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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストリーミングメディアフィードのコンテンツアイテムに対する品質スコアを決定する
システムにおいて、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに通信結合されたメモリであって、
　　ユーザに関連したユーザプロフィールパラメータに一致する現在コンテンツアイテム
の特徴に基づいてユーザと現在コンテンツアイテムとの間の親密性スコアを決定し、
　　現在コンテンツアイテムに分類的に一致するコンテンツアイテムであって、過去に前
記ユーザに閲覧されたコンテンツアイテムである以前のコンテンツアイテムとの相互作用
後の満足度を識別し、
　　前記親密性スコア及び相互作用後の満足度に基づいて品質スコアを決定する、
ために前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを含むメモリと、
　前記プロセッサに通信結合され、前記品質スコアを表示するように構成されたディスプ
レイと、
を備えたシステム。
【請求項２】
　前記親密性スコア及び相互作用後の満足度に基づいて品質スコアを決定するための前記
インストラクションは、
　前記識別された相互作用後の満足度に基づき相互作用後の満足度スコアを導出し、及び
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　前記親密性スコアと前記相互作用後の満足度スコアとの積を計算することによって前記
品質スコアを決定する、
ためのインストラクションを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記親密性スコアは、ストリーミングメディアフィードにおける現在コンテンツアイテ
ムの位置とは独立している、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記親密性スコアは、ストリーミングメディアフィードにおける現在コンテンツアイテ
ムの構成とは独立している、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記親密性スコアを決定するインストラクションは、
　ユーザがストリーミングメディアフィードの現在コンテンツアイテムと相互作用するた
めに選択する確率である第１の確率を決定するインストラクションと、
　ユーザが一般的にストリーミングメディアフィードのコンテンツアイテムと相互作用す
るために選択する確率である第２の確率を決定するインストラクションと、
　前記決定された第１の確率と前記決定された第２の確率との関係に基づいて前記親密性
スコアを決定するインストラクションと、
を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記決定された第１の確率と前記決定された第２の確率との関係は、比である、請求項
５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記メモリは、前記親密性スコア、相互作用後の満足度、及び流行度スコアに基づいて
前記品質スコアを決定するために前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを
含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記流行度スコアは、時間ウインドウ内の現在コンテンツアイテムに対するクリックス
ルーレートに基づく、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記現在コンテンツアイテムは、広告であり、前記現在コンテンツアイテムは、第１の
コンテンツアイテムであり、第２のコンテンツアイテムは、記事であり、前記第１及び第
２のコンテンツアイテムは、分類的に同様の要旨を含み、前記親密性スコアを決定するた
めのインストラクションは、前記第１のコンテンツアイテムの親密性スコアに基づき前記
第２のコンテンツアイテムの親密性スコアを決定するためのインストラクションを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記要旨の分類的な類似性は、前記第１及び第２のコンテンツアイテムに埋め込まれた
マッチングメタデータエレメントにより識別され、そしてこのマッチングメタデータエレ
メントは、コンテンツタクソノミーの分類である、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記要旨の分類的な類似性は、前記第１及び第２のコンテンツアイテムに埋め込まれた
マッチングメタデータエレメントにより識別され、そしてこのマッチングメタデータエレ
メントは、ウェブコンテンツプロバイダーにより提供される一連のウェブページのうちの
ウェブページに関連される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ウェブページは、オンライン百科事典又は辞書エントリである、請求項１１に記載
のシステム。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　前記プロセッサに通信結合されたメモリであって、
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　　ストリーミングメディアフィードの現在広告又は記事と相互作用するためにユーザが
選択する確率である第１の確率を、ユーザに関連したユーザプロフィールパラメータに一
致する現在広告又は記事の特徴に基づいて決定し、
　　一般的にストリーミングメディアフィードの広告又は記事と相互作用するためにユー
ザが選択する確率である第２の確率を決定し、
　　現在広告又は記事の親密性スコアを決定し、その親密性スコアは、前記決定された第
１の確率と前記決定された第２の確率との関係であり、
　　前記現在広告又は記事に分類的に一致する広告又は記事であって、過去に前記ユーザ
に閲覧された広告又は記事との相互作用後の満足度を識別し、及び
　　前記親密性スコア及び相互作用後の満足度に基づいて品質スコアを決定する、
ために前記プロセッサにより実行可能なインストラクションを含むメモリと、
を備えたシステム。
【請求項１４】
　前記親密性スコア及び相互作用後の満足度に基づいて品質スコアを決定するための前記
インストラクションは、前記親密性スコアと前記相互作用後の満足度との積を計算するこ
とによって前記品質スコアを決定するためのインストラクションを含む、請求項１３に記
載のシステム。
【請求項１５】
　前記現在広告又は記事と相互作用するための選択は、前記現在広告又は記事をクリック
すること、或いは前記現在広告又は記事へのハイパーリンクをクリックすることを含む、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記現在広告又は記事と相互作用するための選択は、前記現在広告又は記事に対してな
されるジェスチャー或いは前記現在広告又は記事へのハイパーリンクに対してなされるジ
ェスチャーを含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　ストリーミングメディアフィードのコンテンツアイテムに対する品質スコアを決定する
方法において、
　移動装置の現在地理的位置をポジショニングシステムにより識別し、
　前記ポジショニングシステムに通信結合されたプロセッサにより、移動装置とストリー
ミングメディアフィードの現在コンテンツアイテムとの間の親密性スコアを、現在コンテ
ンツアイテムのテキスト及び移動装置の現在地理的位置に基づいて決定し、
　現在コンテンツアイテムと分類的に一致するコンテンツアイテムであって、過去に前記
ユーザに閲覧されたコンテンツアイテムである以前のコンテンツアイテムとの相互作用後
の満足度を識別し、及び
　前記親密性スコア及び相互作用後の満足度に基づき品質スコアを前記プロセッサにより
決定する、
ことを含む方法。
【請求項１８】
　前記親密性スコアを決定することは、更に、
　現在コンテンツアイテムを見るために移動装置のユーザが選択する確率である第１の確
率を、ユーザに関連したユーザプロフィールパラメータに一致する現在コンテンツアイテ
ムの特徴に基づいて決定し、
　一般的にストリーミングメディアフィードのコンテンツアイテムを見るためにユーザが
選択する確率である第２の確率を決定し、及び
　前記決定された第１の確率と前記決定された第２の確率との関係に基づいて親密性スコ
アを決定する、
ことを含む請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１又は第２の確率を決定することは、マシン学習技術を使用する、請求項１８に
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記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１又は第２の確率を決定することは、ブースト判断ツリーを使用する、請求項１
８に記載の方法。
【請求項２１】
　複数の収益発生及び非収益発生アイテムを統合的に表示するシステムにおいて、
　複数の収益発生アイテム、及びその複数の収益発生アイテムに対して発生された付け値
履歴を含む第１のデータベースと、
　複数の非収益発生アイテムを含む第２のデータベースと、
　前記第１のデータベースの付け値履歴を使用して前記複数の非収益発生アイテムの各々
に対するランク付けスコアを計算するように構成されたランク付けエンジンと、
を備えた請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、データ処理システムに関する。より詳細には、本発明は、広告の
ような収益発生情報及びコンテンツのような非収益発生情報をオンラインで一緒に表示す
るためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オンライン広告は、広告主が商品及びサービスに関する情報を潜在的な顧客及びクライ
アントに公表するための手段として益々普及してきている。広告主は、Ｙａｈｏｏ！社の
ようなオンラインプロバイダーのインターネットアクセス可能なファシリティを利用して
広告キャンペーンを実施することができる。オンラインプロバイダーは、サーチエンジン
やニュース及び情報サイトのようなオンラインリソースにアクセスするユーザに広告主を
接続するためのサービスを提供する。広告主の広告（“ａｄ”）は、ユーザに通知してユ
ーザの注意を引くためにユーザに提供される。
【０００３】
　あるオンラインプロバイダーは、コンテンツ及び他の情報のストリームをウェブページ
に供給する。ウェブページは、デスクトップコンピュータのような装置、ラップトップの
ようなポータブルコンピュータ、タブレットやスマートホンのようなハンドヘルド装置、
又はテレビのようなメディア装置において、ユーザによりアクセスされる。そのストリー
ムは、例えば、装置のディスプレイ上で見たときにウェブページを下るように続々と表示
される一連のアイテムとしてウェブページに提示される。ある場合には、ストリームは、
ある時間周期の経過、マウスのスクロール、又はスペースバーのクリック、等のある事象
が生じた際に、ページの頂部又は底部において新たなコンテンツで更新される。
【０００４】
　ここでは「ストリーム広告」とも称される広告アイテムが、コンテンツのストリームに
挿入され、一連のアイテムを補足する。ストリーム広告は、ストリームに対して自然に見
えるようにコンテンツの周囲ストリームに視覚的に一致するフォーマットとされる。或い
は又、ストリーム広告は、人目を引き易いようにコンテンツの周囲ストリームに相補する
フォーマットとされる。
【０００５】
　ストリームは、一部分は、ウェブサイト設計者及び広告主に対して追加の融通性を与え
ることから、オンラインプレゼンテーションにおいて一般的になってきている。ウェブペ
ージにデータを提示するのにストリームを使用しない場合には、ウェブページは、既定の
区分をもたねばならない。規定の区分に提示できるのは、特定のサイズ、形状、又はコン
テンツを有するある形式の情報だけである。ストリームは、ある数、サイズ及び形状のコ
ンテンツを含ませることができるようにする。又、ストリームは、異なる視覚フォーマッ
ト又は視点へ切り換えることに関連した認知オーバーヘッドを除去することにより、コン
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テンツ又は広告の異なるアイテムに関連した情報を処理するときの視聴者の認知負荷も下
げる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ストリームにおけるコンテンツ及び広告のフローを管理し、ひいては、オンラインプロ
バイダーと相互作用するユーザ及び広告主の経験を管理することが望まれる。従来の及び
慣習的な解決策の更なる制限及び欠点は、そのようなシステムと、図面を参照して以下に
述べる本開示の幾つかの観点との比較を通じて、当業者に明らかとなろう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここに開示するシステム、製品及び方法によれば、オンラインプロバイダーは、ウェブ
