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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに実装された方法であって、
　コンピューティングシステムによって、ソーシャルネットワーキングシステム内のペー
ジに対するコール・トゥ・アクションを作成するための要求を受信すること、
　前記コンピューティングシステムによって、前記ページに関連付けられた情報を前記ソ
ーシャルネットワーキングシステムから取得すること、
　前記コンピューティングシステムによって、前記ページに関連付けられた情報に基づい
て、前記ページに対するコール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数のオ
プションを提供することを備え、
　前記コール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数のオプションを提供す
ることは、さらに、
　　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに関する少なく
とも類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他のページを識別すること、
　　前記１つまたは複数の他のページのうちの少なくともいくつかによって利用されるオ
プションのセットを識別すること、
　　前記オプションのセットの中から、少なくとも１つのオプションのサブセットを、前
記ページに対するコール・トゥ・アクションを作成するための前記１つまたは複数のオプ
ション内に含めることを含む、方法。
【請求項２】
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　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに関する少なくと
も類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他のページを識別することはさらに、
　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに対する少なくと
も１つのページカテゴリを判定すること、
　前記少なくとも１つのページカテゴリとの関連性に基づいて前記１つまたは複数の他の
ページを識別することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数のオプションを提供す
ることはさらに、
　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、１つまたは複数の予め選択さ
れたオプションのセットを、前記ページに対するコール・トゥ・アクションを作成するた
めの前記１つまたは複数のオプションとして提供することを決定することを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数のオプションは、購入オプション、予約オプション、連絡オプショ
ン、訪問オプション、アプリケーションオプション、ゲームオプション、登録オプション
、およびメディアオプションのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記コール・トゥ・アクションが有効とされたときに実行されるべき動作を特定するた
めの動作入力オプションを提供することをさらに備え、前記動作入力オプションは、フル
バージョンウェブアドレス、簡易バージョンウェブアドレス、およびアプリケーションデ
ィープリンクのうちの少なくとも１つの入力を可能とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記動作入力オプションは、サードパーティサービスのインスタンスの選択を可能とし
、前記サードパーティサービスのインスタンスは前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムのために固有に開発されたものであり、前記実行されるべき動作は前記サードパーティ
サービスのインスタンスに基づく、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記コール・トゥ・アクションに連動して、テキスト入力フィールドを生成するための
テキスト入力オプションを提供することをさらに備え、前記テキスト入力フィールドを介
して受信されたテキストは、前記コール・トゥ・アクションが有効とされたときの前記動
作を実行する際に利用される、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記コール・トゥ・アクションは、前記ページに関連付けられた少なくとも１つのカバ
ー写真を介して提示可能であり、前記少なくとも１つのカバー写真はユーザ対話を受信す
るように構成されており、前記ユーザ対話は、クリック、タップジェスチャ、スクロール
コマンド、およびスワイプジェスチャのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　前記ページは、前記ソーシャルネットワーキングシステム外のオンラインリソースに関
連付けられており、前記コール・トゥ・アクションは、前記ソーシャルネットワーキング
システム外の前記オンラインリソースに対するプラグインとして提示可能である、請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　システムであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されるときに前記システムに処理を実行
させる命令を記憶したメモリであって、前記命令は、前記システムに、
　ソーシャルネットワーキングシステム内のページに対するコール・トゥ・アクションを
作成するための要求を受信すること、
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　前記ページに関連付けられた情報を前記ソーシャルネットワーキングシステムから取得
すること、
　前記ページに関連付けられた情報に基づいて、前記ページに対するコール・トゥ・アク
ションを作成するための１つまたは複数のオプションを提供することを実行させ、
　前記コール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数のオプションを提供す
ることは、さらに、
　　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに関する少なく
とも類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他のページを識別すること、
　　前記１つまたは複数の他のページのうちの少なくともいくつかによって利用されるオ
プションのセットを識別すること、
　　前記オプションのセットの中から、少なくとも１つのオプションのサブセットを、前
記ページに対するコール・トゥ・アクションを作成するための前記１つまたは複数のオプ
ション内に含めることを含む、システム。
【請求項１１】
　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに関する少なくと
も類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他のページを識別することはさらに、
　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに対する少なくと
も１つのページカテゴリを判定すること、
　前記少なくとも１つのページカテゴリとの関連性に基づいて前記１つまたは複数の他の
ページを識別することを含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記１つまたは複数のオプションは、購入オプション、予約オプション、連絡オプショ
ン、訪問オプション、アプリケーションオプション、ゲームオプション、登録オプション
、およびメディアオプションのうちの少なくとも１つを含む、請求項１０に記載のシステ
ム。
【請求項１３】
　前記コール・トゥ・アクションが有効とされたときに実行されるべき動作を特定するた
めの動作入力オプションを提供することをさらに備え、前記動作入力オプションは、フル
バージョンウェブアドレス、簡易バージョンウェブアドレス、およびアプリケーションデ
ィープリンクのうちの少なくとも１つの入力を可能とする、請求項１０に記載のシステム
。
【請求項１４】
　コンピューティングシステムの少なくとも１つのプロセッサによって実行されるときに
前記コンピューティングシステムに処理を実行させる命令を記憶した非一時的なコンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記命令は、前記コンピューティングシステムに、
　ソーシャルネットワーキングシステム内のページに対するコール・トゥ・アクションを
作成するための要求を受信すること、
　前記ページに関連付けられた情報を前記ソーシャルネットワーキングシステムから取得
すること、
　前記ページに関連付けられた情報に基づいて、前記ページに対するコール・トゥ・アク
ションを作成するための１つまたは複数のオプションを提供することを実行させ、
　前記コール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数のオプションを提供す
ることは、さらに、
　　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに関する少なく
とも類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他のページを識別すること、
　　前記１つまたは複数の他のページのうちの少なくともいくつかによって利用されるオ
プションのセットを識別すること、
　　前記オプションのセットの中から、少なくとも１つのオプションのサブセットを、前
記ページに対するコール・トゥ・アクションを作成するための前記１つまたは複数のオプ
ション内に含めることを含む、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
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【請求項１５】
　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに関する少なくと
も類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他のページを識別することはさらに、
　前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページに対する少なくと
も１つのページカテゴリを判定すること、
　前記少なくとも１つのページカテゴリとの関連性に基づいて前記１つまたは複数の他の
ページを識別することを含む、請求項１４に記載の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項１６】
　前記１つまたは複数のオプションは、購入オプション、予約オプション、連絡オプショ
ン、訪問オプション、アプリケーションオプション、ゲームオプション、登録オプション
、およびメディアオプションのうちの少なくとも１つを含む、請求項１４に記載の非一時
的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　前記命令は、前記コンピューティングシステムに、
　前記コール・トゥ・アクションが有効とされたときに実行されるべき動作を特定するた
めの動作入力オプションを提供することをさらに実行させ、前記動作入力オプションは、
フルバージョンウェブアドレス、簡易バージョンウェブアドレス、およびアプリケーショ
ンディープリンクのうちの少なくとも１つの入力を可能とする、請求項１４に記載の非一
時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、オンラインユーザ体験（ユーザ・エクスペリエンス）の分野に関する。より
詳細には、本技術は、ソーシャルネットワーキングシステムリソースに対するコール・ト
ゥ・アクションを作成するための技法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、人々は、多種多様な目的のためにコンピューティングデバイス（またはシステム
）を利用することが多い。ユーザは、自身のコンピューティングデバイスを使用して、例
えば、互いに対話し、コンテンツを作成し、情報を共有し、情報にアクセスすることがで
きる。いくつかの例において、ユーザは、自身のコンピューティングデバイスを利用して
、ビジネスに関与し、ウェブリソースを利用し、そのユーザにとって興味があり得る様々
な主題に関する情報にアクセスすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一例において、ユーザは、コンピューティングデバイスを利用して、ソーシャルネット
ワーキングシステム（またはサービス）にアクセスし、このソーシャルネットワーキング
システム内のページなどのリソースに関する情報を閲覧することができる。しかしながら
、従来のアプローチの下では、制限された機能のみをソーシャルネットワーキングシステ
ム内のページを介してユーザに提供することが可能である。別の例において、ユーザは、
コンピューティングデバイスを使用してオンラインでブラウズし、オンラインでブラウズ
している間にコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ：ｃａｌｌ　ｔｏ　ａｃｔｉｏｎ）に遭
遇することがある。しかしながら、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）を利用すること
に対する従来のアプローチは、面白くなかったり、見当違いであったり、または十分に対
話型でなかったりすることがある。これらの懸念事項および他の同様の懸念事項は、オン
ライン環境内でのコンピューティングデバイスの使用に関連付けられている全体的なユー
ザ体験を低下させ、または全体的なユーザ体験についての課題を生み出すことがある。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　本開示の様々な実施形態は、ソーシャルネットワーキングシステム内のページに対する
コール・トゥ・アクションを作成するための要求を受信するように構成されたシステム、
方法、および非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を含み得る。前記ページに関連付けら
れた情報は、前記ソーシャルネットワーキングシステムから取得され得る。前記ページに
関連付けられた情報に基づいて、前記ページに対するコール・トゥ・アクションを作成す
るための１つまたは複数のオプションが提供され得る。
【０００５】
　実施形態において、前記コール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数の
オプションを提供することはさらに、前記ページに関連付けられた情報を分析することに
より、前記ページに関する少なくとも類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他
のページを識別することを含み得る。前記１つまたは複数の他のページのうちの少なくと
もいくつかによって利用されるオプションのセットが識別され得る。前記オプションのセ
ットの中から、少なくとも１つのオプションのサブセットが、前記ページに対するコール
・トゥ・アクションを作成するための前記１つまたは複数のオプション内に含められ得る
。
【０００６】
　実施形態において、前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ペー
ジに関する少なくとも類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他のページを識別
することはさらに、前記ページに関連付けられた情報を分析することにより、前記ページ
に対する少なくとも１つのページカテゴリを判定することを含み得る。前記少なくとも１
つのページカテゴリとの関連性に基づいて前記１つまたは複数の他のページが識別され得
る。
【０００７】
　実施形態において、前記コール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数の
オプションを提供することはさらに、前記ページに関連付けられた情報を分析することに
より、１つまたは複数の予め選択されたオプションのセットを、前記ページに対するコー
ル・トゥ・アクションを作成するための前記１つまたは複数のオプションとして提供する
ことを決定することを含み得る。
【０００８】
　実施形態において、前記１つまたは複数のオプションは、購入オプション、予約オプシ
ョン、連絡オプション、訪問オプション、アプリケーションオプション、ゲームオプショ
ン、登録オプション、およびメディアオプションのうちの少なくとも１つを含み得る。
【０００９】
　実施形態において、前記コール・トゥ・アクションが有効とされたときに実行されるべ
き動作を特定するために動作入力オプションが提供され得る。前記動作入力オプションは
、フルバージョンウェブアドレス、簡易バージョンウェブアドレス、およびアプリケーシ
ョンディープリンクのうちの少なくとも１つの入力を可能とし得る。
【００１０】
　実施形態において、前記動作入力オプションは、サードパーティサービスのインスタン
スの選択を可能とし得る。前記サードパーティサービスのインスタンスは、前記ソーシャ
ルネットワーキングシステムのために固有に開発され得る。前記実行されるべき動作は、
前記サードパーティサービスのインスタンスに基づき得る。
【００１１】
　実施形態において、前記コール・トゥ・アクションに連動して、テキスト入力フィール
ドを生成するためにテキスト入力オプションが提供され得る。前記テキスト入力フィール
ドを介して受信されたテキストは、前記コール・トゥ・アクションが有効とされたときの
前記動作を実行する際に利用され得る。
【００１２】
　実施形態において、前記コール・トゥ・アクションは、前記ページに関連付けられた少
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なくとも１つのカバー写真を介して提示可能であり得る。前記少なくとも１つのカバー写
真はユーザ対話を受信するように構成され得る。前記ユーザ対話は、クリック、タップジ
ェスチャ、スクロールコマンド、およびスワイプジェスチャのうちの少なくとも１つを含
み得る。
【００１３】
