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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルサービスの加入者のホームネットワークおよび前記モバイルサービスの加入者
のホストネットワークを含む複数の移動体通信ネットワークと通信するサーバーと、
　中央清算設備の各メンバーに関連付けられたアカウント記録を記憶する電子記憶装置で
あって、前記メンバーが前記ホームネットワークと前記ホストネットワークのリテーラと
を含み、前記アカウント記録のそれぞれが、当該関連付けられたメンバーが利用できるク
レジットを示すデータを含み、第一の前記アカウント記録が前記ホストネットワークの前
記リテーラに関連付けられ、第二の前記アカウント記録が前記ホームネットワークに関連
付けられた、電子記憶装置と
　を含む中央清算設備であって、
　前記ホストネットワークの前記リテーラから受信した、前記加入者のために前記ホーム
ネットワークからエアタイムを購入する要求に対して、前記サーバーが
　前記エアタイムのために前記ホストネットワークの前記リテーラによって支払われるデ
ビット額と、前記エアタイムのために前記ホームネットワークに対して支払われるクレジ
ット額とを、前記中央清算設備の共通通貨を用いて計算し、
　前記ホストネットワークの前記リテーラが利用できるクレジットを前記デビット額の分
減らすように前記第一のアカウント記録に記憶されているデータを修正し、
　前記ホームネットワークに対して、前記加入者に前記エアタイムを割り当てる要求を開
始し、
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　前記ホームネットワークが利用できるクレジットを前記クレジット額の分増やすように
前記第二のアカウント記録に記憶されているデータを修正するよう、前記サーバーを適合
させるアプリケーションを実行するプロセッサを前記サーバーが有する、中央清算設備。
【請求項２】
　前記サーバーは、前記デビット額を前記共通通貨で変換した中間デビット額を決定し、
前記中間デビット額を、前記ホストネットワークのローカル通貨の前記デビット額へ変換
するように構成される、請求項１に記載の中央清算設備。
【請求項３】
　前記サーバーは、前記クレジット額を前記共通通貨で変換した中間クレジット額を決定
し、前記中間クレジット額を前記ホームネットワークのローカル通貨のクレジット額へ変
換するように構成される、請求項１又は２に記載の中央清算設備。
【請求項４】
　前記中間デビット額は、予め定められた複数の通貨単位の内の一つである、請求項２に
記載の中央清算設備。
【請求項５】
　前記中間クレジット額は、予め定められた複数の通貨単位の内の一つである、請求項３
に記載の中央清算設備。
【請求項６】
　前記予め定められた通貨単位は、レートカードを用いて定義される、請求項４又は５に
記載の中央清算設備。
【請求項７】
　前記レートカードは、前記メンバーのネットワークに適用可能な通貨を含む、請求項６
に記載の中央清算設備。
【請求項８】
　前記サーバーは、
　前記第一のアカウント記録に記録されたデータに基づいて、前記リテーラに対して利用
可能なクレジットが前記デビット額より少ないかどうかを決定し、
　前記リテーラに対して利用可能なクレジットが前記デビット額より少ないと決定した場
合に、前記中央清算設備の少なくとも１つの他のメンバーから追加のクレジットを得るよ
うに構成される、請求項１～７の何れか一項に記載の中央清算設備。
【請求項９】
　前記中央清算設備の少なくとも１つの他のメンバーは、前記リテーラのためのクレジッ
トプロバイダを含み、前記クレジットプロバイダは、第三の前記アカウント記録と関連付
けられ、前記サーバーは、前記リテーラに対して利用可能なクレジットが前記デビット額
より少ないと決定すると、前記第一及び第三のアカウント記録に記憶されているデータを
前記クレジットプロバイダから前記リテーラへクレジットを送るように修正するように構
成される、請求項８に記載の中央清算設備。
【請求項１０】
　前記中央清算設備の少なくとも１つの他のメンバーは、前記リテーラと関連付けられた
前記ホストネットワークのディーラを含み、前記ディーラは、第四の前記アカウント記録
と関連付けられ、前記サーバーは、前記リテーラに対して利用可能なクレジットが前記デ
ビット額より少ないと決定すると、前記第一及び第四のアカウント記録に記憶されている
データを前記ディーラから前記リテーラへクレジットを送るように修正するように構成さ
れる、請求項８又は９に記載の中央清算設備。
【請求項１１】
　前記サーバーは、前記エアタイムが前記加入者へ割り当てられたという前記ホームネッ
トワークからの確認を受け付けると、前記エアタイムが前記加入者へ割り当てられたこと
を示すメッセージを前記加入者及び前記リテーラの少なくとも一方に送信するように構成
される、請求項１～１０の何れか一項に記載の中央清算設備。
【請求項１２】
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　前記メッセージは、前記加入者へ割り当てられたエアタイムの額を含む、請求項１１に
記載の中央清算設備。
【請求項１３】
　前記メッセージが、電子メール、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＩＰ、ＵＳＳＤを介したフラッシュ
メッセージ、又はＳＴＫを介したフラッシュメッセージの形態で送られる、請求項１１又
は１２に記載の中央清算設備。
【請求項１４】
　前記中央清算設備が外国為替トレーディングサービスに統合される、請求項１～１３の
何れか一項に記載の中央清算設備。
【請求項１５】
　前記中央清算設備は、ウェブポータル、ＡＴＭ、ＰＯＳ、ｋｉｏｓｋ、ＳＭＳ、ＭＭＳ
、ＷＡＰ、Ｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｏｒｔａｌ（ＯＤＰ）又はＵＳＳＤコマンドを介して
前記リテーラからの前記要求を受け付けるように構成される、請求項１～１４の何れか一
項に記載の中央清算設備。
【請求項１６】
　請求項１～１５の何れか一項に記載の中央清算設備と、前記中央清算設備と通信する前
記移動体通信ネットワークとを備える、移動体通信システム。
【請求項１７】
　モバイルサービスの加入者へエアタイムを提供する中央清算設備を動作させるためのコ
ンピュータ化された方法であって、前記中央清算設備は、前記モバイルサービスの加入者
のホームネットワークおよび前記モバイルサービスの加入者のホストネットワークを含む
複数の移動体通信ネットワークと通信し、前記方法は、電子的に、
　前記中央清算設備の各メンバーに関連付けられたアカウント記録を記憶するステップで
あって、前記メンバーが前記ホームネットワークと前記ホストネットワークのリテーラと
を含み、前記アカウント記録のそれぞれが、当該関連付けられたメンバーが利用できるク
レジットを示すデータを含み、第一の前記アカウント記録が前記ホストネットワークの前
記リテーラに関連付けられ、第二の前記アカウント記録が前記ホームネットワークに関連
付ける、ステップと、
　前記中央清算設備のサーバーが、
　前記ホストネットワークの前記リテーラから受信した、前記加入者のために前記ホーム
ネットワークからエアタイムを購入する要求に対して、前記エアタイムのために前記ホス
トネットワークの前記リテーラによって支払われるデビット額と、前記エアタイムのため
に前記ホームネットワークに対して支払われるクレジット額とを、前記中央清算設備の共
通通貨を用いて計算し、
　前記ホストネットワークの前記リテーラが利用できるクレジットを前記デビット額の分
減らすように前記第一のアカウント記録に記憶されているデータを修正し、
　前記ホームネットワークに対して、前記加入者に前記エアタイムを割り当てる要求を開
始し、
　前記ホームネットワークが利用できるクレジットを前記クレジット額の分増やすように
前記第二のアカウント記録に記憶されているデータを修正するように構成する、ステップ
と、
を含むコンピュータ化された方法。
【請求項１８】
　前記サーバーは、前記デビット額を前記共通通貨で変換した中間デビット額を決定し、
前記中間デビット額を、前記ホストネットワークのローカル通貨の前記デビット額へ変換
するように電子的に構成される、請求項１７に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項１９】
　前記サーバーは、前記クレジット額を前記共通通貨で変換した中間クレジット額を決定
し、前記中間クレジット額を前記ホームネットワークのローカル通貨のクレジット額へ変
換するように電子的に構成される、請求項１７又は１８に記載のコンピュータ化された方
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法。
【請求項２０】
　前記中間デビット額は、予め定められた複数の通貨単位の内の一つである、請求項１８
に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項２１】
　前記中間クレジット額は、予め定められた複数の通貨単位の内の一つである、請求項１
９に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項２２】
　前記予め定められた通貨単位は、レートカードを用いて定義される、請求項２０又は２
１に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項２３】
　前記レートカードは、前記メンバーのネットワークに適用可能な通貨を含む、請求項２
２に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項２４】
　前記サーバーは、
　前記第一のアカウント記録に記録されたデータに基づいて、前記リテーラに対して利用
可能なクレジットが前記デビット額より少ないかどうかを決定し、
　前記リテーラに対して利用可能なクレジットが前記デビット額より少ないと決定した場
合に、前記中央清算設備の少なくとも１の他のメンバーから追加のクレジットを得る
ように電子的に構成される、請求項１７～２３の何れか一項に記載のコンピュータ化され
た方法。
【請求項２５】
　前記中央清算設備の少なくとも１つの他のメンバーは、前記リテーラに対するクレジッ
トプロバイダを含み、前記クレジットプロバイダは、第三の前記アカウント記録と関連付
けられ、前記サーバーは、前記リテーラに対して利用可能なクレジットが前記デビット額
より少ないと決定すると、前記第一及び第三のアカウント記録に記憶されているデータを
前記クレジットプロバイダから前記リテーラへクレジットを送るように修正するように電
子的に構成される、請求項２４に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項２６】
　前記中央清算設備の少なくとも１つの他のメンバーは、前記リテーラと関連付けられた
ホストネットワークのディーラを含み、前記ディーラは、第四の前記アカウント記録と関
連付けられ、前記サーバーは、前記リテーラに対して利用可能なクレジットが前記デビッ
ト額より少ないと決定すると、前記第一及び第四の前記アカウント記録に記憶されている
データを前記ディーラから前記リテーラへクレジットを送るように修正するように電子的
に構成される、請求項２４又は２５に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項２７】
　前記サーバーは、前記エアタイムが前記加入者へ割り当てられたという前記ホームネッ
トワークからの確認を受け付けると、前記エアタイムが前記加入者へ割り当てられたこと
を示すメッセージを前記加入者及び前記リテーラの少なくとも一方に送信するように電子
的に構成される、請求項１７～２６の何れか一項に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項２８】
　前記メッセージは、前記加入者へ電子的に割り当てられたエアタイムの額を含む請求項
２７に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項２９】
