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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体デバイスに記憶されている少なくとも１つのフィーチャーを起動させるための方法
であって、マーチャント端末と通信する、アカウント起動プロセッサおよび媒体起動プロ
セッサによって促進される方法において、
　（ａ）媒体デバイスを識別する媒体デバイス識別子情報を、前記アカウント起動プロセ
ッサのデータベースに記憶させることと、
　（ｂ）前記アカウント起動プロセッサにおいて、前記マーチャント端末からの媒体デバ
イス識別子情報を受信することと、
　（ｃ）媒体デバイス識別子情報の受信時に、記憶された媒体デバイス識別子情報を、受
信した媒体デバイス識別子情報と照合し、記憶された媒体デバイス識別子情報と受信した
媒体デバイス識別子情報との間で整合性が存在する場合、前記アカウント起動プロセッサ
のデータベースにおいて媒体デバイスの販売を登録することと、
　（ｄ）前記媒体起動プロセッサにおいて、媒体デバイス中に記憶されている少なくとも
１つのフィーチャーを起動および使用するための要求を受信することと、
　（ｅ）前記媒体起動プロセッサと前記アカウント起動プロセッサとの間で通信して、前
記媒体デバイスの販売が登録されているか否かについて問い合わせして、情報が、前記ア
カウント起動プロセッサにおいて前記販売が登録されていることを示す場合に、媒体デバ
イス中に記憶されている少なくとも１つのフィーチャーの前記媒体起動プロセッサにおけ
る起動と使用とを、前記媒体起動プロセッサによって認証することと



(2) JP 5404993 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

を含み、
　前記デバイス識別子情報の受信は、前記マーチャント端末における媒体デバイスの購入
に続くものであり、
　前記要求は、媒体デバイス中に記憶されている少なくとも１つのフィーチャーを起動お
よび使用しようとするユーザのユーザコンピュータを通して受信され、
　前記少なくとも１つのフィーチャーは、機能、機能性、能力、または記憶されたデータ
を含む方法。
【請求項２】
　媒体デバイスの販売が登録されているという決定に基づいて、前記媒体起動プロセッサ
において、媒体デバイスの起動を開始することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　媒体デバイスの起動を開始する動作は、前記媒体起動プロセッサからの通信により、媒
体デバイスに起動情報を記憶させることを含む請求項２記載の方法。
【請求項４】
　起動情報は、媒体デバイスの記憶機能性を使用可能にする請求項３記載の方法。
【請求項５】
　起動情報は媒体デバイスの通信機能性を使用可能にし、通信機能性は媒体デバイスが特
定の方法で別の媒体デバイスと通信することを使用可能にする請求項３記載の方法。
【請求項６】
　媒体デバイスの起動を開始する動作は、起動情報を前記媒体起動プロセッサからユーザ
に送出することを含み、起動情報はユーザによって媒体デバイスを起動させるのに使用で
きる請求項２記載の方法。
【請求項７】
　起動情報はユーザコンピュータに送出される請求項６記載の方法。
【請求項８】
　媒体デバイスの起動を開始する動作は、前記媒体起動プロセッサからの通信により、物
理的装置が媒体デバイスを構造的に変化させることを含み、構造的変化は媒体デバイスを
起動させる請求項２記載の方法。
【請求項９】
　媒体デバイスの販売が登録されていないという決定に基づいて、前記媒体起動プロセッ
サにおいて、起動要求を拒否することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　媒体デバイス起動要求は、媒体デバイス自体、媒体デバイスの機能、媒体デバイスの機
能性、媒体デバイスの能力、および媒体デバイス中に記憶されたデータの内の少なくとも
１つを起動させる要求を含む請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　媒体デバイスは、フラッシュドライブ、ＵＳＢドライブ、外部ハードドライブ、サムド
ライブ、ＳＤフォーマットメモリカード、ＣＦフォーマットメモリカード、ｘＤフォーマ
ットメモリカード、メモリカードデュオ、およびＳＩＭカードの内の少なくとも１つを含
む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　媒体デバイスのフィーチャーを起動させる方法において、
　（ａ）マーチャント端末における媒体デバイスの正当な購入取引の結果として受信され
る媒体デバイス識別子情報を、アカウント起動プロセッサにおいて、前記マーチャント端
末から受信することと、
　（ｂ）前記アカウント起動プロセッサのデータベースにおいて、媒体デバイス識別子情
報によって識別される媒体デバイスの販売を登録することと、
　（ｃ）媒体起動プロセッサにおいて、媒体デバイスを起動させる要求を受信することと
、
　（ｄ）前記媒体起動プロセッサと前記アカウント起動プロセッサとの間で通信して、前
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記媒体デバイスの販売が登録されているか否かについて問い合わせして、情報が、前記ア
カウント起動プロセッサにおいて前記販売が登録されていることを示す場合に、前記媒体
起動プロセッサにおける媒体デバイスの起動と使用とを、前記媒体起動プロセッサによっ
て認証することと
を含み、
　前記要求は、媒体デバイス中に記憶されているフィーチャーを起動および使用しようと
するユーザのユーザコンピュータを通して受信され、
　前記フィーチャーは、機能、機能性、能力、または記憶されたデータを含む方法。
【請求項１３】
　媒体デバイスを起動させる要求は、媒体デバイス自体、媒体デバイスの機能、媒体デバ
イスの機能性、媒体デバイスの能力、および媒体デバイス中に記憶されたデータの内の少
なくとも１つを起動させる要求を含み、
　媒体デバイスは、フラッシュドライブ、ＵＳＢドライブ、外部ハードドライブ、サムド
ライブ、ＳＤフォーマットメモリカード、ＣＦフォーマットメモリカード、ｘＤフォーマ
ットメモリカード、メモリカードデュオ、ＳＩＭカードの内の少なくとも１つを含む請求
項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記媒体起動プロセッサは、前記媒体起動プロセッサが購入取引の完了を示す確認を受
信するまで、媒体デバイスの起動を防止することをさらに含む請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　確認は、購入資金が媒体デバイスの購入者から媒体デバイスの販売者へと移動されたと
いう確認を含む請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記媒体起動プロセッサは、購入取引が完了したことを確認するメッセージが受信され
ない限り、媒体デバイスを自動的に動作停止させることをさらに含む請求項１４記載の方
法。
【請求項１７】
　前記媒体起動プロセッサにおいて、購入取引がキャンセルされたことを示すキャンセル
メッセージをマーチャント端末から受信することと、
　前記媒体起動プロセッサが、キャンセルメッセージに基づいて、媒体デバイスを動作停
止させることをさらに含む請求項１４記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２００５年３月２３日に出願された米国仮特許出願第６０／６６４，３７０
