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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、指定された期間内に前記ソーシャルネ
ットワーキングシステムのユーザのグループに広告を提供する要求を受信するステップで
あって、前記要求は、前記ユーザのグループ内のユーザによって行われる１以上の対話に
ついて指定された特徴を備え、前記ユーザのグループは、前記ソーシャルネットワーキン
グシステムにおいてつながっている２以上のユーザを含む、広告要求受信ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザ間の複数の対話を観察する、対話観
察ステップと、
　前記要求に含められた前記１以上の対話について指定された前記特徴を有する１以上の
観察された対話を有するユーザを識別するステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムが、エッジストアを維持するステップであっ
て、前記エッジストアは、前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザ間の複数の
つながりについて記述する情報を含む、維持するステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステム内の識別された前記ユーザ間の１以上のつな
がりを前記エッジストアから取り出すステップと、
　識別されたユーザからユーザの候補グループを選択するステップであって、識別された
前記ユーザは、他の識別されたユーザにつながっており、ユーザの前記候補グループは、
１以上の識別された他のユーザに前記ソーシャルネットワーキングシステムを通じてつな
がっている２以上の識別されたユーザを含む、ステップと、
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　ユーザの前記候補グループに含められた前記ソーシャルネットワーキングシステムの第
１のユーザを識別するステップと、
　ユーザの前記候補グループの前記第１のユーザ以外の１以上のユーザが前記要求におい
て指定された前記期間内に前記広告を提示されたことを決定するステップと、
　前記決定に基づいて、前記第１のユーザに、表示するための前記広告を送信する、広告
送信ステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記要求に含められた指定された前記特徴を共有する対話は、前記広告に関連する場所
にチェックインすることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記要求に含められた指定された前記特徴を共有する対話は、前記広告に関連するイベ
ントに参加することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記要求に含められた指定された前記特徴を共有する対話は、前記広告に関連するイベ
ントへの参加を予定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記要求に含められた指定された前記特徴を共有する対話は、前記広告に関連する１以
上のキーワードを含むスレッドまたは投稿と対話することを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記要求に含められた指定された前記特徴を共有する対話は、前記ソーシャルネットワ
ーキングシステムに関連付けられた共通のオブジェクトと対話することを含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　前記オブジェクトは、前記広告に関連する画像を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記要求に含められた指定された前記特徴を共有する対話を行った前記ユーザは、一定
期間内に複数の共通の対話のうち１以上の対話を実行したことがある、つながっている複
数のユーザを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の共通の対話のうちの１以上は、前記広告に関連するオーディオオブジェクト
を聴くことを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記要求に含められた指定された前記特徴を共有する前記対話は、つながっている２以
上のユーザによって実行される複数の共通の対話のうち一連の１以上の対話を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ユーザの前記候補グループは、前記つながっているユーザ間の親密度に少なくとも部分
的に基づいて形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記グループは、前記つながっているユーザが共通の画像にタグ付けされているか否か
に少なくとも部分的に基づいて形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記グループは、前記つながっているユーザによって実行される共通の対話の複数の個
別タイプに少なくとも部分的に基づいて形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記グループは、一定期間に亘って複数の共通の対話のうち１以上の対話が出現する頻
度に少なくとも部分的に基づいて形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記グループは、前記グループに含まれるつながっているユーザの数に少なくとも部分
的に基づいて形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記グループは、前記つながっているユーザに関連付けられたアカウントのアクティビ
ティ閾値に少なくとも部分的に基づいて形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記広告送信ステップは、前記グループの最小数のユーザに前記広告を送信することを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記広告送信ステップは、１組のユーザに前記広告をプッシュ送信することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記広告送信ステップは、前記グループ内の別のユーザに前記広告が提供される期間に
基づいて前記広告を送信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記グループ内の別のユーザに前記広告が提供される期間が同時である、請求項１９に
記載の方法。
【請求項２１】
　前記グループ内の別のユーザに前記広告が提供された期間は、最小送達ウィンドウ内で
ある、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　ユーザの前記候補グループの１以上の他のユーザに前記広告が送信されたことを示す標
識を、前記広告に含めるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記グループの１以上のユーザについて、前記グループの各ユーザの観察された対話に
基づく役割を決定するステップと、
　前記役割に関連付けられた、カスタマイズされたコンテンツを受信するステップと、
　前記役割に関連付けられた前記グループのユーザに送信されるべき広告に、前記カスタ
マイズされたコンテンツを含めるステップと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　ユーザの前記候補グループの最小数のユーザが前記広告を閲覧したことを示す標識を受
信するとき、広告主からの支払いを受け取るステップをさらに含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項２５】
　ユーザの前記候補グループの前記最小数のユーザよりも多い数のユーザが前記広告を閲
