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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスが物品の決済に利用されるカードを決定する方法において、
　前記デバイスを介して利用されるカードに係わるカード使用履歴を獲得する段階と、
　前記デバイスの決済環境に係わる情報を獲得する段階と、
　前記獲得された決済環境に係わる情報及び前記カード使用履歴に基づいて、前記決済に
利用されるカードを決定する段階と、
　前記決定されたカードに係わる決済情報をＰＯＳ（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｓａｌｅ）端末
に提供する段階と、を含み、
　前記デバイスの画面がロッキングされた状態から前記画面の一部をロッキング解除画面
に変更し、前記ロッキング解除画面に前記決済に利用されるべきカード情報を表示し、ユ
ーザが前記カード情報を選択すれば、前記デバイスは、前記カード情報を介した決済プロ
セスを遂行する方法。
【請求項２】
　前記決済環境に係わる情報を獲得する段階は、前記デバイスの位置情報を獲得し、
　前記カードを決定する段階は、前記獲得された位置情報に基づいて、前記決済に利用さ
れるカードを決定することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記カードを決定する段階は、
　前記カード使用履歴に基づいて、前記決済環境に係わるカードを抽出し、前記抽出され
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たカードに係わる恩典を比較し、前記決済に利用されるカードを推薦することを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記カード使用履歴は、カード番号、決済時間、決済日付、決済位置及び物品名のうち
少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記推薦されたカードのイメージは、前記デバイスのロッキング解除画面上にディスプ
レイされ、
　前記カードを決定する段階は、前記ロッキング解除画面上にディスプレイされたカード
イメージに対するユーザの入力に基づいて、前記カードを決定することを特徴とする請求
項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記決定されたカードに係わる決済が安全である場合、前記決定されたカードの決済ウ
ィンドウの少なくとも一部の色相が、既設定の色相で表示されることを特徴とする請求項
３に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＰＯＳ端末から物品情報を受信する段階をさらに含み、
　前記物品情報は、有効期間、時間、物品の識別値、物品の金額、及び前記ＰＯＳ端末に
対応する加盟店の識別値のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記デバイスのディスプレイ・モードを判断する段階をさらに含み、
　前記カードを決定する段階は、前記ディスプレイ・モードによって、前記推薦されたカ
ードのリストを画面に表示するか否かを決定し、前記推薦されたカードのリストに係わる
ユーザ入力に基づいて、前記決済に利用されるカードを選択することを特徴とする請求項
３に記載の方法。
【請求項９】
　前記ディスプレイ・モードは、横ビューモード及び縦ビューモードのうち少なくとも一
つを含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記物品情報を受信する段階は、近距離通信を介して、前記ＰＯＳ端末から前記物品情
報を受信し、
　選択されたカードに係わる決済情報を提供する段階は、前記近距離通信を介して、前記
決済情報を、前記ＰＯＳ端末に提供することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　物品の決済に利用されるカードを決定するデバイスにおいて、
　デバイスを介して利用されるカードに係わるカード使用履歴を保存するカード履歴保存
部と、
　前記デバイスの決済環境に係わる情報を獲得する決済環境情報獲得部と、
　前記獲得された決済環境に係わる情報及び前記カード使用履歴に基づいて、前記決済に
利用されるカードを選択するカード選択部と、
　前記選択されたカードに係わる決済情報をＰＯＳ（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｓａｌｅ）端末
に提供するカード情報提供部と、を含み、
　前記デバイスの画面がロッキングされた状態から前記画面の一部をロッキング解除画面
に変更し、前記ロッキング解除画面に前記決済に利用されるべきカード情報を表示し、ユ
ーザが前記カード情報を選択すれば、前記デバイスは、前記カード情報を介した決済プロ
セスを遂行するデバイス。
【請求項１２】
　第１ユーザと第２ユーザとのインタラクションの遂行と係わる第１デバイスを利用する
方法において、
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　前記第１デバイスは、前記第１デバイスの画面がロッキングされた状態から前記画面の
一部をロッキング解除画面に変更し、前記ロッキング解除画面に前記第１ユーザに対する
決済機能を提供するためのグラフィック・ユーザインターフェースを含み、
　前記第１ユーザに係わる複数のアイテムに係わる情報にアクセスする段階として、前記
情報は、第１アイテムの使用履歴に係わる第１アイテム情報、及び第２アイテムの使用履
歴に係わる第２アイテム情報を含む段階と、
　前記インタラクションが行われる環境に係わる環境情報を獲得する段階と、
　前記アクセスされた情報及び前記獲得された環境情報に基づいて、前記複数のアイテム
のうち、前記インタラクションの遂行に係わるアイテムを選択し、前記選択の結果に基づ
いて、前記インタラクションの遂行に係わる情報を生成するために、前記第１デバイスを
利用する段階と、
　前記第２ユーザに係わる第２デバイスに、前記インタラクションの遂行に係わる前記生
成された情報を伝送する段階と、
　前記インタラクションの遂行に係わる前記生成された情報の少なくとも一部を、前記グ
ラフィック・ユーザインターフェースを介して、前記第１デバイスの画面上にディスプレ
イする段階と、を含む方法。
【請求項１３】
　前記第１アイテム情報は、複数の第１アイテム情報特性を含み、前記第２アイテム情報
は、複数の第２アイテム情報特性を含み、前記環境情報は、複数の環境情報特性を含み、
　前記第１デバイスを利用する段階は、前記複数の環境情報特性それぞれのための前記複
数のアイテムそれぞれに対して優先順位値をそれぞれ割り当て、
　それぞれの前記第１アイテム情報特性、それぞれの前記第２アイテム情報特性、及びそ
れぞれの前記環境情報特性に対して、加重値をそれぞれ割り当てることを特徴とする請求
項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１アイテム情報は、前記第１アイテムの使用と係わり、前記第１ユーザに付与さ
れる少なくとも１つの利益（ｐｅｒｑｕｉｓｉｔｅ）にさらに係わり、前記第１アイテム
情報は、前記第２アイテムの使用と係わり、前記第１ユーザに付与される少なくとも１つ
の利益にさらに係わることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１ユーザの入力を受信するために、前記複数のアイテムに係わる前記第１デバイ
スのグラフィック・ユーザインターフェースを提供する段階をさらに含み、
　前記第１デバイスを利用する段階は、前記グラフィック・ユーザインターフェースを介
して受信されるユーザ入力に基づいたことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記グラフィック・ユーザインターフェースを提供する段階は、前記グラフィック・ユ
ーザインターフェースを介して、前記第１デバイスの画面上に、前記複数のアイテムのう
ち少なくとも一つに係わるアイテム特性情報をディスプレイすることを特徴とする請求項
１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記グラフィック・ユーザインターフェースを提供する段階は、前記グラフィック・ユ
ーザインターフェースを介して、前記第１デバイスの画面上に、前記複数のアイテムそれ
ぞれに対応する複数のイメージをディスプレイし、
　前記アクセスされた情報及び前記獲得された環境情報に基づいた推薦情報を、前記画面
上にディスプレイすることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記選択されたアイテムと係わり、前記第１ユーザに係わる認証情報を受信するために
、前記第１デバイスを利用する段階と、
　前記受信された認証情報を利用し、前記インタラクションが安全に行われるか否かを決
定するために、前記受信された認証情報を利用する段階と、をさらに含むことを特徴とす
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る請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記環境情報を獲得する段階は、前記第１デバイスの位置に係わる環境情報を獲得し、
　前記第１デバイスを利用する段階は、前記第１デバイスの位置に係わる前記獲得された
環境情報に基づいて、前記アイテムを選択するように、前記第１デバイスを利用すること
を特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記環境情報は、現在日付、現在時刻、前記インタラクションに係わる有効期間、前記
インタラクションに係わる識別値、前記第２ユーザに係わる識別情報、及び前記第２デバ
イスに係わる識別情報のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１２に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記第１デバイスのディスプレイ・モードを決定する段階をさらに含み、
　前記第１デバイスを利用する段階は、
　前記決定されたディスプレイ・モードに基づいて、前記第１デバイスのスクリーン上の
前記グラフィック・ユーザインターフェースを介して、推薦アイテムのリストをディスプ
レイするか否かを決定する段階と、
　前記ディスプレイされた前記推薦アイテムのリストに係わるユーザ入力に基づいて、前
記インタラクションで使用されるアイテムを選択する段階と、をさらに含むことを特徴と
する請求項１２に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ディスプレイ・モードは、横ビューモード及び縦ビューモードのうち少なくとも一
つを含むことを特徴とする請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記環境情報を獲得する段階は、近距離通信を介して、前記第２デバイスから前記環境
情報を受信し、
　前記インタラクションに係わる前記生成された情報を伝送する段階は、前記近距離通信
を介して、前記第２デバイスに前記生成された情報を伝送することを特徴とする請求項１
２に記載の方法。
【請求項２４】
　第１ユーザと第２ユーザとのインタラクションの遂行と係わる利用のための第１デバイ
スにおいて、
　前記第１デバイスの画面がロッキングされた状態から前記画面の一部をロッキング解除
画面に変更し、前記ロッキング解除画面に前記第１ユーザに対する決済機能を提供するた
めのグラフィックユーザインターフェースを表示するディスプレイと、
　第１アイテムの使用履歴に係わる第１アイテム情報、及び第２アイテムの使用履歴に係
わる第２アイテム情報を含む情報、及び第１ユーザに係わるそれぞれの複数のアイテムに
係わるアイテム関連情報を保存するメモリと、
　前記インタラクションが行われる環境に係わる環境情報を受信する送受信部と、
　前記アイテム関連情報、及び前記受信された環境情報に基づいて、前記複数のアイテム
のうち、前記インタラクションの遂行に係わって使用されるアイテムを選択し、前記選択
の結果に基づいて、前記インタラクションの遂行に係わる情報を生成する制御部と、を含
み、
　前記送受信部は、前記第２ユーザに係わる第２デバイスに、前記インタラクションの遂
