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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティング・デバイスによる方法であって、
　マルチメディア・オブジェクトを求める要求を第１のユーザのモバイル－クライアント
・システムから受信する工程と、
　前記モバイル－クライアント・システムに関連付けられているＳＩＭカード情報にアク
セスする工程と、
　前記第１のユーザに関連付けられているソーシャル・グラフ情報と、前記ＳＩＭカード
情報とに少なくとも基づいてキャリアを決定する工程であって、前記キャリアを決定する
工程は、前記第１のユーザに関連付けられているソーシャル・グラフ情報と前記ＳＩＭカ
ード情報とを、オンライン・ソーシャル・ネットワーキング・システムのデータベースに
対して比較することによって、前記モバイル－クライアント・システムが特定のキャリア
を使用していることについての確率スコアを計算する工程を含む、工程と、
　前記要求に応答して前記マルチメディア・オブジェクトを前記モバイル－クライアント
・システムに送る工程であって、前記マルチメディア・オブジェクトは、少なくとも前記
モバイル－クライアント・システムの決定された前記キャリアに基づいてカスタマイズさ
れる広告を含む、工程と
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ＳＩＭカード情報は、前記モバイル－クライアント・システムのＳＩＭカードに関
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連付けられているキャリアを示すｈｔｔｐヘッダを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＳＩＭカード情報にアクセスする工程は、
　前記ＳＩＭカード情報を求めて前記モバイル－クライアント・システムにクエリを送る
工程と、
　前記モバイル－クライアント・システムから前記ＳＩＭカード情報を受信する工程とを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記キャリアを決定する工程は、前記第１のユーザに関連付けられているキャリア履歴
にさらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記キャリアを決定する工程は、前記モバイル－クライアント・システムに関連付けら
れている自律システム番号（ＡＳＮ）にさらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記キャリアを決定する工程は、前記モバイル－クライアント・システムに関連付けら
れているＩＰアドレスにさらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　各キャリアはＩＰアドレスの１つの範囲に関連付けられており、前記モバイル－クライ
アント・システムに関連付けられている前記ＩＰアドレスに基づいて前記キャリアを決定
する工程は、前記モバイル－クライアント・システムに関連付けられている前記ＩＰアド
レスを含むＩＰアドレスの範囲を決定する工程を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記要求はｈｔｔｐヘッダをさらに含み、前記方法は、
　前記第１のユーザについて記述するユーザ情報にアクセスする工程と、
　前記ｈｔｔｐヘッダおよび前記ユーザ情報に基づいて前記モバイル－クライアント・シ
ステムの１以上の属性を決定する工程と、
　前記要求に応答して前記マルチメディア・オブジェクトを前記モバイル－クライアント
・システムに送る工程であって、前記マルチメディア・オブジェクトは、少なくとも前記
モバイル－クライアント・システムの決定された前記属性に基づいてカスタマイズされる
、工程と
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイル－クライアント・システムの前記１以上の属性は、プログラミング言語サ
ポート、スタイルシート言語サポート、画面サイズ、画面ピクセル密度、キーボード・タ
イプ、ロケーション－サービス・サポート、無線通信サポート、画像サポート、および動
画サポートのうちの１以上を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記キャリアを決定する工程は、前記モバイル－クライアント・システムの前記属性の
１以上にさらに基づく、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　接続タイプを決定する工程をさらに備え、前記マルチメディア・オブジェクトは、決定
された前記接続タイプに基づいてさらにカスタマイズされる、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　接続状態を決定する工程をさらに備え、前記マルチメディア・オブジェクトは、決定さ
れた前記接続状態に基づいてさらにカスタマイズされる、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　レイテンシ期間を決定する工程をさらに備え、前記マルチメディア・オブジェクトは、
決定された前記レイテンシ期間に基づいてさらにカスタマイズされる、請求項１に記載の
方法。
【請求項１４】
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　少なくとも決定された前記キャリアに基づいて前記マルチメディア・オブジェクトをカ
スタマイズすることは、前記キャリアに関連付けられているコンテンツを前記マルチメデ
ィア・オブジェクト内に含めることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のユーザに関連付けられているソーシャル・グラフ情報は、ソーシャル・グラ
フ内の前記第１のユーザの１以上の友達を識別する情報を含み、前記第１のユーザの１以
上の友達は、１以上のキャリアを有するモバイル－クライアント・システムを有する、請
求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　オンライン・ソーシャル・ネットワークのソーシャル・グラフにアクセスする工程をさ
らに備え、前記ソーシャル・グラフは、複数のノードと、前記ノード同士を接続する複数
のエッジとを備え、前記ノードの２つの間の前記エッジの各々は、それらの間の１つの分
離度を表し、前記ノードは、
　前記第１のユーザに対応する第１のノードであって、前記第１のユーザが前記オンライ
ン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられている、第１のノードと、
　前記オンライン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられている第２のユーザに各々
が対応する複数の第２のノードとを含み、
　前記キャリアを決定する工程は、前記第１のユーザに関連付けられているユーザ情報に
さらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ユーザ情報は、前記第１のユーザに対応する前記オンライン・ソーシャル・ネット
ワークのユーザ・プロフィールを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザ情報は、１以上の第２のノードにそれぞれ対応する前記第１のユーザの１以
上の友達について記述する情報を含み、前記第１のユーザの１以上の友達は、それぞれ１
以上のキャリアを有するモバイル－クライアント・システムを有する、請求項１６に記載
の方法。
【請求項１９】
　ソフトウェアを含む１以上の非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記ソフト
ウェアが、実行されたとき、
　マルチメディア・オブジェクトを求める要求を第１のユーザのモバイル－クライアント
・システムから受信する工程と、
　前記モバイル－クライアント・システムに関連付けられているＳＩＭカード情報にアク
セスする工程と、
　前記第１のユーザに関連付けられているソーシャル・グラフ情報と、前記ＳＩＭカード
情報とに少なくとも基づいてキャリアを決定する工程であって、前記決定する工程の一部
として、前記第１のユーザに関連付けられているソーシャル・グラフ情報と前記ＳＩＭカ
ード情報とを、オンライン・ソーシャル・ネットワーキング・システムのデータベースに
対して比較することによって、前記キャリアが、前記モバイル－クライアント・システム
が特定のキャリアを使用していることについての確率スコアを計算する、工程と、
　前記要求に応答して前記マルチメディア・オブジェクトを前記モバイル－クライアント
・システムに送る工程であって、前記マルチメディア・オブジェクトは、少なくとも前記
モバイル－クライアント・システムの決定された前記キャリアに基づいてカスタマイズさ
れる、工程と、が行われる、記憶媒体。
【請求項２０】
　１以上のプロセッサと、前記プロセッサに結合され、前記プロセッサによって実行可能
な命令を備えるメモリとを備えるシステムであって、前記プロセッサが、前記命令を実行
したとき、
　マルチメディア・オブジェクトを求める要求を第１のユーザのモバイル－クライアント
・システムから受信する工程と、
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　前記モバイル－クライアント・システムに関連付けられているＳＩＭカード情報にアク
セスする工程と、
　前記第１のユーザに関連付けられているソーシャル・グラフ情報と、前記ＳＩＭカード
情報とに少なくとも基づいてキャリアを決定する工程であって、前記決定する工程の一部
として、前記第１のユーザに関連付けられているソーシャル・グラフ情報と前記ＳＩＭカ
ード情報とを、オンライン・ソーシャル・ネットワーキング・システムのデータベースに
対して比較することによって、前記キャリアが、前記モバイル－クライアント・システム
が特定のキャリアを使用していることについての確率スコアを計算する、工程と、
　前記要求に応答して前記マルチメディア・オブジェクトを前記モバイル－クライアント
・システムに送る工程であって、前記マルチメディア・オブジェクトは、少なくとも前記
モバイル－クライアント・システムの決定された前記キャリアに基づいてカスタマイズさ
れる広告を含む、工程と、が行われる、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、モバイル・コンピューティング・システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーシャル・ネットワーキング・ウェブサイトを含むソーシャル・ネットワーキング・
システムは、そのユーザ（人または組織）がソーシャル・ネットワーキング・システムと
、またソーシャル・ネットワーキング・システムを通じて互いに対話することを可能にす
る。ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザからの入力と共に、ソーシャル
・ネットワーキング・システム内でそのユーザに関連付けられているユーザ・プロフィー
ルを作成し記憶する。ユーザ・プロフィールは、人口統計情報、通信チャネル情報、およ
びユーザの個人的関心に関する情報を含んでもよい。また、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システムは、ユーザからの入力と共に、ソーシャル・ネットワーキング・システムの
他のユーザとのユーザの関係の記録を作成および記憶し、サービス（たとえば、ウォール
投稿、写真の共有、イベントの主催、メッセージング、ゲーム、または広告）を提供し、
ユーザ間またはユーザの間でのソーシャル対話を容易にする。
【０００３】
　スマートフォン、タブレット・コンピュータ、またはラップトップ・コンピュータなど
モバイル・コンピューティング・デバイスは、全世界測位システム（ＧＰＳ）受信機、方
位磁石、またはジャイロスコープなど、その場所、方向、または向きを決定するための機
能を含むことがある。そのようなデバイスは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信、近
距離通信（ＮＦＣ）、もしくは赤外線（ＩＲ）通信、またはワイヤレス・ローカル・エリ
ア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）もしくはセルラ電話ネットワークなど、無線通信のための
機能も含む。そのようなデバイスは、１つまたは複数のカメラ、スキャナ、タッチ・スク
リーン、マイクロフォン、またはスピーカも含むことがある。モバイル・コンピューティ
ング・デバイスはまた、ゲーム、ウェブ・ブラウザ、またはソーシャルネットワーキング
・アプリケーションなど、ソフトウェア・アプリケーションを実行することができる。ソ
ーシャルネットワーキング・アプリケーションを用いて、ユーザは、自分のソーシャル・
ネットワーク内の他のユーザとつながり、通信し、情報を共有することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】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例示的なネット
ワーク環境を示す図。
【図２】例示的なソーシャル・グラフを示す図。
【図３】モバイル・デバイスのキャリアを決定するための例示的な方法を示す図。
【図４】例示的なキャリア検出システム環境を示す図。
【図５】例示的なコンピュータ・システムを示す図。
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【発明を実施するための形態】
【０００５】
　特定の実施形態では、モバイル－クライアント・システムからのコンテンツを求める要
求に応答して、キャリア検出システムを使用し、モバイル－クライアント・システムのた
めのキャリア、接続タイプ、接続状態、レイテンシ期間、他の好適な接続関連の情報、ま
たはそれらの任意の組合せなど、モバイル－クライアント・システムのための接続関連の
情報を決定することができる。そのような接続関連の情報は、たとえば、ＳＩＭカード情
報、ユーザ履歴、自律システム番号、ＩＰアドレス、デバイス・タイプ、他の好適な信号
、またはそれらの任意の組合せなど、様々な信号を使用して決定されてよい。キャリア検
出システムは、別のシステム（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・システム、サ
ードパーティ・アプリケーション・サーバ、ウェブ・サーバ、エンタープライズ・サーバ
など）と全体的にまたは部分的に物理的または論理的に同じ場所に位置してもよい。たと
えば、キャリア検出システムは、モバイル－クライアント・システムからウェブ・ページ
を求める要求を受信することができる。次いで、キャリア検出システムは、上述の信号の
１つまたは複数を使用し、モバイル－クライアント・システムのための接続関連の情報を
決定することができる。次いで、モバイル－クライアント・システムのための接続関連の
情報に基づいてカスタマイズされたウェブ・ページまたは他のコンテンツ・オブジェクト
を、システムに送ることができる。
【０００６】
　図１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例示的なネッ
トワーク環境１００を示す。ネットワーク環境１００は、互いにネットワーク１１０によ
って接続されたユーザ１０１、モバイル－クライアント・システム１３０、ソーシャル・
ネットワーキング・システム１６０、デバイス検出システム１７０、およびキャリア検出
システム１８０を含む。図１は、ユーザ１０１、モバイル－クライアント・システム１３
０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、デバイス検出システム１７０、キ
ャリア検出システム１８０、およびネットワーク１１０の特定の構成を示すが、この開示
は、ユーザ１０１、モバイル－クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０、デバイス検出システム１７０、キャリア検出システム１８０、
およびネットワーク１１０の任意の好適な構成を企図する。限定するものとしてではなく
一例として、モバイル－クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０、デバイス検出システム１７０、キャリア検出システム１８０の２以上
が互いに直接的に接続され、ネットワーク１１０をバイパスしてもよい。限定するものと
してではなく別の例として、モバイル－クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０、デバイス検出システム１７０、キャリア検出システム
１８０の２以上は、互いに全体的にまたは部分的に物理的または論理的に同じ場所に位置
してもよい。したがって、デバイス検出システム１７０および／またはキャリア検出シス
テム１８０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０のサブシステムであって
も、その逆であってもよい。限定するものとしてではなくさらに別の例として、モバイル
－クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、デ
バイス検出システム１７０、またはキャリア検出システム１８０の１つまたは複数は、別
のシステムと全体的にまたは部分的に物理的または論理的に同じ場所に位置してもよい。
したがって、デバイス検出システム１７０および／またはキャリア検出システム１８０は
、サードパーティ・アプリケーション・サーバ、ウェブ・サーバ、エンタープライズ・サ
ーバ、または別の好適なシステムのサブシステムであってもよい。さらに、図１は、特定
の数のユーザ１０１、クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０、デバイス検出システム１７０、キャリア検出システム１８０、およびネ
ットワーク１１０を示すが、本開示は、任意の好適な数のユーザ１０１、クライアント・
システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、デバイス検出システ
ム１７０、キャリア検出システム１８０、およびネットワーク１１０を企図する。限定す
るものとしてではなく一例として、ネットワーク環境１００は、複数のユーザ１０１、モ
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バイル－クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０、デバイス検出システム１７０、キャリア検出システム１８０、およびネットワーク１
