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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取引(transaction)を完了する(completing)方法であって、
　事業所のアプリケーションソフトウェアを、モバイルデバイスにロードする（210）ス
テップと、
　少なくとも、最初にモバイルデバイスが、事業所通信デバイスの通信範囲内に移動する
という出来事に応じて（214、［0030］）、前記事業所のアプリケーションソフトウェア
を、前記モバイルデバイスに実装することによって、前記モバイルデバイスのＩＤと、前
記事業所通信デバイスのＩＤが、一致するかを決定する（［0030］）ステップと、
　前記モバイルデバイスのＩＤと、前記事業所通信デバイスのＩＤが、一致するという前
記決定に応じて、前記事業所ソフトウェアアプリケーションを介してモバイルデバイスと
ペアになる(to pair with)ための要求を、前記事業所通信デバイスからワイヤレスに送信
する（218）ステップと、
　前記事業所通信デバイスにおいて、ペアになるための要求の受け入れを受信する（222
）ステップと、
　前記受け入れの受信に応じて、ペアリングプロトコルを用いて、ワイヤレスに、前記事
業所通信デバイスを、前記モバイルデバイスとペアリングするステップと、
　前記ワイヤレスの前記事業所通信デバイスの、前記モバイルデバイスとのペアリングに
応じて、前記事業所通信デバイスから前記モバイルデバイスに、情報データをワイヤレス
に送信する（226）ステップと、
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を含む、
取引を完了する方法。
【請求項２】
　前記ペアリングプロトコルが、レガシー（Ｌｅｇａｃｙ）ペアリングと、セキュアシン
プル（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｉｍｐｌｅ）ペアリングと、数値比較（Ｎｕｍｅｒｉｃ　ｃｏｍ
ｐａｒｉｓｏｎ）と、パスキー入力（Ｐａｓｓｋｅｙ　Ｅｎｔｒｙ）と、帯域外（Ｏｕｔ
　ｏｆ　ｂａｎｄ）とのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の取引を完了する
方法。
【請求項３】
　前記受け入れるステップが、パスワード入力と、コード入力と、キーストローク入力と
、ボタン入力のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の取引を完了する方法。
【請求項４】
　前記情報データ内容に関する情報を保管するステップを更に含む、請求項１に記載の取
引を完了する方法。
【請求項５】
　送信され、読み取られた情報のリストを保管するステップをさらに含む、請求項１に記
載の取引を完了する方法。
【請求項６】
　前記証印読取機が、前記事業所通信デバイスに配置される、請求項１に記載の取引を完
了する方法。
【請求項７】
　前記事業所通信デバイスが、ワイヤレス証印読取機の底部に配置される、請求項１に記
載の取引を完了する方法。
【請求項８】
　取引(transaction)を完了する(completing)方法であって、
　事業所サーバに、事業所のアプリケーションソフトウェアを記憶するモバイル通信デバ
イスを登録し、前記事業所サーバのデフォルトのＰＩＮコードと一致するように前記モバ
イルデバイスのＰＩＮコードを設定して（［0030］）
前記事業所サーバと前記モバイルデバイスをペアリングするステップと、
　前記モバイルデバイスが、前記事業所サーバの通信範囲内に移動することに応じて、前
記事業所ソフトウェアアプリケーションを用いて、且つ、ワイヤレスに、前記事業所サー
バを、前記モバイルデバイスとペアリングする（［0035］）ステップと、
　ワイヤレスに、前記事業所のサーバを、前記モバイルデバイスとペアリングすることに
応じて、情報データを、前記事業所サーバから、前記モバイルデバイスにワイヤレスに送
信する（［0035］）ステップと、
を含む、取引を完了する方法。
【請求項９】
　前記取引を完了する際の前記情報データの内容の使用に関する情報を保管するステップ
を更に含む、請求項８に記載の取引を完了する方法。
【請求項１０】
　送信されて読み取られた情報のリストを保管するステップを更に含む、請求項８に記載
の取引を完了する方法。
【請求項１１】
前記事業所サーバが、前記取引場所証印読取機と通信状態にある、請求項８に記載の取引
を完了する方法。
【請求項１２】
　前記事業所サーバが、有線用又はワイヤレス用に構成される、請求項８に記載の取引を
完了する方法。
【請求項１３】
　取引システムであって、当該取引システムが、
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　ユーザーが事業所通信デバイスの通信範囲内に移動するときに、前記ユーザーにより持
ち運ばれているモバイルデバイスに配備されるモバイルデバイスを、ワイヤレスに識別す
るように構成される、事業所通信デバイスを備え、
　前記取引システムが、以下の方法、即ち、
