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(57)【要約】

（修正有）

【課題】記憶値アカウントに値を追加するための改良さ
れたシステムおよび方法を提供。
【解決手段】値を顧客アカウントに追加するシステムお
よび方法が提供される。値に関係する識別子が顧客に分
配される。識別子は値をアカウントに追加するのに使用
することができる。値を顧客アカウントに追加する要求
はショートメッセージサービス（ＳＭＳ）で受信される
。要求は、識別子および顧客アカウントに関係するアカ
ウント識別情報を含む。いくつかの実施形態では、識別
子はテキスト自動完成ソフトウェアを使用して、装置中
に入力される。要求はＳＭＳメッセージとしてユーザ通
信装置から受信される。識別子に関係する値およびアカ
ウント識別番号に関係する顧客アカウントは、要求に基
づいて識別される。値は顧客アカウントに追加させるよ
うにされる。値が顧客アカウントに追加されたという確
認がユーザ通信装置に送られる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
顧客アカウントに値を追加する方法において、
顧客に対する値に関係する識別子を分配し、識別子がアカウントに値を追加するために
使用可能であることと、
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）経由で顧客アカウントに値を追加する要求を受
信し、要求が識別子および顧客アカウントに関係するアカウント識別情報を含み、要求が
ユーザ通信装置からＳＭＳメッセージとして受信されることと、
要求に基づいて、識別子に関係する値およびアカウント識別情報に関係する顧客アカウ
ントを識別することと、
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顧客アカウントに値を追加させることと、
顧客アカウントに値が追加されたことの確認をユーザ通信装置に送ることと、を含む方
法。
【請求項２】
ユーザ通信装置から要求を受信する以前に、ユーザ通信装置において、少なくとも一部
はユーザにより、および、少なくとも一部はユーザ通信装置により自動的に、識別子がＳ
ＭＳメッセージ中に入力される、請求項１記載の方法。
【請求項３】
識別子は少なくとも１つの第１の英数字セットと、少なくとも１つの第２の英数字セッ
トとを含み、ユーザ通信装置は、第１の英数字セットの入力の受信に応答して、自動的に
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第２の英数字のセットを入力するように構成されている、請求項１記載の方法。
【請求項４】
ユーザ通信装置上で動作される辞書ソフトウェアプログラムの自動完成スペリング機能
を使用して、ユーザ通信装置において、識別子の少なくとも一部がＳＭＳメッセージ中に
入力される、請求項１記載の方法。
【請求項５】
識別子は第１の部分と第２の部分を含み、第１の部分はユーザ通信装置においてＳＭＳ
メッセージ中に入力され、ユーザ通信装置における第１の部分の入力に応答して、ユーザ
通信装置は自動的に第２の部分を入力する、請求項１記載の方法。
【請求項６】
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識別子は第１の部分と第２の部分を含み、第１の部分はユーザ通信装置においてＳＭＳ
メッセージ中に入力され、ユーザ通信装置における第１の部分の入力に応答して、ユーザ
通信装置は自動的に第２の部分を提案する、請求項１記載の方法。
【請求項７】
識別子の第１の部分は一連の英数字を含み、識別子の第１の部分はユーザ通信装置にお
いて一連の英数字のそれぞれを話すことにより入力される、請求項１記載の方法。
【請求項８】
識別子の第１の部分は一連の英数字を含み、識別子の第１の部分はユーザ通信装置にお
いて識別子の第１の部分の英数字のそれぞれを話すことにより入力される、請求項１記載
の方法。
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【請求項９】
識別子の第１の部分はユーザ通信装置において、言語的要求によって入力され、識別子
の第２の部分はユーザ通信装置において、第２の部分に含まれる１以上の英数字を手動で
入力することにより入力される、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
ユーザ通信装置から要求を受信する以前に、ユーザ通信装置において、識別子はユーザ
によりＳＭＳメッセージ中にキー入力される、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
ＳＭＳメッセージは本体とヘッダを含み、本体は識別子とアカウント識別情報を含む、
請求項１記載の方法。
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【請求項１２】
ＳＭＳメッセージは本体を含み、アカウント識別情報はユーザ通信装置に含まれるメモ
リ記憶システム中に記憶され、アカウント識別情報はメモリ記憶システムから直接本体中
に入力される、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
識別子はＰＩＮを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
ユーザ通信装置は電話番号を持つワイヤレス電話機を含み、アカウント識別情報は電話
番号を含む、請求項１記載の方法。
【請求項１５】
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顧客アカウントは電気通信サービスアカウントを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１６】
顧客アカウントはプリペイドワイヤレス電話アカウントを含む、請求項１記載の方法。
【請求項１７】
顧客アカウントはオンラインゲームサービスを購入するために使用できる、請求項１
記載の方法。
【請求項１８】
顧客アカウントは橋または道路通行料サービスを購入するために使用できる、請求項
１記載の方法。
【請求項１９】
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ＳＭＳメッセージは本体とヘッダを含み、本体は識別子を含み、ヘッダはアカウント識
別情報を含む、請求項１記載の方法。
【請求項２０】
顧客アカウントはユーザ通信装置上で１以上のサービスを可能にするために使用できる
、請求項１記載の方法。
【請求項２１】
顧客アカウントに値を追加するシステムにおいて、
顧客に対する値に関係する識別子を分配し、識別子がアカウントに値を追加するために
使用可能である分配システムと、
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）経由で顧客アカウントに値を追加する要求を受
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信し、要求が識別子および顧客アカウントと関係するアカウント識別情報を含み、要求が
ユーザ通信装置からＳＭＳメッセージとして受信される、入力装置と、
要求に基づいて、識別子に関係する値およびアカウント識別情報に関係する顧客アカウ
ントを識別するプロセッサと、
顧客アカウントに値を追加させる値挿入システムと、
値が顧客アカウントに追加されたことの確認をユーザ通信装置に送る出力装置と、
を具備するシステム。
【請求項２２】
顧客アカウントに値を追加する方法において、
第１のユーザ通信装置からプリペイド値に関係する識別子を、顧客アカウントに関係す
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る第２のユーザ通信装置において受信することと、
顧客アカウントに値を追加する要求を中央プロセッサに送ることを含み、
要求が識別子および顧客アカウントに関係するアカウント識別情報を含み、
要求がＳＭＳ経由で送られ、中央プロセッサが要求に基づいて、値および顧客アカウン
トを識別するように構成されている方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
本出願は、２００５年３月２３日に出願された米国仮特許出願第６０／６６４，１８８
号の利益を主張する。
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【発明の分野】
【０００２】
本発明は、ユーザ装置から電気通信サービスプロバイダのようなアカウントプロバイダ
へのＰＩＮのような識別子の引き渡しに関連する。
【発明の背景】
【０００３】
通信装置および他の電子的構成要素、特に移動電話機は、非常に一般的な消費者製品で
ある。多くの国では、（移動電話機に対する電気通信サービスのような）装置に関係する
サービスに対する支払機構の人気のあるタイプは、移動電話機を使用する前にユーザのア
カウントにクレジットする支払いをユーザが行うことである。このタイプの支払いは一般
的に

プリペイ
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として知られている。支払いを行い、ユーザのアカウントをクレジット

するプロセスは一般的に

補充

として知られており、この用語はユーザが彼らのアカウ

ントを比較的小さい量で頻繁に補充する通常の使用法を反映している。多くのプリペイシ
ステムはさまざまな小売アウトレットにおいてユーザが支払いを行うことを可能にしてお
り、それによってユーザにとって便利なロケーションで補充するための支払いをすること
が可能になっている。
【０００４】
移動電話機アカウントのような、従来の記憶値アカウントは２ステップのプロセスでリ
ロードまたは

補充される

。第１に、顧客は小売アウトレットにおいて２０ドルのよう

な特定の値と関係付けられている（例えば、１６までまたはそれより多い文字および／ま
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たは数字の）ＰＩＮを持つ記憶値カードを購入する。第２に、例えばカード裏面の８００
番号に電話をかけることにより、顧客は中央プロセッサにアクセスし、顧客のアカウント
にカードの値を追加することを要求する。通話の間、顧客は典型的にＰＩＮのようなカー
ド識別情報とともに、アカウントに関係する電話番号およびアカウントプロバイダの名前
のような、顧客のアカウントを識別するのに十分な情報を提供する。例えば、ワイヤレス
電話機アカウントにカード値を追加しようとする顧客は、カード裏面の８００番号に電話
をかけ、中央ＶＲＵにアクセスする。さまざまなＶＲＵプロンプトに応答して、顧客はカ
ードＰＩＮ、（ＡＴ＆Ｔのような）顧客のサービスプロバイダの名前、およびワイヤレス
アカウントに対応する電話番号を入力する。それから中央ＶＲＵシステムは顧客のワイヤ
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レスアカウントにカード値が追加されるようにする。
【０００５】
これらのカードの多くは依然として印刷され、記憶され、および移動オペレータにより
高度に安全な条件下で小売業者または分配者に搬送されており、カードは印刷されるとす
ぐに有効にアクティブ（つまり、使用可能でよって価値がある）になる。マーケットが拡
大してくるにしたがって、そのような多数の取引に対してこのプロセスを維持するロジス
ティックな複雑さと、詐欺およびシステム不正利用の多くの機会を管理するのに関係する
コストとが、ネットワークオペレータに他の代替物を求めさせた。マーケットへのルート
は大変細かく込み入っていることが多いため、カードが引き渡された場所の記録が全く保
持されないことが多い。いくつかの小さいストアはカードを現金で購入して運送しており
、すべての盗難されたカードをキャンセルできる何らかのシステムが開発されている場合
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は稀である。トラック一杯のカードが盗まれてきている。店のスタッフがカードを売って
、そのお金を彼ら自身のポケットに入れてしまうのだ。カード（あるいはＰＩＮまたは他
の識別子の他の物理的に具体化した物）はしばしばお金と等しい。
【０００６】
より最近では、移動電話機アカウントをクレジットするための電子支払システムが開発
されてきた。これらのシステムのいくつかは磁気ストライプカードを使用し、磁気ストラ
イプカードでは限定されたユーザ詳細が磁気ストライプ内に含まれる。いくつかの最近の
システムでは、カードは

