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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上のプロセッサを備えるネットワークアプリケーションの１以上のサーバにおいて
実行される方法であって、前記方法は、
　クライアントデバイス上のクライアントアプリケーションを使用してユーザが取引を開
始したことを示す標識を含むエンゲージメント要求を、前記プロセッサが、前記クライア
ントデバイスから受信する、エンゲージメント要求受信ステップと、
　前記プロセッサが、前記エンゲージメント要求に応答して、前記ユーザの予測転換率を
決定するステップであって、前記予測転換率は、前記ネットワークアプリケーションにお
いて維持されている個人情報を使用するオプションが提示された総取引数に対する前記ユ
ーザが取引を完了した回数の割合である、ステップと、
　前記プロセッサが、前記予測転換率が所定の転換率閾値よりも高いか否かを判定するス
テップと、
　前記プロセッサが、前記予測転換率が前記所定の転換率閾値よりも高いという判定に基
づいて、前記ネットワークアプリケーションの前記１以上のサーバによって維持されてい
る前記個人情報を使用して前記取引を完了するためのユーザ選択可能なオプションを、前
記クライアントアプリケーションのユーザインターフェースに動的に表示するステップと
、
　前記プロセッサが、前記予測転換率が前記所定の転換率閾値よりも高くないという判定
に基づいて、前記ネットワークアプリケーションの前記１以上のサーバによって維持され
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ている前記個人情報を使用して前記取引を完了するためのユーザ選択可能なオプションを
、前記クライアントアプリケーションのユーザインターフェースに表示することを動的に
控えるステップと、を備える、方法。
【請求項２】
　前記プロセッサが、選択可能なオプションの使用に関連する前記ユーザに関する１以上
の因子を決定するステップであって、前記１以上の因子は、前記ユーザが前記ネットワー
クアプリケーションのアカウントを有するか否かの判定、前記ユーザが前記ネットワーク
アプリケーションに現在ログインしているか否かの判定、前記ユーザにとって個人情報が
利用可能か否かの判定、前記選択可能なオプションが過去の取引について提示されたとき
の前記ユーザに関する転換率、および前記ネットワークアプリケーションにおける前記ユ
ーザのアクティビティ履歴のうちの１以上からなる、ステップを、さらに備え、
　前記ユーザの予測転換率を決定する前記ステップは、前記選択可能なオプションの使用
に関連するユーザに関する決定された前記１以上の因子にさらに基づく、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記ユーザの予測転換率を決定する前記ステップは、前記ネットワークアプリケーショ
ンの前記１以上のサーバにおいて前記ユーザについての個人情報が利用可能かを判定する
、個人情報判定ステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記個人情報判定ステップは、前記ネットワークアプリケーションの前記１以上のサー
バにおいて前記ユーザについての支払カードが記録されているかを判定するステップを含
む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記プロセッサが、前記予測転換率が前記所定の転換率閾値よりも高いという前記判定
に基づいて、前記ユーザが前記ネットワークアプリケーションに現在ログインしている場
合に限り、前記ネットワークアプリケーションの前記１以上のサーバによって維持されて
いる個人情報を使用して完了するための前記ユーザ選択可能なオプションを提供するステ
ップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ネットワークアプリケーションは、ソーシャルネットワーキングアプリケーション
を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記所定の転換率閾値は、前記クライアントアプリケーションの平均転換率を含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記予測転換率は、前記ユーザに固有のデータに基づく、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記予測転換率は、前記ネットワークアプリケーションによって提供された前記個人情
報を使用して取引を完了するための前記ユーザ選択可能なオプションを提示されたとき、
前記ユーザが任意のクライアントアプリケーションを使用して取引を完了した回数の割合
に基づく、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　　前記予測転換率は、前記ネットワークアプリケーションによって提供された前記個人
情報を使用するための前記ユーザ選択可能なオプションを提示されたとき、前記ユーザと
共通する年齢、性別、または、その他の人口統計を有するユーザが取引を完了した回数の
割合に基づく、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザの予測転換率を決定する前記ステップは、前記ユーザに関連付けられている
リスクデータに基づくリスクスコアの計算に基づくものであり、
　前記方法は、
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　前記プロセッサが、前記クライアントデバイス上の前記クライアントアプリケーション
に前記リスクスコアを送信するステップをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザの予測転換率を決定する前記ステップは、前記ユーザに対応する情報の追跡
に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ユーザに対応する情報の追跡は、前記ユーザの人口統計情報、前記ユーザによる過
去の購入、前記ユーザのユーザ関心、およびアプリケーションにおける前記ユーザのアク
ティビティのうちの少なくとも１つの追跡を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ネットワークアプリケーションを実行する１以上のサーバコンピューティングデバイス
と、
　命令を含む非一時的記憶媒体と、を備えるシステムであって、
　前記命令が前記１以上のサーバコンピューティングデバイスによって実行されるとき、
前記システムに、
　クライアントデバイス上のクライアントアプリケーションを使用してユーザが取引を開
始したことを示す標識を含むエンゲージメント要求を、前記クライアントデバイスから受
信する、エンゲージメント要求受信ステップと、
　前記エンゲージメント要求に応答して、前記ユーザの予測転換率を決定するステップで
あって、前記予測転換率は、前記ネットワークアプリケーションにおいて維持されている
個人情報を使用するオプションが提示された総取引数に対する前記ユーザが取引を完了し
た回数の割合である、ステップと、
　前記予測転換率が所定の転換率閾値よりも高いか否かを判定するステップと、
　前記予測転換率が前記所定の転換率閾値よりも高いという判定に基づいて、前記ネット
ワークアプリケーションの前記１以上のサーバによって維持されている前記個人情報を使
用して前記取引を完了するためのユーザ選択可能なオプションを、前記クライアントアプ
リケーションのユーザインターフェースに動的に表示するステップと、
　前記予測転換率が前記所定の転換率閾値よりも高くないという判定に基づいて、前記ネ
ットワークアプリケーションの前記１以上のサーバコンピューティングデバイスによって
維持されている前記個人情報を使用して前記取引を完了するためのユーザ選択可能なオプ
ションを、前記クライアントアプリケーションのユーザインターフェースに表示すること
を動的に控えるステップと、を行わせる、システム。
【請求項１５】
　前記１以上のサーバコンピューティングデバイスによって実行されるとき、前記システ
ムに、前記ユーザに対応する情報を追跡することによって、前記ユーザの予測転換率を決
定するステップを行わせる命令をさらに含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ユーザに対応する追跡された前記情報は、前記ユーザの人口統計情報、前記ユーザ
による過去の購入、および商取引アプリケーションにおける前記ユーザのアクティビティ
のうちの少なくとも１つを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記１以上のサーバコンピューティングデバイスによって実行されるとき、前記システ
ムに、
　前記ユーザの予測転換率の決定に基づいて、前記ユーザが所定のネットワークアプリケ
ーションに現在ログインしている場合に限り、前記個人情報を使用して前記取引を完了す
るための前記ユーザ選択可能なオプションを提供するステップを行わせる命令をさらに含
む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記所定のネットワークアプリケーションは、ソーシャルネットワーキングアプリケー
ションを含む、請求項１７に記載のシステム。
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【請求項１９】
　前記所定の転換率閾値は、前記クライアントアプリケーションの平均転換率を含む、請
求項１４に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記予測転換率は、
　　任意の商取引アプリケーションを使用して取引を完了するための前記選択可能なオプ
ションを提示されたとき、前記ユーザが取引を完了した回数の割合、
　　前記ネットワークアプリケーションによって維持されている個人情報を使用して前記
取引を完了するための前記オプションを提示されたとき、任意の商取引アプリケーション
を使用する前記ネットワークアプリケーションの前記ユーザが取引を完了した回数の割合
、および、
　　前記ネットワークアプリケーションによって維持されている個人情報を使用して前記
取引を完了するための前記選択可能なオプションを提示されたとき、類似する量の個人情
報を有する前記ユーザが取引を完了した回数の割合、
　の少なくとも１つに基づく、請求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の１つまたは複数の実施形態は、一般的には支払処理に関する。より詳細には、
本発明の１つまたは複数の実施形態は、電子商取引アプリケーションを用いた支払の容易
さを増大するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　商取引アプリケーションによれば、ユーザは、通信ネットワーク上で現実世界の金銭取
引を行うことができる。商取引アプリケーションの例としては、ウェブサイトおよびネイ
ティブアプリケーションが挙げられる。商取引アプリケーションによれば、ユーザは、仮
想買い物かごおよび精算プロセスを用いて、商品および／またはサービスを購入すること
ができる。精算プロセスには、支払情報（クレジットカードまたはデビットカード情報等
）を商取引アプリケーションへ提供することで注文の完了となることがある。通常、支払
情報の提出後、商取引アプリケーションは、支払ゲートウェイを用いることによって、支
払許可を取得するとともに、支払プロセッサに対して支払情報を安全に受け渡す。
【０００３】
　商取引アプリケーションによれば、買い物を容易化可能であるとともに、ユーザは、実
店舗を訪れることなく買い物することができるものの、多くの商取引アプリケーションの
精算プロセスは、不便な可能性がある。たとえば、商取引アプリケーションでは通常、ユ
ーザが詳細な支払情報を提供する必要がある。ユーザは、最大２０個の情報フィールドに
入力することが必要となる場合が多い。一般的に、商取引精算プロセスを利用する潜在的
消費者は、支払情報の入力が困難であるか、時間がないか、または疑問を持ち、あるいは
、精算プロセスに苛立ちを感じる。このような苛立ちにより、潜在的消費者は、その商取
引を断念することが多い。商取引精算プロセスに対する苛立ちは、モバイルデバイスを使
用する際に増すことが多い。画面が小さく、大量の情報を打ち込むのが困難なためである
。
【０００４】
　精算プロセスに伴う問題を軽減するため、いくつかの商取引アプリケーションによれば
、ユーザは、「口座（アカウント）」を作成することによって、一旦、支払情報を商取引
アプリケーションに提供すれば、上記支払情報をアプリケーションに保存して後々使用す
ることができる。たとえば、ユーザは、最初の購入時に、支払情報と併せてユーザ名およ
びパスワードを提供するようにしてもよく、支払情報は、ユーザに関連付けられている「
口座」に保存される。上記商取引ウェブサイトを次に訪れた際、ユーザは、ユーザ名およ
びパスワードの組み合わせを入力してそれらの口座にアクセスし、支払情報の再入力を求
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められることなく、さらに買い物するようにしてもよい。これは、精算プロセスで生じる
煩雑さの一部を抑えるのに役立つが、このようなシステムでは、商取引アプリケーション
がクレジットカード業界（「ＰＣＩ」）準拠であることが求められるとともに、通常は、
単一のウェブサイトにおいて有効であるに過ぎない。
【０００５】
　上記問題を考慮して、いくつかの商取引アプリケーションは、「仮想財布」サービスを
提供するサードパーティと一体化しており、ＰａｙＰａｌ（商標）およびＧｏｏｇｌｅ　
Ｗａｌｌｅｔ（商標）支払サービス等が挙げられるが、これらに限定されない。これらの
仮想財布サービスによれば、ユーザは、２つ以上の商取引アプリケーションで使用可能な
支払情報を記憶した口座を作成可能である。通常、商取引アプリケーションは、精算の途
中で、仮想財布認証情報の入力および／または記憶された支払情報の見直しが可能な仮想
財布サービスのページへのユーザのリダイレクトを可能とすることにより、このような仮
想財布サービスと「一体化」する必要がある。仮想財布サービスは、金融ネットワークを
用いて金銭的精算自体を行った後、商取引アプリケーションを提供している業者の口座を
信任する。仮想財布手法は、いくつかの利点をもたらし得るが、多くの商取引アプリケー
ションでは、仮想財布サービスとの明示的な一体化または仮想財布サービスによる支払ゲ
ートウェイを通じた取引の実行を望んでいない。また、仮想財布サービスを伴う精算プロ
セスは、分かりにくく、困惑を招く可能性が高い。商取引アプリケーションで買い物をし
ようとしているユーザは、仮想財布サービスを用いて取引を完了するため、全く異なるウ
ェブサイトへと突然リダイレクトされるからである。
【０００６】
　上記のほか、仮想財布では通常、商取引アプリケーションが仮想買い物かごごとに「仮
想財布で購入」ボタンを表示する必要がある。ほとんどのユーザは仮想財布を事前登録し
ていないため、この表示は分かりにくく、未登録ユーザが従来の商取引で買い物しようと
している際に誤って仮想財布の「購入」ボタンを選択してしまった場合には、買い物かご
を放棄する可能性がある。「仮想財布で購入」ボタンの配置が必要となる不都合は、画面
スペースが重要となるモバイル商取引アプリケーションにおいて顕著になることが多い。
【０００７】
　以上から、商取引精算および支払処理においては、考慮すべきことが非常に多い。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションを用いて購
入を容易に行わせるシステムを示した模式図。
【図２】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、図１のシステムの商取引アプリケー
ション、ネットワークアプリケーション、および支払ネットワークを示した詳細な模式図
。
【図３Ａ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、図２の商取引アプリケーション、
ネットワークアプリケーション、および支払ネットワーク間の対話を示したシーケンスフ
ロー図。
【図３Ｂ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、図２の商取引アプリケーション、
ネットワークアプリケーション、および支払ネットワーク間の対話を示したシーケンスフ
ロー図。
【図４】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、ネットワークアプリケーションによ
り記憶された支払情報を使用するオプションを動的に提供する方法を示したシーケンスフ
ロー図。
【図５Ａ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションを用いて
金銭取引を完了するユーザインターフェースを示した図。
【図５Ｂ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションを用いて
金銭取引を完了するユーザインターフェースを示した図。
【図５Ｃ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションを用いて
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金銭取引を完了するユーザインターフェースを示した図。
【図５Ｄ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションを用いて
金銭取引を完了するユーザインターフェースを示した図。
【図５Ｅ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションを用いて
金銭取引を完了するユーザインターフェースを示した図。
【図５Ｆ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションを用いて
金銭取引を完了するユーザインターフェースを示した図。
【図５Ｇ】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションを用いて
金銭取引を完了するユーザインターフェースを示した図。
【図６】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、以前に断念した商取引アプリケーシ
ョンの仮想買い物かごの購入をユーザが完了できるようにする購入メッセージを示した図
。
【図７】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションでの金銭取
引を容易に行わせる方法における一連の行為を示したフローチャート。
【図８】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、商取引アプリケーションでの金銭取
引を容易に行わせる別の方法における一連の行為を示したフローチャート。
【図９】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、ネットワークアプリケーションより
記憶された支払情報を使用するオプションをユーザに動的かつ知的に提供する方法におけ
る一連の行為を示したフローチャート。
【図１０】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、ネットワークアプリケーションよ
り記憶された支払情報を使用するオプションをユーザに動的かつ知的に提供する別の方法
における一連の行為を示したフローチャート。
【図１１】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、例示的なコンピューティングデバ
イスを示したブロック図。
【図１２】本発明の１つまたは複数の実施形態に係る、ソーシャルネットワーキングシス
テムの例示的なネットワーク環境を示した図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態は、商取引の支払および精算プロセスを容易化および効率化する方法
およびシステムによって、利益の提供および／または当技術分野における上記もしくは他
の問題のうちの１つもしくは複数の解決を図る。特に、１つまたは複数の実施形態は、ユ
ーザの支払情報を提供することによって、精算の不都合および関連する取引の断念を低減
するのに役立つ。さらに、上記１つまたは複数の実施形態は、支払ゲートウェイとの既存
の関係を用いた商取引アプリケーションによる取引の処理を可能としつつ、この利益をも
たらすことができる。
【００１０】
　これにより、１つまたは複数の実施形態は、精算中に支払情報を提供するユーザの負担
を削減または排除する改良された精算フローの商取引アプリケーションによる提供を可能
とすることができる。さらに、この改良された精算フローは、容易に商取引アプリケーシ
ョンに組み込むことができ、ユーザは、簡単かつ迅速に認証を行うとともに、複数の商取
引アプリケーションで商品および／またはサービスの支払を行うことができる。また、１
つまたは複数の実施形態は、購入の可能性を高めることが期待される場合に、記憶された
支払情報を使用するオプションを知的かつ動的に提供可能である。さらに、記憶された支
払情報を使用するオプションによって、購入の可能性を高めることが期待されない場合は
、上記オプションを提供せずに、グラフィカルインターフェースの煩雑さを抑えるように
してもよい。
【００１１】
　本発明の例示的な実施形態の別の特徴および利点については、以下の説明において示す
とともに、その一部は、上記説明から明らかとなるか、またはこのような例示的な実施形