行に係わる前記生成された情報を伝送する第１デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インタラクション環境によってアイテムを決定する方法及びその装置に係り
、特に、決済のようなインタラクション環境に基づいて、カードを選択する方法及びその
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装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、コンピュータ・ネットワーク環境の急速な発展によって、インターネットを利用
した電子商取引が一般人らにも広く拡散している。インターネットで商品を購買する場合
、購買に対する決済方法としては、銀行間口座振込み、クレジットカード使用などがあり
、最近では、電子財布形式や電子カード形式の電子マネーの使用も増えている。
【０００３】
　また、このところ、銀行金融取り引き時や商取引時に、モバイル端末を利用した決済が
増加している。ところで、ＩＣ（integrated circuit）チップカードの発達によって、チ
ップカードのメモリが大きく増大し、１枚のチップカードに、何枚かのカードが保存され
ている。また、ＩＣチップカードを装着したモバイル端末には、サイドキー（side key）
あるいはホットキー（hot key）を一側面に付着させ、支払い決済時にそれを利用する。
しかし、ユーザがモバイル端末に保存されたカードを利用して決済を行うためには、モバ
イル端末のロッキングを解除し、メニュー方式で操作キーを押して所望カードを選択した
後、決済キーを押して決済をしなければならないので、多くの不都合が伴った。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、多様な決済環境によって適切なカードを決定し、選択されたカードを
利用して決済を行わせるカード決定方法及びその装置を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前述の技術的課題を達成するための技術的手段として、本発明の第１側面は、デバイス
を介して利用されもするカードに係わるカード使用履歴を獲得する段階と、前記デバイス
の決済環境に係わる情報を獲得する段階と、前記獲得された決済環境に係わる情報及び前
記カード使用履歴に基づいて、前記決済に利用されるカードを決定する段階と、前記決定
されたカードに係わる決済情報をＰＯＳ（point of sale）端末に提供する段階と、を含
む、デバイスが物品の決済に利用されるカードを決定する方法を提供することができるも
のである。
【０００６】
　また、前記方法において、前記決済環境に係わる情報を獲得する段階は、前記デバイス
の位置情報を獲得し、前記カードを決定する段階は、前記獲得された位置情報に基づいて
、前記決済に利用されるカードを決定することができる。
【０００７】
　また、前記カードを決定する段階は、前記カード使用履歴に基づいて、前記決済環境に
係わるカードを抽出し、前記抽出されたカードに係わる恩典（benefit）を比較し、前記
決済に利用されるカードを推薦することができる。
【０００８】
　また、前記カード使用履歴は、カード番号、決済時間、決済日付、決済位置及び物品名
のうち少なくとも一つを含んでもよい。
【０００９】
　また、前記推薦されたカードのイメージは、前記デバイスのロッキング解除画面上にデ
ィスプレイされ、前記カードを決定する段階は、前記ロッキング解除上にディスプレイさ
れたカードイメージに対するユーザの入力に基づいて、前記カードを決定することができ
る。
【００１０】
　また、前記決定されたカードに係わる決済が安全である場合、前記決定されたカードの
決済ウィンドウの少なくとも一部の色相が既設定の色相で表示されもする。
【００１１】
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　また、前記方法は、前記ＰＯＳ端末から物品情報を受信する段階をさらに含み、前記物
品情報は、有効期間、時間、物品の識別値、物品の金額、及び前記ＰＯＳ端末に対応する
加盟店の識別値のうち少なくとも一つを含んでもよい。
【００１２】
　また、前記方法は、前記デバイスのディスプレイ・モードを判断する段階をさらに含み
、前記カードを決定する段階は、前記ディスプレイ・モードによって、前記推薦されたカ
ードのリストを画面に表示するか否かを決定し、前記推薦されたカードのリストに対する
ユーザ入力に基づいて、前記決済に利用されるカードを選択することができる。
【００１３】
　また、前記ディスプレイ・モードは、横ビューモード及び縦ビューモードのうち少なく
とも一つを含んでもよい。
【００１４】
　また、前記物品情報を受信する段階は、近距離通信を介して、前記ＰＯＳ端末から前記
物品情報を受信し、前記選択されたカードに係わる決済情報を提供する段階は、前記近距
離通信を介して、前記決済情報を、前記ＰＯＳ端末に提供することができる。
【００１５】
　また、本発明の第２側面は、デバイスを介して利用されもするカードに係わるカード使
用履歴を保存するカード履歴保存部と、前記デバイスの決済環境に係わる情報を獲得する
決済環境情報獲得部と、前記獲得された決済環境に係わる情報及び前記カード使用履歴に
基づいて、前記決済に利用されるカードを選択するカード選択部と、前記選択されたカー
ドに係わる決済情報をＰＯＳ端末に提供するカード情報提供部と、を含むものである、物
品の決済に利用されるカードを決定するデバイスを提供することができるものである。
【００１６】
　また、前記決済環境情報獲得部は、前記デバイスの位置情報を獲得し、前記カード選択
部は、前記獲得された位置情報に基づいて、前記決済に利用されるカードを決定すること
ができる。
【００１７】
　また、前記カード選択部は、前記カード使用履歴に基づいて、前記決済環境に係わるカ
ードを抽出し、前記抽出されたカードに係わる恩典を比較し、前記決済に利用されるカー
ドを推薦することができる。
【００１８】
　また、前記カード使用履歴は、カード番号、決済時間、決済日付、決済位置及び物品名
のうち少なくとも一つを含んでもよい。
【００１９】
　また、前記推薦されたカードのイメージは、前記デバイスのロッキング解除画面上にデ
ィスプレイされ、前記カード選択部は、前記ロッキング解除上にディスプレイされたカー
ドイメージに対するユーザの入力に基づいて、前記カードを決定することができる。
【００２０】
　また、前記決定されたカードに係わる決済が安全である場合、前記決定されたカードの
決済ウィンドウの少なくとも一部の色相が既設定の色相で表示されもする。
【００２１】
　また、前記カード選択部は、前記デバイスのディスプレイ・モードによって、前記推薦
されたカードのリストを画面に表示するか否かを決定し、前記推薦されたカードのリスト
に対するユーザ入力に基づいて、前記決済に利用されるカードを選択することができる。
【００２２】
　また、前記ディスプレイ・モードは、横ビューモード及び縦ビューモードのうち少なく
とも一つを含んでもよい。
【００２３】
　また、前記カード情報提供部は、近距離通信を介して、前記決済情報を、前記ＰＯＳ端
末に提供することができる。
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【００２４】
　また、本発明の第３側面は、第１側面の方法をコンピュータで実行させるプログラムを
記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体を提供することができるものである。
【００２５】
　また、本発明の第４側面は、第１デバイスは、第１ユーザに対する入出力機能を提供す
るためのグラフィック・ユーザインターフェースを含み、前記第１ユーザに係わる複数の
アイテムに係わる情報にアクセスする段階として、前記情報は、第１アイテムの使用履歴
に係わる第１アイテム情報、及び第２アイテムの使用履歴に係わる第２アイテム情報を含
む段階と、前記インタラクションが行われる環境に係わる環境情報を獲得する段階と、前
記アクセスされた情報及び前記獲得された環境情報に基づいて、前記複数のアイテムのう
ち、前記インタラクションの遂行に係わるアイテムを選択し、前記選択結果に基づいて、
前記インタラクションの遂行に係わる情報を生成するために、前記第１デバイスを利用す
る段階と、前記第２ユーザに係わる第２デバイスに、前記インタラクションの遂行に係わ
る前記生成された情報を伝送する段階と、前記インタラクションの遂行に係わる前記生成
された情報の少なくとも一部を、前記グラフィック・ユーザインターフェースを介して、
前記第１デバイスの画面上にディスプレイする段階と、を含む、前記第１ユーザと前記第
２ユーザとのインタラクションの遂行と係わる第１デバイスを利用する方法を提供するこ
とができるものである。
【００２６】
　また、前記第１アイテム情報は、複数の第１アイテム情報特性を含み、前記第２アイテ
ム情報は、複数の第２アイテム情報特性を含み、前記環境情報は、複数の環境情報特性を
含み、前記第１デバイスを利用する段階は、前記複数の環境情報特性それぞれのための前
記複数のアイテムそれぞれに対して優先順位値をそれぞれ割り当て、それぞれの前記第１
アイテム情報特性、それぞれの前記第２アイテム情報特性、及びそれぞれの前記環境情報
特性に対して、加重値をそれぞれ割り当てることができる。
【００２７】
　また、前記第１アイテム情報は、前記第１アイテムの使用と係わり、前記第１ユーザに
付与される少なくとも１つの利益（perquisite）にさらに係わり、前記第１アイテム情報
は、前記第２アイテムの使用と係わり、前記第１ユーザに付与される少なくとも１つの利
益にさらに係わる。
【００２８】
　また、前記方法は、前記第１ユーザの入力を受信するために、前記複数のアイテムに係
わる前記第１デバイスのグラフィック・ユーザインターフェースを提供する段階をさらに
含み、前記第１デバイスを利用する段階は、前記グラフィック・ユーザインターフェース
を介して受信されるユーザ入力に基づく。
【００２９】
　また、前記グラフィック・ユーザインターフェースを提供する段階は、前記グラフィッ
ク・ユーザインターフェースを介して、前記第１デバイスの画面上に、前記複数のアイテ
ムのうち少なくとも一つに係わるアイテム特性情報をディスプレイすることができる。
【００３０】
　また、前記グラフィック・ユーザインターフェースを提供する段階は、前記グラフィッ
ク・ユーザインターフェースを介して、前記第１デバイスの画面上に、前記複数のアイテ
ムそれぞれに対応する複数のイメージをディスプレイし、前記アクセスされた情報及び前
記獲得された環境情報に基づいた推薦情報を、前記画面上にディスプレイすることができ
る。
【００３１】
　また、前記方法は、前記選択されたアイテムと係わり、前記第１ユーザに係わる認証情
報を受信するために、前記第１デバイスを利用する段階と、前記受信された認証情報を利
用し、前記インタラクションが安全に行われるか否かを決定するために、前記受信された
認証情報を利用する段階と、をさらに含んでもよい。
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【００３２】
　また、前記環境情報を獲得する段階は、前記第１デバイスの位置に係わる環境情報を獲
得し、前記第１デバイスを利用する段階は、前記第１デバイスの位置に係わる前記獲得さ
れた環境情報に基づいて、前記アイテムを選択するように、前記第１デバイスを利用する
ことができる。
【００３３】
　また、前記環境情報は、現在日付、現在時刻、前記インタラクションに係わる有効期間
、前記インタラクションに係わる識別値、前記第２ユーザに係わる識別情報、及び前記第
２デバイスに係わる識別情報のうち少なくとも一つを含んでもよい。
【００３４】
　また、前記方法は、前記第１デバイスのディスプレイ・モードを決定する段階をさらに
含み、前記第１デバイスを利用する段階は、前記決定されたディスプレイ・モードに基づ
いて、前記第１デバイスのスクリーン上の前記グラフィック・ユーザインターフェースを
介して、推薦アイテムのリストをディスプレイするか否かを決定する段階と、前記ディス
プレイされた前記推薦アイテムのリストに対するユーザ入力に基づいて、前記インタラク
ションで使用されるアイテムを選択する段階と、をさらに含んでもよい。
【００３５】
　また、前記ディスプレイ・モードは、横ビューモード及び縦ビューモードのうち少なく
とも一つを含んでもよい。
【００３６】
　また、前記環境情報を獲得する段階は、近距離通信を介して、前記第２デバイスから前
