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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】１又は複数の人を規定するイベントを作成する
ことにより、ユーザが個人的対話を円滑化できる方法を
提供する。
【解決手段】ソーシャルネットワーキングシステムが、
招待側ユーザからイベントに関する情報を受け取るステ
ップと、招待側ユーザとつながりがあり、イベントにま
だ関連付けられていないソーシャルネットワーキングシ
ステムユーザのユーザプロファイルにアクセスするアク
セスステップと、候補ユーザの組を選択する組選択ステ
ップと、候補ユーザをイベントに招待する提案の予測を
、候補ユーザによる招待側ユーザに対する親和性と、招
待側ユーザが出席したイベントに候補ユーザが出席した
履歴とに基づき生成する予測生成ステップと、予測に基
づき、組から１以上の候補ユーザを選択するユーザ選択
ステップと、イベントの招待を選択された１以上の候補
ユーザに送る提案を被招待側ユーザに送る招待ステップ
と、を含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーシャルネットワーキングシステムが、前記ソーシャルネットワーキングシステムの
招待側ユーザからイベントに関する情報を受け取るステップであって、前記情報は、場所
と、時間と、前記イベントに関連付けられている前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムの１以上のユーザとのうちの１つ以上を含む、受取ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記招待側ユーザとつながりがあり、前
記イベントにまだ関連付けられていないソーシャルネットワーキングシステムユーザのユ
ーザプロファイルにアクセスするアクセスステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記招待側ユーザとつながりがあり、前
記イベントにまだ関連付けられていない前記ソーシャルネットワーキングシステムユーザ
から候補ユーザの組を選択する組選択ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、各候補ユーザについて、前記招待側ユー
ザに対する、候補ユーザを前記イベントに招待する提案が、前記候補ユーザが前記イベン
トに参加することをもたらすかどうかの予測を生成する予測生成ステップであって、前記
予測の生成は、（１）前記候補ユーザによる前記招待側ユーザに対する親和性と（２）前
記招待側ユーザが出席したイベントに前記候補ユーザが出席した履歴とに基づく、ステッ
プと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記予測に基づき、前記組から１以上の
候補ユーザを選択するユーザ選択ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントの招待を選択された前記１
以上の候補ユーザに送る提案を前記招待側ユーザに送る招待ステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　組選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに関する前記情報に含まれ
る前記場所から指定された距離内の場所を自身のユーザプロファイルに有し、前記招待側
ユーザとつながりがあり、前記イベントに関する前記情報によって識別されていないユー
ザを選択するステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　組選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに関する前記情報に含まれ
る前記場所から指定された距離内の場所を自身のユーザプロファイルに有し、前記イベン
トに関する前記情報に含まれる前記時間における予定の空きを有するユーザを選択するス
テップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　候補ユーザを招待する前記提案が、前記候補ユーザが前記イベントに参加することをも
たらすかどうかの前記予測は、前記招待側ユーザによる前記候補ユーザに対する親和性に
基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ユーザ選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、候補ユーザによる前記招待側ユーザに対
する親和性と、前記招待側ユーザが出席したイベントに該候補ユーザが出席した履歴とに
さらに基づき、該候補ユーザが前記イベントに参加する可能性を求めるステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに参加する可能性が最も高
い１以上の候補ユーザを選択するステップと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ユーザ選択ステップは、
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　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、候補ユーザによる前記招待側ユーザに対
する親和性と、前記招待側ユーザが出席したイベントに出席した前記ユーザの部分集合の
ユーザの履歴とにさらに基づき、候補ユーザが前記イベントに参加する可能性を求めるス
テップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに参加する閾値の可能性以
上の可能性を有する１以上の候補ユーザを選択するステップと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ユーザ選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、候補ユーザによる前記招待側ユーザに対
する親和性と、前記招待側ユーザが出席したイベントに該候補ユーザが出席した履歴と、
前記イベントに関する前記情報に含まれる前記時間における該候補ユーザの場所とにさら
に基づき、該候補ユーザが前記イベントに参加する可能性を求めるステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに参加する閾値の可能性以
上の可能性を有する１以上の候補ユーザを選択するステップと、
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記イベントに関する前記情報に含まれる前記時間における前記候補ユーザの場所は、
前記候補ユーザから受け取られる、前記招待によって識別される前記場所に関連付けられ
ている追加のイベントに対する１つ以上の応答から求められる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ選択ステップは、
　　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記組の各候補ユーザに社会的値を割
り当てるステップと、
　　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記組の各候補ユーザが前記イベント
に参加する確率を求めるステップと、
　　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記組の各候補ユーザについて期待値
を求めるステップであって、候補ユーザの期待値は、該候補ユーザの社会的値と、該候補
ユーザが前記イベントに参加する確率とに基づく、求めるステップと、
　　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、最も高い期待値を有する１以上の候補
ユーザを選択するステップと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、招待を受け取る候補ユーザを識別する応
答を前記招待側ユーザから受け取るステップと、前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムが、識別された前記ユーザに関連付けられている電子装置に前記イベントの通知を送る
ステップと、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記招待ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記招待側ユーザに関連付けられている
電子装置に送られるニュースフィードに、選択された前記１以上の候補ユーザを識別する
