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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うために、モバイル支払取
引システムのプロセッサによって実行可能な一組の命令が記憶された非一時的なコンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記命令が、
　前記取引に関する取引情報を受信するための命令であって、前記取引情報が、取引金額
を含む、該命令と、
　前記取引情報の受信に応答して、前記取引金額より低い第１の支払金額にて、前記モバ
イル支払取引システムとクレジットカード処理システムとの間の取引を承認するための命
令であって、前記取引は、前記第１の支払金額を前記モバイル取引支払システムに送金す
る、該命令と、
　電子ギフトカード処理システムから、前記承認された取引に応答して、前記取引金額に
対応する金額でのギフトカード金額を有する電子ギフトカードの購入を行い、ここで、当
該購入は、第２の支払金額を前記電子ギフトカード処理システムへ送金することによって
行われ、前記第２の支払金額は、前記第１の支払金額よりも少ない、該命令と、
　還元ポイント評価規則を使用して前記取引金額からまたは前記ギフトカード金額から還
元ポイント金額が決定され、前記取引の完了の結果として消費者に授与されるべき前記還
元ポイント金額を作成するための命令と、
　前記取引の完了のために前記電子ギフトカードを、前記消費者の前記モバイルデバイス
に、通信するための命令と、
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　前記取引の完了に応答して消費者に授与されるべき前記還元ポイント金額を、前記消費
者の前記モバイルデバイスに、通信するための命令と
を含む、前記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２】
　前記モバイルデバイスにおいて、製品識別コード又は単一の取引に特有の識別コードを
スキャンすることまたは前記取引金額に関して生成された数字列を入力することによって
、前記取引情報を識別するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、請求項１に
記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３】
　前記取引情報が、消費者識別子データ及び商人識別子データを更に含む、請求項１に記
載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４】
　前記電子ギフトカードを購入するための前記命令が、
　前記取引情報を受信するための命令と、
　前記電子ギフトカード処理システムに前記取引情報を通信するための命令と、
　前記電子ギフトカード処理システムにおいて、前記電子ギフトカードを作成するための
命令と、
　を含む、請求項１に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５】
　前記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信するための前記命令が、
　前記電子ギフトカード処理システムから前記モバイル支払取引システムに前記電子ギフ
トカードを通信するための命令と、
　前記モバイル支払取引システムから前記モバイルデバイスに前記電子ギフトカードを通
信するための命令と、
　を含む、請求項１に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６】
　前記商人への前記ギフトカード金額の分配を確認するために、前記モバイルデバイスに
おいて前記電子ギフトカードのスキャンのために前記モバイルデバイスにおいて前記電子
ギフトカードを提示するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、請求項１に記
載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７】
　（ｉ）前記消費者に関する情報ではなく前記商人に関する情報から、または（ｉｉ）前
記商人に関する情報ではなく前記消費者に関する情報から、前記還元ポイント評価規則を
決定するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、請求項１に記載の前記コンピ
ュータ可読記憶媒体。
【請求項８】
　前記商人、前記消費者、またはそれらの組み合わせに関する情報から前記還元ポイント
評価規則を決定するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、請求項１に記載の
前記コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９】
　前記電子ギフトカード処理システムにおいて前記ギフトカード金額を有する前記電子ギ
フトカードを作成するための命令と、
　還元ポイント処理システムにおいて前記取引の結果として授与されるべき前記還元ポイ
ント金額を作成するための命令と、
を含む一組の更なる命令が記憶された、請求項１に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項１０】
　前記電子ギフトカードを前記モバイルデバイスに通信するために、前記電子ギフトカー
ド処理システムからモバイル支払システムに、前記電子ギフトカードを通信する命令と、
　還元ポイント処理システムから前記モバイル支払システムに、前記取引の結果として授
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与される前記還元ポイントの記録を通信するための命令と、
を含む一組の更なる命令が記憶された、請求項１に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項１１】
　販売時点管理（ＰＯＳ）の取引を処理するためのシステムであって、前記システムは、
プロセッサとメモリを有するモバイル支払取引システムを備え、
　前記モバイル取引支払システムは、以下の動作を行うように構成される、システム：
　前記取引に関する取引情報を受信する、ここで、前記取引情報が、取引金額を含む、
　前記モバイル支払取引システムと、電子支払の第１の形態に対応する第１支払取引シス
テムとの間で、第１の取引金額における前記取引の容認を決断する、
　前記取引自体を前記第１支払取引システムが完了することを阻止する、

　前記取引を完了するために前記電子支払の第１の形態とは異なる電子支払の第２の形態
を使用するためのものである、第２の支払取引システムから、前記第１の取引金額より少
ない第２の取引金額における前記取引の容認をリクエストする、
　前記モバイル支払取引システムにおいて、前記取引のために還元ポイント金額を作成す
る、
　前記取引を完了するために前記第２の取引金額における前記電子支払の第２の形態を、
消費者のモバイルデバイスに、分配する、
　電子支払の前記第２の形態とは別個に、そして、前記取引の完了に応答して、前記還元
ポイント金額を、消費者のモバイルデバイスに、分配する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、モバイルデバイス、より具体的には、モバイル支払システムとインターフェ
ースを取るモバイルデバイスであって、取引が還元ポイントを伴う、モバイルデバイスを
使用して取引を完了することに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書に提供された背景の記載は、開示の文脈を一般的に提示する目的のためのもの
である。現在指名された発明者の研究は、それがこの背景の欄に記載された範囲について
、ならびに、さもなければ出願時に先行技術として見なされない可能性がある記載の態様
は、本開示に対する先行技術として明示的にも暗示的にも認められない。
【０００３】
　スマートホンはより人気になってきたので、企業は、ユーザが彼らのスマートホン経由
で販売時点管理（ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅ）購入を行うことを可能にするシステムを
開発し始めた。いくつかは、スマートホンに備え付けられるクレジットカード読み取り機
を含むシステムを開発した。取引は、ユーザのクレジットカードが読み取り機を通されて
取引が承認されるときに完了され、その時点で、取引金額がユーザのクレジットカードに
請求され、購入金額が商人の口座に入金される。他は、仮想ウォレットアプリケーション
を開発しており、それにおいて、ユーザは、一定額の金銭を仮想口座に事前に蓄えるか、
あるいはクレジットカードをその仮想口座と関連付ける。ユーザは、別の人間または商人
の口座への取引のための送金を承認し、その時点で、仮想現金額が購入者の口座から購入
元の口座に送金される。他は、スマートホンにダウンロードされ、クレジットカードと関
連付けられたモバイルアプリケーションを提案した。取引を行うために、ＱＲコードが、
取引金額について、販売時点管理において顧客に提示され、顧客は、ＱＲコードを彼らの
スマートホンでスキャンし、その時点で、彼らのクレジットカードに請求され、資金がク
レジットカードプロセッサから商人に送金される。これらのシステムのそれぞれは、クレ
ジットカードをベースとするインフラストラクチャーを使用することに依存して、取引を
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完了する。また、それらは、人気を増している。不運にも、そのようなシステムは、高い
クレジットカード手数料に起因して、商人には高額である。
【０００４】
　他は、クレジットカードを使用して取引を完了する代わりに、資金が、顧客の銀行口座
から商人の口座に直接的に送金され得るシステムを提案した。しかしながら、これらのシ
ステムは、幅広い使用を獲得することに失敗した。更に他は、ユニバーサルモバイルロイ
ヤルティ還元プログラムを開発しており、ユーザが、参加商人を訪問して、各訪問につき
キオスクで彼らのスマートホンをスキャンすることによって還元ポイントを集める。ポイ
ントが集められる際、商人は、顧客に集めたポイントを彼らの店舗で使用するように引き
付ける奨励金を提供する。しかしながら、そのプログラムは、還元だけで、商品やサービ
スの購入または取引に関与しない。
【発明の概要】
【０００５】
　したがって、ユーザが、電子支払いの代替形態によって商人から商品またはサービス購
入を完了することを可能にするための技法を提供することが有利であり得るものの、顧客
が精通しているクレジットカード処理の恩恵を依然として受けている。電子支払のその代
替の形態は、ユーザ口座への還元ポイントの授与を伴う電子ギフトカード支払であり得る
。取引システムは、ユーザが、モバイルデバイスを使用して、購入のための取引金額を識
別し、その取引金額をモバイル支払システムに伝送することを可能にする。モバイル支払
システムは、次いで、ユーザのクレジットカードから支払金額を最初に取得することによ
って、次いで、取引金額における可変額面電子ギフトカードの発行を要求することによっ
て、取引金額の支払を決断し得る。クレジットカードシステムから商人に支払う代わりに
、モバイル支払システムは、クレジットカードシステムを回避して、取引のために特別に
作成された電子ギフトカードであって、要求された取引金額における電子ギフトカードで
商人に支払うことができる。
【０００６】
　取引システムは、選択された商人に基づいて、ユーザ（例えば、ユーザの口座、取引履
歴等）または他の要因に基づいて、ユーザに還元ポイントを授与することができる。還元
ポイントは、ユーザが、参加商人を選び、取引の支払のために取引システムを使用するこ
とを奨励し、伝統的なクレジットカード購入を補完する。
【０００７】
　別の実施例によれば、モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間の取引を行う方
法であって、モバイル支払取引システムにおいて、取引に関する取引情報を受信すること
であって、取引情報が、取引金額を含み、モバイルデバイス通信ネットワーク上でモバイ
ルデバイスによって伝送され、モバイル支払取引システムが、少なくとも１つのプロセッ
サを有する、受信することと、モバイル支払取引システムにおいて、ギフトカード評価規
則を使用して取引金額から決定されたギフトカード金額であって、取引を完了するために
商人に容認されるギフトカード金額を有する電子ギフトカードを作成することと、モバイ
ル支払取引システムにおいて、還元ポイント評価規則を使用して取引金額またはギフトカ
ード金額から取引のために還元ポイント金額を作成することと、モバイルデバイスから、
取引を容認する消費者の確認を受信することに応答して、（ｉ）モバイルデバイスにおけ
る受領のためにモバイル支払取引システムから、取引の完了のために電子ギフトカードを
通信することと、（ｉｉ）消費者と関連付けられた還元口座における受領のためにモバイ
ル支払取引システムから、授与された還元ポイント金額を通信することと、を含む、方法
。
【０００８】
　別の実施例によれば、モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うた
めに、プロセッサによって実行可能な一組の命令が記憶された非一時的なコンピュータ可
読記憶媒体であって、命令が、モバイル支払取引システムにおいて、取引に関する取引情
報を受信するための命令であって、取引情報が、取引金額を含み、モバイルデバイス通信
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ネットワーク上でモバイルデバイスによって伝送され、モバイル支払取引システムが、少
なくとも１つのプロセッサを有する、受信するための命令と、モバイル支払取引システム
において、ギフトカード評価規則を使用して取引金額から決定されたギフトカード金額で
あって、取引を完了するために商人に容認されるギフトカード金額を有する電子ギフトカ
ードを作成するための命令と、モバイル支払取引システムにおいて、還元ポイント評価規
則を使用して取引金額またはギフトカード金額から取引のために還元ポイント金額を作成
するための命令と、モバイルデバイスから、取引を容認する消費者の確認を受信すること
に応答して、（ｉ）モバイルデバイスにおける受領のためにモバイル支払取引システムか
ら、取引の完了のために電子ギフトカードを通信し、かつ（ｉｉ）消費者と関連付けられ
た還元口座における受領のためにモバイル支払取引システムから、授与された還元ポイン
ト金額を通信するための命令と、を含む、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【０００９】
　別の実施例によれば、モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うた
めのシステムであって、システムが、プロセッサ及びメモリを備えるモバイル支払取引シ
ステムを含み、モバイル支払取引システムが、取引に関する取引情報であって、取引金額
を含み、モバイルデバイス通信ネットワーク上でモバイルデバイスによって伝送される、
取引情報を受信するように、ギフトカード評価規則を使用して取引金額から決定されたギ
