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(57)【要約】
【課題】仲介人介在支払システムおよび方法の提供。
【解決手段】支払人と受取人との間の支払取引を行うた
めのシステムおよび方法についてのある実施形態におい
て、支払人が、支払人に利用可能な種々の資金提供源お
よび口座から１つ以上の支払源を選択し、支払人の代わ
りに支払認証および／または支払手配および清算サービ
スを行うように支払仲介人のサーバに命令する。支払仲
介人のサーバは、支払人および／または受取人に支払認
証状態を通知し、承認された場合、支払人が選択した資
金提供源または口座を受取人に明かすことなく、受取人
に、または受取人のために支払を送信するように資金提
供源に命令する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　認証取引を促進する方法であって、該方法は、
　支払仲介サーバにおいて、支払人の認証を生じさせるステップと、
　該仲介サーバによって、該支払人に関連付けられる少なくとも１つの資金提供源および
少なくとも１つの実口座についての支払人選択を促進するステップであって、該支払人選
択を促進するステップは、該支払人によって選択された該少なくとも１つの実口座の実口
座番号を受信することなく行われ、該支払人によって選択された該少なくとも１つの実口
座は、支払人によって制御される口座参照番号に基づいて選択される、ステップと、
　該仲介サーバにおいて、受取人を識別する情報を取得するステップと、
　該仲介サーバにおいて、該支払人からの命令を受信することにより、該支払人によって
選択された該少なくとも１つの資金提供源および該支払人によって選択された該少なくと
も１つの実口座から該受取人に対して行われる支払に対する認証を取得する、ステップと
、
　該支払人からの命令が受信されることに応答して、該仲介サーバによって、該支払人に
よって選択された該少なくとも１つの実口座から該受取人に対して行われる支払の該支払
人によって選択された該少なくとも１つの資金提供源に対する認証のための要求を電気通
信ネットワークを介して送信するステップと、
　該認証のための要求に応答して、該仲介サーバにおいて、該支払人によって選択された
該少なくとも１つの実口座から該受取人に対して行われる支払の該支払人によって選択さ
れた該少なくとも１つの資金提供源から認証を電気通信ネットワークを介して受信するス
テップと、
　該仲介サーバによって、（ｉ）該支払人によって選択された該少なくとも１つの資金提
供源および該支払人によって選択された該少なくとも１つの実口座から該受取人に対して
行われる支払の受信された認証の通知、および、（ｉｉ）該支払人によって選択された該
少なくとも１つの資金提供源から支払仲介人によって受信された認証に基づいて該受取人
に対して行われる支払の該支払仲介人による保証を、該支払人によって選択された該少な
くとも１つの資金提供源または該支払人によって選択された該少なくとも１つの実口座の
識別を該受取人に明かすことなく、電気通信ネットワークを介して該受取人に送信するス
テップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記仲介サーバは、無線または有線ネットワーク通信を介して支払人電子デバイスと通
信する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記仲介サーバは、無線または有線ネットワーク通信を介して受取人電子デバイスと通
信する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記仲介サーバは、無線または有線ネットワーク通信を介して受取人電子デバイスと通
信する、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記支払人電子デバイスは、無線または有線ネットワーク通信を介して受取人電子デバ
イスと通信する、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記受取人電子デバイスは、無線または有線ネットワーク通信を介して前記支払人電子
デバイスと通信する、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記支払人電子デバイスは、無線または有線ネットワーク通信を介して前記受取人電子
デバイスと通信する、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
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　前記仲介サーバは、支払人および受取人についての複数の記録を備える少なくとも１つ
のデータベースを備えるか、またはそれと通信しており、
　各支払人記録は、認証情報と、該支払人に関連付けられる少なくとも１つの資金提供源
および１つの実口座とを備え、
　各受取人記録は、該受取人に関連付けられる少なくとも識別情報を備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　前記仲介サーバは、前記支払人および前記受取人に対する前記認証の通知を、前記支払
人によって選択された前記少なくとも１つの資金提供源または前記支払人によって選択さ
れた前記少なくとも１つの実口座を該受取人に明かすことなく、電気通信ネットワークを
介して送信する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　認証取引を促進するための仲介サーバであって、該サーバは、
　通信モジュールと、
　支払人の認証を促進するための認証モジュールと、
　支払モジュールと
　を備え、
　該支払モジュールは、
　（ｉ）支払人によって選択された少なくとも１つの実口座の実口座番号を受信すること
なく、該支払人に関連付けられる少なくとも１つの資金提供源および少なくとも１つの実
口座についての支払人選択を促進することであって、該支払人によって選択された該少な
くとも１つの実口座は、支払人によって制御される口座参照番号に基づいて選択される、
ことと、
　（ｉｉ）受取人を識別する情報を取得することと、
　（ｉｉｉ）該支払人からの命令を受信することにより、該支払人によって選択された該
少なくとも１つの資金提供源および該支払人によって選択された該少なくとも１つの実口
座から該受取人に対して行われる支払に対する認証を取得する、ことと、
　（ｉｖ）該支払人からの命令が受信されることに応答して、該仲介サーバによって、該
支払人によって選択された該少なくとも１つの実口座から該受取人に対して行われる支払
の該支払人によって選択された該少なくとも１つの資金提供源に対する認証のための要求
を電気通信ネットワークを介して送信することと、
　（ｖ）該認証のための要求に応答して、該仲介サーバによって、該支払人によって選択
された該少なくとも１つの実口座から該受取人に対して行われる支払の該支払人によって
選択された該少なくとも１つの資金提供源からの認証を電気通信ネットワークを介して受
信することと、
　（ｖｉ）該仲介サーバによって、（Ｉ）該支払人によって選択された該少なくとも１つ
の資金提供源および該支払人によって選択された該少なくとも１つの実口座から該受取人
に対して行われる支払の受信された認証の通知、および、（ＩＩ）該支払人によって選択
された該少なくとも１つの資金提供源から該支払仲介人によって受信された認証に基づい
て該受取人に対して行われる支払の該支払仲介人による保証を、該支払人によって選択さ
れた該少なくとも１つの資金提供源または該支払人によって選択された該少なくとも１つ
の実口座の識別を該受取人に明かすことなく、電気通信ネットワークを介して該受取人に
送信することと
　を行うためのものである、仲介サーバ。
【請求項１１】
　少なくとも１つのデータベースにアクセスするためのモジュールをさらに備え、該少な
くとも１つのデータベースは、支払人、受取人、資金提供源、実口座、および認証情報を
特定する記録を備える、請求項１０に記載の仲介サーバ。
【請求項１２】
　前記仲介サーバは、前記支払人および前記受取人に対する前記認証の通知を、前記支払
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人によって選択された前記少なくとも１つの資金提供源または前記支払人によって選択さ
れた前記少なくとも１つの実口座を該受取人に明かすことなく、電気通信ネットワークを
介して送信する、請求項１０に記載の仲介サーバ。
【請求項１３】
　認証取引を促進するためのシステムであって、該システムは、
　電子デバイスと、
　仲介サーバと、
　資金提供源サーバと
　を備え、
　該電子デバイスは、アプリケーションを作動させて、支払人が該仲介サーバと相互作用
することを可能にして、該支払人から該仲介サーバに認証情報を提供し、該支払人からの
受取人識別情報を提供し、支払人によって選択された少なくとも１つの実口座の実口座番
号を受信することなく、該支払人に関連付けられる少なくとも１つの資金提供源および少
なくとも１つの実口座についての支払人による選択を促進し、該支払人によって選択され
た該少なくとも１つの実口座は、支払人によって制御される口座参照番号に基づいて選択
され、
　該仲介サーバは、該認証情報、該受取人識別情報、および、該支払人によって選択され
た該少なくとも１つの資金提供源および支払人によって制御される口座参照番号の該支払
人による選択を取得することを行い、
　該仲介サーバは、該支払人から受信された命令に応答して、該支払を認証するために認
証要求を電気通信ネットワークを介して該資金提供源サーバに送信することによって、該
支払人によって選択された該少なくとも１つの実口座から該受取人に対して行われる支払
の該支払人によって選択された該少なくとも１つの資金提供源からの認証を、該認証情報
および要求に基づいて、該支払人を認証することおよび識別することを行い、
　該仲介サーバは、認証のための要求に応答して、該支払人によって選択された該少なく
とも１つの実口座から該受取人に対して行われる支払の該支払人によって選択された該少
なくとも１つの資金提供源からの認証を電気通信ネットワークを介して受信し、
　該仲介サーバは、（ｉ）該支払人によって選択された該少なくとも１つの資金提供源お
よび該支払人によって選択された該少なくとも１つの実口座から該受取人に対して行われ
る支払の受信された認証の通知、および、（ｉｉ）該支払人によって選択された該少なく
とも１つの資金提供源から該支払仲介人によって受信された認証に基づいて該受取人に対
して行われる支払の該支払仲介人による保証を、該支払人によって選択された該少なくと
も１つの資金提供源または該支払人によって選択された該少なくとも１つの実口座の識別
を該受取人に明かすことなく、電気通信ネットワークを介して該受取人に送信する、シス
テム。
【請求項１４】
　前記仲介サーバは、前記支払人によって選択された前記少なくとも１つの資金提供源ま
たは前記支払人によって選択された前記少なくとも１つの実口座を前記受取人に明かすこ
となく、該支払人および該受取人に対する前記認証の通知を電気通信ネットワークを介し
て送信する、請求項１３に記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、米国仮特許出願第６１／４７２，９５３号（２０１１年４月７日出願）の優先
権および利益を主張し、その全体を参照することによって本明細書に援用する。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、受取人に対して、または受取人の利益のために、支払人が支払うこ
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とを希望する、支払人によって開始された、および支払人によって制御された支払取引の
ためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　現在の支払システムおよび方法は、旧来の現金ベース、小切手ベース、あるいはクレジ
ットまたはデビット口座またはカード支払概念によって支配され、これらの概念に基づく
実装は、典型的な店頭（「ＰＯＳ」）および電子支払環境において顕在的である。これら
の旧来のシステムによって取り扱われる支払取引は、（従来のＰＯＳ取引であろうと、他
の方法であろうと）支払人によって購入された商品またはサービスの支払、あるいは支払
人によって行われる他の種類の支払に関係し得る。
【０００４】
　支援技術における進歩にもかかわらず、支払取引の主要モデルは大幅には変化していな
い。例えば、小切手、あるいはクレジットまたはデビット口座またはカードを使用する現
在の購入／支払モデルにおける主要な関係は、（ａ）商業者と承継金融機関との間、およ
び（ｂ）購入者と発行金融機関との間にある。金融機関は、このビジネスモデルの中心に
あり、大抵の支払状況において見られる現在の環境を制御する。したがって、受取人およ
び支払人は、通常、受取人の必要性または所望と支払人の支払希望とが反対であり得る金
融機関のシステムおよび方法を受け入れて使用するように強制される。
【０００５】
　セキュリティおよびプライバシーもまた、現在の支払モデルにおける懸念である。旧来
のシステムおよび方法は、システムが、通信販売および電話注文、ならびに以降の電子商
取引状況、特に、インターネット等の無線電気通信システムまたは有線ネットワーク上で
商品またはサービスを購入および販売することを含む状況において使用するために進化す
るにつれて生じたセキュリティ問題に対処するようには設計されなかった。それにもかか
わらず、技術インフラストラクチャ（例えば、ネットワーク、サーバ、コンピュータシス
テム等）が、支払取引における成長を支援するように進化し、今では、セキュリティを向
上させ、本来の実装におけるプライバシーの脆弱性を低減させるように付加的な機能性を
組み込んでいる。Ｐａｙｍｅｎｔ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｄａｔａ　Ｓｅｃｕｒ
ｉｔｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ＰＣＩ　ＤＳＳ）が、旧来の支払システムにおけるセキュリ
ティおよびプライバシーの脆弱性を修復しようとする事後ルールおよびプロセスの実施例
である。これらの新しいセキュリティおよびプライバシーポリシーに適応するために、既
存のサーバおよびネットワークインフラストラクチャは、しばしば、広範で、しばしば大
規模な変化を受けなければならない。
【０００６】
　これらの旧来のシステムを修正して修復することは、既存の支払処理サーバおよびネッ
トワークを変更する結果として、付加的なセキュリティおよびプライバシーの脆弱性が生
じ得るので、費用がかかり、しばしば非効率的であり、ある程度無効である。加えて、既
存の支払システムの制限は、必ずしも新しい支払サービス、支払の種類、または支払デバ
イスの開発または成長を推進するわけではない。さらに、既存のシステムを所有して操作
する金融機関は、これらのシステムまたは関連収益モデルの変化に抵抗し得、したがって
、革新を推進するよりもむしろ妨害し得る。
【０００７】
　したがって、現在のシステムおよび方法の多くの欠点に対処し、支払人と受取人との間
の支払取引においてより優れた融通性を提供し、多くの場合に、支払人および受取人を、
そうでなければ両者にとって自然である関係にともにさらに接近させるであろう、新しい
支払システムおよび方法についての必要性および所望がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の種々の実施形態によれば、支払人が開始した、および支払人が制御した支払取
引は、仲介人事業体が所有、貸借、または制御する１つ以上のサーバを有する介在仲介人
事業体を利用し、仲介人事業体は、そのサーバを介して支払人が選択した資金提供源およ
び／または実口座を受取人に明かすことなく、受取人への支払を行わせるように、支払人
のために、および支払人の指図で作用する。このアプローチは、受取人（例えば、商業者
）が支払認証プロセスを開始する責任があり、支払人の資金提供源および／または実口座
に関する情報が受取人に見えるか、または受取人によって取得可能である従来の支払シス
