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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上のｎグラムを備える検索クエリ入力をオンライン・ソーシャル・ネットワークの
第１のユーザのクライアント・デバイスから受け取る工程と、
　前記検索クエリ入力をパースし、前記１以上のｎグラムから１以上のキーワードを識別
する工程と、
　識別された前記キーワードの１以上について複数のクエリ・コマンドを生成する工程で
あって、各クエリ・コマンドは、
　　前記検索クエリ入力に基づいて、複数のオブジェクト・タイプから特定のオブジェク
ト・タイプと、
　　前記検索クエリ入力の前記ｎグラムの１以上にそれぞれ一致する１以上のオブジェク
トの１以上の識別子と、
　　それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定された識別子を有する前記１以上のオ
ブジェクトに関する関係の１以上のタイプと、を指定する、生成する工程と、
　各クエリ・コマンドについて、それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定された識
別子を有する前記オブジェクトの１以上に関する関係の前記タイプの関係を有する前記特
定のオブジェクト・タイプの１以上のオブジェクトを記憶する特定のバーティカルを検索
する工程と、
　前記複数のクエリ・コマンドに各々が対応する複数の検索結果モジュールを生成する工
程であって、各検索結果モジュールは、それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定さ
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れた前記特定のオブジェクト・タイプの前記オブジェクトに対する１以上の参照を備える
、工程と、
　前記検索結果モジュールの１以上を備えるインタフェースを提示する命令を、前記検索
クエリに応答して前記クライアント・デバイスに送る工程と、を備える方法。
【請求項２】
　各検索結果モジュールについて、
　前記検索結果モジュールによって参照される各オブジェクトについてスコアを計算する
工程と、
　前記検索結果モジュールによって参照される前記オブジェクトの計算された前記スコア
に少なくとも一部基づいて、前記検索結果モジュールのためのスコアを計算する工程であ
って、前記インタフェース上に提示される各検索結果モジュールは、閾値スコアを超える
計算されたスコアを有する、工程と、をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記検索クエリ入力の前記ｎグラムの１以上に基づいて、前記検索クエリ入力を分類す
る工程と、
　前記検索クエリ入力の前記分類に少なくとも一部基づいて、各検索結果モジュールにつ
いてスコアを計算する工程と、をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記検索クエリ入力を分類する工程は、前記第１のユーザの情報に少なくとも一部基づ
く、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記検索クエリ入力の前記分類に少なくとも一部基づいて特定のオブジェクト・タイプ
の識別された前記オブジェクトのうちの１以上のスコアを変更する工程をさらに備える、
請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のクエリ・コマンドは、前記オンライン・ソーシャル・ネットワークのサブ要
求ジェネレータによって生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記特定のバーティカルは、単一のオブジェクト・タイプのオブジェクトを記憶する、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記特定のバーティカルによって記憶される前記オブジェクト・タイプは、ユーザ、写
真、投稿、ウェブページ、アプリケーション、ロケーション、およびユーザ・グループか
らなる群から選択される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記特定のバーティカルを検索する工程は、複数のバーティカルから検索され、前記複
数のバーティカルの各バーティカルは、異なるオブジェクト・タイプのオブジェクトを記
憶する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　複数のノードと、前記ノード同士を接続する複数のエッジとを備えるソーシャル・グラ
フにアクセスする工程をさらに備え、前記ノードの２つの間の前記エッジの各々は、それ
らの間の単一の分離度を表し、前記ノードは、
　前記第１のユーザに対応する第１のノードと、
　前記オンライン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられている複数のオブジェクト
に各々が対応する複数の第２のノードと、を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　各検索結果モジュールは、１以上のノードおよび１以上のエッジに対する参照を備える
構造化クエリに対応し、前記構造化クエリは、前記検索結果モジュールに対応する前記ク
エリ・コマンドに基づく、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】



(3) JP 6408081 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

　前記検索クエリ入力は、クライアント・デバイスから受信したユーザ生成のキャラクタ
・ストリングを備え、前記ユーザ生成のキャラクタ・ストリングは、前記第１のユーザに
よってクエリ・フィールド内に入力され、前記キャラクタ・ストリングの各キャラクタが
ユーザによって入力されるにつれて前記クライアント・デバイスにおいてレンダリングさ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記検索する工程は、１以上のストリング・マッチング・アルゴリズムを使用し、前記
１以上のｎグラムを、前記オブジェクトの１以上の各々に関連付けられているキャラクタ
のストリングとマッチングしようと試みる工程を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検索結果モジュールのうちの１つの前記参照のうちの１つの前記第１のユーザによ
る選択を示す標識を前記クライアント・デバイスから受け取る工程と、
　前記第１のユーザに提示するために選択された前記参照に対応する前記オブジェクトを
、前記選択に応答して前記クライアント・デバイスに送る工程と、をさらに備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項１５】
　各クエリ・コマンドは、１以上のソーシャル・グラフ制約を備え、前記ソーシャル・グ
ラフ制約は、前記ユーザに関連付けられているソーシャル・グラフにおける特定のソーシ
ャル・グラフ要素への参照を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ソーシャル・グラフ制約の１つは、前記第１のユーザが前記検索結果モジュールに
おいて、前記ソーシャル・グラフ内において最大２つの分離度だけ離れて前記オブジェク
トにつながっているという制約である、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ソフトウェアを具現化する１以上の非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記
ソフトウェアは、実行されたとき、
　前記検索クエリ入力をパースし、前記１以上のｎグラムから１以上のキーワードを識別
する工程と、
　識別された前記キーワードの１以上について複数のクエリ・コマンドを生成する工程で
あって、各クエリ・コマンドは、
　　前記検索クエリ入力に基づいて、複数のオブジェクト・タイプから特定のオブジェク
ト・タイプと、
　　前記検索クエリ入力の前記ｎグラムの１以上にそれぞれ一致する１以上のオブジェク
トの１以上の識別子と、
　　それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定された識別子を有する前記１以上のオ
ブジェクトに関する関係の１以上のタイプと、を指定する、生成する工程と、
　各クエリ・コマンドについて、それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定された識
別子を有する前記オブジェクトの１以上に関する関係の前記タイプの関係を有する前記特
定のオブジェクト・タイプの１以上のオブジェクトを記憶する特定のバーティカルを検索
する工程と、
　前記複数のクエリ・コマンドに各々が対応する複数の検索結果モジュールを生成する工
程であって、各検索結果モジュールは、それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定さ
れた前記特定のオブジェクト・タイプの前記オブジェクトに対する１以上の参照を備える
、工程と、
　前記検索結果モジュールの１以上を備えるインタフェースを提示する命令を、前記検索
クエリに応答して前記クライアント・デバイスに送る工程と、が行われるように構成され
る、記憶媒体。
【請求項１８】
　１以上のプロセッサと、前記プロセッサに結合され、前記プロセッサによって実行可能
な命令を備えるメモリとを備えるシステムであって、前記プロセッサは、前記命令を実行
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したとき、
　前記検索クエリ入力をパースし、前記１以上のｎグラムから１以上のキーワードを識別
する工程と、
　識別された前記キーワードの１以上について複数のクエリ・コマンドを生成する工程で
あって、各クエリ・コマンドは、
　　前記検索クエリ入力に基づいて、複数のオブジェクト・タイプから特定のオブジェク
ト・タイプと、
　　前記検索クエリ入力の前記ｎグラムの１以上にそれぞれ一致する１以上のオブジェク
トの１以上の識別子と、
　　それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定された識別子を有する前記１以上のオ
ブジェクトに関する関係の１以上のタイプと、を指定する、生成する工程と、
　各クエリ・コマンドについて、それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定された識
別子を有する前記オブジェクトの１以上に関する関係の前記タイプの関係を有する前記特
定のオブジェクト・タイプの１以上のオブジェクトを記憶する特定のバーティカルを検索
する工程と、
　前記複数のクエリ・コマンドに各々が対応する複数の検索結果モジュールを生成する工
程であって、各検索結果モジュールは、それぞれの前記クエリ・コマンドによって指定さ
れた前記特定のオブジェクト・タイプの前記オブジェクトに対する１以上の参照を備える
、工程と、
　前記検索結果モジュールの１以上を備えるインタフェースを提示する命令を、前記検索
クエリに応答して前記クライアント・デバイスに送る工程と、が行われるように構成され
る、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般に、ソーシャル・グラフ、およびソーシャル・ネットワーキング環境内で
オブジェクトを探して検索を実行することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャル・ネットワーキング・システム（ソーシャルネットワーキング・ウェブサイ
トを含むことができる）は、そのソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザ（人
または組織など）がそのソーシャル・ネットワーキング・システムと、およびそのソーシ
ャル・ネットワーキング・システムを通じて互いに対話することを可能にすることができ
る。ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザからの入力を用いて、そのユー
ザに関連付けられているユーザ・プロフィールを作成して、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム内に記憶することができる。ユーザ・プロフィールは、人口統計学的情報、
通信チャネル情報、およびユーザの個人的な関心に関する情報を含むことができる。ソー
シャル・ネットワーキング・システムは、ユーザからの入力を用いて、そのユーザと、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システムのその他のユーザとの関係のレコードを作成およ
び記憶すること、ならびにサービス（たとえば、ウォール投稿、写真共有、イベント編成
、メッセージング、ゲーム、または広告）を提供して、ユーザ同士の間における社会的な
交流を容易にすることも可能である。
【０００３】
　ソーシャル・ネットワーキング・システムは、そのサービスに関連したコンテンツまた
はメッセージを、１つまたは複数のネットワークを通じて、ユーザのモバイルまたはその
他のコンピューティング・デバイスへ送信することができる。ユーザは、自分のユーザ・
プロフィールおよびソーシャル・ネットワーキング・システム内のその他のデータにアク
セスするためにソフトウェア・アプリケーションを自分のモバイルまたはその他のコンピ
ューティング・デバイス上にインストールすることもできる。ソーシャル・ネットワーキ
ング・システムは、ユーザにつながっているその他のユーザの集約されたストーリのニュ
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ース・フィードなど、ユーザに表示するためのコンテンツ・オブジェクトのパーソナライ
ズされたセットを生成することができる。
【０００４】
　ソーシャル・グラフ分析は、ソーシャルな関係を、ノードおよびエッジから構成されて
いるネットワーク理論の点から見る。ノードは、ネットワーク内の個々の行為主体を表し
、エッジは、行為主体同士の間における関係を表す。結果として生じるグラフベースの構
造は、しばしば非常に複雑である。多くのタイプのノード、およびノード同士をつなげる
ための多くのタイプのエッジが存在することが可能である。ソーシャル・グラフは、その
最もシンプルな形態においては、調査されているすべてのノードの間における関連がある
すべてのエッジのマップである。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】ソーシャル・ネットワーキング・システムに関連付けられている例示的なネット
ワークの図。
【図２】例示的なソーシャル・グラフの図。
【図３】ソーシャル・ネットワーキング・システムのオブジェクトを記憶するための例示
的な区分の図。
【図４】オンライン・ソーシャル・ネットワークの例示的なウェブページの図。
【図５】オンライン・ソーシャル・ネットワークの例示的な検索結果ページの図。
【図６】オンライン・ソーシャル・ネットワークの例示的な検索結果ページの図。
【図７】様々な検索結果ページを表示するクライアント・システムの例示的なユーザ・イ
ンターフェースの図。
【図８】様々な検索結果ページを表示するクライアント・システムの例示的なユーザ・イ
ンターフェースの図。
【図９】様々な検索結果ページを表示するクライアント・システムの例示的なユーザ・イ
ンターフェースの図。
【図１０】クエリに応答して検索結果を生成およびブレンドするための例示的な方法の図
。
【図１１】様々な検索結果ページを表示するクライアント・システムの例示的なユーザ・
インターフェースの図。
【図１２】様々な検索結果ページを表示するクライアント・システムの例示的なユーザ・
インターフェースの図。
【図１３】例示的なコンピュータ・システムの図。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システムのユーザは、検索クエ
リを使用してシステムに関連付けられているオブジェクトを求めて検索することができる
。
【０００７】
　特定の実施形態では、ユーザから受け取られた検索クエリ入力に応答して、ソーシャル
・ネットワーキング・システムは、１または複数のバーティカルにアクセスし、検索クエ
リ入力のキャラクタ・ストリングに一致するオブジェクトを求めて検索する。次いで、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システムは、識別されたオブジェクトに基づいて、たとえ
ばクエリ・フィールドに関連付けられているドロップダウン・メニュー内でユーザに対し
て表示するためにそれらのオブジェクトに対する参照を送ってもよい。次いで、クエリし
ているユーザは、参照の中で選択し、その参照に対応するオブジェクトがソーシャル・ネ
ットワーキング・システムによって取り出されるべきであることを示すことができる。
【０００８】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザのクライア
ント・システムから非構造化テキスト・クエリを受信することができる。このテキスト・
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クエリは、複数のクエリを生成するソーシャル・ネットワーキング・システムのサブ要求
ジェネレータによって処理されてもよい。サブ要求ジェネレータによって生成されるクエ
リは、テキスト・クエリに基づく１もしくは複数のキーワード検索、および／または特定
のソーシャル・グラフ要素に対する参照を備える１もしくは複数の構造化クエリを含み得
る。限定するものではなく例として、非構造化テキスト・クエリ「写真　友達」は、「写
真　友達」というキーワード・クエリと、（特定のソーシャル・グラフ要素に対する参照
を備える）「私の友達の写真」および「私の友達による写真」のための構造化クエリとを
生み出すことができる。サブ要求ジェネレータは、特定のスコアまたは重み付けを生成さ
れた各クエリに関連付け、クエリの相対的な重要性または関連性を示してもよい。
【０００９】
　特定の実施形態では、サブ要求ジェネレータによって生成されたクエリは、検索クエリ
に一致する検索結果を取り出すために、ソーシャル・ネットワーキング・システムに関連
付けられている１または複数のデータ・ストアに送られてもよく、各検索結果は、関連付
けられている関連性スコアと共に返されてもよい。次いで、異なるバーティカルによって
返された検索結果が、モジュールをスコア付けおよびランク付けすることができる「ブレ
ンダ」によって集約されてもよい。モジュールのスコアは、特定のモジュールにおける結
果の個々のスコアに基づいてもよい。モジュールのスコアもまた、クエリの意図／クラス
に基づいてもよい。
【００１０】
　システムの概観
　図１は、ソーシャル・ネットワーキング・システムに関連付けられている例示的なネッ
トワーク環境１００を示している。ネットワーク環境１００は、ネットワーク１１０によ
って互いにつながっているクライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０、およびサードパーティ・システム１７０を含む。図１は、クライア
ント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、サードパーテ
ィ・システム１７０、およびネットワーク１１０の特定の構成を示しているが、本開示は
、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、サ
ードパーティ・システム１７０、およびネットワーク１１０の任意の適切な構成を想定し
ている。限定ではなく、例として、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム１６０、およびサードパーティ・システム１７０のうちの複数は、
ネットワーク１１０を迂回して、互いに直接つながることが可能である。別の例として、
クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、およ
びサードパーティ・システム１７０のうちの複数は、物理的にまたは論理的に、全体とし
てまたは部分的に互いに同一場所に配置されることが可能である。その上、図１は、特定
の数のクライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
、サードパーティ・システム１７０、およびネットワーク１１０を示しているが、本開示
は、任意の適切な数のクライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０、サードパーティ・システム１７０、およびネットワーク１１０を想定し
ている。限定ではなく、例として、ネットワーク環境１００は、複数のクライアント・シ
ステム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、サードパーティ・シス
テム１７０、およびネットワーク１１０を含むことができる。
【００１１】
　本開示は、任意の適切なネットワーク１１０を想定している。限定ではなく、例として
、ネットワーク１１０の１つまたは複数の部分は、アド・ホック・ネットワーク、イント
ラネット、エクストラネット、仮想プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）、ローカル・
エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、ワイヤレスＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ワイド・エリア・ネ
ットワーク（ＷＡＮ）、ワイヤレスＷＡＮ（ＷＷＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネッ
トワーク（ＭＡＮ）、インターネットの一部分、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の一部分、
セルラー電話ネットワーク、またはこれらのうちの複数の組合せを含むことができる。ネ
ットワーク１１０は、１つまたは複数のネットワーク１１０を含むことができる。
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【００１２】
　リンク１５０は、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０、およびサードパーティ・システム１７０を通信ネットワーク１１０に、ま