フトカード金額であって、取引を完了するために商人に容認されるギフトカード金額を有
する電子ギフトカードを作成するように、還元ポイント評価規則を使用して取引金額また
はギフトカード金額から取引のために還元ポイント金額を作成するように、ならびに、モ
バイルデバイスから、取引を容認する消費者の確認を受信することに応答して、（ｉ）モ
バイルデバイスにおける受領のためにモバイル支払取引システムから、取引の完了のため
に電子ギフトカードを通信し、かつ（ｉｉ）消費者と関連付けられた還元口座における受
領のためにモバイル支払取引システムから、授与された還元ポイント金額を通信するよう
に、構成される、システム。
【００１０】
　別の実施例によれば、モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うた
めのシステムであって、システムが、プロセッサ及びメモリを備えるモバイル支払システ
ムを含み、モバイル支払システムが、取引に関する取引情報であって、取引金額を含み、
モバイルデバイス通信ネットワーク上でモバイルデバイスによって伝送され、モバイル支
払取引システムが、少なくとも１つのプロセッサを有する、取引情報を受信するように、
ギフトカード処理システムから、ギフトカード評価規則を使用して取引金額から決定され
たギフトカード金額であって、取引を完了するために商人に容認されるギフトカード金額
を有する電子ギフトカードを受信するように、還元ポイント処理システムから、還元ポイ
ント評価規則を使用して取引金額またはギフトカード金額から取引のために還元ポイント
金額を受信するように、ならびに、モバイルデバイスから、取引を容認する消費者の確認
を受信することに応答して、（ｉ）モバイルデバイスにおける受領のためにモバイル支払
システムから、取引の完了のために電子ギフトカードを通信し、かつ（ｉｉ）消費者と関
連付けられた還元口座における受領のためにモバイル支払システムから、授与された還元
ポイント金額を通信するように、構成される、システム。
【００１１】
　別の実施例によれば、モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うた
めのシステムであって、システムが、プロセッサ及びメモリを備えるモバイル支払システ
ムを含み、モバイル支払システムが、取引に関する取引情報であって、取引金額を含み、
モバイルデバイス通信ネットワーク上でモバイルデバイスによって伝送され、モバイル支
払取引システムが、少なくとも１つのプロセッサを有する、取引情報を受信するように、
ギフトカード処理システムから、ギフトカード評価規則を使用して取引金額から決定され
たギフトカード金額であって、取引を完了するために商人に容認されるギフトカード金額
を有する電子ギフトカードを受信するように、還元ポイント評価規則を使用して取引金額
またはギフトカード金額から取引のために還元ポイント金額を作成するように、モバイル
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デバイスから、取引を容認する消費者の確認を受信することに応答して、（ｉ）モバイル
デバイスにおける受領のためにモバイル支払システムから、取引の完了のために電子ギフ
トカードを通信し、かつ（ｉｉ）消費者と関連付けられた還元口座における受領のために
モバイル支払システムから、授与された還元ポイント金額を通信するように、構成される
、システム。
【００１２】
　別の実施例によれば、モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間の取引の完了を
管理するために還元ポイントモバイル支払システムを使用する方法であって、モバイルデ
バイス通信ネットワーク上で、モバイルデバイスから還元ポイントモバイル支払システム
への取引に関する取引情報を受信することであって、還元ポイント取引システムがプロセ
ッサを有し、取引情報が、取引金額及び取引の電子支払の第１の形態を含む、受信するこ
とと、還元ポイントモバイル支払システムと電子支払いの第１の形態に対応する第１の支
払取引システムとの間で、第１の取引金額における取引の容認を決断することと、還元ポ
イントモバイル支払システムと第２の支払取引システムとの間で、第１の取引金額より少
ない第２の取引金額における取引の容認を要求することであって、第２の支払取引システ
ムが、取引を完了するために電子支払の第１の形態とは異なる電子支払の第２の形態を使
用するためのものである、要求することと、還元ポイントモバイル支払システムにおいて
、取引のために還元ポイント金額を作成することと、商人と消費者との間で取引を完了す
るために第２の取引金額における電子支払の第２の形態をモバイルデバイスに分配するこ
とと、還元ポイントモバイル支払システムから還元ポイントシステムにおいて記憶された
消費者と関連付けられた還元口座に、還元ポイント金額を別個に分配することと、を含む
、方法。
【００１３】
　別の実施例によれば、モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間の取引の完了を
管理するために還元ポイントモバイル支払システムを使用するために、プロセッサによっ
て実行可能な一組の命令が記憶された非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、命
令が、モバイルデバイス通信ネットワーク上で、モバイルデバイスから還元ポイントモバ
イル支払システムへの取引に関する取引情報を受信するための命令であって、還元ポイン
トモバイル支払システムが、プロセッサを有し、取引情報が、取引金額及び取引の電子支
払の第１の形態を含む、受信するための命令と、還元ポイントモバイル支払システムと電
子支払いの第１の形態に対応する第１の支払取引システムとの間で、第１の取引金額にお
ける取引の容認を決断するための命令と、還元ポイントモバイル支払システムと第２の支
払取引システムとの間で、第１の取引金額より少ない第２の取引金額における取引の容認
を要求するための命令であって、第２の支払取引システムが、取引を完了するために電子
支払の第１の形態とは異なる電子支払の第２の形態を使用するためのものである、要求す
るための命令と、還元ポイントモバイル支払システムにおいて、取引のために還元ポイン
ト金額を作成するための命令と、商人と消費者との間で取引を完了するために第２の取引
金額における電子支払の第２の形態をモバイルデバイスに分配するための命令と、還元ポ
イントモバイル支払システムから還元ポイントシステムにおいて記憶された消費者と関連
付けられた還元口座に、還元ポイント金額を別個に分配するための命令と、を含む、非一
時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【００１４】
　別の実施例によれば、モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間の取引の完了を
管理するために取引システムを使用するためのシステムであって、取引システムが、プロ
セッサ及びメモリを有する還元ポイントモバイル支払システムを含み、還元ポイントモバ
イル支払システムが、モバイルデバイスから、取引に関する取引情報であって、取引金額
及び取引の電子支払の第１の形態の指示を含む、取引情報を受信するように、還元ポイン
トモバイル支払システムと電子支払いの第１の形態に対応する第１の支払取引システムと
の間で、第１の取引金額における取引の容認を決断するように、還元ポイントモバイル支
払システムと、取引を完了するために電子支払の第１の形態とは異なる電子支払の第２の
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形態を使用するためのものである第２の支払取引システムとの間で、第１の取引金額より
少ない第２の取引金額における取引の容認を要求するように、還元ポイントモバイル支払
システムにおいて、取引のために還元ポイント金額を作成するように、商人と消費者との
間で取引を完了するために第２の取引金額における電子支払の第２の形態をモバイルデバ
イスに分配するように、還元ポイントモバイル支払システムから還元ポイントシステムに
おいて記憶された消費者と関連付けられた還元口座に、還元ポイント金額を別個に分配す
るように、構成される、システム。
【００１５】
　以下に記載される図面は、本明細書に開示されたシステム及び方法の様々な態様を描写
する。各図面が、開示されたシステム及び方法の特定の態様のある実施形態を描写するこ
とと、各図面が、それらの可能な実施形態と合致することが意図されることと、を理解さ
れたい。更に、可能な限り、以下の記載が、以下の図面に含まれる参照数字を参照し、そ
れにおいて、複数の図面中に描写された特徴が、一貫した参照数字で指定される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】モバイルデバイスと商人との間で取引を完了するための、ならびに取引を完了す
るための電子ギフトカード及び取引を奨励するための還元ポイントを使用するための、取
引システム例のブロック図である。
【図２】図１のシステムに実装され得るようなモバイル支払システムのブロック図である
。
【図３】図１のシステムにおいて使用され得るようなモバイルデバイス例のブロック図で
ある。
【図４】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプレ
イの画面例である。
【図５】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプレ
イの画面例である。
【図６】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプレ
イの画面例である。
【図７】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプレ
イの画面例である。
【図８】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプレ
イの画面例である。
【図９Ａ】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプ
レイの画面例である。
【図９Ｂ】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプ
レイの画面例である。
【図１０】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプ
レイの画面例である。
【図１１】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプ
レイの画面例である。
【図１２Ａ】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディス
プレイの画面例である。
【図１２Ｂ】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディス
プレイの画面例である。
【図１３】取引システムの一部としてモバイルデバイス上でユーザに提示されるディスプ
レイの画面例である。
【図１４Ａ】取引システムを使用して取引を行うための方法例のフロー図を描写する。
【図１４Ｂ】取引システムを使用して取引を行うための方法例のフロー図を描写する。
【図１５】取引を完了するための別の取引システム例のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　図１は、モバイルデバイス取引システム１００を実装するアーキテクチャ例の様々な態
様を例示する。高レベルアーキテクチャは、ハードウェアとソフトウェアの両方のアプリ
ケーションのみならず、様々なハードウェア及びソフトウェア構成要素間でデータを通信
するための様々なデータ通信チャネルを含む。取引システム１００は、フロントエンド構
成要素１０２とバックエンド構成要素１０４に大まかに分類され得る。フロントエンド構
成要素１０２は、１つ以上のモバイルデバイス２０６～２１７内に主として配置される。
デバイス２０６～２１７は、限定ではなく例として、同じ都市の異なる地域、異なる都市
、または異なる州を含む、互いから離れた地理的位置に位置し得る。バックエンド構成要
素１０４は、通信ネットワーク１３０を通してモバイルデバイス２０６～２１７と通信す
る１つ以上のサーバまたはシステムを含有するモバイル支払取引システムを表わし得る。
【００１８】
　モバイルデバイス支払システム１００を実装する目的のために、顧客は、ネットワーク
サーバ、例えばＨＴＴＰ（ハイパーテキスト転送プロトコル）経由で通信するウェブサー
バまたは任意のネットワーク通信プロトコルに従って情報を伝送することができる任意の
他の種類の情報サーバなどを経由して、取引システム（例えば、モバイル支払システムサ
ーバ１４０）と相互作用する。ネットワーク使用可能なデバイスは、例として、ユーザ２
０４によって使用されるような、ネットワーク使用可能なセルラー無線端末２０６、電話
機２０８、タブレットコンピュータもしくはパーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）
２１０、スマートホン２１２、ラップトップコンピュータ２１４、デスクトップコンピュ
ータ２１６、ウェアラブル無線通信デバイス、例えばウェアラブルコンピュータ２１７、
タブレットコンピュータ、エアラインキオスク端末、ポータブルメディアプレイヤ、電子
読み取り機、または他の類似デバイス（図示されない）などを含み得る。もちろん、適切
に構成された任意のネットワーク使用可能なデバイスが、モバイルデバイス支払システム
１００と相互作用し得る。便宜上、この記載の残りを通して、システム１００が、デバイ
ス２１２（すなわち、スマートホン）に関して記載されることになる。しかしながら、別
段述べられない限り、デバイス２１２に対する任意の参照が、ネットワーク使用可能なデ
バイス２０６～２１７のうちのいずれか１つに対する参照として理解されるべきであるこ
とを理解されたい。
【００１９】
　フロントエンド構成要素１０２は、デジタルネットワーク１３０経由でバックエンド構
成要素１０４と通信する。１つ以上のフロントエンド構成要素１０２は、構成によってま
たは安全問題に起因する限定アクセスによって、バックエンド構成要素１０４との通信か
ら除外され得る。例えば、ネットワーク使用可能なデバイス２０６～２１７のそれぞれが
、ユーザ名（例えば、フリークエントフライヤー還元会員識別子、例えばユナイテッド航
空（Ｕｎｉｔｅｄ　Ａｉｒ　Ｌｉｎｅｓ）によって提供されたマイレージプラス（Ｍｉｌ
ｅａｇｅＰｌｕｓ（登録商標））プログラムなど）と関連付けられることと、ネットワー
ク使用可能なデバイス２０６～２１７がバックエンド構成要素１０４に記憶された様々な
プログラムやルーチンにアクセスすることを可能にする前にパスワードを要求することと
、が有利であり得る。デジタルネットワーク１３０は、専用ネットワーク、安全な公衆イ
ンターネット、仮想私設ネットワークまたはいくつかの他の種類のネットワーク、例えば
専用アクセス回線、通常の普通の電話回線、衛星リンク、これらの組み合わせ等であり得
る。デジタルネットワーク１３０がインターネットを備える場合、データ通信は、インタ
ーネット通信プロトコル経由でデジタルネットワーク１３０上で行われ得る。デジタルネ
ットワーク１３０は、無線または有線接続を通してデバイス２０６～２１７と通信し得る