テムおよび方法とは明確に異なる。本発明の種々の実施形態は、従来のモデルにおける限
界および制限に対処するために、現在の支払システムおよび方法を再構築する。
【０００９】
　本発明の種々の実施形態は、以下の特徴および利点のうちの１つ以上を含んでもよい。
（ａ）支払人の指図および指示で受取人への支払が行われるように、仲介人事業体が所有
、貸借、または制御するサーバを実装して使用する責任がある支払仲介人が作成される。
（ｂ）現在の従来システムまたは方法とは対照的に、支払に使用される資金提供源および
実口座の選択、認可プロセスの開始、および支払が行われる方法、ならびに支払プロセス
の全体的制御は、支払人次第である。加えて、支払人は、商業者または他の受取人によっ
て通常宣伝および受理されるそれらの支払源または種類に制限されない。さらに、支払人
はまた、受取人への支払を行わせるよう支払仲介人と通信し、および支払仲介人に命令す
る支払人のために、および支払人によって認可されるように作用する１つ以上の代理人ま
たはユーザを指定することができる。一実施例にすぎないが、支払人は、支払人の１つ以
上の資金提供源および実口座から受取人への支払を行わせるために、支払人のために、ま
たは支払人の代わりに、支払仲介人と通信し、および支払仲介人に命令するために、自分
の代理人の役割を果たす権限を自分の会計係に与えることができる。
（ｃ）いったん認可が取得され、支払人および／または受取人がそのように通知されると
、支払仲介人は、支払に関する異常な状況がなければ、受取人への支払を保証することが
できるか、または保証するであろう。認可が取得または拒否されたという支払仲介人によ
る通知は、支払人が選択した資金提供源または実口座を受取人に明かすことなく行うこと
ができる。
（ｄ）支払人は、支払人が特定の支払に使用したい１つ以上の資金提供源および実口座を
選択してもよい。選択は、支払人が支払仲介人に以前に識別した、および支払人が選択し
た資金提供源および／または実口座を受取人に明かすことなく、支払の完了時に、支払人
から、または支払人の代わりに、および支払人の指図で、受取人への対価の振込（例えば
、資金の送金）をもたらし得る１つ以上の資金提供源における任意の実口座であってもよ
い。
（ｅ）支払人は、他の資金提供源を越えて１つの資金提供源にロイヤルティを有し得るが
、支払時に、支払を行うために使用される資金提供源または実口座にかかわらず、受取人
への支払人のロイヤルティが強化および強調される。この強化および強調は、支払人が現
在、支払取引、ならびに資金提供源、実口座、および支払の方式を制御しているので、ま
た、本明細書において説明されるシステムおよび方法が、受取人にとって支払のさらなる
確実性をもたらし、それにより、支払を達成するための開示されたシステムおよび方法の
支払人の使用を考慮して、奨励（割引、クーポン、付加価値等）を支払人に提供するよう
に受取人を促すことができるためを含む、多くの方法で起こり得る。
（ｆ）セキュリティおよびプライバシーインフラストラクチャは、本明細書において説明
されるサーバおよびネットワークアーキテクチャの一部であってもよい。
（ｇ）種々の実装では、受取人は、支払人の資金提供源または実口座データのうちのいず
れか、あるいは大抵の場合、支払の方法にアクセスする必要がない、またはそれを保有す
る必要がない。その結果として、（例えば、受取人が商業者である場合）受取人のシステ
ムは、そのようなデータを保有または記憶することに関連付けられる任意のリスクを懸念
する必要がない。したがって、受取人は、ハッキング、フィッシング、著作権侵害、また
は他の違法行為等による、不正使用のために犯罪者による攻撃を受け得る、極秘支払人デ
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ータを保有または記憶することから生じる、リスクおよび懸念から解放される。
（ｈ）商業者である受取人はまた、資金提供源および／または関連提携（例えば、ＶＩＳ
Ａ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ等）によって決定された種々のセキュリティおよびプライバシ
ールール（例えば、ＰＣＩ　ＤＳＳ）に適応するように、既存のＰＯＳ、サーバ、および
ネットワークシステムを修正することに関する、資本費用または他の経費を回避すること
も可能であり得る。
【００１０】
　したがって、一側面では、本発明は、支払を促進する方法に関する。本方法は、（ｉ）
支払仲介サーバにおいて、支払人の認証を生じさせるステップと、（ｉｉ）仲介サーバに
よって、支払人と関連付けられる１つ以上の資金提供源および１つ以上の実口座の支払人
選択を促進するステップと、（ｉｉｉ）仲介サーバにおいて、受取人を識別する情報を取
得するステップと、（ｉｖ）仲介サーバにおいて、支払人が選択した資金提供源および支
払人が選択した実口座から受取人へ支払が行われることを命令する、支払人からの命令を
受信するステップと、（ｖ）仲介サーバにおいて、支払を行うために支払人が選択した資
金提供源から承認を取得するステップと、（ｖｉ）仲介サーバによって、支払人が選択し
た資金提供源または支払人が選択した実口座を受取人に明かすことなく、支払取引を完了
するように、支払人が選択した資金提供源から受取人の１つ以上の実口座への支払を促進
するステップとを含む。
【００１１】
　種々の実施形態では、本方法は、仲介サーバが、それぞれ、支払人および／または受取
人電子デバイスを使用して、無線または有線ネットワーク通信を介して支払人および／ま
たは受取人と通信することを含む。支払人電子デバイスは、無線または有線ネットワーク
通信を介して受取人電子デバイスと通信してもよく、逆も同様である。
【００１２】
　種々の実施形態では、本方法は、仲介サーバが、支払人および受取人についての複数の
記録を含む、１つ以上のデータベースを含むか、またはそれと通信していることを含む。
各支払人記録は、認証情報と、支払人と関連付けられる１つ以上の資金提供源および１つ
以上の実口座とを含む。各受取人記録は、受取人と関連付けられる少なくとも識別情報を
含む。
【００１３】
　種々の実施形態では、本方法は、仲介サーバが、支払人が選択した資金提供源または支
払人が選択した実口座を受取人に明かすことなく、支払取引を完了するように、１つ以上
の支払人が選択した資金提供源から支払仲介人の１つ以上の実口座へ、および支払仲介人
の１つ以上の実口座から受取人の１つ以上の実口座への支払の資金提供または振込を促進
することを含む。
【００１４】
　種々の実施形態では、本方法は、仲介サーバが、支払人が選択した資金提供源または支
払人が選択した実口座を受取人に明かすことなく、支払取引を完了するために、支払仲介
人による、１つ以上の送金または振込についての証書の発行、および（ｉ）受取人に証書
を郵送すること、（ｉｉ）証書を受取人に送達すること、または（ｉｉｉ）受取人による
受取のために証書を保留することによって、１つ以上の支払人が選択した資金提供源から
支払仲介人の１つ以上の実口座へ、および支払仲介人の１つ以上の実口座から受取人への
支払の資金提供または振込を促進することを含む。
【００１５】
　第２の側面では、本発明は、支払を促進するための仲介サーバに関する。本サーバは、
通信モジュールと、支払人の認証を促進するための認証モジュールと、（ｉ）支払人と関
連付けられる１つ以上の資金提供源および１つ以上の実口座の支払人選択を促進し、（ｉ
ｉ）受取人を識別する情報を取得し、（ｉｉｉ）１つ以上の支払人が選択した資金提供源
および１つ以上の支払人が選択した実口座から受取人へ支払が行われることを命令する、
支払人からの命令を受信し、（ｉｖ）支払を行うために支払人が選択した資金提供源から
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承認を取得し、（ｖ）支払人が選択した資金提供源または支払人が選択した実口座を受取
人に明かすことなく、支払取引を完了するように、支払人が選択した資金提供源および支
払人が選択した実口座から受取人の１つ以上の実口座への支払を促進するための支払モジ
ュールとを含む。
【００１６】
　種々の実施形態では、仲介サーバは、支払人、受取人、資金提供源、実口座、および認
証情報を特定する記録を含む１つ以上のデータベースにアクセスするためのモジュールを
含む。
【００１７】
　種々の実施形態では、仲介サーバは、支払人が選択した資金提供源または支払人が選択
した実口座を受取人に明かすことなく、支払取引を完了するように、１つ以上の支払人が
選択した資金提供源から支払仲介人の１つ以上の実口座へ、および支払仲介人の１つ以上
の実口座から受取人の１つ以上の実口座への支払の資金提供または振込を促進する、支払
モジュールを含む。
【００１８】
　種々の実施形態では、仲介サーバは、支払人が選択した資金提供源または支払人が選択
した実口座を受取人に明かすことなく、支払取引を完了するために、支払仲介人による、
１つ以上の送金または振込についての証書の発行、および（ｉ）受取人に証書を郵送する
こと、（ｉｉ）証書を受取人に送達すること、または（ｉｉｉ）受取人による受取のため
に証書を保留することによって、１つ以上の支払人が選択した資金提供源から支払仲介人
の１つ以上の実口座へ、および支払仲介人の１つ以上の実口座から受取人への支払の資金
提供または振込を促進する、支払モジュールを含む。
【００１９】
　第３の側面では、本発明は、支払を促進するためのシステムに関する。本システムは、
（ｉ）支払人からの認証情報を認証および取得し、受取人識別情報を取得し、かつ支払人
と関連付けられる１つ以上の資金提供源および１つ以上の実口座の支払人による選択を促
進するためのアプリケーションを作動させる、電子デバイスと、（ｉｉ）認証情報に基づ
いて支払人を認証および識別し、かつ支払を行うために支払人が選択した資金提供源から
の承認を要求するための仲介サーバと、（ｉｉｉ）認可要求ならびに支払手配および清算
命令を受信し、かつ支払人が選択した資金提供源または支払人が選択した実口座を受取人
に明かすことなく、支払取引を完了するように受取人への支払を行わせるための資金提供
源サーバとを含む。
【００２０】
　種々の実施形態では、資金提供源サーバは、支払人が選択した資金提供源または支払人
が選択した実口座を受取人に明かすことなく、支払取引を完了するように、１つ以上の支
払人が選択した資金提供源から支払仲介人の１つ以上の実口座へ、および支払仲介人の１
つ以上の実口座から受取人の１つ以上の実口座への支払の資金提供または振込を生じさせ
る。
【００２１】
　種々の実施形態では、資金提供源サーバは、支払人が選択した資金提供源または支払人
が選択した実口座を受取人に明かすことなく、支払取引を完了するために、支払仲介人に
よる、１つ以上の送金または振込についての証書の発行、および（ｉ）受取人に証書を郵
送すること、（ｉｉ）証書を受取人に送達すること、または（ｉｉｉ）受取人による受取
のために証書を保留することによって、１つ以上の支払人が選択した資金提供源から支払
仲介人の１つ以上の実口座へ、および支払仲介人の１つ以上の実口座から受取人への支払
の資金提供または振込を促進する。
【００２２】
　本明細書の全体を通した「一実施例」、「実施例」、「一実施形態」、「実施形態」、
「１つの実装」、または「実装」という言及は、実施例と関連して説明される特定の特徴
、構造、または特性が、本発明の少なくとも１つの実施例に含まれることを意味する。し
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たがって、本明細書の全体を通した種々の場所における「一実施例では」、「実施例では
」、「一実施形態」、「実施形態」、「１つの実装では」、または「実装では」という語
句の発生は、必ずしも全て同一の実施例を指しているとは限らない。さらに、特定の特徴
、構造、ルーチン、ステップ、または特性は、本発明の１つ以上の実施例において任意の
好適な方式で組み合わせられてもよい。本明細書で提供される見出しは、便宜のためにす
ぎず、主張された発明の範囲または意味を限定または解釈することを目的としていない。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　支払を促進する方法であって、該方法は、
　支払仲介サーバにおいて、支払人の認証を生じさせるステップと、
　該仲介サーバによって、該支払人に関連付けられる少なくとも１つの資金提供源および
少なくとも１つの実口座についての支払人選択を促進するステップと、
　該仲介サーバにおいて、受取人を識別する情報を取得するステップと、
　該仲介サーバにおいて、該支払人からの命令を受信するステップであって、該命令は、
少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源および少なくとも１つの支払人が選択した
実口座から該受取人へ該支払が行われることを命令する、ステップと、
　該仲介サーバにおいて、該支払を行うために該少なくとも１つの支払人が選択した資金
提供源から承認を取得するステップと、
　該仲介サーバによって、該少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源から該受取人
の少なくとも１つの実口座への該支払を促進するステップであって、該ステップにより、
該少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源または該少なくとも１つの支払人が選択
した実口座を該受取人に明かすことなく、支払取引を完了する、ステップと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記仲介サーバは、支払人電子デバイスを使用して、無線または有線ネットワーク通信
を介して前記支払人と通信する、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記仲介サーバは、受取人電子デバイスを使用して、無線または有線ネットワーク通信
を介して前記受取人と通信する、項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記仲介サーバは、受取人電子デバイスを使用して、無線または有線ネットワーク通信
を介して前記受取人と通信する、項目２に記載の方法。
（項目５）
　前記支払人電子デバイスは、無線または有線ネットワーク通信を介して受取人電子デバ
イスと通信する、項目２に記載の方法。
（項目６）
　前記受取人電子デバイスは、無線または有線ネットワーク通信を介して前記支払人電子
デバイスと通信する、項目３に記載の方法。
（項目７）
　前記支払人電子デバイスは、無線または有線ネットワーク通信を介して前記受取人電子
デバイスと通信する、項目４に記載の方法。
（項目８）
　前記仲介サーバは、支払人および受取人についての複数の記録を備える少なくとも１つ
のデータベースを備えるか、またはそれと通信しており、
　各支払人記録は、認証情報と、該支払人に関連付けられる少なくとも１つの資金提供源
および１つの実口座とを備え、
　各受取人記録は、該受取人に関連付けられる少なくとも識別情報を備える、項目１に記
載の方法。
（項目９）
　前記仲介サーバは、少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源から支払仲介人の少
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なくとも１つの実口座へ、および該支払仲介人の少なくとも１つの実口座から前記受取人
の少なくとも１つの実口座への前記支払の資金提供または振込を促進し、それにより、該
少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源または前記少なくとも１つの支払人が選択
した実口座を該受取人に明かすことなく、前記支払取引を完了する、項目１に記載の方法
。
（項目１０）
　前記仲介サーバは、支払仲介人による、送金または振込についての少なくとも１つの証
書の発行、および（ｉ）該証書を前記受取人に郵送すること、（ｉｉ）該証書を該受取人
に送達すること、または（ｉｉｉ）該証書を該受取人による受取のために保留することに
