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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のための多数の広告を受け取ることと、ここで、
各広告は、該ソーシャルネットワーキングシステムにおけるユーザとオブジェクトとの間
の１または複数のインタラクションを規定する１組のターゲティング規準に関連付けられ
ており、
　プロセッサにより、該ソーシャルネットワーキングシステムの１ユーザのために１以上
の候補広告を選択することと、ここで、該ユーザは、各前記１以上の候補広告の前記ター
ゲティング規準によって規定されたインタラクションを実行したユーザであり、
　前記プロセッサにより、前記ユーザと各前記１以上の候補広告との間のアフィニティ点
数を算出することと、ここで、１候補広告についての前記アフィニティ点数は、前記ユー
ザが該１候補広告にクリックする可能性を見積もるために、該１候補広告に関連付けられ
た前記ターゲティング規準についての該ユーザのアフィニティの重みづけされた関数とし
て算出されるものであり、
　前記広告に関する入札額を受け取ることと、
　前記プロセッサにより、各前記１以上の候補広告に関する前記アフィニティ点数及び前
記入札額に基づいて、前記１以上の候補広告のうちの１または複数の候補広告を選択する
ことと、
　前記選択された１または複数の候補広告を前記ユーザに送ることと、
を具備する方法。
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【請求項２】
　前記広告のうちの１または複数についての前記入札額は、前記ユーザが前記広告に対し
てさらなるアクションを行った場合に、前記ソーシャルネットワーキングシステムが受け
取るべき報酬額を示すものである請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記さらなるアクションが、前記広告上でのユーザによるリンクの選択からなる請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記広告のうちの１または複数が、前記ユーザが関係を有する他のユーザによって前記
ソーシャルネットワーキングシステムにおいて行われたアクションを伝えるものである請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記アフィニティ点数及び前記入札額に基づいて、前記１以上の候補広告のうちの１ま
たは複数の候補広告を選択することが、
　　各前記広告に関する前記入札額および前記ユーザが前記広告にアクセスする可能性を
使用して各前記広告の期待値を算出することと、
　　最大の期待値を有する広告を選択することと、
からなる請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１以上の候補広告についての前記ターゲティング規準によって規定される前記１ま
たは複数のインタラクションが、前記ソーシャルネットワーキングシステム内で行われた
アクションからなる請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１以上の候補広告についての前記ターゲティング規準によって規定される前記１ま
たは複数のインタラクションが、第三者のウェブサイト上で行われて前記ソーシャルネッ
トワーキングシステムに伝えられたアクションからなる請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１以上の候補広告についての前記ターゲティング規準によって規定される前記１ま
たは複数のインタラクションが、アクションターミナルによって観察されて前記ソーシャ
ルネットワーキングシステムに伝えられたアクションからなる請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記１以上の候補広告についての前記ターゲティング規準によって規定される前記１ま
たは複数のインタラクションが、前記ソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザ
にメッセージを送るアクション、および、前記ソーシャルネットの他のユーザに対する接
続関係を追加するアクションのうちいずれかのアクションを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１以上の候補広告についての前記ターゲティング規準によって規定される前記１ま
たは複数のインタラクションが、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおけるアプ
リケーションを使用するアクションを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１以上の候補広告についての前記ターゲティング規準によって規定される前記１ま
たは複数のインタラクションが、前記ソーシャルネットワーキングシステムにおける１グ
ループに加わるアクションを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１以上の候補広告についての前記ターゲティング規準によって規定される前記１ま
たは複数のインタラクションが、ユーザのカレンダにイベントを追加するアクションを含
む請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１以上の候補広告についての前記ターゲティング規準によって規定される前記１ま
たは複数のインタラクションが、製品またはサービスを購入するアクション、製品または
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サービスを販売するアクション、製品またはサービスを検討するアクション、および、オ
ンラインマーケットプレイスを使用するアクションのうちいずれかのアクションを含む請
求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ターゲティング規準が、人口統計学的なデータをさらに含む請求項１に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記１以上の候補広告のうちの１または複数の候補広告を選択することが、
　　前記ユーザのための複数の候補広告を決定することと、ここで、各前記複数の候補広
告に関連するアドリクエストのターゲティング規準が、前記ユーザによって行われ記録さ
れた１または複数のアクションにマッチしており、
　　前記広告に関する前記入札額および前記ユーザが前記広告とインタラクトする可能性
に基づいて前記複数の候補広告毎の期待収入値を算出することと、
　　最も高い期待収入値を有する候補広告を選択すること、
を含む請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが相互に接続を形成することができ、特に、ソーシャルネットワーキ
ングウェブサイトのユーザに対する広告(アド)およびメッセージのターゲットを設定する
ための技術に関する。
【０００２】
関連出願の説明
　本出願は、2007年8月20日に出願された米国特許仮出願No.60/965,624 (これは、その出
典を記載することによって本明細書の一部とする)の優先権を主張するものである。
【背景技術】
【０００３】
　近年、メンバー(人、企業およびその他のエンティティ)間の接続を可能にしこれを追跡
するソーシャル（社交）ネットワークまたはソーシャルユーティリティが普及している。
ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、より効率的にメンバーが情報を伝えること
を可能にする。メンバーは、該メンバーの関心、地理的な位置、年齢、興味(関心)または
趣味を記述するプロフィール、および、該メンバーを記述する他の情報を有する。例えば
、メンバーは、ソーシャルネットワーキングウェブサイトにおける該メンバーに関連した
プロフィールに、連絡情報、背景事情、仕事情報、趣味、および/または、その他のメン
バーに固有のデータを掲載することができる。他のメンバーは、メンバープロフィールを
ブラウズし、または、特定のデータを含むプロフィールをサーチすることによって、前記
のような掲載されたデータを検討することができる。さらに、ソーシャルネットワーキン
グウェブサイトは、あるメンバーを他のメンバーと関連付け、これにより、該ソーシャル
ネットワーキングウェブサイトのメンバー間の接続ウェブを作成することができる。この
ようなメンバー間の接続ウェブの接続は、公表された該メンバーの接続に対する関心を考
慮して、ウェブサイトによって各メンバーに対してより関連性のある情報を提供するため
に利用可能である。
【０００４】