１０を含むことができる。
【０００７】
　特定の実施形態では、ユーザ１０１は、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０と、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０を介して対話または通信す
る個人（人間のユーザ）、エンティティ（たとえば、企業体、事業体、またはサードパー
ティ・アプリケーション）、または（たとえば、個人またはエンティティの）グループで
あってよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、
オンライン・ソーシャル・ネットワークをホストするネットワークアドレス可能なコンピ
ューティング・システムであってよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
は、たとえばユーザ・プロフィール・データ、コンセプト・プロフィール・データ、ソー
シャル・グラフ情報、またはオンライン・ソーシャル・ネットワークに関係する他の好適
なデータなど、ソーシャルネットワーキング・データを生成、記憶、受信、および送信す
ることができる。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ネットワーク環境
１００の他の構成要素によって、直接的に、またはネットワーク１１０を介してアクセス
されてもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は
、ユーザ１０１がたとえば適切なプライバシ設定を設定することによって、ユーザ自身の
アクションをソーシャル・ネットワーキング・システム１６０によってログさせる、また
は他のシステム（たとえば、デバイス検出システム１７０）と共有させることにオプトイ
ンする、またはオプトアウトすることを可能にする認可サーバを含むことができる。特定
の実施形態では、デバイス検出システム１７０は、オンライン・モバイル・デバイス検出
エンジンをホストするネットワークアドレス可能なコンピューティング・システムであっ
てよい。デバイス検出システム１７０は、たとえばデバイス属性、および他の好適なデバ
イス関連のデータなど、デバイス関連のデータを生成、記憶、受信、および送信すること
ができる。限定するものとしてではなく一例として、デバイス検出システム１７０は、デ
バイス検出システム１７０で受信された（または、デバイス検出システム１７０にアクセ
することができる別のシステムで受信された）ネットワーク・リソースを求める要求に応
答してデバイスまたはデバイス属性を識別するために、１つまたは複数のモデルまたはア
ルゴリズムを実装することができる。特定の実施形態では、デバイス検出システム１７０
によって実装されるモデルまたはアルゴリズムは、機械学習式のスコア付けの式を使用す
ることができ、適切な場合、そのスコア付けアルゴリズムは、コンテンツ・オブジェクト
を求める要求と、モバイル・コンピューティング・デバイス１３０について選択されたタ
イプとの対（つい）から構築されたトレーニング・データのセットから自動的に得ること
ができる。デバイス検出システム１７０は、ネットワーク環境１００の他の構成要素によ
って、直接的に、またはネットワーク１１０を介してアクセスされてもよい。特定の実施
形態では、キャリア検出システム１８０は、オンライン・キャリア検出エンジンをホスト
することができるネットワークアドレス可能なコンピューティング・システムであってよ
い。キャリア検出システム１８０は、たとえばキャリア属性、デバイス属性、および他の
好適なキャリアまたはデバイス関連のデータなど、キャリアまたはデバイス関連のデータ
を生成、記憶、受信、および送信することができる。限定するものとしてではなく一例と
して、キャリア検出システム１８０は、キャリア検出システム１８０で受信された（また
は、キャリア検出システム１８０にアクセすることができる別のシステムで受信された）
ネットワーク・リソースを求める要求に応答して、キャリア、デバイス、キャリア属性、
およびデバイス属性を識別するために、１つまたは複数のモデルまたはアルゴリズムを実
装することができる。特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０によって実装さ
れるモデルまたはアルゴリズムは、機械学習式のスコア付けの式を使用することができ、
適切な場合、そのスコア付けアルゴリズムは、コンテンツ・オブジェクトを求める要求と
、モバイル・コンピューティング・デバイス１３０について選択されたタイプとの対（つ
い）から構築されたトレーニング・データのセットから自動的に得ることができる。キャ
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リア検出システム１８０は、ネットワーク環境１００の他の構成要素によって、直接的に
、またはネットワーク１１０を介してアクセスされてもよい。特定の実施形態では、１ま
たは複数のユーザ１０１は、１つまたは複数のクライアント・システム１３０を使用し、
ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０、デバイス検出システム１７０、または
キャリア検出システム１８０にアクセスし、それらとデータを送受信することができる。
モバイル－クライアント・システム１３０は、ソーシャル・ネットワーキング・システム
１６０、デバイス検出システム１７０、またはキャリア検出システム１８０に直接的に、
ネットワーク１１０を介して、またはサードパーティ・システムを介してアクセスするこ
とができる。限定するものとしてではなく一例として、モバイル－クライアント・システ
ム１３０は、デバイス検出システム１７０またはキャリア検出システム１８０にソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０を介してアクセスすることができる。モバイル－
クライアント・システム１３０は、たとえばセルラ電話、スマートフォン、携帯情報端末
（ＰＤＡ）、またはタブレット・コンピュータなど、任意の好適なモバイル・コンピュー
ティング・デバイスであってよい。
【０００８】
　特定の実施形態では、モバイル－クライアント・システム１３０は、たとえばマイクロ
ソフト・インターネット・エクスプローラ（ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＩＮＴＥＲＮＥＴ　Ｅ
ＸＰＬＯＲＥＲ）（もしくはインターネット・エクスプローラ・モバイル（ＩＮＴＥＲＮ
ＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ　ＭＯＢＩＬＥ））、グーグル・クローム（ＧＯＯＧＬＥ　ＣＨ
ＲＯＭＥ）、グーグル・アンドロイド（ＧＯＯＧＬＥ　ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標））、
アップル・サファリ（ＡＰＰＬＥ　ＳＡＦＡＲＩ）、オペラ（ＯＰＥＲＡ）（もしくはオ
ペラ・ミニ（ＯＰＥＲＡ　ＭＩＮＩ）もしくはオペラ・モバイル（ＯＰＥＲＡ　ＭＯＢＩ
ＬＥ））、ビットストリーム・ボルト（ＢＩＴＳＴＲＥＡＭ　ＢＯＬＴ）、またはモジラ
・ファイヤフォックス（ＭＯＺＩＬＬＡ　ＦＩＲＥＦＯＸ）（もしくはファイヤフォック
ス・モバイル（ＦＩＲＥＦＯＸ　ＭＯＢＩＬＥ））など、ウェブ・ブラウザを含むことが
でき、１つまたは複数のアドオン、プラグイン、または他の拡張機能を有することができ
る。コンテンツ・オブジェクトへのアクセスを要求するために、モバイル－クライアント
・システム１３０におけるユーザ１０１は、ユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ
）、またはウェブ・ブラウザを特定のサーバ（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０に関連付けられたサーバ、サードパーティ・アプリケーション・サーバ
、ウェブ・サーバ、エンタープライズ・サーバ、デバイス検出システム１７０、キャリア
検出システム１８０、または別の好適なシステムなど）などに誘導する他のアドレスを入
力することができ、ウェブ・ブラウザは、ハイパー・テキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ
）要求を生成し、そのＨＴＴＰ要求をサーバに通信することができる。コンテンツ・オブ
ジェクトを求める要求は、ＨＴＴＰトランザクションの動作パラメータを定義する１つま
たは複数のヘッダ・フィールドを備えるｈｔｔｐヘッダを含むことができる。サーバは、
ＨＴＴＰ要求を受け入れ、ＨＴＴＰ要求に応答する１つまたは複数のハイパー・テキスト
・マークアップ言語（ＨＴＭＬ）ファイルをモバイル－クライアント・システム１３０に
通信する。モバイル－クライアント・システム１３０は、ユーザに提示するために、サー
バからのＨＴＭＬファイルに基づいてコンテンツ・オブジェクトをレンダリングすること
ができる。本開示は、任意の好適なコンテンツ・オブジェクト・ファイルを企図する。限
定するものとしてではなく一例として、コンテンツ・オブジェクトは、特定のニーズに従
って、ＨＴＭＬファイル、拡張可能ハイパー・テキスト・マークアップ言語（ＸＨＴＭＬ
）ファイル、または拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）ファイルからレンダリングされ
るウェブ・ページであってよい。そのようなページはまた、たとえば限定しないが、ジャ
バスクリプト（ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴ（登録商標））、ジャバ（ＪＡＶＡ（登録商標））
、マイクロソフト・シルバーライド（ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＳＩＬＶＥＲＬＩＧＨＴ）で
記述されたもの、およびＡＪＡＸ（非同期ＪＡＶＡＳＣＲＩＰＴとＸＭＬ）などマークア
ップ言語とスクリプトの組合せなど、スクリプトを実行することができる。本明細書では
、ウェブ・ページに言及することは、適切な場合、（ウェブ・ページをレンダリングする
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ためにブラウザが使用することができる）１つまたは複数の対応するウェブページ・ファ
イルおよびその逆を包含する。
【０００９】
　この開示は、任意の好適なネットワーク１１０を企図する。限定するものとしてではな
く一例として、ネットワーク１１０の１または複数の部分は、アドホック・ネットワーク
、イントラネット、エクストラネット、仮想プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）、ロ
ーカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ワイド・エリア・
ネットワーク（ＷＡＮ）、無線ＷＡＮ（ＷＷＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワ
ーク（ＭＡＮ）、インターネットの一部分、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の一部分、携帯
電話ネットワーク、またはこれらの２以上の組合せを含んでもよい。ネットワーク１１０
は、１または複数のネットワーク１１０を含んでもよい。
【００１０】
　リンク１５０は、モバイル－クライアント・システム１３０、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０、デバイス検出システム１７０およびキャリア検出システム１８
０を通信ネットワーク１１０に、または互いに接続する。この開示は、任意の好適なリン
ク１５０を企図する。特定の実施形態では、１または複数のリンク１５０は、１または複
数の有線（たとえば、デジタル加入者線（ＤＳＬ）またはＤＯＣＳＩＳ（Ｄａｔａ　Ｏｖ
ｅｒ　Ｃａｂｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ
）など）、無線（たとえば、Ｗｉ－ＦｉまたはＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　ｉｎｔ
ｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）など）、ま
たは光（たとえば、同期光ネットワーク（ＳＯＮＥＴ）または同期デジタル・ハイアラー
キ（ＳＤＨ）など）リンクを含む。特定の実施形態では、１または複数のリンク１５０は
、それぞれ、アドホック・ネットワーク、イントラネット、エクストラネット、ＶＰＮ、
ＬＡＮ、ＷＬＡＮ、ＷＡＮ、ＷＷＡＮ、ＭＡＮ、インターネットの一部分、ＰＳＴＮの一
部分、セルラ技術ベースのネットワーク、衛星通信技術ベースのネットワーク、別のリン
ク１５０、または２以上のそのようなリンク１５０の組合せを含む。リンク１５０は、必
ずしもネットワーク環境１００全体を通じて同じであることを必要としない。１または複
数の第１のリンク１５０は、１または複数の点で１または複数の第２のリンク１５０と異
なってもよい。
【００１１】
　図２は、例示的なソーシャル・グラフ２００を示す。特定の実施形態では、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０は、１または複数のソーシャル・グラフ２００を１
または複数のデータ・ストア内に記憶する。特定の実施形態では、ソーシャル・グラフ２
００は、複数のノード（複数のユーザ・ノード２０２または複数のコンセプト・ノード２
０４を含んでもよい）と、それらのノードを接続する複数のエッジ２０６とを含んでもよ
い。図２に示されている例示的なソーシャル・グラフ２００は、説明のために、２次元の
視覚マップ表現で示されている。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０、クライアント・システム１３０、またはサードパーティ・システム１７
０は、適切な用途のためにソーシャル・グラフ２００および関連するソーシャル・グラフ
情報にアクセスする。ソーシャル・グラフ２００のノードおよびエッジは、データ・オブ
ジェクトとして、たとえばデータ・ストア（ソーシャル・グラフ・データベースなど）内
に記憶されてもよい。そのようなデータ・ストアは、ソーシャル・グラフ２００のノード
またはエッジの、１または複数の検索可能または照会可能なインデックスを含んでもよい
。
【００１２】
　特定の実施形態では、ユーザ・ノード２０２は、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０のユーザに対応する。限定するものとしてではなく一例として、ユーザは、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０と、またはソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０を通じて対話または通信する個人（人間のユーザ）、エンティティ（た
とえば、企業、事業者、またはサードパーティ・アプリケーション）、または（たとえば
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、個人またはエンティティの）グループであってよい。特定の実施形態では、ユーザがア
カウントをソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に登録するとき、ソーシャル
・ネットワーキング・システム１６０は、そのユーザに対応するユーザ・ノード２０２を
作成し、そのユーザ・ノード２０２を１または複数のデータ・ストア内に記憶する。本明
細書に記載のユーザおよびユーザ・ノード２０２は、適切な場合、登録されたユーザ、お
よび登録されたユーザに関連付けられているユーザ・ノード２０２に及ぶ。それに加えて
、または代替として、本明細書に記載のユーザおよびユーザ・ノード２０２は、適切な場
合、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に登録しなかったユーザに及ぶ。特
定の実施形態では、ユーザ・ノード２０２は、ユーザによって提供された情報、またはソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０を含む様々なシステムによって収集された
情報に関連付けられてもよい。限定するものとしてではなく一例として、ユーザは、自分
の名前、プロフィール写真、連絡先情報、誕生日、性別、婚姻状態、家族状態、雇用、学
歴、好み、関心、または他の人口統計情報を提供してもよい。特定の実施形態では、ユー
ザ・ノード２０２は、ユーザに関連付けられている情報に対応する１または複数のデータ
・オブジェクトに関連付けられてもよい。特定の実施形態では、ユーザ・ノード２０２は
、１または複数のウェブ・ページ（すなわち、他の適切なネットワークベースのコンテン
ツ・オブジェクト）に対応してもよい。
【００１３】
　特定の実施形態では、コンセプト・ノード２０４は、コンセプトに対応する。限定する
ものとしてではなく一例として、コンセプトは、場所（たとえば、映画館、レストラン、
目印、または都市など）、ウェブサイト（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０に関連付けられているウェブサイト、またはウェブアプリケーションサーバ
に関連付けられているサードパーティウェブサイトなど）、エンティティ（たとえば、人
、事業者、グループ、スポーツチーム、または有名人など）、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０内、またはウェブアプリケーションサーバなど外部サーバ上に位置
するリソース（たとえば、オーディオファイル、映像ファイル、デジタル写真、テキスト
ファイル、構造化文書、またはアプリケーションなど）、実際の財産または知的財産（た
とえば、彫刻、絵画、映画、ゲーム、楽曲、着想、写真、または書物など）、ゲーム、ア
クティビティ、着想もしくは理論、別の好適なコンセプト、または２以上のそのようなコ
ンセプトに対応してもよい。コンセプト・ノード２０４は、ユーザによって提供されたコ
ンセプトの情報、またはソーシャル・ネットワーキング・システム１６０を含む様々なシ
ステムによって収集された情報に関連付けられてもよい。限定するものとしてではなく一
例として、コンセプトの情報は、名前もしくはタイトル、１または複数の画像（たとえば
、本の表紙の画像）、ロケーション（たとえば、住所または地理的ロケーション）、（Ｕ
ＲＬに関連付けられる）ウェブサイト、連絡先情報（たとえば、電話番号または電子メー
ル・アドレス）、他の好適なコンセプト情報、またはそのような情報の任意の好適な組合
せを含んでもよい。特定の実施形態では、コンセプト・ノード２０４は、コンセプト・ノ
ード２０４に関連付けられている情報に対応する１または複数のデータ・オブジェクトに
