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(57)【要約】
　実施形態において、マルチチャネル広告モデルを生成
することを含む、マルチチャネル広告環境に対して入札
を生成することに関連する方法、装置、システム、及び
固定の有形なコンピュータ可読媒体について開示する。
様々なモデル化した広告チャネルに亘り個々の被広告者
に発生する様々な広告及び／又はイベントの効果を推定
するために、マルチチャネル広告モデルを、生成及び使
用してもよい。例えば被広告者が様々なウェブサイトを
訪れた際の１つ又は複数のクッキーを使用する等して、
複数のチャネルに亘り、被広告者を追跡してもよい。実
施形態では、販売の漏斗的流れに沿って発生した様々な
広告イベントによる変換イベントに対する限界貢献度に
ついて計算してもよい。実施形態では、広告者に、時系
列で見た場合の被広告者の価値観だけでなく、被広告者
の価値観が、被広告者が取るイベントに基づいて及び／
又は複数のチャネルに亘る露出レベルを変化させて、ど
のように被広告者の価値観が進展するかの推定を、広告
者に提供してもよい。こうした推定から、広告イベント
に対する入札を指示する入札戦略を、広告者が使用する
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチチャネル広告環境に対して入札生成するコンピュータ実行方法であって、該方法
は、
　コンピューティング装置によって、個々の被広告者に関するイベント履歴を、複数の広
告チャネルに亘り追跡し、該イベント履歴は、１つ又は複数の無変換広告イベントを含む
こと、
　前記コンピューティング装置によって、前記１つ又は複数の無変換広告イベントを含む
前記イベント履歴を評価して、前記個々の被広告者に対して１つ又は複数の有望な広告イ
ベントを実行する価値を決定すること、
　前記評価の結果に基づいて、前記複数のチャネルの１つ又は複数における前記１つ又は
複数の有望な広告イベントに対する１つ又は複数の入札を生成する、或いは前記生成のた
めに、前記評価の結果を提供すること
　を含む、方法。
【請求項２】
　複数の広告チャネルに亘り個々の被広告者に関するイベント履歴を収集することは、ウ
ェブブラウザクッキーを使用して、前記個々の被広告者を追跡することを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　複数の広告チャネルに亘り個々の被広告者に関するイベント履歴を収集することは、追
跡コードを使用して、前記個々の被広告者を追跡することを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記イベント履歴を評価することは、前記コンピューティング装置によって、少なくと
も部分的に前記イベント履歴に基づいて、マルチチャネル広告モデルを生成することを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　１つ又は複数の入札を生成することは、前記コンピューティング装置によって、少なく
とも部分的に前記生成モデル基づいて、目的関数を最適化することを含む、請求項４に記
載の方法。
【請求項６】
　前記入札戦略で指示したように、広告イベントに対する１つ又は複数の入札を実行して
、前記入札戦略を遂行することを更に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記目的関数を最適化することは、１つ又は複数の制約を条件として前記目的関数を最
適化することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記マルチチャネル広告モデルを生成することは、
　前記コンピューティング装置によって、前記イベント履歴に基づいて、１つ又は複数の
潜在因子を決定すること、
　前記コンピューティング装置によって、広告エンティティのクラスタ及びイベントメタ
データのクラスタを生成すること、
　前記コンピューティング装置によって、被広告者に対して価値推定を実行すること
　を含むこと特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記マルチチャネル広告モデルを生成することは、
　前記コンピューティング装置によって、前記マルチチャネル広告モデルを開発した１つ
又は複数のウェブサイトで、被広告者の到達率を決定すること、
　前記コンピューティング装置によって、広告イベントの費用を決定すること
　を更に含む、請求項８に記載の方法。
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【請求項１０】
　１つ又は複数の潜在因子を決定することは、
　前記コンピューティング装置によって、暗黙的な収益意図行列を生成すること、
　前記コンピューティング装置によって、前記暗黙的な収益意図行列を因数分解すること
、
　前記コンピューティング装置によって、前記暗黙的な収益意図行列における１つ又は複
数の潜在次元を選択すること、
　前記コンピューティング装置によって、潜在因子として潜在次元をプロファイリングす
ること
　を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　広告エンティティのクラスタを生成することは、
　前記コンピューティング装置によって、被広告者の負荷量（ｌｏａｄｉｎｇ）を計算す
ること、
　前記コンピューティング装置によって、被広告者のクラスタを生成すること
　を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　広告エンティティのクラスタを生成することは、
　前記コンピューティング装置によって、メタデータの負荷量について計算すること、
　前記コンピューティング装置によって、メタデータのクラスタを生成すること
　を更に含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記被広告者に対して価値推定を実行することは、前記コンピューティング装置によっ
て、個々の被広告者が行う一連のイベントに基づいて、価値推定を行うことを含む、請求
項８に記載の方法。
【請求項１４】
　一連のイベントに基づいて価値推定を実行することは、前記コンピューティング装置に
よって、前記個々の被広告者が前記広告者の収益イベントに変換する確率を、前記一連の
イベントに基づいて、計算することを含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記個々の被広告者が前記広告者の収益イベントに変換する確率を、前記一連のイベン
トに基づいて、計算することは、
　前記コンピューティング装置によって、一連のイベントを表す状態でモデルを作成する
こと、
　前記コンピューティング装置によって、各状態に関する変換確率を推定すること、
　前記コンピューティング装置によって、前記被広告者の現在ある状態と前記状態に関す
る変換確率との関数として、被広告者に関する価値を推定すること
　を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記モデルを作成することは、
　前記コンピューティング装置によって、結果的に変換となる状態を特定すること、
　前記コンピューティング装置によって、中間状態を作成すること、
　前記コンピューティング装置によって、変換イベントのモデル状態及び無変換イベント
のモデル状態を加えること、
　前記コンピューティング装置によって、プール状態を加えること、
　前記コンピューティング装置によって、前記作成した状態に関して有向非巡回グラフを
作成すること
　を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　一連のイベントに基づいて価値判断を実行することは、前記コンピューティング装置に
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よって、タイムスタンプされた一連のイベントに基づいて、前記価値判断を実行すること
を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　タイムスタンプされた一連のイベントに基づいて、前記価値判断を実行することは、前
記コンピューティング装置によって、所与の時点で、前記個々の被広告者に関する変換確
率を推定するために、離散時間ハザードモデルを適合することを含む、請求項１７に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記離散時間ハザードモデルを適合することは、
　前記コンピューティング装置によって、前記個々の被広告者に関する離散時間のイベン
ト履歴を作成すること、
　前記コンピューティング装置によって、時間に関連する変数の共変量行列、変換発生及
び検閲を、事前設定すること、
　前記コンピューティング装置によって、前記離散時間ハザードモデルに関する対数尤度
関数を生成すること、
　前記コンピューティング装置によって、前記モデルのモデルパラメータを推定すること
　を含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記コンピューティング装置によって、前記１つ又は複数の入札について前記広告者に
説明する１つ又は複数の視覚化を生成すること、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　１つ又は複数の視覚化を生成することは、前記１つ又は複数の入札に関して、前記複数
