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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視聴ユーザにソーシャルエンドースメント情報とともに広告を表示するリクエストをコ
ンピュータが受信することであって、前記視聴ユーザは、ソーシャルネットワーキングシ
ステムのユーザであることと；
　受信した前記リクエストに応じて広告を選択することと；
　選択した前記広告に関係する前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける、一つ
あるいは複数のオブジェクトを前記コンピュータが同定することと；
　選択した前記広告に関連する複数の候補ソーシャルエンドースメントを前記コンピュー
タが同定することであって、それぞれ前記候補ソーシャルエンドースメントは同定した前
記オブジェクトと、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視聴ユーザに
繋がる一つあるいは複数の関連ユーザとの間の関連対話についての記述を含むことと；
　前記複数の候補ソーシャルエンドースメントから１つの候補ソーシャルエンドースメン
トを前記コンピュータが選択することと；
　前記視聴ユーザに表示すべく、選択した前記広告と、選択した前記候補ソーシャルエン
ドースメントとを前記コンピュータが提供することと
を含む、コンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記コンピュータ実施方法はさらに、それぞれの候補ソーシャルエンドースメントに対
して、前記視聴ユーザと、前記候補ソーシャルエンドースメントに関連する一つあるいは
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複数のユーザとの間のアフィニティの尺度を示すアフィニティスコアをコンピュータで計
算することを含む、
　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項３】
　前記候補ソーシャルエンドースメントは、計算した前記アフィニティスコアに基づき選
択される、
　請求項２記載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
　選択した前記広告に関係する前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける一つあ
るいは複数のオブジェクトの同定は、同定した前記オブジェクトを明確に同定する情報を
、選択した前記広告に関連して受信することを含む、
　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５】
　選択した前記広告に関係する前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける一つあ
るいは複数のオブジェクトの同定は、選択した前記広告に関係するオブジェクトを同定す
べく、選択した前記広告を分析することを含む、
　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６】
　選択した前記広告の分析は、同定した前記オブジェクトのうちの一つあるいは複数に関
係するテキスト用語について、選択した前記広告を解析することを含む、
　請求項５記載のコンピュータ実施方法。
【請求項７】
　選択した前記広告の分析は、選択した前記広告に関連してアドタグを受信することを含
み、
　前記アドタグは、同定した前記オブジェクトのうちの一つあるいは複数を同定する情報
を含む、
　請求項５記載のコンピュータ実施方法。
【請求項８】
　選択した前記広告の分析は、
　選択した前記広告に関連するウェブページを同定することと、
　同定した前記オブジェクトのうちの一つあるいは複数に関係するテキスト用語について
、前記ウェブページを解析することと
を含む、請求項５記載のコンピュータ実施方法。
【請求項９】
　選択した前記広告の分析は、選択した前記広告に関連するウェブページを同定すること
を含み、
　同定した前記オブジェクトのうちの一つあるいは複数は、前記ウェブページに関連する
、
　請求項５記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１０】
　少なくとも一つの対話は、前記関連ユーザのうちの一人による同定した前記オブジェク
トのうちの１つに関連した購入を含む、
　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１１】
　少なくとも一つの対話は、前記関連ユーザのうちの一人による同定したオブジェクトと
の関係表示を含む、
　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１２】
　少なくとも一つの対話は、前記関連ユーザのうちの一人による位置のチェックインを含
み、前記位置は同定したオブジェクトである、
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　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１３】
　少なくとも一つの対話は、前記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
上で生じる、
　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１４】
　少なくとも一つの対話は、前記ソーシャルネットワーキングシステム外で生じる、
　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１５】
　前記候補ソーシャルエンドースメントに対する計算した前記アフィニティスコアのうち
の一つあるいは複数は、前記候補ソーシャルエンドースメントに関連する対話に基づき計
算される、
　請求項２記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１６】
　前記候補ソーシャルエンドースメントに対する計算した前記アフィニティスコアのうち
の一つあるいは複数は、前記候補ソーシャルエンドースメントに関連する同定したオブジ
ェクトに基づき計算される、
　請求項２記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１７】
　前記候補ソーシャルエンドースメントに対する計算した前記アフィニティスコアのうち
の一つあるいは複数は、前記候補ソーシャルエンドースメントに関連する前記関連ユーザ
に基づき計算される、
　請求項２記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１８】
　前記候補ソーシャルエンドースメントに対する計算した前記アフィニティスコアのうち
の一つあるいは複数は、減衰因子に基づき計算される、
　請求項２記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１９】
　前記減衰因子の速度は、関連対話に関連するアクションの種類に基づく、
　請求項１８記載のコンピュータ実施方法。
【請求項２０】
　前記減衰因子の速度は、関連対話に関連する同定した前記オブジェクトに基づく、
　請求項１８記載のコンピュータ実施方法。
【請求項２１】
　前記減衰因子の速度は、関連対話に関連する前記関連ユーザに基づく、
　請求項１８記載のコンピュータ実施方法。
【請求項２２】
　広告を供すべくソーシャルエンドースメント情報を選択するようにコンピュータで実施
されるシステムであって、前記システムは、
　コンピュータプロセッサと；
　前記コンピュータプロセッサで実行するように構成されるコンピュータプログラムモジ
ュールを保存する、一時的ではないコンピュータ可読記憶媒体と
を備え、
　前記コンピュータプログラムモジュールは、
　視聴ユーザにソーシャルエンドースメント情報とともに広告を表示するリクエストを受
信するように構成される受信モジュールであって、前記視聴ユーザは、ソーシャルネット
ワーキングシステムのユーザである、受信モジュールと；
　受信した前記リクエストに応じて広告を選択するように構成される選択モジュールと；
　選択した前記広告に関係する前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける、一つ
あるいは複数のオブジェクトを同定するように構成されるオブジェクト同定モジュールと
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；
　選択した前記広告に関連する複数の候補ソーシャルエンドースメントを同定するように
構成される候補ソーシャルエンドースメント同定モジュールであって、それぞれ前記候補
ソーシャルエンドースメントは同定した前記オブジェクトと、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視聴ユーザに繋がる一つあるいは複数の関連ユーザとの間の