関連付けられてもよい。特定の実施形態では、コンセプト・ノード２０４は、１または複
数のウェブ・ページ（すなわち、他の適切なネットワークベースのコンテンツ・オブジェ
クト）に対応してもよい。
【００１４】
　特定の実施形態では、ソーシャル・グラフ２００内のノードは、ウェブ・ページを表し
ても、ウェブ・ページによって表されてもよい（「プロフィール・ページ」と呼ばれる）
。プロフィール・ページは、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０によってホ
ストされ、またはそこからアクセス可能であってもよい。また、プロフィール・ページは
、サードパーティ・システムに関連付けられているサードパーティウェブサイト上でホス
トされてもよい。限定するものとしてではなく一例として、特定の外部ウェブ・ページに
対応するプロフィール・ページは、その特定の外部ウェブ・ページであってもよく、プロ
フィール・ページが、特定のコンセプト・ノード２０４に対応してもよい。プロフィール
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・ページは、他のユーザのすべてまたは選択されたサブセットによって閲覧可能であって
もよい。限定するものとしてではなく一例として、ユーザ・ノード２０２は、対応するユ
ーザがコンテンツを追加し、宣言をし、または他の方法で自分を表現する、対応するユー
ザ・プロフィール・ページを有してもよい。限定するものとしてではなく別の例として、
コンセプト・ノード２０４は、１または複数のユーザがコンセプト・ノード２０４に対応
するコンセプトに特に関連してコンテンツを追加し、宣言をし、またはユーザ自身を表現
する、対応するコンセプト・プロフィール・ページを有してもよい。
【００１５】
　特定の実施形態では、コンセプト・ノード２０４は、サードパーティ・システムによっ
てホストされるサードパーティ・ウェブページまたはリソースを表す。サードパーティ・
ウェブページまたはリソースは、要素の中でもとりわけ、コンテンツ、選択可能なアイコ
ンもしくは他のアイコン、またはアクションもしくはアクティビティを表す（たとえば、
ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）、ＡＪＡＸ、またはＰＨＰコードにより実装される）
他の対話可能なオブジェクトを含んでもよい。限定するものとしてではなく一例として、
サードパーティ・ウェブページは、「いいね」、「チェック・イン」、「食べる」、「推
奨する」、または別の好適なアクションまたはアクティビティなど、選択可能なアイコン
を含んでもよい。サードパーティ・ウェブページを閲覧するユーザは、アイコンの１つ（
たとえば、「食べる」）を選択することによって、アクションを行う。これによって、モ
バイル－クライアント・システム１３０は、ユーザのアクションを示すメッセージをソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０へ送信する。ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０は、メッセージに応答して、ユーザに対応するユーザ・ノード２０２と
サードパーティ・ウェブページまたはリソースに対応するコンセプト・ノード２０４との
間にエッジ（たとえば、「食べる」エッジ）を作成し、エッジ２０６を１または複数のデ
ータ・ストア内に記憶する。
【００１６】
　特定の実施形態では、ソーシャル・グラフ２００内の１対のノードが、１または複数の
エッジ２０６によって互いに接続されてもよい。１対のノードを接続するエッジ２０６は
、その対のノード間の関係を表す。特定の実施形態では、エッジ２０６は、１対のノード
間の関係に対応する１または複数のデータ・オブジェクトまたは属性を含み、または表し
てもよい。限定するものとしてではなく一例として、第１のユーザは、第２のユーザが第
１のユーザの「友達」であることを示してもよい。この示したことに応答して、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０は、「友達要求」を第２のユーザに送信してもよ
い。第２のユーザが「友達要求」を確認した場合、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム１６０は、ソーシャル・グラフ２００内で第１のユーザのユーザ・ノード２０２を第
２のユーザのユーザ・ノード２０２に接続するエッジ２０６を作成し、エッジ２０６をソ
ーシャル・グラフ情報としてデータ・ストア２４の１または複数に記憶してもよい。図２
の例では、ソーシャル・グラフ２００は、ユーザ「Ａ」とユーザ「Ｂ」とのユーザ・ノー
ド２０２間の友達関係を示すエッジ２０６と、ユーザ「Ｃ」とユーザ「Ｂ」とのユーザ・
ノード２０２間の友達関係を示すエッジとを含む。本開示は特定のユーザ・ノード２０２
を接続する特定の属性を有する特定のエッジ２０６について記載し示しているが、本開示
は、ユーザ・ノード２０２を接続する任意の好適な属性を有する任意の好適なエッジ２０
６を企図する。限定するものとしてではなく一例として、エッジ２０６は、友達関係、家
族関係、仕事関係もしくは雇用関係、ファン関係、フォロワー関係、ビジタ関係、加入者
関係、主従関係、相互的関係、非相互的関係、別の好適なタイプの関係、または２以上の
そのような関係を表してもよい。さらに、本開示は一般にノードを接続されているものと
して記載しているが、本開示は、ユーザまたはコンセプトも接続されているものとして記
載している。本明細書では、接続されているユーザまたはコンセプトへの言及は、適切な
場合、ソーシャル・グラフ２００内で１または複数のエッジ２０６によって接続されてい
るユーザまたはコンセプトに対応するノードに及ぶ。
【００１７】
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　特定の実施形態では、ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間のエッ
ジ２０６は、コンセプト・ノード２０４に関連付けられているコンセプトに向かってユー
ザ・ノード２０２に関連付けられているユーザによって行われる特定のアクションまたは
アクティビティを表してもよい。限定するものとしてではなく一例として、図２に示され
ているように、ユーザは、コンセプトに対して「いいね」と表明することができ、コンセ
プトに「通った」、コンセプトを「プレイした」、「聴いた」、「調理した」、コンセプ
トに「勤務した」、またはコンセプトを「見た」のであり、コンセプトのそれぞれは、エ
ッジタイプまたはサブタイプに対応する。コンセプト・ノード２０４に対応するコンセプ
ト・プロフィール・ページは、たとえば、選択可能な「チェック・イン」アイコン（たと
えば、クリッカ可能な「チェック・イン」アイコン）または選択可能な「お気に入りに追
加」アイコンを含んでもよい。同様に、ユーザがこれらのアイコンをクリックした後、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、それぞれのアクションに対応するユー
ザのアクションに応答して「お気に入り」エッジ、または「チェック・イン」エッジを作
成する。限定するものとしてではなく別の例として、ユーザ（ユーザ「Ｃ」）は、特定の
アプリケーション（オンラインミュージックアプリケーションであるＳＰＯＴＩＦＹ）を
使用して特定の楽曲（「ランブル・オン」）を聴く。この場合には、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム１６０は、ユーザに対応するユーザ・ノード２０２と楽曲およびア
プリケーションに対応するコンセプト・ノード２０４との間に「聴いた」エッジ２０６お
よび「使用した」エッジ（図２に図示）を作成し、ユーザがその楽曲を聞き、そのアプリ
ケーションを使用したことを示す。さらに、ソーシャル・ネットワーキング・システム１
６０は、楽曲およびアプリケーションに対応するコンセプト・ノード２０４間に「プレイ
した」エッジ２０６（図２に図示）を作成し、特定の楽曲が特定のアプリケーションによ
ってプレイされたことを示す。この場合には、「プレイした」エッジ２０６は、外部アプ
リケーション（ＳＰＯＴＩＦＹ）によって外部オーディオファイル（楽曲「イマジン」）
に対して行われたアクションに対応する。本開示は、ユーザ・ノード２０２とコンセプト
・ノード２０４とを接続する特定の属性を有する特定のエッジ２０６について記載してい
るが、本開示は、ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４とを接続する任意の
好適な属性を有する任意の好適なエッジ２０６を企図する。さらに、本開示は、ユーザ・
ノード２０２とコンセプト・ノード２０４の間の単一の関係を表すエッジについて記載し
ているが、本開示は、ユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間の１また
は複数の関係を表すエッジを企図する。限定するものとしてではなく一例として、エッジ
２０６は、ユーザが「いいね」と表明したこと、および特定のコンセプトを使用したこと
の両方を表してもよい。あるいは、別のエッジ２０６が、ユーザ・ノード２０２とコンセ
プト・ノード２０４（図２に示されているように、ユーザ「Ｅ」に関するユーザ・ノード
２０２と「ＳＰＯＴＩＦＹ」に関するコンセプト・ノード２０４）との間の関係の各タイ
プ（または単一の関係の複数）を表してもよい。
【００１８】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、ソーシャル
・グラフ２００内でユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２０４との間にエッジ２
０６を作成する。限定するものとしてではなく一例として、（たとえば、ウェブ・ブラウ
ザまたはユーザのモバイル－クライアント・システム１３０によってホストされる専用ア
プリケーションを使用することによってなど）コンセプト・プロフィール・ページを閲覧
するユーザは、「いいね」アイコンをクリックまたは選択することによって、ユーザがコ
ンセプト・ノード２０４によって表されたコンセプトに対して「いいね」と表明すること
を示す。これによって、ユーザのモバイル－クライアント・システム１３０は、コンセプ
ト・プロフィール・ページに関連付けられているコンセプトに対してユーザが「いいね」
と表明することを示すメッセージをソーシャル・ネットワーキング・システム１６０へ送
信する。ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、そのメッセージに応答して
、ユーザとコンセプト・ノード２０４との間の「いいね」エッジ２０６によって示されて
いるように、ユーザに関連付けられているユーザ・ノード２０２とコンセプト・ノード２
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０４との間にエッジ２０６を作成してもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム１６０は、エッジ２０６を１または複数のデータ・ストア内に記憶
してもよい。特定の実施形態では、エッジ２０６は、特定のユーザ・アクションに応答し
てソーシャル・ネットワーキング・システム１６０によって自動的に形成されてもよい。
限定するものとしてではなく一例として、第１のユーザが写真をアップロードし、映画を
見たか、または楽曲を聴いた場合、エッジ２０６は、第１のユーザに対応するユーザ・ノ
ード２０２とそれらのコンセプトに対応するコンセプト・ノード２０４との間に形成され
てもよい。本開示は、特定のエッジ２０６を特定の方法で形成することについて記載して
いるが、本開示は、任意の好適なエッジ２０６を任意の好適な方法で形成することを企図
する。
【００１９】
　ウェブサイトにアクセスするために使用されるモバイル・コンピューティング・デバイ
スには、様々な形状およびサイズがある。ユーザ１０１は、たとえば、携帯電話、携帯情
報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、タブレットなどを使用し、インターネットを介して
ウェブサイトにアクセスすることができる。しかし、物理的特性および技術的機能は、モ
バイル・デバイス間で、またモバイル・デバイスと従来のコンピュータ（たとえば、デス
クトップまたはラップトップ・コンピュータ）との間で変わる可能性がある。したがって
、いくつかの組織は、モバイル・デバイス上で適切に表示するために改変されているそれ
らのウェブサイトのモバイル・バージョンを提供する。たとえば、「ｅｘａｍｐｌｅ．ｃ
ｏｍ」というドメイン名でホストされたウェブサイトを有する組織は、「ｍ．ｅｘａｍｐ
ｌｅ．ｃｏｍ」というドメイン名でホストされた同じウェブサイトのモバイル・バージョ
ンも有することがある。ｍ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍに対してなされたＨＴＴＰ要求は、
モバイル・デバイス上で適切にレンダリングするように設計されたウェブ・ページの簡易
バージョンで供給され得る。しかし、モバイル・デバイス間の相違は、あるタイプのモバ
イル・デバイス上で表示されることが意図されたウェブ・ページを別のモバイル・デバイ
ス上で見ることを困難に、または不可能にする。
【００２０】
　いくつかのウェブサイトは、そのウェブサイトにアクセスしようと試みるデバイスがモ
バイル・デバイスであるかどうかを決定し、また、そのデバイスによって送られるユーザ
・エージェント文字列を調べることによってそれが何のタイプのデバイスか決定すること
ができる。クライアントがＨＴＴＰ要求をするとき、その要求は、一般に、１つまたは複
数のフィールドを有するｈｔｔｐヘッダを含む。これらのフィールドの１つは、一般に、
たとえばそのクライアントが使用しているデバイスおよび／またはブラウザのタイプを識
別することができるユーザ・エージェント文字列である。次いで、ウェブサーバ・アプリ
ケーションは、要求を１つまたは複数のサーバサイド・スクリプトに渡すことができ、サ
ーバサイド・スクリプトは、デバイスがモバイル・デバイスであるかどうかを決定するた
めに、ユーザ・エージェント文字列を、一般にモバイル・デバイスに関連付けられている
ユーザ・エージェント文字列のリストと比較することができる。たとえば、ワイヤレス・
ユニバーサル・リソース・ファイル（ＷＵＲＦＬ）などのデータベースは、様々なデバイ
スに関連付けられたユーザ・エージェント文字列、およびそのようなデバイスの機能のリ
ストを含む。サーバサイド・スクリプトは、そのようなデータベースを使用し、ＨＴＴＰ
要求のユーザ・エージェント文字列をデータベースの１つまたは複数のユーザ・エージェ
ント文字列と比較することによって所与のＨＴＴＰ要求がモバイル・デバイスから発信さ
れているかどうかを決定することができる。しかし、膨大な数の既知のデバイスにわたっ
て実質的な包括性を確保するために、そのようなデータベースは巨大になる傾向があり、
サーバサイド・スクリプトにとって比較はリソース消費的なものになる。さらに、そのよ
うなデータベースを絶え間なく更新し、新しいユーザ・エージェント文字列またはモバイ
ル・デバイスが生じたとき、データベースがすべてのモバイル・デバイスを確実に反映す
るようにすることがしばしば必要であり、これは、そのようなデータベースによって提供
されるデバイス情報が、しばしば不正確になり得ることを意味する。したがって、そのよ
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うなデータベースに依らない、モバイル・デバイスおよびそれらの属性を識別する方法を
使用することが望ましいものとなり得る。
【００２１】
　特定の実施形態では、モバイル－クライアント・システム１３０からのコンテンツ・オ
ブジェクトを求める要求に応答して、デバイス検出システム１７０を使用し、モバイル－
クライアント・システム１３０の物理的特性および技術的機能などモバイル－クライアン
ト・システム１３０の属性を決定することができ、その結果、要求されたコンテンツ・オ
ブジェクトは、モバイル－クライアント・システム１３０のためにカスタマイズされ得る
。デバイス検出システム１７０は、別のシステム（たとえば、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム１６０、サードパーティ・アプリケーション・サーバ、ウェブ・サーバ、
エンタープライズ・サーバ、または別の好適なシステムなど）と、全体的にまたは部分的
に物理的または論理的に同じ場所に位置してもよい。限定するものとしてではなく一例と
して、デバイス検出システム１７０は、モバイル－クライアント・システム１３０からの
コンテンツ・オブジェクトを求める要求を受信することができる。デバイス検出システム
１７０は、たとえば、ユーザからのアンケート情報、モバイル・デバイス上の他のアプリ
ケーションから受信された情報、ユーザに関係するソーシャルネットワーキング情報、ま
たはユーザについての他の関連情報など、モバイル－クライアント・システム１３０のユ
ーザについての情報にアクセスすることができる。次いで、デバイス検出システム１７０
は、要求と共に受信されたｈｔｔｐヘッダ内の情報を、モバイル－クライアント・システ
ム１３０のユーザについての情報と共に使用し、モバイル－クライアント・システム１３
０の１つまたは複数の属性を決定することができる。デバイス検出システム１７０は、１
つまたは複数のモデルまたはアルゴリズムを使用し、属性を予測する、または別の方法で
識別することができる。次いで、モバイル－クライアント・システム１３０の属性に基づ
いてカスタマイズされたコンテンツ・オブジェクトを送ることができる。本開示は、モバ
イル・デバイスの属性を特定の方法で決定することについて述べているが、本開示は、モ
バイル・デバイスの属性を任意の好適な方法で決定することを企図する。
【００２２】
　特定の実施形態では、デバイス検出システム１７０は、ユーザのモバイル－クライアン
ト・システム１３０からコンテンツ・オブジェクトを求める要求を受信することができる
。この要求は、たとえばウェブ・ページ、マルチメディア・コンテンツ、他の好適なネッ
トワークベースのリソース、またはそれらの任意の組合せなど、任意の好適なタイプのコ
ンテンツ・オブジェクトを求めるものであってよい。この要求は、ｈｔｔｐヘッダを含む
ことができる。ｈｔｔｐヘッダは、ＨＴＴＰトランザクションの動作パラメータを定義す
る様々なヘッダ・フィールドを含むことができる。限定するものとしてではなく一例とし
て、ｈｔｔｐヘッダは、コンテンツ・オブジェクトを求める要求をするモバイル－クライ
アント・システム１３０上のブラウザ・クライアントの１つまたは複数の属性について記
述するユーザ・エージェント文字列を含むことができる。限定するものとしてではなく別