　典型的には、該ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、各メンバーにもっとも関
連性がありそうなコンテンツに複数のメンバーを接続するためのシステムを組み込んでい
る。例えば、複数のメンバーは、かれらのプロフィールにおける1または複数の共通の属
性、例えば、地理的な位置、雇用主、仕事の種類、年齢、音楽的な好み、関心またはその
他の属性等に従って分類可能である。
【０００５】
　従来より、広告主(アドバタイザ)たちは、アドを表示するために様々な出版物、ウェブ
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サイトおよびその他のコンテンツディストリビュータにお金を支払っている。インターネ
ットワークにおいては、アドまたは"アド"は、アド(広告)を表示するウェブサイトの収入
源であり、多くの場合、何人のユーザが表示されたアドを見たかまたはクリックしたかに
基づいて広告主から対価を受け取る。従って、ユーザが彼らの関心または特性に関連する
アドをクリックすればするほど、特定のユーザグループにターゲット設定されたアドを表
示することは、ウェブサイトの収入を増やし、当該広告主からのコンテンツにアクセスす
るユーザの数をも増やす。しかしながら、特定のユーザグループについてのデータに対す
るアクセスは、表示アドのターゲットを設定するために使用可能であるが、プライバシー
上の懸念により、一般的に制限されることになる。このように制限されるユーザデータの
利用可能性は、ウェブサイトがユーザに関連したアドを表示する可能性を制限する。
【発明の概要】
【０００６】
　メンバーに対するより効率的な広告を提示するために、ソーシャルネットワークは、メ
ンバーの特性、アクションおよび該メンバーの前記ソーシャルネットワークの他のメンバ
ーへの接続(関係)について得た情報を使用する。前記ソーシャルネットワークは、広告主
が前記ソーシャルネットワークの様々なメンバーの個々の関心(興味)または特性に合わせ
て個人化された広告を提供することを可能にする。メンバーの他のメンバーおよび／また
は他のコンテンツとのインタラクションを記述するデータのみならず、前記ソーシャルネ
ットワークによって維持されたメンバープロフィールからのデータが、前記メンバーの関
心に関連したアド(広告)を提供するために広告主なよって使用される。このようにして、
メンバーは該ユーザにとって一般的により関心があるアドの提示を受けることができ、こ
れにより、前記メンバーが提示されたアドにアクセスする可能性を高めることによって、
一般的に、前記ソーシャルネットワークの収入を増やすことになる。
【０００７】
　一実施の形態において、ソーシャルネットワークは、当該ウェブサイトのメンバーによ
って行われたアクションについての情報を収集して記録するソーシャルネットワーキング
ウェブサイトで実現される。これらの記録されたアクションは、前記ソーシャルネットワ
ーキングウェブサイト内のオブジェクトについてメンバーによって実行されるアクション
、他のウェブサイト上でメンバーによって行われて前記ソーシャルネットワーキングウェ
ブサイトに伝えられるアクション、または、キャプチャーされて前記ソーシャルネットワ
ーキングウェブサイトに伝えられる現実のアクションであってよい。前記ソーシャルネッ
トワーキングウェブサイトに関して記録されたアクションは、例えば、他のメンバーにメ
ッセージを送ること(送るアクション)、第三者のアプリケーションを使用すること、グル
ープに加わること、グループから去ること、イベント記述を生成すること、オンラインマ
ーケットプレイスを使用して製品またはサービスを購入または検討すること、第三者のウ
ェブサイトに情報をリクエストすること、または、前記ソーシャルネットワーキングウェ
ブサイトまたは第三者のウェブサイトによって記憶されたデータの修正または取り出しを
行うことが含まれる。前記ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、メンバープロフ
ィールに維持される年齢、地理的な位置、趣味、教育および雇用等のメンバーについての
データを収集してもよい。
【０００８】
　特定のユーザのための広告を選択するために、前記記録されたアクションおよびメンバ
ープロフィール情報は、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、該ウェブサイ
トが広告主から受け取る多数のアドリクエストと比較される。各アドリクエストは、1ま
たは複数のアドと、どのユーザにアドが提供可能かを判定するために使用されるターゲテ
ィング規準を含む。一実施の形態において、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイ
ト内において、他のウェブサイトまたは現実社会においてユーザによって行われた1また
は複数のアクションを特定する。前記ターゲティング規準は、さらに、広告のターゲトを
さらに精確に設定するためにメンバープロフィールの特性を指定してよい。特定のユーザ
に提示するアドを選択する際、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、前記ア
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ドリクエストを前記メンバープロフィールの情報および記録されたアクションと比較し、
前記ユーザにマッチするターゲティング規準を有するアドを特定する。そして、ソーシャ
ルネットワーキングウェブサイトは、これらのマッチするアドの1または複数をマッチす
るユーザに表示する。このようにして、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイトの
メンバーには、かれらの関心(興味)およびインタラクション履歴に基づいて、一般的にか
れらにより関連のあるアドが提示され、これにより、前記メンバーが前記アドにアクセス
する可能性を高めることができる。広告モデルの一例において、各広告主は、前記アドに
ついてメンバーがクリックしまたはその他の追加的なアクションを行う各インスタンスご
とにある特定の金額を入札してよい。
【０００９】
　さらに、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、特定のメンバーについての
アド収入を最大化するために、各資格を満たしたアド毎の期待される収入値に基づいて、
特定のメンバーにどのアドを提示すべきかを選択してよい。アドについての前記期待され
る収入値は、該アドにおける情報コンテンツに関するメンバーのアフィニティ(affinity:
類縁性)(メンバーが前記アドにクリックする可能性の代用品として作用する)、および、
前記ソーシャルネットワーキングウェブサイトが前記アクションについて受け取ることに
なる金額の関数であってよい。ある場合、前記期待される収入値は、さらに、メンバーが
過去にクリックした他のアドに基づく、該メンバーがアドにクリックする可能性の関数で
あってもよい。
【００１０】
　この明細書に説明される特徴および利点は本発明の特徴および利点の全てではなく、多
くの追加的な特徴および利点が、図面、明細書および請求の範囲に鑑みて当業者に明らか
であろう。さらに、この明細書に使用された言語が主に読み易さおよび教育目的で選択さ
れたものであり、本発明の主題を限定し、その境界を規定するために選択されたものでは
ない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施の形態に従う、ソーシャルネットワーキングウェブサイトのメン
バーにターゲットを設定した広告を提供するためのシステム環境の高レベルブロック図。
【００１２】
【図２】本発明の一実施の形態に従う、ソーシャルネットワーキングウェブサイトのメン
バーに広告を提供するためのシステム環境のシステム図。
【００１３】
【図３】本発明の一実施の形態に従うソーシャルネットワーキングウェブサイトのブロッ
ク図。
【００１４】
【図４】本発明の一実施の形態に従う、ソーシャルネットワークメンバーにターゲットを
設定したアドを選択するための処理を示すフローチャート図。
【００１５】
【図５】本発明の一実施の形態に従う広告モデルのイベント図。
【００１６】
【図６】本発明の一実施の形態に従うアドリクエストの一例を示す図。
【００１７】
　図は、例示目的でのみ本発明の実施の形態を図示するものである。当業者に容易に理解
されるように、以下の説明から、ここに例示する構成および方法の他の実施の形態が本発
明の原理を逸脱することなく使用可能である
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、そのメンバーが該ウェブサイトの他のメ
ンバーと通信し、インタラクトすることを可能にする。使用時において、メンバーは、前