。更に、いくつかの実施例では、デジタルネットワーク１３０が、モバイル（またはセル
ラー）通信ネットワークである。
【００２０】
　デバイス２０６～２１７は、有線接続経由のネットワーク１３０との通信を必ずしも要
しない。いくつかの場合において、デバイス２０６～２１７は、無線信号２２０経由でネ
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ットワーク１３０と通信し得、いくつかの場合において、デバイス２０６～２１７は、中
間無線もしくは有線デバイス２１８経由でネットワーク１３０と通信し得、それは、無線
ルータ、無線中継器、携帯電話通信プロバイダのベーストランシーバ基地局等、または他
のアクセスポイントであり得る。ネットワーク使用可能なデバイス２０６～２１７のそれ
ぞれが、ネットワークアクセスポイント２１８と相互作用し得、デバイス２１２上の表示
のために、例えば図４～１３に描写された画面などの画面上に表示されるように適合され
たウェブページを含む情報または他の情報を受信する。ただ１つのアクセスポイント２１
８及び１つのサーバ１４０が図１に描写されるが、複数のウェブサーバのみならず複数の
アクセスポイントが、サーバ負荷を分配する目的、異なるウェブページを供給する目的、
ウェブインターフェースの異なる部分を実装する目的などのために提供され得ることが認
識されるであろう。
【００２１】
　バックエンド構成要素１０４は、この実施例ではサーバとして実装されるモバイル支払
システム１４０、ならびにギフトカード処理システム１７０、クレジットカード処理シス
テム１７２、地理的位置処理システム１７３、デバイス識別処理システム１７４、及び還
元ポイント処理システム１７５を含む。もちろん、デバイス２０６～２１７は、モバイル
支払サーバ１４０及び処理システム１７０や１７２に類似する１つ以上の機能または能力
を有する異なるバックエンド構成要素１０４に通信可能に接続され得る。モバイル支払シ
ステム１４０は、他のソフトウェアアプリケーション、例えば詐欺監視またはプログラム
適性などに加えて、モバイルデバイス支払システム１００の様々なソフトウェアアプリケ
ーション及び構成要素を実行するように適合され構成された１つ以上のコンピュータプロ
セッサ１６２を含み得る。モバイル支払サーバ１４０は、データベース１４６を更に含む
。データベース１４６は、取引システム１００の動作に関するデータ、例えば、名前を含
むユーザプロフィールユーザデータ、還元口座番号、クレジットカード口座番号、年齢、
（複数の）住所、連絡先情報、過去の購入履歴、行動上の区分、最初の状況レベル、分析
論、ビジネスルール、商人データ、商人カタログ、獲得された提供内容、ビジネスルール
エンジン（ＢＲＥ）等を記憶するように適合される。モバイル支払サーバ１４０は、支払
取引システム１００の動作と関連付けられた様々な機能やタスクを実行するときに、デー
タベース１４６内に記憶されたデータにアクセスし得る。
【００２２】
　取引システム１００が、モバイル支払システム１４０と通信する、１つのモバイル支払
サーバ１４０及びギフトカード処理システム１７０、クレジットカード処理システム１７
２、地理的位置処理システム１７３、デバイス識別処理システム１７４、ならびに還元ポ
イント処理システム１７５を含むように示されるが、異なる数のモバイル支払システム１
４０、ギフトカード処理システム１７０、クレジットカード処理サーバ１７２、地理的位
置処理システム１７３、デバイス識別処理システム１７４、還元ポイント処理システム１
７５、及びデバイス２０６～２１７が利用されてもよいことを理解されたい。例えば、デ
ジタルネットワーク１３０（または、図示されない他のデジタルネットワーク）が、シス
テム１００において、多数のモバイル支払システム１４０、多数の取引処理システム１７
０、１７２、及び１７５、ならびに多数のデバイス２０６～２１７を相互接続してもよい
。開示された例によれば、この構成は、いくつかの利点、例えば、情報のほぼ実時間のア
ップロードやダウンロードならびに情報の定期的なアップロードやダウンロードを可能に
することなどをもたらし得る。この構成は、取引システム１００において作成された情報
の全ての一次バックアップを提供する。あるいは、デバイス２０６～２１７のうちのいく
つかが、データをローカルに記憶してもよい。
【００２３】
　バックエンド構成要素１０４が、ギフトカード処理システム１７０、クレジットカード
処理システム１７２、及び還元ポイント処理システム１７５と通信するモバイル支払シス
テム１４０を含むように記載されるが、これらのシステムのそれぞれは、以下の更なる実
施例に記述されるように、任意の種類の適切な取引処理システムを表わし得る。
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【００２４】
　図１はまた、モバイル支払システム１４０の１つの可能な実施形態を描写する。システ
ム１４０は、アプリケーションサーバとして、入出力（Ｉ／Ｏ）回路１６６に接続された
リンク１５６経由でデータベース１４６に動作可能に接続されたコントローラ１５５を有
し得る。図示されないが、（例えば、分析論、ビジネスルール、ギフトカードデータ、商
人位置データ、商人カタログデータ、獲得された提供内容データ、及び詐欺データを含有
する）追加のデータベースが、コントローラ１５５にリンクされ得るか、またはデータベ
ース１４５内に構成され得ることに留意されたい。コントローラ１５５は、プログラムメ
モリ１６０、（マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサと呼ばれ得る）プロセッ
サ１６２、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１６４、及び入出力（Ｉ／Ｏ）回路１６６
を含み、それらの全てが、アドレス／データバス１６５経由で相互接続される。ただ１つ
のマイクロプロセッサ１６２が示されるが、コントローラ１５５は、複数のマイクロプロ
セッサ１６２を含んでもよいことを認識されたい。同様に、コントローラ１５５のメモリ
は、複数のＲＡＭ１６４と複数のプログラムメモリ１６０を含んでもよい。Ｉ／Ｏ回路１
６６が単一ブロックとして示されるが、Ｉ／Ｏ回路１６６は、いくつかの異なる種類のＩ
／Ｏ回路を含んでもよいことを認識されたい。（複数の）ＲＡＭ１６４及びプログラムメ
モリ１６０は、例えば、半導体メモリ、磁気的可読メモリ、及び／または光学的可読メモ
リとして実装され得る。リンク１３５は、Ｉ／Ｏ回路１６６を通してデジタルネットワー
ク１３０にコントローラ１５５を動作可能に接続し得る。
【００２５】
　フロントエンド構成要素１０２及びバックエンド構成要素１０４にある様々なソフトウ
ェアアプリケーションは、モバイル取引を完了すること（すなわち、取引を開始して完了
するためにモバイルデバイスを使用する商品またはサービスの購入）に関する機能を実装
し、ユーザ（例えば、顧客）がシステム１００にアクセスすることを可能にする様々なユ
ーザインターフェースを提供する。フロントエンド構成要素１０２及び／またはバックエ
ンド構成要素１０４のうちの１つ以上が、ユーザ、例えば顧客または顧客サービス代理な
どが、システム１００と関連付けられたデータを入力して見ることと、以下に記載される
モバイルデバイス支払システム１００と相互作用することと、を可能にするためのユーザ
インターフェースアプリケーション１１１を含み得る。一実施形態において、ユーザイン
ターフェースアプリケーション１１１は、ウェブブラウザクライエントであり、アプリケ
ーションサーバ１４０は、データをユーザインターフェースアプリケーション１１１に提
供するためのサーバアプリケーション１１３を実装する。しかしながら、ユーザインター
フェースアプリケーション１１１は、専用インターフェースを含む任意の種類のインター
フェースであり得、限定されるものではないが、ファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）、テ
ルネット、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）等を含む任意の種類のプロトコ
ルを使用してアプリケーションサーバ１４０と通信し得る。その上、いくつかの実施形態
は、（顧客がシステムにアクセスするときのように）ネットワーク使用可能なデバイス２
０６～２１７のうちの１つ上で動くユーザインターフェースアプリケーション１１１を含
み得る。アプリケーションサーバ１４０からデバイス２０６～２１７に送信された情報は
、データベース１４６から取り出されたデータを含む。モバイル支払システム１４０は、
デバイス２０６～２１７上で動くユーザインターフェースアプリケーション１１１であっ
て、モバイル支払スキャン処理の間に必要な顧客情報を受信して提供する目的に適合され
るユーザインターフェースアプリケーション１１１と互換性がある任意の既知のプロトコ
ルを実装し得る。モバイル支払システム１４０は、モバイル取引決断アプリケーション１
７１を含み、以下に記述されるモバイル支払システムの機能、例えば、モバイルデバイス
２０６～２１７からギフトカード処理システム１７０、クレジットカード処理システム１
７２、地理的位置処理システム１７３、デバイス識別処理システム１７４、及び還元ポイ
ント処理システム１７５に受信された顧客データを通信することに関する機能を実行する
。モバイル取引決断アプリケーション１７１は、プログラムメモリ１６０またはＲＡＭ１
６４のうちの１つ以上に格納され得る。
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【００２６】
　詳細に図示されないが、システム１７０、１７２、１７３、１７４、及び１７５のそれ
ぞれが、モバイル支払システム１４０のものに類似し得、サーバ上に実装され得る。すな
わち、システム１７０、１７２、１７３、１７４、及び１７５のそれぞれは、プログラム
メモリを含むコントローラ、マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサ、ランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）、及び入出力（Ｉ／Ｏ）回路を含み得、それらの全てが、アド
レス／データバス（図示されない）経由で相互接続される。
【００２７】
　ギフトカード処理システム１７０は、直接的にまたは（例示されるように）モバイル支
払システム１４０を通して、モバイルデバイス２０６～２１７から受信された取引データ
に基づく可変金額における電子ギフトカードを承認して発行するように構成されたアルゴ
リズムを含むアプリケーションを含み得る。システム１７０は、それぞれのモバイルデバ
イス２０６～２１７への通信のために発行された電子ギフトカードをモバイル支払システ
ム１４０に伝送して、そのモバイルデバイスにおいて開始された取引を完了するように構
成され得る。ギフトカード処理システム１７０は、電子ギフトカードのための金額を決定
するときに、ギフトカード評価規則を適用し得る。例えば、ギフトカード評価規則は、取
引の正確な金額における電子ギフトカードを発行し得る。他の実施例では、ギフトカード
評価規則は、取引の金額とは異なる別の金額における電子ギフトカードの発行を結果とし
てもたらしてもよい。いくつかの実施例では、ギフトカード処理システム１７０は、第三
者のギフトカードシステムであってもよい。いくつかの実施例では、ギフトカード処理シ
ステム１７０は、商人のシステムであってもよい。結果として生じる電子ギフトカードは
、システム１７０から直接的に、または他のチャネルを通して、モバイル支払システム１
４０を通してモバイルデバイスに通信され得る。
【００２８】
　クレジットカード処理システム１７２は、直接的にまたは（例示されるように）モバイ
ル支払システム１４０を通して、モバイルデバイス２０６～２１７から取引データを受信
するように構成されたアルゴリズムを含むアプリケーションを含み得る。モバイルデバイ
ス２０６～２１７のユーザ、あるいはモバイルデバイス自体が、１つ以上のクレジットカ
ード提供者と関連付けられ得、システム１７２は、ユーザのクレジットカードのそれぞれ
について複数の異なるクレジットカード処理システムを表わし得る。以下に更に記述され
るように、各クレジットカード処理システムは、モバイル支払システム１４０と共に動作
し得、取引のためにクレジットカード側の支払いを検査し、承認し、完了する。クレジッ
トカード取引支払の決断が、モバイル支払システム１４０がギフトカード処理システム１
７０と通信する前に行われ得、商人が、少なくともこの記載された実施例では、クレジッ
トカード処理システム１７２からの支払による代わりに、ギフトカード処理システム１７
０によって発行された電子ギフトカードによって支払われるように、モバイルデバイス２
０６～２１７のユーザと対応する販売時点管理商人との間で取引を完了する。いくつかの
実施例では、顧客（すなわち、ユーザ）によって選ばれたクレジットカードは、還元プロ
グラムと関連付けられ得、例えばクレジットカードの使用が、別個の還元口座において、
そのユーザ、または任意の関連付けられたユーザのために対応する還元ポイントを増やす
。そのような実施例では、クレジットカード処理システム１７２は、顧客の還元ポイント
口座と関連付けられた情報に基づいて、顧客のクレジットカード情報を自動的に受信し得
るか、さもなければ決定し得る。
【００２９】
　実施例では、支払処理システム１７２がクレジットカード処理システムとして記載され
るが、システム１７２は、本明細書に記載されるように、モバイルデバイスとの使用のた
めに統合され得る任意の種類の適切な支払システムであってもよい。システム１７２は、
例えば、デビットカード処理システム、有線サービス（例えば、Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ｕｎｉ
ｏｎ（登録商標））、自動クリアリングハウスシステム、オンライン送金サービス（例え
ば、ＰａｙＰａｌ（登録商標））等であり得る。
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【００３０】
　地理的位置処理システム１７３は、モバイルデバイス２０６～２１７から位置データを
受信し、このデータをモバイル支払システム１４０に（例えば、地理的位置アプリケーシ
ョン１９２に）伝送し、ユーザについての緯度や経度を決定するように構成されたアルゴ
リズムを含むアプリケーションを含み得る。地理的位置処理システム１７３は、いくつか
の実施例では、提供管理アプリケーション１８８のためにデータを生成し得、商人によっ
て提供された適切な還元をもたらす。
【００３１】
　デバイス識別処理システム１７４は、モバイルデバイス２０６～２１７、地理的位置処
理システム１７３、ならびにモバイル支払システム１４０から、モバイルデバイス及び取
引属性を受信し、詐欺リスクスコアを決定するように構成されたアルゴリズムを含むアプ
リケーションを含み得る。デバイス識別処理システム１７４は、いくつかの実施例では、
モバイルデバイス２０６～２１７に通信するためにその情報をモバイル支払システム１４
０に（例えば、認証モジュール１９０に）提供するデバイス、商人、位置、及びビジネス
ルールのための異なる詐欺リスクスコアを決定し得る。
【００３２】
　還元ポイント処理システム１７５は、モバイル支払システム１４０から取引データを受