の例として、ｈｔｔｐヘッダは、受入れ可能なコンテンツのタイプについて記述するａｃ
ｃｅｐｔ文字列を含むことができる。限定するものとしてではなくさらに別の例として、
ｈｔｔｐヘッダは、受入れ可能な符号化のタイプについて記述するａｃｃｅｐｔ－ｅｎｃ
ｏｄｉｎｇ文字列を含むことができる。以下、３つの例示的なｈｔｔｐヘッダが提供され
る。
（１）ＦＩＲＥＦＯＸブラウザ・クライアントを使用するデスクトップ・コンピュータか
らの例示的なｈｔｔｐヘッダ：
Ｕｓｅｒ　ａｇｅｎｔ：Ｍｏｚｉｌｌａ／５．０（Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ；Ｉｎｔｅｌ　Ｍ
ａｃ　ＯＳ　Ｘ　１０．８；ｒｖ：１５．０）
Ｇｅｃｋｏ／２０１００１０１　Ｆｉｒｅｆｏｘ／１５．０．１
Ａｃｃｅｐｔ：ｔｅｘｔ／ｈｔｍｌ，ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ／ｘｈｔｍｌ＋ｘｍｌ，ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ／ｘｍｌ；ｑ＝０．９，＊／＊；ｑ＝０．８
Ａｃｃｅｐｔ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ：ｇｚｉｐ，　ｄｅｆｌａｔｅ
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（２）ＣＨＲＯＭＥブラウザ・クライアントを使用するデスクトップ・コンピュータから
の例示的なｈｔｔｐヘッダ：
Ｕｓｅｒ　ａｇｅｎｔ：Ｍｏｚｉｌｌａ／５．０（Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ；Ｉｎｔｅｌ　Ｍ
ａｃ　ＯＳ　Ｘ　１０　８　２）
Ａｐｐｌｅ　ＷｅｂＫｉｔ／５３７．４（ＫＨＴＭＬ，　ｌｉｋｅ　Ｇｅｃｋｏ）Ｃｈｒ
ｏｍｅ／２２．０．１２２９．７９　Ｓａｆａｒｉ／５３７．４　Ａｃｃｅｐｔ：ｔｅｘ
ｔ／ｈｔｍｌ，ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ／ｘｈｔｍｌ＋ｘｍｌ，ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
／ｘｍｌ；ｑ＝０．９，＊／＊；ｑ＝０．８
Ａｃｃｅｐｔ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ：ｇｚｉｐ，　ｄｅｆｌａｔｅ，ｓｄｃｈ
（３）ＳＡＦＡＲＩブラウザ・クライアントを使用するモバイル・デバイスからの例示的
なｈｔｔｐヘッダ：
Ｕｓｅｒ　ａｇｅｎｔ：Ｍｏｚｉｌｌａ／５．０（ｉＰｈｏｎｅ；ＣＰＵ　ｉＰｈｏｎｅ
　ＯＳ　６．０　ｌｉｋｅ　Ｍａｃ　ＯＳ　Ｘ）ＡｐｐｌｅＷｅｂＫｉｔ／５３６．２６
（ＫＨＴＭＬ，　ｌｉｋｅ　Ｇｅｃｋｏ）Ｖｅｒｓｉｏｎ　６．０　Ｍｏｂｉｌｅ／１０
Ａ４０３
Ｓａｆａｒｉ／８５３６．２５
Ａｃｃｅｐｔ：ｔｅｘｔ／ｈｔｍｌ，ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ／ｘｈｔｍｌ＋ｘｍｌ，ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ／ｘｍｌ；ｑ＝０．９，＊／＊；ｑ＝０．８
Ａｃｃｅｐｔ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ：ｇｚｉｐ，　ｄｅｆｌａｔｅ
本開示は、コンテンツ・オブジェクトを求める特定の要求を特定の方法で受信することに
ついて述べているが、本開示は、任意の好適な要求を任意の好適な方法で受信することを
企図する。
【００２３】
　特定の実施形態では、デバイス検出システム１７０は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０のユーザ（「第１のユーザ」とも呼ばれる）について記述する情報にアクセス
することができる。ユーザについて記述する情報は、たとえば、ユーザのモバイル・デバ
イスから受信された情報、ユーザからのアンケート情報、ユーザに関係するソーシャルネ
ットワーキング情報、ユーザについての他の好適な情報、またはそれらの任意の組合せを
含むことができる。本開示は、ユーザについての特定の情報に特定の方法でアクセスする
ことについて述べているが、本開示は、ユーザについての任意の好適な情報に任意の好適
な方法でアクセスすることを企図する。
【００２４】
　特定の実施形態では、ユーザについて記述する情報は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０から受信された情報を含むことができる。モバイル－クライアント・システム
１３０からのコンテンツ・オブジェクトを求める要求に応答して、デバイス検出システム
１７０は、モバイル－クライアント・システム１３０について記述する、またはその属性
について記述するモバイル－クライアント・システム１３０からの情報にアクセスする、
または別の方法でその情報を受信することができる。限定するものとしてではなく一例と
して、デバイス検出システム１７０は、コンテンツ・オブジェクトを要求するユーザ（ま
たはデバイス）に関連付けられたブラウズ履歴に基づいてモバイル－クライアント・シス
テム１３０の１つまたは複数の属性を決定することができる。ユーザのブラウズ履歴は、
たとえばトラッキング・クッキー、ブラウザ・ログ、キャッシュされたウェブ・ページ、
トラッキング・ピクセル、ページ・タグ、またはモバイル－クライアント・システム１３
０に関連付けられた他の好適なブラウズ履歴にアクセスすることによって決定されてよい
。コンテンツ・オブジェクトの特定のバージョンを、特定の属性を有するデバイスのため
にフォーマット／カスタマイズすることができる。ユーザがそのようなコンテンツ・オブ
ジェクトに以前アクセスしたことをブラウズ履歴が示す場合には、デバイス検出システム
１７０は、ユーザのモバイル－クライアント・システム１３０が、それらの以前アクセス
されたコンテンツ・オブジェクトに関連付けられた１つまたは複数の属性を有すると決定
することができる。限定するものとしてではなく別の例として、デバイス検出システム１
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７０は、モバイル－クライアント・システム１３０上にインストールされた様々なアプリ
ケーションによりアクセスされた情報に基づいてモバイル－クライアント・システム１３
０の１つまたは複数の属性を決定することができる。モバイル－クライアント・システム
１３０には、たとえばデバイス上のネイティブＡＰＩ、アプリケーション・レポート、ア
プリケーション・ログ、またはモバイル－クライアント・システム１３０についての他の
好適な情報にアクセスすることができるアプリケーションがインストールされていること
がある。デバイス検出システム１７０は、モバイル－クライアント・システム１３０につ
いて記述する情報にアクセスするために、これらのアプリケーションにより情報にアクセ
スすることができる。限定するものとしてではなくさらに別の例として、デバイス検出シ
ステム１７０は、モバイル－クライアント・システム１３０のウェブ・ブラウザに関連付
けられて記憶されたクッキーに基づいて、モバイル－クライアント・システム１３０の１
つまたは複数の属性を決定することができる。たとえば、認証クッキーを使用し、モバイ
ル－クライアント・システム１３０のユーザを識別すること、またはデバイスを直接的に
識別することができる。本開示は、モバイル－クライアント・システム１３０から特定の
情報を特定の方法で受信することについて述べているが、本開示は、モバイル－クライア
ント・システム１３０から任意の好適な情報を任意の好適な方法で受信することを企図す
る。
【００２５】
　特定の実施形態では、ユーザについて記述する情報は、ユーザによって提供されるアン
ケート情報を含むことができる。アンケートは、モバイル－クライアント・システム１３
０の１つまたは複数の属性について記述する情報をユーザが入力する、または別の方法で
提供することを可能にする好適な構造化文書であってよい。限定するものとしてではなく
一例として、デバイス検出システム１７０は、アンケートをユーザに送ることができる。
たとえば、アンケートは、「デバイスＸを使用していますか」、またはより一般的に「ど
んなタイプのデバイスを使用していますか」とユーザに尋ねることができる。別の例とし
て、アンケートは、デバイスの特定の属性について尋ねてもよい。たとえば、アンケート
は、「ＭＰ４動画ファイルをサポートする（ＭＰ４動画ファイルに対応している）デバイ
スを使用していますか」、またはより一般的に「どんなタイプのメディア・コンテンツが
あなたのモバイル・デバイスでサポートされていますか」とユーザに尋ねることができる
。ユーザは、たとえば、適宜、情報を直接的に入力することによって、または関連の属性
をリストから選択することによって情報を提供することができる。特定の実施形態では、
アンケートは、モバイル－クライアント・システム１３０に送られてもよい。代替の実施
形態では、アンケートは、ユーザに関連付けられた別のクライアント・システムに送られ
てもよい。限定するものとしてではなく一例として、アンケートは、ユーザのデスクトッ
プまたはラップトップ・コンピュータに送られ、ユーザのモバイル・デバイスについての
詳細を尋ねてもよい。たとえばアンケート応答を入力するために標準的なキーボードおよ
びマウスを使用することができるので、ユーザがデスクトップまたはラップトップ・コン
ピュータ上でアンケートを完成させることは、より好都合となり得る。デバイス検出シス
テム１７０は、たとえば認証を必要とするソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０または他のシステムなど、ユーザを識別することができるウェブサイトまたは他のシス
テムにユーザがアクセスしたときデスクトップまたはラップトップ上のユーザを識別する
ことができる可能性がある。したがって、デバイス検出システム１７０は、ユーザに関連
付けられた様々なデバイスを識別し、アンケートを任意の適切なシステムに送ることがで
きる可能性がある。アンケートが完成した後、デバイス検出システム１７０に送られても
よく、デバイス検出システム１７０は、ユーザによって提供された情報と共にアンケート
を受信することができる。本開示は、特定のアンケート情報を特定の方法で受信すること
について述べているが、本開示は、任意の好適なアンケート情報を任意の好適な方法で受
信することを企図する。
【００２６】
　特定の実施形態では、ユーザについて記述する情報は、モバイル－クライアント・シス
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テム１３０のユーザに関係するソーシャルネットワーキング情報を含むことができる。ユ
ーザに関係するソーシャルネットワーキング情報は、たとえば、ユーザ、またはオンライ
ン・ソーシャル・ネットワークの他のユーザに関するユーザ・プロフィール・データ、コ
ンセプト・プロフィール・データ、ソーシャル・グラフ情報、オンライン・ソーシャル・
ネットワークに関係する他の好適なデータ、またはそれらの任意の組合せを含むことがで
きる。次いで、デバイス検出システム１７０は、モバイル－クライアント・システム１３
０のユーザに対応するソーシャル・グラフ情報に基づいてモバイル－クライアント・シス
テム１３０の１つまたは複数の属性を決定することができる。特定の実施形態では、ユー
ザについて記述する情報は、ユーザに対応するプロフィール・ページに関連付けられた情
報を含むことができる。ユーザのプロフィール・ページは、たとえば、ユーザによって提
供されるコンテンツ、宣言、または他の情報を含むことができる。限定するものとしてで
はなく一例として、ユーザは、ユーザの住所／居住国、モバイル電話番号、モバイル・サ
ービス・プロバイダ情報（たとえば、ユーザは、これを自分のプロフィールに明示的にリ
ストすることも、自分のモバイル・サービス・プロバイダに関連付けられたコンセプト・
プロフィール・ページで「いいね」を表明することもできる）、雇用情報、または他の好
適な情報を含むことができる。ユーザについてのこの情報は、モバイル・デバイスの特定
の属性を識別するのに有用となり得る。限定するものとしてではなく一例として、デバイ
ス検出システム１７０は、ユーザのモバイル・サービス・プロバイダを識別する情報にア
クセスし、次いで、モバイル・サービス・プロバイダによって共通にサポートされるモバ
イル・デバイスおよび／またはデバイス属性のリストにアクセスし、次いでこのリストを
使用し、ユーザのモバイル－クライアント・システム１３０の属性を予測することができ
る可能性がある。特定の実施形態では、ユーザについて記述する情報は、ユーザに関係す
るオンライン・ソーシャル・ネットワークの１または複数の他のユーザに関連付けられた
情報を含むことができる。限定するものとしてではなく一例として、第１のユーザは、１
または複数の第２のユーザも含むオンライン・ソーシャル・ネットワーク内の特定のグル
ープまたは団体のメンバであってよい（たとえば、ユーザは全員、同じ組織のメンバであ
ること、もしくは同じ雇用者のもとで働いていることをユーザ自身のユーザ・プロフィー
ル・ページ上にリストし、または対応するコンセプト・プロフィール・ページで「いいね
」を表明している）。デバイス検出システム１７０は、これらの第２のユーザのモバイル
・デバイスの１つまたは複数の属性を記述する情報をすでに有していてもよい。次いで、
デバイス検出システム１７０は、第１のユーザのモバイル－クライアント・システム１３
０が第２のユーザのデバイスと同じ１つまたは複数の属性を有すると予測することができ
る。限定するものとしてではなく別の例として、オンライン・ソーシャル・ネットワーク
内の第１のユーザの友達（すなわち、ソーシャル・グラフ内で、第１のユーザから１つの
分離度内にユーザ・ノード２０２として表されるもの）は、特定の属性を有するモバイル
・デバイスを有することがある。第１のユーザは、その友達によって使用されるデバイス
と同じ、または同様のデバイスを有する可能性がより高いことがある。したがって、次い
でデバイス検出システム１７０は、第１のユーザのモバイル－クライアント・システム１
３０が第１のユーザの友達のデバイスと同じ属性の１つまたは複数を有すると予測するこ
とができる。本開示は、特定のソーシャルネットワーキング情報を特定の方法で受信する
ことについて述べているが、本開示は、任意の好適なソーシャルネットワーキング情報を
任意の好適な方法で受信することを企図する。
【００２７】
　特定の実施形態では、デバイス検出システム１７０は、コンテンツ・オブジェクトを求
める要求と共に受信されたｈｔｔｐヘッダに基づいてモバイル－クライアント・システム
１３０の１つまたは複数の属性を決定することができる。場合によっては、ｈｔｔｐヘッ
ダは、モバイル－クライアント・システム１３０のいくつかの属性を明示的に識別するこ
とができる。しかし、多くの場合、必ずしもすべての関連の属性がｈｔｔｐヘッダによっ
て明示的に識別されない。これらの場合、デバイス検出システム１７０は、ユーザ・エー
ジェント文字列、ブラウザ特有の文字列、または他の関連情報など、ｈｔｔｐヘッダによ
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って提供される情報を使用し、要求されたコンテンツ・オブジェクトをフォーマットまた
はカスタマイズすることに関連する属性を決定することができる。デバイス検出システム
１７０は、ｈｔｔｐヘッダ情報を使用し、モバイル－クライアント・システム１３０の物
理的特性および技術的機能（まとめて「属性」）を識別または予測することができる。限
定するものとしてではなく一例として、デバイス検出システム１７０は、モバイル－クラ
イアント・システム１３０の以下の属性の１つまたは複数、すなわち、プログラミング言
語サポート（たとえば、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔサポート）、スタイルシート言語サポート
（たとえば、ＣＳＳサポート・レベル）、画面サイズ（たとえば、画面対角測定値または
画面ピクセル解像度）、画面ピクセル密度、キーボード・タイプ（たとえば、物理キーボ
ード、タッチスクリーン・キーボード）、ロケーション－サービス・サポート（たとえば
、モバイル－クライアント・システム１３０の場所を決定するためにセルラ信号、Ｗｉ－
Ｆｉ信号、またはＧＰＳの１つまたは複数を使用すること）、無線通信サポート（たとえ
ば、Ｗｉ－Ｆｉ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ、ＮＦＣ、ＩＲ）、画像サポート（たとえば、ＪＰ
ＥＧ、ＧＩＦ、またはＰＮＧ画像を表示するための能力）、動画サポート（たとえば、様
々な動画タイプを表示するための能力）、または他の好適な属性を決定することができる
。モバイル・デバイスがこれらの属性のそれぞれを有するかどうかを決定することは、モ
バイル・デバイスによって要求されたコンテンツ・オブジェクトのカスタマイズ、または
適切なフォーマットを補助するために有用となり得る。本開示は、モバイル－クライアン
ト・システム１３０の属性を特定のｈｔｔｐヘッダに基づいて特定の方法で決定すること
について述べているが、本開示は、モバイル－クライアント・システム１３０の属性を任
意の好適なｈｔｔｐヘッダに基づいて任意の好適な方法で決定することを企図する。さら
に、本開示は、モバイル－クライアント・システム１３０の特定の属性を決定することに
ついて述べているが、本開示は、モバイル－クライアント・システムの任意の好適な属性
を決定することを企図する。
【００２８】
　特定の実施形態では、デバイス検出システム１７０は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０のユーザについて記述するアクセスされた情報に基づいてモバイル－クライア
ント・システム１３０の１つまたは複数の属性を決定することができる。前述のように、
たとえば、ユーザのモバイル・デバイスから受信された情報、ユーザからのアンケート情
報、ユーザに関係するソーシャルネットワーキング情報、ユーザについての他の好適な情
報など、モバイル・デバイスのユーザについて記述する情報は、ユーザのモバイル・デバ
イスについての様々な属性を決定するのに有用となり得る。デバイス検出システム１７０
は、モバイル－クライアント・システム１３０のユーザについての情報を使用し、モバイ
ル－クライアント・システム１３０の物理的特性および技術的機能（たとえば、前述のよ
うになど）を識別または予測することができる。限定するものとしてではなく一例として
、デバイス検出システム１７０は、モバイル－クライアント・システム上にインストール
されたアプリケーション（たとえば、ＦＡＣＥＢＯＯＫ（登録商標）ＭＯＢＩＬＥ　ＡＰ
Ｐ）から、モバイル・デバイスの属性を決定するために使用することができる、モバイル
・デバイスの物理的または技術的特徴のいくつかについて記述する情報を受信することが
