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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実行される方法であって、
　第三者パブリシャーシステムの視聴ユーザからのコンテンツのリクエストに応じて、前
記第三者パブリシャーシステムによって、広告サーバに対して広告をリクエストすること
と、
　前記第三者パブリシャーシステムによって、前記広告サーバから広告およびソーシャル
エンドースメントコードを受信することと、
　前記第三者パブリシャーシステムによって、前記ソーシャルエンドースメントコードを
実行することと、ここで、前記ソーシャルエンドースメントコードは、実行時において、
前記第三者パブリシャーシステムに、ソーシャルネットワーキングシステムに対してソー
シャルエンドースメント情報をリクエストさせるように構成されており、
　前記ソーシャルエンドースメント情報のリクエストに応じて、前記第三者パブリシャー
システムによって、前記ソーシャルネットワーキングシステムからソーシャルエンドース
メント情報を受信することと、
　前記第三者パブリシャーシステムによって、前記受信したソーシャルエンドースメント
情報に基づきソーシャルエンドースメントを作成することと、
　前記第三者パブリシャーシステムによって、前記視聴ユーザに対して前記ソーシャルエ
ンドースメント及び前記広告を表示すること、
からなる方法。
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【請求項２】
　前記受信した広告およびソーシャルエンドースメントは、表示される前に、組み合わさ
れる、請求項１に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項３】
　前記受信した広告およびソーシャルエンドースメントを組み合わせることは、前記広告
上に前記ソーシャルエンドースメントを含めることからなる、請求項２に記載のコンピュ
ータによって実行される方法。
【請求項４】
　前記ソーシャルエンドースメントは、該ソーシャルエンドースメントが含められる前記
受信した広告におけるエリアについての指示に基づいて含められる、請求項３に記載のコ
ンピュータによって実行される方法。
【請求項５】
　前記ソーシャルエンドースメントは、該ソーシャルエンドースメントが含められる前記
受信した広告におけるエリアを決定するためのアルゴリズムに基づいて含められる、請求
項３に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項６】
　前記第三者パブリシャーシステムはウェブサイトからなる、請求項１乃至５のいずれか
に記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項７】
　前記第三者パブリシャーシステムはソフトウエアアプリケーションからなる、請求項１
乃至５のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項８】
　前記広告サーバは、前記広告およびソーシャルエンドースメントコードを広告主から受
け取る、請求項１乃至７のいずれかに記載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項９】
　前記ソーシャルエンドースメントコードは、実行時において、前記受信した広告を前記
ソーシャルネットワーキングシステムに対して識別する、請求項１乃至８のいずれかに記
載のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１０】
　前記ソーシャルエンドースメントコードは、実行時において、前記視聴ユーザを前記ソ
ーシャルネットワーキングシステムに対して識別する、請求項１乃至８のいずれかに記載
のコンピュータによって実行される方法。
【請求項１１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって実行される命令群を記憶したメモリと
を備えたサーバであって、前記命令群は、前記サーバの前記プロセッサに、
　視聴ユーザからのコンテンツのリクエストに応じて、広告サーバに対して広告をリクエ
ストする手順と、
　前記広告サーバから広告およびソーシャルエンドースメントコードを受信する手順と、
　前記ソーシャルエンドースメントコードを実行する手順と、ここで、前記ソーシャルエ
ンドースメントコードは、実行時において、前記サーバに、ソーシャルネットワーキング
システムに対してソーシャルエンドースメント情報をリクエストさせるように構成されて
おり、
　前記ソーシャルエンドースメント情報のリクエストに応じて、前記ソーシャルネットワ
ーキングシステムからソーシャルエンドースメント情報を受信する手順と、
　前記受信したソーシャルエンドースメント情報に基づきソーシャルエンドースメントを
作成する手順と、
　前記視聴ユーザに対して前記ソーシャルエンドースメント及び前記広告を表示する手順
と
を実行させるものからなる。
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【請求項１２】
　前記受信した広告およびソーシャルエンドースメントは、表示される前に、組み合わさ
れる、請求項１１に記載のサーバ。
【請求項１３】
　前記受信した広告およびソーシャルエンドースメントを組み合わせることは、前記広告
上に前記ソーシャルエンドースメントを含めることからなる、請求項１２に記載のサーバ
。
【請求項１４】
　前記ソーシャルエンドースメントは、該ソーシャルエンドースメントが含められる前記
受信した広告におけるエリアについての指示に基づいて含められる、請求項１３に記載の
サーバ。
【請求項１５】
　前記ソーシャルエンドースメントは、該ソーシャルエンドースメントが含められる前記
受信した広告におけるエリアを決定するためのアルゴリズムに基づいて含められる、請求
項１３に記載のサーバ。
【請求項１６】
　前記サーバはウェブサイトを提供するものである、請求項１１乃至１５のいずれかに記
載のサーバ。
【請求項１７】
　前記サーバはソフトウエアアプリケーション提供するものである、請求項１１乃至１５
のいずれかに記載のサーバ。
【請求項１８】
　前記広告サーバは、前記広告およびソーシャルエンドースメントコードを広告主から受
け取る、請求項１１乃至１７のいずれかに記載のサーバ。
【請求項１９】
　前記ソーシャルエンドースメントコードは、実行時において、前記受信した広告を前記
ソーシャルネットワーキングシステムに対して識別する、請求項１１乃至１８のいずれか
に記載のサーバ。
【請求項２０】
　前記ソーシャルエンドースメントコードは、実行時において、前記視聴ユーザを前記ソ
ーシャルネットワーキングシステムに対して識別する、請求項１１乃至１８のいずれかに
記載のサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オンライン広告に関し、特に、オンライン広告と共にソーシャルエンドース
メント（保証）情報を提供することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　オンライン広告は、利益をもたらすビジネスに進化してきており、営利団体および民間
団体がウェブサイト上およびネイティブアプリ内に、これらのウェブサイトおよびネイテ
ィブアプリにアクセスする視聴者に見える広告を出すことを可能にする。特定のウェブサ
イト、アプリケーションおよび/または視聴者(視聴ユーザ)に関連したデータを分析する
能力により、広告主は、視聴ユーザの興味により関連した広告を提供することができる。
適切な広告は、広告コンバーション(広告成果)(例えば、視聴者は、その広告を見、該広
告をクリックし、該広告主のウェブサイトに進み、または、その他の形態で前記広告に対
して所望の反応を示す)および/または前記広告主の商品またはサービスに対するより高い
需要または認知の可能性を高める。
【０００３】
　広告のターゲッティング(ターゲット設定)は、視聴ユーザの関心により関連のある広告



(4) JP 6294416 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

を見せることによって広告コンバーションを高めようとするものであるが、現在の広告タ
ーゲッティング方法は、ソーシャルコンテキストに欠ける。人が友達に対して商品をエン
ドース(保証)する場合、該友達がその製品を購入または使用する可能性が高い。しかしな
がら、このような保証は、現在、例えばユーザが友達の連絡先を明示的に提供する場合の