ページ上でユーザによって見ることのできるコンテンツのストリームにおいてストリーム
広告の位置、個数、空間的及び時間的頻度をコントロールすることができる。ストリーム
は、広告アイテム及びコンテンツアイテムのような、各々、収益発生アイテム及び非収益
発生アイテムの両方がストリームに提示するために競争するような統合型市場として見る
ことができる。スコア付け、ランク付け、及び価格付け技術は、全てのアイテムの互いに
匹敵する処理を許す（オンラインプロバイダーにとって収益発生であるかどうかに関わら
ず）。コンテンツアイテム及び広告アイテムのための付加的な取引ルールは、コンテンツ
アイテム及び広告アイテムをストリームにおいてどのように提示するか決定する上でオン
ラインプロバイダーのための更なる自由度を与える。
【０００８】
　スコア付けの１つの態様は、ユーザへ提示されるべきコンテンツアイテムに関する。品
質スコアは、ユーザ又はユーザの区分に対するコンテンツアイテムの相対的品質又は要望
を反映するように開発される。コンテンツアイテムの品質スコアは、コンテンツの付け値
額を決定するのに使用され、そしてこの付け値額は、コンテンツアイテムのランク付けス
コアを決定するのに使用される。例えば、１つの実施形態において、コンテンツアイテム
の品質スコアは、コンテンツアイテムと同じユーザの注意を引くために競争する広告アイ
テムの付け値を記憶するテーブルへのインデックスとして使用される。広告アイテムの付
け値は、コンテンツアイテムの付け値を自動的に計算するのに使用される。コンテンツア
イテムの付け値を、クリック可能性として述べる尺度及び満足度として述べる尺度に組み
合わせて使用すると、コンテンツアイテムのランク付けスコアを導出することができる。
【０００９】
　別の実施形態において、品質スコアは、コンテンツアイテムの流行度、及びユーザとコ
ンテンツアイテムとの間の親密性の関数である。単一のコンテンツアイテムの流行度は、
同様のコンテンツアイテムの流行度、及び以前のコンテンツアイテムとのユーザ相互作用
により記録されたユーザの関心履歴を使用して決定される。親密性は、コンテンツアイテ
ムをユーザにより指定されたユーザのプロフィールのパラメータと相関させることにより
決定されるか、又はコンテンツアイテムとのユーザの過去の相互作用に基づいて決定され
る。
【００１０】
　オンラインプロバイダーにとって、ストリームにおける広告の位置、個数及び頻度をコ
ントロールすることは、オンラインプロバイダーのウェブサイトでのユーザ及び広告主の
経験を管理する上で助けとなる。提供する広告が多過ぎると、ユーザの経験の満足度が低
下する。提供する広告が少な過ぎると、広告主とウェブサイトの係わり合いが希薄になり
又は排除される。ユーザにとって最も適切なコンテンツアイテム及び広告アイテムを選択
することで、ユーザとウェブサイトとの結び付きを保持すると共にユーザがウェブサイト
に戻るように保証することができる。ユーザの結び付きは、ひいては、ウェブサイトにス
トリーム広告を配置する広告主を信頼性のある且つ係わり合いの深いものにする。本開示
は、一般的に、収益発生広告から有料コンテンツまで、オンラインプロバイダーにより提
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示される情報の各アイテムが、明確な又は暗示的な付け値に従ってスコア付け、価格付け
され、そしてストリームのような単体フォーマットで提示するためにランク付けされる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】規範的なオンライン情報システムのブロック図である。
【図２】ストリームディスプレイに表示するように変更されたディスプレイ広告を示す例
である。
【図３】オンライン情報システムにおいて広告アイテム及びコンテンツアイテムのストリ
ームをランク付け及び表示するための方法の一実施形態を示すフローチャートである。
【図４】クリック可能及びポストクリック満足度スコアを使用して計算されるクオリティ
スコアに従って供給されるストリーミングメディアにコンテンツを表示するための規範的
なプロセスを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　特定の規範的な実施形態を一例として示す添付図面を参照して、本発明の要旨を以下に
詳細に説明する。しかしながら、この要旨は、種々の異なる形態で実施することができ、
それ故、ここに網羅されて請求される要旨は、ここに述べる規範的な実施形態に限定され
ないと解釈されるべきであり、規範的な実施形態は、単なる例示に過ぎない。同様に、こ
こに請求又は網羅される要旨は、合理的に広い範囲が意図される。とりわけ、要旨は、例
えば、方法、装置、コンポーネント又はシステムとして実施される。それ故、以下の詳細
な説明は、請求の範囲によって限定される。
【００１３】
　本明細書及び請求の範囲全体を通して、用語は、明確に示された意味を越えてコンテキ
ストに示唆又は暗示されたニュアンスのある意味をもつ。同様に、ここに使用する「１つ
の実施形態において」という句は、必ずしも、同じ実施形態を指すものではなく、そして
ここに使用する「別の実施形態において」という句は、必ずしも、異なる実施形態を指す
ものではない。例えば、請求された要旨は、規範的な実施形態の全体的又は部分的な組み
合わせを包含することが意図される。
【００１４】
　一般的に、語彙は、コンテキストにおける使い方から少なくとも一部分は理解できる。
例えば、ここに使用する「及び(and)」「又は(or)」或いは「及び／又は(and/or)」のよ
うな用語は、そのような用語が使用されたコンテキストに少なくとも一部分依存する種々
の意味を含む。典型的に、「又は」は、Ａ、Ｂ又はＣのようなリストを関連付けるために
使用される場合には、包含的な意味でここに使用されるＡ、Ｂ及びＣを意味し、及び排他
的な意味でここに使用されるＡ、Ｂ又はＣを意味することが意図される。更に、少なくと
も一部分はコンテキストに基づいてここに使用される「１つ以上(one or more)」という
語は、単数の意味では、特徴、構造又は特性を述べるのに使用され、或いは複数の意味で
は、特徴、構造又は特性の組み合わせを述べるのに使用される。同様に、“a”“an”又
は“the”のような語も、少なくとも一部分はコンテキストに基づいて、単数使用を伝え
るか又は複数使用を伝えることが理解される。更に、「基づく(based on)」という語は、
必ずしも、ファクタの排他的セットを伝えることを意図しておらず、むしろ、少なくとも
一部分はコンテキストに基づいて、必ずしも明確に述べられていない付加的なファクタの
存在を許すことが理解される。
【００１５】
　オンライン情報システムは、エンドユーザに利用可能なコンテンツサービス、例えば、
ウェブページ、モバイルアプリケーション（“ａｐｐ”）、ＴＶａｐｐ、或いは他のオー
ディオ又はビジュアルコンテンツサービス内に広告主の広告を配置する。広告は、他のコ
ンテンツと共に設けられる。他のコンテンツは、テキスト、グラフィック、オーディオ、
ビデオ、又はそのようなコンテンツへのリンクの組み合わせを含む。広告は、従来、広告
主により指定されたものを含む種々の基準に基づいて選択される。広告主は、従来、広告
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がいつどのようにユーザに届くかコントロールし且つそれら広告のコンテンツを指定する
ために広告キャンペーンを定義する。
【００１６】
　ストリームは、ストリームのためのコンテンツアイテムのソースであるコンテンツプロ
バイダー、ストリームのための広告アイテムのソースである広告主、及びそのコンテンツ
アイテムと広告アイテムを結合してストリームを形成するオンラインプロバイダーに対し
て融通性を与えるので、オンラインプレゼンテーションにおいて一般的なものになりつつ
ある。ストリームは、任意の数、サイズ及び形状のコンテンツアイテム及び広告アイテム
をストリームに含ませることができる。ストリームのエレメントは、関連性により、又は
適当なパラメータにより、分類される。又、ストリームは、異なる視覚フォーマット又は
視点へ切り換えることに関連した認知オーバーヘッドを除去することにより、コンテンツ
又は広告の異なるアイテムに関連した情報を処理するときの視聴者の認知負荷も下げる。
【００１７】
　ストリームは、コンテンツアイテム及び広告アイテムがストリームに配置され又は含ま
れることについて競争となる統合型市場としてみなすことができる。市場への参加者は、
広告アイテムを提供し又はそのスポンサーである広告主と、コンテンツアイテムを提供し
又はそのスポンサーであるコンテンツプロバイダーである。ストリーム及び市場は、Ｙａ
ｈｏｏ！社のようなオンラインプロバイダーによりホストされ又は管理される。オンライ
ンプロバイダーは、それ自身の製品及びサービス、又はそれ自身のコンテンツアイテムの
ための広告をストリームに与える。
【００１８】
　広告主は、オンラインプロバイダーの装置と相互作用してオンライン広告を生成し又は
提供する。オンライン広告は、広告主の識別及び１つ以上の付け値額に関連してデータベ
ース又は他のメモリに記憶された広告コンテンツを含む。この広告コンテンツは、テキス
ト又はグラフィック或いはその両方と、ランディングページへのリンクとを含み、このリ
ンクをクリックすると、ユーザのブラウザがそのページに向きを変える。付け値額は、広
告に関する事象が生じた際に広告主が支払う金額を表わす。その事象は、ユーザによる広
告の印象又は広告を見ること、広告を見ているユーザによる広告のクリック又は他の選択
、或いは広告を見た後のアクション、例えば、クレジットカード情報又はｅメールアドレ
スを与えることである。付け値額は、以下に述べる仕方でストリームにおける広告の位置
を決定するのに使用される。オンライン広告は、広告がストリームにおいてどのように現
れるか定義するデータを含めて、他のデータも含む。
【００１９】
　コンテンツアイテムは、ユーザに関心のある話題に関する情報を含む。この情報は、話
題に関してより多くの情報を与える別のウェブページへのリンクと、話題に関する情報の
概要とを含む。ある実施形態では、コンテンツプロバイダーは、付け値額をコンテンツア
イテムに関連付ける。広告の付け値額と同様に、コンテンツアイテムの付け値額も、印象
、クリック、又は別のアクションに基づく。又、付け値額は、以下に述べるように、スト
リームにおけるコンテンツアイテムの位置を決定するのに使用される。或いは又、ソフト
ウェアベースの入札エージェントは、コンテンツアイテムに代わって自動的に入札するの
に使用される。
【００２０】
　コンテンツアイテム及び広告アイテムは、ストリームに含まれることについて競争する
。ストリームのスロットに対する競争は、一般化第２価格（ＧＳＰ）オークションメカニ
ズムを使用してクリアされる。ＧＳＰオークションでは、最高額の入札者が第１スロット
を得、最高額から２番目の入札者が第２スロットを得、等々となる。しかしながら、最高
額の入札者は、最高額から２番目の入札者による付け値価格を支払う。これは、スポンサ
ードサーチ市場と同様であるが、スポンサードサーチにおける付け値は、異なる仕方で表
現され、そしてスポンサードサーチ市場における競争は、広告と広告との間だけである。
【００２１】
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　１つの実施形態では、広告主は、ターゲットプレディケート(predicate)、広告スニペ
ット及び付け値を与える。ある実施形態では、広告主は、ターゲットトリプル(triple)と
称される複数のトリプルにわたってバジェットを与える。ターゲットプレディケートは、
広告主に関心のある任意のタイプのマーケットセグメントに基づくもので、これは、一例
において、人口統計学的マーケット、性別又は年齢に基づくマーケット、ユーザプロフィ
ール情報に基づく振舞いセグメント、又は地理的マーケットを含む。入札は、コスト・パ
ー・クリック（ＣＰＣ）入札、コスト・パー・インプレッション（ＣＰＭ）入札、又はコ
スト・パー・アクション（ＣＰＡ）入札である。オンラインプロバイダーは、全ての市場
において全ての入札タイプをサポートしないように選択することができる。
【００２２】
　何に入札することが広告主に許されるかで彼等の入札の振舞いがほぼ決定される。統合
型市場を管理するオンラインプロバイダーの場合、各特定のターゲットに対して広告主に
入札を許すことと、より広いターゲットに対して広告主に入札を許すこととの間にはトレ
ードオフがある。
【００２３】
　オンラインプロバイダーは、広告主が少ない希薄なマーケットに対し、競合する広告主
が大勢いる厚みのあるマーケットを好む。マーケットに厚みがあるほど、オンラインプロ
バイダーにとって収益増加の潜在性が高い。しかしながら、多くの広告主は、特定のタイ
プのユーザに非常に関心がある。それらの狭く焦点が絞られたユーザは、より狭く入札す
ることが許されない限り、おそらく市場に近付かないことになる。広いターゲットは、広
告主が導出する平均値を下げる。というのは、彼等の広告が、彼等の製品に関心のないユ
ーザに示されるからである。期待値が低いほど、付け値が低くなる。
【００２４】
　これらのトレードオフの幾つかは、性能について価格付けすることにより、又、優れた
スコア付けアルゴリズムを使用することにより、そして関連性の低い広告がストリームお
