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(57)【要約】
トランザクションの第１の者が、トランザクションの第
２の者を特定可能とする、トランザクションを実行する
ためのシステム、方法、装置、処理、コンピュータプロ
グラムコード、及び手段が説明される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の者とのトランザクションに参加する第２の者を特定する、前記第１の者に関連し
た装置を操作する方法であって、
　トークン発行者とトークンの値を特定するために使用可能な情報を含む、前記トランザ
クションに用いられるトークンを取得することと、
　前記トークンを、前記第２の者と関連した第２の装置に提供することと、を備え、
　前記第２の装置は、前記第２の者を特定するのに用いられる情報と共に、前記トークン
発行者に対し、前記トークンの前記値を送信する、ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記トークンを取得することは、トークン発行者へのリクエストに応答して、前記トラ
ンザクションにおいて使用されるトークンを受信することを更に備える、ことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トークンデータは、前記トークンに関連したメタデータを更に含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記トークンに関連付けられた前記メタデータは、（ｉ）前記トランザクションの金額
、（ｉｉ）前記トランザクションの貨幣の種類の少なくとも１つを特定する情報を含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記トークンに関連した前記メタデータは、住所、及び、（ｉ）前記トランザクション
の詳細、（ｉｉ）前記トランザクションに関連した提供、及び（ｉｉｉ）前記トランザク
ションが完了したときの、前記トランザクションのレシートの少なくとも１つを取得する
ために利用可能なリソース識別子の少なくとも１つを特定する情報を含む、ことを特徴と
する請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の者は、顧客であり、前記第２の者は、商人である、ことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の者は、商人であり、前記第２の者は、顧客である、ことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の者は、第１の個人であり、前記第２の者は、第２の個人である、ことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記トークン発行者は、複数のトークン発行者の一人であり、前記トークン発行者を特
定するために使用できる情報は、前記複数のトークン発行者の中から前記トークン発行者
を一意に特定する、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第１の者と第２の者との間のトランザクションを実行するために、前記第１の者と関連
した装置を操作する方法であって、
　前記装置によって、前記トランザクションに関連付けられたトークンを取得することと
、
　トークン発行者と前記トークンの値を特定するために利用できる識別子を含むトークン
データを決定するために、前記トークンを処理することと、
　前記トークンデータを少なくとも含む情報を、ウォレット発行者に送信することと、
　前記ウォレット発行者に、前記トランザクションを完了するためのリクエストを送信す
ることと、を備え、
　前記ウォレット発行者は、前記第１の者の口座を用いて、前記トランザクションの認可
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を取得するための処理を実行し、前記トランザクションを完了するために使用するために
、前記トークン発行者に、前記認可に関連した情報を提供する、ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記トークンを取得することは、前記第１の者に関連した前記装置によって、前記トー
クンを捕捉させ、前記第２の者によって、前記トークンを前記第１の者に提示させること
、を更に備える、ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記トークンを取得することは、トークン発行者のリクエストに応答して、前記トラン
ザクションにおいての使用のために、トークンを受信すること、を更に備える、ことを特
徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記トークンデータは、前記トークンに関連したメタデータを更に含む、ことを特徴と
する請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記トークンに関連した前記メタデータは、（ｉ）前記トランザクションの金額、（ｉ
ｉ）前記トランザクションへの、前記第２の者の識別子、及び、（ｉｉｉ）前記トランザ
クションの貨幣の種類、の少なくとも１つを特定する情報を含む、ことを特徴とする請求
項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記トークンに関連した前記メタデータは、住所、及び、（ｉ）前記トランザクション
の詳細、（ｉｉ）前記トランザクションに関連した提供、及び（ｉｉｉ）前記トランザク
ションが完了したときの、前記トランザクションのレシートの少なくとも１つを取得する
ために利用可能なリソース識別子の少なくとも１つを特定する情報を含む、ことを特徴と
する請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ウォレット発行者に、前記第１の者を認証する情報を送信することと、
　前記ウォレット発行者に、前記トランザクションに関連した情報を送信することと、を
更に備え、
　前記ウォレット発行者は、前記第１の者の前記認証と、前記トランザクションに関連し
た前記情報とに、少なくとも部分的に基づいて、前記トランザクションを完了するために
用いられる前記口座を決定する、ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ウォレット発行者は、前記トランザクションと前記口座に関連した前記情報を用い
て、前記トランザクションの前記認可を取得する、ことを特徴とする請求項１６に記載の
方法。
【請求項１８】
　前記トランザクションに関連した前記情報は、少なくとも部分的に、前記トークンデー
タから取得される、ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ウォレット発行者は、トークン発行者及び前記トークンの前記値を特定するのに利
用可能な前記識別子を用いて、前記トークン発行者に、前記認可に関連した情報を提供す
る、ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ウォレット発行者に、前記トークンを含む前記トランザクションに関連した情報を
送信することと、
　前記ウォレット発行者から、前記トランザクションを完了するのに利用できる、前記第
１の者の、少なくとも第１の利用可能な口座を特定する情報を受信することと、
　前記ウォレット発行者に、前記少なくとも第１の利用可能な口座を用いて、前記トラン
ザクションを完了するためのリクエストを送信することと、を更に備える、ことを特徴と
する請求項１０に記載の方法。
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【請求項２１】
　前記ウォレット発行者に、前記第１の者を認証するための情報を送信すること、を更に
備える、ことを特徴とする請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第１の者は、顧客であり、前記第２の者は、商人である、ことを特徴とする請求項
１０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１の者は、第１の個人であり、前記第２の者は、第２の個人である、ことを特徴
とする請求項１０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記トークン発行者は、複数のトークン発行者の一人であり、前記トークン発行者を特
定するために利用できる前記識別子は、前記複数のトークン発行者の中から、前記トーク
ン発行者を一意に特定する、ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項２５】
　第１の装置を操作する第１の者と第２の装置を操作する第２の者との間のトランザクシ
ョンを実行する方法であって、
　前記第１の装置を用いて、トランザクションを開始することと、
　前記第２の装置を用いて、前記トランザクションに関連したトークンを捕捉することと
、
　前記トークンに関連した情報に基づいて、前記トランザクションに関連した、複数のト
ランザクション管理システムの一つを決定することと、
　前記トランザクションを完了するために使用する、前記複数のトランザクション管理シ
ステムの前記一つに、前記トークンと、前記トークンに関連した情報を送信すること、を
備える、方法。
【請求項２６】
　前記トークンに関連した前記情報は、前記複数のトランザクション管理システムの前記
一つへの通信経路を特定する情報を含む、ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記複数のトランザクション管理システムの前記一つは、ディレクトリサーバであり、
前記ディレクトリサーバは、前記トークンに関連した情報に基づいて、前記トランザクシ
ョンを完了するために利用する、少なくとも第１のリソースを特定する、ことを特徴とす
る請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記トランザクションを完了するために使用する前記少なくとも第１のリソースは、住
所、及び、（ｉ）前記トランザクションの詳細、（ｉｉ）前記トランザクションに関連し
た提供、（ｉｉｉ）前記トランザクションが完了したときの、前記トランザクションのレ
シート、（ｉｖ）前記第１の者の口座に関連したウォレット発行者、及び（ｖ）前記第２
の者の口座に関連したウォレット発行者の少なくとも１つを取得するために利用可能なリ
ソース識別子の少なくとも１つである、ことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　第１の者とのトランザクションに参加する第２の者を特定する方法を実行するために、
前記第１の者に関連した第１の装置のコンピュータプロセッサによって実行されるように
適用された命令を格納する、非一時的、コンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記
方法は、
　トークン発行者とトークンの値を特定するために利用できる情報を含む、前記トランザ
クションに利用する前記トークンを取得することと、
　前記第２の者に関連した第２の装置に、前記トークンを提供することと、を備え、
　前記第２の装置は、前記第２の者を特定するために利用可能な情報と共に、前記トーク
ン発行者に、前記トークンの前記値を送信する、ことを特徴とする媒体。
【請求項３０】
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　前記トークンは、（ｉ）前記トランザクションの金額、（ｉｉ）前記トランザクション
の貨幣の種類の少なくとも１つを特定する前記トークンに関連したメタデータを更に含む
、ことを特徴とする請求項２９に記載の媒体。
【請求項３１】
　前記トークンは、住所、及び、（ｉ）前記トランザクションの詳細、（ｉｉ）前記トラ
ンザクションに関連した提供、及び（ｉｉｉ）前記トランザクションが完了したときの、
前記トランザクションのレシートの少なくとも１つを取得するために利用可能なリソース
識別子の少なくとも１つを特定する前記トークンに関連したメタデータを更に含む、こと
を特徴とする請求項２９に記載の媒体。
【請求項３２】
　トランザクションを実行するシステムであって、
　第１の装置を操作する第１の者と、第１の装置を操作する第２の者とを含むトランザク
ションを開始するためのリクエストに関連した情報を受信する通信装置であって、開始す
るための前記リクエストは、前記第１の装置から受信される、通信装置と、
　プログラム命令を実行するコンピュータプロセッサと、
　前記コンピュータプロセッサに実行させるプログラム命令を格納する、前記コンピュー
タプロセッサと結合された、メモリと、を備え、
　　前記トランザクションに関連した処理中のトランザクションレコードを確立すること
と、
　　前記システムとトークンの値を特定するために利用できる識別子を含む、前記処理中
のトランザクションレコードに関連したトークンデータを生成することと、
　　前記トークンを前記第１の装置に送信することと、
　　前記第２の装置の少なくとも１つと、前記第２の装置に関連した装置から、前記トラ
ンザクションの認可を受信することと、
　　前記第１の装置と前記第２の装置の少なくとも１つへ、前記トランザクションの前記
認可に関連した情報を送信することと、
を備えることを特徴とするトランザクションを実行するシステム。
【請求項３３】
　前記第２の装置は、携帯装置であり、前記第２の装置に関連した前記装置は、前記携帯
装置上のウォレットの発行者である、ことを特徴とする請求項３２に記載のトランザクシ
ョンを実行するシステム。
【請求項３４】
　前記認可は、支払いシステムへの、トランザクション認可リクエストメッセージの送信
の後に、前記ウォレットの前記発行者によって取得される、ことを特徴とする請求項３３
に記載のトランザクションを実行するシステム。
【請求項３５】
　前記トランザクション認可リクエストメッセージは、前記第１の者の口座を特定する情
報と、前記トランザクションの金額を特定する情報と、前記第１の者を特定する情報とを
含む、ことを特徴とする請求項３４に記載のトランザクションを実行するシステム。
【請求項３６】
　第１の者と第２の者の間のトランザクションを促進する装置を操作する方法であって、
　前記第１の者に関連した第１の装置から、前記第１の者を特定するのに利用できる情報
を含む、前記トランザクションに用いられるトークンのリクエストを受信することと、
　前記第１の装置に、前記装置と前記トークンの値を特定するのに利用可能な情報を含む
、前記トークンを提供することと、
　前記第１の者に関連した第１の装置から、前記トークンの前記値と、前記第１の者を特
定するために利用可能な情報とを含む、前記トランザクションに参加するためのリクエス
トを受信することと、
　前記第１の者を特定するために利用可能な前記情報と、前記第２の者を特定するために
利用可能な前記情報と、前記トランザクションを促進するための前記トークンの前記値と
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、を関連付けることと、
を備える、ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願への相互参照＞
　本出願は、２０１３年１月３０日出願の米国仮特許出願６１／７５８，５４３号に基づ
き、これに対して、優先権の利益を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、支払いシステム及び支払い方法では、ユーザが携帯装置を使ってトランザクショ
ンを実行するものが提案されている。本発明の出願人によって提案されたような、ある方
法においては、ユーザは、携帯支払いアプリケーションを搭載する携帯装置を使ってトラ
ンザクションを実行することが出来る。提案のトランザクションでは、（チェックアウト
トークン、あるいは、ＡＴＭトークンなどの）「トークン」は、捕捉され、あるいは、携
帯装置に通信されることが出来る。トークンは、携帯装置のユーザとトランザクションロ
ケーションとの間のトランザクションの完了を促進するために、トランザクション管理シ
ステムによって使用される。例えば、トランザクション管理システムは、トランザクショ
ンロケーションに関連付けられた商人（あるいは、消費者）を特定し、トランザクション
ロケーションに関連付けられた、処理中のトランザクション情報を特定するために、トー
クンに関連付けられた情報を使用することが出来る。
【０００３】
　本発明の出願人によって導入されたシステムのいくつかの実施形態においては、トーク
ンは、トランザクションを行いたい２つの主体を接続するために用いられる。説明される
システムは、例えば、購入トランザクションの場合、処理中のトランザクションに関連付
けられた商品の商人に支払いを行いたい消費者の支払い証明で、店舗において、チェック
アウトの列において処理中の購入トランザクションを共に結合するために用いられる、磁
気ストライプカード及び読み取り機の使用と置き換えるために用いられることが出来る。
【０００４】
　トランザクションは、購入トランザクション、ＡＴＭトランザクション、送金トランザ
クションあるいは、認証トランザクション、チェックイン処理あるいは、２つの主体の間