号の利益を主張し、その開示はここで参照によりその全体が組み込まれている。
【発明の分野】
【０００２】
　本発明は、アカウント、および／または、フラッシュドライブ、ＵＳＢドライブ、外部
ハードドライブ、サムドライブ、さまざまなフォーマットのメモリカード（ＳＤ、ＣＦ、
ｘＤ、ソニー（登録商標）メモリカードデュオ（登録商標））、ＳＩＭカード、他の電話
カード、もしくは書き込み可能および／または読み出し可能メモリを含む他のデバイスの
ような、リムーバブル（またはポータブル）媒体デバイスの分配および起動に関連する。
より詳細には、本発明は、売場（“ＰＯＳ”）において媒体デバイスに関連するアカウン
トを起動すること、および、アカウント起動プロセッサと通信することによって後にデバ
イスを起動させることに関連する。
【発明の背景】
【０００３】
　伝統的媒体デバイスは、使用可能な状態でマーチャントおよび顧客に分配される。その
ようなデバイスは、それがパッケージされマーチャントに送られる前に、典型的なＵＳＢ
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フラッシュドライブおよびカメラメモリスティック（登録商標）を含んでいる。
【０００４】
　多くのリムーバブル媒体デバイスがポータブル、または、移動電話機またはカメラのよ
うな、すでに小さいデバイスの小さい区画中に収まるように設計されているので、リムー
バブル媒体デバイスの主な利点は、それらの小型のサイズである。しかしながら、そのよ
うなデバイスの小さいサイズはそれらを比較的より盗難されやすくしている。マーチャン
トからＵＳＢフラッシュドライブを盗む盗人は、ＵＳＢフラッシュドライブをその最大容
量まで利用するかもしれない。カメラメモリカードおよび他のリムーバブル媒体に関して
も同様のことが言える。これらのデバイスは典型的に非常に高価であるため、マーチャン
ト損失に対する潜在性は大きい。
【０００５】
　盗難に対抗するために、さまざまな方法が行使されてきた。例えば、ウィンドウズ（登
録商標）ＸＰディスクのような容易に盗まれるソフトウェア製品のケースでは、ソフトウ
ェアは“ロックされた”または“部分的にロックされた”状態で分配される。ユーザが中
央サイトにアクセスするまで、ソフトウェアはユーザのコンピュータ上で完全に使用でき
ない。中央サイトにアクセスすることで、ユーザはインストールされたソフトウェアを“
ロック解除”する、パスワードまたはソフトウェアコードの最終ピースを取得する。この
方法では、ソフトウェアを載せる媒体は、決してロックされないことに留意すべきである
。したがって、複数の異なるユーザが、ソフトウェアを載せるＣＤまたはＤＶＤ上にエン
コードされた完全に同一の１および０を読み取ることができる。しかしながら、中央サイ
トは、確実に一人のユーザ（または限定された数のユーザ）のみがソフトウェアを起動す
るようにする。そのような先行技術のシステムでは、変化するのは、ユーザのコンピュー
タにインストールされたソフトウェアであって、ユーザによって購入されたソフトウェア
媒体ではない。したがって、例えば、インストールから３０日後に期限が切れるオペレー
ティングシステムソフトウェアをディスクが含んでいる場合、技術のあるユーザは、ソフ
トウェアを３０日毎に理論的に再インストールし、媒体を同じ結果を得る他人に回すかも
しれない。
【発明の概要】
【０００６】
　ここで説明する本発明は、媒体デバイスが正当に販売され、または認証されたユーザに
移動されない限り、またはそれまでは、媒体デバイスが使用可能にならないような方法で
、媒体デバイスを分配する方法を提供する。これらの実施形態では、リムーバブル媒体デ
バイスの起動は売場において認証されてもよく、リムーバブル媒体デバイスは、購入者の
要求時に、売場で、または処理デバイス中での購入者による最初の使用しようと試みがな
される時に、起動されてもよい。これはいくつかの重要な利点を提供する。１つの利点は
損失防止および制御である。別の利点は製造者およびマーチャントの両方が、カメラメモ
リおよびリムーバブル記憶デバイスのような媒体デバイスの販売を追跡できることである
。
【０００７】
　本発明のさまざまな実施形態は、取引確認（またはキャンセル）に基づいた、アカウン
ト（またはデバイス、またはデバイスに関係するアカウント）の起動（および／または動
作停止）に向けられている。例えば、アカウント購入取引に関係する資金が受信されたと
いう確認後、アカウントは起動される。取引がキャンセルされた場合、および／または確
認が十分な期間内に受信されなかった場合、アカウントは動作停止される。
【０００８】
　これらおよび他の観点は、下記の図面とともに以下の好ましい実施形態の説明から明ら
かになるが、変形および修正は、本開示の新しい概念の精神と範囲を逸脱することなく、
もたらされるであろう。
【０００９】
　本発明は、以下の詳細な説明を、同じ参照インジケーターが同じエレメントを示すのに
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使用されている添付の図面とともに読むことにより、より完全に理解されるだろう。
【実施形態の詳細な説明】
【００１０】
　以後に、本発明のさまざまな実施形態を説明する。ここで使用される任意の単数形の用
語は複数に解釈してもよく、および代わりに、任意の複数形の用語は単数であると解釈し
てもよい。
【００１１】
　いくつかの実施形態にしたがうと、媒体デバイスアカウント（または媒体デバイス）は
例えば、ＰＯＳにおいて起動される。記憶値カードアカウントおよび他のデバイスを起動
させることに対して、以下の米国特許または特許出願中のいくつかで説明されているよう
な、何らかの起動のシステムまたは方法が使用される。２００４年２月１７日に出願され
た米国出願第１０／７７８，３３８号、２００２年９月２４日に出願された米国出願第１
０／２５３，２４３号、２００１年９月２４日に出願された米国仮出願第６０／３２４，
３３３号、２００２年７月１５日に出願された米国仮出願第６０／３９６，４０４号、２
００３年１１月１４日に出願された米国仮出願第６０／５１９，６３０号、２００３年１
１月１４日に出願された米国仮出願第６０／５１９，６２９号、２００３年１１月１３日
に出願された米国出願第１０／７１２，１８２号、２００３年９月５日に出願された米国
出願第１０／６５５，８２８号、２００３年１１月３日に出願された米国特許出願第１０
／６９８，０８４号、２００３年４月１１日に出願された米国出願第１０／４１１，９７
１号、２０００年８月１８日に出願された米国出願第０９／６４１，３６３号（現在は米
国特許第６，５７５，３６１号として発行）、１９９９年８月１９日に出願された米国仮
出願第６０／１４９，７４０号、２００３年１２月１０日に出願された米国出願第１０／
７３２，６４１号、代理人ドケット第６４２４３．０００００５号のもと２００３年１２
月１９日に出願された米国出願、代理人ドケット第６４２４３．０００００６号のもと２
００４年１月１６日に出願された米国特許出願。これらすべての出願はここで参照により
その全体が組み込まれている。これらの特許および出願の他の特徴もここで意図されてい
る。ここで説明した媒体装置の認証と起動は上で参照された出願の新しいシステムおよび
方法と組み合わせてもよいことを理解すべきである。
【００１２】
　図１は本発明の実施形態にしたがっている、媒体デバイスの起動を認証するシステムを
図解している。システムは、製造者１４、分配者１２、１以上のマーチャント１０、１以