たは互いに接続することができる。本開示は、任意の適切なリンク１５０を想定している
。特定の実施形態においては、１つまたは複数のリンク１５０は、１つもしくは複数の有
線リンク（たとえば、デジタル・サブスクライバ・ライン（ＤＳＬ）もしくはデータ・オ
ーバ・ケーブル・サービス・インタフェース仕様（ＤＯＣＳＩＳ）など）、ワイヤレス・
リンク（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉもしくはワールドワイド・インターオペラビリティー・フ
ォー・マイクロウェーブ・アクセス（ＷｉＭＡＸ）など）、または光リンク（たとえば、
同期光ネットワーク（ＳＯＮＥＴ）もしくは同期デジタル階層（ＳＤＨ）など）を含む。
特定の実施形態においては、１つまたは複数のリンク１５０はそれぞれ、アド・ホック・
ネットワーク、イントラネット、エクストラネット、ＶＰＮ、ＬＡＮ、ＷＬＡＮ、ＷＡＮ
、ＷＷＡＮ、ＭＡＮ、インターネットの一部分、ＰＳＴＮの一部分、セルラー・テクノロ
ジーベースのネットワーク、衛星通信テクノロジーベースのネットワーク、別のリンク１
５０、または複数のそのようなリンク１５０の組合せを含む。リンク１５０は、ネットワ
ーク環境１００の全体を通じて必ずしも同じである必要はない。１つまたは複数の第１の
リンク１５０は、１つまたは複数の点において１つまたは複数の第２のリンク１５０とは
異なることが可能である。
【００１３】
　特定の実施形態においては、クライアント・システム１３０は、クライアント・システ
ム１３０によって実装またはサポートされる適切な機能を実行することができる、ハード
ウェア、ソフトウェア、もしくは組み込みロジック・コンポーネント、または複数のその
ようなコンポーネントの組合せを含む電子デバイスであることが可能である。限定ではな
く、例として、クライアント・システム１３０は、デスクトップ・コンピュータ、ノート
ブック・コンピュータもしくはラップトップ・コンピュータ、ネットブック、タブレット
・コンピュータなどのコンピュータ・システム、ｅブック・リーダ、ＧＰＳデバイス、カ
メラ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルド電子デバイス、セルラー電話、スマートフ
ォン、その他の適切な電子デバイス、またはそれらの任意の適切な組合せを含むことがで
きる。本開示は、任意の適切なクライアント・システム１３０を想定している。クライア
ント・システム１３０は、クライアント・システム１３０のネットワーク・ユーザがネッ
トワーク１１０にアクセスすることを可能にすることができる。クライアント・システム
１３０は、自分のユーザがその他のクライアント・システム１３０のその他のユーザと通
信することを可能にすることができる。
【００１４】
　特定の実施形態においては、クライアント１３０は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＩＮＴＥＲ
ＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ、ＧＯＯＧＬＥ　ＣＨＲＯＭＥ、またはＭＯＺＩＬＬＡ　ＦＩ
ＲＥＦＯＸなどのウェブ・ブラウザ１３２を含むことができ、１つまたは複数のアドオン
、プラグイン、またはＴＯＯＬＢＡＲもしくはＹＡＨＯＯ　ＴＯＯＬＢＡＲなどのその他
の拡張を有することができる。クライアント・システム１３０のユーザは、ウェブ・ブラ
ウザ１３２を特定のサーバ（サーバ１６２、またはサードパーティ・システム１７０に関
連付けられているサーバなど）へ導くユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）また
はその他のアドレスを入力することができ、ウェブ・ブラウザ１３２は、ハイパー・テキ
スト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）要求を生成して、そのＨＴＴＰ要求をサーバに通信する
ことができる。サーバは、そのＨＴＴＰ要求を受け入れて、そのＨＴＴＰ要求に応答して
１つまたは複数のハイパー・テキスト・マークアップ言語（ＨＴＭＬ）ファイルをクライ
アント・システム１３０に通信することができる。クライアント・システム１３０は、ユ
ーザに提示するためにサーバからのＨＴＭＬファイルに基づいてウェブページをレンダリ
ングすることができる。本開示は、任意の適切なウェブページ・ファイルを想定している
。限定ではなく、例として、ウェブページは、特定のニーズに従って、ＨＴＭＬファイル
、拡張可能ハイパー・テキスト・マークアップ言語（ＸＨＴＭＬ）ファイル、または拡張
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可能マークアップ言語（ＸＭＬ）ファイルからレンダリングすることができる。そのよう
なページは、限定ではなく、例として、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）、ＪＡＶＡ（
登録商標）、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＳＩＬＶＥＲＬＩＧＨＴで書かれたスクリプトなどの
スクリプト、ＡＪＡＸ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）
ａｎｄ　ＸＭＬ）などのマークアップ言語とスクリプトの組合せなどを実行することもで
きる。本明細書においては、ウェブページへの参照は、適切な場合には、（そのウェブペ
ージをレンダリングするためにブラウザが使用することができる）１つまたは複数の対応
するウェブページ・ファイルを含み、その逆もまた同様である。
【００１５】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、オン
ライン・ソーシャル・ネットワークをホストすることができるネットワークアドレス可能
なコンピューティング・システムであることが可能である。ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０は、たとえば、ユーザプロフィール・データ、コンセプトプロフィー
ル・データ、ソーシャル・グラフ情報、またはオンライン・ソーシャル・ネットワークに
関連したその他の適切なデータなどのソーシャルネットワーキング・データを生成するこ
と、記憶すること、受け取ること、および送信することが可能である。ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム１６０は、ネットワーク環境１００のその他のコンポーネントに
よって直接、またはネットワーク１１０を通じてアクセスされることが可能である。特定
の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１つまたは
複数のサーバ１６２を含むことができる。それぞれのサーバ１６２は、単一のサーバ、ま
たは複数のコンピュータもしくは複数のデータセンターにわたる分散サーバであることが
可能である。サーバ１６２は、限定ではなく、例として、ウェブ・サーバ、ニュース・サ
ーバ、メール・サーバ、メッセージ・サーバ、広告サーバ、ファイル・サーバ、アプリケ
ーション・サーバ、Ｅｘｃｈａｎｇｅサーバ、データベース・サーバ、プロキシ・サーバ
、本明細書において記述されている機能もしくはプロセスを実行するのに適している別の
サーバ、またはそれらの任意の組合せなど、さまざまなタイプのものであることが可能で
ある。特定の実施形態においては、それぞれのサーバ１６２は、サーバ１６２によって実
装またはサポートされる適切な機能を実行するためのハードウェア、ソフトウェア、もし
くは組み込みロジック・コンポーネント、または複数のそのようなコンポーネントの組合
せを含むことができる。特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６４は、１つまたは複数のデータ・ストア１６４を含むことができる。データ・
ストア１６４は、さまざまなタイプの情報を記憶するために使用されることが可能である
。特定の実施形態においては、データ・ストア１６４内に記憶されている情報は、特定の
データ構造に従って編成されることが可能である。特定の実施形態においては、それぞれ
のデータ・ストア１６４は、リレーショナル・データベースであることが可能である。特
定の実施形態は、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０、またはサードパーティ・システム１７０が、データ・ストア１６４内に記憶
されている情報を管理すること、取り出すこと、修正すること、追加すること、または削
除することを可能にするインタフェースを提供することができる。
【００１６】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１つ
または複数のソーシャル・グラフを１つまたは複数のデータ・ストア１６４内に記憶する
ことができる。特定の実施形態においては、ソーシャル・グラフは、複数のノード（複数
のユーザ・ノード（それぞれが、特定のユーザに対応している）、または複数のコンセプ
ト・ノード（それぞれが、特定のコンセプトに対応している）を含むことができる）と、
ノード同士をつなげる複数のエッジとを含むことができる。ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０は、オンライン・ソーシャル・ネットワークのユーザに、その他のユ
ーザと通信および対話する能力を提供することができる。特定の実施形態においては、ユ
ーザたちは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０を通じてオンライン・ソー
シャル・ネットワークに参加し、次いで、自分たちがつながりたいと望むソーシャル・ネ
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ットワーキング・システム１６０のその他の複数のユーザにつながり（すなわち、関係）
を付加することができる。本明細書においては、「友達」という用語は、ユーザがソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１６０を通じて、つながり、関連付け、または関係を
形成しているソーシャル・ネットワーキング・システム１６０のその他の任意のユーザを
示すことができる。
【００１７】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０によってサポートされるさまざまなタイプの
アイテムまたはオブジェクトに関してアクションを取る能力をユーザに提供することがで
きる。限定ではなく、例として、それらのアイテムおよびオブジェクトは、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１６０のユーザが属することが可能であるグループもしくは
ソーシャル・ネットワーク、ユーザが関心を抱く可能性があるイベントもしくはカレンダ
ー・エントリー、ユーザが使用することができるコンピュータベースのアプリケーション
、ユーザがサービスを通じてアイテムを購入もしくは販売することを可能にするトランザ
クション、ユーザが実行することができる広告との対話、またはその他の適切なアイテム
もしくはオブジェクトを含むことができる。ユーザは、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０において、またはサードパーティ・システム１７０の外部システム（ソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０とは別個のものであって、ネットワーク１１
０を通じてソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に結合されている）によって
表されることが可能である任意のものと対話することができる。
【００１８】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、さま
ざまなエンティティ同士をリンクできることが可能である。限定ではなく、例として、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザたちが互いに対話すること、な
らびにサードパーティ・システム１７０もしくはその他のエンティティからのコンテンツ
を受け取ることを可能にすることができ、またはユーザたちがアプリケーション・プログ
ラミング・インタフェース（ＡＰＩ）もしくはその他の通信チャネルを通じてこれらのエ
ンティティと対話することを可能にすることができる。
【００１９】
　特定の実施形態においては、サードパーティ・システム１７０は、１つもしくは複数の
タイプのサーバ、１つもしくは複数のデータ・ストア、１つもしくは複数のインタフェー
ス（ＡＰＩを含むが、それには限定されない）、１つもしくは複数のウェブ・サービス、
１つもしくは複数のコンテンツ・ソース、１つもしくは複数のネットワーク、または（た
とえば、サーバが通信することができる）その他の任意の適切なコンポーネントを含むこ
とができる。サードパーティ・システム１７０は、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０を運営しているエンティティとは異なるエンティティによって運営されること
が可能である。しかしながら、特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０およびサードパーティ・システム１７０は、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０またはサードパーティ・システム１７０のユーザにソーシャルネ
ットワーキング・サービスを提供するために互いに連携して機能することができる。この
意味において、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、サードパーティ・シ
ステム１７０などのその他のシステムがインターネットを通じてソーシャルネットワーキ
ング・サービスおよび機能をユーザに提供するために使用することができるプラットフォ
ーム、またはバックボーンを提供することができる。
【００２０】
　特定の実施形態においては、サードパーティ・システム１７０は、サードパーティ・コ
ンテンツ・オブジェクト・プロバイダを含むことができる。サードパーティ・コンテンツ
・オブジェクト・プロバイダは、コンテンツ・オブジェクトの１つまたは複数のソースを
含むことができ、それらのソースは、クライアント・システム１３０に通信されることが
可能である。限定ではなく、例として、コンテンツ・オブジェクトは、ユーザにとって関
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心がある物またはアクティビティに関する情報、たとえば、映画の開始時刻、映画のレビ
ュー、レストランのレビュー、レストランのメニュー、製品の情報およびレビュー、また
はその他の適切な情報などを含むことができる。限定ではなく、別の例として、コンテン
ツ・オブジェクトは、インセンティブ・コンテンツ・オブジェクト、たとえば、クーポン
、ディスカウント・チケット、ギフト券、またはその他の適切なインセンティブ・オブジ
ェクトを含むことができる。
【００２１】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０はまた、
ユーザによって生成されたコンテンツ・オブジェクトを含み、それらのコンテンツ・オブ
ジェクトは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０とのユーザの対話を高める
ことができる。ユーザによって生成されたコンテンツは、ユーザがソーシャル・ネットワ
ーキング・システム１６０に付加、アップロード、送信、または「投稿」することができ
る任意のものを含むことができる。限定ではなく、例として、ユーザは、クライアント・
システム１３０からソーシャル・ネットワーキング・システム１６０へ投稿を通信する。
投稿は、ステータス更新もしくはその他のテキスト・データ、ロケーション情報、写真、
映像、リンク、音楽、またはその他の類似したデータもしくはメディアなどのデータを含
むことができる。コンテンツは、ニュース・フィードまたはストリームなどの「通信チャ
ネル」を通じてサードパーティによってソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
に付加されることも可能である。
【００２２】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、さま
ざまなサーバ、サブシステム、プログラム、モジュール、ログ、およびデータ・ストアを
含むことができる。特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０は、ウェブ・サーバ、アクション・ロガー、ＡＰＩ要求サーバ、関連性およびラ
ンキング・エンジン、コンテンツ・オブジェクト分類子、通知コントローラ、アクション
・ログ、サードパーティ・コンテンツ・オブジェクト露出ログ、推測モジュール、認可／
プライバシー・サーバ、検索モジュール、広告ターゲティング・モジュール、ユーザイン
タフェース・モジュール、ユーザプロフィール・ストア、つながりストア、サードパーテ
ィ・コンテンツ・ストア、またはロケーション・ストアのうちの１つまたは複数を含むこ
とができる。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、適切なコンポーネント
、たとえば、ネットワーク・インタフェース、セキュリティー・メカニズム、ロード・バ
ランサ、フェイルオーバ・サーバ、管理およびネットワークオペレーション・コンソール
、その他の適切なコンポーネント、またはそれらの任意の適切な組合せを含むこともでき
る。特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユ
ーザ・プロフィールを記憶するための１つまたは複数のユーザプロフィール・ストアを含
むことができる。ユーザ・プロフィールは、たとえば、経歴情報、人口統計学的情報、挙
動情報、ソーシャルな情報、またはその他のタイプの記述的情報、たとえば、職業経験、
学歴、趣味もしくは好み、関心、親近感、またはロケーションを含むことができる。関心
情報は、１つまたは複数のカテゴリに関連した関心を含むことができる。カテゴリは、一
般的または具体的であることが可能である。限定ではなく、例として、ユーザが、あるブ
ランドの靴に関する記事に対して「いいね！」の表明をした場合には、カテゴリは、その
ブランド、または「靴」もしくは「衣類」という一般的なカテゴリであることが可能であ
る。ユーザに関するつながり情報を記憶するために、つながりストアが使用されることが
可能である。つながり情報は、類似のもしくは共通の職業経験、グループ・メンバーシッ
プ、趣味、学歴を有しているか、または何らかの形で関連しているか、もしくは共通の属
性を共有しているユーザ同士を示すことができる。つながり情報は、さまざまなユーザお
よびコンテンツ（内部および外部の両方）の間におけるユーザ定義のつながりを含むこと
もできる。ネットワーク１１０を通じてソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
を１つもしくは複数のクライアント・システム１３０または１つもしくは複数のサードパ
ーティ・システム１７０にリンクさせるために、ウェブ・サーバが使用されることが可能
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である。ウェブ・サーバは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０と、１つま
たは複数のクライアント・システム１３０との間においてメッセージを受け取って回送す
るためにメール・サーバまたはその他のメッセージング機能を含むことができる。ＡＰＩ
要求サーバは、サードパーティ・システム１７０が、１つまたは複数のＡＰＩを呼び出す
ことによってソーシャル・ネットワーキング・システム１６０からの情報にアクセスする
ことを可能にすることができる。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０の上の
または外のユーザのアクションに関してウェブ・サーバから通信を受け取るために、アク
ション・ロガーが使用されることが可能である。アクション・ログとともに、サードパー
ティコンテンツ・オブジェクトへのユーザの露出についてのサードパーティコンテンツオ
ブジェクト・ログが保持されることが可能である。通知コントローラは、コンテンツ・オ
ブジェクトに関する情報をクライアント・システム１３０に提供することができる。情報
は、通知としてクライアント・システム１３０へ押し出されることが可能であり、または
情報は、クライアント・システム１３０から受け取られた要求に応答してクライアント・
システム１３０から引き出されることが可能である。ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０のユーザの１つまたは複数のプライバシー設定を実施するために、認可サー
バが使用されることが可能である。ユーザのプライバシー設定は、ユーザに関連付けられ
ている特定の情報がどのように共有されることが可能であるかを特定する。認可サーバは
、ユーザが、たとえば、適切なプライバシー設定を設定することなどによって、自分のア
クションをソーシャル・ネットワーキング・システム１６０によって記録されること、ま
たはその他のシステム（たとえば、サードパーティ・システム１７０）と共有されること
のオプトインまたはオプトアウトを行うことを可能にすることができる。サードパーティ
・システム１７０などのサードパーティから受け取られたコンテンツ・オブジェクトを記
憶するために、サードパーティコンテンツオブジェクト・ストアが使用されることが可能
である。ユーザに関連付けられているクライアント・システム１３０から受け取られたロ
ケーション情報を記憶するために、ロケーション・ストアが使用されることが可能である
。広告価格設定モジュールが、ソーシャルな情報、現在時刻、ロケーション情報、または
その他の適切な情報を組み合わせて、関連がある広告を、通知の形式でユーザに提供する
ことができる。
【００２３】
　ソーシャル・グラフ
　図２は、例示的なソーシャル・グラフ２００を示している。特定の実施形態においては
、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１つまたは複数のソーシャル・グ
ラフ２００を１つまたは複数のデータ・ストア内に記憶することができる。特定の実施形
態においては、ソーシャル・グラフ２００は、複数のノード（複数のユーザ・ノード２０
