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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
方法であって、
プロセッサが、オンラインシステムのユーザに提示される広告との相互作用についての
記述を、コンピュータ機器を介して、前記オンラインシステムの前記ユーザに関連するユ
ーザ識別情報を含むクッキーであって、コンピュータシステムに格納されたクッキーから
受信し、
前記プロセッサが、前記クッキーに含まれる前記ユーザ識別情報から、前記オンライン
システムによって維持される前記ユーザのユーザプロファイルを識別し、
前記プロセッサが、前記オンラインシステムのユーザに提示される前記広告との前記相

10

互作用についての前記記述を、前記コンピュータ機器を介して前記ユーザプロファイルに
格納し、
前記プロセッサが、前記オンラインシステムの前記ユーザに提示される広告との相互作
用であって、ソーシャルネットワーキングシステムの一ユーザに関連するとともに前記オ
ンラインシステムに関連するモバイル機器上で動作するアプリケーションによって提供さ
れるユーザ識別情報を含む前記相互作用を、モバイル機器を介して受信し、
前記プロセッサが、前記オンラインシステムによって維持される前記ユーザの前記ユー
ザプロファイルを、前記アプリケーションによって提供されるユーザ識別情報から識別し
、
前記プロセッサが、前記オンラインシステムのユーザに提示される前記広告との前記相
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互作用についての前記記述を、前記モバイル機器を介して前記ユーザプロファイルに格納
し、
前記プロセッサが、前記ユーザに対する追加の広告のリクエストであって、前記ユーザ
識別情報を含むリクエストをリクエスト元の機器から受信し、
前記プロセッサが、前記ユーザプロファイルに格納された相互作用の記述から、前記ユ
ーザが相互作用した広告を識別し、
前記プロセッサが、前記ユーザが相互作用した当該識別された広告に少なくとも部分的
に基づいて、前記追加の広告を選択し、
前記プロセッサが、当該選択された広告を、前記ユーザへの提示のために前記リクエス
ト元の機器に供給することを備え、
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前記ユーザが相互作用した前記識別された広告に少なくとも部分的に基づいて前記追加
の広告を選択することは、前記ユーザが以前に相互作用したことのない広告を選択するこ
とを含む、方法。
【請求項２】
前記コンピュータ機器を介して前記オンラインシステムの前記ユーザに提示される広告
との前記相互作用についての記述は、前記コンピュータ機器を介して前記オンラインシス
テムの前記ユーザに提示される前記広告と、前記コンピュータ機器が当該コンピュータ機
器を介して前記オンラインシステムの前記ユーザに提示される前記広告との前記相互作用
に用いられた旨の指標と、前記コンピュータ機器を介して前記オンラインシステムの前記
ユーザに提示される前記広告との相互作用の時刻とを識別するものである、請求項１に記
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載の方法。
【請求項３】
前記追加の広告のリクエストは、当該追加の広告を提示する機器の種類を含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
前記機器の種類は、モバイル機器であるかまたはコンピュータ機器である、請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
前記ユーザが相互作用した前記識別された広告に少なくとも部分的に基づいて前記追加
の広告を選択することは、追加広告を提示する機器の種類とは異なる種類の機器を用いて
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、現時刻から閾値時間を超えて前記ユーザに提示される広告を選択することを含む、請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
方法であって、
プロセッサが、オンラインシステムからユーザに提示される複数の広告との複数の相互
作用を、複数種類のコンピュータ機器から受信し、一広告との各相互作用は、前記ユーザ
に関連するユーザ識別情報と、当該相互作用が行われたコンピュータ機器に関連する種類
とを含むものであり、
前記プロセッサが、前記ユーザに関連するユーザプロファイルを前記オンラインシステ
ムによって読み出し、
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前記プロセッサが、前記ユーザが相互作用した複数の広告を識別する複数の記述を前記
ユーザプロファイルに格納し、
前記プロセッサが、前記ユーザに対する追加の広告のリクエストであって、前記ユーザ
識別情報を含むリクエストをリクエスト元の機器から受信し、
前記プロセッサが、前記ユーザプロファイルから前記ユーザが相互作用した複数の広告
を識別し、
前記プロセッサが、前記ユーザが相互作用した当該識別された広告に少なくとも部分的
に基づいて、前記追加の広告を選択し、
前記プロセッサが、当該選択された広告を、前記ユーザへの提示のために前記リクエス
ト元の機器に供給することを備え、
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前記ユーザが相互作用した前記識別された広告に少なくとも部分的に基づいて前記追加
の広告を選択することは、前記リクエストに含まれる種類のアプリケーションを用いて前
記ユーザが以前に相互作用したことのない広告を選択することを含む、方法。
【請求項７】
一記述は、前記ユーザが当該記述によって識別される一広告と相互作用した際の一コン
ピュータ機器に関連する種類を更に識別するものである、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記種類は、前記記述によって識別される前記広告に一モバイル機器を用いて相互作用
した前記ユーザかどうかを識別するものである、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
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一記述は、広告、当該広告と相互作用するのに用いられた機器の種類、及び、当該広告
に前記ユーザが相互作用した時刻を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
前記追加の広告のリクエストは、当該追加の広告を提示する機器の種類を含む、請求項
９に記載の方法。
【請求項１１】
前記ユーザが相互作用した前記識別された広告に少なくとも部分的に基づいて前記追加
の広告を選択することは、追加広告を提示する機器の種類とは異なる種類の機器を用いて
、現時刻から閾値時間を超えて前記ユーザに提示される広告を選択することを含む、請求
項１０に記載の方法。
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【請求項１２】
一記述は、前記ユーザが当該記述によって識別される一広告と相互作用した際のアプリ
ケーションの種類を更に識別するものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
前記追加の広告のリクエストは、当該追加の広告を提示するアプリケーションの種類を
含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
方法であって、
プロセッサが、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザに提示される複数の広告
との複数の相互作用を複数種類のコンピュータ機器から受信し、一広告との各相互作用は
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、前記ユーザに関連するユーザ識別情報と、当該相互作用が行われたコンピュータ機器に
関連する種類とを含むものであり、
前記プロセッサが、前記ユーザに関連するユーザプロファイルを前記ソーシャルネット
ワーキングシステムによって読み出し、
前記プロセッサが、前記ユーザが相互作用した複数の広告を識別する複数の記述を前記
ユーザプロファイルに格納し、一記述は、一広告と、当該広告と相互作用するために用い
られたコンピュータ機器に関連するタイプとを識別するものであり、
前記プロセッサが、前記ユーザに対する追加の広告のリクエストであって、前記ユーザ
識別情報を含むリクエストをリクエスト元の機器から受信し、
前記プロセッサが、前記ユーザプロファイルから前記ユーザが相互作用した複数の広告
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を識別し、
前記プロセッサが、識別された広告以外の広告を選択し、
前記プロセッサが、当該選択された広告を、前記ユーザへの提示のために前記リクエス
ト元の機器に供給することを備え、
前記識別された広告以外の広告を選択することは、前記リクエストに含まれる種類のア
プリケーションを用いて前記ユーザが以前に相互作用したことのない広告を選択すること
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本開示は広告に関し、特に多種類機器を介するオンラインシステムのユーザ用の広告を
選択し、そうした広告に対するユーザ相互作用のトラッキングに関する。
【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等のオンラインシステムの重要な収
入源である。ユーザが広告に相互作用しやすくしてオンラインシステムに収入をもたらす
ために、広告に対するユーザの以前の相互作用が広告の選択に用いられる。あるエンティ
ティに関連した広告にユーザが相互作用すると、そのユーザがそのエンティティに関連す
る別の広告に相互作用する可能性は高くなることから、そのユーザには同じエンティティ
に関連する別の広告が提示されやすくなっている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかし、多種類機器を使ってコンテンツに相互作用するユーザが増えている。たとえば
、スマートフォン等の他の機器と同様、デスクトップコンピュータからソーシャルネット
ワーキングシステムにユーザがアクセスすることもある。従来の広告選択技術は、様々な
機器を介するユーザ相互作用を検討していない。たとえば、デスクトップコンピュータに
表示される広告とのユーザ相互作用は、モバイル機器を介して提示される広告の選択に用
いられない。このため、異なる機器を介して繰り返し広告がユーザに表示される可能性が
高くなり、広告を提供するオンラインシステムへの潜在的収入が低下する。同様に、複数