信し、還元ポイント金額（例えば、航空運賃、ホテル、車のレンタル、及び／または他の
商品やサービスの購入のために使用され得る旅行マイル）を決定し、取引を容認するため
にユーザに授与するように構成されたアルゴリズムを含むアプリケーションを含み得る。
還元ポイント処理システム１７５は、限定されるものではないが、還元銀行、支払形態シ
ステム、データウェアハウス、会員プロフィールデータエンジン、あるいはこれらのうち
のいくつかの組み合わせまたはこれらのうちのいくつかの複数のバージョンを含み得る。
いくつかの実施例では、異なる還元ポイントシステムが、異なるモバイルデバイスのため
に使用され得、モバイル支払システムを通して管理され得る。それ故、還元システムが、
顧客と商人との間の取引を奨励するために使用される発生主義システムであり得ることが
認識されるであろう。いくつかの実施例の種類の奨励システムが、以下に本明細書におい
て記述される。いくつかの実施例では、システム１７５は、ユーザが取引を容認する前に
取引のための還元ポイント金額を決定し得る。いくつかの実施例では、システム１７５は
、ユーザが取引を容認したか承認した後に還元ポイント金額を決定してもよい。授与され
た還元ポイントは、例えばサーバもしくはプロセッサなどに対して直接的に、ネットワー
ク１３０を通してまたは別の通信ネットワークを通して、ユーザの還元口座に通信され得
る。
【００３３】
　システム１７０、１７２、１７３、１７４、もしくは１７５のいずれかが、モバイル支
払システム１４０から別個にまたはシステム１４０の一体部分として実装されてもよい。
例えば、還元ポイントシステム１７５は、モバイル支払システム１４０内に、モバイル取
引決断アプリケーション１７１においてまたはプログラムメモリ１６０内の他の場所にお
いて、あるいはサーバとして実装されるシステム１４０内の専用機械またはメモリにおい
て、実装され得る。図１５は、還元ポイントモジュールを含むモバイル支払システムの構
成例を例示する。
【００３４】
　図２は、モバイル支払システム１４０の実施態様例のブロック図を描写する。ブロック
は、プログラムメモリ１６０に（すなわち、マシン可読命令として）記憶されたアプリケ
ーションまたはサブルーチンを表わし得、モバイル取引決断アプリケーション１７１の一
部として部分的にまたは完全に含む。ユーザインターフェースモジュール１７６は、モバ
イルデバイス２０６～２１７で、商人に関連したデータ、例えば商人名やＩＤ、商人がギ
フトカード／還元ポイントシステムの一部であるかどうか、一連の商人のいずれかについ
ての取引のための利用可能な還元ポイントの決定、それぞれから利用可能な還元ポイント
の決定に基づく競合する商人のランキングなどを含む、データをあちこち受信する及び／
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または伝送する。ユーザインターフェースモジュール１７６はまた、ユーザ固有データ、
例えば、ユーザ名及びＩＤ、ユーザの還元ポイント口座における還元ポイントの数、ユー
ザの取引履歴、取引における購入のために識別される商品、モバイルデバイスからの位置
識別情報等をあちこち受信してもよい及び／または伝送してもよい。ユーザインターフェ
ースモジュール１７６は、モバイル支払システムにおける対応するアプリケーションのう
ちのいずれかに受信されたデータを通信し得る。
【００３５】
　モバイル支払システム１４０は、ギフトカード処理システム１７０とインターフェース
を取るギフトカードシステムインターフェースアプリケーション１８０、還元ポイント処
理システム１７５とインターフェースを取る還元ポイントインターフェースアプリケーシ
ョン１８２、及びクレジットカード処理システム１７２とインターフェースを取るクレジ
ットカードインターフェースアプリケーション１８４、デバイス識別処理システム１７４
とインターフェースを取る認証部１９０、及び地理的位置処理システム１７３とインター
フェースを取る地理的位置アプリケーション１９２を更に含む。
【００３６】
　モバイル支払システム１４０に含まれ得る他のアプリケーションが、モバイルデバイス
２１２に対する通知、例えば特別プログラム、販売促進、発表、及び宣伝などを推し進め
ることができるイベント通知アプリケーション１８６を含む。提供管理アプリケーション
１８８は、商人についてのデータにアクセスし、還元ポイント評価規則を実行し特定の商
人のために提供された還元ポイントを決定し、提供され得る追加の販売促進還元ポイント
をコンピュータ計算する。発生主義管理アプリケーション１９４は、取引金額、特定の商
人、及びユーザの他の属性に基づいて獲得された実際の還元ポイントをコンピュータ計算
する。認証アプリケーション１９０は、ユーザデータ、デバイス属性、取引属性、地理的
位置、ビジネスルールを調査し、ユーザが商人との取引を完了することを承認されるかど
うかを決定する。このようにして、認証アプリケーション１９０は、モバイル支払システ
ム１４０において詐欺に対する保護をもたらし得る一方で、アプリケーション１９０はま
た、支払処理システム１７０、１７２、及び／または１７５のうちのいずれかにおける認
証及び詐欺保護動作と、あるいはデバイス識別システム１７４と、インターフェースを取
り得る。
【００３７】
　モバイルデバイス２１２の位置を決定するために、デバイス２１２からの地理的位置デ
ータに基づいて、地理的位置アプリケーション１９２が、モバイルデバイス２１２の地理
的位置を決定するために提供される。他の実施例では、地理的位置アプリケーション１９
２は、地理的位置処理システム１７３、例えばＦｏｕｒｓｑｕａｒｅ、Ｇｏｏｇｌｅ等と
通信する。デバイス２１６の位置が一旦決定されると、提供管理アプリケーション１８８
が、ユーザインターフェース１７６と処理システムインターフェース１８０、１８２、及
び１８４との間でインターフェースを取り、それぞれの支払処理システム間の取引を管理
する。提供管理アプリケーション１８８は、商人の所望されたリストを決定し得、モバイ
ルデバイス２１２上に表示を提供し、利用可能な商人の表示が、異なる商人についての還
元ポイント割り当てにおける違いを示すことになる。いくつかの実施例では、提供管理ア
プリケーション１８８が、取引のために利用可能な還元ポイントの数によってリスト化さ
れた商人のリストを編成し得、表示及びユーザによる選択のためにそのリストをデバイス
２１２に送信し得る。
【００３８】
　図３は、ユーザデバイス２０６～２１７の一実施例、例えばスマートホン２１２のブロ
ック図を描写する。デバイス２１２は、種々のハードウェア及び／またはソフトウェア構
成において動作し得る。デバイス２１２は、コントローラ２１３を含む。上記したコント
ローラに類似して、コントローラ２１３は、プログラムメモリ２１５、マイクロコントロ
ーラまたはマイクロプロセッサ２５９、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２１７、及び
入出力（Ｉ／Ｏ）回路２１９を含み、それらの全てが、アドレス／データバス２２１経由
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で相互接続される。いくつかの実施形態において、コントローラ２１３はまた、データベ
ース（図示されない）または他のデータ記憶機構（例えば、１つ以上のハードディスクド
ライブ、光記憶ドライブ、固体記憶デバイス、ＳＩＭカード等）を含み得るか、さもなけ
ればそれらに通信可能に接続され得る。図３は、ただ１つのマイクロプロセッサ２５９を
描写するが、コントローラ２１３は、複数のマイクロプロセッサ２５９を含み得ることを
認識されたい。同様に、コントローラ２１３のメモリは、複数のＲＡＭ２１７と複数のプ
ログラムメモリ２１５を含み得る。図３は、単一ブロックとしてＩ／Ｏ回路２１９を描写
するが、Ｉ／Ｏ回路２１９は、いくつかの異なる種類のＩ／Ｏ回路を含んでもよい。コン
トローラ２１３は、例えば、半導体メモリ、磁気的可読メモリ、及び／または光学的可読
メモリとして、（複数の）ＲＡＭ２１７やプログラムメモリ２１５を実装し得る。
【００３９】
　プログラムメモリ２１５及び／またはＲＡＭ２１７は、マイクロプロセッサ２５９によ
る実行のための様々なアプリケーション（すなわち、非一時的な形態におけるマシン可読
命令）を記憶し得る。例えば、オペレーティングシステム２５０は、デバイス２１２の動
作を一般に制御し得、ユーザインターフェースをデバイス２１２に提供し得る。様々なア
プリケーション２５４が、ユーザ２０４がデバイス２１２と関連付けられた様々な機能を
行うことを可能にし得る。例として、また、限定ではなく、アプリケーション２５４は、
数あるなかでも、電話通信サービスにアクセスするためのアプリケーション、電子メール
を送信するための及び／または受信するためのアプリケーション、テキストもしくはショ
ートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信するための及び／または受信するた
めのアプリケーション、カレンダーアプリケーション、連絡先リストアプリケーション、
ウェブ閲覧アプリケーション等を含み得る。特に、アプリケーション２５４は、モバイル
デバイス支払システム１００と関連付けられた電子ドキュメントデータを取り込むための
アプリケーション２５４Ａを含み得る。
【００４０】
　プログラムメモリ２１５及び／またはＲＡＭ２１７はまた、デバイス２１２の特定機能
にアクセスするための種々のサブルーチン２５２を記憶し得る。例として、また、限定で
はなく、サブルーチン２５２は、数ある中でも、地理的位置サービスにアクセスするため
のサブルーチン２５２Ａ、画像取り込みサービスにアクセスするためのサブルーチン２５
２Ｂ、ならびに、例えば、ソフトウェアキーボード機能を実装し、デバイス２１２におけ
る他のハードウェアとインターフェースを取る他のサブルーチン等を含み得る。
【００４１】
　プログラムメモリ２１５及び／またはＲＡＭ２１７は、デバイス２１２の構成及び／ま
たは動作に関する、ならびに／あるいはアプリケーション２５４またはサブルーチン２５
２のうちの１つ以上の動作に関するデータ２５１を更に記憶し得る。例えば、データ２５
１は、画像取り込みデバイスによって取り込まれた画像データであってもよいし、ユーザ
によって入力されたデータであってもよいし、サーバ（例えば、アプリケーションサーバ
１４０）から受信されたデータ、プロセッサ２５９によって決定された及び／または計算
されたデータ等であってもよい。
【００４２】
　コントローラ２１３に加えて、デバイス２１２は、他のハードウェアリソースを含み得
る。例えば、デバイス２１２は、電源２５８を含み得、それは、モバイルデバイスの場合
ではバッテリであり得る。デバイス２１２はまた、様々な種類の入出力ハードウェア、例
えば視覚ディスプレイ２６０、キーボード２６４、画像取り込みデバイス２６６、１つ以
上のスピーカ２７４、マイク２７５、及び／またはポインティングデバイス（図示されな
い）などを含み得る。ある実施形態において、ディスプレイ２６０は、タッチセンサー式
であり、ソフトウェアルーチン２５２の１つとしてソフトウェアキーボードルーチンと協
働し得、ユーザ入力を受け付ける。
【００４３】
　画像取り込みデバイス２６６は、任意の種類の画像取り込みデバイスであり得る。取引
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システム１００がデバイス２１２と通信する実施形態において、デバイス２１２は、内蔵
型の画像取り込みデバイスを含み得、例えば、取引における購入のために商品についての
データを収集する。あるいは、画像取り込みデバイス２６６は、いくつかの場合において
、例えばシリアル接続（例えば、ユニバーサルシリアルバス、もしくは「ＵＳＢ」接続）
によってデバイス２１２に結合されるように、デバイス２１２の外部にあり得る。いくつ
かの実施形態において、画像取り込みデバイス２６６は、焦点調整可能な光学素子を含む
。いくつかの実施形態において、画像取り込みデバイス２６６はまた、画像取り込みデバ
イス２６６がズームすることを可能にするための光学素子を含み得る。
【００４４】
　デバイス２１２は、無線及び／または有線通信のための種々のハードウェアを含む通信
ブロック２５５で構成され得る。通信ブロック２５５における無線通信ハードウェア例は
、携帯電話回路２６８、ＧＰＳ受信機回路２７６、ブルートゥース回路２８０、無線周波
数識別（ＲＦＩＤ）もしくは近距離無線通信（ＮＦＣ）回路２８１、またはＷｉ－Ｆｉ回
路２８２（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．１１基準に準拠する回路）、ならびに任意の数の
他の無線通信プロトコルをサポートするハードウェアを含み得る。通信ブロック２５５に
おける有線通信ハードウェア例は、例えば、ＵＳＢ回路２７０、イーサネット（登録商標
）回路２７１、及び／または任意の数の他の有線通信プロトコルをサポートするハードウ
ェアを含み得る。ＲＦＩＤ／ＮＦＣ回路２８１は、いくつかの実施例では、デバイス２１
２上の他のユーザ入力手段の代わりにまたはその手段に加えて、取引における購入のため
に商品を識別することを含む、多数の異なる目的のために使用され得る。
【００４５】
　異なるモバイルデバイスが、ユーザ入力のための異なる機構を実装し得ることを認めら
れたい。上記したある実施例では、デバイス２１２は、タッチセンサー式表示画面２６０
を有し得る。したがって、画面上に表示され、物理的ボタンではない「ボタン」が、ボタ
ンの範囲において画面にタッチすることによって「押される」。しかしながら、当業者は
、そのようなユーザインターフェース制御が、他の手法、例えばソフトキーの使用、キー
ボード上のナビゲーションボタンを使用するもしくはローラーボールを使用する制御のナ
ビゲート、異なる制御に対応する番号の選択、キーボード上への情報の入力等で達成され
得ることを容易に理解するであろう。更に、デバイス２１２が、マイク２７５経由で音声
コマンドを受信し得る。そのような音声コマンドは、アプリケーション２５４（例えば、
Ａｐｐｌｅ　ＣｏｍｐｕｔｅｒからのＳｉｒｉ（登録商標）製品）によって解析され得る
。
【００４６】
　システムサーバ１４０からデバイス２１２に伝送されたデータのうちのいくつかまたは
全て、あるいはその逆が、安全な手法で（例えば、「ＨＴＴＰＳ」として知られるハイパ
ーテキスト転送プロトコルセキュアもしくは別の安全な通信プロトコルを使用して）暗号
化される及び／またはさもなければ伝送されることが望ましいであろうことを理解された
い。
【００４７】
　典型的には、ユーザは、ネットワーク使用可能なデバイス、例えばネットワーク使用可
能なデバイス２０６～２１７などからユーザインターフェースアプリケーション（例えば
、ウェブブラウザ、モバイルアプリケーション、または他のクライエントアプリケーショ
ン）を開始し得るかインスタンス化し得、モバイル支払システム１４０との接続を確立し
、取引システム１００を実装する。このようにして、モバイル支払システム１４０が、サ
ーバ上に実装され得る。他の実施例では、モバイル支払システムが、ネットワークサーバ
を通してデジタルネットワーク１３０に接続される別個のコンピュータ上に実装されても
よい。
【００４８】
　用語「顧客」、「消費者」、及び「ユーザ」は、本明細書において交換可能に使用され
、ただ一人の人間に限定されないが、代わりに、商人の販売時点管理上で購入を行う理由