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記ソーシャルネットワーキングウェブサイトに加入し、彼らが接続(関係)を希望する多数
の他のメンバーに対する接続(関係)を追加する。ここで、"友達"とは、メンバーがウェブ
サイトを介して接続、関連または関係を形成した他のメンバーを意味する。接続関係は、
例えばメンバーが友達とすべき特定の他のメンバーを選択することによって明確に追加さ
れてよく、または、メンバーの共通の特性(例えば、同じ教育機関の同窓生)に基づいて前
記ソーシャルネットワーキングウェブサイトによって自動的に作成されてもよい。ソーシ
ャルネットワーキングウェブサイトにおける接続は、通常双方向であるが、必ずしも双方
向でなくてもよく、従って、"メンバー"および"友達"は準拠枠(frame of reference)に依
存しない。例えば、BobとJoeとが共にメンバーであり、ウェブサイトにおいて相互に接続
されている場合、BobとJoeとは共に友達同士である。メンバー間の接続は直接的な接続で
あってよいが、ソーシャルネットワーキングウェブサイトのいくつかの実施の形態は、1
または複数の接続レベルを介した間接的な接続を可能にする。さらに、"友達"という用語
は、メンバーが現実社会で実際に友達であることを要求するものではない(一般的に、前
記メンバーの一方が企業またはその他のエンティティである場合そうである);これは、単
に、ソーシャルネットワーキングウェブサイトにおける接続を意味する。
【００１９】
　他のメンバーとのインタラクションに加えて、前記ソーシャルネットワーキングウェブ
サイトは、メンバーが該ウェブサイトによってサポートされた様々な種類の項目について
アクションをとることを可能にする。これらの項目は、前記ウェブサイトのメンバーが属
するグループまたはネットワーク(ここで、"ネットワーク"とは、物理的な通信ネットワ
ークではなく、人のソーシャルネットワークを意味する)、メンバーが関心を持つと思わ
れるイベントまたはカレンダの記入事項(エントリ)、前記ウェブサイトを介してメンバー
が使用する可能性があるコンピュータに基づくアプリケーション、および、メンバーが前
記ウェブサイトを介して品目を売買することを可能にする取り引きを含む。メンバーがソ
ーシャルネットワーキングウェブサイト上で作用することができる項目の数例を挙げたが
、その他多くの項目も可能である。
【００２０】
　図示の如く、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100は、メンバーがウェブ
サイト100上でインタラクトする可能性がある様々な種類の項目について多数のオブジェ
クトを維持する。一実施の形態において、これらのオブジェクトは、メンバープロフィー
ル105、グループオブジェクト110、イベントオブジェクト115、アプリケーションオブジ
ェクト120および取引きオブジェクト125(以下、それぞれ、グループ110、イベント115、
アプリケーション120および取引き125と言う)。一実施の形態において、前記ウェブサイ
ト100によって、各項目の各インスタンス毎に、オブジェクトが記憶される。例えば、メ
ンバープロフィール105は前記ウェブサイト100に参加する各メンバー毎に記憶され、前記
ウェブサイト100において定義された各グループ毎にグループ110が記憶される、等々であ
る。このように記憶されるグループ110およびデータについては、前記ソーシャルネット
ワーキングウェブサイト100の一実施の形態を示す図3を参照して詳述する。
【００２１】
　前記ウェブサイト100のメンバーは該ウェブサイト100についてアクションを行うことが
あり、このようなアクションの各々は1または複数のオブジェクトに関連付けられる。メ
ンバーが1つのオブジェクトについて行うアクションの種類は、各オブジェクト毎に定義
され、該オブジェクトによって示される項目の種類に大きく依存する。特定のアクション
は、多数のオブジェクトと関連付けされることがある。以下で説明するのは、前記ソーシ
ャルネットワーキングウェブサイト100について定義され得る特定の種類のオブジェクト
の多数の例、および、各オブジェクト毎に行い得る多数のアクションである。
【００２２】
　前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100は、該ウェブサイト100の各メンバー
毎にメンバープロフィール105を維持する。ある特定のメンバーが他のメンバーに対して
とるアクションは、各メンバーのメンバープロフィール105に関連付けられる。このよう
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なアクションは、例えば、前記他のメンバーに対する接続(関係)を追加し、前記他のメン
バーにメッセージを送り、前記他のメンバーからのメッセージを読み、前記他のメンバー
に関連付けられたコンテンツを見、前記他のメンバーによって掲載されたイベントに参加
することを含む。さらに、以下に説明する多数のアクションは特定のメンバーに向けられ
るものであり、これらのアクションも各々のメンバーに関連付けられる。
【００２３】
　メンバーのグループまたはネットワークについてグループ110が定義されてよい。例え
ば、メンバーは、あるグループを特定のバンドのファンクラブと定義することがある。前
記ウェブサイト100は前記ファンクラブについてのグループ110を維持し、該グループ110
は、前記バンドに関する情報、該バンドによる媒体コンテンツ(例えば、ソングまたは音
楽ビデオ)、および、該グループのメンバーが該バンドについてコメントできる掲示板を
含んでいてよい。従って、グループ110に対して可能なメンバーアクションは、前記グル
ープに参加すること、コンテンツを見ること、ソングを聞くこと、ビデオを見るおよび前
記掲示板にメッセージを掲載することを含むことがある。
【００２４】
　同様に、誕生日パーティーのような特定のイベントについてイベント115が定義されて
よい。メンバーは、時および場所等のイベントについての情報ならびに招待客のリストを
定義することによってイベント115を作成してよい。他のメンバーは、前記招待を受け入
れ、該イベントについてコメントし、かれら自身のコンテンツ(例えば、該イベントの写
真)、および、該イベント115について前記ウェブサイト100によって可能にされる他のア
クションを行ってよい。従って、前記イベントの招待客のみならず該イベント115の作成
者は、該イベント115に関連した様々なアクションを行ってよい。
【００２５】
　さらに、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイトは、メンバーが彼らのプロフィ
ールにアプリケーションを追加することを可能にする。これらのアプリケーションは、前
記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100内における向上したコンテンツおよび双
方向性を実現し、前記システムで主催される各アプリケーション毎にアプリケーションオ
ブジェクト120を維持する。前記アプリケーションは、当該ウェブサイトオペレータおよ
び/または第三者であるディベロッパによって提供されてよい。このようなアプリケーシ
ョンの一例は強化型メッセージングサービス(enhanced messaging service)であり、該メ
ッセージングサービスにおいて、メンバーは他のメンバーに対して仮想的なオブジェクト
(例えば、"ギフト"または"花・・・・・および任意のメッセージを送ることができる。こ
のように、前記アプリケーションによって提供される機能の使用により、前記アプリケー
ション120について、前記メンバーによるアクションを続行することができる。さらに、
上記の場合、仮想的なギフトまたはメッセージの受信もまた、前記アプリケーション120
に関するアクションであると考えることができきる。故に、アクションは、受動的であり
メンバーによる能動的な参加を必要としない。
【００２６】
　図1の図示例に示された他の種類のオブジェクトは、取引き125である。取引きオブジェ
クトは、メンバーが他のメンバーとの買い、売り、賃借、商取引、交換等の取引を行うこ
とを可能にする。例えば、メンバーは、自動車を売るために、ソーシャルネットワーキン
グウェブサイト100に案内アドを掲載することがある。このようにして、前記メンバーは
新たな取引き125を定義し、該定義には、自動車の説明、写真および希望価格が含まれる
。このようにして、他のメンバーは、この情報を見ることができ、前記自動車についての
質問を掲載し、申し出(オファー)を受け付けまたは対案を出すことによって、前記取引き
125とさらにインタラクト(相互作用)することができる。これらの相互作用、すなわち、