　実施形態において、前記ページは、前記ソーシャルネットワーキングシステム外のオン
ラインリソースに関連付けられ得る。前記コール・トゥ・アクションは、前記ソーシャル
ネットワーキングシステム外の前記オンラインリソースに対するプラグインとして提示可
能であり得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを作成し、選択し、提示
し、実行することを促進するように構成された例示的なソーシャルネットワーキング・コ
ール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）モジュールを含む例示的なシステムを示す図。
【図２Ａ】本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソースに
対するコール・トゥ・アクションを作成することを促進するように構成された例示的なコ
ール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）作成モジュールを示す図。
【図２Ｂ】本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを選択することを促進
するように構成された例示的なコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）選択モジュールを示
す図。
【図２Ｃ】本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを提示することを促進
するように構成された例示的なコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）提示モジュールを示
す図。
【図２Ｄ】本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを実行することを促進
するように構成された例示的なコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）実行モジュールを示
す図。
【図３Ａ】本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソースに
対するコール・トゥ・アクションを作成することに関連付けられた例示的なシナリオを示
す図。
【図３Ｂ】本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソースに
対するコール・トゥ・アクションを作成することに関連付けられた例示的なシナリオを示
す図。
【図３Ｃ】本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソースに
対するコール・トゥ・アクションを作成することに関連付けられた例示的なシナリオを示
す図。
【図４】本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを利用することに関連付
けられた例示的なシナリオを示す図。
【図５】本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを利用することに関連付
けられた例示的なシナリオを示す図。
【図６Ａ】本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソースに
対するコール・トゥ・アクションを作成することに関連付けられた例示的な方法を示す図
。
【図６Ｂ】本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソースに
対するコール・トゥ・アクションを作成することに関連付けられた例示的な方法を示す図
。
【図７】本開示の一実施形態に係る、様々なシナリオにおいて利用され得る例示的なソー
シャルネットワーキングシステムを含む例示的なシステムのネットワーク図を示す図。
【図８】本開示の一実施形態に係る、様々なシナリオにおいて利用され得るコンピュータ
システムまたはコンピューティングデバイスの例を示す図。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　開示された技術の多くの他の特徴、適用例、実施形態、および／または変形例が、添付
の図面および下記の詳細な説明から明らかになることが、認識される。本明細書において
説明されている構造、システム、非一時的なコンピュータ読取可能な媒体、および方法の
付加的および／または代替的な実装例は、開示された技術の原理から逸脱することなく、
採用され得る。
【００１６】
　図は、開示された技術の様々な実施形態を例示の目的のために図示しているに過ぎず、
図において、同様の参照符号は同様の要素を識別するために使用されている。当業者は、
下記の説明から、図に示される構造および方法の代替的な実施形態が、本明細書において
説明されている開示された技術の原理から逸脱することなく採用され得ることを、容易に
認識し得る。
【００１７】
　［ソーシャルネットワーキングシステムリソースに対するコール・トゥ・アクションの
作成］
　人々は、多種多様な目的のためにコンピューティングデバイス（またはシステム）を使
用する。コンピューティングデバイスは、様々な種類の機能を提供することができる。ユ
ーザは、自身のコンピューティングデバイスを利用して、情報を生成し、情報にアクセス
し、情報を共有することができる。いくつかの場合において、人々は、自身のコンピュー
ティングデバイスを利用して、オンライン（またはウェブ）リソースをブラウズしたり、
ビジネスに関連付けられている詳細を閲覧したり、オンラインで購入を行ったり、レスト
ランの予約を行ったり、および／または他の情報にアクセスしたりすることができる。
【００１８】
　一例において、ユーザは、自身のコンピューティングデバイスを利用して、様々なオン
ラインリソースを通じてブラウジングを行うことができる。従来のアプローチの下では、
ブラウジング中に、ユーザには、コール・トゥ・アクションなどの１つまたは複数の形式
の広告またはマーケティングが提示され得る。コール・トゥ・アクションは、ユーザが一
定のアクションを行うように働きかけようと試みることができる。例えば、１つのタイプ
のコール・トゥ・アクションは、ユーザが購入を行うように、例えば、電子商取引（ｅコ
マース）のストアフロントから製品またはサービスを買うように働きかけることができる
。しかしながら、従来のアプローチの下では、コール・トゥ・アクションおよび他の同様
の広告材料またはマーケティング材料は、ユーザにとって興味が湧かない、または無関係
であることがある。さらに、従来のアプローチに従って、ユーザがコール・トゥ・アクシ
ョンをクリックし、タップし、または、別の方法で関与した場合、ユーザは、そのオリジ
ナルのコール・トゥ・アクションを求めて、多数のタスクを負担させられることがある。
例えば、ユーザが、あるアイテムを購入するためにコール・トゥ・アクションを選択した
場合、ユーザは、ｅコマース・ストアフロントの特定のリンクへ誘導され得るが、その購
入を完了させるためには、依然としてかなりの数の付加的なアクションを行う必要があり
得る。そのため、コール・トゥ・アクションに関連してオンライン体験を提供することへ
の従来のアプローチは、興味が湧かず、無関係であり、非効率であることがある。
【００１９】
　別の例において、ユーザは、コンピューティングデバイスを使用して、ソーシャルネッ
トワーキングシステム（またはサービス）に関与することができる。この例でが、ユーザ
は、ソーシャルネットワーキングシステム内のエンティティに関連付けられているページ
リソース（例えば、ページ）などの１つまたは複数のリソースを、その１つまたは複数の
ページを介して利用可能になる様々なタイプのコンテンツとともに、閲覧したり、アクセ
スしたり、または対話したりすることができる。しかしながら、従来のアプローチの下で
は、制限された量および種類のコンテンツおよび対話機能のみが、１つまたは複数のペー
ジを介して提示されることがある。結果として、ユーザとエンティティとに関わる対話が
著しく制限され、ユーザとエンティティとの間の関係の十分な発展を潜在的に妨げること
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がある。これらの懸念事項および他の同様の懸念事項は、ソーシャルネットワーキングシ
ステムに関連付けられている全体的なユーザ体験を低下させることがある。
【００２０】
　したがって、改善されたアプローチは、従来のアプローチに関連付けられている様々な
懸念事項に対処し、または緩和するために有益となり得る。開示された技術は、より興味
が湧き、より関係があり、より対話的で、より効率的なアプローチを提示することができ
る。開示された技術は、本明細書においてより詳細に説明されているように、コール・ト
ゥ・アクション（ＣＴＡ）を作成し、選択し、提示し、実行することを促進させることが
できる。例えば、開示された技術は、ページなどのソーシャルネットワーキングシステム
リソースに対するコール・トゥ・アクションを作成することを可能にする。本開示の種々
の実施形態は、ソーシャルネットワーキングシステム内のページに対するコール・トゥ・
アクションを作成するための要求を受信することができる。ページに関連付けられた情報
はソーシャルネットワーキングシステムから取得することができる。このページに関連付
けられた情報に基づいて、ページに対するコール・トゥ・アクションを作成するための１
つまたは複数のオプションを提供することができる。多くの変形および／または他の可能
性も存在し得ることが想定される。
【００２１】
　図１は、本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを作成し、選択し、提
示し、実行することを促進するように構成された例示的なソーシャルネットワーキング・
コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）モジュール１０２を含む、例示的なシステム１００
を示す。図１の例で示されるように、例示的なソーシャルネットワーキングＣＴＡモジュ
ール１０２は、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）作成モジュール１０４と、コール・
トゥ・アクション（ＣＴＡ）選択モジュール１０６と、コール・トゥ・アクション（ＣＴ
Ａ）提示モジュール１０８と、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）実行モジュール１１
０とを含み得る。いくつかの例において、例示的なシステム１００は、少なくとも１つの
データストア１２０を含み得る。本明細書における、この図および全ての図において示さ
れるコンポーネント（例えば、モジュール、要素等）は、例示に過ぎず、他の実装例は、
付加的なコンポーネント、より少ないコンポーネント、統合されたコンポーネント、また
は異なるコンポーネントを含み得る。いくつかのコンポーネントは、関連する詳細を曖昧
にしないように、図示されていないことがある。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、ソーシャルネットワーキングＣＴＡモジュール１０２は
、部分的にまたは全体的に、ソフトウェア、ハードウェア、または、これらの任意の組み
合わせとして実装され得る。概して、本明細書で説明されるモジュールは、ソフトウェア
、ハードウェア、または、これらの任意の組み合わせに関連付けられ得る。いくつかの実
装例において、モジュールの１つまたは複数の機能、タスク、および／または動作は、ソ
フトウェアルーチン、ソフトウェアプロセス、ハードウェア、および／またはこれらの任
意の組み合わせによって実行されるか、または行われ得る。いくつかの場合において、ソ
ーシャルネットワーキングＣＴＡモジュール１０２は、ユーザコンピューティングデバイ
スまたはクライアントコンピューティングデバイス上などの、１つまたは複数のコンピュ
ーティングデバイスまたはシステム上で実行されるソフトウェアとして、部分的にまたは
全体的に実装され得る。例えば、ソーシャルネットワーキングＣＴＡモジュール１０２ま
たはその少なくとも一部は、図７のユーザデバイス７１０などの、ユーザコンピューティ
ングデバイスまたはクライアントコンピューティングシステム上で実行されるアプリケー
ション（例えば、アプリ）、プログラム、またはアプレット等として、または、これらの
内部において、実装され得る。別の例において、ソーシャルネットワーキングＣＴＡモジ
ュール１０２または少なくともその一部は、ネットワークサーバまたはクラウドサーバな
どの、１つまたは複数のサーバを含む、１つまたは複数のコンピューティングデバイスま
たはシステムを使用して実装され得る。いくつかの例において、ソーシャルネットワーキ
ングＣＴＡモジュール１０２は、部分的にまたは全体的に、図７のソーシャルネットワー
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キングシステム７３０などの、ソーシャルネットワーキングシステム（もしくはサービス
）内で実施され得るか、またはそのソーシャルネットワーキングシステム（もしくはサー
ビス）と共に動作するように構成され得る。多くの変形または他の可能性も存在し得るこ
とが理解される。
【００２３】
　ＣＴＡ作成モジュール１０４は、ソーシャルネットワーキングシステムによってサポー
トされる、ページなどの１つまたは複数の面に対する１つまたは複数のコール・トゥ・ア
クションを作成することを促進するように構成され得る。いくつかの例において、ＣＴＡ
作成モジュール１０４は、ページとそのページを訪れるユーザとの間のより潜在的な対話
を促進するために、１つのページに対する１つまたは複数のコール・トゥ・アクションの
作成を可能とし得る。１つまたは複数のコール・トゥ・アクションの作成は、ページに合
わせてカスタマイズされ得る（例えば、ページに関する情報および／またはページを閲覧
もしくはアクセスするユーザに関する情報に基づいて、カスタマイズされ得る）。いくつ
かの場合において、ＣＴＡ作成モジュール１０４は、ページに関連付けられているエンテ
ィティ（すなわち、ページエンティティ）、例えば、ページ管理者、ページ代表者、ペー
ジによって表わされるビジネスまたはブランドが、他のページのコール・トゥ・アクショ
ンとは異なり得る１つまたは複数のコール・トゥ・アクションを作成することによってペ
ージをカスタマイズすることを可能とし得る。１つまたは複数のコール・トゥ・アクショ
ンは、ページおよび／またはページエンティティの１つまたは複数の目的（例えば、マー
ケティング目標、ビジネスニーズ等）を満たそうとして作成されることもあり得る。例え
ば、ページが、特定の製品またはサービスを売ることを望む場合、コール・トゥ・アクシ
ョンがそのページ上で作成されて、そのページを閲覧またはアクセスしているユーザが、
そのコール・トゥ・アクションをクリックし、タップし、選択し、または、別の方法で対
話することなどによって、その特定の製品またはサービスをより簡単に購入することを可
能とし得る。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、ＣＴＡ作成モジュール１０４は、予め定義されたコール
・トゥ・アクションのセットまたはデフォルトのコール・トゥ・アクションのセットを使
用して、コール・トゥ・アクションを作成することができる。例えば、予め定義されたコ
ール・トゥ・アクションのセットまたはデフォルトのコール・トゥ・アクションのセット
は、「いま買う」コール・トゥ・アクション（例えば、製品について）、「いま買物する
」コール・トゥ・アクション、「いま支払う」コール・トゥ・アクション（例えば、金融
取引について）、「いま予約する」コール・トゥ・アクション（例えば、チケットについ
て）、「いま予約を入れる」コール・トゥ・アクション（例えば、レストランについて）
、「サインアップする」コール・トゥ・アクション（例えば、サービスについて）、「ロ
グインする」コール・トゥ・アクション（例えば、認証後に情報を提供するために）、「
いま観る」コール・トゥ・アクション（例えば、メディアコンテンツアイテムについて）
、「いま閲覧する」コール・トゥ・アクション（例えば、情報を見るために）、「連絡を
する」コール・トゥ・アクション（例えば、さらなるコミュニケーションに招くために）
、「いまインストールする」コール・トゥ・アクション（例えば、ソフトウェアについて
）、「アプリへ行く」コール・トゥ・アクション（例えば、付加的な機能のために）、「
いまプレイする」コール・トゥ・アクション（例えば、ゲームについて）、「これ『いい
ね！』を表明する」コール・トゥ・アクション（例えば、満足感を他者と共有するために
）、「もっと見る」コール・トゥ・アクション（例えば、より多くの情報にアクセスする
ために）、および「より多くの情報」コール・トゥ・アクション（例えば、より多くの情
報へアクセスするために）等を含み得るが、これらに限定されない。概して、ＣＴＡ作成
モジュール１０４は、ユーザ、ページ、またはソーシャルネットワーキングシステムによ
って望まれるような、ユーザによって行われ得る任意のアクションに関係するその他のコ
ール・トゥ・アクションを作成することができる。多くの変形および他の可能性も存在し
得ることが想定される。ＣＴＡ作成モジュール１０４に関するさらなる詳細は、図２Ａを
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参照して後述する。
【００２５】
　また、ＣＴＡ選択モジュール１０６は、ソーシャルネットワーキングシステムによって
サポートされるページなどの面に対する１つまたは複数のコール・トゥ・アクションなど
を選択することを促進するように構成され得る。いくつかの実装例において、例えば、Ｃ
ＴＡ選択モジュール１０６は、ページにアクセスしているユーザに関連付けられた情報を
取得し、このユーザに関連付けられた情報に少なくとも部分的に基づいてコール・トゥ・
アクションのセットの中から少なくとも１つのコール・トゥ・アクションを選択すること
によって、コール・トゥ・アクションの選択を促進することができる。ページは、ページ
エンティティに関連付けることが可能であり、少なくとも１つのコール・トゥ・アクショ
ンは、ページエンティティに関連付けることが可能である。ＣＴＡ選択モジュール１０６
については、図２Ｂを参照して以下でより詳細に説明する。
【００２６】
　また、ＣＴＡ提示モジュール１０８は、ソーシャルネットワーキングシステムによって
サポートされるページなどの面に対する１つまたは複数のコール・トゥ・アクションなど
を提示することを促進するように構成され得る。例えば、ＣＴＡ提示モジュール１０８は
、ＣＴＡ選択モジュール１０６によって選択された少なくとも１つのコール・トゥ・アク
ションをソーシャルネットワーキングシステム内のページを介してユーザに対して提示す
