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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークを介してトランザクションを行う無線装置に請求するための方法であ
って、
　前記無線ネットワークのプロバイダーとは別のトランザクションイベント提供者のコン
ピューター装置から、トランザクションイベントデータを受信することと、なお、前記ト
ランザクションイベントデータは、特定の無線装置が前記無線ネットワーク上で前記トラ
ンザクションイベント提供者のコンピューター装置との相互作用を行うときに直接発生さ
れる１つ以上の請求可能なトランザクションイベントにより生じ、前記トランザクション
イベントデータは、少なくとも前記特定の無線装置が前記トランザクションイベント提供
者により提供されるサービスを前記無線ネットワーク上で利用するために実行される前記
請求可能な相互作用について、前記特定の無線装置に請求するために生成され、
　各トランザクションイベントデータは、
　　　請求可能なトランザクションイベントに参加している前記トランザクションイベン
ト提供者のコンピューター装置からの第１の鍵と、前記第１の鍵は、前記請求可能なトラ
ンザクションイベントを識別する、
　　　前記特定の無線装置からの第２の鍵と、前記第２の鍵は、前記特定の無線装置を識
別する、を含む、
　前記受信されたトランザクションイベントデータを認証することと、前記認証すること
は、前記第１の鍵と前記第２の鍵とを検証することを備え、
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　各トランザクションイベントが前記トランザクションイベントを実行した前記特定の無
線装置に請求可能であるように、前記認証されたトランザクションイベントデータをトラ
ンザクションイベント請求データに統合することと、ここにおいて、前記トランザクショ
ンイベント請求データは、前記トランザクションイベント提供者のコンピューター装置並
びに無線サービスプロバイダー請求コンピューターとは異なる、前記無線ネットワーク上
の請求コンピューターにより発行される、
　を具備する方法。
【請求項２】
　前記トランザクションイベント請求データに基づいて、各無線装置の加入者に請求書を
発生すること
　をさらに具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トランザクションイベント請求データを各無線装置のサービスプロバイダーに送る
こと
　をさらに具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記無線装置は、前記無線ネットワークを介して他の装置と選択的に通信している、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の鍵は、前記請求可能なトランザクションを行う前記特定の無線装置に関連付
けられたデジタル署名である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　無線ネットワークを介してトランザクションを行う無線装置に請求するためのサーバー
であって、なお、前記サーバーは、前記無線ネットワークと選択的に通信しており、
　前記無線ネットワークのプロバイダーとは別のトランザクションイベント提供者のコン
ピュータ装置から、トランザクションイベントデータを受信するための手段と、なお、前
記トランザクションイベントデータは、特定の無線装置が前記無線ネットワーク上で前記
トランザクションイベント提供者の前記コンピューター装置との請求可能な相互作用を行
うときに直接発生される１つ以上の請求可能なトランザクションイベントにより生じ、前
記トランザクションイベントデータは、少なくとも前記特定の無線装置が前記トランザク
ションイベント提供者により提供されるサービスを前記無線ネットワーク上で利用するた
めに実行される前記請求可能な相互作用について、前記特定の無線装置に請求するために
生成され、各トランザクションイベントデータは、
　　　請求可能なトランザクションイベントに参加している前記トランザクションイベン
ト提供者のコンピューター装置からの第１の鍵と、前記第１の鍵は、前記請求可能なトラ
ンザクションイベントを識別する、
　　　前記特定の無線装置からの第２の鍵と、前記第２の鍵は、前記特定の無線装置を識
別する、を含む、
　前記受信されたトランザクションイベントデータを認証するための手段と、前記認証す
るための手段は、前記第１の鍵と前記第２の鍵とを検証する手段を備え、
　各トランザクションイベントが前記トランザクションイベントを実行した前記特定の無
線装置に請求可能であるように、前記認証されたトランザクションイベントデータをトラ
ンザクションイベント請求データに統合するための手段と、ここにおいて、前記トランザ
クションイベント請求データは、前記トランザクションイベント提供者のコンピューター
装置並びに無線サービスプロバイダー請求コンピューターとは異なる、前記無線ネットワ
ーク上の請求コンピューターにより発行される、
　を具備するサーバー。
【請求項７】
　命令を記憶したコンピューター可読媒体あって、
　前記命令は、無線ネットワーク上のサーバーによって実行されると、
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　　前記無線ネットワークのプロバイダーとは別のトランザクションイベント提供者のコ
ンピュータ装置から、トランザクションイベントデータを受信することと、なお、前記ト
ランザクションイベントデータは、特定の無線装置が前記無線ネットワーク上で前記トラ
ンザクションイベント提供者の前記コンピューター装置との請求可能な相互作用を行うと
きに直接発生される１つ以上の請求可能なトランザクションイベントにより生じ、前記ト
ランザクションイベントデータは、少なくとも前記特定の無線装置が前記トランザクショ
ンイベント提供者により提供されるサービスを前記無線ネットワーク上で利用するために
実行される前記請求可能な相互作用について、前記特定の無線装置に請求するために生成
され、各トランザクションイベントデータは、
　　　請求可能なトランザクションイベントに参加している前記トランザクションイベン
ト提供者のコンピューター装置からの第１の鍵と、前記第１の鍵は、前記請求可能なトラ
ンザクションイベントを識別する、
　　　前記特定の無線装置からの第２の鍵と、前記第２の鍵は、前記特定の無線装置を識
別する、を含む、
　　前記受信されたトランザクションイベントデータを認証することと、前記認証するこ
とは、前記第１の鍵と前記第２の鍵とを検証することを備え、
　　各トランザクションイベントが前記トランザクションイベントを実行した前記特定の
無線装置に請求可能であるように、前記認証されたトランザクションイベントデータをト
ランザクションイベント請求データに統合することと、ここにおいて、前記トランザクシ
ョンイベント請求データは、前記トランザクションイベント提供者のコンピューター装置
並びに無線サービスプロバイダー請求コンピューターとは異なる、前記無線ネットワーク
上の請求コンピューターにより発行される、
　のステップを実行することを介して、前記無線ネットワークを介してトランザクション
を行う無線装置に請求することを前記サーバーに行わせるコンピューター可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線装置および無線ネットワークに関する。特に、本発明は、無線ネッ
トワークを介して無線電気通信装置に対する第三者のアプリケーションの販売とサービス
のための正確で信頼できるトランザクションデータを可能にし、請求可能なトランザクシ
ョンに対して無線サービス加入者に請求するのに十分に正確なデータを供給することがで
きるシステムと方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話のような無線装置は、無線ネットワークを介して音声およびデータを含むパケ
ットを通信する。セルラー通信システムのような既存の通信システムにおいて、料金は、
通信装置の初期活性化に対して無線サービス加入者に対して無線ネットワークプロバイダ
ーにより典型的に請求され、次に、料金は、進行中の通信時間と装置使用に対して料金を
請求することができる。しかしながら、セルラーネットワークのような既存の無線ネット
ワークシステムは、典型的には、通信時間の使用を越えた通信装置における他の活動を考
慮しない。
【０００３】
　無線装置の加入者がソフトウェアアプリケーションをダウンロードして使用したい場合
、または無線装置の機能性をアップグレードしたい場合、加入者は典型的にはサービスプ