上のマーチャント端末４、アカウント起動プロセッサ２、中央データベース８、媒体起動
プロセッサ６、および、媒体起動データベース７を具備する。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、媒体デバイスは、デバイスに関係するアカウントが起動され
た後、起動される。例えば、デバイスの購入、または、デバイスに関連した機能または能
力といったデバイスのフィーチャーの購入のような、媒体デバイスに関係する購入取引の
間に、媒体デバイスに関係するアカウントが売場において起動される。アカウントは、記
憶値カードに対して知られ、ここで他において参照されているもののような、アカウント
を起動させる何らかの知られているプロセスで起動される。１つの実施形態では、デバイ
ス（またはそのパッケージ）に関係するバーコード、ＵＰＣ、または磁気ストライプで実
現された情報は、売場デバイスにおいて読み取られ、中央アカウント起動プロセッサに送
信される。例えば、デバイスに関係するデータベースエントリを作成または修正すること
によって、デバイスに関係するアカウントは起動される。“アカウント”という用語が使
用されているが、本出願の目的にとって、値を持っている実際のアカウントは存在してい
ないことを理解すべきである。“アカウント”は、デバイスが正当に販売された、または
さもなければ起動に対して（全体で、または一部で）認証された、という記録を単に含む
。
【００１４】
　例えば、デバイスが正当に購入されたこと、またはさもなければ正当に分配されたこと
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を検証することにより、一度デバイスに関係する“アカウント”が起動されると、媒体デ
バイスは起動、または使用可能にされる。“デバイスを起動させること”またはデバイス
の“フィーチャーを起動させること”は、デバイス中の機能、機能性、能力、または、記
憶されたデータのいくつか、すべて、または一部分を起動させることを意味しようと意図
していることを理解すべきである。デバイスが起動されていない結果として、その意図す
る機能のすべてを実行すること、または、その能力のすべてを使用することができない場
合、デバイスは“非アクティブ”（または、部分的に非アクティブ）であると考えられる
。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、媒体デバイスはフラッシュドライブ、ＵＳＢドライブ、外部
ハードドライブ、サムドライブ、ＳＤメモリカード、ＣＦメモリカード、ｘＤメモリカー
ド、メモリカードデュオ（またはプロデュオ（登録商標））メモリカード、フロッピー（
登録商標）ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、ＨＤ－ＤＶＤ、ブルーレイ（登録商標）ディスク、
あるいは他のデータ記憶構成要素またはシステムのような、データ記憶システムを具備し
ている。データ記憶システムはフォーマットされる。例えば、データ記憶システムはユー
ザによってロードされたデータを記憶するように構成されているフォーマットされたドラ
イブを具備する。いくつかの実施形態では、データ記憶システムは、そのフォーマットが
変更されるまで、例えば、データを記憶するのに、（全体で、または一部で）使用するこ
とができないような方法でフォーマットされる。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、媒体デバイスはワイヤレス電話機、ＰＤＡ、ページャー、電
話機／ＰＤＡ組み合わせデバイス、ＳＩＭカード、インターネット可能なデバイス、ポー
タブルゲームシステム、または他の何らかの媒体デバイスのような、プロセッサを含む。
デバイスは、データの記憶、ウェブサイトへのアクセス、インターネットサーフィン、電
気通信ネットワーク上での通信、（音楽、ビデオ、およびゲームのような）媒体の再生の
ような機能を実行し、または計算を実行するように構成されている。いくつかの実施形態
では、プロセッサは１以上の機能が（全体で、または一部で）使用不可能にされているよ
うな方法で分配される。機能は、媒体起動プロセッサのような、中央プロセッサと通信す
ることにより使用可能にされる。例えば、媒体起動プロセッサは機能を使用可能にするコ
ードをデバイスがインストールすることを可能にする。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、まだ起動されていない媒体デバイスを使用しようとする試み
は、媒体デバイスがインストールされているユーザプロセッサと、媒体起動プロセッサと
の間の自動的な通信をトリガし、それによって媒体起動プロセッサが媒体デバイスを起動
させるための命令またはコードを通信する。他の実施形態では、媒体デバイスを使用しよ
うとする試みは、ユーザに対するメッセージのグラフィック表示をもたらす。このメッセ
ージによってデバイス中に入力するためのコードを受信するために、ウェブサイトにログ
オンすることにより、または電話番号をかけることにより、ユーザが媒体起動プロセッサ
にコンタクトするように命令される。起動プロセッサとの通信を確立することは、媒体デ
バイスを起動させるための命令またはコードをユーザがダウンロードできるようにする。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、起動プロセッサはデバイス（または１以上のその機能）を起
動させるためデバイス中に入力される起動コードを分配する。他の実施形態では、起動プ
ロセッサはデバイスを起動させるためにデバイス上にロードされるソフトウェアコードを
通信する。他の実施形態では、中央プロセッサは、コンピュータ上にインストールするこ
とができるプログラムコードをコンピュータに通信する。（例えば、コンピュータがデバ
イスに結合されているとき、）プログラムを動かすことは、デバイスが起動されるように
する。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、起動プロセッサは直接的または間接的に媒体デバイスと通信
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する。例えば、ＳＩＭカードは、ＳＩＭカード上へ情報をインストールする中央電気通信
プロバイダと直接通信する。コンピュータのＵＳＢポート中にプラグインされるＵＳＢフ
ラッシュドライブはコンピュータを通して中央ウェブサイトと通信する。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、デバイスはプロセッサおよび暗号化されたデータを記憶する
データベースを含む。1以上のデバイス機能は、暗号化されたデータが解読されるまで使
用不可能にされる。中央プロセッサとの通信が解読を可能にする。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、異なる機能が異なるときにおいて起動される。例えば、ワイ
ヤレス通信機能があるときに起動され、ｍｐ３再生機能は別のときに起動される。各起動
はその機能に関係する購入によって可能にされる。例えば、ユーザは電気通信サービスを
購入し、それからサービスを起動し、ユーザは後にｍｐ３機能を購入し、それからｍｐ３
機能を起動させる。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、デバイス起動は売場（ＰＯＳ）において発生する。例えば、