ることを促進することができる。ＣＴＡ提示モジュール１０８に関するさらなる詳細は、
図２Ｃを参照して後述する。
【００２７】
　また、ＣＴＡ実行モジュール１１０は、ソーシャルネットワーキングシステム内のペー
ジに対する１つまたは複数のコール・トゥ・アクションなどを実行することを促進するよ
うに構成され得る。例えば、ＣＴＡ実行モジュール１１０は、ＣＴＡ提示モジュール１０
８によって提示される少なくとも１つのコール・トゥ・アクションに関連付けられている
、１つまたは複数のアクション、タスク、または動作を実行することを促進することがで
きる。ＣＴＡ実行モジュール１１０については、図２Ｄを参照して以下でより詳細に説明
する。
【００２８】
　さらに、いくつかの実施形態において、ソーシャルネットワーキングＣＴＡモジュール
１０２は、例示的なシステム１００において示されるように、少なくとも１つのデータス
トア１２０と通信するおよび／または動作するように構成され得る。少なくとも１つのデ
ータストア１２０は、様々なタイプのデータを記憶し、維持するように構成され得る。い
くつかの実装例において、少なくとも１つのデータストア１２０は、ソーシャルネットワ
ーキングシステム（例えば、図７のソーシャルネットワーキングシステム７３０）に関連
付けられている情報を記憶することができる。ソーシャルネットワーキングシステムに関
連付けられている情報は、ユーザ、ソーシャルつながり、ソーシャル対話、ロケーション
、ジオフェンスで囲まれた領域、地図、場所、イベント、ページ、グループ、投稿、コミ
ュニケーション、コンテンツ、フィード、アカウント設定、プライバシー設定、ソーシャ
ルグラフ、および様々な他のタイプのデータに関するデータを含むことができる。いくつ
かの実装例において、少なくとも１つのデータストア１２０は、ユーザに関連付けられて
いる情報、例えば、ユーザ識別子、ユーザ情報、ユーザに指定された設定、ユーザによっ
て生成されたコンテンツ、および様々な他のタイプのユーザデータなどを記憶することが
できる。いくつかの実施形態において、少なくとも１つのデータストア１２０は、コール
・トゥ・アクションに関係する情報、ページに関係する情報、および／またはユーザに関
係する情報等を記憶することができ、これらは、ソーシャルネットワーキングＣＴＡモジ
ュール１０２によって利用され得る。多くの変形および他の可能性もあり得ることが認識
される。
【００２９】
　図２Ａは、本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソース
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に対するコール・トゥ・アクションを作成することを促進するように構成された例示的な
コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）作成モジュール２０２を示す。いくつかの実施形態
において、図１のコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）作成モジュール１０４は、コール
・トゥ・アクション（ＣＴＡ）作成モジュール２０２として実装され得る。図２Ａに示さ
れるように、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）作成モジュール２０２は、コール・ト
ゥ・アクション（ＣＴＡ）要求モジュール２０４と、リソース情報モジュール２０６と、
コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）オプション２０８とを含み得る。
【００３０】
　前述のように、ＣＴＡ作成モジュール１０４は、ソーシャルネットワーキングシステム
によってサポートされるページなどの１つまたは複数の面に対するコール・トゥ・アクシ
ョンを作成することを促進するように構成され得る。いくつかの例において、ソーシャル
ネットワーキングシステムによってサポートされる１つまたは複数の面は、ソーシャルネ
ットワーキングシステム内の１つまたは複数のリソースに対応し得る。従って、ＣＴＡ作
成モジュール１０４は、ソーシャルネットワーキングシステムに関連付けられたページリ
ソース（例えば、ページ）などの１つまたは複数の面またはリソースに対するコール・ト
ゥ・アクションの作成を促進することができる。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、ＣＴＡ作成モジュール２０２は、ＣＴＡ要求モジュール
２０４を利用して、ソーシャルネットワーキングシステム内のページに対するコール・ト
ゥ・アクションを作成するための要求を受信することを促進することができる。いくつか
の場合においては、ページに関連付けられた管理者、代表者、または他のエンティティが
、そのページに対するコール・トゥ・アクションを作成することを決定または選択するこ
とができる。一例において、ページに関連付けられた管理者、代表者、または他のエンテ
ィティは、そのページにアクセスまたはそのページを閲覧することができる。ＣＴＡ作成
モジュール１０４は、ページが、例えばコール・トゥ・アクションを作成するための対話
要素（例えば、ボタン）を提供することを可能にする。この例においては、ページに関連
付けられた管理者、代表者、または他のエンティティが、コール・トゥ・アクションを作
成するための対話要素をクリックする、対話要素をタップする、対話要素と対話する、ま
たは対話要素をアクティブにすると、そのページに対してコール・トゥ・アクションを作
成するための要求が、管理者、代表者、または他のエンティティによって作られ得る。そ
して、その要求が、ＣＴＡ要求モジュール２０４によって受信され得る。多くの変形も可
能であることが理解される。
【００３２】
　また、いくつかの実装例において、ＣＴＡ作成モジュール２０２は、リソース情報モジ
ュール２０６を利用して、ページ（例えば、ページリソース）などのリソースに関連付け
られた情報をソーシャルネットワーキングシステムから取得することを促進することがで
きる。ページに関連付けられた情報は、メタデータ、特徴、特性、テキスト、メディア、
コンテンツ、投稿メッセージ、および、ページまたはページのエンティティによって提供
される、提示される、アクセス可能である、および／または関連する他のデータを含み得
るが、これらに限定されない。
【００３３】
　さらに、いくつかの実施形態において、ＣＴＡ作成モジュール２０２は、ＣＴＡオプシ
ョンモジュール２０８を利用して、ページに対するコール・トゥ・アクションを作成する
ための１つまたは複数のオプションを提供することを促進することができる。１つまたは
複数のオプションは、コール・トゥ・アクションをどのように作成するか、および／また
はコール・トゥ・アクションがどの機能を提供するかを決定するために選択または利用さ
れ得る。いくつかの場合において、コール・トゥ・アクションを作成するための１つまた
は複数のオプションは、ページに関連付けられた情報に基づいて、識別され、決定され、
選択され、および／または提供され得る。例えば、ＣＴＡオプションモジュール２０８は
、ページに関連付けられた情報を分析して、１つまたは複数の予め選択されたオプション
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のセットをそのページに対するコール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複
数のオプションとして提供することを決定することによって、コール・トゥ・アクション
を作成するための１つまたは複数のオプションを識別し、選択し、および／または提供す
ることができる。一例において、ＣＴＡオプションモジュール２０８は、ページに関連付
けられた情報に基づいて、コール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数の
デフォルトオプションを提供することを決定することができる。
【００３４】
　１つまたは複数のオプションの例は、購入オプション、予約オプション、連絡オプショ
ン、訪問オプション、アプリケーションオプション、ゲームオプション、登録オプション
、および／またはメディアオプションなどを含み得るが、これらに限定されない。このた
め、購入オプションは、「いま買物する」コール・トゥ・アクションおよび／または「い
ま買う」コール・トゥ・アクションなどを作成するために選択または利用することができ
る。予約オプションは、「いま予約を入れる」コール・トゥ・アクション、「返信くださ
い（ＲＳＶＰ）」コール・トゥ・アクション、「アポイントメントを取る」コール・トゥ
・アクション、および／または「いま予約する」コール・トゥ・アクションなどを作成す
るために選択または利用することができる。連絡オプションは、「連絡をする」コール・
トゥ・アクション、「電話をする」コール・トゥ・アクション、および／または「メッセ
ージを送る」コール・トゥ・アクションなどを作成するために選択または利用することが
できる。訪問オプションは、「訪問する」コール・トゥ・アクション、「行き方を取得す
る」コール・トゥ・アクション、および／または「地図を表示する」コール・トゥ・アク
ションなどを作成するために選択または利用することができる。アプリケーションオプシ
ョンは、「アプリケーションを起動する」コール・トゥ・アクションおよび／または「ア
プリをダウンロードする」コール・トゥ・アクションなどを作成するために選択または利
用することができる。ゲームオプションは、「ゲームをプレイする」コール・トゥ・アク
ションおよび／または「ゲームをインストールする」コール・トゥ・アクションなどを作
成するために選択または利用することができる。メディアオプションは、「メディアを閲
覧する」コール・トゥ・アクションおよび／または「動画を見る」コール・トゥ・アクシ
ョンなどを作成するために選択または利用することができる。ここで挙げた全ての例は、
例示の目的のために提供されるものであり、多くの変形が可能であることが想定される。
【００３５】
　また、いくつかの例において、リソース情報モジュール２０６とＣＴＡオプションモジ
ュール２０８は、ページに対するコール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは
複数のオプションを提供することを促進するために協働することができる。リソース情報
モジュール２０６は、ページに関連付けられた情報を分析することにより、そのページに
関する少なくとも類似性閾値レベルを各々有する１つまたは複数の他のページを識別する
ように構成され得る。例えば、リソース情報モジュール２０６は、ページに関連付けられ
た情報を分析することにより、そのページに対する少なくとも１つのページカテゴリ（ま
たはページタイプ）を認識することができる。そして、リソース情報モジュール２０６は
、その少なくとも１つのページカテゴリとの関連性に基づいて１つまたは複数の他のペー
ジを識別することができる。さらに、ＣＴＡオプションモジュール２０８は、その１つま
たは複数の他のページのうちの少なくともいくつかによって利用されるオプションのセッ
トを識別することができる。そして、ＣＴＡオプションモジュール２０８は、そのオプシ
ョンのセットの中から、少なくとも１つのオプションのサブセットを、ページに対するコ
ール・トゥ・アクションを作成するために提供される１つまたは複数のオプション内に含
めるまたは組み込むことができる。
【００３６】
　一例において、リソース情報モジュール２０６は、特定のページに関連付けられた情報
を分析することにより、その特定のページがローカルビジネスページタイプまたはローカ
ルビジネスページカテゴリに関連付けられていると判定し得る。これにより、この例にお
いて、リソース情報モジュール２０６は、同じくローカルビジネスページタイプ／カテゴ
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リである１つまたは複数の他のページを識別することができる。従って、特定のページに
対してコール・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数のオプションは、その
ローカルビジネスページタイプ／カテゴリの他のページによって利用される様々なオプシ
ョンに基づいて、ＣＴＡオプションモジュール２０８により識別され、選択され、および
／または提供され得る。この例において、ローカルビジネスページタイプ／カテゴリの１
つまたは複数の他のページのうちの少なくともいくつかは、「訪問する」オプションを利
用することができる。これにより、「訪問する」オプションを、特定のページに対しても
提供することができる。前述のように、ここで挙げた全ての例は、例示の目的のために提
供されるものであり、多くの変形や他の可能性も存在し得ることが理解される。
【００３７】
　また、いくつかの実装例において、ＣＴＡオプションモジュール２０８は、コール・ト
ゥ・アクションが有効とされたときに実行されるべき動作を特定するための動作入力オプ
ションを提供することができる。動作入力オプションは、例えば、フルバージョンウェブ
アドレス、簡易バージョンウェブアドレス、およびアプリケーションディープリンクのう
ちの少なくとも１つの入力を可能とし得る。いくつかの場合において、動作入力オプショ
ンは、サードパーティサービスのインスタンスの選択を可能とし得る。サードパーティサ
ービスのインスタンスは、例えば、ソーシャルネットワーキングシステムのために固有に
開発することができる。実行されるべき動作は、サードパーティサービスのインスタンス
に基づくものとすることができる。さらに、いくつかの場合において、ＣＴＡオプション
モジュール２０８は、コール・トゥ・アクションに連動して、テキスト入力フィールドを
生成するためのテキスト入力オプションを提供することができる。テキスト入力フィール
ドを介して受信されたテキストは、コール・トゥ・アクションが有効とされたときの動作
を実行する際に利用することができる。前述のように、多くの変形や他の可能性も存在し
得ることが想定される。
【００３８】
　図２Ｂは、本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを選択することを促
進するように構成された例示的なコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）選択モジュール２
２２を示す。いくつかの実施形態において、図１のコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）
選択モジュール１０６は、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）選択モジュール２２２と
して実装され得る。図２Ｂに示されるように、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）選択
モジュール２２２は、情報取得モジュール２２４と、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ
）収集モジュール２２６と、ユーザ関連確率モジュール２２８とを含み得る。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、ＣＴＡ選択モジュール２２２は、情報取得モジュール２
２４を利用して、ソーシャルネットワーキングシステムにサポートされるページなど表面
にアクセスしている（または、閲覧している、訪れている等）ユーザに関連付けられてい
る情報を取得することを促進することができる。ユーザに関連付けられている情報は、分
析することが可能であり、どのコール・トゥ・アクションがユーザに対する提示について
潜在的に関係があり、興味が湧き、および／または適当であり得るかを決定するために、
ＣＴＡ選択モジュール２２２によって利用される信号としての役割を果たすことができる
。ＣＴＡ選択モジュール２２２は、ユーザに関連付けられている情報に少なくとも部分的
に基づいて、コール・トゥ・アクションのセットから、少なくとも１つのコール・トゥ・
アクションを選択することを促進することができる。そのため、コール・トゥ・アクショ
ンは、ページのページ管理者によってカスタマイズすることが可能であるだけでなく、そ
のページを閲覧またはアクセスするユーザに合わせて、カスタマイズし、パーソナライズ
し、またはターゲティングすることが可能である。
【００４０】
　いくつかの例において、ユーザに関連付けられた情報は、ユーザに関する識別データ、
人口統計学的データ、ステータスデータ、または同様のデータを含むことができる。この
ような情報は、例えば、ユーザの識別情報、ユーザのジェンダー、ユーザの年齢、ユーザ
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に関連付けられたロケーション、ユーザに関連付けられた教育機関、ユーザに関連付けら
れた専門機関、ユーザに関連付けられた言語、ユーザの関係ステータス、または、ユーザ
の１つまたは複数のソーシャルつながりのうちの少なくとも１つを示すことができる。例
えば、ユーザの識別情報は、ソーシャルネットワーキングシステム内のユーザの識別子（
例えば、名前、ユーザ名、ユーザ識別番号等）を含むことができる。ユーザに関連付けら
れたロケーションは、例えば、ユーザの住居、出身地、ロケーションへのチェックイン、
または、現在のジオロケーション等を含むことができる。教育機関は、例えば、ユーザが
通った学校、カレッジ、または大学を含むことができる。専門機関は、例えば、ユーザが
勤務した会社または職場、ユーザがメンバーであった組織またはグループ等を含むことが
できる。例えば、関係ステータスは、ユーザが独身か、交際中か、婚約しているか、結婚
しているかどうか等を示すことができる。ユーザの１つまたは複数のソーシャルつながり
は、例えば、ソーシャルネットワーキングシステム内のユーザの１人または複数の「友達
」に対応し得る。多くの変形も存在し得る。
【００４１】
　いくつかの場合において、ユーザに関連付けられた情報は、ユーザに関連付けられた履
歴データを含むことができる。履歴データは、ユーザのブラウジング履歴、ユーザのアプ
リケーション使用履歴、またはユーザのソーシャルネットワーキングシステム使用履歴の
うちの少なくとも１つに関連付けられ得る。ブラウジング履歴は、例えば、どのオンライ
ンリソースがユーザによって閲覧またはアクセスされたか、および、どれくらい長い間で
あったかを示すことができる。ユーザのアプリケーション使用履歴は、どのアプリケーシ
ョンがユーザによってインストールされたか、どのアプリケーションがユーザによってア
クセスまたは利用されたか、どのように各アプリケーションがアクセスまたは利用された
か、および、どのくらい長い間であったかを示すことができる。ここでも、多くの変形が
