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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】モバイルデバイス関連コマースで利用される動
的モバイルクーポン(DMC)のネットワークベースの管理
に関し、DMCを効率的に使用してモバイルコマースでの
ユーザ体験および満足を高めるための統合機構を提供す
る。
【解決手段】管理は、DMCのセットの動的特性を処理す
ることに関係した処理負荷を軽減すること、DMCの取引
後評価を実施すること、またはモバイルコマース環境で
DMCを償還することに関連して仮想ショッピング体験を
実施することを含む。モバイルデバイスとネットワーク
構成要素との間の通信関連付けは、ネットワークの通信
機能および処理機能と共にモバイルデバイスによって収
集されたデータを活用するように実装される。収集した
データから、モバイルコマースを実施するように実装さ
れる動的DMC状態が求められる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルクーポンの管理を実施する方法であって、
　データプロセッサを使用して、モバイルデバイスユーザアカウントに関連するDMCを維
持する規則を実行する段階であって、前記規則が、前記データプロセッサに、
　　前記モバイルデバイスユーザアカウントに対する前記DMCの割当てを取得させ、
　　前記DMCの可変性を計算する規則を取得させ、
　　前記計算する規則によって指定される前記可変性に関連するデータを監視させる、段
階と、
　ワイヤレス通信インターフェースを使用して、前記規則によって識別されたネットワー
ク実体に前記データをサブミットする段階と、
　前記ワイヤレス通信インターフェースを使用して、前記サブミットに対するネットワー
ク応答を取得する段階であって、前記応答が、前記モバイルデバイスユーザアカウントま
たは前記DMCに影響を及ぼす、段階と
を含む方法。
【請求項２】
　前記ネットワーク応答の結果として、前記DMCの前記可変性に関連するデータの監視を
停止する段階をさらに含む請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第119条に基づく優先権の主張
　本特許出願は、参照によりその開示全体が本明細書に組み込まれる2009年8月1日出願の
「MANAGEMENT OF DYNAMIC MOBILE COUPONS」という名称の米国仮出願第61/230693号の利
益を主張する。
【０００２】
米国特許法第120条に基づく特典の主張
　本願は、それぞれ本出願の譲受人に譲渡され、参照により明白に本明細書に組み込まれ
る、2007年6月20日出願のDYNAMIC COUPON SYSTEMという名称の米国仮出願第60/945098号
の優先権を主張する、2008年6月19日出願のDYNAMIC ELECTRONIC COUPON FOR A MOBILE EN
VIRONMENTという名称の米国出願第12/142159号と、2007年6月20日出願のCOUPON WALLET S
YSTEMという名称の米国仮出願第60/945100号の優先権を主張する、2008年6月19日出願のM
ANAGEMENT OF DYNAMIC ELECTRONIC COUPONSという名称の米国出願第12/142597号の一部継
続出願である。
【背景技術】
【０００３】
　以下は、一般にはワイヤレス通信に関し、より詳細には、モバイルコマースで動的モバ
イルクーポンを管理することに関する。
【０００４】
　近年、セルラ通信技術およびセルラ通信デバイスで様々な進歩が見られる。そのような
デバイスに対するカメラおよびビデオ記録の統合、移動体通信へのeメールおよびショー
トメッセージングサービスの組込みなどの技術進歩の一部は、ソフトウェアおよび/また
はハードウェアアプリケーションを含む。こうしたアプリケーションは、既に普及してい
る通信デバイス(例えば、セルラ電話)に、柔軟性、処理能力、通信機能などの向上を追加
している。その結果、そのようなデバイスは消費者市場でより普及しており、多数の消費
者がそのようなデバイスを購入し、または新しいアプリケーションおよび技術を含むデバ
イスにアップグレードする動機を与える。
【０００５】
　より多数の消費者がモバイルデバイスを所有し、利用するにつれて、個人、ラジオ、テ
レビジョン、または固定電話の連絡に従来限定されていたビジネス機構がモバイル環境に
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拡大している。例えば、インターネットが移動体通信デバイスを介してますますアクセス
可能になるにつれて、eメールおよびウェブブラウジングアプリケーションがモバイルデ
バイスと共に利用される。さらに、電子商取引もそのようなデバイスによって実施される
。例えば、セキュアウェブアプリケーションは、ウェブブラウジングデバイスでオンライ
ン商業取引を実施するためのインターフェースを提供しうる。そのようなデバイスにより
、セキュアウェブアプリケーションを利用して、クレジットカード、デビットカード、銀
行振込みなどの支払いが容易にされうる。
【０００６】
　上記に加えて、他の商業機構もモバイルデバイスおよび移動体通信環境に組み込まれて
いる。例えば、モバイルデバイス上に格納され、モバイルデバイス用に構成されたモバイ
ルクーポン(モバイルクーポン)が、紙のクーポンを置き換えるために利用されうる。商業
実体は、クーポンを生成し、それをモバイルデバイスに配布し、モバイルデバイスは、商
業取引に関連してモバイルクーポンの償還を容易にしうる。電子ファイルとして、そのよ
うなクーポンは、従来の紙のクーポンよりも高い柔軟性を有する。例えば、紙クーポンは
、モバイルデバイス上に格納されたモバイルクーポンと比べて容易に置き忘れられる。さ
らに、モバイルクーポンは、複製および他の無許可使用を軽減するために様々なセキュリ
ティ対策を組み込みうる。したがって、モバイル動作環境でモバイルクーポンを導入する
と、多くの利点が生じる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　1つまたは複数の態様を基本的に理解するために、そのような態様の単純化した概要を
以下で提示する。この概要は、すべての企図される態様の包括的な概要ではなく、すべて
の態様の主な要素または重要な要素を特定するものでも、何らかの態様またはすべての態
様の範囲を示すものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の前置き
として、1つまたは複数の態様のいくつかの概念を単純化した形で提示することである。
【０００８】
　本開示は、モバイルデバイス関連コマースで利用される動的モバイルクーポン(DMC)の
ネットワークベースの管理を提供する。DMCの可変特性に相関するデータが、ネットワー
ク構成要素によって解析され、可変特性のリアルタイム状態、周期的状態、またはトリガ
された状態などが求められうる。データの解析に関連するネットワーク処理負荷が法外な
ものになったとき、1つまたは複数のDMCを非可変に設定でき、バックエンドリソースが非
可変DMCに関してデータ解析を差し控えることが可能となり、潜在的にリソース負荷を低
減する。
【０００９】
　本開示の別の態様によれば、DMC関連活動の取引後評価が提供される。評価は、取引修
飾子を取引後活動に相関させる取引後規則のセットに基づきうる。取引後活動に関するデ
ータが受信され、解析され、取引修飾子が取引後規則の通りに実装される。取引修飾子は
、ユーザ金融口座に追加すること、リベートチェックを発行すること、追加のDMCをユー
ザの口座に関連付けること、ユーザロイヤルティポイントまたは常連ユーザポイントなど
を更新することなどを含みうる。
【００１０】
　本開示の1つまたは複数の別の態様によれば、DMC割振りに結合された仮想ショッピング
管理が提供される。モバイルデバイスに関連するユーザDMCアカウントが、ワイヤレス通
信を介して商業実体に送信され、または商業実体に関するDMCを管理するように構成され
たモバイルネットワーク実体に送信される。商業/ネットワーク実体は、アカウントに関
連するDMCを商業の製品またはサービスに対して相互参照することができる。DMCの一部と
して指定される修正後取引特性が、1つまたは複数の製品およびサービスに適用され、表
示のためにモバイルデバイスにダウンロードされうる。製品またはサービスがモバイルデ
バイスで選択され、選択がネットワーク実体に送られ、ネットワーク実体は、製品または
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サービスに関する仮想インボイスを生成する。インボイスは、関係のあるDMCによって提
供される取引修正、ならびにユーザロイヤルティまたは常連買物客アカウント、クレジッ
トカード購入特典、ユーザポイント、他のクーポン、リベート、販売促進修正またはイン
スタント割引などに基づく追加の修正を反映しうる。仮想インボイスは、適用可能な取引
修正に基づいて選択された製品/サービスに関する最終取引を示し、取引の完了を実施す
るためにモバイルデバイスまたはポイントオブセールデバイスに提供されうる。
【００１１】
　上記に加えて、本開示は、DMCを管理する命令を実行するためのデータプロセッサを含
む方法を提供する。命令は、データプロセッサに、DMCをターゲットモバイルデバイスに
割り当てさせ、ターゲットモバイルデバイスに関連する要因、またはそのようなデバイス
に関係するユーザアカウントに関連する要因に基づいてDMCの可変特性の初期状態を確立
させうる。さらに、方法は、通信インターフェースを使用して、DMCに関連するデータを
得ることを含みうる。さらに、方法は、データプロセッサを使用して、DMCに関連するデ
ータに基づいてターゲットモバイルデバイスに関連するDMCアカウントの状態を管理する
ことを含みうる。
【００１２】
　本開示の1つまたは複数の態様によれば、モバイルクーポンを管理する装置が提供され
る。装置は、DMCを管理するように構成されたモジュールのセットを実行するデータプロ
セッサを備える。モジュールのセットは、モバイルデバイスユーザアカウントにDMCを割
り当てる割振りモジュールと、モバイルデバイスユーザアカウントに関連する要因に基づ
いてDMCの初期状態を確立する評価モジュールと、DMCに関連するデータに基づいてモバイ
ルデバイスユーザアカウントのステータスを維持する管理モジュールとを含みうる。さら
に、装置は、DMCに関連するデータ、DMCの初期状態、またはモバイルデバイスユーザアカ
ウントのステータスを格納するデータベースを備えうる。
【００１３】
　1つまたは複数の態様によれば、ワイヤレス通信のための装置が開示される。装置は、D
MCを管理する命令を処理する手段を備えうる。命令は、処理する手段に、ターゲットモバ
イルデバイスまたはそのようなデバイスに関するユーザアカウントに関連する要因に基づ
いてターゲットモバイルデバイスにDMCを割り当てさせ、DMCの可変特性の初期状態を確立
させる。さらに、装置は、通信インターフェースを使用してDMCに関連するデータを取得
する手段を備えうる。さらに、装置は、DMCに関連するデータに基づいて、ターゲットモ
バイルデバイスに関連するDMCアカウントの状態を管理する手段を備えうる。
【００１４】
　1つまたは複数の別の態様では、ワイヤレス通信のために構成された少なくとも1つのプ
ロセッサが開示される。プロセッサは、ターゲットモバイルデバイスにDMCを割り当てる
第1のモジュールを備えうる。さらに、プロセッサは、ターゲットモバイルデバイスまた
はそのようなデバイスに関するユーザアカウントに関連する要因に基づいてDMCの可変特
性の初期状態を確立する第2のモジュールを備えうる。さらに、プロセッサは、DMCに関連
するデータを得る第3のモジュールと、DMCに関連するデータに基づいてターゲットモバイ
ルデバイスに関連するDMCアカウントの状態を管理する第4のモジュールとを備えうる。
【００１５】
　少なくとも1つの追加の態様によれば、本開示は、コンピュータ可読媒体を備えるコン
ピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、ターゲ
ットモバイルデバイスにDMCを割り当てさせる少なくとも1つの命令を含みうる。さらに、
コンピュータ可読媒体は、ターゲットモバイルデバイスまたはそのようなデバイスに関す
るユーザアカウントに関連する要因に基づいてDMCの可変特性の初期状態をコンピュータ
に確立させる少なくとも1つの命令を含みうる。さらに、コンピュータ可読媒体は、DMCに
関連するデータをコンピュータに取得させる少なくとも1つの命令を含みうる。さらに、
コンピュータ可読媒体は、DMCに関連するデータに基づいてターゲットモバイルデバイス
に関連するDMCアカウントの状態をコンピュータに管理させる少なくとも1つの命令を含み
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うる。
【００１６】
　上記に加えて、本開示は、モバイルクーポンの管理を実施する方法を提供する。方法は
、データプロセッサを使用して、モバイルデバイスユーザアカウントに関連するDMCを維
持する規則を実行することを含みうる。規則は、データプロセッサに、モバイルデバイス
ユーザアカウントに対するDMCの割当てを取得させ、DMCの可変性を計算する規則を取得さ
せ、計算規則によって指定される可変性に関連するデータを監視させうる。さらに、方法
は、ワイヤレス通信インターフェースを使用して、規則によって識別されたネットワーク
実体にデータをサブミットすることを含みうる。さらに、方法は、ワイヤレス通信インタ
ーフェースを使用して、サブミットに対するネットワーク応答を取得することを含むこと
ができ、応答は、モバイルデバイスユーザアカウントまたはDMCに影響を及ぼす。
【００１７】
　少なくとも1つの別の態様では、モバイルクーポンの管理を実施する装置が開示される
。装置は、モバイルクーポン管理をサポートするように構成されたモジュールのセットを
実行するデータプロセッサを備えうる。モジュールのセットは、ユーザアカウントに対す
るDMCの割当てに基づいて装置のユーザとDMCを関連付ける割当てモジュールと、DMCの可
変性に関連するデータを監視する追跡モジュールとを含みうる。さらに、モジュールのセ
ットは、ネットワーク管理装置に関連データをサブミットし、ユーザアカウントまたはDM
Cのステータスに影響を及ぼす応答を取得する通信モジュールを含みうる。さらに、装置
は、監視したデータまたは応答を格納するメモリを含みうる。
【００１８】
　本開示の別の態様によれば、モバイルクーポンの管理を実施する装置が提供される。装
置は、モバイルデバイスユーザアカウントに関連するDMCを管理するように構成された規
則を処理する手段を備えうる。規則は、処理する手段に、モバイルデバイスユーザアカウ
ントに対するDMCの割当てを取得させ、DMCの可変性に関連するデータを監視させうる。さ
らに、装置は、ネットワーク実体にデータをサブミットし、サブミットに対するネットワ
ーク応答を取得する手段を備えることができ、応答は、モバイルデバイスユーザアカウン
トまたはDMCに影響を及ぼす。
【００１９】
　さらに別の態様によれば、モバイルクーポンの管理を実施するように構成された少なく
とも1つのプロセッサが開示される。プロセッサは、モバイルデバイスユーザアカウント
に対するDMCの割当てを取得する第1のモジュールと、DMCの可変性に関連するデータを監
視する第2のモジュールとを備えうる。さらに、プロセッサは、ネットワーク実体にデー
タをサブミットし、サブミットに対するネットワーク応答を取得する第3のモジュールを
備えることができ、応答は、モバイルデバイスユーザアカウントまたはDMCに影響を及ぼ
す。
【００２０】
　少なくとも1つの追加の態様によれば、本開示は、コンピュータ可読媒体を備えるコン
ピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ可読媒体は、モバイルデバイスユーザ
アカウントに対するDMCの割当てをコンピュータに取得させる少なくとも1つの命令と、DM
Cの可変性に関連するデータをコンピュータに監視させる少なくとも1つの命令とを含みう
る。さらに、コンピュータ可読媒体は、コンピュータに、ネットワーク実体にデータをサ
ブミットさせ、サブミットに対するネットワーク応答を取得させる少なくとも1つの命令
を含むことができ、応答は、モバイルデバイスユーザアカウントまたはDMCに影響を及ぼ
す。
【００２１】
　上記および関連する目的の達成に対して、1つまたは複数の態様は、以下で完全に説明
し、特許請求の範囲で具体的に指摘する特徴を含む。以下の説明および添付の図面は、1
つまたは複数の態様のある例示的態様を詳細に記載する。しかし、こうした態様は、様々
な態様の原理が利用されうる様々な方式のうちのいくつかを示すに過ぎず、記載の態様は
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、そのようなすべての態様およびその均等物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】一態様による、移動体通信環境内で動的モバイルクーポン(DMC)を管理する例示
的装置のブロック図である。
【図２】一態様による、DMC可変性特性を維持することに基づいてネットワーク負荷を軽
減するサンプルシステムのブロック図である。
【図３】1つまたは複数の開示される態様による、DMCに関する取引後活動を実装する例示
的システムのブロック図である。
【図４】本開示の1つまたは複数の態様による、モバイルショッピングに関する仮想イン
ボイスを提供するサンプルシステムのブロック図である。
【図５】本開示の1つまたは複数の態様による、仮想ショッピングを実施する例示的電子
ディスプレイインターフェースの一例のブロック図である。
【図６】1つまたは複数の開示される態様による、電子取引に関するセキュリティを実現
するサンプルシステムのブロック図である。
【図７】1つまたは複数の別の態様による、モバイル関連コマースでのDMC管理を実施する
サンプルモバイルデバイスのブロック図である。
【図８】一態様による、移動体通信環境でDMCを管理する例示的方法の流れ図である。
【図９】一態様による、DMCを利用するネットワーク実施モバイル関連コマースのための
サンプル方法の流れ図である。
【図１０】一態様による、移動体通信環境でのDMCの管理を実施するサンプル方法の流れ
図である。
【図１１Ａ】一態様による、モバイル関連コマースでのDMCのネットワーク実装管理を実
施するサンプル方法の流れ図である。
【図１１Ｂ】一態様による、モバイル関連コマースでのDMCのネットワーク実装管理を実
施するサンプル方法の流れ図である。
【図１２】一態様による、モバイルデバイスに関するDMCのネットワーク管理を実装し、
実施する例示的システムのブロック図である。
【図１３】一態様による、モバイルデバイスに関するDMCのネットワーク管理を実装し、
実施する例示的システムのブロック図である。
【図１４】本開示の1つまたは複数の態様を実装する例示的ワイヤレス通信環境のブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、全体にわたって同様の要素を指すのに同様の番号が使用される図面を参照しなが
ら、様々な態様を説明する。以下の説明では、説明のために、1つまたは複数の態様の完
全な理解を与える目的で多数の特定の詳細を記載する。しかし、そのような態様がこうし
た特定の詳細なしに実施されうることは明らかである。別の例では、1つまたは複数の態
様の説明を容易にするために、周知の構造およびデバイスをブロック図で示す。
【００２４】
　さらに、本開示の様々な態様を以下で説明する。本明細書の教示が多種多様な形で実施
されうること、および本明細書で開示する特定の構造および/または機能は代表に過ぎな
いことは明らかなはずである。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示する態様が任
意の他の態様とは独立して実装されうること、およびこうした態様のうちの2つ以上を様
々な方式で組み合わせることができることを当業者は理解されたい。例えば、本明細書に
記載の任意の数の態様を使用して装置が実装され、かつ/または方法が実施されうる。さ
らに、本明細書に記載の態様のうちの1つまたは複数に加えて、またはその代わりに、他
の構造および/または機能を使用して装置が実装され、かつ/または方法が実施されうる。
一例を挙げると、本明細書に記載の方法、デバイス、システム、および装置の多くを、ワ
イヤレス通信環境での動的モバイルクーポンの効率的な実装および利用を実現する状況で
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説明する。類似の技法が他の通信環境に当てはまることがあることを当業者は理解された
い。
【００２５】
　本開示のいくつかの態様では、モバイルデバイス関連取引での動的モバイルクーポンを
管理するサーバ側機構が提供される。歴史的に言えば、クーポンは一般に、クーポンの持
参者に指定の特典の与える、チケット、広告などから切り離される証明書または証書であ
る。クーポンのスポンサは、通常は、スポンサによって提供される製品またはサービスの
購入など、クーポンの持参者がスポンサとの商取引に関与することに関連して、その持参
者が取る行動の代わりに特典を与えることに同意する。
【００２６】
　モバイルデバイスでは、クーポンは、モバイルクーポンまたは電子クーポンとも呼ばれ
る電子アプリケーションの形を取りうる。こうしたモバイルクーポンは、モバイルデバイ
スのユーザインターフェース機能を利用してクーポン関連情報を伝達するマルチメディア
ファイルを含みうる。一例を挙げると、モバイルクーポンは、クーポン関連情報を告知し
、そのような情報を記述する画像、テキスト、または他のビデオメディアを表示する音声
記録を再生し、モバイルデバイスの様々な感覚機能を利用して製品またはスポンサ情報を
表示する(例えば、触覚インターフェース、嗅覚スプレイ機能)ことなどを行うことができ
る。さらに、モバイルクーポンは、クーポンに関するオーディオ/視覚広告(例えば、製品
/サービス広告)、クーポンスポンサに関するオーディオ/視覚広告(例えば、スポンサ広告
)、またはスポンサに関係する第3者に関するオーディオ/視覚広告(例えば、第3者広告)を
再生しうるメディアファイルを含むことができ、またはメディアファイルと結合できる。
【００２７】
　さらに、モバイルクーポンは電子アプリケーションであるので、クーポンの属性、クー
ポンによって提供される特典、またはクーポンに関する取引が、特定のユーザに対して個
別化され、または非固定の可変特性を有しうる。こうした特性は、モバイルクーポンスポ
ンサ、クーポン、モバイルクーポンに関連するユーザ、またはユーザアカウントに関する
取引、ユーザによって使用され、またはユーザアカウントに結合されるモバイルデバイス
、モバイルデバイスまたはユーザアカウントに関係するユーザが取る行動などに関連する
様々なデータまたは条件の影響を受けうる。規則のセットは、動的特性の状態を所定のデ
ータまたは条件に相関させうる。現条件または現データに基づいて、現特性を求め、モバ
イルクーポンに適用することができ、モバイルクーポンの現在値または現状態が得られる
。したがって、一例を挙げると、取引価格または割引値が、例えば時刻、または曜日に依
存しうる。したがって、様々な日または様々な時刻に、商品またはサービスの価格、また
は割引価格特典が変化しうる。この例によれば、モバイルクーポンの現在値または現状態
は、曜日または時刻に依存する。選択された条件またはデータに応じて現DMC特性を変化
させるように、様々な他の値/状態依存関係が確立されうることを理解されたい。
【００２８】
　別の例として、モバイルクーポンの属性が、特定のユーザについて、または特定のユー
ザアカウントについて個別化されうる。例えば、モバイルクーポンに関連するメディアア
プリケーションが、ユーザアカウントに関連するユーザ受信、償還、または共有履歴を表
示しうる。あるいは、メディアアプリケーションは、それぞれのアカウントに割り当てら
れたモバイルクーポンをやはり有するユーザの友人リスト、ソーシャルネットワークなど
のメンバを表示または強調表示しうる。別の代替として、メディアアプリケーションは、
ユーザの名前、アクセスユーザクーポンプリファレンスを表示または告知し、ユーザのソ
ーシャルネットワークのメンバに関するクーポン関連ステータス活動を表示することなど
を行うことができる。個別化クーポン属性または特性の他の適切な例が本開示の一部とし
て企図され、本開示の範囲は、明確に表現した例に限定されないことを理解されたい。さ
らに、本開示および添付の特許請求の範囲では、可変特性(例えば、ある基準またはデー
タの状態に基づいて変化する)、または特定のユーザまたはユーザアカウントについて個
別化される属性を有するモバイルクーポンが、動的モバイルクーポン(DMC)として定義さ
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れる。
【００２９】
　上記に加えて、DMCが、クーポンスポンサまたは第3者配布実体によってユーザアカウン
トに配布されうる。配布は、それぞれ参照により明白に本明細書に組み込まれる、Dynami
c Electronic Coupon for a Mobile Environmentという名称の米国出願第12/142159号、
またはManagement of Dynamic Electronic Couponsという名称の米国出願第12/142597号
に記載のものでもよく、本明細書に記載のものでもよい。特定の一例として、ネットワー
クサーバが使用され、DMCがモバイルデバイスに関連するDMCアカウントを管理するアカウ
ントサーバに送信されうる。別の例として、モバイルネットワーク構成要素が、地上無線
ネットワークを使用して、無線でモバイルデバイスにDMCを直接送りうる。さらに別の例
として、ワイヤレストランシーバが(例えば、コンピュータ、独立サーバ、ポイントオブ
セールデバイス、配布デバイスなどによって)使用され、DMCがモバイルデバイスに送られ
うる。さらに別の例として、DMCがインターネットからダウンロードされ、メモリカード
またはフラッシュカードまたはドライブ上にロードされ、モバイルデバイス上に手動でイ
ンストールされ、加入者識別モジュール(SIM)または取外し可能ユーザ識別モジュール(RU
IM)などの上にプリロードされることなどが行われうる。
【００３０】
　モバイルデバイスへの直接送信では、デバイス上に常駐するモバイルアプリケーション
が、DMCを受信し、DMCをデバイスユーザに表示することができる(例えば、関連するメデ
ィアファイル/アプリケーションまたは広告ファイル/アプリケーション)。モバイルアプ
リケーションは実質的に、上記で引用した米国出願第12/142159号に記載のものでもよい
。ネットワークアカウントへのネットワーク伝送では、アカウントサーバがDMCをモバイ
ルデバイスに中継し、またはアカウントサーバは、リモートアクセス、リモート管理、ネ
ットワークブラウザを介するDMCのリモート取引(例えば、ピアモバイルデバイスとの間の
)またはリモート償還、あるいは他のネットワークベースのアプリケーション(例えば、モ
バイルデバイス上のモバイルアプリケーションの代わりに、またはそれに加えて)を提供
することができる。後者の場合、DMCが、携帯電話またはスマートフォン、携帯情報端末
、eブックリーダ、デジタルフォトフレーム、コンピュータ、ラップトップなどを含むDMC
ユーザアカウントに関連する様々なモバイルデバイスに配信され、またはモバイルデバイ
スからアクセス(例えば、ブラウズ、印刷、共有など)されうる。
【００３１】
　上記に加えて、DMCが、特定のクーポンスポンサ、配布者、または再配布者によって、
個々に、またはバンドルもしくはパッケージで配布されうる。例えば、スポンサは、スポ
ンサの製品またはサービスに関するDMCのセット(例えば、DMC「ブックレット」)を確立し
、セールのために、または別の適切な販売促進の一部としてDMCのセットを提供すること
ができる(例えば、オファーが$200の額面に対する$50のクーポンを含むことがある)。別
の例として、クーポン配布者は、異なるスポンサによって提供されるクーポンのセットを
単一のクーポンのパッケージとしてまとめうる。購入または他の支払/サービス合意のと
きに、クーポンのパッケージがユーザアカウント/ユーザモバイルデバイスから転送され
うる。さらに別の例では、再配布者は、スポンサまたは配布者から取得したDMCセットま
たはパッケージを分割し、再配布者によって選択されたセット/パッケージからのDMCの構
成を含むDMCブックを提供しうる。DMCがどのように構成されるか、またはどの実体によっ
て構成されるかに関わらず、DMCセット/パッケージ/ブックが購入され、または他の方法
で取得されると、それが、上記で論じたのと同様の方式でユーザアカウントまたはモバイ
ルデバイスに配布されうる。
【００３２】
　本開示のいくつかの態様によれば、DMCの値または状態に影響を及ぼすデータおよび条
件が、評価のためにネットワーク処理モジュールにアップロードされうる。処理モジュー
ルは、データ/条件を解析し、解析を、DMC特性を確立する規則と比較することにより、DM
Cの現状態を管理することができる。比較に基づいて、DMCの現状態が得られる。データお
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よび条件は、特定の条件/データに応じて、ネットワーク実体、小売実体、またはモバイ
ルデバイスによって監視され、ネットワーク処理モジュールにアップロードされうる。し
かし、ネットワーク処理モジュールによって管理されるDMC数が増加するとき、処理負荷
が法外なものなることがあり、潜在的に他のネットワークアプリケーション(例えば、DMC
の償還、モバイルデバイスへのDMCの割当てなど)に関する処理リソースまたはメモリリソ
ースを低下させる。ユーザアカウントステータスと現DMC状態の間に複雑な関係が存在す
る場合、特に、ネットワーク処理モジュールに現DMC状態を解析するのに必要なデータを
提供する際に著しい遅延が生じる場合、処理負荷が悪化することがある。
【００３３】
　本開示のいくつかの態様は、上記の問題に対処することに関する。例えば、DMCが、ネ
ットワーク処理モジュールによって使用される動的/固定フラグに関連付けられ、変化す
るDMC状態を評価することに関係するデータ解析が終了されうる。処理負荷がしきい値レ
ベルを超えるとき、モジュールによって管理される1つまたは複数のDMCを固定に設定でき
、処理モジュールがそのようなDMCに関連する解析を差し控えることが可能となる。この
方式で解放されたプロセッサまたはメモリリソースが、他の処理/記憶タスクに割り振ら
れうる。
【００３４】
　DMCが固定に設定された場合、DMCの可変特性が凍結され、または非動的である。したが
って、DMCの現状態が静的となり、DMCが非動的モバイルクーポンとなる(例えば、少なく
とも、動的/固定フラグが動的にセットされ、DMCの動的特性に関する別の状態処理が実装
されるまで)。DMCの静的状態は、ネットワークプロセッサを管理するプログラミング論理
に応じて、一時的または永続的でもよい。上記に加えて、動的/固定フラグが固定に設定
されるとき、DMC特性または状態がデフォルト状態/値に設定されうる。デフォルト状態は
、所定の状態(例えば、所定の金銭的割引)を含み、またはネットワークプロセッサによっ
て求められる最新の状態を含みうる(例えば、DMCについて最後に確立された割引値)。
【００３５】
