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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カメラと、プロセッサと、前記プロセッサで構成される認識モジュールと、仮想店舗空
間を表示するように構成されたディスプレイと、を備える第１のデバイスであって、
　前記プロセッサで構成される前記認識モジュールは、
　前記カメラを介して物理的に存在する製品アイテムの画像データを取り込み、
　物理的に存在する製品アイテムの物理的特徴の画像データを画像の特徴に変換し、
　前記画像の特徴に基づいて選択され、製品アイテムの表現が前記仮想店舗空間において
どのように配置されるかを決定する仮想プラノグラムの取得であって、前記選択された仮
想プラノグラムは装置に基づく仮想棚を含み、前記装置が利用できない現実空間への拡張
を含む前記画像の特徴に基づいて選択された仮想プラノグラムを取得し、
　物理的に存在する製品に対して仮想ストア空間を提供し、前記仮想店舗空間は、第１の
小売業者の第１の仮想在庫アイテムの第１の表現と、第２の異なる小売業者の第２の仮想
在庫アイテムの第２の表現とを含み、
　前記第１及び第２の表現は、前記仮想プラノグラムに従って前記仮想店舗空間内で表示
される第１のデバイスと、
　前記第１及び第２の仮想在庫アイテムの少なくとも１つに関連するユーザ選択が入力さ
れるように構成されたユーザインタフェースと、
　ユーザ及び前記ユーザ選択に関連するアカウントデータを取得し、前記ユーザ選択に関
連する取引を開始するように構成された取引デバイスと、を備える対話型取引システム。
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【請求項２】
　前記第１及び第２の表現は、時間及びユーザアイデンティティの少なくとも１つに基づ
いて前記ディスプレイ上の前記第１の仮想在庫アイテムの第１の表現及び前記第２の仮想
在庫アイテムの第２の表現の少なくとも１つの配置の変更を定めるポリシ又は規則を表す
第１の動的仮想プラノグラムに基づいて前記仮想店舗空間内で表示される請求項１に記載
の対話型取引システム。
【請求項３】
　前記プラノグラムは、有料プラノグラムを含む請求項１記載の対話型取引システム。
【請求項４】
　前記有料プラノグラムは、料金体系に基づく商品配置ポリシを含む請求項３記載の対話
型取引システム。
【請求項５】
　前記第１の小売業者は、分類体系における第１のクラスの商品の小売業者であり、前記
第２の小売業者は、前記分類体系における別の第２のクラスの商品の小売業者である請求
項１記載の対話型取引システム。
【請求項６】
　前記分類体系は、米国特許商標庁に関連する商品及びサービスの国際分類である請求項
５記載の対話型取引システム。
【請求項７】
　前記第１の小売業者及び前記第２の小売業者は、第１の商業複合施設の小売業者である
請求項１記載の対話型取引システム。
【請求項８】
　前記第１のデバイスは、既存の商業複合施設の少なくとも一部のナビゲーション可能な
表現を表示するように構成される請求項１記載の対話型取引システム。
【請求項９】
　前記第１のデバイスは、前記既存の商業複合施設のネットワークを介して通信するよう
に構成される請求項８記載の対話型取引システム。
【請求項１０】
　前記第１のデバイスは、設置型情報装置（kiosk）を構成する請求項８記載の対話型取
引システム。
【請求項１１】
　前記第１及び第２の表現の少なくとも１つは、デジタルモデルを含む請求項１記載の対
話型取引システム。
【請求項１２】
　前記第１及び第２の表現の少なくとも１つは、動画を含む請求項１記載の対話型取引シ
ステム。
【請求項１３】
　前記第１のデバイスは、公共輸送機関の駅に関連する請求項１記載の対話型取引システ
ム。
【請求項１４】
　前記公共輸送機関の駅は、空港である請求項１３記載の対話型取引システム。
【請求項１５】
　前記公共輸送機関の駅は、鉄道駅である請求項１３記載の対話型取引システム。
【請求項１６】
　前記公共輸送機関の駅は、バス停である請求項１３記載の対話型取引システム。
【請求項１７】
　前記公共輸送機関の駅は、地下鉄駅である請求項１３記載の対話型取引システム。
【請求項１８】
　前記第１のデバイスは、宿泊施設に関連する請求項１記載の対話型取引システム。
【請求項１９】
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　前記第１のデバイスは、観光サービスを提供する施設に関連する請求項１記載の対話型
取引システム。
【請求項２０】
　前記仮想店舗空間は、更に、第３の仮想在庫アイテムの第３の表現及び第４の仮想在庫
アイテムの第４の表現を含み、前記第３及び第４の表現は、第２の動的仮想プラノグラム
に従って仮想店舗空間内で表示される請求項２記載の対話型取引システム。
【請求項２１】
　前記第２の動的仮想プラノグラムは、仮想プラノグラムを含む請求項２０記載の対話型
取引システム。
【請求項２２】
　前記第１及び第２の表現は、第１の仮想棚に表示され、前記第３及び第４の表現は、第
２の仮想棚に表示される請求項２０記載の対話型取引システム。
【請求項２３】
　前記仮想プラノグラムは、静的プラノグラムを含む請求項２２記載の対話型取引システ
ム。
【請求項２４】
　前記第３及び第４の表現は、現実世界環境内のオブジェクトの認識に基づいて表示され
る請求項２２記載の対話型取引システム。
【請求項２５】
　前記仮想プラノグラム及び前記第２の動的仮想プラノグラムに従う表示は、重なる請求
項２０記載の対話型取引システム。
【請求項２６】
　前記仮想プラノグラム及び前記第２の動的仮想プラノグラムに従う表示は、レイヤリン
グされる請求項２０記載の対話型取引システム。
【請求項２７】
　前記第２の動的仮想プラノグラムは、前記第１のデバイスによって取得されたセンサデ
ータによってトリガされる請求項２５記載の対話型取引システム。
【請求項２８】
　前記仮想プラノグラムは、プラノグラムマネージャによって管理され、前記プラノグラ
ムマネージャは、前記対話型取引システムに関連するオーナ、小売業者、製造業者、ディ
ストリビュータ及びベンダの少なくとも１つである請求項２０記載の対話型取引システム
。
【請求項２９】
　前記ユーザインタフェースは、前記プラノグラムマネージャが、前記仮想プラノグラム
及び前記第２の動的仮想プラノグラムの少なくとも１つを介して、実時間でユーザと動的
にインタラクトできるように構成される請求項２８記載の対話型取引システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１２年１１月２日に出願された米国特許出願番号第１３／６６７，９６
５号及び２０１２年１１月２日に出願された米国特許出願番号第１３／６６７，９８８号
の優先権を主張し、これらの文献は、引用によって全体が本願に援用される。
【０００２】
　本発明は、仮想プラノグラム管理技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　小売業者（例えば、情報、商品、サービス等の提供業者）の数は、日々増加し、これに
伴って、各小売業者が使用できる物理的棚及び陳列空間が減少している。したがって、小
売業者は、物理的な小売空間の効率を最大に高めるように努力している。簡単に言えば、
小売空間は、非常に限定的であり、小売業者が空間に陳列できる商品の数には限りがある
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。
【０００４】
　インターネットの登場によって、小売業者がウェブインタフェースを介して商品を表示
できるようになったため、多くの小売業者にとって、物理的空間の制約は大きな問題では
なくなっている。例えば、小売業者は、ウェブサイト上の１つ以上の画像によって多くの
商品を表示でき、対応する商品を消費者に販売することができる。更に、消費者は、より
便利で効率的な手法で情報を取得し、物理的なアイテムを閲覧し、又は購入することがで
きる。ここで、多忙な消費者も、ショッピング体験を享受するために、このようなウェブ
サイトにアクセスする必要がある。多忙な消費者、特に通勤者は、このようなウェブサイ
トを閲覧する時間がなく、又はウェブセットと確実にインタラクトできるデバイスを有し
ていない。
【０００５】
　テスコ（Tesco：商標）は、複数のアイテムを販売するというアイデアで成功した会社
の１つである。テスコは、地下鉄駅に、購入可能な食品の写真（例えば、テスコが販売し
ている全てのチキータ（Chiquita：商標）バナナを表すチキータバナナの写真）を、関連
するＱＲコード（登録商標）と共に掲示し、ユーザが、スマートフォンによってＱＲコー
ド（登録商標）をスキャンすることによってバナナを購入することができるようにした。
しかしながら、テスコは、静的画像、例えば、写真を表示するだけであり、購入可能な商
品又は在庫の商品の動的表現を提供していない。
【０００６】
　ポッシュマーク社（Poshmark, Inc.）及びメイシーズ社（Macy's）等の他の企業は、デ
ジタル又は仮想オンラインショッピングのプラットフォームを提案している。例えば、ポ
ッシュマーク社が開発したｉＰｈｏｎｅ（商標）アプリによって、ユーザは、自らのｉＰ
ｈｏｎｅ（商標）を用いて、「実時間ショッピングイベント」を介して、ファッションア
イテムを売買することができる。メイシーズ及び他の小売業者は、店内に設置型情報装置
（kiosk）を設け、ユーザが店に入って、設置型情報装置の対話型スクリーンを介して、
その店の商品を閲覧できるようにすることによって、店内でのショッピングの利便性を高
めることを試みている（記事「Touch-screens create online shopping experiences at 
stores」（２０１２年２月８日）参照）。
【０００７】
　Ｔｒｏｔｍａｎ他に付与された米国特許第８，２２９，８００号は、１つ以上の制約条
件に基づいて、仮想ショッピングエリアを作成する方法を開示している。Ｒａｚｕｍｏｖ
に付与された米国特許第７，６５７，４５７号、ＨＯＤ他による米国特許公表番号第２０
０８／０２０８７１５号、Ｐｅｒｋｏｗｓｋｉによる国際公開番号第ＷＯ０１／３７５４
０号、Ａｂｚａによる国際公開番号ＷＯ第２０１２／０７５５８９号、及びＭａｇｈｏｕ
ｌによる米国特許公表番号第２００９／０１４９１９９号は、商業活動のためにデジタル
又は仮想空間を利用する試みを開示している。しかしながら、これらの文献では、多忙な
消費者のための動的な実時間ショッピング体験の提供については考察されていない。
【０００８】
　これらの文献及びここで議論する他の付随的な資料は、引用によって全体が本願に援用
されるものとする。援用される文献の用語の定義又は用法が本出願の用語の定義と矛盾し
又は相容れない場合、本出願の用語の定義が優先され、文献における用語の定義は、適用
されない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、現在利用可能なプラットフォーム、システム及び方法は、小売業者及び
ユーザのための仮想マーケットプレイスの利用価値を最大化していない。したがって、対
話型仮想マーケットプレイスを提供するための改善された装置、システム及び方法が必要
である。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、アイテムの表現がマーケットプレイス内でどのように配置されるかを決定す
