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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　ユーザのクライアント・デバイスのロケーション情報を、支払いシステムに関連付けら
れた１つまたは複数のサーバに供給する工程と、
　前記ユーザのクライアント・デバイスがマーチャントの所定の近接範囲内にあることを
示す供給されたロケーション情報に応答して、前記ユーザのクライアント・デバイスの表
示デバイス上に前記ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッドを開始する
工程であって、前記メッセージング・スレッドは、メッセージング・アプリケーションの
メッセージング・ユーザ・インターフェース内にある前記ユーザとマーチャントとの間の
会話を含む、前記メッセージング・スレッドを開始する工程と、
　前記ユーザのクライアント・デバイスにおいて、前記マーチャントからユーザへの支払
い要求メッセージを受信する工程であって、該支払い要求メッセージは、支払い額および
取引識別子を含む、前記支払い要求メッセージを受信する工程と、
　前記ユーザのクライアント・デバイスの少なくとも１つのプロセッサが、ユーザとマー
チャントとの間のメッセージング・スレッド内に該支払い要求メッセージを提供する工程
と、
　少なくとも１つのプロセッサが、マーチャントに対して支払い額を支払うというユーザ
による選択を受信する工程と、
　該メッセージング・アプリケーションに関連付けられた１つまたは複数のサーバに対し
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て、支払い額および取引識別子を含む支払いメッセージと、前記メッセージング・スレッ
ド内に表示するための支払い額を識別する第２のメッセージとを送信する工程と、
　前記第２のメッセージを、前記ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッ
ドに対して追加する工程と、を備える方法。
【請求項２】
　前記支払い要求メッセージの支払い額を、前記メッセージング・スレッド内の会話の時
間依存フローにおいて選択可能な要素に変換する工程をさらに備える請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　ユーザによる選択を受信する工程が、
　前記メッセージング・スレッド内の選択可能な要素の選択を受信する工程を含む、請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　ユーザによる選択を受信する工程が、
　ユーザにより入力された支払い額を識別する工程と、
　前記メッセージング・ユーザ・インターフェース内の支払い要素の選択を受信する工程
と、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザのクライアント・デバイスの表示デバイス上に前記ユーザとマーチャントと
の間のメッセージング・スレッドを開始する工程は、
　前記ユーザのクライアント・デバイスのロケーションが前記マーチャントのジオフェン
ス内にあると判定したことに応答して、前記ユーザのクライアント・デバイスのメッセー
ジング・グラフィカル・ユーザ・インターフェースを開いて、前記ユーザのクライアント
・デバイスの表示デバイス上に前記ユーザとマーチャントとの間の会話を含むメッセージ
ング・スレッドを提供する工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つまたは複数のサーバから、支払い額の許可の成功の指示を受信する工程と、
　前記メッセージング・スレッド内の会話のフローにおいて、前記支払い額の許可の成功
の指示を提供する工程と、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　方法であって、
　マーチャントのクライアント・デバイスにおいて、ユーザのクライアント・デバイスが
マーチャントの所定の近接範囲内にあるという指示を受信する工程と、
　受信された指示に応答して、前記マーチャントのクライアント・デバイスの表示デバイ
ス上に前記ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッドを開始する工程であ
って、前記メッセージング・スレッドは、メッセージング・アプリケーションのメッセー
ジング・ユーザ・インターフェース内にある前記ユーザとマーチャントとの間の会話を含
む、前記メッセージング・スレッドを開始する工程と、
　前記マーチャントのクライアント・デバイスにおいて、ユーザが購入したいと望む製品
を示す第１のメッセージを、ユーザから受信する工程と、
　前記マーチャントのクライアント・デバイスの少なくとも１つのプロセッサが、ユーザ
とマーチャントとの間のメッセージング・スレッド内に該第１のメッセージを提供する工
程と、
　該少なくとも１つのプロセッサが、該製品に対する支払い額を有する支払い要求メッセ
ージを生成する工程と、
　該少なくとも１つのプロセッサが、該メッセージング・アプリケーションに関連付けら
れた１つまたは複数のサーバに対して、該支払い要求メッセージを、ユーザへの送達のた
めに送信する工程と、
　該メッセージング・アプリケーションに関連付けられた該１つまたは複数のサーバから
、支払い額がユーザから受信されたことを示す支払いメッセージを受信する工程と、
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　該少なくとも１つのプロセッサが、ユーザとマーチャントとの間の該メッセージング・
スレッド内に、該支払い額の受信を示す第２のメッセージを提供する工程と、を備える方
法。
【請求項８】
　前記１つまたは複数のサーバからの前記支払いメッセージに応答して、取引識別子を生
成する工程であって、該取引識別子は、前記支払いメッセージおよび前記メッセージング
・スレッドに関連付けられる、前記取引識別子を生成する工程と、
　ユーザから、該取引識別子に関連して、前記支払い額をユーザに対して払い戻すよう求
める要求を受信する工程と、
　該要求を処理して、前記支払い額をユーザの支払いクレデンシャルに対して払い戻す工
程と、
　前記支払い額の払い戻しの成功を示す払い戻しメッセージを、ユーザに対して送信する
工程と、をさらに備える請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ユーザの画像を受信する工程と、
　マーチャントがユーザの身元を確認することを可能にするために、ユーザの画像を、ユ
ーザとマーチャントとの間の前記メッセージング・スレッドの会話の時間依存フロー内に
提供する工程と、
　画像認識技術を用いて前記ユーザの画像を、メッセージング・データベースに記憶され
た情報と比較してユーザの身元を確認する工程とをさらに備える請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッドを開始する工程は、
　前記マーチャントのクライアント・デバイスにおいてメッセージング・グラフィカル・
ユーザ・インターフェースを開く工程を含み、
　前記メッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフェースは、前記ユーザとマー
チャントとの間のメッセージング・スレッドを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　受信された指示に応答して、ユーザをマーチャントのための連絡先のリストに追加する
工程と、
　ユーザとマーチャントとの間の前記メッセージング・スレッド内に、マーチャントのた
めの連絡先のリストにユーザが追加されたという通知を提供する工程と、をさらに備える
請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　受信された指示に応答して、ユーザに対して、製品リストを、前記メッセージング・ア
プリケーションを使用して前記メッセージング・スレッド内に表示するために前記ユーザ
のクライアント・デバイスに送信する工程をさらに備える請求項７に記載の方法。
【請求項１３】
　ユーザが購入したいと望む製品を示す前記第１のメッセージをユーザから受信する工程
が、示された製品の製品リストにおける前記製品の識別子へのマッピングに基づいて、製
品識別子を取得する工程をさらに備える請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　システムであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　命令を記憶した少なくとも１つの非一時的なコンピュータ可読記憶媒体と、を備え、
　該命令は、該少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、該システムに、
　ユーザのクライアント・デバイスから、前記ユーザのクライアント・デバイスのロケー
ション情報を受信する工程と、
　前記ユーザのクライアント・デバイスのロケーションがマーチャントの所定の近接範囲
内にあることを判定する工程と、
　前記ユーザのクライアント・デバイスのロケーションが前記マーチャントの所定の近接
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範囲内にあると判定したことに応答して、前記ユーザのクライアント・デバイスに表示す
るために且つ前記マーチャントのクライアント・デバイスに表示するために前記ユーザと
マーチャントとの間のメッセージング・スレッドを開始する工程であって、前記メッセー
ジング・スレッドは、メッセージング・アプリケーションのメッセージング・ユーザ・イ
ンターフェース内にある前記ユーザとマーチャントとの間の会話を含む、前記メッセージ
ング・スレッドを開始する工程と、
　前記ユーザに関連付けられたユーザ・メッセージング口座から、前記メッセージング・
スレッド内の前記マーチャントに関連付けられたマーチャント・メッセージング口座に宛
てられた支払いメッセージを受信する工程であって、該支払いメッセージは支払い額を示
す、前記支払いメッセージを受信する工程と、
　該支払い額についてのユーザの支払いクレデンシャルに対する許可要求を、支払いネッ
トワークに対して送信する工程と、
　該支払いネットワークから肯定的な支払い許可応答を受信する工程と、
　該肯定的な支払い許可要求に応答して、該支払いメッセージを該マーチャント・メッセ
ージング口座に対して転送する工程と、
　該ユーザの支払いクレデンシャルから支払い額について該支払いネットワークに対して
支払い取引要求を送信する工程と、
　該支払いネットワークから該支払い額についての資金の移動を受信する工程と、
　該資金の移動をマーチャントのための一時口座に記憶する工程と、を行わせる、システ
ム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、前記支払い額についての前記
資金に取引識別子を関連付ける工程を、前記システムに行わせる命令をさらに備える請求
項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、前記取引識別子を備える支払
い処理メッセージをマーチャントに対して送信する工程を、前記システムに行わせる命令
をさらに備える請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、
　前記ユーザ・メッセージング口座から払い戻し要求を受信する工程と、
　ユーザの支払いクレデンシャルに振り込むために、前記支払いネットワークに対して前
記支払い額の払い戻しを送信する工程と、
　前記一時口座から前記支払い額を引き落とす工程と、
　払い戻しメッセージを前記ユーザ・メッセージング口座に送信し且つ前記メッセージン
グ・スレッド内に表示するために前記マーチャント・メッセージング口座に送信する工程
と、
　を前記システムに行わせる命令をさらに備える請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、マーチャントの支払いクレデ
ンシャルに振り込むために決済支払いを前記支払いネットワークに対して送信する工程を
、前記システムに行わせる命令をさらに備え、
　該決済支払いは、支払い額についての前記資金の移動を含む、請求項１４に記載のシス
テム。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、
　マーチャントのマーチャント識別子を識別する工程と、
　前記ユーザのクライアント・デバイスのロケーションが前記マーチャントのロケーショ
ンの所定の近接範囲内にあると判定したことに応答して、ユーザの前記クライアント・デ
バイスに対して、マーチャントをメッセージング連絡先として追加するよう求める要求を
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送信する工程と、
　を前記システムに行わせる命令をさらに備える請求項１４に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、
　ユーザのクライアント・デバイスのロケーションを識別する工程と、
　ユーザのクライアント・デバイスが前記マーチャントのロケーションの所定の近接範囲
内にあるとき、マーチャントがユーザに連絡することを可能にするために、ユーザ・プリ
ファレンスを識別する工程と、
　前記ユーザのクライアント・デバイスが前記マーチャントのロケーションの所定の近接
範囲内にあることに応答して、ユーザのユーザ識別子およびユーザの連絡先情報を備える
通知を、マーチャントに対して送信する工程と、
　を前記システムに行わせる命令をさらに備える請求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で説明される１つまたは複数の実施形態は、一般に、ピア・ツー・ビジネス（
ｐｅｅｒ－ｔｏ－ｂｕｓｉｎｅｓｓ）の電子支払い取引のためのシステムおよび方法に関
する。より詳細には、１つまたは複数の実施形態は、電子支払い取引の容易さおよび利便
性を改善するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子支払いシステムは、ユーザが１つまたは複数のタイプのデバイス（たとえば、デス
クトップ・デバイスおよびモバイル・デバイス）上でソフトウェア・アプリケーションを
介して他人と共に支払い取引を実行することを可能にする。いくつかの電子支払いシステ
ムは、ユーザがマーチャントと共に支払い取引を実行すること（すなわち、ピア・ツー・
ビジネス支払い取引）を可能にする。そのような電子支払いシステムは、頻繁に、ユーザ
がマーチャントに製品を注文しその支払いをすることを可能にする。
【０００３】
　ユーザとマーチャントとの間の支払い取引は、典型的には、１つまたは複数の承認され
た支払い方法（たとえば、現金、小切手、クレジット・カード、デビット・カード、ギフ
ト・カード）によってユーザが支払うことを必要とする。多くの場合、特に小規模な企業
の場合、マーチャントは、１つまたは複数の支払い方法に関連付けられた契約コストまた
は支払いコストを回避するために、少数の支払い方法のみを受け付けることがある。した
がって、それぞれ異なる支払い方法を受け付ける異なるマーチャントから製品またはサー
ビスを購入することを望むユーザは、いくつかの支払い方法に対応することを要求され得
る。
【０００４】
　加えて、物理的な支払い方法の使用により、いくつかのセキュリティ・リスクを招くお
それがある。たとえば、製品またはサービスに対する支払いに物理的なデビット・カード
またはクレジット・カードを使用すると、他人（たとえば、マーチャントの従業員、他の
顧客）がクレジット・カード番号または他の個人金融情報を見る可能性がある。金融情報
を企業に開示すると、しばしば、従業員または他の顧客が金融情報を盗み出し、その情報
を使用して詐欺を働くおそれがある。
【０００５】
　多くの従来の電子支払いシステムは、ユーザに不満、混乱を感じさせ、不満足な支払い
プロセスという結果になることが多いという、いくつかの欠点を有する。従来の電子支払
いシステムの１つのそのような欠点は、それらが典型的には、マーチャントが実装しユー
ザが加入しなければならない限られた機能性を有するスタンドアロン・システムであると
いうことである。具体的には、従来の電子支払いシステムには、ユーザが特定のマーチャ
ントのみと対話することを許容するように限定された、マーチャントによる独自ソフトウ
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ェアを含むものがある。また、ユーザがさまざまなマーチャントと支払い取引を行うこと
を許容する他の従来の電子支払いシステムは、ユーザが支払い取引だけを行うように限定
している場合が多い。
【０００６】
　従来の電子支払いシステムの限定された性質は、不便性も追加する。特に、従来の電子
支払いシステムのスタンドアロン性質は典型的には、ユーザが支払いを送信または受信す
るために支払い取引に対してのみ専用の別個のアプリケーションを開くことを必要とする
。従来の電子支払いシステムのスタンドアロン性質の不便性は、ユーザにそのようなシス
テムを使用することを思いとどまらせることがある。
【０００７】
　したがって、従来の電子支払いシステムおよび方法には、いくつかの欠点がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本明細書で説明される１つまたは複数の実施形態は、企業との電子支払い取引の容易さ
および利便性を増加させるシステムおよび方法により、利益を提供し、かつ／または当技
術分野における前述の問題または他の問題のうちの１つもしくは複数を解決する。特に、
１つまたは複数の実施形態は、ユーザがマーチャントとメッセージの交換ならびに電子支
払い取引を行うことを可能にする、メッセージング・システムと統合された支払いシステ
ムを提供する。たとえば、システムおよび方法は、マーチャントとの電子メッセージの交
換を可能にするメッセージング・インターフェースを介して、ユーザが電子支払いを企業
に対して送信することを可能にすることができる。電子支払いシステムとメッセージング
・システムの統合は、メッセージング・スレッドのフローの中で電子支払いを送信および
受信できることをユーザおよびマーチャントに提供することができる。したがって、１つ
または複数の実施形態は、電子支払いに専用の別個のアプリケーションを開く必要なく、
ユーザが支払い取引についてマーチャントと通信し、取引を行うことを可能にする。
【０００９】
　システムおよび方法は、マーチャントと消費者との間のより安全な取引を提供すること
ができる。たとえば、ビジネスとの電子支払い取引のシステムおよび方法は、機密金融情
報（たとえば、クレジット・カード番号）をマーチャントに提供する必要なしに消費者が
購入を行うことを可能にすることができる。さらに、システムおよび方法は、マーチャン
トが消費者詐欺の事例を減らすために消費者の身元を確認することを可能にすることがで
きる。
【００１０】
　実施形態の追加の特徴および利点は、以下の説明において述べられ、部分的には説明か
ら明らかとなり、または、そのような例示的実施形態の実施によって学習され得る。その
ような実施形態の特徴および利点は、添付の特許請求の範囲において特に指摘される手段
および組み合わせによって、実現および取得され得る。これらの特徴および他の特徴は、
以下の説明および添付の特許請求の範囲から、より完全に明確となり、または下記に述べ
られるそのような例示的実施形態の実施によって学習され得る。
【００１１】
　本発明による実施形態は、特に方法、記憶媒体、システムおよびコンピュータ・プログ
ラム製品を対象とする添付の特許請求の範囲に開示され、１つの請求項カテゴリ、たとえ
ば方法において言及される任意の特徴は、別の請求項カテゴリ、たとえばシステムでも特
許請求され得る。添付の特許請求の範囲における従属関係または参照は、形式的な理由に
より選択されるにすぎない。しかしながら、（特に多数従属形式で）任意の先行請求項に
対する意図的参照により得られる任意の主題が特許請求されてもよく、したがって、添付
の特許請求の範囲において選択される従属関係に関わらず、請求項の任意の組み合わせお
よびそれらの特徴が開示され特許請求され得る。特許請求され得る主題は、添付の特許請
求の範囲に記載される特徴の組み合わせのみならず、特許請求の範囲における特徴の他の
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任意の組み合わせも含み、特許請求の範囲に挙げられる各特徴は、特許請求の範囲におけ
る他の任意の特徴または他の任意の特徴の組み合わせと組み合わせられ得る。さらに、本
明細書に説明または図示される任意の実施形態および特徴は、別個の請求項で、および／
あるいは本明細書に説明もしくは図示される任意の実施形態もしくは特徴との任意の組み
合わせ、または添付の特許請求の範囲の任意の特徴との任意の組み合わせで特許請求され
得る。
【００１２】
　本発明による実施形態では、システムが、少なくとも１つのプロセッサと、命令を記憶
した少なくとも１つの非一時的なコンピュータ可読記憶媒体とからなり、命令は、少なく
とも１つのプロセッサによって実行されると、システムに、ユーザ・メッセージング口座
（ｕｓｅｒ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　ａｃｃｏｕｎｔ）から、マーチャント・メッセージン
グ口座に宛てられた支払いメッセージを受信する工程であって、支払いメッセージは支払
い額を示す、工程と、支払い額についてのユーザの支払いクレデンシャル（ｐａｙｍｅｎ
ｔ　ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌ）に対する許可要求を、支払いネットワークに対して送信する
工程と、支払いネットワークから肯定的な支払い許可応答を受信する工程と、肯定的な支
払い許可要求に応答して、支払いメッセージをマーチャント・メッセージング口座に対し
て転送する工程と、ユーザの支払いクレデンシャルから支払い額について支払いネットワ
ークに対して支払い取引要求を送信する工程と、支払いネットワークから支払い額につい
ての資金の移動を受信する工程と、資金の移動をマーチャントのための一時口座に記憶す
る工程と、を行わせる。
【００１３】
　本発明による実施形態では、システムは、少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れると、支払い額についての資金に取引識別子を関連付ける工程を、システムに行わせる
命令をさらに備えてもよい。
【００１４】
　本発明による実施形態では、システムは、少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れると、取引識別子を備える支払い処理メッセージをマーチャントに対して送信する工程
を、システムに行わせる命令をさらに備えてもよい。
【００１５】
　本発明による実施形態では、システムは、少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れると、ユーザ・メッセージング口座から払い戻し要求を受信する工程と、ユーザの支払
いクレデンシャルに振り込むために、支払いネットワークに対して支払い額の払い戻しを
送信する工程と、一時口座から支払い額を引き落とす工程と、払い戻しメッセージをユー
ザ・メッセージング口座およびマーチャント・メッセージング口座に対して送信する工程
と、をシステムに行わせる命令をさらに備えてもよい。
【００１６】
　本発明による実施形態では、システムは、少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れると、マーチャントの支払いクレデンシャルに振り込むために決済支払いを支払いネッ
トワークに対して送信する工程であって、決済支払いは支払い額についての資金の移動を
含む、工程を、システムに行わせる命令をさらに備えてもよい。
【００１７】
　本発明による実施形態では、システムは、少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れると、ユーザのクライアント・デバイスのロケーションを識別する工程と、ユーザのク
ライアント・デバイスのロケーションがマーチャントのロケーションに近接していると決
定する工程と、マーチャントのマーチャント識別子を識別する工程と、ユーザのクライア
ント・デバイスに対して、マーチャントをメッセージング連絡先として追加するよう求め
る要求を送信する工程と、をシステムに行わせる命令をさらに備えてもよい。
【００１８】
　本発明による実施形態では、システムは、少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れると、ユーザのクライアント・デバイスのロケーションを識別する工程と、ユーザのク
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ライアント・デバイスがマーチャントのロケーションに近接しているとき、マーチャント
がユーザに連絡することを可能にするために、ユーザ・プリファレンスを識別する工程と
、ユーザのユーザ識別子を備える通知を、マーチャントに対して送信する工程と、をシス
テムに行わせる命令をさらに備えてもよい。
【００１９】
　本発明による実施形態では、システムは、少なくとも１つのプロセッサによって実行さ
れると、支払いネットワークから支払い額についての資金の移動を受信する前に、一時口
座からの資金を使用して、支払い額をマーチャントの支払いクレデンシャルに対して送信
する工程を、システムに行わせる命令をさらに備えてもよい。
【００２０】
　本発明による実施形態では、方法が、１つまたは複数のサーバ・デバイスにおいて、マ
ーチャント・メッセージング口座から支払い要求メッセージを受信する工程であって、支
払い要求メッセージは、製品の製品ＩＤ、第１のテキスト・メッセージ、支払い額、マー
チャントＩＤ、およびユーザのユーザＩＤを含む、工程と、１つまたは複数のサーバ・デ
バイスによって、取引識別子を生成し、取引ＩＤを支払い要求メッセージに追加する工程
と、１つまたは複数のサーバ・デバイスによって、支払い要求メッセージを、ユーザに関
連付けられたクライアント・デバイスに対して送信する工程と、１つまたは複数のサーバ
・デバイスによって、ユーザに対するユーザ・ノードと製品に対する概念ノードとの間の
ソーシャル・ネットワーク・グラフにおけるエッジを作成する工程と、１つまたは複数の
サーバ・デバイスによって、ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッドに
第１のテキスト・メッセージを書き込む工程と、クライアント・デバイスから支払いメッ
セージを受信する工程であって、支払いメッセージは、支払い額についてのマーチャント
への支払いを処理する許可を示す、工程と、支払い額についてのユーザの支払いクレデン
シャルに対する許可要求を、支払いネットワークに対して送信する工程と、支払いネット
ワークから肯定的な支払い許可応答を受信する工程と、肯定的な支払い許可要求に応答し
て、同時に、支払いメッセージをマーチャント・メッセージング口座に対して転送するこ
と、およびユーザの支払いクレデンシャルから支払い額について支払いネットワークに対
して支払い取引要求を送信することを行う工程と、支払いネットワークから支払い額につ
いての資金の移動を受信する工程と、資金の移動をマーチャントのための一時口座に記憶
する工程と、からなる。
【００２１】
　本発明による実施形態では、方法は、ユーザに関連付けられたクライアント・デバイス
のロケーションを識別する工程と、ユーザに関連付けられたクライアント・デバイスがマ
ーチャントのロケーションに近接しているとき、マーチャントがユーザに連絡することを
可能にするために、ユーザ・プリファレンスを識別する工程と、ユーザに関連付けられた
クライアント・デバイスのロケーションがマーチャントのロケーションに近接していると
決定する工程と、ユーザのユーザ識別子を備える通知を、マーチャントに対して送信する
工程と、をさらに備えてもよい。
【００２２】
　本発明による実施形態では、方法は、ユーザに関連付けられたクライアント・デバイス
のロケーションを識別する工程と、ユーザに関連付けられたクライアント・デバイスのロ
ケーションがマーチャントのロケーションに近接していると決定する工程と、マーチャン
トのマーチャント識別子を識別する工程と、ユーザに関連付けられたクライアント・デバ
イスに対して、マーチャントをメッセージング連絡先として追加するよう求める要求を送
信する工程と、をさらに備えてもよい。
【００２３】
　本発明による実施形態では、方法は、ユーザ・メッセージング口座から払い戻し要求を
受信する工程と、ユーザの支払いクレデンシャルに振り込むために、支払いネットワーク
に対して支払い額の払い戻しを送信する工程と、一時口座から支払い額を引き落とす工程
と、払い戻しメッセージをユーザ・メッセージング口座およびマーチャント・メッセージ
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ング口座に対して送信する工程と、をさらに備えてもよい。
【００２４】
　本発明による実施形態では、方法は、マーチャントの支払いクレデンシャルに対して支
払い額についての決済支払いを送信する工程をさらに備えてもよい。
　本発明による実施形態では、方法は、ユーザに関連付けられたクライアント・デバイス
のロケーションを識別する工程と、ユーザに関連付けられたクライアント・デバイスのロ
ケーションがマーチャントのロケーションに近接していると決定する工程と、ユーザの画
像をマーチャントに対して送信してユーザの識別を可能にする工程と、をさらに備えても
よい。
【００２５】
　本発明による実施形態では、方法は、ユーザが、１人または複数の共同ユーザによって
ソーシャル・ネットワーキング・システムに投稿されたメディアにおいてタグ付けされて
いるか、ユーザの共同ユーザが、ユーザの誕生日を認識したか（すなわち、ユーザに「ハ
ッピー・バースデー」を祝ったか）、ユーザとユーザの共同ユーザとの間で交換されたメ
ッセージの数もしくは量、ユーザの共同ユーザが、ユーザによりなされた投稿に対して「
いいね」を表明しているか、または、ユーザの共同ユーザが、ユーザによりなされた投稿
に対してコメントしているか、のうちの１つまたは複数を確認することによって、リスク
・チェックを行って、ユーザが本物の人物である可能性が高いかどうかを決定する工程を
さらに備えてもよい。
【００２６】
　同様に特許請求され得る本発明のさらなる実施形態では、１つまたは複数のコンピュー
タ可読非一時的記憶媒体が、ソフトウェアを具体化し、ソフトウェアは、実行されると、
本発明または上記実施形態のいずれかに従ってシステムにおいて動作することが可能であ
る。
【００２７】
　同様に特許請求され得る本発明のさらなる実施形態では、コンピュータにより実行され
る方法が、本発明または上記実施形態のいずれかに従ってシステムを使用する。
　同様に特許請求され得る本発明のさらなる実施形態では、好ましくはコンピュータ可読
非一時的記憶媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品が、本発明または上記実施形
態のいずれかに従ってシステムにおいて使用される。
【００２８】
　本開示の上記の利点および特徴ならびに他の利点および特徴が取得され得る様式を説明
するために、上記に簡単に説明された本開示のより具体的な説明は、添付の図面において
例示される、その具体的な実施形態への参照によって与えられるであろう。図は縮尺通り
に描かれていないこと、および同様の構造または機能の要素は、一般に、図全体を通じて
例示の目的のために同様の参照符号によって表されることが、留意されるべきである。以
下の図面では、括弧書きのテキストおよび破線の境界（たとえば、大きい破線、小さい破
線、鎖線、点線）を有するブロックは、本明細書では、本開示の実施形態に追加の特徴を
加える任意選択的な特徴または動作を例示するために使用される。しかしながら、そのよ
うな表記法は、これらが限られた選択肢もしくは任意選択的動作であること、および／ま
たは実線の境界を有するブロックが本開示の特定の実施形態において任意選択ではないこ
とを意味すると解釈されるべきではない。これらの図面が本開示の典型的な実施形態のみ
を描いており、そのため、本開示の範囲を限定するものとみなされるべきではないことを
理解しつつ、本開示は、添付の図面の使用を通じて、さらに特定的かつ詳細に説明および
解説されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】１つまたは複数の実施形態による、メッセージおよび支払いの送信を促進する例
となるシステムの概略図。
【図２】１つまたは複数の実施形態による図１のシステムの詳細な概略図。
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【図３Ａ】１つまたは複数の実施形態による、消費者とマーチャントとの間の支払いプロ
セスの一部として対話を例示するシーケンス・フロー図。
【図３Ｂ】１つまたは複数の実施形態による、消費者とマーチャントとの間の支払いプロ
セスの一部として対話を例示するシーケンス・フロー図。
【図３Ｃ】１つまたは複数の実施形態による、消費者とマーチャントとの間の支払いプロ
セスの一部として対話を例示するシーケンス・フロー図。
【図３Ｄ】１つまたは複数の実施形態による、消費者とマーチャントとの間の支払いプロ
セスの一部として対話を例示するシーケンス・フロー図。
【図４Ａ－４Ｂ】１つまたは複数の実施形態による、支払い取引を完了するためのユーザ
・インターフェースを例示する図。
【図４Ｃ－４Ｄ】１つまたは複数の実施形態による、支払い取引を完了するためのユーザ
・インターフェースを例示する図。
【図４Ｅ－４Ｆ】１つまたは複数の実施形態による、支払い取引を完了するためのユーザ
・インターフェースを例示する図。
【図４Ｇ】１つまたは複数の実施形態による、支払い取引を完了するためのユーザ・イン
ターフェースを例示する図。
【図４Ｈ】１つまたは複数の実施形態による、支払い取引を完了するためのユーザ・イン
ターフェースを例示する図。
【図４Ｉ】１つまたは複数の実施形態による、支払い取引を完了するためのユーザ・イン
ターフェースを例示する図。
【図４Ｊ】１つまたは複数の実施形態による、支払い取引を完了するためのユーザ・イン
ターフェースを例示する図。
【図４Ｋ】１つまたは複数の実施形態による、支払い取引を完了するためのユーザ・イン
ターフェースを例示する図。
【図５】１つまたは複数の実施形態による、ピア・ツー・ビジネスの支払い取引を促進す
る方法における一連の行為のフローチャート。
【図６】１つまたは複数の実施形態による、ピア・ツー・ビジネスの支払い取引を促進す
る別の方法における一連の行為のフローチャート。
【図７】１つまたは複数の実施形態による、例となるコンピューティング・デバイスのブ
ロック図。
【図８】１つまたは複数の実施形態による、ソーシャル・ネットワーキング・システムの
例となるネットワーク環境を例示する図。
【図９】１つまたは複数の実施形態による、ソーシャル・ネットワーキング・システムの
ための例となるソーシャルグラフを例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本開示の実施形態は、マーチャント（merchant）に支払いを行うことの容易さおよび効
率を増加させる統合されたメッセージおよび支払いシステムを提供する。特に、１つまた
は複数の実施形態は、電子支払いシステムと電子メッセージング・システムとを統合する
統合されたメッセージおよび支払いシステムを提供する。統合されたメッセージおよび支
払いシステムは、消費者がマーチャントとメッセージを交換するとともにマーチャントに
電子支払いを送信することを可能にすることができる。たとえば、統合されたメッセージ
および支払いシステムは、マーチャントとの電子メッセージの交換も可能にするメッセー
ジング・インターフェースを介して、消費者がマーチャントに電子支払いを送信すること
を可能にすることができる。
【００３１】
　電子支払いシステムとメッセージング・システムを統合することによって、システムは
、会話のフローの中で電子支払いを送信および受信できることをユーザに提供することが
できる。したがって、システムは、ユーザが支払い取引について通信し、電子支払いに専
用の別個のアプリケーションを開く必要もなく取引を行うことを可能にすることができる
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。システムの１つまたは複数の実施形態によって提供される、メッセージの交換中にシー
ムレスに支払いを送信することの容易さおよび効率の上昇は、電子支払いの使用の増加お
よび電子支払いに対する満足、ならびにマーチャントに対する支出の増加をもたらすこと
ができる。
【００３２】
　統合されたメッセージおよび支払いシステムは、製品の購入に関する支払い取引の処理
の利便性を提供することができる。具体的には、統合されたメッセージおよび支払いシス
テムは、ユーザがマーチャントとの支払い取引を行ってメッセージング・アプリケーショ
ン内で製品を購入することを可能にすることができる。たとえば、システムは、ユーザが
メッセージング・アプリケーションを介してマーチャントと通信しながらマーチャントと
の支払い取引を開始することを可能にすることができる。したがって、システムは、ユー
ザがマーチャントと容易に対話して、ユーザのデバイス（たとえば、スマートフォンなど
のモバイル・デバイス）から製品の問い合わせおよび／または購入をすることを可能にす
ることができる。
【００３３】
　１つまたは複数の追加実施形態では、システムは、ユーザのロケーションに基づいてユ
ーザがマーチャントと接続および／または通信することを可能にすることができる。特に
、システムは、さまざまなやり方で、ユーザのクライアント・デバイスのロケーションを
検出し、ユーザがユーザのロケーションの近くでマーチャントを見つけ出して対話するこ
とを可能にすることができる。たとえば、ユーザは、統合されたメッセージおよび支払い
システムを使用する近くのマーチャントを見つけ出すことができる。ユーザは、マーチャ
ントのロケーションに到着する前でもあってもメッセージング・アプリケーションで特定
の近くのマーチャントと通信を始めることができる。したがって、システムは、ユーザが
マーチャントの物理的ロケーションにいなくても、製品に関する追加の情報を取得してマ
ーチャントから製品を購入するための取引を開始することを可能にすることができる。
【００３４】
　加えて、システムの１つまたは複数の実施形態は、ユーザに対する払い戻しを処理する
ための方法を単純化することが可能である。たとえば、システムは、マーチャントがメッ
セージング・アプリケーションを介してユーザに対して払い戻しを行う方法を提供するこ
とができる。具体的には、システムは、ユーザとマーチャントとの間の支払い取引に結合
された取引識別子と、ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッドを関連付
