
JP 6480993 B2 2019.3.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーシャルネットワーキングシステムが、前記ソーシャルネットワーキングシステムの
第１の作成者によって行われる第１の主張を受け取るステップであって、前記第１の主張
は、表明、オーディエンス、および主張タイプを含む、第１の主張を受け取るステップと
、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムの第２の作成者によって行われる第２の主張を受け取るステップであって、前記第２の
主張は、前記第１の主張の前記表明を含む、ステップと、
　前記第１の主張の主張タイプに基づいて前記ソーシャルネットワーキングシステム内に
記憶されるスコアリングモデルを取り出すステップであって、前記スコアリングモデルは
、複数の重み付け要因に基づいて主張の真実係数を決定するための関数を備える、ステッ
プと、
　特定の閲覧ユーザに関する情報を取り出すステップであって、前記特定の閲覧ユーザは
、前記第１の作成者と前記第２の作成者とは別の前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムのユーザであり、前記特定の閲覧ユーザは、前記オーディエンスに含まれている、ステ
ップと、
　前記第１の作成者および前記第２の作成者に関する追加の情報を取り出すステップであ
って、前記追加の情報は、前記第１の作成者および前記第２の作成者が前記ソーシャルネ
ットワーキングシステムにおいて前記特定の閲覧ユーザに接続されているかどうかに関す



(2) JP 6480993 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

る情報を含む、ステップと、
　コンピューティングデバイスのプロセッサが、取り出された前記スコアリングモデルを
使用して、真実係数についての第１の重み付け要因と、第２の重み付け要因と、第３の重
み付け要因とに基づいて、前記第１の主張に関連付けられた表明が前記閲覧ユーザに対し
て真実である確率として前記第１の主張の真実係数を前記特定の閲覧ユーザの見解により
決定するステップであって、前記第１の重み付け要因は、前記表明に関連付けられた前記
第１の主張および前記第２の主張を含み、前記第２の重み付け要因は、前記特定の閲覧ユ
ーザに関する取り出された前記情報を含み、前記第３の重み付け要因は、前記第１の作成
者および前記第２の作成者が前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記特定
の閲覧ユーザに接続されているかどうかに関する取り出された前記追加の情報を含む、ス
テップと、
　前記特定の閲覧ユーザに対する前記第１の作成者に関連付けて前記ソーシャルネットワ
ーキングシステムにおいて前記第１の主張の前記真実係数を記憶するステップと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記第１の主張を受け取るステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて動作するアプリケーションから前記
第１の主張を受け取るステップであって、前記第１の主張は、前記第１の主張を行う前記
アプリケーションを含む、受け取るステップ
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の主張を受け取るステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステム外の外部ウェブサイトから前記第１の主張を
受け取るステップであって、前記第１の主張は、前記外部ウェブサイトにおいてカスタム
グラフオブジェクトに対して前記作成者によって実行されるカスタムグラフアクションを
示す標識をさらに含む、受け取るステップ
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の主張を受け取るステップは、
　主張を作成するためのユーザインタフェースであって前記ソーシャルネットワーキング
システムにおいて提供されるユーザインタフェースを介して前記第１の主張を受け取るス
テップと、
　前記ユーザインタフェースを介して前記第１の作成者による前記主張に対する主張タイ
プの選択を受け取るステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記表明は、前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに関する言明をさらに
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記表明は、前記ソーシャルネットワーキングシステムのエンティティに関する言明を
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の主張を受け取るステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにお
いて前記第１の作成者に関連付けられたプロファイルから前記第１の作成者に関する情報
を取り出すステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の主張を受け取るステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにお
いて前記特定の閲覧ユーザに関連付けられたプロファイルから前記第１の作成者に関する
情報を取り出すステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
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　オーディエンスが、前記作成者のプライバシ制御設定において選択される前記ソーシャ
ルネットワーキングシステムの１以上のユーザをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　オーディエンスが、前記作成者による前記ソーシャルネットワーキングシステムの１以
上のユーザの選択をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記主張タイプに基づく前記主張に対する前記スコアリングモデルは、前記作成者の評
判スコアを含む要因をさらに使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ソーシャルネットワーキングシステムの作成者がした主張を受け取るステップは、前記
閲覧ユーザのプロファイルから前記主張の前記閲覧ユーザの複数の親和性スコアを取り出
すステップをさらに含み、前記主張タイプに基づく前記主張に対する前記スコアリングモ
デルは、前記作成者に対する前記主張の前記閲覧ユーザの前記複数の親和性スコアの少な
くとも１つの親和性スコアを含む要因をさらに使用する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　第２の閲覧ユーザに関する情報を取り出すステップであって、前記第２の閲覧ユーザは
、前記第１の作成者と前記第２の作成者とは別の前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムのユーザであり、前記第２の閲覧ユーザは、前記オーディエンスに含まれている、ステ
ップと、
　前記第１の作成者および前記第２の作成者に関する追加の情報を取り出すステップであ
って、前記追加の情報は、前記第１の作成者および前記第２の作成者が前記ソーシャルネ
ットワーキングシステムにおいて前記第２の閲覧ユーザに接続されているかどうかに関す
る情報を含む、ステップと、
　コンピューティングデバイスのプロセッサが、取り出された前記スコアリングモデルを
使用して、第２の真実係数についての第４の重み付け要因と、第５の重み付け要因と、第
６の重み付け要因とに基づいて、前記第１の主張に関連付けられた表明が真実である第２
の確率として前記第１の主張の第２の真実係数を前記特定の第２の閲覧ユーザの見解によ
り決定するステップであって、前記第４の重み付け要因は、前記表明に関連付けられた前
記第１の主張および前記第２の主張を含み、前記第５の重み付け要因は、前記第２の閲覧
ユーザに関する取り出された前記情報を含み、前記第６の重み付け要因は、前記第１の作
成者および前記第２の作成者が前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記第
２の閲覧ユーザに接続されているかどうかに関する取り出された前記追加の情報を含む、
ステップと、
　前記第２の閲覧ユーザに対する前記第１の作成者に関連付けて前記ソーシャルネットワ
ーキングシステムにおいて前記第１の主張の前記第２の真実係数を記憶するステップであ
って、前記真実係数と前記第２の真実係数とは異なる、ステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　ソーシャルネットワーキングシステムの主題ユーザが属性を所有する第１の主張を受け
取るステップであって、前記第１の主張は、第１の作成者および第１のオーディエンスを
有する、第１の主張を受け取るステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記主題ユーザが前記属性を所有する第２
の主張を受け取るステップであって、前記第２の主張は、第２の作成者および第２のオー
ディエンスを有する、第２の主張を受け取るステップと、
　特定の閲覧ユーザに前記属性を提示する要求を受け取るステップであって、前記特定の
閲覧ユーザは、前記第１の作成者と前記第２の作成者とは別の前記ソーシャルネットワー
キングシステムのユーザであり、前記特定の閲覧ユーザは、前記第１のオーディエンスお
よび前記第２のオーディエンスに含まれている、ステップと、
　前記特定の閲覧ユーザが前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記主題ユ
ーザ、前記第１の作成者または前記第２の作成者に接続されているかどうかについて記述
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する前記特定の閲覧ユーザに関するソーシャル情報を取り出すステップと、
　前記属性に基づいて前記ソーシャルネットワーキングシステム内に記憶されるスコアリ
ングモデルを取り出すステップであって、前記スコアリングモデルは、複数の重み付け要
因に基づいて前記属性に関する前記第１の主張の複数の真実係数を決定するための関数を
備える、ステップと、
　コンピューティングデバイスのプロセッサが、前記スコアリングモデルと、前記特定の
閲覧ユーザに関する取り出される前記ソーシャル情報とに基づいて前記第１の主張および
前記第２の主張の各々の真実係数を前記特定の閲覧ユーザの見解により決定するステップ
であって、主張について決定された真実係数は、前記主題ユーザが前記主張において指定
された前記属性を所有する確率を表す、真実係数決定ステップと、
　前記特定の閲覧ユーザへ表示するために前記複数の真実係数に基づいて前記主題ユーザ
に関連付けられた前記属性を提供する、属性提供ステップと
　を含む方法。
【請求項１５】
　前記特定の閲覧ユーザは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記第１
の作成者と接続されており、前記特定の閲覧ユーザは、前記第２の作成者と接続されてお
らず、取り出される前記ソーシャル情報は、前記第１の作成者に関連付けられる、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記特定の閲覧ユーザは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記第１
の作成者および前記第２の作成者と接続されており、取り出される前記ソーシャル情報は
、前記第１の作成者および前記第２の作成者に関連付けられる、請求項１４に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記特定の閲覧ユーザは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記第１
の作成者に接続されておらず、前記特定の閲覧ユーザは、前記第２の作成者に接続されて
おり、取り出される前記ソーシャル情報は、前記第２の作成者に関連付けられる、請求項
１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の主張および前記第２の主張の複数の真実係数を、前記ソーシャルネットワー
キングシステムにおける前記特定の閲覧ユーザに関連付けられた前記属性の主張オブジェ
クト内に記憶するステップ
　をさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記真実係数決定ステップは、
　前記特定の閲覧ユーザに関する受け取られる前記ソーシャル情報に基づいて前記取り出
されるスコアリングモデルを使用して前記第１の主張の第１の真実係数を決定するステッ
プと、
　前記特定の閲覧ユーザに関する受け取られる前記ソーシャル情報に基づいて前記取り出
されるスコアリングモデルを使用して前記第２の主張の第２の真実係数を決定するステッ
プと
　をさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　前記特定の閲覧ユーザに関する受け取られる前記ソーシャル情報は、前記第２の作成者
に関する第２の親和性スコアを上回る前記第１の作成者の第１の親和性スコアを示す標識
をさらに含み、前記方法は、
　前記スコアリングモデルと前記スコアリングモデルにおける親和性係数とに基づいて前
記第１の真実係数および前記第２の真実係数を決定するステップであって、前記親和性係
数は、前記第１の作成者の前記第１の親和性スコアが前記第２の作成者に関する前記第２
の親和性スコアを上回ることに基づく、ステップ
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　をさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記属性提供ステップは、
　前記スコアリングモデルにおける前記スコアリングモデルと親和性係数とに基づいて、
前記第１の真実係数および前記第２の真実係数を決定するステップであって、前記親和性
係数は、前記第１の作成者の前記第１の親和性スコアが前記第２の作成者に関する前記第
２の親和性スコアを上回ることに基づく、ステップ
　をさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記主題ユーザに関連付けられた提供される前記属性についての前記特定の閲覧ユーザ
からのフィードバックを受け取るステップと、
　受け取られる前記フィードバックに基づいて前記第１の作成者および前記第２の作成者
の複数のユーザ評判スコアを生成するステップと、
　前記第１の作成者および前記第２の作成者に関する複数のプロファイルオブジェクト内
に前記複数のユーザ評判スコアを記憶するステップと
　をさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記真実係数決定ステップは、
　前記第１の作成者および前記第２の作成者に関する前記複数のユーザ評判スコアを取り
出すステップと、
　前記第１の作成者および前記第２の作成者に関する取り出される前記複数のユーザ評判
スコアに基づいて前記複数の真実係数を引き下げるステップと
　をさらに含む、請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的にはソーシャルネットワーキングに関し、詳細には、ソーシャルネッ
トワーキングシステムで行われる表明の評価に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザが、彼ら自身、彼らの友達、な
らびにお気に入りの映画、ミュージシャン、著名人、ソフトドリンク、趣味、スポーツチ
ーム、およびアクティビティなどの他のユーザおよびエンティティとの実世界の概念への
彼らの関心および好みに関する情報を共有することを可能にしてきた。ユーザは、どこで
育ったのか、どの単科大学および総合大学に通ったのか、どこで働いたのかなど、彼ら自
身に関する経歴情報を含める場合がある。エッジによって相互接続されたノードのソーシ
ャルグラフを、ユーザ、エンティティ、およびソーシャルネットワーキングシステム上の
他のノードの間の相互作用を介して作成することができる。ノードの間の相互作用を表す
エッジは、絶対的な真実に基づくと仮定され、ユーザの見解から生成された。この形態で
、ユーザは、関心を表現し、ソーシャルネットワーキングシステム内の他のユーザおよび
エンティティと情報を共有することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザが彼ら自身に関する情報を共有するツ
ールを提供したが、この情報は、ある不確かさが言明に存在する可能性がある場合であっ
ても、絶対的真実として受け入れられてきた。たとえば、ユーザは、実際には米国テキサ
ス州ダラスの付近の郊外出身である時に、彼または彼女が米国テキサス州ダラス出身であ
ると述べることができる。その結果、ソーシャルネットワーキングシステムは、ソーシャ
ルネットワーキングシステムの他のユーザに、そのユーザの出身地に関する不正確な情報
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を提供する。これは、不正確な情報に基づく、そのユーザに向けられた的を絞った非効率
的な広告につながる可能性がある。さらに、不正確な情報が提供されるので、ユーザ経験
が減少する。
【０００４】
　具体的には、ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザ、エンティティ、および
関心の間の相互作用のソーシャルグラフを作成する際に行われる言明の不確かさを処理す
るツールまたは機構を提供しなかった。ユーザ、ソーシャルネットワーキングシステム上
の他のユーザおよびエンティティとのつながり、ならびにユーザの関心および好みに関す
る正確な情報は、よりよいユーザ経験を提供すると同時に、サードパーティデベロッパが
より正確にユーザに的を絞り、彼らのウェブサイトとのトラフィックを推進し、関りを増
やすように努めるアプリケーションをよりよく作成することを可能にする。広告主も、ソ
ーシャルネットワーキングシステムのユーザに、関心ベースの商品およびサービスをマー
ケティングする際に、正確な情報から利益を得る。しかし、既存のシステムは、ソーシャ
ルグラフを作成する際にユーザによって行われる表明を識別し、評価する効率的な機構を
提供しなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ソーシャルネットワーキングシステムでのユーザのアクションを記録するソーシャルグ
ラフを、少なくとも部分的に、主張の集合としてモデル化することができる。各主張は、
作成者、オーディエンス、および表明を表すコンテンツに関連付けられる。確率情報を、
主張のさまざまなソースから収集することができ、次いでソーシャルネットワーキングシ
ステムは、主張内で行われる表明の真実性の尺度を評価することができる。この評価は、
異なるユーザが同一の主張に関するまたは主張内で行われる表明に関する真実性の異なる
尺度を有するように、主観的な観点に依存することができる。さまざまな実施形態では、
ユーザ、エンティティ、またはアプリケーションは、ソーシャルネットワーキングシステ
ム内で表明を行うことができ、これらの表明は、主張としてモデル化される。ユーザの歴
史的表明の評価に基づいてユーザについて評判スコアを決定することができる。真実性に
ついて、特定の閲覧者の見解から、たとえばヒューリスティック分析、回帰分析、および
／または機械学習法を使用する確率予測モデルを使用して、主張を評価することができる
。主張としてのこれらの相互作用のモデル化は、ソーシャルネットワーキング環境内の多
数のアプリケーションを有効にする。たとえば、連絡先アプリケーションは、ユーザのプ
ロファイル情報に関する主張が行われたコンテキストに基づいて、閲覧者にソーシャルネ
ットワーキングシステムのユーザに関するプロファイル情報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】ソーシャルネットワーキングシステムのユーザ相互作用をソーシャルグラフの
ノードおよびエッジとしてモデル化する従来技術のプロセスを示すハイレベルブロック図
。
【図１Ｂ】本発明の実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステム内の主張の構
造を提供するプロセスを示すハイレベルブロック図。
【図１Ｃ】本発明の実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステム上の相互作用
を主張の集合としてモデル化するプロセスを示すハイレベルブロック図。
【図２】本発明の実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのブロック図を
示す、ソーシャルネットワーキングシステム内の主張を評価するシステムのネットワーク
図。
【図３】本発明の実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステム内の主張を評価
するプロセスを示すフローチャート。
【図４】本発明の実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステム内の同一の主題
に関する複数の主張を評価するプロセスを示す相互作用図。
【図５】本発明の実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステム内の主張を評価
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するプロセスを示すハイレベルブロック図。
【図６Ａ】本発明の実施形態による、評価された主張に基づいて閲覧者に情報を提供する
ソーシャルネットワーキングシステム上のアプリケーションの例を示す図。
【図６Ｂ】本発明の実施形態による、評価された主張に基づいて閲覧者に情報を提供する
ソーシャルネットワーキングシステム上のアプリケーションの例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図面は、例示のみのために本発明のさまざまな実施形態を示す。当業者は、以下の議論
から、本明細書に示された構造および方法の代替実施形態を、本明細書で説明される発明
の原理から逸脱せずに使用することができることを容易に認識されるであろう。
【０００８】
　ノードおよびエッジを有する従来のソーシャルグラフ
　ソーシャルネットワーキングシステムは、そのユーザに、ソーシャルネットワーキング
システムの他のユーザと通信し、相互作用する能力を提供する。ユーザは、ソーシャルネ
ットワーキングシステムに参加し、彼らが接続されることを望む複数の他のユーザへの接
続を追加する。ソーシャルネットワーキングシステムのユーザは、ユーザプロファイルと
して記憶される、彼らを記述する情報を提供することができる。たとえば、ユーザは、彼
らの年齢、性別、地理的位置、学歴、職歴、および類似物を提供することができる。ユー
ザによって提供される情報を、ソーシャルネットワーキングシステムによって使用して、
情報をユーザに向けることができる。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステムは
、ソーシャルグループ、イベント、および潜在的な友達をユーザに推奨することができる
。ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザが、著名人、趣味、スポーツチーム、
書籍、音楽、および類似物などの概念への関心を明示的に表すことを可能にすることもで
きる。これらの関心を、広告の的を絞ることおよび、共有される関心に基づいてソーシャ
ルネットワーキングシステムの他のユーザに関する関連するストーリを示すことによって
、ソーシャルネットワーキングシステム上でのユーザ経験をパーソナライズすることを含
む多数の形態で使用することができる。
【０００９】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、以前に、エッジによって接続されたノードを
含むソーシャルグラフを使用して、相互作用、関係、および他のソーシャル情報をモデル
化した。ノードは、ユーザ、エンティティ、および概念を具現化するウェブページなどの
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含むことができる。エッジは、ユ
ーザが別のユーザとの新しいつながりを作成しまたは新しい映画に関するウェブページへ
の関心を表す時など、２つのノードの間の特定の相互作用を表す。ソーシャルグラフは、
ソーシャルネットワーキングシステムのユーザの間の相互作用ならびにソーシャルネット
ワーキングシステムのユーザとオブジェクトとの間の相互作用を、これらの相互作用を表
すノードおよびエッジ内に情報を記憶することによって記録することができる。カスタム
グラフオブジェクトおよびカスタムグラフアクションを、サードパーティ開発者ならびに
ソーシャルネットワーキングシステムの管理者によって定義して、グラフオブジェクトお
よびグラフアクションの属性を定義することができる。たとえば、映画のグラフオブジェ
クトは、題名、俳優、監督、プロデューサ、年度、および類似物など、複数の定義された
属性を有することができる。カスタムグラフオブジェクトおよびカスタムグラフアクショ
ンは、参照により本願明細書に援用される、２０１１年９月２１日に出願した関連出願、
米国特許出願第１３／２３９，３４０号、名称「ソーシャルネットワークシステムにおけ
る構造化されたオブジェクトおよびアクション（Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｏｂｊｅｃｔｓ
　ａｎｄ　Ａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　ａ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）」においてさらに説明されている。
【００１０】
　図１Ａに示されているように、ノードＡ　１０２は、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００（図２に図示）のユーザを表すことができ、別のノードＢ　１０４において「