態の実施によって得られる可能性がある。このような実施形態の特徴および利点は、添付
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の特許請求の範囲において特に挙げられる手段および組み合わせによって実現および取得
される可能性がある。これらおよび他の特徴は、以下の説明および添付の特許請求の範囲
によって、より完全に明らかとなるか、または以下に示すように、このような例示的な実
施形態の実施によって得られる可能性がある。
【００１２】
　本発明の上記および他の利点および特徴が得られる様態を説明するため、添付の図面に
示す具体的な実施形態を参照することによって、上記概説した本発明をより詳細に説明す
る。図面は縮尺通りにレンダリングされておらず、図面全体を通して、類似構造または機
能の要素は、説明のために同じ参照番号で大略表していることに留意するものとする。以
下の図面において、括弧付きテキストおよび破線（たとえば、長破線、短破線、鎖線、点
線）の境界付きブロックは、本発明の実施形態に付加的な特徴を追加する任意選択として
の特徴または動作を示すために使用している。ただし、このような表記は、これらが唯一
の選択肢もしくは任意選択としての動作であることおよび／または実線の境界付きブロッ
クが本発明の特定の実施形態において任意選択ではないことを意味するものと捉えるべき
ではない。これらの図面が本発明の代表的な実施形態を示しているに過ぎず、その範囲を
制限するものと考えるべきではないことを理解することにより、本発明は、添付の図面の
使用によって、さらに厳密かつ詳細に記述および説明されることになる。
【００１３】
　本発明の１つまたは複数の実施形態は、商取引の支払および精算プロセスを容易化およ
び効率化する。特に、１つまたは複数の実施形態は、ユーザの支払情報を提供することに
よって、精算の不都合および関連する取引の断念を低減するのに役立つ。さらに、上記１
つまたは複数の実施形態は、支払ゲートウェイとの既存の関係を用いた商取引アプリケー
ションによる取引の処理を可能としつつ、この利益をもたらすことができる。
【００１４】
　これにより、１つまたは複数の実施形態は、精算中に支払情報を提供するユーザの負担
を削減または排除する改良された精算フローの商取引アプリケーションによる提供を可能
とすることができる。さらに、この改良された精算フローは、容易に商取引アプリケーシ
ョンに組み込むことができ、ユーザは、簡単かつ迅速に認証を行うとともに、複数の商取
引アプリケーションで商品および／またはサービスの支払を行うことができる。また、１
つまたは複数の実施形態は、購入の可能性を高めることが期待される場合に、記憶された
支払情報を使用するオプションを知的かつ動的に提供可能である。さらに、記憶された支
払情報を使用するオプションによって、購入の可能性を高めることが期待されない場合は
、上記オプションを提供せずに、グラフィカルインターフェースの煩雑さを抑えるように
してもよい。
【００１５】
　特に、本発明の１つまたは複数の実施形態は、商取引アプリケーションと支払ゲートウ
ェイとの間の仲介手段として対話する電子商取引支払ファシリテータを含む。電子商取引
支払ファシリテータは、ユーザによる少数の簡単な選択に基づいて、記憶された支払情報
を商取引アプリケーションに提供可能である。これによりユーザは、商取引を簡単かつ安
全に完了できるため、ユーザの精算作業が簡素化されるとともに、購入障壁が低くなる。
さらに、電子商取引支払ファシリテータは、商取引アプリケーションの支払ゲートウェイ
に対して、支払明細を受け渡すことができる。これにより、電子商取引支払ファシリテー
タが提供する取引によって、商取引アプリケーションの提供者が対応に慣れている同じチ
ャンネルおよびネットワークを用いた取引への資金提供および精算が可能である。
【００１６】
　たとえば、図１は、本発明の一実施形態に係るシステム１００を示した模式図である。
以下、図１に関して、システム１００の概要を説明する。その後、他の図面に関して、シ
ステム１００の構成要素およびプロセスをより詳細に説明する。
【００１７】
　図１に示すように、システム１００は、ユーザ１０２、商取引アプリケーション１０４
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、電子商取引支払ファシリテータ１０６、および支払ネットワーク１１６を含むことがで
きる。商取引アプリケーションは、電子商取引支払ファシリテータ１０６と対話すること
により、商取引アプリケーション１０４でのユーザ１０２の精算作業を簡素化することが
できる。金銭取引を完了するため、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、支払ネット
ワーク１１６を用いた支払の処理を目的として、支払ゲートウェイシステム１０８と対話
してもよい。支払ネットワーク１１６は、支払ゲートウェイシステム１０８、支払処理シ
ステム１１０、カードネットワークシステム１１２、および発行銀行システム１１４を備
える。ただし、他の実施形態において、支払ネットワーク１１６は、より多数または少数
のアクターを備えるが、本発明のほとんどの実施形態において、支払ネットワーク１１６
は、少なくとも支払ゲートウェイシステム１０８を備える。以下により詳しく説明する通
り、システムの各構成要素は、１つもしくは複数のコンピューティングデバイス上での実
行および／または１つもしくは複数のコンピューティングデバイスによる実装が可能であ
る。
【００１８】
　図１に示す実施形態は、商取引アプリケーション１０４にアクセスするユーザ１０２を
含む。以下により詳しく説明する通り、商取引アプリケーション１０４は、ウェブアプリ
ケーションまたはネイティブアプリケーション等のネットワークアプリケーションを含む
ことができる。商取引アプリケーション１０４は、商品および／またはサービスの販売を
ユーザ１０２に提示可能である。ユーザ１０２は、商取引アプリケーション１０４を通じ
て提示された１つまたは複数の商品またはサービスを選択することによって、注文を開始
するようにしてもよい。注文を完了するため、ユーザ１０２は従来、自身のファーストネ
ーム、ミドルネーム、ラストネーム、支払カード（クレジットカード、デビットカード等
）番号、支払カードの有効期限（年および／または月）、支払カードに関連付けられてい
る請求先住所（街路名、番地、市、州または県、郵便番号、国等を含む）、支払カードに
関連付けられている電話番号、および１つまたは複数の配送先住所（請求先住所と同様の
フィールドを含む）等、最大２０個の異なる支払フィールドに入力する必要があった。
【００１９】
　電子商取引支払ファシリテータ１０６は、ユーザ１０２の支払情報を記憶可能であると
ともに、上記情報の少なくとも一部を商取引アプリケーション１０４に提供して、ユーザ
１０２の精算作業を簡素化することができる。より具体的には、商取引アプリケーション
１０４は、電子商取引支払ファシリテータ１０６により維持された支払情報を使用する選
択可能なオプションを表示あるいは提供することができる。ユーザ１０２が選択可能なオ
プションを選択した場合、商取引アプリケーションは、電子商取引支払ファシリテータ１
０６の助けを借りて取引を完了することができる。たとえば、商取引アプリケーション１
０４は、電子商取引支払ファシリテータ１０６から支払情報を要求することができる。こ
の要求に応答して、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、支払情報および支払トーク
ンを商取引アプリケーション１０４に提供することができる。
【００２０】
　商取引アプリケーション１０４は、支払情報により精算支払フィールドを自動的に埋め
ることが可能である。上述の通り、電子商取引支払ファシリテータ１０６からの支払情報
を用いて支払フィールドを自動的に埋めることによって、ユーザの精算プロセスを容易に
行わせることが可能である。少なくとも１つの実施形態において、電子商取引支払ファシ
リテータ１０６は、商取引アプリケーション１０４に完全な支払カード番号を送信しない
。その代りに、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、カード番号ラベル（すなわち、
支払カードの下数桁を除く全桁が「Ｘ」）および支払トークンを送信することができる。
支払トークンおよび支払カードラベルを使用することによって、商取引アプリケーション
１０４は、ＰＣＩ準拠である必要性を回避可能とすることができる。さらに、商取引アプ
リケーション１０４がユーザ１０２の完全な支払カード番号を受信しないようにすること
によって、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、支払カード番号を一度も商取引アプ
リケーションに提供することなく、１つまたは複数の支払カードを用いて、任意数の商取
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引アプリケーションからユーザ１０２が商品を購入できるようにすることで、セキュリテ
ィを高めるとともに詐欺行為を抑制することができる。
【００２１】
　自動的に埋められた支払情報を受信した場合、ユーザ１０２は、上記注文の購入を許可
することができる。商取引アプリケーション１０４は、この許可を支払トークンと併せて
電子商取引支払ファシリテータ１０６に転送可能である。許可および支払トークンを受信
した場合、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、支払情報（完全な支払カード番号を
含む）を取引として（通常、通信ネットワーク上で）支払ゲートウェイシステム１０８に
受け渡すことができる。以下により詳しく説明する通り、支払トークンは、支払カード番
号にマッピング可能であり、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、支払カード番号を
見つけて支払ゲートウェイシステム１０８に送信することができる。
【００２２】
　電子商取引支払ファシリテータ１０６から取引を受信すると、支払ゲートウェイシステ
ム１０８は、業者の加盟店銀行（アクワイアラ）が使用するプロセッサ（たとえば、支払
処理システム１１０）に上記取引を受け渡す。支払カードの種類に基づいて、支払処理シ
ステム１１０は、上記取引を適当なカードネットワークシステム１１２に伝送可能である
。そして、カードネットワークシステム１１２は、支払カードをユーザ１０２に発行した
発行銀行システム１１４に上記取引を受け渡すことができる。
【００２３】
　発行銀行システム１１４は、上記取引を承認または拒否して、この決定をカードネット
ワークシステム１１２に送り返す。その後、上記決定は、カードネットワークシステム１
１２から加盟店銀行が優先する支払処理システム１１０へと送り返される。そして、支払
処理システム１１０は、上記決定を支払ゲートウェイシステム１０８に送り返すことがで
きる。１つまたは複数の実施形態において、支払ゲートウェイシステム１０８は、取引に
関する詳細および決定を記憶した後、上記決定を電子商取引支払ファシリテータ１０６に
受け渡す。
【００２４】
　また、支払ゲートウェイシステム１０８は、加盟店銀行が優先する支払処理システム１
１０を通じてキャプチャした取引の日常的な精算バッチを加盟店銀行に提出すること等の
精算タスクを実行可能である。そして、支払処理システム１１０は、精算バッチを加盟店
銀行のサーバ（図示せず）に受け渡し、上記サーバは、ユーザ１０２／商取引アプリケー
ション１０４取引による資金を業者の口座に預ける。その後、加盟店銀行は、この注文の
支払資金の要求を支払処理システム１１０に送信し、上記支払処理システム１１０は、こ
の資金提供要求を適当なカードネットワークシステム１１２に受け渡し、上記カードネッ
トワークシステム１１２は、この資金提供要求を発行銀行システム１１４に受け渡す。そ
の後、発行銀行システム１１４は、上記取引をユーザ１０２の口座に記帳するとともに、
放出資金をカードネットワークシステム１１２に受け渡す。この放出資金はその後、支払
処理システム１１０に、次いで、加盟店銀行に受け渡される。
【００２５】
　本明細書の開示を踏まえれば、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、ユーザ１０２
および商取引アプリケーション１０４の両者に多くの利益をもたらすことが理解される。
たとえば、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、支払フィールドを自動的に埋めた情
報を提供することによって、ユーザ１０２が精算プロセス中に多くの支払フィールドに入
力する必要性を低減または排除することができる。これにより、ユーザ１０２の精算プロ
セスは、大幅に容易化および迅速化されることができる。ユーザ１０２にとっての容易化
によって、買い物かごの放棄を減らすことにより、商取引アプリケーション１０４のため
の販売を増やすことができる。
【００２６】
　また、電子商取引支払ファシリテータ１０６によれば、ユーザ１０２は、仮想的に任意
の商取引アプリケーション１０４で記憶された支払情報を用いることにより、商取引アプ
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リケーション１０４のいずれにも完全な支払カード（クレジットカード、デビットカード
等）情報を提供することなく買い物することができる。これにより、電子商取引支払ファ
シリテータ１０６は、セキュリティを高めつつ、商取引アプリケーション１０４を用いた
買い物の容易さを増大することができる。
【００２７】
　図２は、本発明の一実施形態に係るシステム１００ａを示した模式図である。システム
１００ａは、システム１００の例示的な一実施形態を示している。特に、図２は、商取引
アプリケーション１０４ａおよび電子商取引支払ファシリテータ１０６ａの一実施形態を
示している。図２に示すように、ユーザ１０２は、コンピューティングデバイス２０２を
用いて商取引アプリケーション１０４ａにアクセスすることができる。商取引アプリケー
ション１０４ａがウェブアプリケーションである実施形態において、ユーザ１０２は、ウ
ェブブラウザ２０４アプリケーションまたはユーザ商取引アプリケーション２０６（本明
細書の以下では、専用クライアントアプリケーションとも称する）を用いて商取引アプリ
ケーション１０４ａとインターフェース接続してもよく、これらのアプリケーションは、
商取引アプリケーション１０４ａの一部として考慮されてもよいし、されなくてもよい。
【００２８】
　商取引アプリケーション１０４ａがウェブアプリケーションである実施形態において、
商取引アプリケーション１０４ａのバックエンド（すなわち、商取引アプリケーション１
０４ａにデータおよびロジックを提供するアプリケーションのセット）には、ウェブアプ
リケーションサーバ２０８（アパッチ・ソフトウェア財団（Ａｐａｃｈｅ　Ｓｏｆｔｗａ
ｒｅ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）によるＡｐａｃｈｅＨＴＴＰサーバ、マイクロソフト・コ
ーポレーション（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）によるインターネット
・インフォーメーション・システム（ＩＩＳ）、ＮＧＩＮＸ社（ＮＧＩＮＸ，Ｉｎｃ．）
によるｎｇｉｎｘ、オープンソースｌｉｇｈｔｔｐｄウェブサーバ、およびグーグル社（
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．）によるグーグル・ウェブ・サーバ（ＧＷＳ）が挙げられるが、
これらに限定されない）および任意選択としてリレーショナルデータベースまたは非リレ
ーショナルデータベース２１０（オラクル・コーポレーション（Ｏｒａｃｌｅ　Ｃｏｒｐ
ｏｒａｔｉｏｎ）によるＭｙＳＱＬ、ＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｅｖｅｌ
ｏｐｍｅｎｔ　ＧｒｏｕｐによるＰｏｓｔｇｒｅＳＱＬ、アパッチ・ソフトウェア財団に
よるＡｐａｃｈｅ　Ｃａｓｓａｎｄｒａ、アパッチ・ソフトウェア財団によるＨＢａｓｅ
、および１０ｇｅｎによるＭｏｎｇｏＤＢが挙げられるが、これらに限定されない）を含
んでいてもよい。
【００２９】
　商取引アプリケーション１０４ａがネイティブアプリケーションである実施形態におい
て、ユーザ１０２は、ユーザ商取引アプリケーション２０６を利用するが、これは、別個
のサーバコンピューティングデバイス２１４のアプリケーションサーバ２１２（たとえば
、Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーションサーバ）および／またはデータベース２０８を
利用するので、ネットワークアプリケーションと見なしてもよいし、アプリケーションサ
ーバ２１２もデータベース２１０も利用しないので「スタンドアロン」アプリケーション
と見なしてもよい。このため、「商取引アプリケーション」という用語は、その文脈に応
じて、ユーザのコンピューティングデバイス２０２および／またはサーバコンピューティ
ングデバイス２１４上で実行されるソフトウェアを表していてもよい。特に、商取引アプ
リケーションソフトウェアの少なくとも第１の部分は、ユーザのコンピューティングデバ
イス２０２上で実行可能であり、商取引アプリケーションソフトウェアの少なくとも第２
の部分は、１つまたは複数のサーバコンピューティングデバイスのセット２１４において
実行可能である。
【００３０】
　商取引アプリケーション１０４ａは、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａと対話す
ることにより、ユーザ１０２等のユーザの支払情報を取得することができる。また、電子
商取引支払ファシリテータ１０６ａは、支払ネットワーク１１６の支払ゲートウェイシス
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テム１０８と対話することにより、図１に関して上述した通りに取引を処理することがで
きる。図示の実施形態は、単一の支払ゲートウェイシステム１０８および単一の支払ネッ
トワーク１１６を示している。本明細書の開示を踏まえれば、本発明はこれに限定されず
、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、任意数の異なる支払ゲートウェイシステム
および支払ネットワークと対話することによって、支払および金銭取引を処理することが
理解される。たとえば、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、第１の商取引アプリ
ケーション１０４ａに関しては第１の支払ゲートウェイシステム１０８と、第２の商取引
アプリケーションに関しては第２の支払ゲートウェイシステムと対話してもよい。
【００３１】
　図２に示す実施形態のシステム１００ａは、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを
含むネットワークアプリケーション２１８を提供する１つまたは複数のサーバコンピュー
ティングデバイスのセット２１６を備える。本発明の１つまたは複数の実施形態において
、ネットワークアプリケーション２１８は、ソーシャルネットワーキングシステム２２０
（フェースブック（登録商標）が挙げられるが、これに限定されない）を含むが、他の実
施形態においては、別の種類のアプリケーションを含んでいてもよく、電子メールアプリ
ケーション、検索エンジンアプリケーション、バンキングアプリケーション、またはユー
ザアカウントを利用する任意数の他種アプリケーションが挙げられるが、これらに限定さ
れない。ネットワークアプリケーション２１８がソーシャルネットワーキングシステム２
２０を含む１つまたは複数の実施形態において、ネットワークアプリケーション２１８は
、複数のユーザおよびコンセプトを表現および解析するソーシャルグラフモジュール２２
２を備える。ソーシャルグラフモジュール２２２のノード記憶モジュール２２４は、ユー
ザのノード、コンセプトのノード、および商品のノードを含むノード情報を記憶可能であ
る。ソーシャルグラフモジュール２２２のエッジ記憶モジュール２２６は、ノードおよび
／またはソーシャルネットワーキングシステム２２０内で発生するアクション間の関係を
含むエッジ情報を記憶可能である。ソーシャルネットワーキングシステム、ソーシャルグ
ラフ、エッジ、およびノードの詳細については、図１２に関して以下に提示する。
【００３２】
　ネットワークアプリケーション２１８の電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、ネ
ットワークアプリケーション２１８のユーザの支払情報を記憶可能なプロフィール記憶モ
ジュール２２８を備え得る。たとえば、ユーザ１０２は、ネットワークアプリケーション
２１８に「口座」を作成可能であって、これによりユーザは、支払情報をネットワークア
プリケーション２１８に提供することができる。そして、ネットワークアプリケーション
２１８は、上記支払情報をプロフィール記憶モジュール２２８に保存することができる。
１つまたは複数の実施形態において、プロフィール記憶モジュール２２８は、ユーザ１０
２に関して、ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネーム、支払カード番号（たとえ
ば、クレジットカード、デビットカード）、支払カードの有効期限（年および／または月
）、支払カードのカードセキュリティコード（たとえば、カード検証値（ＣＶＶまたはＣ
ＶＶ２））、クレジットカードに関連付けられている請求先住所（街路名、番地、市、州
または県、郵便番号、国等を含む）、クレジットカードに関連付けられている電話番号、
１つまたは複数の配送先住所（請求先住所と同様のフィールドを含む）のうちの１つまた