のチャネルに亘りどのように費用を配分するかについて説明する費用配分視覚化を生成す
ることを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　１つ又は複数の視覚化を生成することは、前記１つ又は複数の入札に関して、前記複数
のチャネルに亘りどのように収益が生み出されるかを予測する収益配分視覚化を生成する
ことを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　マルチチャネル環境に対して入札を生成するシステムであって、該システムは、
　１つ又は複数のコンピュータプロセッサと、
　前記１つ又は複数のコンピュータプロセッサと結合したイベント履歴記憶部であって、
被広告者の意図に基づかない１つ又は複数の広告イベントを含む、一人又は複数の被広告
者に関するイベントの履歴を記憶するよう構成された前記イベント履歴記憶部と、
　前記イベント履歴記憶部と結合し、前記１つ又は複数のプロセッサによる動作に応じて
、前記１つ又は複数のプロセッサを制御して、少なくとも部分的に前記記憶したイベント
履歴に基づいて、マルチチャネル広告モデルを生成するよう構成された１つ又は複数のマ
ルチチャネル広告モデルモジュールと、
　前記１つ又は複数のマルチチャネル広告モデル化モジュールに結合し、前記１つ又は複
数のプロセッサによる動作に応じて、前記１つ又は複数のプロセッサを制御して、少なく
とも部分的に前記マルチチャネル広告モデルに基づいて、広告イベントに対して入札を指
示する入札戦略を生成する入札生成モジュールと、
　を備える、システム。
【請求項２４】
　前記イベント履歴記憶部を、ウェブブラウザクッキー又は追跡コードに基づいて、イベ
ント履歴情報を追跡するように更に構成された、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記１つ又は複数のマルチチャネル広告モデル化モジュールは、前記１つ又は複数のプ
ロセッサによる動作に応じて、前記１つ又は複数のプロセッサを制御して、前記記憶した
イベント履歴に基づいて、１つ又は複数の潜在因子を決定するように構成された潜在因子
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決定モデル化モジュールを備える、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記１つ又は複数のマルチチャネル広告モデル化モジュールは、前記１つ又は複数のプ
ロセッサによる動作に応じて、前記１つ又は複数のプロセッサを制御して、広告エンティ
ティ及びイベントメタデータをクラスタリングするように構成されたクラスタリングモジ
ュールを備える、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記１つ又は複数のマルチチャネル広告モデル化モジュールは、前記１つ又は複数のプ
ロセッサによる動作に応じて、前記１つ又は複数のプロセッサを制御して、被広告者に対
して価値推定を実行するように構成された価値推定モジュールを備える、請求項２３に記
載のシステム。
【請求項２８】
　前記１つ又は複数のプロセッサによる動作に応じて、前記１つ又は複数のプロセッサを
制御して、前記マルチチャネル広告モデルを開発した１つ又は複数のウェブサイトで、被
広告者の到達率を予測するように構成された到達予測モジュールを更に備える、請求項２
３に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記１つ又は複数のプロセッサによる動作に応じて、前記１つ又は複数のプロセッサを
制御して、広告イベントに対する入札費用を推定するように構成された入札／費用関係推
定モジュールを更に備える、請求項２３に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記１つ又は複数のプロセッサによる動作に応じて、前記１つ又は複数のプロセッサを
制御して、前記マルチチャネル環境に亘る入札戦略の費用及び／又は収益配分について説
明する１つ又は複数の視覚化を生成するように構成された視覚化モジュールを更に備える
、請求項２３に記載のシステム。
【請求項３１】
　有形のコンピュータ可読記憶媒体と、
　前記コンピュータ可読記憶媒体に記憶した複数のコンピュータ実行可能命令であって、
装置による実行に応じて、前記コンピュータ実行可能命令により、前記装置に、広告イベ
ントに対する入札を指示する入札戦略を生成する動作を実行させ、該動作は、
　　１つ又は複数の無変換広告イベントを含む複数の広告チャネルに亘り被広告者に関す
るイベント履歴を収集し、
　　少なくとも部分的に前記イベント履歴に基づいて、マルチチャネル広告モデルを生成
し、
　　前記複数の広告チャネルにおける広告イベントに対する１つ又は複数の入札を含む入
札戦略を決定するように、少なくとも部分的に前記生成したモデルに基づいて、目的関数
を最適化し、
　　前記複数の広告チャネルにおいて、前記入札戦略が指示した通りの広告イベントに対
して１つ又は複数の入札を実行することで、前記入札戦略を遂行すること
　を含む前記コンピュータ実行可能命令と
　を備える製品。
【請求項３２】
　複数の広告チャネルに亘り個々の被広告者に関するイベント履歴を収集することは、ウ
ェブブラウザクッキー又は追跡コードを使用して、前記個々の被広告者を追跡することを
含む、請求項３１に記載の製品。
【請求項３３】
　マルチチャネル広告モデルを生成することは、
　前記イベント履歴に基づいて、１つ又は複数の潜在因子を決定すること、
　広告エンティティのクラスタを生成すること、
　被広告者に対して価値推定を実行すること、
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　マルチチャネル広告モデルを開発した１つ又は複数のウェブサイトで、被広告者の到達
率を決定すること、
　広告イベントの費用を決定すること
　を含む、請求項３１に記載の製品。
【請求項３４】
　１つ又は複数の潜在因子を決定することは、
　暗黙的な収益意図行列を生成すること、
　前記暗黙的な収益意図行列を因数分解すること、
　前記暗黙的な収益意図行列に関する１つ又は複数の潜在次元を選択すること、
　潜在次元を潜在因子としてプロファイリングすること
　を含む、請求項３３に記載の製品。
【請求項３５】
　広告エンティティのクラスタを生成することは、
　被広告者の負荷量を計算すること、
　被広告者のクラスタを生成すること、
　メタデータの負荷量を計算すること、
　メタデータのクラスタを生成すること
　を含む、請求項３３に記載の製品。
【請求項３６】
　前記被広告者に対して価値推定を実行することは、前記個々の被広告者が前記広告者の
収益イベントに変換する確率を、前記一連のイベントに基づいて計算することを含む、請
求項３３に記載の製品。
【請求項３７】
　前記個々の被広告者が前記広告者の収益イベントに変換する確率を、前記一連のイベン
トに基づいて計算することは、
　一連のイベントを表す状態でモデルを作成すること、
　状態に関する変換確率を推定すること、
　前記被広告者の現在ある状態と前記変換確率との関数として、被広告者に関する価値を
推定すること
　を含む、請求項３６に記載の製品。
【請求項３８】
　被広告者に対して前記価値推定を実行することは、前記コンピューティング装置によっ
て、タイムスタンプされた一連のイベントに基づいて、前記価値推定を実行することを含
む、請求項３３に記載の製品。
【請求項３９】
　タイムスタンプされた一連のイベントに基づいて、前記価値推定を実行することは、
　離散時間ハザードモデルに適合させて、所与の時点で前記個々の被広告者の変換確率を
推定すること、
　前記個々の被広告者に関する離散時間イベント履歴を生成すること、
　時間に関連する変数の共変量行列、変換発生及び検閲を、事前設定すること、
　前記離散時間ハザードモデルに関する対数尤度関数を生成すること、
　前記モデルのモデルパラメータを推定すること
　を含む、請求項３８に記載の製品。
【請求項４０】
　前記動作は、前記入札戦略のために、前記複数のチャネルに亘りどのように費用を配分
するかについて説明する費用配分視覚化を生成することを更に含む、請求項３１に記載の
製品。
【請求項４１】
　前記動作は、前記入札戦略のために、前記複数のチャネルに亘りどのように収益を生み
出すかについて説明する収益配分視覚化を生成することを更に含む、請求項３１に記載の
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製品。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　オンラインチャネルに広告を出したい広告者には、選択すべき多数のオプションが提示
される。そうしたオプションには異なる値段が付けられており、異なる結果を齎す可能性
がある。例えば、検索エンジンでは、広告者はリスティングに対して料金を支払うことが
可能で、検索エンジンからビジターがクリックして閲覧する毎に支払う料金は、キーワー
ド又はリスティングの順位に応じて、異なる。また、別の例では、ウェブサイトでは、広
告を、異なるサイズ及び／又は位置で、閲覧者が訪問したキーワード又はアドレスに基づ
いて、表示できる。
【０００２】
　現在のシステムは、広告者が様々なオンラインチャネルに亘りリソースを割当て易いよ
うにしている。システムによっては、閲覧者（又は、「被広告者　（ａｄｖｅｒｔｉｓｅ
ｅ）」）への宣伝効果をモデル化するものもある。そうしたモデルは、広告者が、ウェブ