２、または複数のコンセプト・ノード２０４を含むことができる）と、ノード同士をつな
げる複数のエッジ２０６とを含むことができる。図２において示されている例示的なソー
シャル・グラフ２００は、教示上の目的から、２次元のビジュアル・マップ表示で示され
ている。特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、
クライアント・システム１３０、またはサードパーティ・システム１７０は、適切なアプ
リケーションに関してソーシャル・グラフ２００および関連したソーシャル・グラフ情報
にアクセスすることができる。ソーシャル・グラフ２００のノードおよびエッジは、デー
タ・オブジェクトとして、たとえば（ソーシャル・グラフ・データベースなどの）データ
・ストア内に記憶されることが可能である。そのようなデータ・ストアは、ソーシャル・
グラフ２００のノードまたはエッジの１つまたは複数の検索可能なまたはクエリ可能なイ
ンデックスを含むことができる。
【００２４】
　特定の実施形態においては、ユーザ・ノード２０２は、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０のユーザに対応することができる。限定ではなく、例として、ユーザは
、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０と、またはソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０を通じて対話または通信する個人（人間のユーザ）、エンティティ



(12) JP 6408081 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

（たとえば、企業、ビジネス、もしくはサードパーティ・アプリケーション）、または（
たとえば、個人もしくはエンティティの）グループであることが可能である。特定の実施
形態においては、あるユーザがソーシャル・ネットワーキング・システム１６０とのアカ
ウントに登録した場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、そのユ
ーザに対応するユーザ・ノード２０２を作成し、そのユーザ・ノード２０２を１つまたは
複数のデータ・ストア内に記憶することができる。本明細書において記述されているユー
ザおよびユーザ・ノード２０２は、適切な場合には、登録されているユーザ、および登録
されているユーザに関連付けられているユーザ・ノード２０２を示すことができる。追加
として、または代替として、本明細書において記述されているユーザおよびユーザ・ノー
ド２０２は、適切な場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に登録さ
れていないユーザを示すことができる。特定の実施形態においては、ユーザ・ノード２０
２は、ユーザによって提供された情報、またはソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０を含むさまざまなシステムによって収集された情報に関連付けられることが可能で
ある。限定ではなく、例として、ユーザは、自分の名前、プロフィール画像、連絡先情報
、生年月日、性別、婚姻状況、家族状況、勤務先、学歴、好み、関心、またはその他の人
口統計学的情報を提供することができる。特定の実施形態においては、ユーザ・ノード２
０２は、ユーザに関連付けられている情報に対応する１つまたは複数のデータ・オブジェ
クトに関連付けられることが可能である。特定の実施形態においては、ユーザ・ノード２
０２は、１つまたは複数のウェブページに対応することができる。
【００２５】
　特定の実施形態においては、コンセプト・ノード２０４は、コンセプトに対応すること
ができる。限定ではなく、例として、コンセプトは、場所（たとえば、映画館、レストラ
ン、ランドマーク、もしくは都市など）、ウェブサイト（たとえば、ソーシャル・ネット
ワーク・システム１６０に関連付けられているウェブサイト、もしくはウェブアプリケー
ション・サーバに関連付けられているサードパーティ・ウェブサイトなど）、エンティテ
ィ（たとえば、人、企業、グループ、スポーツ・チーム、もしくは有名人など）、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１６０内に、もしくはウェブアプリケーション・サー
バなどの外部サーバ上に配置されることが可能であるリソース（たとえば、オーディオ・
ファイル、営業ファイル、デジタル写真、テキスト・ファイル、構造化されたドキュメン
ト、もしくはアプリケーションなど）、物的もしくは知的財産（たとえば、彫塑、絵画、
映画、ゲーム、曲、アイディア、写真、もしくは執筆作品など）、ゲーム、アクティビテ
ィ、アイディアもしくは理論、別の適切なコンセプト、または複数のそのようなコンセプ
トに対応することができる。コンセプト・ノード２０４は、ユーザによって提供されたコ
ンセプトの情報、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０を含むさまざま
なシステムによって収集された情報に関連付けられることが可能である。限定ではなく、
例として、コンセプトの情報は、名前もしくはタイトル、１つもしくは複数のイメージ（
たとえば、本の表紙のイメージ）、ロケーション（たとえば、住所もしくは地理的ロケー
ション）、（ＵＲＬに関連付けられることが可能である）ウェブサイト、連絡先情報（た
とえば、電話番号もしくはＥメール・アドレス）、その他の適切なコンセプト情報、また
はそのような情報の任意の適切な組合せを含むことができる。特定の実施形態においては
、コンセプト・ノード２０４は、コンセプト・ノード２０４に関連付けられている情報に
対応する１つまたは複数のデータ・オブジェクトに関連付けられることが可能である。特
定の実施形態においては、コンセプト・ノード２０４は、１つまたは複数のウェブページ
に対応することができる。
【００２６】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・グラフ２００内のノードは、ウェブページ（
「プロフィール・ページ」と呼ばれる場合もある）を表すこと、またはウェブページによ
って表されることが可能である。プロフィール・ページは、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０によってホストされること、またはソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０にとってアクセス可能であることが可能である。プロフィール・ページは
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、サードパーティ・サーバ１７０に関連付けられているサードパーティ・ウェブサイト上
にホストされることも可能である。限定ではなく、例として、特定の外部ウェブページに
対応するプロフィール・ページは、その特定の外部ウェブページであることが可能であり
、そのプロフィール・ページは、特定のコンセプト・ノード２０４に対応することができ
る。プロフィール・ページは、その他のユーザのうちのすべてまたは選択されたサブセッ
トによって閲覧できることが可能である。限定ではなく、例として、ユーザ・ノード２０
２は、対応するユーザ・プロフィール・ページを有することができ、そのユーザ・プロフ
ィール・ページにおいては、対応するユーザが、コンテンツを付加すること、言明を行う
こと、またはその他の形で自分自身を表現することが可能である。限定ではなく、別の例
として、コンセプト・ノード２０４は、対応するコンセプトプロフィール・ページを有す
ることができ、そのコンセプトプロフィール・ページにおいては、１人または複数のユー
ザが、特にコンセプト・ノード２０４に対応するコンセプトに関連して、コンテンツを付
加すること、言明を行うこと、または自分自身を表現することが可能である。
【００２７】
　特定の実施形態においては、コンセプト・ノード２０４は、サードパーティ・システム
１７０によってホストされているサードパーティ・ウェブページまたはリソースを表すこ
とができる。サードパーティ・ウェブページまたはリソースは、数ある要素の中でも、コ
ンテンツ、選択可能なもしくはその他のアイコン、または、アクションもしくはアクティ
ビティを表す（たとえば、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）、ＡＪＡＸ、もしくはＰＨ
Ｐコードで実装されることが可能である）その他の対話可能なオブジェクトを含むことが
できる。限定ではなく、例として、サードパーティ・ウェブページは、「いいね！」、「
チェックイン」、「食べる」、「推奨する」、または別の適切なアクションもしくはアク
ティビティなどの選択可能なアイコンを含むことができる。サードパーティ・ウェブペー
ジを閲覧しているユーザは、それらのアイコンのうちの１つ（たとえば、「食べる」）を
選択することによってアクションを実行して、クライアント・システム１３０に、そのユ
ーザのアクションを示すメッセージをソーシャル・ネットワーキング・システム１６０へ
送信させることができる。そのメッセージに応答して、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０は、ユーザに対応するユーザ・ノード２０２と、サードパーティ・ウェブ
ページまたはリソースに対応するコンセプト・ノード２０４との間においてエッジ（たと
えば、「食べる」エッジ）を作成して、エッジ２０６を１つまたは複数のデータ・ストア
内に記憶することができる。
【００２８】
　特定の実施形態においては、ソーシャル・グラフ２００内の１対のノードが、１つまた
は複数のエッジ２０６によって互いにつながることが可能である。１対のノードをつなげ
るエッジ２０６は、それらの１対のノードの間における関係を表すことができる。特定の
実施形態においては、エッジ２０６は、１対のノードの間における関係に対応する１つま
たは複数のデータ・オブジェクトまたは属性を含むことまたは表すことが可能である。限
定ではなく、例として、第１のユーザは、第２のユーザが第１のユーザの「友達」である
ということを示すことができる。この表示に応答して、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０は、「友達要求」を第２のユーザに送信することができる。第２のユーザ
がその「友達要求」を承認した場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０は、ソーシャル・グラフ２００内で第１のユーザのユーザ・ノード２０２を第２のユー
ザのユーザ・ノード２０２につなげるエッジ２０６を作成して、エッジ２０６をソーシャ
ル・グラフ情報としてデータ・ストア２４のうちの１つまたは複数の中に記憶することが
できる。図２の例においては、ソーシャル・グラフ２００は、ユーザ「Ａ」のユーザ・ノ
ード２０２と、ユーザ「Ｂ」のユーザ・ノード２０２との間における友達関係を示すエッ
ジ２０６と、ユーザ「Ｃ」のユーザ・ノード２０２と、ユーザ「Ｂ」のユーザ・ノード２
０２との間における友達関係を示すエッジとを含む。本開示は、特定のユーザ・ノード２
０２同士をつなげる特定の属性を伴う特定のエッジ２０６を記述している、または示して
いるが、本開示は、ユーザ・ノード２０２同士をつなげる任意の適切な属性を伴う任意の



(14) JP 6408081 B2 2018.10.17

10

20

30

40

50

適切なエッジ２０６を想定している。限定ではなく、例として、エッジ２０６は、友達関
係、家族関係、ビジネスもしくは雇用関係、ファン関係、フォロワー関係、ビジター関係
、サブスクライバ関係、上下関係、互恵的関係、非互恵的関係、別の適切なタイプの関係
、または複数のそのような関係を表すことができる。その上、本開示は一般に、ノード同
士をつながっているものとして記述しているが、本開示はまた、ユーザ同士またはコンセ
プト同士をつながっているものとして記述している。本明細書においては、つながってい
るユーザ同士またはコンセプト同士への言及は、適切な場合には、１つまたは複数のエッ
ジ２０６によってソーシャル・グラフ２００内でつながっているそれらのユーザ同士また
はコンセプト同士に対応するノード同士を示すことができる。
【００２９】
　特定の実施形態においては、ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間
におけるエッジ２０６は、ユーザ・ノード２０２に関連付けられているユーザによって、
コンセプト・ノード２０４に関連付けられているコンセプトに対して実行された特定のア
クションまたはアクティビティを表すことができる。限定ではなく、例として、図２にお
いて示されているように、ユーザは、コンセプトに対して「いいね！を表明すること」、
「通うこと」、「プレイすること」、「聴くこと」、「料理すること」、「勤務すること
」、または「観ること」を行った可能性があり、それらのそれぞれは、エッジ・タイプま
たはサブタイプに対応することができる。コンセプト・ノード２０４に対応するコンセプ
トプロフィール・ページは、たとえば、選択可能な「チェックイン」アイコン（たとえば
、クリック可能な「チェックイン」アイコンなど）、または選択可能な「お気に入りに追
加」アイコンを含むことができる。同様に、ユーザがこれらのアイコンをクリックした後
に、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、それぞれのアクションに対応す
るユーザのアクションに応答して「お気に入り」エッジまたは「チェックイン」エッジを
作成することができる。限定ではなく、別の例として、あるユーザ（ユーザ「Ｃ」）が、
特定のアプリケーション（オンライン音楽アプリケーションであるＳＰＯＴＩＦＹ）を使
用して特定の曲（「イマジン」）を聴く場合がある。このケースにおいては、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０は、そのユーザに対応するユーザ・ノード２０２と
、その曲およびアプリケーションに対応するコンセプト・ノード２０４との間において、
（図２に示されているような）「聴いた」エッジ２０６および「使用した」エッジを作成
して、そのユーザがその曲を聴いてそのアプリケーションを使用したということを示すこ
とができる。その上、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、その曲に対応
するコンセプト・ノード２０４と、そのアプリケーションに対応するコンセプト・ノード
２０４との間において、（図２に示されているような）「再生した」エッジ２０６を作成
して、その特定の曲がその特定のアプリケーションによって再生されたということを示す
ことができる。このケースにおいては、「再生した」エッジ２０６は、外部アプリケーシ
ョン（ＳＰＯＴＩＦＹ）によって外部オーディオ・ファイル（「イマジン」という曲）に
関して実行されたアクションに対応する。本開示は、ユーザ・ノード２０２とコンセプト
・ノード２０４とをつなげる特定の属性を伴う特定のエッジ２０６について記述している
が、本開示は、ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４とをつなげる任意の適
切な属性を伴う任意の適切なエッジ２０６を想定している。その上、本開示は、単一の関
係を表すユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間におけるエッジについ
て記述しているが、本開示は、１つまたは複数の関係を表すユーザ・ノード２０２とコン
セプト・ノード２０４との間におけるエッジを想定している。限定ではなく、例として、
エッジ２０６は、ユーザが特定のコンセプトに対して「いいね！」の表明をしているとい
うこと、およびその特定のコンセプトを使用したということの両方を表すことができる。
あるいは、別のエッジ２０６は、（図２において、ユーザ「Ｅ」を表すユーザ・ノード２
０２と、「ＳＰＯＴＩＦＹ」を表すコンセプト・ノード２０４との間において示されてい
るような）ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間におけるそれぞれの
タイプの関係（または、単一の関係が複数集まったもの）を表すことができる。
【００３０】
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　特定の実施形態においては、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ソー
シャル・グラフ２００内でユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間にお
いてエッジ２０６を作成することができる。限定ではなく、例として、（たとえば、ユー
ザのクライアント・システム１３０によってホストされているウェブ・ブラウザまたは専
用のアプリケーションを使用することなどによって）コンセプトプロフィール・ページを
閲覧しているユーザは、「いいね！」アイコンをクリックまたは選択することにより、コ
ンセプト・ノード２０４によって表されているコンセプトを自分が気に入っているという
ことを示すことができ、その「いいね！」アイコンをクリックまたは選択することは、ユ
ーザのクライアント・システム１３０に、そのコンセプトプロフィール・ページに関連付
けられているそのコンセプトをそのユーザが気に入っているということを示すメッセージ
をソーシャル・ネットワーキング・システム１６０へ送信させることができる。そのメッ
セージに応答して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、そのユーザとコ
ンセプト・ノード２０４との間における「いいね！」エッジ２０６によって示されている
ように、そのユーザに関連付けられているユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２
０４との間においてエッジ２０６を作成することができる。特定の実施形態においては、
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、エッジ２０６を１つまたは複数のデ
ータ・ストア内に記憶することができる。特定の実施形態においては、エッジ２０６は、
特定のユーザ・アクションに応答してソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に
よって自動的に形成されることが可能である。限定ではなく、例として、第１のユーザが
、画像をアップロードすること、映画を観ること、または曲を聴くことを行った場合には
、エッジ２０６は、第１のユーザに対応するユーザ・ノード２０２と、それらのコンセプ
トに対応するコンセプト・ノード２０４との間において形成されることが可能である。本
開示は、特定の様式で特定のエッジ２０６を形成することについて記述しているが、本開
示は、任意の適切な様式で任意の適切なエッジ２０６を形成することを想定している。
【００３１】
　オブジェクト・タイプに基づくインデックス付け
　図３は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０のオブジェクトを記憶するた
めの例示的なパーティショニングを示す。複数のデータ・ストア１６４（これは「バーテ
ィカル」とも呼ばれ得る）は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０のオブジ
ェクトを記憶し得る。データ・ストアにおいて記憶されるデータ（例えば、ソーシャル・
グラフ２００についてのデータ）の量は、非常に大きくなり得る。限定ではなく、例とし
て、米国カリフォルニア州メンロー・パークのフェースブック（登録商標）・インコーポ
レイティッド社によって使用されるソーシャル・グラフは、１０８のオーダーの多数のノ
ードと１０１０のオーダーの多数のエッジとを有し得る。典型的には、ビッグデータベー
スなどのビッグデータの集合は、多数のパーティションに分割され得る。データベースの
各パーティションについてのインデックスは、データベース全体についてのインデックス
よりも小さいため、パーティショニングは、データベースにアクセスする際のパフォーマ
ンスを改善し得る。パーティションは、多くのサーバにわたって分散され得るため、パー
ティショニングは、データベースにアクセスする際のパフォーマンスおよび信頼性も改善
し得る。通常は、データベースは、データベースの行（または列）を別個に記憶すること
によってパーティショニングされ得る。特定の実施形態において、データベースは、オブ
ジェクト・タイプに基づいてパーティショニングされ得る。データ・オブジェクトは、複
数のパーティションにおいて記憶され、各パーティションは、単一のオブジェクト・タイ
プのデータ・オブジェクトを保持する。特定の実施形態において、ソーシャル・ネットワ
ーキング・システム１６０は、期待される検索クエリの結果と同じオブジェクト・タイプ
のオブジェクトを記憶する特定のパーティションへ検索クエリを提出することによって、
検索クエリに応答する検索結果を取り出し得る。本開示は、オブジェクトを特定の方法で
記憶することを説明するが、本開示は、オブジェクトを任意の適切な方法で記憶すること
も企図する。
【００３２】
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　特定の実施形態において、各オブジェクトは、ソーシャル・グラフ２００の特定のノー
ドに対応し得る。特定のノードと別のノードとをつないでいるエッジ２０６は、これらの
ノードに対応するオブジェクト間の関係を示し得る。オブジェクトを記憶することに加え
て、特定のデータ・ストアは、オブジェクトに関係するソーシャル・グラフ情報も記憶し
得る。代替的に、特定のオブジェクトに関するソーシャル・グラフ情報は、オブジェクト
とは異なるデータ・ストアに記憶されてもよい。ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０は、新たに受信されるオブジェクトと、受信されるオブジェクトに関連付けられ
ている関係とに基づいて、データ・ストアの検索インデックスを更新し得る。
【００３３】
　特定の実施形態において、各データ・ストア１６４は、複数のオブジェクト・タイプの
うちの特定の１つのオブジェクトをそれぞれのデータストレージデバイス３４０に記憶す
るように構成され得る。オブジェクト・タイプは、例えば、ユーザ、写真、投稿、コメン
ト、メッセージ、イベント・リスト、ウェブページ、アプリケーション、ユーザ・プロフ
ィール・ページ、コンセプトプロフィール・ページ、ユーザ・グループ、オーディオ・フ
ァイル、映像、オファー／クーポン、または別の適切なタイプのオブジェクトであっても