ように、エンドースする方のユーザがエンドースを特定の個人に向ける状況に限られる。
現在の広告システムは、広告の視聴者についてのソーシャル情報を欠いており、その結果
、これらの視聴者の社会的な関わり合い、関心、または、明示的に提供されないエンドー
スメントを利用することができない。従って、広告のレリバンシー(関連性)および有効性
を最大化するために、第三者パブリシャー上でのオンライン広告に関して、ソーシャルエ
ンドースメントを提供するための総合的な解決策が求められている。
【発明の概要】
【０００４】
　広告主および第三者パブリシャーがソーシャルネットワーキングシステムデータを使用
して視聴ユーザに対して社会的に関連性のある広告を提供する上での必要性に対処するた
めに、本発明の実施の形態は、広告およびソーシャルエンドースメント情報を取り出して
第三者パブリシャーシステムに送信し、該第三者パブリシャーシステムにおいて、前記ソ
ーシャルエンドースメント情報は1または複数の広告タグに関連付けられる。前記広告タ
グは、前記広告に関する情報からなっていてよく、広告主、広告サーバまたはその他のエ
ンティティによって提供されてよく、広告自体に埋め込まれてよい。前記広告タグは、コ
ンテンツアイテム、ユーザ情報、ユーザアクションまたは前記ソーシャルネットワーキン
グシステム内におけるその他の活動またはデータを指定し、対応付けられ、または、その
他の形態で関連付けられるものである。ソーシャルネットワーキングシステムは、視聴ユ
ーザと関連付けられたユーザに関するデータを提供する。ソーシャルエンドースメント情
報は、前記広告タグに基づいてソーシャルネットワーキングシステムデータを選択するこ
とによって作成される。前記ソーシャルエンドースメント情報は、前記1または複数の広
告タグによって指定さたれ広告、コンテンツアイテム、ユーザ情報、ユーザアクションま
たはその他のデータに関する前記ソーシャルネットワーキングシステムのコンテキスト内
で1または複数の他のユーザがアクションとったということを示す。その後、前記ソーシ
ャルエンドースメント情報および前記広告は、組み合わされるか、または、個別に前記第
三者パブリシャーシステムに送られる。
【０００５】
　本発明の実施の形態は、様々異なる構成を使用して、ソーシャルエンドースメントを持
つ広告を提供することができる。一実施の形態において、ソーシャルネットワーキングシ
ステムが第三者パブリシャーウェブサイトと広告サーバとの通信のためのプロキシとして
動作する。前記第三者パブリシャーウェブサイトは前記ソーシャルネットワーキングシス
テムに広告をリクエストし、該ソーシャルネットワーキングシステムは該リクエストを広
告サーバに送り、前記広告サーバは広告を前記ソーシャルネットワーキングシステムに送
信し、該広告はソーシャルエンドースメント情報と共に前記第三者パブリシャーシステム
に送信される。代替実施の形態において、広告サーバが第三者パブリシャーウェブサイト
と前記ソーシャルネットワーキングシステムとの間の通信のためのプロキシとして動作す
る。この実施の形態において、前記広告サーバは広告のリクエスト(広告を要求するリク
エスト)を受信し、前記ソーシャルネットワーキングシステムからソーシャルエンドース
メント情報を取り出し、該広告およびソーシャルエンドースメント情報を前記第三者パブ
リシャーウェブサイトに送信する。他の実施の形態において、第三者パブリシャーウェブ
サイトは、サーバに対してウェブに基づく広告をリクエストし該サーバから該ウェブに基
づく広告を受信してよく、個別に、前記ソーシャルネットワーキングシステムに対してソ
ーシャルエンドースメント情報をリクエストし該ソーシャルネットワーキングシステムか
らから前記ソーシャルエンドースメント情報を受信してもよい。代案として、第三者パブ
リシャーウェブサイトは、前記ソーシャルネットワーキングシステムに対してソーシャル
ネットワーキングシステムデータをリクエストしてよく、該ソーシャルネットワーキング
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システムデータの全部または一部を選択することによってソーシャルエンドースメント情
報を作成してよい。他の実施の形態において、広告主は、第三者パブリシャーウェブサイ
トまたはその他のエンティティによる実行時に、前記ウェブに基づく広告と共に表示され
るソーシャルエンドースメント情報を取り出す実行可能なコンピュータコードを前記ウェ
ブに基づく広告に埋め込む。他の実施の形態において、視聴ユーザは、ソフトウエアアプ
リケーションを介して広告をリクエストすることができ、該ソフトウエアアプリケーショ
ンは、上述の如く、ソーシャルネットワーキングシステムまたは広告サーバに前記広告を
リクエストする。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】ウェブサイトにおいて広告が提供される本発明の一実施の形態に従って、ウェブ
に基づく広告と共にソーシャルエンドースメント情報を第三者パブリシャーウェブサイト
に提供するための処理の全体を示す図。
【０００７】
【図２】本発明の一実施の形態に従って、広告と共にソーシャルエンドースメント情報を
第三者パブリシャーシステムに提供するのに適したシステム環境を示す高レベルブロック
図。
【０００８】
【図３】ウェブサイトにおいて広告が提供され、前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムが第三者パブリシャーウェブサイトと広告サーバとの間の通信のためのプロキシとして
動作する本発明の一実施の形態を示すブロック図。
【０００９】
【図４】ウェブサイトにおいて広告が提供され、第三者パブリシャーウェブサイトが前記
広告サーバおよびソーシャルネットワーキングシステムと直接に通信し、前記第三者パブ
リシャーウェブサイトにソーシャルエンドースメント情報を送信する本発明の一実施の形
態を示すブロック図。
【００１０】
【図５】ウェブサイトにおいて広告が提供され、第三者パブリシャーウェブサイトが前記
広告サーバおよびソーシャルネットワーキングシステムと直接に通信し、ソーシャルエン
ドースメント情報を作成するために前記第三者パブリシャーウェブサイトにソーシャルネ
ットワーキングシステムデータを送信する本発明の一実施の形態を示すブロック図。
【００１１】
【図６】ウェブサイトにおいて広告が提供され、前記広告サーバが第三者パブリシャーウ
ェブサイトと前記ソーシャルネットワーキングシステムとの間の通信のためのプロキシと
して動作する本発明の一実施の形態を示すブロック図。
【００１２】
【図７】ウェブサイトにおいて広告が提供され、広告主が、実行に際して、ソーシャルエ
ンドースメント情報を得るコードを広告に組み込む本発明の一実施の形態を示すブロック
図。
【００１３】
【図８】ウェブサイトにおいて前記広告が提供される本発明の一実施の形態に従って、第
三者パブリシャーウェブサイトに送信されるエンドースされた広告を作成するために、広
告とソーシャルエンドースメント情報との組合わせを示す図であり、前記エンドースされ
た広告のフットプリントは、前記第三者パブリシャーウェブサイトの予約された広告フッ
トプリントに等しい例を示す図。
【００１４】
【図９】ウェブサイトにおいて前記広告が提供される本発明の一実施の形態に従って、広
告とソーシャルエンドースメント情報とか第三者パブリシャーウェブサイトに送信される
エンドースされた広告に組み合わされる例であって、前記エンドースされた広告のフット
プリントが第三者パブリシャーウェブサイトの予約された広告フットプリントに等しい例
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を示す図。
【００１５】
【図１０】ウェブサイトにおいて広告が提供される本発明の一実施の形態に従って、広告
とソーシャルエンドースメント情報とか第三者パブリシャーウェブサイトに個別に送信さ
れる例を示す図。
【００１６】
【図１１】本発明の一実施の形態に従って、第三者パブリシャーウェブサイトに対して広
告と共にソーシャルエンドースメント情報を提供するための処理のフローチャート図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　上記図面は、本発明の様々な実施の形態を例示的な説明目的のみで記述するものである
。以下の説明から当業者によって容易に理解されるように、ここで説明されている構成お
よび方法の代替的な実施の形態も本発明の原理を逸脱することなく採用可能である。
概　説
【００１８】
　オンラインソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザが、彼ら同士を関連付けて
該ソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザとの関係（つながり、コネクション
）を築くことを可能にする。二人のユーザがつながり（コネクション）を持つと、彼らは
、"友達"、"知人"、"縁故"または"仲間"であると言われる。一般的に、ソーシャルネット
ワーキングシステムにおいてつながり（コネクション）を持つことは、該つながりを持つ
ユーザが、つながりを持たないユーザに利用可能な情報よりも多くの互いについての情報
を利用することを可能にする。同様に、ソーシャルネットワーキングシステム内において
つながりを持つことによって、ユーザには、eメール(前記ソーシャルネットワーキングシ
ステムの内外)、インスタントメッセージ、テキストメッセージ、電話またはその他の通
信インターフェース等によって、他のユーザと通信するためのより大きなアクセスが与え
られる。最後に、つながりを持つことによって、ユーザには、他のユーザのアップロード
されたコンテンツアイテムを見、該コンテンツアイテムにコメントし、該コンテンツアイ
テムをダウンロードし、エンドースするためのアクセスが与えられる。このようなコンテ
ンツアイテムの例としては、メッセージ、待ち行列型メッセージ(例えば、eメール)、テ
キスト、SMS(ショートメッセージサービス)メッセージ、コメントメッセージ、他の適当
なメッセージ技術を使用して送られるメッセージ、HTTPリンク、HTMLファイル、画像(イ
メージ)、ビデオ、オーディオクリップ、ドキュメント、ドキュメント編集、カレンダー
エントリまたはイベント、およびその他のコンピュータ関連ファイル等がある。
【００１９】
　ソーシャルネットワーキングシステムのユーザは、コンテンツアイテム、ユーザ情報、
ユーザアクション(例えば、前記ソーシャルネットワーキングシステム内でなされる通信
、または、友達となる二人のユーザ)、または、前記ソーシャルネットワーキングシステ
ム内における他の活動と相互作用(インタラクト)することができる。このインタラクショ
ンは、例えば、コンテンツアイテム、情報もしくはアクションで通信し、または、これら
のコンテンツアイテム、情報またはアクションについてコメントする;"同意"に対応付け
られたボタンまたはリンク(例えば"like(いいね)"ボタン)をクリックする;コンテンツア
イテム、ユーザ情報またはユーザアクションを他のユーザとシェアする; コンテンツアイ
テムをダウンロードまたは単に視聴し;またはその他の適当なインタラクション手段、等
の様々な形態をとることができる。さらに、ソーシャルネットワーキングシステムのユー
ザは、他のユーザと関係し、つながりを持ちまたは友達となることにより、他のユーザの
プロフィールを見、他のユーザと通信し、または、該ソーシャルネットワーキングシステ
ム内における共通の友達を持つことによって、他のユーザとインタラクトすることができ
る。さらに、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザは、グループを形成しもしく
はグループに加わり、または、ファンページのファンになることができる。最後に、ソー
シャルネットワーキングシステムのユーザは、該ソーシャルネットワーキングシステムに
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つながりのあるまたは関連付けられた該ソーシャルネットワーキングシステムのウェブペ
ージのコンテキスト外の、コンテンツアイテム、ウェブサイト、他のユーザまたは他の情
報とインタラクトすることができる。例えば、ニュースウェブサイト上の記事は、該記事
に対する賛同を示すために該ソーシャルネットワーキングシステムのユーザがクリックす
ることができる"like"ボタンを有する場合がある。同様に、会社のウェブサイトは、該会
社のウェブサイトから直接に、該会社専門のソーシャルネットワーキングシステムグルー
プに加わ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のコン
テキスト内におけるこれらのインタラクションおよび他の適当なアクションは、ソーシャ
ルネットワーキングシステムデータに記録可能であり、該ソーシャルネットワーキングシ
ステムデータはソーシャルエンドースメント情報を発生するために使用可能である。前記
ソーシャルエンドースメント情報は、テキスト、画像、および／または、該ソーシャルエ
ンドースメント情報を伝達するために必要な適当な形態からなっていてよい。
【００２０】
　ソーシャルエンドースメント情報は、特定の視聴ユーザに表示される広告のソーシャル
コンテキストを提供するために使用可能である。図1は、ウェブサイトにおいて広告が提
供される本発明の実施の形態に従って、ウェブに基づく広告と共にソーシャルエンドース
メント情報を第三者パプリシャーウェブサイト提供するための処理の全体を示す図である
。図示のように、ウェブに基づく広告記憶部110は、広告/エンドースメント組合せモジュ
ール140に広告125を提供する。広告タグ記憶部105は、ソーシャルエンドースメントモジ
ュール130に対して、前記広告125に関連付けられた1または複数の広告タグを提供する。
該広告タグは、ソーシャルネットワーキングシステム内におけるコンテンツアイテム、ユ
ーザ情報、ユーザアクションまたは他の活動またはデータを、特定しまたはこれらに対応
付けられ、または、その他の方法でこれらに関連づけられる。また、前記ソーシャルネッ
トワーキングシステム100は、前記ソーシャルエンドースメントモジュール130に対して、
ソーシャルネットワーキングシステムデータ115を提供する。該ソーシャルネットワーキ
ングシステムデータ115は、インターネットユーザ160に関連付けられたソーシャルネット
ワーキングシステムユーザに関するデータであってよい。前記ソーシャルエンドースメン
トモジュール130は、前記1または複数の広告タグ120に基づいて前記ソーシャルネットワ
ーキングシステムデータ115の全部または一部を選択して、前記広告/エンドースメント組
合せモジュール140に提供されるソーシャルエンドースメント情報135を作成する。前記広
告/エンドースメント組合せモジュール140は、前記インターネットユーザ160に表示され
る第三者ウェブページ150に対して前記広告およびソーシャルエンドースメント145を送る
。
【００２１】
　一例において、広告125は、特定のブランドのバスケットボールシューズを広告する。
これに関連した広告タグ120の例としては、"バスケットボール"、"シューズ"、"アストリ
ート"という単語、プロフェッショナルバスケットボールフレイヤーの名前、前記バスケ
ットボールに向けられたソーシャルネットワーキングシステムのファンページ、前記特定
のブランドのバスケットボールシューズを作る会社によって管理されるソーシャルネット
ワーキンググループのウェブページのURL、前記特定の広告125を特定するインデックスコ
ード、ターゲット層の間で人気のある映画のタイトル、または、ターゲット層の間で人気
のあるスポーツ飲料の名前であってよい。一般的な広告タグである"バスケットボール"に
ついて、前記ソーシャルエンドースメントモジュール130は、前記ソーシャルネットワー
キングシステムデータ115から、前記バスケットボールに専用のソーシャルネットワーキ
ングシステムグループに加わったソーシャルネットワーキングシステムユーザ、かれらの
プロフィールに趣味としてバスケットボールを挙げたユーザ、または、バスケットボール
について他のユーザに通信したユーザを選択することができる。同様に、シューズのブラ
ンドを特定する広告タグについては、前記ソーシャルエンドースメントモジュール130は
、前記シューズのブランドに専用のファンページに投稿したユーザ、シューズの一足の写
真を投稿したユーザ、または、前記シューズについてメッセージを投稿した他のユーザに
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応じて"like"ボタンをクリックしたユーザを選択することができる。前記広告/エンドー
スメント組合せモジュール140は、前記ソーシャルエンドースメント情報135を前記広告12
5と組み合わせて、1つの画像またはファイルを作成することができ、または、前記ソーシ
ャルエンドースメント情報135と前記広告125とを個別に、前記第三者ウェブページ150に
おいてインターネットユーザ160に対する表示ために配信することができる。しかしなが
ら、多くの他の種類の広告、広告タグ、ソーシャルネットワーキングシステム情報、選択