(8) JP 6480993 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

いいね」のクリックなどのソーシャルネットワーキングシステム１００内でのアクション
を実行することができ、このノードＢ　１０４は、ソーシャルネットワーキングシステム
１００の別のユーザ、エンティティ、または、レディガガ（Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ）のペー
ジなどのオブジェクトを表すことができる。このアクションは、エッジ１１０を作成する
。同様に、ノードＣ　１０６およびノードＤ　１０８も、リンクを共有する、写真にコメ
ントを付ける、別のノードＢ　１０４への接続を確立する、および類似物など、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００上でアクションを実行することができる。図１Ａでは
、ノードＣ　１０６およびノードＤ　１０８は、ノードＢ　１０４において「いいね」を
クリックするなどの相互作用を介して、ノードＢ　１０４とのエッジ１１２および１１４
を生成することができる。その結果、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、ノ
ードＡ　１０２、ノードＣ　１０６、およびノードＤ　１０８のすべてが、ノードＢ　１
０４に関心を持つと仮定することができ、その結果として、「いいね」または関心の表現
を集約することができる。ソーシャルネットワーキングシステム１００上のアプリケーシ
ョンは、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム１００上の他のユーザ、エンティ
ティ、および概念にどれほど関心を持っている可能性があるのかを見積るために、「いい
ね」の総数を照会することができる。このソーシャルグラフを構造化する従来技術のシス
テムでは、ソーシャルグラフの基本的な構成要素は、ノードおよびエッジを作成するため
のこのアクタ－アクティ関係に強く頼る。ソーシャルネットワーキングシステム１００の
２つの異なるユーザは、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のレディガガのペ
ージに関する「いいね」の同一の総数を見る。
【００１１】
　主張の概要
　ノードおよびエッジを使用してソーシャルグラフをモデル化する代わりにまたはそれに
加えて、ソーシャルネットワーキングシステム１００を、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００のユーザおよびエンティティによって作られる主張の集合の上に構造化する
ことができる。主張は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内でデータ構造とし
て記憶され、以下の構成要素の一部またはすべてを含む。
【００１２】
　・作成者
　・所有者
　・表明
　・オーディエンス
　・著作権
　・ソーシャルネットワーキングシステムによって主張に関連付けられたメタデータ
　ユーザは、ある大学に通ったことがある、ある会社で働いている、ある位置（ロケーシ
ョン）で育った、またはソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザの友達である
など、ソーシャルネットワーキングシステム上で複数の「主張」を行うことができる。ソ
ーシャルネットワーキングシステム上での主張は、ユーザが現在生活している場所と、年
齢、性別、出身地、デートの関心事、親族関係状況、話す言語、宗教、および政治的見解
を含むユーザに関する他の経歴情報、ならびに、連絡先情報、職業経験および教育経験、
家族構成員、タイムラインに投稿された歴史的イベント、およびお気に入りの引用句を含
む他の情報など、他の宣言されたユーザプロファイル情報を含む。
【００１３】
　主張を、エージェントの代わりに働くことを認可されたユーザ、エンティティ、および
アプリケーションなどのソーシャルネットワーキングシステム１０の「エージェント」に
よって「作成」することができる。作成者エージェント１１８は、主張の所有権を割り当
てるために「所有者」を指定することができる。所有者エージェント１２８は、主張を他
のエージェントによってコピーできるかどうかおよび主張を他のエージェントによるラン
キング内で押し上げることができるかどうかなど、主張に関するある種の設定を指定する
ことができる。ユーザペイロードビット１３４へのソーシャルネットワーキングシステム
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１００とのインタフェースを介して所有者エージェント１２８によって著作権１３２をセ
ットして、他のエージェントが主張のペイロードを新しい主張にコピーすることを可能に
する。
【００１４】
　各主張は、ソーシャルグラフに書き込まれるコンテンツの「ペイロード」を含む「表明
」を含む。コンテンツのペイロードは、表明の核である。一実施形態では、ペイロードを
、表明が記述するオブジェクトである主題として形成することができる。さらに別の実施
形態では、ペイロードを、オブジェクト、オブジェクトの合成物、またはバイナリとする
ことができるターゲットとして形成することができる。さらなる実施形態では、ペイロー
ドは、主題とターゲットとの間の関係を記述する動詞からなるものとすることができ、こ
の関係は、オブジェクトまたはオブジェクトの合成物とすることができる。さらに別の実
施形態では、動詞は、バイナリを含まない。主張は、エッジがエッジタイプを有するのと
同様に、主張タイプを有することができる。たとえば、ユーザが現在サンフランシスコに
住んでいることの主張は、現在都市の主張タイプを有する。主張タイプを、ソーシャルネ
ットワーキングシステム１００によってメタデータオブジェクトとして割り当てることが
できる。
【００１５】
　図１Ｂに示されたハイレベルブロック図に示されているように、主張オブジェクト１１
６を、作成者エージェント１１８と、主題１２２、動詞１２４、および／またはターゲッ
ト１２６をさらに含むことができる表明１２０と、所有者エージェント１２８と、ユーザ
ペイロードビット１３４およびアプリケーション著作権ビット１３６をさらに含むことが
できる著作権１３２と、オーディエンスエージェント１３０と、使用権利ビット１３８と
、メタデータオブジェクト１４０とを含むデータ構造として表すことができる。閲覧エー
ジェント１４２を、ソーシャルネットワーキングシステム１００内でオブジェクト１４８
として表すことができ、ユーザデバイス１４４に関連付けることができる。アプリケーシ
ョン１４６を、閲覧エージェント１４２によって認可して、閲覧エージェント１４２の代
わりに主張を作成することができる。図１Ｂに示されているように、主張オブジェクト１
１６は、バイナリ１５０または１つまたは複数のオブジェクト１４８内にコンテンツを記
憶するターゲット１２６を含む表明１２０を含むことができる。
【００１６】
　主張オブジェクト１１６を、作成者エージェント１１８によって作成し、オーディエン
スエージェント１３０によって読み取り、ソーシャルネットワーキングシステム１００が
関係を有するかプライバシモデルを破壊しないことを保証できる任意のデバイスまたはサ
ービスにソーシャルネットワーキングシステム１００によって同期し、ターゲットとして
のペイロードの聴取エージェントが著作者であることの下でペイロードのコピーが新しい
主張を作成する場合に著作権１３２を条件として任意のオーディエンスエージェント１３
０によってペイロードをコピーし、作成者エージェント１１８がオーディエンスエージェ
ント１３０である（作成者エージェント１１８は主張１１６を「見ることができる」）場
合に所有者エージェント１２８または作成者エージェント１１８によって削除することが
できる。主張オブジェクト１１６は、作成者エージェント１１８によって更新される表明
１２０を有することができ、他の主張フィールドのすべてをコピーする新しい主張を作成
し、新しい主張を指し示す（ｐｏｉｎｔ）ように古い主張へのすべての参照を更新する。
主張オブジェクト１１６のプライバシまたは主張オブジェクト１１６を閲覧することがで
きるオーディエンスエージェント１３０の選択を、主張オブジェクト１１６の所有者エー
ジェント１２８によって更新することができる。同様に、主張の著作権１３２を、主張１
１６の所有者エージェント１２８によって更新して、主張１１６のペイロードを「コピー
する」ためにオーディエンスエージェント１３０およびオーディエンスエージェント１３
０の代わりに働くアプリケーション１４６の能力を変更することができる。主張１１６の
ペイロードを、一実施形態で、主張オブジェクト１１６の表明１２０として記述すること
もできる。さらに、主張１１６の使用権利ビット１３８を、主張１１６の所有者エージェ
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ント１２８によって更新して、検索結果または他の主張ランキングアルゴリズム内で主張
１１６を「押し上げる」能力を変更することができる。
【００１７】
　前述の例の上記の主張のそれぞれは、事実に基づいて真実であってもなくてもよく、実
際の真実は、知ることができないか、存在すらしない可能性がある。さらに、異なるユー
ザは、ユーザに関する既知の情報に基づいて、主張内の表明の真実の異なる尺度を有する
。主張の主観的性質に対処するために、ソーシャルネットワーキングシステムは、ソーシ
ャルネットワーキングシステムの他のオブジェクトから主張に関する情報を収集すること
ができる。効果的に、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、主張オブジェクト
１１６の閲覧エージェント１４２、作成者エージェント１１８、所有者エージェント１２
８、および／またはオーディエンスエージェント１３０に関する情報に基づいて、主張オ
ブジェクト１１６の１つまたは複数の「真実係数」を決定することができる。１つまたは
複数の真実係数を、主張オブジェクト１１６についてソーシャルネットワーキングシステ
ム１００によってメタデータオブジェクト１４０として記憶することができる。主張を評
価し、評価された主張を使用してユーザに情報を提供する実施形態を、以下に図２～図５
の説明においてさらに詳細に説明する。
【００１８】
　主張の構成要素
　図１Ｂ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１００は、ウェア
ハウス層１８２および主張層１８４を含む。ウェアハウス層１８２は、オブジェクト１４
８およびバイナリ１５０からなり、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザ
によって直接に使用可能ではない基礎サービスを提供する。オブジェクト１４８は、一意
識別子／ｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒを有し、所有されず
、主張層によって作成され、参照され得、破壊され得ない。バイナリ１５０またはバイナ
リストレージは、写真、ビデオ、テキスト、および類似物などの「ｂｌｏｂ」またはファ
イルからなる。バイナリ１５０は、所有されず、ソーシャルネットワーキングシステム１
００に直接に入れることはできない。バイナリ１５０は、主張１１６のターゲット１２６
として作成される。バイナリ１５０を直接に参照することはできず、主張層を介してのみ
参照できる。
【００１９】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００の主張層１８４は、ウェアハウス層１８２
の上にあり、ウェアハウス層１８２のストレージ／オブジェクトモデルへ下るインタフェ
ースの役割を担う。ソーシャルネットワーキングシステム１００の主張層１８４は、ウェ
アハウス層１８２内に記憶されたアイテムのアイデンティティモデルを提供し、ウェアハ
ウス層１８２上でのアクションを検証するためのプロセスを提供する。上述したノードお
よびエッジのソーシャルグラフなどのソーシャルネットワーキングシステム１００の他の
サービスは、主張層１８４の上に収まることができる。
【００２０】
　一実施形態では、主張構造全体を、ソーシャルグラフ上のオブジェクトとして記憶し、
一意のＵＲＬまたは識別子に関連付けることができる。主張データ構造を、作成者エージ
ェント１１８によって作成し、読み取り、更新し、同期し、ペイロードをコピーし、また
は削除することができる。一実施形態では、主張の一般的な形式は、ＣＬＡＩＭ（作成者
｜表明（主題，動詞，ターゲット）｜所有者｜オーディエンス｜著作権（ユーザペイロー
ド，アプリケーション）｜使用権利｜メタデータ）である。
【００２１】
　一例では、ソーシャルネットワーキングシステム内の主張は、状況更新、写真、ビデオ
、リンク、メッセージ、またはコメントなど、任意のユーザ生成コンテンツを含むことが
できる。別の例では、ソーシャルネットワーキングシステム１００内の主張は、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００の外部のｅコマースウェブサイト上の製品を「いいね
」をクリックする、外部音楽ストリーミングアプリケーションを介してレコードアルバム
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を聴く、電子ブック読取りアプリケーションおよび／またはデバイス上で本を読む、ソー
シャルネットワーキングシステム１００上で動作するゲームをプレイするなど、オブジェ
クトがソーシャルネットワーキングシステム１００上に存在するか否かにかかわらず、ソ
ーシャルグラフ内のオブジェクトとのすべてのアクションまたはつながりを含むことがで
きる。
【００２２】
　さらに別の例では、「友達になる」またはソーシャルグラフ内の２つのエージェント、
ユーザ、エンティティ、もしくはノードの間の接続を形成することを、開始するエージェ
ントがターゲットエージェント「の友達」であることの主張として記述することができる
。主張のプライバシを、主張がターゲットエージェントによって相互一致されない限り、
開始するエージェントおよびターゲットエージェントに制限することができる。ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００内の主張として構造化することができる「友達リスト
」を、エージェントによって生成することができる。ソーシャルネットワーキングシステ
ム１００の閲覧エージェント１４２の見解から、作成者エージェント１１８の友達リスト
を見ることができないが、作成者エージェント１１８と友達である別の作成者エージェン
トの主張を見ることができる場合に、彼らは、暗黙のうちに友達関係を見ることができる
。任意の友達リストを介して友達であることを見ることができない場合でも、友達である
ことを暗示することができる通常のプライバシ設定を介して、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００上で行われるアクションを見ることができる。一実施形態では、アプリ
ケーションは、それがアクセスした主張を読み取り、作成者エージェント１１８の友達リ
ストについて見ることができるものを見積る派生友達リストを再作成することができる。
【００２３】
　主張の作成者エージェントおよび所有者エージェント
　エージェントは、実世界の人を表すユーザプロファイルを有するソーシャルネットワー
キングシステム１００のユーザ、実世界の会社、事務所、著名人、もしくは場所を表すエ
ンティティプロファイルを有するソーシャルネットワーキングシステム１００のエンティ
ティ、外部システムもしくはウェブサイトからソーシャルネットワーキングシステム１０
０に接続することができるサードパーティアプリケーション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１００上で動作するもしくはこれの外部で動作するアプリケ
ーション、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のページ、指定された管理者が
グループの代わりに作用するソーシャルネットワーキングシステム１００上のユーザのグ
ループ、または指定された管理者がイベントの代わりに作用するソーシャルネットワーキ
ングシステム１００上のイベントとすることができる。一実施形態では、ソーシャルネッ
トワーキングシステム１００は、エージェントが実世界の人またはエンティティを正確に
表すことを検証済みである。閲覧エージェント１４２は、主張を作成し、またはソーシャ
ルグラフに主張を書き込むことができる。閲覧エージェント１４２は、閲覧エージェント
１４２が主張１１６のオーディエンスエージェント１３０として指定されるかどうかに基
づいて、ソーシャルグラフ上の閲覧エージェント１４２からアクセス可能である主張を読
み取ることも閲覧することもできる。エージェントを、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００によって、自由に作成し、または破壊することもできる。閲覧エージェント１
４２は、オーディオコマンドおよび音声コマンドなどの通信の他の方法を介して、主張に
アクセスし、これと相互作用することもできる。
【００２４】
　一実施形態では、エージェントの特殊なクラスを、子供および未成年者または成年の年
齢未満のユーザについて定義することができる。エージェントのこれらのクラスは、ソー
シャルネットワーキングシステム１００のすべてのユーザを含むオーディエンスに対する
主張を作成できないまたは一般に公開されている主張を作成できないなど、ソーシャルネ
ットワーキングシステム１００上で明示的に制限された作成特権を有する。他の実施形態
では、エージェントのこれらのクラスは、彼らが成年の年齢に達するまで、彼らが一般に
使用可能なオーディエンスを選択することを可能にするが、これらの主張のプライバシを
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制限するなど、作成特権に関する暗黙の制限を有する。さらに、子供は、親すなわち、ソ
ーシャルネットワーキングシステム１００上の別のユーザに初期に接続され、親を「友達
から外す」または親への接続を切断することができない。親は、子供のパスワードを復元
することができ、親が子供のアクションを閲覧することができる場合を除いて子供がアク
セスできるフィーチャをオフに切り替えることができ、子供に対する（インバウンド）友
達要求のオーディエンスが子供および親になるように、インバウンド友達要求を見ること
もできる。さらに、エージェントは、未成年者および子供が少なくとも未成年者の友達の
友達にならない限り、未成年者および子供のタイムラインにコンテンツを置くことを推奨
するなど、未成年者および子供にタグ付けする能力において制限される。未成年者および
子供を、未成年者の親またはエージェントとして働くソーシャルネットワーキングシステ
ム１００など、ソーシャルネットワーキングシステム１００の別のエージェントによって
ある種のエージェントのオーディエンスから除外することもできる。
【００２５】
　エージェントは、他のエージェントをブロックすることもでき、これは、他のエージェ
ントが、他のエージェントによって所有される主張のオーディエンス内のエージェントを
ブロックすることを妨げ、他のエージェントがブロックするエージェントによって所有さ
れる主張の聴取に含まれることを妨げる。エージェントは、「最良一致」検索結果および
「完全一致」検索結果を返すために「ブラウズ」の照会、すなわちソーシャルネットワー
キングシステム１００内の主張に対する照会を実行することもできる。閲覧エージェント
１４２は、閲覧エージェント１４２の代わりの主張の作成および認可された作成された主
張に基づく派生主張の生成など、アプリケーション１４６が有する能力のいずれを実行す
ることの許可をアプリケーション１４６に与える能力をアプリケーション１４６に委任す
ることもできる。
【００２６】
　エージェントは、作成者エージェント１１８、所有者エージェント１２８、およびオー
ディエンスエージェント１３０とすることができる。主張オブジェクト１１６の作成者エ
ージェント１１８は、一実施形態では、デフォルトで、主張１１６の所有者エージェント
１２８として指定され得、オーディエンスエージェント１３０として含められ得る。たと
えば、住所録のモバイルアプリケーションのユーザが、プライバシ設定を「本人のみ」に
セットされた接続されたユーザの電話番号を記録することを望む場合があり、これは、ユ
ーザが、その電話番号をプライベートに保ち、彼女自身のみがアクセス可能であるように
することを望むことを意味する。接続されたユーザに関する電話番号のこの主張を記述す
る主張オブジェクト１１６は、デフォルトで、ユーザによって構成されたプライバシ設定
に従って、接続されたユーザのプライベート電話番号に関する主張オブジェクト１１６の
ユーザを作成者エージェント１１８、所有者エージェント１２８、およびオーディエンス
エージェント１３０として指定する。ソーシャルネットワーキングシステム１００上のユ
ーザインタフェースなどのさまざまなインタフェースを介して、または１つまたは複数の
アプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を介して、作成者エージェン
ト１１８は、所有者エージェント１２８および１つまたは複数のオーディエンスエージェ
ント１３０を指定することができる。一実施形態では、プライバシ制御設定を、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００によってインポートして、主張オブジェクト１１６の
１つまたは複数のオーディエンスエージェント１３０を選択することができる。著作権お
よび使用権利のプリファレンスを、ソーシャルネットワーキングシステム１００内で構成
されるプリファレンス設定を介して作成者エージェント１１８によって予め決定すること
もでき、一実施形態では、デフォルトで、作成者エージェント１１８によって生成される
主張オブジェクト１１６にインポートすることができる。
【００２７】
　一実施形態では、作成者エージェント１１８は、ソーシャルネットワーキングシステム
１００内の特定の閲覧エージェント１４２の見解からの作成者エージェント１１８によっ
て作成された主張オブジェクト１１６を閲覧することができる。たとえば、ユーザインタ
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フェースを介して、作成者エージェント１１８は、閲覧エージェント１４２が作成者エー
ジェント１１８によって記述された主張オブジェクト１１６のオーディエンスエージェン
ト１３０として特定の閲覧エージェント１４２が含まれるかどうかに基づいて、特定の閲
覧エージェント１４２によって閲覧することができる主張オブジェクト１１６がある場合
に、それを閲覧するために特定の閲覧エージェント１４２に入力することができる。別の
実施形態では、オーディエンスエージェント１３０は、主張オブジェクト１１６を閲覧し
、オーディエンスエージェント１３０のタイムライン、オーディエンスエージェント１３
０に接続されたエージェントのタイムライン、ターゲットエージェントのメッセージ、ソ
ーシャルネットワーキングシステム１００の外部の通信、またはソーシャルネットワーキ
ングシステム１０の外部のウェブサイト上など、別の位置へその主張をコピーすることが
できる。この形態で、主張オブジェクト１１６のオーディエンスを、主張オブジェクト１
１６をコピーするオーディエンスエージェント１３０によって決定される新しい聴取を含
むように拡張することができる。
【００２８】
　別の実施形態では、閲覧エージェント１４２およびエージェントの代わりに働くアプリ
ケーション１４６は、主張のセットに対して照会を実行することができる。主張は、構造
化される（すなわち、構造化されたデータを含む）ので、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００は、相対的に容易に、主張オブジェクト１１６のセットに対する構造化され
た照会を実行することができる。照会は、ソーシャルネットワーキングシステム１００上
のユーザインタフェース、アプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）の
セット、および他のプロセスに含まれる検索機能としてなど、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００とのさまざまなインタフェースを介して実行され得る。
【００２９】
　作成者エージェント
　ソーシャルネットワーキングシステム１００では、「作成者」は、ソーシャルネットワ
ーキングシステム１００内で働く能力を与えられ、真実性スコア、真実係数、および／ま
たは評判スコアを保持することができる任意のエージェントを含むことができる。作成者
エージェント１１８は、主張の「作成者」であり、主張オブジェクト１１６の表明１２０
が作成者エージェント１１８によって記述されるようになっている。作成者エージェント
１１８は、ソーシャルネットワーキングシステム１００の１つまたは複数のインタフェー
スならびに作成者エージェント１１８の代わりに主張を作成することを認可されたサード
パーティアプリケーションなどのソーシャルネットワーキングシステム１００に接続され
た外部システムを介して、作成される主張オブジェクト１１６の表明１２０を記述するこ
とができる。作成者エージェント１１８は、派生主張すなわち、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００内の他の主張に基づく主張を作ることもできる。たとえば、第１の作
成者は、第２の作成者の電話番号が８６７－５３０９であると第２の作成者が主張すると
主張することができる。一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は
、ソーシャルネットワーキングシステム１００内の他のエージェントによって行われる主
張に基づいて派生主張を作る際に作成者エージェント１１８として働くことができる。
【００３０】
　作成者エージェント１１８は、一実施形態でアクティビティログへのアクセスまたはす
べての主張データのダウンロードによって見ることができる、作成者エージェント１１８
が行ったすべての主張にアクセスする権利を有する。さらなる実施形態では、書込み／読
取りごとの支払（ｐａｙ－ｐｅｒ－ｗｒｉｔｅ／ｒｅａｄ）モデルのビジネスモデルを、
ソーシャルネットワーキングシステム１００内で主張オブジェクト１１６を使用して実装
することができる。アイデンティティマーケットプレースは、タイプによって特定の主張
へのアクセスについて課金することができる（あるいは、他者が彼らの主張を入力し、彼
らの情報へのアクセスについて課金することを可能にする）。たとえば、ソーシャルネッ
トワーキングシステムは、アプリケーションが、特定のエージェントまたは特定のアプリ
ケーションもしくは人口統計学に関連付けられたエージェントによる主張を読み取るため
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のアクセスについて毎月または主張ごとに支払うことを可能にする。アイデンティファイ
マーケットプレースまたは支払に関する情報の交換は、エージェントまたはユーザの知識
および許可に対してのみ発生する。
【００３１】
　所有者エージェント
　一実施形態では、各主張は、１つの所有者エージェント１２８を有する。主張オブジェ
クト１１６の作成者エージェント１１８は、特定のエージェントの代わりに主張を作成す
るアプリケーション１４６を除いて、デフォルトで所有者エージェント１２８である。例
外の場合に、特定のエージェントが、その代わりに主張を作成することを認可されたアプ
リケーション１４６によって作成された主張の所有者エージェント１２８である。作成者
エージェント１１８は、作成者エージェント１１８によって作成された主張オブジェクト
１１６の所有者エージェント１２８を指定することができる。所有者エージェント１２８
は、主張のオーディエンスを決定することもでき、ここで、オーディエンスは、１つまた
は複数のオーディエンスエージェント１３０からなる。主張オブジェクト１１６の所有者
エージェント１２８は、使用権利ビット１３８、ユーザペイロード著作権ビット１３４お
よびアプリケーション著作権ビット１３６を含む著作権１３２など、主張オブジェクト１
１６の設定を指定することができる。主張オブジェクト１１６の所有者エージェント１２
８は、主張のアップロードされた任意のコンテンツまたはペイロードを含めて、主張を削
除することもできる。主張を削除することによって、主張のペイロード内のコンテンツに
関連付けられたバイナリは、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって一掃さ
れ、関連付けられたバイナリへの主張による参照は、削除される。
【００３２】
　写真などの主張に対するコメントの所有権は、そのバイナリ主張の所有者およびオーデ
ィエンスに自動的に転送される。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステム１００
に写真をアップロードする第１の作成者と、素晴らしいショットとして写真を説明する、
その写真に対するコメントを生成する第２の作成者とである。第２の作成者のコメントは
、アップロードされた写真を含むオリジナルのバイナリ主張の第１の作成者ならびにオリ
ジナルのバイナリ主張のオーディエンスによって所有される主張である。
【００３３】
　アプリケーション
　アプリケーション１４６は、一実施形態で、エージェントの代わりに主張を作成するこ
とを認可される。その結果、認可されたアプリケーションを、認可するエージェントが認
可されたアプリケーションによって作成される主張オブジェクト１１６の所有者エージェ
ント１２８になるように、認可するエージェントに主張の所有権を割り当てる、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００内の作成者エージェント１１８とすることができる。
たとえば、ＣｉｔｙｖｉｌｌｅおよびＣａｓｔｌｅｖｉｌｌｅなどのゲームアプリケーシ
ョンが、ソーシャルネットワーキングシステム１００に接続されまたはその上で動作し、
ソーシャルネットワーキングシステム１００上のエージェントがソーシャルネットワーキ
ングシステム１００を介してゲームをプレイすることを可能にする。ゲームをプレイする
エージェントは、ゲームアプリケーションが、ゲーム内で達成条件（アチーブメント）に
達したことの主張を公表することおよびゲームアプリケーションをプレイしたことの主張
に基づいて、ゲームのエージェントがカジュアルゲームをプレイすることを楽しむことの
派生主張を生成することなど、エージェントの代わりに主張を作成することを認可するこ
とができる。
【００３４】
　アプリケーション１４６は、任意のエージェントがその能力のいずれかまたはすべてを
委任することができるシステムである。アプリケーション１４６は、エージェントがさま
ざまな形態でそれらの代わりに働くための許可を要求することができる。アプリケーショ
ン１４６は、エージェントによって作られたすべての主張を読み取り、最小のプライバシ
レベルを有する主張だけを読み取り、または特定のアプリケーションのすべての主張を読
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み取るための許可を要求することができる。アプリケーション１４６は、認可するエージ
ェントだけを含むオーディエンスを有する主張を記述する許可、認可するエージェントに
よって予め決定されるプライバシ制御設定などの特定のプライバシレベルに相関してオー
ディエンスを有する主張を記述する許可を要求することもでき、特定の主張および／また
はストーリを記述するために臨時のワンタイム許可を要求することもできる。アプリケー
ション１４６に、エージェントがソーシャルネットワーキングシステム１００上で実行で
きる任意のアクションを実行する許可を与えることもできる。アプリケーション１４６は
、ソーシャルネットワーキングシステム１００上で登録され、文書化されたアプリケーシ
ョンプログラミングインタフェースに従う。エージェントは、いつでもアプリケーション
の許可を取り消すことができる。エージェントは、任意の形式で、どのアプリケーション
がそのデータへのアクセスを有することができるのかを指定することができる。
【００３５】
　表明：主張のコンテンツ
　主張は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のコンテンツを含む異なるタイ
プの表明を含むことができる。主張１１６は、冷蔵庫のセンサが、冷蔵庫が空であること
を検出したことを示す１ビットから、ソーシャルネットワーキングシステム１００上の１
つまたは複数のエージェントを用いてタグ付けされた地理的位置データを埋め込まれたモ
バイルデバイスからアップロードされた高解像度写真までのコンテンツオブジェクトとし
てソーシャルネットワーキングシステム内で表される任意のサイズの任意のコンテンツか
らなる表明１２０を含むことができる。各主張１１６は、ソーシャルグラフに書き込まれ
るコンテンツの「ペイロード」を含む表明１２０を含む。コンテンツのペイロードは、表
明の核である。主張のペイロードは、主張タイプに応じて変化する。たとえば、婚約中な
ど、ソーシャルネットワーキングシステム上の別のユーザとの関係状況を主張するユーザ
は、主張のペイロードが、ユーザが婚約していることである、１つの主張である。他のタ
イプの主張は、ソーシャルネットワーキングシステム上の別のユーザとの間柄を主張する
こと、ソーシャルネットワーキングシステム上のユーザプロファイルへの関心を宣言する
こと、ある位置で他のユーザにチェックインすること、職業経験または教育経験でユーザ
にタグ付けすること、写真またはビデオ内でエージェントにタグ付けすること、および状
況メッセージ内でエージェントにタグ付けすることを含む。冷蔵庫の例の作成者エージェ
ント１１８は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のエージェントである冷蔵
庫内のセンサに接続されたアプリケーションである。
【００３６】
　追加のタイプの主張は、ユーザプロファイル情報を宣言すること、ユーザの専門技術お
よび／または技量を宣言すること、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のペー
ジによって表される製品および／またはサービスを推奨すること、写真、ビデオ、または
状況メッセージなどのコンテンツオブジェクトに、ソーシャルネットワーキングシステム
１００の１つまたは複数のユーザへのリンクを用いてタグ付けすること、地理的位置を含
むチェックインオブジェクトにソーシャルネットワーキングシステム１００の１つまたは
複数のユーザを用いてタグ付けすること、カスタムグラフオブジェクトに対してカスタム
グラフアクションを実行したソーシャルネットワーキングシステム１００の１つまたは複
数のユーザに関する主張を行う会社またはエンティティを表すページおよび／またはアプ
リケーション、ならびにソーシャルネットワーキングシステム１００上のカレンダアプリ
ケーションを使用して１つまたは複数の他のユーザとの面会予約を行うか彼らとのイベン
トのスケジュールを行うユーザを含むことができる。言い替えると、主張は、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００上で記憶し、かつ／または共有することができるすべて
のコンテンツに関する表明を含むことができる。
【００３７】
　主張の表明１２０は、一実施形態では、主題１２２、動詞１２４、およびターゲット１
２６からなる。一実施形態では、ペイロードを、表明が記述しているオブジェクトである
主題として形成することができる。別の実施形態では、ペイロードを、オブジェクト、オ
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ブジェクトの合成物、またはバイナリとすることができるターゲットとして形成すること
ができる。さらなる実施形態では、ペイロードは、主題とターゲットとの間の関係を記述
する動詞からなるものとすることができ、この関係は、オブジェクトまたはオブジェクト
の合成物とすることができる。
【００３８】
　主張のペイロードは、構造化されたコンテンツおよび構造化されていないコンテンツを
含む、任意のタイプのコンテンツを含むことができる。主張のペイロードは、「Ｍｉｃｈ
ａｅｌ　ｉｓ　ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ　ｔｏ　Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ　ｗｉｔｈ　Ｊｏｈｎ　
ｏｎ　Ｓｐｏｔｉｆｙ（マイケルはＳｐｏｔｉｆｙでジョンと一緒にレディガガを聞いて
いる）」など、構造化されたコンテンツと一緒に構造化された要素を含むことができる。
「ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ（聞いている）」アクションは、カスタムグラフアクションであり
、前置詞「ｗｉｔｈ」は、別のエージェントが主張の作成者エージェント１１８と共にカ
スタムグラフアクションを実行していることを示す構造化された要素である。この例の構
造化されたコンテンツは、「Ｍｉｃｈａｅｌ」および「Ｊｏｈｎ」すなわち、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００のエージェント、「Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ」すなわち、ア
ーティストの生年およびアーティストのジャンルなどの構造化された情報を含むことがで
きるアーティストオブジェクトなどのカスタムグラフオブジェクト、ならびに、アーティ
ストによって録音されたアルバムを表すアルバムオブジェクトおよびアーティストによっ
て録音された曲を表す曲オブジェクトなどの他のカスタムグラフオブジェクトへのつなが
りを含む。エージェント「Ｍｉｃｈａｅｌ」の代わりに主張を作成する「Ｓｐｏｔｉｆｙ
」など、エージェントの代わりに主張を作成するアプリケーション１４６は、主張のペイ
ロード内の構造化されたコンテンツの別の例である。
【００３９】
　別のタイプの主張は、第１のユーザが、第２のユーザによってアップロードされ、タグ
付けされた写真からタグを除去することなどの否定主張である。第２のユーザによるタグ
は、第１のユーザによるタグの除去と矛盾する主張である。その場合に、表明は、第１の
ユーザが第２のユーザによってアップロードされた写真に写されているかどうかである。
エージェントが、彼自身、彼女自身、もしくはそれ自体および／またはソーシャルネット
ワーキングシステム１００内の他のエージェントにタグ付けする時に、そのタグは、オー
ディエンスに対して行われる表明を含む主張を表す。たとえば、大学を表すソーシャルネ
ットワーキングシステム１００上のページは、キャンパスで撮影された写真からなるコン
テンツ投稿を行うことができる。ページの管理者すなわちソーシャルネットワーキングシ
ステム１００の指定されたユーザは、大学の現在の学生すなわちソーシャルネットワーキ
ングシステム１００の別のユーザに、エンティティすなわち大学のページの代わりに投稿
内でタグ付けすることができる。この形態で、エンティティは、大学生ユーザがそのペー
ジによって投稿された写真に写されているという主張を行う。写真、ビデオ、状況、リン
ク、およびメッセージの投稿の他のタイプの主張、コメントおよび「いいね」を含む他の
ユーザからのフィードバック、ならびにタグ付け、「いいね」をクリックすること、望む
こと、聴くこと、および他のカスタムグラフアクションなどのアクションは、リスト、ア
ルバム、およびお気に入りの場所の地図など、エージェントによって決定されるセットを
含む。
【００４０】
　この例では、エージェント「Ｍｉｃｈａｅｌ」の代わりに主張１１６を作成するアプリ
ケーション１４６は、ＭｉｃｈａｅｌがＪｏｈｎと共にＬａｄｙ　Ｇａｇａによる音楽を
聴くことを認識する機能を含む。エージェント「Ｍｉｃｈａｅｌ」に関連付けられたユー
ザデバイス１４４は、「Ｓｐｏｔｉｆｙ」アプリケーション１４６を操作して、エージェ
ント「Ｊｏｈｎ」と共に「ｌｉｓｔｅｎ」のカスタムグラフアクションを実行し、エージ
ェント「Ｊｏｈｎ」は、彼に関連付けられた別々のユーザデバイス１４４上で、同一のア
プリケーション１４６を操作して、アーティストＬａｄｙ　Ｇａｇａを表すカスタムグラ
フオブジェクトによる曲を表す１つまたは複数のカスタムグラフオブジェクトを「ｌｉｓ
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ｔｅｎ」するというカスタムグラフアクションを実行した。一実施形態では、主張オブジ
ェクト１１６のペイロードは、「Ｍｉｃｈａｅｌ」および「Ｊｏｈｎ」のユーザプロファ
イルオブジェクトへのリンク、ソーシャルネットワーキングシステム上のＬａｄｙ　Ｇａ
ｇａのエンティティプロファイルオブジェクトにリンクすることができる「Ｌａｄｙ　Ｇ
ａｇａ」のカスタムグラフオブジェクトへのリンクなど、ペイロード内に含まれる各オブ
ジェクト１４８へのリンクならびに主張１１６を作成する「Ｓｐｏｔｉｆｙ」アプリケー
ション１４６のページオブジェクトを含むことができる。構造化された情報は、一実施形
態で、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のオブジェクトとのエージェントに
よる相互作用を取り込むことによってソーシャルグラフ上で定義される。たとえば、「い
いね」、コメント、および共有などの投稿されたコンテンツアイテムに関するソーシャル
検証および／またはフィードバックを取り込んで、コンテンツアイテムならびにコンテン
ツアイテム、「いいね」、コメント、および共有の作成者エージェント１１８に関する構
造化された情報を提供することができる。外部のウェブサイトおよびアプリケーションな
ど、ソーシャルネットワーキングシステム１００の外部のシステムで発生するユーザ相互
作用は、ソーシャルネットワーキングシステム１００と情報を共有する際に外部システム
によって定義され実装されるカスタムグラフオブジェクトおよびカスタムグラフアクショ
ンを使用して構造化することができる。構造化された形式で主張を記憶することによって
、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、Ｓｐｏｔｉｆｙなどのストリーミング
音楽アプリケーション１４６を使用した視聴の回数に基づいて特定のユーザのＬａｄｙ　
Ｇａｇａへの関心を測定すること、接続されたエージェントの中での特定のエージェント
の影響のレベルを決定すること、広告主によって押し上げられた主張のユーザフィードバ
ックに基づく広告の受容などの洗練されたフィーチャを提供することができる。さらに主
張オブジェクトからなるノードおよびエッジを使用する主張の上にソーシャルグラフを構
造化することの効果は、ソーシャルネットワーキングシステム１００に、エージェントに
関して入手された情報を分析し、集約し、解釈する際の詳細のより微細な粒度を与える。
【００４１】
　主張のペイロードは、エージェントによって投稿された写真を見て費やされた時間の長
さ、他の主張に含まれるメタデータなど、構造化されていないデータも含むことができる
。構造化されていないデータは、ソーシャルネットワーキングシステム１００内の構造化
されていない任意のデータを含むことができる。主張のペイロードは、他のエージェント
のタイムラインを含む、インターネット上の任意のものへのハイパーリンクも含むことが
できる。タグまたはターゲットエージェントへのハイパーリンクの特殊なケースを、主張
のペイロードに含めることもできる。それは、タグが、主張のコンテンツがタグ付けされ
たエージェントのタイムライン上で表されることの主張の作成者によるアクティブな暗示
だからである。一実施形態では、ペイロードは、テキスト、メディア、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１４８への参照および／またはリンク、アプリケー
ション１４６、他の主張、エージェント、ならびにその任意の組合せを含む。主張オブジ
ェクト１１６は、主題１２２、動詞１２４、およびターゲット１２６を含む表明１２０を
含むことができる。表明１２０のこれらの構成要素を、以下にさらに詳細に説明する。
【００４２】
　主題
　表明１２０の主題１２２は、表明１２０が記述しているオブジェクト１４８からなる。
たとえば、主張オブジェクト１１６は、ユーザがパリのエッフェル塔にいることの、その
ユーザによって行われたチェックインイベントを表すことができる。この主張は、ユーザ
に関連付けられたモバイルデバイスによって撮影されたエッフェル塔からの眺めの写真を
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１００に接続された
モバイルデバイス上で動作するアプリケーションを使用してチェックインイベントを作成
し、彼自身および接続されたユーザを用いて写真にタグ付けすることができる。この例で
は、複数の主張オブジェクト１１６が、ユーザによって生成される可能性があり、各主張
オブジェクトは、異なる表明１２０および主題１２２を有する。１つの主張１１６は、ユ
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ーザがパリのエッフェル塔に位置することの表明１２０を含むことができる。その主張で
は、主張１１６の主題１２２は、ソーシャルネットワーキングシステム１００のウェアハ
ウス層内でオブジェクト１４８に記憶されるユーザの現在位置である。
【００４３】
　２つの他の主張１１６が、その写真がユーザおよびユーザによってタグ付けされた接続
されたユーザを示すことの表明１２０を含むことができる。主張のうちの１つの主題１２
２は、写真に示されたユーザからなる。第２の主張の主題１２２は、写真に示されている
接続されたユーザからなる。この２つの主張のそれぞれについて、表明１２０の主題１２
２は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のユーザプロファイルオブジェクト
、すなわち、ソーシャルネットワーキングシステム１００のウェアハウス層内のオブジェ
クト１４８である。
【００４４】
　別の例として、アプリケーションは、エージェントの代わりに、「Ｍｉｃｈａｅｌ　ｌ
ｉｓｔｅｎｅｄ　ｔｏ　Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ　ｏｎ　Ｓｐｏｔｉｆｙ」という主張を作成
することができる。主張１１６は、主張が、ＭｉｃｈａｅｌがＬａｄｙ　Ｇａｇａを聴く
ことに関するので、ウェアハウス層内のオブジェクト１４８によって表されるソーシャル
ネットワーキングシステム１００内のエージェント「Ｍｉｃｈａｅｌ」の主題１２２を含
む表明１２０を用いて生成される。別の実施形態では、主張が、Ｌａｄｙ　Ｇａｇａがエ
ージェントによって視聴されていることに関するので、ウェアハウス層内の異なるオブジ
ェクト１４８によって表されるソーシャルネットワーキングシステム１００内の別のエー
ジェントである「Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ」の主題１２２を含む表明１２０を用いて、別の主
張１１６を生成することができる。さらなる実施形態では、さらに別の主張１１６を、カ
スタムグラフオブジェクトによって表される、Ｍｉｃｈａｅｌが聴く正確な曲の主題１２
２を含む表明１２０を用いて生成することができる。
【００４５】
　別の実施形態では、主張オブジェクト１１６は、主題１２２および動詞１２４だけを含
む表明１２０を含むことができる。たとえば、ユーザは、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００上で、２０１１年３月１５日に生まれたと宣言することができる。その自己
宣言から生成できる１つの主張は、ユーザが、ユーザがその人であることを意味する予約
済み動詞「ＩｓＰｅｒｓｏｎ」を含むオブジェクト１４８および動詞１２４によって表さ
れる自己宣言を行うことを含む主題１２２によって形成される表明１２０を含む。その場
合に、主張のターゲット１２６は、ユーザが２０１１年３月１５日に生まれたと宣言する
ことでもある。その主張のターゲット１２６は、ソーシャルネットワーキングシステム１
００内のオブジェクト１４８である、そのユーザのユーザプロファイルオブジェクトを指
し示す。
【００４６】
　動詞
　主張１１６の表明１２０内の動詞１２４は、表明１２０内の主題１２２とターゲット１
２６との間の関係を記述する。動詞１２４は、オブジェクト１４８またはオブジェクトの
合成物であるオブジェクト１４８からなる。一実施形態では、主張１１６の表明１２０の
動詞１２４は、ソーシャルネットワーキングシステム１００のウェアハウス層内でバイナ
リ１５０として記憶されない。ユーザが、彼自身および接続されたユーザのタグを用いて
エッフェル塔からの眺めの写真にタグ付けする例に戻ると、主張オブジェクト１１６内の
表明１２０の主題１２２は、チェックインイベントでタグ付けされた他のユーザを含むこ
とができ、主張オブジェクト１１６内の表明１２０の動詞１２４は、「ＩｓＷｉｔｈ」な
どの予約済み動詞を含むことができる。ユーザは、タグ付けされたユーザとしてアップロ
ードされた写真内の顔にタグ付けすることもできる。この場合に、ユーザは、別々の主張
オブジェクト１１６内の表明１２０の動詞１２４が、たとえば「ＩｓＴａｇｇｅｄＩｎＰ
ｈｏｔｏ」などの異なる予約済み動詞を含むように、アップロードされた写真が、タグ付
けされたユーザを写すことを主張している。ソーシャルネットワーキングシステム１００