よい。本開示は、特定のタイプのオブジェクトを説明するが、本開示は、任意の適切なタ
イプのオブジェクトも企図する。限定ではなく、例として、図３において示されるユーザ
・バーティカルＰ１は、ユーザ・オブジェクトを記憶し得る。ユーザ・バーティカルＰ１
において記憶される各ユーザ・オブジェクトは、識別子（例えば、ストリング）と、ユー
ザ名と、オンライン・ソーシャル・ネットワークのユーザについてのプロフィール写真と
を含み得る。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザ・バーティカル
Ｐ１において、言語、ロケーション、学歴、連絡先情報、興味、交際ステータス、友達／
連絡先のリスト、家族のメンバーのリスト、プライバシー設定などのユーザ・オブジェク
トに関連付けられている情報も記憶し得る。限定ではなく、例として、図３に示される投
稿バーティカルＰ２は、投稿オブジェクトを記憶し得る。投稿バーティカルＰ２において
記憶される各投稿オブジェクトは、識別子と、ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０に投稿された投稿についてのテキスト・ストリングとを備え得る。ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０は、投稿バーティカルＰ２において、タイム・スタンプ
、作成者、プライバシー設定、投稿に「いいね！」の表明をするユーザ、「いいね！」の
数、コメント、コメントの数、ロケーションなどの投稿オブジェクトに関連付けられてい
る情報も記憶し得る。限定ではなく、例として、写真バーティカルＰ３は、写真オブジェ
クト（または、映像もしくはオーディオなどの他のメディア・タイプのオブジェクト）を
記憶し得る。写真バーティカルＰ３において記憶される各写真オブジェクトは、識別子と
写真とを備え得る。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、写真バーティカ
ルＰ３において、タイム・スタンプ、作成者、プライバシー設定、写真においてタグ付け
されているユーザ、写真に「いいね！」の表明をするユーザ、コメントなどの写真オブジ
ェクトに関連付けられている情報も記憶し得る。特定の実施形態において、各データ・ス
トアは、記憶された各オブジェクトに関連付けられている情報をデータストレージデバイ
ス３４０において記憶するようにも構成され得る。
【００３４】
　特定の実施形態において、各バーティカル１６４において記憶されるオブジェクトは、
１つまたは複数の検索インデックスによってインデックス付けされ得る。検索インデック
スは、１つまたは複数のコンピューティング・デバイス（例えば、サーバ）を備えるそれ
ぞれのインデックス・サーバ３３０によってホストされ得る。インデックス・サーバ３３
０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０（またはサードパーティシステム
）のユーザまたは他のプロセスによってソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
へ提出されるデータ（例えば、写真および写真に関連付けられている情報）に基づいて、
検索インデックスを更新し得る。インデックス・サーバ３３０は、検索インデックスを周
期的に（例えば、２４時間ごとに）も更新し得る。インデックス・サーバ３３０は、検索
用語を備えるクエリを受信し、その検索用語に対応する１つまたは複数の検索インデック
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スからの検索結果にアクセスし、その検索結果を取り出す。いくつかの実施形態において
、特定のオブジェクト・タイプに対応するバーティカルは、複数の物理的パーティション
または論理的パーティションを備え、各々がそれぞれの検索インデックスを備える。
【００３５】
　特定の実施形態において、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ＰＨＰ
（ハイパーテキスト・プリプロセッサ）プロセス３１０から検索クエリを受信し得る。Ｐ
ＨＰプロセス３１０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０の１つまたは複
数のサーバ１６２によってホストされる、１つまたは複数のコンピューティング・プロセ
スを備え得る。検索クエリは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０（または
サードパーティシステム１７０）のユーザまたは別のプロセスによってＰＨＰプロセスへ
提出されるテキスト・ストリングまたは検索クエリであり得る。
【００３６】
　インデックスおよび検索クエリに関するさらなる情報は、２０１２年７月２７日に出願
された米国特許出願第１３／５６０２１２号、２０１２年７月２７日に出願された米国特
許出願第１３／５６０９０１号、および２０１２年１２月２１日に出願された米国特許出
願第１３／７２３８６１号において見出され、これらの出願の各々が、本願明細書に援用
される。
【００３７】
　タイプアヘッドおよび検索クエリ
　特定の実施形態において、１つまたは複数のクライアント側および／またはバックエン
ド（サーバ側）プロセスは、ソーシャル・グラフ要素（例えば、ユーザ・ノード２０２、
コンセプト・ノード２０４、またはエッジ２０６）と、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０によってホストされ、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１
６０においてアクセス可能であり得る（例えば、ユーザ・プロフィール・ページ、コンセ
プトプロフィール・ページ、検索結果ウェブページ、またはオンライン・ソーシャル・ネ
ットワークの別の適切なページなどの）要求されるウェブページと共にレンダリングされ
る入力フォームにおいてユーザによって現在入力されている情報とのマッチングを行うよ
うに自動的に試行し得る「タイプアヘッド（ｔｙｐｅａｈｅａｄ）」機能を実装および利
用し得る。特定の実施形態において、ユーザが宣言を行うためにテキストを入力するにつ
れて、タイプアヘッド機能は、宣言において入力されているテキスト文字のストリングと
、ユーザ、コンセプト、またはエッジに対応する文字のストリング（例えば、氏名、説明
）およびソーシャル・グラフ２００におけるそれらの対応する要素とを一致させようと試
行し得る。特定の実施形態において、一致が見出される場合、タイプアヘッド機能は、既
存のソーシャル・グラフ要素の（例えば、ノード名／タイプ、ノードＩＤ、エッジ名／タ
イプ、エッジＩＤ、または別の適切な参照もしくは識別子などの）ソーシャル・グラフ要
素への参照でフォームを自動的に埋める（ｐｏｐｕｌａｔｅ）。タイプアヘッドプロセス
についてのさらなる情報は、２０１０年４月１９日に出願された米国特許出願第１２／７
６３１６２号、および２０１２年７月２３日に出願された米国特許出願第１３／５５６０
７２号において見出され、これらの出願の各々が、本願明細書に援用される。
【００３８】
　図４は、オンライン・ソーシャル・ネットワークの例示的なウェブページを示す。特定
の実施形態では、ユーザは、クエリ・フィールド４５０内にテキストを入力することによ
ってソーシャル・ネットワーク・システム１６０にクエリを提出することができる。オン
ライン・ソーシャル・ネットワークのユーザは、オンライン・ソーシャル・ネットワーク
（たとえば、ユーザ、コンセプト、ウェブページ、外部のコンテンツまたはリソース）に
関連付けられている特定のコンテンツ・オブジェクト（以下「オブジェクト・タイプ」）
またはコンテンツオブジェクトタイプ（以下、「オブジェクト・タイプ」）を求めて、し
ばしば「検索クエリ」と呼ばれるオブジェクトまたはオブジェクト・タイプについて説明
する短い語句を検索エンジンに提供することによって検索することができる。クエリは、
テキスト・クエリであっても、１または複数のキャラクタ・ストリング（１または複数の
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ｎグラムを含んでもよい）を備えてもよい。一般に、ユーザは、１または複数のキャラク
タを備えるキャラクタ・ストリングをクエリ・フィールド４５０内に入力し、そのキャラ
クタ・ストリングに実質的に一致するソーシャル・ネットワーキング・システム１６０上
のオブジェクトを求めて検索することがある。次いで、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０は、クエリに一致するオブジェクトを識別するために１または複数のバー
ティカル１６４を検索してもよい。検索エンジンは、クエリに基づいて、様々な検索アル
ゴリズムを使用して検索を行い、検索クエリに関係する可能性が最も高いオブジェクト（
たとえば、ユーザ・プロフィール・ページ、コンテンツプロフィール・ページ、または外
部のリソース）を識別する検索結果を生成してもよい。検索を行うために、ユーザは、検
索クエリを検索エンジンに入力し、または送ってもよい。それに応答して、検索エンジン
は、検索クエリに関係する可能性が高い１または複数のリソースを識別してもよく、その
それぞれは、個々に「検索結果」と呼ばれることも、まとめて、検索クエリに対応する「
検索結果」と呼ばれることもある。識別されるオブジェクトは、たとえばソーシャル・グ
ラフ要素（すなわち、ユーザ・ノード２０２、コンセプト・ノード２０４、エッジ２０６
）、プロフィール・ページ、外部のウェブページ、またはそれらの任意の組合せを含んで
もよい。次いで、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、識別されたオブジ
ェクトに対応する検索結果と共に検索結果ウェブページを生成し、検索結果ウェブページ
をユーザに送ってもよい。特定の実施形態では、検索エンジンは、その検索を、オンライ
ン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられているオブジェクトに限定してもよい。し
かし、特定の実施形態では、検索エンジンは、サードパーティ・システム１７０、インタ
ーネットもしくはワールド・ワイド・ウェブ、または他の好適なソースなど、他のソース
に関連付けられているオブジェクトを求めて検索してもよい。本開示は、を特定の方法で
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０にクエリすることについて述べているが
、本開示は、任意の好適な方法でソーシャル・ネットワーキング・システム１６０にクエ
リすることを企図する。
【００３９】
　検索クエリおよび検索結果に関連して、特定の実施形態は、そのそれぞれを本願明細書
に援用する２００６年８月１１日に出願された米国特許出願第１１／５０３０９３号、２
０１０年１２月２２日に出願された米国特許出願第１２／９７７０２７号、２０１０年１
２月２３日に出願された米国特許出願第１２／米国特許出願第１２／９７８２６５号、お
よび２０１２年１２月３１日に出願された米国特許出願第１３／７３２１０１号に開示さ
れている１または複数のシステム、構成要素、要素、機能、方法、動作、または工程を使
用することがある。
【００４０】
　クエリの書き換えおよびクエリ・コマンドの生成
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、クエリして
いるユーザから受け取られたクエリ（たとえば、テキスト・クエリまたは構造化クエリ）
に基づいてクエリ・コマンドを生成することができる。次いで、クエリ・コマンドは、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０のデータ・ストア１６４内のオブジェクト
に対する検索で使用されてもよい。特定の実施形態では、クエリ・コマンドは、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０の１または複数のデータ・ストアまたはバーティ
カルのための検索インデックスを使用する検索のために提供されてもよい。クエリ・コマ
ンドは、１または複数のクエリ制約を備えてもよい。各クエリ制約は、パース・アルゴリ
ズムによってクエリをパースすることに基づいて、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０によって識別されてもよい。各クエリ制約は、特定のオブジェクト・タイプを
求める要求であってもよい。特定の実施形態では、クエリ・コマンドは、記号表現または
ｓ式におけるクエリ制約を備えてもよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０は、構造化クエリ「Ｐｈｏｔｏｓ　Ｉ　ｌｉｋｅ（写真　私　好む）」をクエリ・コマ
ンド（ｐｈｏｔｏｓ＿ｌｉｋｅｄ＿ｂｙ：＜ｍｅ＞）へパースすることができる。クエリ
・コマンド（ｐｈｏｔｏｓ＿ｌｉｋｅｄ＿ｂｙ：＜ｍｅ＞）は、単一の写真の結果タイプ
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と共にユーザ（すなわち、クエリしているユーザに対応する＜ｍｅ＞）によって好まれる
写真のためのクエリを示す。クエリ制約は、たとえば、ソーシャル・グラフ制約（たとえ
ば、特定のノードもしくはノードタイプを求める要求、または特定のエッジもしくはエッ
ジ・タイプに接続されたノードを求める要求）、オブジェクト制約（たとえば、特定のオ
ブジェクトまたはオブジェクト・タイプを求める要求）、ロケーション制約（たとえば、
特定の地理的ロケーションに関連付けられているオブジェクトまたはソーシャルグラフ・
エンティティを求める要求）、他の好適な制約、またはそれらの任意の組合せを含んでも
よい。特定の実施形態では、クエリ・コマンドは、プレフィックスおよびオブジェクトを
備えてもよい。オブジェクトは、ソーシャル・グラフ２００内の特定のノードに対応して
もよく、一方、プレフィックスは、ソーシャル・グラフ２００内の特定のノードに接続す
る特定のエッジ２０６またはエッジタイプ（関係の特定のタイプを示す）に接続してもよ
い。限定するものではなく例として、クエリ・コマンド（ｐａｇｅｓ＿ｌｉｋｅｄ＿ｂｙ
：＜ｕｓｅｒ＞）は、プレフィックスｐａｇｅｓ＿ｌｉｋｅｄ＿ｂｙおよびオブジェクト
＜ｕｓｅｒ＞を備える。本開示は、特定のクエリ・コマンドを特定の方法で生成すること
について述べているが、本開示は、任意の好適なクエリ・コマンドを任意の好適な方法で
生成することを企図する。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０は、「弱いａｎｄ」（ＷＡＮＤ）または「強いｏｒ」（ＳＯＲ）を備えるクエリ
・コマンドを生成してもよい。ＷＡＮＤおよびＳＯＲ演算子に関するさらなる情報は、２
０１２年７月２７日に出願された米国特許出願第１３／５６０９０１号および２０１３年
５月３日に出願された米国特許出願第１３／８８７０４９号に見出すことができ、これら
を本願明細書に援用する。
【００４１】
　特定の実施形態では、クエリ・コマンドを生成するために使用されるパース・アルゴリ
ズムは、１または複数のパース構成パラメータを備えてもよい。パース構成パラメータは
、ユーザから受け取られたクエリの特定のタイプのためのクエリ・コマンドをどのように
生成するか指定することができる。パース構成パラメータは、たとえば、指定された数の
データ・ストア１６４から取り出されることになる指定されたオブジェクト・タイプの指
定された数のオブジェクトのための指定された数のクエリ制約を有するクエリ・コマンド
を生成するための命令を指定してもよい。換言すれば、パース構成パラメータは、検索さ
れるべきオブジェクトのタイプ、およびアクセスを受けるべきバーティカル１６４のタイ
プ／数を指定してもよい。アクセスされる各バーティカル１６４について、パース構成パ
ラメータは、各バーティカル１６４から取り出すためにオブジェクトの数を指定してもよ
い。限定するものではなく例として、検索クエリ入力「ｋａｉｓ」に応答して、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０は、以下のクエリ・コマンドを生成することがで
きる。
【００４２】
　（ＡＮＤ（ｎａｍｅ：“ｋａｉｓ”）
　　（ＯＲ　ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：（ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：＜ｍｅ＞）：ｎｕｍ　ｔ
ｏ　ｓｃｏｒｅ：５０）
　　（ＯＲ　ｐａｇｅｓ：＜＞：ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅ：２５））
このクエリ・コマンドは、第１のクエリ制約（ＯＲ　ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：（ｆｒｉｅ
ｎｄｓ　ｏｆ：＜ｍｅ＞）：ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅ：５０）を含み、これは、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１６０に、ユーザ・バーティカル１６４にアクセスし
、ストリング「ｋａｉｓ」に一致する、クエリしているユーザの友達の友達であるユーザ
を求めて検索し、上位５０個の結果を取り出すように命令する。第２のクエリ制約（ＯＲ
　ｐａｇｅｓ：＜＞：ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅ：２５）は、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０に、ウェブページ・バーティカル１６４にアクセスし、ストリング
「ｋａｉｓ」に一致するページを求めて検索し、上位２５個の結果を取り出すように命令
する。しかし、このプロセスは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０が十分
な数の検索結果を生成するために特定のオブジェクト・タイプのオブジェクトを過剰に取
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り出さなければならない場合、不十分なものとなり得る。クエリを処理するとき消費され
る処理（ＣＰＵ）電力の量を改善するために、ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０は、オブジェクト・タイプの数および各バーティカル１６４から取り出されるオブ
ジェクトの数を最小限に抑え、一方、依然として上位Ｎ位のスコアのオブジェクトを取り
出すために十分な数のオブジェクトを取り出すパース構成パラメータを使用してもよい。
限定するものではなく例として、先の例を続けると、上位１０個の検索結果を生成するた
めに、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、上位２５人の友達の友達と、
上位１５個のページとを取り出すだけでよい。これは、たとえば２６位から５０位にラン
クされる友達の友達がすべて、上位１０個の検索結果の外になる最終スコアを有するから
であってもよい。したがって、同じ品質の検索結果を維持するために、より少ないユーザ
が引かれる必要があるだけである。これは、処理電力が各検索クエリによって消費される
ことを可能にする。パース構成パラメータは、より多くの、もしくはより少ないオブジェ
クト・タイプ（およびおそらくは追加のバーティカル１６４）が検索されるように、また
は各オブジェクト・タイプのより多くの、もしくはより少ないオブジェクトが取り出され
るように改訂されてもよい。本開示は、特定のクエリ・コマンドを特定の方法で生成する
ことについて述べているが、本開示は、任意の好適なクエリ・コマンドを任意の好適な方
法で生成することを企図する。
【００４３】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、クエリ・コ
マンドのクエリ制約に実質的に一致する１または複数のバーティカル１６４からオブジェ
クトを取り出してもよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、クエリ・
コマンドによって指定された、ユーザから受け取られた検索クエリに応答して１または複
数のバーティカル１６４にアクセスしてもよい。各バーティカル１６４は、オンライン・
ソーシャル・ネットワークに関連付けられている１または複数のオブジェクトを記憶して
もよい。検索クエリに応答してアクセスされるバーティカル１６４の数およびタイプは、
クエリ・コマンドのクエリ制約に基づいてもよい。各バーティカル１６４は、クエリ制約
によって指定されたオブジェクト・タイプのオンライン・ソーシャル・ネットワークに関
連付けられているオブジェクトを記憶してもよい。限定するものではなく例として、ユー
ザのためのクエリ・コマンドのクエリ制約の１つについて、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０は、クエリに一致する１人または複数のユーザを識別するためにユー
ザ・バーティカルＰ１にアクセスしてもよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０は、たとえば、１または複数のストリング・マッチング・アルゴリズムを使用し、
キャラクタ・ストリングをオブジェクトの１または複数のそれぞれに関連付けられている
キャラクタのストリングとマッチングすることによってなど、任意の好適な方法で一致す
るオブジェクトを識別してもよい。限定するものではなく例として、検索クエリ入力「ｋ
ａｉｓ」に応答して、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１または複数
のユーザ・バーティカルＰ１および１または複数の投稿バーティカルＰ２にアクセスし、
これらのバーティカル内に記憶されたオブジェクト（たとえば、ユーザ・プロフィール・
ページまたは投稿）を識別するために、アクセスされたバーティカルを検索してもよい。
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、以下のクエリ・コマンドをアクセス
された各バーティカルに提出してもよい。
【００４４】
　（ＡＮＤ（ｎａｍｅ：”ｋａｉｓ”）
　　（ＯＲ　ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：（ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：＜ｍｅ＞）：ｎｕｍ　ｔ
ｏ　ｓｃｏｒｅ：５０）