覧したことを示す標識を受信するとき、前記広告主から増額分の支払いを受け取るステッ
プを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記広告は取引の申し出を含み、前記方法はさらに、
　前記グループの最小数のユーザによって前記取引が行われるとき、前記グループの前記
ユーザのための前記取引を有効にするステップを含み、有効化により、前記グループの前
記ユーザが、前記取引を購入できるようになる、請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　前記グループの１以上のユーザによる前記広告との対話を観察するステップと、
　前記広告との前記対話を観察することに応答して、前記グループのその他のユーザに、
前記対話を示す通知を送信するステップと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　ソーシャルネットワーキングシステムが、エッジストアを維持するステップであって、
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前記エッジストアは、前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザ間の複数のつな
がりについて記述する情報を含む、維持するステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、指定された期間内に前記ソーシャ
ルネットワーキングシステムのユーザのグループに広告を提供するための広告要求を受信
するステップであって、前記要求は、前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザ
の指定された特徴を備え、前記ユーザの候補グループは、つながりを共有する２以上のユ
ーザを含む、広告要求受信ステップと、
　前記ソーシャルネットワーキングシステムのユーザ間の１以上の対話を観察するステッ
プと、
　前記要求に含められた指定された前記特徴を有するユーザを識別するステップと、
　識別されたユーザ間の前記ソーシャルネットワーキングシステム内の１以上のつながり
を前記エッジストアから取り出すステップと、
　識別されたユーザからユーザの候補グループを選択するステップであって、識別された
前記ユーザは、１以上の他の識別されたユーザに前記ソーシャルネットワーキングシステ
ムを通じてつながっており、ユーザの前記候補グループは、１以上の識別された他のユー
ザに前記ソーシャルネットワーキングシステムを通じてつながっており、かつ、前記要求
に含められた指定された前記特徴を有する、２以上の識別されたユーザを含む、指定され
た前記特徴を有する、ステップと、
　ユーザの前記候補グループに属する前記ソーシャルネットワーキングシステムの第１の
ユーザを識別するステップと、
　ユーザの前記候補グループの前記第１のユーザ以外の１以上のユーザが前記要求におい
て指定された前記期間内に前記広告を提示されたことを決定するステップと、
　前記決定に少なくとも部分的に基づいて、前記ソーシャルネットワーキングシステムの
前記第１のユーザに、表示するための前記広告を送信するステップと
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ソーシャルネットワーキングシステムを通じて提供される広告に関し、詳細
には、グループに含まれるユーザ間のソーシャルネットワークにおける対話（社会的相互
作用）に基づいてソーシャルネットワーキングシステムのグループユーザに向けられた広
告に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広告収入は、ソーシャルネットワーキングシステムに対して重要な収入源を提供する。
有効かつ対象を絞った広告ほど、対象が広い広告と比較して、一般的に広告収入が大きく
なるのは、対象を絞った広告は通常、より関連があるものとして消費者に受け止められる
からである。また、より関連性の強い広告を提供することにより、広告の閲覧者が、提示
された商品またはサービスの購入者に転じる転換率を増加させることができる。
【０００３】
　広告の関連性を改善するため、広告主は、訪問したウェブサイトまたは閲覧したコンテ
ンツなどの消費者データを使用する。しかし、この手法ではしばしば、オンラインまたは
他の方法での消費者の購入決定に影響を及ぼす可能性がある他の力学を理解する上での手
掛かりを提供することができない。ユーザによる個々のオンライン購入アクティビティに
限定されるので、広告主には、消費者の購入決定プロセスに影響を及ぼす他の力学を活用
して、その広告の関連性を改善するのに十分な情報が欠けている。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに広告を提供
するための例示的なシステムのハイレベルブロック図。
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【図２】一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに広告を提供
するための例示的なシステムのネットワーク図。
【図３】一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに広告を提供
するための様々なモジュールを含む例示的なグループ化モジュールを示すハイレベルブロ
ック図。
【図４】一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに広告を提供
するための例示的なプロセスのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本開示の各実施形態は、ソーシャルネットワーキングシステムの関連するユーザのグル
ープを広告の対象とする。多くの場合で、特にユーザのグループにおけるつながり方に広
告が関連するとき、関連するユーザのグループに広告する方が、個人に広告するよりも有
効になることがある。たとえば、以前レストランにチェックインまたは訪問したことがあ
るユーザのグループに届けられるそのレストランのクーポンは、サービスと引き換えられ
る可能性がはるかに高い。
【０００６】
　一実施形態では、ユーザのグループを広告の対象とするために、ソーシャルネットワー
キングシステムは、広告をほぼ同時に受信するグループを指定するターゲティング基準を
受信する。ターゲティング基準を満たすソーシャルネットワーキングシステムのユーザの
グループを識別するために、ソーシャルネットワーキングシステムは、ソーシャルネット
ワーキングシステムのつながっているユーザの対話を観察する。つながっている対話する
ユーザであって、ターゲティング基準を満たすユーザは、グループに追加されてもよい。
ソーシャルネットワーキングシステムが、グループに含まれる１組のユーザに広告を提供
するのは、提供されるユーザはグループのメンバーだからである。
【０００７】
　動作中、ソーシャルネットワーキングシステムは、広告、およびその広告に関連付けら
れたターゲティング基準を受信してもよく、この基準は、広告を受信する対象とされたソ
ーシャルネットワーキングシステムのユーザのグループを定義する。たとえば、ターゲテ
ィング基準は、グループのつながっている少なくとも２人のユーザ間での共通の対話を指
定してもよい。ソーシャルネットワーキングシステムは、このソーシャルネットワーキン
グシステムのユーザ間の対話を観察し、この観察された対話が、つながっているユーザを
グループ化するための基礎を提供する。ターゲティング基準を満たす対話であって、観察
された対話のうちの１または複数に関っている、ソーシャルネットワーキングシステムの
１組のユーザについて、このソーシャルネットワーキングシステムはグループ内にこの１
組のユーザを含む。ソーシャルネットワーキングシステムは、グループに属している１組
のユーザに基づいて、そのグループ内の１組のユーザに広告を提供する。さらに、ソーシ
ャルネットワーキングシステムは、グループ内の別のユーザに広告が提供されると、グル
ープ内の各ユーザにその広告を提供する。
【０００８】
　本明細書に記載された特徴および利点は包括的なものではなく、とりわけ、各図面、明