る仮想プラノグラムに少なくとも部分的に基づいて、仮想マーケットプレイス（すなわち
、仮想店舗空間）をユーザに表示することができる装置、システム及び方法を提供する。
本発明の一側面は、対話型取引システム（interactive transaction system）を含み、例
えば、プラノグラムマネージャ、プラノグラムサーバ、参加店又は管理サーバの少なくと
も１つが生成する仮想プラノグラムに従ってユーザに仮想アイテムを表示するディスプレ
イを備える自動販売機（Automated Sales Machine：ＡＳＭ）を含む。
【００１１】
　適切なディスプレイ上の仮想マーケットプレイス内には、アイテムの１つ以上の表現（
例えば、仮想在庫アイテム、現実在庫アイテム、仮想サービスアイテム等）を表示するこ
とができる。ディスプレイは、例えば、棚、モール、店舗、ウィンドウ、ラック、回転ラ
ック、ハンガ、ケース、冷凍庫、マネキン又はこれらの組合せの仮想表現を含む１つ以上
の仮想マーケットプレイスをレンダリングするように構成できる。
【００１２】
　ここで用いる「仮想」という用語は、コンピュータ生成画像（computer generated ima
gery：ＣＧＩ）、現実アイテムのデジタル画像、現実アイテムの映像、複合現実、仮想現
実、媒介現実（mediated reality）、又は物理的に存在しないオブジェクトの他の何らか
の電子的表現を意味する。仮想アイテムは、現実世界の背景画像に現実世界の商品の画像
を重ね合わせることを含む。例えば、ユーザは、物理的に存在する商品を有する現実世界
の店舗の棚の画像を捕捉してもよい。デバイスは、現実世界の店舗の棚に仮想アイテムと
して更なる商品を重ねることができ、ここで、仮想アイテムとは、物理的に存在していな
いが購入可能な商品を表していてもよい。
【００１３】
　アイテム自体も仮想的なものであってもよく、現実的なものであってもよい。すなわち
、アイテムの表現は、仮想サービス（例えば、仮想サービスアイテム）の仮想表現、仮想
在庫アイテム（例えば、ビデオゲームの武器、ビデオゲームのツール、デジタル楽曲、デ
ジタルアルバム、デジタル音楽ビデオ等）の仮想表現、現実在庫アイテム（例えば、食品
、衣装のアイテム又は他のあらゆる購入可能商品等）の仮想表現、又は現実サービスアイ
テム（すなわち、実際の人間が提供するサービス）の仮想表現であってもよい。アイテム
は、例えば、食料品店、宝石店、衣料品店、設置型情報装置、設置型販売装置、在宅小規
模ビジネス、個々のベンダ又はそれらの組合せ等を含む適切なあらゆる小売業者が提供す
るアイテムであってもよい。
【００１４】
　仮想マーケットプレイスを生成する際に用いるプラノグラムは、静的な性質のものであ
っても、動的な性質のものであってもよい。ディスプレイが静的プラノグラムに従って仮
想マーケットプレイスを表示するように構成される場合、プラノグラムが変更されるか又
は置換されない限り、ディスプレイが表示するアイテムの表現は、削除され、移動され、
置換され、又は別の方法で異なる表現に変更されることはない。ディスプレイが動的プラ
ノグラムに従って仮想マーケットプレイスを表示するように構成される場合、プラノグラ
ムの変更又は置換がなくても、ディスプレイが表示する少なくとも１つのアイテムの表現
を削除し、移動し、置換し、又は別の方法で異なる表現に変更することができる。
【００１５】
　動的プラノグラムは、１つ以上のイベントにトリガされて、１個、５個、１０個、１０
０個又は１０００個以上の表現を移動し、削除し、置換し又は変更するように構成できる
。想定されるイベントとしては、例えば、アイテムの完売、移動する異なる表現、ベンダ
の空間のリース期限の満了、時間変化、温度変化、季節変化、小売業者が表現の削除、置
換又は他の変更を望む又は他のあらゆるイベントが含まれる。更に、プラノグラムは、実
質的又は完全に無限な性質を有していてもよく、すなわち、発生するイベントの数に関わ
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らず、幾つかの表現を常時表示するように仮想空間を構成してもよい。
【００１６】
　方法の観点から、ディスプレイは、１つ以上のプラノグラムに従って、アイテムの表現
を含む仮想マーケットプレイスを同時に又は順次的に表示するように構成できる。プラノ
グラムは、例えば、プラノグラムマネージャ、ディスプレイプロバイダ、プラノグラムサ
ーバ及び／又は管理サーバ等によって、それらの利益が最大化されるように生成すること
ができる。例えば、料金体系に基づいて、プラノグラム内の表現の配置（すなわち、空間
）を決定してもよい。料金体系は、適切な如何なる論理に基づいていてもよく、例えば、
オークション、表現のために望まれる配置に基づく料金、時間、天気又はイベントに応じ
た料金、ディスプレイに表示される仮想マーケットプレイスから競争相手の除外するため
の料金、又は置換表現を選択する権限のための料金（例えば、購入者がディスプレイ又は
その一部を購入できるか、及びイベントに応じてどのような置換を行うかを決定できるか
）等を勘案して決定してもよい。
【００１７】
　本発明の様々な目的、特徴、側面及び利点は、以下の好ましい実施形態の詳細な説明及
び添付の図面から明らかとなり、図面では、同様の要素には同様の符合を付している。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】プラノグラムを有する対話型取引システムの概要を示す図である。
【図２】対話型取引システムの構成を示す図である。
【図３】他の対話型取引システムの構成を示す図である。
【図４】アイテムの表現及び対応するシンボルが表示された棚を含む仮想ディスプレイの
概要を示す図である。
【図５】仮想棚を有する仮想ディスプレイを説明する図である。
【図６】仮想棚を有する他の仮想ディスプレイを説明する図である。
【図７】仮想プラノグラムを説明する図である。
【図８】オンラインショッピング体験を介して取引を開始する方法を説明する図である。
【図９Ａ】物理的区域における３Ｄ仮想プラノグラムの現実世界への適用を示す図である
。
【図９Ｂ】３Ｄ仮想プラノグラムに従って図９Ａの物理的区域内に表示された仮想在庫ア
イテムの表現を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下では、コンピュータ／サーバに基づくプラノグラム管理システムを説明するが、代
替となる様々な構成が想到され、サーバ、インタフェース、システム、データベース、エ
ージェント、ピア、エンジン、コントローラ又は他のタイプの演算デバイスを個別に又は
組み合わせて、様々なハードウェアベースの演算デバイスを採用することができる。演算
デバイスは、タンジブルな、不揮発性のコンピュータ読取可能媒体（例えば、ハードディ
スクドライブ、ソリッドステートドライブ、ＲＡＭ、フラッシュ、ＲＯＭ等）に保存され
たソフトウェア命令を実行するように構成されたハードウェアプロセッサを含む。ソフト
ウェア命令は、好ましくは、ここに開示する装置に関連して以下に説明する役割、責任又
は他の機能を提供するように演算デバイスを構成する。様々なサーバ、システム、データ
ベース又はインタフェースは、例えば、ＨＴＴＰ、ＨＴＴＰＳ、ＡＥＳ、公開－秘密鍵交
換、ウェブサービスＡＰＩ、既知の金融取引プロトコル、又は他の電子情報交換方法に基
づく標準プロトコル又はアルゴリズムを用いて、データを交換することができる。データ
交換は、インターネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ、ＶＰＮ又は他のタイプのパケット交換網を介
して行うことができる。
【００２０】
　ここに開示する技術は、多くの有利な技術的効果を提供し、例えば、販売業者が仮想空
間を効率的に利用することによって、物理的小売空間及び販売員に関連するコストを削減
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できる対話型取引システムを提供する。ここに開示するシステムは、電子デバイスに送信
することができる仮想プラノグラム信号を生成する。仮想プラノグラム信号は、デバイス
を構成して、ディスプレイ上に購入可能な商品を表示させる。
【００２１】
　以下の説明では、発明の主題の多くの例示的な実施形態を示す。各実施形態は、本発明
の要素の単一の組合せを表すが、本発明の主題は、ここに開示する要素の可能な全ての組
合せを含むと解釈される。すなわち、第１の実施形態がＡ、Ｂ、Ｃの要素を含み、第２の
実施形態がＢ、Ｄの要素を含む場合、本発明の主題は、明示的に示されていなくても、Ａ
、Ｂ、Ｃ又はＤの他のあらゆる組合せを含むと解釈される。
【００２２】
　図１に示すエコシステム（ecosystem）１００は、対話型取引システムを表しており、
ユーザ１１０は、ディスプレイ１２０及びインタフェース１２５を介して、仮想マーケッ
トプレイスとインタラクトできる。エコシステム１００では、ユーザ１１０は、商店又は
他の商業空間に商品が物理的に存在していない場合であっても、ディスプレイ１２０を介
して商品を購入できる。ディスプレイ１２０に表示される商品は、仮想プラノグラム１４
２に従って表示することができ、この結果、豊かなショッピング体験を提供することがで
きる。ユーザ１１０は、実店舗（brick and mortar store）、バス停、空港、地下鉄駅、
モール、自宅又は他の場所を含む略々全ての場所から、この取引システムとインタラクト
できる。
【００２３】
　ディスプレイ１２０は、商品管理サーバ１４０からの命令に基づいて、ユーザ１１０に
仮想マーケットプレイスを表示するように構成される。「仮想マーケットプレイス（virt
ual marketplace）」とは、ユーザ１１０が１つ以上のアイテムに関する取引を行うこと
ができる、ディスプレイ１２０に表示される商業空間を象徴的に示す用語である。仮想マ
ーケットプレイスは、デジタル的に表現でき、例えば、個々の商品、商品の集合、棚の一
部、棚の全体、陳列ケース、ラック、回転ラック、冷凍庫、商店、商店の集合、モール、
商店街（bazaar）又はアイテムを購入できる他の形式の商業空間として表現できる。
【００２４】
　ディスプレイ１２０は、広範囲に亘るデバイスを含むことができる。幾つかの実施形態
では、ディスプレイ１２０は、仮想マーケットプレイスを表示する壁面取付型高密度ディ
スプレイ（例えば、ＨＤモニタ、コンピュータ画面、テレビジョン受像機等）であっても
よい。他の実施形態では、ディスプレイ１２０は、演算デバイスの一部であってもよく、
例えば、ディスプレイ１２０は、スマートフォン、タブレットコンピュータ、設置型情報
装置（kiosk）、設置型情報装置を構成するデバイス又は他のあらゆる適切なレンダリン
グデバイスのディスプレイであってもよい。
【００２５】
　また、インタフェース１２５は、多くの異なる形式で実現することができる。例えば、
インタフェース１２５は、マルチモーダルタッチセンサディスプレイ（例えば、ディスプ
レイ１２０）、キーボード、マウス又はディスプレイ内のセンサ（例えば、カメラ、加速
度計、磁力計等）であってもよい。ユーザ１１０は、インタフェース１２０を用いて、デ
ィスプレイ１２０に表示される情報とインタラクトする。
【００２６】
　ディスプレイ１２０は、商品管理サーバ１４０と通信可能に接続され、商品管理サーバ