サイトで広告スペースを入札する、又は検索結果リストの順位に対して支払う等の広告イ
ベントを実行するユーティリティを決定できるようにするデータを作成するのに、役立つ
かも知れない。
【０００３】
　しかしながら、多くの現行システムは、変換時点（例えば、被広告者が、広告者が提供
する商品又はサービスを、広告者の製品ページ又はウェブサイトで購入又は取引する時点
）前の被広告者の直近のイベントに基づいて、収益属性をモデル化している。そうしたモ
デルでは、全体的な販売の漏斗的流れ（ｓａｌｅｓ　ｆｕｎｎｅｌ）（例えば、意識、関
心、願望、意図という広告の各段階を通した被広告者の行路）ではなく、被広告者が意図
した瞬間である変換瞬間だけを捕捉するだけである。かかるシステムの中には、そうした
意図に基づくチャネルの投資利益率が、意識、関心、又は願望を喚起するのに関与するも
のより高いと決めつけているものもある。
【０００４】
　例えば、仮に、企業が検索と表示キャンペーンの両方をオンラインで行うとする。検索
は、ウェブサーファーが記した明白な意図を表すので、収益変換の大部分が検索に起因す
る。しかしながら、表示キャンペーンの広告では、直接変換という結果にならないため、
表示キャンペーンによるブランド確立や製品に対する関心への寄与度は、割り引いて考え
られる。システムによっては、所定のヒューリスティックスを利用して、被広告者の経路
に沿って存在すると考えらえる様々なイベントに対する収益に関する部分を分配はするも
のの、これらのアプローチの多くは、チャネル横断的な（ｃｒｏｓｓ－ｃｈａｎｎｅｌ）
入札戦略の最適化には対応していない。その代わりに、現在のシステムは、単に所定のヒ
ューリスティックスを利用して、様々な媒体に亘り予算を割当てている。また、現在のシ
ステムは単に、特定の広告者の全被広告者に関するデータを集約した後に、広告対象とな
るウェブサーファー全員に対して共通な入札を決定する。こうしたシステムでは、個々の
被広告者に関する分析を提供していない。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】マルチチャネル入札生成システムの選択構成要素のブロック図を示す。
【図２】被広告者に関するイベント履歴に基づいて、入札戦略を生成及び遂行するプロセ
スを示す。
【図３】収益イベント履歴を追跡するプロセスを示す。
【図４】マルチチャネル広告環境モデルを生成するプロセスを示す。
【図５】生成したモデルに関する潜在因子を決定するプロセスを示す。
【図６】生成したモデル用に被広告者とメタデータのクラスタを生成するプロセスを示す
。
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【図７】生成したモデルで被広告者に対して価値推定を実行する第１プロセスを示す。
【図８】図７の価値推定に使用するネットワークフローモデル例を示す。
【図９】生成したモデルで被広告者に対して価値推定を実行する第２プロセスを示す。
【図１０】様々な予算額に基づく、予測収益の視覚化例を示す。
【図１１】提案予算割当の視覚化例を示す。
【図１２】本開示の種々の実施形態により全て網羅した、前述した方法の様々な態様を実
行するように構成されたコンピューティング装置例を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の詳細な説明では、本明細書の一部を成す添付図面を参照する。図面中、文脈から
明らかにそうでないと分かる以外は、通常、同様の記号は同様の構成要素を特定するもの
とする。詳細な説明、図面、及びクレームに記載した例示的な実施形態は、限定を意味す
るものではない。他の実施形態を使用してもよく、他の変更についても、本明細書に開示
した対象の精神又は範囲を逸脱することなく、これを行ってもよい。本明細書に概略的に
記載し、図面で説明したように、本開示の態様を、様々な異なる構成で配置、置換、組合
せ、分離、設計できることは容易に理解されよう。それら全ては明らかに本明細書で企図
されているものとする。
【０００７】
　本明細書に記載した主題は、異なる他の構成要素若しくは要素に含まれる、又は接続さ
れる、異なる構成要素若しくは要素を説明することもある。当然ながら、かかる図示した
アーキテクチャは実施例に過ぎず、事実上、同じ機能性を達成する多くの他のアーキテク
チャも実装してもよい。概念的な意味で、同じ機能性を達成するための構成要素の任意の
構成は、その所望する機能性を達成するために効果的に「関連付けられる」。従って、特
定の機能性を達成するように本明細書で組合せた如何なる２構成要素も、アーキテクチャ
や中間構成要素とは関係なく、所望する機能性を達成するように、互いに「関連付けられ
る」ものと考えてもよい。また、同様に、そのように関連付けされた如何なる２構成要素
も、所望する機能性を達成するように互いに、「動作可能に接続され」ている、又は「動
作可能に結合され」ているとして見なしてもよく、また、そのように関連付けできる如何
なる２構成要素も、所望する機能性を達成するように互いに、「動作可能に結合可能」で
あると見なしてもよい。動作可能に結合可能な特定の例としては、物理的に接合可能な及
び／若しくは物理的に対話する構成要素、並びに／又は無線で対話可能な及び／若しくは
無線で対話する構成要素、並びに／又は論理的に対話する及び／若しくは論理的に対話可
能な構成要素を挙げられるが、これらに限定されない。
【０００８】
　本明細書に記載した主題の様々な態様について、当業者が他の当業者に作業の内容を伝
えるのに一般的に用いる用語を使用して、記載する。しかしながら、当業者には、記載し
た態様の一部のみを用いて代替の実装を実行してもよいことは、明らかである。説明目的
で、特定の数字、材料、及び構成を、図示した実施例を完全に理解してもらうために、記
載する。しかしながら、当業者には、そうした特定の詳細無しで、代替の実施形態を実行
してもよいことは、明らかである。他の例では、例示的な実施形態を不明確にしないため
に、周知の特徴については省略又は簡素化している。
【０００９】
　本明細書における、実質的に全ての複数及び／又は単数の用語の使用に関して、当業者
は、文脈及び／又は用途に応じて適切に、複数から単数に、及び／又は単数から複数に置
換えてもよい。明瞭化するために、様々な単数／複数の置換を、本明細書に明記してもよ
い。
【００１０】
　一般的に、本明細書中、特にクレーム中で使用する用語は、概して「非限定的な（ｏｐ
ｅｎ）」用語として意図されたもの（例えば、用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」は、
「～を含むが、限定しない（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ　ｂｕｔ　ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔ
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ｏ）」と解釈されるべきであり、用語「有する（ｈａｖｉｎｇ）」は、「少なくとも～を
有する（ｈａｖｉｎｇ　ａｔ　ｌｅａｓｔ）」と解釈されるべきであり、用語「含む（ｉ
ｎｃｌｕｄｅｓ）」は、「～を含むが、限定しない（ｉｎｃｌｕｄｅｓ　ｂｕｔ　ｉｓ　
ｎｏｔ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｔｏ）」と解釈されるべきである等）として、当業者には理解
されるであろう。更に、導入されたクレーム記載（ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ　ｃｌａｉｍ　
ｒｅｃｉｔａｔｉｏｎ）において特定の数が意図される場合、そのような意図は当該クレ
ーム中に明確に記載され、そのような記載がない場合は、そのような意図も存在しないこ
とが当業者には理解されるであろう。理解を促すために、例えば、以下に付記するクレー
ムでは、「少なくとも１つの（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ）」および「１つ又は複数（ｏ
ｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ）」といった導入句を使用を含んで、クレーム記載を導入すること
がある。しかしながら、このような句を使用するからといって、「ａ」又は「ａｎ」とい
った不定冠詞によりクレーム記載を導入した場合に、たとえ同一のクレーム内に、「１つ
又は複数の」又は「少なくとも１つの」といった導入句と「ａ」又は「ａｎ」といった不
定冠詞との両方が含まれるとしても、当該導入されたクレーム記載を含む特定のクレーム
が、当該記載事項を１つのみ含む発明に限定されると示唆されると解釈されるべきではな
い（例えば、「ａ」及び／又は「ａｎ」は、通常は、「少なくとも１つの」又は「１つ又
は複数の」を意味すると解釈されるべきである）。定冠詞を使用してクレーム記載を導入
する場合にも同様のことが当てはまる。また、導入されたクレーム記載において特定の数
が明示されている場合であっても、そのような記載は、通常、少なくとも記載された数を
意味するものとして解釈されるべきであると、当業者には理解されるであろう（例えば、
他に修飾語のない、単なる「２つの記載事項」という記載がある場合、この記載は、通常
、少なくとも２つの記載事項、又は２つ以上の記載事項を意味する）。更にまた、「Ａ、
Ｂ及びＣ等のうち少なくとも１つ」に類する表記が使用される場合、一般的に、そのよう