　事業所のアプリケーションソフトウェアを、モバイルデバイスにロードする（210）ス
テップと、
　少なくとも、最初にモバイルデバイスが、事業所通信デバイスの通信範囲内に移動する
という出来事に応じて、前記事業所のアプリケーションソフトウェアを、前記モバイルデ
バイスに実装することによって、前記モバイルデバイスのＩＤと、前記事業所通信デバイ
スのＩＤが、一致するかを決定するステップと、
　前記モバイルデバイスのＩＤと、前記事業所通信デバイスのＩＤが、一致するという前
記決定に応じて、前記事業所ソフトウェアアプリケーションを介してモバイルデバイスと
ペアになる(to pair with)ための要求を、前記事業所通信デバイスからワイヤレスに送信
する（218）ステップと、
　前記事業所通信デバイスにおいて、ペアになるための要求の受け入れを受信する（222
）ステップと、
　前記受け入れの受信に応じて、ペアリングプロトコルを用いて、ワイヤレスに、前記事
業所通信デバイスを、前記モバイルデバイスとペアリングするステップと、
　前記ワイヤレスの前記事業所通信デバイスの、前記モバイルデバイスとのペアリングに
応じて、前記事業所通信デバイスから前記モバイルデバイスに、情報データをワイヤレス
に送信する（226）ステップと、
を含む方法、
を実行するように構成される、取引システム。
【請求項１４】
　前記事業所通信デバイスが、取引場所に配置される、請求項１３に記載の取引システム
。
【請求項１５】
　前記事業所通信デバイスが、証印読み取り機に配備される、請求項１３に記載の取引シ
ステム。
【請求項１６】
　前記事業所通信デバイスが、ワイヤレス証印読み取り機の底部に配備される、請求項１
３に記載の取引システム。
【請求項１７】
前記事業所通信デバイスが、事業所のサーバである、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記モバイルデバイスと前記事業所のサーバの、ワイヤレスのペアリングの前に、前記
事業所のサーバで、前記モバイルデバイスの識別情報を登録するステップを更に備える、
請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記事業所通信デバイスが、複数の前記モバイルデバイスを連続的に探索し、それとペ
アリングするように構成される事業所のサーバである、
請求項１３に記載の取引システム。
【請求項２０】
　前記モバイルデバイスが、ワイヤレスのペアリング前に前記事業所サーバで登録された
、ペアリング識別情報を備える、
請求項１９に記載の取引システム。
【請求項２１】
　前記モバイルデバイス上に配置されたディスプレイ上に、証印を持つ情報としての、情
報データの内容を表示するステップと、
　前記ディスプレイ上の、証印を持つ前記情報を、取引場所において証印読取機で読み取
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るステップと、
　取引場所において、前記証印読取機からの前記情報データ内容を、事業所通信デバイス
に送信するステップと、を更に含み、
　取引を完了する際に、前記事業所通信デバイスが前記情報データ内容を利用する、
請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記モバイルデバイス上に配置されたディスプレイ上に、証印を持つ情報としての前記
情報データの内容を表示するステップと、
　前記証印を持つ情報を、取引場所証印読取機で読み取るステップと、
　取引場所証印読取機との前記取引を完了する際に、前記情報データ内容を使用するステ
ップと、
を更に含む、
請求項８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記モバイルデバイスが、初めて事業所通信デバイスの通信範囲内に移動するという出
来事に応じて、前記ペアリングが発生する、
請求項８に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ワイヤレス識別が、前記モバイルデバイスが初めて、事業所通信デバイスの通信範
囲内に移動するという出来事に応じて発生する、
請求項１３に記載の取引システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモバイルデバイスに関し、より具体的には、情報配信に有用な取引の場所での
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　証印読み取りデバイス（読み取り機、読み取り機などとも呼ばれる）は通常、取引の場
所（ＰＯＴ）において、印刷された情報保持証印（ＩＢＩ）（シンボル、シンボルコード
体系、バーコードなどとも呼ばれる）により表されるデータを読み取る。例えば、ある種
類のシンボルは、機械可読の形態でデータの要素を表現するように特定の方法で配置され
た、長方形のバーおよびスペースの列である。光学証印読み取りデバイスは通常、シンボ
ルに光を当て、バーコードシンボルまたは証印から散乱および／もしくは反射された光を
受け取る。受け取られた光は画像プロセッサにより処理され、シンボルにより表されるデ
ータを抽出する。レーザー証印読み取りデバイスは通常、伝送されるレーザー光を利用す