(19) JP 6480993 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

は、「ＨａｓＰｈｏｔｏ（ｓ）」、「ＨａｓＴｅｘｔ」、「Ｃｏｍｍｅｎｔｅｄ　ｏｎ　
＜ＯＢＪ－ＩＤ＞」、「Ｌｉｋｅｄ」、「ＡＴ」、「ＨａｓＮａｍｅ」、「ＨａｓＭｅｍ
ｂｅｒ」、「ＮａｍｅＩＳ」、「ＦｒｉｅｎｄｓＷｉｔｈ」、「ＨａｓＰｈｏｔｏＳａｍ
ｅＡｓ」、および類似物など、ソーシャルネットワーキングシステム１００内で行うこと
ができるアクションを記述する予約済み動詞を有することができる。
【００４７】
　アプリケーションが、エージェントの代わりに主張すなわち、「Ｍｉｃｈａｅｌ　ｌｉ
ｓｔｅｎｅｄ　ｔｏ　Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ　ｏｎ　Ｓｐｏｔｉｆｙ」という主張を作成で
きる例に戻って、一実施形態では、動詞１２４は、「ｌｉｓｔｅｎｅｄ」であり、ターゲ
ット１２６は、「Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ」であり、作成者エージェント１１８は、アプリケ
ーション「Ｓｐｏｔｉｆｙ」であり、所有者エージェント１２８は、ウェアハウス層内の
オブジェクト１４８によって表されるエージェント「Ｍｉｃｈａｅｌ」である。ウェアハ
ウス層内のオブジェクト１４８として記憶されたカスタムグラフアクション「ｌｉｓｔｅ
ｎ」は、その主張１１６の表明１２０の動詞１２４として指定される。この形式で、主張
を、ソーシャルネットワーキングシステム１００内の予約済みアクション（動詞）および
他のオブジェクト１４８に加えて、カスタムグラフアクションおよびカスタムグラフオブ
ジェクトを使用して生成することができる。
【００４８】
　ターゲット
　主張オブジェクト１１６の表明１２０のターゲット１２６は、オブジェクト１４８、バ
イナリ１５０、またはオブジェクト１４８であるオブジェクト１４８の合成物からなる。
主張１１６の表明１２０のターゲット１２６は、主題１２２に関するコンテンツを表す。
上記の例に戻ると、カスタムグラフオブジェクト「Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ」は、主張オブジ
ェクト１１６の表明１２０のターゲット１２６として記憶される。その結果、一実施形態
では、その主張のターゲット１２６は、オブジェクト１４８を、具体的には「Ｌａｄｙ　
Ｇａｇａ」のカスタムグラフオブジェクトを指し示し、「Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ」は、ソー
シャルネットワーキングシステム１００内でオブジェクト１４８として記憶されるアーテ
ィストオブジェクトである。別の実施形態では、「Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ」は、ウェアハウ
ス層内で別のオブジェクト１４８として記憶される、ソーシャルネットワーキングシステ
ム１００内のエージェントとすることができる。
【００４９】
　ユーザがエッフェル塔での写真をアップロードする上記の例に戻ると、写真、モバイル
デバイスによってアップロードされる位置座標、およびユーザによって記述されるテキス
トを、表明１２０のターゲット１２６を含むペイロードとしてバイナリ１５０内に記憶す
ることができる。主張オブジェクト１１６は、オブジェクト１４８として記憶される主題
１２２および動詞１２４を含む表明１２０を含むこともできる。この例に戻ると、エッフ
ェル塔からの眺めの写真をアップロードするユーザは、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００の別のユーザを用いて彼自身にタグ付けすることもできる。その場合に、ユー
ザは、彼が他のユーザと共にエッフェル塔にいたと主張している。
【００５０】
　さらなる実施形態では、主張オブジェクト１１６は、ターゲット１２６だけを指定する
表明１２０を含むことができる。たとえば、主張オブジェクト１１６は、ホイットニーヒ
ューストン（Ｗｈｉｔｎｅｙ　Ｈｏｕｓｔｏｎ）などのソーシャルネットワーキングシス
テム１００内のトピックに関するより古い主張オブジェクト１１６を含む、オブジェクト
の合成物を指し示すターゲット１２６を含む表明１２０を含むことができる。その場合に
、オブジェクトの合成物へのターゲット１２６を指定するのみである主張オブジェクト１
１６は、主張の主題１２２としてオブジェクトの合成物の主題１２２すなわちＷｈｉｔｎ
ｅｙ　Ｈｏｕｓｔｏｎをコピーすることができる。たとえば、オブジェクトの合成物を、
アーティストＷｈｉｔｎｅｙ　Ｈｏｕｓｔｏｎによって歌われた、ソーシャルネットワー
キングシステム１００の他のユーザによって購入された、曲のグループとすることができ
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る。
【００５１】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００上で発生するすべてのアクティビティおよ
びアプリケーションを介して報告されるソーシャルネットワーキングシステムの外部で動
作するアクティビティを、ターゲット１２６を含む表明１２０を有する主張オブジェクト
１１６を使用して記述することができる。メッセージを含む投稿を、ペイロードターゲッ
トを有する主張として記述することができる。たとえば、エージェントによって記述され
るテキストを含む状況更新投稿を、状況更新のオブジェクト１４８を参照する主題１２２
、「ＨａｓＴｅｘｔ」の動詞１２４、およびテキストに関連付けられたバイナリ１５０を
参照するターゲット１２６を参照する主題１２２を含む表明１２０を有する状況更新投稿
を記述するエージェントによって所有され、作成される主張オブジェクト１１６として記
憶することができる。同様に、エージェントによってソーシャルネットワーキングシステ
ム１００にアップロードされるデジタル写真を含む写真アップロード投稿を、写真のオブ
ジェクト１４８、「ＨａｓＰｈｏｔｏ」の動詞１２４、および写真に関連付けられたバイ
ナリ１５０を参照するターゲット１２６を参照する主題１２２を含む表明１２０を有する
写真をアップロードするエージェントによって所有され、作成される主張オブジェクト１
１６として記述することができる。
【００５２】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００上の「Ｓａｍ」など、エージェントの代わ
りに投稿を行うアプリケーションを、作成者エージェント１１８が「Ｓａｍ：ＶｉａＡｐ
ｐ」であり、写真のオブジェクト１４８を指し示す主題１２２、「ＨａｓＰｈｏｔｏ」の
動詞１２４、およびソーシャルネットワーキングシステム１００上のバイナリ１５０のタ
ーゲット１２６を有する表明１２０である主張オブジェクト１１６内で記述することがで
きる。ソーシャルネットワーキングシステム１００の外部のシステム上で同一のエージェ
ント「Ｓａｍ」の代わりに投稿を行うアプリケーションを、作成者エージェント１１８が
「Ｓａｍ：ＶｉａＡｐｐ」であり、写真のオブジェクト１４８を指し示す主題１２２、「
ＨａｓＰｈｏｔｏ」の動詞１２４を有する表明１２０である類似する主張オブジェクト１
１６内で、主張オブジェクト１１６のターゲット１２６が外部バイナリへのリンクを含む
場合を除いて、記述することができる。
【００５３】
　投稿に関するコメントを、コメントするエージェントが主題１２２であり、動詞１２４
が「Ｃｏｍｍｅｎｔｅｄ　ｏｎ　＜ＯＢＪ－ＩＤ＞」であり、ターゲット１２６がソーシ
ャルネットワーキングシステム１００のウェアハウス層内で＜ＯＢＪ－ＩＤ＞に記憶され
るオブジェクト１４８のバイナリ１５０である表明１２０を有する主張オブジェクト１１
６として記憶することができる。投稿に対してコメントを行う際に、コメントするエージ
ェントは、投稿の所有権をバイナリ主張の所有者に転送する。その結果、コメントを表す
主張オブジェクト１１６は、＜ＯＢＪ－ＩＤ＞の所有者として所有者エージェント１２８
を有する。
【００５４】
　エッジを、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のオブジェクト１４８のみを
指し示すターゲットを有する主張として記述することができる。たとえば、「Ｐａｕｌ」
という名前の作成者エージェント１１８が、ソーシャルネットワーキングシステム１００
に写真をアップロードした場合に、「Ｓａｍ」という名前の別の作成者エージェント１１
８が、写真の「いいね」をクリックするか、写真の是認および／または写真への関心を表
すことができる。Ｐａｕｌの主張の主張オブジェクト１１６は、写真のオブジェクト１４
８の主題１２２、「ＨａｓＰｈｏｔｏ」の動詞１２４、および写真に関連するバイナリ１
５０のターゲット１２６を有する表明１２０を含むことができる。ＳａｍがＰａｕｌの写
真をいいと思うことのＳａｍの主張の主張オブジェクト１１６は、Ｓａｍに関連付けられ
たオブジェクト１４８の主題１２２、「Ｌｉｋｅｄ」の動詞１２４、およびＰａｕｌの主
張のオブジェクト１４８の識別子を指し示すターゲット１２６を有する表明１２０を含む
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ことができる。ＳａｍがＰａｕｌの写真をいいと思うことのＳａｍの主張の主張オブジェ
クト１１６は、Ｐａｕｌの主張からのオーディエンスエージェント１３０のリスティング
をＳａｍの主張にインポートする、Ｐａｕｌの主張の同一のプライバシ設定を含む。
【００５５】
　別のタイプのエッジは、ソーシャルネットワーキングシステム１００上に投稿されたコ
ンテンツアイテムに対するコメントを含む。Ｐａｕｌがソーシャルネットワーキングシス
テム１００に写真を投稿し、ソーシャルネットワーキングシステム１００上でＰａｕｌの
友達にその主張のプライバシをセットする、上記の例を継続すると、２つの主張オブジェ
クト１１６が、Ｐａｕｌの写真に対するＳａｍによるコメントに基づいて生成され得る。
１つの主張オブジェクト１１６は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のエー
ジェントとしてＳａｍを表すオブジェクト１４８を指し示す主題１２２、「Ｃｏｍｍｅｎ
ｔｅｄＯｎ」の動詞１２４、およびＰａｕｌの写真のオブジェクト１４８のターゲット１
２６を含む表明１２０を含むことができる。その主張オブジェクト１１６は、Ｐａｕｌの
写真の主張オブジェクト１１６の所有者にセットされた所有者エージェント１２８を有す
ることができ、Ｐａｕｌの写真の同一の主張オブジェクト１１６からインポートされたプ
ライバシを有することができる。別の主張オブジェクト１１６は、Ｐａｕｌの写真に対す
るＳａｍのコメントの第１の主張オブジェクト１１６を表すオブジェクト１４８を指し示
す主題１２２、「ＨａｓＴｅｘｔ」の動詞１２４、およびＳａｍによって投稿されたコメ
ントを記憶するバイナリ１５０を指し示すターゲット１２６を含む表明１２０を含むこと
ができる。さらに、エッジが、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のコンテン
ツアイテムに対するコメントの「いいね」を含むことができる。エッジのタイプを記述す
る主張オブジェクト１１６は、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のエージェ
ントとしてＳａｍのオブジェクト１４８を指し示す主題１２２、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００内の予約済み動詞である「いいね」の動詞１２４、およびコメントの
バイナリ１５０の識別子を指し示すターゲット１２６を含む表明１２０を含むことができ
る。
【００５６】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００内の別のタイプのエッジは、チェックイン
イベントまたは、状況更新、写真アップロード、ビデオアップロード、イベント、および
類似物など、位置を含むソーシャルネットワーキングシステム１００内の任意の投稿を含
むことができる。そのタイプのエッジの主張オブジェクト１１６は、ソーシャルネットワ
ーキングシステム１００のエージェントとしてのＳａｍのオブジェクト１４８を指し示す
主題１２２、ある場所に配置されていることを示す「ＡＴ」の動詞１２４、および米国カ
リフォルニア州パロアルトのダイブバーである「Ｎｕｔｈｏｕｓｅ」など、特定の位置に
関するオブジェクト１４８を指し示すターゲット１２６を含む表明１２０を含むことがで
きる。エージェントＳａｍに関連付けられたユーザデバイスから受信されるチェックイン
イベントの緯度および経度を含むメタデータオブジェクト１４０を、その主張オブジェク
ト１１６に関連付けることができる。
【００５７】
　Ｊｕｓｔｉｎ　Ｂｉｅｂｅｒのファンの重複したページなど、あ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１００内の別のオブジェクトと同一であることを示す別
のタイプのエッジを、ソーシャルネットワーキングシステム１００のエージェントによっ
て生成することができる。一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００
のエージェントは、１つまたは複数のオブジェクトが同等であることを示す情報をソーシ
ャルネットワーキングシステム１００に提供することができる。その場合に、そのアクシ
ョンに関する主張オブジェクト１１６は、第１のオブジェクト１４８を指し示す主題１２
２、同等を示す「ＩＳ」の動詞１２４、および第２のオブジェクト１４８を指し示すター
ゲット１２６を含む表明１２０を含む。
【００５８】
　オーディエンスエージェント１３０の編成リスト、お気に入りのレストランのリスト、
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お気に入りのトピックのリストなど、リストをソーシャルネットワーキングシステム１０
０のエージェントによって生成することができる。生成されたリストを、リストのオブジ
ェクト１４８を指し示す主題１２２、リストが名前を有することを示す「ＨａｓＮａｍｅ
」の動詞１２４、およびオブジェクト１４８として記憶されたリストの名前を指し示すタ
ーゲット１２６を有する表明１２０を含む主張オブジェクト１１６として記述することが
できる。リストの別の主張オブジェクト１１６は、たとえば、リストのオブジェクト１４
８を指し示す主題１２２、リストがメンバを有することを示す「ＨａｓＭｅｍｂｅｒ」の
動詞１２４、およびたとえばリストに含まれるエージェントのオブジェクト１４８を指し
示すターゲット１２６を有する表明１２０を含むことができる。一実施形態では、リスト
を、名前ペイロードおよびソーシャルネットワーキングシステム１００内のエッジのセッ
トとして記述することができる。別の実施形態では、アプリケーション１４６を使用して
、ソーシャルネットワーキングシステム１００上でリストを生成し、複数の主張オブジェ
クト１１６を生成することができる。アプリケーション１４６によって生成されたリスト
の主張を記述する第１の主張オブジェクト１１６は、リストを表すオブジェクト１４８を
指し示す主題１２２、リストの名前を示す「ＮａｍｅＩＳ」の動詞１２４、およびアプリ
ケーション１４６によって作成されたオブジェクトのパスの識別子を指し示すターゲット
１２６を含む表明１２０を含むことができる。アプリケーション１４６によって生成され
たリストの主張を記述する第２の主張オブジェクト１１６は、リストを表すオブジェクト
１４８を指し示す主題１２２、リストがメンバを含むことを示す「ＨａｓＭｅｍｂｅｒ」
の動詞１２４、およびリストに含まれるエージェントを表すオブジェクト１４８のターゲ
ット１２６を含む表明１２０を含むことができる。
【００５９】
　友達になること、すなわちユーザがソーシャルネットワーキングシステム上で互いと接
続することを、ユーザが互いと接続することによって作成される相互一致する主張の予約
済み動詞として記述することができる。Ｓａｍが、ソーシャルネットワーキングシステム
１００上でＰａｕｌの友達になることを要求すると仮定する。友達になる（フレンドシッ
プ）要求を、ソーシャルネットワーキングシステム１００内の主張オブジェクト１１６と
して取り込むことができ、その主張オブジェクト１１６は、要求するエージェント、Ｓａ
ｍを表すオブジェクト１４８を指し示す主題１２２、別のエージェントの友達であること
の主張を示す「ｆｒｉｅｎｄｓ　ｗｉｔｈ」の動詞１２４、およびオブジェクト１４８す
なわちターゲットエージェント、Ｐａｕｌを指し示すターゲット１２６を有する表明１２
０を含むようになる。フレンドシップ要求の通知は、ブラウズ照会またはすべての主張の
照会の形式とすることができ、検索用語は、動詞「ｆｒｉｅｎｄｓ　ｗｉｔｈ」およびＰ
ａｕｌすなわちターゲットエージェントを表すオブジェクト１４８のターゲットを有する
主張を含む。その後、Ｐａｕｌは、Ｓａｍからのフレンドシップ要求を受け入れることが
でき、この受入れは、Ｐａｕｌのオブジェクト１４８を指し示す主題１２２、「ｆｒｉｅ
ｎｄｓ　ｗｉｔｈ」の動詞１２４、およびＳａｍのオブジェクト１４８を指し示すターゲ
ット１２６を含む表明１２０を有する別の主張オブジェクト１１６として取り込まれ得る
。フレンドシップ要求の可視性、アクセス可能性、またはオーディエンスは、フレンドシ
ップ要求が受け入れられ、フレンドシップ相互関係が作られるまで、デフォルトで要求す
るエージェントおよびターゲットエージェントだけを含むようにセットされる。フレンド
シップの相互の主張は、一般または要求するエージェントおよび／またはターゲットエー
ジェントのプライバシ設定に制限されてもよい。
【００６０】
　エージェントは、ストーリを押し上げ、かつ／またはランニングなどのトピックを参照
するストーリの照会の結果を検索することを要求することができる。この要求を、オリジ
ナルの主張のペイロードをコピーし、オリジナルの主張を押し上げる予約済み動詞を使用
する主張として記述することができる。たとえば、特定の主張を押し上げるための主張オ
ブジェクト１１６は、押上を要求するエージェントのオブジェクト１４８を指し示す主題
１２２、「ｐａｙｓ　＜Ｘ＞　ｔｏ　ｂｏｏｓｔ」（＜Ｘ＞は、主張を押し上げるために
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ソーシャルネットワーキングシステム１００によって交渉された料金を表す）の動詞１２
４、および押し上げられる主張のオブジェクト１４８を指し示すターゲット１２６を有す
る表明１２０を含むことができる。同様に、トピックを参照する照会の検索結果を押し上
げるための主張オブジェクト１１６は、押上を要求するエージェントのオブジェクト１４
８を指し示す主題１２２、「ｐａｙｓ　＜Ｘ＞　ｔｏ　ｂｏｏｓｔ」の動詞１２４、およ
びブラウズ照会の検索結果を表すオブジェクト１４８を参照するターゲット１２６を有す
る表明１２０を含むことができる。
【００６１】
　オーディエンス：主張のコンテキスト
　オーディエンスは、主張が行われるコンテキストである。エージェントは、「Ｂｏｂ　
ｉｓ　ａ　ｇｏｏｄ　ｃｏｏｋ！（ボブはよい料理人だ）」および「Ｊｏｅ　ｌｉｋｅｓ
　ｃｏｏｋｉｎｇ（ジョーは料理が好きだ）」など、他のエージェントに関する主張を行
うことができる。作成者エージェント１１８は、主張を公（ソーシャルネットワーキング
システムのユーザと非ユーザとの両方を含む）に、接続されたエージェントのあるグルー
プに、主題エージェントのつながりに、または選択されたエージェントだけにアクセス可
能にすることなど、オーディエンスからなるオーディエンスエージェント１３０を指定す
ることによって、この主張のオーディエンスのサイズを制御することができる。別の実施
形態では、オーディエンスを、主張を受信するように選択されたエージェントに基づいて
ソーシャルネットワーキングシステム１００によって決定することができる。たとえば、
第１のエージェントは、第３のエージェントがソーシャルネットワーキングシステム１０
０上のよい料理人であると述べるメッセージを第２のエージェントに送信することができ
る。第３のエージェントは、第１のエージェントによって行われる主張のオーディエンス
に含まれないので、第３のエージェントは、第１のエージェントによって行われる主張を
閲覧することができない。
【００６２】
　１つまたは複数のオーディエンスエージェント１３０を、主張１１６の所有者エージェ
ント１２８によってセットすることができる。オーディエンスエージェント１３０は、主
張の著作者、所有権、オーディエンス、表明、および／または著作権にアクセスするかこ
れを閲覧することができる、ソーシャルネットワーキングシステム１００のウェアハウス
層内のオブジェクト１４８によって表される、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０のエージェントである。所有者エージェント１２８は、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００内で構成される１つまたは複数のプライバシ設定またはプライバシ制御設定
の一部として、オーディエンスエージェント１３０になるエージェントのセットを定義す
ることができる。エージェントとして働くソーシャルネットワーキングシステム１００は
、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のすべての主張オブジェクト１１６内に
オーディエンスエージェント１３０として含まれる。主張オブジェクト１１６の作成者エ
ージェント１１８は、彼らが閲覧することのできる彼らが行ったすべての主張（作成者エ
ージェント１１８が主張のオーディエンスエージェント１３０として指定された任意の主
張を意味する）にアクセスする権利を有する。すべてのエージェントは、彼らが閲覧する
ことのできる、彼らに関して行われるアクセスの権利を有する。ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００上のアクセス可能な主張の表示およびアクセス可能な主張の情報をダ
ウンロードするアプリケーションを提供するユーザインタフェースなど、この情報にアク
セスするためのインタフェースを、ソーシャルネットワーキングシステム１００上で提供
することができる。主張を、主張のオーディエンスを制御する所有者エージェント１２８
によって削除することもできる。主張の作成者は、作成者が主張のオーディエンスの一部
である場合に、主張を削除することができる。主張の削除は、適度な長さの時間でソーシ
ャルネットワーキングシステムから主張を除去し、主張をアクセス不能にする。
【００６３】
　オーディエンスエージェント１３０を、インライン選択、事前選択、委任、およびソー
シャルネットワーキングシステム１００による随意制限（ａｔ－ｗｉｌｌ　ｌｉｍｉｔａ
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ｔｉｏｎ）など、さまざまな方法を介して所有者エージェント１２８によって選択するこ
とができる。インライン選択は、主張１１６を投稿する時に所有者エージェント１２８が
オーディエンスを選択できることを指し、ここで、所有者エージェント１２８は、主張１
１６の作成者エージェント１１８でもある。事前選択は、オーディエンスに含まれるエー
ジェントのプライバシリストを決定することなど、所有者エージェント１２８がオーディ
エンスを予め選択することを指し、ここで、所有者エージェント１２８は、主張１１６の
作成者エージェント１１８でもある。委任は、所有者エージェント１２８が、作成者エー
ジェント１１８ではなく、作成者エージェント１１８が、所有者エージェント１２８を指
定し、オーディエンスエージェント１３０が、所有者エージェント１２８によって予め選
択されなければならない事例を指す。ソーシャルネットワーキングシステム１００は、未
成年者エージェントによって作成された主張１１６のオーディエンスエージェント１３０
を制限することによるなど、任意の形式で所与のエージェントが主張を行う能力および／
またはオプションを制限することもできる。別の実施形態では、主張の聴取を、エージェ
ントの直接列挙またはエージェントの予め定義されたリストへの参照とすることができる
。さらなる実施形態では、オーディエンス選択のモード（インライン、事前選択、および
委任）を、ソーシャルネットワーキングシステム１００の製品インタフェース内で定義す
ることができる。
【００６４】
　著作権、使用権、およびメタデータオブジェクト
　上述したように、主張オブジェクト１１６の所有者エージェント１２８は、使用権利ビ
ット１３８、ユーザペイロード著作権ビット１３４およびアプリケーション著作権ビット
１３６を含む著作権１３２など、主張オブジェクト１１６の設定を指定することができる
。これらのビットは、主張のオーディエンスと、オーディエンスが主張を新しい主張にコ
ピーする許可を定義するのを助ける。ソーシャルネットワーキングシステムが、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００のプライバシモデルを危険にさらすことなく、所有者
エージェント１２８によってセットされた著作権１３２にかかわらずソーシャルネットワ
ーキングシステム１００に接続された他のデバイスおよび／またはサービスに主張を同期
できることに留意されたい。ソーシャルネットワーキングシステム１００は、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００上で質を高められたユーザ経験をよりよく提供するため
に、主張のコピー、キャッシング、デバイス同期、および類似物など、バイナリに記憶さ
れたコンテンツを同期するために、所有者エージェント１２８によって定義された１つま
たは複数の著作権１３２によって制限されない。主張オブジェクト１１６の著作権１３２
は、主張オブジェクト１１６に含まれる表明１２０を新しい主張オブジェクト１１６にコ
ピーするためのオーディエンスエージェント１３０の許可に関係する。
【００６５】
　ユーザペイロード著作権ビット
　主張オブジェクト１１６内のコンテンツは、所有者エージェント１２８が、コンテンツ
がどのように配布され、ソーシャルネットワーキングシステム１００内ならびにソーシャ
ルネットワーキングシステム１００の外部のシステム内の他のエージェントによってどの
ようにアクセスされるのかを制御できるという意味で、所有者エージェント１２８によっ
て「所有され」得る。たとえば、作成者エージェント１１８が、モバイルデバイスからソ
ーシャルネットワーキングシステム１００にビデオをアップロードする場合がある。ソー
シャルネットワーキングシステム１００は、ストレージに使用されたバイナリを提供する
ことによって、エージェントが、ビデオ、写真、および類似物などのコンテンツを記憶す
ることを可能にする。コンテンツアイテムがアップロードされる時に、一実施形態では、
オブジェクト１４８が、ソーシャルネットワーキングシステム１００内で生成される。別
の実施形態では、コンテンツアイテムは、主張オブジェクト１１６の表明１２０のターゲ
ット１２６になることによって作成されたバイナリ１５０内に記憶される。生成される主
張オブジェクト１１６は、主張オブジェクト１１６に含まれるコンテンツの所有権が主張
をコピーできる形式を決定することを可能にするために、１つまたは複数の著作権ビット
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を含むことができる。ユーザペイロード著作権ビット１３４は、ユーザが主張１１６のバ
イナリ１５０を新しい主張にコピーできるかどうかを制御する。主張の「バイナリ」は、
アップロードされたコンテンツを記憶するためにソーシャルネットワーキングシステム１
００によって提供される、参照不能ストレージを含む。たとえば、第１の作成者エージェ
ント１１８が、ソーシャルネットワーキングシステム１００に写真をアップロードする場
合に、その写真の主張オブジェクト１１６は、バイナリ１５０にアップロードされた写真
のターゲット１２６を含む表明１２０を含む。第１の作成者エージェント１１８は、ソー
シャルネットワーキングシステム１００上のすべてのエージェントがオーディエンスエー
ジェント１３０として指定されるように、主張のオーディエンスに公衆またはＥｖｅｒｙ
ｏｎｅをセットすることができ、ユーザペイロード著作権ビット１３４には「オフ」がセ
ットされ、これは、内容をコピーする権利が保留されておらず、オーディエンスエージェ
ント１３０が、第１の作成者エージェント１１８による主張１１６を自由にコピーしてよ
いことを意味する。第２の作成者エージェント１１８は、その後、第１の作成者エージェ
ント１１８による主張１１６を新しい主張オブジェクト１１６にコピーすることができ、
ここで、新しい主張オブジェクト１１６は、新しい主張オブジェクト１１６の表明１２０
のターゲット１２６としてオリジナルの主張オブジェクト１１６を参照する。新しい主張
オブジェクト１１６の表明１２０の動詞１２４は、「ＨａｓＰｈｏｔｏＳａｍｅＡｓ」と
することができ、これは、他の主張をコピーする主張に関するソーシャルネットワーキン
グシステム１００の予約済み動詞である。オリジナルの主張をコピーする新しい主張オブ
ジェクト１１６のユーザペイロード著作権ビット１３４も、オリジナルの主張のユーザペ
イロード著作権ビット１３４を参照する。オリジナルの主張が、その主張の所有者エージ
ェント１２８によって削除される場合には、著作権制御は、「オフ」に切り替えられるか
、最後の場所で凍結されるかのいずれかである。
【００６６】
　アプリケーション著作権ビット
　アプリケーション著作権ビット１３６は、主張１１６のオーディエンスエージェント１
３０がその代わりにアプリケーションが主張をコピーすることを認可できるかどうかを制
御する。たとえば、アプリケーション１４６は、アプリケーションを使用してエージェン
トによって撮影され、アップロードされたイベントの写真を共有する写真共有アプリケー
ションなど、エージェントの代わりにコンテンツを共有することを認可され得る。この例
では、作成者エージェント１１８は、アプリケーションであり、所有者エージェント１２
８は、アプリケーションが主張を生成することを認可したエージェントである。所有者エ
ージェント１２８は、オーディエンスにリストされた他のエージェントが主張を新しい主
張にコピーすることを可能にする。その後、オーディエンスエージェント１３０は、アプ
リケーション１４６がエージェント（所有者エージェント１２８でもある）によってアッ
プロードされた写真をソーシャルネットワーキングシステム１００の外部のシステムと共
有し、これによって作成者エージェント１１８の主張をコピーすることを認可することが
でき、ここで、作成者エージェント１１８は、所有者エージェント１２８の代わりに主張
を生成することを認可されたアプリケーション１４６である。一実施形態では、作成する
エージェントは、アプリケーション著作権ビットに「オフ」をセットすることによって、
アプリケーションがその代わりに主張をコピーすることを認可することによって、オーデ
ィエンスのメンバが主張をコピーすることを可能にする。ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００は、質を高められたユーザ経験をよりよく提供するために、主張のコピー、
キャッシング、デバイス同期、および類似物など、バイナリに記憶されたコンテンツを同
期するために、所有者エージェント１２８によって定義された１つまたは複数の著作権ビ
ット１３２によって制限されない。
【００６７】
　使用権利ビット
　一実施形態では、使用権利ビット１３８は、主張の検索結果内でソーシャルネットワー
キングシステム１００によって主張を「押し上げる」ことを可能にする。たとえば、レス
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トランを表すエージェントは、検索するエージェントによって行われる照会の検索結果内
で他のエージェントによって行われる肯定的な推奨を押し上げるために、ソーシャルネッ
トワーキングシステム１００に支払うことができる。他のエージェントによって行われる
推奨は、レストランを表すエージェントがこれらの推奨を押し上げられるように、使用権
利ビット１３８のデフォルト設定に「オン」をセットされた主張である。主張１１６の所
有者エージェント１２８は、ユーザインタフェースおよびアプリケーションプログラミン
グインタフェースなどのソーシャルネットワーキングシステム１００とのインタフェース
を介して使用権利ビット１３８をオフに切り替えることによって、主張が押し上げられる
ことを禁ずることができる。一実施形態では、押し上げ要求を、１つまたは複数の主張に
作用する関数とすることができる。エージェントは、特定のストーリまたは、コカコーラ
に関するオブジェクト１４８を参照するすべての主張、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００上のエージェントなどの主張に関する照会を押し上げるためにソーシャルネッ
トワーキングシステム１００に支払うことができる。
【００６８】
　メタデータオブジェクト
　メタデータオブジェクト１４０がプライベートになり、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００によってのみ閲覧可能であり、編集可能になるように、メタデータオブジェ
クト１４０を、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって主張オブジェクト１
１６に含めるかこれに付加することができる。たとえば、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００は、主張オブジェクト１１６がソーシャルネットワーキングシステム１００
内のエージェントのタイムラインプロファイル上で投稿されたかどうかを追跡するビット
を付加することができる。「ＯＮ　ＴＬ（タイムライン上）」ビットが、メタデータオブ
ジェクト１４０の例である。メタデータオブジェクト１４０の他の例は、デバイス情報、
パブリケーションサーフェス（ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｕｒｆａｃｅ）、およびプラ
イベートであり、ソーシャルネットワーキングシステム１００によってのみ閲覧すること
ができるソーシャルネットワーキングシステム１００によって生成される他の情報を含む
。
【００６９】
　ソーシャルネットワーキングシステム内のある主題に関する複数の主張
　主張オブジェクト１１６の構成要素を詳細に説明したので、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００内での主張オブジェクトの間の潜在的な相互作用を、これからさらに詳
細に説明する。具体的には、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、上で説明し