関連対話についての記述を含む、候補ソーシャルエンドースメント同定モジュールと；
　前記複数の候補ソーシャルエンドースメントから候補ソーシャルエンドースメントを選
択するように構成される選択モジュールと；
　前記視聴ユーザに表示すべく、選択した前記広告と、選択した前記候補ソーシャルエン
ドースメントとを提供するように構成される提供モジュールと
を含む、コンピュータ実施されるシステム。
【請求項２３】
　同定した一つあるいは複数のオブジェクトは、前記視聴ユーザのアイデンティティに基
づき選択される、
　請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【請求項２４】
　前記アフィニティスコアは、表示される広告を前記視聴ユーザが選択するであろう予測
可能性に基づき算出される、
　請求項２記載のコンピュータ実施方法。
【請求項２５】
　前記コンピュータ実施方法はさらに、
　複数の候補ソーシャルエンドースメントを前記コンピュータが統合することと；
　前記視聴ユーザに表示すべく、前記広告と、統合した候補ソーシャルエンドースメント
とを前記コンピュータが提供することと
を含む、請求項１記載のコンピュータ実施方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は主としてオンライン広告に関し、具体的にはオンライン広告とともにソーシャ
ルネットワーキングシステムのユーザに提供するソーシャルエンドースメント情報の選択
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オンライン広告は、営利団体および民間団体が同じようにウェブサイト上に広告を掲載
し、その後ウェブサイトおよびアプリケーションにアクセスする視聴ユーザに広告を表示
できるようにする利益の多いビジネスへと発展してきた。特定のウェブサイト、アプリケ
ーション、および視聴ユーザのうちの少なくとも一方に関連するデータを分析する能力に
よって、広告主は、視聴ユーザの関心により関連するアドを提供できるようになってきた
。より関連のあるアドは、アドコンバージョン（たとえば視聴ユーザがアドを認め、その
アドをクリックし、広告主のウェブサイトに進もうとするか、でなければ意図された結果
でアドに応答し得ること）の可能性と、広告主の商品またはサービスに対するより大きな
需要または認識の可能性とのうちの少なくとも一方を増加させ、それによってアドの有効
性を高める。
【０００３】
　アドの標的は、視聴ユーザの関心により関連するアドを示すことでアドコンバージョン
を増加させようとするものである。たとえば広告される物体に関係する友人のアクティビ
ティに関する情報などの社会的コンテキストを伴うアドは、アドの関連性をさらに増加さ
せることができる。広告とともに社会的コンテキスト情報を提供することは、広告の有効
性を高めるが、どんな人にも、利用可能な多数の社会的コンテキスト情報が存在し得る。
現行のアドシステムは、アドとともに社会的コンテキスト、またはソーシャルエンドース



(5) JP 6031456 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

メントとして提供する最も関連のある有効なソーシャル情報を選択する能力に欠けている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／０１７９１３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって広告とともにソーシャルエンドースメント情報として提供する候補ソーシャ
ルエンドースメントを同定し、さらに最も関連性のある有効なものを選択する包括的解決
策を必要とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　視聴ユーザへの社会的に関連する広告の提供においてソーシャルネットワーキングシス
テムを用いる有効性を最大限に高めるという広告主のニーズに取組むため、本発明の実施
形態は、ソーシャルエンドースメント情報として提供すべくコンピュータで計算したアフ
ィニティスコア（親密度）に基づき候補ソーシャルエンドースメントを選択する。一実施
形態において視聴ユーザに広告とともに表示するソーシャルエンドースメント情報のリク
エストを受ける。視聴ユーザは、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザである。
広告に関する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が同定され、これら
のオブジェクトと、視聴ユーザに関連するソーシャルネットワーキングシステムユーザと
の間の対話（インタラクション）も同定される。したがって候補ソーシャルエンドースメ
ントは、同定された対話、対話ユーザ、および対話オブジェクトを含む。アフィニティス
コアは、視聴ユーザとそれぞれの候補ソーシャルエンドースメントとの間で計算すること
ができる。候補ソーシャルエンドースメントは、広告とともに表示すべく選択される。こ
の選択は、計算アフィニティスコアに基づき選択することができる。
【０００７】
　本発明の実施形態は、様々な方法を用いることでソーシャルエンドースメント情報とし
て提供すべく候補ソーシャルエンドースメントを選択する。一実施形態においてアドタグ
は、広告に関係するソーシャルネットワーキングシステムオブジェクトの同定において用
いられる。また広告主、サードパーティ発行主、またはソーシャルネットワーキングシス
テムは、アドに関係するソーシャルネットワーキングシステムオブジェクトを同定するこ
とができる。ソーシャルネットワーキングシステムオブジェクトは、ソーシャルネットワ
ーキングシステムユーザまたはユーザプロフィール、ウェブページ、コンテンツアイテム
、イベント、小売業者、所在地、あるいはソーシャルネットワーキングシステムユーザが
対話できる任意の他のソーシャルネットワーキングシステムデータを含むことができる。
一実施形態において視聴ユーザに関連するソーシャルネットワーキングシステムのユーザ
は、ソーシャルネットワーキングシステムとの関連の視聴ユーザの「友人」を含む。また
これらの関連ユーザは、ソーシャルネットワーキングシステムを通じて視聴ユーザに通信
しているユーザか、ソーシャルネットワーキングシステムの関連外の視聴ユーザに関連す
るとソーシャルネットワーキングシステムが決定するユーザを含むことができる。一実施
形態においてオブジェクトとの対話は、オブジェクトのエンドースメントを表すボタン（
たとえば「いいね！」ボタン）をクリックすることを含む。別の実施形態において対話は
、購入、ソーシャルネットワーキングシステム内での通信、あるいはソーシャルネットワ
ーキングシステムグループまたはファンページへの加入を含む。一実施形態において同定
された少なくとも一つの友人は、一つよりも多くのオブジェクトに対話しており、それぞ
れの対話は、別個の候補ソーシャルエンドースメントを含む。
【０００８】
　アフィニティスコアは、視聴ユーザと、それぞれの候補ソーシャルエンドースメントの
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関連ユーザとの間の関係に基づき計算することができる。またアフィニティスコアは、対
話の種類、対話するオブジェクトの種類、広告の種類と視聴ユーザのアイデンティティの
うちの少なくとも１つに基づき計算することができる。いくつかの実施形態において特定
の対話に対するアフィニティスコアは、時間とともに減衰することができ、減衰速度は、
関連ユーザのアイデンティティまたはオブジェクトか対話の種類に依存して変化し得る。
アフィニティスコアに基づくソーシャルエンドースメント情報として提供するための候補
ソーシャルエンドースメントの選択は、アフィニティスコアが最高の候補ソーシャルエン
ドースメントを選択することを含み得る。別の実施形態において候補ソーシャルエンドー
スメントの選択は、アフィニティスコアに部分的にのみ基づき選択することを含む。さら
に別の実施形態において選択は、最高アフィニティスコアを有さない候補ソーシャルエン
ドースメントを選択することを含む。
【０００９】
　図は、例示のためだけに本発明の様々な実施形態を示す。当業者は、本明細書において
例示される構造と方法の代替的実施形態が、本明細書において記載される本発明の原理か
ら逸脱しない範囲で用いられ得ることを以下の考察から容易に認識するだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態にしたがって広告とともに表示するソーシャルエンドースメ
ント情報を、提供するプロセスの線図。
【図２】本発明の一実施形態にしたがって視聴ユーザに広告とともに表示するソーシャル
エンドースメント情報の、選択に適したシステム環境を例示するハイレベルブロック線図
。
【図３】本発明の一実施形態にしたがって広告とともに表示すべく一つあるいは複数の候