見ること、質問を掲載すること、申し出をすること、および、対案を出すことの各々は、
特定の取引き125に関連するアクションである。
【００２７】
　メンバーが前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100上でアクションを行うと
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、該アクションは、アクションログ160(図3)に記録される。一実施の形態おいて、前記ウ
ェブサイト100は、エントリのデータベース160を維持する。前記ウェブサイト100上でア
クションが行われると、前記ウェブサイト100は、そのアクションのエントリをアクショ
ンログ160に追加する。一実施の形態において、エントリは、以下の情報の一部または全
部からなる。
　　・ 時: アクションが発生した時のタイムスタンプ。
　　・ メンバー: アクションを行ったメンバーの識別子。
　　・ ターゲット: アクションが向けられたメンバーの識別子。
　　・ アクションタイプ: 行われたアクションの種類。
　　・ オブジェクト: アクションが作用したオブジェクトの識別子。
　　・ コンテンツ: アクションに関連したコンテンツ。
　なお、前記ウェブサイト100で可能な多くの種類のアクションは、上記の情報の全てを
必要とするわけではない。例えば、メンバーが該メンバーのプロフィールに関連した写真
を変更した場合、該アクションは、前記メンバーの識別子、写真変更を定義するアクショ
ンタイプ、および、コンテンツとしての前記写真または該写真へのリンクと共に記録され
てよい。
【００２８】
　一実施の形態において、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100は、さらに
、あるメンバーが第三者のウェブサイト140で行うアクションを記録する。前記ソーシャ
ルネットワーキングウェブサイト100は、多くの方法のうちのいずれかを介して、前記第
三者のウェブサイト140でのメンバーのアクションを知ることができる。例えば、前記第
三者のウェブサイト140においてあるメンバーによる特定のアクションが発生すると、前
記第三者のウェブサイト140は、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100にメッ
セージを送ることができる。一例において、前記第三者のウェブサイト140は、メンバー
がアイテムを購入する商業的なウェブサイトである場合、前記第三者のウェブサイト140
は、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100のメンバーが前記第三者のウェブ
サイト140上でアイテムを購入したことを前記ウェブサイト100に知らせる。
【００２９】
　他の実施の形態において、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100は、現実
社会でそのメンバーによって行われるアクションを記録する。これらのアクションはアク
ションターミナル150によって記録されてよく、該アクションターミナル150は、適切なア
クションを観察し、該アクションを前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100に
通信によって伝える。前記通信はイーメイル(e-mail)、SMSまたはその他の適当な手段で
あってよく、ここで伝えられるメッセージは、前記ソーシャルネットワーキングウェブサ
イト100が当該アクションを記述するエントリを前記アクションログ160に投入するのに十
分な情報を含む。前記アクションターミナル150は、特定のアクションが追跡可能な適当
な装置またはシステムを具備してよい。
【００３０】
　一実施の形態において、前記追跡されるアクションはクレジットカードによる取引きで
あり、ここで、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100のメンバーは、クレジ
ットカードを登録することによって、任意に選択することができる。登録されたクレジッ
トカードが適切な方法で使用される(例えば、販売場所での購入)場合、当該クレジットカ
ード会社(または、手形交換所)は、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100に
メッセージを送る。このようなシナリオにおいて、前記クレジットカード会社または、手
形交換所におけるコンピューティングは、アクションターミナル150として機能する。前
記メッセージは、購入されたアイテム、購入の日付および場所等の、前記クレジットカー
ドによる購入の情報を含んでいてよい。このようにして、前記ソーシャルネットワーキン
グシステムは、前記アクションログ160において、購入等の現実社会におけるアクション
を追跡する。
【００３１】
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　追跡可能な現実社会におけるアクションの他の例は、当該メンバーのロケーション(居
場所)を含む。メンバーは、該メンバーのロケーションをソーシャルネットワーキングウ
ェブサイト100に伝えるためのロケーション技術(例えば、GPS)を有する携帯電話を構成設
定することができる。これは、例えば、アプリケーションを前記携帯電話にダウンロード
することによって実現されてよく、この場合、前記アプリケーションは、ロケーションユ
ニットにポーリングし、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100に対して前記
メンバーのロケーションを含むメッセージを送る。これは、定期的、または、ロケーショ
ンに関連したトリガイベント時に行われてよい。例えば、トリガイベントは、メンバーが
特定の市にいるか、または、レストラン、会社もしくは会場等の特定の目的地にいるかを
含んでいてよい。この用途において、前記携帯電話(または、その他のGPS対応装置)が、
アクションターミナル150として機能可能である。
【００３２】
　追跡可能な現実社会におけるアクションの他の例は、テレビジョンシステムにおいてメ
ンバーがどのプログラム素材にアクセスしているのかに関わる。テレビジョンおよび/ま
たはセットトップ(set-top)レシーバが、アクションターミナル150として機能してよく、
メンバーが特定の時に特定のチャンネルの特定の番組を見ている(または、録画している)
ことを示すメッセージを送信してよい。これらの例も、メンバーによるアクションとして
キャプチャーされ、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100に伝えられること
ができる装置およびアクションのタイプのうちのいくつかを例示するために提示される。
特定のメンバーに関連付けられた現実社会におけるアクションをキャプチャーし、該情報
を前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100に送るために、無制限の様々なその
他のアプリケーションが実施されてよい。
【００３３】
　ある時間の後、前記アクションログ160には、前記ソーシャルネットワーキングウェブ
サイト100のメンバーによって行われたアクションを記述する多数のエントリが記録され
る。このようにして、前記アクションログ160は、前記メンバーのアクションについての
極めて多量のデータのセットを含み、前記メンバーのアクションにおける傾向および関係
、ならびに、前記メンバーと様々なオブジェクトとの関係を特定するために、分析および
フィルタされ得る。

ウェブサイトアーキテクチャ
【００３４】
　図2は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト100の動作に適したシステム環境を示
す高レベルブロック図である。前記システム環境は、1または複数のクライアント装置210
と、1または複数の第三者のウェブサイト140と、ソーシャルネットワーキングウェブサイ
ト100と、ネットワーク220とからなる。他の構成例において、図示のものとは異なる、ま
たは、追加的なモジュールが該システムに含まれていてよい。
【００３５】
　前記クライアント装置210は、メンバー入力を受け取り、ネットワーク220を介してデー
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装置からなる。例えば、
前記クライアント装置210は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、
スマートホン、パーソナルディジタルアシスタンス(PDA)、または、コンピューティング
機能およびデータ通信能力を有するその他の装置であってよい。前記クライアント装置21