できる。限定するものとしてではなく別の例として、デバイス検出システム１７０は、ユ
ーザから、モバイル・デバイスの属性を決定するために使用することができる、ユーザの
モバイル・デバイスについて記述する情報、アンケート情報を受信することができる。本
開示は、モバイル－クライアント・システム１３０の属性を特定のユーザ情報に基づいて
特定の方法で決定することについて述べているが、本開示は、モバイル－クライアント・
システム１３０の属性を任意の好適なユーザ情報に基づいて任意の好適な方法で決定する
ことを企図する。さらに、本開示は、モバイル－クライアント・システム１３０の特定の
属性を決定することについて述べているが、本開示は、モバイル－クライアント・システ
ムの任意の好適な属性を決定することを企図する。
【００２９】
　特定の実施形態では、デバイス検出システム１７０は、属性を識別するために１つまた
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は複数のモデルまたはアルゴリズムを使用して、モバイル－クライアント・システム１３
０の属性を決定することができる。スコアは、たとえば、信頼スコア、確率、品質、ラン
キング、別の好適なタイプのスコア、またはそれらの任意の組合せであってよい。したが
って、特定の実施形態では、より高い計算されたスコアを有する属性が、モバイル・コン
ピューティング・システム１３０によって実際に所有される属性である可能性がより高い
ことがある。限定するものとしてではなく一例として、デバイス検出システム１７０は、
モバイル・コンピューティング・システム１３０から受信されるｈｔｔｐヘッダ内の情報
、およびモバイル・コンピューティング・システム１３０のユーザについて記述する情報
に基づいて、１つまたは複数のデバイス属性について確率スコアを計算することができる
。以下は、モバイル－クライアント・システム１３０の特定の属性について確率を計算す
るためにデバイス検出システム１７０が使用することができる例示的なアルゴリズムであ
る。
ｓ１＝ｆ（Ｈ１，．．．，Ｈｍ，Ｕ１．．．，Ｕｎ）
上式で、
ｓ１は、第１の属性についての確率スコアであり、
Ｈ１，．．．，Ｈｍは、１からｍまでのｈｔｔｐヘッダ・フィールドであり、
Ｕ１，．．．，Ｕｎは、１からｎまでのユーザ・プロフィール・フィールドである。
特定の属性を決定するのに、特定の変数がより有用となり得る。本開示は、特定の変数を
使用してスコアを計算することについて述べているが、本開示は、任意の好適な変数を使
用してスコアを計算することを企図する。特定の実施形態では、デバイス検出システム１
７０によって実装されるモデルまたはアルゴリズムは、機械学習式のスコア付けの式を使
用することができる。スコア付けアルゴリズムは、たとえば、モバイル・デバイスからの
コンテンツ・オブジェクト（たとえば、ウェブページ）を求める要求、モバイル・デバイ
スの様々なユーザ、および様々なタイプのモバイル・デバイスについての情報を含むデー
タ・セットから構築されるトレーニング・データのセットから自動的にスコア付けの式を
得ることができる。特定の実施形態では、デバイス検出システム１７０は、１つまたは複
数の属性についてスコアを計算し、次いで閾値スコアより大きなスコアを有する各属性を
識別することによってモバイル－クライアント・システム１３０の属性を決定することが
できる。このようにして、デバイス検出システム１７０は、モバイル・デバイスの属性を
正しく識別するための比較的高い確度を確保することができる可能性がある。限定するも
のとしてではなく一例として、０．９より大きな計算された確率スコアを有する属性だけ
が、モバイル－クライアント・システム１３０の属性であるとして識別され得る。本開示
は、モバイル－クライアント・システム１３０の特定の属性を特定の方法で決定すること
について述べているが、本開示は、モバイル－クライアント・システム１３０の任意の好
適な属性を任意の好適な方法で決定することを企図する。
【００３０】
　特定の実施形態では、デバイス検出システム１７０は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０からのコンテンツ・オブジェクトを求める要求に応答して、コンテンツ・オブ
ジェクトをモバイル－クライアント・システム１３０に送ることができる。コンテンツ・
オブジェクトは、モバイル－クライアント・システム１３０の決定された属性に基づいて
カスタマイズされてもよい。限定するものとしてではなく一例として、モバイル－クライ
アント・システム１３０が比較的小さな画面サイズ（たとえば、６６．０ｍｍ（２．６イ
ンチ）から１１４ｍｍ（４．５インチ）の範囲内）を有するスマートフォンである場合に
は、ウェブ・ページは、コンテンツがそのより小さな画面内でほぼ表示され得るようにフ
ォーマットされてもよい。一部のコンテンツは、そのより小さな画面に合うように再配置
されてもよい一方で、他のコンテンツは、再フォーマットされても、さらには除外されて
もよい。モバイル－クライアント・システム１３０が比較的大きな画面サイズ（たとえば
、１７８ｍｍ（７．０インチ）から２５７ｍｍ（１０．１インチ）の範囲内）を有するタ
ブレット・デバイスである場合には、ウェブ・ページは、従来のコンピューティング・デ
バイスで使用されるものと同じ、コンテンツのためのフォーマット（すなわち、デスクト
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ップまたはラップトップに使用されるフォーマット）を使用してもよい。要求されたコン
テンツ・オブジェクトは、様々にカスタマイズされてもよい。限定するものとしてではな
く一例として、サーバサイド・スクリプトが、モバイル－クライアント・システム１３０
のためにコンテンツ・オブジェクトを特にフォーマットしてもよい。限定するものとして
ではなく別の例として、サーバサイド・スクリプトは、コンテンツ・オブジェクトのモバ
イル・バージョンに関連付けられた別のサーバサイド・スクリプトに要求を転送してもよ
い。次いで、送られたコンテンツ・オブジェクトを、モバイル－クライアント・システム
１３０上でユーザに対して表示することができる。特定の実施形態では、デバイス検出シ
ステム１７０はまた、コンテンツ・オブジェクトを求める要求に応答して、広告または他
のスポンサ付きのコンテンツをモバイル－クライアント・システム１３０に送ってもよい
。広告は、コンテンツ・オブジェクトの一部として、または別々に含まれてもよい。広告
は、送られるコンテンツ・オブジェクトのコンテンツ内で参照されるオブジェクトの１つ
または複数に対応してもよい。本開示は、特定のコンテンツ・オブジェクトを特定の方法
で送ることについて述べているが、本開示は、任意の好適なコンテンツ・オブジェクトを
任意の好適な方法で送ることを企図する。
【００３１】
　デバイス検出に関連して、特定の実施形態は、参照により本願明細書に援用する２０１
２年１２月２０日に出願された米国特許出願第１３／７２１９００号に開示されている１
つまたは複数のシステム、構成要素、要素、機能、方法、動作、またはステップを使用す
ることができる。
【００３２】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０のための接続関連の情報を決定することができる。モバイル・デバイスは、様
々な異なるキャリアによって提供される様々なタイプの接続を使用してインターネットに
アクセスすることができる。モバイル－クライアント・システム１３０からの要求に応答
してソーシャル・ネットワーキング・システム１６０の特定のコンテンツ・オブジェクト
またはウェブ・ページにアクセスするとき、モバイル－クライアント・システム１３０の
キャリア、接続タイプ、接続状態、レイテンシ期間、他の好適な接続関連の情報、または
それらの任意の組合せを識別することが有利となり得る。そのような接続関連の情報は、
ＳＩＭカード情報、ユーザ履歴、自律システム番号、ＩＰアドレス、デバイス・タイプ、
他の好適な信号、またはそれらの任意の組合せなど、様々な信号を使用して決定され得る
。ユーザは、新しいモバイル・デバイスを買い求めたとき、キャリアを切り替えることが
ある。一部のユーザについては、たとえば同じ電話内でＳＩＭカードを切り替えることに
よって、キャリアを頻繁に切り替えることがある。さらに、ユーザは、ユーザ自身の現在
の場所に応じて、またユーザ自身がローミングしているかどうかに応じて、異なるキャリ
アを有することがある。様々な接続関連の情報を識別することによって、ソーシャル・ネ
ットワーキング・システム１６０は、特定の要求元のモバイル－クライアント・システム
１３０のためにウェブ・ページをよりよく生成およびカスタマイズすることができる可能
性がある。限定するものとしてではなく一例として、キャリア検出システム１８０は、エ
イティー・アンド・ティー（ＡＴ＆Ｔ）からの３Ｇデータ・プランを有するＩＰＨＯＮＥ
（登録商標）を持つユーザが、コムキャスト（ＣＯＭＣＡＳＴ）によって提供されるＷｉ
－Ｆｉネットワークに接続されているときソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０にアクセスしていると決定することができる。この場合には、ソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０は、ＡＴ＆ＴがＩＰＨＯＮＥのためのキャリアであることに基づ
いて、ＡＴ＆Ｔに関連付けられた広告を含むように、ユーザによってアクセスされた任意
のコンテンツをカスタマイズすることができる。同様に、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０は、ユーザによってアクセスされたコンテンツを、そのようなコンテン
ツをサポートすることができる可能性が高いＷｉ－Ｆｉ接続タイプを介していることに基
づいて、高品質／高解像度のものになるようにカスタマイズすることができる。したがっ
て、そのようなシナリオに対処するために、ソーシャル・ネットワーキング・システム１
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６０は、ユーザのためにコンテンツを生成およびカスタマイズするとき、キャリア検出シ
ステム１８０によって提供される接続関連の情報を考慮することができる。特定の実施形
態では、モバイル－クライアント・システム１３０のための接続関連の情報を決定するこ
とは、プライバシ設定の対象となり得る。プライバシ設定は、たとえば、信号が存在する
場合、どの信号がキャリア検出システム１８０によってアクセスされてもよいか指定する
ことができる。本開示は、特定の接続関連の情報を特定の方法で決定することについて述
べているが、本開示は、任意の好適な接続関連の情報を任意の好適な方法で決定すること
を企図する。
【００３３】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、１つまたは複数の信号に基づい
てモバイル－クライアント・システム１３０のためのキャリアを決定することができる。
キャリアは、たとえば、ＡＴ＆Ｔ、ベリゾン（ＶＥＲＩＺＯＮ）、スプリント（ＳＰＲＩ
ＮＴ）、ユー・エス・セルラー（Ｕ．Ｓ．ＣＥＬＬＵＬＡＲ）、アメリカ・モバイル（Ａ
ＭＥＲＩＣＡ　ＭＯＶＩＬ）、ティー・モバイル（Ｔ－ＭＯＢＩＬＥ）、ＣＯＭＣＡＳＴ
、オレンジ（ＯＲＡＮＧＥ）、ボーダフォン（ＶＯＤＡＦＯＮＥ）、エムティーエス（Ｍ
ＴＳ）、チャイナ・ユニコム（ＣＨＩＮＡ　ＵＮＩＣＯＭ）、エムブイエヌオー（ＭＶＮ
Ｏ）、他の好適なキャリア、またはそれらの任意の組合せを含むことができる。キャリア
検出システム１８０は、特定のモバイル－クライアント・システム１３０のためのキャリ
アを（たとえば、特定の信号から特定の接続関連の情報を推定することによって）決定す
るために使用され得る様々な信号にアクセスする、および／またはそれらを受信すること
ができる。これらの信号は、たとえば、ＳＩＭカード情報、ユーザ履歴、自律システム番
号、ＩＰアドレス、デバイス・タイプ、ＭＳＩＳＤＮ、他の好適な信号、またはそれらの
任意の組合せを含むことができる。モバイル・デバイスのためのキャリアを決定すること
は、モバイル・デバイスによって要求されたウェブ・ページのために適切なコンテンツま
たは広告の生成またはカスタマイズを補助するために有用となり得る。キャリアを特定の
信号に少なくとも一部基づいて決定することについては、下記により詳細に述べられてい
る。特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、キャリアを識別するために１
つまたは複数のモデルまたはアルゴリズムを使用して、モバイル－クライアント・システ
ム１３０のためのキャリアを決定することができる。スコアは、たとえば、信頼スコア、
確率、品質、ランキング、別の好適なタイプのスコア、またはそれらの任意の組合せであ
ってよい。したがって、特定の実施形態では、より高い計算されたスコアを有するキャリ
アが、モバイル・コンピューティング・システム１３０によって使用される実際のキャリ
アである可能性がより高いことがある。限定するものとしてではなく一例として、キャリ
ア検出システム１８０は、モバイル・コンピューティング・システム１３０から受信され
るＳＩＭカード情報、およびモバイル・コンピューティング・システム１３０のユーザに
関連付けられたキャリア履歴情報に基づいて、１つまたは複数のデバイス・キャリアにつ
いて確率スコアを計算することができる。以下は、モバイル－クライアント・システム１
３０の特定のキャリアについて確率を計算するためにキャリア検出システム１８０が使用
することができる例示的なアルゴリズムである。
ｒ１＝ｆ（Ｓ１，．．．，Ｓｏ，Ｃ１．．．，Ｃｐ）
上式で、
ｒ１は、第１のキャリアについての確率スコアであり、
Ｓ１，．．．，Ｓｏは、１からｏまでのＳＩＭカード・フィールドであり、
Ｃ１，．．．，Ｃｐは、１からｐまでのキャリア履歴フィールドである。
特定のキャリアを決定するのに、特定の変数（それぞれが本明細書に記載の特定の信号に
相関される）がより有用となり得る。本開示は、特定の変数を使用してスコアを計算する
ことについて述べているが、本開示は、任意の好適な変数を使用してスコアを計算するこ
とを企図する。特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０によって実装されるモ
デルまたはアルゴリズムは、機械学習式のスコア付けの式を使用することができる。スコ
ア付けアルゴリズムは、たとえば、モバイル・デバイスからのウェブ・ページを求める要
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求、および様々なキャリア、様々な接続タイプを使用する、また様々な接続状態を有する
モバイル・デバイスの様々なユーザについての情報を含むデータ・セットから構築される
トレーニング・データのセットから自動的にスコア付けの式を得ることができる。特定の
実施形態では、キャリア検出システム１８０は、１つまたは複数のキャリアについてスコ
アを計算し、次いでこれらのスコアに基づいて最も可能性の高いキャリアを識別すること
によってモバイル－クライアント・システム１３０のためのキャリアを決定することがで
きる。このようにして、キャリア検出システム１８０は、モバイル・デバイスのキャリア
を正しく識別するための比較的高い確度を確保することができる可能性がある。本開示は
、モバイル－クライアント・システム１３０の特定のキャリアを特定の方法で決定するこ
とについて述べているが、本開示は、モバイル－クライアント・システム１３０の任意の
好適なキャリアを任意の好適な方法で決定することを企図する。
【００３４】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、少なくともモバイル－クライア
ント・システム１３０に関連付けられたＳＩＭカード情報に基づいてモバイル－クライア
ント・システム１３０のためのキャリアを決定することができる。ＳＩＭカードの接続プ
ロバイダは、たとえば、モバイル－クライアント・システム１３０上のネイティブ・アプ
リケーションに、デバイスに関連付けられたキャリア情報を照会させることによって、デ
バイス・オペレーティング・システムからローカルで取得されてもよい。これは、使用可
能であるとき、キャリアを決定するための確実かつ正確な方法となり得る。この信号の大
きな利点は、ユーザがユーザ自身のモバイル・デバイス内のＳＩＭカードを交換すること
によってキャリアを切り替えるときでさえ得られる、新しさおよび信頼性である。特定の
実施形態では、キャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・システム１３
０からソーシャル・ネットワーキング・システム１６０の特定のコンテンツを求める要求
を受信したことに応答して、モバイル－クライアント・システム１３０に関連付けられた
ＳＩＭカード情報にアクセスすることができる。モバイル－クライアント・システム１３
０は、オンライン・ソーシャル・ネットワークの特定のユーザ（「第１のユーザ」とも呼
ばれる）に関連付けられてもよい。限定するものとしてではなく一例として、キャリア検
出システム１８０は、モバイル－クライアント・システム１３０に、ＳＩＭカード情報を
求めるクエリを送ることができる。それに応答して、モバイル－クライアント・システム
１３０上のアプリケーション（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６
０に関連付けられたネイティブ・アプリケーション）は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０のＳＩＭカードにアクセスし、ＳＩＭカード情報を取り出し、その情報をキャ
リア検出システム１８０に返送することができる。ＳＩＭカード情報は、たとえば、モバ
イル－クライアント・システム１３０のＳＩＭカードに関連付けられたキャリアを示すＦ
ＢＣＲフィールドなど、ｈｔｔｐヘッダによって提供され得る。たとえば、モバイル－ク
ライアント・システム１３０上のネイティブ・アプリケーションによってキャリア検出シ
ステム１８０に返送されるユーザ・エージェント文字列には、アプリケーションによって
添付されたデータ内にＦＢＣＲフィールドがあり（モバイル・アプリケーション・ユーザ
・エージェント・フォーマット）、ＳＩＭカード・キャリアを示すことができる。本開示
は、モバイル－クライアント・システム１３０についての特定の情報に特定の方法でアク
セスすることについて述べているが、本開示は、モバイル－クライアント・システム１３
０についての任意の好適な情報に任意の好適な方法でアクセスすることを企図する。さら
に、本開示は、キャリアを、ＳＩＭカード情報に基づいて特定の方法で決定することにつ
いて述べているが、本開示は、キャリアを、ＳＩＭカード情報に基づいて任意の好適な方
法で決定することを企図する。
【００３５】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、少なくともユーザに関連付けら