　適切な場合、ネットワークプロセッサは、1つまたは複数のDMCの動的/固定フラグを静
的から動的に変更することができる。そのようなことは、しきい時間の後、処理負荷がし
きい値レベル未満に低下した後、DMCに関連するモバイルデバイスからの(例えば、DMCユ
ーザアカウントを介する)要求に基づいて、DMCスポンサからの要求に基づいてなど、また
はそれらの組合せで行われうる。フラグが動的に設定されると、ネットワークプロセッサ
はアップロードされたデータを再び解析し、DMCの可変特性の現状態を判定する。そのよ
うな特性は、ユーザに表示するためにモバイルデバイスに(例えば、ワイヤレスネットワ
ークを介して)ダウンロードされる。したがって、ユーザは、1つまたは複数のDMCに対す
る状態変化の通知を受けることができ、ユーザが現DMC状態に基づいて償還決定を行うこ
とが可能となる。
【００３６】
　本開示の別の態様によれば、DMCによって提供される特典は、償還時に提供される特典
の代わりに、またはそれに加えて、DMCの償還後に行われる活動に基づきうる。したがっ
て、例えば、DMCのコピーが1つのユーザアカウントから受信側ユーザアカウントに共有さ
れ、またはDMCのコピーが受信側ユーザアカウントによって償還される場合、特典が共有
アカウントに提供されうる。別の例として、複数商品に関する特典が、それぞれの商品に
関する非同時取引に適用されうる。上記を例示するための特定のケースとして、DMCは、
商品Aの購入と共に償還された場合にモバイルデバイスユーザアカウントに1ドル割引を提
供し、商品Bの購入と共に償還された場合に3ドル割引を提供し、商品AとBの両方の購入に
基づいて5ドル割引を提供することができる。DMCがモバイルデバイスを使用する商品Aの
購入と共に償還された場合、商品Aに関する取引が1ドル値下げされる。しかし、ユーザが
DMCの償還後に商品Bを購入する際にモバイルデバイスを使用する場合、4ドル割引特典が
提供されうる。特典は、4ドル割引を商品Bの購入に対して適用することによって、モバイ
ルデバイスユーザアカウントに関連する金融口座(例えば、銀行普通預金口座、当座預金
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口座、金融市場口座、投資口座など)に4ドルを入金することによって、ユーザアカウント
に関連する住所に4ドルに関するリベートチェックを送ることなどによって実現されうる
。本開示のそのような態様によれば、DMC特典が、より豊富でより多様な取引のセットに
適用でき、モバイル関連コマースでのDMCの有用性が向上する。
【００３７】
　本開示の少なくとも1つの追加の態様では、DMCが、拡張モバイル関連ショッピング体験
を提供する際に使用されうる。モバイルデバイスは、商業実体(例えば、小売店のワイヤ
レスネットワーク)と通信可能に結合し、拡張ショッピング体験を実装するために商業実
体と情報を共有することができる。本開示のいくつかの態様では、モバイルデバイスは、
モバイルデバイスユーザに関連するDMCユーザアカウントの識別子(ID)を商業実体に提供
することができる。商業実体は、ユーザアカウントに関連するDMCを維持するバックエン
ドDMC管理装置にIDを転送することができる。商業実体の製品/サービスと、ユーザアカウ
ントのDMCとの間の相関が、(例えば、関連するDMC上で識別される商品名、商品ID、商品
シリアル番号などを比較することによって)識別され、DMCによって提供される特典が、適
切な製品/サービスに適用されうる。ユーザアカウントに関連するDMCによって提供される
特典を反映し、任意選択でこうした特典を詳述する(例えば、コストの差、節約される金
銭、追加の製品入手可能性、サービスの範囲、または契約条件など)、商業実体の製品/サ
ービスのリストをまとめることができる。
【００３８】
　やはり商業実体とモバイルデバイスとの間の通信に基づいて、実体の製品/サービスの
リストが、モバイルデバイス上の仮想ショッピング用に表示されうる。代替または追加と
して、製品/サービスが、モバイルデバイスによってワイヤレスに走査され、製品/サービ
スに関するデータがそのようなデバイスに提供される(例えば、近距離場ワイヤレス通信
、光学的走査入力、Bluetooth(登録商標)通信などを介して)。モバイルデバイスが商業実
体の製品/サービスを取得すると、商品を記述するデータまたは媒体が、ユーザに出力さ
れうる。さらに、データ/媒体は、関連するDMC特典を商品に適用した結果として、商品に
関する修正後取引情報を指定または強調表示することができる。選択がモバイルデバイス
に対する入力として受信される場合、出力商品を選択するオプションをユーザに与えうる
。ユーザはまた、適用可能なDMCが製品と共に償還されるべきであるかどうかを指定する
ことができる。次いで、選択された商品およびDMCが、商業実体、またはDMCまたはモバイ
ル関連コマースを管理するように構成されたネットワーク実体に(例えば、ワイヤレスデ
ータ交換を介して)アップロードされうる。選択されたDMCによって与えられる特典を含む
、商品に関する仮想インボイスが生成される。任意選択で、インボイスは、ユーザロイヤ
ルティアカウント、常連顧客アカウント(例えば、常連買物客、常連購入者、常連搭乗者
、常連客など)、クレジットカード報奨ポイントなどの、モバイルデバイスのユーザに関
連する他のユーザアカウントからの他の特典を反映しうる。
【００３９】
　仮想インボイスが生成されると、インボイスが送られる商品に関する取引を完了でき、
指定のDMCの償還が引き起こされる。取引は、支払情報をモバイルデバイスに入力し、支
払情報をネットワーク実体または商業実体にサブミットすることによって仮想的に完了さ
れうる。DMCまたは他のユーザアカウント特典の照合は、インボイスが送られた商品およ
び支払に基づいて、ネットワーク実体と商業実体との間で実装されうる。インボイスおよ
び取引の受領証が、物理的な商品精算のために商業実体およびモバイルデバイスに提供さ
れうる(例えば、ユーザまたは店舗従業員がそのショッピングカート内の商品をスキャン
して、取引をショッピングカート商品と照合することができる)。取引を完了させる別の
例として、仮想インボイスをポイントオブセールデバイスに提供でき、ポイントオブセー
ルデバイスは、取引に関係する支払および商品のリストの検証を表示することができる。
ポイントオブセールデバイスまたは店舗従業員は、それぞれ自動スキャンまたは人間の検
査により、ユーザが所有する商品、または商品のリストを有するショッピングカートを参
照することができる。
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【００４０】
　本開示の少なくとも1つの別の態様では、拡張モバイル関連ショッピングは、モバイル
デバイスで仮想店内マッピングをさらに含みうる。例えば、モバイルデバイスと商業実体
との間のデータ交換は、モバイルデバイスで表示するための店のレイアウトを示す仮想マ
ッピングアプリケーションの転送を含みうる。いくつかの態様によれば、全地球測位シス
テム(GPS)、セルラ基地局位置決定、衛星位置決定、商業実体のワイヤレストランシーバ
のセットとのワイヤレス通信などから求められたモバイルデバイスの位置ロケーションが
地図上に強調表示されうる。
【００４１】
　上記に加えて、選択商品の位置ロケーションが、マッピングアプリケーション上にも表
示されうる。商品の選択は、モバイルデバイスでの明示的選択、または推測選択に基づき
うる。後者は、例えば、モバイルデバイスユーザアカウント内のDMCに関連する商品、ユ
ーザが過去に購入した商品、ユーザが関心を示した商品などを含みうる。選択商品の位置
ロケーションが地図上に表示されると、(例えば、モバイルデバイスの位置ロケーション
から推定される)ユーザの位置ロケーション間のルートをマッピングアプリケーション上
に表示でき、ユーザがモバイルデバイスディスプレイを介して店の中をナビゲートする助
けとなる。本開示のいくつかの態様では、ユーザと選択された各商品との間のルート、ユ
ーザとユーザが明示的に選択した商品との間のルートなどが表示されうる。アプリケーシ
ョンの有用性およびユーザフレンドリネスを向上させるために、異なる商品に対するルー
トは、視覚的に別個のものでもよく、選択時に強調表示され、異なる商品の選択時に隠さ
れることなどが行われてもよい。モバイルデバイスが選択された商品のしきい距離以内に
来たとき、選択された商品への接近を告知するためにユーザインターフェースフィードバ
ックが実装されうる。そのようなフィードバックは、マッピングアプリケーション上の特
定のグラフィカル強調表示、商品に関係するオーディオビデオアプリケーションの実行、
商品の聴覚告知または言語告知、モバイルデバイスのバイブレーションなど、またはそれ
らの組合せを含むことができる。商品に接近すると、ユーザは、上述のように商品を選択
でき(例えば、光学的走査、モバイルデバイスUIディスプレイ上の選択)、仮想インボイス
作成のために仮想モバイルデバイスに商品をサブミットさせる。したがって、DMCならび
に関連するモバイルデバイスユーザアカウントおよびモバイルデバイスの特性に基づいて
、仮想コマースと物理的ショッピングとの間の豊かで堅固な統合が本開示によって実装さ
れうる。
【００４２】
　本開示の少なくとも1つの態様では、電子ビデオまたはグラフィカル認識システムが、
特定のDMCスポンサに関連するDMCをフィルタリングするために使用されうる。例えば、お
くスポンサに特有のイメージを含むスポンサの商標、ロゴ、建物などの画像が認識され、
スポンサに関連するDMCを自動的に探索または検索するのに使用されうる。別の態様では
、スポンサに特有の音、オーディオファイル、音楽、ジングルなどが電子音声認識で認識
され、スポンサに関連するDMCを探索するのに使用されうる。認識が、ネットワーク実体
にアップロードされた情報(例えば、写真、メディアファイル、オーディオ記録、ビデオ
記録など)に基づいて、モバイルデバイスまたはネットワーク実体で実装されうることを
理解されたい。
【００４３】
　本開示の別の態様では、DMCが電子ユーザデバイス上で検索され、活動化され、または
探索される場合、システムは、DMCによって提供される特典を扱う小売販売店位置または
仮想ウェブサイト位置も探索および検索することができる。販売店/ウェブサイト位置は
、DMCのスポンサ、スポンサの関連パートナ、またはDMC配布者、再配布者などに関連付け
られうる。さらに、物理的小売販売店位置では、ナビゲーションアプリケーションが、近
くの位置までの移動/運転方向、ユーザ位置からの推定距離、到着時刻などを提供するこ
とを開始することができる。オンライン小売販売店位置では、そのような位置のリストが
、電子取引でDMCを扱う小売実体に関して、関連するウェブサイトなどへのリンクと共に
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表示されうる。しかし、本開示が範囲の点で本明細書で明確に表現した特定の例に限定さ
れないことを理解されたい。むしろ、当業者に周知であり、または本明細書で与えられる
状況によって当業者に適度に知らされる本開示の他の例および実施形態は、本開示の一部
とみなされる。
【００４４】
　次に各図を参照すると、図1は、本開示の1つまたは複数の態様による、DMC管理を実現
する例示的装置(100)のブロック図を示す。具体的には、モバイルデバイス関連コマース
用のDMCのネットワーク支援実装を実現するクーポン管理装置100が示されている。装置10
0は、ユーザDMCアカウントへのDMCの割当て、そのようなDMCのステータスの追跡、DMCの
可変特性の現状態の確立、および指定の取引に関連するDMCの償還を実施することができ
る。一例として、装置100は、DMCユーザアカウントに関連するモバイルデバイスと直接的
または間接的に(例えば、別のネットワークまたは一連のネットワークによって)通信可能
に結合されたネットワーク(例えば、セルラネットワーク、データネットワーク)の構成要
素を備える。しかし、本説明および特許請求の範囲はそのように限定されない。
【００４５】
　クーポン管理装置100は、装置100によって提供される機能に関連する、メモリ(図示せ
ず)に格納された1つまたは複数のモジュールを実行するデータプロセッサ102のセットを
備えうる。データプロセッサ102は、ハードウェア処理構成要素またはハードウェアおよ
びソフトウェア処理構成要素の任意の適切なセットを備えうる。モジュールは、モバイル
デバイスに結合されたDMCユーザアカウント(モバイルデバイスユーザアカウント)にDMCを
割り当てる割振りモジュール104を含みうる。割当ては、データベース110に格納された、
DMCのスポンサによって指定される基準に基づきうる。モバイルデバイスユーザアカウン
トが識別されると、DMCまたはその適切な表示(例えば、別個のID)が、通信インターフェ
ース114を介してDMCユーザアカウントに搬送される。
【００４６】
　本開示のいくつかの態様では、通信インターフェース114がDMCまたはその表示を無線で
モバイルデバイスに送るワイヤレス送信機を備えうることを理解されたい。本開示の別の
態様では、通信インターフェース114が、モバイルデバイスに送信するためにDMC/表示を
適切なワイヤレスネットワークに転送する有線送信機を備えうる。本開示の少なくとも1
つの態様では、通信インターフェース114は、モバイルデバイスのユーザの非モバイルア
カウント(例えば、eメールアカウント)に、非モバイルアカウントをスポンサ提供する1つ
または複数のネットワークサーバを介してDMC/表示を送りうる。そのような態様では、ユ
ーザは、例えば直接通信リンク(例えば、イーサネット(登録商標)ケーブル)を介して、ま
たはウェブブラウザを通じて、DMCをロードし、DMCにアクセスすることができる。
【００４７】
　適切なモバイルデバイスユーザアカウントを識別するための基準は、モバイルデバイス
ユーザアカウントに関連するユーザの識別、そのようなユーザアカウントに関連する以前
のアカウント活動(例えば、DMCの償還、アカウント関連取引、オンラインショッピング、
ユーザ間DMC共有、スポンサまたは関連する第3者の広告の実行または検討など)、ユーザ
アカウントの受信/拒絶DMC配布フラグのステータス、ユーザアカウントに関連するモバイ
ルデバイスに関連する決定可能な状況(例えば、モバイルデバイスの位置ロケーション、
そのようなデバイスの装置100または装置100のワイヤレス送信機114への接近、DMCまたは
DMCスポンサに関連する小売販売店位置への接近など)など、またはそれらの適切な組合せ
を含みうる。それぞれ参照により明白に本明細書に組み込まれる、Dynamic Electronic C
oupon for a Mobile Environmentという名称の米国特許出願第12/142159号、またはManag
ement of Dynamic Electronic Couponsという名称の米国出願第12/142597号に記載の基準
などの、モバイルデバイスユーザアカウントにDMCを割り当てるための他の基準が、割振
りモジュール104によって使用されうる。
【００４８】
　上記に加えて、クーポン管理装置100は評価モジュール106を含みうる。評価モジュール
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106は、DMCの1つまたは複数の可変特性に関する初期状態を確立することができる。初期
状態は、様々な決定可能データまたは条件の関数でもよい。例示的条件は、モバイルデバ
イスユーザアカウント、DMCのスポンサによって提供される販売促進オファー、製品在庫
ステータス、時刻、曜日、季節、ターゲットモバイルデバイスの位置ロケーションなど、
またはそれらの適切な組合せを含みうる。決定可能条件を特徴付けるデータが、通信イン
ターフェース114を介して装置100にアップロードされ、データベース110に格納されうる
。データベース110に格納された特徴付け規則112のセットが、アップロードされたデータ