補ソーシャルエンドースメントから、ソーシャルエンドースメント情報を選択するプロセ
スを例示するブロック線図。
【図４】本発明の一実施形態にしたがって特定の実施例に対してソーシャルエンドースメ
ント情報を、選択するプロセスのブロック線図。
【図５】本発明の一実施形態にしたがって広告とともに表示するソーシャルエンドースメ
ント情報を、選択するプロセスのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　［概要］
　オンライン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ク、または
ソーシャルグラフを保存する一つあるいは複数のコンピュータデバイスを備え、複数のユ
ーザを含むとともに、ソーシャルネットワーキングシステム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に通信および対話する能力を提供する。ソーシャルネッ
トワーキングシステムは、ユーザがソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザと
ユーザ自身を明確に関連付け、接続を確立できるようにする。２ユーザが繋がると、彼ら
は、ソーシャルネットワーキングシステム内での「友人」、「知り合い」、「コネクショ
ン」、または「仲間」と言うらしい。またコネクションは、ユーザの共通する特徴（たと
えば雇用主が共通であったユーザ、共通の友人をもっているユーザ、または共通の映画を
好むユーザ）に基づきソーシャルネットワーキングシステムによって自動的にもたらされ
ることができる。一般にソーシャルネットワーキングシステムに接続すると、接続ユーザ
は、非接続ユーザが利用し得るよりも多くの互いの情報にアクセスできる。同様にソーシ
ャルネットワーキングシステム内で繋がるようになると、ユーザは、たとえばＥメール（
ソーシャルネットワーキングシステム内的および外的）、インスタントメッセージ、テキ
ストメッセージ、電話、あるいは任意の他の通信インタフェースによって、別のユーザに
より多く通信できるようになり得る。最後に、接続すると、ユーザは、別のユーザがアッ
プロードしたコンテンツアイテムの視聴、コメント、ダウンロード、または承認を行うこ
とができるようになり得る。コンテンツアイテムの例には、限定されないが、メッセージ
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、待ち行列型メッセージ（たとえばＥメール）、テキストとＳＭＳ（ショートメッセージ
サービス）メッセージ、コメントメッセージ、任意の他の適切なメッセージ技術を用いて
送信されるメッセージ、ＨＴＴＰリンク、ＨＴＭＬファイル、画像、ビデオ、オーディオ
クリップ、文書、文書編集、カレンダ入力、またはイベント、他のユーザが生成したコン
テンツ、および他のコンピュータ関連ファイルが含まれる。
【００１２】
　オンラインソーシャルネットワーキングシステムは、ソーシャルグラフを使用すること
でオブジェクトを追跡することができる。ソーシャルグラフは、複数のエッジによって相
互接続される複数のノードを含む。ソーシャルグラフにおいて、ノードは、ソーシャルネ
ットワーキングシステムの関連内のオブジェクトを表わす。オブジェクトの一般的な例に
は、ユーザ、コンテンツアイテム、グループ、ウェブページ、ファンページ、イベント、
メッセージ、コンセプト、対話、情報、アクティビティ、データ、コンピュータアプリケ
ーション、広告、またはソーシャルネットワーキングシステムにおいて表すことができる
任意の他のエンティティが含まれる。企業、所在地、会場、商店、バンド、非ユーザ、レ
ストラン、または任意の他のエンティティは、ソーシャルネットワーキングシステムオブ
ジェクトによって直接的に表され得るか、そのエンティティ専用のソーシャルネットワー
キングシステム内のグループ、ウェブページ、またはファンページを介してオブジェクト
によって間接的に表されることができる。たとえばレストラン「レフュージ（Ｒｅｆｕｇ
ｅ）」または会場「オーフィアム劇場（Ｏｒｐｈｅｕｍ　Ｔｈｅａｔｒｅ）」は、ソーシ
ャルネットワーキングシステム内に専用オブジェクトを有することができる。またＲｅｆ
ｕｇｅは、ファンページをもつことができ、Ｏｒｐｈｅｕｍ　Ｔｈｅａｔｒｅは、ソーシ
ャルネットワーキングシステム上にウェブページをもつことができる。
【００１３】
　ソーシャルグラフのノード間のエッジは、２ノード間の特殊な繋がりを表し、ノード間
で発生した対話から生じ得る。たとえばユーザを表す２ノードでは、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の関連内で友人であることを意味し得る。またエッ
ジは、ユーザが互いに通信していたこと、１ユーザが他のプロフィールを見ていたこと、
ユーザが同じハイスクールに通ったこと、あるいは任意の他の繋がりまたは対話手段を意
味することができる。少なくとも一つのノードが、ユーザを表さない２ノードでは、エッ
ジは、類似または異なる繋がりまたは対話を意味し得る。たとえばエッジは、特定バンド
専用のグループの「いいね！」ボタンをクリックしたユーザか、ユーザが広告をクリック
したことを示すことができる。またエッジは、それぞれがソーシャルネットワーキングシ
ステムウェブページによって表される２企業が、いずれの企業による明確なアクションが
ないにもかかわらず互いに関連することを示し得る。
【００１４】
　特定の種類の新オブジェクトが作成されると、ソーシャルネットワーキングシステムは
、対応する種類の新ノードを初期化することができ、独自のオブジェクトまたはノード識
別子をそれに割当てることができ、さらに必要に応じてオブジェクトにデータを加え始め
ることができる。これはたとえば個人が最初にソーシャルネットワーキングシステムのユ
ーザになる場合にはソーシャルネットワーキングシステムが、新ユーザプロフィールを生
成する場合にはユーザが、新グループをスタートさせる場合には新コンテンツアイテムが
、ソーシャルネットワーキングシステムにアップロードされる場合には、またはそれ以外
の時間にソーシャルネットワーキングシステム内にオブジェクトが加えられるか、作成さ
れる場合に生じ得る。新オブジェクトが作成される場合には、オブジェクトを作成したユ
ーザを表すノードにオブジェクトノードをリンクさせるエッジが作成され得る。さらにソ
ーシャルネットワーキングシステムは、新オブジェクトノードまたは任意の既存ノードを
他のソーシャルグラフノードに自動的にリンクさせることができる。たとえば第１ユーザ
が、スポーツバーの写真をソーシャルネットワーキングシステムにアップロードし、その
後、スポーツバーのファンページが作成されると、ソーシャルネットワーキングシステム
は、ユーザによる明確なアクションがなくても、ユーザノードとファンページノード間に
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エッジを提供することができる。さらに第２ユーザが、第３ユーザのプロフィール上にス
ポーツバーに行くというコメントを掲示すると、第２ユーザと第３ユーザのノードは、ス
ポーツバーノードに関していずれのユーザによる明確なアクションがなくても、スポーツ
バーノードと自動的に繋がりがあるとされ得る。
【００１５】
　ソーシャルネットワーキングシステムのユーザは、たとえばコンテンツアイテム、情報
、またはアクションに通信、またはそれらにコメントすることで；承認に関連するボタン
またはリンク（たとえば「いいね！」ボタンか同等物）をクリックすることで：コンテン
ツアイテム、ユーザ情報、または他のユーザとのユーザアクションを共有することで；あ
るいはコンテンツアイテムをダウンロードまたは単に視聴することで、様々な形態でソー
シャルネットワーキングシステムオブジェクトに対話することができる。対話はまたソー
シャルネットワーキングシステムとの関連内のコンピュータベースアプリケーション（た
とえばソーシャルネットワーキングシステム内からのみアクセスおよびプレイできるビデ
オゲーム）、あるいは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で接続でき
るかどうかはわからないソーシャルネットワーキングシステム外のアプリケーション（た
とえばデスクトップウェブブラウザまたはモバイルアプリケーション）を用いることも含
み得る。さらに対話には、ソーシャルネットワーキングシステムとの関連で、あるいはソ
ーシャルネットワーキングシステム外のいずれかでの買物；ソーシャルネットワーキング
システムグループ、ウェブページ、またはファンページへの加入、コメント、または登録
；ソーシャルネットワーキングシステムに現在地または過去の所在地を送信するための携
帯機器の使用（位置の「チェックイン」）；ミーティング、会合、用事、休暇、タスク、
目標、予約、デート、または任意の他のイベント、またはカレンダ入力のスケジューリン
グ；およびミーティング、会合、パーティ、コンサート、演劇、または他の任意のイベン