けることによって、メッセージング・アプリケーション内からユーザが払い戻しをマーチ
ャントに要求することを可能にすることができる。したがって、マーチャントは、電話で
または直接会って機密情報（たとえばカード番号）をマーチャントに提供するようにユー
ザに要求することなく、ユーザに対して払い戻しを行うことができる。
【００３５】
　１つまたは複数の実施形態によれば、システムは、ユーザがさまざまな支払い方法を介
してマーチャントに支払うことを可能にすることもできる。特に、システムは、ユーザが
、マーチャントとの支払い取引に使用するために複数の支払いクレデンシャルをシステム
に登録することを可能にすることができる。たとえば、システムは、ユーザが、メッセー
ジング・アプリケーションを使用して、マーチャントの製品の支払いをするために、複数
の登録された支払いクレデンシャル（payment credential）のうちの１つまたは複数を選
択することを可能にすることができる。加えて、システムは、マーチャントのプリファレ
ンスまたは要求事項に基づいて、マーチャントが複数の異なる支払いオプションをユーザ
に対して提示することを可能にすることもできる。したがって、システムは、ユーザとマ
ーチャントとの間の電子支払い取引において多様な支払い方法を提供することができる。
【００３６】
　さらに、システムは、機密金融情報（たとえば、クレジット・カード番号、当座預金口
座番号）をマーチャントに提供する必要なしに、消費者が製品またはサービスについてマ
ーチャントに支払いを行うことを可能にすることもできる。したがって、システムは、ユ
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ーザに関するセキュリティを増大することができる。特に、ユーザは、新しいマーチャン
トを訪れる際の詐欺のおそれを回避することができる。
【００３７】
　システムは、マーチャントに関するセキュリティも増大することができる。特に、シス
テムは、ソーシャル・ネットワーキング・システムによって消費者に関して保持される情
報に基づいてリスク・チェックを行うことができる。システムは、システムによって保持
される消費者またはマーチャントに関する情報に基づいて、消費者が既知の詐欺行為者で
ある場合、または支払いが不正とみられる場合、支払いを拒否することができる。
【００３８】
　本明細書で使用されるとき、「メッセージ」という用語は、２つ以上のコンピューティ
ング・デバイス間の任意の形の電子通信を指す。メッセージは、テキスト・メッセージ、
写真、ステッカーまたは他のアイコン、ビデオ、音声記録、音楽、音声メールなどを含む
ことができる。１つまたは複数の実施形態では、メッセージは、リアルタイムで、または
ほぼリアルタイムで通信されるインスタント・メッセージである。しかしながら、代替実
施形態では、メッセージは、ＳＭＳメッセージ、電子メール、またはソーシャル・ネット
ワークの投稿もしくはコメントなどの電子通信のうちからのいずれかを指すことができる
。
【００３９】
　加えて、「支払いメッセージ」という用語は、システムが支払い取引を開始することを
可能にする支払い情報を示すメッセージを指す。たとえば、支払いメッセージは、支払い
額、消費者、マーチャント、支払い方法、支払い方法をシステムが処理するやり方を示す
フォーマッティング、ならびにユーザによりメッセージのために提供されたテキストなど
の追加の情報を含むデータ・パッケージを含むことができる。
【００４０】
　本明細書で使用されるとき、「支払い取引」という用語は、２つ以上のエンティティ間
で通貨またはクレジットを交換する任意のタイプの電子取引を指す。たとえば、支払い取
引は、統合されたメッセージおよび支払いシステムの２人のユーザ間の金融電子取引とす
ることができる。別の例では、支払い取引は、ユーザと金融機関または他の複数人からな
るエンティティとの間の金融電子取引とすることができる。加えて、支払い取引は、金銭
贈与、借金の支払い、ローンの資金供給、商品および／もしくはサービスの購入を考慮し
た支払い、または他の任意のタイプの金銭移動を表すことができる。加えて、支払い取引
は、１つまたは複数の通貨でなされ、たとえば為替レートに基づいて、１つまたは複数の
追加の通貨に変換されることが可能である。
【００４１】
　本明細書で使用されるとき、「アカウント」もしくは「口座」（ａｃｃｏｕｎｔ）また
は「支払いクレデンシャル」という用語は、ユーザのデビット・カード口座、銀行口座、
クレジット・カード口座、メッセージング口座、ギフト・カード、または金銭が差し引か
れ得るもしくは金銭が預けられ得る他の任意の口座を指すことができる。上記の用語なら
びに追加の用語の意味は、図に関する以下の開示を考慮すると、より明らかになるであろ
う。
【００４２】
　図１は、１つまたは複数の実施形態による統合されたメッセージングおよび支払いシス
テム１００を例示する概略図である。システム１００の概要が、図１に関係して説明され
る。その後、システム１００の構成要素およびプロセスのより詳細な説明が、残りの図に
関係して提供される。
【００４３】
　図１によって例示されるように、システム１００は、ユーザ１０２ａが、対応するクラ
イアント・デバイス２００ａ、２００ｂを使用してマーチャント１０２ｂと対話すること
を可能にすることができる。図１でさらに例示されるように、クライアント・デバイスは
、ネットワーク１０５を介してサーバ・デバイス１０８と通信することができる。加えて
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、システム１００は、ネットワーク１０５を介してサーバ・デバイス１０８と通信可能に
結合された支払いネットワーク１１５を含むことができる。図１は、ユーザ／マーチャン
ト、クライアント・デバイス、ネットワーク１０５、サーバ・デバイス１０８、および支
払いネットワーク１１５の特定の構成を例示しているが、さまざまな追加の構成が可能で
ある。たとえば、クライアント・デバイス２００ａ、２００ｂは、ネットワーク１０５を
バイパスしてサーバ・デバイス１０８と直接的に通信し得る。
【００４４】
　上記で簡単に言及されたように、図１は、ユーザ１０２ａが消費者クライアント・デバ
イス２００ａを使用し、マーチャント１０２ｂがマーチャント・クライアント・デバイス
２００ｂを使用することで、サーバ・デバイス１０８を介して互いと通信することができ
ることを示す。たとえば、ユーザ１０２ａおよびマーチャント１０２ｂは、テキスト、デ
ジタル・コンテンツ（たとえば、オーディオ、画像、ビデオ）、ロケーション情報、なら
びに他の形のデータおよび情報を含む電子メッセージを交換することができる。たとえば
、ユーザ１０２ａは、消費者クライアント・デバイス２００ａを使用して、マーチャント
１０２ｂのために意図されたメッセージを構築することができる。メッセージを構築した
後、ユーザ１０２ａは、マーチャント１０２ｂのために意図されたメッセージを、ネット
ワーク１０５を介してサーバ・デバイス１０８に対して送信することを、消費者クライア
ント・デバイス２００ａに行わせることができる。サーバ・デバイス１０８は、意図され
たマーチャントとしてマーチャント１０２ｂを識別し、マーチャント１０２ｂに関連付け
られたマーチャント・クライアント・デバイス２００ｂに対してメッセージを転送するこ
とができる。
【００４５】
　ユーザが電子通信を交換することを可能にすることに加えて、システム１００は、ユー
ザが、互いに対しておよび互いから金銭支払いを送信および受信することを可能にするこ
とができる。１つまたは複数の実施形態では、システム１００は、ユーザが支払いメッセ
ージを定義し、マーチャント・ユーザに対して送信することを可能にする。たとえば、シ
ステム１００は、ユーザ１０２ａが、サーバ・デバイス１０８および支払いネットワーク
１１５を介してマーチャント１０２ｂに対して支払いを送信することを可能にすることが
できる。同様に、マーチャント１０２ｂは、支払いの告知を受信し、支払いを承認または
拒否することができる。以下でより詳細に説明されるように、サーバ・デバイス１０８は
、ユーザ（すなわち、ユーザの口座）間の支払いを促進する取引を協調させるために、支
払いネットワーク１１５と通信することができる。
【００４６】
　システム１００は、ユーザ１０２ａとマーチャント１０２ｂとの間の支払いを促進する
ことができるが、システム１００は、ユーザのグループなどの３人以上のユーザ間の支払
いを促進することもできる。たとえば、ユーザ１０２ａは、マーチャント１０２ｂに対し
て支払いを送信し得る。１つまたは複数の実施形態では、複数のユーザが、同じ支払い取
引の中でマーチャント１０２ｂに対して支払いを送信することができる。
【００４７】
　図１は、ユーザを人々として例示しているが、マーチャントは、企業または政府などの
エンティティを含み得る。たとえば、ユーザ１０２ａは、システム１００を使用して、サ
ービスまたは製品のためにマーチャント１０２ｂに対して支払いを提供することができる
。たとえば、ユーザ１０２ａは、システム１００を介してマーチャントと通信し、マーチ
ャントから製品またはサービスの購入をすることを最終的に決めることができる。次いで
、同じシステム１００を使用して、ユーザ１０２ａは、マーチャントに対して製品または
サービスのための支払いを送信することができる。同様に、マーチャントは、他のユーザ
に対して支払い（たとえば払い戻し）を送信し得る。
【００４８】
　上記で言及されたように、および図１が例示するように、ユーザ１０２ａは消費者クラ
イアント・デバイス２００ａと対話することができ、マーチャント１０２ｂはマーチャン
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ト・クライアント・デバイス２００ｂと対話することができる。クライアント・デバイス
の例としては、モバイル・デバイス（たとえば、スマートフォン、タブレット）、ラップ
トップ、デスクトップ、または他の任意のタイプのコンピューティング・デバイスなどの
コンピューティング・デバイスがある。図７および対応する説明は、コンピューティング
・デバイスに関する追加の情報を提供する。さらに、および上記で言及されたように、ク
ライアント・デバイスは、ネットワーク１０５を通して通信することができる。１つまた
は複数の実施形態では、ネットワーク１０５は、インターネットまたはワールド・ワイド
・ウェブを含む。しかしながら、以下で図１９に関してさらに説明されるように、ネット
ワークは、さまざまな通信技術およびプロトコルを使用する１つまたは複数のプライベー
ト・ネットワークおよび／またはパブリック・ネットワークを含むことができる。
【００４９】
　上記で簡単に論じられたように、システム１００は、ユーザ間での支払いの送信および
受信を協調させることができる。たとえば、ユーザ１０２ａは、支払いメッセージを構築
し、マーチャント１０２ｂに対して送信することができる。たとえば、ユーザ１０２ａは
、支払い方法（たとえば、消費者ユーザ１０２ａのクレジット・カード、デビット・カー
ド、口座残高）、支払い額、支払い通貨、支払いの説明、および／またはさまざまな他の
支払い詳細を定義するために、消費者クライアント・デバイス２００ａを介して入力を提
供することができる。
【００５０】
　ユーザ１０２ａの観点から、たとえば、消費者ユーザ１０２ａは、通信メッセージ（た
とえば、テキスト）を送信するのと同様に支払いメッセージを構築し、送信することがで
きる。たとえば、１つまたは複数の実施形態では、ユーザ１０２ａは、ユーザ１０２ｂに
対して送信することをユーザ１０２ａが望む支払いの額を示す支払いメッセージを構築す
ることができる。支払いメッセージを構築した後、消費者ユーザ１０２ａは、次いで、サ
ーバ・デバイスを介してマーチャント１０２ｂに対して支払いメッセージを送信すること
ができる。
【００５１】
　１つまたは複数の実施形態では、システム１００は、支払いネットワーク１１５を介し
て消費者ユーザ１０２ａの１つまたは複数の口座とマーチャント１０２ｂの１つまたは複
数の口座との間の取引を協調させることができる。たとえば、消費者ユーザ１０２ａから
支払いメッセージを受信したことに応答して、サーバ・デバイスは、支払いネットワーク
１１５内の１つまたは複数の構成要素を使用して支払いを処理するために取引情報を通信
することができる。代替的に、または加えて、システム１００は、１つまたは複数のユー
ザ口座を直接的に維持することができ、そのため、システム１００は、取引、または取引
の一部分を協調させることができる。
【００５２】
　図１に例示されるように、支払いネットワーク１１５は、支払いゲートウェイ・システ
ム１１８と、支払い処理システム１２０と、カード・ネットワーク・システム１２２と、
発行銀行（ｉｓｓｕｉｎｇ　ｂａｎｋ）システム１２４とを含むことができる。しかしな
がら、代替実施形態では、支払いネットワーク１１５は、システム１００の特定の実施形
態に応じて、より多いまたはより少ない構成要素を含むことができる。
【００５３】
　１つまたは複数の実施形態では、たとえば、システム１００は、取引を許可および処理
するために、支払いネットワーク１１５と通信することができる。たとえば、図１に示さ
れるように、システム１００は、支払いゲートウェイ・システム１１８に対して取引を送
信することができる。支払いゲートウェイ・システム１１８が取引を受信すると、支払い
ゲートウェイ・システム１１８は、支払いマーチャント・ユーザの加盟店銀行（ａｃｑｕ
ｉｒｉｎｇ　ｂａｎｋ）によって使用されるプロセッサ（たとえば、支払い処理システム
１２０）に対して取引を送信することができる。支払いの方法（たとえば、消費者ユーザ
の口座）に基づいて、支払い処理システム１２０は、適切なカード・ネットワーク・シス
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テム１２２に対して取引を送ることができる。多くの場合、次いで、カード・ネットワー
ク・システム１２２は、発行銀行システム１２４に対して取引を送信する。
【００５４】
　発行銀行システム１２４は、取引を承認するかまたは拒否するかのどちらかであり、そ
の判断をカード・ネットワーク・システム１２２に対して返送する。次いで、カード・ネ
ットワーク１２２は、その判断を支払い処理システム１２０に対して送信する。次いで、
支払い処理システム１２０は、その判断を支払いゲートウェイ・システム１１８に対して
転送することができ、１つまたは複数の実施形態では、支払いゲートウェイ・システム１
１８は、取引および判断に関係する詳細を維持することができる。支払い処理システム１
２０は、判断をシステム１００に対しても送信する。
【００５５】
　取引を許可することに加えて、支払いネットワーク１１５は、決済タスクを実行するこ
ともできる。たとえば、システム１００は、支払いゲートウェイ・システム１１８と協調
して、１つまたは複数のキャプチャされた取引を含む日次決済バッチを、加盟店銀行推奨
の支払い処理システム１２０を介して、加盟店銀行に提出することができる。次いで、支
払い処理システム１２０は、加盟店銀行のサーバ（図示せず）に決済バッチを送信し、加
盟店銀行のサーバは、決済バッチ内の各取引の額の預金を、支払いマーチャント１０２ｂ
に関連付けられた口座に記録する。
【００５６】
　次いで、加盟店銀行は、預金額の弁済において資金供給要求を支払い処理システム１２
０に対して送信することができ、支払い処理システム１２０は、資金供給要求を、適切な
カード・ネットワーク・システム１２２に対して渡す。次いで、カード・ネットワーク・
システム１２２は、発行銀行システム１２４に対して資金供給要求を送信する。発行銀行
システム１２４は、消費者ユーザの口座に対して取引を記帳し、カード・ネットワーク・
システム１２２に対して資金の放出を渡すことができ、次いで、資金は、支払い処理シス
テム１２０に、次いで加盟店銀行に対して渡される。システム１００の具体的なシステム
、方法、構成要素、およびプロセスに関係する追加の詳細は、以下で説明される。
【００５７】
　図２は、システム１００の追加の詳細を例示する概略図を例示する。示されるように、
システム１００は、消費者クライアント・デバイス２００ａと、マーチャント・クライア
ント・デバイス２００ｂと、サーバ・デバイス１０８と、支払いネットワーク１１５とを
含むことができる。一般に、システム１００は、消費者クライアント・デバイス２００ａ
のユーザが、マーチャント・クライアント・デバイス２００ｂに対して支払いを送信する
、またはマーチャント・クライアント・デバイス２００ｂから支払いを受信することを可
能にすることができる。加えて、システムは、消費者クライアント・デバイス２００ａの
ユーザが、マーチャント・クライアント・デバイス２００ｂのユーザとメッセージを交換
することを可能にすることができる。
【００５８】
　示されるように、システム１００は、クライアント・デバイス２００ａ、２００ｂ、お
よびサーバ・デバイス１０８上にさまざまな構成要素を含むことができる。たとえば、図
２は、クライアント・デバイス２００ａ、２００ｂが各々、さまざまな構成要素を有する
クライアント・アプリケーション２０２（たとえば、メッセージング・アプリケーション
）を含むことができ、サーバ・デバイス１０８が、さまざまな構成要素を有するネットワ
ーク・アプリケーション２０４および支払いエンジン２０６を含むことができることを例
示する。以下でより詳細に説明されるように、クライアント・アプリケーション２０２、
ネットワーク・アプリケーション２０４、および支払いエンジン２０６の構成要素は、ユ
ーザが支払いを送信し、支払いを受信し、かつメッセージを交換することを可能にするた
めに協働することができる。
【００５９】
　示されるように、クライアント・アプリケーション２０２は、ユーザ・インターフェー
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ス・マネージャ２０８と、ユーザ入力ディテクター（user input detector）２１０と、
メッセージング・ハンドラ（messaging handler）２１２と、メッセージ・アナライザ２
１４と、ロケーション・ディテクター２１６と、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８
と、データ・マネージャ２２０とを含むことができる。図２は、ネットワーク・アプリケ
ーション２０４が、通信マネージャ２３０と、ステータス・マネージャ２３２と、メッセ
ージ・データベース２３４と、プロファイル・データベース２３６と、リスク算出部（ri
sk calculator）２３８とを含み得ることを例示する。以下で説明されるように、ネット
ワーク・アプリケーション２０４は、任意選択で、ソーシャルグラフ２５０も含むことが
でき、ソーシャルグラフ２５０は、ノード情報２５２と、エッジ情報２５４とを含む。図
２は、支払いエンジン２０６が、支払いマネージャ２４０、取引データベース２４２、お
よび口座マネージャ２４４を含み得ることを例示する。構成要素２０８～２２０、２３０
～２４４、２５２、および２５４の各々は、任意の適切な通信技術を使用して互いと通信
することができる。構成要素２０８～２２０、２３０～２４４、２５２、および２５４は
、図２では別個であるように示されているが、構成要素２０８～２２０、２３０～２４４
、２５２、および２５４のいずれも、単一の設備またはモジュールなど、より少ない構成
要素へと結合されてもよいし、特定の実施形態に役立ち得るより多くの構成要素に分割さ
れてもよいことが認識されよう。図２は、一定の構成要素をクライアント・アプリケーシ
ョン２０２の一部として、他の構成要素をネットワーク・アプリケーション２０４の一部
として説明しているが、本発明はそのように限定されない。代替実施形態では、クライア
ント・アプリケーション２０２の一部として示される構成要素のうちの１つまたは複数は
ネットワーク・アプリケーション２０４の一部とする、またはその逆にすることができる
。同様に、ネットワーク・アプリケーション２０４の一部として示される１つまたは複数
の構成要素は支払いエンジン２０６の一部とする、またはその逆にすることができる。
【００６０】
　構成要素２０８～２２０、２３０～２４４、２５２、および２５４は、ソフトウェア、
ハードウェア、または両方を備えることができる。たとえば、構成要素２０８～２２０、
２３０～２４４、２５２、および２５４は、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体上に記
憶され、クライアント・デバイス２００ａ、２００ｂ、またはサーバ・デバイス１０８の
少なくとも１つのプロセッサによって実行可能なコンピュータ命令を備えることができる
。少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、コンピュータ実行可能命令は、
本明細書で説明される方法およびプロセスを実行することをクライアント・デバイス２０
０ａ、２００ｂまたはサーバ・デバイス１０８に行わせることができる。代替的に、構成
要素２０８～２２０、２３０～２４４、２５２、および２５４は、一定の機能または機能
のグループを実行するために、特殊目的処理デバイスなどのハードウェアを備えることが
できる。加えて、または代替的に、構成要素２０８～２２０、２３０～２４４、２５２、
および２５４は、コンピュータ実行可能命令とハードウェアの組み合わせを備えることが
できる。
【００６１】
　１つまたは複数の実施形態では、クライアント・アプリケーション２０２は、クライア
ント・デバイス２００ａ、２００ｂ上にインストールされたネイティブ・アプリケーショ
ンとすることができる。たとえば、クライアント・アプリケーション２０２は、スマート
フォンまたはタブレットなどのモバイル・デバイス上にインストールおよび実行されるモ
バイル・アプリケーションであってよい。代替的に、クライアント・アプリケーション２
０２は、デスクトップ・アプリケーション、ウィジェット、または他の形のネイティブ・
コンピュータ・プログラムとすることができる。代替的に、クライアント・アプリケーシ
ョン２０２は、クライアント・デバイスがアクセスするリモート・アプリケーションであ
ってよい。たとえば、クライアント・アプリケーション２０２は、クライアント・デバイ
スのウェブ・ブラウザ内で実行されるウェブ・アプリケーションであってよい。
【００６２】
　上記で言及されたように、および図２に示されるように、クライアント・アプリケーシ
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ョン２０２は、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８を含むことができる。ユー
ザ・インターフェース・マネージャ２０８は、ユーザがメッセージを構築する、見る、お
よび送信する、ならびに支払いを送信することを可能にするグラフィカル・ユーザ・イン
ターフェース（または単に「ユーザ・インターフェース」）を提供、管理、および／また
は制御することができる。たとえば、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、
インスタント・メッセージなどのメッセージの構築を促進するユーザ・インターフェース
を提供することができる。同様に、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、他
のユーザから受信されたメッセージを表示するユーザ・インターフェースを提供すること
ができる。
【００６３】
　より詳細には、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、（たとえば、対応す
るクライアント・デバイスに関連付けられた表示デバイスによって）ユーザ・インターフ
ェースの表示を促進し得る。たとえば、ユーザ・インターフェースは、ユーザがメッセー
ジまたは支払いを構築、送信、および受信することを可能にする複数のグラフィカル・コ
ンポーネント、グラフィカル・オブジェクト、および／またはグラフィカル要素から構成
され得る。より詳細には、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、ユーザがメ
ッセージング・スレッドを見ることを可能にするグラフィカル・コンポーネント、グラフ
ィカル・オブジェクト、および／またはグラフィカル要素のグループを表示するようにク
ライアント・デバイスに指示し得る。
【００６４】
　加えて、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセージを構築および送
信するためのユーザ入力を促進する１つまたは複数のグラフィカル・オブジェクトまたは
グラフィカル要素を表示するようにクライアント・デバイスに指示し得る。例示するため
に、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、ユーザがクライアント・アプリケ
ーション２０２に対してユーザ入力を提供することを可能にするユーザ・インターフェー
スを提供し得る。たとえば、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、ユーザが
１つまたは複数のタイプのコンテンツをメッセージに入力することを可能にする１つまた
は複数のユーザ・インターフェースを提供することができる。本明細書で使用されるとき
、「コンテンツ」または「内容」（ｃｏｎｔｅｎｔ）は、メッセージの一部として含まれ
ることになる任意のデータまたは情報を指す。たとえば、「コンテンツ」または「内容」
という用語は、本明細書では、テキスト、画像、デジタル・メディア、ファイル、ロケー
ション情報、支払い情報、およびメッセージの一部として含まれ得る他の任意のデータを
一般的に説明するために使用される。
【００６５】
　上記で論じられたように、メッセージ内に含まれ得るコンテンツの一例は、消費者ユー
ザ（たとえば消費者）からマーチャント・ユーザ（たとえばマーチャント）への支払いで
ある。１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は
、ユーザが容易かつ効率的に支払いを定義し、１つまたは複数の他のユーザに対して送信
することを可能にするためのユーザ・インターフェースを提供することができる。たとえ
ば、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、ユーザが支払いを作成および送信
するために対話することができる、１つもしくは複数の入力フィールドおよび／または１
つもしくは複数のユーザ選択可能要素を提供することができる。
【００６６】
　上記に加えて、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、クライアント・アプ
リケーション２０２の１つまたは複数の構成要素から命令または通信を受信して、更新さ
れたメッセージ情報、更新された支払いのステータス、および／または更新された利用可
能なアクションを表示することができる。ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８
は、取引プロセス内の特定の時点において特定のオプションが利用可能であるかどうかに
基づいて、利用可能なオプションを更新することができる。以下で論じられるように、ユ
ーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、消費者ステータス・メッセージおよび／
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または受信者ステータス・メッセージ内に、さまざまな他の選択可能アクションを追加、
削除、および／または更新することができる。
【００６７】
　ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、電子通信またはメッセージ内に含ま
れることになるテキストまたは他のデータの入力を促進することができる。たとえば、ユ
ーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、キーボードを含むユーザ・インターフェ
ースを提供することができる。ユーザは、電子通信内に含まれることになるテキストを選
択するために１つまたは複数のタッチ・ジェスチャーを使用してキーボードと対話するこ
とができる。たとえば、ユーザは、キーボードを使用して、メッセージを入力し、電子通
信内で１つまたは複数の他のコンテンツ・アイテムに付随させるおよび／またはこれを説
明することができる。テキストに加えて、キーボード・インターフェースを含むユーザ・
インターフェースは、さまざまな他の文字、シンボル、アイコン、または他の文字情報の
入力を促進することができる。
【００６８】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、異
なるクライアント・デバイスに対して異なるインターフェースを提供することもできる。
たとえば、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、消費者およびマーチャント
に対して異なるインターフェースを提供することができる。具体的には、ユーザ・インタ
ーフェース・マネージャ２０８は、クライアント・デバイスが消費者クライアント・デバ
イス２００ａである場合、消費者向けに特に設計されたユーザ・インターフェースを提供
することができる。同様に、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、クライア
ント・デバイスがマーチャント・クライアント・デバイス２００ｂである場合、マーチャ
ント向けに特に設計されたユーザ・インターフェースを提供することができる。いくつか
の例では、図４Ａ～図４Ｋに関連して後でより詳細に説明されるように、異なるインター
フェースは、ユーザが互いに通信して支払い取引に入ることを可能にする同様のユーザ・
インターフェース要素を有するとともに、ユーザのタイプに基づいて１つまたは複数のユ
ーザ固有要素を提供することができる。
【００６９】
　図２でさらに例示されるように、クライアント・アプリケーション２０２は、ユーザ入
力ディテクター２１０を含むことができる。１つまたは複数の実施形態では、ユーザ入力
ディテクター２１０は、任意の適切な様式でユーザ入力を検出、受信、および／または促
進することができる。いくつかの例では、ユーザ入力ディテクター２１０は、ユーザ・イ
ンターフェースに関する１つまたは複数のユーザ対話を検出することができる。本明細書
で参照されるように、「ユーザ対話」は、１つまたは複数の入力デバイスによってユーザ
から受信される、単一の対話、または対話の組み合わせを意味する。
【００７０】
　たとえば、ユーザ入力ディテクター２１０は、キーボード、マウス、タッチ・パッド、
タッチスクリーン、および／または他の任意の入力デバイスからユーザ対話を検出するこ
とができる。クライアント・デバイスがタッチスクリーンを含む場合には、ユーザ入力デ
ィテクター２１０は、ユーザ対話を形成するユーザからの１つまたは複数のタッチ・ジェ
スチャー（たとえば、スワイプ・ジェスチャー、タップ・ジェスチャー、ピンチ・ジェス
チャー、または逆ピンチ・ジェスチャー）を検出することができる。いくつかの例では、
ユーザは、ユーザ・インターフェースの１つまたは複数のグラフィカル・オブジェクトま
たはグラフィカル要素に関係する、および／またはそれに宛てられた、タッチ・ジェスチ
ャーを提供することができる。
【００７１】
　ユーザ入力ディテクター２１０は、加えて、または代替的に、ユーザ対話を表すデータ
を受信し得る。たとえば、ユーザ入力ディテクター２１０は、ユーザからの１つもしくは
複数のユーザ構成可能パラメータ、ユーザからの１つもしくは複数のユーザ・コマンド、
および／または他の任意の適切なユーザ入力を受信し得る。ユーザ入力ディテクター２１
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０は、クライアント・アプリケーション２０２の１つもしくは複数の構成要素から、クラ
イアント・デバイス上の記憶域から、または１つもしくは複数のリモート・ロケーション
（たとえば、ネットワーク・アプリケーション２０４）から、入力データを受信し得る。
【００７２】
　クライアント・アプリケーション２０２は、ユーザ入力ディテクター２１０がユーザ入
力を検出したおよび／または他のデータを受信したことに応答して、１つまたは複数の機
能を実行することができる。一般に、ユーザは、ユーザ入力ディテクター２１０が検出す
ることができる１つまたは複数のユーザ入力を提供することによって、クライアント・ア
プリケーション２０２を制御する、その中をナビゲートする、および他のやり方で使用す
ることができる。たとえば、ユーザ入力ディテクター２１０がユーザ入力を検出したこと
に応答して、クライアント・アプリケーション２０２の１つまたは複数の構成要素は、ユ
ーザが、メッセージに対するマーチャントを選択する、メッセージを構築する、メッセー
ジ内に含むコンテンツを選択する、および／またはマーチャント対してメッセージを送信
することを可能にする。加えて、ユーザ入力ディテクター２１０がユーザ入力を検出した
ことに応答して、クライアント・アプリケーション２０２の１つまたは複数の構成要素は
、ユーザが１つまたは複数のユーザ・インターフェースを通してナビゲートして、受信さ
れたメッセージ、連絡先をレビューすること、ならびに製品リスト、現在および／または
以前の支払い取引を見ることなどを可能にする。
【００７３】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザ入力ディテクター２１０が１つまたは複数のユ
ーザ入力を検出したことに応答して、クライアント・アプリケーション２０２は、ユーザ
が支払いを作成して、１つまたは複数の他のユーザに対して送信することを可能にするこ
とができる。たとえば、支払いを送信したいユーザは、ユーザ・インターフェース内のメ
ニュー上に提供された支払い要素と対話することができる。支払い要素とのユーザ対話を
検出すると、ユーザ入力ディテクター２１０は、支払いを作成するためのユーザ・インタ
ーフェースを提供することをユーザ・インターフェース・マネージャ２０８に行わせるこ
とができる。そのため、以下でさらに説明されるように、ユーザ入力ディテクター２１０
が１つまたは複数のユーザ入力を検出したことに応答して、クライアント・アプリケーシ
ョン２０２は、ユーザが、マーチャントに対して送信されることになる支払いを定義する
カスタマイズされた支払いを作成することを可能にすることができる。
【００７４】
　図２でさらに例示されるように、クライアント・アプリケーション２０２は、クライア
ント・アプリケーション２０２に対して提供されたまたはそれから送信されたメッセージ
を管理するメッセージ・ハンドラ２１０を含むことができる。たとえば、メッセージ・ハ
ンドラ２１０は、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８およびユーザ入力ディテ
クター２１０と対話して、クライアント・アプリケーション２０２を使用したメッセージ
の送信および受信を協調させることができる。メッセージ・ハンドラ２１０は、複数の参
加者間での電子メッセージング・セッションの間にネットワーク・アプリケーション２０
４に対するおよびそれからのメッセージの送信および受信を指示し得る。メッセージ・ハ
ンドラ２１０は、着信メッセージおよび発信メッセージを編成し、メッセージを表示する
ようにユーザ・インターフェース・マネージャ２０８に指示し得る。
【００７５】
　１つまたは複数の実施形態では、メッセージ・ハンドラ２１０は、クライアント・アプ
リケーション２０２を介してデータを受信および送信することを促進することができる。
特に、メッセージ・ハンドラ２１０は、メッセージを送信および受信することを促進する
ことができる。たとえば、本明細書で説明されるように、メッセージ・ハンドラ２１０は
、メッセージ内に含まれることになるコンテンツをパッケージ化し、適切な通信プロトコ
ルを使用して１つまたは複数の通信チャネルを通して送信可能な任意の必要な形でメッセ
ージをフォーマットすることができる。同様に、メッセージ・ハンドラ２１０は、クライ
アント・デバイス２００ａが他のユーザから受信したメッセージを処理することができる
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。
【００７６】
　クライアント・アプリケーション２０２に通信機能を提供することに加えて、メッセー
ジ・ハンドラ２１０は、メッセージ・データへのアクセスを提供することができる。たと
えば、メッセージ・ハンドラ２１０は、含めることになる連絡先のリスト、または連絡先
の１つもしくは複数のグループ、およびメッセージに対するマーチャントを表すデータに
アクセスすることができる。例示するために、メッセージ・ハンドラ２１０は、ユーザが
、連絡先リストを検索およびブラウズし、メッセージに関するマーチャントとして含むこ
とになる個々の連絡先または連絡先のグループを最終的に選択することを可能にするため
に、連絡先リストを表すデータを取得し、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８
に対して提供することができる。１つまたは複数の実施形態では、ソーシャル・ネットワ
ーキング・システムは、リモート連絡先リスト・データ（たとえば、「友人リスト」）を
維持することができ、メッセージ・ハンドラ２１０は、クライアント・アプリケーション
２０２内で使用するためにソーシャル・ネットワーキング・システム上の連絡先リスト・
データにアクセスすることができる。
【００７７】
　メッセージ・ハンドラ２１０は、クライアント・アプリケーション２０２がメッセージ
を構築、送信、および受信するために使用することができる他のローカル・データまたは
リモート・データへのアクセスを提供することもできる。たとえば、メッセージ・ハンド
ラ２１０は、ユーザがメッセージ内に含むことができるファイル、画像、オーディオ、ビ
デオ、および他のコンテンツへのアクセスを取得することができる。そのうえ、メッセー
ジ・ハンドラ２１０は、コンテンツをキャプチャまたは作成してメッセージ内に含むこと
ができることをユーザに提供するために、消費者クライアント・デバイス２００ａの１つ
または複数の機能へのアクセスを提供することができる。たとえば、メッセージ・ハンド
ラ２１０は、カメラ、マイクロホン、またはユーザがコンテンツをキャプチャしてメッセ
ージ内に含むことを可能にする他の機能を起動することができる。
【００７８】
　加えて、メッセージ・ハンドラ２１０は、支払いの送信を促進することができる。特に
、図２は、クライアント・アプリケーション２０２が、支払いメッセージ・ジェネレータ
２１８を含むことができ、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、支払いプロセス／
取引を開始するためにメッセージ・ハンドラ２１０がネットワーク・アプリケーション２
０４および／または支払いエンジン２０６に対して送信できる支払いメッセージを生成す
ることができることを例示する。たとえば、消費者がユーザ・インターフェース上で支払