は複数を記憶することができる。支払カードがデビットカードを含む場合、プロフィール
記憶モジュールは、上記デビットカードの個人識別番号（ＰＩＮ）も記憶可能である。ネ
ットワークアプリケーション２１８がソーシャルネットワーキングシステム２２０を含む
一実施形態において、プロフィール記憶モジュール２２８に記憶された支払情報は、ユー
ザ１０２を表すノード記憶モジュール２２４のノードと関連付けられていてもよい。
【００３３】
　また、図示の実施形態において、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、支払ゲー
トウェイ識別モジュール２３０も備える。商取引アプリケーション１０４ａからクレジッ
ト払い要求を受信した場合、支払ゲートウェイ識別モジュール２３０は、複数の支払ゲー
トウェイシステムのうちのどの支払ゲートウェイシステム１０８を用いてクレジット払い
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要求を処理するかを決定することができる。一実施形態において、支払ゲートウェイ識別
モジュール２３０は、クレジット払い要求およびプロフィール記憶モジュール２２８に記
憶された情報を利用して、この決定を行う。
【００３４】
　たとえば、本発明の一実施形態において、プロフィール記憶モジュール２２８は、商取
引アプリケーション１０４ａおよび上記商取引アプリケーション１０４ａを操作する業者
の一方または両方に関して、上記商取引アプリケーションまたは業者のクレジット払い要
求の処理に用いる支払ゲートウェイシステムを示す支払ゲートウェイ識別子を受信および
／または記憶するようにさらに構成されている。また、プロフィール記憶モジュール２２
８は、識別された支払ゲートウェイシステムと対話してユーザ１０２からの資金が支払わ
れる口座を識別する際に用いられるアプリケーション識別子（または、業者識別子、口座
識別子）を含んでいてもよい。本発明のいくつかの実施形態において、支払ゲートウェイ
識別モジュール２３０は、受信したクレジット払い要求自体に含まれる情報に部分的また
は排他的に基づいて、支払ゲートウェイシステム１０８を識別する。
【００３５】
　図２に示すように、１つまたは複数の実施形態において、電子商取引支払ファシリテー
タ１０６ａは、取引データベース２３２を備える。取引データベース２３２は、各ユーザ
および／または各商取引アプリケーションに関して開始および／または完了となった取引
の詳細を記憶可能である。したがって、取引データベース２３２によれば、ユーザは、電
子商取引支払ファシリテータ１０６ａの助けを得て行ったすべての購入の詳細を取り出す
ことができる。これによりユーザは、ネットワークアプリケーション２１８にログインし
て、任意数の異なる商取引アプリケーション上で行った購入に関する取引詳細を取り出す
ことが理解される。これにより、有意な利点がもたらされる。電子商取引支払ファシリテ
ータ１０６ａを利用しないユーザは、ユーザ名およびパスワードを思い出すとともに複数
の商取引アプリケーションにログインして、取引データベース２３２が提供可能な情報お
よび詳細を入手することが必要となり得るからである。
【００３６】
　取引データベース２３２は、各取引（試行または完了）、日付、取引が完了した商取引
アプリケーションを示す標識、取引の金額、取引の一部として購入された商品／サービス
（任意選択として、オープングラフ製品のＵＲＬ）、取引の状態（完了、配送、進行中、
返品、拒否等）、ユーザが商取引アプリケーションに提供して取引を参照するための取引
ＩＤ等の詳細を提供することができる。
【００３７】
　取引データベース２３２によれば、ユーザまたは商取引アプリケーションを操作する業
者は、上記取引詳細のうちの１つまたは複数を含む取引の履歴等、取引に関する詳細を取
り出すことができる。ネットワークアプリケーション２１８がソーシャルネットワークを
含む場合、取引データベース２３２は、商取引アプリケーション１０４ａから商品を購入
したユーザに関して、ソーシャルグラフから引き出された付加的な人口統計学的情報（ユ
ーザの地理的位置、ユーザの年齢、ユーザの性別等）を提供することができる。
【００３８】
　上記のほか、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、トークン生成器２３４も備え
る。トークン生成器２３４は、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａが支払カード番号
の代わりとして商取引アプリケーション１０４ａに送信可能な支払トークンを生成するこ
とができる。トークン生成器２３４は、元の支払カード番号へのポインタとして、「トー
クン」と称するランダムな文字列を返すことができる。トークンは、（単に解読アルゴリ
ズムをトークンに適用すること等によって）支払カード番号がトークン自体に基づいて導
出されることがないように、元の支払カード番号とのアルゴリズム的関係を有していない
のが好ましい。したがって、このトークンは、トークン生成器２３４およびプロフィール
記憶モジュール２２８を用いなければ元のカード名義人データを推定できないランダムな
文字列であり、支払カード番号および対応するトークンの一覧を含むものであるので、カ
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ード名義人データとはみなされない。トークン生成器２３４により生成された支払トーク
ンによれば、商取引アプリケーション１０４ａは、以下に説明するＰＣＩ　ＤＳＳ標準等
の規制標準に準拠することなく支払を処理可能である。
【００３９】
　図２に示す実施形態において、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、サービス利
用規約（ＴＯＳ）モジュール２３５を備える。ＴＯＳモジュール２３５は、ある要求にお
いて識別されたユーザ１０２が、商取引アプリケーション１０４ａ内で精算を行うことを
目的として、支払プロフィール記憶モジュール２２８により記憶された支払情報を商取引
アプリケーション１０４ａが利用できるようにする旨をネットワークアプリケーション２
１８に対して示したかを判定することができる。１つまたは複数の実施形態において、許
可値とは、ユーザの支払情報を利用する能力をユーザ１０２が上記特定の商取引アプリケ
ーション１０４ａに与えたか否かを示す商取引アプリケーション識別子に関連付けられて
いるブール値である。
【００４０】
　１つまたは複数の実施形態において、ユーザ１０２が商取引アプリケーション１０４ａ
で精算フローを開始すると、商取引アプリケーション１０４ａの承認を求めてユーザ１０
２の支払情報にアクセスするユーザインターフェース要素がユーザ１０２に提示される。
ユーザが肯定的に応答した場合、コンピューティングデバイス１０２上で実行されるユー
ザネットワーキングアプリケーション２３６および／またはユーザネットワーキングアプ
リケーションソフトウェア開発キット（ＳＤＫ）ライブラリ２３８のライブラリ（両方と
も、本明細書の以下に詳述）は、更新許可メッセージを電子商取引支払ファシリテータに
伝送して、上記ユーザ１０２の許可値、つまり、上記商取引アプリケーション１０４ａの
許可値をＴＯＳモジュール２３５に更新させることができる。別の実施形態において、Ｔ
ＯＳモジュール２３５は、商取引アプリケーション１０４ａからユーザ１０２のクレジッ
ト払い要求を受信すると、許可値を利用して、クレジット払い要求を支払ゲートウェイに
発行し続けるべきか否かを判定する。いずれにしろ、ＴＯＳモジュール２３５は、ユーザ
の支払情報の提供に先立って、ユーザがネットワークアプリケーションに対して、支払情
報の商取引アプリケーション１０４ａへの提供を許可することを確実にすることができる
。
【００４１】
　また、図２の実施形態には、ユーザネットワーキングアプリケーション２３６も含む。
ネットワークアプリケーション２１８がソーシャルネットワーキングシステム２２０を含
む一実施形態において、ユーザネットワーキングアプリケーション２３６は、ユーザ１０
２によるソーシャルネットワーキングシステム２２０の利用を可能とする。ユーザネット
ワーキングアプリケーション２３６は、クライアントデバイス上で動作するネイティブソ
ーシャルネットワーキングアプリケーションを含み得る。たとえば、１つまたは複数の実
施形態において、ユーザネットワーキングアプリケーション２３６は、フェースブック（
登録商標）ネイティブアプリケーションを含み得る。別の実施形態において、ユーザネッ
トワーキングアプリケーション２３６は、厳密にソーシャルネットワーキングを目的とし
ていなくてもよい。ユーザネットワーキングアプリケーション２３６は、コンピューティ
ングデバイス２０２上で実行され、ユーザ１０２のネットワークアプリケーション２１８
との対話を可能とする任意のネイティブアプリケーションを表すことができる。１つまた
は複数の実施形態において、ユーザ１０２は、ユーザネットワーキングアプリケーション
２３６を利用して、ソーシャルネットワーキングシステム２２０にログインすることによ
り、コンピューティングデバイス２０２の共有メモリの一部への難読化ユーザ識別子の記
憶を上記コンピューティングデバイス２０２に行わせる。この難読化ユーザ識別子は、後
で商取引アプリケーション１０４ａが利用することにより、ユーザ１０２の支払情報が使
用可能となるか否かを判定することができる。また、１つまたは複数の実施形態において
、ユーザネットワーキングアプリケーション２３６は、ユーザによって利用されることに
よって、商取引アプリケーション１０４ａがその精算フローにおいてネットワークアプリ
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ケーション２１８からのユーザ１０２の支払情報を利用する許可を付与または無効化する
。また、ユーザ１０２がその支払情報の利用をネットワークアプリケーション２１８に許
可しており、このような支払情報をネットワークアプリケーション２１８に提供していな
い場合は、ユーザ１０２がユーザネットワーキングアプリケーション２３６を利用するこ
とによって、最初に上記情報を提供するようにしてもよい。
【００４２】
　また、図示の実施形態には、ユーザネットワーキングアプリケーションＳＤＫライブラ
リ２３８を含む。ユーザネットワーキングアプリケーションＳＤＫライブラリ２３８は、
ユーザ商取引アプリケーション１０４ａがネットワークアプリケーション２１８と対話す
るために利用されるルーチンのセットを提供する。一実施形態においては、商取引アプリ
ケーション１０４ａと電子商取引支払ファシリテータ１０６ａとの間のすべての対話がユ
ーザネットワーキングアプリケーションＳＤＫライブラリ２３８を通じて流れる。商取引
アプリケーション１０４ａの少なくとも一部がサーバコンピューティングデバイス２１４
上で実行される１つまたは複数の実施形態において、サーバコンピューティングデバイス
２１４は、ユーザネットワーキングアプリケーションＳＤＫライブラリ２３８と同じ目的
をもって機能するか、または協働する商取引ネットワークアプリケーションＳＤＫライブ
ラリ２４０を備える。
【００４３】
　ここで図３Ａおよび図３Ｂを参照すると、シーケンスフロー図は、支払情報を商取引ア
プリケーション１０４ａに提供する電子商取引支払ファシリテータ１０６ａの一実施形態
を示している。図３Ａおよび図３Ｂの図は、本発明の一実施形態に係る、商取引アプリケ
ーション１０４ａ、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａ、および支払ゲートウェイシ
ステム１０８の対話を示したタイムラインの一実施形態を示している。
【００４４】
　図示のように、商取引アプリケーション１０４ａは、支払ゲートウェイシステム１０８
に口座を設定可能である。別の実施形態において、商取引アプリケーション１０４ａと支
払ゲートウェイシステム１０８との間の口座／関係は、事前に存在可能である。ある時点
で、支払ゲートウェイシステム１０８は、業者識別子（ＭＩＤ）および／または公開鍵お
よび秘密鍵を商取引アプリケーション１０４ａに提供可能である（３０２）。たとえば、
業者が商取引アプリケーション１０４ａに支払ゲートウェイシステム１０８を登録した場
合、支払ゲートウェイシステム１０８は、商取引アプリケーション１０４ａおよび／また
は業者にＭＩＤおよび／または公開鍵／秘密鍵を提供することができる。ＭＩＤおよび／
または公開鍵／秘密鍵によれば、商取引アプリケーション１０４ａは、支払ゲートウェイ
システム１０８との対話によって、取引を処理するとともに、業者または商取引アプリケ
ーション１０４ａに関連付けられている口座に資金を預けることができる。ＭＩＤおよび
／または公開鍵／秘密鍵によれば、支払ゲートウェイシステム１０８は、商取引アプリケ
ーション１０４ａおよび任意の関連する処理パラメータ（すなわち、商取引アプリケーシ
ョン１０４ａ、支払処理システム１１０、カードネットワークシステム１１２、および銀
行システムに関連付けられている口座）の識別を検証することができる。
【００４５】
　そして、商取引アプリケーション１０４ａは、選択した支払ゲートウェイシステムのゲ
ートウェイ情報を電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに提供する（３０４）。ゲート
ウェイ情報（３０４）には、商取引アプリケーション１０４ａ発行のクレジット払い要求
に利用すべく選択した支払ゲートウェイシステム１０８を示す標識と、クレジット払い金
額が預けられる金融口座を示す口座情報（たとえば、口座識別子）とを含み得る。商取引
アプリケーション１０４ａは、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａとの最初の対話時
に、選択した支払ゲートウェイ情報を提供可能である（３０４）。あるいは、商取引アプ
リケーション１０４ａを操作する業者がゲートウェイ情報を手動で提供することができる
（３０４）。たとえば業者は、ネットワークアプリケーション２１８のウェブサイトまた
はネットワークアプリケーション２１８のネイティブアプリケーションを用いて、この情
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報を電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに提供するようにしてもよい。
【００４６】
　また、ゲートウェイ情報には、商取引アプリケーション１０４ａに代わって、選択され
た支払ゲートウェイシステム１０８に電子商取引支払ファシリテータ１０６ａが連通する
ことにより金銭取引の処理を可能とするＭＩＤおよび公開／秘密鍵を示す標識を含み得る
。１つまたは複数の実施形態において、商取引アプリケーション１０４ａは、ネットワー
クアプリケーション２１８の口座からではなく支払ゲートウェイシステム１０８から直接
、商取引アプリケーション１０４ａを操作する業者の口座に金額が支払われるように、商
取引アプリケーション１０４ａに代わって、商取引支払ファシリテータ１０６ａがクレジ
ット払い要求を発行できるように好適な支払ゲートウェイシステム１０８を設定する。あ
るいは、商取引アプリケーション１０４ａを操作する業者が支払ゲートウェイシステムを
手動で設定することができる。たとえば、業者は、支払ゲートウェイシステム１０８のウ
ェブサイトまたは支払ゲートウェイシステム１０８のネイティブアプリケーションを使用
することができる。
【００４７】
　上記のほか、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａまたはネットワークアプリケーシ
ョン２１８は、アプリケーションアクセストークンまたは事前合意暗号を商取引アプリケ
ーション１０４ａに提供することができる。アプリケーションアクセストークンまたは事
前合意暗号によれば、商取引アプリケーション１０４ａは、ＡＰＩ呼び出し時に、電子商
取引支払ファシリテータ１０６ａおよび／またはネットワークアプリケーション２１８に
対して、その同一性および信頼性を証明することができる。１つまたは複数の実施形態に
おいて、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａまたはネットワークアプリケーション２
１８は、サーバ間呼び出しによって、アプリケーションアクセストークンまたは事前合意
暗号を提供する。
【００４８】
　３０６に示すように、ユーザは、商取引アプリケーション１０４ａを用いて精算プロセ
スを開始することができる。特にユーザは、商取引アプリケーション１０４ａにより提示
された１つまたは複数の商品またはサービスを仮想買い物かごに入れることができる。１
つまたは複数の実施形態において、ユーザは、（たとえば、精算ボタンまたは他のオプシ
ョンを選択することによって）精算希望を商取引アプリケーション１０４ａに示すことが
できる。
【００４９】
　この時点またはそれ以前に、商取引アプリケーション１０４ａは、ネットワークアプリ
ケーション２１８用のユーザのユーザ識別子を取得、識別、あるいは発見可能である（３
０８）。たとえば、商取引アプリケーション１０４ａは、ユーザのコンピューティングデ
バイス２０２上に存在するユーザの難読化（たとえば、ハッシュ化、暗号化、あるいはア
ルゴリズム的に変換した）ユーザ識別子にアクセスすることができる。このユーザ識別子
は、ネットワークアプリケーション２１８（たとえば、ソーシャルネットワーキングアプ
リケーション）の上記ユーザのプロフィール／アカウントを識別可能である。本発明の１
つまたは複数の実施形態において、ユーザ識別子は、ネットワークアプリケーション２１
８がアクセスまたは予約する共有メモリの一部からのアクセスを受けるとともに、ユーザ
がネットワークアプリケーション２１８に現時点で「ログオン」となっている場合にのみ
存在していてもよい。１つまたは複数の他の実施形態において、ユーザ識別子は、ユーザ
のコンピューティングデバイス２０２上のクッキー（たとえば、ハイパーテキスト転送プ
ロトコル（ＨＴＴＰ）クッキー）またはアプリケーションキャッシュ（たとえば、ハイパ
ーテキストマークアップ言語ｖｅｒ．５（ＨＴＭＬ５）アプリケーションキャッシュ）か
らのアクセスを受ける。
【００５０】
　このプロセスは、ユーザの認証として機能するようになっていてもよい。ユーザのコン
ピューティングデバイス２０２上におけるネットワークアプリケーション２１８の適正な
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難読化ユーザ識別子の存在は、ユーザがネットワークアプリケーション２１８によって既
に認証済みであるため、商取引アプリケーション１０４ａがこの以前の認証に依存可能で
あることを示しているからである。また、精算プロセスのこの時点においては、単に難読
化ユーザ識別子を有している商取引アプリケーション１０４ａに対して、ユーザの詳細の
セキュリティまたはプライバシー漏れは発生していない。
【００５１】
　ユーザが精算プロセスを開始すると（３０６）、商取引アプリケーション１０４ａは任
意選択として、ユーザ識別情報および買い物かご情報を電子商取引支払ファシリテータ１
０６ａに送信可能である（３１０）。本発明の１つまたは複数の実施形態において、商取
引アプリケーション１０４ａは、精算画面のレンダリングに先立って、ユーザ識別情報お
よび買い物かご情報を送信することができる（３１０）。ユーザ識別情報および買い物か
ご情報の送信（３１０）のほか、商取引アプリケーション１０４ａは、商取引アプリケー
ション１０４ａの同一性の確認をネットワークアプリケーション２１８に行わせるアプリ
ケーションアクセストークンまたは事前合意暗号も送信することができる。１つまたは複
数の実施形態において、買い物かご情報には、商取引アプリケーション１０４ａの仮想買
い物かご中の商品／サービスの総額を含み得る。
【００５２】
　また、１つまたは複数の実施態様において、買い物かご情報には、買い物かご中の商品
に関する詳細な情報をさらに含み得る。たとえば、買い物かご情報には、買い物かご商品
のＪＳＯＮ符号化アレイを含み得る。アレイの各ＪＳＯＮオブジェクトには、商品の名称
、商品の金額、商品の数量、およびユーザが購入を望む製品のＵＲＬのうちの１つまたは
複数を含み得る。さらに別の実施形態において、買い物かご情報には、製品名、製品番号
（たとえば、最小在庫管理単位（ＳＫＵ）、シリアル番号、型式番号）、製品価格、製品
量、注文日、請求書番号、および適用される税を含み得る。一実施形態において、買い物
かご中の商品に関する詳細な情報は、ステップ３１０で提供される。この追加または代替
として、買い物かご中の商品に関する詳細な情報は、（たとえば、ステップ３１６におい
て）電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに提供される。
【００５３】
　商取引アプリケーション１０４ａは、ユーザがネットワークアプリケーション２１８／
電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを利用して、商取引アプリケーション１０４ａの
仮想買い物かご中の商品の購入を完了可能であることを示すグリフ（すなわち、マーク、
アイコン、グラフィック、テキストの一部等）を含む精算オプション３１２を提供可能で
ある。精算オプションには、商取引アプリケーション１０４ａの精算ユーザインターフェ
ースに表示されるボタン、商取引アプリケーション１０４ａの精算ユーザインターフェー
ス上に現れる選択可能なオーバーレイ、プラグイン、ポップアップ等の選択可能なオプシ
ョンを含み得る。たとえば、商取引アプリケーション１０４ａがウェブアプリケーション
を含む場合等の１つまたは複数の実施形態においては、ウェブページを規定するコードに
Ｉフレームが追加されていてもよい。この追加または代替として、商取引アプリケーショ
ン１０４ａは、選択可能なオプションをレンダリングするＳＤＫ関数を呼び出すことがで