ロバイダーに電話をするかまたは別個のインターネットアクセスのような他の電子手段を
介してサービスプロバイダーとコンタクトを取るであろう。いくつかのインスタンスにお
いて、サービスプロバイダーは、（１回のダイレクトアクセスダウンロードを介して）無
線ネットワークを介して無線装置にアプリケーションを送信することができ、またはユー
ザーが無線ネットワークを介して無線装置内のネットワークサイトをアクセス可能にする
ことができ、そのようなサイトにおいて、アプリケーションはダウンロード可能でありま



(4) JP 5980853 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

たは無線装置にアクセス可能である。アプリケーションへの無線装置のアクセスは、最も
典型的にはセキュアソケットレイヤー（ＳＳＬ）または他のセキュアデータリンクを介し
て生じる。さもなければ、プロバイダーのサービスマンは、ソフトウエアをインストール
するかまたはそのコンポーネントをアップグレードするために通信装置に物理的にアクセ
スしなければならない。
【０００４】
　従って、無線通信装置のための監視と請求のための既存のシステムは、サービスプロバ
イダーが、そのプロバイダーのコンピューター装置上に生じない、無線装置による活動に
関して請求したりまたは計上したりすることが出来ず、それはセキュアデータリンクを介
して遂行されない。さらに、無線装置プロバイダーは、プロバイダーと第三者との間の直
接通信のある方法なしに無線ネットワークを介してもっぱら第三者を介してその加入者に
提供される任意のサービスに対してその加入者に確実に請求するための方法を持たない。
従って、本発明は主に、無線ネットワーク上の他のコンピューター装置と相互作用する加
入者の無線装置から無線ネットワーク上に生じる無線装置の請求可能なトランザクション
イベントのための請求を可能にするシステムと方法に向けられている。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は集められた認証可能なデータを利用し、セルラー通信ネットワークのような無
線ネットワークを介してアクセス可能な第三者のコンピューター装置上に常駐するアプリ
ケーションとサービスとの任意の請求可能な相互作用に対して無線装置の加入者に請求す
るシステム、方法、およびコンピュータープログラムである。システムは、アプリケーシ
ョンダウンロードまたはサービス加入のような請求可能なトランザクションを無線装置が
実行するときに作られる認証されたトランザクションデータを使用する。それにより、デ
ータは、無線装置が特定の請求可能なトランザクションイベントを実行した安全な表示で
ある。トランザクションデータは合計されて、請求可能なトランザクションイベントのた
めの信頼できる請求データを発生する。そして、請求データは集めることができ、ネット
ワーク上の請求コンピューターから請求することができる。または、請求データは、無線
装置加入者に請求するために無線サービスプロバイダーに送信することができる。
【０００６】
　一実施形態において、システムは、少なくともデータ通信をサポートする無線ネットワ
ークを含み、１つ以上の無線コンピューター装置は、無線ネットワークを介して他のコン
ピューター装置と選択的に通信している。各無線装置は、他のコンピューター装置を用い
て請求可能なトランザクションを実行する能力を有し、請求可能なトランザクションの発
生は、認証可能なトランザクションイベントデータを発生させ、それを介して特定の無線
装置が特定のトランザクションイベントを実行したということを検証することができる。
少なくとも１つの請求コンピューターは無線ネットワークと選択的に通信しており、無線
装置のためのトランザクションイベントデータの少なくともいくつかを集め、トランザク
ションイベントデータを認証してトランザクションイベント請求データに統合し、それに
より各トランザクションイベントは、そのトランザクションイベントを実行した特定の無
線装置に対して請求可能である。他のエンティティがトランザクションイベントを請求可
能にするために、請求コンピューターは、請求書を無線装置加入者に送ることができるか
または請求データを、無線サービスプロバイダーのような他のエンティティに送信するこ
とができる。
【０００７】
　無線ネットワークを介してトランザクションを実行する無線装置に対して請求を発生さ
せるために認証されたトランザクションデータを利用する方法は、無線ネットワークを介
して他のコンピューター装置と相互作用する無線コンピューター装置を介して請求可能な
トランザクションイベントを無線ネットワーク上に発生させるステップと、次に認証可能
なトランザクションイベントデータを発生しそれを介して特定の無線装置が特定のトラン
ザクションイベントを実行したということが検証できるステップを含む。最後に、この方
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法は、各トランザクションイベントがそのトランザクションイベントを実行した特定の無
線装置に対して請求可能なように、認証されたトランザクションイベントデータをトラン
ザクションイベント請求データに統合するステップを含む。この方法はさらに、無線装置
により生じたトランザクションイベントのための請求書を無線装置加入者に直接送信する
ステップをさらに含むことができ、または、トランザクションイベント請求データは、ネ
ットワーク上の他の装置に送信することができる。
【０００８】
　従って、このシステムと方法は、第三者コンピューター装置を用いた無線ネットワーク
上にもっぱら生じる、アプリケーションダウンロードおよび実行のような、無線通信装置
トランザクションに対して確実に請求するための能力を無線サービスプロバイダーに与え
る。このシステムの使用を介して、プロバイダーは、第三者のさらなる付加価値の有るサ
ービスにアクセスする無線通信時間を加入者に与えることができ、効率的に請求すること
ができ、第三者のサービスから収入を獲得することができるという点において無線サービ
スプロバイダーは利点を有する。さらに、請求システムは、加入者がさらなるサービスを
受けるためにまたはアクセスするために、サービスプロバイダーまたは計算環境外にある
第三者とコンタクトを取ることを必要としない。
【０００９】
　本発明の他の目的、利点、および特徴は、以下に述べる図面の簡単な説明、発明の詳細
な説明およびクレームを参照した後でより明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、無線装置トランザクションのための認証されたトランザクションイベン
トデータを利用する請求システム内で使用できる無線ネットワークとコンピューターハー
ドウエアと無線装置の典型的な図である。
【図２】図２は、無線ネットワークを介して他のコンピューター装置と相互作用する無線
装置上に生じる請求可能なトランザクションイベントを追跡する請求システムを有したセ
ルラー通信ネットワークを図解するブロック図である。
【図３】図３は、無線ネットワークを介して第三者アプリケーションダウンロードサーバ
ーとコンタクトするとき、および相互作用のための複数のオプションがディスプレイに表
示されるとき、無線装置のユーザーに提示される対話型メニューである。
【図４】図４は、認証可能なトランザクションイベントデータオブジェクトが、ダウンロ
ード可能なアプリケーションと無線装置ダウンロードインターフェースとの間の相互作用
から生じるシステムの実施形態を図解するオブジェクト図である。
【図５】図５は、アプリケーション（請求可能なトランザクションイベント）をダウンロ
ードしようとするおよびダウンロードをさせる無線装置のアイデンティティを検証するよ
うにデジタル署名を使用する無線装置コンピュータープラットフォーム上で実行するプロ
セスまたはサブプロセスの一実施形態を図解するフローチャートである。
【図６】図６は、ダウンロードの完了時にアプリケーションをダウンロードする無線装置
のデジタル署名が収集され送信される第三者のコンピューターアプリケーションダウンロ
ードサーバーのコンピュータープラットフォーム上で実行するプロセスまたはサブプロセ
スの一実施形態を図解するフローチャートである。
【図７】図７は、無線ネットワークからのトランザクションイベントデータを受信し、認
証し、記憶し、要求に応じてトランザクションイベント請求データを統合し、無線サービ
スプロバイダーに送信する請求コンピューター上で実行するプロセスまたはサブプロセス
の一実施形態を図解するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　類似の数字が類似のエレメントを表す図を参照して、図１は、無線通信ポータルまたは
無線ネットワーク１４への他のデータアクセスを介して無線装置にソフトウェアアプリケ
