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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】より高速でより効率的な方法及びインタフェー
スを備えた電子デバイスを提供する。
【解決手段】アカウントを電子デバイスにリンクするた
めの方法であって、１つ以上の無線通信要素を使用して
、支払アカウント情報を電子デバイスに近接した支払端
末に送信することで、支払アカウント情報により前記支
払端末が支払取引を行うことが可能とすること、支払端
末を用いて支払取引を行った後で、リモートソースから
、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ情報を受け取
ることと、ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを
表示すること、リンクアフォーダンスのアクティブ化に
対応するユーザ入力を受け取ること及びユーザ入力の受
け取りに応答して、ディスプレイ上に、ロイヤルティア
カウントを電子デバイスにリンクするためのユーザイン
タフェースを表示すること、を行わせる命令を含む。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイと１つ以上の無線通信要素とを備えた電子デバイスにおいて、
　　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を前記電子デバイスに
近接した支払端末に送信することであって、前記支払アカウント情報により前記支払端末
が支払取引を行うことが可能になる、ことと、
　　前記支払端末を用いて前記支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティ情報を受け取ることと、
　　前記ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示することと、
　　前記リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、
　　前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上に、前記ロイヤルティア
カウントを前記電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示することと
、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記リンクアフォーダンスを表示する前に、前記ロイヤルティアカウントが前記電子デ
バイスにリンクされていないと判定することを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ロイヤルティ情報が前記ロイヤルティアカウントに特有の識別子を含む、
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記支払取引が前記支払アカウントと加盟店との間の支払取引であり、
　前記ロイヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするための前記ユーザインタ
フェースが１つ以上の事前にデータ投入されたフィールドを含み、前記１つ以上の事前に
データ投入されたフィールドには、前記加盟店と関連付けられた新しいロイヤルティアカ
ウントの設定と関連付けられた情報が投入される、
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ロイヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするための前記ユーザインタ
フェースがキャンセルアフォーダンスを含む、請求項４に記載の方法であって、
　前記キャンセルアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと
、
　前記キャンセルアフォーダンスの前記アクティブ化に対応する前記ユーザ入力の受け取
りに応答して、前記１つ以上の事前にデータ投入されたフィールドの内容を送信するのを
取り止めることと、を更に含む、方法。
【請求項６】
　前記ロイヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするための前記ユーザインタ
フェースが、前記ロイヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするための確認ア
フォーダンスを含む、請求項１又は２に記載の方法であって、
　前記確認アフォーダンスのアクティブ化を受け取ることと、
　前記確認アフォーダンスのアクティブ化の受け取りに応答して、前記ロイヤルティアカ
ウントを前記電子デバイスにリンクすることと、を更に含む、方法。
【請求項７】
　前記リンクアフォーダンスのアクティブ化の後で、前記ロイヤルティアカウントと関連
付けられた設定の選択に対応する入力を受け取ることであって、前記設定が、前記デバイ
スを使用して取引を進めるための認証を前記デバイスが受け取る前に別のロイヤルティア
カウントを指定する入力がない場合の、続く取引中の前記ロイヤルティアカウントのロイ
ヤルティアカウント情報の提供に関する状態を識別する、こと
　を更に含む、請求項１又は２に記載の方法。
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【請求項８】
　前記ロイヤルティ情報を受け取る前に、前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記支
払端末から、第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリ
クエストを受け取ることと、
　前記第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の前記リク
エストの受け取りに応答して、前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記支払端末に、
前記第１のタイプのロイヤルティアカウントが前記電子デバイスにリンクされていないこ
とを示す情報を送信することと、
　を更に含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項９】
　前記支払取引が前記電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われた、請
求項１又は２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた第２の支払アカウントに
関する支払アカウント情報を含み、前記第２の支払アカウントが前記支払アカウントとは
別である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、請求項１から１０のいずれか一項
に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項１２】
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以
上のプロセッサによって実行されると前記電子デバイスに、請求項１から１０のいずれか
一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子デ
バイス。
【請求項１４】
　ディスプレイと１つ以上の無線通信要素とを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッ
サによって実行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記
憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以上のプロセッサによって実行
されたときに、前記電子デバイスに、
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を前記電子デバイスに近
接した支払端末に送信することであって、前記支払アカウント情報により前記支払端末が
支払取引を行うことが可能になる、ことと、
　前記支払端末を用いて前記支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティ
アカウントのロイヤルティ情報を受け取ることと、
　前記ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示することと、
　前記リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、
　前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上に、前記ロイヤルティアカ
ウントを前記電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示することと、
を行わせる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上のプロセッサと、
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　メモリと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記電子デバイスに、
　　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を前記電子デバイスに
近接した支払端末に送信することであって、前記支払アカウント情報により前記支払端末
が支払取引を行うことが可能になる、こと、
　　前記支払端末を用いて前記支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティ情報を受け取ること、
　　前記ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示すること、
　　前記リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ること、及
び
　　前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上に、前記ロイヤルティア
カウントを前記電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示すること、
を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デ
バイス。
【請求項１６】
　デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上の無線通信要素と、
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を前記電子デバイスに近
接した支払端末に送信するための手段であって、前記支払アカウント情報により前記支払
端末が支払取引を行うことが可能になる、手段と、
　前記支払端末を用いて前記支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティ
アカウントのロイヤルティ情報を受け取るための手段と、
　前記ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示するための手段と、
　前記リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取るための手段
と、
　前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上に、前記ロイヤルティアカ
ウントを前記電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示するための手
段と、を備える、デバイス。
【請求項１７】
　１つ以上の無線通信要素と１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスにおいて、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記電子デバイスに近接した非接触支払端末か
ら、先に進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供されてい
る支払取引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることと、
　ロイヤルティアカウント情報の前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、前記１つ以上の無線
通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触
支払端末に送信すること、及び
　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記ロイヤルティ
アカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信するのを取り止め
ることと、
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送信する前に、前記支払
取引を進めるための認証が提供されると判定することであって、前記１つ以上の無線通信
要素を介してロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端
末に送信することが、別個の認証を要求することなく行われる、こと
　を更に含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
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　前記ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、前記デバイスを使用して支払取引を進
めるための認証を前記デバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない
場合に、前記ロイヤルティアカウント情報を提供するようにするユーザ命令に関わるロイ
ヤルティ共有許可が、前記電子デバイス上に記憶されていない、との判定に従って、前記
ロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に提供するために確認を要求するアラ
ートを提供すること
　を更に含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記電子デバイスの前記１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、請求項１７又は
１８に記載の方法であって、
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記指紋センサ上で
指紋を検出している間に、
　　前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に
送信するための認証を要求する通知を提供することと、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記デバイスが、前記非接触支払端末のフィ
ールドから取り出され、前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることを
検出することと、
　　前記デバイスが前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることの検出
に応答して、取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致するとの判定に応答して、前記ロ
イヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信するこ
とと、を更に含む、方法。
【請求項２１】
　前記電子デバイスの前記１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、請求項１７又は
１８に記載の方法であって、
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記指紋センサ上で
指紋を検出している間に、
　　前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に
送信するための認証を要求する通知を提供することと、
　　前記ロイヤルティアカウントとは異なる第２のロイヤルティアカウントを選択するユ
ーザ入力を受け取ることと、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記デバイスが、前記非接触支払端末のフィ
ールドから取り出され、前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることを
検出することと、
　　前記デバイスが前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることの検出
に応答して、取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致するとの判定に応答して、前記第
２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信
することと、を更に含む、方法。
【請求項２２】
　前記電子デバイスの前記１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、請求項１７又は
１８に記載の方法であって、
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記指紋センサ上で
指紋を検出している間に、
　　前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に
送信するための認証を要求する通知を提供することと、
　　前記ロイヤルティアカウントの使用を拒否するユーザ入力を受け取ることと、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記デバイスが、前記非接触支払端末のフィ
ールドから取り出され、前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることを
検出することと、
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　　前記デバイスが前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることの検出
に応答して、取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致するとの判定に応答して、前記ロ
イヤルティアカウントの前記ロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信す
ることなく、前記支払取引を進めることと、を更に含む、方法。
【請求項２３】
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、前記電子デバイス上に記憶されたロイ
ヤルティ共有許可が、前記デバイスを使用して支払取引を進めるための認証を前記デバイ
スが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、前記ロイヤルティア
カウント情報を提供しないようにするユーザ命令を示している、との判定に従って、確認
を促すことなく支払アカウントを使用して前記支払取引を進めること
　を更に含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ロイヤルティ共有条件が、前記ロイヤルティアカウントの前記ロイヤルティアカウ
ント情報を前記非接触支払端末に提供するために前記電子デバイスが事前に認証されてい
るときに満足される条件を含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ロイヤルティ共有条件が、前記ロイヤルティアカウントの前記ロイヤルティアカウ
ント情報を、前記非接触支払端末を含む非接触支払端末のグループ中の別の非接触支払端
末に提供するために、前記電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条件を
含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ロイヤルティ共有条件が、前記ロイヤルティアカウントの前記ロイヤルティアカウ
ント情報を、前記非接触支払端末が配置されている所定の地理的領域内にある１つ以上の
非接触支払端末に提供するために、前記電子デバイスが事前に認証されているときに満足
される条件を含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２７】
　ロイヤルティアカウント情報の前記リクエストを受け取る前に、前記非接触支払端末の
フィールドを検出することと、
　前記非接触支払端末の前記フィールドを検出する前に、前記電子デバイスの前記１つ以
上の入力デバイスを介して、前記先に進むための認証を受け取ることと、
　を更に含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２８】
　ロイヤルティアカウント情報の前記リクエストを受け取る前に、前記非接触支払端末の
フィールドを検出することと、
　前記非接触支払端末の前記フィールドを検出している間に、前記電子デバイスの前記１
つ以上の入力デバイスを介して、前記先に進むための認証を受け取ることと、
　を更に含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２９】
　所定の数のロイヤルティアカウントに関して、前記１つ以上の無線通信要素を介して、
ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信した
後で、前記非接触支払端末から、第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウン
ト情報のリクエストを受け取ることと、
　前記非接触支払からの前記第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情
報の前記リクエストの受け取りに応答して、前記支払取引のために前記非接触支払に前記
第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送信するのを取り止める
ことと、
　を更に含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記１つ以上の入力デバイスが指紋センサを備え、前記認証が、
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　前記電子デバイスの前記指紋センサ上のそれぞれの指紋を検出することと、
　前記指紋センサ上で前記それぞれの指紋を検出することに応答して、支払取引を認証で
きる登録済みの指紋と前記指紋が一致すると判定することと、に従って提供された、請求
項１７又は１８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記１つ以上の入力デバイスがタッチ感知面を備え、前記認証が、
　前記電子デバイスの前記タッチ感知面を介してパスコードを受け取ることと、
　前記パスコードの受け取りに応答して、支払取引を認証できる登録済みのパスコードと
前記パスコードが一致すると判定することと、に従って提供される、請求項１７又は１８
に記載の方法。
【請求項３２】
　前記支払取引が前記電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われる、請
求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上
の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含み、前記１つ
以上の異なるロイヤルティアカウントが、前記支払取引のために使用される前記ロイヤル
ティアカウントとは異なっている、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項３４】
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を前記非接触支払端末に
送信することであって、前記支払アカウント情報により前記非接触支払端末が前記支払取
引を行うことが可能になる、こと
　を更に含む、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項３５】
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、請求項１７から３４のいずれか一
項に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項３６】
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以
上のプロセッサによって実行されると前記電子デバイスに、請求項１７から３４のいずれ
か一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３７】
　請求項１７から３４のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子
デバイス。
【請求項３８】
　１つ以上の無線通信要素と１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスの１つ以上
のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以上のプロセッサに
よって実行されたときに、前記電子デバイスに、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記電子デバイスに近接した非接触支払端末か
ら、先に進むための認証が前記電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供され
ている支払取引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることと、
　ロイヤルティアカウント情報の前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、前記１つ以上の無線
通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触
支払端末に送信すること、及び
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　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記ロイヤルティ
アカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信するのを取り止め
ることと、を行わせる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３９】
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の入力デバイスと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記電子デバイスに、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記電子デバイスに近接した非接触支払端末
から、先に進むための認証が前記電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供さ
れている支払取引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ること、
並びに
　　ロイヤルティアカウント情報の前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、前記１つ以上の無
線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接
触支払端末に送信すること、及び
　　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信するのを取り止
めること、を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備え
る、電子デバイス。
【請求項４０】
　デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の入力デバイスと、１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記電子デバイスに近接した非接触支払端末か
ら、先に進むための認証が前記電子デバイスの前記１つ以上の入力デバイスを介して提供
されている支払取引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取るため
の手段と、
　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることに応答して、
　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、前記１つ以上の無線
通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触
支払端末に送信すること、及び
　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記ロイヤルティ
アカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信するのを取り止め
ること、を行うための手段と、を含む、デバイス。
【請求項４１】
　１つ以上の無線通信要素とディスプレイとを備えた電子デバイスにおいて、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用可
能である支払取引についての情報を受け取ることと、
　前記支払取引についての前記情報の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上に、
　　前記支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　前記支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの表示を同時に表示することと、
　を含む、方法。
【請求項４２】
　前記ディスプレイ上に、前記支払取引に関する前記支払アカウントの前記表示及び前記
支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの前記表示を同時に表示した後で、前記電
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子デバイスの電子財布の前記支払アカウントを使用して前記支払取引を行うこと
　を更に含む、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記ディスプレイ上に、前記支払取引に関する前記支払アカウントの前記表示及び前記
支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの前記表示を同時に表示する前に、前記電
子デバイスの電子財布の前記支払アカウントを使用して前記支払取引を行うこと
　を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項４４】
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である前記
支払取引についての情報を受け取る前に、
　　非接触支払端末のフィールドを検出することと、
　　前記ロイヤルティアカウントが使用できる位置に前記電子デバイスがあると判定する
ことと、を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である前記
支払取引についての情報を受け取る前に、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記非接触支払端末から、前記支払取引端末
においてロイヤルティアカウント情報が入力済みであることを示す情報を受け取ること
　を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項４６】
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である前記
支払取引についての情報を受け取る前に、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記非接触支払端末から、前記ロイヤルティ
アカウントが受け付けられる見込みであることを示す情報を受け取ること
　を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項４７】
　前記支払取引が前記電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われる、請
求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項４８】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上
の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含み、前記１つ
以上の異なるロイヤルティアカウントが、前記支払取引のために使用される前記ロイヤル
ティアカウントとは異なっている、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項４９】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記ロイヤルティアカウントに関するロイヤルティア
カウント情報、及び前記支払アカウントに関する支払アカウント情報を含む、請求項４１
又は４２に記載の方法。
【請求項５０】
　前記支払アカウントがデフォルトの支払アカウントである、請求項４１又は４２に記載
の方法。
【請求項５１】
　前記ディスプレイ上で、前記支払取引に関する前記支払アカウントの前記表示及び前記
支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの前記表示を同時に表示することが、前記
支払取引を進めるための認証を受け取る前に行われる、請求項４１又は４２に記載の方法
。
【請求項５２】
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、前記支払アカウントの支払アカウント情報を
前記非接触支払端末に送信することであって、前記支払アカウント情報により前記非接触
支払端末が前記支払取引を行うことが可能になる、こと
　を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
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【請求項５３】
　前記支払アカウントの支払アカウント情報を送信した後で、前記１つ以上の無線通信要
素を使用して、前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触
支払端末に送信すること
　を更に含む、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　前記支払アカウントの支払アカウント情報を送信する前に、前記１つ以上の無線通信要
素を使用して、前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触
支払端末に送信すること
　を更に含む、請求項５２に記載の方法。
【請求項５５】
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、前記支払アカウントの支払アカウント情報及
び前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の受け付けの確認通知を受
け取ることと、
　支払アカウント情報の受け付けの確認通知の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上
に、前記支払アカウントの支払アカウント情報及び前記ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報の受け付けの確認通知を表示することと、
　を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項５６】
　前記非接触支払端末が前記ロイヤルティアカウントを承認していないと判定することと
、
　前記非接触支払端末が前記ロイヤルティアカウントを承認していないとの判定に応答し
て、前記支払アカウントの前記表示を表示し、前記ロイヤルティアカウントの前記表示の
表示を取り止めることと、
　を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項５７】
　前記支払アカウントを前記非接触支払端末に送信する前に、前記ディスプレイ上に、前
記ロイヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルティプログラムを使用することの見
込まれる利益の説明を表示すること
　を更に含む、請求項５２に記載の方法。
【請求項５８】
　前記支払アカウントを前記非接触支払端末に送信した後で、前記ディスプレイ上に、前
記ロイヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルティプログラムを使用することによ
って生じる割引の説明を表示すること
　を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項５９】
　前記支払アカウントを前記非接触支払端末に送信した後で、前記ディスプレイ上に、前
記ロイヤルティアカウントと関連付けられた目的に対する進捗の表示を表示すること
　を更に含む、請求項４１又は４２に記載の方法。
【請求項６０】
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、請求項４１から５９のいずれか一
項に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項６１】
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以
上のプロセッサによって実行されると前記電子デバイスに、請求項４１から５９のいずれ
か一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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【請求項６２】
　請求項４１から５９のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子
デバイス。
【請求項６３】
　１つ以上の無線通信要素とディスプレイとを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッ
サによって実行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記
憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以上のプロセッサによって実行
されたときに、前記電子デバイスに、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用可
能である支払取引についての情報を受け取ることと、
　前記支払取引についての前記情報の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上に、
　　前記支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　前記支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの表示を同時に表示することと、
を行わせる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６４】
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記電子デバイスに、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用
可能である支払取引についての情報を受け取ること、
　　前記支払取引についての前記情報の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上に、
　　　前記支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　　前記支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの表示を同時に表示すること、
を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デ
バイス。
【請求項６５】
　デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　ディスプレイと、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用可
能である支払取引についての情報を受け取るための手段と、
　前記支払取引についての前記情報の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上に、
　　前記支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　前記支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの表示を同時に表示させるための
手段と、
　を備える、デバイス。
【請求項６６】
　１つ以上の無線通信要素を備えた電子デバイスにおいて、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられた
リクエストを受け取ることと、
　　前記リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか
否かを判定することと、
　　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエスト
を含まないとの判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して前記支払取引を進
めることと、
　　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエスト
を含むとの判定に従って、
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　　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　　前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、前記特定の支
払アカウントタイプの支払アカウントを使用した前記支払取引を進めるのを取り止めるこ
とと、
　を含む、方法。
【請求項６７】
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含むとの判定に従って、及び前記支払アカウント選択条件が満足されているとの判定に従
って、前記特定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して前記支払取引を
進めること
　を更に含む、請求項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含むとの判定に従って、及び前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に
従って、前記特定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して前記支払取引
を進めるためのユーザからの認証を要求すること
　を更に含む、請求項６６又は６７に記載の方法。
【請求項６９】
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含むとの判定に従って、及び前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの前記判
定に従って、
　　ユーザ入力を受け取ることと、
　　前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記支払取引を進めるために、前記特定の支
払アカウントタイプの前記支払アカウントとは異なっている第２の支払アカウントが使用
される見込みであるとの表示を提供することと、