きる。精算オプションの一例については、要素５１４として図５Ｃに示す。精算オプショ
ンの別の例については、要素６０２として図６に示す。
【００５４】
　本明細書の開示を踏まえれば、ＳＤＫ関数またはＩフレームの使用は、精算オプション
をレンダリングまたは呼び出す方法の２つの例であることが理解される。ただし、本発明
の実施形態は、ＳＤＫ関数またはＩフレームの使用に限定されない。たとえば、ウェブベ
ースの商取引アプリケーションに関する別の実施形態において、ネットワークアプリケー
ション２１８／電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、Ｉフレームを使用する代わり
に、支払情報を商取引アプリケーション１０４ａに受け渡すことができ、そして、商取引
アプリケーション１０４ａがこの支払情報をレンダリング可能である。
【００５５】
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　より詳細には、構造化文書を扱うブラウザ（たとえば、ウェブブラウザ）等のアプリケ
ーションクライアントとの関連で動作または実行されるプラグインソフトウェアアプリケ
ーションではなく、本明細書に記載の機能をプラグインとは対照的に、ブラウザクライア
ントアプリケーションに直接組み込むことができる。たとえば、オープングラフプロトコ
ルによれば、任意のウェブページをソーシャルグラフに組み入れることができる。特定の
実施形態においては、構造化文書内に基本的なメタデータが存在することで、構造化文書
内のオブジェクトがグラフオブジェクトまたはノードになれる。ウェブページをグラフオ
ブジェクトに変化させるため、上記ウェブページには、オープングラフプロトコルの＜ｍ
ｅｔａ＞タグおよび精算オプション（および／または支払情報）が含まれる（３１４）。
オープングラフプロトコルは、タイトル、種類、画像、ＵＲＬという４つの特性を規定す
る。
【００５６】
　さらに別の実施形態においては、ＸＦＢＭＬまたはＨＴＭＬ５を使用して、精算オプシ
ョン（および／または支払情報）を実装、レンダリング、または呼び出すようにしてもよ
い（３１４）。ＸＦＢＭＬおよびＨＴＭＬ５では、Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ（登録商標）Ｓ
ＤＫを呼び出すページをコードに追加可能であることが必要となる場合がある。特定の実
施形態においては、Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ　ＳＤＫによって、ウェブページから支払情報
および／または精算オプションの一部または全部にアクセス可能となる（３１４）。さら
に、商取引アプリケーション１０４ａは、精算オプションがクリックあるいは選択された
タイミングを実時間で把握できるように、Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ　ＳＤＫを使用してイベ
ントをリッスンすることができる（３１４）。
【００５７】
　したがって、精算オプション（および／または支払情報）は、任意数の方法またはプロ
トコルによって、実装、レンダリング、または呼び出し可能である（３１４）ことが理解
される。　ユーザが精算オプションを選択すると（３１４）、支払情報に対する要求がネ
ットワークアプリケーション２１８に送信される可能性がある（３１６）。言い換えると
、ユーザがネットワークアプリケーション２１８を用いて購入を完了することを選択した
ことを示す標識が電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに送信される可能性がある。
【００５８】
　たとえば、（商取引アプリケーション１０４ａがネイティブアプリケーションを含む場
合等の）１つまたは複数の実施形態において、商取引アプリケーション１０４ａは、ユー
ザ１０２の支払情報を求めるネットワークアプリケーション２１８のグラフＡＰＩの呼び
出しを行うことができる。支払情報を求めるグラフＡＰＩ呼び出しは、商取引アプリケー
ション１０４ａを動作させるクライアントデバイス２０２を由来とすることができ、ステ
ップ３０８において事前に取得されたユーザ識別子を含むことができる。あるいは、支払
情報を求めるグラフＡＰＩ呼び出しは、商取引アプリケーション１０４ａを動作させるサ
ーバコンピューティングデバイス２１４を由来とすることができる。さらに別の実施形態
において、ユーザネットワーキングアプリケーション２３６（すなわち、モバイルデバイ
ス上のネイティブＳＮＳアプリケーション）は、ユーザ１０２の支払情報を求めるネット
ワークアプリケーション２１８の呼び出しを行うことができる。また、グラフＡＰＩ呼び
出しは任意選択として、アプリケーションアクセストークンまたは事前合意暗号を含み得
る。１つまたは複数の実施形態において、商取引アプリケーション１０４ａは、ステップ
３１０に関して上述した買い物かごの商品に関する詳細な情報をグラフＡＰＩ呼び出しに
含めることができる。
【００５９】
　別の実施形態において（商取引アプリケーション１０４ａがウェブアプリケーションを
含む場合等）、ウェブブラウザ２０４は、支払情報を求める要求のネットワークアプリケ
ーション２１８への送信を行わせるウィジェットを実行可能である。ウェブブラウザ２０
４は、ウィジェットからの１つまたは複数のパラメータを識別して、ファシリテータエン
ゲージメント要求とともに（４０２）、上記１つまたは複数のパラメータをネットワーク
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アプリケーション２１８に送信することができる。上記１つまたは複数のパラメータには
、商取引アプリケーション１０４ａのＩＤ（すなわち、アプリケーションアクセストーク
ンまたは事前合意暗号）、仮想買い物かご中の商品／サービスの金額、本明細書に記載の
通りにユーザを認証するクッキーを含み得る。
【００６０】
　支払情報の要求（３１６）に応答して、ネットワークアプリケーション２１８は、ＩＤ
を使用することによって、支払プロフィール記憶モジュール２２４により記憶されたユー
ザ１０２の支払情報の識別および／またはユーザのノード記憶モジュール２２０により記
憶されたユーザノードの識別を行うことができる。ユーザ識別情報が難読化ユーザ識別子
を含む場合、ネットワークアプリケーション２１８は、変換関数を使用してユーザ識別情
報を非難読化ユーザ識別子に変換可能であり、対称鍵暗号関数の難読化ユーザ識別子への
適用、公開鍵（非対称鍵）暗号関数の難読化ユーザ識別子への適用、または非難読化ユー
ザ識別子にマッピングされた難読化ユーザ識別子の一覧に対する難読化ユーザ識別子の比
較が挙げられるが、これらに限定されない。
【００６１】
　電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、ユーザの任意の利用可能な支払情報を含む
応答を提供可能である（３１８）。支払情報には、氏名（たとえば、ファースト、ミドル
、ラスト）、支払カードの有効期限（年および／または月）、支払カードに関連付けられ
ている請求先住所（街路名、番地、市、州または県、郵便番号、国等を含む）、支払カー
ドに関連付けられている電話番号、および１つまたは複数の配送先住所（請求先住所と同
様のフィールドを含む）等に関する任意の利用可能な情報を含み得る。電子商取引支払フ
ァシリテータ１０６ａは、ユーザの支払カード番号を商取引アプリケーション１０４ａに
提供することはない。その代りに、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、支払カード
ラベル（すなわち、支払カードの下数桁を除く全桁が「Ｘ」）およびトークン生成器２３
４により生成された支払トークンを提供する。
【００６２】
　以下に説明する支払トークンは、支払の処理に先立って、電子商取引支払ファシリテー
タ１０６ａによって要求される場合がある。支払トークンは、商取引アプリケーション１
０４ａ、ユーザ、金額、および／または買い物かご固有（すなわち、特定の商取引アプリ
ケーション、ユーザ、金額、および／または買い物かごに関してのみ有効）とすることが
できる。さらに別の実施形態において、支払トークンは、ユーザ／商取引アプリケーショ
ンの組み合わせ固有とすることができる。また、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａ
は、任意数の異なるユーザパラメータを関連付けることができる。たとえば、支払トーク
ンとしては、単一のユーザトークンが可能である。したがって、支払トークンは、１回の
使用により無効となり得る。また、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、それ以降
に支払トークンが無効となる有効性ウィンドウ（たとえば、１０分、１時間、１日）を支
払トークンに割り当てることができる。さらに、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａ
は任意選択として、支払トークンに有効期間（ＴＴＬ）を割り当てることができる。電子
商取引支払ファシリテータ１０６ａは、詳細な買い物かご情報を支払トークンに結び付け
ることができる。これは、支払トークンを買い物かごの購入についてのみ有効とするのに
役立ち得る。また、これによって、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、買い物か
ごの購入が完了したか否かを把握することができる。
【００６３】
　ネットワークアプリケーション２１８を用いて精算プロセスを完了することをユーザが
望むことを示すこと（３１６）の一部または追加ステップとして、商取引アプリケーショ
ン１４０ａは、ネットワークアプリケーション２１８がユーザ１０２の支払情報を商取引
アプリケーション１０４ａに提供することをユーザ１０２が許可しているか否かを示す標
識を求めるＴＯＳ　ＡＰＩ呼び出しを電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに発行可能
である。電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、ＴＯＳモジュール２３５に記憶され
たその許可を確認可能である。商取引アプリケーション１０４ａが支払情報にアクセスす
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る許可をユーザが与えている場合、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、上述の通
り、支払情報、支払トークン、およびカードラベルを提供することができる（３１８）。
【００６４】
　商取引アプリケーション１０４ａが支払情報にアクセスする許可をユーザが与えていな
い場合、プロセスは、ユーザに許可を求めることによって継続するようにしてもよい。特
に、許可ユーザインターフェースは、ネットワークアプリケーション２１８により記憶さ
れた支払情報に商取引アプリケーション１０４ａがアクセスする許可を付与するオプショ
ンをユーザに与えることができる。許可ユーザインターフェースは、コンピューティング
デバイス２０２のオペレーティングシステムまたはユーザネットワークアプリケーション
２０２内のユーザインターフェース要素によって与えられるようになっていてもよい。ユ
ーザが許可を付与している場合、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、ＴＯＳモジ
ュール２３５によりその許可を更新可能であるとともに、上述の通り、支払情報、支払ト
ークン、およびカードラベルを提供することができる（３１８）。
【００６５】
　任意選択として、３２０に示すように、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、買
い物かごの金額に関して、ユーザの支払カードに対する許可要求を支払ゲートウェイシス
テム１０８に送信することができる。支払ゲートウェイシステム１０８は、支払ネットワ
ーク（たとえば、図１に示すような支払ネットワーク１１６）に沿って許可要求を転送す
ることができ、支払ネットワークは、支払カード許可を承認または拒否することができる
。そして、支払ゲートウェイシステム１０８は、３２２に示すように、支払カード許可応
答を電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに転送することができる。任意選択としての
許可要求は、タイムラインにおいて、より早く行うこともできるし、より遅く行うことも
できることが理解される。別の実施態様において、電子商取引支払ファシリテータ１０６
ａは、買い物かごの金額に関して、ユーザの支払カードに対する許可要求をクレジット払
い要求の送信（３２８）の一部として支払ゲートウェイシステム１０８に送信することが
できる。同様に、支払ゲートウェイシステム１０８は、支払のクレジット払い要求の送信
（３３０）の一部として、支払カード許可応答を電子商取引支払ファシリテータ１０６ａ
に転送することができる。
【００６６】
　１つまたは複数の実施形態において、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａから支払
情報および支払カードラベルを受信した場合、商取引アプリケーション１０４ａは、電子
商取引支払ファシリテータ１０６ａから受信した支払情報を精算画面にレンダリングする
ことができる。たとえば、商取引アプリケーション１０４ａは、受信した任意の支払情報
により精算画面の支払フィールドを自動的に埋めることができる。本明細書の開示を踏ま
えれば、電子商取引支払ファシリテータ１０６は、商取引アプリケーション１０４ａの精
算画面の支払フィールドそれぞれの情報を有していなくてもよいし、古い情報を含んでい
てもよいことが理解される。このような場合、ユーザは、１つまたは複数の支払フィール
ドを自動的に埋められた情報の変更または任意の空白の支払フィールドへの情報の追加が
可能である。
【００６７】
　別の実施形態において（商取引アプリケーション１０４ａがウェブアプリケーションを
含む場合等）、上述のウィジェットを実行した場合、ウェブブラウザ２０４は、フレーム
（たとえば、Ｉフレーム）を作成可能である。支払情報の要求（３１６）に対する応答（
３１８）には、フレームに含める内容（すなわち、支払情報およびカードラベル）を含み
得る。そして、ウェブブラウザ２０４は、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａからの
応答（３１８）にて受信した情報（および、いくつかの実施形態では、商取引アプリケー
ションにより生成された情報）を用いて精算画面（フレームを包含または備える）をレン
ダリングするとともに、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａからの情報がフレームに
表示された状態で、精算画面および上記フレームを表示する。商取引アプリケーション１
０４ａのウェブページを記述するマークアップ言語文書にウィジェットを含めることによ
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って、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａからの支払情報をウェブページとともに表
示することができる。このような実施形態において、商取引アプリケーション１０４ａは
、支払フィールドを自動的に埋めるのではなく、フレームのレンダリング時に支払情報も
レンダリングする。
【００６８】
　支払情報を支払フィールドに含む精算画面を商取引アプリケーション１０４ａがレンダ
リングしたら、ユーザは、注文の購入の確認（３２６）あるいはわずか１回のクリックま
たはユーザ入力での取引の完了が可能である。たとえば、必要な支払フィールドそれぞれ
の情報を電子商取引支払ファシリテータ１０６ａが提供している場合、ユーザは、「支払
（ｐａｙ）」もしくは「注文（ｏｒｄｅｒ）」ボタンまたは他の選択可能なオプションを
選択することによって、取引を完了することができる。別の実施形態において、ユーザは
、データが提供されなかった１つまたは複数の支払フィールドすべてへの入力あるいは付
加的な動作の実行によって、取引を完了することが必要となる場合がある。
【００６９】
　ユーザが注文を確認すると（３２６）、商取引アプリケーション１０４ａは、クレジッ
ト払い要求を電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに送信することができる（３２８）
。特に、商取引アプリケーション１０４ａは、クレジット払い要求を含むネットワークア
プリケーション２１８の支払ＡＰＩを呼び出すことができる。クレジット払い要求には、
商取引アプリケーション１０４ａに以前提供された支払トークンおよびユーザが取引の完
了を選択した旨の確認を含み得る。この代替または追加として、クレジット払い要求には
、買い物かご情報の識別または買い物かご情報へのマッピングを行う注文ＩＤを含み得る
。さらに、クレジット払い要求には、ステップ３０８で取得されたユーザ識別情報および
／またはアプリケーションアクセストークンもしくは事前合意暗号を含み得る。
【００７０】
　任意選択として、クレジット払い要求には、ステップ３１０に関して上述した買い物か
ご情報のいずれかをさらに含み得る。たとえば、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａ
には、クレジット払い要求の一部として、注文の１つまたは複数の詳細（上述の支払情報
のいずれか、難読化ユーザ識別子、商取引アプリケーションおよび／またはネットワーク
アプリケーションの取引番号、ユーザにクレジット（信用）払いする金額、商取引アプリ
ケーションの識別子等が挙げられるが、これらに限定されない）が伝送される。本明細書
の開示を踏まえれば、クレジット払い要求とともに支払情報が送信された場合、電子商取
引支払ファシリテータ１０６ａは、提供された支払情報に対してユーザが情報の更新また
は追加を行ったかを判定できることが理解される。ユーザが情報の追加または変更を行っ
た場合、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、プロフィール記憶モジュール２２８
に記憶されたユーザの支払プロフィールを更新することができる。１つまたは複数の実施
形態において、ユーザは、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａが追加／変更情報のい
ずれかを記憶するのに先立って、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａにより支払プロ
フィールを更新する許可を与えることができる。
【００７１】
　本発明の１つまたは複数の実施態様において、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａ
は、クレジット払い要求を含むネットワークアプリケーション２１８の支払ＡＰＩの呼び
出しが、商取引アプリケーション１０４ａを動作させるサーバコンピューティングデバイ
ス２１４を由来とし、ネットワークアプリケーション２１８を動作させるサーバコンピュ
ーティングデバイス２１６を対象とする旨を求めることができる。本明細書の発明を踏ま
えれば、サーバ間呼び出しを求めることによって、取引のセキュリティを向上可能である
ことが理解される。
【００７２】
　クレジット払い要求を受信した場合、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、クレ
ジット払い要求にて受信した支払トークンを使用して、プロフィール記憶モジュール２２
８から支払カード情報を取り出すことができる。そして、電子商取引支払ファシリテータ
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１０６ａは、上述の支払ゲートウェイＩＤモジュール２３０により選定された支払ゲート
ウェイシステムを識別することができる。あるいは、クレジット払い要求には、支払のク
レジット払い要求を送信すべき支払ゲートウェイシステムを示す標識を含み得る。そして
、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、選択された支払ゲートウェイシステム１０
８に支払のクレジット払い要求を送信することができる（３３０）。支払のクレジット払
い要求には、ユーザの完全な支払カード番号、支払カードの有効期限、ユーザの請求先／
配送先住所、商取引アプリケーション１０４ａを示す標識（たとえば、ＭＩＤ等の識別子
）、商取引アプリケーション１０４ａに代わってクレジット払い要求を提出する許可を示
す標識を含み得る。この許可を示す標識には、支払ゲートウェイシステム１０８により商
取引アプリケーション１０４ａに提供された秘密鍵、暗号鍵、もしくは他の識別子を用い
て要求の１つもしくは複数の部分を符号化することまたは商取引アプリケーション１０４
ａ（もしくは、業者）に代わって、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａが作用してい
る支払ゲートウェイシステム１０８に合図することを示す別の標識を含み得る。
【００７３】
　支払ゲートウェイシステム１０８は、図１に関して上述した通り、支払ネットワーク１
１６を用いて支払のクレジット払い要求を処理することができる。支払ゲートウェイシス
テム１０８は、３３２に示すように、取引ＩＤおよびクレジット払い応答を電子商取引支
払ファシリテータ１０６ａに返すことができる。取引ＩＤによれば、支払ゲートウェイシ
ステム１０８は、取引に関する更新情報（資金提供、拒否、返品等）によって、電子商取
引支払ファシリテータ１０６ａまたは商取引アプリケーション１０４ａを更新することが