１４０は、ディスプレイ１２０に製品情報又は他のアイテム情報を提供する。例えば、店
舗環境又はモール環境では、商品管理サーバ１４０は、在庫情報を提供することができる
。ユーザ１１０が商品を購入するためにディスプレイ１２０とインタラクトすると、商品
管理サーバ１４０は、仮想プラノグラム１４２に基づき、対応する商品をディスプレイ１
２０にレンダリングさせる。なお、商品管理サーバ１４０は、１つ以上のベンダ１４５か
らの製品情報を提供できる。
【００２７】
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　また、ディスプレイ１２０は、取引エンジン１３０に通信可能に接続されている。取引
エンジン１３０は、ユーザ１１０による入力に基づいて取引を開始するように構成しても
よい。また、取引エンジン１３０は、商品管理サーバ１４０に接続し、商品管理サーバ１
４０を介して、主要な取引パラメータ（例えば、価格、数量、ＳＫＵ、ベンダＩＤ、プロ
モーション、アカウント情報、セキュリティキー、証明等）を受信することができる。取
引エンジン１３０は、ユーザ１１０の指示に応じて取引を開始できる。例示的な取引エン
ジンは、販売時点情報管理端末（point of sales terminal：ＰＯＳ端末）、ローカル又
はリモートウェブサーバ、バンキングシステム、又はディスプレイ１２０とインタラクト
するように構成された他のデバイスを含むことができる。例えば、消費者は、店舗内のタ
ブレットコンピュータ上のディスプレイ１２０とインタラクトして、購入可能なアイテム
を特定でき、このアイテムは、物理的に店舗内に存在していないものであってもよい。そ
して、消費者は、ＰＯＳ端末によって、近距離無線通信（Near Field Communication：Ｎ
ＦＣ）を介して、アイテムの代金を支払うことができる。
【００２８】
　この具体例では、取引エンジン１３０と、エコシステムの他のコンポーネントは、ネッ
トワーク１３５を介して互いに通信する。ネットワークは、例えば、インターネット、Ｗ
ＡＮ、ＬＡＮ、無線ネットワークネットワーク、メッシュネットワーク、セルラネットワ
ーク、又は他の形式の通信インフラストラクチャであってもよい。
【００２９】
　特に、ディスプレイ１２０内の購入可能アイテムの表示及び表現は、プラノグラム１４
２によって制御される。仮想プラノグラム１４２は、棚上の物理的商品の物理的構成を表
す従来のプラノグラムとは異なる。すなわち、プラノグラム１４２は、ディスプレイ１２
０内での仮想アイテムの配置を決定するポリシ又は規則を表している。したがって、プラ
ノグラム１４２は、ディスプレイ１２０上で表現する際に、仮想環境内で購入可能アイテ
ムをどのように表示するかを定義するという意味で、仮想プラノグラムと呼ぶことができ
る。
【００３０】
　プラノグラム１４２は、商品管理サーバ１４０によって管理される製品、商品、サービ
ス又はアイテムから独立して管理できると考えられる、個別に管理可能なオブジェクトを
表している。このような手法によって、プラノグラム１４２は、後に更に詳細に説明する
ように、商品の配置に関する有効な仕組みを提供できるという点で、有益であると考えら
れる。
【００３１】
　プラノグラムサーバ１４１によって、１つ以上のプラノグラム１４２を管理することが
できる。この具体例では、プラノグラムサーバ１４１を有料サービスのためのプラノグラ
ム管理サービスを提供する独立したサーバとして示している。エンティティ、例えば、１
つ以上のベンダ１４５は、プラノグラム１４２に商品を組み込むことの対価として、手数
料（例えば、入札価格、加入料、定率使用料、従量課金等）を支払うことができる。プラ
ノグラム１４２は、通常、プラノグラムマネージャ１５０によって管理される。プラノグ
ラムマネージャ１５０は、オーナ、ベンダ、プラノグラムのライセンス取得者であっても
よく、又はプラノグラム１４２へのアクセスが許可された他のエンティティであってもよ
い。
【００３２】
　なお、ベンダ１４５は、様々な手法でプラノグラムに商品を組み込むことができる。上
述したように、ベンダ１４５が手数料を支払うことによって、又は単に、ベンダ１４５が
特定の施設（例えば、モール）に属する小売業者であることによって、そのベンダ１４５
の商品をプラノグラム１４２に組み込むようにしてもよい。また、ベンダ１４５が依頼書
に記入することによって、小売業者のエージェント又は系列企業の要求によって、又は単
にサードパーティによる要求によって、商品又はサービスをプラノグラム１４２に組み込
むことができる。
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【００３３】
　図２は、施設２００内に対話型取引システムが統合された実施形態を示している。施設
２００としては、（ａ）空港、バス停、鉄道駅、地下鉄駅、タクシーの停車場、又は他の
何らかの交通ハブ又は公共輸送機関の駅、（ｂ）屋内モール、野外モール、アウトレット
センタ、又は他の何らかの商業複合施設、（ｃ）図書館、博物館、遊園地、又は他の何ら
かのアクセス可能な公的施設、（ｄ）旅行代理店、観光ガイド施設、又は他の何らかの観
光サービスを提供する事業所、及び（ｅ）ホテル、モーテル、朝食付き宿泊施設、ロッジ
、キャビン、又は他の何らかの公共又は準公共の宿泊施設等が含まれる。このように、本
発明の主題は、仮想プラノグラム２１０内の規則に従って購入可能アイテムが構成される
、１つ以上の施設内の仮想マーケットプレイスの構造又は配置を含む。
【００３４】
　施設２００は、ディスプレイ２２０を有するデバイス２１５を含むことができ、ディス
プレイ２２０は、消費者に仮想マーケットプレイス２２１を表示するように構成される。
ここでは、ユーザにデータ（例えば、電子データ等）を提供するように構成される市販の
全ての適切なデバイスを用いることができ、これらのデバイスには、例えば、電子掲示板
、設置型情報装置（kiosk）、テレビジョン受像機、コンピュータ画面、タブレットコン
ピュータ及びスマートフォン等が含まれる。説明のため、施設２００は、ディスプレイ２
２０として動作する複数のコンピュータモニタ（例えば、ＨＤ　ＴＶ等）を備えるモール
とする。モールの廊下の壁にモニタを配置し、仮想棚又は仮想店舗を表示するモニタの壁
を形成することができる。モールの客は、モニタとインタラクトして、店舗を閲覧し、又
は商品を購入することもできる。このように、モニタ及び関連するプラノグラム２１０に
よって作成される仮想マーケットプレイス２２１は、自動販売機（Automated Sales Mach
ine：ＡＳＭ）とみなすこともできる。
【００３５】
　ディスプレイ２２０は、プラノグラム２１０に基づいて、仮想マーケットプレイス２２
１を表示することができ、プラノグラム２１０は、プラノグラムサーバ２０５によって生
成することができる。モールの具体例では、プラノグラム２１０は、施設２００の参加店
２４０、例えば、モール内の店舗が利用できる無料のプラノグラムであってもよい。また
、プラノグラム２１０は、小売業者２４０又は他のベンダが利用可能な有料のプラノグラ
ムであってもよい。例えば、図２では、小売業者２４０（すなわち、ベンダ）は、施設２
００内の小売業者である。また、遠隔にある商業施設２００がプラノグラム２１０内の商
品陳列のためのスロットを購入して、仮想マーケットプレイス２２１に、それらの商品を
表示するようにしてもよい。プラノグラム及びその管理については、後に詳細に説明する
。
【００３６】
　デバイス２１５は、インタフェース２２５及び取引デバイス２３０の少なくとも１つを
備えていてもよく、又は（例えば、施設２００のネットワーク２３５を介して）これらと
通信可能に接続してもよい。インタフェース２２５及び取引デバイス２３０のそれぞれは
、支払い、ユーザ２２６、仮想マーケットプレイス２２１のアイテムの選択、又は小売業
者の在庫に関連する情報の少なくとも１つを受け取るように構成できる。インタフェース
２２５は、適切なあらゆるインタフェースを含むことができ、例えば、タッチスクリーン
、キーボード、デジタルキーボード、ボタン、デジタルボタン、スピーカ、音声受信機及
びバイオメトリックセンサ等を含むことができる。支払いに関連する情報は、適切なあら
ゆるデータを含み、例えば、クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード、氏
名、住所、ログインパスワード、電話番号、Ｅメールアドレス、フィンガプリント、ピン
ナンバー、又はショッピング若しくは取引を実行するために使用される他のデータを含む
。
【００３７】
　仮想マーケットプレイス２２１が公共の場所に設置されているシナリオについて検討す
る。一具体例として、対話型取引システムは、空港ターミナル内のブランド付きＡＳＭ（
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branded ASM）として動作するように構成してもよい。例えば、ＡＳＭにトレーダー・ジ
ョーズ（Trader Joe's：米国食品スーパー）のＡＳＭとしてブランドを付し、空港に関連
付けてもよい（例えば、空港が提供してもよく、空港によって賃貸される空間に配設して
もよく、空港に委託料を支払ってもよい）。空港は、ターミナル内に１つ以上のディスプ
レイ２２０を設置し、トレーダー・ジョーズにプラノグラム２１０を提供することができ
る。空港は、手数料と引き換えに、ブランド付きのプラノグラムに応じて、販売可能な商
品をディスプレイ２２０に表示できる。旅行者は、ターミナルを通過する際、ディスプレ
イ２２０とインタラクトして、トレーダー・ジョーズからアイテムを購入することができ
る。購入されたアイテムは、ユーザ２２６の自宅に配送してもよく、ユーザ２２６が帰宅
途中の近所のトレーダー・ジョーズで受け取ってもよく、又はユーザ２２６が指定した住
所にトレーダー・ジョーズが配達してもよい。選択された商品を購入する取引は、取引デ
バイス２３０によってサポートできる。
【００３８】
　なお、ＡＳＭは、単一の小売業者２４０又は施設２００から販売される商品又はサービ
スを表示することに制限されない。プラノグラム２１０は、多くの要素に基づいて商品の
配置を決定する規則又は基準を含むことができる。再びトレーダー・ジョーズの具体例に
ついて検討する。ＡＳＭは、プラノグラム２１０に基づいて、商品を表示することができ
、プラノグラム２１０は、位置にかかわらず、複数のトレーダー・ジョーズで購入できる
実際の商品を表示するように構成される。例えば、プラノグラム２１０は、ユーザの嗜好
に基づいて、例えば、ユーザが定義したプロトコルに基づいて、全ての異なるトレーダー
・ジョーズで販売されている商品の構成を動的に構築することができる。ユーザプロトコ
ルは、ユーザに関するあらゆる嗜好又は情報を含むことができ、例えば、サイズの好み、
売り場の好み（例えば、パン屋、総菜屋の有無）、制限（例えば、食事制限、アレルギー
等）、ブランド、ベンダ及び他の情報（例えば、特定住所、都市又は郵便番号、州、設置
型情報装置又は他のデバイスからの最大距離、シティからの距離等）を含むことができる
。具体例として、ユーザＡが、インタフェースを介して、第１の地理的プロトコル（例え
ば、郵便番号９００２８）を入力すると、この郵便番号９００２８に位置するトレーダー
・ジョーズであるカリフォルニア州ハリウッドのＶｉｎｅストリートのトレーダー・ジョ
ーズで入手できるアイテムの表現がディスプレイに表示される。アイテムに関連するシン