よって、少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源から該支払仲介人の少なくとも１
つの実口座へ、および該支払仲介人の少なくとも１つの実口座から該受取人への前記支払
の資金提供または振込を促進し、それにより、該少なくとも１つの支払人が選択した資金
提供源または前記少なくとも１つの支払人が選択した実口座を該受取人に明かすことなく
、前記支払取引を完了する、項目１に記載の方法。
（項目１１）
　支払を促進するための仲介サーバであって、該サーバは、
　通信モジュールと、
　支払人の認証を促進するための認証モジュールと、
　（ｉ）該支払人に関連付けられる少なくとも１つの資金提供源および少なくとも１つの
実口座についての支払人選択を促進することと、
　（ｉｉ）受取人を識別する情報を取得することと、
　（ｉｉｉ）該支払人からの命令を受信することであって、該命令は、少なくとも１つの
支払人が選択した資金提供源および少なくとも１つの支払人が選択した実口座から該受取
人へ該支払が行われることを命令する、ことと、
　（ｉｖ）該支払を行うために、該少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源から承
認を取得することと、
　（ｖ）該少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源および該少なくとも１つの支払
人が選択した実口座から該受取人の少なくとも１つの実口座への該支払を促進することで
あって、それにより、該少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源または該少なくと
も１つの支払人が選択した実口座を該受取人に明かすことなく、支払取引を完了する、こ
とと
　のための支払モジュールと
　を備える、仲介サーバ。
（項目１２）
　少なくとも１つのデータベースにアクセスするためのモジュールをさらに備え、該少な
くとも１つのデータベースは、支払人、受取人、資金提供源、実口座、および認証情報を
特定する記録を備える、項目１１に記載の仲介サーバ。
（項目１３）
　前記支払モジュールは、前記少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源から前記支
払仲介人の少なくとも１つの実口座へ、および該支払仲介人の少なくとも１つの実口座か
ら前記受取人の少なくとも１つの実口座への前記支払の資金提供または振込を促進し、そ
れにより、該少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源または前記少なくとも１つの
支払人が選択した実口座を該受取人に明かすことなく、前記支払取引を完了する、項目１
１に記載の仲介サーバ。
（項目１４）
　前記支払モジュールは、前記支払仲介人による、送金または振込についての少なくとも
１つの証書の発行、および（ｉ）該証書を前記受取人に郵送すること、（ｉｉ）該証書を
該受取人に送達すること、または（ｉｉｉ）該証書を該受取人による受取のために保留す
ることによって、少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源から該支払仲介人の少な
くとも１つの実口座へ、および該支払仲介人の少なくとも１つの実口座から該受取人への
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前記支払の資金提供または振込を促進し、それにより、該少なくとも１つの支払人が選択
した資金提供源または前記少なくとも１つの支払人が選択した実口座を該受取人に明かす
ことなく、前記支払取引を完了する、項目１１に記載の仲介サーバ。
（項目１５）
　支払を促進するためのシステムであって、該システムは、
　アプリケーションを作動させる電子デバイスであって、該アプリケーションは、支払人
からの認証情報を認証または取得し、受取人識別情報を取得し、および該支払人に関連付
けられる少なくとも１つの資金提供源および少なくとも１つの実口座についての該支払人
による選択を促進するためのものである、電子デバイスと、
　該認証情報に基づいて該支払人を認証および識別し、および支払を行うために該支払人
が選択した資金提供源からの承認を要求するための仲介サーバと、
　資金提供源サーバであって、該資金提供源サーバは、認可要求ならびに支払手配および
清算命令を受信し、該受取人への支払を行わせることにより、該少なくとも１つの支払人
が選択した資金提供源または少なくとも１つの支払人が選択した実口座を該受取人に明か
すことなく、支払取引を完了するためのものである、資金提供源サーバと
　を備える、システム。
（項目１６）
　前記資金提供源サーバは、少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源から前記支払
仲介人の少なくとも１つの実口座へ、および該支払仲介人の少なくとも１つの実口座から
前記受取人の少なくとも１つの実口座への前記支払の資金提供または振込を生じさせ、そ
れにより、該少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源または前記少なくとも１つの
支払人が選択した実口座を該受取人に明かすことなく、前記支払取引を完了する、項目１
５に記載のシステム。
（項目１７）
　前記資金提供源サーバは、前記支払仲介人による、送金または振込についての少なくと
も１つの証書の発行、および（ｉ）該証書を前記受取人に郵送すること、（ｉｉ）該証書
を該受取人に送達すること、または（ｉｉｉ）該証書を該受取人による受取のために保留
することによって、少なくとも１つの支払人が選択した資金提供源から該支払仲介人の少
なくとも１つの実口座へ、および該支払仲介人の少なくとも１つの実口座から該受取人へ
の前記支払の資金提供または振込を促進することにより、該少なくとも１つの支払人が選
択した資金提供源または前記少なくとも１つの支払人が選択した実口座を該受取人に明か
すことなく、前記支払取引を完了する、項目１５に記載のシステム。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、支払人／商業者の購入／支払取引のアーキテクチャおよび動作を描写す
る。
【図２】図２は、本発明の一実施形態による取引フローを描写する。
【図３】図３は、支払人／受取人の支払取引のアーキテクチャおよび動作を描写する。
【図４】図４は、本発明の別の実施形態による取引フローを描写する。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　（定義）
　本明細書の目的に対して、所与の用語が最初に大文字を伴って表されるか、または伴わ
ずに表されるかにかかわらず、以下の定義が適用される。
【００２５】
　支払人：支払人は、受取人への支払を行うこと、または支払を行わせることを希望する
任意の個人または法人であり得る。支払人は、本明細書でさらに詳細に説明されるように
、支払仲介人によって確立および実装されるシステムおよび方法を開始、指示、および制
御する個人または法人である。支払人はまた、支払に使用される資金提供源および実口座
の選択、認可プロセスの開始、および支払が受取人の実口座の中の預金に対して手配およ
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び清算され、あるいは別様に受取人に郵送され、送信され、送達され、または受取人のた
めに保留される方式に関して、支払仲介人と通信し、および支払仲介人に命令する際に、
支払人のために、および支払人によって認可されるように作用する１つ以上の代理人また
はユーザを指定することもできる。実際に、所与の支払取引では、個人または事業体が、
支払人および受取人の両方であってもよい。
【００２６】
　受取人：受取人は、限定するものではないが、商業者を含む、支払を受領する任意の個
人または法人であり得る。支払人または受取人の役割は、根本的な支払取引の状況に基づ
いて交換可能であるが、全ての支払取引について、支払人および受取人が存在する。
【００２７】
　支払：限定するものではないが、負債、請求書、または賃金の支払のため、商品または
サービスの購入のため、あるいは献金または寄付のためを含む、あらゆる任意の目的のた
めの資金の任意の支払、送金、または振込、あるいは限定するものではないが、商品また
はサービスの提供または移譲、あるいは商品またはサービスのための入金の提供または移
譲、コンテンツ、情報、ソフトウェア、または知的財産の譲渡またはライセンスを含む、
あらゆる価値の任意の他の譲渡または移譲、または現在存在していようと、将来発生しよ
うと、あらゆる資金または価値の任意の他の支払、送金、または振込である。
【００２８】
　資金提供源：資金提供源は、所与の支払を行うために使用することができる実口座を支
払人が有する、金融機関、信用組合、クレジットカード会社、電話会社、貸付組織、また
は任意の他の商業者、サービスプロバイダ、事業、法人、または個人であり得る。これは
、本明細書において説明されるように、支払人のために、または支払人の代わりに、およ
び支払人の指図で、受取人への支払を行うであろう事業、法人、または個人である。クレ
ジット口座の場合、これは、支払を行うために信用を拡張し、信用拡張の信用リスクを伴
うであろう事業、法人、または個人である。資金提供源の他の実施例は、支払人が実口座
を有し、本明細書において説明されるように、支払人のために、または支払人の代わりに
、および支払人の指図で、資金提供源のサーバが受取人への支払を認可するであろう、お
よび／または資金提供源が受取人への支払を保証するであろう、ＰａｙＰａｌ、Ａｐｐｌ
ｅ、Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｓｃｈｗａｂ等の組織、あるいは任意の事業、法人、または個人を
含むことができる。本明細書で論議されるように、支払人は、複数の資金提供源を有して
もよい。加えて、支払仲介人はまた、支払人のための１つ以上の実口座をホストする場合
、それ自体が資金提供源でもあり得る。
【００２９】
　電子デバイス：これらは、受取人（例えば、商業者）の場所において現在使用されてい
るのが見られる、典型的な固定店頭端末であり得る。これらはまた、限定するものではな
いが、携帯電話、あるいはＰＤＡまたはコンピュータタブレット、またはインターネット
接続可能である、あるいは従来または無線電話ネットワークまたはシステム、または現在
存在していようと、将来発生しようと、他の電子またはアナログ通信手段を使用して、支
払仲介人と通信することができる、任意のコンピュータ、コンピュータシステム、サーバ
または電子デバイスを含む、他のデバイス等の携帯型電子デバイスを含むこともできる。
電子デバイスはまた、他の電子デバイスと通信することができてもよい。本明細書で論議
されるように、電子デバイスはまた、インターネットウェブサイトあるいは押しボタン式
またはダイヤル式電話を含んでもよい。また、支払人または受取人はそれぞれ、複数の電
子デバイスを支払仲介人に登録することができ、それぞれのそのようなデバイスは、支払
仲介人と通信するか、または支払仲介人に命令する際に、それぞれ、支払人または受取人
の使用のために利用可能であることに留意することも重要である。加えて、各支払人また
は受取人はまた、自分のために、および自分の代わりに、支払仲介人と通信するか、また
は支払仲介人に命令する際に、それぞれの認可された代理人またはユーザによって使用す
るために１つ以上の電子デバイスを支払仲介人に登録することもできる。前述の電子デバ
イスのうちのそれぞれは、概して、支払仲介人と通信するように構成することができ、あ
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るいは支払を行うためにアクセスされ得るか、または支払を受領するために指定され得る
認可されたユーザ、資金提供源、預金機関、または実口座に関する限度等の制限を伴って
構成すること等ができる。さらに、所与の電子デバイスは、関与する支払取引に応じて、
支払人電子デバイス、受取人電子デバイス、または支払人と受取人との両方の電子デバイ
スであり得る。
【００３０】
　支払仲介人：これは、本明細書において説明されるサーバおよび方法を確立および実装
する法人または組織である。支払仲介人は、支払人の指図および指示で行動する。支払仲
介人のサーバは、支払人からの支払命令を処理し、および支払人が特定の支払のために選
択するあらゆる適切な資金提供源および実口座から、受取人が要求された支払を受領する
であろうことを確実にする能力を有する。支払仲介人のサーバは、支払人のために、およ
び支払人の代わりに、および支払人の指図で、支払人の実口座から受取人への特定された
支払を送信するように、または受取人へのさらなる送信、郵送、または送達、あるいは受
取人による受取のための保留のために、支払人の実口座から支払仲介人の実口座へ支払を
送信するように、支払人の資金提供源に指図する。
【００３１】
　支払仲介人口座参照番号：これらは、支払人（または、場合によっては、受取人）が、
種々の資金提供源または支払受領金融機関に有する実口座を表すように選択する、ユーザ
制御の識別子（番号、名前、あるいは番号、記号、または名前の組み合わせ）である。
【００３２】
　実口座：「実口座」は、クレジットカード番号、デビットカード番号、当座預金口座番
号、預金口座番号、商業者またはサービスプロバイダ口座番号等の、ユーザおよび資金提
供源または預金機関に知られている識別子を有する特定のユーザ口座である。実口座の実
施例は、クレジットカードまたはデビットカードと関連付けられる口座を含み、普通預金
口座、当座預金口座、ロイヤルティ口座、価値口座、貯蓄口座、信用組合口座または預金
口座、あるいは商品またはサービスプロバイダとの掛売口座等を含む、現在公知であるよ
うな、または将来開発され得るような口座である。支払人または受取人は、支払仲介人と
の関係を設定するときに、支払または預金に使用される実口座に対応する識別子を提供し
、また、実口座および支払人または受取人に知られている識別子を表すように、独自の支
払仲介人口座参照番号を選択することもできる。
【００３３】
　したがって、支払仲介人口座参照番号は、支払仲介人を介して取引を行うときに、所与
の資金提供源または預金機関における所与の実口座および関連識別子への参照または関連
として、支払人または受取人によって使用することができる。例えば、電子デバイスに実
口座識別子を入力するよりもむしろ、支払人または受取人は、支払仲介人によって使用さ
れるであろう支払仲介人口座参照番号を支払仲介人に送信して、それを特定の支払取引で
使用するための特定の資金提供源または預金機関における支払人または受取人の対応する
実口座と関連付けてもよい。このようにして、実口座識別子は、電子デバイス上に記憶さ
れず、または電子デバイスによって送信されず、かつハッカーまたは犯罪者によって侵害
または捕捉される可能性が低い。
【００３４】
　支払仲介人の主要な機能のうちの１つは、支払人によって選択される資金提供源、実口
座、および大抵の場合は、支払の方法を、受取人に不透明にすることであり得る。つまり
、受取人は、支払人によって選択される資金提供源または実口座、あるいは大抵の場合、
支払が受取人の実口座に入金されるか、あるいは別様に受取人に郵送または送達されるか
、または受取人による受取のために保留される方法のいかなる視認性、制御、または関係
も持たない場合がある。当然ながら、本明細書で論議されるように、受取人は、代替とし
て、受取人への小切手、郵便為替、または他の送金を発行すること、および支払を受取人
に郵送または送達すること、あるいは受取人による受取のためのそれを保留することによ
って、支払人のために、または支払人の代わりに、支払仲介人によって受取人への支払が
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行われることを要求してもよく、支払人は、支払人が希望する場合、受取人の要求に応じ
るためにそのサーバを使用するように支払仲介人に権限を与え、および／または命令する
。要求された支払が資金提供源のサーバによって認可され、受取人がそのように通知され
たならば、支払仲介人は、支払に関する異常な状況がなければ、受取人への支払を保証す