記環境情報を受信し、前記インタラクションに係わる前記生成された情報を伝送する段階
は、前記近距離通信を介して、前記第２デバイスに前記生成された情報を伝送することが
できる。
【００３７】
　また、本発明の第５側面は、第１アイテムの使用履歴に係わる第１アイテム情報、及び
第２アイテムの使用履歴に係わる第２アイテム情報を含む情報、及び第１ユーザに係わる
それぞれの複数のアイテムに係わるアイテム関連情報を保存するメモリと、前記インタラ
クションが行われる環境に係わる環境情報を受信する送受信部と、前記アイテム関連情報
、及び前記受信された環境情報に基づいて、前記複数のアイテムのうち、前記インタラク
ションの遂行に係わって使用されるアイテムを選択し、前記選択結果に基づいて、前記イ
ンタラクションの遂行に係わる情報を生成する制御部と、を含み、前記送受信部は、前記
第２ユーザに係わる第２デバイスに、前記インタラクションの遂行に係わる前記生成され
た情報を伝送するものである、第１ユーザと第２ユーザとのインタラクションの遂行と係
わる利用のための第１デバイスを提供することができるものである。
【００３８】
　また、本発明の第６側面は、第４側面の方法をコンピュータで実行させるプログラムを
記録したコンピュータで読み取り可能な記録媒体を提供することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態による、決済環境によって選択されたカードを利用して物品
の決済を行う決済システムの全体概要図である。
【図２】本発明の一実施形態による、デバイスが決済環境によって決済に利用されるカー
ドを選択し、選択されたカードに係わるカード情報を提供する方法のフローチャートであ
る。
【図３】本発明の一実施形態による、デバイスがカード推薦リストを表示し、ユーザ入力
によって決済に利用されるカードを選択する方法のフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態による、デバイスが決済履歴に含まれた項目によって、カー
ド別に優先順位を設定したテーブルの一例を図示した図面である。
【図５】本発明の一実施形態による、デバイスによって推薦されたカード別恩典情報テー
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ブルの一例を図示した図面である。
【図６】本発明の一実施形態による、デバイスが決済環境の優先順位によって、カードを
抽出する方法の一例を図示した図面である。
【図７】本発明の一実施形態による、デバイスが横ビューモードで、カードの推薦リスト
を表示する一例を図示した図面である。
【図８】本発明の一実施形態による、デバイスのロッキング解除画面上に、カードイメー
ジが表示される一例を図示した図面である。
【図９】本発明の一実施形態による、デバイスに表示された決済ウィンドウの一例を図示
した図面である。
【図１０】本発明の一実施形態による、デバイスのロッキング解除画面上に、カード情報
が表示される一例を図示した図面である。
【図１１】本発明の一実施形態による、ディスプレイ・モードによって、デバイスの画面
にカード情報が異なって表示される一例を図示した図面である。
【図１２】本発明の一実施形態によるデバイスのブロック図である。
【図１３】本発明の他の実施形態によるデバイスのブロック図である。
【図１４】本発明の一実施形態による、デバイスが位置情報及びカード情報をマッチング
する方法のフローチャートである。
【図１５】本発明の一実施形態による、デバイスが位置情報に基づいて、カードを推薦す
る方法のフローチャートである。
【図１６】本発明の一実施形態による、デバイスがユーザのスケジュール情報から抽出さ
れた商店名をカードとマッチングさせる方法のフローチャートである。
【図１７】本発明の一実施形態による、デバイスが所定の商店名にマッチングされたカー
ドに係わるカード情報をディスプレイする方法のフローチャートである。
【図１８】本発明の一実施形態による、デバイスの画面に、デバイスの位置または商店名
と係わるカードが、ディスプレイされる一例を図示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、添付した図面を参照し、本発明が属する技術分野当業者が容易に実施するように
、本発明の実施形態について詳細に説明する。しかし、本発明は、さまざまに異なる形態
で具現され、ここで説明する実施形態に限定されるものではない。そして、図面で、本発
明を明確に説明するために、説明と関係のない部分は省略し、明細書全体を通じて、類似
した部分については、類似した図面符号を付した。
【００４１】
　明細書全体で、ある部分が他の部分と「連結」されているとするとき、それは、「直接
的に連結」されている場合だけではなく、その中間に他の素子を間に置いて、「電気的に
連結」されている場合も含む。また、ある部分がある構成要素を「含む」とするとき、そ
れは、特別に限定する記載がない限り、他の構成要素を除くものではなく、他の構成要素
をさらに含んでもよいということを意味する。
【００４２】
　また、本明細書で、カードは、物品またはサービスに対する決済と係わるカードであり
、例えば、クレジットカード、マイレージカード、ポイントカードを含んでもよいが、そ
れらに制限されるものではない。
【００４３】
　以下、添付された図面を参照し、本発明について詳細に説明する。
【００４４】
　図１は、本発明の一実施形態による、決済環境によって選択されたカードを利用して、
物品の決済を行う決済システムの全体概要図である。
【００４５】
　図１に図示されたように、本発明の一実施形態による決済システムは、デバイス１００
０、ＰＯＳ（point of sale）端末２０００及び決済サーバ３０００を含む。
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【００４６】
　デバイス１０００は、決済環境によって適切なカードを選択し、選択されたカードに係
わるカード情報を、ＰＯＳ端末２０００に提供する。また、ＰＯＳ端末２０００は、受信
された決済情報を、決済サーバ３０００に提供し、決済サーバ３０００がデバイス１００
０に対する決済を行うようにすることができる。
【００４７】
　デバイス１０００は、ユーザのカードに係わるカード情報、及びカードに係わる恩典（
benefit）に係わるカード恩典情報を保存することができる。また、デバイス１０００は
、時間、場所、決済の用途と係わるユーザのカード決済履歴を保存することができる。ま
た、デバイス１０００は、保存されたカード情報及びカード決済履歴に基づいて、デバイ
ス１０００の決済環境によって、カードを推薦することができる。また、デバイス１００
０は、ディスプレイ・モードによって、決済に利用されるカードを自動的に選択するか、
あるいはユーザ入力に基づいて、選択するかを決定することができる。
【００４８】
　デバイス１０００は、スマートフォン、携帯電話、ＰＤＡ（personal digital assista
nt）、ラップトップ、メディアプレイヤ、ＧＰＳ（global positioning system）装置、
ラップトップ、及びその他のモバイルまたは非モバイルのコンピュータ装置でもあるが、
それらに制限されるものではない。
【００４９】
　他の実施形態によれば、図１は、第１ユーザと第２ユーザとのインタラクションを行う
ためのシステムを示すと理解されもする。デバイス１０００は、第１ユーザに係わるデバ
イスであり、デバイス２０００は、第２ユーザに係わるデバイスであると理解されもする
。前記の例示では、インタラクションが決済であるに言及されたが、他のインタラクショ
ンが遂行されもする。
【００５０】
　例えば、旅行者が航空機の搭乗を準備し、搭乗券を獲得するために、チェックインして
荷物をチェックする必要がある。
【００５１】
　このようなシナリオで、旅行者は、第１ユーザであると理解され、航空会社は、第２ユ
ーザであると理解されもする。第２デバイス２０００は、例えば、空港のキオスク（kios
k）、または航空会社のインターネット・ウェブサイトにリンクされたコンピュータでも
ある。旅行者は、第１デバイス１０００で動作するモバイルフォンを所持することができ
、モバイルフォンは、搭乗のためのチェックイン及び荷物チェックのために利用されもす
るアイテム（例えば、パスポート、運転免許証、クレジットカード）に係わるイメージを
ディスプレイすることができる。
【００５２】
　さらに他の実施形態によれば、ソーシャルメディア・ユーザが最近の経験に係わる情報
をアップロードするために準備することができる。このようなシナリオで、ソーシャルメ
ディア・ユーザは、第１ユーザであると理解され、第２ユーザは、ソーシャルメディア・
ウェブサイトでもある。第２デバイスは、例えば、ソーシャルメディア・ウェブサイトに
アクセスするのに利用されもする全ての端末でもある。ソーシャルメディア・ユーザは、
第１デバイス１０００で動作するモバイルフォンを所持することができ、モバイルフォン
は、ソーシャルメディア・サイトに情報をアップロードするために選択されもするアイテ
ム（例えば、写真、テキスト・メッセージ、ＵＲＬ（uniform resource locator）リンク
）に係わるイメージをディスプレイすることができる。
【００５３】
　図２は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００が決済環境によって決済に利用
されるカードを選択し、選択されたカードに係わるカード情報を提供する方法のフローチ
ャートである。
【００５４】
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　段階Ｓ２００で、デバイス１０００は、カード情報及びカード恩典情報を保存する。デ
バイス１０００は、ユーザ入力に基づいて、ユーザが所持したカードに係わる情報を保存
することができる。カード情報は、カードの種類、カード番号及びカードの有効期間に係
わる情報を含んでもよい。また、デバイス１０００は、決済サーバ３０００からカード情
報を受信し、受信されたカード情報を保存することもできる。決済サーバ３０００は、ク
レジットカード社で運営するサーバでもあるが、それに制限されるものではない。その場
合、デバイス１０００は、デバイス１０００に保存されたユーザ・プロファイル情報を、
決済サーバ３０００に提供し、決済サーバ３０００から提供されたユーザ・プロファイル
情報に対応するカード情報を受信することができる。また、ユーザが新規に発給されたカ
ードがある場合、デバイス１０００は、新規に発給されたカードに係わるカード情報を受
信することもできる。
【００５５】
　また、デバイス１０００は、ユーザ入力に基づいて、デバイス１０００に保存されたカ
ード別カード恩典情報を保存することができる。デバイス１０００は、カード恩典情報を
入力するためのユーザインターフェースを提供することができ、ユーザは、ユーザインタ
ーフェースを介して、デバイス１０００に保存されたカード別カード恩典情報を入力する
ことができる。また、デバイス１０００は、決済サーバ３０００からカード恩典情報を受
信し、受信されたカード恩典情報を保存することができる。カード恩典情報は、カード別
にマッチングされて保存され、例えば、価格割引情報、ポイント積み立て情報及びクーポ
ン情報を含んでもよい。また、カード恩典情報は、カードが利用される加盟店について異
なる恩典についての情報を含んでもよい。
【００５６】
　段階Ｓ２０５で、デバイス１０００は、ユーザのカード使用履歴を保存する。カード使
用履歴は、例えば、決済に利用されたカード番号、決済時間、決済日付、加盟店名、決済
位置、物品名、及びカード決済時に提供された恩典に係わる情報を含んでもよい。ユーザ
が、デバイス１０００を介してカード決済をする場合、デバイス１０００は、決済に利用
されたカードの使用履歴を保存することができるが、それに制限されるものではない。デ
バイス１０００を介したカード履歴情報が、決済サーバ３０００に累積されて保存され、
デバイス１０００は、決済サーバ３０００に保存されたカード履歴情報を決済サーバ３０
００から受信することもできる。
【００５７】
　段階Ｓ２１０で、デバイス１０００は、決済環境に係わる情報を獲得する。ユーザが、
デバイス１０００を介してカード決済を試みる場合、デバイス１０００は、決済環境に係
わる情報を獲得することができる。デバイス１０００は、決済環境に係わる情報を、デバ
イス１０００内のセンサ、ＰＯＳ端末２０００及び決済サーバ３０００のうち少なくとも
一つから獲得することができる。決済環境に係わる情報は、決済時間、決済位置、加盟店
及び物品に係わる情報を含んでもよい。