ボル（例えば、チョコレートバーの特定のブランドのための特定のＱＲコード（登録商標
）、野菜チップの特定のブランドのための異なる特定のＱＲコード（登録商標）等）をレ
ンダリングしてもよい。ユーザＢが第２の異なる地理的プロトコル（例えば、ニューメキ
シコ州、アルバカーキ（Albuquerque））を入力すると、プラノグラム２１０に基づいて
、ディスプレイに、ニューメキシコ州、アルバカーキのトレーダー・ジョーズの位置に対
応する商品の構成を表示してもよい。更に、プラノグラム２１０は、ディスプレイ２２０
に実際の小売業者の仮想表現を表示させてもよい。例えば、ユーザ２２６が郵便番号０２
１１５（すなわち、マサチューセッツ州、ボストン）を入力すると、ディスプレイには、
ボストンのＢｏｙｌｓｔｏｎストリートにあるトレーダー・ジョーズの仮想レプリカを表
示するようにしてもよい。ユーザのプロトコルに一致する店舗が発見されない場合、地理
的に又は他の基準で最良の店舗を検索してもよい。また、完全一致が生じた場合であって
も、２番目の候補、３番目の候補、２０番目の候補、又は更により低い一致率の候補をユ
ーザに提示してもよい。ユーザプロトコルは、デバイスのインタフェースを介して入力し
てもよく、デバイスから遠隔にあるが、デバイスに接続されているインタフェースを介し
て入力してもよい。インタフェースは、キーパッド、タッチスクリーン、ボタン又は適切
なあらゆる民生用機器を含む。
【００３９】
　ＡＳＭとして動作する対話型システムの他の具体例としては、例えば、免税店の近くで
動作する対話型掲示板（interactive billboard）がある。このような実施形態によって
、ユーザは、ＴＳＡ（米国運輸保安庁：Transportation Security Administration）の規
則のためにフライトの際に持ち込めない香水、化粧水又は他のアイテムを選択し、購入す
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ることができる。このような手法によって、旅行者は、飛行機に持ち込む必要なく免税品
を購入できる。対話型掲示板（すなわち、ディスプレイ２２０及びデバイス２１５）は、
外国に渡航する買物客に販売可能な免税品の表現（例えば、画像、ビデオ、図面、名称、
デジタルモデル等）を表示することができる。各表現は、固有のレンダリングされたシン
ボルに関連付けることができる。そして、買物客は、ユーザデバイス（例えば、カメラ付
きセルラ電話機、タブレットコンピュータ等）によって、レンダリングされたシンボルの
デジタル表現を捕捉することによって、任意のアイテムを選択できる。ユーザが会計を行
う際、ユーザは、検証エンジン又は取引デバイス（例えば、掲示板又はユーザデバイスの
バーコード又はＱＲコード（登録商標）リーダ等）を介して、対話型掲示板に資格を証明
する搭乗券又は他の証明書を提示することができる。ユーザが実際に免税でショッピング
をする資格がある（すなわち、適確ユーザである）と取引デバイス又は検証エンジンが判
定した場合、ユーザは、（例えば、対話型掲示板から十、百、千、又は一万マイル以上離
れた）ユーザの目的地ターミナル又は他の宛先アドレスにおいて、購入したアイテムを受
け取ることができる。
【００４０】
　施設２００に設けることができる対話型システムの他の具体例としては、設置型情報装
置（kiosk）があり、これによってユーザは、例えば、ティファニー（Tiffany's：商標）
、ナホク（Na Hoku：商標）、コンロイズ（Conroys：商標）及びシーズ（See's：商標）
等の参加店２４０を選択し、ショッピングをすることができる。サンフランシスコからロ
サンゼルスに向かう旅行者は、ロサンゼルス空港の設置型情報装置を介してアイテムを購
入できる。小売業者の店舗でアイテムを受け取るか、アイテムを所定の住所に配達するか
を旅行者が選択できるようにしてもよい。設置型情報装置は、図３に関連して説明するよ
うに、選択されたアイテムの３Ｄバージョンをプリントしてもよく、又は（例えば、設置
型情報装置の保管庫内に）選択されたアイテムのミニチュアバージョンを保存し、購入者
に渡すようにしてもよい。このようにして、ユーザは、ユーザが選択した近所（例えば、
設置型情報装置内から１０、５０、１００又は２００フィート以内）の店舗又は他の場所
でティファニーのマネークリップを受け取ることができることに加えて、設置型情報装置
の３Ｄプリンタ又はストレージコンパートメントを介して、同じ又は異なる材料（例えば
、紙、プラスチック等）で作成されたミニチュアバージョンを得ることができる。そして
、ユーザは、このミニチュアバージョンと引き換えに、購入した商品を受け取ることがで
きる。
【００４１】
　仮想マーケットプレイス２２１は、プラノグラム２１０に基づいて、１つ以上のアイテ
ムの表現を表示する。各表現のタイプ又はフォーマットは、小売業者２４０、プラノグラ
ムサーバ２０５、プラノグラムマネージャ、サードパーティ、又は適切な権限が与えられ
た他のエンティティが決定できる。この表現は、画像、デジタルモデル、一連の静止画、
動画、ビデオストリーム、テキスト、これらの組合せ又は他の適切なあらゆるアイテムの
表現であってもよい。
【００４２】
　プラノグラム２１０は、プラノグラムサーバ２０５によってレンダリングされ、様々な
フォーマットに従って、プラノグラムマネージャに表示することができる。例えば、プラ
ノグラムサーバ２０５がウェブサーバ（すなわち、ＨＴＴＰサーバ）を含む実施形態では
、プラノグラムマネージャは、ブラウザインタフェースを介して、プラノグラムサーバ２
０５にアクセスできる。プラノグラムサーバ２０５は、異なる技術を用いて、プラノグラ
ムマネージャのためにプラノグラム２１０をレンダリングできる。幾つかの実施形態では
、プラノグラム２１０をグラフィカルにレンダリングしてもよく、これによって、マネー
ジャが、商品の表現を、使用可能なプラノグラムスロットにドラッグアンドドロップする
ことができるようにしてもよい。他の実施形態では、対応するテキスト（例えば、ＳＫＵ
、ＧＵＩＤ、小売業者情報等）又は画像と共にテーブル形式でプラノグラム２１０を表示
することができる。更に他の実施形態では、プラノグラム２１０は、施設２００の環境内
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でプラノグラムの２Ｄ、３Ｄ、４Ｄ（すなわち、時間的な側面）又はより高次元の表現を
示すコンピュータモデル又はシミュレーションとしてレンダリングしてもよい。
【００４３】
　具体例として、プラノグラムマネージャが玩具に関してプラノグラム２１０をインスタ
ント化（instantiate）するシナリオについて検討する。プラノグラムマネージャは、例
えば、玩具の製造業者又は卸業者であり、スペースが限定的な陳列棚において、自らの玩
具の列の露出を増やすことを望んでいるとする。プラノグラムマネージャは、プラノグラ
ム２１０へのアクセスを購入できる。これに応じて、プラノグラムサーバ２０５は、３Ｄ
モデル化された棚の形式でプラノグラムテンプレートを提供し、ディスプレイ２２０を介
して、このプラノグラムテンプレートをユーザに表示する。マネージャは、レンダリング
された玩具（例えば、人形、車、トラック、ゲーム等）の仮想３Ｄモデルを棚に配置する
ことができる。プラノグラムサーバ２０５は、実時間で、棚の物理的構成をモデル化する
ことができ、このような特徴は、マネージャにとって望ましいと考えられる。一旦、マネ
ージャが玩具の望ましい構成を達成すると、マネージャは、プラノグラム２１０をインス
タント化し、プラノグラムサーバ２０５に、ディスプレイ２２０上の仮想マーケットプレ
イス２２１内に玩具の表現を作成させる。これによって、ユーザ２２６は、ディスプレイ
２２０とのインタラクションによって玩具を購入又は注文できるようになる。
【００４４】
　ユーザ２２６は、多くの異なる手法で、プラノグラム２２０によって管理される商品を
購入し、又はこの他のインタラクトを行うことができる。幾つかの実施形態では、ディス
プレイ２２０は、タッチセンサディスプレイを備えていてもよい。ユーザ２２６は、アイ
テムの表現又はアイテムに関連するディスプレイ上の他の部分に触れることによって、ア
イテムの購入手続を開始できる。ユーザは、取引デバイス２３０又はインタフェース２２
５を介して、購入に関する更なる入力を行うことができる。他の実施形態では、ユーザ２
２６は、インタフェース２２５を用いて、間接的に取引を開始することができる。例えば
、ユーザ２２６は、スマートフォンに付属するカメラ（すなわち、インタフェース２２５
）を用いて、仮想マーケットプレイス２２１の画像を捕捉する。携帯電話機又は他のプラ
ットフォームは、画像を分析し、ディスプレイ２２０上の商品を購入可能なオブジェクト
であると認識する。そして、カメラは、取引デバイス２３０と、又はネットワーク２３５
を介してデバイス２１５とインタラクトし、取引を開始することができる。オブジェクト
を認識し、取引を開始するために使用できる技術は、例えば、米国特許第７，０１６，５
３２号、第７，８９９，２４３号、第７，８８１，５２９号及び第７，８９９，２５２号
に開示されている。一旦、ユーザ２２６が幾つかのアイテムの選択を完了すると、広告、
支払オプション、受取／配達オプション等をユーザに提示してもよい。
【００４５】
　なお、「広告」とは、ユーザが興味を持つ可能性がある商品の提案、商品のためのクー
ポン、又は他のあらゆるタイプの広告を含む。広告は、ユーザによる選択、ユーザに関連
する他の情報、ランダムな選択、広告主による支払い、仮想プラノグラム２１０（例えば
、プラノグラム内の空間が異なる広告に関連付けられてユーザに表示される。）又は他の
要素に基づいてユーザに表示してもよい。支払オプションは、クレジットカード番号、支
払い額、支払方式、認証又は許可情報（例えば、ログイン名、パスワード、セキュリティ
キー又はトークン等）、アドレス又は取引をサポートする他の情報の少なくとも１つを入
力するオプションを含むことができる。
【００４６】
　図３は、仮想マーケットプレイスが対話型仮想棚（interactive virtual shelf）を視
覚的に表示する対話型取引システムの実施形態を示している。この実施形態では、システ
ム３００は、プラノグラム３１０内に商品を設置する複数の異なる小売業者３０１、３０
２を含む。例えば、プラノグラムマネージャ３０６は、プラノグラムサーバ３０５が提供
するマネージャインタフェースを介してプラノグラム３１０を構築する。なお、プラノグ
ラムマネージャ３０６は、実際には、小売業者３０１又は小売業者３０２の一方であって
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もよい。また、プラノグラムマネージャ３０６は、サードパーティ（例えば、商業空間の
オーナ、プラノグラムのオーナ等）であってもよい。一旦、プラノグラム３１０がインス
タント化されると、小売業者３０１又は小売業者３０２は、プラノグラムサーバ３０５に
接続して、それらの商品がプラノグラム３０１に組み込まれていることを確認できる。こ
こに示す具体例では、プラノグラムサーバ３０５は、ネットワーク３３５を介してデバイ
ス３１５に通信可能に接続されている。デバイス３１５は、ユーザ３２６に仮想棚３５０
を表示するように構成されたディスプレイ３２０を備える。仮想棚３５０は、アイテム３
２１の様々な表現を含む。ユーザ３２６は、ディスプレイインタフェース３２５を介して