非アクティブ状態

で分配され、および売場（

ＰＯＳ

）に

おいて起動される。
【０００７】
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移動オペレータによる、より以前の電子的システムを促進させる強い努力にもかかわら
ず、マーケットの受け入れは遅々としていた。カードの人気は減っていないが、カードは
移動オペレータにとって高額であって、断る気にさせており、代替システムが推進され、
次第に魅力的になっていることは明らかである。
【０００８】
他のシステムはＳＭＳメッセージを中央システムに送信することにより、顧客がプリペ
イド移動電話機アカウントを補充できるようにする。例えば、バゴーレン氏に対する米国
出願公報第２００２／０１１５４２４号は１つのそのようなシステムを開示している。他
の関連のシステムは以下の特許および出願に説明されているものを含む。アービ氏らに対
する米国特許第６，３７５，０７３号、ヌグゥエン氏らに対する米国特許第６，０７０，
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０６７号、およびヒィッパ氏らに対する米国特許出願公開第２００２／０１８７７７２号
。ここで言及されているすべての参考文献の開示は、ここで参照によりその全体が組み込
まれている。
【０００９】
多くの先行技術システムおよび方法に関係するいくつかの不利なコストがある。ＩＶＲ
の設備コスト、ＩＶＲからの高い率の失敗（１６桁からなる番号をタイプ入力することは
難しく、エラーを含み得る）に対する顧客サービスのコスト、安全な引き渡しのコスト、
無駄、損失、盗難のコスト、すべてのサービスプロバイダのすべての額面を保持するため
の小売業者にとって高いコスト。また、エンドユーザがすべてのマーチャントにおいて正
しいオペレータの正しい額面を見つけるのは成功しそうもないだろう。また、プロセスは
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顧客にとって時間がかかってしまう可能性がある。
【００１０】
加えて、依然として多くの人々はより多くのプラスチックカードを携帯することを好ま
ない。ほとんどのプラスチックカードは移し替え可能ではない。言い換えれば、第１のユ
ーザは第２のユーザのアカウントを第１ユーザのカードで補充することはできない。多く
のサービスプロバイダからのカードは電話番号をカード上に記載していないため、それら
は混ざりあってしまうかもしれない。登録されていないカードは一度使用されて破棄され
ることが多い。それらはプラスチックであるため、それらは交換するカードよりもより高
額である。
【００１１】
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記憶値アカウントに値を追加するための改良されたシステムおよび方法を提供すること
が望ましい。
【発明の概要】
【００１２】
したがって、本発明のさまざまな実施形態は顧客アカウントに値を追加するシステムお
よび方法に向けられている。値に関係する識別子が顧客に分配される。識別子はアカウン
トに値を追加するために使用することができる。顧客アカウントに値を追加する要求はシ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）で受信される。要求は識別子および顧客アカウント
に関係するアカウント識別情報を含む。要求は、ＳＭＳメッセージとしてユーザ通信装置
から受信される。識別子に関係する値とアカウント識別番号に関係する顧客アカウントは
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要求に基づいて識別される。値は顧客アカウントに追加させるようにされる。値が顧客ア
カウントに追加されたことの確認がユーザ通信装置に送られる。
【００１３】
１つの実施形態にしたがうと、値に関係する識別子が顧客に分配され、識別子はアカウ
ントに値を追加するために使用することができる。顧客アカウントに値を追加する要求は
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）で受信され、要求は識別子および顧客アカウント
に関係する識別番号を具備している。要求はユーザ通信装置から受信される。識別子に関
係する値が識別される。値は顧客アカウントに追加させるようにされる。
【００１４】
他の実施形態にしたがうと、値に関係する識別子を顧客に分配するシステムが提供され
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、識別子は値をアカウントに追加するために使用される。入力装置はショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）で顧客アカウントに値を追加する要求を受信する。要求は識別子およ
び顧客アカウントに関係するアカウント識別情報を具備している。要求はＳＭＳメッセー
ジとしてユーザ通信装置から受信される。プロセッサは要求に基づいて、識別子に関係す
る値とアカウント識別情報に関係する顧客アカウントを識別する。値挿入システムは値が
顧客アカウントに追加されるようにする。出力装置は値が顧客アカウントに追加されたと
いう確認をユーザ通信装置に送る。
【００１５】
他の実施形態にしたがうと、顧客アカウントに値を追加する方法が提供される。プリペ
イド値に関係する識別子は、第１のユーザ通信装置から顧客アカウントに関係する第２の
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ユーザ通信装置において受信される。顧客アカウントに値を追加する要求が中央プロセッ
サに送られる。値を追加する要求は識別子および顧客アカウントに関係するアカウント識
別情報を具備している。値を追加する要求はＳＭＳで送られる。中央プロセッサは要求に
基づいて、値および顧客アカウントを識別するように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１はショートメッセージサービスを使用して識別子を送るシステムを表す。
【図２】図２はショートメッセージサービスを使用して識別子を送る方法のフローチャー
トを示す。
【発明の詳細な説明】
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【００１７】
本発明のさまざまな実施形態は、顧客アカウントに値を追加するシステムに向けられて
いる。いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信装置はショートメッセージサービス（
ＳＭＳ

）経由で値識別子を集中型引換処理システムに送信してもよい。例えば、ユーザ

はＳＭＳメッセージを送信するように構成された、移動電話機の電話機キーパッド上でＰ
ＩＮを入力してもよい。通信は顧客アカウントを識別するために十分な情報を含んでいて
もよい。例えば、ワイヤレス通信装置はアカウントに関係する電話機であってもよく、ワ
イヤレス装置の電話番号はメッセージ中に符号化され、アカウントを識別するために十分
である。集中型システムは識別子に関係する値が識別されたアカウントに追加されるよう
にしてもよい。

30

【００１８】
いくつかの実施形態では、集中型システムは通信に基づいて、アカウントを識別しても
よい。例えば、集中型システムは通信中の電話番号に基づいて、アカウントを識別しても
よい。
【００１９】
いくつかの実施形態では、アカウントは集中型システムにより管理されてもよい。他の
実施形態では、アカウントは独立したアカウントプロバイダシステムにより管理されても
よい。アカウントが独立したシステムにより管理される実施形態では、集中型システムは
、例えばここに説明されたまたはここで参照された特許出願中の任意の方法で、ユーザの
アカウントに値が挿入されるようにしてもよい。

40

【００２０】
いくつかの実施形態では、集中型システムはＰＩＮに関係する値をプリペイドアカウン
トに追加することができるようにしてもよい。例えば、従量料金制のワイヤレス移動電話
サービスアカウントを持つ顧客は、アカウント中の使用時間を「満額にする」または再チ
ャージするために、２０ドルのプリペイド電話カードＰＩＮを購入してもよい。プリペイ
ドカードはＰＩＮおよび電話番号を含む。先行技術のシステムでは、顧客は電話番号に電
話をかけ、それからＩＶＲプロンプトにおいてＰＩＮおよびアカウント番号を提供するこ
とにより、カード値を引き換える。集中型システムは顧客がＳＭＳ通信（すなわち、テキ
ストメッセージ）中でＰＩＮを電話番号に送信することを可能にする。それぞれの移動電
話機からＰＩＮを送信する移動電話顧客に対しては、アカウント番号（すなわち、移動電
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話番号）はメッセージのテキスト中で提供される必要はない。なぜなら、アカウント番号
はＳＭＳヘッダまたは呼出者ＩＤメカニズムにより識別されてもよいためである。その他
のアカウントに対しては、顧客はまた、アカウント番号をメッセージのテキスト中に含め
てもよい。一度サービスプロバイダシステムがＳＭＳメッセージに基づいてＰＩＮおよび
アカウント番号を識別すると、ＰＩＮの値は伝統的な方法を使用して識別され、指定され
たアカウントに追加されてもよい。したがって、２方向電話通話をナビゲートする代わり
に、単純なＳＭＳテキストメッセージを送信することにより、顧客はアカウントに値を追
加することができる。
【００２１】
いくつかの実施形態では、集中型システムは取引確認をユーザ通信装置（例えば、値を

10

追加する要求を開始する移動電話機）に例えばＳＭＳ経由で送り返してもよい。例えば、
値を追加するための要求がうまく受信されたことを示すために、ＳＭＳ経由で確認が送信
されてもよい。いくつかの実施形態では、要求が適切なアカウント管理システムに送られ
たことを示すために確認が送信されてもよい。いくつかの実施形態では、値が顧客アカウ
ントにうまく追加されたことを示すために確認がユーザ通信装置に送信されてもよい。
【００２２】
いくつかの実施形態では、集中型システムはＴ９やＺｉのような、移動電話機中の自動
スペリング電話辞書ソフトウェアの使用を可能にして、電話機キーパッド上でＰＩＮのテ
キストを入力するプロセスを単純化してもよい。例えば、実際の単語に基づいたＰＩＮを
使用することで、自動スペリング辞書はＰＩＮ中に含まれる単語を自動完成してもよい。
例えば、

ｋｉｔｃｈｅｎ１２３

に対して、電話機は文字
ｎ

のような、単語

ｋ−ｉ−ｔ−ｃ

Ｋｉｔｃｈｅｎ

20

に基づいたＰＩＮ

をユーザが入力した後に単語

Ｋｉｔｃｈｅ

を自動完成してもよい。

【００２３】
本発明のいくつかの実施形態は、例えば顧客アカウントに追加される値の支払いのよう
な、小売ロケーションにおいて顧客が支払いを行うことを可能にする支払いシステムおよ
び方法に関連する。いくつかの実施形態はそのような取引を促進する技術的手段の使用に
関連する。いくつかの実施形態は移動電話機のような装置に関係するアカウントをクレジ
ットする支払いに特に関連しているが、これらとその他の実施形態はまた、他の製品やサ
ービスに対する支払いに、より一般的に適用可能である。
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【００２４】
本発明のさまざまな実施形態は、既存システムと連携して使用されてもよい。例えば、
ここで開示された任意の実施形態によりアカウントに値を追加してもよく、従来技術のシ
ステムを使用して同一のアカウントに値を追加してもよい。１つの従来技術のシステムで
は、磁気ストライプカード支払いシステムは、（１９以下またはそれ以上の桁の）ＰＡＮ
のような、カード識別子を持っているカードの分配を含んでいてもよい。顧客はＩＶＲシ
ステムに電話をかけ、カードの確認のため、そしてこのカードを移動電話機の使用時間ア
カウントとリンク付けするために、移動電話機（または他の装置）にＰＡＮを入力しても
よい。その後、移動電話アカウントを識別するために、小売アウトレットのリーダにカー
ドを通すことにより支払いが行われるとき、磁気ストライプが読み取られてもよい。