可能である。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、ユーザのソーシャルネットワーキングシステム使用履歴
は、ソーシャルネットワーキングシステムを介して投稿された少なくとも１つのコンテン
ツアイテムに関して、ユーザによって行われた１つまたは複数のソーシャル対話を示すこ
とができる。例えば、１つまたは複数のソーシャル対話は、賛成票、「いいね！」、コメ
ント、共有、または保存のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【００４３】
　いくつかの例において、ユーザに関連付けられた情報は、ユーザが特定の定義されたオ
ーディエンスの一部であることを示すことができる。ソーシャルネットワーキングシステ
ムは、１つまたは複数の共通属性、履歴データ、または他の検討事項を共有し得るユーザ
に関する情報に基づいて、カスタムオーディエンスを定義することができる。一例におい
て、特定のカスタムオーディエンスは、動画などの特定のコンテンツアイテムを閲覧し、
プレイし、対話し（例えば、いいね！を表明し）、または、別の方法でアクセスしたユー
ザに対応するものとして定義され得る。少なくとも１つのコール・トゥ・アクションの選
択は、選択基準に少なくとも部分的にさらに基づくことが可能である。選択基準は、どの
コール・トゥ・アクションが特定のオーディエンスのために選択されるかを管理するため
の、１つまたは複数の命令、規則、および／またはポリシーを提供することができる。選
択基準は、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションが、ユーザがその一部である特定
の定義されたオーディエンスのために選択されることを指定することができる。選択基準
は、ユーザが特定のカスタムオーディエンスの一部である場合、ユーザがページを訪れた
ときに、ユーザが関係する活動（アクティビティ）を行うことを可能にする１つまたは複
数のコール・トゥ・アクションが、ユーザと特定のカスタムオーディエンスとの関連付け
に基づいて、ユーザへの提示用に選択され得ることを指定することができる。この例を続
けると、ユーザと特定のカスタムオーディエンスとの関連付けに基づいて、特定の動画に
関係する映画のチケットをユーザが予約することを可能にする１つまたは複数のコール・
トゥ・アクションが、ページを介してユーザに提示するために選択され得る。ここでも、
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多くの変形が可能である。
【００４４】
　さらに、いくつかの実装例において、ユーザに関連付けられた情報は、動的に取得され
得る。ユーザに関連付けられた情報は、１つまたは複数の最新情報、例えば、ソーシャル
ネットワーキングシステム内および／またはソーシャルネットワーキングシステム外での
ユーザのアクションまたは挙動に関する最新情報などを含むことができる。少なくとも１
つのコール・トゥ・アクションの選択は、１つまたは複数の更新情報に基づいて、動的に
行われ得る。
【００４５】
　また、いくつかの実施形態において、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションを選
択することは、以下でより詳細に説明されるように、コール・トゥ・アクションのセット
の中の各コール・トゥ・アクションのそれぞれのユーザ関連確率メトリックを決定するこ
と、１つまたは複数のコール・トゥ・アクションが、指定されたユーザ関連確率閾値を少
なくとも満たす１つまたは複数のそれぞれのユーザ関連確率メトリックに関連付けられて
いると決定すること、および、１つまたは複数のコール・トゥ・アクションを含むように
少なくとも１つのコール・トゥ・アクションを識別することをさらに含み得る。
【００４６】
　ＣＴＡ収集モジュール２２６は、コール・トゥ・アクションのセットを記憶し、維持し
、識別し、認識し、または収集等するように構成され得る。ＣＴＡ収集モジュール２２６
は、セット内のコール・トゥ・アクションに関する情報を記憶し、維持することもできる
。コール・トゥ・アクションのセットは、ページにアクセスするユーザに対して潜在的に
提示可能となり得る複数のコール・トゥ・アクションを含むことができる。いくつかの場
合において、ページまたはページエンティティ（例えば、ページ管理者、ページ代表者等
）は、セットにおけるコール・トゥ・アクションを選択し、定義し、カスタマイズし、お
よび／または作成することができる。いくつかの例において、セットは、予め定義された
コール・トゥ・アクションまたはデフォルトのコール・トゥ・アクションを含むことがで
きる。いくつかの実施形態において、ＣＴＡ収集モジュール２２６は、図１の少なくとも
１つのデータストア１２０に対応し、データストア１２０内に常駐し、データストア１２
０と通信し、および／またはデータストア１２０と共に動作することができる。
【００４７】
　さらに、ユーザ関連確率モジュール２２８は、ユーザに関連付けられた情報に少なくと
も部分的に基づいて、コール・トゥ・アクションのセットの中の各コール・トゥ・アクシ
ョンのそれぞれのユーザ関連確率メトリックを決定することを促進するように構成され得
る。いくつかの場合において、特定のコール・トゥ・アクションのユーザ関連確率メトリ
ックは、ページにアクセスしているユーザにとって特定のコールが関係し、もしくは興味
が湧くこと、または、特定のコール・トゥ・アクションがユーザに対して提示された場合
に、ユーザがその特定のコール・トゥ・アクションを実行することを選ぶことの可能性を
示すことができる。いくつかの実装例において、ユーザ関連確率モジュール２２８は、Ｃ
ＴＡ収集モジュール２２６と通信し、またはＣＴＡ収集モジュール２２６と共に動作して
、コール・トゥ・アクションに関する情報だけでなく、ユーザに関する情報にもアクセス
することができる。このような情報に（少なくとも部分的に）基づいて、ユーザ関連確率
モジュール２２８は、セットの中の各コール・トゥ・アクションのそれぞれのユーザ関連
確率メトリックを決定し、計算し、予測し、および／または近似等することができる。い
くつかの場合において、ユーザ関連確率モジュール２２８は、１つまたは複数の機械学習
プロセスを使用して、（少なくとも部分的に）コール・トゥ・アクションについてのユー
ザ関連確率メトリックを決定することができる。多くの変形および他の可能性が存在し得
ることが認識される。
【００４８】
　ユーザ関連確率モジュール２２８は、１つまたは複数のコール・トゥ・アクションが、
指定されたユーザ関連確率閾値を少なくとも満たす１つまたは複数のそれぞれのユーザ関
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連確率メトリックに関連付けられていると決定する工程を促進するようにさらに構成され
得る。ユーザ関連確率閾値は、コール・トゥ・アクションについて選択され得る。いくつ
かの実施形態において、ユーザ関連確率閾値は、ソーシャルネットワーキングシステムま
たはページエンティティによって選択され得る。例えば、１つまたは複数のコール・トゥ
・アクションは、そのそれぞれのコール・トゥ・アクションがユーザに関係し、興味が湧
き、または、そうでなければ適当であるという少なくとも７０％の可能性を各々が示す、
１つまたは複数のそれぞれのユーザ関連確率メトリック（例えば、スコア）に関連付けら
れ得る。この例において、ユーザ関連確率閾値は、少なくとも６５％の可能性を要求し得
る。様々な閾値が適切となり得ることが理解される。いくつかの場合において、ユーザ関
連確率モジュール２２８は、１つまたは複数の機械学習プロセスを（少なくとも部分的に
）利用して、ユーザ関連確率閾値を決定し、設定し、または指定することができる。ここ
でも、多くの変形が可能である。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、ＣＴＡ選択モジュール２２２は、次いで、指定されたユ
ーザ関連確率閾値を少なくとも満たす１つまたは複数のそれぞれのユーザ関連確率メトリ
ックに関連付けられた１つまたは複数のコール・トゥ・アクションを含むように少なくと
も１つのコール・トゥ・アクションを識別することができる。１つまたは複数のコール・
トゥ・アクションのユーザ関連確率メトリックが、関連付けられたユーザ関連確率閾値を
満足する場合、１つまたは複数のコール・トゥ・アクションが識別され、提示され得る。
例えば、その後、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションが、ページを介してユーザ
に対して提示され得る。
【００５０】
　さらに、いくつかの実装例において、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションがペ
ージエンティティに関連付けられるように、少なくとも１つのコール・トゥ・アクション
が、ＣＴＡ選択モジュール２２２によって選択され得る。いくつかの場合において、ペー
ジエンティティは、ページに対応するビジネスまたはブランドであってもよい。いくつか
の例において、ページエンティティは、ビジネスまたはブランドを代表してページを管理
する代表者または管理者であってもよい。一例において、少なくとも１つのコール・トゥ
・アクションは、その少なくとも１つのコール・トゥ・アクションがページエンティティ
によって作成され、または選ばれるという点において、ページエンティティに関連付けら
れ得る。別の例において、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションは、その少なくと
も１つのコール・トゥ・アクションがページエンティティとの対話をもたらすという点に
おいて（例えば、コール・トゥ・アクションをクリックすることは、ページエンティティ
のストアフロントで購入を行うことをもたらす）、ページエンティティに関連付けられ得
る。さらなる例において、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションは、その少なくと
も１つのコール・トゥ・アクションがページエンティティのパートナ（例えば、ビジネス
パートナ、譲受人、譲渡人、スポンサー等）と関連付けられるという点において、ページ
エンティティに関連付けられ得る。多くの変形が可能である。
【００５１】
　図２Ｃは、本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを提示することを促
進するように構成された例示的なコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）提示モジュール２
４２を示す。いくつかの実施形態において、図１のコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）
提示モジュール１０８は、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）提示モジュール２４２と
して実装され得る。図２Ｃに示されるように、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）提示
モジュール２４２は、ページカバー写真モジュール２４４と、ページ投稿モジュール２４
６と、ページカードモジュール２４８とを含み得る。
【００５２】
　前述のように、ＣＴＡ提示モジュール２４２は、図２ＢのＣＴＡ選択モジュール２２２
によって選択される少なくとも１つのコール・トゥ・アクションを、ソーシャルネットワ
ーキングシステムによってサポートされるページなどの面を介してユーザに提示すること
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を促進することができる。図２ＣのＣＴＡ提示モジュール２４２は、例えば、少なくとも
１つのコール・トゥ・アクションを、少なくとも１つの対話要素、例えば、ユーザによっ
てクリックされ、タップされ、または、別の方法で対話され得る少なくとも１つのボタン
などと関連付けて表示することによって、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションを
提示することができる。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、ＣＴＡ提示モジュール２４２は、ページカバー写真モジ
ュール２４４を利用して、ページのカバー写真内の少なくとも１つの対話要素を提示また
は表示することができる。例えば、ページは特定のカバー写真に関連付けられてもよい。
少なくとも１つの対話要素（例えば、ボタン）は、特定のカバー写真をオーバーレイする
ものとして表示され得る。
【００５４】
　いくつかの実装例において、ＣＴＡ提示モジュール２４２は、ページ投稿モジュール２
４６を利用して、ページ上で公開される投稿内に少なくとも１つの対話要素を表示するこ
とができる。例えば、ページは、ページエンティティによって公開されるおよび／または
ページにアクセスする１人または複数のユーザによって公開されるコンテンツアイテムの
１つまたは複数の投稿を提示することができる。少なくとも１つの対話要素は、投稿に対
して添えられたものとして、投稿に隣接するものとして、または投稿内にあるものとして
表示され得る。
【００５５】
　いくつかの実装例において、ＣＴＡ提示モジュール２４２は、ページカードモジュール
２４８を利用して、ページに関連付けられたホバー要素、ページに関連付けられた検索バ
ー要素、および／またはページに関連付けられた検索結果要素内に少なくとも１つの対話
要素を表示することができる。一例において、ユーザがページへのリンク上でマウスホバ
ーを行う場合、ソーシャルネットワーキングシステムはそのページのホバーカードを提示
することができ、コール・トゥ・アクションに関連付けられた少なくとも１つの対話要素
がそのホバーカード内に提示され得る。別の例において、ユーザがソーシャルネットワー
キングシステムの検索バー内に文字をタイプし、ページの検索バーカードを動的に含む潜
在的な検索結果が提示された場合、少なくとも１つの対話要素がその検索バーカード内に
提示され得る。さらなる例において、ユーザが検索を行い、ページの検索結果カードを含
む検索結果が提示された後、少なくとも１つの対話要素がその検索結果カード内に提示さ
れ得る。
【００５６】
　多くの変形が可能であることが想定される。一例において、少なくとも１つの対話要素
は、ページの情報セクション（例えば、「詳細」セクション）内に存在するものとして表
示されてもよい。別の例において、ＣＴＡ提示モジュール２４２は、ソーシャルネットワ
ーキングシステムと通信するように構成されたウェブサイト（例えば、ソーシャルネット
ワーキングシステムのウェブサイト、ソーシャルネットワーキングシステムと共に動作可
能であるが、ソーシャルネットワーキングシステムと別個のウェブサイト等）、またはソ
ーシャルネットワーキングシステムと通信するように構成されたアプリケーション（例え
ば、ソーシャルネットワーキングシステムのアプリケーション、ソーシャルネットワーキ
ングシステムと共に動作可能であるが、ソーシャルネットワーキングシステムと別個のア
プリケーション等）のうちの少なくとも１つを使用して、少なくとも１つのコール・トゥ
・アクションの提示を行わせることができる。いくつかの場合において、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と情報を交換し、ソーシャルネットワーキン
グシステムと共に動作するように構成されるとともに、交換されたメッセージに関連して
少なくとも１つのコール・トゥ・アクションを提示するように構成されたメッセージング
アプリケーションに対応し得る。
【００５７】
　図２Ｄは、本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを実行することを促
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進するように構成された例示的なコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）実行モジュール２
６２を示す。いくつかの実施形態において、図１のコール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）
実行モジュール１１０は、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）実行モジュール２６２と
して実装され得る。図２Ｄに示されるように、コール・トゥ・アクション（ＣＴＡ）実行
モジュール２６２は、リンク動作モジュール２６４と、ネイティブ動作モジュール２６６
と、サードパーティ動作モジュール２６８とを含み得る。
【００５８】
　本明細書において説明されるように、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションは、
ソーシャルネットワーキングシステムにサポートされるページなどの面を介して、ページ
にアクセスしているユーザに提示され得る。ＣＴＡ実行モジュール２６２は、少なくとも
１つのコール・トゥ・アクションに関して行われるユーザ対話を検出することを促進する
ように構成され得る。いくつかの例において、ユーザ対話の検出は、少なくとも１つのコ
ール・トゥ・アクションに関連付けられた対話要素（例えば、入力要素、ボタン等）に関
して、クリック、タップ、押下等が発生したと決定することを含むことができる。ＣＴＡ
実行モジュール２６２は、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションに関連付けられた
動作を実行することを促進するようにさらに構成され得る。この動作は、少なくとも１つ
のコール・トゥ・アクションについて実行可能な複数の動作のうちの１つに対応し得る。
【００５９】
　いくつかの実装例において、ＣＴＡ実行モジュール２６２は、ページに関連付けられた
ページエンティティから、１つまたは複数の命令を取得することを促進するように構成さ
れ得る。この動作は、ページエンティティからの１つまたは複数の命令に少なくとも部分
的に基づいて、ＣＴＡ実行モジュール２６２によって、複数の動作から選択され得る。い
くつかの実施形態において、複数の動作は、リンクナビゲーション動作、ソーシャルネッ
トワーキングシステムにインテグレートされたネイティブ動作、またはソーシャルネット
ワーキングシステムと共に動作可能なサードパーティによって実装されるサードパーティ
動作のうちの少なくとも１つを含むことができるが、これらに限定されない。さらに、Ｃ
ＴＡ実行モジュール２６２は、少なくとも１つのコール・トゥ・アクションに関して行わ
れたユーザ対話の検出に応答して、動作を実行させ得る。
【００６０】
　いくつかの例において、実行された動作が、リンクナビゲーションに対応する場合、リ