たように、閲覧エージェント１４２にソーシャルネットワーキングシステム１００内の特
定の主題に関する情報を提示する際に、複数の主題に関する主張オブジェクト１１６の構
成要素に頼ることができる。
【００７０】
　図１Ｃに、一実施形態での、ソーシャルネットワーキングシステム上の相互作用を主張
の集合としてモデル化するプロセスのハイレベルブロック図を示す。上で定義したように
、作成者は、主張すなわち、主観的真実性値または真実係数を有する言明を、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００内のオーディエンスに対して行う。主張は、主題、動詞
、およびターゲットのペイロードを含む表明からなる。ソーシャルネットワーキングシス
テム１００内で作成者によって行われ得る単純な主張は、作成者すなわちソーシャルネッ
トワーキングシステム１００内のユーザが現在住んでいる場所である。これを、ユーザが
彼または彼女のユーザプロファイルに書き込む時にソーシャルネットワーキングシステム
１００に入力することができる。しかし、ユーザおよびエンティティを含む、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００内の他のエージェントは、そのユーザが現在住んでいる
場所に関する他の主張を行うことができる。これらの主張を、異なるエージェントを含む
異なるオーディエンスに対して行うことができる。オーディエンスを指定する主張オブジ
ェクトを使用することによって、閲覧エージェントに提示される主張が、閲覧エージェン
トがメンバである聴取のうちの１つまたは複数に依存するように、異なるオーディエンス
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を含む同一の主題に関する異なる主張を行うことができる。
【００７１】
　図１Ｃに示されているように、３つの作成者ノードが、１つの主題に関する表明を含む
主張を行う。第１の作成者１５２は、彼のプロファイル内で彼が米国カリフォルニア州サ
ンフランシスコに現在住んでいると宣言するユーザ（第１の作成者１５２）など、主題１
５８に関する主張１６０を行う。第１の作成者１５２は、エージェントＡ　１６６、エー
ジェントＢ　１６８、およびエージェントＣ　１７０を含むオーディエンス１７６に対し
て、米国カリフォルニア州サンフランシスコに現在住んでいるという主題１５８に関する
主張１６０を行うことができる。第２の作成者１５４は、ユーザ（第１の作成者１５２）
が米国カリフォルニア州サンフランシスコの郊外である米国カリフォルニア州デーリシテ
ィに現在住んでいることの主張など、そのユーザが現在住んでいる場所という主題１５８
に関する異なる主張１６２を行うことができる。第３の作成者１５６は、ユーザ（第１の
作成者１５２）が米国カリフォルニア州サンフランシスコの別の郊外である米国カリフォ
ルニア州パシフィカに住んでいることの主張など、そのユーザが現在住んでいる場所とい
う主題１５８に関する別の主張１６４を行うことができる。別の実施形態では、第２の作
成者１５４は、ユーザが米国カリフォルニア州サンフランシスコに現在住んでいるという
、第１の作成者１５２の主張１６０と一致する主張１６２を行うことができる。別の実施
形態では、第３の作成者１５６は、ユーザが米国カリフォルニア州デーリシティに現在住
んでいることを表明する、第２の作成者１５４によって行われた主張１６２と一致する主
張１６４を行うことができる。主張１６０、１６２、および１６４のそれぞれは、主張１
６０、１６２、および１６４に付加された異なるオーディエンス１７６、１７８、および
１８０を有することができる。
【００７２】
　３つの作成者１５２、１５４、および１５６が、ユーザ（第１の作成者１５２）が現在
住んでいる場所の３つの異なる主張１６０、１６２、および１６４を行った結果として、
ソーシャルネットワーキングシステム１００上の第１の作成者１５２のユーザプロファイ
ルの閲覧エージェント１４２は、閲覧エージェント１４２がオーディエンス１７６、１７
８、および１８０のうちの１つまたは複数に含まれるかどうかに基づいて、異なる主張１
６０、１６２、および１６４のうちの１つまたは複数にアクセスすることができる。たと
えば、閲覧エージェント１４２が、第１の作成者１５２によって行われた、彼が米国カリ
フォルニア州サンフランシスコに現在住んでいることの主張１６０のオーディエンス１７
６に含まれるエージェントＡ　１６６である場合に、閲覧エージェント１４２に、ユーザ
が米国カリフォルニア州サンフランシスコに現在住んでいることの主張１６０を与えるこ
とができる。しかし、閲覧エージェント（エージェントＡ　１６６）は、第１の作成者１
５２が現在住んでいる場所という主題１５８に関して行われた主張１６２および１６４の
オーディエンス１７８および１８０にも含まれるので、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００は、主題１５８に関して行われた主張１６２および１６４へのアクセスも提供
することができる。この形態で、閲覧エージェント１４２は、第１の作成者１５２が、彼
が米国カリフォルニア州サンフランシスコに住んでいることを主張し、第２の作成者１５
４が、第１の作成者１５２が米国カリフォルニア州デーリシティに住んでいることを主張
し、第３の作成者１５６が、第１の作成者１５２が米国カリフォルニア州パシフィカに住
んでいることを主張することを知ることができる。この情報を提示されて、閲覧エージェ
ント１４２は、第１の作成者１５２が住んでいる実際の都市に関してよりよく情報を与え
られる。一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、閲覧エージェ
ント１４２が、第１の作成者１５２が現在住んでいると彼または彼女が考える都市を選択
することを可能にし、効果的に、閲覧エージェント１４２による新しい主張の作成を可能
にする。
【００７３】
　親和性スコアすなわち、エージェントなどのオブジェクトの間の親和性を測定する、ソ
ーシャルネットワーキングシステム１００によって決定される計算されたスコアを、主題
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に関する閲覧可能な主張をランキングする際に使用することができる。エージェントＡ　
１６６が、第１の作成者１５２の親友であり、第２の作成者１５４および第３の作成者１
５６には弱い関係だけを有すると仮定する。その場合に、閲覧エージェント１４２として
のエージェントＡ　１６６に、第１の作成者１５２との強い関係に基づいて、主題１５８
の主張１６０を与えることができる。親和性スコアにかかわらず、ソーシャルネットワー
キングシステム１００は、閲覧エージェント１４２に主張を提示する際に、閲覧エージェ
ント１４２によって作成された主張を高くランクすることができる。第１の作成者１５２
が、ソーシャルネットワーキングシステム１００の全員に対して主題１５８に関する主張
１６０を行い、エージェントＡ　１６６が第３の作成者１５６と仮定する。この場合に、
ソーシャルネットワーキングシステム１００は、第２の作成者１５４が、第３の作成者１
５６によって行われた主張１６４とは異なる主張１６２を行った場合であっても、ソーシ
ャルネットワーキングシステム１００が、作成者に主張を提供する際に作成者によって行
われた主張に大きく重みを付けることができるので、第１の作成者１５２が米国カリフォ
ルニア州パシフィカに現在住んでいるという主題１５８に関する、エージェントＡ　１６
６が第３の作成者１５６として行った主張１６４を、閲覧エージェント１４２（エージェ
ントＡ　１６６）に提供する。
【００７４】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００によって受信される他の情報は、閲覧エー
ジェント１４２に提示される主題に関する複数の主張のランキングに影響する可能性があ
る。別の例では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、第２の作成者１５４が
第１の作成者１５２と結婚しているという異なる主張を受信してもよい。第１の作成者１
５２は、彼が第２の作成者１５４と結婚しているという主張を返すことができる。その結
果、第１の作成者に関して第２の作成者１５４によって行われた主張は、ランキングにお
いてソーシャルネットワーキングシステム１００によってより大きい重みを与えられる。
その場合に、閲覧エージェント１４２および第３の作成者１５６としてのエージェントＡ
　１６６に、閲覧エージェント１４２（エージェントＡ　１６６）によって作成された主
張１６４より高くランクされる第２の作成者１５４によって作成された、第１の作成者１
５２が米国カリフォルニア州デーリシティに現在住んでいることの主張１６２を与えるこ
とができる。さらに別の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、
主題１５８に関して行われた主張のランキングに基づき、閲覧エージェント１４２がメン
バであるオーディエンス１７６、１７８、および１８０に基づいて、閲覧エージェント１
４２に主題１５８に関して行われた「最善の」主張を提供することができる。
【００７５】
　主張の「ペイロード」すなわち主張のコンテンツは、エージェントが主張のオーディエ
ンスエージェント１３０として指定された場合に、そのエージェントによってのみ閲覧さ
れ得る。その結果、ソーシャルネットワーキングシステム１００内の異なるエージェント
は、主張のオーディエンス内のそれらのメンバシップに基づいて異なる「真実」を見るこ
とができる。たとえば、両方が第１の作成者１５２によって行われた主張１６０のオーデ
ィエンス１７６Ｎ含まれるエージェントＢ　１６８およびエージェントＣ　１７０が、第
１の作成者１５２のユーザプロファイルを閲覧している場合に、彼らは、第１の作成者１
５２が住んでいる現在の都市として米国カリフォルニア州サンフランシスコを与えられる
。対照的に、第１の作成者１５２の同一のユーザプロファイルを閲覧エージェントＤ　１
７２は、第１の作成者１５２が住んでいる現在の都市として米国カリフォルニア州デーリ
シティを与えられる。主張１６０、１６２、および１６４のオーディエンス１７６、１７
８、または１８０のいずれにも含まれないエージェントＥ　１７４は、第１の作成者１５
２のユーザプロファイルを閲覧することができ、第１の作成者１５２が住んでいる現在の
都市についてブランクフィールドを与えられる。別の実施形態では、ブランクフィールド
の代わりに、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、第１の作成者１５２によっ
て一般に使用可能にされたチェックインイベントに基づいて、第１の作成者１５２が住ん
でいる場所の主張を生成することができる。この形態で、ソーシャルネットワーキングシ
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ステム１００は、１つまたは複数の主張に関する主張オブジェクト１１６の構成要素を使
用して、閲覧エージェント１４２が含まれるオーディエンスならびに主題に関して行われ
た主張の作成者との閲覧エージェント１４２のソーシャル（ネットワーク）つながりに基
づいて、主題に関する１つまたは複数の主張を閲覧エージェント１４２に提供する。
【００７６】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００内のユーザプロファイル上でユーザが現在
住んでいる場所をユーザが宣言するこの単純な例は、ソーシャルネットワーキングシステ
ム１００が、閲覧エージェントに主張を提示する際にエージェントに関する受信された情
報を使用できることを示すものである。上の議論は、関心、エージェントの間の関係、エ
ージェントによって投稿されたコンテンツ、チェックインイベント、イベント参加、レス
トランの推奨、音楽を聴くこと、ゲームをプレイすること、コンサートに行くこと、新し
い衣装を買うことなどのカスタムグラフアクション、および類似物に関する主張など、ソ
ーシャルネットワーキングシステム１００内で行われる主張のより複雑な例に同等に適用
される。主張の主観的性質に起因して、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、
以下のセクションでさらに説明される主張の１つまたは複数の真実係数を決定することが
できる。
【００７７】
　システムアーキテクチャ
　図２は、本発明の実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステム内の主張を評
価するのに適するシステム環境を示すハイレベルブロック図である。システム環境は、１
つまたは複数のユーザデバイス２０２、ソーシャルネットワーキングシステム１００、ネ
ットワーク２０４、および外部ウェブサイト２１８からなる。代替構成では、異なるおよ
び／または追加のモジュールをこのシステムに含めることができる。
【００７８】
　ユーザデバイス２０２は、ユーザ入力を受け取ることができ、ネットワーク２０４を介
してデータを送信し受信することができる１つまたは複数のコンピューティングデバイス
からなる。一実施形態では、ユーザデバイス２０２は、たとえば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　
Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）互換オペレーティングシステム（ＯＳ），Ａｐｐｌｅ　ＯＳ
　Ｘ、および／またはＬｉｎｕｘ（登録商標）ディストリビューションを実装する従来の
コンピュータシステムである。別の実施形態では、ユーザデバイス２０２を、携帯情報端
末（ＰＤＡ）、携帯電話機、スマートフォンなどのコンピュータ機能を有するデバイスと
することができる。ユーザデバイス２０２は、ネットワーク２０４を介して通信するよう
に構成される。ユーザデバイス２０２は、アプリケーション、たとえば、ユーザデバイス
２０２がソーシャルネットワーキングシステム１００と相互作用することを可能にするブ
ラウザアプリケーションを実行することができる。別の実施形態では、ユーザデバイス２
０２は、ｉＯＳおよびＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）など、ユーザデバイス２０２のネイテ
ィブオペレーティングシステム上で動作するアプリケーションプログラミングインタフェ
ース（ＡＰＩ）を介してソーシャルネットワーキングシステム１００と相互作用する。
【００７９】
　一実施形態では、ネットワーク２０４は、標準的な通信技術および／または通信プロト
コルを使用する。したがって、ネットワーク２０４は、イーサネット（登録商標）、８０
２．１１、ＷｉＭＡＸ（ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏ
ｒ　ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　ａｃｃｅｓｓ）、３Ｇ、４Ｇ、ＣＤＭＡ、デジタル加入者回線
（ＤＳＬ）などの技術を使用するリンクを含むことができる。同様に、ネットワーク２０
４上で使用されるネットワーキングプロトコルは、マルチプロトコルラベルスイッチング
（ＭＰＬＳ）、伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ユー
ザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）、
シンプルメール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）、およびファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）
を含むことができる。ネットワーク２０４を介するデータ交換を、ハイパーテキストマー
クアップ言語（ＨＴＭＬ）およびＸＭＬ（ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　ｍａｒｋｕｐ　ｌａｎ
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ｇｕａｇｅ）を含む技術および／またはフォーマットを使用して表すことができる。さら
に、リンクのすべてまたは一部を、ＳＳＬ（ｓｅｃｕｒｅ　ｓｏｃｋｅｔｓ　ｌａｙｅｒ
）、ＴＬＳ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ）、およびＩＰｓｅｃ
（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ）などの従来の暗号化技術を
使用して暗号化することができる。
【００８０】
　図２は、ソーシャルネットワーキングシステム１００のブロック図を含む。ソーシャル
ネットワーキングシステム１００は、ユーザプロファイルストア２０６、ウェブサーバ２
０８、アクションロガー２１０、コンテンツストア２１２、エッジストア２１４、主張生
成モジュール２１６、主張ストア２２０、主張提示モジュール２２２、主張正確さテスト
モジュール２２４、および主張評価モジュール２２６を含む。他の実施形態では、ソーシ
ャルネットワーキングシステム１００は、さまざまな応用例のために追加の、より少数の
、または異なるモジュールを含むことができる。ネットワークインタフェース、セキュリ
ティ機能、ロードバランサ、フェイルオーバサーバ、管理コンソール、ネットワークオペ
レーションズコンソール、および類似物などの従来の構成要素は、システムの詳細を不明
瞭にしないようにするために、図示されていない。
【００８１】
　ウェブサーバ２０８は、ネットワーク２０４を介して、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００を１つまたは複数のユーザデバイス２０２にリンクし、ウェブサーバ２０８
は、ウェブページならびにＪａｖａ（登録商標）、Ｆｌａｓｈ、ＸＭＬなどの他のウェブ
関連コンテンツをサービスする。ウェブサーバ２０８は、たとえば、インスタントメッセ
ージ、キューイングされるメッセージ（たとえば、電子メール）、テキストおよびＳＭＳ
（ショートメッセージサービス）メッセージ、または任意の他の適切なメッセージング技
法を使用して送信されるメッセージなど、ソーシャルネットワーキングシステム１００と
ユーザデバイス２０２との間のメッセージの受信およびルーティングの機能を提供するこ
とができる。ユーザは、たとえばコンテンツストア２１２に記憶される画像またはビデオ
などの情報をアップロードするためにウェブサーバ２０８に要求を送信することができる
。さらに、ウェブサーバ２０８は、ｉＯＳ、ＡＮＤＲＯＩＤ、ｗｅｂＯＳ、およびＲＩＭ
などのネイティブユーザデバイスオペレーティングシステムに直接データを送信するＡＰ
Ｉ機能を提供することができる。
【００８２】
　アクションロガー２１０は、ユーザアクティビティに関するウェブサーバ２０８からの
通信の受信をソーシャルネットワーキングシステム１００についてオンおよび／またはオ
フにすることができる。アクションロガー２１０は、ユーザアクションを追跡することを
試みて、ユーザアクションに関する情報をアクションログに投入する。そのようなアクシ
ョンは、たとえば、とりわけ、別のユーザへの接続の追加、別のユーザへのメッセージの
送信、画像のアップロード、別のユーザからのメッセージの読取り、別のユーザに関連付
けられたコンテンツの表示、別のユーザによって投稿されたイベントへの参加、別のユー
ザのプロファイルページのロードを含むことができる。さらに、他のオブジェクトに関連
して説明された複数のアクションが、特定のユーザに向けられ、したがって、これらのア
クションは、これらのユーザにも関連付けられる。
【００８３】
　図１Ｂにおいて上述し、図示したように、ソーシャルネットワーキングシステム１００
は、ウェアハウス層１８２および主張層１８４を含む。図２に示されているように、主張
ストア２２０は、主張オブジェクト１１６を記憶する概念化されたデータベースである。
主張ストア２２０は、ソーシャルネットワーキングシステム１００の主張層１８４内に存
在し、ウェアハウス層１８２内のストレージおよびオブジェクトを指し示す。主張オブジ
ェクト１１６は、ソーシャルネットワーキングシステム内でエージェントによって行われ
る主張を表す。主張オブジェクト１１６は、ソーシャルネットワーキングシステム１００
上のすべてのオブジェクトにとって基本的なので、ユーザプロファイルストア２０６、エ
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ッジストア２１４、およびコンテンツストア２１２は、概念上、主張ストア２２０内に存
在することができる。たとえば、あるユーザのユーザプロファイルオブジェクトを、ソー
シャルネットワーキングシステム１００がそのユーザに対応するエージェントを生成した
ことの表明を含む主張オブジェクト１１６として定義することができる。同様に、エッジ
オブジェクトおよびコンテンツオブジェクトは、同様に、主張オブジェクト１１６として
定義することができる。
【００８４】
　ユーザアカウント情報およびユーザに関する他の関連情報は、ユーザプロファイルスト
ア２０６に記憶される。ユーザプロファイルストア２０６に記憶されたユーザプロファイ
ル情報は、生物学的、人口統計学的、および、実務経験、教育経験、性別、趣味または好
み、位置、および類似物など、他のタイプの記述情報を含む、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００のユーザを記述する。ユーザプロファイルは、たとえば画像またはビデ
オなど、ユーザによって提供された他の情報を記憶することもできる。ある種の実施形態
では、ユーザの画像に、画像内に表示された１００のユーザの識別情報を用いてタグ付け
することができる。ユーザプロファイルストア２０６は、アクションログに記憶されたア
クションおよびコンテンツストア２１２内でオブジェクトに対して実行されたアクション
への参照を維持することもできる。
【００８５】
　エッジストア２１４は、ユーザとソーシャルネットワーキングシステム１００上の他の
オブジェクトとの間の関係を記述する情報を記憶する。いくつかのエッジは、ユーザによ
って定義され、ユーザが他のユーザとの関係を指定することを可能にする。たとえば、ユ
ーザは、友達、同僚、パートナなどのユーザの実世界の関係と平行する他のユーザとのエ
ッジを生成することができる。他のエッジは、ユーザが、ソーシャルネットワーキングシ
ステム上のページへの関心を表す、ソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザと
リンクを共有する、ソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザによって行われた
投稿にコメントを付けるなど、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のオブジェ
クトと相互作用する時に生成される。エッジストア２１４は、オブジェクト、関心、およ
び他のユーザの親和性スコアなど、エッジに関する情報を含むエッジオブジェクトを記憶
する。
【００８６】
　コンテンツストア２１２は、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザと共
有される写真、ビデオ、状況更新、およびコンテンツアイテムなどのコンテンツオブジェ
クトを記憶する。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１０
０上のエージェントアクションを表す主張オブジェクト１１６からなる。たとえば、ユー
ザは、彼のモバイルデバイスからソーシャルネットワーキングシステム１００に写真をア
ップロードすることができる。ＥＸＩＦ（ｅｘｃｈａｎｇｅａｂｌｅ　ｉｍａｇｅ　ｆｉ
ｌｅ　ｆｏｒｍａｔ）で保存された写真に埋め込まれた位置情報を使用して、米国カリフ
ォルニア州サンフランシスコに住んでいると主張するユーザの位置を検証することができ
る。ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザの関心、場所、会社、および他
の実世界のエンティティを表すソーシャルネットワーキングシステム１００上のページな
らびに外部ウェブサイト２１８などの他のタイプのコンテンツオブジェクトは、コンテン
ツストア２１２に記憶される。コンテンツオブジェクトとのユーザ相互作用は、エッジス
トア２１４内のエッジオブジェクトに記憶される。
【００８７】
　主張生成モジュール２１６は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内ならびに
外部ウェブサイト２１８上で実行されたアクションに基づいて主張オブジェクト１１６を
生成する。一実施形態では、年齢、現在の生活状況、関係状況、および類似物などのプロ
ファイル情報属性の宣言など、ある種のユーザアクションは、ユーザが宣言した表明に関
する主張オブジェクト１１６を自動的に生成するために主張生成モジュール２１６をトリ
ガすることができる。別の実施形態では、主張生成モジュール２１６は、別のユーザの最
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もよい電話番号の主張、複数の人の物理的住所の主張、別のユーザがよい同僚であること
の主張、あるレストランにうまいチキンウイング（手羽先）があることの主張、およびソ
ーシャルネットワーキングシステム１００に入力されたイベントを介して行われた面会予
約の主張など、ソーシャルネットワーキングシステム１００内の他のオブジェクトに関し
てユーザが主張するためのユーザインタフェースを提供することができる。
【００８８】
　主張提示モジュール２２２は、閲覧エージェントが主張オブジェクト１１６内で示され
るオーディエンスに含まれるかどうかに基づいて、閲覧エージェントによってアクセス可
能である主張オブジェクト１１６を閲覧エージェントに提供する。一実施形態では、主張
提示モジュール２２２は、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザ、エンテ
ィティを表すソーシャルネットワーキングシステム１００のページ、およびソーシャルネ
ットワーキングシステム１００のユーザによって行われる通信に含めることができ、ソー
シャルネットワーキングシステム１００上のオブジェクトに抽出することができる概念ま
たはキーワードなどの主題に関連付けられた主張オブジェクト１１６を提供する。主張提
示モジュール２２２は、主張オブジェクト１１６のオーディエンスに含まれる閲覧エージ
ェントに、たとえば、主題ユーザによって作られたケーキの写真を含む、主題ユーザが偉
大なパティシエであることに関する主張１１６に含まれる情報を提供することができる。
【００８９】
　別の例として、作成者は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のミッション
チャイニーズレストラン（Ｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ）を
表すページの推奨を残すことによって、最高のドライフライドチキンウィングがミッショ
ンチャイニーズレストランで提供されることをオーディエンスに主張することができる。
ミッションチャイニーズレストランを表すページの閲覧エージェントに、その閲覧エージ
ェントが主張のオーディエンスに含まれる場合に、作成者からのその主張を与えることが
できる。矛盾する可能性がある異なる推奨が、閲覧エージェントが主張のオーディエンス
に含まれる、複数の作成者によって行われた主張に基づいて、閲覧エージェントに与えら
れる可能性がある。最高のドライフライド（ｆｒｉｅｎｄ）チキンウィングがミッション
チャイニーズレストランで提供されることの作成者による主張のオーディエンスに含まれ
ない、異なる閲覧エージェントが、その主張を見ることができないことに留意されたい。
ミッションチャイニーズレストランのページの管理者も、彼らが主張のオーディエンスに
含まれない場合に、主張を見ることができない可能性がある。
【００９０】
　一般教書演説後の「Ｂａｒａｃｋ　Ｏｂａｍａ」など、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００上でユーザによって議論されている概念は、演説を議論する作成者が、Ｂａ
ｒａｃｋ　Ｏｂａｍａがうまい演説者かであるかどうか、大統領が問題にどのように対処
しているのかなど、Ｂａｒａｃｋ　Ｏｂａｍａに関する言明を主張している主張オブジェ
クト１１６を生成することができる。主張提示モジュール２２２は、一実施形態で、大統
領、一般教書演説、および／または政治に関するこれらの主張を、オーディエンスに含ま
れるユーザに提供することができる。
【００９１】
　主張正確さテストモジュール２２４は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内
で行われた主張を検証するようにユーザに促すユーザインタフェースをソーシャルネット
ワーキングシステム１００のユーザに提供する。一実施形態では、主張正確さテストモジ
ュール２２４は、主張の真実係数に基づいて、主張の正確さに関して閲覧エージェントに
プロンプトを出すことができる。主張正確さテストモジュール２２４は、主張の正確さに
関して閲覧エージェントにプロンプトを出すためのユーザインタフェースを提供すること
ができる。その例では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、主張の真実係数
を決定する際の主張に関するユーザフィードバックまたは確認、あるいは主張の真実係数
を使用することができる。真実係数を決定するプロセスは、下でより詳細に議論する。
【００９２】
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　一例として、主張正確さテストモジュール２２４は、接続されたユーザがハーバード大
学（Ｈａｒｖａｒｄ）を卒業したかどうかに関して閲覧エージェントにプロンプトを出す
ユーザインタフェースをソーシャルネットワーキングシステム１００の閲覧エージェント
に提供することができる。このプロンプトへの応答は、信頼できるより正確な情報をソー
シャルネットワーキングシステム１００に与えることができる。別の例では、主張正確さ
テストモジュール２２４は、閲覧エージェントに関して行われた主張の正確さについて閲
覧エージェントにプロンプトを出すことができ、ここで、主張は、主張の決定された真実
係数に基づいて、閲覧エージェントがそのメンバであるオーディエンスを指定する。別の
実施形態では、主張正確さテストモジュール２２４は、主張の主題エージェントのプライ
バシ設定に違反しないソーシャルネットワーキングシステム１００によって定義された特
殊な状況でのみ主張の正確さについて閲覧エージェントにプロンプトを出す。特殊な状況
は、主張の決定された真実係数、主題エージェントに関する取り出された情報、閲覧エー
ジェントに関する取り出された情報、およびその任意の組合せに基づいて定義され得る。
その結果、主張正確さテストモジュール２２４は、閲覧エージェントが、特定の主張に関
してソーシャルネットワーキングシステム１００により多くの情報を提供することを可能
にする。
【００９３】
　主張評価モジュール２２６は、ユーザプロファイルストア２０６に記憶されたユーザプ
ロファイルオブジェクト、アクションロガー２１０によって生成されたアクションログか
らのエントリ、エッジストア２１４に記憶されたエッジオブジェクト、コンテンツストア
２１２に記憶されたコンテンツオブジェクト、外部ウェブサイト２１８から収集された外
部データ、および主張正確さテストモジュール２２４によって生成されたユーザフィード
バック主張データなど、さまざまなソースから情報を取り出すことができる。これらのソ
ースから取り出された情報を使用することによって、主張評価モジュール２２６は、ソー
シャルネットワーキングシステム１００のエージェントによって行われる主張内に真実係
数を生成することができる。別の実施形態では、主張評価モジュール２２６は、これらの
ソースから取り出された情報に基づいて作成者の真実係数を生成し、作成者によって行わ
れる主張の真実係数として作成者の真実係数を使用することができる。主張を評価する異
なるモデルを、主張のタイプに基づいて使用することができる。一実施形態では、ヒュー
リスティック分析および機械学習を、主張を評価するこれらのモデルを洗練するのに使用
することができる。主張を評価し、主張ごとに１つまたは複数の真実係数を決定すること
によって、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、閲覧エージェントに主張を提
示する時に、主張をランキングする際に真実係数を使用することができる。
【００９４】
　ソーシャルネットワーキングシステム上の主張の評価
　特定のエージェントに関する最良の電話番号など、特定の主題に関する異なる表明を有
する複数の主張が、ソーシャルネットワーキングシステム１００内で行われる可能性があ
るので、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、１つまたは複数の方法を使用し
て主張の真実係数を決定することができる。主張を評価するこれらの方法は、作成者エー
ジェントに関して取り出された情報に基づいて作成者エージェントの真実係数を決定する
こと、特定の聴取に対して作成者エージェントによって行われた主張の真実係数を決定す
ること、およびオーディエンスに対して作成者エージェントによって誤って行われた可能
性がある誤った主張を決定することを含む。これらの評価方法のそれぞれの短い概要を提
示し、続いて、単一の主張を評価する例のケース、複数の主張を評価する例のケース、誤
った主張を決定する例のケース、および１つまたは複数のソースからの取り出された情報
に基づいて真実係数を決定するケースを提示する。
【００９５】
　さらに、ソーシャルネットワーキングシステム１００上で行われた任意の言明は、特定
の観点に基づく事実の主観的表明であるから、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０上で行われる任意の言明の絶対的真実は存在しない。ソーシャルネットワーキングシス
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テム１００は、他の主張に基づいて言明の真実性を見積ることができるが、「真実」また
は「蓋然性」の任意の評価は、閲覧エージェントの観点、または主題ユーザに接続された
他のユーザの見解など、特定の観点から行われる。その結果、主張評価モジュール２２６
は、主張の真実性を決定する１つまたは複数のモデルを有することができる。
【００９６】
　一実施形態では、真実係数を、主題に関する主張を行うエージェントごとに決定するこ