トへの招待の受諾または参加への意思表示も含まれる。たとえばユーザは、ショパン専用
グループに加入することができ、ショパンの公演のチケットを購入でき、ユーザがその公
演に到着すると、コンサートホールの中に入いることができ、さらに公演を批評するユー
ザのプロフィールにメモを貼ることができる。これらは全て、対話を構成する。
【００１６】
　ソーシャルネットワーキングシステムのユーザは、他のユーザと付き合うか、繋がるか
、友人になることで、彼らのプロフィールを視ることで、彼らに通信することで、あるい
はソーシャルネットワーキングシステム内に共通の友人をもつことで、他のユーザに対話
することもできる。さらにソーシャルネットワーキングシステムユーザは、コンテンツア
イテムと、ウェブサイトと、ソーシャルネットワーキングシステムに繋がりがあるか関連
するソーシャルネットワーキングシステムのウェブページとの関連外の他のユーザまたは
他の情報に対話することができる。たとえばニュースウェブサイト上の記事は、ソーシャ
ルネットワーキングシステムのユーザが、記事の承認を表すべくクリックできる「いいね
！」ボタンを有することができる。同様に企業のウェブサイトは、企業のウェブサイトか
ら直接的に企業専用のソーシャルネットワーキングシステムグループに加入する能力を提
供することができる。これらの対話と、ソーシャルネットワーキングシステムとの関連内
の任意の他の適切なアクションとは、ソーシャルネットワーキングシステムデータ内に記
録されることができる。これらのデータは、ソーシャルエンドースメント情報の生成に用
いることができる。ソーシャルエンドースメント情報は、テキスト、画像、リンクを含む
ことができるか、ユーザにソーシャルエンドースメント情報を伝達するのに必要な任意の
適切な形態であるとすることができ、あるいはそのうちの両方である。
【００１７】
　ソーシャルエンドースメント情報は、特定の視聴ユーザに示される広告の社会的コンテ
キストを提供すべく用いることができる。図１は、本発明の一実施形態にしたがって広告
とともに表示するソーシャルエンドースメント情報を提供するプロセスの線図である。例
示されるように、ソーシャルネットワーキングシステムユーザデータストア１００は、ア
フィニティ／選択モジュール１２０にユーザデータを提供し、ソーシャルネットワーキン
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グシステムオブジェクトデータストア１０５は、オブジェクトデータを提供する。さらに
ソーシャルネットワーキングシステム対話データストア１１０は、提供されたユーザデー
タおよびオブジェクトデータに相関がある対話データをアフィニティ／選択モジュール１
２０に提供する。アドストア１３０は、アフィニティ選択モジュール１２０からのソーシ
ャルエンドースメント情報１２５とともにアド１３５をアド／エンドースメント結合モジ
ュール１４０に提供する。アド／エンドースメント結合モジュール１４０は、視聴ユーザ
１６０に表示すべく、サードパーティ発行主１５０にアド１３５とソーシャルエンドース
メント１４５を送信する。
【００１８】
　ユーザデータストア１００は、ユーザ情報、ユーザアカウント情報、ユーザプロフィー
ルとプロフィール情報、ユーザ接続、および他のユーザ関連データを保存する。たとえば
ユーザデータストア１００は、ユーザのアイデンティティ（ＩＤ）、ユーザのアカウント
設定、およびユーザのソーシャルネットワーキングシステムの友人を保存することができ
る。さらにユーザデータストア１００は、たとえばバイオグラフ型、デモグラフ型、およ
び他の型の記述的情報（職業経験、履修歴、趣味、または嗜好、関心、場所など）のプロ
フィール情報を保存することができる。オブジェクトデータストア１０５は、オブジェク
トに関係する任意の情報を保存する。これにはたとえばユーザプロフィール、グループプ
ロフィール、およびファンページプロフィール情報；メッセージボードコンテンツ；ユー
ザ作成コンテンツ（たとえばコメント、アップロードされた写真とビデオ、およびプロフ
ィールメッセージ）；イベント情報；およびソーシャルネットワーキングシステムユーザ
にとってアクセスできる任意の他の情報などのソーシャルネットワーキングシステムユー
ザ可視の記述的情報が含まれる。さらにオブジェクトデータストア１０５は、たとえばメ
タタグ、オブジェクトキーワード、カテゴリ情報、検索索引、およびソーシャルネットワ
ーキングシステムユーザには見えないがソーシャルネットワーキングシステムにとってア
クセスできる任意の他のデータなどのユーザに対して隠されたオブジェクトデータを保存
することができる。対話データストア１１０は、ソーシャルネットワーキングシステム内
のユーザアクティビティに関するデータを保存する。これには上記のような特殊な対話、
およびアクティビティレベルと稼働統計が含まれる。ユーザがオブジェクトに対話すると
、必ずユーザノードとオブジェクトノードとの間のエッジが、ソーシャルグラフにおいて
作成され得る。このエッジは、対話データストア１１０に保存することができる。対話デ
ータストア１１０は、特定の対話に関する情報を含むとともに、対話に関連するユーザノ
ードとオブジェクトノードに関する情報を含むことができる。一実施形態において対話デ
ータストア１１０は、対話に関連するオブジェクトノードとユーザノードを同定すべくソ
ーシャルグラフを用いる。
【００１９】
　一実施形態においてアド１３５は、ウェブサイトの余白または他の専用領域に表示され
るウェブベースのアドである。別の実施形態においてアド１３５は、ソフトウエアアプリ
ケーション、ビデオゲーム、または携帯機器アプリケーション内で表示される。アド１３
５は、ソーシャルエンドースメント情報１２５を表示するため、アド１３５内にソーシャ
ルエンドースメント情報フットプリントと称される専用スペースを有することができる。
またサードパーティ発行元１５０は、ソーシャルエンドースメント情報１２５に対応する
ため、アド１３５、またはアド１３５が表示されるべき領域（アドフットプリントと称さ
れる）を変更することができる。実施形態によってはアド１３５とソーシャルエンドース
メント情報１２５は、サードパーティ発行元に送信される前に結合され；他の実施形態に
おいてアド１３５とソーシャルエンドースメント情報１２５は、個々に送信されるととも
にサードパーティ発行元によって結合され得る。
【００２０】
　ソーシャルエンドースメント情報の配信を説明するこれらの実施形態は、単なる例示を
意味し、限定を意図しない。他の実施形態において図１の実施形態の構成要素に同じか実
質的に類似する機能を実行する構成要素の増減が存在する。たとえばユーザデータストア
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１００、オブジェクトデータストア１０５、および対話データストア１１０はすべて、同
じ記憶装置エンティティを備えることができる。さらに下述されるように、いくつかの実
施形態においてアフィニティ／選択モジュールの機能性は、ソーシャルネットワーキング
システムによって提供することができ；他の実施形態においてこの機能性のうちの全てか
一部は、ソーシャルネットワーキングシステム外で提供されることができる。ソーシャル
エンドースメント情報を提供するさらなる実施例は、米国特許出願公開第１２／８９８，
６６２号において認められる。この特許は、本明細書において参考文献によって盛り込ま
れている。
【００２１】
　［システム構築］
　図２は、本発明の一実施形態にしたがって視聴ユーザに広告とともに表示するソーシャ
ルエンドースメント情報を選択するのに適したシステム環境を例示するハイレベルブロッ
ク線図である。システム環境は、視聴ユーザ２１０、ソーシャルネットワーキングシステ
ム２２０の一員である視聴ユーザ２１０、アドサーバ２３０、および全てが接続ネットワ
ーク２００を通じて通信する広告主２４０を含む。接続ネットワークは、インターネット
、ローカルエリアネットワーク、無線ネットワーク、またはモジュール間の通信を可能に
する任意の他のネットワークとすることができる。接続ネットワーク２００は、標準通信
技術とプロトコールのうちの少なくとも一方を使用することができる。別の構成において
異なるモジュールと付加モジュールのうちの少なくとも一方は、システムに包含されるこ
とができる。
【００２２】
　視聴ユーザ２１０は、広告を表示できるウェブサイトを通じて接続ネットワーク２００
にアクセスすることができる。ウェブサイトは、一つあるいは複数のウェブページを含む
ことができるとともに、ウェブサーバをホストとすることができる。また視聴ユーザ２１
０は、ネイティブアプリケーションを介して接続ネットワーク２００にアクセスすること
ができる。そのような場合において、視聴ユーザ２１０は、接続ネットワーク２００にア
クセスすべく、コンピュータ、ラップトップ、ノートブック、タブレットコンピュータ、
または携帯機器、あるいはデバイスで動くネイティブアプリケーション内に広告を表示で
きる任意の他の適切なデバイスを用いることができる。視聴ユーザ２１０に表示されるア
