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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支払システムを管理する、コンピュータにより実現される方法において、
　前記方法は、コンピュータ化されたプロセッサによって実施され、前記プロセッサと、
電子ポイントオブセール端末と、顧客がそこに支払を行うことを望む複数の支払先のアカ
ウントとの間で促進され、前記プロセッサは、前記電子ポイントオブセール端末と、前記
顧客と、前記複数の支払先のアカウントと選択的に通信しており、
　前記方法は、
　前記プロセッサによって、前記顧客によって提供された複合的な支払取引情報を読取る
ことと、前記複合的な支払取引情報は、
　　　前記複数の支払先のアカウントの識別情報と、
　　　前記複数の支払先のそれぞれに対して提供することを前記顧客が望む値の金額の表
示と、
　　　前記顧客が複合的な支払取引において前記複数の支払先の各々から得る商品または
サービスの各々の構成要素を識別する情報と、を含む、
　前記プロセッサにおいて、複合的な取引識別子を前記顧客から読取った前記複合的な支
払取引情報に関係付けることと、
　前記複合的な取引識別子を機械読み取り可能な形式で前記プロセッサから前記顧客に提
供することと、
　前記電子ポイントオブセール端末から前記複合的な取引識別子を前記プロセッサにおい
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て受け取ることと、
　前記電子ポイントオブセール端末から、前記複合的な支払取引情報において前記複数の
支払先の全てに前記顧客から支払われるべきである値の総額を受け取ることと、
　前記顧客から読取った前記複合的な支払取引情報中で前記顧客によって示された前記金
額で前記複数の支払先のアカウントの各々に前記プロセッサから値を提供することと、を
含む方法。
【請求項２】
　前記複数の支払先のアカウントの前記識別情報は、
　前記複数の支払先を識別するのに十分な情報と、
　前記複数の支払先の各々との前記顧客のアカウントを識別するのに十分な情報とを含む
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記複合的な取引識別子は、前記複合的な支払取引情報に一意的に関係付けられる請求
項１記載の方法。
【請求項４】
　前記複合的な取引識別子は、機械読み取り可能な形式で前記顧客に提供される請求項１
記載の方法。
【請求項５】
　前記機械読み取り可能な形式は、バーコードである請求項４記載の方法。
【請求項６】
　前記バーコードは、前記複合的な支払取引に対して前記顧客から支払われるべき前記値
の総額を示すための、前記電子ポイントオブセール端末によって決定可能な情報を含む請
求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記バーコードは、ユニバーサル価格コード（ＵＰＣ）または在庫管理単位（ＳＫＵ）
を含む請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記機械読み取り可能な形式は、ＱＲコードと、磁気ストライプと、無線周波数識別（
ＲＦＩＤ）タグとからなるグループから選択される請求項４記載の方法。
【請求項９】
　前記複合的な支払取引に対して前記顧客から支払われるべき前記値の総額は、手数料、
税金、コミッション、または追加チャージを含む請求項６記載の方法。
【請求項１０】
　前記電子ポイントオブセール端末から前記複合的な取引識別子を受け取るステップは、
前記複合的な取引識別子に関係付けられた第２の複合的な取引識別子を受け取ることを含
む請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記プロセッサからの前記値は、自動決済機関（ＡＣＨ）の清算を通して前記複数の支
払先のアカウントの各々に提供される請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記プロセッサからの前記値は、電子送金を通して前記複数の支払先のアカウントの各
々に提供される請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記プロセッサが、前記複数の支払先のデータベースまたはアカウントに到達して値を
挿入することによって、前記プロセッサからの前記値は前記複数の支払先のアカウントの
各々に提供される請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　仮想プリペイド記憶値カードに関係付けられているしるしを前記複数の支払先の各々に
送信することによって、前記プロセッサからの前記値は前記複数の支払先のアカウントに
提供される請求項１記載の方法。
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【請求項１５】
　前記１つ以上の支払先は、前記顧客がそこに未払い請求に対してお金を支払う義務があ
る、製品またはサービスのプロバイダである請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数の支払先に前記値が送られたことを前記顧客にコンファームすることをさらに
含む請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　前記複合的な取引識別子が有効であることをコンファームするステップをさらに含む請
求項１記載の方法。
【請求項１８】
　前記複合的な取引識別子に関係付けられた前記複合的な支払取引がこれまで実施されて
いないことをコンファームするステップをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１９】
　前記複合的な支払取引を要求することについて前記電子ポイントオブセール端末が認証
されていることをコンファームするステップをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項２０】
　前記プロセッサが、前記複合的な支払取引に対して支払われるべき前記値の総額を前記
電子ポイントオブセール端末に送るステップをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項２１】
　前記複合的な支払取引情報中で前記顧客によって示された前記金額で前記複数の支払先
のアカウントの各々に値を提供するステップは、前記複合的な支払取引のための前記値の
総額が、前記顧客から前記電子ポイントオブセール端末によって実際に受け取られたこと
がコンファームされるまで実行されない請求項１記載の方法。
【請求項２２】
　支払システムを管理する、コンピュータにより実現される方法において、
　前記方法は、コンピュータ化されたプロセッサによって実施され、前記プロセッサと、
電子ポイントオブセール端末と、顧客がそこに支払を行うことを望む複数の支払先のアカ
ウントとの間で促進され、前記プロセッサは、前記電子ポイントオブセール端末と、前記
顧客と、前記１つ以上の支払先のアカウントと選択的に通信しており、
　前記方法は、
　複合的な支払取引情報を前記プロセッサにおいて前記顧客から受け取ることと、前記複