とができる。別の実施形態では、真実係数を、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０のエージェントによって行われる主題に関する主張ごとに決定することができる。親和
性スコアは、本願明細書に参照により援用される２０１０年１２月２３日に出願した関連
出願である米国特許出願第１２／９７８２６５号、名称「ソーシャルネットワーキングシ
ステムにおけるコンテキスト関連親和性の予測（Ｃｏｎｔｅｘｔｕａｌｌｙ　Ｒｅｌｅｖ
ａｎｔ　Ａｆｆｉｎｉｔｙ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ａ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）」でさらに説明される１つまたは複数の別々のプロセスを
介してソーシャルネットワーキングシステム１００によって決定することができる。親和
性スコアを決定する際にソーシャルネットワーキングシステム１００によって使用される
１つまたは複数の要因を、真実係数を決定するためにモデルを生成する際に使用すること
ができる。
【００９７】
　一実施形態では、確率モデルを使用して、真実係数を決定することができる。その結果
、ある主張の真実係数を、その主張が真であることの計算された確率とすることができる
。別の実施形態では、主張が真であることの初期確率またはその真実係数は、ある比率、
仮に、たとえば５０％にセットされる。経時的に、真実係数は、主張に関して収集される
情報に基づいて変更され得る。
【００９８】
　一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、閲覧エージェント１
４２に関する主張オブジェクト１１６の作成者エージェント１１８に関して収集された情
報に基づいて、閲覧エージェント１４２の真実係数を決定することができる。たとえば、
作成者エージェント１１８の真実係数を、作成者エージェント１１８に関する閲覧エージ
ェント１４２の決定された親和性スコアなど、閲覧エージェント１４２との過去の相互作
用に基づいて計算することができる。作成者エージェント１１８の真実係数モデルは、過
去のソーシャル検証（作成者エージェント１１８の主張オブジェクト１１６の閲覧エージ
ェント１４２の過去の「いいね」、コメント、および共有）、友達の友達からインポート
された黙示の真実係数、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のオブジェクトに
関する親和性スコアの決定に使用される要因、作成者エージェント１１８による真実係数
の手動入力、ならびに、作成者エージェント１１８による主張に応答するターゲットエー
ジェントによる上書きされた主張、作成者エージェント１１８の最小のしきい真実係数を
有する複数のエージェントの数値表現、およびソーシャルネットワーキングシステム１０
０内の１つまたは複数の他のエージェントによって検証された作成者エージェント１１８
による主張オブジェクト１１６に含まれる悪い情報などの否定的入力を含むことができる
。負の真実係数を、閲覧エージェントが作成者によるタグを除去すること、閲覧エージェ
ントが作成者による主張に対して矛盾する主張を選択すること、およびソーシャルネット
ワーキングシステムの他のエージェントが特定のオーディエンスに主張を行う時に作成者
に関する否定的なフィードバックを提供することなど、主張の作成者に関する閲覧エージ
ェントから受け取られる否定的なフィードバックに基づいて、表明を有する主張について
決定することもできる。
【００９９】
　別の実施形態では、主張評価モジュール２２６は、表明を行う１つまたは複数の作成者
による１つまたは複数の主張に基づいて、主題に関する表明の真実係数を決定することが
できる。真実係数を、各主張の真実係数を生成する際に作成者の閲覧エージェントの親和
性を使用して上で説明された方法を使用して表明を行う１つまたは複数の作成者による主
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張のそれぞれについて決定することができる。その後、主張の真実係数を、重み付け関数
を使用して組み合わせて、閲覧エージェントに関する表明の真実係数を決定することがで
きる。一実施形態では、作成者に関する閲覧エージェントの親和性が、重みとして使用さ
れる。別の実施形態では、１つまたは複数のオーディエンスに対して行われる表明を含む
主張の真実係数は、表明の真実性を決定するために重み付け関数に入力される。重み付け
関数は、作成者の真実係数、表明に関係する矛盾する主張、および表明に関係する他の主
張など、他の要因を含むこともできる。さらなる実施形態では、表明の真実係数は、表明
を有する主張について受け取られた真実係数を加算することによって計算される。
【０１００】
　真実係数を、さまざまな形態でソーシャルネットワーキングシステム１００によって使
用することができる。たとえば、閲覧エージェント１４２は、主張の閲覧エージェント１
４２に関する決定された真実係数に基づいて、ユーザインタフェース内で行われる主張を
フィルタリングすることができる。別の実施形態では、主張を、決定された真実係数によ
ってランキングすることができる。さらなる実施形態では、矛盾する主張を、「最良の」
主張すなわち最大の真実係数を有する主張だけが閲覧エージェント１４２に表示されるよ
うに、真実係数を使用してランキングすることができる。一実施形態では、検索用語とし
て閲覧エージェント１４２の特定のセットに関する真実係数を含む複雑な照会を、主張に
対して実行することができる。さらなる実施形態では、表明１２０を、表明１２０につい
て決定された真実係数に基づいて、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって
強調表示することができる。この形態で強調表示された表明１２０を、サードパーティア
プリケーション用に出力することができ、このサードパーティアプリケーションでは、広
告主が、ソーシャルネットワーキングシステム１００のプライバシモデルに条件付けられ
て、非常に信頼できる情報にアクセスすることに対してソーシャルネットワーキングシス
テム１００に支払うことができる。この形態で、新しいソーシャルグラフを、ソーシャル
ネットワーキングシステムで行われる表明の真実性のグレードを考慮に入れて主張に対し
てモデル化することができる。
【０１０１】
　エージェントについて決定される真実係数
　真実係数を決定する方法を、一実施形態で、作成者に対する真実係数の決定または主張
ごとに対する真実係数の決定のいずれかとして分類することができる。真実性に関する評
判スコアまたはエージェントの閲覧エージェントの見解に基づくエージェントの真実係数
を、主張を行うエージェントの過去の履歴に基づいて主張評価モジュール２２６によって
決定することができる。真実係数を、主張オブジェクトの構成要素の任意の組合せについ
て決定することができる。たとえば、モデルを使用して、特定の主題に関して特定のオー
ディエンスに主張する作成者の真実係数を決定することができる。その結果、特定の主題
に関してそのエージェントによってその特定のオーディエンスに対して行われるすべての
主張に、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって決定された真実係数を割り
当てることができる。別々に、異なるモデルを使用して、特定の主題に関して任意のオー
ディエンスに対して主張する作成者の真実係数を決定することができる。その場合に、特
定の主題に関して行われるすべての主張に、異なるモデルを使用して決定された真実係数
を割り当てることができる。
【０１０２】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００は、作成者によって行われた特定の主張に
関する異なる真実係数とは別々に、作成者の真実係数を生成することができる。真実係数
を使用して、作成者の全体的な真実係数を決定することができる。したがって、一実施形
態では、真実係数を、エージェントによって行われたすべての主張の真実係数に基づいて
、エージェントについて決定することができる。そのエージェントについて決定された真
実係数を、閲覧エージェントに提示される主張をランキングする際にソーシャルネットワ
ーキングシステム１００によって使用することができる。
【０１０３】
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　さらなる実施形態では、真実係数を、エージェントによって行われた主張に関する他の
主張ならびにエージェントに関するソーシャルネットワーキングシステムによって受信さ
れた他の情報に基づいて、エージェントについて決定することができる。たとえば、図２
に示されているように、主張正確さテストモジュール２２４は、そのエージェントに関す
る主張に関するフィードバックについてエージェントにプロンプトを出すことができる。
これは、エージェントが、特定の主張に関するより多くの表明またはより多くの主張を提
供することを可能にする。その情報を使用して、エージェントの真実係数を、受信された
フィードバックによって、影響させることができる。たとえば、あるエージェントが、主
張正確さテストモジュール２２４によってプロンプトされた時に主張を確認する場合に、
その主張の作成者の評判またはその作成者の真実係数を、大きくすることができる。しか
し、エージェントが、ある主張を否定するか、別の主張を選択する場合に、その主張の作
成者の評判を下げることができ、これは、その作成者の真実係数が減少することを意味す
る。
【０１０４】
　エージェントは、主張評価モジュール２２６によって決定される評判を保持することが
できる。別の実施形態では、エージェントの評判スコアは、ソーシャルネットワーキング
システム１００内の別々のプロセスによって決定され、主張評価モジュール２２６とは非
同期に動作することができる。その実施形態では、主張評価モジュール２２６は、評価さ
れる主張を行うエージェントの記憶された評判スコアを取り出すことができる。主張評価
モジュール２２６は、ソーシャルネットワーキングシステム１００上の閲覧エージェント
の見解に関して特定のエージェントによって行われる主張の真実性を測定する評判スコア
を決定することができる。
【０１０５】
　初期値を、エージェントの評判スコアに割り当てることができる。初期値を、真実性に
関するエージェントの評判を肯定しまたは否定するユーザから受け取られたユーザフィー
ドバックに基づいて上下に調整することができる。あるエージェントの評判スコアを、そ
のエージェントによって作成された評価された主張の平均をとる評判モデルを使用する、
閲覧エージェントのソーシャルなつながりに基づくものとすることもできる。その後、評
判スコアを、そのエージェントの真実係数として使用することができる。その結果、ソー
シャルネットワーキングシステムは、エージェントの真実係数スコアに基づいて、エージ
ェントによる主張をランキングすることができる。
【０１０６】
　たとえば、第１のユーザが、ソーシャルネットワーキングシステム１００上の第２のユ
ーザと結婚しているという主張を行う場合がある。一実施形態では、第１の閲覧エージェ
ントは、第１のユーザが第２のユーザと結婚していないという矛盾する主張を行い、第１
のユーザによって行われた主張が第１の閲覧エージェントに提供されないようにできる。
第２の閲覧エージェントは、第１のユーザの、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０上で誤った主張を行う傾向を知らずに、第２の閲覧エージェントのソーシャルネットワ
ーキングシステム１００でのソーシャルなつながりに基づいて、第１のユーザが第２のユ
ーザと結婚していることの主張を与えられ得る。効果的に、ユーザのエージェント評判ス
コアは、一実施形態では、主張の作成者の親和性スコアなど、閲覧エージェントのソーシ
ャル情報を考慮に入れてユーザが行う主張の真実係数の平均値として決定され得る。その
後、真実性に関するユーザの評判は、一実施形態では閲覧エージェントのユーザプロファ
イルオブジェクト内にそのユーザに対してエージェント評判スコアとして記憶され得る。
【０１０７】
　親和性スコアを決定するのに使用される要因を使用して、エージェントがソーシャルネ
ットワーキングシステム１００上でスパムまたはマルウェアを生成しているかどうかを決
定するなど、エージェントの評判スコアを決定することができる。そのような要因は、最
新の１２時間、最新の２４時間、先週、先月、２ヶ月前、３ヶ月前などの事前定義の時間
期間内のソーシャルネットワーキングシステム１００上でのエージェントの間の相互作用
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の監視を含む。エージェントの間の相互作用は、コメント、「いいね」（是認および／ま
たは関心の表現）、「ウォール」へのエージェントに関連付けられた投稿、同一のスレッ
ド上での相互作用、同一の写真にタグ付けするエージェント、第１のエージェントによる
コメントにリンクする第２のエージェント、コンテンツの共有、ウォールコメントでのエ
ージェントの言及、ソーシャルネットワーキングシステム１００上でのユーザプロファイ
ルまたはエンティティのページの閲覧、エージェントの間で交換されるメッセージ、エー
ジェントの間でのチャット、ビデオチャット、「ポーク」（エージェントがソーシャルネ
ットワーキングシステム１００上の別のエージェントの注意を要求することの表示）、あ
るユーザの「友達」になることまたはページの「ファン」になることなど、ソーシャルネ
ットワーキングシステム１００上の別のエージェントへの双方向接続の開始、接続された
エージェントとの関係の切断、別のエージェントと同意の位置での「チェックイン」、別
のエージェントと同一のイベントへの参加、別のエージェントによってアップロードされ
たアルバムを見ること、別のエージェントがメンバであるグループへのコンテンツの投稿
、別のエージェントのグループへのメンバシップの共有、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００上のエージェントとの一方向接続を可能にする別のエージェントへのサブス
クライブ、ならびに同一の学校、都市、職場、家族構成員、または別のエージェントとの
述べられた関係への参加の宣言を含むことができる。親和性スコアを決定する１つの要因
ならびにエージェントが悪意のあるアクタであるかどうかを決定する要因は、エージェン
トとソーシャルネットワーキングシステム１００との間の相互作用の間の時間の長さを測
定することを含む。悪意のあるエージェントを判断するための要因は、エージェントによ
る過剰な投稿、エージェントによる双方向接続の過剰な開始と、既知の悪意のあるアクタ
とのマッチングに関するエージェントによって宣言された情報の分析とを含むことができ
る。これらの要因は、主張評価モジュール２２６によって、エージェントに対する評判ス
コアを決定するのに使用される。
【０１０８】
　ヒューリスティック分析を使用して、ユーザによって行われた表明を追跡し、ユーザに
よって行われた以前の表明に基づいて、低い評判スコアを有するユーザによって行われた
表明を割り引くこともできる。以前の詐欺的な表明に基づいて、ユーザの評判スコアを減
らすことができる。従来の詐欺的表明に基づいて、ユーザの評判スコアを下げることがで
きる。一実施形態では、ユーザの評判スコアは、あるユーザの評判スコアが所定のしきい
評判スコアを満足しなかった場合に、そのユーザによって生成された主張の真実係数を自
動的に引き下げることができる。
【０１０９】
　一実施形態では、エージェントは、ユーザインタフェース、アプリケーションプログラ
ミングインタフェース（ＡＰＩ）、またはソーシャルネットワーキングシステム１００を
用いる他の通信方法など、ソーシャルネットワーキングシステム１００とのインタフェー
スを介してそれ自体の評判スコアを手動で決定することができる。別の実施形態では、作
成者は、１日のうちの異なる時間に基づいてまたは特定の時間期間の間に、作成者に関す
る真実スコアの評判を割り当てることができる。たとえば、午後８時と真夜中との間に、
作成するユーザは、彼自身に、たとえば０．８の真実係数を割り当てることができる。さ
らなる実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、１のスコアを有す
る作成者によるすべての主張に関する真実係数を割り当てることができ、これは、ソーシ
ャルネットワーキングシステム１００が、ある作成者によるすべての主張が作成者によっ
て真実であると考えられると仮定することを意味する。
【０１１０】
　主張について決定される真実係数
　真実係数を、１つまたは複数の要因を含むモデルを使用して、主張について決定するこ
とができる。主張評価モジュール２２６は、ソーシャルネットワーキングシステム１００
上で行われる主張の信頼度にスコアを付けるためのモデルを生成する。一実施形態では、
モデルは、モデル内の要因に重みを使用し、経時的に、重みは、機械学習法を使用して調
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整され得る。一実施形態では、回帰分析をモデル内で使用して、関連付けられた主張オブ
ジェクトの機械学習およびヒューリスティック分析に基づいて、特定の閲覧エージェント
に関するソーシャルネットワーキングシステム内の主張を評価することに関連するまたは
関連しないと決定される要因を含めまたは除外することができる。一実施形態では、異な
るスコアリングモデルを生成して、特定の表明に関して特定の聴取に対して特定の作成者
によって行われる主張の信頼度にスコアを付けることができる。そのスコアリングモデル
では、特定の表明に関して行われたすべての主張の真実係数を、特定の作成者によって行
われた主張の真実係数を決定するために、真理関数を使用して組み合わせることができる
。異なるタイプの真理関数を、異なる主題を有し、異なるオーディエンスに対して行われ
た異なるタイプの表明について、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のコンテ
ンツ、ユーザ、エンティティ、およびエージェントを区別するのに使用できる任意の属性
に基づいて、決定することができる。真実係数モデルに、主張タイプに関するソーシャル
ネットワーキングシステム１００によって受け取られた情報に基づいて、異なる重みを付
けることができる。その結果、エンティティのビジネスアドレスの訂正は、他のエージェ
ントを用いて写真にタグ付けするエージェントとは異なる重みを有することができる。
【０１１１】
　他の実施形態では、ソーシャル検証、間接的なつながりの信用係数（ｔｒｕｓｔ　ｃｏ
ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）、親和性スコアの決定に使用される要因、エージェントによる手動
調整、エージェントがソーシャルネットワーキングシステム１００上でスパムまたはマル
ウェアを生成しているかどうかの決定に使用される要因、主張に関して受け取られた否定
的フィードバック、作成者または主張に関して負の真実係数を有する信頼される接続、主
張または作成者を信頼するエージェントの総数、上書きされた主張、および主張の表明に
リストされた悪い情報を含む、他のタイプの情報を、主張のモデルを決定する際に使用す
ることができる。たとえば、ソーシャル検証または、コンテンツアイテムに対してコメン
トすること、コンテンツアイテムまたはノードを共有すること、是認を表すためのリンク
をクリックすることによってコンテンツアイテムまたはノードに「いいね」を送ること、
コンテンツアイテム内のエージェントまたはノードに言及すること、またはコンテンツア
イテム内のエージェントもしくはノードにタグを付けることなど、ソーシャルネットワー
キングシステム１００上で作成者に接続された他のエージェントによる相互作用を、ソー
シャル検証が主張に妥当性を追加するので、主張の真実係数を決定する際の入力として使
用することができる。閲覧エージェントの信頼された友達によって好まれるエンティティ
の信用係数など、閲覧エージェントとの間接的なつながりの信用係数を、信用係数または
、閲覧エージェントの信頼される友達の見解からのエンティティの信用係数を使用して、
エンティティによって作成された主張に関する主張真実係数の決定で使用することもでき
る。この暗黙の信用係数は、最小の信用係数を有する信用係数とすることができる友達と
閲覧エージェントとの間の信頼関係のゆえに、有用である可能性がある。主張または作成
者を信頼するエージェントの総数も、主張の信用係数または作成者の信用係数を決定する
際に重要性を有する可能性がある。
【０１１２】
　主張のモデルを決定する際に使用できる他の要因は、主張に関して受け取られた否定的
フィードバック、作成者または主張の負の真実係数を有する信頼されるつながりの識別、
第２のエージェントによって上書きされた第１のエージェントによる主張、および主張の
表明にリストされた悪い情報を含む。たとえば、否定的フィードバックは、エージェント
が主張から外部への「Ｘ」のリンクをクリックすること、主張が望まれない、関心を持た
れない、性的に露骨である、エージェントの観点に反する、攻撃的である、誤り導く、真
実ではない、繰り返されるている、またはエージェントによって手動で入力されたフィー
ドバックを含むことができる。別の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム
１００は、閲覧エージェントの信頼されるつながりに関する作成者および主張の負の信用
係数を生成した場合がある。閲覧エージェントの信頼されるつながりは、所定のしきい値
より高い信用係数を有することができる。その結果、閲覧エージェントの信頼されるつな
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がりに関して生成された作成者および主張の負の信用係数を、閲覧エージェントの信用係
数を決定する際に使用することができる。
【０１１３】
　さらなる実施形態では、新しい表明を有する新しい主張が上書きされる主張を置換した
ことを意味する、主張が上書きされたという事実を、主張のモデルを決定する際に使用す
ることもできる。さらに別の実施形態では、エージェントは、主張に含まれる情報を使用
することを試みることによって、主張が悪い情報を含むことをソーシャルネットワーキン
グシステム１００に報告することができる。たとえば、閲覧エージェントは、エージェン
トの電話番号が８６７－５３０９であることの主張を閲覧し、電話番号への電話呼を確立
することを試みることができる。電話番号を呼び出す際に、閲覧エージェントは、電話番
号が間違った番号であることまたは電話番号が存在しないことを知らされる場合がある。
その結果、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、その情報を使用して、悪い情
報を含む主張の主張真実係数を決定することができる。
【０１１４】
　一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、真実係数を決定する
ために１つまたは複数のモデルを維持するためにユーザフィードバックを分析するのに機
械学習アルゴリズムを使用する。機械学習の他の用途は、主張の真実係数を決定するため
のモデル内での入力の選択、主張に関するフィードバックについて閲覧エージェントに促
すための所定のしきい値の決定、および、表明を含む主張に関する派生主張およびユーザ
フィードバックに基づいて表明の真実係数を生成することを含むことができる。
【０１１５】
　矛盾する主張
　主張の主観的性質のゆえに、特定の主題に関する主張が、矛盾する場合がある。矛盾す
る主張の存在は、主張のうちの１つが、誤りである可能性があること、または特定の主題
に関してすべてが真である可能性がある複数の主張があることを示す可能性がある。複数
の作成者が特定の主題に関する複数の矛盾する主張を生成した、図１Ｃに戻って、ソーシ
ャルネットワーキングシステムは、主張の真実性を評価することもできる。閲覧エージェ
ント（エージェントＡ　１６６）が、第１の作成者１５２が現在住んでいる場所の主題１
５８に関して行った主張１６０、１６２、および１６４のオーディエンス１７６、１７８
、または１８０に含まれることの結果として、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０は、閲覧エージェント（エージェントＡ　１６６）のつながりを考慮して主題１５８に
関して行われた主張１６０、１６２、および１６４すべての真実性を評価することができ
る。異なる真実係数を、主張１６０、１６２、および１６４のそれぞれについて主張評価
モジュール２２６によって決定することができる。決定された真実係数を使用して、次に
ソーシャルネットワーキングシステム１００は、閲覧エージェント（エージェントＡ　１
６６）に主題１５８に関する最も適当な主張を提供することができる。一実施形態では、
主張１６０、１６２、および主張１６４が、最大から最小への真実係数の順で、閲覧エー
ジェントに提示される。別の実施形態では、最大の真実係数を有する主張が、閲覧エージ
ェントに提示される。
【０１１６】
　この例では、第１の作成者１５２が現在住んでいる場所の主張の表明は、正しいまたは
正しくない、すなわち、真または偽である。ソーシャルネットワーキングシステム１００
は、矛盾を認識して、第３の作成者１５６（エージェントＡ　１６６）に、第１の作成者
１５２が、パシフィカ（主張１６４から）、デーリシティ（主張１６２から）またはサン
フランシスコ（主張１６０から）のどこに現在住んでいるのかを尋ねるプロンプトを出す
ことができる。第１の作成者１５２は、彼がデーリシティに住んでいることを応答し、第
２の作成者１５４が第１の作成者１５２が現在住んでいる場所に関して正しく主張するこ
とを示すことができる。その代わりに、エージェントＡ　１６６（第３の作成者１５６）
が、第２の作成者１５４が最近の移動のゆえにより正しい可能性があり、その結果、主張
１６２を第１の作成者１５２が現在住んでいる場所の主題１５８に関する主張１６４にコ
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ピーすることができる。別の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００
は、第３の作成者１５６（エージェントＡ　１６６）が、第２の作成者１５４と第１の作
成者１５２との間の関係状況が婚姻状況であるという相互一致した主張に基づいて第２の
作成者１５４によって行われる主張１６２を採用することを第３の作成者１５６（エージ
ェントＡ　１５６）に推奨することができる。
【０１１７】
　一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、エージェントの評判
スコアすなわち、あるエージェントが偽の主張をどの程度の頻度において生成するのかの
決定の要因として測定することができる。誤った主張は、エージェントに関して行われた
主張を検査するようにエージェントに促すこと、大多数の主張と比較した時に真ではない
と判断され得る矛盾する主張をどのエージェントが生成したかを決定する際の集約におけ
る主題に関してエージェントによって行われた主張の評価、および真の主張を行うことが
既知の他のエージェントに基づいて、エージェントが誤った主張を行うと決定するのに使
用される機械学習技法によって決定することができる。誤った主張は、一実施形態では、
負の真実係数を有することができる。
【０１１８】
　一例として、ソーシャルネットワーキングシステム１００上で写真において第２のユー
ザにタグ付けする第１のユーザは第２のユーザがその写真に現れると主張している。実際
には、第２のユーザが写真に現れない可能性があり、第１のユーザが、第２のユーザに関
してジョークを言うために意図的に誤った主張を行っている可能性がある。たとえば、第
１のユーザは、ジョークとして、第２のユーザが、スターウォーズのジャバザハットの写
真に現れ、ソーシャルネットワーキングシステム１００上でその写真で第２ユーザにタグ
を付けすると主張することができる。第２ユーザは、そのジョークに満足し、第１ユーザ
によってタグ付けされることを確認する。この例では、第１のユーザおよび第２のユーザ
は、両方とも、第２のユーザがジャバザハットの写真に現れると主張することができる。
しかし、他の閲覧エージェントは、第２のユーザのタグが誤った主張であることをソーシ
ャルネットワーキングシステム１００のプロンプトに応答することができる。
【０１１９】
　画像認識技法などの他の機構を使用して、写真内の顔を識別し、ジャバザハットの写真
がこれによって、第２のユーザの写真ではないことを認識することができる。その結果、
主張評価モジュール２２６は、第１のユーザおよび第２のユーザが互いの誤った主張を確
証する傾向があることを考慮に入れるために第１のユーザおよび第２のユーザによる写真
タグの真実係数を決定するモデルを適合させることができる。ユーザフィードバックを使
用することによって、機械学習法を使用して、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０上のユーザの誤った主張のパターンを識別することができる。数十万枚の写真の分析に
基づいて、主張評価モジュール２２６は、一部のエージェントが、他のエージェントの写
真へのタグ付けに関する誤った主張を行う傾向があると決定することができる。主張評価
モジュール２２６は、あるタイプの主張についてソーシャルネットワーキングシステム１
００上で誤った主張を行う傾向を有するユーザを識別することができる。
【０１２０】
　負の真実係数を、閲覧エージェントに提示される矛盾する主張の中で選ばれないまたは
選択されない主張に割り当てることができる。たとえば、第１の作成するエージェントに
よって行われた第１の主張と矛盾する主題エージェントに関する第２の作成するエージェ
ントによって行われた第２の主張が、ソーシャルネットワーキングシステム１００のすべ
てのエージェントなどのオーディエンスに提示するために主題エージェントによって選択
される場合がある。第２の主張が、オーディエンスへの提示のために主題エージェントに
よって選択されたので、一実施形態では、第２の主張は、第１の主張より真実であると仮
定することができる。その結果、第１の主張および第２の主張の真実係数を決定する際に
使用されるモデルは、第１の主張と矛盾する第２の主張が主題エージェントによって選択
されたことを考慮に入れることができる。第１の主張に、一実施形態で負の真実係数を割
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り当てることができる。この例にソーシャルネットワーキングシステム１００内のコンテ
キストを与えるために、第１の主張が、主題エージェントすなわち実世界の住所に営業所
を有する企業エンティティが１２３　Ｍａｉｎ　Ｓｔｒｅｅｔに位置することである。第
２の主張は、主題エージェントが米国カリフォルニア州サンフランシスコの４５６　Ｍａ
ｒｋｅｔ　Ｓｔｒｅｅｔに位置することとすることができる。第１の主張ではなく第２の
主張が、主題エージェントによって選択される場合に、第１の主張の真実係数は、一実施
形態で、第２の主張の真実係数より小さくなる。別の実施形態では、ビジネスリスティン
グアプリケーションなどのサードパーティアプリケーションが、主題エージェントが米国
カリフォルニア州サンフランシスコの４５６　Ｍａｒｋｅｔ　Ｓｔｒｅｅｔに位置するこ
とを検査する場合に、第１の主張の真実係数に０をセットすることができる。別の実施形
態では、主張が意図的に不正にされたかどうかに基づいて、負の真実係数を割り当てるこ
とができる。
【０１２１】
　ヒューリスティック分析すなわち異なるタイプの情報の収集および分析を使用して、誤
った主張を識別することができる。たとえば、他のユーザが実際には物理的にある位置に
存在しない時にその位置でそのユーザをチェックインするなど、チェックインイベントが
、ソーシャルネットワーキングシステム１００のあるユーザによって誤って作成される場
合がある。作成者は、彼自身および他の２人のユーザを、他の２人のユーザが実際には米
国カリフォルニア州サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ（Ｇｏｌｄｅｎ　Ｇａ
ｔｅ　Ｂｒｉｄｇｅ）に存在しない場合であっても、ゴールデンゲートブリッジにチェッ
クすることができる。他の２人のユーザが、最近、３２１９キロメートル（２０００マイ
ル）以上離れたニューヨークシティの自由の女神にチェックインした可能性がある。主張
評価モジュール２２６は、ユーザがニューヨークシティにいることを主張するＧＰＳロケ
ーション技術に基づいてこの情報を分析し、ヒューリスティック分析技法を使用して、ゴ
ールデンゲートブリッジでのチェックインイベントの作成者が、他の２人のユーザが彼と
共に存在したことに関する誤った主張を行ったと決定することができる。
【０１２２】
　ソーシャルネットワーキングシステム上の単一の主張の評価
　ソーシャルネットワーキングシステム１００内の主張および作成者の真実係数を決定す
るさまざまな方法を説明したので、以下の図で、上で説明した方法のうちの１つまたは複
数を使用して主張を評価するさまざまな実施形態を示す。図３に、ソーシャルネットワー
キングシステム内の主張を評価するプロセスを示すフローチャートを示す。これらの図面
の説明全体を通じて、例のユースケースも説明して、主張が、閲覧エージェントの視点か
ら真実係数を決定することによって、ソーシャルネットワーキングシステム１００内でど
のように評価され得るのかをさらに示す。
【０１２３】
　図３に示されているように、主題エージェントに関する主張の表明が、ソーシャルネッ
トワーキングシステム１００によって受け取られる（３０２）。この表明は、一実施形態
で、ソーシャルネットワーキングシステム１００の作成者ユーザによって作られてもよい
。別の実施形態では、表明を、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のエンティ
ティを表すオーサリングアプリケーションまたはページによって作られてもよい。さらに
別の実施形態では、表明を、ソーシャルネットワーキングシステム１００と通信する外部
システムまたは外部ウェブサイトによって作られてもよい。主張の表明は、ユーザがＧＰ
Ｓロケーションアウェアネス機能を有するモバイルデバイスを使用して、ある場所にチェ
ックインすること、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム１００にアップロード
された写真内の別のユーザにタグを付けること、ユーザが、ソーシャルネットワーキング
システム１００上のイベントをカレンダに記入し、そのイベントに他のユーザを招待する
こと、ユーザが、彼自身または彼女自身に関するユーザプロファイル上で経歴情報を宣言
すること、ユーザが、ソーシャルネットワーキングシステム上の別のユーザに関する連絡
先情報をリストすること、ユーザが、ソーシャルネットワーキングシステム上の写真また