20

機器を使う同じユーザを識別できないことから、広告に対する印象やコンバーションなど
の、広告に対する複数機器からのユーザ相互作用をトラッキングすることはできない。
【０００４】
更に、モバイル機器にあるネイディブアプリケーションはクッキーを維持しないか、あ
るいは当該モバイル機器に対するユーザ活動をトラッキング及び分析するための類似機能
を持たない。モバイル機器にあるウェブブラウザがユーザのブラウジング履歴をトラッキ
ングするクッキーを維持するとしても、そのモバイル機器にある従来のネイティブアプリ
ケーションはそうしたクッキーにはアクセスできず、広告選択のために当該ネイティブア
プリケーションが利用できる情報は限定される。このことは、ユーザがコンテンツに相互
作用するのに用いるモバイル機器や他の機器のための広告選択に用いられるネイティブア
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プリケーションを介して広告に相互作用する能力を制限する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本開示の実施形態は、ユーザへ広告を提示する時に多種類の機器から受信した広告に対
するユーザ相互作用をソーシャルネットワーキングシステム等のオンラインシステムが考
慮できるようにする。ユーザがモバイル機器とコンピュータ機器（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）のような多種類の機器から広告に相互作用すると、オ
ンラインシステムは、多種類の機器から受信した広告に対する交互作用同士を関連付ける
ことにより、異なる種類の機器を用いて同じ広告又は類似の広告がユーザに提示される可
能性を減少させる。広告に対する相互作用には、ユーザプロファイルを読み出すためにオ
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ンラインシステムによって使用されるユーザ識別情報を含む。ユーザプロファイルには、
ユーザが相互作用した広告についての記述が格納される。
【０００６】
コンピュータ機器を用いてユーザが広告に相互作用すると、ユーザ識別情報とその広告
とを含むクッキーがそのコンピュータ機器によって格納される。そのクッキーにオンライ
ンシステムがアクセスしてユーザが相互作用した広告とユーザ識別情報とを識別し、その
広告についての記述をそのユーザ識別情報に関連するユーザプロファイルに格納する。し
かし、ユーザがモバイル機器で実行されているクライアントアプリケーションを用いて広
告に相互作用する場合には、そのクライアントアプリケーションがそのモバイル機器の共
有記憶場所にアクセスしてユーザ識別情報を読み出す。オンラインシステムに関連しかつ
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モバイル機器上で実行されるアプリケーションは、ユーザ識別情報を共有記憶場所に格納
し、当該モバイル機器上の他のアプリケーションがその共有記憶場所からユーザ識別情報
を読み出せるようにする。一実施形態では、ユーザ識別は、共有記憶場所に格納される前
にハッシュ化されるかあるいは符号化される。その後、クライアントアプリケーションは
、読み出したユーザ識別情報とともに、オンラインシステムに対しユーザが相互作用した
広告を識別する。
【０００７】
こうして、広告に相互作用するのに用いた装置に関わらず、オンラインシステムにおけ
るユーザプロファイルによってユーザが相互作用した広告が識別される。その後、そのユ
ーザに広告を提示するリクエストを受信したときには、オンラインシステムはそのリクエ
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ストからユーザ識別情報を読み出し、そのユーザ識別情報に関連するユーザプロファイル
を読み出す。そのユーザプロファイルによって識別される広告に基づき、そのユーザに提
示するための広告をオンラインシステムが選択する。たとえば、オンラインシステムは、
ユーザに提示するための新規な広告が選択されるように、ユーザプロファイルによって識
別される広告を選択肢から除外する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１Ａ】ユーザのソーシャルネットワークとの関連を用いてモバイル機器ユーザをター
ゲットとした広告を読み出す一実施形態に係るシステム環境のブロック図である。
【図１Ｂ】一実施形態に係る、ユーザに対して選択された広告を提示するモバイル機器上
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のアクティブなクライアントアプリケーションの表示の一例を示す。
【図２】一実施形態に係る、ソーシャルネットワークのユーザに広告を提供するシステム
環境のブロック図である。
【図３】一実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシステムのシステムアーキテク
チャの例示的なブロック図である。
【図４】一実施形態に係る、モバイル機器を用いてソーシャルネットワーキングシステム
からターゲット広告を読み出すプロセスのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
図面は本開示の様々な実施形態を説明目的のみで示す。当業者であれば後述の説明から
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、ここで説明する実施形態の技術的思想から離れることなく、ここで説明する構造及び方
法以外の代替実施形態を採用可能であると理解できるであろう。
【００１０】
概要
図１Ａは、モバイル機器ユーザのソーシャルネットワーキングシステムとの関連を用い
て、ユーザをターゲットとした広告を読み出すシステム環境１００のブロック図である。
図１Ａに示すシステム環境１００は、クライアントアプリケーション１１０を含むモバイ
ル機器１０５を備える。クライアントアプリケーション１１０は、モバイル機器１０５の
ユーザにコンテンツを提示する如何なるアプリケーションであってもよい。クライアント
アプリケーション１１０が提示するコンテンツは、１つまたは複数の広告を含んでいても
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よい。たとえば、クライアントアプリケーション１１０は、モバイル機器ユーザにニュー
スおよび広告を表示するニュースアプリケーションである。
【００１１】
広告を提供するため、クライアントアプリケーション１１０は、ユーザに提示する広告
を読み出す広告アプリケーション１１５を含む。ユーザプロファイルまたはユーザプロフ
ァイルグループに関連する広告は、ターゲット広告として知られている。広告アプリケー
ション１１５は、モバイル機器１０５に格納されたユーザのユーザ識別（ＩＤ）情報１２
５を読み出す。一実施形態において、ユーザＩＤ情報１２５は、モバイル機器１０５に含
まれるソーシャルネットワーキングアプリケーション１２０に関連する。たとえば、ユー
ザＩＤ情報１２５は、ソーシャルネットワーキングシステム１３０内のユーザプロファイ
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ルに対してユーザを一意に関連付けるユーザ識別子を含む。ソーシャルネットワーキング
アプリケーション１２０および広告アプリケーション１１５がより容易にユーザＩＤ情報
１２５にアクセスできるように、ユーザＩＤ情報１２５はモバイル機器１０５の共有記憶
場所に格納されてもよい。図１Ａの例では、モバイル機器１０５に保持されたユーザ情報
からユーザＩＤ情報１２５が導出されるように示されているが、別の実施形態では、ユー
ザＩＤ情報１２５は、モバイル機器１０５上のユーザ情報から独立して導出される。たと
えば、ユーザＩＤ情報１２５は、ソーシャルネットワーキングシステム１３０または当該
ソーシャルネットワーキングシステム１３０の外部のシステムが提供する識別子であって
もよい。ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、当該ソーシャルネットワーキン
グシステム１３０の各ユーザおよび各ソーシャルネットワーキングアプリケーション１２
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５とのユーザＩＤ情報１２５のマッピングを保持してもよい。
【００１２】
一実施形態において、ソーシャルネットワーキングアプリケーション１２０は、ユーザ
ＩＤ情報１２５をハッシュ化し、このハッシュ化したユーザＩＤ情報をモバイル機器１０
５の共有記憶場所に格納する。ソーシャルネットワーキングアプリケーション１２０は、
ユーザに関連する任意の情報項目からハッシュを生成するようにしてもよい。ユーザに関
連する情報項目の例としては、アカウント識別子、電子メール、ログイン名、ソーシャル
ネットワーキングシステム１３０が使用する識別子、またはその他任意の適当な情報が挙
げられる。ハッシュ化したユーザＩＤ情報は、広告アプリケーション１１５またはクライ
アントアプリケーション１２０によって読み出され、ソーシャルネットワーキングシステ
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ム１３０に伝達される。ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、格納したユーザ
ＩＤ情報を用いて、ハッシュ識別子を生成し、読み出したハッシュ化ユーザＩＤ情報をこ
のハッシュ識別子と比較する。ハッシュ識別子がハッシュ化したユーザＩＤ情報と一致す
る場合、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、ハッシュ識別子に関連するユー
ザプロファイルを読み出す。広告を選択するためのユーザに関する情報の取得またはモバ
イル機器１０５を用いてユーザが相互作用した広告を識別する情報の格納には、受信した
ユーザプロファイルを使用してもよい。ユーザＩＤ情報のハッシュ化については、２０１
１年１１月２９日に出願された米国特許出願第１３／３０６，９０１号に詳しく記載され
ており、その全内容を参照により本明細書中に援用する。
【００１３】
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広告アプリケーション１１５は、ユーザＩＤ情報１２５を含む広告リクエストをソーシ
ャルネットワーキングシステム１３０に送信する。一部の実施形態において、広告リクエ
ストは、１つまたは複数のリクエストパラメータをさらに含んでいてもよい。リクエスト
パラメータは、クライアントアプリケーション１１０に提供される広告を制限するために
ソーシャルネットワーキングシステム１３０が使用可能な条件である。たとえば、リクエ
ストパラメータによって、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、ユーザにこれ
まで表示されたことのない広告を選択する。
【００１４】
ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、図３と併せて以下に詳述するが、ユー
ザＩＤ情報１２５および広告リクエストからの任意の追加リクエストパラメータを用いて
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、１つまたは複数の広告を選択する。選択された広告のうちの１つまたは複数は、ソーシ
ャルネットワーキングシステム１３０によって、クライアントアプリケーション１１０に
提供される。一部の実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、
広告リクエストにより識別されるユーザが現在、ソーシャルネットワーキングアプリケー
ション１２０、モバイル機器１０５上のブラウザ、またはその他任意の適当な機構を介し
てソーシャルネットワーキングシステム１３０にログインしている場合、選択された広告
にソーシャルコンテキスト情報を埋め込む。
【００１５】
ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、１つまたは複数の広告候補から広告を
選択する。ここで、各広告候補は、少なくとも１つの広告オブジェクトに関連している。
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広告オブジェクトは、広告および関連する入札価格を含む。広告は一般的に、受け手に対
して、製品またはサービスに関する何らかの行為を行わせるための任意のメッセージを含
む。たとえば、広告は、取引の申し出を含む。
【００１６】
１つまたは複数の広告主１３５は、ソーシャルネットワーキングシステム１３０に広告
オブジェクトを提供する。一部の実施形態において、広告主１３５は、ソーシャルネット
ワーキングシステム１３０に広告オブジェクトを直接提供する。あるいは、広告主１３５
は、広告ネットワークまたは広告交換器１４０を用いて間接的に、広告オブジェクトをソ
ーシャルネットワーキングシステム１３０に提供するようにしてもよい。
【００１７】
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また、広告オブジェクトは、特定の広告を受け取るソーシャルネットワーキングシステ
ムユーザの特性を指定するターゲティング基準を含んでいてもよい。広告主１３５は、タ
ーゲティング基準を含まない広告オブジェクトを提供するようにしてもよい。ターゲティ
ング基準が設けられていない場合、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、広告
オブジェクトの内容を解析することにより、ユーザが行う相互作用の種類、ユーザ特性、