基準、および、組合せ方法が使用されてよい。ここに挙げた例は、単なる例示的なもので
あり、本発明の範囲を制限するものではない。
システムアーキテクチャ
【００２２】
　図2は、本発明の一実施の形態に従って、第三者パブリシャーシステムに、広告ととも
にソーシャルエンドースメント情報を提供するのに適したシステム環境を示す高レベルブ
ロック図である。前記システム環境は、第三者パブリシャーシステム210と、ソーシャル
ネットワーキングシステム220と、広告サーバ230と、広告主240とからなり、これらのす
べては接続ネットワーク200を介して通信する。前記接続ネットワークは、インターネッ
ト、ローカルエリアネットワーク、または、モジュール間における通信を可能にするその
他のネットワークであってよい。前記接続ネットワーク200は、標準的な通信技術および/
またはプロトコルを使用するものであってよい。代案として、前記とは異なるおよび/ま
たは追加的なモジュールが前記システムに含まれていてよい。
【００２３】
　前記第三者パブリシャーシステム210は、広告を表示可能なウェブサイトであってよく
、1または複数のウェブページからなるものであってよく、ウェブサーバ上に提供されて
よい。同様に、前記システム210は、ラップトップ、ネットブック(netbook)、タブレット
コンピュータ、モバイル装置、または、該装置上で実行されるネイティブアプリケーショ
ン内で広告を表示可能なその他の任意の装置からなっていてよい。前記システム210上で
表示された広告は、テキスト、画像、ビデオ(映像)、オーディオまたはその他の任意の広
告関連コンテンツからなっていてよい。前記広告は、ウェブサイトまたはアプリケーショ
ンの初期表示エリア外に表示された固定広告、動画広告、インタラクティブ広告、トラン
スペアレント広告、モバイル広告、静止広告であってよい。また、ウェブサイトである場
合、該ウェブサイトが最初にアクセスされると、前記広告は、該ウェブサイトに対するア
クセス時に表示されるそれ自体のページを構成する。
【００２４】
　前記システム210は、広告サーバ230に広告をリクエストすることができる。前記システ
ム210は、ウェブページを表示する前またはアプリケーションをロードする前に、広告を
リクエストすることができる。前記システム210は、広告のために、表示されたコンテン
ツの本体またはマージンにおけるスペースを予約することができ、該スペースを広告のフ
ットプリント(foot print)という。前記システム210は、広告を受信する前または後に、
広告のフットプリントを予約することができ、前記受信した広告が予期されたものとは異
なるサイズである場合、前記広告のフットプリントのサイズを調節してもよく調節しなく
てもよい。さらに、前記システム210は、予期されるソーシャルエンドースメント情報の
表示のために前記広告のフットプリントのために追加的なスペースを予約することができ
る。このような場合、前記システム210は、表示のために前記広告とソーシャルエンドー
スメント情報とを組み合わせ機能を有していてよい。
【００２５】
　前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、1または複数のウェブサーバ上に提供
された複数のウェブページからなる。該複数のウェブページは、ソーシャルネットワーキ
ング情報を示すものであってよい。例えば、これらのページは、ユーザプロフィールおよ
びグループプロフィールのページ、ファンページ、および、他のソーシャルネットワーキ
ングシステム関連のページを含んでいてよい。これらのページは、個人情報、ユーザ情報
、ユーザアクション、グループ情報、ファンページ情報、エンドースメント情報、コンテ
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ンツアイテム、ユーザ設定、グループ設定、サーチ結果、広告、広告タグおよびその他の
ソーシャルネットワーキングシステム関連のデータ等の、様々な種類のソーシャルネット
ワーキングシステムデータを含んでいてよい。前記ソーシャルネットワーキングシステム
データは、1または複数のソーシャルネットワーキングシステムデータベースに記憶され
る。これらのデータベースおよび他のすべてのシステム構成要素は、ソーシャルネットワ
ーキングシステムウェブサーバおよび接続ネットワーク200を介して、前記第三者パブリ
シャーシステム210、広告サーバ230、広告主240または他のモジュールと通信可能である
。これらのデータベースは、他のモジュールによってリクエストされたとき、ソーシャル
ネットワーキングシステムユーザデータ、ユーザアクションまたは他のソーシャルネット
ワーキングシステムデータを提供することができる。
【００２６】
　前記広告サーバ230は、少なくとも、1つまたは複数のデータベースに接続された1つま
たは複数のウェブサーバからなる。該データベースは、ウェブに基づく複数の広告および
複数の広告タグを記憶することができる。該広告は、広告主240、または、前記広告サー
バ230によって配信されるためのウェブに基づく広告を提供可能なその他のエンティティ
から受信可能である。前記広告サーバのウェブサーバは、広告を受信して記憶でき、広告
をリクエストするいかなるモジュールに対しても前記データベースから該広告を提供でき
る。いくつかの例において、前記広告サーバ230および前記広告主240は同じエンティティ
である。同様に、いくつかの例において、前記広告およびタグは、異なるソースから来る
ものである。前記広告サーバ230は、1または複数の付随した広告タグと共に広告を提供で
き、また、広告タグを伴なうことなく広告を提供できる。広告のリクエストを受信するこ
とに応じて、前記広告サーバ230は前記広告主240に広告をリクエストすることができる。
同様に、前記広告サーバ230は前記広告主240またはその他のモジュールに広告タグをリク
エストすることができる。
【００２７】
　前記広告主240は、少なくとも、1つまたは複数のデータベースに接続された1つまたは
複数のウェブサーバからなる。該データベースは、前記広告サーバ230またはその他のモ
ジュールに供給すべきウェブに基づく複数の広告をきおくでき、記憶された広告タグまた
はその他の広告のためのタグを記憶することができる。前記広告主240は、広告を広告サ
ーバ230またはその他のモジュールに供給する前に該広告のためのタグを生成することが
できる。代案として、前記広告主240は、例えば、広告が供給された後、前記広告サーバ2
30またはその他のモジュールによるタグに対するリクエストに応じて、広告タグを生成す
ることができる。様々な実施の形態において、図2の実施の形態の構成要素と同じまたは
略類似した機能を実行するために、上記より多くまたはより少ない構成要素が使用されて
よい。
作　用
【００２８】
　図3は、ウェブサイトにおいて広告が提供され、前記ソーシャルネットワーキングシス
テムが第三者パブリシャーと広告サーバとの間の通信のためのプロキシとして動作する本
発明の一実施の形態を示すブロック図である。この実施の形態および後続の実施の形態は
第三者パブリシャーとの関連で説明されているが、ここで説明する詳細は、いかなる第三
者パブリシングシステムにも適用可能である。ここで説明される例は単に例示的なもので
ある。先ず、インターネットユーザが第三者パブリシャーウェブサイトにアクセスするの
に応じて、前記ウェブサイトは、ステップ300において、広告のリクエストを前記ソーシ
ャルネットワーキングシステム220に送信する。該リクエストは、特定の広告、特定の広
告のカテゴリ、広告のサイズ、広告のキーワードまたはその他の広告関連情報を特定して
もよくしなしてもよい。同様に、該リクエストは、前記ウェブサイトにアクセスしている
前記インターネットユーザを特定するものであってもよい。
【００２９】
　そして、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、ステップ305において、前記
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広告サーバ230に前記広告リクエストを送る。該ソーシャルネットワーキングシステム220
は、異なるまたは追加的な情報を含むよう前記広告リクエストを修正することができる。
例えば、該ソーシャルネットワーキングシステム220は、該広告リクエストがリクエスト
した広告サイズを修正することができ、これにより、該ソーシャルネットワーキングシス
テム220は、該修正された広告リクエストのサイズと組み合わされたときにオリジナルの
広告リクエストとサイズが等しなるようなソーシャルエンドースメント情報を含むことが