　前記メッセージは、電子メール、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＩＰ、ＵＳＳＤを介したフラッシュ
メッセージ、又はＳＴＫを介したフラッシュメッセージの形態で電気的に送られる、請求
項２７又は２８に記載のコンピュータ化された方法。
【請求項３０】
　前記中央清算設備が外国為替トレーディングサービスに電子的に統合される、請求項１
７～２９の何れか一項に記載のコンピュータ化された方法。
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【請求項３１】
　前記中央清算設備は、ウェブポータル、ＡＴＭ、ＰＯＳ、ｋｉｏｓｋ、ＳＭＳ、ＭＭＳ
、ＷＡＰ、Ｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｏｒｔａｌ（ＯＤＰ）又はＵＳＳＤコマンドを介して
前記リテーラからの前記要求を受け付けるように電子的に構成される、請求項１７～３０
の何れか一項に記載のコンピュータ化された方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワーク内にクレジット設備を提供するためのシステム及び方法に
関する。特に、それには限定されないが、本発明は、携帯電話の通信ネットワーク内にお
けるエアタイムのリチャージサービスの提供に関する。
【背景技術の説明】
【０００２】
　現在のほとんどの携帯電話の通信システムには、後払い及び前払いの２つの支払いパラ
ダイムが使用されている。ほとんどの後払い携帯電話サービスは、ユーザとサービスプロ
バイダとの間の契約を介して提供されている。後払いパラダイムの下では、ユーザは、個
々の請求サイクルの最後に、ユーザの利用金額に基づいて請求される。
【０００３】
　前払いパラダイムの下では、ユーザは、通常、一定の額のネットワーククレジットと共
にハンドセットを購入する。ユーザは、次に、クレジットを使い切るまで自由にネットワ
ークにアクセスすることができる。ユーザは、いつでも、前払いアカウントに、より多く
のクレジットを追加することができる。これは、アカウントの「トッピングアップ」とし
て知られている。このトップアップは、プロバイダとのクレジット／デビットカード取引
によって、或いは小売販売店で「トップアップカード」を購入することによって割り当て
ることができる。トップアップカードには、電話でクレジットを買い戻すことができる固
有のコードが刻印されている（しばしばスクラッチオフパネルの下で）。前払い携帯電話
のためのクレジットには期限を設けることができ、例えば最後にクレジットが追加された
日から９０日の期限を設けることができる。これらの場合、満期になる前にクレジットを
追加しない顧客は、残りの差引残高を失うことになり、サービス（及びサービスに関連す
る電話番号）が打ち切られることになる。
【０００４】
　前払い携帯電話を使用する場合の問題の１つは、ユーザがそのサービスプロバイダのネ
ットワークの外にいる場合（例えばユーザが国際間を飛び廻っている場合）、クレジット
のリチャージが困難なことである。このような場合、ユーザは、ユーザの特定のサービス
プロバイダからリチャージカードを購入することができない。しかしながら、上で言及し
たように、ユーザは、クレジットカード又はデビットカードを利用することによってクレ
ジットをリチャージするためのオプションを有している。通常、このリチャージ設備は、
ウェブポータル、プログラム済みサービス番号を介したダイアルインサービス又はＳＭＳ
サービスの形態で提供されている。ダイアルイン及びＳＭＳリチャージは、ＳＭＳの呼出
し及び送出しを開始するにはユーザのクレジットが不十分である場合、とりわけ問題にな
ることがある。同様に、ウェブポータルの場合、ユーザはインターネットにアクセスする
ことができなければならず、したがってクレジットの不足が通知されてからリチャージま
での間に著しい遅延が存在する可能性があり、ユーザは、遅延している間、ネットワーク
にアクセスすることができず、また、場合によっては呼出しを受け取ることができないこ
とがある。ユーザのホームネットワークは、クレジット額の更新を登録するのに若干の時
間を要するため、この遅延はさらに長くなる可能性があり、クレジット額の変化がホスト
ネットワークへ伝搬されると、さらなる遅延が生じることになる。
【０００５】
　したがって、携帯電話の加入者が、比較的単純且つシームレスである、複数の携帯電話
のサービスプロバイダのプラットフォームにわたって、携帯電話のクレジットをリチャー
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ジできるシステム及び方法といったニーズがある。また、携帯電話のエアタイムをリチャ
ージすることができるだけでなく、追加サービス又は商品の購入に利用されるクレジット
をリチャージすることができるシステム及び方法を提供することも有利な点である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の一態様では、加入者にクレジットを提供するためのシステムが提供され、前記
システムには、
　個々のネットワークがそれぞれ複数の加入者をサポートしている複数のネットワークと
、
　複数のネットワーク内の個々のネットワークに結合された中央清算設備であり、複数の
加入者アカウントを維持し、クレジット要求を加入者から受け取ると、
　　そのクレジット要求を中間金額に変換し、
　　前記中間金額を使用してクレジットプロバイダから価値クレジットを獲得し、
　　要求されたクレジットの額を加入者のアカウントの貸方に記入し、且つ、
　　クレジットの要求の承認を加入者に勧告する
　ように構成される中央清算設備とが含まれている。
【０００７】
　中央清算設備は、少なくとも１つのサーバを含むことができ、前記サーバは、複数の加
入者アカウントを維持し、且つ、複数のクレジットプロバイダから１人又は複数人の加入
者へのクレジットの提供を交渉するように構成されている。
【０００８】
　中央清算設備は、クレジット要求を中間金額に変換することができるよう、外国為替ト
レーディングサービスに結合することができる。好ましくは、要求された額のクレジット
が、加入者が要求を発するネットワークのローカル通貨で中央清算設備に転送される。適
切には、中間金額は、要求された額のクレジットと等価の米国ドルである。中央清算設備
は、外国為替システム（フォレックス）へのアクセスを備えることができ、したがって中
間金額として使用するための複数の通貨を選択することができることは当業者には理解さ
れよう。要求されたクレジット額は、ウェブポータル、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＷＡＰ、Ｏｎ　
Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｏｒｔａｌ（ＯＤＰ）、ＡＴＭ、ＰＯＳ、Ｋｉｏｓｋ又はＵＳＳＤコマ
ンドを介して加入者が清算設備に転送することができる。クレジット要求が携帯電話のハ
ンドセットを介して転送される場合、ハンドセットは、要求に関連する詳細をユーザが入
力することができるよう、一組の機能メニューを提供するように構成することができる。
好ましくは、中央清算設備は、中央交換所をさらに含むことができる。
【０００９】
　クレジットの要求の承認に関する勧告は、ＵＳＳＤ又はＳＴＫ等々を介した電子メール
、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＷＡＰ、Ｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｏｒｔａｌ（ＯＤＰ）、フラッシュ
メッセージの形態で加入者に送ることができる。適切には、承認通知には、加入者のアカ
ウントの貸方に記入される額、及び要求された額のクレジットを獲得するために加入者に
請求される額が含まれている。好ましくは、加入者は、加入者の金融機関又はクレジット
プロバイダの金融機関に対する口座引き落としによってクレジットの提供が請求される。
【００１０】
　クレジットの要求には、第三者に対する所定のクレジット額の現金支払いの提供を含む
ことができ、このような場合、加入者のアカウントと第三者の加入者アカウントとの間で
クレジットが転送されるようにシステムを構成することができ、例えば第三者はクレジッ
トプロバイダとして機能する。別法としては、加入者にとって最良のレートを獲得するた
めに、クレジットプロバイダにクレジットを要求するブローカを第三者にさせるようにシ
ステムを構成することも可能である。システムは、加入者のためのクレジットの提供を仲
介するための所定の手数料を第三者の貸方に記入するように構成することができる。
【００１１】
　好ましくは、加入者が獲得したクレジットは、中央清算設備を介して、クレジット設備
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に登録されている１つ又は複数の第三者によって提供される多くの商品及びサービスと交
換することができる。
【００１２】
　さらに、中央清算設備は、クレジット要求を発する加入者の位置に関する情報を獲得す
るように構成することも可能である。また、清算設備は、適切な国内及び国際取引税手数
料を計算し、且つ、販売価格、販売人への送金額（つまり手数料）、等々を調整するよう
に構成することができる。
【００１３】
　本発明の他の態様では、加入者にエアタイムを提供するためのシステムが提供され、前
記システムには、
　個々のネットワークがそれぞれ複数の加入者をサポートしている複数のネットワークと
、
　複数のネットワーク内の個々のネットワークに結合された中央清算設備であり、複数の
加入者アカウントを維持し、追加エアタイムの要求を第１のネットワーク上の加入者から
受け取ると、
　　そのエアタイム要求を中間金額に変換し、
　　前記中間金額を使用して第２のネットワークからエアタイムを獲得し、
　　要求されたエアタイムの額を加入者の貸方に記入し、且つ、
　　エアタイム要求の承認を加入者に勧告する
　ように構成される中央清算設備と、が含まれている。
【００１４】
　好ましくは、ネットワークの各々は携帯電話の通信ネットワークであり、個々の携帯電
話のネットワークを異なる携帯電話サービスプロバイダが所有することができる。このよ
うな場合、加入者には、携帯電話サービスの携帯電話加入者、携帯電話ディーラ及びリテ
ーラを含むことができる。
【００１５】
　適切には、第１のネットワークは、加入者を現在ホストしているネットワークであり、
また、第２のネットワークは加入者のホームネットワークである。別法としては、第１及
び第２のネットワークは同じネットワークであってもよい（つまりドメスティックなエア
タイムのトランスファ）。
【００１６】
　中央清算設備は、エアタイム要求を中間金額に変換することができるよう、外国為替ト
レーディングサービスに結合することができる。好ましくは、エアタイム要求が、第１の
ネットワークのローカル通貨で中央清算設備に転送される。適切には、中間金額は、要求
された額のエアタイムの米国ドルの費用である。しかしながら、中央清算設備は、複数の
通貨又は異なる通貨を中間金額として使用することができる。エアタイム要求は、ウェブ
ポータル、ＡＴＭ、ＰＯＳ、Ｋｉｏｓｋを介して加入者が中央清算設備に転送することが
でき、或いはＳＭＳ、ＭＭＳ、ＷＡＰ、ＯＤＰ又はＵＳＳＤコマンドの形態で携帯電話の
ハンドセットを介して中央清算設備に転送することができる。エアタイム要求が携帯電話
のハンドセットを介して転送される場合、ハンドセットは、要求に関連する詳細、例えば
それらに限定されないが、アカウントｉｄ、要求されたエアタイムの額及び関連する他の
情報を含む詳細をユーザが入力することができるよう、一組の機能メニューを提供するよ
うに構成することができる。
【００１７】
　加入者は、第２のネットワークの後払い顧客であってもよい。適切には、システムは、
要求された額のエアタイムの費用を第２のネットワーク上で加入者の後払いアカウントの
借方に第２のネットワークのローカル通貨で記入するように構成される。エアタイムの要
求の承認に関する勧告は、ＵＳＳＤ又はＳＴＫ等々を介した電子メール、ＳＭＳ、ＭＭＳ
、電話でのフラッシュメッセージの形態で加入者に送られる。適切には、通知には、要求