合的な支払取引情報は、
　　　前記複数の支払先を識別するのに十分な情報と、
　　　前記複数の支払先との前記顧客のアカウントを識別するのに十分な情報と、
　　　前記複数の支払先のそれぞれに対して支払うことを前記顧客が望む、値の金額の表
示とを含む、
　前記プロセッサにおいて、複合的な取引識別子を、前記複合的な支払取引情報に一意的
に関係付けることと、
　機械読取可能な形式で前記複合的な取引識別子を前記プロセッサから前記顧客に提供す
ることと、
　前記プロセッサによって前記複合的な取引識別子を前記電子ポイントオブセール端末か
ら受け取ることと、
　前記複合的な取引識別子が有効であることと、前記複合的な支払取引を実施することに
ついて前記電子ポイントオブセール端末が認証されていることとをコンファームすること
と、
　前記電子ポイントオブセール端末から、前記複合的な支払取引において特定された前記
顧客から前記複数の支払先の全てに支払うべき値の総額を受け取ることと、
　前記複合的な支払取引情報中で前記顧客によって示された前記金額で前記複数の支払先
のアカウントの各々に値を提供することと、
　前記複数の支払先のために受け取った値の総額をどのように前記複数の支払先に分配す
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るかを前記電子ポイントオブセール端末に報知することと、
　前記複合的な支払取引情報において示された前記値の前記金額が前記複数の支払先のア
カウントに送られたことをコンファームするコンファメーションを前記プロセッサから前
記顧客に送ることと、
を含む方法。
【請求項２３】
　電子ポイントオブセール端末と、顧客と、前記顧客がそこに支払を行うことを望む複数
の支払先との間で促進され、支払システムを管理するプロセッサにおいて、
　前記プロセッサと前記顧客との間で選択可能な通信を提供する顧客インターフェースと
、
　　前記顧客インターフェースは、複合的な支払取引情報を前記顧客から受け取るよう構
成されており、
　　前記複合的な顧客取引情報は、
　　　前記複数の支払先を識別するのに十分な情報と、
　　　前記複数の支払先との前記顧客のアカウントを識別するのに十分な情報と、
　　　前記複数の支払先のそれぞれに対して支払うことを前記顧客が望む、値の金額の表
示とを含む、
　　前記顧客インターフェースは、前記複合的な支払取引情報に一意的に関係付けられた
複合的な取引識別子を前記顧客に送信するように構成されており、
　前記プロセッサと前記電子ポイントオブセール端末との間で選択可能な通信を提供する
ポイントオブセールインターフェースと、
　　前記ポイントオブセールインターフェースは、前記顧客から、前記複合的な支払取引
において特定された前記複数の支払先の全てに支払うべきである値の総額の支払が受け取
られたとのコンファメーションと、前記複合的な取引識別子とを、前記電子ポイントオブ
セール端末から受け取り、前記複数の支払先のために受け取られる値の総額をどのように
分配するかを前記電子ポイントオブセール端末に報知するように構成されている、
　前記プロセッサと前記複数の支払先の各々との間で選択可能な通信を提供する支払先イ
ンターフェースと、
　　前記支払先インターフェースは、前記複合的な支払取引情報が正確であることをコン
ファームするように前記複数の支払先の各々と通信し、前記複数の支払先の各々に値の前
記金額を送信するように構成されており、
　前記顧客インターフェースと、前記ポイントオブセールインターフェースと、前記支払
先インターフェースと通信している処理モジュールと、
　　前記処理モジュールは、
　　　前記複合的な取引識別子を、前記顧客から受け取った前記複合的な支払取引情報に
一意的に関係付けることと、
　　　機械読み取り可能な形式で前記複合的な取引識別子を前記顧客に提供することと、
　　　前記複合的な取引識別子が有効であることと、前記複合的な支払取引を実施するこ
とについて前記電子ポイントオブセール端末が認証されていることとをコンファームし、
前記１つ以上の支払先のそれぞれに提供する値の割振を決定することと、
を行うように構成されている、
を具備するプロセッサ。
【請求項２４】
　データベースをさらに具備する請求項２３記載のプロセッサ。
【請求項２５】
　前記データベースは、前記複合的な取引情報の記録を含み、前記記録は、前記複合的な
取引識別子をそれに関係付ける請求項２４記載のプロセッサ。
【請求項２６】
　前記データベースは、将来の複合的な支払取引において使用するために顧客に関係付け
られた記録を含む請求項２４記載のプロセッサ。
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【請求項２７】
　前記複合的な支払取引を表す前記複合的な取引識別子を発生させるための識別子発生モ
ジュールをさらに具備する請求項２３記載のプロセッサ。
【請求項２８】
　前記識別子発生モジュールは、機械読み取り可能な形式で前記複合的な取引識別子を発
生させる請求項２７記載のプロセッサ。
【請求項２９】
　前記機械読み取り可能な形式は、バーコードである請求項２８記載のプロセッサ。
【請求項３０】
　前記バーコードは、前記複合的な支払取引に対して前記顧客から支払われるべき値の総
額を示すための、前記電子ポイントオブセール端末によって決定可能な情報を含む請求項
２９記載のプロセッサ。
【請求項３１】
　前記バーコードは、ユニバーサル価格コード（ＵＰＣ）または在庫管理単位（ＳＫＵ）
を含む請求項２９記載のプロセッサ。
【請求項３２】
　前記機械読み取り可能な形式は、ＱＲコードと、磁気ストライプと、無線周波数識別（
ＲＦＩＤ）タグとからなるグループから選択される請求項２８記載のプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【発明の背景】
【０００１】
　本発明は、一般的に、請求の支払取引を実施するシステムおよび方法に向けられている
。特に、本発明は、ポイントオブセールにおける複合的な支払取引を表す識別子を利用し
て、１つ以上の支払先に支払うシステムおよび方法に向けられている。
【０００２】
　顧客が、クレジットで、および、支払を要求する、製品またはサービスのプロバイダか
ら後で請求を受け取る（ポストペイド）で、あるいは、前払い（プリペイド）で、のいず
れかで、製品またはサービスを購入することは良く知られている。顧客は、一般的には、
銀行口座宛て振り出し小切手、クレジットまたはデビットカード、電子送金の使用を通し
て、あるいは、郵便為替またはウェスタンユニオンを介して、製品またはサービスのプロ
バイダ、すなわち支払先に値を提供する。
【０００３】
　最近、オンライン支払システムが発達した。オンライン支払システムは、一般的に、顧
客が、顧客の銀行口座にアクセスすることと、顧客の口座から、識別された支払先への、
個々の支払すなわち送金をスケジューリングすることとを可能にする。しかしながら、こ
のようなシステムは、顧客が、機能している銀行口座を持つことを要求する；それと同時
に、銀行と取引しない層の人口が、増加し続けている。
【０００４】
　さらに、多くのプロバイダは、オンライン支払プラットフォームを提供している。これ
らの支払プラットフォームは、銀行口座から、あるいはクレジットまたはデビットカード