【００５８】
　具体的には、デバイス１０００は、デバイス１０００の位置に係わる情報を獲得し、獲
得された位置情報に基づいて、決済を行う加盟店を確認することができる。例えば、デバ
イス１０００は、ＧＰＳセンサ（図示せず）を利用して、デバイス１０００の位置に係わ
るＧＰＳ値を確認することができる。また、デバイス１０００は、デバイス１０００と連
結されたＡＰ（access point）の識別値を確認することができる。また、デバイス１００
０は、ＧＰＳ値及びＡＰ識別値のうち少なくとも一つに基づいて、デバイス１０００が位
置した加盟店を確認することができる。その場合、ＧＰＳ値及びＡＰ識別値に対応する加
盟店の情報が、デバイス１０００または別途のサーバ（図示せず）にあらかじめ保存され
ている。
【００５９】
　また、デバイス１０００は、決済の対象になる物品に係わる物品情報を確認することが
できる。デバイス１０００は、物品情報を、物品に付着したマーカーを介して確認するこ
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とができるが、それに制限されるものではない。デバイス１０００は、ＰＯＳ端末２００
０から、物品情報を確認することもできる。デバイス１０００は、有効期間、現在日付、
現在時間、物品の識別値、物品の金額、及び前記ＰＯＳ端末に対応する加盟店の識別値の
うち少なくとも一つを受信することができるが、それに制限されるものではない。
【００６０】
　また、デバイス１０００は、加盟店及び物品に係わる情報に基づいて、カード別に、ポ
イント積み立て率、ポイント積み立て限度、割引率及び割引限度を確認することができる
。加盟店及び物品によるポイント積み立て率、ポイント積み立て限度、割引率及び割引限
度に係わる情報は、デバイス１０００または別途のサーバ（図示せず）にあらかじめ保存
されている。
【００６１】
　段階Ｓ２２０で、デバイス１０００は、決済環境に基づいて、決済に利用されるカード
を選択する。
【００６２】
　デバイス１０００は、カード情報、カード恩典情報及び決済履歴を利用して、獲得され
た決済環境で決済に利用されるカードを決定することができる。
【００６３】
　具体的には、デバイス１０００は、カード決済履歴に基づいて、獲得された決済環境で
、既設定の数値以上使用されたカードを抽出することができる。例えば、加盟店「Ｚ」で
、カード「Ａ」、カード「Ｂ」、カード「Ｃ」及びカード「Ｄ」が使用され、獲得された
決済環境に含まれた加盟店が「Ｚ」であるならば、デバイス１０００は、カード情報から
、カード「Ａ」、カード「Ｂ」、カード「Ｃ」及びカード「Ｄ」を抽出することができる
。また、例えば、加盟店「Ｚ」で、カード「Ｃ」、カード「Ａ」が既設定の数値以上に利
用された場合、獲得された決済環境に含まれた加盟店が「Ｚ」であるならば、デバイス１
０００は、カード情報から、カード「Ｃ」、カード「Ａ」を抽出することができる。
【００６４】
　また、例えば、「１１：００～１４：００」で、カード「Ａ」、カード「Ｂ」、カード
「Ｃ」及びカード「Ｄ」が使用され、獲得された決済環境に含まれた決済時間が「１１：
００～１４：００」であるならば、デバイス１０００は、カード情報からカード「Ａ」、
カード「Ｂ」、カード「Ｃ」及びカード「Ｄ」を抽出することができる。また、例えば、
「１１：００～１４：００」で、使用されたカードのうち、カード「Ａ」、カード「Ｂ」
の優先順位が高い場合、獲得された決済環境に含まれた加盟店が「Ａ」であるならば、デ
バイス１０００は、カード情報からカード「Ａ」、カード「Ｂ」を抽出することができる
。その場合、カードに係わる優先順位は、既設定の基準によって決定されるか、あるいは
ユーザ入力に基づいて、決定されもする。また、カードに係わる優先順位が、カード別恩
典を反映させて決定されるが、それに制限されるものではない。
【００６５】
　また、デバイス１０００は、決済履歴及び決済環境に含まれた複数の項目を考慮してカ
ードを抽出することもできる。その場合、デバイス１０００は、決済履歴及び決済環境に
含まれた項目別に所定の加重値を適用し、複数の項目に係わる加重値を考慮して、獲得さ
れた決済環境で抽出するカードを決定することができる。
【００６６】
　段階Ｓ２２５で、デバイス１０００は、カード恩典情報に基づいて、決済に利用される
カードを推薦する。デバイス１０００は、カード恩典情報に基づいて、抽出されたカード
に係わる恩典を比較することができ、既設定の数値以上のカードを推薦することができる
。デバイス１０００は、ユーザが好むカード恩典の種類または恩典を、金額に算出した額
などを考慮し、推薦するカードを決定することができる。また、デバイス１０００は、カ
ード別に提供される恩典についての情報を画面にディスプレイし、ユーザが、ディスプレ
イされた恩典情報に基づいて、所定のカードを選択するようにすることができる。
【００６７】
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　その場合、デバイス１０００は、カードに係わる恩典情報を、決済サーバ３０００から
受信することができる。デバイス１０００は、デバイス１０００に保存されたカードに係
わる情報を決済サーバ３０００に伝送し、決済サーバ３０００から、カードに係わる恩典
情報を受信することができるが、それに制限されるものではない。
【００６８】
　デバイス１０００は、商店の端末（図示せず）から、カード恩典情報を受信することも
できる。その場合、商店の端末（図示せず）は、当該商店で恩典を付与するカードの種類
及び恩典に係わる情報を、商店内のデバイス１０００に伝送することができる。商店の端
末（図示せず）は、ＳＭＳ（short message service）／ＭＭＳ（multi-mode service）
を介して、デバイス１０００に恩典情報を提供することができるが、それに制限されるも
のではない。また、商店の端末（図示せず）は、ＷｉＦｉ（wireless fidelity）ネット
ワークを介して、恩典情報をデバイス１０００に提供することができる。
【００６９】
　デバイス１０００の画面にディスプレイされる推薦されたカード別恩典情報については
、図５で例を挙げて説明する。
【００７０】
　また、デバイス１０００は、ディスプレイ・モードによって、決済に利用されるカード
を自動的に選択したり、あるいはユーザ入力によって選択することができる。決済履歴に
含まれた項目によって、カード別に設定された優先順位については、図３でさらに詳細に
説明する。
【００７１】
　一方、デバイス１０００は、決済に利用されるカードの推薦リストを、デバイス１００
０のロッキング解除画面上に表示することもできる。例えば、推薦されたカードのイメー
ジは、デバイス１０００のロッキング解除画面上に表示されたロッキング解除ボタン上に
表示されるが、それに制限されるものではない。
【００７２】
　その場合、ユーザが、ロッキング解除画面に表示されたカードイメージを選択すれば、
選択されたカードに係わるＰＩＮ（personal identification number）番号を入力するこ
とができるユーザインターフェースがディスプレイされるが、それに制限されるものでは
ない。ユーザが、ロッキング解除画面に表示されたカードイメージをタッチすれば、デバ
イス１０００は、ユーザのタッチ入力に基づいて、ユーザの指紋を認識し、認識された指
紋に基づいて、デバイス１０００のロッキングを解除して決済を行うことができる。
【００７３】
　また、ユーザが、ロッキング解除画面に表示されたカードイメージを選択すれば、ユー
ザイメージ及び音声に基づいて、ユーザを認証することもできる。例えば、デバイス１０
００は、ユーザの顔を撮影し、撮影されたユーザが、ロッキング解除画面に表示されたカ
ードのユーザであるか否かを認証することができる。また、例えば、デバイス１０００は
、ユーザの虹彩を認識することにより、ユーザを認証することができる。また、例えば、
デバイス１０００は、ユーザの音声を録音し、録音された音声に基づいて、ユーザを認証
することもできる。
【００７４】
　一方、ユーザが、カード推薦リストから所定のカードを選択すれば、選択されたカード
に係わる決済ウィンドウがデバイス１０００の画面に表示されもする。デバイス１０００
の画面に表示された決済ウィンドウは、カード情報、クーポン情報、決済金額及びＰＩＮ
コード入力のフィールドを含んでもよい。また、ユーザは、ＰＩＮコード入力フィールド
に、選択されたカードに係わるＰＩＮコードを入力することにより、選択されたカードを
介した決済を認証させることができる。
【００７５】
　また、選択されたカードを介した決済が安全に行われる場合、決済ウィンドウの一部ま
たは全部が、既設定の色相で表示されもする。デバイス１０００は、選択されたカードに
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係わる決済情報が、安全にＰＯＳ端末２０００及びサーバ３０００に伝送されるか否かを
確認し、決済情報が安全に伝送される場合、ユーザがあらかじめ設定した色相で決済ウィ
ンドウを表示することができる。デバイス１０００は、ＰＯＳ端末２０００及びサーバ３
０００から、別途の認証情報を受信することにより、選択されたカードに係わる決済情報
が、ＰＯＳ端末２０００及びサーバ３０００に安全に伝送されるか否かを確認することが
できるが、それに制限されるものではない。
【００７６】
　段階Ｓ２３０で、デバイス１０００は、選択されたカードに係わるカード情報を提供す
る。段階Ｓ２３０で、デバイス１０００は、近距離通信を介して、ＰＯＳ端末２０００に
カード情報を提供することができる。デバイス１０００は、カード番号、カードの有効期
間、カードのパスワードに係わる情報を、ＰＯＳ端末２０００に提供することができるが
、それに制限されるものではない。また、デバイス１０００は、選択されたカードに対応
するクーポンが、デバイス１０００に保存されているか否かを判断して、選択されたカー
ドに係わるカード情報、及びデバイス１０００に保存されたクーポン情報を、ＰＯＳ端末
２０００に提供することができる。その場合、ＰＯＳ端末２０００は、カード情報及びク
ーポン情報を利用して、クーポン情報が反映された金額を、決済サーバ３０００を介して
決済することができるが、それに制限されるものではない。
【００７７】
　図２のフローチャートは、他の実施形態に適用されることもできる。例えば、図２のフ
ローチャートは、前記で言及された、旅行者が搭乗のためのチェックイン及び荷物チェッ
クを行うシナリオに適用されもする。
【００７８】
　段階Ｓ２００で、旅行者のモバイルフォンは、パスポート、運転免許証及びクレジット
カードそれぞれに係わる情報を保存する。また、段階Ｓ２０５で、旅行者のモバイルフォ
ンは、前記アイテムそれぞれに係わる使用履歴情報を保存する。段階Ｓ２１０で、旅行者
は、モバイルフォンを利用して、搭乗のためのチェックインと荷物チェックとに係わる情
報を獲得する。段階Ｓ２２０で、モバイルフォンは、チェックイン及び荷物チェックを行
うために利用されるアイテムを選択し、段階Ｓ２２５で、モバイルフォンは、使用される
アイテムに係わる推薦情報を、画面上にディスプレイする。段階Ｓ２３０で、モバイルフ
ォンは、選択されたアイテムに係わる関連情報を、第２デバイス２０００に伝送する。第
２デバイス２０００は、チェックイン及び荷物チェックのプロセスを行うために、航空会
社によって利用され、例えば、航空会社のウェブサイトに連結されたコンピュータまたは
キオスクでもある。
【００７９】
　同様に、図２のフローチャートは、前記で言及された、ソーシャルメディア・ユーザが
、最近の経験に係わる情報をアップロードするシナリオに適用されもする。
【００８０】
　段階Ｓ２００で、ソーシャルメディア・ユーザのモバイルフォンは、写真、テキスト・
メッセージ及びＵＲＬ（uniform resource locator）それぞれに係わる情報を保存する。
また、段階Ｓ２０５で、ソーシャルメディア・ユーザのモバイルフォンは、それらアイテ
ムそれぞれに係わる使用履歴情報を保存する。また、段階Ｓ２１０で、ソーシャルメディ
ア・ユーザは、モバイルフォンを利用して、アップロードに係わる情報（例えば、アップ
ロードが行われる無線連結のスループットレートまたはデータ伝送率）を獲得する。また
、段階Ｓ２２０で、モバイルフォンは、アップロードの遂行と係わって利用されるアイテ
ムを選択する。また、段階Ｓ２２５で、モバイルフォンは、使用されるアイテムに係わる
推薦情報を、画面上にディスプレイする。また、段階Ｓ２３０で、モバイルフォンは、選