および／またはグループ内のユーザ間のコネクションの種類を特性として使用可能なファ
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するようにしてもよ
い。
【００１８】
ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、以下に詳述する通り、ユーザプロファ
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イル、エッジオブジェクト、およびコンテンツオブジェクトを保持することによって、そ
のユーザに関する情報を提供する。これらのユーザプロファイル、エッジオブジェクト、
およびコンテンツオブジェクトを解析することによって、広告の１つまたは複数のターゲ
ティング基準と一致するユーザを識別するようにしてもよい。たとえば、ソーシャルネッ
トワーキングシステム１３０は、１つまたは複数のターゲティング基準を満たす共通の特
性を有するユーザのグループを識別する。１つまたは複数のターゲット広告は、１つまた
は複数のターゲティング基準と一致するユーザに関連付けられる。たとえば、ソーシャル
ネットワーキングシステム１３０は、アーチェリー関連の広告の１つまたは複数のターゲ
ティング基準と一致するユーザに対して、１つまたは複数のアーチェリー関連の広告を関
連付ける。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステムは、グループ内のユーザに関
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連するユーザ識別子を用いて、１つまたは複数のターゲティング基準と一致するユーザグ
ループを生成する。このように、ユーザ識別子に基づいて、ユーザグループの一致するタ
ーゲティング基準が、当該ターゲティング基準と一致するユーザのユーザ識別子と関連付
けられていてもよく、これにより、識別ユーザの一致するターゲティング基準をより効率
的に識別可能となる。あるいは、ユーザの一致するターゲティング基準がユーザと関連付
けられることで、受信したユーザ識別子に基づいて、ユーザの一致するターゲティング基
準を読み出し可能となる。
【００１９】
ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、受信したユーザＩＤ情報１２５からユ
ーザ識別子を抽出し、対応するユーザが満たす１つまたは複数のターゲティング基準を決
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定する。ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、このターゲティング基準に基づ
いて、識別ユーザに対する１つまたは複数の広告候補を識別する。また、ソーシャルネッ
トワーキングシステム１３０は、ターゲット広告リクエストに関連する任意のリクエスト
パラメータを抽出・適用し、広告候補プールのフィルタリングを行う。たとえば、ターゲ
ット広告がこれまでクライアントアプリケーション１１０に提供されていないことをリク
エストパラメータが指示している場合、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、
これまでに提示された広告を広告候補から除外する。
【００２０】
ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、受信したユーザＩＤ情報１２５から識
別されたユーザが満たす１つまたは複数のターゲティング基準に関連する広告を広告候補
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から選択する。たとえば、ターゲティング基準と一致するユーザ識別子グループに含まれ
るユーザ識別子に関連する広告を選択する。別の例として、ソーシャルネットワーキング
システム１３０は、広告候補それぞれの期待値に基づいてオークションを行い、このオー
クションに基づいて広告を選択する。ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、内
部オークション、外部オークション、または両者を行うことによって、クライアントアプ
リケーション１１０に提供するターゲット広告を選択するようにしてもよい。一部の実施
形態において、ユーザソーシャルネットワーキングシステム１３０は、オブジェクトに含
まれる広告候補を制限する。たとえば、ユーザまたは当該ユーザとコネクトしたユーザに
関するその他の情報を用いて、オークションに含まれる広告候補の部分集合を選択する。
あるいは、オークションに含まれる広告候補を制限しない。
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【００２１】
一部の実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム１３０または別の広告
主は、当該ソーシャルネットワーキングシステム１３０が格納したユーザに関する情報に
基づいて広告を選択するようにしてもよい。たとえば、ソーシャルネットワーキングシス
テム１３０が保持するユーザに関する情報は、ユーザがターゲット広告候補の広告主から
のコンテンツをこれまでに視聴したこと、すなわち当該広告主に関連すること（たとえば
、ソーシャルネットワーキングシステムにおいて、ユーザと広告主との間にコネクション
が存在すること）を示す。この情報によって、ユーザがこれまでに相互作用した広告主か
らの広告が選択される可能性が高くなる場合があり、モバイル機器１０５を介してユーザ
が視聴したコンテンツに基づいて広告をリターゲットすることができる。
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【００２２】
一部の実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、選択した広
告にソーシャルコンテキスト情報を埋め込むようにしてもよい。ソーシャルコンテキスト
情報を埋め込むため、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、モバイル機器１０
５上のソーシャルネットワーキングアプリケーション１２０、モバイル機器１０５上で動
作するブラウザ等を介して、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム１３０にログ
インしているか否かを判定する。ユーザがソーシャルネットワーキングシステム１３０に
ログインしている場合、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、ユーザに関連す
るソーシャルコンテキスト情報を選択した広告に埋め込んでもよい。ソーシャルコンテキ
スト情報は、モバイル機器１０５のユーザとコネクトしたソーシャルネットワーキングシ
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ステム１３０の他のユーザによる、広告または当該広告に関連するオブジェクトに伴う行
為を識別する。たとえば、ユーザＸがユーザＹおよびＺとコネクトしており、選択した広
告中の製品に関連するソーシャルネットワーキングシステム１３０のページに対する好み
をユーザＹが表明している場合は、ユーザＸへの配信時に選択した広告を修正することに
よって、「ユーザＹがこの製品を気に入っている」旨のソーシャルコンテキスト情報を含
めるようにする。
【００２３】
そして、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、選択した広告をクライアント
アプリケーション１１０に提供する。このクライアントアプリケーション１１０は、埋め
込まれた任意のソーシャルコンテキストと併せて、選択された広告をユーザに提示する。
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たとえば、クライアントアプリケーション１１０は、選択された広告をユーザに表示し、
選択された広告に関連する音声をユーザに対して再生し、あるいは、選択された広告をユ
ーザに提示する。
【００２４】
図１Ｂは、選択された広告１５０をユーザに提示するモバイル機器１０５上のアクティ
ブなクライアントアプリケーション１１０の表示１４２の一例を示している。本明細書に
おいて、「アクティブなアプリケーション」とは、ユーザに対して現在、コンテンツを提
示しているアプリケーションである。図１Ｂの例において、クライアントアプリケーショ
ン１１０は、クライアントコンテンツ１４５をユーザに提供するニュースアプリケーショ
ンであり、表示装置によって提示されたコンテンツ１４５内に、選択された広告１５０が
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埋め込まれている。ただし、他の実施形態において、選択された広告１５０は、ポップア
ップウィンドウ、バナー等の別個の表示で提示されてもよい。図１Ｂにおいては、アーチ
ェリーに関心のあるユーザを識別する１つまたは複数のターゲティング基準をユーザが満
たしているものとソーシャルネットワーキングシステム１３０が判定したことから、選択
された広告１５０は、アーチェリーに関するものである。
【００２５】
また、図１Ｂの例においては、選択された広告のリクエスト時にユーザがソーシャルネ
ットワーキングシステム１３０にログインしていたものとソーシャルネットワーキングシ
ステム１３０が判定したことから、図１Ｂの選択された広告１５０は、ソーシャルコンテ
キスト情報１５５を含む。
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【００２６】
システムアーキテクチャ
図２は、ソーシャルネットワークのユーザに広告を提供するシステム環境２００のブロ
ック図である。システム環境２００は、ネットワーク２２０を介してソーシャルネットワ
ーキングシステム１３０、サードパーティシステム１０９、１つまたは複数の広告主１３
５、および広告交換器１４０に結合された１つまたは複数のモバイル機器１０５およびコ
ンピュータ機器１０７を備える。種々の実施形態において、システム環境２００は、別の
トポロジまたは構成にて編成され、異なるモジュールや付加的なモジュールを備えてもよ
い。
【００２７】
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広告主１３５は、システム環境２００中のエンティティに広告オブジェクトを提供し、
これらの広告オブジェクトのうちの１つまたは複数が選択され、モバイル機器１０５のユ
ーザに提示される。広告交換器１４０は、広告オブジェクトに関連する広告の意図する視
聴者（たとえば、すべてのユーザ、特定のターゲットグループ等）への配信を容易化する
システムに対する広告主１３５からの広告オブジェクトの入札、購買、販売、またはこれ
らの何らかの組み合わせを容易にする。
【００２８】
モバイル機器１０５は、ユーザ入力の受付ならびにネットワーク２２０を介したデータ
の送信や受信が可能な１つまたは複数のコンピュータ機器を備える。モバイル機器１０５
の例としては、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）、携帯電話、スマートフォン、または
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ユーザの行為を記述するクッキーを用いずに動作するその他の機器が挙げられる。モバイ
ル機器１０５は、セルラー通信、Ｗｉ−Ｆｉ通信、またはその両者に対応してもよい。
【００２９】
また、コンピュータ機器１０７は、ユーザ入力の受付ならびにネットワーク２２０を介
したデータの送信や受信が同じく可能であるが、ユーザの行為を記述するクッキーの格納
も可能である。コンピュータ機器の例としては、デスクトップ型コンピュータ、ラップト
ップ型コンピュータ、ノートブック型コンピュータ、またはその他の類似機器が挙げられ
る。
【００３０】
上述の通り、各モバイル機器１０５は、ソーシャルネットワーキングアプリケーション
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１２０およびクライアントアプリケーション１１０を含む。ソーシャルネットワーキング
アプリケーション１２０によれば、ソーシャルネットワーキングシステムのユーザは、モ
バイル機器１０５およびネットワーク２２０を介して、ソーシャルネットワーキングシス
テム１３０とデータを交換可能である。これまでにソーシャルネットワーキングアプリケ
ーション１２０を介してソーシャルネットワーキングシステム１３０にアクセスしたモバ
イル機器１０５の各ユーザのユーザＩＤ情報については、当該モバイル機器１０５に格納
される。
【００３１】
クライアントアプリケーション１１０は、モバイル機器ユーザにコンテンツを提示可能
な任意のアプリケーションであってもよく、クライアントコンテンツと併せて広告を提示
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するように構成されている。たとえば、クライアントアプリケーション１１０は、ニュー
スコンテンツと併せて広告をユーザに表示するニュースアプリケーションであってもよい
。また、クライアントアプリケーション１１０は、モバイル機器１０５ごとに異なっても
よい。たとえば、クライアントアプリケーション１１０は、あるモバイル機器１０５上で
はニュースアプリケーションであり、別個のモバイル機器１０５上では天気アプリケーシ
ョンであってもよい。
【００３２】
図１Ａに関連して上述した通り、クライアントアプリケーション１１０は、広告リクエ
ストをソーシャルネットワーキングシステム１３０に送信する広告アプリケーション１１
５を含む。広告アプリケーション１１５は、モバイル機器１０５の共有記憶場所に格納さ