、表現、すなわちアイテムを選択できる。
【００４７】
　図３に示す実施形態によって、ユーザ３２６は、デバイス３１５を介して、１つ以上の
仮想棚３５０とインタラクトして、１つ以上のアイテムを購入することができる。例えば
、ユーザ３２６は、プラノグラム３１０に基づいて仮想棚３５０を構築するスマートフォ
ンを使用することができる。仮想棚３５０は、プラノグラム３１０に従って１つ以上のア
イテム３２１の表現を表示する店舗の棚の仮想表現又はモデルを含む。なお、仮想棚３５
０は、小売業者３０１、３０２又は他の小売業者の１つ以上からの商品を含むことができ
る。ある実施形態では、仮想棚３５０は、小売業者３０１、３０２の現実在庫を反映して
いてもよく、又は小売業者の施設の実際の陳列棚を反映していてもよい。仮想棚３５０の
形式にかかわらず、ユーザ３２６は、仮想的に棚とインタラクトできる。
【００４８】
　ユーザ３２６は、インタフェース３２５を介して、多くのポイントで、仮想棚３５０と
インタラクトできる。例えば、ユーザ３２６は、棚３５０を閲覧でき、棚３５０を横断す
るようにデバイス３１５の視点を移動させることができ、アイテム３２１を選択又はズー
ムすることができ、又はプラノグラム３１０が提供する他の手法でアイテム３２１をショ
ッピングすることができる。なお、仮想棚３５０は、ディスプレイ３２０において可能で
あれば、実際の視界より大きく表示してもよい。このようなシナリオでは、パンデバイス
（panning device）３１５（例えば、視界を上下左右に移動させるデバイス）によって、
ユーザ３２６は、棚３５０の他の部分を閲覧することができる。これは、デバイス３１５
からの監視センサデータによって実現できる。幾つかの実施形態では、センサデータを適
切に統合することによって、加速度計又は磁力計データを用いて、デバイス３１５の位置
又は向きを導出することができる。更に、デバイス３１５は、視覚的同時ローカライゼー
ション及びマッピング（Visual Simultaneous Localization and Mapping：vSLAM：商標
：「Karsson et al."The vSLAM Algorithm for Robust Localization and Mapping", Pro
c.of Int.Conf.on Robotics and Automation (IRCA) 2005」参照）技術を用いて、デバイ
ス３１５の位置又は向きを決定してもよい。ユーザ３２６は、希望すれば、取引デバイス
３３０を介して、１つ以上のアイテム３２１に関連する取引、例えば、図示に示すような
銀行との金融取引を開始できる。
【００４９】
　幾つかの実施形態では、システム３００は、３Ｄプリンタ３４５を含むことができる。
一旦、アイテム３２１についての適切な取引が完了すると、ユーザ３２６は、選択された
アイテム３２１のレンダリングを定義する３Ｄプリンタ３４５のための命令又はコードを
含むファイルをダウンロードすることができる。例えば、ファイルは、選択されたオブジ
ェクトの３Ｄ特性を記述するＳＴＬ、ＶＲＭＬ又はＷＲＬファイルフォーマットであって
もよい。なお、プリントされたオブジェクトは、実際に購入されたアイテムであってもよ
く、又は実際の商品が到着するまでユーザ３２６が利用できる代理品であってもよい。こ
のような手法は、ユーザ３２６がアイテムを直ちに手に取りたいと考え、又は即時的な満
足感を得たいと考える実施形態において有益であり、例えば、アイテム３２１が玩具であ
る場合、配送が必要であるが、代理のオブジェクトで直ちに遊ぶことができる。ここでは
、市販されている全ての適切な３次元プリンタを用いることができ、例えば、Ｓｏｌｉｄ
ｏｏｄｌｅ製のプリンタ、３Ｄシステム（例えば、ＰｒｏＪｅｔ１５００、Ｃｕｂｅ３Ｄ
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、ＲａｐＭａｎ等）、ＰＰ３ＤＰ社ＬｅａｐＦｒｏｇ（例えば、Ｃｒｅａｔｒ、Ｘｅｅｄ
等）、Ｂｉｔｓ　ｆｒｏｍ　Ｂｙｔｅｓ、Ｕｌｔｉｍａｋｉｎｇ　Ｌｔｄ．、ＭａｕｋＣ
Ｃ、ＭａｋｅｒＢｏｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ、Ｍａｇｉｃｆｉｒｍ　ＬＬＣ、Ｆｏｒｍ
Ｌａｂｓ、Ａｓｉｇａ（Ｆｒｅｅｆｏｒｍ　Ｐｉｃｏ、Ｐｉｃｏ　Ｐｌｕｓ等）又はＳｔ
ｒａｔａｓｙｓ等を用いることができる。３Ｄプリンタ３４５によって、３次元アイテム
又はアイテムのサンプル（例えば、ミニチュアバージョン、サイズ確認のための安価なバ
ージョン等）をプリントするよう構成してもよい。
【００５０】
　取引デバイス３３０によって、ユーザ３２６は、支払い又はユーザ選択の少なくとも１
つに関連する情報を入力することができる。これに代えて又はこれに加えて、幾つかの実
施形態では、ユーザは、ユーザインタフェース３２５を介して、支払いに関連する情報を
入力してもよい。取引デバイス３３０及び／又はインタフェース３２５は、ネットワーク
３３５を介して銀行又は他の金融機関と通信し、１つ以上のプロトコル（例えば、ＦＩＸ
プロトコル、ＳＥＴ（Secure Electronic Transaction）、ＲＦＣ１８９８等）を介して
、ユーザの選択に関連する取引（例えば、注文、購入、認証、検証等）を開始する。
【００５１】
　図４に示すエコシステム４００は、ディスプレイ４２０上にレンダリングされる仮想マ
ーケットプレイス内の仮想棚４６０、４６１の更に詳細な管理を提供する取引システムを
表している。また、ここに示す実施形態では、エコシステム４００の幾つかの側面が組み
合わされている。例えば、プラノグラムサーバ４４１、取引エンジン４６０及びデータベ
ース４５５は、単一の製品管理サーバ４４０に統合されている。このような手法は、施設
、例えば、モールにおいてエコシステム４００を制御することが望ましいシナリオにおい
て有利である。１つ以上のベンダ４４５は、ベンダインタフェース（図示せず）を介して
、プラノグラム４４２とインタラクトできる。プラノグラムマネージャ４５０は、マネー
ジャインタフェース（これも図示せず）を介して、プラノグラム４４２を管理する。
【００５２】
　データベース４５５は、エコシステム４００に関連する１個以上のデータオブジェクト
を保存するように構成できる。より具体的には、データベース４５５には、製品情報、ア
カウント情報（例えば、ベンダアカウント、ユーザアカウント、プラノグラムマネージャ
アカウント等）、価格、オークション情報又は他のタイプのオブジェクトに関連するプラ
ノグラムオブジェクトを保存できる。
【００５３】
　上述したように、プラノグラム４４２は、ディスプレイ４２０内のどの構成に従ってア
イテム４６３のどの表現を表示するかを決定する。この具体例では、図４に示すように、
ディスプレイ４２０は、２つの仮想棚４６０、４６１にシンボル４６２を追加して表示す
る。プラノグラム４４２は、ディスプレイ４２０上で１つ以上のシンボル４６２をレンダ
リングする命令を含むことができる。シンボル４６２を補助として用いて、アイテム４６
３のアイデンティティを決定することができる。例えば、シンボル４６２を用いて、ベン
ダ４４５、特定の棚、商品、商品モデル、施設、情報の位置、又は他の証印（indicia）
の１つ以上を特定することができる。例えば、プラノグラム４４２は、アイテム４６３の
ＳＫＵを含み、及び取引エンジン４６０のＵＲＬを示すＱＲコード（登録商標）をディス
プレイ４２０に表示させる。このような場合、ユーザは、カメラ付き携帯電話機が備える
ＱＲコード（登録商標）リーダを用いて、１つ以上のアイテム４６３に関する取引を開始
することができる。なお、シンボル４６２は、印刷媒体上のシンボルではなく、電子的又
はデジタル的に表示されたシンボルであることは明らかである。このようにしてシンボル
４６２は、プラノグラム４４２によって指示される条件に応じて、形態を変化させること
ができる。シンボルの具体例は、バーコード、マトリクスコード、英数字コード、テキス
ト、ロゴ、ウォーターマーク等を含むことができる。更に、シンボル４６２は、ＮＦＣ、
動的に変化するＲＦＩＤタグ、音声シグネチャ（例えば、可聴又は非可聴を含む。）又は
他の形式の証印を含む非視覚的シンボルを含むことができる。
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【００５４】
　図５は、プラノグラムサーバ５０５によってインスタント化される仮想マーケットプレ
イスがプラノグラム５１０に従って構築される環境を表している。この具体例では、アイ
テム５２１の表現は、複数の小売業者５０１、５０２からの商品又は他の商品を含み、プ
ラノグラム５１０内で定義される命令に応じて、ディスプレイ５２０に表示される。各ア
イテム５２１は、各アイテム５２１を容易に特定するためのシンボル５２２（例えば、バ
ーコード、マトリクス２Ｄバーコード、スタック型バーコード、高容量カラーバーコード
、データグリフ、ＱＲコード（登録商標）、マキシコード（maxicode）等）を含む。ユー
ザ５２６は、センサ付きデバイス５１５及びデバイスインタフェース５２５を介して、デ
ィスプレイ５２０及びアイテム５２１とインタラクトする。例えば、ユーザ５２６は、ア
イテムの選択、表現の選択、シンボルの選択、数量、サイズ、価格、範囲、送り先住所、
及び取引に関連する他の情報の少なくとも１つを入力することができる。そして、デバイ
ス５１５又はディスプレイ５２０は、質問、回答、確認又はユーザ５２６への他の何らか
の適切な応答を表示して、取引を開始又は完了することができる。
【００５５】
　ここに示す実施形態では、仮想マーケットプレイスは、取引マネージャ５５５に通信可
能に接続され、取引の遂行を補助するように構成されている。例えば、取引マネージャ５
５５は、支払いを検証し、支払いを確認し、宛先（例えば、取引デバイスから３０、２０
０又は１０００マイル以上離れた場所）への配送を開始し、又は取引の遂行を補助する他
の動作を実行するように構成できる。このようなサービスを提供できるシステムには、Ａ
ｍａｚｏｎ（商標）又はＰａｙｐａｌ（商標）等も含まれる。
【００５６】
　シンボル５２２を利用することができる取引システムの１つの具体例には、鉄道駅又は
他の施設に設置される電子掲示板が含まれる。電子掲示板は、１つ又は複数の食料品店の
購入可能な商品のビデオ表現を、購入可能な商品に対応するＱＲコード（登録商標）又は
他のシンボルと共に、異なる仮想棚／マーケットプレイス上に表示するように構成できる
。他の実施形態では、ディスプレイは、静止画像アイテム５２１の表現を表示することが
でき、この表現は周期的に更新することができ、例えば、プラノグラム５１０によって制
御されて、１分、５分又は１０分毎に更新することができる。各棚は、同じ又は異なるプ
ラノグラム５１０に従って表示することができる。例えば、各棚は、同じプラノグラム５
１０の異なるインスタンスによって制御してもよい。アイテム５２１のビデオ表現は、実
際の食料品店内に陳列されている商品のライブビデオストリームであってもよい。これに
代えて、ビデオ表現は、予め録画されたものであってもよく、コンピュータが生成したも
のであってもよい。また、仮想マーケットプレイスは、ナビゲート可能であってもよく、
すなわち、どの棚を表示するか、マーケットプレイスのどの部分を表示するか、どの表現
を表示するか又は棚のどの部分を表示するかをユーザが決定できるようにしてもよい。こ
の結果、電車を待つユーザが仮想マーケットプレイスをナビゲートすることができ、ユー