い要素を選択すると、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、消費者から受信された
支払い情報を含むデータ・パッケージを作成することができる。クライアント・デバイス
２００ａからの支払いメッセージは、支払い取引の一部として送信されることになる金銭
の額の指示、ならびにネットワーク・アプリケーションが支払い取引を実行することを可
能にするために必要な任意の情報を含むことができる。
【００７９】
　１つまたは複数の実施形態では、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、支払い額
、１つもしくは複数の消費者識別子、１つもしくは複数のマーチャント識別子、取引識別
子、メッセージング・スレッド識別子、製品識別子、１つもしくは複数の支払い方法もし
くは消費者口座情報、許可情報、通貨情報、メッセージもしくは支払い説明、および／ま
たは消費者からマーチャントへの支払いを促進するために有用であり得る他の任意のデー
タを含む１つまたは複数のデータ・パッケージを作成することができる。代替的に、支払
いメッセージは、マーチャントおよび支払いの額を単に識別することができる。支払いメ
ッセージ・ジェネレータ２１８は、ネットワーク・アプリケーション２０４に対して送信
するために、支払いメッセージ（たとえば、支払い情報を含むデータ・パッケージ）をメ
ッセージ・ハンドラ２１０に対して渡すことができる。
【００８０】
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　支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、さまざまなソースから支払い情報を取得す
ることもできる。たとえば、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、ユーザ入力ディ
テクター２１０を介して消費者から直接的に支払い情報を取得することができる。加えて
、または代替的に、支払いメッセージ・ジェネレータは、データ・マネージャ２２０によ
ってクライアント・デバイス上で維持される支払い情報へのアクセスを得ることができる
。たとえば、クライアント・アプリケーション２０２は、消費者が、さまざまな支払い方
法を入力および保存する、ならびに／またはデフォルト支払い方法、デフォルト通貨を識
別する、ならびに他のやり方で支払いを送信および／もしくは受信することに関係する他
のユーザ・プリファレンスを規定することを可能にすることができる。
【００８１】
　１つまたは複数の実施形態では、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、支払いメ
ッセージ内のトークンにアクセスし、これを提供することができる。トークンは、ネット
ワーク・アプリケーション２０４によって記憶された支払いクレデンシャルを参照するこ
とができる。たとえば、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、ネットワーク・アプ
リケーション２０４によって記憶された支払いクレデンシャルを使用して支払いをするこ
とが許可されるものとして消費者および／または消費者クライアント・デバイス２００ａ
を確認する支払いメッセージ内に含むまたはこれと共に含む、トークンを取り出すことが
できる。
【００８２】
　いくつかの実施形態によれば、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、ネットワー
ク・アプリケーション２０４および支払いエンジン２０６の各々に対して送信するために
別個の支払いメッセージを生成することができる。具体的には、支払いメッセージ・ジェ
ネレータ２１８は、支払い取引を処理するために支払いエンジン２０６に対して送信する
ための第１の支払いメッセージと、ネットワーク・アプリケーション２０４を介してクラ
イアント・デバイス２００ｂに対して送信するための支払い取引を示す第２の支払いメッ
セージ（または第１の支払いメッセージに関連付けられた他のメッセージ）とを生成する
ことができる。代替的に、支払いメッセージ・ジェネレータ２１８は、ネットワーク・ア
プリケーション２０４と支払いエンジン２０６の両方に並行して送信するための単一の支
払いメッセージを生成することもできる。
【００８３】
　上記で言及されたように、クライアント・アプリケーション２０２は、メッセージ・ア
ナライザ２１４をさらに含むことができる。メッセージ・アナライザ２１４は、潜在的な
支払いイベントのためにクライアント・アプリケーション２０２から送信されたおよびこ
れによって受信されたメッセージを分析することができる。１つまたは複数の実施形態で
は、メッセージ・アナライザ２１４は、ユーザ間で交換された電子メッセージから、交換
されたメッセージ内のコンテキスト内容に基づいて、支払いイベントを推測することがで
きる。具体的には、メッセージ・アナライザ２１４は、支払いの機会または支払いに関連
付けられたイベントを示す一定のフレーズまたは文字ストリングを識別することができる
。たとえば、文字ストリングは、ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッ
ド内の電子メッセージからの所定の文字ストリングを含むことができる。
【００８４】
　クライアント・アプリケーション２０２は、ロケーション・ディテクター２１６をさら
に含むことができる。ロケーション・ディテクター２１６は、クライアント・デバイスか
らのＧＰＳ情報、セル・タワー三角測量、ＷＩＦＩ受信信号強度指示、ＷＩＦＩワイヤレ
ス・フィンガープリンティング、無線周波数識別、短距離通信に基づいて、メッセージを
分析することによって、または他のソースからのデータに基づいて、クライアント・デバ
イスのロケーションにアクセスまたはこれを識別することができる。ロケーション・ディ
テクター２１６は、次いで、メッセージ・アナライザ２１４またはネットワーク・アプリ
ケーション２０４に対してクライアント・デバイスのロケーションを提供することができ
る。加えて、ロケーション・ディテクター２１６は、ネットワーク・アプリケーション２
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０４から他のクライアント・デバイスのロケーションの指示を受信し、それらをメッセー
ジ・アナライザ２１４に対して提供することができる。たとえば、ロケーション・ディテ
クター２１６は、ユーザのロケーションがマーチャントのロケーションに近接していると
きにユーザおよび／またはマーチャントに通知することができる。
【００８５】
　上記で論じられたように、クライアント・デバイス２００ａ、２００ｂは、図２に例示
されるように、データ・マネージャ２２０を含むことができる。データ・マネージャ２２
０は、ユーザと１人または複数の他のユーザとの間でメッセージを構築、送信、および受
信することと関連して使用されるデータを表すメッセージ・データを維持することができ
る。たとえば、メッセージ・データは、メッセージ・ログ、連絡先リスト、コンテンツ、
過去の通信、および、ユーザがクライアント・アプリケーション２０２を使用して通信で
きることを提供することと関連してクライアント・アプリケーション２０２が使用するこ
とができる他の類似のタイプのデータを含むことができる。
【００８６】
　データ・マネージャ２２０はまた、支払いメッセージを生成するために使用される情報
を表す支払いデータを維持し得る。たとえば、支払いデータは、支払い方法データ（すな
わち、クレデンシャル）および／または口座データ（たとえば、銀行またはクレジット・
カード口座データ）を含み得る。そのうえ、支払いデータは、支払いのプリファレンス（
たとえば、デフォルト支払い方法）を含むことができる。一般に、支払いデータは、支払
いメッセージ・ジェネレータ２１８が支払いを生成することと関連して使用することがで
きる任意のデータを含んでよい。
【００８７】
　上記で簡単に言及されたように、クライアント・デバイス２００ａ、２００ｂに加えて
、システム１００は、サーバ・デバイス１０８上で全部または部分的に実施されるネット
ワーク・アプリケーション２０４をさらに含むことができる。本開示の１つまたは複数の
実施形態では、ネットワーク・アプリケーション２０４は、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム（限定されるものではないが、フェイスブック（商標）など）を備えるが、
他の実施形態では、ネットワーク・アプリケーション２０４は、限定されるものではない
が、電子メール・アプリケーション、検索エンジン・アプリケーション、バンキング・ア
プリケーション、またはユーザ口座を利用する任意の数の他のアプリケーション・タイプ
を含む別のタイプのアプリケーションを備え得る。
【００８８】
　ネットワーク・アプリケーション２０４がソーシャル・ネットワーキング・システムを
備える１つまたは複数の実施形態では、ネットワーク・アプリケーション２０４は、複数
のユーザおよび概念を表し分析するためのソーシャルグラフ２５０を含み得る。ソーシャ
ルグラフ２５０のノード記憶域２５２は、ユーザ用ノード、概念用ノード、取引用ノード
、およびアイテム用ノードを備えるノード情報を記憶することができる。ソーシャルグラ
フ２５０のエッジ記憶域２５４は、ソーシャル・ネットワーキング・システム内で発生す
るノードおよび／またはアクション間の関係を備えるエッジ情報を記憶することができる
。ソーシャル・ネットワーキング・システム、ソーシャルグラフ、エッジ、およびノード
に関するさらなる詳細は、以下で図９に関して提示される。
【００８９】
　通信マネージャ２３０は、クライアント・アプリケーション２０２から受信されたメッ
セージを処理することができる。たとえば、通信マネージャ２３０は、クライアント・ア
プリケーション２０２のメッセージ・ハンドラ２０６と対話することができる。通信マネ
ージャ２３０は、電子メッセージング・スレッド内のユーザ間でやりとりされるメッセー
ジのディレクターとして作用することができる。通信マネージャ２３０は、クライアント
・アプリケーション２０２からメッセージ（たとえば、支払いメッセージ、または支払い
メッセージに関連付けられた支払い取引を示すメッセージ）を受信し、メッセージの意図
されたマーチャントを検出して、意図されたマーチャントに関連付けられたクライアント
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・アプリケーション２０２（またはデバイス）に対してメッセージを送信し得る。通信マ
ネージャ２３０が、マーチャントに関連付けられた複数のクライアント・デバイス（すな
わち、ユーザがあるバージョンのクライアント・アプリケーション２０２をインストール
した各デバイス）に対してマーチャントのためのメッセージを宛てることができることが
理解されるであろう。
【００９０】
　加えて、通信マネージャ２３０は、宛先通信デバイスまたはタイプによって使用される
メッセージング・プロトコルに基づいて、メッセージを再フォーマットするまたは別のや
り方でメッセージの内容もしくはフォーマットを修正することもできる。したがって、１
つまたは複数の実施形態では、システム１００は、異なる通信プラットフォームを使用す
る参加者がメッセージを交換することを可能にすることができる。たとえば、通信マネー
ジャ２３０は、第１のプロトコル（ＳＭＳ、ＩＭ、ＸＭＰＰ、ＡＰＮＳなど）でメッセー
ジを受信し、メッセージを第２のプロトコルへと再フォーマットして、再フォーマットさ
れたメッセージを意図されたマーチャントに対して送信することができる。
【００９１】
　ステータス・マネージャ２３２は、クライアント・アプリケーション２０２および／ま
たはクライアント・デバイス２００ａ、２００ｂのユーザのステータスを追跡することが
できる。たとえば、ステータス・マネージャ２３２は、ユーザがいつクライアント・アプ
リケーション２０２にログインされるか、ユーザがいつクライアント・アプリケーション
２０２上でアクティブであるか、ユーザまたはユーザ口座に関連付けられたクライアント
・デバイスがいつオンラインまたはアクティブであるかを識別することができる。ステー
タス・マネージャ２３２は、クライアント・アプリケーション２０２に対して指示（プッ
シュ通知など）を送信して、クライアント・アプリケーション２０２に、ユーザ、デバイ
ス、メッセージ、または支払いのステータスを通知することができる。ユーザ・インター
フェース・マネージャ２０８は、ステータス・マネージャ２３２から受信された指示に基
づいて、ステータス通知を追加、修正、または別のやり方で変更もしくは更新することが
できる。たとえば、ステータス・マネージャ２３２は、別のユーザがメッセージにアクセ
スしたこと、支払いを受信したこと、支払いを送信したこと、アクティブであること、共
同ユーザがアクティブなデバイスまたはデバイス・タイプ（たとえば、モバイル対ウェブ
）などを示す指示を、クライアント・アプリケーション２０２に対して送信することがで
きる。ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、次に、ユーザにステータスを通
知するためにユーザ・インターフェースを更新することができる。
【００９２】
　ネットワーク・アプリケーション２０４は、メッセージ・データベース２３４も含み得
る。メッセージ・データベース２３４は、複数の参加者間の電子メッセージング・セッシ
ョンからメッセージの内容を表すメッセージ・データを維持することができる。メッセー
ジ・データベース２３４は、上記で言及された、ステータス・マネージャ２３２が追跡す
る情報を表すステータス・データを維持し得る。したがって、メッセージ・データベース
２３４は、メッセージング・スレッドのアーカイブを提供することができ、これは、要求
に応じて、またはユーザが新しいコンピューティング・デバイスを使用してクライアント
・アプリケーション２０２にログインすると、ネットワーク・アプリケーション２０４が
ユーザに対して提供することができる。
【００９３】
　先に言及されたように、サーバ・デバイス１０８は、支払いマネージャ２４０を有する
支払いエンジン２０６を含むことができる。図２の支払いマネージャ２４０は、支払いメ
ッセージの送信および受信を統合して、支払い取引を開始することができ、１つまたは複
数のアプリケーション・プログラミング・インターフェース（ＡＰＩ）を用い得る。たと
えば、通信マネージャ２３０が支払いメッセージを受信すると、通信マネージャ２３０は
、支払いマネージャ２４０に対してあらゆる支払い詳細を送信することができる。支払い
マネージャ２４０は、次いで、支払いメッセージから取り出された支払い詳細を使用して
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、支払いネットワーク１１５を使用する支払い取引を開始することができる。
【００９４】
　支払いマネージャ２４０は、支払いメッセージ内で定義された支払いに対応する取引を
協調させることができる。上記で一般に説明されたように、支払いマネージャ２４０は、
支払いメッセージに対応する支払いネットワーク１１５を介して取引を協調させ、取引の
ステータスを監視し、取引に関するステータス情報を提供することができる。より具体的
には、上記で図１に関して説明されたように、支払いネットワーク１１５は、取引を許可
し、取引に資金供給し、かつ／または個々の取引もしくは取引のバッチを決済することが
できる。１つまたは複数の実施形態では、支払いマネージャ２４０は、１つまたは複数の
アプリケーション・プログラミング・インターフェース（ＡＰＩ）を使用して、関係のあ
る情報を支払いネットワーク１１５と通信することができる。
【００９５】
　取引を完了するために、支払いマネージャ２３６は、マーチャントのための支払いクレ
デンシャル（預金口座情報、デビット・カード、クレジット・カード、ギフト・カード、
電子財布など）にアクセスするまたはこれを取得することができる。支払いマネージャ２
３６は、さまざまな方法を使用して、マーチャントの支払いクレデンシャルを取得するこ
とができる。１つの例となる実施形態では、マーチャントは、ネットワーク・アプリケー
ション２０４を用いて１つまたは複数の預金口座または他の支払いクレデンシャルを登録
することができる。たとえば、マーチャントは、異なるマーチャントと使用するために複
数の支払いクレデンシャルを登録することができる。ユーザが預金口座または他の支払い
クレデンシャルを登録すると、ユーザ・プロファイル・データベース２４０は、支払いク
レデンシャルを維持することができる。
【００９６】
　支払いマネージャ２４０が支払い情報を受信した後、支払いマネージャ２４０は、マー
チャントを識別することができる。支払いマネージャ２４０は、ユーザ・プロファイル・
データベース２３６内のマーチャントを調べて、マーチャントに承認された支払いクレデ
ンシャルをマーチャントが登録しているかどうかを決定することができる。具体的には、
マーチャントは、ユーザとの支払い取引に使用するために好ましいまたは必要とされる支
払いクレデンシャルを設定することができる。この時点で、支払いマネージャ２４０は、
取引を開始することができる。
【００９７】
　マーチャントのユーザ・プロファイルが支払いクレデンシャルを含まない場合、支払い
マネージャ２４０は、マーチャントに支払いクレデンシャルを提供することを促すメッセ
ージをマーチャントに送信するように通信マネージャ２３０に指示することができる。メ
ッセージは、マーチャントが支払いクレデンシャル詳細を提供することを可能にする１つ
または複数の対話型フィールドを提供することによって、支払いクレデンシャルを登録す
るようにマーチャントに促し得る。加えて、または代替的に、マーチャントが、登録され
た支払いクレデンシャルを有しないことを決定すると、支払いマネージャ２４０は、一時
預金を生成することができる。詳細には、支払いマネージャ２４０は、口座番号を生成し
、その口座番号をマーチャントのユーザ・プロファイルと関連付けることができる。１つ
または複数の実施形態では、マーチャントは、すでに一時口座を有しているかもしれず、
そのため、支払いマネージャ２４０は、以前に作成された一時口座を使用して取引を完了
することができる。特に、一時口座は、支払いマネージャ２４０が、消費者またはマーチ
ャントのどちらかの観点から支払いプロセスを遅延させることなく取引の処理に直ちに進
むことを可能にする。
【００９８】
　口座マネージャ２４４は、ネットワーキング・アプリケーションに関連して１つまたは
複数の一時口座を管理することが可能である。たとえば、支払いが完了すると、支払いマ
ネージャ２４０は、支払い額を一時口座に預けることができる。１つまたは複数の実施形
態では、マーチャント（たとえばマーチャント）は、ユーザ（たとえば消費者）との任意
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の支払い取引に入る前に、口座マネージャ２４４を用いて一時口座を設けることができる
。１つまたは複数の実施形態では、支払いマネージャ２４０は、金銭が一時口座にありマ
ーチャントの登録預金口座に移動させる準備ができると、マーチャントに対して通知を送
信することを、通信マネージャ２３０に行わせることができる。他の実施形態では、マー
チャントが消費者に対して金銭を払い戻すとき、たとえば、支払いマネージャ２４０は、
通信マネージャ２３０に、一時口座から登録された預金口座へ金銭を移動するためのハイ
パーリンクおよび／または命令を消費者へ送信させることができる。
【００９９】
　支払いネットワーク１１５を介して取引を協調させることに加えて、支払いマネージャ
２４０は、１つまたは複数のシステム・ユーザ口座に関して取引を協調させることもでき
る。１つまたは複数の実施形態では、支払いエンジン２０６は、ギフト・カード口座、キ
ャッシュ・カード口座、または類似のタイプのユーザ口座などのユーザ・キャッシュ口座
をサポートすることができる。消費者は、支払いの方法として消費者のユーザ・キャッシ
ュ口座を規定することができ、同様に、マーチャントは、登録された預金口座としてマー
チャント・キャッシュ口座を設定することができる。そのため、少なくともいくつかの実
施形態では、取引全体、または取引の実質的に全体は、支払いエンジン２０６内で処理さ
れることが可能である。
【０１００】
　図２の支払いマネージャ２４０は、通信マネージャ２３０から受信された情報を協調さ
せることに関係してさまざまな機能を実行して、支払い要求を要求および承認し、支払い
プロセスを協調させ得る。たとえば、支払いマネージャ２４０は、支払いクレデンシャル
を作成および記憶することができる。より具体的には、ユーザは、ネットワーク・アプリ
ケーションとの口座をすでに有するので、すでに登録されたユーザであるかもしれず、ま
たは依然として口座をセット・アップする必要があるかもしれない。１実施形態では、ユ
ーザの少なくとも一部はまた、ソーシャル・ネットワーキング・システムのメンバであり
、システム１００を使用してメッセージするときにも使用されるソーシャル・ネットワー
キング口座に関連付けられた識別子（「ＩＤ」）およびユーザ・プロファイルをすでに有
することができる。代替的に、他のユーザが、ソーシャル・ネットワーキング・システム
のメンバでなく、口座を作成してシステム１００の登録されたメンバになる必要があるこ
とがある。この例では、支払いマネージャ２４０は、これらのユーザから（クライアント
・アプリケーション２０２を介して）日付を受信して口座を作成し、次いで、これらのユ
ーザのための一意のＩＤおよびユーザ支払いプロファイルを作成することができ、これら
は後で支払いプロセス中に参照される。場合によっては、支払いマネージャ２４０はまた
、欠けているかもしれない支払いプロファイル特徴を含むように、以前のソーシャル・ネ
ットワーキング・ユーザのユーザ・プロファイルを増やしてよい。
【０１０１】
　口座をセット・アップするまたは増やす際、ユーザは、クレジット・カード、デビット
・カード、預金口座または他の銀行口座、ギフト・カード口座、店舗クレジット口座など
の１つまたは複数の支払いクレデンシャルを提出することができる。支払いの方法を追加
するとき、ユーザは、カード番号および／または口座番号、有効期限、セキュリティ・コ
ード、移動またはルーティング識別番号、ならびに金銭移動のために必要とされる銀行情
報を提出するように求められることが可能である。ユーザは、個人識別番号（ＰＩＮ）な
どの許可コードを作成する、または、たとえば単一の支払い方法のみを提供するとき、ク
レジット・カードのセキュリティ・コードを使用する、または、何らかの他の許可コード
を提供することもできる。ユーザは、支払いのデフォルト方法を選択することもできる。
【０１０２】
　それに応じて、ユーザ・プロファイル・データベース２３６によって記憶されるユーザ
支払いプロファイルは、各登録されたユーザ（ソーシャル・ネットワーキング・ユーザと
してであろうと、および／またはメッセージング・ユーザとしてであろうと）のために一
意に作成されたユーザ（またはグループ）ＩＤを含むことができる。ユーザ・プロファイ
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ル・データベース２３６は、ネットワーク・アプリケーション２０４のユーザの支払いク
レデンシャルのための記憶領域を提供することができる。たとえば、ユーザは、ネットワ
ーク・アプリケーション２０４との「口座」を作成することができ、これは、ユーザがネ
ットワーク・アプリケーション２０４に対して支払い情報を提供することを可能にする。
次いで、ネットワーク・アプリケーション２０４は、その支払い情報をユーザ・プロファ
イル・データベース２３６に保存することができる。１つまたは複数の実施形態では、ユ
ーザ・プロファイル・データベース２３６は、名（ファースト・ネーム）、ミドル・ネー
ム、姓（ラスト・ネーム）、支払いカード番号（たとえば、クレジット・カード、デビッ
ト・カード）、支払いカードの有効期限（年および／または月）、支払いカードのカード
・セキュリティ・コード（たとえば、カード確認値（ＣＶＶまたはＣＶＶ２））、支払い
カードに関連付けられた勘定書送付先住所（通りの名称、家屋番号、都市、州または県、
郵便番号、国などを含む）、支払いカードに関連付けられた電話番号、１つまたは複数の
届け先住所（勘定書送付先住所と類似のフィールドを含む）、のうちの１つまたは複数を
、ユーザに関係して記憶することができる。支払いカードがデビット・カードを備えると
き、プロファイル記憶モジュールは、デビット・カードのための個人識別番号（ＰＩＮ）
を記憶することもできる。ネットワーク・アプリケーション２０４がソーシャル・ネット
ワーキング・システムを備える実施形態では、ユーザ・プロファイル・データベース２３
６の中に記憶される支払い情報は、ユーザを表すノード記憶域２５２のノードに関連付け
られ得る。
【０１０３】
　１つまたは複数の追加実施形態では、支払いマネージャ２４０は、リスク算出部２３８
と通信して、消費者、マーチャント、および／または特定の支払い取引に関連付けられた
リスクを決定することができる。具体的には、リスク算出部２３８は、詐欺的な支払い取
引を防止するために、消費者／マーチャントに関連付けられた情報に基づいて、消費者／
マーチャントが詐欺行為者であるかどうかを決定することができる。たとえば、リスク算
出部２３８は、ネットワーク・アプリケーションに関連する消費者／マーチャントに関連
付けられたアクティビティまたは情報に基づいて、詐欺的なアクティビティの可能性を決
定することができる。支払い取引に関わるユーザに関連付けられたリスクを決定すること
は、特に、デビットへの入金（ｐｕｓｈ－ｔｏ－ｄｅｂｉｔ）取引を処理するとき、マー
チャントが特定のユーザに払い戻しを行うかどうかを決めるとき、またはマーチャントが
適法な企業であるかどうかを決定するときに有用であり得る。種々の実施形態において、
リスク算出部２３８は、支払い取引または通信プロセスの任意の時点で１つまたは複数の
リスク・チェックを実行することができる。
【０１０４】
　たとえば、１つまたは複数の実施形態では、ネットワーク・アプリケーション２０４は
、消費者／マーチャントまたはマーチャントに関連付けられたリスクが特定の閾値を満た
すかどうかを決定することができる。特に、ネットワーク・アプリケーション２０４は、
「現実（ｒｅａｌｎｅｓｓ）」スコアに基づいて、消費者／マーチャントが詐欺行為者（
たとえば、本物の人物として投稿する詐欺アカウントまたはソフトウェア）であるかどう
かを決定することができる。たとえば、消費者／マーチャントに関連付けられたリスクが
所定の閾値未満（すなわち、高いリスク・レベル）である場合、ネットワーク・アプリケ
ーション２０４は、消費者／マーチャントが詐欺行為者である可能性が高いと決定し、支
払いエンジン２０６に消費者／マーチャントが詐欺行為者であると通知することができる
。消費者／マーチャントが高いリスク・レベルを有する場合、支払いエンジン２０６は、
消費者とマーチャントとの間の支払い取引を停止することができる。
【０１０５】
　例示するために、ネットワーク・アプリケーション２０４は、ユーザが、１人または複
数の共同ユーザによってソーシャル・ネットワーキング・システムに投稿されたメディア
においてタグ付けされているか、ユーザの共同ユーザが、ユーザの誕生日を認識したか（
すなわち、ユーザに「ハッピー・バースデー」を祝ったか）、ネットワーク・アプリケー
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ション２０４を介してユーザとユーザの共同ユーザとの間で交換されたメッセージの数も
しくは量、ユーザの共同ユーザが、ユーザによりなされた投稿に対して同意または連帯を
示しているか（すなわち「いいね」を表明しているか）、および／または、ユーザの共同
ユーザが、ユーザによりなされた投稿に対してコメントしているか、に基づいてユーザに
対する現実スコアを決定することができる。加えて、または代替的に、ネットワーク・ア
プリケーション２０４は、ユーザが、所定の時間にわたりソーシャル・ネットワーキング
・システムのメンバであるか、予め承認された発信ロケーションに住んでいるか、宛先ロ
ケーションとの所定レベルのソーシャル・ネットワーク・アクティビティを有しているか
、閾値の現実スコアを有しているかなどを決定することができる。別の例では、ネットワ
ーク・アプリケーション２０４は、ユーザと共同ユーザがソーシャル・ネットワーキング
・システム上の友人であるかどうか、ある数の分離度の範囲内であるかどうかなどを含む
、ユーザと共同ユニットとの間の関係に基づいて、ユーザに関するリスクを決定すること
ができる。加えて、ネットワーク・アプリケーション２０４は、支払い取引に関する情報
を使用して、支払い額（たとえば、支払い額が非現実的な額を含む）などに基づいて、支
払い取引が詐欺または誤りであるかを決定することができる。
【０１０６】
　追加実施形態では、消費者／マーチャントに関連付けられたリスクを決定した後、ネッ
トワーク・アプリケーション２０４は、リスクに関連して１つまたは複数のアクションを
実行することができる。具体的には、ネットワーク・アプリケーション２０４は、ユーザ
の身元をネットワーク・アプリケーション２０４が確認することを可能にするアクション
を実行することができる。たとえば、ネットワーク・アプリケーション２０４は、ユーザ
が自身で称するユーザであることを示す情報を、ユーザに要求することができる。例示す
るために、ネットワーク・アプリケーション２０４は、ユーザのリスク・レベルまたは現
実スコアに基づいて、パスワード入力、ユーザの登録された支払いクレデンシャルのいく
つかの桁、個人的な秘密の質問、視覚的識別情報（たとえば写真）のアップロード、また
は他の識別メカニズムを要求することができる。
【０１０７】
　追加実施形態または代替実施形態では、ネットワーク・アプリケーション２０４は、ユ
ーザのリスク・レベルの決定に応答して、支払いメッセージまたは支払い取引に関して１
つまたは複数のアクションを自動的に行うことができる。具体的には、ネットワーク・ア
プリケーション２０４は、ユーザに追加の情報を要求することなく、消費者とマーチャン
トとの間の支払いメッセージまたは対応する支払い取引に影響を与えるアクションを実行
することができる。たとえば、ネットワーク・アプリケーション２０４は、支払い取引を
可能にすること、（たとえば、ユーザの支払いクレデンシャルの銀行により）検討するた
めに支払い取引を保留すること、支払い取引を阻止すること、ユーザの口座を無効にする
こと、または、中間口座を使用せずに（たとえば、消費者の口座からマーチャントの口座
へ直接的に）取引を処理することが可能である。
【０１０８】
　いずれにしても、消費者から支払いメッセージを受信すると、支払いマネージャ２４０
は、消費者のユーザ（またはグループ）ＩＤを検出し、そのユーザ（またはエンティティ
）についての支払いプロファイルを取り出すことができる。次いで、支払いマネージャ２
４０は、支払い額、消費者、およびマーチャントに関連付けられた取引ＩＤを含む取引パ
ッケージを生成することができる。取引ＩＤは、システム１００が消費者の口座から、一
時または中間口座内、さらにマーチャントの口座への金銭を追跡する助けになり得る。い
くつかの例では、システム１００は、ユーザに取引ＩＤに対するアクセスを提供して、対
応する支払い取引中の金銭の移動を追跡することを可能にする。加えて、取引ＩＤは、シ
ステム１００が以前の取引に関するマーチャントからユーザへの払い戻しを促進する助け
になり得る。
【０１０９】
　取引パッケージはまた、デフォルト支払い方法および関連情報を含むことができるが、
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消費者が、代替支払い方法を用いてマーチャントに対して支払いを送信することを選択し
た場合は、そうではなく、取引パッケージは、代替支払い方法についての支払い情報を含
むことができる。次いで、支払いマネージャ２４０は、取引パッケージを支払いネットワ
ーク１１５に対して送信して、支払い許可プロセスを開始し得る。
【０１１０】
　１つまたは複数の実施形態では、支払い取引を開始し、支払いネットワーク１１５から
、支払いネットワーク１１５が支払い取引を成功裏に処理したことを示す応答を受信した
後、支払いマネージャ２４０は、支払い額がユーザから受信されたことを示す支払いメッ
セージを生成すること、および／またはそのメッセージをクライアント・デバイス２００
ｂに対して送信することができる。したがって、支払いマネージャ２４０は、クライアン
ト・デバイス２００ｂのクライアント・アプリケーション２０２に表示されるメッセージ
と関連して、支払い取引が成功したことをクライアント・デバイス２００ｂに通知するこ
とができる。いくつかの実施形態では、支払いマネージャ２４０は、ネットワーク・アプ
リケーション２０４からクライアント・デバイス２００ｂに対するメッセージの後、前、
または並行して、支払いメッセージをクライアント・デバイス２００ｂに対して送信する
ことができる。
【０１１１】
　支払いマネージャ２４０は、支払いプロセスを効果的に管理するために、さまざまな他
の追加の工程および方法を実行することができる。１つまたは複数の実施形態では、たと
えば、支払いメッセージを受信すると、支払いマネージャ２４０は、取引ＩＤを生成し、
取引ＩＤと、支払いメッセージおよび／または支払いメッセージ内の支払い情報とを関連
付けることができる。たとえば、取引ＩＤを生成すると、支払いマネージャ２４０は、取
引ＩＤおよび支払い情報を取引データベース２４２に送信することができる。取引データ
ベース２４２は、取引ＩＤに従って取引情報を記憶するデータ・テーブルまたは類似のデ
ータ行列を含むことができる。
【０１１２】
　図２の取引データベース２４２は、試行または完了した各取引について（グラフ・オブ
ジェクトの形式などで）、取引ＩＤ、日付、取引の額、使用された支払い方法、取引に関
連する消費者とマーチャントとの間でやりとりされた関連付けられたメッセージ、および
取引に関して収集された他の任意の情報のための記憶域を提供することができる。この情
報を用いて、支払いマネージャ２４０は、要求に応じて、要求された支払い、拒否された
支払い、および完了された支払いの履歴として、１つまたは複数の取引の概要をユーザに
対して提供することができる。
【０１１３】
　１つまたは複数の実施形態では、取引ＩＤが特定の支払いメッセージに関連付けられた
後、取引ＩＤは、特定の支払いに関係するシステム内の実質的にすべての通信に含まれま
たは埋め込まれることが可能である。したがって、取引ＩＤは、支払いマネージャ２４０
が、編成された様式で多数の支払いを管理および処理することを可能にする。たとえば、
支払いマネージャ２４０は、クライアント・デバイス２００ａ、２００ｂに対して送信さ
れる任意の情報の中に取引ＩＤを含めるための命令を含むことができる。代わりに、メッ
セージング・ハンドラ２１０が、クライアント・デバイス２００ａ、２００ｂから送信さ
れる任意の情報の中に取引ＩＤを含めることもでき、そうすることで、たとえばマーチャ
ントから消費者に対して払い戻しを行うとき、支払いマネージャ２４０が、その情報が対
応する特定の取引を効率的かつ確実に識別することが可能になる。
【０１１４】
　１つまたは複数の実施形態では、取引ＩＤは、１つまたは複数の消費者識別子、マーチ
ャント識別子、スレッド識別子（たとえば、消費者とマーチャントとの間のメッセージン
グ・スレッドを識別する）、支払い額、支払い方法（たとえば、消費者口座）、預金方法
（たとえば、マーチャント口座）、取引履歴、現在の取引状況ならびに他の取引情報に関
連付けられ得る。１つまたは複数の実施形態では、取引データベース２４２は、取引に関
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する任意の更新またはアクションにより更新される１つまたは複数のグラフ・オブジェク
トの形で取引情報を維持する。
【０１１５】
　論じられたように、上記で図１～図２に関して論じられたシステムおよび構成要素は、
消費者が、統合されたメッセージングおよび支払いシステム１００を介してマーチャント
に対して支払いを容易に、効果的に、かつ安全に送信することを可能にすることができる
。図３Ａ～図３Ｄは、上記で論じられたシステム１００によって実施されるプロセスの１
つまたは複数の例となる実施形態の例となるプロセス図を例示する。図１および図２に例
示されるシステム１００に一致して、図３Ａ～図３Ｄは、クライアント・アプリケーショ
ン２０２を有する（ユーザに関連付けられた）消費者クライアント・デバイス２００ａと
、クライアント・アプリケーション２０２を有する（マーチャントに関連付けられた）マ
ーチャント・クライアント・デバイス２００ｂと、ネットワーク・アプリケーション２０
４および支払いエンジン２０６をサポートするサーバ・デバイス１０８と、支払いネット
ワーク１１５とを例示する。
【０１１６】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザがシステム１００を介してマーチャントに対し
て支払いを送信するためのプロセスは、マーチャントが支払い要求メッセージ３００を送
信することで始めることができる。具体的には、支払い要求メッセージ３００は、マーチ
ャントにより提供される製品またはサービスに対する支払い額を示す支払いメッセージで
あり得る。たとえば、マーチャントは、メッセージング・スレッド内の消費者から、消費
者が購入したい製品を示すメッセージを受信することができる。代替的に、マーチャント
は、メニューまたは製品リスト（たとえば、クライアント・アプリケーション２０２内で
消費者に提供されるメニュー）内からの消費者による選択を受信することができる。さら
に他の実施形態では、ネットワーク・アプリケーション２０４が、広告を備える（すなわ
ち、購入を提案する）ことができる。ネットワーク・アプリケーション２０４は、ソーシ
ャルグラフ２５０に記憶されたマーチャントまたは消費者に関する情報に基づいて広告を
選択することができる。たとえば、ネットワーク・アプリケーション２０４は、ユーザが
コーヒーを好み、コーヒーを売る新しいマーチャントが存在することを決定することがで
きる。そのような例では、ネットワーク・アプリケーション２０４は、マーチャントから
の購入の提案を含む支払い要求メッセージを消費者に送信することができる。
【０１１７】
　支払い要求メッセージのコンテナ（すなわちコンテンツ）は、消費者の識別子、マーチ
ャントの識別子、支払い額、製品／サービスＩＤ、通貨タイプ、メッセージ・スレッド識
別子、およびタイム・スタンプを含み得る。以下で説明されるように、支払い要求メッセ
ージの上記コンテンツは、ネットワーク・アプリケーション２０４および／または支払い
エンジン２０６が支払いを追跡および処理することを可能にすることができる。たとえば
、支払いエンジン２０６は、マーチャントＩＤを使用して、マーチャント口座および支払
いクレデンシャルにマッピングする（すなわち、それらを識別する）ことができる。同様
に、支払いエンジン２０６は、消費者／ユーザＩＤを使用して、ユーザ支払いクレデンシ
ャルにマッピングする（すなわち、それを識別する）ことができる。特に、支払いが処理
されるとき、支払いエンジン２０６は、消費者／ユーザＩＤを使用して、消費者の支払い