10

れたソーシャルネットワーキングアプリケーション１２０に関連するユーザＩＤ情報１２
５を読み出す。あるいは、広告アプリケーション１１５は、クライアントアプリケーショ
ン１１０に対して、共有記憶場所からユーザＩＤ情報１２５を読み出させる。ユーザＩＤ
情報１２５を共有記憶場所に格納することによって、ソーシャルネットワーキングアプリ
ケーション１２０は、クライアントアプリケーション１１０等の他のアプリケーションが
、モバイル機器１０５を操作する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
きるようになる。これにより、上記他のアプリケーションは、ソーシャルネットワーキン
グシステム１３０が保持するユーザＩＤ情報１２５に対応したユーザに関する情報に基づ
く広告を提供可能となる。ユーザＩＤ情報１２５が複数のユーザと関連付けられた実施形
態において、広告アプリケーション１１５は、１つまたは複数のユーザに関連するユーザ

20

ＩＤ情報１２５の要素を選択するようにしてもよい。広告アプリケーション１１５は、ユ
ーザＩＤ情報１２５を用いて、当該ユーザＩＤ情報１２５を含む広告リクエストをソーシ
ャルネットワーキングシステム１３０に送信する。また、広告アプリケーション１１５は
、ソーシャルネットワーキングシステム１３０が選択した広告を受信し、クライアントア
プリケーション１１０と通信して、受信した広告を表示する。一部の実施形態において、
広告アプリケーション１１５は、ソフトウェア開発キット（ＳＤＫ）を用いて作成したも
のであってもよい。ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、ソフトウェア開発者
がＳＤＫソフトウェアを利用できるようにしてもよい。また、場合により、ソーシャルネ
ットワーキングシステム１３０は、ＳＤＫソフトウェアの使用料を請求するようにしても
30

よい。
【００３３】
モバイル機器１０５同士は、ネットワーク２２０を介して通信するように構成されてい
る。あるモバイル機器１０５は、ＩＯＳ（登録商標）およびＡＮＤＲＯＩＤ（商標）等、
当該モバイル機器１０５のネイティブオペレーティングシステム上で動作するアプリケー
ションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）を介してソーシャルネットワーキングシ
ステム１３０と相互作用するアプリケーション（たとえば、クライアントアプリケーショ
ン１１０、ソーシャルネットワーキングアプリケーション１２０等）を実行するようにし
てもよい。また、広告アプリケーション１１５は、クライアントアプリケーション１１０
とソーシャルネットワーキングシステム１３０および／またはソーシャルネットワーキン
グアプリケーション１２０との間の相互作用を可能にするものであってもよい。一部の実

40

施形態において、モバイル機器１０５は、そのユーザがソーシャルネットワーキングシス
テム１３０からの広告を受信可能あるいはソーシャルネットワーキングシステム１３０と
相互作用可能となるアプリケーションを実行する。
【００３４】
一実施形態において、ネットワーク２２０は、標準的な通信技術やプロトコルを使用す
る。したがって、ネットワーク２２０は、イーサネット（登録商標）、８０２．１１ファ
ミリ規格、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ
ｒ

Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ

Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ

ｆｏ

Ａｃｃｅｓｓ）、３Ｇ、４Ｇ、ＣＤＭＡ、デジタル加入者線（

ＤＳＬ）等の技術を用いた有線リンクや無線リンクを含んでいてもよい。ネットワーク２
２０で使用するネットワーキングプロトコルの例としては、ＭＰＬＳ（Ｍｕｌｔｉ−Ｐｒ
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Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓ

Ｃｏｎｔｒｏｌ

ＵＤＰ（Ｕｓｅｒ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Ｄａｔａｇｒａｍ

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ
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Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＳＭＴＰ（Ｓｉｍｐｌｅ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、およびＦＴＰ（Ｆｉｌｅ

Ｍａｉｌ

Ｔｒａｎｓｆｅｒ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等が挙げられる。ネットワーク２２０上で交換されるデータは、ＨＴ
ＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ
ｎｓｉｂｌｅ

Ｍａｒｋｕｐ

Ｍａｒｋｕｐ

Ｌａｎｇｕａｇｅ）およびＸＭＬ（ｅＸｔｅ

Ｌａｎｇｕａｇｅ）等の技術やフォーマットを用いて表す

ことができる。また、リンクのすべてまたは一部は、ＳＳＬ（Ｓｅｃｕｒｅ
ｔｓ

Ｌａｙｅｒ）、ＴＬＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ

およびＩＰｓｅｃ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

Ｌａｙｅｒ

Ｐｒｏｔｏｃｏｌ

Ｓｏｃｋｅ

Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）、
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ｓｅｃｕｒｉｔｙ）等の従来

の暗号化技術を用いて暗号化可能である。
【００３５】
図３は、ソーシャルネットワーキングシステム１３０のシステムアーキテクチャの例示
的なブロック図である。ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、ユーザプロファ
イルストア３０５、エッジストア３１０、コンテンツストア３１５、広告ストア３２０、
グループ化モジュール３２５、アクションロガー３３０、アクションログ３３５、オーク
ションモジュール３４０、ソーシャルコンテキストモジュール３４５、および通信モジュ
ール３５０を備える。他の実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム１３
０は、様々な用途に対して、付加的なモジュール、より少ないモジュール、または異なる

20

モジュールを備えてもよい。ネットワークインタフェース、セキュリティ機能、ロードバ
ランサ、フェイルオーバーサーバ、管理・ネットワーク運用コンソール等の従来の構成要
素については、システムアーキテクチャの詳細が分かり難くなることがないように、図示
していない。
【００３６】
ユーザアカウント情報および他のユーザ向け関連情報は、ユーザプロファイルオブジェ
クトとしてユーザプロファイルストア３０５に格納される。たとえば、ソーシャルネット
ワーキングシステム１３０の各ユーザは、当該ユーザに固有かつそのユーザアカウント情
報の一部をなす関連するユーザ識別子を有する。ユーザ識別子は、ユーザプロファイルス
トア３０５が保持するユーザプロファイルに格納される。ユーザプロファイルストア３０
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５に格納されたユーザプロファイル情報は、職歴、学歴、性別、趣味または嗜好、所在地
等の個人的、人口学的、および他の種類の記述的情報を含めて、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１３０のユーザも記述している。また、ユーザプロファイル情報には、たと
えば画像または映像等、ユーザが提供するその他の情報を格納してもよい。特定の実施形
態において、ユーザの画像は、画像中に表示されたソーシャルネットワーキングシステム
１３０のユーザのＩＤ情報で標識されてもよい。ユーザプロファイルストア３０５は、ア
クションログ３３５に格納され、コンテンツストア３１５のオブジェクトに行われる行為
へのリファレンスも保持する。また、ユーザプロファイルストア３０５は、ユーザプロフ
ァイルに対応するユーザが現在、ソーシャルネットワーキングシステム１３０にログイン
しているか否かを示すデータも当該ユーザプロファイルに含む。また、ユーザプロファイ

40

ルは、モバイル機器１０５から受信した情報であり、当該モバイル機器１０５を介してユ
ーザがアクセスまたは視聴したコンテンツを識別する情報を含んでいてもよい。これによ
り、ユーザプロファイルは、ユーザが視聴したコンテンツを記述する情報を含むことがで
き、これを用いることによって、ユーザに提示する広告等のコンテンツを後で選択するよ
うにしてもよい。一実施形態において、コンテンツは、当該コンテンツにより広告主を判
定可能な広告主識別子等の情報と関連付けられている。
【００３７】
エッジストア３１０は、ソーシャルネットワーキングシステム１３０上のユーザと他の
オブジェクトとの間のコネクションを記述した情報をエッジとして格納する。一部のエッ
ジは、ユーザが規定したものであってもよく、これによりユーザは、他のユーザとの関係
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を指定可能である。たとえば、ユーザは、友人、同僚、パートナー等、現実の関係と同等
な他のユーザとのエッジを生成してもよい。他のエッジについては、ソーシャルネットワ
ーキングシステム１３０上のページへの関心の表明、ソーシャルネットワーキングシステ
ム１３０の他のユーザとのリンクの共有、およびソーシャルネットワーキングシステム１
３０の他のユーザによる投稿へのコメント等、ユーザがソーシャルネットワーキングシス
テム１３０中のオブジェクトと相互作用した場合に生成される。
【００３８】
また、エッジストア３１０は、オブジェクト、関心、および他のユーザに対するアフィ
ニティスコア等、エッジに関する情報も含む。アフィニティスコアは、ソーシャルネット
ワーキングシステム１３０によって経時的に演算することにより、ユーザが行った行為に

10

基づいて、ソーシャルネットワーキングシステム１３０中のオブジェクト、関心、および
他のユーザに対するユーザの親密度を概算するようにしてもよい。親密度の演算について
は、２０１０年１２月２３日に出願された米国特許出願第１２／９７８，２６５号に詳し
く記載されており、その全内容を参照により本明細書中に援用する。一実施形態において
は、エッジストア３１０の１つのエッジに、ユーザと特定のオブジェクトとの間の複数の
相互作用を格納するようにしてもよい。たとえば、マイルスデイビスのアルバム「Ｋｉｎ
ｄ

ｏｆ

Ｂｌｕｅ」から複数の歌曲を再生するユーザは、当該ユーザと異なる歌曲との

間には複数のエッジを有してもよいが、当該ユーザとマイルスデイビスのオブジェクトと
の間には１つのエッジのみを有する。
【００３９】

20

コンテンツストア３１５は、画像、映像、および音声ファイル等、ユーザプロファイル
に関連するコンテンツ項目を格納する。コンテンツストア３１５のコンテンツ項目は、ユ
ーザプロファイルの視聴時にまたはユーザプロファイルに関連する他のコンテンツの視聴
時に表示するようにしてもよい。たとえば、表示されるコンテンツ項目は、ユーザプロフ
ァイルに関連する画像または映像を示してもよいし、ユーザのステータスを記述したテキ
ストを示してもよい。また、他のコンテンツ項目により、他のユーザへのコネクションの
拡大、システムへの新規ユーザの招待、またはソーシャルネットワーキングシステム１３
０のユーザ、オブジェクト、アクティビティ、もしくは機能に関連するコンテンツを表示
することによるソーシャルネットワーキングシステムとの相互作用の増大をユーザに促す
ことによって、ユーザの関与を容易化するようにしてもよい。ソーシャルネットワーキン
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グコンテンツ項目の例としては、他の行為を行うための推奨コネクションまたは提案、ソ
ーシャルネットワーキングシステム１３０に提供される媒体またはソーシャルネットワー
キングシステム１３０が保持する媒体（たとえば、写真または映像）、ソーシャルネット
ワーキングシステム１３０のユーザが投稿したステータスメッセージまたはリンク、イベ
ント、グループ、ページ（たとえば、組織または営利エンティティを表す）、およびソー
シャルネットワーキングシステム１３０が提供するその他任意のコンテンツまたはソーシ
ャルネットワーキングシステム１３０を介してアクセス可能なその他任意のコンテンツが
挙げられる。
【００４０】
一実施形態では、広告オブジェクトは広告ストア３２０に格納されるが、他の実施形態