0はネットワーク220を介して通信可能に構成されており、該ネットワーク220は、有線お
よび無線の通信システムの両方を使用した、ローカルエリアおよび／またはテイドエリア
ネットワークからなっていてよい。上述の如く、前記第三者のウェブサイト140およびア
クションターミナル150は、ウェブサイト100外のメンバーのアクションについてのメッセ
ージを前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100に伝えるために前記ネットワー
ク220に接続されている。
【００３６】
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　前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100は、メンバーが互いに通信またはそ
の他の方法でインタラクトし、コンテンツにアクセスすることを可能にするコンピューテ
ィングシステムからなる。該ソーシャルネットワーキングウェブサイト100は、ソーシャ
ルネットワークのメンバーの経歴、人口統計的情報、ならびに、仕事経験、学歴、趣味ま
たは好み、居居所等その他の種類の記述的情報を含むプロフィールを記憶する。前記ウェ
ブサイト100は、さらに、異なるメンバー間の1または複数の関係を記述するデータを記憶
する。前記関係を記述する情報は、同様なまたは共通の仕事経験、属しているグループ、
趣味または学歴を有するメンバーを示すものであつてよい。さらに、前記ソーシャルネッ
トワーキングウェブサイト100は、複数のメンバーが他のメンバーとの関係を特定するこ
とを可能にするような、メンバー定義関係を示す情報を有する。例えば、これらのメンバ
ー定義関係は、メンバーが友達、仕事仲間、パートナー等のメンバーの現実の関係同等な
他のメンバーとの関係を生成することを可能にする。メンバーは、予め定義された関係の
種類(タイプ)から所望のものを選択し、または、必要に応じて彼ら自身の関係の種類を定
義してよい。
【００３７】
　図3は、ソーシャルネットワーキングウェブサイト100のブロック図である。該ソーシャ
ルネットワーキングウェブサイト100は、ウェブサーバ350と、アクションロガー360と、
アクションログ160と、ニュースフィードジェネレータ370と、サーバ380と、アドリクエ
ストデータベース175と、メンバープロフィール記憶装置305と、グループ記憶装置310と
、イベント記憶装置315と、アプリケーションデータ記憶装置320と、取引き記憶装置325
と、コンテンツ記憶装置330とを含む。他の実施の形態において、前記ソーシャルネット
ワーキングウェブサイト100は、様々な用途に応じて、追加的なもしくはより少ないモジ
ュール、または、上記とは異なるモジュールを含んでいてよい。
【００３８】
　前記ウェブサーバ350は、前記ネットワーク220を介して、前記ソーシャルネットワーキ
ングウェブサイト100を1または複数のクライアント装置210に、および、1または複数の第
三者のウェブサイト140にリンクする。前記ウェブサーバ350は、メールサーバ、または、
前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100と前記クライアント装置210または第三
者のウェブサイト140との間でメッセージを送受信するその他のメッセージ機能を有して
よい。前記メッセージは、インスタントメッセージ、待ち行列型メッセージ(例えば、イ
ーメール)、SMSテキストメッセージ、または、その他の適当なメッセージとすることがで
きる。
【００３９】
　前記アクションロガー360は、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100上およ
び／または前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100外でのメンバーアクション
について前記ウェブサーバ350からの通信を受信することができる。このように受信され
るアクションは、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100によって露出される
アプリケーションプログラミングインターフェースを介して、前記ソーシャルネットワー
キングウェブサイト100内および他のウェブサイト上で発生可能である。一実施の形態に
おいて、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト130は、エントリのデータベース
として前記アクションログを維持する。前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト10
0上および／または前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100外でアクションが行
われると、該アクションに関するエントリが発生され、前記アクションロガー360によっ
て記憶される。前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100内におけるユーザアク
ションの例としては、友達にメッセージを送ること、第三者のアプリケーションを使用す
ること、グループに加わること、グループから去ること、他のユーザに対する関係を追加
すること、他のユーザに対する関係を除去する、記憶されたプロフィールを修正する、イ
ベント記述を生成する、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100によって記憶
されたデータを修正するまたは取り出すことを含む。前記ソーシャルネットワーキングウ
ェブサイト100外におけるユーザアクションの例としては、第三者のウェブサイト140によ
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って主催されるオンラインマーケットプレイスを使用して製品またはサービスを購入また
は検討すること、第三者のウェブサイト140によって主催されるウェブサイトに登録する
こと、第三者のウェブサイト140から情報を購入またはリクエストすること、第三者のウ
ェブサイト140で行われるその他の同様なアクションを行うことを含む。
【００４０】
　前記アクションロガー360は、アクションを行ったメンバー、該アクションが発生した
時、該アクションを行ったメンバーの識別子、該アクションが向けられたメンバーの識別
子、該行われたアクションの種類の識別子、該アクションが作用するオブジェクトの識別
子、該アクションに関連したコンテンツ、該アクションが発生した場所を記述するデータ
、および／または、該アクションを記述する他のデータを含む。なお、前記ソーシャルネ
ットワーキングウェブサイト100において起こり得る多種類のアクションは上記情報のす
べてを必要としない。例えば、あるメンバーが該メンバーのプロフィールに関連した写真
を変更した場合、該アクションは、該メンバーの識別子、写真変更を定義するアクション
タイプ、および、コンテンツとしての前記写真または該写真へのリンクと共に記録されて
よい。前記アクションロガー360は、イベント、ユーザおよび／またはグループを前記ア
クションに関連付けることを可能にするメンバープロフィール記憶装置305、イベント記
憶装置315およびグループ記憶装置310と通信可能である。前記アクションロガー360は、
記憶された各アクションを識別するアクション識別子に従って、記憶されたアクションデ
ータを整理する。
【００４１】
　前記アクションロガー360は、アクションが発生した時に基づいて該アクションを記憶
することができる。一実施の形態において、1つのアクションロガー360が、前記ソーシャ
ルネットワーキングウェブサイト100のすべてのメンバーのアクションを記憶し、該メン
バーの識別子に従って該記憶したアクションを整理し、または、複数の異なるメンバーに
記憶領域を割り当てるためにアクションログをセグメント化する。代案として、前記ソー
シャルネットワーキングウェブサイト100は、所属、グループ、地理的場所等に従ってメ
ンバーのサブセット(小集団)に関連付けられた多数のアクションロガー360を含む。
【００４２】
　前記ニュースフィードジェネレータ370は、各メンバーごとに該メンバーに関連した情
報についての通信情報を発生する。これらの通信情報はストーリーの形態であってよく、
この場合、各ストーリーは、特定のメンバーに関連したアクションログにおけるアクショ
ンについての1または数行の情報からなる情報メッセージである。前記ストーリーは、例
えば各メンバーのホームページまたはニュースフィードページにおいて、前記ソーシャル
ネットワーキングウェブサイト100の1または複数のページを介してメンバーに提示される
。ストーリーは、前記アクションログ160からの1または複数のアクションを要約するメッ