　　（ＯＲ　ｐａｇｅｓ：＜＞：ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅ：２５））
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、各バーティカル１６４のインデック
ス・サーバ３３０にアクセスし、インデックス・サーバ３３０にクエリ・コマンドに一致
する結果を返させてもよい。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０は、ユーザ・バーティカルＰ１のインデックス・サーバ３３０にア
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クセスし、インデックス・サーバ３３０にユーザ＜Ｋａｉｓｅｎ　Ｌ＞、＜Ｎａｔｈｅｎ
　Ｋａｉｓｅｒ＞、＜Ｃａｔｉｅ　Ｋａｉｓｅｒ＞および＜Ａｌｅｘ　Ｋａｉｓｅｒ＞（
それぞれがユーザ識別子によって表される）を識別させてもよい。すなわち、ユーザ＜Ｋ
ａｉｓｅｎ　Ｌ＞、＜Ｎａｔｈｅｎ　Ｋａｉｓｅｒ＞、＜Ｃａｔｉｅ　Ｋａｉｓｅｒ＞お
よび＜Ａｌｅｘ　Ｋａｉｓｅｒ＞は、「ｋａｉｓ」に一致する名前を有し得る。さらに、
これらの識別されたユーザのそれぞれは、クエリ制約（ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：（ｆｒｉ
ｅｎｄｓ　ｏｆ：＜ｍｅ＞））と一致し、これは、クエリしているユーザの友達の友達で
あるユーザに対応するオブジェクトを要求する。また、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０は、投稿バーティカルＰ２のインデックス・サーバ３３０にアクセスし、
インデックス・サーバ３３０にバンド＜Ｋａｉｓｅｒ　Ｃｈｉｅｆｓ＞を参照する投稿を
識別させてもよい。すなわち、バンド＜Ｋａｉｓｅｒ　Ｃｈｉｅｆｓ＞は、「ｋａｉｓ」
に一致する名前を有し得る。さらに、識別された投稿は、クエリ制約（ｐｏｓｔｓ：＜＞
）に一致し、これは、投稿に対応するオブジェクトを要求する。特定の実施形態では、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１または複数の検索結果を識別するた
めに、ソーシャル・グラフ２００を、特定のノードから特定の接続エッジ２０６（または
エッジタイプ）に沿って、クエリ・コマンドによって指定されるオブジェクトに対応する
ノードまで横断することによって、クエリ・コマンドに一致するオブジェクトを識別して
もよい。限定するものではなく例として、クエリ・コマンド（ｐａｇｅｓ＿ｌｉｋｅｄ＿
ｂｙ：＜ｕｓｅｒ＞）は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０によって、ソ
ーシャル・グラフ２００を、＜ｕｓｅｒ＞に対応するユーザ・ノード２０２から、「いい
ね」タイプ・エッジ２０６に沿って、＜ｕｓｅｒ＞によって「いいね」を表明されたペー
ジに対応するコンセプト・ノード２０４まで横断することによって実行されてもよい。本
開示は、特定の方法でオブジェクトを求めて検索することについて述べているが、本開示
は、任意の好適な方法でオブジェクトを求めて検索することを企図する。
【００４５】
　特定の実施形態では、一致するオブジェクトを識別するためにバーティカル１６４を検
索するとき、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、特定のバーティカル１
６４内の一致するノードを識別し、その閾値数までスコア付けするだけでよい。ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０がクエリ（または特定のクエリ制約）に応答して
バーティカル１６４からオブジェクトを取り出すとき、それらのオブジェクトは、インデ
ックス付けされたオブジェクトの静的スコアまたは静的ランクに基づいて取り出されても
よい。限定するものではなく例として、閾値数までの静的ランクを有するオブジェクトは
取り出されて、クエリしているユーザに返信するために検索結果を決定するように、たと
えば、様々な要因に基づいて取り出されたオブジェクトについて最終スコアを計算するこ
とができるスコア付けアルゴリズムによってさらに処理されてもよい。バーティカル１６
４内に記憶された各オブジェクトは、静的スコア付けアルゴリズムに基づいて所定の静的
スコアに関連付けられてもよい。特定の実施形態では、各オブジェクトの所定の静的スコ
アは、クエリの特定のタイプについてのオブジェクトの所定のランキングであってもよい
。限定するものではなく例として、構造化クエリが「アレックス（Ａｌｅｘ）の友達」（
これは、「アレックスの友達の写真」または「アレックスの友達の友達」など、より大き
なクエリの一部分であってもよい）を備えるとき、ユーザ「アレックス」の友達に対応す
るユーザ・ノード２０２は、この構造化クエリに対する所定の静的スコアを有してもよい
。アレックスの上位３人の友達は、たとえば、「ラリー」「モー」および「ジョー」がこ
の順番でランク付けされたものであってもよい。したがって、クエリ「アレックスの友達
」（またはクエリ・コマンドｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：＜Ａｌｅｘ＞）に応答してユーザ・
バーティカルＰ１を検索するとき、「ラリー」「モー」および「ジョー」が上位３個のオ
ブジェクトとして取り出されてもよい。バーティカル１６４を検索するとき、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０は、オブジェクトの静的スコアに基づいてオブジェ
クトを取り出してもよく、最高／最良の静的スコアを有するオブジェクトが取り出されて
もよい。次いで、一致するオブジェクトの閾値数が、ソーシャル・ネットワーキング・シ
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ステム１６０によってスコア付けおよびランク付けされてもよい。閾値数は、検索結果を
向上させるように、または検索結果の処理を最適化するように選択されてもよい。限定す
るものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザを
要求するクエリ・コマンドに応答してユーザ・バーティカルＰ１内で上位Ｎ個の一致する
オブジェクト（すなわち、スコア付けする数、または本明細書で使用されている例におけ
るｓ式について「ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅ」）を識別するだけでよい。上位Ｎ個のオブ
ジェクトは、ユーザ・バーティカルＰ１に対応する検索インデックスにおけるオブジェク
トのそれらの静的スコア（たとえば、クエリしているユーザに対するユーザの現在のソー
シャル・グラフ・アフィニティに基づくランキング）によって決定されてもよい。静的ス
コアは、静的スコア付けアルゴリズムを使用してソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０によって予め決定されてもよい。しかし、このプロセスは、どのオブジェクトを
検索結果としてユーザに返信するか決定するスコア付けアルゴリズムに従って上位Ｎ位の
スコアのオブジェクトを見出すためにバーティカル１６４から過剰な数のオブジェクトを
取り出さなければならない場合、不十分なものとなり得る。限定するものではなく例とし
て、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、クエリに応答して特定のバーテ
ィカル１６４にアクセスしてもよく、各オブジェクトが、関連付けられている静的ランク
を有する場合、１００個の一致するオブジェクトを取り出す。次いで、これらの１００個
のオブジェクトについて、スコア付けアルゴリズムによって（たとえば、ソーシャル・グ
ラフ・アフィニティに基づいて）最終スコアが計算されてもよい。スコア付けアルゴリズ
ムによる上位５位のスコアのオブジェクトは、たとえば、４、１２、２０、７８、９５の
静的ランクを有するオブジェクトであってもよい。このプロセスは、たとえば、上位Ｎ個
のオブジェクトの静的ランクが最終ランクによる上位Ｎ個のオブジェクトと同じである場
合、改善され得る。オブジェクトの静的ランクを検索エンジンによって計算される最終ラ
ンクとより緊密に整合することによって、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、
十分な数の検索結果を生成するために取り出しスコア付けする必要がある、一致するオブ
ジェクトの数を削減することができる。特定の実施形態では、オブジェクトの静的スコア
は、検索クエリそれ自体に基づいてもよい。換言すれば、特定のクエリまたはクエリタイ
プに応じて、オブジェクトは、そのクエリまたはクエリタイプに対して異なる静的スコア
を有することがある。限定するものではなく例として、ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅが５０
０である場合、上位５００個のオブジェクトが識別され得る。次いで、これらの５００個
のオブジェクトは、１または複数の要因（たとえば、検索クエリまたは他のクエリ制約に
対する一致、ソーシャル・グラフ・アフィニティ、検索履歴など）に基づいてスコア付け
されてもよく、次いで、上位Ｍ個の結果が、クエリしているユーザに対して表示するため
の検索結果として生成されてもよい。特定の実施形態では、１または複数回のランク付け
後の上位の結果が、最終回のランク付けのためにアグリゲータ３２０に送られてもよく、
そこで、クエリしているユーザに提示する前に、識別されたオブジェクトが再順序付けさ
れても、冗長な結果が落とされても、任意の他のタイプの結果処理が行われてもよい。本
開示は、特定の数のオブジェクトを識別することについて述べているが、本開示は、任意
の好適な数のオブジェクトを識別することを企図する。さらに、本開示は、オブジェクト
を特定の方法でランク付けすることについて述べているが、本開示は、オブジェクトを任
意の好適な方法でランク付けすることを企図する。
【００４６】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、クエリ制約
に一致すると識別された１または複数のオブジェクトをスコア付けしてもよい。取り出さ
れた／識別された各オブジェクトのためのスコア（最終スコアとも呼ばれる）は、たとえ
ば特定のスコア付けアルゴリズムを使用することによるなど、任意の好適な方法で計算さ
れてよい。識別された各オブジェクトは、ソーシャル・グラフ２００の特定のユーザ・ノ
ード２０２またはコンセプト・ノード２０４に対応し得る。クエリ・コマンドが複数のク
エリ制約を含むとき、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、個々に、また
は一緒に各クエリ制約に一致するノードをスコア付けしてもよい。ソーシャル・ネットワ
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ーキング・システム１６０は、識別されたノードのオブジェクト・タイプに対応するデー
タ・ストア１６４にアクセスすることによって、識別されたノードの第１のセットをスコ
ア付けしてもよい。限定するものではなく例として、クエリ制約（ｅｘｔｒａｃｔ　ａｕ
ｔｈｏｒｓ：（ｔｅｒｍ　ｐｏｓｔｓ　ｌｉｋｅｄ　ｂｙ：＜Ｍａｒｋ＞））に一致する
識別されたノードを生成するとき、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、
ユーザ・バーティカル１６４内のユーザのセット（＜Ｔｏｍ＞，＜Ｄｉｃｋ＞，＜Ｈａｒ
ｒｙ＞）を識別することができる。次いで、ソーシャル・ネットワーキング・システム１
６０は、ユーザ＜Ｍａｒｋ＞に対するそれらのそれぞれのソーシャル・アフィニティ（親
和性）に基づいてユーザ＜Ｔｏｍ＞、＜Ｄｉｃｋ＞、＜Ｈａｒｒｙ＞をスコア付けしても
よい。たとえば、次いで投稿バーティカル１６４のソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０は、ユーザ＜Ｍａｒｋ＞によって「いいね」を表明された投稿のリスト内の投
稿の数に基づいてユーザ＜Ｔｏｍ＞、＜Ｄｉｃｋ＞、＜Ｈａｒｒｙ＞の識別されたノード
をスコア付けしてもよい。ユーザ＜Ｔｏｍ＞、＜Ｄｉｃｋ＞、＜Ｈａｒｒｙ＞は、ユーザ
＜Ｍａｒｋ＞によって「いいね」を表明された以下の投稿、すなわち、＜ｐｏｓｔ１＞、
＜ｐｏｓｔ２＞、＜ｐｏｓｔ３＞、＜ｐｏｓｔ４＞、＜ｐｏｓｔ５＞、＜ｐｏｓｔ６＞の
著者である可能性がある。ユーザ＜Ｄｉｃｋ＞が＜ｐｏｓｔ１＞、＜ｐｏｓｔ２＞、＜ｐ
ｏｓｔ３＞の著者であり、ユーザ＜Ｔｏｍ＞が＜ｐｏｓｔ５＞および＜ｐｏｓｔ６＞の著
者であり、ユーザ＜Ｈａｒｒｙ＞が＜ｐｏｓｔ４＞の著者である場合、ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム１６０は、ユーザ＜Ｄｉｃｋ＞がユーザ＜Ｍａｒｋ＞によって「
いいね」を表明された投稿のリスト内の大部分の投稿の著者であるのでユーザ＜Ｄｉｃｋ
＞を最高としてスコア付けしてもよく、＜Ｔｏｍ＞および＜Ｈａｒｒｙ＞は、連続してよ
り低いスコアを有する。限定するものではなく別の例として、先の例を使用して、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１６０は、投稿を投稿の「いいね」のカウントにマッ
ピングする正引きインデックスにアクセスしてもよい。インデックス・サーバは、正引き
インデックスにアクセスし、ユーザ＜Ｍａｒｋ＞によって「いいね」を表明された投稿の
リストの各投稿について「いいね」のカウントを取り出してもよい。インデックス・サー
バは、「いいね」のそれぞれのカウントに基づいて投稿のリスト（すなわち、＜ｐｏｓｔ
１＞、＜ｐｏｓｔ２＞、＜ｐｏｓｔ３＞、＜ｐｏｓｔ４＞、＜ｐｏｓｔ５＞、＜ｐｏｓｔ
６＞）内の投稿をスコア付けし、上位のスコア付けされた投稿（たとえば、上位３位のス
コア付けされた投稿または最も「いいね」が表明された投稿）のソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０著者に第１の識別されたノードとして返してもよい。特定の識別
されたノードについて各適切なスコア付け要因が検討された後で、その識別されたノード
のための全体的なスコアが決定されてもよい。次いで、ノードのスコア付けに基づいて、
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、識別されたノードの１または複数の
セットを生成してもよい。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０は、閾値スコアより大きいスコアを有するノードに対応する識別され
たノードのセットを生成するだけでよい。限定するものではなく別の例として、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０は、スコア付けされたノードをランク付けし、次
いで、閾値ランク（たとえば、上位１０個、上位２０個など）より大きいランクを有する
ノードに対応する識別されたノードのセットを生成するだけでよい。本開示は、一致する
ノードを特定の方法でスコア付けすることについて述べているが、本開示は、一致するノ
ードを任意の好適な方法でスコア付けすることを企図する。
【００４７】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、クエリして
いるユーザ（またはクエリしているユーザのユーザ・ノード２０２）に関連付けられてい
るソーシャル・グラフ・アフィニティに基づいて検索結果をスコア付けしてもよい。取り
出されたオブジェクトをスコア付けするために使用されるスコア付けアルゴリズムは、ソ
ーシャル・グラフ・アフィニティを要因として使用してもよい。ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０は、様々なソーシャルグラフ・エンティティの互いのソーシャル
・グラフ・アフィニティ（本明細書では「親和性」と呼ばれることがある）を決定しても
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よい。親和性は、ユーザ、コンセプト、コンテンツ、アクション、広告、オンライン・ソ
ーシャル・ネットワークに関連付けられている他のオブジェクト、またはそれらの任意の
好適な組合せなど、オンライン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられている特定の
オブジェクト間の関係の強さまたは関心のレベルを表すことができる。特定の実施形態で
は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、親和性係数（本明細書では「係
数」と呼ばれることがある）を使用してソーシャル・グラフ・アフィニティを測定または
定量化してもよい。係数は、オンライン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられてい
る特定のオブジェクト間の関係の強さを表し、または定量化してもよい。この係数はまた
、確率、またはアクションにおけるユーザの関心に基づいてユーザが特定のアクションを
実施する予想確率を測定する関数を表すことができる。特定の実施形態では、ソーシャル
・グラフ・アフィニティは、検索結果をスコア付けするとき要因として使用されてもよい
。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、
構造化クエリ「私の友達の写真」に応答して、クエリ・コマンド（ｐｈｏｔｏｓ＿ｏｆ（
ｕｓｅｒｓ：＜ｆｒｉｅｎｄｓ＞））を生成してもよく、このクエリの検索意図は、ユー
ザの友達を示すグループ写真を閲覧することであると決定してもよい。ユーザの友達が写
真内でタグ付けされた写真に対応する、識別されたコンセプト・ノード２０４をスコア付
けするとき、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、クエリしているユーザ
に対する、写真内でタグ付けされたユーザの、クエリしているユーザのそれぞれのソーシ
ャル・グラフ・アフィニティ（たとえば、親和性係数によって測定されたもの）に基づい
て写真によりよくスコア付けしてもよい。さらに、クエリしているユーザの友達をより多
く示す写真は、ユーザの友達をあまり示さない写真より高くタグ付けされてもよい。なぜ
なら、より多くの友達が写真内でタグ付けされていることは、その特定の写真に対する、
クエリしているユーザの親和性を高め得るからである。本開示は、親和性に基づいて特定
の方法で検索結果をスコア付けすることについて述べているが、本開示は、親和性に基づ
いて任意の好適な方法で検索結果をスコア付けすることを企図する。さらに、ソーシャル
・グラフ・アフィニティおよび親和性に関連して、特定の実施形態は、そのそれぞれを本
願明細書に援用する２００６年８月１１日に出願された米国特許出願第１１／５０３０９
３号、２０１０年１２月２２日に出願された米国特許出願第１２／９７７０２７号、２０
１０年１２月２３日に出願された米国特許出願第１２／９７８２６５号、および２０１２
年１０月１日に出願された米国特許出願第１３／６３２８６９号に開示されている１また
は複数のシステム、構成要素、要素、機能、方法、動作、または工程を使用することがあ
る。
【００４８】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、取り出され
たオブジェクトの最終スコアと静的スコアの比較に基づいて、取り出されたオブジェクト
の１または複数について１または複数の改訂された静的スコアを決定してもよい。インデ
ックス付けされたオブジェクトに関連付けられている静的スコアは、アーカイブされた検
索クエリを使用して行われる実験に基づいて静的スコアを改訂することによって改善され
得る。アーカイブされたクエリをパースし、クエリ・コマンドを生成することができ、第
１の数のオブジェクトをそれらの静的スコアに基づいて取り出すために、クエリ・コマン
ドをバーティカル１６４に提出することができる。取り出されたオブジェクトは、計算さ
れたそれらの最終スコアを有することができる。次いで、最終スコアを静的スコアと比較
することができ、静的スコアを、最終スコアにより密に一致するように修正することがで
きる。これは、静的スコアが様々なクエリについて最終スコアに可能な限り密に一致する
ように最適化されるように、様々なクエリについて行うことができる。特定の実施形態で
は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、改訂された静的スコアに基づい
て、静的スコア付けアルゴリズムを改訂してもよい。静的スコア付けアルゴリズムは、取
り出されたオブジェクトのうちの１または複数の、改訂された静的スコアのうちの１また
は複数にそれぞれ基づいて、オブジェクトのための所定の静的スコアを計算するために改
訂されてもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
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は、各オブジェクトのための所定の静的スコアと各オブジェクトのための計算された最終
スコアとの差を決定することによって静的スコアを改訂してもよい。次いで、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０は、決定された差に基づいて、オブジェクトのうち
の１または複数の静的スコアのうちの１または複数を改訂してもよい。限定するものでは
なく例として、先の例を続けると、スコア付けアルゴリズムによる最終スコアによる上位
５個のオブジェクトは、たとえば、４、１２、２０、７８、９５の静的ランクを有するオ
ブジェクトであってもよい。すべてのオブジェクトの静的ランクは、これらのオブジェク
トが１から５により近い静的ランクを有するように、上方に改訂されてもよい。理論的に
は、理想的な静的ランクは、１、２、３、４、５になることに留意されたい。しかし、最
終スコアはソーシャル・グラフ・アフィニティおよびユーザ履歴など様々な要因に基づい
てもよいので、第１のクエリしているユーザまたは第１のクエリタイプに対する理想的な
静的ランクは、第２のクエリしているユーザまたは第２のクエリタイプに対する理想的な
静的ランクとは異なることがあり得る。したがって、オブジェクトの静的ランクは、様々
なユーザおよびクエリタイプに対してオブジェクトの最終ランクとより密に一致するよう
に改訂されてもよい。本開示は、静的スコア付けアルゴリズムを特定の方法で改訂するこ
とについて述べているが、本開示は、静的スコア付けアルゴリズムを任意の好適な方法で
改訂することを企図する。