択されたアイテムに係わる関連情報を、第２デバイス２０００に伝送する。第２デバイス
２０００は、アップロード遂行のために利用され、例えば、コンピュータ端末またはＷｉ
Ｆｉ連結のためのホットスポット（hot spot）でもある。
【００８１】
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　図３は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００がカード推薦リストを表示し、
ユーザ入力によって、決済に利用されるカードを選択する方法のフローチャートである。
【００８２】
　段階Ｓ３００で、デバイス１０００は、ディスプレイ・モードを確認する。ディスプレ
イ・モードは、横ビューモード及び縦ビューモードを含んでもよいが、それに制限される
ものではない。
【００８３】
　段階Ｓ３１０で、デバイス１０００は、ディスプレイ・モードが横ビューモードである
か否かを判断する。デバイス１０００は、デバイス１０００内の重力センサを利用して、
デバイス１０００のディスプレイ・モードが横ビューモードであるか、あるいは縦ビュー
モードであるかを判断することができる。
【００８４】
　段階Ｓ３１０での判断結果、デバイス１０００のディスプレイ・モードが横ビューモー
ドである場合、段階Ｓ３２０で、デバイス１０００は、推薦カードのリストを表示する。
段階Ｓ３２０で、デバイス１０００は、カード情報、カード恩典情報及び決済履歴を利用
して、獲得された決済環境で決済に利用されるカードを推薦することができる。例えば、
デバイス１０００が、１１：００～１４：００で交通費を決済する場合、「カードＡ」及
び「カードＤ」を推薦し、推薦された「カードＡ」及び「カードＤ」のリストを、画面に
ディスプレイすることができる。
【００８５】
　段階Ｓ３３０で、デバイス１０００は、決済に利用されるカードを選択する。段階３３
０で、デバイス１０００は、カード推薦リストに係わるユーザ入力に基づいて、決済に利
用されるカードを選択することができる。
【００８６】
　段階Ｓ３１０での判断結果、デバイス１０００のディスプレイ・モードが縦ビューモー
ドである場合、段階Ｓ３３０で、デバイス１０００は、ユーザ入力なしに、決済に利用さ
れるカードを自動的に選択することができる。
【００８７】
　図４は、本発明の一実施形態によるデバイス１０００が、決済履歴に含まれた項目によ
って、カード別に優先順位を設定したテーブルの一例を図示した図面である。図４で設定
された優先順位は、デバイス１０００が決済環境に係わるカードを、カード情報から抽出
するのに利用されるが、それに制限されるものではない。
【００８８】
　図４に図示されたように、カードの優先順位設定テーブルは、時間フィールド４０、位
置フィールド４２、金額フィールド４４、積み立て限度フィールド４６、決済用途フィー
ルド４８を含んでもよい。時間フィールド４０には、決済時間、及び決済時間に係わるカ
ードの優先順位値が記録されもする。例えば、決済時間が１１：００～１４：００である
場合、カードＡないしカードＤに対応する優先順位値が、「１」、「２」、「３」、「４
」と記録されもする。
【００８９】
　また、位置フィールド４２には、デバイス１０００の位置に係わる値が記録される。位
置フィールド４２には、売り場名、及び売り場名に対応するカードの優先順位値が記録さ
れもする。例えば、売り場名が「売り場Ａ」である場合、カードＡないしカードＤに対応
する優先順位値が、「２」、「４」、「１」、「３」と記録されもする。
【００９０】
　また、金額フィールド４４には、決済金額、及び決済金額に係わるカードの優先順位値
が記録されもする。例えば、決済金額が３万ウォン以下である場合、カードＡないしカー
ドＤに対応する優先順位値が、「２」、「１」、「３」、「４」と記録されもする。
【００９１】
　また、積み立て限度フィールド４６には、積み立て限度金額、及び積み立て限度金額に
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対応するカードの優先順位値が記録されもする。例えば、積み立て限度金額が３０万ウォ
ン／月である場合、カードＡないしカードＤに対応する優先順位値が、「３」、「２」、
「１」、「４」と記録されもする。
【００９２】
　また、決済用途フィールド４８には、カードの用途、及び用途に係わるカードの優先順
位値が記録されもする。例えば、決済用途が交通費である場合、カードＡないしカードＤ
に対応する優先順位値が、「２」、「３」、「４」、「１」と記録されもする。
【００９３】
　また、時間フィールド４０、加盟店フィールド４２、金額フィールド４４、積み立て限
度フィールド４６、決済用途フィールド４８には、加重値（weight value）がそれぞれ「
１０」、「１０」、「２０」、「４０」、「６０」と記録されもする。例えば、１１：０
０～１４：００で「３万ウォン以下」の金額が決済される場合、時間に係わる加重値「１
０」、金額に係わる加重値「２０」を考慮し、「カードＡ」ないし「カードＤ」の優先順
位が決定されもする。
【００９４】
　図５は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００によって推薦されたカード別恩
典情報テーブルの一例を図示した図面である。
【００９５】
　図５のテーブルを参照すれば、デバイス１０００によって推薦されたカード別恩典情報
がディスプレイされる。例えば、デバイス１０００が、加盟店「Ｚ」で物品「Ｙ」を決済
する場合、デバイス１０００は、決済環境に基づいて、カード「Ａ」、カード「Ｂ」及び
カード「Ｃ」を推薦し、推薦されたカードのリストを画面にディスプレイする。また、そ
れぞれのカード別に、加盟店「Ｚ」で物品「Ｙ」を決済するときに付与される恩典につい
ての情報を共にディスプレイすることができる。恩典情報は、割引情報、ポイント積み立
て情報及びクーポン情報を含んでもよい。
【００９６】
　図６は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００が決済環境の優先順位によって
、カードを抽出する方法の一例を図示した図面である。図６では、デバイス１０００が図
４のテーブルを利用して、カードを抽出することによって説明したが、それに制限される
ものではない。
【００９７】
　段階Ｓ６００で、デバイス１０００は、デバイス１０００が売り場「Ａ」で決済するか
否かを判断する。段階Ｓ６００での判断結果、デバイス１０００が売り場「Ａ」で決済す
れば、段階Ｓ６０２で、デバイス１０００は、カード情報から、「カードＣ」を抽出する
。また、段階Ｓ６００での判断結果、デバイス１０００が売り場「Ａ」で決済しないので
あるならば、段階Ｓ６０４で、デバイス１０００は、決済をする時間がランチタイム（昼
休み）であるか否かを判断する。
【００９８】
　段階Ｓ６０４での判断結果、決済時間がランチタイムであるならば、段階Ｓ６０６で、
デバイス１０００は、「カードＡ」を抽出する。また、段階Ｓ６０４での判断結果、決済
時間がランチタイムではないならば、段階Ｓ６０８で、デバイス１０００は、決済金額が
３万ウォン以下であるか否かを判断する。
【００９９】
　段階Ｓ６０８での判断結果、決済金額が３万ウォン以下であるならば、段階Ｓ６１０で
、デバイス１０００は、「カードＢ」を抽出する。段階Ｓ６０８での判断結果、決済金額
が３万ウォン以下ではないならば、段階Ｓ６１２で、デバイスは、「カードＤ」を抽出す
る。
【０１００】
　図７は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００が横ビューモードで、カードの
推薦リストを表示する一例を図示した図面である。
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【０１０１】
　図７に図示されたように、デバイス１０００のディスプレイ・モードが横ビューモード
である場合、推薦カードのリストがデバイス１０００の画面に表示される。デバイス１０
００は、決済時間、決済場所、決済の用途、決済によるポイント積み立て率、ポイントの
積み立て限度、決済による割引率、割引限度のうち少なくとも１つの組み合わせに基づい
て、多様な基準によって推薦するカードを決定することができる。その場合、デバイス１
０００は、図４及び図５のテーブルに記録された設定値を利用して、推薦カードを決定す
ることができる。また、デバイス１０００は、決定された推薦カードのリストを、デバイ
ス１０００の画面にディスプレイすることができる。
【０１０２】
　例えば、決済時間が１３：００であり、決済用途が交通費であり、決済金額が２３，４
００ウォンである場合、デバイス１０００のディスプレイ・モードが横ビューモードであ
るならば、図７でのように、「カードＤ」、「カードＡ」、「カードＢ」の順序で推薦カ
ードのリストをディスプレイする。また、デバイス１０００は、推薦カードのリストに含
まれた「カードＡ」に対するユーザ入力に基づいて、「カードＡ」を選択し、選択された
「カードＡ」に係わるカード情報を、ＰＯＳ端末２０００に提供することができる。
【０１０３】
　もし、デバイス１０００のディスプレイ・モードが縦ビューモードであるならば、デバ
イス１０００は、推薦カードのリストを表示せず、「カードＤ」を自動的に選択し、「カ
ードＤ」に係わるカード情報を、ＰＯＳ端末２０００に伝送することができる。
【０１０４】
　図８は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００のロッキング解除画面上に、カ
ードイメージが表示される一例を図示した図面である。
【０１０５】
　図８を参照すれば、デバイス１０００のロッキング解除画面上にロッキング解除ボタン
が表示され、所定のカードイメージがロッキング解除ボタン上にそれぞれオーバーラップ
されて表示される。その場合、ロッキング解除画面上に表示されるカードイメージは、相
対デバイス２０００を介して決済可能であるカードのイメージでもある。また、カードイ
メージは、カードの種類、カードに係わるポイント積み立て率及び割引率に係わる情報に
基づいて、既設定の基準によって配列される。
【０１０６】
　図９Ａ，Ｂは、本発明の一実施形態による、デバイス１０００に表示された決済ウィン
ドウの一例を図示した図面である。
【０１０７】
　本発明の一実施形態によるデバイス１０００に表示されたカード推薦リストから、所定
のカードが選択されれば、図９Ａでのような決済ウィンドウがデバイス１０００の画面に
表示される。また、図９Ａの決済ウィンドウには、カード名９０、決済金額９２、カード
情報９４及び恩典情報９６が表示される。決済金額９２は、物品の金額及び物品に割引が
適用された金額を含んでもよい。また、恩典情報９６は、例えば、クーポン情報を含んで
もよい。
【０１０８】
　また、図９Ａの決済ウィンドウで、カード決済を選択すれば、カードに係わるＰＩＮコ
ードを入力するための決済ウィンドウが、図９Ｂのように表示される。また、ユーザは、
図９Ｂの決済ウィンドウに、ＰＩＮコードを入力することにより、選択されたカードを介
した決済を認証させることができる。
【０１０９】
　また、デバイス１０００は、選択されたカードに係わる決済情報が、安全にＰＯＳ端末
２０００及びサーバ３０００に伝送されるか否かを確認し、決済情報が安全に伝送される
場合、ユーザがあらかじめ設定した色相で、決済ウィンドウの一部９８を表示することが
できる。その場合、決済ウィンドウの一部９８は、複数の色相の組み合わせで表示される
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が、それに制限されるものではない。決済ウィンドウの一部９８は、既設定のパターンを
含むように表示されもする。
【０１１０】
　図１０は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００のロッキング解除画面上に、
カード情報が表示される一例を図示した図面である。
【０１１１】
　図１０を参照すれば、デバイス１０００のロッキング解除画面上に、推薦されたカード
のカード名、決済金額、カード情報及び恩典情報が表示される。その場合、画面のロッキ
ングを解除するためのユーザインターフェースが表示されないこともある。
【０１１２】
　デバイス１０００の画面がロッキングされた状態で、デバイス１０００がＰＯＳ端末２
０００に近接すれば、デバイス１０００は、ロッキング解除画面上に推薦されたカードに
係わるカード情報を表示することができる。また、ユーザがロッキング解除画面上に表示
された推薦されたカードを選択すれば、デバイス１０００は、推薦されたカードを介した