されたエアタイムを提供するために、加入者の後払いアカウントに対して請求される額に
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関する勧告が含まれている。
【００１８】
　加入者は、第２のネットワークの前払い顧客であってもよい。このような場合、エアタ
イム要求には、第三者加入者のアカウントの借方への要求されたエアタイムに対応する額
の記入、及び加入者のアカウントの貸方への前記要求されたエアタイムに対応する額の、
前払いアカウントが維持されているネットワークのローカル通貨での記入が含まれている
。この取引には、第三者加入者への現金支払いを必要とすることがあり、この現金支払い
は、当事者間で合意される通貨で実施され、この通貨には、第三者加入者のローカル通貨
、或いは要求されたエアタイムに対応する額の許容可能な任意の通貨が使用され、また、
この通貨は、さらなるマークアップの対象になることがある。エアタイム要求の承認に関
する勧告は、ＵＳＳＤ又はＳＴＫ等々を介した電子メール、ＳＭＳ、ＭＭＳ、フラッシュ
メッセージの形態で加入者に送られる。適切には、通知には、加入者のアカウントの貸方
に記入されるエアタイムの額の、加入者のホームネットワークのローカル通貨での額に対
する勧告が含まれている。
【００１９】
　また、システムは、加入者間でエアタイムを転送することができるように構成すること
も可能である。加入者間でのエアタイムの転送は、ＵＳＳＤコマンドを介して中央清算設
備にキーワード又はフラッシュメッセージを送ることによって開始することができる。転
送を開始する当事者は、次に、受領者の携帯電話番号の入力を要求され、また、転送を開
始する当事者が、その意図する受領者への転送を希望するエアタイムの額を入力するよう
に要求される。システムは、転送を開始する当事者のホームネットワーク請求システムの
借方にエアタイムを記入し、且つ、受領者のホーム請求システムの貸方にエアタイムを記
入するようにさらに構成することができる。
【００２０】
　システムは、携帯電話のディーラ及び携帯電話のリテーラによってなされた販売に基づ
いて、携帯電話のサービスプロバイダに所定の手数料を提供するように構成することがで
きる。また、システムは、携帯電話のリテーラに対してなされた個々の販売に対する所定
の手数料を携帯電話のディーラに提供することも可能である。適切には、個々の取引に対
する所定の手数料は、クレジット設備に登録されている個々の携帯電話のサービスプロバ
イダによって交渉される。
【００２１】
　システムは、追加エアタイムの要求を発する加入者又はエアタイムを転送する加入者の
位置に関する情報を獲得するように構成することができる。
【００２２】
　本発明の他の態様では、個々のネットワークがそれぞれ複数の加入者をサポートしてい
る複数のネットワークに結合された中央清算設備を介した、選択された加入者へのクレジ
ットの提供を容易にする方法が提供され、当該方法には、
　少なくとも１人の加入者からのクレジット要求を中央清算設備で受け取るステップと、
　加入者が中央清算設備にアカウントを有しているかどうかを決定するステップと、
　加入者が中央清算設備にアカウントを維持していることが決定されると、クレジット要
求を中間金額に変換するステップと、
　中間金額に基づいてクレジットプロバイダからクレジットを獲得するステップと、
　要求されたクレジットの額を中央清算設備を使用して加入者のアカウントの貸方に記入
するステップと、
　クレジット要求の承認を加入者に勧告するステップと
　が含まれている。
【００２３】
　適切には、受け取るステップには、ウェブポータル、無線端末、ＡＴＭ、ＰＯＳ又はｋ
ｉｏｓｋとして１つ又は複数のキーワードの形態でクレジット要求を受け取るステップが
含まれている。携帯電話の電話などの無線端末の場合、要求は、クレジット要求を受け取
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る前に、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＷＡＰ、ＯＤＰ又はＵＳＳＤコマンドを介して発せられる。
【００２４】
　中間金額に変換するステップは、クレジット要求を等価米国ドルの額に変換するステッ
プを含むことができる。適切には、この変換は、必ずしも実時間レートである必要はなく
、また、システムの中に保存することができる現行フォレックスレートに基づいて実施さ
れる。
【００２５】
　好ましくは、クレジット（後払い加入者のための）を獲得するステップには、中央清算
設備上でクレジットプロバイダのアカウントの借方にクレジットの要求額を記入するステ
ップ、及び加入者のホームネットワークサービスアカウントを請求するステップが含まれ
ている。適切には、加入者のホームネットワークサービスアカウントを請求するステップ
には、中間金額を加入者のホームネットワークのローカル通貨に変換するステップが含ま
れている。別法としては、前払い加入者の場合、クレジットプロバイダは、現金で直接支
払うことも、或いはキャッシュカード又はクレジットカード、携帯電話バンキング、小切
手、或いは現金と等価の他の形態で支払うことができる。
【００２６】
　この方法は、加入者のアカウントに含まれているクレジットをクレジット設備に登録さ
れている第三者によって提供される商品及びサービスに交換するステップをさらに含むこ
とができる。
【００２７】
　適切には、勧告するステップには加入者に電子通知を送るステップが含まれている。電
子通知は、ＵＳＳＤ又はＳＴＫを介したＳＭＳ、電子メール、ＭＭＳ、フラッシュメッセ
ージ、等々であってもよい。通知には、獲得されたクレジットの額、及び要求されたクレ
ジット額を提供するために加入者のホームサービスアカウントに請求される額に関する情
報を含むことができる。
【００２８】
　本発明の他の態様では、複数の携帯電話通信ネットワークに結合された中央清算設備を
介して携帯電話通信ネットワークの加入者にエアタイムを提供する方法が提供され、当該
方法には、
　第１のネットワーク上の少なくとも１人の加入者からの、清算設備に結合された複数の
移動通信ネットワーク内の第２のネットワークからのエアタイム要求を中央清算設備で受
け取るステップと、
　加入者が中央清算設備にアカウントを有しているかどうかを決定するステップと、
　加入者が中央清算設備にアカウントを維持していることが決定されると、エアタイムの
要求を中間金額に変換するステップと、
　中間金額に基づいて第２のネットワークからエアタイムを獲得するステップと、
　要求されたクレジットの額を中央清算設備を使用して加入者のアカウントの貸方に記入
するステップと、
　エアタイムの要求の承認を加入者に勧告するステップと
　が含まれている。
【００２９】
　適切には、受け取るステップには、エアタイムの要求を受け取る前に、ＳＭＳ、ＭＭＳ
、ＡＴＭ、ＰＯＳ、ｋｉｏｓｋ、ＯＤＰ又はＵＳＳＤコマンドを介して要求を受け取るス
テップが含まれている。
【００３０】
　好ましくは、第１のネットワークは、加入者を現在ホストしているネットワークであり
、また、第２のネットワークは加入者のホームネットワークである。第１及び第２のネッ
トワークは、加入者のホームネットワークであってもよい。
【００３１】
　エアタイムの要求は、第１のネットワークのローカル通貨で実施することができ、中間
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金額に変換するステップは、エアタイムの要求を第１のネットワーク通貨から等価米国ド
ル額に変換し、或いは設定又は選択された通貨又は通貨セットの任意の等価額に変換する
ステップを含むことができる。
【００３２】
　加入者は、第２のネットワークの後払い顧客であってもよい。したがってこの方法は、
エアタイムの要求額を第２のネットワーク上で加入者の後払いアカウントの借方に第２の
ネットワークのローカル通貨で記入するステップを含むことができる。
【００３３】
　加入者は、第２のネットワークの前払い顧客であってもよい。このような場合、この方
法は、第１のネットワーク内の第三者に対する第１の通貨での現金支払いを提供するステ
ップ、第三者の加入者のアカウントの借方に現金支払い額を記入するステップ、及び加入
者前払いアカウントの貸方に、前払いアカウントが維持されている加入者のホームネット
ワークのローカル通貨で現金支払い額を記入するステップを含むことができる。
【００３４】
　適切には、勧告するステップには加入者に電子通知を送るステップが含まれている。電
子通知は、ＵＳＳＤ又はＳＴＫを介したＳＭＳ、電子メール、ＭＭＳ、フラッシュメッセ
ージ、等々であってもよい。通知には、獲得されたクレジットの額、及び要求されたエア
タイムの額を提供するために加入者のホームサービスアカウントに請求される額に関する
情報を含むことができる。
【００３５】
　本発明の他の態様では、加入者間の取引を容易にするためのシステムが提供され、当該
システムには、
　個々のネットワークがそれぞれ複数の加入者をサポートしている複数のネットワークと
、
　複数のネットワーク内の個々のネットワークに結合された中央清算設備であり、複数の
加入者アカウントを維持し、また、加入者の要求を受け取ると、
　加入者の１つ又は複数の貸方アカウント及び／又は借方アカウントを加入者によって中
央清算設備上で維持されているアカウントに結合する
　ように構成される中央清算設備と、
　が含まれており、上記結合には、一組の固有の信用証明書を有する仮想アカウントの作
成が含まれており、前記仮想アカウントは、中央清算設備に登録されている複数の第三者
との取引を結ぶために加入者によって利用され、
　中央清算設備は、仮想アカウントに結合された加入者の適切な貸方アカウント及び／又
は借方アカウントを使用した前記取引の承認を交渉するようにさらに構成されている。
【００３６】
　好ましくは、仮想アカウントの作成には、加入者が１つ又は複数の貸方アカウント及び
／又は借方アカウントからデフォルトアカウントを明確に指摘する必要があり、その交渉
を介してすべての取引の承認が主として実施される。適切には、加入者と第三者の間の取
引は、ウェブポータル、ＡＴＭ、ＰＯＳ、ｋｉｏｓｋ、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＷＡＰ、Ｏｎ　
Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｏｒｔａｌ（ＯＤＰ）又はＵＳＳＤコマンドを介して結ぶことができる
。
【００３７】
　好ましくは、仮想アカウントは、中央清算設備に登録されている第三者との取引を容易
にするための物理媒体にリンクされている。この物理媒体は、磁気ストリップカード、ス
マートカード、非接触カード又はＲＦＩＤタグであってもよい。別法としては、この物理
媒体は加入者の携帯電話である。
【００３８】
　好ましくは、中央清算設備は、仮想アカウントから一組の補助アカウントを作成するよ
うに構成されており、個々の補助アカウントには補助清算アカウントが含まれている。個
々の補助アカウントは、中央清算設備に登録されている複数の第三者から選択される第三
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者に結合されるように構成することができる。また、仮想アカウントからの個々の補助ア
カウントは、加入者が１つ又は複数の貸方アカウント及び／又は借方アカウントからデフ
ォルトアカウントを明確に指摘する必要があり、その交渉を介して、補助清算アカウント
を介して結ばれるすべての取引の承認が主として実施されるように構成することも可能で
ある。個々の補助アカウントは、その補助アカウントと結合している第三者との取引を容
易にするための物理媒体にリンクされるようにさらに構成することができる。好ましくは
、この物理媒体は、磁気ストリップカード、スマートカード、非接触カード又はＲＦＩＤ
タグである。別法としては、この物理媒体は加入者の携帯電話であってもよい。適切には
、加入者と第三者の間の取引は、ウェブポータル、ＡＴＭ、ＰＯＳ、ｋｉｏｓｋ、ＳＭＳ
、ＭＭＳ、ＷＡＰ、Ｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｏｒｔａｌ（ＯＤＰ）又はＵＳＳＤコマンド
を介して結ばれる。
【００３９】