から値を受け取ることが多い。しかしながら、顧客は、要求された支払を行うために、１
か月（または他の支払サイクル）ごとに、各プロバイダの支払プラットフォームに個々に
アクセスしなければならない。
【０００５】
　請求の支払プログラムおよびプランは、数多くあり、これは、顧客の金融口座にリンク
される自動継続支払プランから、主要な金融機関によって提供されるオンライン請求の支
払へと多岐にわたる。このような請求の支払システムは、銀行と取引しない層の人口に着
目されることが多く、郵便為替またはウェスタンユニオンのような先行技術の方法よりも
より効率的で費用効率のよい、請求を支払う方法を提供できる。
【０００６】
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　したがって、銀行口座、クレジットカード、または郵便為替を持つように顧客に要求せ
ず、複数の支払取引を実施するより便利で容易な、請求の支払取引を実施するシステムお
よび方法を提供することが望ましい。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の態様は、支払システムを管理する、コンピュータにより実現される方法を含ん
でいてもよい。方法は、コンピュータ化されたプロセッサによって実施され、プロセッサ
と、ポイントオブセールと、顧客と、顧客がそこに支払を行うことを望む１つ以上の支払
先との間で促進され、プロセッサは、ポイントオブセールと、顧客と、１つ以上の支払先
と選択的に通信している。方法は、１つ以上の支払先の識別情報と、１つ以上の支払先の
それぞれに対して支払うことを顧客が望む、値の金額の表示とを含む、複合的な支払取引
情報を顧客から受け取ることと；識別子を複合的な支払取引情報に関係付けることと；識
別子を顧客に提供することと；ポイントオブセールから識別子を受け取ることと；ポイン
トオブセールから値の金額を受け取ることと；複合的な支払取引情報中で顧客によって示
された金額で１つ以上の支払先に値を提供することとを含む。
【０００８】
　本発明の付加的な態様は、支払システムを管理する、コンピュータにより実現される方
法を含んでいてもよい。方法は、コンピュータ化されたプロセッサによって実施され、プ
ロセッサと、ポイントオブセールと、顧客と、顧客がそこに支払を行うことを望む１つ以
上の支払先との間で促進され、プロセッサは、ポイントオブセール端末と、顧客と、１つ
以上の支払先と選択的に通信している。方法は、１つ以上の支払先を識別するのに十分な
情報と、１つ以上の支払先との顧客のアカウントを識別するのに十分な情報と、１つ以上
の支払先のそれぞれに対して支払うことを顧客が望む、値の金額の表示とを含む、複合的
な支払取引情報を顧客から受け取ることと；識別子を複合的な支払取引情報に一意的に関
係付けることと；機械読み取り可能な形式で識別子を顧客に提供することと；ポイントオ
ブセールから識別子を受け取ることと；識別子が有効であることと、複合的な支払取引を
実施することについてポイントオブセールが認証されていることとをコンファームするこ
とと；ポイントオブセールから値の金額を受け取ることと；複合的な支払取引情報中で顧
客によって示された金額で１つ以上の支払先に値を提供することと；値が１つ以上の支払
先に送られたことをコンファームするコンファメーションを顧客に送ることとを含む。
【０００９】
　本発明の付加的な態様は、ポイントオブセールと、顧客と、顧客がそこに支払を行うこ
とを望む１つ以上の支払先との間で促進され、支払システムを管理するプロセッサを含ん
でいてもよい。プロセッサは、プロセッサと顧客との間で選択可能な通信を提供し、１つ
以上の支払先を識別するのに十分な情報と、１つ以上の支払先との顧客のアカウントを識
別するのに十分な情報と、１つ以上の支払先のそれぞれに対して支払うことを顧客が望む
、値の金額の表示とを含む、複合的な支払取引情報を顧客から受け取るように構成され、
複合的な支払取引情報に一意的に関係付けられた識別子を、顧客に送信するように構成さ
れている顧客インターフェースと；プロセッサとポイントオブセールとの間で選択可能な
通信を提供し、顧客から支払が受け取られたとのコンファメーションと、識別子とを、ポ
イントオブセールから受け取るように構成されているポイントオブセールインターフェー
スと；プロセッサと１つ以上の支払先との間で選択可能な通信を提供し、複合的な支払取
引情報が正確であることをコンファームするために１つ以上の支払先と通信し、１つ以上
の支払先に値を送信するように構成されている支払先インターフェースと；顧客インター
フェースと、ポイントオブセールインターフェースと、支払先インターフェースと通信し
ており、識別子を、顧客から受け取った複合的な支払取引情報に一意的に関係付けるよう
にと；機械読み取り可能な形式で識別子を顧客に提供するようにと；識別子が有効である
ことと、複合的な支払取引を実施することについてポイントオブセールが認証されている
こととをコンファームするようにと；１つ以上の支払先のそれぞれに提供する値の割振を
決定するように構成されている処理モジュールとを具備する。
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【００１０】
　本発明の新規な概念の精神および範囲から逸脱せずにバリエーションおよび修正が生じ
ることがあるとはいえ、これらの態様および他の態様は、以下の図面と併用して本発明の
以下の記述から明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　同じ要素を指定するために同じ参照文字を使用している添付の図面とともに以下の詳細
な説明を読むことによって、本発明を、より完全に理解できる。添付の図面では、いくつ
かの例示的な実施形態を描写しており、以下の詳細な説明を理解するのを支援できる。本
発明のあらゆる実施形態を詳細に説明する前に、本発明の適用が、以下の説明中で述べら
れている、または、図面中で図示されている、構成要素の構成および配置の詳細に限定さ
れないことを理解すべきである。描写されている実施形態は、例示的なものであり、本発
明の範囲全体を少しも限定するものではないと理解されるべきである。また、ここで使用
した用語および専門用語は、説明目的のためのものであり、限定していると考えるべきで
はないことを理解すべきである。詳細な説明は、以下の図面について言及する。　
【図１】図１は、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して１
つ以上の支払取引を実施する方法を図示している。
【図２】図２は、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して１
つ以上の支払取引を実施する方法を図示している。
【図３】図３は、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して１
つ以上の支払取引を実施する方法を図示している。
【図４】図４は、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して１
つ以上の支払取引を実施する方法を図示している。
【図５】図５は、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して１