【００４９】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、取り出され
たオブジェクトの最終スコアとクエリ制約の指定された数のオブジェクトの比較に基づい
て、１または複数の改訂されたパース構成パラメータを生成してもよい。パース・アルゴ
リズムは、アーカイブされた検索クエリを使用して行われる実験に基づいて、クエリ制約
がどのように生成されるかを改訂することによって改善され得る。アーカイブされたクエ
リをパースし、クエリ・コマンドを生成し、それを第１の数のオブジェクトを取り出すた
めに１または複数のバーティカル１６４に提出することができる。次いで、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１６０は、取り出されたオブジェクトのための最終スコアを
計算してもよく、次いで、それらの最終スコアを解析し、指定されたオブジェクト・タイ
プについて取り出されたオブジェクトの数を削減しつつ上位Ｎ位のスコアの結果のいくつ
かまたはすべてを依然として取り出すことができるかどうか決定してもよい。特定の実施
形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、指定されたオブジェクト
・タイプの指定された数のオブジェクトの１または複数が、改訂されたパース構成パラメ
ータに基づいて削減されるように、パース構成パラメータに基づいてパース・アルゴリズ
ムを改訂してもよい。限定するものではなく例として、特定のクエリに応答してパース・
アルゴリズムによって生成される特定のクエリ・コマンドｓ式について、ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０は、「ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅ」によって指定された
オブジェクトの指定された数が削減され、一方、上位Ｎ位のスコアの結果のいくつかまた
はすべてを依然として取り出す（たとえば、検索結果の閾値品質を維持するように十分な
数の上位Ｎ位のスコアの結果を取り出す）ようにそのクエリ・コマンドを生成するために
使用されるパース構成パラメータを改訂してもよい。ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅを削減す
ることができる場合には、パース・アルゴリズム（または特定のパース構成パラメータ）
は、より少ないオブジェクトまたはオブジェクト・タイプを取り出すように改訂されても
よい。ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅが削減される量は、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０によって消費される処理電力に直接相関され得る。これらの実験がアーカイ
ブされたクエリを使用して行われるとき、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０は、スコア品質対ＣＰＵ電力（または単純にｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅ）のデータを生
成し、そのデータを使用し、特定のクエリまたはクエリタイプについて、ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０が依然として十分な高品質の結果（すなわち、高いスコ
アの結果）を取り出し、一方、消費される電力を著しく削減する点を見出すことができる
。換言すれば、処理電力の十分な節約がある場合、一部の検索結果品質を犠牲にすること
は価値があり得る。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
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０は、改訂されたパース構成パラメータに基づいてパース・アルゴリズムによって生成さ
れるクエリ・コマンドからクエリ制約の１または複数が除去されるように、パース構成パ
ラメータに基づいてパース・アルゴリズムを改訂してもよい。特定の実施形態では、ソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０は、アクセスするための指定された数のデー
タ・ストア１６４の１または複数が改訂されたパース構成パラメータに基づいて削減され
るように、パース構成パラメータに基づいてパース・アルゴリズムを改訂してもよい。限
定するものではなく例として、先の例を続けると、検索クエリ入力「ｋａｉｓ」に応答し
て、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、以下のクエリ・コマンドを生成
することができる。
【００５０】
　（ＡＮＤ（ｎａｍｅ：“ｋａｉｓ”）
　　（ＯＲ　ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：（ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ：＜ｍｅ＞）：ｎｕｍ　ｔ
ｏ　ｓｃｏｒｅ：５０）
　　（ＯＲ　ｐａｇｅｓ：＜＞：ｎｕｍ　ｔｏ　ｓｃｏｒｅ：２５））
投稿バーティカルＰ２からの取り出されたページの最終スコアの解析が、取り出されたペ
ージのどれも上位Ｎ個の結果内にないことを示す場合には、クエリ制約全体が除去されて
もよい。換言すれば、パース・アルゴリズムは、投稿バーティカルＰ２がこのクエリタイ
プに応答して検索されないように改訂されてもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１６０は、閾値スコア以上の最終スコアを有するすべてのオ
ブジェクトを取り出すために、データ・ストアから取り出されることを必要とするオブジ
ェクトの数に基づいてパース・アルゴリズムを改訂してもよい。限定するものではなく例
として、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、閾値スコア以上のスコア（または
ランク）を有する、取り出された各オブジェクトを識別してもよい。次いで、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０は、各クエリ・コマンドの各クエリ制約について、
閾値スコア以上のスコアを有する、識別された各オブジェクトを取り出すために、データ
・ストアから取り出されることを必要とするいくつかのオブジェクトを決定してもよい。
次いで、データ・ストアから取り出されることを必要とする決定された数のオブジェクト
に基づいて、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、パース構成パラメータ
の１または複数を改訂してもよい。本開示は、パース・アルゴリズムを特定の方法で改訂
することについて述べているが、本開示は、パース・アルゴリズムを任意の好適な方法で
改訂することを企図する。
【００５１】
　検索結果の生成
　特定の実施形態では、クエリしているユーザから受け取られたクエリに応答して、ソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０は、１または複数の検索結果を生成してもよ
く、これらの検索結果は、クエリに対応する。ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０は、クエリを満たす、または他の形でクエリに一致するオブジェクト（たとえば、
ユーザ、写真、プロフィール・ページ（またはプロフィール・ページのコンテンツ）など
）を識別してもよい。各検索結果は、ソーシャル・グラフ２００のノードに対応してもよ
い。次いで、識別された各オブジェクトに対応する検索結果が生成され得る。限定するも
のではなく例として、クエリ「マットおよびステファニーの写真」に応答して、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０は、ユーザの「マット」および「ステファニー」
が共に写真内でタグ付けされている写真を識別することができる。次いで、この写真に対
応する検索結果が生成され、ユーザに送られてもよい。特定の実施形態では、各検索結果
は、１または複数のオブジェクトに関連付けられてもよく、クエリに対応するクエリ・コ
マンドの各クエリ制約は、その特定の検索結果に関連付けられているオブジェクトの１ま
たは複数によって満たされる。限定するものではなく例として、先の例を続けると、構造
化クエリ「マットおよびステファニーの写真」に応答して、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム１６０は、クエリをパースし、クエリ・コマンド（ｉｎｔｅｒｓｅｃｔ（ｐ
ｈｏｔｏｓ＿ｏｆ：＜Ｍａｔｔ＞），（ｐｈｏｔｏｓ＿ｏｆ：＜Ｓｔｅｐｈａｎｉｅ＞）
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）を生成し、これを実行し、ユーザの「マット」および「ステファニー」（共に構造化ク
エリ内で参照されていた）が共に写真内でタグ付けされている（すなわち、彼らのユーザ
・ノード２０２がタグド・イン・タイプ・エッジ（ｔａｇｇｅｄ－ｉｎ－ｔｙｐｅ　ｅｄ
ｇｅ）２０６によって写真に対応するコンセプト・ノード２０４に接続される）写真に対
応する検索結果を生成することができる。換言すれば、（ｐｈｏｔｏｓ＿ｏｆ：＜Ｍａｔ
ｔ＞）および（ｐｈｏｔｏｓ＿ｏｆ：＜Ｓｔｅｐｈａｎｉｅ＞）のための制約は共にその
写真によって満たされる。なぜなら、その写真は、ユーザの「マット」および「ステファ
ニー」のためのユーザ・ノード２０２に接続されているからである。クエリに一致するも
のとして識別されたノードは、スコア付け（およびおそらくはランク付け）されてもよく
、次いで、１または複数（たとえば、閾値数）が、ユーザに対して表示するために検索結
果として生成されてもよい。本開示は、検索結果を特定の方法で生成することについて述
べているが、本開示は、検索結果を任意の好適な方法で生成することを企図する。
【００５２】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、１または複
数の検索結果をクエリしているユーザに送ってもよい。検索結果は、たとえば検索結果ウ
ェブサイト上のリンクのリストの形態でユーザに送られてもよく、各リンクは、識別され
たリソースまたはコンテンツのいくつかを含む異なるウェブサイトに関連付けられている
。特定の実施形態では、検索結果内の各リンクは、対応するウェブサイトがどこに位置す
るか、およびそれを取り出すための機構を指定するユニフォームリソースロケータ（ＵＲ
Ｌ）の形態であってもよい。次いで、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は
、検索結果ウェブサイトをユーザのクライアント・システム１３０上のウェブ・ブラウザ
１３２に送ってもよい。次いで、ユーザは、ＵＲＬリンクをクリックする、または他の方
法で検索結果ウェブサイトからコンテンツを選択し、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０から、または外部システム（たとえば、サードパーティ・システム１７０な
ど）からコンテンツにアクセスしてもよい。特定の実施形態では、各検索結果は、プロフ
ィール・ページへのリンク、およびプロフィール・ページ（またはそのページに対応する
ノード）の説明または概要を含んでもよい。検索結果は、クエリしているユーザに検索結
果ページとして提示され送られてもよい。検索結果を生成するとき、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム１６０は、各検索結果について１または複数のスニペットを生成し
てもよく、これらのスニペットは、検索結果の標的についてのコンテキスト情報（すなわ
ち、ソーシャルグラフ・エンティティ、プロフィール・ページ、または特定の検索結果に
対応する他のコンテンツについてのコンテキスト情報）である。特定の実施形態では、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、特定の閾値スコア／ランクより大きい
スコア／ランクを有する検索結果を送るだけでよい。限定するものではなく例として、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、特定の検索クエリに応答して、上位１
０個の結果をクエリしているユーザに返信するだけでよい。本開示は、特定の検索結果を
特定の方法で送ることについて述べているが、本開示は、任意の好適な検索結果を任意の
好適な方法で送ることを企図する。
【００５３】
　検索結果に関するさらなる情報は、２０１２年１２月３１日に出願された米国特許出願
第１３／７３１９３９号に見出すことができ、それを本願明細書に援用する。
　検索結果のブレンド
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、関連のオブ
ジェクトを参照して１または複数の検索結果モジュール５１０（以下、「モジュール」）
を生成し、モジュール５１０を検索結果５１４のセットに交互配置（インタリーブ）、す
なわち「ブレンド」してもよい。１または複数のモジュール５１０は、モジュール５１０
に関連付けられているオブジェクト・タイプに少なくとも一部基づいて、および／または
検索クエリの分類を決定することによってスコア付けされてもよい。本明細書では、モジ
ュールに言及することは、オブジェクト（たとえば、ユーザ・プロフィール、投稿、写真
、ウェブページなど）のグループ化、または検索クエリに応答して識別されるオブジェク
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トに対する参照に及ぶことがある。限定するものではなく例として、各モジュール５１０
のオブジェクトの識別は、各ユーザについてパーソナライズされてもよい。限定するもの
ではなく別の例として、ユーザは、たとえば、所定のタッチ・ジェスチャを通じたモジュ
ール５１０の検索結果５１４間でのナビゲーションなど、検索結果５１４と対話すること
ができる。本開示は、クエリに応答して検索結果を特定の方法で生成およびブレンドする
ことについて述べているが、本開示は、クエリに応答して検索結果を任意の好適な方法で
生成およびブレンドすることを企図する。
【００５４】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、オンライン
・ソーシャル・ネットワークの第１のユーザから、１または複数のｎグラムを備える検索
クエリ入力を受け取ることができる。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は
、ユーザ（すなわち、クエリしているユーザ）から受け取られた検索クエリをパースし、
検索クエリ内に含まれる１または複数のｎグラムを識別することができる。限定するもの
ではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、テキスト・クエ
リ「ｆｒｉｅｎｄｓ　ｓｔａｎｆｏｒｄ（友達　スタンフォード）」をパースし、以下の
ｎグラム、すなわちｆｒｉｅｎｄｓ；ｓｔａｎｆｏｒｄ；ｆｒｉｅｎｄｓ　ｓｔａｎｆｏ
ｒｄを識別することができる。特定の実施形態では、検索クエリ入力は、第１のユーザに
関連付けられているクライアント・システム１３０から受信されたユーザ生成のキャラク
タ・ストリングを備えることがある。ユーザ生成のキャラクタ・ストリングは、第１のユ
ーザによってクエリ・フィールド４５０内に入力され、キャラクタ・ストリングの各キャ
ラクタがユーザによって入力されたときクライアント・システム１３０にてレンダリング
され得る。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１
６０は、下記のように１または複数の構造化検索クエリを生成することができる、たとえ
ば「写真　友達」または「ｔｏｍ　ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）（トム　フェイスブッ
ク）」など非構造化テキスト・クエリを入力してもよい。限定するものではなく別の例と
して、次いでソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、下記のように、検索ク
エリに一致するコンテンツを識別するために、データ・ストア１６４（または、特にソー
シャル・グラフ・データベース）を検索してもよい。特定の実施形態では、検索クエリ入
力は、クエリしているユーザによって選択された１または複数のクエリ・トークンを備え
てもよい。クエリ・トークンを使用して検索クエリを生成することに関するさらなる情報
は、２０１４年２月１２日に出願された米国特許出願第１４／１７９３５７号に見出すこ
とができ、それを本願明細書に援用する。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０は、テキスト・クエリ内で識別された各ｎグラムについて、その
ｎグラムに対応する１または複数のソーシャル・グラフ要素を識別してもよい。テキスト
・クエリをパースし、対応するソーシャル・グラフ要素を識別することに関するさらなる
情報は、２０１２年１２月３１日に出願された米国特許出願第１３／７３１８６６号に見
出すことができ、それを本願明細書に援用する。検索エンジンは、検索クエリに基づいて
、様々な検索アルゴリズムを使用して検索を行い、示唆されている検索クエリに関係する
可能性が最も高いリソースまたはコンテンツ（たとえば、ユーザ・プロフィール・ページ
、コンテンツプロフィール・ページ、または外部のリソース）を識別し得る検索結果５１
４を生成してもよい。本開示は、特定の検索入力を特定の方法で受け取ることについて述
べているが、本開示は、任意の好適な検索入力を任意の好適な方法で受け取ることを企図
する。
【００５５】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、検索クエリ
入力に基づいて複数のクエリ・コマンドを生成してもよい。識別されたｎグラムおよび対
応するソーシャル・グラフ要素を使用し、検索エンジンによって実行可能なクエリ・コマ
ンドを生成してもよい。クエリ・コマンドは、特定の引数を受け付ける定義された関数を
伴う構造化セマンティック・クエリであってもよい。限定するものではなく例として、テ
キスト・クエリ「ｆｒｉｅｎｄ　ｍｅ　ｍａｒｋ（友達　私　マーク）」をパースし、ク
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エリ・コマンドｉｎｔｅｒｓｅｃｔ（ｆｒｉｅｎｄ（ｍｅ），ｆｒｉｅｎｄ（Ｍａｒｋ）
）を形成することができる。換言すれば、クエリは、クエリしているユーザ（ｍｅ）およ
びユーザ「Ｍａｒｋ」と交わるソーシャル・グラフ内のノード（すなわち、友達タイプ・
エッジ２０６によってクエリしているユーザのユーザ・ノード２０２にも友達タイプ・エ
ッジ２０６によってユーザ「Ｍａｒｋ」のためのユーザ・ノード２０２にも接続されてい
るユーザ・ノード２０２）を探している。特定の実施形態では、オンライン・ソーシャル
・ネットワークのサブ要求ジェネレータは、検索クエリ入力を処理し、自然言語プロセッ
サ（ＮＬＰ）を使用して、１または複数のキーワード検索に対応するクエリ・コマンドと
、１または複数の構造化クエリに対応するクエリ・コマンドとを生成してもよい。ＮＬＰ
は、テキスト・クエリとして入力された言語からの語を、１または複数の構造化クエリに
対する最良の一致である言語に変換し得る。限定するものではなく例として、非構造化テ
キスト・クエリ「写真　友達」について、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０のサブ要求ジェネレータは、キーワード・クエリ「写真　友達」に対応するクエリ・コ
マンド（すなわち、「写真」および「友達」という用語を求めるキーワード検索）と、構
造化クエリ「私の友達の写真」および「私の友達による写真」に対応するクエリ・コマン
ド（すなわち、特定のエッジ・タイプに対応する特定のソーシャル要素「の写真」および
「による写真」と、特定のユーザ・ノード２０２に対応する「私の友達」とを参照する構
造化クエリ）とを生成してもよい。限定するものではなく別の例として、非構造化テキス
ト・クエリ「ｔｏｍ　ｆａｃｅｂｏｏｋ」について、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０のサブ要求ジェネレータは、キーワード・クエリ「ｔｏｍ　ｆａｃｅｂｏｏ
ｋ」に対応するクエリ・コマンドと、構造化クエリ「Ｆａｃｅｂｏｏｋで働くＴｏｍとい
う名前の人」「Ｆａｃｅｂｏｏｋで働くＴｏｍの友達」「Ｆａｃｅｂｏｏｋを好むＴｏｍ
という名前の人」「ＦａｃｅｂｏｏｋおよびＴｏｍＴｏｍで働いたことがある人」に対応
するクエリ・コマンドとを生成してもよい。特定の実施形態では、クエリ・コマンドは、
１または複数のクエリ制約を備えてもよい。各クエリ制約は、構造化クエリをパースする
ことに基づいてソーシャル・ネットワーキング・システム１６０によって識別されてもよ
い。各クエリ制約は、特定のオブジェクト・タイプを求める要求であってもよい。特定の
実施形態では、クエリ・コマンドは、記号表現またはｓ式におけるクエリ制約を備えても
よい。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、構造化クエリ「Ｐｈｏｔｏｓ
　Ｉ　ｌｉｋｅ（写真　私　好む）」をクエリ・コマンド（ｐｈｏｔｏｓ＿ｌｉｋｅｄ＿
ｂｙ：＜ｍｅ＞）へパースすることができる。クエリ・コマンド（ｐｈｏｔｏｓ＿ｌｉｋ
ｅｄ＿ｂｙ：＜ｍｅ＞）は、単一の写真の結果タイプと共にユーザ（すなわち、クエリし
ているユーザに対応する＜ｍｅ＞）によって好まれる写真のためのクエリを示す。クエリ
制約は、たとえば、ソーシャル・グラフ制約（たとえば、特定のノードもしくはノードタ
イプを求める要求、または特定のエッジもしくはエッジ・タイプに接続されたノードを求
める要求）、オブジェクト制約（たとえば、特定のオブジェクトまたはオブジェクト・タ
イプを求める要求）、場所制約（たとえば、特定の地理的場所に関連付けられているオブ
ジェクトまたはソーシャルグラフ・エンティティを求める要求）、他の好適な制約、また
はそれらの任意の組合せを含んでもよい。クエリ制約に関するさらなる情報は、２０１３
年５月３日に出願された米国特許出願第１３／８７７０４９号に見出すことができ、それ
を本願明細書に援用する。特定の実施形態では、クエリ・コマンドの１または複数は、１
または複数のノードおよび１または複数のエッジに対する参照を備える構造化クエリに対
応し得る。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１