いて示されるのを防止することにより、軽減することができる。性能について価格付けす
ることは、ユーザが広告に応答したときだけ課金することを意味する。広告主は、ユーザ
が製品又はサービスに対して支払いする、等により変換するときだけ、支払いすることを
好む。しかしながら、変換を定義及び追跡し、そして変換レートを推定することを、信頼
できるように行うのは困難であり、従って、市場オペレータは、追跡及び推定し易いクリ
ックにより課金することを好む。クリック当たりの課金は、課題を提起する。例えば、ユ
ーザからの全てのクリックが広告主の販売へと変換されるのではない。変換を生じないク
リックが多過ぎると、広告に対して低品質スコアとなる。
【００２５】
　広いターゲット決めは、ユーザ及び広告主の良好な経験を維持するために正確なスコア
付け方法を要求する。スコア付けは、広告又はコンテンツアイテムに値を指定するプロセ
スであり、その値は、次いで、ストリームにどのアイテムを含ませるべきか決定するため
に使用される。この正確なスコア付けは、オンラインプロバイダーが広告スニペットだけ
でなくランディングページのコンテンツも検査することを要求する。ある実施形態では、
広告は、自動的に収集されるか又は広告主によって手動で提供されてスコア付け関数への
信号として使用されるメタデータのような付加的な情報を含む。
【００２６】
　広いターゲット決めは、ＣＰＣ広告を価格付けする際にも困難さを付加する。広告を価
格付けする際には、キーワードとサーチアイテムとの一致の品質と、広告の品質との間を
区別することが重要である。オンラインオペレータは、マッチングを行うオンライン市場
のオペレータの責任である品質の低い一致については広告主に割引することを選択する。
オンラインオペレータは、広告主の責任である品質の低い広告については割増金を課金す
ることを選択する。
【００２７】
　以下、規範的なシステムについて述べ、広告アイテム及びコンテンツアイテムの統合型
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市場の態様を図示して説明する。更なる詳細及び任意の実施形態は、添付図面に関連して
述べる。
【００２８】
　図１は、オンライン情報システム１００のブロック図である。図１の規範的実施形態に
おけるオンライン情報システム１００は、アカウントサーバー１０２、アカウントデータ
ベース１０４、サーチエンジン１０６、広告（ａｄ）サーバー１０８、広告データベース
１１０、コンテンツデータベース１１４、コンテンツサーバー１１２、及びランク付けエ
ンジン１１６を備えている。オンライン情報システム１００は、広告主装置１２２のよう
な１つ以上の広告主装置により及びユーザ装置１２４のような１つ以上のユーザ装置によ
りネットワーク１２０を経てアクセスすることができる。このようなオンライン情報シス
テムの種々の例において、ユーザは、ネットワーク１２０を経てソースから又はコンテン
ツデータベース１１４からコンテンツをサーチして得ることができる。広告主は、ウェブ
ページに配置するための広告を提供すると共に、ユーザ装置１２４のようなユーザ装置へ
ネットワークを経て送信される他の通信を提供する。一例におけるオンライン情報システ
ムは、Ｙａｈｏｏ！社のようなオンラインプロバイダーにより配備され動作される。
【００２９】
　アカウントサーバー１０２は、広告主のアカウント情報を記憶する。アカウントサーバ
ー１０２は、アカウントデータベース１０４とデータ通信する。アカウント情報は、各広
告主に関連した１つ以上のデータベースレコードを含む。適当な情報は、アカウント管理
サーバー１０２によりアカウントデータベース１０４に記憶され、維持され、更新され、
及びそこから読み出される。その一例は、広告主識別情報、パスワードや他のセキュリテ
ィクレデンシャルのような広告主セキュリティ情報、及び口座残高情報を含む。
【００３０】
　アカウントサーバー１０２は、適当な装置を使用して実施される。アカウント管理サー
バー１０２は、単一のサーバー、複数のサーバー、又はこの技術で知られた他の形式のコ
ンピューティング装置として実施される。好ましくは、アカウントサーバー１０２へのア
クセスは、アカウント管理プログラム及びアカウント情報が外部から改竄されないように
保護するファイアウォール（図示せず）を通して達成される。セキュアなＨＴＴＰ又はセ
キュアなソケットレイヤのような標準的通信プロトコルに対する改善を経て付加的なセキ
ュリティが与えられる。
【００３１】
　アカウントサーバー１０２は、広告主のアカウント情報にアクセスするプロセスを簡単
化するための広告主フロントエンドをなす。広告主フロントエンドは、ユーザインターフ
ェイスを形成するプログラム、アプリケーション又はソフトウェアルーチンである。１つ
の特定の実施形態において、広告主フロントエンドは、広告主装置１２２のような広告主
装置においてアクセスする広告主が見る１つ以上のウェブページでウェブサイトとしてア
クセスすることができる。広告主は、広告主フロントエンドを使用してアカウントデータ
及び広告データを見て編集することができる。広告データを編集した後に、アカウントデ
ータは、アカウントデータベース１０４にセーブされる。
【００３２】
　サーチエンジン１０６は、コンピュータシステム、１つ以上のサーバー、又は他の既知
のコンピューティング装置である。或いは又、サーチエンジン１０６は、単一のサーバー
、複数のサーバー、又は他の形式の既知のコンピューティング装置のプロセッサにおいて
実行されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されたコンピュータプログラム、
インストラクション又はソフトウェアコードである。サーチエンジン１０６は、例えば、
ネットワーク１２０を経てユーザにより動作されるユーザ装置１２４のようなユーザ装置
によってアクセスされる。ユーザ装置１２４は、ユーザの問合せをサーチエンジン１０６
へ通信する。サーチエンジン１０６は、適当なプロトコル或いはアルゴリズムを使用して
一致する情報を探索し、そしてその情報をユーザ装置１２４へ返送する。サーチエンジン
１０６は、インターネット又はイントラネットに位置する情報をユーザが見つけ出す上で
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助けとなるように設計される。又、特定の例では、サーチエンジン１０６は、サーチ結果
を含むコンテンツ、ユーザの問合せのコンテキストに一致する情報、他のネットワーク行
先へのリンク、或いはユーザ装置１２４を動作するユーザに関心のある情報及び情報ファ
イル、並びにユーザに表示するべく選択されたコンテンツアイテム及び広告アイテムのス
トリームを伴うウェブページを、ネットワーク１２０を経てユーザ装置１２４に与える。
【００３３】
　サーチエンジン１０６は、ユーザ装置１２４又は他のクライアント装置のような装置が
サーチ問合せを使用して関心のあるファイルをサーチできるようにする。典型的に、サー
チエンジン１０６は、クライアント装置により１つ以上のサーバーを経てアクセスされる
か、又はネットワーク１２０を経て直接的にアクセスされる。サーチエンジン１０６は、
例えば、１つのここに示す実施形態では、クローラーコンポーネント、インデクサコンポ
ーネント、インデックスストレージコンポーネント、サーチコンポーネント、ランク付け
コンポーネント、キャッシュ、プロフィールストレージコンポーネント、ログオンコンポ
ーネント、プロフィールビルダー、並びに１つ以上のアプリケーションプログラムインタ
ーフェイス（ＡＰＩ）を備えている。サーチエンジン１０６は、例えば、１組の分散型サ
ーバーを経て分散的に配備される。これらコンポーネントは、例えば、冗長性又は良好な
アクセスのためにネットワーク内に複写されてもよい。
【００３４】
　広告サーバー１０８は、ユーザ装置１２４のようなユーザ装置に広告を配給するように
動作する。広告は、ユーザ装置のユーザに関心のある関心のある広告情報を定義するデー
タを含む。広告は、テキストデータ、グラフィックデータ、画像データ、ビデオデータ、
又はオーディオデータを含む。更に、広告は、そのようなデータを与える他のネットワー
クリソースへの１つ以上のリンクを定義するデータも含む。他の位置は、関心のある他の
位置、広告主により動作されるイントラネットの他の位置、又は任意のアクセスである。
【００３５】
　オンライン情報プロバイダーに対して、１つ以上のサーチ用語に少なくとも一部分基づ
いてユーザ定義サーチから生じるウェブページに広告が表示される。広告は、表示された
広告が１人以上のユーザの関心に関連する場合には、ユーザ、広告主又はウェブポータル
にとって有益である。従って、ユーザの関心、ユーザの意図を推測し、或いはその後に、
ユーザに関連する広告をターゲットとするために、種々の技術が開発されている。
【００３６】
　ターゲットとされた広告を提示する１つの解決策は、人口統計学的特性（例えば、年齢
、収入、性別、職業、等）を利用して、ユーザの振舞いをグループ等により予想すること
を含む。広告は、予想されるユーザの振舞いに少なくとも一部分基づいて、ターゲットと
する聴衆の中のユーザに提示される。
【００３７】
　別の解決策は、プロフィール形式の広告ターゲット決めを含む。この解決策では、例え
ば、ウェブサイト又はサイトのネットワークを通してユーザの経路を追跡し、そして最終
的に配信されるページ又は広告に少なくとも一部分基づいてプロフィールをコンパイルす
ることにより、ユーザ独自のユーザプロフィールを発生してユーザの振舞いをモデリング
することができる。例えば、ユーザの購入に対して、相関が識別される。識別された相関
は、特定のユーザへのコンテンツ又は広告をターゲット決めすることにより潜在的な購入
者をターゲット決めすることができる。
【００３８】
　更に別の解決策は、ユーザにより要求されるウェブページのコンテンツに基づいてター
ゲット決めすることを含む。広告は、ウェブページに配置されるか、又は広告の主題に関
する他のコンテンツに関連して配置される。コンテンツと広告との間の関係は、任意の適
当な仕方で決定される。特定のウェブページの全体的なテーマは、例えば、そこに提示さ
れたコンテンツを分析することによって確認される。更に、ユーザが現在見ている記事の
特定の章に連動した広告を表示するための技術が開発されている。従って、広告及びウェ
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ブページ内のキーワード及び／又は句をマッチングさせることにより広告が選択される。
１つの規範的なシステム及び方法が、２０１３年３月１５日に出願された“Efficient Ma
tching of User Profiles with Audience Segments for Audience Buy”と題する係争中
の米国特許出願第１３／８３６，０５２号に開示されている。この出願は、参考としてこ
こにそのまま援用される。
【００３９】
　広告サーバー１０８は、ユーザ装置へ通信するための広告データをフォーマットするよ
うに働くロジック及びデータを含む。広告サーバー１０８は、広告データベース１１０と
データ通信する。広告データベース１１０は、ユーザ装置へ配給されるべき広告を定義す
るデータを含む情報を記憶する。この広告データは、別のデータ処理装置により又は広告
主により広告データベース１１０に記憶される。広告データは、広告クリエーティブを定
義するデータ、及び各広告の付け値額を含む。
【００４０】
　例えば、広告データは、ユーザ装置へ送られるコンテンツアイテム及び広告アイテムの
ストリームに含まれる広告アイテムに対してフォーマットされる。フォーマットされる広
告アイテムは、見掛け、サイズ、形状、テキストフォーマット、グラフィックフォーマッ
ト、及び含まれる情報により指定され、これらは、全て、ストリームの全ての広告アイテ
ムに対して一貫した見掛けを与えるように標準化される。少なくとも幾つかの広告アイテ
ムは、関連する付け値額を有し、収益発生アイテムとみなされる。次いで、広告サーバー
１０８は、広告アイテムを、ランク付けエンジン１１６のような他のネットワーク装置に
与える。
【００４１】
　更に、広告サーバー１０８は、ネットワーク２０とデータ通信する。広告サーバー１０
８は、ネットワーク１２０を経て装置へ広告データ及び他の情報を通信する。この情報は
、ユーザ装置へ通信される広告データを含む。又、この情報は、広告主装置１２２のよう
な広告主装置と通信される広告データ及び他の情報も含む。広告主装置を動作する広告主
は、ネットワークを経て広告サーバーにアクセスして、広告データを含む情報にアクセス
する。このアクセスは、広告クリエーティブを開発し、広告データを編集し、広告データ
を削除し、付け値額及び他のアクティビティをセットし、調整することを含む。
【００４２】
　広告サーバー１０８は、広告主の広告データにアクセスするプロセスを簡単化するため
の広告主フロントエンドをなす。広告主フロントエンドは、ユーザインターフェイスを形
成するプログラム、アプリケーション又はソフトウェアルーチンである。１つの特定の実
施形態において、広告主フロントエンドは、アクセスする広告主が広告主装置において見
る１つ以上のウェブページを伴うウェブサイトとしてアクセスすることができる。広告主
は、広告主フロントエンドを使用して広告データを見て編集することができる。広告デー
タを編集した後に、広告データは、次いで、後で広告をユーザ装置へ通信するために広告