を解析し、可変特性の初期状態ならびに後続の状態を求めるために、評価モジュール106
によって使用されうる。解析に基づいて、評価モジュール106は、商業取引(例えば、製品
またはサービスの購入、賃貸、賃借など)に関連してDMCによって提供される特典を定義し
うる、DMCに関する現状態を出力することができる。
【００４９】
　評価モジュール106は、少なくとも1つの所定の方式でDMCの現状態の決定をトリガする
ことができる。例えば、決定は、データベース110に保存された時間ベースの関数に基づ
いて、周期的に行われうる。あるいは、決定は、非時間ベースの関数に基づいて、非周期
的でもよい。別の例として、評価モジュール106は、モバイルデバイスユーザアカウント
またはDMCスポンサからの入力などに応答して、現状態決定をトリガすることができる。
評価モジュール106はさらに、DMCの現状態を決定する際に、上記のトリガ機構、または同
様のトリガ機構の適切な組合せを使用することができる。
【００５０】
　上記に加えて、クーポン管理装置100は、装置100によって発行され、あるいは装置100
によって維持されるDMCのセットのそれぞれの状態を管理する管理モジュール108を備えう
る。具体的には、管理モジュール108は、データベース110でそれぞれのDMCのステータス
を維持することができる。ステータスは、評価モジュール106によって決定されるDMCの現
状態および関連する特典を含みうる。さらに、ステータスは、DMCの特性が可変であるか
、それとも一定であるかを指定するDMCの固定/動的状態を含みうる。本開示の少なくとも
1つの態様では、ステータスは償還状態を含むことができ、DMCがDMCに関連する指定の製
品またはサービスに関連する償還のために選択されたかどうかを確立する。償還状態はさ
らに、DMCが既に償還されているか、それとも未処理であるかを指定しうる。上記に加え
て、ステータスは、DMCの償還後に行われる活動がDMCによって提供される特典に関連する
かどうかを示す取引後フラグを含みうる。したがって、DMCのステータスに基づいて、装
置100は、DMCが未処理であるか、それとも償還されているか、動的か、それとも固定か、
現在どの特典がDMCに関連付けられているか、DMCが識別された取引に関連して償還のため
に選択されるかどうか、またはDMCに関する取引後活動に基づいて未処理の特典がユーザ
の口座に対して生じうるかどうかを判定することができる。しかし、上記のステータスお
よび決定は例示的なものに過ぎず、装置100は、具体的に説明した例にそのように限定さ
れない。
【００５１】
　図2に、本開示の追加の態様による、DMCのステータスを維持することに関する処理負荷
を軽減するための例示的システム200のブロック図を示す。システム200は、モバイルデバ
イス関連コマースで使用されるDMCを管理するのに利用されうるクーポン管理装置202を備
える。管理は、モバイルデバイスユーザアカウントにDMCを割り当てること、またはDMCの
可変特性に関連するデータを受信および監視すること(可変特性は、例えば、商業特典、
そのような特典に関する取引、そのような取引に関する製品/サービス、取引を完了する
ことに関するロジスティックスなどを含みうる)を含みうる。さらに、管理は、そのよう
な可変特性の初期状態を確立すること、関連データの変化を監視し、可変特性の現状態を
更新すること、商業取引にDMC特典を適用すること、ユーザアカウント(例えば、DMCアカ
ウント、銀行預金口座、クレジット口座、投資口座など)を更新してDMC特典を反映するこ
となどを含みうる。
【００５２】



(14) JP 2015-7990 A 2015.1.15

10

20

30

40

50

　さらに、システム200は、クーポン管理装置202の処理負荷を評価する制御モジュール20
4を備えうる。具体的には、制御モジュール204は、1つまたは複数のリソース消費しきい
値に関して、プロセッサ、メモリ、または他の関連リソースを追跡することができる。制
御モジュール204はさらに、リソースの消費がリソース消費しきい値を超え、またはそれ
未満に低下したかどうかを判定することができる。リソース消費がしきい値を超えたと制
御モジュール204が判定した場合、制御モジュール204はリソース(例えば、処理リソース)
の消費を中断することができる。本開示のいくつかの態様では、1つまたは複数のDMCに関
連する動的/固定フラグを固定状態に設定し、DMCを非可変にすることによって処理が中断
されうる。したがって、クーポン管理装置202は、固定DMCに関連するデータの評価を差し
控え、普通なら評価に割り振られるリソースを温存し、または再割振りすることができる
。
【００５３】
　さらに、制御モジュール204は、リソース消費がリソース消費しきい値、または固定DMC
に関するデータおよび状態評価を再開することに関連する第2のリソース消費しきい値未
満に低下したかどうかを判定することができる。そのような場合、制御モジュール204は
、1つまたは複数の固定DMCの動的/固定フラグを動的に設定することができる。したがっ
て、クーポン管理装置202は、DMCの可変特性評価を再開し、現データに基づいて現DMC状
態を確立し、データに変化に基づいてそのような状態を変更することができる。
【００５４】
　DMC状態およびDMC動的/固定フラグが、DMCユーザアカウントに関連付けられ、データベ
ース208によって維持されるDMCアカウントファイル210内に格納されうる。さらに、DMCの
可変特性に関連するデータが、DMCアカウントファイル210に格納され、データに対する変
更が生じたときに更新されうる。さらに、データに対する変更に基づくDMC状態に対する
変更も、DMCアカウントファイル210に保存されうる。クーポン管理装置202は、通信イン
ターフェース206を使用して、DMCユーザアカウントに関連するモバイルデバイスにDMC状
態情報を搬送することができる。あるいは、代替または追加として、クーポン管理装置20
2は、ポイントオブセールデバイス216に結合されたルータモジュール218を介して、DMC状
態情報ならびに他の関連情報(例えば、DMC取引情報、固定/動的情報、償還情報、DMC特典
、適用可能な取引および製品/サービス、固定の間のDMCに関するデフォルト状態および関
連するデフォルト特典など)をポイントオブセールデバイス216に搬送することができる。
【００５５】
　DMCの現状態を求めることに関連するデータが、モバイルデバイス212、214、モバイル
デバイス204に(例えば、ワイヤレストランシーバ220によって)ワイヤレスに結合されたポ
イントオブセールデバイス216、または他の適切な通信ノードまたはネットワーク実体(例
えば、小売店または他の商業実体に関連するコンピュータ)から、クーポン管理装置202に
アップロードされうる。この目的で、通信インターフェース206が、ワイヤレスに、また
は有線データ交換を介して通信するように構成されうる。したがって、通信インターフェ
ース206は、ワイヤレストランシーバおよびアンテナ、有線ルータ、スイッチ、またはハ
ブ、あるいはそれらの適切な組合せを備えうる。
【００５６】
　本開示の少なくともいくつかの態様では、モバイルデバイス212とモバイルデバイス214
との間の直接の(例えば、ピアツーピア通信を介する)データ交換が、DMCの可変特性を求
めるための基礎として使用されうる。一例として、モバイルデバイス212、214間のピアツ
ーピア通信は、第1のモバイルデバイス(212)に関連するユーザアカウントから第2のモバ
イルデバイス(214)に関連するユーザアカウントへのDMCのコピーの共有を含みうる。特定
の態様によれば、共有は、DMCに関連するDMC共有フラグの設定に関して条件付けされうる
(例えば、DMCのコピーが生成され、または他のユーザアカウントと共有されうるかどうか
を確立し、あるいはそのような共有の条件を確立して)。別の例では、モバイルデバイス2
12、214間のデータ交換は、デバイス212、214間のピアツーピア取引(例えば、製品または
サービスの販売、賃貸、賃借など)を含みうる。後者の例では、ピアツーピア取引に関連
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する詳細(例えば、製品ID、価格、DMC特典、支払方法など)が、承認のためにクーポン管
理装置202にアップロードされうる。ピアツーピア取引を実施する規則のセット(例えば、
DMCに関する償還規則、製品/サービス入手可能性、製品/サービスの適切な識別、支払の
検証、転送の証明(第1に販売側デバイス214、第2に購入側デバイス212による製品のIDの
走査を含みうる)など)に基づいて、クーポン管理装置202はピアツーピア取引を承認し、
または拒否することができる。したがって、クーポン管理装置202は、ピアツーピアなら
びに小売または商業取引に関するアービタとして働きうる。
【００５７】
　図3に、一態様による、モバイル関連コマースに関する取引後または償還後態様を実現
する例示的システム300のブロック図を示す。システム300は、本明細書に記載のDMCおよ
びDMC状態を管理するクーポン管理装置302を備えうる。さらに、システム300は、クーポ
ン管理装置302に結合された取引後モジュール304を備えうる。取引後モジュール304は、
第3者サーバ320(例えば、銀行サーバなど)と通信し、クライアントモバイルデバイス308
のユーザに関連するアカウント(322)を更新するのに使用されうる。アカウント(322)を更
新することは、DMCの償還後に行われる活動に基づいて償還後特典を付与することを含み
うる。
【００５８】
　アカウント(322)は、ユーザアカウントデータベース322に格納され、クライアントデバ
イス308のユーザに関連付けられたDMCユーザアカウント、銀行口座(例えば、普通預金、
当座預金、預金証書など)、クレジット口座、デビット口座、投資口座などを含みうる。
アカウントの更新が、アカウント(322)を管理する第3者サーバ320によって可能にされる
。いくつかの態様では、アカウント(322)が、DMCの償還後に行われる活動に基づいて、(
例えば、クーポン管理装置302に関連するアカウント、またはDMCのスポンサ(図示せず)か
ら送金された)金銭またはクレジットで更新されうる。別の態様によれば、アカウントを
更新することは、そのような活動に基づいて追加のDMCを割り当てることを含みうる。追
加のDMCは、償還されたDMCのコピー、(例えば、異なる特典または製品/サービスなどの、
償還されたDMCに関する少なくとも1つの異なる特性を有する)償還されたDMCの変形、ある
いは異なるDMCまたはDMCのセットを含みうる。
【００５９】
　アカウント(322)を更新するかどうか、およびいつ更新するか、ならびにアカウント(32
2)をどの方式で更新するかが、追跡モジュール306によって使用され、データストア318に
格納された取引後規則のセットによって指定されうる。そのような規則に基づいて、追跡
モジュール306は、クライアントデバイス308のユーザに取引後特典を与える、DMCに関連
する適切な取引後活動を識別することができる。規則は、償還後活動に基づいてアカウン
ト(322)を特定の特典(例えば、金銭、クレジット、DMC)で更新するためにどの条件を満た
す必要があるかを識別する基準のセットを含みうる。償還後条件の一例は、DMCによって
指定される複数製品取引を完了し、または提示することを含みうる。例えば、DMCは、複
数の指定の製品の最初に関する取引に関して償還されうる。後続の製品が取引されるとき
、漸進的特典がユーザアカウント(322)に与えられうる。別の例として、複数の指定の製
品のすべてに関する取引を完了したときに、最終的特典がユーザアカウント(322)に与え
られうる。
【００６０】
　別の例として、償還後活動は、他のモバイルデバイスユーザアカウント314の間でDMC31
6または他の関連するDMCのコピーを共有することを含みうる。この場合、ユーザ共有はDM
C316の機能でもよい。クライアントデバイス308は、ピアツーピア通信モジュール312を使
用してピアツーピアパートナ314とワイヤレスに結合することができる。共有機能が使用
可能にされる場合、DMC(316)のコピーが生成され、ピアツーピアパートナ314に送られう
る。ピアツーピアパートナ314に関連するDMCユーザアカウントは、共有DMC316の受信を肯
定応答しうる。肯定応答は、償還後モジュール310によって格納され、償還後クーポン特
典を与える資格のある償還後活動の追跡のために、クーポン管理装置302に送信されうる
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。
【００６１】
　任意選択で、共有DMC316の交換が、許可ユーザアカウント(例えば、家族、ソーシャル
ネットワークメンバ、同僚、組織のメンバなどに関連するアカウント)に限定されうる。
別のオプションとして、DMC共有に基づいて償還後特典でアカウント(322)を更新すること
が、受信側ユーザアカウント(例えば、ピアツーピアパートナ314)による共有DMC316の償
還を条件とすることができる。そのような場合、償還の証拠(例えば、取引ID、DMC ID、
クーポン管理装置302によって与えられる償還肯定応答)が、クライアントデバイス308に
搬送され、償還後モジュール310に格納されうる。あるいは、ピアツーピアパートナ314が
、クライアントデバイスユーザアカウント(308)のIDをクーポン管理装置302にアップロー
ドすることができる。次いで、クーポン管理装置302は、取引後モジュール304を使用して
、受信側アカウント償還をクライアントデバイス308によるものとすることができる。
【００６２】
　償還後条件のさらに別の例では、償還後特典を与える適切な条件が、クライアントデバ
イス308上でDMCスポンサの広告を再生することを含みうる。あるいは、条件は、DMCスポ
ンサによって販売促進される、関連する第3者の広告を再生することを含みうる。別の代
替では、条件は、広告を再生する別のモバイルデバイス314と広告を共有することを含み
うる。後者の場合、広告を再生することによって得られる広告肯定応答が、受信側モバイ
ルデバイス314によってクライアントデバイス308に搬送されうる。償還後モジュール308
は、上述のように、クーポン管理装置302に肯定応答をアップロードし、共有広告に関す
るクレジットを取得することができる。
【００６３】
　図4に、本開示の特定の態様による、モバイル関連コマースに関する拡張ショッピング
を実現する例示的システム400のブロック図を示す。システム400は、(例えば、クライア
ントデバイス406Bに関連する)1つまたは複数のモバイルデバイスユーザアカウントに対し
て発行されたDMCを管理するクーポン管理装置402を備えうる。クーポン管理装置402は、
上記の、図1で説明したクーポン管理装置102とほぼ同様でもよい。
【００６４】
　上記に加えて、システム400は、入力モジュール404を介してクーポン管理装置402に情
報をサブミットする商業実体(例えば、小売店、オンラインストア、投資銀行など)に関連
するクライアントデバイス406Aを備えうる。情報は、モバイルクライアントデバイス406B
に割り当てられたDMCの可変特性に関連するデータを含みうる。そのような関連データは
、本明細書に記載のように、クライアントデバイス406Bの位置ロケーション、DMCスポン
サまたは第3者の広告がクライアントデバイス406Bで閲覧されるかどうか、DMCのピアツー
ピア共有または共有償還などを含みうる。
【００６５】
　上記に加えて、クライアントデバイス406Aによって提供される情報は、モバイルショッ
ピング関連情報を含みうる。そのような場合、クライアントデバイス406Aは、ポイントオ
ブセールデバイス、または商業実体(例えば、小売店)の他の処理デバイス(コンピュータ)