(16) JP 6810189 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

もしくは望みを抱く任意の人間または複数の人間を表わし得る。一般に、用語「ユーザ」
、「顧客」及び「消費者」は、デバイス２１２を操作する人間または複数の人間を呼ぶと
きに使用される。
【００４９】
　上記したように、取引システム１００にアクセスするために、ユーザ２０４が、デバイ
ス２１２上でクライエントアプリケーション２５４Ａを実行する。アプリケーション２５
４Ａを使用して、ユーザ２０４は、モバイル支払システム１４０によってデバイス２１２
に伝送された情報を含む一連のウェブページまたは画面（例えば、図４～１３を参照）を
要求し得、操作し得る。いくつかの実施形態において、ウェブページまたは画面が、サー
バシステム１４０によってまとめてデバイス２１２に伝送され得る。他の実施形態におい
て、サーバシステム１４０が、ウェブページまたは画面の様々なフィールドを追加する情
報をデバイス２１２に伝送する間に、ウェブページまたは画面のいくつかの部分が、デバ
イス２１２のプログラムメモリ２１５に存在し得る。図４～１３は、モバイルデバイス支
払システム１００の様々な実施形態におけるアプリケーション２５４Ａによって表示され
得るウェブページまたは画面例を描写する。ウェブページまたは画面のうちのいくつかは
、共通要素を共有する。図４は、ユーザがメニューボタンを選択した後、モバイルデバイ
ス２１２上でスワイプする手振りを行った後、あるいはいくつかの他の選択を行った後に
ユーザ２０４に提示される「メニュー」画面３００（すなわち、ウェブページまたは画面
）を描写する。「メニュー」画面３００は、ユーザが、以下に記述されるような、アプリ
ケーション２５４Ａの機能に対応する異なる画面に操作することを可能にするボタンまた
はリンク３０２を含有する。とはいえ、他の実施例では、他の画面が、これらボタンの全
てのうちのいくつかを含んでもよい。
【００５０】
　図５は、ユーザが、クライエントアプリケーション２５４Ａへのログインを実行し成功
した後にユーザに表示され得る「今すぐ支払い」または「ホーム」画面３５０を例示する
。従って、画面３５０は、任意選択的なログイン画面がログイン名とパスワードを質問し
て受け取った後にユーザが見る第１の画面を表わし得る。画面３５０はまた、「メニュー
」画面３００における「今すぐ支払い」ボタンまたはリンク３０４を選択した後にアクセ
スされ得る。画面３５０は、「メニュー」画面３００に戻るためのメニューボタン３５１
を含む。メインウィンドウ３５２が、参加商人についての地理的位置検索から一連の商人
をリスト化する。例示された実施例では、ウィンドウ３５２は、モバイルデバイスの決定
された位置に対する地理的近さの順にそれらの商人をリスト化する。５人の商人が、３５
４Ａ～３５４Ｅにリスト化される。商人名、現在の位置からの距離、及び取引単位毎の還
元ポイント金額（例えば、＄１毎の還元ポイント）（図示されるような）３５６Ａ～３５
６Ｄが、例示される。それ故、この実施例では、還元ポイント評価規則が、取引の前に決
定され得る。図示されるように、還元ポイント規則は、例えば、提供管理アプリケーショ
ン１８８によって決定されるように、異なる商人について異なり得る。いくつかの実施例
では、還元ポイント評価規則が、消費者に関する情報ではなく商人に関する情報から決定
される。他の実施例では、還元ポイント評価規則が、商人に関する情報ではなく消費者に
関する情報から決定され得る。他の実施例では、商人と顧客情報の組み合わせが使用され
てもよい。いずれにしても、例として、商人に関する情報が、商人取引履歴、商人取引金
額、商人製品カタログ、季節的関連性、またはそれらのいくつかの組み合わせであり得る
。例として、消費者に関する情報は、消費者取引履歴、取引金額、還元プログラムの他の
態様における参加、またはそれらのいくつかの組み合わせであり得る。いくつかの実施例
では、還元ポイント評価規則が、ギフトカード評価規則に一部基づいて決定される。
【００５１】
　図６は、ユーザが商人ボタンまたはリンク３５４Ａ～３５４Ｅのうちの１つを選択した
後に表示され得る「金額を入力」画面３７０を例示する。画面３７０において、ユーザは
、取引のために商人の価格を入力するためのキーパッド３７２を提示され、それは、購入
金額３７４として表示される。例示された実施例では、支払選択バッジ３７６が、事前に
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選択された（例えば、デフォルトの）支払方法をリスト化する。本明細書に記載された実
施例では、その支払方法が、ユーザに対応するクレジットカード口座である。バッジ３７
６上のタッピングは、ユーザがユーザの支払形態として任意の数の記憶された支払方法（
他のクレジットカード、Ｐａｙｐａｌ（登録商標）等）を通してスクロールすることを可
能にする重ね合わせウィンドウを開く。
【００５２】
　この実施例では、ユーザは取引のために合計購入価格を手動で入力するが、他の実施例
では、モバイルデバイス２１２が、取引に対応する１つのもしくは製品識別コード（例え
ば、バーコード、ＱＲコード（登録商標）等）または単一の取引に特定の識別コードをス
キャンする（あるいはキーで押す等）ために使用され得る。そのようなスキャンは、画像
取り込みデバイス２６６を使用して達成され得る。そのような実施例では、合計購入価格
が、全てのスキャンされた商品の価格に基づく合計を反映することになる。いくつかの実
施例では、合計購入価格が、購入のために商品内に埋め込まれたＲＦＩＤ及び／またはＮ
ＦＣを使用して取得され得る。そのようなシステムは、購入のために識別された商品を自
動的にスキャンし得、取引データ、例えば商品価格、商品名、対応する在庫番号等を収集
し得る。
【００５３】
　画面３７０は、入力された合計購入金額３７４に対応する計算された数の還元ポイント
３７８を更に表示する。還元ポイント規則から決定されるような還元ポイント３７８の値
。いくつかの実施例では、その還元ポイント値３７８が、ユーザによる最終容認の前に、
モバイル支払システム１４０に伝送される購入金額値に応答して発生主義管理アプリケー
ション１９４によって決定される。他の実施例では、決定された還元ポイント値３７８が
、還元ポイント規則を使用してモバイルデバイス２１２においてまたはモバイル支払シス
テム１４０において決定されてもよい。すなわち、いくつかの実施例では、モバイル支払
システム１４０が、還元ポイント規則、例えば規則３５６Ａ～３５６Ｅをモバイルデバイ
ス２１２に伝送することになり、モバイルデバイス２１２が取引と関連付けられた還元ポ
イント金額を決定することを可能にする。一般に、それらの還元ポイントが規則３５６Ａ
～３５６Ｅに正確に相互に関連しないイベントにおいて、例えば、システムがより多くの
還元ポイントが授与されるべきであることを決定するイベントにおいて、取引の時点にお
いて、モバイル支払システム１４０または還元ポイント処理システム１７５に、還元ポイ
ント値３７８を決定させることが所望され得る。いずれにしても、いくつかの実施例では
、還元ポイント規則３６０Ａ～３６０Ｅが商人に基づいて排他的に決定され得る一方、還
元ポイント値３７８を決定するために使用される還元ポイント評価規則は異なり得る。
【００５４】
　ユーザが、支払いのために取引を容認する準備が一旦できると、「今すぐ支払い」ボタ
ン３８０が選択され、その後に、ユーザは、図７に示される「確認」画面３８２に誘導さ
れ、「今すぐ支払い」ボタン３８０を再び選択することによって取引を確認すること、あ
るいは「キャンセル」ボタン３８２を選択することによって取引をキャンセルすることを
尋ねられる。
【００５５】
　図８は、取引容認画面３９０を例示する。画面３８２において「今すぐ支払い」ボタン
３８０を選択した後、モバイルデバイス２１２は、更に以下に記述されるような、取引の
支払の決断のために、例示された実施例では、取引データをバックエンド構成要素１０４
に、特にモバイル支払システム１４０に伝送する。ユーザの選択された支払形態、すなわ
ち、クレジットカードを通して商人との取引を決済する代わりに、モバイル支払システム
１４０は、取引を完了するためにモバイルデバイス２１２に、正確な取引金額で、電子ギ
フトカードを返送する。例示された実施例では、ギフトカード処理システム１７０から発
行されたその電子ギフトカードが、取引３７４のリスト化された購入金額のための特定の
通し番号３９４を用いて、バーコード３９２として描写される。画面３９０はまた、還元
ポイント処理システム１７５によってユーザの還元ポイント口座に授与された還元ポイン
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ト３９６の数を描写する。他の実施例では、電子ギフトカードが、ＱＲコード、または、
例えばＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＴＡＧコードなどの専用コードを含む、他の標準識別コード
描写として伝送されてもよい。商人への送金を完了するために、画面３９０は、レジ係が
バーコード３９２をスキャンするかバーコード通し番号を手動で入力することを命令する
。完了したとき、及びバーコードがスキャンされたときに、「終了」ボタン３９８が、「
メニュー」画面３００、あるいは選択されるときに「今すぐ支払い」画面３５０に戻る。
【００５６】
　図９Ａ及び９Ｂは、「地図検索」ボタン４０２が画面３５０から選択される場合にモバ
イルデバイス２１２上に表示され得る地図画面４００を例示する。地図画面４００は、画
面３５４の検索リストにおいて識別された店舗の地図や位置を描写する。図９Ｂでは、地
図画面４００が、ユーザが識別された店舗のうちの１つを選択するときにポップアップす
る店舗詳細ウィンドウ４０４を示す。
【００５７】
　図１０は、ユーザが画面３５０において検索フィールド４２２を選択した後に表示され
得る検索画面４２０を例示する。画面４２０は、ユーザ検索に対応する商人結果のリスト
４２４を描写する。検索結果は、例えば、提供管理アプリケーション１８８を使用して対
応する参加商人を決定する地理的位置アプリケーション１９２を使用してモバイルデバイ
ス２１２の位置を地理的位置決めを通して、モバイル支払システム１４０によって決定さ
れ得る。
【００５８】
　ユーザは、図４の画面３００において「閲覧」ボタンまたはリンク３０６を選択するこ
とによって利用可能な商人を閲覧できる。「閲覧」画面例４５０が、図１１に示され、商
人カテゴリのリストを提供し、各列が、識別アイコン、カテゴリ名、及びそのカテゴリに
対応する商人の合計数を含有し得る。カテゴリのうちの１つを選択することは、ユーザに
「今すぐ支払い」画面３４０を選ばせ得る。
【００５９】
　図１２Ａは、画面３００において「履歴」ボタンまたはリンク３０８がユーザによって
選択された後に表示され得る「履歴」画面５００を例示する。画面５００は、例えば、表
示ウィンドウ５０４をスクロールする際に、ユーザの取引履歴を描写する。リスト化され
た取引のうちの任意の１つを選択することは、ユーザに図１２Ｂに示される「取引」詳細
画面５０６を選ばせ得る。画面５０６は、商人名５０８、取引金額（例えば、購入価格）
５１０、取引日５１２、及び還元ポイントリスト５１４を含む、取引データの少なくとも
一部分を表示する。リスト５１４は、例示された実施例では、授与された還元ポイントの
合計金額のみならず還元ポイントの内訳も描写する。例示された実施例では、ユーザが、
ユーザの支払方法として還元ポイント関連クレジットカードを使用することによって、異
なる評価規則を使用して、モバイル支払システムを使用するために還元ポイントの第１の
金額５１６と還元ポイントの第２の金額５１８を受信した。
【００６０】
　図１３は、画面３００において「プロフィール」ボタン３１０がユーザによって選択さ
れた後に表示され得る「プロフィール」画面５５０を例示する。モバイル取引支払システ
ムのためのユーザ名及び識別番号が表示される。画面５５０から、ユーザが、通知トグル
ボタン５５２によって通知を設定し得、選択ボタン５５４を通して、支払方法、例えばク
レジットカード等を見る、入力する、及び削除することを選択し得、「サインアウト」ボ
タン５５６を通してモバイル取引支払システムをサインアウトし得る。
【００６１】
　いくつかの実施例では、本明細書に記述された画面は、ポップアップメッセージをユー
ザに表示し得、メッセージは、図２のアプリケーション１８６によって決定されるような
イベントまたは通知を提供する。メッセージ例は、取引のために支払った金額及び／また
は還元ポイント金額を示す成功メッセージ、特別提供、取引が完了しなかったことを示す
エラーメッセージ等を含む。
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【００６２】
　図１４Ａ及び１４Ｂは、ユーザに提供された還元ポイントの授与でモバイル取引を完了
するための方法例６００のフロー図である。より具体的には、モバイル支払システムサー
バ１４０、ギフトカード処理システム１７０、クレジットカード処理システム１７２、地
理的位置処理システム１７３、デバイス識別システム１７４、還元ポイント処理システム
１７５、及び／またはネットワーク使用可能なデバイス２０６～２１７上で動く１つ以上
のソフトウェアモジュールあるいはアプリケーションが、ユーザが彼らのモバイルデバイ
ス上で取引を完了することを可能にする方法８００を実装し得る。まず、ユーザは、コマ
ンドをデバイス２１２に入力することによって（例えば、デバイス２１２のホーム画面上
でボタンを作動することによって）アプリケーション２５４Ａを起動し得る（ブロック６
０２）。デバイス２１２は、地理的位置データをモバイル支払システムサーバ１４０に自
動的に送信する（ブロック６０４）。モバイル支払システム１４０は、任意のデータパケ
ットの取り除きを行い、その取り除かれたデータを地理的位置アプリケーション１９２に
提供するユーザインターフェースモジュール１７６経由でデータを受信し得、その地理的
位置アプリケーションは、デバイス２１２の地理的位置を決定する。地理的位置アプリケ
ーション１９２は、次いで、地理的位置アプリケーション１９２と連動してデバイス２１
２の地理的位置に対応する商人を識別する提供管理モジュール１８８にデータを提供し得
、そのリストが、モバイルデバイス２１２に通信し戻される（ブロック６０６）。モバイ
ル支払システムによって識別され、デバイス２１２に通信された商人が、地理的位置、還
元ポイント、カテゴリ種類等、またはそれらのいくつかの組み合わせに基づいて識別され
得る。モバイルデバイス２１２が、次いで、例えば「今すぐ支払い」画面３４０において
、ユーザによる選択のために識別された商人のリストを表示する（ブロック６０８）。各
リスト化された商人のために、モバイルデバイス２１２はまた、初期還元ポイントインジ
ケータ、例えば、インジケータ３６０Ａ～３６０Ｅを表示し得る。
【００６３】
　ユーザが、表示された商人のうちの一人を一旦選択すると（ブロック６１０）、ユーザ
は、例えば「金額を入力」画面３７０において、取引金額を入力することができ、それを
モバイルデバイス２１２が、他の取引情報（例えば、ユーザ名、ユーザ識別番号、選択さ
れた支払形態、商人名、該当する場合には購入のための商品名、デバイスの位置、デバイ
スＩＰアドレス等）と共にモバイル支払システム１４０に伝送する（ブロック６１２）。