で情報を交換する必要のある、任意の他のトランザクションとすることが出来る。いくつ
かの実施形態では、それは商人と購入者、他の場合には、二人の人、及び、他の場合には
、ガスポンプが自動的にオン（ＯＮ）されるように、あるいは、バーのバーテンダーが、
自動的に好みの飲み物を用意するために知ることが出来るように、小売業者に、彼らの存
在を知らせたいと望む人とすることが出来る。
【０００５】
　複数のトランザクション管理システムが、トランザクションに関係することができる、
システムと方法を提供することが望ましいだろう。更に、複数の主体あるいはシステムが
、携帯装置のユーザが効率的かつ信頼の置けるようにトランザクションを実行することを
可能としつつ、異なるトランザクション管理機能を実行できるようにすることが望ましい
だろう。
【０００６】
　更に、トランザクションに関係する装置が、トランザクションごとに、適切なトランザ
クション管理システムとの通信に用いる正しい経路あるいは通信チャネルと共に、適切な
トランザクション管理システムを容易に特定できることは望ましいことだろう。例えば、
携帯装置が、トランザクションの場所（point of transaction）に関連付けられたトーク
ンを捕捉するトランザクションにおいては、携帯装置は、トークンから受信した情報に基
づいて、トランザクションで用いる適切なトランザクション管理システムを特定するため
に、処理を行うことが出来る。他の例として、トランザクション端末が、携帯装置からチ
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ェックアウトトークンを捕捉するトランザクションにおいては、トランザクション端末は
、トークンから受信した情報に基づいて、トランザクションで用いる適切なトランザクシ
ョン管理システムを特定するために、処理を行うことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】いくつかの実施形態に関して構成されるシステムの一部を図示するブロック図で
ある。
【図２】いくつかの実施形態に関して構成される、図１のシステムの一部を図示するブロ
ック図である。
【図３】いくつかの実施形態に関して構成されるシステムの一部を図示するブロック図で
ある。
【図４】いくつかの実施形態に関する処理を図示するブロック図である。
【図５】いくつかの実施形態に関して構成されるシステムの一部を図示するブロック図で
ある。
【図６】いくつかの実施形態に関して構成されるシステムの一部を図示するブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明の実施形態は、トランザクションを実行するシステム、方法、処理、コンピュー
タプログラムコード及び手段に関する。より詳しくは、いくつかの実施形態は、携帯装置
を、商人、サービスプロバイダ、及び他の装置（自動預金支払機あるいは、「ＡＴＭ」な
ど）とトランザクションを実行するために操作するシステム、方法、処理、コンピュータ
プログラムコード及び手段に関する。いくつかの実施形態に関して、携帯装置をトランザ
クションを実行するために操作するシステム、方法、処理、コンピュータプログラムコー
ド及び手段は、携帯装置が、トランザクションを実行するために、適切な主体と通信する
ことが出来るように、商人あるいはトランザクションの場所（point of transaction ）
に関連した権限を発行するトランザクショントークンを決定することを含む。一般に、実
施形態は、携帯装置を、トランザクションに関連したコードをスキャンし、捕捉し、ある
いは、入力することによってトランザクションを実行するために用いることができる、上
記に参照した、共に審査中及び、共通な出願人を有する出願において、本発明者によって
説明されるような、システムと共に展開されることが出来る。いくつかの実施形態の特徴
は、携帯装置が、商人の場所あるいは、相互作用する場所（あるいは、いくつかの実施形
態では、ＡＴＭ、キオスクなど）においてトランザクションを実行するために用いられる
、支払いシステムと共に説明されるだろう。
【０００９】
　いくつかの実施形態に関連して、複数のトランザクション管理システム（あるいは、遠
隔のトランザクション管理装置）は、本発明の支払いシステムに関連付けられる、あるい
は、それにおいて使用されることが出来る。例えば、第１の商人は、トランザクションを
処理するために、第１のトランザクション管理システムのサービスを利用し、一方、第２
の商人は、トランザクションを処理するために、第２のトランザクション管理システムの
サービスを利用することが出来る。本発明による携帯支払いアプリケーションを有する携
帯支払い装置を保持する消費者は、各商人がどのトランザクション管理システムを用いる
かを必ずしも知る必要はない。しかし、いくつかの実施形態に関連して、携帯装置上の携
帯支払いアプリケーションは、本発明に関連したトランザクションの間、どのトランザク
ション管理システムと通信すべきかを知らなくてはならない。ここに説明する実施形態は
、携帯装置上の携帯支払いアプリケーションに、支払いトランザクションを実行するため
に、どのトランザクション管理システムと通信するか決定させることを可能とする技術を
提供する。更に、実施形態は、また、商人システムが、携帯装置から受信した情報に基づ
いて、通信すべき適切なトランザクション管理システムを決定する必要がある状況におい
ても使用されることが出来る。結果は、複数のトランザクション管理システムに支払いシ
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ステムに参加可能とするシステムとなる。更に、ここに更に説明するように、それぞれが
他のシステムあるいは主体を参照するトランザクション管理システムの側面を実行するシ
ステムあるいは主体の複数の層あるいは集合を設けることが出来る。
【００１０】
　いくつかの実施形態に関連して、トランザクション管理システムの機能は、複数の主体
あるいはシステムによって実行されることが出来る。例えば、１以上のウォレット発行人
（wallet issuers）は、ユーザ認証及び基本トランザクション管理機能などの機能を実行
することが出来る。権限を発行する１以上のトークンは、商人認証及び基本トランザクシ
ョン管理機能などの機能を実行することが出来る。そのような実施形態においては、消費
者が、商人とのトランザクションを実行するために、携帯装置を操作するとき、携帯装置
（及び／あるいは、ウォレット発行人と共に動作する携帯装置）は、（携帯装置を操作す
る）消費者と商人との間で、トランザクションを実行可能とするように、どのトークン発
行権限者が、商人の代わりにトークンを発行したかを決定しなくてはならない。実施形態
により、そのようなトランザクションが実行できるようになる。他の特徴及び利点は、ト
ランザクションの最初の説明が（複数のトランザクション管理システムがトランザクショ
ンに参加することが出来る）図１を参照して提供される、以下の開示から明らかとなるだ
ろう。更なるトランザクションの詳細は、（複数のトランザクション管理システムが参加
する）図２に提供されるだろう。図３において、トランザクション管理システムの機能の
いくつかが１以上のトークン発行権限者及び１以上のウォレット発行者によって実行され
る、トランザクションの詳細が説明される。図４において、（携帯装置上の携帯支払いア
プリケーションを構成したいユーザと、トランザクション管理システムあるいはウォレッ
ト発行者との間で実行されることができる）ウォレット登録処理が説明される。図５にお
いて、トランザクション処理の更なる詳細が、１以上のウォレット発行者及び１以上のト
ークン発行権限者がトランザクションに参加する状況について説明される。
【００１１】
　いくつかの語句が利便性と解説の簡便のために、ここに用いられる。例えば、語句「ト
ランザクションの場所（point of transaction ）」は、一般に、携帯装置を操作するユ
ーザがトランザクションを行いたい主体、装置あるいは他の物体を参照するために用いら
れる。例えば、「トランザクションの場所（point of transaction ）」は、商人のＰＯ
Ｓ端末、商人のウェブサイト、ＡＴＭ、キオスク、他の個人、印刷されたＱＲコードなど
の識別子を有するアイテム、ブルートゥースなどの無線装置あるいはビーコン、ＮＦＣチ
ップ、オーディオ装置あるいは、他の装置などと共に動作するとき、トランザクションを
開始するために用いられることが出来る他の装置を含む、アイテムあるいはオブジェクト
などとすることが出来る。前述の限定なしに、ここに用いられるように、利便のため、「
トランザクションの場所（point of transaction）」はまた、単に、「商人」として参照
されることが出来る。
【００１２】
　語句「トークン」は、トランザクションに参加する装置間で交換される識別子あるいは
情報を参照するために用いられるだろう。例えば、トークンは、商人と携帯装置を含むト
ランザクションの間で、あるいは、これに関連して、商人のトランザクションの場所によ
って携帯装置に提供されることが出来る。他の例として、トークンは、ＡＴＭ及び携帯装
置を含むトランザクションの間で、あるいは、これに関連して、ＡＴＭによって携帯装置
に提供されることが出来る。更に他の例として、トークンは、トランザクションを開始す
るために、顧客によって、相互作用の場所に提供されることが出来る。トークンは、ここ
に更に説明するように、多くの異なった形態で提供されることが出来る。トークンは、多
くの異なる方法で、トランザクションにおいて用いられるように発行されることが出来る
。例えば、ここに更に説明するように、トークンは、トランザクション管理システムある
いは「トークン発行権限者」によって発行され、生成され、あるいは、提供されることが
出来る。
【００１３】
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　語句「捕捉する」は、「トークン」（いくつかの実施形態に関してトランザクションを
促進するために用いられる識別子）をスキャンし、読み取り、あるいは、その他取得する
、という動作を参照するために用いられることが出来るだろう。語句「捕捉する」（ある
いは、「捕捉された」）は、限定的な意図はなく、携帯装置が、キー入力によって、画像
捕捉によって、ＲＦＩＤ、ＢＬＥ／ブルートゥース、ＮＦＣ読み取りによって、及び、そ
の他スキャン、読み取り、あるいは、ここに説明される他の有線あるいは無線技術を用い
て、トークン（あるいは、トークンに関連したデータ）を受信するために操作される実施
形態を含むことを意図している。いくつかの実施形態に関し、語句「捕捉する」は、更に
、トークンから、情報を検索し、あるいは、取得するために要求されるトークンの任意の
復号あるいは画像処理を含む。
【００１４】
　他の例として、語句「無線」は、例えば、無線周波数あるいは、他の電磁放射に基づい
た通信技術（ＲＦＩＤ、ｗｉｆｉ、ブルートゥース／ＢＬＥ、ジグビーあるいは他の技術
を含む）を用いるなど、結線されていない遠隔通信技術を参照するために用いられる。こ
の開示を読むことにより、当業者は、これらの語句の使用が限定することを意図せず、解
説の目的のため、であることが理解されるだろう。
【００１５】
　他の例として、語句「トランザクション管理システム」は、携帯装置及び商人、ＡＴＭ
あるいは他の装置を含む、トランザクションを促進するために、主体によって操作される
システムを参照する。一般に、トランザクション管理システムは、米国特許８，６３２，
０００号及び８，３８０，１７７号に説明されるようなトランザクション管理システムと
することが出来る。一般に、トランザクション管理システムは、第１の者に関連したある
装置（トランザクションの場所、携帯装置あるいはアイテムなど）から受信された処理中
のトランザクション情報を、第２の者に関連した他の装置（携帯装置、トランザクション
の場所、など）から受信した情報と一致させるシステムとすることが出来る。いくつかの
実施形態に関連して、トランザクション管理システムは、トークン（チェックアウトトー
クンあるいはＡＴＭトークンなど）を少なくとも部分的に用いて一致処理を実行する。処
理中のトランザクション情報がユーザ情報と一致されると、更なる処理が、トランザクシ
ョンを完了するために用いられるべき、適切な、あるいは、望ましい支払い口座の選択あ
るいは特定を可能とするために実行されることが出来る。いくつかの実施形態では、トラ
ンザクション管理システムは、他の機能を実行することが出来る。例えば、トランザクシ
ョン管理システムは、ユーザ及び携帯装置認証処理を実行することが出来る。トランザク
ション管理システムは、また、トランザクションを実行する際に使用されるトークンを発
行するために用いられることが出来る。
【００１６】
　ここに用いられるように、「トランザクション管理システム」は、また、特定の場所に
おけるユーザあるいは装置の存在を検出し、これに代わって動作を行うために用いられる
ことが出来る。例えば、ユーザの装置が、ブルートゥースビーコン機能を使ってトークン
を広報することを決定し、特定の小売業者（トークンは、それ自身で、あるいは、ユーザ
の装置の測位機能と共に、ユーザの位置を決定するために用いられることができる）、Ａ
ＴＭあるいは他の相互作用の場所の近くに配置している場合、トランザクション管理シス
テムは、その場所の１以上の相互作用の場所で、特定の装置に関連したユーザをチェック
インすることが出来る。チェックインすることは、相互作用の場所システムが、名前、ニ
ックネーム、写真、ロイヤルティプログラム番号、良く購入する商品とサービスの嗜好な
どのユーザについての、あるプロファイル情報を受信したことを意味する。更に、チェッ
クイン処理は、ガソリンスタンドのポンプ（相互作用の場所）が、ガソリンの注入を開始
する準備ができている、あるいは、バーテンダーに、特定の飲み物を自動的に準備させる
ことを促進し、あるいは、調理場のスタッフに、ユーザの好みの食事を用意させるために
、支払い装置に、所定金額の支払いの権限を予め与えておくことを自動的に実行するなど
、相互作用の場所、あるいは、相互作用の場所の店員がユーザに代わってトランザクショ
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ンを実行することとなる。
【００１７】
　いくつかの実施形態においては、トランザクション管理システムによって実行される機
能は、異なる主体によって実行されることが出来る。例えば、ここに用いられるように、
「ウォレット発行者」は、あるトランザクション処理機能と共に、ユーザ及び携帯装置の
認証などの機能を実行することが出来る。ここに用いられるように、「トークン発行権限
者」あるいは「トークン発行者」は、あるトランザクション処理機能と共に、商人、ＡＴ
Ｍあるいは他の相互作用の場所との通信や認証などの機能を実行することが出来る。ここ
に用いられるように、語句「ディレクトリサービス」は、任意の、トランザクション管理
システム、トークン発行権限者、及びウォレット発行者（あるいは、他の主体）によって
、あるいは、これらの代わりに実行されるサービスを参照するために用いられることが出
来る。「ディレクトリサービス」は、ここに説明するトランザクション処理を実行するた
めに、どの主体と装置（携帯装置あるいは商人など）が通信すべきかを決定するために、
（例えば、トークンに基づいて）実行されるべき機能の調査あるいはマッピングを可能と
するサービスを提供することが出来る。
【００１８】
　本発明の特徴は、上記で参照した、われわれの共に継続中の出願に説明された支払いシ
ステムの使用を仮定して説明され、それらのシステムの詳細は、ここでは、完全には繰り
返さない。しかし、本発明の実施形態は、われわれの共に継続中の出願に説明される支払
いシステムに関連して使用されることに限定されない。
【００１９】
　本発明のいくつかの実施形態の特徴が、いくつかの実施形態に関するシステム１００の
ブロック図である図１を参照して説明されるだろう。より詳細には、図１は、複数のトラ
ンザクション管理システム１３０ａ－ｎが用いられるシステムのブロック図である。各ト
ランザクション管理システム１３０は、ここに説明された機能、あるいは、携帯支払いア
プリケーショントランザクションが、異なるトランザクションシステムが参加する状況に
おいて処理されることが出来る他の機能を実行することが出来る。そのようなシステムに
おいては、第１の商人におけるトランザクションは、第１のトランザクション管理システ
ムとの相互作用を要求することができ、第２の商人におけるトランザクションが、第２の
トランザクション管理システムとの相互作用を要求することが出来る環境が存在すること
が出来る。図１に図示される実施形態により、そのような複数のトランザクション管理シ
ステムの使用を可能とすることが出来る。どのように複数のトランザクション管理システ
ム、ウォレット発行者及び／あるいは、トークン発行権限者が用いられるかの説明の前に
、どのようにトランザクションが処理されることが出来るかの概観が提供されるだろう。
トランザクションとトランザクション処理の異なる種類の更なる詳細は、参照文献として
ここに組み込まれる、同じ出願人に付与された特許及び出願を参照して取得されることが
出来る。
【００２０】
　利便のため、様々なトランザクションが、図１の支払いシステム１００を参照して説明
され、簡便のため、最初に、単一のトランザクション管理システム１３０が用いられる状
況が説明されるだろう。示されるように、支払い口座保持者、購買人、あるいは、他のユ