つ以上の支払取引を実施するシステムを描写している。
【００１２】
　本発明のあらゆる実施形態を詳細に説明する前に、以下の説明で述べられている、また
は、図面中で図示されている構成要素の構成および配置の詳細に本発明の適用が限定され
るべきでないことを理解すべきである。本発明は他の実施形態が可能であり、さまざまな
方法で実施または実行することができる。また、ここで使用されている用語および専門用
語は説明目的のためのものであり、限定していると考えるべきではないことも理解すべき
である。
【本発明の詳細な説明】
【００１３】
　本説明で例示した事項は、添付の図面を参照して開示した、さまざまな例示的な実施形
態の広範囲な理解を支援するために提供されている。したがって、当業者は、特許請求の
範囲で記載した発明の精神または範囲から逸脱することなく、ここで記述した例示的な実
施形態のさまざまな変更および修正を行うことができることを認識するだろう。良く知ら
れている機能および構造の説明は、明確さおよび簡潔さのために省略されている。さらに
、ここで使用したように、単数形は、複数形で解釈されてもよく、代替的には、複数形で
のあらゆる用語は、単数形であると解釈されてもよい。“Ｓ”で始まる参照数字（例えば
、Ｓ１００）は、ステップを示している。
【００１４】
　一般的に、以下で説明するシステムおよび方法は、請求の支払システムに向けられてい
る。請求の支払システムでは、顧客が、（例えば、コンピュータおよびウェブサイトを通
して）プロセッサにアクセスし、（プロバイダの識別子、顧客のアカウント番号、および
所望の支払金額のような）請求の支払情報を提供する。顧客は、複数の支払取引、例えば
、プリペイド請求、ポストペイド請求についての、または、既存の請求またはデビットに
関連のない識別された支払先への値の転送についてさえの、請求の支払情報を入力しても
よい。さまざまな取引情報の受け取りに続いて、プロセッサが、識別子を顧客に戻しても
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よい。例えば、プロセッサは、印刷するために顧客によって使用されるコンピュータに識
別子を戻してもよく、プロセッサは、識別子を、移動体電話機またはデバイスのような、
顧客の電子デバイスに送ってもよく、あるいは、磁気ストライプ上で識別子をエンコード
するといったような他の何らかの方法で顧客に識別子を提供してもよい。識別子は、顧客
によって提供された、複合的な支払取引情報に関係付けられてもよく、このことは、識別
子が、各支払取引に、したがって、各支払先の識別子および金額に関係付けられることを
意味する。
【００１５】
　識別子は、アルファベットキャラクタ、数字、英数字キャラクタ、機械読み取り可能な
形式等を含む、何らかの形態のものであってもよい。識別子は、バーコード形式、ＱＲコ
ード（登録商標）、エンコードされた磁気ストライプ、エンコードされた無線周波数識別
（ＲＦＩＤ）タグ等で提供されてもよい。さらに、識別子は、ＰＯＳによって、全体的に
、または、部分的に認識可能であってもよい。例えば、識別子は、顧客から支払われるべ
き金額または複合的な支払取引をＰＯＳに報知する、在庫管理単位（ＳＫＵ）またはユニ
バーサル価格コード（ＵＰＣ）を含んでいてもよい。この金額は、税金、手数料、および
追加チャージを含んでいてもよい。
【００１６】
　顧客は、その後、認証されている、または、受け入れ可能なＰＯＳに識別子を提示して
もよい。識別子は、標準的な一連の取引の間に提示されてもよい。言い換えると、顧客は
、追加の製品またはサービスを購入し、請求の支払取引を同時に実施するかもしれない。
ＰＯＳは、（識別子を読み取ることによって、あるいは、顧客に、または、販売員に識別
子を入力してもらうことによって、のいずれかで）識別子を受け取ってもよい。いくつか
のケースでは、ＰＯＳは、支払われるべき総額を識別子から認識してもよく、この金額を
、他の何らかの追加の購入された製品またはサービスの費用に加算してもよい。いくつか
のケースでは、ＰＯＳは、識別子を認識して、識別子をプロセッサにルーティングし、複
合的な支払取引に対する総額をプロセッサから受け取ってもよい。
【００１７】
　ＰＯＳは、その後、複合的な支払取引の費用を他の何らかの一連の購入に加算して、顧
客からの支払を要求してもよい。顧客は、ＰＯＳによって受け入れられる任意の方法でＰ
ＯＳに支払ってもよい。方法は、現金、クレジット、郵便為替、記憶値等を含んでいても
よい。
【００１８】
　プロセッサが、識別子を受け取り、複合的な支払取引情報の、構成要素である支払取引
を実施してもよい。いったん、識別された支払先に対して支払いが行われると、プロセッ
サは、コンファメーションをＰＯＳに戻してもよく、次に、ＰＯＳは、コンファメーショ
ンを顧客に渡してもよい。プロセッサは、支払取引の費用に対してＰＯＳに後で清算して
もよい。
【００１９】
　図１を参照して、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して
１つ以上の支払取引を実施する方法１０をこれから説明する。Ｓ１１０において、１つ以
上の支払取引が、単一の識別子に関係付けられる。これらの支払取引は、プリペイドまた
はポストペイドアカウントに対するものであってもよく、あるいは、単一回の、値の転送
（例えば、ｅ－Ｂａｙ上でのような購入）に対するものであってもよく、あるいは、製品
またはサービスに全く関連していなくてもよい（例えば、生徒または友人の誕生日のため
に、彼らに値を転送する）。関係付けには、転送する値の金額、値を受け取る当事者（す
なわち、支払先）の識別子、そして適用可能であるならば、支払先との顧客アカウントの
識別のような特定の情報が必要であるかもしれない。識別子に関係付けられた複数の支払
取引が、複合的な支払取引を生じさせ、したがって、識別子に関係付けられた複数の支払
取引に関係する情報が、複合的な支払取引情報を生じさせる。
【００２０】
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　Ｓ１２０では、ＰＯＳにおいて識別子が、提供されてもよい。識別子は、任意の番号の
形式のものであってもよく、そして、ＰＯＳへの識別子の提供は、識別子の形式に少々依
存していてもよい。例えば、識別子がバーコードまたはＱＲコード形式で提供される場合
には、識別子は、ＰＯＳに接続されているバーコードリーダーによって読取られてもよい
。識別子が磁気ストライプで提供される場合には、磁気ストライプリーダーが利用されて
もよい。同様に、識別子がＲＦＩＤタグ上で提供される場合には、ＲＦＩＤ質問機が使用
されてもよい。識別子が、アルファベット、数字、または、英数字の形式で提供される場
合には、識別子は、顧客または販売員によって入力されてもよく、あるいは、光学式文字
認識プログラムを通してＰＯＳによって認識されてもよく、もしくは、Ｅ１３Ｂフォント
が使用される場合には、磁気インク文字認識によって読み取られる。
【００２１】
　Ｓ１３０において、顧客が、複合的な支払取引に対する単一の支払を提供してもよい。
顧客によって提供される値の金額は、支払を組み合わせた費用とともに、何らかの適用手
数料、税金、コミッション等も含んでいてもよい。この値は、ＰＯＳによって値が受け入