る。
【０００３】
　多くの場合、バーコード読み取り機は本質的に持ち運び可能でワイヤレスであるので、
さらなる柔軟性を実現する。これらの状況では、そのような持ち運び可能なバーコード読
み取り機は、端末内で収集されたデータが、配線接続されたバックボーンに位置するホス
トコンピュータにワイヤレスリンクを介して通信される、ワイヤレスネットワークの一部
を形成する。例えば、持ち運び可能なバーコード読み取り機は、ネットワークコンピュー
タと通信するための、無線または光送受信機を含みうる。
【０００４】
　従来の証印読み取り機は、持ち運び可能かそうではないかにかかわらず、バーコード読
み取り機に収容された様々な電子部品の動作を直接制御する、中央処理装置を含みうる。
例えば、中央処理装置は、キーボード入力の検出、ディスプレイ機能、ワイヤレス通信機
能、トリガ検出、およびバーコード読み取りとデコード機能を制御する。
【０００５】
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　そのようなシステムの開発の努力により発展が続き、多用途性、実用性および効率性が
向上してきた。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本願の実施例は、例えば、証印読み取り機システムおよびモバイルデバイスへの自動情報
配信システムに関する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】例示的な取引システムのブロック概略図である。
【図２】モバイルデバイスに表示される画像を読み取る、例示的な証印読み取り機の斜視
図である。
【図３】情報保持証印を含む画像を表示する、モバイルデバイスを示す図である。
【図４】取引を完了するための例示的な流れ図である。
【図５】取引を完了するための例示的な流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　ここで、添付の図面に示される例示的な実施形態が参照される。しかし、特許請求され
るシステムは様々な形態で具現化することができ、本明細書で述べられる実施形態に限定
されるものと解釈されるべきではない。むしろ、これらの代表的な実施形態は、本開示を
徹底的かつ完全なものにし、本発明の範囲、構造、動作、機能、および適用の可能性を、
当業者に完全に伝えるように、詳細に説明される。可能な場合には、図面全体を通して、
同一の参照番号は同一または同様の部分を指すのに用いられる。本明細書で用いられる用
語「スキャン」または「スキャニング」は、情報保持証印またはシンボルからデータを読
み取ること、または抽出することを指す。
【０００９】
　現在の店舗または事業所の環境の一部として用いられうる例示的なスキャニングシステ
ムは、全方向から機械可読の証印またはシンボルのデータを取り出しまたは読み取る能力
を実現するデコード機能のような、何らかの利益をもたらす。読み取るべき証印は、文字
のＯＣＲ、２次元シンボルコード体系、１次元シンボルコード体系、スタック式リニアシ
ンボルコード体系、マトリックスコード、光学マーク、商標、識別用画像（州、国、会社
など）、パターン認識などのような、多くの形態をとりうる。
【００１０】
　例示的なスキャニングシステムの例示的な使用法は、小売事業所の取引システムの一部
としてのものである。取引は、顧客と、店舗のような事業所との間で起きる、複数の事象
のうちのいずれであってもよい。この事象は、事業所と顧客または事業所の従業員との間
での、情報の交換のようなものに関わりうる。この情報は、特売情報、広告、クーポン、
資金の交換、商品またはサービスに対する支払、商品の返品、既に支払われた商品の受け
取り、（リースまたは賃借のような）サービスの契約などであってよい。
【００１１】
　例示的な取引システムは、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ、近距離通信（ＮＦＣ）または他のモジ
ュールのような、ワイヤレス通信システムを備えたモバイルデバイスを携帯して事業所に
入る、顧客を含む。ＢＬＵＥＴＯＯＴＨおよびＮＦＣは、固定デバイスおよびモバイルデ
バイスから比較的短い距離でデータを交換するための、オープンなワイヤレス階層プロト
コルであるので、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）を生成する。近距離通信すな
わちＮＦＣは、約１０センチメートル（４インチ前後）の距離で、デバイス間でのデータ
の交換を可能にする、短距離高周波ワイヤレス通信技術である。優れたＢＬＵＥＴＯＯＴ
Ｈデバイスは、ワイヤレスユーザーグループ中の最高で７個のデバイスと通信できる。最
高で８個のデバイスのこのネットワークグループは、ピコネットと呼ばれる。
【００１２】
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　ＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスは、デバイス名、デバイスクラス、サービスの一覧、デバ
イスの特徴、製造業者、用いられるＢＬＵＥＴＯＯＴＨの仕様、クロックオフセットおよ