ザは、掲示板の対話型ディスプレイ５２０と直接インタラクトすることによって、表示さ
れたアイテムを注文し、予約し、購入し、アイテムに関連する情報を取得し、又はアイテ
ムへのコメントを書き込むことができる。ユーザは、所有するカメラ付き携帯電話機を用
いて、単に、ＱＲコード（登録商標）又は他のシンボルの画像を捕捉することによって、
これらの取引の何れかを開始することができる。この手法は、消費者が掲示板と直接的に
インタラクトして仮想現実的なショッピングを体験できると共に、個人のデバイスを介し
て取引を安全に行うことができるため、有益であると考えられる。一旦、アイテムが選択
されると、ユーザは、自宅に帰る前に、１つ以上のインタフェース及び取引デバイスを介
して支払い情報及び配達情報を入力し、アイテムを自宅に配達するよう指定することがで
きる。
【００５７】
　シンボル５２２は、小売業者５０１、５０２の物理的区域に存在する実際の棚に置かれ
た商品を表すことができる。このように、このシステムによって、小売業者は、大きな物
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理的空間を用意する必要なく、在庫アイテムを消費者に表示することができる。また、ア
イテム５２１は、陳列の仕方が重要ではない在庫保管庫に保存でき、空間を有効に活用す
ることができる。なお、各ディスプレイは、指紋センサ又は他のバイオメトリックセンサ
を有していてもよく、ユーザがセンサに指を押し付けることによって、ユーザを認証又は
識別できるようにしてもよい。一旦、ユーザが認証又は識別されると、ユーザは、デバイ
スのタッチパッド又は他のインタフェースを用いて、購入するアイテムを選択することが
できる。一旦、ユーザがアイテムの代価を支払うと、物理的マーケットプレイスの従業員
が、選択されたアイテムを集め、梱包し、物理的マーケットプレイスからユーザに発送す
る。ここでも、ユーザは、シンボル５２２を表すセンサデータを捕捉することによって、
取引を開始することができる。
【００５８】
　更に他の実施形態は、モール内の仮想ナビゲーション能力を有する設置型情報装置を含
む。例えば、設置型情報装置は、商業複合施設又はその一部のナビゲーション可能な表現
を表示するように構成できる。モール内の小売業者は、料金を支払って、プラノグラム５
１０によって制御される仮想マーケットプレイス内で自らの商品のための空間を確保する
ことができる。仮想マーケットプレイスは、参加店に関連する表現に限って、デジタルモ
デル（例えば、３Ｄ）フォーマットによる物理的モールの仮想表現を含むことができ、空
きスペースに、２Ｄフォーマット又は他の適切な異なる表現によって、非参加店を示して
もよい。ディスプレイは、ナビゲート可能であるため、ユーザは、モールのビューを好み
に応じて選択することができる。例えば、ユーザは、ユーザ自身を表すアバタが仮想マー
ケットプレイス内の様々な場所を歩き回り、モールの様々なセクション及び様々な店舗に
出入りするようにビューを選択できる。これに代えて又はこれに加えて、ユーザは、ユー
ザが実際にモールの空間にいるような視界を表すビューを選択できる。このように、ユー
ザは、実際に物理的モール内を歩き回っているかのように仮想マーケットプレイスをナビ
ゲートすることができる。
【００５９】
　ユーザが仮想マーケットプレイスを介して店舗の表現に入ると、ユーザは、プラノグラ
ム５１０に基づいてディスプレイ５２０に表示されたアイテムを閲覧及び選択して、購入
することができる。各アイテム５２１は、小売業者５０１、５０２の対応する店舗内の実
際のアイテムを表すことができる。ユーザが生地の手触りの確認、試着、又はアイテムに
対する他の物理的な体験を望む場合、設置型情報装置は、様々なバージョンのアイテム（
例えば、プラスチック又は金属サンプル）をプリントするように構成された３Ｄプリンタ
、要求に応じてユーザにサンプル（例えば、口紅のサンプル、生地見本、香水のサンプル
等）を提供するように構成されたベンディングマシン、ユーザの体型をスキャンして、そ
のユーザに合うサイズを判定し、及びユーザがそのアイテムを身につけるとどのように見
えるかを表示するデバイスのうちの少なくとも１つを含むことができる。３Ｄプリントに
関する更なる情報については、「"Yes, the future of retail is upon us," by Jon Swa
rtz, USA Today (August 9, 2012)」に開示されている。ユーザは、管理サーバ及び取引
エンジンとインタラクトして、選択されたアイテムの表現に関連する取引を開始すること
ができる。このインタラクションは、施設のネットワーク又は他の適切なネットワークを
介して行うことができる。
【００６０】
　モーテル、ホテル及び他の宿泊施設は、ゲストにディスプレイを提供し、これによって
、ゲストが様々なクラスの商品を販売する遠隔の小売業者からアイテムを購入できるよう
にしてもよい。例えば、１つのクラスの商品又はサービスを取り扱う１つの小売業者から
のアイテムの表現及び異なるクラスの商品又はサービスを取り扱う異なる小売業者からの
アイテムの表現、例えば、食料品店、宝石店、家電小売業者、（例えば、映画、コンサー
ト、演劇等の）チケット業者、旅行者代理店、マッサージ店等を含むアイテムの表現を表
示するようにディスプレイを構成してもよい。ここで用いる「クラス」という用語は、あ
る共通の属性を有し、種類、タイプ又は品質によって他のアイテムから区別されるアイテ
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ムのカテゴリを意味する。想定されるクラスは、総称的商品クラス（generic product cl
asses）を含み、例えば、アスピリン、ペーパータオル、砂糖等を含む。また、例えば、
米国特許商標庁に関連する商品及びサービスの国際分類、ＩＳＩＣ分類、ブランド名、商
品の種類又は商品の名称に基づくスキーム等の適切な如何なる分類体系を用いてクラスを
決定してもよい。この種のディスプレイをゲストに提供することによって、利便性が向上
し、宿泊施設の価値が高まる。
【００６１】
　プラノグラム又は仮想マーケットプレイスを用いる異なる小売業者が同じ又は異なるク
ラスの商品を取り扱うこともある。また、ある１つのスキーム（例えば、ブランド）を適
用した場合、複数の小売業者が同じクラスの商品を取り扱い、他のスキーム（例えば、商
品のタイプ）を適用した場合、これらの商品が異なるクラスに属するということも想定さ
れる。更に、２つ以上のスキーム（例えば、ブランド、商品のタイプ等）を適用した場合
であっても、同じクラスの商品を取り扱う小売業者が複数あることもある。
【００６２】
　宿泊施設によって提供されるディスプレイは、様々な棚の仮想表現を表示するように構
成してもよく、各棚は、異なるプラノグラムに従って現実在庫アイテムの仮想表現をそれ
ぞれ含んでいてもよい。例えば、第１のプラノグラムに従って、Ｗｈｏｌｅ　Ｆｏｏｄ’
ｓ（商標）の現実在庫アイテム（例えば、ビタミン等）の表現を含む第１の棚を提供し、
第２のプラノグラムに従って、Ｔａｒｇｅｔ’ｓ（商標）の現実在庫アイテム（例えば、
衣服等）の表現を含む第２の棚を提供してもよい。更に、第３のプラノグラムに従って、
Ｎｏｒｄｓｔｒｏｍ’ｓ（商標）の現実在庫アイテムの表現を含む第１の回転ラックを提
供し、第４のボックス及びテキストプラノグラムに従って、Ｂｕｒｋｅ　Ｗｉｌｌｉａｍ
ｓ（商標）が提供するサービスの表現を含む第３の棚を提供してもよい。必要条件ではな
いが、仮想マーケットプレイスに参加する小売業者は、互いに近接する位置にあってもよ
く、同じクラス又はブランドの商品及びサービスを取り扱っていてもよい。したがって、
Ｗｈｏｌｅ　Ｆｏｏｄ’ｓがニューヨーク州ブルックリンに位置し、Ｂｕｒｋｅ　Ｗｉｌ
ｌｉａｍｓがカリフォルニア州シルバーレイクに位置してもよい。
【００６３】
　図６は、動的プラノグラムに従ってディスプレイ６００にアイテムを表現する様々な手
法を示しており、ここで、動的プラノグラムとは、時間の経過に伴って変化し、又はトリ
ガ条件（例えば、ニュースイベント、ユーザの嗜好、小売業者等）に基づいて変化するプ
ラノグラムである。ディスプレイ６００は、３つの列を有する仮想棚を備える。第１の列
は、第１のアイテム６６０及び第２のアイテム６６１の表現を表示し、これに対応して、
第１のシンボル６７０及び第２のシンボル６７１がレンダリングされている。第１の列は
、プラノグラムが他の１つ以上の商品と相対的に、どの商品を配置するかを制御すること
を示している。ここでは、棚の上でアイテム６６０がアイテム６６１の前に配置されてい
るようにユーザに表示されている。同様に、シンボル６７０がシンボル６７１の前に表さ
れている。なお、アイテム６６０が売り切れになるまで、アイテム６６１がユーザに表示
されないようにしてもよい。このような手法は、プラノグラム内で優先順位を定め、また
、ベンダが仮想的に在庫を回転させることができるために有益であると考えられる。例え
ば、アイテム６６０は、より古い在庫を表し、シンボル６７０は、他の在庫アイテムのＳ
ＫＵを表していてもよい。
【００６４】
　第２の列は、第３のアイテムの表現６６２及び第４のアイテム６６３と、これらの第３
及び第４のアイテムの両方に関連する第３のシンボル６７２のレンダリングとを含む。第
３のアイテム６６２が品切れになり、又は販売不能になるまでは、ユーザには、第３のア
イテム６６２の表現のみが表示され、この後、第４のアイテム６６３の表現を表示するよ
うにしてもよい。これに加えて又はこれに代えて、サイズ６のアイテムを注文することを
希望するユーザに対し、第３のアイテム６６２の表現を表示するようにしてもよい。この
サイズがない場合、第３のアイテム６６２とは異なるが、サイズ６の在庫がある第４のア
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イテム６６３の表現をユーザに表示するようにしてもよい。第３の列は、第５のアイテム
６６４の表現と、第５のアイテムに対応する、第４のシンボル６７３のレンダリングとを
含む。
【００６５】
　静的又は動的プラノグラムは、テンプレートプラノグラムに基づいて仮想マーケットプ
レイスを生成してもよく、例えば、テンプレートは、実店舗で什器（例えば、棚、モール
、店舗、ウィンドウ、ラック、回転ラック、ハンガ、ケース、冷凍庫、マネキン又はこれ
らの組合せ等）に商品を陳列するために使用される実際のプラノグラムに対応していても
よい。このように、仮想マーケットプレイスは、物理的マーケットプレイスに存在するア
イテムを表示し、物理的マーケットプレイスで行われる変更に応じて更新されるように構
成できる。例えば、プラノグラムは、左から右に、５個のＣＰＫ（商標）冷凍ピザ、３個
のＨｏｔ　Ｐｏｃｋｅｔｓ（商標）及び７個のＭａｒｉｅ　Ｃａｌｅｎｄａｒｓ（商標）
チキンポットパイを陳列する食料品店内の物理的な冷凍庫を表すことができる。動的プラ
ノグラムを用いて食料品店内の又は食料品店から遠隔のディスプレイ６００上に、対応す
る仮想冷凍庫を生成することができる。この仮想冷凍庫は、左から右に、５個のＣＰＫ（
商標）冷凍ピザ、３個のＨｏｔ　Ｐｏｃｋｅｔｓ（商標）及び７個のＭａｒｉｅ　Ｃａｌ
ｅｎｄａｒｓ（商標）チキンポットパイを含む。（例えば、買物客が購入し、又は位置替
え等のために）実際の冷凍庫から冷凍ピザが取り出されると、リアルタイム又は実質的に