　を更に含む、請求項６６又は６７に記載の方法。
【請求項７０】
　前記第２の支払アカウントが前記デフォルトの支払アカウントである、請求項６９に記
載の方法。
【請求項７１】
　前記支払アカウント選択条件が、
　前記非接触支払端末が第１のタイプのものである、及び
　前記デバイスを使用して支払取引を進めるための認証を前記デバイスが受け取る前に別
の支払アカウントを指定する入力がない場合に、前記第１のタイプの非接触支払端末にお
いて前記特定の支払アカウントタイプの前記特定の支払アカウントを使用するための承認
を前記デバイスがユーザからまだ受け取っていないときに、満足されない、請求項６６又
は６７に記載の方法。
【請求項７２】
　前記支払アカウント選択条件が、前記デバイスが前記非接触支払端末から検証されたリ
クエストを受け取るときに満足される基準を含む、請求項６６又は６７に記載の方法。
【請求項７３】
　前記支払アカウント選択条件が、前記デバイスが、前記非接触支払端末において前記特
定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進
めているときに満足される基準を含む、請求項６６又は６７に記載の方法。
【請求項７４】
　前記支払アカウント選択条件が、前記デバイスが、前記非接触支払端末と関連付けられ
る位置において、前記特定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して１つ
以上の支払取引を既に進めているときに満足される基準を含む、請求項６６又は６７に記
載の方法。
【請求項７５】
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　前記支払アカウント選択条件が、前記デバイスが、前記非接触支払端末において前記特
定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進
めているときに満足される基準を含む、請求項６６又は６７に記載の方法。
【請求項７６】
　前記支払取引と関連付けられた前記リクエストを受け取る前に、
　　前記特定の支払アカウント支払アカウント情報を受け取ることと、
　　前記デバイスを使用して支払取引を進めるための認証を前記デバイスが受け取る前に
別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触支払端末におい
て前記特定の支払アカウントが使用されるべきか否かを示すユーザ入力を受け取ることと
、
　を更に含む、請求項６６又は６７に記載の方法。
【請求項７７】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上
の異なる支払アカウントを含み、前記１つ以上の異なる支払アカウントが、前記特定の支
払アカウントとは異なっている、請求項６６又は６７に記載の方法。
【請求項７８】
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、請求項６６から７７のいずれか一
項に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項７９】
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以
上のプロセッサによって実行されると前記電子デバイスに、請求項６６から７７のいずれ
か一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８０】
　請求項６６から７７のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子
デバイス。
【請求項８１】
　１つ以上の無線通信要素を備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行す
るための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、
前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前
記電子デバイスに、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリ
クエストを受け取ることと、
　前記リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか否
かを判定することと、
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含まないとの判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して前記支払取引を進め
ることと、
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含むとの判定に従って、
　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、前記特定の支払
アカウントタイプの支払アカウントを使用した前記支払取引を進めるのを取り止めること
と、を行わせる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８２】
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
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　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記電子デバイスに、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられた
リクエストを受け取ること、
　　前記リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか
否かを判定すること、
　　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエスト
を含まないとの判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して前記支払取引を進
めること、並びに
　　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエスト
を含むとの判定に従って、
　　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　　前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、前記特定の支
払アカウントタイプの支払アカウントを使用した前記支払取引を進めるのを取り止めるこ
と、を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電
子デバイス。
【請求項８３】
　１つ以上の無線通信要素と、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリ
クエストを受け取るための手段と、
　前記リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか否
かを判定するための手段と、
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含まないとの判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して前記支払取引を進め
るための手段と、
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含むとの判定に従って、
　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、前記特定の支払
アカウントタイプの支払アカウントを使用した前記支払取引を進めるのを取り止めること
、を行うための手段と、
　を備える、電子デバイス。
【請求項８４】
　位置センサとディスプレイとを備えた電子デバイスにおいて、
　　前記位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと
関連付けられていることを検出することと、
　　前記現在の位置が前記特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられている
ことを検出することに応答して、
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
たユーザ選好の表示を前記電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
た前記ユーザ選好の表示を前記デバイスが既に受け取っているとの判定に従って、前記デ
ィスプレイ上に、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可能であると
いう視覚的表示を表示すること、及び
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
た前記ユーザ選好の表示を前記デバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、前記
ディスプレイ上に、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可能である
という前記視覚的表示を表示するのを取り止めることと、
　を含む、方法。
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【請求項８５】
　前記ディスプレイ上に前記視覚的表示を表示することが、前記デバイスを使用して支払
取引を進めるための認証を前記デバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入
力がない場合に、前記現在の位置において行われる支払取引のために前記特定の支払アカ
ウントが使用される見込みであるという視覚的表示を表示することを含む、請求項８４に
記載の方法。
【請求項８６】
　前記ディスプレイ上に前記視覚的表示を表示することが、前記現在の位置において行わ
れる支払取引のために前記特定の支払アカウントが使用されることを推奨する視覚的表示
を表示することを含む、請求項８４に記載の方法であって、
　前記推奨を受け入れるユーザ入力を受け取ることと、
　前記現在の位置にある非接触支払端末において使用するために前記特定の支払アカウン
トを準備することと、
　を更に含む、方法。
【請求項８７】
　前記現在の位置が、受信された近距離通信信号及び受信されたＧＰＳ信号のうちの、１
つ以上に基づいている、請求項８４又は８５に記載の方法。
【請求項８８】
　前記電子デバイスが近距離通信無線装置を含む、請求項８４又は８５に記載の方法であ
って、ユーザ選好の表示を前記電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定した後で
　前記支払取引を進めるための認証が提供されていない間に、前記近距離通信無線装置に
よって、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出することと、
　前記支払取引を進めるための認証が提供されていない前記非接触支払端末が生成した前
記フィールドの存在の検出に応答して、支払を認証するためのプロンプト（例えば、ユー
ザに提供される可聴の、可視の、又は触覚的な出力）を提供することと、
　前記プロンプトを提供した後で、前記現在の位置における支払取引において使用するた
めの第２の支払アカウントを選択するユーザ入力を受け取ることと、
　前記第２の支払アカウントを選択する前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記支払
取引において前記第２の支払アカウントを使用するよう準備することと、を更に含む、方
法。
【請求項８９】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上
の異なる支払アカウントを含み、前記１つ以上の異なる支払アカウントが、前記特定の支
払アカウントとは異なっている、請求項８４又は８５に記載の方法。
【請求項９０】
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、請求項８４から８９のいずれか一
項に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項９１】
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以
上のプロセッサによって実行されると前記電子デバイスに、請求項８４から８９のいずれ
か一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９２】
　請求項８４から８９のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子
デバイス。
【請求項９３】
　位置センサとディスプレイとを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実
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行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体であっ
て、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに
、前記電子デバイスに、
　位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付
けられていることを検出することと、
　前記現在の位置が前記特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられているこ
とを検出することに応答して、
　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられた
ユーザ選好の表示を前記電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられた
前記ユーザ選好の表示を前記デバイスが既に受け取っているとの判定に従って、前記ディ
スプレイ上に、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可能であるとい
う視覚的表示を表示すること、及び
　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられた
前記ユーザ選好の表示を前記デバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、前記デ
ィスプレイ上に、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可能であると
いう前記視覚的表示を表示するのを取り止めることと、を行わせる命令を含む、非一時的
コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９４】
　電子デバイスであって、
　位置センサと、
　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記電子デバイスに、
　　前記位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと
関連付けられていることを検出すること、
　　前記現在の位置が前記特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられている
ことを検出することに応答して、
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
たユーザ選好の表示を前記電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
た前記ユーザ選好の表示を前記デバイスが既に受け取っているとの判定に従って、前記デ
ィスプレイ上に、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可能であると
いう視覚的表示を表示すること、及び
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
た前記ユーザ選好の表示を前記デバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、前記
ディスプレイ上に、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可能である
という前記視覚的表示を表示するのを取り止めることと、を行わせる命令を含む、メモリ
に記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デバイス。
【請求項９５】
　電子デバイスであって、
　位置センサと、
　ディスプレイと、
　前記位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関
連付けられていることを検出するための手段と、
　前記現在の位置が前記特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられているこ
とを検出することに応答して、
　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられた
ユーザ選好の表示を前記電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
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　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられた
前記ユーザ選好の表示を前記デバイスが既に受け取っているとの判定に従って、前記ディ
スプレイ上に、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可能であるとい
う視覚的表示を表示すること、及び
　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられた
前記ユーザ選好の表示を前記デバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、前記デ
ィスプレイ上に、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可能であると
いう前記視覚的表示を表示するのを取り止めること、を行うための手段と、を備える、電
子デバイス。
【請求項９６】
　ディスプレイと１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスにおいて、
　　前記１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを前記電子デバイスとリンクさせ
るリクエストを受け取ることであって、前記リクエストがアカウント情報を含む、ことと
、
　　前記１つ以上の入力デバイスを介して前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定するこ
と、
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、
前記ディスプレイ上に、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可
能にする、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って
、前記ディスプレイ上に、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を
可能にしない、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示することと、
　を含む、方法。
【請求項９７】
　前記電子デバイスがカメラセンサを含み、前記支払カードを前記電子デバイスとリンク
させる前記リクエストが前記支払カードの画像に基づいており、前記画像が前記電子デバ
イスの前記カメラセンサによって取り込まれる、請求項９６に記載の方法。
【請求項９８】
　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、前記支払カード用の前
記支払アカウントインタフェースが、前記支払カードと関連付けられた前記複数の支払ア
カウントに関する複数のアフォーダンスを含む、請求項９６又は９７に記載の方法。
【請求項９９】
　前記複数のアフォーダンスが、これらが単一の支払カードに関連していることを示すよ
うに、１つにグループ化される、請求項９８に記載の方法。
【請求項１００】
　前記複数のアフォーダンスが１行に表示される、請求項９８に記載の方法。
【請求項１０１】
　前記電子デバイスがタッチ感知面を含む、請求項９６又は９７に記載の方法であって、
　前記タッチ感知面において、垂直スワイプ入力を受け取ることと、
　前記垂直スワイプ入力の受け取りに応答して、複数のアフォーダンスを表示することで
あって、前記複数のアフォーダンスのうちの第１のカードアフォーダンスが、複数の支払
アカウントの第１のグループを表し、前記複数のアフォーダンスのうちの第２のカードア
フォーダンスが、前記第１のグループとは別の、複数の支払アカウントの第２のグループ
を表す、ことと、を更に含む、方法。
【請求項１０２】
　前記第１のカードアフォーダンスをアクティブ化するユーザ入力を受け取ることと、
　前記第１のカードアフォーダンスをアクティブ化する前記ユーザ入力の受け取りに応答
して、複数の支払アカウントの前記第１のグループと関連付けられたアカウントアフォー
ダンスの第１のセットを表示することと、
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　を更に含む、請求項１０１に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記支払カードの前記複数の支払アカウントに関する前記表示された複数のアフォーダ
ンスが、前記電子デバイスの現在の位置に基づいている、請求項９６又は９７に記載の方
法。
【請求項１０４】
　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、前記デバイスが近距離
通信無線装置を含む、請求項９６又は９７に記載の方法であって、
　前記近距離通信無線装置によって、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出
することと、
　前記非接触支払端末が生成した前記フィールドの存在の検出に応答して、前記非接触支
払端末が第１のタイプの支払アカウントをサポートしているか否かを判定することと、
　前記非接触支払端末が前記第１のタイプの支払アカウントをサポートしていないとの判
定に従って、前記第１のタイプの前記支払カードの前記支払アカウントを選択するための
選択肢を提供するのを取り止めることと、を更に含む、方法。
【請求項１０５】
　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、前記支払カード用の前
記支払アカウントインタフェースが、前記支払カードと関連付けられた前記複数の支払ア
カウントに関する複数のアフォーダンスを含み、前記複数のアフォーダンスが優先順位に
基づいて表示される、請求項９６又は９７に記載の方法。
【請求項１０６】
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、請求項９６から１０５のいずれか
一項に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項１０７】
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以
上のプロセッサによって実行されると前記電子デバイスに、請求項９６から１０５のいず
れか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０８】
　請求項９６から１０５のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電
子デバイス。
【請求項１０９】
　ディスプレイと１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッ
サによって実行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記
憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以上のプロセッサによって実行
されたときに、前記電子デバイスに、
　前記１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを前記電子デバイスとリンクさせる
リクエストを受け取ることであって、前記リクエストがアカウント情報を含む、ことと、
　前記１つ以上の入力デバイスを介して前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること
、
　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、前
記ディスプレイ上に、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能
にする、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び
　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、
前記ディスプレイ上に、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可
能にしない、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示することと、を行
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わせる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１０】
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、１つ以上の入力デバイスと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記電子デバイスに、
　　前記１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを前記電子デバイスとリンクさせ
るリクエストを受け取ることであって、前記リクエストがアカウント情報を含む、ことと
、
　　前記１つ以上の入力デバイスを介して前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定するこ
と、
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、
前記ディスプレイ上に、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可
能にする、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って
、前記ディスプレイ上に、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を
可能にしない、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示することと、を
行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デバ
イス。
【請求項１１１】
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上の入力デバイスと、
　前記１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを前記電子デバイスとリンクさせる
リクエストを受け取るための手段であって、前記リクエストがアカウント情報を含む、手
段と、
　前記１つ以上の入力デバイスを介して前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること
、
　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、前
記ディスプレイ上に、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能
にする、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び
　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、
前記ディスプレイ上に、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可
能にしない、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、を行う
ための手段と、を備える、電子デバイス。
【請求項１１２】
　ディスプレイを備えた電子デバイスにおいて、
　　前記電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーシ
ョン用のユーザインタフェースを表示することであって、
　　　前記金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーション
であり、
　　　前記金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス
可能な前記デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、ことと、
　　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースを表示している間に、前記
金融機関と関連付けられた支払アカウントを前記電子財布に追加するリクエストを受け取
ることと、
　　前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントを前記電子財布に追加する前記リ
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クエストの受け取りに応答して、及び前記電子財布への前記支払アカウントの追加が認証
されているとの判定に従って、前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支
払アカウントと関連付けられた情報を、前記第一者の電子財布アプリケーションによって
アクセス可能な前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶することと、
　を含む、方法。
【請求項１１３】
　前記認証が、ユーザから、前記電子デバイスにおけるユーザ入力を介して受け取られる
、請求項１１２に記載の方法。
【請求項１１４】
　前記認証が前記金融機関から受け取られる、請求項１１２又は１１３に記載の方法。
【請求項１１５】
　前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支払アカウントと関連付けられ
た情報を前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶する前に、前記金融アプリケー
ションに関するユーザログイン情報を含むユーザ入力を受け取ること
　を更に含む、請求項１１２又は１１３に記載の方法。
【請求項１１６】
　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースが、前記金融機関と関連付け
られた前記支払アカウントについての表示された詳細を含む、請求項１１２又は１１３に
記載の方法。
【請求項１１７】
　前記第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェースを表示することであ
って、前記表示された前記第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェース
が、前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントについての前記詳細を含む、こと
　を更に含む、請求項１１６に記載の方法。
【請求項１１８】
　前記デバイスの前記安全確保されたエリアから、前記記憶された前記支払アカウントと
関連付けられた情報にアクセスすることと、
　前記アクセスされた前記支払アカウントと関連付けられた情報を、前記デバイスの前記
安全確保されたエリアにアクセスすることを制限されている購入アプリケーションに提供
することと、
　を更に含む、請求項１１２又は１１３に記載の方法。
【請求項１１９】
　前記電子デバイスが１つ以上の無線通信要素を含む、請求項１１２又は１１３に記載の
方法であって、
　前記デバイスの前記安全確保されたエリアから、前記記憶された前記支払アカウントと
関連付けられた情報にアクセスすることと、
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、前記支払アカウントと関連付けられた前記情
報を前記電子デバイスに近接した支払端末に送信することであって、前記支払アカウント
と関連付けられた前記情報により前記支払端末が支払取引を行うことが可能になる、こと
と、
　を更に含む、方法。
【請求項１２０】
　前記金融アプリケーションに、前記デバイスの前記安全確保されたエリアの一部へのア
クセス権を提供すること
　を更に含む、請求項１１２又は１１３に記載の方法。
【請求項１２１】
　前記支払アカウントと関連付けられた情報を、前記デバイスの前記安全確保されたエリ
アに書き込むこと
　を更に含む、請求項１１２又は１１３に記載の方法。
【請求項１２２】
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　前記支払アカウントと関連付けられた前記情報を前記デバイスの前記安全確保されたエ
リアに書き込むことに応答して、前記支払アカウントが前記デバイスにリンクされている
との表示を提供すること
　を更に含む、請求項１２１に記載の方法。
【請求項１２３】
　前記電子デバイスの前記電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ
以上の異なる支払アカウントを含む、請求項１１２又は１１３に記載の方法。
【請求項１２４】
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、請求項１１２から１２３のいずれ
か一項に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項１２５】
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以上のプログラムが、前記１つ以
上のプロセッサによって実行されると前記電子デバイスに、請求項１１２から１２３のい
ずれか一項に記載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２６】
　請求項１１２から１２３のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、
電子デバイス。
【請求項１２７】
　ディスプレイを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行するための１
つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記１つ以
上のプログラムが、前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記電子デバ
イスに、
　前記ディスプレイ上に、前記電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つで
ある金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示することであって、
　　前記金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションで
あり、
　　前記金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可
能な前記デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、ことと、
　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースを表示している間に、前記金
融機関と関連付けられた支払アカウントを前記電子財布に追加するリクエストを受け取る
ことと、
　前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントを前記電子財布に追加する前記リク
エストの受け取りに応答して、及び前記電子財布への前記支払アカウントの追加が認証さ
れているとの判定に従って、前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支払
アカウントと関連付けられた情報を、前記第一者の電子財布アプリケーションによってア
クセス可能な前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶することと、を行わせる命
令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２８】
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　前記１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、前記電子デバイスに、
　　前記ディスプレイ上に、前記電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つ
である金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示することであって、
　　　前記金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーション
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であり、
　　　前記金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス
可能な前記デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、こと、
　　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースを表示している間に、前記
金融機関と関連付けられた支払アカウントを前記電子財布に追加するリクエストを受け取
ること、並びに
　　前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントを前記電子財布に追加する前記リ
クエストの受け取りに応答して、及び前記電子財布への前記支払アカウントの追加が認証
されているとの判定に従って、前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支
払アカウントと関連付けられた情報を、前記第一者の電子財布アプリケーションによって
アクセス可能な前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶すること、を行わせる命
令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デバイス。
【請求項１２９】
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　前記電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーショ
ン用のユーザインタフェースを表示するための手段であって、
　　前記金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションで
あり、
　　前記金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可
能な前記デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、手段と
　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースを表示している間に、前記金
融機関と関連付けられた支払アカウントを前記電子財布に追加するリクエストを受け取る
ための手段と、
　前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントを前記電子財布に追加するリクエス
トの受け取りに応答して、及び前記電子財布への前記支払アカウントの追加が認証されて
いるとの判定に従って、前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支払アカ
ウントと関連付けられた情報を、前記第一者の電子財布アプリケーションによってアクセ
ス可能な前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶するための手段と、を備える、
電子デバイス。
【請求項１３０】
　電子デバイスであって、
　ディスプレイユニットと、
　１つ以上の無線通信要素と、
　　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を前記電子デバイスに
近接した支払端末に送信することであって、前記支払アカウント情報により前記支払端末
が支払取引を行うことが可能になる、こと、
　　前記支払端末を用いて前記支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティ情報を受け取ること、
　　前記ディスプレイユニット上での、リンクアフォーダンスの表示を可能にすること、
　　前記リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ること、及
び
　　前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記ディスプレイユニット上での、前記ロイ
ヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースの表示
を可能にすること、
　を行うように構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
【請求項１３１】
　前記処理ユニットが、
　前記リンクアフォーダンスの表示を可能にする前に、前記ロイヤルティアカウントが前
記電子デバイスにリンクされていないと判定するように更に構成されている、請求項１３
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０に記載の電子デバイス。
【請求項１３２】
　前記ロイヤルティ情報が前記ロイヤルティアカウントに特有の識別子を含む、請求項１
３０又は１３１に記載の電子デバイス。
【請求項１３３】
　前記支払取引が前記支払アカウントと加盟店との間の支払取引であり、
　前記ロイヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするための前記ユーザインタ
フェースが１つ以上の事前にデータ投入されたフィールドを含み、前記１つ以上の事前に
データ投入されたフィールドには、前記加盟店と関連付けられた新しいロイヤルティアカ
ウントの設定と関連付けられた情報が投入されている、
　請求項１３０又は１３１に記載の電子デバイス。
【請求項１３４】
　前記ロイヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするための前記ユーザインタ
フェースがキャンセルアフォーダンスを含む、請求項１３３に記載の電子デバイスであっ
て、前記処理ユニットが、
　前記キャンセルアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと
、
　前記キャンセルアフォーダンスの前記アクティブ化に対応する前記ユーザ入力の受け取
りに応答して、前記１つ以上の事前にデータ投入されたフィールドの内容を送信するのを
取り止めることと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
【請求項１３５】
　前記ロイヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするための前記ユーザインタ
フェースが、前記ロイヤルティアカウントを前記電子デバイスにリンクするための確認ア
フォーダンスを含む、請求項１３０又は１３１に記載の電子デバイスであって、前記処理
ユニットが、
　前記確認アフォーダンスのアクティブ化を受け取ることと、
　前記確認アフォーダンスのアクティブ化の受け取りに応答して、前記ロイヤルティアカ
ウントを前記電子デバイスにリンクすることと、を行うように更に構成されている、電子
デバイス。
【請求項１３６】
　前記処理ユニットが、