び要求に応じて他の情報などを、送信することができる。
【００１３】
　ＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスは、接続すべき他のデバイスを見つけるための問い合わせ
を行うことができ、他のデバイスは、そのような問い合わせに応答するように構成されう
る。接続しようとしているデバイスがデバイスのアドレスを知っている場合、他のデバイ
スは、直接の接続の要求に応答し、情報を送信することができる。デバイスのサービスを
用いるには、デバイスをペアにすること、またはデバイスの所有者の許可が必要になりう
るが、接続自体はいずれのデバイスによっても開始されることが可能であり、デバイスが
圏外になるまで維持されうる。一部のデバイスは、一度に１つのデバイスのみに接続され
ることが可能であり、その一部のデバイスと接続することで、その一部のデバイスは他の
デバイスと接続できなくなり、上記の１つのデバイスから切断するまで問い合わせに現れ
なくなる。
【００１４】
　各デバイスは、一般に問い合わせには示されない固有のアドレスを有する。分かりやす
いＢＬＵＥＴＯＯＴＨの名前が用いられてもよく、名前はユーザーにより設定されうる。
この名前は、他のユーザーが、デバイスおよびペアにされたデバイスの一覧をスキャンす
るときに、現れる。ほとんどのモバイルデバイスは、製造業者または電話の機種に対して
デフォルトで設定された、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨの名前を有する。ほとんどの電話およびラ
ップトップはＢＬＵＥＴＯＯＴＨの名前のみを示し、遠隔のデバイスから追加の情報を得
るために、特別なプログラムが用いられうる。
【００１５】
　デバイスのペアは、ペアリングとして知られる処理においてリンクキーとして知られる
、共有の秘密事項を作成することで、関係を確立することができる。リンクキーが両方の
デバイスに保存されると、デバイスは結合されたと言われる。結合されたデバイスのみと
通信を望むデバイスは、暗号により別のデバイスの識別子を認証できるので、その別のデ
バイスが、以前にペアになったデバイスと同じデバイスであることを確実にできる。リン
クキーが生成されると、デバイス間の認証されたＡＣＬリンクは、デバイスが電波を通じ
て交換するデータが盗聴から保護されるように、暗号化されうる。リンクキーは、いずれ
のデバイスによっても任意の時間に削除されてよく、いずれかのデバイスにより削除され
ると、デバイス間の結合が暗黙のうちに除去されるので、デバイスのうちの１つがリンク
キーを保存しているが、その与えられたリンクキーに関連するデバイスとはもはや結合し
ていないということを認識していないことが、ありうる。
【００１６】
　ＢＬＵＥＴＯＯＴＨサービスは、暗号化または認証のいずれかを必要としうるので、Ｂ
ＬＵＥＴＯＯＴＨサービスが遠隔のデバイスに所与のサービスの使用を許可する前に、ペ
アリングを必要としうる。Ｏｂｊｅｃｔ　Ｐｕｓｈ　Ｐｒｏｆｉｌｅのようないくつかの
サービスは、ペアリングが、サービスを用いる場合のユーザー体験を損なわないように、
認証または暗号化を明示的には要求しないことを選択する。
【００１７】
　例示的なペアリング機構またはプロトコルはレガシー（Ｌｅｇａｃｙ）ペアリングであ
り、各デバイスはＰＩＮコードを入力しなければならず、両方のデバイスが同じＰＩＮコ
ードを入力した場合のみペアリングが成功する。
【００１８】
　別の例示的なペアリング機構またはプロトコルは、公開鍵暗号の形態を用いるセキュア
シンプル（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｉｍｐｌｅ）ペアリングであり、ユーザーとの対話は必要と
されないが、デバイスがユーザーにペアリング処理を確認するように促すことがある。
【００１９】
　別の例示的なペアリング機構またはプロトコルは数値比較（Ｎｕｍｅｒｉｃ　ｃｏｍｐ
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ａｒｉｓｏｎ）であり、両方のデバイスがディスプレイを有し、少なくとも１つがバイナ
リのＹｅｓ／Ｎｏのユーザー入力を受け入れることができる。このペアリング方法は、各
デバイスに数値コードを表示する。ユーザーは数値を比較して、数値が同一であることを
確認しなければならない。比較が成功すると、ユーザーは、入力を受け入れることができ
るデバイス上で、ペアリングを確認できる。
【００２０】
　別の例示的なペアリング機構またはプロトコルは、ディスプレイを有するデバイスと、
（キーボードのような）キーパッドによる数値入力手段を有するデバイスとの間で用いら
れる、または、キーパッドによる数値入力手段を有する２つのデバイスの間で用いられる
、パスキー入力（Ｐａｓｓｋｅｙ　Ｅｎｔｒｙ）である。前者の場合、ディスプレイは、
ユーザーに数値コードを示すために用いられ、次いでユーザーがキーパッドでコードを入
力する。後者の場合、各デバイスのユーザーは、同じ番号を入力する。
【００２１】
　別の例示的なペアリング機構またはプロトコルは帯域外（Ｏｕｔ　ｏｆ　ｂａｎｄ（Ｏ
ＯＢ））であり、ＯＯＢは、（ＮＦＣのような）外部の通信手段を用いて、ペアリング処