(42) JP 6480993 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

はビデオに含まれる別のユーザのタグを確認すること、アプリケーションが、ユーザがカ
スタムグラフアクションおよびカスタムグラフオブジェクトを使用するアプリケーション
を使用してメニュー上のアイテムを注文したことをソーシャルネットワーキングシステム
１００に通信すること、および類似物など、ソーシャルネットワーキングシステム１００
上のユーザによって実行されるアクションからなる。
【０１２４】
　主題エージェントに関する主張の表明を受け取った（３０２）後に、主題エージェント
に関する主張に関連付けられた情報を取り出す（３０４）。この情報は、主題エージェン
トによって作られた他のチェックインイベントからの位置情報、主題エージェントに接続
された他のユーザのユーザプロファイルから取り出された情報、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００にログオンするアクションで記録されたアクティビティ、主題エージ
ェントに関連付けられたエッジオブジェクトから取り出された主張に関係する情報、主張
に関係する外部ウェブサイトから取り出された情報、および主張に関係するサードパーテ
ィプロバイダから受け取った他の情報など、行われる主張を確証するのを助けることがで
きる、主題エージェントに関する他の情報を含むことができる。たとえば、ユーザは、ソ
ーシャルネットワーキングシステム１００上のチェックインイベントで、別のユーザが、
フランス国パリのエッフェル塔で彼と一緒にいると主張することができる。この主張のオ
ーディエンスを、ユーザに接続された選択されたユーザ、ユーザに接続されたすべてのユ
ーザとすることができ、あるいは、主張を、一般に入手可能であり、検索可能である。実
のところ、他のユーザすなわち主張の主題ユーザが、実際にはニューヨークシティに位置
し、自由の女神にチェックインしたばかりである場合がある。ニューヨークシティでのそ
のチェックインイベントは、主題ユーザに接続されたユーザなど、異なるオーディエンス
を有する可能性がある。自由の女神での最近のチェックインおよびチェックインに関して
選択されたオーディエンスを含む主題ユーザに関する情報を、主題ユーザがエッフェル塔
に位置することの主張を受け取った（３０２）後に取り出すことができる（３０４）。
【０１２５】
　主題エージェントに関する主張に関連付けられた情報を取り出した（３０４）後に、確
率モデルおよび主張に関連付けられた取り出された情報に基づいて、主張の真実係数を決
定する（３０６）。管理者は、一実施形態で、主張評価モジュール１９４を使用して、異
なる要因の重みを決定するなど、主張モデルの係数を手動で決定することができる。主張
評価モジュール１９４は、別の実施形態で、以前の主張オブジェクトに関する回帰分析お
よびユーザフィードバックの結果に基づいて、主張モデルの係数を選択することができる
。上記の例に戻って、同一ユーザに関する２つのチェックインイベントの間の矛盾すなわ
ち、第１はパリのエッフェル塔にあり、第２は自由の女神にいることに、主張について選
択されたオーディエンス内の閲覧エージェントの見解に基づいて主張を評価する主張モデ
ル内で重みを割り当てることができる。主題ユーザがエッフェル塔にいるという主張の作
成者によって行われた主張を信じる傾向を有する閲覧エージェントの主張真実係数は、同
一の傾向を有しない別の閲覧エージェントに関する主張真実係数より高くなる可能性があ
る。この形態で、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、他のユーザとの閲覧ユ
ーザの親和性ならびに表明するユーザの主張を信じる傾向に基づいて、異なる真実係数を
決定することができる（３０６）。
【０１２６】
　真実係数を、閲覧エージェントに関して主張について決定した（３０６）後に、主張お
よび関連する真実係数を、閲覧エージェントに関連付けられたソーシャルネットワーキン
グシステム内で記憶する（３０８）。主張および関連付けられた真実係数を、主張ストア
２２０内の主張オブジェクト１１６としてソーシャルネットワーキングシステム１００内
で記憶することができる（５０８）。一実施形態では、主張オブジェクト１１６は、主張
がソーシャルネットワーキングシステム１００によって受け取られる（３０２）時に、自
動的に生成される。主張の決定された真実係数は、主張に関連付けられた以前に生成され
た主張オブジェクト１１６内に記憶される。たとえば、彼または彼女自身のユーザプロフ
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ァイルに書き込むユーザは、ユーザの年齢、性別、現在都市、出身地、在席した単科大学
または総合大学、職歴、および類似物を含む経歴情報を宣言することができる。ユーザが
、ユーザプロファイルオブジェクトに書き込む時に、ユーザに関する主張の表明が、受け
取られる（３０２）。主張オブジェクト１１６は、主張について自動的に生成され、初期
主張真実係数を事前投入される。主張に関する情報が取り出された（３０４）後に、真実
係数を、主張オブジェクト１１６について決定することができる（３０６）。別の実施形
態では、真実係数を、主張を要求する閲覧エージェントに基づいて、主張オブジェクト１
１６について決定する（３０６）ことができる。その実施形態では、真実係数は、真実性
に関する作成するエージェントの評判に関する閲覧エージェントの傾向など、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００内のエージェントおよび他のオブジェクトの閲覧エージ
ェントの親和性スコアに基づく。閲覧エージェントが、作成するエージェントによって行
われる誤った主張を受け入れる傾向がある場合に、閲覧エージェントの傾向を、閲覧エー
ジェントに関する主張の真実係数を決定する間に考慮に入れることができる。ソーシャル
ネットワーキングシステム１００内で行われた主張の主張オブジェクト１１６は、複数の
閲覧エージェントに関連付けられた複数の真実係数を含むことができる。その結果、ソー
シャルネットワーキングシステム１００は、ソーシャルネットワーキングシステム１００
上で行われる主張の主張真実係数を決定する時に、ソーシャルネットワーキングシステム
１００上での他のユーザのとの閲覧エージェントのソーシャル（ネットワーク）つながり
を考慮に入れることができる。
【０１２７】
　カスタムグラフアクションおよびカスタムグラフオブジェクトを、主張オブジェクトと
してソーシャルネットワーキングシステム１００によって評価することもできる。たとえ
ば、ミッションチャイニーズレストランを表すページは、「ｏｒｄｅｒ（注文）」のカス
タムグラフアクションおよび「シェチュアンチキン（Ｓｚｅｃｈｕａｎ　Ｃｈｉｃｋｅｎ
）」のカスタムグラフオブジェクトを使用することによって、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００のユーザがシェチュアンチキンを注文したことを主張することができる
。ページすなわちソーシャルネットワーキングシステム１００上のエンティティは、たと
えば、ソーシャルネットワーキングシステム１００に通信されたユーザに関連付けられた
クレジットカード取引を可能にする洗練された注文システムを有することができる。ミッ
ションチャイニーズレストランのページを、ソーシャルネットワーキングシステム１００
のユーザを外部ウェブサイト２１８に接続して、外部ウェブサイト２１８を介してユーザ
が注文したものの通信を容易にすることを可能にする外部ウェブサイト２１８に接続する
ことができる。ページによって行われる主張を、主張評価モジュール２２６によって評価
して、主張に含まれる情報の基礎になる技術のゆえに、大きな真実係数を有するように評
価することができる。
【０１２８】
　ソーシャルネットワーキングシステム上の複数の主張の評価
　図４に、ソーシャルネットワーキングシステム１００の閲覧エージェントに対する評価
された主張に基づいて情報を提供するために主張を評価するプロセスの相互作用図を示す
。図５に、ソーシャルネットワーキングシステム内の主張を評価する際に使用される情報
のソースを示すハイレベルブロック図を示す。図４に示されているように、複数の作成者
が、異なるオーディエンスへの主題に関して異なる主張を行うことができる。これらの主
張を受け取るソーシャルネットワーキングシステム１００は、受け取られた主張に基づき
、閲覧エージェントに関して取り出される情報を使用して、主張に含まれる主題に関する
言明を提供することができる。言明は、一実施形態で、閲覧エージェント１４２にとって
「最良の」主張である場合がある。別の実施形態では、言明は閲覧エージェント１４２に
よって視認可能な主題を含む表明を有するすべての主張も含むことができる。主張を、さ
らなる実施形態で真実係数によってランキングすることができる。この形態で、評価され
る主張を、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザに提供することができる
。
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【０１２９】
　主題に関する第１の主張を、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって第１
の作成者１５２から受信する（４０２）。この主張を、ユーザが彼または彼女自身のプロ
ファイル上の誕生日を選択すること、ユーザが彼または彼女のプロファイル上で宣言され
る情報を入力すること、ユーザが主張生成モジュール２１６によって提供されるユーザイ
ンタフェースを生成する主張を介して別のユーザがよい料理人であることを主張すること
など、第１の作成者１５２とのさまざまなユーザインタフェースを介してソーシャルネッ
トワーキングシステム１００によって受け取ることができる（４０２）。同様に、主題に
関する第２の主張を、第２の作成者１５４からソーシャルネットワーキングシステム１０
０によって受信することができ（４０４）、主題に関する第３の主張を、第３の作成者１
５６からソーシャルネットワーキングシステム１００によって受信することができる（４
０６）。
【０１３０】
　主題に関する要求を、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって閲覧エージ
ェント１４２から受信することができる（４０８）。主題に関する要求を、ユーザのプロ
ファイル情報、主題を含むユーザに関して行われたすべての主張を示すページ、および主
題に関して行われたすべての主張を提供するアプリケーションなど、主題を含むウェブペ
ージの要求を介して閲覧エージェント１４２から受信することができる（４０８）。一実
施形態では、閲覧エージェント１４２は、ユーザに接続されず、ユーザに関する連絡先情
報を要求する。その実施形態では、連絡先情報に関する要求は、連絡先情報に関してソー
シャルネットワーキングシステム１００によって受信される（４０８）要求であり、ソー
シャルネットワーキングシステム１００のユーザによって行われる１つまたは複数の主張
の主題である。
【０１３１】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００は、主題に関する要求の受信（４０８）に
応答して、閲覧エージェントに関する情報を取り出す（４１０）。ソーシャルネットワー
キングシステム１００によって取り出される（４１０）情報は、ユーザプロファイルオブ
ジェクト、アクションログ、エッジオブジェクト、およびソーシャルネットワーキングシ
ステム１００内のコンテンツオブジェクトから取り出されたソーシャルネットワーキング
システム１００上の他のユーザ、エンティティ、および概念へのつながりなど、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００上の閲覧エージェント１４２に関するソーシャル情報
を含むことができる。取り出される（４１０）可能性がある他の情報は、真実性評判スコ
アと、閲覧エージェント１４２に接続された主題に関して主張を行うユーザおよびエンテ
ィティと閲覧エージェント１４２の二次つながりの真実性評判スコアおよび親和性スコア
を含む。
【０１３２】
　閲覧エージェントに関して取り出された情報ならびに主題に関して受信された第１、第
２、および第３の主張に基づいて、言明を、ソーシャルネットワーキングシステム１００
によって主題について生成することができる（４１２）。言明は、一実施形態では、第１
、第２、および第３の主張のオーディエンス内に閲覧エージェント１４２が含まれると仮
定して、第１、第２、および第３の主張の記述からなる。別の実施形態では、言明は、閲
覧エージェントに関する取り出された情報に基づいて、第１、第２、および第３の主張の
間で「最良の」主張を含むことができる。たとえば、閲覧エージェントに、異なる作成者
による異なる電話番号に関する３つの主張の中からのソーシャルネットワーキングシステ
ム１００の特定のユーザに関する最良の電話番号を与えることができる。閲覧エージェン
トが作成者に接続されるかどうか、これらの作成性者の評判スコア、作成者に関する親和
性スコアなど、閲覧エージェント１４２に関する情報を、閲覧エージェント１４２に関す
るソーシャル情報を考慮に入れて、特定のユーザの最良の電話番号を選択する際に使用す
ることができる。その後、特定のユーザに関する最良の電話番号を、ソーシャルネットワ
ーキングシステム１００内のステートメント内で生成することができる（４１２）。
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【０１３３】
　一実施形態では、生成された（４１２）言明を、ソーシャルネットワーキングシステム
１００内で記憶することができる。さらなる実施形態では、第１、第２、および第３の主
張の中からの最良の主張を、第１、第２、および第３の主張の真実係数値を組み合わせる
ことによって決定することができる。たとえば、第１および第２の主張が、特定のユーザ
の電話番号が、０．５および０．６の真実係数を有し、同一の電話番号８６７－５３０９
を記述する場合に、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、これらの真実係数値
を組み合わせて、特定のユーザの電話番号が８６７－５３０９であることの表明の真実係
数を提供することができる。特定のユーザに関する電話番号の第３の主張が、－０．５の
真実係数値を有し、第３の主張に関する電話番号の表明が、同一の８６７－５３０９であ
る場合に、その特定のユーザ電話番号が８６７－５３０９であることを表明する総真実係
数値は、０．６である。第３の主張が、１２３－４５６７など、電話番号に関する異なる
表明を有する場合に、第３の主張に真実係数値は、第１および第２の主張の真実係数値に
加算されない。その場合に、特定のユーザの電話番号が８６７－５３０９であることの表
明を、１．１の真実係数を有するものとして関連付けることができ、（第１および第２の
主張に真実係数を加算する）、特定のユーザの電話番号が１２３－４５６７であることの
表明は、－０．５の真実係数に関連付けられる（第３の主張の真実係数）。主題に関する
言明を生成する（４１２）時に、主題に関する主張に基づく表明の真実係数を比較するこ
とができる。この場合に、生成される（３１２）ステートメントは、８６７－５３０９の
特定のユーザの電話番号である組み合わされた真実係数に基づく「最良」の主張を含むこ
とができる。この言明を、要求に応答して、ソーシャルネットワーキングシステム１００
のユーザインタフェースまたは他のアプリケーション内で表示のために、閲覧エージェン
ト１４２に提供することができる（４１４）。
【０１３４】
　ソーシャルネットワーキングシステムでの主張を評価する際の情報の異なるソースの使
用
　主張を評価する際に、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、主張の真実係数
を決定するために、親和性スコアなどの閲覧エージェントのソーシャル情報と、作成者お
よび主張の真実係数とに限定されない。ソーシャルネットワーキングシステム１００は、
閲覧エージェントに接続されてもされなくてもよいエージェントによって生成された関連
する主張を含む、情報の複数のソースにアクセスすることができる。さらに、ヒューリス
ティック分析を、真実係数を決定するための異なるタイプの主張およびモデルの分析に使
用することができる。
【０１３５】
　主張評価モジュール２２６は、ソーシャルネットワーキングシステム１００の主張オブ
ジェクト１１６に関する情報を処理するためにソーシャルネットワーキングシステム１０
０上のさまざまなモジュールならびに外部ウェブサイト２１８とインタフェース接続する
。主張の作成者エージェントに関する識別する情報を使用して、ユーザプロファイルオブ
ジェクト、アクションログ内のエントリ、エッジオブジェクト、およびコンテンツオブジ
ェクトを主張評価モジュール２２６によって取り出して、主張オブジェクト１１６内で行
われる表明に関する情報を抽出することができる。主張評価モジュール２２６は、サード
パーティウェブサイト上のコンテンツおよびサードパーティプロバイダからライセンス交
付される他のデータを含むことができる外部データ１９０を取り出すこともできる。一実
施形態では、外部ウェブサイト２１８から取り出された情報を、主張評価モジュール２２
６とは別々の非同期バッチプロセスで処理することができる。
【０１３６】
　図５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１００は、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００のユーザを表すユーザプロファイルオブジェクト５０
２、ソーシャルネットワーキングシステム１００上で実行されたアクションを記録するア
クションログ５０４、ソーシャルネットワーキングシステム１００のノードを相互接続す
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るエッジを表すエッジオブジェクト５０６、ユーザおよびエンティティによってソーシャ
ルネットワーキングシステム１００に追加されたコンテンツを表すコンテンツオブジェク
ト５０８、ソーシャルネットワーキングシステム１００の外部のウェブサイトおよびシス
テム上で取り出すことができる外部データ５１０、および主張についてのユーザフィード
バックを要求するソーシャルネットワーキングシステム１００によって収集され得るユー
ザフィードバック主張データ５１２を含む。一実施形態で、主張オブジェクトを生成し、
ソーシャルネットワーキングシステム１００上で作られる生成された主張オブジェクト内
の表明を評価する際に使用できる情報のさまざまなソースを含む。ユーザプロファイルオ
ブジェクト５０２は、ユーザによって明示的に共有され、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００内のオブジェクトに対するアクションで表された、ユーザに関する宣言情報
を含む。一実施形態では、ユーザプロファイルオブジェクト５０２は、３０個以上の異な
るデータフィールドを含むことができ、各データフィールドは、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００の対応するユーザの属性を記述する。主張オブジェクト１１６を、ユ
ーザの年齢、性別、出身地、位置、学歴、職歴、および関心など、ユーザプロファイルオ
ブジェクト５０２内に含まれる宣言情報のすべてについて生成することができる。主張評
価モジュール２２６は、ユーザのプロファイル上で表明を宣言することによって、ユーザ
がハーバードを卒業したと主張するなど、特定の主張に関する主張オブジェクト１１６を
生成することができる。しかし、ハーバードを表すエージェントが、そのユーザがハーバ
ードの学位課程を卒業したのではなく、ハーバードの夏期セミナーコースを完了したとい
う矛盾する主張を行う場合がある。その結果、主張評価モジュール２２６は、特定の主張
の真実性を評価する際に、情報の追加のソースを与えられる。
【０１３７】
　アクションログ５０４およびエッジオブジェクト５０６は、主張の真実係数を決定する
ために主張に関係する情報を収集する際に主張評価モジュール２２６によって頼られる情
報の２つの追加のソースである。アクションログ５０４は、ソーシャルネットワーキング
システム１００上のさまざまなオブジェクトとのユーザ相互作用ならびに外部システム上
のグラフオブジェクトに対して実行されたカスタムグラフアクションを記録する。エッジ
オブジェクト５０６は、ユーザの間のメッセージング、別のユーザによって投稿されたコ
ンテンツアイテムまたはページなどのソーシャルネットワーキングシステム上のエンティ
ティへの関心のユーザによる表現、ユーザが別のユーザによって投稿されたコンテンツア
イテムにコメントを付けること、および類似物など、ソーシャルネットワーキングシステ
ム１００上のオブジェクトの間で発生する相互作用を表すことができる。ユーザ相互作用
を、一実施形態で、ユーザによって行われる主張の主張真実係数を決定する際に主張評価
モジュール２２６によって使用することができる。たとえば、ユーザが、ユーザのプロフ
ァイルを介する宣言としてハーバードを卒業したと主張する場合に、ユーザがハーバード
を卒業したことをやはり主張する他のユーザに対するソーシャルネットワーキングシステ
ム上の接続を有することなどのユーザ相互作用を、その主張の真実係数を決定する際に主
張評価モジュール２２６によって使用することができる。キーワード「ハーバード」を含
むグループへのメンバシップ、キーワード「ハーバード」および「アイビーリーグ（Ｉｖ
ｙ　Ｌｅａｇｕｅ）」を含むイベントへの出席、ならびにハーバードに関係するソーシャ
ルネットワーキングシステム上のページとの相互作用など、他のユーザアクティビティお
よび相互作用を、主張評価モジュール２２６によって収集し、分析することができる。
【０１３８】
　状況メッセージ、ユーザの間のメッセージ、ページ投稿、写真、ビデオ、メモ（ノート
）、イベント、チェックインイベント、および類似物などのコンテンツオブジェクト５０
８を、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザによる主張内で行われる表明
を評価する際に使用することができる。単科大学の同窓生を追跡する外部システムなど、
ソーシャルネットワーキングシステム１００の外部のウェブサイトから収集された外部デ
ータ５１０を、主張の真実係数を決定する際に主張評価モジュール２２６によって使用す
ることができる。たとえば、ハーバードを卒業したと主張するユーザによるハーバード同
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窓生のイベントへの出席を、そのイベントに関するコンテンツオブジェクト５０８からま
たはハーバードの同窓生を追跡する外部システムから収集された外部データ５１０から取
り出すことができる。このタイプの情報は、主張評価モジュール２２６によって決定され
る主張の真実係数に肯定的に影響する。
【０１３９】
　ユーザフィードバック主張データ５１２を、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０のユーザによって行われる１つまたは複数の主張を検証するためにソーシャルネットワ
ーキングシステム１００によって収集することができる。たとえば、ソーシャルネットワ
ーキングシステム１００は、閲覧エージェントがハーバードでユーザのクラスメイトであ
ったかどうか、閲覧エージェントがハーバードに在学中にユーザのルームメイトであった
かどうか、およびユーザがハーバードを卒業したかどうかなど、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００によって投稿された質問にユーザが答えることを可能にするユーザイ
ンタフェースを提供することができる。このユーザフィードバック主張データ５１２を、
主張評価モジュール２２６によって使用して、主張の真実係数に影響することができる。
【０１４０】
　主張オブジェクト１１６を、写真、ビデオ、チェックインイベント、またはソーシャル
ネットワーキングシステム１００内の別のコンテンツオブジェクト５０８内でユーザにタ
グ付けするのに使用されるテキスト入力インタフェース、ユーザに関するプロファイル情
報を宣言するのに使用される別のユーザインタフェース、ならびに他のユーザに関する主
張を生成するのにユーザによって使用され得る他のユーザインタフェースなど、既存のユ
ーザインタフェースを介してソーシャルネットワーキングシステム１００によって生成す
ることができる。一実施形態では、主張オブジェクト１１６を、既存のユーザプロファイ
ルオブジェクト５０２、エッジオブジェクト５０６、コンテンツオブジェクト５０８、な
らびにカスタムグラフアクションおよびカスタムグラフオブジェクトなどの外部データ５
１０から生成することができる。
【０１４１】
　主張評価モジュール２２６は、主張の閲覧エージェント１４２のソーシャル情報に基づ
いて、主題に関する表明を有する主張を評価するために、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００上のさまざまなソースから情報を取り出すことができる。主張評価モジュー
ル２２６は、真実係数５１４を計算する１つまたは複数の方法を使用することができる。
一実施形態では、真実係数５１４は、閲覧エージェント１４２と主張の作成者との間の過
去の相互作用の履歴に基づいてソーシャルネットワーキングシステム１００の特定の閲覧
エージェント１４２について主題に関する主張の作成者について決定され得る。選択され
た主張オブジェクト５１６を、一実施形態で、閲覧エージェント１４２に関する主張オブ
ジェクト１１６のアクセス可能性に基づいて、主張評価モジュール２２６によって閲覧エ
ージェント１４２に提供することができる。別の実施形態では、選択された主張オブジェ
クト５１６を、選択された主張オブジェクト５１６の決定された真実係数５１４に基づい
て、ランキング内で主張評価モジュール２２６によって閲覧エージェント１４２に提供す
ることができる。
【０１４２】
　一例として、主張評価モジュール２２６は、主張オブジェクト１１６の真実係数５１４
を決定するために、ユーザの年齢の主題に関連付けられたすべての主張オブジェクト１１
６を取り出すことができる。ユーザは、彼女が２９歳であると主張することができ、彼女
の友達は、ユーザが３０歳であると主張することができる。ソーシャルネットワーキング
システム１００上のユーザによって実行されたアクションなど、ユーザに関する他の情報
を、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のさまざまなソースから取り出して、
真実係数５１４の決定を助けることができる。複数の要因を有する予測モデルを使用して
、主張評価モジュール２２６は、彼女の年齢という主題に関連付けられた主張オブジェク
ト１１６の真実係数５１４を決定し、彼女が２９歳であるという彼女の主張にある１つの
真実係数５１４を割り当て、ユーザの閲覧エージェントおよびユーザの友達の親和性スコ
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アに基づいて、彼女が３０歳であるという彼女の友達の主張に異なる真実係数５１４を割
り当てることができる。
【０１４３】
　真実係数５１４を、各閲覧エージェント１４２の主張オブジェクト１１６内にメタデー
タとして記憶することができる。ユーザに関する閲覧エージェント１４２の親和性スコア
は、真実係数５１４を決定するモデルが親和性スコアを決定する際に使用される要因も含
むかどうかに依存して、主張評価モジュール２２６によって決定される真実係数５１４に
影響する。別々に、ユーザに関する強い親和性を有する閲覧エージェント１４２は、その
ユーザによって行われた主張を信じる傾向がより強い可能性がある。その一方で、ユーザ
の友達との関係を有しない閲覧エージェント１４２は、ユーザに関するユーザの友達の主
張を信じる理由がない。その結果、一実施形態では、ユーザの年齢に関する主張オブジェ
クト１１６の真実係数５１４は、ユーザへの閲覧エージェントの関係またはユーザに関す
る親和性スコアならびにユーザの友達への関係の欠如によって大きく影響される可能性が
ある。同様に、主張評価モジュール２２６は、ユーザの友達の主張に、ユーザの主張の真
実係数５１４より小さい真実係数５１４を割り当てることができる。
【０１４４】
　別の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００の他のオブジェクトか
ら取り出された情報を、主張評価モジュール２２６によって使用して、主張オブジェクト
１１６に真実係数５１４を割り当てることができる。その実施形態では、ソーシャルネッ
トワーキングシステム１００は、ソーシャルネットワーキングシステム１００のすべての
ユーザから一般に使用可能な情報に基づいて、ユーザの年齢に関する主張を行うことがで
きる。さらなる実施形態では、主張評価モジュール２２６は、選択された主張オブジェク
ト５１６のオーディエンスに基づいて、選択された主張オブジェクト５１６を提供するこ
とによって、閲覧エージェント１４２によって閲覧可能なすべての主張を提供することが
できる。さらに別の実施形態では、主張評価モジュール２２６は、主張を行う作成者への
閲覧エージェントの関係に基づいて、主張の最大の真実係数に基づいて、閲覧エージェン
ト１４２に主張を提供することができる。
【０１４５】
　一実施形態では、ヒューリスティック分析を使用して、主張を評価するのに使用できる
ソーシャルネットワーキングシステム１００からの情報を収集することができる。たとえ
ば、作成者は、米国カリフォルニア州サンフランシスコに住んでいると主張することがで
きるが、アクションログ５０４は、作成者ならびに他のユーザ、エンティティ、イベント
、グループ、アプリケーションおよび類似物などのソーシャルネットワーキングシステム
１００上の作成者のつながりを含むソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザ
によって実行されたさまざまなチェックインイベントを記録することができる。ヒューリ
スティック分析を使用して、ソーシャルネットワーキングシステム１００上で宣言された
ユーザが住んでいる現在の都市に関する主張を分析して、ユーザが米国カリフォルニア州
サンフランシスコから８０．４７キロメートル（５０マイル）以内のチェックインイベン
トにどの程度の頻度において関連付けられるのかを決定することができる。この情報を、
一実施形態で、主張評価モジュール２２６によるモデル内の現在住んでいると宣言された
都市の生活状況主張の真実性を評価する際の要因として使用することができる。
【０１４６】
　ヒューリスティック分析の別の使用は、評価される主張オブジェクト１１６に関する情
報の異なるタイプの収集および分析を含む。たとえば、中華料理店を表すページが、過去
の１ヶ月にユーザがシェチュアンチキンを１０回注文したと主張する場合がある。前に述
べたように、カスタムグラフアクションおよびカスタムグラフオブジェクトを外部ウェブ
サイトまたはアプリケーションによって使用して、外部ウェブサイトまたはアプリケーシ
ョン上で実行されたユーザアクティビティをソーシャルネットワーキングシステム１００
に通信し戻すことができる。主張評価モジュール２２６は、ユーザが中華料理を好むと主
張すること、複数のユーザが、主張を行うページによって表されるものと同一の中華料理
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店のチェックインイベントに存在したと主張すること、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００にアップロードされたユーザのタグと一緒に「シェチュアンチキン」のカスタ
ムグラフオブジェクトを用いてタグ付けされた写真など、この主張に関係する異なるタイ
プの主張を収集し、分析することができる。主張を行うページおよび／またはアプリケー
ションの評判などの他の情報を、主張評価モジュール２２６によって収集し、分析するこ
ともできる。収集された情報を使用することによって、ヒューリスティック分析を使用し
て、中華料理店を表すページによって行われる主張が真実であることを決定することがで
きる。その結果、主張評価モジュール２２６は、ソーシャルネットワーキングシステム１