な構造は、当業者がそうした表記を理解するであろう意味で意図されている（例えば、「
Ａ、Ｂ及びＣのうち少なくとも１つを有するシステム」は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、Ａ
とＢの両方、ＡとＣの両方、ＢとＣの両方、及び／又はＡとＢとＣの全て、等を有するシ
ステムを含むがこれに限定されない）。「Ａ、Ｂ又はＣ等のうち少なくとも１つ」に類す
る表記が使用される場合、一般的に、そのような構造は、当業者がそうした表記を理解す
るであろう意味で意図されている（例えば、「Ａ、Ｂ又はＣのうち少なくとも１つを有す
るシステム」は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの両方、ＡとＣの両方、ＢとＣの両方
、及び／又はＡとＢとＣの全て、等を有するシステムを含むがこれに限定されない）。更
に、２つ以上の選択可能な用語を表す実質的にあらゆる離接語及び／又は離接句は、説明
文内であろうと、クレーム内であろうと、又は図面内であろうと、それら用語のうちの１
つ、それらの用語のうちのいずれか、又はそれらの用語の両方を含む可能性を企図すると
理解されるべきであると、当業者には理解されるであろう。例えば、「Ａ又はＢ」という
句は、「Ａ」又は「Ｂ」又は「Ａ及びＢ」の可能性を含むものと理解されよう。
【００１１】
　様々な動作を、多数の別個の動作として記載することで、実施形態の理解を促す場合が
あるが、記載の順序は、これらの動作が順序に依存することを示唆していると解釈される
べきではない。また、実施形態は、記載したより動作が少ない場合がある。複数の別個な
動作を記載している場合でも、全ての動作が必要であることを示唆するものと解釈される
べきではない。
【００１２】
　本開示は、とりわけ、被広告者を追跡することによってマルチチャネル広告環境で広告
イベントに対する入札を生成することに関連する技術、方法、装置、システム、製品、及
び固定の有形なコンピュータ可読媒体に関する。
【発明の概要】
【００１３】
　記載した実施形態は、マルチチャネル広告環境に対する入札を生成することに関連付け
られ得る技術、方法、装置、システム、製品、及び固定の有形なコンピュータ可読媒体を
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含み、実施形態では、マルチチャネル広告モデルを生成することも含む。種々の実施形態
では、マルチチャネル広告モデルを使用して、様々なモデル化した広告チャネルに亘り個
々の被広告者に対して発生する様々な広告及び／又はイベントの効果を追跡及び推定して
もよい。種々の実施形態では、例えば、被広告者がウェブブラウザで様々なウェブサイト
を訪れた際に、１つ又は複数のクッキーを使用する等して、複数のチャネルに亘り被広告
者を追跡してもよい。種々の実施形態では、システムを、販売の漏斗的流れ（ｓａｌｅｓ
　ｆｕｎｎｅｌ）に沿って発生した様々な広告イベントによる変換イベントへの増加貢献
度について計算するように構成してもよい。種々の実施形態では、様々な収益属性を、イ
ベントが最終変換時に有する限界貢献度の関数として生成してもよい。種々の実施形態で
は、モデルにより、時系列で見た場合の被広告者の価値観だけでなく、どのように被広告
者の価値観が、被広告者が取る行動に基づいて及び／又は複数のチャネルに亘る露出レベ
ルを変化させて進展するかの推定を、広告者に提供してもよい。
【００１４】
　種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成システムは、生成したモデルを使用して
、特定の複合目標及びパフォーマンス基準を満たすように、検索キーワードや広告購入（
ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　ｂｕｙ）等のマーケティングオプションや広告イベントに、リ
ソースを振り分ける入札戦略を生成する。こうした戦略は、広告者が次のイベントに対し
て１つ又は複数の入札を決定するのに役立つかも知れない。種々の実施形態では、入札の
生成を、リアルタイム環境でシステムによって実行してもよい。種々の実施形態では、シ
ステムにより、広告者が広告又は入札予算を決定する際に、視覚化を提示して、広告者を
支援してもよい。実施形態によっては、そうした視覚化により、予算額と予想収益との関
係を示してもよい。他の実施形態では、そうした視覚化により、１チャネル当たりの予算
及び／又は収益に分けて、広告者が広告に関する決定を下す際の助けとしてもよい。
【００１５】
　図１は、種々の実施形態によるマルチチャネル入札生成システム１００の選択構成要素
のブロック図を示している。図示した実施例では、マルチチャネル入札生成システム１０
０は広告者１０５と通信して、広告者が容易に、検索キーワード及び／又は掲載広告等だ
がこれらに限定されない、様々な広告イベントに対する入札を選択できるようにする。種
々の実施形態では、広告者は、利点、サービス、場所（実際又は仮想の）、若しくは他の
製品、又は広告が有用であることが分かるエンティティの広告を出してもよい。種々の実
施形態では、広告者は一個人又は企業であってもよい。種々の実施形態では、広告者はマ
ルチチャネル入札生成システム１００と、ウェブベースのインタフェースを介して又は専
用アプリケーションを介して等、マルチチャネル入札生成システム１００が提供したイン
タフェースを介して、対話してもよい。種々の実施形態では、そうした対話は、以下で記
載するように、マルチチャネル入札生成システム１００が広告者１０５にそれ提供する場
合には、１つ又は複数の視覚化を含んでもよい。
【００１６】
　また、図１に示すように、一人又は複数の被広告者は、本システムで、被広告者のイベ
ント履歴を追跡する及び／又は受信する等して、マルチチャネル入札生成システム１００
と対話してもよく、該イベント履歴を、イベント履歴記憶部１１５に記憶してもよい。種
々の実施形態では、被広告者１１０を、ウェブサイトを訪れる人等の一個人としてもよい
。他の実施形態では、被広告者１１０は、対象者属性（ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃｓ）、仕
事、物理的な場所等に従い纏めて関連付けられ得る複数の個人としてもよい。図示したよ
うに、種々の実施形態では、複数の被広告者１１０は、一度にマルチチャネル入札生成シ
ステム１００と対話してもよい。種々の実施形態では、イベント履歴を、複数の製品につ
いて様々な被広告者に関して追跡、受信、記憶してもよく、他の実施形態では、同じ製品
について複数の被広告者を追跡してもよい。イベント履歴情報を追跡する実施例について
以下で更に詳細に説明する。
【００１７】
　また、種々の実施形態では、パッケージ出荷簡易化システム１００も、ウェブページ１
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８１、検索エンジン１８３、及び／又はモバイル機器１８５等、マーケティングオプショ
ンを提供する１つ又は複数のエンティティと対話してもよい。例えば、マルチチャネル入
札生成システム１００により、ウェブページ、検索エンジン、及び／又はモバイル機器で
広告イベントの入札を容易にしてもよい。種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成
システム１００は、広告イベントを入札する市場として機能してもよく、様々な広告イベ
ントに入札するように直接機能してもよい。他の実施形態では、マルチチャネル入札生成
システム１００は、広告イベントを提供するエンティティと直接対話しないが、その代わ
りに、広告者１０５自身が広告イベントに入札できるように、１つ又は複数の入札戦略を
広告者１０５に提供してもよい。
【００１８】
　種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成システム１００は、様々なモデル化、最
適化、及び入札生成動作を実行するために、ソフトウェア、ハードウェア、及び／又はフ
ァームウェアモジュール等の１つ又は複数のモジュールを備えてもよい。種々の実施形態
では、モジュール自体が、広告者１０５、被広告者１１０、及び／又はマーケティングオ
プション１８１、１８３、１８５を提供するエンティティと対話してもよい。種々の実施
形態では、モジュールを互いに統合、更に分割、又は一括して省略してもよい。
【００１９】
　種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成システム１００は、潜在因子決定モジュ
ール１２０を備えてもよく、該モジュールにより、イベント履歴記憶部に記憶したイベン
ト履歴を分析して、１つ又は複数の潜在因子を決定してもよいが、潜在因子については、
必ずしも意味論的意味を関連付けする必要はない。種々の実施形態では、潜在因子の例を
、旅行する意図は高いが株取引に関しては意図が低いこととできる。潜在因子決定モジュ
ール１２０で実行するプロセスの実施形態について、以下で述べる。また、マルチチャネ
ル入札生成システム１００は、種々の実施形態では、マルチチャネルのモデル化中に被広
告者及び／又はメタデータをクラスタリングできるクラスタリングモジュール１３０を備
えてもよい。種々の実施形態では、クラスタの例として、カリフォルニア在住の２０～２
５歳の年齢層に属する、旅行する傾向は高いが、株取引に対する意図は低い傾向にある男
性とする。以下で、クラスタリングモジュール１３０で実行するプロセスの実施形態につ