を含みうる。クーポン装置402と商業クライアントデバイス406Aとの間の通信は、有線ネ
ットワーク接続を介するもの(例えば、インターネットを共通ネットワーク媒体として使
用して)、またはワイヤレス接続でもよい。モバイルクライアントデバイス406Bとクーポ
ン管理装置402との間の通信は、ワイヤレスセルラ通信、ワイヤレスフィデリティ(WiFi)
通信、または他の適切なワイヤレス規格を介するものでもよい。
【００６６】
　商業実体クライアントデバイス406Aによって提供される情報は、クライアントデバイス
406Aに通信可能に結合されたDMCユーザアカウント(406B)のIDを含みうる。そのような通
信は、商業クライアントデバイス406Aがワイヤレス通信範囲内に適切なモバイルデバイス
(406B)を検出したときに開始されうる。クライアントデバイス406Aは、モバイルデバイス
406BにDMCユーザアカウント情報を要求することができる。受信された場合、情報がクー
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ポン管理装置402に転送され、DMCショッピングセッションが開始される。そのようなセッ
ションは、モバイルクライアント406B、商業クライアントデバイス406A、およびクーポン
管理装置402の間で通信が維持される間に存在する。
【００６７】
　クーポン管理装置402は参照モジュール408と結合されうる。参照モジュール408は、DMC
ユーザアカウントIDを使用して、ユーザアカウントに関連するアクティブなDMC(任意選択
で、償還後特典を提供する償還済みDMCを含む)、およびアクティブなDMCによって指定さ
れる製品/サービスを探す。商業実体に関連する製品のリストが、クライアントデバイス4
06Aから取得されうる。次いで、参照モジュール408は、商業実体の製品/サービスをDMCユ
ーザアカウントのDMCに対して相互参照することができる。ユーザアカウントの適用可能
なDMCによって提供される特典が、割引モジュール410により、関連する製品に適用される
。例えば、指定の製品を購入するときにDMCを償還することによって得られる割引特典が
、指定の製品の購入価格に適用されうる。
【００６８】
　次いで、参照モジュール408が、ユーザアカウントに関連するDMCによって影響を受ける
商業実体の製品/サービスのリストを生成する。リストは、DMC特典を製品/サービスに適
用した結果として生じる修正後取引特性(例えば、修正後購入価格)データを含む。リスト
が商業クライアントデバイス406Aに通信され、またはモバイルクライアント406Bに直接通
信される。
【００６９】
　上記に加えて、商業クライアントデバイス406Aは、モバイルデバイス406Bから製品/サ
ービス選択を取得することができる。選択は、選択された製品/サービスのIDと、「購入
」コマンド、または「仮想ショッピングカートに入れる」コマンドなどとを含みうる。選
択された製品/サービスIDが、クーポン管理装置402に転送される。クーポン装置402は、
選択された製品/サービスに関する仮想インボイス414を生成し、モバイルデバイスを選択
することに関連する適用可能なDMCによって提供される特典を反映することができる。
【００７０】
　本開示のいくつかの態様では、仮想インボイス414は、モバイルクライアント406Bのユ
ーザの追加の商業アカウントに関連する特典も反映しうる。例えば、統合モジュール512
は、ユーザに関するユーザアカウントを管理するサーバ416に関する通信情報(例えば、サ
ーバIDおよびルーティング情報)およびアクセス情報(例えば、ユーザログイン情報)につ
いて、モバイルクライアント406Bに照会することができる。サーバ416およびアカウント
は、(例えば、常連買物客特典を提供する)商業実体のロイヤルティアカウント、(例えば
、モバイル関連取引に適用されうる常連購入特典を提供する)銀行または融資機構のクレ
ジットまたはデビット口座などでもよい。そのようなアカウントに関連する特典(例えば
、価格割引)は、仮想インボイス414に含まれる選択された商品にも適用されうる。生成後
、仮想インボイス414が、商業クライアントデバイス406Aに搬送され、製品/サービスに対
する支払、および取引の完了(DMC特典、および任意選択で第3者アカウント特典を含む)が
実施されうる。代替または追加として、仮想インボイス414が、ワイヤレス通信を介して
モバイルクライアント406Bに直接搬送され、取引の完了が実施されうる。
【００７１】
　モバイルクライアントデバイス406Bが、モバイルクライアント406BのユーザのDMCユー
ザアカウントに関連付けられうる。さらに、モバイルクライアントデバイス406Bは、DMC
ユーザアカウントのIDをクーポン管理装置402に直接サブミットすることができる。IDの
サブミットは、商業クライアント406A(例えば、ワイヤレスショッピングアシスタント)か
らの命令に応答するものでもよい。任意選択で、モバイルデバイス406はさらに、商業ク
ライアント406AのIDおよびルーティング情報をクーポン管理装置402にサブミットし、ク
ーポン管理装置402と、モバイルクライアント406Bと商業クライアント406Aの両方との間
の接続が実施されうる。
【００７２】
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　モバイルデバイス406からIDを取得するとき、クーポン管理装置402は、モバイルデバイ
ス406に関する仮想ショッピングセッションを開始することができる。モバイルクライア
ント406Bによって行われた製品/サービス選択が、仮想インボイス作成(414)のためにクー
ポン装置402に搬送されうる。上述のように、インボイス作成は、選択した製品/サービス
を含む取引情報を、DMCユーザアカウントIDに関連するDMCによって提供される特典で更新
しうる。更新後取引情報を含む仮想インボイス414が、上述のように、商業クライアント4
06Aまたはモバイルクライアント406Bに送られ、取引が実施される。仮想インボイス414に
基づいて、モバイルクライアント406Bおよび商業クライアント406Aは、インボイス作成さ
れた商品に関する支払を交換し、取引を完了する。
【００７３】
　仮想ショッピングセッションに関連して、商業クライアント406Aは、商業クライアント
406Aに関連する小売店のレイアウトを図示するマッピングアプリケーションをモバイルク
ライアント406Bに提供することができる(例えば、以下の図5を参照)。選択された商品の
位置が、商業クライアント406Aによって識別され、マッピングアプリケーション上に表示
するためにモバイルクライアント406Bに提供されうる。さらに、モバイルクライアント40
6Bは、マッピングアプリケーション上にモバイルデバイスの位置を表示し、選択された商
品を得るための、小売店レイアウトの中の好都合なルートを図示することができる。商品
選択を実施するために、商業クライアント406Aは、関連する商業店/商業実体によって提
供される製品/サービスのリストを、製品/サービス説明および製品/サービスIDと共に搬
送することができる。上述のように、製品/サービス説明は、モバイルクライアント406B
のDMCユーザアカウントに関連する適用可能なDMCによって提供される特典を含みうる。さ
らに、製品/サービス説明は、適切な場合、小売店のレイアウト上のそれぞれの製品/サー
ビスの位置を特定するためのマッピング位置データを含みうる。
【００７４】
　図5に、本開示の態様による、仮想ショッピングを実施しうる例示的モバイルデバイス5
00のブロック図を示す。モバイルデバイス500は、モバイルデバイス500のユーザにデータ
またはメディアを出力し、またはユーザから入力を受け取るユーザインターフェースディ
スプレイ502を備えうる。入力は、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)機能506のセ
ットによっても実施されうる。HMI機能506は、モバイルデバイス500へのデータ入力を実
施する1つまたは複数のボタン、ノブ、コントロール、トラックボール、またはスライダ
、モバイルデバイス500のタッチスクリーンインターフェース、(例えば、赤外線または他
の適切な近距離ワイヤレスデータ伝送用の)近距離ワイヤレス受信機インターフェース、
他の適切なユーザインターフェース入力機能(506)、あるいはそれらの組合せを含みうる
。
【００７５】
　本開示の少なくとも1つの態様では、モバイルデバイス500は、商業実体によって提供さ
れるマッピングアプリケーションを取得し、実行することができる。マッピングアプリケ
ーションは、商業実体に関連する小売店のショッピングエリアレイアウト504を生成し、
モバイルデバイス500のユーザインターフェースディスプレイ502でショッピングエリアレ
イアウト504を表示するのに使用されうる。ショッピングエリアレイアウト504は、店舗レ
イアウトに関連する記述情報で注釈されうる。注釈は、小売店の特定の区間、通路などの
商品のタイプまたは特性(例えば、食品、飲料、掃除用品、自動車、ガーデニングなどの
、製品のタイプ)を記述しうる。本開示のいくつかの態様によれば、注釈は、モバイルデ
バイス500のユーザにより、ディスプレイ画面502またはユーザインターフェース入力機能
506でのユーザ入力に基づいてカスタマイズされうる。
【００７６】
　本開示のいくつかの態様によれば、マッピングアプリケーションは、ディスプレイ上の
店舗レイアウト504に関するモバイルデバイス500の位置ロケーション508を表示すること
ができる。位置ロケーション508は、モバイルデバイス500に位置するGPSモジュール(図示
せず)、モバイルデバイス500に搬送されるセルラネットワーク位置決定、モバイルデバイ
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ス500に搬送される衛星位置決定、小売店に設置されたワイヤレストランシーバのセット
によって搬送される位置決定などから決定されうる。モバイルデバイス500の位置ロケー
ション508は、モバイルデバイス500の位置508が小売店内で変化するときにレイアウト504
上で更新されうる。
【００７７】
　上記に加えて、モバイルデバイス500は、小売実体によって提供される商品のリストを
、例えばそのような実体の通信デバイスとのワイヤレス通信を介して取得することができ
る。商品のリストは、ユーザインターフェースディスプレイ502に表示でき、任意選択で
、モバイルデバイス500のユーザアカウントに関連する1つまたは複数のDMCを償還するこ
とによって達成されうるクーポン特典を指定する。ユーザは、入力機能506またはディス
プレイ502で、リスト中の1つまたは複数の商品を選択することができる。選択された商品
の小売店内の位置510が、マッピングアプリケーションによって強調表示されうる。さら
に、小売店のユーザナビゲーションを実施するために、モバイルデバイス位置508と、選
択された商品位置510との間のルートが、レイアウト504上に表示されうる(モバイル位置5
08とターゲット510との間の破線)。
【００７８】
　本開示の少なくともいくつかの態様では、マッピングアプリケーションは、モバイルデ
バイス500のユーザによる精算コマンド入力時に精算モジュール(図示せず)を開始するこ
とができる。精算モジュールは、インボイス作成のために、小売店に関連するワイヤレス
エンティティに、選択された商品をサブミットすることができる。代替または追加として
、精算モジュールは、仮想インボイス作成のために、ネットワーククーポン装置(例えば
、図1のクーポン管理装置102)に、選択された商品をサブミットすることができる。さら
に、精算モジュールは、小売店の1つまたは複数のポイントオブセール位置(例えば、精算
レジスタ)に関する精算情報を要求することができる。モバイル関連ショッピングを容易
にするために、顧客が比較的少なく、または顧客のいない精算レジスタが、店舗レイアウ
ト504上に強調表示されうる。
【００７９】
　図6に、本開示の1つまたは複数の態様による、DMCに関係する電子取引に関するセキュ
リティを提供する例示的システム600のブロック図を示す。システム600は、モバイルクー
ポン、モバイルクーポンアカウント、またはモバイルクーポン関連取引に関する管理サー
ビスを実現するように構成されるクーポン管理装置602を備える。クーポン管理システム6
02は、電子商取引でのセキュリティを実現するように構成されうる。さらに、管理システ
ム602は、DMCユーザアカウントおよびユーザ商業アカウントにセキュアにアクセスし、電
子取引およびそのような取引に関するセキュアな支払と共にDMCを償還するように構成さ
れうる。
【００８０】
　クーポン管理システム602は、管理装置602に関するセキュア電子通信を実施するセキュ
リティモジュール604を備える。セキュリティモジュール604は、セキュア通信のための様
々な機構(606A、606B、606C、606D)の1つまたは複数を備えうる。一例を挙げると、セキ
ュリティモジュール604は、デジタル証明書ベースのセキュア通信のための公開鍵または
秘密鍵606Bを有するデジタル証明書606Aを備えうる。別の例として、セキュリティモジュ
ール604は、ユーザDMCアカウントに関するユーザ名およびパスワードのセットを備え、ユ
ーザ名/パスワード606Cと共に暗号化アルゴリズム606Dを使用して、セキュア通信を実現
することができる。DMC取引に関連するセキュア通信は、DMCユーザアカウントにアクセス
して、ユーザのアカウントに関連するアクティブなDMCの状態を取得することを含みうる
。さらに、そのような通信は、電子取引に関する支払にアクセスするためのユーザの金融
口座(例えば、普通預金口座、当座預金口座、クレジット口座、デビット口座、投資口座
など)との対話を含みうる。管理装置602と商業アカウントデータベース620との間の通信
は、上述のようにセキュアにされうる。
【００８１】
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　上記に加えて、クーポン管理装置602は、電子商取引に関係するクライアントセキュリ
ティモジュール610を使用して、商業クライアント608とのセキュア通信リンクを確立する
ことができる。クライアントセキュリティモジュール610は、セキュリティモジュール604
によって提供されるのと同様の機構(例えば、デジタル証明書および公開/秘密鍵、ユーザ
名とパスワードの組合せ、暗号化アルゴリズムなど)を使用することができる。したがっ
て、商業クライアント608は、商業クライアントに関連するクーポン管理装置602に渡され
る情報を安全なものにすることができる(例えば、製品/サービスリスト、価格、製品/サ
ービスリストに関連する発行済みDMCなどを含む)。クーポン管理システム602はさらに、
本明細書に記載のように、セキュア通信リンクを使用して、製品およびサービスに関する
セキュアインボイス612を送りうる。
【００８２】
　本開示の別の態様によれば、モバイルクライアント614はモバイルセキュリティモジュ
ール616を使用することができる。上述のように、モバイルセキュリティモジュール616は
、デジタル証明書、パスワード/ユーザ名の組合せ、暗号化アルゴリズムなどを使用する
ことができる。そのような機構に基づいて、モバイルクライアント614は、商業クライア
ント608とのセキュアワイヤレス通信リンクを確立することができる。製品/サービス選択
、DMC、製品/サービスへのDMCの適用、またはDMC関連モバイルコマースに関係する同様の
活動が、そのようなリンクを介してセキュアにされうる。さらに、モバイルクライアント
は、例えば、モバイルネットワーク基地局をワイヤレスインターフェースとして使用し、
モバイルセキュリティモジュール616およびセキュリティモジュール604を使用して、クー
ポン管理装置602とのセキュアリンクを確立することができる。したがって、システム600