００上で行われる特定の主張の真実性を評価するために、他の主張を含む異なるタイプの
情報を収集し、分析することができる。
【０１４７】
　ソーシャルネットワーキングシステム内の主張を使用する例のアプリケーション
　ソーシャルネットワーキングシステム１００は、ソーシャルネットワーキングシステム
１００の内部および外部の追加のサービスを提供する複数の異なる形態で主張オブジェク
ト１１６を利用することができる。そのような使用は、エージェントがソーシャルネット
ワーキングシステム１００上の他のエージェントに関する連絡先情報を管理することを可
能にするためにソーシャルネットワーキングシステム１００によって提供される連絡先カ
ードアプリケーション、エージェントがエージェントによる推奨に基づいて他のエージェ
ントとの関係を示し、専門技術レベルを識別することを可能にするカスタマリレーション
シップ管理システム、エージェントがソーシャルネットワーキングシステムの内部および
外部のエージェントによって行われる主張を照会することを可能にするブラウズシステム
および／または照会システム、エージェントが主張を行いかつ／または主張へのアクセス
を提供するために補償されることを可能にする代替ビジネスモデル、および類似物を含む
ことができる。これらの使用のそれぞれを、さらに、下で詳細に説明する。
【０１４８】
　ソーシャルネットワーキングシステム上の主張ベースのプロファイル
　図６Ａおよび図６Ｂは、本発明の実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステ
ム内でユーザに関する主張を受け取り、提供するユーザインタフェースを示す例のスクリ
ーンショットである。ソーシャルネットワーキングシステム１００は、複数の異なる形態
で主張オブジェクト１１６を利用することができる。一実施形態では、連絡先カードアプ
リケーションを、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって提供して、ユーザ
が、ソーシャルネットワーキングシステム１００上の他のユーザに関する連絡先情報を管
理することを可能にする。主題ユーザが彼自身または彼女自身で生成したユーザプロファ
イルを閲覧するのではなく、閲覧エージェントは、主張に関連付けられたオーディエンス
に基づいて、閲覧エージェントによってアクセス可能な情報に関する主題ユーザに関して
行われた主張を閲覧することができる。
【０１４９】
　図６Ａに示されているように、連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６
００は、主題ユーザのプロファイル写真６０２、主題ユーザの名前６０４、ＵＲＬなどの
主題ユーザの永続識別子６０６、主題ユーザの電話番号６０８、主題ユーザの現在都市６
１０、主題ユーザの現在の雇用主６１２、および主題ユーザの出身地６１４を含む。ここ
では、ジョーシモ（Ｊｏｅ　Ｓｃｈｍｏ）が主題ユーザである。図６Ａでは、経歴情報ア
イテムのそれぞれが、主張ストア２２０内に記憶された主張オブジェクト１１６に関連す
る。やはり連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６００によって提供され
るのが、ジョーが３匹のペットを有することの主張６１６、第１のペットが写真に現れる
ムー（Ｍｕ）であることの主張６１８、第２のペットがヌー（Ｎｕ）であることの主張６
２０、および第３のペットがロー（Ｒｈｏ）であることの主張６２２である。連絡先カー
ドアプリケーションユーザインタフェース６００は、ジョーのお気に入りの食べ物がフォ
ー（Ｐｈｏ）であるという主張６２４およびこのお気に入りの食べ物の主張６２４に関す
る最近のチェックインイベント６２６も含む。連絡先カードアプリケーションユーザイン
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タフェース６００内にリストされた主張は、閲覧エージェントを含むオーディエンスを用
いて構成される。連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６００にリストさ
れた主張のうちの１つまたは複数は、お気に入りの食べ物の主張６２４など、閲覧エージ
ェントによって作成された主張である可能性がある。ソーシャルネットワーキングシステ
ム１００のユーザは、主張構成インタフェース６２８を介して他のユーザに関する主張を
行うことができる。ここでは、主張構成インタフェース６２８は、主張を作成し、主張に
関するリンクを投稿し、主張に関する写真を追加し、主張に関するメモを記述するための
さまざまなタブを含む。テキストフィールド６３２が、主張に関するユーザ入力を受け取
るために主張構成インタフェース６２８内に設けられる。ドロップダウンメニュー６３０
は、主張に関するビデオをアップロードする、主張に関して他のユーザに情報を要求する
（主張内で行われる表明を検査するなど）、主張へのアクセスに関する要求を主張の作成
者に送信する、主張へのアクセスの受信された要求を是認する、連絡先カードアプリケー
ションユーザインタフェース６００に含まれる情報へのアクセスを提供するために選択さ
れたユーザにアクセスの是認を委任する、および主張に関連付けられるオーディエンスを
選択するなど、主張の作成に関するさらなるオプションを提供することができる。
【０１５０】
　図６Ａは、さまざまな主張タイプを有する主張を含む。たとえば、「Ｊｏｅ　ｈａｓ　
ｔｈｒｅｅ　ｐｅｔｓ（ジョーには３匹のペットがいます）」という主張６１６は、ペッ
ト所有に関する経歴的主張タイプである。一実施形態では、ソーシャルネットワーキング
システム１００は、主張内で、「ペット」などのキーワードを、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００上で行われる主張の主張タイプを識別するために識別することができ
る。別の例として、「Ｊｏｅ’ｓ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｆｏｏｄ　ｉｓ　Ｐｈｏ（ジョー
のお気に入りの食べ物はフォーです）」という主張６２４は、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００内のカスタムグラフオブジェクトとして表すことができる、食べ物のタ
イプを指定するタイプのお気に入りの食べ物主張タイプである。一実施形態では、ソーシ
ャルネットワーキングシステム１００は、ソーシャルネットワーキングシステム１００に
アップロードされたコンテンツアイテムに基づいて、ユーザのお気に入りの食べ物など、
ユーザに関する主張を行うことができる。別の実施形態では、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００は、ユーザのお気に入りの食べ物など、同一の主題に関して他のユーザ
によって行われる他の主張に基づいて、ユーザに主張を提案することができる。さらに別
の実施形態では、フォーなどのカスタムグラフオブジェクトを、テキスト「ロングヌード
ル，ロングライフ」を含むチェックインイベント６２６および「ＰＰＱ」という名前の位
置での「マイクアトキンス（Ｍｉｋｅ　Ａｔｋｉｎｓ）」のユーザタグなど、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００が関連するコンテンツ投稿を取り出すのを助ける可能性
がある、麺（ヌードル）などの他のグラフィカルオブジェクトに関連付けることができる
。ＰＰＱを、フォーならびに他の麺として働くソーシャルネットワーキングシステム１０
０上のページによって表すことができる。「フォー」のカスタムグラフオブジェクトと「
ＰＰＱ」のページオブジェクトの属性との関連のゆえに、チェックインイベント６２６を
、連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６００内に表示することができる
。一実施形態では、「マイクアトキンス」のユーザタグを、主張することもできる。した
がって、「Ｊｏｅ’ｓ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｆｏｏｄ　ｉｓ　Ｐｈｏ」という主張は、チ
ェックインイベント主張６２６によって示されるように、「Ｍｉｋｅ　Ａｔｋｉｎｓ」が
「ＰＰＱ」で「Ｊｏｅ　Ｓｃｈｍｏ」と一緒にいたという別の主張に頼るものとすること
ができる。
【０１５１】
　異なる主張を、閲覧エージェントが主張のオーディエンスに含まれるかどうかに基づい
て、閲覧エージェントに提示することができる。たとえば、第１の閲覧エージェントは、
図６Ａに示された連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６００を提供され
、ここで、出身地主張６１４は、ジョーシモの出身地として「米国テキサス州ダラス（Ｄ
ａｌｌａｓ，ＴＸ）」をリストする。第２の閲覧エージェントには、出身地主張６３６が
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ジョーシモの出身地として「米国テキサス州プラノ」をリストする、図６Ｂに示された連
絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６００を提供することができる。主題
ユーザであるジョーシモは、彼の出身地として彼のユーザプロファイルで「米国テキサス
州ダラス」をリストし、彼がダラス出身であることの主張６１４を作成することができる
。しかし、主題ユーザに接続する他のユーザは、ジョーシモが実際にはダラスの郊外のプ
ラノの出身であると主張する可能性がある。第２の閲覧ユーザは、他のユーザがジョーに
関する出身地主張６３６を行うことに接続され得、出身地主張６３６のオーディエンスに
含まれるようになる。テキサス州ダラスの付近またはテキサス州ダラスでのチェックイン
イベント（休暇中のチェックインイベントの追加の重みを与える）、出身地としてテキサ
ス州プラノをリストする多数のユーザ接続、出身地としてテキサス州ダラスをリストする
ユーザつながりの数、ダラス対プラノの関心を示すソーシャルネットワーキングシステム
上での相互作用（その都市に関するリンクを投稿する、その都市出身の政治家候補者を支
持する、およびその都市を出身地とするユーザのグループに参加するなど）、およびユー
ザに関連付けられた他の主張を調べること（その都市の高校に通ったことに関する主張、
その都市の高校に通ったと主張したユーザつながりなど）など、異なるタイプの情報を、
第２の閲覧エージェントに関する最良の主張を決定するために収集し、分析することがで
きる。その結果として、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、主張評価モジュ
ール１９４内の主張モデルを使用して、出身地主張６３６が第２の閲覧エージェントにと
って最良の主張であると決定し、その出身地主張６３６を第２の閲覧エージェントに提供
することができる。
【０１５２】
　図６Ｂに示されているように、第２の閲覧エージェントは、図６Ａに示された連絡先カ
ードアプリケーションユーザインタフェース６００を閲覧する第１の閲覧エージェントと
は異なる主張を閲覧することができる。図６Ｂに示された連絡先カードアプリケーション
ユーザインタフェース６００は、電話番号主張６３４によって示される、ジョーシモの異
なる電話番号を提供する。現在都市主張６３８は、ジョーシモが米国カリフォルニア州マ
ウンテンビューに住んでいることも示す。ペット所有者主張６４０は、ジョーが２匹のペ
ットを有するすなわち、第１のペットがムー（Ｍｏｏ）であることの第１のペット主張６
４２および第２のペットがニュー（Ｎｙｕ）であることの第２のペット主張６４４を示す
。第２の閲覧エージェントは、ジョーのお気に入りの食べ物として「麺類（Ｎｏｏｄｌｅ
ｓ）」をリストするお気に入りの食べ物主張６４６に関する異なるカスタムグラフオブジ
ェクトも提示される。図６Ａで提供される主張と図６Ｂで提供される主張との間の相違は
、主題ユーザに関して取り出されたソーシャル情報ならびに第１および第２の閲覧エージ
ェントに関して取り出された情報を考慮に入れたものである。たとえば、第２の閲覧エー
ジェントは、「ロー」という名前の第３のペットの第３のペット主張６２２のオーディエ
ンスに含まれないものとすることができ、その結果、その主張を見ることができない可能
性がある。主題ユーザは、彼が２匹のペットを有すると宣言したのみであり、第３のペッ
トを得た後にユーザプロファイルを更新し忘れた可能性がある。他のユーザが、第１のペ
ット所有者主張６１６で提供されるように、彼が３匹のペットを有すると正しく主張する
ためにペット所有者主張６４０を訂正した可能性がある。
【０１５３】
　上で述べたように、他の機能を、主張構成インタフェース６２８に組み込むことができ
る。たとえば、ユーザは、主題ユーザの電話番号を含む主張タイプのオーディエンスに含
まれないことに基づいてユーザがアクセスを有しない、電話番号などの主題ユーザの連絡
先情報を要求することができる。その要求に応答して、主題ユーザは、要求するユーザへ
の接続を作成せずに、要求を承認し、要求するユーザを含むように電話番号主張タイプの
オーディエンスを拡張することができる。別の実施形態では、主題ユーザは、電話番号主
張タイプのオーディエンスを拡張する能力を、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０の１つまたは複数の選択されたユーザに委任することができる。さらなる実施形態では
、要求するユーザは、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザの名前を大量に挙げ
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ることによって、これらのユーザが要求するユーザに接続されるかどうかにかかわらず、
物理メーリングアドレスなどの連絡先情報の要求を行うことができる。たとえば、要求す
るユーザが、結婚しようとしているユーザの花嫁付添人である場合があり、結婚式の招待
状を送るために、関りのあるユーザのゲストリストの物理メーリングアドレスを得ること
を必要とする場合がある。物理メーリングアドレスの要求の受信に応答して、主題ユーザ
は、要求を行う花嫁付添人に接続されてもされなくてもよい。主題ユーザに接続された別
のユーザを、主題ユーザの物理メーリングアドレスに関する主張を行うことによって要求
された情報を提供するための代理人として、または、要求するユーザを含むように主張の
聴取を変更することによって要求された情報へのアクセスを提供するための代理人として
選択することができる。
【０１５４】
　連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６００は、一実施形態で、ソーシ
ャルネットワーキングシステム１００上で動作するアプリケーションからなる。たとえば
、連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６００を、ソーシャルネットワー
キングシステム１００に接続されたユーザデバイス上で動作するウェブブラウザ上で提供
することができ、あるいは、連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６００
を、一連のアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）呼び出しを介して
ソーシャルネットワーキングシステム１００と通信するモバイルデバイス上で動作するネ
イティブアプリケーション上で提供することができる。別の実施形態では、連絡先カード
アプリケーションユーザインタフェース６００を、ソーシャルネットワーキングシステム
１００の外部の外部システム上で動作する独立型アプリケーションとすることができる。
独立型アプリケーションの実施形態では、アプリケーションは、複数の連絡先アプリケー
ション、外部システム、およびソーシャルネットワーキングシステムとインタフェースし
て、ユーザの連絡先情報を同期することができる。さらなる実施形態では、連絡先カード
アプリケーションユーザインタフェース６００は、モバイルデバイス上で動作し、モバイ
ルデバイスのオペレーティングシステムおよび連絡先管理ソフトウェアと一体化される。
【０１５５】
　ソーシャルネットワーキングシステムでの主張の追加使用
　図６Ａおよび図６Ｂに示された連絡先カードアプリケーションユーザインタフェース６
００とは別に、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、ソーシャルネットワーキ
ングシステムのユーザに関する情報を提供するのに主張オブジェクト１１６をさまざまな
形態で使用することができる。たとえば、軽量カスタマリレーションシップマネジメント
（ＣＲＭ）システムを、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム１００上の他のユ
ーザに関するメモを作成することを可能にすることによって、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００によって提供することができる。一実施形態では、製品の販売促進また
はサービスの販売を試みるユーザは、「このユーザに連絡し、ユーザは友達にリンクを転
送することに合意した」など、製品またはサービスと相互作用したある種のユーザに関す
るメモを作成することができる。主張を使用して、職歴でのエージェントの評判に影響す
ることもできる。たとえば、あるユーザが、彼が別のユーザと共に働いてよい経験をした
というメモを作り、主題ユーザが「よく働く人」であると主張することができる。一実施
形態では、ユーザに関して行われた主張が主張へのアクセスを要求する雇用主に提供され
る場合に、職歴に関する主張を、ソーシャルネットワーキングシステム１００の他のユー
ザによる雇用判断に使用することができる。これらの主張を、ユーザの連絡先カードに添
付された「メモ」として取り込むことができる。メモは、主題エージェントに関連付ける
ことができる、レーティングスケールまたは「この人／サービスを推奨しますか？」と尋
ねるプロンプトなど、構造化された情報を使用することもできる。
【０１５６】
　主張を使用して、一実施形態で、エージェントが料理、音楽、室内装飾、およびスポー
ツなどのトピックの専門家である可能性が存在するかどうかを決定することもできる。た
とえば、複数のエージェントが、特定のエージェントが料理の専門家であると主張する場
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合に、その特定のユーザを、専門家として指定することができる。専門家は、主題に関す
る表明を有する作成するエージェントによる１つまたは複数の主張を有する主題エージェ
ントと定義することができ、この表明は、そのエージェントが主題の専門技術を有するこ
とである。専門技術のレベルを、主題エージェントに関して行われる主張の個数ならびに
主題エージェントに関する主張内の各表明の強さによって決定することができる。表明の
強さは、主張を行う際に使用されるキーワード、大文字使用、フォント、および写真に基
づいて、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって決定することができる。た
とえば、「Ｊｏｈｎ　ｉｓ　ａ　ＧＲＥＡＴ　ｃｏｏｋ（ジョンは素晴らしい料理人だ）
」およびこれに似た主張は、ジョンの専門知識および料理を強化することができる。同様
に、デビルドエッグの写真と共に投稿される「Ｂｅｔｓｙ　ｍａｋｅｓ　ｋｉｌｌｅｒ　
ｄｅｖｉｌｅｄ　ｅｇｇｓ（ベッツィーはとびきりのデビルドエッグを作る）」という主
張ならびに投稿されたコンテンツに関するソーシャル検証およびベッツィーの料理に関す
る他者による他の同様の主張は、ベッツィーが料理の専門家であることの主張に信頼性を
与える。その一方で、１つのエージェントだけが、主題ユーザおよび彼らの専門技術に関
する主張を行い、そのエージェントが主題ユーザとの高い親和性を有する場合には、主張
の強さに疑問がある。たとえば、作成するエージェントが、「Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　ｂａｋ
ｅｓ　ｙｕｍｍｙ　ｃｏｏｋｉｅｓ（ミッシェルはうまいクッキーを焼く）」と述べ、他
のエージェントによって行われたミッシェルのクッキーに関する他の主張がない場合に、
ミッシェルがよい料理人であることの表明の主張信頼度は、相対的に低い。その主張が、
ミッシェルとの高い親和性を有する作成するエージェントによって行われた場合に、その
主張は、一実施形態では、割り引きを有する。料理された食品の写真などの他のコンテン
ツアイテムならびに、料理に関する主張の頻度、表明に関する主張の総数、および信頼さ
れる接続の主張に基づく暗示される主張を含む上で概要を示した要因を、エージェントを
専門家として分類できるかどうかを決定する際に使用することができる。その結果、専門
家によって行われる主張は、専門家によって彼らの専門技術のトピックで行われる主張の
真実係数が、非専門家より高い真実係数を有するように、「専門家調整」を有する。専門
家のトピックに関する主張は、専門家によって行われる場合に、より信頼される。たとえ
ば、料理の専門家が、レシピを共有するアプリケーションで「Ｂａｓｉｌ　ｉｓ　ｔｈｅ
　ｍｏｓｔ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　ｉｎ　ｓｐａｇｈｅｔｔｉ　
ｓａｕｃｅ（バジルはスパゲッティソースの最も重要な材料だ）」という主張を行う場合
に、その主張は、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって、より高い信用係
数または真実係数を与えられる。別の実施形態では、信用係数を、主題に関して専門家に
関して行われた主張に基づいて決定できる専門家の専門技術の強さに基づいて大きくする
ことができる。言い替えると、エージェントが専門家であることの表明の信用係数を、ソ
ーシャルネットワーキングシステム１００内の他のエージェントによる表明に関してエー
ジェントに関して行われる主張に基づいて決定することができる。
【０１５７】
　派生主張
　派生主張を、エージェントによって行われた主張に基づいてソーシャルネットワーキン
グシステム１００によって生成することもできる。ソーシャルネットワーキングシステム
は、すべての主張のオーディエンスに含まれるので、ソーシャルネットワーキングシステ
ムは、エージェントによって行われた主張に基づいて派生主張を生成することができる。
たとえば、ソーシャルネットワーキングシステムは、ジョーが料理の専門家であるとボブ
が主張したという派生主張を作ることができる。その結果、ソーシャルネットワーキング
システムは、新しい傾向の炊事用具に関する広告の的を絞るために、料理の専門家である
と主張されたユーザである全エージェントを含むターゲティングクラスタを作成すること
ができる。この形態で、派生主張は、基礎となる主張の作成者のプライバシ設定に違反し
ない。
【０１５８】
　ユーザが主張をより効率的に読み、主張に関するより多くの関りを作成するのを助ける
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エージェントのタイムライン上での主張の視覚化の生成および公表、エージェントがソー
シャルネットワーキングシステム１００上のアクティビティをよりよく理解し、メッセー
ジングおよび広告の的を絞り、検索を洗練するのを助ける、エージェントのセットに亘る
情報を引き出す洞察など、他のタイプの派生主張を、他の目的のためにソーシャルネット
ワーキングシステム１００ならびにソーシャルネットワーキングシステム１００のエージ
ェントによって行うことができる。派生主張は、エージェントのプライバシを保護するた
めに、基礎になる主張で示されるオーディエンスより多数のオーディエンスを有すること
ができない。派生主張は、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザ経験を改
善するためにソーシャルネットワーキングシステム１００によって生成され、使用される
ものとすることもできる。たとえば、第１のユーザがソーシャルネットワーキングシステ
ム１００上の第２の接続されていないユーザを知る確率を決定するアルゴリズムは、共通
の友達、関心、グループ、イベント、エンティティとアプリケーションとページとへの接
続、ならびに学歴および職歴など、第１のユーザおよび第２のユーザに関する主張に基づ
いて、派生主張を生成することができる。生成される派生主張は、第１のユーザがソーシ
ャルネットワーキングシステム１００内の第２の接続されていないユーザを知る確率を決
定するアルゴリズムに要因として含めることができる決定された真実係数を有する。ソー
シャルネットワーキングシステム１００内のエージェントによる特定のユーザに関して行
われる主張は、一実施形態で、その特定のユーザのユーザプロファイルオブジェクトに関
連付けられる。
【０１５９】
　中華料理店の注文を受けるアプリケーションによって行われる主張など、ユーザに関し
て行われる主張を、主張に基づいてユーザへの広告の的を絞るために派生主張として集約
し、使用することができる。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステムは、先週に
中華料理店に食品を注文した全ユーザの派生主張を生成し、派生主張に基づいてユーザの
ターゲティングクラスタを生成し、「中華料理」に関するキーワードまたはキーワードフ
レーズに基づいて広告主がそのターゲティングクラスタを選択することを可能にする。
【０１６０】
　広告の的を絞ることに加えて、ソーシャルネットワーキングシステムは、閲覧エージェ
ントが知り、接続を望む可能性がある接続されていないユーザのよりよい予測を生成する
こと、主題エージェントのすべての主張されたタグを集約する派生主張に基づいて写真に
タグ付けされた主題エージェントのよりよい写真認識を提供すること、より関連する検索
アルゴリズムが検索照会内の単語に関する派生主張を使用して検索結果をランキングする
ことを可能にすること、派生主張に基づいて主題エージェントのタイムライン内の主題エ
ージェントに関して行われた主張の視覚化を生成することなど、ユーザおよびエンティテ
ィの経験の質を高めるために派生主張を使用することができる。
【０１６１】
　派生主張を、ソーシャルネットワーキングシステム１００上のユーザ、エンティティ、
グループ、およびイベントによって生成された主張に基づいてソーシャルネットワーキン
グシステム１００によって生成することができる。たとえば、視覚化主張を、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００によって生成して、スティーブジョブズ（Ｓｔｅｖｅ　
Ｊｏｂｓ）などの有名人の突然死に対する反応に関する一般に使用可能なソーシャルネッ
トワーキングシステム１００の全ユーザによって生成された主張を取り込むことができる
。視覚化を、一実施形態で、主題エージェントのプライバシ制御設定に基づいて、主題エ
ージェントのタイムラインに公表することができる。別の実施形態では、視覚化を、主題
エージェントから同意を受信する際に主題エージェントのタイムライン上で公表すること
ができる。さらなる実施形態では、視覚化を、主張を集約することと、主題ユーザに関す
る主張に基づいて派生主張を生成することとによって、匿名にすることができる。たとえ
ば、何人のユーザが、スティーブジョブズが彼らの生活を変えたと主張するのかの視覚化
を、スティーブジョブズに関してユーザによって行われた主張に基づいて、スティーブジ
ョブズに関するソーシャルネットワーキングシステム１００内のページに投稿することが
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できる。
【０１６２】
　視覚化を、ソーシャルネットワーキングシステム１００のエージェントのタイムライン
に投稿される派生主張としてソーシャルネットワーキングシステム１００によって生成す
ることができる。ソーシャルネットワーキングシステム１００は、エージェントが主張の
オーディエンスのメンバであり、エージェントが彼らのタイムライン上での投稿を許容す
ることを選択する場合に、エージェントのタイムライン上でエージェントに関する主張を
投稿することができる。エージェントが作成したすべての主張またはエージェントがリン
クもしくはタグによって参照されるすべての主張を、エージェントのタイムライン上に投
稿することができる。タイムラインは、表現の４つの主要な軸すなわち、時間、空間、ソ
ーシャル（シグニファイヤ「ｗｉｔｈ（とともに）」を使用するソーシャル関係によって
編成される）、およびカテゴリ（たとえば、サンフランシスコのお気に入りのバー、ヨー
ロッパへの旅行のアルバム）を有することができる。エージェントのタイムライン上の投
稿の別の例として、ソーシャルネットワーキングシステムは、主題ユーザのチェックイン
イベントならびにチェックイン情報を提供する主題ユーザに接続された他のユーザに基づ
いて、先月に訪問したお気に入りのバーの視覚化を生成することができる。主題ユーザが
、バーにチェックインしない場合であっても、彼の友達が主題ユーザと一緒にバーにチェ
ックインするので、そのバーが、視覚化されるお気に入りのバーでの関連においてリスト
で上に移動される。別の実施形態では、昨年に訪問されたバーのランキングを、主題ユー
ザの位置情報を提供するサードパーティアプリケーションなどの外部システムによって生
成される主張に基づく。ソーシャルネットワーキングシステム１００は、主題ユーザが都
市のある区域に位置するお気に入りのバーを有することの派生主張を、受信されたチェッ
クインイベントおよびサードパーティアプリケーションによって供給される位置情報に基
づいて生成することができる。時刻および日付の情報を使用して、主題ユーザに関して行
われた主張に基づいて、お気に入りの勤務時間後のバーなどの視覚化を生成することもで
きる。さらに別の実施形態では、視覚化を、類似する人口統計学を有するローカル都市位
置の全ユーザに関して行われる主張に基づいて生成することができる。さらなる実施形態
では、視覚化を、ユーザの親和性スコア情報ならびに人口統計学を使用して生成すること
ができる。さらに別の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、広
告での使用のために派生主張に基づいて視覚化を生成することができる。
【０１６３】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００は、プライバシ制御設定に違反せずに、真
実係数を生成し、フィードバックについて閲覧エージェントに促すために、派生主張を生
成することができる。一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、
主題に関してエージェントによって作成された複数の主張に基づいて、１つまたは複数の
派生主張を生成することができる。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステム１０
０は、ボブの携帯電話番号が１２３－４５６－７８９０であることをジョーおよびメアリ
が主張し、ボブの携帯電話番号が４１５－８６７－５３０９であることをピーターおよび
ポールが主張することの派生主張を生成することができる。閲覧エージェントであるサム
は、ピーターおよびポールによって提供される番号が、ボブの携帯電話番号であると主張
することができる。ジョー、メアリ、ピーター、およびポールによる主張のそれぞれは、
ボブが個人用の携帯電話番号および仕事用の携帯電話番号など、複数の携帯電話番号を有
する可能性があるので、真実性の最小の所定のしきい値を超える１つまたは複数の真実係
数を有することができる。その結果、閲覧エージェントに、ジョーおよびメアリによって
主張される番号に関するフィードバックを与えるように促すことができる。閲覧エージェ
ントが、閲覧エージェントのアドレス帳に番号を追加するか、他の形態でその番号を選択
することによるなど、ジョーおよびメアリによって主張される番号も有効な番号であるこ
とを検査する場合には、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、その番号を真実
であるものとして容認し、２つの主張の真実係数を計算する際にソーシャルネットワーキ
ングシステム１００への有用なフィードバックを提供することができる。