いて述べる。種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成システム１００は、価値推定
モジュール１４０を更に備えてもよく、該モジュールにより、一人又は複数の被広告者に
対して価値推定を実行して、変換に向かって被広告者が提供した価値を、イベント履歴の
イベントに基づいて決定してもよい。以下で、価値推定モジュール１４０が実行するプロ
セスの実施形態について述べる。
【００２０】
　更に、種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成システム１００は、前述の潜在因
子モデル化モジュール１２０、クラスタリングモジュール１３０及び価値推定モジュール
１４０の動作によって生成したモデルを最適化するために使用する更なるモジュールを、
更に備えてもよい。そうしたモジュールは、広告を表示できる様々なウェブサイト／プラ
ットホームでの被広告者の到達率を予測し得る到達予測モジュール１５０を含んでもよい
。また、そうしたモジュールは、掲載１０００回当たりの料金（ＣＰＭ：ｃｏｓｔ－ｐｅ
ｒ－ｔｈｏｕｓａｎｄ　ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎｓ）又はクリック単価（ＣＰＣ：ｃｏｓｔ
－ｐｅｒ－ｃｌｉｃｋ）評価等の、入札と該入札にかかる費用との関係を推定する入札／
費用関係推定モジュール１６０も含んでもよい。種々の実施形態では、入札／費用関係推
定モジュール１６０は、過去の支出及び入札データを利用して、推定を実行してもよい。
種々の実施形態では、過去のデータを、過去の支出及び入札データ記憶部１６５等に記憶
してもよい。
【００２１】
　また、マルチチャネル入札生成システム１００は、種々の実施形態では、入札生成モジ
ュール１７０を含んでもよい。種々の実施形態では、入札生成モジュール１７０により、
１回又は複数の入札を指示する入札戦略を開発すること等を通して、１回又は複数の入札
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を生成してもよい。種々の実施形態では、入札生成モジュール１７０により、他のモジュ
ールの動作によって生成したモデルを最適化して、入札戦略を生成してもよい。一実施形
態では、この最適化を、１つ又は複数の制約を設けながらモデルを使用して１つ又は複数
の目的関数の値を求めることによって、実行してもよい。以下で、入札生成モジュール１
７０が実行するプロセスの実施形態について述べる。
【００２２】
　また、種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成システム１００は視覚化モジュー
ル１８０を含んでもよい。種々の実施形態では、広告者に入札生成プロセスについて又は
他のメトリクスについて報告するために、視覚化モジュール１８０により、広告者に提示
する１つ又は複数の視覚化を生成してもよい。種々の実施形態では、視覚化モジュール１
８０により、例えば、予想収益と割当てる広告予算額との関係、生成した入札戦略の費用
配分、及び／又は生成した入札戦略の収益配分に関する視覚化を生成してもよい。種々の
実施形態では、視覚化モジュール１８０により、ウェブブラウザを介して視覚化を含むウ
ェブページを生成する、又は専用のソフトウェアアプリケーションで視覚化を提示する等
して、様々な手段を通して広告者に視覚化を提供してもよい。
【００２３】
　図２では、マルチチャネル入札生成システム１００により、少なくとも部分的に被広告
者が経験したイベント履歴に基づいて、１つ又は複数の入札を生成するプロセス例２００
について説明している。種々の実施形態では、プロセス２００で説明した動作を組合せる
、複数の別個な動作に分ける、又は完全に省略してもよい。このプロセスは、動作２１０
で開始してもよく、動作２１０では、マルチチャネル入札生成システム１００により、個
々の被広告者の暗黙的な（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）収益イベント履歴を追跡してもよい。以下
で、動作２１０の一部として実行する様々な動作の実施形態について記載する。
【００２４】
　動作２２０では、マルチチャネル入札生成システム１００により、マルチチャネル広告
環境モデルを生成してもよい。種々の実施形態では、動作２２０を、潜在因子決定モジュ
ール１２０、クラスタリングモジュール１３０及び／又は価値推定モジュール１４０の中
の１つ又は複数によって実行してもよい。以下で、動作２２０の一部として実行する様々
な動作の実施形態について記載する。
【００２５】
　次に、動作２３０で、マルチチャネル入札生成システム１００により、モデルを使用し
て最適化を実行して、入札戦略で提供する１つ又は複数の入札を決定してもよい。種々の
実施形態では、動作２２０を、イベント予測モジュール１４０及び入札／費用関係推定モ
ジュール１６０から得た情報を使用して、入札生成モジュール１７０で実行してもよい。
種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成システム１００により、所定の計画対象期
間に亘り１つ又は複数の広告者の所定可測目標を増加及び／又は最大化する目的で数学の
最適化問題を解決して、最適化を実行してもよい。可測目標を、目的関数によって規定し
てもよい。これらの目的関数の例としては、収益最大化、利益最大化、トラフィック最大
化、及び／又はトラフィック獲得／顧客獲得費用最小化が挙げられるが、これらに限定す
るものではない。更に、種々の実施形態では、マルチチャネル入札生成システム１００に
より、所定の制約を観測しながら、モデルに最適化を実行してもよい。かかる制約として
は以下が挙げられるが、これらに限定するものではない：
・　特定のウェブサイト、キーワード、広告ネットワーク、及び／又はマーケティングチ
ャネルに向かうトラフィック量に関する最小／最大制約。
・　キーワードに関する最小／最大順位及び入札制約。
・　ディスプレイプラットホームに対する入札に関する最小／最大入札制約。
・　キーワード、キーワード群、ウェブサイト、ネットワーク、及び／又はチャネルに対
する最大コストパーサウザンド又はクリック単価制約。
・　特定の目標を超えられない顧客獲得単価制約。
【００２６】
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　種々の実施形態では、最適化問題を、数理計画法問題としてモデル化してもよい。例え
ば、対象とするモデルが線形モデルの場合、システムは、ＣＰＬＥＸ又はＭＩＮＯＳのよ
うな標準的線形計画法／最適法ソルバを使用して、線形計画問題を解決することによって
最適化してもよい。他の実施形態では、最適化問題を、非線形問題として定式化し、数あ
る非線形最適化手法のいずれか一つを用いて解決してもよい。最適化問題に対する解決法
を、入札戦略及び／又は広告予算割当戦略とすることもできる。種々の実施形態では、入
札生成モジュール１７０は、広告者が広告を出すのを諦めても構わない、履歴データが疎
な被広告者層のセグメントの収益額について、広告者からの情報を利用してもよい。
【００２７】
　動作２４０では、マルチチャネル入札生成システム１００は、広告者に対して取り得る
入札戦略を広告者に説明するために、及び／又は広告予算を変更することで、得られる予
測収益にどのように影響するかを示すために、広告者に視覚化を提示する。種々の実施形
態では、動作２４０を、視覚化モジュール１８０によって実行してもよい。実施形態によ
っては、視覚化モジュール１８０は、予測収益と広告予算額との関係に関して視覚化を提
示してもよい。種々の実施形態では、視覚化モジュール１８０は、入札戦略を複数のチャ
ネルに亘りどのように配分してもよいかについて、視覚表示を広告者に提示してもよい。
種々の実施形態では、そうした配分は、マルチチャネル収益の配分を含んでもよい。種々
の実施形態では、そうした配分は、入札戦略の一部として薦める入札額を示す等のマルチ
チャネル費用の配分を含んでもよい。
【００２８】
　次に、動作２５０では、マルチチャネル入札生成システム１００により、容易に入札を
遂行できるようにしてもよい。種々の実施形態では、動作２５０を、入札生成モジュール
１７０で実行してもよい。種々の実施形態では、動作２５０の一部として、入札生成モジ
ュール１７０により、利用可能なマーケティングオプションを変更する状況において、広
告者のマーケティング戦略又は支出決定を、実行、モニタリング、及び／又は調節しても
よい。種々の実施形態では、入札生成モジュール１７０により、モデルを使用して再度最
適化する等して、組織の目的、予算、及び要求の変更を考慮に入れてもよい。種々の実施
形態では、マルチチャネル入札生成システム１００を、被広告者が変換する傾向が高いこ
とを示唆する最近の被広告者１１０のイベントに基づいて、様々なイベントを解釈するよ
うに構成してもよい。例えば、被広告者が変換する可能性が高いと決定した場合、入札生
成モジュール１７０は、特定のサイト、表示切替及び／若しくはディスプレイネットワー
クでより多くの広告を示すように、検索エンジンで追加リスティングに代金を支払うよう
に、又は恐らくユーザがクリックすると考えられるキーワードに対する最大支払意欲を変
更するように、入札を生成してもよい。動作２５０後に、プロセスを終了してもよい。
【００２９】
　図３では、マルチチャネル入札生成システム１００が、そこから入札戦略を生成し得る
暗黙的な収益イベントの履歴を追跡するプロセス例３００を説明している。種々の実施形