　前記リンクアフォーダンスのアクティブ化の後で、前記ロイヤルティアカウントと関連
付けられた設定の選択に対応する入力を受け取ることであって、前記設定が、前記デバイ
スを使用して取引を進めるための認証を前記デバイスが受け取る前に別のロイヤルティア
カウントを指定する入力がない場合の、続く取引中の前記ロイヤルティアカウントのロイ
ヤルティアカウント情報の提供に関する状態を識別する、こと、を行うように更に構成さ
れている、請求項１３０又は１３１に記載の電子デバイス。
【請求項１３７】
　前記処理ユニットが、
　前記ロイヤルティ情報を受け取る前に、前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記支
払端末から、第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリ
クエストを受け取ることと、
　前記第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の前記リク
エストの受け取りに応答して、前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記支払端末に、
前記第１のタイプのロイヤルティアカウントが前記電子デバイスにリンクされていないこ
とを示す情報を送信することと、を行うように更に構成されている、請求項１３０又は１
３１に記載の電子デバイス。
【請求項１３８】
　前記支払取引が前記電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われた、請
求項１３０又は１３１に記載の電子デバイス。
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【請求項１３９】
　前記電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた第２の支払アカウントに
関する支払アカウント情報を含み、前記第２の支払アカウントが前記支払アカウントとは
別である、請求項１３８に記載の電子デバイス。
【請求項１４０】
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の入力デバイスと、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記電子デバイスに近接した非接触支払端末
から、先に進むための認証が前記電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供さ
れている支払取引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ること、
並びに
　　ロイヤルティアカウント情報の前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、前記１つ以上の無
線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接
触支払端末に送信すること、及び
　　　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信するのを取り止
めること、
　を行うように構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
【請求項１４１】
　前記処理ユニットが、
　前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送信する前に、前記支払
取引を進めるための認証が提供されると判定することであって、前記１つ以上の無線通信
要素を介してロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端
末に送信することが、別個の認証を要求することなく行われる、こと、を行うように更に
構成されている、請求項１４０に記載の電子デバイス。
【請求項１４２】
　前記処理ユニットが、
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、前記デバイスを使用して支払取引を進
めるための認証を前記デバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない
場合に、前記ロイヤルティアカウント情報を提供するようにするユーザ命令に関わるロイ
ヤルティ共有許可が、前記電子デバイス上に記憶されていない、との判定に従って、前記
ロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に提供するために確認を要求するアラ
ートを提供するように更に構成されている、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイ
ス。
【請求項１４３】
　前記電子デバイスの前記１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、請求項１４０又
は１４１に記載の電子デバイスであって、前記処理ユニットが、
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記指紋センサ上で
指紋を検出している間に、
　　前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に
送信するための認証を要求する通知を提供することと、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記デバイスが、前記非接触支払端末のフィ
ールドから取り出され、前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることを
検出することと、
　　前記デバイスが前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることの検出
に応答して、取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致するとの判定に応答して、前記ロ
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イヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信するこ
とと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
【請求項１４４】
　前記電子デバイスの前記１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、請求項１４０又
は１４１に記載の電子デバイスであって、前記処理ユニットが、
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記指紋センサ上で
指紋を検出している間に、
　　前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に
送信するための認証を要求する通知を提供することと、
　　前記ロイヤルティアカウントとは異なる第２のロイヤルティアカウントを選択するユ
ーザ入力を受け取ることと、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記デバイスが、前記非接触支払端末のフィ
ールドから取り出され、前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることを
検出することと、
　　前記デバイスが前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることの検出
に応答して、取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致するとの判定に応答して、前記第
２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信
することと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
【請求項１４５】
　前記電子デバイスの前記１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、請求項１４０又
は１４１に記載の電子デバイスであって、前記処理ユニットが、
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、前記指紋センサ上で
指紋を検出している間に、
　　前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に
送信するための認証を要求する通知を提供することと、
　　前記ロイヤルティアカウントの使用を拒否するユーザ入力を受け取ることと、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記デバイスが、前記非接触支払端末のフィ
ールドから取り出され、前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることを
検出することと、
　　前記デバイスが前記非接触支払端末の前記フィールド内へと戻されていることの検出
に応答して、取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と前記指紋が一致するとの判定に応答して、前記ロ
イヤルティアカウントの前記ロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信す
ることなく、前記支払取引を進めることと、を行うように更に構成されている、電子デバ
イス。
【請求項１４６】
　前記処理ユニットが、
　前記ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、前記電子デバイス上に記憶されたロイ
ヤルティ共有許可が、前記デバイスを使用して支払取引を進めるための認証を前記デバイ
スが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、前記ロイヤルティア
カウント情報を提供しないようにするユーザ命令を示している、との判定に従って、確認
を促すことなく支払アカウントを使用して前記支払取引を進めるように更に構成されてい
る、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１４７】
　前記ロイヤルティ共有条件が、前記ロイヤルティアカウントの前記ロイヤルティアカウ
ント情報を前記非接触支払端末に提供するために前記電子デバイスが事前に認証されてい
るときに満足される条件を含む、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１４８】
　前記ロイヤルティ共有条件が、前記ロイヤルティアカウントの前記ロイヤルティアカウ
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ント情報を、前記非接触支払端末を含む非接触支払端末のグループ中の別の非接触支払端
末に提供するために、前記電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条件を
含む、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１４９】
　前記ロイヤルティ共有条件が、前記ロイヤルティアカウントの前記ロイヤルティアカウ
ント情報を、前記非接触支払端末が配置されている所定の地理的領域内にある１つ以上の
非接触支払端末に提供するために、前記電子デバイスが事前に認証されているときに満足
される条件を含む、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１５０】
　前記処理ユニットが、
　ロイヤルティアカウント情報の前記リクエストを受け取る前に、前記非接触支払端末の
フィールドを検出することと、
　前記非接触支払端末の前記フィールドを検出する前に、前記電子デバイスの前記１つ以
上の入力デバイスを介して、前記先に進むための認証を受け取ることと、を行うように更
に構成されている、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１５１】
　前記処理ユニットが、
　ロイヤルティアカウント情報の前記リクエストを受け取る前に、前記非接触支払端末の
フィールドを検出することと、
　前記非接触支払端末の前記フィールドを検出している間に、前記電子デバイスの前記１
つ以上の入力デバイスを介して、前記先に進むための認証を受け取ることと、を行うよう
に更に構成されている、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１５２】
　前記処理ユニットが、
　所定の数のロイヤルティアカウントに関して、前記１つ以上の無線通信要素を介して、
ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触支払端末に送信した
後で、前記非接触支払端末から、第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウン
ト情報のリクエストを受け取ることと、
　前記非接触支払からの前記第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情
報の前記リクエストの受け取りに応答して、前記支払取引のために前記非接触支払に前記
第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送信するのを取り止める
ことと、を行うように更に構成されている、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイ
ス。
【請求項１５３】
　前記１つ以上の入力デバイスが指紋センサを備え、前記認証が、
　前記電子デバイスの前記指紋センサ上のそれぞれの指紋を検出することと、
　前記指紋センサ上で前記それぞれの指紋を検出することに応答して、支払取引を認証で
きる登録済みの指紋と前記指紋が一致すると判定することと、に従って提供された、請求
項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１５４】
　前記１つ以上の入力デバイスがタッチ感知面を備え、前記認証が、
　前記電子デバイスの前記タッチ感知面を介してパスコードを受け取ることと、
　前記パスコードの受け取りに応答して、支払取引を認証できる登録済みのパスコードと
前記パスコードが一致すると判定することと、に従って提供された、請求項１４０又は１
４１に記載の電子デバイス。
【請求項１５５】
　前記支払取引が前記電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われる、請
求項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１５６】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上
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の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含み、前記１つ
以上の異なるロイヤルティアカウントが、前記支払取引のために使用される前記ロイヤル
ティアカウントとは異なっている、請求項１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１５７】
　前記処理ユニットが、
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を前記非接触支払端末に
送信することであって、前記支払アカウント情報により前記非接触支払端末が前記支払取
引を行うことが可能になる、こと、を行うように更に構成されている、請求項１４０又は
１４１に記載の電子デバイス。
【請求項１５８】
　１つ以上の無線通信要素と、
　ディスプレイユニットと、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用
可能である支払取引についての情報を受け取ること、並びに
　　支払取引についての前記情報の受け取りに応答して、前記ディスプレイユニット上で
の、
　　　前記支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　　前記支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの表示の同時の表示を可能にす
ること、を行うように構成された処理ユニットと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項１５９】
　前記処理ユニットが、
　前記ディスプレイユニット上での、前記支払取引に関する前記支払アカウントの前記表
示及び前記支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの前記表示の同時の表示を可能
にした後で、前記電子デバイスの電子財布の前記支払アカウントを使用して前記支払取引
を行うように更に構成されている、請求項１５８に記載の電子デバイス。
【請求項１６０】
　前記処理ユニットが、
　前記ディスプレイユニット上での、前記支払取引に関する前記支払アカウントの前記表
示及び前記支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの前記表示の同時の表示を可能
にする前に、前記電子デバイスの電子財布の前記支払アカウントを使用して前記支払取引
を行うように更に構成されている、請求項１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１６１】
　前記処理ユニットが、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である前記
支払取引についての情報を受け取る前に、
　　非接触支払端末のフィールドを検出することと、
　　前記ロイヤルティアカウントが使用できる位置に前記電子デバイスがあると判定する
ことと、を行うように更に構成されている、請求項１５８又は１５９に記載の電子デバイ
ス。
【請求項１６２】
　前記処理ユニットが、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である前記
支払取引についての情報を受け取る前に、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記非接触支払端末から、前記支払取引端末
においてロイヤルティアカウント情報が入力済みであることを示す情報を受け取るように
更に構成されている、請求項１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１６３】
　前記処理ユニットが、
　前記１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である前記



(28) JP 2020-74203 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

支払取引についての情報を受け取る前に、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して、前記非接触支払端末から、前記ロイヤルティ
アカウントが受け付けられる見込みであることを示す情報を受け取るように更に構成され
ている、請求項１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１６４】
　前記支払取引が前記電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われる、請
求項１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１６５】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上
の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含み、前記１つ
以上の異なるロイヤルティアカウントが、前記支払取引のために使用される前記ロイヤル
ティアカウントとは異なっている、請求項１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１６６】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記ロイヤルティアカウントに関するロイヤルティア
カウント情報、及び前記支払アカウントに関する支払アカウント情報を含む、請求項１５
８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１６７】
　前記支払アカウントがデフォルトの支払アカウントである、請求項１５８又は１５９に
記載の電子デバイス。
【請求項１６８】
　前記ディスプレイユニット上での、前記支払取引に関する前記支払アカウントの前記表
示及び前記支払取引に関する前記ロイヤルティアカウントの前記表示の同時の表示を可能
にすることが、前記支払取引を進めるための認証を受け取る前に行われる、請求項１５８
又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１６９】
　前記処理ユニットが、
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、前記支払アカウントの支払アカウント情報を
前記非接触支払端末に送信することであって、前記支払アカウント情報により前記非接触
支払端末が前記支払取引を行うことが可能になる、こと、を行うように更に構成されてい
る、請求項１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１７０】
　前記処理ユニットが、
　前記支払アカウントの支払アカウント情報を送信した後で、前記１つ以上の無線通信要
素を使用して、前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触
支払端末に送信するように更に構成されている、請求項１６９に記載の電子デバイス。
【請求項１７１】
　前記処理ユニットが、
　前記支払アカウントの支払アカウント情報を送信する前に、前記１つ以上の無線通信要
素を使用して、前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を前記非接触
支払端末に送信するように更に構成されている、請求項１６９に記載の電子デバイス。
【請求項１７２】
　前記処理ユニットが、
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、前記支払アカウントの支払アカウント情報及
び前記ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の受け付けの確認通知を受
け取ることと、
　支払アカウント情報の受け付けの確認通知の受け取りに応答して、前記ディスプレイ上
に、前記支払アカウントの支払アカウント情報及び前記ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報の受け付けの確認通知の表示を可能にすることと、を行うように更
に構成されている、請求項１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１７３】
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　前記処理ユニットが、
　前記非接触支払端末が前記ロイヤルティアカウントを承認していないと判定することと
、
　前記非接触支払端末が前記ロイヤルティアカウントを承認していないとの判定に応答し
て、前記支払アカウントの前記表示の表示を、及び前記ロイヤルティアカウントの前記表
示の表示の取り止めを、可能にすることと、を行うように更に構成されている、請求項１
５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１７４】
　前記処理ユニットが、
　前記支払アカウントを前記非接触支払端末に送信する前に、前記ディスプレイユニット
上での、前記ロイヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルティプログラムを使用す
ることの見込まれる利益の説明の表示を可能にするように更に構成されている、請求項１
６９に記載の電子デバイス。
【請求項１７５】
　前記処理ユニットが、
　前記支払アカウントを前記非接触支払端末に送信した後で、前記ディスプレイユニット
上での、前記ロイヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルティプログラムを使用す
ることによって生じる割引の説明の表示を可能にするように更に構成されている、請求項
１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１７６】
　前記処理ユニットが、
　前記支払アカウントを前記非接触支払端末に送信した後で、前記ディスプレイユニット
上での、前記ロイヤルティアカウントと関連付けられた目的に対する進捗の表示の表示を
可能にするように更に構成されている、請求項１５８又は１５９に記載の電子デバイス。
【請求項１７７】
　１つ以上の無線通信要素と、
　　前記１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられた
リクエストを受け取ること、
　　前記リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか
否かを判定すること、
　　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエスト
を含まないとの判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して前記支払取引を進
めること、並びに
　　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエスト
を含むとの判定に従って、
　　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　　前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、前記特定の支
払アカウントタイプの支払アカウントを使用した前記支払取引を進めるのを取り止めるこ
と、
　を行うように構成された処理ユニットと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項１７８】
　前記処理ユニットが、
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含むとの判定に従って、及び前記支払アカウント選択条件が満足されているとの判定に従
って、前記特定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して前記支払取引を
進めるように更に構成されている、請求項１７７に記載の電子デバイス。
【請求項１７９】
　前記処理ユニットが、
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
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含むとの判定に従って、及び前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に
従って、前記特定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して前記支払取引
を進めるためのユーザからの認証を要求するように更に構成されている、請求項１７７又
は１７８に記載の電子デバイス。
【請求項１８０】
　前記処理ユニットが、
　前記リクエストが前記特定の支払アカウントタイプを使用した支払の前記リクエストを
含むとの判定に従って、及び前記支払アカウント選択条件が満足されていないとの前記判
定に従って、
　　ユーザ入力を受け取ることと、
　　前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記支払取引を進めるために、前記特定の支
払アカウントタイプの前記支払アカウントとは異なっている第２の支払アカウントが使用
される見込みであるとの表示を提供することと、を行うように更に構成されている、請求
項１７７又は１７８に記載の電子デバイス。
【請求項１８１】
　前記第２の支払アカウントが前記デフォルトの支払アカウントである、請求項１８０に
記載の電子デバイス。
【請求項１８２】
　前記支払アカウント選択条件が、
　前記非接触支払端末が第１のタイプのものである、及び
　前記デバイスを使用して支払取引を進めるための認証を前記デバイスが受け取る前に別
の支払アカウントを指定する入力がない場合に、前記第１のタイプの非接触支払端末にお
いて前記特定の支払アカウントタイプの前記特定の支払アカウントを使用するための承認
を前記デバイスがユーザからまだ受け取っていないときに、満足されない、請求項１７７
又は１７８に記載の電子デバイス。
【請求項１８３】
　前記支払アカウント選択条件が、前記デバイスが前記非接触支払端末から検証されたリ
クエストを受け取るときに満足される基準を含む、請求項１７７又は１７８に記載の電子
デバイス。
【請求項１８４】
　前記支払アカウント選択条件が、前記デバイスが、前記非接触支払端末において前記特
定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進
めているときに満足される基準を含む、請求項１７７又は１７８に記載の電子デバイス。
【請求項１８５】
　前記支払アカウント選択条件が、前記デバイスが、前記非接触支払端末と関連付けられ
る位置において、前記特定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して１つ
以上の支払取引を既に進めているときに満足される基準を含む、請求項１７７又は１７８
に記載の電子デバイス。
【請求項１８６】
　前記支払アカウント選択条件が、前記デバイスが、前記非接触支払端末において前記特
定の支払アカウントタイプの前記支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進
めているときに満足される基準を含む、請求項１７７又は１７８に記載の電子デバイス。
【請求項１８７】
　前記処理ユニットが、
　前記支払取引と関連付けられた前記リクエストを受け取る前に、
　　前記特定の支払アカウントに関する支払アカウント情報を受け取ることと、
　　前記デバイスを使用して支払取引を進めるための認証を前記デバイスが受け取る前に
別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触支払端末におい
て前記特定の支払アカウントが使用されるべきか否かを示すユーザ入力を受け取ることと
、を行うように更に構成されている、請求項１７７又は１７８に記載の電子デバイス。
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【請求項１８８】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上
の異なる支払アカウントを含み、前記１つ以上の異なる支払アカウントが、前記特定の支
払アカウントとは異なっている、請求項１７７又は１７８に記載の電子デバイス。
【請求項１８９】
　電子デバイスであって、
　位置センサと、
　ディスプレイユニットと、
　　前記位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと
関連付けられていることを検出すること、
　　前記現在の位置が前記特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられている
ことを検出することに応答して、
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
たユーザ選好の表示を前記電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
た前記ユーザ選好の表示を前記デバイスが既に受け取っているとの判定に従って、前記デ
ィスプレイユニット上での、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用可
能であるという視覚的表示の表示を可能にすること、及び
　　　前記現在の位置において前記特定の支払アカウントを使用することと関連付けられ
た前記ユーザ選好の表示を前記デバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、前記
ディスプレイユニット上での、前記特定の支払アカウントが前記位置で使用するのに利用
可能であるという前記視覚的表示の表示を可能にするのを取り止めること、を行うように
構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
【請求項１９０】
　前記ディスプレイユニット上での前記視覚的表示の表示を可能にすることが、前記デバ
イスを使用して支払取引を進めるための認証を前記デバイスが受け取る前に別の支払アカ
ウントを指定する入力がない場合に、前記現在の位置において行われる支払取引のために
前記特定の支払アカウントが使用される見込みであるという視覚的表示の表示を可能にす
ることを含む、請求項１８９に記載の電子デバイス。
【請求項１９１】
　前記ディスプレイユニット上での前記視覚的表示の表示を可能にすることが、前記現在
の位置において行われる支払取引のために前記特定の支払アカウントが使用されることを
推奨する視覚的表示の表示を可能にすることを含む、請求項１８９に記載の電子デバイス
であって、前記処理ユニットが、
　前記推奨を受け入れるユーザ入力を受け取ることと、
　前記現在の位置にある非接触支払端末において使用するために前記特定の支払アカウン
トを準備することと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
【請求項１９２】
　前記現在の位置が、受信された近距離通信信号及び受信されたＧＰＳ信号のうちの、１
つ以上に基づいている、請求項１８９から１９１のいずれか一項に記載の電子デバイス。
【請求項１９３】
　請求項１８９から１９１のいずれか一項に記載の電子デバイスであって、前記電子デバ
イスが近距離通信無線装置を含み、前記処理ユニットが、
　ユーザ選好の表示を前記電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定した後で、
　　前記支払取引を進めるための認証が提供されていない間に、前記近距離通信無線装置
によって、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出することと、
　　前記支払取引を進めるための認証が提供されていない前記非接触支払端末が生成した
前記フィールドの存在の検出に応答して、支払を認証するためのプロンプトを提供するこ
とと、
　　前記プロンプトを提供した後で、前記現在の位置における支払取引において使用する
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ための第２の支払アカウントを選択するユーザ入力を受け取ることと、
　　前記第２の支払アカウントを選択する前記ユーザ入力の受け取りに応答して、前記支
払取引において前記第２の支払アカウントを使用するよう準備することと、を行うように
更に構成されている、電子デバイス。
【請求項１９４】
　前記電子デバイスの電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上
の異なる支払アカウントを含み、前記１つ以上の異なる支払アカウントが、前記特定の支
払アカウントとは異なっている、請求項１８９から１９１のいずれか一項に記載の電子デ
バイス。
【請求項１９５】
　電子デバイスであって、
　ディスプレイユニットと、
　１つ以上の入力デバイスと、
　　前記１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを前記電子デバイスとリンクさせ
るリクエストを受け取ることであって、前記リクエストがアカウント情報を含む、こと、
　　前記１つ以上の入力デバイスを介して前記リクエストを受け取ることに応答して、
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定するこ
と、
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、
前記ディスプレイユニット上での、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユー
ザ選択を可能にする、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースの表示を可能に
すること、及び
　　　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って
、前記ディスプレイユニット上での、前記支払カードの複数の支払アカウントの間でのユ
ーザ選択を可能にしない、前記支払カード用の支払アカウントインタフェースの表示を可
能にすること、を行うように構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
【請求項１９６】
　前記電子デバイスがカメラセンサを含み、前記支払カードを前記電子デバイスとリンク
させる前記リクエストが前記支払カードの画像に基づいており、前記画像が前記電子デバ
イスの前記カメラセンサによって取り込まれる、請求項１９５に記載の電子デバイス。
【請求項１９７】
　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、前記支払カード用の前
記支払アカウントインタフェースが、前記支払カードと関連付けられた前記複数の支払ア
カウントに関する複数のアフォーダンスを含む、請求項１９５又は１９６に記載の電子デ
バイス。
【請求項１９８】
　前記複数のアフォーダンスが、これらが単一の支払カードに関連していることを示すよ
うに、１つにグループ化される、請求項１９７に記載の電子デバイス。
【請求項１９９】
　前記複数のアフォーダンスが１行に表示されている、請求項１９７に記載の電子デバイ
ス。
【請求項２００】
　請求項１９５又は１９６に記載の電子デバイスであって、前記電子デバイスがタッチ感
知面ユニットを含み、前記処理ユニットが、
　前記タッチ感知面において、垂直スワイプ入力を受け取ることと、
　前記垂直スワイプ入力の受け取りに応答して、複数のアフォーダンスの表示を可能にす
ることであって、前記複数のアフォーダンスのうちの第１のカードアフォーダンスが、複
数の支払アカウントの第１のグループを表し、前記複数のアフォーダンスのうちの第２の
カードアフォーダンスが、前記第１のグループとは別の、複数の支払アカウントの第２の
グループを表す、ことと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
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【請求項２０１】
　前記処理ユニットが、
　前記第１のカードアフォーダンスをアクティブ化するユーザ入力を受け取ることと、
　前記第１のカードアフォーダンスをアクティブ化する前記ユーザ入力の受け取りに応答
して、複数の支払アカウントの前記第１のグループと関連付けられたアカウントアフォー
ダンスの第１のセットの表示を可能にすることと、を行うように更に構成されている、請
求項２００に記載の電子デバイス。
【請求項２０２】
　前記支払カードの前記複数の支払アカウントに関する前記表示された複数のアフォーダ
ンスが、前記電子デバイスの現在の位置に基づいている、請求項１９５又は１９６に記載
の電子デバイス。
【請求項２０３】
　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、前記デバイスが近距離
通信無線装置を含む、請求項１９５又は１９６に記載の電子デバイスであって、前記処理
ユニットが、
　前記近距離通信無線装置によって、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出
することと、
　前記非接触支払端末が生成した前記フィールドの存在の検出に応答して、前記非接触支
払端末が第１のタイプの支払アカウントをサポートしているか否かを判定することと、
　前記非接触支払端末が前記第１のタイプの支払アカウントをサポートしていないとの判
定に従って、前記第１のタイプの前記支払カードの前記支払アカウントを選択するための
選択肢を提供するのを取り止めることと、を行うように更に構成されている、電子デバイ
ス。
【請求項２０４】
　前記支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、前記支払カード用の前
記支払アカウントインタフェースが、前記支払カードと関連付けられた前記複数の支払ア
カウントに関する複数のアフォーダンスを含み、前記複数のアフォーダンスが優先順位に
基づいて表示される、請求項１９５又は１９６に記載の電子デバイス。
【請求項２０５】
　電子デバイスであって、
　ディスプレイユニットと、
　　前記電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーシ
ョン用のユーザインタフェースの表示を可能にすることであって、
　　　前記金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーション
であり、
　　　前記金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス
可能な前記デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、こと、
　　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースの表示を可能にしている間
に、前記金融機関と関連付けられた支払アカウントを前記電子財布に追加するリクエスト
を受け取ること、並びに
　　前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントを前記電子財布に追加する前記リ
クエストの受け取りに応答して、及び前記電子財布への前記支払アカウントの追加が認証
されているとの判定に従って、前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支
払アカウントと関連付けられた情報を、前記第一者の電子財布アプリケーションによって
アクセス可能な前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶すること、
　を行うように構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
【請求項２０６】
　前記認証が、ユーザから、前記電子デバイスにおけるユーザ入力を介して受け取られる
、請求項２０５に記載の電子デバイス。
【請求項２０７】
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　前記認証が前記金融機関から受け取られる、請求項２０５又は２０６に記載の電子デバ
イス。
【請求項２０８】
　前記処理ユニットが、
　前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支払アカウントと関連付けられ
た情報を前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶する前に、前記金融アプリケー
ションに関するユーザログイン情報を含むユーザ入力を受け取るように更に構成されてい
る、請求項２０５又は２０６に記載の電子デバイス。
【請求項２０９】
　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースが、前記金融機関と関連付け
られた前記支払アカウントについての表示された詳細を含む、請求項２０５又は２０６に
記載の電子デバイス。
【請求項２１０】
　前記処理ユニットが、
　前記第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェースの表示を可能にする
ことであって、前記表示された前記第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタ
フェースが、前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントについての前記詳細を含
む、こと、を行うように更に構成されている、請求項２０９に記載の電子デバイス。
【請求項２１１】
　前記処理ユニットが、
　前記デバイスの前記安全確保されたエリアから、前記記憶された前記支払アカウントと
関連付けられた情報にアクセスすることと、
　前記アクセスされた前記支払アカウントと関連付けられた情報を、前記デバイスの前記
安全確保されたエリアにアクセスすることを制限されている購入アプリケーションに提供
することと、を行うように更に構成されている、請求項２０５又は２０６に記載の電子デ
バイス。
【請求項２１２】
　請求項２０５又は２０６に記載の電子デバイスであって、前記電子デバイスが１つ以上
の無線通信要素を含み、前記処理ユニットが、