装置１１０にセーブされる。
【００４３】
　広告サーバー１０８は、コンピュータシステム、１つ以上のサーバー、又はこの技術で
知られた他のコンピューティング装置である。或いは又、広告サーバー１０８は、単一の
サーバー、複数のサーバー、又はこの技術で知られた他の形式のコンピューティング装置
のプロセッサにおいて実行されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されたコン
ピュータプログラム、インストラクション及び／又はソフトウェアコードである。
【００４４】
　コンテンツサーバー１１２は、コンテンツデータベース１１４、広告サーバー１０８、
及びランク付けエンジン１１６とデータ通信する。コンテンツサーバー１１２は、コンテ
ンツデータベース１１４から、又はネットワーク１２０を経てアクセス可能な別の位置か
ら、コンテンツアイテムに関する情報をアクセスする。又、コンテンツサーバー１１２は
、コンテンツアイテムを定義するデータ及び他の情報を、ネットワーク１２０を経て装置



(12) JP 5899275 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

へ通信する。この情報は、ユーザ装置へ通信されるコンテンツデータを含む。又、この情
報は、コンテンツプロバイダー装置を動作するコンテンツプロバイダーと通信されるコン
テンツデータ及び他の情報も含む。コンテンツプロバイダー装置を動作するコンテンツプ
ロバイダーは、ネットワーク１２０を経てコンテンツサーバー１１２にアクセスして、コ
ンテンツデータを含む情報にアクセスする。このアクセスは、コンテンツアイテムを開発
し、コンテンツアイテムを編集し、コンテンツアイテムを削除し、付け値額及び他のアク
ティビティをセット及び調整することを含む。
【００４５】
　コンテンツサーバー１１２は、コンテンツプロバイダーのコンテンツデータにアクセス
するプロセスを簡単化するためのコンテンツプロバイダーフロントエンドをなす。コンテ
ンツプロバイダーフロントエンドは、ユーザインターフェイスを形成するプログラム、ア
プリケーション又はソフトウェアルーチンである。１つの実施形態において、コンテンツ
プロバイダーフロントエンドは、アクセスするコンテンツプロバイダーがコンテンツプロ
バイダー装置において見る１つ以上のウェブページを伴うウェブサイトとしてアクセスす
ることができる。コンテンツプロバイダーは、コンテンツプロバイダーフロントエンドを
使用してコンテンツデータを見て編集することができる。コンテンツデータを編集した後
に、コンテンツデータは、次いで、後でユーザ装置へ通信するためにコンテンツデータベ
ース１１４にセーブされる。
【００４６】
　コンテンツサーバー１１２は、ユーザ装置へ通信するためにコンテンツデータ及び他の
情報をフォーマットするように働くロジック及びデータを含む。例えば、コンテンツデー
タは、コンテンツアイテムのストリームに含まれるコンテンツアイテム及びユーザ装置へ
送られる広告アイテムに対してフォーマットされる。フォーマットされるコンテンツアイ
テムは、見掛け、サイズ、形状、テキストフォーマット、グラフィックフォーマット、及
び含まれる情報により指定され、これらは、全て、ストリームの全てのコンテンツアイテ
ムに対して一貫した見掛けを与えるように標準化される。ある実施形態では、コンテンツ
アイテムは、ユーザ装置へ提示されるアイテムのストリームにおいてコンテンツアイテム
をランク付けし又は位置付けするのに使用される関連する付け値額を有する。他の実施形
態では、コンテンツアイテムが付け値額を含まないか、又は付け値額がコンテンツアイテ
ムのランク付けに使用されない。そのようなコンテンツアイテムは、非収益発生アイテム
であると考えられる。次いで、コンテンツサーバー１１２は、広告サーバー１０８及びラ
ンク付けエンジン１１６のような他のネットワーク装置へコンテンツアイテムを与える。
【００４７】
　ランク付けエンジン１１６は、広告サーバー１０８、広告データベース１１０、コンテ
ンツサーバー１１２及びコンテンツデータベース１１４とデータ通信する。ランク付けエ
ンジン１１６は、ユーザ装置１２４のようなユーザ装置へ送るためにコンテンツアイテム
及び広告アイテムのストリームに含まれるべきアイテムを識別するように構成される。従
って、ランク付けエンジン１１６は、どの広告アイテム及びどのコンテンツアイテムがス
トリームに含まれる資格があるか決定し、そしてストリームにおける各広告アイテム及び
各コンテンツアイテムをスコア付けし順序付けするように構成される。
【００４８】
　１つの実施形態において、ランク付けエンジン１１６は、広告データベース１１０から
検索された付け値を使用して複数の広告アイテムの各々に対してランク付けスコアを計算
するように構成される。更に、ランク付けエンジン１１６は、コンテンツデータベース１
１４から得た付け値を使用して複数のコンテンツアイテムの各々に対してランク付けスコ
アを計算するように構成される。ランク付けエンジン１１６は、ランク付けスコアを決定
するときに、広告サーバー１０８、広告データベース１１０、コンテンツサーバー１１２
、コンテンツデータベース１１４、及びアカウントデータベース１０４から得られる他の
情報を使用する。ランク付けエンジンを含むオンライン情報システム１００の他の実施形
態及び規範的動作の他の詳細について以下に述べる。
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【００４９】
　アカウントサーバー１０２、サーチエンジン１０６、広告サーバー１０８、コンテンツ
サーバー１１２及びランク付けエンジン１１６は、適当なコンピューティング装置として
実施されてもよい。コンピューティング装置は、ワイヤード又はワイヤレスネットワーク
等を経て信号を送信又は受信することができ、或いは信号を処理し又はメモリ等に物理的
メモリ状態として記憶することができ、それ故、サーバーとして動作することができる。
従って、サーバーとして動作できる装置は、例えば、専用のラックマウントサーバー、デ
スクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、セットトップボックス、前記装置
の２つ以上の特徴のような種々の特徴を合成する一体型装置、等を含む。
【００５０】
　サーバーは、その構成又は能力が広く変化し得るが、一般的に、サーバーは、１つ以上
の中央処理ユニット及びメモリを含む。又、サーバーは、１つ以上の大量ストレージ装置
、１つ以上の電源、１つ以上のワイヤード又はワイヤレスネットワークインターフェイス
、１つ以上の入力／出力インターフェイス、又は１つ以上のオペレーティングシステム、
例えば、Ｗｉｎｄｏｗｓサーバー（登録商標）、Ｍａｃ　ＯＳ　Ｘ、Ｕｎｉｘ（登録商標
）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ＦｒｅｅＢＳＤ、等も含む。
【００５１】
　アカウントサーバー１０２、サーチエンジン１０６、広告サーバー１０８、コンテンツ
サーバー１１２、及びランク付けエンジン１１６は、オンラインサーバーシステムとして
実施されてもよいし、又はオンラインサーバーシステムと通信してもよい。オンラインサ
ーバーシステムは、ページビューの要求を受け取るのに応答してネットワークを経て別の
装置へコンテンツを供給する構成を含む装置を備えている。オンラインサーバーシステム
は、例えば、ソーシャルネットワークサイトのようなサイトをホストし、このサイトは、
例えば、これに限定されないが、フリッカー、ツイッター、フェースブック、Ｌｉｎｋｅ
ｄＩｎ、又はパーソナルユーザサイト（ｂｌｏｇ、ｖｌｏｇ、オンラインデートサイト、
等）を含む。又、オンラインサーバーシステムは、これに限定されないが、ビジネスサイ
ト、教育サイト、辞書サイト、百科辞典サイト、ｗｉｋｉｓ、金融サイト、政府サイト、
当を含む種々の他のサイトもホストする。
【００５２】
　更に、オンラインサーバーシステムは、これに限定されないが、ウェブサービス、第三
者サービス、オーディオサービス、ビデオサービス、ｅメールサービス、インスタントメ
ッセージング（ＩＭ）サービス、ＳＭＳサービス、ＭＭＳサービス、ＦＴＰサービス、ボ
イスオーバーＩＰ（ＶＯＩＰ）サービス、カレンダーサービス、フォトサービス、等を含
む種々のサービスを提供する。コンテンツは、例えば、テキスト、画像、オーディオ、ビ
デオ、等を含み、これは、例えば、電気信号のような物理的信号の形態で処理されるか、
或いはメモリに、例えば、物理的状態として記憶される。オンラインサーバーシステムと
して動作する装置は、例えば、デスクトップコンピュータ、マルチプロセッサシステム、
マイクロプロセッサ形式の又はプログラム可能な消費者向け電子装置、等を含む。オンラ
インサーバーシステムは、広告サーバー１０８、コンテンツサーバー１１２又はランク付
けエンジン１１６と共通の所有権又はコントロールの下になくてもよい。
【００５３】
　ネットワーク１２０は、データ通信ネットワーク、又はネットワークの組み合わせを含
む。ネットワークは、例えば、ワイヤレスネットワークを経て結合されたワイヤレス装置
間を含めて、サーバーと、クライアント装置又は他の形式の装置との間で、通信を交換で
きるように装置を結合する。又、ネットワークは、大量ストレージ、例えば、ネットワー
クアタッチ型ストレージ（ＮＡＳ）、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）、或いは
他の形態のコンピュータ又はマシン読み取り可能な媒体も含む。又、ネットワークは、イ
ンターネット、１つ以上のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、１つ以上のワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ）、ワイヤライン形式の接続、ワイヤレス形式の接続、或いは
その組み合わせを含む。同様に、異なるアーキテクチャーを使用するか又は異なるプロト
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コルに準拠又は適合するサブネットワークも、ネットワーク１２０のような大きなネット
ワーク内に合体される。例えば、異なるアーキテクチャー又はプロトコルに対して相互運
用能力を与えるために、種々の形式の装置を利用することができる。ここに示す１つの例
として、ルータは、それがなければ、個別の独立したＬＡＮの間にリンクを与える。通信
リンク又はチャンネルは、例えば、ねじれワイヤ対のようなアナログ電話線、同軸ケーブ
ル、Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３又はＴ４形式の線を含む完全又は一部デジタル線、サービス総合デ
ジタル網（ＩＳＤＮ）、デジタルサブスクライバーライン（ＤＳＬ）、衛星リンクを含む
ワイヤレスリンク、或いは当業者に知られた他の通信リンク又はチャンネルを含む。更に
、コンピューティング装置又は他の関連電子装置が、例えば、電話線又はリンクのような
ネットワークに遠隔結合されてもよい。
【００５４】
　広告主装置１２２は、ネットワーク１２０を経てオンライン情報システム１００にアク
セスするデータ処理装置を含む。広告主装置１２２は、ネットワーク１２０を経て、アカ
ウントサーバー１０２、サーチエンジン１０６、広告サーバー１０８、ランク付けエンジ
ン１１６、コンテンツサーバー、及び他の処理システムと相互作用するように動作する。
広告主装置１２２は、例えば、ウェブページを見ると共にユーザの要求を提出するための
ウェブブラウザを実施する。広告主装置１２２は、ウェブページ及び他の情報を定義する
データを含めて、データをオンライン情報システム１００へ通信する。広告主装置１２２
は、ウェブページ及び広告クリエーティブを定義するデータを含めて、オンライン情報シ
ステム１００から通信を受信する。
【００５５】
　ある実施形態において、コンテンツプロバイダーは、構造及び機能が広告主装置と一般
的に同様のコンテンツプロバイダー装置でオンライン情報システム１００にアクセスする
。コンテンツプロバイダー装置は、例えば、コンテンツデータベース１１４内のコンテン
ツデータへのアクセスを与える。
【００５６】
　ユーザ装置１２４は、ネットワーク１２０を経てオンライン情報システム１００にアク
セスするデータ処理装置を含む。ユーザ装置１２４は、ネットワーク１２０を経てサーチ
エンジン１０６と相互作用するように動作する。ユーザ装置１２４は、例えば、ウェブペ
ージを見ると共にユーザの要求を提出するためのウェブブラウザを実施する。ユーザ装置
１２４を動作するユーザは、サーチ要求を入力し、そしてサーチ要求をオンライン情報シ
ステム１００に通信する。サーチ要求は、サーチエンジンにより処理され、そしてサーチ
結果は、ユーザ装置１２４へ返送される。他の例において、ユーザ装置１２４のユーザは
、オンライン情報処理システム１００から情報のページのようなデータを要求する。むし
ろ、データは、ネイティブ移動アプリケーション、ＴＶアプリケーション、又はオーディ
オアプリケーションのような別の環境において与えられてもよい。オンライン情報処理シ
ステム１００は、別のウェブサイトへデータを供給するか又はブラウザをリダイレクショ
ンする。加えて、広告サーバーは、広告データベース１１０から広告を選択し、そしてユ
ーザ装置１２４へ送られるデータに広告を定義するデータを含ませる。