モバイル支払システム１４０は、ユーザについて承認チェックを行い（ブロック６１４）
、例えば、詐欺データベースに対してユーザ、デバイス属性、及び取引データをチェック
することによって、ユーザが購入を行うことを許可されるかどうかを決定する。取引が承
認されない場合（ブロック６１６）、拒否通知が、ユーザに表示され（ブロック６１８）
、取引処理が終了する。
【００６４】
　取引がモバイル支払システム１４０によって承認される場合、システム１４０は、取引
金額、商人識別データ、選択された支払方法に対応するクレジットカード番号、及び顧客
識別データを含む取引データをクレジットカード処理システム１７２に渡す（ブロック６
２０）。クレジットカード処理システム１７２は、次いで、クレジットカードの使用が承
認されるか否かの決定を含む、受信された取引データに基づく承認を行い得る。取引が承
認される場合には、クレジットカード処理システム１７２が、ユーザのクレジットカード
に取引価格に対応する金額を請求することによって取引の支払を完了する。しかしながら
、商人にそれらの支払われた資金を提供する代わりに、第１の支払金額が、モバイル支払
システム１４０に送金され、販売時点管理において取引を完了するために電子ギフトカー
ドを購入するために使用される。支払金額は、クレジットカード手数料や他の取扱料につ
いての割引を反映するので、第１の支払金額は、典型的には、ユーザのクレジットカード
に請求される実際の取引金額よりも少ない。
【００６５】
　モバイル支払システム１４０は、クレジットカード処理システム１７２から取引の指示
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を受信する（ブロック６２２）。（ブロック６２４で決定されるように）取引が拒否され
た場合には、取引拒否エラー通知が、モバイルデバイスに提供される（ブロック６１８）
。
【００６６】
　取引がクレジットカード処理システム１７２において承認される場合には、システム１
７２は、資金額を第１の支払金額でモバイル支払システム１４０に送金する。モバイル支
払システム１４０は、次いで、クレジットカード処理システム１７２によってモバイル支
払システム１４０に送金された資金（第１の支払金額）を使用してギフトカード処理シス
テム１７０から電子ギフトカードの購入を開始することによって販売時点管理（すなわち
、ユーザと商人との間の）取引を完了し得る。具体的に、モバイル支払システム１４０は
、取引情報、例えば取引金額、商人識別データ、及びいくつかの実施例では、ユーザ識別
データ等をギフトカード処理システム１７０に通信する（ブロック６２６）。モバイル支
払システム１４０は、取引金額に対応する金額における電子ギフトカードの購入のために
、典型的には第１の支払金額よりも少ない第２の資金の支払金額をギフトカード処理シス
テム１７０に送金する（ブロック６２６）。ギフトカード処理システム１７０は、次いで
、ギフトカードのための通し番号、及び対応するバーコード、ＱＲコード、または他のコ
ード化されたバージョンのギフトカードを含む、電子ギフトカードを作成する（ブロック
６２８）。システム１７０は、典型的には、画面３７０においてユーザによって入力され
た取引金額３７４の金額に等しい金額でギフトカードを発行することになる。このように
して、電子ギフトカードは、可変額面ギフトカードであり得る。システム１７０は、作成
された電子ギフトカードをモバイル支払システム１４０に通信し（ブロック６２８）、そ
れは、次いで、電子ギフトカードを例えば画面３９０におけるような表示のためにモバイ
ルデバイス２１２に伝送する。
【００６７】
　更に、モバイル支払システム１４０は、取引データを還元ポイント処理システム１７５
に提供し、それは、取引に対応する還元ポイント金額を決定し、また、それは、それらの
決定された還元ポイントをユーザと関連付けられた還元ポイント口座に割り当てる（ブロ
ック６３０）。モバイル支払システム１４０は、授与された還元ポイント金額及び電子ギ
フトカードをモバイルデバイス２１２に通信する（ブロック６３２）。還元ポイントの決
定は、取引がユーザによって容認された後に、図１４Ａ及び１４Ｂのフロー図における任
意の段階において行われ得る。本明細書における実施例は、フロー図における動作の例示
された順序に限定されない。
【００６８】
　取引は、商人（もしくはユーザ）が、画面３７０上に提示されたバーコードをスキャン
することによって、あるいはバーコード通し番号を入力することによって、完了される（
ブロック６３４）。取引の完了後、モバイルデバイス２１２は、完了した取引の指示をモ
バイル支払システム１４０に通信し、それは、将来の参照のために取引についてのデータ
を記憶する。ユーザは、上記したように、記憶された取引データを見てもよい。
【００６９】
　図１５は、データの流れを伴う、ブロック図７００であり、ユーザによって選択される
ものから支払の代替の形態を使用して販売時点管理取引を行うための別の技法例を示す。
モバイルデバイス７０２が、モバイルデバイス２０６～２１７のように、取引に対応する
購入金額を含む取引データを識別する。例えば、モバイルデバイス７０２は、購入金額の
手動入力を通して、バーコード、ＲＦＩＤ、ＮＦＣデータ等のスキャン、またはいくつか
の他の方法を通して、商人７０４からの取引データを識別し得る。従来より、この取引デ
ータが、デジタルネットワーク７０６を通して、通信経路７０９によって図示されるよう
に、（一次）支払処理システム７０８に通信されることになり、その支払システム７０８
が、モバイルデバイス７０２のユーザによって選択されたクレジットカード支払システム
または他の支払システムであることになる。本明細書における実施例は、第１の支払シス
テムをクレジットカードシステムとして詳述するが、第１の支払システムは、クレジット
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カードシステム、仮想現金システム、ギフトカードシステム、還元ポイントシステム、ま
たは取引を完了できるいくつかの他の取引システムかを問わず、任意の種類の支払システ
ムであり得る。いずれにしても、従来のシステムでは、支払システム７０８は、第１の支
払金額を直接的に商人７０４に、すなわち、商人と関連付けられた口座に送金することに
よって取引を完了することになり、その第１の支払金額が、支払システム７０８と関連付
けられた手数料を表わす取引金額の支払い率にある。その従来の支払いは、リンク７０９
を通して支払処理システム７０８から、商人７０４に直接的であり得、それは、ネットワ
ーク７０６以外の別のネットワークを部分的に通し得るか、あるいはネットワーク７０６
を通し得る。
【００７０】
　しかしながら、システム７００では、支払システム７０８が、モバイルデバイス７０２
と支払システム７０８との間の取引に関連した相互作用を管理するモバイル支払システム
７１０によって、最初に回避される。すなわち、一次及び排他的支払システムとして機能
する代わりに、支払システム７０８が、構成７００における中間支払システム７０８にな
る。より具体的には、例示された実施例では、モバイルデバイス７０２が、（データ経路
７１１上で）取引データを直接的にモバイル支払システム７１０に伝送し、それは、（デ
ータ経路７１３経由で）支払システム７０８での承認と支払を管理する。モバイル支払シ
ステム７１０は、商人の代理で、支払システム７０８の受取人になり、支払システム７０
８が取引自体を完了することを阻止する。代わりに、モバイル支払システム７１０が、支
払システム７０８から（データ経路７１５経由で）第１の支払金額を受信する。モバイル
支払システム７１０は、次いで、その金額の一部を、すなわち、第１の支払金額から割引
された第２の支払金額において、使用して、二次支払システム７１２を見つけることによ
って商人７０４との取引を完了し、第２の支払金額におけるまたは第２の支払金額より少
ない取引を決断する。モバイル支払システム７１０は、第２の支払金額を（データ経路７
１７上で）二次支払システム７１２に送金し、それが、対応する商人を識別し、商人のた
めの支払を発行し、その支払をデータ経路７１９上で、または支払をデータ経路７２１上
でモバイル支払システム７１０に通信することを通して、商人に送金する。
【００７１】
　本明細書に記載された実施例では、二次支払システム７１２は、第２のクレジットカー
ドシステム、仮想現金システム、ギフトカードシステム、還元ポイントシステム等を含む
、任意の種類の支払システムであり得る。なおその上に、システム７００は、複数の二次
支払システムを含み得、それは、モバイル支払システム７１０が、複数の二次支払システ
ムの中から最も多く割引された支払いを提供するものを選択し、取引を完了することを可
能にする。
【００７２】
　支払システム回避システムとして、モバイル支払システム７１０は、ユーザが、購入の
ために還元ポイントを提供することによってシステム７００を使用することを奨励する。
還元ポイント金額は、モバイル支払システム７１０によって、特に、システム７１０内の
還元ポイントモジュール７２０によって、及び商人７０４に関する、モバイルデバイス７
０２のユーザに関する、及び／または他の取引に関連した要因に関する情報に基づいて、
決定され得る。例示された実施例に示されるように、利用可能な及び授与された還元ポイ
ントが、モバイル支払システム７１０からモバイルデバイス７０２に（例えば、データ回
線７１１上で）通信され、システム７００を使用するための奨励金を提供する。本明細書
において上記した奨励金は還元ポイントであるが、他の実施態様では、「還元ポイント」
の授与が、他の奨励金、例えば、例として、電子ギフトもしくは現実のギフト、仮想現金
、特別顧客取引、特別商人取引、デビットカード、オンライン送金サービスにおけるデポ
ジット（例えば、ＰａｙＰａｌ（登録商標））、クーポン、現金割引、現金戻し、割引、
有線送金、チケット、自動クリアハウス金銭横断、及び他のギフトカードなどの授与と置
換され得、これらのいずれも、電子的に分配され得るか物理的に分配され得ることが理解
されるであろう。
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【００７３】
　この明細書を通して、複数のインスタンスが、単一インスタンスとして記載される構成
要素、動作、または構造を実装し得る。１つ以上の方法の個々の動作が別個の動作として
例示され記載されたが、個々の動作の１つ以上が、同時に行われ得、動作が例示された順
序で行われることを何も要求しない。構成例における別個の構成要素として提示された構
造や機能が、組み合された構造または構成要素として実装されてもよい。同様に、単一構
成要素として提示された構造や機能が、別個の構成要素として実装されてもよい。これら
の及び他の変形、修正、追加、ならびに改良は、明細書における主題の範囲内にある。
【００７４】
　追加的に、一定の実施形態が、論理またはいくつかのルーチン、サブルーチン、アプリ
ケーション、または命令を含むように本明細書に記載される。これらは、ソフトウェア（
例えば、マシン可読媒体上に埋め込まれたもしくは伝送信号におけるコード）またはハー
ドウェアを構成し得る。ハードウェアにおいて、ルーチン等が、一定の動作を行うことが
できる有形の単位であり、一定の手法で構成され得るか配列され得る。実施形態例におい
て、１つ以上のコンピュータシステム（例えば、独立型、クライエントもしくはサーバコ
ンピュータシステム）またはコンピュータシステムの１つ以上のハードウェアモジュール
（例えば、プロセッサもしくはプロセッサのグループ）が、本明細書に記載されるように
一定の動作を行うように動作するハードウェアモジュールとしてソフトウェア（例えば、
アプリケーションもしくはアプリケーション部分）によって構成され得る。
【００７５】
　様々な実施形態において、ハードウェアモジュールが、機械的にまたは電子的に実装さ
れ得る。例えば、ハードウェアモジュールが、（例えば、フィールドプログラマブルゲー
トアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などのような特殊用途
のプロセッサとして）一定の動作を行うために永続的に構成される専用の回路または論理
部を備えてもよい。ハードウェアモジュールはまた、一定の動作を行うためにソフトウェ
アによって一時的に構成される（例えば、汎用プロセッサもしくは他のプログラマブルプ
ロセッサ内に包含されるように）プログラマブル論理部または回路を備えてもよい。機械
的にハードウェアモジュールを実装する決定が、専用のかつ永続的に構成された回路にお
いて、または（例えば、ソフトウェアによって構成される）一時的に構成された回路にお
いて、費用や時間の考慮によって駆動され得ることが認識されるであろう。
【００７６】
　したがって、用語「ハードウェアモジュール」は、有形の実体、本明細書に記載された
一定の手法で動作するようにまたは一定の動作を行うように物理的に構築される、永続的
に構成される（例えば、配線接続される）、または一時的に構成される（例えば、プログ
ラム化される）実体を包含することを理解されたい。ハードウェアモジュールが一時的に
構成される（例えば、プログラム化される）実施形態を考慮すると、ハードウェアモジュ
ールのそれぞれは、時間内に任意の１つのインスタンスにおいて構成されるまたはインス
タンス化される必要がない。例えば、ハードウェアモジュールが、ソフトウェアを使用し
て構成された汎用プロセッサを備える場合、汎用プロセッサは、異なる時間にそれぞれの
異なるハードウェアモジュールとして構成され得る。したがって、ソフトウェアは、例え
ば、時間の１つのインスタンスにおいて特定のハードウェアモジュールを構成するように
、ならびに時間の異なるインスタンスにおいて異なるハードウェアモジュールを構成する
ように、プロセッサを構成し得る。
【００７７】
　ハードウェアモジュールは、情報を他のハードウェアモジュールに提供することと、情
報を他のハードウェアモジュールから受信することとができる。したがって、記載された
ハードウェアモジュールは、通信可能に結合されるとして見なされ得る。複数のそのよう
なハードウェアモジュールが同時に存在する場合、通信が、ハードウェアモジュールを接
続する（例えば、適切な回路及び母線上で）信号伝送を通して実現され得る。複数のハー
ドウェアモジュールが異なる時間に構成されるかインスタンス化される実施形態では、そ
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のようなハードウェアモジュール間の通信が、例えばメモリ構造における情報の記憶や取
り出しを通して、実現され得、そのメモリ構造に対して複数のハードウェアモジュールが
アクセスできる。例えば、１つのハードウェアモジュールが、動作を行い得、メモリデバ
イスにおいてその動作の出力を記憶し得、そのメモリデバイスに対してそれが通信可能に
結合される。更なるハードウェアモジュールは、次いで、後の時間に、メモリデバイスに
アクセスし得、記憶された出力を取り出して処理する。ハードウェアモジュールはまた、
入力または出力デバイスとの通信を開始し得、リソース（例えば、情報の収集）上で動作
することができる。
【００７８】
　本明細書に記載された方法例の様々な動作は、（例えば、ソフトウェアによって）一時
的に構成されるまたは関連動作を行うように永続的に構成される１つ以上のプロセッサに
よって、少なくとも部分的に、行われ得る。一時的または永続的に構成されるかを問わず