できる。そして、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、取引ＩＤを商取引アプリケ
ーション１０４ａに転送することができる（３３４）。取引ＩＤによれば、商取引アプリ
ケーション１０４ａは、必要に応じて、取引に関する問い合わせを支払ゲートウェイシス
テム１０８に行うことができる。
【００７４】
　本明細書の開示を踏まえれば、支払のクレジット払い要求の金額は、ネットワークアプ
リケーション２１８または電子商取引支払ファシリテータ１０６ａの口座からではなく、
支払ネットワーク１１６から直接、商取引アプリケーション１０４ａの口座に支払い可能
であることが理解される。このように、商取引アプリケーション１０４ａの観点から、決
済の結果は、ユーザが商取引アプリケーション１０４ａの既存の精算システムを利用して
精算プロセスを完了したかのように見える（すなわち、支払ネットワーク１１６の構成要
素から、同じ口座に資金を預けることができる）。また、商取引アプリケーション１０４
ａは、買い物かごの「放棄」の低減およびユーザの幸福感の点で、電子商取引支払ファシ
リテータが提供するより迅速かつ容易な認証および精算の利益を享受可能である。
【００７５】
　図３Ａおよび図３Ｂの図は、ネットワークアプリケーション２１８（すなわち、電子商
取引支払ファシリテータ１０６ａ）を用いた精算のオプションを商取引アプリケーション
１０４ａが常に表示する一実施形態を示している。ただし、本発明は、これに限定されな
い。別の実施形態において、電子商取引支払ファシリテータは、記憶された支払情報を使
用するオプションを知的かつ動的に提供可能である。たとえば、オプションは、ユーザが
購入または取引を完了できる可能性を高めることが期待される場合に提供可能である。さ
らに、記憶された支払情報を使用するオプションによって、購入の可能性を高めることが
期待されない場合は、上記オプションを提供しない。本明細書の開示を踏まえれば、電子
商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用するオプションを動的に配置することによって
、グラフィカルインターフェースの煩雑さを抑えることができ、これは、モバイル商取引
アプリケーションにおいて重要となる可能性があることが理解される。
【００７６】
　図４は、図３Ａおよび図３Ｂの図と同様のシーケンスフロー図を示している。図４のシ
ーケンスフロー図は、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用することにより、商
取引アプリケーション１０４ａを用いた取引を完了する動的なオプションを提供する一実
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施形態を示している。図４のシーケンスフロー図は、図３Ａおよび図３Ｂに関して上述し
たステップおよび構成要素の多くを含む。簡素化のため、これらのステップについては、
図４に関して再び詳述することはしない。ただし、図３Ａおよび図３Ｂに関して行ったこ
れらステップの説明は、図４にも同様に適用可能であることが理解される。
【００７７】
　図４は、上述の通り、商取引アプリケーション１０４ａにおいてユーザが精算を開始可
能であることを示している（３０６）。そして、商取引アプリケーション１０４ａは、上
述の通り、ネットワークアプリケーション用のユーザ識別情報を取得することができる（
３０８）。ネットワークアプリケーション用のユーザ識別情報を取得するステップは、ユ
ーザが精算を開始した後に実行可能であることが理解される。あるいは、商取引アプリケ
ーション１０４ａは、ユーザが精算プロセスを開始する前に、ネットワークアプリケーシ
ョン用のユーザ識別情報を取得することができる。
【００７８】
　図示のように、商取引アプリケーション１０４ａは、ファシリテータエンゲージメント
要求をネットワークアプリケーション２１８に送信可能である（４０２）。たとえば、商
取引アプリケーション１０４ａがネイティブアプリケーションを含む場合、ファシリテー
タエンゲージメント要求としては、クライアントサイドまたはサーバサイド商取引アプリ
ケーション１０４ａからのＡＰＩ呼び出しが可能である。ファシリテータエンゲージメン
ト要求には、ユーザ識別情報、商取引アプリケーション１０４ａのＩＤ（すなわち、アプ
リケーションアクセストークンまたは事前合意暗号）、および仮想買い物かご中の商品／
サービスの金額を含み得る。
【００７９】
　あるいは、商取引アプリケーション１０４ａがウェブアプリケーションを含む場合、ウ
ェブブラウザ２０４は、ファシリテータエンゲージメント要求のネットワークアプリケー
ション２１８への送信（４０２）を行わせるウィジェットを実行可能である。ウェブブラ
ウザ２０４は、ウィジェットからの１つまたは複数のパラメータを識別して、ファシリテ
ータエンゲージメント要求とともに（４０２）、上記１つまたは複数のパラメータをネッ
トワークアプリケーション２１８に送信することができる。上記１つまたは複数のパラメ
ータには、商取引アプリケーション１０４ａのＩＤ（すなわち、アプリケーションアクセ
ストークンまたは事前合意暗号）および仮想買い物かご中の商品／サービスの金額を含み
得る。
【００８０】
　また、１つまたは複数の実施形態において、ファシリテータエンゲージメント要求は（
ウェブブラウザから送信されたＡＰＩ呼び出しまたは要求のいずれであっても）、買い物
かご中の商品に関する詳細な情報を含み得る。たとえば、買い物かご情報には、買い物か
ご商品のＪＳＯＮ符号化アレイを含み得る。アレイの各ＪＳＯＮオブジェクトには、商品
の名称、商品の金額、商品の数量、およびユーザが購入を望むオープングラフ製品のＵＲ
Ｌのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００８１】
　１つまたは複数の実施形態において、ネットワークアプリケーション２１８に対するフ
ァシリテータエンゲージメント要求（４０２）には、商取引アプリケーション１０４ａの
平均転換率（仮想買い物かごに入れた商品を購入するユーザの割合）を示す標識を含み得
る。ファシリテータエンゲージメント要求の一部として平均転換率を提供することにより
、商取引アプリケーション１０４ａは、この平均転換率を最新のものとして保証すること
ができる。あるいは、商取引アプリケーション１０４ａは、ステップ３０４において転換
率を提供することも可能であるし、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに口座を設定
する際に転換率を提供することも可能である。
【００８２】
　ファシリテータエンゲージメント要求を受信した場合、ネットワークアプリケーション
２１８は、ステップ４０４に示すように、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを用い
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て精算プロセスを完了するオプションを商取引アプリケーション１０４ａがユーザに提供
すべきか否かを知的かつ動的に判定することができる。判定において、ネットワークアプ
リケーション２１８は、（１）ユーザがネットワークアプリケーションにアカウントを有
するか否か、（２）ユーザが現時点でネットワークアプリケーションにログインしている
か否か、（３）ユーザが利用可能な支払情報（配送先住所、請求先住所等）、（４）ユー
ザの支払カードが記録されているか否か、（５）オプションが商取引アプリケーション１
０４ａまたは他の商取引アプリケーションに対する電子商取引支払ファシリテータのオプ
ションである場合のユーザの転換率、（６）ユーザの以前の購入履歴、（７）ユーザが利
用可能なソーシャルネットワーキングシステム２２０からの人口統計学的情報（年齢、性
別等）、（８）ネットワークアプリケーション２１８に対するユーザのアクティビティ履
歴（同じ商取引アプリケーション１０４ａまたは異なる商取引アプリケーションを用いた
他の購入の前に、ユーザ１０２が電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを利用したか否
か等が挙げられるが、これらに限定されない）、（９）ソーシャルネットワーキングシス
テム２２０が示すユーザの関心、（１０）ユーザのリスクスコアといった情報または因子
のうちの１つもしくは複数またはその組み合わせを使用することができる。
【００８３】
　１つまたは複数の実施形態において、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用す
るオプションをユーザに提供するか否かの判定は、データが利用可能な上記因子のすべて
に基づいて行うことができる。他の実施形態においては、これら因子のうちの１つ、２つ
、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、８つ、または９つを用いて判定を行うことができる（
４０４）。この追加または代替として、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、これ
ら因子のうちの１つまたは複数を他の因子よりも重視可能である。各因子には、商取引ア
プリケーション固有、ユーザ固有、または別の判定に基づく重要性を適用可能である。
【００８４】
　一実施形態において、ネットワークアプリケーション２１８は、ファシリテータエンゲ
ージメント要求の提供（４０２）を受けたユーザ識別情報による判定として、ユーザがネ
ットワークアプリケーション２１８に口座を有する場合にのみ、電子商取引支払ファシリ
テータ１０６ａを使用するオプションを商取引アプリケーション１０４ａが提供すべきと
判定することができる。たとえば、商取引アプリケーション１０４ａがウェブアプリケー
ションである場合、ネットワークアプリケーション２１８は、コンピューティングデバイ
ス２０２について、クッキーを確認することができる。ネットワークアプリケーション２
１８によるクッキーの確認に応答して、コンピューティングデバイス２０２は、上記クッ
キーまたはクッキーに関連付けられているメッセージをネットワークアプリケーション２
１８に送信することができる。上述の通り、１つまたは複数の実施形態において、クッキ
ーの存在は、コンピューティングデバイス２０２のユーザ１０２がネットワークアプリケ
ーション２１８のユーザであるかどうか（たとえば、ユーザがソーシャルネットワーキン
グシステム２２０の有効なアカウントを有するかどうか）を示し得る。コンピューティン
グデバイス２０２のユーザ１０２がネットワークアプリケーション２１８のユーザである
場合、クッキーには、ユーザがネットワークアプリケーション２１８にログインしている
か否か（たとえば、ユーザがソーシャルネットワーキングシステム２２０と現時点で有効
なセッション中であるか否か）を示す情報を含んでいてもよい。このように、ユーザデバ
イス２０２に関してクッキーを確認することにより、ネットワークアプリケーション２１
８は、ユーザセッションを認証することができる。他の実施形態において、ネットワーク
アプリケーション２１８は、ユーザがネットワークアプリケーション２１８にログインし
ているか否かを判定することなく、たとえばクッキーの存在を確認することによって、ユ
ーザがネットワークアプリケーション２１８のユーザであるか否かの判定のみを行うよう
にしてもよい。本明細書においては、ユーザおよび／またはユーザセッションを認証する
クッキーを説明しているが、その他のユーザまたはセッション識別または認証方法（物理
トークンの認識等）を使用するようにしてもよい。ネットワークアプリケーション２１８
に口座を有さない場合に、ユーザが電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを用いて精算
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を完了する確率は、低くなる可能性があることが理解される。したがって、電子商取引支
払ファシリテータ１０６ａを使用するボタンまたは他の選択可能なオプションを提供しな
いことで、商取引アプリケーション１０４ａは、ユーザインターフェースの煩雑さを抑え
ることができる。
【００８５】
　この追加または代替として、ネットワークアプリケーション２１８は、ユーザが現時点
でネットワークアプリケーション２１８にログインしている場合にのみ、電子商取引支払
ファシリテータ１０６ａを使用するオプションを商取引アプリケーション１０４ａが提供
すべきと判定することができる。また、ネットワークアプリケーション２１８は、ファシ
リテータエンゲージメント要求とともに送信されたユーザ識別子に基づいて、ユーザがロ
グインしているか否かを判定することができる。たとえば、ネットワークアプリケーショ
ン２１８は、ユーザ識別子を使用することにより、ユーザがログインしているか否かを示
すユーザに対応したソーシャルグラフモジュール中のノードへのマッピングを行うことが
できる。したがって、このような実施態様においては、ファシリテータエンゲージメント
要求にユーザ識別子（すなわち、上述のようなユーザ識別情報のハッシュ）が存在するこ
とによって、ユーザが現時点でネットワークアプリケーション２１８にログインしている
旨を示すことができる。あるいは、商取引アプリケーション１０４ａは、クッキーを用い
た上述の通り、ユーザがネットワークアプリケーション２１８にログインしている場合に
のみ、ユーザ識別子を取得することができる。
【００８６】
　さらに別の実施形態において、ネットワークアプリケーション２１８は、オプションの
提供によってユーザが取引を完了できる確率が高くなると判断した場合、電子商取引支払
ファシリテータ１０６ａを使用するオプションを商取引アプリケーション１０４ａが提供
すべきと判定することができる。特に、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、商取
引アプリケーション１０４ａおよび上記因子のうちの１つまたは複数に基づいて、ユーザ
の予測転換率を決定することができる。商取引アプリケーション１０４ａが提供する平均
転換率よりも予測転換率が大きい場合、ネットワークアプリケーション２１８は、商取引
アプリケーション１０４ａがオプションを提供すべきと判定することができる。商取引ア
プリケーション１０４ａが提供する平均転換率よりも予測転換率が小さい場合、ネットワ
ークアプリケーション２１８は、商取引アプリケーション１０４ａがオプションを提供す
べきでないと判定することができる。
【００８７】
　たとえば、商取引アプリケーション１０４ａが提供する平均転換率には、商品またはサ
ービスを買い物かごに追加した後、上記商品またはサービスの購入を完了した商取引アプ
リケーション１０４ａのユーザの割合に等しい０～１００の整数を含み得る。予測転換率
は、任意の商取引アプリケーションを用いることにより、ネットワークアプリケーション
２１８を使用するオプションが提示された場合の精算をユーザが完了した回数の割合、任
意の商取引アプリケーションを使用するネットワークアプリケーション２１８のユーザが
、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用するオプションが提示された場合の精算
を完了した回数の割合、商取引アプリケーション１０４ａを使用するネットワークアプリ
ケーション２１８のユーザが、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用するオプシ
ョンが提示された場合の精算を完了した回数の割合、ユーザに共通の年齢、性別等の人口
統計学的情報が類似するユーザが、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用するオ
プションを提示された場合の精算を完了した回数の割合、支払情報の量が類似するユーザ
が、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用するオプションを提示された場合の精
算を完了した回数の割合、支払カードを記録されたユーザが、電子商取引支払ファシリテ
ータ１０６ａを使用するオプションを提示された場合の精算を完了した回数の割合、これ
ら割合の組み合わせ、または別の経験則を用いて計算された別の割合と等しくすることが
できる。電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、ソーシャルグラフモジュール２２２
、取引データベース２３２、および／またはプロフィール記憶モジュール２２８の情報を
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活用して、予測転換率を決定できることが理解される。
【００８８】
　また、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用するオプションの提供によってユ
ーザが取引を完了できる確率が高くなるか否かの判定は、決定モデルの適用に基づいて行
うことができ、この決定モデルは、機械学習アルゴリズムによって生成される。これによ
り、本発明の一実施形態において、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、ネットワ
ークアプリケーション２１８の他のユーザによる電子商取引支払ファシリテータ１０６ａ
の実際の使用を解析することによって決定モデルを作成するように構成された機械学習ア
ルゴリズムを含む。たとえば、機械学習アルゴリズムは、電子商取引支払ファシリテータ
１０６ａの他の使用に基づいて、特定種類の店舗で買い物する特定の年齢範囲の特定の性
別のユーザが、商取引アプリケーション１０４ａを用いて注文しつつ、ネットワークアプ
リケーション２１８により記憶された支払情報を利用する可能性が非常に高いと判定する
ようにしてもよい。これらの測定基準は一例に過ぎず、実際の機械学習アルゴリズムは、
ユーザおよび／または注文状況（日時、商取引アプリケーション１０４ａの種類等）を記
述した指標のさまざまな組み合わせを連続して判定することにより、決定モデルを生成で
きることが理解される。一実施形態において、決定モデルは、分類子である。
【００８９】
　上述の通り、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用するオプションの提供によ
ってユーザが取引を完了できる確率が高くなるか否かの判定における上記因子のうちの１
つは、上記ユーザのリスクスコアである。このリスクスコアには、ユーザ１０２が注文を
完了できないリスク、無効な支払情報を提供するリスク、商品を返品しようとするリスク
、または別の望ましくないアクションを起こすリスクがどの程度考えられるかについての
予測を含み得る。一実施形態において、リスクスコアは、０～１００の整数である。別の
実施形態において、リスクスコアは、「Ａ」～「Ｆ」の文字であるが、他の実施形態では
、他の尺度が用いられる。電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、予測転換率に関し
て上述したのと同様の機械学習アルゴリズムにより生成された決定モデルを用いてリスク
スコアを計算することができる。
【００９０】
　リスクスコアは、支払カードに関連付けられているリスクデータおよびユーザに関連付
けられているリスクデータに基づくことができる。たとえば、支払カードのリスク因子と
しては、カードが新しいか否か、カードの以前の使用に問題がなかったか、ユーザがカー
ドの追加および削除を頻繁に行っているか否か、カードのチャージバックが多いか否か等
が挙げられる。ユーザのリスク因子としては、ユーザがネットワークアプリケーション２
１８のアカウントを有していた時間の長さ、ユーザがネットワークアプリケーション２１
８を用いて如何にアクティブであったか、他のユーザが上記ユーザの誕生日を祝うか否か
、上記ユーザが他のユーザに対してメッセージを送受信するか否か等、ユーザの友達およ
び友達を表すメタデータの数（ネットワークアプリケーション２１８がソーシャルネット
ワーキングシステム２２０を含む一実施形態において）、ユーザの写真の数、ユーザの地
理的位置、またはユーザに関連付けられているデバイス等が挙げられる。
【００９１】
　ソーシャルグラフモジュール２２２に関連付けられている情報によれば、潜在的な詐欺
行為に対する有用な洞察の提供または盗難の識別がリスクスコアにより可能であることが
理解される。たとえば、ユーザが短期間に膨大な数の購入を行おうとした場合、買い物パ
ターンを大幅に変化させた場合、現在位置（ソーシャルネットワーキングシステムへの報
告に基づく）と異なる位置（ＩＰアドレスに基づく）で商取引アプリケーションにアクセ
スしている場合等に、リスクスコアは高くなる可能性がある。
【００９２】
　１つまたは複数の実施形態において、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、リス
クスコアが閾値を上回る場合に、上記電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを使用する
オプションの提供を決定することができる。この閾値は、取引の金額に基づくことができ
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る。たとえば、取引が第１の金銭的価値である場合、電子商取引支払ファシリテータ１０
６ａがオプションを提供しないと決定するリスク閾値としては、第１の値が可能である。
取引が第１の金銭的価値よりも高い第２の金銭的価値である場合、電子商取引支払ファシ
リテータ１０６ａがオプションを提供しないと決定するリスク閾値としては、第１の値よ
りも低い第２の値が可能である。さらに別の実施形態において、電子商取引支払ファシリ
テータ１０６ａは、リスクスコアを商取引アプリケーション１０４ａに返して、ユーザの
取引完了を可能とするか否かを商取引アプリケーション１０４ａが判定できるようにする