売場端末は媒体デバイスと相互対話するように構成される。いくつかの実施形態では、端
末は物理的に媒体デバイスを変更する。例えば、端末は、媒体デバイス上の物理的タブを
除去する。物理的タブはさもなければ媒体デバイスが使用されることを防止する（または
さもなければデバイスのフィーチャーを使用可能にするようにデバイスを物理的に変更す
る）。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、端末は（物理的変化に関係する何らかの相互対話の代わりに
、または、これに加えて）電子的に媒体デバイスと相互対話する。例えば、端末は媒体デ
バイスのプロセッサおよび／またはメモリを変更するように構成されている。いくつかの
実施形態では、端末は媒体デバイスのディスクドライブまたはメモリをフォーマットする
。いくつかの実施形態では、媒体デバイスは媒体デバイス上へソフトウェアをインストー
ルする。起動の任意の形態がここでは意図されている。
【００２４】
　他の実施形態では、デバイス起動はＰＯＳから離れたロケーションにおいて、例えば、
ユーザのデスクトップコンピュータにおいて、ＰＯＳの後に発生する。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、デバイス起動は付加的な動作を必然的に伴う。例えば、ユー
ザは個人データ、製品登録データ、または他の情報をデバイスが使用可能にされる前に入
力する。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、情報を記憶する媒体デバイスはＰＯＳにおいてユーザに分配
される。ＰＯＳにおいて、媒体デバイスに関係する識別子が中央プロセッサに送出される
。例えば、製品に関係する磁気ストライプまたはバーコードが媒体デバイスの販売の間に
端末において読み取られ、識別子が中央プロセッサに送られる。中央プロセッサはデバイ
スに記憶された情報の起動を認証する。ユーザはそれから情報をユーザのコンピュータの
ような別のデバイスに移動させる。例えば、ユーザは媒体デバイス上に記憶されたソフト
ウェアをデスクトップコンピュータ上へインストールしてもよい。ユーザのコンピュータ
（または他のデバイス）上で、情報は完全にまたは部分的にロックされる。例えば、プロ
グラムはある期間のみ使用可能であってもよく、またはあるフィーチャーはユーザにアク
セス不可能であってもよい。情報（例えばプログラム）は、その情報（例えばプログラム
）を完全に使用可能にするためにアクセスすることができる、中央プロセッサのＵＲＬの
ような起動情報をユーザに送る。ユーザは中央プロセッサにアクセスする。中央プロセッ
サは媒体デバイスについての情報を識別し（または媒体デバイスを識別し）、そのような
識別に基づいて、情報の機能性の全体を使用可能にする。例えば、媒体デバイスがＰＯＳ
において正当に販売されたことを決定することで（例えば、媒体デバイスに関係する識別
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子が正当な取引の間にＰＯＳ端末から受信されたことを決定することによって）、中央プ
ロセッサはインストールされたプログラムのフィーチャーをロック解除してもよい。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、媒体デバイスは、例えばそれが販売されるとき、パッケージ
中にあってもよい。媒体デバイスパッケージはデバイスを内包し、保持し、またはさもな
ければデバイスに結合された、何らかのコンテナ、箱、またはパッケージであってよい。
好ましい実施形態では、顧客がマーチャント端末４においてデバイスを購入するとき、パ
ッケージはデバイス１６を含む。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、製造者１４は媒体デバイスを製造し、それらを１以上の分配
者１２に送る。分配者１２は媒体デバイスを１以上のマーチャントストア１０に出荷する
。マーチャントストア１０は１以上のマーチャント端末４を備えている。顧客はマーチャ
ント端末４において媒体デバイスを購入する。
【００２９】
　マーチャント端末４は、購入取引の間に媒体デバイスおよび／またはパッケージの（識
別子のような）情報を入力し、そのような情報をアカウント起動プロセッサ２に送出する
ための入力／出力デバイスを具備している。例えば、マーチャント端末はマーチャントと
顧客との間の販売取引を処理するように構成された、何らかの売場端末を具備している。
マーチャント端末４はバーコードスキャナおよび／またはクレジットカードリーダを具備
し、技術的に知られているネットワークと選択的に通信する。
【００３０】
　アカウント起動プロセッサ２は、デバイス関連の情報を記憶し、管理しおよび／または
、処理する、何らかのデータ処理システムを具備している。１つの実施形態では、アカウ
ント起動プロセッサ２はそれ自体が媒体起動プロセッサ６であってもよい。アカウント起
動プロセッサ２は（識別子のような）デバイス関連の情報を処理するように構成されてい
る。アカウント起動プロセッサ２はデバイス関連の情報を中央データベース８中で記憶す
るようにさらに構成されている。情報はデバイス販売取引の間にマーチャント端末４から
受信された情報を含んでいる。アカウント起動プロセッサ２は、媒体起動プロセッサ６に
、および、から情報を通信するようにも構成されている。例えば、アカウント起動プロセ
ッサ２は、媒体起動プロセッサ６から認証要求および／またはステータス問い合わせを受
信するように構成されている。アカウント起動プロセッサ２はそのような要求や問い合わ
せに基づいて、中央データベース８に記憶された情報を処理するよう構成されている。ア
カウント起動プロセッサ２は、媒体起動プロセッサに情報を送出するようにも構成されて
いる。
【００３１】
　１つの実施形態では、アカウント起動プロセッサ２はデバイス起動要求に関してマーチ
ャント端末と通信するように構成されている。
【００３２】
　媒体起動プロセッサ６はアカウント起動プロセッサ２から受信した情報を処理する。媒
体起動プロセッサはまた、媒体起動データベース７に情報を記憶させる。媒体起動プロセ
ッサ６は、顧客と通信するようにも構成されている。例えば、媒体起動プロセッサ６は、
デバイス起動要求を顧客から受信するように構成されている。媒体起動プロセッサ６は、
要求に基づいて情報を処理するように、および／または要求に基づいて、アカウント起動
プロセッサと通信するようにも構成されている。媒体起動プロセッサ６は、起動確認のよ
うな情報を顧客に送るようにも構成されている。
【００３３】
　図２は例示的な媒体デバイス１６およびパッケージ１８を図解しており、その起動は本
発明のさまざまな実施形態にしたがって認証される。図２の左上の図形はＵＳＢフラッシ
ュドライブのような一般的な媒体デバイス１６の正面図を示す。図２の左上の図形は媒体
デバイス１６の背面図を示す。
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【００３４】
　デバイス１６はデバイス１６に関係する識別子２０を具備している。識別子２０はデバ
イス１６、パッケージ１８、または両方に付けられる（例えば、ラベル付け）。識別子２
０は電子的シリアル番号（ＥＳＮ）、ＩＭＥＩ、ＲＦＩＤ、加入者情報モジュール（ＳＩ
Ｍ）、ＵＰＣコード、あるいはデバイス１６を識別する、他の番号または印を含んでいる
。例えば、ＥＳＮ、ＩＭＥＩ、および／またはＳＩＭコードはデバイス１６に一意的に関