、そのようなプロセッサは、１つ以上の動作または機能を実行するように動作するプロセ
ッサに実装されるモジュールを構成し得る。本明細書において呼ばれるモジュールは、い
くつかの実施形態例では、プロセッサに実装されるモジュールを備え得る。
【００７９】
　同様に、本明細書に記載された方法またはルーチンは、少なくとも部分的にプロセッサ
に実装され得る。例えば、方法の動作のうちの少なくともいくつかは、１つ以上のプロセ
ッサまたはプロセッサに実装されたハードウェアモジュールによって行われ得る。動作の
一定の性能が、１つ以上のプロセッサ間で分配され得、単一機械内に存在するだけではな
く、複数の機械にわたってもまた展開される。いくつかの実施形態例では、プロセッサま
たは複数のプロセッサが、単一位置に（例えば、ホーム環境、オフィス環境内に、または
サーバファームとして）位置し得るが、他の実施形態では、複数のプロセッサが、複数の
位置にわたって分配されてもよい。
【００８０】
　動作の一定の性能が、１つ以上のプロセッサ間で分配され得、単一機械内に存在するだ
けではなく、複数の機械にわたってもまた展開される。いくつかの実施形態例では、１つ
以上のプロセッサまたはプロセッサに実装されたモジュールが、単一地理的位置に（例え
ば、ホーム環境、オフィス環境、またはサーバファーム内に）位置し得る。他の実施形態
例では、１つ以上のプロセッサまたはプロセッサに実装されたモジュールが、複数の地理
的位置にわたって分配されてもよい。
【００８１】
　別段具体的に述べられない限り、例えば、「処理する」、「コンピュータ計算する」、
「計算する」、「決定する」、「提示する」、「表示する」、または同様のことなどの言
葉を使用する本明細書における記述が、情報を受信する、記憶する、伝送する、または表
示する１つ以上のメモリ（例えば、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、もしくはそれらの組
み合わせ）、レジスタ、あるいは他の機械構成要素内に物理的（例えば、電子的、磁気的
、もしくは光学的）量として表わされたデータを操作するか変換する機械（例えば、コン
ピュータ）の動作か処理のことを言い得る。
【００８２】
　本明細書において使用される際、「一実施形態」または「ある実施形態」に対する任意
の参照が、実施形態に関連して記載された特定の要素、特徴、構造、または特性が、少な
くとも１つの実施形態に含まれることを意味する。明細書内の様々な場所における言い回
し「一実施形態では」の出現が、必ずしも全て同じ実施形態のことを言うわけではない。
【００８３】
　いくつかの実施形態は、表現「結合される」及び「接続される」をそれらの派生語と共
に使用して記載され得る。例えば、いくつかの実施形態は、２以上の要素が直接物理的ま
たは電気的に接触していることを示すために用語「結合される」を使用して記載され得る
。しかしながら、用語「結合される」はまた、２以上の要素が、互いと直接接触していな
いけれども、それにもかかわらず互いと協働するか相互作用することを意味し得る。実施
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形態は、この文脈に限定されない。
【００８４】
　本明細書において使用される際、用語「備える」、「備えている」、「含む」、「含ん
でいる」、「有する」、「有している」またはそれらの任意の他の変形が、排他的ではな
い包含を含めることが意図される。例えば、要素のリストを含む処理、方法、物品、また
は装置が、必ずしもそれらの要素だけに限定されず、けれども、明示的にリスト化されな
い他の要素あるいはそのような処理、方法、物品、または装置に固有の他の要素を含み得
る。更に、反対に別段明示的に述べられない限り、「または」は、包括的なまたはのこと
を言い、排他的なまたはのことを言わない。例えば、条件ＡまたはＢは、以下の、すなわ
ち、Ａが真である（もしくは存在する）かつＢが誤りである（もしくは存在しない）、Ａ
が誤りである（もしくは存在しない）かつＢが真である（もしくは存在する）、ならびに
ＡとＢの両方が真である（もしくは存在する）のうちのいずれか１つによって満たされる
。
【００８５】
　加えて、「ａ」または「ａｎ」の使用が、本明細書において実施形態の要素や構成要素
を記載するために利用される。これは、単に便宜のために、また記載の一般的な意味を与
えるために、行われる。この記載、及び後続する特許請求の範囲が、１つまたは少なくと
も１つを含むように読み取られるべきであり、さもなければ、単数形はまた、それが意味
することが明らかでなければ、複数形も含む。
【００８６】
　この発明を実施するための形態は、ほんの一例として解釈されることになり、不可能で
はない場合、全ての可能な実施形態を記載することが実用的ではないので、全ての可能な
実施形態を記載しない。現在の技術またはこの出願の出願日後に開発された技術を使用し
て、多数の代替の実施形態を実装し得る。
　一側面において、本発明は以下の発明を包含する。
（発明１）
　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行う方法であって、
　モバイル支払取引システムにおいて、前記取引に関する取引情報を受信することであっ
て、前記取引情報が、取引金額を含み、モバイルデバイス通信ネットワーク上で前記モバ
イルデバイスによって伝送され、前記モバイル支払取引システムが、少なくとも１つのプ
ロセッサを有する、受信することと、
　前記モバイル支払取引システムにおいて、ギフトカード評価規則を使用して前記取引金
額から決定されたギフトカード金額であって、前記取引を完了するために前記商人に容認
されるギフトカード金額を有する電子ギフトカードを作成することと、
　前記モバイル支払取引システムにおいて、還元ポイント評価規則を使用して前記取引金
額または前記ギフトカード金額から前記取引のために還元ポイント金額を作成することと
、
　前記モバイルデバイスから、前記取引を容認する前記消費者の確認を受信することに応
答して、（ｉ）前記モバイルデバイスにおける受領のために前記モバイル支払取引システ
ムから、前記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信することと、（ｉｉ）前記
消費者と関連付けられた還元口座における受領のために前記モバイル支払取引システムか
ら、授与された前記還元ポイント金額を通信することと、を含む、前記方法。
（発明２）
　識別コードをスキャンすることまたは前記取引金額のために生成された数字列を入力す
ることによって、前記モバイルデバイスにおいて、前記取引を完了するための前記情報を
識別することを更に含む、発明１に記載の前記方法。
（発明３）
　前記取引を完了するための前記情報が、消費者識別子データ及び商人識別子データを更
に含む、発明１に記載の前記方法。
（発明４）
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　前記ギフトカード評価規則を使用して前記取引金額と同じ金額に前記ギフトカード金額
を作成する、発明１に記載の前記方法。
（発明５）
　前記モバイル支払取引システムが、モバイル支払システム及びギフトカード処理システ
ムを備え、前記電子ギフトカードを作成することが、
　前記モバイル支払システムにおいて前記取引情報を受信することと、
　前記モバイル支払システムから前記ギフトカード処理システムに前記取引情報を通信す
ることと、
　前記ギフトカード処理システムにおいて、前記電子ギフトカードを作成することと、を
含む、発明１に記載の前記方法。
（発明６）
　前記ギフトカード処理システムが、ギフトカードベンダーシステムである、発明５に記
載の前記方法。
（発明７）
　前記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信することが、
　前記ギフトカード処理システムから前記モバイル支払システムに前記電子ギフトカード
を通信することと、
　前記モバイル支払システムから前記モバイルデバイスに前記電子ギフトカードを通信す
ることと、を含む、発明５に記載の前記方法。
（発明８）
　前記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信することが、
　前記ギフトカード処理システムから前記モバイルデバイスに前記電子ギフトカードを通
信することを含む、発明５に記載の前記方法。
（発明９）
　（ｉ）前記モバイルデバイスにおいて前記電子ギフトカードを提示することと、（ｉｉ
）前記モバイルデバイスにおいて前記電子ギフトカードをスキャンして、前記ギフトカー
ド金額を分配することによって、前記電子ギフトカード金額を前記商人に通信することを
更に含む、発明１に記載の前記方法。
（発明１０）
　前記還元ポイント評価規則が、前記モバイル支払取引システムによって、前記ユーザが
前記取引を容認する前に決定される、発明１に記載の前記方法。
（発明１１）
　前記還元ポイント評価規則が、前記モバイル支払取引システムによって、（ｉ）前記消
費者に関する情報ではなく前記商人に関する情報から、または（ｉｉ）前記商人に関する
情報ではなく前記消費者に関する情報から決定される、発明１に記載の前記方法。
（発明１２）
　前記還元ポイント評価規則が、前記モバイル支払取引システムによって、前記商人、前
記消費者、またはそれらの組み合わせに関する情報から決定される、発明１に記載の前記
方法。
（発明１３）
　前記消費者に関する前記情報が、消費者取引履歴、商人取引金額、１つ以上の還元プロ
グラムへの参加、またはそれらの組み合わせから成る群から選択され、前記商人に関する
前記情報が、商人取引履歴、商人取引金額、商人製品カタログ、季節的関連性、またはそ
れらの組み合わせから成る群から選択される、発明１２に記載の前記方法。
（発明１４）
　前記モバイル支払取引システムが、モバイル支払システム、ギフトカード処理システム
、及び還元ポイント処理システムを備え、前記方法が、
　前記ギフトカード処理システムにおいて前記ギフトカード金額を有する前記電子ギフト
カードを作成することと、
　前記還元ポイント処理システムにおいて前記取引のために前記還元ポイント金額を作成
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することと、を更に含む、発明１に記載の前記方法。
（発明１５）
　前記電子ギフトカードを前記モバイルデバイスに通信するために前記電子ギフトカード
を前記ギフトカード処理システムから前記モバイル支払システムに通信することと、
　前記取引のために前記還元ポイントの記録を前記還元ポイント処理システムから前記モ
バイル支払システムに通信することと、を更に含む、発明１４に記載の前記方法。
（発明１６）
　前記モバイル支払取引システムにおいて、前記取引の承認を決定することを更に含み、
前記取引が拒否される場合には、取引拒否メッセージを前記モバイル支払取引システムか
ら前記モバイルデバイスに送信し、さもなければ、前記取引が承認される場合には、前記
電子ギフトカードの前記作成及び前記還元金額の前記作成を続行する、発明１４に記載の
前記方法。
（発明１７）
　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うために、プロセッサによ
って実行可能な一組の命令が記憶された非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、
前記命令が、
　モバイル支払取引システムにおいて、前記取引に関する取引情報を受信するための命令
であって、前記取引情報が、取引金額を含み、モバイルデバイス通信ネットワーク上で前
記モバイルデバイスによって伝送され、前記モバイル支払取引システムが、少なくとも１
つのプロセッサを有する、受信するための命令と、
　前記モバイル支払取引システムにおいて、ギフトカード評価規則を使用して前記取引金
額から決定されたギフトカード金額を有する電子ギフトカードであって、前記取引を完了
するために前記商人に容認される電子ギフトカードを作成するための命令と、
　前記モバイル支払取引システムにおいて、還元ポイント評価規則を使用して前記取引金
額または前記ギフトカード金額から前記取引のために還元ポイント金額を作成するための
命令と、
　前記モバイルデバイスから、前記取引を容認する前記消費者の確認を受信することに応
答して、（ｉ）前記モバイルデバイスにおける受領のために前記モバイル支払取引システ
ムから、前記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信し、かつ（ｉｉ）前記消費
者と関連付けられた還元口座における受領のために前記モバイル支払取引システムから、
授与された前記還元ポイント金額を通信するための命令を含む、前記非一時的なコンピュ
ータ可読記憶媒体。
（発明１８）
　前記モバイルデバイスにおいて、識別コードをスキャンすることまたは前記取引金額の
ために生成された数字列を入力することによって、前記取引を完了するための前記情報を
識別するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、発明１７に記載の前記コンピ
ュータ可読記憶媒体。
（発明１９）
　前記取引を完了するための前記情報が、消費者識別子データ及び商人識別子データを更
に含む、発明１７に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明２０）
　前記電子ギフトカードを作成するための前記命令が、
　モバイル支払システムにおいて前記取引情報を受信するための命令と、
　前記モバイル支払システムから前記ギフトカード処理システムに前記取引情報を通信す
るための命令と、
　前記ギフトカード処理システムにおいて、前記電子ギフトカードを作成するための命令
と、を含む、発明１７に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明２１）
　前記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信するための前記命令が、
　ギフトカード処理システムからモバイル支払システムに前記電子ギフトカードを通信す
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るための命令と、
　前記モバイル支払システムから前記モバイルデバイスに前記電子ギフトカードを通信す
るための命令と、を含む、発明１７に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明２２）
　前記商人への前記ギフトカード金額の分配を確認するために、前記モバイルデバイスに
おいて前記電子ギフトカードのスキャンのために前記モバイルデバイスにおいて前記電子
ギフトカードを提示するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、発明１７に記
載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明２３）
　（ｉ）前記消費者に関する情報ではなく前記商人に関する情報から、または（ｉｉ）前
記商人に関する情報ではなく前記消費者に関する情報から、前記還元ポイント評価規則を
決定するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、発明１７に記載の前記コンピ
ュータ可読記憶媒体。
（発明２４）