６０は、構造化クエリ「Ｆｒｉｅｎｄｓ　ｏｆ　Ｔｏｍ　ｗｈｏ　ｗｏｒｋ　ａｔ　Ｆａ
ｃｅｂｏｏｋ（Ｆａｃｅｂｏｏｋで働くＴｏｍの友達）」に対応するクエリ・コマンド（
ｉｎｔｅｒｓｅｃｔ（ｆｒｉｅｎｄｓ＿ｏｆ：＜Ｔｏｍ＞），（ｗｏｒｋｅｄ＿ａｔ：＜
Ｆａｃｅｂｏｏｋ＞）を生成してもよい。限定するものではなく別の例として、テキスト
・クエリ「ｆｒｉｅｎｄｓ　Ｓｔａｎｆｏｒｄ」をクエリ・コマンドｉｎｔｅｒｓｅｃｔ
（ｓｃｈｏｏｌ（Ｓｔａｎｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ），ｆｒｉｅｎｄｓ（ｍｅ）
）にパースしてもよい。換言すれば、クエリは、クエリしているユーザ（ｍｅ）の友達（
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すなわち、友達タイプ・エッジ２０６によってクエリしているユーザのユーザ・ノード２
０２に接続されているユーザ・ノード２０２）ともスタンフォード大学のためのコンセプ
ト・ノード２０４とも交わるソーシャル・グラフ内のノードを探している。本開示は、特
定のクエリ・コマンドを特定の方法で生成することについて述べているが、本開示は、任
意の好適なクエリ・コマンドを任意の好適な方法で生成することを企図する。
【００５６】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、クエリ・コ
マンドに一致する、バーティカル１６４によって記憶された１または複数のオブジェクト
を識別するために、１または複数のバーティカル１６４（すなわち、データ・ストア）を
検索してもよい。前述のように、各バーティカル１６４は、オンライン・ソーシャル・ネ
ットワークに関連付けられている１または複数のオブジェクトを記憶することができる。
特定の実施形態では、キーワード検索および１または複数の構造化クエリに対応するクエ
リ・コマンドは、それらのクエリ・コマンドに一致するオブジェクトを識別するためにバ
ーティカル１６４に送られる。次いで、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
は、クエリ・コマンドを満たす、または他の形でクエリ・コマンドに一致するオブジェク
ト（たとえば、ユーザ、写真、プロフィール・ページ（またはプロフィール・ページのコ
ンテンツ）など）を識別してもよい。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム１６０は、フェースブックで働いていたトムの友達である、ユー
ザ・バーティカルＰ１内に記憶された特定のユーザを識別してもよい。特定の実施形態で
は、バーティカル１６４は、特定のオブジェクト・タイプのオブジェクトを記憶してもよ
い。限定するものではなく例として、バーティカルによって記憶されたオブジェクトは、
ユーザ、写真、投稿、ウェブページ、アプリケーション、ロケーション、ユーザ・グルー
プ、または別の好適なオブジェクト・タイプであってもよい。特定の実施形態では、ソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０は、１または複数のストリング・マッチング
・アルゴリズムを使用し、１または複数のｎグラムを、オブジェクトの１または複数のそ
れぞれに関連付けられているキャラクタのストリングとマッチングしようと試みてもよい
。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、
テキスト・クエリ「友達　ロンドン」を、ロンドンに住むユーザ・バーティカルＰ１内に
記憶された１または複数のユーザの友達によって撮られた写真バーティカルＰ３内に記憶
されたロンドンの写真とマッチングしてもよい。特定の実施形態では、前述のように、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０がクエリ（または特定のクエリ制約）に応
答してバーティカル１６４からオブジェクトを取り出すとき、それらのオブジェクトは、
インデックス付けされたオブジェクトの静的スコアまたは静的ランクに基づいて取り出さ
れてもよい。本開示は、特定のバーティカルを特定の方法で検索することについて述べて
いるが、本開示は、任意の好適なバーティカルを任意の好適な方法で検索することを企図
する。
【００５７】
　図５～図６は、オンライン・ソーシャル・ネットワークの例示的な検索結果ページを示
す。図５～図６の例に示されているように、１または複数のキーワード・クエリまたは１
または複数の構造化クエリの検索結果５１４を備える複数の検索結果モジュール５１０が
、ユーザに対して提示されてもよい。検索結果５１４は、１または複数のリンク（たとえ
ば、ハイパーリンクまたは他のアクティブ化可能なリンク）を含んでもよく、各リンクは
、識別されたリソースまたはコンテンツのいくつかを含む異なるページに関連付けられて
いる。特定の実施形態では、各リンクは、対応するページがどこに位置するか、およびそ
れを取り出すための機構を指定するユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）の形態であ
ってもよい。さらに、検索結果５１４は、上記のように、検索結果の標的についてのコン
テキスト情報のスニペットを含んでもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワ
ーキング・システム１６０は、複数のモジュール５１０を生成してもよい。サブ要求ジェ
ネレータによって生成された構造化クエリに一致する１または複数の識別されたオブジェ
クトに対応する検索結果５１４が、モジュール５１０の形態でユーザに対して提示されて
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もよく、各モジュール５１０は、上述のバーティカル１６４内に記憶された１または複数
の識別されたオブジェクトをそれぞれ参照する１または複数の検索結果５１４を備える。
上記のように、モジュール５１０の検索結果５１４は、ＵＲＬ、スニペット、サムネイル
写真、名前もしくは他の識別子、別の好適な参照、またはそれらの任意の組合せを含んで
もよい。次いで、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、モジュール５１０
をユーザのクライアント・システム１３０（たとえば、クライアント・システム１３０上
のウェブ・ブラウザ１３２またはネイティブ・アプリケーション）に送ってもよい。特定
の実施形態では、モジュール５１０は、たとえばソーシャル・グラフ情報、ユーザ情報、
ユーザの検索もしくはブラウズ履歴、またはユーザに関係する他の好適な情報に基づいて
、特定のオブジェクト・タイプを参照する検索結果を含むように、ユーザのためにパーソ
ナライズされてもよい。特定の実施形態では、各モジュールは、サブ要求ジェネレータに
よって生成された複数のクエリ・コマンドのうちのクエリ・コマンドに対応してもよい。
限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、図
５の例に示されているように、テキスト・クエリ「プーチン」に関係する検索結果５１４
を含む「トップ・リンク」と呼ばれるモジュール５１０を生成してもよく、各検索結果５
１４は、「ウラジーミル・プーチン」についてのニュース・ストーリのためのウェブペー
ジに対応する。
【００５８】
　特定の実施形態では、各モジュール５１０は、モジュール５１０に対応するクエリ・コ
マンドに一致する１または複数の識別されたオブジェクトに対する参照を備えてもよい。
限定するものではなく例として、テキスト・クエリ「プーチン」に対応するモジュール５
１０は、たとえば、ウラジーミル・プーチンについてのオンライン・ソーシャル・ネット
ワークのユーザによる投稿、またはバーティカル１６４内に記憶されたウラジーミル・プ
ーチンを参照するページなど、ウラジーミル・プーチンに関係する検索結果５１４を含ん
でもよい。さらに、検索結果ページは、ウラジーミル・プーチンに対応するコンセプトプ
ロフィール・ページを参照するモジュール５１０、構造化クエリ「ウラジーミル・プーチ
ンについての私の友達による投稿」に対応するモジュール５１０、さらには「プーチン」
という名前のユーザに対応するユーザ・プロフィール・ページを含んでもよい。特定の実
施形態では、各モジュール５１０は、１または複数のノードおよび１または複数のエッジ
に対する参照を備える構造化クエリに対応してもよい。構造化クエリは、モジュールに対
応するクエリ・コマンドに基づいてもよい。限定するものではなく例として、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０は、構造化クエリ「ウラジーミル・プーチンについ
ての私の友達による投稿」に対応するモジュールを生成してもよい。この場合、この構造
化クエリに対応するモジュール５１０は、タグド・イン・タイプ・エッジ２０６によって
ウラジーミル・プーチンに対応するコンセプト・ノード２０４に接続されている、また、
著作者エッジ（ａｕｔｈｏｒｅｄ－ｂｙ　ｅｄｇｅ）２０６によってクエリしているユー
ザの一次友達に対応するユーザ・ノード２０２（すなわち、友達タイプ・エッジ２０６に
よってクエリしているユーザに対応するユーザ・ノード２０２に接続されているユーザ・
ノード２０２）に接続されているコンセプト・ノード２０４に対応する投稿を参照する１
または複数の検索結果５１４を含むことになる。別の例として、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０は、図６の例に示されているように、テキスト・クエリ「私の友
達」に関係する検索結果５１４を含む「写真」と呼ばれるモジュール５１０を生成しても
よく、各検索結果５１４は、検索クエリまたはユーザの友達による投稿に関係する示唆さ
れている友達のための写真に対応する。構造化クエリは、モジュールに対応するクエリ・
コマンドに基づいてもよい。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０は、構造化クエリ「サン・フランシスコに住む友達」に対応する検
索結果５１４を提示してもよい。この場合、この構造化クエリに対応するモジュール５１
０は、住所タイプ・エッジ（ｌｉｖｅ－ｉｎ－ｔｙｐｅ　ｅｄｇｅ）２０６によってサン
・フランシスコに対応するコンセプト・ノード２０４に接続されている、また、友達タイ
プ・エッジ２０６によってクエリしているユーザに対応するユーザ・ノード２０２に接続
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されているユーザ・ノード２０２に対応するユーザを参照する１または複数の検索結果５
１４を含むことになる。本開示は、特定のモジュールを特定の方法で生成することについ
て述べているが、本開示は、任意の好適なモジュールを任意の好適な方法で生成すること
を企図する。
【００５９】
　図７～図９は、様々な検索結果ページを表示するクライアント・システム１３０の例示
的なユーザ・インターフェースを示す。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０は、生成されたモジュール５１０の１または複数をスコア付けして
もよい。モジュール５１０は、たとえば、ユーザに対する関連性（たとえば、構造化クエ
リの分類）、ユーザの情報、ユーザの検索履歴、同様の人口統計情報を有するユーザによ
るモジュール５１０の検索結果とのクリック率（ＣＴＲ）などを含めて、様々な要因でス
コア付けされてもよい。特定の実施形態では、サブ要求ジェネレータは、構造化クエリの
相対的な重要性または関連性を示す、特定のスコアまたは重み付けを生成された各構造化
クエリに関連付けてもよい。さらに、重み付けは、グローバルに（たとえば、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０のユーザにわたって）決定されても、ユーザ・プロ
フィールまたはユーザの他の情報に基づいてクエリしているユーザに対して特に決定され
てもよい。特定の実施形態では、バーティカル１６４に送られる構造化クエリの検索結果
のそれぞれが、関連付けられている関連性スコアを含んでもよい。関連付けられている関
連性スコアは、各モジュール５１０の個々の結果（たとえば、特定の検索結果５１４）に
基づいてもよい。限定するものではなく例として、特定のモジュール５１０が１または複
数の高いスコアの検索結果５１４に対する参照を含む場合には、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０は、相対的に高いスコアをそのモジュールに割り当ててもよい。
特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、モジュールが
カードであるかのように、モジュール間スコア付けおよびモジュール内スコア付けを実施
してもよい。生成およびスコア付けに関するさらなる情報は、２０１３年１２月１９日に
出願された米国特許出願第６１／９１８４３１号に見出すことができ、それを本願明細書
に援用する。
【００６０】
　特定の実施形態では、１または複数のモジュール５１０の関連性スコアは、クエリして
いるユーザによって提供される検索クエリ入力の推測される意図または分類に基づいて修
正されてもよい。検索クエリ入力の分類は、言語モデル（上記のＮＬＰの言語モデルとは
異なってもよい）を使用して実施され、検索クエリ入力の意味パースを実施してもよい。
次いで、検索クエリ入力は、意味パースの結果に少なくとも一部基づいて分類されてもよ
い。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、検索クエリを、たとえば日付、
有名人、旅行、ローカル、ニュース、スポーツ、ユーザ、製品レビュー、他の好適な分類
、またはそれらの任意の組合せなど、様々な分類に分類してもよい。特定の実施形態では
、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、特定の検索結果（または検索結果
のタイプ）に、検索クエリの分類に基づいてより高く、またはより低くスコア付けしても
よい。限定するものではなく例として、「有名人」カテゴリ下で分類された検索クエリは
、ユーザの友達からの投稿に比較して写真を含むモジュール５１０に、より重み付けをし
てもよい。限定するものではなく別の例として、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０は、検索クエリ「友達　ロンドン」についてユーザ・バーティカルＰ１内に記憶
されたオブジェクトを参照する検索結果５１４を含むモジュール５１０のスコアを押し上
げてもよく、この検索クエリは、「旅行」カテゴリ下に分類され、ユーザが旅行中にロン
ドンにいることを知っているオンライン・ソーシャル・ネットワークのユーザを探してい
ることを示し得る。限定するものではなく別の例として、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０は、検索クエリ「バット・キッド」について投稿バーティカルＰ２内に
記憶されたオブジェクトを参照する検索結果５１４を含むモジュール５１０のスコアを押
し上げてもよく、この検索クエリは、「ニュース」カテゴリ下に分類され、ユーザがバッ
ト・キッドを参照するオンライン・ソーシャル・ネットワーク上の投稿を探していること
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を示し得る。特定の実施形態では、検索クエリ入力の分類は、ユーザの情報およびクエリ
しているユーザのユーザ・プロフィールにさらに基づいてもよく、オンライン・ソーシャ
ル・ネットワークに関連付けられているすべてのバーティカル１６４からの検索結果を包
含してもよい。本開示は、特定のモジュールを特定の方法でスコア付けすることについて
述べているが、本開示は、任意の好適なモジュールを任意の好適な方法でスコア付けする
ことを企図する。
【００６１】
　図７～図９の例に示されているように、クライアント・システム１３０上でレンダリン
グされるＵＩは、モジュール５１０に関連付けられているクエリに一致する１または複数
の識別されたオブジェクトをそれぞれ参照する１または複数の検索結果５１４をそれぞれ
が含む１または複数のモジュール５１０を提示してもよい。より高いスコアのモジュール
５１０は、より低いスコアのモジュール５１０より優先的にクエリしているユーザに送ら
れてもよい。特定の実施形態では、ＵＩは、下記のように、検索結果タイプまたはモジュ
ールタイプによって検索結果５１４またはモジュール５１０をフィルタするためのフィル
タ・バー７１０を含んでもよい。さらに、ＵＩは、クエリしているユーザが所定の入力（
たとえば、タッチ・ジェスチャ）を通じて検索結果５１４およびモジュール５１０をナビ
ゲーションすることを可能にしてもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０は、閾値スコアより大きいスコアを有する各モジュール５１０を
、表示するために第１のユーザに送ってもよい。図８～図９の例に示されているように、
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、検索クエリ入力「シラチャー」を受
け取ったことに応答して、１または複数の検索結果５１４（たとえば、写真に対する参照
）を有するモジュール５１０を送ってもよい。限定するものではなく例として、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０は、テキスト・クエリ「シラチャー」に関係する
検索結果５１４を含む写真のモジュール５１０を生成してもよく、各検索結果５１４は、
シラチャーに関係する写真バーティカルＰ３内に記憶された写真に対応する。特定の実施
形態では、ユーザは、図８～図９の例に示されているように、シラチャーに関係する写真
を含むモジュール５１０の検索結果５１４（たとえば、サムネイル）間をナビゲーション
してもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、
第１のユーザから参照のうちの１つの選択を受け取ることができる。次いで、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０は、第１のユーザの参照に対応するオブジェクトを
送ってもよい。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０は、ユーザがモジュール５１０内のサムネイルの１つを選択したことに応答して
、写真のより大きなサイズのバージョンを送ってもよい。本開示は、特定のモジュールを
特定の方法で送ることについて述べているが、本開示は、任意の好適なモジュールを任意
の好適な方法で送ることを企図する。
【００６２】
　図１０は、クエリに応答して検索結果を生成およびブレンドするための例示的な方法を
示す。この方法は、工程１０１０で始まってもよく、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０は、オンライン・ソーシャル・ネットワークの第１のユーザから１または複
数のｎグラムを備える検索クエリ入力を受け取ることができる。工程１０２０で、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１６０は、検索クエリ入力に基づいて複数のクエリ・
コマンドを生成してもよい。工程１０３０で、ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０は、クエリ・コマンドに一致するバーティカルによって記憶された１または複数の
オブジェクトを識別するために、１または複数のバーティカルを検索してもよい。各バー
ティカルは、オンライン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられている１または複数
のオブジェクトを記憶してもよい。工程１０４０で、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０は、複数のモジュールを生成してもよい。各モジュールは、複数のクエリ・
コマンドのうちのクエリ・コマンドに対応してもよい。さらに各モジュールは、モジュー
ルに対応するクエリ・コマンドに一致する識別されたオブジェクトの１または複数に対す
る参照を備えてもよい。工程１０５０で、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
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０は、モジュールを記憶してもよい。工程１０６０で、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０は、閾値スコアより大きいスコアを有する各モジュールを、表示するため
に第１のユーザに送ってもよい。特定の実施形態は、適切な場合、図１０の方法の１また
は複数の工程を繰り返してもよい。本開示は、図１０の方法の特定の工程について特定の
順序で行われるものとして述べ、示しているが、本開示は、任意の好適な順序で行われる
図１０の方法の任意の好適な工程を企図する。さらに、本開示は、図１０の方法の特定の
工程を含む、クエリに応答して検索結果を生成およびブレンドするための例示的な方法に
ついて述べ、示しているが、本開示は、適切な場合、図１０の方法の工程のすべて、また
は一部を含んでも、それらを含まなくてもよい任意の好適な工程を含む、クエリに応答し
て検索結果を生成およびブレンドするための任意の好適な方法を企図する。さらに、本開
示は、図１０の方法の特定の工程を実施する特定の構成要素、デバイス、またはシステム
について述べ、示しているが、本開示は、図１０の方法の任意の好適な工程を実施する任
意の好適な構成要素、デバイス、またはシステムの任意の好適な組合せを企図する。
【００６３】
　図１１～図１２は、様々な検索結果ページを表示するクライアント・システム１３０の
例示的なユーザ・インターフェースを示す。特定の実施形態では、このＵＩは、検索結果
タイプまたはモジュールタイプによって検索結果５１４またはモジュール５１０をフィル
タするためのフィルタ・バー７１０を含んでもよい。限定するものではなく例として、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、図１１の例に示されているように、テ
キスト・クエリ「ｘｂｏｘ」に関係する検索結果５１４を送ってもよく、各検索結果５１
４は、Ｘｂｏｘについてのニュース・ストーリのためのウェブページに対応する。特定の
実施形態では、ユーザは、フィルタ・バー７１０を通じて他の検索結果にナビゲーション