れたキャリア履歴に基づいてモバイル－クライアント・システム１３０のためのキャリア
を決定することができる。ユーザは、通常、接続ネットワークをあまりしばしば変更しな
いと仮定して、キャリア検出システム１８０は、ユーザの最近の接続記録にアクセスする
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ことによってユーザの接続情報を決定することができる。接続プロバイダは、通常、ユー
ザの非常に安定したプロパティである。多数のユーザは、同じキャリアを数ヶ月以上の間
、有することになる。さらに、ユーザが短期間に複数のキャリアにアクセスする場合、そ
れはしばしば、時間の経過につれて同じキャリア同士である（たとえば、ユーザは、１日
の中で同じ２つのキャリア間で切り替えることがある）。コンテンツを求める要求にリア
ルタイムで応答して、ユーザのキャリアおよび接続タイプのパターンを識別し、ユーザの
現在のキャリアおよび接続タイプを予測するために使用することができる。したがって、
数日だけの使用の接続記録があれば、キャリア検出システム１８０は、大抵のユーザにつ
いて、主なキャリアおよび接続タイプが何か、リアルタイムで、高い信頼度で推定するこ
とができる。限定するものとしてではなく一例として、ユーザがコンテンツを要求した最
後の時にユーザの決定されたキャリアがＯＲＡＮＧＥであった場合には、ユーザのキャリ
アが依然として同じである可能性が高いと推定されてもよい。限定するものとしてではな
く別の例として、ユーザが、平日の就業時間中、通常Ｗｉ－Ｆｉを介してアクセスし、夜
間および週末の間、通常４Ｇ　ＬＴＥセルラを介してアクセスしている場合、これらの時
間中の後続の要求は、適切に推定され得る。同様に、接続タイプまたは他の接続関連の情
報もまた、ユーザに関連付けられたキャリア履歴に基づいて決定されてもよい。本開示は
、キャリアを、キャリア履歴に基づいて特定の方法で決定することについて述べているが
、本開示は、キャリアを、キャリア履歴に基づいて任意の好適な方法で決定することを企
図する。
【００３６】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、少なくともモバイル－クライア
ント・システム１３０に関連付けられたＩＰアドレスに基づいてモバイル－クライアント
・システム１３０のためのキャリアを決定することができる。通常、各ＩＳＰには、特定
の範囲のＩＰアドレスが割り振られており、ＩＳＰは、この範囲を、異なる目的のために
部分範囲にさらに再分割することができる。異なるＩＳＰのＩＰアドレスは、重なり合う
べきでない。これに基づいて、キャリア検出システム１８０は、元の要求ＩＰアドレスか
ら接続プロバイダを決定することができ、さらにそのＩＰアドレスから特定の接続タイプ
を決定することができる。特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、モバイ
ル－クライアント・システム１３０に関連付けられたＩＰアドレスを含むＩＰアドレスの
範囲を決定することによって、モバイル－クライアント・システム１３０に関連付けられ
たＩＰアドレスに基づいてキャリアを決定することができる。各キャリアは、ある範囲の
ＩＰアドレスに関連付けられ得る。限定するものとしてではなく一例として、キャリア検
出システム１８０は、キャリアに対するＩＰアドレスのマップを維持し、要求に関連付け
られたＩＰアドレスに基づいてキャリアを迅速に決定することを可能にすることができる
。キャリア検出システム１８０がＶＯＤＡＦＯＮＥにマッピングされた第１のＩＰアドレ
スから要求を受信した場合、システムは、モバイル－クライアント・システム１３０のキ
ャリアがＶＯＤＡＦＯＮＥであると推定することができる。しかし、キャリアは、モバイ
ル・オペレータ・ポータル上のＩＰアドレス・リストを更新することなしにそれぞれのネ
ットワーク構成を変更することがあり、これは、ＩＰアドレスによるキャリア決定に基づ
いて誤った結果をもたらす。これらのシナリオに対処するために、キャリア検出システム
１８０は、最初に、要求と共に受信されるｈｔｔｐヘッダ（たとえば、Ｘ－Ｆｏｒｗａｒ
ｄｅｄ－Ｆｏｒヘッダ）内に示される第１のホップのＩＰアドレスをチェックし、直近の
要求のＩＰアドレスをチェックし直し、プロキシが行われた要求の場合に対処することが
できる。ＩＰｖ４アドレスとＩＰｖ６アドレスが共にチェックされてもよい。同様に、接
続タイプまたは他の接続関連の情報もまた、モバイル－クライアント・システム１３０に
関連付けられたＩＰアドレスに基づいて決定されてもよい。本開示は、キャリアを、ＩＰ
アドレスに基づいて特定の方法で決定することについて述べているが、本開示は、キャリ
アを、ＩＰアドレスに基づいて任意の好適な方法で決定することを企図する。
【００３７】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、少なくともモバイル－クライア
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ント・システム１３０に関連付けられた自律システム番号（ＡＳＮ）に基づいてモバイル
－クライアント・システム１３０のためのキャリアを決定することができる。インターネ
ットは、自律システムと呼ばれる多数の相互接続された個々の地域ネットワークによって
形成される。各自律システムは、ＩＣＡＮＮから割り振られる事前に定義された自律シス
テム番号によって識別される。このＡＳＮは、ＢＧＰルーティング・プロトコルにおける
ルーティング・テーブルを構築するために使用される。大抵の場合、各単一のＡＳＮは、
単一のＩＳＰによって所有され維持される。したがって、キャリア検出システム１８０は
、要求に関連付けられたＡＳＮを所有するキャリアを識別するデータベースにアクセスす
ることによって、そのＡＳＮに基づいてモバイル－クライアント・システム１３０のため
のキャリアを推定することができる。本開示は、キャリアを、ＡＳＮに基づいて特定の方
法で決定することについて述べているが、本開示は、キャリアを、ＡＳＮに基づいて任意
の好適な方法で決定することを企図する。
【００３８】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、少なくともモバイル－クライア
ント・システム１３０の属性に基づいてモバイル－クライアント・システム１３０のため
のキャリアを決定することができる。モバイル－クライアント・システム１３０の属性は
、前述のように決定されてもよい。限定するものとしてではなく一例として、特定のスマ
ートフォンの製造元／モデルが特定のキャリアによってのみ販売／サポート／運用される
ことがある。キャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・システム１３０
の製造元／モデルを決定することができる場合、異なるキャリアによってサポートされる
デバイスのデータベースにアクセスし、モバイル－クライアント・システム１３０のため
の可能性の高いキャリアを識別し、または少なくともそのタイプのデバイスをサポート／
販売しないキャリアを除外することができる。本開示は、キャリアを、モバイル・デバイ
スの属性に基づいて特定の方法で決定することについて述べているが、本開示は、キャリ
アを、モバイル・デバイスの属性に基づいて任意の好適な方法で決定することを企図する
。
【００３９】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、少なくともモバイル－クライア
ント・システム１３０に関連付けられたモバイル・ネットワーク・コード（ＭＮＣ）また
はモバイル国コード（ＭＣＣ）に基づいてモバイル－クライアント・システム１３０のた
めのキャリアを決定することができる。限定するものとしてではなく一例として、ＭＮＣ
とＭＣＣとの組合せを使用し、たとえばＧＳＭ（登録商標）／ＬＴＥ、ＣＤＭＡ、ｉＤＥ
Ｎ、ＴＥＴＲＡ、およびＵＭＴＳネットワークなど、様々なタイプのモバイル・ネットワ
ークおよび任意の衛星モバイル・ネットワーク内のモバイル電話オペレータ／キャリアを
一意に識別することができる。モバイル－クライアント・システム１３０上のネイティブ
・モバイル・アプリケーションは、ＭＮＣ／ＭＣＣタプルをキャリア検出システム１８０
に返送することができ、キャリア検出システム１８０は、どのキャリアから要求が来たか
を識別するために、キャリアのＭＮＣ情報およびＭＣＣ情報のデータベースにアクセスす
ることができる。本開示は、キャリアを、ＭＮＣおよびＭＣＣに基づいて特定の方法で決
定することについて述べているが、本開示は、キャリアを、ＭＮＣまたはＭＣＣに基づい
て任意の好適な方法で決定することを企図する。
【００４０】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、少なくともモバイル－クライア
ント・システム１３０のユーザに関連付けられたユーザ情報に基づいてモバイル－クライ
アント・システム１３０のためのキャリアを決定することができる。ユーザ情報は、たと
えば、ソーシャルネットワーキング情報、オンライン・ソーシャル・ネットワークのユー
ザによって提供される任意の情報、またはユーザのアカウントに関連付けられて記憶され
る情報を含むことができる。限定するものとしてではなく一例として、ユーザ情報は、第
１のユーザに対応するオンライン・ソーシャル・ネットワークのユーザ・プロフィールで
あってもよい。第１のユーザは、自分のユーザ・プロフィール内で、ＡＴ＆Ｔに「いいね
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」を表明することを指定してもよく、次いでキャリア検出システム１８０は、これを使用
し、ユーザのモバイル・デバイスのためのキャリアがＡＴ＆Ｔであると推定することがで
きる。あるいは、ユーザは、自分のキャリアを自分のユーザ・プロフィール内で明示的に
リストしてもよい。限定するものとしてではなく別の例として、ユーザ情報は、第１のユ
ーザの友達（すなわち、友達タイプ・エッジ２０６によって第１のユーザに対応するユー
ザ・ノード２０２に接続された各ユーザ・ノード２０２に対応するユーザ）に対応するユ
ーザ・プロフィール情報であってもよい。これらのユーザは、たとえばユーザ自身の電話
のためのキャリアを指定することができ、したがって第１のユーザの電話のキャリアは、
友達のキャリア（または、おそらくはキャリア検出システム１８０によって以前に決定さ
れたユーザの友達のキャリア）から推定され得る。本開示は、キャリアを、特定のユーザ
情報に基づいて特定の方法で決定することについて述べているが、本開示は、キャリアを
、任意の好適なユーザ情報に基づいて任意の好適な方法で決定することを企図する。
【００４１】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０のための接続タイプを決定することができる。モバイル－クライアント・シス
テム１３０のための接続タイプは、たとえば、ＷｉＦｉ、ＷｉＭＡＸ、ＨＳＰＡ＋、ＣＤ
ＭＡ、２Ｇ、２．５Ｇ／ＧＰＲＳ、２．７５Ｇ／ＥＤＧＥ、３Ｇ、４Ｇ、４Ｇ　ＬＴＥ、
他の好適なタイプの無線接続、またはそれらの任意の組合せを含むことができる。接続タ
イプ検出の主な課題は、要求が無線経路からのものであるのはいつか、ＷｉＦｉ経路（た
とえば、Ｗｉ－ＦｉまたはＷｉＭＡＸ）からのものであるのはいつかを検出することであ
る。多数のキャリアは、ＷｉＦｉとセルラ・データを共に提供する。限定するものとして
ではなく一例として、ＩＰＨＯＮＥを持つユーザは、路上で、ＡＴ＆Ｔの４Ｇ　ＬＴＥネ
ットワークを介してソーシャル・ネットワーキング・システム１６０に接続し、次いで、
コーヒー店内に移動し、ＡＴ＆Ｔによって提供されるＷｉ－Ｆｉネットワークに参加する
ことがある。接続タイプは、要求元のモバイル－クライアント・システム１３０のＩＰア
ドレスを調べ、それを、以前に決定されたＩＰアドレスによる履歴上の接続タイプと比較
することによって推定され得る（たとえば、その理由は、ユーザが、モバイル－クライア
ント・システム１３０のための接続タイプ情報を決定することができるネイティブ・アプ
リケーションを使用してソーシャル・ネットワーキング・システム１６０にアクセスした
からである）。限定するものとしてではなく一例として、特定のＩＰアドレスからの接続
タイプがＷｉＭＡＸであると以前に決定された場合、キャリア検出システム１８０は、そ
のＩＰアドレスから着信する現在の要求もまたＷｉＭＡＸ接続タイプのものであると決定
することができる。また、接続タイプは、モバイル－クライアント・システム１３０のＷ
ｉＦｉ機能を調べることによって推定され得る。たとえば、デバイスがＷｉＦｉ機能を有
していない場合、またはそのＷｉＦｉアンテナが使用不能である場合、これを使用し、そ
のデバイスがＷｉＦｉネットワーク上に存在しない（したがって、たとえば無線ネットワ
ーク上に存在する可能性が高い）と推定することができる。また、接続タイプは、接続プ
ロバイダ特性を調べることによって推定され得る。限定するものとしてではなく一例とし
て、接続プロバイダがセル／無線サービスだけを運営している場合、要求がＷｉＦｉ接続
タイプからのものでない可能性が高いと推定することができる。同様に、接続プロバイダ
がセル／無線サービスをまったく運営していない場合、要求の接続タイプは、ＷｉＦｉで
ある可能性が高い。接続タイプを決定することは、たとえば、ユーザの体験をカスタマイ
ズするために、または広告のために、特定のキャリアを使用してソーシャル・ネットワー
キング・システム１６０にアクセスするユーザの数を計上するとき、より高確度である点
において有利となり得る。特定の実施形態では、次いで、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０は、少なくとも部分的に、決定された接続タイプで、モバイル－クライ
アント・システム１３０によってアクセスされたコンテンツをカスタマイズすることがで
きる。限定するものとしてではなく一例として、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム１６０は、Ｗｉ－Ｆｉ接続タイプについて高品質／高解像度のものとなるようにコンテ
ンツをカスタマイズすることができ、Ｗｉ－Ｆｉ接続タイプは、そのようなコンテンツを
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サポートすることができる可能性が高い一方で、２Ｇ、３Ｇ、またはＬＴＥ接続タイプの
ようなセルラ接続については、より低い品質／解像度のコンテンツが使用され得る。限定
するものとしてではなく別の例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０
は、たとえばその接続タイプを提供するキャリアに基づいて、特定の広告を含むようにコ
ンテンツをカスタマイズすることができる。本開示は、特定の接続タイプを特定の方法で
決定することについて述べているが、本開示は、任意の好適な接続タイプを任意の好適な
方法で決定することを企図する。
【００４２】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、少なくともモバイル－クライア
ント・システム１３０からの要求と共に受信されたｈｔｔｐヘッダに基づいて、モバイル
－クライアント・システム１３０のためのキャリアまたは接続タイプを決定することがで
きる。限定するものとしてではなく一例として、モバイル－クライアント・システム１３
０上のオンライン・ソーシャル・ネットワークのネイティブ・アプリケーションがキャリ
ア検出システム１８０に、たとえばヘッダ「ｍｏｂｉｌｅ．ｌｔｅ」などｈｔｔｐヘッダ
（たとえば、Ｘ－ＦＢ－Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ－Ｔｙｐｅヘッダ）を介して接続情報を送
ることができ、この「ｍｏｂｉｌｅ．ｌｔｅ」ヘッダは、モバイル－クライアント・シス
テム１３０のための接続タイプをＬＴＥであるものとして指定する。本開示は、接続情報
を、ｈｔｔｐヘッダに基づいて特定の方法で決定することについて述べているが、本開示
は、接続情報を、ｈｔｔｐヘッダに基づいて任意の好適な方法で決定することを企図する
。
【００４３】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０のための接続状態を決定することができる。接続状態は、たとえば、ＷｉＦｉ
（すなわち、ＷｉＦｉまたはＷｉＭＡＸを介して接続される）、ＳＩＭ（すなわち、モバ
イル・デバイスのＳＩＭカードに関連付けられたキャリアによる）、ローミング（すなわ
ち、モバイル・デバイスのＳＩＭカードに関連付けられていないキャリアによる）、また
は他の好適な接続状態を含むことができる。限定するものとしてではなく一例として、キ
ャリア検出システム１８０は、特定のモバイル－クライアント・デバイス１３０に関連付
けられた異なる接続タイプおよびキャリア情報の統計を計算することができ、次いで、そ
のような統計を用いて、キャリア検出システム１８０は、特定の接続がＳＩＭカード接続
であるか、それともＷｉＦｉであるか、それともローミングであるか決定することができ
る。接続状態を決定することは、たとえばコンテンツがユーザによりよく供給される点に
おいて有利となり得る。特定の実施形態では、次いで、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０は、少なくとも部分的に、決定された接続状態で、モバイル－クライアン
ト・システム１３０によってアクセスされたコンテンツをカスタマイズすることができる
。限定するものとしてではなく一例として、ソーシャル・ネットワーキング・システム１
６０は、ＳＩＭ接続状態について高品質／高解像度のものとなるようにコンテンツをカス
タマイズすることができ、ＳＩＭ接続状態は、追加の課金なしでデータ転送を可能にする
ことができる一方で、モバイル－クライアント・システム１３０に送られるコンテンツに
対して追加の課金が生じる可能性があるローミング接続状態については、より低い品質／
解像度のコンテンツが使用され得る。本開示は、特定の接続状態を特定の方法で決定する
ことについて述べているが、本開示は、任意の好適な接続状態を任意の好適な方法で決定
することを企図する。
【００４４】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０のためのレイテンシ期間または帯域幅を決定することができる。接続のための
レイテンシ期間（ネットワーク・レイテンシとも呼ばれる）は、要求とモバイル－クライ
アント・システム１３０の応答との間の遅延時間を指す。場合によっては、現在の接続レ
イテンシをリアルタイムで正確に検出することが困難となり得る。なぜなら、そのような
ロー・レベルの情報は、アプリケーション論理レイヤ（ＰＨＰ）内で失われる可能性があ
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るからである。レイテンシ期間は、要求のＩＰアドレス、ＡＳＮ、または接続タイプから