リアルタイムで、仮想冷凍庫からも冷凍ピザを取り除くことができる。冷凍庫内にアイテ
ムを陳列するために用いられるプラノグラムが冷凍ピザをイチゴ果実バーに置き換えるよ
うに命じると、仮想冷凍庫を生成するために用いられる動的プラノグラムは、リアルタイ
ム又は実質的にリアルタイムで、冷凍ピザに代えて、イチゴ果実バーの表現をディスプレ
イに表示させる。
【００６６】
　図７は、仮想プラノグラム７７０の構造を示している。プラノグラムマネージャ７１０
は、プラノグラムサーバ７２０とインタラクトして、仮想プラノグラム７７０を作成し、
更新し、インスタント化し、又は他の手法で管理する。プラノグラムサーバ７２０は、例
えば、ベンダ７３０、７４０、７５０、７６０等から提供された入力に基づいて、プラノ
グラムマネージャ７１０によって提供された情報に応じてプラノグラム７７０を生成する
。プラノグラムマネージャ７１０は、容量、構成、価格設定又は他の属性を含むプラノグ
ラム７７０の性質を設定する。例えば、プラノグラムマネージャ７１０は、モールの仮想
表現を含み、モールの多くの小売業者が販売している商品を物理的に提供する、モールの
ためのＡＳＭの一部として機能するようにプラノグラム７７０を作成することができる。
そして、プラノグラム７７０内のスロットの使用料を小売業者から徴収することができる
。プラノグラム７７０を作成するために使用される情報としては、スロット内の商品の絶
対的又は相対的配置を定める規則、トリガ基準（例えば、イベント、ユーザ発注、在庫、
時間、ロケーション等）に基づいてプラノグラムの振る舞いを定める規則、条件付き規則
（例えば、ｉｆ条件式（if-then-else）、論理演算子等）又は他の規則が含まれる。
【００６７】
　プラノグラム７７０は、（物理的及び論理的な次元について）ｎ個の次元を有すること
ができ、したがって、時間、場所、ニュースイベント、温度、手数料、トレンド、気象条
件、注文履歴、ユーザの嗜好、カテゴリ、他のあらゆるイベント又は条件を含む１個、２
個、１０個、５０個又は１００個以上の要因に基づいて、仮想マーケットプレイスの位置
内にアイテムの表現を配置することができる。ここに示す具体例では、プラノグラムは、
水平スロット及び棚の奥行きに従って分割される棚の２Ｄプラノグラムとして象徴的に表
示される。但し、プラノグラム７７０は、多くの「物理的な」次元（例えば、棚位置、棚
内の位置、棚内で配置される角度の表現等）又は多くの論理的な次元（例えば、時間、ト
レンド、イベント、統計的データ等）を有することができる。この結果、プラノグラム７
７０内のスロットは、次元の幾つか又は全てによって特徴付けることができ、異なる重み
に基づいて価格付けすることができる。ベンダ７３０、７４０、７５０、７６０は、それ
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ぞれ、プラノグラムマネージャ７１０又はプラノグラムサーバ７２０を動作させるサービ
スに報酬を支払うことによって、プラノグラム７７０内のスロットを購入できる。配置に
必要な手数料は、例えば、スロットの事前購入、スロットの望ましさ、購入の時期、スロ
ットの人気、スロットの動的特性、物理的次元、論理的次元、スロットのサイズ、１つ以
上のスロット又はプラノグラムの独占排他性、ユーザ又は他のプロトコルの指示によらな
い表示の継続、又は他の適切な要素を含む１つ以上の要素に基づいて決定することができ
る。例えば、有料プラノグラムは、料金体系に基づく商品配置ポリシを有することができ
る。
【００６８】
　図７に示すように、ドル記号は、スロットのコストを表し、単一のドル記号は、コスト
が安いことを表し、ドル記号が多い程、コストが高いことを表している。第１列第４～５
行は、標準のスロットの２倍の大きさの仮想マーケットプレイススロットを示している。
したがって、このスロットにベンダ１が配置できる表現又はアイテムの数は、隣接するス
ロットに配置できる表現又はアイテムの数の倍になる。
【００６９】
　第１列第２行は、ベンダ５によって排除されたスロットを示している。これは、商品Ａ
（第２列第２行）の横にアイテムを表示させないようにベンダ５が料金を支払っているこ
とを意味する。第５列第２行は、安価に購入できるスロットを示している。このスロット
は、標準の仮想マーケットプレイス空間の２倍の大きさを有しているが、棚の右側という
位置、他の商品又はベンダに近いこと、長期間空いていたこと、又は他の何らかの要因に
よって、より小さいスロットの幾つかより安い価格で利用できる。
【００７０】
　また、第３列第３行のスロットも利用可能であるが、どのベンダがスロットを購入する
かによって料金が異なる。ベンダ１がスロットを購入する場合、例えば、ベンダ１が仮想
マーケットプレイス内で既に多くのスロットを購入しているので、手数料が安くなる。
【００７１】
　プラノグラム７７０内の各スロットは、適切な如何なる期間に亘って販売してもよい。
すなわち、スロットの契約は、時間単位、日単位、月単位又は年単位で行ってもよい。ま
た、仮想マーケットプレイス内の１つ以上のスロットのための管理オプションも販売でき
る。例えば、ベンダ又はベンダのグループは、１年間１万米ドルの契約でプラノグラム７
７０の第１列第４行を購入できる。この購入の際に、更に１，０００米ドルの追加で、ス
ロットを直接的に管理する権利を購入できる。これによって、ベンダは、プラノグラムマ
ネージャ７１０に代わって、プラノグラム内のスロットを管理できる。これによってベン
ダは、様々な操作を実行して、スロットをカスタマイズすることができ、例えば、スロッ
ト内に複数の表現を含ませ、自由に表現を変更し、表現を削除し（例えば、在庫が減少す
るとアラーム音を鳴らす等）、スロット内に広告を表示し、スロット内で広告スペースを
販売し、表現のフォーマット（例えば、静止画、動画、点滅画像、音声、及びこれらの組
み合わせ等）を選択することができる。
【００７２】
　仮想マーケットプレイス内の各「スロット」は、プラノグラム７７０によって制御され
て、仮想マーケットプレイス内の単一の表現、複数の表現又は更なる仮想マーケットプレ
イス（例えば、タッチスクリーン、ボタン等によって回転可能な回転ラック、棚等）の少
なくとも１つを表示するように構成できる。
【００７３】
　図８は、オンラインショッピング体験を介して取引を開始する方法８００を示している
。方法８００は、ディスプレイ（例えば、コンピュータ可制御ディスプレイ等）へのアク
セスを提供するステップ８１０を有する。望まれるショッピングの性質に応じて、多くの
異なる形式でディスプレイへのアクセスを提供することができる。幾つかの実施形態では
、例えば、ステップ８１５によって示すように、施設内、予備的運営段階のモール、又は
既存のショッピングセンタ内に電子掲示板としてディスプレイを設置できる。他の実施形
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態では、ディスプレイは、携帯型デバイスディスプレイを含んでいてもよい。また、ディ
スプレイへのアクセスを提供するステップは、ユーザがスマートデバイスにアプリケーシ
ョンをインストールして、上述したように、プラノグラムサーバがディスプレイを構成（
configure）できるようにするステップを含んでいてもよい。
【００７４】
　ステップ８２０では、プラノグラムに従って第１及び第２の仮想在庫アイテムを含む第
１の仮想棚を表示するプラノグラムサーバによって、ディスプレイを構成する。仮想在庫
アイテムは、購入可能なアイテムを含む。このようなアイテムは、必ずしもユーザ又はデ
ィスプレイに物理的に表示しなくてもよい。例えば、プラノグラムマネージャは、プラノ
グラム管理インタフェース（例えば、ブラウザ、ＡＰＩ、ＨＴＴＰサーバ等）を介してプ
ラノグラムサーバにアクセスして、プラノグラムの構築又はその他の管理を行う。上述の
ように、プラノグラムは、１つ以上の規則又は要素に従ってアイテムをどのように表示す
るかを決定する仮想データ構造又はオブジェクトを表す。アイテムの構成を設定するため
に用いることができる要素の具体例は、相対的位置、絶対的位置、場所、ユーザの好み、
ベンダの好み、施設の属性、拡張現実又は仮想現実要素、時間、イベント又は他の要素を
含む。例えば、プラノグラムは、棚上に実際に存在するアイテムに対して、ディスプレイ
上の拡張現実的ビューにおいて、仮想アイテム（すなわち、現実世界のオブジェクトの画
像）の配置を定める規則を含む。
【００７５】
　ステップ８３０では、ディスプレイ上に表される仮想在庫アイテムの少なくとも１つを
ユーザが選択できるようにする。なお、ユーザは、ディスプレイを介して、物理的に存在
するアイテムを選択することもできる。具体例として、ユーザがカメラ付きタブレットコ
ンピュータ（例えば、スマートフォン、ｉＰｈｏｎｅ、Ｇａｌａｘｙタブレット等）によ
って、特定のブランドの商品が陳列された店舗の棚の画像を捕捉したとする。ここでいう
画像とは、静止画像であってもよく、ビデオデータであってもよく実時間映像であっても
よい。タブレットのディスプレイは、画像データを用いて、画像の特徴を抽出し、この情
報を用いて、商品のブランドを認識することができる。これに応じて、タブレットは、プ
ラノグラムサーバから仮想プラノグラムを取得でき、このプラノグラムによって、画像に
重ねられる追加的な仮想アイテム及び物理的に存在するアイテムの隣接する画像と共に、
物理的に存在する商品を表示することができる。このように、ディスプレイは、プラノグ
ラムに従って、仮想現実又は拡張現実ショッピング体験を提供する。なお、仮想在庫アイ
テムは、現実世界の購入可能な商品であってもよく、同じブランドからの代替商品であっ
てもよく、代替ブランドからの商品であってもよく、販売アイテムを含んでいてもよく、
プロモーションアイテムを含んでいてもよく、又は他のタイプのアイテムを含んでいても
よい。
【００７６】
　ステップ８４０では、ユーザ及び選択された在庫アイテムに関連するアカウントデータ
を受信するように取引デバイスを構成する。アカウントデータは、広範囲に亘る情報を含
むことができ、取引の性質に基づいて内容を決定することができる。金融取引については
、アカウントデータは、銀行口座識別子、クレジットカード番号、セキュリティトークン
、価格情報、購入するユニット数、ＳＫＵ又は他の情報を含んでいてもよい。金融取引以
外については、アカウントデータは、ネットワークアドレス、ユーザ名、パスワード、セ
キュリティキー（例えば、公開暗号キー等）、又は非金融取引に必要とされる他のタイプ
の情報を含むことができる。非金融取引の具体例には、予約（例えば、ホテル、旅行、レ
ストラン等）、アポイントメント、ソフトウェアパッケージ間のインタラクション、プロ
トコル取引、チェックイン、及び他のタイプのインタラクションが含まれる。
【００７７】
　ステップ８５０では、アカウントデータに基づき、（例えば、ネットワークを介して）
取引プロトコルを用いて、取引デバイスを介して取引を開始する。なお、ユーザのデバイ
スは、販売時点情報管理端末（point of sales terminal：ＰＯＳ端末）（例えば、レジ
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、クレジットカードリーダ、ＮＦＣデバイス、バーコードスキャナ等）、バックエンド商
品管理サーバ、プラノグラムサーバ、又はエコシステム内の他のコンポーネント等を介し
て、取引を開始できる。幾つかの実施形態では、取引デバイスが完全な取引を行い、他の