ドは、テキスト、画像、ビデオ、音声、または任意の他のアド関連コンテンツを含むこと
ができる。アドは、最初のウェブサイトかアプリケーションの視聴領域外に表示される静
止型、動画、対話型、透過型、可動式、固定式とすることができるか、ウェブサイトにつ
いては、ウェブサイトに最初にアクセスするとき、アドは、ウェブサイトへのアクセス時
に表示される全く独自のウェブページを構成することができる。アドは、ウェブサイト、
携帯アプリケーション、または任意の他の媒体においてアドを出し得るサードパーティ発
行元によって表示されることができる。
【００２３】
　ソーシャルネットワーキングシステム２２０は、一つあるいは複数のウェブサーバをホ
ストとする複数のウェブページを含むことができる。複数のウェブページは、ソーシャル
ネットワーキングシステム情報を提示することができる。上記のようにこれらのページに
は、ユーザプロフィール、グループプロフィール、ファンページ、および他のソーシャル
ネットワーキングシステム関連ページが含まれ得る。これらのページはたとえば個人情報
、ユーザ情報、ユーザアクション、グループ情報、ファンページ情報、エンドースメント
情報、コンテンツアイテム、ユーザ設定、グループ設定、検索結果、アド、アドタグ、お
よび任意の他のソーシャルネットワーキングシステム関連データなどの様々なソーシャル
ネットワーキングシステムデータを含むことができる。ソーシャルネットワーキングシス
テムデータは、一つあるいは複数のソーシャルネットワーキングシステムデータベースに
保存される。これらのデータベースと全ての他のソーシャルネットワーキングシステム構
成要素は、ソーシャルネットワーキングシステムウェブサーバを介して接続ネットワーク
２００によって視聴ユーザ２１０、アドサーバ２３０、広告主２４０、または任意の他の
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モジュールに通信することができる。データベースは、ソーシャルネットワーキングシス
テムユーザデータ、オブジェクトデータ、対話データ、またはリクエスされた別のモジュ
ールによる場合の任意の他のソーシャルネットワーキングシステムデータを提供すること
ができる。
【００２４】
　アドサーバ２３０は、一つあるいは複数のデータベースに連結される少なくとも一つあ
るいは複数のウェブサーバを備える。データベースは、アプリケーションまたは携帯機器
、あるいは任意の他の種類の広告に表示するためウェブベースで具体的に調整され得る複
数のアドを保存する。さらにアドサーバ２３０は、複数のアドタグを保存することができ
、アドタグは、アドの対象、アドのジャンル、アドによって表される製品、またはサービ
ス、あるいはアドの任意の他の特徴、機能、または性質を同定、でなければ記載できるア
ドに結合され得る情報を含む。実施形態によってはアドタグは、アドに関係し得る特殊な
ソーシャルネットワーキングシステムオブジェクトを同定する。一実施形態において広告
主は、アドタグを選択する。別にソーシャルネットワーキングシステムまたは任意のサー
ドパーティは、アドタグを選択することができる。アドは、広告主２４０またはアドサー
バ２３０による配信に備えることができる任意の他のエンティティから受信することがで
きる。アドサーバのウェブサーバは、保存用アドを受信でき、さらにアドをリクエストす
る任意のモジュールにデータベースからアドを供給することができる。場合によっては、
アドサーバ２３０と広告主２４０は、同じエンティティである。時には、アドと関連アド
タグは、異なるソースによってもたらされ得る。アドサーバ２３０は、付随の一つあるい
は複数のアドタグとともにアドを供給し得るか、アドサーバ２３０は、付随のアドタグな
しでアドを供給することができる。アドのリクエストの受信に応答してアドサーバ２３０
は、次に広告主２４０からアドをリクエストすることができる。同様にアドサーバ２３０
は、広告主２４０または任意の他のモジュールからアドタグをリクエストすることができ
る。
【００２５】
　広告主２４０は、一つあるいは複数のデータベースに結合した少なくとも一つあるいは
複数のウェブサーバを備える。データベースは、アドサーバ２３０または任意の他のモジ
ュールに配信されるべきアドを保存することができ、さらに保存アドまたは任意の他のア
ドのアドタグを保存することができる。広告主２４０は、アドサーバ２３０または任意の
他のモジュールにアドを供給する前にアドのアドタグを生成することができる。別に広告
主２４０は、アドが供給された後に、たとえばサーバ２３０または任意の他のモジュール
によるアドタグのリクエストに応答してアドタグを生成することができる。またアドタグ
に代わってアドサーバ２３０、広告主２４０、または任意の他のエンティティは、この発
明の目的としてアドがソーシャルネットワーキングシステムのどのオブジェクトに関係す
るかを簡単に指定することができる。そのような実施形態においてアドサーバ２３０、広
告主２４０、または他のエンティティは、この情報を直接ソーシャルネットワーキングシ
ステム２２０に伝達し得るか、媒介を通じて伝達し得る。一実施形態においてアドに関係
するオブジェクトは、視聴ユーザ２１０のアイデンティティ（ＩＤ）に基づき選択される
。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２２０は、どのオブジェクト
がアドに関係するかを決定する。これはソーシャルネットワーキングシステム２２０が、
アドを受信する前か後、アドのアイデンティティ（ＩＤ）を獲得する前か後、またはコン
テンツについてアドをスキャンする前か後に生じ得る。様々な実施形態において図２の実
施形態の構成要素に同じか実質的に類似する機能を実行する構成要素の増減が存在する。
【００２６】
　［操作］
　図３は、本発明の一実施形態にしたがって広告とともに表示すべく一つあるいは複数の
候補ソーシャルエンドースメントからソーシャルエンドースメント情報を選択するプロセ
スを例示するブロック線図である。ソーシャルエンドースメント情報３７０は、ソーシャ
ルエンドースメント情報３７０のリクエストに応答して選択されることができる。一実施
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形態においてこのリクエストは、アド３００自体によってもたらされる。たとえばアド３
００は、実行されれば、ソーシャルエンドースメント情報３７０のリクエストをソーシャ
ルネットワーキングシステム２２０または他のエンティティに送信するアド３００内に組
込まれた実行コードを有することができる。実施形態によってはアド３００を表示するサ
ードパーティ発行元が、ソーシャルエンドースメント情報３７０をリクエストする。いく
つかの実施形態において視聴ユーザ２１０は、ユーザのアイデンティティ（ＩＤ）を、ア
ド３００またはアド３００を表示するサードパーティ発行元に送信する。視聴ユーザ２１
０は、ソーシャルエンドースメント情報３７０のリクエストの前か後のいずれかに、アド
３００またはサードパーティ発行元に同定されることができる。実施形態によっては視聴
ユーザ２１０は、アド３００またはサードパーティ発行元によって同定されず、それに代
わって視聴ユーザ２１０は、アド３００、サードパーティ発行元、ソーシャルネットワー
キングシステム２２０、または任意のサードパーティエンティティのいずれかのリクエス
トで、ユーザのアイデンティティ（ＩＤ）をソーシャルネットワーキングシステム２２０
に送信することができる。視聴ユーザ２１０は、たとえばＩＰアドレス、ユーザのアイデ
ンティティ（ＩＤ）を保存するクッキ、視聴ユーザ２１０がソーシャルネットワーキング
システム２２０、または任意の他の適切な同定手段に署名されると、アド３００またはサ
ードパーティ発行元が、ソーシャルネットワーキングシステム２２０からユーザのアイデ
ンティティ（ＩＤ）を受信できるようにするソーシャルネットワーキングシステム２２０
とのインタフェースなどの多くの方法で自身を同定することができる。
【００２７】
　アド３００に関係するオブジェクト３２０と、視聴ユーザ２１０に関連するユーザ３３
０との間のソーシャルネットワーキングシステム対話３４０が、同定される。一実施形態
においてこれはまずアド３００に関係するソーシャルネットワーキングシステムオブジェ
クト３２０を同定することと、次に視聴ユーザ２１０に関連するソーシャルネットワーキ
ングシステムユーザ３３０を同定することとを含む。別の実施形態において視聴ユーザ２
１０に関連するユーザ３３０が、まず同定され、続いてアド３００に関係するオブジェク
ト３２０が、同定される。さらに別の実施形態においてアド３００に関係するオブジェク
ト３２０および視聴ユーザ２１０に関連するユーザ３３０は、同時に同定される。アド３
００に関係するオブジェクト３２０および視聴ユーザ２１０に関連するユーザ３３０が、
同定されると、ユーザ３３０とオブジェクト３２０との間の対話３４０は、同定されるこ
とができる。また一実施形態においてオブジェクトに対話した視聴ユーザ２１０に関係す