推定され得る。キャリア検出システム１８０は、ネットワーク・レイテンシおよび帯域幅
を含めて、インバウンド・トラフィックおよび／またはアウトバウンド・トラフィックに
ついてのネットワーク統計を収集することができる。次いで、このレイテンシおよび帯域
幅データを、対応するＩＰアドレス、ＡＳＮ、および接続タイプと相関させ、レイテンシ
期間をリアルタイムに決定するための検出モデルを構築することができる（帯域幅も同様
に決定されてよい）。レイテンシ期間または帯域幅を決定することは、たとえばコンテン
ツがユーザによりよく供給される点において有利となり得る。特定の実施形態では、ソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０は、少なくとも部分的に、決定されたレイテ
ンシ期間で、モバイル－クライアント・システム１３０によってアクセスされたコンテン
ツをカスタマイズすることができる。限定するものとしてではなく一例として、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム１６０は、より多くのインタラクティブ・コンテンツ／
広告を、短いレイテンシ期間を有するモバイル－クライアント・システム１３０に含むよ
うにコンテンツをカスタマイズすることができる一方で、長いレイテンシ期間接続につい
て、より少ないインタラクティブ・コンテンツ／広告が使用されてもよい。特定の実施形
態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は、少なくとも部分的に、決定
された帯域幅で、モバイル－クライアント・システム１３０によってアクセスされたコン
テンツをカスタマイズすることができる。限定するものとしてではなく一例として、ソー
シャル・ネットワーキング・システム１６０は、より多くのビデオ／写真コンテンツ／広
告を、高ネットワーク帯域幅コンテキストに含むようにコンテンツをカスタマイズするこ
とができる一方で、低ネットワーク帯域幅コンテキストについて、より少ないマルチメデ
ィア・コンテンツ／広告（および／またはおそらくはより多くのテキスト）が使用されて
もよい。本開示は、レイテンシ期間および帯域幅を特定の方法で決定することについて述
べているが、本開示は、レイテンシ期間または帯域幅を任意の好適な方法で決定すること
を企図する。
【００４５】
　特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・シス
テム１３０からの要求に応答してウェブ・ページまたは他のコンテンツをモバイル－クラ
イアント・システム１３０に送ることができる。コンテンツは、決定されたモバイル－ク
ライアント・システム１３０のための接続関連の情報に基づいてカスタマイズされてもよ
い。特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、コンテンツが、ウェブ・ペー
ジ内でキャリアに関連付けられたコンテンツを含むように、決定されたキャリアに基づい
て、要求されたコンテンツをカスタマイズすることができる。限定するものとしてではな
く一例として、ユーザのキャリアがＣＯＭＣＡＳＴであると決定された場合、ユーザの要
求に応答して送られるウェブ・ページは、たとえばＣＯＭＣＡＳＴからのストリーミング
・マルチメディア・コンテンツなど、ＣＯＭＣＡＳＴにとってのみ使用可能なコンテンツ
を含むことができる。特定の実施形態では、キャリア検出システム１８０は、コンテンツ
が、コンテンツ内でキャリアに関連付けられた広告を含むように、決定されたキャリアに
基づいて、要求されたコンテンツをカスタマイズすることができる。これらの広告は、コ
ンテンツの一部として含まれても、別々に含まれてもよい。限定するものとしてではなく
一例として、ユーザの決定されたキャリアがＡＴ＆Ｔである場合、ユーザのモバイル－ク
ライアント・システム１３０に返信されるウェブ・ページは、ＡＴ＆Ｔサービスのための
広告であっても、ＡＴ＆Ｔに別の方法で関連付けられた広告であってもよい。要求された
コンテンツは、様々な方法でカスタマイズされ得る。限定するものとしてではなく一例と
して、サーバサイド・スクリプトが、モバイル－クライアント・システム１３０のために
ウェブ・ページを特にフォーマットしてもよい。限定するものとしてではなく別の例とし
て、サーバサイド・スクリプトは、ウェブ・ページのモバイル・バージョンに関連付けら
れた別のサーバサイド・スクリプトに要求を転送してもよい。次いで、送られたコンテン
ツを、モバイル－クライアント・システム１３０上でユーザに対して表示することができ
る。本開示は、特定のウェブ・ページおよびコンテンツを特定の方法でカスタマイズする
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こと、および送ることについて述べているが、本開示は、任意の好適なウェブ・ページま
たは他のコンテンツを任意の好適な方法でカスタマイズすること、または送ることを企図
する。
【００４６】
　図３は、モバイル・デバイスのキャリアを決定するための例示的な方法３００を示す。
この方法は、キャリア検出システム１８０が第１のユーザのモバイル－クライアント・シ
ステム１３０からウェブ・ページを求める要求を受信することができるステップ３１０で
始まることができる。キャリア検出システム１８０は、別のシステム（たとえば、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム１６０、サードパーティ・アプリケーション・サーバ
、ウェブ・サーバ、エンタープライズ・サーバ、または別の好適なシステムなど）と全体
的にまたは部分的に物理的または論理的に同じ場所に位置してもよい。ステップ３２０で
、キャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・システム１３０に関連付け
られたＳＩＭカード情報にアクセスすることができる。このＳＩＭカード情報は、たとえ
ば、モバイル－クライアント・システム１３０のＳＩＭカードに関連付けられたキャリア
を示すＦＢＣＲフィールドを含むことができる。ステップ３３０で、キャリア検出システ
ム１８０は、少なくともそのＳＩＭカード情報に基づいてキャリアを決定することができ
る。ステップ３４０で、キャリア検出システム１８０は、要求に応答してウェブ・ページ
をモバイル－クライアント・システム１３０に送ることができる。送られたウェブ・ペー
ジは、モバイル－クライアント・システム１３０の決定されたキャリアに基づいてカスタ
マイズされてもよい。特定の実施形態は、適切な場合、図３の方法の１つまたは複数のス
テップを繰り返してもよい。本開示は、図３の方法の特定のステップについて特定の順序
で行われるものとして述べ、示しているが、本開示は、任意の好適な順序で行われる図３
の方法の任意の好適なステップを企図する。さらに、本開示は、図３の方法の特定のステ
ップを実施する特定の構成要素、デバイス、またはシステムについて述べ、示しているが
、本開示は、図３の方法の任意の好適なステップを実施する任意の好適な構成要素、デバ
イス、またはシステムの任意の好適な組合せを企図する。
【００４７】
　図４は、例示的なキャリア検出システム環境を示す。キャリア検出システム１８０は、
キャリア検出システム環境の１つまたは複数の構成要素と共に、１つまたは複数のキャリ
ア検出アルゴリズムを使用し、モバイル－クライアント・システム１３０のための接続関
連の情報を決定することができる。キャリア検出アルゴリズムは、たとえば、ＳＩＭカー
ド情報、ユーザ履歴、自律システム番号、ＩＰアドレス、デバイス・タイプ、他の好適な
信号、またはそれらの任意の組合せを含めて、複数の入力をとるスケーラビリティを有す
る、非常に応答が速いアルゴリズムを含むことができる。キャリア検出システム１８０は
、異なるユース・ケースをサポートするために異なるモードを含むことができる。限定す
るものとしてではなく一例として、キャリア検出システム１８０は、ＩＰアドレス範囲、
ＭＮＣおよびＭＣＣ対を含む、モバイル・キャリアによってキャリア検出システム１８０
にサブミットされる情報に基づくコンサバティブ（過剰でない）検出モードを実装するコ
ンサバティブ検出器を含むことができる。限定するものとしてではなく別の例として、キ
ャリア検出システム１８０は、モバイル－クライアント・システム１３０からの現在の要
求の接続関連の情報に対して最も有力な推測を行うようにオフラインでトレーニングされ
た前述の信号およびモデルを合成する予測モードを実装するプレディクティブ（予測的な
）検出器を含むことができる。キャリア検出システム環境は、ウェブ・サーバ、キャッシ
ュ、コンサバティブ検出器、プレディクティブ検出器、マッピング規則エディタ、ＩＰ／
ＭＣＣ／ＭＮＣデータのデータ・ストア、モバイル・オペレータ・ポータル、トレーニン
グ・データ、トレーナ、システム健全性監視および警告システム、他の好適な構成要素、
またはそれらの任意の組合せのうちの１つまたは複数を含むことができる。ウェブ・サー
バは、モバイル－クライアント・システム１３０から、ソーシャル・ネットワーキング・
システム１６０の特定のコンテンツ・オブジェクトまたはウェブ・ページにアクセスする
ために、要求を受信することができる。ＩＰ／ＭＣＣ／ＭＮＣデータのデータ・ストアは
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、キャリアによってモバイル・オペレータ・ポータルを使用して提供され得る様々なキャ
リアのＩＰ範囲、ＭＣＣ、および／またはＭＮＣデータを含むことができる。モバイル・
オペレータ・ポータルは、パブリック・ユーザ・インターフェースを使用し、キャリア（
または他のネットワーク・オペレータ）が、たとえば、ＩＰアドレス範囲、ＭＮＣおよび
ＭＣＣ対、キャリアに関連付けられた他の好適な情報、またはそれらの任意の組合せなど
、それらの情報をサブミットすることを可能にすることができる。キャリア検出プロセス
の一部として、特定のＩＰアドレスが特定のキャリアに関連付けられており、これがキャ
リアによって以前に提供された情報と矛盾するとキャリア検出システム１８０が決定した
場合には、リファイン・プロセスの一部として、キャリア検出システム１８０は、キャリ
アにそのＩＰアドレス範囲情報を更新するようにフィードバックまたは提案を提供するこ
とができる。このようにして、キャリア検出システム１８０が現在のキャリア検出モデル
を、モバイル・オペレータ・ポータルを介してサブミットされたキャリア情報と比較し、
モバイル・オペレータ・ポータル内でサブミットされる情報の改善（したがって、たとえ
ば、コンサバティブ検出モデルの質の改善）を補助するようにキャリアに差異をフィード
バックすることができるフィードバック・ループが作成され得る。トレーナは、履歴トレ
ーニング・データに基づいてキャリア検出システム１８０のためのキャリア予測モデルを
生成することができる。システム健全性監視および警告システムは、キャリア検出システ
ム環境のための動作品質保証を提供するために、監視、警告、応答、およびデバッグ機能
を提供することができる。マッピング規則エディタは、キャリア検出システム環境のため
の抽出／変換／ロード（ＥＴＬ）手順を確立することができる。特定の実施形態では、モ
バイル－クライアント・システム１３０のための接続関連の情報を決定することは、プラ
イバシ設定の対象となり得る。プライバシ設定は、たとえば、信号が存在する場合、どの
信号がキャリア検出システム１８０によってアクセスされてもよいか指定することができ
る。図４は、キャリア検出システム環境の構成要素の特定の構成を示すが、本開示は、キ
ャリア検出システム環境の任意の好適な構成を企図する。さらに、図４は、キャリア検出
システム環境の各構成要素の特定の数を示すが、本開示は、キャリア検出システム環境の
構成要素の任意の好適な数を企図する。
【００４８】
　特定の実施形態では、広告は、テキスト（ＨＴＭＬリンクされてもよい）、１つもしく
は複数の画像（ＨＴＭＬリンクされてもよい）、１つもしくは複数のビデオ、オーディオ
、１つもしくは複数のＡＤＯＢＥ　ＦＬＡＳＨファイル、これらの好適な組合せ、あるい
は、１つもしくは複数のウェブ・ページ上、１つもしくは複数の電子メール内、またはユ
ーザによって要求された検索結果と共に提示される任意の好適なデジタル・フォーマット
にある任意の他の好適な広告であってよい。追加として、または代替として、広告は、１
つまたは複数のスポンサ付きのストーリ（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム１６０上のニュース・フィードまたはティッカ・アイテム）であってもよい。スポ
ンサ付きのストーリは、広告主が、たとえば、ソーシャル・アクションをユーザのプロフ
ィール・ページまたは他のページの所定の領域内で提示させる、広告主に関連付けられた
追加の情報と共に提示させる、他のユーザのニュース・フィードもしくはティッカ内でバ
ンプアップ（上方に移動）させる、もしくは別の方法で強調させる、または別の方法で促
進させることによって促進する、ユーザによるソーシャル・アクション（あるページに「
いいね」を表明すること、あるページ上の投稿に対して「いいね」を表明する、またはコ
メントすること、あるページに関連付けられたイベントに対して参加の表明を送ること（
ＲＳＶＰ）、あるページ上に投稿された質問に対して投票すること、ある場所にチェック
・インすること、アプリケーションを使用する、もしくはゲームをプレイすること、また
はあるウェブサイトに「いいね」を表明する、もしくは共有することなど）であってよい
。広告主は、支払いをしてソーシャル・アクションを促進させることができる。限定する
ものとしてではなく一例として、広告は、スポンサ付きのコンテンツがスポンサ付きでな
いコンテンツよりも促進される検索結果ページの検索結果の間に含められてもよい。
【００４９】
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　特定の実施形態では、広告は、ソーシャル・ネットワーキング・システム・ウェブ・ペ
ージ、サードパーティ・ウェブページ、または他のページ内で表示するために要求されて
もよい。広告は、ページの上部にあるバナー領域内、ページの側部にある列内、ページの
ＧＵＩ内、ポップアップ・ウィンドウ内、ドロップダウン・メニュー内、ページの入力フ
ィールド内、ページのコンテンツの上に重ねて、またはページに関連する他のところなど
、ページの専用部分内で表示されてよい。追加として、または代替として、広告は、アプ
リケーション内で表示されてもよい。広告は、専用ページ内で表示され、ユーザがページ
にアクセスする、またはアプリケーションを使用することができる前に、広告と対話する
、または広告を見ることを必要としてもよい。ユーザは、たとえば、ウェブ・ブラウザを
通じて広告を見てもよい。
【００５０】
　ユーザは、任意の好適な方法で広告と対話することができる。ユーザは、クリックして
、または別の方法で広告を選択することができる。広告（またはユーザによって使用され
るブラウザもしくは他のアプリケーション）を選択することによって、ユーザは、広告に
関連付けられたページに誘導されてもよい。広告に関連付けられたページでは、ユーザは
、広告に関連付けられた製品もしくはサービスを購入すること、広告に関連付けられた情
報を受信すること、または広告に関連付けられたニュースレターを購読することなど、追
加のアクションをとることができる。オーディオまたはビデオを有する広告が、その広告
の（「再生ボタン」のような）構成要素を選択することによって再生されてもよい。ある
いは、広告を選択することによって、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０は
、ユーザの特定のアクションを実行または修正してもよい。
【００５１】
　また、広告は、ユーザが対話することができるソーシャル・ネットワーキング・システ
ム機能を含むことができる。限定するものとしてではなく一例として、広告は、ユーザが
広告に関連付けられたアイコンまたはリンクを選択することによって広告に「いいね」を
表明する、または別の方法で推奨することを可能にしてもよい。限定するものとしてでは
なく別の例として、広告は、ユーザが広告主に関係するコンテンツを（たとえば、クエリ
を実行することによって）検索することを可能にしてもよい。同様に、ユーザは、（たと
えば、ソーシャル・ネットワーキング・システム１６０を通じて）別のユーザと広告を共
有しても、広告に関連付けられたイベントに（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング
・システム１６０を通じて）返信を送ってもよい（ＲＳＶＰ）。追加として、または代替
として、広告は、そのユーザを対象とするソーシャル・ネットワーキング・システム・コ
ンテキストを含むことができる。限定するものとしてではなく一例として、広告は、広告
の主題に関連付けられたアクションをとったソーシャル・ネットワーキング・システム１
６０内のユーザの友達についての情報を表示することができる。
【００５２】
　図５は、例示的なコンピュータ・システム５００を示す。特定の実施形態では、１また
は複数のコンピュータ・システム５００は、本明細書に記載され、または示されている１
または複数の方法の１または複数のステップを実施する。特定の実施形態では、１または
複数のコンピュータ・システム５００は、本明細書に記載され、または示されている機能
を提供する。特定の実施形態では、１または複数のコンピュータ・システム５００上で動
作するソフトウェアは、本明細書に記載され、または示されている１または複数の方法の
１または複数のステップを実施し、または本明細書に記載され、または示されている機能
を提供する。特定の実施形態は、１または複数のコンピュータ・システム５００の１また
は複数の部分を含む。本明細書では、コンピュータ・システムに言及することは、適切な
場合、コンピューティング・デバイスを包含してもよく、逆も同様である。さらに、コン
ピュータ・システムに言及することは、適切な場合、１または複数のコンピュータ・シス
テムを包含してもよい。
【００５３】
　この開示は、任意の好適な数のコンピュータ・システム５００を企図する。この開示は
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、任意の好適な物理形態をとるコンピュータ・システム５００を企図する。限定するもの
としてではなく一例として、コンピュータ・システム５００は、組込みコンピュータ・シ
ステム、システム・オン・チップ（ＳＯＣ）、シングルボード・コンピュータ・システム
（ＳＢＣ）（たとえば、コンピュータ・オン・モジュール（ＣＯＭ）またはシステム・オ
ン・モジュール（ＳＯＭ）など）、デスクトップ・コンピュータ・システム、ラップトッ
プもしくはノートブック・コンピュータ・システム、対話キオスク、メインフレーム、コ