　前記デバイスの前記安全確保されたエリアから、前記記憶された前記支払アカウントと
関連付けられた情報にアクセスすることと、
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、前記支払アカウントと関連付けられた前記情
報を前記電子デバイスに近接した支払端末に送信することであって、前記支払アカウント
と関連付けられた前記情報により前記支払端末が支払取引を行うことが可能になる、こと
と、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
【請求項２１３】
　前記処理ユニットが、
　前記金融アプリケーションに、前記デバイスの前記安全確保されたエリアの一部へのア
クセス権を提供するように更に構成されている、請求項２０５又は２０６に記載の電子デ
バイス。
【請求項２１４】
　前記処理ユニットが、
　前記支払アカウントと関連付けられた情報を、前記デバイスの前記安全確保されたエリ
アに書き込むように更に構成されている、請求項２０５又は２０６に記載の電子デバイス
。
【請求項２１５】
　前記処理ユニットが、
　前記支払アカウントと関連付けられた前記情報を前記デバイスの前記安全確保されたエ
リアに書き込むことに応答して、前記支払アカウントが前記デバイスにリンクされている
との表示を提供するように更に構成されている、請求項２１４に記載の電子デバイス。
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【請求項２１６】
　前記電子デバイスの前記電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ
以上の異なる支払アカウントを含む、請求項２０５又は２０６に記載の電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１５年６月５日に出願され、「ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＦＯＲ
　ＬＯＹＡＬＴＹ　ＡＣＣＯＵＮＴＳ　ＡＮＤ　ＰＲＩＶＡＴＥ　ＬＡＢＥＬ　ＡＣＣＯ
ＵＮＴＳ」と題する、米国仮出願第６２／２３０，４４１号からの優先権を主張し、同出
願はその全体が本明細書において参照により組み込まれる。
【０００２】
　本出願は、以下の仮出願に関連する。２０１４年５月２９日に出願され、「ＵＳＥＲ　
ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＦＯＲ　ＰＡＹＭＥＮＴＳ」と題する、米国特許出願第６２／００
４，８８６号（参照番号Ｐ２２８４８ＵＳＰ１）、２０１４年９月８日に出願され、「Ｕ
ＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＦＯＲ　ＰＡＹＭＥＮＴＳ」と題する、米国特許出願第６
２／０４７，５４５号（参照番号Ｐ２２８４８ＵＳＰ２）、２０１５年３月３日に出願さ
れ、「ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＦＯＲ　ＰＡＹＭＥＮＴＳ」と題する、米国特許
出願第６２／１２７，７９０号（参照番号Ｐ２２８４８ＵＳＰ３）、及び２０１５年２月
１日に出願され、「ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ　ＦＯＲ　ＰＡＹＭＥＮＴＳ」と題す
る、米国特許出願第６２／１１０，５６６号（参照番号Ｐ２６０４９ＵＳＰ１）、２０１
３年１２月６日に出願され、「ＰＲＯＶＩＳＩＯＮＩＮＧ　ＡＮＤ　ＡＵＴＨＥＮＴＩＣ
ＡＴＩＮＧ　ＣＲＥＤＥＮＴＩＡＬＳ　ＯＮ　ＡＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＤＥＶＩＣ
Ｅ」と題する、米国特許出願第６１／９１２，７２７号（参照番号Ｐ１９５４３ＵＳＰ１
）、２０１３年１１月２７日に出願され、「ＰＲＯＶＩＳＩＯＮＩＮＧ　ＯＦ　ＣＲＥＤ
ＥＮＴＩＡＬＳ　ＯＮ　ＡＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＤＥＶＩＣＥ　ＵＳＩＮＧ　ＰＡ
ＳＳＷＯＲＤＳ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＥＤ　ＯＶＥＲ　ＶＥＲＩＦＩＥＤ　ＣＨＡＮＮ
ＥＬＳ」と題する、米国特許出願第６１／９０９，７１７号（参照番号Ｐ１９９５０ＵＳ
Ｐ１）、２０１４年５月２８日に出願され、「ＯＮＬＩＮＥ　ＰＡＹＭＥＮＴＳ　ＵＳＩ
ＮＧ　Ａ　ＳＥＣＵＲＥ　ＥＬＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＡＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＤＥＶ
ＩＣＥ」と題する、米国特許出願第６２／００４，１８２号（参照番号Ｐ２０４５０ＵＳ
Ｐ４）、２０１３年１２月２３日に出願され、「ＤＥＬＥＴＩＯＮ　ＯＦ　ＣＲＥＤＥＮ
ＴＩＡＬＳ　ＦＲＯＭ　ＡＮ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＤＥＶＩＣＥ」と題する、米国特
許出願第６１／９２０，０２９号（参照番号Ｐ２１０８４ＵＳＰ１）、２０１３年１１月
４日に出願され、「ＵＳＩＮＧ　ＢＩＯＡＵＴＨＥＮＴＩＣＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＮＥＡＲ
－ＦＩＥＬＤ－ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ」と題する、米
国特許出願第６１／８９９，７３７号（参照番号Ｐ２１６４６ＵＳＰ１）、２０１３年１
１月１５日に出願され、「ＧＥＮＥＲＡＴＩＮＧ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ　ＩＤＥＮＴ
ＩＦＩＥＲＳ」と題する、米国特許出願第６１／９０５，０３５号（参照番号Ｐ２１７１
４ＵＳＰ１）、２０１３年１１月１５日に出願され、「ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＲＥＣＥ
ＩＰＴＳ　ＦＯＲ　ＮＦＣ－ＢＡＳＥＤ　ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ
Ｓ」と題する、米国特許出願第６１／９０５，０４２号（参照番号２１７３４ＵＳＰ１）
、２０１４年５月２９日に出願され、「ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ－ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ　
ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ」と題する、米国特許出願第６２／００４，７９８号（参照
番号Ｐ２３２１１ＵＳＰ１）、２０１４年５月２９日に出願され、「ＭＥＴＨＯＤＳ　Ｆ
ＯＲ　ＭＡＮＡＧＩＮＧ　ＰＡＹＭＥＮＴ　ＡＰＰＬＥＴＳ　ＯＮ　Ａ　ＳＥＣＵＲＥ　
ＥＬＥＭＥＮＴ　ＴＯ　ＣＯＮＤＵＣＴ　ＭＯＢＩＬＥ　ＰＡＹＭＥＮＴ　ＴＲＡＮＳＡ
ＣＴＩＯＮＳ」と題する、米国特許出願第６２／００４，８３７号（参照番号Ｐ２３２１
５ＵＳＰ１）、２０１４年５月２９日に出願され、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＯＰＥＲ
ＡＴＩＮＧ　Ａ　ＰＯＲＴＡＢＬＥ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＤＥＶＩＣＥ　ＴＯ　ＣＯ
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ＮＤＵＣＴ　ＭＯＢＩＬＥ　ＰＡＹＭＥＮＴ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ」と題する、米
国特許出願第６２／００４，８４０号（参照番号Ｐ２３２２３ＵＳＰ１）、２０１４年５
月２９日に出願され、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＵＳＩＮＧ　Ａ　ＰＲＩＭＡＲＹ　Ｕ
ＳＥＲ　ＤＥＶＩＣＥ　ＴＯ　ＰＲＯＶＩＳＩＯＮ　ＣＲＥＤＥＮＴＩＡＬＳ　ＯＮＴＯ
　Ａ　ＳＥＣＯＮＤＡＲＹ　ＵＳＥＲ　ＤＥＶＩＣＥ」と題する、米国特許出願第６２／
００４，８３５号（参照番号Ｐ２３２２４ＵＳＰ１）；２０１４年５月２９日に出願され
、「ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＵＳＩＮＧ　Ａ　ＲＡＮＤＯＭ　ＡＵＴＨＯＲＩＺＡＴＩ
ＯＮ　ＮＵＭＢＥＲ　ＴＯ　ＰＲＯＶＩＤＥ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＳＥＣＵＲＩＴＹ　Ｆ
ＯＲ　Ａ　ＳＥＣＵＲＥ　ＥＬＥＭＥＮＴ」と題する、米国特許出願第６２／００４，８
３２号（参照番号Ｐ２３２６１ＵＳＰ１）、２０１４年５月２９日に出願され、「ＵＳＥ
Ｒ　ＤＥＶＩＣＥ　ＳＥＣＵＲＥ　ＰＡＲＴＩＣＩＰＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＴＲＡＮＳＡＣ
ＴＩＯＮＳ　ＶＩＡ　ＬＯＣＡＬ　ＳＥＣＵＲＥ　ＥＬＥＭＥＮＴ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ
　ＯＦ　ＭＥＣＨＡＮＩＣＡＬ　ＩＮＰＵＴ」と題する、米国特許出願第６２／００４，
３３８号（参照番号Ｐ２２９３１ＵＳＰ１）、及び２０１３年１１月２７日に出願され、
「ＳＥＣＵＲＥ　ＰＲＯＶＩＳＩＯＮＩＮＧ　ＯＦ　ＣＲＥＤＥＮＴＩＡＬＳ　ＯＮ　Ａ
Ｎ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣ　ＤＥＶＩＣＥ」と題する、米国実用特許出願第１４／０９２
，２０５号（参照番号Ｐ１９５４５ＵＳ１）。これらのそれぞれは、全体が、参照により
本明細書に組み込まれる。
【０００３】
　［技術分野］
　本開示は、一般的に、コンピュータユーザインタフェースに関し、より具体的には、ロ
イヤルティアカウント及び支払アカウントと関連付けられたコンピュータユーザインタフ
ェースに関する。
【背景技術】
【０００４】
　近年、販売時点管理端末において及びインターネットを介して、電子デバイスを使用し
て支払を行うこと及びロイヤルティアカウントを提供することが、大幅に増えている。例
示的な販売時点管理端末としては、近距離通信対応型（ＮＦＣ対応型）端末、ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）対応型端末、及びバーコードスキャナ対応型端末が挙げられる。電
子デバイスをこれらの例示的な端末と連携させて使用することで、その電子デバイスのユ
ーザは、例えば物品若しくはサービスの購入代金の支払を行うこと、及び／又はロイヤル
ティアカウント情報を提供することが可能になる。
【発明の概要】
【０００５】
　しかしながら、アカウントを電子デバイスにリンクする、取引において使用するアカウ
ントを選択する、及び取引の際にアカウント情報を送信するための一部の技法は、一般に
面倒であり非効率的である。例えば、既存の技法は、複数回のキー押下又は打鍵を含む場
合がある、複雑かつ時間のかかるユーザインタフェースを使用している。既存の技法では
、必要以上の時間が必要であり、ユーザの時間及びデバイスの電力を浪費する。この後者
の考慮事項は、バッテリ動作デバイスにおいては特に重要である。
【０００６】
　したがって、アカウントを電子デバイスにリンクする、取引において使用するアカウン
トを選択する、及び取引の際にアカウント情報を送信するための、より高速でより効率的
な方法及びインタフェースを備えた電子デバイスの必要性が存在する。このような方法及
びインタフェースは、同様のタスクを実行するための他の方法を任意選択的に補完するか
、又は置き換える。このような方法及びインタフェースは、ユーザの認識的負担を軽減し
、より効率的なヒューマン－マシンインタフェースを実現する。バッテリ動作式のコンピ
ューティングデバイスの場合には、かかる方法及びインタフェースにより、電力が節約さ
れ、バッテリの充電間隔が増すことになる。
【０００７】
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　一部の実施形態では、方法が開示され、この方法は、ディスプレイと１つ以上の無線通
信要素とを備えた電子デバイスにおいて、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカ
ウント情報を電子デバイスに近接した支払端末に送信することであって、支払アカウント
情報により支払端末が支払取引を行うことが可能になる、ことと、支払端末を用いて支払
取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ情報を
受け取ることと、ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示することと、リンクア
フォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、ユーザ入力の受け
取りに応答して、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクす
るためのユーザインタフェースを表示することと、を含む。
【０００８】
　一部の実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体が記載され、この非一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体は、ディスプレイと１つ以上の無線通信要素とを備えた電子デバイス
の１つ以上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、こ
の１つ以上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバ
イスに、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を電子デバイスに近接
した支払端末に送信することであって、支払アカウント情報により支払端末が支払取引を
行うことが可能になる、ことと、支払端末を用いて支払取引を行った後で、リモートソー
スから、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ情報を受け取ることと、ディスプレイ上
に、リンクアフォーダンスを表示することと、リンクアフォーダンスのアクティブ化に対
応するユーザ入力を受け取ることと、ユーザ入力の受け取りに応答して、ディスプレイ上
に、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを
表示することと、を行わせる命令を含む。
【０００９】
　一部の実施形態では、一時的コンピュータ可読媒体が記載され、この一時的コンピュー
タ可読記憶媒体は、ディスプレイと１つ以上の無線通信要素とを備えた電子デバイスの１
つ以上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、この１
つ以上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイス
に、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を電子デバイスに近接した
支払端末に送信することであって、支払アカウント情報により支払端末が支払取引を行う
ことが可能になる、ことと、支払端末を用いて支払取引を行った後で、リモートソースか
ら、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ情報を受け取ることと、ディスプレイ上に、
リンクアフォーダンスを表示することと、リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応す
るユーザ入力を受け取ることと、ユーザ入力の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、
ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示
することと、を行わせる命令を含む。
【００１０】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、ディスプレイと
、１つ以上の無線通信要素と、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプロセッ
サによって実行されたときに、電子デバイスに、１つ以上の無線通信要素を使用して、支
払アカウント情報を電子デバイスに近接した支払端末に送信することであって、支払アカ
ウント情報により支払端末が支払取引を行うことが可能になる、ことと、支払端末を用い
て支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ
情報を受け取ることと、ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示することと、リ
ンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、ユーザ入力
の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリ
ンクするためのユーザインタフェースを表示することと、を行わせる命令を含む、メモリ
に記憶された１つ以上のプログラムと、を備える。
【００１１】
　一部の実施形態では、方法が開示され、この方法は、１つ以上の無線通信要素と１つ以
上の入力デバイスとを備えた電子デバイスにおいて、１つ以上の無線通信要素を介して、
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電子デバイスに近接した非接触支払端末から、先に進むための認証が電子デバイスの１つ
以上の入力デバイスを介して提供されている、支払取引に関するロイヤルティアカウント
情報のリクエストを受け取ることと、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取
ることに応答して、ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、ロイ
ヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要素を介して
、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するこ
と、及びロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカ
ウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めることと
、を含む。
【００１２】
　一部の実施形態では、非一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体は、１つ以上の無線通信要素と１つ以上の入力デバイスとを備え
た電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを
備えており、この１つ以上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたと
きに、電子デバイスに、１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイスに近接した非接
触支払端末から、先に進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して
提供されている、支払取引に関するロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る
ことと、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることに応答して、ロイヤル
ティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、ロイヤルティ共有条件が満足され
ているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントの
ロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信すること、及びロイヤルティ共有条
件が満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウ
ント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めることと、を行わせる命令を含む。
【００１３】
　一部の実施形態では、一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体は、１つ以上の無線通信要素と１つ以上の入力デバイスとを備えた電
子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備え
ており、この１つ以上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに
、電子デバイスに、１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイスに近接した非接触支
払端末から、先に進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供
されている、支払取引に関するロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ること
と、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることに応答して、ロイヤルティ
共有条件が満足されているか否かを判定すること、ロイヤルティ共有条件が満足されてい
るとの判定に従って、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイ
ヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信すること、及びロイヤルティ共有条件が
満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント
情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めることと、を行わせる命令を含む。
【００１４】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、１つ以上の入力デバイスと、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上
のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、１つ以上の無線通信要素を介
して、電子デバイスに近接した非接触支払端末から、先に進むための認証が電子デバイス
の１つ以上の入力デバイスを介して提供されている、支払取引に関するロイヤルティアカ
ウント情報のリクエストを受け取ること、並びに、ロイヤルティアカウント情報のリクエ
ストを受け取ることに応答して、ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定す
ること、ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信
要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末
に送信すること、及びロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、ロイ
ヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り
止めること、を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備
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える。
【００１５】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、１つ以上の入力デバイスと、１つ以上のプロセッサと、１つ以上の無線通信
要素を介して、電子デバイスに近接した非接触支払端末から、先に進むための認証が電子
デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供されている、支払取引に関するロイヤル
ティアカウント情報のリクエストを受け取るための手段と、ロイヤルティアカウント情報
のリクエストを受け取ることに応答して、ロイヤルティ共有条件が満足されているか否か
を判定すること、ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の
無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触
支払端末に送信すること、及びロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従っ
て、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信する
のを取り止めること、を行うための手段と、を備える。
【００１６】
　一部の実施形態では、方法が開示され、この方法は、１つ以上の無線通信要素とディス
プレイとを備えた電子デバイスにおいて、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルテ
ィアカウントが使用のために利用可能である支払取引についての情報を受け取ることと、
支払取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、支払取引に関する支
払アカウントの表示、及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示を、同時に表
示することと、を含む。
【００１７】
　一部の実施形態では、非一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体は、１つ以上の無線通信要素とディスプレイとを備えた電子デバ
イスの１つ以上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており
、この１つ以上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子
デバイスに、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために
利用可能である支払取引についての情報を受け取ることと、支払取引についての情報の受
け取りに応答して、ディスプレイ上に、支払取引に関する支払アカウントの表示、及び支
払取引に関するロイヤルティアカウントの表示を、同時に表示することと、を行わせる命
令を含む。
【００１８】
　一部の実施形態では、一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体は、１つ以上の無線通信要素とディスプレイとを備えた電子デバイス
の１つ以上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、こ
の１つ以上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバ
イスに、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用
可能である支払取引についての情報を受け取ることと、支払取引についての情報の受け取
りに応答して、ディスプレイ上に、支払取引に関する支払アカウントの表示、及び支払取
引に関するロイヤルティアカウントの表示を、同時に表示することと、を行わせる命令を
含む。
【００１９】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、ディスプレイと、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプロセッ
サによって実行されたときに、電子デバイスに、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイ
ヤルティアカウントが使用のために利用可能である支払取引についての情報を受け取るこ
とと、支払取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、支払取引に関
する支払アカウントの表示、及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示を、同
時に表示することと、を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラム
と、を備える。
【００２０】
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　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、ディスプレイと、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウン
トが使用のために利用可能である支払取引についての情報を受け取るための手段と、支払
取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、支払取引に関する支払ア
カウントの表示、及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示を、同時に表示す
るための手段と、を備える。
【００２１】
　一部の実施形態では、方法が開示され、この方法は、１つ以上の無線通信要素を備えた
電子デバイスにおいて、１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と
関連付けられたリクエストを受け取ることと、リクエストが特定の支払アカウントタイプ
を使用した支払のリクエストを含むか否かを判定することと、リクエストが特定の支払ア
カウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないとの判定に従って、デフォルトの
支払アカウントを使用して支払取引を進めることと、リクエストが特定の支払アカウント
タイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定に従って、支払アカウント選択条件が
満足されているか否かを判定すること、及び支払アカウント選択条件が満足されていない
との判定に従って、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用した支払取引を
進めるのを取り止めることと、を含む。
【００２２】
　一部の実施形態では、非一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体は、１つ以上の無線通信要素を備えた電子デバイスの１つ以上の
プロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、この１つ以上の
プログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、１つ
以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリクエストを
受け取ることと、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエスト
を含むか否かを判定することと、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支
払のリクエストを含まないとの判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支
払取引を進めることと、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリク
エストを含むとの判定に従って、支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定
すること、及び支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支
払アカウントタイプの支払アカウントを使用した支払取引を進めるのを取り止めることと
、を行わせる命令を含む。
【００２３】
　一部の実施形態では、一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体は、１つ以上の無線通信要素を備えた電子デバイスの１つ以上のプロ
セッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、この１つ以上のプロ
グラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、１つ以上
の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリクエストを受け
取ることと、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含
むか否かを判定することと、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払の
リクエストを含まないとの判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支払取
引を進めることと、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエス
トを含むとの判定に従って、支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定する
こと、及び支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支払ア
カウントタイプの支払アカウントを使用した支払取引を進めるのを取り止めることと、を
行わせる命令を含む。
【００２４】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプロセッサによって実行さ
れたときに、電子デバイスに、１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払
取引と関連付けられたリクエストを受け取ること、リクエストが特定の支払アカウントタ
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イプを使用した支払のリクエストを含むか否かを判定すること、リクエストが特定の支払
アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないとの判定に従って、デフォルト
の支払アカウントを使用して支払取引を進めること、並びにリクエストが特定の支払アカ
ウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定に従って、支払アカウント選択
条件が満足されているか否かを判定すること、及び支払アカウント選択条件が満足されて
いないとの判定に従って、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用した支払
取引を進めるのを取り止めること、を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上
のプログラムと、を備える。
【００２５】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けら
れたリクエストを受け取るための手段と、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使
用した支払のリクエストを含むか否かを判定するための手段と、リクエストが特定の支払
アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないとの判定に従って、デフォルト
の支払アカウントを使用して支払取引を進めるための手段と、リクエストが特定の支払ア
カウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定に従って、支払アカウント選
択条件が満足されているか否かを判定すること、及び支払アカウント選択条件が満足され
ていないとの判定に従って、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用した支
払取引を進めるのを取り止めること、を行うための手段と、を備える。
【００２６】
　一部の実施形態では、方法が開示され、この方法は、位置センサとディスプレイとを備
えた電子デバイスにおいて、位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウント
の使用を促すことと関連付けられていることを検出することと、現在の位置が特定の支払
アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出することに応答して、現在
の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示
を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、現在の位置において特定の
支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に受け
取っているとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使
用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示すること、及び現在の位置において特
定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスがまだ
受け取っていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位
置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示するのを取り止めることと、を
含む。
【００２７】
　一部の実施形態では、非一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体は、位置センサとディスプレイとを備えた電子デバイスの１つ以
上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、この１つ以
上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付け
られていることを検出することと、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すこと
と関連付けられていることを検出することに応答して、現在の位置において特定の支払ア
カウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示を電子デバイスが既に受け取
っているか否かを判定すること、現在の位置において特定の支払アカウントを使用するこ
とと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に受け取っているとの判定に従って
、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であると
いう視覚的表示を表示すること、及び現在の位置において特定の支払アカウントを使用す
ることと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスがまだ受け取っていないとの判定に
従って、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能で
あるという視覚的表示を表示するのを取り止めることと、を行わせる命令を含む。
【００２８】
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　一部の実施形態では、一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体は、位置センサとディスプレイとを備えた電子デバイスの１つ以上の
プロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、この１つ以上の
プログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、位置
センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられ
ていることを検出することと、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関
連付けられていることを検出することに応答して、現在の位置において特定の支払アカウ
ントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示を電子デバイスが既に受け取って
いるか否かを判定すること、現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと
関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に受け取っているとの判定に従って、デ
ィスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるという
視覚的表示を表示すること、及び現在の位置において特定の支払アカウントを使用するこ
とと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスがまだ受け取っていないとの判定に従っ
て、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能である
という視覚的表示を表示するのを取り止めることと、を行わせる命令を含む。
【００２９】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、位置センサと、
ディスプレイと、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプロセッサによって実
行されたときに、電子デバイスに、位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカ
ウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出すること、現在の位置が特定の
支払アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出することに応答して、
現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の
表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、現在の位置において特
定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に
受け取っているとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置
で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示すること、及び現在の位置におい
て特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが
まだ受け取っていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがそ
の位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示するのを取り止めること、
を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える。
【００３０】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、位置センサと、
ディスプレイと、位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促
すことと関連付けられていることを検出するための手段と、現在の位置が特定の支払アカ
ウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出することに応答して、現在の位
置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示を電
子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、現在の位置において特定の支払
アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に受け取っ
ているとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用す
るのに利用可能であるという視覚的表示を表示すること、及び現在の位置において特定の