細書、および特許請求の範囲に鑑み、多くのさらなる特徴および利点が当業者には明らか
であろう。さらに、明細書中に使用されている用語は、主として、読みやすさ、教示を目
的として選択されたものであって、発明性のある主題を詳述し、またはそれを限定するた
めに選択されたものではないことに留意されたい。
【０００９】
　各図は、例示だけの目的のために、本開示の様々な実施形態を示す。本明細書に記載の
各実施形態の原理から逸脱することなく、本明細書に示した構造および方法の代替実施形
態を利用してもよいことが、以下の議論から当業者には容易に理解されるであろう。
【００１０】
　概要
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　各実施形態は、ソーシャルネットワーキングシステムを使用して、このソーシャルネッ
トワーキングシステムにおいてつながっているユーザのグループに対して広告を提供し、
共通の対話を共有して広告の有効性を改善する。つながっているユーザ間の共通の対話な
ど、ソーシャルネットワーク上の（社会的な）要因を活用することにより、広告主は、そ
の広告の関連性を改善してもよい。グループ全体が特定の広告をほぼ同時に受信している
ことを、広告が各ユーザに伝えるとき、これが特に有効になることがある。また、これら
共通の対話に関連付けられた情報をさらに活用することにより、ソーシャルネットワーキ
ングシステムは、このようなグループにおいてユーザが演じる特定の役割により適した広
告を提供できる場合がある。
【００１１】
　各実施形態がソーシャルネットワーキングシステムのユーザに広告を提供する１つの方
式は、広告をほぼ同時に受信するグループを指定するターゲティング基準を受信すること
によるものである。広告を受信するソーシャルネットワーキングユーザのグループを広告
主がどのように定義してよいのかに柔軟性をもたせるため、ある一定のタイプの共通のつ
ながりを有する広い範囲のユーザを含むよう、ターゲティング基準を緩く定義してもよい
。共通のつながりには、他のつながりタイプの中で、友達、同僚、または家族が含まれ得
る。代替として、または追加的に、互いに、および／またはソーシャルネットワーキング
システム内のオブジェクトと対話した、つながっているユーザを含むよう、ターゲティン
グ基準を狭く定義してもよい。数百万ものつながっているソーシャルネットワーキングユ
ーザ間の対話に関連した情報をより活用することにより、ソーシャルネットワーキングシ
ステムは、非常に細かく詳細にユーザをグループ化してもよい。この情報を活用する広告
主は、特定のグループを正確に対象とする広告を展開してもよい。グループを定義する際
の精度が増すと、数百万ものソーシャルネットワーキングシステムユーザに、より関連性
の強い広告を提供する独自の能力を広告主が手にすることになる。
【００１２】
　動作中、ソーシャルネットワーキングシステムは、グループメンバーのそれぞれに、そ
の他のメンバーにも広告が提供されたことを通知するよう、グループのメンバーであるユ
ーザに広告を提供する。広告がグループに向けられたことをメンバーに通知すると、各グ
ループメンバーがその広告を関連があるものと認識する蓋然性が増すことになる。また、
広告がより関連性の高いものであるとグループメンバーは認識するので、広告主は、広告
に関連する提示された商品またはサービスを購入するグループメンバーに対する広告を閲
覧するグループメンバーの転換率を増大させることができる。さらに、グループを対象と
する広告を提供するソーシャルネットワーキングシステムは、特定の１組の特性を有する
ソーシャルネットワーキングユーザのグループを、広告主が広告の対象とすることにより
、広告収入が増加し、よって、恩恵を受ける。
【００１３】
　図１には、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザがグループのメンバーである
ことから、本発明により、そのユーザを広告の対象とするプロセスのハイレベルブロック
図を示す。例示的なソーシャルネットワーキングシステム１００は、このソーシャルネッ
トワーキングシステム１００に広告オブジェクト１０４を提供する広告主１０２を含む。
実施形態によっては、広告主１０２は、ソーシャルネットワーキングシステム１００に広
告オブジェクト１０４を直接提供してもよい。他の実施形態においては、広告主１０２は
、アドネットワークまたはアドエクスチェンジ（図示せず）を使用することにより、ソー
シャルネットワーキングシステム１００に広告オブジェクト１０４を間接的に提供しても
よい。
【００１４】
　広告オブジェクト１０４は広告を含んでもよい。広告は一般に、その通知の受信者に、
商品またはサービスに関する任意のアクションを行わせるように意図された任意の通知を
含む。実施形態によっては、広告は、取引の申し出を含んでもよい。たとえば、広告オブ
ジェクト１０４は、４人家族を含むグループに対する休日の写真撮影会の提供を含んでも
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よく、これは、２０１１年１１月９日の前に４人家族全員が一緒に写真家のスタジオにチ
ェックインするときに引き換えられてもよい。
【００１５】
　広告オブジェクト１０４はまた、ターゲティング基準１０６を含む。ターゲティング基
準１０６は、特定の広告を受信するように、ソーシャルネットワーキングシステムのつな
がっているユーザのグループの特性を指定する。この特性は、特定の対話に基づいてユー
ザら同士がつながっているユーザのグループを含んでもよい。たとえば、ターゲティング
基準１０６は、レストランなどの地理的な場所に、一緒に、個々に、または一定期間内に
、全員がチェックインしたソーシャルネットワーキングユーザを含んでもよい。ターゲテ
ィング基準１０６はまた、共通のイベントに参加する、または参加する予定を示すソーシ
ャルネットワーキングユーザを含んでもよい。イベントは任意のタイプのイベントを含ん
でもよく、２０１１年１０月２２日午前１１：００（太平洋標準時）にヘルブストシアタ
ー（Ｈｅｒｂｓｔ　Ｔｈｅａｔｒｅ）で開催されるサンフランシスコジャズフェスティバ
ルマチネ（Ｓａｎ　Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ　Ｊａｚｚ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ　Ｍａｔｉｎｅｅ
）第二部－バースオブザクール（Ｂｉｒｔｈ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｏｌ）への参加など、
具体的なイベントでもよい。他の実施形態では、イベントは、友達の家での集まりなど、
より一般的なものでもよい。ターゲティング基準１０６はまた、共通のオブジェクトと対
話するソーシャルネットワーキングユーザを含んでもよい。たとえば、共通のオブジェク
トとの対話には、つながっているソーシャルネットワーキングユーザと画像にタグ付けさ
れること、広告に関連する１または複数のキーワードを有する同一または同様のニュース
フィードアイテム、投稿、またはスポンサー付きの記事についての好みを示すことが含ま
れ得る。
【００１６】
　共通のオブジェクトとの対話には、同じ音楽もしくはアーティストを聴くこと、特定の
ビデオクリップを閲覧すること、またはオンラインゲームを楽しむことなど、同一または
同様のオーディオもしくはビデオのコンテンツオブジェクトを視ることも含まれ得る。他
の実施形態では、ターゲティング基準は、共通の対話が実行される特定のシーケンスを含
んでもよい。たとえば、広告主は、ソーシャルネットワーキングシステム１００にコンサ
ートの広告を提供し、全員が友達であり、過去１か月以内にアーティストの曲を聴いたこ
とがあり、または過去１年以内にそれぞれがそのコンサート会場でチェックインしたこと
がある、３人以上のユーザのグループをその広告の対象とするようソーシャルネットワー
キングシステム１００に指示してもよい。その実施形態に記述されているように、ターゲ
ティング基準はまた、１または複数の共通の対話を実行した、つながっているユーザの数
を含んでもよい。ソーシャルネットワーキングシステム１００により、ターゲティング基
準は、広告主が望むような特定の範囲または広い範囲とすることができるようになる。他