ンク動作モジュール２６４は、リンクナビゲーション動作に関連付けられている指定され
たリンクへナビゲーションすることによって、その動作の実行を促進することができる。
例えば、ユーザ対話が、少なくとも１つのコール・トゥ・アクション（に関連付けられて
いる対話型のボタン）に関して行われたことが検出される場合、リンク動作モジュール２
６４は、その少なくとも１つのコール・トゥ・アクションに関連付けられたユニフォーム
リソースロケータ（ＵＲＬ）を取得し、このＵＲＬを、ページにアクセスするために使用
されるブラウザ、アプリケーション、または別のサービスにおいて開かせ得る。
【００６１】
　いくつかの場合において、実行された動作が、ソーシャルネットワーキングシステムに
インテグレートされたネイティブ動作に対応する場合、ネイティブ動作モジュール２６６
は、ソーシャルネットワーキングシステムにインテグレートされたアプリケーションまた
はサービスのうちの少なくとも１つへのアクセスを提供することによって、その動作の実
行を促進することができる。アプリケーションまたはサービスは、ユーザによって求めら
れる任意のタイプの機能またはコンテンツを提供することができる。一例において、ユー
ザ対話が検出される場合、ネイティブ動作モジュール２６６は、ソーシャルネットワーキ
ングシステムにおいて実行されるゲームアプリケーションを開き、または実行することが
できる。別の例において、ユーザ対話が検出される場合、ネイティブ動作モジュール２６
６は、ソーシャルネットワーキングシステムにおいて実行されるストリーミングサービス
へ、例えばページエンティティに関連付けられてソーシャルネットワーキングシステムに
よって実装されるメディアストリーミングサービスなどへ、ナビゲーションし、提示する
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ことができる。そのため、ソーシャルネットワーキングシステムとより深く統合されたユ
ーザ体験を提供することが可能である。
【００６２】
　いくつかの実施形態において、実行された動作が、ソーシャルネットワーキングシステ
ムと共に動作可能なサードパーティによって実装されるサードパーティ動作に対応する場
合、サードパーティ動作モジュール２６８は、サードパーティアプリケーションまたはサ
ードパーティサービスのうちの少なくとも１つへのアクセスを提供することによって、そ
の動作の実行を促進することができる。任意のタイプのサードパーティアプリケーション
またはサードパーティサービスが実装され得る。例えば、ユーザ対話が検出される場合、
サードパーティ動作モジュール２６８は、サードパーティ（例えば、ページエンティティ
、ページエンティティに関連付けられたエンティティまたはパートナ、ページエンティテ
ィと別個のエンティティ等）によって実装され、開発され、管理され、または、別の方法
で利用されるライドシェアリングアプリケーションへナビゲーションし、提示することが
できる。別の例において、ユーザ対話が検出される場合、サードパーティ動作モジュール
２６８は、例えば、ソーシャルネットワーキングシステム内のページなどを介して、買物
サービスを提供することができる。この例において、買物サービスは、サードパーティに
よって実装され、開発され、管理され、または、別の方法で利用されるが、ソーシャルネ
ットワーキングシステム内のページからアクセス可能であるｅコマースのストアフロント
に対応し得る。そのため、例えば、サードパーティなどによって、よりカスタマイズされ
たユーザ体験を提供することが可能である。
【００６３】
　いくつかの実施形態において、ユーザに関連付けられた情報が取得され得る。一例にお
いて、ユーザに関連付けられた情報の少なくとも一部に少なくとも部分的に基づいて、Ｃ
ＴＡ実行モジュール２６２は、複数の動作から動作を選択することができる。別の例にお
いて、ＣＴＡ実行モジュール２６２は、例えば、動作の実行中に、情報の少なくとも一部
をフォームに予め記入し、または予め投入することなどによって、動作の実行時に、ユー
ザに関連付けられた情報の少なくとも一部を利用することができる。このフォームは、例
えば、ユーザ情報を入力とみなすリード生成フォームに対応し得る。さらなる例において
、ＣＴＡ実行モジュール２６２は、ライドシェアリングアプリケーション（またはサービ
ス）を実行し、ライドシェアリングアプリケーションに対してユーザのロケーション情報
を提供することによって、動作の実行時に、ユーザに関連付けられているロケーション（
例えば、ＧＰＳ）情報を利用することができる。多くの変形が可能である。
【００６４】
　いくつかの場合において、ユーザの識別子が、取得され得る。ユーザによる同意の表明
に基づいて、ＣＴＡ実行モジュール２６２は、識別子に少なくとも部分的に基づいて、少
なくとも１つのコール・トゥ・アクションに関連付けられた１つまたは複数のアプリケー
ションまたはサービスのユーザのアカウントへ、ユーザをサインインさせることができる
。例えば、ユーザは、ソーシャルネットワーキングシステムに既に確証され、サインイン
（またはログイン）済みであるので、ユーザは、アプリケーションまたはサービスの自身
のユーザアカウントに自動的にサインインすることができる。ＣＴＡ実行モジュール２６
２によって自動的に行われる認証は、そうでなければ、コール・トゥ・アクションの実行
に関与するアプリケーションまたはサービスのユーザのあらゆるアカウントへ手動でサイ
ンインしなければならないという、ユーザに対する負担を除去することができる。さらに
、いくつかの実装例において、ユーザのアカウントに関連付けられた情報は、ページを介
してユーザに提供され得る。一例において、ソーシャルネットワーキングシステムへのサ
インインに続いて、ユーザがそのように同意した場合には、開示された技術は、ユーザを
自身の航空会社アカウントに自動的にサインインさせることができる。この例において、
ユーザには、頻繁利用客ポイント／マイルまたは旅程を含む、自身の航空会社情報が、ソ
ーシャルネットワーキングシステム内のページを介して、自動的に提示され得る。別の例
において、開示された技術は、ユーザを自身の電子商取引アカウントに自動的にサインイ
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ンさせることができる。ユーザには、この例において、注文の詳細または発送／追跡情報
を含む、自身の電子商取引情報が、ソーシャルネットワーキングシステム内のページを介
して自動的に提示され得る。ここでも、多くの変形が可能であることが想定される。
【００６５】
　図３Ａは、本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソース
に対するコール・トゥ・アクションを作成することに関連付けられた例示的なシナリオ３
００を示す。例示的なシナリオ３００は、ソーシャルネットワーキングシステム（例えば
、図７のソーシャルネットワーキングシステム７３０）内の例示的なページ３０２を示す
。この例示的なシナリオ３００において、開示された技術は、例示的なページ３０２によ
り、コール・トゥ・アクションを作成するための対話要素（例えば、ボタン）３０４を提
供することができる。例えば、ページ３０２についてコール・トゥ・アクションを依然と
して作成する必要がある場合に、管理者、代表者、またはページ３０２に関連付けられた
他のエンティティが、ページ３０２を訪問し、閲覧し、アクセスするとき、対話要素３０
４が提供され得る。次いで、管理者、代表者、またはページ３０２に関連付けられた他の
エンティティが、コール・トゥ・アクションを作成するためにその対話要素３０４をクリ
ックし、タップし、または対話すると、そのページ３０２に対するコール・トゥ・アクシ
ョンを作成するための要求が管理者、代表者、または他のエンティティによって作られ得
る。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、管理者、代表者、またはページ３０２に関連付けられた
他のエンティティが、対話要素３０４に対してマウスホバーまたはボタンホールド（例え
ば、タップや押下）などを行うと、説明または記述３０６が提供され得る。図示されるよ
うに、説明または記述３０６は、管理者、代表者、または他のエンティティに対し、対話
要素３０４の目的を示すことができる。
【００６７】
　さらに、いくつかの実装例において、対話要素３０４および／またはコール・トゥ・ア
クションは、ページ３０２に関連付けられた少なくとも１つのカバー写真３０８を介して
提示可能とされ得る。少なくとも１つのカバー写真３０８は、ユーザ対話を受信するよう
に構成され得る。ユーザ対話は、例えば、クリック、タップジェスチャ、スクロールコマ
ンド、および／またはスワイプジェスチャなどを含み得る。一例において、ページ３０２
に対する複数のカバー写真は複数の製品またはサービスを提示することができる。複数の
カバー写真は、複数の製品またはサービスの各々を閲覧またはアクセスするために、仮想
カルーセルと同様にスクロールまたはナビゲートされ得る。１つ以上のコール・トゥ・ア
クションは、ページ３０２の複数のカバー写真を介してアクセス可能な複数の製品または
サービスの各々について作成され得る。多くの変形が可能であることが理解される。
【００６８】
　図３Ｂは、本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソース
に対するコール・トゥ・アクションを作成することに関連付けられた例示的なシナリオ３
２０を示す。例示的なシナリオ３２０は、ページに対するコール・トゥ・アクションを作
成することを促進するように構成された例示的なインターフェース３２２を示す。例示的
なインターフェース３２２は、ページに対するコール・トゥ・アクションを作成するため
の１つまたは複数のオプション３２４を提供することができる。いくつかの実施形態にお
いて、１つ以上のオプション３２４は、そのページに関連付けられた情報に基づいて推奨
され、提案され、および／または提供され得る。
【００６９】
　図３Ｂの例において、ページに関連付けられた情報はローカルビジネスに関連付けられ
ている。このため、開示された技術は、ローカルビジネスに関連する、またはローカルビ
ジネスに適した少なくともいくつかのオプションを推奨し、提案し、および／または提供
することができる。従って、図示されるように、１つまたは複数の提供されたオプション
３２４は、「訪問する」コール・トゥ・アクションを作成するための訪問オプションを含
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むことができる。
【００７０】
　さらに、いくつかの実装例において、例示的なインターフェース３２２は、コール・ト
ゥ・アクションが選択されたとき、ページのプレビュー３２６を提供することができる。
この例示的なシナリオ３２０において、管理者、代表者、またはページに関連付けられた
他のエンティティは、「いま購入する」コール・トゥ・アクション３２８を作成するため
に、１つまたは複数の提供されたオプション３２４の中から購入オプションを選択または
利用することができる。上記と同様、ここで挙げた例は、例示目的のためであり、多くの
変形または他の可能性が存在し得る。
【００７１】
　図３Ｃは、本開示の一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムリソース
に対するコール・トゥ・アクションを作成することに関連付けられた例示的なシナリオ３
４０を示す。例示的なシナリオ３４０は、ページに対するコール・トゥ・アクションを作
成することを促進するように構成された、図３Ｂの例示的なインターフェース３２２など
のような例示的なインターフェース３４２を示す。いくつかの実施形態において、開示さ
れた技術は、例示的なインターフェース３４２により、コール・トゥ・アクションが有効
とされたときに実行されるべき動作を特定するための動作入力オプションを提供すること
ができる。図３Ｃの例に示されるように、動作入力オプションは、フルバージョンウェブ
アドレス３４４または簡易バージョンウェブアドレス３４６の入力を可能とし得る。従っ
て、この例において、管理者、代表者、またはページに関連付けられた他のエンティティ
は、デスクトップバージョンウェブサイトアドレスおよび／またはモバイルバージョンウ
ェブサイトアドレスを入力することができる。このため、ページの閲覧者または訪問者が
そのページに対するコール・トゥ・アクション３４８をクリックしたとき、閲覧者または
訪問者は、デスクトップコンピューティングシステムを用いていた場合にはウェブサイト
のフルバージョンに対応する宛先（例えば、ランディングページ）へと導かれ、モバイル
コンピューティングシステムを用いていた場合にはウェブサイトの簡易バージョンに対応
する宛先（例えば、ランディングページ）へと導かれる。
【００７２】
　さらに、図３Ｃには明示的には示されていないが、動作入力オプションは、いくつかの
場合において、アプリケーションディープリンクの入力も可能とし得る。例えば、ページ
の閲覧者または訪問者がそのページに対するコール・トゥ・アクション３４８をクリック
または有効としたとき、その閲覧者または訪問者のコンピューティングシステムにおいて
特定のアプリケーションが開かれるまたは起動される。いくつかの例では、閲覧者または
訪問者がコール・トゥ・アクション３４８をクリックまたは有効としたとき、特定のアプ
リケーションの特定の部分、特定のインターフェース、および／または特定の特徴がナビ
ゲートまたはアクセスされ得る。この例において、特定のアプリケーションがコンピュー
ティングシステムにインストールされていない場合には、その特定のアプリケーションへ
のアクセスを提供するアプリケーションマーケットプレイスまたはストアが、その閲覧者
または訪問者のコンピューティングシステムに提供され得る。
【００７３】
　さらに、いくつかの実装例において、動作入力オプションは、サードパーティサービス
（またはアプリケーション）のインスタンスの選択を可能とし得る。サードパーティサー
ビスのインスタンスは、例えば、ソーシャルネットワーキングシステムのために固有に開
発され得る。実行されるべき動作は、サードパーティサービス（例えば、予約サービス、
地図サービス、ビジネスレビューサービス、運送サービスなど）のインスタンスに基づく
ものとすることができる。従って、いくつかの場合では、コール・トゥ・アクションに連
動してテキスト入力フィールドを生成するためのテキスト入力オプションが提供され得る
。テキスト入力フィールドを介して受信されたテキストは、コール・トゥ・アクションが
有効とされたときの動作を実行する際に利用することができる。例えば、テキスト入力フ
ィールドは、ページの閲覧者または訪問者が、「加入者」または「フォロー」コール・ト



(22) JP 6639528 B2 2020.2.5

10

20

30

40

50

ゥ・アクションをクリックしたとき、タップしたとき、対話したとき、または有効とした
ときに、自身のｅメールアドレスを入力することを可能とし得る。上述のように、多くの
変形または他の可能性が存在し得ることが想定される。
【００７４】
　図４は、本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを利用することに関連
付けられた例示的なシナリオ４００を示す。例示的なシナリオ４００は、ソーシャルネッ
トワーキングシステム（例えば、図７のソーシャルネットワーキングシステム７３０）内
の例示的なページ４０２を示す。ページ４０２は、例示的なページエンティティ４０４に
関連付けられ得る。例示的なシナリオ４００において、ページエンティティ４０４は、ロ
ーカルビジネスであるジェーンのスポーツ用品店に対応し得る。さらに、ページ４０２は
、ページ管理者、ページ「所有者」、および／または、ローカルビジネスの代表者である
例えばジェーン・ドウによって管理され得る。
【００７５】
　図４に示されるように、ページ４０２は、カバー写真４０６を含むことができる。この
例示的なシナリオ４００において、開示された技術は、例えば、カバー写真４０６の上に
コール・トゥ・アクション４０８をオーバーレイすることなどによって、カバー写真４０
６内にコール・トゥ・アクション４０８を提示することができる。コール・トゥ・アクシ
ョン４０８は、ボタンなどの対話要素を含むことができ、または関連付けることが可能で
ある。ページ４０２にアクセスし、または閲覧しているユーザが、コール・トゥ・アクシ
ョン４０８をクリックし、タップし、対話し、または有効とする（すなわち、コール・ト
ゥ・アクション４０８に関連付けられている対話要素と対話する）場合、開示された技術
は、前述のように、コール・トゥ・アクション４０８に関連付けられた動作を実行するこ
とができる。
【００７６】
　さらに、この例示的なシナリオ４００において、ページエンティティ４０４（または、
ページ管理者、ページ「所有者」、代表者等）は、「いま買物する」に対応するようにコ
ール・トゥ・アクション４０８をカスタマイズすることができる。また、この特定のコー
ル・トゥ・アクション４０８は、特定のユーザに向けてターゲティングされてもよい。特
定のコール・トゥ・アクション４０８は、ページ４０２にアクセスし、または閲覧してい
る特定のユーザに関する情報に基づいて、提示用に選択され得る。この例示的なシナリオ
４００において、開示された技術は、ユーザに関連付けられた情報（の少なくとも一部）
に基づいて、ユーザがスポーツ（例えば、バスケットボール）と関係する製品の買物に恐
らく興味を持つであろうことを決定すること、または予測することができる。
【００７７】
　さらに、この例において、ユーザが、コール・トゥ・アクション「いま買物する」４０
８と対話し、またはコール・トゥ・アクション「いま買物する」４０８を有効とした（す
なわち、コール・トゥ・アクション４０８に関連付けられている対話要素と対話し、また
は対話要素を有効とした）ことが検出される場合、開示された技術は、コール・トゥ・ア
クション４０８に関連付けられた動作を実行することができる。動作は、例えば、ページ
４０２を介して提供される、ｅコマース・ストアフロント４１０などの買物サービスへナ
ビゲーションすること、または買物サービスを開く（オープンする）ことに対応し得る。
そのため、ユーザは、より簡単に、または、より便利に、バスケットボール製品の買物を
することができる。ここでも、この例示的なシナリオ４００は説明の目的のために提供さ
れており、多くの変形および他の可能性が存在し得ることが理解される。
【００７８】
　図５は、本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを利用することに関連
付けられた例示的なシナリオ５００を示す。例示的なシナリオ５００は、ソーシャルネッ
トワーキングシステム（例えば、図７のソーシャルネットワーキングシステム７３０）内
の例示的なページ５０２を示す。例示的なページ５０２は、コンピューティングデバイス