してもよい。限定するものではなく例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０は、各検索結果５１４がＸｂｏｘに関係するウェブページに対応する図１２の例に
示されているように、テキスト・クエリ「ｘｂｏｘ」に関係する検索結果５１４を送って
もよい。さらに、検索結果５１４を含むモジュール５１０は、上記のように、各カテゴリ
の検索結果５１４とブレンド、すなわち交互配置（インタリーブ）されてもよい。本開示
は、特定のモジュールまたは検索結果を特定の方法でフィルタすることについて述べてい
るが、本開示は、任意の好適なモジュールまたは検索結果を任意の好適な方法でフィルタ
することを企図する。
【００６４】
　システムおよび方法
　図１３は、例示的なコンピュータ・システム１３００を示している。特定の実施形態に
おいては、１つまたは複数のコンピュータ・システム１３００が、本明細書において記述
されているまたは示されている１つまたは複数の方法の１つまたは複数の工程を実行する
。特定の実施形態においては、１つまたは複数のコンピュータ・システム１３００が、本
明細書において記述されているまたは示されている機能を提供する。特定の実施形態にお
いては、１つまたは複数のコンピュータ・システム１３００上で稼働するソフトウェアが
、本明細書において記述されているもしくは示されている１つもしくは複数の方法の１つ
もしくは複数の工程を実行し、または本明細書において記述されているもしくは示されて
いる機能を提供する。特定の実施形態は、１つまたは複数のコンピュータ・システム１３
００の１つまたは複数の部分を含む。本明細書においては、コンピュータ・システムへの
言及は、適切な場合には、コンピューティング・デバイスを包含することができる。その
上、コンピュータ・システムへの言及は、適切な場合には、１つまたは複数のコンピュー
タ・システムを包含することができる。
【００６５】
　本開示は、任意の適切な数のコンピュータ・システム１３００を想定している。本開示
は、任意の適切な物理的な形態を取るコンピュータ・システム１３００を想定している。
限定ではなく、例として、コンピュータ・システム１３００は、組み込みコンピュータ・
システム、システムオンチップ（ＳＯＣ）、シングルボード・コンピュータ・システム（
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ＳＢＣ）（たとえば、コンピュータオンモジュール（ＣＯＭ）もしくはシステムオンモジ
ュール（ＳＯＭ）など）、デスクトップ・コンピュータ・システム、ラップトップもしく
はノートブック・コンピュータ・システム、対話キオスク、メインフレーム、コンピュー
タ・システムのメッシュ、モバイル電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、サーバ、タブレット
・コンピュータ・システム、またはこれらのうちの複数の組合せであることが可能である
。適切な場合には、コンピュータ・システム１３００は、１つもしくは複数のコンピュー
タ・システム１３００を含むこと、単一型もしくは分散型であること、複数のロケーショ
ンにわたること、複数のマシンにわたること、複数のデータセンターにわたること、また
は、クラウド（１つもしくは複数のネットワーク内の１つもしくは複数のクラウド・コン
ポーネントを含むことができる）内に常駐することが可能である。適切な場合には、１つ
または複数のコンピュータ・システム１３００は、本明細書において記述されているまた
は示されている１つまたは複数の方法の１つまたは複数の工程を、実質的な空間上のまた
は時間上の制限を伴わずに実行することができる。限定ではなく、例として、１つまたは
複数のコンピュータ・システム１３００は、本明細書において記述されているまたは示さ
れている１つまたは複数の方法の１つまたは複数の工程をリアル・タイムで、またはバッ
チ・モードで実行することができる。１つまたは複数のコンピュータ・システム１３００
は、適切な場合には、本明細書において記述されているまたは示されている１つまたは複
数の方法の１つまたは複数の工程を別々の時点で、または別々のロケーションで実行する
ことができる。
【００６６】
　特定の実施形態においては、コンピュータ・システム１３００は、プロセッサ１３０２
、メモリ１３０４、ストレージ１３０６、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース１３０８
、通信インタフェース１３１０、およびバス１３１２を含む。本開示は、特定の数の特定
のコンポーネントを特定の構成で有する特定のコンピュータ・システムについて記述し、
示しているが、本開示は、任意の適切な数の任意の適切なコンポーネントを任意の適切な
構成で有する任意の適切なコンピュータ・システムを想定している。
【００６７】
　特定の実施形態においては、プロセッサ１３０２は、コンピュータ・プログラムを構成
している命令などの命令を実行するためのハードウェアを含む。限定ではなく、例として
、命令を実行するために、プロセッサ１３０２は、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモ
リ１３０４、またはストレージ１３０６から命令を取り出し（またはフェッチし）、それ
らの命令をデコードして実行し、次いで、１つまたは複数の結果を内部レジスタ、内部キ
ャッシュ、メモリ１３０４、またはストレージ１３０６に書き込むことができる。特定の
実施形態においては、プロセッサ１３０２は、データ、命令、またはアドレスのための１
つまたは複数の内部キャッシュを含むことができる。本開示は、適切な場合には、任意の
適切な数の任意の適切な内部キャッシュを含むプロセッサ１３０２を想定している。限定
ではなく、例として、プロセッサ１３０２は、１つまたは複数の命令キャッシュ、１つま
たは複数のデータ・キャッシュ、および１つまたは複数の変換ルックアサイド・バッファ
（ＴＬＢ）を含むことができる。命令キャッシュ内の命令は、メモリ１３０４またはスト
レージ１３０６内の命令のコピーであることが可能であり、命令キャッシュは、プロセッ
サ１３０２によるそれらの命令の取り出しをスピードアップすることができる。データ・
キャッシュ内のデータは、プロセッサ１３０２において実行される命令が機能する際に基
づくメモリ１３０４もしくはストレージ１３０６内のデータのコピー、プロセッサ１３０
２において実行される後続の命令によるアクセスのための、もしくはメモリ１３０４もし
くはストレージ１３０６への書き込みのためのプロセッサ１３０２において実行された以
前の命令の結果、またはその他の適切なデータであることが可能である。データ・キャッ
シュは、プロセッサ１３０２による読み取りオペレーションまたは書き込みオペレーショ
ンをスピードアップすることができる。ＴＬＢは、プロセッサ１３０２のための仮想アド
レス変換をスピードアップすることができる。特定の実施形態においては、プロセッサ１
３０２は、データ、命令、またはアドレスのための１つまたは複数の内部レジスタを含む
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ことができる。本開示は、適切な場合には、任意の適切な数の任意の適切な内部レジスタ
を含むプロセッサ１３０２を想定している。適切な場合には、プロセッサ１３０２は、１
つまたは複数の演算ロジック・ユニット（ＡＬＵ）を含むこと、マルチコア・プロセッサ
であること、または１つもしくは複数のプロセッサ１３０２を含むことが可能である。本
開示は、特定のプロセッサについて記述し、示しているが、本開示は、任意の適切なプロ
セッサを想定している。
【００６８】
　特定の実施形態においては、メモリ１３０４は、プロセッサ１３０２が実行するための
命令、またはプロセッサ１３０２が機能する際に基づくデータを記憶するためのメイン・
メモリを含む。限定ではなく、例として、コンピュータ・システム１３００は、命令をス
トレージ１３０６または別のソース（たとえば、別のコンピュータ・システム１３００な
ど）からメモリ１３０４にロードすることができる。次いでプロセッサ１３０２は、命令
をメモリ１３０４から内部レジスタまたは内部キャッシュにロードすることができる。命
令を実行するために、プロセッサ１３０２は、命令を内部レジスタまたは内部キャッシュ
から取り出し、それらの命令をデコードすることができる。命令の実行中または実行後に
、プロセッサ１３０２は、１つまたは複数の結果（それらは、中間の結果または最終的な
結果である場合がある）を内部レジスタまたは内部キャッシュに書き込むことができる。
次いでプロセッサ１３０２は、それらの結果のうちの１つまたは複数をメモリ１３０４に
書き込むことができる。特定の実施形態においては、プロセッサ１３０２は、（ストレー
ジ１３０６またはその他の場所ではなく）１つもしくは複数の内部レジスタもしくは内部
キャッシュ内の、またはメモリ１３０４内の命令のみを実行し、（ストレージ１３０６ま
たはその他の場所ではなく）１つもしくは複数の内部レジスタもしくは内部キャッシュ内
の、またはメモリ１３０４内のデータ上でのみ機能する。１つまたは複数のメモリ・バス
（それらはそれぞれ、アドレス・バスおよびデータ・バスを含むことができる）は、プロ
セッサ１３０２をメモリ１３０４に結合することができる。バス１３１２は、以降で記述
されているような１つまたは複数のメモリ・バスを含むことができる。特定の実施形態に
おいては、１つまたは複数のメモリ管理ユニット（ＭＭＵ）が、プロセッサ１３０２とメ
モリ１３０４との間に常駐し、プロセッサ１３０２によって要求されるメモリ１３０４へ
のアクセスを容易にする。特定の実施形態においては、メモリ１３０４は、ランダム・ア
クセス・メモリ（ＲＡＭ）を含む。このＲＡＭは、適切な場合には、揮発性メモリである
ことが可能である。適切な場合には、このＲＡＭは、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）ま
たはスタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）であることが可能である。その上、適切な場合には
、このＲＡＭは、シングルポートＲＡＭまたはマルチポートＲＡＭであることが可能であ
る。本開示は、任意の適切なＲＡＭを想定している。メモリ１３０４は、適切な場合には
、１つまたは複数のメモリ１３０４を含むことができる。本開示は、特定のメモリについ
て記述し、示しているが、本開示は、任意の適切なメモリを想定している。
【００６９】
　特定の実施形態においては、ストレージ１３０６は、データまたは命令のためのマス・
ストレージを含む。限定ではなく、例として、ストレージ１３０６は、ハード・ディスク
・ドライブ（ＨＤＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク・ドライブ、フラッシュ・メモ
リ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、またはユニバーサル・シリアル・バス（
ＵＳＢ）ドライブ、またはこれらのうちの複数の組合せを含むことができる。ストレージ
１３０６は、適切な場合には、取り外し可能なまたは取り外し不能な（すなわち、固定さ
れた）媒体を含むことができる。ストレージ１３０６は、適切な場合には、コンピュータ
・システム１３００の内部または外部に存在することが可能である。特定の実施形態にお
いては、ストレージ１３０６は、不揮発性のソリッドステート・メモリである。特定の実
施形態においては、ストレージ１３０６は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含む。適切
な場合には、このＲＯＭは、マスクプログラムＲＯＭ、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ
）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、電気
的書替え可能ＲＯＭ（ＥＡＲＯＭ）、またはフラッシュ・メモリ、またはこれらのうちの
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複数の組合せであることが可能である。本開示は、任意の適切な物理的な形態を取るマス
・ストレージ１３０６を想定している。ストレージ１３０６は、適切な場合には、プロセ
ッサ１３０２とストレージ１３０６との間における通信を容易にする１つまたは複数のス
トレージ・コントロール・ユニットを含むことができる。適切な場合には、ストレージ１
３０６は、１つまたは複数のストレージ１３０６を含むことができる。本開示は、特定の
ストレージについて記述し、示しているが、本開示は、任意の適切なストレージを想定し
ている。
【００７０】
　特定の実施形態においては、Ｉ／Ｏインタフェース１３０８は、コンピュータ・システ
ム１３００と１つまたは複数のＩ／Ｏデバイスとの間における通信のための１つまたは複
数のインタフェースを提供するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。コ
ンピュータ・システム１３００は、適切な場合には、これらのＩ／Ｏデバイスのうちの１
つまたは複数を含むことができる。これらのＩ／Ｏデバイスのうちの１つまたは複数は、
人とコンピュータ・システム１３００との間における通信を可能にすることができる。限
定ではなく、例として、Ｉ／Ｏデバイスは、キーボード、キーパッド、マイクロフォン、
モニタ、マウス、プリンタ、スキャナ、スピーカ、スチル・カメラ、スタイラス、タブレ
ット、タッチ・スクリーン、トラックボール、映像カメラ、別の適切なＩ／Ｏデバイス、
またはこれらのうちの複数の組合せを含むことができる。Ｉ／Ｏデバイスは、１つまたは
複数のセンサを含むことができる。本開示は、任意の適切なＩ／Ｏデバイス、およびそれ
らのＩ／Ｏデバイスのための任意の適切なＩ／Ｏインタフェース１３０８を想定している
。適切な場合には、Ｉ／Ｏインタフェース１３０８は、プロセッサ１３０２がこれらのＩ
／Ｏデバイスのうちの１つまたは複数を駆動することを可能にする１つまたは複数のデバ
イス・ドライバまたはソフトウェア・ドライバを含むことができる。Ｉ／Ｏインタフェー
ス１３０８は、適切な場合には、１つまたは複数のＩ／Ｏインタフェース１３０８を含む
ことができる。本開示は、特定のＩ／Ｏインタフェースについて記述し、示しているが、
本開示は、任意の適切なＩ／Ｏインタフェースを想定している。
【００７１】
　特定の実施形態においては、通信インタフェース１３１０は、コンピュータ・システム
１３００と、１つもしくは複数のその他のコンピュータ・システム１３００または１つも
しくは複数のネットワークとの間における通信（たとえば、パケットベースの通信など）
のための１つまたは複数のインタフェースを提供するハードウェア、ソフトウェア、また
はその両方を含む。限定ではなく、例として、通信インタフェース１３１０は、イーサネ
ット（登録商標）もしくはその他の有線ベースのネットワークと通信するためのネットワ
ーク・インタフェース・コントローラ（ＮＩＣ）もしくはネットワーク・アダプタ、また
はＷＩ－ＦＩネットワークなどのワイヤレス・ネットワークと通信するためのワイヤレス
ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）もしくはワイヤレス・アダプタを含むことができる。本開示は、任意
の適切なネットワーク、およびそのネットワークのための任意の適切な通信インタフェー
ス１３１０を想定している。限定ではなく、例として、コンピュータ・システム１３００
は、アド・ホック・ネットワーク、パーソナル・エリア・ネットワーク（ＰＡＮ）、ロー
カル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、メ
トロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、またはインターネットの１つまたは複
数の部分、またはこれらのうちの複数の組合せと通信することができる。これらのネット
ワークのうちの１つまたは複数の１つまたは複数の部分は、有線またはワイヤレスである
ことが可能である。例として、コンピュータ・システム１３００は、ワイヤレスＰＡＮ（
ＷＰＡＮ）（たとえば、ブルートゥースＷＰＡＮなど）、ＷＩ－ＦＩネットワーク、ＷＩ
－ＭＡＸネットワーク、セルラー電話ネットワーク（たとえば、グローバル・システム・
フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ（登録商標））ネットワークなど）、
またはその他の適切なワイヤレス・ネットワーク、またはこれらのうちの複数の組合せと
通信することができる。コンピュータ・システム１３００は、適切な場合には、これらの
ネットワークのうちの任意のネットワークのための任意の適切な通信インタフェース１３
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１０を含むことができる。通信インタフェース１３１０は、適切な場合には、１つまたは
複数の通信インタフェース１３１０を含むことができる。本開示は、特定の通信インタフ
ェースについて記述し、示しているが、本開示は、任意の適切な通信インタフェースを想
定している。
【００７２】
　特定の実施形態においては、バス１３１２は、コンピュータ・システム１３００のコン
ポーネント同士を互いに結合するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。
限定ではなく、例として、バス１３１２は、アクセラレイティッド・グラフィックス・ポ
ート（ＡＧＰ）もしくはその他のグラフィックス・バス、エンハンスト・インダストリー
・スタンダード・アーキテクチャ（ＥＩＳＡ）バス、フロントサイド・バス（ＦＳＢ）、
ハイパートランスポート（ＨＴ）インターコネクト、インダストリー・スタンダード・ア
ーキテクチャ（ＩＳＡ）バス、インフィニバンド・インターコネクト、ローピンカウント
（ＬＰＣ）バス、メモリ・バス、マイクロ・チャネル・アーキテクチャ（ＭＣＡ）バス、
ペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト（ＰＣＩ）バス、ＰＣＩエクスプレス
（ＰＣＩｅ）バス、シリアル・アドバンスト・テクノロジー・アタッチメント（ＳＡＴＡ
）バス、ビデオ・エレクトロニクス・スタンダーズ・アソシエーション・ローカル（ＶＬ
Ｂ）バス、または別の適切なバス、またはこれらのうちの複数の組合せを含むことができ
る。バス１３１２は、適切な場合には、１つまたは複数のバス１３１２を含むことができ
る。本開示は、特定のバスについて記述し、示しているが、本開示は、任意の適切なバス
またはインターコネクトを想定している。
【００７３】
　本明細書においては、１つまたは複数の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、適切
な場合には、１つもしくは複数の半導体ベースのもしくはその他の集積回路（ＩＣ）（た
とえば、フィールドプログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）もしくは特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）など）、ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）、ハイブリッド・
ハード・ドライブ（ＨＨＤ）、光ディスク、光ディスク・ドライブ（ＯＤＤ）、光磁気デ
ィスク、光磁気ドライブ、フロッピー（登録商標）・ディスケット、フロッピー（登録商
標）・ディスク・ドライブ（ＦＤＤ）、磁気テープ、ソリッドステート・ドライブ（ＳＳ
Ｄ）、ＲＡＭドライブ、セキュア・デジタル・カードもしくはドライブ、その他の任意の
適切な非一時的なコンピュータ可読記憶媒体、またはこれらのうちの複数の組合せを含む
ことができる。非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、適切な場合には、揮発性、不揮
発性、または揮発性と不揮発性の組合せであることが可能である。
【００７４】
　本明細書においては、「または（もしくは）」は、包含的であり、排他的ではない（た
だし、そうではないことが明示されている場合、または、そうではないことが文脈によっ
て示されている場合は除く）。したがって、本明細書においては、「ＡまたはＢ」は、「
Ａ、Ｂ、またはその両方」を意味する（ただし、そうではないことが明示されている場合
、または、そうではないことが文脈によって示されている場合は除く）。その上、「およ
び（ならびに）」は、包括的および個別的の両方である（ただし、そうではないことが明
示されている場合、または、そうではないことが文脈によって示されている場合は除く）
。したがって、本明細書においては、「ＡおよびＢ」は、「まとめて、または個別に、Ａ
およびＢ」を意味する（ただし、そうではないことが明示されている場合、または、そう
ではないことが文脈によって示されている場合は除く）。
【００７５】
　本開示の範囲は、当技術分野における標準的な技術者が理解するであろう、本明細書に
おいて記述されているまたは示されている例示的な実施形態に対するすべての変更、置換
、変形、改変、および修正を包含する。本開示の範囲は、本明細書において記述されてい
るまたは示されている例示的な実施形態に限定されない。その上、本開示は、本明細書に
おけるそれぞれの実施形態を、特定のコンポーネント、要素、機能、オペレーション、ま
たは工程を含むものとして記述し、示しているが、これらの実施形態のいずれも、当技術
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れているまたは示されているコンポーネント、要素、機能、オペレーション、または工程
のうちの任意のものの任意の組合せまたは順列を含むことができる。さらに、特定の機能
を実行するように適合されている、実行するようにアレンジされている、実行することが
できる、実行するように構成されている、実行することを可能にされている、実行するよ
うに機能できる、または実行するように機能する装置もしくはシステム、または装置もし
くはシステムのコンポーネントへの添付の特許請求の範囲における言及は、その装置、シ
ステム、コンポーネント、またはその特定の機能が、アクティブ化されているか否か、オ
ンにされているか否か、またはロック解除されているか否かを問わず、その装置、システ
ム、またはコンポーネントが、そうするように適合されている、そうするようにアレンジ
されている、そうすることができる、そうするように構成されている、そうすることを可
能にされている、そうするように機能できる、またはそうするように機能する限り、その
装置、システム、コンポーネントを包含する。
　　

【図１】 【図２】
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