理で用いられるいくつかの情報を交換する。ペアリングは、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ無線を用
いて完了するが、ＯＯＢ機構からの情報を必要とする。
【００２２】
　例示的なビジネス環境の実施形態では、事業所は、２つのデバイス間のワイヤレス通信
リンクの確立を要求する顧客のモバイルデバイスに、問い合わせまたはメッセージを送信
する、１つまたは複数のワイヤレス通信システムを有する。顧客は、この問い合わせを（
視覚的な、音声による、または触覚によるインジケータにより）通知され、リンクを確立
するかどうかを決定する。顧客は、事業所のワイヤレスシステムに肯定信号を送信するた
めのコマンドをモバイルデバイス上で入力するなど、肯定的に要求を受け入れることによ
って、モバイルデバイス通信デバイスと、事業所の通信デバイスとをペアにすることがで
きる。コマンドは、パスワード、コード、キーストローク、ボタンなどの方式であってよ
い。両方のデバイスでＢＬＵＥＴＯＯＴＨを有効にし、検索し、待機し、ペアリングし、
認証する処理は、携帯電話上で単に「タッチ」することにより行われうる。事業所のデバ
イスと顧客のモバイルデバイスがペアにされると、事業所と顧客の間での情報の例示的な
交換の事象は、事業所が、データパケットまたはメッセージ情報を、顧客にワイヤレスに
送信することに関わりうる。データ情報は、クーポン、特売イベント、バーコードのよう
な情報保持証印（ＩＢＩ）、レシート、特売の案内、広告、特売の品目および前記品目の
場所などの形態の、画像であってよい。
【００２３】
　例示的な実施形態では、事業所は、情報が取引の場所（ＰＯＴ）で表示されるときに、
認証処理としての利用のために認証データを顧客に送信することもできる。認証データは
、ＩＢＩの形態であってよい。顧客は、ＰＯＴでＩＢＩを証印読み取り機に表示し、ＩＢ
Ｉは事業所により読み取られ、商品またはサービスが交換されるＰＯＴにおいて、取引を
完了する。
【００２４】
　例示的な実施形態では、ＰＯＴ端末の証印読み取り機の底部またはクレードルにソフト
ウェアが存在し、そのクレードルはＰＯＴ端末に関連し、または接続される。ソフトウェ
アは、検出された特定の顧客向けに、事業所のデータベースから適切な情報を取り出す役
割を果たす。適切な情報は、その中にＩＢＩを有するクーポンの画像であってよい。所与
の例示的な取引では、ソフトウェアは、顧客に送信され顧客により受信された全てのクー
ポンを追跡してもよい。クーポンは、（送信された画像中のＩＢＩをスキャンすることな
どによって）所与の取引の間に読み取られ、ソフトウェアは、送信されたクーポンについ
て読み取られた情報を、ヒットまたは複数の使用法であると確認される特定のクーポンと
照合する。取引の終わりに、ソフトウェアは、確認されたヒットの一覧を、読み取り機お
よびソフトウェアを用いて、ヒットごとに支払うサービスの事業所への負担の基準として
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、証印読み取り機の製造業者または他の提供者に送達することができる。
【００２５】
　例示的な情報交換システムは、顧客の個人用モバイルワイヤレスデバイスおよび、ＰＯ
Ｔ端末上で実行するソフトウェアアルゴリズムと、ワイヤレスリンクを確立できるＰＯＴ
端末に接続される、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨドングルまたはクレードルを含みうる。ＰＯＴ端
末は、ａ）顧客のワイヤレスデバイスにクーポン画像を送信し、ｂ）顧客の取引全体の間
中にスキャンされるクーポンの一覧を保持し、ｃ）送信されたクーポンとスキャンされた
クーポンを照合し、顧客に送信され顧客により受信されたと確認されたクーポンの一覧と
、顧客に送信されるとともにＰＯＴで顧客により使用されたクーポンの一覧とを保管する
。ソフトウェアアルゴリズムにより収集された統計は、送信ごとまたはスキャンごとに、
クーポンを送信する事業所に課金するために、第３者により用いられうる。
【００２６】
　例示的なシステムでは、事業所の通信デバイスが、モバイルデバイスをそれぞれのＩＤ
により１つずつ探すのではなく、複数の顧客のモバイルデバイスが、自動的に発見されう
る。このことにより、多くの顧客のモバイルデバイスに、同時に、またはほとんど同時に
、ワイヤレスに情報を送信することが容易になる。
【００２７】
　例示的な実施形態では、全てのモバイルデバイスのＩＤが事業所のサーバに登録され、
事業所のワイヤレスデバイスが、登録されたＩＤを照合すると、事業所のソフトウェアア
プリケーションによる自動的なペアリングを容易にする。検索およびペアリングは、連続
的に試みられてもよく、または所定の間隔で試みられてもよい。
【００２８】
　例示的な実施形態では、証印読み取り機、証印読み取り機の底部またはクレードル、Ｐ
ＯＴコンピュータ、またはＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスを有する他のシステムは、モバイ
ルデバイスのＢＬＵＥＴＯＯＴＨに要求を送信し、接続を開始する。要求が行われると、
