ組み込みエンティティの１つ又はそれよりも多くに、かつネ
ットワークアプリケーションホスティングエンティティトに分配することができる。１つ
よりも多いエンティティが収益を得る資格がある実施例においては、ネットワークアプリ
ケーションホスティングサイト４０は、１つ又はそれよりも多くのエンティティの収益の
分担金を判断し（８６２）、計算された収益の分担金に従って１つ又はそれよりも多くの
識別されたエンティティのそれぞれのアカウントの借方に記入する（８６４）。ネットワ
ークアプリケーションホスティングサイト４０は、出力先変更メッセージを含む応答を送
信する（８５８）。他の実施例も可能である。例えば、ネットワークアプリケーションホ
スティングサイト４０は、後のバッチ処理のために取り出しイベント及び１つ又はそれよ
りも多くのエンティティ識別子を単に記録することができる。
【００８５】
　図１１Ｃは、ネットワークアプリケーションホスティングサイトが、適合する広告リン
クが動的に選択される広告リンクと共に使用することができる方法を示している。図１２
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は、図１１Ｃに示す方法の実行から生じる例示的メッセージフローを示すブロック図であ
る。図示の特定の実施例では、広告リンクが作動された時に、ネットワークアプリケーシ
ョンホスティングサイト４０は、クライアントノード８６から広告リンクを含む要求を受
信する（８５２）（図１３参照番号１）。ネットワークアプリケーションホスティングサ
イト４０は、要求内の１つ又はそれよりも多くのキーワードを使用して、適合する広告に
対する要求を広告検索システム５０に送信し（８７２）（図１３参照番号２）、適合する
広告へのリンクを含む応答を受信する（８７４）（図１３参照番号３）。ネットワークア
プリケーションホスティングサイト４０は、出力先変更メッセージを作り、これをクライ
アントノード８６に送信し（８７６）（図１３参照番号４）、クライアントノードに広告
主システム６５からの要求を送信させ、広告主システム６５からの応答を受信させる（図
１３参照番号５及び６）。他の実施例及びメッセージフローも可能である。例えば、ネッ
トワークアプリケーションホスティングサイト４０及び広告検索システム５０は、出力先
変更メッセージを使用してクライアントノード８６を通じて間接的に通信することができ
る。
【００８６】
　ネットワークアプリケーションホスティングサイト４０はまた、クライアントノード８
６によって送信した広告リンクで識別された１つ又はそれよりも多くのエンティティアカ
ウントに取り出しイベントを記録し（８７８）、取り出しイベントに関連付けられた収益
（８８０）と識別されたエンティティの１つ又はそれよりも多くの収益の分担金（８８２
）とを判断する。図６Ｇに示す特定の実施例では、例えば、ネットワークアプリケーショ
ンホスティングサイト４０は、コンテンツ組み込みエンティティ（ｃｅｅｉｄ）のアカウ
ントを貸方に記入することができる（８８４）。
【００８７】
　Ｃ．２．検索リンク
　図１３は、検索リンクをクリックしたことから得られる検索結果のページを示している
。図示の特定の実施例では、ページは、広告、マーケティング、又は他のプロモーション
材料へのスポンサー付きリンク９０２を含むスポンサー付き結果区画を含む。スポンサー
付きリンク９０２は、ペイ・パー・クリック（ＰＰＣ）機構に従ってクリックされた時に
料金を発生させる。これらの料金は、ネットワークアプリケーションホスティングサイト
４０に関連付けられた１つ又はそれよりも多くのエンティティの間で共有することができ
る。他の実施例では、スポンサー付き検索リンクの単なる呈示自体で、ペイ・パー・イン
プレッション（ＰＰＩ）収益モデルに従う収益をもたらすことができる。
【００８８】
　図１４は、図９Ｇ及び９Ｈに示されているものに類似の検索リンクの作動に応答しても
たらされる１つの特定の実施例に従う例示的メッセージフローを示している。これらの図
に示す検索リンクでは、リンク作動により、クライアントノードは、１つ又はそれよりも
多くのエンティティを識別する検索要求を検索システム７０に送信する。一実施例では、
検索システム７０は、検索リンクに添付されたエンティティ識別子を認識して適切に処理
することができる。一実施例では、検索リンクは、ネットワークアプリケーションホステ
ィングサイト４０の識別子を含み、それによって検索システム７０がネットワークアプリ
ケーションホスティングサイト４０を同様に識別することができる。これは、検索システ
ム７０が複数のネットワークアプリケーションホスティングサイト４０に関連して作動し
、各このようなシステムに帰する収益を追跡する状況で有用になる。
【００８９】
　図１５Ａ、１５Ｂ、及び１５Ｃは、特定の実施例に関連して検索システム７０を使用す
ることができる例示的方法を示している。図１５Ａが示すように、検索システム７０が検
索要求を受信した時（９４２）（図１４の参照番号１を参照されたい）、検索システム７
０は、それぞれのネットワークリソースへの１つ又はそれよりも多くのリンクを含む検索
結果を発生させる（９４６）。図示の特定の実施例では、検索結果の少なくとも一部分が
、スポンサー付きコンテンツ（広告ページ、広告主ホームページなどなど）へのリンクに
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関わる。一実施例では、検索システム７０は、上述のようにユーザがリンクをクリックし
た時にリンクに関連付けられた広告主又は他の企業から収益を受け取る。検索システム７
０がユーザクリックを追跡することを可能にするために、スポンサー付き検索リンクは、
一実施例では検索システム７０に対応するＵＲＬを含むが、広告主のＵＲＬにマップする
符号化情報も含む。従って、図示の実施例では、検索システム７０は、スポンサー付き検
索結果の１つ又はそれよりも多くのＵＲＬに対する符号化ＵＲＬ識別子を生成し（９４６