係付けられた番号またはコードを含んでいる。識別子はＳＩＭカード２２（またはＳＩＭ
カード印２２）、磁気ストライプ２４、および／またはバーコード２６で付けられる。例
えば、バーコード２６はＥＳＮ、ＩＭＥＩ、またはＳＩＭ、およびオプション的にＵＰＣ
を表現している。１つの実施形態では、媒体デバイスはＳＩＭカード２２またはＳＩＭカ
ードと均等なものを持つ。
【００３５】
　識別子２０はデバイス１６および／またはパッケージ１８の外部において可視となって
いてもよく、あるいはデバイス１６および／またはパッケージ１８上に付けられ、または
さもなければエンコードされていてもよい。それはバッテリを取り出すことによるように
、デバイス１６を操作した後にのみ可視となっていてもよい。識別子２０はマーチャント
、分配者、媒体起動プロセッサ、および／または顧客により、デバイス１６のロケーショ
ンおよび起動ステータスを追跡するために、または在庫管理のような他の記録保持目的で
使用されてもよい。
【００３６】
　デバイス１６は顧客への販売の前および間に、典型的にパッケージ１８中にある。パッ
ケージはその上にバーコードおよび他の印を持っている。パッケージは（バーコードのよ
うな）機械読み取り可能な印中にＥＳＮ２０のような識別子を含む。ＥＳＮ２０のような
、この識別子は媒体デバイス自体の上に印刷（または磁気的にエンコード）されていても
よい。デバイス１６および／またはパッケージ１８に関係した１つより多い識別子２０が
あってもよい。パッケージ１８およびデバイス１６は、購入の間、または在庫スキャニン
グの間、または他の製品スキャニング目的に使用される、他のバーコード（または他の機
械読み取り可能な印）を持っていてもよい。パッケージ１８は、デバイスに関係する１以
上の識別子２０と同一のまたは異なる、１以上の識別子を持つ。好ましい実施形態では、
デバイス１６およびパッケージ１８は少なくとも１つの共通の識別子２０を持っていても
よい。
【００３７】
　図２の下の図は、媒体デバイス１６を含むように構成されたパッケージ１８を示してい
る。媒体デバイスに対して説明したように、パッケージ１８はパッケージ１８に印刷され
た、またはさもなければ記憶された１以上の識別子を持っている。パッケージ識別子は媒
体デバイス識別子と同一であっても、または異なっていてもよい。特定の実施形態では、
パッケージ１８およびデバイス１６はＥＳＮ２０のような、パッケージ１８およびデバイ
ス１６の両方において同一である、少なくとも１つの識別子を持っている。
【００３８】
　図３は本発明の実施形態にしたがっている、媒体デバイスの起動を認証する方法を示す
フローチャートを図解している。ここで使用されているように、用語“媒体デバイス”は
何らかのタイプの記憶装置またはデータ処理デバイスを一般的に言及している。
【００３９】
　ブロック３１では、媒体デバイス識別子情報が受信される。例えば、アカウント起動プ
ロセッサおよび／または媒体起動プロセッサは媒体デバイス識別子情報を受信する。媒体
デバイスの製造者（または分配者）はアカウント起動プロセッサまたは媒体起動プロセッ
サに、媒体デバイスＥＳＮ（または他の識別子）の在庫リストを送出する。代わりに、マ
ーチャントが媒体デバイスを分配者から受け取った後（または前）、マーチャントはアカ
ウント起動プロセッサまたは媒体起動プロセッサに媒体デバイス識別子のリストを提供す
る。アカウント起動プロセッサはそれから、最終的にマーチャントから購入される（また
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はさもなければ取得される）１以上の媒体デバイス識別子を持つことになる。
【００４０】
　好ましい実施形態では、各媒体デバイスは媒体起動プロセッサに予め関係付けられる。
したがって、媒体起動プロセッサが媒体デバイス識別子情報を受信した場合、媒体起動プ
ロセッサはそれに予め関係付けられた媒体デバイスに対する媒体デバイス識別子情報のみ
を受信するだろう。別の実施形態では、媒体起動プロセッサは、顧客による購入後に選ば
れる。この実施形態では、媒体起動プロセッサはこの段階では識別子情報を受信しない。
【００４１】
　オプションのブロック３２では、識別子情報は記憶され、および／または処理される。
例えば、アカウント起動プロセッサおよび／または媒体起動プロセッサは識別子情報を記
憶させる。アカウント起動プロセッサおよび／または媒体起動プロセッサは媒体デバイス
に対応するＥＳＮのリストを記憶する。媒体デバイスは特定のストアにより受け取られ、
特定の分配者により引き渡され、または特定の製造者により製造されたものである。情報
はアカウント起動プロセッサに結合された中央データベースまたは媒体起動プロセッサに
結合された媒体起動データベースに記憶される。アカウント起動プロセッサ（および／ま
たは媒体起動プロセッサ）は各媒体デバイスに関係するステータス情報も記憶する。（い
くつかの実施形態によると）媒体デバイスはまだ販売されていないため、アカウント起動
プロセッサ（および／または媒体起動プロセッサ）は、媒体デバイスが“販売されていな
い”、および／または“起動されていない”ことを示す、各媒体デバイスに対する情報も
記憶する。情報を記憶し、および／または記憶された情報を識別する他の方法が使用され
てもよい。
【００４２】
　ブロック３３では、媒体デバイス識別子が媒体デバイス購入取引の間にマーチャント端
末において入力される。例えば、顧客が媒体デバイスを購入する取引の間に、１以上の媒
体デバイス識別子がマーチャント端末において入力される。このブロックでは、顧客は購
入する媒体デバイスを選択し、マーチャント端末において媒体デバイスを購入する。販売
の間、媒体デバイスパッケージ（または媒体デバイス）はマーチャント端末においてスキ
ャンされる。好ましい実施形態では、媒体デバイスに関係するＥＳＮが媒体デバイスパッ
ケージをスキャンすることによって端末において入力される。パッケージまたは媒体デバ
イスのどちらかがスキャンされ、またはさもなければ入力され、マーチャント端末におい
て入力された識別子は一意的に媒体デバイス自体に関係付けられる。
【００４３】
　複数の識別子がマーチャント端末において入力されてもよい。例えば、ＵＰＣコードが
ＥＳＮ、ＩＭＥＩ、ＳＩＭまたは他の識別子とともに入力されてもよい。ＵＰＣはマーチ
ャントの在庫目的で入力される一方、ＥＳＮは来たるべき媒体デバイス起動の目的のため
に入力される。
【００４４】
　媒体デバイスは顧客への引き渡し以前において、非アクティブに、または使用不可能に
されていることを留意すべきである。例えば、いくつかの媒体デバイスはホットライン化
され、またはさもなければ内部スイッチにおいて使用不可能にされている。それは、積極
的または消極的に使用不可能にされていてもよい。いくつかの実施形態では、購入時（ま
たはそれ以前）に、マーチャントは媒体デバイスを使用不可能にしてもよい。好ましい実
施形態では、媒体デバイスがマーチャントに分配される前に媒体デバイスは使用不可能に
される。ひとつの実施形態では、マーチャントが媒体デバイスをマーチャント在庫中に受
け取る前のようなときに、媒体起動プロセッサは媒体デバイスを使用不可能にする。媒体
デバイスを使用不可能にすることは、それが顧客に提供される前に（例えば、製品がスト
アの棚に置かれる前、またはさもなければ顧客に提供される前に）発生し、またはそれは
購入取引の間に発生してもよい。いくつかの実施形態では、媒体デバイスを起動させるた
め、８００番号に電話をかけることによって、または、媒体起動プロセッサのウェブサイ
トにアクセスすることによってのように、顧客は後に中央サーバにコンタクトしなければ