　本発明の他の態様では、個々のネットワークがそれぞれ複数の加入者をサポートしてい
る複数のネットワークに結合された中央清算設備を介した加入者と第三者の間の取引を容
易にする方法が提供され、当該方法には、
　加入者のための仮想アカウントを中央清算設備に作成するステップと、
　加入者の１つ又は複数の貸方アカウント及び／又は借方アカウントを仮想アカウントに
結合するステップと、
　中央清算設備に登録されている複数の第三者との取引を仮想アカウントを介して結ぶス
テップと、
　仮想アカウントに結合された加入者の適切な貸方アカウント及び／又は借方アカウント
を使用した前記取引の承認を交渉するステップと
　が含まれている。
【００４０】
　本発明をより容易に理解することができ、また、実際的な効果が得られるよう、以下、
本発明の好ましい実施形態が実例で示されている添付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態による２つのネットワークのユーザ間のクレジットの転送を
示す略線図である。
【図２】本発明の一実施形態によるクレジット提供設備の一可能構成を示す略線図である
。
【図３】本発明の一実施形態による、携帯電話加入者に対するエアタイム提供の一可能構
成を示す略線図である。
【図４】本発明の一実施形態によるレートカードのための一可能構造を示す図である。
【図５】携帯電話加入者への追加クレジットの提供に関連するプロセスステップを示す略
線図である。
【図６】本発明の一実施形態による、ネットワークプロバイダ、ディーラ及びリテーラの
間の関係を示す略線図である。
【図７】本発明の一実施形態による、クレジット提供システム上のネットワークプロバイ
ダの登録に関連するプロセスステップを示す略線図である。
【図８】本発明の一実施形態による、ディーラへのクレジットの提供に関連するプロセス
ステップを示す略線図である。
【図９】本発明の一実施形態による、リテーラへのクレジットの提供に関連するプロセス
ステップを示す略線図である。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態によるログイン及びパスワード変更プロセスを示すフロ
ーチャートである。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態によるログイン及びパスワード変更プロセスを示すフロ
ーチャートである。
【図１１】本発明の一実施形態による２の携帯電話加入者間のエアタイムの転送を示す略
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線図である。
【図１２】本発明の一実施形態による、ある携帯電話加入者から他の携帯電話加入者への
エアタイムの転送を開始するための一連のユーザ画面の一例を示す図である。
【図１３】携帯電話加入者間のエアタイムの転送に関連するプロセスステップを示す略線
図である。
【図１４】本発明の一実施形態によるクレジット提供システムのための他の可能アプリケ
ーション環境を示す略線図である。
【図１５】本発明の一実施形態による、商品及びサービスを購入するためのクレジット提
供システムの一可能構成を示す略線図である。
【図１６】本発明の一実施形態による、加入者と第三者の間の取引を容易にするためのク
レジット提供システムの一可能構成を示す略線図である。
【図１７】本発明の一実施形態による、加入者と第三者の間の取引を容易にするためのク
レジット提供システムの一可能構成を示す略線図である。
【図１８】本発明の一実施形態による、加入者と第三者の間の取引を容易にするためのク
レジット提供システムの一可能構成を示す略線図である。
【図１９】本発明の一実施形態による、様々な取引のための手数料を関連するすべての当
事者に分配することができる様子を示す略線図である。
【発明の実施形態の説明】
【００４２】
　本発明の一実施形態によれば、加入している通信ネットワークの加入者にクレジットを
提供するためのシステムの機能の概要が図１を参照すると示されている。図に示されてい
るように、ネットワークＡ１０１及びネットワークＢ１０２の２つのネットワークは、ネ
ットワークＡの加入者１０３に、ネットワークＢ内でのローミングを許容しており（ロー
ミング中の加入者１０５）、また、その逆についても同様である（つまりネットワークＡ
内にローミングしている加入者１０６）。
【００４３】
　現在のほとんどの前払いクレジットパラダイムの場合と同様、加入者１０３、１０４は
、かれらのローカルのリテーラ１０７、１０８から自由に追加のエアタイムを購入するこ
とができる。しかしながら、標準前払い契約とは異なり、この例における例示システムは
、ローミング中の加入者１０５、１０６に、現行のホストネットワーク１０１、１０２内
のリテーラから追加クレジットの購入を許容している。以下、加入者のローカルネットワ
ーク１０１、１０２外でのクレジットの購入について、より詳細に説明する。
【００４４】
　システムは、加入者にかれらのローカルネットワーク外での追加クレジットの購入を許
容しているだけでなく、様々な加入者間でのクレジットの転送を同じく許容している。例
えば加入者がネットワークＡ上で前払いサービスを購入し、且つ、その加入者がネットワ
ークＢ上に後払いサービスを維持している場合、適切な転送プロセス１１２、例えばピア
トゥピアを介して、前払いサービス上の残りのすべてのエアタイムを、加入者後払いサー
ビスのアカウントの貸方に書き換えることができる。
【００４５】
　現行のホストネットワークを介して加入者のローカルネットワークからエアタイムの購
入を加入者に許容するために、システムは、中央クレジット設備を利用している。図２は
、集中型の清算設備２００の一可能構造の一例を示したものである。図に示されているよ
うに、ネットワークＡ１０１及びＢ１０２は、清算設備２００に結合されており、清算設
備２００の転送サーバ（ＴＳ）２０１へのクレジット要求に関連する資金の移動を許容し
ている。
【００４６】
　この例における（ＴＳ）２０１は、清算設備２００内に配置されている少なくとも１つ
のサーバ２０２上を走行しているアプリケーションである。ＴＳ２０１は、両方のネット
ワークにわたる様々な加入者、リテーラ及びディーラによるエアタイムの購入を調整する
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役割を担っている。図に示されているように、ＴＳ２０１は、登録されているユーザ２０
３１、２０３２、．．．、２０３ｎの各々のためのアカウントを維持している。個々のア
カウントは、清算アカウント２０４の情報、構成データ２０５及び取引ログ２０６を含ん
でいる。清算アカウント２０４は、所与のユーザが利用することができるクレジットの額
に関連する情報を含んでいてもよい。実際、ほとんどの個別ユーザにとって、清算アカウ
ントは、単に利用可能なクレジットの額を含んだものである。しかしながら、ディーラ及
びリテーラの場合、清算アカウント２０４は、手数料及び売上高並びに関連していると見
なすことができる他の情報（以下でより詳細に説明する）などの追加情報を含むことがで
きる。
【００４７】
　個々のユーザのための構成データ２０５は、特定のユーザ、レートカード及び手数料ス
キーム等々のためのネットワーク構成に関連する情報を含むことができる。取引ログ２０
６は、報告及び清算のためにすべての取引ログを維持している（システムは、売上高及び
手数料への取引額の内訳又は割当を決定することができなければならない）。
【００４８】
　図に示されているように、様々なユーザ（加入者１０３、１０５（図２に示されている
）、ディーラ６０１ａ、６０１ｂ（図示せず）及びリテーラ１０７、１０８）は、様々な
方法で清算設備２００にアクセスすることができる。例えばユーザは、ウェブポータル、
ＡＴＭ、ＰＯＳ又はｋｉｏｓｋ２０７を介して清算設備にアクセスすることができる。別
の方法としては、ユーザは、電話２０８キーワード、メニュー、ＳＭＳ又はＵＳＳＤコマ
ンドを介して清算設備２００にアクセスすることも可能である。清算設備２００は、それ
ぞれネットワークＡ及びネットワークＢのバックエンド請求システム２０９、２１０に結
合されてもよい。追加クレジットの要求を受け取ると、清算設備２００はその要求をＴＳ
２０１に引き渡し、ＴＳ２０１はその要求を処理する。それに応じてユーザの清算アカウ
ント中の適切なクレジット額が調整され、ユーザは、ユーザのホームネットワーク請求シ
ステム２０９、２１０を介して請求される。
【００４９】
　図２に示されているように、清算設備は、外国通貨設備２１１へのアクセスを有してい
る。したがってシステムは、要求されたクレジット額を処理するためにＴＳ２０１に送る
前に、その要求されたクレジット額を共通のベースレートに変換することができる。クレ
ジット要求が処理される方法については、以下でより詳細に説明する。
【００５０】
　図３は、清算設備２００を利用して、ホストネットワーク内のローミング中の加入者１
０５、１０６のためのエアタイムのリチャージを実施することができる様子の一例を示し
たものである。図に示されているように、ローミング中の加入者１０５は、ホストネット
ワーク１０２を使用してリテーラ１０８から追加のエアタイムを購入する。リテーラ１０
８は、次に、購入要求を清算設備２００に送る。
【００５１】
　この特定の例では、ローミング中の加入者１０５は、４０香港ドルの追加クレジットを
要求している。次に、この金額が清算設備２００に送られる。清算設備は、次に、電子価
格取引（ＥＶＴ）を介して現金価格を電子価格に変換する。この例では、ＥＶＴには、等
価米国ドル額への４０香港ドルの変換が必要である。この米国ドル額は、次に、ＴＳ２０
１によって加入者のホームネットワーク上に提供される等価ロード額面金額と同じ額にす
ることができる。提供されるロード額面金額は、共同協定に対して、関連するネットワー
ク当事者によって決定される。これらの金額は、標準レートカードに記憶される。図４は
、レートカードの一例を示したものである。図に示されているように、レートカードには
、最小ロード額面金額が米国ドル及びメンバーネットワークの適用可能通貨でリストされ
ている。最小額面金額は、加入しているネットワークの各々のエアタイムのための標準小
売価格（ＳＲＰ）（ローカル通貨での）に従って設定される。ＳＲＰは、レートカード費
用（販売されているエアタイムと等価の電子価格であり、ＶＡＴなどの適用可能なすべて
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の税金が含まれている）及びマークアップ（リテーラの利益として働く）からなっている
。
【００５２】
　ＴＳ２０１がロード額面金額を決定すると、ＴＳ２０１は、リテーラの清算アカウント
３０１の借方への加入者１０５によって購入されたクレジット額の記入、及びユーザのホ
ームネットワーク清算アカウント３０２の貸方への、ホームネットワークのローカル通貨
で購入されたクレジット額の記入へ進行し、これらの記入は、レートカードに含まれてい
る価格に基づいて実施される。ホームネットワーク１０１は、次に、受け取った資金に基
づいてローミング中の加入者のエアタイムのクレジット３０３を更新し、且つ、取引が首
尾よく完了したことをリテーラ及び加入者３０４に知らせるためにＳＭＳ受領通知を送り
返す。この受領通知は、電子メールなどの他の形態又は媒体の肯定応答であってもよい。
【００５３】
　図５は、追加クレジットのネットワーク間購入のプロセスをより詳細に示したものであ
る。ここでは、加入者は、ホストネットワークのリテーラ１０８からエアタイムを購入し
、リテーラ１０８は、次に、ＴＳ２０１にロードエアタイム取引要求を送る（ステップ５
０１）。ＴＳ２０１は、この要求を受け取ると、リテーラ１０８が適正に登録されたユー
ザであるかどうかを決定するために検証５０２を実行する。この段階で、ＴＳ２０１は、
転送が国内転送であるか或いは国際転送であるかどうか、また、リテーラがホストネット
ワークの国の中で取引しているのかどうかを同じく決定する。検証ステップが完了すると
、ＴＳ２０１は、次に、利用可能な額面金額及びそれらの標準小売価格の検索に進行する
（ステップ５０３）。検索された額面金額は、ＴＳ２０１によって計算され、ロードする
よう要求された額面金額が、レートカードテーブル（図４参照）に基づく変換レート＋適