【００５７】
　広告主装置１２２、及びユーザ装置１２４は、オンライン情報システム１００において
情報にアクセスするときにはクライアント装置として動作する。広告主装置１２２及びユ
ーザ装置１２４のようなクライアント装置は、例えば、ワイヤード又はワイヤレスネット
ワークを経て信号を送信又は受信できるコンピューティング装置を含む。クライアント装
置は、例えば、デスクトップコンピュータ又はポータブル装置、例えば、セルラー電話、
スマートホン、ディスプレイページャー、高周波装置（ＲＦ）、赤外線（ＩＲ）装置、パ
ーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ハンドヘルドコンピュータ、タブレットコン
ピュータ、ラップトップコンピュータ、セットトップボックス、着用可能なコンピュータ
、前記装置の特徴のような種々の特徴を組み合わせる一体型装置、等を含む。図１の例に
おいて、ラップトップコンピュータ１２６及びスマートホン１２８は、どちらも、広告主
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装置又はユーザ装置として動作されてもよい。
【００５８】
　クライアント装置は、能力又は特徴的に変化し得る。特許請求の範囲に述べる要旨は、
広範な潜在的な変化を網羅することが意図される。例えば、セルラーホンは、数字キーパ
ッド、又は限定機能のディスプレイ、例えば、テキストを表示するための単色液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）を備えている。しかしながら、対照的に、別の例として、ウェブイネー
ブル型クライアント装置は、１つ以上の物理的又はバーチャルキーボード、大量ストレー
ジ、１つ以上の加速度計、１つ以上のジャイロスコープ、グローバルポジショニングシス
テム（ＧＰＳ）又は他の位置識別形式の能力、或いは高度な機能をもつディスプレイ、例
えば、タッチ感知カラー２Ｄ又は３Ｄディスプレイを含む。広告主装置１２２及びユーザ
装置１２４のようなクライアント装置は、Ｗｉｎｄｏｅｓ、ｉＯＳ又はＬｉｎｕｘ（登録
商標）のようなパーソナルコンピュータのオペレーティングシステム、或いはｉＯＳ、Ａ
ｎｄｒｏｉｄ又はＷｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ（登録商標）、等の移動オペレーティン
グシステムを含むか又はそれを実行する。クライアント装置は、幾つか例を挙げると、例
えば、フェースブック、ＬｉｎｋｅｄＩｎ、ツイッター、Ｆｌｉｃｋｒ、又はＧｏｏｇｌ
ｅ＋を含めて、ソーシャルネットワークのようなネットワークを経て、ｅメール、ショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）又はマルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）によ
り、１つ以上のメッセージの通信のような他の装置との通信を可能にするクライアントソ
フトウェアアプリケーションのような種々の考えられるアプリケーションを含み又はそれ
を実行する。又、クライアント装置は、テキストコンテンツ、マルチメディアコンテンツ
、等のコンテンツを通信するためのアプリケーションを含み又はそれを実行する。又、ク
ライアント装置は、ローカル記憶された又はストリーム化されたビデオ又はゲームを含め
て、種々の形態のコンテンツをブラウズし、サーチし、プレイするような種々の考えられ
るタスクを遂行するためのアプリケーションを含み又はそれを実行する。以上の説明は、
請求項に述べる要旨が、広範囲の考えられる特徴又は能力を含むように意図されたことを
示すためのものである。
【００５９】
　図２は、選択されたユーザ装置に表示されるコンテンツアイテム及びデータアイテムの
ストリームを示す。図２において、ディスプレイ広告２０２は、移動ウェブ装置ディスプ
レイ２０４、移動アプリケーションディスプレイ２０６及びパーソナルコンピュータディ
スプレイ２０８を含む種々のディスプレイに表示されて示されている。移動ウェブ装置デ
ィスプレイ２０４は、スマートホンのような移動ハンドヘルド装置のディスプレイスクリ
ーンに示される。移動アプリケーションディスプレイ２０６は、タブレットコンピュータ
のようなポータブル装置のディスプレイスクリーンに示される。パーソナルコンピュータ
ディスプレイ２０８は、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）のディスプレイスクリーンに表
示される。
【００６０】
　ディスプレイ広告２０２は、そのようなディスプレイ広告のコンテンツの一例を示すた
めにストリームの一部分としてではなく、ユーザ装置に表示するようにフォーマットされ
て図２に示されている。ディスプレイ広告２０２は、テキスト２１２、グラフィック画像
２１４、及び画成された境界２１６を含む。ディスプレイ広告２０２は、ユーザによって
動作されるユーザ装置へ送られるウェブページに配置するため広告主により開発される。
ディスプレイ広告２０２は、ウェブページ上の広範囲な位置に配置される。しかしながら
、画成された境界２１６及びディスプレイ広告の形状は、ウェブページ上に利用できるス
ペースと一致しなければならない。利用できるスペースが間違った形状又はサイズである
場合には、ディスプレイ広告２０２は、使用できない。
【００６１】
　これらの要件及び制限を克服するため、ディスプレイ広告２０２は、ディスプレイ広告
２０２のコンテンツを合体するストリーム広告を含むコンテンツアイテム及び広告アイテ
ムのストリームに含ませるよう再フォーマットされるか又は交互にフォーマットされる。
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【００６２】
　これらの例では、ディスプレイ広告は、ストリーム２２４ａ、２２４ｂ及び２２４ｃの
一部分として示されている。ストリーム２２４ａ、２２４ｂ及び２２４ｃは、移動ウェブ
装置ディスプレイ２０４、移動アプリケーションディスプレイ２０６、及びパーソナルコ
ンピュータディスプレイ２０８に見られるウェブページを、例えば、相次いで下るように
表示されたアイテムのシーケンスを含む。ストリーム２２４ａ、２２４ｂ、２２４ｃは、
いかなる形式のアイテムを含んでもよい。ここに示す例では、ストリーム２２４ａ、２２
４ｂ、２２４ｃは、コンテンツアイテム及び広告アイテムを含む。例えば、ストリーム２
２４ａは、コンテンツアイテム２２６ａ及び２２８ａを広告アイテム２２２ａと共に含み
、ストリーム２２４ｂは、コンテンツアイテム２２６ｂ、２２８ｂ、２３０ｂ、２３４ｂ
及び広告アイテム２２２ｂを含み、そしてストリーム２２４ｃは、コンテンツアイテム２
２６ｃ、２２８ｃ、２３０ｃ、２３２ｃ、２３４ｃ及び広告アイテム２２２ｃを含む。ス
トリーム２２４ａ、２２４ｂ、２２４ｃの各々は、いかなる数のコンテンツアイテム及び
広告アイテムを含んでもよい。１つの実施形態において、ストリーム２２４ａ、２２４ｂ
、２２４ｃは、アイテムのエンドレスシーケンスであるようにユーザに見えるよう配列さ
れ、ストリーム２２４ａ、２２４ｂ、２２４ｃの１つが表示されたユーザ装置のユーザが
ディスプレイをスクロールしたときに、アイテムの表面上エンドレスのシーケンスがその
表示されたストリームに見えるようにする。
【００６３】
　ストリーム２２４ａ、２２４ｂ、２２４ｃのいずれかに位置されるコンテンツアイテム
は、ニュースアイテム、ビジネス関係アイテム、スポーツ関係アイテム、等を含む。更に
、テキスト又はグラフィックコンテンツに加えて、ストリームのコンテンツアイテムは、
オーディオ及びビデオデータ又はアプリケーションのような他のデータも含む。各コンテ
ンツアイテムは、テキスト、グラフィック、他のデータ、及び付加的な情報へのリンクを
含む。リンクをクリックするか又は他の仕方で選択すると、ユーザ装置上のブラウザを、
その付加的な情報を含むランディングページと称されるウェブページへリダイレクション
する。
【００６４】
　広告アイテム２２２ａ、２２２ｂ及び２２２ｃのようなストリーム広告は、コンテンツ
のストリームに挿入され、関連アイテムのシーケンスを補足し、よりシームレスな経験を
エンドユーザに与えるようにする。コンテンツアイテムと同様に、広告アイテムは、テキ
スト又はグラフィックコンテンツ、並びに他のデータ、例えば、オーディオ及びビデオデ
ータ又はアプリケーションを含む。各広告アイテム２２２ａ、２２２ｂ及び２２２ｃは、
テキスト、グラフィック、他のデータ、及び付加的な情報へのリンクを含む。リンクをク
リックするか又は他の仕方で選択すると、ユーザ装置上のブラウザを、ランディングペー
ジと称されるウェブページへリダイレクションする。
【００６５】
　規範的なストリーム２２４ａ、２２４ｂ及び２２４ｃは、各々、単一の目に見える広告
アイテム２２２ａ、２２２ｂ及び２２２ｃと共に示されているが、アイテムのストリーム
には、いかなる数の広告アイテムが含まれてもよい。従来は、広告アイテムを固定位置に
配置することが知られている。例えば、１つの従来のシステムでは、広告アイテムを、最
上部から数えてストリーム内の第３番目のアイテムに、ストリーム内の１６番目のアイテ
ムに、及びそれ以降は、ストリーム内の１３番目ごとのアイテムに、配置することが知ら
れている。即ち、従来のシステムでは、広告は、ストリーム内の既定のスロットに配置さ
れる。広告のスロットは、全ての条件の下で全てのユーザにとって同じである。この点に
関して、広告及びコンテンツアイテムは、ストリームにおいて相補する。コンテンツアイ
テムがストリームにおいて指定のスロットに配置されない場合には、そのスロットに広告
が配置される。
【００６６】
　ここに示す実施形態の１つの態様によれば、ストリーム内の広告のスロットは、動的に
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される。ストリーム内のいかなるスロットも、広告アイテムとコンテンツアイテムとの間
の競争を受ける。各アイテムに対してスコアが決定される。広告アイテム及びコンテンツ
アイテムのスコアは、広告アイテム及びコンテンツアイテムを互いにランク付けしそして
そのランクを使用してストリームをポピュレートするように、互いに匹敵するものとされ
る。広告アイテム及びコンテンツアイテムをランク付けする技術は以下に詳細に述べる。
【００６７】
　図３は、オンライン情報システムにおいて広告アイテム及びコンテンツアイテムのスト
リームをランク付けし表示するための方法の一実施形態を示すフローチャートである。図
３の方法は、例えば、アカウントサーバー１０２、サーチエンジン１０６、広告サーバー
１０８、コンテンツサーバー１１２及びランク付けエンジン１１４を備えた図１のオンラ
イン情報システム１００の要素により遂行される。他の実施形態では、図３の方法を遂行
するのに他のコンポーネントが含まれてもよく、又、図３の方法に対して示されたステッ
プの幾つかが省略され又は再順序付けされてもよく、又、異なるステップが追加され又は
置き換えられてもよい。
【００６８】
　この方法は、ブロック３００で始まる。ブロック３０２において、この方法は、ページ
を見る要求を受けるためにループにおいて待機する。ページを見る要求は、図１のネット
ワーク１２０のようなネットワークにわたり受け取られるデータ通信である。このデータ
通信は、見るべきウェブページを明示するデータを含む。例えば、ページを見る要求は、
ＵＲＬ　ｙａｈｏｏ．ｃｏｍを含むＹａｈｏｏ！のようなオンラインプロバイダーのユニ
フォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を明示する。要求されるウェブページは、少なくと
も２つの形式のアイテムを含むストリームにより完全に又は部分的にポピュレートされる
ものである。ここに示す例では、ストリームに含まれるアイテムの形式は、図２の規範的
実施形態に一般的に示されたように、コンテンツアイテム及び広告アイテムである。しか
しながら、他の実施形態では、他の形式のアイテムがストリームに設けられてもよく、ア
イテムの形式又はアイテムのカテゴリは、便利な又は有用な基準に基づいて選択される。
例えば、図２に示すように、コンテンツアイテム及び広告アイテムでストリームをポピュ
レートするのではなく、コンテンツのスポーツ関係アイテム及びコンテンツのニュース関
係アイテムでストリームがポピュレートされる。別の例では、２つの形式のアイテムだけ
をコンテンツアイテム及び広告アイテムと一緒にスコア付け及びランク付けするのではな
く、コンテンツアイテム、ＣＰＣ広告アイテム及びＣＰＭ広告アイテムを含む３つ以上の
アイテムがスコア付け及びランク付けされる。図３に示す方法は、最も広い種々の組み合
わせへと拡張される。
【００６９】
　ページを見る要求が受け取られた後、ブロック３０４において、広告アイテム及びコン
テンツアイテムに資格が与えられ、その資格を得たアイテムだけが更なる処理を受ける。
資格付与のために選択されるアイテムは、１つの例では、図１のオンライン情報システム
１００の広告データベース１１０及びコンテンツデータベース１１４に収容される。
【００７０】
　資格付与は、適当な入力を使用して適当な基準で遂行される。例えば、広告アイテム及
びコンテンツアイテムは、ページを見る要求が受け取られたユーザの識別情報に基づいて
資格が与えられる。オンライン情報システムが、識別されたユーザの関心及び好みに関す