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ならない。サーバはコンピュータまたは媒体起動プロセッサの媒体デバイスシステムを具
備し、顧客の購入した媒体デバイスを使用可能にするように適合されていてもよい。
【００４５】
　オプションのブロック３３では、マーチャント端末は、購入者の名前、住所、社会保障
番号、ＰＩＮ、自宅または他の電話番号、ｅメールアドレス、ウェブサイト、または他の
情報のような、購入者に関する情報も入力する。この情報のいくつかは、購入者のクレジ
ットカードまたは小切手で識別されてもよく、あるいは情報はマーチャントの要求時に顧
客によって提供されてもよい。顧客情報はアカウント起動プロセッサまたは媒体起動プロ
セッサに送出されてもよく、アカウント起動プロセッサまたは媒体起動プロセッサはその
ような情報をデータベース中に記憶する。この情報は購入者が後に媒体デバイスを起動さ
せるとき、購入者の識別を検証するために使用される。
【００４６】
　ブロック３４では、アカウント起動プロセッサは媒体デバイス識別子を受信する。媒体
デバイス（またはそれらの機能または能力）に関係するアカウント（または記録）は、識
別子の受信に基づいて起動される。起動はここで説明され、または参照された、何らかの
手段またはメカニズムによって、あるいは技術的に知られている他の何らかの手段によっ
て発生する。アカウントの起動は媒体デバイスが起動された／使用可能にされたというこ
とを意味しないことを理解すべきである。
【００４７】
　識別子はブロック３３で入力された識別子であってもよい。例えば、マーチャント端末
は識別子を入力し、それから顧客への媒体デバイスの販売の間に、識別子をアカウント起
動プロセッサに送出する。好ましい実施形態では、これは販売と同時に発生する。例えば
、販売取引は識別子情報を入力することと、自動的に情報をアカウント起動プロセッサに
送出することとを含む。例えば、バーコードは購入の間にスキャンされ、典型的な取引と
同様に、バーコード番号はアカウント起動プロセッサに送出される。
【００４８】
　顧客の資金が不正または不十分であると後で決定された場合、あるいは取引に他の何ら
かの問題がある場合（例えば媒体デバイスが返品された場合）、マーチャントまたはマー
チャント端末はアカウント起動プロセッサにその時にその問題を知らせる。媒体デバイス
アカウントはそれから動作停止される。返品取引のような適切な記録は記憶され、媒体起
動プロセッサおよびアカウント起動プロセッサに送出される。
【００４９】
　代わりに、マーチャント端末において情報を入力することと、アカウント起動プロセッ
サに識別子情報を送出することとの間に遅れが生じることがある。例えば、正当に購入さ
れた媒体デバイスのみがアカウント起動プロセッサに送出されることを、顧客の購入資金
が明らかに保証するまで、マーチャント端末は待つかもしれない。
【００５０】
　また、媒体デバイスが盗難され、または毀損された場合、あるいはさもなければ顧客へ
の分配に適格でない場合、アカウント起動プロセッサは、媒体デバイスが“キャンセル”
 されたことを反映するように、媒体デバイスに対応するデータベース入力を修正する。
その“キャンセル”ステータスによって反映されるように、そのような媒体デバイスは起
動されない。
【００５１】
　ブロック３５では、媒体デバイスは正当に購入された、および／または起動の準備がで
きているとして登録される。好ましい実施形態では、アカウント起動プロセッサは、媒体
デバイスが正当に購入されたことを示すために、媒体デバイス識別子情報を媒体起動プロ
セッサシステムに送出する。それはそのような情報を、インターネット、専用データ回線
、電話ＩＶＲ、または他のシステムのような、何らかの媒体デバイスまたは手段で送信す
る。
【００５２】
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　好ましい実施形態では、アカウント起動プロセッサはそのような情報をＡＰＩで移動さ
せるので、媒体起動プロセッサシステムは情報を容易に認識および処理できる。媒体起動
プロセッサシステムが情報を処理した後で、媒体デバイスは、正当に購入された媒体デバ
イスであるとして媒体起動プロセッサのシステムに登録される。例えば、媒体起動プロセ
ッサは、正当に購入された媒体デバイスに対する識別子を含む、媒体起動データベース中
に識別子を記憶する。媒体デバイスが正当である（または不当である）という事実はそれ
が中に記憶されたファイルから明らかである。または、媒体起動プロセッサは媒体デバイ
スが正当に販売されたことを示すために、媒体デバイスに対応している、既存のデータベ
ースエントリを修正する。
【００５３】
　代わりに、アカウント起動プロセッサは媒体デバイスが“販売され、起動準備ができて
いる”ということを示すステータス情報を記憶する。アカウント起動プロセッサは、媒体
起動プロセッサシステムに対して説明した方法で、または技術的に知られている何らかの
方法で、そのような情報を記憶する。
【００５４】
　ブロック３６では、媒体起動プロセッサは顧客から媒体デバイスを起動させる要求を受
信する。いくつかの実施形態では、媒体デバイスは、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ユーザコンピュータを通して、直接的または間接的に起動プロセッサ
と通信する。いくつかの実施形態では、顧客は（電話機、インターネット等で）媒体起動
プロセッサにコンタクトして、媒体デバイスを起動する。例えば、顧客は媒体起動プロセ
ッサＩＶＲシステムにアクセスする、８００番号に電話をかけてもよく、または顧客は媒
体起動プロセッサのウェブサイトにアクセスしてもよい。上記に解説したように、いくつ
かの実施形態は、起動されていない媒体デバイスを使用する試みに際して、媒体起動プロ
セッサとのコンタクトの自動開始を提供する。この通信は媒体デバイス自体によって行わ
れ、またはその中で媒体デバイスがインストールされているプロセッサを通して確立され
る。
【００５５】
　顧客は媒体起動プロセッサ顧客サービスまたは起動部門に電話をしてもよい。顧客は媒
体起動プロセッサシステムに識別情報を提供するので、媒体起動プロセッサシステムは起
動に対する特定の媒体デバイスを識別できる。例えば、顧客はインターネットまたはＩＶ
ＲプロンプトにおいてＥＳＮを入力するなどして、ＥＳＮまたはＳＩＭを提供する。代わ
りに、顧客が媒体デバイス自体を使用して媒体起動プロセッサにコンタクトする場合、媒
体デバイスは自動的に識別子情報を媒体起動プロセッサシステムに提供する。起動プロセ
ッサは、情報を直接的または間接的に媒体デバイスから受信することにより、または媒体
デバイス中に記憶された情報に基づいて（直接的または間接的に）問い合わせを実行する
ことにより、この情報を決定してもよい。
【００５６】
　顧客は顧客識別情報を提供する。そのような識別情報は、購入された媒体デバイス、購
入者、ベンダ、またはワイヤレスサービスプロバイダに関係する、顧客の名前、住所、電
話番号、レシート番号、製品番号、あるいは他の番号またはコードを含む。媒体起動プロ
セッサはそのような情報を起動の前に確認することを要求する。
【００５７】
　ブロック３７では、媒体起動プロセッサは媒体デバイスが正当に購入されたかどうか決
定する。好ましい実施形態では、媒体起動プロセッサはそのデータベースをチェックして
、識別子が正当に購入された媒体デバイスに関係しているかどうか決定する。例えば、媒