るユーザ３３０のみが、同定される。アド３００に関係する一つあるいは複数のオブジェ
クト３２０と、視聴ユーザ２１０に関連する一つあるいは複数のユーザ３３０との間の一
つあるいは複数の対話３４０を同定する任意の方法または順序が、用いられ得る。
【００２８】
　アド３００に関係するソーシャルネットワーキングシステムオブジェクト３２０は、様
々な方法で同定することができる。一実施形態においてアド３００は、アドタグを含有す
る。これらのアドタグは、ソーシャルネットワーキングシステム２２０で特定のオブジェ
クトを同定することができる。たとえばアドタグは、ファンページのＵＲＬ、ファンペー
ジのソーシャルネットワーキングシステム索引番号、ファンページを同定すべくソーシャ
ルネットワーキングシステム２２０が分析するキーワード、あるいはアドタグのコンテン
ツによって、ソーシャルネットワーキングシステム２２０内のオブジェクトを同定するの
に適切な任意の他の方法によって、特定のパンクバンドのファンページを同定することが
できる。またアドサーバ２３０、広告主２４０、または任意の他のエンティティは、アド
３００に関係するソーシャルネットワーキングシステム２２０においてオブジェクト３２
０を同定することができる。この同定は、別個に、あるいはアド３００の送信と連動して
生じることができる。さらにこの同定は、アドサーバ２３０、広告主２４０、サードパー
ティ発行元、または任意の他の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
２２０との間の通信を含むことができる。たとえば広告主２４０は、靴セールのアド３０
０をサードパーティ発行元に提供でき、さらに靴製造会社のソーシャルネットワーキング
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システムウェブページのＵＲＬ、セールに関連する靴のブランド（ソーシャルネットワー
キングシステム２２０は、靴のブランド専用グループの同定に用いることができる）、お
よび靴を販売するユーザ２２０の近くにあるストア（ソーシャルネットワーキングシステ
ム２２０は、ストアに関してなされた通信の同定に用いることができる）をソーシャルネ
ットワーキングシステム２２０に伝達することができる。
【００２９】
　ソーシャルネットワーキングシステム２２０が、アド３００に関係するソーシャルネッ
トワーキングシステム２２０におけるオブジェクト３２０の同定に用いることができる情
報またはデータ（たとえばアドタグその他）をアドサーバ２３０、広告主２４０、サード
パーティ発行元か任意の他のエンティティが、提供できない場合には、ソーシャルネット
ワーキングシステム２２０は、様々な他の手段で関係のあるオブジェクト３２０を同定す
ることができる。一実施形態においてアド３００自体のアイデンティティ（ＩＤ）は、ソ
ーシャルネットワーキングシステム２２０に提供される。そのような場合にはソーシャル
ネットワーキングシステム２２０は、アドに関係するオブジェクトにアドを関連付ける予
め指定されたインデックスで、アドに関係するオブジェクト３２０を同定することができ
る。この予め指定されたインデックスは、広告主または任意の他のパーティによって追加
されることができる。一実施形態においてアド３００のアイデンティティ（ＩＤ）が、提
供されると、ソーシャルネットワーキングシステム２２０は、どのオブジェクトがアド３
００に関係するとして予め同定されているかを決定し、さらにこれをアド３００に関係す
るオブジェクト３２０の同定基準として用いる。
【００３０】
　アド３００自体が、ソーシャルネットワーキングシステム２２０に提供される（アドタ
グまたはその他の同定情報の代わりに）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２２０は、アド３００の特徴、性質、オブジェクト、または任意の他の識別機能を
同定すべく、アド３００をスキャンまたは分析することができる。これはアド３００のテ
キストのスキャニング、アド３００における画像の同定、アド３００を表示するウェブサ
イトについてのインターネット検索およびこれらのウェブサイトのコンテンツ、あるいは
アド３００のコンテンツか成分またはアド３００に関係するソーシャルネットワーキング
システムオブジェクトを同定する任意の他の方法のスキャニングか解析を伴い得る。この
実施形態においてアド３００の特徴、性質および機能が、決定されると、ソーシャルネッ
トワーキングシステム２２０は、必要な任意の手段を用いることでアド３００に関係する
オブジェクト３２０を同定することができる。たとえばアド３００が受信されると、ソー
シャルネットワーキングシステム２２０は、アド３００をスキャンすることができ、さら
にアドがフレーズ「ＤＶＤ」と「フィルの映画ストア（Ｐｈｉｌ‘ｓ　Ｍｏｖｉｅ　Ｓｔ
ｏｒｅ）」および「ゴッドファーザ（Ｔｈｅ　Ｇｏｄｆａｔｈｅｒ）」映画ポスタの画像
を含有することを発見できる。さらにソーシャルネットワーキングシステム２２０は、ア
ド３００についてインターネットを検索することができ、さらにアドが映画専用の人気ウ
ェブサイト上に表示されたことを発見することができる。ソーシャルネットワーキングシ
ステム２２０は次に、フィルの映画ストア、人気ウェブサイトのファンページ、およびア
ド３００に関係するオブジェクト３２０としてコンセプト「ゴッドファーザ」（たとえば
このコンセプトは、お気に入りの映画としてゴッドファーザをリストするユーザが繋がり
得るようなノードをソーシャルネットワーキングシステム２２０において含むことができ
る）で、ＤＶＤセールのソーシャルネットワーキングシステムイベントを同定することが
できる。これらの実施例は、単なる例示にすぎない。すなわちアド３００に関係するオブ
ジェクト３２０を同定する任意の適切な手段が、用いられ得る。
【００３１】
　視聴ユーザ２１０に関連するソーシャルネットワーキングシステムユーザ３３０は、同
定され得る。一実施形態においてこれはソーシャルネットワーキングシステム２２０との
関連で視聴ユーザ２１０と「友人」である全てのソーシャルネットワーキングシステムユ
ーザ全てを同定することを含む。別の実施形態において視聴ユーザ２１０の友人のうちの
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一部のみが、同定される。この一部は、一つあるいは複数の特定の特徴（たとえば視聴ユ
ーザ２１０の親戚）によって定義されるグループとすることができるか、他の基準によっ
て選択でき、あるいは無作為に選択することができる。別の実施形態において視聴ユーザ
２１０と明確には友人ではないが、その代わり別の方法で視聴ユーザ２１０に関連するソ
ーシャルネットワーキングシステムユーザ３３０が、同定される。たとえばユーザ３３０
は、視聴ユーザ２１０と共通の友人に基づき、共通のユーザプロフィール情報（同じお気
に入りの映画、同じハイスクールに通った、など）に基づき、同じネットワークの会員で
あることに基づき、人口統計学データ（たとえば同じ地理的位置）に基づき、あるいは任
意の特質、特徴、情報、外観、または性質に基づき同定されることができる。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２２０は、どのユーザ３３０が視聴ユーザ
２２０に繋がりがあるかを決定すべく、ソーシャルグラフを用いる。そのような事例にお
いて、ソーシャルネットワーキングシステム２２０は、エッジによって視聴ユーザ２１０
のノードに繋がるノードのユーザ３３０を同定することができる。一実施形態において一
つあるいは複数の同定オブジェクト３２０に対話した視聴ユーザ２１０に関連するユーザ
３３０のみが、同定される。視聴ユーザ２１０に関連するかオブジェクト３２０に対話し
たいずれかのユーザ３３０を同定する任意の適切な方法が、用いられ得る。
【００３２】
　ユーザ３３０とオブジェクト３２０との間の対話３４０は、同定される。上記のように
対話３４０は、いくつかの形態をとることができ、たとえば視聴ユーザに関連するユーザ
が、アド３００に関係したグループに加入したら、この対話３４０は、同定され得る。同
様に対話３４０は、オブジェクト３２０とユーザ３３０との間に存在し得るが、対話３４
０は、同定されないかもしれない。一実施形態において視聴ユーザ２１０に関連する単一
ユーザ３３０は、アド３００に関係する２以上のオブジェクト３２０に対話することがで
きる。これらの対話３４０のうちのゼロ、１または２以上が、同定され得る。別の実施形
態において同定ユーザ３３０は、任意のオブジェクト３２０に対話していなかったかもし
れない。同様にオブジェクト３２０は、任意のユーザ３３０によって対話されていなかっ
たかもしれない。対話３４０は、ソーシャルネットワーキングシステム２２０との関連外
で生じることができる。そのような事例において、対話３４０は、ソーシャルネットワー
キングシステム２２０に伝達され得る。
【００３３】
　対話３４０は、様々な方法で同定することができる。一実施形態においてオブジェクト
３２０とユーザ３３０との間のいかなる対話３４０も、同定される。別の実施形態におい