ーションまたは他のデータを選択的にダウンロードする、第三者のアプリケーションダウ
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ンロードサーバーのような第三者のコンピューター装置と、無線ネットワーク１４を介し
て通信している携帯電話１２のような無線装置を介して生じる認証可能な請求可能なイベ
ントを追跡するための本発明のシステム１０の一実施形態を図解する。無線ネットワーク
１４を開発する際に、無線装置のエンドユーザーがソフトウェアアプリケーションをダウ
ンロードして使用することを所望するなら、無線ネットワーク１４に通信接続をブリッジ
することを介して、キャリアのサーバーまたは第三者のアプリケーションダウンロードサ
ーバー１６をアプリケーションダウンロードサーバーに接続しようと試みるであろうそし
て、所望のソフトウェアアプリケーションにアクセスしダウンロードしようとするであろ
う。無線装置がアプリケーションダウンロードサーバー１６にコンタクトを取ると、初期
コンタクトが行われ、アプリケーションダウンロードサーバー１６は、どのアプリケーシ
ョンとデータが無線装置１２、１８、２０、２２に利用可能かを決定することができ、無
線装置１２、１８、２０、２２に表示するために、メニュー（図３）のような適切な情報
を送信することができる。従って無線装置のユーザーは、利用可能なアプリケーションと
サービスを学習することができる。
【００１２】
　ここに示されるように、無線装置は、グラフィックディスプレイ１３を有した携帯電話
１２、パーソナルデジタルアシスタント１８、ここでは、双方向テキストページャーとし
て示される、グラフィックディスプレイを有するページャー２０、または、無線通信ポー
タルを有する、そうでなければ、ネットワークまたはインターネットに有線接続２４を有
してもよい別個のコンピュータープラットフォーム２２であることができる。従って、シ
ステム１０は、限定することなく、無線モデム、ＰＣＭＣＩＡカード、アクセス端末、パ
ーソナルコンピューター、アクセス端末、ディスプレイまたはキーパッドを有していない
電話、またはそれらの任意の組み合わせまたは副次的な組み合わせを含む無線通信ポータ
ルを含む任意の形態のリモートコンピューター上で実行することができる。さらに、ここ
で使用される「アプリケーション」という用語は、実行可能なおよび実行不可能なファイ
ル、生データ、統合データ、パッチ、および他のコードセグメントを含むように意図され
る。
【００１３】
　システム１０において、１つ以上の無線装置１２、１８、２０、２２は、装置間の音声
またはデータ呼を介してのように、無線ネットワーク１４を介して他のコンピューター装
置と選択的に通信している。各無線装置は、アプリケーションダウンロード、実行、サー
ビス、または他の付加価値のある相互作用のような請求可能なトランザクションを他のコ
ンピューター装置を用いて実行する能力を有する。そして、請求可能なトランザクション
の発生は、認証可能なトランザクションイベントデータ７４（図４）を発生させ、これに
より特定の無線装置１２、１８、２０、２２が特定のトランザクションイベントを実行し
たという検証を可能にする。少なくとも１つの請求コンピューター３０は、無線ネットワ
ーク１４と選択的に通信して、無線装置のための少なくともいくつかの認証可能なトラン
ザクションイベントデータを収集することができる。そして、請求コンピューター３０は
また、そのトランザクションイベントを実行した特定の無線装置に各トランザクションイ
ベントが請求可能であるようにトランザクションイベントデータを認証することができ、
トランザクションイベント請求データに統合することができる。ここにより完全に記載す
るように、請求コンピューター３０は、請求可能なトランザクションイベントを生じた無
線装置に対する請求を無線サービス加入者に発生することができる。または、トランザク
ションイベント請求データは、典型的には無線サービスプロバイダーである、第三者請求
コンピューター３２のような、無線ネットワーク１４またはローカルネットワーク２６上
の他のコンピューター装置に送信することができる。
【００１４】
　１つ以上の無線装置１２、１８、２０、２２は典型的に装置を動作させるエンドユーザ
ーの方向において、無線ネットワークを介して他のコンピューター装置と選択的に通信す
る。そしてアプリケーションダウンロードサーバー１６は、無線装置のための認証された
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または認証されていないトランザクションイベントデータを含むことができる請求可能な
トランザクションイベントデータベース２８のような、無線ネットワーク１４と通信して
いる他のコンピューターエレメントを有したローカルサーバーサイドネットワーク２６上
に部分的に存在することができる。すべてのコンポーネントは協力して作業することがで
き、無線装置１２、１８、２０、２２の請求可能なトランザクションイベントに関するデ
ータを収集し、ここにさらに記載するように請求コンピューター３０においてトランザク
ションイベントデータを統合する。しかしながら、すべてのサーバー側の機能は、請求コ
ンピューター３０のような１つのサーバー上で実行することができることに留意する必要
がある。さらに、いかなるコンピューターまたはサーバー側のコンピュータープラットフ
ォームは、別個のサービスまたはプロセスを無線ネットワーク１４を介して無線装置１２
、１８、２０、２２に供給することができる。
【００１５】
　図２は無線ネットワーク１４のコンポーネントおよびシステム１０のエレメントの相互
関係をより完全に図解するブロック図である。無線ネットワークは単に例示であり、任意
のシステムを含むことができる。それにより、無線装置１２、１８、２０、２２のような
遠隔モジュールは、相互の間で、および／または限定されないが、無線ネットワークキャ
リアおよび／またはサーバーを含む無線ネットワーク１４のコンポーネント間で無線で通
信する。サーバー側コンポーネントは、請求サーバー１６、第三者アプリケーションダウ
ンロードサーバー１６、請求可能なトランザクションイベントデータベース２８、請求コ
ンピューター３０、無線装置データベース３４、および無線サービスプロバイダー請求コ
ンピューター４１である。他のサーバー側のコンポーネントは、セルラー通信サービスを
提供するために必要な任意の他のコンポーネントを有したセルラーデータネットワーク上
に存在するであろう。図２において具現化されるサーバー側のコンポーネントは、第三者
アプリケーションダウンロードサーバー１６からダウンロードされた追跡アプリケーショ
ンを介して単独でそれ自体請求システム１０を構築することができ、ダウンロードのため
の請求は、請求コンピューター３０により、請求可能なトランザクションイベントデータ
ベース２８と無線装置データベース３４の相関関係を介して発生される（および認証され
る）であろう。システム１０は、また、データベース３４からのような無線装置データを
収集することができ、請求をそのプロバイダーの無線サービス加入者に発生することがで
きる無線サービスプロバイダー請求コンピューター４１にトランザクションイベント請求
データを送信することができる。容易に拡張可能な第三者ハードウエアを使用して、無線
装置にアクセス可能にすることができるコンピューター装置の数は理論的に限定されない
。
【００１６】
　サーバー側のコンポーネントは、インターネット、セキュアＬＡＮ、ＷＡＮ、または他
のネットワークのようなデータリンクを介してキャリアネットワーク４０と通信する。キ
ャリアネットワーク４０は、メッセージングサービスコントローラー（「ＭＳＣ」）４２
に送信された（一般には、データパケットのフォームの）メッセージを制御する。キャリ
アネットワーク４０は、ネットワーク、インターネット、および／またはＰＯＴＳ（プレ
インオーディナリーテレホンシステム）(plain ordinary telephone system)によりＭＳ
Ｃ４２と通信する。典型的には、キャリアネットワーク４０とＭＳＣ４２との間のネット
ワークまたはインターネット接続はデータを転送し、ＰＯＴＳは音声情報を転送する。Ｍ
ＳＣ４２は複数の基地局（「ＢＴＳ」）４４に接続される。キャリアネットワークと同様
の方法で、ＭＳＣ４２は典型的にネットワークおよび／またはデータ転送のためのインタ
ーネットおよび音声情報のためのＰＯＴＳの両方によりＢＴＳ４４に接続される。ＢＴＳ
４４は究極的には、ショートメッセージングサービス（「ＳＭＳ」）または技術的に知ら
れた他の無線方法により携帯電話１２のような無線装置に無線でメッセージをブロードキ
ャストする。
【００１７】
　携帯電話１２のような無線装置は、アプリケーションダウンロードサーバー１６から送