ストーリを含めるステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記招待ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記招待側ユーザに関連付けられている
電子装置に、選択された前記１以上の候補ユーザを識別する通知を送るステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記イベントに関連付けられている前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記１
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以上のユーザは、前記イベントに招待された前記ソーシャルネットワーキングシステムの
１以上のユーザを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記イベントに関連付けられている前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記１
以上のユーザは、前記イベントに出席している前記ソーシャルネットワーキングシステム
の１以上のユーザを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　候補ユーザを前記イベントに招待する提案が前記候補ユーザが前記イベントに参加する
ことをもたらすかどうかの予測は、前記招待側ユーザに対し前記提案が提示されることに
応じて前記招待側ユーザが前記候補ユーザを招待する確率にさらに基づく、請求項１に記
載の方法。
【請求項１６】
　ソーシャルネットワーキングシステムが、前記ソーシャルネットワーキングシステムの
招待側ユーザからイベントに関する情報を受け取るステップであって、前記情報は、場所
と、時間と、前記イベントに関連付けられている前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムの１以上のユーザとのうちの１つ以上を含む、受取ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記招待側ユーザとつながりがあり、前
記イベントにまだ関連付けられていないソーシャルネットワーキングシステムユーザのユ
ーザプロファイルにアクセスするアクセスステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記招待側ユーザとつながりがあり、前
記イベントにまだ関連付けられていない前記ソーシャルネットワーキングシステムユーザ
から候補ユーザの組を選択する組選択ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記組の前記候補ユーザの各々が、招待
された場合に前記イベントに参加する可能性を求めるステップであって、候補ユーザが前
記イベントに参加する前記可能性は、（１）前記候補ユーザによる前記招待側ユーザに対
する親和性と（２）前記招待側ユーザが出席したイベントに前記候補ユーザの各々が出席
した履歴との両方に基づく、可能性ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、求められた前記可能性に基づき、前記組
から１以上の候補ユーザを選択するユーザ選択ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントの招待を選択された前記１
以上の候補ユーザに送る提案を前記招待側ユーザに送る招待ステップと、
を含む、方法。
【請求項１７】
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントの前記招待が、選択された
前記１以上の候補ユーザに送られたという確認を前記招待側ユーザに送るステップ
を更に含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　組選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに関する前記情報に含まれ
る前記場所から指定された距離内の場所を自身のユーザプロファイルに有し、前記招待側
ユーザとつながりがあり、前記イベントに関する前記情報によって識別されていないユー
ザを選択するステップ
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　組選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに関する前記情報に含まれ
る前記場所から指定された距離内の場所を自身のユーザプロファイルに有し、前記イベン
トに関する前記情報に含まれる前記時間における予定の空きを有するユーザを選択するス
テップ
を含む、請求項１６に記載の方法。
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【請求項２０】
　ユーザ選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに参加する可能性が最も高
い１以上の候補ユーザを選択するステップ
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　ユーザ選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記イベントに参加する閾値の可能性以
上の可能性を有する１以上の候補ユーザを選択するステップ
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記可能性ステップは、
　　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記組の各候補ユーザに社会的値を割
り当てるステップと、
　　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記組の各候補ユーザが前記イベント
に参加する確率を求めるステップと、
　　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記組の各候補ユーザについて期待値
を求めるステップであって、候補ユーザの期待値は、該候補ユーザの社会的値と、該候補
ユーザが前記イベントに参加する確率とに基づく、求めるステップと、を含む、請求項１
６に記載の方法。
【請求項２３】
　ユーザ選択ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、最も高い期待値を有する１以上の候補ユ
ーザを選択するステップ
を含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記招待ステップは、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、前記招待側ユーザに関連付けられている
電子装置に送られるニュースフィードに、選択された前記１以上の候補ユーザを識別する
ストーリを含めるステップ
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２５】
　前記イベントに関連付けられている前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記１
以上のユーザは、前記イベントに招待された前記ソーシャルネットワーキングシステムの
１以上のユーザを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２６】
　前記組の前記候補ユーザの各々が、招待された場合に前記イベントに参加する可能性の
値を求めるステップは、前記招待側ユーザに対し前記提案が提示されることに応じて前記
招待側ユーザが前記候補ユーザを招待する確率にさらに基づく、請求項１６に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の実施形態は、一般にソーシャルネットワーキングシステムに関し、具体的には
、ソーシャルネットワーキングシステムを使用して作成されたイベントにユーザを推薦す
ることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザが他のユーザとつながりをもち、連絡
を取ることができる有用な環境を提供する。様々なソーシャルネットワーキングシステム



(6) JP 2019-133698 A 2019.8.8

10

20

30

40

50

が、ユーザがそのソーシャルネットワーク内で対話できるようにする様々なメカニズムを
提供する。一部のソーシャルネットワーキングシステムは、ユーザが他のユーザと活動を
調整するために、イベントの日程を示すことを可能にするツール及び／又は機能も含む。
関与するユーザのためにイベントのスケジューリングを行うことに加え、ソーシャルネッ