ンピュータ・システムのメッシュ、移動体電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、サーバ、タブ
レット・コンピュータ・システム、またはこれらの２以上の組合せであってよい。適切な
場合、コンピュータ・システム５００は、１または複数のコンピュータ・システム５００
を含んでもよく、一元的なものであっても分散型であってもよく、複数のロケーションに
跨ってもよく、複数のマシンに跨ってもよく、複数のデータ・センタに跨ってもよく、ク
ラウド内にあってもよく、クラウドは、１または複数のネットワーク内で１または複数の
クラウド・コンポーネントを含んでもよい。適切な場合、１または複数のコンピュータ・
システム５００は、実質的な空間的または時間的制限なしに、本明細書に記載され、また
は示されている１または複数の方法の１または複数のステップを実施してもよい。限定す
るものとしてではなく一例として、１つまたは複数のコンピュータ・システム５００は、
リアルタイムで、またはバッチ・モードで、本明細書に記載され、または示されている１
または複数の方法の１または複数のステップを実施してもよい。１または複数のコンピュ
ータ・システム５００は、適切な場合、異なる時に、または異なるロケーションで、本明
細書に記載され、または示されている１または複数の方法の１または複数のステップを実
施してもよい。
【００５４】
　特定の実施形態では、コンピュータ・システム５００は、プロセッサ５０２、メモリ５
０４、ストレージ５０６、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース５０８、通信インター
フェース５１０、およびバス５１２を含む。この開示は、特定の数の特定の構成要素を特
定の構成で有する特定のコンピュータ・システムについて記載し示しているが、この開示
は、任意の好適な数の任意の好適な構成要素を任意の好適な構成で有する任意の好適なコ
ンピュータ・システムを企図する。
【００５５】
　特定の実施形態では、プロセッサ５０２は、コンピュータ・プログラムを構成するもの
など命令を実行するためのハードウェアを含む。限定するものとしてではなく一例として
、命令を実行するために、プロセッサ５０２は、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ
５０４、またはストレージ５０６から命令を取り出し（またはフェッチし）、それらを復
号および実行し、次いで、１または複数の結果を内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ
５０４、またはストレージ５０６に書き込む。特定の実施形態では、プロセッサ５０２は
、データ、命令、またはアドレス用に１または複数の内部キャッシュを含んでもよい。こ
の開示は、適切な場合、任意の好適な数の任意の好適な内部キャッシュを含むプロセッサ
５０２を企図する。限定するものとしてではなく一例として、プロセッサ５０２は、１ま
たは複数の命令キャッシュ、１または複数のデータ・キャッシュ、および１または複数の
変換索引バッファ（ＴＬＢ）を含んでもよい。命令キャッシュ内の命令は、メモリ５０４
またはストレージ５０６内の命令のコピーであってもよく、命令キャッシュは、プロセッ
サ５０２によるこれらの命令の取り出しを高速化する。データ・キャッシュ内のデータは
、プロセッサ５０２にて実行される命令が操作するための、メモリ５０４またはストレー
ジ５０６内のデータのコピー、プロセッサ５０２で実行される後続の命令によるアクセス
ための、またはメモリ５０４もしくはストレージ５０６に書き込むための、プロセッサ５
０２で実行された以前の命令の結果、あるいは他の好適なデータであってもよい。データ
・キャッシュは、プロセッサ５０２による読出しまたは書込み動作を高速化する。ＴＬＢ
は、プロセッサ５０２のために仮想アドレス変換を高速化する。特定の実施形態では、プ
ロセッサ５０２は、データ、命令、またはアドレス用に１または複数の内部レジスタを含
む。この開示は、適切な場合、任意の好適な数の任意の好適な内部レジスタを含むプロセ
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ッサ５０２を企図する。適切な場合、プロセッサ５０２は、１または複数の算術論理演算
ユニット（ＡＬＵ）を含むことができ、マルチコア・プロセッサであってもよく、１また
は複数のプロセッサ５０２を含んでもよい。この開示は、特定のプロセッサについて記載
し示しているが、この開示は、任意の好適なプロセッサを企図する。
【００５６】
　特定の実施形態では、メモリ５０４は、プロセッサ５０２が実行するための命令、また
はプロセッサ５０２が操作するためのデータを記憶するための主記憶装置を含む。限定す
るものとしてではなく一例として、コンピュータ・システム５００は、ストレージ５０６
または別のソース（たとえば、別のコンピュータ・システム５００など）からメモリ５０
４に命令をロードする。次いで、プロセッサ５０２は、メモリ５０４から内部レジスタま
たは内部キャッシュに命令をロードする。命令を実行するために、プロセッサ５０２は、
内部レジスタまたは内部キャッシュから命令を取り出し、それらを復号する。命令の実行
中、または実行後、プロセッサ５０２は、１または複数の結果（中間結果であることも最
終結果であることもある）を内部レジスタまたは内部キャッシュに書き込む。次いで、プ
ロセッサ５０２は、それらの結果の１または複数をメモリ５０４に書き込む。特定の実施
形態では、プロセッサ５０２は、１もしくは複数の内部レジスタもしくは内部キャッシュ
内、または（ストレージ５０６もしくは他の場所ではなく）メモリ５０４内の命令だけを
実行し、１もしくは複数の内部レジスタもしくは内部キャッシュ内、または（ストレージ
８０６もしくは他の場所ではなく）メモリ５０４内のデータだけを操作する。１または複
数のメモリ・バス（それぞれがアドレス・バスとデータ・バスを含むことがある）がプロ
セッサ５０２をメモリ５０４に結合してもよい。バス５１２は、下記に記載されているよ
うに、１または複数のメモリ・バスを含んでもよい。特定の実施形態では、１または複数
のメモリ管理ユニット（ＭＭＵ）が、プロセッサ５０２とメモリ５０４との間に存在し、
プロセッサ５０２によって要求されるメモリ５０４へのアクセスを容易にする。特定の実
施形態では、メモリ５０４は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含む。このＲＡ
Ｍは、適切な場合、揮発性メモリであり得る。適切な場合、このＲＡＭは、ダイナミック
ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）またはスタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）であってよい。さらに、適切
な場合、このＲＡＭは、シングルポート型またはマルチポート型ＲＡＭであってよい。こ
の開示は、任意の好適なＲＡＭを企図する。メモリ５０４は、適切な場合、１または複数
のメモリ５０４を含んでもよい。この開示は、特定のメモリについて記載し示しているが
、この開示は、任意の好適なメモリを企図する。
【００５７】
　特定の実施形態では、ストレージ５０６は、データまたは命令用のマス・ストレージを
含む。限定するものとしてではなく一例として、ストレージ５０６は、ハード・ディスク
・ドライブ（ＨＤＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク・ドライブ、フラッシュ・メモ
リ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、もしくはユニバーサル・シリアル・バス
（ＵＳＢ）ドライブ、またはこれらの２以上の組合せを含んでもよい。ストレージ５０６
は、適切な場合、取外し式または非取外し式（または固定）媒体を含んでもよい。ストレ
ージ５０６は、適切な場合、コンピュータ・システム５００に対して内部であっても外部
であってもよい。特定の実施形態では、ストレージ５０６は、不揮発性のソリッドステー
ト・メモリである。特定の実施形態では、ストレージ５０６は、読出し専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）を含む。適切な場合、このＲＯＭは、マスクプログラムドＲＯＭ、プログラマブルＲ
ＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰ
ＲＯＭ）、電気的書き換え可能ＲＯＭ（ＥＡＲＯＭ）、もしくはフラッシュ・メモリ、ま
たはこれらの２以上の組合せであってよい。この開示は、任意の好適な物理形態をとるマ
ス・ストレージ５０６を企図する。ストレージ５０６は、適切な場合、プロセッサ５０２
とストレージ５０６の間の通信を容易にする１または複数のストレージ制御ユニットを含
んでもよい。適切な場合、ストレージ５０６は、１または複数のストレージ５０６を含ん
でもよい。この開示は、特定のストレージについて記載し示しているが、この開示は、任
意の好適なストレージを企図する。
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【００５８】
　特定の実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェース５０８は、コンピュータ・システム５０
０と１または複数のＩ／Ｏデバイスとの間の通信のために１または複数のインターフェー
スを提供するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。コンピュータ・シス
テム５００は、適切な場合、これらのＩ／Ｏデバイスの１または複数を含んでもよい。こ
れらのＩ／Ｏデバイスの１または複数は、人とコンピュータ・システム５００の間の通信
を可能にする。限定するものとしてではなく一例として、Ｉ／Ｏデバイスは、キーボード
、キーパッド、マイクロフォン、モニタ、マウス、プリンタ、スキャナ、スピーカ、スチ
ル・カメラ、スタイラス、タブレット、タッチ・スクリーン、トラックボール、ビデオ・
カメラ、別の好適なＩ／Ｏデバイス、またはこれらの２以上の組合せを含んでもよい。Ｉ
／Ｏデバイスは、１または複数のセンサを含んでもよい。この開示は、任意の好適なＩ／
Ｏデバイス、およびそれらのための任意の好適なＩ／Ｏインターフェース５０８を企図す
る。適切な場合、Ｉ／Ｏインターフェース５０８は、プロセッサ５０２がこれらのＩ／Ｏ
デバイスの１または複数を駆動することを可能にする１または複数のデバイスまたはソフ
トウェア・ドライバを含む。Ｉ／Ｏインターフェース５０８は、適切な場合、１または複
数のＩ／Ｏインターフェース５０８を含んでもよい。この開示は、特定のＩ／Ｏインター
フェースについて記載し示しているが、この開示は、任意の好適なＩ／Ｏインターフェー
スを企図する。
【００５９】
　特定の実施形態では、通信インターフェース５１０は、コンピュータ・システム５００
と１もしくは複数の他のコンピュータ・システム５００または１もしくは複数のネットワ
ークとの間の通信（たとえば、パケットベースの通信など）のために１または複数のイン
ターフェースを提供するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。限定する
ものとしてではなく一例として、通信インターフェース５１０は、ＥＴＨＥＲＮＥＴ（登
録商標）もしくは他の有線ベースのネットワークとの通信のためのインターフェース・コ
ントローラ（ＮＩＣ）もしくはネットワーク・アダプタ、またはＷＩ－ＦＩネットワーク
など無線ネットワークとの通信のための無線ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）もしくは無線アダプタを
含んでもよい。この開示は、任意の好適なネットワーク、およびそのための任意の好適な
通信インターフェース５１０を企図する。限定するものとしてではなく一例として、コン
ピュータ・システム５００は、アドホック・ネットワーク、パーソナル・エリア・ネット
ワーク（ＰＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、ワイド・エリア・ネッ
トワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、またはインタ
ーネットの１もしくは複数の部分、あるいはこれらの２以上の組合せと通信する。これら
のネットワークの１または複数のうちの１または複数の部分は、有線であっても無線であ
ってもよい。一例として、コンピュータ・システム５００は、無線ＰＡＮ（ＷＰＡＮ）（
たとえば、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）ＷＰＡＮなど）、ＷＩ－ＦＩネットワーク、
ＷＩ－ＭＡＸネットワーク、携帯電話ネットワーク（たとえば、グローバル移動体通信シ
ステム（ＧＳＭ（登録商標））ネットワークなど）、もしくは他の好適な無線ネットワー
ク、またはこれらの２以上の組合せと通信する。コンピュータ・システム５００は、適切
な場合、これらのネットワークのいずれかのための任意の好適な通信インターフェース５
１０を含んでもよい。通信インターフェース５１０は、適切な場合、１または複数の通信
インターフェース５１０を含んでもよい。この開示は、特定の通信インターフェースにつ
いて記載し示しているが、この開示は、任意の好適な通信インターフェースを企図する。
【００６０】
　特定の実施形態では、バス５１２は、コンピュータ・システム５００の構成要素を互い
に結合するハードウェア、ソフトウェア、またはその両方を含む。限定するものとしてで
はなく一例として、バス５１２は、アクセラレィティッド・グラフィックス・ポート（Ａ
ＧＰ）もしくは他のグラフィックス・バス、ＥＩＳＡ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｉｎｄｕｓｔ
ｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、フロントサイド・バス（Ｆ
ＳＢ）、ＨＴ（ＨＹＰＥＲＴＲＡＮＳＰＯＲＴ）相互接続、ＩＳＡ（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　
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Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、インフィニバンド相互接続、ＬＰ
Ｃ（ｌｏｗ－ｐｉｎ－ｃｏｕｎｔ）バス、メモリ・バス、ＭＣＡ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）バス、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏ
ｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ）バス、ＰＣＩエクスプレス（ＰＣＩｅ）バス、Ｓ
ＡＴＡ（ｓｅｒｉａｌ　ａｄｖａｎｃｅｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｔｔａｃｈｍｅｎ
ｔ）バス、ＶＬＢ（Ｖｉｄｅｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ａｓｓ
ｏｃｉａｔｉｏｎ　ｌｏｃａｌ）バス、もしくは別の好適なバス、またはこれらの２以上
の組合せを含んでもよい。バス５１２は、適切な場合、１または複数のバス５１２を含ん
でもよい。この開示は、特定のバスについて記載し示しているが、この開示は、任意の好
適なバスまたは相互接続を企図する。
【００６１】
　本明細書では、１または複数の非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、適切な場合、１
または複数の半導体ベースの、もしくは他の集積回路（ＩＣ）（たとえば、フィールド・
プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）または特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ））、
ハード・ディスク・ドライブ（ＨＤＤ）、ハイブリッド・ハード・ドライブ（ＨＨＤ）、
光ディスク、光ディスク・ドライブ（ＯＤＤ）、光磁気ディスク、光磁気ドライブ、フロ
ッピー（登録商標）・ディスケット、フロッピー（登録商標）・ディスク・ドライブ（Ｆ
ＤＤ）、磁気テープ、ソリッドステート・ドライブ（ＳＳＤ）、ＲＡＭドライブ、セキュ
ア・デジタル・カードもしくはセキュア・デジタル・ドライブ、任意の他の好適な非一時
的コンピュータ可読記憶媒体、またはこれらの２以上の組合せを含んでもよい。非一時的
コンピュータ可読記憶媒体は、適切な場合、揮発性、不揮発性、または揮発性と不揮発性
の組合せであってよい。
【００６２】
　本明細書では、「または（もしくは）」は、別段明確に示されていない限り、または別
段文脈によって示されない限り、包括的（ｉｎｃｌｕｓｉｖｅ）であり、排他的なもので
はない。したがって、本明細書では、「ＡまたはＢ」は、別段明確に示されていない限り
、または別段文脈によって示されない限り、「Ａ、Ｂ、またはその両方」を意味する。さ
らに、「および」は、別段明確に示されていない限り、または別段文脈によって示されな
い限り、共同であり、個別的でもある。したがって、本明細書では、「ＡおよびＢ」は、
別段明確に示されていない限り、または別段文脈によって示されない限り、「ＡおよびＢ
を共同で、または個別的に」意味する。
【００６３】
　この開示の範囲は、当業者であれば理解するであろう、本明細書に記載され、または示
されている例示的な実施形態に対する変更、置換、変形、代替、および修正すべてを包含
する。この開示の範囲は、本明細書に記載され、または示されている例示的な実施形態に
限定されない。さらに、この開示は、それぞれの実施形態について、本明細書では、特定
の構成要素、要素、機能、動作、またはステップを含むものとして記載し示しているが、
これらの実施形態のいずれも、当業者であれば理解するであろう、本明細書のどこかに記
載され、または示されている構成要素、要素、機能、動作、またはステップのいずれかの
任意の組合せまたは並べ替えを含んでもよい。さらに、添付の特許請求の範囲において、
特定の機能を実施するように適合された、するように配置された、することが可能な、す
るように構成された、することが可能である、するように動作可能である、またはするよ
うに動作する装置もしくはシステム、または装置もしくはシステムの構成要素に言及する
ことは、その装置、システム、または構成要素がそのように適合され、配置され、動作可
能であり、構成され、可能であり、動作可能であり、動作する限り、それ、またはその特
定の機能が作動される、オンにされる、またはロック解除されるか否かにかかわらず、そ
の装置、システム、構成要素を包含する。
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