用可能なすべての現地税に変換される。ＴＳ２０１は、次に、利用可能な額面金額をリテ
ーラ１０８に勧告する（ステップ５０４）。リテーラは、次に、適切な額面金額を選択し
、且つ、ＴＳ２０１にコンファーメーションを送る（ステップ５０５）。
【００５４】
　コンファーメーションを受け取ると、ＴＳ２０１は、次に、要求を検証する（ステップ
５０６）。要求が有効である場合、システムは、次に、変換される費用を計算する（ステ
ップ５０７）（変換される費用＝額面金額費用×変換レート）。ＴＳ２０１は、次に、取
引することができるだけの十分なクレジットをリテーラが有していることを確証するため
にリテーラの清算アカウントを調査する（ステップ５０８）。取引することができるだけ
の十分なクレジットが存在している場合、ＴＳ２０１は、リテーラの清算アカウントの借
方への記入に進行する（ステップ５０９）。ＴＳ２０１は、次に、加入者のホームネット
ワーク請求システム２１０にリロード要求を送る（ステップ５１０）。請求システム２１
０は、次に、加入者のエアタイム割当の貸方に受け取ったロード額面金額を記入し（ステ
ップ５１１）、且つ、首尾よく更新されたことを知らせる応答をＴＳ２０１に送り返す（
ステップ５１２）。次に、リロード操作が首尾よく完了したことを勧告する通知が加入者
に送られ（ステップ５１３）、且つ、リテーラに送られる（ステップ５１４）。
【００５５】
　取引することができるだけの十分なクレジットが存在していない場合、ＴＳ２０１は、
リテーラが既存のクレジット協定を有しているクレジットプロバイダが存在しているかど
うかをチェックすることになる。リテーラが既存のクレジット協定を有しているクレジッ
トプロバイダが存在している場合、システムは、リテーラが利用することができるクレジ
ットの額をチェックする。リテーラがクレジットプロバイダから利用することができるク
レジットの額が、要求された取引に見合うだけの十分な額である場合、システムは、その
額をクレジットプロバイダの清算アカウントから借方に記入し、且つ、リテーラの清算ア
カウントの貸方に同じ額を記入する。
【００５６】
　リテーラが既存のクレジット協定を有しているクレジットプロバイダが存在していない
場合、リテーラは、取引を可能にするために必要なクレジットをディーラから獲得するこ
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とができる。リテーラによって要求されたクレジットを提供するだけの十分なアカウント
であるかどうか、ディーラの清算アカウントがチェックされる。ディーラの清算アカウン
トがリテーラによって要求されたクレジットを提供するだけの十分なアカウントである場
合、加入者によって要求されたエアタイムに対応する額がディーラの清算アカウントから
借方に記入され、且つ、リテーラの清算アカウントの貸方に記入される。
【００５７】
　ＴＳ２０１は、次に、リテーラの清算アカウントの借方への記入に進行する（ステップ
５０９）。ＴＳ２０１は、加入者のホームネットワーク請求システム２１０にリロード要
求を送る（ステップ５１０）。請求システム２１０は、次に、加入者のエアタイムの貸方
に受け取ったロード額面金額を記入し（ステップ５１１）、且つ、首尾よく更新されたこ
とを知らせる応答をＴＳ２０１に送り返す（ステップ５１２）。次に、リロード操作が首
尾よく完了したことを勧告する通知が加入者に送られ（ステップ５１３）、リテーラに送
られ（ステップ５１４）、また、場合によってはクレジットプロバイダ又はディーラに送
られる。
【００５８】
　ディーラの清算アカウントがリテーラによって要求されたクレジットを提供するには不
十分である場合、システムは、ディーラが既存のクレジット協定を有しているクレジット
プロバイダが存在しているかどうかをチェックする。ディーラが既存のクレジット協定を
有しているクレジットプロバイダが存在している場合、システムは、ディーラが利用する
ことができるクレジットの額をチェックする。ディーラがクレジットプロバイダから利用
することができるクレジットの額が、要求された取引に見合うだけの十分な額である場合
、システムは、その額をクレジットプロバイダの清算アカウントから借方に記入し、且つ
、ディーラの清算アカウントの貸方に同じ額を記入する。次に、これと同じ額がディーラ
の清算アカウントから借方に記入され、今度はリテーラの清算アカウントの貸方に記入さ
れる。
【００５９】
　ＴＳ２０１は、次に、リテーラの清算アカウントの借方への記入に進行する（ステップ
５０９）。ＴＳ２０１は、加入者のホームネットワーク請求システム２１０にリロード要
求を送る（ステップ５１０）。請求システム２１０は、次に、加入者のエアタイムの貸方
に受け取ったロード額面金額を記入し（ステップ５１１）、且つ、首尾よく更新されたこ
とを知らせる応答をＴＳ２０１に送り返す（ステップ５１２）。次に、リロード操作が首
尾よく完了したことを勧告する通知が加入者に送られ（ステップ５１３）、場合によって
はリテーラ、クレジットプロバイダ及び／又はディーラに送られる（ステップ５１４）。
【００６０】
　リテーラ及び／又はディーラの清算アカウントの利用可能なクレジットが取引を可能に
するには不十分であり、また、上で言及したクレジットプロバイダが存在していない場合
、ＴＳ２０１は、取引を辞退し、このような事実及び拒否の理由をリテーラに通知する。
【００６１】
　リロードが実施されると、ＴＳ２０１は、次に、リテーラがクレジットを購入するディ
ーラに対する手数料及びホストネットワークに対する手数料の計算に進行する（ステップ
５１５）。ディーラの手数料は、協定手数料レート及びディーラの分け前を掛け合わせた
変換費用に基づいて計算される。同様にホストネットワーク手数料は、協定手数料レート
及びホストネットワークの分け前を掛け合わせた変換費用に基づいて計算される。手数料
が計算されると、ＴＳ２０１は、ディーラ及びホストネットワークの清算アカウントの貸
方への適切な額の記入に進行する（ステップ５１６）。このステップが完了すると、ＴＳ
２０１は、次に、加入者のホームネットワークに対する販売額の計算に進行する（ステッ
プ５１７）（ホームネットワーク販売額＝額面金額費用×変換レート－代理店ネットワー
ク及びディーラの手数料）。次に、この販売額がホームネットワーク清算アカウントの貸
方に記入される（ステップ５１８）。
【００６２】
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　以上の説明から分かるように、要求されたクレジット額の清算を実施するためには、ホ
ストネットワークの加入しているディーラ、リテーラは、加入者へのエアタイムの販売及
び転送を許容するための一定の額の利用可能クレジットをそれらの清算アカウントに有し
ていなければならない。しかしながら、システムは、ディーラ及び／又はリテーラと既存
のクレジット協定を有しているクレジットプロバイダを介して利用することができるクレ
ジットの構築を同じく提供している。
【００６３】
　通常、ディーラは、それらのローカルネットワークプロバイダからクレジットを購入し
、ローカルネットワークプロバイダは、共同協定への参入時に、それらのエアタイム販売
約定の一部として一定の額のクレジットを備えている。図６は、ネットワークプロバイダ
、ディーラ及びリテーラのこの階層構造を示したものである。このシステムの下では、ネ
ットワークプロバイダ１０１、１０２は、ディーラ６０１ａ、６０１ｂをシステムに登録
し、ディーラのプロファイルを修正し、また、システムからディーラを除去する能力を有
している。ディーラ６０１ａ、６０１ｂは、多数のリテーラ１０７、１０８をシステムに
登録することができる。ディーラ６０１ａ、６０１ｂは、登録プロセスの一環としてリテ
ーラにクレジットを売る。
【００６４】
　リテーラ１０７、１０８は、加入者へのクレジットの販売に適用されるパーセンテージ
マークアップに基づいてお金を稼ぐ。リテーラは、販売毎に登録ディーラ６０１ａ、６０
１ｂにパーセンテージ手数料を稼がせる。ネットワークプロバイダ１０１、１０２は、デ
ィーラによってリテーラになされるすべての販売、及びリテーラによって加入者になされ
るすべての販売に対してパーセンテージ手数料を稼ぐことになる。
【００６５】
　次に、手数料は、ディーラ６０１ａ、６０１ｂやネットワークプロバイダ１０１、１０
２によって現金化するようにしてもよい。利用可能な多くの手数料支払いモデルが存在し
ている。例えば、手数料は、ジャストインタイムを基本にして払い戻しするようにしても
よい。転送を実施するために利用される手数料スキームは、共同協定への参入時にネット
ワークプロバイダによって決定される。
【００６６】
　図７は、ネットワークプロバイダの電子清算アカウントの貸方に記入するプロセスを示
したものである。ここでは、プロバイダは、加入しているネットワーク間の共同協定に対
する同意としてエアタイム販売約定を与えている。ネットワークプロバイダ１０１、１０
２によって転送される実際の金額は、協定販売約定＋清算設備を利用するためのサービス
料である（好ましくは米国ドルの金額）。例えば、ネットワークプロバイダが１００，０
００ドルの販売約定に同意し、清算設備が２％の手数料を有している場合、転送要求は、
実際、１０２，０００ドルになる。清算設備は、次に、受け取った転送要求を米国ドル額
に変換し、転送要求をＴＳ２０１に送る（ステップ７０２）前に、必要なサービス料を控
除する。ＴＳ２０１は、次に、受け取った金額を最初の転送要求の日付の交換レートに基
づいて登録ネットワークプロバイダのローカル通貨にもう一度変換する（ステップ７０３
）。ＴＳ２０１は、次に、ネットワークプロバイダの清算アカウントの貸方に、受け取っ
た金額と等価のロード額面金額を記入し（ステップ７０４）、次に、ロードクレジットが
預金されたことを知らせる通知をネットワークプロバイダに送り返す（ステップ７０５）
。
【００６７】
　図８は、ネットワークプロバイダと、ネットワークに対して許可されたディーラ６０１
ａ、６０１ｂとの間のクレジットの転送を示したものである。ここでは、ディーラ６０１
ａ、６０１ｂは、後にディーラの小売ネットワークに再販売するために、ネットワークプ
ロバイダから設定された一定の額のクレジットを購入する（ステップ８０１）。ネットワ
ークプロバイダは、次に、ＴＳ２０１に転送要求を送る（ステップ８０２）。ＴＳ２０１
は、次に、ステップ８０３で、送信当事者及び受信当事者（つまりネットワークプロバイ
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ダ及び購入を計画しているディーラ）に関する検証を実行する。両方の当事者がシステム
に適正に登録されている場合、ＴＳ２０１は、ネットワークプロバイダの清算アカウント
が要求されたクレジットをディーラに引き渡すだけの十分な差引残高を有しているかどう
かのチェックに進行する（ステップ８０４）。ネットワークプロバイダのアカウントの差
引残高が十分なクレジットを有している場合、ＴＳ２０１は、ネットワークプロバイダの
アカウントの借方に要求されたクレジット額を記入し（ステップ８０５）、また、ディー
ラのアカウントの貸方に要求されたクレジット額を記入する（ステップ８０６）。ＴＳ２
０１は、次に、ＵＳＳＤ又はＳＴＫを介して、転送要求が首尾よく完了したことを知らせ
るＳＭＳ、ＭＭＳ又はフラッシュ通知メッセージを６０１ａ、６０１ｂの両方に送る（そ
れぞれステップ８０７ａ、８０７ｂ）。このようなメッセージは、電子メールであっても
、或いは他の形態又は媒体の任意の通知であってもよい。同様に、図８は、ネットワーク
プロバイダとクレジットプロバイダの間のクレジットの転送を示すことも可能であり、そ
の場合、クレジットプロバイダは、許可されたディーラとして取り扱われる。
【００６８】
　さらに、図８は、クレジットプロバイダとディーラ６０１ａ、６０１ｂの間のクレジッ
トの転送を同様に示すことができる。これには、ディーラがそのリテーラからのクレジッ
トロード要求を全うするために必要な十分な清算クレジットを有していない場合が企図さ
れている。ここでは、ディーラ６０１ａ、６０１ｂは、引き続いてディーラの小売ネット
ワークに再販売するために、クレジットプロバイダから特定の額のクレジットを獲得する
（ステップ８０１）。クレジットプロバイダは、次に、ＴＳ２０１に転送要求を送る（ス
テップ８０２）。ＴＳ２０１は、送信当事者及び受信当事者に関する検証を実行する（ス