の実施形態では、広告主１０２は、ターゲティング基準１０６なしで広告オブジェクト１
０４を提供してもよい。その実施形態では、広告ターゲティングモジュール１１８が、広
告オブジェクト１０４のコンテンツを解析して、特徴としての対話のタイプおよび／また
はグループ内のユーザ間のつながりのタイプを使用してもよいファジーマッチングアルゴ
リズムに基づいて、ターゲティング基準を推測してもよい。
【００１７】
　グループ化モジュール１１４は、ユーザプロファイルオブジェクト１０８、エッジオブ
ジェクト１１０、およびコンテンツオブジェクト１１２から取り出されるソーシャルネッ
トワーキングシステム１００のユーザについての情報を解析して、ターゲティング基準１
０６を満たす共通の対話を共有するメンバーを含むと決定された、グループ化されたユー
ザプロファイルオブジェクト１１６を識別する。ターゲティングモジュール１１８は、グ
ループ化モジュール１１４によって識別された、グループ化されたユーザプロファイルオ
ブジェクト１１６を受信して、広告オブジェクト１０４内に組み込まれた広告を、グルー
プ化されたユーザプロファイルオブジェクト１１６内で識別されたユーザの１または複数
のグループに提供する。グループ化されたユーザプロファイルオブジェクト１１６は、ユ
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ーザのグループに対して所定のユーザの特定の役割を示す情報を含んでもよい。たとえば
、役割には、インフルエンサ、経済的意志決定者、イニシエータ、エンドユーザ、初期採
用者、購入者、または他のタイプの役割が含まれ得る。
【００１８】
　広告ターゲティングモジュール１１８は、ネイティブアプリケーションを実行する移動
体デバイス、移動体デバイスへのテキストメッセージ、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００の外部のシステムをホストとするウェブサイト、および、スポンサー付きの記
事、バナー広告、ページ投稿などソーシャルネットワーキングシステム１００上で利用可
能な広告配信機構を含む、ただしそれだけに限定されない様々なタイプの通信チャネルを
通じて、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザに広告を提供してもよい。
【００１９】
　システムアーキテクチャ
　図２には、一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに広告を
提供するための例示的なシステム２００のハイレベルネットワーク図を示す。このシステ
ム環境は、ソーシャルネットワーキングシステム１００に結合された１または複数のユー
ザデバイス２０２、およびネットワーク２０４を使用する外部ウェブサイト２１６を備え
る。例示的なシステム２００は、代替のトポロジーまたは構成で構築されてもよく、互い
に異なるモジュールおよび／または追加のモジュールを備えてもよい。
【００２０】
　ユーザデバイス２０２は、ネットワーク２０４を通じて、ユーザ入力を受信し、データ
を送受信することができる、１または複数のコンピューティングデバイスを備える。一実
施形態では、ユーザデバイス２０２は、たとえば、マイクロソフトウィンドウズ（登録商
標）互換のオペレーティングシステム（ＯＳ）、アップルＯＳ　Ｘ、および／またはリナ
ックス（登録商標）ディストリビューションを実行する、従来のコンピュータシステムで
ある。他の実施形態では、ユーザデバイス２０２は、携帯型情報端末（ＰＤＡ）、携帯電
話、スマートフォンなど、コンピュータ機能を有するデバイスとすることができる。ユー
ザデバイス２０２は、ネットワーク２０４を通じて通信するように構成される。ユーザデ
バイス２０２は、たとえば、ユーザデバイス２０２のユーザが、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００から広告を受信するか、または他の方法でソーシャルネットワーキン
グシステム１００と対話できるようにするブラウザアプリケーションなどのアプリケーシ
ョンを実行することができる。他の実施形態では、ユーザデバイス２０２は、ｉＯＳやＡ
ＮＤＲＯＩＤＴＭ（登録商標）など、このユーザデバイス２０２のネイティブオペレーテ
ィングシステム上で実行されるアプリケーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）
を通じて、ソーシャルネットワーキングシステム１００と対話する。
【００２１】
　一実施形態では、ネットワーク２０４は、標準の通信技術および／またはプロトコルを
使用する。したがって、ネットワーク２０４は、イーサネット（登録商標）、８０２．１
１ファミリー規格、ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイクロウェーブアク
セス（ＷｉＭＡＸ）、３Ｇ、４Ｇ、ＣＤＭＡ、デジタル加入者線（ＤＳＬ：ｄｉｇｉｔａ
ｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｌｉｎｅ）などの技術を使用する、有線および／または無線
リンクを含むことができる。同様に、ネットワーク２０４で使用されるネットワーキング
プロトコルは、マルチプロトコルラベルスイッチング（ＭＰＬＳ：ｍｕｌｔｉｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ　ｌａｂｅｌ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）、伝送制御プロトコル／インターネットプロ
トコル（ＴＣＰ／ＩＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ：ｕｓｅｒ　ｄａｔａ
ｇｒａｍ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ：ｈｙｐｅ
ｒｔｅｘｔ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、簡易メール転送プロトコル（Ｓ
ＭＴＰ：ｓｉｍｐｌｅ　ｍａｉｌ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、およびファ
イル転送プロトコル（ＦＴＰ：ｆｉｌｅ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を含む
ことができる。ネットワーク２０４上で交換されるデータは、ハイパーテキストマーク付
け言語ハイパーテキストマーク付け言語（ＨＴＭＬ）および拡張可能なマーク付け言語（
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ＸＭＬ）を含む技術ならびに／またはフォーマットを使用して表わされてもよい。さらに
、リンクの全てまたはリンクによっては、セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）、トランス
ポート層セキュリティ（ＴＬＳ）、インターネットプロトコルセキュリティ（ＩＰｓｅｃ
）など、従来の暗号化技術を使用して暗号化されてもよい。
【００２２】
　図２は、ソーシャルネットワーキングシステム１００のブロック図を含む。ソーシャル
ネットワーキングシステム１００は、ユーザプロファイルストア２０６、グループ化モジ
ュール１１４、広告ターゲティングモジュール１１８、ウェブサーバ２０８、アクション
ロガー２１０、コンテンツストア２１２、およびエッジストア２１４を備える。他の実施
形態では、例示的なソーシャルネットワーキングシステム１００には、様々なアプリケー
ション向けの、追加の、より少ない、または互いに異なるモジュールが含まれ得る。シス
テムの詳細を曖昧にしないよう、ネットワークインターフェース、セキュリティ機能、ロ
ードバランサ、フェールオーバサーバ、管理およびネットワーク操作コンソールなど、従
来の構成要素は図示していない。
【００２３】
　ウェブサーバ２０８は、ネットワーク２０４を通じて、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００を１または複数のユーザデバイス２０２にリンクし、ウェブサーバ２０８は