決済プロセスをすぐ遂行することができる。
【０１１３】
　図１１Ａ，Ｂは、本発明の一実施形態による、ディスプレイ・モードによって、デバイ
ス１０００の画面にカード情報が異なって表示される一例を図示した図面である。
【０１１４】
　図１１Ａを参照すれば、デバイス１０００のディスプレイ・モードが縦モードである場
合、デバイス１０００で使用されるカードに係わるリスト１０、ユーザの財務状態（fina
ncial standing）についての情報１２、及びデバイス１０００を介して決済することがで
きる物品に係わる情報１４が表示されもする。デバイス１０００で使用されるカードに係
わるリスト１０には、デバイス１０００に保存されたカードの一部が表示され、ユーザの
財務状態についての情報１２は、グラフと共に詳細に表示される。また、デバイス１００
０を介して決済することができる物品に係わる情報１４は、他のユーザが推薦する物品に
係わる詳細情報を含んでもよい。
【０１１５】
　また、図１１Ｂを参照すれば、デバイス１０００のディスプレイ・モードが横モードで
ある場合、デバイス１０００の画面には、クーポン及び財務状態に係わる情報１６、及び
デバイス１０００で利用されるカードリスト１８が表示される。デバイス１０００で利用
されるカードリスト１８には、クレジットカード、ＩＤ（identification）カード、ポイ
ントカード及びチケットに係わるリストが区別されて表示される。
【０１１６】
　図１２は、本発明の一実施形態によるデバイス１０００のブロック図である。
【０１１７】
　図１２に図示されたように、本発明の一実施形態によるデバイス１０００は、カード情
報保存部１１００、カード履歴保存部１１０５、決済環境情報獲得部１２００、カード選
択部１３００、カード情報提供部１４００、メモリ１５００、送受信部１６００及び制御
部１７００を含む。カード情報保存部１１００、カード履歴保存部１１０５、決済環境情
報獲得部１２００、カード選択部１３００、カード情報提供部１４００それぞれは、例え
ば、デバイス１０００のハードウェア・コンポーネントとして具現されたり、あるいはデ
バイス１０００に保存されたソフトウェア・モジュールで具現されもする。
【０１１８】
　カード情報保存部１１００は、カード情報及びカード恩典情報を保存する。カード情報
保存部１１００は、ユーザ入力に基づいて、ユーザが所持したカードに係わる情報を保存
することができる。カード情報は、カードの種類、カード番号及びカードの有効期間に係
わる情報を含んでもよい。また、カード情報保存部１１００は、決済サーバ３０００から
カード情報を受信し、受信されたカード情報を保存することもできる。決済サーバ３００
０は、クレジットカード社で運営するサーバでもあるが、それに制限されるものではない
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。その場合、カード情報保存部１１００は、デバイス１０００に保存されたユーザ・プロ
ファイル情報を決済サーバ３０００に提供し、決済サーバ３０００から提供されたユーザ
・プロファイル情報に対応するカード情報を受信することができる。また、ユーザが新規
に発給されたカードがある場合、デバイス１０００は、新規に発給されたカードに係わる
カード情報を受信することもできる。
【０１１９】
　また、カード情報保存部１１００は、ユーザ入力に基づいて、デバイス１０００に保存
されたカード別に、カード恩典情報を保存することができる。カード情報保存部１１００
は、カード恩典情報を入力するためのユーザインターフェースを提供することができ、ユ
ーザは、ユーザインターフェースを介して、デバイス１０００に保存されたカード別カー
ド恩典情報を入力することができる。また、カード情報保存部１１００は、決済サーバ３
０００からカード恩典情報を受信し、受信されたカード恩典情報を保存することができる
。カード恩典情報は、カード別にマッチングされて保存され、例えば、価格割引情報、ポ
イント積み立て情報及びクーポン情報を含んでもよい。また、カード恩典情報は、カード
が利用される加盟店について異なる恩典についての情報を含んでもよい。
【０１２０】
　カード履歴保存部１１０５は、ユーザのカード使用履歴を保存する。カード使用履歴は
、例えば、決済に利用されたカード番号、決済時間、決済日付、加盟店名、決済位置、物
品名、及びカード決済時に提供された恩典に係わる情報を含んでもよい。ユーザがデバイ
ス１０００を介してカード決済をする場合、カード履歴保存部１１０５は、決済に利用さ
れたカードの使用履歴を保存することができるが、それに制限されるものではない。デバ
イス１０００を介したカード履歴情報が、決済サーバ３０００に累積して保存され、カー
ド履歴保存部１１０５は、決済サーバ３０００に保存されたカード履歴情報を、決済サー
バ３０００から受信することもできる。
【０１２１】
　決済環境情報獲得部１２００は、決済環境に係わる情報を獲得する。ユーザがデバイス
１０００を介してカード決済を試みる場合、決済環境情報獲得部１２００は、決済環境に
係わる情報を獲得することができる。決済環境情報獲得部１２００は、決済環境に係わる
情報をデバイス１０００内のセンサ、ＰＯＳ端末２０００及び決済サーバ３０００のうち
少なくとも一つから獲得することができる。決済環境に係わる情報は、決済時間、決済位
置、加盟店及び物品に係わる情報を含んでもよい。
【０１２２】
　具体的には、決済環境情報獲得部１２００は、デバイス１０００の位置に係わる情報を
獲得し、獲得された位置情報に基づいて、決済を行う加盟店を確認することができる。例
えば、決済環境情報獲得部１２００は、ＧＰＳセンサ（図示せず）を利用して、デバイス
１０００の位置に係わるＧＰＳ値を確認することができる。また、決済環境情報獲得部１
２００は、デバイス１０００と連結されたＡＰ識別値を確認することができる。また、決
済環境情報獲得部１２００は、ＧＰＳ値及びＡＰ識別値のうち少なくとも一つに基づいて
、デバイス１０００が位置した加盟店を確認することができる。その場合、ＧＰＳ値及び
ＡＰ識別値に対応する加盟店の情報が、デバイス１０００または別途のサーバ（図示せず
）にあらかじめ保存されている。
【０１２３】
　また、決済環境情報獲得部１２００は、決済の対象になる物品に係わる物品情報を確認
することができる。決済環境情報獲得部１２００は、物品情報を、物品に付着したマーカ
ーを介して確認することができるが、それに制限されるものではない。決済環境情報獲得
部１２００は、ＰＯＳ端末２０００から物品情報を確認することもできる。
【０１２４】
　また、決済環境情報獲得部１２００は、加盟店及び物品に係わる情報に基づいて、カー
ド別に、ポイント積み立て率、ポイント積み立て限度、割引率及び割引限度を確認するこ
とができる。加盟店及び物品によるポイント積み立て率、ポイント積み立て限度、割引率
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及び割引限度に係わる情報は、デバイス１０００または別途のサーバ（図示せず）にあら
かじめ保存されている。
【０１２５】
　カード選択部１３００は、決済環境に基づいて、決済に利用されるカードを選択する。
カード選択部１３００は、カード情報、カード恩典情報及び決済履歴を利用して、獲得さ
れた決済環境で決済に利用されるカードを決定することができる。
【０１２６】
　具体的には、カード選択部１３００は、カード決済履歴に基づいて、獲得された決済環
境で、既設定の数値以上使用されたカードを抽出することができる。例えば、加盟店「Ａ
」で、カード「Ａ」、カード「Ｂ」、カード「Ｃ」及びカード「Ｄ」が使用され、獲得さ
れた決済環境に含まれた加盟店が「Ａ」であるならば、カード選択部１３００は、カード
情報から、カード「Ａ」、カード「Ｂ」、カード「Ｃ」及びカード「Ｄ」を抽出すること
ができる。また、例えば、加盟店「Ａ」で、カード「Ｃ」、カード「Ａ」が既設定の数値
以上に利用された場合、獲得された決済環境に含まれた加盟店が「Ａ」であるならば、カ
ード選択部１３００は、カード情報からカード「Ｃ」、カード「Ａ」を抽出することがで
きる。
【０１２７】
　また、例えば、「１１：００～１４：００」で、カード「Ａ」、カード「Ｂ」、カード
「Ｃ」及びカード「Ｄ」が使用され、獲得された決済環境に含まれた決済時間が、「１１
：００～１４：００」であるならば、カード選択部１３００は、カード情報からカード「
Ａ」、カード「Ｂ」、カード「Ｃ」及びカード「Ｄ」を抽出することができる。また、例
えば、「１１：００～１４：００」で、使用されたカードのうち、カード「Ａ」、カード
「Ｂ」の優先順位が高い場合、獲得された決済環境に含まれた加盟店が「Ａ」であるなら
ば、カード選択部１３００は、カード情報からカード「Ａ」、カード「Ｂ」を抽出するこ
とができる。その場合、カードに係わる優先順位は、既設定の基準によって決定されるか
、あるいはユーザ入力に基づいて決定される。また、カードに係わる優先順位を、カード
別恩典を反映させて決定するが、それに制限されるものではない。
【０１２８】
　また、カード選択部１３００は、決済履歴及び決済環境に含まれた複数の項目を考慮し
てカードを抽出することもできる。その場合、カード選択部１３００は、決済履歴及び決
済環境に含まれた項目別に所定の加重値を適用し、複数の項目に係わる加重値を考慮し、
獲得された決済環境で抽出するカードを決定することができる。
【０１２９】
　また、カード選択部１３００は、カード恩典情報に基づいて、抽出されたカードに係わ
る恩典を比較することができ、既設定の数値以上のカードを推薦することができる。カー
ド選択部１３００は、ユーザが好むカード恩典の種類、または恩典を金額に算出した金額
などを考慮し、推薦するカードを決定することができる。また、カード選択部１３００は
、カード別に提供される恩典についての情報を画面にディスプレイし、ユーザがディスプ
レイされた恩典情報に基づいて、所定のカードを選択するようにすることができる。
【０１３０】
　その場合、カード選択部１３００は、カードに係わる恩典情報を、決済サーバ３０００
から受信することができる。カード選択部１３００は、デバイス１０００に保存されたカ
ードに係わる情報を決済サーバ３０００に伝送し、決済サーバ３０００から、カードに係
わる恩典情報を受信することができるが、それに制限されるものではない。
【０１３１】
　カード選択部１３００は、商店の端末（図示せず）からカード恩典情報を受信すること
もできる。その場合、商店の端末（図示せず）は、当該商店で恩典を付与するカードの種
類及び恩典に係わる情報を商店内のデバイス１０００に伝送することができる。商店の端
末（図示せず）は、ＳＭＳ／ＭＭＳを介して、デバイス１０００に恩典情報を提供するこ
とができるが、それに制限されるものではない。また、商店の端末（図示せず）は、Ｗｉ
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Ｆｉネットワークを介して、恩典情報をデバイス１０００に提供することができる。
【０１３２】
　また、カード選択部１３００は、ディスプレイ・モードによって、決済に利用されるカ
ードを自動的に選択したり、あるいはユーザ入力によって選択することができる。例えば
、カード選択部１３００は、ディスプレイ・モードが縦ビューモードである場合、決済に
利用されるカードを、ユーザ入力なしに自動的に選択することができる。また、カード選
択部１３００は、ディスプレイ・モードが横ビューモードである場合、決済に利用される
推薦カードのリストを画面に表示し、ユーザ入力に基づいて、カードを選択することがで
きる。しかし、それに制限されるものではない。カード選択部１３００は、ディスプレイ
・モードが縦ビューモードである場合、決済に利用されるカードをユーザ入力によって選
択し、ディスプレイ・モードが横ビューモードである場合、ユーザ入力なしにカードを選
択することもできる。
【０１３３】
　一方、デバイス１０００は、決済に利用されるカードの推薦リストを、デバイス１００
０のロッキング解除画面上に表示することもできる。例えば、推薦されたカードのイメー
ジは、デバイス１０００のロッキング解除画面上に表示されたロッキング解除ボタン上に
表示されるが、それに制限されるものではない。
【０１３４】
　その場合、ユーザがロッキング解除画面に表示されたカードイメージを選択すれば、選
択されたカードに係わるＰＩＮ番号を入力することができるユーザインターフェースがデ
ィスプレイされるが、それに制限されるものではない。ユーザがロッキング解除画面に表
示されたカードイメージをタッチすれば、デバイス１０００は、ユーザのタッチ入力に基