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信されたソフトウェアアプリケーションを受信して実行することができるコンピューター
プラットフォーム５０を有する。コンピュータープラットフォーム５０は、他のコンポー
ネントの中でも、特定用途向集積回路（「ＡＳＩＣ」）５２または他のプロセッサー、マ
イクロプロセッサー、論理回路、プログラマブルゲートアレイ、または他のデータ処理装
置を含む。ＡＳＩＣ５２は無線装置の製造時にインストールされ通常アップグレードでき
ない。ＡＳＩＣ５２または他のプロセッサーは、無線装置のメモリ５６内の任意の常駐プ
ログラムとインターフェースするアプリケーションプログラミングインターフェース（「
ＡＰＩ」）を実行する。メモリは、リードオンリメモリまたはランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭおよびＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュカード、またはコンピュ
ータープラットフォームに共通の任意のメモリで構成することができる。コンピューター
プラットフォーム５０は、また、第三者のアプリケーションダウンロードサーバー１６か
らダウンロードされたソフトウェアアプリケーションのような、アクティブに使用されな
いソフトウェアアプリケーションをメモリ５６に保持することができるローカルデータベ
ース５８を含む。ローカルデータベース５８は典型的に１つ以上のフラッシュメモリセル
で構成されるが、磁気媒体、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、光学媒体、テープ、ソフトまた
はハードディスクのような技術的に知られた任意の二次または三次の記憶装置であること
ができる。
【００１８】
　携帯電話１２のような携帯電話および通信装置は、計算能力が増大されて製造されてお
り、パーソナルコンピューターおよびハンドヘルドパーソナルデジタルアシスタンツ（「
ＰＤＡｓ」）に同等になりつつある。これらの「スマート」携帯電話は、ソフトウエア開
発者がセルラー装置のＡＳＩＣ５２のようなプロセッサー上でダウンロード可能であり実
行可能であるソフトウェアアプリケーションを作成可能である。携帯電話１２のような無
線装置は、ゲームおよびストックモニター(stock monitor)のような多くのタイプのアプ
リケーションまたはニュースおよびスポーツ関連データのような単なるデータをダウンロ
ードすることができる。ダウンロードされたデータまたは実行されたアプリケーションは
、直ちにディスプレイ１３上に表示するか、または使用しない場合ローカルデータベース
５８に記憶することができる。ソフトウェアアプリケーションは、無線装置１２、１８、
２０、２２上に常駐する規則的なソフトウェアアプリケーションとして取り扱うことがで
き、ユーザーは、ローカルデータベース５８からの記憶された常駐アプリケーションをＡ
ＰＩ５４上で実行するためにメモリ５６に選択的にアップロードすることができる。無線
装置１２、１８、２０、２２のユーザーは、またローカルデータベース５８からソフトウ
ェアアプリケーションを選択的に削除することも可能である。その結果、携帯電話１２の
エンドユーザーは、ゲーム、印刷媒体、株式更新、ニュース、または無線ネットワーク１
４を介してアプリケーションダウンロードサーバーからダウンロードするのに利用可能な
任意の他のタイプの情報またはプログラムのようなプログラムを用いて電話をカスタマイ
ズすることができる。
【００１９】
　無線装置１２、１８、２０、２２による第三者のこれらの付加価値のあるサービスの使
用は、請求可能なイベント時に必ずしも無線装置のエンドユーザーではない、無線装置の
加入者に無線ネットワークサービスプロバイダーが請求するであろう請求可能なトランザ
クションイベントを生じる。請求可能なイベントは典型的に第三者のアプリケーションダ
ウンロードサーバー３０から供給されるアプリケーションを用いてなんらかの活動を行う
エンドユーザーから生じる。請求可能なイベントの例は、これらに限定されないが、無線
ネットワーク１４上の第三者のアプリケーションダウンロードサーバー１６から無線装置
コンピュータープラットフォーム５０にアプリケーションをダウンロードすること、無線
装置１２、１８、２０、２２上のアプリケーションの実行；アプリケーションダウンロー
ドサーバー１６のような、無線ネットワーク１４上の他のコンピューター装置上に常駐す
るアプリケーションをアクセスすること、またはそれらに関連する実行パラメーターまた
はそれらの相互作用する他のパラメーターにアクセスすることを含む。
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【００２０】
　従って、システム１０は、独立したソフトウエアベンダーまたはソフトウエア開発者の
ような第三者が、第三者固有のコンピューター装置またはネットワークキャリア４０を介
して、ダウンロード可能なソフトウェアアプリケーションを無線装置に供給することを可
能にする。アプリケーションとサービスの究極の配信に多数のコンピューター装置を関係
させることができ、無線装置１２、１８、２０、２２は、１つ以上の第三者のコンピュー
ター装置にいくつかのアクセスを行うことができる。従って、システム１０は、加入者の
請求可能なイベントトランザクションに対してキャリア４０に後請求することができる。
その典型は、キャリア４０が加入者に請求するために使用するであろうものとは異なる料
金である。そして、請求コンピューター３０は、トランザクションイベント請求データを
合計して発生することができ、そのデータを無線装置プロバイダーに供給することができ
る。
【００２１】
　第三者のアプリケーションダウンロードサーバー３０から無線装置１２、１８、２０、
２２に供給される可能なサービスを図解するために、図３はアプリケーションダウンロー
ドサーバーとの潜在的な相互作用をリストアップするメニュー６２を表示するディスプレ
イ１３の部分図６０である。無線装置における表示のための簡単なデータは利用可能なニ
ュースセクション６４において示される。この場合、無線装置は、データへの簡単なアク
セスに対して支払うであろう。それゆえ、無線装置１２、１８、２０、２２は、選択サイ
ト６６に示すように、メニューからアプリケーションをダウンロードするために選択する
ことができる。それは、第三者のアプリケーションダウンロードサーバー１６から生じる
であろうことが示される。１つ以上のアプリケーションがダウンロードされるなら、無線
装置の加入者（エンドユーザーまたはそうではない）は個別的に請求されるであろう。
【００２２】
　システム１０の一実施形態において、１つ以上の無線装置１２、１８、２０、２２のた
めの請求可能なトランザクションイベントデータは、請求コンピューターが計上する各無
線装置のための請求情報が請求コンピューター３０に含まれるように請求コンピューター
３０において究極的に収集される。図２に具現化するように、請求情報は究極的には、キ
ャリアネットワーク４０に供給され、キャリアの加入者に請求するために無線サービスプ
ロバイダー請求コンピューター４１に供給されるであろう。しかしながら、請求コンピュ
ーター３０自体は無線装置加入者に請求書を発生することができる。無線装置加入者に対
して、請求コンピューターは、無線装置データ３４の情報をアクセスすることができる。
請求可能なイベントデータは究極的には請求コンピューター３０において収集されるけれ
ども、第三者のコンピューター装置（アプリケーションダウンロードサーバー１６）も請
求可能なイベントデータを収集することができ、それを周期的に請求コンピューター３０
に送信することができる。第三者コンピューター装置は、請求コンピューター３０からの
問い合わせまたは所定の間隔、例えばアクティブである３０分毎に、請求可能なトランザ
クションイベントの完了時に請求可能なトランザクションイベントデータを請求コンピュ
ーター３０に送信することができる。そして、請求コンピューター３０が収集された請求
可能なイベントデータに基づいて、無線装置１２、１８、２０、２２のための請求書をさ
らに発生するなら、発生された請求書は、請求コンピューターから無線ネットワーク１４
上の他のコンピューター装置に送信することができる。従って（認証されているまたは認
証されていない）トランザクションイベントデータは、アプリケーションダウンロードサ
ーバーのようなネットワーク上の任意のコンピューター装置に記憶することができ、最終
的に請求コンピューター３０に送信することができることに留意する必要がある。
【００２３】
　図４は無線装置ダウンロードインターフェース７２との相互作用から認証可能なトラン
ザクションイベントデータオブジェクト７４を作成するダウンロード可能なデータオブジ