て特定の対話３４０のみが、同定される。対話３４０は、対話の種類、対話されるオブジ
ェクト３２０、対話ユーザ３３０、視聴ユーザ２１０のアイデンティティ（ＩＤ）、アド
３００、あるいは対話３４０を適切に同定するのに必要な任意の他の特徴、性質、または
機能に基づき同定されることができる。たとえば一実施形態において製品またはサービス
の購入を含む対話３４０のみが、同定されることができる。同様に一実施形態において視
聴ユーザ２１０の親戚であるユーザ３３０とファンページのオブジェクト３２０との間の
対話のみが、同定されることができる。一つよりも多くのオブジェクト３２０に対話した
単一ユーザ３３０に対して、これらの対話３４０のうちの１対話のみ、一つよりも多くの
対話、あるいはゼロの対話が、同定されることができる。たとえば一実施形態においてユ
ーザ３３０が、車を購入し、さらに車のモデル専用のソーシャルネットワーキングシステ
ムグループに加入したら、車の購入は、同定される唯一の対話とすることができ、その逆
もしかりである。
【００３４】
　一実施形態において一つあるいは複数の同定された対話は、一つあるいは複数の候補ソ
ーシャルエンドースメント３５０をもたらすべく、相関性がある対話ユーザ３３０および
対話オブジェクト３２０に関連する。したがってこれらの一つあるいは複数の候補ソーシ
ャルエンドースメント３５０のうちのそれぞれは、視聴ユーザ２１０に関連するユーザ３
３０と、アド３００に関係するオブジェクト３２０との間のソーシャルネットワーキング
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システム対話３４０を記載する情報を含む。したがって一実施形態においてそれぞれの候
補ソーシャルエンドースメント３５０は、ソーシャルエンドースメント情報３７０として
用いられ得る。
【００３５】
　アフィニティスコアは、候補ソーシャルエンドースメント３５０と視聴ユーザ２１０と
の間でそれぞれの候補ソーシャルエンドースメント３５０に対してコンピュータで計算す
ることができる。一実施形態においてアフィニティスコアは、アフィニティ／選択モジュ
ール３６０によってコンピュータで計算される。一実施形態においてアフィニティ／選択
モジュール３６０は、２つの別個の異なるモジュールを備える。アフィニティ／選択モジ
ュール３６０機能性のうちの全てまたは一部は、ソーシャルネットワーキングシステム２
２０内またはシステム外で実装されることができる。アフィニティスコアは、視聴ユーザ
２１０がアド３００をクリックしようとする予測可能性、視聴ユーザに対するアド３００
または候補ソーシャルエンドースメント３５０の関連性、あるいは視聴ユーザ２１０、ア
ド３００、ソーシャルエンドースメント情報３７０、または任意の他のエンティティ、性
質、特徴、値、情報、データ、またはコンセプトに関係する任意の他の定量可能な尺度を
表すべくコンピュータで計算することができる。一実施形態においてアフィニティスコア
は、候補ソーシャルエンドースメントに対しては算出されない。候補ソーシャルエンドー
スメントは、他の基準を用いることで選択される。
【００３６】
　アフィニティスコアは、それぞれの候補ソーシャルエンドースメント３５０によって表
される種類の対話３４０に基づきコンピュータで計算することができる。たとえば本の購
入を表す候補ソーシャルエンドースメント３５０のアフィニティスコアは、書評の掲示を
表す候補ソーシャルエンドースメント３５０のアフィニティスコアよりも大きいとするこ
とができる。このアフィニティスコアは、次いで本を表すオブジェクトの「いいね！」ボ
タンのクリックを表す候補ソーシャルエンドースメント３５０のアフィニティスコアより
も大きいとすることができる。アフィニティスコアはまたそれぞれの候補ソーシャルエン
ドースメント３５０によって表されるオブジェクト３２０またはユーザ３３０に基づきコ
ンピュータで計算することができる。たとえばファンページは、ユーザがアップロードし
た写真よりも高く評価されることができ、視聴ユーザ２１０の親戚は、小学校のクラスメ
ートよりも高く評価され得る。アフィニティスコアは、広告３００の種類に基づきコンピ
ュータで計算することができる。たとえば購入を表す候補ソーシャルエンドースメント３
５０は、アド３００が、靴ストアでのセールを含む場合には、他の候補ソーシャルエンド
ースメント３５０よりも高いアフィニティスコアを有し得る。アフィニティスコアは、任
意の構成要素、モジュール、エンティティ、情報、ユーザ、特徴、性質、値、データ、ま
たはコンセプトに基づきコンピュータで計算することができる。アフィニティスコアは、
履歴情報または任意の他の予測か測定手段に基づくかどうかにかかわらず、ソーシャルエ
ンドースメントに関係するすべてにおいて可能性がある視聴ユーザの関心のあらゆる種類
の尺度を表わすことができる。
【００３７】
　アフィニティスコアは、特定の候補ソーシャルエンドースメント３５０、特定の視聴ユ
ーザ２１０、あるいは特定のアド３００に対して予め指定され得る。さらにアフィニティ
スコアは、予め指定された式または方程式にしたがって計算することができる。またアフ
ィニティスコアは、視聴ユーザ２１０、アド３００、候補ソーシャルエンドースメント３
５０、または任意の他の性質、値、エンティティ、情報、特徴、またはデータに依存して
動的に計算され得る。アフィニティスコアは、多因子または単一因子に基づき計算するこ
とができる。アフィニティスコアはまた時間とともに減衰し得る。一実施形態においてア
フィニティスコアは、いくつかの因子に基づき計算することができ、因子のうちの一つあ
るいは複数は、時間とともに減衰し得るが、因子のうちの一つあるいは複数は、時間とと
もに減衰しないかもしれない。アフィニティスコアの減衰速度は、対話３４０の種類、オ
ブジェクト３２０の種類、またはユーザ３３０のアイデンティティ（ＩＤ）に依存し得る
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。たとえばファンページプロフィールへのメッセージの掲示に対する減衰速度は、ソーシ
ャルネットワーキングシステムのカレンダ機能を用いる特定のナイトクラブでのパーティ
の計画に対する減衰速度よりも速いとすることができる。
【００３８】
　アフィニティ／選択モジュール３６０は、ソーシャルエンドースメント情報３７０とし
て提供すべく候補ソーシャルエンドースメント３５０を選択する。一実施形態においてこ
の選択は、候補ソーシャルエンドースメントアフィニティスコアに基づく。アフィニティ
スコアが最高の候補ソーシャルエンドースメント３５０が、選択され得る。別の実施形態
において候補ソーシャルエンドースメント３５０は、アフィニティスコアに部分的にのみ
基づき選択されることができる。さらに別の実施形態において候補ソーシャルエンドース
メント３５０は、アフィニティスコアの減衰速度に基づき選択されることができる。ソー
シャルエンドースメント情報３７０として提供すべくアフィニティスコアに基づき候補ソ
ーシャルエンドースメント３５０を選択する任意の適切な方法を用いることができる。ま
た候補ソーシャルエンドースメント３５０は、アフィニティスコアを考慮することなく選
択することができる。一実施形態においてアフィニティスコアは、計算されず、候補ソー
シャルエンドースメント３５０は、他の基準に基づき選択される。一実施形態において多
数の候補ソーシャルエンドースメントは、ソーシャルエンドースメント情報３７０として
選択および使用されることができる。別に多数の候補ソーシャルエンドースメントは、ソ
ーシャルエンドースメント情報３７０として統合および表示されることができる。一実施
形態においてソーシャルエンドースメント情報３７０は、アド３００内のソーシャルエン
ドースメントフットプリント３１０に表示される。別の実施形態においてソーシャルエン
ドースメント情報３７０は、アド３００の外に表示される。さらに別の実施形態において
サードパーティ発行元は、ソーシャルエンドースメント情報３７０を表示するため、アド
３００の寸法またはフォーマットを調整する。
【００３９】
　図４は、本発明の一実施形態にしたがって特定実施例に対してソーシャルエンドースメ
ント情報を選択するプロセスのブロック線図である。この実施例において、アド３００は
、コンサート４００を宣伝するアドである。コンサートアド４００は、ソーシャルエンド
ースメント情報フットプリント４１０およびアドタグ４２０を備える。アドタグ４２０は
、ソーシャルネットワーキングシステム２２０におけるオブジェクト３２０を同定する。
特に、同定されたオブジェクト３２０は、コンサートを開催するバンド、コンサートのチ
ケット売主、バンドによって作成されたアルバム、コンサートの会場、およびコンサート
専用のファンページである。
【００４０】
　この実施例における視聴ユーザ２１０は、トム（Ｔｏｍ）４３０である。トムは、ソー
シャルネットワーキングシステム２２０に対して同定され、トムに関連するソーシャルネ
ットワーキングシステム２２０のユーザ３３０が、同定される。これらのユーザ３３０は