できる。また、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、前記広告サーバに広告
タグをリクエストでき、広告タグを持たない広告を明確にリクエストでき、または、受信
した広告タグを無視または廃棄することができる。
【００３０】
　前記広告サーバ230は、ステップ320において、前記広告リクエストの受信に応じて、前
記ソーシャルネットワーキングシステムに広告を送る。一実施の形態において、前記広告
サーバは、前記広告サーバのデータベースから広告を選択する。代案として、前記広告サ
ーバは、前記広告主240に広告をリクエストする。前記広告リクエストが特定の広告を指
定するものであり、該特定の広告が前記広告サーバのデータベースに記憶されていない場
合または該広告サーバ230が入手できないものである場合、該広告サーバ230は、異なる広
告を選択またはリクエストしてよい。同様に、リクエストされた広告のサイズの要件を満
たす広告が入手不可能である場合、前記広告サーバ230は、類似したサイズを持つ広告を
選択して前記ソーシャルネットワーキングシステム220に送信することができ、または、
前記ソーシャルネットワーキングシステム220に送信する前に、前記リクエストされた広
告のサイズに適合するよう広告のサイズを変更することができる。前記広告リクエストが
広告のカテゴリまたは広告のキーワードをリクエストするものである場合、前記広告サー
バ230は、リクエストされたカテゴリまたはキーワードに基づいて送信すべき広告を選択
し、または、他の分類の広告を選択することができる。
【００３１】
　いくつかの実施の形態において、前記広告サーバ230は、広告と共に該広告のタグを記
憶し、前記広告と共に1または複数の関連タグを前記ソーシャルネットワーキングシステ
ム220に送信する。他の実施の形態において、前記広告サーバ230は、広告のコンテンツに
基づいてタグを生成する。任意に、前記広告サーバ230は、ステップ310において、前記広
告主240に広告ダグをリクエストしてよい。このような例において、前記広告サーバ230は
前記広告主240に対して選択された広告を特定し、該広告主240は、ステップ315において
、この特定に基づいて広告タグを前記広告サーバ230に送信する。代案として、前記広告
主240は、前記広告サーバ230からの広告ダグリクエストを受信することに応じて、広告タ
グを生成してよい。他の実施の形態において、前記広告主240は、前記ソーシャルネット
ワーキングシステム220からの広告ダグリクエストを前記広告サーバが受信する前に、広
告タグを前記広告サーバ230に送る。このような例において、前記広告主240は、前記広告
を送信すると同時に、前記広告タグを前記広告サーバ230に送信してもよいし、または、
前記広告とは別に前記タグを送信してもよい。
【００３２】
　広告が選択されると、前記広告サーバ230は、ステップ320において、前記ソーシャルネ
ットワーキングシステム220に対して前記選択された広告を送信することになる。任意に
、前記広告サーバ230は、前記広告に関して1または複数の広告タグを送信する。一実施の
形態において、前記広告と共に送信される広告タグは、前記第三者パブリシャーシステム
210または前記ソーシャルネットワーキングシステム220によって送信される広告リクエス
トにおける広告キーワード、関連した人口統計、ターゲット設定基準またはカテゴリであ
る。前記広告サーバ230から広告を受信すると、前記ソーシャルネットワーキングシステ
ム220は、ソーシャルエンドースメント情報を作成するために、前記受信した広告に関連
した広告タグを利用する。前記広告サーバ230から広告タグが送信されない場合、前記ソ
ーシャルネットワーキングシステム220は、受信した広告のタグを生成でき、または、任
意に、ステップ325において、前記広告主240に広告のタグをリクエストできる。前記ソー
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シャルネットワーキングシステム220が前記広告主240に広告タグをリクエストする場合、
前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、前記広告主240に対して前記広告を確認
(特定)することができる。このような例において、前記広告主240は、前記ソーシャルネ
ットワーキングシステム220が受信した広告に関連した広告タグを選択しまたは生成し、
該広告タグを前記ソーシャルネットワーキングシステム220に送信することになる。また
、前記ソーシャルネットワーキングシステムは、前記第三者パブリシャーシステム210か
ら受信された広告タグにおける広告キーワードまたは広告カテゴリを広告タグとして利用
することができる。代案として、前記広告タグを前記ソーシャルネットワーキングシステ
ム220は、該ソーシャルネットワーキングシステム220におけるコンテンツアイテムまたは
その他のオブジェクトとマッチング（照合）可能なキーワードまたはその他の情報につい
て、広告コンテンツおよびメタデータを解析することによって、受信した広告のタグを生
成してよい。例えば、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、前記広告の"アイ
スクリーム"という用語を解析することができる。そして、この用語を広告タグとして使
用することによって、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、"Baskin-Robbins
"のソーシャルネットワーキングシステムファンペーシにアクセスしたソーシャルネット
ワーキングシステムユーザを特定することができる。
【００３３】
　前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、前記ウェブサイトに送信すべきソー
シャルエンドースメント情報を作成するために、受信されたまたは生成された広告タグに
基づいて前記インターネットユーザに関連付けられたソーシャルネットワーキングシステ
ムユーザに関するソーシャルネットワーキングシステムデータのサブセットを選択する。
一実施の形態において、前記ソーシャルネットワーキングシステムデータのサブセットは
、前記ソーシャルネットワーキングシステム220のコンテキスト（文脈、脈絡、状況）内
でソーシャルネットワーキングシステムユーザがとったアクションからなる。例えば、前
記ソーシャルネットワーキングシステムデータのサブセットは、ファンページに写真をア
ップロードした、特定のソーシャルネットワーキングシステムユーザにメッセージを送っ
た、または、前記ソーシャルネットワーキングシステム220にアップロードされたリンク
をクリックしたすべてのソーシャルネットワーキングシステムユーザを含んでいてよい。
一実施の形態において、前記広告タグは、前記ソーシャルネットワーキングシステム内の
オブジェクトまたはコンテンツアイテムのような特定の内容を特定し、前記ソーシャルエ
ンドースメント情報は、前記オブジェクトまたはコンテンツアイテムに関してソーシャル
ネットワーキングシステムユーザによって行われた1または複数のアクションに基づいて
選択される。例えば、広告タグが前記ソーシャルネットワーキングシステムにアップロー
ドされた特定のビデオを示すものである場合、該ビデオを見たり該ビデオについてコメン
トしたユーザは、前記ソーシャルネットワーキングシステムによってソーシャルエンドー
スメント情報として選択される候補である。代案として、広告タグは、特定のソーシャル
ネットワーキングシステムグループまたはファンページを示すものであってもよい。ソー
シャルエンドースメント情報は、前記グループに加入しまたはファンページのファンにな
ったユーザのリストまたは身元情報からなるものであってよい。ソーシャルネットワーキ
ングシステムユーザは、通信すること、視聴すること、加入すること、好きになること、
ダウンロードすること、または、前記ソーシャルネットワーキングシステムのコンテキス
ト内におけるユーザ、グループ、ファンページまたはコンテンツアイテムとのその他適当
な種類のインタラクションを含む適当なユーザアクションに基づくソーシャルエンドース
メント情報の候補として選択可能である。前記ソーシャルネットワーキングシステムが、
潜在的に前記ソーシャルエンドースメント情報内に含まれるべき候補ユーザのリストを選
択すると、前記ソーシャルネットワーキングシステムは、特定のユーザを選択して、適当
な方法を使用してソーシャルエンドースメント情報を作成することができる。一実施の形