ーザあるいはオペレータ（ここでは、「顧客」）は、携帯装置１０２（携帯電話など）を
保持し、あるいは、使用することが出来る。携帯装置１０２は、ディスプレイスクリーン
１３６とデータ入力装置１３８（キーパッドあるいはタッチスクリーンなど）を有してい
る。本発明の実施形態に関して、顧客は、商人１０８とのトランザクション（支払い、ロ
イヤルティ、返品あるいは他のトランザクション）を実行するために、携帯装置１０２を
使用することが出来る。商人１０８は、物理的店頭、電子取引商人、あるいは、メールオ
ーダ及び電話（「ＭＯＴＯ」）商人（あるいは、他の人、あるいは主体、あるいは、トラ
ンザクションを開始することができる、顧客及び／あるいは、顧客の装置と共に動作する
ことが出来る任意の他のオブジェクト）とすることが出来る。更に、商人１０８は、「商
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人」である必要はなく、他の個人（個人対個人トランザクションの場合）あるいは、キオ
スク、あるいは、他の無人の装置（自動預金支払機「ＡＴＭ」など）などとすることも出
来る。
【００２１】
　典型的な例示的トランザクションにおいては、顧客は、最初に、商品あるいはサービス
を販売場所（point of sale ）（例えば、物理的チェックアウトカウンタ、電子ショッピ
ングカートなど、一般に、ここでは、「販売場所」あるいは、「ＰＯＳ」と呼ぶ）へ持っ
ていくことによって、商人１０８から商品あるいはサービスを購入することが出来る。商
人１０８は、購入するアイテムの合計を出す（例えば、バーコードスキャナ、商品コード
のキー入力などによって）ことによって、通常のように、チェックアウトトランザクショ
ンを開始する。商人（店員、ディスプレイスクリーン、顧客に面しているＰＯＳ端末など
を介して動作する）は、顧客に支払いオプションを選択するように促す。以前のシステム
では、商人は、顧客に、「クレジット」、「デビット」あるいは他の支払いオプションを
選択するように促したかもしれない。本発明に関連して、商人（店員、ディスプレイスク
リーン、顧客に面しているＰＯＳ端末などを介して動作する）は、顧客に、携帯支払いオ
プションと共に、それらのオプションを促すことが出来る。顧客が、携帯支払いオプショ
ンを選択した場合、本発明の特徴は、トランザクションを処理するために利用される。
【００２２】
　いくつかの実施形態においては、動作によって（ＰＯＳ端末のボタンを押す、あるいは
、店員に選択を教えることによるなど）、顧客が携帯支払いオプションを選択することを
要求するのではなくて、選択は、チェックアウト識別子あるいは「トークン」（以下に説
明するように）をスキャンする、捕捉する、あるいは、入力する顧客の動作によってなさ
れることが出来る。例えば、そのような実施形態においては、本発明で用いられるトーク
ンを捕捉する動作は、本発明に関連して、トランザクションが進むようにするだろう。
【００２３】
　携帯支払いオプションが選択され、購入合計が生成されると、商人１０８は、（経路１
１６を介して）トランザクション管理システム１３０に、商人支払い認可リクエストメッ
セージを送信する。商人支払い認可リクエストメッセージは、トランザクションに関する
１以上のデータあるいは情報を含むことが出来る。例えば、このメッセージは、商人識別
子、支払い金額、ここに更に説明されるように、更なる処理のために、商人とトランザク
ションを特定するために用いられるトークンの１以上を含むことが出来る。
【００２４】
　トークンを生成し、あるいは、提示するために、いくつかの技術が使用できる。例えば
、いくつかの実施形態では、１以上のトークンが、所定の商人１０８と共に用いられるた
めに、予め定義され、あるいは、確立されることが出来る（例えば、商人１０８は、販売
場所に表示する、あるいは、提示するために使用できる、いくつかのチェックアウトトー
クンを有することが出来る）。そのような実施形態においては、商人１０８は、所定のト
ランザクションで使用するトークンを選択するだろう。いくつかの実施形態においては、
そのようなトークンは、標準のフォーマットを用いて、生成され、あるいは、提示される
ことが出来る。図示的な例においては、商人１０８は、トークン、あるいは、予め定義さ
れた数列、あるいは、番号列の範囲で、発行され、あるいは、提供されることが出来る。
特定の例としては、商人は、数列あるいは使用パターンと共に、番号の範囲（例えば、「
０００００」から「９９９９９」）を使用するよう指示されることが出来る（例えば、特
定のチェックアウトトークンは、単一の有効なトランザクションについてのみ用いられる
ことが出来るのみである）。そのような実施形態においては、ＰＯＳシステムは、選択さ
れたトークンをトランザクション管理システム１３０に与えるだろう。他の実施形態にお
いては、しかし、トークンは、（以下に更に説明するように、）トランザクション管理シ
ステム１３０によって発行され、あるいは、選択され、商人認可リクエストメッセージに
応答して、商人１０８に提供される。当業者は、トークンを発行し、使用し、及び、選択
する他の技術を使えることを理解するだろう。いくつかの実施形態においては、以下に更
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に説明されるように、トークンは、「トークン発行権限者」によって発行される。
【００２５】
　いくつかの実施形態に関連して、トークンは、各トランザクションについて、動的に生
成される。いくつかの実施形態においては、トークンは、個々のチェックアウト場所（例
えば、特定のＰＯＳ端末、あるいは、場所、特定のＡＴＭマシンあるいは他の装置、ある
いは、特定のチェックアウト場所を有しない配管工あるいは電気技師などの小ビジネスパ
ーソン、あるいは、個人）と関連した静的な識別子である。商人１０８は、トークンを、
顧客に表示し、あるいは、提示するようにする。例えば、トークンは、商人に関連したデ
ィスプレイ装置上に表示され、あるいは、プラカードあるいは、販売場所の近くの他の表
示に予め印刷されることが出来る。
【００２６】
　顧客の観点からは、本発明の支払い処理は、本発明を使ってトランザクションを実行す
るために、顧客が、その身元と権限を確認するための認証処理を実行することから始める
ことが出来る。認証処理は、顧客が、販売場所において、携帯支払いオプションを選択し
た後、あるいは、ある状況においては、その前に実行されることが出来る。いくつかの実
施形態に関連して、認証処理は、顧客をトランザクション管理システム１３０に認証する
ために寄与する。認証処理は、顧客が、携帯装置１０２条の携帯支払いアプリケーション
あるいはウェブブラウザを起動し、通信経路１１４を介して、トランザクション管理シス
テム１３０に、１以上の証明あるいは情報の項目を提供することを含むことが出来る。例
えば、認証処理は、ユーザ識別子、パスワードあるいは他の証明をログインスクリーン、
あるいは、携帯装置１０２のディスプレイ装置１３６上に表示される他のユーザインタフ
ェースに入力することを含むことが出来る。トランザクション管理システム１３０は、顧
客を認証するために、受信した情報と、格納された情報とを比較する。更にここに説明す
るように、異なるトランザクション管理システム１３０ａ－ｎが含まれることができ、異
なる携帯装置は、この認証処理を実行するために、異なるトランザクション管理システム
１３０ａ－ｎと相互作用することが出来る。更に、いくつかの実施形態においては、認証
を実行する機能は、消費者によって使用される携帯支払いアプリケーションを発行した主
体によって実行されることが出来る。そのような主体は、ここに「ウォレット発行者」と
して参照されることが出来る。
【００２７】
　認証処理は、いくつかの実施形態においては、また、携帯装置１０２の１以上の属性と
、（図３の処理のような）登録処理の間に携帯装置１０２から収集された属性の格納され
た集合との比較を含む。例えば、属性は、装置を一意に特定する、携帯装置１０２に関連
する識別子を含むことが出来る。このように、顧客は、知っている何か（ログイン証明）
と、有している何か（携帯装置）によって、２方向で認証される。顧客の認証が成功する
と、システムは、登録処理の一部として、トランザクション管理システム１３０に顧客が
以前に特定した、支払い口座のリストを含む、顧客に関する様々な属性にアクセスを有す
る。いくつかの実施形態では、ここに更に説明するように、認証処理は、携帯装置１０２
とウォレット発行者の間で実行される。
【００２８】
　認証処理の成功の後、顧客は、商人１０８に関連した装置からトークンをスキャンし、
捕捉する（あるいは、入力する）ことを促される（携帯装置１０２と商人１０８との間の
相互作用１１２として示されている）。ここに更に説明するように、トークンは、本発明
に関するトランザクションが達成されるように、携帯装置１０２と商人１０８及びトラン
ザクション管理システム１３０からのメッセージを関連付けるために用いられる。トーク
ンの捕捉後、携帯装置１０２は、トークンを、（通信経路１１４に渡って）、顧客トラン
ザクション検索リクエストメッセージ内で、トランザクション管理システム１３０に送信
する。顧客トランザクション検索リクエストメッセージは、携帯装置１０２によって捕捉
されたトークンを含む。
【００２９】
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　いくつかの実施形態に関連して、「静的」トークンあるいは「動的」トークンの何れか
が用いられる。「静的」トークンが用いられる実施形態（例えば、特定のトランザクショ
ンの場所によって使用するように割り当てられ、各トランザクションに対し、任意の可変
な情報を含まないようなもの）においては、トランザクション管理システム１３０は、（
携帯装置１０２から受信された）顧客トランザクション検索リクエスト内の情報と、（商
人１０８から受信された）商人支払い認可リクエスト内の情報との一致処理を、各メッセ
ージで受信したトークン情報を一致させることで、行う。一致したとき、トランザクショ
ン管理システム１３０は、トランザクション詳細メッセージを（経路１１４を介して）顧
客の携帯装置１０２に送信する。トランザクション詳細メッセージからの情報は、支払い
金額、名前、及び、商人の場所（商人支払い認可リクエストに含まれ、あるいは、これか
ら導出された情報）を含むが、これらには限定されない、トランザクションに関する詳細
と、あるいは、１以上のマーケティングメッセージを顧客に提供する。更に、トランザク
ション管理システム１３０は、また、クレジット、デビット、小切手、プリペイド及び他
の種類の口座を含む、顧客がシステムに登録した支払い口座のリストを、電話に送信する
。口座のリストは、顧客がシステムに登録した口座のすべてを含み、あるいは、携帯支払
いネットワークオペレータ、商人、各支払い口座の発行者、顧客あるいは他の主体によっ
て確立されたルールに基づいて、口座の部分集合を含むことが出来る（例えば、携帯装置
に送信される口座のリストは、現在のトランザクションに用いられることができる口座を
含むのみである）。いくつかの実施形態に関連して、口座のリストは、単一の口座のみ、
あるいは、複数の口座を含むことが出来る。更に、口座のリストは、実際の支払い証明は
含まず、むしろ、実際の支払い証明は、トランザクション管理システム１３０（あるいは
、いくつかの実施形態においては、以下に説明するように、ウォレット発行者）に格納（
あるいは、にアクセス可能）である。このように、携帯装置１０２は、重要な支払い口座
情報は格納しない。例えば、口座のリストは、単に識別子（プロキシなどの）を含み、ト
ランザクション管理システム１３０あるいは、ウォレット発行者が、顧客の各口座に関連
した実際の支払い証明を特定することが出来るようにすることが出来る。ここで、顧客は
、携帯装置１０２のディスプレイ１３６上で、支払いしようとする商人の名前、支払い金
額、商人１０８に支払うために使うことが出来る支払い口座のリストを見ることが出来る
。
【００３０】
　いくつかの実施形態においては、商人のトークンは、商人支払い認可リクエストにおけ
る一意の識別子から導出されることが出来る。例えば、商人が、静的トークンをトランザ
クション管理システム１３０に送るためにシステムを容易に変更できないような場合には
、そのような導出は、商人が新しい支払い方法を採用することによって要求されるかもし
れない、装置のアップグレード及びソフトウェアの変更の必要性を減少し、あるいは、消
去しさえする。トークンは、商人の識別子、端末の識別子あるいは他の情報（商人のシス
テムによってトランザクション管理システム１３０に送られる）をトークンにマッピング
するマッピングテーブルを用いて、導出されることが出来る。受信された識別子に基づい
て、マッピング処理は、その支払いトランザクションにおいて使用される適切なトークン
を特定するために発生する。選択されたトークンは、トランザクション管理システム１３
０（あるいは、以下に説明するように、ウォレット発行者）における顧客メッセージキュ
ーからのトランザクションと一致処理をするために使用可能とされる、トランザクション
管理システム１３０における（あるいは、以下に更に説明するように、トークン発行権限
者における）商人トランザクションキュー内のトランザクションに関連付けられる。当業
者は、他の一致処理及びマッピング技術も使うことが出来ることを理解するだろう。いず
れにしても、トークンは、商人支払い認可リクエストを、本発明に関連した携帯装置を操
作する顧客から受信した支払い認可リクエストに関連付けるために用いられる識別子（文
字、番号、及び／あるいは記号の組み合わせからなる）である。
【００３１】
　（例えば、トークンが、チェックアウトトランザクションの間に、商人に関連したディ
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スプレイ装置上に表示される前に、商人１０８、トランザクション管理システム１３０、
あるいは、トークン発行権限者のいずれかによって生成される場合、及び、トークンが、
トランザクションに関する追加的な情報を含む）「動的」トークンを用いる実施形態にお
いては、チェックアウト処理は、顧客トランザクション検索リクエストメッセージをトラ
ンザクション管理システム１３０に送信する必要なしに処理を進めることが出来る。例え
ば、いくつかの実施形態において、トランザクションの詳細のいくらか、あるいは、全て
は、携帯装置１０２によって捕捉され、処理されたとき、トランザクションの詳細を携帯
装置１０２に提供する動的トークン内に符号化されることが出来る。「静的」及び「動的
」の両方のトークンの実施形態の更なる詳細は、以下に更に説明され、あるいは、ここに
参照により組み込まれる、同じ出願人に譲渡された出願に含まれている。しかし、いずれ
の場合も、トークンは、携帯装置１０２からのメッセージと商人１０８からのメッセージ
とを、トランザクション管理システム１３０（あるいは、ここに説明されるように、ウォ
レット発行者及びトークン発行権限者の組み合わせ）において一致処理するために用いら
れる。
【００３２】
　支払いトランザクションを完了するために、顧客は、現在のトランザクションにおいて
使用する、望ましい支払い口座を選択するために、携帯装置１０２と相互作用し、顧客支
払い認可リクエストメッセージが、（経路１１４を介して）トランザクション管理システ
ム１３０に提出されるようにする。いくつかの実施形態においては、トランザクション管
理システム１３０は、支払い認可リクエストメッセージを顧客の携帯装置に送信し、顧客
が支払いトランザクションを確認あるいはキャンセルする最後の機会を与えられることを
可能にするが、このステップは任意である。顧客の確認あるいはキャンセルは、顧客支払
い認可メッセージとして、携帯装置１０２から、経路１１４を介して、トランザクション
管理システム１３０に送信される。
【００３３】
　顧客の携帯装置から支払い認可メッセージが受信されると、トランザクション管理シス
テム１３０（あるいは、以下に更に説明されるように、いくつかの実施形態では、ウォレ
ット発行者あるいは、他の主体）は、トランザクションの資金の認可、清算、決算を行う
ために、１以上の支払い処理ネットワーク（図１には不図示）を介して送信するための認
可許可リクエストメッセージを生成する。このリクエストメッセージは、トランザクショ
ンの金額、あるいは、少なくとも（商人１０８から受信した）関連する商人支払い認可リ
クエストへのポインタあるいは参照及び、顧客により選択され、トランザクション管理シ
ステム１３０に予め格納され、（及び、携帯装置から受信されたプロキシあるいは他の識
別子によって特定される）支払い口座を特定する支払い口座識別子などの、商人支払い認
可リクエストからの情報を含む。認可許可処理は、１以上の認証ネットワーク上の標準的
な認証処理（例えば、図２、３、５、及び６において、以下に単に「支払い処理」として
参照される、Visa社によって操作されるVISANET （登録商標）ネットワーク、全米自動決
済協会（NACHA）などの自動清算ハウスシステムなど）を用いて実行される。利用可能な
資金が確認されると、トランザクション管理システムは、商人に、（経路１１６を介して
）商人支払い認可応答メッセージを送信し、トランザクションは、販売場所において完了
されることが出来る。顧客支払い認可応答メッセージは、また、販売場所において顧客に
表示され、及び／あるいは、顧客の携帯装置に送信されることが出来る。
【００３４】