態では、プロセス３００で説明する動作を、組合せる、複数の別個な動作に分ける、又は
完全に省略してもよい。種々の実施形態では、プロセス３００を、プロセス２００の動作
２１０の実装として実行してもよい。このプロセスは動作３１０で開始してもよく、動作
３１０では、実施形態によっては、マルチチャネル入札生成システム１００により、デー
タを獲得する適当な被広告者の集団を容易に選択できるようにしてもよい。動作３２０で
は、マルチチャネル入札生成システム１００により、データを選択した集団に関して収集
する時間窓を容易に計算できるようにしてもよい。例えば、マルチチャネル入札生成シス
テム１００により、事前に規定した時間窓中に初めてマルチチャネル入札生成システム１
００が認識した全被広告者の集団を選択し、時間窓を選択した当該集団と一致するように
計算してもよい。種々の実施形態では、集団をユーザが、マルチチャネル入札生成システ
ム１００によってユーザに提示されたオプションから選択する等して、選択してもよい。
他の実施形態では、マルチチャネル入札生成システム１００自体で、適当な集団を選択し
てもよい。種々の実施形態では、例えば対象者の属性、地理的位置、収入、興味、及び／
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又はシステム１００との対話等によって異なる様々な個人的又は他のデータに応じて、集
団を規定してもよい。種々の実施形態では、時間窓を、マルチチャネル入札生成システム
１００自体で計算してもよい、又はマルチチャネル入札生成システム１００が提供するイ
ンタフェース等で、ユーザが入力してもよい。実施形態によっては、マルチチャネル入札
生成システム１００により、最初のイベントからの日数以内でイベントの詳細を得た一部
の被広告者について計算してもよい。
【００３０】
　動作３３０では、マルチチャネル入札生成システム１００により、イベントデータを追
跡してもよい。種々の実施形態では、イベントデータは、広告者が表現した暗黙的な収益
意図を表す。種々の実施形態では、イベントデータにより、検索広告、ディスプレイ広告
、ソーシャルメディア等複数のチャネルでのインプレッション、クリック、及び／又は変
換を追跡してもよい。種々の実施形態では、これらの対話を、ウェブページ、メール、及
び／又はソーシャルアプリケーションの中の１つ又は複数で、ビューによって追跡しても
よい。また、一実施形態では、データは、異なるイベント種類に対する合計カウント数を
含んでもよい。動作３４０では、収集したデータを、イベント履歴記憶部１１５等に記憶
する。
【００３１】
　図４では、マルチチャネル入札生成システム１００が、入札戦略を生成するのに本シス
テム１００が使用し得る、マルチチャネル広告モデルを生成するプロセス例４００につい
て説明している。種々の実施形態では、プロセス４００で説明する動作を、組合せる、複
数の別個な動作に分ける、又は完全に省略してもよい。種々の実施形態では、プロセス４
００を、プロセス２００の動作２２０の実装として実行してもよい。このプロセスは動作
４２０で開始してもよく、動作４２０では、マルチチャネル入札生成システム１００によ
り、モデルを生成する際に使用する１つ又は複数の潜在因子を決定してもよい。種々の実
施形態では、動作４２０を、潜在因子決定モジュール１２０で実行してもよい。以下で、
動作４１０の一部として実行する様々な動作の実施形態について記載する。
【００３２】
　動作４３０では、マルチチャネル入札生成システム１００により、モデルを生成する際
に使用するための、被広告者及び／又はイベントメタデータのクラスタ等のクラスタを生
成してもよい。種々の実施形態では、クラスタリングモジュール１３０で動作４３０を実
行してもよい。以下で、動作４３０の一部として実行する様々な動作の実施形態について
説明する。動作４４０では、マルチチャネル入札生成システム１００により、被広告者に
対して価値推定を実行してもよい。例えば、動作４４０を通して、一組のイベント及びイ
ベントタイムスタンプが被広告者に対して発生すると仮定して、マルチチャネル入札生成
システム１００により、広告者が興味を示す収益基準に被広告者が変換する確率を推定し
てもよい。種々の実施形態では、本システム１００により、推定確率から被広告者によっ
て発生する収益を予測してもよい。種々の実施形態では、動作４４０を、価値推定モジュ
ール１４０で実行してもよい。以下で、動作４４０の一部として実行する様々な動作の実
施形態について記載する。
【００３３】
　ブロック４５０では、マルチチャネル入札生成システム１００により、様々な被広告者
のサイト到達率を決定してもよい。種々の実施形態では、動作４５０を、到達予測モジュ
ール１５０で実行してもよい。ブロック４６０では、マルチチャネル入札生成システム１
００により、入札と該入札から発生する費用との関係を推定してもよい。種々の実施形態
では、動作４６０を、入札／費用関係推定モジュール１６０によって、過去の支出及び入
札データ記憶部１６５に記憶した過去の支出及び入札データを使用する等して実行し、推
定を実行してもよい。種々の実施形態では、この関係を推定する方法は、線形回帰、対数
線形回帰、非線形回帰及び時系列モデル等の手法を含む。
【００３４】
　図５では、潜在因子決定モジュール１２０がマルチチャネル広告モデルに関する潜在因
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子を決定するプロセス例５００を説明している。種々の実施形態では、プロセス５００で
説明する動作を、組合せる、複数の別個な動作に分ける、又は完全に省略してもよい。種
々の実施形態では、プロセス５００を、プロセス４００の動作４２０の実装として実行し
てもよい。このプロセスは動作５１０で開始してもよく、動作５１０では、潜在因子決定
モジュール１２０により、イベント履歴記憶部に記憶したイベントデータから、メタデー
タ情報を含む暗黙的な意図行列（ｍａｔｒｉｘ）を生成する。種々の実施形態では、暗黙
的な意図行列により、各メタデータに対して広告者が表現した暗黙的な収益意図を得ても
よい。メタデータは、種々の実施形態では、イベント数の計測値と共に、被広告者が対話
したキーワード、ウェブサイト、広告、及び／又は画像の中の１つ又は複数を示すことを
含んでもよい。種々の実施形態では、イベント数に基づいて、マルチチャネル入札生成シ
ステム１００は、各被広告者に関して観測されたイベントを時間で重み付けし、凸結合さ
せて、暗黙的な収益意図価値を見つけ出す。種々の実施形態では、暗黙的な意図行列は、
疎行列を含む。
【００３５】
　動作５２０では、暗黙的な意図行列を生成したなら、当業者には明らかなように、潜在
因子決定モジュール１２０により、行列を因数分解してもよい。種々の実施形態では、こ
の因数分解により、元の行列に対してスケール（ｓｃａｌｅｄ）及び回転近似を作成して
もよい。種々の実施形態では、潜在因子決定モジュールにより、正則化パラメータで最適
化問題を解決して、近似行列を推定してもよい。実施形態によっては、最適化目的関数を
、被広告者に関して観測された暗黙的な意図と各被広告者－メタデータ組合わせに関する
混合効果モデル推定値との差としてもよい。種々の実施形態では、オーバーフィットを防
ぐために、混合効果モデルのパラメータの値に比例する正則化パラメータを、最適化関数
に加えてもよい。
【００３６】
　動作５３０では、潜在因子決定モジュール１２０により、行列分解に基づいて潜在次元
を選択してもよい。一実施形態では、潜在因子決定モジュール１２０により、行列の最も
高い固有値ｎに対応する第１ｎ次元を選択することによって、潜在次元を選択してもよい
。種々の実施形態では、これらのｎ固有値により、データにおける観測した変動性の殆ど
を説明してもよい。その後、動作５４０では、潜在因子決定モジュール１２０により、選
択したｎ次元に対するプロファイルを作成してもよい。一実施形態では、潜在因子決定モ
ジュール１２０により、選択したｎ次元の縮小セットに関して、メタデータ次元の負荷量
（ｌｏａｄｉｎｇ）を評価することによって、これらのプロファイルを作成してもよい。
次に、モジュール１２０は、ウェブサイト型のような情報、キーワード分類、ソーシャル
アプリケーションの対象領域（ｄｏｍａｉｎ）等を使用して、選択した次元をプロファイ
リングしてもよい。その後、このプロセスを終了してもよい。
【００３７】
　図６では、クラスタリングモジュール１３０が、マルチチャネル広告モデルに使用する
被広告者及びメタデータのクラスタリングを生成するプロセス例６００を説明している。
種々の実施形態では、プロセス６００で示す動作は、結合するか、複数の別々の動作に分
けるか、又は完全に省略してもよい。種々の実施形態では、プロセス６００を、プロセス
４００の動作４３０の実装として実行してもよい。
【００３８】
　このプロセスは動作６１０で開始してもよく、動作６１０では、クラスタリングモジュ
ール１３０により、図５のプロセス中に決定した潜在次元に関する被広告者の負荷量及び
／又は重み付けを計算してもよい。動作６２０では、クラスタリングモジュール１３０に
より、これらの同じ潜在次元に関するメタデータの負荷量について計算してもよい。計算
した各負荷量セットに対する次の２動作中、クラスタリングモジュール１３０は、Ｋ平均
（ｋ－ｍｅａｎｓ）、階層プロセス、確率的プロセス等の標準的なクラスタリングプロセ
スを使用して、クラスタを生成してもよい。例えば、動作６３０では、クラスタリングモ
ジュールにより、被広告者のクラスタを生成してもよい。一実施形態では、これらのクラ