40

では、広告オブジェクトがコンテンツストア３１５に格納されてもよい。広告オブジェク
トは、広告主１３５および広告交換器１４０のうちの１つまたは複数から受信したもので
あってもよい。広告オブジェクトは、広告および関連する入札額を含み、また、広告の提
示の条件を満たしているユーザの１つまたは複数の特性を指定するターゲティング基準を
含んでいてもよい。入札額は、ユーザへの広告の提示もしくは広告とのユーザの相互作用
のため、またはその他任意の適当な基準に基づいて、広告主１３５がソーシャルネットワ
ーキングシステム１３０に提供する補償の額を指定する。この入札額を用いることによっ
て、ソーシャルネットワーキングシステム１３０がユーザに広告を提示する期待値を決定
するようにしてもよい。たとえば、入札額は、広告が表示された場合にソーシャルネット
ワーキングシステム１３０が広告主から受け取る金額を指定し、この入札額に広告へのア
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クセス確率を乗算することによって、期待値を決定する。
【００４１】
一実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、受信した広告オ
ブジェクトからターゲティング基準を読み出すグループ化モジュール３２５を備える。グ
ループ化モジュール３２５は、ユーザプロファイルストア３０５、エッジストア３１５、
およびアクションログ３３５、あるいはユーザプロファイルストア３０５、エッジストア
３１５、またはアクションログ３３５のユーザに関する情報にアクセスして、１つまたは
複数のターゲティング基準を満たすユーザを識別する。一実施形態において、グループ化
モジュール３２５は、あるグループのユーザが満たすターゲティング基準に対して、ユー
ザのグループを関連付ける。ユーザプロファイルグループは、当該グループに関連するタ

10

ーゲティング基準を満たす何らかの共通特性を有するユーザを含む。たとえば、ユーザグ
ループは、１つまたは複数のユーザに関連するユーザ識別子を含む。
【００４２】
グループ化モジュール３２５は、ユーザグループに対して１つまたは複数の広告を関連
付けることにより、広告に関連するターゲティング基準を満たすユーザの選択を促進する
ようにしてもよい。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、広告主か
らのターゲティング基準を読み出すことによって、これまで特定の場所にチェックインし
たユーザを１つまたは複数の広告のターゲットとする。より一般的には、広告に関連する
ターゲティング基準を用いることによって、広告を受け取るユーザを識別するための任意
のエッジ、行為、特性等の情報を識別するようにしてもよい。グループ化モジュール３２
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５は、ターゲティング基準およびアクセス情報により、当該ターゲティング基準が指定す
る特性を有する（たとえば、特定の場所へのチェックイン行為を行った）ユーザのグルー
プを識別する。ターゲティング基準を満たすユーザに関連するユーザ識別子は、ユーザグ
ループに含まれており、このユーザグループは、ターゲティング基準または広告と関連付
けられてもよい。一部の実施形態において、広告に関連するターゲティング基準は、必ず
しもオブジェクトを含んでいなくてもよい。たとえば、地方のマラソンを広告するため、
これまでにマラソンを走ったことがあるユーザを識別するターゲティング基準を広告に含
めるようにしてもよい。
【００４３】
アクションロガー３３０は、ソーシャルネットワーキングシステム１３０上およびそれ

30

以外、あるいはソーシャルネットワーキングシステム１３０上またはそれ以外でのユーザ
の行為に関するメッセージを受信し、ユーザの行為に関する情報をアクションログ３３５
に追加する。このような行為としては、たとえば別のユーザとのコネクションの追加、別
のユーザへのメッセージの送信、画像のアップロード、別のユーザからのメッセージの読
み取り、別のユーザに関連するコンテンツの視聴、別のユーザが投稿したイベントへの参
加等が挙げられる。また、他のオブジェクトに関連して記述された多数の行為が特定のユ
ーザに向けられたものであるため、これらの行為についても、上記ユーザと関連付けられ
る。これらの行為は、アクションログ３３５に格納される。
【００４４】
ユーザは、投稿へのコメント、リンクの共有、モバイル機器１０５を介した物理的な場

40

所へのチェックイン、シーケンス中のコンテンツ項目へのアクセス、または他の相互作用
等、ソーシャルネットワーキングシステム１３０上の様々なオブジェクトと相互作用して
もよい。これらの行為を記述した情報は、アクションログ３３５に格納される。アクショ
ンログ３３５に含まれるソーシャルネットワーキングシステム１３０上のオブジェクトと
の相互作用の別の例としては、フォトアルバムへのコメント、ユーザ間通信の許可、音楽
家のファンになること、カレンダーへのイベントの追加、グループへの参加、ブランドペ
ージのファンになること、イベントの作成、アプリケーションの認証、アプリケーション
の使用、および交流への参加等が挙げられる。また、アクションログ３３５は、ソーシャ
ルネットワーキングシステム１３０上の広告およびソーシャルネットワーキングシステム
１３０上で動作する他のアプリケーションとのユーザの相互作用を記録する。
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【００４５】
また、アクションログ３３５は、外部のウェブサイトで行われたユーザの行為を格納し
てもよい。たとえば、主にスポーツ用品を割引価格で販売する電子商取引ウェブサイトは
、当該電子商取引ウェブサイトによるソーシャルネットワーキングシステム１３０のユー
ザの識別を可能とするソーシャルプラグインによって、ソーシャルネットワーキングシス
テム１３０の当該ユーザを認識するようにしてもよい。ソーシャルネットワーキングシス
テム１３０のユーザは一意に識別可能であるため、このスポーツ用品小売店等の電子商取
引ウェブサイトは、当該ウェブサイトを訪問した際のこれらユーザに関する情報を使用す
るようにしてもよい。アクションログ３３５は、ウェブページ閲覧履歴、関与した広告、
購入品、ならびに買物および購買の他のパターン等、これらユーザに関するデータを記録

10

する。
【００４６】
オークションモジュール３４０は、モバイル機器１０５上のクライアントアプリケーシ
ョン１１０を介した提示等、ユーザに提示する広告を広告ストア３２０から選択する。一
実施形態において、オークションモジュール３４０は、広告ストア３２０やグループ化モ
ジュール３２５にアクセスして、ユーザに提示する広告候補を識別する。あるいは、オー
クションモジュール３４０は、ユーザ識別子を含む広告リクエストを受信し、識別ユーザ
が満たすターゲティング基準に関連する広告ストア３２０の広告候補を識別する。オーク
ションモジュール３４０は、広告候補に関連する入札価格に基づいて広告候補をランク付
けし、このランキングを用いて、モバイル機器１０５で提示する広告を選択する。種々の

20

実施形態において、オークションモジュール３４０は、内部オークション、外部オークシ
ョン、または両者を行うことによって、クライアントアプリケーション１１０に提供する
広告を選択する。たとえば、オークションモジュール３４０は、関連する入札額および識
別ユーザが様々な広告候補にアクセスする可能性に基づいて、広告候補の期待値を決定す
る。
【００４７】
一部の実施形態において、オークションモジュール３４０は、ソーシャルネットワーキ
ングシステム１３０に格納されたユーザに関するその他の情報に少なくとも部分的に基づ
いて、広告の選択を行ってもよい。たとえば、ユーザプロファイルストア３０５のユーザ
に関する格納情報は、ユーザがこれまでに視聴したコンテンツの広告主を示す。たとえば

30

、ユーザプロファイル３０５は、ユーザがこれまでに視聴したことの識別子を識別するた
め、ユーザプロファイル３０５へのアクセスは、ユーザがこれまでにアクセスしたコンテ
ンツを示す。また、広告の選択においては、ソーシャルネットワーキングシステム１３０
によってユーザと関連付けられた別の情報を使用してもよい。たとえば、ユーザと広告主
との間のコネクションをエッジストア３１０から読み出し、広告選択の因子として使用す
るようにしてもよい。オークションモジュール３４０は、アクションログ３３５、コンテ
ンツストア３１５、広告ストア３２０、その他何らかのモジュール、またはこれらの何ら
かの組み合わせから情報を読み出すことによって、ユーザがこれまでに視聴したコンテン
ツを決定するようにしてもよい。たとえば、読み出した情報は、Ｊａｃｋ
Ｈｕｎｔｉｎｇ

ｓ

Ｂｏｗ

Ｓｕｐｐｌｙのコンテンツを最近ユーザが視聴したことを示してもよい

。この場合、オークションモジュール３４０は、Ｊａｃｋ

ｓ

Ｂｏｗ

40

Ｈｕｎｔｉｎｇ

Ｓｕｐｐｌｙの任意の広告候補が選択される確率が高くなる（たとえば、広告の期待値
が高くなる）ように重み付けしてよい。ユーザのユーザプロファイルに対してユーザがア
クセスしたコンテンツを関連付けることにより、モバイル機器１０５上のアプリケーショ
ンのように、クッキー等の従来のトラッキングに対応していないソースからコンテンツに
アクセスがあった場合であっても、ユーザがアクセスしたコンテンツの記録を保持可能と
なる。同様に、ユーザがＪａｃｋ
けられていれば、Ｊａｃｋ