　いくつかの実施形態に関しては、以下に更に説明するように、商人１０８には、チェッ
クアウト処理の間、顧客の任意の実際の支払い証明は提供されない。更に、携帯装置１０
２は、決して、実際の支払い証明は格納、送信あるいは受信しない。むしろ、携帯装置１
０２は、実際の支払い証明に関連したプロキシを格納、あるいは、プロキシへのアクセス
を有し、プロキシは、特定のトランザクションにおける使用のために、望ましい支払い口
座を特定するために用いられる。プロキシは、顧客支払い認可リクエストメッセージで、
トランザクション管理システム１３０（あるいは、いくつかの実施形態において、ウォレ



(15) JP 2016-510468 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

ット発行者）へ送信され、トランザクション管理システム１３０（あるいは、いくつかの
実施形態では、ウォレット発行者）は、選択された口座に関連した実際の支払い証明を検
索し、あるいは、特定するためにプロキシを使用する。実際の支払い証明は、トランザク
ション管理システム１３０（あるいは、いくつかの実施形態においては、ウォレット発行
者）から、口座発行者あるいは認可エージェントへと送信される。実際の支払い証明が、
商人１０８あるいは携帯装置１０２に明らかにされ、あるいは、格納されないことを確保
することによって、実施形態は、より強い口座のセキュリティと、詐欺あるいは不正使用
の可能性を低くすることを提供する。
【００３５】
　いくつかの実施形態に関連して、携帯装置１０２は、例えば、iPhone （登録商標）、A
ndroid （登録商標）電話、あるいは、ウェブコンテンツにアクセスし、表示し、あるい
は、インターネットにアクセスすることの出来る任意の電話などのスマートフォンあるい
はウェブ閲覧可能な携帯装置とすることが出来る。いくつかの実施形態においては、携帯
装置１０２は、携帯あるいは無線ネットワークを用いて、トランザクション管理システム
１３０と通信する。いくつかの実施形態においては、トランザクション管理システム１３
０は、セキュアサーバ（あるいは、サーバのネットワーク）である。いくつかの実施形態
においては、トランザクション管理システム１３０（あるいは、いくつかの実施形態にお
いては、ウォレット発行者及び／あるいは、トークン発行権限者）は、Visa社によって操
作されるVISANET （登録商標）ネットワーク、MasterCard International社によって操作
されるBANKNET （登録商標）ネットワークなどの１以上の支払い処理ネットワーク（図１
には不図示、しかし、図２、３、５及び６には、「支払い処理」として示されている）と
通信をする。トランザクション管理システム１３０（あるいは、いくつかの実施形態にお
いては、ウォレット発行者及び／あるいは、トークン発行権限者）は、携帯装置１０２を
操作する顧客が、広い範囲の異なる形態の支払い装置及び口座を使ってトランザクション
を実行することが出来るように、他の金融トランザクションネットワーク（ACH及びEFTネ
ットワーク、プライベートレーベルネットワーク、PayPal （登録商標）などの別の支払
いシステムなど）とも通信を行うことが出来る。トランザクション管理システム１３０（
あるいは、いくつかの実施形態においては、ウォレット発行者及び／あるいは、トークン
発行権限者）は、更に、Google （登録商標）、Apple （登録商標）、Yahoo （登録商標
）、Microsoft （登録商標）などによって提供されるもののような、１以上の広告あるい
は提供管理ネットワークと通信することが出来る。以下に更に説明されるように、広告及
び提供を含むデータは、それらのネットワークから受信され、携帯装置１０２を介して顧
客に提供されることが出来る。
【００３６】
　いくつかの実施形態においては、他の装置は、トークンを取得し、及び／あるいは、ト
ランザクションを開始することができる。例えば、いくつかの実施形態においては、携帯
装置１０２を操作する顧客は、トランザクションで使用するために、トークンを取得し、
トランザクションの他の参加者（商人、他の携帯装置を操作する他の顧客など）に、その
トークンを提供することが出来る。そのようなトランザクションの流れは、一般に、以下
のように進むことが出来る。
【００３７】
　いくつかの実施形態に関しては、トランザクション（支払い、ロイヤルティあるいは他
のトランザクションなど）は、トランザクション管理システム１３０からトークンを取得
し、相互作用の場所（商人１０８、他の携帯装置など）にトークンを提示するために、携
帯装置１０２を操作する消費者によって実行されることが出来る。例えば、トークンが携
帯装置１０２によって取得されると、携帯支払いアプリケーションは、トークン（あるい
は、QRコードなどのトークンの符号化バージョン）が、相互作用の場所において、読取ら
れ、あるいは、捕捉されるために、携帯装置１０２のディスプレイスクリーン上に表示さ
れ、無線通信リンクなどを介して、相互作用の場所に送信されるようにすることが出来る
。例えば、商人１０８における処理は、以下のとおり進むことが出来る（他の処理の流れ



(16) JP 2016-510468 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

も、好ましい結果と共に用いることが出来るが）。
【００３８】
　最初、商人１０８に関連した店員は、POS端末において、アイテムをスキャンし、携帯
装置１０２を操作する顧客によって購入されるアイテムの初期バスケットあるいは集合を
生成する（アイテムをスキャンすることは、トークンが生成され、捕捉された後に起こる
ことが出来るが、この図示的実施形態においては、利便のため、アイテムをスキャンする
ことが、最初に起こるとして説明する）。本発明に関連した支払いアプリケーションを有
して構成される携帯装置１０２を操作する、（例えば、図４を参照して、以下に説明する
ような処理を介して、トランザクション管理システム１３０に１以上の支払い口座を登録
した）消費者は、商人１０８と支払いトランザクションを実行するために、携帯装置１０
２を使用することを決定し、トランザクションでの使用のためにトークンをリクエストす
るために、携帯装置１０２と相互作用する。このリクエストは、メッセージをトランザク
ション管理システム１３０に送信させる。メッセージは、また、消費者の携帯装置と共に
、消費者を認証する情報を含み（上記したように）、トランザクション管理システム１３
０は、トランザクションでの使用のために、トークンを生成すると共に、トランザクショ
ンキュー内の、処理中のトランザクションレコードを生成するために、メッセージからの
データを使用する。
【００３９】
　トランザクション管理システム１３０は、トランザクションでの使用のためのトークン
に関連したデータを含むメッセージを、携帯装置１０２へ送信させる。（本発明の支払い
アプリケーションの制御下の）携帯装置１０２は、トークンを、携帯装置１０２のディス
プレイスクリーン上に表示させる。トークンは、QRコード、バーコード、ブルートゥース
あるいはRFID信号などの形態で表示され、あるいは、提示されることが出来、消費者は、
捕捉するために、トークンを商人の店員あるいは商人のPOSシステムに提示することを促
される。商人システム１０８は、携帯装置１０２からトークンを捕捉するとき、トークン
を処理中のトランザクションの詳細（トランザクションの全額と、スキャンされたアイテ
ムの他の詳細とを含むことが出来る）と関連付け、トランザクションに関する情報（他の
情報の中でも、トランザクションの金額を含むことが出来る）と共に、トークン情報を含
む、処理トランザクションリクエストメッセージをトランザクション管理システム１３０
へ送信する。例えば、メッセージは、（携帯装置１０２で受信された）トークンを特定す
る情報、及び、レジ、POS端末、商人１０８、場所、トランザクションの金額、購入した
アイテムの品目の詳細を特定する情報、を含むデータエレメントを含むことが出来る。ト
ランザクション管理システム１３０は、トランザクションキューにある処理中のトランザ
クションを特定し、トランザクションキューを更新するために、処理トランザクションリ
クエストメッセージからの情報を用いる。
【００４０】
　トランザクションの金額を含む、商人１０８から受信したトランザクションに関する情
報を含むリクエストメッセージは、トランザクション管理システム１３０から携帯装置１
０２に送信される。更に、メッセージは、（例えば、１以上の商人固有ルール、１以上の
システム固有ルール及び１以上の顧客口座ルールを適用することによって）特定のトラン
ザクションにおいて、顧客によって使用されることが出来るとして、トランザクション管
理システム１３０によって特定された、１以上の顧客の利用可能な支払い口座を特定する
情報を含むことが出来る。携帯装置１０２と相互作用する顧客は、トランザクション管理
システム１３０から受信した情報から、利用可能な支払い口座を選択し、選択された口座
情報とトランザクション確認メッセージを、トランザクション管理システム１３０に送信
させる。
【００４１】
　いくつかの実施形態に関して、携帯装置１０２とトランザクション管理システム１３０
との間のこれらのメッセージのいくつか、あるいは、全部は、１以上のトランザクション
セッションにおいて送信されることが出来る。つまり、セッション制御は、同じ携帯装置
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１０２が、トークンをリクエストすること、利用できる支払い口座についての情報を受信
することの両方を行い、単一のトランザクションセッションで、利用できる支払い口座を
選択することを保証するために開始される。このように、実施形態は、異なる顧客あるい
はユーザが、異なるユーザの支払い情報を再利用し、あるいは、コピーすることが出来な
いことを保証する。更に、この方法は、トークンのリクエストを開始した携帯装置１０２
は、商人１０８からトランザクション管理システム１３０に送られたメッセージ内で特定
されたトランザクション用の支払いをするために用いることが出来る唯一の装置であるこ
とを保証する。
【００４２】
　トランザクション管理システム１３０は、支払い口座の選択とトランザクションの確認
を受信すると、支払い認可リクエストメッセージを支払い処理システム（図１には不図示
だが、図２、３、５及び６には示されている）へ送信させる。支払い認可リクエストメッ
セージは、（携帯装置１０２から受信された情報に基づいて特定される）実際の支払い証
明、トランザクションの金額、及び、商人情報を含む。トランザクション管理システム１
３０は、支払い処理システムから認可応答を受信すると、確認応答メッセージを、商人１
０８へ送信させる（確認応答は、また、携帯装置１０２にも送信される）。処理中のトラ
ンザクションは、また、トランザクションキューから取除かれる。このように、支払いト
ランザクションは、携帯装置１０２が、トランザクションで使用するトークンを取得し、
トランザクションでの使用のために、商人１０８に、そのトークンを提供することが出来
るようにすることにより実行されることが出来る。このトランザクション処理は、また、
ロイヤルティ、ディスカウント、及び、他の種類のトランザクションと共に使用されるこ
とが出来る。更に、処理は、他の種類の商人の場所（MOTO、インターネットなどを含む）
、ATMマシンあるいは、キオスクなどにおいて、及び、個人対個人のトランザクションに
おいて、トランザクションを実行するために用いられることが出来る。
【００４３】
　図１（及び、この開示に渡る他のところ）で示されるシステムは、単一の携帯装置１０
２と商人１０８のみを示しているが、当業者は、使用中の多くの装置があり、システムを
使う多くの商人がいることを理解するだろう。更に、いくつかの実施形態に関連して、ト
ランザクション管理システム１３０の複数の装置（いくつかの実施形態においては、ウォ
レット発行者及びトークン発行権限者）が稼働中である。
【００４４】
　以下に更に説明するように、本発明の実施形態を用いて実行されるトランザクションは
、既存の支払い方法に対して、いくつかの望ましい利点を有している。例えば、顧客は、
携帯装置を用いて、広く様々な商人の場所において、支払いトランザクションを実行する
ことが出来る。更に、携帯装置は、顧客によって保持される、様々な異なる支払い口座に
アクセスするために使用されることが出来、顧客が、各トランザクションについて、最も
適切な、あるいは、望ましい支払い口座を選択することを可能とする。本発明の特徴を用
いると、実施形態は、既存の販売場所システムとハードウェアを利用することが出来るの
で、商人は、高価なハードウェアの追加導入あるいは取替えを行う必要が無い。更に、本
発明の実施形態によって支払うことは、既存の支払い方法よりも安全である。というのも
、各トランザクションが、トランザクションを開始するために顧客が用いる携帯装置に関
連した一意な属性と共に、顧客に知られているユーザ情報（ユーザ識別子及び／あるいは
、パスワードあるいはPIN)という、２つの項目を用いて認証することを要求することが出
来るからである。他の利益及び利点は、この開示を読むことによって、当業者に明確とな
るだろう。
【００４５】
　いくつかの実施形態に関して、システム１００は、複数のトランザクション管理システ
ム１３０ａ－１３０ｎを含む。各（あるいは、ある）商人１０８は、１以上のトランザク
ション管理システム１３０ａ－１３０ｎとの関連、あるいは、関係を有しており、携帯装
置１０２を操作する顧客は、どのトランザクション管理システム１３０ａ－１３０ｎが、
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任意の所定のトランザクションに参加しているかを知る必要はない。同様に、各携帯装置
１０２は、幾つかの異なるトランザクション管理システム１３０ａ－１３０ｎと通信する
ことができ、商人あるいはトランザクションの場所は、どのトランザクション管理システ
ム１３０ａ－ｎが、以前の任意の所定のトランザクションに参加しているか（ここに説明
するように、トランザクションの間、そのような情報が確認されるまで）を必ずしも知る
必要はない。
【００４６】
　共に継続中の出願に述べたように、いくつかの実施形態に関係した、購入あるいは他の
トランザクション処理は、トランザクションの場所に関連したトークンを生成し、スキャ
ンし、あるいは、捕捉することを含む。いくつかの実施形態においては、このトークンは
、特定の商人あるいは場所において、個々のトランザクションでの使用のために、動的に
生成されることが出来る。携帯装置１０２によるトークンのスキャンあるいは捕捉は、ト
ランザクションを完了するのに使用するために、情報を、トランザクション管理システム
１３０に送信させる。いくつかの実施形態に関して、トークンに関連したデータは、トラ
ンザクションのために、適切な支払い口座を特定し、あるいは、選択することに関連して
、用いられることが出来る。ここに説明するように、トークンに関連したデータは、また
、商人におけるトランザクションについての情報（例えば、支払い金額、小売業社名など
を特定する情報など）を検索するために、どのトランザクション管理システム１３０ａ－
ｎと、携帯装置が通信すべきかを決定するために使用されることが出来る。
【００４７】
　いくつかの実施形態に関して、携帯装置１０２（あるいは、携帯装置１０２から、トラ
ンザクション中の商人システムへトークンが提供される状況において、商人１０８）は、
所定のトランザクション中に、どのトランザクション管理システム１３０ａ－ｎ８が接触
すべきかを決定するために、任意の、幾つかの異なる方法を使用することが出来る。例え
ば、いくつかの実施形態において、携帯装置１０２が、販売場所において、トークンをス
キャンし、あるいは、捕捉するとき、トークンは、携帯支払いアプリケーションによって
、適切なトランザクション管理システム１３０ａ－ｎに接触するために用いられることが
できる、識別子、あるいは、他の情報を含むことが出来る。識別子、あるいは、他の情報
は、例えば、トークンに直接符号化され、適切なトランザクション管理システム１３０ａ
－ｎにアクセスする経路を決定するために、携帯装置１０２上の携帯アプリケーションに
よって用いられる、URIあるいはURLとすることが出来る。図示的例として、URL　https:/
/paydiant.com/tms/productionは、トークン値自身と共に、トークン内に直接含まれるこ
とが出来る。そのような実施形態においては、URLあるいはURIは、携帯支払いアプリケー
ションが、トークンの値と共に、トークンからURLあるいはURIを効率的に、及び、正確に
復号出来るように、ＵＲＬ符号化方法を用いて符号化されることが出来る。
【００４８】
　トークンに含むことが出来る情報の他の図示的例として、フォーマットされたURLスト
リングは、携帯支払いアプリケーションによる捕捉と処理のために、トークン内に符号化
されることができる（例えば、URLストリングは、QRコードなどに符号化されることが出
来る）。フォーマットされたＵＲＬ列は、以下のような構造を有することが出来る：http
s://<hostname/ipaddress>:<port>/<tokenIssuingAuthorityIdentifiter>/<issuedToken>
/<transationMetaData>。このフォーマットに従う例示的ストリングは、https://176.64.