ェクトを図解するオブジェクト図である。ダウンロード可能なアプリケーションは少なく
ともデータとして販売者キーを含んでいる、そして方法として「認証されたトランザクシ
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ョンイベントオブジェクト」および「販売者キーとデジタル署名を送信する」を含む。そ
して、無線装置ダウンロードインターフェース７２はデータとしてデジタル署名または、
暗号鍵または技術的に知られている他の固有データのような他の識別データを含み、「デ
ジタル署名を送信する」ための方法を含む。従って、無線装置１２、１８、２０、２２に
対して請求可能なトランザクションイベントであるアプリケーションのダウンロードを実
行するために、無線装置ダウンロードインターフェース７２がダウンロード可能なアプリ
ケーション７０と相互作用するとき、デジタル署名はダウンロード可能なアプリケーショ
ンオブジェクト７０に送信され、ダウンロード可能なアプリケーション７０はトランザク
ションイベントオブジェクトデータ７４を作成し、販売者キーおよびデジタル署名と一緒
にトランザクションイベントデータオブジェクト７４を投入し、それにより、トランザク
ションイベントデータオブジェクト７４はアプリケーションの販売者と購入する無線装置
の固有データで認証することができる。当業者に知られているように、無線装置ダウンロ
ードインターフェース７２はトランザクションイベントデータオブジェクト７４を含むこ
とができ、またはそのような方法をダウンロード可能なアプリケーション７０と共有する
ことができることに留意する必要がある。
【００２４】
　要するに、図４に具現化されるように、オブジェクト指向パラダイムにおいて、ダウン
ロードされたアプリケーション７０は、無線ネットワーク１４を介してトランザクション
を行う無線装置１２、１８、２０、２２のための認証可能なトランザクションデータから
構成されるトランザクションイベントデータ７４のソフトウェアオブジェクトを作成する
。この場合、オブジェクトは、無線ネットワーク１４上に生じる請求可能なトランザクシ
ョンイベントのための請求を発生するためにオブジェクトが利用可能であるように、特定
の無線装置が特定の請求可能なトランザクションイベントを実行したことを検証する。ト
ランザクションイベントデータ７４は、無線ネットワークと選択的に通信している請求コ
ンピューター３０に送信することができ、ダウンロード可能なアプリケーション７０、ま
たは無線装置ダウンロードインターフェースまたはその両方内に常駐することができる。
さらに、トランザクションイベントデータ７４は、アプリケーションダウンロード時に、
または無線ネットワーク１４を介して無線コンピューター装置に１つ以上のコンピュータ
ー装置により供給されるサービスへの加入を無線装置が行うときに作成することができる
。さらに、トランザクションイベントデータ７４は、トランザクションイベントの発生時
に作成された後に変更することができる。
【００２５】
　図５は、無線装置コンピュータープラットフォーム５０上で実行するプロセスまたはサ
ブプロセスの一実施形態を図解するフローチャートである。この場合、ユーザーはアプリ
ケーション（請求可能なトランザクションイベント）をダウンロードしようとし、無線装
置１２、１８、２０、２２のデジタル署名は、無線装置１２、１８、２０、２２のアイデ
ンティティを検証するために使用される。ステップ８０で示すように、無線装置コンピュ
ータープラットフォーム５０は、アプリケーションダウンロードサーバー１６のアプリケ
ーションメニュー６２をアクセスするためのコマンドを受信し、次に、ステップ８２で示
すようにコンピュータープラットフォーム５０はメニュー６０をアクセスする。次に、判
断８４で示すように、ユーザーがダウンロードを要求したかどうかの判断がなされる。判
断８４において、ダウンロードのための要求が生じたなら、デジタル署名はアプリケーシ
ョンダウンロードサーバー１６に送信され、ステップ８６で示すように、アプリケーショ
ンをダウンロードするための試みがなされ、次に、判断８８において、アプリケーション
が成功裏にダウンロードされたかどうかの判断がなされる。判断８８において、アプリケ
ーションが成功裏にダウンロードされたなら、プロセスは判断８４に戻り他のアプリケー
ションダウンロードが要求されたかどうかを判断する。判断８８においてアプリケーショ
ンが成功裏にダウンロードされなかったなら、ステップ９０で示すようにアプリケーショ
ンをダウンロードしようと試みたユーザーにエラーが出力され、次にプロセスは判断８４
に再び戻る。
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【００２６】
　判断８４においてアプリケーションのダウンロードをユーザーが要求しなかったなら、
判断９２に示すように、ユーザーがメニューを出る要求をしたかどうかの決定がなされる
。判断９２において、ユーザーがメニューから出ることを要求しなかったなら、プロセス
は判断８４に戻り、ダウンロードが要求されたかどうかを決定するために判断８４を繰り
返し、メニューを出ることが要求されたかどうかを決定するために判断９２を繰り返す。
判断９２において、メニューを出ることをユーザーが要求したなら、アプリケーションダ
ウンロードサーバー１６のメニューへの無線装置１２、１８、２０、２２のアクセスは終
了される。
【００２７】
　図６は、第三者のコンピューターアプリケーションダウンロードサーバー１６上で実行
するプロセスまたはサブプロセスの一実施形態を図解するフローチャートであり、アプリ
ケーションをダウンロードする無線装置のデジタル署名が収集され、図４に示すように、
トランザクションイベントデータは発生され、ダウンロードの完了時に送信される。ステ
ップ１００で示されるようにダウンロード要求は無線装置１２、１８、２０、２２から受
信され、判断１０２で示されるように、無線装置１０２のデジタル署名が受信されたかど
うかの判断がなされる。判断１０２において、デジタル署名が受信されなかったなら、ス
テップ１０４で示すように、デジタル署名を受信できずユーザーを認証できないためにユ
ーザーにエラーが出力され、ダウンロードプロセスが終了される。さもなければ、判断１
０２においてデジタル署名が受信されるなら、ステップ１０６で示すようにユーザーの無
線装置に要求されたアプリケーションがダウンロードされ、次に、ステップ１０８で示す
ように、さらに図４に図解するように販売者キーおよびデジタル署名を含むトランザクシ
ョンイベントデータが発生される。次に、ステップ１１０で示すようにトランザクション
イベントデータが請求コンピューター３０に送信されダウンロードプロセスが終了する。
【００２８】
　あるいは、トランザクションイベント発生プロセス（ステップ１０８）は無線ネットワ
ーク１４上の他のコンピューター上で実行されるようにプロセスは具現化することができ
る。さらに、トランザクションイベントデータは、請求コンピューター３０だけの代わり
に無線ネットワーク１４上の１つ以上の他のコンピューターに送信することができる。
【００２９】
　図７は、無線ネットワーク１４からトランザクションイベントデータ７４を受信し、認
証し、記憶し、要求に応じてトランザクションイベント請求データを無線サービスプロバ
イダー請求コンピューター４１に送信する請求コンピューター３０上で実行するプロセス
またはサブプロセスの一実施形態を図解するフローチャートである。判断１１８で示すよ
うに、トランザクションイベントデータ７４が１つ以上の無線装置１２、１８、２０、２
２から受信されたかどうかの判断を介してプロセスが入力される。判断１１２において、
トランザクションイベントデータ７４が受信されたなら、ステップ１１４において示すよ
うにトランザクションイベントデータ７４が受信され認証される。一実施形態において、
認証は、無線装置１２、１８、２０、２２の販売者キーおよびデジタル署名の検証から生
じる。しかしながら、当業者に知られているであろうように、ＰＧＰまたは他の暗号鍵技
術のようなアイデンティティ検証の他の方法を本システムに使用することができる。ステ
ップ１１６で示すように、トランザクションイベントデータ７４の認証の後で、認証され
たデータが記憶される。次にプロセスは判断１１８に続く。判断１１２において、トラン
ザクションイベントデータ７４が無い場合にも判断１１８に続く。判断１１８において、
トランザクション請求データを無線サービスプロバイダー請求コンピューター４１に送信
するための要求が受信されたかどうかの決定がなされる。判断１１８においてトランザク
ション請求データを送信するための要求が受信されなかったなら、プロセスは判断１１２
に戻り、待ち状態に入り、トランザクションデータおよびトランザクションデータ送信要
求がなされたかどうかを絶えず決定している。