テップ８０３）。両方の当事者がシステムに適正に登録されている場合、ＴＳ２０１は、
クレジットプロバイダの清算アカウントが要求されたクレジットをディーラに引き渡すだ
けの十分な差引残高を有しているかどうかのチェックに進行する（ステップ８０４）。ク
レジットプロバイダのアカウントの差引残高が十分なクレジットを有している場合、ＴＳ
２０１は、クレジットプロバイダのアカウントの借方に要求されたクレジット額を記入し
（ステップ８０５）、また、ディーラのアカウントの貸方に要求されたクレジット額を記
入する（ステップ８０６）。さもなければ取引は拒否される。次に、その理由の通知が当
事者に送られる。
【００６９】
　図９に示されているように、ディーラ６０１ａ、６０１ｂとリテーラ１０７、１０８の
間のクレジットの転送のためにも同様のプロセスが使用されている。リテーラ１０７、１
０８は、それらが指定したディーラ６０１ａ、６０１ｂからクレジットを購入する。ディ
ーラ６０１ａ、６０１ｂは、ＴＳ２０１への転送要求を開始する（ステップ９０１）。Ｔ
Ｓ２０１は、次に、要求の検証に進行する（ステップ９０２）。検証の間、ＴＳ２０１は
、最初に、ターゲットアカウント及び転送額が有効であるかどうかをチェックする。ＴＳ
２０１は、次に、ターゲット（リテーラ）アカウントがソース（ディーラ）アカウントに
登録されているかどうか、及びソースアカウントが十分なクレジットを有しているかどう
かのチェックに進行する。提案されている取引が有効であることが確証されると、ＴＳ２
０１は、ディーラの清算アカウントの借方への記入（ステップ９０３）及びリテーラの清
算アカウントの貸方への記入（ステップ９０４）に進行する。取引が完了すると、ＴＳ２
０１は、リテーラ１０７、１０８に通知を送り（ステップ９０５）、また、ディーラ６０
１ａ、６０１ｂに通知を送る（ステップ９０６）。図９を考察するもう１つの方法は、ク
レジットプロバイダ６０１ａ、６０１ｂとリテーラ１０７、１０８の間でクレジットを転
送する場合である。しかしながら、クレジットの購入を全うする代わりに、リテーラ１０
７、１０８からクレジットプロバイダ６０１ａ、６０１ｂへの支払いを、両方の当事者に
よって予め合意されている期間だけ延期するようにしてもよい。
【００７０】
　ネットワークプロバイダ、ディーラ、リテーラ及び／又はクレジットプロバイダの間の
取引はＴＳ２０１を使用して直接実施され、米国ドルへの変換を清算設備に実施させる必
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要はないことに留意されたい。当業者には疑問の余地なく理解されるように、ＴＳ２０１
は、クレジット額をネットワークのホーム通貨で記憶しており、したがって図７乃至９に
示されている取引におけるすべての当事者は同じ通貨を利用するため、通貨変換を実施す
る必要はない。
【００７１】
　上で簡単に言及したように、ＴＳ２０１は、一般清算アカウントの一部として手数料ア
カウント及び販売アカウントを同じく維持しており、一般清算アカウントは、ネットワー
クサービスプロバイダ、ディーラ及びリテーラに授与される手数料、及び販売によってこ
れらのネットワークサービスプロバイダ、ディーラ及びリテーラにもたらされる収益を記
憶している。
【００７２】
　リテーラは、リテーラがロードクレジットの店頭販売に対して据えるマークアップを介
して収益をかせぐため、手数料アカウントを適用することができるのは、通常、ネットワ
ークプロバイダ及びディーラのみである。様々なディーラのための手数料アカウントに記
憶される金額は、後で現金に換えることができる。例えば、ネットワークプロバイダは、
現金又はロードクレジットに交換する際に、ディーラの手数料のための電子清算アカウン
トを減価する能力を備えることができる。
【００７３】
　このような場合、ディーラは、ネットワークプロバイダによって指定される現金引換え
センターに出向き、稼いだ手数料の買戻しを要求することができる。現金又は追加ロード
クレジットの形態で手数料を受け取るオプションがディーラに提供される。ディーラが所
望の形態の買戻しを選択すると、ネットワークプロバイダは、ディーラの要求に従ってＴ
Ｓ２０１に転送を開始し、ＴＳ２０１は、次に、ディーラの手数料アカウントをチェック
し、支払い可能な総手数料をつき合わせる。ＴＳ２０１は、次に、ネットワークプロバイ
ダが支払い可能な手数料に見合う十分なクレジットをそれらの清算アカウントに有してい
るかどうかのチェックに進行し、且つ、ネットワークプロバイダが十分なクレジットを有
している場合、ネットワークプロバイダのアカウントの借方への記入に進行し、適切な貨
幣的価値をディーラが選択するアカウントに転送する。ＴＳ２０１は、次に、ディーラの
手数料アカウントの精算に進行する。
【００７４】
　ディーラが手数料をクレジットの形態で買い戻すことを選択すると、ＴＳ２０１は、ネ
ットワークプロバイダのアカウントをチェックし、取引を完了するだけの十分なクレジッ
トが存在しているかどうか決定する。ＴＳ２０１は、次に、ディーラが稼いだ手数料に対
応するクレジット額をディーラの清算アカウントの貸方に最終的に記入する前に、ディー
ラの手数料アカウントの借方及びネットワークサービスプロバイダの清算アカウントの借
方への対応するロードクレジット額の記入に進行する。ＴＳ２０１は、次に、取引が首尾
よく完了したことを両方の当事者に通知する。
【００７５】
　ネットワークサービスプロバイダレベルでの手数料の現金引換えスキームは、ディーラ
とネットワークサービスプロバイダの間の現金引換えスキームとは若干異なっている。ネ
ットワークサービスプロバイダの場合、清算設備は、特定のネットワークサービスプロバ
イダに支払われる手数料に対して、すべての電子清算アカウントの清算を実行する。清算
設備は、次に、これらの手数料をつき合わせ、且つ、関連するネットワークプロバイダの
銀行口座にそれらを預金する。特定のネットワークに支払われる手数料の買戻しに関連し
て説明した現金引換えプロセスと同様の現金引換えプロセスを使用して、特定のネットワ
ークによってなされた販売が買い戻される。この場合、清算設備は、関連するネットワー
クの販売アカウントを清算し、且つ、関連するネットワークプロバイダの銀行口座に適切
な額を預金する。以上に加えて、システムは、ネットワークプロバイダ、ディーラ及びリ
テーラに多くの補助機能を同じく提供しており、それらを以下の表１に要約しておく。
【００７６】
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【００７７】
　図１０Ａは、本発明の一実施形態によるユーザログインプロセスの一可能構成を示した
ものである。ログインを開始するために、ユーザは、ユーザに割り当てられているユーザ
ＩＤ及びパスワードを入力する（ステップ１００１）。システムは、次に、ユーザ名及び
パスワードが有効であるかどうかを決定する（ステップ１００２）。ユーザ名及びパスワ
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ードが有効である場合、システムは、次に、これがユーザの最初のログインであるかどう
かのチェックに進行する（ステップ１００３）。それがユーザの最初のログインである場
合、システムは、次に、以下でより詳細に説明するチェンジパスワードプロセスを開始す
る（図１０Ｂ参照）。
【００７８】
　ユーザ名及びパスワードが有効であり、且つ、これらが先行するログインで既に利用さ
れている場合、システムは、ユーザのアカウントの状態の検証に進行する（ステップ１０
０５）。ユーザのアカウントが封鎖されている場合、システムは、アカウントが有効では
ないことをユーザに勧告し、最初のログイン画面に戻る（ステップ１００６）。ユーザの
アカウント状態が有効である場合、システムは、次に、ユーザアクセスレベルの検証に進
行し（ステップ１００７）、次に、関連するユーザオプションを使用して適切なホーム画
面を開く（上記表１に示されている）。
【００７９】
　図１０Ｂは、チェンジパスワード機能の一可能実施態様を示したものである。プロセス
は、ユーザがチェンジパスワードワードボタンを選択することによって開始される（ステ
ップ１００９）。システムは、次に、ユーザの現在のパスワードを検証するようにユーザ
に要求し、或いはそれが上で説明した最初のログインである場合、システムは、割り当て
られたパスワードが有効であるかどうかを検証する（ステップ１０１０）。パスワードが
有効ではない場合、システムはユーザに通知し、メインユーザ画面に戻る（ステップ１０
１１）。
【００８０】
　パスワードが有効である場合、システムは、新しいパスワードを入力するようにユーザ
に要求する（ステップ１０１２）。システムは、次に、検証のために新しいパスワードを
もう一度入力するようにユーザに要求する（ステップ１０１３）。検証が完了すると、シ
ステムは、ユーザをメインユーザ画面に戻す（ステップ１０１５）前に、パスワードを更
新する（ステップ１０１４）。
【００８１】
　上記システムは、ネットワーク間のクレジットの転送に関連して説明されているが、こ
のシステムは、単一のネットワーク（つまりホストネットワークとホームネットワークが
同じであるネットワーク）内におけるクレジットの提供にも等しく適用することができる
ことは当業者には理解されよう。
【００８２】
　システムは、加入者の選択によって、ピアトゥピア操作１１２の使用を介して、加入者
の後払いアカウントに請求されるエアタイムを前払いアカウントに転送する能力、或いは
その逆の能力を加入者に同じく提供している。このような転送スキームは、ある前払い加
入者から他の前払い加入者にエアタイムを転送するためにも同じく適用することができる
。図１１は、加入者間のエアタイムのピアトゥピア転送１１２の一例を示したものである
。
【００８３】
　この例では、ネットワークＢの加入者は、ネットワークＡ内の加入者にエアタイムを転
送することを希望している。ロードエアタイム取引は、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＷＡＰを介して
開始され、或いはキーワード又はＵＳＳＤコマンドを送ることによって開始される。要求
が開始されると、送信当事者１１０１は、所望の受領者１１０４の移動番号及びエアタイ
ム額面金額を入力する。次に、処理のためにＴＳ２０１に要求が送られる。ＴＳ２０１は
、次に、開始当事者及び受領者がシステムの登録ユーザであるかどうかを決定するために
、それらの移動番号を検証する。開始当事者及び受領者がシステムの登録ユーザである場
合、ＴＳ２０１は、開始当事者のホームネットワーク請求システムの借方にエアタイムを
記入し、次に、受領者のホーム請求システムの貸方にエアタイムを記入する。次に、加入
者間のエアタイムの転送が首尾よく完了したことが開始当事者及び受領者の両方に通知さ
れる。
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【００８４】
　図１２は、エアタイムの転送を実施するために加入者のハンドセット上で起動すること
ができる一連のユーザ画面の一例を示したものである。図に示されているように、ユーザ
は、ユーザオプションメニューから選択することによって転送手順にアクセスする（ステ
ップ１２０１）。ユーザは、次に、ユーザがエアタイムの転送を希望する相手の移動番号
を入力しなければならない（ステップ１２０２）。受領者の移動番号が入力されると、開
始当事者は、次に、所望の転送額を受領者のローカル通貨で入力しなければならない（ス
テップ１２０３）。要求された額の転送を確認するために、開始当事者は、次に、予め割
り当てられている個人識別番号（ＰＩＮ）を入力しなければならない（ステップ１２０４
）。転送が実施されると、開始加入者は、次に、転送されたこと、及び開始加入者のホー
ムアカウントに請求される額が勧告される（ステップ１２０５）。
【００８５】
　図１３は、転送プロセスのより詳細な図を示したもので、上で説明したように開始当事
者１１０１は、ＴＳ２０１に転送要求１３０１を送り、ＴＳ２０１は、次に、要求の検証
に進行する（ステップ１３０２）。検証の間、ＴＳは、要求された転送のタイプ、例えば
前払いへの後払い、等々を決定する。ＴＳ２０１が要求を検証すると、ＴＳ２０１は、利