ことが可能である。
【００９３】
　図４のステップ４０６に示すように、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、エン
ゲージメント応答を商取引アプリケーション１０４ａに提供可能である。エンゲージメン
ト応答は、電子商取引アプリケーション１０４ａを用いて取引を完了するオプションを上
記商取引アプリケーション１０４ａがユーザに提供すべきか否かを示すことができる。た
とえば、支払情報の提供によって、商取引アプリケーション１０４ａからの１つまたは複
数の商品またはサービスの購入をユーザが完了できる確率が高くなる可能性がある場合、
電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、肯定的エンゲージメント応答を送信すること
ができる。一方、支払情報の提供によって、商取引アプリケーション１０４ａからの１つ
または複数の商品またはサービスの購入をユーザが完了できる確率が高くなる可能性がな
い場合、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、否定的エンゲージメント応答を送信
することができる。一実施形態において、エンゲージメント応答には、電子商取引支払フ
ァシリテータ１０６ａを使用するオプションを提供すべきか否かを示すブール値（すなわ
ち、真または偽）を含む。この追加または代替として、エンゲージメント応答には、リス
クスコアを含み得る。
【００９４】
　エンゲージメント応答に基づいて、商取引アプリケーション１０４ａは、図３Ａに関し
て上述した精算オプションの提供（３１２）、ユーザがすべての支払情報を入力する必要
があるデフォルトの精算オプションの提供、またはリスクスコアに基づいて、取引のリス
クが高過ぎることによる精算要求の拒否が可能である。電子商取引支払ファシリテータ１
０６ａを用いて精算を行うオプションが提供された場合、図４のタイムラインフローは、
図３Ａのステップ３１４に継続可能である。
【００９５】
　さらに別の実施形態において、記憶された支払情報を使用するオプションの知的かつ動
的な提供は、図３Ａおよび図３Ｂに関して上述した以外の他の支払方法／インフラに関連
して使用可能である。特に、１つまたは複数の実施形態において、電子商取引支払ファシ
リテータ１０６ａは、支払ゲートウェイシステムとして作用し、ユーザの支払情報を支払
処理システムに直接転送することができる。このような実施態様において、取引の金額は
、ネットワークアプリケーション２１８または電子商取引支払ファシリテータ１０６ａか
ら直接、商取引アプリケーション１０４ａの口座に支払い可能である。
【００９６】
　上記説明を踏まえると、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、従来の商取引アプ
リケーションの支払プロセスおよび精算プロセスに対して、多大な利益をもたらすことが
理解される。上述の通り、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、商取引アプリケー
ション１０４ａに自動的に埋められる支払情報を提供することによって、精算プロセスの
容易化および迅速化が可能である。図５Ａ～図５Ｇは、電子商取引支払ファシリテータ１
０６ａを利用した商取引アプリケーション１０４ａの精算プロセスのユーザインターフェ
ースを示している。
【００９７】
　特に、図５Ａ～図５Ｇのユーザインターフェースは、モバイルデバイス５００により提
示されるようになっていてもよい。モバイルデバイス５００は、携帯電話機である。ただ
し、付加的または代替的な例において、図５Ａ～図５Ｇのユーザインターフェースを提示
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可能な別のモバイルまたは非モバイルデバイスとしては、携帯電話機、携帯機器、ラップ
トップコンピュータ、個人用デジタル補助デバイス、および／またはその他任意の適当な
機器等が挙げられるが、これらに限定されない。モバイルデバイス５００は、ユーザイン
ターフェースの提示および／またはユーザ入力の受け付けおよび／もしくは検出が可能な
タッチスクリーン５０２を備えることおよび／またはそのようなタッチスクリーン５０２
との関連付けが可能である。この追加または代替として、モバイルデバイス５００は、そ
の他任意の適当な入力デバイス（たとえば、キーパッド、１つまたは複数の入力ボタン等
）を備えてもよい。いくつかの例において、ユーザは、タッチスクリーン５０２を利用し
て、１つもしくは複数のタッチジェスチャの提供、インターフェースとの対話、および／
または支払情報の提供を行うようにしてもよい。
【００９８】
　図５Ａは、ユーザが１つまたは複数の商品またはサービスの購入のために選択可能な商
取引アプリケーション１０４ａのユーザインターフェース５０４を示している。特に、図
５Ａは、ユーザが１ポンドのリンゴの購入を選択可能であることを示している。ユーザが
選択可能なオプション５０６（たとえば、「Ａｄｄ　ｔｏ　ｓｈｏｐｐｉｎｇ　ｃａｒｔ
（買い物かごに追加）」ボタン）を選択すると、図５Ｂに示すように、第２のユーザイン
ターフェース５０８が表示され得る。第２すなわち仮想買い物かごのユーザインターフェ
ース５０８は、ユーザが購入を望む商品および／またはサービスを示した仮想買い物かご
のビューを提供可能である。この例において、仮想買い物かごは、第２のユーザインター
フェース５０８に示すように、１ポンドのリンゴ、税、ならびに送料および手数料を含み
、合計７．１７ドルである。
【００９９】
　第２のユーザインターフェース５０８は、ユーザが操作して「精算」を行う（たとえば
、買い物かご中の商品の購入を完了する）ことができるユーザ選択可能な要素（たとえば
、ボタン５１０）を含む。図３Ａに関して上述した通り、ユーザがボタン５１０を選択す
ると、商取引アプリケーション１０４ａは、ユーザ識別情報および買い物かご情報を電子
商取引支払ファシリテータ１０６ａに送信することができる。
【０１００】
　あるいは、図４に関して上述した通り、ユーザが精算ボタン５１０を選択すると、商取
引アプリケーション１０４ａは、ファシリテータエンゲージメント要求を送信することが
できる（４０２）。これに対して、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、記憶した
情報を使用して仮想買い物かごの精算を完了するオプションを提供するか否かを判定する
ことができる（４０４）。この特定の実施形態において、電子商取引支払ファシリテータ
１０６ａは、正（商取引アプリケーション１０４ａがオプションを提供すべきであること
を示す）または負（商取引アプリケーション１０４ａがオプションを提供すべきでないこ
とを示す）のエンゲージメント応答を提供する（４０６）。
【０１０１】
　エンゲージメント応答（４０６）に応答して、商取引アプリケーション１０４ａは、図
５Ｃに示すように、精算ユーザインターフェース５１２をレンダリング可能である。精算
ユーザインターフェース５１２には、ユーザの支払情報を入力可能な複数の支払フィール
ド５１３を含み得る。また、精算ユーザインターフェース５１２には、ユーザがネットワ
ークアプリケーション２１８に関連付けられている電子商取引支払ファシリテータ１０６
ａを利用して、商取引アプリケーション１０４ａの仮想買い物かご中の商品の購入を完了
可能であることを示すグリフ（すなわち、マーク、アイコン、グラフィック、テキストの
一部等）を含む選択可能な精算オプション５１４を含み得る。図示の実施形態において、
グリフは、フェースブック（登録商標）アイコンを含む。
【０１０２】
　図５Ｃに示すように、少なくとも１つの実施形態において、選択可能な精算オプション
５１４には、精算ユーザインターフェース５１２の一部を覆う選択可能なオーバーレイを
含み得る。商取引アプリケーション１０４ａは、オーバーレイの選択可能な精算オプショ
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ン５１４をレンダリングするＳＤＫ関数を呼び出すことができる。本明細書の開示を踏ま
えれば、オーバーレイの選択可能な精算オプション５１４は、多くの利点をもたらし得る
。たとえば、オーバーレイの選択可能な精算オプション５１４は、精算ユーザインターフ
ェース５１２上で動くことが可能であることが理解される。これにより、オーバーレイの
選択可能な精算オプション５１４が商取引アプリケーション１０４ａから分離しているこ
とをユーザに通知し、オーバーレイの選択可能な精算オプション５１４をより目立たせ、
ひいてはオーバーレイの選択可能な精算オプション５１４の選択率の向上に役立つことが
できる。別の実施形態において、選択可能な精算オプション５１４には、オーバーレイの
代わりに、プラグイン、ポップアップ、埋め込みボタン等の選択可能なオプションを含み
得る。
【０１０３】
　図５Ｃは、選択可能な精算オプション５１４がキャンセルまたは最小化を選択可能なオ
プション５１６（図５Ｃに「ｘ」と示す）を含み得ることを示している。ユーザは、ネッ
トワークアプリケーション２１８による精算プロセスの完了を好まない場合、キャンセル
または最小化を選択可能なオプション５１６を選択することができる。キャンセルまたは
最小化を選択可能なオプション５１６を選択することによって、図５Ｄに示すように、オ
ーバーレイの選択可能な精算オプション５１４を選択可能なアイコン等の要素５１８へと
最小化することができる。特に、図５Ｄは、選択可能なアイコン５１８が鉛筆のアイコン
を含み得ることを示している。ユーザが選択可能なアイコン５１８を選択すると、選択可
能な精算オプション５１４は、図５Ｃに示すように、再現、最大化、あるいはオープン可
能である。ユーザが選択可能な精算オプション５１４を選択すると、商取引アプリケーシ
ョン１０４ａは、図３Ｂに関して上述した通り、精算オプションの選択を示す標識を提供
することができる（３１６）。
【０１０４】
　エンゲージメント応答（４０６）が負である場合、商取引アプリケーション１０４ａは
、ネットワークアプリケーション２１８からの情報を用いて注文を完了するための選択可
能な精算オプション５１４を伴わない精算ユーザインターフェース５１２を提供すること
ができる。このような実施形態において、ユーザは、支払フィールド５１３に手動で情報
を入力して注文の購入を完了することが必要となる場合がある。
【０１０５】
　この時点で、ネットワークアプリケーション２１８／電子商取引支払ファシリテータ１
０６ａから支払情報を受信する許可をユーザが商取引アプリケーション１０４ａに付与し
ていない場合は、図５Ｅに示すように、許可ユーザインターフェース５２０をユーザに提
示して、商取引アプリケーション１０４ａとの支払情報の共有に関するユーザの許可を得
ることができる。図５Ｅに示すように、許可ユーザインターフェース５２０としては、ネ
ットワークアプリケーション２１８（この場合は、フェースブック（登録商標））のイン
ターフェースが可能である。したがって、アプリケーションの切り替えにより、許可ユー
ザインターフェース５２０を提示することができる。別の実施態様において、許可ユーザ
インターフェース５２０には、アプリケーションの切り替えが不要となるように、オーバ
ーレイ、ポップアップ、または商取引アプリケーション１０４ａのインターフェースを含
み得る。さらに、商取引アプリケーション１０４ａがウェブベースのアプリケーションを
含む実施態様において、許可ユーザインターフェースには、プラグイン、Ｉフレーム、ポ
ップアップ等のインターフェースを含み得る。たとえば、商取引アプリケーション１０４
ａ上でＩフレームを使用することにより、商取引アプリケーション１０４ａとの支払情報
の供給をユーザに指示することができる。Ｉフレームによって、ユーザネットワーキング
アプリケーション２３６（すなわち、モバイルデバイス上のネイティブＳＮＳアプリケー
ション）は、許可ＵＩ５２０を提示可能である。商取引アプリケーション１０４ａとの支
払情報の共有の許可をユーザが付与すると、ユーザネットワーキングアプリケーション２
３６は、ネットワークアプリケーション２１８を呼び出して支払情報をフェッチすること
ができ、その後、商取引アプリケーション１０４ａの精算ＵＩには、この支払情報が自動
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的に埋められるあるいは入力される。別の実施形態においては、ユーザネットワーキング
アプリケーション２３６ではなく商取引アプリケーション１０４ａがネットワークアプリ
ケーション２１８を呼び出して、支払情報を要求することができる。
【０１０６】
　図５Ｅを再び参照して、許可ユーザインターフェース５２０は、ユーザの支払情報を商
取引アプリケーション１０４ａに提供する許可をネットワークアプリケーション２１８に
付与する選択可能なオプション５２２を提供することができる。許可ユーザインターフェ
ース５２０には、ユーザの支払情報に対する商取引アプリケーション１０４ａのアクセス
を拒否するようにユーザが選択できる選択可能なオプション５２４をさらに含み得る。
【０１０７】
　ユーザの支払情報を商取引アプリケーション１０４ａに提供する許可をネットワークア
プリケーション２１８に付与する選択可能なオプション５２２をユーザが選択すると、電
子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、（上述のグラフＡＰＩ呼び出しによって）支払
情報、支払トークン、およびカードラベルを商取引アプリケーション１０４ａに提供する
ことができる。商取引アプリケーション１０４ａは、図５Ｆおよび図５Ｇに示すように、
電子商取引支払ファシリテータ１０６ａから受信したユーザの支払情報により自動的に埋
められた精算ユーザインターフェース５２６を表示することができる。ユーザが選択可能
なオプション５２２を選択して精算ユーザインターフェース５２６を表示した後には、第
２のアプリケーション切り替えによって、ネットワークアプリケーション２１８を商取引
アプリケーション１０４ａに戻せることが理解される。ネットワークアプリケーション２
１８がユーザの支払情報を商取引アプリケーション１０４ａに提供する許可をユーザが以
前に提供済みである場合は、選択可能な精算オプション５１４をユーザが選択した直後と
する。
【０１０８】
　精算ユーザインターフェース５２６には、支払カードラベル５２８等、ユーザの支払情
報が自動的に埋められた支払フィールド５１３を含み得る。精算ユーザインターフェース
５２６には、支払買い物かごセレクタ５２７をさらに含み得る。これによりユーザは、電
子商取引支払ファシリテータ１０６ａにより上記ユーザに関して記憶された複数の支払カ
ードの中から、支払カードを選択することができる。精算ユーザインターフェース５２６
には、選択可能な支払オプション５３０をさらに含み得る。ユーザが選択可能な支払オプ
ション５３０を選択して注文の購入を確認すると、商取引アプリケーション１０４ａは、
上述の通り、クレジット払い要求を電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに送信するこ
とができる。
【０１０９】
　図５Ｇは、支払情報をネットワークアプリケーション２１８（この例では、フェースブ
ック（登録商標））に保存するオプション（５３２）を精算ユーザインターフェース５２
６が含み得ることをさらに示している。これにより、精算ユーザインターフェース５２６
においてユーザが追加／変更した任意の更新情報または支払情報を保存する許可をネット
ワークアプリケーション２１８に与えることができる。たとえば、１つまたは複数の実施
態様において、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、ユーザの氏名および住所の情
報のみを有していてもよい。したがって、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａにより
提供された支払情報が支払フィールド５１３に自動的に埋められた後であっても、ユーザ
は依然として、支払カードの情報を入力する必要がある。支払情報を保存するオプション
（５３２）が選択された場合、ユーザが精算ユーザインターフェース５２６に入力した支
払カード情報は、ネットワークアプリケーションによって、ユーザのプロフィールに保存
されることになる。これにより、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、商取引アプ
リケーション１０４ａまたは別の商取引アプリケーションを用いることにより、後々の購
入において、この支払カード情報を提供することができる。
【０１１０】
　上記開示を踏まえれば、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、商取引アプリケー
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ション１０４ａからの買い物の容易さを大幅に増大できることが理解される。精算プロセ
スの迅速化および容易化によって、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、購入の拡
大および買い物かごの放棄の低減に役立ち得る。また、本発明の１つまたは複数の実施形
態では、放棄された買い物かごの取り戻しがさらに可能である。特にユーザは、時間不足
、ネットワーク接続の喪失等の理由によって、買い物かご中の商品の購入を完了できない
場合が多い。１つまたは複数の実施形態では、放棄した買い物かご中の商品を後で購入す
る機会をユーザに与えることができる。これによりユーザは、商品／サービスを買い物か
ごに再び入れる煩わしさが減り、ユーザにとってのリマインダとして機能するとともに、
放棄された買い物かごを業者が取り戻すことができる。
【０１１１】
　より具体的には、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、商取引アプリケーション
１０４ａから詳細な買い物かご情報を受信した場合（たとえば、ステップ３１６参照）、
この詳細な情報を未完了取引として取引データベース２３２に記憶することができる。ユ
ーザが取引を完了すると、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、取引データベース
において、上記取引に完了のマーク付けを行うことができる。取引が完了していない場合
（すなわち、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａが適用可能な支払トークンとともに
クレジット払い要求を受信していない場合または支払カードが拒否された場合）、ネット
ワークアプリケーション２１８は、買い物かご中の商品の購入を完了する別の機会をユー
ザに与えることができる。
【０１１２】
　特に、ネットワークアプリケーション２１８は、ソーシャルネットワークを含む場合、
購入メッセージをユーザに送信することができる。たとえば、図６は、ユーザに対するニ
ュースフィードに含まれた例示的な購入メッセージ６００を示している。別の実施態様に
おいて、ネットワークアプリケーション２１８は、テキストメッセージ、電子メール、ま
たは上記ネットワークアプリケーション２１８により可能な他の通信形態によって、購入
メッセージ６００をユーザに送信することができる。購入メッセージ６００には、放棄さ
れた買い物かご中の商品の詳細（商品名、商品価格等）を含み得る。購入メッセージ６０
０には、商取引アプリケーション１０４ａを示す標識および買い物かごの購入の試行時間
をさらに含み得る。購入メッセージ６００には、断念した取引をユーザが完了できる選択
可能な購入オプション（図６に示す購入ボタン６０２等）をさらに含み得る。
【０１１３】
　より具体的には、選択可能な購入オプション６０２をユーザが選択することによって、
買い物かご中の商品の購入をユーザが完了できる仮想買い物かごのユーザインターフェー
ス５０８（図５Ｂ参照）へとユーザを誘導するディープリンクを起動することができる。
このような実施態様において、商取引アプリケーション１０４ａは、買い物かごが有効な
時間の長さを示す標識を電子商取引支払ファシリテータ１０６ａに提供することができる
。この情報は、上述のグラフＡＰＩ呼び出しに含まれ得る。
【０１１４】
　あるいは、選択可能な購入オプション６０２の選択によって、ユーザは、商取引アプリ
ケーション１０４ａへのリダイレクトの必要なく、ネットワークアプリケーション２１８
から直接、商品の購入を完了することができる。このような実施形態において、ネットワ
ークアプリケーション２１８は、記憶されたユーザの支払情報を用いて、取引を完了する
ことができる。ネットワークアプリケーション２１８は、ユーザが以前に断念した取引を
完了するオプションを上記ユーザに提供することができる。
【０１１５】
　この追加または代替として、ネットワークアプリケーション２１８は、放棄された買い
物かごまたは完了した買い物かご中の商品をユーザのプロフィールと関連付けることがで
きる。そして、この情報を用いることにより、商取引アプリケーションの業者または同様
の業者が提供する類似商品またはサービスのターゲット広告をユーザに提示することがで
きる。
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【０１１６】
　図１～図６、対応するテキスト、および上記例は、商取引アプリケーションの購入を容
易に行わせる多くの異なるシステムおよびデバイスを提供する。上記のほか、本発明の実
施形態は、特定の結果を実現する方法の行為およびステップを含むフローチャートの観点
で記載することもできる。たとえば、図７～図１０は、本発明の１つまたは複数の実施形
態に係る、例示的な方法のフローチャートを示している。
【０１１７】
　図７は、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａまたはネットワークアプリケーション
２１８の観点から、商取引アプリケーションにおける購入を容易に行わせる例示的な方法
７００のフローチャートを示している。方法７００には、商取引アプリケーションからの
要求を受信する行為７０２を含み得る。特に、行為７０２には、商取引アプリケーション
１０４ａからの要求（３１６）の受信を含み得る。要求（３１６）には、ユーザのユーザ
識別情報および商取引アプリケーション１０４ａから購入が選択された１つまたは複数の
商品またはサービスに対するクレジット払い額を含み得る。１つまたは複数の実施形態に
おいて、要求（３１６）の受信には、ユーザによる１つまたは複数の支払フィールド５１
３を自動的に埋めるための支払情報を求めるクライアントサイドのグラフＡＰＩ要求（す
なわち、コンピューティングデバイス２０２またはデバイス５００からのＡＰＩ呼び出し
）を受信することを含み得る。
【０１１８】
　また、方法７００は、支払トークンを生成する行為７０４を含んでいてもよい。特に、
行為７０４には、非一時的記憶媒体に記憶されたユーザの支払カード明細を参照する支払
トークンの生成を伴い得る。より具体的には、サーバコンピューティングデバイス２１６
のトークン生成器２３４は、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａのプロフィール記憶
モジュール２２８に記憶された１つまたは複数の支払カード番号を参照する支払トークン
を生成することができる。
【０１１９】
　方法７００には、ネットワークアプリケーション２１８のユーザのユーザ識別情報に対
する上記ユーザのＩＤのマッピングをさらに含み得ることが理解される。これにより、電
子商取引支払ファシリテータ１０６ａは、プロフィール記憶モジュール２２８に記憶され
たユーザのプロフィールを識別することができる。１つまたは複数の実施形態において、
ユーザのＩＤのマッピングには、ユーザ１０２のＩＤに対する変換関数の適用を伴い得る
。
【０１２０】
　図７は、支払トークンを商取引アプリケーションに送信する行為７０６を方法７００が
含み得ることをさらに示している。より具体的には、行為７０６には、クライアントサイ
ドのグラフＡＰＩ要求に対する応答（３１８）において、サーバコンピューティングデバ
イス２１６が支払トークンを商取引アプリケーション１０４ａに送信することを伴い得る
。支払トークンの送信のほか、応答（３１８）には、ユーザ１０２の支払情報および支払
カードラベル５２８をさらに含み得る。
【０１２１】
　また、方法７００には、支払トークンを含むクレジット払い要求を受信する行為７０８
を含み得る。特に、行為７０８には、支払トークンを含むクレジット払い要求の商取引ア
プリケーション１０４ａからの受信（３２８）を伴い得る。たとえば、行為７０８には、
サーバサイドの支払ＡＰＩ要求のサーバコンピューティングデバイス２１４からの受信を
伴い得る。より具体的には、行為７０８には、任意選択として、商取引アプリケーション
１０４ａに関連付けられているサーバコンピューティングデバイス２１４にクレジット払
い要求（３２８）が由来することの検証を伴い得る。
【０１２２】
　上記のほか、方法７００には、支払のクレジット払い要求を支払ゲートウェイシステム
に送信する行為７１０を含み得る。具体的に、行為７１０には、ネットワークアプリケー
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ション２１８を実行するサーバコンピューティングデバイス２１６によって、商取引アプ
リケーション１０４ａに関連付けられている支払ゲートウェイシステム１０８に支払のク
レジット払い要求を送信すること（３３０）を伴い得る。支払のクレジット払い要求（３
３０）には、支払カード明細（すなわち、番号および有効期限）、クレジット払い額、お
よび商取引アプリケーション１０４ａに代わってクレジット払い要求を提出する許可を示
す標識を含み得る。この許可を示す標識には、支払ゲートウェイシステム１０８から商取
引アプリケーション１０４ａに提供された秘密鍵を用いて支払のクレジット払い要求（３
３０）の少なくとも一部を暗号化することまたは商取引アプリケーション１０４ａに代わ
って、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａが作用していることを示す他の方法のうち
の１つを含み得る。
【０１２３】
　ここで、図８は、商取引アプリケーションの観点から、上記商取引アプリケーションに
おける購入を容易に行わせる例示的な方法８００のフローチャートを示している。図示の
ように、方法８００には、ユーザ識別情報および注文に対するクレジット払い額を含む情
報要求を送信する行為８０２を含み得る。たとえば、行為８０２には、サーバコンピュー
ティングデバイス２１６への情報要求の送信（３１０または３１６）を伴い得る。この要
求は、商取引アプリケーション１０４ａの少なくとも第１の部分を実行するクライアント
コンピューティングデバイス２０２から送信可能である。要求（３１０／３１６）には、
ユーザのユーザ識別情報および商取引アプリケーション１０４ａを用いてユーザが購入の
ために選択した注文に対するクレジット払い額を含み得る。１つまたは複数の実施形態に
おいて、行為８０２には、ネットワークアプリケーション２１８のグラフＡＰＩの呼び出
しを含み得る。
【０１２４】
　方法８００には、支払カードラベル、支払トークン、および支払情報を受信する行為８
０４をさらに含み得る。具体的に、行為８０４には、サーバコンピューティングデバイス
２１６による支払カードラベル、支払トークン、および支払情報の商取引アプリケーショ
ン１０４ａへの送信（３１８）を伴い得る。そして、方法８００には、支払カードラベル
および支払情報により支払フィールドを自動的に埋める行為８０６を含み得る。たとえば
、商取引アプリケーション１０４ａは、支払カードラベル５２８および任意の付加的な支
払情報により精算ユーザインターフェース５１２の支払フィールド５１３を自動的に埋め
ることができる。
【０１２５】
　図８に示すように、方法８００には、支払トークンを含むクレジット払い要求を送信す
る行為８０８を含み得る。より具体的には、行為８０８には、サーバコンピューティング
デバイス２１６へのクレジット払い要求の送信（３２８）を伴い得る。たとえば、行為８
０８には、サーバコンピューティングデバイス２１４によるネットワークアプリケーショ
ン２１８の支払ＡＰＩの呼び出しを伴い得る。
【０１２６】
　ここで、図９は、電子商取引支払ファシリテータ１０６ａまたはネットワークアプリケ
ーション２１８の観点から、ネットワークアプリケーションを使用して支払取引を支援す
るオプションを知的かつ動的に提供する方法９００を示している。方法９００には、ユー
ザを示す標識を含むエンゲージメント要求を受信する行為９０２を含み得る。特に、行為
９０２には、商取引アプリケーション１０４から１つまたは複数の商品またはサービスの
購入を選択したユーザを示す標識を含む商取引アプリケーション１０４ａからのエンゲー
ジメント要求の受信（４０６）を伴い得る。たとえば、行為９０２には、ネットワークア
プリケーション２１８のグラフＡＰＩのエンゲージメント呼び出しの受信（４０６）を伴
い得る。
【０１２７】
　方法９００には、支払情報の提供によって購入の確率が高くなる可能性があるか否かを
判定する行為９０４をさらに含み得る。より具体的には、行為９０４には、支払情報の提
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供によって、商取引アプリケーション１０４ａからの１つまたは複数の商品またはサービ
スの購入をユーザが完了できる確率が高くなる可能性があるか否かの判定（４０４）を伴
い得る。たとえば、行為９０４には、図４に関して上述した、支払オプションを提供する
か否かの判定（４０４）を行う方法のいずれかを含み得る。たとえば、行為９０４には、
予測転換率の決定および上記予測転換率が商取引アプリケーション１０４ａの平均転換率
よりも大きいか否かの判定を含み得る。この追加または代替として、行為９０４には、ユ
ーザ１０２が支払情報を利用可能であるか否かの判定を伴い得る。
【０１２８】
　また、方法９００には、エンゲージメント応答の提供（４０６）を行う行為９０６を含
み得る。行為９０６には、肯定的エンゲージメント応答を提供するステップ９０６ａまた
は否定的エンゲージメント応答を提供するステップ９０６ｂを伴い得る。ステップ９０６
ａには、支払情報の提供によって、商取引アプリケーション１０４ａからの１つまたは複
数の商品またはサービスの購入をユーザ１０２が完了できる確率が高くなる可能性がある
場合に、肯定的エンゲージメント応答の提供（４０６）を含み得る。一方、ステップ９０
６ｂには、支払情報の提供によって、商取引アプリケーション１０４ａからの１つまたは
複数の商品またはサービスの購入をユーザ１０２が完了できる確率が高くなる可能性がな
い場合に、否定的エンゲージメント応答の提供（４０６）を含み得る。
【０１２９】
　図１０は、商取引アプリケーション１０４ａの観点から、ネットワークアプリケーショ
ンを使用して支払取引を支援するオプションを知的かつ動的に提供する方法１０００を示
している。図示のように、方法１０００には、ユーザ識別情報を含むエンゲージメント要
求を送信する行為１００２を含み得る。より具体的には、行為１００２には、商取引アプ
リケーション１０４ａの少なくとも第１の部分を実行するクライアントコンピューティン
グデバイス２０２から、ネットワークアプリケーション２１８を実行するサーバコンピュ
ーティングデバイス２１６にエンゲージメント要求を送信すること（５０２）を伴い得る
。たとえば、行為１００２には、ネットワークアプリケーション２１８のグラフＡＰＩの
エンゲージメント呼び出しの送信（４０６）を伴い得る。
【０１３０】
　方法１０００には、精算ユーザインターフェースを提供する行為１００４をさらに含み
得る。行為１００４には、ステップ１００４ａまたはステップ１００４ｂを伴い得る。ス
テップ１００４ａには、ネットワークアプリケーションからの情報を用いて注文を完了す
るオプションの提供を含み得る。特に、ステップ１００４ａには、ユーザがネットワーク
アプリケーション２１８／電子商取引支払ファシリテータ１０６ａを利用して、商取引ア
プリケーション１０４ａの仮想買い物かご中の商品の購入を完了可能であることを示す選
択可能な精算オプション５１４のレンダリングを伴い得る。たとえば、上述の通り、商取
引アプリケーション１０４ａは、選択可能な精算オプション５１４をレンダリングするＳ
ＤＫ関数を呼び出すことができる。
【０１３１】
　一方、ステップ１００４ｂには、ネットワークアプリケーションからの支払情報を用い
て注文を完了するオプションを備えていない精算ユーザインターフェースの提供を伴い得
る。特に、商取引アプリケーション１０４ａは、支払フィールド５１３を含む精算ユーザ
インターフェース５１２をレンダリング可能である。商取引アプリケーション１０４ａは
、選択可能な精算オプション５１４のレンダリングあるいは提供を行わずに、精算ユーザ
インターフェース５１２をレンダリング可能である。
【０１３２】
　また、方法１００には、ユーザによるオプションの選択に際して、ネットワークアプリ
ケーションからの支払情報により支払フィールドを自動的に埋める行為１００６を含み得
る。特に、行為１００６には、ネットワークアプリケーション２１８から受信した支払情
報を精算ユーザインターフェース５１２の支払フィールド５１３に入力することを伴い得
る。支払情報には、氏名、請求先住所、および支払カードラベル５２８を含み得る。支払
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情報は、商取引アプリケーション１０４ａから送信された支払ＡＰＩ呼び出しに応答して
、ネットワークアプリケーション２１８から受信可能である。
【０１３３】
　本発明の実施形態では、以下に詳述する通り、たとえば１つまたは複数のプロセッサお
よびシステムメモリ等のコンピュータハードウェアを備えた専用または汎用コンピュータ
を備えるか、または利用するようにしてもよい。また、本発明の範囲内の実施形態には、
コンピュータ実行可能な命令および／またはデータ構造を搬送または記憶する物理的なコ
ンピュータ可読媒体および他のコンピュータ可読媒体を含む。特定の実施形態において、
本明細書に記載のプロセスのうちの１つまたは複数は、非一時的コンピュータ可読媒体に
て具現化され、１つまたは複数のコンピューティングデバイス（たとえば、本明細書に記
載のメディアコンテンツアクセスデバイスのいずれか）により実行可能な命令として、そ
の少なくとも一部が実装されていてもよい。一般的には、プロセッサ（たとえば、マイク
ロプロセッサ）が非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、メモリ等）から命令を受け
取り、これらの命令を実行することによって、本明細書に記載のプロセスのうちの１つま
たは複数等、１つまた複数のプロセスを実行する。
【０１３４】
　コンピュータ可読媒体としては、汎用または専用コンピュータシステムによりアクセス
可能な任意の利用可能な媒体が可能である。コンピュータ実行可能な命令を記憶するコン
ピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体（デバイス）である。コンピュ
ータ実行可能な命令を搬送するコンピュータ可読媒体は、伝送媒体である。このように、
非限定的な一例として、本発明の実施形態には、非一時的コンピュータ可読記憶媒体（デ
バイス）および伝送媒体という少なくとも２つの明確に異なる種類のコンピュータ可読媒
体を含み得る。
【０１３５】
　非一時的コンピュータ可読記憶媒体（デバイス）としては、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、固体ドライブ（「ＳＳＤ」）（たとえば、ＲＡＭベース）、フラッ
シュメモリ、相変化メモリ（「ＰＣＭ」）、他の種類のメモリ、他の光ディスクストレー
ジ、磁気ディスクストレージ等の磁気ストレージデバイス、またはコンピュータ実行可能
な命令もしくはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段の記憶に使用可能である
とともに、汎用もしくは専用コンピュータによりアクセス可能なその他任意の媒体が挙げ
られる。
【０１３６】
　「ネットワーク」は、コンピュータシステムおよび／またはモジュールおよび／または
他の電子機器間で電子データを伝送可能な１つまたは複数のデータリンクとして定義され
ている。情報がネットワークまたは別の通信接続（有線、無線、または有線もしくは無線
の組み合わせ）上でコンピュータに転送または提供される場合、上記コンピュータは、そ
の接続を厳密に伝送媒体と見なす。伝送媒体としては、コンピュータ実行可能な命令また
はデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段の搬送に使用可能であるとともに、汎
用または専用コンピュータによりアクセス可能なネットワークおよび／またはデータリン
クが挙げられる。また、上記の組み合わせについても、コンピュータ可読媒体の範囲に含
まれるものとする。
【０１３７】
　さらに、コンピュータシステムのさまざまな構成要素に到達した際に、コンピュータ実
行可能な命令またはデータ構造の形態のプログラムコード手段は、伝送媒体から非一時的
コンピュータ可読記憶媒体（デバイス）へと自動的に転送可能である（その逆も可能であ
る）。たとえば、ネットワークまたはデータリンク上で受信されたコンピュータ実行可能
な命令またはデータ構造は、ネットワークインターフェースモジュール（たとえば、「Ｎ
ＩＣ」）内のＲＡＭにバッファリングした後、最終的には、コンピュータシステムＲＡＭ
および／またはコンピュータシステムにおける低揮発性コンピュータ記憶媒体（デバイス
）に転送可能である。したがって、非一時的コンピュータ可読記憶媒体（デバイス）は、
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伝送媒体も（または、主として）利用するコンピュータシステムの構成要素に含み得るこ
とが了解されるものとする。
【０１３８】
　コンピュータ実行可能な命令としては、たとえばプロセッサで実行された場合に、特定
の機能または機能群を汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または専用処理デバイスに
実行させる命令およびデータが挙げられる。いくつかの実施形態においては、コンピュー
タ実行可能な命令が汎用コンピュータ上で実行されることにより、上記汎用コンピュータ
は、本発明の要素を実装した専用コンピュータへと変化する。コンピュータ実行可能な命
令は、たとえばバイナリ、アセンブリ言語等の中間フォーマット命令、あるいはソースコ
ードであってもよい。以上、構造的特徴および／または方法論的行為に固有の表現で主題
を説明したが、添付の特許請求の範囲に規定の主題は、必ずしも上述の特徴または行為に
限定されないことが了解されるものとする。むしろ、上記特徴および行為は、特許請求の
範囲を実施する例示的な形態として開示している。
【０１３９】
　当業者であれば、パーソナルコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ラップトップ
コンピュータ、メッセージプロセッサ、携帯機器、マルチプロセッサシステム、マイクロ
プロセッサベースの家庭用電化製品またはプログラム可能な家庭用電化製品、ネットワー
クＰＣ、マイクロコンピュータ、メインフレームコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ，タブ
レット、ポケベル、ルータ、スイッチ等、さまざまな種類のコンピュータシステム構成の
ネットワークコンピュータ環境において実現されるようになっていてもよいことが認識さ
れよう。また、本発明は、ネットワークを通じて（有線データリンク、無線データリンク
、または有線および無線データリンクの組み合わせにより）リンクしたローカルメモリス
トレージデバイスおよび遠隔コンピュータシステムがともにタスクを実行する分散システ
ム環境において実現されるようになっていてもよい。分散システム環境においては、ロー
カルメモリストレージデバイスおよび遠隔メモリストレージデバイスの両者にプログラム
モジュールが配置されていてもよい。
【０１４０】
　また、本発明の実施形態は、クラウドコンピュータ環境において実装可能である。本明
細書および以下の特許請求の範囲において、「クラウドコンピューティング」は、設定可
能なコンピュータリソースの共有プールに対するオンデマンドネットワークアクセスを可
能とするモデルとして定義されている。たとえば、クラウドコンピューティングは、設定
可能なコンピュータリソースの共有プールに対するユビキタスかつ便利なオンデマンドア
クセスを提供する市場で採用可能である。設定可能なコンピュータリソースの共有プール
は、仮想化によって迅速にセットアップ可能であるとともに、わずかな管理労力またはサ
ービスプロバイダ対話で解放可能であるため、これに応じてスケーリング可能である。
【０１４１】
　クラウドコンピューティングモデルは、たとえばオンデマンドセルフサービス、ブロー
ドネットワークアクセス、リソースプーリング、ラピッドエラスティシティ、メジャード
サービス等のさまざまな特性で構成可能である。また、クラウドコンピューティングモデ
ルは、たとえばサービス型ソフトウェア（ＳａａＳ）、サービス型プラットフォーム（Ｐ
ａａＳ）、およびサービス型インフラ（ＩａａＳ）等のさまざまなサービスモデルを提供
可能である。また、クラウドコンピューティングモデルは、プライベートクラウド、コミ
ュニティクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド等のさまざまな展開モデ
ルを用いて展開可能である。本明細書および特許請求の範囲において、「クラウドコンピ
ュータ環境」は、クラウドコンピューティングを採用する環境である。
【０１４２】
　図１１は、上述のプロセスのうちの１つまたは複数を実行するように構成できる例示的
なコンピューティングデバイス１１００をブロック図の形態で示している。コンピューテ
ィングデバイス２０２、サーバコンピューティングデバイス２１５、サーバコンピューテ
ィングデバイス２１６、およびモバイルデバイス５００はそれぞれ、データコンピューテ
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ィングデバイス１１００の実施態様を含み得ることが理解される。図１１に示すように、
コンピューティングデバイスは、プロセッサ１１０２、メモリ１１０４、ストレージデバ
イス１１０６、Ｉ／Ｏインターフェース１１０８、および通信インターフェース１１１０
を備えることができる。図１１には、例示的なコンピューティングデバイス１１００を示
しているが、図１１に示す構成要素は、何ら限定を意図したものではない。他の実施形態
においては、付加的または代替的な構成要素を使用するようにしてもよい。さらに、特定
の実施形態において、コンピューティングデバイス１１００は、図１１よりも少ない構成
要素を備える。以下、図１１に示すコンピューティングデバイス１１００の構成要素につ
いて、さらに詳しく説明する。
【０１４３】
　特定の実施形態において、プロセッサ１１０２は、コンピュータプログラムを構成する
命令等を実行するハードウェアを備えてもよい。非限定的な一例として、プロセッサ１１
０２は、命令を実行するため、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ１１０４、または
ストレージデバイス１１０６から命令を取り出す（または、フェッチする）とともに、上
記命令を復号化して実行するようにしてもよい。特定の実施形態において、プロセッサ１
１０２は、データ、命令、またはアドレス用の１つまたは複数の内部キャッシュを備えて