ることができるか、または保証するであろう。認可要求の承認または拒否は、支払人が選
択した資金提供源または支払人が選択した実口座を支払仲介人のサーバが受取人に明かす
ことなく、支払仲介人のサーバによって送信することができる。
【００３５】
　（アーキテクチャおよび一般フロー）
　図１および２は、ブリックアンドモルタル型商業者の場所における典型的な購入／支払
取引に基づく、本発明の１つの例示的実施形態のアーキテクチャおよび動作を図示する。
この実施例では、受取人は、商業者であり、支払人は、店で買い物をする個別購入者であ
る。
【００３６】
　図１を参照すると、商業者のコンピュータ化されたチェックアウトシステム１１０は、
例えば、スマートフォンであり得る支払人の無線電子デバイス１２０と通信するための無
線通信設備を含んでもよい。支払人のデバイス１２０は、支払取引を促進するように支払
仲介人のサーバ１３０（別の電子デバイス）によって提供されるソフトウェアアプリケー
ションを記憶して作動させてもよい。具体的には、支払仲介人のサーバ１３０は、ネット
ワーク１４０、例えば、インターネットおよび／または任意の他の陸上または無線電気通
信ネットワークまたはシステムとの通信、およびネットワーク１４０を介して、商業者シ
ステム１１０および支払人のデバイス１２０との通信を可能にする通信設備１４５を含ん
でもよい。加えて、支払仲介人のサーバ１３０は、ユーザがログインして、自分を支払仲
介人のサーバ１３０に認証することを可能にする、実行中プロセスとして実行するアプリ
ケーション１５０を含有してもよい。
【００３７】
　支払仲介人のサーバ１３０は、実行中プロセスとして実行し、かつ本明細書において説
明される仲介タスクを行う支払アプリケーション１５５と、例えば、各認可された支払人
、受取人、電子デバイス、ソフトウェアアプリケーション、資金提供源、および実口座の
記録、ならびに関連支払手配および清算命令等を含有し得るデータベース１６０とを含ん
でもよい。これらの記録は、限定するものではないが、各支払人、受取人、電子デバイス
、ソフトウェアアプリケーション、資金提供源、支払仲介人口座参照番号、および関連実
口座識別子の識別および認証情報を含んでもよい。これらの記録、および支払取引におい
て支払人によって特定される選好に基づいて、支払仲介人のサーバ１３０は、ネットワー
ク１４０を介して、資金提供源によって操作され、かつ支払人の実口座をホストする種々
のサーバ１７５（すなわち、電子デバイス）と通信し、および受取人の実口座をホストす
る種々のサーバ１８０（すなわち、電子デバイス）と通信する。
【００３８】
　支払仲介人のサーバ１３０、商業者システム１１０、資金提供源サーバ１７５、および
商業者の預金実口座をホストするサーバ１８０はそれぞれ、処理ユニット、システムメモ
リ、およびシステムメモリを含む種々のシステム構成要素を処理ユニットに連結するシス
テムバスを含むコンピュータの形態で、汎用コンピュータデバイスを含んでもよい。コン
ピュータは、典型的には、システムメモリの一部を形成し、処理ユニットによって読み取
ることができる種々のコンピュータ可読媒体を含む。限定するものではないが、一例とし
て、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体および通信媒体を含んでもよい。シ
ステムメモリは、読取専用メモリ（ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等
の揮発性および／または不揮発性メモリの形態でコンピュータ記憶媒体を含んでもよい。
起動中等に要素間で情報を転送するのに役立つ基本ルーチンを含有する、基本入出力シス
テム（ＢＩＯＳ）は、典型的には、ＲＯＭに記憶される。ＲＡＭは、典型的には、処理ユ
ニットに即時にアクセス可能である、および／または処理ユニットによって現在操作され
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ている、データおよび／またはプログラムモジュールを含有する。データまたはプログラ
ムモジュールは、オペレーティングシステム、アプリケーションプログラム、他のプログ
ラムモジュール、およびプログラムデータを含んでもよい。オペレーティングシステムは
、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステム、Ｕｎｉ
ｘ（登録商標）オペレーティングシステム、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）オペレーティングシ
ステム、Ｘｅｎｉｘオペレーティングシステム、ＩＢＭ　ＡＩＸ　オペレーティングシス
テム、Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａｃｋａｒｄ　ＵＸオペレーティングシステム、Ｎｏｖｅｌｌ
　ＮＥＴＷＡＲＥオペレーティングシステム、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ　ＳＯ
ＬＡＲＩＳオペレーティングシステム、ＯＳ／２オペレーティングシステム、ＢｅＯＳオ
ペレーティングシステム、ＭＡＣＩＮＴＯＳＨオペレーティングシステム、ＡＰＡＣＨＥ
オペレーティングシステム、ＯＰＥＮＳＴＥＰオペレーティングシステム、または別のオ
ペレーティングシステムあるいはプラットフォーム等であるが、それらに限定されない、
種々のオペレーティングシステムであってもよく、またはそれらを含んでもよい。
【００３９】
　任意の好適なプログラミング言語が、必要以上の実験を伴わずに本明細書において説明
される支払処理動作を実装するために使用されてもよい。例示として、使用されるプログ
ラミング言語は、例えば、アセンブリ言語、Ａｄａ、ＡＰＬ、Ｂａｓｉｃ、Ｃ、Ｃ＋＋、
Ｃ＃、ＣＯＢＯＬ、ｄＢａｓｅ、Ｆｏｒｔｈ、ＦＯＲＴＲＡＮ、Ｊａｖａ（登録商標）、
Ｍｏｄｕｌａ－２、Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ　Ｃ、Ｐａｓｃａｌ、Ｐｒｏｌｏｇ、Ｐｙｔｈｏ
ｎ、ＲＥＸＸ、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、および／またはＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）
を含んでもよいが、それらに限定されない。さらに、単一の種類の命令およびプログラミ
ング言語が、本発明のシステムおよび方法の動作と併せて利用されることが必要ではない
。むしろ、任意の数の異なるプログラミング言語が、必要または所望に応じて利用されて
もよい。
【００４０】
　コンピュータ環境はまた、他の取外し可能／取外し不可能の揮発性／不揮発性コンピュ
ータ記憶媒体を含んでもよい。例えば、ハードディスクドライブが、取外し不可能の不揮
発性磁気媒体から読み取り、またはそれに書き込んでもよい。磁気ディスクドライブが、
取外し可能の不揮発性磁気媒体から読み取り、またはそれに書き込んでもよく、光ディス
クドライブが、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光学媒体等の取外し可能の不揮発性光学媒体から
読み取り、またはそれに書き込んでもよい。例示的な動作環境で使用することができる、
他の取外し可能／取外し不可能の揮発性／不揮発性コンピュータ記憶媒体は、磁気テープ
カセット、フラッシュメモリカード、デジタル多用途ディスク、デジタルビデオテープ、
固体ＲＡＭ、固体ＲＯＭ、ネットワーク接続ストレージ、および同等物を含むが、それら
に限定されない。記憶媒体は、典型的には、取外し可能または取外し不可能メモリインタ
ーフェースを介してシステムバスに接続される。
【００４１】
　コマンドおよび命令を実行する処理ユニットは、汎用コンピュータであってもよいが、
また、専用コンピュータ、マイクロコンピュータ、ミニコンピュータ、メインフレームコ
ンピュータ、プログラムされたマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、周辺集積回
路要素、ＣＳＩＣ（特定顧客向け集積回路）、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、論理
回路、デジタル信号プロセッサ、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、
ＰＬＤ（プログラマブル論理素子）、ＰＬＡ（プログラマブル論理アレイ）等のプログラ
マブル論理素子、ＲＦＩＤプロセッサ、スマートチップ、あるいは本発明のプロセスのス
テップを実装することが可能である任意の他のデバイスまたはデバイスの配設を含む、多
種多様の他の技術のうちのいずれかを利用してもよい。
【００４２】
　一実施形態では、支払人は、支払仲介人との関係を有し、支払仲介人に少なくとも１つ
の利用可能な資金提供源および実口座／実口座識別子を指定している個人である。支払人
はまた、指定された実口座識別子に対応する、支払人が定義した支払仲介人口座参照番号
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も割り当てている。図１および２を参照して、代表的な取引フローは以下のステップを含
む。
１．支払人が店内で買い物をしていくらかの時間をすごす。準備ができたとき、支払人が
商業者のチェックアウト場所でショッピングカートまたは品物を提示する。
２．受取人（または、場合によっては、セルフチェックアウト状況における支払人）が、
購入のために品物の費用を総計する。総額および他の必要な商業者データ（支払仲介人の
データベース１６０に記憶され、特定の商業者と関連付けられ、および特定の商業者を支
払仲介人に識別させる商業者識別または参照番号を含むが、それに限定されない）が、商
業者システム１１０と関連付けられる典型的なＰＯＳ端末または他の電子デバイスの中に
保持される。この時点で、支払プロセスが始まることができる。
３．支払人が、自分の電子デバイス１２０上で支払仲介人ソフトウェアアプリケーション
を起動し、ステップ２１０を開始する。
４．支払人が、支払人を認識する支払仲介人ソフトウェアアプリケーションに自分を認証
させる。代替として、支払人が、安全なセッションを介して、支払仲介人のサーバ１３０
と通信し、それに自分を認証させるために、支払人のデバイス１２０上で作動する支払仲
介人ソフトウェアアプリケーションを使用する（ステップ２１５）。全て電子デバイスの
ローカルにあるパスワード／ΡＩΝ入力を介した認証および／または生体認証、デジタル
署名機能性、あるいは他の２要因または３要因認証、ならびに要求された支払取引の処理
および完了が継続できるように、支払人、電子デバイス、ソフトウェアアプリケーション
、および指定受取人が適正に認証されることを確実にする支払仲介人のサーバにおける付
加的な公知の認証プロセスを含むが、それらに限定されない、任意の好適な認証方法また
は技術が使用されてもよい。
５．商業者システム１１０が、支払人のデバイス１２０と通信し、全売上データおよび他
の必要な商業者データを支払人のデバイス１２０に、または任意の他の方式で（例えば、
支払人のデバイス１２０への支払人による手動入力によって）転送する（ステップ２２０
）。
６．支払人が、どの資金提供源および実口座を支払に使用するかを選択する（ステップ２
２５）。支払人は、デバイス１２０上で作動する支払仲介人ソフトウェアアプリケーショ
ンを介して、以前に確立されたリストから、自分の対応する支払仲介人口座参照番号を支
払仲介人のサーバ１３０に送信することによって、この指定を行うことができる。代替と
して、支払仲介人のサーバ１３０が、安全なセッションを介して支払人のデバイス１２０
と通信し、支払人による選択のために１つ以上の支払仲介人口座参照番号を提供すること
ができる（ステップ２３０）。（いくつかの実施形態では、支払人が支払選好を事前に特
定していてもよい。）支払人の電子デバイス１２０上で作動する支払仲介人ソフトウェア
アプリケーションが、受取人の取引データを、受取人識別または参照番号、支払人の電子
デバイスデータ、支払人のソフトウェアアプリケーションデータ、資金提供源識別、支払
仲介人口座参照番号、および／または他の取引データとパッケージ化し、支払仲介人への
支払命令を処理する。
７．支払人のデバイス１２０が、ネットワーク１４０上で安全なセッションを介して支払
仲介人のサーバ１３０に支払伝送を伝達し、認証および支払認可のために、適用支払人、
電子デバイス、ソフトウェアアプリケーション、受取人、資金提供源識別、支払仲介人口
座参照番号、および他の取引データ、および／または支払人の支払命令を支払仲介人に送
信する（ステップ２３５）。支払仲介人のサーバ１３０が、支払人、電子デバイス、ソフ
トウェアアプリケーション、受取人、資金提供源、および／または支払仲介人口座参照番
号を認識し、データベース１６０から関連記録を読み出す。
８．支払仲介人のサーバ１３０が、支払人の支払伝送を受信し（ステップ２４０）、支払
取引参照番号を命令に割り当て、資金提供源のサーバ１７５に知られており、それによっ
て要求される実際の実口座の識別子およびデータのために、供給された支払仲介人口座参
照番号を適切な資金提供源および実口座に関連付ける。支払仲介人のサーバ１３０はまた
、支払人および受取人識別を、資金提供源アクセス選好、資金提供源および実口座識別、



(17) JP 2019-61716 A 2019.4.18

10

20

30

40

50

ならびに任意の支払選好および／または受取人の好ましい預金実口座を含む、支払人また
は受取人によって以前に設定された情報とも関連付ける。
９．支払仲介人のサーバ１３０は、支払人の資金提供源が、支払人のために、または支払
人の代わりに、要求された支払取引を認可するであろうということを確立するように、さ
らなる処理を提供する（ステップ２４５）。これは、資金提供源要件に基づいて、承認要
求を構築することを含んでもよい。これはまた、支払仲介人のサーバ１３０が、認可を要
求する承認要求を資金提供源のサーバ１７５に送信することを含んでもよい（ステップ２
５０、２５５）。
１０．資金提供源のサーバ１７５が、承認要求を受信して処理し、支払を承認するか、ま
たは取引を拒否し（ステップ２５５）、その応答を支払仲介人のサーバ１３０に送信する
（ステップ２６０または２８０）。
１１．支払仲介人は、認可承認メッセージが、支払人およびこの場合は商業者である受取
人の両方に送信されることを確実にする。認可承認および取引参照番号（およびおそらく
他の識別子、承認コード、日時識別子、あるいは他の情報またはデータ）が、支払仲介人
のサーバ１３０によって、それを商業者システム１１０に送信する（ステップ２７０）、
支払人のデバイス１２０に送信されてもよい（ステップ２６５）。代替として、認可承認
および取引参照番号（およびそのような他の識別子、承認コード、日時識別子、あるいは
他の情報またはデータ）が、支払仲介人のサーバ１３０によって、それを支払人のデバイ
ス１２０に送信する商業者システム１１０に送信されてもよく、または支払仲介人のサー
バ１３０が、認可承認および取引参照番号（およびそのような他の識別子、承認コード、
日時識別子、あるいは他の情報またはデータ）を商業者システム１１０および支払人のデ
バイス１２０に同時に送信してもよい。代替として、支払人のデバイス１２０または商業
者システム１１０が、適宜にそれを商業者または支払人に口頭で伝達する支払人または商
業者に表示するために、認可承認および取引参照番号（およびそのような他の識別子、承
認コード、日時識別子、あるいは他の情報またはデータ）を受信してもよい。
１２．認可が承認されたならば、商業者が購入取引を成立させ（ステップ２７５）、支払
人が自分の商品とともに去る。商業者が、適切な監査（すなわち、静的および動的（すな
わち、リアルタイム））およびセキュリティ追跡のために、限定するものではないが、取
引参照番号および認可承認（およびおそらく他の識別子、承認コード、日時識別子、ある
いはそれぞれの処理のために支払人、受取人（例えば、商業者）、または支払仲介人によ
って必要とされる他の情報またはデータ）を含む、支払仲介人によって提供される情報を
使用して、取引を完結する。支払仲介人は、支払に関する異常な状況がなければ、商業者
への支払を保証することができるか、または保証するであろう。