れられる任意の方法で、例えば、現金、小切手、クレジットカード、デビットカード、記
憶値カード等を通して、ＰＯＳに提供されてもよい。
【００２２】
　Ｓ１４０において、１つ以上の支払取引が実行される。構成要素である支払取引のそれ
ぞれの実施するために、複合的な支払取引情報を利用する。
【００２３】
　図２を参照して、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して
１つ以上の支払取引を実施する方法２０をこれから説明する。例示目的のために、図２は
、どの当事者、顧客、プロセッサ、またはＰＯＳが、各ステップを実行し得るかを示して
いる。しかしながら、リストアップしたステップは、３つの当事者のうちの任意のものに
よってとともに、任意の付加的な当事者によって実行されてもよいことが完全に企図され
る。さらに、付加的なステップは、３つの当事者のうちの任意のものによってとともに、
何らかの付加的な当事者によっても実施されてもよいことが完全に企図される。
【００２４】
　Ｓ２０５において、顧客が、支払情報をプロセッサに提供してもよい。顧客は、任意の
数の方法で、この支払情報を提供してもよい。方法は、例えば、インターネットまたは他
の何らかの通信ネットワーク上のコンピュータを通して；移動体電話機、スマートフォン
、またはＰＤＡのような移動体デバイスを通して；ライブオペレータまたは対話式音声認
識（ＩＶＲ）ユニットとの電話コールを通して；あるいは、キオスクまたは専用端末を通
してといったものを含む。支払情報は、支払先を識別するのに十分な情報、支払先との特
定のアカウントを識別するのに十分な情報、顧客を識別するのに十分な情報、および、こ
のような支払を行うのに必要とされる、または、要求されるかもしれない他の何らかの情
報のような、支払取引を実施するのに必要な情報を含んでいてもよい。この情報は、複合
的な支払情報を含む。
【００２５】
　Ｓ２１０において、プロセッサが、情報を受け取ってもよく、識別子を複合的な支払情
報に関係付けてもよい。識別子は、複合的な支払情報により一意的に識別されてもよい。
このことは、同一の識別子が使用されなくてもよい（少なくとも、混乱を生じさせるかも
しれない方法では使用されず；長い時間フレームを通しての、あるいは、受け入れ可能な
ＰＯＳ、支払先、またはマーチャント、または地理的エリアのような他の制約での再使用
は受け入れられてもよい）ことを意味する。
【００２６】
　Ｓ２１５において、識別子を顧客に戻してもよい。先に述べたように、識別子は、任意
の番号の形式のものであってもよく、ＰＯＳへの識別子の提供は、識別子の形式に少々依
存してしてもよい。例えば、識別子がバーコードまたはＱＲコード形式で提供される場合
には、識別子は、ＰＯＳに接続されているバーコードリーダーによって読み取られてもよ
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い。識別子が磁気ストライプで提供される場合には、磁気ストライプリーダーが利用され
てもよい。同様に、識別子がＲＦＩＤタグ上で提供される場合には、ＲＦＩＤ質問機が使
用されてもよい。識別子が、アルファベット、数字、または、英数字の形式で提供される
場合には、識別子は顧客または販売員によって入力されてもよく、あるいは光学文字認識
プログラムを通してＰＯＳによって認識されてもよく、もしくは、Ｅ１３Ｂフォントが使
用される場合には、磁気インク文字認識により読み取られる。
【００２７】
　Ｓ２２０において、顧客が、識別子を有体的媒体中に記憶してもよい。例えば、識別子
は、バーコードの形態で顧客に戻されてもよいが、顧客は、バーコードを印刷するように
要求されるかもしれない。別の例として、識別子は、顧客の移動電話機またはデバイスに
送られたＱＲコードの形態であってもよく、顧客は、識別子を保存するように要求される
かもしれない。
【００２８】
　Ｓ２２５において、顧客が、識別子をＰＯＳに提供する。ＰＯＳは、任意の標準規格の
ポイントオブセール端末またはデバイスであってもよい。Ｓ２３０において、ＰＯＳが、
識別子を受け取る。識別子を受け取る方法は、識別子の形式に基づいていてもよい。Ｓ２
３５において、ＰＯＳが、（何らかの適用税、手数料、チャージ、またはコミッションを
加えた、）支払取引に対して支払われるべき総額を決定してもよい。ＰＯＳは、ＰＯＳに
よって認識可能な価格コードを含む識別子、例えば、ＳＫＵまたはＵＰＣに基づいて、こ
の決定を行ってもよい。
【００２９】
　Ｓ２４０において、ＰＯＳが、複合的な支払取引に対する値を顧客から受け取ってもよ
い。Ｓ２４５において、ＰＯＳが、プロセッサに取引を報知し、識別子をプロセッサに提
供してもよい。ＰＯＳおよびプロセッサは、そのときに、または、規則的な定期の清算の
間に清算してもよい。
【００３０】
　Ｓ２５０において、プロセッサが、複合的な支払取引を形成した支払を行う。プロセッ
サは、Ｓ２１０において識別子に関係付けられた、顧客から受け取った情報を参照するこ
とによって、構成要素である支払取引を決定してもよい。
【００３１】
　図３を参照して、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して
１つ以上の支払取引を実施する方法３０をこれから説明する。図３は、若干、より詳細な
プロセスを提供している。
【００３２】
　Ｓ３０５において、顧客が、支払先、支払金額、および（アカウント情報、または顧客
識別情報）のような、支払に必要とされる他の何らかの情報を識別するのに十分な情報を
入力してもよい。行うことになる各個々の支払についての情報は、複合的な支払取引情報
を形成している。Ｓ３１０において、プロセッサが、この情報を受け取ってもよく、識別
子を複合的な支払取引情報に関係付けてもよい。識別子は、図１または図２に関して先に
説明した形式のうちの任意のもので顧客に提供されてもよい。
【００３３】
　Ｓ３１５において、顧客が、識別子を記録、印刷、エンコード、または保存してもよい
。このように、顧客は、ＰＯＳにおける取引の間に使用するために、顧客とともに識別子
を持ってきてもよい。ＰＯＳにおける取引は、より後の時間において行われてもよい。
【００３４】
　Ｓ３２０において、顧客が、識別子をＰＯＳに提示してもよい。Ｓ３２５において、Ｐ
ＯＳが、識別子を、読取ってもよく、または、受け取ってもよい。識別子を読取るまたは
受け取る方法は、識別子の形式に基づいていてもよい。
【００３５】
　識別子のタイプ、ＰＯＳとプロセッサとの間の関係、または他の何らかの状況に基づい
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て、少なくとも２つの経路が取られてもよい。最初に、Ｓ３３０において、ＰＯＳが、識
別子自体に基づいて、（何らかの手数料、税金、チャージ、またはコミッションを含む）
複合的な支払取引に対して支払われる義務がある金額を決定してもよい。例えば、これは
、識別子がＳＫＵまたはＵＰＣを含む場合に行われてもよい。
【００３６】
　代替的に、Ｓ３３５において、ＰＯＳが識別子をプロセッサに送ってもよい。ＰＯＳは
、特定のプラットフォームプログラミングの使用または特定の発行人識別番号（ＩＩＮ）
の使用を含む任意の数の方法を通して、識別子をプロセッサに送ることを知っていてもよ