用可能な額面金額の検索に進行し（ステップ１３０３）、且つ、検索した額面金額をホス
トネットワークの通貨に変換する（ステップ１３０４）。ＴＳ２０１は、次に、利用可能
な額面金額及び個々に関連する価格を勧告する応答を開始当事者１１０１に送る（ステッ
プ１３０５）。開始当事者１１０１は、次に、所望の額面金額を選択し、且つ、転送を確
認する（ステップ１３０６）。
【００８６】
　コンファーメーションを受け取るとＴＳ２０１は、次に、変換される額の計算に進行す
る（ステップ１３０７）（選択された額面金額×変換レート）。次に、要求がホストネッ
トワーク請求システム２０９に送られ（ステップ１３０８）（この要求には、開始当事者
の移動番号及び変換された額が含まれている）、ホストネットワーク請求システム２０９
は、次に、この要求を処理し（ステップ１３０９）、且つ、ＴＳ２０１に応答を送る（ス
テップ１３１０）。ＴＳ２０１は、次に、受領者のホームネットワーク請求システム２１
０に要求を送り（ステップ１３１１）（この要求には受領者の移動番号及び所望の額面金
額が含まれている）、受領者のホームネットワーク請求システム２１０はこの要求を処理
し（ステップ１３１２）、且つ、ＴＳ２０１に応答を送る（ステップ１３１３）。ＴＳ２
０１は、次に、取引が首尾よく完了したことを勧告する通知を開始当事者に送り（ステッ
プ１３１４）、同じく受領者に送る（ステップ１３１５）。
【００８７】
　ＴＳ２０１が開始当事者及び受信当事者に通知すると、ＴＳ２０１は、次に、取引に関
連する変換費用を計算する（ステップ１３１６）（額面金額費用×変換レート）。ＴＳ２
０１は、次に、ホストネットワークが十分なクレジットを有しているかどうかの決定に進
行し（ステップ１３１７）、十分なクレジットを有している場合、ＴＳ２０１は、ホスト
ネットワーク清算アカウントからの変換費用の控除に進行する（ステップ１３１８）。シ
ステムは、次に、ホストネットワークに支払われる手数料の計算に進行する（ステップ１
３１９）（額面金額費用×変換費用×手数料レート）。次に、計算された手数料がホスト
ネットワーク清算アカウントの貸方に記入される（ステップ１３２０）。最後に、ＴＳ２
０１は、ホームネットワーク２１０に支払われる販売額を計算し（ステップ１３２１）（
額面金額費用×変換レート－手数料）、計算された販売額をホームネットワーク清算アカ
ウントの貸方に記入する（ステップ１３２２）。
【００８８】
　図１４は、本発明の一実施形態によるクレジット提供システムの他の可能アプリケーシ
ョンを示したものである。ここでは、システムは、様々な第三者商品及びサービスを購入
するために利用されている。図に示されているように、消費者１４０３（例えば移動加入
者、小規模小売店、等々）は、多数の製造者１４０１及び第三者リテーラ（先導店）１４
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０２によって提供される多数の製品及びサービスにアクセスすることができる。この特定
の例では、クレジットは、上記例のエアタイムの場合とは異なり、商品及びサービスと交
換されている。したがってＴＳ２０１は、個々のユーザのための清算アカウントを維持し
ているだけでなく、製造者１４０１、先導店１４０２の場合であれば販売のための品目の
在庫を維持し、また、顧客１４０３の場合であれば購入された商品を維持するように構成
されている。したがってＴＳ２０１は、購入及び清算を管理している。それだけではなく
、ＴＳ２０１は、１つ又は複数のロジスティックプロバイダ１４０５にも結合されている
。したがってシステムは、製造者１４０１、先導店１４０２及び消費者１４０３の間の在
庫追跡及び分配サービスを提供することができる。
【００８９】
　図１５は、ＴＳ２０１が購入に影響を及ぼすことができる様子の一例を示したものであ
る。図に示されているように、消費者１４０３は、この例ではウェブポータル１５０１又
は移動ネットワーク１５０２のいずれかであるアクセス点１５０３を介して製造者１４０
１及びリテーラ１４０２から提供される様々な商品及びサービスを自由に一覧することが
できる。消費者１４０３が購入を希望する品目を識別すると、消費者はＴＳ２０１への購
入要求を開始する。購入要求には、店舗識別、品目コード及び数量が含まれている。シス
テムは、次に、その品目が在庫品であることを確証するために、それらのメンバーアカウ
ントに含まれている店舗在庫リスト１４０５をチェックし、在庫品であることが確証され
ると、システムは、保留されている購入注文をその店舗及び購入を計画している消費者１
４０３の取引記録に記入する。店舗は、次に、未決取引に関して通知される（電子メール
、ＳＭＳ、ＭＭＳ、等々）。
【００９０】
　店舗は、次に、取引のための購入送状を発行する。次に、この送状が消費者及び発行店
舗の両方の取引記録２０６に保存される。消費者が取引の終了を希望すると、システムは
購入送状を検索し、見直しのためにそれを消費者に表示する。購入の詳細が正しいことに
消費者が満足すると、次に支払い要求が発行される。システムは、支払い要求を受け取る
と、取引を完了するだけの十分なクレジットを消費者が有していることを確証するために
消費者の清算アカウントのチェックに進行する。消費者が十分なクレジットを有している
場合、システムは、消費者の清算アカウントの借方への必要な額の記入、及び店舗の清算
アカウントの貸方への必要な額の記入に進行する。
【００９１】
　システムは、次に、クレジットの転送を店舗に通知し、店舗は、次に、購入領収証を発
行する。次に、取引が首尾よく完了したことを検証するためにこの購入領収証が消費者に
送り返される。購入領収証のコピーが店舗及び消費者の取引記録２０６に保存される。領
収証のコピーを両方の当事者メンバーアカウントに維持することにより、システムは、注
文、等々に対して生じる可能性のあるあらゆる論争を容易に解決することができる。
【００９２】
　上記エアタイムローディングシステムの場合と同様、トレーディングシステムは、分配
者によるディーラへの商品の販売を許容しており、ディーラは、リテーラに販売すること
ができる。実際、サービスプロバイダ側で生じる購入プロセスは、消費者とリテーラの間
で生じる購入プロセスに類似している。例えば、ディーラは、様々な分配者の在庫を見直
し、分配者からの購入を希望する品目を選択することができる。
【００９３】
　分配者からディーラへの商品の供給は、２つの可能な利用シナリオの下で管理すること
ができる。第１の可能供給モデルの下では、ディーラは、クレジットで商品を取得しても
よい。この場合、ディーラは、分配者からの購入を希望する商品を自由に選択することが
できる。購入を希望する商品をディーラが選択すると、ディーラは、分配者ＩＤ、購入す
る品目及び個々の品目の必要数量を含んだ購入要求を発行する。システムは、購入要求を
受け取ると、要求を遂行するだけの十分な在庫をディーラが有していることを確証するた
めにディーラの在庫アカウントのチェックに進行する。要求を遂行するだけの十分な在庫
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が存在している場合、分配者に未決取引が通知される（電子メール、ＳＭＳ、等々を介し
て）。分配者は、要求された商品のための購入送状を発行し、次に、この送状が分配者及
びディーラの取引ログに保存される。次に、在庫品目が分配者の在庫リストから借方に記
入され、且つ、ディーラの在庫リストの貸方に記入される。
【００９４】
　次に、ディーラは、在庫品目をリテーラに自由に販売することができ、これらの在庫品
目は、適切なマークアップで販売される。商品がリテーラに販売されると、ディーラの清
算アカウントの貸方に販売額が記入される。分配者との清算を実施するために、ディーラ
は、関連する購入送状を、購入送状番号に関連するアクセスコード又はキーワードを利用
して検索する要求をシステムに送る。システムは、次に、送状番号が有効であるかどうか
チェックし、次に、取引を完了するだけの十分なクレジットがディーラの清算アカウント
に存在しているかどうか検証する。十分なクレジットが存在している場合、システムは、
ディーラの清算アカウントの借方に記入し、且つ、分配者の清算アカウントの貸方に記入
する。ディーラ及び分配者の両方が、首尾よく取引が完了したことを知らせる通知をシス
テムから受け取る。
【００９５】
　代替利用モデルは、手数料モデルの利用モデルである。ここでは、ディーラは、協定数
量の在庫を分配者から購入する。この場合、ディーラは、分配者ＩＤ及び協定購入量を含
んだ購入注文書をシステムに送り、システムは、次に、取引を進めるだけの十分なクレジ
ットが存在していることを確証するためにディーラのアカウントをチェックする。十分な
クレジットが存在している場合、システムは、ディーラの清算アカウントの借方への記入
、及び分配者の清算アカウントの貸方への記入に進行する。分配者は、次に、分配者の在
庫リストからディーラの在庫リストへ在庫品目を転送するようにシステムに勧告する。在
庫品目が転送されると、システムは、ディーラに転送される在庫リストをディーラに提供
する。ディーラは、次に、個々の販売に対して、推奨価格で自由に在庫を販売することが
できる。ディーラの清算アカウントの貸方に、分配者によって設定された推奨販売価格の
額が記入される。ディーラと分配者の間で設定された協定手数料スキームに従って、ディ
ーラの手数料アカウントにも対応する記入が実施される。
【００９６】
　手数料は、定期的に買い戻されるようにしてもよいし、或いはディーラの発動によって
買い戻されるようにしてもよい。定期買戻しプロセスの場合、システムは、すべての未支
払い手数料（つまりディーラの手数料アカウントに保存されている額）に対するディーラ
のアカウントの清算を実行する。清算設備は、次に、これらの手数料をつき合わせ、関連
する分配者の清算アカウントからディーラが選択した銀行口座に転送される適切な資金の
転送を手配する。システムは、次に、ディーラ及び分配者に転送を通知する。
【００９７】
　ディーラの発動された転送の場合、ディーラはシステムに転送要求を送り、システムは
、次に、ディーラ及び分配者がシステムに適正に登録されたメンバーであるかどうかを検
証する。これらが適正に登録されたメンバーである場合、システムは、次に、ディーラへ
の必要な資金の転送に割り当てるだけの十分な資金を分配者の清算アカウントが有してい
るかどうかのチェックに進行する。分配者のアカウントに十分なクレジットが含まれてい
る場合、システムは、ディーラの銀行口座への適切な資金の転送を手配する。システムは
、次に、分配者及びディーラに転送を通知する。
【００９８】
　図に示されているように、システムは、様々な金融機関１４０４にリンクさせるように
してもよい。それによりシステムは、リテーラ、ディーラ及び分配者によって蓄積された
クレジットを、それらが選択するアカウントの中に直接現金化することができる。さらに
、様々な金融機関１４０４にリンクさせることにより、クレジット設備から直接クレジッ
トを購入するオプションが消費者に提供される。例えば、消費者は、清算設備を使用して
消費者のアカウントにログオンし、且つ、追加クレジットを要求することができ、システ
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ムは、次に、消費者が選択した銀行口座の借方にクレジット要求額を記入し、次に、消費
者清算アカウントの利用可能なクレジット額を更新する。
【００９９】
　図１６は、様々な当事者との取引を実施するために、ＴＳ２０１上のメンバーアカウン
トを個人が所有している様々なアカウントにリンクさせる様子の一例を示したものである
。図に示されているように、銀行口座１６０４、クレジットカード又はデビットカード１
６０５及び仮想現金アカウント１６０６は、すべて、仮想アカウント１６０１として機能
するメンバーアカウントにリンク、つまり結合されている。仮想アカウントが、結合され
ているアカウントの代理として機能するため、アカウントをこの方法で結合することによ
り、仮想アカウント１６０１と該仮想アカウント１６０１にリンクされるアカウントとの
間の差が、事実上、小さくなる。したがって仮想アカウントは、単に、結合されたアカウ
ントのための信用証明書の入れ物として機能する。仮想アカウントを介したすべての取引
は、あたかも結合されたアカウントを使用して直接取引するかの如くに、システムによる