クレデンシャルを識別して支払い額を請求することができる。次いで、支払いエンジン２
０６は、マーチャントＩＤを使用して、マーチャントの口座を識別して資金を適用または
送信することができる。
【０１１８】
　ネットワーク・アプリケーション２０６は、消費者ＩＤおよびマーチャントＩＤを使用
して、マーチャントと消費者との間の対話を追跡することができる。たとえば、ネットワ
ーク・アプリケーション２０６は対話を追跡して、取引に関するデータをソーシャルグラ
フ２５０に追加することができる。特に、ネットワーク・アプリケーション２０６は、消
費者ＩＤおよびマーチャントＩＤを使用して、ソーシャルグラフ２５０で消費者とマーチ
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ャントを関連付ける（すなわち、マーチャントの友人リストに消費者を追加する、または
その逆を行う）ことができる。同様に、ネットワーク・アプリケーション２０６は、消費
者ＩＤおよびマーチャントＩＤを使用して、消費者（ユーザ・ノード）とマーチャントを
表すノードとの間のエッジを形成することができる。
【０１１９】
　メッセージ・スレッド識別子は、ネットワーク・アプリケーション２０４が支払い要求
メッセージを特定のメッセージ・スレッドに関連付けることを可能にすることができる。
特に、ネットワーク・アプリケーション２０４は、メッセージ・スレッド識別子を使用し
て支払い要求メッセージをメッセージ・データベース２３４に書き込むことができる。こ
れにより、マーチャントまたは消費者がメッセージ・スレッドを後で取り出すまたは見直
すことを可能にすることができる。
【０１２０】
　支払い要求メッセージ３００は、支払い取引に関連付けられた取引ＩＤも含むことがで
きる。たとえば、取引ＩＤは、マーチャントおよび／またはサーバ・デバイス１０８が消
費者、製品、価格、およびマーチャントを一緒に関連付けられるようにして取引の追跡を
可能にすることができる。たとえば、以下で説明されるように、取引ＩＤは、システム、
マーチャント、または消費者が、購入、支払い、および購入の履行を追跡することを可能
にすることができる。
【０１２１】
　加えて、または代替的に、支払い要求メッセージ３００は、購入されることになる製品
／サービスに関連付けられた製品ＩＤを含んでよい。製品ＩＤは、購入が行われたとき、
マーチャントが在庫品を追跡し注文を履行することを可能にすることができる。さらに、
１つまたは複数の実施形態では、製品ＩＤは、製品またはサービスの価格をリンクするま
たは別のやり方で提供することができる。
【０１２２】
　１つまたは複数の実施形態では、製品ＩＤは、グラフ・オブジェクトＩＤを含むことが
できる。グラフ・オブジェクトＩＤは、ソーシャルグラフ２５０における製品またはサー
ビスのノードを識別することができる。ネットワーク・アプリケーション２０４は、マー
チャントが製品を販売することを示す、マーチャント・ノードと製品ノードとの間のエッ
ジを作成することができる。関係のある線に沿って、ネットワーク・アプリケーション２
０４は、消費者が製品に関心を有するまたは製品を購入していることを示す、製品ノード
と消費者／ユーザ・ノードとの間のエッジを作成することができる。
【０１２３】
　１つまたは複数の実施形態では、支払い要求メッセージ３００は、設定された時間にわ
たってのみ有効とされてもよい。特に、マーチャントが、価格および在庫を調整するため
に、支払い要求メッセージが所定の時間において有効であると決定してもよい。そのため
、支払い要求メッセージ３００は、有効時間もしくは期限、有効時間枠、または他の有効
期間のインジケータを含むことができる。ネットワーク・アプリケーション２０４または
支払いエンジン２０６は、支払い要求メッセージ３００の期限が切れた場合、取引を拒否
または拒絶することができる。
【０１２４】
　支払い要求メッセージ３００を受信すると、ネットワーク・アプリケーション２０４ま
たは支払いエンジン２０６は、ユーザのメッセージング口座に関連付けられたクーポン、
特売、ロイヤルティ報酬などの値引きを、指定された製品の支払い取引に対して適用する
ことを決定することができる。たとえば、ネットワーク・アプリケーション２０４は、消
費者／ユーザＩＤ、マーチャントＩＤ、製品ＩＤ、または支払い要求メッセージ３００の
他の部分を使用して、値引きが取引に適用されるべきかどうかを決定することができる。
ネットワーク・アプリケーション２０４が値引きを適用すると決定した場合、ネットワー
ク・アプリケーション２０４は、支払い要求メッセージ３００を消費者クライアント・デ
バイス２００ａに対して転送する前に、値引きコードまたは識別子を支払い要求メッセー
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ジ３００に追加することができる。同様に、支払いエンジン２０６またはネットワーク・
アプリケーション２０４は、支払い要求メッセージに含まれる支払い額を修正することが
できる。
【０１２５】
　消費者クライアント・デバイス２００ａが支払い要求メッセージ３００を受信した後、
消費者は、ユーザ入力をクライアント・アプリケーション２０２に提供して許可要求を送
信する（３０２）ことができる。具体的には、消費者は、システム１００においてマーチ
ャントと支払い取引を行うために、消費者のユーザ口座に支払いクレデンシャルを関連付
けることができる。クライアント・アプリケーション２０２は、図３Ａに示されるように
、消費者クライアント・デバイス２００ａに、許可要求を支払いシステムに対して送信さ
せることができる。
【０１２６】
　任意選択で、支払いエンジン２０６は、支払いの額または別の額（たとえば、０．０１
ドルまたは１００．００ドル）についての消費者の支払いクレデンシャル（たとえば、消
費者のデビット・カードまたはクレジット・カード）に対する許可要求を、支払いネット
ワーク１１５に対して送信する（３０４）ことができ、支払いネットワーク１１５は、支
払い許可を承認または拒否することができる。次いで、支払いネットワーク１１５は、支
払いクレデンシャル許可応答を支払いエンジン２０６に転送する（３０６）ことができる
。任意選択の許可要求が、タイムライン内でより早くまたはより遅く行われ得ることは理
解されるであろう。代替実装形態では、支払いエンジン２０６は、支払い取引要求３３８
の一部として支払いの額について消費者の支払いクレデンシャルに対する許可要求を送信
することができる。次いで、支払いエンジン２０６は、許可応答３０８を消費者クライア
ント・デバイス２００ａに対して送信して、支払いクレデンシャルが支払い額について許
可されたことを消費者クライアント・デバイス２００に通知することができる。
【０１２７】
　１つまたは複数の実施形態では、消費者クライアント・デバイス２００ａは、支払い要
求メッセージ３００に応答して支払いメッセージ３１０を生成することができる。支払い
メッセージ３１０は、支払い要求メッセージ３１０と同じ内容を含み、消費者の支払いク
レデンシャルに請求する許可を提供することができる。特に、支払いメッセージ３１０は
、消費者の識別子、マーチャントの識別子、支払い額、製品／サービスＩＤ、通貨タイプ
、メッセージ・スレッド識別子、およびタイム・スタンプを含み得る。
【０１２８】
　加えて、クライアント・アプリケーション２０２は、図３Ａに示されるように、消費者
クライアント・デバイス２００ａに、支払いメッセージをネットワーク・アプリケーショ
ン２０４に対して送信させる３１２ことができる。１つまたは複数の実施形態では、ネッ
トワーク・アプリケーション２０４は、支払いメッセージからの情報の少なくとも一部を
支払いエンジン２０６に対して通信することができる。加えて、または代替的に、支払い
エンジン２０６は、支払いメッセージに関連して消費者クライアント・デバイス２００ａ
から情報を取得することができる。
【０１２９】
　１つまたは複数の実施形態では、ネットワーク・アプリケーション２０４は、上記で説
明されたように、消費者のリスクを決定する（３１４）ことができる。たとえば、ネット
ワーク・アプリケーション２０４は、消費者、マーチャント、および／または消費者とマ
ーチャントとの間の関係に関連付けられた情報を使用して、支払いエンジン２０６が支払
い取引を処理するべきかどうかを決定することができる。具体的には、ネットワーク・ア
プリケーション２０４は、消費者に関連付けられたリスクを決定し、リスク・レベルを支
払いエンジン２０６に通知することができる。ネットワーク・アプリケーション２０４は
、消費者とマーチャントとの間の支払い取引を処理するかどうかを決定することができる
。図３Ａでは支払い取引の処理中の特定の時点にリスク・チェックを示しているが、リス
ク・チェックは、以下で説明されるように、マーチャントの口座に金銭を移動する前の支
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払い取引における任意の時点、たとえば、金銭が中間または一時口座にある間に行われて
もよい。
【０１３０】
　任意選択で、支払いメッセージを受信すると、またはリスクを決定した後、支払いエン
ジン２０６はトークンを生成する（３１６）ことができる。トークンは、支払いエンジン
２０６がその後の支払い要求に応答して、消費者に関連付けられた支払いクレデンシャル
を取り出すことを可能にし得る。特に、ネットワーク・アプリケーション２０４は、記憶
された支払いクレデンシャルに対するポインタとして、「トークン」と呼ばれるランダム
・ストリングを返すことができる。トークンは、好ましくは、支払いクレデンシャルが、
トークン自体に基づいて（単にトークンに対して復号アルゴリズムを適用することなどに
よって）導き出されることができないように、支払いクレデンシャルとアルゴリズム的な
関係を有しない。それに応じて、このトークンは、支払いエンジン２０６を使用せずに機
密データを外挿することが可能でないランダム・ストリングであるので、カードホルダ・
データと考えられず、支払いエンジン２０６は、支払いクレデンシャルとそれが対応する
トークンのリストを含有する。支払いエンジン２０６によって生成される支払いトークン
は、以下でより詳細に説明されるように、支払い要求の検証を可能にすることができる。
支払いエンジン２０６は、その後の支払い取引において消費者および／または支払いクレ
デンシャルを検証するために、消費者クライアント・デバイス２００ａに対してトークン
を提供する（３１８）ことができる。
【０１３１】
　代替的に、クライアント・アプリケーション２０２は、ネットワーク・アプリケーショ
ン２０４および／または支払いエンジン２０６についての消費者のユーザ識別子を取得し
、識別し、または別のやり方で発見することができる。たとえば、クライアント・アプリ
ケーション２０２は、消費者のコンピューティング・デバイス２００ａに存在するユーザ
の難読化された（たとえば、ハッシュ化され、暗号化され、または別のやり方でアルゴリ
ズム的に変換された）ユーザ識別子にアクセスすることができる。このユーザ識別子は、
ネットワーク・アプリケーション２０４（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・ア
プリケーション）および／または支払いエンジン２０６のそのユーザについてのユーザ・
プロファイル／アカウントを識別することができる。本開示の１つまたは複数の実施形態
では、ユーザ識別子は、ネットワーク・アプリケーション２０４および／または支払いエ
ンジン２０６によってアクセスまたは確保された共有メモリの一部から入手され、ユーザ
がネットワーク・アプリケーション２０４に現在「ログオン」している場合にのみ存在し
得る。１つまたは複数の他の実施形態では、ユーザ識別子は、ユーザのコンピューティン
グ・デバイス２００ａ上のクッキー（たとえば、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴ
ＴＰ）クッキー）から、またはアプリケーション・キャッシュ（たとえば、ハイパーテキ
スト・マークアップ言語バージョン５（ＨＴＭＬ５）アプリケーション・キャッシュ）か
ら、入手される。
【０１３２】
　クライアント・アプリケーション２０２は、支払いメッセージ３０２と共に難読化され
たユーザ識別子を送信することができる。１つまたは複数の実施形態では、次いで、ネッ
トワーク・アプリケーション２０４および支払いエンジン２０６の一方または両方が、難
読化されたユーザ識別子が妥当であることを確認することができる。ユーザのコンピュー
ティング・デバイス２００ａ上でのネットワーク・アプリケーション２０４のための適切
な難読化されたユーザ識別子の存在は、消費者がサーバ・デバイス１０８によってすでに
認証されていることを示すので、このプロセスは、消費者の認証として働き得る。消費者
が認証されると、消費者は、ネットワーク・アプリケーション２０４と関連して他のユー
ザと通信し、支払いエンジン２０６と関連して支払い取引に入ることを可能にされる。
【０１３３】
　支払いエンジン２０６が消費者または支払いクレデンシャルを検証できない場合、支払
いエンジン２０６は、消費者クライアント・デバイス２００ａに対して通信を送信し、支
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払いが許可できなかったことを示すエラー・メッセージを消費者に対して提示することを
クライアント・アプリケーション２０２に行わせることができる。１つまたは複数の実施
形態では、エラー・メッセージは、消費者が追加の許可情報を提供する、諸条件に同意す
る、または別のやり方で身元を実証することを促す試みを含むことができる。その後、消
費者クライアント・デバイス２００ａは、改められた支払い要求をネットワーク・アプリ
ケーション２０６に対して送信することができる。ネットワーク・アプリケーション２０
４は、次いで、消費者／支払いクレデンシャルを検証しようとすることができる。ネット
ワーク・アプリケーション２０４が、消費者／支払いクレデンシャルを検証することがで
きない場合、支払いエンジン２０６は、支払いメッセージ３０２に基づいて支払い取引を
終了させてよい。
【０１３４】
　トークンを提供する、または消費者／支払いクレデンシャルを検証すると、支払いエン
ジン２０６は、図３Ａに例示されるように、取引ＩＤを生成する（３２０）ことができる
。上記で説明されたように、支払いエンジン２０６は、一意の取引ＩＤを、受信された各
支払いメッセージに対して関連付けることができる。支払いエンジン２０６およびネット
ワーク・アプリケーション２０４は、さまざまなファイル、オブジェクト、メッセージ、
および他の情報の中の取引ＩＤを使用して、ネットワーク・アプリケーション２０４が、
メッセージ、ステータス更新、およびネットワーク・アプリケーション２０４を介してな
される各支払いに関する他の情報を効率的に識別および処理することを可能にすることが
できる。たとえば、上記で説明されたように、支払いエンジン２０６は、取引ＩＤを、支
払いメッセージを処理することに対応する情報を維持するグラフ・オブジェクトと関連付
けることができる。
【０１３５】
　支払いメッセージ３１０を送信することに応答して、またはネットワーク・アプリケー
ション２０４もしくは支払いエンジン２０６からの信号に応答して、クライアント・アプ
リケーション２０２は、支払いメッセージ内容を投稿する（３２２）ことができる。たと
えば、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、送信されたメッセージとして消
費者とマーチャントとの間のメッセージング・スレッドに対して支払いメッセージのテキ
ストを追加することができる。
【０１３６】
　同様に、ネットワーク・アプリケーション２０４は、マーチャント・クライアント・デ
バイス２００ｂに対して支払いメッセージ内容を送信する（３２６）ことができ、したが
って、マーチャント・クライアント・デバイス２００ｂのクライアント・アプリケーショ
ン２０２は、支払いメッセージ内容を投稿する（３２８）ことができる。たとえば、ユー
ザ・インターフェース・マネージャ２０８は、受信されたメッセージとして消費者とマー
チャントとの間のメッセージング・スレッドに対して支払いメッセージのテキストを追加
することができる。
【０１３７】
　支払いメッセージ内容３２６をマーチャント・クライアント・デバイス２００ｂに対し
て送信する前、後、または間に、支払いエンジン２０６は、支払いメッセージにより提供
された情報を使用して、特定のマーチャントのマーチャントＩＤを確認し（３２３）、マ
ーチャントがファイル上に支払いクレデンシャル（たとえば、受け取り口座）を有するか
どうかを決定する（３２４）ことができる。たとえば、支払いエンジン２０６は、マーチ
ャント識別子（たとえば、ユーザ名、フランチャイズ番号、または他のＩＤ）を使用して
、ユーザ・プロファイル・データベース２３６内でマーチャントのユーザ・プロファイル
を調べて、特定のマーチャントを識別し、ユーザ・プロファイルがそれに関連付けられた
支払いクレデンシャルを有するかどうかを決定することができる。マーチャントが支払い
クレデンシャルを有する場合、支払いエンジン２０６は、マーチャントおよび／または支
払いクレデンシャルを検証することができる。代替的に、マーチャントが支払いクレデン
シャルを有しない場合、支払いシステムは、マーチャントが支払いクレデンシャルを提供
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することを要求することができる。任意選択で、支払いクレデンシャルを検証すると、支
払いエンジン２０６は、消費者に対するトークンと同様にマーチャント・クライアント・
デバイス２００ｂに対してトークンを提供する（３３０）ことができる。
【０１３８】
　マーチャントがファイル上に支払いクレデンシャルをすでに有しているかに応じて、こ
の時点でまたは前に、支払いエンジン２０６は、検証工程を実行して、マーチャントおよ
び／または支払いクレデンシャルを検証することができる。たとえば、クライアント・ア
プリケーション２０２は、上記で消費者を検証することに関係して説明されたように、ネ
ットワーク・アプリケーション２０４のためのマーチャントのユーザ識別子を取得し、識
別し、または別のやり方で発見することができる。マーチャント・クライアント・デバイ
ス２００ｂ上のクライアント・アプリケーション２０２は、支払いメッセージ内容の受信
に応答して、難読化されたユーザ識別子をネットワーク・アプリケーション２０４に対し
て送信することができる。ネットワーク・アプリケーション２０４は、次いで、難読化さ
れたユーザ識別子が妥当であることを確認することができる。マーチャント・コンピュー
ティング・デバイス２００ｂ上でのネットワーク・アプリケーション２０４のための適切
な難読化されたユーザ識別子の存在は、マーチャントがネットワーク・アプリケーション
２０４によってすでに認証されていることを示すので、このプロセスは、マーチャントの
認証として働き得る。
【０１３９】
　ネットワーク・アプリケーション２０４が消費者または支払いクレデンシャルを検証で
きない場合、ネットワーク・アプリケーション２０４は、マーチャント・クライアント・
デバイス２００ｂに対して通信を送信し、支払いが許可できなかったことを示すエラー・
メッセージをマーチャントに対して提示することをクライアント・アプリケーション２０
２に行わせることができる。１つまたは複数の実施形態では、エラー・メッセージは、マ
ーチャントが追加の許可情報を提供する、諸条件に同意する、または別のやり方で身元を
実証することを促すプロンプトを含むことができる。
【０１４０】
　支払いエンジン２０６は、資金をマーチャントの支払いクレデンシャルに対して移動す
るための支払いまたはルーティング方法３３２を選択することができる。１つまたは複数
の実施形態では、支払いエンジン２０６は、マーチャントに利用可能な支払いクレデンシ
ャルに基づいて、どの支払い方法を使用するかを決定することができる。たとえば、支払
いエンジン２０６は、マーチャントによりサポートされる支払いクレデンシャルを選択す
ることができる。加えて、または代替的に、支払いエンジン２０６は、消費者からの支払
いメッセージのフォーマッティングに基づいて、支払い方法を選択することができる。他
の実施形態では、支払いエンジン２０６は、消費者および／もしくはマーチャントに関連
付けられたリスク、支払いエンジン２０６に対するコスト、消費者／マーチャントに対す
るコスト、支払い方法の信頼性、ならびに／またはマーチャントの口座に金銭が速やかに
現れる程度に基づいて、どの支払い方法を使用するかを決定することができる。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、支払いエンジン２０６は、消費者が支払い方法のタイプを選
択することを可能にしてもよい。特に、支払いエンジン２０６は、消費者に利用可能な支
払い方法のリストを提示して、消費者がデビット・カード、クレジット・カード、ギフト
・カードなどを選択することを可能にすることができる。ユーザによる支払い方法の選択
を検出すると、支払いエンジン２０６は、選択された支払い方法についての請求を発行し
、それに応じて支払い口座を処理することができる。
【０１４２】
　１つまたは複数の実施形態では、システムは、消費者の口座からの資金供給要求を処理
し、支払いをマーチャントの口座に預けることを別個にすることができる。１つまたは複
数の実施形態では、たとえば、消費者の口座は、第１の支払いネットワーク上でアクセス
可能であり得るのに対して、マーチャントの口座は、第２の支払いネットワーク上で利用
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可能である。このような状況では、支払いを処理するために、支払いエンジン２０６は、
支払いを処理するための中間段階として作用することができる。
【０１４３】
　支払いエンジン２０６は、支払い額が消費者の支払いクレデンシャルに対して請求され
３３６、支払いエンジン２０６に対して送信されることを要求する支払い請求要求３３４
を、支払いネットワーク１１５に対して送信することができる。１つまたは複数の実施形
態では、支払いエンジン２０６は、支払い請求要求、およびマーチャント・クライアント
・デバイスへの支払いメッセージを並行して送信することができる。たとえば、支払いエ
ンジン２０６は、支払い請求要求を支払いネットワークに対して送信しながら、支払いメ
ッセージをマーチャント・クライアント・デバイス２００ｂに対して送信することができ
る。
【０１４４】
　１つまたは複数の追加実施形態では、支払いエンジン２０６は、選択された支払い方法
のタイプに応じて、支払い請求要求をフォーマットすることができる。たとえば、支払い
エンジン２０６は、消費者クライアント・デバイス２００ａからの支払いメッセージのフ
ォーマッティングに基づいて、支払い方法がクレジット取引であると決定することができ
る。次いで、支払いエンジン２０６は、支払いネットワークが消費者の支払いクレデンシ
ャルから資金を移動するように、（たとえば、追加のフォーマッティングを適用すること
によって、またはフォーマットされた支払いメッセージからの情報を支払いネットワーク
に対して送信することによって）支払い請求要求３３４をフォーマットすることができる
。例示するために、フォーマットされた支払い請求要求は、支払い請求要求に関連付けら
れた支払い方法のタイプを示すメタデータを含むことができる。
【０１４５】
　支払い請求要求に応答して、支払いネットワーク１１５は、消費者の口座から支払いエ
ンジン２０６へ金銭を電子的に移動することによって、消費者の口座から支払いを資金供
給する（３３８）ことができる。電子移動を受信すると、支払いエンジン２０６は、予め
確認されたマーチャントＩＤに関連付けられた一時マーチャント口座に対して、支払いを
適用する（３４０）ことができる。たとえば、支払いエンジン２０６は、マーチャントの
支払いクレデンシャルへ資金を移動するために支払いエンジン２０６が使用する中間口座
に対して、支払いを適用することができる。１つまたは複数の実施形態では、支払いエン
ジン２０６は、支払いを適用する新しい口座を作成することができる。代替的に、支払い
エンジン２０６は、各支払いに関連付けられた一意の取引ＩＤによって編成および識別さ
れるさまざまな他の支払いを含む支払いを、マスタ一時口座に対して適用することができ
る。
【０１４６】
　支払いエンジン２０６は、次にマーチャントの支払いクレデンシャルへ支払いを預ける
ことができる。特に、支払いエンジン２０６は、バッチ移動プロセス（batch transfer p
rocess）のために決済パッケージにおいて他の支払い取引に関する複数の支払いと共に支
払いを預けることが可能である。たとえば、１つまたは複数の実施形態では、支払いエン
ジン２０６は、単一の決済取引において複数の支払いを処理する決済パッケージ内に含め
るために、同じタイプまたは特定の時間期間内の複数の支払いを蓄積することができる。
図３Ｃに例示されるように、支払いエンジン２０６は、まず、バッチ移動プロセスにおい
て支払い取引の取引ＩＤに対応する支払いのすべてと等しい額を一時マーチャント口座か
ら引き落とす（３４１）ことができる。次いで、支払いエンジン２０６は、支払いネット
ワーク１１５または別の支払いネットワークを介して、マーチャントの支払いクレデンシ
ャルに対して資金を電子的に移動することができる。特に、支払いエンジン２０６は、マ
ーチャントの支払いクレデンシャルに対して資金をプッシュする（３４４）命令と共に、
対応する取引ＩＤに関連付けられた支払い取引についての集約された支払い額を含むクレ
ジット要求３４２を、一時マーチャント口座から支払いネットワーク１１５に対して送信
することができる。
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【０１４７】
　１つまたは複数の追加または代替実施形態では、支払いエンジン２０６は、消費者の支
払いクレデンシャルから資金を受信する前に、マーチャントの支払いクレデンシャルに金
銭を移動することができる。特に、支払いエンジン２０６は、中間口座内の準備資金を使
用して、消費者からマーチャントへの資金の移動の速度を上げることができる。代替実施
形態では、支払いエンジン２０６は、サーバ・デバイス１０８における一時口座に対して
金銭を移動するのではなく、消費者の支払い口座がマーチャントの支払い口座に対して直
接金銭を移動するようにできる。
【０１４８】
　加えて、システム１００は、時間期間における決済を確認するためにチェックを定期的
に行ってもよい。具体的には、システム１００は、メッセージング・データベースに記憶
された支払いメッセージを各支払いネットワークについて処理された支払い取引と比較し
て、その期間に処理されたすべての支払い取引に関連付けられた合計支払い額がすべての
支払いメッセージにおける額と一致することを確認してもよい。合計が一致しない場合、
システム１００は、差のタイプに基づいて、収益、損失、または他のカテゴリに分類する
ことができる。
【０１４９】
　支払いネットワーク１１５は、マーチャントの口座内に決済パッケージにおける支払い
額を預けるのに成功すると、支払いクレジット応答を支払いエンジン２０６に送信する（
３４６）。支払いプロセスを完了するために、支払いエンジン２０６が支払いクレジット
応答を受信する前または後に、ネットワーク・アプリケーション２０４は、消費者クライ
アント・デバイス２００ａに対して支払い完了ステータス更新３４８を、およびマーチャ
ント・クライアント・デバイス２００ｂに対して支払い請求（ｐａｙｍｅｎｔ　ｃｌａｉ
ｍｅｄ）ステータス更新を送信することができる。
【０１５０】
　支払い完了ステータスを受信した後、消費者クライアント・デバイス２００ａは、任意
選択で、識別情報３５０をマーチャント・クライアント・デバイス２００ｂに提供するこ
とができる。具体的には、識別情報は、マーチャントから消費者が入手した特定の製品の
注文に関連付けてマーチャントが消費者を識別することを可能にすることができる。たと
えば、消費者クライアント・デバイス２００ａは、メッセージング・スレッド内のメッセ
ージにおいて消費者の写真付き識別情報を送信することができ、マーチャントは、それを
使用して消費者の身元を確認することができる。代替的に、ユーザは、消費者クライアン
ト・デバイス２００ａに関するＱＲコードまたは他の識別子をマーチャントに提示して、
消費者が特定の注文に関連付けられていることをマーチャントが確認することを可能にす
ることができる。
【０１５１】
　図３Ｄは、マーチャントが消費者に払い戻しを発行する代替実施形態を例示する。具体
的には、マーチャントは、支払いネットワーク１１５との決済の前に、消費者に払い戻し
を発行することができる。たとえば、支払いを一時マーチャント口座３４０に適用した後
に、マーチャント・クライアント・デバイス２００ｂは、消費者クライアント・デバイス
２００ａに対して払い戻しメッセージを送信する（３５２）ことができる。消費者クライ
アント・デバイス２００ａは、マーチャントと消費者との間のメッセージング・スレッド
において払い戻しメッセージを消費者に提示することができる。
【０１５２】
　払い戻しメッセージの前、後、またはそれと同時に、マーチャント・クライアント・デ
バイスは、支払いエンジン２０６に対して払い戻し要求３５４を送信することができる。
１つまたは複数の実施形態では、払い戻し要求３５４は、消費者とマーチャントとの間の
支払い取引について支払いエンジン２０６が取引ＩＤを取得する（３５６）ことを可能に
するメッセージング・スレッド識別子を含むことができる。支払いエンジン２０６が、依
然として一時マーチャント口座をマーチャントの支払いクレデンシャルと決済していない
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場合、支払いエンジンは、識別された取引ＩＤに関する支払い取引に対応する支払い額を
一時マーチャント口座から引き落とす３５８ことができる。
【０１５３】
　次いで、支払いエンジン２０６は、支払いネットワーク１１５に対してクレジット要求
を送信する（３６０）ことによって、消費者の支払いクレデンシャルに資金を振り込んで
戻すことができる。支払いネットワーク１１５は、消費者の支払いクレデンシャルに資金
をプッシュする（３６２）ことができる。これに応答して、支払いネットワーク１１５は
、支払いエンジン２０６に対して支払いクレジット応答３６４を返送して、請求が成功し
たことを支払いエンジン２０６に通知することができる。支払いエンジン２０６は、任意
選択で、払い戻しが成功したことを消費者およびマーチャントに通知することもできる。
【０１５４】
　以下でより詳細に説明されるように、図１および図２に関して説明されるシステム１０
０の構成要素は、他の構成要素と共に、および／またはこれと組み合わせて、１つまたは
複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェースを提供することができる。特に、構成要
素は、ユーザが、さまざまな目的のために表示要素の集合と対話することを可能にするこ
とができる。特に、図４Ａ～図４Ｋおよび続く説明は、ユーザが支払いをマーチャントに
対して送信することを可能にするユーザ・インターフェースおよび特徴のさまざまな例と
なる実施形態を例示する。
【０１５５】
　たとえば、図４Ａ～図４Ｋは、（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・システム
と関連して）電子メッセージングならびに支払いを送信および受信することを促進するた
めにクライアント・アプリケーション２０２によって提供されるＧＵＩのさまざまな図を
例示する。図４Ａは、消費者クライアント・デバイス４００ａを例示する。図４Ａに例示
されるように、消費者クライアント・デバイス４００ａは、携帯電話デバイス（たとえば
、スマートフォン）などのハンドヘルド・デバイスである。本明細書で使用されるとき、
「ハンドヘルド・デバイス」という用語は、ユーザの片手の中で持たれる／操作されるよ
うなサイズおよび構成にされたデバイスを指す。しかしながら、追加例または代替例では
、限定されるものではないが、タブレット・デバイス、ハンドヘルド・デバイス、より大
型のワイヤレス・デバイス、ラップトップ・コンピュータもしくはデスクトップ・コンピ
ュータ、パーソナルデジタル・アシスタント・デバイス、および／または他の任意の適切
なコンピューティング・デバイスなどの他の任意の適切なコンピューティング・デバイス
が、本明細書で説明されるプロセスおよび／または動作のうちの１つまたは複数を実行す
ることができる。
【０１５６】
　消費者クライアント・デバイス４００ａは、以下で図７に関連して説明される消費者ク
ライアント・デバイス２００ａおよびコンピューティング・デバイス７００に関連して以
下で説明される特徴および構成要素のいずれかを含むことができる。図４Ａに例示される
ように、クライアント・デバイス４００ａは、ユーザ・インターフェースを表示または提
供することができ、それによってユーザ入力が受信および／または検出され得るタッチス
クリーン４０２を含む。本明細書で使用されるとき、「タッチスクリーン表示」は、タッ
チスクリーン・デバイスの表示を指す。１つまたは複数の実施形態では、タッチスクリー
ン・デバイスは、ユーザがタッチ・ジェスチャーを実行し得る少なくとも１つの表面を有
するクライアント・デバイス（たとえば、ラップトップ、タブレット・コンピュータ、携
帯情報端末、メディア・プレーヤ、携帯電話）であり得る。加えて、または代替的に、ク
ライアント・デバイス４００ａは、タッチ・パッドまたは図７に関連して以下で説明され
るデバイスなどの他の任意の適切な入力デバイスを含んでよい。
【０１５７】
　以前に触れられたように、システム１００は、電子メッセージング・システムおよび電
子支払いシステムを統合することができる。図４Ａは、タッチスクリーン４０２上でユー
ザ・インターフェース・マネージャ２０８によって提供されるマーチャント・ユーザ・イ
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ンターフェース４０４を例示する。マーチャント・ユーザ・インターフェース４０４は、
クライアント・デバイス４００ａのロケーションの近くのマーチャント４０８のリスト４
０６を提供することができる。特に、マーチャント・ユーザ・インターフェースは、ユー
ザの消費者クライアント・デバイス４００ａの現在のロケーションの所定の距離内にマー
チャント４０８を示すことができる。マーチャント４０８のリスト４０６は、ユーザの現
在のロケーションに対する各マーチャント４０８の距離４１０を示すこともできる。
【０１５８】
　１つまたは複数の実施形態では、マーチャント・ユーザ・インターフェース４０４は、
所定の距離内のすべての既知のマーチャントのリスト４０６を提供することができる。た
とえば、マーチャント・ユーザ・インターフェース４０４は、特定のエリア内のマーチャ
ントのそれぞれの情報を収集し、そうした情報をクライアント・デバイス４００ａに提供
することができる。例示するために、マーチャント・ユーザ・インターフェース４０４は
、ユーザの所定の距離内の各マーチャントの名前およびロケーション（たとえば住所）を
提供することができる。代替的に、マーチャント・ユーザ・インターフェース４０４は、
ソーシャル・ネットワーキング・システムに登録されたマーチャントのみの情報を提供す
ることができる。いくつかの例では、ユーザは、マーチャントのリスト４０６内のマーチ
ャントすべて、またはソーシャル・ネットワーキング・システムに登録されたマーチャン
トのみを表示するように選ぶことができる。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、マーチャントのリスト４０６は、各マーチャントがソーシャ
ル・ネットワーキング・システムに関連付けられ、統合されたメッセージおよび支払いシ
ステム１００を介してユーザと通信することができるかどうかを示すこともできる。たと
えば、ネットワーク・アプリケーション２０４は、マーチャントがユーザ口座をサーバ・
デバイス１０８に登録しているかどうかを決定することができる。具体的には、ネットワ
ーク・アプリケーション２０４は、１つまたは複数のクライアント・デバイス（たとえば
、図４Ｈ～図４Ｋに関連して後でより詳細に説明されるように、クライアント・デバイス
４００ｂ）においてクライアント・アプリケーション２０２をマーチャントが使用するか
どうかを決定することができる。
【０１６０】
　１つまたは複数の実施形態では、マーチャントは、各クライアント・デバイスにおける
クライアント・アプリケーション２０２のマーチャント固有バージョンを実行して、クラ
イアント・アプリケーション２０２を介して支払いをメッセージングおよび／または承認
することによって顧客と対話することができる。より詳細に後述されるように、クライア
ント・アプリケーション２０２のマーチャント固有バージョンは、クライアント・アプリ
ケーション２０２の消費者バージョンで利用できない追加の機能を有してもよい。代替的
に、システム１００は、マーチャントの口座に関連付けられたマーチャント・ステータス
に基づいて、クライアント・アプリケーション２０２を用いてマーチャントに追加の機能
性を提供することができる。
【０１６１】
　１つまたは複数の実施形態によれば、マーチャントのリスト４０６は、所定の順序に従
ってマーチャントを含むリストであり得る。たとえば、マーチャントのリスト４０６は、
消費者クライアント・デバイス４００ａの現在のロケーションからの距離に基づいて、マ
ーチャントを含むことができる。例示するために、消費者クライアント・デバイス４００
ａのロケーションに最も近いマーチャントは、マーチャントのリスト４０６の最初の位置
（たとえば、リストの先頭、またはリストの構造に基づく別の最も目立つ位置）にあるこ
とが可能であり、消費者クライアント・デバイス４００ａのロケーションから最も遠いマ
ーチャントは、マーチャントのリスト４０６の最後の位置（たとえば、リストの下部）に
あることが可能である。代替的に、マーチャント・ユーザ・インターフェース４０４は、
マーチャントのリスト４０６内の任意の順序（たとえば、アルファベット順、マーチャン
ト・タイプ）でマーチャントを表示してもよい。加えて、または代替的に、ユーザは、ク
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ライアント・アプリケーション２０２が近くのマーチャントを表示するような順序を選択
することができる。
【０１６２】
　さらに他の実施形態では、マーチャント・ユーザ・インターフェース４０６は、ユーザ
がフォローするもしくは友人であるマーチャント、またはマーチャントの検索により返さ
れたマーチャントを含むことができる。たとえば、ユーザは、いくつかの異なるマーチャ
ントをフォローするまたは友人とすることができる。すると、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システムのそのようなユーザ口座は、それらのマーチャントをユーザの連絡先とし
て記憶することができる。
【０１６３】
　加えて、マーチャント・ユーザ・インターフェース４０４の１つまたは複数の実施形態
は、マーチャントに関連付けられた一意の視覚的インジケータを表示することができる。