る情報を既に記憶している場合には、その情報を使用して、広告アイテム及びコンテンツ
アイテムに資格が与えられる。又、広告主が、性別、年齢及び地理のようなターゲットと
する制約を指定した場合には、それらの制約をユーザに関して知られた情報に適用して、
広告アイテム及びコンテンツアイテムに資格を与える。更に、ページ要求が、スマートホ
ンやタブレット又はデスクトップコンピュータのようなユーザ装置の装置形式又はプラッ
トホームを明記する情報を含む場合には、そのプラットホーム情報を使用して、広告アイ
テム及びコンテンツアイテムに更なる処理のために資格を与える。あるコンテンツプロバ
イダーは、彼等が送信するコンテンツアイテムを特定のプラットホームに制限するか、又
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はコンテンツアイテムを、プラットホーム情報に基づき特定のフォーマットにフォーマッ
トする。同様に、ある広告主は、特定の広告アイテムをデスクトップコンピュータ又はタ
ブレットコンピュータのみに向ける。コンテンツアイテム及び広告アイテムに資格が与え
られると、処理は、ブロック３０６へと続く。
【００７１】
　ブロック３０６において、各広告アイテムに対してクリック可能性(clickability)スコ
アが計算され、そして各コンテンツアイテムに対してクリック可能性スコアが計算される
。クリック可能性とは、平均広告アイテム又はコンテンツアイテムに比して所与の広告ア
イテム又はコンテンツアイテムがどれほど多くのクリックを得るかの尺度である。１つの
例では、クリック可能性は、広告アイテム又はコンテンツアイテムが全てのユーザに対し
て受けるクリックの回数、広告が全てのユーザに対して受けるインプレッション又は見た
回数、及び全てのユーザに対する広告アイテム又はコンテンツアイテムのクリックスルー
レート（ＣＴＲ）の関数である。クリック可能性は、位置とは独立している。
【００７２】
　クリックスルーレートとは、広告アイテム又はコンテンツアイテムが受けるクリック対
インプレッションの比として定義される。クリックスルーレートは、オンライン情報シス
テムにおける広告の性能に関する統計学的データのような記憶されたデータを動的に使用
して決定される。例えば、特定の広告アイテム又は特定のコンテンツアイテムが広告主に
より表示され又は見られるたびに、そのアイテムを見ること又はインプレッションを表わ
すデータアイテムがインクリメントされる。同様に、特定の広告アイテム又は特定のコン
テンツアイテムがユーザによりクリックされ又は他の仕方で選択されるたびに、そのアイ
テムのクリック又はクリックスルーを表わすデータアイテムがインクリメントされる。デ
ータアイテムは、広告データベース、コンテンツデータベース又は他の適当なストレージ
装置、例えば、図１の広告データベース１１０及びコンテンツデータベース１１４に記憶
される。同様に、数学的処理が、例えば、図１の広告サーバー１０８、コンテンツサーバ
ー１１２又はランク付けエンジン１１６により遂行される。
【００７３】
　１つの例において、クリックスルーレートＣＲＴは、次のように定義される。

【００７４】
　但し、Ｃi,tは、広告アイテム又はコンテンツアイテムが特定位置ｉにおいて時間ｔに
わたって受けるクリックスルーの回数を表わす。時間ｔは、時間の離散的増分を表わし、
その巾が変化する。典型的に、ｔの各増分は、秒又は分に対応する。位置ｉは、ストリー
ム内の位置を指し、ｉ＝１は、第１スロットを表わし、ｉ＝２は、第２スロットを表わし
、等々である。１つの実施形態において、Ｖi,tは、広告アイテム又はコンテンツアイテ
ムが特定位置ｉにおいて時間ｔにわたって受ける見ること又はインプレッションの回数を
表わす。別の実施形態では、Ｖi,tは、時間ｔにおける位置ｉに対するクリック及びスキ
ップの和を表わす。位置ｉに対するスキップは、ユーザが位置ｉより低い位置においてア
イテムをクリックするときにカウントされるか、又は分数カウントを登録するように係数
で調整される。例えば、ユーザがｉ＝４においてクリックする場合に、位置ｉ＝１、２、
３は、位置ｉ＝４がそのクリックカウントをインクリメントするのと同時に、スキップカ
ウントをインクリメントする。係数ガンマ（γ）をもつ指数項は、減衰率を指定し、これ
は、典型的に、広告アイテムの方がコンテンツより長い。指数は、時間依存性を導入し、
クリック又は見ることのような事象が過去において最近生じた場合には、それより古い事
象より大きな重みが与えられる。
【００７５】
　一実施形態において、係数ガンマ（γ）は、位置ｉ及び時間ｔ＋１における所与のアイ
テムｊのクリックスルーレートを、その直前の時間増分における同じ位置ｉの同じアイテ
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ムｊに対する基準クリックスルーレート及びクリック可能性に対して周期的に比較するこ
とに基づいて計算又は調整され、例えば、ｒｅｆＣＴＲ(ｉ)＊ｃｌｉｃｋａｂｉｌｉｔｙ
(ｊ,ｔ)をＣＴＲ(ｉ,ｊ、ｔ＋１)に対してプロットすることにより計算又は調整される。
ｒｅｆＣＴＲ及びクリック可能性の関数は、以下で更に説明する。別の実施形態では、ガ
ンマ（γ）は、加算を行い、次いで、エラーを最小にすることにより計算される。

【００７６】
　クリックスルーレートを計算するために、広告アイテム及びコンテンツアイテムの両方
に対して次の分解を仮定する。
　ＣＴＲ(広告／コンテンツ、ユーザ、位置、構成)＝
　　ｃｌｉｃｋａｂｉｌｉｔｙ(広告／コンテンツ、ユーザ)＊ｒｅｆＣＴＲ(位置、構成)
【００７７】
　従って、クリックスルーレートＣＴＲは、特定の広告アイテム又はコンテンツアイテム
、特定のユーザ、ストリームにおける特定の位置、及び特定の装置構成に対して指定され
る。装置構成は、例えば、ハンドヘルド装置、タブレット及びデスクトップコンピュータ
を含む。他の構成及びテクノロジーも受け容れられ、ＣＴＲ又は他のユーザデータを特徴
付けるのに使用される。クリック可能性とクリックスルーレートとの関係は、ストリーム
におけるコンテンツアイテム又は広告アイテムの位置並びにユーザ装置の構成と共に変化
する基準曲線ｒｅｆＣＴＲによって指定される。従って、クリック可能性は、位置独立の
ＣＴＲを明確に表わす。
【００７８】
　その結果、ｒｅｆＣＴＲは、特定の広告アイテム又はコンテンツアイテムの望ましさ（
又は不快さ）の、クリックスルーレートへの影響とは独立して、特定の位置ｉにおいて特
定の広告アイテム又は特定のコンテンツアイテムにユーザがクリックする確率を表わす。
このｒｅｆＣＴＲは、全ての位置を横切るランダム広告アイテム又はコンテンツアイテム
に対してクリックスルーレートを示すランダムバケットを、メインバケットの場合と同じ
広告／コンテンツの割合で、実行することにより計算される。
【００７９】
　広告アイテム又はコンテンツアイテムのクリック可能性の値は、位置に独立であるのが
望ましい。クリック可能性は、コンテンツアイテム又は広告アイテムのストリームにおけ
る位置の影響を排除し、そしてむしろ、コンテンツアイテム又は広告アイテムの品質に焦
点を置く。
【００８０】
　それ故、図３のステップ３０６に戻ると、ストリームにおけるアイテムｉのクリック可
能性スコアは、次の一般的な関係を使用して計算される。

【００８１】
　しかしながら、ある実施形態では、特定のユーザ、又は任意のインデックスラベルｊが
与えられる特定のマーケットセグメントに特有のアイテムに対するクリック可能性を推定
又は測定することが望ましい。そのような実施形態では、クリック可能性は、ユーザ又は
マーケットセグメントｊに特有の関係に基づいて計算される。

【００８２】
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　従って、種々の実施形態では、クリック可能性を決定するために、全ての位置にわたっ
てクリックを加算し、そして全ての位置において見ること又はインプレッションとｒｅｆ
ＣＴＲとの積でそれを除算する。
【００８３】
　ある実施形態では、個人化が特別なファクタとして導入され、これは、所与のアイテム
、ユーザ／セグメント、位置、及び装置の構成に対する全クリックスルーレートに貢献す
る。
　ＣＴＲ(広告／コンテンツ、ユーザ／セグメント、位置、構成)＝
　　ｒｅｆＣＴＲ(位置、構成)＊ｃｌｉｃｋａｂｉｌｉｔｙ(広告／コンテンツ、
　　ユーザ／セグメント)＊Ａｆｆｉｎｉｔｙ(広告／コンテンツ、ユーザ／セグメント)
【００８４】
　コンテンツアイテムの場合、ユーザとコンテンツとの間の親密性(Affinity)は、同様の
コンテンツ特徴をもつ（例えば、コンテキスト又は既知のコンテンツタクソノミーに対す
る類似性のアルゴリズム分析を使用して決定された類似性をもつ）コンテンツアイテムに
おいてこのユーザについて観察されたクリックの回数を使用して履歴データから推定され
、基準ユーザセグメントからの観察されたクリックの回数で正規化される。１つの実施形
態では、これは、ナイーブベイズ(Naive Bayes)近似を使用して行われる。コンテンツア
イテムのこの親密性を確実に推定するために数ヶ月のユーザ履歴データが使用される。
【００８５】
　広告アイテムの場合、ユーザと広告との間の親密性は、履歴データから推定することが
益々困難である。広告された製品又はサービスに関するユーザの購入の意図は、おそらく
、ニュースストーリーのようなコンテンツアイテムにおけるユーザの一般的な関心ほど長
く生き続けないであろう。それ故、広告アイテムについては、短い履歴ウインドウが使用
される。量を計算する時間ウインドウを調整するためにガンマ（γ）を使用する指数変化
が導入される。又、広告アイテムのための履歴データは、著しく希薄である。ある実施形
態では、サーチ履歴プロフィール、メール、又は他のアプリケーションアクティビティを
使用して、ユーザ振舞いのプールを拡張する。データのソースには関わりなく、データが
収集されると、既存のコンテンツネットワーク又はタクソノミー内の確認された特徴によ
り画成された高次元ベクトルスペースにおいてユーザデータ及びアイテムの両方をレンダ
リングすることで親密性スコアが計算される。そのようなレンダリングは、“Method and
 System for Multi-Phase Ranking for Content Personalization”と題する同時係争中
の米国特許出願第１３／８３９，１６９号、及び“Method and System for User Profili
ng Via Mapping Third Party Interests to a Universal Interest Space”と題する第１
３／８３７，３５７号に説明されており、これらは、両方とも、参考としてここにそのま
ま援用される。
【００８６】
　ブロック３０６において各広告アイテム及び各コンテンツアイテムのクリック可能性が
計算された後に、ブロック３０８において、各広告アイテム及び各コンテンツアイテムの
満足度スコアが計算される。満足度は、クリック後の満足度とも称され、ユーザが広告ア
イテム又はコンテンツアイテムと相互作用した後のユーザ満足度のある尺度により定義さ
れる。クリック可能性は、一般的に、ユーザが広告アイテム又はコンテンツアイテムをク
リックする傾向の尺度に過ぎない。満足度は、ユーザの全体的な経験に基づきオンライン
プロバイダー又は市場に復帰するユーザの見込みに数値を指定する。１つの例では、満足
度は、０と１との間の値にセットされ、１は、完全なユーザ満足度を指示し、０は、完全
なユーザ不満足度、及びおそらく永久に復帰しない失われたユーザを指示する。
【００８７】
　ある例において、満足度は、変換データを使用して広告アイテムについて推定される。
しかしながら、そのようなデータは、比較的希薄であり、広告アイテムにわたって確実に
比較されない。別の例では、ドエル時間が満足度の尺度として働く。ドエル時間とは、ユ
ーザが、コンテンツアイテムをクリックした後にコンテンツを見て、広告アイテムをクリ
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ックした後に、クリックオンした広告を見る時間量の指示である。不充分なデータで推定
の信頼性が低くなる実施形態では、満足度が、コンテンツアイテム、広告アイテム又はそ
の両方に対して、例えば、１．０の定数値にセットされる。
【００８８】
　他の実施形態では、流行度(Popularity)の付加的なファクタがＣＴＲモデルに含まれて
もよい。
　ＣＴＲ(広告／コンテンツ、ユーザ／セグメント、位置、構成)＝
　　ｒｅｆＣＴＲ(位置、構成)＊ｃｌｉｃｋａｂｉｌｉｔｙ(広告／コンテンツ、
　　ユーザ／セグメント)＊Ａｆｆｉｎｉｔｙ(広告／コンテンツ、ユーザ／セグメント)
　　＊Ｐｏｐｕｌａｒｉｔｙ(広告／コンテンツ、ユーザ／セグメント)
【００８９】
　流行度スコアは、時間ウインドウ内の特定のアイテムの全体的な関心の尺度を反映する
。流行度スコアは、例えば、時間ウインドウ内の広告又はコンテンツに対する最高のクリ
ックスルーレートの簡単なランク付けに基づいて計算される。そのランク付けは、次いで
、全ＣＴＲに対する流行度の相対的な重要性を反映する係数により正規化され調整される
。
【００９０】
　ブロック３１０において、各コンテンツアイテムの付け値額が計算される。広告アイテ
ムについては、付け値額が広告主によりセットされ、そして例えば、広告を定義するデー