個人識別番号（ＰＩＮ）コードメッセージ画面が顧客のモバイルデバイスに表示され、顧
客が適切なＰＩＮを入力できるようにする。
【００２９】
　顧客が事業所からの情報の受信に関与しなくてもよいように、２つのＢＬＵＥＴＯＯＴ
Ｈデバイス間の自動的なペアリングが好ましいことがある。例示的な実施形態では、顧客
は、自身のモバイルデバイスに、自動的なペアリングを容易にするソフトウェアアプリケ
ーションをインストールするだけでもよい。アプリケーションは、他のＢＬＵＥＴＯＯＴ
Ｈアプリケーションまたはデバイスをサポートする必要はない。
【００３０】
　例示的な実施形態では、アプリケーションソフトウェアは、証印読み取り機、証印読み
取り機の底部もしくはクレードル、ＰＯＴ　ＰＣ、またはペアになるのにふさわしい他の
システムに配備されうる、店舗または事業所のＢＬＵＥＴＯＯＴＨシステムを最初に識別
する、顧客のモバイルデバイス上で実行されうる。例えば、ソフトウェアは、店舗のデバ
イスのＢＬＵＥＴＯＯＴＨアドレスを見て、事前に割り当てられたＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（
メディアアクセス制御）ＭＡＣアドレスブロック、または顧客のモバイルデバイスのＢＬ
ＵＥＴＯＯＴＨアドレスのデバイス名の先頭部分と一致するどうかを確認する。一致が確
認されると、ソフトウェアは、顧客のモバイルデバイスのＰＩＮコードを、店舗のＢＬＵ
ＥＴＯＯＴＨデバイスのデフォルトのＰＩＮコードと一致するように設定し、２つのデバ
イスをペアにする。目に見えるＩＤ（例えばＢＬＵＥＴＯＯＴＨクレードルのＭＡＣアド
レスの最後の４桁）が、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨクレードル、証印読み取り機、ユーザーの前
にあるＰＯＴカウンタ、または他のディスプレイに、表示されうる。ユーザーは、そのク
レードルのＩＤを、電話に表示されたデバイスの一覧と照合して、ユーザーの前にある正
しいクレードルを選択することができる。あるいは、クレードルのＩＤは、アプリケーシ
ョンの画面にまだ表示されていない場合には、手動でアプリケーションに入力されてもよ
い。そして、アプリケーションは、好ましくはＢＬＵＥＴＯＯＴＨクレードルの目に見え
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るＩＤ番号に基づいて事前に合意されたパスコードを用いて、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨクレー
ドルとのＢＬＵＥＴＯＯＴＨ接続を開始する。クレードルは、電話の要求を認証し、電話
との接続を確立する。セキュリティを向上させるために、パスコードは、ＢＬＵＥＴＯＯ
ＴＨクレードルまたはＰＯＴ端末により実行時に生成されてもよく、店舗の従業員から知
らされてもよく、または、ユーザーに見えるＰＯＴディスプレイに表示されてもよい。
【００３１】
　確立されたワイヤレス接続は、ＰＯＴシステムとモバイルデバイスとの間でのファイル
の交換、例えば、クーポン画像、レシートの文字、情報保持証印、ユーザーの命令などの
交換に用いられうる。
【００３２】
　例示的な実施形態では、顧客のモバイルデバイスは、顧客または顧客のモバイルデバイ
スを識別する証印（例えば好ましい顧客番号）を表示するアプリケーションを実行し、顧
客がこの証印をＰＯＴで提示する。ＰＯＴ光学読み取り機はこの情報を取り込みし、この
情報は、ワイヤレス接続情報（ＭＡＣ、パスコードなど）を含むか、または、事業所のサ
ーバに事前に保存される情報を検索するのに使用されうる。そして、読み取り機のクレー
ドルのＰＯＴ光学読み取り機が上記の情報を用いて、顧客のモバイルデバイスとワイヤレ
ス接続を確立する。
【００３３】
　図１および２は、例示的な取引システム１００の構成を示し、複数の証印読み取り機１
１２が、小売店のような事業所で動作し、または利用される。少なくとも１つの証印読み
取り機は、キャッシュレジスタのようなローカルの取引処理システム１２０と、直接また
は底部もしくはクレードル１１８を通じて通信してもよい（有線１１４またはワイヤレス
１１６）。少なくとも１つの証印読み取り機は、それぞれの底部またはクレードルとワイ
ヤレスで通信してもよく、底部またはクレードルは、ローカルサーバ１２２と通信しても
よく（有線またはワイヤレス）、ローカルサーバ１２２は、リモートサーバ１２４と通信
してもよい（有線またはワイヤレス）。事業所は通常、近接した領域に位置する、複数の
証印読み取り機を有する。１つまたは複数のモバイルデバイス１３０は、底部１１８、証
印読み取り機１１２、取引処理システム１２０および／またはローカルサーバ１２２とワ
イヤレスに通信してもよい。デバイスとシステムとの間の通信のための例示的なワイヤレ
ス通信システムは、内部または外部のいずれかに配置されるモジュール１３６により代表
される、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨモジュール技術である。
【００３４】
　図３は、例示的なディスプレイ１３２に表示される例示的な画像１３０を示し、例示的
なディスプレイ１３２は、例えば、携帯電話、携帯用データ端末（ＰＤＴ）、携帯情報端