い。Ｓ３４０において、プロセッサが、複合的な支払取引に対して支払われるべき金額を
決定してもよく、この金額をＰＯＳに戻してもよい。
【００３７】
　Ｓ３４５において、ＰＯＳが、複合的な支払取引に対して支払われるべき金額を、他の
何らかの製品またはサービスの購入に対して要求された金額に加算してもよい。したがっ
て、複合的な支払取引は、他の製品またはサービスの購入とともに一連で行われてもよい
。例えば、顧客は、情報を関係付け、バーコードを印刷し、小売業者に進み、雑貨を選択
してもよい。清算する間に、顧客は、購入のために選択した雑貨に加えて、識別子を提示
してもよい。複合的な支払取引の費用が、選択された雑貨の費用に加算されてもよい。
【００３８】
　Ｓ３５０において、顧客が、支払をＰＯＳに提供してもよい。ＰＯＳは、現金、クレジ
ットカード、デビットカード、小切手、または記憶値カードのような、ＰＯＳによって受
け入れられる任意の方法で支払を受け取ってもよい。
【００３９】
　Ｓ３５５において、ＰＯＳが、支払を受け取り、それが有効であることをコンファーム
し、プロセッサに取引を報知してもよい。再び、識別子のタイプ、ＰＯＳとプロセッサと
の間の関係、または他の何らかの状況に基づいて、少なくとも２つの経路が取られてもよ
い。Ｓ３６０において、ＰＯＳが、プロセッサに清算してもよく、Ｓ３６５において、プ
ロセッサが、支払先に支払ってもよい。プロセッサは、Ｓ３０５において顧客から受け取
った情報に基づいて、どの支払先に支払うか、いくら支払うかを知る。代替的に、Ｓ３７
０において、プロセッサが、どのように各支払先に清算するか（例えば、支払先の識別子
および支払金額）をＰＯＳに報知してもよく、Ｓ３７５において、ＰＯＳが、支払先に支
払ってもよい。
【００４０】
　Ｓ３８０において、顧客が、支払の確認を受け取ってもよい。
【００４１】
　図４を参照して、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して
１つ以上の支払取引を実施する方法４０をこれから説明する。図４は、プロセス全体に含
まれていてもよい、いくつかのバリエーションおよびステップの概要をまとめている。
【００４２】
　Ｓ４１０において、ＰＯＳが、支払を行うのに十分な情報を、例えば、支払われるべき
支払先および支払金額を識別するのに十分な情報を受け取ってもよい。この情報は、複合
的な支払情報を形成していてもよい。Ｓ４２０において、プロセッサが、識別子を複合的
な支払情報に関係付けてもよい。識別子は、さまざまな形式であってもよい。Ｓ４２１に
おいて、識別子は、機械読み取り可能な形式のものであってもよい。Ｓ４２２において、
識別子は、英数字形式のものであってもよい。Ｓ４２３において、識別子は、ＰＯＳによ
って認識可能なセグメント、例えば、ＳＫＵまたはＵＰＣを含んでいてもよい。
【００４３】
　Ｓ４３０において、ＰＯＳが、識別子を受け取ってもよく、識別子をプロセッサに送っ
てもよい。プロセッサは、Ｓ４３１において、識別子が有効であることをコンファームし
；Ｓ４３２において、識別子に関係付けられている複合的な支払取引に対する支払がまだ
受け取られていないことをコンファームし；および／または、Ｓ４３３において、複合的



(12) JP 5977244 B2 2016.8.24

10

20

30

40

50

な支払取引を実施することについてＰＯＳが認証されていることをコンファームしてもよ
い。
【００４４】
　Ｓ４４０において、プロセッサが、複合的な支払取引を認証してもよく、Ｓ４４１にお
いて、プロセッサが、複合的な支払取引に対して支払われるべき金額をＰＯＳに報知して
もよい。
【００４５】
　Ｓ４５０において、複合的な支払取引が、ＰＯＳにおいて実施されてもよい。Ｓ４６０
において、プロセッサが、複合的な支払取引が実施されたとのコンファメーションを受け
取ってもよく、Ｓ４６１において、プロセッサが、資金を顧客から受信したこと、および
／または、資金が払われたことをコンファームしてもよい。
【００４６】
　Ｓ４７０において、プロセッサが、複合的な支払金額、ＰＯＳに起因する、より少ない
任意の手数料または費用に対してＰＯＳとともに清算してもよい。
【００４７】
　Ｓ４８０において、プロセッサが、複合的な支払取引情報中で識別された１つ以上の支
払先に清算してもよい。プロセッサは、Ｓ４８１において、支払先のアカウントに到達し
て、直接的に値を挿入すること、Ｓ４８２において、電子送金を通して値を支払先に転送
すること、Ｓ４８３において、自動決済機関システムを通して値を支払先に提供すること
、または、Ｓ４８４において、特定の支払先に対する支払金額で資金付けされた、仮想プ
リペイド記憶値カード番号を支払先に提供することを含む、任意の数の方法で、支払先に
清算してもよい。
【００４８】
　Ｓ４９０において、顧客が、支払取引のコンファメーションを受け取ってもよい。何ら
かの問題があり、特定の支払先への、構成要素である支払のうちの１つ以上を実施できな
い場合、プロセッサは、転送されなかった値に対して償還可能なしるしを顧客に提供して
もよい。例えば、プロセッサは、さまざまな取引で使用するために、仮想プリペイド記憶
値カード番号を顧客に提供してもよい。代替的に、プロセッサは、後続する支払取引が顧
客によって選択されるまで、このような資金を伝送してもよい。
【００４９】
　図５を参照して、本発明のいくつかの実施形態にしたがった、単一の識別子を使用して
１つ以上の支払取引を実施するシステム５０をこれから説明する。システム５０は、１人
以上の顧客５１０と、プロセッサ５２０と、１つ以上のＰＯＳ５３０と、１つ以上の支払
先５４０とを含んでいてもよい。
【００５０】
　プロセッサ５２０は、顧客インターフェース５２１と、支払先インターフェース５２２
と、ＰＯＳインターフェース５２３と、処理モジュール５２４と、データベース５２５と
、識別子発生モジュール５２６とを備えていてもよい。顧客インターフェース５２１は、
１人以上の顧客５１０との、すべての到来およびアウトバウンド通信を扱ってもよい。顧
客は、さまざまな態様で（例えば、インターネット、アプリケーション、アプレット、テ
キストメッセージング（ＳＭＳ／ＭＭＳ）、電子メール、電話コール等を通して）プロセ
ッサにアクセスできるので、顧客インターフェース５２１は、異なる顧客との複数のイン
ターフェースをまとめて識別できる。
【００５１】
　支払先インターフェース５２２は、さまざまな支払先との、支払先の支払プラットフォ
ームとの、または、代わりに支払先に対する資金を受け取るように支払先によって指定さ
れた当事者との、すべての到来およびアウトバンド通信を扱ってもよい。いくつかの実施
形態では、支払先インターフェース５２２は、ホスト間ネットワーク上でインターフェー
スの形態を取ってもよい。各支払先は、異なる要件またはシステム特性を持つことができ
るので、支払先インターフェース５２３は、異なる支払先との複数のインターフェースを
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まとめて識別できる。いくつかの実施形態では、プロセッサ５２０は支払先５４０にアク
セスしてもよく、これにより、プロセッサ５２０が、顧客５１０によって支払先５４０に
支払われる義務がある金額を決定してもよい。プロセッサ５２０は、複合的な支払取引情