体起動プロセッサは媒体デバイスに関係する（ＥＳＮのような）識別子が正当な媒体デバ
イスに対応するデータベース中に記憶されているかどうか決定する。
【００５８】
　他の実施形態では、媒体起動プロセッサシステムは、アカウント起動プロセッサにコン
タクトして、識別された媒体デバイスが正当に販売されたかどうか決定する。例えば、（



(13) JP 5404993 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

顧客サービスセンターのような）媒体起動プロセッサシステムは、（ブロック３６で提供
されるもののような）媒体デバイス識別子をアカウント起動プロセッサに送出する。アカ
ウント起動プロセッサＩＶＲシステムにアクセスすることにより、またはここで説明した
他の何らかの方法により、この送出は発生する。アカウント起動プロセッサは識別子を受
信し、そのデータベースにアクセスして識別子が正当に購入された識別子に関係している
かどうか決定し、それから認証結果を媒体起動プロセッサに返信する。認証結果は媒体デ
バイスが正当に販売されたこと、または媒体デバイスが正当に販売されていなかったこと
（または媒体デバイスに関係する他の何らかの問題があったこと）を示す。例えば、アカ
ウント起動プロセッサは記憶された認証ステータス情報に基づいて、認証結果を決定する
。
【００５９】
　ブロック３８では、媒体起動プロセッサは媒体デバイスの起動を開始し、または、顧客
の要求を拒否する。媒体デバイスが正当に購入されたことを媒体起動プロセッサが決定し
た場合、媒体起動プロセッサは媒体デバイスの起動を開始する。媒体デバイスが正当に購
入されていなかったことを媒体起動プロセッサが決定した場合、または媒体デバイスの購
入に関係する他の何らかの問題があった場合、媒体起動プロセッサは顧客の要求を拒否し
、媒体デバイスを起動させることを断る。いくつかの実施形態では、媒体起動プロセッサ
と媒体デバイスとの間の通信を通して、起動が達成される。これは、媒体デバイスへの直
接の通信であってもよく、またはその上に媒体デバイスがインストールされているプロセ
ッサを通しての通信であってもよい。媒体デバイス、またはその上に媒体デバイスがイン
ストールされているプロセッサによって、起動プロセッサから受信された命令あるいはコ
ードに基づいて、起動が達成されてもよい。
【００６０】
　一度起動されると、媒体デバイス（または、デバイスの１以上のフィーチャー）が使用
可能になる。例えば、媒体デバイスがＵＳＢフラッシュドライブである場合、起動は、顧
客がフラッシュドライブ上に情報を記憶する、および／またはフラッシュドライブに予め
インストールされた情報を検索するのを可能にする。
【００６１】
　起動認証は任意のさまざまな要因の内の任意のものに基づいていてもよいことを理解す
べきである。例えば、デバイスは特定の回数起動されてもよく、または顧客から受信され
た認証コードは特定の回数使用可能であってもよい。特定のデバイス上で使用可能な機能
の回数や度合に関係する制限があってもよい。例えば、どのようにお金がデバイス上で使
われたか、またはデバイスと関係するアカウントにどれだけのお金が追加されたか、に基
づいてより大きい量の記憶スペースが可能にされてもよい。デバイスの機能のすべてまた
は一部分の起動は以下の何らかのものに基づいていてもよい。特定のプログラムまたはソ
フトウェアのタイプがデバイス上にロードされた回数、デバイス（またはデバイスの機能
）が使用された回数、デバイスが使用された時間の長さ、デバイスの購入から経過した時
間、デバイスに関係するアカウント中の資金の量、デバイスに関係するアカウントのアク
ティビティ、ユーザアカウントのステータス（例えば、良好な態度のアカウントを持って
いる）、例えば起動プロセッサまたは他のエンティティ（または婚姻、雇用、または他の
ステータス）によるユーザのステータス、ユーザの個人情報、または他の要因。
【００６２】
　図４は本発明の別の実施形態にしたがった、媒体デバイスの起動を認証する方法を示す
フローチャートを図解している。図４の方法は図３の解説に照らして解釈するべきである
。
【００６３】
　オプションのブロック４１では、例えば、ブロック３２に対して説明したように、アカ
ウント起動プロセッサが識別子情報を記憶する。
【００６４】
　ブロック４２では、例えば、３４に対して説明したように、媒体デバイス購入取引の間
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に、マーチャント端末において媒体デバイス識別子が入力される。
【００６５】
　ブロック４３では、例えば、３３に対して説明したように、マーチャント端末は識別子
をアカウント起動プロセッサに送出する。
【００６６】
　ブロック４４では、アカウント起動プロセッサは識別子を媒体起動プロセッサに送出す
る。
【００６７】
　ブロック４５では、識別子は媒体起動データベース中に記憶される。識別子のステータ
ス（および／または対応する媒体デバイス）は記憶され、および／または、識別子をアカ
ウント起動プロセッサから受信することに基づいて更新される。さまざまなステータスの
可能性のいくつかを、図５に関して以下に説明する。他のアクティビティステータスカテ
ゴリもここで意図されていることを理解すべきである。
【００６８】
　ブロック４４および４５に説明されている動作は、例えばアカウント起動プロセッサが
、例えばＡＰＩを使用して、媒体起動データベース中に識別子を挿入するときに発生する
。このプロセスの例はブロック３５にも説明されている。
【００６９】
　ブロック４６では、例えば、ブロック３６に対して説明したように、媒体起動プロセッ
サは媒体デバイス起動要求を受信する。
【００７０】
　ブロック４７では、媒体起動プロセッサは媒体デバイスの起動を認証するかどうか決定
する。この動作は識別子がデータベース中にあるかどうか決定するために、または起動に
対して許可された媒体デバイスに識別子が関係しているかどうか決定するために、媒体起
動データベースにアクセスすることを含む。これは識別子（および／または対応する媒体
デバイス）のステータスを決定することも含む。
【００７１】
　ブロック４８では、媒体起動プロセッサは、媒体デバイスの機動を開始すること、また
は顧客要求を拒否することのいずれかにより、顧客要求に応答する。例えば、識別子がデ
ータベース中にある場合（または、識別子が起動に対して許可された媒体デバイスに関係
している場合）、媒体起動プロセッサは媒体デバイスの起動を開始する。そうでない場合
は、媒体起動プロセッサは要求を拒否する。
【００７２】
　図５は本発明のさらに別の実施形態にしたがった、媒体デバイスの起動を認証する方法
を示すフローチャートを図解している。図５の方法は図３の解説に照らして解釈されるべ
きである。
【００７３】
　ブロック５１では、例えば、ブロック３３に対して説明したように、媒体デバイス購入
取引の間に、媒体デバイス識別子はマーチャント端末において入力される。
【００７４】
　ブロック５２では、例えば、ブロック４３に対して説明したように、マーチャント端末
は、媒体デバイス識別子情報をアカウント起動プロセッサに送出する。
【００７５】
　ブロック５３では、アカウント起動プロセッサは識別子を処理および／または記憶させ
る。例えば、アカウント起動プロセッサは、識別子がマーチャント端末から受信されたこ
とを示すために、識別子をデータベースエントリ中に記憶させる（または既存のデータベ
ースエントリを修正する）。エントリは、対応する媒体デバイスが、例えば、媒体デバイ
スは販売され、起動の準備ができているような、特定のステータスを有していることを反