40

【００２５】
したがって、本発明のいくつかの実施形態は、ユーザが（プリペイドカードＰＩＮのよ
うな）値識別子をショートメッセージサービス（ＳＭＳ）経由で中央システム（または、
電気通信サービスプロバイダのシステムのようなプロバイダシステム）に送るシステムお
よび方法を提供する。ＳＭＳメッセージはＰＩＮ（または他の識別子）を含んでいてもよ
い。
【００２６】
いくつかの実施形態では、中央システムはアカウントを識別してもよい。例えば、アカ
ウントを識別する情報を自動的に通信する装置から、ＳＭＳメッセージが送信される場合
、中央システムはアカウントを識別してもよい。例えば、中央システムは、ＳＭＳメッセ
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ージを送信した移動電話機の電話番号を識別してもよく、この場合、電話番号はアカウン
トと関係している。いくつかの実施形態では、アカウントがさもなければＳＭＳ通信から
識別できないような環境では、ＳＭＳメッセージはまた、製品またはサービスに関係する
アカウント番号を含んでいてもよい。
【００２７】
移動電話機、移動電話アカウント、移動電話サービスプロバイダ、ＰＩＮ、およびプリ
ペイドカードを参照して多くの実施形態を説明したが、ここで説明したシステムと方法は
、任意の通信装置（例えば、テキストメッセージを送信することを備えた任意の通信装置
）、製品またはサービスに関連する任意のアカウント、製品またはサービスの任意のプロ
バイダ、値に関係する任意の識別子、および識別子の任意の表現（例えば、物理的または

10

電子的）に適用してもよいことを理解すべきである。
【００２８】
図１は、ショートメッセージサービスを使用して識別子を送るシステムを示している。
図１に示されているように、システムは１以上のユーザ通信装置１０ａ−１０ｂ、中央プ
ロセッサ２、１以上のプロバイダシステム８ａ−８ｂ、１以上のマーチャント６ａ−６ｂ
を備えていてもよい。１以上のマーチャント６ａ−６ｂは、識別子（例えば、値に関係す
る識別子を持つカード）を１以上の顧客に引き渡してもよい。例えば、識別子は売場にお
いて売場端末を使用して分配してもよく、例えば、（いくつかの実施形態では売場におい
て選択されてもよい）値に関係する印刷された識別子を有する記憶値カードの磁気ストラ
イプを通すことによって引き渡してもよい。
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【００２９】
中央プロセッサ２は任意のコンピュータ、サーバ、データベースシステム、またはその
他のシステムを含んでいてもよい。プロバイダシステム８または中央プロセッサ２は、顧
客アカウントを管理してもよい。中央プロセッサ２のように、プロバイダシステムはまた
任意のコンピュータ、サーバ、データベースシステム、またはその他のシステムを含んで
いてもよい。
【００３０】
ユーザ通信装置１０はユーザおよび他のエンティティ間の電子通信（例えば、ＳＭＳテ
キストメッセージ送信）を可能にする任意の装置を含んでいてもよい。例えば、ユーザ通
信装置１０はワイヤレスハンドセットまたはインターネット可能なポータブルビデオゲー
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ムプレイヤーを含んでいてもよい。ユーザ通信装置１０はキーパットおよびその他の機能
を備えていてもよい。
【００３１】
顧客はユーザ通信装置１０ａから１以上の他のユーザ通信装置１０ｂまたは中央プロセ
ッサ２にＳＭＳメッセージを送信してもよい。ＳＭＳメッセージは関係する値を顧客アカ
ウントに追加する要求を含んでいてもよい。要求は識別子とともに、顧客アカウントのア
カウント識別情報（例えば、電気通信サービスアカウントに対応する電話番号）、（電信
通信サービスプロバイダのような）アカウントのプロバイダを識別する情報を含んでいて
もよい。
【００３２】

40

ユーザ通信装置１０は、メッセージ中に識別子および／または識別情報を入力すること
に関して、音声認識および自動スペリングおよび辞書機能を可能にするソフトウェアおよ
びハードウェアも備えていてもよい。例えば、ユーザ通信装置１０はさまざまな異なるユ
ーザアカウント番号を記憶してもよく、各アカウント番号は全体のアカウント番号を入力
することなく、単一ボタン（またはボタンの組み合わせ）を押すことにより入力されても
よい。これらの例では、電話機またはその他のユーザ通信装置１０は、ユーザがそれらを
覚えていなくてもよいように、アカウント番号を記憶していてもよい。
【００３３】
本発明の実施形態は、例えばアカウントをクレジットする支払いを有効にするため、上
述のものと類似のまたは異なる技術的手段の使用を含む、代替支払システムおよび方法を
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備えていてもよい。
【００３４】
いくつかの実施形態は、以下の構成要素のいくつかまたはすべてを使用して、（移動電
話アカウントのような）アカウントをクレジットするシステムに向けられている。
【００３５】
（１）無線通信回路と、番号および／または英字文字をキー入力することができるキー
ボードと、移動オペレータ電気通信ネットワーク（または他の集中型システムまたはプロ
バイダシステム）により提供されるショートメッセージサービステキストシステムを使用
する能力とを有する移動電話機。
10

【００３６】
（２）小売アウトレットから（またはインターネットまたはその他の通信ネットワーク
を通して）購入され、英字および／または数字（および例えば、サービスに対する電話番
号）を含むＰＩＮ（または他の識別子）を含むカード。
【００３７】
（３）移動電話機（または他の装置）から離れた取引制御システム（または先に言及し
た中央システムのような他の中央システム）。移動電話機、および取引制御システムはＳ
ＭＳテキストメッセージング設備を使用して通信可能であり、取引制御システムはＰＩＮ
データベース記録を記憶し、各ＰＩＮはそれに対して記憶された関連する金額を有する。
【００３８】
（４）移動オペレータ（または他の中央エンティティ）により動作される、使用時間ア

20

カウント制御システム（または他の中央システム）。使用時間アカウント制御システムお
よび取引制御システムは離れており、通信リンクを通して通信可能であり、使用時間アカ
ウント制御システムは移動電話アカウントのアカウントデータベース記録を記憶し、各ア
カウントデータベース記録はクレジットの量（または他の値）を含む。
【００３９】
図２はショートメッセージサービスを使用して識別子を送る方法を表すフローチャート
を示している。
【００４０】
ブロック２１０では、値識別子がユーザに分配される。例えば、ユーザはＰＩＮを持つ
プリペイド電話カードを購入する。いくつかの実施形態では、ユーザは売場である量の値

30

を購入し、売場はＰＩＮを持つクーポンまたはバウチャ、あるいは購入値を表す他のコー
ドを引き渡す。いくつかの実施形態では、ユーザはメール、ｅメール、ＳＭＳ、または他
の通信経由で（例えば、以前の購入またはその他の活動の報償として）識別子を受信する
。値と関係する識別子を取得する何らかの方法がここで意図されている。
【００４１】
例として、ユーザはＰＩＮ

１５２４３ＣＡＮＤＬＥ

が印刷された、５０ドルの関係

する値を有する記憶値カードを購入する。例えば、ＰＩＮ

１５２４３ＣＡＮＤＬＥ

は

アカウントに５０ドルの値を追加するのに使用できる。
【００４２】
ブロック２２０では、識別子の一部はワイヤレス電話機のようなユーザ通信装置中に入

40

力される。識別子（またはその一部）はＳＭＳメッセージの一部としてユーザ通信装置に
提供される。例えば、ユーザはＳＭＳテキストメッセージを書くことを選択し、それから
購入値に関係するＰＩＮの入力を開始する。
【００４３】
例えば、ユーザはワイヤレス電話機のキーパットに文字

Ｃ−Ａ−Ｎ−Ｄ

を入力する

（電話機の番号キーパッドを使用して文字および記号、ならびに番号を入力できることを
理解すべきである。例えば、素早く連続して番号

３

を２回押すことは、文字

Ｅ

を

入力するために使用することができる。）。
【００４４】
ブロック２３０では、ユーザ装置は識別子（またはその一部）を自動的に完成する。
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【００４５】
例えば、ＰＩＮまたはその他のコード（またはそれらの一部）のユーザ装置中への最初
の１以上の文字入力に際して、ユーザ装置は自動完成機能を実行する。例えば、（例えば
、音声認識またはコンピュータキーボードや電話機キーパッドのようなキーパッドによる
）文字

Ｃ−Ａ−Ｎ−Ｄ

の入力に際して、残っている文字

ることで、ユーザ装置は単語

ＣＡＮＤＬＥ

Ｌ−Ｅ

を自動的に入力す

を自動的に完成する。バックスペース、削

除機能、音声コマンド、またはその他の類似の機能を使用することで、ユーザは自動完成
された文字を削除し、さもなければ自動完成を元に戻す。いくつかの実施形態では、ユー
ザ装置はユーザによって選択することのできる、自動完成される単語の候補を提案する。
例えば、
ＩＥＳ

Ｃ−Ａ−Ｎ−Ｄ
および

の入力の後、ユーザ装置は単語

ＣＡＮＤＬＥ

ＣＡＮＤＬＥ

ＣＡＮＤＹ

，

ＣＡＮＤ

10

を提案する。ユーザはそれから意図した単語（ここでは

）を選択する。このようにして、（例えば、電話機キーパッド上での）

テキスト入力は迅速化および簡潔化することができる。
【００４６】
ＰＩＮは任意のさまざまな方法で入力することができることを理解すべきである。例え
ば、ユーザ装置は（ＰＩＮの文字のような）話された文字、単語、番号、記号を認識およ
び／または識別するための、音声認識ソフトウェア（または他の類似の機能）を持ってい
てもよい。例えば、ＰＩＮまたはその他のコードの各文字、番号および記号を話すことに
より、ユーザはユーザ装置（例えば、装置に含まれるマイクロフォン）中にＰＩＮを入力
する。ユーザ装置は話された各文字をテキスト（例えば、ユーザ装置のスクリーンに表示
されるテキスト）に変換する。例えば、ＰＩＮが
、ユーザは各文字を連続して、例えば