づいて、ユーザの指紋を認識し、認識された指紋に基づいて、デバイス１０００のロッキ
ングを解除して決済を行うことができる。
【０１３５】
　また、ユーザがロッキング解除画面に表示されたカードイメージを選択すれば、ユーザ
イメージ及び音声に基づいて、ユーザを認証することもできる。例えば、デバイス１００
０は、ユーザの顔を撮影し、撮影されたユーザが、ロッキング解除画面に表示されたカー
ドのユーザであるか否かを認証することができる。また、例えば、デバイス１０００は、
ユーザの虹彩を認識することにより、ユーザを認証することができる。また、例えば、デ
バイス１０００は、ユーザの音声を録音し、録音された音声に基づいて、ユーザを認証す
ることもできる。
【０１３６】
　一方、ユーザがカード推薦リストから所定のカードを選択すれば、デバイス１０００は
、選択されたカードに係わる決済ウィンドウをデバイス１０００の画面に表示する。デバ
イス１０００の画面に表示された決済ウィンドウは、カード情報、クーポン情報、決済金
額及びＰＩＮコード入力のフィールドを含んでもよい。また、ユーザは、ＰＩＮコード入
力フィールドに選択されたカードに係わるＰＩＮコードを入力することにより、選択され
たカードを介した決済を認証させることができる。
【０１３７】
　また、選択されたカードを介した決済が安全である場合、決済ウィンドウの一部または
全部が既設定の色相で表示される。デバイス１０００は、選択されたカードに係わる決済
情報が、安全にＰＯＳ端末２０００及びサーバ３０００に伝送されるか否かを確認し、決
済情報が安全に伝送される場合、ユーザがあらかじめ設定した色相で、決済ウィンドウを
表示することができる。デバイス１０００は、ＰＯＳ端末２０００及びサーバ３０００か
ら、別途の認証情報を受信することにより、選択されたカードに係わる決済情報が、ＰＯ
Ｓ端末２０００及びサーバ３０００に安全に伝送されるか否かを確認することができるが
、それに制限されるものではない。
【０１３８】
　カード情報提供部１４００は、選択されたカードに係わるカード情報を提供する。デバ
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イス１０００は、近距離通信を介して、ＰＯＳ端末２０００にカード情報を提供すること
ができる。デバイス１０００は、カード番号、カードの有効期間、カードのパスワードに
係わる情報を、ＰＯＳ端末２０００に提供することができるが、それに制限されるもので
はない。
【０１３９】
　また、カード情報提供部１４００は、選択されたカードに対応するクーポンが、デバイ
ス１０００に保存されているか否かを判断し、選択されたカードに係わるカード情報、及
びデバイス１０００に保存されたクーポン情報を、ＰＯＳ端末２０００に提供することが
できる。その場合、ＰＯＳ端末２０００は、カード情報及びクーポン情報を利用して、ク
ーポン情報が反映された金額を、決済サーバ３０００を介して決済することができるが、
それに制限されるものではない。
【０１４０】
　メモリ１５００は、デバイス１０００が多様な決済環境によって、適切なカードを選択
し、選択されたカードに係わるカード情報を、ＰＯＳ端末２０００に提供するのに必要な
各種の情報を保存する。メモリ１５００は、決済環境に係わるカードの優先順位、決済環
境の優先順位に係わる情報を保存することができる。
【０１４１】
　送受信部１６００は、デバイス１０００が多様な決済環境によってカードを選択するた
めに必要な情報、及び選択されたカードに係わるカード情報を、ＰＯＳ端末２０００及び
決済サーバ３０００と送受信する。
【０１４２】
　制御部１７００は、デバイス１０００全体の動作を制御し、デバイス１０００が多様な
決済環境によって、適切なカードを選択し、選択されたカードに係わるカード情報をＰＯ
Ｓ端末２０００に提供するように、カード情報保存部１１００、カード履歴保存部１１０
５、決済環境情報獲得部１２００、カード選択部１３００、カード情報提供部１４００、
メモリ１５００及び送受信部１６００を制御する。また、制御部１７００は、推薦された
り、あるいはユーザによって選択されたカードに係わる決済ウィンドウを表示することが
でき、デバイス１０００のディスプレイ・モードによって、カード情報を異なって表示す
ることができる。
【０１４３】
　また、制御部１７００は、デバイス１０００の位置情報をカードとマッチングさせ、デ
バイス１０００の位置によって、所定のカードを推薦することができる。また、制御部１
７００は、ユーザのスケジュール情報から商店名を抽出し、抽出された商店名に所定のカ
ードをマッチングさせることができる。
【０１４４】
　図１３は、本発明の他の実施形態によるデバイス１０００のブロック図である。
【０１４５】
　移動通信部１００１は、３Ｇ（3rd generation）／４Ｇ（4th generation）のようなセ
ルラ・ネットワークを介して、基地局とのコール設定、データ通信などを行う。サブ通信
部１００２は、ブルートゥースやＮＦＣ（near field communication）のような近距離通
信のための機能を行う。放送部１００３は、ＤＭＢ（digital multimedia broadcasting
）放伝送号を受信する。
【０１４６】
　カメラ部１００４は、写真や動画を撮影するためのレンズ及び光学素子を含む。
【０１４７】
　センサ部１００５は、デバイス１０００の動きを感知する重力センサ、光の明るさを感
知する照度センサ、人の近接度を感知する近接センサ、人の動きを感知するモーションセ
ンサなどを含んでもよい。
【０１４８】
　ＧＰＳ受信部１００６は、人工衛星からＧＰＳ信号を受信する。このようなＧＰＳ信号
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を利用して、多様なサービスがユーザに提供されもする。
【０１４９】
　入出力部１０１０は、外部機器と人とのインターフェースを提供し、ボタン１０１１、
マイク１０１２、スピーカ１０１３、振動モータ１０１４、コネクタ１０１５、キーパッ
ド１０１６を含む。
【０１５０】
　タッチスクリーン１０１８は、ユーザのタッチ入力を受信する。ここでのタッチ入力は
、ドラッグ・ジェスチャによるものであってもよく、あるいはタップ・ジェスチャによる
ものであってもよい。タッチスクリーン・コントローラ１０１７は、タッチスクリーン１
０１８を介して入力されたタッチ入力を、制御部１０５０に伝達する。電源供給部１０１
９は、デバイス１０００に必要な電力を供給するために、バッテリまたは外部電源ソース
と連結される。
【０１５１】
　制御部１０５０は、メモリ１０６０に保存されたプログラムを実行することにより、決
済環境によってカードを選択し、選択されたカードに係わるカード情報を、ＰＯＳ端末２
０００に提供する。
【０１５２】
　メモリ１０６０に保存されたプログラムは、その機能によって複数個のモジュールに分
類することができるが、移動通信モジュール１０６１、ＷｉＦｉモジュール１０６２、ブ
ルートゥース・モジュール１０６３、ＤＭＢモジュール１０６４、カメラ・モジュール１
０６５、センサ・モジュール１０６６、ＧＰＳモジュール１０６７、動画再生モジュール
１０６８、オーディオ再生モジュール１０６９、電源モジュール１０７０、タッチスクリ
ーン・モジュール１０７１、ＵＩ（user interface）モジュール１０７２、アプリケーシ
ョン・モジュール１０７３などに分類されもする。各モジュールの機能は、その名称から
、当業者が直観的に推論することができるであろう。
【０１５３】
　ここでは、アプリケーション・モジュール１０７３についてのみ説明する。アプリケー
ション・モジュール１０７３は、カード別に、カード情報及びカード履歴情報を保存する
。
【０１５４】
　また、アプリケーション・モジュール１０７３は、決済環境に係わる情報を獲得する。
アプリケーション・モジュール１０７３は、決済環境に係わる情報を、ＷｉＦｉモジュー
ル１０６２、カメラ・モジュール１０６５、センサ・モジュール１０６６、ＧＰＳモジュ
ール１０６７を利用して、獲得することができる。また、アプリケーション・モジュール
１０７３は、決済環境に係わる情報を、ＰＯＳ端末２０００及び決済サーバ３０００のう
ち少なくとも一つから獲得することもできる。
【０１５５】
　アプリケーション・モジュール１０７３は、カード情報、カード恩典情報及び決済履歴
を利用して、獲得された決済環境で、決済に利用されるカードを決定することができる。
【０１５６】
　アプリケーション・モジュール１０７３は、決済時間、決済場所、決済の用途、決済に
よるポイント積み立て率、ポイントの積み立て限度、決済による割引率、割引限度のうち
少なくとも１つの組み合わせに基づいて、多様な基準によって、決済環境に係わるカード
の優先順位を設定することができる。また、アプリケーション・モジュール１０７３は、
決済環境の優先順位によって、カードを抽出することができ、抽出されたカードの恩典を
比較することにより、決済に利用されるカードを推薦することができるが、それに制限さ
れるものではない。
【０１５７】
　また、アプリケーション・モジュール１０７３は、ディスプレイ・モードによって、決
済に利用されるカードを自動的に選択したり、あるいはユーザ入力によって選択すること
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ができる。
【０１５８】
　また、アプリケーション・モジュール１０７３は、推薦されたり、あるいはユーザによ
って選択されたカードに係わる決済ウィンドウを表示することができ、デバイス１０００
のディスプレイ・モードによって、カード情報を異なって表示することができる。
【０１５９】
　また、アプリケーション・モジュール１０７３は、選択されたカードに係わるカード情
報を、ＰＯＳ端末２０００に伝送する。アプリケーション・モジュール１０７３は、移動
通信モジュール１０６１、ＷｉＦｉモジュール１０６２、ブルートゥース・モジュール１
０６３及びＮＦＣモジュール（図示せず）のうち少なくとも一つを利用して、カード情報
をＰＯＳ端末２０００に伝送することができる。
【０１６０】
　また、アプリケーション・モジュール１０７３は、デバイス１０００の位置情報をカー
ドとマッチングさせ、デバイス１０００の位置によって、所定のカードを推薦することが
できる。また、アプリケーション・モジュール１０７３は、ユーザのスケジュール情報か
ら商店名を抽出し、抽出された商店名に所定のカードをマッチングさせることができる。
【０１６１】
　図１４は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００が位置情報及びカード情報を
マッチングする方法のフローチャートである。
【０１６２】
　段階Ｓ１４００で、デバイス１０００は、デバイス１０００を介してカードを使用する
。例えば、デバイス１０００は、デバイス１０００に保存されたクレジットカード、ポイ
ントカード及びメンバーシップカードのうち少なくとも一つを使用することができる。
【０１６３】
　また、例えば、デバイス１０００は、デバイス１０００内に保存された割引クーポンを
使用することができる。デバイス１０００は、割引クーポンを、ＳＭＳメッセージまたは
ＭＭＳメッセージを介して受信し、受信された割引クーポンを、デバイス１０００内に保
存することができる。
【０１６４】
　また、デバイス１０００は、デバイス１０００のユーザの他のデバイス（図示せず）、
または外部サーバ（図示せず）に保存されたカードを使用することもできる。
【０１６５】
　段階Ｓ１４１０で、デバイス１０００は、デバイス１０００の位置情報を獲得する。位
置情報は、例えば、デバイス１０００のＧＰＳ値、及びデバイス１０００と連結されたＡ
Ｐ識別値に係わる情報を含んでもよい。しかし、それに制限されるものではない。
【０１６６】
　段階Ｓ１４２０で、デバイス１０００は、獲得された位置情報を、使用されたカードと
マッチングさせる。デバイス１０００は、使用されたカードを、デバイス１０００のＧＰ
Ｓ値、及びデバイス１０００と連結されたＡＰ識別値のうち少なくとも一つとマッチング
させることができる。また、デバイス１０００は、使用された割引クーポンを、デバイス
１０００のＧＰＳ値、及びデバイス１０００と連結されたＡＰ識別値のうち少なくとも一
つとマッチングさせることができる。その場合、割引クーポンは、デバイス１０００が、
異なるデバイスまたはサーバから受信した文字メッセージ内に含まれるが、それに制限さ
れるものではない。また、デバイス１０００は、割引クーポンを提供した他のデバイスま