（またはシステム）、例えば、スマートフォンまたはタブレット型コンピュータなどにお
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いて提示され得る。ページ５０２は、例示的なページエンティティ５０４に関連付けられ
得る。例示的なシナリオ５００において、ページエンティティ５０４は、ローカルビジネ
スであるジョンのピザ店に対応し得る。さらに、ページ５０２は、ページ管理者、ページ
「所有者」、および／またはローカルビジネスの代表者である例えばジョン・ドウによっ
て管理され得る。
【００７９】
　図５に示されるように、ページ５０２は、情報セクション５０６を含み得る。この例示
的なシナリオ５００において、開示された技術は、ページ５０２の情報セクション５０６
内にコール・トゥ・アクション「いま注文する」５０８を提示することができる。ページ
５０２にアクセスし、または閲覧しているユーザが、コール・トゥ・アクション５０８を
クリックし、タップし、または対話する（すなわち、コール・トゥ・アクション５０８に
関連付けられた対話要素と対話する）場合、開示された技術は、上述のように、コール・
トゥ・アクション５０８に関連付けられた動作を実行することができる。この例において
、動作は、ジョーのピザ店において注文することに関連付けられ得る。
【００８０】
　いくつかの例において、本開示の様々な実施形態は、プラットフォーム（例えば、デス
クトップウェブサイト、デスクトップアプリケーション、モバイルウェブサイト、モバイ
ルアプリケーション、オペレーティングシステム等）とは無関係に、提供または利用され
得る。いくつかの場合において、本開示の様々な実施形態は、各プラットフォームに合わ
せてカスタマイズまたは修正されてもよい。多くの変形が可能である。
【００８１】
　図６Ａは、本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを利用することに関
連付けられた例示的な方法６００を示す。特に明記しない限り、様々な実施形態の範囲内
において、同様の順序もしくは代替的な順序でまたは並行して行われる、付加的なステッ
プ、より少ないステップ、または代替的なステップが存在してもよいことが認識される。
【００８２】
　ブロック６０２において、例示的な方法６００は、ソーシャルネットワーキングシステ
ム内のページに対するコール・トゥ・アクションを作成するための要求を受信し得る。ブ
ロック６０４において、例示的な方法６００は、ソーシャルネットワーキングシステムか
らページに関連付けられた情報を取得し得る。ブロック６０６において、例示的な方法６
００は、ページに関連付けられた情報に基づいて、そのページに対するコール・トゥ・ア
クションを作成するための１つまたは複数のオプションを提供し得る。
【００８３】
　図６Ｂは、本開示の一実施形態に係る、コール・トゥ・アクションを利用することに関
連付けられた例示的な方法６５０を示す。上述したように、特に明記しない限り、様々な
実施形態の範囲内において、同様の順序もしくは代替的な順序でまたは並行して行われる
、付加的なステップ、より少ないステップ、または代替的なステップが存在してもよいこ
とが理解される。
【００８４】
　ブロック６５２において、例示的な方法６５０は、ページに関連付けられた情報を分析
することにより、そのページに関する少なくとも類似性閾値レベルを各々有する１つまた
は複数の他のページを識別し得る。ブロック６５４において、例示的な方法６５０は、１
つまたは複数の他のページのうちの少なくともいくつかによって利用されるオプションの
セットを識別し得る。ブロック６５６において、例示的な方法６５０は、そのオプション
のセットの中から、少なくとも１つのオプションのサブセットを、ページに対するコール
・トゥ・アクションを作成するための１つまたは複数のオプション内に含め得る。
【００８５】
　いくつかの実施形態において、ページは、ソーシャルネットワーキングシステム外のオ
ンラインリソースに関連付けられ得る。コール・トゥ・アクションは、ソーシャルネット
ワーキングシステム外のオンラインリソースに対するプラグインとして提示可能とするこ
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とができる。例えば、ソーシャルネットワーキングシステム外のウェブサイトは、リンク
付けのためのソーシャルプラグイン、共有化のためのソーシャルプラグイン、コメントす
るためのソーシャルプラグインなどを提供することができる。また、コール・トゥ・アク
ションは、ウェブサイト上で別のプラグインとして提示することができる。いくつかの実
装例において、コール・トゥ・アクションは、ページに関する情報および／またはソーシ
ャルネットワーキングシステム外のオンラインリソースにアクセスしているユーザに関す
る情報などの、ソーシャルネットワーキングシステムから取得された情報に基づいて、プ
ラグインとして作成され、生成され、および／または提供され得る。いくつかの実施形態
において、コール・トゥ・アクションは、ソーシャルネットワーキングシステム外のオン
ラインリソースによって提供される製品やサービスに関する情報などのソーシャルネット
ワーキングシステムから取得された情報に基づいて、プラグインとして作成され、生成さ
れ、および／または提供され得る。
【００８６】
　一例において、ソーシャルネットワーキングシステム内のページはブランドと関連付け
られ得る。ページは、コール・トゥ・アクションを提供し得る。この例において、ブラン
ドは、オフィシャルウェブサイトも有することができる。ブランドのオフィシャルウェブ
サイトは、そのオフィシャルウェブサイトを通じて投稿されたコンテンツをリンク付けす
る、共有化する、および／またはそのコンテンツにコメントするなどのソーシャルプラグ
インのセットを提示することができる。ソーシャルプラグインのセットは、コール・トゥ
・アクションに対するプラグインも含むことができる。この例を続けると、オフィシャル
ウェブサイトの閲覧者（または訪問者）は、ソーシャルネットワーキングシステムのユー
ザとすることもできる。このため、閲覧者に関する情報は、その閲覧者に関する情報に基
づいてコール・トゥ・アクションがその閲覧者に対してパーソナライズされ、ページおよ
び／またはオフィシャルウェブサイトにおいてプラグインとして提供されるように、ソー
シャルネットワーキングシステムから取得され得る。さらに、この例において、オフィシ
ャルウェブサイトは、販売用のブランド商品を提示することができ、このためブランド商
品に関する情報を提供し得る。これにより、ブランド商品に対する「いま買う」コール・
トゥ・アクションを生成することなどによってコール・トゥ・アクションを作成し、生成
し、および／または提供する際に、そのブランド商品に関する情報を利用することができ
る。
【００８７】
　いくつかの例において、開示された技術は、ページ管理者、代表者、またはエンティテ
ィが、入力された／選択された動詞、名詞、および／または修飾語を承認することなどに
よって、コール・トゥ・アクションをカスタマイズすることを可能とし得る。さらに、い
くつかの実施形態において、ページ（またはそのページ上のコンテンツ）は、ソーシャル
ネットワーキングシステムに関連付けられたソーシャルグラフ内における第１のノードと
して提示することが可能であり、ユーザは、そのソーシャルグラフ内における第２のノー
ドとして提示することが可能である。ユーザが、ページを介して提示された少なくとも１
つのコール・トゥ・アクションと対話するとき、ソーシャルグラフ内における第１および
第２のノード間にエッジが作成され得る。
【００８８】
　本開示の様々な実施形態に関連付けられた多くの他のユーザ、アプリケーション、およ
び／または変形が存在し得ることが想定される。例えば、いくつかの場合において、ユー
ザは、開示された技術を利用するためにオプトインするか否かを選択することができる。
また、開示された技術は、様々なプライバシー設定や好みの傾向が管理され、個人情報が
開示されないようにすることを保証し得る。他の例において、本開示の様々な実施形態が
、時間をかけて学習、改善、および／または改良され得る。
【００８９】
　［ソーシャルネットワーキングシステム－実装例］
　図７には、本開示の一実施形態による、種々のシナリオにおいて利用可能な一例のシス
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テム７００のネットワーク図を示す。このシステム７００は、１つまたは複数のユーザデ
バイス７１０と、１つまたは複数の外部システム７２０と、ソーシャルネットワーキング
システム（またはサービス）７３０と、ネットワーク７５０とを含む。一実施形態では、
上述の実施形態に関連して説明したソーシャルネットワーキングサービス、プロバイダ、
および／またはシステムは、ソーシャルネットワーキングシステム７３０として実装され
てもよい。例示の目的のために、図７によって示される、システム７００の実施形態は、
単一の外部システム７２０と、単一のユーザデバイス７１０とを含む。ただし、他の実施
形態において、システム７００は、より多くのユーザデバイス７１０、および／またはよ
り多くの外部システム７２０を含んでもよい。特定の実施形態において、ソーシャルネッ
トワーキングシステム７３０は、ソーシャルネットワークプロバイダによって運営される
のに対して、外部システム７２０は、異なるエンティティによって運営され得るという点
で、ソーシャルネットワーキングシステム７３０とは別個のものである。しかしながら、
様々な実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム７３０および外部システ
ム７２０は、共に動作して、ソーシャルネットワーキングシステム７３０のユーザ（また
はメンバー）に対してソーシャルネットワーキングサービスを提供する。この意味におい
て、ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、外部システム７２０などの他のシス
テムがインターネット上のユーザに対してソーシャルネットワーキングサービスおよび機
能性を提供するために使用し得るプラットフォームまたはバックボーンを提供する。
【００９０】
　ユーザデバイス７１０は、ユーザから入力を受け取り、ネットワーク７５０を通じてデ
ータを送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（またはシ
ステム）を備える。一実施形態において、ユーザデバイス７１０は、例えば、マイクロソ
フトウィンドウズ（登録商標）と互換性のあるオペレーティングシステム（ＯＳ）、Ａｐ
ｐｌｅ_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行
する従来のコンピュータシステムである。別の実施形態において、ユーザデバイス７１０
は、スマートフォン、タブレット、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話、ラップトップコ
ンピュータ、ウェアラブルデバイス（例えば、メガネ、腕時計、ブレスレットなど）、カ
メラ、電気製品など、コンピューティングデバイスまたはコンピュータ機能性を有するデ
バイスであってよい。ユーザデバイス７１０は、ネットワーク７５０を通じて通信するよ
うに構成される。ユーザデバイス７１０は、アプリケーション、例えば、ユーザデバイス
７１０のユーザがソーシャルネットワーキングシステム７３０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。別の実施形態において、ユー
ザデバイス７１０は、ｉＯＳおよびＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）などの、ユーザデバイス
７１０のネイティブオペレーティングシステムによって提供されるアプリケーションプロ
グラミングインタフェース（ＡＰＩ）を通じてソーシャルネットワーキングシステム７３
０を相互作用する。ユーザデバイス７１０は、ネットワーク７５０を通じて外部システム
７２０およびソーシャルネットワーキングシステム７３０と通信するように構成される。
ネットワーク７５０は、有線通信システムおよび／または無線通信システムを使用する、
ローカルエリアネットワークおよび／または広域ネットワークの任意の組み合わせを備え
得る。
【００９１】
　１つの実施形態において、ネットワーク７５０は、標準的な通信技術およびプロトコル
を使用する。したがって、ネットワーク７５０は、イーサネット（登録商標）、８０２．
１１、ＷｉＭＡＸ（登録商標）、３Ｇ、４Ｇ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ（登録商標）、ＬＴＥ、
デジタル加入者線（ＤＳＬ）等などの技術を使用するリンクを含み得る。同様に、ネット
ワーク７５０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）、送信制御プロトコル／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）、簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）、ファイル転送プロトコル（
ＦＴＰ）などを含み得る。ネットワーク７５０上で交換されるデータは、ハイパーテキス
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トマークアップ言語（ＨＴＭＬ）および拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）を含む技術およ
び／またはフォーマットを使用して表現され得る。また、全部または一部のリンクは、セ
キュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）、トランスポートレイヤセキュリティ（ＴＬＳ）、およ
びインターネットプロトコルセキュリティ（ＩＰｓｅｃ）などの従来の暗号化技術を使用
して暗号化され得る。
【００９２】
　１つの実施形態において、ユーザデバイス７１０は、外部システム７２０から、および
ソーシャルネットワーキングシステム７３０から受信されるマークアップ言語文書７１４
を、ブラウザアプリケーション７１２を使用して処理することによって、外部システム７
２０からのコンテンツおよび／またはソーシャルネットワーキングシステム７３０からの
コンテンツを表示し得る。マークアップ言語文書７１４は、コンテンツと、そのコンテン
ツのフォーマッティングまたは表示方法を記述する１つまたは複数の命令とを識別する。
マークアップ言語文書７１４内に含まれる命令を実行することによって、ブラウザアプリ
ケーション７１２は、マークアップ言語文書７１４によって記述されたフォーマットまた
は表示方法を使用して、識別されたコンテンツを表示する。例えば、マークアップ言語文
書７１４は、外部システム７２０およびソーシャルネットワーキングシステム７３０から
得られたテキストおよび／または画像データを含む複数のフレームを有するウェブページ
を生成および表示するための命令を含む。様々な実施形態において、マークアップ言語文
書７１４は、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）データ、拡張ハイパーテキストマークアッ
プ言語（ＸＨＴＭＬ）データ、または、他のマークアップ言語データを含むデータファイ
ルを備える。また、マークアップ言語文書７１４は、外部システム７２０とユーザデバイ
ス７１０との間のデータ交換を容易にするためのジャバスクリプト（登録商標）・オブジ
ェクト・ノーテーション（ＪＳＯＮ）データ、パディング付きのＪＳＯＮ（ＪＳＯＮＰ）
データ、およびジャバスクリプトデータを含み得る。ユーザデバイス７１０上のブラウザ
アプリケーション７１２は、ジャバスクリプトコンパイラを使用して、マークアップ言語
文書７１４を復号し得る。
【００９３】
　マークアップ言語文書７１４は、ＦＬＡＳＨ（商標）アプリケーションまたはＵｎｉｔ
ｙ（商標）アプリケーション、Ｓｉｌｖｅｒｌｉｇｈｔ（商標）アプリケーションフレー
ムワーク等などの、アプリケーションまたはアプリケーションフレームワークも含み、ま
たは、これらに対してもリンクし得る。
【００９４】
　１つの実施形態において、ユーザデバイス７１０は、ユーザデバイス７１０のユーザが
ソーシャルネットワーキングシステム７３０へログインしたかを示すデータを含む、１つ
または複数のクッキー７１６も含む。クッキー７１６は、ソーシャルネットワーキングシ
ステム７３０からユーザデバイス７１０へ通信されるデータの修正を可能とし得る。
【００９５】
　外部システム７２０は、１つまたは複数のウェブページ７２２ａ、７２２ｂを含む、１
つまたは複数のウェブサーバを含む。１つまたは複数のウェブページ７２２ａ、７２２ｂ
は、ネットワーク７５０を使用して、ユーザデバイス７１０へ通信される。外部システム
７２０は、ソーシャルネットワーキングシステム７３０とは別個である。例えば、外部シ
ステム７２０は、第１のドメインに対して関連付けられるが、ソーシャルネットワーキン
グシステム７３０は、別個のソーシャルネットワーキングドメインに対して関連付けられ
る。外部システム７２０に含まれるウェブページ７２２ａ、７２２ｂは、コンテンツを識
別し、識別されたコンテンツのフォーマッティングおよび表示方法を特定する命令を含む
マークアップ言語文書７１４を備える。
【００９６】
　ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、複数のユーザを含み、ソーシャルネッ
トワークのユーザに対して、ソーシャルネットワークの他のユーザと通信および相互作用
するための能力を提供する、ソーシャルネットワークのための１つまたは複数のコンピュ
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ーティングデバイスを含む。幾つかの例では、ソーシャルネットワークは、グラフ、すな
わち、エッジとノードとを含むデータ構造によって表現され得る。データベース、オブジ
ェクト、クラス、メタ要素、ファイル、または任意の他のデータ構造を含むが、これらに
限定されない、他のデータ構造も、ソーシャルネットワークを表現するために使用され得
る。ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、オペレータによって処理、管理、ま
たは制御されてもよい。ソーシャルネットワーキングシステム７３０のオペレータは、人
間、自動化されたアプリケーション、またはコンテンツを管理し、ポリシーを規制し、ソ
ーシャルネットワーキングシステム７３０内の使用メトリックを収集するための一連のア
プリケーションであってよい。任意の種類のオペレータが用いられてもよい。
【００９７】