セージである。発生されたニュースフィードストーリーは、その後、例えば、当該メンバ
ーの友達等の1または複数の関連メンバーに送信されことができ、当該メンバーのアクシ
ョンが前記関連メンバーと共用されることを可能にする。前記ニュースフィードジェネレ
ータ370は、前記アクションログ160およびメンバープロフィール記憶装置305のコンテン
ツにアフィニティ(affinity)アルゴリズムを適用して、前記アクションログ160における
前記関連メンバーに配信される1または複数のストーリーの基礎となるアクションを選択
するために、前記メンバープロフィール記憶装置305および／またはグループ記憶装置310
に記載されている当該メンバーの他のメンバーとの関係を説明する。当該メンバーの他の
メンバーおよび／またはグループとの関係を説明することによって、前記ニュースフィー
ドジェネレータ370は、前記アクションログ160から前記他のメンバーに最も関連したデー
タを決定する。
【００４３】
　例えば、前記ニュースフィードジェネレータ370は、特定のメンバー(例えば、ユーザA)
、アクションの種類、および、任意に、該アクションによって影響される他のメンバー、
グループまたは他のエンティティ(例えば、"ユーザA加入グループ・・・・・・を識別す
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るメッセージを発生する。様々なメッセージについて、前記ニュースフィードジェネレー
タ370は、所与のユーザに関連した複数の異なるメッセージに対する様々な関連ユーザの
関心を判定する。例えば、前記ニュースフィードジェネレータ370は、前記所与のユーザ
からのデータまたは該所与のユーザに関連したデータに関連したユーザが最後にアクセス
したのは何時か、前記所与のユーザからのデータまたは該所与のユーザに関連したデータ
にどのくらいの頻度で前記関連したユーザがアクセスしたか、前記所与のユーザおよび前
記関連したユーザのプロフィールにおける共通したまたは類似したデータの量、および／
または、特定のメッセージに対するユーザの関心を示す他の要因を判定する。判定された
関連したユーザの関心のレベルに基づいて、当該情報メッセージに対して最も高い関心を
有する関連したユーザにメッセージが送られる。また、この処理は、前記アクションログ
160、または、特定のユーザに関連したメンバーに関連した前記アクションログ160のコン
テンツにも適用され得る。例えば、所与のユーザについて、関連したメンバーB,C,D,Eの
アクションログ160は選択された時間区間の間に処理可能であり、該メンバーB,C,D,Eのア
クションに基づいて、1または複数のメッセージがメンバーAについて構築される。このよ
うにして、メンバーAは、例えば、"ユーザB,CがイベントXに参加している"、"ユーザCが
ユーザDにギフトを送った"または"ユーザDは現在ユーザEと友達である"というメッセージ
を受信することができる。
【００４４】
　前記アド(広告)サーバ380は、メンバープロフィール記憶装置305、グループ記憶装置31
0、アドリクエストデータベース175およびアクションログ160に通信可能に接続されてい
る。前記アドサーバ380は、メンバープロフィール記憶装置305、グループ記憶装置310お
よび／またはアクションログ160からのデータに基づいて前記アドリクエストデータベー
ス175からアドリクエストを選択し、当該ユーザに提示するアド(広告)を特定する。従っ
て、前記アドサーバ380は、メンバープロフィールからのデータ、メンバーのグループ所
属および前のアクションを使用して、メンバーの特性およびアクションに最も関連した1
または複数のアドを決定する。前記アドサーバの動作について図4を参照して以下に説明
する。
【００４５】
　上述の如く、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100は、メンバーが該ウェ
ブサイト100上でインタラクトする多数の異なるオブジェクトについてのデータを維持す
る。この目的のために、前記メンバープロフィール記憶装置305、グループ記憶装置310、
イベント記憶装置315、アプリケーションデータ記憶装置320および取引き記憶装置325の
各々は、前記ウェブサイト100によって維持された対応するオブジェクト種類の各インス
タンス毎にデータを管理するためのデータ構造を記憶する。前記データ構造は、前記対応
するオブジェクト種類に適した情報フィールドを備えている。(例えば、前記イベント記
憶装置315はイベントの時と場所を含むデータ構造を含み、前記メンバープロフィール記
憶装置305はメンバーのプロフィールを記述するのに適したデータ構造を含む。)特定の種
類の新たなオブジェクトが作成されると、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト
100は、対応する種類の新たなデータ構造を初期化し、該新たなデータ構造にユニークな
識別子を割り当て、必要に応じて前記オブジェクトにデータを追加する。これは、例えば
、メンバーが新たなイベントを定義したときに行われ、この場合、前記ウェブサイト100
は、前記イベント記憶装置315にイベントの新たなインスタンスを生成し、該イベントに
ユニークな識別子を割り当て、該イベントのフィールドに前記メンバーによって提供され
た情報を投入する。

メンバーに対するアドの提供
【００４６】
　図4は、前記アドサーバ380によって実行されてよいアドを選択するための処理を示す。
前記アドサーバ380は、ステップ405において、或る特定のメンバー用のアドのリクエスト
・"アドリクエスト・・・・・を受信する。該アドリクエストは、或る特定のメンバーに
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対する提示のために或る広告主からの1または複数のアドを記述するものである。一実施
の形態において、前記リクエストは、前記特定のメンバーのユニークなメンバー識別子を
含むことによって前記特定のメンバーを特定する。そして、前記アドサーバ380は、ステ
ップ410において、前記アドリクエストデータベース175における各アドリクエスト毎のタ
ーゲティング規準(もしこのような基準があれば)を前記メンバーに適用する。図6を参照
して以下に詳述するように、アドリクエストは、アドを特定の規準に適合するメンバーに
のみアドを送るために1組のターゲティング規準を指定するものであってよい。ターゲテ
ィング規準の一例は、18歳と30歳との間の年齢であって、音楽に関心があるメンバーを指
定するものであってよい。一実施の形態において、前記ターゲティング規準は、性、年齢
、学歴、地理的エリア、雇用タイプまたはメンバープロフィールのその他のデータのよう
なユーザの様々な人口統計学的なデータを記述する。
【００４７】
　前記ターゲティング規準は、さらに、メンバーと前記ソーシャルネットワーキングウェ
ブサイト100の内および／または外で行われるメンバーによるアクションとの関連を記述
し、メンバーのプロフィール以上の記述が可能なものであってよい。前記ターゲティング
規準に含まれるアクションの例としては、他のメンバーにメッセージを送ること、第三者
のアプリケーションを使用すること、グループに加わること、グループから去ること、イ
ベント記述を生成すること、オンラインマーケットプレイスを使用して製品またはサービ
スを購入または検討すること、第三者のウェブサイトに情報をリクエストすること、また
は、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100または第三者のウェブサイト140に
よって記憶されたデータの修正または取り出しを行うことが含まれる。このようにして、
前記ターゲティング規準は、メンバーによって行われたときに潜在的なアドのターゲット
として前記メンバーを特定する1または複数のアクションを指定することができる。例え
ば、前記ターゲティング規準は、特定の車のブランドまたはモデルを記述するコンテンツ
に最近アクセスしたメンバーを特定する。従って、前記ターゲティング規準は、メンバー
によって行われたアクションを説明し、メンバーのアクションおよび／または関心につい
ての追加的な情報が該メンバーに関連したアドを選択するために使用されることを可能に
する。このようにして、前記アドサーバ380は、これらのターゲティング規準を特定のメ
ンバーおよび該特定のメンバーに関連付けて記憶されたアクションに適用して、該メンバ
ーのアドリクエストを使用するか無視するかを判定する。このような処理は、各アドリク
エストに含まれる対応するターゲティング規準を使用して、各アドリクエスト毎に繰り返
される。メンバープロフィールおよびメンバーに関連して記憶されたアクションにマッチ
するターゲティング規準を有するアドリクエストは、かれらのプロフィールが前記ターゲ