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スタは、ユーザのセグメンテーションを表してもよい。動作６４０では、クラスタリング
モジュールにより、ウェブサイト又は広告者のクラスタ等、メタデータからのクラスタを
生成してもよい。種々の実施形態では、クラスタリングモジュールがメタデータのクラス
タ生成に成功した度合いを、メタデータ空間における集合のレベルによって決定してもよ
い。その後、プロセスを終了してもよい。
【００３９】
　図７では、価値推定モジュール１４０が、マルチチャネル広告モデルに使用する価値推
定を実行する第１プロセス例７００を説明している。種々の実施形態では、一組のイベン
ト及びイベントタイムスタンプが被広告者に対して発生すると仮定して、被広告者の変換
の確率を推定するために、プロセス７００を実行してもよい。種々の実施形態では、プロ
セス７００で説明した動作は、結合するか、複数の別々の動作に分けるか、又は完全に省
略してもよい。種々の実施形態では、プロセス７００を、プロセス４００の動作４４０の
実装として実行してもよい。
【００４０】
　説明したプロセス７００の種々の実施形態では、該プロセスを、特定のイベントの価値
を見つけるために、所定の時点で、被広告者が特定のイベントの前に行った一組及び一連
の前イベントを考慮に入れて、実行してもよい。プロセス７００の種々の実施形態を、時
間データ又は時間ベースのデータを参照せずに、実行してもよい。これらの実施形態では
、価値推定モジュール１４０により、被広告者が販売の漏斗的流れにおいて第１収益イベ
ントに変換する確率について計算してもよい。この情報を受けて、価値推定モジュール１
４０は、計算した確率に基づいて、被広告者の総合的な価値を見出してもよい。
【００４１】
　種々の実施形態では、プロセス７００は、動的計画法、又は後向き帰納法で、そのパラ
メータを再帰的に推定するネットワークフローモデルを生成してもよい。種々の実施形態
では、ネットワークフローモデルにおける状態は、第１イベントと、検討中の変換イベン
トの発生との間で発生したイベント組を表してもよい。種々の実施形態では、イベントと
しては、検索エンジンマーケティングのクリック、オーガニック検索から等のページビュ
ーのクリック、表示クリック、表示インプレッション、ソーシャルメディアインプレッシ
ョン、ソーシャルメディアのクリック、モバイル広告インプレッション、及び／又はモバ
イル広告クリックを、一例として挙げられるが、これらに限定しない。
【００４２】
　図８では、プロセス７００で作成できるようなネットワークフローモデルの例示的実施
形態について説明している。図８の実施例では、各状態は、第１イベントと現在時刻との
間に発生した一連のイベントを表しており、図８では、「Ｐ」は検索エンジン最適化（「
ＳＥＯ」）で追跡したクリックを表し、「Ｓ」は検索エンジンマーケティング（「ＳＥＭ
」）で追跡したクリックに相当し、「Ｉ」はバナー広告インプレッションを表している。
従って、ノード８１０は、検索エンジンで最適化されたクリック後の状態を表し、ノード
８２０は、ノード８１０のＳＥＯクリックの次に更に２つのＳＥＯクリックが続いた後に
達した状態を表している。また、種々の実施形態では、ネットワークフローモデルは、変
換状態（ノード８３０）、無変換状態（ノード８４０）の他、「プール状態」（ノード８
５０）を明示するノードを含んでもよい。種々の実施形態では、無変換状態は、唯の１回
も変換にならなかった状態組に相当してもよい。種々の実施形態では、プール状態は、交
換率分散を減少させ、データ疎性効果に対処するために、一緒にグループ化する一組のイ
ベント列状態を含んでもよい。
【００４３】
　プロセス７００は、動作７２０で開始してもよく、動作７２０では、価値推定モジュー
ル１４０により、結果的に変換となる状態（例えば、イベント組）を識別してもよい。例
えば、動作７２０では、価値推定モジュール１４０により、変換に繋がるかも知れない状
態として、ノード８２０で表した状態を識別してもよい。動作７３０では、価値推定モジ
ュール１４０により、第１イベントと変換状態との間のイベント列を表す中間状態を作成
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してもよい。中間状態の実施例を、ノード８１５で、図８に示している。動作７４０では
、価値推定モジュール１４０により、変換、無変換の状態の他、プール状態を加えてもよ
い。
【００４４】
　動作７５０では、価値推定モジュール１４０により、予め作成した第１状態、変換状態
、無変換状態、プール状態、中間状態を表すノードを用いた有向非巡回グラフを生成して
もよい。次に、動作７６０では、価値推定モジュール１４０により、各状態の状態変換確
率を推定してもよい。種々の実施形態では、価値推定モジュール１４０は、推定を実行す
るために、後向き帰納法等の動的計画法を使用してもよい。次に、動作７７０では、価値
推定モジュール１４０により、各状態での被広告者に関する収益価値について計算しても
よい。種々の実施形態では、価値推定モジュール１４０により、被広告者の価値を、被広
告者の現在ある状態と予め計算した変換確率との関数として計算してもよい。
【００４５】
　図９では、価値推定モジュール１４０がマルチチャネル広告モデルで使用する価値推定
を実行する第２プロセス例９００について説明している。種々の実施形態では、一組のイ
ベント及びイベントタイムスタンプが被広告者に対して発生すると仮定して、被広告者に
関する被広告者の変換確率の値を推定するために、プロセス９００を実行してもよい。種
々の実施形態では、プロセス９００で説明した動作は、結合するか、複数の別々の動作に
分けるか、又は完全に省略してもよい。種々の実施形態では、プロセス９００を、プロセ
ス４００の動作４４０の実装として実行してもよい。
【００４６】
　説明したプロセス９００の種々の実施形態では、価値推定モジュール１４０により、一
連のイベントのタイムスタンプを伴う、被広告者に発生した一連のイベントに基づいて、
被広告者の価値を推定してもよい。図７のプロセスとは対照的に、プロセス９００の種々
の実施形態を、そうしたタイムスタンプを参照して実行してもよい。これらの実施形態で
は、価値推定モジュール１４０は、離散時間ハザードモデルに適合させて、所与の時点で
被広告者の変換確率を推定してもよい。種々の実施形態では、モデルに対する共変量とし
ては、ウェブサイト、ウェブサイトカテゴリ、検索キーワードカテゴリ、ソーシャルメデ
ィアの興味、言語、広告サイズ、広告の種類（例えば、ｆｌａｓｈ、ｈｔｍｌ）、地理的
位置、第１イベントからの時間、第１イベントタイプ、最近のイベントからの時間、他が
挙げられるが、これらに限定されない。
【００４７】
　種々の実施形態では、プロセス９００の動作で生成するモデルは、特定の共変量に基づ
いて、ベースラインハザード関数を得てもよい。他の実施形態では、プロセス９００の動
作で生成するモデルは、他の共変量を条件とする、ベースラインハザード関数へのシフト
を組込んでもよい。プロセス９００の結果として、条件付き変換確率を、共変量と該共変
量のイベントが発生した関連時間とのロジスティック関数として、再パラメータ化するモ
デルが得られる可能性がある。実施形態によっては、モデルは、変換確率を推定した期間
前の任意の期間に変換しなかった被広告者を条件としてもよい。
【００４８】
　このプロセスは、動作９１０で開始してもよく、動作９１０では、価値推定モジュール
１４０により、各被広告者に対する離散時間イベント履歴を生成してもよい。動作９１０
の種々の実施形態では、価値推定モジュール１４０により、離散時間間隔にインデックス
付けし、イベントカウントを含む一連のダミー変数を使用して、モデルにおける時間効果
を得てもよい。
【００４９】
　次に、動作９２０では、価値推定モジュール１４０により、共変量行列を事前設定して
もよい。また、種々の実施形態では、変換等、興味のイベントの発生を、ダミー変数とし
て値１で、変換が発生した期間に記録してもよい。種々の実施形態では、ダミー変数は、
特定の被広告者に対する他の全期間には値０としてもよい。また、実施形態によっては、
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価値推定モジュール１４０は、クッキー消失（ｄｒｏｐ－ｏｕｔ）及び／又はクッキーを
使用しないチャネルの追跡コード削除に対する値で、共変量行列を事前設定してもよい。
種々の実施形態では、そうした消失又は削除を、各被広告者に対して、０と１の値から捕
捉してもよい。この捕捉により、被広告者に対して検閲が行われたと価値推定モジュール
１４０が認めることを示してもよい。
【００５０】
　動作９３０では、価値推定モジュール１４０により、共変量に関して離散時間ハザード
関数の対数尤度関数を構築してもよい。種々の実施形態では、これには、ダミー変数とハ
ザード確率パラメータを含んでもよい。動作９４０では、価値推定モジュール１４０によ
り、変更したロジスティクス回帰法を使用してモデルのパラメータを推定してもよい。実
施形態によっては、直接最尤推定法の代わりに、この方法を使用する。これらのモデルパ
ラメータから、動作９５０では、価値推定モジュール１４０により、被広告者に関する収
益価値について計算してもよい。その後、このプロセスを終了してもよい。
【００５１】
　図１０では、様々な予算額に基づく予測収益を視覚化した例について説明している。種
々の実施形態では、図１０で説明した視覚化の例を、マルチチャネル入札生成システム１