１５２４３ＣＡＮＤＬＥ

20

である場合

１−５−２−４−３−Ｃ−Ａ−Ｎ−Ｄ−Ｌ−Ｅ

のように話してもよい。いくつかの実施形態では、音声認識ソフトウェアも話された単語
の全体の認識を可能にする。したがって、上の例に関して、ユーザは
３−ＣＡＮＤＬＥ

のように、数字を連続して話す一方で、単語

１−５−２−４−

ｃａｎｄｌｅ

を単一

の単語として発音してもよい。話され、および、書かれた文字、単語、番号，記号、およ
び他の文字の組み合わせもここで意図されている。例えば、ユーザは数字
４−３

をキーパッドで入力し、それから単語

Ｃ−Ａ−Ｎ−Ｄ−Ｌ−Ｅ
を話し、それから文字

ｃａｎｄｌｅ

を話してもよい。ユーザはまた各番号
Ｃ−Ａ−Ｎ−Ｄ−Ｌ−Ｅ

１−５−２−

を話し、または各文字
１−５−２−４−３

を入力してもよい。
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【００４７】
ブロック２４０では、プロバイダおよび／またはアカウント識別情報がユーザ装置中に
入力される。例えば、ユーザはユーザの移動電話機またはその他のユーザ装置に対して電
気通信サービスを提供している、（ＡＴ＆Ｔのような）会社の名前を話す。この会社また
は他のエンティティはユーザが値を追加することを望むアカウントのプロバイダである。
ユーザはまた、値が追加されることになる移動電話機アカウントの電話番号のような、ア
カウント番号またはその他のアカウント識別子を入力する。代わりに、例えば、電話機に
関係しないアカウントに対して、および、移動電話機番号から独立したアカウント番号を
持っているアカウントに対して、電話番号の代わりに、アカウントに関係している他の番
号が提供される。例えば、これらの番号はユーザ通信装置において話され、または入力さ

40

れる。
【００４８】
いくつかの実施形態では、アカウント識別情報は自動的に、または最小のユーザ入力で
入力（または、さもなければ提供）される。例えば、ユーザ通信装置の電話番号は、例え
ばＳＭＳメッセージに関連した源情報として、ユーザ通信装置から送信される、任意のＳ
ＭＳメッセージ中で（または共に）自動的に送信される。代わりに、電話番号（または他
のアカウント識別子）は、ユーザ通信装置中に（またはユーザの通信が接続されている通
信ネットワーク上に）記憶され、記憶されている番号（またはコード）がボタン（または
ボタンの組み合わせ）の簡単なクリックで自動的に挿入される。例えば、ユーザは１５桁
のアカウント番号を内部（またはネットワーク化）データベース中にスピードダイヤル番
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号として記憶させる。アカウントに値を追加する各要求に対して、アカウント番号全体を
手動で入力する代わりに、ユーザは単に番号をスピードダイヤルして、それがテキストメ
ッセージ中に入力されるようにする。いくつかの実施形態では、ユーザ装置は（局部的に
ユーザ装置で、あるいは、外部的に通信ネットワークまたは他のデータベースまたは記憶
装置上に記憶された）

電話帳

を含むメモリを有する。アカウント番号、ＰＩＮ、およ

び他の情報は、任意の他の番号またはコードとちょうど同じように

電話帳

（またはそ

の他の記憶システム）中に記憶される。これはユーザが、アカウント番号またはＰＩＮ等
のそれぞれの文字を手動や言語的に入力することなく、これらの番号をＳＭＳメッセージ
中に、電話帳から直接入力（またはそれらをメッセージに添付）することを可能にする。
10

【００４９】
移動電話機およびその他の移動通信装置はまた、ｍ−ウォレット機能を有している。ｍ
−ウォレット機能はここで説明した特徴および機能に関連して使用される。例えば、取引
に使用するために、ユーザはクレジットカード、パスワード、およびその他のアカウント
識別子を通信デバイス（または通信装置と通信している中央プロセッサ）上に記憶された
データベースに追加する。
【００５０】
いくつかの実施形態では、顧客はユーザ通信装置に関連していない、顧客アカウント識
別情報を入力する。例えば、顧客はＳＭＳ可能なワイヤレス電話機（またはパーソナルコ
ンピュータ）上にバンクアカウント、ユーティリティーアカウント、オンラインマーチャ
ントアカウント、または顧客が値を追加したいと望むその他のアカウントの番号を入力す

20

る。
【００５１】
ＳＭＳメッセージはアカウントを識別するために十分な、名称、住所、またはアカウン
トのプロバイダに関係するコード（例えばバンクまたはユーティリティの名称）のような
、他の何らかの情報を含んでいてもよいことを理解すべきである。中央プロセッサが識別
子に関係付けられた値を適切な顧客アカウントに追加するようにするために、この情報は
必須であってもよい。
【００５２】
ブロック２５０では、ユーザ装置はＳＭＳ経由で識別子に関係する値をユーザアカウン
トに追加する要求を送信する。ＳＭＳメッセージはＰＩＮ、アカウント識別情報、および

30

／またはアカウントプロバイダ識別情報を含んでいる。例えば、ブロック２１０−２４０
で説明したように、ＳＭＳメッセージはユーザ入力装置に入力された入力を含んでいても
よい。
【００５３】
上記の例を続けると、ＳＭＳメッセージはＰＩＮ

１５２４３ＣＡＮＤＬＥ

を有し、

ＳＭＳメッセージが発信されるユーザ通信装置の電話番号（または他のＳＭＳ識別子）を
含んでいてもよい。例えば、電話番号はメッセージの本体以外で、メッセージのフォーマ
ッティング（例えば、ヘッダ）中に含まれていてもよい。いくつかの実施形態では、ＰＩ
Ｎ、アカウント識別子、およびアカウントプロバイダはメッセージ中（例えば、メッセー
ジの本体中）で識別される。例えば、メッセージ本体は、アカウントプロバイダ（例えば
、

ＡＴ＆Ｔ

40

またはプロバイダに関係する数的コード）が後続する、電話番号（例えば

、２０２５５５１２３４）が後続する、ＰＩＮ（

１５２４３ＣＡＮＤＬＥ

）を含む。

メッセージは購入された記憶値カードに提供されるフォーマッティング命令のような、予
め定められたフォーマッティング仕様書に準拠している。例えば、テキストメッセージ中
で、単一スペースがＰＩＮをアカウント識別情報から分離する。
【００５４】
要求は中央プロセッサまたは他のエンティティに送られる。
【００５５】
ブロック２６０では、中央プロセッサは要求を受信する。受信されたＳＭＳメッセージ
に基づいて、中央プロセッサは値、アカウント情報（例えば、アカウント識別情報）、お
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よび／またはプロバイダ識別情報（例えば、プロバイダの識別子）を識別する。例えば、
中央プロセッサはＰＩＮをテキストの本体から識別し、および中央プロセッサは（電話番
号のような）アカウント識別情報をＳＭＳメッセージのヘッダまたは他のフォーマッティ
ング情報から識別する。
【００５６】
中央プロセッサは各自が値に関係付けられた、識別子のデータベース中の識別子を検索
することにより、識別子に関係する値を識別する。例えば、顧客に分配される予め定めら
れた値を備えた記憶値カードの場合、カードに印刷された各ＰＩＮ識別子は、カードの分
配以前に特定の予め定められた値と関係付けられる。他の実施形態では、顧客は選択可能
な値を特定のＰＩＮに割り当てる。例えば、特定のＰＩＮまたはカード番号は、顧客が値

10

を購入したときに顧客によって選択された値が割り当てられる。これらの実施形態では、
値は売場において特定の値と関係付けられ、中央プロセッサに動作的に接続されたデータ
ベースに記憶される。中央プロセッサは結果的にデータベース中の情報を処理して、識別
されたＰＩＮまたは他のコードに対応する値を決定する。
【００５７】
いくつかの実施形態では、中央プロセッサはまた、要求しているユーザ通信装置電話番
号のような、アカウント識別情報を識別する。いくつかの実施形態では、中央プロセッサ
は本体またはフォーマッティング情報を処理して、アカウント識別情報を決定する。ＰＩ
Ｎおよび値情報と同様に、アカウント情報はデータベースに記憶され、データベースから
検索される。例えば、アカウントデータベースは複数のユーザアカウントのそれぞれを（

20

ユーザ通信装置の電話番号のような）アカウント識別情報と関係付ける。
【００５８】
いくつかの実施形態では、中央処理システムは顧客アカウントを管理し、この顧客アカ
ウントに対して値が追加されるよう要求される。これらの実施形態では、アカウントに対
応しているデータベース入力を修正することにより、中央プロセッサは値がアカウントに
追加されるようにする。
【００５９】
ブロック２７０では、中央プロセッサは顧客アカウントに値を追加する要求をプロバイ
ダシステムに送る。例えば、顧客のアカウントが第三者アカウントプロバイダ（例えば、
電気通信サービスの運営者または公共ユーティリティ）によって管理されている場合、要

30

求はこのエンティティに送られるため、このエンティティはアカウントに値を追加するこ
とができる。要求はここで説明された、または参照されたような何らかの要求を含む。例
えば、参照によって組み込まれたアプリケーションの１つとして説明されているように、
要求は顧客のアカウント中に

値を挿入する

要求を含むことができる。

【００６０】
ブロック２７０に対して説明された動作は、中央プロセッサが顧客のアカウントを管理
する場合、不必要であるかもしれないことを理解すべきである。
【００６１】
ブロック２８０では、アカウントプロバイダシステムは値を顧客アカウントに追加する
。再度説明すると、アカウントプロバイダは中央プロセッサと同一の、または異なるエン
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ティティであってもよいことを理解すべきである。
【００６２】
ブロック２９０では、確認メッセージが発信しているユーザ通信装置に送られる。例え
ば、ユーザ通信装置が値を追加する要求を発信している場合、確認は例えばＳＭＳ経由で
この装置へと送られる。何らかのタイプの確認が送られる。例えば、下記の内の何らかの
確認がユーザ装置に送られ、またはさもなければユーザに通信される。要求が受信された
という確認、要求された値の量の確認、要求が関連プロバイダに送られたという確認、値
がアカウントに上手く追加されたことの確認、更新されたアカウント残高、およびその他
の確認情報。要求プロセスは１以上の検証ステップを含むことを理解すべきである。例え
ば、値を追加する要求を受け取る際、中央プロセッサは、アカウント（または要求者の名
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称、もしくは要求に関係する他の情報）を識別し、かつ（例えば、
パッド上で押すことにより、および／または番号