73.134:8663/pydt/y7uyjhd7/USD/3400とすることができる。このストリングで運ばれるこ
とが出来るトランザクションメタデータは、例えば、（限定なしに）このような情報とす
ることが出来る：トランザクションの通貨、トランザクションの金額、及び、商人の識別
子である。
【００４９】
　トークンに含まれることが出来る情報の他の図示的例として、URIに基づいた識別子は
、携帯支払いアプリケーションによる捕捉と処理のために、トークン内に符号化されるこ
とが出来る（例えば、URIに基づいた識別子は、QRコードなどとして符号化されることが
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出来る）。トークンは、“3ab0f564-82b5-4846-83a0-604c44989c59”などのような英数ト
ークンとすることが出来る。このストリングは、相互作用のために、適切なトランザクシ
ョン管理システム（あるいは、ウォレット発行者／トークン発行権限者）を検索するため
に用いられることが出来る。トークン化されたストリングの識別子も用いることが出来る
。例えば、トークン化されたストリングは、図示的な（限定的でない）例として：<token
IssuingAuthorityIdentifier>:<issuedToken>:<transactionMetaData>を含む、様々な方
法で、フォーマット化されることが出来る。
【００５０】
　更なる実施形態においては、トークンは、適切なトランザクション管理システム１３０
ａ－ｎに到達あるいは、通信するための適切な経路を検索するために用いられる識別子を
含むことが出来る。例えば、携帯装置１０２にインストールされた携帯支払いアプリケー
ションは、１以上の識別子／経路ペアによって、ルックアップテーブル（時々、更新ある
いは変更されることができる）により、提供されることが出来る。例えば、携帯支払いア
プリケーションは、以下の例示的表１などのような表に格納されることが出来る：

【表１】

【００５１】
　表１の図示的例においては、携帯装置１０２が、Paydiant社のトランザクション管理シ
ステム１３０を用いる商人１０８と相互作用する場合には、商人１０８から携帯装置１０
２によって捕捉されるトークンは、トークンの値と共に、識別子「ABC123」を含むことが
出来る。携帯装置１０２は、トークンを受信すると、トランザクション管理システムと通
信するために使用する経路は、識別子ABC123に関連付けられた経路（例えば、適切な経路
は、https://paydiant.com/tms/productionであろう）であることを判断するために検索
を行なう。携帯装置が、Visa社のトランザクション管理システム１３０を用いる商人１０
８と相互作用する場合には、商人１０８から携帯装置１０２によって捕捉されたトークン
は、トークンの値と共に、識別子「XYZ567」を含むことが出来る。携帯装置１０２は、ト
ークンを受信すると、トランザクション管理システムと通信するために使用する経路は、
識別子XYZ567に関連付けられた経路（例えば、経路は、https://visa.com/tms/productio
nであろう）であることを判断するために、検索を実行する。
【００５２】
　いくつかの実施形態においては、携帯装置１０２に格納されるルックアップテーブルを
用いるのではなく（あるいは、これに加え）、外部サービスが、適切な経路を検索するた
めに用いられることが出来る。例えば、携帯装置１０２は、商人装置１０８と相互作用す
ることができ、商人によって提示されたトークンをスキャンあるいは捕捉することが出来
る。トークンは、識別子とトークン値の両方を含むように符号化されることができ、識別
子は、適切なトランザクション管理システム１３０ａ－ｎへの経路を検索するために、携
帯装置１０２によってなされるウェブサービスコールにおけるパラメータとして、用いら
れることが出来る。このように、携帯装置１０２は、ルックアップテーブルを格納あるい
は維持する必要はないが、トランザクション管理システム識別子に関連した経路情報を返
すだろう所定のウェブサービスエンドポイントに呼び出しをかけることが必要となるのみ
である。いくつかの実施形態においては、ルックアップテーブル及びウェブサービスコー
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ルの組み合わせが、用いられることが出来る（例えば、識別子が、携帯装置１０２に格納
されるルックアップテーブルから得られない、あるいは、に含まれていない場合、携帯装
置１０２は、トランザクション管理システム１３０への適切な経路情報を検索するために
、ウェブサービスエンドポイントへ呼び出しを掛けることができる）。
【００５３】
　いくつかの実施形態において、１つの主体あるいは装置（トランザクション管理サーバ
、トークン発行権限者など）は、ディレクトリサービスとして動作することが出来る。例
えば、トークンは、ディレクトリサービスへのURIあるいはURL（あるいは、他のアドレス
）を含む情報を符号化し、あるいは、含むことが出来る。ディレクトリサービスが、トラ
ンザクションに関連したトークン値に接触するとき、ディレクトリサービスは、トランザ
クションに関連した、あるいは、に使用可能な更なる情報を取得するために、装置（携帯
装置１０２、商人１０８、他のトランザクション管理システム１３０など）によって使用
されることが出来る、１以上の他のURI、URL（あるいは、他のアドレス）を特定し、ある
いは、提供するために動作することが出来る。図示的な、しかし、限定的でない例として
、（トークン値によって特定される）特定のトランザクションについて接触するディレク
トリサービスは、トランザクションに関連した商人データを取得可能な第１のアドレス、
トランザクションレシートデータが（例えば、トランザクションの完了後に）取得可能な
第２のアドレス、及び、トランザクションに関連した認可データを取得可能な第３のアド
レスを提供することが出来る。これらの追加的なアドレスのそれぞれは、有効なトークン
値と共に、ディレクトリサーバのアドレスを有する装置あるいは主体によって取得される
ことが出来る。いくつかの実施形態においては、ディレクトリサーバとの相互作用は、（
例えば、認可された主体あるいは装置のみが、ディレクトリサービスから情報を取得する
ことが出来るというように）制御されることが出来る。関係の追加的レベルも使用するこ
とが出来る。例えば、トークン発行権限者は、トランザクションの詳細に関連したアドレ
スを提供することができ、このアドレスは、追加的なトランザクションの詳細のための他
の装置あるいは主体を参照することが出来、このアドレスは、トランザクションに関する
追加的な情報を参照することが出来る。
【００５４】
　いくつかの実施形態においては、トークン自身からの値は、使用する適切なトランザク
ション管理システム１３０を決定するためには必要が無いとすることが出来る。例えば、
携帯装置１０２あるいは商人１０８は、時刻、曜日、相互作用の場所における現在のトラ
ンザクション量、購入金額、あるいは、どのトランザクション管理システム１３０を使う
かを決定する任意の他の要因などの任意の数の要因に基づいて、１以上のルールを遵守す
ることが出来る。携帯装置１０２あるいは商人１０８は、また、（特定のトランザクショ
ン管理システム１３０が、トークンと関連して特定されていない場合に使用する、デフォ
ルトのトランザクション管理システム１３０を規定する）デフォルトのトランザクション
管理システム１３０設定を有することが出来、トランザクション管理システム１３０は、
トークンからの１以上のデータ項目あるいは、任意の他のソースからのデータ項目を含む
ことができるデータを評価する１以上のルールに基づいて、変更することが出来るかもし
れない。
【００５５】
　更なる実施形態について、携帯装置１０２によって捕捉されるトークンは、関連するト
ランザクション管理システムへの経路を導出するための、携帯装置１０２上の携帯支払い
アプリケーションによって復号されることが出来る識別子を含むことが出来る。例えば、
アルゴリズムが、適切なトランザクション管理システム１３０への経路へと、トークン内
で受信される識別子を変換するために用いられることが出来るだろう。図示的な例として
、“V1P”という単純な識別子は、以下の方法に基づいて、https://visa.com/1/producti
onの経路を構成するために用いられることが出来る：識別子の第１の位置における“V”
は、ドメイン“visa.com”にマッピングし、識別子の第２の位置の“1”は、同じ名前を
有するディレクトリにマッピングし、識別子の第３の位置の“P”は、“production”サ
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ブディレクトリにマッピングする。同様な方法及びマッピングが、広くさまざまなURL／U
RIスキームを生成するために用いられることができ、携帯装置１０２上の携帯支払いアプ
リケーションが、適切なトランザクション管理システム１３０と通信する正しい経路を効
率的に特定することを可能とする。当業者は、この開示を読むとき、トランザクション管
理システムへの適切な経路を決定するために、他の技術も使用することが出来ることを理
解するだろう。
【００５６】
　いくつかの実施形態においては、トランザクション管理システム１３０によって実行さ
れる機能は、１以上の主体によって実行されることが出来る。例えば、いくつかの実施形
態においては、トランザクション管理システム１３０によって実行される機能は、ウォレ
ット発行者及びトークン発行権限者によって実行されることが出来る。いくつかの実施形
態においては、ウォレット発行者によって実行される機能は、例えば、ユーザ管理、ユー
ザ認証、及び、幾つかの基本的なトランザクション管理に関連した機能を含むことが出来
る。トークン発行権限者によって実行される機能は、例えば、商人管理、商人認証、及び
、幾つかの基本的なトランザクション管理に関連した機能を含むことが出来る。幾つかの
異なるトークン発行権限者（例えば、本発明に関するトランザクションを促進する異なる
商人と相互作用する）と共に、幾つかの異なるウォレット発行者（例えば、複数の消費者
に携帯ウォレットを発行し、それらの消費者にために、ユーザに関連した機能を管理する
）が存在することが出来る。そのような実施形態の特徴は、図２を参照して説明されるだ
ろう。
【００５７】
　本発明のいくつかの実施形態に従った、システムのある側面の更なる詳細が、図２を参
照して説明される。図２は、携帯装置２０２、商人２０８、１以上のトランザクション管
理システム２３０及び支払い処理システム２３２の間の通信経路を示す、例示的支払いシ
ステムネットワーク環境のブロック図である。携帯装置２０２は、例えば、携帯電話、Ｐ
ＤＡ、パーソナルコンピュータなどとすることが出来る。例えば、携帯装置２０２は、Ap
ple社のiPhone （登録商標）、RIM社のBlackBerry （登録商標）、Google Android （登
録商標）オペレーティングシステムを用いた携帯電話などとすることが出来る。いくつか
の実施形態に関して、携帯装置２０２は、支払いアプリケーションを駆動することが出来
、携帯装置２０２を、ここに説明するように、支払い装置として動作させることが出来る
。いくつかの実施形態においては、携帯装置２０２は、携帯装置２０２を操作する顧客が
、ウェブインタフェースを介してトランザクションを開始するために、１以上のトランザ
クション管理システム２３０と相互作用することができるように、ウェブコンテンツにア
クセスし、及び、表示し、あるいは、インターネットにアクセスすることが出来る。
【００５８】
　図２の携帯装置２０２は、例えば、１以上の有線及び／あるいは、無線ネットワーク２
０１上で通信することが出来る。例として、無線ネットワークは、（セル送信機２１５に
よって表される）携帯ネットワークとすることが出来る。携帯装置２０２は、携帯あるい
は他の無線ネットワーク上で、ゲートウェイ２１６を介して通信することができ、ネット
ワーク２１４（例えば、インターネットあるいは他の公共あるいはプライベートネットワ
ークなど）と通信することが出来る。アクセスポイント２１８などのアクセスポイントは
、ネットワーク２１４への、データ及び他の通信アクセスを促進するために提供されるこ
とが出来る。アクセスポイント２１８は、例えば、802.11g （あるいは、他の）通信標準
に従うことが出来る。例えば、携帯装置２０２が本発明に関した支払い装置として機能す
ることを可能とする支払いアプリケーションを携帯装置２０２が駆動する実施形態におい
て、支払いアプリケーションは、１以上のトランザクション管理システム２３０への、ネ
ットワーク２０１を介した、データの通信を発生させる、あるいは、制御することが出来
る。
【００５９】
　いくつかの実施形態においては、携帯装置２０２は、アクセスポイント２１８を介して
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、無線ネットワーク２１４上で、音声及びデータ双方の通信を行うことが出来る。例えば
、携帯装置２０２は、アクセスポイント２１８を介して、無線ネットワーク上で、電話呼
び出しを行い、あるいは、受信し、電子メールを送信し、及び、受信し、ショートメッセ
ージサービス（"SMS"）メッセージを送信し、及び、受信し、電子メールメッセージを送
信し、及び、受信し、電子文書にアクセスし、ストリーミング媒体を送信し、及び受信す
るなど、をすることが出来る。同様な通信が、ネットワーク２１５を介して、行われるこ
とが出来る。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、携帯装置２０２は、例えば、ネットワークとの有線接続、他
の装置とのピアーツーピアー通信（例えば、ブルートゥースネットワークなどを使って）
などの他の手段によって通信を確立することも出来る。携帯装置２０２は、例えば、１以
上のトランザクション管理システム２３０（支払いトランザクションをするために、支払
い口座設定及び選択を生成し、編集し、見て、あるいは、変更するなどをするために）、
ウェブ２４０及び他のサービス２４２などの、ネットワーク２０１上の１以上のサービス
と通信することが出来る。携帯装置２０２は、また、１以上の有線及び／あるいは無線ネ
ットワーク２０１上の他のデータにもアクセスすることが出来る。例えば、ニュースサイ
ト、ＲＳＳフィード、ウェブサイト、ブログ、ソーシャルネットワーキングサイト、開発
者ネットワークなどのコンテンツプロバイダは、携帯装置２０２によってアクセスされる
ことが出来る。そのようなアクセスは、携帯装置２０２上にインストールされたウェブブ
ラウザアプリケーションを顧客が立ち上げることに応答して、ウェブブラウジング機能あ
るいはアプリケーション（例えば、ブラウザ）の呼び出しによって提供されることが出来
る。いくつかの実施形態においては、ユーザは、支払い口座を登録し、口座選択を確立し
、支払いトランザクションを実行するなどをするための、１以上のトランザクション管理
システム２３０と相互作用するために、ウェブブラウザを利用することが出来る。
【００６１】
　携帯装置２０２は、ディスプレイスクリーン２３６と（キーパッドあるいはタッチスク
リーンあるいは、音声インタフェースのような）データ入力装置２３８を有する。本発明
の実施形態に関して、顧客は、商人２０８との購入トランザクション（あるいは、ATMと
のATMトランザクションあるいは本発明のシステムによってサポートされる任意の他のト
ランザクション）を実行するために、携帯装置２０２を使用することが出来る。商人２０
８は、物理的店頭、電子取引商人、あるいは、MOTO商人（あるいは、他の人あるいは主体
）とすることが出来る。携帯装置２０２は、いくつかの実施形態においては、また、携帯
装置２０２が、トークン２１０の画像あるいは表現を捕捉することができるようなカメラ
（不図示）あるいは、他の画像捕捉装置を有する。携帯装置２０２は、いくつかの実施形
態においては、また、携帯装置２０２が、トークン２１０の無線信号表現を捕捉すること
が出来るように、無線受信機（不図示）あるいは、他の無線信号受信装置を有する。例え
ば、顧客は、本発明を使って、支払いトランザクションを開始するために、商人の販売場
所装置上に、あるいは、そこに表示されるトークンのデジタル写真を撮る、あるいは、画
像を捕捉するために、携帯装置２０２を操作することが出来る。捕捉された画像が、ディ
スプレイスクリーン２３６上に、アイテム２３７として示されている。以下に更に説明さ
れるように、トークン２１０は、商人とトランザクションを開始し、実行するために用い
られることが出来る。
【００６２】
　商人２０８は、説明されるように、本発明に関した支払いトランザクション（キャッシ
ュ、標準の支払いカードなどを含む、「従来の」あるいは標準的な支払いトランザクショ
ンと共に）を含む、支払い及びトランザクションを処理するために、１以上の商人システ
ム２０９を操作することが出来る。商人システム２０９は、ネットワークに繋がれた販売
場所システム（物理的小売業者の場所用の）とすることができ、（電子取引あるいはイン
ターネット小売業者の場所用などの）ショッピングカートシステムとすることが出来る。
「商人」がATM装置である場合には、商人システム２０９は、更に、ATMネットワークなど
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とすることが出来る。商人システム２０９は、更に、商人が、商人やサービスへの支払い
を受けることが出来るように設計されたシステムの組み合わせとすることが出来る。いく
つかの実施形態においては、商人システム２０９は、顧客からの情報を提示し、受信する
ためのディスプレイ装置２１３を有する１以上の販売場所装置２１２と通信することが出
来る。例えば、商人２０８が物理的小売業者の場所である場合、商人システム２０９は、
それぞれが、店舗内部の異なるチェックアウトレーンあるいは場所に配置されている（あ
るいは、異なる地理的場所の異なる店舗内にある）、幾つかの異なる販売場所装置２１２
と通信することが出来る。販売場所装置２１２のそれぞれは、顧客が購入を許可し、ある
いは、認可し、購入の支払いを提示することができるように、販売場所（あるいは「POS
」）において、顧客にトランザクション情報を提示し、表示し、あるいは、通信すること
が出来る。
【００６３】
　商人２０８がインターネットあるいは他の電子取引商人である他の例として、商人シス
テム２０９は、商人２０８に関連した購入トランザクションを処理するように構成された
ウェブサーバ（あるいは、いくつかがインターネットにアクセス可能なサーバのネットワ