実施形態では、１つ以上の他のデバイス、又は取引デバイス及び１つ以上の他のデバイス
が完全な取引を行う。例えば、ユーザが携帯電話機にアカウント情報を入力し、携帯電話
機がＮＦＣを介してＰＯＳ端末とインタラクトするようにしてもよい。ＰＯＳ端末は、銀
行又はクレジットカード会社が運営する１つ以上のバックエンドサーバと通信する。そし
て、取引の確認応答がＰＯＳ端末に返信され、ＮＦＣ通信リンクを介して、ユーザの携帯
電話機に表示される。
【００７８】
　ディスプレイを介して仮想在庫アイテムを購入する場合、購入者は、必ずしも、購入し
た地点で物理的な商品を受け取らなくてもよい。したがって、幾つかのシナリオでは、こ
の方法は、ステップ８６０によって示すように、例えば、ユーザが選択した宛先に選択さ
れた在庫アイテムの配送を開始するステップを含むことができる。例えば、取引デバイス
に提供されるアカウントデータ又は他のユーザデータは、配送先住所を含むことができる
。取引が開始されると、取引システムのフルフィルメントコンポーネント（fulfillment 
component）に配送先住所を送ることができる。フルフィルメントコンポーネントは、倉
庫、ベンダ、小売業者、オンラインサイト（例えば、アマゾン、Ｅｂａｙ等）又は物理的
商品を出荷することができる他のコンポーネントを含むことができる。幾つかの実施形態
では、物理的なアイテムは、注文時には存在していない。上述したように、在庫アイテム
の配送の１つの側面は、購入者にアイテム又はアイテムの代理品をプリントすることを含
んでいてもよい。アイテム又は代理品は、３Ｄプリンタによってプリントできる。
【００７９】
　図９Ａ及び図９Ｂは、物理的な現実世界位置における仮想アプリケーションの現実世界
への適用を示している。図９Ａ及び図９Ｂ内の写真は、本発明の主題の使用を例示する著
作権を有するビデオからのフレームを示している。図９Ａでは、ユーザがカメラ付きデバ
イス９１５、ここではタブレットコンピュータを用いて、物理的に存在するアイテムのコ
レクション、この具体例では玩具の人形を含む現実世界の棚９２３の画像を捕捉している
。ここで注目すべき点が幾つかある。第１に、物理的棚９２３には、更なるアイテムを陳
列する空間がない。第２に、棚には、特定のブランド（例えば、ディズニー（Disney：商
標））のアイテムが陳列されている。第３に、写真では判りづらいが、棚の右側の物理的
区域には、他の通路がある。物理的区域は、実際の小売業者施設であってもよいが、この
具体例では、物理的区域は、プライベートな区域であり、すなわち、発明の主題をモデル
化するように構成された非公共の場所である。
【００８０】
　図に示すデバイス９１５は、発明の主題の複数の側面を含んでいる。より具体的には、
デバイス９１５は、画像データを１つ以上の特徴的画像（例えば、ＳＩＦＴ、ＢＲＩＳＫ
、ｖＳＬＡＭ等）に変換するように構成され、棚９２３又は物理的に存在するアイテムを
認識するために用いることができる認識モジュールを含む。デバイス９１５は、特徴的画
像を用いて、ネットワーク接続を介して、プラノグラムサーバから１つ以上の仮想プラノ
グラムを選択する。なお、プラノグラムサーバは、ＡＰＰとして、デバイス９１５内で動
作させてもよく、この場合、プラノグラムサーバは、デバイスのＧＰＳ位置又は他の要素
に基づいて、関連する仮想プラノグラムをデバイス９１５内にプリキャッシュする。仮想
プラノグラムのソースにかかわらず、ユーザがデバイス９１５を右にパンすると、これに
応じて、仮想プラノグラムがデバイス９１５に商品を表示させる。
【００８１】
　図９Ｂでは、デバイス９１５が右にパンされている。現実世界の棚９２３の右端は、フ
レームの左側に映り込んでいる。更に、現実世界の棚９２３の右端と、デバイス９１５の
左端との間には、物理的区域内に空通路があることが判る。しかしながら、デバイス９１
５は、通路の画像を表示していない。これに代えて、デバイス９１５は、棚９２３の一部
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の画像及び仮想在庫アイテム９２１の画像を表示している。仮想在庫アイテム９２１は、
棚９２３に対して配置され、物理的区域には物理的に存在しない追加的な購入可能アイテ
ムを含んでいる。仮想在庫アイテム９２１の配置は、現実世界の棚９２３の画像から導出
された特徴的画像によってトリガされる仮想プラノグラムに従って構成される。この時点
で、ユーザは、単に希望の商品をタッピングするだけで、仮想在庫アイテム９２１とイン
タラクトできる。
【００８２】
　なお、仮想在庫アイテム９２１は、仮想棚上に表示され、仮想棚は、物理的区域内で陳
列棚の空間を１０倍、２０倍、５０倍、１００倍又は１０００倍以上に仮想的に拡張した
ものと考えることができる。更に、現実世界の棚９２３は、単一のブランドに関連する玩
具の単一の組（例えば、ディズニーのベビープリンセス（Disney baby princesses））の
みを陳列しているが、仮想在庫アイテム９２１は、他のブランドの商品（例えば、映画ブ
レイブ（Brave）の関連商品）を提供することによって、ユーザが購入できる商品を拡張
することができる。更に、ユーザのショッピング体験は、例えば、この実施形態のように
、これまでは使用できなかった空間、例えば、通路区間に拡張することができる。
【００８３】
　図には示していないが、仮想プラノグラムは、完全な３６０度体験（full 360 degree 
experience）としてアイテム９２１の表現を制御する。すなわち、ユーザがブレイブ（Br
ave）に関連するディスプレイから更にカメラをパンすると、更なるアイテムが表示され
るようになる。これは、デバイス９１５が画像データから背景特徴を登録し、この登録し
た背景特徴と、加速度計によって取得される加速度計データからのデバイスの慣性的な移
動とを組み合わせることによって実現できる。そして、組み合わされたデータセットを用
いて、デバイス９１５の高精度な位置及び方向情報を生成し、これによって、仮想在庫ア
イテム９２１が無価値な背景アイテム（例えば、通路）に重なり、及び価値があるアイテ
ム（例えば、現実世界の棚９２３に物理的に存在するアイテム）には、重ならないように
、適切に表示することができる。このような精度は、上述したｖＳＬＡＭアルゴリズムの
アプリケーションによって実現される。なお、このような配置は、仮想プラノグラムの規
則又はポリシによって制御される。すなわち、仮想プラノグラムは、物理的区域の物理的
特徴を登録して、可視又は不可視の構成を制御できる。
【００８４】
　図９Ａ及び図９Ｂに示す手法は、様々な利点を有する。１つの利点は、仮想プラノグラ
ムを重ねることができるという点である。例えば、ユーザが隣接する商品の組を撮像する
と、新しい仮想プラノグラムがトリガされ、これによって、仮想在庫アイテム９２１に代
わって、仮想在庫アイテムの新しい組が表示されるようにしてもよい。このように、仮想
プラノグラムは、レイヤリングし又は重ねることができ、センサデータによってアクティ
ブなプラノグラムをトリガすることができる。他の利点として、仮想在庫アイテム９２１
の販売に小売業者を参加させることができる。ユーザがアイテム９２１の１つを購入する
と、物理的区域にアイテムを置いていない小売業者でもユーザに料金を請求することがで
きる。更に他の利点として、プラノグラムマネージャは、仮想プラノグラムを介して、ユ
ーザと動的にリアルタイムにインタラクトすることができる。例えば、プラノグラムマネ
ージャは、購入時に購入者に「景品」ポイントを付与し、購入者と直接話し又はチャット
し、調査情報を要求し、又は他のタイプのインタラクションを行うことができる。更に、
現在の状況に応じて、例えば、ユーザの嗜好、近接する他のユーザ、地理的位置、時間、
ニュースイベント又は他の要素に基づいて、仮想アイテム９２１を変更することができる
。
【００８５】
　他の例示的な使用ケースは、他の小売業者が提供する販売可能な商品に基づく仮想店舗
棚の構造を含む。例えば、Ａｍａｚｏｎ、ｅＢａｙ、Ｂａｒｎｅｓ＆Ｎｏｂｌｅ又は他の
オンライン小売業者の商品を互いにまとめて、又は個別に販売するオンラインショッピン
グ体験を提供してもよい。例えば、ｅＢａｙについて検討する。ユーザは、自らのデバイ
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スを用いて収集可能なアクションフィギュアを撮像する。これに応じて、デバイスは、プ
ラノグラムサーバに接続し、プラノグラムサーバは、画像データを用いて、場合によって
は、テンプレートプラノグラムに基づいて、ｅＢａｙで入手可能な同様なアクションフィ
ギュアの仮想プラノグラムをリアルタイムで構築する。このような手法によって、ユーザ
は、店舗をリアルタイムで比較することができる。このように、発明の主題は、コンテキ
ストに依存するセンサデータで生成されたクエリに応答する検索結果に基づいて、実質的
にリアルタイムで仮想プラノグラムを構築することを含む。
【００８６】
　ここで言及する全ての範囲は、文脈が特に指定しない限り、両端の値を含むものと解釈
され、制限のない範囲については、商業的に実用可能な全ての値を含むと解釈される。同
様に、ここで列挙した値のリストは、文脈が特に指定しない限り、中間の値も含むと解釈
される。
【００８７】
　ここで使用する「～に接続される」という表現は、文脈が特に指定しない限り、（接続
される２つの要素が互いに接触する）直接接続及び（２つの要素の間に少なくとも１つの
追加的要素が介在している）間接接続の両方を含むものとする。したがって、「～に接続
される（coupled to）」及び「～と接続される（coupled with）」は、同じ意味を表して
いる。「～に接続される（coupled to）」及び「～と接続される（coupled with）」は、
象徴的に使用され、「通信可能に接続される」ことを意味し、すなわち、２つ以上の要素
が、例えば、１つ以上の仲介ネットワークデバイスを経由して、ネットワークを介して、
相互に通信可能にされていることを意味する。
【００８８】
　以下の詳細な説明及び特許請求の範囲内の名詞（英語では不定冠詞及び定冠詞が付され
た単語）は、文脈が特に指定しない限り、複数の意味も包含するものとする。また、以下
の記述において、「～の中（in）」の意味は、文脈が特に指定しない限り、「～の中（in
）」及び「～の上（on）」の両方の意味を包含するものとする。
【００８９】
　本発明の概念から逸脱することなく、説明した実施形態以外に多くの変形例を想到でき
ることは当業者にとって明らかである。したがって、発明の主題は、特許請求の範囲以外
によって制限されない。更に、明細書及び特許請求の範囲の両方における全ての表現は、
文脈に適合する最も広い意味で解釈される。特に、「備える」、「有する」、「含む」と
いった表現は、要素、コンポーネント又はステップを非限定的に示すと解釈され、すなわ
ち、言及した要素、コンポーネント又はステップは、明示的に示していない他の要素、コ
ンポーネント又はステップと共に存在し、使用され又は組み合わされてもよいことを意味
する。特許請求の範囲において、Ａ、Ｂ、Ｃ…Ｎからなるグループの少なくとも１つと言
う場合、これは、ＡとＮ、又はＢとＮ等ではなく、グループから１つの要素のみが要求さ
れると解釈される。
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