１

ＯＫ

を電話機キー

あるいは確認を示す別のコードを

含む応答ＳＭＳメッセージを送信することにより）取引を進行させる確認を要求する、応
答ＳＭＳメッセージを送信する。
【００６３】
ここで説明した方法からのさまざまな修正および変更も本発明の範囲に含まれている。
例えば、識別子はある顧客に分配されるが、その後、別の顧客から受信されてもよいこと
を理解すべきである。例えば、識別子はある顧客に分配され、その後、その顧客は識別子
を別の顧客に与える（例えば、それをＳＭＳ経由で送信する）。第２の顧客はそれから識
別子に関係する値を第２の顧客（または第３の顧客）のアカウントに追加するよう要求す

10

る。識別子はそれが引き換えられる前に、任意の数の異なるユーザに送られる。
【００６４】
値を追加する要求は、ターゲットアカウントの所有者とは異なる人から受信されてもよ
いことを理解すべきである。例えば、親が値を購入し、購入した値を子供の（または友人
の）アカウントに追加することを要求するＳＭＳメッセージを送信してもよい。いくつか
の実施形態では、値を追加する要求は、識別子およびアカウント識別情報が有効な値識別
子および顧客アカウントに対応している限り、要求の源にかかわらず処理される。
【００６５】
本発明のさまざまな実施形態を実現する他の方法は、下記活動のいくつかまたはすべて
を含んでいてもよい。

20

【００６６】
（１）購入したカード（または値識別子の他の物理的または仮想的表現）から移動電話
機（またはその他の通信装置）上に移動電話機（またはその他の装置）のキーボード（ま
たは入力装置）を使用して、英字ＰＩＮ（または他の識別子）をキー入力すること。
【００６７】
（２）この英字ＰＩＮをＳＭＳテキストメッセージとして、カード（または値識別子の
その他の表現）上で特定された製品またはサービスに対する電話番号に送信すること。
【００６８】
（３）データベース中のＰＩＮ記録に対応している取引制御システムにより読み取られ
たデータ、および購入されたカードの額面をこの記録から抽出すること。

30

【００６９】
（４）使用時間アカウント制御システムと通信し、購入されたカードの額面（または、
識別子に関係する他の値）によって、使用時間アカウント制御システムに移動電話機のア
カウントを更新するように要求する、取引制御システム。
【００７０】
（５）成功、またはさもなければ補充（または、値がアカウントに追加される、さもな
ければクレジットされる、他の取引）を確認しているＳＭＳテキストメッセージを、移動
電話機に返すこと。
【００７１】
移動電話機に対するアカウントをクレジットするのに適用される、本発明のさまざまな

40

特徴は、他の何らかの製品またはサービスに一般化することができる。例えば、アカウン
トデータベース記録を維持し、更新する代わりに、問題の製品またはサービスを引き渡す
ための適切な手段が提供される。引き渡しの方法は、問題の製品に依存するだろうが、供
給者に製品を供給させる注文を発生させること、サービスプロバイダにサービスを提供す
るように命令をするデータの通信、または製品が無体物であって、データベース記録によ
って表される場合、そのデータベース記録を更新することを含む。使用時間クレジット以
外の製品またはサービスの購入を消費者が引き起こすように、ＳＭＳショートメッセージ
中とともに、購入されたカードのＰＩＮ中に製品またはサービスの英数字コードを含めて
もよい。
【００７２】
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本発明のいくつかの実施形態の他の観点にしたがうと、一般的サービスを購入するシス
テムおよび方法が提供される。これらのシステムおよび方法は下記のいくつかまたはすべ
てを含んでいてもよい。
【００７３】
（１）無線通信回路と、番号および英文字をキー入力できるキーボードと、移動オペレ
ータ電気通信ネットワークにより提供されるショートメッセージサービステキストシステ
ムを使用する能力とを備える移動電話機。
【００７４】
（２）英文字のみを含むＰＩＮおよびサービスに対する電話番号を具有する、小売アウ
トレットから購入されるカード。

10

【００７５】
（３）移動電話機から離れている取引制御システム。移動電話機および取引制御システ
ムはＳＭＳテキストメッセージング設備を使用して通信することが可能であり、取引制御
システムはＰＩＮデータベース記録を記憶し、各ＰＩＮはそれに対して記憶された関連す
る額面を有する。
【００７６】
（４）サービス実行会社により動かされるサービス実行アカウント制御システム。サー
ビス実行アカウント制御システムおよび取引制御システムは離れており、通信リンクで通
信することが可能であり、サービス実行制御システムは共通データベース中に、製品およ
びサービスの詳細を記憶し、各製品またはサービスはそのデータベース記録中にそれに対

20

して記憶された値を有する。
【００７７】
下記のいくつかまたはすべてを含むもののような、何らかの方法が使用されてもよい。
【００７８】
（１）製品またはサービスの可変長の英数字の識別子、およびカードからの英字ＰＩＮ
を移動電話機のキーボードを使用して移動電話機上にキー入力すること。
【００７９】
（２）この識別子および英字ＰＩＮをＳＭＳテキストメッセージとして、カード上で特
定された、サービスに対する電話番号に送信すること。
【００８０】
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（３）データベース中のＰＩＮ記録に対応する取引制御システムにより読み取られたデ
ータ、およびこの記録からカードの額面を抽出すること。
【００８１】
（４）読み取られたデータからの製品またはサービスの識別子、およびＰＩＮの値、お
よび消費者の移動電話機番号を、サービス実行アカウント制御システムに通信すること。
【００８２】
（５）サービス実行アカウント制御システムにより読み取られたデータは、サービス実
行アカウント制御システムのデータベース中の記録に対応する。この記録は、要求されて
いる製品またはサービスおよびその値を識別する。
【００８３】

40

（７）製品またはサービスを移動電話機番号により識別された消費者に引き渡すことに
より、読み取られたデータから識別された注文を実行するプロセスを開始すること。
【００８４】
（８）取引制御システムに取引が成功したことの確認を戻すこと。
【００８５】
（９）確認ＳＭＳテキストメッセージを移動電話機に返すこと。
【００８６】
一般的に製品の支払いに適用されるとき、本発明のいくつかの実施形態は、移動電話機
に対するアカウントをクレジットすることを参照して上述したようないくつかの利点を提
供する。本発明は、小売業者が製品の引き渡しに関わる必要なく、多数の小売ロケーショ
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ンの内の任意のところで消費者が製品に対して支払うことを可能にするメカニズムを提供
するという点で、特に役立つ。例えば、製品（またはサービス）を売場（ＰＯＳ）で引き
渡す代わりに、（例えば、カードのような、ＰＩＮの仮想的または物理的表現を引き渡す
ことによって）マーチャントは製品またはサービスと関係するＰＩＮを単に引き渡しても
よい。例えば、顧客はＰＩＮを含むカードを購入する。顧客は後で、製品またはサービス
を引き換えるために中央エンティティに接触する。
【００８７】
ＰＩＮを含むカードに対する消費者による小売業者における支払の方法は小売業者によ
りサポートされる任意の受け入れられた手段であってもよい。カードは小売業者に他の何
らかの製品として現れてもよい。各カードは一意的な番号（例えば、欧州商品コード、シ

10

リアル番号、バーコード、磁気ストライプにエンコードされた番号）を有している。例え
ば、番号は他のすべての販売用製品と全く同様に、バーコードとして現れてもよい。この
バーコードは小売業者の端末装置により読み取られ、正しい支払量が示され、要求される
。
【００８８】
本発明のいくつかの実施形態の他の観点にしたがうと、提供されるメカニズムがあり、
これにより、移動電話機のサービスアカウント（例えば使用時間アカウント）のみのクレ
ジットに対してＰＩＮは、特定の値を有していてもよく、そして例えば、下記のいくつか
またはすべてを使用して消費者間で通信されてもよい。
【００８９】

20

（１）無線通信回路と、番号および英文字をキー入力できるキーボードと、移動オペレ
ータ電気通信ネットワークにより提供されるショートメッセージサービステキストシステ
ムを使用する能力とを備える第1の移動電話機。
【００９０】
（２）英文字のみを含むＰＩＮおよびサービスに対する電話番号を具有する、小売アウ
トレットから購入されるカード。
【００９１】
（３）無線通信回路と、番号および英文字をキー入力できるキーボードと、移動オペレ
ータ電気通信ネットワークにより提供されるショートメッセージサービステキストシステ
ムを使用する能力とを備える第２の移動電話機。

30

【００９２】
下記のいくつかまたはすべてを含む方法のような何らかの方法が使用されてもよい。
【００９３】
（１）移動電話機のキーボードを使用して、英字ＰＩＮをカードから第１の移動電話機
上にキー入力すること。
【００９４】
（２）この英字ＰＩＮをＳＭＳテキストメッセージとして、第２の移動電話機に送信す
ること。
【００９５】
（３）この同じ英字ＰＩＮをＳＭＳテキストメッセージとして、カード上で特定された

40

サービスに対する電話番号に送信する、第２の移動電話機。
【００９６】
（４）データベース中のＰＩＮ記録に対応する取引制御システムにより読み取られたデ
ータ、およびこの記録からカードの額面を抽出すること。
【００９７】
（５）使用時間アカウント制御システムと通信し、ＰＩＮにより識別された量によって
、第２の移動電話機のアカウントを更新することを使用時間アカウント制御システムに要
求する取引制御システム。
【００９８】
（６）確認ＳＭＳテキストメッセージを移動電話機に返すこと。
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【００９９】
移動電話機に対するアカウントをクレジットするように、上の第３の観点中で適用され
ている本発明のさまざまな特徴は、上に説明されるようにいくつかの他の製品に一般化し
てもよい。
【０１００】
本発明の他の観点にしたがうと、提供されるメカニズムがあり、これにより、小売業者
から購入したカード上のＰＩＮは、Ｗｅｂを通してまたは他のルート経由で、商品および
サービスを購入するのに使用され、Ｗｅｂまたは他のルートは、さもなければ、クレジッ
トまたはデビットカードあるいは他の支払メカニズムの使用を含み、これは消費者がバン
クまたは同等のアカウントを持っていることを意味する。いくつかの実施形態では、ＰＩ