末（ＰＤＡ）などのようなモバイルプラットフォームまたはデバイス１３０に配備されう
る。携帯用データ端末、すなわちＰＤＴは通常、ワイヤレス送信デバイスまたは送受信機
１３６を介して（ＷＬＡＮ、ＷＷＡＮ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ、ＮＦＣなど）、データを入
力しまたは取り出し、離れた場所からデータベースにアクセスするのに用いられる電子的
なデバイスである。携帯情報端末（ＰＤＡ）は、通常個人用オーガナイザーとして用いら
れる携帯型デバイスであり、計算、時計およびカレンダー、コンピュータゲームのプレイ
、インターネットへの接続、電子メールの送受信、ラジオまたはステレオ、ビデオ録画、
メモの記録、住所録、スプレッドシートのような、多くの用途がありうる。事業所から受
信された、表示されたデータ情報画像は、情報、ピクチャ、クーポン画像、レシートの文
字、情報保持証印、ユーザーの命令、広告などを含みうる。ＢＬＵＥＴＯＯＴＨおよびＮ
ＦＣは、比較的短距離で固定デバイスとモバイルデバイスからのデータを交換するための
、オープンなワイヤレス階層プロトコルであるので、パーソナルエリアネットワーク（Ｐ
ＡＮ）を生成する。近距離通信すなわちＮＦＣは、約１０センチメートル（４インチ前後
）の距離で、デバイス間でのデータの交換を可能にする、短距離高周波ワイヤレス通信技
術である。優れたＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスは、ワイヤレスユーザーグループ中の複数
のデバイスと通信できる。
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【００３５】
　図４は、ステップ２１０において、モバイルデバイスに店舗のアプリケーションをロー
ドした顧客を含む、取引を完了するための、例示的な手順を示す。ステップ２１４におい
て、顧客は、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ、近距離通信（ＮＦＣ）または他の通信モジュールのよ
うなワイヤレス通信システムを備えたモバイルデバイスを携帯して事業所に入り、店舗の
通信システムの通信圏内にモバイルデバイスを持ち込む。次いでステップ２１８において
、店舗のＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスが、顧客のＢＬＵＥＴＯＯＴＨ対応のモバイルデバ
イスに要求メッセージを送信することで、顧客のモバイルデバイスとペアになることを試
みる。次いでステップ２２２において、顧客はペアになるための要求を受け入れる。次い
でステップ２２６において、店舗のＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスは、顧客のモバイルデバ
イスとペアになり、顧客のモバイルデバイスに表示されるべき情報データを、顧客のモバ
イルデバイスに送信する。次いでステップ２３０において、顧客は、表示された情報デー
タ中の表示されたＩＢＩを、店舗の証印読み取り機にスキャンさせる。
【００３６】
　図５は、ステップ３１０において、モバイルデバイスに店舗のアプリケーションをロー
ドした顧客を含む、取引を完了するための、例示的な手順を示す。ステップ３１４におい
て、顧客は、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ、近距離通信（ＮＦＣ）または他の通信モジュールのよ
うなワイヤレス通信システムを備えたモバイルデバイスを携帯して事業所に入り、店舗の
通信システムの通信圏内にモバイルデバイスを持ち込む。次いでステップ３１８において
、顧客のＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスが、店舗のＢＬＵＥＴＯＯＴＨ対応のモバイルデバ
イスに要求メッセージを送信することで、店舗のデバイスとペアになることを試みる。次
いでステップ３２２において、店舗はペアになるための要求を受け入れる。次いでステッ
プ３２６において、顧客のＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスは、店舗のモバイルデバイスとペ
アになり、店舗は、顧客のＢＬＵＥＴＯＯＴＨデバイスに表示されるべき情報データを、
顧客のモバイルデバイスに送信する。次いでステップ３３０において、顧客は、表示され
た情報データ中の表示されたＩＢＩを、店舗の証印読み取り機にスキャンさせる。
【００３７】
　スキャニングシステムの例示的な使用法は、事業所での顧客とのＰＯＴ（取引の場所）
で、主要な証印読み取り機または唯一の証印読み取り機として使用することである。「主
要な」とは、ＰＯＴにおいて、その証印読み取り機が、品目のスキャンまたは撮像に、Ｐ
ＯＴにおける任意の他の証印読み取り機または撮像装置よりも頻繁に用いられる、という
ことを意味しうる。取引の完了は、顧客と、店舗のような事業所との間で起こる、いくつ
かの事象のうちのいずれであってもよい。この事象は、事業所と顧客または事業所の従業
員との間での情報（またはそうでなければ画像）の交換、資金の交換、商品またはサービ