トワーキングシステムのカレンダリングツール又は機能は、ユーザに自身とつながりがあ
るユーザの活動を知らせる付合い機能も提供する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　イベントを作成するとき、イベントにユーザを招待するソーシャルネットワーキングシ
ステム又は「招待側ユーザ」が、そのイベントに招待する追加のユーザを識別する。多く
の場合、この作業は、招待側ユーザが自身とつながりがある他のユーザをナビゲートする
ことを必要とする。このようにユーザを手動で識別することは、招待側ユーザがイベント
に招待するための追加のユーザを網羅的に識別するのを困難にし得る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、場所、時間、活動、及び／又はイベントに関
連付けられている１又は複数の人を規定するイベントを作成することにより、そのユーザ
が個人的対話を円滑化できるようにする。例えばイベントを作成するとき、ユーザは他の
ユーザを特定の時間において特定の場所に招待することがある。ユーザはイベントの作成
時に、招待する他のユーザを識別することができるが、ソーシャルネットワーキングシス
テムもそのイベントに参加するように招待され得る追加のユーザを提案（ｓｕｇｇｅｓｔ
）することができる。ソーシャルネットワーキングシステムは、追加のユーザがイベント
への招待を受け入れる可能性、及び／又は招待側ユーザが提案に従って行動し、提案され
た追加のユーザを招待する可能性に基づき、この提案のための追加のユーザを決定するこ
とができる。この決定を行う際、ソーシャルネットワーキングシステムは、イベントによ
って識別される時間及び場所の観点から、提案される追加のユーザの場所や都合等の様々
な要因を使用することができる。ソーシャルネットワーキングシステムは決定を行う際、
招待側ユーザと提案される追加のユーザとの間の親和性（ａｆｆｉｎｉｔｙ）、提案され
る追加のユーザがイベントに参加する頻度、提案側のユーザも出席したイベントに追加の
ユーザが出席した履歴、他の適切な要因等、他の要因を使用してもよい。
【０００５】
　一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステムが、ソーシャルネットワーキン
グシステムの招待側ユーザからイベントに関する情報を受け取る。受け取られる招待は、
場所及び時間を含み、イベントに出席する１以上のソーシャルネットワーキングシステム
のユーザを識別する。ソーシャルネットワーキングシステムは、招待側ユーザとつながり
があり、イベントにまだ出席していない１以上のユーザのユーザプロファイルにアクセス
し、１組の候補ユーザを識別する。一実施形態では、１組の候補ユーザを識別するとき、
イベントに出席していないユーザの部分集合を選択するメカニズムとして、イベントに関
する情報の場所及び時間が、招待側ユーザとつながりがあり、招待によって識別されてい
ないユーザのユーザプロファイルと比較される。例えばその組は、招待によって識別され
るイベントの場所の所定距離内に、特定の時間にいるユーザを含むことができる。別の例
として、その組は、招待によって識別される時間に来ることができ、招待によって識別さ
れる場所の所定距離内の場所にいるユーザを含む。
【０００６】
　候補ユーザを招待する提案が、招待された候補ユーザがイベントに参加することをもた
らすかどうかの予測に基づき、１以上のユーザを１組の候補ユーザから選択することがで
きる。一実施形態では、候補ユーザがイベントに参加するかどうかを予測するために、招
待側ユーザと候補ユーザとの間の親和性を使用する。招待側ユーザと組の中の候補ユーザ
との間の親和性が高いことは、招待側ユーザが関与するイベントに候補ユーザが出席する
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可能性が高いことを意味する。候補ユーザがイベントに参加するかどうかを予測する際、
他の要因を使用してもよい。例えば、イベントが行われることが予定されている時点にお
ける候補ユーザの場所及び／又は予定の空き具合（ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ）、並びに
候補ユーザと招待側ユーザとが同じイベントに出席している履歴は、ユーザがイベントへ
の招待を受け入れる可能性が高いかどうかの目安になる。或いは、予測を行う前に１組の
候補ユーザを識別するためのフィルタとして、招待側ユーザとつながりがあり、イベント
に関連付けられていないソーシャルネットワーキングシステムユーザの場所及び予定の空
き具合が使用される。次いで、１以上の被選択候補ユーザが招待側ユーザに知らされ、招
待側ユーザが１以上の被選択候補ユーザをイベントに招待することを可能にする。或いは
、ソーシャルネットワーキングシステムが、１以上の被選択候補ユーザに招待を送る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態による、イベントにソーシャルネットワーキングシステムユ
ーザを推薦するためのシステム環境のブロック図。
【図２】本発明の一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのシステムア
ーキテクチャのブロック図。
【図３】本発明の一実施形態による、イベントに招待する追加のソーシャルネットワーキ
ングシステムユーザを推薦するための方法の対話図。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムを使用して
イベントを作成するためのユーザインターフェイスの一例。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による、イベントに招待する追加のソーシャルネットワー
キングシステムユーザを提案するためのユーザインターフェイスの一例。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面は、本発明の様々な実施形態を解説目的でのみ示す。本明細書で説明する発明の原
理から逸脱することなしに、本明細書に記載の構造及び方法の代替的実施形態を利用でき
ることを当業者なら以下の解説から容易に理解されよう。
【０００９】
　概要
　ソーシャルネットワーキングシステムは、場所、時間、活動、及び／又はイベントに関
連付けられている１又は複数の人を規定するイベントをユーザが作成することを可能にし
、ユーザが直接にやり取りできるようにする。例えば、ソーシャルネットワーキングシス
テムユーザは、特定の時間において特定の場所に他のユーザを招待することによりイベン
トを作成する。本明細書で使用するとき、「イベント」は、イベントに含まれる一部の情
報を規定する私的なプランを指す場合もある。例えば、或るイベントは、場所及び時間又
は時間及びユーザのグループを識別することができる。従って、イベントは、時間、場所
、活動、及び／又は１又は複数のユーザのうちの１つ以上を規定することができる。
【００１０】
　ユーザはイベントの作成時に招待する他のユーザを識別することができるが、ソーシャ
ルネットワーキングシステムもそのイベントに招待する追加のユーザを提案することがで
きる。ソーシャルネットワーキングシステムは、追加のユーザがイベントへの招待を受け
入れる可能性、及び／又は招待側ユーザが提案に従って行動し、提案された追加のユーザ
を招待する可能性に基づき、この提案のための追加のユーザを決定することができる。こ
れらの決定を行う際、イベントによって識別される時間及び場所の観点から、提案される
追加のユーザの場所や予定の空き具合等の様々な要因が使用され得る。この決定のための
要因の更なる例には、招待側ユーザと提案される追加のユーザとの間の親和性、提案され
る追加のユーザがイベントに参加する頻度、提案側のユーザも出席したイベントに追加の
ユーザが出席した履歴、又は他の適切な要因が含まれる。
【００１１】
　図１は、ソーシャルネットワーキングシステム１４０の動作に適したシステム環境１０
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０を示す高レベルブロック図である。システム環境１００は、１つ以上のクライアント装
置１１０、ネットワーク１２０、１つ以上のサードパーティウェブサイト１３０、及びソ
ーシャルネットワーキングシステム１４０を含む。代替的構成では、システム内に異なる
及び／又は追加のモジュールが含まれ得る。図１ではソーシャルネットワーキングシステ
ム１４０を示すが、本明細書に記載の実施形態及び機能は他の種類のオンラインシステム
と共に使用してもよい。
【００１２】
　クライアント装置１１０は、ユーザ入力を受け取るだけでなく、ネットワーク１２０を
介してデータを送受信することができる１つ以上の計算装置を含む。クライアント装置１
００の例には、ラップトップコンピュータ、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