10

Ｎは最初にＶｉｓａカード番号のような標準取引カード識別子へと変換されてもよい。例
えば、顧客はウェブサイト（例えば、カード上で識別されたウェブサイトまたはカードを
売ったマーチャントのウェブサイト）にアクセスし、およびＰＩＮを入力してもよい。ウ
ェブサイトはＰＩＮを受信し、値を識別し、対応する値の記憶値カードを購入し、それか
ら例えばウェブサイト経由またはｅメール中で、カード番号（および他の認証情報）を顧
客に送信してもよい。他の実施形態では、クレジットカードおよび他の伝統的支払方法の
代わりにＰＩＮを使用することができるように、ｅ−テイラーは特別な支払機能を使用し
てもよい。
【０１０１】
本発明のいくつかの実施形態は、下記の内の何らかのものを含んでいてもよい。
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【０１０２】
（１）無線通信回路と、番号および英文字をキー入力できるキーボードと、移動オペレ
ータ電気通信ネットワークにより提供されるショートメッセージサービステキストシステ
ムを使用する能力とを備える移動電話機。
【０１０３】
（２）ＰＩＮおよびサービスに対する電話番号を具有する、小売アウトレットから購入
されるカード。
【０１０４】
（３）移動電話機から離れている取引制御システム。移動電話機および取引制御システ
ムはＳＭＳテキストメッセージング設備を使用して通信することが可能であり、取引制御
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システムはＰＩＮデータベース記録を記憶し、各ＰＩＮ記録はその中に記憶された額面を
有する。
【０１０５】
（４）携帯オペレータにより動かされる使用時間アカウント制御システム。使用時間ア
カウント制御システムおよび取引制御システムは離れており、通信リンクを通して通信可
能であり、使用時間アカウント制御システムは移動電話機アカウントのアカウントデータ
ベース記録を記憶し、各アカウントデータベース記録はクレジットの量を含む。
【０１０６】
いくつかの実施形態は、下の内のいくつかを含んでいてもよい。
【０１０７】

40

（１）小売業者からカードを購入すること、および、他の商品に対する支払を受け入れ
るために小売業者のシステムを使用すること。
【０１０８】
（２）移動電話機のキーボードを使用して、移動電話機上にこの購入したカードからの
ＰＩＮをキー入力すること。
【０１０９】
（３）このＰＩＮをＳＭＳテキストメッセージとして、カード上で特定されたサービス
に対する電話番号に送信すること。
【０１１０】
（４）データベース中のＰＩＮ記録に対応する取引制御システムにより読み取られたデ

50

(17)

JP 2010‑193464 A 2010.9.2

ータ、およびこの記録からカードの額面を抽出すること。
【０１１１】
（５）使用時間アカウント制御システムと通信し、ＰＩＮにより識別された量によって
、移動電話機のアカウントを更新することを使用時間アカウント制御システムに要求する
取引制御システム。
【０１１２】
（６）確認ＳＭＳテキストメッセージを移動電話機に返すこと。
【０１１３】
ＰＩＮの入力は全体が英字のＰＩＮを使用することによって、簡潔化してもよい。その
ようなＰＩＮは同等な数字のＰＩＮの長さよりも（例えば、半分の長さよりも）短くなっ

10

てもよく、それでも同一の数の候補となる値を有している。なぜなら２６文字が存在する
のに対し、１０の数字しか存在しないからである。
【０１１４】
いくつかの実施形態では、ＰＩＮ入力はＴ９辞書（または自動スペリング辞書のような
他の辞書）からの単語で作成されたＰＩＮを使用することによって簡潔化してもよい。
【０１１５】
カード上のＰＩＮは、移動電話機または他の通信装置内にある自動単語スペリング辞書
中で見つけられる１以上の単語から全体が構成されていてもよい。これは、Ｔ９およびＺ
ｉのような辞書を使用することにより、ＰＩＮのキー入力を簡潔化する。
【０１１６】

20

いくつかの実施形態にしたがうと、ＩＶＲおよび音声認識を音声通話でＰＩＮ入力する
システムに使用してもよい。
【０１１７】
インタラクティブ音声応答サービスに基づいた音声認識システムによって、顧客がシス
テムに話すことにより英字または単語ベースのＰＩＮをシステムに提供してもよい。
【０１１８】
いくつかの実施形態では、あるユーザはテキストを他のユーザに（ＳＭＳで）送信し、
それによって電子的にカード値を他のユーザに転送する。例えば、ユーザはプリペイドカ
ードＰＩＮを（家族または友人のような）他のユーザに送信してもよい。他のユーザはＰ
ＩＮを使用して、関係する製品またはサービスを得る。
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【０１１９】
いくつかの実施形態にしたがうと、ユーザは移動電話機のキーボードを使用してカード
ＰＩＮを移動電話機上にキー入力し、このＰＩＮをＳＭＳテキストメッセージによって他
の移動電話機に送信してもよい。受信者はそれからこのＳＭＳテキストメッセージをさら
に他の移動電話機に送信してもよい。このプロセスは任意の回数繰り返してもよい。
【０１２０】
最終受信者の移動電話機はＰＩＮをＳＭＳテキストメッセージとして、カード上で特定
される、サービスに対する中央システム（例えば、中央電話番号）に送ってもよい。
【０１２１】
カードの値はバッチまたはＰＯＳ起動により制御または監視される。例えば、カードが
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小売ロケーションにおいて通されるときはいつでも、中央処理エンティティはカードを起
動させる。
【０１２２】
いくつかの実施形態は下のいくつかまたはすべてを含んでいてもよい。
【０１２３】
（１）無線通信回路と、番号および／または英文字をキー入力することができるキーボ
ードと、移動オペレータ電気通信ネットワークにより提供されるショートメッセージサー
ビステキストシステムを使用する能力とを有する移動電話機。
【０１２４】
（２）移動電話機から離れた取引制御システム。移動電話機および取引制御システムは
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ＳＭＳテキストメッセージング設備を使用して通信することが可能であり、取引制御シス
テムはＰＩＮデータベース記録を記憶し、各ＰＩＮ記録はその中に記憶された額面を有す
る。
【０１２５】
（３）知られているカードを１以上のカードのバッチ中に結合すること。
【０１２６】
（４）一意的なバッチ識別子によって、これらのカードのバッチを識別すること、およ
び、取引制御システムの一部となっていて、その記録はこれらの各バッチに対するステー
タス識別子を含むデータベースにこれらのバッチを記録すること。
10

【０１２７】
（５）バッチデータベース記録内のバッチ中に含まれるすべてのカードのすべてのＰＩ
Ｎを記録すること。
【０１２８】
（６）すべてのカードがしたがって非アクティブとなる

非アクティブ

のステータス

を持つ、これらのカードのバッチを小売業者に発行すること。
【０１２９】
（７）取引制御システムと通信する小売業者によって、１つのバッチを一度に起動させ
ることと、その一意的なバッチ識別子によってバッチを識別することと、ステータスを
アクティブ

に変更することを要求し、バッチ中のすべてのカードがアクティブになる。

プロセスは

起動

と呼ばれる。
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【０１３０】
いくつかの実施形態は下の内のいくつかまたはすべてを含んでいてもよい。
【０１３１】
（１）小売業者からカードを購入すること、および、小売業者のシステムを使用して、
他の商品に対する支払を受け入れること。
【０１３２】
（２）移動電話機のキーボードを使用して、この購入したカードからのＰＩＮを移動電
話機上にキー入力すること。
【０１３３】
（３）このＰＩＮをＳＭＳテキストメッセージとして、カード上で特定された、サービ

30

スに対する電話番号に送信すること。
【０１３４】
（４）データベース中のＰＩＮ記録に対応する取引制御システムにより読み取られたデ
ータ、およびこの記録からカードの額面とステータスとを抽出すること。
【０１３５】
（５）カードのステータスが非アクティブであることが分かった場合、拒否ＳＭＳテキ
ストメッセージを移動電話機に返すこと。
【０１３６】
（６）カードのステータスがアクティブであることが分かった場合、使用時間アカウン
ト制御システムと通信し、ＰＩＮにより識別された量によって、移動電話機のアカウント

40

を更新することを使用時間アカウント制御システムに要求する取引制御システム。
【０１３７】
（７）確認ＳＭＳテキストメッセージを移動電話機に返すこと。
【０１３８】
いくつかの実施形態では、値は顧客によりそれに対して支払われる量によって決定され
てもよい。例えば、業界で知られている何らかのシステムおよび方法にしたがって、顧客
はカード上で起動されるべきある値を特定する。
【０１３９】
小売業者は起動に引き続いて、カードの値をチャージしてもよい。
【０１４０】

50

(19)

JP 2010‑193464 A 2010.9.2

本発明のいくつかの実施形態は、移動オペレータによって提供される何らかのＰＩＮを
必要としない使用時間補充サービスに基づいたカードを提供する。
【０１４１】
いくつかの実施形態では、ＩＶＲはアカウントにＰＩＮ値を追加するのに必要とされな
い。
【０１４２】
いくつかの実施形態では、使用時間補充を行うために購入されたカードは任意の移動オ
ペレータ（または他の製品またはサービスプロバイダ）のアカウント所有者により同等に
使用することができる。
【０１４３】

10

いくつかの実施形態では、（第３者のような）エンティティはカード（または識別子の
他の表現）に広告を配置する。
【０１４４】
いくつかの実施形態では、ＰＩＮは移動体使用時間に関連しているもの以外の商品やサ
ービスを購入するために使用される。
【０１４５】
いくつかの実施形態では、ＰＩＮは商品やサービスの支払いとして使用される。例えば
、ＰＩＮはマーチャント端末において、またはインターネットを通して、クレジットおよ
びデビットカードに使用されるものと類似した取引中で、カード番号として使用される。
【０１４６】