ーク）とすることが出来る。販売場所装置２１２は、そのような例においては、インター
ネットのようなネットワークを介して、商人システム２０９と相互作用することが出来、
例えば、パーソナルコンピュータ、携帯装置などの、商人システム２０９と相互作用する
、幾つかの遠隔の端末とすることが出来る。本発明の実施形態は、物理的及び遠隔の種類
の両方の商人とトランザクションを開始し、実行することが出来るので、販売場所、購入
の場所、あるいは、購入者と商人との間の相互作用は、ここでは、「販売場所」あるいは
「相互作用の場所」として参照されることが出来る。
【００６４】
　本発明の実施形態に関して、トークン２１０は、販売場所に、あるいは、その近くに表
示される。トークンは、「静的」トークンあるいは「動的」トークンの何れかとすること
が出来る。静的トークンが用いられる状況では、トークンは、販売場所の位置の近くに（
顧客が容易にトークンを見て、読んで、あるいは、捕捉することが出来るように、ステッ
カーあるいは、プラカード上に）印刷され、表示され、あるいは、提供される。静的トー
クン２１０は、バーコード画像として、英数識別子として、あるいは、他の形態で印刷さ
れることが出来る。いくつかの実施形態においては、トークンは、携帯装置２０２を用い
て、キー入力あるいは捕捉の両方ができるように、人間によって容易に判別出来る形態で
提示されることが出来る。静的トークンが用いられる実施形態においては、追加的処理ス
テップが、携帯装置２０２にトランザクションに関する詳細な情報を提供するために、（
以下に更に説明するように）実行されることが出来る。
【００６５】
　動的トークンが用いられる実施形態においては、トークンは、販売場所装置２１２に関
連したディスプレイ装置２１３上に表示されることが出来る。動的トークンは、（例えば
、購入金額のような）トランザクション情報を含むために生成されることができ、いくつ
かの実施形態においては、支払いトランザクションの間、携帯装置２０２とトランザクシ
ョン管理システム２３０との間に、より少ないメッセージを含むことが出来る。トークン
２１０は、トークン２１０が、バーコード画像として、英数識別子として、無線信号とし
て、あるいは、画像として捕捉可能な（例えば、携帯装置２０２に関連したカメラあるい
はスキャナを用いて）他の形態で、符号化され、あるいは、表示されることが出来る。ト
ークン２１０は、また、携帯装置２０２の顧客によってキー入力され、あるいは、携帯装
置２０２と関連した無線受信機によって捕捉されることが出来る。いくつかの実施形態に
おいては、携帯装置は、複数の種類のトークン２１０と共に操作されることができる（例
えば、携帯アプリケーションは、トークン２１０がどのように販売場所に提示されるかに
よって、画像捕捉、無線受信あるいはキー入力を用いて、トークン２１０を捕捉すること
が出来る）。
【００６６】
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　ディスプレイ装置２１３は、LCD（あるいは、他のディスプレイ技術）ディスプレイと
することが出来る（例えば、Hypercom 4150端末あるいはVerifone MX870端末などのよう
に、システム上多くの商人から現在購入することができるようなもの）。本発明に関した
トランザクションにおけるトークン２１０の使用は、以下に更に説明されるだろう。しか
し、一般に、トークン２１０は、トランザクション管理システム２３０に格納され、ある
いは、アクセス可能な情報を用いて、支払いトランザクションを完了するために、携帯装
置からの支払いリクエストを、商人２０８からの支払い認可リクエストと一致処理するた
めに、トランザクション管理システム２３０によって使用される。トークン２１０が動的
トークンである実施形態において、トークンは、更に、商人２０８から携帯装置２０２へ
、トランザクションの詳細を通信するために用いられることが出来る。
【００６７】
　典型的な例示的トランザクションにおいては、顧客は、最初に、支払いオプションとし
て携帯支払いを選択し、携帯装置２０２上で支払いアプリケーションによって（あるいは
、トランザクション管理システム２３０と相互作用するウェブブラウザを介して）認証処
理を行い、（販売場所装置２１２のディスプレイ２１３からなど）商人２０８に関連した
装置からトークン２１０を捕捉し、トランザクションの詳細と、支払い口座リストあるい
は、トランザクション管理システム２３０からの好適な、あるいは、利用できる口座のリ
ストとを受信し、携帯装置２０２上の支払いオプションを選択し、ネットワーク２０１に
渡って、顧客支払い認可リクエストをトランザクション管理システム２３０に提出する、
ことによって、商人２０８から商品あるいはサービスを購入することが出来る。
【００６８】
　支払いオプションの選択は、顧客が利用できる１以上の支払い口座を特定する情報を受
信することを含む。利用できる支払い口座は、図４に関連して更に以下に説明される処理
などの登録処理中、顧客によって指定されるものとすることが出来る。いくつかの実施形
態に関連して、異なる支払い口座オプションの提示は、顧客が、現在のトランザクション
に最も適している、あるいは、利用できる口座を提示されるように、利用可能な支払い口
座のリストに、１以上のルールあるいは選択を適用することを含むことが出来る。顧客は
、使用する支払い口座（あるいは、複合取引登録トランザクションの場合、口座）を選択
し、情報は、トランザクション管理システム２３０に送信される。いくつかの実施形態に
おいては、顧客の利用可能な支払い口座の全ては、顧客が認証された後、顧客に表示され
ることが出来る。
【００６９】
　いくつかの実施形態においては、（顧客トランザクション検索リクエストを処理した後
）トランザクション管理システム２３０から後に受信された口座のリストは、追加的なメ
タデータあるいは、各支払い口座に関連した情報（例えば、現在利用可能な口座のバラン
ス、口座が現在のトランザクションにおいて使用された場合の、利用可能な任意の特別優
待など）を含むことが出来る。いくつかの実施形態においては、トランザクション管理シ
ステム２３０から後に受信された口座のリストは、トランザクション管理システム２３０
におけるルールの適用（例えば、１以上の顧客、商人、あるいはシステムルールの適用な
ど）に基づいて、より少ない口座を含むことが出来る。例えば、ルールは、特定の支払い
口座は、少金額トランザクションには用いられてはならないことを指定することが出来る
。そのような場合、その特定の支払い口座は、顧客トランザクション検索リクエストに応
答した、トランザクション管理システムから送信された口座のリストに含まれないだろう
。言い換えると、顧客トランザクション検索リクエストを処理した後、トランザクション
管理システム２３０から受信した支払い口座のリストは、顧客が登録した全ての口座の部
分集合とすることが出来る。
【００７０】
　実質的に同時に、商人２０８は、ネットワークに渡って、商人支払い認可リクエストメ
ッセージをトランザクション管理システム２３０に送信する。トランザクション管理シス
テム２３０は、トークン２１０を使って、（ネットワーク２０１を介して携帯装置２０２



(25) JP 2016-510468 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

から受信した）顧客支払い認可リクエストを、（ネットワーク２２０を介して商人２０８
から受信した）商人支払い認可リクエストと一致処理する。
【００７１】
　動的トークン２１０が用いられる、いくつかの実施形態においては、トランザクション
管理システム２３０から、携帯装置２０２によって、トランザクションの詳細を受信する
必要はなく、むしろ、トランザクションの詳細の幾つか、あるいは、全部は、動的トーク
ン２１０に符号化されている、あるいは、含まれているデータを介して、携帯装置２０２
に提供されることが出来る。いくつかの実施形態においては、携帯装置２０２は、動的ト
ークンが用いられる場合であっても、トランザクション管理システムからのトランザクシ
ョンの詳細の幾つか、あるいは、全部をリクエストし、あるいは、受信する。
【００７２】
　いくつかの実施形態においては、トランザクション管理システム２３０は、顧客支払い
確認リクエストメッセージを、顧客の携帯装置２０２に送信し、顧客が、支払いトランザ
クションを確認、あるいは、キャンセルする最後の機会を与えられることが出来るように
する。例えば、顧客は、支払いトランザクションを「確認」あるいは「キャンセル」する
ことを促されることが出来る。促進は、トランザクションについての追加的な情報と選択
された支払い口座を提供することができ、顧客は、「確認」あるいは「キャンセル」を選
択する前に、トランザクションについての詳細な情報を有することが出来る。いくつかの
実施形態においては、顧客は、選択を設定する、あるいは、携帯支払いアプリケーション
を、あるメッセージあるいはトランザクションステップを有効あるいは無効とするように
構成する機会を与えられることが出来る。特定の例として、顧客は、顧客支払い確認リク
エストメッセージを受信する（あるいは、受信しない）機会を与えられることが出来る。
【００７３】
　支払いに進む最終的な確認が、顧客の携帯装置２０２から受信されると、トランザクシ
ョン管理システム２３０は、トランザクションのための資金の認可、清算、決算を行うた
めの、１以上の支払い処理ネットワーク２３２を介しての送信のために、認可許可リクエ
ストメッセージを生成する。このリクエストメッセージは、商人支払い認可リクエスト（
商人２０８から受信された）と、顧客によって選択された支払口座に関連した実際の支払
い証明とからのトランザクションの金額あるいは他の情報などのトランザクションの詳細
を含む。実際の支払い証明は、支払い口座選択情報を用い、トランザクション管理システ
ム２３０にアクセス可能なデータベースあるいは場所に予め格納された実際の支払い口座
証明の検索を実行することにより、取得することが出来る。認可許可処理は、１以上の支
払い処理ネットワーク２３２（例えば、Visa, Inc.によって操作されるVISANET （登録商
標）ネットワーク、NACHA などの自動清算ハウスシステムなど）を介して、標準的な金融
認可処理を用いて実行することが出来る。資金の利用可能性が確認されると、トランザク
ション管理システムは、商人支払い認可応答メッセージを商人２０８に送信し、トランザ
クションは、販売場所２１２において完了し、顧客支払い認可応答メッセージが顧客の携
帯装置２０２に送信される。
【００７４】
　携帯装置２０２が、トランザクション管理システム２３０からトークンを取得するため
に用いられ、商人２０８（あるいは、他の携帯装置、あるいは、他の相互作用の場所装置
）が、携帯装置１０８からトークンを捕捉する状況において、上記したように、同様な処
理が発生することが出来る。
【００７５】
　いくつかの実施形態においては、本発明に関連した支払いシステムは、上記した１以上
のトランザクション管理システムによって通常提供される異なる処理機能を実行する複数
の主体を含むことが出来る。例えば、ある状況においては、複数の主体（ここでは、「ウ
ォレット発行者」と呼ぶ）が、本発明に関する携帯支払いアプリケーションを発行し、及
び、管理することが望ましい。例えば、金融機関あるいは、他の主体は、顧客に携帯支払
いアプリケーションを提供するタスクと機能を発行し、及び、管理することを選択するこ
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とが出来る。これは、本発明の支払いシステムに参加する複数のウォレット発行者となる
。同様に、金融機関あるいは他の主体は、１以上の商人の代わりに、トークン発行機能を
提供することを選択することが出来る。すなわち、主体は、商人と既存の関係を有するこ
とができ、既に、商人の販売場所及び他の商人システムと一体化され、あるいは、アクセ
スすることが出来る。主体は、商人に、トークン発行機能を提供したいと思うことが出来
る。これは、複数のトークン発行権限者が、本発明の支払いシステムに参加することとな
ることが出来る。
【００７６】
　一例示的システムが、トランザクション管理システム２３０の代わりに、１以上のトー
クン発行権限者２５０と１以上のウォレット発行者２６０が示されているのを除いて、図
２に示されたシステムと同様のものが図３に示されている（しかし、いくつかの実施形態
においては、１以上のトランザクション管理システム２３０は、１以上のウォレット発行
者２６０と１以上のトークン発行権限者２５０と共に動作するシステムにおいて、依然利
用可能である）。図３に示されているように、ウォレット発行者２６０は、１以上のネッ
トワーク経路を介して、携帯装置２０２と通信することが出来る。一般に、ウォレット発
行者２６０と、ウォレット発行者２６０によって発行される携帯支払いアプリケーション
を操作する各携帯装置２０２は、通信することが出来る（例えば、携帯支払いアプリケー
ションは、携帯装置２０２と関連したウォレット発行者２６０との間の信頼性のある相互
作用と通信を保証するために符号化されることが出来る）。更に、トークン発行権限者２
５０は、１以上のネットワーク経路を介して、１以上の商人２０８と通信する。あるトラ
ンザクション実施形態とシナリオにおいては、更に、ウォレット発行者２６０とトークン
発行権限者２５０との間の通信が存在する（例えば、両主体を含むトランザクションを完
了するために）。更に、ウォレット発行者２６０は、１以上の支払い処理ネットワーク２
３２と通信するように示されているが、いくつかの実施形態においては、トークン発行権
限者は、また、１以上の支払い処理ネットワーク２３２と通信することが出来る。これら
の主体を含むトランザクションの更なる詳細が、図５の説明と共に、以下に提供されるだ
ろう。
【００７７】
　いくつかの実施形態に関連して、本発明を用いた購入トランザクションを実行するため
に、携帯装置（図３の携帯装置２０２など）を顧客が用いることが出来る前に、顧客は、
図４に関連して説明される処理などの登録処理を実行しなくてはならない。処理４００と
関連して収集あるいは提供されるデータは、システム２３０などのトランザクション管理
システムに関連した１以上のデータベースに格納、あるいは、これにアクセス可能とされ
ることができる。更に、いくつかの実施形態に関しては、別個のウォレット発行者２６０
は、処理４００に関連して収集、あるいは、提供されるデータを格納することが出来る。
【００７８】
　図４の登録処理４００は、顧客が最初登録サーバ（これは、図２のトランザクション管
理システム２３０あるいは、図３のウォレット発行者のコンポーネントである、あるいは
、これと関連することが出来る）と、登録処理を開始するために相互作用するときに開始
する。例えば、顧客は、登録サーバに関連した登録ウェブページにアクセスする、あるい
は、登録処理を完了するために携帯アプリケーションの機能を使用するために、（携帯装
置あるいは他の計算機装置のいずれかの上の）インターネットブラウザを操作することが
出来る。登録ウェブページは、顧客に、アカウント生成処理を開始するために、ある特定
方法を提供するようにリクエストすることが出来る。例えば、顧客は、１以上の電子メー
ルアドレス及び電話番号を含む連絡問い合わせ先のみならず、名前、住所、他の連絡先情
報を提供することが出来る。顧客識別子あるいは他の一意のレコード（あるいは、複数の
レコード）は、トランザクション管理システム２３０あるいはウォレット発行者２６０に
関連した、あるいは、アクセスできるデータベースにおいて確立されることが出来る。顧
客識別子は、顧客を一意に特定するために用いられることが出来る。顧客識別子は、トラ
ンザクション管理システム２３０（実施形態に応じて、あるいは、ウォレット発行者２６
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０など、）によって割り当てられる英数識別子、あるいは、顧客に基づき、あるいは、よ
って提供される情報（例えば、携帯電話番号あるいは、携帯装置２０２に関連した識別子
）とすることが出来る。
【００７９】
　処理は、顧客がトランザクション管理システム２３０（あるいは、実施形態に応じて、
ウォレット発行者２６０）とアカウント関係を確立する４０４において、継続する。いく
つかの実施形態においては、アカウント生成は、連絡先を提供し、顧客がトランザクショ
ンをしたい１以上の携帯装置を特定する情報と共に、顧客に関連する情報を特定すること
を含む。各携帯装置２０２は、例えば、電話番号及び／あるいは、他の一意の識別子（ハ
ードウェアシリアル番号、ASIN（Standard Identification Number）、iPhone の場合に
は広告識別子、CPUシリアル番号などのコンポーネントシリアル番号など）によって特定
される。携帯装置上のブラウザから、あるいは、最初に、携帯装置上に、登録モジュール
を有する支払いアプリケーションをダウンロードする事によって、顧客が登録する、いく
つかの実施形態においては、システムは、携帯装置に関連した、一意の特定情報（例えば
、ハードウェアシリアル番号、ASIN、広告識別子、あるいは、他の装置識別子など）を捕
捉することが出来る。
【００８０】
　処理は、顧客が、本発明の支払いシステムと関連を持ちたい１以上の支払い装置あるい
は支払い口座についての情報を提供する４０６において継続する。言い換えると、顧客は
、顧客がトランザクション管理システム２３０（あるいは、実施形態に応じて、ウォレッ
ト発行者２６０）と顧客のアカウント関係を関連付けたい１以上の支払い口座についての
情報を提供する。例えば、顧客は、１以上の、クレジットカード、デビットカード、ギフ
トカード、銀行口座、小切手口座などについての情報を入力することが出来る。各口座に
ついての情報は、実際の支払い証明あるいは、その口座を使って、トランザクションを処
理するための十分な情報を含む。例えば、クレジットあるいはデビットカードに関して、
情報は、主要口座番号（あるいはPAN（Permanent Account Number））、失効日、及び、
確認コードを含むことが出来る。銀行口座について、情報は、ルーティング番号及び、口
座番号を含むことが出来る。銀行あるいは発行者情報などの他の情報は、また、４０６に
おいて入力されることが出来る。
【００８１】
　図示的例として、「ジェーン」と呼ばれる顧客は、本発明に関連して利用したい彼女の
支払い口座の４つについて詳細を入力した。これらは、#######の主要口座番号（あるい
はPAN）と、05/12のカード失効日を有するChase Credit Card 、#######のABA番号と####