タの残部と共に広告データベースに記憶される。ストリームに含ませるために一緒にラン
ク付けされるべきコンテンツアイテム及び広告アイテムについては、コンテンツアイテム
に対する広告アイテムの付け値額と同様でなければならない。ある実施形態では、コンテ
ンツプロバイダーは、統合型市場に参加する場合に付け値額を与える。他の実施形態では
、コンテンツの付け値が存在しない。出版者及び他のコンテンツプロバイダーがストリー
ムにおいて自分のコンテンツアイテムを位置付けるために明確に入札するまで、自動的な
方法は、コンテンツアイテム及び広告アイテムの一緒のランク付けを許す付け値を発生す
る。更に別の実施形態では、コンテンツの付け値は、オンラインプロバイダーとパートナ
ーであるコンテンツコントリビュータに支払った実際金額を反映する。
【００９１】
　コンテンツの付け値を決定する一例をここに示す。各ユーザ又はユーザセグメントに対
して、以下のテーブル１が構築される。ここで、ユーザセグメントは、ユーザのターゲッ
トプロフィール（即ち、広告主が入札できるユーザセグメントの組み合わせ）に基づく。
即ち、所与のユーザのデータが入手できない場合には、テーブルのデータをユーザセグメ
ントに基づくアグリゲートレベルで得ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　テーブル１
【００９２】
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　テーブル１は、コンテンツ品質スコア及び広告の履歴付け値に対するパーセンタイルの
値を記憶する。これらのパーセンタイルは、インプレッションで重み付けされない。従っ
て、品質スコアのパーセンタイル分布は、付け値の分布が１組の独特の広告にわたるのと
同様に、１組の独特のコンテンツアイテムにわたる。パーセンタイルスコアは、ユーザに
対して資格が与えられた全てのコンテンツアイテムを広告データベースにおいて選択する
ことにより得られ、選択されたコンテンツアイテムのランク付けは、品質スコアで行う。
選択され、ランク付けされたアイテムは、次いで、それらの１／１０のパーセンタイル、
１／２０のパーセンタイル、等に従って分離される。他の技術も使用される。従って、こ
のテーブルは、コンテンツの品質スコアをコンテンツの付け値に変換する。このように、
品質スコア及び付け値データは、コンテンツアイテム及び広告アイテムにとって独立した
ものである。コンテンツの品質スコア及び広告の付け値データは、相対的なパーセンタイ
ルのみに基づいて対にされるか又は相関される。
【００９３】
　統合化市場の他の実施形態では、広告及びコンテンツは、他の仕方で、対にされ、相関
され、又は同期されてもよい。例えば、広告及びコンテンツは、同様の要旨に基づいて束
ねられて、その束の全推定クリック可能性に適合するようにされ、これは、エンドユーザ
の経験の質を保存するように校正される。
【００９４】
　１つの実施形態においてテーブル１に入力された品質スコアは、クリック可能性及びク
リック後の満足度の関数である。品質スコアを計算するための１つの技術を、図４を参照
して以下に述べる。データの履歴周期は、‘ｄ’日に制限される（ここで‘ｄ’は、外部
パラメータである）。テーブル１の最も右の欄は、履歴付け値の変換を保持する。使用さ
れる付け値額の規範的な変換関数は、次の通りである。

【００９５】
　但し、ｍ∈（０・・・Ｍ）。ここで、Ｍは、入力パラメータである。値ｍ＜１は、コン
テンツアイテムに有利さを与え、又、ｍ＞１は、広告アイテムに有利さを与える。典型的
に、ｍは、約１の値である。テーブル１のデータは、オンラインプロバイダーにより毎日
更新される。
【００９６】
　コンテンツアイテムがストリームに対して選択された後に、ページを見る事象の際に、
図３の規範的な方法のステップ３１０は、品質スコアｑcをテーブルへのキーとして使用
することによりテーブルから各コンテンツアイテムをルックアップすることを含む。ｑc

のエントリが見つかった場合には、第３の欄からそれに対応する付け値ｂaをルックアッ
プする。ｑcが見つからない場合には、ｑc

hと示されたエントリをテーブルにもつ、すぐ
上のスコアを見つける。次いで、ｑc

hに対応する付け値ｂaをテーブルにおいて見つける
。次いで、外部パラメータをｋとすれば、変換された履歴付け値を計算することができる
。
【００９７】
　従って、コンテンツアイテムの付け値は、広告アイテムの付け値を使用して決定される
。この技術は、例示に過ぎないが、コンテンツアイテムについて自動的に決定される付け
値が広告アイテムの付け値に匹敵し且つ各コンテンツアイテムが独特の付け値を得ること
を保証する。これらの有益さは、ストリームに含ませるためにコンテンツアイテムをラン
ク付けする上で重要である。更に、コンテンツアイテムの付け値は、その品質スコアに比
例する。従って、高い品質スコアをもつ高品質の広告アイテムだけがストリームの最上部
へ上昇すると同時に、品質スコアの低いコンテンツアイテムは、高品質の広告アイテムに
置き換わらない。コンテンツの付け値は、品質スコアに比例するので、長期ユーザ価値及
び当面の短期収益の両方を反映する。更に、コンテンツの付け値は、ユーザの金銭的価値
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に比例する。というのは、広告主の付け値がユーザの価値を反映することを安全に仮定で
きるからである。最終的に、ここに示す技術は適応式である。即ち、広告アイテムの付け
値が増加するにつれて、コンテンツアイテムの付け値も増加する。ある点までは、これは
、広告主がより多くの入札を行うように勧誘する。
【００９８】
　外部パラメータｋ及びｍは、任意の適当な仕方で選択することができる。１つの例にお
いて、ほとんどの場合に、コンテンツアイテムがストリームの最上位スロットを得、広告
アイテムがコンテンツアイテムと共に散在して、一緒にクラスター化されないように、パ
ラメータが選択される。又、市場は、初期のブートアップ段階の後に、ある安定性レベル
を得なければならない。これは、広告主が自分のスロットを保持するために自分の広告ア
イテムに対する付け値を常時増加してはならないことを意味する。このルールに対する１
つの例外は、市場が成長していて且つ新たな広告主が市場に参入するときである。
【００９９】
　ブロック３１２において、各広告アイテム及び各コンテンツアイテムに対してランク付
けスコアが計算される。コンテンツアイテムの場合、１つの実施形態では、次のようにな
る。
ranking-scorec = bc * cc * sc
【０１００】
　但し、ｂcは、コンテンツアイテムについて計算された付け値であり、ｃcは、コンテン
ツアイテムのクリック可能性であり、そしてｓcは、コンテンツアイテムの満足度スコア
である。広告アイテムの場合、１つの実施形態では、次のようになる。
ranking-score = ba * ca * sa
【０１０１】
　但し、ｂaは、広告アイテムの広告主独自の付け値であり、ｃaは、広告アイテムのクリ
ック可能性であり、そしてｓaは、広告アイテムの満足度スコアである。
【０１０２】
　ブロック３１２においてランク付けスコアを計算した後に、ブロック３１４において、
広告アイテム及びコンテンツアイテムは、それらの計算されたランク付けスコアを使用し
て分類される。ランク付けスコアは、同様の値を使用して計算されているので、ランク付
けスコアは、互いに匹敵するものであり、確実にインターレースされる。分類の結果、広
告アイテム及びコンテンツアイテムの混合スレートとなる。
【０１０３】
　分類ステップに続いて、混合スレートを使用してストリームをポピュレートする。しか
しながら、ある実施形態では、混合スレートを多様性について処理するのが好ましい（ブ
ロック３１６）。あまりに多数の類似したコンテンツアイテムが互いに近くに配置される
のを防止するために、多様性がコンテンツに適用される。その一例は、互いに接近してラ
ンク付けされる同じ話題のニュース記事である。コンテンツアイテムは、多様性処理によ
り影響を受け、あるコンテンツアイテムのランクを下げさせる。
【０１０４】
　多様性アルゴリズムの一例は、第１に、コンテンツアイテムをランク付けスコア（ｂc

＊ｃc＊ｓc）により順序付けし、位置１が最高スコアに対応するようにすることを含む。
第２に、Ｎを２００－３００とすれば、位置２－Ｎにおけるコンテンツアイテムを位置１
におけるコンテンツアイテムと比較する。第３に、位置２－Ｎにおけるアイテムが位置１
におけるアイテムの特徴に一致する場合には、アイテムのランク付けスコアに、特徴形式
に依存する範囲［０－１］の値のような多様性スコアを乗算する。第４に、位置１のコン
テンツアイテムに対して多様性でペナルティを課した新たなランク付けスコアを使用して
位置２－Ｎのコンテンツアイテムを分類する。第５に、位置２のコンテンツアイテムに比
して位置３－Ｎのコンテンツアイテムについてステップ２から４を繰り返す。そして、第
６に、位置３－Ｎのアイテムに対して繰り返しステップ５を、例えば、最低２０回繰り返
す。
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【０１０５】
　多様性についてコンテンツアイテムを処理するのに加えて、分類ステップの後に、広告
アイテムに特定ルールを適用する。例えば、１つの実施形態では、ルールをガードレール
として適用し、広告アイテムがストリームのスロット１及び２に位置されるのを防止する
。広告アイテムが分類プロセスの後に最初の２つの位置のいずれかにある場合には、広告
アイテムは、スロット３のような下位位置へ自動的に移動される。別の実施形態では、ス
トリームにおける各広告アイテム間に少なくとも９個のコンテンツアイテムを維持するた
めにルールが確立される。２つの広告アイテム間に９未満のコンテンツアイテムが生じる
場合には、低いランクの広告アイテムが下位位置へ自動的に移動される。これらのルール
に対して他の値が選択されてもよく、又、他のルールが確立されてもよい。
【０１０６】
　ブロック３１８において、広告アイテム及びコンテンツアイテムに対して価格が計算さ
れる。価格とは、ユーザが例えばクリックスルーにより広告アイテムを選択するのに応答
して広告アイテムに関連した広告主の口座に課金される金額を指す。同様に、コンテンツ
アイテムの価格とは、ユーザが例えばそのコンテンツアイテムのクリックスルーによりコ
ンテンツアイテムを選択するのに応答してコンテンツアイテムに関連した出版者又はコン
テンツプロバイダーの口座に課金される金額を指す。
【０１０７】
　１つの実施形態では、一般化第２価格（ＧＳＰ）として知られているルールがブロック
３１８に対して採用される。このルールのもとでは、広告アイテムがユーザによりクリッ
クされるか、又は他の仕方で選択された場合に、その広告アイテムに関連した広告主は、
その位置を勝ち取るのに必要な最小付け値に等しい金額が課金される。より詳細には、ｉ
を当該広告アイテムａとし、そしてｉ＋１をその広告アイテムａの右下の位置にあるコン
テンツアイテム又は広告アイテムとする。次いで、クリックされた場合に広告アイテムａ
に関連した広告主に課金される価格は、アイテムｉの指定の予約価格ｒiと；ｉ＋１にお
けるアイテムの付け値、クリック可能性及び満足度の積と、ｉにおけるアイテムのクリッ
ク可能性及び満足度の積との商と；の最大値となる。

【０１０８】
　価格ｐiは、ｂi+1＊ｃi+1＊ｓi+1＜ｂi＊ｃi＊ｓiであるから、元の付け値ｂより常に
小さい。又、価格ｐiは、広告主にとって実質的に後悔のない望ましい特性も有する。即
ち、広告主がｂiより小さい付け値を選択する場合でも、広告主は、依然、同じスロット
を勝ち取ることになる。これは、広告主の付け値がｐiより大きい限りそうなる。付け値
額ｂiが広告主に課金される場合には、広告主がｐi＋１セントで入札しなかったことに後
悔する。そうではなく、開始のために広告主にｐiを課金する場合には、システムを出し
抜く刺激が減少され、広告主の満足度が高まる。広告主は、異なるスロットがより良好に
適合するかどうかチェックする必要が依然ある。周期的な付け値調整が推奨される。
【０１０９】
　ある実施形態では、広告アイテム及びコンテンツアイテムに対してコスト・パー・クリ
ック（ＣＰＣ）入札だけが受け容れられる。しかしながら、他の実施形態では、コスト・
パー・インプレッション（ＣＰＭ）入札も受け容れられる。ＣＰＭ入札が受け容れられる
ときには、高い収益が期待される広告を上位スロットに配置するためにスロットに対する
付け値の望ましい割り当てが要求され、ここで、スロットｋに配置されるＣＰＣ　広告　
ａは、収益ｂa＊ｃa＊ｒｅｆＣＴＲ(k)が期待されると仮定する。全ての入札がＣＰＣ入
札であるときには、この割り当て目標は、ｒｅｆＣＴＲ(k)が広告とは独立し、それ故、
省略できるので、ｂa＊ｃaに基づいて広告アイテムを分類するだけで達成される。これは
、付け値の割り当ての計算を比較的迅速且つ単純に行わせる。
【０１１０】
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　他方、ＣＰＭ　広告の収益は、いずれにせよ、そのクリック可能性又はそのスロットに
依存しない。広告主は、広告が表示されているときに、その付け値を支払う。ＣＰＣ及び
ＣＰＭ入札を付け値（又は付け値額にクリック可能性を乗算したもの）に従って単に分類
するだけでは、収益の高い入札がストリームの上位位置を得るという特性をもはや満足し
ない。
【０１１１】