１３．認可が承認されない場合、取引参照番号および拒否（およびおそらく他の識別子、
承認コード、日時識別子、あるいは他の情報またはデータ）が、支払仲介人のサーバ１３
０によって、それを商業者システム１１０に転送する（ステップ２８５）支払人のデバイ
ス１２０に送信されてもよい（ステップ２８０）。代替として、取引参照番号および拒否
（およびそのような他の識別子、承認コード、日時識別子、あるいは他の情報またはデー
タ）は、支払仲介人のサーバ１３０によって、それを支払人のデバイスに転送する商業者
システム１１０に直接送信されてもよい。支払仲介人のサーバ１３０が、任意の他の公知
の通信手段によって、取引参照番号および拒否（およびそのような他の識別子、承認コー
ド、日時識別子、あるいは他の情報またはデータ）を、商業者および支払人の両方に送信
してもよい。商業者および支払人が、根本的な購入取引に関して進む最良の方式について
相互に相談する（ステップ２７５）。
１４．支払人が選択した資金提供源または支払人が選択した実口座を支払仲介人のサービ
ス１３０が受取人に明かすことなく、認可要求の承認または拒否を支払仲介人のサーバ１
３０によって送信することができる。
１５．支払が承認されたと仮定して、支払仲介人のサーバ１３０が、受取人への支払を行
うために使用されるであろう支払資金を、支払人の指定実口座から支払仲介人の実口座に
送信するように資金提供源サーバ１７５に命令する（ステップ２９０、２９５）。支払仲
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介人のサーバ１３０はまた、同時または連続的に、商業者の記録の預金実口座へのこれら
の支払資金の入金をもたらす、別の取引も開始する（ステップ３００）。
１６．代替として、支払仲介人のサーバ１３０が、周知の商業者銀行取引、ＡＴＭネット
ワーク、ＩＳＯまたは第三者清算システムを使用して、支払人の指定実口座から商業者の
指定預金実口座へ支払資金を送信するように資金提供源のサーバ１７５に命令する（ステ
ップ３００）。
１７．支払が行われた後、支払人が購入した商品またはサービスに関して商業者と論争す
る場合、支払人は、支払人のデバイス１２０を使用して、または支払仲介人と通信するた
めの任意の他の適切な手段を介して、入金取消しメッセージを支払仲介人のサーバ１３０
に送信することができる。もし適用法、規制、および規則によって許可されたときは、支
払仲介人が、以前の支払取引を無効にし、以前の支払の金額で（サーバ１８０を介して）
商業者の指定実口座への借方、および同一金額で（サーバ１７５を介して）その指定資金
提供源における支払人の指定実口座への入金を生じさせるであろう。
１８．しかしながら、詐欺を回避するために、支払人による商業者への製品の返品（すな
わち、商業者返品）のための入金は、通常、もし商業者が、返品が発生したというメッセ
ージを支払仲介人に送信し、以前の支払取引を無効にするように支払仲介人に命令したと
きにのみ、支払仲介人によって処理される。商業者は、支払仲介人のサーバ１３０と通信
する商業者システム１１０を使用して、または任意の他の手段によって、そのようなメッ
セージおよび命令を送信してもよい。上記で説明されるような入金取消しと同様に、支払
仲介人のサーバ１３０は、以前の支払の金額で（サーバ１８０を介して）商業者の指定実
口座への借方、および同一金額で（サーバ１７５を介して）その指定資金提供源における
支払人の指定実口座への入金を生じさせるであろう。したがって、商業者返品の状況では
、商業者返品取引を達成するために、商業者が本質的に支払人になり、以前の購入者が説
明されたシステムおよび方法の受取人になる。
【００４３】
　（他の実装）
　本明細書において説明されるシステムおよび方法は、支払人から受取人に、または受取
人の代わりに行われる支払の新しいモデルを提供する。本明細書において説明される支払
システムおよび方法は、商業者／支払人（例えば、購入者）支払取引に限定されないが、
支払人が、任意の受取人へ、または任意の受取人の代わりに、指定資金提供源および実口
座からの支払を指図することを希望する、事実上任意の支払取引に使用できることが理解
されるであろう。他の取引は、１人の個人または法人から別の個人または法人への支払（
金銭の振込、請求書の支払、公共料金の支払、賃金の支払、献金、寄付、あるいは資金の
任意の他の支払または送金、または価値の譲渡を含む）がある、任意の取引を含んでもよ
い。
【００４４】
　図３および４は、典型的な支払人と受取人の支払取引に基づく、本発明の別の例示的実
施形態のアーキテクチャおよび動作を図示する。この実施例では、受取人および支払人の
両方が個人である。支払は、限定するものではないが、商品またはサービスの購入のため
、負債、請求書、または賃金の支払のため、あるいは献金または寄付のためを含む任意の
目的で行うことができ、あるいは限定するものではないが、商品またはサービスの提供ま
たは移譲、商品またはサービスのための入金の提供または移譲、コンテンツ、情報、ソフ
トウェア、または知的財産の譲渡またはライセンス、あるいは現在存在していようと、将
来発生しようと、あらゆる資金または価値の任意の他の支払、送金、または振込を含む、
あらゆる価値の任意の他の譲渡または移譲を生じさせてもよい。
【００４５】
　図３を参照すると、受取人の無線電子デバイス３１０は、例えば、スマートフォンであ
り得る、支払人の無線電子デバイス３２０と通信するための無線通信設備を含んでもよい
。支払人のデバイス３２０は、支払取引を促進するように支払仲介人のサーバ３３０（別
の電子デバイス）によって提供される、ソフトウェアアプリケーションを記憶して作動さ
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せてもよい。具体的には、支払仲介人のサーバ３３０は、ネットワーク３４０、例えば、
インターネットおよび／または任意の他の陸上または無線電気通信ネットワークまたはシ
ステムとの通信、およびネットワーク３４０を介して、受取人のデバイス３１０および支
払人のデバイス３２０との通信を可能にする、通信設備３４５を含んでもよい。加えて、
支払仲介人のサーバ３３０は、ユーザがログインして、自分を支払仲介人のサーバ３３０
に認証させることを可能にする、実行中プロセスとして実行するアプリケーション３５０
を含有してもよい。
【００４６】
　支払仲介人のサーバ３３０は、実行中プロセスとして実行し、かつ本明細書において説
明される仲介タスクを行う、支払アプリケーション３５５と、例えば、各認可された支払
人、受取人、電子デバイス、ソフトウェアアプリケーション、資金提供源、および実口座
の記録、ならびに関連支払手配および清算命令等を含有し得る、データベース３６０とを
含んでもよい。これらの記録は、限定するものではないが、各支払人、受取人、電子デバ
イス、ソフトウェアアプリケーション、資金提供源、支払仲介人口座参照番号、および関
連実口座識別子の識別および認証情報を含んでもよい。これらの記録、および支払取引に
おいて支払人によって特定される選好に基づいて、支払仲介人のサーバ３３０は、ネット
ワーク３４０を介して、資金提供源によって操作され、かつ支払人の実口座をホストする
種々のサーバ３７５（すなわち、電子デバイス）と通信し、および受取人の実口座をホス
トする種々のサーバ３８０（すなわち、電子デバイス）と通信する。
【００４７】
　支払仲介人のサーバ３３０、資金提供源サーバ３７５、および受取人の預金実口座をホ
ストするサーバ３８０はそれぞれ、処理ユニット、システムメモリ、およびシステムメモ
リを含む種々のシステム構成要素を処理ユニットに連結するシステムバスを含むコンピュ
ータの形態において、汎用コンピュータデバイスを含んでもよい。コンピュータは、典型
的には、システムメモリの一部を形成し、処理ユニットによって読み取ることができる、
種々のコンピュータ可読媒体を含む。制限ではなく一例として、コンピュータ可読媒体は
、コンピュータ記憶媒体および通信媒体を含んでもよい。システムメモリは、読取専用メ
モリ（ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等の揮発性および／または不揮
発性メモリの形態でコンピュータ記憶媒体を含んでもよい。起動中等に要素間で情報を転
送するのに役立つ基本ルーチンを含有する、基本入出力システム（ＢＩＯＳ）は、典型的
には、ＲＯＭに記憶される。ＲＡＭは、典型的には、処理ユニットに即時にアクセス可能
である、および／または処理ユニットによって現在操作されている、データおよび／また
はプログラムモジュールを含有する。データまたはプログラムモジュールは、オペレーテ
ィングシステム、アプリケーションプログラム、他のプログラムモジュール、およびプロ
グラムデータを含んでもよい。オペレーティングシステムは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷＩ
ＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステム、Ｕｎｉｘ（登録商標）オペレーティ
ングシステム、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）オペレーティングシステム、Ｘｅｎｉｘオペレー
ティングシステム、ＩＢＭ　ＡＩＸ　オペレーティングシステム、Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａ
ｃｋａｒｄ　ＵＸオペレーティングシステム、Ｎｏｖｅｌｌ　ＮＥＴＷＡＲＥオペレーテ
ィングシステム、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ　ＳＯＬＡＲＩＳオペレーティング
システム、ＯＳ／２オペレーティングシステム、ＢｅＯＳオペレーティングシステム、Ｍ
ＡＣＩＮＴＯＳＨオペレーティングシステム、ＡＰＡＣＨＥオペレーティングシステム、
ＯＰＥＮＳＴＥＰオペレーティングシステム、または別のオペレーティングシステムある
いはプラットフォーム等であるが、それらに限定されない、種々のオペレーティングシス
テムであってもよく、またはそれらを含んでもよい。
【００４８】
　任意の好適なプログラミング言語が、必要以上の実験を伴わずに本明細書において説明
される支払処理動作を実装するために使用されてもよい。例示的に、使用されるプログラ
ミング言語は、例えば、アセンブリ言語、Ａｄａ、ＡＰＬ、Ｂａｓｉｃ、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｃ
＃、ＣＯＢＯＬ、ｄＢａｓｅ、Ｆｏｒｔｈ、ＦＯＲＴＲＡＮ、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｍ
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ｏｄｕｌａ－２、Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ　Ｃ、Ｐａｓｃａｌ、Ｐｒｏｌｏｇ、Ｐｙｔｈｏｎ
、ＲＥＸＸ、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、および／またはＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）を
含んでもよいが、それらに限定されない。さらに、単一の種類の命令およびプログラミン
グ言語が、本発明のシステムおよび方法の動作と併せて利用されることが必要ではない。
むしろ、任意の数の異なるプログラミング言語が、必要または所望に応じて利用されても
よい。
【００４９】
　コンピュータ環境はまた、他の取外し可能／取外し不可能の揮発性／不揮発性コンピュ
ータ記憶媒体を含んでもよい。例えば、ハードディスクドライブが、取外し不可能の不揮
発性磁気媒体から読み取り、またはそれに書き込んでもよい。磁気ディスクドライブが、
取外し可能の不揮発性磁気媒体から読み取り、またはそれに書き込んでもよく、光学ディ
スクドライブが、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光学媒体等の取外し可能の不揮発性光学媒体か
ら読み取り、またはそれに書き込んでもよい。例示的な動作環境で使用することができる
、他の取外し可能／取外し不可能の揮発性／不揮発性コンピュータ記憶媒体は、磁気テー
プカセット、フラッシュメモリカード、デジタル多用途ディスク、デジタルビデオテープ
、固体ＲＡＭ、固体ＲＯＭ、ネットワーク接続ストレージ、および同等物を含むが、それ
らに限定されない。記憶媒体は、典型的には、取外し可能または取外し不可能メモリイン
ターフェースを介してシステムバスに接続される。
【００５０】
　コマンドおよび命令を実行する処理ユニットは、汎用コンピュータであってもよいが、
また、専用コンピュータ、マイクロコンピュータ、ミニコンピュータ、メインフレームコ
ンピュータ、プログラムされたマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、周辺集積回
路要素、ＣＳＩＣ（特定顧客向け集積回路）、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、論理
回路、デジタル信号プロセッサ、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、
ＰＬＤ（プログラマブル論理素子）、ＰＬＡ（プログラマブル論理アレイ）等のプログラ
マブル論理素子、ＲＦＩＤプロセッサ、スマートチップ、あるいは本発明のプロセスのス
テップを実装することが可能である任意の他のデバイスまたはデバイスの配設を含む、多
種多様の他の技術のうちのいずれかを利用してもよい。
【００５１】
　図３および４を参照すると、支払人は、支払仲介人との関係を有し、支払仲介人に少な
くとも１つの利用可能な資金提供源および実口座／実口座識別子を指定している個人であ
る。支払人はまた、指定された実口座識別子に対応する、支払人が定義した支払仲介人口
座参照番号も割り当てている。一実施形態では、代表的な取引は以下のステップを含む。
１．支払人が、同様に個人である受取人への支払を行うことを希望する。
２．必要な受取人データ（支払仲介人のデータベース３６０に記憶され、特定の受取人と
関連付けられ、かつ特定の受取人を支払仲介人に識別させる受取人識別または参照番号を
含むが、それに限定されない）が、受取人の電子デバイス３１０の中に保持されるか、ま
た別様に支払人に提供される。この時点で、支払プロセスが始まることができる。
３．支払人が、自分の電子デバイス３２０において支払仲介人ソフトウェアアプリケーシ
ョンを起動し、ステップ４１０を開始する。
４．支払人が、支払人を認識する支払仲介人ソフトウェアアプリケーションに自分を認証
させる。代替として、支払人が、安全なセッションを介して支払仲介人のサーバ３３０と
通信し、それに自分を認証させるために、支払人のデバイス３２０において作動する支払
仲介人ソフトウェアアプリケーションを使用する（ステップ４１５）。全て電子デバイス
のローカルにある、パスワード／ΡＩΝ入力を介した認証および／または生体認証、デジ
タル署名機能性、あるいは他の２要因または３要因認証、ならびに要求された支払取引の
処理および完了が継続できるように、支払人、電子デバイス、ソフトウェアアプリケーシ
ョン、および指定受取人が適正に認証されることを確実にする、支払仲介人のサーバにお
ける付加的な公知の認証プロセスを含むが、それらに限定されない、任意の好適な認証方
法または技術が使用されてもよい。
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５．受取人の電子デバイス３１０が、支払人のデバイス３２０と通信し、必要な受取人識
別情報を支払人のデバイス３２０に、または任意の他の方式で（例えば、支払人のデバイ
ス３２０への支払人による手動入力によって）転送する（ステップ４２０）。
６．支払人が、どの資金提供源および実口座を支払に使用するかを選択する（ステップ４
２５）。支払人は、デバイス３２０上で作動する支払仲介人ソフトウェアアプリケーショ
ンを介して、以前に確立されたリストから、自分の対応する支払仲介人口座参照番号を支
払仲介人のサーバ３３０に送信することによって、この指定を行うことができる。代替と