００の視覚化モジュール１８０によって生成してもよい。種々の実施形態では、視覚化モ
ジュール１８０により、図１０で説明した例等の予算／収益関係視覚化１０１０を生成し
てもよい。この予算／収益関係視覚化１０１０により、様々な広告予算額に基づいて、ど
の程度の収益が広告者に予測されるかについて広告者に示してもよい。その結果、説明し
た実施例では、予測収益が増加するにつれて、広告予算が増大する。しかしながら、その
関係は、例えば図１０に示すように、線形でないこともある。種々の実施形態では、予測
収益と広告予算との関係を、少なくとも部分的に、価値推定モジュール１４０から受信し
た情報に基づいて生成してもよい。
【００５２】
　種々の実施形態では、視覚化モジュール１８０により、広告者が、図１０のエントリポ
イント１０２０等で予算額を入力可能にしてもよく、１つ又は複数の予算割当を示す要素
を、図１０の要素１０３０等で、起動可能にしてもよい。図１１では、種々の実施形態で
、そうした起動に応じて生成してもよい提案予算割当について視覚化した例を示している
。図１１の実施例では、５０００ドルの予算案額に関して視覚化している。種々の実施形
態では、予算割当の視覚化を、少なくとも部分的に、価値推定モジュール１４０及び／又
は入札生成モジュール１７０から受信した情報に基づいて、生成してもよい。
【００５３】
　種々の実施形態では、予算割当の視覚化は、費用配分の視覚化を含んでもよい。視覚化
では、視覚化モジュール１８０により、費用配分視覚化１１１０を生成する。この視覚化
では、検索マーケティング、ディスプレイ広告、ソーシャルメディア等の様々なチャネル
の中でどのように５０００ドルの広告予算を分割してもよいかを示している。種々の実施
形態では、予算割当の視覚化は、収益配分視覚化１１２０等の収益配分の視覚化を含んで
もよい。この視覚化は、どのように予測収益２２，２５１．６９ドル（図１０の視覚化に
おける５０００ドルの予算割当に対応していると考えられる）が、各種チャネルから産出
されると予測されるかについて示している。例えば、視覚化１１２０では、収益は、検索
マーケティング、ディスプレイ広告、ソーシャルメディア等の各種チャネルから得てもよ
い。
【００５４】
　また、実施形態によっては、費用及び収益情報を、予算割当ポートフォリオ１１３０と
いった定量的な形で視覚化してもよい。これは、視覚化１１１０及び１１２０で示したの
と同じ情報を示しているが、各チャネルに具体的な数値を付けている。種々の実施形態で
は、視覚化モジュール１８０が提供する視覚化により、入札戦略を選択する際に、広告者
を支援してもよい。一実施例では、これらの視覚化を使用することで、広告者は、各種チ
ャネルに支出する費用と当該チャネルから得られると予測される収益との関係を一層容易
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に理解可能になる。従って、図１１の視覚化を見た広告者は、ディスプレイ広告が、実際
に検索マーケティングより対費用収益が高いことが分かるかも知れない。これにより、意
識、関心、及び／又は願望を提供するチャネルより、意図ベースのチャネルの結果を強調
し過ぎる傾向がある前述したシステム等の他のシステムでは得られない知見を提供する可
能性がある。種々の実施形態では、視覚化の例、及び視覚化モジュール１８０で提供する
他の視覚化を、ウェブブラウザ上のウェブページとして広告者に提示してもよい。他の実
施形態では、視覚化を、専用ソフトウェアアプリケーションで提示してもよい。
【００５５】
　本明細書に記載した技術及び装置を、所望に応じて構成された適当なハードウェア及び
／又はソフトウェアを使用して、システムに実装してもよい。図１２では、一実施形態の
ために、システム例１２００は、１つ又は複数のプロセッサ１２０４と、少なくとも１つ
のプロセッサ１２０４に結合するシステム制御論理部１２０８と、システム制御論理部１
２０８に結合するシステムメモリ１２１２と、システム制御論理部１２０８と結合する不
揮発性メモリ（ＮＶＭ）／記憶部１２１６と、システム制御論理部１２０８と結合する１
つ又は複数の通信用インタフェース１２２０とを備える。
【００５６】
　一実施形態のためのシステム制御論理部１２０８は、少なくとも１つのプロセッサ１２
０４との、及び／又はシステム制御論理部１２０８と通信する任意の適当な装置又は構成
要素との適当なインタフェースを提供するために、任意の適当なインタフェースコントロ
ーラを含んでもよい。
【００５７】
　一実施形態のためのシステム制御論理部１２０８は、システムメモリ１２１２とのイン
タフェースを提供するために、１つ又は複数のメモリコントローラを含んでもよい。シス
テムメモリ１２１２を使用して、例えば、システム１２００に関するデータ及び／又は命
令をロード及び記憶してもよい。一実施形態のためのシステムメモリ１２１２は、例えば
、適当なダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）等、任意の適当な揮発性メモリを含んでもよい
。
【００５８】
　一実施形態のためのシステム制御論理部１２０８は、ＮＶＭ／記憶部１２１６及び通信
用インタフェース１２２０とのインタフェースを提供するために、１つ又は複数の入出力
（Ｉ／Ｏ）コントローラを含んでもよい。
【００５９】
　ＮＶＭ／記憶部１２１６を使用して、例えばデータ及び／又は命令を記憶してもよい。
ＮＶＭ／記憶部１２１６は、例えば、フラッシュメモリ等の任意の適当な不揮発性メモリ
又は固定の有形なコンピュータ可読媒体を含んでもよく、及び／又は、例えば、１つ又は
複数のハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、１つ又は複数のソリッドステートドライブ、
１つ又は複数のコンパクトディスク（ＣＤ）ドライブ、及び／又は１つ又は複数のデジタ
ル多目的ディスク（ＤＶＤ）等、任意の適当な不揮発性記憶装置を含んでもよい。
【００６０】
　ＮＶＭ／記憶部１２１６は、ストレージリソースを含み、このストレージリソースは、
システム１２００を設置する装置の物理的な一部となるか、又は必ずしも該装置の一部で
はなく、該装置によってアクセス可能であってもよい。例えば、ＮＶＭ／記憶部１２１６
に、通信用インタフェース１２２０を介してネットワーク上でアクセスしてもよい。
【００６１】
　システムメモリ１２１２及びＮＶＭ／記憶部１２１６は、特に、一時的及び永続的な論
理コピー１２２４を含んでもよい。論理１２２４を、システム１２００が、論理の動作に
対応して、前述したマルチチャネル入札生成技術の一部の又は全ての態様を実行可能にす
るように構成してもよい。種々の実施形態では、論理１２２４を、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ＃、Ｈ
ＴＭＬ、ＸＭＬ等を含むが、これらに限定しない、多くのプログラミング言語の何れか１
つのプログラム命令で実装してもよい。
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　通信用インタフェース１２２０は、システム１２００が１つ若しくは複数のネットワー
ク上で、及び／又は任意の他の適当な装置と通信するためのインタフェースを提供しても
よい。　通信用インタフェース１２２０は、任意の適当なハードウェア及び／又はファー
ムウェアを含んでもよい。一実施形態のための通信用インタフェース１２２０は、例えば
、ネットワークアダプタ、無線ネットワークアダプタ、電話モデム、及び／又は無線モデ
ムを含んでもよい。無線通信用に、一実施形態のための通信用インタフェース１２２０は
、１つ又は複数のアンテナを使用してもよい。
【００６３】
　一実施形態において、少なくとも１つのプロセッサ１２０４を、システム制御論理部１
２０８の１つ又は複数のコントローラに対する論理と共にパッケージ化してもよい。　一
実施形態において、少なくとも１つのプロセッサ１２０４を、システム制御論理部１２０
８の１つ又は複数のコントローラに対する論理と共にパッケージ化して、ＳｉＰ（Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）を形成してもよい。一実施形態においては、少なくとも
１つのプロセッサ１２０４を、システム制御論理部１２０８の１つ又は複数のコントロー
ラの論理を有する同じダイに組込んでもよい。一実施形態においては、少なくとも１つの
プロセッサ１２０４を、システム制御論理部１２０８の１つ又は複数のコントローラの論
理を有する同じダイに組込んで、ＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　Ｃｈｉｐ）を形成しても
よい。
【００６４】
　種々の実施形態では、システム１２００は、より多くの若しくはより少ない構成要素、
及び／又は異なる構造を有してもよい。
【００６５】
　好適な実施形態を記述する目的で、特定の実施形態について説明及び記述したが、本発
明の範囲から逸脱することなく、同じ目的を達成するよう計算された多様な変形した及び
／又は均等な実施形態又は実装を、図示及び記述した実施形態に代用してもよいことは、
当業者には理解されよう。当業者であれば、本開示の実施形態を、多様な方法で実行可能
であると容易に理解するであろう。本開示は、本明細書に記述した実施形態の適用例及び
変形例全てを包含するものとする。従って、本開示の実施形態は、明らかに特許請求の範
囲及びその均等物によってのみ限定されるものとする。
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