態において、視聴したユーザが当該広告をクリックする可能性を最大化する目的で、類似
性又は予測アルゴリズムに基づいて、ソーシャルエンドースメント情報のためのユーザが
選択される。他の実施の形態において、ユーザと視聴ユーザとの関係の強さに基づいて、
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ユーザが選択されてよい。さらに、過去に第三者パブリシャーウェブサイトを視聴した、
または、第三者パブリシングウェブサイトにアクセスしたことに基づいて、ユーザが選択
されてよい。一実施の形態において、前記広告タグに基づいて選択可能な候補ユーザがい
ない場合、前記ソーシャルネットワーキングシステムは、広告主またはその他のエンティ
ティによって指定された人口統計データを使用して、ソーシャルエンドースメント情報の
ためのユーザを選択することができる。
【００３４】
　いくつかの実施の形態において、前記第三者パブリシャーシステム210にアクセスする
視聴ユーザは、前記ソーシャルネットワーキングシステム220に対して確認、特定される
。これらの場合において、ソーシャルエンドースメント情報は、前記視聴ユーザに関連付
けられたソーシャルネットワーキングシステムユーザに限られていてよい。例えば、前記
ソーシャルエンドースメント情報は、前記広告タグに関するソーシャルネットワーキング
システムユーザ、グループ、ファンページまたはコンテンツアイテムと最近インタラクト
した、前記ソーシャルネットワーキングシステムのコンテキスト内の前記視聴ユーザの友
達からなっていてよい。一実施の形態において、前記ソーシャルエンドースメント情報は
、広告タグによって特定された前記ソーシャルネットワーキングシステム内のウェブペー
ジについての・・・・・・・・"ボタンをクリックした、前記ソーシャルネットワーキン
グシステム内の視聴ユーザの友達からなっていてよい。他の実施の形態において、前記ソ
ーシャルエンドースメント情報は、前記広告タグに関するソーシャルネットワーキングシ
ステムユーザ、グループ、ファンページまたはコンテンツアイテムと最近インタラクトし
た前記ソーシャルネットワーキングシステムのコンテキストとインタラクトした、前記視
聴ユーザに類似した人口統計的基準を有するソーシャルネットワーキングシステムユーザ
からなっていてよい。
【００３５】
　その後、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、ステップ335において、前記
第三者パブリシャーシステム210に対して前記広告とソーシャルエンドースメント情報と
を送信する。一実施の形態において、前記ソーシャルネットワーキングシステムは、前記
ソーシャルエンドースメント情報と前記広告とを組み合わせて、前記第三者パブリシャー
システム210に送信するためのエンドースされた広告を作成する。このエンドースされた
広告を作成するために組み合せることは、前記ソーシャルエンドースメント情報を前記広
告の上に重ねることからなっていてよく、または、前記ソーシャルエンドースメント情報
を前記広告の隣に並置することからなっていてよい。また、前記ソーシャルネットワーキ
ングシステム220は、前記第三者パブリシャーシステム210に対して前記広告とソーシャル
エンドースメント情報とを送信する。一実施の形態において、広告リクエストとして前記
第三者パブリシャーシステム210によって送信された広告サイズと適合するよう前記エン
ドースされた広告のサイズを変更する。代替実施の形態において、前記ソーシャルネット
ワーキングシステム220は、前記第三者パブリシャーシステム210に対して、前記広告とソ
ーシャルエンドースメント情報とを個別に送信する。
【００３６】
　前記第三者パブリシャーウェブサイトが前記広告とソーシャルエンドースメント情報と
を受信すると、該ウェブサイトは、前記インターネットユーザに対して前記広告とソーシ
ャルエンドースメント情報とを表示することができる。一実施の形態において、前記広告
とソーシャルエンドースメント情報とはエンドースされた広告を作成するために前記ソー
シャルネットワーキングシステム220によって組み合わされ、該エンドースされた広告は
、前記第三者パブリシャーシステム210によって予約された広告フットプリントのサイズ
に適合するものである。一実施の形態において、前記エンドースされた広告は、前記第三
者パブリシャーシステム210によって予約された広告フットプリントのサイズに適合する
ものではなく、前記第三者パブリシャーシステム210は、前記広告フットプリントのサイ
ズに適合するよう前記エンドースされた広告のサイズを変更する。代替実施の形態におい
て、前記第三者パブリシャーシステム210は、前記エンドースされた広告のサイズに適合
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するよう前記広告フットプリントのサイズを変更する。この変更は、サイズ変更された広
告フットプリントに対応するために、コンテンツをシフトし、変更し、または、除去する
ことを含む。一実施の形態において、前記第三者パブリシャーシステム210は、前記広告
およびソーシャルエンドースメント情報を個別に受信し、該広告およびソーシャルエンド
ースメント情報を組み合わせてエンドースされた広告を作成する。一実施の形態において
、前記広告およびソーシャルエンドースメント情報は、別々に表示される。なお、図3を
参照して説明した実施の形態の特徴および限定は、本出願の残りの部分で説明される実施
の形態に適用される。
【００３７】
　図4は、ウェブサイトにおいて広告が提供され、第三者パブリシャーウェブサイトが前
記広告サーバおよびソーシャルネットワーキングシステムと直接に通信し、該ソーシャル
ネットワーキングシステム220が前記第三者パブリシャーウェブサイトにソーシャルエン
ドースメント情報を送信する本発明の一実施の形態を示すブロック図である。先ず、前記
第三者パブリシャーウェブサイトは、ステップ400において、前記広告サーバ230に対して
直接に広告リクエストを送る。該広告サーバ230は、任意に、ステップ405において前記広
告主240に広告タグをリクエストし、ステップ410において該広告タグを受信する。前記広
告サーバ230は、ステップ415において、前記広告を前記第三者パブリシャーウェブサイト
に送信する。前記広告サーバ230は、前記広告主から広告タグを受信し、または、広告タ
グを前記広告サーバデータベースに記憶させる。前記広告サーバ230は、任意に、広告タ
グを前記ウェブサイトに送信する。そして、前記ウェブサイトは、前記ソーシャルネット
ワーキングシステム220にソーシャルエンドースメント情報をリクエストする。前記広告
サーバ230から広告タグが受信された場合、前記ウェブサイトは、任意に、該広告タグを
前記ソーシャルネットワーキングシステム220に送信する。代案として、前記ソーシャル
ネットワーキングシステム220は、ステップ425において前記広告主240に広告タグをリク
エストし、ステップ430において前記広告主240から広告タグを受信してよい。前記ソーシ
ャルネットワーキングシステム220が広告タグを受信すると、該ソーシャルネットワーキ
ングシステム220は、ソーシャルエンドースメント情報を作成し、ステップ435において、
前記ソーシャルエンドースメント情報を表示のために前記第三者パブリシャーウェブサイ
トに送信する。
【００３８】
　図5は、ウェブサイトにおいて広告が提供され、第三者パブリシャーウェブサイトが前
記広告サーバおよびソーシャルネットワーキングシステムと直接に通信し、該ソーシャル
ネットワーキングシステム220がソーシャルエンドースメント情報を作成するために前記
第三者パブリシャーウェブサイトにソーシャルネットワーキングシステムデータを送信す
る本発明の一実施の形態を示すブロック図である。前記第三者パブリシャーウェブサイト
は、ステップ500において前記広告サーバ230に対して広告をリクエストし、ステップ515
において前記広告サーバ230から広告を受信し、ステップ520において前記広告主240にソ
ーシャルネットワーキングシステムデータをリクエストする。
前記広告サーバ230は、任意に、ステップ505において前記広告主240に広告タグをリクエ
ストし、ステップ510において該広告タグを前記広告主240から受信する。前記ウェブサイ
トは、受信した前記広告を前記ソーシャルネットワーキングシステム220に対して確認、
特定し、該ソーシャルネットワーキングシステム220は、ステップ535において、ソーシャ
ルネットワーキングシステムデータを前記ウェブサイトに返す。一実施の形態において、