具体的には、マーチャントのリスト４０６は、マーチャントをユーザが容易かつ速やかに
識別することを可能にするために、マーチャントのアイコン４１２またはロゴを含むこと
ができる。たとえば、クライアント・アプリケーション２０２は、地図サービスから、マ
ーチャントに関するオンライン・サービスから、または、システム１００の対応するユー
ザ口座に関連するマーチャントからの入力に基づいて、マーチャントのロゴを取得するこ
とができる。
【０１６４】
　マーチャント・ユーザ・インターフェース４０４内のマーチャントのリスト４０６から
、ユーザは、マーチャントに関するより多くの情報を表示することができる。具体的には
、ユーザは、マーチャントのリスト４０６内の特定のマーチャントを選択して、特定のマ
ーチャントに関する追加の情報にアクセスすることができる。たとえば、ユーザは、マー
チャントを選択して、営業時間、連絡先情報、住所、地図上のロケーション、マーチャン
トの簡単な説明、製品の画像、レビューもしくはレビューへのリンク、メニューもしくは
メニュー・リンク、マーチャントの評価、またはマーチャントに関する他の情報を表示す
ることができる。１つまたは複数の実装形態では、マーチャントは、クライアント・アプ
リケーション２０２を介して見るのに利用できる情報のタイプ、量、またはコンテンツを
制御することができる。
【０１６５】
　前述のように、ユーザは、マーチャントに関連付けられた連絡先情報を見ることができ
る。１つまたは複数の実施形態では、ユーザは、システム１００と関連してマーチャント
に関する連絡先情報を見ることができる。特に、ユーザは、統合されたメッセージおよび
支払いシステム１００に関連して、マーチャントのページまたはアカウントに「いいね」
を表明する、またはユーザのための連絡先のリストにマーチャントを追加するように選択
をすることができる。たとえば、連絡先のリストは、ユーザがシステム１００内で接続さ
れるまたは関連付けられる、およびユーザがクライアント・アプリケーション２０２を介
して通信することができる、人々またはエンティティのリストを提供することができる。
【０１６６】
　１つまたは複数の実施形態によれば、ユーザは、マーチャントをユーザの連絡先のリス
トに追加するオプションを選択することによって、マーチャントをユーザの連絡先のリス
トに追加することができる。加えて、または代替的に、クライアント・アプリケーション
２０２は、マーチャントと通信する（たとえば、マーチャントにコールするまたはマーチ
ャントにメッセージを送信する）ためのユーザによる選択に応答して、マーチャントをユ
ーザの連絡先のリストに自動的に追加することができる。１つまたは複数の追加実施形態
または代替実施形態では、クライアント・アプリケーション２０２は、クライアント・ア
プリケーション２０２を介してユーザが前もってマーチャントとの支払い取引に入ってい
る場合、またはクライアント・アプリケーション２０２内のユーザのアクティビティ履歴
の別の態様に応答して、マーチャントをユーザの連絡先のリストに自動的に追加すること
ができる。
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【０１６７】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザは、連絡先のリストまたはマーチャント・ペー
ジからユーザがクライアント・アプリケーション２０２内のマーチャントと通信すること
をマーチャントが可能にしているかどうかを見ることができる。具体的には、ユーザは、
クライアント２０２を介してマーチャントがユーザと通信することを可能にするシステム
１００でのユーザ口座をマーチャントが有しているかどうかを決定することができる。た
とえば、ユーザは、ソーシャル・ネットワーキング・システムに登録されたリスト内のマ
ーチャントを識別することができる。例示するために、マーチャントのリスト４０６は、
特定のマーチャントがソーシャル・ネットワーキング・システムでのユーザ口座を有して
いるかどうか、マーチャントが１つまたは複数のクライアント・デバイスにおいてインス
トールされ動作するクライアント・アプリケーション２０２を有しているかどうか、およ
び／またはマーチャントがクライアント・アプリケーション２０２を介して支払いを受信
することが可能かどうかを示す識別子を含むことができる。加えて、または代替的に、マ
ーチャントのリスト４０６は、マーチャントがアクティブである（たとえば、クライアン
ト・アプリケーション２０２にログインされた、インターネットに接続された、クライア
ント・アプリケーション２０２を使用してアクションを最近実行した）、または別の形で
クライアント・アプリケーション２０２を介するメッセージングに対して対応可能かどう
かを示す指示を含むことができる。
【０１６８】
　特定のマーチャントがクライアント・アプリケーション２０２を介してメッセージング
に対して対応可能である場合、ユーザは、そのマーチャントとメッセージング会話を開始
するオプションを選択することができる。特に、ユーザは、マーチャントのリスト４０６
内から、またはクライアント・アプリケーション２０２内のマーチャント・ページから、
メッセージング会話を開始するオプションを選択することができる。加えて、または代替
的に、マーチャントは、クライアント・アプリケーション２０２内からユーザとのメッセ
ージング会話を開始することができる。
【０１６９】
　１つまたは複数の実施形態によれば、システム１００は、マーチャントが、ユーザに関
する情報（たとえば、ユーザがモバイル・デバイス上であるか、またはクライアント・ア
プリケーション２０２でアクティブであるか）を見ること、および／またはユーザ・プリ
ファレンスもしくはプライバシ設定に基づいてユーザを連絡先のリスト（たとえば、現在
または将来の顧客のリスト）に追加することを可能にすることができる。たとえば、シス
テム１００は、マーチャントのための連絡先のリストにユーザを追加することをマーチャ
ントに許可するプリファレンスをユーザが明示的に選択していると決定すると、マーチャ
ントがマーチャントのための連絡先のリストにユーザを追加することを可能にすることが
できる。例示するために、ユーザは、マーチャントが連絡先のリストにユーザを追加する
ことを可能にするプリファレンス、および／または、追加の許可をユーザに求める（たと
えば、ユーザとの支払い取引中にユーザに連絡する許可を求める）ことをマーチャントに
要求せずにユーザとマーチャントが通信することを可能にするプリファレンスを選択する
ことができる。
【０１７０】
　加えて、または代替的に、ユーザ・プリファレンスは、ユーザのロケーションに基づい
て、マーチャントがユーザと対話することを可能にすることができる。具体的には、ユー
ザ・プリファレンスは、ユーザがマーチャントのロケーションに近接している場合に、マ
ーチャントがユーザと対話することを可能にすることができる。たとえば、ユーザが、マ
ーチャントのロケーションの近くの予め決められた近傍に入ったとき、システム１００は
、ユーザがマーチャントに近接していることを、（図４Ｈ～図４Ｊに示される）マーチャ
ントのクライアント・デバイス４００ｂに通知して、マーチャントがユーザのロケーショ
ンを知りユーザと対話することを可能にすることができる。
【０１７１】
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　たとえば、システム１００は、ロケーションベースのサービスに関連して連続的または
断続的にクライアント・デバイス２００ａがシステム１００に提供するロケーション情報
に基づいて、ユーザのクライアント・デバイス２００ａのロケーションを識別することが
できる。システム１００は、クライアント・デバイス２００ａのロケーションをマーチャ
ントのジオフェンス（すなわち、システム１００がマーチャントのために確立した仮想的
境界）と比較することができる。クライアント・デバイス２００ａがジオフェンス（geo-
fence）に入ると、システム１００は、クライアント・デバイス２００ａがマーチャント
のロケーションに近接していると決定し、マーチャントに通知することができる。
【０１７２】
　ユーザがマーチャントに近接しているという通知を受信した後、マーチャントは、ユー
ザをマーチャントのための連絡先のリストに追加する、またはユーザに連絡することによ
って、ユーザと対話することができる。たとえば、マーチャントは、自動的にユーザを連
絡先のリストに追加し、かつ／またはメッセージング・アプリケーション２０２を介して
ユーザにメッセージを送信することができる。例示するために、マーチャントが、マーチ
ャントのロケーションにユーザが近接していることを識別し、ユーザ・プリファレンスが
、ユーザとマーチャントが対話することを可能にする場合、マーチャントは、ユーザをマ
ーチャントの連絡先のリストに追加することができる。加えて、または代替的に、ユーザ
がマーチャントのロケーションに近接しているという通知をマーチャントが受信すると、
マーチャントは、ユーザが新規顧客であるかまたは既存顧客であるかに関わらず、クライ
アント・アプリケーション２０２を介してユーザとメッセージング・スレッドを開始する
ことができる。たとえば、マーチャントは、ユーザに対してメッセージを送信して、ユー
ザを歓迎する、および／あるいは、製品リスト、特売もしくはおすすめ品に関する情報、
またはユーザが興味を持つ可能性がある他の情報を、ユーザに対して送信することができ
る。
【０１７３】
　上記で説明されたように、システム１００は、データを受信および送信することを促進
することができる。１つまたは複数の実施形態では、通信マネージャ２３０は、コンピュ
ーティング・デバイス４００ａ、４００ｂ間の電子通信を受信および送信することを促進
する。また、１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２
０８は、通信マネージャ２３０を介して送信および受信された電子通信を表示する。１つ
または複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセー
ジング・グラフィカル・ユーザ・インターフェース内のメッセージング・スレッドにおい
て、通信マネージャ２３０を介して送信および受信された電子通信を表示することができ
る。マーチャントとのメッセージング会話を開始することにより、メッセージング・スレ
ッド内でユーザおよびマーチャントがメッセージを交換することが可能になる。たとえば
、図４Ｂに例示されるように、メッセージング会話の開始により、クライアント・デバイ
ス４００ａにおけるメッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフェースを開くこ
とができる。メッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフェースは、ユーザとマ
ーチャントとの間のメッセージング・スレッドを提示することができる。たとえば、図４
Ｂの実施形態では、メッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフェースは、消費
者ユーザ（「ブラッド」）とマーチャント（「ザ・コーヒー・ショップ」）との間のメッ
セージング・スレッドにおける会話を含む。
【０１７４】
　クライアント・アプリケーション２０２の柔軟な性質があると、ユーザは、さまざまな
話題に関してマーチャント（たとえば、マーチャントの従業員）と通信することができる
。具体的には、ユーザは、ユーザが購入する製品および製品を購入する方法を決定するこ
とを可能にする情報を、マーチャントに要求することができる。加えて、または代替的に
、ユーザは、マーチャントにより提供される１つもしくは複数の製品、過去、現在もしく
は将来の支払い取引、特売もしくは値引き、営業時間、またはマーチャントがユーザに提
供できる他の任意の情報に関して、マーチャントと通信することができる。さらに他の実
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施形態では、マーチャントは、よくある質問（たとえば、開店していますか、営業時間は
いつですか、住所はどこですか）に対する応答を、ネットワーク・アプリケーション２０
４に提供することができる。メッセージ・アナライザは、よくある質問を認識し、予め決
められた応答（たとえば、営業時間は午前９時から午後９時です）により自動的に応答す
ることができる。
【０１７５】
　クライアント・アプリケーション２０２は、マーチャントに関連付けられた人物とユー
ザが会話することを可能にするので、ユーザは、自然言語でマーチャントと通信すること
ができる。自然言語でマーチャントと通信することにより、ユーザが、マーチャントに電
話するまたは直接会って該当情報を取得する必要なしに、より容易かつより明確に該当情
報を取得することが可能になり得る。いくつかの例では、クライアント・アプリケーショ
ン２０２は、自然言語を解析および理解してメッセージング・スレッド内のユーザによる
質問または要求に自動的に応答することによって、ユーザと会話することが可能なソフト
ウェアを、マーチャントに使用できるようにしてもよい。
【０１７６】
　示されるように、メッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフェース４１４は
、クライアント・デバイス４００ａのユーザの口座から送信された電子メッセージ４１８
ａを含むメッセージング・スレッド４１６を含むことができる。同様に、メッセージング
・スレッド４１６は、マーチャントの口座によって受信された電子メッセージ４１８ｂを
含むことができる。１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネー
ジャ２０８は、より古いメッセージがメッセージング・スレッド４１６の上部において表
示されるように、新しいメッセージがメッセージング・スレッド４１６の下部に対して追
加されるように、メッセージング・スレッド４１６を編成する。代替実施形態では、ユー
ザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセージ４１８ａ、４１８ｂ間の時系列
または他の関係をユーザに対して示し得る任意の様式で、メッセージ４１８ａ、４１８ｂ
を編成し得る。
【０１７７】
　ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、ユーザがメッセージング・スレッド
４１６内で電子通信を区別する助けとなるために、さまざまな電子通信特性を提供する。
たとえば、図４Ｂに例示されるように、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は
、メッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフェース４１４の片側（すなわち、
右側）に向けられた、クライアント・デバイス４００ａのユーザの口座から送信された電
子メッセージ４１８ａを表示する。一方、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８
は、メッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフェース４１４の反対側（すなわ
ち、左側）に向けられた、メッセージング・ハンドラ２１２によって受信された電子メッ
セージ４１８ｂを表示する。１つまたは複数の実施形態では、電子メッセージ４１８ａ、
４１８ｂの位置決めおよび方向は、メッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフ
ェース４１４内で表示されたさまざまな電子通信の起点のクライアント・デバイス４００
ａのユーザに対して明確なインジケータを提供する。
【０１７８】
　ユーザが電子通信を区別する助けとなるユーザ・インターフェース・マネージャ２０８
によって提供された別の特性は、電子通信の色であり得る。たとえば、図４Ｂに示される
ように、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、送信された電子メッセージ４
１８ａを第１の色で、受信された電子メッセージ４１８ｂを第２の色で表示する。１つま
たは複数の実施形態では、第１の色および第２の色はそれぞれ、逆にされた字面色を有す
る、黒色および白色であってよい。代替実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネ
ージャ２０８は、白色の背景および異なる色の輪郭を用いて電子メッセージ４１８ａ、４
１８ｂを表示してよい。
【０１７９】
　さらに別の代替実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、電子
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メッセージ４１８ａ、４１８ｂを、異なるパターンの背景を用いて表示してもよいし、異
なるフォントで表示してもよいし、異なるサイズで表示してもよいし、または送信された
電子メッセージ４１８ａと受信された電子メッセージ４１８ｂとを区別し得る他の任意の
様式で表示してもよい。たとえば、１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフ
ェース・マネージャ２０８は、青色の背景上の白色の字面を用いて、送信された電子メッ
セージ４１８ａを表示する。同様に、１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インター
フェース・マネージャ２０８は、灰色の背景上の黒色の字面を用いて、受信された電子メ
ッセージ４１８ｂを表示する。
【０１８０】
　ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセージ入力制御パレットまたは
ツールバー４２２も提供し得る。図４Ｂに例示されるように、ユーザ・インターフェース
・マネージャ２０８は、メッセージ入力制御パレットまたはツールバー４２２をメッセー
ジング・グラフィカル・ユーザ・インターフェース４１４の一部として表示する。１つま
たは複数の実施形態では、メッセージ入力制御パレットまたはツール・バー４２２は、さ
まざまなメッセージ入力オプションまたは他のオプションをユーザに提供する、さまざま
な選択可能なメッセージ入力制御を含む。たとえば、図４Ｂでは、メッセージ入力制御パ
レットまたはツールバー４２２は、テキスト入力制御部４２４ａと、支払い制御部４２４
ｂと、カメラ・ビューファインダ入力制御部４２４ｃと、マルチメディア入力制御部４２
４ｄと、シンボル入力制御部４２４ｅと、「いいね」インジケータ制御部４２４ｆとを含
む。１つまたは複数の代替実施形態では、メッセージ入力制御パレットまたはツールバー
４２２は、異なる順序で入力制御部４２４ａ～４２４ｅを提供してもよいし、図４Ｂで表
示されない他の入力制御部を提供してもよいし、または図４Ｂに示される入力制御部４２
４ａ～４２４ｅのうちの１つまたは複数を省略してもよい。
【０１８１】
　以下でより詳細に説明されるように、ユーザは、異なるタイプの電子通信を構築および
送信するために、入力制御部４２４ａ～４２４ｅのいずれかと対話してよい。たとえば、
ユーザがテキスト入力制御部４２４ａと対話する場合、ユーザ・インターフェース・マネ
ージャ２０８は、メッセージング・グラフィカル・ユーザ・インターフェース４１４の一
部分の中に、ユーザがテキスト・メッセージ４２０を構築するために利用し得るタッチス
クリーン表示キーボード４１８を提供し得る。同様に、ユーザがマルチメディア入力制御
部４２４ｄと対話する場合、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセー
ジング・グラフィカル・ユーザ・インターフェース４１４の一部分の中に、（たとえば、
デジタル写真、デジタル・ビデオなどを表示するための）マルチメディア・コンテンツ・
アイテム表示エリアを提供し得る。同様に、ユーザがカメラ・ビューファインダ入力制御
部４２４ｃと対話する場合、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセー
ジング・グラフィカル・ユーザ・インターフェース４１４の一部分の中に、ユーザがメッ
セージング・スレッド４１６に対してデジタル写真またはデジタル・ビデオをキャプチャ
、送信、および追加するために利用し得るデジタル・カメラ・インターフェースを提供し
得る。
【０１８２】
　ユーザは、メッセージまたは支払いを構築し、システム１００を介してマーチャントに
対して送信するために、メッセージ入力制御部４２４ａ～ｅのいずれかと対話し得る。た
とえば、図４Ｃに示されるように、ユーザは、メッセージング・スレッド内でマーチャン
トに対して、「２％グランデ・ラテ、砂糖なしをください」というメッセージを送信する
ことができる。メッセージまたは別のユーザ入力（たとえば、メニューまたはカタログか
ら製品を選択する）に応答して、マーチャントは、支払い要求メッセージを消費者に送信
する（３００）ことができる。たとえば、図４Ｃは、「２％グランデ・ラテは３．７５ド
ルです」と述べる支払い要求メッセージを例示する。示されるように、支払い要求メッセ
ージは、図３Ａに関係して上記で説明されたように、支払い要求コンテナのコンテンツの
すべてを表面化（すなわち表示）していない。示されるように、図４Ｃに示される支払い
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要求メッセージは、支払い額（すなわち、３．７５ドル）、および購入される製品（すな
わち、２％グランデ・ラテ）の識別情報を表示することができる。
【０１８３】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０６は、「
３．７５ドル」を支払い開始選択可能な要素４２６に変換することができる。別の例では
、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０６は、メッセージ全体を支払い開始選択可
能な要素４２６に変換してもよい。追加の例では、ユーザ・インターフェース・マネージ
ャ２０６は、支払い要求メッセージに基づいて、消費者がマーチャントとの支払い取引を
開始したいかを消費者に質問するための通知（たとえば、ポップアップ・ウィンドウまた
は他の画面上要素）を提供してもよい。
【０１８４】
　ユーザ・インターフェース・マネージャ２０６は、メッセージまたはその一部の１つま
たは複数の属性または特性を修正／変更して、支払い開始選択可能な要素４２６の作成を
示すこともできる。たとえば、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０６は、図４Ｃ
に示されるように、「３．７５ドル」を目立たせることができる。代替的に、ユーザ・イ
ンターフェース・マネージャ２０６は、下線を引き、フォント・スタイル、サイズ、色な
どを変更し、または別のやり方で、支払い開始選択可能な要素４２６を視覚的に区別する
ことができる。
【０１８５】
　ユーザ入力ディテクター２１０が支払い制御部４２４ｂまたは支払い開始選択可能な要
素４２６上でタップ・タッチ・ジェスチャーを検出すると、ユーザ・インターフェース・
マネージャ２０８は、図４Ｄに示されるように、メッセージング・ユーザ・インターフェ
ース４１４内に支払いユーザ・インターフェース４２８を表示し得る。特に、支払いイン
ターフェース４２８は、所望の数字を順番に入力することによって（すなわち、３．７５
ドルに到達するために、数字キーパッド４３２内で順番に「３」、「．」、「７」、次い
で「５」をタップすることによって）ユーザが支払い額４３０を選択することを可能にす
ることができる数字キーパッド４３２を含むことができる。支払いインターフェースは、
選択された数字を表示して、ユーザが、選択された数字が所望の支払い額に対応するのを
確認し、選択された数字をしかるべく修正することを可能にすることができる。本明細書
の開示に照らして、図４Ｄの支払いインターフェース４２８は支払いインターフェースの
１つの実装形態であることが、理解されるであろう。１つまたは複数の実施形態では、ユ
ーザは、複数の異なる支払いインターフェースから支払いインターフェース４２８を選択
することができる。代替的に、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、支払い
要求メッセージから支払い額を支払いインターフェース４２８に自動的に入力することが
できる。
【０１８６】
　代替実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセージング
・ユーザ・インターフェース４１４の第１の部分（すなわち、上方部分）の中にメッセー
ジング・スレッド４１６を提供することができる。ユーザ・インターフェース・マネージ
ャ２０８は、メッセージング・ユーザ・インターフェース４１４の第２の部分（すなわち
、下方部分）の中に支払いユーザ・インターフェース４２８を提供することができる。し
たがって、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、ユーザがメッセージング・
スレッド４１６および任意の新しいメッセージを閲覧することを可能にしながら、支払い
取引を開始することも可能にすることができる。代替実施形態では、ユーザ・インターフ
ェース・マネージャ１０２は、メッセージング・スレッド４１６および支払いユーザ・イ
ンターフェース４２８を水平に、または垂直構成以外の別の構成で構成することができる
。さらに他の実施形態では、支払いユーザ・インターフェース４２８は、メッセージング
・ユーザ・インターフェース４１４または別個のユーザ・インターフェースの上にオーバ
ーレイを備えることができる。
【０１８７】
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　１つまたは複数の実施形態では、ユーザが支払い要素４３４を選択すると、消費者クラ
イアント・デバイス４００ａが支払いメッセージを生成することができる。図３Ａに関係
して上記で言及されたように、支払いメッセージは、支払い要求メッセージと同じコンテ
ンツを含むことができる。支払いメッセージを送信する前に、クライアント・アプリケー
ション２０２は、ネットワーク・アプリケーション２０４に対して、マーチャントに承認
された登録支払いクレデンシャルを顧客が有するかどうかを決定するために要求を送信す
ることができる。消費者が、マーチャントに承認された登録支払い口座に関連付けられて
いない場合には、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、図４Ｅに示されるよ
うに、消費者が支払いクレデンシャルを登録することを可能にするクレデンシャル・ユー
ザ・インターフェース４３６を提示することができる。代替的に、または加えて、グラフ
ィカル・インターフェースは、消費者が口座を作成することを必要とすることなく、ワン
タイム支払いを促進するためにユーザが支払い情報を入力する（たとえば、デビット・カ
ード番号またはクレジット・カード番号を入力する）ことを可能にするワンタイム支払い
オプションを提示することができる。
【０１８８】
　クレデンシャル・ユーザ・インターフェース４３６は、どのタイプの支払いクレデンシ
ャルをユーザが入力することを選択するかに応じて変わり得ることが理解されるであろう
。１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、資
金をマーチャントに送信するための許容可能な支払いクレデンシャル（たとえば、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）のリストを提供すること
ができる。ユーザが、あるタイプの支払いクレデンシャルを選択すると、ユーザ・インタ
ーフェース・マネージャ２０８は、適用可能なクレデンシャル・ユーザ・インターフェー
ス４３６を提供することができる。たとえば、図４Ｅは、デビット・カードを入力するた
めのクレデンシャル・ユーザ・インターフェース４３６を例示する。示されるように、ユ
ーザは、数字キーパッド４３２を介して、デビット・カード番号、有効期限、セキュリテ
ィ・コード、および、デビット・カードに関連付けられた勘定書送付先郵便番号コードを
入力することができる。支払い情報の入力が選択されると、メッセージング・ハンドラ２
１２は、支払いクレデンシャルを記憶するために、支払いクレデンシャル情報をネットワ
ーク・アプリケーション２０６に送信することができる。
【０１８９】
　ユーザが支払いクレデンシャル詳細を入力した後、システム１００は、支払い取引を処
理し続けることができる。１つまたは複数の実施形態では、クライアント・アプリケーシ
ョン２０２は、将来の支払い取引を処理するためにＰＩＮまたは他のショートカットを使
用するオプションをユーザに対して提供することができる。たとえば、図４Ｆに示される
ように、クライアント・アプリケーション２０２は、セキュリティを追加する目的で、ユ
ーザが金銭を送信するためにＰＩＮを作成したいかどうかユーザに尋ねるポップアップ・
ウィンドウ４３８または他の通知を、メッセージング・インターフェース４１４の中でユ
ーザに対して提示することができる。
【０１９０】
　消費者が、将来の支払い取引を処理するためにＰＩＮを入力することを選択した場合、
クライアント・アプリケーション２０２は、図４Ｇに示されるように、ＰＩＮを作成する
ためのＰＩＮ作成インターフェース４４０を提示することができる。具体的には、ＰＩＮ
作成インターフェースは、消費者が、消費者の記憶されたクレデンシャルに関連付けられ
た一意のＰＩＮを作成することを可能にすることができる。たとえば、ＰＩＮは、将来の
支払い取引を処理することが可能になる前に消費者が数字キーパッド４３２を介して入力
することができる４桁の番号（または任意の長さのストリング）とすることができる。い
くつかの例では、システム１００は、ＰＩＮを作成し、記憶されたクレデンシャルとＰＩ
Ｎを関連付けるために、ＰＩＮを再入力することによって、消費者がＰＩＮを確かめるこ
とを要求することもできる。
【０１９１】
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　将来の支払い取引のために、システム１００は、消費者がＰＩＮを入力することができ
るＰＩＮ入力インターフェースを提示することができる。ＰＩＮを入力することは、シス
テム１００が、ＰＩＮに関連するユーザのために記憶されたクレデンシャルを使用して支
払い取引を処理することを可能にすることができる。したがって、ＰＩＮを入力すること
は、消費者がシステム１００を介して別のユーザに対して金銭を送信することを望むたび
にクレデンシャルを思い出すことなく消費者が支払い取引を開始および完了することを可
能にする。
【０１９２】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザの支払いクレデンシャルを検証する間または後
に、消費者クライアント・デバイス４００ａが、支払いメッセージをマーチャント・クラ
イアント・デバイスに対して送信することができる。システム１００は会話に関与するユ
ーザとマーチャントの両方のメッセージング・スレッド４１６内に支払い額４３０を提示
することができる。たとえば、システムは、クライアント・デバイス４００ａのためのグ
ラフィカル・ユーザ・インターフェースのメッセージング・スレッド４１６において支払
いメッセージに関して支払い額４３０を挿入することができる。
【０１９３】
　図４Ｈ～図４Ｊは、マーチャント・クライアント・デバイス４００ｂのためのメッセー
ジング・インターフェース４１４ａの実施形態を例示する。たとえば、図４Ｈは、ユーザ
が支払い取引を開始して支払い額をマーチャントに対して送信した後の、マーチャント・
クライアント・デバイス４００ｂにおけるメッセージング・インターフェース４１４ａを
例示する。図４Ｈに例示されるマーチャント・クライアント・デバイス４００ｂは、マー
チャントのロケーションにおけるスタンドまたは他のデバイスに取り付けられた表示デバ
イスなどのタッチスクリーン４０２ａを有する任意のデバイスを含み得る。マーチャント
・クライアント・デバイス４００ｂにおけるメッセージング・インターフェース４１４ａ
は、マーチャントがメッセージング・スレッド４１６ａ内でユーザとメッセージを交換す
ることを可能にすることができる。
【０１９４】
　追加実施形態によれば、クライアント・アプリケーション２０２のマーチャント・バー
ジョンは、マーチャントに関連付けられた追加の情報をマーチャントが見ることを可能に
することもできる。たとえば、クライアント・アプリケーション２０２のマーチャント・
バージョンは、マーチャントが操作を行うこと、または消費者に利用できない情報にアク
セスすることを可能にできる制御部４４２ａ～４４２ｃを含むことができる。例示するた
めに、クライアント・アプリケーション２０２のマーチャント・バージョンは、注文制御
部４４２ａ、顧客制御部４４２ｂ、およびメニュー制御部４４２ｃを含むことができる。
【０１９５】
　たとえば、注文制御部４４２ａは、マーチャントが、保留中および／または最近の注文
を見ることを可能にすることができる。顧客制御部４４２ｂは、クライアント・アプリケ
ーション２０２を介してマーチャントと対話したことがある以前の顧客のリストを（たと
えば、マーチャントのための連絡先のリストで）マーチャントが見ることを可能にするこ
とができる。メニュー制御部４４２ｃは、マーチャントがマーチャントのメニュー（また
は他の製品リスト）を表示することを可能にし、たとえば、クライアント・アプリケーシ
ョン２０２において顧客とメッセージを交換しながら、マーチャントがメニューまたは製
品情報を顧客に提供することを可能にすることができる。追加実施形態または代替実施形
態では、クライアント・アプリケーション２０２のマーチャント・バージョンは、図４Ｈ
～図４Ｊに例示されたものと比べて多い、少ない、または異なるマーチャント固有制御部
を含むことができる。
【０１９６】
　前述のように、システム１００は、たとえば、消費者の身元に関連付けられたメッセー
ジング・インターフェース４１４ａのメッセージング・スレッド４１６ａ内の支払い額、
および支払い額４３０ａを有するメッセージ内のテキスト・コンテンツ（たとえば、「メ
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ッセンジャーから送信」）を示すことによって、消費者が支払い取引を開始したことをマ
ーチャントに通知することができる。例示するために、ユーザ・インターフェース・マネ
ージャ２０８は、消費者とマーチャントとの間で交換される他のメッセージと共に、支払
い額４３０ａをメッセージング・スレッド４１６ａの時間依存フロー内に挿入することが
できる。加えて、または代替的に、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、別
の様式で（たとえば、マーチャントのクライアント・デバイス４００ｂの通知エリア内、
またはメッセージング・インターフェース４１４ａのオーバーレイ内に通知を提供するこ
とによって）、支払い額４３０ａを提示することができる。ユーザ・インターフェース・
マネージャ２０８は、ユーザのクライアント・デバイス４００ａにおけるメッセージング
・インターフェース４１４のメッセージング・スレッド４１６内に支払い額を提示するこ
ともできる。
【０１９７】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、確
認要求をマーチャントに提供して、示された額について支払い取引をマーチャントが承認
する（すなわち、承認要素４５２などのメッセージング・インターフェース内の要素を選
択することによって承認する）ことを可能にすることができる。マーチャントが支払い取
引を承認した後、システム１００は、支払い取引を完了し、ユーザからマーチャントへ資
金を移動するプロセスを始めることができる。代替例では、支払いメッセージは、システ
ム１００が支払い取引を自動的に処理および完了する間、単に支払い取引に関する注意を
マーチャントにもたらすことができる。
【０１９８】
　１つまたは複数の実施形態によれば、マーチャントは、ユーザからの支払い額４３０ａ
を修正することができる。具体的には、マーチャントが、支払い取引で（たとえば、高す
ぎるまたは低すぎる）誤った額をユーザが支払ったと決定した場合、または、マーチャン
トが、他の任意の理由（たとえば、顧客ロイヤルティ、クーポン、または値引きプログラ
ム）により、価格を調整したい場合、マーチャントは、支払い額４３０ａを調整すること
ができる。たとえば、マーチャントは、メッセージ内の支払い額４３０ａを選択して、マ
ーチャント・クライアント・デバイス４００ｂにおける支払いインターフェースを開くこ
とができる。支払いインターフェースを開いた後、マーチャントは、新しい支払い額を選
択し、修正された支払いメッセージをユーザに対して送信することができ、次いで、ユー
ザが、新しい支払い額を承認または拒否することができる。ユーザおよびマーチャントは
、新しい支払い額に関する追加のメッセージを交換することもできる。
【０１９９】
　１つまたは複数の実施形態では、マーチャントが支払いを承認することを選択したとき
、またはマーチャントが支払いメッセージを受信した後、クライアント・アプリケーショ
ン２０２が、ネットワーク・アプリケーション２０４に対して、マーチャントのための登
録された支払いクレデンシャルを識別するために要求を送信することができる。マーチャ
ントの支払いクレデンシャルを識別した後、システム１００は支払い取引を完了すること
ができる。具体的には、システム１００は、ユーザからマーチャントへ資金を移動するこ
とによって、支払い取引を完了することができる。いくつかの例では、ユーザからマーチ
ャントへ資金を移動することは、対応する金融機関が取引を承認するまで、マーチャント
に関連付けられた一時または中間口座に資金を移動することを含むことができる。代替例
では、支払い取引を完了することは、マーチャントに関連付けられた宛先口座へ資金を直
接的に移動することを含むことができる。
【０２００】
　支払い取引が完了した後（または、マーチャントが支払い取引を完了することを選択し
た後）、システム１００は、ユーザおよび／またはマーチャントに対して支払い完了メッ
セージを表示することができる。１つまたは複数の実施形態では、支払い完了メッセージ
を終えた後、または別のやり方で支払い取引を完了した後、システム１００は、クライア
ント・デバイス４００ａ上のメッセージング・スレッド４１６および／またはマーチャン
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ト・クライアント・デバイス４００ｂ上のメッセージング・スレッド４１６ａ内の支払い
額４３０（および対応するメッセージの他の任意のテキスト）を更新して、システム１０
０が支払い取引の処理を完了したことを反映することができる。たとえば、ユーザ・イン
ターフェース・マネージャ２０８は、メッセージング・スレッド４１６ａ内のメッセージ
（この場合は、支払い額４３０のみを含む）の一定の特性を変更することができる。例示
するために、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセージをアニメーシ
ョンにする、または、メッセージの位置、メッセージの境界幅、メッセージの背景色、メ
ッセージのサイズおよびフォント、もしくはこの目的に適したメッセージの他の任意の特
性を変更することができる。
【０２０１】
　図４Ｈに示されるように、システム１００は、マーチャントがメッセージング・スレッ
ド内でユーザに対して追加の情報を通信することを可能にすることができる。たとえば、
マーチャントは、完了した支払い取引に関連付けられた情報を含むメッセージを送信する
ことができる。例示するために、マーチャントは、注文品が準備できたときにユーザが購
入製品を入手できるようにするために、購入製品（たとえば、ラテ）の注文番号を含む注
文メッセージ４４４を送信することができる。加えて、または代替的に、注文メッセージ
４４４は、マーチャント、製品、または支払い取引に関連付けられた他の詳細に基づいて
、追加または代替の情報を通信することができる。たとえば、注文メッセージ４４４は、
マーチャントが注文を完了するための推定待ち時間（たとえば、図４Ｈに示されるように
「３～５分お待ちください」）、出荷情報に関連付けられた追跡情報、購入の日付、商品
返品確認番号、送り状番号領収情報（たとえば、典型的には紙のレシート上に含まれる情
報）、顧客担当者、またはユーザが支払い取引に関係して知るのが有用であり得る他の情
報を含むことができる。
【０２０２】
　注文メッセージを送信した後、図４Ｉに例示されるように、マーチャントは完了メッセ
ージ４４６を送信することができる。具体的には、マーチャントは、注文完了メッセージ
４４６内の対応する注文番号についてユーザの注文品が準備できたことを、ユーザに通知
することができる。たとえば、注文完了メッセージ４４６は、名前でユーザを識別し、注
文品についてマーチャントからユーザが入手するための準備ができたことを示すテキスト
を含むことができる。
【０２０３】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザは、ユーザが注文品を入手するときに、マーチ
ャントがユーザを識別することを可能にするために、確認情報をマーチャントに提供する
ことができる。たとえば、ユーザは、マーチャントがユーザの身元を確認するために見る
ことができるクライアント・アプリケーション２０２を介して、ユーザの写真付き識別情
報４４８（たとえば、ユーザの画像、または写真付き識別情報の法的形式）をマーチャン
トに対して提供することができる。例示するために、ユーザは、メッセージング・スレッ
ドのメッセージの添付ファイルとして写真付き識別情報４４８をマーチャントに対して提
供することができる。たとえば、製品を注文して支払い取引が完了した後、ユーザは、ユ
ーザの写真が添付されたメッセージを送信することができ、マーチャントは、ユーザが注
文品を入手しようとするときにユーザをユーザの写真と比較することができる。代替的に
、ユーザがメッセージをマーチャントに対して送信すると、メッセージング・スレッドが
、ユーザの名前の隣にアイコンとしてユーザの写真を表示してもよく、マーチャントは、
アイコンを選択してユーザの写真の大きなバージョンを見ることができる。
【０２０４】
　いくつかの実施形態では、システム１００は、詐欺的な識別情報を防止するために、画
像認識技術を使用してユーザの写真付き識別情報４４８を確認することができる。具体的
には、システム１００は、写真付き識別情報４４８がユーザの写真であることを確認する
ために、ユーザの写真を、ユーザに関連付けられた（たとえば、メッセージング・データ
ベース内の）記憶された情報と比較することができる。例示するために、システム１００
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は、ユーザの視覚的識別情報を確認するために、画像認識技術を使用して、ユーザの他の
写真を、マーチャントに提供された写真付き識別情報４４８と比較することができる。ユ
ーザの識別情報を確認した後、マーチャントは、ユーザに注文品を引き渡して取引を完了
することができる。
【０２０５】
　代替実施形態では、マーチャントがユーザに対して送信する注文完了メッセージ４４６
は、ユーザが注文品を入手するためにマーチャントに提示できる情報を含むことができる
。特に、注文完了メッセージ４４６は、ユーザが製品を注文したことをマーチャントが確
認できるように、マーチャントにユーザが提示できるコードを含むことができる。たとえ
ば、注文完了メッセージ４４６は、ＱＲコードを含むことができ、ユーザは、ピックアッ
プ・カウンタでＱＲコードをスキャンして、マーチャントから注文製品（たとえば、ラテ
）を取得することができる。
【０２０６】
　支払い取引が完了した後、システム１００は、ユーザが、クライアント・アプリケーシ
ョン２０２内でマーチャントから払い戻しを得ることを可能にすることができる。具体的
には、システム１００は、メッセージング・スレッド内でユーザがマーチャントに払い戻
しを要求することを可能にすることができる。たとえば、図４Ｊに示されるように、ユー
ザは、マーチャントと１つまたは複数のメッセージを交換して、メッセージング・スレッ
ド内でマーチャントに払い戻しを要求することができる。例示するために、ユーザは、ク
ライアント・デバイス４００ａにおけるメッセージング・ユーザ・インターフェースにお
いて支払い取引および／または支払いメッセージに関連付けて、（たとえば、ユーザの注
文の誤り、または製品の不具合を示す）払い戻し要求メッセージ４５０をマーチャントに
対して送信することができる。
【０２０７】
　先に言及されたように、マーチャント・クライアント・デバイス４００ｂは、マーチャ
ントに固有の機能性を含むクライアント・アプリケーション２０２のバージョンを含むこ
とができる。特に、ユーザから払い戻し要求メッセージ４５０を受信した後、マーチャン
トはユーザに払い戻しを行うことを選ぶことができる。たとえば、メッセージング・ユー
ザ・インターフェース４１４ａは、ユーザとの支払い取引に関連付けられた払い戻しをマ
ーチャントが行うことを可能にする払い戻し要素４５２を含むことができる。例示するた
めに、マーチャントは、払い戻し要素４５２を選択することで、支払い取引の払い戻しプ
ロセスを開始して支払い額をユーザに移動することができる。
【０２０８】
　代替実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、ユーザのクライ
アント・デバイス４００ａにおけるメッセージング・スレッド４１６内に、支払い取引に
関連付けられた払い戻し要求要素（図示せず）を提供することができる。払い戻し要求要
素を選択することにより、クライアント・デバイス４００ａに、払い戻し要求メッセージ
４５０をマーチャントに対して送信させることができる。マーチャント・クライアント・
デバイス４００ｂが払い戻し要求メッセージ４５０を受信すると、ユーザ・インターフェ
ース・マネージャ２０８は、メッセージング・ユーザ・インターフェース４１４ａのメッ
セージング・スレッド４１６ａ内に払い戻し要求メッセージ４５０を提供することができ
る。たとえば、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、メッセージング・スレ
ッド４１６ａ内に払い戻し選択可能な要素を含むように、払い戻し要求メッセージ４５０
をフォーマットすることができる。
【０２０９】
　加えて、払い戻し要求メッセージ４５０は、対応する支払い取引に関連付けられた追加
の情報を含むことができる。具体的には、払い戻し要求メッセージ４５０は、マーチャン
トが払い戻し要求を理解し取引を識別することを可能にする情報を含むことができる。た
とえば、払い戻し要求メッセージ４５０は、払い戻し要求（たとえば「ブラッドが注文番
号３５について払い戻しを要求した」）および／または払い戻しの理由（たとえば「私は



(50) JP 6457095 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

砂糖なしのラテを注文しましたが、飲み物に砂糖が入っていました。」）を記述したテキ
ストを含むことができる。払い戻し要求メッセージ４５０および追加の情報に基づいて、
マーチャントは、金銭をユーザに払い戻すかどうかの決定を行うことができる。
【０２１０】
　１つまたは複数の実施形態では、マーチャントは、ユーザに関連付けられた情報に基づ
いて、払い戻しをするか、および／またはいくら払い戻すかを決定することができる。具
体的には、マーチャントは、システム１００に関連して、ユーザに関する情報を使用して
、ユーザに払い戻しをするかどうかを決定することができる。たとえば、マーチャントは
、システム１００に関連して、ユーザに対する共同ユーザのフィードバックまたはマーチ
ャントのフィードバックに基づくユーザに対するユーザ評価にアクセスすることができる
。例示するために、ユーザ評価は、ユーザが頻繁にマーチャントに払い戻しを要求してい
るかどうかを決定するために、（先に説明されたように）ユーザに関連付けられたリスク
情報に基づくことが可能である。代替的に、マーチャントは、サードパーティ・システム
からの評価を使用して、特定のユーザに対して払い戻しを行うか、および／またはいくら
払い戻すかを決定することもできる。同様に、マーチャントは、ユーザ評価またはユーザ
に関連付けられた他の情報を使用して、製品を購入するための初期支払い取引に関連付け
られた価格設定または取り決めに対する任意の修正を決定することができる。
【０２１１】
　マーチャントが支払い額をユーザに払い戻すための払い戻しプロセスを開始するとき、
マーチャントは、ユーザに対して、マーチャントが支払いプロセスを開始したことを示す
払い戻しメッセージを送信することができる。特に、払い戻しプロセスを開始することに
より、図４Ｋに示されるように、４００ａに対するマーチャント・クライアント・デバイ
スが、払い戻しメッセージ４５４をクライアント・デバイス４００ａに対して送信してメ
ッセージング・スレッド内に表示するようにできる。１つまたは複数の実施形態では、払
い戻しメッセージ４５４は、マーチャントが払い戻しを行ったこと、および一定の時間内
でユーザの口座において支払い額がユーザに利用可能になることを、ユーザに通知する。
代替実施形態では、払い戻しメッセージ４５４は、マーチャントがユーザに払い戻しを行
いたいことをユーザに通知するとともに、払い戻しをユーザが承認または承諾することを
要求することができる。
【０２１２】
　加えて、または代替的に、払い戻しメッセージ４５４は、ユーザに有用であり得る他の
情報を含むことができる。たとえば、払い戻しメッセージ４５４は、ユーザの記録のため
、または支払いが適切に行われたことを確認するために、ユーザが製品および特定の支払
い取引を識別することを可能にする情報を含むことができる。例示するために、払い戻し
メッセージ４５４は、支払い額、注文番号、払い戻しの理由、および／またはユーザが支
払い取引を識別することを可能にする他の情報を含むことができる。
【０２１３】
　１つまたは複数の実施形態では、ユーザ・インターフェース・マネージャ２０８は、確
認要求をユーザに提供して、ユーザが支払い取引についてマーチャントからの払い戻しを
承認する（すなわち、承認要素４５６などのメッセージング・インターフェース内の要素
を選択することによって承認する）ことを可能にすることができる。いくつかの例では、
払い戻しメッセージ４５４が、承認要素４５６を含むことができ、または、ユーザ・イン
ターフェース・マネージャ２０８が、オーバーレイまたは通知エリアに承認要素４５６を
表示することができる。ユーザが払い戻しを承認した後、システム１００は、マーチャン
トからユーザへ支払い額の資金を移動するプロセスを始めることができる。代替例では、
払い戻しメッセージ４５４は、システム１００が払い戻しを自動的に処理および完了する
間、単に払い戻しに関する注意をユーザにもたらすことができる。
【０２１４】
　先に説明されたように、システム１００は、ユーザとマーチャントとの間の各支払い取
引についての取引ＩＤを維持することができる。加えて、システム１００は、消費者、マ
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ーチャント、および／またはメッセージング・スレッドに取引ＩＤを関連付けることがで
きる。消費者、マーチャント、および／またはメッセージング・スレッドに取引ＩＤを関
連付けることによって、システム１００は、マーチャントが、以前の取引に関連付けられ
た支払いを容易に払い戻すことを可能にすることができる。具体的には、支払いに関する
消費者が払い戻し要求を送信するとき、払い戻し要求は、払い戻し要求に埋め込まれた取
引ＩＤを含むことができ、それにより、システム１００は、クライアント・アプリケーシ
ョン２０２内から、ユーザに金銭を払い戻すのに必要な関連情報のすべてを容易に識別す
ることが可能になる。例示するために、マーチャントが払い戻し要素４５２を選択すると
、システム１００は、消費者、マーチャント、対応する口座、および支払い額に加えて、
対応する取引ＩＤを識別することができる。したがって、マーチャントが払い戻し要素４
５２を選択すると、システム１００は、マーチャントが他のデバイスを用いてまたは他の
アプリケーションを介して追加の工程を行う必要なく、ユーザへの払い戻しを自動的に処
理することができる。
【０２１５】
　１つまたは複数の実施形態では、マーチャントが払い戻し要素４５２を選択すると、ま
たは別のやり方で支払い取引の払い戻しプロセスを開始すると（たとえば、ユーザに対し
て払い戻しメッセージを送信した後、およびユーザが払い戻しを承認した後）、システム
１００は、払い戻しプロセスの開始を検出し、支払いネットワーク１１５と通信すること
ができる。特に、システム１００は、取引ＩＤに基づいてマーチャントの口座から支払い
取引の支払い額に等しい資金を移動するために、要求を支払いネットワーク１１５に対し
て送信することができる。いくつかの例では、支払いネットワーク１１５は、ユーザの口
座に資金を移動する前に、ユーザに関連付けられた一時口座へ資金を移動することができ
る。代替例では、支払いネットワーク１１５は、一時口座を使用することなく、マーチャ
ントの口座からユーザの口座に資金を移動することができる。
【０２１６】
　図１～図４Ｋ、対応するテキスト、および例は、統合された電子支払いおよびメッセー
ジング・システムを使用して支払いを送信および受信するための複数の異なるシステムお
よびデバイスを提供する。上記に加えて、実施形態は、特定の結果を達成するための方法
における行為および工程を含むフローチャートの観点から説明され得る。たとえば、図５
および図６は、１つまたは複数の実施形態による例示的な方法のフローチャートを例示す
る。
【０２１７】
　図５は、ピア・ツー・ビジネスの支払いを促進する方法５００のフローチャートを例示
する。方法５００は、マーチャントからユーザへの支払い要求メッセージを受信する行為
５０２を含む。たとえば、行為５０２は、ユーザのクライアント・デバイス２００ａ、４
００ａにおいて、マーチャントからユーザへの支払い要求メッセージを受信することを伴
い、支払い要求メッセージは、支払い額および取引識別子を含む。たとえば、支払い要求
メッセージは、マーチャントからの製品に関連して、マーチャントとユーザとの間の支払
い取引の支払い額を含むことができる。
【０２１８】
　方法５００はまた、メッセージング・スレッド４１６内に支払い要求メッセージを提供
する行為５０４を含む。たとえば、行為５０４は、ユーザとマーチャントとの間のメッセ
ージング・スレッド４１６内に支払い要求メッセージを提供することを伴い、メッセージ
ング・スレッド４１６は、メッセージング・アプリケーションのメッセージング・ユーザ
・インターフェース４１４内にある。例示するために、行為５０４は、ユーザのクライア
ント・デバイス２００ａ、４００ａの表示デバイス上のメッセージング・スレッド内に支
払い額を提供することを伴い得る。
【０２１９】
　行為５０４の一部として、または追加の行為として、方法５００は、支払い要求メッセ
ージの支払い額を、メッセージング・スレッド内の選択可能な要素４２６に変換すること
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を含むこともできる。加えて、支払い要求メッセージは、ユーザとマーチャントとの間の
メッセージング・スレッドに関連して、ユーザ識別子、マーチャント識別子、およびメッ
セージング・スレッド識別子を含むことができる。
【０２２０】
　加えて、方法５００は、ユーザによる選択を受信する行為５０６を含む。たとえば、行
為５０６は、マーチャントに対して支払い額を支払うというユーザによる選択を受信する
ことを伴う。例示するために、行為５０６は、メッセージング・スレッド４１６内の選択
可能な要素４２６の選択を受信することを伴い得る。代替的に、行為５０６は、ユーザに
より入力された支払い額を識別することと、メッセージング・インターフェース４１４内
の支払い要素４３４の選択を受信することとを伴い得る。
【０２２１】
　方法５００は、支払いメッセージと、支払い額を識別するメッセージとを送信する行為
５０８をさらに含む。たとえば、行為５０８は、メッセージング・アプリケーションに関
連付けられた１つまたは複数のサーバに対して、支払い額および取引識別子を含む支払い
メッセージと、支払い額を識別するメッセージとを送信することを伴う。行為５０８はま
た、メッセージング・アプリケーションに関連付けられた１つまたは複数のサーバに対し
て、支払いメッセージを送信するとともに、並行して、マーチャントのクライアント・デ
バイス２００ｂ、４００ｂに対して、支払い取引を示す第２のメッセージを送信すること
を伴い得る。
【０２２２】
　行為５０８の一部として、または追加の行為として、方法５００は、ユーザのクライア
ント・デバイス２００ａ、４００ａのロケーションを検出することを含むことができる。
方法５００は、検出されたロケーションを、メッセージング・アプリケーションに関連付
けられた１つまたは複数のサーバに対して送信することを含むことができる。加えて、方
法５００は、クライアント・デバイス２００ａ、４００ａがマーチャントのロケーション
に近接しているという指示を受信することを含むことができる。方法５００はまた、マー
チャントのマーチャント識別子を識別することと、メッセージング・スレッド内に、マー
チャントをメッセージング連絡先として追加するよう求める要求を提供することとを含む
ことができる。たとえば、方法５００は、ユーザのクライアント・デバイス２００ａ、４
００ａのロケーションがマーチャントのジオフェンスに入っていると決定することを含む
ことができる。
【０２２３】
　行為５０８の一部として、または追加の行為として、方法５００は、ユーザのクライア
ント・デバイス２００ａ、４００ａがマーチャントのロケーションに近接しているとき、
マーチャントがユーザに連絡することを可能にするために、ユーザ・プリファレンスを識
別することを含むことができる。方法５００はまた、ユーザのユーザ識別子およびユーザ
の連絡先情報を備える通知を、マーチャントに対して送信することを伴い得る。方法５０
０はまた、マーチャントがユーザからの明示的な許可を得る必要なしに、メッセージング
・アプリケーションを使用してマーチャントがユーザに連絡することをユーザ・プリファ
レンスが可能にすることを、識別することを含むことができる。たとえば、方法５００は
、ユーザ・プリファレンスに基づいてマーチャントから広告を受信することを含むことが
できる。
【０２２４】
　方法５００はまた、メッセージをメッセージング・スレッドに対して追加する行為５１
０を含むことができる。たとえば、行為５１０は、支払い額を識別するメッセージを、ユ
ーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッド４１６に対して追加することを伴
う。行為５１０はまた、ユーザおよびマーチャントを含む会話の時間依存フローで、ユー
ザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッド４１６に対してメッセージを追加す
ることを伴い得る。加えて、行為５１０は、支払い額についてユーザとマーチャントとの
間の支払い取引を示すように支払いメッセージのコンテンツをフォーマットすることを伴
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い得る。
【０２２５】
　行為５１０の一部として、または追加の行為として、方法５００は、支払い取引につい
て払い戻しを要求するユーザによる選択を受信することを含むこともできる。方法５００
は、メッセージング・アプリケーションに関連付けられた１つまたは複数のサーバに対し
て、取引識別子を含む払い戻し要求メッセージ４５０を送信することを伴い得る。方法５
００はまた、払い戻し要求メッセージ４５０を、ユーザとマーチャントとの間のメッセー
ジング・スレッド４１６に対して追加することを含むことができる。
【０２２６】
　図６は、ピア・ツー・ビジネスの支払いを促進する別の方法６００のフローチャートを
例示する。方法６００は、第１のメッセージをユーザから受信する行為６０２を含む。た
とえば、行為６０２は、マーチャントのクライアント・デバイス２００ｂ、４００ｂにお
いて、ユーザが購入したいと望む製品を示す第１のメッセージを、ユーザから受信するこ
とを伴う。行為６０２はまた、示された製品の、製品リストにおける製品の識別子へのマ
ッピングに基づいて、製品識別子を取得することを伴い得る。たとえば、行為６０２は、
製品識別子を使用して、示された製品に関連付けられた価格設定および取り決めを識別す
ることを伴い得る。
【０２２７】
　方法６００は、メッセージング・スレッド４１６ａ内に第１のメッセージを提供する行
為６０４をさらに含む。たとえば、行為６０４は、少なくとも１つのプロセッサによって
、ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッド４１６ａ内に第１のメッセー
ジを提供することを伴う。メッセージング・スレッド４１６ａは、メッセージング・アプ
リケーションのメッセージング・ユーザ・インターフェース４１４ａ内にある。加えて、
行為６０４は、ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッド４１６ａの会話
の時間依存フロー内に第１のメッセージを提供することを伴い得る。
【０２２８】
　方法６００はまた、支払い要求メッセージを生成する行為６０６を含む。たとえば、行
為６０６は、製品に対する支払い額を有する支払い要求メッセージを生成することを伴う
。行為６０６は、メッセージング・アプリケーションのメッセージング・インターフェー
ス４１４ａ内でのマーチャントからの入力に基づいて支払い要求メッセージを生成するこ
とを伴い得る。たとえば、行為６０６は、マーチャントから製品識別子の入力を受信する
ことと、製品識別子に基づいて製品に対する支払い額を決定することとを伴い得る。
【０２２９】
　加えて、方法６００は、支払い要求メッセージを１つまたは複数のサーバに対して送信
する行為６０８を含む。たとえば、行為６０８は、メッセージング・アプリケーションに
関連付けられた１つまたは複数のサーバに対して、支払い要求メッセージをユーザへの送
達のために送信することを伴う。たとえば、行為６０８はユーザとマーチャントとの間の
メッセージング交換を管理するサーバに対して、支払い要求メッセージを送信することを
伴い得る。
【０２３０】
　方法６００はまた、１つまたは複数のサーバから支払いメッセージを受信する行為６１
０を含む。たとえば、行為６１０は、メッセージング・アプリケーションに関連付けられ
た１つまたは複数のサーバから、支払いがユーザから受信されたことを示す支払いメッセ
ージを受信することを伴う。加えて、行為６１０は、支払い額が成功裏にユーザの支払い
クレデンシャルから引き落とされてマーチャントの支払いクレデンシャルに振り込まれた
という通知を、１つまたは複数のサーバから受信することを伴い得る。
【０２３１】
　行為６１０の一部として、または追加の行為として、方法６００は、１つまたは複数の
サーバからの支払いメッセージに応答して、取引識別子を生成することを含むことができ
る。取引識別子は、支払いメッセージおよびメッセージング・スレッド５１６ａに関連付
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けられ得る。方法６００はまた、ユーザから、取引識別子に関連して支払い額をユーザに
対して払い戻すよう求める要求を受信することを含むことができる。方法は、要求を処理
して、支払い額をユーザの支払いクレデンシャルに対して払い戻すことをさらに伴い得る
。方法は、次いで、支払い額の払い戻しの成功を示す払い戻しメッセージを、ユーザに対
して送信することを伴い得る。
【０２３２】
　方法６００は、メッセージング・スレッド５１６ａ内に第２のメッセージを提供する行
為６１２をさらに含む。たとえば、行為６１２は、ユーザとマーチャントとの間のメッセ
ージング・スレッド５１６ａ内に、支払い額の受信を示す第２のメッセージを提供するこ
とを伴う。加えて、行為６１２は、受信された支払いメッセージに応答して、メッセージ
ング・スレッド５１６ａの会話の時間依存フロー内に第２のメッセージを提供することを
伴い得る。
【０２３３】
　行為６１２の一部として、または追加の行為として、方法６００は、ユーザの画像を受
信することと、ユーザの画像を、ユーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッ
ド５１６ａ内に提供することとを含むことができる。画像は、マーチャントがユーザの身
元を確認することを可能にすることができる。たとえば、ユーザの画像は、写真付き識別
情報の法的形式のユーザの画像を含むことができる。
【０２３４】
　加えて、行為６１２の一部として、または追加の行為として、方法６００は、ユーザの
クライアント・デバイス２００ａ、４００ａがマーチャントのロケーションに近接してい
るという指示を受信することを含むことができる。受信された指示に応答して、方法６０
０は、マーチャントのクライアント・デバイス２００ｂ、４００ｂの表示デバイス上にユ
ーザとマーチャントとの間のメッセージング・スレッド４１６ａを提示することを含むこ
とができる。たとえば、方法６００は、メッセージング・スレッド５１６ａがマーチャン
トのクライアント・デバイス２００ｂ、４００ｂの表示デバイス上でフォーカスされてい
ないと決定することと、受信された指示に応答して、メッセージング・スレッド５１６ａ
がマーチャントのクライアント・デバイス２００ｂ、４００ｂの表示デバイス上でフォー
カスされるようにすることとを含むことができる。加えて、または代替的に、受信された
指示に応答して、方法６００は、ユーザをマーチャントのための連絡先のリストに追加す
ることを含むことができる。方法６００はまた、ユーザとマーチャントとの間のメッセー
ジング・スレッド５１６ａ内に、マーチャントのための連絡先のリストにユーザが追加さ
れたという通知を提供することを伴い得る。加えて、または代替的に、方法６００は、受
信された指示に応答して、メッセージング・スレッド５１６ａ内で製品リストをユーザに
対して送信することを含むことができる。
【０２３５】
　本開示の実施形態では、以下に詳述する通り、たとえば１つまたは複数のプロセッサお
よびシステムメモリ等のコンピュータハードウェアを備えた専用または汎用コンピュータ
を備えるか、または利用するようにしてもよい。また、本開示の発明の範囲内の実施形態
には、コンピュータ実行可能な命令および／またはデータ構造を搬送または記憶する物理
的なコンピュータ可読媒体および他のコンピュータ可読媒体を含む。とりわけ、本明細書
に記載のプロセスのうちの１つまたは複数は、非一時的コンピュータ可読媒体にて具現化
され、１つまたは複数のコンピューティング・デバイス（たとえば、本明細書に記載のメ
ディアコンテンツアクセスデバイスのいずれか）により実行可能な命令として、その少な
くとも一部が実装されていてもよい。一般的には、プロセッサ（たとえば、マイクロプロ
セッサ）が非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、メモリ等）から命令を受け取り、
これらの命令を実行することによって、本明細書に記載のプロセスのうちの１つまたは複
数等、１つまたは複数のプロセスを実行する。
【０２３６】
　コンピュータ可読媒体としては、汎用または専用コンピュータシステムによりアクセス
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可能な任意の利用可能な媒体が可能である。コンピュータ実行可能な命令を記憶するコン
ピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体（デバイス）である。コンピュ
ータ実行可能な命令を搬送するコンピュータ可読媒体は、伝送媒体である。このように、
非限定的な一例として、本開示の実施形態には、非一時的コンピュータ可読記憶媒体（デ
バイス）および伝送媒体という少なくとも２つの明確に異なる種類のコンピュータ可読媒
体を含み得る。
【０２３７】
　非一時的コンピュータ可読記憶媒体（デバイス）としては、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲ
ＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、固体ドライブ（「ＳＳＤ」）（たとえば、ＲＡＭベース）、フラッ
シュメモリ、相変化メモリ（「ＰＣＭ」）、他の種類のメモリ、他の光ディスクストレー
ジ、磁気ディスクストレージ等の磁気ストレージデバイス、またはコンピュータ実行可能
な命令もしくはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段の記憶に使用可能である
とともに、汎用もしくは専用コンピュータによりアクセス可能なその他任意の媒体が挙げ
られる。
【０２３８】
　「ネットワーク」は、コンピュータシステムおよび／またはモジュールおよび／または
他の電子機器間で電子データを伝送可能な１つまたは複数のデータリンクとして定義され
ている。情報がネットワークまたは別の通信接続（有線、無線、または有線もしくは無線
の組み合わせ）上でコンピュータに転送または提供される場合、上記コンピュータは、そ
の接続を厳密に伝送媒体と見なす。伝送媒体としては、コンピュータ実行可能な命令また
はデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段の搬送に使用可能であるとともに、汎
用または専用コンピュータによりアクセス可能なネットワークおよび／またはデータリン
クが挙げられる。また、上記の組み合わせについても、コンピュータ可読媒体の範囲に含
まれるものとする。
【０２３９】
　さらに、コンピュータシステムのさまざまな構成要素に到達した際に、コンピュータ実
行可能な命令またはデータ構造の形態のプログラムコード手段は、伝送媒体から非一時的
コンピュータ可読記憶媒体（デバイス）へと自動的に転送可能である（その逆も可能であ
る）。たとえば、ネットワークまたはデータリンク上で受信されたコンピュータ実行可能
な命令またはデータ構造は、ネットワークインターフェースモジュール（たとえば、「Ｎ
ＩＣ」）内のＲＡＭにバッファリングした後、最終的には、コンピュータシステムＲＡＭ
および／またはコンピュータシステムにおける低揮発性コンピュータ記憶媒体（デバイス
）に転送可能である。したがって、非一時的コンピュータ可読記憶媒体（デバイス）は、
伝送媒体も（または、主として）利用するコンピュータシステムの構成要素に含み得るこ
とが了解されるものとする。
【０２４０】
　コンピュータ実行可能な命令としては、たとえばプロセッサで実行された場合に、特定
の機能または機能群を汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または専用処理デバイスに
実行させる命令およびデータが挙げられる。いくつかの実施形態においては、コンピュー
タ実行可能な命令が汎用コンピュータ上で実行されることにより、上記汎用コンピュータ
は、本開示の実施形態の要素を実装した専用コンピュータへと変化する。コンピュータ実
行可能な命令は、たとえばバイナリ、アセンブリ言語等の中間フォーマット命令、あるい
はソースコードであってもよい。以上、構造的特徴および／または方法論的行為に固有の
表現で主題を説明したが、添付の特許請求の範囲に規定の主題は、必ずしも上述の特徴ま
たは行為に限定されないことが了解されるものとする。むしろ、上記特徴および行為は、
特許請求の範囲を実施する例示的な形態として開示している。
【０２４１】
　当業者であれば、パーソナル・コンピュータ、デスクトップ・コンピュータ、ラップト
ップ・コンピュータ、メッセージプロセッサ、携帯機器、マルチプロセッサシステム、マ
イクロプロセッサベースの家庭用電化製品またはプログラム可能な家庭用電化製品、ネッ
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トワークＰＣ、マイクロコンピュータ、メインフレームコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ
，タブレット、ポケベル、ルータ、スイッチ等、さまざまな種類のコンピュータシステム
構成のネットワークコンピュータ環境において本開示が実現されるようになっていてもよ
いことが認識されよう。また、本開示は、ネットワークを通じて（有線データリンク、無
線データリンク、または有線および無線データリンクの組み合わせにより）リンクしたロ
ーカルメモリストレージデバイスおよび遠隔コンピュータシステムがともにタスクを実行
する分散システム環境において実現されるようになっていてもよい。分散システム環境に
おいては、ローカルメモリストレージデバイスおよび遠隔メモリストレージデバイスの両
者にプログラムモジュールが配置されていてもよい。
【０２４２】
　また、本開示の実施形態は、クラウドコンピュータ環境において実装可能である。本記
載において、「クラウドコンピューティング」は、設定可能なコンピュータリソースの共
有プールに対するオンデマンドネットワークアクセスを可能とするモデルとして定義され
ている。たとえば、クラウドコンピューティングは、設定可能なコンピュータリソースの
共有プールに対するユビキタスかつ便利なオンデマンドアクセスを提供する市場で採用可
能である。設定可能なコンピュータリソースの共有プールは、仮想化によって迅速に開設
可能であるとともに、わずかな管理労力またはサービス・プロバイダ対話で解放可能であ
るため、これに応じてスケーリング可能である。
【０２４３】
　クラウドコンピューティングモデルは、たとえばオンデマンドセルフサービス、ブロー
ドネットワークアクセス、リソースプーリング、ラピッドエラスティシティ、メジャード
サービス等のさまざまな特性で構成可能である。また、クラウドコンピューティングモデ
ルは、たとえばサービス型ソフトウェア（「ＳａａＳ」）、サービス型プラットフォーム
（「ＰａａＳ」）、およびサービス型インフラ（「ＩａａＳ」）等のさまざまなサービス
モデルを提供可能である。また、クラウドコンピューティングモデルは、プライベートク
ラウド、コミュニティクラウド、パブリッククラウド、ハイブリッドクラウド等のさまざ
まな展開モデルを用いて展開可能である。本明細書および特許請求の範囲において、「ク
ラウドコンピュータ環境」は、クラウドコンピューティングを採用する環境である。
【０２４４】
　図７は、上述のプロセスのうちの１つまたは複数を実行するように構成できる例示的な
コンピューティング・デバイス７００のブロック図を示している。データコンピューティ
ング・デバイス７００などの１つまたは複数のコンピューティング・デバイスが支払シス
テム１００を実装することが理解される。図７に示すように、コンピューティング・デバ
イス７００は、通信インフラ７１２によって通信されるように結合されている、プロセッ
サ７０２、メモリ７０４、ストレージデバイス７０６、Ｉ／Ｏインターフェース７０８、
および通信インターフェース７１０を備える。図７には、例示的なコンピューティング・
デバイス７００を示しているが、図７に示す構成要素は、何ら限定を意図したものではな
い。他の実施形態においては、付加的または代替的な構成要素を使用するようにしてもよ
い。さらに、特定の実施形態において、コンピューティング・デバイス７００は、図７よ
りも少ない構成要素を備える。以下、図７に示すコンピューティング・デバイス７００の
構成要素について、さらに詳しく説明する。
【０２４５】
　１つまたは複数の実施形態において、プロセッサ７０２は、コンピュータプログラムを
構成する命令等を実行するハードウェアを備えてもよい。非限定的な一例として、プロセ
ッサ７０２は、命令を実行するため、内部レジスタ、内部キャッシュ、メモリ７０４、ま
たはストレージデバイス７０６から命令を取り出す（または、フェッチする）とともに、
上記命令を復号化して実行するようにしてもよい。１つまたは複数の実施形態において、
プロセッサ７０２は、データ、命令、またはアドレス用の１つまたは複数の内部キャッシ
ュを備えてもよい。非限定的な一例として、プロセッサ７０２は、１つまたは複数の命令
キャッシュ、１つまたは複数のデータキャッシュ、および１つまたは複数のトランスレー
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ション・ルックアサイド・バッファ（ＴＬＢ）を備えてもよい。命令キャッシュ中の命令
は、メモリ７０４またはストレージ７０６中の命令のコピーであってもよい。
【０２４６】
　メモリ７０４は、データ、メタデータ、およびプロセッサが実行するプログラムの記憶
に使用してもよい。メモリ７０４は、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、リードオ
ンリーメモリ（「ＲＯＭ」）、固体ディスク（「ＳＳＤ」）、フラッシュ、相変化メモリ
（「ＰＣＭ」）、または他の種類のデータストレージ等、揮発性および不揮発性メモリの
うちの１つまたは複数を備えていてもよい。また、メモリ７０４は、内部メモリであって
もよいし、分散メモリであってもよい。
【０２４７】
　ストレージデバイス７０６は、データまたは命令を記憶するストレージを備える。非限
定的な一例として、ストレージデバイス７０６は、上述の非一時的記憶媒体を備える。ス
トレージデバイス７０６としては、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、フロッピー（登
録商標）ディスクドライブ、フラッシュメモリ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気テー
プ、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ドライブ、またはこれらのうちの２つ以上の組
み合わせが挙げられる。ストレージデバイス７０６は、必要に応じて、取り外し可能媒体
を備えていてもよいし、取り外し可能でない（すなわち、固定）媒体を備えていてもよい
。ストレージデバイス７０６は、コンピューティング・デバイス７００の内部であっても