報の決定の間に、この金額を顧客５１０に報知してもよい。
【００５２】
　ＰＯＳインターフェース５２３は、さまざまなＰＯＳデバイス、位置、マーチャントと
の、すべての到来およびアウトバンド通信を扱ってもよい。いくつかの実施形態では、Ｐ
ＯＳインターフェース５２３は、ホスト間ネットワーク上でインターフェースの形態を取
ってもよい。各ＰＯＳは、異なる要件またはシステム特性を持つことができるので、ＰＯ
Ｓインターフェース５２３は、異なるＰＯＳとの複数のインターフェースをまとめて識別
できる。
【００５３】
　処理モジュール５２４は、さまざまなインターフェース（５２１、５２２、５２３）に
結合されていてもよいとともに、データベース５２５と識別子発生モジュール５２６とに
結合されていてもよい。処理モジュールは、さまざまな支払取引を実施するのに必要とさ
れる、すべての決定、計算、および処理を実行してもよい。例えば、処理モジュールは、
識別子を、顧客から受け取った複合的な支払取引情報に一意的に関係付けて、機械読み取
り可能な形式で識別子を顧客に提供し、識別子が有効であること、および、複合的な支払
取引を実施することについてポイントオブセールが認証されていることとをコンファーム
し、１つ以上の支払先のそれぞれに提供する値の割り振りを決定してもよい。
【００５４】
　データベースは、複合的な支払取引に関係付けられたさまざまな記録を含んでいてもよ
い。これらの記録は、識別子発生モジュール５２６によって発生された識別子を、顧客、
支払先の識別子、支払先との顧客アカウント情報、および／または支払金額情報に関係付
けることを含んでいてもよい。将来の定期的支払をより効率的でかつ便利にするために、
データベースは、この情報を記憶してもよい。
【００５５】
　識別子発生モジュール５２６が、複合的な支払取引情報の各セットに関係付けられてい
る一意的または半一意的な識別子を発生させてもよい。識別子は、これらに限定されない
が、地理的位置または範囲、受け入れ可能または認証されているＰＯＳまたはマーチャン
ト、特定の支払先識別子、（例えば、識別子は、定期的に再利用されてもよい）時間的な
制限等のような特性に基づいた、識別子のサブセットにおいて一意的であってもよい点で
、識別子は半一意的であってもよい。
【００５６】
　ここで示した、および、記述した本発明の特定の実施形態は、例示に過ぎないことが理
解されるだろう。数多くのバリエーションおよび、変更、置換および均等物は、本発明の
精神および範囲から逸脱することなく当業者に見出されるだろう。したがって、ここで記
述した、および、添付の図面で示したすべての主題事項は、限定する意味ではなく一例に
すぎないとして考えられることが、そして、本発明の範囲は、もっぱら、添付した特許請
求の範囲によって決定されるだろうことが意図される。
　なお、以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［発明１］
　支払システムを管理する、コンピュータにより実現される方法において、
　前記方法は、コンピュータ化されたプロセッサによって実施され、前記プロセッサと、
ポイントオブセールと、顧客と、前記顧客がそこに支払を行うことを望む１つ以上の支払
先との間で促進され、前記プロセッサは、前記ポイントオブセールと、前記顧客と、前記
１つ以上の支払先と選択的に通信しており、
　前記方法は、
　　前記１つ以上の支払先の識別情報と、
　　前記１つ以上の支払先のそれぞれに対して支払うことを前記顧客が望む、値の金額の
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表示とを含む、
　複合的な支払取引情報を前記顧客から受け取ることと、
　識別子を前記複合的な支払取引情報に関係付けることと、
　前記識別子を前記顧客に提供することと、
　前記ポイントオブセールから前記識別子を受け取ることと、
　前記ポイントオブセールから値の金額を受け取ることと、
　前記複合的な支払取引情報中で前記顧客によって示された前記金額で前記１つ以上の支
払先に値を提供することとを含む方法。
［発明２］
　前記１つ以上の支払先の前記識別情報は、
　前記１つ以上の支払先を識別するのに十分な情報と、
　前記１つ以上の支払先との前記顧客のアカウントを識別するのに十分な情報とを含む発
明１記載の方法。
［発明３］
　前記識別子は、前記複合的な支払取引情報に一意的に関係付けられる発明１記載の方法
。
［発明４］
　前記識別子は、機械読み取り可能な形式で前記顧客に提供される発明１記載の方法。
［発明５］
　前記機械読み取り可能な形式は、バーコードである発明４記載の方法。
［発明６］
　前記バーコードは、前記複合的な支払取引に対して前記顧客から支払われるべき総値を
示すための、前記ポイントオブセールによって決定可能な情報を含む発明５記載の方法。
［発明７］
　前記バーコードは、ユニバーサル価格コード（ＵＰＣ）または在庫管理単位（ＳＫＵ）
を含む発明６記載の方法。
［発明８］
　前記機械読み取り可能な形式は、ＱＲコードと、磁気ストライプと、無線周波数識別（
ＲＦＩＤ）タグとからなるグループから選択される発明４記載の方法。
［発明９］
　前記複合的な支払に対して前記顧客から支払われるべき前記総値は、手数料、税金、コ
ミッション、または追加チャージを含む発明６記載の方法。
［発明１０］
　前記ポイントオブセールから識別子を受け取るステップは、前記識別子に関係付けられ
た第２の識別子を受け取ることを含む発明１記載の方法。
［発明１１］
　値は、自動決済機関（ＡＣＨ）の清算を通して前記１つ以上の支払先に提供される発明
１記載の方法。
［発明１２］
　値は、電子送金を通して前記１つ以上の支払先に提供される発明１記載の方法。
［発明１３］
　前記プロセッサが、前記１つ以上の支払先のデータベースまたはアカウントに到達して
値を挿入することによって、値は前記１つ以上の支払先に提供される発明１記載の方法。
［発明１４］
　仮想プリペイド記憶値カードに関係付けられているしるしを前記１つ以上の支払先に送
信することによって、値は前記１つ以上の支払先に提供される発明１記載の方法。
［発明１５］
　前記１つ以上の支払先は、前記顧客がそこに未払い請求に対してお金を支払う義務があ
る、製品またはサービスのプロバイダである発明１記載の方法。
［発明１６］
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　前記１つ以上の支払先に前記値が送られたことを前記顧客にコンファームすることをさ
らに含む発明１記載の方法。
［発明１７］
　前記複合的な支払取引情報中で前記顧客によって示された金額で前記１つ以上の支払先
に値を提供するステップは、受け取った値をどのように前記１つ以上の支払先に分配する
かを前記ポイントオブセールに報知することを含む発明１記載の方法。
［発明１８］
　前記識別子が有効であることをコンファームするステップをさらに含む発明１記載の方
法。
［発明１９］
　前記識別子に関係付けられた複合的な支払取引がこれまで実施されていないことをコン
ファームするステップをさらに含む発明１記載の方法。
［発明２０］
　前記複合的な支払取引を要求することについて前記ポイントオブセールが認証されてい
ることをコンファームするステップをさらに含む発明１記載の方法。
［発明２１］