前記受信した広告を確認、特定することは、前記ソーシャルネットワーキングシステム22
0が前記広告を特定できるように、該広告を前記ソーシャルネットワーキングシステム220
に送信することからなっていてよい。他の実施の形態において、前記受信した広告を確認
、特定することは、前記受信した広告タグを前記ソーシャルネットワーキングシステム22
0に送信することからなっていてよい。前記広告サーバ230は、ソーシャルエンドースメン
ト情報を作成するために前記ソーシャルネットワーキングシステム220がソーシャルネッ
トワーキングシステムデータを選択するために必要な適当な手段を利用して。前記広告を
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前記ソーシャルネットワーキングシステム220に確認、特定してよい。一実施の形態にお
いて、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、単に、前記第三者パブリシャー
システム210にソーシャルネットワーキングシステムデータのサブセットを送信する。こ
のソーシャルネットワーキングシステムデータのサブセットは、前記第三者パブリシャー
システム210によって特定された広告に基づいて選択されてよい。前記ソーシャルネット
ワーキングシステム220は、ステップ525において広告タグをリクエストしステップ530に
おいて広告タグを受信し、該広告タグは、任意に、前記第三者パブリシャーシステム210
に送信されてよい。前記第三者パブリシャーシステム210が前記広告、ソーシャルネット
ワーキングシステムデータおよび広告タグを受信すると、前記第三者パブリシャーシステ
ム210は、前記受信した広告タグを選択することによって、ソーシャルエンドースメント
情報を作成する。一実施の形態において、前記広告は、その後、前記ソーシャルエンドー
スメント情報と共に表示される。
【００３９】
　図6は、ウェブサイトにおいて広告が提供され、前記広告サーバが第三者パブリシャー
ウェブサイトと前記ソーシャルネットワーキングシステムとの間の通信のためのプロキシ
として動作する本発明の一実施の形態を示すブロック図である。前記第三者パブリシャー
ウェブサイトは、ステップ600おいて、前記広告サーバ230に広告をリクエストする。これ
に応じて、前記広告サーバ230は、広告を選択し、ステップ615において、前記ソーシャル
ネットワーキングシステム220にソーシャルエンドースメント情報をリクエストする。一
実施の形態において、前記広告サーバ230は、ステップ615において前記ソーシャルネット
ワーキングシステム220にソーシャルエンドースメント情報をリクエストする前に、広告
を選択する。この実施の形態において、前記広告サーバ230は、前記ソーシャルネットワ
ーキングシステム220に前記広告を確認、特定にする。この広告を確認、特定することは
、前記広告を前記ソーシャルネットワーキングシステム220に送信すること、広告タグを
前記ソーシャルネットワーキングシステム220に送信すること、または、その他の適当な
確認方法からなっていてよい。前記広告サーバ230は、任意に、ステップ605において前記
広告主240に広告タグをリクエストし、ステップ610において該広告タグを受信する。代替
実施の形態において、前記広告サーバ230は、ステップ615において、広告を選択する前に
ソーシャルエンドースメント情報をリクエストする。この実施の形態において、前記広告
サーバ230は、前記ソーシャルネットワーキングシステム220に対するソーシャルエンドー
スメント情報のリクエストにおいて、前記第三者パブリシャーシステム210からの広告リ
クエストで送信された広告カテゴリおよび広告キーワードを確認、特定してよい。同様に
、前記広告サーバ230は、広告タグを前記ソーシャルネットワーキングシステム220に送信
することができる。前記ソーシャルネットワーキングシステム220がソーシャルエンドー
スメント情報を作成するためにソーシャルネットワーキングシステムデータを選択するた
めに使用可能な適当な情報が、前記ソーシャルネットワーキングシステムは、前記広告サ
ーバ230から前記ソーシャルネットワーキングシステム220に送信さる。
【００４０】
　一実施の形態において、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、任意に、ス
テップ620において前記広告主240に広告タグをリクエストし、ステップ625において該広
告タグを受信する。そして、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、前記広告
サーバ230から受信された広告、前記広告サーバ230または広告主から受信された広告タグ
、前記ソーシャルネットワーキングシステム220によって生成された広告タグ、または、
前記広告サーバ230から受信されたその他の識別情報に基づいてソーシャルエンドースメ
ント情報を作成するためのソーシャルネットワーキングシステムデータを選択する。前記
ソーシャルネットワーキングシステム220が前記広告サーバ230から広告を受信すると、該
ソーシャルネットワーキングシステム220は、前記ソーシャルエンドースメント情報と前
記広告とを組み合わせてエンドースされた広告を作成することができ、該エンドースされ
た広告は、ステップ630において、前記広告サーバ230に送信される。代案として、前記ソ
ーシャルネットワーキングシステム220は、ステップ630において、前記広告サーバ230に
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前記ソーシャルエンドースメント情報のみを送信してよい。その後、前記広告サーバ230
は、ステップ635において、前記ソーシャルエンドースメント情報および広告を前記第三
者パブリシャーウェブサイト210に送信する。一実施の形態において、前記広告サーバ230
は、前記ウェブサイト210に送信する前に、前記ソーシャルエンドースメント情報および
広告を組み合わせてエンドースされた広告を作成する。
【００４１】
　図7は、ウェブサイトにおいて広告が提供され、広告主が、コードを、実行に際して、
ソーシャルエンドースメント情報を得る広告に組み込む本発明の一実施の形態を示すブロ
ック図である。先ず、前記広告主240は、ステップ700において、前記広告サーバ230に対
して、実行時にはソーシャルエンドースメント情報を取り出すためのコンピュータによっ
て実行可能なコードを含む広告を提供する。前記コードは、該コードがソーシャルエンド
ースメント情報を取り出すために、第三者パブリシャーウェブサイトが該コードを具体的
に実行するよう要求し、または、前記コードは、前記ウェブサイト上で前記広告の表示が
なされた時に自動的に実行される。同様に、前記ウェブサイトは、前記コードを実行しな
いことを選択してよく、また、その代わりに、ソーシャルエンドースメント情報を独立的
に探し出すようにしてもよい。前記コードは、HTML、Java（登録商標）、Flash、XMLまた
はその他の適当なコンピュータ言語で書かれてよい。前記コードは、前記広告を明らかに
する情報を含んでいてよく、広告タグを含んでいてよく、または、前記ソーシャルネット
ワーキングシステム220がソーシャルエンドースメント情報を作成するためにソーシャル
ネットワーキングシステムデータを選択するのに利用可能なその他の情報を含んでいてよ
い。前記コードは、前記ソーシャルネットワーキングシステム220に対して視聴ユーザを
確認、特定にしてよい。一実施の形態において、前記コードは、前記ソーシャルネットワ
ーキングシステム220に対して前記広告を送信することができる。一実施の形態において
、前記コードは、前記広告のサイズ、前記ソーシャルエンドースメント情報の必要なサイ
ズ、または、前記広告、前記第三者パブリシャーシステム210または前記視聴ユーザのそ
の他の特徴を特定することがきる。
【００４２】
　前記第三者パブリシャーウェブサイトは、ステップ705において前記広告サーバ230に広
告をリクエストし、ステップ710において前記広告サーバ230から該広告を受信する。一実
施の形態において、前記第三者パブリシャーシステム210は、ソーシャルエンドースメン
ト情報取出しコードを内蔵したリクエストを明確にリクエストする。代案として、前記第
三者パブリシャーシステム210は、ソーシャルエンドースメント情報取出しコードを内蔵
した広告を明確にリクエストしなくてもよいが、このような広告を受信することができる
。そして、前記第三者パブリシャーシステム210は、前記コードを実行し、ステップ715に
おいて前記ソーシャルネットワーキングシステム220にソーシャルエンドースメント情報