　しかしながら、計算の遅速化を招くことなく、前記収益の要件を満足しながら、スロッ
トにわたる１回のパスで２つの形式の広告アイテムを一緒にランク付けするために以下の
解決策が使用される。従って、ＣＰＭ及びＣＰＣの両入札を提供できるようにする上で、
技術的な制約を課すことはない。
【０１１２】
　提案されたアルゴリズムは、次の通りである。
　入力：
　１．分類されたＰＣＰスレート（付け値×クリック可能性の順）、ｘ１＞ｘ２＞・・・
＞ｘn

　２．ｒｅｆＣＴＲ（位置従属、広告独立）ａ１＞ａ２＞・・・
　３．分類されたＣＰＭスレート（付け値の順）ｙ＞Ｙ２＞・・・＞Ｙm

　各スロットｋ（最高のスロット１でスタートして）、
　まだ指定されていない最高ランクのＣＰＣ広告アイテムをＸとする
　まだ指定されていない最高ランクのＣＰＭ広告アイテムをＹとする
　Ｘ＊ａk＞Ｙの場合には、Ｘをスロットｋに指定し、さもなければ、Ｙをスロットｋに
指定する
【０１１３】
　ＣＰＭ　広告を含ませるために価格決め技術を変更してもよい。ＣＰＭ　広告について
は、価格は、（以下のＣＰＭ広告アイテム又はコンテンツアイテムの付け値＊クリック可
能性か、又は以下の広告のＣＰＭ）にセットされる。ＣＰＣ　広告については、価格は、
以下の広告アイテムがＣＰＣの場合は（以下の広告アイテム又はコンテンツアイテムの付
け値＊クリック可能性）／（ＣＰＣ広告アイテムのクリック可能性）にセットされるか、
或いは価格は、以下の広告がＣＰＭの場合は（以下の広告アイテムの付け値／ｒｅｆＣＴ
Ｒ）／（ＣＰＣ広告アイテムのクリック可能性）にセットされる。
【０１１４】
　この技術は、上述した収益によるランク付けの要件を満足する。実行時間及びレイテン
シーは影響を受けない。というのは、分類時間が主たるファクタであり、そして分類は、
ＣＰＣのみの入札に対して行われるからである。
【０１１５】
　図４には、品質スコアに基づいてストリーミングメディアフィードのコンテンツを表示
するための規範的なプロセスが示されている。又、品質スコアを決定するための規範的な
プロセスも示されている。１つの例において、移動装置のような電子装置のユーザは、ス
トリーミングメディアフィードにおけるニュース記事のようなコンテンツを見る。コンテ
ンツ（例えば、ニュース記事）は、図２に例示的に示すように、フィードにおいて広告と
インターレースされる。例えば、ユーザは、ニュース記事を見、そしてその記事が見られ
たとき又はその後に、ユーザは、次の記事を要求するが、次の記事の前に、フィードには
広告が現れる。一般的に、広告及び生地がフィードに現れる順序は、任意であるか、又は
品質スコアのようなファクタにより決定される。
【０１１６】
　１つの例において、オンライン情報システム１００のランク付けエンジン１１６は、品
質スコア付けシステム（ＱＳＳ）を実施し、その動作が図４に概略的に示されている。ラ
ンク付けエンジン１１６のプロセッサは、例えば、広告データベース１１０及びコンテン
ツデータベース１１４に記憶されたデータと協働して、ＱＳＳの次のようなデータ処理動
作を遂行する。
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【０１１７】
　ＱＳＳは、図４に示す情報を、ＱＳＳによりスコア付けされるべき広告又は記事のよう
な現在コンテンツ４０２として受け取る。現在コンテンツ４０２は、コンテンツソースか
らインターネットのようなネットワークを経て受け取られる。ＱＳＳは、ストリーミング
メディアフィード又は他の形式のオンラインフィードから現在コンテンツ４０２を定義す
るデータを受け取るように構成された光学的又は電気的トランシーバのようなインターフ
ェイスを備えている。コンテンツソースは、オンラインコンテンツを供給するように構成
コンテンツホストサーバーのネットワークのような、広告又はマルチメディアコンテンツ
のソースである。
【０１１８】
　例えば、ＱＳＳのインターフェイスを経てストリーミングメディアフィードの現在コン
テンツを受け取ると、そのインターフェイスに通信結合されたＱＳＳのプロセッサは、４
０４において、ユーザがストリーミングメディアフィードの現在コンテンツのアイテムと
相互作用することを選択する確率である第１の確率を決定し又は決定するように構成され
る。１つの例において、現在コンテンツのアイテムは、例えば、図２に関連して図示して
説明した広告アイテム又はコンテンツアイテムである。
【０１１９】
　４０４における第１の確率の決定に関して、現在広告又は記事との相互作用を選択する
ことは、広告又は記事をクリックするか、或いは広告又は記事へのハイパーリンクをクリ
ックすることを含む。更に、そのような選択は、広告又は記事に対してなされるジェスチ
ャー、或いは広告又は記事へのハイパーリンクに対してなされるジェスチャーを含む。
【０１２０】
　図示されたように、第１の確率は、データ４０６に基づくものであり、このデータは、
現在コンテンツと同様のコンテンツとのユーザの以前の相互作用及び／又は好みに相関し
た現在コンテンツのアイテムの特徴に対応する。相互作用及び／又は好みは、データベー
ス４０８のようなデータベースに記憶されたユーザプロフィールから到来する。ユーザプ
ロフィールは、例えば、ストリーミングメディアコンテンツ見ることに関してユーザに関
連したパラメータを含み、そしてデータ４０６は、ＱＳＳのデータベース４０８からプロ
セッサにより受け取られる。
【０１２１】
　現在コンテンツを受け取ると、プロセッサは、ユーザが一般的にストリーミングメディ
アフィードの広告又は記事のようなコンテンツと相互作用することを選択する確率である
第２の確率４１０を決定し又は決定するように構成される。第２の確率４１２を決定する
ための入力として使用されるデータ４１２は、ＱＳＳのデータベース４０８からプロセッ
サにより受け取られる。
【０１２２】
　又、プロセッサは、現在コンテンツの親密性スコアも決定し又は決定するように構成さ
れる。親密性スコアは、４１４において、第１の決定された確率と第２の決定された確率
との間の関係である。この関係は、例えば、比によって表わされるか、又は別の形式の数
値スコアによって表わされる。又、親密性スコアは、ユーザに関連したユーザプロフィー
ルパラメータに一致する現在コンテンツアイテムの特徴に基づくユーザと現在コンテンツ
アイテムとの相関を表わす。
【０１２３】
　親密性スコアは、ストリーミングメディアフィードにおける現在コンテンツアイテムの
構成とは独立している。例えば、親密性スコアは、ストリーミングメディアフィードにお
ける現在コンテンツアイテムの位置とは独立している。換言すれば、親密性スコアは、現
在コンテンツがストリーミングメディアフィードにおいて他のコンテンツに対して現れる
順序を考慮するものではない。
【０１２４】
　フィードの一例において、現在コンテンツアイテムは、広告のような第１コンテンツア
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イテムであり、そして第２コンテンツアイテムは、ニュース記事のような記事である。そ
のようなケースでは、第１及び第２のコンテンツアイテムは、同様の要旨をカテゴリ別に
含み、そして親密性スコアの決定は、第１コンテンツアイテムの親密性スコアに基づいて
第２コンテンツアイテムの親密性スコアを決定することを含む。そのような例では、要旨
のカテゴリ別の類似性は、第１及び第２のコンテンツアイテムに埋め込まれた一致するメ
タデータエレメントにより識別される。その一致するメタデータエレメントは、ウェブコ
ンテンツプロバイダーにより提供される一連のウェブページのうちのウェブページとのコ
ンテンツタクソノミー及び／又は関連性の一致するカテゴリを含む。一例において、ウェ
ブコンテンツプロバイダーにより提供される一連のウェブページのうちのウェブページは
、ＷＩＫＩＰＥＤＩＡエントリのようなオンライン百科事典又は辞書エントリである。
【０１２５】
　フィードの別の例において、親密性スコアの決定は、ユーザの移動装置のような装置と
現在コンテンツとの間の親密性スコアの決定を含む。ユーザの装置と現在コンテンツとの
間の親密性スコアは、例えば、現在コンテンツのテキストと、移動装置の現在地理的位置
とに基づく。この親密性スコアは、装置に関連したテレコミュニケーションサービスキャ
リアのような移動装置の他の属性と、現在コンテンツのビデオエレメントのような現在コ
ンテンツの他の属性にも基づく。
【０１２６】
　この別の例において、プロセッサは、ユーザ装置及び／又はユーザに関連したプロフィ
ールパラメータに一致する現在コンテンツアイテムの特徴に基づき、装置のユーザが現在
コンテンツアイテムを見ることを選択する確率に従って第１の確率を決定し又は決定する
ように構成される。第２の確率に関しては、プロセッサは、装置を使用するユーザが一般
的にストリーミングメディアフィードにおいてコンテンツアイテムを見ることを選択する
確率に従ってそれを決定する。最終的に、プロセッサは、第１の決定された確率と第２の
決定された確率との関係に基づき親密性スコアを決定し又は決定するように構成される。
【０１２７】
　更に別の例では、プロセッサは、マシン学習技術を使用して第１又は第２の確率を決定
するか又は決定するように構成される。例えば、プロセッサは、ブースト判断ツリー又は
別の形態のインテリジェンスを使用して第１又は第２の確率を決定する。
【０１２８】
　又、プロセッサは、以前のコンテンツでの相互作用後の満足度に対応するデータ４１６
、例えば、現在コンテンツとカテゴリ別にマッチングされる以前に見た広告又は記事での
相互作用後の満足度に関するデータも識別し又は識別するように構成される。次いで、デ
ータ４１６は、相互作用後の満足スコアへ誘導される。カテゴリ別のマッチングは、オン
ライン百科事典又は辞書のプロバイダーのようなウェブコンテンツプロバイダーによって
提供される一連のウェブページのうちのウェブページとのコンテンツタクソノミー及び／
又は関連性のカテゴリによるマッチングを含む。データ４１６は、ソーシャルメディアポ
ストを含めて、現在コンテンツ又は同様のコンテンツに関するポストに関連したデータを
含む。又、データ４１６は、コンテンツ又は同様のコンテンツ、或いはそのようなコンテ
ンツへのリンクにおけるマウスクリックに関するデータも含む。又、データ４１６は、そ
のようなコンテンツを見ること、そのようなコンテンツを見る長さ、そのようなコンテン
ツを見るための登録又は契約、そのようなコンテンツを他のユーザと共有しそしてユーザ
自身のコンテンツを経てそのようなコンテンツにリンクする金額に関するデータも含む。
【０１２９】
　親密性スコア、及び相互作用後の満足度データ４１６、又は相互作用後の満足度スコア
に基づき、プロセッサは、４１８において、品質スコアを決定するように構成される。例
えば、品質スコアは、親密性スコアと相互作用後の満足度スコアとの積を計算することに
より決定される。
【０１３０】
　品質スコアを決定すると、そのスコアは、現在コンテンツがフィードにおける他のコン
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テンツに対して表示される順序のように、現在コンテンツを表示し及び／又は現在コンテ
ンツをフィードに対して構成するための基礎としてプロセッサにより使用される。又、品
質スコアは、例えば、管理者のレポートを発生する上で表示され又は使用される。
【０１３１】
　以上のことから、本開示は、ユーザがウェブページで見ることのできるコンテンツのス
トリーにおいてストリーム広告の位置、数及び密度をオンラインプロバイダーがコントロ
ールするための技術を提供することが明らかであろう。ストリームは、コンテンツアイテ
ム及び広告アイテムの両方がストリームに含ませるために競争する統合型市場とみなされ
る。スコア付け及びランク付け技術は、コンテンツアイテム及び広告アイテムの両方を互
いに匹敵するようにランク付けするのを許す。更に、コンテンツアイテム及び広告アイテ
ムのための付加的なビジネスルールは、ストリームにおけるコンテンツアイテム及び広告
アイテムの相対的な位置をコントロールすることができる。
【０１３２】
　ここに開示する方法及びシステムは、一部分は、サーバー、クライアント装置、クラウ
ドコンピューティング環境において、又、一部分は、サーバーにおいて、更に、一部分は
、クライアント装置において、又はサーバー、クラウドコンピューティング環境及びクラ
イアント装置の組み合わせにおいて、具現化される。
【０１３３】
　それ故、以上の詳細な説明は、単なる例示に過ぎず、それに限定されるものでないこと
が意図され、且つ全ての等効物を含む請求項は、本開示の精神及び範囲を定義するように
意図されることを理解されたい。
【符号の説明】
【０１３４】
　１００：オンライン情報システム
　１０２：アカウントサーバー
　１０４：アカウントデータベース
　１０６：サーチエンジン
　１０８：広告（ａｄ）サーバー
　１１０：ａｄデータベース
　１１２：コンテンツサーバー
　１１４：コンテンツデータベース
　１１６：ランク付けエンジン
　１２０：ネットワーク
　１２２：広告主装置
　１２４：ユーザ装置
　１２６：ラップトップコンピュータ
　１２８：スマートホン
　２０２：ディスプレイａｄ
　２０４：移動ウェブ装置ディスプレイ
　２０６：移動アプリケーションディスプレイ
　２０８：パーソナルコンピュータディスプレイ
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