　ユーザは、ソーシャルネットワーキングシステム７３０に加入し、次いで、そのユーザ
がつなげられることを望む、ソーシャルネットワーキングシステム７３０の任意の数の他
のユーザへのつながりを追加し得る。本明細書において、「友達」という用語は、ユーザ
がソーシャルネットワーキングシステム７３０を通じてつながり、関連、または関係を形
成した、ソーシャルネットワーキングシステム７３０の任意の他のユーザに及ぶ。例えば
、一実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム７３０内のユーザが、ソー
シャルグラフ内のノードとして表現される場合、「友達」という用語は、２つのユーザノ
ード間に形成され、かつ、２つのユーザノードを直接的に接続するエッジを指し得る。
【００９８】
　つながりは、ユーザによって明示的に追加されても、または、ユーザの共通の特性（例
えば、同じ教育機関の卒業生であるユーザ）に基づいて、ソーシャルネットワーキングシ
ステム７３０によって自動的に作成されてもよい。例えば、第１のユーザは、友達になり
たい特定の他のユーザを具体的に選択する。ソーシャルネットワーキングシステム７３０
におけるつながりは、通常は双方向であるが、双方向である必要はなく、そのため、「ユ
ーザ」および「友達」という用語は、枠組みに依存する。ソーシャルネットワーキングシ
ステム７３０のユーザ間のつながりは、通常は、双務的（「二方向」）または「相互的」
であるが、つながりは、片務的、または「一方向」であってもよい。例えば、ボブおよび
ジョーの両者が、ソーシャルネットワーキングシステム７３０のユーザであり、互いにつ
ながっている場合、ボブおよびジョーは、互いのつながりである。他方で、ボブは、ジョ
ーによってソーシャルネットワーキングシステム７３０へ通信されたデータを見るために
ジョーとつながることを欲するが、ジョーは、相互的なつながりを形成することを欲しな
い場合、片務的なつながりが確立され得る。ユーザ間のつながりは、直接的なつながりで
あり得る。ただし、ソーシャルネットワーキングシステム７３０のいくつかの実施形態は
、つながりが、１つまたは複数のつながりのレベルまたは分離度を通じた間接的なものと
なることを可能にする。
【００９９】
　ユーザ間のつながりを確立および維持し、ユーザ間の相互作用を可能にすることに加え
て、ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、ソーシャルネットワーキングシステ
ム７３０によってサポートされる様々なタイプのアイテムに対してアクションを行うため
の能力をユーザに対して提供する。こうしたアイテムは、ソーシャルネットワーキングシ
ステム７３０のユーザが所属し得るグループまたはネットワーク（すなわち、人々、エン
ティティ、およびコンセプトのソーシャルネットワーク）、ユーザが興味を持ち得るイベ
ントまたはカレンダー入力、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム７３０を通じ
て使用し得るコンピュータベース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７３０によって提供されるサービスを通じてまたはソーシャルネットワーキングシス
テム７３０を通じてユーザがアイテムを購入または販売することを可能にする取引、なら
びにユーザがソーシャルネットワーキングシステム７３０内外で実行し得る広告との相互
作用を含み得る。これらは、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム７３０上で作
用を与え得るアイテムのわずかな例にすぎず、多くの他の例が可能である。ユーザは、ソ
ーシャルネットワーキングシステム７３０において、または、ソーシャルネットワーキン
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グシステム７３０とは別個の外部システム７２０もしくはネットワーク７５０を通じてソ
ーシャルネットワーキングシステム７３０に対して結合される外部システム７２２におい
て表現されることが可能なありとあらゆるものと相互作用し得る。
【０１００】
　ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、多様なエンティティとリンクすること
も可能である。例えば、ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、ユーザが互いに
相互作用すること、および、ＡＰＩ、ウェブサービス、または他の通信チャネルを通じて
外部システム７２０または他のエンティティと相互作用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７３０は、複数のエッジによって相互に連結されている複数
のノードを含む「ソーシャルグラフ」を生成し維持する。ソーシャルグラフ内の各ノード
は、別のノードに対して作用を与え得るエンティティおよび／または別のノードによって
作用を与えられ得るエンティティを表現し得る。ソーシャルグラフは種々の種類のノード
を含んでもよい。ソーシャルグラフは、例えば、ユーザ、非人間エンティティ、コンテン
ツアイテム、ウェブページ、グループ、アクティビティ、メッセージ、コンセプト、およ
びソーシャルネットワーキングシステム７３０内のオブジェクトによって表現され得る任
意の他のものを含む、様々なタイプのノードを含み得る。ソーシャルグラフ内の２つのノ
ード間のエッジは、ノード関係から、またはノードのうちの一方によって他方に対して実
行されたアクションから生じ得る、２つのノード間の特定の種類のつながり、または関連
を表現し得る。さらに説明されるように、ノード間のエッジは重み付けされ得る。エッジ
の重みは、ノード間のつながりまたは関連付けの強度などの、そのエッジに対して関連付
けられている属性を表現し得る。異なるタイプのエッジが、異なる重みと共に提供され得
る。例えば、あるユーザが別のユーザに「いいね！」を表明するときに作成されるエッジ
にはある重みが与えられる一方、ユーザが別のユーザを友達とするときに作成されるエッ
ジには別の重みが与えられてもよい。
【０１０１】
　一例として、第１のユーザが第２のユーザを友達として識別するとき、ソーシャルグラ
フにおいて１つのエッジが生成され、第１のユーザを表すノードと第２のユーザを表す第
２のノードとを接続する。様々なノードが互いに関係するまたは対話する際、ソーシャル
ネットワーキングシステム７３０は、それらの関係や対話を反映するように、それらの種
々のノードを接続するエッジを修正する。
【０１０２】
　ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、ユーザによるソーシャルネットワーキ
ングシステム７３０との相互作用を高める、ユーザにより生成されたコンテンツも含む。
ユーザにより生成されたコンテンツは、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム７
３０に対して追加し、アップロードし、送信し、または「投稿し」得るあらゆるものを含
み得る。例えば、ユーザは、ユーザデバイス７１０からソーシャルネットワーキングシス
テム７３０への投稿を通信する。投稿は、ステータスアップデートもしくは他の文字情報
などのデータ、位置情報、写真などの画像、ビデオ、リンク、音楽、または、他の同様の
データおよび／もしくはメディアを含み得る。また、コンテンツは、サードパーティによ
ってソーシャルネットワーキングシステム７３０に対して追加され得る。コンテンツ「ア
イテム」は、ソーシャルネットワーキングシステム７３０においてオブジェクトとして表
現される。このようにして、ソーシャルネットワーキングシステム７３０のユーザは、様
々な通信チャネルを通じて様々なタイプのテキストおよびコンテンツアイテムを投稿する
ことによって、互いに通信することを促される。そのような通信は、ユーザ同士の相互作
用を増加させ、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム７３０と相互作用する頻度
を増加させる。
【０１０３】
　ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、ウェブサーバ７３２と、ＡＰＩ要求サ
ーバ７３４と、ユーザプロファイルストア７３６と、つながりストア７３８と、アクショ
ンロガー７４０と、アクティビティログ７４２と、認証サーバ７４４とを含む。本発明の
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一実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、様々なアプリケー
ションのための追加的な構成要素、より少ない構成要素、または異なる構成要素を含み得
る。ネットワークインタフェース、セキュリティ機構、負荷分散装置、フェイルオーバサ
ーバ、管理およびネットワーク操作コンソールなどの他の構成要素は、本システムの詳細
を曖昧にしないように、図示されていない。
【０１０４】
　ユーザプロファイルストア７３６は、ユーザによって申告され、またはソーシャルネッ
トワーキングシステム７３０によって推測された職歴、学歴、趣味または嗜好、住所など
の経歴的情報、人口学的情報、および他のタイプの記述的情報を含む、ユーザアカウント
に関する情報を維持する。この情報は、各ユーザが一意に識別されるように、ユーザプロ
ファイルストア７３６内に記憶される。ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、
異なるユーザ間の１つまたは複数のつながりを記述するデータも、つながりストア７３８
内に記憶する。つながり情報は、同様または共通の職歴、グループメンバーシップ、趣味
、または学歴を有するユーザを示し得る。また、ソーシャルネットワーキングシステム７
３０は、ユーザの他のユーザとの関係をユーザが特定することを可能にする、異なるユー
ザ間におけるユーザによって定義されたつながりを含む。例えば、ユーザによって定義さ
れたつながりは、友達、同僚、パートナ等などの、ユーザの実生活の関係と並行する、他
のユーザとの関係をユーザが生成することを可能にする。ユーザは、予め定義されたタイ
プのつながりから選択しても、またはユーザ自身のつながりタイプを必要に応じて定義し
てもよい。非人間エンティティ、バケット、クラスタセンタ、画像、興味、ページ、外部
システム、コンセプト等などの、ソーシャルネットワーキングシステム７３０内の他のノ
ードとのつながりも、つながりストア７３８内に記憶される。
【０１０５】
　ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、ユーザが相互作用し得るオブジェクト
に関するデータを維持する。このデータを維持するために、ユーザプロファイルストア７
３６およびつながりストア７３８は、ソーシャルネットワーキングシステム７３０によっ
て維持されるオブジェクトの対応するタイプのインスタンスを記憶する。各オブジェクト
タイプは、オブジェクトのタイプに適した情報を記憶するのに適した情報フィールドを有
する。例えば、ユーザプロファイルストア７３６は、ユーザのアカウントおよびユーザの
アカウントに関連した情報を記述するのに適したフィールドを有するデータ構造を含む。
特定のタイプの新たなオブジェクトが作成される場合、ソーシャルネットワーキングシス
テム７３０は、対応するタイプの新たなデータ構造を初期化し、その新たなデータ構造に
対して一意のオブジェクト識別子を割り当て、必要に応じて、そのオブジェクトに対して
データを追加することを開始する。これは、例えば、ユーザがソーシャルネットワーキン
グシステム７３０のユーザになった場合に発生し、ソーシャルネットワーキングシステム
７３０は、ユーザプロファイルストア７３６内にユーザプロファイルの新たなインスタン
スを生成し、ユーザアカウントに対して一意の識別子を割り当て、ユーザによって提供さ
れる情報をユーザアカウントのフィールドへ投入し始める。
【０１０６】
　つながりストア７３８は、他のユーザに対するユーザのつながり、外部システム７２０
に対するつながり、または他のエンティティに対するつながりを記述するのに適したデー
タ構造を含む。つながりストア７３８は、つながりタイプもユーザのつながりと関連付け
得る。つながりタイプは、ユーザのプライバシー設定と共に使用されて、ユーザに関する
情報に対するアクセスを規制し得る。本発明の一実施形態において、ユーザプロファイル
ストア７３６およびつながりストア７３８は、連合データベースとして実装され得る。
【０１０７】
　つながりストア７３８、ユーザプロファイルストア７３６、およびアクティビティログ
７４２内に記憶されるデータは、ノードを使用して、ノードを接続する様々なオブジェク
トおよびエッジを識別して、異なるオブジェクト間の関係を識別する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７３０が生成することを可能にする。例えば、第１
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のユーザが、ソーシャルネットワーキングシステム７３０内で第２のユーザとのつながり
を確立する場合、ユーザプロファイルストア７３６からの第１のユーザおよび第２のユー
ザのユーザアカウントは、ソーシャルグラフ内のノードとして動作し得る。つながりスト
ア７３８によって記憶される、第１のユーザと第２のユーザとの間のつながりは、第１の
ユーザおよび第２のユーザに対して関連付けられるノード間のエッジである。この例を続
けると、第２のユーザは、次いで、第１のユーザに対して、ソーシャルネットワーキング
システム７３０内でメッセージを送信し得る。メッセージを送信するアクションは、第１
のユーザおよび第２のユーザを表現する、ソーシャルグラフ内の２つのノード間の別のエ
ッジであり、メッセージを送信するアクションは、記憶され得る。また、メッセージ自体
が、第１のユーザを表現するノードおよび第２のユーザを表現するノードに対して接続さ
れる別のノードとして、ソーシャルグラフにおいて識別され、ソーシャルグラフに含まれ
得る。
【０１０８】
　別の例において、第１のユーザは、ソーシャルネットワーキングシステム７３０によっ
て維持される画像において（または、代替的に、ソーシャルネットワーキングシステム７
３０の外部の別のシステムによって維持される画像において）第２のユーザをタグ付けし
得る。画像は、それ自体がソーシャルネットワーキングシステム７３０内のノードとして
表現され得る。このタグ付けアクションは、ユーザの各々と画像との間にエッジを作成す
るだけでなく、第１のユーザと第２のユーザとの間のエッジも作成し得る。画像もソーシ
ャルグラフ内のノードである。また別の例において、ユーザが、イベントへ参加すること
を確かめる場合、そのユーザおよびそのイベントは、ユーザプロファイルストア７３６か
ら取得されるノードであり、そのイベントへの参加は、アクティビティログ７４２から得
られ得るノード間のエッジである。ソーシャルグラフを生成および維持することによって
、ソーシャルネットワーキングシステム７３０は、多くの異なるタイプのオブジェクトを
記述するデータ、ならびに、それらのオブジェクト間の相互作用およびつながりを含み、
社会的に関連する情報の豊富なソースを提供する。
【０１０９】
　ウェブサーバ７３２は、ソーシャルネットワーキングシステム７３０を、ネットワーク
７５０を通じて、１つもしくは複数のユーザデバイス７１０および／または１つもしくは
複数の外部システム７２０に対してリンクする。ウェブサーバ７３２は、ウェブページ、
およびＪａｖａ（登録商標）、ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標）、Ｆｌａｓｈ、ＸＭＬ
などの他のウェブ関連コンテンツを供給する。ウェブサーバ７３２は、メールサーバを含
み、または、ソーシャルネットワーキングシステム７３０と１つもしくは複数のユーザデ
バイス７１０との間のメッセージを受信およびルーティングするための他のメッセージン
グ機能性を含み得る。メッセージは、インスタントメッセージ、キューメッセージ（例え
ば、電子メール）、テキストおよびＳＭＳメッセージ、または任意の他の適切なメッセー
ジングフォーマットであり得る。
【０１１０】
　ＡＰＩ要求サーバ７３４は、１つまたは複数の外部システム７２０およびユーザデバイ
ス７１０が、１つまたは複数のＡＰＩ関数を呼び出すことによって、ソーシャルネットワ
ーキングシステム７３０からのアクセス情報を呼び出すことを可能にする。ＡＰＩ要求サ
ーバ７３４は、外部システム７２０が、ＡＰＩを呼び出すことによって、ソーシャルネッ
トワーキングシステム７３０に対して情報を送信することも可能にし得る。外部システム
７２０は、１つの実施形態において、ネットワーク７５０を通じてソーシャルネットワー
キングシステム７３０へＡＰＩ要求を送信し、ＡＰＩ要求サーバ７３４は、そのＡＰＩ要
求を受信する。ＡＰＩ要求サーバ７３４は、ＡＰＩ要求に対して関連付けられているＡＰ
Ｉを呼び出すことによって要求を処理して、適当な応答を生成する。ＡＰＩ要求サーバ７
３４は、その適当な応答を、ネットワーク７５０を通じて外部システム７２０へ通信する
。例えば、ＡＰＩ要求に応答して、ＡＰＩ要求サーバ７３４は、外部システム７２０に対
してログインしたユーザのつながりなどの、ユーザに対して関連付けられているデータを
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収集し、収集されたデータを外部システム７２０へ通信する。別の実施形態において、ユ
ーザデバイス７１０は、外部システム７２０と同じ手法で、ＡＰＩを通じてソーシャルネ
ットワーキングシステム７３０と通信する。
【０１１１】
　アクションロガー７４０は、ソーシャルネットワーキングシステム７３０内での、およ
び／またはソーシャルネットワーキングシステム７３０外でのユーザアクションに関する
通信をウェブサーバ７３２から受信することが可能である。アクションロガー７４０は、
ユーザアクションに関する情報をアクティビティログ７４２へ投入し、ソーシャルネット
ワーキングシステム７３０の内部で、およびソーシャルネットワーキングシステム７３０
の外部で、そのユーザによって行われた様々なアクションをソーシャルネットワーキング
システム７３０が発見することを可能にする。特定のユーザが、ソーシャルネットワーキ
ングシステム７３０上の別のノードに関して行う任意のアクションは、アクティビティロ
グ７４２内または同様のデータベースもしくは他のデータレポジトリ内で維持される情報
を通じて、各ユーザのアカウントに対して関連付けられ得る。識別および記憶される、ソ
ーシャルネットワーキングシステム７３０内でユーザによって行われるアクションの例は
、例えば、別のユーザに対するつながりを追加すること、別のユーザへメッセージを送信