をリクエストする。そして、前記ソーシャルネットワーキングシステム220は、ステップ7
20において、前記ソーシャルエンドースメント情報を作成して、前記広告と共に表示され
るよう前記第三者パブリシャーシステム210に送信する。
【００４３】
　図8は、ウェブサイトにおいて広告が提供される本発明の一実施の形態に従って、第三
者パブリシャーウェブサイトに送信されるエンドースされた広告を作成するための広告と
ソーシャルエンドースメント情報との組合わせを示す図であり、前記エンドースされた広
告のフットプリントは、前記第三者パブリシャーウェブサイトの予約された広告フットプ
リントに等しい。この実施の形態において、前記ウェブサイト800は、広告のためのウェ
ブページ上にスペース、すなわち、広告フットプリント805を予約する。前記ウェブサイ
ト800以外のエンティティが、広告815およびソーシャルエンドースメント情報を受信する
。この実施の形態において、前記広告815とソーシャルエンドースメント情報820との組合
せは、前記ソーシャルエンドースメント情報820を前記広告815の下に並置することからな
る。例えば、前記広告815とソーシャルエンドースメント情報820とが共に画像である場合
、前記エンドースされた広告810は、前記広告815および前記ソーシャルエンドースメント
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情報820の組み合わせたサイズを持つ画像となる。この実施の形態において、前記エンド
ースされた広告のサイズは、前記広告フットプリント805のサイズと等しいか略類似して
いる。そして、前記エンドースされた広告810は、前記広告フットプリント805内に表示さ
れるよう、前記ウェブサイト800に送信される。
【００４４】
　図9は、ウェブサイトにおいて広告が提供される本発明の一実施の形態に従って、広告
とソーシャルエンドースメント情報とが第三者パブリシャーウェブサイトに送信されるエ
ンドースされた広告に組み合わされる例であって、前記エンドースされた広告のフットプ
リントが第三者パブリシャーウェブサイトの予約された広告フットプリントに等しい例を
示す。この実施の形態において、前記第三者パブリシャーウェブサイト900は、広告のた
めのウェブページにスペース、すなわち、広告フットプリント905を予約する。前記ウェ
ブサイト900に前記広告を提供するエンティティは、広告を選択し、該広告内にソーシャ
ルエンドースメント情報のためのスペース、すなわち、ソーシャルエンドースメント情報
フットプリント915を予約する。また、前記広告を提供するエンティティは、ソーシャル
エンドースメント情報920を受信し、エンドースされた広告910を作成するために、該ソー
シャルエンドースメント情報920を前記広告の予約されたソーシャルエンドースメント情
報フットプリント915の上に重ねることによって前記広告と前記ソーシャルエンドースメ
ント情報920とを組み合せる。この実施の形態において、前記エンドースされた広告910の
サイズは、前記広告フットプリント905のサイズと等しいか略類似している。そして、前
記エンドースされた広告910は、前記広告フットプリント905内に表示されるよう、前記ウ
ェブサイト900に送信される。
【００４５】
　図10は、ウェブサイトにおいて広告が提供される本発明の一実施の形態に従って、広告
とソーシャルエンドースメント情報とか第三者パブリシャーウェブサイトに個別に送信さ
れる例を示す。この実施の形態において、前記第三者パブリシャーウェブサイト1000は、
広告のためのウェブページにスペース、すなわち、広告フットプリント1005を予約する。
前記第三者パブリシャーウェブサイト1000は、前記広告1010とソーシャルエンドースメン
ト情報1015とを個別に受信し、これらを組み合わせて前記広告フットプリント1005内で表
示させる。この実施の形態において、前記広告1010とソーシャルエンドースメント情報10
15との組合せにより、前記広告フットプリント1005のサイズ内に前記広告1010とソーシャ
ルエンドースメント情報1010とが表示される。
【００４６】
　図11は、本発明の一実施の形態に従って、第三者パブリシャーウェブサイトに対して広
告と共にソーシャルエンドースメント情報を提供するための処理のフローチャート図であ
る。先ず、ステップ1105において、視聴ユーザから第三者パブリシャーシステムを介して
、広告のリクエストが受信される。次に、ステップ1105において、サーバから広告が読み
出される。次に、ステップ1110において、前記広告に関連する広告タグが読み出される。
ステップ1115では、前記視聴ユーザに関連付けられたソーシャルネットワーキングシステ
ムユーザのために、ソーシャルネットワーキングシステムからソーシャルネットワーキン
グシステムデータが読み出される。次に、前記広告タグに基づいてソーシャルネットワー
キングシステムデータを選択することによって、ソーシャルエンドースメント情報が作成
される。最後に、ステップ1125において、前記ソーシャルエンドースメント情報および広
告が前記第三者パブリシャーウェブサイトに送信される。
まとめ
【００４７】
　本発明の実施の形態についての上述の説明は、例示的な説明であり、本発明の全て網羅
するものではなく、本発明を開示内容のみに限定するものでもない。当業者に理解される
ように、上記開示内容に照らして多くの変更が可能である。
【００４８】
　以上の詳細な説明のいくつかの部分は、本発明の特徴を情報処理についてのアルゴリズ
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ムおよび象徴的表現について説明している。これらのアルゴリズムおよび表現は、当業者
がかれらの作業内容を他の当業者に最も効果的に伝えるために一般的に使用される手段で
ある。上記の処理は、ここでは機能的、計算的または論理的に説明されているが、コンピ
ュータプログラムまたは等価電気回路、マイクロコード等によって実現されてよい。これ
らの処理は、普遍性を喪失することなく、モジュールとして言及することは、折にふれて
便利であることが知られている。上述した処理および該処理に関連したモジュールは、ソ
フトウエア、ファームウエアもしくはハードウエア、またはこれらの組合せで実施されて
よい。
【００４９】
　上記ステップまたは処理は、1または複数のハードウエアまたはソフトウエアモジュー
ルを単独で使用することによって、または、他の装置と組み合わせて使用することによっ
て実行可能である。一実施の形態において、ソフトウエアモジュールが、上述したステッ
プまたは処理のいずれかまたはすべてを実行するコンピュータプロセッサによって実行可
能なコンピュータプログラムコードを含むコンピュータによって読み取り可能な媒体から
なるコンピュータプログラム製品で実現される。
【００５０】
　本発明の実施の形態は、さらに、上記処理を実行する装置に関する。この発明は前記要
求される目的に特化して構成されてもよく、および／または、コンピュータに記憶された
コンピュータプログラムによって選択的に作動または再構成される汎用コンピューテイン
グ装置からなっていてよい。このようなコンピュータプログラムは、コンピュータシステ
ムバスに接続された、電子命令を記憶するのに適した一時的ではない有形のコンピュータ
によって読み取り可能な記憶媒体またはその他任意タイプの媒体に記憶されてよい。さら
に、この明細書に言及されているコンピューティングシステムは、単一のプロセッサを備
えるものでよく、または、向上した計算能力を実現するためのマルチプロセッサ設計を使
用するアーキテクチャであってもよい。
【００５１】
　本発明の実施の形態は、ここで説明されたコンピューティング処理によって製造される
製品にも関する。このような製品は、コンピューティング処理から発声する情報からなっ
ていてよく、該情報は、一時的ではない有形のコンピュータによって読み取り可能な記憶
媒体に記憶され、コンピュータプログラム製品またはここで説明されたその他のデータ組
合せの一実施の形態からなっていてよい。
【００５２】
　最後に、この明細書に使用された言語が主に読み易さおよび教示目的で選択されたもの
であり、本発明の主題を限定し、その境界を規定するために選択されたものではない。本
発明の範囲は上述した詳細な説明に限定されず、請求の範囲によって制限される。従って
、ここでの本発明の開示は、以下の特許請求の範囲に記載した本発明の範囲を例示的に説
明するものであって限定的なものではない。
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