して、支払仲介人のサーバ３３０が、安全なセッションを介して支払人のデバイス３２０
と通信し、支払人による選択のために１つ以上の支払仲介人口座参照番号を提供すること
ができる（ステップ４３０）。（いくつかの実施形態では、支払人が支払選好を事前に特
定していてもよい。）支払人の電子デバイス３２０において作動する支払仲介人ソフトウ
ェアアプリケーションが、受取人の取引データを、受取人識別または参照番号、支払人の
電子デバイスデータ、支払人のソフトウェアアプリケーションデータ、資金提供源識別、
支払仲介人口座参照番号、および／または他の取引データとパッケージ化し、支払仲介人
への支払命令を処理する。
７．支払人のデバイス３２０が、ネットワーク３４０における安全なセッションを介して
、支払仲介人のサーバ３３０に支払伝送を伝達し、認証および支払認可のために、適用支
払人、電子デバイス、ソフトウェアアプリケーション、受取人、資金提供源識別、支払仲
介人口座参照番号、および／または他の取引データ、および支払人の支払命令を支払仲介
人に送信する（ステップ４３５）。支払仲介人のサーバ３３０が、支払人、電子デバイス
、ソフトウェアアプリケーション、受取人、資金提供源、および／または支払仲介人口座
参照番号を認識し、データベース３６０から関連記録を読み出す。
８．支払仲介人のサーバ３３０が、支払人の支払伝送を受信し（ステップ４４０）、支払
取引参照番号を命令に割り当て、資金提供源のサーバ３７５に知られており、それによっ
て要求される実際の実口座の識別子およびデータのために供給された支払仲介人口座参照
番号を適切な資金提供源および実口座に関連付ける。支払仲介人のサーバ３３０はまた、
支払人および受取人識別を、資金提供源アクセス選好、資金提供源および実口座識別、な
らびに任意の支払選好および／または受取人の好ましい預金実口座を含む、支払人または
受取人によって以前に設定された情報とも関連付ける。
９．支払仲介人のサーバ３３０は、支払人の資金提供源が、支払人のために、または支払
人の代わりに、要求された支払を認可するであろうということを確立するように、さらな
る処理を提供する（ステップ４４５）。これは、資金提供源要件に基づいて、承認要求を
構築することを含んでもよい。これはまた、支払仲介人のサーバ３３０が、認可を要求す
るメッセージを資金提供源のサーバ３７５に送信することを含んでもよい（ステップ４５
０、４５５）。
１０．資金資源のサーバ３７５が、承認要求を受信して処理し、支払を承認するか、また
は取引を拒否し（ステップ４５５）、その応答を支払仲介人のサーバ３３０に送信する（
ステップ４６０または４８０）。
１１．支払仲介人は、認可承認メッセージが、支払人および受取人の両方に送信されるこ
とを確実にする。認可承認および取引参照番号（およびおそらく他の識別子、承認コード
、日時識別子、あるいは他の情報またはデータ）が、支払仲介人のサーバ３３０によって
、それを受取人のデバイス３１０に送信する（ステップ４７０）、支払人のデバイス３２
０に送信されてもよい（ステップ４６５）。代替として、認可承認および取引参照番号（
およびそのような他の識別子、承認コード、日時識別子、あるいは他の情報またはデータ
）が、支払仲介人のサーバ３３０によって、それを支払人のデバイス３２０に送信する、
受取人のデバイス３１０に送信されてもよく、または支払仲介人のサーバ３３０が、認可
承認および取引参照番号（およびそのような他の識別子、承認コード、日時識別子、ある
いは他の情報またはデータ）を受取人のデバイス３１０および支払人のデバイス３２０に
同時に送信してもよい。代替として、支払人のデバイス３２０または受取人のデバイス３
１０が、適宜にそれを受取人または支払人に口頭で伝達する、支払人または受取人に表示
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するために、認可承認および取引参照番号（およびそのような他の識別子、承認コード、
日時識別子、あるいは他の情報またはデータ）を受信してもよい。
１２．適切な監査（すなわち、静的および動的（すなわち、リアルタイム））およびセキ
ュリティ追跡のために、限定するものではないが、取引参照番号（およびおそらく他の識
別子、承認コード、日時識別子、あるいはその処理のために受取人によって必要とされる
他の情報またはデータ）を含む、支払仲介人によって提供される情報を使用して、受取人
が、対象支払が意図された、あらゆる取引または事柄を完結する。支払仲介人は、支払に
関する異常な状況がなければ、受取人への支払を保証することができるか、または保証す
るであろう。
１３．認可が承認されない場合、取引参照番号および拒否（およびおそらく他の識別子、
承認コード、日時識別子、あるいは他の情報またはデータ）が、支払仲介人のサーバ３３
０によって、それを受取人のデバイス３１０に転送する（ステップ４７５）、支払人のデ
バイス３２０に送信されてもよい（ステップ４８５）。代替として、取引参照番号および
拒否（およびそのような他の識別子、承認コード、日時識別子、あるいは他の情報または
データ）は、支払仲介人のサーバ３３０によって、それを支払人のデバイスに転送する受
取人のデバイス３１０に直接送信されてもよく、または支払仲介人のサーバ３３０が、取
引参照番号および拒否（およびそのような他の識別子、承認コード、日時識別子、あるい
は他の情報またはデータ）を、任意の他の公知の通信手段によって受取人および支払人の
両方に送信してもよい。受取人および支払人が、支払が意図された取引または事柄に関し
て進む最良の方式について相互に相談する（ステップ４７５）。
１４．認可要求の承認または拒否は、支払人が選択した資金提供源または支払人が選択し
た実口座を支払仲介人のサーバ３３０が受取人に明かすことなく、支払仲介人のサーバ３
３０によって送信することができる。
１５．支払が承認されたと仮定して、支払仲介人のサーバ３３０が、支払人の指定実口座
から支払仲介人の実口座に、受取人への支払を送信するように資金提供源のサーバ３７５
に命令する（ステップ４９０、４９５）。支払仲介人のサーバ３３０はまた、同時または
連続的に、受取人の記録の預金実口座への支払の入金をもたらすであろう、別の取引も開
始する（ステップ５００）。
１６．代替として、支払仲介人のサーバ３３０が、周知の商業者銀行取引、ＡＴＭネット
ワーク、ＩＳＯまたは第三者清算システムを使用して、支払人の指定実口座から商業者の
指定預金実口座へ支払を送信するように資金提供源のサーバ３７５に命令する（ステップ
５００）。
１７．支払が行われた後において、支払人が根本的な取引または事柄に関して受取人と論
争する場合、支払人は、支払人のデバイス３２０を使用して、または支払仲介人と通信す
るための任意の他の適切な手段を介して、入金取消しメッセージを支払仲介人のサーバ３
３０に送信することができる。もし適用法、規制、および規則によって許可されたときは
、支払仲介人が、以前の支払取引を無効にし、以前の支払の金額で（サーバ３８０を介し
て）受取人の指定実口座への借方、および同一金額で（サーバ３７５を介して）その指定
資金提供源における支払人の指定実口座への入金を生じさせるであろう。
【００５２】
　（付加的な機能、特徴、および特性）
　商業者であり得る受取人に関して上記で説明された代表的な取引フローに加えて、別の
実施形態では、支払人は、支払人が商業者から商品またはサービスを購入することができ
る、商業者のインターネットウェブサイトまたは他の電子店舗で買い物をする。したがっ
て、販売場所とは、支払人が買い物をすることができ、かつ電子デバイス（ＰＯＳ端末、
レジ、パーソナルコンピュータ等）がある物理的な店頭（「ブリックアンドモルタル」）
またはインターネットウェブサイト、あるいは無線または有線ネットワーク、または現在
公知であろうと、将来開発されようと、他の通信手段を介して、パーソナルコンピュータ
等の他の電子デバイス、あるいはｉＰａｄ、ｉＰｏｄ、または携帯電話等の携帯式電子デ
バイスと通信することができるインターネットウェブサイトおよび関連サーバのいずれか
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を意味することができる。
【００５３】
　１つの実装では、商業者の電子デバイスは、支払人の携帯式または携帯型電子デバイス
にデータを送信し、そこからデータを受信することが可能である。別の実装では、適切な
受取人情報が、支払仲介人と通信している従来の押しボタン式またはダイヤル式電話と同
じくらいローテクであり得る、支払人の電子デバイスに手動で入力される。代替として、
支払人は、支払仲介人における顧客サービス担当者に電話をするか、または訪問して話し
、要求された支払を処理して完了するために必要な必要情報を口頭で伝達して受容しても
よく、顧客サービス担当者は、従来の手段を介して必要情報を支払仲介人のサーバに入力
する。
【００５４】
　同様に、受取人もまた、支払仲介人の顧客サービス担当者に同様に電話をする、訪問す
る、および話すことによって、本明細書において説明されるシステムおよび方法にアクセ
スし、使用することができる。上記で説明されるように、要求された支払を処理して完了
するために、支払仲介人と支払人および／または受取人とによって、かつその間において
必要な情報を集めて伝えるために、支払人または受取人が支払仲介人と通信することがで
きる任意の手段を使用することができる。
【００５５】
　一実施形態では、支払人の電子デバイスは、受取人の電子デバイス（ＰＯＳ端末、レジ
、または携帯電話）にデータを送信し、そこからデータを受信することができる。支払人
の電子デバイスは、支払人および支払人の支払選好（指定資金提供源および支払仲介人口
座参照番号を含む）に関する事前構成された情報、ならびに売上伝票あるいは他の受取人
または支払人情報をパッケージ化し、支払命令を開始し、命令された支払を完了するため
に必要とされるデータを送信するか、またはそれに応答する能力を含有することができる
、支払仲介人によって提供されるソフトウェアアプリケーションを作動させる。いくつか
の実装では、支払仲介人口座参照番号が、その中の支払人が指定した資金提供源および支
払人が選択した実口座の両方を表す。
【００５６】
　支払人の指定資金提供源および実口座、ならびに大抵の場合、支払の方法は、受取人が
それらを把握せず、それらのいかなる視認性または制御、あるいはそれらに関するいかな
る懸念も持たないであろうから、受取人にとって不透明であり得る。支払人がクレジット
カード口座、デビットカード口座、当座預金口座、貯蓄口座、ロイヤルティ口座、価値口
座等、または所望の支払を行うことが可能な任意の他の資金提供源および実口座を選択す
るかどうかにかかわらず、およびどのようにして支払が受取人の実口座に手配されて清算
されるか、あるいは別様に受取人に郵送または送達され、または受取人による受取のため
に保留されるかにかかわらず、受取人は支払を受領する。
【００５７】
　支払人は、電子デバイスにおいて支払仲介人が提供したソフトウェアアプリケーション
を起動してもよい。１つの実装では、起動は、支払人の電子デバイスが取引の準備ができ
ていることを受取人に表し、商業者である受取人の場合は、ＰＯＳ端末またはレジを含む
が、それらに限定されない、受取人の電子デバイスから売上および必要な受取人情報を受
信するために、支払人のデバイスにおけるソフトウェアアプリケーションを準備する。こ
の実装では、商業者は、売上データ、必要な商業者識別または参照番号情報、および他の
データを支払人の電子デバイスに送信させる、その電子デバイス上のオプションを選択す
る。いったんこの商業者データおよび情報が支払人の電子デバイスによって捕捉されると
、それは、支払人の取引データおよび関連情報、ならびに支払仲介人のサーバに伝送する
ための支払人の支払命令とパッケージ化される。次いで、結果として生じる支払伝送は、
さらに処理し、支払人の指定資金提供源のサーバに手配するために、支払仲介人のサーバ
に送信される。いくつかの実装では、支払仲介人は、この受取人から支払人へのデータお
よび情報伝送を促進する、受取人の電子デバイスにおいて作動させられる好適なソフトウ
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ェアアプリケーションを受取人（商業者を含む）に備え付ける。
【００５８】
　したがって、この実装では、商業者の電子デバイスは、業界によって好まれる何らかの
標準通信インターフェース／プロトコルを使用して、売上および商業者データを支払人の
電子デバイスに伝送する。例えば、これらは、業界が標準通信インターフェース／プロト
コルとして採用し、かつ受取人および支払人の電子デバイスの両方に利用可能である、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＲＦＩＤ、Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓ（ＮＦＣ）、およびその他であってもよい。本目的で、ＮＦＣという用語は、
概して、現在存在する、または将来存在し得る、容認可能な標準インターフェース／通信
プロトコルのうちのいずれかを表すために使用される。しかしながら、この実装では、唯
一の要件は、受取人および支払人の電子デバイスの両方が、互換性のあるインターフェー
ス／プロトコルを実装し、その標準を使用して相互と通信できることである。
【００５９】
　受取人の電子デバイスは、限定するものではないが、金額、受取人識別番号、受取人取
引参照番号、日付およびタイムスタンプ、受取人電子デバイスデータ、受取人ソフトウェ
アアプリケーションデータ、受取人認証データ、および／または受取人および／または受
取人の電子デバイスおよび／またはソフトウェアアプリケーションを認証するために支払
仲介人のサーバによって必要とされる任意の他の受取人データを含む受取人取引データを
含有してもよい。いったん受取人の電子デバイスが必要な売上、受取人識別、および他の
受取人関連データおよび情報を伝送すると、支払人の電子デバイスが、良好な受信の信号
を受取人の電子デバイスに戻す。
【００６０】
　支払人の電子デバイスは、限定するものではないが、支払人識別データ、支払人取引参
照番号、日付およびタイムスタンプ、支払のために選択された資金提供源および実口座、
支払人電子デバイスデータ、支払人ソフトウェアアプリケーションデータ、ならびに支払
人および／または支払人の電子デバイスおよび／またはソフトウェアアプリケーションを
認証するために支払仲介人のサーバによって必要とされる任意の他の支払人データを含む
、支払人取引データを含有し、対象支払取引を処理してもよい。
【００６１】
　支払人の電子デバイスにおいて作動する支払仲介人ソフトウェアアプリケーションは、
さらに処理し、支払人の指定資金提供源のサーバに手配するために、支払仲介人のサーバ
への伝送に支払取引を準備する。支払人は、所望の支払のために単一の資金提供源または
複数の資金提供源および１つ以上の実口座を選択することができ（すなわち、分割支払を
実装するように支払仲介人のサーバに命令してもよく）、または支払人は、概して特定の
受取人（例えば、ある商業者、あるいはある種類またはカテゴリの商業者）に関して、ま
たは特定の受取人のみに関して、ある好ましい資金提供源および実口座からの支払を指図
するように、支払仲介人のサーバに命令してもよい。
【００６２】
　支払人は、支払伝送を支払仲介人のサーバに送信する。支払仲介人のサーバとの安全な
セッションを確立するために、３Ｇ、４Ｇ、無線等の大抵の携帯電話および他の携帯式デ
バイスで見られる一般的なセキュリティ／暗号化プロトコルを使用することができる。
【００６３】
　別の実装では、受取人の電子デバイスは、安全なセッションを介して通信し、受取人取
引関連データを支払仲介人のサーバに送信する。支払仲介人のサーバは、安全なセッショ
ンを介して通信し、支払人の取引関連データおよび支払命令を支払仲介人のサーバに送信
するように支払人の電子デバイスに要求するメッセージを支払人の電子デバイスに送信す
る。支払人の電子デバイス上のソフトウェアアプリケーションは、支払人の取引関連デー
タおよび支払命令を送信することによって応答する。支払仲介人のサーバは、受取人の取
引関連データおよび支払人の取引関連データならびに支払命令を処理し、認可要求および