又は計算機能及びデータ通信能力を含む他の任意の装置が含まれる。クライアント装置１
１０はネットワーク１２０を介して通信するように構成され、ネットワーク１２０は、有
線通信システム及び無線通信システムの両方を使用する、ローカルエリアネットワーク及
び／又は広域網の任意の組合せ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１４０及び／又はクライアント装置１１０と通信するために、ネットワーク１２０に１
つ以上のサードパーティウェブサイト１３０が結合されてもよい。
【００１３】
　ソーシャルネットワーキングシステムのシステムアーキテクチャ
　図２は、ソーシャルネットワーキングシステム１４０のシステムアーキテクチャのブロ
ック図の一例である。ソーシャルネットワーキングシステム１４０は、ユーザプロファイ
ルストア２０５、コンテンツストア２１０、アクションロガー２１５、アクションログ２
２０、ニュースフィードマネージャ２２５、エッジストア２３０、親和性計算器２３５、
ユーザ提案エンジン２４０、及びウェブサーバ２４５を含む。他の実施形態では、ソーシ
ャルネットワーキングシステム１４０は、様々な用途のための追加の、より少ない、又は
異なるモジュールを含んでもよい。
【００１４】
　ソーシャルネットワーキングシステム１４０の各ユーザは、ユーザプロファイルストア
２０５内に記憶されているユーザプロファイルに関連付けられている。ユーザプロファイ
ルは、ユーザによって明確に共有されたユーザに関する宣言的情報を含み、ソーシャルネ
ットワーキングシステム１４０によって推論されるプロファイル情報を含んでもよい。一
実施形態では、ユーザプロファイルが複数のデータフィールドを含み、各データフィール
ドは、ソーシャルネットワーキングシステム１４０の対応するユーザの１つ以上の属性に
ついて記述する。ユーザプロファイルストア２０５内に記憶されているユーザプロファイ
ル情報は、経歴情報、人口学的情報、及び職歴、学歴、性別、趣味や好物、場所等の他の
種類の記述的情報を含め、ソーシャルネットワーキングシステム１４０のユーザを表す。
ユーザプロファイルは、ユーザによって与えられる他の情報、例えば画像や映像も記憶す
ることができる。特定の実施形態では、ユーザの画像が、画像内に表示されるソーシャル
ネットワーキングシステム１４０のユーザの識別情報にタグ付けされてもよい。ユーザプ
ロファイルストア２０５内のユーザプロファイルは、コンテンツストア２１０内のコンテ
ンツアイテムに対して実行され、アクションログ２２０内に記憶される、対応するユーザ
によるアクションへの参照も保持することができる。
【００１５】
　コンテンツストア２１０は、画像、映像、音声ファイル等、ユーザプロファイルに関連
付けられているコンテンツアイテム又はオブジェクトを記憶する。コンテンツストア２１
０のコンテンツアイテムは、ユーザプロファイルが閲覧されるとき、又はユーザプロファ
イルに関連付けられている他のコンテンツが閲覧されるときに表示され得る。例えば、表
示されるコンテンツアイテムは、ユーザプロファイルに関連付けられている画像や映像を
表示することができ、又はユーザの状態を表すテキストを表示してもよい。加えて、ソー
シャルネットワーキングシステム１４０のユーザ、オブジェクト、活動、又は機能に関係
するコンテンツを表示することにより、ユーザが他のユーザとの自身のつながりを広げる
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こと、システムに新たなユーザを招待すること、又はソーシャルネットワーキングシステ
ム１４０との対話を増やすことを促すことで他のコンテンツアイテムがユーザの関与を推
進することができる。ソーシャルネットワーキングコンテンツアイテムの例には、イベン
ト、イベントに関連付けられているページ、グループ、ページ（例えば組織を表すページ
や商業エンティティを表すページ）、提案されるつながり、他のアクションを実行する提
案、ユーザによってソーシャルネットワーキングシステムに投稿される写真、映像データ
、音声データ、状態メッセージやリンク、又はソーシャルネットワーキングシステムによ
って提供され、若しくはソーシャルネットワーキングシステムを介してアクセス可能な他
の任意のコンテンツが含まれる。
【００１６】
　招待側ユーザがソーシャルネットワーキングシステム１４０を用いてイベントを作成す
ると、イベントオブジェクトが作成され、コンテンツストア３１０内に記憶される。イベ
ントオブジェクトは、そのイベントについて記述する、招待側ユーザから受け取られるデ
ータを含む。イベントオブジェクトに含まれるデータの例には、イベントの名前や題名、
イベントの場所、イベントの時間、イベントに関連付けられている１以上のユーザが含ま
れる。イベントに関連付けられているユーザとは、イベントに招待されたユーザ、イベン
トに出席するユーザ、イベントへの招待に他の方法で応答したユーザ、又は上記のものの
組合せとすることができる。イベントへの招待がイベントに招待されるユーザに送られ、
招待されたユーザのユーザプロファイルにイベントオブジェクトからエッジが作成される
ことを引き起こす。これらのエッジは、以下で更に説明するエッジストア２３０内に記憶
され、イベントオブジェクトによって表わされるイベントとのつながり、及びイベントに
招待されたユーザについて記述する。
【００１７】
　アクションロガー２１５は、ユーザアクションに関する情報によってアクションログ２
２０にデータ投入する、ソーシャルネットワーキングシステム１４０上の及び／又はソー
シャルネットワーキングシステム１４０外のユーザアクションに関する通信を受け取る。
アクションの例にはとりわけ、別のユーザへのつながりを追加すること、別のユーザにメ
ッセージを送ること、画像をアップロードすること、別のユーザからのメッセージを読む
こと、別のユーザに関連付けられているコンテンツを閲覧すること、別のユーザによって
投稿されたイベントに出席すること、１以上のユーザをイベントに招待することが含まれ
る。加えて、他のオブジェクトに関連して記述される幾つかのアクションが特定のユーザ
に向けられ、それらのユーザにも関連付けられる。これらのアクションは、アクションロ
グ２２０内に記憶される。アクションロガー２１５は、サードパーティウェブサイト１３
０等、ソーシャルネットワーキングシステム１４０の外部のシステム上でユーザによって
行われたアクションを記述するデータを受け取り、それらのアクションもアクションログ
２２０に記憶することができる。
【００１８】
　従って、ソーシャルネットワーキングシステム１００並びにソーシャルネットワーキン
グシステム１００に情報を伝える外部のウェブサイト上のユーザアクションを追跡するた
めに、アクションログ２３０がソーシャルネットワーキングシステム１００によって使用
され得る。ユーザは、投稿に対してコメントすること、リンクを共有すること、クライア
ント装置１１０によって物理的な位置をチェックインすること、コンテンツアイテムにア
クセスすること、イベントを作成すること、イベントへの招待を受け入れること、イベン
トに対してコメントすること、又は他の対話を含め、ソーシャルネットワーキングシステ
ム１４０上の様々なオブジェクトと対話することができる。これらのアクションについて
記述する情報が、アクションログ２２０内に記憶される。アクションログ２２０内に含ま
れる、ソーシャルネットワーキングシステム１４０上のオブジェクトとの対話の更なる例
には、フォトアルバムに対してコメントすること、ユーザ間の通信、ミュージシャンのフ
ァンになること、イベントをカレンダに追加すること、グループに参加すること、ブラン
ドのページのファンになること、アプリケーションを承認すること、アプリケーションを
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使用すること、及びトランザクションに関与することが含まれる。加えてアクションログ
２２０は、ソーシャルネットワーキングシステム１４０上の広告、並びにソーシャルネッ
トワーキングシステム１４０上で動作する他のアプリケーションとのユーザの対話を記録
する。
【００１９】
　アクションログ２２０は、外部のウェブサイト上で取られるユーザアクションも記憶す
ることができる。例えば、アクションロガー２１５は、サードパーティウェブサイト１３
０とのユーザの対話について記述するデータを受け取る。ユーザがサードパーティウェブ
サイト１３０と対話するアクションの例には、ユーザがサードパーティウェブサイト１３
０又は別のエンティティに興味を示すこと、ユーザがサードパーティウェブサイト１３０
又はサードパーティウェブサイト１３０内のウェブページについて論じるコメントをソー
シャルネットワーキングシステム１４０に投稿すること、ユーザがサードパーティウェブ
サイト１３０に関連付けられている統一資源ロケータ（ＵＲＬ）又は他の識別情報をソー
シャルネットワーキングシステム１４０に投稿すること、ユーザがサードパーティウェブ