####の口座番号を有するWebster Bank の小切手口座、########のPANと06/11のカード失
効日を有するWebster Bank Visa デビットカード、######のPANと8/10の失効日を有するS
tarbucks ギフトカードを含む。追加的な口座特定情報は、必要に応じて提供されること
が出来る（例えば、いくつかの実施形態においては、支払いカードについて、カード確認
番号も提供されることが出来る）。処理４００中に取得されるデータは、例えば、PCI準
拠データベースにおいて安全に格納されることが出来る。いくつかの実施形態においては
、支払いカードデータ（失効日、確認コードを含む）を安全に格納することで、本発明を
用いてなされる支払いは、「カードプレゼント」トランザクションとして、割引交換の対
象とすることが出来る。いくつかの実施形態に関し、顧客は、必要に応じて、口座情報を
追加し、除去し、あるいは、更新することが出来る。
【００８２】
　処理は、顧客が、オプションとして、４０６で入力された１以上の口座の使用に関連し
て、１以上の選択あるいはルールを確立することが出来る４０８において継続する。例え
ば、顧客は、「主要」あるいは、デフォルト口座として、１つの口座を指定することが出
来る。他のルール及び選択は、また、口座が効率的かつ論理的に選択され、使用されるよ
うに設定することも出来る。例えば、顧客は、特定の支払い口座が、どのように、他の支
払い口座について扱われるべきかを示す、優先度、あるいは、他の口座に基づいたルール
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を指定することが出来る。顧客は、また、オプションとして、支払い口座が、いつどのよ
うにして、提示されるべきかを統べる使用制限あるいはバランス条件を指定することも出
来る。顧客は、また、どの商人から購入するのか、あるいは、各口座において利用できる
資金、あるいは、各口座を使うことによって受け取る報償に基づいて、携帯電話上に表示
される口座の順序を指定することも出来る。
【００８３】
　いくつかの実施形態においては、ルール（顧客指定ルールなど）は、支払い処理が、よ
り早く、あるいは、より少ない顧客のステップで進むようにすることが出来る。例えば、
顧客は、特定の商人において購入するとき（ある金額より少ない購入など、ある種類の購
入）、デフォルトの支払い口座を使用すべきことを指定することが出来る。そのような状
況では、本発明を用いた購入トランザクションは、顧客が、支払い口座の選択肢を選択し
、あるいは、確認する必要なしに、進めることができ、これは、顧客指定ルールの適用に
よって自動的に行なわれる。
【００８４】
　当業者は、この開示を読めば、広い様々な種類の口座レベルのルールが、支払いオプシ
ョンとして、顧客に、支払い口座がどのように（及びいつ）提示されるかを管理可能とす
るために指定され得るかを理解するだろう。
【００８５】
　上記で導入された図示的実施形態においては、「ジェーン」と呼ばれる顧客は、以下の
口座選択を指定した。（ｉ）彼女は、クレジットの使用を少なくしたい、及び（ｉｉ）彼
女は、トランザクション料金を少なくしたい。ジェーンはまた、特定の支払い口座が、所
定のトランザクションの使用のために解析されたとき、適用されるべきルールも指定した
。（ｉ）彼女のStarbucksギフトカードバランスは、可能な場合に使用されるべき（最高
の優先度を割り当てられた）、（ｉｉ）彼女の小切手口座あるいは、小切手口座に関連し
たデビットカードは、２番目に高い優先度で使用されるべき（彼女は、トランザクション
が、彼女のバランスを$1,000より少なく減少するなら、小切手口座を使わないことを望む
が）及び、（ｉｉｉ）彼女のクレジットカードは、最低の優先度を有する、最終支払いオ
プションとすべき。
【００８６】
　ジェーンは、本発明を用いたトランザクションを実行するために、彼女の携帯装置を使
用するとき、トランザクション管理システム２３０（あるいは、ウォレット発行者２６０
）は、トランザクションのために、どの支払い口座が使用可能かを推薦するために、トラ
ンザクションの詳細をジェーンが指定した、ルール及び選択を比較するだろう。例えば、
ジェーンが、Starbucks で、一杯のコーヒーを購入するために、彼女の携帯装置を使用す
る場合、トランザクション管理システムは、購入のために、彼女は、彼女のStarbucks ギ
フトカードを使用可能であることを彼女に知らせるだろう。このように、様々な支払い口
座を有する顧客は、全体の選択及び使用目的に基づいた、支払いオプションの選択肢を提
示されることが出来る。更に、特定のトランザクションで使用できない、あるいは、向い
ていない支払い口座は、顧客が、オプションとして、そのような支払い口座を提示される
必要が無いように、トランザクション管理システム２３０（あるいは、ウォレット発行者
２６０）によって、そのように識別されるだろう（例えば、ジェーンが、ガソリンスタン
ドでガソリンを購入する場合、彼女は、そのトランザクションの支払い口座として、Star
bucksギフトカードを提示されないだろう）。
【００８７】
　いくつかの実施形態においては、処理は、顧客が、本発明に関連したアプリケーション
を操作できる携帯装置（iPhone あるいは  Android phone ）を操作し、あるいは、使用
するならば、４１０において継続することが出来る。４１０において、顧客は、彼らの携
帯装置に、アプリケーションをダウンロードし、インストールすることを促す。アプリケ
ーションは、顧客に、本発明に関連した支払いトランザクションを、高速に、及び、簡単
に実行するために、彼らの携帯装置を操作可能とする。そのようなアプリケーションを実
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行する能力のない電話あるいは装置の場合、リンクあるいはウェブページが、顧客が本発
明に関連した支払いトランザクションを実行できるように、携帯電話ブラウザを介して、
アクセスできる顧客に対して、生成され、あるいは、提供されることが出来る。
【００８８】
　一旦顧客が、トランザクション管理システム２３０（あるいは、実施形態に応じて、ウ
ォレット発行者２６０）とアカウント関係を確立し、トランザクション管理システム２３
０（あるいは、ウォレット発行者２６０）に、１以上の支払い口座を登録したら、顧客は
、本発明のトランザクションをサポートする商人における購入トランザクションを実行す
るために、本発明のシステムを利用することができる。
【００８９】
　図３に図示された実施形態のような、いくつかの実施形態においては、異なる主体、シ
ステム、あるいは、装置は、異なるトランザクション管理機能を実行する。例えば、いく
つかの実施形態においては、複数の携帯装置２０２及び複数の商人２０８（あるいは、AT
M、他の携帯装置などの他の相互作用の場所）を含む複数のトランザクションと相互作用
する、複数のウォレット発行者２６０及び複数のトークン発行権限者２５０が存在するこ
とが出来る。例えば、ある消費者は、彼らの金融機関あるいは他の主体から、彼らの携帯
装置２０２上の携帯支払いアプリケーションを取得し、金融機関あるいは他の主体は、こ
れらの消費者に対し、ウォレット発行者２６０として活動（あるいは、ウォレット発行者
の機能を実行するエージェントを用いる）ことが出来る。ある商人２０８は、あるトーク
ン発行権限者２５０と相互作用するが、他者とは相互作用しないことを選択することが出
来る。あるいは、商人２０８は、単一のトークン発行権限者を用いることが出来る。これ
らの選択のそれぞれは、消費者と商人２０８との間の所定のトランザクションに参加する
主体の組み合わせとなり、すべての参加者が、問題なくトランザクションに関わることが
出来るようにするという技術的な課題を提供する。実施形態は、トランザクションが、潜
在的に大きく、多様な数の参加者にもかかわらず、発生することが出来るようなシステム
と方法を提供する。
【００９０】
　携帯装置１０２を操作する消費者が、商人１０８とトランザクションを実行するシステ
ム５００の一部を図示する更なるシステム図が示される図５を参照する。図示されたシス
テム５００において、携帯装置１０２は、ウォレット発行者２６０によって提供される、
（図４に示されるような処理を介してインストールされ、構成される）支払いアプリケー
ションを操作する。図示されたシステムにおいては、商人１０８は、１以上の発行権限者
２５０ａ－２５０ｎと関係を持つ、あるいは、相互作用する。例えば、商人１０８は、本
発明に関して実行されるトランザクションのトークンを提供することを信頼する１以上の
主体（金融機関、商人取得者（acquirer ）、販売場所システムベンダなど）と関係を有
することが出来る。そのようなシステムにおいては、本発明の特徴なしに、トランザクシ
ョンを遂行可能とすることは、技術的に難しいだろう。トランザクションを遂行可能とす
るいくつかの実施形態の詳細は、図５に示され、「１」～「６」として示される処理ステ
ップを追いながら説明されるだろう。いくつかの実施形態においては、６つの主要な相互
作用のみが示されるが、各相互作用は、装置間の複数のメッセージあるいは通信を含むこ
とが出来る。利便と、解説の簡便のため、上位レベルの相互作用のみが図５に示される。
しかし、様々な実装オプションが以下に説明されるだろう。
【００９１】
　示されるように、携帯装置１０２を操作する消費者は、商人１０８とトランザクション
を実行したいと望む。例えば、顧客は、購入したいアイテムが店員によってレジに記録さ
れる、商人のチェックアウトレーンにおり、顧客は、彼の携帯アプリケーションで支払い
をしたい旨示すことが出来る。携帯支払いオプションの選択は、商人システムに、トラン
ザクションのトークンをリクエストさせる。例において、商人１０８は、幾つかの異なる
トークン発行権限者２５０ａ－ｎを用いる（例えば、商人１０８は、ある種類のトランザ
クションには、トークン発行権限者２５０ａを用い、他には、トークン発行権限者２５０
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ｂ及び２５０ｎを用いることが出来る）。これは、図示目的のためのみに示されている。
当業者は、この開示を読むことにより、多くの商人が、単一のトークン発行権限者２５０
にのみ相互作用することが出来ることを理解するだろう。
【００９２】
　図５に図示された、図示的な実施形態においては、商人１０８は、幾つかの関係を有し
ており、示されたトランザクションにおいては（「１」としてラベル付けされている相互
作用においては）、トークン発行権限者２５０ｂからのトークンの発行をリクエストする
。リクエストは、処理中のトランザクションに関連した情報をトークン発行権限者２５０
ｂへ送信する商人支払い認可リクエストメッセージとして、メッセージ内においてリクエ
ストされることが出来る。商人支払い認可リクエストメッセージを受信すると、トークン
発行権限者２５０ｂは、トランザクションで使用するためのトークンを生成し、あるいは
、特定する。トークン発行権限者２５０ｂは、また、トークンに関連した、処理中のトラ
ンザクションレコードを生成することが出来る。いくつかの実施形態においては、処理中
のトランザクションレコードは、商人識別子、端末識別子、トランザクション金額、及び
、処理中のトランザクションに関連した他のデータを含む情報を含むことが出来る。いく
つかの実施形態に関しては、トークン発行権限者２５０ｂによって生成、あるいは、取得
されるトークンは、トークン発行権限者２５０ｂを特定するのに用いられることができる
情報を含む。上記したように、そのような情報は、フォーマット化されたURLストリング
（いくつかの実施形態においては、トークン発行権限者２５０ｂに、他のトランザクショ
ンに関係した情報と共に、URLを提供する）、URIに基づいた識別子、トークン化されたス
トリング識別子などを含むことが出来る。トークン（トークン識別子、及び、トークン発
行権限者を特定する情報を含む）は、携帯装置１０２に提示あるいは通信するために、商
人１０８に返送される。
【００９３】
　当業者は、この開示を読めば、いくつかの実施形態においては、トークン及びトークン
発行権限者を特定する情報は、また、商人１０８のところに、予め格納される、あるいは
、ローカルに利用可能とされることが出来ることを理解するだろう。
【００９４】
　商人１０８は、トークンをQRコードとして、あるいは、他の手段を介して、表示し、あ
るいは、提示することができ、顧客は、彼らの携帯装置１０２を用いて、トークンを捕捉
することを促されることが出来る（「２」の相互作用として示されている）。捕捉される
と、携帯装置１０２上の携帯支払いアプリケーションは、この中に含まれる情報を取得す
るために、トークンを復号するように操作されることが出来る（「３」の相互作用として
示されている）。いくつかの実施形態においては、トークンの復号は、携帯装置１０２、
携帯支払いアプリケーション、及び、携帯支払いアプリケーションを発行したウォレット
発行者２６０、あるいは、他の装置の間の協働処理を含むことが出来る。トークンの復号
は、以下の任意、あるいは、全部とすることが出来る：トークンを発行した、特定のトー
クン発行権限者２５０ｂの特定、実際のトークン値、トークン値と共に提供される任意の
メタデータ。
【００９５】
　トランザクションにおけるこの点においては、トークン発行権限者２５０ｂは、商人１
０８から受信される、トランザクションの詳細を含む、処理中のトランザクションレコー
ドを有する。処理中のトランザクションレコードは、トークン発行権限者２５０ｂによっ
て発行された、あるいは、提供されたトークンを用いて特定されることが出来る。しかし
、トークン発行権限者２５０ｂは、顧客に関する、この点での任意の情報、あるいは、顧
客によって使用される支払い機構を知らないことがある。（携帯装置１０２上の携帯支払
いアプリケーションを介した）顧客は、「３」で復号されるメタデータにおいて提供され
る限りの、処理中のトランザクションについての情報を有することができ、また、トーク
ン発行権限者２５０ｂを特定するのに用いられることができる情報と共に、トークン値を
有することが出来る。ウォレット発行者２６０は、顧客と携帯装置１０２を認証し、また
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、携帯装置１０２によって受信され、あるいは、捕捉されるトークンに関連した情報を有
する。一般に、この点では、ウォレット発行者２６０は、また、トークン発行権限者２５
０ｂの身元を知っている。ウォレット発行者２６０は、また、トランザクションに関連し
たメタデータのある項目を知っている（それらの項目がトークンと共に提供された場合は
）。例えば、トークンが、以下のフォーマットを有するフォーマット化されたURLストリ
ングで符号化された図示的例を考慮していただきたい：https://<hostname/ipaddress>:<
port>/<tokenIssuingAuthorityIdentifiter>/<issuedToken>/<transationMetaData>。「
２」において携帯装置１０２によって受信され、「３」において復号されたストリングは
、以下にフォーマット化されたURLストリングを明らかにすることができる： https://17
6.64.73.134:8663/pydt/y7uyjhd7/USD/34000/MID01001、
これは、携帯装置１０２、携帯支払いアプリケーション及びウォレット発行者２６０に、
相互作用すべき、適切なトークン発行権限者２５０ｂが、https://176.64.73.134:8663で
アクセスでき、“pydt”として特定される、トークン発行権限者である、ことを判別させ
ることを可能とする。処理中のトランザクションレコードを特定するために用いられるト
ークンは、“y7uyjhd7”であり、トランザクションは、“MID01001”として特定される商
人における、米国ドルで、金額$3,400である。更に、ウォレット発行者２６０は、携帯装
置１０２から受信される、場所と他のデータを有することが出来る。
【００９６】
　いくつかの実施形態においては、「３」における処理は、携帯装置１０２がトランザク
ション情報を有することにならないことがある。例えば、いくつかの実施形態においては
、商人１０８からの「２」において取得されるトークンは、（トランザクション金額を特
定するデータなどの）メタデータを含まないことが出来る。そのような状況では、１以上
の更なる相互作用は必要ではない。例えば、あるそのような更なる相互作用は、携帯装置
１０２が、トランザクションの詳細のリクエストにおいて、ウォレット発行者２６０と相
互作用する、相互作用「４」として示されている。「４」における処理は、携帯装置１０
２が、ウォレット発行者２６０に、トークン発行権限者２５０ｂを特定させるのに用いら
れる情報と共に、トークン値を提供することを含むことが出来る。ウォレット発行者２６
０は、「２」において携帯装置１０２が取得したトークン値に関連した、処理中のトラン
ザクションレコードに関連した、トランザクションの詳細をリクエストする、トークン発
行権限者２５０ｂへのリクエストを発行することが出来る。（「２」において取得された
トークンが、トランザクションに関するメタデータを持っていない、あるいは、十分持っ
ていない場合、）「４」において処理、あるいは、（「２」で取得したトークンが、トラ
ンザクションに関する十分なメタデータを持っている場合、）「３」において処理すると
、処理は、以下に説明するように継続することが出来る。
【００９７】
　携帯装置１０２上において、携帯支払いアプリケーションと相互作用する、ウォレット
発行者２６０は、どの顧客の支払い口座を、トランザクションに使用することが出来るか
を決定する処理を実行することに進むことが出来る。例えば、顧客の選択及びルールを格
納するウォレット発行者２６０は、幾つかの顧客の支払い口座のみが、“MID01001”で（
あるいは、商人の種類及び位置に基づいて）特定される商人における使用に利用できるこ
とを判定することが出来る。ウォレット発行者２６０は、また、ある支払い口座のみが、
金額が米国ドルで$3,400のトランザクションを完了するために、使用するのに利用可能で
あることを判断することが出来る。ウォレット発行者２６０は、どの支払い口座が、処理
中のトランザクションでの使用のために利用できるかを顧客に通知し、トランザクション
を完了するために使用する１以上の支払い口座の顧客の選択を取得するために、携帯支払
いアプリケーションと相互作用することが出来る。
【００９８】
　顧客が望ましい口座を選択し、携帯装置１０２でのトランザクションを確認、あるいは