は、スプーフィング攻撃、あるいはモバイルクライアント614、商業クライアント608、ク
ーポン管理装置602、もしくは商業アカウント620、またはそれらの適切な組合せからのデ
ータ傍受の可能性の低減を実現することができる。
【００８３】
　図7に、本開示の態様による、ワイヤレス通信のために構成されたモバイルデバイス702
を備える例示的システム700のブロック図を示す。モバイルデバイス702は、ワイヤレスネ
ットワークの1つまたは複数のリモートトランシーバ(例えば、アクセスポイント(図示せ
ず))とワイヤレスに結合するように構成されうる。例えば、モバイルデバイス702は、順
方向リンクチャネル上で基地局からワイヤレス信号を受信し、逆方向リンクチャネル上で
ワイヤレス信号に応答することができる。本明細書に記載のように、ワイヤレスネットワ
ークを通じて、モバイルデバイス702は、DMCを管理するためにクーポンシステム704とデ
ータを交換することができる。さらに、モバイルデバイス702は、本明細書に記載のよう
に、DMC割当てを受信し、DMCまたはDMCの償還に関連する活動を追跡し、ピアデバイスと
通信し、または仮想ショッピングを実装するための、メモリ714に格納された命令を含み
うる。
【００８４】
　モバイルデバイス702は、信号を受信する少なくとも1つのアンテナ706(例えば、ワイヤ
レス送信/受信インターフェース、または入出力インターフェースを備えるそのようなイ
ンターフェースのグループ)と、受信信号に対する典型的な動作(例えば、フィルタリング
、増幅、ダウンコンバートなど)を実施する受信機708とを含む。一般には、アンテナ706
、および送信機736(トランシーバと総称される)が、リモートトランシーバ704とのワイヤ
レスデータ交換を実施するように構成されうる。
【００８５】
　アンテナ706および受信機708は、受信シンボルを復調し、そのような信号を評価のため
にデータプロセッサ712に供給しうる復調器710とも結合されうる。データプロセッサ712
は、モバイルデバイス702の1つまたは複数の構成要素(706、708、710、714、716、718、7
20、722、724、726、728、730、732)を制御および/または参照しうることを理解されたい
。さらに、データプロセッサ712は、モバイルデバイス702の機能を実行することに関連す
る情報または制御を含む1つまたは複数のモジュール、アプリケーション、エンジンなど(
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716、718、720、722、724、726、728、730、732)を実行することができる。例えば、その
ような機能は、モバイルデバイス702に関連するDMCの動的特性に関連する情報を追跡する
ことを含みうる。さらに、機能は、本明細書に記載のように、クーポンシステム704に関
連情報をアップロードすること、それに応答して関連DMCの状態を取得すること、モバイ
ルデバイス702のユーザに状態を表示すること、モバイル関連コマースでのDMCの償還を支
援すること、または同様の動作を含みうる。
【００８６】
　さらに、モバイルデバイス702のメモリ714が、データプロセッサ712に動作可能に結合
される。メモリ714は、送信、受信などをすべきデータ、およびリモートデバイス(704)と
のワイヤレス通信を実施するのに適した命令を格納する。具体的には、命令は、上記また
は本明細書の別のところで説明する様々な機能を実装するのに使用されうる。さらに、メ
モリ714は、上記の、データプロセッサ712によって実行されるモジュール、アプリケーシ
ョン、エンジンなど(716、718、720、722、724、726、728、730、732)を格納することが
できる。
【００８７】
　上記に加えて、モバイルデバイス702は、クーポンシステム704による特定のDMCユーザ
アカウントに対するDMCの割当てに基づいて、モバイルデバイス702のユーザにDMCを関連
付ける割当てモジュール716を備えうる。さらに、追跡モジュール718は、そのようなDMC
の可変特性に関連するデータを監視することができる。関連データは、時刻、曜日、モバ
イルデバイス702によって実施された以前のモバイル関連取引、モバイルデバイス702の位
置ロケーション、リモートトランシーバ(704)によってモバイルデバイス702によって搬送
される特別オファー(例えば、小売店の送信機が、限定された時間のダブルクーポンポイ
ント、または同様の特別オファーをブロードキャストすることができる)などを含みうる
。通信モジュール720は、クーポンシステム704に関連データをサブミットし、DMCユーザ
アカウントの状態、またはDMCのステータスに影響を及ぼす、サブミットに対する応答を
取得することができる。例えば、応答は、DMCの現ステータス(例えば、DMCによって提供
される動的特典の現状態)を指定しうる。別の例として、応答は、本明細書に記載のよう
に、他のモバイルデバイスユーザアカウントの間のDMCの共有を使用可能または使用不能
にし、DMCを固定/動的として確立し、1つまたは複数のDMCを追跡する償還後活動に関与し
、仮想ショッピングをトリガすることなどをしうる。
【００８８】
　上記に加えて、モバイルデバイス702は、追跡モジュール718によるデータの監視を終了
させうる終了モジュール722を備えうる。そのような終了は、上述の、クーポンシステム7
04から受信した応答に基づきうる(例えば、DMCが固定に設定された場合)。終了モジュー
ル722は、デフォルト特典、デフォルト取引条件、取引に対して適用可能なデフォルト製
品/サービスなどを含む、固定DMCに関するデフォルト状態(例えば、所定の状態、以前に
求めた状態、最後に求めた状態など)を実施することができる。上記に加えて、終了モジ
ュールは、応答に基づいて(例えば、応答が固定設定を動的設定に変更した場合)、追跡モ
ジュール718によるデータの監視を再開することができる。
【００８９】
　本開示のいくつかの態様によれば、モバイルデバイス702は、DMCの償還後にモバイルデ
バイス702に関連するDMCユーザアカウントに関連する活動を監視する償還後モジュール72
4を備えうる。そのような活動監視は、通信モジュール520によってクーポンシステム704
から受信された応答に基づきうる(例えば、応答がDMCの償還後フラグを活動化した場合)
。償還後モジュール724は、応答で指定された活動、またはメモリ714に格納されたデフォ
ルト活動を追跡することができる。追跡される活動が、本明細書に記載の償還後特典の適
用のために、クーポンシステム704にアップロードされうる。
【００９０】
　本開示のいくつかの態様では、償還後活動が、モバイルデバイス702と別のモバイルデ
バイス(図示せず)との間のDMC共有に基づきうる。そのような共有は、ピアモバイルデバ
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イス間の直接的ワイヤレス通信を可能にするピアツーピア通信モジュール726と共に実施
されうる。通信は、ピアデバイスとの間でDMCのコピーを送信または受信すること、また
は共有DMCに関連する償還肯定応答を送信/受信することを含みうる。交換される情報は、
適切な場合は、ユーザアカウントにDMC特典を適用すること(図示せず)と共に、償還後モ
ジュール724によって追跡される。
【００９１】
　本開示の1つまたは複数の別の態様によれば、モバイルデバイス702は仮想ショッピング
モジュール728を備えうる。仮想ショッピングモジュール728は、商業実体(図示しないが
、図4の406Aを参照)と通信可能に結合し、商業実体とのモバイル関連取引を実施すること
ができる。一例として、仮想ショッピングモジュール728は、商業実体によって提供され
る商品またはサービスの支払のために商業実体に支払情報(例えば、銀行預金口座、クレ
ジット口座、デビット口座、送金など)を提供することができる。仮想ショッピングモジ
ュール728はまた、商品またはサービスに関連するDMC IDと共に、商業実体にDMCアカウン
トIDを搬送することができる。支払は、適切な場合、関連するDMCによって提供される特
典に基づいて更新されうる。
【００９２】
　さらに、仮想ショッピングモジュール728は、モバイル関連コマース関して利用可能な
製品/サービスのリストについて商業実体に照会することができる。リストは、モバイル
デバイス702のユーザインターフェースディスプレイ上に表示されうる。さらに、仮想シ
ョッピングモジュール728は、DMCユーザアカウントまたはDMCのIDをサブミットし、ユー
ザアカウントのDMCによって影響を受ける製品/サービスのリストを取得することができる
。影響を受ける製品/サービスが、1つまたは複数のDMCを償還することに関連してそのよ
うな関連する製品/サービスに適用可能な特典と共に、ユーザインターフェースディスプ
レイで強調表示されうる。本開示の少なくともいくつかの態様では、仮想ショッピングモ
ジュール728が、モバイルデバイス702のユーザに関連する他のアカウントを特定する適切
な情報をクーポンシステム704にサブミットすることができる。そのようなアカウントは
、商業実体のロイヤルティアカウント、常例買物客アカウント、常連DMCユーザアカウン
トなどを含みうる。受信したリストの1つまたは複数の製品/サービスにこのようなアカウ
ントによって提供される特典は、サブミットに応答して取得され、ユーザインターフェー
スディスプレイで強調表示されうる。
【００９３】
　本開示の少なくとも1つの態様では、仮想ショッピングモジュール728はマッピングモジ
ュール730を備えうる。マッピングモジュールは、商業実体に関連する小売店のデジタル
地図(例えば、上記の図5を参照)を取得し、ユーザインターフェースディスプレイ上にデ
ジタル地図を表示することができる。地図は、モバイルデバイス702のユーザによって選
択された製品またはサービスの位置がポピュレートされうる。さらに、位置モジュール73
2が、モバイルデバイス702の位置ロケーションを求め、位置ロケーションでデジタル地図
を更新することができる。マッピングモジュール730は、位置ロケーションと製品/サービ
ス位置との間の小売店内のナビゲーションルートを生成し、モバイルデバイス702が店全
体にわたって移動するときに位置ロケーションを更新することができる。したがって、モ
バイルデバイス702は、モバイルデバイス702に関連するDMCによって提供される特典、な
らびにモバイルデバイス702のユーザに関連する他のユーザ特典アカウントを統合する、
完全に統合された仮想ショッピング体験を提供することができる。
【００９４】
　いくつかの構成要素、モジュール、および/または通信インターフェースの間の対話に
関して上述のシステムを説明した。そのようなシステムおよび構成要素/モジュール/イン
ターフェースが、その中で指定される構成要素もしくは副構成要素、指定の構成要素もし
くは副構成要素の一部、および/または追加の構成要素を含みうることを理解されたい。
例えば、システムは、モバイルデバイス500、ポイントオブセールデバイス216およびワイ
ヤレスルータ220、クーポン管理装置402、ならびにユーザアカウントデータベース322に
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結合された第3者サーバ320、あるいは上記またはその他の構成要素の異なる組合せを含み
うる。副構成要素はまた、親構成要素内に含まれるのではなく、他の構成要素に通信可能
に結合された構成要素としても実装されうる。さらに、1つまたは複数の構成要素が単一
の構成要素に組み合わされ、集約機能が提供されうることに留意されたい。例えば、単一
の構成要素により、DMCに関連する償還後活動を識別および追跡し、そのような活動に基
づいてユーザアカウントを更新することを実施するために、取引後モジュール304が追跡
モジュール306を含むことがあり、逆も同様である。構成要素はまた、本明細書では具体
的には説明していないが当業者には周知である1つまたは複数の他の構成要素とも対話し
うる。
【００９５】
　さらに、理解するであろうが、開示される上記のシステムおよび以下の方法の様々な部
分が、人工知能または知識または規則ベースの構成要素、副構成要素、プロセス、手段、
方法、または機構(例えば、サポートベクトルマシン、ニューラルネットワーク、エキス
パートシステム、ベイジアン信念ネットワーク、ファジィ論理、データフュージョンエン
ジン、クラシファイア...)を含み、または構成されうる。そのような構成要素は、とりわ
け、かつ本明細書で既に説明したものに加えて、それによって実施されるある機構または
プロセスを自動化し、システムおよび方法の各部分をより適応的にし、効率的かつインテ
リジェントしうる。
【００９６】
　上述の例示的システムに鑑みて、開示される主題に従って実装されうる方法を、図8～1
1Bの流れ図を参照してより良く理解されよう。説明を単純にするために、方法を一連のブ
ロックとして図示し、説明するが、一部のブロックが本明細書で図示し、説明するものと
は異なる順序で、かつ/または他のブロックと同時に行われうるので、特許請求される主
題はブロックの順序によって限定されないことを理解されたい。さらに、以下で説明する
方法を実装するのに、すべての図示するブロックが必要ではないことがある。さらに、以
下と本明細書全体にわたって開示する方法は、そのような方法をコンピュータに移送およ
び転送するのを実施するために製造品上に格納できることをさらに理解されたい。使用さ
れる製造品という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリアを伴うデバイス、
または記憶媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するものとする。
【００９７】
　図8に、本開示の態様による、モバイルコマースでのDMCのネットワーク管理を実現する
例示的方法800の流れ図を示す。802で、方法800は、データプロセッサを使用して、ター
ゲットモバイルデバイスにDMCを割り当てうる。ターゲットモバイルデバイスの選択は、
データプロセッサによって解析される適切な基準に基づきうる。そのような基準の例は、
モバイルデバイスの位置、時刻、曜日、DMC配布実体へのモバイルデバイスの接近、DMC償
還実体または小売実体へのモバイルデバイスの接近、以前のDMCユーザアカウント活動、
以前のモバイルコマース活動、以前のピアツーピアDMC共有活動など、またはそれらの適
切な組合せを含みうる。
【００９８】
　804で、方法800は、割り当てられたDMCの可変特性の初期状態を確立しうる。可変特性
は、DMCによって提供される可変特典、DMCに適用可能な取引、そのような取引に関係する
製品/サービス、DMCの償還に関連するロジスティックス(例えば、償還の時間、償還の場
所)などを含みうる。806で、方法800は、DMCの可変特性に関連するデータを取得しうる。
そのようなデータは、データの変化および現状態を特徴付ける規則に基づいて、可変特性
の現状態を求める際に使用されうる。808で、方法800は、デバイスに関連するDMCアカウ
ントの状態、またはDMCのステータスを管理する際にデータを使用しうる。DMCのステータ
スは、本明細書に記載のように、例えば動的/固定ステータスを含みうる。あるいは、DMC
のステータスは、共有可能/共有不能ステータス、償還後/非償還後ステータスなどを含み
うる。DMCアカウントのステータスは、仮想ショッピングセッションの開始、第3者商業特
典アカウントとDMCアカウントとの統合、またはDMCアカウントとのDMC共有の活動化/非活
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動化、DMCアカウントに関連する許可共有パートナの識別などを含みうる。
【００９９】
　図9に、本開示の態様による、モバイル関連コマースでのDMCのネットワークベースの管