　前記プロセッサが、前記複合的な支払取引に対して支払われるべき総額を前記ポイント
オブセールに送るステップをさらに含む発明１記載の方法。
［発明２２］
　前記複合的な支払取引情報中で前記顧客によって示された前記金額で前記１つ以上の支
払先に値を提供するステップは、前記値が、前記顧客から前記ポイントオブセールによっ
て実際に受け取られたことがコンファームされるまで実行されない発明１記載の方法。
［発明２３］
　支払システムを管理する、コンピュータにより実現される方法において、
　前記方法は、コンピュータ化されたプロセッサによって実施され、前記プロセッサと、
ポイントオブセールと、顧客と、前記顧客がそこに支払を行うことを望む１つ以上の支払
先との間で促進され、前記プロセッサは、前記ポイントオブセール端末と、前記顧客と、
前記１つ以上の支払先と選択的に通信しており、
　前記方法は、
　　前記１つ以上の支払先を識別するのに十分な情報と、
　　前記１つ以上の支払先との前記顧客のアカウントを識別するのに十分な情報と、
　　前記１つ以上の支払先のそれぞれに対して支払うことを前記顧客が望む、値の金額の
表示とを含む、
　複合的な支払取引情報を前記顧客から受け取ることと、
　識別子を、前記複合的な支払取引情報に一意的に関係付けることと、
　機械読取可能な形式で前記識別子を前記顧客に提供することと、
　前記識別子を前記ポイントオブセールから受け取ることと、
　前記識別子が有効であることと、前記複合的な支払取引を実施することについて前記ポ
イントオブセールが認証されていることとをコンファームすることと、
　前記ポイントオブセールから値の金額を受け取ることと、
　前記複合的な支払取引情報中で前記顧客によって示された前記金額で前記１つ以上の支
払先に値を提供することと、
　前記値が前記１つ以上の支払先に送られたことをコンファームするコンファメーション
を前記顧客に送ることとを含む方法。
［発明２４］
　ポイントオブセールと、顧客と、前記顧客がそこに支払を行うことを望む１つ以上の支
払先との間で促進され、支払システムを管理するプロセッサにおいて、
　前記プロセッサと前記顧客との間で選択可能な通信を提供し、
　　前記１つ以上の支払先を識別するのに十分な情報と、
　　前記１つ以上の支払先との前記顧客のアカウントを識別するのに十分な情報と、
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　　前記１つ以上の支払先のそれぞれに対して支払うことを前記顧客が望む、値の金額の
表示とを含む、
　複合的な支払取引情報を前記顧客から受け取るように構成され、前記複合的な支払取引
情報に一意的に関係付けられた識別子を前記顧客に送信するように構成されている顧客イ
ンターフェースと、
　前記プロセッサと前記ポイントオブセールとの間で選択可能な通信を提供し、前記顧客
から支払が受け取られたとのコンファメーションと、前記識別子とを、前記ポイントオブ
セールから受け取るように構成されているポイントオブセールインターフェースと、
　前記プロセッサと前記１つ以上の支払先との間で選択可能な通信を提供し、前記複合的
な支払取引情報が正確であることをコンファームするように前記１つ以上の支払先と通信
し、前記１つ以上の支払先に値を送信するように構成されている支払先インターフェース
と、
　前記顧客インターフェースと、前記ポイントオブセールインターフェースと、前記支払
先インターフェースと通信しており、
　　識別子を、前記顧客から受け取った前記複合的な支払取引情報に一意的に関係付ける
ようにと、
　　機械読み取り可能な形式で前記識別子を前記顧客に提供するようにと、
　　前記識別子が有効であることと、前記複合的な支払取引を実施することについて前記
ポイントオブセールが認証されていることとをコンファームするようにと、
　前記１つ以上の支払先のそれぞれに提供する値の割振を決定するように構成されている
処理モジュールとを具備するプロセッサ。
［発明２５］
　データベースをさらに具備する発明２４記載のプロセッサ。
［発明２６］
　前記データベースは、前記複合的な取引情報の記録を含み、前記記録は、前記識別子を
それに関係付ける発明２５記載のプロセッサ。
［発明２７］
　前記データベースは、将来の複合的な支払取引において使用するために顧客に関係付け
られた記録を含む発明２５記載のプロセッサ。
［発明２８］
　前記複合的な支払取引を表す識別子を発生させるための識別子発生モジュールをさらに
具備する発明２４記載のプロセッサ。
［発明２９］
　前記識別子発生モジュールは、機械読み取り可能な形式で識別子を発生させる発明２８
記載のプロセッサ。
［発明３０］
　前記機械読み取り可能な形式は、バーコードである発明２９記載のプロセッサ。
［発明３１］
　前記バーコードは、前記複合的な支払取引に対して前記顧客から支払われるべき総値を
示すための、前記ポイントオブセールによって決定可能な情報を含む発明３０記載のプロ
セッサ。
［発明３２］
　前記バーコードは、ユニバーサル価格コード（ＵＰＣ）または在庫管理単位（ＳＫＵ）
を含む発明３０記載のプロセッサ。
［発明３３］
　前記機械読み取り可能な形式は、ＱＲコードと、磁気ストライプと、無線周波数識別（
ＲＦＩＤ）タグとからなるグループから選択される発明２９記載のプロセッサ。



(17) JP 5977244 B2 2016.8.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 5977244 B2 2016.8.24

【図５】



(19) JP 5977244 B2 2016.8.24

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(72)発明者  スミス、メリル・ブルックス
            アメリカ合衆国、フロリダ州　３３３０４、エフティー．・ローダーデール、エヌイー・ナインス
            ・ストリート　２８４５・ナンバー　１５０５
(72)発明者  グレーブス、フィリップ・クライグ
            アメリカ合衆国、ジョージア州　３０３４２、アトランタ、ストラトフォード・ホール・プレイス
            　１４
(72)発明者  チャキリス、フィル・エム．
            アメリカ合衆国、ジョージア州　３０３２７、アトランタ、エヌ．ダブリュ．、バーレイン・プレ
            イス　１０６

    合議体
    審判長  手島　聖治
    審判官  野崎　大進
    審判官  石川　正二

(56)参考文献  国際公開第２００４／０７５０８１（ＷＯ，Ａ１）
              特開２００１－０６７３９６（ＪＰ，Ａ）
              米国特許出願公開第２００３／０１５４１３９（ＵＳ，Ａ１）
              特開２０００－３２２６５８（ＪＰ，Ａ）
              特表２０１０－５０６２６５（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０１／８８７８５（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06Q20/00-50/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