、受諾したならば、処理は、携帯装置１０２、ウォレット発行者２６０あるいは、携帯装
置１０２とウォレット発行者２６０との組み合わせのいずれかが、トランザクションのた
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めに１以上の支払い処理ネットワーク２８０からのトランザクションの認可を得、適切な
トークン発行権限者２５０ｂにトランザクションの認可を提供する相互作用「５」に進む
ことが出来る。そのような「５」における相互作用は、幾つかのメッセージを含むことが
出来る。例えば、顧客がトランザクションを完了するために使用する望ましい支払い口座
を選択すると、メッセージが送信され、ウォレット発行者２６０に、望ましい支払い口座
を特定する（いくつかの実施形態によると、メッセージは、実際の支払い口座証明を含ま
ず、むしろ、実際の支払い口座証明を検索し、あるいは、特定するために、ウォレット発
行者２６０が使用可能なプロキシあるいは識別子を含む）。ウォレット発行者２６０は、
実際の支払い口座証明（PAN、口座番号、確認あるいは確認データ、失効日など）、トラ
ンザクションの金額、及び、商人の識別子を含む情報で、支払い認可リクエストメッセー
ジを構成する。支払い認可リクエストメッセージは、認可処理のために、１以上の支払い
ネットワークへ送信される。トランザクションが認可されると、ウォレット発行者２６０
は、トークンと共に、適切なトークン発行権限者２５０ｂに送信される、認可コードと認
可応答メッセージを受信することが出来る。
【００９９】
　トークン発行権限者２５０ｂは、認可コードと認可応答を受信すると、受信したトーク
ンを使って、処理中のトランザクションレコードを特定し、トランザクションを完了する
ために、商人１０８と相互作用する処理（「６」における）を実行する。例えば、支払が
認可された状況では、トークン発行権限者２５０ｂは、トランザクションが正しく完了し
たことを確認する情報を送信し、商人１０８は、トランザクションレシートを、相互作用
の場所において印刷させることが出来る。ウォレット発行者２６０は、また、トランザク
ションレシートあるいは他の情報を携帯装置１０６に送信させることが出来る。
【０１００】
　いくつかの状況においては、ウォレット発行者２６０が、ウォレット発行者２６０に利
用可能な情報に基づいて、支払い処理ネットワーク２８０から支払い認可を取得すること
が不可能かもしれない。例えば、いくつかの実施形態においては、トークン発行権限者２
５０は、トランザクションに関連した追加的なメタデータ（商人の識別子、及び／あるい
は、トランザクションの金額など）を提供しないかもしれない。そのような場合には、ウ
ォレット発行者２６０とトークン発行権限者２５０との間の更なる通信が必要となる実施
形態を提供することが出来る。例えば、いくつかの実施形態においては、ウォレット発行
者２６０が、携帯装置１０２からトークンを取得すると、ウォレット発行者２６０は、ト
ークン発行権限者２５０と通信を確立して、欠けているメタデータ（例えば、商人の識別
子、及び、トランザクションの金額を含む）を取得することが出来る。ウォレット発行者
２６０は、上記のように進行し、支払い処理ネットワーク２８０から支払い認可を取得す
ることが出来る。
【０１０１】
　ウォレット発行者２６０が、ウォレット発行者２６０に利用可能な情報に基づいて、支
払い処理ネットワーク２８０から支払い認可を取得できない状況の更に別の実施形態にお
いては、トークン発行権限者２５０は、支払い認可を得ることが出来る。例えば、いくつ
かの実施形態においては、ウォレット発行者２６０は、トランザクションに使用するため
の適切な支払い口座証明を特定するときに、それらの支払い口座証明を、トークン発行権
限者２５０（トークンと共に）に渡すことができ、トークン発行権限者に、ウォレット発
行者２６０から受信される支払い口座証明と共に、処理中のトランザクションレコードか
らの情報で、支払い認可メッセージを構成可能とする。いずれの状況においても、トラン
ザクションを完了する能力は、携帯装置１０２とウォレット発行者２６０に、トークン発
行権限者２５０を特定するのに用いられる情報（トークンと共に提供される、URL、URIあ
るいは他のデータなどの情報）と共に、トランザクション（トークン）を特定するのに用
いられる情報を提供することに基づいている。
【０１０２】
　上記したように、いくつかの実施形態においては、携帯装置１０２は、トークンを取得
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するために操作されることができ、トークンは、商人１０８に（あるいは、他の装置ある
いは、トランザクションの参加人に）提供されることが出来る。そのような実施形態にお
いては、異なる主体、システムあるいは装置は、異なるトランザクション管理機能を実行
することが出来る。１つの図示的システムが説明される図６を参照する。図５と共に、上
記の実施形態のように、複数の携帯装置２０２と複数の商人２０８（あるいは、ATM、他
の携帯装置などの他の相互作用の場所）を含む、複数のトランザクションと相互作用する
、複数のウォレット発行者２６０と複数のトークン発行権限者２５０が存在することが出
来る。
【０１０３】
　図６において、更なるシステム図が示され、携帯装置を操作する消費者が商人１０８と
トランザクションを構成するシステム６００の一部が図示されている。図示されたシステ
ム６００において、携帯装置１０２は、ウォレット発行者２６０によって提供される支払
いアプリケーション（図４に示されるような処理を介してインストールされ、構成される
）を操作する。図示したシステムにおいては、携帯装置１０２は、（アイテム「１」とし
てラベル付けされたトランザクションにおいて、）トークン発行権限者２５０ｂからトー
クンを取得する。いくつかの実施形態においては、ユーザ及び装置認証処理が、相互作用
「１」と共に、あるいは、その前に行われる（例えば、ユーザと装置は、ウォレット発行
者２６０によって認証される）。いくつかの実施形態においては、携帯装置１０２がトー
クン発行権限者２５０ｂからのトークンのリクエストをすると、携帯装置１０２と通信す
るために、トークン発行権限者２５０ｂによって使用可能な情報も提供することが出来る
（これは、トークン発行権限者２５０ｂに、以下に説明され、アイテム「４」としてラベ
ル付けされたメッセージ内で、携帯装置１０２へ、トランザクションの詳細を送信可能と
するだろう）。トークンのリクエストを受信すると、トークン発行権限者２５０ｂは、ト
ークンと関連した、処理中のトランザクションレコードを生成することが出来る。いくつ
かの実施形態においては、処理中のトランザクションレコードは、（携帯装置１０２の携
帯支払いアプリケーションに関連したウォレット発行者２６０を特定するのに使用される
）ウォレット発行者識別子、顧客識別子、及び、処理中のトランザクションと関連付けら
れた他のデータを含む情報を含むことが出来る。いくつかの実施形態に関連して、トーク
ン発行権限者２５０ｂによって生成され、あるいは、取得されるトークンは、トークン発
行権限者２５０ｂを特定するために用いられる情報を含む。上記したように、そのような
情報は、（いくつかの実施形態においては、他のトランザクションに関連した情報と共に
、トークン発行権限者２５０ｂにURLを提供する、）フォーマット化されたURLストリング
、URIに基づいた識別子、トークン化されたストリング識別子などを含むことが出来る。
（トークン値、及び、トークン発行権限者を特定する情報、及び、いくつかの実施形態に
おいては、ある追加的なメタデータを含む）トークンは、商人１０８に提示し、あるいは
、通信するために、携帯装置１０２に返送される。
【０１０４】
　携帯装置１０２は、トークンをQRコードとして表示し、あるいは提示する（あるいは、
ブルートゥース、NFCなどのような無線信号を介して提示する）ことが出来、商人１０８
は、（例えば、スキャナあるいは他のリーダを用いて）（「２」の相互作用として示され
る）トークンを捕捉するよう促されることができる。捕捉されると、商人１０８は、そこ
に含まれる情報を取得するために、トークンを復号することができる（「３」の相互作用
として示される）。いくつかの実施形態においては、トークンの復号は、商人１０８と他
の主体との間の協働的処理を含むことが出来る。トークンの復号の結果は、以下の任意の
もの、あるいは、全部となることができる。トークンを発行した特定のトークン発行権限
者２５０ｂの識別、実際のトークン値、トークン値と共に提供される任意のメタデータ。
【０１０５】
　商人１０８は、トークンにおいて特定されるトークン発行権限者２５０ｂに、商人支払
い認可リクエストメッセージを生成し、送信するための処理を実行することができる（例
えば、相互作用「４」を介して）。商人支払い認可リクエストメッセージは、「２」及び
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「３」の相互作用から取得できるトークン値と共に、トークン発行権限者２５０ｂへ、処
理中のトランザクションに関連した情報を送信することが出来る。情報は、商人識別子、
端末識別子、トランザクションの金額、及び、処理中のトランザクションに関連した他の
データを含むことが出来る。
【０１０６】
　トランザクションにおけるこの点において、トークン発行権限者２５０ｂは、携帯装置
１０２から受信された情報を含む処理中のトランザクションレコードと、商人１０８から
受信された情報を含む処理中のトランザクションデータを有する。処理中のトランザクシ
ョンレコードは、トークン発行権限者２５０ｂによって携帯装置１０２に発行され、提供
された（そして、商人１０８に通信された）、トークン値を用いて特定されることが出来
る。トークン発行権限者２５０ｂは、また、携帯装置１０２に情報を通信するのに用いら
れることができる情報を有することが出来る（例えば、携帯装置１０２と直接通信できる
ような情報及び／あるいは、携帯装置１０２に関連したウォレット発行者２６０を介して
、携帯装置１０２と通信可能とする情報を含み、これらの情報の任意のもの、あるいは、
全部はアイテム「１」としてラベル付けされている相互作用によって取得されることが出
来る）。しかし、トークン発行権限者２５０ｂは、顧客によって使用されるべき支払い機
構に関するこの点での任意の情報を知らないかも知れない。更に、この点において、携帯
装置１０２は、全くトランザクションの詳細を知らないかもしれない（商人、トランザク
ションの金額などに関連した情報を含む）。いくつかの実施形態において、トークン発行
権限者２５０ｂは、相互作用「４」に関連した更なるメッセージを発生させる。更なるメ
ッセージは、トークン発行権限者２５０ｂと携帯装置１０２との間のメッセージである。
いくつかの実施形態においては、このメッセージは、図６に示されるように、携帯装置１
０２に関連付けられたウォレット発行者２６０を介してルーティングされることができ、
一方、他の実施形態は、トークン発行権限者２５０ｂと携帯装置１０２との間の直接通信
を可能とすることが出来る。
【０１０７】
　携帯装置１０２（及び、いくつかの実施形態においては、ウォレット発行者２６０）が
、処理中のトランザクションに関連した情報（例えば、商人１０８を特定する情報、トラ
ンザクションの金額などを含む）を有すると、処理は、「５」としてラベル付けされた相
互作用において継続することが出来る。
【０１０８】
　アイテム「５」として示される相互作用の間の処理において、携帯装置１０２上の携帯
支払いアプリケーションと相互作用するウォレット発行者２６０は、どの顧客の支払い口
座が、トランザクションにおいて使用することができるかを決定する処理の実行に進むこ
とが出来る。例えば、顧客の選択及びルールを格納するウォレット発行者２６０は、幾つ
かの顧客の支払い口座のみが、商人の使用で（あるいは、商人の種類あるいは場所に基づ
いて）利用可能であることを判定することが出来る。ウォレット発行者２６０は、いずれ
の支払い口座が、処理中のトランザクションでの使用のために利用できるかを顧客に通知
するために、携帯支払いアプリケーションと相互作用することができ、トランザクション
を完了するために使用する１以上の支払い口座の顧客選択を取得することが出来る。
【０１０９】
　顧客が望ましい口座を選択し、携帯装置１０２でのトランザクションを確認し、あるい
は、受諾したら、相互作用「５」の処理が進んで、携帯装置１０２、ウォレット発行者２
６０あるいは、携帯装置１０２とウォレット発行者２６０の組み合わせの何れかが、トラ
ンザクションのために、１以上の支払い処理ネットワーク２８０からトランザクション認
可を取得し、適切なトークン発行権限者２５０ｂへ、トランザクション認可を提供するた
めに通信することが出来る。「５」におけるそのような相互作用は、幾つかのメッセージ
を含むことが出来る。例えば、顧客が、トランザクションを完了するために使用する、望
ましい支払い口座を選択すると、メッセージが送信され、ウォレット発行者２６０に、望
ましい支払い口座を特定する（いくつかの実施形態によると、メッセージは、実際の支払
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い口座証明を含まず、むしろ、実際の支払い口座証明を検索し、あるいは、特定するため
に、ウォレット発行者２６０によって使用されることができるプロキシあるいは識別子を
含む）。ウォレット発行者２６０は、（PAN、口座番号、確認あるいは確認データ、失効
日など）実際の支払い口座証明、トランザクションの金額、及び、商人の識別子を含む情
報で、支払い認可リクエストメッセージを構成する。支払い認可リクエストメッセージは
、認可処理に対し、１以上の支払いネットワークに送信される。トランザクションが認可
されると、ウォレット発行者２６０は、認可コード及び認可応答メッセージを受信し、ト
ークンと共に、適切なトークン発行権限者２５０ｂへ送信される。
【０１１０】
　トークン発行権限者２５０ｂは、認可コード及び認可応答を受信すると、受信されたト
ークンを用いて、処理中のトランザクションレコードを特定し、トランザクションを完了
するために、商人１０８と相互作用するための（「６」における）処理を実行する。例え
ば、支払いが認可された状況においては、トークン発行権限者２５０ｂは、情報を送信し
、トランザクションが正しく完了したことを確認することが出来、商人１０８は、トラン
ザクションレシートを、相互作用の場所において印刷させることが出来る。ウォレット発
行者２６０は、また、トランザクションレシートあるいは他の情報を、携帯装置１０６に
送信させる。
【０１１１】
　ある状況において、ウォレット発行者２６０は、ウォレット発行者２６０が利用できる
情報に基づいて、支払い処理ネットワーク２８０から、支払い認可を取得することが不可
能かもしれない。例えば、いくつかの実施形態においては、トークン発行権限者２５０は
、トランザクションに関連した追加的なメタデータ（商人の識別子及び／あるいは、トラ
ンザクションの金額）を提供せず、「４」の相互作用に関して、携帯装置１０２とウォレ
ット発行者２６０に、追加的なトランザクション情報を提供しなかったかもしれない。そ
の場合には、ウォレット発行者２６０とトークン発行権限者２５０の間の更なる通信が要
求される実施形態が提供されることが出来る。例えば、いくつかの実施形態において、ウ
ォレット発行者２６０は、トークンを携帯装置１０２から取得すると、ウォレット発行者
２６０は、欠けているメタデータ（例えば、商人の識別子及びトランザクションの金額を
含む）を取得するために、トークン発行権限者２５０との通信を確立することが出来る。
ウォレット発行者２６０は、上記のように進行し、支払い処理ネットワーク２８０から支
払い認可を取得することが出来る。
【０１１２】
　ウォレット発行者２６０は、ウォレット発行者２６０が利用できる情報に基づいて、支
払い処理ネットワーク２８０から支払い認可を取得することが不可能な状況についての、
更に別の実施形態において、トークン発行権限者２５０は、支払い認可を取得することが
出来る。例えば、いくつかの実施形態において、ウォレット発行者２６０は、トランザク
ションで使用する適切な支払い口座証明を特定すると、それらの支払い口座証明を（トー
クンと共に）トークン発行権限者２５０に渡し、トークン発行権限者に、ウォレット発行
者２６０から受信される支払い口座証明と共に、処理中のトランザクションレコードから
の情報で、支払い認可メッセージを構成可能とする。いずれかの状況において、トランザ
クションを完了する能力は、携帯装置１０２とウォレット発行者２６０に、トークン発行
権限者２５０を特定するのに用いることが出来る情報（URL、URIあるいは、トークンと共
に提供される他のデータなどの情報）と共に、トランザクション（トークン）を特定する
ために用いられる情報を提供することに基づく。
【０１１３】
　実施形態は、複数のトランザクション管理システムを有するシステムに処理を発生させ
、更に、トランザクション管理の異なる側面（ウォレット発行者及びトークン発行など）
を実行する複数の主体を有するシステムに処理を発生させ、携帯装置が、どのトランザク
ション管理システム（あるいは、他の装置あるいは主体）が、各特定のトランザクション
について、関連するトランザクション管理システムと相互作用するために用いるための経
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路あるいは通信チャネルとして、と共に、と通信するかを容易に、かつ、効率的に特定す
ることを可能とする。
【０１１４】
　このように、実施形態は、広い様々な異なるトランザクション管理システムと他の主体
と装置が、本発明の支払いシステムにおいて使用されることを可能とし、支払いシステム
に参加する携帯装置に、どのトランザクションシステム（あるいは、他の装置あるいは主
体）と、トランザクションの場所において、取得されたチェックアウトトークンにおいて
捕捉された情報に基づいて、本発明に関するトランザクションを完了するために、通信す
るかを、正しく特定し、判定することを可能とする。
【０１１５】
　ここの処理の上記説明は、処理ステップを実行する固定順序を示すと考えら得るべきで
はない。むしろ、処理ステップは、少なくとも幾つかのステップの同時実行を含む、現実
的な任意の順序で実行されることが出来る。本発明は、特定の例示的実施形態に関連して
説明されるが、当業者に自明な、様々な変更、差し替え、改変が、添付の請求項に記載さ
れる本発明の精神と範囲を離れることなく、開示の実施形態になされ得ることは、理解さ
れるべきである。
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