スに対する支払、商品の返品、既に支払われた商品の受け取り、（リースまたは賃借のよ
うな）サービスの契約のようなものに関わりうる。主要な証印読み取り機として、証印を
有する商品または表示される画像は、証印からデコードされたデータが、販売、価格検索
、在庫などのような、（ＳＫＵのような）在庫管理システム機能に用いられうるように、
主要な証印読み取り機により読み取られスキャンされうる。
【００３８】
　保管する目的で、ＰＯＴにおいて主要な証印読み取り機によりピクチャが撮られても（
または画像が取り込まれても）よく、事業所が、取引のときにピクチャまたは画像を参照
できるようにして、後で用いるためにピクチャを保管できるようにする。例えば、保管は
、法令上の要件を満たすため、今後の識別のため、処理のコンプライアンスのため、不正
の防止のため、負債リスク軽減のため、フォームに記入するためなどであってよい。ＰＯ
Ｔにおける例示的な手順は、従業員が、ＰＯＴにおいて提示された１つまたは複数の品目
からの証印をスキャンし１つまたは複数のピクチャまたは画像を撮ることであってよい。
撮影されるピクチャは、顧客のピクチャ、または、顧客が提示する１つまたは複数の情報
保持媒体のような情報保持証書または媒体のピクチャのような複数の品目のいずれであっ
てもよい。情報保持媒体は、個人小切手、署名を有する品目、または、クレジットカード
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、搭乗券、航空券、社員証などのような、識別のための証書、または、運転免許証、パス
ポート、ミリタリーカード、医師の処方箋Ｒｘなどのような、政府発行の識別のための証
書のようなものであってよい。
【００３９】
　撮影されたピクチャから読み取られる情報を用いて、クレジット申請書、賭博免許およ
び拳銃の申請書のような法令で必要なフォーム、写真フィルム現像のフォーム、払い戻し
のフォーム、商品取り置きのフォーム、延長保証のフォームなどのような、様々な種類の
フォームを電子的に記入することができる。ピクチャから情報を抽出する処理は、ＰＤＦ
４１７デコーダのようなＯＣＲ、２Ｄバーコードデコーダ、またはＤａｔａｍａｔｒｉｘ
、Ａｚｔｅｃ、ＱＲコードデコーダなどのような、マトリックスデコーダを含みうる。こ
の目的のために、ピクチャは、顧客の署名について撮影され、保管され、既に記録または
保存された署名と比較するために用いられうる。別の例では、証印読み取り機は、運転免
許証のＰＤＦ４１７バーコードから、申請者の住所を読み取ることができ、読み取られた
フィールドが申請者の住所であると認識されると、システムは、運転免許証のフォームの
住所の部分を、自動的に別の申請書に追加する。別の申請書は、猟銃免許、入漁許可、拳
銃免許、求職申請書、クレジット申請書などのような、申請書またはフォームである。同
様に、申請者の生年月日、性別、目の色を記入することができる。そのようなシステムは
より便利であると同時に、申請時間を短くし、誤って転記された情報による申請の誤りの
割合を低減する。同時に、証印読み取り機は、ピクチャ撮影モードに自動的に切り替えら
れてもよく、操作者に、申請者、運転免許証、購入または賃借する物品などを狙わせるよ
うに信号を送り、ピクチャを撮影することができる。そして、このピクチャは、準備され
ている電子申請書に自動的に追加されてもよく、または自動的に関連付けられてもよい。
処理の一部は、申請者が写真を見られるようにすることと、画像が許容可能であると認め
ることであってよい。画像の外観が許容可能ではない場合、第２の代わりの画像が撮影さ
れてもよく、申請者が許容可能であると認める画像が撮影されるまで、処理が繰り返され
る。
【００４０】
　本証印読み取り機は、全てのＰＯＴを潜在的な顧客サービスカウンタに変え、そこでの
取引は、クーポンの引換、商品の返品、申請書の記入、情報の拡散などに関与してよく、
読み取り機は主要な証印読み取り機であることに留意されたい。
【００４１】
　本明細書で説明されたプログラム、処理、方法および装置は、特定の種類のコンピュー
タまたはネットワーク装置（ハードウェアまたはソフトウェア）には何ら関連せず、限定
されないことを理解されたい。様々な種類の汎用または専用コンピュータ装置が、本明細
書で説明された教示による動作とともに用いられてもよく、またはそうした動作を実行し
てもよい。好ましい実施形態の様々な要素が、ソフトウェアで実装されるものとして説明
されてきたが、他の実施形態では、ハードウェアまたはファームウェアによる実装が代替
的に用いられてもよく、その逆も同様である。例示された実施形態は例示的なものにすぎ
ず、本発明の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。例えば、流れ図のステップ
は、説明された手順以外の手順で行われてもよく、より多数の、より少数の、または他の
要素が、ブロック図の中で用いられてもよい。また、出願人らが本出願内で何らかの主題
を明示的に否定しない限り、特定の実施形態または主題が本明細書で否定されるとは考え
られない。
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