サイト１３０に関連付けられているイベントに参加すること、又はサードパーティウェブ
サイト１３０に関係するユーザによる他の任意のアクションが含まれる。例えば、主にス
ポーツ用品を割引価格で売るｅコマースウェブサイトは、ｅコマースウェブサイトがソー
シャルネットワーキングシステム１３０のユーザを識別することを可能にするソーシャル
プラグインにより、ソーシャルネットワーキングシステム１３０のユーザを認識すること
ができる。ソーシャルネットワーキングシステム１３０のユーザは一意に識別できるので
、このスポーツ用品の小売業者等のｅコマースウェブサイトは、これらのユーザが自らの
ウェブサイトを訪れるとき、これらのユーザに関する情報を使用することができる。アク
ションログ２２０は、ウェブページ閲覧履歴、関与した広告、なされた購入、及び買物や
購買に由来する他のパターンを含め、これらのユーザに関するデータを記録する。
【００２０】
　ニュースフィードマネージャ２２５は、ソーシャルネットワーキングシステム１４０の
ユーザにコンテンツを選択的に提供し、ユーザによるコンテンツの消費を記録する。一実
施形態では、ニュースフィードマネージャ２２５が、ユーザとつながりがあるソーシャル
ネットワーキングシステム１４０の他のユーザによって取られるアクションを記述する、
ユーザに関するストーリを生成する。一例では、ニュースフィードマネージャ２２５によ
って生成されるユーザに関するニュースフィードが、ユーザとつながりがある他のユーザ
によってなされたコメントを含む。別の例では、生成されるニュースフィードが、ユーザ
とつながりがあるソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザによってソーシャル
ネットワーキングシステム１４０に投稿されるコンテンツ、又はユーザとつながりがある
他のユーザによって取られる他のアクションを含む。加えて、ニュースフィードは、ニュ
ースフィード内のストーリと対話することでユーザがイベントに参加することを可能にす
る、イベントの通知又はイベントへの招待を含み得る。ニュースフィードマネージャによ
ってユーザのために生成される新規のニュースフィードストーリは、ソーシャルネットワ
ーキングシステム１４０によってランク付けされ、記憶され得る。ニュースフィードマネ
ージャ２２５は、ネットワーク１２０を介してクライアント装置１１０と通信して、ソー
シャルネットワーキングシステム１４０のユーザにコンテンツを提供することができる。
【００２１】
　一実施形態では、エッジストア２３０が、ユーザとソーシャルネットワーキングシステ
ム１４０上の他のオブジェクトとのつながりを記述する情報をエッジオブジェクト内に記
憶する。一部のエッジはユーザによって定められても良く、ユーザが他のユーザとの自身
の関係を規定することを可能にする。例えばユーザは、友人、同僚、パートナ等、自身の
実生活の関係に対応する他のユーザとのエッジを生成することができる。ソーシャルネッ
トワーキングシステム上のページに興味を示すとき、ソーシャルネットワーキングシステ
ムの他のユーザとリンクを共有するとき、ソーシャルネットワーキングシステムの他のユ
ーザによってなされた投稿に対してコメントするとき等、ユーザがソーシャルネットワー
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キングシステム１４０内のオブジェクトと対話するときに他のエッジが生成される。エッ
ジストア２３０は、オブジェクト、関心事、及び他のユーザに関する親和性スコア等、エ
ッジに関する情報を含むエッジオブジェクトを記憶する。一実施形態では、ユーザと特定
のオブジェクトとの間の複数の対話が、エッジストア２３０内の或るエッジオブジェクト
内に記憶され得る。一部の実施形態では、ユーザ間のつながりをユーザプロファイルスト
ア２１０内に記憶することができ、又はユーザプロファイルストア２１０がエッジストア
２３０にアクセスしてユーザ間のつながりを割り出すことができる。
【００２２】
　一部の実施形態では、イベントは、ソーシャルネットワーキングシステム１４０の招待
側ユーザによって明確に表現される将来の活動を示すことができ、かかるイベントは「プ
ラン」と呼ぶことができる。プランは、識別された活動を行う招待側ユーザ又は別のユー
ザの識別情報、活動が行われる時間、活動が行われる場所、及び招待側ユーザが活動を一
緒に行うことを意図する１以上の他のユーザのうちの１つ以上を含むことができる。プラ
ンは、ユーザプロファイル及び／又は他のユーザプロファイル若しくはオブジェクト等、
ノード間のエッジとしてエッジストア２３０内に記憶される。従って、プランは、オブジ
ェクト間のエッジを形成することにより、ソーシャルネットワーキングシステム１４０に
よって記憶される中の異なるオブジェクトをつなげる。一実施形態では、プランが、コン
テンツストア２１０及び／又はユーザプロファイルストア２０５内に記憶される２つ以上
のオブジェクトをつなげる１つ以上のエッジを含む。
【００２３】
　ソーシャルネットワーキングシステム１４０は、ソーシャルネットワーキングシステム
１４０内の他のオブジェクト又はユーザに対するユーザの親和性も判断する。一実施形態
では、ユーザとつながりがある様々なオブジェクト及び／又はユーザの親和性スコアを求
めるために、親和性計算器２３５がユーザと他のオブジェクトとの間のエッジを使用し、
又は他のユーザが使用される。オブジェクト又は別のユーザに対するユーザの親和性スコ
アを求めるために、ユーザによって行われ、アクションログ２２０内に記憶されるアクシ
ョンも使用される。
【００２４】
　他のユーザに対するユーザの親和性は、イベントに招待するユーザを識別するために使
用することができる。例えば、招待側ユーザがイベントを作成するとき、招待側ユーザと
他のユーザとの間の関係の目安になる、招待側ユーザとつながりがある他のユーザに対す
る招待側ユーザの親和性スコアが取得される。招待側ユーザと他のユーザとの間の親和性
スコアは、招待側ユーザも出席するイベントに他のユーザが出席する可能性、及び／又は
招待側ユーザが他のユーザをイベントに招待したい可能性の判定の目安となる。一実施形
態では、招待側ユーザがイベントオブジェクトを作成することに応答し、親和性計算器２
３５がエッジストア２３０から招待側ユーザとつながりがあるユーザを識別し、招待側ユ
ーザと招待側ユーザとつながりがある様々なユーザとの間の親和性スコアを求める。招待
側ユーザ及び他のユーザによって行われるアクション、招待側ユーザと他のユーザとの間
の共通の又は関係する関心事、招待側ユーザ及び他のユーザの両方とつながりがある追加
のユーザ、他の適切な情報等、親和性スコアを計算するために様々な要因を使用すること
ができる。親和性スコアを計算する実施形態の例が、参照によりその全体を本明細書に援
用する２０１０年１２月２３日に出願された米国特許出願第１２／９７８，２６５号明細
書、「ソーシャルネットワーキングシステムにおける文脈上関連する親和性の予測（Ｃｏ
ｎｔｅｘｔｕａｌｌｙ　Ｒｅｌｅｖａｎｔ　Ａｆｆｉｎｉｔｙ　Ｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎ　
ｉｎ　ａ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）」の中で記載されてい
る。
【００２５】
　ユーザ提案エンジン２４０は、招待側ユーザが作成したイベントに招待するための追加
のソーシャルネットワーキングシステムユーザを識別する。一実施形態では、ユーザ提案
エンジン２４０がユーザプロファイルストア２０５及びエッジストア２３０にアクセスし
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、招待側ユーザとつながりがある、イベントにまだ招待されていない候補ユーザを識別す
る。１組の候補ユーザを選択するために様々な要因を使用することができる。例えば１組
の候補ユーザは、イベントに招待されていないがイベントの場所の指定の距離内にいる、
招待側ユーザとつながりがあるユーザ、又はイベントの場所の指定の距離内におり、イベ
ントの時間に来ることができる招待側ユーザとつながりがあるユーザを含む。従って、ユ
ーザ提案エンジン２４０は、イベントへの近さ及び／又はイベント時の予定の空き具合に
基づき、招待側ユーザとつながりがあり、イベントに招待されていないユーザにフィルタ
を適用し１組の候補ユーザを選択することができる。他の実施形態では、ユーザ提案エン
ジン２４０が、招待側ユーザとつながりがあるユーザ及びイベントの他の属性を用いて１
組の候補ユーザを選択することができる。
【００２６】
　ユーザ提案エンジン２４０は、招待側ユーザと様々な候補ユーザとの間の親和性計算器
２３５からの親和性スコア並びに他の要因も使用し、様々な候補ユーザがイベントを知ら
された場合にそのイベントに参加する確率を求める。例えば、ユーザ提案エンジン２４０
は、ユーザプロファイルストア２０５にアクセスし、候補ユーザの地理的位置を求め、又