、ウェブページならびにＪａｖａ（登録商標）、Ｆｌａｓｈ、ＸＭＬなど他のウェブ関連
のコンテンツを提供する。ウェブサーバ２０８は、ソーシャルネットワーキングシステム
１００とユーザデバイス２０２の間で、たとえば、インスタントメッセージ、待ち行列型
メッセージ（たとえば電子メール）、テキスト、およびＳＭＳ（ショートメッセージサー
ビス）、または適切な他の任意のメッセージング技法を使用して交換されるメッセージな
どのメッセージを受信し、それを経路指定する機能を提供してもよい。ユーザは、たとえ
ば、コンテンツストア２１２に記憶されている画像またはビデオなどの情報をアップロー
ドする要求を、ウェブサーバ２０８に送信することができる。さらに、ウェブサーバ２０
８は、ＡＰＩ機能を提供して、ｉＯＳ、ＡＮＤＲＯＩＤＴＭ、ｗｅｂＯＳ、ＲＩＭ（登録
商標）など、ユーザデバイスのネイティブオペレーティングシステムに直接データを送信
してもよい。
【００２４】
　アクションロガー２１０は、ソーシャルネットワーキングシステム１００の内部および
／または外部で実行されるユーザアクションについて、ウェブサーバ２０８からの通信情
報を受信することができる。アクションロガー２１０は、ユーザアクションについての情
報をアクションログに入力して、ユーザアクションを追跡する。このようなアクションに
は、とりわけ、たとえば、その他のユーザとのつながりを追加すること、その他のユーザ
にメッセージを送信すること、その他のユーザがチェックインしたのと同じ場所にチェッ
クインすること、その他のユーザを含む画像にタグ付けまたはコメントすること、その他
のユーザからのメッセージを読むこと、その他のユーザとリンクを共有すること、その他
のユーザに関連付けられたコンテンツを閲覧すること、その他のユーザが投稿したイベン
トに参加することが含まれ得る。さらに、他のオブジェクトに関して記述される複数のア
クションが特定のユーザに向けられ、その結果、これらのアクションはそうしたユーザに
も関連付けられる。アクションロガー２１０はまた、提供された広告とのユーザの対話に
ついての情報をアクションログに記憶する。広告との対話には、広告を閲覧すること、画
像もしくはリンクをクリックすること、広告を共有すること、または広告に含まれる取引
を行うことが含まれ得る。
【００２５】
　アクションロガー２１０はまた、ユーザアクションに関連付けられたメタデータをアク
ションログに記憶してもよい。メタデータには、たとえば、アクションがいつ実行された
か、またはアクションがいつ実行されようとしているかに関連付けられた時間データ、お
よび、アクションが実行された場所またはアクションが実行されようとしている場所に関
連付けられた地理的データが含まれ得る。
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【００２６】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００によってアクションログを使用して、ソー
シャルネットワーキングシステム１００と情報を交換する外部ウェブサイト上のユーザの
アクションを追跡してもよい。たとえば、主にパーソナル移動体コンピューティングデバ
イスをバーゲン価格で販売する電子商取引ウェブサイトは、この電子商取引ウェブサイト
がソーシャルネットワーキングシステムのユーザを識別できるようにするソーシャルプラ
グインを通じて、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザを認識してもよい
。ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザは一意に識別可能なので、このパ
ーソナル移動体コンピューティングデバイスの再販業者などの電子商取引ウェブサイトは
、ユーザがそのウェブサイトを訪問するときに、これらのユーザについての情報を使用し
てもよい。アクションログは、閲覧履歴、クリックされた広告、購買アクティビティ、お
よび購入パターンを含め、これらユーザについてのデータを記録する。ソーシャルネット
ワーキングシステムの各ユーザについて記録された同様のデータをグループ化モジュール
１１４に提供して、外部ウェブサイトでのユーザの共通の対話に部分的に基づいて、それ
らユーザをグループ化してもよい。
【００２７】
　ユーザアカウント情報およびユーザの他の関連情報は、ユーザプロファイルオブジェク
ト１０８としてユーザプロファイルストア２０６に記憶される。ユーザプロファイルスト
ア２０６に記憶されたユーザプロファイル情報は、職務経験、学歴、性別、趣味または嗜
好、場所など、個人的、人口統計上、および他のタイプの記述的情報を含め、ソーシャル
ネットワーキングシステム１００のユーザについて記述する。ユーザプロファイルはまた
、たとえば、画像またはビデオなど、ユーザが提供する他の情報を記憶してもよい。実施
形態によっては、画像内に表示されているソーシャルネットワーキングシステム１００の
ユーザの識別情報を、ユーザの画像にタグ付けしてもよい。ユーザプロファイルストア２
０６はまた、アクションログ内に記憶され、コンテンツストア２１２内のオブジェクト上
で実行されるアクションへの参照を維持する。
【００２８】
　エッジストア２１４は、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のユーザと他の
オブジェクトとの間のつながりを記述する情報を、エッジオブジェクト１１０に記憶する
。エッジによってはユーザによって定義されてもよく、これにより、ユーザが他のユーザ
との自らの関係を指定できる。たとえば、ユーザは、友達、同僚、配偶者などユーザの実
生活での関係に相当する他のユーザとのエッジを生成してもよい。ソーシャルネットワー
キングシステム上のページに興味を示すこと、ソーシャルネットワーキングシステムの他
のユーザとリンクを共有すること、ソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザが
行った投稿にコメントすることなど、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム１０
０内のオブジェクトと対話するとき、他のエッジが生成される。エッジストア２１４は、
オブジェクト、興味の対象、および他のユーザについての親密度スコアなど、エッジにつ
いての情報を含むエッジオブジェクトを記憶する。ユーザが実行したアクションに基づい
て、ソーシャルネットワーキングシステム１００内のオブジェクト、興味の対象、および
他のユーザについてのユーザの親密度を見積もるため、ソーシャルネットワーキングシス
テム１００によって時間をかけて親密度スコアを計算することができる。一実施形態では
、ユーザと特定のオブジェクトとの間の複数の対話を、エッジストア２１４内の１つのエ
ッジオブジェクトに記憶してもよい。たとえば、マイルスデイヴィス（Ｍｉｌｅｓ　Ｄａ
ｖｉｓ）のアルバム「カインドオブブルー（Ｋｉｎｄ　ｏｆ　Ｂｌｕｅ）」からの複数の
曲を再生するユーザは、それらの曲については複数のエッジオブジェクトを有してもよい
が、マイルスデイヴィスについてはエッジオブジェクトを１つだけ有してもよい。
【００２９】
　一実施形態では、グループ化モジュール１１４は、コンテンツストア２１２に記憶され
た広告オブジェクト１０４に含まれるターゲティング基準１０６を受信する。ユーザプロ
ファイルストア２０６から取り出されるユーザプロファイルオブジェクト１０８、エッジ
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ストア２１４から取り出されるエッジオブジェクト１１０、およびコンテンツストア２１
２から取り出されるコンテンツオブジェクト１１２から、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００のユーザについての情報を使用して、グループ化モジュール１１４は、任意
の共通のつながりを有する、またはターゲティング基準１０６において指定された特定の
グループのユーザであると各ユーザを識別する任意の方式で対話したユーザのグループを
形成してもよい。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、任意の場所