／または支払手配および清算命令を支払人の指定資金提供源のサーバに送信する。代替と
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して、支払人の電子デバイスは、安全なセッションを介して通信し、支払人の取引関連デ
ータおよび支払命令を支払仲介人のサーバに送信する。支払仲介人のサーバは、安全なセ
ッションを介して通信し、受取人の取引関連データを支払仲介人のサーバに送信するよう
に受取人のデバイスに要求するメッセージを受取人の電子デバイスに送信する。受取人の
電子デバイス上のソフトウェアアプリケーションは、受取人の取引関連データを送信する
ことによって応答する。支払仲介人のサーバは、受取人の取引関連データおよび支払人の
取引関連データならびに支払命令を処理し、認可要求および／または支払手配および清算
命令を支払人の指定資金提供源のサーバに送信する。
【００６４】
　１つの実装では、支払仲介人のサーバは、支払仲介人の、または支払仲介人によって制
御される１つ以上の安全なデータベースから、実口座情報および支払人の指定資金提供源
によって使用される支払の方法を取得し、その情報を資金提供源のサーバに送信する。別
の実装では、支払仲介人のサーバは、支払人の代わりに要求された支払取引を処理して指
図するために必要とする、必要な情報およびデータのうちのいくらかまたは全てを取得す
るために、支払人の指定資金提供源の関連データベースにアクセスすることができる。次
いで、認可要求および／または支払手配および清算命令が、支払人の代わりに支払を行い
得る、資金提供源のサーバに手配される。
【００６５】
　例えば、支払人が自分の銀行当座預金口座からの資金で支払いたい場合、支払仲介人の
サーバは、適用できる資金提供源のサーバと通信して、資金提供源のサーバへの問い合わ
せを行うために業界で公知である既存の方法を使用することによって、支払を行うことが
できるかどうかを確認する。資金が利用可能である場合、承認が支払仲介人のサーバに返
信されるであろう。次いで、支払仲介人のサーバは、支払人の電子デバイスにおいて作動
する支払仲介人ソフトウェアアプリケーションに承認を伝送するか、または別様に、本明
細書において説明されるように情報を支払人および／または受取人に伝達する。認可要求
の承認または拒否は、支払人が選択した資金提供源または支払人が選択した実口座を支払
仲介人のサーバが受取人に明かすことなく、支払仲介人のサーバによって送信することが
できる。
【００６６】
　支払仲介人のサーバおよび安全なデータベースによって果たされる機能は、１つまたは
複数の別個のデータベースを伴って、または伴わずに、単一のサーバに組み込まれてもよ
い。加えて、支払仲介人がまた、資金提供源としての役割も果たし、支払人の１つ以上の
実口座をホストしている場合には、所与の支払について、支払仲介人のサーバおよび資金
提供源のサーバによって果たされる機能は、資金提供源機能のための別個のサーバを伴っ
て、または伴わずに、単一のサーバ実装に組み込まれてもよい。
【００６７】
　支払人の携帯電話（すなわち、携帯式電子デバイス）は、取引が引き受けられるであろ
う、そして商業者が商品を支払人に販売できることを商業者の電子デバイスに知らせる。
支払仲介人は、支払に関する異常な状況がなければ、商業者への支払を保証することがで
きるか、または保証するであろう。受取人は、売上情報を処理することが可能な電子デバ
イスを保有してもよく、かつ（好ましくは）互換性のあるインターフェース／プロトコル
を使用して支払人の電子デバイスと通信することができる。１つの実装では、この電子デ
バイスは、さらなる通信能力を必要としない。支払人は、（好ましくは）受取人の電子デ
バイスと通信することが可能である電子デバイスを保有する。支払人の電子デバイスはま
た、支払仲介人のサーバと通信し、必要なデータおよび支払命令を支払仲介人のサーバに
送信し、支払仲介人のサーバが、ひいては、認可要求および／または支払手配および清算
命令を処理し、それらを指定資金提供源のサーバに送信する。認可要求が承認された場合
、支払仲介人のサーバは、支払人の代わりに受取人への要求された支払を行うように、資
金提供源のサーバに命令する。
【００６８】
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　受取人はまた、現在クレジットカード業界で見られるような支払仲介人との典型的な商
業者関係を有することもできるが、受取人が支払仲介人とのクレジットカード関係を有す
ることは要件ではない。支払のためにクレジットカードを受理する典型的な商業者または
事業は、支払認可および／または清算機能のために、商業者銀行またはＩＳＯとの関係を
有する。いくつかの実施形態では、支払仲介人またはその関連会社はまた、典型的なクレ
ジットおよびデビットカード取引のための商業者プロセッサであってもよく、商業者は、
本明細書において説明される支払システムおよび方法に関する支払仲介人とのその関係と
は完全に異なる支払仲介人またはその関連会社との商業者関係を有してもよい。
【００６９】
　商業者は、（例えば、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄおよびＶｉｓａについて）現在見られる典
型的なゲートウェイを介して、通常のクレジットカード認可要求を提出することができる
。しかしながら、同様に支払仲介人との関係を有する支払人が、本明細書において説明さ
れる支払システムおよび方法を使用して、支払人が受取人への支払を指図するために支払
人の電子デバイスを使用することを好むであろうと示す場合には、これらの支払システム
および方法を呼び出して使用することができる。支払人は、どの資金提供源および実口座
を使用するかを選択し、次いで、１つの実装では、商業者データが支払人の電子デバイス
によって捕捉される。次いで、必要なデータおよび支払命令が、支払人にとって利用可能
なあらゆる電子または通信ネットワークを介してパッケージ化および手配され、支払伝送
が、本明細書において説明されるように処理のために支払仲介人のサーバに送信されても
よい。
【００７０】
　別の実装では、支払人は、電子デバイスから使用したい資金提供源および実口座を選択
し、商業者の（または他の受取人の）データを捕捉し、商業者（または受取人）のために
提供されるあらゆる電子または通信ネットワークを介して、支払人の支払命令とともにパ
ッケージ化された取引および関連データを起動して手配し、取引は、このようにして、本
明細書において説明されるように処理のために支払仲介人のサーバに送信される。いくつ
かの実装では、支払仲介人のサーバは、商業者の（または受取人の）ネットワーク伝送オ
プションの支払人の使用を促進する、好適なソフトウェアアプリケーションを商業者（ま
たは他の受取人）に供給する。したがって、事実上任意の好適な電子または通信ネットワ
ークまたは設備が、支払仲介人のサーバと通信するために支払人の電子デバイスによって
利用されてもよい。
【００７１】
　所与の個人または事業体は、１つの支払取引では支払人、別の支払取引では受取人であ
ってもよい。実際に、所与の個人または事業体は、支払人が、支払人の資金提供源および
実口座のうちの１つ以上から預金機関における支払人の別の実口座への支払を行うように
支払仲介人に命令するとき等の所与の支払取引において、支払人および受取人の両方であ
ってもよい。しかしながら、各支払取引については、常に支払人および受取人がいて、そ
の受取人は、商業者であってもよく、または商業者ではなくてもよい。したがって、電子
デバイスにおいて作動する支払仲介人ソフトウェアアプリケーションは、いくつかの実装
では、支払人動作モードおよび受取人動作モードを含んでもよく、その動作モードのうち
のいずれか一方は、状況に応じて、ユーザによって、または支払仲介人によって選択され
てもよい。代替として、ユーザまたは支払仲介人はまた、所与の電子デバイス上のソフト
ウェアアプリケーションの所与のインスタンスのために、単一の動作モードのみを指定す
ることもできる。どちらの動作モードが選択されても、支払仲介人ソフトウェアアプリケ
ーションは、それがその時に行っている動作モードのために本明細書で識別されるタスク
を行う。
【００７２】
　受取人動作モードで動作するとき、支払仲介人ソフトウェアアプリケーションは、受取
人に利用可能なネットワークまたは他の通信システムを介して、受取人の電子デバイスと
支払人の電子デバイスとの間、受取人の電子デバイスと支払仲介人のサーバとの間、およ
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びおそらく支払人の電子デバイスと支払仲介人のサーバとの間でも、通信を促進してもよ
い。さらに、受取人動作モードで動作するとき、支払仲介人ソフトウェアアプリケーショ
ンは、（いくつかの実装では）受取人情報、支払人情報、および支払人の支払命令をパッ
ケージ化し、受取人に利用可能なネットワークまたは他の通信システムを介して、支払人
の代わりにパッケージを支払仲介人のサーバに伝送してもよい。セキュリティ目的で、支
払人の情報および支払人の支払命令は、支払人の代わりに支払仲介人のサーバへの受取人
によるさらなる伝送のために、受取人の情報とパッケージ化するための暗号化形態または
他の安全な形態で受取人に伝送することができる。当然ながら、受取人の情報もまた、類
似のセキュリティ懸念を低減させるように、暗号化するか、または別様に安全にすること
ができる。
【００７３】
　しかしながら、受取人動作モードで動作するとき、支払仲介人ソフトウェアアプリケー
ションは、支払人の資金提供源および実口座と関連付けられる利用可能な資金提供源およ
び支払仲介人口座参照番号の中から支払人が選択することを可能にすること、支払仲介人
のサーバへの支払人の支払命令を処理およびフォーマットすること、または支払仲介人の
サーバの場合、認可要求および／または支払手配および清算命令を処理して資金提供源の
サーバに送信すること等の、典型的には支払人の電子デバイスを介して、または支払仲介
人のサーバによって実装される、上記で説明される、支払人が開始した、または支払人が
制御した動作に着手しなくてもよい。これらの支払人が開始した、または支払人が制御し
た動作は、支払人動作モードで動作しているときは、支払仲介人ソフトウェアアプリケー
ションによって、あるいは支払人のために、または支払人の代わりに、および支払人の指
図で作用しているときは支払仲介人のサーバによって促進される。
【００７４】
　さらに、詐欺、窃盗、または横領のリスクを低減させるために、ある状況では、支払仲
介人のサーバが、支払人の電子デバイスおよび／または受取人の電子デバイス、および／
または支払人および／または受取人モードで動作する支払仲介人ソフトウェアアプリケー
ションの所与のインスタンスを認証することが適切であり得る。支払仲介人のサーバはさ
らに、支払人から支払仲介人のサーバへ意図的に送信された支払伝送が、実際に本物であ
り、受取人モードで動作する支払仲介人ソフトウェアのインスタンスを介して、受取人が
アクセス可能なネットワークまたは通信システムを介して伝送されたかどうかにかかわら
ず、それが主張する支払人を起源とすることを確証することができる。加えて、支払仲介
人によって直接、電子または無線伝送を介して、あるいは他の従来の送達システムによっ
て、あるいはＡｐｐｌｅ　ＳｔｏｒｅまたはＧｏｏｇｌｅ　Ａｐｐｓ等の他の認可された
第三者送達または伝送システムを介して、支払仲介人ソフトウェアアプリケーションを支
払人または受取人に販売でき、使用許諾でき、または別様に提供できることに留意された
い。
【００７５】
　受取人の支払仲介人との関係は、非常に小さくあり得、例えば、単純に、受取人識別情
報、好ましくは、支払を入金することができる実口座の実口座情報、あるいは支払を受取
人に郵送または送達するか、または受取人による受取のために保留することができる住所
または場所を支払仲介人に提供する受取人から構成されることができる。実際に、いくつ
かの実施形態では、受取人は、必要な受取人識別情報、好ましくは、支払を入金すること
ができる受取人の実口座の実口座情報、あるいは支払を受取人に郵送または送達するか、
または受取人による受取のために保留することができる住所または場所を支払人が提供す
る、支払仲介人との正式な関係を持たなくてもよい。さらに、代替として、支払仲介人が
、支払人の（または場合によっては受取人の）要求に応じて、小切手、郵便為替、あるい
は他の形態の従来の送金または支払の送達を発行することができるので、受取人は、支払
仲介人との記録の実口座を持つように要求されなくてもよい。本質的に、支払仲介人が、
受取人識別情報、好ましくは、支払を入金することができる実口座、あるいは支払を受取
人に郵送または送達するか、または受取人による受取のために保留することができる住所
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または場所を提供されている限り、本発明の実施形態は、支払人が指図する誰にでも、ま
たは何にでも（支払人が支払を受領する受取人でもあるときの支払人へを含む）支払人の
支払を送信することができる。
【００７６】
　さらに、受取人の支払仲介人との関係は、本明細書において説明されるシステムおよび
方法がサポートすることを目的としており、したがって、より広範な受取人関係に適応す
るためにそのサーバを使用するように、支払人が支払仲介人に権限を与え、および／また
は命令することができる、根本的な取引の受取人および／または種類に応じて、より広範
であり得る。したがって、本明細書において説明されるシステムおよび方法は、支払人お
よび受取人が着手して達成することを希望し、種々の適用法、規制、および規則、監査要
件（静的および動的（例えば、リアルタイム）の両方）、ならびにそれと関連して編集さ
れる資金提供源および第三者清算システム規則および要件の対象となる可能性が高いであ
ろう根本的な購入、金銭の振込、請求書の支払、公共料金の支払、賃金の支払、または任
意の他の支払、送金または振込取引等をサポートするように構成されるので、大抵の受取
人（商業者を含む）は、支払仲介人とのはるかに広範な関係を有してもよい。一実施形態
では、本明細書において説明されるシステムおよび方法は、支払仲介人のサーバが、根本
的な購入および着手される支払取引に関する大型商業者の静的および動的（例えば、リア
ルタイム）監査要件をサポートするように構成される。別の実施形態では、受取人（例え
ば、商業者）が、入金取消しまたは商業者返品状況のために、支払仲介人によってアクセ
スされる受取人の特定実口座を支払仲介人に指定し、その実口座は、支払が入金されるか
、または行われる受取人の実口座とは異なり、支払人は、この受取人が指定した手配に適
応するためにそのサーバを使用するように、支払仲介人に権限を与え、および／または命
令することができる。前述のように、商業者返品状況では、商業者返品取引を達成するた
めに、商業者が本質的に支払人になり、以前の購入者が説明されたシステムおよび方法の
受取人になる。
【００７７】
　加えて、支払仲介人との支払人の関係は、より広範であってもよく、またはあまり広範
ではなくてもよい。上記で説明されるように、かつ本明細書において説明されるような支
払人と支払仲介人とのより典型的な関係に加えて、支払人は、複数の電子デバイスを支払
仲介人に登録してもよく、それぞれのそのようなデバイスは、支払仲介人と通信するか、
または支払仲介人に命令する際に、支払人の使用のために利用可能である。加えて、支払
人はまた、支払人の１つ以上の資金提供源および実口座から受取人への支払を行わせるた
めに、支払人のために、または支払人の代わりに、支払仲介人と通信し、かつ支払仲介人
に命令するように支払人によってそれぞれ権限が与えられた複数の代理人またはユーザを
登録してもよい。例えば、支払人は、支払人の１つ以上の資金提供源および実口座から受
取人への支払を行わせるために、支払人のために、または支払人の代わりに支払仲介人と
通信し、および支払仲介人に命令するように、自分の代理人の役割を果たす権限を自分の
会計係に与えてもよい。別の実施例として、高齢者が、高齢者の資金提供源および実口座
から受取人への支払を行わせるために、高齢者の代わりに支払仲介人と通信し、かつ支払
仲介人に命令するように、自分の息子または娘に権限を与えてもよい。さらなる実施例と