はイベント時間中の候補ユーザの予定の空き具合を求める。イベントに出席する可能性が
最も高い候補ユーザを識別するために、ユーザ提案エンジン２４０は、親和性スコアに加
えて候補ユーザとイベントの場所との間の距離を考慮することができ、そのためイベント
の場所の閾値距離内にいる候補ユーザが選択される。
【００２７】
　従って、候補ユーザがイベントに参加する確率は、イベント時の候補ユーザの予定の空
き具合、イベントの場所への候補ユーザの近さ、候補ユーザと招待側ユーザとの間の親和
性スコア、並びに他の適切な要因等の様々な要因に基づき得る。ユーザ提案エンジン２４
０は、候補ユーザがイベントへの招待を受け入れる確率を求める際、ユーザプロファイル
ストア２０５、アクションログ２２０、及び／又はエッジストア２３０からの追加情報を
使用することができる。例えば、ユーザ提案エンジン２４０は、それぞれのユーザのユー
ザプロファイル内の情報及び／又はユーザが取るアクションに基づき、招待側ユーザと候
補ユーザとの間の共通の関心事を割り出す。ユーザ提案エンジン２４０は、招待側ユーザ
と共通の幾つかの種類の関心事を有する候補ユーザが、招待側ユーザが作成し又は出席し
ているイベントに出席する可能性が高いと判定し得る。別の例として、ユーザ提案エンジ
ン２４０は、同様の属性を有するイベントに関係する候補ユーザによる以前のアクション
に基づき、イベントへの招待を受け入れる候補ユーザの確率を推定する。例えば、招待側
ユーザが作成したイベントに参加した候補ユーザ、招待側ユーザも出席したイベントに参
加した候補ユーザ、そのイベントと同じ場所のイベントに参加した候補ユーザ、及び／又
は同様のテーマのイベントに参加した候補ユーザは、イベントへの招待を受け入れる確率
がより高いと判定され得る。
【００２８】
　別の実施形態では、ユーザ提案エンジン２４０が、候補ユーザが招待側ユーザに提案さ
れた場合に、招待側ユーザが候補ユーザに招待を送る確率を求める。この確率は、上記の
ように候補ユーザに対する招待側ユーザの親和性並びに他の要因に基づいてもよい。或い
は、ユーザ提案エンジン２４０は、提案される場合に招待側ユーザが候補ユーザに招待を
送る確率、及び招待を受け取ったときに候補ユーザがイベントに参加する確率を求め、例
えばユーザ提案エンジン２４０は、招待側ユーザが候補ユーザに招待を送る確率と、候補
ユーザが招待を受け入れる確率との積に基づいて候補ユーザを識別する。
【００２９】
　候補ユーザがイベントに出席する確率を求めるために、他のデータがユーザ提案エンジ
ン２４０によって使用されてもよい。データの更なる例には、招待側ユーザと候補ユーザ
との間の対話レベル、招待側ユーザ及び候補ユーザの両方とつながりがあるユーザの数、
招待側ユーザ及び候補ユーザの関心事又は他のユーザプロファイル情報の類似性、招待側
ユーザと候補ユーザとの間の分離度、又は招待側ユーザと候補ユーザとの間の親和性を示
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す他の情報が含まれる。
【００３０】
　一部の実施形態では、ユーザ提案エンジン２４０が、各候補ユーザの社会的影響を表す
社会的値（ソーシャル価値）を各候補ユーザに関連付ける。この「社会的影響」は、候補
ユーザが参加するイベントに追加のユーザが参加する可能性を表し得る。従って社会的値
は、ユーザを識別することであって、そのユーザがイベントに出席することが、そのイベ
ントに追加のユーザが出席する可能性を高める、ユーザを識別することを可能にする。候
補ユーザにとって、この値は、候補ユーザに関連付けられている他のユーザ又はオブジェ
クトへのつながりの数、候補ユーザが他のユーザ又はオブジェクトに対して有するつなが
りの種類、候補ユーザからの招待を他のユーザが受け入れる頻度、他のユーザと候補ユー
ザとの間の対話の回数、並びに他の要因を含む幾つかの要因に基づき得る。様々な候補ユ
ーザに関連付けられている社会的値を使用し、ユーザ提案エンジン２４０は、候補ユーザ
の社会的値及び候補ユーザがイベントへの招待を受け入れる確率に基づき様々な候補ユー
ザの期待値を求める。最も高い期待値を有する候補ユーザ、又は閾値以上の期待値を有す
る候補ユーザが、ユーザ提案エンジン２４０によって招待側ユーザに提案される。
【００３１】
　ウェブサーバ２４５は、ネットワーク１２０を介してソーシャルネットワーキングシス
テム１４０を１つ以上のクライアント装置１１０、並びに１つ以上のサードパーティウェ
ブサイト１３０にリンクする。ウェブサーバ２４５は、ウェブページ、並びにＪＡＶＡ（
登録商標）、Ｆｌａｓｈ、ＸＭＬ等の他のウェブ関連コンテンツを供給する。ウェブサー
バ２４５は、ソーシャルネットワーキングシステム１４０とクライアント装置１１０との
間でメッセージ、例えばインスタントメッセージ、待機メッセージ（例えば電子メール）
、テキスト、及びＳＭＳ（ショートメッセージサービス）メッセージ、又は他の任意の適
切なメッセージング技法を使用して送信されるメッセージを受信し、ルートする機能を提
供することができる。ユーザは、情報、例えばコンテンツストア２１０内に記憶される画
像や映像をアップロードするために、ウェブサーバ２４５に要求を送信することができる
。加えて、ウェブサーバ２４５は、ｉＯＳ（登録商標）、ＡＮＤＲＯＩＤ（商標）、ｗｅ
ｂＯＳ（登録商標）、ＲＩＭ等のネイティブクライアント装置オペレーティングシステム
にデータを直接送信するために、ＡＰＩ機能を提供することができる。
【００３２】
　イベントに招待するための追加のユーザの選択
　図３は、イベントに招待する追加のソーシャルネットワーキングシステムユーザを推薦
するための方法３００を示す。図３の例では、招待側ユーザが招待側ユーザ装置３０５を
使用し、イベントに関する情報をソーシャルネットワーキングシステム１４０に送る（３
１０）。イベントに関する情報は、場所、時間、及びイベントに関連付けられているソー
シャルネットワーキングシステムの１以上のユーザのうちの１つ以上を含む。イベントに
関する情報に基づき、ソーシャルネットワーキングシステム１４０がイベントオブジェク
トを生成し、そのイベントオブジェクトをコンテンツストア２１０内に記憶する。
【００３３】
　ユーザプロファイルストア２０５及びエッジストア２３０内のデータに基づき、ソーシ
ャルネットワーキングシステム１４０が、招待側ユーザとつながりがあるがイベントに関
連付けられていないソーシャルネットワーキングシステムユーザのユーザプロファイルを
取得する（３１５）。例えば、ソーシャルネットワーキングシステム１４０は、招待側ユ
ーザとつながりがあるがイベント情報によって識別されていないユーザのユーザプロファ
イルを取得する（３１５）。取得されたユーザプロファイルから、ユーザ提案エンジン２
４０が、招待側ユーザとつながりがあるがイベントに関連付けられていない１組の候補ユ
ーザを選択する（３２０）。
【００３４】
　ユーザ提案エンジン２４０は、１組の候補ユーザを選択する（３２０）ために多岐にわ
たる要因を使用することができる。例えば、１組の候補ユーザは、イベントに招待されて
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いないがイベントの場所の指定の距離内にいる、招待側ユーザとつながりがあるユーザ、
又はイベントの場所の指定の距離内におり、イベントの時間に来ることができる招待側ユ
ーザとつながりがあるユーザを含む。従って、ユーザ提案エンジン２４０は、イベントへ
の近さ及び／又はイベント時の予定の空き具合に基づき、招待側ユーザとつながりがあり
、イベントに招待されていないユーザにフィルタを適用し１組の候補ユーザを選択する（
３２０）ことができる。他の実施形態では、ユーザ提案エンジン２４０が、招待側ユーザ
とつながりがあるユーザ及びイベントの他の属性を用いて１組の候補ユーザを選択する（
３２０）ことができる。
【００３５】
　候補ユーザのそれぞれがイベントを知らされた場合にそのイベントに参加するかどうか
の予測に基づき、ユーザ提案エンジン２４０が１組の候補ユーザから１以上の候補ユーザ
を選択する（３２５）。一実施形態では、この予測は、候補ユーザがイベントを知らされ
た場合にそのイベントに参加する確率（即ち候補ユーザがイベントへの招待を受け入れる
可能性）に基づく。図２に関して上記で説明したように、ユーザ提案エンジン２４０は、
候補ユーザがイベントに参加する確率を求めるために様々な要因を使用することができる
。例えば、ユーザ提案エンジン２４０は、招待側ユーザに対する候補ユーザの親和性スコ
ア、イベントの場所に対する候補ユーザの場所、及びイベント時の候補ユーザの予定の空
き具合のうちの１つ以上に候補ユーザがイベントに参加する予測を基づかせる。ユーザ提
案エンジン２４０は、イベントに招待された場合にそのイベントに出席する閾値の確率又
は可能性を少なくとも有する候補ユーザを選択することができる（３２５）。
【００３６】
　別の実施形態では、ユーザ提案エンジン２４０によって使用される予測が、招待を送る