支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスがまだ受け
取っていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で
使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示するのを取り止めること、を行うた
めの手段と、を備える。
【００３１】
　一部の実施形態では、方法が開示され、この方法は、ディスプレイと１つ以上の入力デ
バイスとを備えた電子デバイスにおいて、１つ以上の入力デバイスを介して、支払カード
を電子デバイスとリンクさせるリクエストを受け取ることであって、このリクエストがア
カウント情報を含む、ことと、１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取るこ
とに応答して、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定す
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ること、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、デ
ィスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、
支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び支払カードが複数の
支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、支払カー
ドの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にしない、支払カード用の支払アカ
ウントインタフェースを表示することと、を含む。
【００３２】
　一部の実施形態では、非一時的コンピュータ可読媒体が記載され、この非一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体は、ディスプレイと１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイス
の１つ以上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、こ
の１つ以上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバ
イスに、１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリ
クエストを受け取ることであって、このリクエストがアカウント情報を含む、ことと、１
つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに応答して、支払カードが複数
の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること、支払カードが複数の支払
アカウントと関連付けられているとの判定に従って、ディスプレイ上に、支払カードの複
数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、支払カード用の支払アカウントイ
ンタフェースを表示すること、及び支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられて
いないとの判定に従って、ディスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間で
のユーザ選択を可能にしない、支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示する
ことと、を行わせる命令を含む。
【００３３】
　一部の実施形態では、一時的コンピュータ可読媒体が記載され、この一時的コンピュー
タ可読記憶媒体は、ディスプレイと１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスの１
つ以上のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、この１
つ以上のプログラムは、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイス
に、１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエ
ストを受け取ることであって、このリクエストがアカウント情報を含む、ことと、１つ以
上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに応答して、支払カードが複数の支
払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること、支払カードが複数の支払アカ
ウントと関連付けられているとの判定に従って、ディスプレイ上に、支払カードの複数の
支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、支払カード用の支払アカウントインタ
フェースを表示すること、及び支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていな
いとの判定に従って、ディスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユ
ーザ選択を可能にしない、支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること
と、を行わせる命令を含む。
【００３４】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、ディスプレイと
、１つ以上の入力デバイスと、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプロセッ
サによって実行されたときに、電子デバイスに、１つ以上の入力デバイスを介して、支払
カードを電子デバイスとリンクさせるリクエストを受け取ることであって、このリクエス
トがアカウント情報を含む、ことと、１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け
取ることに応答して、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを
判定すること、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従っ
て、ディスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能に
する、支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び支払カードが
複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、支
払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にしない、支払カード用の支
払アカウントインタフェースを表示することと、を行わせる命令を含む、メモリに記憶さ
れた１つ以上のプログラムと、を備える。
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【００３５】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、ディスプレイと
、１つ以上の入力デバイスと、１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバ
イスとリンクさせるリクエストを受け取るための手段であって、このリクエストがアカウ
ント情報を含む、手段と、１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに
応答して、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定するこ
と、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、ディス
プレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、支払
カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び支払カードが複数の支払
アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、支払カードの
複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にしない、支払カード用の支払アカウン
トインタフェースを表示すること、を行うための手段と、を備える。
【００３６】
　一部の実施形態では、方法が開示され、この方法は、ディスプレイを備えた電子デバイ
スにおいて、電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケ
ーション用のユーザインタフェースを表示することであって、この金融アプリケーション
が金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであり、この金融アプリケーショ
ンが、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保さ
れたエリアにアクセスすることを制限される、ことと、金融アプリケーション用のユーザ
インタフェースを表示している間に、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財
布に追加するリクエストを受け取ることと、金融機関と関連付けられた支払アカウントを
電子財布に追加するリクエストの受け取りに応答して、及び電子財布への支払アカウント
の追加が認証されているとの判定に従って、第三者のアプリケーションによって提供され
る支払アカウントと関連付けられた情報を、第一者の電子財布アプリケーションによって
アクセス可能なデバイスの安全確保されたエリアに記憶することと、を含む。
【００３７】
　一部の実施形態では、非一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体は、ディスプレイを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッサ
によって実行するための１つ以上のプログラムを備えており、この１つ以上のプログラム
は、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、ディスプレイ上
に、電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーション
用のユーザインタフェースを表示することであって、この金融アプリケーションが金融機
関と関連付けられた第三者のアプリケーションであり、この金融アプリケーションが、第
一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保されたエリ
アにアクセスすることを制限される、ことと、金融アプリケーション用のユーザインタフ
ェースを表示している間に、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加
するリクエストを受け取ることと、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布
に追加するリクエストの受け取りに応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が
認証されているとの判定に従って、第三者のアプリケーションによって提供される支払ア
カウントと関連付けられた情報を、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス
可能なデバイスの安全確保されたエリアに記憶することと、を行わせる命令を含む。
【００３８】
　一部の実施形態では、一時的コンピュータ可読記憶媒体が記載され、この一時的コンピ
ュータ可読記憶媒体は、ディスプレイを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッサによ
って実行するための１つ以上のプログラムを備えており、この１つ以上のプログラムは、
１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、ディスプレイ上に、
電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーション用の
ユーザインタフェースを表示することであって、この金融アプリケーションが金融機関と
関連付けられた第三者のアプリケーションであり、この金融アプリケーションが、第一者
の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保されたエリアに



(45) JP 2020-74203 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

アクセスすることを制限される、ことと、金融アプリケーション用のユーザインタフェー
スを表示している間に、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加する
リクエストを受け取ることと、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追
加するリクエストの受け取りに応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証
されているとの判定に従って、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウ
ントと関連付けられた情報を、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能
なデバイスの安全確保されたエリアに記憶することと、を行わせる命令を含む。
【００３９】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、ディスプレイと
、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに
、電子デバイスに、ディスプレイ上に、電子デバイス上の複数のアプリケーションのうち
の１つである金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示することであって、
この金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであり
、この金融アプリケーションが、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可
能なデバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、こと、金融アプ
リケーション用のユーザインタフェースを表示している間に、金融機関と関連付けられた
支払アカウントを電子財布に追加するリクエストを受け取ること、及び金融機関と関連付
けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストの受け取りに応答して、及び電
子財布への支払アカウントの追加が認証されているとの判定に従って、第三者のアプリケ
ーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報を、第一者の電子財布
アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保されたエリアに記憶するこ
と、を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える。
【００４０】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、ディスプレイと
、電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーション用
のユーザインタフェースを表示するための手段であって、この金融アプリケーションが金
融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであり、この金融アプリケーションが
、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保された
エリアにアクセスすることを制限される、手段と、金融アプリケーション用のユーザイン
タフェースを表示している間に、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に
追加するリクエストを受け取るための手段と、金融機関と関連付けられた支払アカウント
を電子財布に追加するリクエストの受け取りに応答して、及び電子財布への支払アカウン
トの追加が認証されているとの判定に従って、第三者のアプリケーションによって提供さ
れる支払アカウントと関連付けられた情報を、第一者の電子財布アプリケーションによっ
てアクセス可能なデバイスの安全確保されたエリアに記憶するための手段と、を備える。
【００４１】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、ディスプレイユ
ニットと、１つ以上の無線通信要素と、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウ
ント情報を電子デバイスに近接した支払端末に送信することであって、支払アカウント情
報により支払端末が支払取引を行うことが可能になる、こと、支払端末を用いて支払取引
を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ情報を受け
取ること、ディスプレイユニット上での、リンクアフォーダンスの表示を可能にすること
、リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ること、及びユー
ザ入力の受け取りに応答して、ディスプレイ上での、ロイヤルティアカウントを電子デバ
イスにリンクするためのユーザインタフェースの表示を可能にすること、を行うように構
成された処理ユニットと、を備える。
【００４２】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、１つ以上の入力デバイスと、１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイ
スに近接した非接触支払端末から、先に進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力
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デバイスを介して提供されている、支払取引に関するロイヤルティアカウント情報のリク
エストを受け取ること、並びに、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取るこ
とに応答して、ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、ロイヤル
ティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要素を介して、ロ
イヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信すること、
及びロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めること、を行
うように構成された処理ユニットと、を備える。
【００４３】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、ディスプレイユニットと、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティ
アカウントが使用のために利用可能である支払取引についての情報を受け取ること、並び
に支払取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイユニット上での、支払取
引に関する支払アカウントの表示、及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示
の同時の表示を可能にすること、を行うように構成された処理ユニットと、を備える。
【００４４】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、１つ以上の無線
通信要素と、１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けら
れたリクエストを受け取ること、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支
払のリクエストを含むか否かを判定すること、リクエストが特定の支払アカウントタイプ
を使用した支払のリクエストを含まないとの判定に従って、デフォルトの支払アカウント
を使用して支払取引を進めること、並びにリクエストが特定の支払アカウントタイプを使
用した支払のリクエストを含むとの判定に従って、支払アカウント選択条件が満足されて
いるか否かを判定すること、及び支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に
従って、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用した支払取引を進めるのを
取り止めること、を行うように構成された処理ユニットと、を備える。
【００４５】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、位置センサと、
ディスプレイユニットと、位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの
使用を促すことと関連付けられていることを検出すること、現在の位置が特定の支払アカ
ウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出することに応答して、現在の位
置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示を電
子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、現在の位置において特定の支払
アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に受け取っ
ているとの判定に従って、ディスプレイユニット上での、特定の支払アカウントがその位
置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示の表示を可能にすること、及び現在の
位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示を
デバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、ディスプレイユニット上での、特定
の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示の表示を可
能にするのを取り止めること、を行うように構成された処理ユニットと、を備える。
【００４６】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、ディスプレイユ
ニットと、１つ以上の入力デバイスと、１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを
電子デバイスとリンクさせるリクエストを受け取ることであって、このリクエストがアカ
ウント情報を含む、こと、１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに
応答して、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定するこ
と、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、ディス
プレイユニット上での、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能に
する、支払カード用の支払アカウントインタフェースの表示を可能にすること、及び支払
カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、ディスプレイ
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ユニット上での、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にしない
、支払カード用の支払アカウントインタフェースの表示を可能にすること、を行うように
構成された処理ユニットと、を備える。
【００４７】
　一部の実施形態では、電子デバイスが記載され、この電子デバイスは、ディスプレイユ
ニットと、電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケー
ション用のユーザインタフェースの表示を可能にすることであって、この金融アプリケー
ションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであり、この金融アプリケ
ーションが、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全
確保されたエリアにアクセスすることを制限される、こと、金融アプリケーション用のユ
ーザインタフェースを表示している間に、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電
子財布に追加するリクエストを受け取ること、並びに金融機関と関連付けられた支払アカ
ウントを電子財布に追加するリクエストの受け取りに応答して、及び電子財布への支払ア
カウントの追加が認証されているとの判定に従って、第三者のアプリケーションによって
提供される支払アカウントと関連付けられた情報を、第一者の電子財布アプリケーション
によってアクセス可能なデバイスの安全確保されたエリアに記憶すること、を行うように
構成された処理ユニットと、を備える。
【００４８】
　これらの機能を実行する実行可能命令は、任意選択的に、非一時的コンピュータ可読記
憶媒体又は１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された他のコンピュータ
プログラム製品に含まれる。これらの機能を実行する実行可能命令は、任意選択的に、一
時的コンピュータ可読記憶媒体又は１つ以上のプロセッサによって実行されるように構成
された他のコンピュータプログラム製品に含まれる。
【００４９】
　したがって、デバイスに、アカウントをデバイスにリンクする、取引において使用する
アカウントを選択する、及び取引の際にアカウント情報を送信するための、より高速でよ
り効率的な方法及びインタフェースが提供され、このことにより、かかるデバイスの有効
性、効率、及びユーザ満足が高められる。かかる方法及びインタフェースは、同様のタス
クを実行するための他の方法を補完するか又は置き換えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
　説明される様々な実施形態を良好に理解するため、以下の図面と併せて、以下の「発明
を実施するための形態」を参照されたい。ここで、類似の参照番号は、それらの図にわた
って、対応する部分を指す。
【００５１】
【図１Ａ】一部の実施形態に係る、タッチ感知ディスプレイを備えたポータブル多機能デ
バイスを示すブロック図である。
【００５２】
【図１Ｂ】一部の実施形態に係る、イベント処理のための例示的な構成要素を示すブロッ
ク図である。
【００５３】
【図２】一部の実施形態に係る、タッチスクリーンを有するポータブル多機能デバイスを
示す。
【００５４】
【図３】一部の実施形態に係る、ディスプレイ及びタッチ感知面を備える例示的な多機能
デバイスのブロック図である。
【００５５】
【図４Ａ】一部の実施形態に係る、ポータブル多機能デバイス上のアプリケーションのメ
ニューに関する例示的なユーザインタフェースを示す。
【００５６】
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【図４Ｂ】一部の実施形態に係る、ディスプレイとは別個のタッチ感知面を備える多機能
デバイスに関する例示的なユーザインタフェースを示す。
【００５７】
【図５Ａ】一部の実施形態に係る、パーソナル電子デバイスを示す。
【００５８】
【図５Ｂ】一部の実施形態に係る、パーソナル電子デバイスを示すブロック図である。
【００５９】
【図５Ｃ】一部の実施形態に係る、支払取引を完了するために１つ以上の通信チャネルを
介して接続された例示的なデバイスを示す。
【００６０】
【図６Ａ】一部の実施形態に係る、アカウントを電子デバイスにリンクするための例示的
な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｂ】一部の実施形態に係る、アカウントを電子デバイスにリンクするための例示的
な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｃ】一部の実施形態に係る、アカウントを電子デバイスにリンクするための例示的
な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｄ】一部の実施形態に係る、アカウントを電子デバイスにリンクするための例示的
な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｅ】一部の実施形態に係る、アカウントを電子デバイスにリンクするための例示的
な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図６Ｆ】一部の実施形態に係る、アカウントを電子デバイスにリンクするための例示的
な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【００６１】
【図７】一部の実施形態に係る、アカウントを電子デバイスにリンクするための方法を示
すフロー図である。
【００６２】
【図８Ａ】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｂ】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｃ】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｄ】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｅ】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｆ】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｇ】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図８Ｈ】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【００６３】
【図９】一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するため
の方法を示すフロー図である。
【００６４】
【図１０Ａ】一部の実施形態に係る、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルティ
アカウントの表示を表示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。
【図１０Ｂ】一部の実施形態に係る、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルティ
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アカウントの表示を表示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。
【図１０Ｃ】一部の実施形態に係る、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルティ
アカウントの表示を表示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。
【００６５】
【図１１】一部の実施形態に係る、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルティア
カウントの表示を表示するための方法を示すフロー図である。
【００６６】
【図１２Ａ】一部の実施形態に係る、要求された支払アカウントタイプの支払アカウント
を使用して支払取引を進めるための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。
【図１２Ｂ】一部の実施形態に係る、要求された支払アカウントタイプの支払アカウント
を使用して支払取引を進めるための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。
【図１２Ｃ】一部の実施形態に係る、要求された支払アカウントタイプの支払アカウント
を使用して支払取引を進めるための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。
【図１２Ｄ】一部の実施形態に係る、要求された支払アカウントタイプの支払アカウント
を使用して支払取引を進めるための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。
【図１２Ｅ】一部の実施形態に係る、要求された支払アカウントタイプの支払アカウント
を使用して支払取引を進めるための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。
【００６７】
【図１３】一部の実施形態に係る、要求された支払アカウントタイプの支払アカウントを
使用して支払取引を進めるための方法を示すフロー図である。
【００６８】
【図１４Ａ】一部の実施形態に係る、特定の位置において使用するための支払アカウント
の表示を提供するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１４Ｂ】一部の実施形態に係る、特定の位置において使用するための支払アカウント
の表示を提供するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１４Ｃ】一部の実施形態に係る、特定の位置において使用するための支払アカウント
の表示を提供するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１４Ｄ】一部の実施形態に係る、特定の位置において使用するための支払アカウント
の表示を提供するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１４Ｅ】一部の実施形態に係る、特定の位置において使用するための支払アカウント
の表示を提供するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【００６９】
【図１５】一部の実施形態に係る、特定の位置において使用するための支払アカウントの
表示を提供するための方法を示すフロー図である。
【００７０】
【図１６Ａ】一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表
示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１６Ｂ】一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表
示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１６Ｃ】一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表
示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１６Ｄ】一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表
示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
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【図１６Ｅ】一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表
示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１６Ｆ】一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表
示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１６Ｇ】一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表
示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【００７１】
【図１７】一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表示
するための方法を示すフロー図である。
【００７２】
【図１８Ａ】一部の実施形態に係る、支払アカウントを電子デバイスにリンクするための
例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１８Ｂ】一部の実施形態に係る、支払アカウントを電子デバイスにリンクするための
例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１８Ｃ】一部の実施形態に係る、支払アカウントを電子デバイスにリンクするための
例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１８Ｄ】一部の実施形態に係る、支払アカウントを電子デバイスにリンクするための
例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【図１８Ｅ】一部の実施形態に係る、支払アカウントを電子デバイスにリンクするための
例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。
【００７３】
【図１９】一部の実施形態に係る、支払アカウントを電子デバイスにリンクするための方
法を示すフロー図である。
【００７４】
【図２０】一部の実施形態に係る機能ブロック図を示す。
【図２１】一部の実施形態に係る機能ブロック図を示す。
【図２２】一部の実施形態に係る機能ブロック図を示す。
【図２３】一部の実施形態に係る機能ブロック図を示す。
【図２４】一部の実施形態に係る機能ブロック図を示す。
【図２５】一部の実施形態に係る機能ブロック図を示す。
【図２６】一部の実施形態に係る機能ブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００７５】
　以下の説明では、例示的な方法、パラメータなどが記載される。ただし、かかる説明の
目的は、本開示の範囲を制限することではなく、例示的な実施形態の説明を提供すること
であることを理解されたい。
【００７６】
　アカウントを電子デバイスにリンクする、取引において使用するアカウントを選択する
、及び取引の際にアカウント情報を送信するための、効率的な方法及びインタフェースを
提供する電子デバイスの必要性が存在する。かかる技法は、電子デバイスを使用して購入
を行うか又はロイヤルティアカウント情報を提供するユーザの認識的負担を軽減し、それ
によって生産性を高め得る。更には、かかる技法は、通常であれば冗長なユーザ入力に対
して浪費される、プロセッサ及びバッテリの電力を低減することができる。
【００７７】
　以下において、図１Ａ～図１Ｂ、図２、図３、図４Ａ～図４Ｂ、及び図５Ａ～図５Ｂは
、アカウントを電子デバイスにリンクする、取引において使用するアカウントを選択する
、及び取引の際にアカウント情報を送信するための技法を実行するための、例示的なデバ
イスの説明を提供する。図６Ａ～図６Ｆは、アカウントを電子デバイスにリンクするため
の例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。図７は、アカウントを電子デ
バイスにリンクするための方法を示すフロー図である。図６Ａ～図６Ｆのユーザインタフ
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ェースは、図７の処理を説明するために使用される。図８Ａ～図８Ｈは、ロイヤルティア
カウント情報を支払端末に提供するための例示的な技法及び例示的なユーザインタフェー
スを示す。図９は、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するための方法を示す
フロー図である。図８Ａ～図８Ｈのユーザインタフェースは、図９の処理を説明するため
に使用される。図１０Ａ～図１０Ｃは、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルテ
ィアカウントの表示を表示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェース
を示す。図１１は、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルティアカウントの表示
を表示するための方法を示すフロー図である。図１０Ａ～図１０Ｃのユーザインタフェー
スは、図１１の処理を説明するために使用される。図１２Ａ～図１２Ｅは、要求された支
払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるための、例示的な技法
及び例示的なユーザインタフェースを示す。図１３は、要求された支払アカウントタイプ
の支払アカウントを使用して支払取引を進めるための方法を示すフロー図である。図１２
Ａ～図１２Ｅのユーザインタフェースは、図１３の処理を説明するために使用される。図
１４Ａ～図１４Ｅは、特定の位置において使用するための支払アカウントの表示を提供す
るための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。図１５は、特定の位
置において使用するための支払アカウントの表示を提供するための方法を示すフロー図で
ある。図１４Ａ～図１４Ｅのユーザインタフェースは、図１５の処理を説明するために使
用される。図１６Ａ～図１６Ｇは、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表示
するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。図１７は、１つに
グループ化された複数の支払アカウントを表示するための方法を示すフロー図である。図
１６Ａ～図１６Ｇのユーザインタフェースは、図１７の処理を説明するために使用される
。図１８Ａ～図１８Ｅは、支払アカウントを電子デバイスにリンクするための例示的な技
法及び例示的なユーザインタフェースを示す。図１９は、支払アカウントを電子デバイス
にリンクするための方法を示すフロー図である。図１８Ａ～図１８Ｅのユーザインタフェ
ースは、図１９の処理を説明するために使用される。
【００７８】
　以下の説明では、様々な要素を説明するために「第１」、「第２」などの用語を使用す
るが、これらの要素はこれらの用語によって限定されるべきではない。これらの用語は、
ある要素を別の要素と区別するためにのみ使用される。例えば、説明されている様々な実
施形態の範囲から逸脱することなく、第１のタッチは第２のタッチと称することができ、
同様に、第２のタッチは第１のタッチと称し得る。第１のタッチ及び第２のタッチは共に
タッチであるが、同じタッチではない。
【００７９】
　本明細書で説明される様々な実施形態の説明で使用される用語は、特定の実施形態を説
明することのみを目的とするものであって、限定することを意図するものではない。説明
される様々な実施形態の説明及び添付の特許請求の範囲で使用されるとき、単数形「ａ」
、「ａｎ」、及び「ｔｈｅ」は、文脈がそうではないことを明確に示さない限り、複数形
もまた含むことが意図されている。本明細書で使用するとき、用語「及び／又は」が、関
連する列挙された項目のうちの１つ以上のすべての可能な任意の組み合わせを指し、かつ
これを含むことをもまた理解されたい。用語「ｉｎｃｌｕｄｅｓ（含む）」、「ｉｎｃｌ
ｕｄｉｎｇ（含む）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ（含む、備える）」及び／又は「ｃｏｍｐ
ｒｉｓｉｎｇ（含む、備える）」は、本明細書で使用される時、述べられた特徴、整数、
ステップ、動作、要素、及び／又は構成要素の存在を指定するが、１つ以上の他の特徴、
整数、ステップ、動作、要素、構成要素、及び／又はそれらの群、の存在又は追加を除外
しないことが更に理解されるであろう。
【００８０】
　用語「ｉｆ（～場合に）」は、文脈に応じて「ｗｈｅｎ（～時に）」、又は「ｕｐｏｎ