理を実現する例示的方法の流れ図を示す。902で、方法900は、ターゲットモバイルデバイ
スに関するDMCを初期化しうる。904で、方法900は、DMCの可変性に関連するデータを管理
しうる。906で、モバイル関連コマースに関連する管理機能の選択に関して決定が行われ
うる。ローディング管理が選択された場合、方法900は908に進みうる。取引後会計が選択
された場合、方法900は930に進みうる。そうではなく、仮想ショッピングが選択された場
合、方法900は914に進みうる。
【０１００】
　908で、方法900は、参照番号904で実施したDMC可変性に関連するデータの管理に基づい
て、プロセッサ負荷を監視しうる。910で、方法900は、プロセッサ負荷と1つまたは複数
の負荷しきい値との比較に基づいて、監視を中断し、または監視に関与しうる。912で、
任意選択で、方法900は、モバイルデバイスユーザアカウントに、中断したDMCデフォルト
状態を提供しうる。デフォルト状態は、デフォルト特典設定、デフォルト取引、DMCの償
還に適用可能なデフォルト製品/サービス、取引/償還に関連するデフォルトロジスティッ
クスなどを含みうる。方法900は、参照番号912の後に終了し、または任意選択で、さらな
る管理選択のために決定906に戻りうる。
【０１０１】
　914で、方法900は、仮想ショッピングコマンドに関連してDMCユーザアカウントの通知
を取得しうる。916で、方法900は、仮想ショッピングコマンドに応答して、DMCユーザア
カウントに関するアカウントインボイスを初期化しうる。918で、方法900は、DMCユーザ
アカウントに関するDMC記録を取得し、それにアクセスしうる。DMC記録は、DMCユーザア
カウントに関連するDMC、DMCがアクティブであるかどうか、DMCが特典を与えるのはどの
製品/サービスか、などを識別しうる。920で、方法900は商品選択を取得しうる。922で、
方法900はDMC記録を参照して、選択された商品に適用可能なDMCを識別しうる。924で、任
意選択で、方法900は、DMCユーザアカウントのユーザに関連する非DMCアカウント(例えば
、ロイヤルティアカウント、常連買物客アカウント、常連購入者/搭乗者/客アカウントな
ど)を参照し、選択された商品への適用可能性を判定しうる。926で、方法900は、適用可
能なDMCによって与えられる特典、および任意選択で、適用可能な非DMCアカウントによっ
て与えられる特典を反映する、商品に関する仮想インボイスを準備し、送りうる。次いで
、仮想インボイスが、DMCユーザアカウントに関連するモバイルデバイス、またはモバイ
ルデバイスに結合されたポイントオブセールデバイスに転送されうる。928で、任意選択
で、方法900は、選択された商品についてモバイルデバイスにマッピング更新をサブミッ
トし、本明細書に記載の仮想マッピングを実施しうる。928から、方法900は終了し、また
は任意選択で、別のDMC管理機能の選択のために参照番号906に戻りうる。
【０１０２】
　930で、方法900は、(例えば、参照番号914から928で説明した)取引に関連してDMCの償
還を実施しうる。932で、方法900は、償還したDMCに関連する償還後活動に関連するデー
タを取得しうる。934で、方法900は、償還後活動に関する規則のセットを参照しうる。93
6で、方法900は、償還後活動データに基づいて、償還後活動規則から実装されるべき動作
または結果を識別しうる。938で、方法900は、規則によって指定される償還後特典でDMC
ユーザアカウントを更新しうる。940で、方法900は、例えば、リベートを与え、追加のDM
Cを割り当て、キャッシュバック報奨を与えるなどのために、関連アカウント(例えば、DM
Cアカウント、銀行口座、クレジット口座など)を適切に更新しうる。940から、方法900は
終了し、または任意選択で、別のDMC管理機能の選択のために参照番号906に戻りうる。
【０１０３】
　図10に、本開示の追加の態様による、ネットワークベースのDMC管理を実施する例示的
方法の流れ図を示す。1002で、方法1000はデータプロセッサを使用して、DMCユーザアカ
ウントに関するDMC割当てを取得しうる。1004で、方法1000はデータプロセッサを使用し
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て、DMC可変性を計算するための規則を取得しうる。1006で、方法1000はデータプロセッ
サを使用して、本明細書に記載のように、DMC可変性に関連するデータを監視しうる。100
8で、方法1000はワイヤレス通信インターフェースを使用して、DMCの可変性を管理するネ
ットワーク実体にデータをサブミットしうる。1010で、方法1000は、DMCユーザアカウン
トまたはDMCに影響を及ぼす、サブミットに対する応答を取得しうる。具体的には、応答
は、モバイルコマースに関係するDMCまたはDMCユーザアカウントのステータスを設定しう
る。
【０１０４】
　図11Aおよび11Bに、本開示の態様による、ネットワーク管理モバイルコマースを実施す
る例示的方法1100の流れ図を示す。1102で、方法1100は、DMCユーザアカウントに割り当
てられたDMCを取得しうる。1104で、方法1100は、DMCの状態可変性に関連するデータを管
理しうる。1106で、方法1100は、状態可変性に関連するネットワークコマンドを受信し、
ネットワークコマンドに基づいて状態可変性管理を休止または再開しうる。1108で、ネッ
トワークコマンドが状態可変性管理の休止を含む場合、方法1100は、デフォルト状態をDM
Cと関連付けうる。
【０１０５】
　1110で、方法1100は、小売実体によって使用される送信機によってブロードキャストさ
れるワイヤレス信号によって小売実体を取得し、識別しうる。1112で、方法1100は、小売
実体にDMCユーザアカウントのIDをサブミットしうる。IDをサブミットすることは、小売
実体の受信機に適切なワイヤレス信号を送信することによって達成されうる。1114で、方
法1100は、小売実体の小売店に関するマッピングアプリケーションデータを取得し、小売
店のレイアウトを表示するマッピングアプリケーションを開始しうる。1116で、方法1100
は、小売実体から商品リストを取得し、リストから少なくとも1つの商品のユーザ選択を
取得しうる。1118で、方法1100は、選択された商品を仮想インボイス作成のためにサブミ
ットし、それに応答してインボイスを取得しうる。具体的には、インボイスは、選択され
た商品に関連する取引情報(例えば、購入価格)を含みうる。さらに、取引情報は、選択さ
れた商品に関するDMCによって提供される適用可能な特典、またはDMCユーザアカウントの
ユーザに関連し、選択された商品に関連する他の特典アカウントを反映しうる。
【０１０６】
　1120で、方法1100は、小売実体マッピングレイアウトに関する、選択された商品の仮想
位置ロケーションを取得し、マッピングアプリケーションディスプレイに商品位置をポピ
ュレートしうる。さらに、DMCユーザアカウントのユーザの位置が、アプリケーションデ
ィスプレイにポピュレートされうる。1122で、方法1100は、ユーザ位置と商品位置ロケー
ションとの間の、店舗レイアウトを通る効率的なルートを計算しうる。
【０１０７】
　図11Bを参照すると、1124で、方法1100は、参照番号1122で計算したルートでマッピン
グアプリケーションを更新する。1126で、選択された商品が、DMCユーザアカウントのユ
ーザによってショッピングカート内に配置されるかどうかに関して判定が行われうる。シ
ョッピングカートは、小売店内の物理的ショッピングカートでもよく、またはモバイルデ
バイスショッピングアプリケーションによって管理される仮想ショッピングカートでもよ
い。商品がショッピングカート内に物理的に配置されることの検証は、選択された商品の
IDをモバイルデバイスから受信することから得られうる(例えば、モバイルデバイスがID
をスキャンインし、またはユーザがIDを手動でタイプインする場合)。商品が仮想ショッ
ピングカート内に配置されることの検証は、マッピングアプリケーションから得られうる
。仮想ショッピングカート検証が得られる場合、ユーザが商品を手に入れるという仮定が
行われうる。
【０１０８】
　参照番号1126で、選択された商品がショッピングカート内に配置されないと判定した場
合(例えば、ショッピングカート検証の受信の失敗、または選択された商品の取消しの受
信)、方法1100は1128に進むことができ、商品がマッピングアプリケーションディスプレ
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イからキャンセルされる。さらに、1130で、商品が仮想インボイスから削除されうる。11
30から、方法1100は、図11Aの参照番号1116に戻りうる。
【０１０９】
　参照番号1126で、商品が物理的ショッピングカートまたは仮想ショッピングカート内に
配置されたと方法1100が判定した場合、方法1100は1132に進み、選択された商品のショッ
ピングカートへの追加を反映するように仮想インボイスが更新されうる。1134で、方法11
00は、更新後仮想インボイスを商業実体のポイントオブセールデバイスと照合しうる。具
体的には、ショッピングカート商品がポイントオブセールデバイスに伝達されうる(例え
ば、仮想インボイスを維持するモバイルデバイスの間のワイヤレス通信を介して、あるい
は光学走査、またはポイントオブセールデバイスもしくは店舗従業員による手動入力のた
めにモバイルデバイスの画面上に商品を表示することによって)。1136で、方法1100は、
選択された商品に関係する取引に関連して、選択された商品に適用可能な1つまたは複数
のDMCの償還を実施しうる。
【０１１０】
　1138で、方法1100は、何らかの取引後活動または特典がDMCまたは取引に関連するかど
うかを識別しうる。1140で、方法1100は指定の取引後活動を監視しうる。1142で、方法11
00は、DMCを管理するネットワーク実体に取引後活動の記録をサブミットしうる。1144で
、方法1100は、サブミットに対する応答を取得しうる。いくつかの態様では、応答は、取
引後活動に基づいて償還後特典がユーザアカウントに適用されるという表示を含みうる。
1146で、通知または更新後ユーザアカウント情報がユーザに表示されうる。
【０１１１】
　図12および13に、本開示の1つまたは複数の態様による、それぞれモバイル関連コマー
スでのDMCの管理を実装し、実施する例示的システム1200、1300のブロック図を示す。例
えば、システム1200および1300は、ワイヤレス通信ネットワーク内、および/またはノー
ド、基地局、アクセスポイント、ユーザ端末、モバイルインターフェースカードに結合さ
れたパーソナルコンピュータなどの送信機内に少なくとも部分的に常駐することができる
。システム1200および1300が機能ブロックを含むものとして表され、機能ブロックは、プ
ロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ(例えば、ファームウェア)によって実装
される機能を表す機能ブロックでもよいことを理解されたい。
【０１１２】
　システム1200は、DMCを処理するモジュール1202を備えうる。処理は、システム1200に
関連するユーザアカウントにDMCを割り当てることを含みうる。さらに、システム1200は
、DMCの可変特性に関連するデータを処理するモジュール1204を備えうる。モジュール120
4は、処理したデータに基づいてDMCのステータスを出力することができる。ステータスは
、DMCによって提供される特典の現状態、DMCに適用可能な取引、DMCの償還後ステータス
などを含みうる。モジュール1204は、モジュール1204によって維持される可変性規則のセ
ットから、ステータスに影響を及ぼすデータを識別することができる。さらに、本明細書
に記載のように、モジュール1204は、DMCに関連する固定/動的フラグを参照し、固定/動
的フラグのステータスに関して関連データの処理を条件付けすることができる。関連デー
タは、ワイヤレスデータを取得し、処理するモジュール1206により、リモートトランシー
バデバイス(例えば、ポイントオブセールデバイス、モバイルデバイス)から受信されうる
。モジュール1206は、ワイヤレストランシーバ、受信機、および送信機、ならびに受信し
たワイヤレス信号を処理する適切な処理構成要素を備えうる。さらに、システム1200は、
本明細書に記載のように、関連データに基づいて、DMCユーザアカウントの状態、またはD
MCのステータスを管理するモジュール1208を備えうる。
【０１１３】
　システム1300は、DMC割当てを処理するモジュール1302を備えうる。処理は、DMCに割り
当てられたDMCユーザアカウントを識別し、DMCユーザアカウントに関連するシステム1300
のユーザを識別することを含みうる。さらに、モジュール1302は、システム1300の識別し
たユーザに、DMCまたはその表示を、例えばそのようなユーザがシステム1300にログイン
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したときに表示することができる。さらに、システム1300は、DMCの可変特性に関連する
データを処理するモジュール1304を備えうる。モジュール1304は、モジュール1304によっ
て維持される可変性規則のセットから、関連データを識別することができる。さらに、モ
ジュール1304は、本明細書に記載のように、DMCに関連する固定/動的フラグを参照し、固
定/動的フラグのステータスに関して関連データの処理を条件付けすることができる。処
理したデータに基づいてDMCの状態を求めるために、処理したデータが、モジュール1304
によってネットワークベースのDMC管理装置に送信されうる。上記に加えて、システム130
0は、データをワイヤレスで取得するモジュール1306を備えうる。モジュール1306は、本
明細書で指定されるように、DMCユーザアカウントの状態、またはDMCのステータスを指定
する、処理したデータの送信に対する応答を受信することができる。状態またはステータ
スは、任意選択でユーザの要求時に、システム1300のユーザに出力されうる。
【０１１４】
　図14に、本明細書で開示されるいくつかの態様による、ワイヤレス通信を実施しうる例
示的システム1400のブロック図を示す。ダウンリンク上では、アクセスポイント1405で、
送信(TX)データプロセッサ1410が、トラフィックデータを受信し、フォーマットし、符号
化し、インターリーブし、および変調し(またはシンボルマッピングし)、変調シンボル(
「データシンボル」)を供給する。シンボル変調器1415は、データシンボルおよびパイロ
ットシンボルを受信し、処理し、シンボルのストリームを供給する。シンボル変調器1415
は、データおよびパイロットシンボルを多重化し、それを送信機ユニット(TMTR)1420に供
給する。各送信シンボルは、データシンボル、パイロットシンボル、または信号値0でも
よい。パイロットシンボルは各シンボル期間で連続的に送られうる。パイロットシンボル
は、周波数分割多重(FDM)、直交周波数分割多重(OFDM)、時分割多重(TDM)、符号分割多重
(CDM)、あるいはそれらまたは同様の変調および/または伝送技法の適切な組合せでもよい
。
【０１１５】
　TMTR1420は、シンボルのストリームを受信し、1つまたは複数のアナログ信号に変換し
、さらに、アナログ信号を調整(例えば、増幅、フィルタリング、周波数アップコンバー
ト)し、ワイヤレスチャネルを介して伝送するのに適したダウンリンク信号を生成する。
次いで、ダウンリンク信号が、アンテナ1425を通じて端末に送信される。端末1430で、ア
ンテナ1435がダウンリンク信号を受信し、受信した信号を受信機ユニット(RCVR)1440に供
給する。受信機ユニット1440は、受信した信号を調整(例えば、増幅、フィルタリング、