すること、別のユーザからのメッセージを読むこと、別のユーザに対して関連付けられる
コンテンツを視聴すること、別のユーザによって投稿されたイベントに参加すること、画
像を投稿すること、画像を投稿しようと試行すること、または、別のユーザもしくは別の
オブジェクトと相互作用する他のアクションを含み得る。ユーザが、ソーシャルネットワ
ーキングシステム７３０内でアクションを行う場合、そのアクションは、アクティビティ
ログ７４２内に記録される。一実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム
７３０は、アクティビティログ７４２をエントリのデータベースとして維持する。アクシ
ョンが、ソーシャルネットワーキングシステム７３０内で行われる場合、そのアクション
についてのエントリが、アクティビティログ７４２に対して追加される。アクティビティ
ログ７４２は、アクションログと称され得る。
【０１１２】
　また、ユーザアクションは、ソーシャルネットワーキングシステム７３０とは別個の外
部システム７２０などの、ソーシャルネットワーキングシステム７３０の外部のエンティ
ティ内で発生するコンセプトおよびアクションに対して関連付けられ得る。例えば、アク
ションロガー７４０は、ユーザによる外部システム７２０との相互作用を記述するデータ
を、ウェブサーバ７３２から受信し得る。この例において、外部システム７２０は、ソー
シャルグラフにおける構造化されたアクションおよびオブジェクトに従って、ユーザによ
る相互作用を報告する。
【０１１３】
　ユーザが外部システム７２０と相互作用するアクションの他の例は、ユーザが外部シス
テム７２０もしくは別のエンティティにおいて興味を表現すること、外部システム７２０
もしくは外部システム７２０内のウェブページ７２２ａと議論するソーシャルネットワー
キングシステム７３０に対してユーザがコメントを投稿すること、ユーザがソーシャルネ
ットワーキングシステム７３０に対してユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）もしく
は外部システム７２０に対して関連付けられる他の識別子を投稿すること、ユーザが外部
システム７２０に対して関連付けられるイベントへ参加すること、または、外部システム
７２０に関連する、ユーザによる任意の他のアクションを含む。したがって、アクティビ
ティログ７４２は、ソーシャルネットワーキングシステム７３０のユーザと、ソーシャル
ネットワーキングシステム７３０とは別個の外部システム７２０との間の相互作用を記述
するアクションを含み得る。
【０１１４】
　認証サーバ７４４は、ソーシャルネットワーキングシステム７３０のユーザの１つまた
は複数のプライバシー設定を強化する。ユーザのプライバシー設定は、ユーザに対して関
連付けられる特定の情報がどのように共有され得るかを決定する。プライバシー設定は、
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ユーザに対して関連付けられる特定の情報の仕様、および情報が共有され得る１つまたは
複数のエンティティの仕様を備える。情報が共有され得るエンティティの例は、他のユー
ザ、アプリケーション、外部システム７２０、または、その情報に潜在的にアクセスし得
る任意のエンティティを含み得る。ユーザによって共有され得る情報は、プロフィール写
真などのユーザアカウント情報、ユーザに対して関連付けられる電話番号、ユーザのつな
がり、つながりを追加すること、ユーザプロフィール情報を変更することなどのユーザに
よって行われるアクション等を備える。
【０１１５】
　プライバシー設定仕様は、異なるレベルの粒度で提供され得る。例えば、プライバシー
設定は、他のユーザと共有されるべき具体的な情報を識別し得る。プライバシー設定は、
職場電話番号、または、プロフィール写真、自宅電話番号、およびステータスを含む個人
情報などの関連情報の具体的なセットを識別する。代替的に、プライバシー設定は、ユー
ザに対して関連付けられる全ての情報に対して適用されてもよい。特定の情報にアクセス
することができるエンティティのセットの仕様も、様々なレベルの粒度で特定され得る。
情報が共有され得るエンティティの様々なセットは、例えば、ユーザの全ての友達、友達
の全ての友達、全てのアプリケーション、または全ての外部システム７２０を含み得る。
１つの実施形態は、エンティティのセットの仕様がエンティティの一覧表を備えることを
可能にする。例えば、ユーザは、一定の情報に対してアクセスすることを許可される外部
システム７２０のリストを提供し得る。別の実施形態は、情報に対してアクセスすること
を許可されない例外と共にエンティティのセットを仕様が備えることを可能にする。例え
ば、ユーザは、全ての外部システム７２０がユーザの職場情報に対してアクセスすること
を許可し得るが、職場情報に対してアクセスすることを許可されない外部システム７２０
のリストを特定し得る。一定の実施形態は、一定の情報に対してアクセスすることを許可
されない例外のリストを「ブロックリスト」と呼ぶ。ユーザによって特定されるブロック
リストに所属する外部システム７２０は、プライバシー設定において特定される情報に対
してアクセスすることをブロックされる。情報の仕様の粒度と、情報が共有されるエンテ
ィティの仕様の粒度との様々な組み合わせが可能である。例えば、全ての個人情報は、友
達と共有され得るのに対して、全ての職場情報は、友達の友達と共有され得る。
【０１１６】
　認証サーバ７４４は、ユーザに対して関連付けられる一定の情報がユーザの友達、外部
システム７２０、ならびに／または他のアプリケーションおよびエンティティによってア
クセスされ得るかを決定するためのロジックを含む。外部システム７２０は、ユーザの職
場電話番号などの、ユーザのより個人的かつ機密的な情報に対してアクセスするために、
認証サーバ７４４からの認証を必要とし得る。ユーザのプライバシー設定に基づいて、認
証サーバ７４４は、別のユーザ、外部システム７２０、アプリケーション、または別のエ
ンティティが、ユーザによって行われるアクションに関する情報を含む、ユーザに対して
関連付けられる情報に対してアクセスすることを許可されているかを決定する。
【０１１７】
　一部の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム７３０はソーシャルネット
ワーキングＣＴＡモジュール７４６を含むことが可能である。ソーシャルネットワーキン
グＣＴＡモジュール７４６は、例えば、図１のソーシャルネットワーキングＣＴＡモジュ
ール１０２として実装可能である。前述のように、多くの変形または他の可能性が存在し
得ることが理解される。例えば、いくつかの例において、ソーシャルネットワーキングＣ
ＴＡモジュール７４６（または少なくともその一部）は、ユーザデバイス７１０内に含ま
れ得る。ソーシャルネットワーキングＣＴＡモジュール７４６の他の特徴は、本明細書で
はソーシャルネットワーキングＣＴＡモジュール１０２に関して説明されている。
【０１１８】
　［ハードウェア実装］
　前述のプロセスおよび特徴は、多種多様なマシンおよびコンピュータシステムアーキテ
クチャによって、ならびに、多種多様なネットワークおよびコンピューティング環境にお
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いて実装され得る。図８には、本発明の一実施形態により本明細書に記載の実施形態のう
ちの１つまたは複数を実装するために使用され得るコンピュータシステム８００の一例を
示す。コンピュータシステム８００は、コンピュータシステム８００に対して、本明細書
において議論されるプロセスおよび特徴を実行させるための命令のセットを含む。コンピ
ュータシステム８００は、他のマシンへ接続され（例えば、ネットワーク化され）得る。
ネットワーク化された配置において、コンピュータシステム８００は、クライアント／サ
ーバネットワーク環境内のサーバマシンもしくはクライアントマシンの資格において動作
し、または、ピアツーピア（もしくは分散）ネットワーク環境内のピアマシンとして動作
し得る。本発明の一実施形態では、コンピュータシステム８００は、ソーシャルネットワ
ーキングシステム７３０、ユーザデバイス７１０、および外部システム８２０、またはそ
れらの一構成要素であってもよい。本発明の一実施形態では、コンピュータシステム８０
０は、ソーシャルネットワーキングシステム７３０の一部または全部を構成する多数の中
の１つのサーバであってもよい。
【０１１９】
　コンピュータシステム８００は、プロセッサ８０２と、キャッシュ８０４と、コンピュ
ータ読取可能な媒体上に記憶され、本明細書において説明されるプロセスおよび特徴へ向
けられた、１つまたは複数の実行可能なモジュールおよびドライバとを含む。また、コン
ピュータシステム８００は、高性能入出力（Ｉ／Ｏ）バス８０６と、標準Ｉ／Ｏバス８０
８とを含む。ホストブリッジ８１０は、プロセッサ８０２を高性能Ｉ／Ｏバス８０６に対
して結合する一方で、Ｉ／Ｏバスブリッジ８１２は、２つのバス８０６および８０８を互
いに結合する。システムメモリ８１４および１つまたは複数のネットワークインタフェー
ス８１６は、高性能Ｉ／Ｏバス８０６へ結合される。コンピュータシステム８００は、ビ
デオメモリと、ビデオメモリに対して結合される表示デバイスとをさらに含んでもよい（
図示せず）。マスストレージ８１８およびＩ／Ｏポート８２０は、標準Ｉ／Ｏバス８０８
へ結合される。コンピュータシステム８００は、標準Ｉ／Ｏバス８０８に対して結合され
る、キーボードおよびポインティングデバイス、表示デバイス、または他の入出力デバイ
ス（図示せず）を随意的に含んでもよい。全体的に、これらの要素は、カリフォルニア州
サンタクララのインテルコーポレーション社（Intel Corporation）によって製造される
ｘ８６互換性のあるプロセッサ、カリフォルニア州サニーベルのアドバンストマイクロデ
バイス社（ＡＭＤ:Advanced Micro Devices, Inc.）によって製造されるｘ８６互換性の
あるプロセッサ、および任意の他の適切なプロセッサを含むが、これらに限定されない、
広範なカテゴリのコンピュータハードウェアシステムを表現することが意図される。
【０１２０】
　オペレーティングシステムは、ソフトウェアアプリケーション（図示せず）へのデータ
の入力およびソフトウェアアプリケーションからのデータの出力を含む、コンピュータシ
ステム８００の動作を管理および制御する。オペレーティングシステムは、システム上で
実行されているソフトウェアアプリケーションと、システムのハードウェア構成要素との
間のインターフェースを提供する。任意の適切なオペレーティングシステム、例えば、Ｌ
ＩＮＵＸ（登録商標）オペレーティングシステム、カリフォルニア州クパチーノのアップ
ルコンピュータ社（Apple Computer, Inc.）から市販されているアップルマッキントッシ
ュオペレーティングシステム、ＵＮＩＸ（登録商標）オペレーティングシステム、マイク
ロソフト（登録商標）ウィンドウズ（登録商標）オペレーティングシステム、ＢＳＤオペ
レーティングシステム等などが使用され得る。他の実装も可能である。
【０１２１】
　コンピュータシステム８００の要素は、下記においてより詳細に説明される。具体的に
は、ネットワークインタフェース８１６は、コンピュータシステム８００と、幅広いネッ
トワークのうちの任意のもの、例えば、イーサネット（登録商標）（例えば、ＩＥＥＥ８
０２．３）ネットワーク、バックプレーン等などとの間の通信を提供する。マスストレー
ジ８１８は、上記に識別されたそれぞれのコンピューティングシステムによって実装され
る上述されたプロセスおよび特徴を実行するためのデータおよびプログラミング命令のた
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めの永続的なストレージを提供するのに対して、システムメモリ８１４（例えば、ＤＲＡ
Ｍ）は、プロセッサ８０２によって実行される場合のデータおよびプログラミング命令の
ための一時的なストレージを提供する。Ｉ／Ｏポート８２０は、コンピュータシステム８
００へ結合され得る付加的な周辺デバイス間の通信を提供する、１つまたは複数のシリア
ル通信ポートおよび／またはパラレル通信ポートであり得る。
【０１２２】
　コンピュータシステム８００は、多様なシステムアーキテクチャを含むことができ、コ
ンピュータシステム８００の様々な構成要素は、再配置されてもよい。例えば、キャッシ
ュ８０４は、プロセッサ８０２と共にチップ上に実装されてもよい。代替的に、キャッシ
ュ８０４およびプロセッサ８０２は、「プロセッサモジュール」としてまとめられて、プ
ロセッサ８０２が「プロセッサコア」と称されてもよい。さらに、本発明の一定の実施形
態は、上記構成要素の全部を必要としなくても、または、含まなくてもよい。例えば、標
準Ｉ／Ｏバス８０８へ結合される周辺デバイスは、高性能Ｉ／Ｏバス８０６へ結合されて
もよい。また、いくつかの実施形態において、単一のバスのみが存在して、コンピュータ
システム８００の構成要素が、その単一のバスへ結合されてもよい。さらに、コンピュー
タシステム８００は、付加的なプロセッサ、記憶デバイス、またはメモリなどの付加的な
構成要素を含んでもよい。
【０１２３】
　概して、本明細書において説明されるプロセスおよび特徴は、オペレーティングシステ
ムの一部もしくは特定のアプリケーション、構成要素、プログラム、オブジェクト、モジ
ュール、または「プログラム」と称される一連の命令として実装され得る。例えば、１つ
または複数のプログラムは、本明細書において説明される具体的なプロセスを実行するた
めに使用され得る。プログラムは、典型的には、１つまたは複数のプロセッサによって読
み出され、実行される場合に、コンピュータシステム８００に対して、本明細書において
説明されるプロセスおよび特徴を実行するための動作を実行させる、１つまたは複数の命
令を、コンピュータシステム８００内の様々なメモリおよび記憶デバイスにおいて備える
。本明細書において説明されるプロセスおよび特徴は、ソフトウェア、ファームウェア、
ハードウェア（例えば、特定用途向け集積回路）、または、これらの任意の組み合わせに
おいて実装され得る。
【０１２４】
　１つの実装において、本明細書において説明されるプロセスおよび特徴は、分散コンピ
ューティング環境において個々にまたはまとめて、コンピュータシステム８００によって
実行される一連の実行可能なモジュールとして実装される。前述のモジュールは、ハード
ウェア、コンピュータ読取可能な媒体（もしくはマシン読取可能な媒体）上に記憶される
実行可能なモジュール、または、両者の組み合わせによって実現され得る。例えば、モジ
ュールは、プロセッサ８０２などの、ハードウェアシステム内のプロセッサによって実行
されるべき複数の命令または一連の命令を備え得る。まず、一連の命令は、マスストレー
ジ８１８などの記憶デバイス上に記憶され得る。ただし、一連の命令は、任意の適切なコ
ンピュータ読取可能な記憶媒体上に記憶されてもよい。さらに、一連の命令は、局所的に
記憶される必要はなく、ネットワーク上のサーバなどの遠隔記憶デバイスからネットワー
クインタフェース８１６を通じて受信されてもよい。命令は、マスストレージ８１８など
の記憶デバイスからシステムメモリ８１４内へコピーされ、次いで、プロセッサ８０２に
よってアクセスされ、実行される。様々な実施形態において、１つまたは複数のモジュー
ルは、並列処理環境内の複数のサーバなどの、１つまたは複数の位置における、１つまた
は複数のプロセッサによって実行され得る。
【０１２５】
　コンピュータ読取可能な媒体の例は、揮発性メモリデバイスおよび不揮発性メモリデバ
イスなどの記録可能なタイプの媒体、ソリッドステートメモリ、フロッピー（登録商標）
ディスクおよび他の取り外し可能なディスク、ハードディスクドライブ、磁気媒体、光デ
ィスク（例えば、コンパクトディスク読取専用メモリ（ＣＤ　ＲＯＭ）、デジタル多用途
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ディスク（ＤＶＤ））、他の同様の非一時的で（もしくは一時的で）、有形の（もしくは
無形の）記憶媒体、または、本明細書において説明されるプロセスおよび特徴のうちの任
意の１つもしくは複数を実行すべく、コンピュータシステム８００による実行のために一
連の命令を記憶し、符号化し、もしくは担持するのに適切な任意のタイプの媒体を含むが
、これらに限定されない。
【０１２６】
　説明の目的のために、多くの具体的な詳細が、本説明の完全な理解を提供するために述
べられている。しかしながら、こうした具体的な詳細なしに本開示の実施形態が実施され
得ることは、当業者には明らかであろう。いくつかの例において、モジュール、構造、プ
ロセス、特徴、およびデバイスは、本説明を曖昧にすることを回避するために、ブロック
図の形式で示される。他の例において、機能ブロック図およびフロー図は、データおよび
論理フローを表現するために示される。ブロック図およびフロー図の構成要素（例えば、
モジュール、ブロック、構造、デバイス、特徴等）は、本明細書において明示的に説明お
よび図示されたような手法以外の手法で、様々に組み合わされ、分離され、除去され、順
序を並べ替えられ、置換されてもよい。
【０１２７】
　この明細書における、「１つの実施形態」、「一実施形態」、「他の実施形態」、「一
連の実施形態」、「いくつかの実施形態」、「様々な実施形態」等への言及は、実施形態
に関連して説明される特定の特徴、設計、構造、または特性が本開示の少なくとも１つの
実施形態に含まれることを意味する。本明細書内の様々な部分における「１つの実施形態
において」、または「一実施形態において」という句の出現は、必ずしも全て同じ実施形
態に言及するものとは限らず、別個の実施形態または代替的な実施形態は、他の実施形態
と相互排他的ではない。さらに、「実施形態」等への明示的な言及が存在しても存在しな
くても、様々な特徴が説明され、様々な特徴は、いくつかの実施形態において様々に組み
合わされ、含まれ得るが、他の実施形態においては様々に省略され得る。同様に、いくつ
かの実施形態にとっては選好事項または要件であり得るが、他の実施形態にとっては選好
事項または要件ではない、様々な特徴が説明される。
【０１２８】
　本明細書において使用される文言は、主に、読みやすさと教育的目的のために選択され
ており、発明の主題の輪郭を描くため、または境界線を描くために選択されたものではな
い。従って、本発明の範囲は、この詳細な説明によってではなく、本明細書に基づく出願
に関して生じる特許請求の範囲によって限定されることが意図される。従って、本発明の
実施形態の開示は、添付の特許請求の範囲に記載される本発明の範囲を例示することを意
図しており、限定することは意図していない。
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