して、支払人は、支払人の代わりに支払仲介人と通信し、かつ支払仲介人に命令するよう
にその会社のサーバを使用するために、自動支払型コンピュータ実装サービス会社を雇い
、支払人が自動的に支払人の種々の周期的または非周期的な請求書または負債に支払うた
めに、支払人の資金提供源および実口座から受取人への支払を行わせることができる。さ
らに、支払人の認可された代理人またはユーザのそれぞれはまた、そのような目的で同様
に支払仲介人に登録される１つ以上の電子デバイスを使用するように、支払仲介人に登録
されてもよい。なおもさらに、支払人は、支払人が指定した資金提供源および実口座だけ
から、ある支払人が指定した受取人だけへ支払を送信するように支払仲介人と通信し、お
よび支払仲介人に命令することだけができることを認可される代理人またはユーザを限定
する、支払金額ごとの限度または制限等の、支払仲介人への支払人の認可された代理人ま
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たはユーザが許可した通信および支払命令に限度または制限を課すように支払仲介人に命
令してもよい。
【００７８】
　本明細書において説明されるシステムおよび方法によってサポートされる商業者／購入
者支払取引における購入者入金取消しおよび商業者返品に関して以前に論議されたように
、部分的に、関与する対象の根本的な取引に適用可能な法律、規制、および規則にも応じ
て、金銭の振込、請求書の支払、公共料金の支払、賃金の支払、あるいは任意の他の形態
の資金の支払または送金または価値の振込等の、支払人および受取人が実装することも希
望する、他の根本的な支払取引をサポートするために、類似機能性および方法を使用する
ことができる。本明細書において説明されるシステムおよび方法に関して、支払人（およ
び大抵の場合は受取人）は、全ての適用法、規制、および規則と一致し、かつ準拠する、
支払仲介人との関係を有する。これは、（ｉ）商業者／購入者取引における入金取消しお
よび商業者返品等の実装された支払取引に適用される法律、規制、および規則、または金
銭振込取引における適用要件と一致する、および（ｉｉ）これらの法律、規制、および規
則と一致する方式で、本明細書において説明されるような以前の支払取引を無効にするよ
うに支払仲介人に権限を与える、支払仲介人との関係を、支払人および受取人が有する必
要がある、商業者／購入者および他の支払取引に適用される。
【００７９】
　本明細書において説明されるシステムおよび方法の実装は、支払人または受取人が支払
仲介人と通信する電子デバイスを有することを要求しなくてもよいことが分かるであろう
。テキストメッセージング、あるいは任意のアナログまたはデジタル電子デバイス、およ
び関連電気通信ネットワークまたはシステム、押しボタン式またはダイヤル式電話、およ
び従来の電話システムを使用することによる、または必要な情報を集めてそれを支払仲介
人のサーバに入れ、必要な支払取引情報を支払人および／または受取人に口頭で返信する
、支払仲介人の顧客サービス担当者を訪問すること、または支払仲介人の顧客サービス担
当者と話すことによる手段を含む、支払人または受取人が支払仲介人と通信することがで
きる、現在公知であろうと将来開発されようと、任意の手段が十分であろう。
【００８０】
　認可要求および支払命令は、支払人のみによって開始および指図されてもよく、支払人
は、多数の異なる種類の資金提供源および実口座から認可を求めて指図するために支払仲
介人のサーバを使用することができる。支払仲介人のサーバは、支払人の指定資金提供源
のサーバから認可を取得し、および支払人の実口座から受取人へ支払人の支払を送信する
ように、および受取人へのさらなる送信、郵送、または送達、あるいは受取人による受取
のための保留のために、支払人の実口座から支払仲介人へ支払人の支払を送信するように
資金提供源サーバに命令する際に、支払人の指図のみで作用することができる。したがっ
て、本明細書によるシステムおよび方法の実装は、「支払人によって制御する」ことがで
き、事実上、任意の支払取引の種類（例えば、クレジットカード、デビットカード、当座
預金口座、預金口座、ロイヤルティ口座、価値口座等）および全ての支払目的（店頭購入
、金銭の振込、請求書の支払、賃金の支払、公共料金の支払、寄付、献金、あるいは資金
の任意の他の支払または送金、または価値の振込等）をサポートすることができる。以前
に示されたように、支払人は、受取人への支払を行わせるために、支払仲介人のサーバと
通信し、かつ支払仲介人に命令する際に、支払人のために、かつ支払人によって認可され
るように作用する１人以上の代理人またはユーザを指定してもよい。支払人は、所望の支
払のために、単一の資金提供源または複数の資金提供源および単一の実口座または複数の
実口座を選択してもよく（すなわち、分割支払を実装するように支払仲介人のサーバに指
図してもよく）、または支払人は、概して特定の受取人に関して、または特定の受取人の
みに関して、ある好ましい資金提供源または実口座からの支払を指図するように、支払仲
介人のサーバに命令してもよい。
【００８１】
　本明細書において説明されるシステムおよび方法の実装はまた、受取人にとってのリス
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クの多くを排除することもできる。加えて、支払人が認可および支払取引を開始して制御
するため、特に、実口座識別情報が、支払人または受取人の電子デバイスによって記憶、
伝送、または受信されないので、支払人の実口座にアクセスする第三者からの詐欺のリス
クがはるかに低減される。１つの実装では、支払仲介人のサーバが、支払人または受取人
に関する情報および処理オプションについて、１つ以上の安全なデータベースを呼び起こ
す。データベース情報は、支払仲介人の安全なサイトまたは他の場所に記憶されてもよく
、あるいは１つ以上の資金提供源における１つ以上のデータベースに記憶されてもよいが
、支払仲介人のサーバは、要求された支払を完了するように、支払手配および清算命令と
ともに、命令された支払取引の認可を取得するために必要である適切な情報が利用可能で
あることを確実にする。加えて、支払仲介人がまた、資金提供源としての役割も果たし、
支払人の１つ以上の実口座をホストしている場合には、所与の支払について、支払仲介人
のサーバおよび資金提供源のサーバによって果たされる機能は、資金提供源機能のための
別個のサーバを伴って、または伴わずに、単一のサーバ実装に組み込まれてもよい。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、支払仲介人のサーバは、要求された処理を完了し、資金提供
源のサーバ等から認可承認を獲得し、受取人への支払の送信を命令しており、次いで、支
払人および／または受取人に戻すための完了情報を提供するであろう。一実施形態では、
いったん認可が資金提供源のサーバから取得されると、支払人の命令に従って支払を行う
ことができるため、認可および支払はリアルタイムで起こることができる。次いで、資金
提供源のサーバは、認可が承認された場合、受取人への支払が行われるという旨の同時命
令が提供される（例えば、ｉｆ－ｔｈｅｎ型命令）。
【００８３】
　典型的なクレジットまたはデビットカード認可要求を伴うもの等の他の実施形態では、
支払仲介人のサーバが全ての必要なデータおよび情報を取得し、資金提供源のサーバ（例
えば、クレジットカード発行機関）への認可要求を続けるように、支払仲介人または資金
提供源によって所有または制御される１つ以上の安全なデータベースに求め、資金提供源
のサーバから認可承認を獲得し、次いで、周期的またはバッチ決算基準で支払を行うよう
に資金提供源のサーバへの関連命令とともに認可承認を支払人および／または受取人の電
子デバイスに伝送する。
【００８４】
　認可要求の承認または拒否は、支払人が選択した資金提供源または支払人が選択した実
口座を支払仲介人のサーバが受取人に明かすことなく、支払仲介人のサーバによって送信
することができる。
【００８５】
　典型的には、（セキュリティおよびプライバシーの懸念のために）支払人または受取人
の電子デバイス上に記憶された情報がほとんどないため、支払仲介人のサーバは、大抵の
支払取引を完了するために必要なデータおよび情報を供給するように、適用できる安全な
データベースに求める。いかなる資金提供源、実口座、または関連識別子データも、本明
細書による実装の一部である任意の支払人または受取人電子デバイス上に記憶されないこ
とが好ましい。１つの実装では、支払人の電子デバイスソフトウェアアプリケーションは
、デバイス上にいかなる支払取引データも永久に記憶しないが、処理のためにそのような
データを支払仲介人のサーバに送信するのみである。
【００８６】
　本明細書において説明されるシステムおよび方法は、認可、清算、および決算目的で受
取人（例えば、商業者）の場所において典型的に使用される、既存のＶｉｓａ、Ｍａｓｔ
ｅｒＣａｒｄ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、あるいは他の従
来のクレジットまたはデビットネットワークを使用してもよく、または使用しなくてもよ
い。支払人が、所与の資金提供源における支払仲介人のサーバに指定されたクレジットま
たはデビットカード実口座で支払うことを選択する場合、支払仲介人のサーバは、認可要
求および／または関連支払手配および清算命令を処理し、それらに応答するように、発行
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資金提供源のサーバに要求を手配するであろう、適切なカードネットワークに認可要求を
手配してもよい。支払人が、資金提供源におけるデビットカード実口座から入金受理金融
機関における受取人の指定実口座への資金の振込を使用して支払うことを選択する場合に
は、支払取引を完了するために他の公知の既存ネットワークが使用されてもよい。
【００８７】
　資金提供源のサーバが、支払人の代わりに、および支払人の指図で、支払仲介人のサー
バによって指図されるように支払人の実口座から受取人へ支払を送信するとき、支払を受
取人の記録の指定実口座に入金させ、あるいは別様に受取人に郵送または送達させ、また
は受取人による受取のために保留させるであろう、現在公知である、または将来開発され
る任意の方式で、支払を送信することができる。これらの方法は、支払を受取人の記録の
指定実口座に入金させ、あるいは別様に受取人に郵送または送達させ、または受取人によ
る受取のために保留させるように必要に応じて、限定するものではないが、支払を受取人
の実口座（その口座が資金提供源にもある場合）に直接入金すること、または支払仲介人
のサーバによって受取人に直接、任意の商業者銀行清算システム、ＡＴＭネットワーク、
ＩＳＯ、または第三者清算システムを介して、または受取人への小切手、郵便為替、ある
いは資金の他の送金または支払、または価値の振込の支払仲介人の発行によって送信され
る、商業者銀行清算システム、ＡＴＭネットワーク、ＩＳＯ、または任意の他の第三者清
算システム、または支払仲介人の口座への支払を送信することを含んでもよい。しかしな
がら、好ましい実施形態では、認可が取得され、および／または資金提供源のサーバが支
払を手配して清算するように命令される方式がそれぞれ、そうでなければ資金提供源にお
いて起こり得る不必要な料金または課金を削減または排除することを視野に入れて、また
は支払を手配および清算または送達する代替的方法と関連して判定されであろうように、
認可が所与の資金提供源のサーバから取得され、または支払が受取人に手配、清算、およ
び送信される方式は、支払仲介人のサーバによって判定されるであろう。
【００８８】
　限定するものではないが、インターネット、専用電気通信回線、衛星電気通信システム
、あるいは第三者無線または陸上電気通信ネットワークまたは清算システム等を含む、認
可要求または支払手配および清算命令を手配するため、あるいは送金または振込の認可承
認、拒否、または確認を受信するため、あるいは本明細書において説明されるシステムお
よび方法に適切な任意の他の命令、確認、または完了情報を伝送または受信するために、
支払仲介人のサーバが資金提供源のサーバと通信することができる（逆も同様である）、
任意の種類の電気通信システムを、説明されたシステムおよび方法に関連して使用するこ
とができる。さらに、支払人のために、または支払人の代わりに、支払仲介人のサーバに
よって指図されるように、資金提供源のサーバはまた、支払、送金、または振込等の認可
承認、拒否、または完了確認を伝達するために、支払人および／または受取人と通信する
ようにそのような電気通信システムを使用することもできる。また、本明細書において説
明されるシステムおよび方法は、必要な電気通信、ネットワーク、および支払清算インフ
ラストラクチャが利用可能である場所ならどこでも全世界的に使用できることが分かるで
あろう。
【００８９】
　本明細書において説明されるシステムおよび方法の好ましい実施形態では、支払仲介人
のサーバ、ならびに支払人の電子デバイスおよび支払人動作モードで動作する関連支払仲
介人ソフトウェアアプリケーション、または受取人の電子デバイスならびに受取人動作モ
ードで動作する関連支払仲介人ソフトウェアアプリケーションはそれぞれ、多要因認証等
の最先端のユーザ検証、プライバシー、およびコンプライアンス機能性、強力な暗号化、
地理位置情報、ＰＫＩ、暗号化データベース、デジタルインクおよびデジタル署名機能性
、ならびに詐欺または不正検出のための動的（例えば、リアルタイム）監査機能性、およ
び詐欺または不正が検出された場合の瞬時アプリケーションロッキング、あるいは将来開
発され得る他の検証、認証、プライバシー、コンプライアンス、詐欺または不正検出技術
を組み込んで使用するように構成および実装することができる。
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【００９０】
　実際に、１つの好ましい実装において、支払仲介人のサーバは、単一のバックエンドプ
ッシュプルエンジンおよびデータベース構成構造を介して機能性を提供し、本明細書にお
いて説明される方法を実装するように組織化および構成される。そのような構成は、オン
ザフライで新しい機能性および特徴の追加を可能にすることができる。加えて、支払仲介
人あるいはその提携メンバーまたは商業パートナー（おそらく商業者または資金提供源を
含む）によって支払人に提供され得る任意の支払人の権利または利益（クーポン、特価提
供、または他の付加価値特徴等）を、動的に管理し、マスタ支払人プロファイルによって
駆動することができ、それにより、全ての関連データおよびコンテンツが、リアルタイム
で支払人の代わりに支払仲介人のサーバによって引き出されて処理されるとともに、オン
ザフライで新しい権利または利益の追加を促進する。この構成、または将来開発され得る
他の構成は、一点試験、証明、および高度化、ならびに新しい機能性、特徴、権利、およ
び利益を追加することの融通性を可能にすることができる。さらに、直接送給、アプリケ
ーションプログラマインターフェースの使用、または類似インターフェース方法を介して
、提携または商業パートナーの権利、利益、およびデータを便宜的に追加または除去する
ことができる。
【００９１】
　本発明のある実施形態を上記で説明した。しかしながら、本発明は、これらの実施形態
に限定されないが、むしろ、本明細書で明示的に説明されたものへの追加および修正も本
発明の範囲内に含まれるという意図であることが明示的に留意される。また、本明細書に
おいて説明される種々の実施形態の特徴は、相互排他的ではなく、たとえ種々の組み合わ
せおよび順列が本明細書で明示的にされなかったとしても、本発明の精神および範囲から
逸脱することなく、そのような組み合わせおよび順列で存在できることを理解されたい。
実際に、本明細書において説明されたものの変形例、修正、および他の実装が、本発明の
精神および範囲から逸脱することなく、当業者に想起させるであろう。そのようなものと
して、本発明は、先行の例示的な説明のみによって定義されるものではない。
【００９２】
　以下、特許請求の範囲である。
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