20

移動電話機への使用時間クレジットの適用は、サービス識別子（典型的に５文字）およ
び８文字の英字ＰＩＮのフリー標準テキストメッセージをＳＭＳホストに送信するエンド
ユーザによって達成されてもよい。プロセスはプリペイユーザの大多数に非常に有名であ
り、その成功率はＩＶＲよりもかなり高い。
【０１４７】
いくつかの実施形態では、サービス識別子がないことは値がユーザの使用時間アカウン
トに追加されることを示す。いくつかの実施形態では、ユーザは１以上のサービス識別子
の機能を決定してもよい。
【０１４８】
カードＰＩＮは中央システムにより提供されてもよい。エンドユーザは１以上のＰＩＮ
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を中央システムに送信し、中央システムはテキストの解釈からエンドユーザの移動体オペ
レータに対する電子的補充を構成する。
【０１４９】
本発明の１つの利点は、（ＰＩＮと関係付けられるかもしれないもののような）製品お
よびサービスのプロバイダが、（例えば、物理的カードでの）ＰＩＮの物理的に具体化し
た物の顧客への分配（または顧客からの受け取り）を必ずしも含まない、電子的分配およ
び引換チャネルを使用してもよい。例えば、補充は完全に電子的でもよい。
【０１５０】
カードおよびアカウントはさまざまな方法で起動される。ＩＶＲ（またはｗｅｂ）ベー
スの起動サービスを使用することによる売場でのバッチ単位で、または、再び売場におい
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て、しかしながらカードを取得またはＰＯＳ端末を通すことにより、カード単位で。識別
子と関係する値も、下記の米国特許および特許出願で説明されているような、当業者に知
られた他の何らかの方法で、起動および／またはクレジットすることができる。２００４
年２月１７日に出願された米国出願第１０／７７８，３３８号、２００２年９月２４日に
出願された米国出願第１０／２５３，２４３号、２００１年９月２４日に出願された米国
仮出願第６０／３２４，３３３号、２００２年７月１５日に出願された米国仮出願第６０
／３９６，４０４号、２００３年１１月１４日に出願された米国仮出願第６０／５１９，
６３０号、２００３年１１月１４日に出願された米国仮出願第６０／５１９，６２９号、
２００３年１１月１３日に出願された米国出願第１０／７１２，１８２号、２００３年９
月５日に出願された米国出願第１０／６５５，８２８号、２００３年１１月３日に出願さ
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れた米国出願第１０／６９８，０８４号、２００３年４月１１日に出願された米国出願第
１０／４１１，９７１号、２０００年８月１８日に出願された米国出願第０９／６４１，
３６３号（現在は米国特許第６，５７５，３６１号として発行）、１９９９年８月１９日
に出願された米国仮出願第６０／１４９，７４０号、２００３年１２月１０日に出願され
た米国出願第１０／７３２，６４１号、代理人ドケット第６４２４３．０００００５号の
もと２００３年１２月１９日に出願された米国出願、代理人ドケット第６４２４３．００
０００６号のもと２００４年１月１６日に出願された米国出願。これらすべての特許およ
び出願はここで参照によりその全体が組み込まれている。これらの特許および出願の他の
特徴もここで意図されている。ここで説明した媒体装置の認証と起動は上で参照された出
願の新しいシステムおよび方法と組み合わせてもよいことを理解すべきである。
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【０１５１】
上で説明した実施形態はその実施形態に対して説明された特徴のいくつかまたはすべて
を持っていてもよい。上記のシステム構成要素またはステップのそれぞれに対して、本発
明にしたがっている対応するシステムまたは方法は、構成要素またはステップの一部のみ
を含んでいてもよい。
【０１５２】
いくつかの実施形態では、カードは、非常に重要な制御の利点を産業に提供し、小売業
者に対する財務のリスクを最小化する、起動に続く値のみを有していてもよい。
【０１５３】
いくつかの実施形態では、カードは起動後にのみチャージされ、既存サービスに対して
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より改善されたコスト制御を提供してもよい。
【０１５４】
いくつかの実施形態では、オペレータはそれらのＩＶＲサービスをかなり減少させ、ま
たは閉じることさえもできる。いくつかの実施形態では、オペレータはそれらの顧客サー
ビスサポート設備をかなり減少させることができる。
【０１５５】
いくつかの実施形態では、サービスの本質はまた単一の一般的なカードがすべてのネッ
トワークに対して使用できるようにし、在庫の入手可能性を確実にし、カード使用のより
大きな柔軟性を提供する。
【０１５６】
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いくつかの実施形態にしたがうと、顧客はサービスプロバイダを指定してもよい。複数
の異なるサービスプロバイダに対するそれぞれの額面に対して、より多くの数のカードの
代わりに、より少ない数のカード、例えば５ドル、１０ドル、２０ドルの額面を持つ３つ
のカードを流通させることができる。顧客は単一のカードを購入し、後でサービスプロバ
イダを選択（または売場でサービスプロバイダを選択）してもよい。
【０１５７】
識別子は使用時間の購入に限定されるものではないことを理解すべきである。それらは
、移動サービス（テキストバンドル、着信音、スクリーンセーバー、ゲーム等）または非
移動サービス（ＷｉＦｉ時間、ウェブ購入、ロトチケット等）のような他のサービスを購
入するのに使用され、変更されず、同一のエンドユーザインターフェイスを備えていても
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よい。ここで意図されているように、識別子は、何らかのタイプの値を何らかのタイプの
顧客アカウント中に追加、または何らかのタイプの値を起動するのに使用してもよい。例
えば、一般的に所有される、２００３年１２月１０日出願の米国出願第１０／７３２，６
４１号で言及される、何らかの製品および／またはサービスはここで意図されている。こ
の出願の開示は参照によりここにその全体が組み込まれている。
【０１５８】
いくつかの実施形態では、１以上のカードおよび識別子はギフトとして転送することが
できる。例えば、識別子はあるユーザ装置から別のユーザの装置に送られてもよい。この
譲受人は識別子を使用して、ここで説明したのと同一または類似の方法で値を引き換えて
もよい。
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【０１５９】
いくつかの実施形態では、ＰＩＮが他の財務取引で使用できるように識別子はサービス
から独立していてもよい。いくつかの実施形態では、識別子はクローズドまたはオープン
なデビットまたはクレジットネットワークのような、何らかのネットワークで使用される
。
【０１６０】
いくつかの実施形態では、カードの製造および分配は移動オペレータの制御の範囲外に
あってもよいので、付加的なブランド化およびマーケティングの機会がありうる。例えば
クリスマスおよび他の機会、特別エディション、賞等に向けられたカード、あるいはスタ
ーバックスまたはマクドナルドのブランドのカードが可能となる。カードはカードのプロ
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バイダ以外の（または、に加えて）エンティティでブランド化してもよい。
【０１６１】
ＰＩＮを使用時間サービスに転送するメカニズムとしてテキストを使用する。いくつか
の実施形態では、

自身ラベル

ＰＩＮを使用して、全体のプロセス中で、移動オペレー

タからの何らかの値に対する必要性をなくすことができる。いくつかの実施形態では、移
動オペレータは補充が発生するまでバウチャに気づかないかもしれない。
【０１６２】
いくつかのＰＩＮ／識別子は（ロトや、テーマパーク等への入場のような、より若年の
子供に関連した商品またはサービスのような）年齢関連の商品またはサービスの購入に対
して引き換え可能であってもよい。成人向きコンテンツが購入されてもよい。マーチャン
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トは何らかの必要な年齢チェックを購入時点において行う。これらの明示的にマークされ
たＰＩＮの引き換えはそれらの意図された使用にしたがって制限されるだろう。
【０１６３】
本発明の実施形態の範囲はここで説明した特定の実施形態により限定されない。例えば
、ここで開示した実施形態の多くは記憶値カードおよびワイヤレス電話アカウントを参照
して説明したが、ここでの原理は他の何らかのタイプの値識別子または印、および他の何
らかのタイプのアカウントに等しく適用することができる。また、実施形態の多くはアカ
ウントを

補充すること

に関して説明したが、ここでの原理はアカウント中に値を追加

または値を起動する他のシステムまたは方法に等しく適用することができる。実際、ここ
で説明したものに加えて、本発明の実施形態のさまざまな修正は、上記の説明および添付
の図面から当業者に明らかになるだろう。したがって、そのような修正は添付の特許請求
の範囲の範囲内に入ることが意図されている。
【０１６４】
さらに、本発明の実施形態は特定の目的に対する特定の環境での特定の実施の状況で、
ここに説明したが、その利便性はこれらのものに制限されることなく、本発明の実施形態
は任意の数の目的に対する任意の数の環境で有益に実施できることを当業者は理解するだ
ろう。したがって、記述している特許請求の範囲はここで開示した本発明の実施形態の最
も広い視点と精神に基づいて解釈されるべきである。
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【図２】