映する。
【００７６】
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　ブロック５４では、例えば、ブロック４６に対して説明したように、媒体起動プロセッ
サは、媒体デバイス起動要求を顧客から受信する。
【００７７】
　ブロック５５では、媒体起動プロセッサは起動認証要求をアカウント起動プロセッサに
送出する。
【００７８】
　ブロック５６では、アカウント起動プロセッサは識別子を処理する。アカウント起動プ
ロセッサは、識別子が正当に販売されたかどうか決定する。例えば、アカウント起動プロ
セッサは、識別子がブロック５１および５２にしたがった取引中に受信されたかどうか決
定する。アカウント起動プロセッサは、媒体デバイス（および／または対応する識別子）
のステータスも決定する。例えば、アカウント起動プロセッサは媒体デバイスが、“販売
され、起動の準備ができている”、“販売されていない”、“販売され、起動された”、
“販売され、返品された”、または“キャンセルされた”（または他のステータスカテゴ
リ）のような特定のステータスを有していることを決定する。ステータスに依存して、ア
カウント起動プロセッサは肯定または否定の（または他の）起動応答を送出することを決
定する。例えば、アカウント起動プロセッサは、対応する媒体デバイスが“販売され、起
動の準備ができている”場合、肯定の応答を送信することを決定する。アカウント起動プ
ロセッサは、ステータスが“キャンセルされた”“販売されていない”、“販売され、返
品された”である場合、否定の応答を送出する。
【００７９】
　ブロック５７では、アカウント起動プロセッサは起動認証応答を媒体起動プロセッサに
送出する。認証応答は、起動する、または起動しないことを示すものである。認証応答は
識別子および／または対応する媒体デバイスについてのステータス情報を含む。
【００８０】
　ブロック５８では、例えば、ブロック４８に対して説明したように、媒体起動プロセッ
サは媒体デバイスの起動を開始するか、または顧客の要求を拒否する。媒体起動プロセッ
サの動作はブロック５７中のアカウント起動プロセッサの応答に基づいている。
【００８１】
　さまざまな実施形態では、異なる識別子が単一の媒体デバイスに関係付けられていると
いう条件下で、異なる識別子が、ここで説明された、異なるブロック中で使用されてもよ
いことに留意すべきである。つまり、ＥＳＮはプロセス全体を通して使用される、単一の
識別子である必要はない。例えば、バーコード番号（例えば、データベース中の媒体デバ
イス識別子にマップされた、またはさもなければ関係付けられた番号）がマーチャント端
末においてスキャンされ、アカウント起動プロセッサに送出されてもよいが、プロセッサ
は媒体デバイス識別子を決定し、それを媒体起動プロセッサに送出してもよい。ここで、
アカウント起動プロセッサはＵＰＣを受信し、データベースに記憶されている情報（例え
ば、ＵＰＣ番号を媒体デバイス番号に関係付ける、マーチャントから受信された情報）を
処理することによって、そのバーコードに関係する媒体デバイス識別子を決定する。また
、用語“識別子”は、識別子に関係する情報を含んでいることを理解すべきである。言い
換えると、２つの識別子が一意的に同一のデバイスに関係付けられているという条件下で
、媒体起動プロセッサによって受信された識別子は、以前のブロックでマーチャント端末
からアカウント起動プロセッサに送出された識別子と完全に同一である必要はない。
【００８２】
　上で言及された媒体デバイスは上で参照された出願中でＰＩＮを起動させることに対し
て説明された、何らかの方法で起動されてもよいことを理解すべきである。
【００８３】
　他の実施形態では、提供後（または販売後）確認が盗難を減少させるために実行される
。１つの問題は、媒体デバイスが販売手続の間に起動されるかもしれないが、意図された
顧客による資金の不足のような多くの理由のために販売手続が中断されることである。こ
の場合では、（支払われていないが）媒体デバイスは起動され、したがって起動された（
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【００８４】
　本発明のさまざまな実施形態は、販売の中断が続く、媒体デバイス起動の問題に対処す
る、少なくとも２つの可能性のあるアプローチを提示する。第１に、システムは、確認（
例えば、支払いの確認）が受信されるまで、どの販売取引も完了されないという仮定を含
む。したがって、確認の送信は販売が完了されたことの確認を要求される。例えば、購入
取引において顧客がデバイスを購入した後であっても、取引確認が決定され、および／ま
たは受信されるまで、アカウント（またはデバイスあるいはデバイスのフィーチャー）は
、非アクティブのままである。そのような取引確認は顧客の支払いの資金が実際に確認さ
れ、および／またはマーチャントのアカウントに移動されたという確認であってもよい。
この確認送信がタイミングよく受信されなかった場合、いくつかの実施形態ではデバイス
は起動されず、および、いくつかの実施形態ではデバイスは動作停止される。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、システムは販売取引が正しく完了されるだろうという仮定の
下で動作する。例えば、システムは顧客資金が明らかにされる前に、取引の間に（または
少なくとも取引に基づいて）デバイス（または機能）を自動的に起動してもよい。そのよ
うな場合では、媒体デバイスは販売取引の間に起動され、例えば取引がキャンセルされた
ということを述べるメッセージ（または類似のコードまたは命令）が（例えば、マーチャ
ント端末により）送信され、（例えば、デバイス起動プロセッサ６および／またはアカウ
ント起動プロセッサ２のような中央起動プロセッサにおいて）受信されない限り、起動さ
れたままである。
【００８６】
　販売取引は媒体デバイスの購入、または媒体デバイスのレンタル、または媒体デバイス
のフィーチャー（機能、機能性、能力、または記憶されたデータ）の一時的な起動、また
は媒体デバイスのフィーチャーを永続的に起動することを含む。
【００８７】
　提供後（または販売後）確認は、図１ないし５に図解される実施形態のような、他の実
施形態と統合的に実行してもよい。
【００８８】
　ここに示され、説明された本発明の特定の実施形態は、例示的にすぎないことが理解さ
れるであろう。多くの変形、変更、置換および均等物は、本発明の精神および範囲を逸脱
することなく、当業者の心に浮かぶであろう。したがって、ここで説明され、添付図面に
示されているすべての主題は、例証にすぎないと考えられ、限定する意味ではなく、本発
明の範囲は添付の特許請求の範囲のみにより決定されることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】図１は、本発明の実施形態にしたがった、媒体デバイスの起動を認証するシステ
ムを図解する。
【図２】図２は、例示的な媒体デバイスおよびパッケージを図解する。
【図３】図３は、本発明の実施形態にしたがった、媒体デバイスを分配する方法を示すフ
ローチャートを図解する。
【図４】図４は、本発明の別の実施形態にしたがった、媒体デバイスの起動を認証する方
法を示すフローチャートを図解する。
【図５】図５は、本発明のさらに別の実施形態にしたがった、媒体デバイスの起動を認証
する方法を示すフローチャートを図解する。
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