ティング規準にマッチするメンバーに潜在的に関連したアドである候補アド(広告)として
特定される。
【００４８】
　一実施の形態において、前記候補アドのうちの1または複数を選択するために、前記ア
ドサーバ380は、ステップ420において、各前記候補アド毎に期待値を算出する。一実施の
形態において、前記期待値は、該アドが潜在的な受取人によってクリックされる推定可能
性によって重みづけされたアドのクリック当たりの入札価格の関数として算出される。特
定のメンバーがアドにクリックする可能性を見積もるために、前記アドサーバ380は、前
記候補アドに関連したターゲティング規準についての当該メンバーのアフィニティの重み
づけされた関数として前記可能性を算出してもよい。さらに、各候補アド毎の期待値の算
出(ステップ420)は、前記アドをリクエストしている広告主についてのデータを含んでよ
い。例えば、広告主によってターゲットとされたメンバーの数は、入札価格に影響するも
のであり、より低い入札額を有するがより大きい潜在的にアクセス可能なメンバーのグル
ープを有する広告主からの候補アドが、より高い入札額を有するがより小さい潜在的にア
クセス可能なメンバーのグループを有する広告主からの候補アドより高い期待値を有する
ことを可能にする。代案として、前記期待値は前記ターゲティング規準における共通デー
タの量によって重みづけされ、その結果、ユーザによってアクセスされる可能性がより高
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く、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100に収入をもたらす可能性がより高
いアドは、より高い期待値を有する。例えば、前記ターゲティング規準が8つの要素を有
し、メンバープロフィールが該ターゲティング規準の4つの要素にマッチする場合、前記
期待値は、ターゲティング規準の数に対する前記メンバープロフィールにマッチするター
ゲット規準要素の数の比率(この例においては0.5)によって重みづけされる。他の実施の
形態において、前記ターゲティング規準およびメンバープロフィールの複数の異なる関数
が前記期待値を重みづけするために使用される。
【００４９】
　前記候補アドについて期待値が算出されると、前記アドサーバ380は、ステップ430にお
いて、最も高い期待値を有する1または複数のアドを選択する。一実施の形態において、
前記アドサーバ380は、ステップ430においてアドを構成するために、局所的に記憶された
バナーアドを読み出し、または、第三者のウェブサイト140からバナーアドを受け取る。
従って、このように構成されたアドが選択される可能性および該アドが選択された場合に
前記ウェブサイト100に支払われる入札額により、前記構成されたアドは前記ソーシャル
ネットワーキングウェブサイト100に最も高い収入値をもたらすアドである。1以上のアド
が所望である場合、前記アドサーバ380は、ステップ430において、最も高い期待値を有す
る所望の数の候補アドについて1または複数のアドを構成してよい。一実施の形態におい
て、前記アドサーバ380は、ステップ430において、当該メンバーに提示され、前記ソーシ
ャルネットワーキングウェブサイト100が多数の広告主からメンバーに提供することを可
能にする多数のアドを構成してよい。

アド(広告)モデル
【００５０】
　図5は、本発明の一実施の形態に従うアドモデルのイベント図である。このアドモデル
において、多数の広告主520は、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100上にア
ドを出すことに対する入札を行う。ソーシャルネットワーキングウェブサイトオペレータ
510は、例えば、広告主520がアクセス可能なウェブインターフェースを介して、これらの
入札を受け取る。各入札には、前記広告主520が前記ソーシャルネットワーキングウェブ
サイト100上の選択されたウェブページにアドを出すことを望んでいる旨の記述が添付さ
れる。従って、前記ウェブインターフェースは、前記広告主520が当該アドの入札額を含
む、アドリクエストについてのすべての関連情報を記載することを可能にする。一実施の
形態において、前記広告主520は、図6に示すもののようなアドリクエストを明記する。
【００５１】
　図6はアドリクエスト600の構成要素のうちのいくつかを示す図であり、ここで、広告主
520はソーシャルネットワーキングウェブサイトオペレータ510を提供する。該アドリクエ
スト600は、前記ソーシャルネットワーキングウェブサイト100によってアドリクエストデ
ータベース175に記憶されてよい。図示例において、前記アドリクエスト600は、タイトル
フィールド605、ボディフィールド610、ハイパーリンクフィールド615、入札額フィール
ド620およびデータ範囲フィールド625からなる。一実施の形態において、前記アドリクエ
スト600は、さらに、前記広告主が1日当たり、1週間当たり、または、前記データ範囲フ
ィールド625によって指定される時間インターバルの間にアドに費やされる金額のリミッ
トを設定することを可能にする予算フィールドを含む。
【００５２】
　前記タイトルフィールド605およびボディフィールド610は、前記ウェブサイトによって
前記広告主を記述する情報を公表するために使用可能である。例えば、前記アドは、ヘッ
ダとしての前記タイトルフィールド605と、該タイトルフィールド605に続いて前記アドを
記述するテキストデータとを有してよい。例えば、前記ボディフィールド610は、・・・
・・広告主]から[イベント名]のチケットが入手可能"と記載してよい。代案として、前記
ボディフィールド610は、1または複数の広告主の製品またはサービスに関連した画像を特
定してよく、これにより、前記アドは、前記ウェブサイト上に該特定された画像を表示す
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る。前記ハイパーリンクフィールド615は、前記広告主に関連したウェブサイト等のウェ
ブサイトまたはその他のオンラインサービスへのハイパーリンクを含み、例えば、当該ア
ドのアクションに対する呼び出しを提供するために、前記アドのコンテンツに追加され得
る。最後に、前記アドリクエスト600は、前記アドに添付される追加的なアドコンテンツ6
30を含んでいてよい。このアドコンテンツ630は、ウェブページ上で提示されるのに適し
た、画像、映像、音声、ハイパーリンク、イーメールアドレスまたはその他のコンテンツ
を含む任意タイプの媒体コンテンツを含んでいてよい。
【００５３】
　前記アドリクエスト600に記載された入札金額フィールド620は、前記アドが提示された
メンバーがアドにクリックする毎に前記広告主520が支払う報酬の金額を示してよい。代
案として、前記入札金額フィールド620は、前記アドが1またはある特定数のメンバーに表
示される毎に、前記広告主520が前記ソーシャルネットワーキングウェブサイトオペレー
タ510に支払うことになる金額を明記してよい。前記データ範囲フィールド625は、前記ア
ドが表示される時間範囲を明記してよく、これにより、前記広告主が複数の異なる時に複
数の異なるアドを表示することが可能になる。例えば、広告主は複数の異なるデータ範囲
フィールド625を有する多数のアドリクエストを提示してよく、これにより、前記広告主
が一日中、一か月中または他の時間インターバル中における複数の異なる時に複数の異な
るアドを表示することが可能になる。従って、前記広告主は複数の異なる時に複数の異な
るアドコンテンツ630を表示でき、これにより、広告主は、該広告主に関連したアドにメ
ンバーがアクセスする可能性をより高めるよう、様々なアドまたはプロモーションを表示
することができる。さらに、前記アドリクエスト600は前記広告主520がターゲティング規
準635を指定することを可能にするものであり、該ターゲティング規準635の使用法につい
てはアドを生成するための処理のステップ410に関連して上述されている。
【００５４】
　前記ターゲティング規準は、メンバープロフィールのフィールドおよび／またはメンバ
ーまたはその他のオブジェクトに関連したアクションログエントリに適用されるフィルタ
であってよい。1または複数のメンバープロフィールに含まれるデータは前記ターゲティ
ング規準と比較され、該ターゲティング規準を含むメンバープロフィールが選択される。
メンバーに関連したアクションログエントリも前記ターゲティング規準と比較され、該タ
ーゲティング規準によって記述されたアクションを行ったメンバーが選択される。従って
、前記ターゲティング規準は、広告主が該広告主から物品またはサービスを購入する可能
性が最も高い、または、該広告主から提供される物品またはサービスに関心がありそうな
メンバーのグループを識別することを可能にする。一実施の形態において、前記ターゲテ