ようにソーシャルネットワーキングシステム１４０によって提案される場合に、招待側ユ
ーザが候補ユーザに招待を送る可能性に基づく。この可能性は、候補ユーザに対する招待
側ユーザの親和性、並びに他の要因に基づく場合もある。或いはこの予測は、提案される
場合に招待側ユーザが候補ユーザに招待を送る確率、及び招待を受け取ったときに候補ユ
ーザがイベントに参加する確率の両方に基づくことができ、例えば候補ユーザの予測は、
招待側ユーザが候補ユーザに招待を送る確率と、候補ユーザが招待を受け入れる確率との
積である。
【００３７】
　しかし、様々な実施形態において、ユーザ提案エンジン２４０は、候補ユーザがイベン
トに参加するかどうかの予測を異なるデータに基づかせることができる。データの更なる
例には、招待側ユーザと候補ユーザとの間の対話レベル、招待側ユーザ及び候補ユーザの
両方とつながりがあるユーザの数、招待側ユーザ及び候補ユーザの関心事又は他のユーザ
プロファイル情報の類似性、招待側ユーザと候補ユーザとの間の分離度、又は招待側ユー
ザと候補ユーザとの間の親和性を示す他の情報が含まれる。別の例として、ユーザ提案エ
ンジン２４０は、図２に関して上記で説明したように候補ユーザの社会的値及び候補ユー
ザがイベントに出席する確率に基づき候補ユーザの期待値を求め、その期待値を使用して
１以上の候補ユーザを選択する（３２５）。
【００３８】
　ソーシャルネットワーキングシステム１４０は、招待側ユーザに対し１以上の被選択候
補ユーザを識別し（３３０）、被選択候補ユーザの１人以上をイベントに招待するかどう
かを招待側ユーザが決定することを可能にする。イベントに招待する被選択候補ユーザの
１人以上を招待側ユーザが識別すること（３３５）に応答し、ソーシャルネットワーキン
グシステム１４０は、招待側ユーザによって識別された被選択候補ユーザに招待を送る（
３４０）。このことは、招待側ユーザが、ソーシャルネットワーキングシステム１４０に
よって識別された提案される追加のユーザを考慮しながら、イベントへの招待を受け取る
ユーザを管理することを可能にする。代替的実施形態では、ソーシャルネットワーキング
システム１４０が被選択候補ユーザを自動的に招待しても良く、例えば招待側ユーザは、
ソーシャルネットワーキングシステム１４０が自分に代わって追加のユーザをイベントに
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招待することを承認するデータを、自らの対応するユーザプロファイルに記憶することが
できる。
【００３９】
　ユーザインターフェイスの例
　図４Ａ及び図４Ｂは、イベントを作成するためのユーザインターフェイス、及びイベン
トに招待する追加のユーザを提案するためのユーザインターフェイスのそれぞれの例であ
る。図４Ａのイベント作成インターフェイス４００の一例は、ユーザがイベントの名称、
イベントに関する説明又は他の情報、イベントの場所、及びイベントの時間のそれぞれを
規定することを可能にする名称フィールド４０５、詳細フィールド４１０、場所フィール
ド４１５、及び時間フィールド４２０を含む。図４Ａの例では、イベント作成インターフ
ェイス４００がプライバシセレクタ４２５も含み、プライバシセレクタ４２５は、招待側
ユーザが、イベント情報にアクセスできるソーシャルネットワーキングシステムユーザの
グループ、又はイベントへの招待が送られるソーシャルネットワーキングシステムユーザ
のグループを指定することを可能にする。
【００４０】
　イベント作成インターフェイス４００は、招待側ユーザが、イベントへの招待を受け取
る他のソーシャルネットワーキングシステムユーザを識別するためのユーザセレクタ４３
０も含む。一実施形態では、ユーザセレクタ４３０が、招待側ユーザとつながりがあるソ
ーシャルネットワーキングシステムユーザを識別し、イベントに招待される追加のユーザ
を招待側ユーザが素早く識別して選択することを可能にする。一部の実施形態では、ユー
ザセレクタ４３０は、招待側ユーザが追加のソーシャルネットワーキングシステムユーザ
を検索することも可能にし得る。
【００４１】
　図４Ｂは、招待側ユーザによって当初識別されたユーザに加え、イベントに招待される
ユーザの提案を識別するユーザ提案インターフェイス４４０の一例を示す。ユーザ提案イ
ンターフェイス４４０の一例は、イベントを作成するプロセッサ中に表示することができ
、又は招待側ユーザのニュースフィード内のストーリ、招待側ユーザに送られる通知、招
待側ユーザに推薦されるアクション、又は他の任意の適切な配信メカニズムとして後の時
点で表示されてもよい。図２及び図３に関して上記で説明したように、ユーザ提案インタ
ーフェイス４４０によって与えられるユーザの提案は、イベントに出席する可能性が高い
とソーシャルネットワーキングシステム１４０が判定するユーザである。ソーシャルネッ
トワーキングシステム１４０は、ユーザ提案インターフェイス４４０経由で招待側ユーザ
によって選択された提案ユーザにイベントへの招待を送る。従って、ユーザ提案インター
フェイス４４０は、イベントに出席する可能性が高い追加のユーザを招待側ユーザがより
容易に招待することを可能にする。
【００４２】
　概要
　本発明の実施形態についての上記の説明は解説目的で提示しており、それが網羅的であ
ることも、本発明を開示した厳密な形態に限定することも意図しない。当業者は、上記の
開示に照らして多くの修正形態及び改変形態があり得ることを理解することができる。
【００４３】
　この説明の幾つかの部分は、情報に対する操作のアルゴリズム及び記号表現の観点から
本発明の実施形態を記載した。これらのアルゴリズム的記述及び表現は、自らの作業内容
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て
いる。これらの操作は、機能的に、計算的に、又は論理的に記載したが、コンピュータプ
ログラムや等価の電気回路、マイクロコード等によって実装されると理解される。更に、
一般性を失うことなしにこれらの操作の構成をモジュールと呼ぶことが時として便利であ
ることが証明されている。説明した操作及びそれらに関連するモジュールは、ソフトウェ
ア、ファームウェア、ハードウェア、又はそれらの任意の組合せによって具体化され得る
。
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【００４４】
　本明細書に記載したステップ、操作、又はプロセスの何れも、１つ以上のハードウェア
又はソフトウェアモジュールにより、単独で又は他の装置と組み合わせて実行し若しくは
実装することができる。一実施形態では、ソフトウェアモジュールがコンピュータプログ
ラムコードを含むコンピュータ可読媒体を含むコンピュータプログラム成果物と共に実装
され、このコンピュータプログラムコードは、記載したステップ、操作、又はプロセスの
何れか若しくは全てを実行するためのコンピュータプロセッサによって実行され得る。
【００４５】
　本発明の実施形態は、本明細書の操作を実行するための機器にも関係し得る。この機器
は、所要の目的のために特別に構築することができ、及び／又はコンピュータ内に記憶さ
れるコンピュータプログラムによって選択的に活性化され若しくは再構成される汎用計算
装置を含んでもよい。かかるコンピュータプログラムは、有形のコンピュータ可読記憶媒
体の中に、又は電子命令を記憶するのに適しており、コンピュータのシステムバスに結合
される任意の種類の媒体の中に記憶され得る。更に、本明細書で言及した任意の計算シス
テムは、単一のプロセッサを含むことができ、又は計算能力を高めるためにマルチプロセ
ッサ設計を採用するアーキテクチャであり得る。
【００４６】
　本発明の実施形態は、搬送波によって具体化されるコンピュータデータ信号に関係する
場合もあり、コンピュータデータ信号は、本明細書に記載したコンピュータプログラム成
果物又は他のデータの組合せの如何なる実施形態も含む。コンピュータデータ信号は、有
形媒体又は搬送波内で提供され、有形である搬送波内で変調され又は符号化され、任意の
適切な送信方法に従って送信される成果物である。
【００４７】
　最後に、本明細書で使用した言語は主に読み易くするために、及び教授目的で選択して
おり、本発明の内容を詳しく説明し又は本発明の範囲を定めるために選択していない場合
がある。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
出願を発する任意の特許請求の範囲によって限定されることを意図する。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の本発明の範囲の例示であり、限定で
はないことを意図する。
　項目１
　ソーシャルネットワーキングシステムの招待側ユーザからイベントに関する情報を受け
取るステップであって、前記情報は、場所と、時間と、前記イベントに関連付けられてい
る前記ソーシャルネットワーキングシステムの１以上のユーザとのうちの１つ以上を含む
、受取ステップと、