たはサーバの電話番号を、デバイス１０００のＧＰＳ値、及びデバイス１０００と連結さ
れたＡＰ識別値のうち少なくとも一つとマッチングさせることができる。
【０１６７】
　図１５は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００が位置情報に基づいて、カー
ドを推薦する方法のフローチャートである。
【０１６８】
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　段階Ｓ１５００で、デバイス１０００は、デバイス１０００の位置情報を獲得する。例
えば、デバイス１０００は、デバイス１０００内のＧＰＳセンサを利用して、デバイス１
０００の位置を示すＧＰＳ値を獲得することができる。また、デバイス１０００は、デバ
イス１０００に連結されたＡＰ識別値を利用して、デバイス１０００の位置を確認するこ
ともできる。
【０１６９】
　段階Ｓ１５１０で、デバイス１０００は、デバイス１０００の位置に対応するカードを
抽出する。デバイス１０００は、例えば、デバイス１０００の位置を示すＧＰＳ値、また
はデバイス１０００に連結されたＡＰ識別値に対応するカードを抽出することができる。
また、デバイス１０００は、例えば、デバイス１０００の位置に対応するクレジットカー
ド、メンバーシップカード及びポイントカードのうち少なくとも一つを抽出することがで
きる。また、デバイス１０００は、例えば、デバイス１０００の位置に対応する、割引ク
ーポンまたは割引クーポンを含む文字メッセージを抽出することもできる。
【０１７０】
　また、複数のカードが抽出された場合、デバイス１０００は、抽出されたカードのうち
、ユーザが頻繁に使用するカードを、ユーザのカード使用履歴に基づいて、推薦すること
ができる。また、デバイス１０００は、抽出されたカードのうち、高い割引率または積み
立て率を提供するカードを、ユーザのカード使用履歴に基づいて、推薦することができる
。
【０１７１】
　段階Ｓ１５２０で、デバイス１０００は、抽出されたカードを、デバイス１０００の画
面にディスプレイする。複数のカードが抽出された場合、デバイス１０００は、例えば、
割引率及び積み立て率に基づいて、抽出されたカードを配列することができる。また、デ
バイス１０００は、割引クーポン、または割引クーポンを含む文字メッセージを、抽出さ
れたカードとともにディスプレイすることができる。
【０１７２】
　図１６は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００がユーザのスケジュール情報
から抽出された商店名を、カードとマッチングさせる方法のフローチャートである。
【０１７３】
　段階Ｓ１６００で、デバイス１０００は、ユーザのスケジュール情報を獲得する。デバ
イス１０００は、デバイス１０００に設置されたカレンダー・アプリケーションを介して
、デバイス１０００に保存されたユーザのスケジュール情報を、獲得することができる。
デバイス１０００に設置されたカレンダー・アプリケーションを介して、デバイス１００
０に保存されたユーザのスケジュール情報は、カレンダーの所定日付にマッチングされて
保存されたスケジュールデータでもある。また、デバイス１０００は、サーバに保存され
たユーザのスケジュール情報を、サーバから受信することができる。
【０１７４】
　段階Ｓ１６１０で、デバイス１０００は、ユーザのスケジュール情報から商店名を抽出
する。例えば、ユーザのスケジュール情報に、「４／１５、１８：００、ＸＸデパートで
友達とミーティング」が含まれていれば、デバイス１０００は、「ＸＸデパート」をスケ
ジュール情報から抽出することができる。その場合、多様な商店の名称がデバイス１００
０またはサーバにあらかじめ保存され、デバイス１０００は、保存された商店の名称に基
づいて、「ＸＸデパート」をスケジュール情報から抽出することができる。
【０１７５】
　段階Ｓ１６２０で、デバイス１０００は、抽出された商店名と係わるカードを決定する
。デバイス１０００は、ユーザのクレジットカード、メンバーシップカード及びポイント
カードのうち、抽出された商店名と係わるカードを決定することができる。抽出された商
店名と係わるカードは、抽出された商店名を有する商店で利用される場合、割引、クーポ
ン及びポイントのような恩典が付与されるカードでもある。
【０１７６】
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　また、デバイス１０００は、ユーザの割引クーポンのうち、抽出された商店名と係わる
割引クーポンを決定することができる。抽出された商店名と係わる割引クーポンは、抽出
された商店名を有する商店で利用される割引クーポンでもある。
【０１７７】
　複数のカードが決定された場合、デバイス１０００は、決定されたカードのうち、ユー
ザが頻繁に使用するカードを、ユーザのカード使用履歴に基づいて、推薦することができ
る。また、デバイス１０００は、決定されたカードのうち、高い割引率または積み立て率
を提供するカードを、ユーザのカード使用履歴に基づいて、推薦することができる。
【０１７８】
　段階Ｓ１６３０で、デバイス１０００は、抽出された商店名を、決定されたカードとマ
ッチングさせる。また、デバイス１０００は、抽出された商店名を、決定された割引クー
ポンとマッチングさせることができる。また、デバイス１０００は、商店名に係わる位置
情報を収集し、収集された位置情報を保存することができる。その場合、商店名に係わる
位置情報は、例えば、商店の位置を示すＧＰＳ値、商店のＰＯＳ端末２０００の識別値、
及び商店に設置されたＡＰ識別値を含んでもよいが、それに制限されるものではない。
【０１７９】
　図１７は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００が所定の商店名にマッチング
されたカードに係わるカード情報をディスプレイする方法のフローチャートである。
【０１８０】
　段階Ｓ１７００で、デバイス１０００は、カードが利用される商店名を決定する。デバ
イス１０００は、デバイス１０００の現在位置を示すＧＰＳ値を獲得し、獲得されたＧＰ
Ｓ値に対応する商店名を、カードが利用される商店名であると決定することができる。ま
た、デバイス１０００は、デバイス１０００と連結されたＡＰ識別値をＡＰから受信し、
受信されたＡＰ識別値に対応する商店名を、カードが利用される商店名と決定することが
できる。その場合、ＡＰの識別値は、例えば、ＡＰのＳＳＩＤ（service set identifier
）及びＡＰのＭＡＣ（media access control）アドレスを含んでもよいが、それに制限さ
れるものではない。また、デバイス１０００は、ユーザから商店名を入力され、入力され
た商店名を、カードが利用される商店名と決定することができる。
【０１８１】
　また、デバイス１０００は、ＰＯＳ端末２０００から商店名を受信し、受信された商店
名を、カードが利用される商店名として判断することもできる。また、デバイス１０００
は、ＰＯＳ端末２０００から、ＰＯＳ端末２０００の識別値を受信し、ＰＯＳ端末２００
０の識別値に対応する商店名を、カードが利用される商店名と決定することができる。
【０１８２】
　段階Ｓ１７１０で、デバイス１０００は、決定された商店名にマッチングされたカード
を抽出する。デバイス１０００は、例えば、決定された商店名に対応するクレジットカー
ド、メンバーシップカード及びポイントカードのうち少なくとも一つを抽出することがで
きる。デバイス１０００は、例えば、決定された商店名に対応する、割引クーポンまたは
割引クーポンを含む文字メッセージを抽出することもできる。
【０１８３】
　段階Ｓ１７２０で、デバイス１０００は、抽出されたカードを、デバイス１０００の画
面にディスプレイする。複数のカードが抽出された場合、デバイス１０００は、例えば、
割引率及び積み立て率に基づいて、抽出されたカードを配列することができる。また、デ
バイス１０００は、割引クーポンまたは割引クーポンを含む文字メッセージを、抽出され
たカードと共にディスプレイすることができる。
【０１８４】
　図１８は、本発明の一実施形態による、デバイス１０００の画面に、デバイス１０００
の位置または商店名と係わるカードがディスプレイされる一例を図示した図面である。
【０１８５】
　例えば、デバイス１０００が「ＸＸデパート」に位置すれば、デバイス１０００は、デ
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バイス１０００の位置情報、またはデバイス１０００で決定された商店名に基づいて、「
ＸＸクレジットカード」、「ＸＸポイントカード」及び「ＸＸデパート割引クーポン」を
、デバイス１０００の画面にディスプレイすることができる。
【０１８６】
　本発明の一実施形態は、コンピュータによって実行されるプログラム・モジュールのよ
うなコンピュータによって実行可能な命令語を含む記録媒体の形態で具現されもする。コ
ンピュータ可読媒体は、コンピュータによってアクセスされる任意の可用媒体でもあり、
揮発性媒体及び不揮発性媒体、分離型媒体及び非分離型媒体をいずれも含む。また、コン
ピュータ可読媒体は、コンピュータ記録媒体及び通信媒体をいずれも含んでもよい。コン
ピュータ記録媒体は、コンピュータ可読命令語、データ構造、プログラム・モジュールま
たはその他のデータのような情報保存のための任意の方法または技術で具現された揮発性
及び不揮発性、分離型及び非分離型の媒体をいずれも含む。通信媒体は、典型的には、コ
ンピュータ可読命令語、データ構造、プログラム・モジュール、または搬送波のような変
調されたデータ信号のその他のデータ、またはその他の伝送メカニズムを含み、任意の情
報伝達媒体を含む。
【０１８７】
　前述の本発明の説明は、例示のためのものであり、本発明が属する技術分野の当業者で
あるならば、本発明の技術的思想や必須な特徴を変更せずにも、他の具体的な形態に容易
に変形が可能であるということを理解することができるであろう。従って、以上で記述し
た実施形態は、全ての面で例示的なものであり、限定的ではないということを理解しなけ
ればならない。例えば、単一型として説明されている各構成要素は、分散して実施されも
し、同様に、分散ししていると説明されている構成要素も、結合された形態で実施されも
する。
【０１８８】
　本発明の範囲は、前記詳細な説明であるとするよりは、特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲の意味及び範囲、そしてその均等概念から導き出される全ての変更また
は変形された形態が、本発明の範囲に含まれるものであると解釈されなければならない。
【産業上の利用可能性】
【０１８９】
　本発明のインタラクション環境に基づいて、アイテムを決定する方法及びその装置は、
例えば、電子商取引関連の技術分野に効果的に適用可能である。
【符号の説明】
【０１９０】
　　１０００　　デバイス
　　１００１　　移動通信部
　　１００２　　サブ通信部
　　１００３　　放送受信部
　　１００４　　カメラ部
　　１００５　　センサ部
　　１００６　　ＧＰＳ受信部
　　１０１０　　入出力部
　　１０１１　　ボタン
　　１０１２　　マイク
　　１０１３　　スピーカ
　　１０１４　　振動モータ
　　１０１５　　コネクタ
　　１０１６　　キーパッド
　　１０１７　　タッチスクリーン・コントローラ
　　１０１８　　タッチスクリーン
　　１０１９　　電源供給部
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　　１０５０、１７００　　制御部
　　１０６０、１５００　　メモリ
　　１０６１　　移動通信モジュール
　　１０６２　　ＷｉＦｉモジュール
　　１０６３　　ブルートゥース・モジュール
　　１０６４　　ＤＭＢモジュール
　　１０６５　　カメラ・モジュール
　　１０６６　　センサ・モジュール
　　１０６７　　ＧＰＳモジュール
　　１０６８　　動画再生モジュール
　　１０６９　　オーディオ再生モジュール
　　１０７０　　電源モジュール
　　１０７１　　タッチスクリーン・モジュール
　　１０７２　　Ｕｉモジュール
　　１０７３　　アプリケーション・モジュール
　　１１００　　カード情報保存部
　　１１０５　　カード履歴保存部
　　１２００　　決済環境情報獲得部
　　１３００　　カード選択部
　　１４００　　カード情報提供部
　　１６００　　送受信部
　　２０００　　ＰＯＳ端末
　　３０００　　決済サーバ

【図１】 【図２】
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