に以前チェックインしたことがあるユーザの仲間を広告の対象とするなどの要求を広告主
から受信してもよく、または、より一般には、この要求は、ソーシャルネットワーキング
システム１００において、任意のエッジ、もしくは任意のノードとの対話、もしくはオブ
ジェクトを識別してもよい。グループ化１１４を使用して、次いで、ソーシャルネットワ
ーキングシステム１００は、その場所で一緒にチェックインアクションを実行したことが
ある（または、別のユーザによってチェックインされたことがある）ユーザのグループを
識別する。すなわち、グループ化モジュール１１４は、所定のつながり方の仲間を広告の
対象とするなどの広告要求において指定されたアクションを実行したことがあるユーザの
グループを見つける。実施形態によっては、広告主によって指定されたアクションは、必
ずしもオブジェクトを含まなくてもよい。たとえば、地域のマラソンを広告募集するため
、「走る」のようなアクションを定義することによる、一緒に「走った」ことがあるユー
ザのグループに対する要求であってもよく、ここで、ユーザは他のユーザをそのアクショ
ンにタグ付けすることができる。
【００３０】
　広告ターゲティングモジュール１１８は、ソーシャルネットワーキングシステム１００
のユーザの特定のグループを対象とした広告向けのターゲティング基準を受信してもよい
。前述の通り、ターゲティング基準１０６に記述されたグループは、全員が友達で、過去
１か月以内に特定のアーティストの曲を聴いたことがあり、または、過去１年以内に、そ
れぞれそのコンサート会場で（一緒にもしくは個々に）チェックインしたことがある、４
人以上のユーザであってもよい。広告ターゲティングモジュール１１８は、広告のターゲ
ティング基準１０６に基づいて、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザの
特定のグループに対して広告を提供する。一実施形態では、ターゲティング基準１０６は
、広告用に受信されて、グループ化モジュール１１４によって処理されてもよい。グルー
プ化モジュール１１４が、ターゲティング基準１０６を満たすソーシャルネットワーキン
グシステム１００のユーザの１または複数のグループを形成した後、広告ターゲティング
モジュール１１８は、その識別されたユーザのグループに対して広告を提供してもよい。
【００３１】
　一般に、広告ターゲティングモジュール１１８は、グループ化モジュール１１４によっ
て形成されたグループ内の所定のユーザが広告を受信した時点で、そのグループ内の１組
のユーザに広告を提供する。１組のユーザに含まれるユーザの数は、最小数または広告を
受信するグループメンバーの数値範囲として、ターゲティング基準において定義されても
よい。あるいは、１組のユーザに含まれるユーザの数は、グループ化モジュール１１４な
ど、ソーシャルネットワーキングシステム１００によって決定されてもよい。
【００３２】
　ソーシャルネットワーキングシステムに関連付けられたウェブページに１組のユーザの
うち１または複数がアクセスしたことを示す標識を広告ターゲティングモジュール１１８
が受信するとき、広告ターゲティングモジュール１１８は、グループの１組のユーザに広
告を提供してもよい。広告とともに、広告ターゲティングモジュール１１８は、特定の１
組のユーザに広告が送信されたことを示す標識を、この１組のユーザに提供してもよい。
たとえば、この標識は、１組のユーザのうちその他のユーザを、ユーザの識別情報を示す
ユーザの名前、スクリーンネーム、または他の特性によって識別してもよい。実施形態に
よっては、広告は、広告内に「いいね」、「共有」、または「コメント」を行うためのイ
ンターフェースを含んでもよい。次いで、これらのアクションは、グループ内のその他の
ユーザに通知されてもよい。このインターフェースを設けることにより、ソーシャルネッ
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トワーキングシステム１００は、広告へのアクションについてグループと会話を開始する
ことができ、これにより、広告における視聴者／グループのコミュニケーションをより効
果的にすることができる。
【００３３】
　代替として、または追加的に、広告ターゲティングモジュール１１８は、５～２０ミリ
秒の範囲内、またはネットワーク２０４を通じてユーザデバイス２０２にコンテンツを提
示するのに適した他の最小送達ウィンドウ内で１組のグループメンバーに広告を提供する
など、ほぼ同時にグループの各メンバーに広告を提示するのに適した方式で、ターゲティ
ング基準１０６において指定されたグループの各メンバーに広告を提供してもよい。他の
実施形態では、広告ターゲティングモジュール１１８は、グループの各メンバーに同時に
広告を提供してもよい。他の実施形態では、広告ターゲティングモジュール１１８は、電
子メールまたはテキストメッセージングなどのプッシュ技術を使用して、ターゲティング
基準１０６において指定されたグループの各メンバーに広告を提供してもよい。
【００３４】
　広告収入モジュール２１８は、広告を提供することに関連した、広告主から受け取った
支払いを管理してもよい。一実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００
は、特定の広告が提供された特定グループのユーザの数に部分的に基づいて、広告主に請
求してもよい。たとえば、２０１１年の大晦日のラスベガスでの取引についての広告の対
象を定めるに際し、広告主は、ターゲティング基準１０６において、最少６人のユーザを
有し、各グループメンバーが少なくとも３人の他のグループメンバーと友達であり、過去
３年以内に、大晦日にラスベガスの特定のホテルにチェックインしたことがあるグループ
を指定してもよい。この例では、広告収入モジュール２１８は、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００を使用して広告にアクセスした提供ユーザの数に部分的に基づいて、
広告を提供する際の価格付けを決定してもよい。たとえば、広告収入モジュール２１８は
、広告にアクセスしたグループ内の提供ユーザの最小数に基づいて第１の価格付けレベル
を設定し、提供ユーザの数がターゲティング基準１０６で指定された最小数を超えるとき
、第２の価格付けレベルを設定してもよい。第２の価格付けレベルについて、広告収入モ
ジュール２１８は、提供ユーザの数が広告にアクセスした提供ユーザの最小数を超えるの
に基づいて徐々に上げるよう第２の価格付けレベルを調整してもよい。結果として、広告
主は、特定のグループを対象とした広告が、実際に最小数のグループメンバーによってほ
ぼ同時にアクセスされるときに基づいて請求されることから恩恵を受ける。
【００３５】
　ソーシャルネットワーキングシステムを使用したグループ形成
　図３には、一実施形態による、例示的なグループ化モジュール１１４を示すハイレベル
ブロック図を示す。グループ化モジュール１１４は、データ収集モジュール３００、対話
履歴解析モジュール３０２、対話推測モジュール３０４、およびグループ形成モジュール
３０６を備える。各モジュールは、互いに連動してまたは独立して動作して、ターゲティ
ング基準１０６を満たすソーシャルネットワーキングユーザのグループを形成してもよい
。
【００３６】
　データ収集モジュール３００は、広告オブジェクト１０４に含まれるターゲティング基
準１０６で指定されたグループ特性に関して、ユーザについての情報を取り出し、この情
報には、ユーザプロファイルオブジェクト１０８、エッジオブジェクト１１０、およびコ
ンテンツオブジェクト１１２からの情報が含まれる。データ収集モジュール３００は、ユ
ーザプロファイルオブジェクト１０８を取り出してもよい。前述の通り、ユーザプロファ
イルオブジェクト１０８はまた、アクションログに記憶され、ターゲティング基準１０６
に記述されている広告に関連するコンテンツストア２１２内のオブジェクト上で実行され
るアクションへの参照を含む。ターゲティング基準１０６に記述された広告に関連するユ
ーザプロファイルオブジェクト１０８は、その広告に関連する１または複数のキーワード
を含むコンテンツ投稿を含んでもよい。このようなコンテンツ投稿は、たとえば、状況更