取引の承認の交渉を許容するために、仮想アカウントにマップつまり結合されているアカ
ウントの信用証明書の翻訳又は調査をもたらすことになる。清算アカウントが商人１６０
７のバックエンドに提供されており、したがってシステムは、手数料及び取引に含まれて
いる個々の当事者に支払われるあらゆる料金を計算し、且つ、それを貸方に記入すること
ができる。メンバーと商人１６０７の間のあらゆる取引において、銀行口座１６０４、ク
レジットカード又はデビットカード１６０５或いは仮想現金アカウント１６０６は、仮想
アカウント１６０１の中にカプセル封じされているため、これらは商人１６０７に対して
透明である。
【０１００】
　図１７は、仮想アカウント１６０１を使用して取引することができる様子の一例を示し
たものである。この特定の事例では、仮想アカウントは、仮想アカウント１６０１に結合
される物理デバイスである。図に示されているように、物理デバイスは、それらに限定さ
れないが、商人１６０７側の磁気カードリーダに通される必要がある磁気ストライプカー
ド１７０９、非接触取引のためのＲＦＩＤキーチェーン１７１０、非接触又は近接カード
、スマートカード、等々を含むことができる。
【０１０１】
　システムは、例えば移動電話１７１１を介したオーバザエア取引を許容するようにさら
に構成するようにしてもよい。このような場合、仮想アカウント１６０１は移動電話１７
１１に結合され、それらに限定されないが、ＳＩＭ（加入者識別モジュール）、アカウン
ト及びＩＭＥＩ（国際移動体装置識別）番号などの識別子及び同様の情報を共有する。
【０１０２】
　上記シナリオの場合、商人１６０７は、物理デバイスを介して実際に仮想アカウント１
６０１と取引している。しかしながら、必ずしもこのような物理デバイスを使用する必要
はない。図に示されているように、仮想アカウント１６０１は、２つの関連する特性であ
る識別子１７０３及びボディ１７０２を有している。識別子１７０３を利用することによ
り、関連する物理デバイスを必要とすることなく取引を行うことができる。このような場
合、識別子１７０３は、ストアフロント又はウェブサイトの一部を形成することができる
商人の支払いゲートウェイ１７０８に直接入力される。
【０１０３】
　図１８は、仮想アカウント１６０１を利用して様々な商人１６０７と取引を行う様子の
さらに他の例を示したものである。この特定の例では、複数の補助アカウント１８０１１

、１８０１２、１８０１３は仮想アカウントから作成されている。個々の補助アカウント
１８０１１、１８０１２、１８０１３は、補助清算アカウント１８０２１、１８０２２、
１８０２３に結合されている。アカウントホルダは、アカウントホルダの指定アカウント
から仮想アカウント１６０１を介して、補助アカウント１８０１１、１８０１２、１８０
１３内の補助清算アカウント１８０２１、１８０２２、１８０２３に任意の額の資金を転
送するようにしてもよい。　クレジットカードアカウントにクレジット制限を持たせるこ
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とができるのと全く同じように、すべての補助清算アカウント１８０２１、１８０２２、
１８０２３に取引制限を課すことができるが、使用回数又は使用時間などの他の制限パラ
メータを含むことも可能である。仮想アカウント１６０１を介して利用することができる
資金は、外国為替における任意の共通通貨ベース又は協定通貨ベースであっても、或いは
取り決められている変換係数に基づく非通貨ベースの数値表現であってもよい中間金額に
変換するようにしてもよく、また、資金源から特定の補助アカウントにこのような額で、
或いは中間金額で転送される資金に対応する額で直接転送するようにしてもよい。
【０１０４】
　商人１６０７と補助アカウント１８０１１、１８０１２、１８０１３を介して取引する
場合、補助清算アカウント１８０２１、１８０２２、１８０２３の借方に取引額が記入さ
れ、また、商人清算アカウント１８１２の貸方にこの取引額が記入される。このような取
引は、商人が特定の清算アカウント又は専用の清算アカウントを必要とする場合のみであ
ることが企図されており、さもなければ取引は、補助清算アカウント１８０２１、１８０
２２、１８０２３からではなく、指定資金源から仮想アカウント１６０１を介して直接資
金を引き出さなければならない。
【０１０５】
　特定の目的のために、このような補助アカウント１８０１１、１８０１２、１８０１３

を使用する利点の１つを活かすことができる。例えば、輸送システム１８０７（つまり特
定のクラスの商人１６０７）には、場合によっては、共通ブランドアクセスカードを使用
した少額決済システムが必要である。補助アカウント１８０１１は、輸送システム１８１
２の清算アカウントにマップされる補助清算アカウント１８０２１を使用して作成しても
よい。次に、輸送システムと共通ブランド化されたメトロカードを発行してもよく、この
メトロカードは補助アカウント１８０１１にリンクされる。このメトロカードは、次に、
輸送システム１８０７の設備に出入りするために使用され、輸送システム１８０７の設備
に出入りする毎に使用され、旅行料金に対応する額が補助清算アカウント１８０２１の借
方に記入され、また、それと同じ額が輸送システム１８０７の清算アカウント１８１２の
貸方に記入される。補助清算アカウント１８０２１に含まれている額が特定の取引のため
に不足すると、このような不足が補助アカウント１８０１１に課せられている制限パラメ
ータの範囲内であることを条件として、指定資金源から仮想アカウント１６０１を介して
クレジットを補充するか、或いはトップアップすることができる。
【０１０６】
　メトロカードが、例えば、取引の額を借方に記入することができる特定の補助清算アカ
ウント１８０２１が存在しない商品の購入などの取引に使用される場合、システムは、最
初に、資金源又はクレジット源が基礎にされている使用点を決定し、次に、取引に見合う
資金を指定資金源から仮想アカウント１６０１を介して直接引き出す。
【０１０７】
　図１９を参照すると、適切な当事者への手数料の自動支払いが清算アカウントを介して
実施される様子の一例が示されている。図に示されている個人Ａは、その銀行口座１９０
４から１００ドルの額を、仮想アカウント１６０１を介してその清算アカウント１９１４
に転送している。使用中の通貨とクレジット単位の間の等価性が１対１であると仮定する
と、値１００が銀行口座１９０４の借方に記入され、且つ、清算アカウント１９１４の貸
方に値１００が記入される。
【０１０８】
　個人Ａが商人Ｂと例えば５０クレジットの額の取引をすると、その額が個人Ａの清算ア
カウント１９１４の借方に記入される。この場合、個人Ａと商人Ｂの間の取引は、このよ
うな取引の場合、ロジスティクスプロバイダ（アカウントＣ）及び供給者（アカウントＤ
）に手数料が支払われると仮定して、手数料の自動支払いをトリガすることができる。図
に示されているように、手数料を支払わなければならない当事者の手数料分だけ少ない４
０クレジットが商人Ｂの清算アカウント１９１２の貸方に記入される。この例では、それ
ぞれの手数料として、ロジスティクスプロバイダＣの清算アカウント１９１６の貸方に８
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クレジットが記入され、一方、供給者Ｄの清算アカウント１９１７の貸方には２クレジッ
トが記入される。さらに、商人Ｂが商人Ｂの清算クレジットへの換金を決定したと仮定す
ると、商人Ｂの清算アカウントの現在の額である４０クレジットの額が前記アカウント１
９１２の借方に記入され、且つ、それと貨幣的に等価の４０ドルの額が商人Ｂの銀行口座
１９１８の貸方に記入される。会計を目的として、図１９には、清算及び銀行業務システ
ムバランスアウトの両方で取引が示されている。
【０１０９】
　上記実施形態は、本発明を例示するために提供されたものにすぎないこと、また、当業
者には明らかである、上記実施形態に対する他の修正及び改善は、本明細書において説明
されている本発明の広義の範囲の範疇であると見なされることを理解されたい。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０Ａ】
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【図１２】 【図１３】
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【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】



(33) JP 6032617 B2 2016.11.30

10

20

30

40

フロントページの続き

(72)発明者  イバスコ，　アレックス，　ディー．
            フィリピン，　１２２６，　マカティ　シティ，　アヤラ　アヴェニュー　６７９９，　スマート
            　タワー，　スマート　コミュニケーションズ　インコーポレイティッド
(72)発明者  セミニアノ，　アレクサンダー，　ゴー
            フィリピン，　１２２６，　マカティ　シティ，　アヤラ　アヴェニュー　６７９９，　スマート
            　タワー，　スマート　コミュニケーションズ　インコーポレイティッド
(72)発明者  ウバルデ，　オリバー，　エル．
            フィリピン，　１２２６，　マカティ　シティ，　アヤラ　アヴェニュー　６７９９，　スマート
            　タワー，　スマート　コミュニケーションズ　インコーポレイティッド
(72)発明者  ガルシア，　ジュリー，　ケー．
            フィリピン，　１２２６，　マカティ　シティ，　アヤラ　アヴェニュー　６７９９，　スマート
            　タワー，　スマート　コミュニケーションズ　インコーポレイティッド
(72)発明者  ポサダス，　パトリック　ビー．
            フィリピン，　１２２６，　マカティ　シティ，　アヤラ　アヴェニュー　６７９９，　スマート
            　タワー，　スマート　コミュニケーションズ　インコーポレイティッド
(72)発明者  コ，　ヴィンセント，　シー．
            フィリピン，　１２２６，　マカティ　シティ，　アヤラ　アヴェニュー　６７９９，　スマート
            　タワー，　スマート　コミュニケーションズ　インコーポレイティッド
(72)発明者  タン，　リック，　アンジェロ，　エス．
            フィリピン，　１２２６，　マカティ　シティ，　アヤラ　アヴェニュー　６７９９，　スマート
            　タワー，　スマート　コミュニケーションズ　インコーポレイティッド

    審査官  長　由紀子

(56)参考文献  特表２００４－５３５０１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２６３４７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２２２５１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５１００９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              平沢  真一，海外出張で快適インターネット，日経ＭＡＣ，日本，日経ＢＰ社，１９９８年　９
              月１８日，第66号，p.248-251
              篠崎 卓也　外３名，ＳＭＳ国際ローミングサービスおよび国際ＳＭＳサービス，ＮＴＴ  Ｄｏ
              ＣｏＭｏテクニカル・ジャーナル，日本，社団法人電気通信協会，２００５年　７月　１日，第
              13巻第2号，p.68-73

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　２０／２８　　　　
              Ｇ０６Ｑ　　２０／１４　　　　
              Ｇ０６Ｑ　　５０／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