よいし、外部であってもよい。１つまたは複数の実施形態において、ストレージデバイス
７０６は、不揮発性の固体メモリである。他の実施形態において、ストレージデバイス７
０６は、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）を含む。必要に応じて、このＲＯＭは、マスク
プログラムＲＯＭ、プログラム可能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ
）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、電気的書き換え可能ＲＯＭ（ＥＡＲＯＭ
）、フラッシュメモリ、またはこれらのうちの２つ以上の組み合わせであってもよい。
【０２４８】
　Ｉ／Ｏインターフェース７０８によって、ユーザが、入力を提供し、出力を受け取り、
あるいはコンピューティング・デバイス７００に対してデータを転送しデータを受け取る
ことを可能にする。これらのＩ／Ｏインターフェース７０８は、マウス、キーパッドもし
くはキーボード、タッチスクリーン、カメラ、光学スキャナ、ネットワーク・インターフ
ェース、モデル、その他既知のＩ／Ｏデバイス、またはこのようなＩ／Ｏデバイス／イン
ターフェースの組み合わせを含む。Ｉ／Ｏインターフェース７０８は、出力をユーザに提
示する１つまたは複数の機器を備えていてもよく、グラフィックスエンジン、ディスプレ
イ（たとえば、表示画面）、１つまたは複数の出力ドライバ（たとえば、ディスプレイド
ライバ）、１つまたは複数の音声スピーカ、および１つまたは複数の音声ドライバが挙げ
られるが、これらに限定されない。特定の実施形態において、Ｉ／Ｏインターフェース７
０８は、グラフィックデータをディスプレイに提供して、ユーザに提示するように構成さ
れている。グラフィックデータは、特定の実施態様に役立ち得る１つもしくは複数のグラ
フィカル・ユーザ・インターフェースおよび／またはその他任意のグラフィックコンテン
ツを代表するものであってもよい。
【０２４９】
　通信インターフェース７１０は、ハードウェア、ソフトウェア、または両者を含み得る
。いかなる場合でも、通信インターフェース７１０は、コンピューティング・デバイスと
１つもしくは複数の他のコンピューティング・デバイス７００またはネットワークとの間
の通信（たとえば、パケットベースの通信等）のための１つまたは複数のインターフェー
スを提供可能である。非限定的な一例として、通信インターフェース７１０としては、イ
ーサネット（登録商標）等の有線ネットワークと連通するネットワークインターフェース
コントローラ（ＮＩＣ）もしくはネットワークアダプタまたはＷｉ－Ｆｉ等の無線ネット
ワークと連通する無線ＮＩＣ（ＷＮＩＣ）もしくは無線アダプタが挙げられる。
【０２５０】
　加えて、または、代替として、通信インターフェース７１０は、アドホック・ネットワ
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ーク、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワーク（Ｌ
ＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネットワ
ーク（ＭＡＮ）、インターネットの１つもしくは複数の部分、またはこれらのうちの２つ
以上の組み合わせと通信を行わせる。これらネットワークのうちの１つまたは複数の１つ
または複数の部分は、有線であってもよいし、無線であってもよい。一例として、通信イ
ンターフェース７１０は、無線ＰＡＮ（ＷＰＡＮ）（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）ＷＰＡＮ等）、Ｗｉ－Ｆｉネットワーク、Ｗｉ－ＭＡＸネットワーク、携帯電話
ネットワーク（たとえば、汎欧州デジタル移動電話通信（ＧＳＭ（登録商標））ネットワ
ーク等）、他の適当な無線ネットワーク、またはこれらの組み合わせと通信を行わせる。
【０２５１】
　加えて、通信インターフェース７１０は、通信さまざまな通信プロトコルを促進し得る
。使用され得る通信プロトコルの例としては、限定されるものではないが、データ伝送媒
体、通信デバイス、伝送制御プロトコル（「ＴＣＰ」）、インターネット・プロトコル（
「ＩＰ」）、ファイル転送プロトコル（「ＦＴＰ」）、Ｔｅｌｎｅｔ、Ｈｙｐｅｒｔｅｘ
ｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（「ＨＴＴＰ」）、Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒ
ａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｅｃｕｒｅ（「ＨＴＴＰＳ」）、セッション開始プ
ロトコル（「ＳＩＰ」）、Ｓｉｍｐｌｅ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ（「ＳＯＡＰ」）、拡張マークアップ言語（「ＸＭＬ」）およびその変種、簡易メール
転送プロトコル（「ＳＭＴＰ」）、リアルタイム転送プロトコル（「ＲＴＰ」）、ユーザ
・データグラム・プロトコル（「ＵＤＰ」）、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（「ＧＳＭ」）技術、符号分割多元接続（「
ＣＤＭＡ」）技術、時分割多元接続（「ＴＤＭＡ」）技術、ショート・メッセージ・サー
ビス（「ＳＭＳ」）、マルチメディア・メッセージ・サービス（「ＭＭＳ」）、無線周波
数（「ＲＦ」）シグナリング技術、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（「ＬＴＥ
」）技術、無線通信技術、帯域内シグナリング技術および帯域外シグナリング技術、なら
びに他の適切な通信ネットワークおよび技術がある。
【０２５２】
　通信インフラ７１２は、コンピューティング・デバイス７００の構成要素を互いに結合
するハードウェア、ソフトウェア、または両者を備える。非限定的な一例として、通信イ
ンフラ７１２は、アクセラレイテッドグラフィックスポート（ＡＧＰ）等のグラフィック
スバス、拡張業界標準アーキテクチャ（ＥＩＳＡ）バス、フロントサイドバス（ＦＳＢ）
、ハイパートランスポート（ＨＴ）相互接続、業界標準アーキテクチャ（ＩＳＡ）バス、
インフィニバンド相互接続、ロウピンカウント（ＬＰＣ）バス、メモリバス、マイクロチ
ャネルアーキテクチャ（ＭＣＡ）バス、周辺機器相互接続（ＰＣＩ）バス、ＰＣＩエクス
プレス（ＰＣＩｅ）バス、シリアルアドバンストテクノロジーアタッチメント（ＳＡＴＡ
）バス、ビデオエレクトロニクス標準協会ローカル（ＶＬＢ）バス、その他適当なバス、
またはこれらの組み合わせを含んでいてもよい。
【０２５３】
　上述の通り、システム１００は、ソーシャル・ネットワーキング・システムを含み得る
。ソーシャル・ネットワーキング・システムによって、そのユーザ（人または組織など）
が、システムに対しておよび互いに対話をすることが可能になる。上述のように、システ
ム１００は、ソーシャル・ネットワーキング・システムを備える。ソーシャル・ネットワ
ーキング・システムによれば、そのユーザ（人または組織等）は、システムと、および互
いに対話が可能である。ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザからの入力
により、ユーザに関連付けられているユーザプロフィールを作成して上記ソーシャル・ネ
ットワーキング・システムに記憶するようにしてもよい。ユーザプロフィールには、人口
統計学的情報、通信チャンネル情報、およびユーザの個人的関心に関する情報を含んでい
てもよい。また、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザからの入力により
、上記ユーザのソーシャル・ネットワーキング・システムの他ユーザとの関係のレコード
を作成して記憶するとともに、ユーザ間の社会的対話を行わせるサービス（たとえば、ウ
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ォール投稿、写真共有、オンライン・カレンダー、イベント統合、メッセージング、ゲー
ム、または広告）を提供するようにしてもよい。また、ソーシャル・ネットワーキング・
システムは、ユーザが、ユーザのプロファイル・ページ（典型的には、「ウォール投稿」
もしくは「タイムライン投稿」として知られる）に対して、またはフォト・アルバム内に
、写真および他のマルチメディア・コンテンツ・アイテムを投稿することを可能にし得、
プロファイル・ページとフォト・アルバムの両方は、ユーザの構成されたプライバシー設
定に応じて、ソーシャル・ネットワーキング・システムの他のユーザにとってアクセス可
能である。
【０２５４】
　図８は、ソーシャル・ネットワーキング・システムの例となるネットワーク環境８００
を例示する。ネットワーク環境８００は、ネットワーク８０４によって互いに接続された
、クライアント・システム８０６と、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２と
、サードパーティ・システム８０８とを含む。図８は、クライアント・システム８０６、
ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２、サードパーティ・システム８０８、お
よびネットワーク８０４の特定の構成を例示しているが、この開示は、クライアント・シ
ステム８０６、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２、サードパーティ・シス
テム８０８、およびネットワーク８０４の任意の適切な構成を企図したものである。限定
としてではなく、一例として、クライアント・システム８０６、ソーシャル・ネットワー
キング・システム８０２、およびサードパーティ・システム８０８のうちの２つ以上が、
ネットワーク８０４をバイパスして、直接的に互いに接続されてもよい。別の例として、
クライアント・システム８０６、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２、およ
びサードパーティ・システム８０８のうちの２つ以上が、全体的にまたは部分的に互いと
物理的または論理的に共同設置されてもよい。さらに、図８は、特定の数のクライアント
・システム８０６、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２、サードパーティ・
システム８０８、およびネットワーク８０４を例示しているが、この開示は、任意の適切
な数のクライアント・システム８０６、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２
、サードパーティ・システム８０８、およびネットワーク８０４を企図したものである。
限定としてではなく、一例として、ネットワーク環境８００は、複数のクライアント・シ
ステム８０６と、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２と、サードパーティ・
システム８０８と、ネットワーク８０４とを含んでよい。
【０２５５】
　本開示は、任意の適切なネットワーク８０４を企図したものである。限定としてではな
く、一例として、ネットワーク８０４の１つまたは複数の部分は、アドホック・ネットワ
ーク、イントラネット、エクストラネット、仮想プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）
、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、ワイド・エリ
ア・ネットワーク（ＷＡＮ）、無線ＷＡＮ（ＷＷＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネッ
トワーク（ＭＡＮ）、インターネットの一部分、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の一部分、
セルラー電話ネットワーク、またはこれらのうちの２つ以上の組み合わせを含んでよい。
ネットワーク８０４は、１つまたは複数のネットワーク８０４を含み得る。
【０２５６】
　リンクは、クライアント・システム８０６、ソーシャル・ネットワーキング・システム
８０２、およびサードパーティ・システム８０８を通信ネットワーク８０４に対して、ま
たは互いに対して接続し得る。本開示は、任意の適切なリンクを企図したものである。特
定の実施形態では、１つまたは複数のリンクとしては、１つまたは複数のワイヤライン・
リンク（たとえば、デジタル加入者線（ＤＳＬ）またはＤａｔａ　Ｏｖｅｒ　Ｃａｂｌｅ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＤＯＣＳＩＳ）
など）、無線リンク（たとえば、Ｗｉ－ＦｉまたはＷｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐ
ｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ）など）
、または光リンク（たとえば、同期型光ネットワーク（ＳＯＮＥＴ）または同期デジタル
・ハイアラーキ（ＳＤＨ）など）がある。特定の実施形態では、１つまたは複数のリンク
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は各々、アドホック・ネットワーク、イントラネット、エクストラネット、ＶＰＮ、ＬＡ
Ｎ、ＷＬＡＮ、ＷＡＮ、ＷＷＡＮ、ＭＡＮ、インターネットの一部分、ＰＳＴＮの一部分
、セルラー技術ベースのネットワーク、衛星通信技術ベースのネットワーク、別のリンク
、または２つ以上のそのようなリンクの組み合わせを含む。リンクは、必ずしもネットワ
ーク環境８００全体を通じて同じである必要はない。１つまたは複数の第１のリンクは、
１つまたは複数の点において、１つまたは複数の第２のリンクと異なってよい。
【０２５７】
　特定の実施形態では、クライアント・システム８０６は、ハードウェア、ソフトウェア
、または埋め込まれた論理構成要素、または２つ以上のそのような構成要素の組み合わせ
を含み、クライアント・システム８０６によって実施またはサポートされる適切な機能を
実行することが可能な電子デバイスであってよい。限定としてではなく、一例として、ク
ライアント・システム８０６は、上記で図７に関係して論じられたコンピューティング・
デバイスのいずれかを含んでよい。クライアント・システム８０６は、クライアント・シ
ステム８０６におけるネットワーク・ユーザがネットワーク８０４にアクセスすることを
可能にし得る。クライアント・システム８０６は、そのユーザが他のクライアント・シス
テム８０６における他のユーザと通信することを可能にし得る。
【０２５８】
　特定の実施形態では、クライアント・システム８０６は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＩＮＴ
ＥＲＮＥＴ　ＥＸＰＬＯＲＥＲ、ＧＯＯＧＬＥ　ＣＨＲＯＭＥ、またはＭＯＺＩＬＬＡ
　ＦＩＲＥＦＯＸなどのウェブ・ブラウザ９３２を含んでよく、１つまたは複数のアドオ
ン、プラグイン、またはツールバーもしくはＹＡＨＯＯツールバーなどの他の拡張機能を
有してよい。クライアント・システム８０６におけるユーザは、ユニフォーム・リソース
・ロケータ（ＵＲＬ）またはウェブ・ブラウザを特定のサーバ（サーバ、またはサードパ
ーティ・システム８０８に関連付けられているサーバなど）に対して宛てる他のアドレス
を入力してよく、ウェブ・ブラウザは、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）要
求を生成し、ＨＴＴＰ要求をサーバに対して通信し得る。サーバは、ＨＴＴＰ要求を受け
入れ、ＨＴＴＰ要求に応答して１つまたは複数のハイパーテキスト・マークアップ言語（
ＨＴＭＬ）ファイルをクライアント・システム８０６に対して通信し得る。クライアント
・システム８０６は、ユーザに対する提示のために、サーバからのＨＴＭＬファイルに基
づいてウェブページをレンダリングし得る。本開示は、任意の適切なウェブページ・ファ
イルを企図したものである。限定としてではなく、一例として、ウェブページは、特定の
ニーズに従って、ＨＴＭＬファイル、拡張可能ハイパーテキスト・マークアップ言語（Ｘ
ＨＴＭＬ）ファイル、または拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）ファイルからレンダリ
ングし得る。そのようなページはまた、たとえば、限定されるものではないが、ＪＡＶＡ
ＳＣＲＩＰＴ（登録商標）、ＪＡＶＡ（登録商標）、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＳＩＬＶＥＲ
ＬＩＧＨＴで記述されたスクリプトなどのスクリプト、ＡＪＡＸ（非同期ＪＡＶＡＳＣＲ
ＩＰＴおよびＸＭＬ）などのマークアップ言語とスクリプトの組み合わせなどを実行し得
る。本明細書では、ウェブページに対する参照は、適切な場合、１つまたは複数の対応す
るウェブページ・ファイル（ブラウザがウェブページをレンダリングするために使用し得
る）を包含し、逆も同様である。
【０２５９】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、オンライン
・ソーシャル・ネットワークをホストする、ネットワークアドレス指定可能なコンピュー
ティング・システムであってよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、
たとえばユーザプロファイル・データ、概念プロファイル・データ、ソーシャルグラフ情
報、またはオンライン・ソーシャル・ネットワークに関係する他の適切なデータなどのソ
ーシャルネットワーキング・データを生成、記憶、受信、および送信し得る。ソーシャル
・ネットワーキング・システム８０２は、直接的に、またはネットワーク８０４を介して
、のどちらかで、ネットワーク環境８００の他の構成要素によってアクセスされ得る。特
定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、１つまたは複数
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のサーバを含み得る。各サーバは、単体サーバであってもよいし、複数のコンピュータま
たは複数のデータセンタにまたがる分散サーバであってもよい。サーバは、たとえば限定
されるものではないが、ウェブ・サーバ、ニュース・サーバ、メール・サーバ、メッセー
ジ・サーバ、広告サーバ、ファイル・サーバ、アプリケーション・サーバ、交換サーバ、
データベース・サーバ、プロキシ・サーバ、本明細書で説明される機能もしくはプロセス
を実行するのに適した別のサーバ、またはそれらの任意の組み合わせなどの、さまざまな
タイプであってよい。特定の実施形態では、各サーバは、ハードウェア、ソフトウェア、
または埋め込まれた論理構成要素、またはサーバによって実施もしくはサポートされる適
切な機能を実行するための２つ以上そのような構成要素の組み合わせを含んでよい。特定
の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、１つまたは複数の
データ・ストアを含み得る。データ・ストアは、さまざまなタイプの情報を記憶するため
に使用され得る。特定の実施形態では、データ・ストア内に記憶される情報は、具体的な
データ構造に従って編成され得る。特定の実施形態では、各データ・ストアは、リレーシ
ョナル・データベース、カラムナ・データベース、相関データベース、または他の適切な
データベースであってよい。本開示は特定のタイプのデータベースを説明または例示して
いるが、本開示は、任意の適切なタイプのデータベースを企図するものである。特定の実
施形態は、クライアント・システム８０６、ソーシャル・ネットワーキング・システム８
０２、またはサードパーティ・システム８０８がデータ・ストア内に記憶された情報を管
理する、取り出す、修正する、追加する、または削除することを可能にするインターフェ
ースを提供し得る。
【０２６０】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、１つまたは
複数のデータ・ストア内に１つまたは複数のソーシャルグラフを記憶し得る。特定の実施
形態では、ソーシャルグラフは、複数のユーザ・ノード（各々が特定のユーザに対応する
）または複数の概念ノード（各々が特定の概念に対応する）を含み得る複数のノードと、
ノードを接続する複数のエッジを含み得る。ソーシャル・ネットワーキング・システム８
０２は、オンライン・ソーシャル・ネットワークのユーザに、他のユーザと通信および対
話できることを提供し得る。特定の実施形態では、ユーザは、ソーシャル・ネットワーキ
ング・システム８０２を介してオンライン・ソーシャル・ネットワークに加わり、次いで
、ユーザが接続されたいソーシャル・ネットワーキング・システム８０２の何人かの他の
ユーザに対して接続（たとえば、関係）を追加し得る。本明細書では、「友人」という用
語は、ユーザがソーシャル・ネットワーキング・システム８０２を介して接続、関連付け
、または関係を形成した、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２の他の任意の
ユーザを指し得る。
【０２６１】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ソーシャル
・ネットワーキング・システム８０２によってサポートされるさまざまなタイプのアイテ
ムまたはオブジェクトに対してアクションをとることをユーザに提供し得る。限定として
ではなく、一例として、アイテムおよびオブジェクトは、ソーシャル・ネットワーキング
・システム８０２のユーザが属し得るグループもしくはソーシャル・ネットワーク、ユー
ザが興味を抱き得るイベントもしくはカレンダー記載事項、ユーザが使用し得るコンピュ
ータベースのアプリケーション、ユーザがサービスを介してアイテムを購入もしくは販売
し得る取引、ユーザが実行し得る広告との対話、または他の適切なアイテムもしくはオブ
ジェクトを含み得る。ユーザは、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２内で、
またはサードパーティ・システム８０８の外部システムによって表されることが可能なも
のと対話し得、サードパーティ・システム８０８は、ソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム８０２とは別個であり、ネットワーク８０４を介してソーシャル・ネットワーキン
グ・システム８０２に結合される。
【０２６２】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、さまざまな
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エンティティをリンクすることが可能であり得る。限定としてではなく、一例として、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ユーザが、互いと対話し、ならびにサ
ードパーティ・システム８０８もしくは他のエンティティからコンテンツを受信する、ま
たはユーザが、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（ＡＰＩ）もしく
は他の通信チャネルを通して、これらのエンティティと対話できることを可能にし得る。
【０２６３】
　特定の実施形態では、サードパーティ・システム８０８は、１つもしくは複数のタイプ
のサーバ、１つもしくは複数のデータ・ストア、限定されるものではないがＡＰＩを含む
１つもしくは複数のインターフェース、１つもしくは複数のウェブ・サービス、１つもし
くは複数のコンテンツ・ソース、１つもしくは複数のネットワーク、または、たとえばサ
ーバが通信し得る他の任意の適切な構成要素であり得る。サードパーティ・システム８０
８は、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２を運用するエンティティからの異
なるエンティティによって運用され得る。しかしながら、特定の実施形態では、ソーシャ
ル・ネットワーキング・システム８０２およびサードパーティ・システム８０８は、ソー
シャル・ネットワーキング・システム８０２またはサードパーティ・システム８０８のユ
ーザにソーシャルネットワーキング・サービスを提供するために互いに運用し得る。この
意味で、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、サードパーティ・システム
８０８などの他のシステムがインターネット全体にわたってソーシャルネットワーキング
・サービスおよび機能をユーザに対して提供するために使用し得るプラットフォームすな
わちバックボーンを提供し得る。
【０２６４】
　特定の実施形態では、サードパーティ・システム８０８は、サードパーティ・コンテン
ツ・オブジェクト・プロバイダを含み得る。サードパーティ・コンテンツ・オブジェクト
・プロバイダは、クライアント・システム８０６に対して通信され得るコンテンツ・オブ
ジェクトの１つまたは複数のソースを含み得る。限定としてではなく、一例として、コン
テンツ・オブジェクトは、たとえば、映画の上映時間、映画のレビュー、レストランのレ
ビュー、レストランのメニュー、製品情報およびレビュー、または他の適切な情報などの
、ユーザの興味を引く物事またはアクティビティに関する情報を含み得る。限定としてで
はなく、別の例として、コンテンツ・オブジェクトは、クーポン、割引チケット、商品券
、または他の適切な報償となるオブジェクトなどの、報償となるコンテンツ・オブジェク
トを含み得る。
【０２６５】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ソーシャル
・ネットワーキング・システム８０２とのユーザの対話を向上させ得る、ユーザにより生
成されたコンテンツ・オブジェクトも含む。ユーザにより生成されたコンテンツは、ユー
ザがソーシャル・ネットワーキング・システム８０２に対して追加、アップロード、送信
、または「投稿する」ものを含み得る。限定としてではなく、一例として、ユーザが、ク
ライアント・システム８０６からソーシャル・ネットワーキング・システム８０２に対し
て投稿を通信する。投稿としては、ステータス更新もしくは他のテキスト・データ、ロケ
ーション情報、フォト、映像、リンク、音楽、または他の類似のデータもしくはメディア
などのデータがあり得る。コンテンツはまた、ニュースフィードまたはストリームなどの
「通信チャネル」を介して、サードパーティによってソーシャル・ネットワーキング・シ
ステム８０２に対して追加され得る。
【０２６６】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、さまざまな
サーバと、サブシステムと、プログラムと、モジュールと、ログと、データ・ストアとを
含んでもよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は
、ウェブ・サーバ、アクション・ロガー、ＡＰＩ要求サーバ、関連性およびランキング・
エンジン、コンテンツ・オブジェクト分類器、通知コントローラ、アクション・ログ、サ
ードパーティコンテンツ・オブジェクト公開（ｅｘｐｏｓｕｒｅ）ログ、推測モジュール
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、許可／プライバシー・サーバ、検索モジュール、広告ターゲティング・モジュール、ユ
ーザインターフェース・モジュール、ユーザプロファイル・ストア、接続ストア、サード
パーティ・コンテンツ・ストア、またはロケーション・ストアのうちの１つまたは複数を
含んでよい。ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ネットワーク・インタ
ーフェース、セキュリティ機構、ロード・バランサ、フェイルオーバ・サーバ、管理およ
びネットワーク運用コンソール、他の適切な構成要素、またはそれらの任意の適切な組み
合わせなどの、適切な構成要素も含んでよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム８０２は、ユーザ・プロファイルを記憶するための１つまたは複数
のユーザプロファイル・ストアを含んでよい。ユーザ・プロファイルは、たとえば、経歴
情報、人口統計学的情報、行動情報、社会情報、または職歴、学歴、趣味もしくは好み、
興味、親密度、もしくはロケーションなどの他のタイプの記述情報を含み得る。興味情報
は、１つまたは複数のカテゴリに関係する興味を含み得る。カテゴリは、汎用的であって
もよいし、具体的であってもよい。限定としてではなく、一例として、ユーザが、靴のブ
ランドについての記事に対して「いいね」を表明する場合、そのカテゴリはブランドであ
ってもよいし、「靴」または「衣類」という汎用的なカテゴリであってもよい。接続スト
アは、ユーザについての接続情報を記憶するために使用され得る。接続情報は、類似もし
くは共通の職歴、グループ会員資格、趣味、学歴を有する、または、いかなる形であれ関
係する、もしくは共通属性を共有するユーザを示してよい。接続情報は、異なるユーザと
コンテンツ（内部と外部の両方）との間の、ユーザにより定義された接続も含み得る。ウ
ェブ・サーバは、ネットワーク８０４を介して１つもしくは複数のクライアント・システ
ム８０６または１つもしくは複数のサードパーティ・システム８０８に対してソーシャル
・ネットワーキング・システム８０２をリンクするために使用され得る。ウェブ・サーバ
は、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２と１つまたは複数のクライアント・
システム８０６との間でメッセージを受信およびルーティングするためのメール・サーバ
または他のメッセージング機能を含んでよい。ＡＰＩ要求サーバは、サードパーティ・シ
ステム８０８が、１つまたは複数のＡＰＩを呼び出すことによって、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム８０２からの情報にアクセスすることを可能にし得る。アクション
・ロガーは、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２上またはそれ以外の場所で
のユーザのアクションについてウェブ・サーバから通信を受信するために使用され得る。
アクション・ログとともに、サードパーティコンテンツ・オブジェクトに対するユーザ公
開のサードパーティコンテンツオブジェクト・ログが維持され得る。通知コントローラは
、コンテンツ・オブジェクトに関する情報をクライアント・システム８０６に対して提供
し得る。情報は、通知としてクライアント・システム８０６に対してプッシュされてもよ
いし、情報は、クライアント・システム８０６から受信された要求に応答してクライアン
ト・システム８０６からプルされてもよい。許可サーバは、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム８０２のユーザの１つまたは複数のプライバシー設定を強制するために使用
され得る。ユーザのプライバシー設定は、ユーザに関連付けられている特定の情報がどの
ように共有可能であるかを決定する。許可サーバは、ユーザが、たとえば、適切なプライ
バシー設定を設定することなどによって、アクションをソーシャル・ネットワーキング・
システム８０２によってログさせること、または他のシステム（たとえば、サードパーテ
ィ・システム８０８）とともに共有させることに加わる、または加わらない（ｏｐｔ　ｉ
ｎ　ｔｏ　ｏｒ　ｏｐｔ　ｏｕｔ　ｏｆ）ことを可能にする。サードパーティコンテンツ
オブジェクト・ストアは、サードパーティ・システム８０８などのサードパーティから受
信されたコンテンツ・オブジェクトを記憶するために使用され得る。ロケーション・スト
アは、ユーザに関連付けられているクライアント・システム８０６から受信されたロケー
ション情報を記憶するために使用され得る。広告価格設定モジュールは、社会情報、現在
の時間、ロケーション情報、または他の適切な情報を組み合わせて、通知の形で関係のあ
る広告をユーザに対して提供し得る。
【０２６７】
　図９は、例となるソーシャルグラフ９００を例示する。特定の実施形態では、ソーシャ
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ル・ネットワーキング・システム８０２は、１つまたは複数のデータ・ストア内に１つま
たは複数のソーシャルグラフ９００を記憶し得る。特定の実施形態では、ソーシャルグラ
フ９００は、複数のユーザ・ノード９０２または複数の概念ノード９０４を含み得る複数
のノードと、ノードを接続する複数のエッジ９０６とを含み得る。図９に例示される例と
なるソーシャルグラフ９００は、教説的な目的で、２次元の視覚的なマップ表現で示され
ている。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２、クライ
アント・システム８０６、またはサードパーティ・システム８０８は、適切なアプリケー
ションのためのソーシャルグラフ９００および関係するソーシャルグラフ情報にアクセス
し得る。ソーシャルグラフ９００のノードおよびエッジは、たとえば、データ・ストア（
ソーシャルグラフ・データベースなど）内に、データ・オブジェクトとして記憶され得る
。そのようなデータ・ストアは、ソーシャルグラフ９００のノードまたはエッジの１つま
たは複数の検索可能またはクエリ可能なインデックスを含み得る。
【０２６８】
　特定の実施形態では、ユーザ・ノード９０２は、ソーシャル・ネットワーキング・シス
テム８０２のユーザに対応し得る。限定としてではなく、一例として、ユーザは、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム８０２と、またはその上で対話または通信する、個人
（人間ユーザ）、エンティティ（たとえば、企業、会社、もしくはサードパーティ・アプ
リケーション）、または（たとえば、個人もしくはエンティティの）グループであってよ
い。特定の実施形態では、ユーザがソーシャル・ネットワーキング・システム８０２に口
座を登録するとき、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ユーザに対応す
るユーザ・ノード９０２を作成し、１つまたは複数のデータ・ストア内にユーザ・ノード
９０２を記憶し得る。本明細書で説明されるユーザおよびユーザ・ノード９０２は、適切
な場合には、登録されたユーザと、登録されたユーザに関連付けられているユーザ・ノー
ド９０２を指し得る。加えて、または代替として、本明細書で説明されるユーザおよびユ
ーザ・ノード９０２は、適切な場合には、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０
２に登録されていないユーザを指し得る。特定の実施形態では、ユーザ・ノード９０２は
、ユーザによって提供される情報、またはソーシャル・ネットワーキング・システム８０
２を含むさまざまなシステムによって収集された情報に関連付けられ得る。限定としてで
はなく、一例として、ユーザは、自分の名前、プロファイル・ピクチャ、連絡先情報、誕
生日、性別、配偶者の有無、家族構成、職業、学歴、好み、興味、または他の人口統計学
的情報を提供し得る。ソーシャルグラフの各ユーザ・ノードは、対応するウェブページ（
典型的には、プロファイル・ページとして知られる）を有し得る。ユーザ名を含む要求に
応答して、ソーシャル・ネットワーキング・システムは、ユーザ名に対応するユーザ・ノ
ードにアクセスし、名前、プロファイル・ピクチャ、およびユーザに関連付けられている
他の情報を含むプロファイル・ページを作り上げる。第１のユーザのプロファイル・ペー
ジは、第１のユーザによる１つまたは複数のプライバシー設定および第１のユーザと第２
のユーザとの間の関係に基づいて、第１のユーザの情報のすべてまたは一部分を第２のユ
ーザに対して表示し得る。
【０２６９】
　特定の実施形態では、概念ノード９０４は概念に対応し得る。限定としてではなく、一
例として、概念は、場所（たとえば、映画館、レストラン、ランドマーク、もしくは都市
など）、ウェブサイト（たとえば、ソーシャルネットワーク・システム８０２に関連付け
られているウェブサイト、もしくはウェブアプリケーション・サーバに関連付けられてい
るサードパーティ・ウェブサイトなど）、エンティティ（たとえば、人物、会社、グルー
プ、スポーツ・チーム、もしくは有名人など）、ソーシャルネットワーキング・システム
８０２の中もしくはウェブアプリケーション・サーバなどの外部サーバ上に配置され得る
リソース（たとえば、オーディオ・ファイル、映像ファイル、デジタル・フォト、テキス
ト・ファイル、構造化文書、もしくはアプリケーションなど）、物的財産もしくは知的財
産（たとえば、彫刻、絵画、映画、ゲーム、歌、アイデア、写真、または著書など）、ゲ
ーム、アクティビティ、アイデア、もしくは理論、別の適切な概念、または２つ以上のそ



(65) JP 6457095 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

のような概念に対応し得る。概念ノード９０４は、ユーザによって提供される概念の情報
、またはソーシャル・ネットワーキング・システム８０２を含むさまざまなシステムによ
って収集された情報に関連付けられ得る。限定としてではなく、一例として、概念の情報
としては、名前もしくはタイトル、１つもしくは複数の画像（たとえば、本のカバー・ペ
ージの画像）、ロケーション（たとえば、住所もしくは地理的ロケーション）、ウェブサ
イト（ＵＲＬに関連付けられ得る）、連絡先情報（たとえば、電話番号もしくは電子メー
ル・アドレス）、他の適切な概念情報、またはそのような情報の任意の適切な組み合わせ
があり得る。特定の実施形態では、概念ノード９０４は、概念ノード９０４に関連付けら
れている情報に対応する１つまたは複数のデータ・オブジェクトに関連付けられ得る。特
定の実施形態では、概念ノード９０４は、１つまたは複数のウェブページに対応し得る。
【０２７０】
　特定の実施形態では、ソーシャルグラフ９００内のノードは、ウェブページ（「プロフ
ァイル・ページ」と呼ばれることがある）を表してもよいし、これによって表されてもよ
い。プロファイル・ページは、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２によって
ホストされてもよいし、これに対してアクセス可能であってもよい。プロファイル・ペー
ジはまた、サードパーティ・サーバ８０８に関連付けられているサードパーティ・ウェブ
サイト上にホストされ得る。限定としてではなく、一例として、特定の外部のウェブペー
ジに対応するプロファイル・ページは特定の外部ウェブページであってよく、プロファイ
ル・ページは特定の概念ノード９０４に対応し得る。プロファイル・ページは、他のユー
ザのすべてまたは選択されたサブセットによって閲覧することができてよい。限定として
ではなく、一例として、ユーザ・ノード９０２は、対応するユーザがコンテンツを追加し