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新、コメント、または写真のアップロードを含んでもよい。ターゲティング基準１０６に
記述された広告に関連するユーザプロファイルオブジェクト１０８はまた、ターゲティン
グ基準１０６に記述された広告に関連する、つながっているユーザの時間要素、地理的な
場所要素、および概念的要素を有するオブジェクトを含んでもよい。
【００３７】
　対話履歴解析モジュール３０２は、データ収集モジュール３００が提供する取り出され
たユーザプロファイルオブジェクト１０６に関連付けられた、つながっているユーザ間の
過去における共通の対話を解析する。一実施形態では、つながっているユーザ間での共通
の対話の履歴は、対話推測モジュール３０４とともに対話履歴解析モジュール３０２によ
って解析されて、つながっている特定のユーザが、後日、広告に関連する特定の共通対話
を実行するか否かの蓋然性を決定してもよい。
【００３８】
　グループ形成モジュール３０６は、アクションロガー２１０によって観察された、ター
ゲティング基準１０６を満たす１または複数の対話に関った、１組または複数組のつなが
っているユーザを含むグループを形成する。データ収集モジュール３００から収集された
データは、グループ形成モジュール３０６に提供されて、つながりのタイプ、およびグル
ープ内に含まれる１組のユーザ間で共有された共通の対話のタイプに関連する広告をグル
ープとして受信する対象とされたソーシャルネットワーキングユーザの１または複数のグ
ループを形成してもよい。
【００３９】
　つながりのタイプに基づいてグループを形成するために、グループ化モジュール３０６
は、つながっているユーザの間の親密度を解析してもよい。エッジオブジェクト１１０か
らの親密度情報を使用して、グループ化モジュール３０６は、それぞれのつながりの強さ
に部分的に基づいて、つながっているユーザをグループ化してもよい。そうすることによ
り、グループ化モジュール３０６は、相互に様々な強さのつながりを有するユーザを含む
グループを形成してもよい。他の実施形態では、つながっているユーザをグループ化する
のに、グループ化モジュール３０６が親密度情報を使用しなくてもよい。たとえば、場合
によっては、あるソーシャルネットワーキングユーザは、そのネットワーキングユーザが
「友達」としてつながっている他のソーシャルネットワーキングユーザとの親密度が非常
に低い場合がある。しかし、これらのソーシャルネットワーキングユーザは、過去におい
てコンサートに一緒に参加したことがあり、共通の興味の対象があることを示している。
この共通の興味の対象を、コンサートで演奏したバンドからの新しいコンパクトディスク
（ＣＤ）向けの広告の対象とする要求に基づいて、グループ化モジュール３０６が、これ
らのユーザを一緒にグループ化するための基礎を提供してもよい。そうすることにより、
音楽の好みに基づいてつながっている親密度が非常に低いソーシャルネットワーキングの
友達は、やはり、グループとしてＣＤの広告を受信することになり、その結果、友達同士
がそのＣＤについて会話することもできる。他の実施形態では、グループ化モジュール３
０６は、つながっているユーザが共通の画像にタグ付けされているか否かに部分的に基づ
いてグループを形成してもよい。代替として、または追加的に、グループ化モジュール３
０６は、つながっているユーザが実行する共通の対話の複数の個別タイプに基づいてグル
ープを形成してもよい。たとえば、グループ化モジュール３０６は、１１月から１２月に
かけてクルーズ船に乗ってカリブ海に旅行することに関心がある、６歳以下の子どもがい
る４人家族を対象とする広告を記述するターゲティング基準１０６を含むオブジェクト１
０４を受信してもよい。この広告オブジェクト１０４を受信することに応答して、グルー
プ化モジュール３０６は、米国南東部に住み、少なくとも２人の４歳～６歳の子どもがお
り、カリブ海クルージング旅行に関連するウェブサイトにアクセスしたことがあり、以前
クルーズ船で旅行したことがあり、クルーズ船で旅行する考えがあることを投稿で示した
ことがあり、１１月または１２月の休暇中に撮影された画像にタグ付けされたことがある
、既婚ユーザを含むグループを形成してもよい。他の実施形態では、グループ化モジュー
ル３０６はまた、所定の一定期間に亘る複数の共通の対話のうち１または複数の対話が出
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現する頻度に部分的に基づいて、グループを形成してもよい。グループを形成するために
グループ化モジュール３０６が考慮する他の要因および／または情報は、それだけには限
られないが、つながっているユーザの特定の数もしくは数値範囲、またはソーシャルネッ
トワーキングシステムでのアクティビティを示す標識を含む。たとえば、ソーシャルネッ
トワーキングシステムでのアクティビティを示す標識は、２４時間、１週間、および１か
月の間にどれくらい頻繁にユーザがソーシャルネットワーキングシステムを使用するか、
ならびに、それぞれの使用中、どれくらい長くユーザがソーシャルネットワーキングシス
テムを使用するかに関連するアクティビティ閾値によって表されてもよい。
【００４０】
　図４には、一実施形態による、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに広告を
提供するための例示的なプロセス４００のフローチャートを示す。ソーシャルネットワー
キングシステム１００は、広告を受信し（４１０）、この広告が対象とすべきソーシャル
ネットワーキングユーザのグループを記述するターゲティング基準１０６を受信する（４
２０）。前述の通り、ターゲティング基準１０６に含まれるグループの定義は、任意の共
通のつながりのタイプ、および／またはグループ内のユーザ間の共通の対話を指定する。
実施形態によっては、共通の対話には、広告に関連する場所に、一緒に、個別に、または
別のユーザがその場所にチェックインしてから所定の期間内にチェックインすることが含
まれ得る。
【００４１】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザ間の対話は観察される（４３０）
。たとえば、対話には、とりわけ、その他のユーザにメッセージを送信すること、その他
のユーザを含む画像にタグ付けまたはコメントすること、その他のユーザからのメッセー
ジを読むこと、その他のユーザとリンクを共有すること、その他のユーザに関連付けられ
たコンテンツを閲覧すること、その他のユーザによる投稿に含まれるイベントに、つなが
っている別のユーザを招待することなど、ソーシャルネットワーキングシステム１００の
内部または外部のアクションが含まれ得る。他の実施形態では、共通の対話には、つなが
っている別のユーザが推薦する広告を閲覧すること、およびつながっている別のユーザと
広告を共有することなど、広告との対話も含まれ得る。
【００４２】
　ソーシャルネットワーキングシステム１００のつながっているユーザ間の対話が観察さ
れた後、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、ターゲティング基準１０６を満
たす観察された対話に関った、ソーシャルネットワーキングシステムの１組のユーザを含
むグループを形成する（４４０）。つながりのタイプに基づいてグループを形成するため
、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、ユーザ間のつながりのタイプ、および
つながっているユーザ間で共有された対話を解析する。ターゲティング基準を満たす共通
の対話を有するつながっているユーザは、１または複数のグループに含まれる。つながっ
ているユーザ間の共通の対話は、つながっているユーザが、広告の主題に関連するように
グループとして人と交わることを示す標識として、ソーシャルネットワーキングシステム
によって使用されてもよい。また、広告は、音楽コンサートに一緒に参加する友達、休暇
の目的地まで一緒に旅行する家族、またはスポーツイベントに参加するビジネスの専門家
など、人々のグループを対象とするので、広告の有効性は、広告を受信するグループの特
定の特性に影響される可能性がある。他の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシ
ステム１００は、このソーシャルネットワーキングシステム１００との特定のユーザのア
クティビティレベルを示す標識に基づいてグループを形成してもよい。たとえば、１週間
に１回未満の頻度でソーシャルネットワーキングシステム１００にアクセスするユーザは
、アクティビティレベルがアクティビティ閾値未満であるとしてソーシャルネットワーキ
ングシステム１００に認識されることがある。ソーシャルネットワーキングシステム１０
０にたまにしかアクセスしないユーザは、ソーシャルネットワーキングシステム１００を
使用して提供される広告にアクセスする可能性が低くなることがある。しかも、以前に論
じた通り、グループに含まれるユーザ間で共通の対話が共有されているために、そのグル
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ープを対象とする広告は、特に、グループ全体がその広告にアクセスしたことを広告が各
ユーザに伝えるときに効果的になる可能性がより高い。また、したがって、ソーシャルネ
ットワーキングシステム１００は、アクティビティ閾値未満のアクティビティレベルを有
するソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザをグループ内に含むことから除
外して、提供された広告がグループに含まれる全てのユーザにアクセスされる蓋然性を改
善してもよい。
【００４３】
　１または複数のグループを形成した後、ソーシャルネットワーキングシステム１００は
、広告オブジェクト１０４に含まれる広告をグループのメンバーに提供する（４５０）。
広告の有効性を改善するため、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、グループ
に含まれるユーザの最小セットに広告を提供し、同時に、その広告がユーザの最小セット
に提示されたことを通知する。たとえば、実施形態によっては、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１００は、グループ内の別のユーザに広告が提供された時点、または、１組
のユーザのうち１または複数がソーシャルネットワーキングシステム１００に関連付けら
れたウェブページにアクセスしたことを示す標識をソーシャルネットワーキングシステム
１００が受信した時点で、１組のユーザに広告を提供する。他の実施形態では、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１００は、ほぼ同じ時点で、同時に、またはグループに含ま
れる最大数のユーザに広告を確実に提示するのに適した他の任意の方式で、グループの各
メンバーに広告を提供してもよい。
【００４４】
　他の実施形態では、提供された広告は、この提供された広告にアクセスしたソーシャル
ネットワーキングユーザのグループによって行われる取引の申し出を含んでもよい。その
ような取引は、グループに含まれる最小数のユーザが、広告主および／またはソーシャル
ネットワーキングシステム１００によって指定された期間内に取引を行うときに有効にさ
れてもよい。有効にされると、ソーシャルネットワーキングシステム１００のユーザは、
その取引に関連付けられた商品またはサービスを購入することができる。
【００４５】
　他の実施形態では、ソーシャルネットワーキングシステム１００は、グループ内のユー
ザの役割にカスタマイズされた情報とともに、グループに含まれるユーザに広告を提供し
てもよい。たとえば、新学期用の衣類についての広告は、父親、母親、および年齢範囲が
８歳～１３歳の娘を含み、特定の小売業者が提供する新学期用の衣類へのリンクを共有し
た家族を対象としてもよい。ソーシャルネットワーキングシステム１００上での父親と、
母親と、娘との間の対話に関する、ソーシャルネットワーキングシステム１００が取り込
んだ履歴情報は、グループに含まれるユーザの役割を次のように示されてもよい。すなわ
ち、母親が経済的な意志決定者であり、父親が購入者であり、娘がインフルエンサである
。したがって、ソーシャルネットワーキングシステムは、グループに含まれるユーザの定
義した役割に対してカスタマイズされた情報とともに、グループに対して広告を提供して
もよい。たとえば、父親の広告に含まれるカスタマイズされた情報は、購入の容易さを強
調し、母親の広告に含まれるカスタマイズされた情報は、価値に焦点を当て、娘の広告に
含まれるカスタマイズされた情報は、彼女の人口統計調査に対する最新ファッショントレ
ンドを反映した利益率のより高い商品を推薦する。
【００４６】
　要約
　各実施形態の前述の説明は、例示するために提示されたものであり、全てを網羅するも
のではなく、または開示された厳密な形態に本開示を限定するものでもない。上記開示に
照らして、多くの修正形態および変形形態が可能になることが、当業者には理解されるで
あろう。
【００４７】
　この説明のある部分では、情報操作のアルゴリズムおよび象徴的表現について、各実施
形態が説明してある。これらアルゴリズムの説明および表現は、データ処理技術の当業者
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の操作は、機能的、計算的、または論理的に説明されており、コンピュータプログラムま
たは同等な電気回路、マイクロコードなどによって実装されるものと理解される。さらに
、一般性を失うことなく、モジュールとしての操作のこれら構成に言及することも、時と
して好都合であることが分かってきている。記述された操作、およびそれに関連するモジ
ュールは、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの任意の組合せ
により実施されてもよい。
【００４８】
　本明細書に記載のステップ、操作、またはプロセスのいずれも、１もしくは複数のハー
ドウェアまたはソフトウェアモジュール単独で、または他の装置との組合せにより、実行
または実装されてもよい。一実施形態では、ソフトウェアモジュールは、コンピュータプ
ログラムコードを含むコンピュータ読取り可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製
品で実装され、このコンピュータプログラムコードは、説明したステップ、操作、もしく
はプロセスのうちのいずれかまたはその全てを実行するためのコンピュータプロセッサに
よって実行される。
【００４９】
　各実施形態はまた、本明細書における操作を実行するための装置に関する。この装置は
、要求された目的のために特別に構成してもよく、かつ／または、コンピュータに記憶さ
れたコンピュータプログラムによって選択的に作動され、もしくは再構成された汎用のコ
ンピューティングデバイスを備えてもよい。このようなコンピュータプログラムは、持続
的な有形のコンピュータ読取り可能な記憶媒体、または電子的な命令を記憶するのに適し
ており、コンピュータのシステムバスに結合されてもよい任意のタイプの媒体に記憶して
もよい。さらに、本明細書で言及する任意のコンピューティングシステムは、単一のプロ
セッサを備えてもよく、またはコンピューティング能力を増大させるために複数プロセッ
サの設計を採用するアーキテクチャでもよい。
【００５０】
　各実施形態はまた、本明細書に記載のコンピューティングプロセスによって製造される
製品に関する。このような製品は、コンピューティングプロセスから得られる情報を含ん
でもよく、ここで、この情報は、持続的な有形のコンピュータ読取り可能な記憶媒体に記
憶され、任意の実施形態のコンピュータプログラム製品、または本明細書に記載の他のデ
ータの組合せを含んでもよい。
【００５１】
　最後に、本明細書中に使用されている用語は、主として、読みやすく、また指示するた
めに選択されたものであって、発明性のある主題を詳述し、またはそれを限定するために
選択されたものでなくてもよい。したがって、各実施形態の範囲は、この詳細な説明によ
って限定されるものではなく、本発明に基づいて明細書に記載される任意の請求項によっ
て限定されるものである。したがって、各実施形態の開示は、例示的なものであり、本開
示の範囲を限定するものではなく、以下の特許請求の範囲に記載される。
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