【００３０】
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　さもなければ、判断１１８においてトランザクションイベント請求データ送信が要求さ
れたなら、ステップ１２０で示すように記憶された認証されたトランザクションデータが
トランザクションイベント請求データに統合され、次に、ステップ１２２で示すようにト
ランザクションイベント請求データは無線サービスプロバイダー請求コンピューター４１
に送信される。あるいは、無線装置１２、１８、２０、２２のための請求は、ステップ１
２０で発生することができ、無線装置１２、１８、２０、２２自体に送信することができ
、無線サービスプロバイダーコンピューター４１のような他のコンピューターに送信する
ことができる。またはトランザクション請求データは、無線装置１２、１８、２０、２２
のための無線サービス加入者に郵送するための実際の印刷された請求書に変換することが
できる。
【００３１】
　従って、システム１０は、少なくともデータ通信をサポートする無線ネットワーク１４
を介してトランザクションを行う無線装置１２、１８、２０、２２のための請求を発生さ
せるために認証されたトランザクションデータを利用し、無線ネットワーク１４を介して
他のコンピューター装置と相互作用する無線コンピューター装置を介して無線ネットワー
ク１４上に請求可能なトランザクションイベントを生じさせるステップを有し、特定の無
線装置が特定のトランザクションイベントを実行したことを検証するために使用可能であ
る認証可能なトランザクションイベントデータ７４を発生し、トランザクションイベント
データを認証し、そして各トランザクションイベントが、そのトランザクションイベント
を実行した特定の無線装置１２、１８、２０、２２に請求可能であるようにトランザクシ
ョンイベント認証データ７４をトランザクションイベント請求データに統合する方法を提
供することがわかる。認証されたトランザクションイベントデータを統合するステップは
、無線ネットワーク１４と選択的に通信している請求コンピューター３０において生じる
ことができる。この方法は、また無線装置（複数の場合もある）により生じたトランザク
ションイベントのための無線装置に請求するステップを有することもできる。
【００３２】
　この方法は、認証され統合されたトランザクションイベント認証データに基づいて各無
線コンピューター装置１２、１８、２０、２２の加入者に請求書を発生するステップを含
むように具現化することができる。この方法は、また認証されたトランザクションイベン
トデータ７４に基づいてトランザクションイベント請求データを発生するステップと、ト
ランザクションイベント請求データを無線サービスプロバイダー請求コンピューター４１
のようなサービスプロバイダーに送信するステップも含むことができる。図５および図６
に記載するように、請求可能なトランザクションイベントを生じさせるステップは、無線
ネットワークを介して他のコンピューター装置から無線コンピューター装置１２、１８、
２０、２２にアプリケーションをダウンロードすることができる。あるいは、請求可能な
トランザクションイベントを生じさせるステップは、無線ネットワーク１４を介して１つ
以上のコンピューター装置により無線コンピューター装置１２、１８、２０、２２に提供
されるサービスへの加入を実行することができる。図４に示すように、無線コンピュータ
ー装置がデジタル署名を含み、アプリケーションが安全鍵を有し、認証可能なトランザク
ションイベントデータを発生するステップがデジタル署名および安全鍵からトランザクシ
ョンイベントデータを形成する場合、図４に示すように、認証可能なトランザクションイ
ベントデータを発生するステップは、ダウンロード可能なアプリケーション７０から認証
可能なトランザクションイベントデータを発生することができる。さらに、認証されたト
ランザクションイベントデータをトランザクションイベント請求データに統合するステッ
プは、トランザクションイベント発生時に生じることができる。あるいは、この方法は、
（認証されているまたは認証されていない）トランザクションイベントデータを記憶する
ステップと、無線サービスプロバイダー請求コンピューター４１のような、無線ネットワ
ーク１４上の他のコンピューター装置に、記憶されたトランザクションイベントデータを
送信するステップを含むことができる。
【００３３】
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　請求コンピューター３０のようなコンピューター装置のコンピュータープラットフォー
ム上で実行可能な方法に考慮して、本システムは、コンピューター読み出し可能な媒体に
常駐するプログラムを含む。この場合、プログラムは、コンピュータープラットフォーム
を有するサーバーまたは他のコンピューター装置にこの方法のステップを実行するように
命令する。コンピューター読み出し可能媒体は請求コンピューターのメモリであることが
でき、または請求可能なトランザクションイベントデータのような接続できるデータベー
ス内に存在することができる。さらに、コンピューター読み出し可能媒体は、磁気ディス
クまたはテープ、光ディスク、ハードディスク、フラッシュメモリ、または技術的に知ら
れている他の記憶媒体のように、無線装置コンピュータープラットフォーム上にロード可
能な二次記憶媒体内に存在することができる。
【００３４】
　図５、図６および図７に関連して、この方法は、無線装置コンピュータープラットフォ
ーム５０、請求コンピューター３０、および第三者のアプリケーションダウンロードサー
バー１６のように、機械読み出し可能な命令のシーケンスを実行するために、例えば無線
ネットワーク１４の一部（複数の場合もある）を動作させることにより実施してもよい。
命令はさまざまなタイプの信号保有体またはデータ記憶一次、二次または三次媒体に常駐
することができる。媒体は、例えば、無線ネットワークのコンポーネントによりアクセス
可能なまたはコンポーネント内に常駐するＲＡＭ（図示せず）で実施してもよい。ＲＡＭ
、ディスケットまたは他の二次記憶媒体に含まれようとなかろうと、命令はさまざまな機
械読み出し可能なデータ記憶媒体に記憶してもよい。例えば、ＤＳＡＤストレージ（例え
ば、一般的な「ハードドライブ」またはＲＡＩＤアレイ）、磁気テープ、電子リードオン
リメモリ（例えば、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、またはＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリカー
ド、光学ストレージデバイス（例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、ＷＯＲＭ、ＤＶＤ、デジタル光学
テープ）、紙「パンチ」カード、またはデジタルおよびアナログ送信媒体を含む他の適切
なデータ記憶媒体に記憶してもよい。
【００３５】
　上述の開示は本発明の例示実施形態を示すけれども、添付されるクレームにより定義さ
れる本発明の範囲を逸脱することなくさまざまな変更および変形を本明細書において行う
ということもあり得ることに留意する必要がある。更に、本発明のエレメントは単数で記
載またはクレームしてもよいけれども、単数への限定が明示的に記載されない限り複数が
意図される。
　以下に本願出願当初の特許請求の範囲を付記する。
[Ｃ１]　下記を具備する、無線ネットワークを介してトランザクションを行う無線装置の
ための請求を発生するために認証されたトランザクションデータを利用するためのシステ
ム：少なくともデータ通信をサポートする無線ネットワーク；
　前記無線ネットワークを介して他のコンピューター装置と選択的に通信する１つ以上の
無線コンピューター装置、各無線装置はコンピュータープラットフォームを有し、各無線
装置は、前記無線ネットワークを介して他のコンピューター装置を用いて請求可能なトラ
ンザクションを行う能力を有し、請求可能なトランザクションは、特定の無線装置が特定
のトランザクションイベントを実行したことを検証するトランザクションイベント認証可
能データを発生させる；および
　前記無線ネットワークと選択的に通信し、前記無線装置のための前記認証可能なトラン
ザクションイベントデータの少なくともいくつかを収集する少なくとも１つの請求コンピ
ューター、前記請求コンピューターは、各トランザクションイベントがそのトランザクシ
ョンイベントを実行した前記特定の無線装置に請求可能であるように、トランザクション
イベントデータを認証し、前記認証されたトランザクションイベントデータをトランザク
ションイベント請求データに統合する。
[Ｃ２]　無線コンピューター装置のアクセスを前記無線ネットワークに供給する無線サー
ビスプロバイダーをさらに具備し、各無線コンピューター装置は、前記無線ネットワーク