周波数アップコンバート)し、調整した信号をデジタル化してサンプルを得る。シンボル
復調器1445が、受信したパイロットシンボルを復調し、チャネル推定のためにプロセッサ
1450に供給する。シンボル復調器1445はさらに、プロセッサ1450からダウンリンクに関す
る周波数応答推定を受信し、受信したデータシンボルに関するデータ復調を実施し、デー
タシンボル推定(これは、送信されたデータシンボルの推定である)を得て、データシンボ
ル推定をRXデータプロセッサ1455に供給し、RXデータプロセッサ1455は、データシンボル
推定を復調(すなわち、シンボルデマップ)し、デインタリーブし、復号化し、送信された
トラフィックデータを回復する。シンボル復調器1445およびRXデータプロセッサ1455によ
る処理は、それぞれ、アクセスポイント1405のシンボル変調器1415およびTXデータプロセ
ッサ1410による処理と相補的である。
【０１１６】
　アップリンク上では、TXデータプロセッサ1460がトラフィックデータを処理し、データ
シンボルを供給する。シンボル変調器1465が、データシンボルを受信し、パイロットシン
ボルと多重化し、変調を実施し、シンボルのストリームを供給する。次いで、送信機ユニ
ット1470が、シンボルのストリームを受信し、処理し、アップリンク信号を生成し、アッ
プリンク信号は、アンテナ1435によってアクセスポイント1405に送信される。具体的には
、アップリンク信号は、SC-FDMA要件に従うものでもよく、本明細書に記載の周波数ホッ
ピング機構を含みうる。
【０１１７】
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　アクセスポイント1405で、端末1430からのアップリンク信号がアンテナ1425によって受
信され、受信機ユニット1475によって処理され、サンプルが得られる。シンボル復調器14
80がサンプルを処理し、アップリンクに関する、受信したパイロットシンボルおよびデー
タシンボル推定を供給する。RXデータプロセッサ1485がデータシンボル推定を処理し、端
末1430によって送信されたトラフィックデータを回復する。プロセッサ1490が、アップリ
ンク上で送信しているアクティブな端末ごとのチャネル推定を実施する。パイロットサブ
バンドセットがインターレースされうる場合、複数の端末が、アップリンク上の、それぞ
れの割り当てられたパイロットサブバンドのセット上で同時にパイロットを送信すること
ができる。
【０１１８】
　プロセッサ1490および1450は、それぞれアクセスポイント1405および端末1430での動作
を指示(例えば、制御、調整、管理など)する。それぞれのプロセッサ1490および1450は、
プログラムコードおよびデータを格納するメモリユニット(図示せず)に関連付けられうる
。プロセッサ1490および1450はまた、それぞれアップリンクおよびダウンリンクに関する
周波数およびインパルス応答推定を導出するための計算を実施することができる。
【０１１９】
　多元接続システム(例えば、SC-FDMA、FDMA、OFDMA、CDMA、TDMAなど)では、複数の端末
がアップリンク上で同時に送信することができる。そのようなシステムでは、パイロット
サブバンドが異なる端末の間で共有されうる。各端末についてのパイロットサブバンドが
動作帯域全体(場合によっては、帯域の端を除く)に及ぶ場合、チャネル推定技法が使用さ
れうる。そのようなパイロットサブバンド構造は、各端末についての周波数ダイバーシテ
ィを得るために望ましい。本明細書に記載の技法は、様々な手段によって実装されうる。
例えば、こうした技法は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せで実装さ
れうる。デジタル、アナログ、またはデジタルとアナログの両方でもよいハードウェア実
装では、チャネル推定のために使用される処理装置が、1つまたは複数の特定用途向け集
積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プロ
グラマブル論理デバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または本明細書に記
載の機能を実施するように設計された他の電子ユニット、あるいはそれらの組合せの中で
実装されうる。ソフトウェアでは、実装は、本明細書に記載の機能を実施するモジュール
(例えば、手順、機能など)によるものでもよい。ソフトウェアコードはメモリユニットに
格納され、プロセッサ1490および1450によって実行されうる。
【０１２０】
　本開示では、「構成要素」、「システム」、「モジュール」などの用語は、ハードウェ
ア、ソフトウェア、実行中のソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコ
ード、および/またはそれらの任意の組合せであるコンピュータ関連実体を指すものとす
る。例えば、モジュールは、限定はしないが、プロセッサ上で動作するプロセス、プロセ
ッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、デバイス、および/ま
たはコンピュータでもよい。1つまたは複数のモジュールはプロセス、実行スレッド内に
常駐し、モジュールは電子デバイス上に局在化し、または2つ以上の電子デバイス間で分
散しうる。さらに、こうしたモジュールは、様々なデータ構造を格納した様々なコンピュ
ータ可読媒体から実行しうる。モジュールは、1つまたは複数のデータパケットを有する
信号(例えば、ローカルシステム、分散システムで、またはインターネットなどの他のシ
ステムとのネットワークを介して信号によって別の構成要素と対話する、ある構成要素か
らのデータ)などに従って、ローカルまたはリモートプロセスによって通信することがで
きる。さらに、当業者は理解するであろうが、本明細書に記載のシステムの構成要素また
はモジュールは、それに関して説明した様々な態様、目標、利点などを達成することを容
易にするために、追加の構成要素/モジュール/システムによって再構成し、または補足で
き、所与の図に記載の厳密な構成に限定されない。
【０１２１】
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　さらに、様々な態様をUTに関して本明細書で説明した。UTは、システム、サブスクライ
バユニット、加入者局、移動局、モバイル、移動体通信デバイス、モバイルデバイス、遠
隔局、リモート端末、アクセス端末(AT)、ユーザエージェント(UA)、ユーザデバイス、ま
たはユーザ機器(UE)とも呼ばれることがある。加入者局は、セルラ電話、コードレス電話
、セッション開始プロトコル(SIP)フォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、携帯情報
端末(PDA)、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、あるいは処理装置との
ワイヤレス通信を実施するワイヤレスモデムまたは同様の機構に接続された他の処理装置
でもよい。
【０１２２】
　1つまたは複数の例示的態様では、記載の機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファ
ームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、またはそれらの任意の適切な組合せで実装
されうる。ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコード
としてコンピュータ可読媒体上に格納され、または伝送されうる。コンピュータ可読媒体
は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を実施する任意の媒体を含
む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによって
アクセスされうる任意の物理媒体でもよい。限定ではなく例として、そのようなコンピュ
ータ記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM、または他の光ディスクストレージ、磁気デ
ィスクストレージまたは他の磁気記憶デバイス、スマートカード、およびフラッシュメモ
リデバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ...)、あるいは命令またはデー
タ構造の形態の所望のプログラムコードを担持または格納するのに使用され、コンピュー
タによってアクセスされうる任意の他の媒体を含みうる。例えば、同軸ケーブル、光ファ
イバケーブル、撚線対、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、無線、マイクロ波など
のワイヤレス技術を使用して、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、または他のリモー
トソースから伝送される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚線対、DSL、また
は赤外線、無線、マイクロ波などのワイヤレス技術が媒体の定義に含まれる。本明細書で
使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク (CD)、レーザデ
ィスク（登録商標）、光ディスク、デジタルバーサタイルディスク(DVD)、フレキシブル
ディスク、およびBlue-rayディスクを含み、ディスク(disk)は通常、データを磁気的に再
現し、一方ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再現する。上記の組合せもコン
ピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１２３】
　ハードウェア実装では、本明細書で開示する態様に関連して説明した処理装置の様々な
例示的論理、論理ブロック、モジュール、および回路が、1つまたは複数のASIC、DSP、DS
PD、PLD、FPGA、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハ
ードウェア構成要素、汎用プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロ
プロセッサ、本明細書に記載の機能を実施するように設計された他の電子ユニット、ある
いはそれらの組合せの中で実装され、または実施されうる。汎用プロセッサはマイクロプ
ロセッサでもよいが、代替では、プロセッサは、任意の従来型プロセッサ、コントローラ
、マイクロコントローラ、または状態機械でもよい。プロセッサはまた、コンピューティ
ングデバイスの組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプ
ロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他の適
切な構成として実装されうる。さらに、少なくとも1つのプロセッサは、本明細書に記載
のステップおよび/または動作のうちの1つまたは複数を実施するように動作可能な1つま
たは複数のモジュールを備えうる。
【０１２４】
　さらに、本明細書に記載の様々な態様または機能が、標準プログラミングおよび/また
はエンジニアリング技法を使用する方法、装置、または製造品として実装されうる。さら
に、本明細書で開示する態様に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステップおよ
び/または動作が、直接的にハードウェアで実施され、プロセッサで実行されるソフトウ
ェアモジュールで実施され、または2つの組合せで実施されうる。さらに、いくつかの態
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様では、方法またはアルゴリズムのステップまたは動作が、コンピュータプログラム製品
に組み込まれうる機械可読媒体またはコンピュータ可読媒体上のコードまたは命令のうち
の少なくとも1つまたは任意の組合せまたはセットとして常駐しうる。本明細書で使用す
る「製造品」という用語は、任意の適切なコンピュータ可読デバイスまたは媒体からアク
セス可能なコンピュータプログラムを包含するものとする。
【０１２５】
　さらに、「例示的」という語は、本明細書では、例、事例、または例示としての働きを
することを意味するために使用する。本明細書で「例示的」として説明する任意の態様ま
たは設計は、必ずしも他の態様または設計よりも好ましい、または有利であるとは解釈さ
れない。むしろ、例示的という語の使用は、概念を具体的に提示するためのものである。
本願では、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」
を意味するものとする。すなわち、別段に規定されていない限り、または文脈から明らか
でない限り、「XはAまたはBを使用する」は、自然な包括的置換のいずれかを意味するも
のとする。すなわち、XがAを使用し、XがBを使用し、またはXがAとBのどちらも使用する
場合、上記の例のいずれか下で「XがAまたはBを利用する」が満たされる。さらに、本願
および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「a」および「an」は一般に、別段に規定さ
れていない限り、または文脈から単数形を対象とすることが明らかでない限り、「1つま
たは複数の」を意味すると解釈されるべきである。
【０１２６】
　さらに、本明細書では、「推論する」または「推論」という用語は一般に、イベントを
介して取り込まれた観測値のセット、またはデータから、システム、環境、またはユーザ
の状態を推理し、または推論するプロセスを指す。推論は、例えば、特定の状況または動
作を識別するのに使用され、または各状態にわたる確率分布を生成しうる。推論は、確率
的、すなわちデータおよびイベントの考慮に基づく、注目の各状態にわたる確率分布の計
算でありうる。推論は、イベントのセット、またはデータから、より高レベルのイベント
を構成するために使用される技法も指すことがある。そのような推論の結果、イベントが
時間的に近接して相関するか否か、およびイベントおよびデータが1つまたはいくつかの
イベントおよびデータソースに由来するかどうかにかかわらず、観測されたイベントおよ
び/または格納されたイベントデータのセットから、新しいイベントまたは動作が構築さ
れる。
【０１２７】
　以上の説明は、特許請求される主題の態様の例を含む。もちろん、特許請求される主題
を説明するために構成要素または方法の考えられるあらゆる組合せを説明することは不可
能であるが、開示される主題の多数の別の組合せおよび置換が可能であることを、当業者
なら認識できよう。したがって、開示した主題は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範
囲内に包含されるすべてのそのような改変形態、変更形態、および変形形態を含むものと
する。さらに、「含む(includes)」、「有する(has)」、または「有する(having)」とい
う用語は、そのような用語が、発明を実施するための形態または特許請求の範囲のいずれ
かで使用される範囲で、「備える(comprising)」という用語は使用すると請求項における
移行語として解釈されるので、「備える(comprising)」と同様に包括的なものとする。
【符号の説明】
【０１２８】
　　100　クーポン管理装置
　　102　データプロセッサ
　　104　割振りモジュール
　　106　評価モジュール
　　108　管理モジュール
　　110　データベース
　　112　特徴付け規則
　　114　通信インターフェース
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