、ガールフレンドのレイチェル（Ｒａｃｈｅｌ）、兄弟のスティーブ（Ｓｔｅｖｅ）、友
人のジェイソン（Ｊａｓｏｎ）、教師のクレア（Ｃｌａｉｒｅ）、および同僚のベーベで
あり、最初の４名は、ソーシャルネットワーキングシステムとの関連でトムと「友人」で
あり、５人目（ベーベ）は、ソーシャルネットワーキングシステム２２０によって自動的
に決定される。何故なら、ベーベとトムはともに、彼らのプロフィールに彼らの雇用主を
リストしているからである。オブジェクト３２０とユーザ３３０との間の対話が、同定さ
れる。この実施例において、そのような５対話が存在する。レイチェルは、バンド専用の
ウェブページ上で「いいね！」ボタンをクリックした（４４０）。スティーブは、バンド
のアルバムを購入し（４４２）、コンサートファンページにメッセージを掲示した（４４
８）。クレアもアルバムを購入し（４４４）、ベーベは、最近、携帯機器を用いて会場の
中に入った（４４６）が、異なるコンサートであった。ここで留意すべきは、ジェイソン
は、コンサートアド４００に関係するオブジェクト３２０のうちのいずれかに対話しなか
ったことと、ユーザ３３０のうちの誰もがチケット売主オブジェクトに対話しなかったこ
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とである。
【００４１】
　これらの５対話は、候補ソーシャルエンドースメント３５０を含む。この実施例のアフ
ィニティ／選択モジュール４７０は、それぞれの候補ソーシャルエンドースメント３５０
に対してアフィニティスコアを計算する。この実施例において、アフィニティスコアは、
主として候補ソーシャルエンドースメント３５０の対話３４０におけるユーザ３３０と視
聴ユーザ２１０との間の関係の強度と種類に基づき計算され、バンドのソーシャルネット
ワーキングシステムウェブページ上で「いいね！」ボタンをクリックする（４４０）レイ
チェルを含む候補ソーシャルエンドースメント３５０に最高アフィニティスコアを与える
。さらにこの実施例において、最高アフィニティスコアを有する候補ソーシャルエンドー
スメント３５０は、ソーシャルエンドースメント情報３７０として選択および提供される
。したがって「レイチェルが、バンドを「いいね！」にする」を含むソーシャルエンドー
スメント情報４７０が、コンサートアド４００に提供される。留意すべきは、この実施例
が、単なる例示にすぎず、形はどうあれ限定を意図しないことである。
【００４２】
　図５は、本発明の一実施形態にしたがって広告とともに表示すべくソーシャルエンドー
スメント情報を選択するプロセスのフローチャートである。まず視聴ユーザ２１０に広告
３００とともに表示するソーシャルエンドースメント情報のリクエストが、受信される（
５００）。次に、アド３００に関係するソーシャルネットワーキングシステムオブジェク
ト３２０が、同定される（５０５）。同定オブジェクト３２０と、視聴ユーザ２１０に関
連するソーシャルネットワーキングシステムユーザ３３０との間の対話３４０が、同定さ
れる（５１０）。候補ソーシャルエンドースメント３５０は、同定された対話３４０のう
ちの一つあるいは複数を対話ユーザ３３０および対話オブジェクト３２０に関連付けるこ
とで（５１５）もたらされる。アフィニティスコアは、それぞれの候補ソーシャルエンド
ースメント３５０に対してコンピュータで計算され（５２０）、候補ソーシャルエンドー
スメント３５０と視聴ユーザ２１０との間のアフィニティを表す。最後に、候補ソーシャ
ルエンドースメント３５０は、候補ソーシャルエンドースメント３５０に対して計算され
たアフィニティスコアに少なくとも部分的に基づきソーシャルエンドースメント情報３７
０として提供すべく、選択される（５２５）。
【００４３】
　［概要］
　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ている。すなわち全てを網羅
している訳ではなく、また開示されるそのままの形態に本発明を限定するものでもない。
当業者は、上記の開示を考慮して多くの修正および変更が可能であることを認識すること
ができる。
【００４４】
　この説明のうちのいくつかの部分は、情報に基づいたアルゴリズムの用語および操作の
記号表現で本発明の実施形態を記載している。これらのアルゴリズムの説明および表現は
、仕事内容を他の当業者に効果的に伝えるためにデータ処理分野の当業者によって一般に
使用される。
【００４５】
　機能的、計算的、あるいは論理的に記載されているが、これらの操作は、コンピュータ
プログラムか等価の電気回路、マイクロコードその他によって実施されるものと考えられ
る。さらに一般性を失うことなく、操作の配列をモジュールと称することが、時には都合
が良いことも証明されている。記載される操作とそれらの関連モジュールは、ソフトウエ
ア、ファームウエア、ハードウエア、あるいはそれらの任意の組合せにおいて具現化する
ことができる。
【００４６】
　本明細書において記載される段階、操作、またはプロセスのうちのいずれかは、単独ま
たは他のデバイスに組合わせて、一つあるいは複数のハードウエアかソフトウエアモジュ
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ールで実施または実現されることができる。一実施形態においてソフトウエアモジュール
は、コンピュータプログラムコードを含有するコンピュータ可読媒体を備えるコンピュー
タプログラム製品で実装され、記載の段階、操作、またはプロセスのうちのいずれかまた
は全てを実施すべくコンピュータプロセッサによって実行することができる。
【００４７】
　本発明の実施形態は、本明細書において操作を実行する機器にも関係し得る。この機器
は、要求目的に合わせて特別に構成されることができるとともに、コンピュータ内に保存
されたコンピュータプログラムによって選択的に起動または再構成される汎用コンピュー
タデバイスを備えることができ、あるいはそのうちの少なくとも一方である。そのような
コンピュータプログラムは、コンピュータシステムバスに連結され得る、一時的ではない
有形のコンピュータ可読記憶媒体、または電子命令の保存に適した任意の種類の媒体に保
存することができる。さらに明細書において言及される任意の計算システムは、単一プロ
セッサを含み得るか、計算能力を高めるべくマルチプロセッサを含むデザインを採用する
アーキテクチャとすることができる。
【００４８】
　本発明の実施形態は、本明細書において記載される計算プロセスによって作り出される
製品にも関する。そのような製品は、計算プロセスから生じる情報を含むことができると
ともに、本明細書において記載されるコンピュータプログラム製品または他のデータを組
合わせた任意の実施形態を含むことができる。前記情報は、一時的ではない有形のコンピ
ュータ可読記憶媒体で保存される。
【００４９】
　最後に、本明細書において用いられる言語は、原則的に可読性および教育目的で選択さ
れており、本発明の主題を詳しく記述するため、または制限するために選択されているわ
けではない。したがって本発明の範囲は、この詳細な説明によって限定されるのではなく
、むしろ本明細書に基づく特許請求の範囲に係る任意の請求項によって限定される。した
がって本発明の実施形態の開示は、以下の特許請求の範囲において示される本発明の範囲
を限定するのではなく例示することを目的とする。



(19) JP 6031456 B2 2016.11.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(20) JP 6031456 B2 2016.11.24

【図５】



(21) JP 6031456 B2 2016.11.24

10

フロントページの続き

(72)発明者  シェーン、ケント
            アメリカ合衆国　９４０２５　カリフォルニア州　メンロー　パーク　ウィロー　ロード　１６０
            １　フェイスブック，インク．内

    審査官  小原　正信

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１０／０３３２３３０（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１０／０２２８５８２（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００８－１５８９２４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１６９６０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１２－５３２３８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１２－５１９９１５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　１０／００－９９／００
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