（～時に）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（～とい
う判定に応じて）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ（～を
検出することに応じて）」を意味すると解釈することができる。同様に、句「ｉｆ　ｉｔ
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　ｉｓ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄ（～と判定される場合に）」又は「ｉｆ［ａ　ｓｔａｔｅ
ｄ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅｎｔ］ｉｓ　ｄｅｔｅｃｔｅｄ（［述べられる条
件又はイベント］が検出される場合に）」は、文脈に応じて「ｕｐｏｎ　ｄｅｔｅｒｍｉ
ｎｉｎｇ（～と判定されるときに）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅ
ｒｍｉｎｉｎｇ（～という判定に応じて）」、又は「ｕｐｏｎ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ［ｔ
ｈｅ　ｓｔａｔｅｄ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅｎｔ］（［述べられる条件又は
イベント］の検出時に）」、又は「ｉｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｔｏ　ｄｅｔｅｃｔｉｎｇ
［ｔｈｅ　ｓｔａｔｅｄ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｒ　ｅｖｅｎｔ］（［述べられる条件
又はイベント］の検出に応じて）」を意味すると解釈することができる。
【００８１】
　電子デバイス、かかるデバイス用のユーザインタフェース、及びかかるデバイスを使用
するための関連する処理、の実施形態について説明する。一部の実施形態では、このデバ
イスは、ＰＤＡ機能及び／又は音楽プレーヤ機能などの、他の機能も含む、モバイル電話
機などのポータブル通信デバイスである。ポータブル多機能デバイスの例示的な実施形態
としては、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．のｉＰｈ
ｏｎｅ（登録商標）、ｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録商標）、及びｉＰａｄ（登録商標）デ
バイスが挙げられるが、これらに限定されない。タッチ感知面（例えば、タッチスクリー
ンディスプレイ及び／又はタッチパッド）を備えたラップトップ又はタブレットコンピュ
ータなどの他のポータブル電子デバイスも、任意選択的に、使用される。また、一部の実
施形態では、本デバイスはポータブル通信デバイスではなく、タッチ感知面（例えば、タ
ッチスクリーンディスプレイ及び／又はタッチパッド）を備えるデスクトップコンピュー
タであることを理解されたい。
【００８２】
　以下の検討では、ディスプレイ及びタッチ感知面を備えた電子デバイスについて説明す
る。しかしながら、この電子デバイスは、任意選択的に、物理キーボード、マウス及び／
又はジョイスティックなどの、１つ以上の他の物理ユーザインタフェースデバイスを備え
ることを理解されたい。
【００８３】
　このデバイスは、描画アプリケーション、プレゼンテーションアプリケーション、ワー
ドプロセッシングアプリケーション、ウェブサイト作成アプリケーション、ディスクオー
サリングアプリケーション、スプレッドシートアプリケーション、ゲームアプリケーショ
ン、電話アプリケーション、テレビ会議アプリケーション、電子メールアプリケーション
、インスタントメッセージングアプリケーション、トレーニングサポートアプリケーショ
ン、写真管理アプリケーション、デジタルカメラアプリケーション、デジタルビデオカメ
ラアプリケーション、ウェブ閲覧アプリケーション、デジタル音楽プレーヤアプリケーシ
ョン、及び／又はデジタルビデオプレーヤアプリケーションのうちの１つ以上などの、様
々なアプリケーションをサポートすることができる。
【００８４】
　このデバイス上で実行される様々なアプリケーションは、タッチ感知面などの、少なく
とも１つの共通の物理ユーザインタフェースデバイスを、任意選択的に使用する。タッチ
感知面の１つ以上の機能、並びにデバイス上に表示される対応する情報は、アプリケーシ
ョンごとに、及び／又は対応するアプリケーション内で、任意選択的に、調節及び／又は
変更される。このように、デバイスの共通の（タッチ感知面などの）物理アーキテクチャ
は、ユーザにとって直観的かつ透過的なユーザインタフェースを有する様々なアプリケー
ションを、任意選択的にサポートする。
【００８５】
　次に、タッチ感知ディスプレイを備えるポータブルデバイスの実施形態に注意を向ける
。図１Ａは、一部の実施形態に係る、タッチ感知ディスプレイシステム１１２を備えたポ
ータブル多機能デバイス１００を示すブロック図である。タッチ感知ディスプレイ１１２
は、便宜上「タッチスクリーン」と呼ばれる場合があり、「タッチ感知ディスプレイシス
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テム」として、知られる場合又は呼ばれる場合もある。デバイス１００は、メモリ１０２
（任意選択的に、１つ以上のコンピュータ可読記憶媒体を含む）と、メモリコントローラ
１２２と、１つ以上の処理ユニット（ＣＰＵ）１２０と、周辺機器インタフェース１１８
と、ＲＦ回路１０８と、オーディオ回路１１０と、スピーカ１１１と、マイクロフォン１
１３と、入出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム１０６と、他の入力制御デバイス１１６と、外部
ポート１２４と、を含む。デバイス１００は、１つ以上の光センサ１６４を任意選択的に
含む。デバイス１００は、デバイス１００（例えば、デバイス１００のタッチ感知ディス
プレイシステム１１２などのタッチ感知面）上の接触の強度を検出するための、１つ以上
の接触強度センサ１６５を任意選択的に含む。デバイス１００は、デバイス１００上に触
知出力を生成する（例えば、デバイス１００のタッチ感知ディスプレイシステム１１２又
はデバイス３００のタッチパッド３５５などの、タッチ感知面上に触知出力を生成する）
ための、１つ以上の触知出力生成器１６７を任意選択的に含む。これらの構成要素は、１
つ以上の通信バス又は信号ライン１０３を介して任意選択的に通信する。
【００８６】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される時、タッチ感知面上の接触の「強度」という
用語は、タッチ感知面上の接触（例えば、指接触）の力若しくは圧力（単位面積当りの力
）、又はタッチ感知面上の接触の力若しくは圧力の代替物（代用物）を指す。接触の強度
は、少なくとも４つの別個の値を含み、より典型的には、何百もの異なる値（例えば、少
なくとも２５６）を含む、値の範囲を有する。接触の強度は、様々な方法及び様々なセン
サ、又はセンサの組み合わせを用いて、任意選択的に、判定（又は、測定）される。例え
ば、タッチ感知面の下に又は隣接して配置された１つ以上の力センサは、タッチ感知面上
の様々な点における力を測定するために、任意選択的に使用される。いくつかの実装にお
いて、複数の力センサの力測定値を組み合わせて（例えば、加重平均）、接触力の推定値
を判定する。同様に、スタイラスの感圧性先端部を任意選択的に使用して、タッチ感知面
上のスタイラスの圧力を判定する。あるいは、タッチ感知面上で検出される接触領域のサ
イズ及び／若しくはその変化、接触に近接するタッチ感知面の電気容量及び／若しくはそ
の変化、並びに／又は、接触に近接するタッチ感知面の抵抗及び／若しくはその変化が、
タッチ感知面上の接触の力又は圧力の代替物として、任意選択的に用いられる。一部の実
装では、接触の力又は圧力の代替的測定値は、強度閾値を超えているか否かを判定するた
めに直接に用いられる（例えば、強度閾値は、代替的測定値に対応する単位で記述される
）。いくつかの実装では、接触の力又は圧力の代替的測定値は、推定される力又は圧力に
変換され、この推定される力又は圧力を用いて、強度閾値を超えているか否かを判定する
（例えば、強度閾値は、圧力の単位で測定された圧力閾値である）。接触の強度をユーザ
入力の属性として使用することにより、アフォーダンスを（例えば、タッチ感知ディスプ
レイ上に）表示するための、及び／又は、ユーザ入力を（例えば、タッチ感知ディスプレ
イ、タッチ感知面、又はノブ若しくはボタンなどの物理的／機械的制御部を介して）受け
るための、面積が制限されている、低減されたサイズのデバイス上で、他の場合であれば
ユーザによってアクセスすることが不可能であり得る、追加的なデバイス機能への、ユー
ザのアクセスが可能となる。
【００８７】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される時、用語「触知出力」は、ユーザの触覚でユ
ーザによって検出されることになる、デバイスの従前の位置に対するデバイスの物理的変
位、デバイスの構成要素（例えば、タッチ感知面）の、デバイスの別の構成要素（例えば
、筐体）に対する物理的変位、又はデバイスの質量中心に対する構成要素の変位を指す。
例えば、デバイス又はデバイスの構成要素が、タッチに敏感なユーザの表面（例えば、ユ
ーザの手の指、手のひら、又は他の部分）に接触している状況において、物理的変位によ
って生成された触知出力は、デバイス又はデバイスの構成要素の物理的特性の認識された
変化に相当する触感として、ユーザによって解釈される。例えば、タッチ感知面（例えば
、タッチ感知ディスプレイ又はトラックパッド）の移動は、ユーザによって、物理アクチ
ュエータボタンの「ダウンクリック」又は「アップクリック」として任意選択的に解釈さ
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れる。いくつかの場合、ユーザの動作により物理的に押された（例えば、変位された）タ
ッチ感知面に関連付けられた物理アクチュエータボタンの移動がない時でさえ、ユーザは
「ダウンクリック」又は「アップクリック」などの触感を感じるであろう。別の実施例と
して、タッチ感知面の移動は、タッチ感知面の平滑度に変化がない場合であっても、ユー
ザによって、そのタッチ感知面の「粗さ」として、任意選択的に解釈又は感知される。そ
のようなユーザによるタッチの解釈は、ユーザの個人的な感覚認知に左右されるものでは
あるが、大多数のユーザに共通する、多くのタッチの感覚認知が存在する。したがって、
触知出力が、ユーザの特定の感覚認知（例えば、「アップクリック」、「ダウンクリック
」、「粗さ」）に対応するものと記述される場合、別途記載のない限り、生成された触知
出力は、典型的な（又は、平均的な）ユーザの記述された感覚認知を生成するデバイス、
又はデバイスの構成要素の物理的変位に対応する。
【００８８】
　デバイス１００は、ポータブル多機能デバイスの一実施例に過ぎず、デバイス１００は
、示されているものよりも多くの構成要素又は少ない構成要素を任意選択的に有し、２つ
以上の構成要素を任意選択的に組み合わせるか、又は、それらの構成要素の異なる構成若
しくは配置を任意選択的に有することを理解されたい。図１Ａに示される様々な構成要素
は、１つ以上の信号処理回路及び／又は特定用途向け集積回路を含めた、ハードウェア、
ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの双方の組み合わせとして実装される
。
【００８９】
　メモリ１０２は任意選択的に高速ランダムアクセスメモリを含み、また任意選択的に、
１つ以上の磁気ディスク記憶デバイス、フラッシュメモリデバイス、又は他の不揮発性ソ
リッドステートメモリデバイスなどの、不揮発性メモリも含む。メモリコントローラ１２
２は、デバイス１００の他の構成要素によるメモリ１０２へのアクセスを任意選択的に制
御する。
【００９０】
　周辺機器インタフェース１１８を用いて、このデバイスの入力及び出力周辺機器を、Ｃ
ＰＵ１２０及びメモリ１０２に結合することができる。１つ以上のプロセッサ１２０は、
デバイス１００のための様々な機能を実行するため及びデータを処理するために、メモリ
１０２に記憶された様々なソフトウェアプログラム及び／又は命令セットを動作させる、
又は実行する。一部の実施形態では、周辺機器インタフェース１１８、ＣＰＵ１２０、及
びメモリコントローラ１２２は、チップ１０４などのシングルチップ上に実装してもよい
。いくつかの他の実施形態では、それらは、別個のチップ上に実装してもよい。
【００９１】
　ＲＦ（無線周波数）回路１０８は、電磁信号とも呼ばれるＲＦ信号を送受信する。ＲＦ
回路１０８は、電気信号を電磁信号に、又は電磁信号を電気信号に変換し、電磁信号を介
して通信ネットワーク及び他の通信デバイスと通信する。ＲＦ回路１０８は、アンテナシ
ステム、ＲＦ送受信機、１つ以上の増幅器、同調器、１つ以上の発振器、デジタル信号プ
ロセッサ、ＣＯＤＥＣチップセット、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、メモリな
どを含むがこれらに限定されない、これらの機能を実行するための周知の回路を、任意選
択的に含んでいる。ＲＦ回路１０８は、ワールドワイドウェブ（ＷＷＷ）とも呼ばれるイ
ンターネット、イントラネット、及び／又は、セルラー電話ネットワーク、無線ローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）などの無線ネットワーク、及び／又は、メトロポリタンエ
リアネットワーク（ＭＡＮ）、などのネットワーク、及び他のデバイス、と無線通信によ
って、任意選択的に通信する。ＲＦ回路１０８は、近距離通信無線などによる近距離無線
通信（ＮＦＣ）フィールドを検出するための周知の回路を任意選択的に含む。無線通信は
、複数の通信規格、通信プロトコル、及び通信技術のうちのいずれかを任意選択的に使用
し、それらの通信規格、通信プロトコル、及び通信技術としては、移動通信用のグローバ
ルシステム（ＧＳＭ）（登録商標）、拡張データＧＳＭ環境（ＥＤＧＥ）（登録商標）、
高速ダウンリンクパケット接続（ＨＳＤＰＡ）、高速アップリンクパケット接続（ＨＳＵ
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ＰＡ）、Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，Ｄａｔａ－Ｏｎｌｙ（ＥＶ－ＤＯ）、ＨＳＰＡ、ＨＳＰＡ
＋、２重セルＨＳＰＡ（ＤＣ－ＨＳＰＤＡ）、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
（登録商標）、近距離通信（ＮＦＣ）、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＢＴＬＥ）（登録商標）、Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ（Ｗｉ－Ｆｉ）（登録商標）（例えば、ＩＥＥＥ　８０２．
１１ａ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ、ＩＥＥＥ　８０２．１
１ｎ、及び／又はＩＥＥＥ　８０２．１１ａｃ）、ボイスオーバーインターネットプロト
コル（ＶｏＩＰ）、Ｗｉ－ＭＡＸ、電子メール用のプロトコル（例えば、インターネット
メッセージアクセスプロトコル（ＩＭＡＰ）及び／又はポストオフィスプロトコル（ＰＯ
Ｐ））、インスタントメッセージング（例えば、拡張可能メッセージング及びプレゼンス
プロトコル（ＸＭＰＰ）、インスタントメッセージング及びプレゼンス利用拡張向けセッ
ション開始プロトコル（ＳＩＭＰＬＥ）、インスタントメッセージング及びプレゼンスサ
ービス（ＩＭＰＳ））、及び／若しくはショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、又は本
文書の出願日現在まだ開発されていない通信プロトコルを含めた任意の他の好適な通信プ
ロトコルが挙げられるが、これらに限定されない。
【００９２】
　オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、及びマイクロフォン１１３は、ユーザとデバ
イス１００との間のオーディオインタフェースを提供する。オーディオ回路１１０は、周
辺機器インタフェース１１８からオーディオデータを受信し、このオーディオデータを電
気信号に変換し、この電気信号をスピーカ１１１に送信する。スピーカ１１１は、電気信
号を人間の可聴音波に変換する。オーディオ回路１１０は、マイクロフォン１１３により
音波から変換された電気信号もまた受信する。オーディオ回路１１０は、電気信号をオー
ディオデータに変換し、このオーディオデータを処理のために周辺機器インタフェース１
１８に送信する。オーディオデータは、周辺機器インタフェース１１８によって、メモリ
１０２及び／又はＲＦ回路１０８から取得され、及び／又は、それらに送信されてもよい
。一部の実施形態において、オーディオ回路１１０はヘッドセットジャック（例えば、図
２の２１２）を更に備える。ヘッドセットジャックは、オーディオ回路１１０と、出力専
用ヘッドホン又は出力（例えば、片耳又は両耳用のヘッドホン）及び入力（例えば、マイ
クロフォン）の双方を有するヘッドセットなどの、取り外し可能なオーディオ入出力周辺
機器と、の間のインタフェースを提供する。
【００９３】
　Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、周辺機器インタフェース１１８に、タッチスクリーン１
１２及び他の入力制御デバイス１１６などのデバイス１００の入出力周辺機器を結合する
。Ｉ／Ｏサブシステム１０６は、任意選択的に、ディスプレイコントローラ１５６、光セ
ンサコントローラ１５８、強度センサコントローラ１５９、触覚フィードバックコントロ
ーラ１６１、及び他の入力又は制御デバイスのための１つ以上の入力コントローラ１６０
を含む。１つ以上の入力コントローラ１６０は、他の入力制御デバイス１１６との間で、
電気信号を受信／送信する。他の入力制御デバイス１１６は、任意選択的に、物理ボタン
（例えば、プッシュボタン、ロッカボタンなど）、ダイヤル、スライダスイッチ、ジョイ
スティック、クリックホイールなどを含む。一部の代替的実施形態では、入力コントロー
ラ（単数又は複数）１６０は、任意選択的に、キーボード、赤外線ポート、ＵＳＢポート
及びマウスなどのポインタデバイスのうちのいずれかに結合される（又は、いずれにも接
続されない）。１つ以上のボタン（例えば、図２の２０８）は、任意選択的に、スピーカ
１１１及び／又はマイクロフォン１１３の音量調節のための、アップ／ダウンボタンを含
む。１つ以上のボタンは、任意選択的に、プッシュボタン（例えば、図２の２０６）を含
む。
【００９４】
　２００５年１２月２３日に出願された、米国特許第７，６５７，８４９号である米国特
許出願第１１／３２２，５４９号、「Ｕｎｌｏｃｋｉｎｇ　ａ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｂｙ　Ｐ
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ｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　ｏｎ　ａｎ　Ｕｎｌｏｃｋ　Ｉｍａｇｅ」に記
載されているように、プッシュボタンの素早い押し下げにより、タッチスクリーン１１２
のロックを解除するか、又はデバイスのロックを解除するためにタッチスクリーン上のジ
ェスチャを用いる処理を開始してもよい。この特許は、その全体が本明細書において参照
により組み込まれる。プッシュボタン（例えば、２０６）をより長く押し下げることによ
り、デバイス１００の電源をオン又はオフすることができる。ユーザは、１つ以上のボタ
ンの機能をカスタマイズすることができる。タッチスクリーン１１２は、仮想又はソフト
ボタン、及び１つ以上のソフトキーボードを実現するために用いられる。
【００９５】
　タッチ感知ディスプレイ１１２は、デバイスとユーザとの間の入力インタフェース及び
出力インタフェースを提供する。ディスプレイコントローラ１５６は、タッチスクリーン
１１２から電気信号を受信し、かつ／又はそれへ電気信号を送信する。タッチスクリーン
１１２は、ユーザに視覚出力を表示する。この視覚出力としては、画像、テキスト、アイ
コン、ビデオ、及びそれらの任意の組み合わせ（「グラフィック」と総称される）を挙げ
ることができる。一部の実施形態において、視覚出力の一部又はすべてはユーザインタフ
ェースオブジェクトに対応してもよい。
【００９６】
　タッチスクリーン１１２は、触覚及び／又は触感の接触に基づくユーザからの入力を受
け付けるタッチ感知面、センサ、又はセンサのセットを有している。タッチスクリーン１
１２及びディスプレイコントローラ１５６は（メモリ１０２内の任意の関連モジュール及
び／又は命令セットと共に）、タッチスクリーン１１２上で接触（及び任意の接触の移動
又は中断）を検出し、検出された接触をタッチスクリーン１１２上に表示されたユーザイ
ンタフェースオブジェクト（例えば、１つ以上のソフトキー、アイコン、ウェブページ又
は画像）との対話に変換する。例示的な実施形態では、タッチスクリーン１１２とユーザ
との間の接触点は、ユーザの指に対応する。
【００９７】
　タッチスクリーン１１２は、ＬＣＤ（liquid crystal display、液晶ディスプレイ）技
術、ＬＰＤ（light emitting polymer display、発光ポリマーディスプレイ）技術、又は
ＬＥＤ（light emitting diode、発光ダイオード）技術を用いてもよいが、他の実施形態
では、その他のディスプレイ技術を用いてもよい。タッチスクリーン１１２及びディスプ
レイコントローラ１５６は、現在既知の、又は今後開発される複数のタッチ感知技術のう
ちのいずれかを用いて、接触、及びその接触のあらゆる移動又は中断を検出することがで
き、これらの技術としては、静電容量技術、抵抗性技術、赤外線技術、及び表面弾性波技
術、並びにタッチスクリーン１１２との１つ以上の接触点を判定するための、他の近接セ
ンサアレイ又は他の要素、が挙げられるが、これらに限定されない。例示的な実施形態で
は、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州ＣｕｐｅｒｔｉｎｏのＡｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．によるｉＰｈｏ
ｎｅ（登録商標）及びｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録商標）において見られるような、投影
型相互静電容量感知技術が使用されている。
【００９８】
　タッチスクリーン１１２の一部の実施形態におけるタッチ感知ディスプレイは、以下の
米国特許第６，３２３，８４６号（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、同第６，５７０，５５７号
（Ｗｅｓｔｅｒｍａｎら）、及び／若しくは同第６，６７７，９３２号（Ｗｅｓｔｅｒｍ
ａｎ）、並びに／又は米国特許出願公開第２００２／００１５０２４（Ａ１）号に記載さ
れているマルチタッチ感知タッチパッドに類似し得る。これらの文献は、それぞれその全
体が本明細書において参照により組み込まれている。ただし、タッチスクリーン１１２は
デバイス１００からの視覚出力を表示するのに対して、タッチ感知タッチパッドは視覚出
力を提供しない。
【００９９】
　タッチスクリーン１１２の一部の実施形態におけるタッチ感知ディスプレイは、以下の
出願で説明されている通りにすることができる。（１）２００６年５月２日出願の米国特
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許出願第１１／３８１，３１３号、「Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｕｒｆａｃ
ｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ」、（２）２００４年５月６日出願の同第１０／８４０，８６
２号、「Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｏｕｃｈｓｃｒｅｅｎ」、（３）２００４年７月３０
日出願の同第１０／９０３，９６４号、「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅ
ｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、（４）２００５年１月３１日出願の同
第１１／０４８，２６４号、「Ｇｅｓｔｕｒｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉ
ｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、（５）２００５年１月１８日出願の同第１１／０
３８，５９０号、「Ｍｏｄｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅｓ　Ｆｏｒ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」
、（６）２００５年９月１６日出願の同第１１／２２８，７５８号、「Ｖｉｒｔｕａｌ　
Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｏｎ　Ａ　Ｔｏｕｃｈ　Ｓｃｒｅｅｎ
　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、（７）２００５年９月１６日出願の同第１１／２２
８，７００号、「Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ａ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｗｉｔｈ　Ａ　Ｔ
ｏｕｃｈ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ」、（８）２００５年９月１６日出願の同
第１１／２２８，７３７号、「Ａｃｔｉｖａｔｉｎｇ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｋｅｙｓ　Ｏｆ
　Ａ　Ｔｏｕｃｈ－Ｓｃｒｅｅｎ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｋｅｙｂｏａｒｄ」、及び（９）２
００６年３月３日出願の同第１１／３６７，７４９号、「Ｍｕｌｔｉ－Ｆｕｎｃｔｉｏｎ
ａｌ　Ｈａｎｄ－Ｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」。これらの出願のすべては、全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。
【０１００】
　タッチスクリーン１１２は、１００ｄｐｉを超えるビデオ解像度を有し得る。一部の実
施形態において、タッチスクリーンは約１６０ｄｐｉのビデオ解像度を有する。ユーザは
、スタイラス、指などの、任意の好適な物体又は付属物を使用して、タッチスクリーン１
１２と接触することができる。一部の実施形態において、ユーザインタフェースは、主と
して指に基づく接触及びジェスチャによって機能するように設計され、タッチスクリーン
上の指の接触面積が広いことにより、スタイラスに基づく入力よりも精度が低いことがあ
る。一部の実施形態では、デバイスは、指に基づく粗い入力を正確なポインタ／カーソル
位置又はユーザの望むアクションを実行するためのコマンドに変換する。
【０１０１】
　一部の実施形態において、タッチスクリーンに加えて、デバイス１００は、特定の機能
をアクティブ化又は非アクティブ化させるためのタッチパッド（図示せず）を含んでもよ
い。一部の実施形態において、タッチパッドは、タッチスクリーンとは異なり、視覚出力
を表示しない、デバイスのタッチ感知領域である。タッチパッドは、タッチスクリーン１
１２とは別個のタッチ感知面、又はタッチスクリーンによって形成されるタッチ感知面の
拡張部とすることができる。
【０１０２】
　デバイス１００はまた、様々な構成要素に電力を供給するための電力システム１６２も
含む。電力システム１６２は、電力管理システム、１つ以上の電源（例えば、バッテリ、
交流（ＡＣ））、再充電システム、停電検出回路、電力コンバータ又はインバータ、電力
状態インジケータ（例えば、発光ダイオード（ＬＥＤ））、並びにポータブルデバイスに
おける電力の生成、管理、及び分配に関連付けられた任意の他の構成要素を含んでもよい
。
【０１０３】
　デバイス１００はまた、１つ以上の光センサ１６４を含んでもよい。図１Ａは、Ｉ／Ｏ
サブシステム１０６内の光センサコントローラ１５８に結合された光センサを示す。光セ
ンサ１６４は、電荷結合デバイス（ＣＣＤ）又は相補的金属酸化物半導体（ＣＭＯＳ）フ
ォトトランジスタを含んでもよい。光センサ１６４は、１つ以上のレンズを通して投影さ
れた、環境からの光を受光し、その光を、画像を表すデータに変換する。撮像モジュール
１４３（カメラモジュールとも呼ばれる）と連携して、光センサ１６４は静止画像又はビ
デオをキャプチャすることができる。一部の実施形態において、タッチスクリーンディス



(58) JP 2020-74203 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

プレイを静止画像及び／又はビデオ画像取得のためのビューファインダとして使用するこ
とができるように、デバイスの前面のタッチスクリーンディスプレイ１１２の反対側であ
る、デバイス１００の背面に光センサが配置されている。一部の実施形態において、ユー
ザが他のテレビ会議参加者をタッチスクリーンディスプレイ上で見る間に、そのユーザの
画像をテレビ会議のために得ることができるように、デバイスの前面に光センサが配置さ
れている。一部の実施形態において、光センサ１６４の位置は、ユーザによって（例えば
、デバイス筐体内のレンズ及びセンサを回転させることによって）変更することができ、
それにより、テレビ会議並びに静止画像及び／又はビデオ画像の取得の双方のために、単
一の光センサ１６４を、タッチスクリーンディスプレイと共に使用することができる。
【０１０４】
　デバイス１００はまた、１つ以上の接触強度センサ１６５も任意選択的に含む。図１Ａ
は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の強度センサコントローラ１５９に結合された接触強度
センサを示す。接触強度センサ１６５は、１つ以上のピエゾ抵抗ひずみゲージ、電気容量
式力センサ、電気力センサ、圧電力センサ、光学力センサ、容量式タッチ感知面、又は他
の強度センサ（例えば、タッチ感知面上の接触の力（又は圧力）を測定するために使用す
るセンサ）を、任意選択的に含む。接触強度センサ１６５は、環境から接触強度情報（例
えば、圧力情報又は圧力情報の代用物）を受信する。一部の実施形態において、少なくと
も１つの接触強度センサが、タッチ感知面（例えば、タッチ感知ディスプレイシステム１
１２）に配置されているか、又は、それに近接している。一部の実施形態において、少な
くとも１つの接触強度センサが、デバイス１００の前面に配置されたタッチスクリーンデ
ィスプレイ１１２の反対側である、デバイス１００の背面に配置されている。
【０１０５】
　デバイス１００は１つ以上の近接センサ１６６を含んでもよい。図１Ａは、周辺機器イ
ンタフェース１１８と結合された近接センサ１６６を示す。あるいは、近接センサ１６６
は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の入力コントローラ１６０に結合されてもよい。近接セ
ンサ１６６は、米国特許出願第１１／２４１，８３９号、「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｄｅｔ
ｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」、同第１１／２４０，７８８号、
「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｄｅｔｅｃｔｏｒ　Ｉｎ　Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｄｅｖｉｃｅ」、
同第１１／６２０，７０２号、「Ｕｓｉｎｇ　Ａｍｂｉｅｎｔ　Ｌｉｇｈｔ　Ｓｅｎｓｏ
ｒ　Ｔｏ　Ａｕｇｍｅｎｔ　Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｏｕｔｐｕｔ」、同第
１１／５８６，８６２号、「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｔｏ　Ａｎｄ　Ｓ
ｅｎｓｉｎｇ　Ｏｆ　Ｕｓｅｒ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｉｎ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ」、及び、同第１１／６３８，２５１号、「Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅ
ｍｓ　Ｆｏｒ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｏｆ　Ｐｅｒｉｐｈ
ｅｒａｌｓ」で説明されるように機能するものであり、これらの出願は、全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。一部の実施形態において、多機能デバイスがユーザの耳の近
くに配置されている場合（例えば、ユーザが電話通話を行っている場合）、近接センサが
オフになり、タッチスクリーン１１２が無効になる。
【０１０６】
　デバイス１００はまた、１つ以上の触知出力生成器１６７も任意選択的に含んでいる。
図１Ａは、Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の触覚フィードバックコントローラ１６１に結合
された触知出力生成器を示す。触知出力生成器１６７は、スピーカ又は他のオーディオ構
成要素などの１つ以上の電気音響デバイス、及び／又はモータ、ソレノイド、電気活性ポ
リマー、圧電アクチュエータ、静電アクチュエータ、若しくは他の触知出力生成構成要素
（例えば、デバイス上で電気信号を触知出力に変換する構成要素）などの、エネルギーを
直線運動に変換する電気機械デバイスを、任意選択的に含む。接触強度センサ１６５は、
触覚フィードバックモジュール１３３から触覚フィードバック生成命令を受信し、デバイ
ス１００のユーザが感知できる触知出力をデバイス１００上で生成する。一部の実施形態
において、少なくとも１つの触知出力生成器は、タッチ感知面（例えば、タッチ感知ディ
スプレイシステム１１２）に配置されているか、又はそれに近接しており、任意選択的に
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、タッチ感知面を垂直方向（例えば、デバイス１００の表面の内／外）に、又は横方向（
例えば、デバイス１００の表面と同じ平面内の前後）に動かすことによって、触知出力を
生成する。一部の実施形態において、少なくとも１つの触知出力生成器センサが、デバイ
ス１００の前面に配置されたタッチスクリーンディスプレイ１１２の反対側である、デバ
イス１００の背面に配置されている。
【０１０７】
　デバイス１００はまた、１つ以上の加速度計１６８も含み得る。図１Ａは、周辺機器イ
ンタフェース１１８に結合された加速度計１６８を示す。あるいは、加速度計１６８は、
Ｉ／Ｏサブシステム１０６内の入力コントローラ１６０に結合されてもよい。加速度計１
６８は、米国特許出願公開第２００５０１９００５９号、「Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ－
ｂａｓｅｄ　Ｔｈｅｆｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｐｏｒｔａｂｌ
ｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅｓ」、及び同第２００６００１７６９２号、「
Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓｅｓ　Ｆｏｒ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ａ　
Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ａｎ　Ａｃｃｅｌｅｒｏｍｅｔｅ
ｒ」で説明されるように機能し得るものであり、これらの文献の双方は、全体が参照によ
り本明細書に組み込まれる。一部の実施形態において、情報は、１つ以上の加速度計から
受信したデータの分析に基づいて、縦長表示又は横長表示でタッチスクリーンディスプレ
イ上に表示される。デバイス１００は、加速度計（単数又は複数）１６８に加えて、磁気
計（図示せず）並びにデバイス１００の位置及び向き（例えば、縦長又は横長）に関する
情報を取得するためのＧＰＳ（又はＧＬＯＮＡＳＳ又は他のグローバルナビゲーションシ
ステム）受信部（図示せず）を、任意選択的に含む。
【０１０８】
　一部の実施形態において、メモリ１０２に記憶されたソフトウェア構成要素は、オペレ
ーティングシステム１２６、通信モジュール（又は命令セット）１２８、接触／動きモジ
ュール（又は命令セット）１３０、グラフィックモジュール（又は命令セット）１３２、
テキスト入力モジュール（又は命令セット）１３４、全地球測位システム（ＧＰＳ）モジ
ュール（又は命令セット）１３５、及びアプリケーション（又は命令セット）１３６を含
む。更に、一部の実施形態において、図１Ａ及び図３に示すように、メモリ１０２（図１
Ａ）又はメモリ３７０（図３）は、デバイス／グローバル内部状態１５７を記憶する。デ
バイス／グローバル内部状態１５７は、以下の１つ以上を含む：現在アクティブ状態のア
プリケーションがある場合、どのアプリケーションがアクティブかを示す、アクティブア
プリケーション状態、どのアプリケーション、ビュー、又は他の情報がタッチスクリーン
ディスプレイ１１２の様々な領域を占領しているかを示す、表示状態、デバイスの様々な
センサ及び入力制御デバイス１１６から得られる情報を含む、センサ状態、及び、デバイ
スの位置及び／又は姿勢に関する位置情報。
【０１０９】
　オペレーティングシステム１２６（例えば、Ｄａｒｗｉｎ（登録商標）、ＲＴＸＣ（登
録商標）、ＬＩＮＵＸ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＯＳ　Ｘ（登録商標）、ｉ
ＯＳ（登録商標）、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）、又は、ＶｘＷｏｒｋｓ（登録商標）な
どの組み込みオペレーティングシステム）は、一般的なシステムタスク（例えば、メモリ
管理、記憶デバイス制御、電力管理など）を制御及び管理するための様々なソフトウェア
コンポーネント及び／又はドライバを含み、様々なハードウェア構成要素とソフトウェア
構成要素との間の通信を容易にする。
【０１１０】
　通信モジュール１２８は、１つ以上の外部ポート１２４を介して他のデバイスとの通信
を容易にし、ＲＦ回路１０８及び／又は外部ポート１２４が受信したデータを処理するた
めの様々なソフトウェア構成要素を含む。外部ポート１２４（例えば、ユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）、ＦＩＲＥＷＩＲＥ（登録商標）など）は、直接的に、又はネットワ
ーク（例えば、インターネット、無線ＬＡＮなど）を通して間接的に、他のデバイスに接
続するように適応している。一部の実施形態では、外部ポートは、ｉＰｏｄ（登録商標）
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（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．の商標）デバイス上で使用される３０ピンコネクタと同じか、若
しくは同様のマルチピン（例えば、３０ピン）コネクタ、及び／又は互換性のあるマルチ
ピン（例えば、３０ピン）コネクタである。
【０１１１】
　接触／動きモジュール１３０は、任意選択的に、（ディスプレイコントローラ１５６と
連携して）タッチスクリーン１１２及び他のタッチ感知デバイス（例えば、タッチパッド
又は物理クリックホイール）との接触を検出する。接触／動きモジュール１３０は、接触
が生じたか否かを判定すること（例えば、指を下ろすイベントを検出すること）、接触の
強度（例えば、接触の力若しくは圧力、又は、接触の力若しくは圧力の代替物）を判定す
ること、接触の移動が存在するか否かを判定し、タッチ感知面を横断する移動を追跡する
こと（例えば、指をドラッグする１つ以上のイベントを検出すること）、及び接触が停止
したか否かを判定すること（例えば、指を上げるイベント又は接触の中断を検出すること
）などの、接触の検出に関する様々な動作を実行するための、様々なソフトウェア構成要
素を含む。接触／動きモジュール１３０は、タッチ感知面から接触データを受信する。一
連の接触データにより表現される接触点の移動を判定することは、接触点の速さ（大きさ
）、速度（大きさ及び方向）、及び／又は加速度（大きさ及び／又は方向の変化）を判定
することを任意選択的に含む。これらの動作は、任意選択的に、単一の接触（例えば、１
本の指の接触）又は複数の同時接触（例えば、「マルチタッチ」／複数の指の接触）に適
用される。一部の実施形態において、接触／動きモジュール１３０及びディスプレイコン
トローラ１５６は、タッチパッド上の接触を検出する。
【０１１２】
　一部の実施形態において、接触／動きモジュール１３０は、ユーザによって動作が実行
されたか否かを判定するための（例えば、ユーザがアイコン上で「クリック」したか否か
を判定するための）、１つ以上の強度閾値のセットを使用する。一部の実施形態において
、少なくとも強度閾値のサブセットが、ソフトウェアパラメータに従って判定される（例
えば、強度閾値は、特定の物理アクチュエータのアクティブ化閾値によって判定されず、
デバイス１００の物理ハードウェアを変更することなく調整し得る）。例えば、トラック
パッド又はタッチスクリーンディスプレイのマウス「クリック」閾値は、トラックパッド
又はタッチスクリーンディスプレイのハードウェアを変更することなく広範囲の既定の閾
値のうちのいずれかに設定し得る。更に、一部の実装では、デバイスのユーザには、（例
えば、個々の強度閾値を調整することにより、及び／又は、システムレベルのクリック「
強度」パラメータにより、一度に複数の強度閾値を調整することによって）強度閾値のセ
ットのうちの１つ以上を調整するためのソフトウェア設定が提供される。
【０１１３】
　接触／動きモジュール１３０は任意選択的に、ユーザによるジェスチャ入力を検出する
。タッチ感知面上の異なるジェスチャは、異なる接触パターン（例えば、異なる動き、タ
イミング、及び／又は検出される接触の強度）を有する。したがって、ジェスチャは、特
定の接触パターンを検出することによって、任意選択的に検出される。例えば、指のタッ
プジェスチャを検出することは、（例えば、アイコンの位置での）指を下ろすイベントを
検出し、続いてその指を下ろすイベントと同じ位置（又は、実質的に同じ位置）で指を上
げる（リフトオフ）イベントを検出することを含む。別の実施例として、タッチ感知面上
での指のスワイプジェスチャを検出することは、指を下ろすイベントを検出し、続いて、
１つ以上の、指をドラッグするイベントを検出し、その後、続いて指を上げる（リフトオ
フ）イベントを検出することを含む。
【０１１４】
　グラフィックモジュール１３２は、表示されるグラフィックの視覚的効果（例えば、輝
度、透明度、彩度、コントラスト、又は他の視覚特性）を変更するための構成要素を含め
た、タッチスクリーン１１２又は他のディスプレイ上にグラフィックをレンダリングして
表示するための、様々な既知のソフトウェア構成要素を含む。本明細書で使用するとき、
用語「グラフィック」は、ユーザに対して表示することができる任意のオブジェクトを含



(61) JP 2020-74203 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

み、これらのオブジェクトとしては、テキスト、ウェブページ、アイコン（ソフトキーを
含むユーザインタフェースオブジェクトなど）、デジタル画像、ビデオ、アニメーション
などが挙げられるが、これらに限定されない。
【０１１５】
　一部の実施形態では、グラフィックモジュール１３２は、使用されるグラフィックを表
すデータを記憶する。各グラフィックには、対応するコードが、任意選択的に割り当てら
れる。グラフィックモジュール１３２は、アプリケーションなどから、必要に応じて、座
標データ及び他のグラフィック特性データと共に、表示されることとなるグラフィックを
指定する１つ以上のコードを受信し、次にディスプレイコントローラ１５６に出力する画
面の画像データを生成する。
【０１１６】
　触覚フィードバックモジュール１３３は、デバイス１００とのユーザ対話に応じて、デ
バイス１００上の１つ以上の位置で触知出力を生成するために、触知出力生成器（単数又
は複数）１６７によって使用される命令を生成するための、様々なソフトウェア構成要素
を含む。
【０１１７】
　テキスト入力モジュール１３４は、グラフィックモジュール１３２の構成要素とするこ
とができ、様々なアプリケーション（例えば、連絡先１３７、電子メール１４０、ＩＭ１
４１、ブラウザ１４７、及びテキスト入力を必要とする任意の他のアプリケーション）内