(56) JP 6480993 B2 2019.3.13

10

20

30

40

50

【０１６４】
　主張のブラウズ層
　ソーシャルネットワーキングシステムは、閲覧エージェントが閲覧可能なすべての主張
または閲覧エージェントがソーシャルネットワーキングシステム上のオーディエンスのメ
ンバである任意の主張を検索できる主張ブラウザユーザインタフェースを実施することも
できる。主張ブラウザユーザインタフェースは、閲覧エージェントが、「ｗｈｅｒｅ　ｄ
ｏｅｓ　Ｓａｍ　ｓａｙ　Ｓａｍ　ａｔｔｅｎｄｅｄ　ｓｃｈｏｏｌ，ｗｈｏ　ａｔｔｅ
ｎｄｅｄ　Ｈａｒｖａｒｄ　ａｃｃｏｒｄｉｎｇ　ｔｏ　Ｈａｒｖａｒｄ，ａｎｄ　ｗｈ
ｏ　ｓａｙｓ　ｔｈｅｙ　ｌｉｋｅ　Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ（サムが学校に通ったとサムが
どこで言っているのか、ハーバードによれば誰がハーバードに在席したのか、誰がレディ
ガガが好きだと言うのか）」など、主張の「完全一致」を返すことができる検索照会を閲
覧エージェントがサブミットすることを可能にする。この形態で、「完全一致」照会は、
照会内の検索用語に関して行われた特定の主張に関する検索結果を提供することができる
。対照的に、主張ブラウザは、「ｗｈｏ　ａｔｔｅｎｄｅｄ　Ｈａｒｖａｒｄ　ａｎｄ　
ｗｈｏ　ｌｉｋｅｓ　Ｌａｄｙ　Ｇａｇａ（誰がハーバードに在席し、誰がレディガガを
好むのか）」など、検索照会が「最良一致」検索を実行することを可能にすることもでき
る。その場合に、「最良一致」照会は、検索用語に一致する特定の主張に加えて、ソーシ
ャルネットワーキングシステムによって生成された派生主張ならびに検索用語に関連する
主題エージェント以外の作成者による主張など、他の主張を含む可能性がある検索結果を
返す。たとえば、主題エージェントが、ハーバードに在席したと具体的に主張していない
可能性があるが、作成するエージェントであるハーバードが、主題エージェントがハーバ
ードに在席したと主張する場合がある。同様に、主題エージェントが、彼らがレディガガ
を好むと具体的に主張しないが、ソーシャルネットワーキングシステムが、レディガガに
よる曲を聴くこと、レディガガによる商品を購入すること、およびレディガガに関連付け
られたゲームをプレイすることを含む、カスタムグラフオブジェクトに対して実行された
カスタムグラフアクションなど、主題エージェントがレディガガを好むことを示す主題エ
ージェントおよび他のエージェントによって行われた他の主張に基づいて、派生主張を生
成することができる。閲覧エージェントが、ソーシャルネットワーキングシステムとブラ
ウジング情報を共有することにオプトインしている場合に、レディガガのコンサートの写
真にタグを付ける、レディガガに関するコンテンツアイテムを共有する接続されたエージ
ェントの数、レディガガに関連するソーシャルネットワーキングシステムに接続された外
部ウェブサイトを見ることなど、他のエージェントによって実行された他のアクションが
、主題エージェントによるレディガガへの関心を示す場合もある。その結果、「最良一致
」検索は、主張および主張に基づいて生成される予測に基づいて、より関連する検索結果
を提供することができる。
【０１６５】
　検索結果を、それらが変化する時または更新される時にユーザに「プッシュ」すること
ができる。どの接続がレディガガに関心を持つのかを知ることを望む可能性がある閲覧エ
ージェントを、ソーシャルネットワーキングシステム上のプッシュ通知を介してまたはメ
ッセージ、チャット、電子メール、および類似物などの別の通信方法を介して、更新する
ことができる。主張検索を、閲覧エージェントと同一の単科大学または総合大学に在席し
たと主張した新しいユーザの検索結果を用いて動的ティッカを自動的に更新すること、閲
覧エージェントが関心を持つ可能性がある「最良一致」主張のニュースフィードストーリ
、および提案または広告を介して提示され得る閲覧エージェントに関する主張情報を利用
できる新しいアプリケーションなど、ソーシャルネットワーキングシステム上の他の製品
およびサービスと一体化することもできる。主張照会の結果を、ウェブサイト、ミニウェ
ブアプレット、モバイルデバイス、またはアプリケーションプログラミングインタフェー
ス（ＡＰＩ）を介して閲覧エージェントに提供することができる。あるしきい値数の主張
に達する時など、定義可能なイベントが発生する時の通知を、パッケージ化し、通知を受
信することを望む顧客に販売することもできる。
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【０１６６】
　主張を使用するビジネスモデル
　一実施形態では、作成者は、「最良一致」主張の照会で作成者の主張のランキングを押
し上げるためにソーシャルネットワーキングシステムに支払うことができる。別の実施形
態では、エージェントは、「最良一致」主張のランキングで特定の主張を押し上げるため
にソーシャルネットワーキングシステムに支払うことができる。さらなる実施形態では、
エージェントは、エージェントのセットについて特定の主張が押し上げられるように、特
定の主張を押し上げるためにエージェントの正確なセットまたは「最良一致」セットを定
義することができる。さらに別の実施形態では、エージェントは、過去の主張および作成
者の真実係数に基づいて、他者によるストーリのクラスを押し上げるために支払うことが
できる。
【０１６７】
　さらなる実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、ソーシャルネットワ
ーキングシステム上のコンテンツの関りおよび印象を生成するためにエージェントに支払
うことができる。たとえば、エージェントは、ソーシャルネットワーキングシステムへの
トラフィックおよび関りを駆動するサードパーティアプリケーションおよび／または外部
システム上で任意のフォーマットで主張照会を埋め込むことができる。さらに、埋め込ま
れた主張照会は、ニュースフィード、通知、ランキング、および広告を介するなど、ソー
シャルネットワーキングシステム上のエージェントにコンテンツが提供される時をソーシ
ャルネットワーキングシステムが最適化するのを助けることができる。ソーシャルネット
ワーキングシステムは、ターゲティングならびに主張照会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により多くの情報を提供する主張を開発することに基づいて、エ
ージェントに支払うこともできる。
【０１６８】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、サードパーティ広告主、開発者、および管理
者が処理し、現金化することを望む可能性がある情報の洞察および／またはフィードに対
して報酬を受けることができる。たとえば、洗練された主張照会を定式化して、広告主が
近い将来に子供が生まれる可能性があるユーザを識別することを可能にする。ソーシャル
ネットワーキングシステム上のエージェントによって作成された主張に基づくタイムリー
な情報を提供することによって、広告主は、ユーザのプライバシを犠牲にすることなく、
ユーザをよりよくターゲティングするのにこの情報を使用することができる。
【０１６９】
　主張を、エージェントの間の接続要求、エージェントのプロファイル、ページ、または
アプリケーション上での表示のためにリストへの要素の追加、およびアプリケーションが
エージェントの代わりに主張を公表することを可能にするなど、ソーシャルネットワーキ
ングシステム上での既存のサービスおよびフィーチャに統合することもできる。たとえば
、開始するエージェントは、ターゲットエージェントの友達であることを主張することが
できる。この主張は、開始するエージェントによるプライバシ制限／オーディエンス設定
を有する。主張は、「ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ　ｒｅｑｕｅｓｔｓ　ｔａｒｇｅｔ　ｗｏｕ
ｌｄ　ｂｅ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｅｄ　ｉｎ．（友達要求のターゲットが関心を持つこと）
」という主張照会の「最良一致」に基づいてターゲットエージェントに配送される。ソー
シャルネットワーキングシステムは、開始するエージェントとのフレンドシップを主張す
るターゲットエージェントに単純なインタフェースを提供することができる。両方のエー
ジェントが、相互の主張を行う場合に、フレンドシップのプライバシ制限を上げることが
できる。別の例として、エージェントは、エージェントの代わりにカスタムリストを作成
するアプリケーションを認可することができる。たとえば、エージェントによって行われ
た主張ならびに食品注文システムからソーシャルネットワーキングシステムに送信された
カスタムグラフアクションに基づくレストランで注文された最上位食品アイテムのリスト
を、より新しい情報に基づいてアプリケーションによって生成し、更新することができる
。その結果、アプリケーションは、エージェントによって行われた他の主張またはエージ
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ェントによって認可された他の主張に基づいて、「最上位アイテム」の派生主張を生成し
ている。
【０１７０】
　主張を使用するアドレス帳
　さらなる実施形態では、独立型アプリケーションを、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００内で生成される主張を使用して作成することができる。たとえば、独立型アド
レス帳アプリケーションは、ユーザの友達および友達の友達など、エージェントの連絡先
に関する連絡先情報の同期を可能にする。同期された主張を、ソーシャルネットワーキン
グシステム１００によって、１つまたは複数のコンテンツ配布ネットワーク（ＣＤＮ）、
ブラウザアプリケーション、サードパーティモバイルアドレス帳、およびサードパーティ
連絡先管理システムなど、ソーシャルネットワーキングシステム１００の外部の同期され
たシステムに渡すことができる。ユーザは、ユーザの連絡先を管理するサードパーティア
プリケーションは、サードパーティアプリケーションが、電話番号、電子メールアドレス
、物理的な所在地、雇用者、肩書などを含む、ユーザの連絡先の情報に関する主張を行う
エージェントになるように、独立型アドレス帳アプリケーションと接続することを可能に
する。一実施形態では、連絡先情報の特定のタイプを、サードパーティアプリケーション
および／または同期されるシステムの管理者との合意に基づいて、ソーシャルネットワー
キングシステム１００によって同期することができる。別の実施形態では、エージェント
は、主張のオーディエンスを定義することと離れて主張を同期することを妨げまたは制限
する能力を付与されない。独立型アプリケーションは、連絡先に関する主張を検索する際
に、上で説明した主張照会機能を使用することができる。この形態で、独立型アプリケー
ションは、ターゲットユーザおよび／またはエンティティの連絡先情報に関する主張を行
う全エージェントによって協力的に維持される。独立型アプリケーションを、インターネ
ット上の外部システム上に実装することも、ｍサイト実装とすることも、ネイティブｉＯ
ＳアプリケーションおよびネイティブＡｎｄｒｏｉｄアプリケーション上に実装すること
もできる。独立型アドレス帳アプリケーションを、ＦｉｒｅＦｌｙ　Ｔａｌｋ、Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋ（登録商標）Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ、Ｇｍａｉｌ、Ｙａｈｏｏ　Ｍａｉｌ、Ｏｕｔ
ｌｏｏｋ、Ｈｏｔｍａｉｌ、および類似物など、さまざまなチャット、電子メール、およ
びメッセージングプラットフォームに統合することができる。「最良一致」主張照会など
の主張照会に基づいて、独立型アドレスアプリケーションは、エージェントによって行わ
れる主張に対する改善および変更を提案することができる。プライバシ設定は、情報がエ
ージェントにアクセス可能である限り、エージェントが独立型アドレスアプリケーション
によって提供されるアドレス帳に情報を追加することを妨げることはできない。他のエー
ジェントは、作成者エージェントの明示的な合意なしに作成するエージェントの主張をオ
ーバーライドすることができない。
【０１７１】
　独立型アプリケーションは、エージェントが、呼び出し、電子メール、メッセージ、お
よび招待など、連絡先カード上でリストされた主張または属性に対するアクションを実行
することを可能にする。独立型アプリケーションから、閲覧エージェントは、ターゲット
エージェントに関して主張される電話番号に電話をかけることができる。ターゲットエー
ジェントに関する連絡先カードに関するメモを添付することもできる。レビューは、連絡
先のレーティング、質問「推奨しますか？」に対する応答、および「レストランはロマン
ティックでしたか」、「サービスはよかったですか？」、または自由テキストフィールド
など、エンティティによって提供されるオプションの質問、およびオーディエンス選択者
に関連付けられた、さらなる構造を含む連絡先カードに付随する情報の特定のタイプのメ
モである。履歴は、カードに関連付けられた監査証跡を表示する、連絡先カードに付けら
れる。ログ記録されたイベントは、変更およびアクションの属性を含む。独立型アプリケ
ーションは、ユーザへの既存のつながりおよび好まれるページを含むソーシャルネットワ
ーキングシステム上のエージェントのつながりを当初に投入される。。
【０１７２】
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　欠けている属性を、連絡先および友達からの「最良推測」主張を用いて自動的に書き込
むことができる。「最良推測」主張は、ソーシャルネットワーキングシステム１００上の
エージェントによって行われた主張に基づいて生成される派生主張とすることができる。
矛盾する変更が、連絡先または接続されたユーザによって連絡先の属性に対して行われる
時に、エージェントに、カードに対するインラインの変更について通知し、エージェント
が連絡先カードをそれに従って更新することを望むかどうかのプロンプトを出すことがで
きる。欠けている属性を、エージェントによって連絡先または相互友達に要求することも
できる。要求される側が、連絡先情報を送り、その情報が、既に独立型アプリケーション
に含まれる場合には、連絡先情報のオーディエンスが、以前のオーディエンスと要求され
る側とに増やされる。連絡先情報が、以前に独立型アプリケーション内に存在しなかった
場合には、要求される側は、連絡先情報を書き込み（すなわち、主張を生成し）、要求す
る側を含まなければならないオーディエンスを新しい主張に割り当てるよう求められる。
連絡先カードを、受取人と共有することができる。共有される連絡先カードは、作成者の
主張のすべておよび受取人がアクセスを有する任意の主張を含む。一実施形態では、閲覧
エージェントは、ターゲット連絡先に関する連絡先情報について、独立型アプリケーショ
ンを介して、ソーシャルネットワーキングシステム内の閲覧エージェントに接続された他
のエージェントに尋ねることができる。たとえば、連絡先「ジョーシモ」の携帯電話番号
などの連絡先情報を、ｉＯＳデバイス上でアプリケーションを実行する独立型アプリケー
ションを閲覧者が尋ねることができる。閲覧人は、「ジョーシモ」を知っている可能性が
あるソーシャルネットワーキングシステム上の１つまたは複数の接続を選択することがで
きる。一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、ソーシャルネットワー
キングシステム上で閲覧者に接続されたエージェントならびにターゲット連絡先「ジョー
シモ」を検索し、結果をリストすることができる。別の実施形態では、閲覧者は、閲覧者
が実世界でジョーシモに接続されない場合であっても、単純に、「ジョーシモ」の連絡先
情報について独立型アプリケーションに照会することができる。照会の結果は、閲覧者が
連絡先情報を含む主張のオーディエンスに含まれる場合に、連絡先情報をもたらすことが
できる。さらなる実施形態では、照会の結果は、要求された連絡先情報を閲覧者と共有す
るためにターゲット連絡先にも接続される、閲覧者の１つまたは複数の接続へのプロンプ
トをもたらすことができる。
【０１７３】
　独立型アプリケーションは、エージェントによるアクションに基づいて主張を自動的に
生成することができる。たとえば、閲覧エージェントが、電話をかける、エージェントに
電子メールを送る、およびエージェントの家への道順を得るなど、ソースエージェントの
主張を使用する場合に、ソースエージェントの主張は、主張を行う閲覧エージェントおよ
び閲覧エージェントのデフォルトプライバシ設定またはオーディエンスと共にコピーされ
る。これらの主張を、独立型アプリケーション内で「太字にする」か、他の形態で強調表
示して、これらの主張の自動的な生成を示すことができる。閲覧エージェントは、その後
、これらの主張のタイプの新しいオーディエンスを割り当てることができる。
【０１７４】
　独立型アプリケーション内で、閲覧エージェントは、連絡先の携帯電話番号など、特定
の連絡先に関する他のエージェントによって行われた主張を見ることができる。閲覧エー
ジェントは、他のエージェントによって行われた主張および選択された複数のチェックボ
ックスに基づいて、連絡先の携帯電話番号に関する複数の主張を選択することができる。
それを行う際に、閲覧エージェントは、連絡先が複数の携帯電話番号を有すると主張して
おり、各携帯電話番号に、個人用携帯電話および仕事用携帯電話などの異なる名前を用い
てラベルを付け直すことができる。閲覧エージェントは、主張の作成者が、１つまたは複
数の著作権ビットを介して閲覧エージェントが主張をコピーすることを可能にしたかどう
かに従って、携帯電話番号の主張を新しい主張にコピーすることもできる。たとえば、作
成するエージェントが、名前、電子メール、および電話番号を含む多数の営業用連絡先を
有する会社を表す場合がある。作成するエージェントは、営業用連絡先のオーディエンス
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が作成するエージェントおよび営業チームのメンバなど、比較的少数の他のエージェント
に制限されるように、多数の営業用連絡先を独立型アプリケーションにインポートするこ
とを望む場合がある。その場合に、作成するエージェントは、他の営業チームエージェン
トのオーディエンスが主張を新しい主張にコピーすることを可能にする。
【０１７５】
　独立型アプリケーションは、一実施形態で、特定の人が信頼できる、悪意がない、およ
び類似物であるかどうかなど、特定の人に関する情報を要求するエージェントにソーシャ
ルネットワーキングシステム１００がサービスを提供するように、ソーシャルネットワー
キングシステム１００上で動作することができる。ソーシャルネットワーキングシステム
１００は、作成するエージェントのプライバシを尊重しながら、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００のエージェントが互いに情報へのアクセスを販売することを可能にす
ることもできる。このビジネスモデルは、エージェントが、エージェントによって作成さ
れた主張に含まれる情報へのアクセスについて支払った他のエージェントを含むように１
つまたは複数の著作権ビットを変更することを可能にする。この場合に、主張への支払わ
れたアクセスは、コピー可能ではなく、支払うエージェントによって閲覧だけできる主張
を作り、ここで、アクセスが支払われた主張は、支払うエージェントを含むように主張の
オーディエンスを自動的に変更する。機密データなど、あるタイプの情報についてそのよ
うな情報を独立型アプリケーションにインポートするかそのような情報へのアクセスにつ
いて支払うエージェントは、主題エージェントのプライバシが保たれることを保証する責
任を負う。
【０１７６】
　さらなる実施形態では、エージェントが主張を行うために支払った場合に限って、主張
をエージェントによって作成することができる。たとえば、エージェントは、エージェン
トが主張を行うために支払った場合に限って、レストランでチェックインすることができ
る。ソーシャルネットワーキングシステムは、エージェントがそれを介して支払と交換に
他のエージェントに主張作成能力を提供できる市場またはオークションを提供することが
できる。レストランにチェックインすることによって、エージェントは、作成するエージ
ェントに接続された他のエージェントに、そのエージェントがそのレストランにいること
の主張をブロードキャストする。別の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステ
ムは、エージェントが実在の人であるかどうか、実在のエンティティであるかどうか、ま
たは有効な電子メールアドレスを有するかどうかを検証するプレミアムサービスを提供す
ることができる。検証サービスのユーザは、名前または電子メールアドレスによるエージ
ェントの検証と交換に、１回限りの支払または支払のサブスクリプション方法などの支払
を行うことができる。
【０１７７】
　他の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステムは、ソーシャルネットワーキ
ングシステムのエージェントによって訪問されたウェブサイトのトップレベルドメイン名
を記録し、ソーシャルネットワーキングシステム上のアクティビティログにカスタムグラ
フアクションおよびカスタムグラフオブジェクトとしてこれらの訪問を記憶することがで
きる。この形態で、ソーシャルネットワーキングシステムは、ある時間期間にわたってエ
ージェントによって訪問された上位ウェブサイトを識別するために、ソーシャルネットワ
ーキングシステムのエージェントに関する派生主張を生成することができる。エージェン
トは、ウェブサイトを訪問することによってオリジナル主張を生成しているので、ウェブ
サイトを訪問するエージェントは、ウェブサイトを訪問することによって生成される主張
の所有者エージェントであり、一実施形態で、訪問を除去し、訪問がアクティビティログ
内に記録されることを阻止することができる。
【０１７８】
　主張およびウェアハウス層を使用するビジネスモデルおよび機能
　ソーシャルネットワーキングシステム１００は、潜在的な顧客にソフトウェアアズアサ
ービス（ＳａａＳ）ソーシャルグラフを提供することによって、ウェアハウス層のストレ
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ージ能力を現金化することができる。一実施形態では、生の（ｒａｗ）ストレージを、ウ
ェアハウスレベルで販売することができ、ＳａａＳソーシャルグラフを、主張層のアイデ
ンティティモデルを利用して主張層で販売することもできる。別の実施形態では、サービ
スとしての「クラウドファイル変換」を、ソーシャルネットワーキングシステム１００に
よって提供し、ウェアハウス層によって使用可能にされる分散コンピューティング環境内
のファイルを顧客が変換することを可能にすることもできる。
【０１７９】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００は、エージェントとしておよびアプリケー
ションとして主張を作成することによって、主張層の参加者としての役割を活用すること
ができる。ソーシャルネットワーキングシステム１００は、広告主を含むさまざまなオー
ディエンスに匿名のトレンドを公表することなど、洞察を集約することができる。ソーシ
ャルネットワーキングシステム１００は、「同等性」主張すなわち、２つのオブジェクト
が同等であることを知らせる主張を生成することによって、さまざまなオブジェクトを合
併することもできる。これは、効率を高めるのに役立つ。他のエージェントが、バーコー
ド、ｕｎｉｆｏｒｍ　ｐｒｏｄｕｃｔ　ｃｏｄｅ（ＵＰＣ）、または他の識別子によって
製品を識別するなど、同等性主張を生成することもできる。ソーシャルネットワーキング
システム１００は、各主張が各指定されたエージェントだけを含むオーディエンスを有す
る、（知っているかもしれない）他のエージェントに接続するための提案など、特定のエ
ージェントへの提案を生成することもできる。
【０１８０】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００は、電子メールアドレス検査に基づいて、
認証されたアイデンティティを有する実際のユーザを識別する主張を生成することもでき
る。これらの主張を、認証されたアイデンティティのリストとしてパッケージ化し、ＡＰ
Ｉを介して広告主および／またはサードパーティに販売することができる。ソーシャルネ
ットワーキングシステム１００は、サードパーティがソーシャルネットワーキングシステ
ム１００によって提供されるハッシュ化された識別子を使用してユーザの連絡先情報をユ
ーザ識別子と照合することを可能にするプロキシとして働くこともできる。ソーシャルネ
ットワーキングシステム１００は、ソーシャルネットワーキングシステム１００の潜在的
な顧客とエージェントとの間のプロキシとして働くことによって、プライバシモデルの完
全性を保証することができる。ソーシャルネットワーキングシステム１００は、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００内の他のエージェントおよび／またはアプリケーショ
ンに提供される上で言及したビジネスモデルのいずれも利用することができる。
【０１８１】
　要約
　本発明の実施形態の前述の説明は、例示のために提示されたものであって、網羅的であ
ることまたは本発明を開示された正確な形態に限定することは意図されていない。当業者
は、多数の修正形態および変形形態が、上の開示に鑑みて可能であることを了解すること
ができる。
【０１８２】
　この説明のいくつかの部分は、情報に対する操作のアルゴリズムおよび記号表現に関し
て本発明の実施形態を説明する。これらのアルゴリズム的説明および表現は、データ処理
技術の当業者が彼らの作業の実質を他の当業者に効果的に伝えるのに一般的に使用される
ものである。これらの動作は、機能的、計算的、または論理的に説明されるが、コンピュ
ータプログラムまたは同等の電気回路、マイクロコード、もしくは類似物によって実装さ
れると理解される。さらに、時々、一般性を失わずに、動作のこれらの配置をモジュール
と呼ぶことが便利であることもわかっている。説明される動作およびそれに関連するモジ
ュールを、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはその任意の組合せで具
現化することができる。
【０１８３】
　本明細書で説明されるステップ、動作、またはプロセスのいずれも、１つまたは複数の
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ハードウェアまたはソフトウェアモジュールを単独でまたは他のデバイスと組み合わせて
用いて、実行しまたは実装することができる。一実施形態では、ソフトウェアモジュール
は、説明されるステップ、動作、またはプロセスのいずれかまたはすべてを実行するため
にコンピュータプロセッサによって実行できるコンピュータプログラムコードを含むコン
ピュータ可読媒体からなるコンピュータプログラム製品を用いて実施される。
【０１８４】
　本発明の実施形態は、本明細書の動作を実行する装置に関するものとすることもできる
。この装置は、必要な目的のために特に構成されるものとすることができ、かつ／または
、コンピュータ内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アクティブ化さ
れまたは再構成される汎用コンピューティングデバイスからなる。そのようなコンピュー
タプログラムを、非一時有形コンピュータ可読記憶媒体に記憶することができ、あるいは
、コンピュータシステムバスに結合され得る電子命令を記憶するのに適する任意のタイプ
の媒体に記憶することができる。さらに、本明細書で言及される任意のコンピューティン
グシステムは、単一のプロセッサを含むことができ、あるいは、高められたコンピューテ
ィング能力のために複数プロセッサ設計を使用するアーキテクチャとすることができる。
【０１８５】
　本発明の実施形態は、本明細書で説明されるコンピューティングプロセスによって作ら
れる製品に関するものとすることもできる。そのような製品は、コンピューティングプロ
セスから生じる情報からなるものとすることができ、情報は、非一時有形コンピュータ可
読記憶媒体に記憶され、本明細書で説明されるコンピュータプログラム製品または他のデ
ータ組合せの任意の実施形態を含むことができる。
【０１８６】
　最後に、本明細書で使用される言葉は、主に、可読性および教育的目的のために選択さ
れ、発明的主題の範囲を示しまたはその境界を定めるために選択されたものではない可能
性がある。したがって、本発明の範囲が、この詳細な説明によって限定されるのではなく
、この説明に基づく応用例に対して発行される任意の特許請求の範囲によって限定される
ことが意図されている。したがって、本発明の実施形態の開示は、限定なしに、以下の特
許請求の範囲に示された本発明の範囲について例示的であることが意図されている。
　例１は、複数の主張に関する情報を受け取るステップであって、それぞれの主張はソー
シャルネットワーキングシステムの作成者から生じており、それぞれの主張は表明と、そ
の表明が行われるコンテキストとを含む、情報受取ステップと、閲覧エージェントについ
て、特定の表明に関する情報の要求を前記閲覧エージェントから受け取るステップと、前
記特定の表明を含む複数の主張を集めるステップと、前記閲覧エージェントの見解により
前記特定の表明に関して主観的判断を決定することであって、前記決定は、前記特定の表
明を含む集められる前記複数の主張と、前記特定の表明が行われる複数の主張であって集
められる複数の主張における前記コンテキストとに基づく、決定するステップと、前記特
定の表明に関する決定される前記主観的判断に基づいて前記特定の表明に関する要求され
る前記情報を決定するステップと、前記閲覧エージェントへの表示のために前記特定の表
明に関する決定される前記情報を提供するステップとを含む方法の発明である。
　例２は、情報受取ステップは、主張を作成するためのユーザインタフェースであって前
記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて提供されるユーザインタフェースを介し
て前記主張に関する情報を受け取るステップをさらに含む、例１に記載の方法の発明であ
る。
　例３は、情報受取ステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて動作
するアプリケーションから前記主張に関する情報を受け取るステップであって、前記作成
者は、前記アプリケーションによって代理されるエンティティを含む、受け取るステップ
をさらに含む、例１に記載の方法の発明である。
　例４は、情報受取ステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステム外の外部ウェ
ブサイトから前記主張に関する情報を受け取るステップであって、前記主張に関する情報
は、前記外部ウェブサイトにおいてカスタムグラフオブジェクトに対して前記作成者によ
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って実行されるカスタムグラフアクションを含む、受け取るステップをさらに含む、例１
に記載の方法の発明である。
　例５は、前記表明が行われるコンテキストは、前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムにおいて前記表明へのアクセスを有する前記ソーシャルネットワーキングシステムの１
以上のユーザをさらに含む、例１に記載の方法の発明である。
　例６は、前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記１以上のユーザは、前記ソー
シャルネットワーキングシステムにおいて前記作成者と接続されている、例５に記載の方
法の発明である。
　例７は、前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記１以上のユーザは、前記ソー
シャルネットワーキングシステムにおいて前記作成者と接続されていない、例５に記載の
方法の発明である。
　例８は、前記表明が行われるコンテキストは、一般に公開されているコンテキストをさ
らに含む、例１に記載の方法の発明である。
　例９は、前記表明が行われるコンテキストは、前記作成者に関連付けられたプライバシ
制御設定をさらに含み、前記プライバシ制御設定は、前記作成者と接続されている１以上
の指定されたユーザを含む、例１に記載の方法の発明である。
　例１０は、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて行われる言明は、前記ソ
ーシャルネットワーキングシステムにおいて投稿されるコンテンツ内で主題ユーザをタグ
付けする前記作成者を示す標識を受け取るステップをさらに含む、例１に記載の方法の発
明である。
　例１１は、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて行われる言明は、前記ソ
ーシャルネットワーキングシステムにおいて経歴的言明を宣言する前記作成者を示す標識
を受け取るステップをさらに含む、例１に記載の方法の発明である。
　例１２は、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて行われる言明は、前記ソ
ーシャルネットワーキングシステムにおいて別のユーザによって行われる経歴的言明を確
認する前記作成者を示す標識を受け取るステップをさらに含む、例１に記載の方法の発明
である。
　例１３は、前記閲覧エージェントについて、前記閲覧エージェントの見解により特定の
言明に関して前記特定の言明の主観的判断に基づいて前記複数の主張から最良の主張を選
択するステップと、前記特定の言明に関する情報の要求に応答して前記閲覧エージェント
へ表示するために前記特定の言明に関する選択される前記最良の主張を提供するステップ
とをさらに含む、例１に記載の方法の発明である。
　例１４は、前記閲覧エージェントについて、前記特定の言明に関する前記主観的判断を
決定するステップは、集められる前記主張について特定の事実に関する複数の真実性スコ
アを決定するステップと、前記閲覧エージェントと集められる前記主張の作成者との間の
複数のソーシャルなつながりに基づいて前記複数の真実性スコアの加重平均を決定するス
テップと、前記複数の真実性スコアの前記加重平均を前記閲覧エージェントの所定の真実
性しきい値と比較することに基づいて前記閲覧エージェントに対する前記特定の事実に関
して前記主観的判断を決定するステップとをさらに含む、例１に記載の方法の発明である
。
　例１５は、ソーシャルネットワーキングシステムの第１の作成者によって行われる第１
の主張に含まれる表明に関する情報を受け取るステップであって、前記第１の主張は、前
記表明、オーディエンス、および主張タイプを含み、受け取られる前記情報は、第２の作
成者によって行われる、前記第１の主張の前記表明を有する第２の主張を含む、受け取る
ステップと、前記主張の主張タイプに基づいて前記ソーシャルネットワーキングシステム
内に記憶されるモデルを取り出すステップと、前記閲覧エージェントに関する情報を取り
出すステップと、前記表明に関する受け取られる前記情報および前記閲覧エージェントに
関する取り出される前記情報を使用して取り出される前記モデルに基づいて閲覧エージェ
ントに関する前記第１の主張の真実係数を決定するステップであって、前記第１の主張の
真実係数の決定するステップは、前記閲覧エージェントおよび取り出される前記モデルに
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関する取り出される前記情報に基づいて前記表明が真である確率を決定するステップをさ
らに含む、決定するステップと、前記閲覧エージェントの前記第１の作成者に関連付けて
前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて前記第１の主張の前記真実係数を記憶
するステップとを含む方法の発明である。
　例１６は、前記受け取るステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て動作するアプリケーションから前記第１の主張に関する情報を受け取るステップであっ
て、前記主張タイプは、主張を行う前記アプリケーションを含む、受け取るステップをさ
らに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例１７は、前記受け取るステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステム外の外
部ウェブサイトから前記第１の主張に関する情報を受け取るステップであって、前記主張
タイプは、前記外部ウェブサイトにおいてカスタムグラフオブジェクトに対して前記作成
者によって実行されるカスタムグラフアクションをさらに含む、受け取るステップをさら
に含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例１８は、前記受け取るステップは、主張を作成するためのユーザインタフェースであ
って前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて提供されるユーザインタフェース
を介して前記第１の主張に関する情報を受け取るステップと、前記ユーザインタフェース
を介して前記第１の作成者による前記主張に対する主張タイプの選択を受け取るステップ
とをさらに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例１９は、前記表明は、前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに関する言
明をさらに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例２０は、前記表明は、前記ソーシャルネットワーキングシステムのエンティティに関
する言明をさらに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例２１は、前記受け取るステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て前記第１の作成者に関連付けられたプロファイルから前記第１の作成者に関する情報を
取り出すステップをさらに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例２２は、前記受け取るステップは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て前記閲覧エージェントに関連付けられたプロファイルから前記第１の作成者に関する情
報を取り出すステップをさらに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例２３は、オーディエンスが、前記作成者のプライバシ制御設定において選択される前
記ソーシャルネットワーキングシステムの１以上のエージェントをさらに含む、例１５に
記載の方法の発明である。
　例２４は、オーディエンスが、前記作成者による前記ソーシャルネットワーキングシス
テムの１以上のユーザの選択をさらに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例２５は、前記主張タイプに基づく前記主張の取り出される前記モデルにおける係数は
、前記作成者の評判スコアをさらに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例２６は、前記受け取るステップは、前記閲覧エージェントのプロファイルから前記主
張の前記閲覧エージェントの複数の親和性スコアを取り出すステップをさらに含み、前記
主張タイプに基づく前記主張の取り出される前記モデルにおける係数は、前記作成者の前
記主張の前記閲覧エージェントの前記複数の親和性スコアの少なくとも１つの親和性スコ
アをさらに含む、例１５に記載の方法の発明である。
　例２７は、ソーシャルネットワーキングシステムの主題エージェントに関連付けられた
属性に関する第１の主張を受け取るステップであって、前記第１の主張は、第１の作成者
および第１のオーディエンスを有する、第１の主張を受け取るステップと、前記ソーシャ
ルネットワーキングシステムの主題エージェントに関連付けられた属性に関する第２の主
張を受け取るステップであって、前記第２の主張は、第２の作成者および第２のオーディ
エンスを有する、第２の主張を受け取るステップと、閲覧エージェントから前記属性の要
求を受け取るステップと、前記閲覧エージェントに関するソーシャル情報を取り出すステ
ップと、前記閲覧エージェントに関する取り出される前記ソーシャル情報に基づいて前記
第１の主張および前記第２の主張の複数の真実係数を決定する、真実係数決定ステップと
、前記要求に応答して前記閲覧エージェントへ表示するために前記複数の真実係数に基づ
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いて前記主題エージェントに関連付けられた前記属性を提供する、属性提供ステップとを
含む方法の発明である。
　例２８は、前記閲覧エージェントは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て前記第１の作成者と接続されており、前記閲覧エージェントは、前記第２の作成者と接
続されておらず、取り出される前記ソーシャル情報は、前記第１の作成者に関連付けられ
る、例２７に記載の方法の発明である。
　例２９は、前記閲覧エージェントは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て前記第１の作成者および前記第２の作成者と接続されており、取り出される前記ソーシ
ャル情報は、前記第１の作成者および前記第２の作成者に関連付けられる、例２７に記載
の方法の発明である。
　例３０は、前記閲覧エージェントは、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおい
て前記第１の作成者に接続されておらず、前記閲覧エージェントは、前記第２の作成者に
接続されており、取り出される前記ソーシャル情報は、前記第２の作成者に関連付けられ
る、例２７に記載の方法の発明である。
　例３１は、前記閲覧エージェントは、前記第１のオーディエンスおよび前記第２のオー
ディエンスに含まれる、例２７に記載の方法の発明である。
　例３２は、前記閲覧エージェントは、前記第１のオーディエンスに含まれ、前記閲覧エ
ージェントは、前記第２のオーディエンスに含まれない、例２７に記載の方法の発明であ
る。
　例３３は、前記閲覧エージェントは、前記第１のオーディエンスに含まれず、前記閲覧
エージェントは、前記第２のオーディエンスに含まれる、例２７に記載の方法の発明であ
る。
　例３４は、前記閲覧エージェントは、前記第１のオーディエンスに含まれず、前記閲覧
エージェントは、前記第２のオーディエンスに含まれない、例２７に記載の方法の発明で
ある。
　例３５は、前記第１の主張および前記第２の主張の複数の真実係数を、前記ソーシャル
ネットワーキングシステムにおける前記閲覧エージェントに関連付けられた前記属性の主
張オブジェクト内に記憶することをさらに含む、例２７に記載の方法の発明である。
　例３６は、前記真実係数決定ステップは、前記第１の主張および前記第２の主張の複数
の真実係数を決定するためにスコアリングモデルを取り出すステップであって、前記スコ
アリングモデルは、複数の重み付け係数を含む、取り出すステップと、前記閲覧エージェ
ントに関する受け取られる前記ソーシャル情報に基づいて前記取り出されるスコアリング
モデルを使用して前記第１の主張の第１の真実係数を決定するステップと、前記閲覧エー
ジェントに関する受け取られる前記ソーシャル情報に基づいて前記取り出されるスコアリ
ングモデルを使用して前記第２の主張の第２の真実係数を決定するステップとをさらに含
む、例２７に記載の方法の発明である。
　例３７は、前記閲覧エージェントに関する受け取られる前記ソーシャル情報は、前記第
２の作成者に関する第２の親和性スコアを上回る前記第１の作成者の第１の親和性スコア
を示す標識をさらに含み、前記方法は、前記第１の作成者の前記第１の親和性スコアが前
記第２の作成者に関する前記第２の親和性スコアを上回ることに基づいて前記第１の真実
係数および前記第２の真実係数を決定するために前記スコアリングモデルにおいて親和性
係数を決定するステップをさらに含む、例３６に記載の方法の発明である。
　例３８は、前記属性提供ステップは、前記第１の作成者の前記第１の親和性スコアが前
記第２の作成者に関する前記第２の親和性スコアを上回ることに基づいて前記第１の真実
係数および前記第２の真実係数を決定するために前記スコアリングモデルにおいて親和性
係数を決定するステップをさらに含む、例２７に記載の方法の発明である。
　例３９は、前記主題エージェントに関連付けられた提供される前記属性についての前記
閲覧エージェントからのフィードバックを受け取るステップと、受け取られる前記フィー
ドバックに基づいて前記第１の作成者および前記第２の作成者の複数のエージェント評判
スコアを生成するステップと、前記第１の作成者および前記第２の作成者に関する複数の
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プロファイルオブジェクト内に前記複数のエージェント評判スコアを記憶するステップと
をさらに含む、例２７に記載の方法の発明である。
　例４０は、前記真実係数決定ステップは、前記第１の作成者および前記第２の作成者に
関する前記複数のエージェント評判スコアを取り出すステップと、前記第１の作成者およ
び前記第２の作成者に関する取り出される前記複数のエージェント評判スコアに基づいて
前記複数の真実係数を引き下げるステップとをさらに含む、例３９に記載の方法の発明で
ある。
　　

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図６Ｂ】
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