ｓ

ｓ

Ｂｏｗ

Ｂｏｗ

Ｈｕｎｔｉｎｇ

Ｈｕｎｔｉｎｇ

Ｓｕｐｐｌｙと関連付

Ｓｕｐｐｌｙの広告候補も重

みが増す。
【００４８】
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場合によっては、広告リクエストの中のユーザＩＤ情報１２５が複数のユーザと関連付
けられる。オークションモジュール３４０は、ユーザＩＤ情報１２５により識別されたユ
ーザの部分集合を識別するようにしてもよい。一実施形態において、オークションモジュ
ール３４０は、ソーシャルネットワーキングアプリケーション１２０を介して現在、ソー
シャルネットワーキングシステム１３０にログインしているユーザに関連する広告リクエ
ストからユーザ識別子を選択する。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステム１３
０への最新のログイン、ソーシャルネットワーキングシステム１３０への最も頻繁なログ
イン、またはその他任意の適当な基準に基づいて、ユーザプロファイルを選択してもよい
。あるいは、オークションモジュール３４０は、受信したユーザＩＤ情報１２５における
ユーザ間のコネクションに基づいて、当該受信したユーザＩＤ情報１２５からユーザプロ

10

ファイルを選択するようにしてもよい。たとえば、オークションモジュール３４０は、受
信したユーザＩＤ情報１２５により識別されたもののうち、共通のオブジェクトとコネク
トしたユーザまたはグループ化モジュール３２５によって同じグループに含まれるユーザ
を選択する。たとえば、ユーザＩＤ情報１２５は、ユーザＡおよびユーザＢを指定するも
のであり、ここでユーザＡはターゲティング基準ＸおよびＹに関連するグループに含まれ
、ユーザＢはターゲティング基準ＹおよびＺに関連するグループに含まれる。この例にお
いて、オークションモジュール３４０は、ターゲティング基準Ｚを含むグループをユーザ
ＩＤ情報１２５と関連付ける。他の実施形態において、オークションモジュール３４０は
、ユーザＩＤ情報１２５に含まれる各ユーザ識別子に関連するユーザプロファイルを識別
20

する。
【００４９】
広告リクエストが１つまたは複数のリクエストパラメータを含む場合、オークションモ
ジュール３４０は、このリクエストパラメータを適用して、広告候補のランク付けの前に
当該広告候補のフィルタリングを行う。リクエストパラメータは、たとえば広告候補がこ
れまでクライアントアプリケーション１１０に提供されていないパラメータ、特定サイズ
の広告候補、広告候補がクライアントアプリケーション１１０に提供された回数の閾値、
広告候補に関連する期待値の閾値、広告候補のコンテンツ、またはこれらの何らかの組み
合わせ等を指定するものであってもよい。
【００５０】
ユーザＩＤ情報２１５により識別されたユーザが複数の広告のターゲティング基準を満

30

たす場合、オークションモジュール１３０は、特定のターゲティング基準を選択するとと
もに、選択したターゲティング基準に関連する広告のランク付けを行ってもよい。オーク
ションモジュール１３０は、ターゲティング基準に関連する広告の特性に基づいて、ター
ゲティング基準を選択するようにしてもよい。たとえば、最も高い平均期待値、最も高い
もしくは最も低い表示頻度、またはその他任意の適用可能な特性を有する広告に関連する
ターゲティング基準を選択してもよい。他の実施形態において、オークションモジュール
１３０は、含まれる広告の制限なく、広告を含むオークションを実行するようにしてもよ
い。
【００５１】
ソーシャルコンテキストモジュール３４５は、ユーザＩＤ情報１２５により識別された

40

ユーザに関連するソーシャルコンテキスト情報を識別して、選択された広告に含める。た
とえば、ソーシャルコンテキストモジュール３４５は、ユーザプロファイルストア３０５
からデータを読み出して、ユーザＩＤ情報１２５に関連するユーザが現在、ソーシャルネ
ットワーキングシステム１３０にログインしているか否かを判定する。ユーザがログイン
している場合、ソーシャルコンテキストモジュール３４５は、ユーザプロファイルストア
３０５やエッジストア３１０のユーザとコネクトしたユーザを識別するとともに、ユーザ
プロファイルストア３０５またはアクションログ３３５のユーザとコネクトしたユーザの
行為または特性を識別する。図１Ｂは、埋め込まれたソーシャルコンテキスト情報の一例
、具体的には、ターゲット広告１５０に埋め込まれた「Ｂｒｉａｎ
ｌｉｋｅ

Ｒｏｂｉｎ

ｓ

Ａｒｃｈｅｒｙ

ａｎｄ

Ｄａｖｅ

Ｓｕｐｐｌｙ（ブライアンとデイブはロビ
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ンのアーチェリー用品が好き）」を含む。
【００５２】
通信モジュール３５０は、ネットワーク２２０を介して、ソーシャルネットワーキング
システム１３０からモバイル機器１０５や別の構成要素にデータを送受信するように構成
されている。通信モジュール３５０は、リクエスト元の１つまたは複数のモバイル機器１
０５から広告リクエストを受信し、当該広告リクエストの情報をソーシャルネットワーキ
ングシステム１３０の構成要素に伝達する。また、通信モジュール３５０は、ネットワー
ク２２０を介して、ソーシャルネットワーキングシステム１３０が選択した広告および埋
め込まれたソーシャルコンテキスト情報をリクエスト元のモバイル機器１０５に送信する
10

。
【００５３】
モバイル機器ユーザ向けの広告の選択
図４は、モバイル機器１０５を用いてソーシャルネットワーキングシステム１３０から
ターゲット広告を読み出すプロセス４００の一実施形態のフローチャートである。モバイ
ル機器上で動作するクライアントアプリケーション１１０は、当該モバイル機器１０５の
共有記憶場所から、モバイル機器１０５上で動作するソーシャルネットワーキングアプリ
ケーション１２０のユーザに関連するユーザＩＤ情報１２５を読み出す（４０５）。ここ
で、ソーシャルネットワーキングアプリケーション１２０は、モバイル機器１０５の共有
記憶場所にユーザＩＤ情報１２５を格納するため、クライアントアプリケーション１１０
等の他のアプリケーションがユーザＩＤ情報１２５を読み出し得る。一部の実施形態にお

20

いて、クライアントアプリケーション１１０は、共有記憶場所からユーザＩＤ情報１２５
を読み出す（４０５）広告アプリケーション１１５を含む。
【００５４】
クライアントアプリケーション１１０は、読み出したユーザＩＤ情報１２５に基づいて
、当該読み出したユーザＩＤ情報１２５を含む広告リクエストをソーシャルネットワーキ
ングシステム１３０に送信する（４１０）。
【００５５】
ソーシャルネットワーキングシステム１３０は、広告リクエストを処理し、クライアン
トアプリケーション１１０を介して提示する広告を選択する。たとえば、ソーシャルネッ
トワーキングシステム１３０は、格納した広告に関連するターゲティング基準や格納した

30

ユーザに関する情報に基づいて選択を行うようにしてもよい。一部の実施形態において、
ユーザに関する格納情報は、ユーザがこれまでにターゲット広告候補の広告主からのコン
テンツを視聴したことまたは当該広告主と関連付けられていることを示す。
【００５６】
選択された広告は、クライアントアプリケーション１１０によってか、または広告アプ
リケーション１１５によって受信され（４１５）、クライアントアプリケーション１１０
を介してユーザに提示される（４２０）。たとえば、クライアントアプリケーション１１
０は、ターゲット広告のユーザへの表示、選択されたターゲット広告に関連する音声の再
生等を行う。
【００５７】