、発表をし、または別のやり方で自分を表現し得る対応するユーザプロファイル・ページ
を有し得る。限定としてではなく、別の例として、概念ノード９０４は、特に概念ノード
９０４に対応する概念に関係して１つまたは複数のユーザがコンテンツを追加し、発表を
し、または別のやり方で自分を表現し得る対応する概念プロファイル・ページを有し得る
。
【０２７１】
　特定の実施形態では、概念ノード９０４は、サードパーティ・システム８０８によって
ホストされるサードパーティ・ウェブページまたはリソースを表し得る。サードパーティ
・ウェブページまたはリソースは、要素の中でもとりわけ、アクションまたはアクティビ
ティを表すコンテンツ、選択可能なアイコンもしくは他のアイコン、または他の対話可能
なオブジェクト（たとえば、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔコード、ＡＪＡＸコード、またはＰＨ
Ｐコードで実装され得る）を含んでよい。限定としてではなく、一例として、サードパー
ティ・ウェブページは、「いいね」、「チェック・イン」、「食べる」、「推奨」、また
は別の適切なアクションもしくはアクティビティなどの選択可能なアイコンを含み得る。
サードパーティ・ウェブページを閲覧するユーザは、アイコンのうちの１つ（たとえば、
「食べる」）を選択し、クライアント・システム８０６に、ユーザのアクションを示すメ
ッセージをソーシャル・ネットワーキング・システム８０２に対して送信させることによ
って、アクションを実行し得る。メッセージに応答して、ソーシャル・ネットワーキング
・システム８０２は、ユーザに対応するユーザ・ノード９０２とサードパーティ・ウェブ
ページまたはリソースに対応する概念ノード９０４との間にエッジ（たとえば、「食べる
」エッジ）を作成し、１つまたは複数のデータ・ストア内にエッジ９０６を記憶し得る。
【０２７２】
　特定の実施形態では、ソーシャルグラフ９００内のノードのペアは、１つまたは複数の
エッジ９０６によって互いに接続され得る。ノードのペアを接続するエッジ９０６は、ノ
ードのペアの間の関係を表し得る。特定の実施形態では、エッジ９０６は、ノードのペア
の間の関係に対応する１つまたは複数のデータ・オブジェクトまたは属性を含み得るまた
はこれを表し得る。限定としてではなく、一例として、第１のユーザは、第２のユーザが
第１のユーザの「友人」であることを示し得る。この指示に応答して、ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム８０２は、第２のユーザに対して「友人要求」を送信し得る。第
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２のユーザが「友人要求」を確かめる場合、ソーシャル・ネットワーキング・システム８
０２は、ソーシャルグラフ９００内の第１のユーザのユーザ・ノード９０２を第２のユー
ザのユーザ・ノード９０２に対して接続するエッジ９０６を作成し、エッジ９０６をソー
シャルグラフ情報としてデータ・ストアのうちの１つまたは複数に記憶し得る。図９の例
では、ソーシャルグラフ９００は、ユーザ「Ａ」とユーザ「Ｂ」のユーザ・ノード９０２
間の友人関係を示すエッジ９０６と、ユーザ「Ｃ」とユーザ「Ｂ」のユーザ・ノード９０
２間の友人関係を示すエッジとを含む。本開示は、特定のユーザ・ノード９０２を接続す
る、特定の属性を有する特定のエッジ９０６を説明または例示しているが、本開示は、ユ
ーザ・ノード９０２を接続する、任意の適切な属性を有する任意の適切なエッジ９０６を
企図するものである。限定としてではなく、一例として、エッジ９０６は、友人関係、家
族関係、ビジネスすなわち雇用関係、ファン関係、フォロワー関係、ビジター関係、購読
者関係、上下関係、相互関係、非相互関係、別の適切なタイプの関係、または２つ以上の
そのような関係を表し得る。さらに、本開示は一般に、ノードを、接続されていると説明
しているが、本開示は、ユーザまたは概念も、接続されていると説明する。本明細書では
、接続されているユーザまたは概念への参照は、適切な場合には、ソーシャルグラフ９０
０内で１つまたは複数のエッジ９０６によって接続されているそれらのユーザまたは概念
に対応するノードに及ぶ。
【０２７３】
　特定の実施形態では、ユーザ・ノード９０と概念ノード９０４との間のエッジ９０６は
、概念ノード９０４に関連付けられている概念のためにユーザ・ノード９０２に関連付け
られているユーザによって実行される特定のアクションまたはアクティビティを表し得る
。限定としてではなく、一例として、図９に例示されるように、ユーザは、概念に対して
「いいね」を表明し、「通学した」、「プレイした」、「聞いた」、「料理した」、「働
いた」、または概念を「見た」とする。その各々は、エッジ・タイプまたはサブタイプに
対応し得る。概念ノード９０４に対応する概念プロファイル・ページは、たとえば、選択
可能な「チェック・イン」アイコン（たとえば、クリック可能な「チェック・イン」アイ
コンなど）または選択可能な「お気に入りに追加」アイコンを含んでよい。同様に、ユー
ザがこれらのアイコンをクリックした後、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０
２は、それぞれのアクションに対応するユーザのアクションに応答して「お気に入り」エ
ッジまたは「チェック・イン」エッジを作成してよい。限定としてではなく、別の例とし
て、ユーザ（ユーザ「Ｃ」）は、特定のアプリケーション（オンライン音楽アプリケーシ
ョンであるＳＰＯＴＩＦＹ）を使用して特定の歌（「ランブル・オン」）を聞くことがあ
る。この場合、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ユーザがその歌を聞
き、そのアプリケーションを使用したことを示すため、にユーザに対応するユーザ・ノー
ド９０２と歌およびアプリケーションに対応する概念ノード９０４との間に「聞いた」エ
ッジ９０６および「使用した」エッジ（図９に例示される）を作成し得る。さらに、ソー
シャル・ネットワーキング・システム８０２は、特定の歌が特定のアプリケーションによ
ってプレイ（再生）されたことを示すために、歌およびアプリケーションに対応する概念
ノード９０４間に「プレイした」エッジ９０６（図９に例示される）を作成し得る。この
場合、「プレイした」エッジ９０６は、外部オーディオ・ファイル（歌「イマジン」）に
対して外部アプリケーション（ＳＰＯＴＩＦＹ）によって実行されるアクションに対応す
る。本開示は、ユーザ・ノード９０２および概念ノード９０４を接続する、特定の属性を
有する特定のエッジ９０６を説明しているが、本開示は、ユーザ・ノード９０２および概
念ノード９０４を接続する、任意の適切な属性を有する任意の適切なエッジ９０６を企図
するものである。そのうえ、本開示は、単一の関係を表す、ユーザ・ノード９０２と概念
ノード９０４との間のエッジを説明しているが、本開示は、１つまたは複数の関係を表す
、ユーザ・ノード９０２と概念ノード９０４との間のエッジを企図する。限定としてでは
なく、一例として、エッジ９０６は、ユーザが特定の概念に対して「いいね」を表明した
ことと、特定の概念において使用したことの両方を表し得る。代替的に、別のエッジ９０
６は、ユーザ・ノード９０２と概念ノード９０４との間の各タイプの関係（または単一の
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関係の倍数）を表し得る（図９では、ユーザ「Ｅ」のユーザ・ノード９０２と「ＳＰＯＴ
ＩＦＹ」の概念ノード９０４との間に例示される）。
【０２７４】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ソーシャル
グラフ９００内のユーザ・ノード９０２と概念ノード９０４との間にエッジ９０６を作成
し得る。限定としてではなく、一例として、（たとえば、ユーザのクライアント・システ
ム８０６によってホストされるウェブ・ブラウザまたは特殊目的アプリケーションを使用
することなどによって）概念プロファイル・ページを閲覧するユーザは、自分は概念ノー
ド９０４によって表される概念に対して「いいね」を表明したことを、「いいね」アイコ
ンをクリックまたは選択することによって示し得、それは、ユーザは概念プロファイル・
ページに関連付けられている概念に対して「いいね」を表明したことを示すメッセージを
ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２に対して送信することをユーザのクライ
アント・システム８０６に行わせ得る。メッセージに応答して、ソーシャル・ネットワー
キング・システム８０２は、ユーザと概念ノード９０４との間の「いいね」エッジ９０６
によって例示されるように、ユーザに関連付けられているユーザ・ノード９０２と概念ノ
ード９０４との間にエッジ９０６を作成し得る。特定の実施形態では、ソーシャル・ネッ
トワーキング・システム８０２は、１つまたは複数のデータ・ストアにエッジ９０６を記
憶し得る。特定の実施形態では、エッジ９０６は、特定のユーザ・アクションに応答して
、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２によって自動的に形成され得る。限定
としてではなく、一例として、第１のユーザがピクチャをアップロードする、映画を見る
、または歌を聞く場合、エッジ９０６は、第１のユーザに対応するユーザ・ノード９０２
とそれらの概念に対応する概念ノード９０４との間に形成され得る。本開示は、特定の様
式で特定のエッジ９０６を形成することを説明しているが、本開示は、任意の適切な様式
で任意の適切なエッジ９０６を形成することを企図するものである。
【０２７５】
　特定の実施形態では、広告は、テキスト（ＨＴＭＬリンクであってよい）、１つもしく
は複数の画像（ＨＴＭＬリンクであってよい）、１つもしくは複数の映像、オーディオ、
１つもしくは複数のＡＤＯＢＥ　ＦＬＡＳＨファイル、これらの適切な組み合わせ、また
は１つもしくは複数のウェブページ上で、１つもしくは複数の電子メール内で、もしくは
ユーザによって要求された検索結果に関係して、提示される任意の適切なデジタル・フォ
ーマットの他の任意の適切な広告であってよい。加えて、または代替として、広告は、１
つまたは複数のスポンサー付きストーリー（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・
システム８０２上のニュースフィードまたはティッカー・アイテム）である。スポンサー
付きストーリーは、たとえば、ソーシャル・アクションを、ユーザのプロファイル・ペー
ジまたは他のページの所定のエリア内に提示させる、広告主に関連付けられている追加の
情報とともに提示させる、他のユーザのニュースフィードもしくはティッカー内で衝突さ
せるもしくは別のやり方で目立たせる、または別のやり方でプロモーションさせることに
よって広告主がプロモーションする、ユーザによるソーシャル・アクション（ページに対
して「いいね」を表明する、ページ上の投稿に対して「いいね」を表明するもしくはコメ
ントする、ページに関連付けられているイベントの出欠を返事する、ページ上で投稿され
た質問に関して投稿する、ある場所にチェック・インする、アプリケーションを使用する
もしくはゲームをする、またはウェブサイトを「リンク」もしくは共有するなど）であっ
てよい。広告主は、ソーシャル・アクションをプロモーションさせるために支払うことが
ある。限定としてではなく、一例として、広告は検索結果ページの検索結果の間に含まれ
てよく、そこでは、スポンサー付きコンテンツは、スポンサー付きでないコンテンツより
もプロモーションされる。
【０２７６】
　特定の実施形態では、広告は、ソーシャルネットワーキングシステム・ウェブページ、
サードパーティ・ウェブページ、または他のページ内での表示のために要求され得る。広
告は、ページの上部のバナー・エリア内、ページの側部のカラム内、ページのＧＵＩ内、
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ポップアップ・ウィンドウ内、ドロップダウン・メニュー内、ページの入力フィールド内
、ページのコンテンツの上部の上、またはページに関する他の場所などの、ページの専用
部分内に表示され得る。加えて、または代替として、広告はアプリケーション内に表示さ
れ得る。広告は、専用ページ内に表示され、ユーザに、ユーザがページにアクセスするま
たはアプリケーションを利用する前に広告と対話するまたはこれを見ることを要求し得る
。ユーザは、たとえば、ウェブ・ブラウザを通して広告を閲覧してよい。
【０２７７】
　ユーザは、任意の適切な様式で広告と対話してよい。ユーザは、広告をクリックしても
よいし、または別のやり方で広告を選択してもよい。広告を選択することによって、ユー
ザは、広告に関連付けられているページ（または、ユーザによって使用されているブラウ
ザもしくは他のアプリケーション）に対して向けられ得る。広告に関連付けられているペ
ージでは、ユーザは、広告に関連付けられている製品もしくはサービスを購入する、広告
に関連付けられている情報を受信する、または広告に関連付けられているニュースレター
を購読するなどの、追加のアクションをとり得る。オーディオまたは映像を有する広告は
、（「プレイ・ボタン」などの）広告の構成要素を選択することによってプレイされ得る
。代替的に、広告を選択することによって、ソーシャル・ネットワーキング・システム８
０２は、ユーザの特定のアクションを実行または修正し得る。
【０２７８】
　広告は、ユーザが対話し得るソーシャル・ネットワーキング・システム機能も含み得る
。限定としてではなく、一例として、広告は、ユーザが、支持に関連付けられているアイ
コンまたはリンクを選択することによって広告に対して「いいね」を表明するまたは別の
やり方で広告を支持することを可能にし得る。限定としてではなく、別の例として、広告
は、ユーザが、広告主に関連するコンテンツを（たとえば、クエリを実行することによっ
て）検索することを可能にし得る。同様に、ユーザは、別のユーザと（たとえば、ソーシ
ャル・ネットワーキング・システム８０２を通して）広告を共有し得、または広告に関連
付けられているイベントの出欠を（たとえば、ソーシャル・ネットワーキング・システム
８０２を通して）返事し得る。加えて、または代替として、広告は、ユーザに対して向け
られたソーシャルネットワーキングシステム・コンテキストを含み得る。限定としてでは
なく、一例として、広告は、広告の主題に関連付けられているアクションをとった、ソー
シャル・ネットワーキング・システム８０２内のユーザの友人についての情報を表示し得
る。
【０２７９】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、互いに対す
るさまざまなソーシャルグラフ・エンティティのソーシャルグラフ親密度（本明細書では
、「親密度」と呼ばれることがある）を決定し得る。親密度は、ユーザ、概念、コンテン
ツ、アクション、広告、オンライン・ソーシャル・ネットワークに関連付けられている他
のオブジェクト、またはそれらの任意の適切な組み合わせなどの、オンライン・ソーシャ
ル・ネットワークに関連付けられている特定のオブジェクト間の関係の強さまたは興味の
レベルを表し得る。親密度は、サードパーティ・システム８０８または他の適切なシステ
ムに関連付けられているオブジェクトに対しても決定され得る。各ユーザ、主題、または
コンテンツのタイプのためのソーシャルグラフ・エンティティの全体的な親密度が確立さ
れ得る。全体的な親密度は、ソーシャルグラフ・エンティティに関連付けられているアク
ションまたは関係の継続モニタリングに基づいて変化し得る。本開示は、特定の様式で特
定の親密度を決定することを説明しているが、本開示は、任意の適切な様式で任意の適切
な親密度を決定することを企図している。
【０２８０】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、親密度係数
（本明細書では、「係数」と呼ばれることがある）を使用してソーシャルグラフ親密度を
測定または定量化し得る。係数は、オンライン・ソーシャル・ネットワークに関連付けら
れている特定のオブジェクト間の関係の強さを表すまたは定量化し得る。係数は、アクシ
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ョンにおけるユーザの興味に基づいてユーザが特定のアクションを実行する予測確率を測
定する確率または機能も表し得る。このようにして、ユーザの将来のアクションは、ユー
ザの前のアクションに基づいて予測され得、係数は、少なくとも部分的にユーザのアクシ
ョンの履歴計算され得る。係数は、任意の数のアクションを予測するために使用され得、
アクションは、オンライン・ソーシャル・ネットワーク内であってもよいし、オンライン
・ソーシャル・ネットワークの外部であってもよい。限定としてではなく、一例として、
これらのアクションは、メッセージを送信すること、コンテンツを投稿すること、もしく
はコンテンツに対してコメントすることなどのさまざまなタイプの通信、プロファイル・
ページ、メディア、もしくは他の適切なコンテンツにアクセスもしくは閲覧するなどのさ
まざまなタイプの観察アクション、同じグループ内にある、同じ写真でタグ付けされてい
る、同じロケーションにチェック・インした、もしくは同じイベントに出席したなどの２
つ以上のソーシャルグラフ・エンティティについてのさまざまなタイプの一致情報、また
は他の適切なアクションを含み得る。本開示は、特定の様式で親密度を測定することを説
明しているが、本開示は、任意の適切な様式で親密度を測定することを企図している。
【０２８１】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、さまざまな
因子を使用して係数を計算し得る。これらの因子としては、たとえば、ユーザ・アクショ
ン、オブジェクト間の関係のタイプ、ロケーション情報、他の適切な因子、またはそれら
の任意の組み合わせがあり得る。特定の実施形態では、異なる因子は、係数を計算すると
き、異なるように重み付けされ得る。各因子の重みは静的であってもよいし、重みは、た
とえば、ユーザ、関係のタイプ、アクションのタイプ、ユーザのロケーションなどに応じ
て変化してもよい。因子のレーティングは、ユーザの全体的係数を決定するための重みに
応じて組み合わされ得る。限定としてではなく、一例として、特定のユーザ・アクション
は、レーティングと重みの両方に対して割り当てられてよく、特定のユーザ・アクション
に関連付けられている関係は、レーティングおよび相関重みが割り当てられる（たとえば
、そのため、重みは合計１００％になる）。特定のオブジェクトに対するユーザの係数を
計算するために、ユーザのアクションに対して割り当てられたレーティングは、たとえば
、全体的係数の６０％を備えることがあり、ユーザとオブジェクトとの間の関係は全体的
係数の４０％を備えることがある。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング
・システム８０２は、たとえば、情報がアクセスされてからの時間、減衰因子、アクセス
の頻度、情報との関係もしくは情報がアクセスされたオブジェクトとの関係、オブジェク
トに対して接続されたソーシャルグラフ・エンティティとの関係、ユーザ・アクションの
短期もしくは長期の平均、ユーザ・フィードバック、他の適切な変数、またはそれらの任
意の組み合わせなどの、係数を計算するために使用されるさまざまな因子に対する重みを
決定するとき、さまざまな変数を考慮し得る。限定としてではなく、一例として、係数は
、係数を計算するとき、アクションが最近であればあるほど関連度が大きくなるように、
特定のアクションによって提供される信号の強さを時間とともに減衰させる減衰因子を含
み得る。レーティングおよび重みは、係数が基づくアクションの継続追跡に基づいて連続
的に更新され得る。任意のタイプのプロセスまたはアルゴリズムが、各因子および因子に
対して割り当てられた重みに対するレーティングを割り当てる、組み合わせる、平均化す
るなどを行うために用いられてよい。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム８０２は、履歴アクションおよび過去のユーザ応答、またはさまざまなオプ
ションに対してさらし、応答を測定することによってユーザから得られた（ｆａｒｍｅｄ
）データに関して訓練された機械学習アルゴリズムを使用して係数を決定し得る。本開示
は、特定の様式で係数を計算することを説明しているが、本開示は、任意の適切な様式で
係数を計算することを企図している。
【０２８２】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ユーザのア
クションに基づいて係数を計算し得る。ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２
は、オンライン・ソーシャル・ネットワーク上で、サードパーティ・システム８０８上で
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、他の適切なシステム上で、またはそれらの任意の組み合わせで、そのようなアクション
を監視してよい。任意の適切なタイプのユーザ・アクションが追跡または監視されてよい
。典型的なユーザ・アクションとしては、プロファイル・ページを閲覧すること、コンテ
ンツを作成または投稿すること、コンテンツと対話すること、グループに加わること、イ
ベントにおける出席をリストし確かめること、ロケーションにチェック・インすること、
特定のページに対して「いいね」を表明すること、ページを作成すること、およびソーシ
ャル・アクションを促進する他のタスクを実行することがある。特定の実施形態では、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、特定のタイプのコンテンツとのユーザ
のアクションに基づいて係数を計算し得る。コンテンツは、オンライン・ソーシャル・ネ
ットワーク、サードパーティ・システム８０８、または別の適切なシステムに関連付けら
れ得る。コンテンツとしては、ユーザ、プロファイル・ページ、投稿、ニュース・ストー
リー、ヘッドライン、インスタント・メッセージ、チャット・ルームの会話、電子メール
、広告、ピクチャ、映像、音楽、他の適切なオブジェクト、またはそれらの任意の組み合
わせがある。ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ユーザのアクションを
分析して、アクションのうちの１つまたは複数が主題、コンテンツ、他のユーザなどに対
して親密度を示すか否かを決定し得る。限定としてではなく、一例として、ユーザが、「
コーヒー」またはその変種に関係したコンテンツの投稿を頻繁に行う場合、ソーシャル・
ネットワーキング・システム８０２は、ユーザが「コーヒー」という概念に関して高い係
数を有することを決定し得る。特定のアクションまたは特定のタイプのアクションは、計
算された全体的係数に影響し得る、他のアクションよりも高い重みおよび／またはレーテ
ィングが割り当てられ得る。限定としてではなく、一例として、第１のユーザが第２のユ
ーザに電子メールを出す場合、アクションに対する重みまたはレーティングは、第１のユ
ーザが第２のユーザのためのユーザプロファイル・ページを閲覧するだけの場合よりも高
くなり得る。
【０２８３】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、特定のオブ
ジェクト間の関係のタイプに基づいて係数を計算し得る。ソーシャルグラフ９００を参照
すると、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、係数を計算するとき、特定
のユーザ・ノード９０２と概念ノード９０４を接続するエッジ９０６の数および／または
タイプを分析し得る。限定としてではなく、一例として、配偶者タイプのエッジ（２人の
ユーザが結婚していることを表す）によって接続されるユーザ・ノード９０２は、友人タ
イプのエッジによって接続されるユーザ・ノード９０２よりも高い係数が割り当てられ得
る。言い換えれば、特定のユーザのためのアクションおよび関係に対して割り当てられた
重みに応じて、全体的親密度は、ユーザの友人についてのコンテンツに対するよりもユー
ザの配偶者についてのコンテンツに対して高くなるように決定され得る。特定の実施形態
では、ユーザが別のオブジェクトと有する関係は、そのオブジェクトに関する係数を計算
することに関するユーザのアクションの重みおよび／またはレーティングに影響し得る。
限定としてではなく、一例として、コンテンツとタグ付けタイプの関係を有することは、
コンテンツと「いいね」タイプの関係を有するよりも高い重みおよび／またはレーティン
グを割り当てられ得るので、ユーザが第１のフォトでタグ付けされるが、第２のフォトに
対しては「いいね」を表明するにすぎない場合、ソーシャル・ネットワーキング・システ
ム８０２は、ユーザが、第２のフォトよりも第１のフォトに関して高い係数を有すること
を決定し得る。特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は
、１つまたは複数の第２のユーザが特定のオブジェクトと有する関係に基づいて、第１の
ユーザに関する係数を計算し得る。言い換えれば、他のユーザがオブジェクトと有する接
続および係数は、第１のユーザのオブジェクトに関する係数に影響し得る。限定としてで
はなく、一例として、第１のユーザが、１つもしくは複数の第２のユーザに対して接続さ
れる、またはそれらに関して高い係数を有し、それらの第２のユーザが特定のオブジェク
トに接続されるまたはそれに関して高い係数を有する場合、ソーシャル・ネットワーキン
グ・システム８０２は、第１のユーザも、特定のオブジェクトに関する比較的高い係数も
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有するべきであることを決定し得る。特定の実施形態では、係数は、特定のオブジェクト
間の隔たり次数に基づいてよい。任意の２つのノード間の隔たり次数は、あるノードから
他のノードへソーシャルグラフをたどるために必要とされるホップの最小数として定義さ
れる。２つのノード間の隔たり次数は、ソーシャルグラフ内の２つのノードによって表さ
れるユーザまたは概念間の関係性の尺度と考えられ得る。たとえば、エッジによって直接
的に接続される（すなわち、１次のノードである）ユーザ・ノードを有する２人のユーザ
は、「接続されたユーザ」すなわち「友人」と説明され得る。同様に、別のユーザ・ノー
ドを通してのみ接続される（すなわち、２次のノードである）ユーザ・ノードを有する２
人のユーザは、「友人の友人」と説明され得る。より低い係数は、第１のユーザが、ソー
シャルグラフ９００内で第１のユーザに対して間接的に接続されたユーザのコンテンツ・
オブジェクトにおいて興味を共有する可能性の減少を表し得る。限定としてではなく、一
例として、ソーシャルグラフ９００内でより近い（すなわち、分離次数のより低い）ソー
シャルグラフ・エンティティは、ソーシャルグラフ９００内でさらに離れたエンティティ
よりも高い係数を有し得る。
【０２８４】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、ロケーショ
ン情報に基づいて係数を計算し得る。互いに対して地理的により近いオブジェクトは、よ
り遠いオブジェクトよりも互いに対してより関係がある、またはより興味があると考えら
れ得る。特定の実施形態では、特定のオブジェクトのためのユーザの係数は、ユーザに関
連付けられている現在のロケーション（またはユーザのクライアント・システム８０６の
ロケーション）に対するオブジェクトのロケーションの近接性に基づき得る。第１のユー
ザは、第１のユーザに対してより近い他のユーザまたは概念に、より興味があり得る。限
定としてではなく、一例として、ユーザが空港から１．６０９ｋｍ（１マイル）、ガソリ
ン・スタンドから３．２１９ｋｍ（２マイル）のところにいる場合、ソーシャル・ネット
ワーキング・システム８０２は、ユーザに対する空港の近接性に基づいて、ユーザがガソ
リン・スタンドよりも空港に関して高い係数を有することを決定し得る。
【０２８５】
　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、係数情報に
基づいて、ユーザに関する特定のアクションを実行し得る。係数は、ユーザのアクション
への興味に基づいて、ユーザが特定のアクションを実行するか否かを予測するために使用
され得る。係数は、広告、検索結果、ニュース・ストーリー、メディア、メッセージ、通
知、または他の適切なオブジェクトなどの任意のタイプのオブジェクトをユーザに対して
生成または提示するとき、使用され得る。係数はまた、必要に応じて、そのようなオブジ
ェクトをランキングし、順序付けるために利用され得る。このようにして、ソーシャル・
ネットワーキング・システム８０２は、ユーザの興味および現在の環境に関連のある情報
を提供し、興味のあるそのような情報を見つける可能性を増加させ得る。特定の実施形態
では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、係数情報に基づいてコンテン
ツを生成し得る。コンテンツ・オブジェクトは、ユーザに固有の係数に基づいて提供また
は選択され得る。限定としてではなく、一例として、ユーザが、ユーザがメディア・オブ
ジェクトに関して高い全体的係数を有するメディアが提示される場合、係数は、ユーザの
ためのメディアを生成するために使用され得る。限定としてではなく、別の例として、ユ
ーザが、ユーザが広告付きオブジェクトに関して高い全体的係数を有する広告が提示され
る場合、係数は、ユーザのための広告を生成するために使用され得る。特定の実施形態で
は、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、係数情報に基づいて検索結果を
生成し得る。特定のユーザのための検索結果は、クエリを発行したユーザに対する検索結
果に関連付けられている係数に基づいてスコア付けまたはランキングされ得る。限定とし
てではなく、一例として、より高い係数を有するオブジェクトに対応する検索結果は、検
索結果ページ上で、より低い係数を有するオブジェクトに対応する結果よりも高くランキ
ングされ得る。
【０２８６】
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　特定の実施形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、特定のシス
テムまたはプロセスからの係数の要求に応答して係数を計算し得る。ユーザが所与の状況
でとり得る（または、その対象であり得る）可能性があるアクションを予測するために、
任意のプロセスは、ユーザに関する計算された係数を要求し得る。要求は、係数を計算す
るために使用されるさまざまな因子に使用する重みのセットも含み得る。この要求は、オ
ンライン・ソーシャル・ネットワーク上で実行されているプロセスから来ることもあるし
、サードパーティ・システム８０８から（たとえば、ＡＰＩまたは他の通信チャネルを介
して）来ることもあるし、別の適切なシステムから来ることもある。要求に応答して、ソ
ーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、係数を計算し得る（または、係数情報
が以前に計算され、記憶されている場合、その係数情報にアクセスし得る）。特定の実施
形態では、ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、特定のプロセスに関して
親密度を測定し得る。さまざまなプロセス（オンライン・ソーシャル・ネットワークに対
して内部と外部の両方にある）は、特定のオブジェクトまたはオブジェクトのセットに関
する係数を要求し得る。ソーシャル・ネットワーキング・システム８０２は、親密度の尺
度を要求した特定のプロセスに対して関連のある親密度の尺度を提供し得る。このように
して、各プロセスは、プロセスが親密度の尺度を使用する異なるコンテキストに合わせら
れた親密度の尺度を受信する。
【０２８７】
　ソーシャルグラフ親密度および親密度係数に関して、特定の実施形態は、その各々が本
願明細書に援用される、２００６年８月１１日に出願された米国特許出願第１１／５０３
０９３号、２０１０年１２月２２日に出願された米国特許出願第１２／９７７０２７号、
２０１０年１２月２３日に出願された米国特許出願第１２／９７８２６５号、および２０
１２年１０月０１日に出願された米国特許出願第１３／６３２８６９号に開示されている
１つまたは複数のシステム、構成要素、要素、機能、方法、動作、またはステップを利用
し得る。
【０２８８】
　特定の実施形態では、オンライン・ソーシャル・ネットワークのコンテンツ・オブジェ
クトのうちの１つまたは複数がプライバシー設定に関連付けられ得る。オブジェクトのた
めのプライバシー設定（または「アクセス設定」）は、たとえば、オブジェクトに関連し
て、許可サーバ上のインデックス内に、別の適切な様式で、または、それらの任意の組み
合わせなどの任意の適切な様式で記憶されてよい。オブジェクトのプライバシー設定は、
オブジェクト（またはオブジェクトに関連付けられている特定の情報）が、オンライン・
ソーシャル・ネットワークを使用してどのようにアクセス（たとえば、閲覧または共有）
され得るかを規定し得る。オブジェクトのためのプライバシー設定は、特定のユーザがそ
のオブジェクトにアクセスすることを可能にし、オブジェクトは、そのユーザに対して「
閲覧可能」と説明され得る。限定としてではなく、一例として、オンライン・ソーシャル
・ネットワークのユーザは、ユーザプロファイル・ページのためのプライバシー設定が、
ユーザプロファイル・ページ上の職歴情報にアクセスし得るユーザのセットを識別し、し
たがって、他のユーザを情報にアクセスさせないことを規定し得る。特定の実施形態では
、プライバシー設定は、オブジェクトに関連付けられている一定の情報にアクセスするこ
とが可能にされるべきではないユーザの「遮断リスト」を規定し得る。言い換えれば、遮
断リストは、オブジェクトが見えない１つまたは複数のユーザまたはエンティティを規定
し得る。限定としてではなく、一例として、ユーザは、ユーザに関連付けられているフォ
ト・アルバムにアクセスし得ないユーザのセットを規定し、したがって、それらのユーザ
をフォト・アルバムにアクセスさせ得ない（がまた、おそらく、ユーザのセットに含まれ
ない一定のユーザはフォト・アルバムにアクセスすることを可能にする）。特定の実施形
態では、プライバシー設定は、特定のソーシャルグラフ要素に関連付けられ得る。ノード
またはエッジなどのソーシャルグラフ要素のプライバシー設定は、ソーシャルグラフ要素
、ソーシャルグラフ要素に関連付けられている情報、またはソーシャルグラフ要素に関連
付けられているコンテンツ・オブジェクトがどのようにしてオンライン・ソーシャル・ネ
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ットワークを使用してアクセス可能であるかを規定し得る。限定としてではなく、一例と
して、特定のフォトに対応する特定の概念ノード９０４は、そのフォトは、フォトでタグ
付けされたユーザおよびユーザの友人によってのみアクセスされ得ることを規定するプラ
イバシー設定を有し得る。特定の実施形態では、プライバシー設定は、ユーザが、アクシ
ョンをソーシャル・ネットワーキング・システム８０２によってログさせること、または
他のシステム（たとえば、サードパーティ・システム８０８）と共有させることに加わる
、または加わらないことを可能にする。特定の実施形態では、オブジェクトに関連付けら
れているプライバシー設定は、任意の適切な粒度の許容されたアクセスまたはアクセスの
否定を規定し得る。限定としてではなく、一例として、アクセスまたはアクセスの否定は
、特定のユーザ（たとえば、自分のみ、ルームメイト、および上司）、特定の次数以内の
隔たりに含まれるユーザ（たとえば、友人、または友人の友人）、ユーザ・グループ（た
とえば、ゲーム・クラブ、家族）、ユーザ・ネットワーク（たとえば、特定の雇用者の従
業員、学生、または特定の大学の卒業生）、すべてのユーザ（「パブリック」）、ユーザ
なし（「プライベート」）、サードパーティ・システム８０８のユーザ、特定のアプリケ
ーション（たとえば、サードパーティ・アプリケーション、外部ウェブサイト）、他の適
切なユーザもしくはエンティティ、またはそれらの任意の組み合わせに対して規定され得
る。本開示は、特定の様式で特定のプライバシー設定を使用することを説明しているが、
本開示は、任意の適切な様式で任意の適切なプライバシー設定を使用することを企図して
いる。
【０２８９】
　特定の実施形態では、１つまたは複数のサーバは、プライバシー設定を強制するための
許可／プライバシー・サーバであってよい。データ・ストア内に記憶された特定のオブジ
ェクトに関するユーザ（または他のエンティティ）からの要求に応答して、ソーシャル・
ネットワーキング・システム８０２は、オブジェクトのためのデータ・ストアに対して要
求を送信し得る。要求は、要求に関連付けられているユーザを識別し得、許可サーバが、
オブジェクトに関連付けられているプライバシー設定に基づいて、ユーザがオブジェクト
にアクセスすることを許可されていることを決定した場合、ユーザ（またはユーザのクラ
イアント・システム８０６）のみに対して送信され得る。要求元ユーザが、オブジェクト
にアクセスすることが許可されていない場合、許可サーバは、要求されたオブジェクトが
データ・ストアから取り出されるのを防止し得る、または、要求されたオブジェクトがユ
ーザに対して送信されるのを防止し得る。検索クエリ・コンテキストでは、クエリ元ユー
ザが、オブジェクトにアクセスすることが許可されている場合、そのオブジェクトは、検
索結果としてのみ生成され得る。言い換えれば、オブジェクトは、クエリ元ユーザに見え
る可視性を有さなければならない。オブジェクトが、ユーザに見えない可視性を有する場
合、オブジェクトは検索結果から除外され得る。本開示は、特定の様式でプライバシー設
定を強制することを説明しているが、本開示は、任意の適切な様式でプライバシー設定を
強制することを企図したものである。
【０２９０】
　上記明細は、特定の例示的な実施形態を参照して記載されている。種々実施形態および
本開示の様相は、本明細書に記載の詳細を参照して記述され、添付の図面は、これら種々
の実施形態を示している。上記説明および図面は、本発明の一例に過ぎず、本発明を制限
するものと解釈されるべきではない。多くの具体的詳細の記述によって、本発明の種々の
実施形態の十分な理解が得られる。
【０２９１】
　追加または代替の実施形態は、その主旨または本質的特性から逸脱することなく、他の
特定の形態で具現化されるようになっていてもよい。上記実施形態は、あらゆる点におい
て一例に過ぎず、何ら限定的なものではないと解釈されるべきである。したがって、本発
明の範囲は、上記説明ではなく、添付の特許請求の範囲によって指定される。特許請求の
範囲と同等の意味および範囲に含まれるすべての変更は、上記請求の範囲に包含されるも
のとする。
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