　前記商人、前記消費者、またはそれらの組み合わせに関する情報から前記還元ポイント
評価規則を決定するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、発明１７に記載の
前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明２５）
　ギフトカード処理システムにおいて前記ギフトカード金額を有する前記電子ギフトカー
ドを作成するための命令と、
　還元ポイント処理システムにおいて前記取引のために前記還元ポイント金額を作成する
ための命令と、を含む一組の更なる命令が記憶された、発明１７に記載の前記コンピュー
タ可読記憶媒体。
（発明２６）
　ギフトカード処理システムからモバイル支払システムに、前記電子ギフトカードを前記
モバイルデバイスに通信するために前記電子ギフトカードを通信し、かつ
　還元ポイント処理システムから前記モバイル支払システムに、前記取引のために前記還
元ポイントの記録を通信するための命令を含む一組の更なる命令が記憶された、発明１７
に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明２７）
　前記モバイル支払取引システムにおいて、前記取引の承認を決定するための命令であっ
て、前記取引が拒否される場合には、前記モバイル支払取引システムから前記モバイルデ
バイスに取引拒否メッセージを送信し、さもなければ、前記取引が承認される場合には、
前記電子ギフトカードの前記作成及び前記還元金額の前記作成を続行する、命令を含む一
組の更なる命令が記憶された、発明１７に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明２８）
　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うためのシステムであって
、
　プロセッサ及びメモリを備えるモバイル支払取引システムを備え、
　前記モバイル支払取引システムが、
　前記取引に関する取引情報であって、取引金額を含み、モバイルデバイス通信ネットワ
ーク上で前記モバイルデバイスによって伝送される、取引情報を受信するように、
　ギフトカード評価規則を使用して前記取引金額から決定されたギフトカード金額であっ
て、前記取引を完了するために前記商人に容認される、ギフトカード金額を有する電子ギ
フトカードを作成するように、
　還元ポイント評価規則を使用して前記取引金額または前記ギフトカード金額から前記取
引のために還元ポイント金額を作成するように、ならびに
　前記モバイルデバイスから、前記取引を容認する前記消費者の確認を受信することに応
答して、
　（ｉ）前記モバイルデバイスにおける受領のために前記モバイル支払取引システムから
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、前記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信し、かつ
　（ｉｉ）前記消費者と関連付けられた還元口座における受領のために前記モバイル支払
取引システムから、授与された前記還元ポイント金額を通信するように、構成される、前
記システム。
（発明２９）
　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うためのシステムであって
、
　プロセッサ及びメモリを備えるモバイル支払システムを備え、
　前記モバイル支払システムが、
　前記取引に関する取引情報であって、前記取引情報が、取引金額を含み、モバイルデバ
イス通信ネットワーク上で前記モバイルデバイスによって伝送され、前記モバイル支払取
引システムが、少なくとも１つのプロセッサを有する、取引情報を受信するように、
　ギフトカード処理システムから、ギフトカード評価規則を使用して前記取引金額から決
定されたギフトカード金額であって、前記取引を完了するために前記商人に容認されるギ
フトカード金額を有する電子ギフトカードを受信するように、
　還元ポイント処理システムから、還元ポイント評価規則を使用して前記取引金額または
前記ギフトカード金額から前記取引のために還元ポイント金額を受信するように、ならび
に
　前記モバイルデバイスから、前記取引を容認する前記消費者の確認を受信することに応
答して、
　（ｉ）前記モバイルデバイスにおける受領のために前記モバイル支払システムから、前
記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信し、かつ
　（ｉｉ）前記消費者と関連付けられた還元口座における受領のために前記モバイル支払
システムから、授与された前記還元ポイント金額を通信するように、構成される、前記シ
ステム。
（発明３０）
　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間で取引を行うためのシステムであって
、
　プロセッサ及びメモリを備えるモバイル支払システムを備え、
　前記モバイル支払システムが、
　前記取引に関する取引情報であって、前記取引情報が、取引金額を含み、モバイルデバ
イス通信ネットワーク上で前記モバイルデバイスによって伝送され、前記モバイル支払取
引システムが、少なくとも１つのプロセッサを有する、取引情報を受信するように、
　ギフトカード処理システムから、ギフトカード評価規則を使用して前記取引金額から決
定されたギフトカード金額であって、前記取引を完了するために前記商人に容認されるギ
フトカード金額を有する電子ギフトカードを受信するように、
　還元ポイント評価規則を使用して前記取引金額または前記ギフトカード金額から前記取
引のために還元ポイント金額を作成するように、ならびに
　前記モバイルデバイスから、前記取引を容認する前記消費者の確認を受信することに応
答して、
　（ｉ）前記モバイルデバイスにおける受領のために前記モバイル支払システムから、前
記取引の完了のために前記電子ギフトカードを通信し、かつ
　（ｉｉ）前記消費者と関連付けられた還元口座における受領のために前記モバイル支払
システムから、授与された前記還元ポイント金額を通信するように、構成される、前記シ
ステム。
（発明３１）
　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間の取引の完了を管理するように還元ポ
イントモバイル支払システムを使用する方法であって、
　モバイルデバイス通信ネットワーク上で、前記モバイルデバイスから前記還元ポイント
モバイル支払システムへの前記取引に関する取引情報を受信することであって、前記還元
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ポイント取引システムがプロセッサを有し、前記取引情報が、取引金額及び前記取引の電
子支払の第１の形態を含む、受信することと、
　前記還元ポイントモバイル支払システムと前記電子支払いの第１の形態に対応する第１
の支払取引システムとの間で、第１の取引金額における前記取引の容認を決断することと
、
　前記還元ポイントモバイル支払システムと第２の支払取引システムとの間で、前記第１
の取引金額より少ない第２の取引金額における前記取引の容認を要求することであって、
前記第２の支払取引システムが、前記取引を完了するために前記電子支払の第１の形態と
は異なる電子支払の第２の形態を使用するためのものである、要求することと、
　前記還元ポイントモバイル支払システムにおいて、前記取引のために還元ポイント金額
を作成することと、
　前記商人と前記消費者との間で前記取引を完了するために前記第２の取引金額における
前記電子支払の第２の形態を前記モバイルデバイスに分配することと、
　前記還元ポイントモバイル支払システムから還元ポイントシステムにおいて記憶された
前記消費者と関連付けられた還元口座に、前記還元ポイント金額を別個に分配することと
、を含む、前記方法。
（発明３２）
　前記電子支払の第１の形態が、クレジットカード形態の支払いである、発明３１に記載
の前記方法。
（発明３３）
　前記電子支払の第１の形態が、デビットカード形態の支払いである、発明３１に記載の
前記方法。
（発明３４）
　前記電子支払の第１の形態が、有線サービスである、発明３１に記載の前記方法。
（発明３５）
　前記電子支払の第１の形態が、自動クリアリングハウスシステムである、発明３１に記
載の前記方法。
（発明３６）
　前記電子支払の第１の形態が、オンライン送金サービスである、発明３１に記載の前記
方法。
（発明３７）
　前記電子支払の第２の形態が、ギフトカード形態の支払いである、発明３１に記載の前
記方法。
（発明３８）
　前記電子支払の第２の形態が、デビットカード形態の支払いである、発明３１に記載の
前記方法。
（発明３９）
　前記電子支払の第２の形態が、有線サービスである、発明３１に記載の前記方法。
（発明４０）
　前記電子支払の第２の形態が、自動クリアリングハウスシステムである、発明３１に記
載の前記方法。
（発明４１）
　前記電子支払の第２の形態が、オンライン送金サービスである、発明３１に記載の前記
方法。
（発明４２）
　前記還元ポイントが、電子ギフト、仮想現金、電子デビットカード、オンライン送金サ
ービスにおけるデポジット、電子クーポン、電子現金割引、電子現金戻し、電子割引、有
線送金、電子チケット、及び電子自動クリアハウス金銭横断からなる群から選択される、
発明３１に記載の前記方法。
（発明４３）
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　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間の取引の完了を管理するように還元ポ
イントモバイル支払システムを使用するために、プロセッサによって実行可能な一組の命
令が記憶された非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が、
　モバイルデバイス通信ネットワーク上で、前記モバイルデバイスから前記還元ポイント
モバイル支払システムへの前記取引に関する取引情報を受信するための命令であって、前
記還元ポイントモバイル支払システムがプロセッサを有し、前記取引情報が、取引金額及
び前記取引の電子支払の第１の形態を含む、受信するための命令と、
　前記還元ポイントモバイル支払システムと前記電子支払いの第１の形態に対応する第１
の支払取引システムとの間で、第１の取引金額における前記取引の容認を決断するための
命令と、
　前記還元ポイントモバイル支払システムと第２の支払取引システムとの間で、前記第１
の取引金額より少ない第２の取引金額における前記取引の容認を要求するための命令であ
って、前記第２の支払取引システムが、前記取引を完了するために前記電子支払の第１の
形態とは異なる電子支払の第２の形態を使用するためのものである、要求するための命令
と、
　前記還元ポイントモバイル支払システムにおいて、前記取引のために還元ポイント金額
を作成するための命令と、
　前記商人と前記消費者との間で前記取引を完了するために前記第２の取引金額における
前記電子支払の第２の形態を前記モバイルデバイスに分配するための命令と、
　前記還元ポイントモバイル支払システムから還元ポイントシステムにおいて記憶された
前記消費者と関連付けられた還元口座に、前記還元ポイント金額を別個に分配するための
命令と、を含む、前記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
（発明４４）
　前記電子支払の第１の形態が、クレジットカード形態の支払いである、発明４３に記載
の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明４５）
　前記電子支払の第１の形態が、デビットカード形態の支払いである、発明４３に記載の
前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明４６）
　前記電子支払の第１の形態が、有線サービスである、発明４３に記載の前記コンピュー
タ可読記憶媒体。
（発明４７）
　前記電子支払の第１の形態が、自動クリアリングハウスシステムである、発明４３に記
載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明４８）
　前記電子支払の第１の形態が、オンライン送金サービスである、発明４３に記載の前記
コンピュータ可読記憶媒体。
（発明４９）
　前記電子支払の第２の形態が、ギフトカード形態の支払いである、発明４３に記載の前
記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明５０）
　前記電子支払の第２の形態が、デビットカード形態の支払いである、発明４３に記載の
前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明５１）
　前記電子支払の第２の形態が、有線サービスである、発明４３に記載の前記コンピュー
タ可読記憶媒体。
（発明５２）
　前記電子支払の第２の形態が、自動クリアリングハウスシステムである、発明５１に記
載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明５３）
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　前記電子支払の第２の形態が、オンライン送金サービスである、発明４３に記載の前記
コンピュータ可読記憶媒体。
（発明５４）
　前記還元ポイントが、電子ギフト、仮想現金、電子デビットカード、オンライン送金サ
ービスにおけるデポジット、電子クーポン、電子現金割引、電子現金戻し、電子割引、有
線送金、電子チケット、及び電子自動クリアハウス金銭横断からなる群から選択される、
発明４３に記載の前記コンピュータ可読記憶媒体。
（発明５５）
　モバイルデバイスを使用して商人と消費者との間の取引の完了を管理するように取引シ
ステムを使用するためのシステムであって、前記取引システムが、
　プロセッサ及びメモリを有する還元ポイントモバイル支払システムを備え、
　前記還元ポイントモバイル支払システムが、
　前記モバイルデバイスから、前記取引に関する取引情報であって、取引金額及び前記取
引の電子支払の第１の形態の指示を含む、取引情報を受信するように、
　前記還元ポイントモバイル支払システムと前記電子支払いの第１の形態に対応する第１
の支払取引システムとの間で、第１の取引金額における前記取引の容認を決断するように
、
　前記還元ポイントモバイル支払システムと、第２の支払取引システムであって、前記取
引を完了するために前記電子支払の第１の形態とは異なる電子支払の第２の形態を使用す
るためのものである、第２の支払取引システムとの間で、前記第１の取引金額より少ない
第２の取引金額における前記取引の容認を要求するように、
　前記還元ポイントモバイル支払システムにおいて、前記取引のために還元ポイント金額
を作成するように、
　前記商人と前記消費者との間の前記取引を完了するために前記第２の取引金額における
前記電子支払の第２の形態を前記モバイルデバイスに分配するように、ならびに
　前記還元ポイントモバイル支払システムから還元ポイントシステムにおいて記憶された
前記消費者と関連付けられた還元口座に、前記還元ポイント金額を別個に分配するように
、構成される、前記システム。
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