ィング規準は、前記アドサーバ380によって特定のターゲティング規準にマッチするユー
ザのグループを生成するために使用され、その後のアド配信を簡素化する。このようにし
て、前記ターゲティング規準は、広告主が特定のメンバーに焦点が当てられたアドを提供
することを可能にし、該アドを見るメンバーが該広告主から物品またはサービスを購入す
る可能性を高めることができる。
【００５５】
　一実施の形態において、前記ターゲティング規準は、前記ソーシャルネットワークのあ
るメンバーと他のメンバーとの間のアクション、1つのコンテンツ、または、前記ソーシ
ャルネットワーキング環境におけるその他のオブジェクトを記すものであってよい。また
、前記ターゲティング規準は、インターネットにおける他のドメイン(例えば、第三者の
ウェブサイト140)で行われるオブジェクトとオブジェクトとの間のインタラクション、お
よび／または、現実社会で行われるアクション(例えば、アクションターミナル150によっ
て記憶されるもののようなアクション)を記したものであってよい。一例において、前記
ターゲティング規準は、かれらのカレンダに特定のイベントを追加したメンバーを記した
ものであってよい。他の例において、前記アドサーバ380は、アクションログ160にアクセ
スして、メンバーが、他のメンバーにメッセージを送ること、第三者のアプリケーション
を使用すること、グループに加わること、グループから去ること、イベント記述を生成す
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ること、オンラインマーケットプレイスを使用して製品またはサービスを購入または検討
すること、第三者のウェブサイトに情報をリクエストすること、または、前記ソーシャル
ネットワーキングウェブサイト100または第三者のウェブサイト140によって記憶されたデ
ータの修正または取り出しを行うことなどの、前記ターゲティング規準に示されたアクシ
ョンを行ったか否かを判定する。前記ターゲティング規準にアクションを含めることによ
って、広告主は、メンバーについてより多くの情報を使用することにより、アドを受ける
候補としてのメンバーを精選できる。従って、その結果としてのアドは、より精確にその
ターゲット(広告対象)を設定できる。例えば、候補アドは、アドリクエストのターゲティ
ング規準に記されたイベントに参加することを計画しているユーザのみに提示される。従
って、前記ターゲティング規準は、さらに、メンバーに提示されるアドを特定するために
使用されるメンバープロフィールのコンテンツに加えて、アクションの種類を特定してよ
く、メンバーが該メンバーの関心および／または特性に対してターゲット設定されたアド
を見る可能性を高めることができる。

まとめ
【００５６】
　以上、本発明は、制限された数の実施の形態について特に詳細に説明された。当業者に
理解されるように、本発明は、他の実施の形態で実行されてもよい。この明細書における
説明において、上記構成要素の特定の命名、用語の大文字化、属性、データ構造またはそ
の他のプログラミングもしくは構造的な特徴は必須または重要ではなく、本発明またはそ
の特徴を実現するメカニズムは、上記とは異なる名前、フォーマットまたはプロトコルを
有するものであってよい。さらに、上記システムは、上述のようなハードウエアおよびソ
フトウエアの組合わせ、または、ハードウエア要素だけで実現されてよい。さらに、上述
したさまざまなシステム構成要素間の特定の機能区分は単に一例であって必須ではなく、
1つのシステム要素によって実行されるものとして説明された機能は多数のシステム要素
によって実行されてよく、また、多数のシステム要素によって実行されるものとして説明
された機能は1つのシステム要素によって実行されてよい。さらに、上記実施の形態はソ
ーシャルネットワークウェブサイトとの関連で説明されたが、当業者にとって明白である
ように、本発明は、ウェブサイトを介して提供されないものであっても任意のソーシャル
ネットワークサービスに適用してもよい。例えばeメール、インスタントメッセージもし
くはその他の任意の形態のピアツーピア通信、または、ユーザ間の通信を行うその他の任
意の技術に依存するものである場合であっても、ソーシャルネットワーキング機能を提供
する任意のシステムが、本発明に従って使用されてもよい。ソーシャルネットワーキング
機能を提供するために使用されるシステムは、分散型コンピューティングシステム、クラ
イアント側コードモジュールもしくはプラグイン、クライアント-サーバアーキテクチャ
、ピアツーピア通信システムもしくはその他のシステムを含む。このように、本発明は特
定の種類の通信システム、ネットワーク、プロトコル、フォーマットまたはアプリケーシ
ョンに限定されない。
【００５７】
　本発明の実施の形態についての上述の説明は、例示的な説明であり、本発明の全て網羅
するものではなく、本発明を開示内容のみに限定するものでもない。当業者に理解される
ように、上記開示内容に照らして多くの変更が可能である。
【００５８】
　以ウェブサイトの詳細な説明のいくつかの部分は、本発明の特徴を情報についての処理
のアルゴリズムおよび記号表現について説明している。これらのアルゴリズムおよび記号
表現は、当業者がかれらの作業内容を他の当業者に最も効果的に伝えるために一般的に使
用される手段である。上記の処理は、ここでは機能的、計算的または論理的に説明されて
いるが、コンピュータプログラムまたは等価電気回路、マイクロコード等によって実現さ
れてよい。これらの処理は、普遍性を喪失することなく、モジュールとして言及すること
は、折にふれて便利であることが知られている。上述した処理および該処理に関連したモ
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せで実施されてよい。
【００５９】
　上記ステップまたは処理、1または複数のハードウエアまたはソフトウエアモジュール
を単独で使用することによって、または、他の装置と組み合わせて使用することによって
実行可能である。一実施の形態において、ソフトウエアモジュールが、上述したステップ
または処理のすべてを実行するコンピュータプロセッサによって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によって読み取り可能な媒体からなるコンピュータ
プログラム製品で実現される。
【００６０】
　本発明の実施の形態は、さらに、上記処理を実行する装置に関する。この発明は前記要
求される目的に特化して構成されてもよく、および／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または再構成される汎用コンピューテイン
グ装置からなっていてよい。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
ムバスに接続された、電子命令を記憶するのに適した有形のコンピュータによって読み取
り可能な記憶媒体またはその他任意タイプの媒体に記憶されてよい。さらに、この明細書
に言及されている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るものでよく
、または、向上した計算能力を実現するためのマルチプロセッサ設計を使用するアーキテ
クチャであってもよい。
【００６１】
　本発明の実施の形態は搬送波に実現されたコンピュータデータ信号に関するもとのであ
ってもよく、この場合、前記コンピュータデータ信号は、ここに説明されたコンピュータ
プログラムまたはその他のデータの組合せの実施の形態を含む。前記コンピュータデータ
信号は、有形の媒体または搬送波という形で提示され、前記搬送波において変調されまた
はその他の方法でエンコードされる製品であり、有形のものであり、任意の適当な伝送方
法に従って伝送される。
【００６２】
　最後に、この明細書に使用された言語が主に読み易さおよび教示目的で選択されたもの
であり、本発明の主題を限定し、その境界を規定するために選択されたものではない。従
って、ここでの本発明の開示は、以下の特許請求の範囲に記載した本発明の範囲を例示的
に説明するものであって限定的なものではない。
【符号の説明】
【００６３】
100　ソーシャルネットワーキングウェブサイト
140　第三者のウェブサイト
150　アクションターミナル
160　アクションログ
175　アドリクエストデータベース
210　クライアント装置
220　ネットワーク
305　メンバープロフィール記憶装置
310　グループ記憶装置
315　イベント記憶装置
320　アプリケーションデータ記憶装置
325　取引き記憶装置
330　コンテンツ記憶装置
350　ウェブサーバ
360　アクションロガー
370　ニュースフィードジェネレータ
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