への前記無線コンピューター装置のアクセスに対して前記無線サービスプロバイダーによ
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り請求される加入者を有する、Ｃ１のシステム。
[Ｃ３]　前記請求コンピューターは、さらに各無線コンピューター装置の前記加入者に請
求書を発生する、Ｃ２のシステム。
[Ｃ４]　前記請求コンピューターはさらに前記トランザクションイベント請求データをサ
ービスプロバイダーに送信する、Ｃ２のシステム。
[Ｃ５]　トランザクションイベントは前記無線ネットワークを介して他のコンピューター
装置から前記無線コンピューター装置へのアプリケーションのダウンロードである、Ｃ１
のシステム。
[Ｃ６]　トランザクションイベントは、１つ以上のコンピューター装置により前記無線ネ
ットワークを介して前記無線コンピューター装置に供給されるサービスへの加入である、
Ｃ１のシステム。
[Ｃ７]　前記認証可能なトランザクションイベントデータは、前記ダウンロードされたア
プリケーションから発生される、Ｃ５のシステム。
[Ｃ８]　前記無線コンピューター装置はさらにデジタル署名を含み、前記アプリケーショ
ンは安全鍵を含み、前記アプリケーションのダウンロード時に、前記デジタル署名と安全
鍵は前記認証可能なトランザクションイベントデータを形成する、Ｃ７のシステム。
[Ｃ９]　前記トランザクションイベント発生時に前記認証可能なトランザクションイベン
トデータが前記請求コンピューターに送信される、Ｃ１のシステム。
[Ｃ１０]　アプリケーションを１つ以上の無線装置に選択的にダウンロードする、無線ネ
ットワーク上の１つ以上のアプリケーションダウンロードサーバーをさらに具備し、前記
認証可能なトランザクションイベントデータは前記アプリケーションダウンロードサーバ
ーに記憶され、次に前記請求コンピューターに送信される、Ｃ１のシステム。
[Ｃ１１]　下記を具備する、無線ネットワークを介してトランザクションを行う無線装置
に対して請求を発生するために認証されたトランザクションデータを利用するためのシス
テム：
　少なくともデータ通信をサポートする無線ネットワークを供給するためのネットワーク
手段；
　前記ネットワーク手段を介して他のコンピューター装置と選択的に通信するための通信
手段、前記通信手段は、前記ネットワーク手段を介して他のコンピューター装置を用いて
請求可能なトランザクションを行う能力を有する；
　トランザクションイベントを認証し、前記通信手段が特定のトランザクションを実行し
たことを検証する手段；および
　前記トランザクションイベント認証データの少なくともいくつかを統合する手段。
[Ｃ１２]　下記を具備する、少なくともデータ通信をサポートする無線ネットワークを介
してトランザクションを行う無線装置に対して請求を発生するために認証されたトランザ
クションデータを利用するための方法：
　１つ以上の無線装置からトランザクションイベントデータを受信する、前記トランザク
ションイベントデータは、他のコンピューター装置と相互作用する無線コンピューター装
置を介して無線ネットワーク上に生じる１つ以上の請求可能なトランザクションイベント
により生じ、前記請求可能なトランザクション内の装置の１つは、前記特定の無線装置が
前記特定の請求可能なトランザクションイベントを実行したことを検証することができる
認証可能なトランザクションイベントデータを発生する；
　トランザクションイベントデータを認証する；および
　各トランザクションイベントは、そのトランザクションイベントを実行した前記特定の
無線装置に請求可能であるように前記認証されたトランザクションイベントデータをトラ
ンザクションイベント請求データに統合する。
[Ｃ１３]　前記認証可能なトランザクションイベントデータを統合するステップは、前記
無線ネットワークと選択的に通信する請求コンピューターにおいて生じる、Ｃ１２の方法
。
[Ｃ１４]　サービスプロバイダーは、無線コンピューター装置のアクセスを無線ネットワ
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ークに供給し、各無線コンピューター装置は加入者を有し、前記無線装置により生じた前
記トランザクションイベントに対して前記無線装置加入者に請求するステップをさらに具
備する、Ｃ１２の方法。
[Ｃ１５]　前記認証され統合されたトランザクションイベントデータに基づいて各無線コ
ンピューター装置の前記加入者に請求書を発生するステップをさらに具備する、Ｃ１４の
方法。
[Ｃ１６]　前記認証されたトランザクションイベントデータに基づいてトランザクション
イベント請求データを発生するステップと、前記トランザクションイベント請求データを
無線サービスプロバイダーに送信するステップとをさらに具備する、Ｃ１４の方法。
[Ｃ１７]　前記請求可能なトランザクションイベントを生じさせるステップは、前記無線
ネットワークを介して他のコンピューター装置から前記無線コンピューター装置にアプリ
ケーションをダウンロードすることである、Ｃ１２の方法。
[Ｃ１８]　請求可能なトランザクションイベントを生じさせるステップは、１つ以上のコ
ンピューター装置により前記無線ネットワークを介して前記無線コンピューター装置に供
給されるサービスへの加入を行うことである、Ｃ１２の方法。
[Ｃ１９]　前記認証可能なトランザクションイベントデータを発生するステップは、前記
ダウンロードされたアプリケーションから認証可能なトランザクションイベントデータを
発生することである、Ｃ１７の方法。
[Ｃ２０]　前記無線コンピューター装置はさらにデジタル署名を含み、前記アプリケーシ
ョンは安全鍵を含み、前記認証可能なトランザクションイベントデータを発生するステッ
プは、前記デジタル署名および安全鍵から前記トランザクションイベントデータを形成す
ることである、Ｃ１７の方法。
[Ｃ２１]　前記認証されたトランザクションイベントデータをトランザクションイベント
請求データに統合するステップは、前記トランザクションイベント発生時に生じる、Ｃ１
２の方法。
[Ｃ２２]　前記認証可能なトランザクションイベントデータを記憶するステップと、前記
記憶された認証可能なトランザクションイベントデータを前記ネットワーク上の他のコン
ピューター装置に送信するステップをさらに具備する、Ｃ１２の方法。
[Ｃ２３]　下記を具備する、少なくともデータ通信をサポートする無線ネットワークを介
してトランザクションを行う無線装置に対して請求を発生するために認証されたトランザ
クションデータを利用する方法：
　前記無線ネットワークを介して他のコンピューター装置と相互作用する無線コンピュー
ター装置を介して前記無線ネットワーク上に請求可能なトランザクションイベントを生じ
させるステップ；
　前記特定の無線装置が前記特定のトランザクションイベントを実行したことを検証する
ために使用可能な認証可能なトランザクションイベントデータを発生するステップ；
　前記トランザクションイベントデータの認証ステップ；および
　各トランザクションイベントは、そのトランザクションイベントを実行した前記特定の
無線装置に請求可能なように前記認証されたトランザクションイベントデータをトランザ
クションイベント請求データに統合するステップ。
[Ｃ２４]　無線ネットワーク上のコンピューターにより実行されるとき、下記ステップを
実行することを介して無線ネットワークを介してトランザクションを行う無線装置に対し
て請求を発生するために前記コンピューターに認証されたトランザクションデータを利用
させるコンピューター読み出し可能媒体内に保持されたコンピュータープログラム：
　前記無線ネットワークを介して他のコンピューター装置と相互作用する無線コンピュー
ター装置から作成される認証可能なトランザクションイベントデータを受信するステップ
、前記認証可能なトランザクションイベント認証データは、特定の無線装置が特定のトラ
ンザクションイベントを実行したことを検証するために使用可能である；
　前記トランザクションイベントデータを認証するステップ；および
　各トランザクションイベントは、１つ以上のトランザクションイベントを実行した前記
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特定の無線装置に請求可能であるように、前記認証されたトランザクションイベントデー
タをトランザクションイベント請求データに統合するステップ。
[Ｃ２５]　サービスプロバイダーは、前記無線コンピューター装置のアクセスを前記無線
ネットワークに供給し、各無線コンピューター装置は加入者を有し、それは、前記コンピ
ューターに、前記無線装置により生じたトランザクションイベントに対して無線装置加入
者に請求するステップをさらに実行させる、Ｃ２４のプログラム。