でテキストを入力するための、ソフトキーボードを提供する。
【０１１８】
　ＧＰＳモジュール１３５は、デバイスの位置を判定し、この情報を、様々なアプリケー
ションでの使用のために提供する（例えば、位置に基づいての電話での使用のために電話
１３８へ、写真／ビデオメタデータとしてカメラ１４３へ、及び、気象ウィジェット、ロ
ーカルイエローページウィジェット、及び地図／ナビゲーションウィジェットなどの、位
置に基づくサービスを提供するアプリケーションへ）。
【０１１９】
　アプリケーション１３６は、以下のモジュール（又は、命令セット）、又はそれらのサ
ブセット若しくはスーパーセットを含み得る。
　●連絡先モジュール１３７（時には、アドレス帳又は連絡先リストとも呼ぶ）、
　●電話モジュール１３８、
　●テレビ会議モジュール１３９、
　●電子メールクライアントモジュール１４０、
　●インスタントメッセージング（ＩＭ）モジュール１４１、
　●トレーニングサポートモジュール１４２、
　●静止画像及び／又はビデオ画像用のカメラモジュール１４３、
　●画像管理モジュール１４４、
　●ビデオ再生モジュール、
　●音楽再生モジュール、
　●ブラウザモジュール１４７、
　●カレンダーモジュール１４８、
　●気象ウィジェット１４９－１、株式ウィジェット１４９－２、計算機ウィジェット１
４９－３、アラーム時計ウィジェット１４９－４、辞書ウィジェット１４９－５、及びユ
ーザによって取得された他のウィジェット、並びにユーザ作成ウィジェット１４９－６の
うちの１つ以上を含み得る、ウィジェットモジュール１４９、
　●ユーザ作成ウィジェット１４９－６を作成するためのウィジェット作成モジュール１
５０、
　●検索モジュール１５１、
　●ビデオ再生モジュール及び音楽再生モジュールを統合した、ビデオ及び音楽再生モジ
ュール１５２、
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　●メモモジュール１５３、
　●地図モジュール１５４、及び／又は
　●オンラインビデオモジュール１５５。
【０１２０】
　メモリ１０２内に記憶することができる他のアプリケーション１３６の例としては、他
のワードプロセッシングアプリケーション、他の画像編集アプリケーション、描画アプリ
ケーション、プレゼンテーションアプリケーション、ＪＡＶＡ（登録商標）対応アプリケ
ーション、暗号化、デジタル著作権管理、音声認識、及び音声複製が挙げられる。
【０１２１】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連携して、
連絡先モジュール１３７は、（例えば、メモリ１０２又はメモリ３７０内の連絡先モジュ
ール１３７のアプリケーション内部状態１９２に記憶される）アドレス帳又は連絡先リス
トを管理するために用いられる。この管理することとしては、アドレス帳に名前（単数又
は複数）を加えること、アドレス帳から名前（単数又は複数）を削除すること、電話番号
（単数又は複数）、メールアドレス（単数又は複数）、住所（単数又は複数）、又は他の
情報を名前と関連付けること、画像を名前と関連付けること、名前を分類して並べ替える
こと、電話番号又は電子メールアドレスを提供して、電話１３８、テレビ会議モジュール
１３９、電子メール１４０、若しくはＩＭ１４１による通信を開始するかつ／又は容易に
すること、などが含まれる。
【０１２２】
　ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、タ
ッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１３０
、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連携して、電話
モジュール１３８は、電話番号に対応する一連の文字を入力し、連絡先モジュール１３７
内の１つ以上の電話番号にアクセスし、入力された電話番号を修正し、対応する電話番号
をダイヤルし、会話を行い、そして、会話が完了した際に接続を切るか又は電話を切るた
めに、使用することができる。上述のように、無線通信は、複数の通信規格、通信プロト
コル、及び通信技術のうちのいずれかを使用することができる。
【０１２３】
　ＲＦ回路１０８、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、マイクロフォン１１３、タ
ッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ１６４、光センサコ
ントローラ１５８、接触／動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキ
スト入力モジュール１３４、連絡先モジュール１３７、及び電話モジュール１３８と連携
して、テレビ会議モジュール１３９は、ユーザの指示に従って、ユーザと１人以上の他の
参加者との間のテレビ会議を開始し、実行し、終了する、実行可能な命令を含む。
【０１２４】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と連携して、電子メールクライアントモジュール１４０は、ユーザの指示に応答して
、電子メールを作成し、送信し、受信し、管理する、実行可能な命令を含む。画像管理モ
ジュール１４４と連携した電子メールクライアントモジュール１４０により、カメラモジ
ュール１４３で撮影した静止画像又はビデオ画像を添付した電子メールを作成して送信す
ることが非常に容易になる。
【０１２５】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１
３４と連携して、インスタントメッセージングモジュール１４１は、インスタントメッセ
ージに対応する文字列を入力したり、入力済みの文字を修正したり、（例えば、電話ベー
スのインスタントメッセージのためのショートメッセージサービス（ＳＭＳ）若しくはマ



(63) JP 2020-74203 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

ルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）プロトコルを使用して、又はインターネット
ベースのインスタントメッセージのためのＸＭＰＰ、ＳＩＭＰＬＥ、若しくはＩＭＰＳを
使用して）対応するインスタントメッセージを送信したり、インスタントメッセージを受
信したり、及び受信したインスタントメッセージを閲覧したりする、実行可能な命令を含
む。一部の実施形態において、送信及び／又は受信されるインスタントメッセージは、Ｍ
ＭＳ及び／又は拡張メッセージングサービス（Enhanced Messaging Service、ＥＭＳ）で
サポートされるような、グラフィック、写真、オーディオファイル、ビデオファイル、及
び／又は他の添付ファイルを含んでもよい。本明細書で使用するとき、「インスタントメ
ッセージング」とは、電話ベースのメッセージ（例えば、ＳＭＳ又はＭＭＳを使用して送
信されるメッセージ）及びインターネットベースのメッセージ（例えば、ＸＭＰＰ、ＳＩ
ＭＰＬＥ、又はＩＭＰＳを使用して送信されるメッセージ）の双方を指す。
【０１２６】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、ＧＰＳモジュール１３５、地図モジュール１５４、及び音楽再生モジュールと連携して
、トレーニングサポートモジュール１４２は、次のための実行可能な命令を含む：（例え
ば、時間、距離、及び／又はカロリー消費目標を有する）トレーニングを作成することと
、トレーニングセンサ（スポーツデバイス）と通信することと、トレーニングセンサデー
タを受信することと、トレーニングをモニタするために使用されるセンサを較正すること
と、トレーニングのための音楽を選択し、再生することと、トレーニングデータを表示し
、記憶し、送信すること。
【０１２７】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、光センサ（単数又は複数
）１６４、光センサコントローラ１５８、接触／動きモジュール１３０、グラフィックモ
ジュール１３２、及び画像管理モジュール１４４と連携して、カメラモジュール１４３は
、静止画像又は（ビデオストリームを含む）ビデオをキャプチャしてメモリ１０２にそれ
らを記憶する、静止画像又はビデオの特性を変更する、又はメモリ１０２から静止画像若
しくはビデオを削除する、実行可能な命令を含む。
【０１２８】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４、及びカメラモジ
ュール１４３と連携して、画像管理モジュール１４４は、静止画像及び／又はビデオ画像
を配置する、修正し（例えば、編集し）又は別の方法で操作する、ラベルを付ける、削除
する、（例えば、デジタルスライドショー又はアルバムにおいて）提示する、及び記憶し
たりする、実行可能な命令を含む。
【０１２９】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、及び、テキスト入力モジュール
１３４と連携して、ブラウザモジュール１４７は、ウェブページ又はそれらの一部、並び
にウェブページにリンクされた添付及び他のファイルを検索し、リンク付けし、受信し、
表示することを含むユーザの指示に従い、インターネットを閲覧するための実行可能な命
令を含む。
【０１３０】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、電子メールクライアントモジュール１４０、及びブラウザモジュール１４７と連携して
、カレンダーモジュール１４８は、ユーザの指示に従い、カレンダー及びカレンダーに関
連付けられたデータ（例えば、カレンダー項目、ｔｏ　ｄｏリストなど）を作成し、表示
し、変更し、記憶する実行可能な命令を含む。
【０１３１】
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　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、及びブラウザモジュール１４７と連携して、ウィジェットモジュール１４９は、ユーザ
によってダウンロードされ、使用することが可能なミニアプリケーション（例えば、気象
ウィジェット１４９－１、株価ウィジェット１４９－２、計算機ウィジェット１４９－３
、アラーム時計ウィジェット１４９－４、及び辞書ウィジェット１４９－５）、又はユー
ザによって作成することが可能なミニアプリケーション（例えば、ユーザ作成ウィジェッ
ト１４９－６）である。一部の実施形態において、ウィジェットは、ＨＴＭＬ（ハイパー
テキストマークアップ言語）ファイル、ＣＳＳ（カスケーディングスタイルシート）ファ
イル、及びＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）ファイルを含む。一部の実施形態において
、ウィジェットは、ＸＭＬ（拡張可能マークアップ言語）ファイル及びＪａｖａＳｃｒｉ
ｐｔファイル（例えば、Ｙａｈｏｏ！（登録商標）ウィジェット）を含む。
【０１３２】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、及びブラウザモジュール１４７と連携して、ウィジェット作成モジュール１５０は、ウ
ィジェットを作成する（例えば、ウェブページのユーザ指定箇所をウィジェットに変える
）ために、ユーザによって使用することができる。
【０１３３】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連携して、
検索モジュール１５１は、ユーザの指示に従い、１つ以上の検索基準（例えば、１つ以上
のユーザ指定の検索語句）と一致する、メモリ１０２内のテキスト、音楽、音、画像、ビ
デオ、及び／又は他のファイルを検索する、実行可能な命令を含む。
【０１３４】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路１０８、及びブラウザモジュール１４７と連携して、ビデオ及び音楽再生モジュール１
５２は、ＭＰ３又はＡＡＣファイルなどの１つ以上のファイル形式で記憶された録音済み
の音楽及び他のサウンドファイルをユーザがダウンロード及び再生できるようにする実行
可能な命令、並びにビデオを（タッチスクリーン１１２上又は外部ポート１２４を介して
接続された外部のディスプレイ上に）表示、提示、又は別の方法で再生する実行可能な命
令を含む。一部の実施形態において、デバイス１００は、任意選択的に、ｉＰｏｄ（Ａｐ
ｐｌｅ　Ｉｎｃ．の商標）などのＭＰ３プレーヤの機能を備える。
【０１３５】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、及びテキスト入力モジュール１３４と連携して、
メモモジュール１５３は、ユーザの指示に従って、メモ、ｔｏ　ｄｏリストなどを作成及
び管理する実行可能な命令を含む。
【０１３６】
　ＲＦ回路１０８、タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／
動きモジュール１３０、グラフィックモジュール１３２、テキスト入力モジュール１３４
、ＧＰＳモジュール１３５、及びブラウザモジュール１４７と連携して、地図モジュール
１５４は、ユーザの指示に従い、地図及び地図に関連付けられたデータ（例えば、運転方
向、特定の位置又はその近くの店舗及びその他の見所のデータ、並びに他の位置ベースの
データ）を受信し、表示し、変更し、及び記憶するために、使用することができる。
【０１３７】
　タッチスクリーン１１２、ディスプレイコントローラ１５６、接触／動きモジュール１
３０、グラフィックモジュール１３２、オーディオ回路１１０、スピーカ１１１、ＲＦ回
路１０８、テキスト入力モジュール１３４、電子メールクライアントモジュール１４０、
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及びブラウザモジュール１４７と連携して、オンラインビデオモジュール１５５は、ユー
ザがＨ．２６４などの１つ以上のファイル形式のオンラインビデオにアクセスし、閲覧し
、（例えば、ストリーミング及び／又はダウンロードにより）受信し、（例えば、タッチ
スクリーン上で又は外部ポート１２４を介して接続された外部のディスプレイ上で）再生
し、特定のオンラインビデオへのリンクを含む電子メールを送信し、別の方法で管理する
ことが可能となる命令を含む。一部の実施形態では、特定のオンラインビデオへのリンク
を送信するために、電子メールクライアントモジュール１４０ではなく、インスタントメ
ッセージングモジュール１４１が使用される。オンラインビデオアプリケーションの追加
の説明は、２００７年６月２０日に出願された米国特許仮出願第６０／９３６，５６２号
、「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａ
ｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｐｌａｙｉｎｇ　
Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｉｄｅｏｓ」、及び２００７年１２月３１日に出願された米国特許出願
第１１／９６８，０６７号、「Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｍｕｌｔｉｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｄｅｖ
ｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　
ｆｏｒ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｉｄｅｏｓ」に見出すことができ、これらの
出願の内容はその全体が本明細書において参照により組み込まれている。
【０１３８】
　上記で特定されたモジュール及びアプリケーションのそれぞれは、１つ以上の上記の機
能を実行する実行可能な命令セット及び本出願に記載の方法（例えば、コンピュータによ
り実行される方法及び本明細書に記載の他の情報処理方法）に対応する。これらのモジュ
ール（例えば、命令のセット）は、別個のソフトウェアプログラム、手順、又はモジュー
ルとして実現される必要はなく、それゆえ、様々な実施形態では、これらのモジュールの
様々なサブセットを組み合わせるか、又は他の方式で再編成することができる。例えば、
ビデオ再生モジュールは、音楽再生モジュールと組み合わせて、単一のモジュール（例え
ば、図１Ａのビデオ及び音楽再生モジュール１５２）としてもよい。一部の実施形態にお
いて、メモリ１０２は、上記で特定されたモジュール及びデータ構造のサブセットを記憶
することができる。更に、メモリ１０２は、上述されていない追加のモジュール及びデー
タ構造を記憶してもよい。
【０１３９】
　一部の実施形態では、デバイス１００は、デバイス上の機能の既定のセットの動作が排
他的にタッチスクリーン及び／又はタッチパッドを介して実行されるデバイスである。デ
バイス１００の動作に関する主要な入力制御デバイスとしてタッチスクリーン及び／又は
タッチパッドを使用することによって、デバイス１００上の（プッシュボタン、ダイヤル
などの）物理入力制御デバイスの数を低減することができる。
【０１４０】
　タッチスクリーン及び／又はタッチパッドのみを介して実行される、既定の機能のセッ
トは、任意選択的に、ユーザインタフェース間のナビゲーションを含む。一部の実施形態
では、タッチパッドは、ユーザによってタッチされると、デバイス１００上に表示される
任意のユーザインタフェースから、メインメニュー、ホームメニュー、又はルートメニュ
ーへデバイス１００をナビゲートする。かかる実施形態では、「メニューボタン」はタッ
チパッドを用いて実装される。一部の他の実施形態では、メニューボタンは、タッチパッ
ドの代わりに、物理プッシュボタン又は他の物理入力制御デバイスである。
【０１４１】
　図１Ｂは、一部の実施形態に係る、イベント処理のための例示的な構成要素を示すブロ
ック図である。一部の実施形態では、メモリ１０２（図１Ａ）又はメモリ３７０（図３）
は、イベントソート部１７０（例えば、オペレーティングシステム１２６内）及び対応す
るアプリケーション１３６－１（例えば、上述のアプリケーション１３７～１５１、１５
５、３８０～３９０のうちのいずれか）を含む。
【０１４２】
　イベントソート部１７０は、イベント情報を受信し、イベント情報が配信されるアプリ
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ケーション１３６－１及びアプリケーション１３６－１のアプリケーションビュー１９１
を決定する。イベントソート部１７０は、イベントモニタ１７１及びイベントディスパッ
チャモジュール１７４を含んでいる。一部の実施形態において、アプリケーション１３６
－１は、アプリケーションがアクティブ又は実行中の時、タッチ感知ディスプレイ１１２
上に表示される現在のアプリケーションビュー（単数又は複数）を示す、アプリケーショ
ン内部状態１９２を含む。一部の実施形態において、デバイス／グローバル内部状態１５
７は、いずれのアプリケーション（単数又は複数）が現在アクティブであるかを判定する
ために、イベントソート部１７０によって使用され、アプリケーション内部状態１９２は
、イベント情報の配信先となるアプリケーションビュー１９１を決定するために、イベン
トソート部１７０によって使用される。
【０１４３】
　一部の実施形態において、アプリケーション内部状態１９２は、アプリケーション１３
６－１が実行を再開する際に使用される再開情報、アプリケーション１３６－１によって
情報が表示されているか又は表示の準備が整っていることを示すユーザインタフェース状
態情報、ユーザがアプリケーション１３６－１の以前の状態又はビューに戻ることを可能
にするための状態待ち行列、及びユーザが以前に行ったアクションのリドゥ／アンドゥ待
ち行列、のうちの１つ以上などの追加情報を含む。
【０１４４】
　イベントモニタ１７１は、周辺機器インタフェース１１８からイベント情報を受信する
。イベント情報は、サブイベント（例えば、マルチタッチジェスチャの一部としての、タ
ッチ感知ディスプレイ１１２上でのユーザのタッチ）についての情報を含む。周辺機器イ
ンタフェース１１８は、Ｉ／Ｏサブシステム１０６、又は近接センサ１６６、加速度計（
単数又は複数）１６８、及び／若しくは（オーディオ回路１１０を介する）マイクロフォ
ン１１３などのセンサから受信する情報を送信する。周辺機器インタフェース１１８がＩ
／Ｏサブシステム１０６から受信する情報には、タッチ感知ディスプレイ１１２又はタッ
チ感知面からの情報が含まれる。
【０１４５】
　一部の実施形態では、イベントモニタ１７１は、所定の間隔で周辺機器インタフェース
１１８に要求を送信する。これに応じて、周辺機器インタフェース１１８はイベント情報
を送信する。他の実施形態では、周辺機器インタフェース１１８は、重要なイベント（例
えば、所定のノイズ閾値を上回り、かつ／又は所定の持続時間を超えた入力を受けること
）が存在する場合にのみ、イベント情報を送信する。
【０１４６】
　一部の実施形態では、イベントソート部１７０はまた、ヒットビュー判定モジュール１
７２及び／又はアクティブイベント認識部判定モジュール１７３も含む。
【０１４７】
　ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチ感知ディスプレイ１１２が２つ以上のビ
ューを表示する場合に、サブイベントが１つ以上のビュー内のいずれの場所で発生したか
を判定するための、ソフトウェア手順を提供する。ビューは、制御部及びユーザがディス
プレイ上で見ることが可能な他の要素で構成される。
【０１４８】
　アプリケーションに関連付けられたユーザインタフェースの別の態様は、本明細書では
、アプリケーションビュー又はユーザインタフェースウィンドウと呼ばれる場合があるビ
ューのセットであり、それらの中で情報が表示され、タッチに基づくジェスチャが生じる
。タッチが検出される（対応するアプリケーションの）アプリケーションビューは、その
アプリケーションのプログラム階層又はビュー階層内のプログラムレベルに対応し得る。
例えば、タッチが検出される最下位レベルのビューを、ヒットビューと呼ぶことができ、
適切な入力として認識されるイベントのセットは、少なくとも部分的には、タッチに基づ
くジェスチャを開始する最初のタッチのヒットビューに基づいて、判定することができる
。
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【０１４９】
　ヒットビュー判定モジュール１７２は、タッチに基づくジェスチャのサブイベントに関
連する情報を受信する。アプリケーションが、階層として編成された複数のビューを有す
る場合、ヒットビュー判定モジュール１７２は、そのサブイベントを処理すべき階層内の
最下位のビューとしての、ヒットビューを特定する。ほとんどの状況では、ヒットビュー
は、最初のサブイベント（例えば、イベント又は潜在的なイベントを形成するサブイベン
トのシーケンスにおける最初のサブイベント）が発生する最下位レベルのビューである。
ヒットビューがヒットビュー判定モジュール１７２によって特定されると、ヒットビュー
は、典型的には、それがヒットビューとして特定された、同じタッチ又は入力ソースに関
連するすべてのサブイベントを受信する。
【０１５０】
　アクティブイベント認識部判定モジュール１７３は、ビュー階層内のどのビュー（単数
又は複数）がサブイベントの特定のシーケンスを受信すべきかを判定する。一部の実施形
態では、アクティブイベント認識部判定モジュール１７３は、ヒットビューのみがサブイ
ベントの特定のシーケンスを受信すべきであると判定する。他の実施形態では、アクティ
ブイベント認識部判定モジュール１７３は、サブイベントの物理位置を含むすべてのビュ
ーはアクティブに関わっているビューであると判定し、したがって、すべてのアクティブ
に関わっているビューは、サブイベントの特定のシーケンスを受信すべきであると判定す
る。他の実施形態では、タッチサブイベントがある特定のビューに関連付けられた領域に
完全に限定されたとしても、階層の上位のビューは、依然としてアクティブに関わってい
るビューであり続ける。
【０１５１】
　イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をイベント認識部（例えば
、イベント認識部１８０）に送信する。アクティブイベント認識部判定モジュール１７３
を含む実施形態において、イベントディスパッチャモジュール１７４は、アクティブイベ
ント認識部判定モジュール１７３により判定されたイベント認識部にイベント情報を配信
する。一部の実施形態では、イベントディスパッチャモジュール１７４は、対応するイベ
ント受信部１８２により取得されるイベント情報をイベント待ち行列に記憶する。
【０１５２】
　一部の実施形態では、オペレーティングシステム１２６は、イベントソート部１７０を
含む。あるいは、アプリケーション１３６－１はイベントソート部１７０を含む。更に他
の実施形態では、イベントソート部１７０は、独立型のモジュール、又は接触／動きモジ
ュール１３０などの、メモリ１０２に記憶された別のモジュールの一部である。
【０１５３】
　一部の実施形態では、アプリケーション１３６－１は、各々がアプリケーションのユー
ザインタフェースの各ビュー内で発生するタッチイベントを処理する命令を含む、複数の
イベント処理部１９０及び１つ以上のアプリケーションビュー１９１を備えている。アプ
リケーション１３６－１の各アプリケーションビュー１９１は、１つ以上のイベント認識
部１８０を含む。通常は、それぞれのアプリケーションビュー１９１に複数のイベント認
識部１８０が含まれる。他の実施形態では、イベント認識部１８０のうちの１つ以上は、
ユーザインタフェースキット（図示せず）又はアプリケーション１３６－１が方法及び他
の特性を継承する上位レベルのオブジェクトなどの、別個のモジュールの一部である。一
部の実施形態では、それぞれのイベント処理部１９０は、データ更新部１７６、オブジェ
クト更新部１７７、ＧＵＩ更新部１７８、及び／又はイベントソート部１７０から受信し
たイベントデータ１７９、のうちの１つ以上を含む。イベント処理部１９０は、アプリケ
ーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６、オブジェクト更新部１
７７、又はＧＵＩ更新部１７８を利用するか又は呼び出してもよい。あるいは、アプリケ
ーションビュー１９１のうちの１つ以上は、１つ以上の対応するイベント処理部１９０を
含んでいる。また、一部の実施形態では、データ更新部１７６、オブジェクト更新部１７
７、及びＧＵＩ更新部１７８のうちの１つ以上も、対応するアプリケーションビュー１９
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１に含まれる。
【０１５４】
　各イベント認識部１８０は、イベントソート部１７０からイベント情報（例えば、イベ
ントデータ１７９）を受信して、そのイベント情報からイベントを識別する。イベント認
識部１８０は、イベント受信部１８２及びイベント比較部１８４を含む。一部の実施形態
では、イベント認識部１８０は更に、メタデータ１８３及びイベント配信命令１８８（サ
ブイベント配信命令を含んでもよい）の少なくともサブセットを含んでいる。
【０１５５】
　イベント受信部１８２は、イベントソート部１７０からイベント情報を受信する。この
イベント情報には、サブイベントについての情報、例えば、タッチ又はタッチの動きにつ
いての情報が含まれる。サブイベントによっては、イベント情報はまた、サブイベントの
位置などの追加情報も含む。サブイベントが、タッチの動きに関係する場合、イベント情
報はまた、そのサブイベントの速度及び方向も含み得る。一部の実施形態において、イベ
ントは、１つの向きから別の向きへの（例えば、縦向きから横向きへの、又はその逆の）
デバイスの回転を含み、そのイベント情報は、デバイスの現在の向き（デバイスの姿勢と
も呼ばれる）についての対応する情報を含む。
【０１５６】
　イベント比較部１８４は、イベント情報を既定のイベント又はサブイベントの定義と比
較し、その比較により、イベント若しくはサブイベントを判断、又はイベント若しくはサ
ブイベントの状態を判断若しくは更新する。一部の実施形態において、イベント比較部１
８４は、イベント定義１８６を含む。イベント定義１８６は、例えば、イベント１（１８
７－１）、イベント２（１８７－２）などの、イベントの定義（例えば、サブイベントの
既定のシーケンス）を含む。一部の実施形態において、イベント（１８７）内のサブイベ
ントは、例えば、タッチ開始、タッチ終了、タッチの移動、タッチの中止、及び複数のタ
ッチを含む。ある実施例では、イベント１（１８７－１）の定義は、表示されたオブジェ
クト上のダブルタップである。このダブルタップは、例えば、所定の段階に関する表示オ
ブジェクト上での第１のタッチ（タッチの開始）、所定の段階に関する第１のリフトオフ
（タッチの終了）、所定の段階に関する表示オブジェクト上での第２のタッチ（タッチの
開始）、及び所定の段階に関する第２のリフトオフ（タッチの終了）を含む。別の実施例
では、イベント２（１８７－２）の定義は、表示されたオブジェクト上のドラッグ操作で
ある。このドラッグ操作は、例えば、所定の段階に関する表示オブジェクト上でのタッチ
（又は、接触）、タッチ感知ディスプレイ１１２を横断するタッチの移動、及びタッチの
リフトオフ（タッチの終了）を含む。一部の実施形態では、イベントはまた、１つ以上の
関連付けられたイベント処理部１９０に関する情報も含む。
【０１５７】
　一部の実施形態では、イベント定義１８７は、それぞれのユーザインタフェースオブジ
ェクトに関するイベントの定義を含む。一部の実施形態では、イベント比較部１８４は、
サブイベントに関連付けられたユーザインタフェースオブジェクトを判定するヒットテス
トを実行する。例えば、３つのユーザインタフェースオブジェクトがタッチ感知ディスプ
レイ１１２に表示されるアプリケーションビューにおいて、タッチ感知ディスプレイ１１
２上でタッチが検出されると、イベント比較部１８４は、３つのユーザインタフェースオ
ブジェクトのうちのどれがタッチ（サブイベント）に関連付けられているかを判定するた
めのヒットテストを実行する。表示された各オブジェクトが、対応するイベント処理部１
９０に関連付けられている場合、イベント比較部は、ヒットテストの結果を用いて、どの
イベント処理部１９０をアクティブ化すべきかを判定する。例えば、イベント比較部１８
４は、サブイベント及びヒットテストのトリガとなるオブジェクトに関連付けられたイベ
ント処理部を選択する。
【０１５８】
　一部の実施形態において、それぞれのイベント１８７の定義は、サブイベントのシーケ
ンスが、イベント認識部のイベントタイプに対応するか又は対応しないかが判定されるま
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で、イベント情報の配信を遅延させる、遅延作用も含む。
【０１５９】
　それぞれのイベント認識部１８０が、一連のサブイベントがイベント定義１８６のイベ
ントのいずれとも一致しないと判断した場合、それぞれのイベント認識部１８０は、イベ
ント不可能、イベント失敗、又はイベント終了の状態に入り、その後は、タッチに基づく
ジェスチャの次のサブイベントを無視する。この状況では、ヒットビューに関してアクテ
ィブのまま維持される他のイベント認識部があれば、進行中のタッチに基づくジェスチャ
のサブイベントを、引き続き追跡及び処理する。
【０１６０】
　一部の実施形態では、それぞれのイベント認識部１８０は、構成変更可能なプロパティ
、フラグ、及び／又はイベント配信システムがアクティブに関わっているイベント認識部
にどのようにサブイベント配信を実行するかについて示すリスト、を有するメタデータ１
８３を含む。一部の実施形態では、メタデータ１８３には、構成変更可能なプロパティ、
フラグ、及び／又はイベント認識部が互いにどのように対話し得るか、若しくは、対話が
可能になるかについて示すリスト、が含まれる。一部の実施形態では、メタデータ１８３
には、構成変更可能なプロパティ、フラグ、及び／又はサブイベントがビュー階層若しく
はプログラム階層内の様々なレベルに配信されるか否かを示すリスト、が含まれる。
【０１６１】
　一部の実施形態では、各イベント認識部１８０は、イベントの１つ以上の特定のサブイ
ベントが認識されたときに、イベントに関連付けられたイベント処理部１９０をアクティ
ブ化する。一部の実施形態では、各イベント認識部１８０は、イベントに関連付けられた
イベント情報をイベント処理部１９０に配信する。イベント処理部１９０をアクティブ化
することは、対応するヒットビューにサブイベントを送信（及び送信を延期する）するこ
ととは異なる。一部の実施形態では、イベント認識部１８０は、認識されたイベントに関
連付けられたフラグをスローし、フラグに関連付けられたイベント処理部１９０は、フラ
グをキャッチし、所定の処理を実行する。
【０１６２】
　一部の実施形態では、イベント配信命令１８８は、イベント処理部をアクティブ化せず
に、サブイベントに関するイベント情報を配信するサブイベント配信命令を含む。その代
わりに、サブイベント配信命令は、一連のサブイベントに関連付けられたイベント処理部
又はアクティブに関わっているビューにイベント情報を配信する。一連のサブイベント又
はアクティブに関わっているビューに関連付けられたイベント処理部は、イベント情報を
受信し、所定の処理を実行する。
【０１６３】
　一部の実施形態では、データ更新部１７６は、アプリケーション１３６－１で使用され
るデータを作成及び更新する。例えば、データ更新部１７６は、連絡先モジュール１３７
で使用される電話番号を更新したり、又はビデオ再生モジュールで使用されるビデオファ
イルを記憶したりする。一部の実施形態では、オブジェクト更新部１７７は、アプリケー
ション１３６－１で使用されるオブジェクトを作成及び更新する。例えば、オブジェクト
更新部１７７は、新たなユーザインタフェースオブジェクトを作成するか、又はユーザイ
ンタフェースオブジェクトの位置を更新する。ＧＵＩ更新部１７８は、ＧＵＩを更新する
。例えば、ＧＵＩ更新部１７８は、表示情報を準備し、タッチ感知ディスプレイ上に表示
するため、表示情報をグラフィックモジュール１３２に送信する。
【０１６４】
　一部の実施形態では、イベント処理部（単数又は複数）１９０は、データ更新部１７６
、オブジェクト更新部１７７、及びＧＵＩ更新部１７８を含むか、又はそれらにアクセス
することができる。一部の実施形態では、データ更新部１７６、オブジェクト更新部１７
７、及びＧＵＩ更新部１７８は、それぞれのアプリケーション１３６－１又はアプリケー
ションビュー１９１の単一モジュールに含まれる。他の実施形態では、それらは、２つ以
上のソフトウェアモジュールに含まれる。
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【０１６５】
　タッチ感知ディスプレイ上のユーザのタッチのイベント処理に関する前述の説明はまた
、入力デバイスを用いて多機能デバイス１００を動作させるための他の形態のユーザ入力
にも適用されるが、そのすべてがタッチスクリーン上で開始されるわけではないことを理
解されたい。例えば、単一又は複数のキーボードの押下又は保持に任意選択的に合わせた
マウスの移動及びマウスボタンの押下、タッチパッド上でのタップ、ドラッグ、スクロー
ルなどの接触移動、ペンスタイラス入力、デバイスの移動、口頭による指示、検出された
眼球運動、バイオメトリック入力、並びに／又はこれらの任意の組み合わせが、認識対象
のイベントを定義するサブイベントに対応する入力として任意選択的に利用される。
【０１６６】
　図２は、一部の実施形態に係る、タッチスクリーン１１２を有するポータブル多機能デ
バイス１００を示す。タッチスクリーンは、ユーザインタフェース（ＵＩ）２００内に１
つ以上のグラフィックを、任意選択的に表示する。本実施形態、並びに後述する他の実施
形態において、ユーザは、例えば、１本以上の指２０２（図には、正確な縮尺率では描か
れていない）又は１つ以上のスタイラス２０３（図には、正確な縮尺率では描かれていな
い）を用いて、グラフィック上でジェスチャを行うことにより、グラフィックのうちの１
つ以上を選択することができる。一部の実施形態において、ユーザが１つ以上のグラフィ
ックとの接触を断った際に、その１つ以上のグラフィックの選択が生じる。一部の実施形
態では、ジェスチャは、１回以上のタップ、１回以上のスワイプ（左から右へ、右から左
へ、上方向へ及び／又は下方向へ）、及び／又は、デバイス１００と接触した指のローリ
ング（右から左へ、左から右へ、上方向へ及び／又は下方向へ）を任意選択的に含む。一
部の実装又は状況では、グラフィックとの不測の接触は、そのグラフィックを選択するも
のではない。例えば、選択に対応するジェスチャがタップである場合、アプリケーション
アイコンの上をスイープするスワイプジェスチャは、対応するアプリケーションを任意選
択的に選択しない。
【０１６７】
　デバイス１００にはまた、「ホーム」又はメニューボタン２０４などの、１つ以上の物
理ボタンも含まれ得る。上述したように、メニューボタン２０４を使用して、デバイス１
００上で実行することができるアプリケーションセット内の任意のアプリケーション１３
６へ、ナビゲートすることができる。あるいは、一部の実施形態では、メニューボタンは
、タッチスクリーン１１２に表示されたＧＵＩにおけるソフトキーとして実装されている
。
【０１６８】
　一部の実施形態において、デバイス１００は、タッチスクリーン１１２、メニューボタ
ン２０４、デバイスへの電源をオン／オフしてデバイスをロックするためのプッシュボタ
ン２０６、音量調整ボタン（単数又は複数）２０８、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カ
ードスロット２１０、ヘッドセットジャック２１２、及びドッキング／充電用外部ポート
１２４を含む。プッシュボタン２０６は、ボタンを押し下げて、既定の時間にわたってボ
タンを押し下げた状態で保持することによってデバイス上の電源をオン／オフし、ボタン
を押し下げて、既定時間が経過する前にボタンを解放することによってデバイスをロック
し、かつ／又は、デバイスのロックを解除する、若しくは、ロック解除処理を開始する。
別の実施形態では、デバイス１００はまた、マイクロフォン１１３を通して、一部の機能
をアクティブ化又は非アクティブ化するための口頭入力を受ける。デバイス１００はまた
、タッチスクリーン１１２上の接触の強度を検出するための１つ以上の接触強度センサ１
６５、及び／又は、デバイス１００のユーザに対する触知出力を生成するための１つ以上
の触知出力生成器１６７も、任意選択的に含む。
【０１６９】
　図３は、一部の実施形態に係る、ディスプレイ及びタッチ感知面を備える例示的な多機
能デバイスのブロック図である。デバイス３００は、ポータブル型である必要はない。一
部の実施形態において、デバイス３００は、ラップトップコンピュータ、デスクトップコ
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ンピュータ、タブレットコンピュータ、マルチメディア再生デバイス、ナビゲーションデ
バイス、教育的デバイス（子供の学習玩具など）、ゲームシステム、又は制御デバイス（
例えば、家庭用又は業務用コントローラ）である。デバイス３００は、典型的には、１つ
以上の処理ユニット（ＣＰＵ）３１０、１つ以上のネットワーク又は他の通信インタフェ
ース３６０、メモリ３７０、及びこれらの構成要素を相互接続するための１つ以上の通信
バス３２０を含む。通信バス３２０は、システム構成要素間の通信を相互接続及び制御す
る回路（チップセットと呼ばれることがある）を、任意選択的に含む。デバイス３００は
、典型的にはタッチスクリーンディスプレイであるディスプレイ３４０を備える入出力（
Ｉ／Ｏ）インタフェース３３０を含む。Ｉ／Ｏインタフェース３３０はまた、キーボード
及び／又はマウス（又は他のポインティングデバイス）３５０、及びタッチパッド３５５
、デバイス３００上に触知出力を生成するための（例えば、図１Ａを参照して上述した触
知出力生成器１６７（単数又は複数）と同様の）触知出力生成器３５７、センサ３５９（
例えば、光センサ、加速度センサ、近接センサ、タッチ感知センサ、及び／又は図１Ａを
参照して上述した接触強度センサ（単数又は複数）１６５と同様の接触強度センサ）も、
任意選択的に含む。メモリ３７０は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、又は他のラ
ンダムアクセスソリッドステートメモリデバイスなどの、高速ランダムアクセスメモリを
含み、また任意選択的に、１つ以上の磁気ディスク記憶デバイス、光ディスク記憶デバイ
ス、フラッシュメモリデバイス、又は他の不揮発性ソリッドステート記憶デバイスなどの
、不揮発性メモリを含む。メモリ３７０は、ＣＰＵ（単数又は複数）３１０からリモート
にある１つ以上の記憶デバイスを任意選択的に含む。一部の実施形態では、メモリ３７０
は、ポータブル多機能デバイス１００（図１Ａ）のメモリ１０２に記憶されたプログラム
、モジュール、及びデータ構造、又はそれらの部分集合に類似する、プログラム、モジュ
ール、及びデータ構造を記憶する。更に、メモリ３７０は、ポータブル多機能デバイス１
００のメモリ１０２に存在しない追加のプログラム、モジュール、及びデータ構造を、任
意選択的に記憶する。例えば、デバイス３００のメモリ３７０は、描画モジュール３８０
、プレゼンテーションモジュール３８２、ワードプロセッシングモジュール３８４、ウェ
ブサイト作成モジュール３８６、ディスクオーサリングモジュール３８８、及び／又はス
プレッドシートモジュール３９０を任意選択的に記憶するが、ポータブル多機能デバイス
１００（図１Ａ）のメモリ１０２はこれらのモジュールを任意選択的に記憶しない。
【０１７０】
　図３における上記で特定された要素のそれぞれは、前述のメモリデバイスのうちの１つ
以上に記憶されてもよい。上記で特定されたモジュールのそれぞれは、上述した機能を実
行する命令セットに対応する。上記で特定されたモジュール又はプログラム（例えば、命
令セット）は、別個のソフトウェアプログラム、手順、又はモジュールとして実装される
必要はなく、それゆえ、様々な実施形態では、これらのモジュールの様々なサブセットを
組み合わせるか、又は他の方式で再編成することができる。一部の実施形態において、メ
モリ３７０は、上記で特定されたモジュール及びデータ構造のサブセットを記憶すること
ができる。更に、メモリ３７０は、上述されていない追加のモジュール及びデータ構造を
記憶してもよい。
【０１７１】
　次に、例えば、ポータブル多機能デバイス１００上に実施することができるユーザイン
タフェースの実施形態に注意を向ける。
【０１７２】
　図４Ａは、一部の実施形態に係る、ポータブル多機能デバイス１００上のアプリケーシ
ョンのメニューに関する例示的なユーザインタフェースを示す。同様のユーザインタフェ
ースを、デバイス３００上に実施してもよい。一部の実施形態において、ユーザインタフ
ェース４００は、以下の要素、又はそれらの部分集合若しくは上位集合を含む。
　●セルラー及びＷｉ－Ｆｉ信号などの無線通信（単数又は複数）のための信号強度イン
ジケータ（単数又は複数）４０２、
　●時間４０４、
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　●Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈインジケータ４０５、
　●バッテリ状態インジケータ４０６、
　●下記などの、頻繁に利用されるアプリケーション用のアイコンを含むトレー４０８、
　　○不在着信又は音声メールメッセージの数のインジケータ４１４を任意選択的に含む
、「電話」とラベル付けされる、電話モジュール１３８用のアイコン４１６、
　　○未読電子メールの数のインジケータ４１０を任意選択的に含む、「メール」とラベ
ル付けされる、電子メールクライアントモジュール１４０用のアイコン４１８、
　　○「ブラウザ」とラベル付けされる、ブラウザモジュール１４７用のアイコン４２０
、及び
　　○「ｉＰｏｄ」とラベル付けされる、ｉＰｏｄ（Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．の商標）モジ
ュール１５２とも称されるビデオ及び音楽再生モジュール１５２用のアイコン４２２、並
びに
　●下記などの、その他のアプリケーション用のアイコン、
　　○「メッセージ」とラベル付けされる、ＩＭモジュール１４１用のアイコン４２４、
　　○「カレンダー」とラベル付けされる、カレンダーモジュール１４８用のアイコン４
２６、
　　○「写真」とラベル付けされる、画像管理モジュール１４４用のアイコン４２８、
　　○「カメラ」とラベル付けされる、カメラモジュール１４３用のアイコン４３０、
　　○「オンラインビデオ」とラベル付けされる、オンラインビデオモジュール１５５用
のアイコン４３２、
　　○「株式」とラベル付けされる、株式ウィジェット１４９－２用のアイコン４３４、
　　○「マップ」とラベル付けされる、地図モジュール１５４用のアイコン４３６、
　　○「天気」とラベル付けされる、天気ウィジェット１４９－１用のアイコン４３８、
　　○「時計」とラベル付けされる、アラーム時計ウィジェット１４９－４用のアイコン
４４０、
　　○「トレーニングサポート」とラベル付けされる、トレーニングサポートモジュール
１４２用のアイコン４４２、
　　○「メモ」とラベル付けされる、メモモジュール１５３用のアイコン４４４、
　　○デバイス１００及びその様々なアプリケーション１３６に関する設定へのアクセス
を提供する、「設定」とラベル付けされる、設定アプリケーション又はモジュール用のア
イコン４４６。
【０１７３】
　図４Ａに示されるアイコンのラベルは、単なる例示であることに留意されたい。例えば