40

オンラインシステムユーザ用の広告選択
ユーザはモバイル機器１０５、１０７のような様々な種類の機器を用いてオンラインシ
ステムに相互作用することがあるので、ユーザは広告などのオンラインシステムからのコ
ンテンツに様々な機器から相互作用することがある。従来の広告選択技術は特定の一種類
の装置から一ユーザと一広告との相互作用を識別することに限定されている。コンピュー
タ機器１０７用の広告を選択する際に、従来のオンラインシステムは広告に対するコンピ
ュータ機器１０７からの以前の相互作用を考慮することがあるが、モバイル機器１０５を
介した広告との相互作用を考慮することができない。このため、異なる種類の機器を介し
て同じユーザに似たような広告が提示されることとなり、異なる種類の機器に広告が何度
も繰り返されるにつれ、広告とのユーザ相互作用の可能性が低下する。
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【００５８】
モバイル機器１０５の共有記憶場所から読み出されたユーザＩＤ情報を含む、モバイル
機器１０５によって提示される広告とのユーザ相互作用についての記述を伝達することに
よって、オンラインシステムはモバイル機器１０５を介してユーザが相互作用した広告を
識別できるようになる。たとえば、オンラインシステムに関連するアプリケーション及び
モバイル機器１０５を介して広告を提示するアプリケーションによって使用されるモバイ
ル機器１０５の共有記憶場所からユーザＩＤ情報が読み出される。一実施形態では、ソー
シャルネットワーキングアプリケーション１２０がユーザＩＤ情報を共有記憶場所に格納
し、広告アプリケーション１１５がそのユーザＩＤ情報を共有記憶場所から読み出し、広
告との相互作用についての記述をユーザＩＤ情報を含むソーシャルネットワーキングシス

10

テム１３０に伝達する。オンラインシステムは、ユーザＩＤ情報から識別したユーザプロ
ファイルに、その広告及び当該広告との相互作用についての記述を格納する。
【００５９】
更に、オンラインシステムは、コンピュータ機器１０７を介して提示された広告との相
互作用を記述する、コンピュータ機器１０７に格納されたクッキーから情報を読み出して
もよい。このクッキーはコンピュータ機器１０７を用いて広告と相互作用するオンライン
システムのユーザを識別するためのユーザＩＤ情報、その広告、及びその広告との相互作
用の種類を含むことができる。広告及びその広告との相互作用を機瑜ツするクッキーから
の情報は、オンラインシステムによって、ユーザＩＤ情報に関連するユーザプロファイル
に格納される。
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【００６０】
従って、オンラインシステムによって維持されるユーザプロファイルは、そのユーザプ
ロファイルに対応するユーザが相互作用した広告を記述する情報を含む。その相互作用に
ついての更なる情報がユーザプロファイルに含めてもよい。たとえば、相互作用の種類が
格納されるとともに広告の記述と関連付けられてもよい。加えて、機器の種類が特定され
てもよく、こうすることによって、相互作用がモバイル機器１０５を用いて行われたのか
あるいはコンピュータ機器１０７を用いて行われたのかをオンラインシステムが判定でき
るようになる。アプリケーション識別子やアプリケーションの種類などの更なる情報をユ
ーザプロファイルに格納してもよい。
【００６１】
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オンラインシステムが広告提示のリクエストを受信すると、オンラインシステムはその
リクエストからユーザＩＤ情報を読み出し、そのユーザ情報に関連するユーザプロファイ
ルを識別する。ユーザプロファイルから、オンラインシステムはそのユーザプロファイル
に対応するユーザが以前に相互作用した広告を識別し、当該ユーザが以前に相互作用した
広告に基づいて、当該ユーザに提示するための広告を選択する。たとえば、オンラインシ
ステムは、当該ユーザが以前に相互作用した広告を選択肢から除外して、より広範囲の広
告を当該ユーザに提示できるようにする。ユーザプロファイルは、ユーザがモバイル機器
１０５やコンピュータ機器１０７のような様々な種類の機器を用いて相互作用した広告を
識別するので、同じ広告が繰り返しユーザに提示される可能性が低下する。たとえば、あ
るユーザがモバイル機器１０５を用いて広告に相互作用する場合、そのモバイル機器１０
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５の共有メモリからユーザＩＤを読み出すことによって、その広告とのユーザ相互作用を
ユーザプロファイルに反映させることができ、それ以降、そのユーザに対する広告の提示
要求をコンピュータ機器１０７から受信した場合に、そのユーザプロファイルに基づき、
オンラインシステムは、モバイル機器１０５を介する広告との先の相互作用を踏まえて、
コンピュータ機器１０７を介して、その広告または類似の性質を有する広告が選択される
ことを回避する。
【００６２】
一実施形態では、広告をユーザに提示するリクエストは、その広告を提示する機器の種
類を識別してもよい。たとえば、そのリクエストは、モバイル機器１０５またはコンピュ
ータ機器１０７がリクエストされた広告を表示するかどうかを示してもよい。オンライン
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システムは、識別された種類の機器を用いて広告を選択してもよい。たとえば、オンライ
ンシステムは、リクエストに含まれる種類の機器とは異なる種類の機器を用いて、現時刻
から閾値時間を超えてユーザに提示される広告を選択してもよい。加えて、ユーザによる
広告との相互作用を記述したユーザプロファイル内の情報は、広告との相互作用に用いる
アプリケーションの種類と識別してもよい。広告提示のリクエストは、その広告を提示す
るためのアプリケーションを特定してもよく、この場合、広告と相互作用するのに以前に
用いられたアプリケーションの種類、及び、広告を選択するときにその広告を提示するた
めに用いられたアプリケーションの種類をオンラインシステムが考慮できるようになる。
【００６３】
まとめ

10

上記実施形態の説明は、例示を目的として示しており、すべてを網羅するものでもなけ
れば、本開示をその厳密な形態に制限するものでもない。当業者には当然のことながら、
上記開示内容を踏まえた多くの改良および変形が可能である。
【００６４】
本明細書の一部では、情報の操作に関するアルゴリズムおよび記号表現の観点での実施
形態を説明している。これらのアルゴリズム的記述および表現は、データ処理技術分野の
当業者がその業務内容を効果的に他の当業者に伝えるために、一般的に使用しているもの
である。これらの操作は、機能的、計算的、または論理的に記述しているものの、コンピ
ュータプログラムまたは同等の電気回路、マイクロコード等により実装されることが了解
される。さらに、一般性を失うことなく、これらの操作の構成をモジュールとして表すの
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が好都合となる場合があることも分かっている。上記操作およびその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、またはこれらの任意の組み合わせに
て具現化するようにしてもよい。
【００６５】
本明細書に記載のステップ、操作、またはプロセスはいずれも、１つまたは複数のハー
ドウェアまたはソフトウェアモジュールを単独または他の機器との組み合わせで用いて実
行または実装するようにしてもよい。一実施形態において、ソフトウェアモジュールは、
上記ステップ、操作、またはプロセスのいずれかまたはすべてを実行するコンピュータプ
ロセッサにより実行可能なコンピュータプログラムコードを含むコンピュータ可読媒体を
備えたコンピュータプログラム製品により実装される。
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【００６６】
また、実施形態は、本明細書で説明した動作を実行する装置に関していてもよい。この
装置は、所要の目的のための専用機器を備えてもよく、コンピュータに格納されたコンピ
ュータプログラムによって選択的に起動または再設定された汎用コンピュータ機器を備え
てもよい。このようなコンピュータプログラムは、コンピュータシステムバスに結合可能
な有形のコンピュータ可読持続性記憶媒体または電子的命令を格納するのに適した任意の
種類の媒体に格納されてもよい。さらに、本明細書において言及した任意のコンピュータ
システムは、単一のプロセッサを備えてもよいし、マルチプロセッサ設計を採用して演算
能力を増強したアーキテクチャであってもよい。
【００６７】
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また、実施形態は、本明細書に記載の演算プロセスにより生成される製品に関してもよ
い。このような製品は、演算プロセスの結果としての情報を含んでいてもよく、この情報
は、有形のコンピュータ可読持続性記憶媒体に格納され、本明細書に記載のコンピュータ
プログラム製品等のデータ組み合わせの任意の実施形態を含んでいてもよい。
【００６８】
最後に、本明細書に使用する表現は主に、読み易さおよび教示を目的として選択してお
り、その選択は、発明の主題の正確な記述または制限となっていない場合がある。したが
って、実施形態の範囲は、この詳細な説明によってではなく、これを基とした出願に由来
する任意の特許請求の範囲によって制限されるものとする。以上から、実施形態の開示は
、以下の特許請求の範囲に記載する本開示の範囲を説明するためのものであり、当該範囲
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を制限するものではない。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】
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