[Ｃ２６]　前記認証され統合されたトランザクションイベントデータに基づいて前記各無
線コンピューター装置の加入者に請求書を発生するステップを前記コンピューターにさら
に実行させる、Ｃ２５のプログラム。
[Ｃ２７]　前記トランザクションイベント請求データをサービスプロバイダーに送信する
ステップを前記コンピューターにさらに実行させる、Ｃ２５のプログラム。
[Ｃ２８]　無線ネットワーク上に生じる請求可能なトランザクションイベントに対して請
求を発生するためにオブジェクトが利用可能であるように、特定の無線装置が特定の請求
可能なトランザクションイベントを実行したことを前記オブジェクトが検証可能である、
無線ネットワークを介してトランザクションを行う無線装置のための認証可能なトランザ
クションデータを具備するソフトウェアオブジェクト。
[Ｃ２９]　前記ソフトウェアオブジェクトは、前記無線ネットワークと選択的に通信する
請求コンピューターに送信可能である、Ｃ２８のソフトウェアオブジェクト。
[Ｃ３０]　サービスプロバイダーは前記無線コンピューター装置のアクセスを前記無線ネ
ットワークに供給し、各無線コンピューター装置は加入者を有し、前記ソフトウェアオブ
ジェクトは、無線装置加入者と、前記加入者の無線装置により生じた１つ以上の特定のト
ランザクションイベントを識別する、Ｃ２８のソフトウェアオブジェクト。
[Ｃ３１]　前記ソフトウェアオブジェクトは、前記無線ネットワークを介して無線コンピ
ューター装置にダウンロード可能なアプリケーション上に常駐する、Ｃ２８のソフトウェ
アオブジェクト。
[Ｃ３２]　１つ以上のコンピューター装置により前記無線ネットワークを介して前記無線
コンピューター装置に供給されるサービスへの加入を無線装置が行う際に、前記ソフトウ
ェアオブジェクトが作成される、Ｃ２８のソフトウェアオブジェクト。
[Ｃ３３]　前記無線装置と前記アプリケーションの両方は、各々識別データを有し、前記
ソフトウェアオブジェクトは前記識別データの両方を含む、Ｃ３１のソフトウェアオブジ
ェクト。
[Ｃ３４]　前記ソフトウェアオブジェクトは、トランザクションイベントの発生時に作成
した後で変更される、Ｃ２８のソフトウェアオブジェクト。
[Ｃ３５]　前記ソフトウェアオブジェクトは前記無線装置において作成される、Ｃ２８の
ソフトウェアオブジェクト。
[Ｃ３６]　前記ソフトウェアオブジェクトは、前記トランザクションイベントの発生時に
無線装置と通信している前記コンピューター装置において作成される、Ｃ２８のソフトウ
ェアオブジェクト。
[Ｃ３７]　無線ネットワークを介してトランザクションを行う無線装置に対して請求を発
生するために認証されたトランザクションデータを収集するサーバーであって、前記サー
バーは、前記無線ネットワークを介して１つ以上の無線コンピューター装置と選択的に通
信し、各無線装置は、前記無線ネットワークを介して他のコンピューター装置を用いて請
求可能なトランザクションを行う能力を有し、請求可能なトランザクションは、特定の無
線装置が特定のトランザクションイベントを実行したことを検証するトランザクションイ
ベント認証可能なデータを発生させ、および前記サーバーは、前記無線装置のための前記
認証可能なトランザクションイベントデータの少なくともいくつかを収集し、各トランザ
クションイベントは、その請求可能なトランザクションイベントを実行した前記特定の無
線装置に請求可能であるように前記認証されたイベントデータをトランザクションイベン
ト請求データに統合するサーバー。
[Ｃ３８]　前記１つ以上の請求可能なイベントを行った前記１つ以上の無線コンピュータ



(17) JP 5980853 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

ー装置のための無線サービスプロバイダーに前記トランザクションイベント請求データを
さらに送る、Ｃ３７のサーバー。
[Ｃ３９]　前記サーバーはさらに各無線コンピューター装置の前記加入者に請求書を発生
する、Ｃ３７のサーバー。
[Ｃ４０]　無線ネットワークを介して他のコンピューター装置と選択的に通信する無線コ
ンピューター装置であって、前記無線装置はコンピュータープラットフォームを含み、前
記無線ネットワークを介して他のコンピューター装置を用いて請求可能なトランザクショ
ンを行うことができ、請求可能なトランザクションは、前記無線装置が特定のトランザク
ションイベントを実行したことを検証するトランザクションイベント認証可能データを発
生させ、前記無線装置はさらに前記認証可能トランザクションイベントデータを前記無線
ネットワーク上の１つ以上のコンピューター装置に選択的に送信する無線コンピューター
装置。
[Ｃ４１]　前記無線コンピューター装置は、前記無線ネットワークにその無線コンピュー
ター装置のアクセスを供給する無線サービスプロバイダーに前記認証可能トランザクショ
ンイベントデータを選択的に送信する、Ｃ４０の無線コンピューター装置。
[Ｃ４２]　前記無線コンピューター装置は、請求可能なトランザクションの時点で前記請
求可能トランザクションイベントデータを選択的に送信する、Ｃ４０の無線コンピュータ
ー装置。
[Ｃ４３]　前記無線コンピューター装置は、前記認証可能トランザクションイベントデー
タを記憶し、前記記憶した認証可能トランザクションイベントデータを前記無線ネットワ
ーク上の他のコンピューター装置に選択的に送信する、Ｃ４０の無線コンピューター装置
。
[Ｃ４４]　トランザクションイベントは、前記無線ネットワークを介して他のコンピュー
ター装置から前記無線コンピューター装置へのアプリケーションのダウンロードである、
Ｃ４０の無線コンピューター装置。
[Ｃ４５]　トランザクションイベントは、１つ以上のコンピューター装置により、前記無
線ネットワークを介して前記無線コンピューター装置に供給されるサービスへの加入であ
り、前記加入は、前記無線ネットワーク上の他のコンピューター装置と前記無線コンピュ
ーター装置との相互作用により開始される、Ｃ４０の無線コンピューター装置。
[Ｃ４６]　前記認証可能トランザクションイベントデータは、前記ダウンロードされたア
プリケーションから発生される、Ｃ４４の無線コンピューター装置。
[Ｃ４７]　前記無線コンピューター装置はさらにデジタル署名を含み、前記アプリケーシ
ョンは安全鍵を含み、前記アプリケーションをダウンロードする際に、前記デジタル署名
と安全鍵は、前記認証可能トランザクションイベントデータを形成する、Ｃ４６の無線コ
ンピューター装置。
[Ｃ４８]　下記を具備する、少なくともデータ通信をサポートする無線ネットワークを介
してトランザクションを行う無線コンピューター装置において認証可能トランザクション
データを発生するための方法：
　前記無線ネットワークを介して１つ以上の他のコンピューター装置と相互作用する；
　前記１つ以上の相互作用から１つ以上の請求可能なトランザクションイベントを生じさ
せる；
　前記特定の装置が前記請求可能なトランザクションイベントを実行したことを検証する
ことができる認証可能トランザクションイベントデータを発生する；および
　前記認証可能トランザクションイベントデータを前記無線ネットワークを介して１つ以
上の他のコンピューター装置に選択的に送信する。
[Ｃ４９]　前記無線コンピューター装置は、前記認証可能トランザクションイベントデー
タをその無線コンピューター装置のための無線サービスプロバイダーに送信する、Ｃ４８
の方法。
[Ｃ５０]　前記１つ以上の請求可能なトランザクションイベントを生じさせるステップは
、前記無線ネットワークを介して他のコンピューター装置から前記無線コンピューター装
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置にアプリケーションをダウンロードすることである、Ｃ４８の方法。
[Ｃ５１]　１つ以上の請求可能なトランザクションイベントを生じさせるステップは、１
つ以上のコンピューター装置により、前記無線ネットワークを介して前記無線コンピュー
ター装置に供給されるサービスへの加入を行うことである、Ｃ４８の方法。
[Ｃ５２]　前記認証可能トランザクションイベントデータを発生するステップは、前記ダ
ウンロードされたアプリケーションから認証可能トランザクションイベントデータを発生
することである、Ｃ５０の方法。
[Ｃ５３]　前記認証トランザクションイベントデータを送信するステップは、前記請求可
能なトランザクションイベント発生の時点で生じる、Ｃ４８の方法。
[Ｃ５４]　前記認証可能トランザクションイベントデータを記憶するステップと、前記記
憶された認証可能トランザクションイベントデータを前記ネットワーク上の他のコンピュ
ーター装置に選択的に送信するステップをさらに具備する、Ｃ５３の方法。

【図１】 【図２】
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