　前記招待側ユーザとつながりがあり、前記イベントにまだ関連付けられていないソーシ
ャルネットワーキングシステムユーザのユーザプロファイルにアクセスするアクセスステ
ップと、
　前記招待側ユーザとつながりがあり、前記イベントにまだ関連付けられていない前記ソ
ーシャルネットワーキングシステムユーザから１組の候補ユーザを選択する組選択ステッ
プと、
　前記招待側ユーザに対する、前記候補ユーザの各々を前記イベントに招待する提案が、
前記候補ユーザが前記イベントに参加することをもたらすかどうかを予測する予測ステッ
プと、
　前記予測に基づき、前記組から１以上の候補ユーザを選択するユーザ選択ステップと、
　前記イベントの招待を前記１以上の被選択候補ユーザに送る提案を前記招待側ユーザに
送る招待ステップと、
を含む、方法。
　項目２
　組選択ステップは、
　前記イベントに関する前記情報に含まれる前記場所の指定された距離内の場所を自身の



(17) JP 2019-133698 A 2019.8.8

10

20

30

40

50

ユーザプロファイルに有し、前記招待側ユーザとつながりがあり、前記イベントに関する
前記情報によって識別されていないユーザを選択するステップ
を含む、項目１に記載の方法。
　項目３
　組選択ステップは、
　前記イベントに関する前記情報に含まれる前記場所の指定された距離内の場所を自身の
ユーザプロファイルに有し、前記イベントに関する前記情報に含まれる前記時間における
予定の空きを有するユーザを選択するステップ
を含む、項目１に記載の方法。
　項目４
　候補ユーザを招待する前記提案が、前記候補ユーザが前記イベントに参加することをも
たらすかどうかの前記予測は、前記招待側ユーザによる前記候補ユーザに対する親和性に
基づく、項目１に記載の方法。
　項目５
　ユーザ選択ステップは、
　候補ユーザによる前記招待側ユーザに対する親和性と、前記招待側ユーザが出席したイ
ベントに該候補ユーザが出席した履歴とに基づき、該候補ユーザが前記イベントに参加す
る可能性を求めるステップと、
　前記イベントに参加する可能性が最も高い１以上の候補ユーザを選択するステップと、
を含む、項目１に記載の方法。
　項目６
　ユーザ選択ステップは、
　候補ユーザによる前記招待側ユーザに対する親和性と、前記招待側ユーザが出席したイ
ベントに出席した前記ユーザの部分集合からのユーザの履歴とに基づき、候補ユーザが前
記イベントに参加する可能性を求めるステップと、
　前記イベントに参加する閾値の可能性以上の可能性を有する１以上の候補ユーザを選択
するステップと、
を含む、項目１に記載の方法。
　項目７
　ユーザ選択ステップは、
　候補ユーザによる前記招待側ユーザに対する親和性と、前記招待側ユーザが出席したイ
ベントに該候補ユーザが出席した履歴と、前記イベントに関する前記情報に含まれる前記
時間における該候補ユーザの場所とに基づき、該候補ユーザが前記イベントに参加する可
能性を求めるステップと、
　前記イベントに参加する閾値の可能性以上の可能性を有する１以上の候補ユーザを選択
するステップと、
を含む、項目１に記載の方法。
　項目８
　前記イベントに関する前記情報に含まれる前記時間における前記候補ユーザの場所は、
前記候補ユーザから受け取られる、前記招待によって識別される前記場所に関連付けられ
ている追加のイベントに対する１つ以上の応答から求められる、項目７に記載の方法。
　項目９
　ユーザ選択ステップは、
　前記組からの各候補ユーザに社会的値を割り当てるステップと、
　前記組からの各候補ユーザが前記イベントに参加する確率を求めるステップと、
　前記組からの各候補ユーザについて期待値を求めるステップであって、候補ユーザの期
待値は、該候補ユーザの社会的値と、該候補ユーザが前記イベントに参加する確率とに基
づく、求めるステップと、
　最も高い期待値を有する１以上の候補ユーザを選択するステップと、
を含む、項目１に記載の方法。
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　項目１０
　招待を受け取る候補ユーザを識別する応答を前記招待側ユーザから受け取るステップと
、前記識別されたユーザに関連付けられている電子装置に前記イベントの通知を送るステ
ップと、
を更に含む、項目１に記載の方法。
　項目１１
　前記招待ステップは、
　前記招待側ユーザに関連付けられている電子装置に送られるニュースフィードに、前記
１以上の被選択候補ユーザを識別するストーリを含めるステップ
を含む、項目１に記載の方法。
　項目１２
　前記招待ステップは、
　前記招待側ユーザに関連付けられている電子装置に、前記１以上の被選択候補ユーザを
識別する通知を送るステップ
を含む、項目１に記載の方法。
　項目１３
　前記イベントに関連付けられている前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記１
以上のユーザは、前記イベントに招待された前記ソーシャルネットワーキングシステムの
１以上のユーザを含む、項目１に記載の方法。
　項目１４
　前記イベントに関連付けられている前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記１
以上のユーザは、前記イベントに出席している前記ソーシャルネットワーキングシステム
の１以上のユーザを含む、項目１に記載の方法。
　項目１５
　ソーシャルネットワーキングシステムの招待側ユーザからイベントに関する情報を受け
取るステップであって、前記情報は、場所と、時間と、前記イベントに関連付けられてい
る前記ソーシャルネットワーキングシステムの１以上のユーザとのうちの１つ以上を含む
、受取ステップと、
　前記招待側ユーザとつながりがあり、前記イベントにまだ関連付けられていないソーシ
ャルネットワーキングシステムユーザのユーザプロファイルにアクセスするアクセスステ
ップと、
　前記招待側ユーザとつながりがあり、前記イベントにまだ関連付けられていない前記ソ
ーシャルネットワーキングシステムユーザから１組の候補ユーザを選択する組選択ステッ
プと、
　前記組からの前記候補ユーザの各々が、招待された場合に前記イベントに参加する可能
性を求めるステップであって、候補ユーザが前記イベントに参加する可能性は、該候補ユ
ーザと前記招待側ユーザとの間の親和性に基づく、可能性ステップと、
　前記求められた可能性に基づき、前記組から１以上の候補ユーザを選択するユーザ選択
ステップと、
　前記イベントの招待を前記１以上の被選択候補ユーザに送る提案を前記招待側ユーザに
送る招待ステップと、
を含む、方法。
　項目１６
　前記イベントの前記招待が、前記１以上の被選択候補ユーザに送られたという確認を前
記招待側ユーザに送るステップ
を更に含む、項目１５に記載の方法。
　項目１７
　組選択ステップは、
　前記イベントに関する前記情報に含まれる前記場所の指定された距離内の場所を自身の
ユーザプロファイルに有し、前記招待側ユーザとつながりがあり、前記イベントに関する
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前記情報によって識別されていないユーザを選択するステップ
を含む、項目１５に記載の方法。
　項目１８
　組選択ステップは、
　前記イベントに関する前記情報に含まれる前記場所の指定された距離内の場所を自身の
ユーザプロファイルに有し、前記イベントに関する前記情報に含まれる前記時間における
予定の空きを有するユーザを選択するステップ
を含む、項目１５に記載の方法。
　項目１９
　ユーザ選択ステップは、
　前記イベントに参加する可能性が最も高い１以上の候補ユーザを選択するステップ
を含む、項目１５に記載の方法。
　項目２０
　ユーザ選択ステップは、
　前記イベントに参加する閾値の可能性以上の可能性を有する１以上の候補ユーザを選択
するステップ
を含む、項目１５に記載の方法。
　項目２１
　可能性ステップは、
　前記組からの各候補ユーザに社会的値を割り当てるステップと、
　前記組からの各候補ユーザが前記イベントに参加する確率を求めるステップと、
　前記組からの各候補ユーザについて期待値を求めるステップであって、候補ユーザの期
待値は、該候補ユーザの社会的値と、該候補ユーザが前記イベントに参加する確率とに基
づく、求めるステップと、
を含む、項目１５に記載の方法。
　項目２２
　ユーザ選択ステップは、
　最も高い期待値を有する１以上の候補ユーザを選択するステップを含む、項目２１に記
載の方法。
　項目２３
　前記招待ステップは、
　前記招待側ユーザに関連付けられている電子装置に送られるニュースフィードに、前記
１以上の被選択候補ユーザを識別するストーリを含めるステップ
を含む、項目１５に記載の方法。
　　項目２４
　前記イベントに関連付けられている前記ソーシャルネットワーキングシステムの前記１
以上のユーザは、前記イベントに招待された前記ソーシャルネットワーキングシステムの
１以上のユーザを含む、項目１５に記載の方法。
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