）、これらの符号化ＵＲＬ識別子をパラメータとして、検索システム７０を識別する出力
先変更ＵＲＬに追加する（９４８）。例えば、符号化ＵＲＬ識別子は、１つ又はそれより
も多くのストリングとすることができ、以下の例示的ＵＲＬに含むことができる：ｈｔｔ
ｐ：／／ｓｅａｒｃｈ．ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ／＿ｒｄｒｃｔ＝ＵＪＡＳｆ４＆ＳＩＧ＝１
１ａｙｇｄ。一実施例では、検索システム７０は、後の使用ための対応するスポンサー付
きリンクに関連付けて符号化ＵＲＬ識別子を記憶する。検索結果に含むための１つ又はそ
れよりも多くの符号化ＵＲＬを発生させた後、検索システム７０は、結果を要求側クライ
アントノードに送信することができる（９５４）（図１５参照番号２を参照されたい）。
【００９０】
　上述のように、検索リンクは、利益アタッチメント機構に関連付けられた１つ又はそれ
よりも多くのエンティティ識別子を含むことができる。例えば、図９Ｇ及び９Ｈが示すよ
うに、検索リンクは、検索システム７０へのメッセージに含まれる時に、本明細書に説明
する１つ又はそれよりも多くの処理をトリガする１つ又はそれよりも多くのエンティティ
識別子と共に符号化することができる。図１５Ａが示すように、広告リンクが補償アタッ
チメントを指示した時（９５０）、検索システム７０は、一実施例では検索結果で戻され
る対応する符号化ＵＲＬ識別子に対して検索要求で識別された１つ又はそれよりも多くの
エンティティを記憶する（９５２）。これらの関連付けは、ユーザが付加的な検索結果を
要求した時に付加的な符号化ＵＲＬ識別子まで拡張することができる。
【００９１】
　図１５Ｂは、ユーザが１組の検索結果におけるスポンサー付きリンクをクリックした時
に実行される例示的方法を示している。図示の特定の実施例では、検索システム７０が、
符号化ＵＲＬ識別子を含む検索要求を受信した時（９６０）（図１４参照番号３を参照さ
れたい）、検索システム７０は、符号化ＵＲＬ識別子にマップするスポンサー付きＵＲＬ
又はリンクを検索し（９６２）、出力先変更メッセージでスポンサー付きリンクを送信し
（９６４）（図１４参照番号４を参照されたい）、クライアントノード８６に広告主シス
テム６５からの要求を送信させ広告主システム６５からの応答を受信させる（図１４参照
番号５及び６）。一実施例では、検索システム７０は、関連のあるデータ（エンティティ
識別子など）を備えた取り出しイベントを単に記録することができ、別々の処理でアカウ
ントに関する事柄を処理することができる。図示の実施例では、検索システム７０は、取
り出しイベントに関連付けられた収益を判断し、一実施例では、ユーザに戻されたスポン
サー付きリンクに対応するアカウントを借り方に記入又は課金する（９６６）。利益アタ
ッチメントが取り出しイベントに関連付けられる場合（９６８）、検索システム７０は、
取り出しイベントを１つ又はそれよりも多くのエンティティアカウントに記録することが
でき（９７０）、１つ又はそれよりも多くのエンティティに対する収益の分担金を判断す
ることができ、更に、収益の分担金に従って１つ又はそれよりも多くのエンティティのア
カウントを貸方に記入することができる。
【００９２】
　他の実施例も可能である。例えば、検索システム７０は、ネットワークアプリケーショ
ンホスティングサイト４０に収益を分配することができ、又はネットワークアプリケーシ
ョンホスティングサイト４０のアカウントを貸方に記入することができ、結果収益を１つ
又はそれよりも多くのエンティティに分配するためにこれらのシステムに収益を残してお
くことができる。図１５Ｃが示すように、検索システムは、取り出しイベント記録を発生
させることができ（９８０）、これをネットワークアプリケーションホスティングサイト
４０に送信することができ（９８２）（図１４参照番号７を参照されたい）、及びネット



(28) JP 5175299 B2 2013.4.3

10

ワークアプリケーションホスティングサイト４０のアカウントを貸方に記入することがで
きる（９８４）。検索システム７０は、取り出しイベントを記録し、引き続いてバッチ処
理において他のイベントに関連してこれを処理することができる。
【００９３】
　本発明は、特定的な実施形態に関して説明した。例えば、本発明の実施形態は、ＨＴＭ
Ｌ及びＨＴＴＰと共に作動するものとして説明したが、本発明は、あらゆる適切なプロト
コル環境と共に使用することができる。他の実施形態は、当業者には明らかであろう。従
って、特許請求の範囲によって指示されること以外で本発明を制限することを意図しない
。
【符号の説明】
【００９４】
２０２　スクリプトがコンテンツ組み込みエンティティ識別子を識別する処理
２０４　スクリプトが文書の１つ又はそれよりも多くの区画を識別する処理

【図１】 【図２】
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【図８Ｂ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】
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【図９Ｅ】
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【図９Ｇ】
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【図９Ｉ】

【図１０】

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】
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【図１１Ｃ】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５Ａ】 【図１５Ｂ】
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