もよい。非限定的な一例として、プロセッサ１１０２は、１つまたは複数の命令キャッシ
ュ、１つまたは複数のデータキャッシュ、および１つまたは複数のトランスレーション・
ルックアサイド・バッファ（ＴＬＢ）を備えてもよい。命令キャッシュ中の命令は、メモ
リ１１０４またはストレージデバイス１１０６中の命令のコピーであってもよい。
【０１４４】
　コンピューティングデバイス１１００は、プロセッサ１１０２に結合されたメモリ１１
０４を備える。メモリ１１０４は、データ、メタデータ、およびプロセッサが実行するプ
ログラムの記憶に使用してもよい。メモリ１１０４は、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡ
Ｍ」）、リードオンリーメモリ（「ＲＯＭ」）、固体ディスク（「ＳＳＤ」）、フラッシ
ュ、相変化メモリ（「ＰＣＭ」）、または他の種類のデータストレージ等、揮発性および
不揮発性メモリのうちの１つまたは複数を備えていてもよい。また、メモリ１１０４は、
内部メモリであってもよいし、分散メモリであってもよい。
【０１４５】
　コンピューティングデバイス１１００は、データまたは命令を記憶するストレージを備
えたストレージデバイス１１０６を備える。非限定的な一例として、ストレージデバイス
１１０６は、上述の非一時的記憶媒体を備えることができる。ストレージデバイス１１０
６としては、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、フロッピー（登録商標）ディスクドラ
イブ、フラッシュメモリ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、ユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）ドライブ、またはこれらのうちの２つ以上の組み合わせが挙げられる
。ストレージデバイス１１０６は、必要に応じて、取り外し可能媒体を備えていてもよい
し、取り外し可能できない（すなわち、固定）媒体を備えていてもよい。また、ストレー
ジデバイス１１０６は、コンピューティングデバイス１１００の内部であってもよいし、
外部であってもよい。特定の実施形態において、ストレージデバイス１１０６は、不揮発
性の固体メモリである。特定の実施形態において、ストレージデバイス１１０６は、リー
ドオンリーメモリ（ＲＯＭ）を含む。必要に応じて、このＲＯＭは、マスクプログラムＲ
ＯＭ、プログラム可能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消
去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、電気的書き換え可能ＲＯＭ（ＥＡＲＯＭ）、フラッシ
ュメモリ、またはこれらのうちの２つ以上の組み合わせであってもよい。
【０１４６】
　また、コンピューティングデバイス１１００は、上記コンピューティングデバイス１１
００に対するユーザの入力付与、出力受容、あるいはデータ転送を可能にする１つまたは
複数の入力または出力（「Ｉ／Ｏ」）デバイス／インターフェース１１０８を備える。こ
れらのＩ／Ｏデバイス／インターフェース１１０８としては、マウス、キーパッドもしく
はキーボード、タッチスクリーン、カメラ、光学スキャナ、ネットワークインターフェー
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ス、モデル、その他既知のＩ／Ｏデバイス、またはこのようなＩ／Ｏデバイス／インター
フェース１１０８の組み合わせが挙げられる。タッチスクリーンは、スタイラスペンまた
は指で駆動されるようになっていてもよい。
【０１４７】
　Ｉ／Ｏデバイス／インターフェース１１０８は、出力をユーザに提示する１つまたは複
数の機器を備えていてもよく、グラフィックスエンジン、ディスプレイ（たとえば、表示
画面）、１つまたは複数の出力ドライバ（たとえば、ディスプレイドライバ）、１つまた
は複数の音声スピーカ、および１つまたは複数の音声ドライバが挙げられるが、これらに
限定されない。特定の実施形態において、デバイス／インターフェース１１０８は、グラ
フィックデータをディスプレイに提供して、ユーザに提示するように構成されている。グ
ラフィックデータは、特定の実施態様に役立ち得る１つもしくは複数のグラフィカルユー
ザインターフェースおよび／またはその他任意のグラフィックコンテンツを代表するもの
であってもよい。
【０１４８】
　コンピューティングデバイス１１００は、通信インターフェース１１１０をさらに備え
てもよい。通信インターフェース１１１０は、ハードウェア、ソフトウェア、または両者
を含み得る。通信インターフェース１１１０は、コンピューティングデバイスと１つもし
くは複数の他のコンピューティングデバイス１１００または１つもしくは複数のネットワ
ークとの間の通信（たとえば、パケットベースの通信等）のための１つまたは複数のイン
ターフェースを提供可能である。非限定的な一例として、通信インターフェース１１１０
としては、イーサネット（登録商標）等の有線ネットワークと連通するネットワークイン
ターフェースコントローラ（ＮＩＣ）もしくはネットワークアダプタまたはＷｉ－Ｆｉ等
の無線ネットワークと連通する無線ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）もしくは無線アダプタが挙げられ
る。
【０１４９】
　本開示では、任意の適当なネットワークおよび任意の適当な通信インターフェース１１
１０を想定している。非限定的な一例として、コンピューティングデバイス１１００は、
アドホックネットワーク、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）、ローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタンエリアネ
ットワーク（ＭＡＮ）、インターネットの１つもしくは複数の部分、またはこれらのうち
の２つ以上の組み合わせと連通するようになっていてもよい。これらネットワークのうち
の１つまたは複数の１つまたは複数の部分は、有線であってもよいし、無線であってもよ
い。一例として、コンピュータシステム１１００は、無線ＰＡＮ（ＷＰＡＮ）（たとえば
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ＷＰＡＮ等）、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、Ｗｉ－ＭＡ
Ｘネットワーク、携帯電話ネットワーク（たとえば、汎欧州デジタル移動電話通信（ＧＳ
Ｍ（登録商標））ネットワーク等）、他の適当な無線ネットワーク、またはこれらの組み
合わせと連通するようになっていてもよい。コンピューティングデバイス１１００は、必
要に応じて、これらネットワークのいずれかに対する任意の適当な通信インターフェース
１１１０を備えていてもよい。
【０１５０】
　コンピューティングデバイス１１００は、バス１１１２をさらに備えてもよい。バス１
１１２は、コンピューティングデバイス１１００の構成要素を互いに結合するハードウェ
ア、ソフトウェア、または両者を備えることができる。非限定的な一例として、バス１１
１２は、アクセラレイテッドグラフィックスポート（ＡＧＰ）等のグラフィックスバス、
拡張業界標準アーキテクチャ（ＥＩＳＡ）バス、フロントサイドバス（ＦＳＢ）、ハイパ
ートランスポート（ＨＴ）相互接続、業界標準アーキテクチャ（ＩＳＡ）バス、インフィ
ニバンド相互接続、ロウピンカウント（ＬＰＣ）バス、メモリバス、マイクロチャネルア
ーキテクチャ（ＭＣＡ）バス、周辺機器相互接続（ＰＣＩ）バス、ＰＣＩエクスプレス（
ＰＣＩｅ）バス、シリアルアドバンストテクノロジーアタッチメント（ＳＡＴＡ）バス、
ビデオエレクトロニクス標準協会ローカル（ＶＬＢ）バス、その他適当なバス、またはこ
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れらの組み合わせを含んでいてもよい。
【０１５１】
　上述の通り、ネットワークアプリケーション２１８は、ソーシャルネットワーキングシ
ステムを含み得る。ソーシャルネットワーキングシステムによれば、そのユーザ（人また
は組織等）は、システムと、および互いに対話が可能である。ソーシャルネットワーキン
グシステムは、ユーザからの入力により、ユーザに関連付けられているユーザプロフィー
ルを作成して上記ソーシャルネットワーキングシステムに記憶するようにしてもよい。ユ
ーザプロフィールには、人口統計学的情報、通信チャンネル情報、およびユーザの個人的
関心に関する情報を含んでいてもよい。また、ソーシャルネットワーキングシステムは、
ユーザからの入力により、上記ユーザのソーシャルネットワーキングシステムの他ユーザ
との関係のレコードを作成して記憶するとともに、ユーザ間の社会的対話を容易に行わせ
るサービス（たとえば、ウォール投稿、写真共有、イベント統合、メッセージング、ゲー
ム、または広告）を提供するようにしてもよい。
【０１５２】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、複数のノードおよび上記ノードをつなげる複
数のエッジを含むソーシャルグラフにおいて、ユーザおよびユーザ間の関係のレコードを
記憶するようにしてもよい。ノードは、複数のユーザノードおよび複数のコンセプトノー
ドを含んでいてもよい。ソーシャルグラフのユーザノードは、ソーシャルネットワーキン
グシステムのユーザに対応していてもよい。ユーザは、個人（人間のユーザ）であっても
よいし、団体（たとえば、企業、事業所、またはサードパーティアプリケーション）であ
ってもよいし、グループ（たとえば、個人または団体のグループ）であってもよい。ユー
ザに対応するユーザノードには、ユーザが提供した情報およびソーシャルネットワーキン
グシステム等のさまざまなシステムが収集した情報を含んでいてもよい。
【０１５３】
　たとえば、ユーザは、自身の氏名、プロフィール写真、居住市、連作先情報、誕生日、
性別、結婚歴、家族状況、職業、学歴、好み、関心、およびユーザノードに含める他の人
口統計学的情報を提供するようにしてもよい。ソーシャルグラフの各ユーザノードは、対
応するウェブページ（通常、プロフィールページとして知られている）を有していてもよ
い。ユーザ名を含む要求に応答して、ソーシャルネットワーキングシステムは、上記ユー
ザ名に対応したユーザノードにアクセスするとともに、氏名、プロフィール写真、および
ユーザに関連付けられている他の情報を含むプロフィールページを構築することができる
。第１のユーザのプロフィールページは、第１のユーザによる１つまたは複数のプライバ
シー設定および第１のユーザと第２のユーザとの間の関係に基づいて、第１のユーザの情
報の全部または一部が第２のユーザに表示されるようになっていてもよい。
【０１５４】
　コンセプトノードは、ソーシャルネットワーキングシステムのコンセプトに対応してい
てもよい。たとえば、コンセプトは、映画、歌曲、スポーツチーム、有名人、グループ、
レストラン、または場所もしくは位置等、現実世界に存在する人や物を表すことができる
。コンセプトに対応するコンセプトノードを管理するユーザは、（たとえば、オンライン
フォームの記入によって）コンセプトの情報を提供し、上記情報とコンセプトノードとの
関連付けをソーシャルネットワーキングシステムに行わせることによって、コンセプトノ
ードの作成または更新を行うようにしてもよい。非限定的な一例として、コンセプトに関
連付けられている情報としては、名称またはタイトル、１つまたは複数の画像（たとえば
、書籍の表紙の画像）、ウェブサイト（たとえば、ＵＲＬアドレス）、または連絡先情報
（たとえば、電話番号、電子メールアドレス）が挙げられる。ソーシャルグラフの各コン
セプトノードは、ウェブページに対応していてもよい。たとえば、名称を含む要求に応答
して、ソーシャルネットワーキングシステムは、上記名称に対応したコンセプトノードに
アクセスするとともに、上記名称およびコンセプトに関連付けられている他の情報を含む
ウェブページを構築することができる。
【０１５５】
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　一対のノード間のエッジは、上記ノード対間の関係を表していてもよい。たとえば、２
つのユーザノード間のエッジは、２人のユーザ間の友達関係を表すことができる。別の例
として、ソーシャルネットワーキングシステムは、１つまたは複数の選択可能なボタン（
たとえば、「いいね」、「登録」）を組み込んだコンセプトノード（たとえば、レストラ
ン、有名人）のウェブページ（または、構造化文書）を構築するようにしてもよい。ユー
ザは、ユーザのクライアントデバイスがホスティングするウェブブラウザを用いて上記ペ
ージにアクセスし、選択可能なボタンを選択することによって、ユーザのユーザノードと
コンセプトのコンセプトノードとの間に、ユーザとコンセプトとの関係を示すエッジを作
成する要求のソーシャルネットワーキングシステムへの送信をクライアントデバイスに行
わせることができる（たとえば、ユーザは、レストランを登録するか、または有名人を「
いいね」する）。
【０１５６】
　一例として、ユーザは、自身の居住市を提供（または変更）することによって、ユーザ
に対応するユーザノードとユーザが自身の居住市として宣言した市に対応するコンセプト
ノードとの間のエッジの作成をソーシャルネットワーキングシステムに行わせるようにし
てもよい。また、任意の２つのノード間の分離度は、一方のノードから他方へとソーシャ
ルグラフを横切るのに必要な最小ホップ数として規定される。２つのノード間の分離度は
、ユーザ間またはソーシャルグラフにおいて上記２つのノードが表すコンセプト間の関連
性の尺度と考えられる。たとえば、エッジによって直接つながった（すなわち、第１の程
度のノードである）ユーザノードを有する２人のユーザは、「つながったユーザ」または
「友達」として表すことができる。同様に、別のユーザノードを通じてのみつながった（
すなわち、第２の程度のノードである）ユーザノードを有する２人のユーザは、「友達の
友達」と表すことができる。
【０１５７】
　ソーシャルネットワーキングシステムは、写真共有、オンラインカレンダおよびイベン
ト、ゲーム、インスタントメッセージング、ならびに広告等、多様なアプリケーションに
対応していてもよい。たとえば、ソーシャルネットワーキングシステムは、メディア共有
機能を備えていてもよい。また、ソーシャルネットワーキングシステムによって、ユーザ
は、自身のプロフィールページへの写真および他のマルチメディアファイルの投稿（通常
、「ウォール投稿」または「タイムライン投稿」として知られている）またはフォトアル
バムへの投稿が可能であってもよく、いずれもユーザのプライバシー設定に応じて、上記
ソーシャルネットワーキングシステムの他のユーザがアクセス可能であってもよい。また
、ソーシャルネットワーキングシステムによって、ユーザは、イベントを設定可能であっ
てもよい。たとえば、第１のユーザは、イベントに対して、上記イベントの日時、上記イ
ベントの場所、および上記イベントに招待された他のユーザを含む属性を設定するように
してもよい。招待されたユーザは、上記イベントへの招待を受信し、（招待の受諾または
辞退等によって）応答するようにしてもよい。さらに、ソーシャルネットワーキングシス
テムによって、ユーザは、個人用カレンダを維持可能であってもよい。イベントと同様に
、カレンダエントリには、時間、日付、場所、および他のユーザの同一性を含んでいても
よい。
【０１５８】
　図１２は、ソーシャルネットワーキングシステムの例示的なネットワーク環境を示して
いる。特定の実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム１２００は、１つ
または複数のデータストアを備えていてもよい。特定の実施形態において、ソーシャルネ
ットワーキングシステム１２００は、上述の通り、ユーザノード、コンセプトノード、お
よびノード間のエッジを含むソーシャルグラフを記憶していてもよい。各ユーザノードに
は、ユーザに関連付けられている情報またはユーザを記述した情報に対応する１つまたは
複数のデータオブジェクトを含んでいてもよい。各コンセプトノードには、コンセプトに
関連付けられている情報に対応する１つまたは複数のデータオブジェクトを含んでいても
よい。一対のノード間の各エッジには、上記ノード対に対応するユーザ間（または、ユー
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ザとコンセプト間もしくはコンセプト間）の関係に関連付けられている情報に対応する１
つまたは複数のデータオブジェクトを含んでいてもよい。
【０１５９】
　特定の実施形態において、ソーシャルネットワーキングシステム１２００は、上記ソー
シャルネットワーキングシステムの動作を対象とした機能をホスティングする１つまたは
複数のコンピューティングデバイス（たとえば、サーバ）を備えていてもよい。ソーシャ
ルネットワーキングシステム１２００のユーザは、クライアントデバイス１２０６等のク
ライアントデバイスを用いて、上記ソーシャルネットワーキングシステム１２００にアク
セスするようにしてもよい。特定の実施形態において、クライアントデバイス１２０６は
、ネットワーク１２０４を通じて、ソーシャルネットワーキングシステム１２００と対話
してもよい。
【０１６０】
　クライアントデバイス１２０６は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュ
ータ、タブレットコンピュータ、個人用デジタル補助デバイス（ＰＤＡ）、車載もしくは
車外ナビゲーションシステム、スマートフォン等の携帯電話、モバイルゲーム機、他のモ
バイルデバイス、または他の適当なコンピューティングデバイスであってもよい。クライ
アントデバイス１２０６は、ウェブブラウザ（たとえば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄ
ｏｗｓ（登録商標）Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ、Ｍｏｚｉｌｌａ　Ｆｉｒｅｆ
ｏｘ、Ａｐｐｌｅ　Ｓａｆａｒｉ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ、Ｏｐｅｒａ等）または
ネイティブもしくは専用クライアントアプリケーション（たとえば、ｉＰｈｏｎｅ（登録
商標）またはｉＰａｄ（登録商標）用フェースブック、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）用フ
ェースブック等）といった１つまたは複数のクライアントアプリケーションを実行するこ
とにより、ネットワーク１２０４を通じてコンテンツにアクセスし、閲覧するようにして
もよい。
【０１６１】
　ネットワーク１２０４は、クライアントデバイス１２０６がソーシャルネットワーキン
グシステム１２００にアクセス可能なネットワークまたはネットワークのセット（インタ
ーネット、企業イントラネット、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）、ローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ）、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、セルラー
ネットワーク、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワー
ク（ＭＡＮ）、または２つ以上のこのようなネットワークの組み合わせ等）を表していて
もよい。
【０１６２】
　これらの方法、システム、およびユーザインターフェースでは、公的に入手可能な情報
およびソーシャルネットワーキングシステムのユーザが提供する情報の両者を利用するが
、このような情報の使用はすべて、関ったユーザのすべてのプライバシー設定およびソー
シャルネットワーキングシステム全体の個人情報保護方針の影響を明示的に受けるものと
する。
【０１６３】
　上記明細においては、特定の例示的な実施形態を参照して本発明を説明した。本発明の
種々実施形態および態様についても、本明細書に記載の詳細を参照して記述され、添付の
図面は、これら種々の実施形態を示している。上記説明および図面は、本発明の一例に過
ぎず、本発明を制限するものと解釈されるべきではない。多くの具体的詳細の記述によっ
て、本発明の種々の実施形態の十分な理解が得られる。
【０１６４】
　本発明は、その主旨または本質的特性から逸脱することなく、他の特定の形態で具現化
されるようになっていてもよい。上記実施形態は、あらゆる点において一例に過ぎず、何
ら限定的なものではないと解釈されるべきである。たとえば、本明細書に記載の方法は、
より少数または多数のステップ／行為で実行されるようになっていてもよいし、これらの
ステップ／行為は、異なる順序で実行されるようになっていてもよい。また、本明細書に
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記載のステップ／行為は、反復されるようになっていてもよいし、互いに並列に実行され
るようになっていてもよいし、同一または類似ステップ／行為の異なるインスタンスと並
列に実行されるようになっていてもよい。したがって、本発明の範囲は、上記説明ではな
く、添付の特許請求の範囲によって指定される。特許請求の範囲と同等の意味および範囲
に含まれるすべての変更は、上記請求の範囲に包含されるものとする。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図５Ｅ】

【図５Ｆ】

【図５Ｇ】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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