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月5日(2010.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
特定のサービスプロバイダの、顧客の既存のアカウントに値を追加する方法において、
中央プロセッサによって、マーチャントの売場（ＰＯＳ）端末からの、値に関係する識
別子を起動させる要求を受信し、前記要求は前記顧客による前記識別子の購入からもたら
され、前記識別子は、前記特定のサービスプロバイダを含む複数のサービスプロバイダの
アカウントへの値の挿入に対して引き換え可能であり、
前記中央プロセッサにおいて、前記識別子を起動させ、前記マーチャントの売場端末に
起動通知を送ることと、
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）経由で、前記中央プロセッサによって、前記顧
客の既存のアカウントに値を追加する要求を含む要求メッセージを受信し、前記要求は前
記顧客の通信装置から受信され、前記要求は、前記値に関係する識別子と、前記顧客の既
存のアカウントを識別するのに十分な情報とを含むことと、
前記顧客の既存のアカウントを識別するのに十分な情報から、前記特定のサービスプロ
バイダを決定することと、
前記要求が受信されたことを前記顧客の通信装置に通知するＳＭＳメッセージであって
、前記顧客の既存のアカウントに値を追加すべきであることを前記顧客の通信装置によっ
て、確認することを要求するためのＳＭＳメッセージを、前記顧客の通信装置に送ること
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と、
前記顧客の通信装置からの、前記顧客の既存のアカウントに値を追加すべきであること
を確認する確認メッセージを前記中央プロセッサによって受信した際に、
前記中央プロセッサによって、前記要求に基づいて、前記識別子に関係する値を識別
することと、
前記顧客の既存のアカウントに値を追加させることと、
前記顧客の既存のアカウントに値が追加されたことを確認するメッセージを、前記顧
客の通信装置に送ることと、を含む方法。
【請求項２】
ＳＭＳ要求メッセージはメッセージヘッダとメッセージ本体とを含み、前記識別子と、
前記顧客の既存のアカウントを識別するのに十分な情報とのうちの１つまたは両方が、前
記メッセージ本体中に含まれる、請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記顧客の通信装置が、前記既存のアカウントに関係する通信装置識別子を有し、前記
通信装置識別子を受け取ることが、前記中央プロセッサにとって、前記特定のサービスプ
ロバイダと、前記顧客の既存のアカウントとを識別するのに十分な情報である、請求項１
記載の方法。
【請求項４】
前記通信装置識別子は、前記ＳＭＳ要求メッセージのヘッダ中で自動的に送信される、
請求項３記載の方法。
【請求項５】
前記顧客の通信装置は電話番号を持つワイヤレス電話機を含み、前記顧客の既存のアカ
ウントを識別するのに十分な情報は、電話番号を含む、請求項１記載の方法。
【請求項６】
識別子はＰＩＮを含む、請求項１記載の方法。
【請求項７】
前記既存のアカウントは、電気通信サービスアカウントである、請求項１記載の方法。
【請求項８】
前記電気通信サービスアカウントは、前記顧客の通信装置を介して提供されるサービス
に関連する、請求項７記載の方法。
【請求項９】
特定のサービスプロバイダの、顧客の既存のアカウントに値を追加するシステムにおい
て、
複数の識別子記録を含むデータベースであって、それぞれの記録は、顧客に配布するた
めにマーチャントの売場（ＰＯＳ）端末に提供される、識別子と値とを含み、前記識別子
は、前記特定のサービスプロバイダを含む複数のサービスプロバイダのアカウントへの値
の挿入に対して引き換え可能であるデータベースと、
マーチャントの売場（ＰＯＳ）端末からの、特定の識別子を起動させる要求を受信する
ように構成されている第１の入力装置であって、前記要求は前記顧客による前記識別子の
購入からもたらされる、第１の入力装置と、
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）経由で、前記顧客の通信装置からの要求メッセ
ージを受信ように構成されている第２の入力装置であって、前記要求は、前記特定のサー
ビスプロバイダを含む複数のサービスプロバイダのアカウントの、既存のアカウントに、
前記購入された識別子に関係する値を追加する要求を含む、第２の入力装置と、
前記第１の入力装置と通信する起動プロセッサであって、前記購入された識別子を起動
し、前記売場端末に起動通知を送るように構成されている起動プロセッサと、
値挿入プロセッサであって、
前記ＳＭＳ要求メッセージ中の情報に基づいて、前記購入された識別子に関係する値
を識別し、
前記ＳＭＳ要求メッセージ中の情報に基づいて、前記特定のプロバイダと、前記既存

(24)

JP 2010‑193464 A 2010.9.2

のアカウントとを識別し、
前記既存のアカウントに、前記購入された識別子に関係する値を追加させるように構
成されている値挿入プロセッサと、
出力装置であって、
前記ＳＭＳ要求メッセージが受信されたことを確認するＳＭＳメッセージを、前記顧
客通信装置に送り、
前記既存のアカウントに前記購入された識別子に関係する値が追加されたことの確認
を、前記顧客の通信装置に送るように構成されている出力装置と
を具備するシステム。
【請求項１０】
ＳＭＳ要求メッセージはメッセージヘッダとメッセージ本体とを含み、前記メッセージ
本体が、前記識別子と、前記顧客の既存のアカウントを識別するのに十分な情報とのうち
の１つまたは両方を含む、請求項９記載のシステム。
【請求項１１】
前記顧客の通信装置が、前記既存のアカウントに関係する通信装置識別子を有し、前記
通信装置識別子を受け取ることが、前記中央プロセッサにとって、前記特定のサービスプ
ロバイダと、前記顧客の既存のアカウントとを識別するのに十分な情報である、請求項９
記載のシステム。
【請求項１２】
前記通信装置識別子は、前記ＳＭＳ要求メッセージのヘッダ中で自動的に送信される、
請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
前記顧客の通信装置は電話番号を持つワイヤレス電話機を含み、前記電話番号は、前記
値挿入プロセッサが、顧客の既存のアカウントを識別するのに十分な情報を含む、請求項
９記載のシステム。
【請求項１４】
識別子はＰＩＮを含む、請求項９記載のシステム。
【請求項１５】
前記既存のアカウントは、電気通信サービスアカウントである、請求項９記載のシステ
ム。
【請求項１６】
前記電気通信サービスアカウントは、前記顧客の通信装置を介して提供されるサービス
に関連する、請求項１５記載のシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６４】
さらに、本発明の実施形態は特定の目的に対する特定の環境での特定の実施の状況で、
ここに説明したが、その利便性はこれらのものに制限されることなく、本発明の実施形態
は任意の数の目的に対する任意の数の環境で有益に実施できることを当業者は理解するだ
ろう。したがって、記述している特許請求の範囲はここで開示した本発明の実施形態の最
も広い視点と精神に基づいて解釈されるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］顧客アカウントに値を追加する方法において、
顧客に対する値に関係する識別子を分配し、識別子がアカウントに値を追加するために
使用可能であることと、
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）経由で顧客アカウントに値を追加する要求を受
信し、要求が識別子および顧客アカウントに関係するアカウント識別情報を含み、要求が
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ユーザ通信装置からＳＭＳメッセージとして受信されることと、
要求に基づいて、識別子に関係する値およびアカウント識別情報に関係する顧客アカウ
ントを識別することと、
顧客アカウントに値を追加させることと、
顧客アカウントに値が追加されたことの確認をユーザ通信装置に送ることと、を含む方
法。
［２］ユーザ通信装置から要求を受信する以前に、ユーザ通信装置において、少なくとも
一部はユーザにより、および、少なくとも一部はユーザ通信装置により自動的に、識別子
がＳＭＳメッセージ中に入力される、上記［１］の方法。
［３］識別子は少なくとも１つの第１の英数字セットと、少なくとも１つの第２の英数字
セットとを含み、ユーザ通信装置は、第１の英数字セットの入力の受信に応答して、自動
的に第２の英数字のセットを入力するように構成されている、上記［１］の方法。
［４］ユーザ通信装置上で動作される辞書ソフトウェアプログラムの自動完成スペリング
機能を使用して、ユーザ通信装置において、識別子の少なくとも一部がＳＭＳメッセージ
中に入力される、上記［１］の方法。
［５］識別子は第１の部分と第２の部分を含み、第１の部分はユーザ通信装置においてＳ
ＭＳメッセージ中に入力され、ユーザ通信装置における第１の部分の入力に応答して、ユ
ーザ通信装置は自動的に第２の部分を入力する、上記［１］の方法。
［６］識別子は第１の部分と第２の部分を含み、第１の部分はユーザ通信装置においてＳ
ＭＳメッセージ中に入力され、ユーザ通信装置における第１の部分の入力に応答して、ユ
ーザ通信装置は自動的に第２の部分を提案する、上記［１］の方法。
［７］識別子の第１の部分は一連の英数字を含み、識別子の第１の部分はユーザ通信装置
において一連の英数字のそれぞれを話すことにより入力される、上記［１］の方法。
［８］識別子の第１の部分は一連の英数字を含み、識別子の第１の部分はユーザ通信装置
において識別子の第１の部分の英数字のそれぞれを話すことにより入力される、上記［１
］の方法。
［９］識別子の第１の部分はユーザ通信装置において、言語的要求によって入力され、識
別子の第２の部分はユーザ通信装置において、第２の部分に含まれる１以上の英数字を手
動で入力することにより入力される、上記［１］の方法。
［１０］ユーザ通信装置から要求を受信する以前に、ユーザ通信装置において、識別子は
ユーザによりＳＭＳメッセージ中にキー入力される、上記［１］の方法。
［１１］ＳＭＳメッセージは本体とヘッダを含み、本体は識別子とアカウント識別情報を
含む、上記［１］の方法。
［１２］ＳＭＳメッセージは本体を含み、アカウント識別情報はユーザ通信装置に含まれ
るメモリ記憶システム中に記憶され、アカウント識別情報はメモリ記憶システムから直接
本体中に入力される、上記［１］の方法。
［１３］識別子はＰＩＮを含む、上記［１］の方法。
［１４］ユーザ通信装置は電話番号を持つワイヤレス電話機を含み、アカウント識別情報
は電話番号を含む、上記［１］の方法。
［１５］顧客アカウントは電気通信サービスアカウントを含む、上記［１］の方法。
［１６］顧客アカウントはプリペイドワイヤレス電話アカウントを含む、上記［１］の方
法。
［１７］

顧客アカウントはオンラインゲームサービスを購入するために使用できる、上

記［１］の方法。
［１８］

顧客アカウントは橋または道路通行料サービスを購入するために使用できる、

上記［１］の方法。
［１９］ＳＭＳメッセージは本体とヘッダを含み、本体は識別子を含み、ヘッダはアカウ
ント識別情報を含む、上記［１］の方法。
［２０］顧客アカウントはユーザ通信装置上で１以上のサービスを可能にするために使用
できる、上記［１］の方法。
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［２１］顧客アカウントに値を追加するシステムにおいて、
顧客に対する値に関係する識別子を分配し、識別子がアカウントに値を追加するために
使用可能である分配システムと、
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）経由で顧客アカウントに値を追加する要求を受
信し、要求が識別子および顧客アカウントと関係するアカウント識別情報を含み、要求が
ユーザ通信装置からＳＭＳメッセージとして受信される、入力装置と、
要求に基づいて、識別子に関係する値およびアカウント識別情報に関係する顧客アカウ
ントを識別するプロセッサと、
顧客アカウントに値を追加させる値挿入システムと、
値が顧客アカウントに追加されたことの確認をユーザ通信装置に送る出力装置と、
を具備するシステム。
［２２］顧客アカウントに値を追加する方法において、
第１のユーザ通信装置からプリペイド値に関係する識別子を、顧客アカウントに関係す
る第２のユーザ通信装置において受信することと、
顧客アカウントに値を追加する要求を中央プロセッサに送ることを含み、
要求が識別子および顧客アカウントに関係するアカウント識別情報を含み、
要求がＳＭＳ経由で送られ、中央プロセッサが要求に基づいて、値および顧客アカウン
トを識別するように構成されている方法。
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