、ビデオ及び音楽再生モジュール１５２用のアイコン４２２は、任意選択的に、「ミュー
ジック」又は「ミュージックプレーヤ」とラベル付けされてもよい。他のラベルが、様々
なアプリケーションアイコンのために、任意選択的に使用される。一部の実施形態では、
それぞれのアプリケーションアイコンに関するラベルは、それぞれのアプリケーションア
イコンに対応するアプリケーションの名前を含む。一部の実施形態では、特定のアプリケ
ーションアイコンのラベルは、特定のアプリケーションアイコンに対応するアプリケーシ
ョンの名前とは異なる。
【０１７４】
　図４Ｂは、ディスプレイ４５０（例えば、タッチスクリーンディスプレイ１１２）とは
別個のタッチ感知面４５１（例えば、図３のタブレット又はタッチパッド３５５）を備え
るデバイス（例えば、図３のデバイス３００）上の、例示的なユーザインタフェースを示
す。デバイス３００はまた、タッチ感知面４５１上の接触の強度を検出するための１つ以
上の接触強度センサ（例えば、センサ３５７のうちの１つ以上）、及び／又はデバイス３
００のユーザに対する触知出力を生成するための１つ以上の触知出力生成器３５９を任意
選択的に含む。
【０１７５】
　以下の実施例のうちのいくつかは、タッチスクリーンディスプレイ１１２上の入力（タ
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ッチ感知面とディスプレイとが組み合わされている場合）を参照して説明されるが、一部
の実施形態において、デバイスは、図４Ｂに示すように、ディスプレイとは別個のタッチ
感知面上で入力を検出する。一部の実施形態において、このタッチ感知面（例えば、図４
Ｂの４５１）は、ディスプレイ（例えば、４５０）上の主軸（例えば、図４Ｂの４５３）
に対応する主軸（例えば、図４Ｂの４５２）を有する。これらの実施形態によれば、デバ
イスは、タッチ感知面４５１との接触（例えば、図４Ｂの４６０及び４６２）を、ディス
プレイ上のそれぞれの位置に対応する位置（例えば、図４Ｂでは、４６０は４６８に対応
し、４６２は４７０に対応する）にて検出する。このように、タッチ感知面がディスプレ
イとは別個のものである場合、タッチ感知面（例えば、図４Ｂの４５１）上でデバイスに
よって検出されたユーザ入力（例えば、接触４６０及び４６２、並びにそれらの移動）が
、多機能デバイスのディスプレイ（例えば、図４Ｂでの４５０）上のユーザインタフェー
スを操作するために、デバイスによって使用される。同様の方法が、本明細書に記載の他
のユーザインタフェースに任意選択的に使用されることを理解されたい。
【０１７６】
　更に、以下の説明は、主に指入力（例えば、指の接触、指のタップジェスチャ、指のス
ワイプジェスチャ）を参照して説明されるが、一部の実施形態では、それらの指入力のう
ちの１つ以上は、別の入力デバイスからの入力（例えば、マウスに基づく入力又はスタイ
ラス入力）で置き換えられることを理解されたい。例えば、スワイプジェスチャは、任意
選択的に、（例えば、接触の代わりに）マウスクリックと置換され、その後、（例えば、
接触の移動の代わりに）スワイプの経路に沿ってカーソルの移動が行われる。別の例とし
て、タップジェスチャは、（例えば、接触の検出に続いて接触の検出を停止する代わりに
）カーソルがタップジェスチャの位置上に配置されている間、任意選択的に、マウスクリ
ックで置換される。同様に、複数のユーザ入力が同時に検出されるとき、複数のコンピュ
ータマウスが同時に、任意選択的に用いられているか、又はマウスと指接触が任意選択的
に同時に用いられていることが理解されよう。
【０１７７】
　図５Ａは、例示的なパーソナル電子デバイス５００を示す。デバイス５００は、本体５
０２を含む。一部の実施形態では、デバイス５００は、デバイス１００及び３００（例え
ば、図１Ａ～図４Ｂ）に関して記載した特徴のいくつか又はすべてを含み得る。一部の実
施形態では、デバイス５００は、タッチ感知ディスプレイ画面５０４、以後、タッチスク
リーン５０４を有する。タッチスクリーン５０４の代わりに、又はそれに追加して、デバ
イス５００は、ディスプレイ及びタッチ感知面を有する。デバイス１００及びデバイス３
００と同様に、一部の実施形態において、タッチスクリーン５０４（又はタッチ感知面）
は、加えられている接触（例えば、タッチ）の強度を検出するための１つ以上の強度セン
サを有してもよい。タッチスクリーン５０４（又は、タッチ感知面）の１つ以上の強度セ
ンサは、タッチの強度を表す出力データを提供することができる。デバイス５００のユー
ザインタフェースは、タッチの強度に基づきタッチに応じてもよく、これは、異なる強度
のタッチは、デバイス５００上で異なるユーザインタフェース動作を呼び出し得ることを
意味する。
【０１７８】
　タッチ強度を検出して処理するための技法は、例えば、関連出願である、２０１３年５
月８日出願の「Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｌａｙｉｎｇ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　
Ｏｂｊｅｃｔｓ　Ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ｔｏ　ａｎ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ」
と題された国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０４００６１号、及び２０１３年１１月１１
日出願の「Ｄｅｖｉｃｅ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｔｏｕｃｈ　
Ｉｎｐｕｔ　ｔｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ」と題
された同ＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０６９４８３号に見出すことができ、これらの文献のそ
れぞれは、全体が参照により本明細書に組み込まれる。
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【０１７９】
　一部の実施形態において、デバイス５００は、１つ以上の入力機構５０６及び入力機構
５０８を有する。入力機構５０６及び入力機構５０８は、含まれる場合には、物理的なも
のとすることができる。物理入力機構の例としては、プッシュボタン及び回転可能機構が
挙げられる。一部の実施形態では、デバイス５００は、１つ以上のアタッチメント機構を
有する。かかるアタッチメント機構は、含まれる場合には、例えば、デバイス５００を、
帽子、アイウェア、イヤリング、ネックレス、シャツ、ジャケット、ブレスレット、腕時
計バンド、チェーン、ズボン、ベルト、靴、財布、バックパックなどに、取り付けること
を可能にする。これらのアタッチメント機構によって、ユーザはデバイス５００を着用す
ることができる。
【０１８０】
　図５Ｂは、例示的なパーソナル電子デバイス５００を示す。一部の実施形態では、デバ
イス５００は、図１Ａ、図１Ｂ及び図３に関して記載した構成要素のいくつか又はすべて
を含み得る。デバイス５００は、Ｉ／Ｏ部５１４を１つ以上のコンピュータプロセッサ５
１６及びメモリ５１８に動作可能に結合するバス５１２を有する。Ｉ／Ｏ部５１４は、タ
ッチ感知式構成要素５２２、及び、任意選択的に、タッチ強度感知構成要素５２４を有し
得るディスプレイ５０４に接続することができる。更に、Ｉ／Ｏ部５１４は、Ｗｉ－Ｆｉ
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、近距離通信（ＮＦＣ）、セルラー及び／又は他の無線通信技法を
使用して、アプリケーション及びオペレーティングシステムのデータを受信するための通
信ユニット５３０に接続し得る。デバイス５００は、入力機構５０６及び／又は入力機構
５０８を含むことができる。入力機構５０６は、例えば、回転可能入力デバイス、又は押
し下げ可能かつ回転可能な入力デバイスとしてもよい。入力機構５０８は、一部の実施例
では、ボタンであってもよい。
【０１８１】
　入力機構５０８は、一部の実施例では、マイクロフォンであってもよい。パーソナル電
子デバイス５００は、ＧＰＳセンサ５３２、加速度計５３４、方向センサ５４０（例えば
、コンパス）、ジャイロスコープ５３６、動きセンサ５３８、及び／又はこれらの組み合
わせなどの、様々なセンサを含み得るものであり、それらのすべては、Ｉ／Ｏ部５１４に
動作可能に接続することができる。
【０１８２】
　パーソナル電子デバイス５００のメモリ５１８は、コンピュータ実行可能命令を記憶す
るための１つ以上の非一時的コンピュータ可読記憶媒体を含むことができ、これらの命令
は、１つ以上のコンピュータプロセッサ５１６によって実行されたときに、例えば、コン
ピュータプロセッサに、処理７００、９００、１１００、１３００、１５００、１７００
、及び１９００（図７、図９、図１１、図１３、図１５、図１７、及び図１９）を含む、
上述の技法を実行させてもよい。パーソナル電子デバイス５００は、図５Ｂの構成要素及
び構成に限定されるものではなく、他の構成要素又は追加的構成要素を、複数の構成で含
み得る。
【０１８３】
　本明細書で使用する時、用語「アフォーダンス」は、デバイス１００、３００、及び／
又は５００（図１、図３、及び図５）のディスプレイ画面上に表示され得るユーザ対話式
のグラフィックユーザインタフェースオブジェクトを指す。例えば、画像（例えば、アイ
コン）、ボタン、及びテキスト（例えば、ハイパーリンク）はそれぞれ、アフォーダンス
を構成することができる。
【０１８４】
　本明細書で使用するとき、用語「フォーカスセレクタ」とは、ユーザが対話しているユ
ーザインタフェースの現在の部分を示す入力要素を指す。カーソル又は他の位置マーカを
含むいくつかの実装において、タッチ感知面（例えば、図３のタッチパッド３５５、又は
図４Ｂのタッチ感知面４５１）上で入力（例えば、押圧入力）が検出された時に、カーソ
ルが特定のユーザインタフェース要素（例えば、ボタン、ウィンドウ、スライダ、又は他
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のユーザインタフェース要素）の上にある時、カーソルは「フォーカスセレクタ」として
機能し、特定のユーザインタフェース要素が、検出された入力に従って調整される。タッ
チスクリーンディスプレイ上のユーザインタフェース要素との直接的な対話を可能にする
、タッチスクリーンディスプレイ（例えば、図１Ａでのタッチ感知ディスプレイシステム
１１２、又は図４Ａでのタッチスクリーン１１２）を含む一部の実装では、タッチスクリ
ーン上で検出される接触が「フォーカスセレクタ」としての役割を果たすことにより、入
力（例えば、接触による押圧入力）が、タッチスクリーンディスプレイ上の特定のユーザ
インタフェース要素（例えば、ボタン、ウィンドウ、スライダ、又は他のユーザインタフ
ェース要素）の位置で検出されると、その特定のユーザインタフェース要素が、検出され
た入力に従って調節される。一部の実装では、（例えば、タブキー又は矢印キーを使って
フォーカスを１つのボタンから別のボタンに移動させることにより）タッチスクリーンデ
ィスプレイ上の対応するカーソルの移動又は接触の移動なしに、フォーカスが、ユーザイ
ンタフェースの１つの領域からユーザインタフェースの別の領域に移動される。これらの
実装では、フォーカスセレクタは、ユーザインタフェースの異なる領域間でのフォーカス
の移動に従って移動する。フォーカスセレクタが採用する具体的な形態とは関わりなく、
フォーカスセレクタは、全般的に、ユーザが意図するユーザインタフェースとの対話を（
例えば、ユーザが対話することを意図しているユーザインタフェースの要素を、デバイス
に示すことによって）伝達するために、ユーザによって制御されるユーザインタフェース
要素（又は、タッチスクリーンディスプレイ上での接触）である。例えば、タッチ感知面
（例えば、タッチパッド又はタッチスクリーン）上で押圧入力が検出される間の、対応の
ボタンの上のフォーカスセレクタ（例えば、カーソル、接触、又は選択ボックス）の位置
は、その対応のボタンを（そのデバイスのディスプレイ上に示される他のユーザインタフ
ェース要素ではなく）アクティブ化することをユーザが意図していることを示すものであ
る。
【０１８５】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用する時、接触の「特性強度」という用語は、接触の
１つ以上の強度に基づく、その接触の特性を指す。一部の実施形態では、特性強度は複数
の強度サンプルに基づく。特性強度は、任意選択的に、所定の数の強度サンプル、又は所
定のイベント（例えば、接触を検出した後、接触のリフトオフを検出する前、接触の移動
の開始を検出する前若しくは後、接触の終了を検出する前、接触の強度の増加を検出する
前若しくは後、及び／又は接触の強度の減少を検出する前若しくは後）に対して所定の時
間期間（例えば、０．０５、０．１、０．２、０．５、１、２、５、１０秒）内に収集さ
れた強度サンプルのセットに基づく。接触の特性強度は、任意選択的に、接触の強度の最
大値、接触の強度の中間値（mean value）、接触の強度の平均値（average value）、接
触の強度の上位１０％値、接触の強度の最大値の半分の値、接触の強度の最大値の９０％
の値など、のうちの１つ以上に基づく。一部の実施形態では、特性強度を判定するために
、接触の期間が使用される（例えば、特性強度が経時的な接触の強度の平均であるとき）
。一部の実施形態では、動作がユーザによって実行されたか否かを判定するために、特性
強度を１つ以上の強度閾値のセットと比較する。例えば、１つ以上の強度閾値のセットは
、第１の強度閾値及び第２の強度閾値を含むことができる。この実施例では、第１の閾値
を越えない特性強度を有する接触の結果として第１の動作が実行され、第１の強度閾値を
越え、第２の強度閾値を越えない特性強度を有する接触の結果として第２の動作が実行さ
れ、第２の閾値を越える特性強度を有する接触の結果として第３の動作が実行される。一
部の実施形態では、特性強度と１つ以上の閾値との間の比較が、第１の動作又は第２の動
作のいずれを実行するかを判定するために使用されるのではなく、１つ以上の動作を実行
するかどうか（例えば、それぞれの動作を実行するのか、又はそれぞれの動作の実行を省
略するのか）を判定するために使用される。
【０１８６】
　一部の実施形態では、特性強度を判定する目的で、ジェスチャの一部分が特定される。
例えば、タッチ感知面は、接触の強度が増加する、開始位置から遷移して終了位置まで達
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する連続的なスワイプ接触を受け取ってもよい。この実施例では、終了位置における接触
の特性強度は、連続的なスワイプ接触全体ではなく、そのスワイプ接触の一部分のみ（例
えば、終了位置におけるスワイプ接触の部分のみ）に基づいてもよい。一部の実施形態で
は、接触の特性強度を判定する前に、平滑化アルゴリズムをそのスワイプ接触の強度に適
用してもよい。例えば、平滑化アルゴリズムは、任意選択的に、非荷重移動平均平滑化ア
ルゴリズム、三角平滑化アルゴリズム、中央値フィルタ平滑化アルゴリズム、及び／又は
指数平滑化アルゴリズム、のうちの１つ以上を含む。一部の状況では、これらの平滑化ア
ルゴリズムは、特性強度を判定する目的で、スワイプ接触の強度の小幅な上昇又は低下を
除外する。
【０１８７】
　タッチ感知面上の接触の強度は、接触検出強度閾値、軽い押圧強度閾値、深い押圧強度
閾値、及び／又は１つ以上の他の強度閾値などの１つ以上の強度閾値に対して特徴付けし
てもよい。一部の実施形態では、軽い押圧強度閾値は、物理マウスのボタン又はトラック
パッドのクリックに典型的に関連付けられた動作を、デバイスが実行することになる強度
に相当する。一部の実施形態では、深い押圧強度閾値は、物理マウスのボタン又はトラッ
クパッドのクリックに典型的に関連付けられた動作とは異なる動作を、デバイスが実行す
ることになる強度に相当する。一部の実施形態では、軽い押圧強度閾値を下回る（例えば
、かつ、それを下回ると接触がもはや検出されないわずかな接触検出強度閾値を上回る）
特性強度で接触が検出される場合、デバイスは、軽い押圧強度閾値又は深い押圧強度閾値
に関連付けられた動作を実行することなく、タッチ感知面上の接触の移動に従って、フォ
ーカスセレクタを移動させる。全般的には、特に明記しない限り、これらの強度閾値は、
ユーザインタフェース図の異なるセット間でも一貫している。
【０１８８】
　軽い押圧強度閾値を下回る強度から、軽い押圧強度閾値と深い押圧強度閾値との間の強
度への接触の特性強度の増大は、「軽い押圧」入力と呼ばれる場合がある。深い押圧強度
閾値を下回る強度から、深い押圧強度閾値を上回る強度への接触の特性強度の増大は、「
深い押圧」入力と呼ばれる場合がある。接触検出強度閾値を下回る強度から、接触検出強
度閾値と軽い押圧強度閾値との間の強度への接触の特性強度の増大は、タッチ面上の接触
の検出と呼ばれる場合がある。接触検出強度閾値を上回る強度から、接触検出強度閾値を
下回る強度への接触の特性強度の減少は、タッチ面からの接触のリフトオフの検出と呼ば
れる場合がある。一部の実施形態では、接触検出強度閾値はゼロである。一部の実施形態
では、接触検出強度閾値はゼロを上回る。
【０１８９】
　本明細書で説明する一部の実施形態では、１つ以上の動作は、それぞれの押圧入力を含
むジェスチャの検出に応じて、又はそれぞれの接触（又は、複数の接触）で実行されるそ
れぞれの押圧入力の検出に応じて実行され、それぞれの押圧入力は、少なくとも部分的に
、押圧入力強度閾値を上回る接触（又は、複数の接触）の強度の増大の検出に基づいて検
出される。一部の実施形態では、それぞれの動作は、押圧入力強度閾値を上回る、対応す
る接触の強度の増大（例えば、対応する押圧入力の「ダウンストローク」）の検出に応じ
て実行される。一部の実施形態では、押圧入力は、押圧入力強度閾値を上回る、対応する
接触の強度の増大、及び後続の、押圧入力強度閾値を下回る接触の強度の減少を含み、対
応する動作は、その後続の押圧入力閾値を下回る対応する接触の強度の減少（例えば、対
応する押圧入力の「アップストローク」）の検出に応じて、実行される。
【０１９０】
　一部の実施形態では、デバイスは、「ジッタ」と呼ばれる場合がある不測の入力を回避
するために強度ヒステリシスを採用し、デバイスは、押圧入力強度閾値との所定の関連性
を有するヒステリシス強度閾値を定義又は選択する（例えば、ヒステリシス強度閾値は、
押圧入力強度閾値よりもＸ強度単位低いか、又は、ヒステリシス強度閾値は、押圧入力強
度閾値の７５％、９０％、若しくは何らかの妥当な比率である）。したがって、一部の実
施形態では、押圧入力は、押圧入力強度閾値を上回る対応する接触の強度の増大、及び後
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続の、押圧入力強度閾値に対応するヒステリシス強度閾値を下回る接触の強度の減少を含
み、対応する動作は、そのヒステリシス強度閾値を下回る、後続の対応する接触の強度の
減少（例えば、対応する押圧入力の「アップストローク」）の検出に応じて、実行される
。同様に、一部の実施形態では、押圧入力は、デバイスが、ヒステリシス強度閾値以下の
強度から押圧入力強度閾値以上の強度への接触の強度の増大、及び任意選択的に、ヒステ
リシス強度以下の強度への、後続の接触の強度の減少を検出する場合にのみ検出され、対
応する動作は、その押圧入力の検出（例えば、状況に応じて、接触の強度の増大、又は接
触の強度の減少）に応じて、実行される。
【０１９１】
　説明を容易にするために、押圧入力強度閾値に関連付けられた押圧入力に応じて、又は
その押圧入力を含むジェスチャに応じて実行される動作の説明は、押圧入力強度閾値を上
回る接触の強度の増大、ヒステリシス強度閾値を下回る強度から押圧入力強度閾値を上回
る強度への接触の強度の増大、押圧入力強度閾値を下回る接触の強度の減少、及び／又は
押圧入力強度閾値に対応するヒステリシス強度閾値を下回る接触の強度の減少のいずれか
を検出したことに応じて、任意選択的にトリガされる。更に、押圧入力強度閾値を下回る
接触の強度の減少を検出したことに応じて動作が実行されるとして説明される実施例では
、その動作は、押圧入力強度閾値に対応し、かつそれよりも低いヒステリシス強度閾値を
下回る、接触の強度の減少を検出したことに応じて任意選択的に実行される。
【０１９２】
　図５Ｃは、一部の実施形態に係る、支払取引を完了するために１つ以上の通信チャネル
を介して接続された例示的なデバイスを示す。１つ以上の例示的な電子デバイス（例えば
、デバイス１００、３００、及び５００）は、入力（例えば、特定のユーザ入力、ＮＦＣ
場）を任意選択的に検出し、（例えば、ＮＦＣを使用して）支払情報を任意選択的に送信
するように構成されている。１つ以上の電子デバイスは、ＮＦＣハードウェアを任意選択
的に含み、ＮＦＣ対応型となるように構成されている。
【０１９３】
　電子デバイス（例えば、デバイス１００、３００、及び５００）は任意選択的に、１つ
以上の支払アカウントのそれぞれと関連付けられた支払アカウント情報を記憶するように
構成されている。支払アカウント情報は、例えば、人の又は会社の名前、請求先住所、ロ
グイン、パスワード、口座番号、有効期限、セキュリティコード、電話番号、支払アカウ
ントと関連付けられた銀行（例えば、発行銀行）、及びカードネットワーク識別子、のう
ちの１つ以上を含む。一部の実施例では、支払アカウント情報は、（例えば、デバイスで
撮影した及び／又はデバイスで受信した）支払カードの写真などの画像を含む。一部の実
施例では、電子デバイスは、少なくとも一部の支払アカウント情報（例えば、ユーザが入
力したクレジット、デビット、口座、又はギフトカードの番号及び有効期限）を含むユー
ザ入力を受信する。一部の実施例では、電子デバイスは、（例えば、デバイスのカメラセ
ンサが取り込んだ支払カードの）画像から、少なくとも一部の支払アカウント情報を検出
する。一部の実施例では、電子デバイスは、別のデバイス（例えば、別のユーザデバイス
又はサーバ）から少なくとも一部の支払アカウント情報を受信する。一部の実施例では、
電子デバイスは、ユーザのアカウント又はユーザデバイスが以前に購入を行った又は支払
アカウントデータを特定した別のサービス（例えば、オーディオ及び／又はビデオファイ
ルを賃貸又は販売するためのアプリ）と関連付けられたサーバから、支払アカウント情報
を受信する。
【０１９４】
　一部の実施形態では、電子デバイス（例えば、デバイス１００、３００、及び５００）
に支払アカウントが追加され、この結果、支払アカウント情報が電子デバイスに確実に記
憶される。一部の実施例では、ユーザがかかる処理を開始した後、電子デバイスは、支払
アカウントに関する情報を取引調整サーバに送信し、次いで取引調整サーバは、情報の妥
当性を保証するために、アカウントに関する支払ネットワークによって運用されるサーバ
（例えば、支払サーバ）と通信する。電子デバイスは任意選択的に、電子デバイスがアカ
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ウントに関する支払情報をセキュア要素上にプログラムすることを可能にするスクリプト
をサーバから受信するように構成されている。
【０１９５】
　一部の実施形態では、電子デバイス１００、３００、及び５００同士の間の通信により
、取引（例えば、全般的に、又は特定の取引）が容易になる。例えば、第１の電子デバイ
ス（例えば、１００）は、プロビジョニングデバイス又は管理デバイスとしての役割を果
たすことができ、新しい又は更新された支払アカウントデータの通知（例えば、新しいア
カウントに関する情報、既存のアカウントに関する更新された情報、及び／又は既存のア
カウントに関連するアラート）を、第２の電子デバイス（例えば、５００）に送ることが
できる。別の実施例では、第１の電子デバイス（例えば、１００）は、第２の選択デバイ
スにデータを送ることができ、この場合データは、第１の電子デバイスにおいて容易にな
った支払取引についての情報を反映している。情報は、支払額、使用されるアカウント、
購入の時間、及びデフォルトのアカウントが変更されたか否か、のうちの１つ以上を任意
選択的に含む。第２のデバイス（例えば、５００）は、かかる情報を任意選択的に使用し
て、（例えば、学習アルゴリズム又は明示的なユーザ入力に基づいて）デフォルトの支払
アカウントを更新する。
【０１９６】
　電子デバイス（例えば、１００、３００、５００）は、様々なネットワークのいずれか
を介してそれぞれと通信するように構成されている。例えば、デバイスは、（例えば、従
来のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ接続を含む
）Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続５５０を使用して、又はＷｉＦｉネットワーク５５２を使用し
て通信する。ユーザデバイス同士の間の通信は任意選択的に、デバイス間で情報が不適切
に共有される可能性を低減するように調整される。例えば、支払情報に関連する通信は、
通信中のデバイスがペアリングされる（例えば、明示的なユーザ対話を介して互いと関連
付けられる）か、又は同じユーザアカウントと関連付けられることを必要とする。
【０１９７】
　一部の実施形態では、任意選択的にＮＦＣ対応型とされる販売時点（ＰＯＳ）支払端末
６１０と通信するために、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００）が使用され
る。通信は、様々な通信チャネル及び／又は技術を使用して、任意選択的に行われる。１
つの実施例では、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００）は、ＮＦＣチャネル
５５４を使用して支払端末６１０と通信する。一部の実施例では、支払端末６１０は、ピ
アツーピアＮＦＣモードを使用して電子デバイス（例えば、１００、３００、５００）と
通信する。電子デバイス（例えば、１００、３００、５００）は任意選択的に、支払アカ
ウントに関する支払情報（例えば、デフォルトのアカウント又は特定の取引のために選択
されたアカウント）を含む信号を、支払端末６１０に送信するように構成されている。
【０１９８】
　一部の実施形態では、信号の生成及び／又は送信は、電子デバイス（例えば、１００、
３００、５００）内のセキュア要素によって制御される。セキュア要素は、支払情報の公
開の前に、特定のユーザ入力を任意選択的に要求する。例えば、セキュア要素は、電子デ
バイスを着用中であることの検出、ボタン押下の検出、パスコードの入力の検出、タッチ
の検出、（例えば、アプリケーションとの対話中に受信された）１つ以上の選択肢選択の
検出、指紋署名の検出、音声若しくは音声コマンドの検出、及び／又は、ジェスチャ若し
くは動き（例えば、回転又は加速）の検出を、任意選択的に必要とする。一部の実施例で
は、別のデバイス（例えば、支払端末６１０）との通信チャネル（例えば、ＮＦＣ通信チ
ャネル）が入力の検出から規定された時間期間内に確立される場合、セキュア要素は、他
のデバイス（例えば、支払端末６１０）に送信されることになる支払情報を公開する。一
部の実施例では、セキュア要素は、セキュア情報の公開を制御するハードウェア構成要素
である。一部の実施例では、セキュア要素は、セキュア情報の公開を制御するソフトウェ
ア構成要素である。
【０１９９】
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　一部の実施形態では、取引参加に関連するプロトコルは、例えば、デバイスの種類に依
存する。例えば、支払情報を生成及び／又は送信するための条件は、ウェアラブルデバイ
ス（例えば、デバイス５００）及び電話機（例えば、デバイス１００）に関して異なって
いる可能性がある。例えば、ウェアラブルデバイスに関する生成及び／又は送信条件は、
（例えば、セキュリティ検証後に）ボタンが押下されていることの検出を含み、一方、電
話機に関する対応する条件は、ボタンの押し下げを必要とせず、代わりにアプリケーショ
ンとの特定の対話の検出を必要とする。一部の実施例では、支払情報を送信及び／又は公
開するための条件は、複数のデバイスのそれぞれにおいて特定の入力を受信することを含
む。例えば、支払情報の公開は、デバイス（例えば、デバイス１００）における指紋及び
／又はパスコードの検出、並びに、別のデバイス（例えば、デバイス５００）上での機械
的入力（例えば、ボタン押下）の検出を、任意選択的に必要とする。
【０２００】
　支払端末６１０は、支払が認証されているか否かを判定するために支払サーバ５６０に
送信すべき信号を生成するために、支払情報を任意選択的に使用する。支払サーバ５６０
は任意選択的に、支払アカウントと関連付けられた支払情報を受信する、及び提示された
購入が認証されているか否かを判定するように構成された、任意のデバイス又はシステム
を含む。一部の実施例では、支払サーバ５６０は、発行銀行のサーバを含む。支払端末６
１０は、支払サーバ５６０と、直接的に、又は１つ以上の他のデバイス若しくはシステム
（例えば、加盟店銀行のサーバ及び／又はカードネットワークのサーバ）を介して間接的
に、通信する。
【０２０１】
　支払サーバ５６０は、支払情報の少なくとも一部を任意選択的に使用して、ユーザアカ
ウント（例えば、５６２）のデータベースの中からユーザアカウントを識別する。例えば
、それぞれのユーザアカウントは、支払情報を含む。アカウントは、任意選択的に、特定
の支払情報がＰＯＳ通信からの支払情報と一致しているアカウントの場所を特定すること
によって、場所を特定される。一部の実施例では、提供された支払情報が整合しない（例
えば、有効期限がクレジット、デビット、又はギフトカード番号に対応していない）とき
に、又はＰＯＳ通信からの支払情報と一致している支払情報を含むアカウントが存在しな
いときに、支払が拒否される。
【０２０２】
　一部の実施形態では、ユーザアカウントに関するデータは、１つ以上の制限（例えば、
信用限度）、現在の又は以前の残高、以前の取引の日、位置、及び／又は額、アカウント
状態（例えば、アクティブである、又は凍結されている）、及び／又は認証命令。一部の
実施例では、支払サーバ（例えば、５６０）は、かかるデータを使用して、支払を認証す
べきか否かを判定する。例えば、支払サーバは、購入額を現在の残高に追加した結果アカ
ウントの限度を超えることになるとき、アカウントが凍結されているとき、以前の取引額
が閾値を超えるとき、又は以前の取引回数若しくは頻度が閾値を超えるときは、支払を拒
否する。
【０２０３】
　一部の実施形態では、支払サーバ５６０は、提示された購入が認証されるか又は拒否さ
れるかを示すことで、ＰＯＳ支払端末６１０に応答する。一部の実施例では、ＰＯＳ支払
端末６１０は、この結果を識別するための信号を電子デバイス（例えば、１００、３００
、５００）に送信する。例えば、ＰＯＳ支払端末６１０は、（例えば、ユーザデバイス上
の取引アプリを管理する取引調整サーバを介して）購入が認証されるとき、電子デバイス
（例えば、１００、３００、５００）にレシートを送る。一部の事例では、ＰＯＳ支払端
末６１０は、この結果を示す出力（例えば、視覚出力又はオーディオ出力）を提示する。
支払は、認証処理の一部として加盟店に送ることができるか、又は後で送ることができる
。
【０２０４】
　一部の実施形態では、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００）は、ＰＯＳ支
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払端末６１０に関与せずに完了される取引に参加する。例えば、機械的入力が受け取られ
ていることを検出するとすぐに、電子デバイス（例えば、１００、３００、５００）内の
セキュア要素は、支払情報を公開して、電子デバイス上のアプリケーションがこの情報に
アクセスする（例えば、及び、アプリケーションと関連付けられたサーバに情報を送信す
る）ことを可能にする。
【０２０５】
　ここで、ポータブル多機能デバイス１００、デバイス３００、又はデバイス５００など
の電子デバイスで実施することができるユーザインタフェース（「ＵＩ」）及び関連付け
られた処理の実施形態に注目する。
【０２０６】
　以下に記載される一部の実施形態は、ロイヤルティアカウントに関する。例えば、ロイ
ヤルティアカウントは、顧客／メンバーに報いる構造化されたマーケティング活動を提供
するロイヤルティプログラムのアカウントであってよい。ロイヤルティアカウントは任意
選択的に、１つの特定の会社、店舗、又は店舗のチェーンに固有のものである。会社（例
えば小売店又は店舗のチェーン）は、ロイヤルティアカウントを使用して、購入、又はユ
ーザ（例えば、購入者）についての他の情報を追跡することができる。ロイヤルティアカ
ウントは典型的には、現在の若しくは将来の購入に対する割引の、及び／又は、将来の購
入若しくはギフトに対して使用できるポイントの割り当ての権利を、ユーザに与える。一
部の実施例では、ロイヤルティアカウントは、支払を行うためには使用できない。一般に
、ロイヤルティアカウントは、金銭的な支払を行うためには使用できない。
【０２０７】
　以下に記載される一部の実施形態は、プライベートラベルアカウントに関する。例えば
、プライベートラベルアカウントは、特定の加盟店、独立販売者、又は製造者を表すよう
銘打った支払アカウントを含む。一部のプライベートラベルカード及びプライベートラベ
ルアカウントは、特定の加盟店でのみ受け付けられるか、又は、特定の加盟店でのみ利用
可能な何らかの利益を提供できる。例えば、特定の加盟店が、その特定の加盟店を通して
購入を行うときにだけ使用可能なプライベートラベルアカウントを、顧客に提供できる。
加盟店は多くの場合、プライベートラベルアカウントを提供することを選好するが、その
理由は、プライベートラベルアカウントが、その加盟店を利用して買い物をする別の方法
を顧客に提供して、この結果売上が伸びるとともに、便利な支払の選択肢が顧客に提供さ
れるからである。
【０２０８】
　図６Ａ～図６Ｆは、一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウントなどのアカウント
を電子デバイスにリンクするための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを
示す。例えば、アカウントを電子デバイスにリンクすることにより、リンクされたアカウ
ントの表現が電子デバイスの電子財布アプリケーション内に配置され、その後ユーザがリ
ンクされたアカウントについての詳細を支払端末に送信することが可能になる。これらの
図のユーザインタフェースは、図７の処理を含めた、以下で説明される処理を例示するた
めに使用される。
【０２０９】
　図６Ａ～図６Ｂは、支払端末６１０（例えば、非接触支払端末）を示す。支払端末６１
０は、キーパッド６１４を含んでよい。図６Ａに示すように、ユーザは、支払取引を行っ
ている間に、キーパッド６１４を使用して、特定のアカウントと関連付けられた電話番号
又は他の識別番号を入力できる。例えば、ユーザは、ロイヤルティアカウントを電子デバ
イス１００に事前にリンクしていない場合があり、この場合、電子デバイスを使用してロ
イヤルティアカウント情報を支払端末６１０に提供できない。ユーザが電話番号又は他の
識別情報を入力してしまうと、支払端末はユーザと関連付けられたロイヤルティアカウン
トを判定できる。例えば、ユーザは、スーパーマーケット又は他の小売店において、ロイ
ヤルティアカウント情報を要求する支払端末に出会う場合がある。あるいは、ユーザは、
ロイヤルティアカウントを持っていない場合があり、かつ、どのロイヤルティアカウント
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情報を支払端末に提供することも拒否する場合がある。一部の実施形態では、取引のため
に、ユーザは、支払取引中にスキャン、スワイプ、又はそれ以外の方法で読み取られ支払
取引と関連付けられる、物理的なロイヤルティカードを使用する。
【０２１０】
　図６Ｂに示すように、支払端末６１０は、（例えば、支払アカウントに基づいた）支払
の要求及び受け取りができるようにすることもできる。一部の実施例では、支払端末６１
０は、ＮＦＣ対応型である。図６Ｃは、支払端末が支払アカウント情報を要求した後で、
ユーザが電子デバイス１００を支払端末６１０のフィールド６１２内に置くのを示す。電
子デバイス１００は、ディスプレイと、１つ以上の無線通信要素（例えば、ＮＦＣアンテ
ナ、ＷｉＦｉアンテナ、等などの、１つ以上の無線アンテナ）と、を含む。本文書全体を
通して言及されるように、支払端末は、ＮＦＣ対応型非接触支払端末であってよく、フィ
ールド６１２は、非接触支払端末６１０が生成したＮＦＣフィールドであってよい。
【０２１１】
　電子デバイス１００は、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を電
子デバイスに近接した支払端末６１０に送信し、この場合、支払アカウント情報により、
支払端末が支払取引を行うことが可能になる。一部の実施形態では、支払取引を行うこと
は、支払認証情報を検証するために及び／又は取引を完了するための認証を受け取るため
に、情報を１つ以上の金融機関に転送することを含む。例えば、支払アカウント情報は、
ＮＦＣを使用して非接触支払端末に送信される。
【０２１２】
　支払端末を用いて支払取引を行った後で、電子デバイスは、リモートソースから（例え
ば、１つ以上の無線通信要素を介して支払端末から、又はインターネット接続を介してリ
モートサーバから）、ロイヤルティアカウント（例えば、支払取引において使用されたか
又はそれ以外で支払取引と関連付けられているがまだデバイスと関連付けられておらず取
引中にデバイスによって提供されなかった既存のロイヤルティアカウント、又は、支払取
引の関係者であった加盟店と関連付けられた新しいロイヤルティアカウント）のロイヤル
ティ情報（例えば、ロイヤルティ番号又はサインアップウェブページへのリンク）を受け
取る。例えば、ロイヤルティ情報は、支払端末から、又は支払端末に通信可能に接続され
たサーバから、受け取ることができる。
【０２１３】
　図６Ｄでは、デバイスは、ディスプレイ上に、（例えば、ロイヤルティアカウントを電
子デバイスの電子財布に追加するための）リンクアフォーダンス６０２を表示する。
【０２１４】
　図６Ｅでは、デバイスは、リンクアフォーダンス６０２のアクティブ化に対応するユー
ザ入力（例えば、ユーザは、リンクアフォーダンス６０２を右にスライドさせるか、又は
リンクアフォーダンス６０２上でタップする）を受け取る。ユーザ入力の受け取りに応答
して、電子デバイスは、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリ
ンクするためのユーザインタフェース６０６を表示する。
【０２１５】
　ユーザインタフェース６０６は、ロイヤルティアカウントと関連付けられた小売店の名
前（例えば、「Ｓｕｐｅｒ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｉｎｃ．」）、ユーザの名前用のフィールド
６０８、ロイヤルティアカウントの口座番号用のフィールド６１８、ユーザのアドレス（
例えば、メーリング又は電子メール）用のフィールド６２０、リクエストに対してロイヤ
ルティアカウントが自動的に提供され得るか否かをユーザが指定できるようにするための
選択肢（例えば、アフォーダンス６２２）、ロイヤルティアカウントの電子デバイスへの
リンクを拒否するためのキャンセル選択肢（例えば、キャンセルアフォーダンス６０４）
、及び、ロイヤルティアカウントを電子デバイスに（例えば、電子デバイスの電子財布に
）追加するための追加選択肢（例えば、確認アフォーダンス６２４）のうちの、１つ以上
を含んでよい。
【０２１６】
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　一部の実施形態によれば、リンクアフォーダンス６０２を表示する前に、電子デバイス
は、ロイヤルティアカウントが電子デバイスにリンクされていないと判定する。例えば、
この判定により、デバイスが役に立たない通知を回避することが可能になる（例えば、ロ
イヤルティアカウントが電子デバイスに既にリンクされているときにリンクアフォーダン
ス６０２を表示しない）。
【０２１７】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ情報は、ロイヤルティアカウントに特有の識別
子を含む。例えば、ロイヤルティ情報は、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウ
ント番号、又はロイヤルティアカウントに対応する別の識別子を含んでよい。
【０２１８】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、支払アカウントと加盟店との間の支払取引であ
る。ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェース６
０６は、１つ以上の事前にデータ投入されたフィールド（例えば、６０８、６１８、６２
０、６２２）を含む。１つ以上の事前にデータ投入されたフィールドは、加盟店と関連付
けられた新しいロイヤルティアカウントを設定することと関連付けられた情報を投入され
ている。一部の実施例では、フィールドの内容は、電子デバイスのユーザの名前、電話番
号、電子メール、及び／又はメーリングアドレスなどの、電子デバイスにおいてローカル
に利用可能な情報を使用して、事前に投入されている。この情報は、例えば、電子デバイ
スの電子電話帳又は電子デバイス上のデータベースから取得できる。一部の実施形態では
、事前にデータ投入されたフィールドは、加盟店又は加盟店と関連付けられたエンティテ
ィによって任意選択的に提供された、支払取引後にデバイスに提供されたロイヤルティア
カウントに対応する情報（例えば、ロイヤルティアカウント番号又はロイヤルティアカウ
ントと関連付けられた加盟店の名前）を含む。したがって、ユーザは、ユーザインタフェ
ース６０６を使用して、新しいロイヤルティアカウントを迅速に設定することができる。
【０２１９】
　一部の実施形態によれば、図６Ｅに示すように、ロイヤルティアカウントを電子デバイ
スにリンクするためのユーザインタフェース６０６は、（例えば、事前にデータ投入され
たフィールドと同時に表示された）キャンセルアフォーダンス６０４を含む。電子デバイ
スは、キャンセルアフォーダンス６０６のアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取る
。Ｉキャンセルアフォーダンス６０６のアクティブ化に対応するユーザ入力の受け取りに
応答して、電子デバイスは、１つ以上の事前にデータ投入されたフィールド（例えば、６
０８、６１８、６２０、６２２）の内容を送信するのを取り止める。こうして、デバイス
がロイヤルティアカウント設定をキャンセルするユーザ入力を検出する場合、ユーザの事
前に投入された情報は第３者に送信されず、ユーザがロイヤルティプログラムへの参加及
び／又は自身のデジタル財布へのロイヤルティカードの追加によって情報を共有すること
を選ばない限りは、ユーザのプライベート情報は第３者と共有されない。
【０２２０】
　一部の実施形態によれば、リンクアフォーダンス６０２のアクティブ化の後で、電子デ
バイスは、ロイヤルティアカウントと関連付けられた設定６２２の選択に対応する入力を
受け取り、この場合、設定は、デバイスを使用して取引を進めるための認証をデバイスが
受け取る前に別のロイヤルティアカウントを指定する入力（例えば、ユーザ入力）がない
場合の、続く取引中のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の提供に関
する状態（例えば、ユーザが構成した選好）を識別する。例えば、ユーザは、支払端末が
情報を要求するときに電子デバイスがロイヤルティアカウントのアカウント情報を提供す
べきか否かを識別する入力を提供できる。一部の実施形態では、ユーザは、支払端末が情
報を要求するときに電子デバイスがロイヤルティアカウントのアカウント情報を提供すべ
きか否かに関する、事前選択された選択肢を受け入れる。
【０２２１】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするための
ユーザインタフェース６０６は、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするた
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めの確認アフォーダンス６２４を含む。電子デバイスは、確認アフォーダンス６２４のア
クティブ化を受け取り、確認アフォーダンス６２４のアクティブ化の受け取りに応答して
、電子デバイスは、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクする。例えば、ロイ
ヤルティアカウントを電子デバイスにリンクすることにより、ロイヤルティアカウントが
電子デバイスの電子財布に追加される。ロイヤルティアカウントが事前に存在しているロ
イヤルティアカウントであるとき、デバイスは、ロイヤルティアカウントを電子デバイス
にリンクするための迅速な技法を提供できる。
【０２２２】
　図６Ｆは、電子デバイスにリンクされているロイヤルティアカウントを含む電子財布の
例示的なユーザインタフェースを示す。電子財布のユーザインタフェースは、リンクされ
たロイヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルティアカウントカードの、表示され
た視覚的グラフィック表現６２６を含む。例えば、グラフィック表現は、関連付けられた
小売店によってユーザに分配される、ロイヤルティアカウントと関連付けられた物理的な
ロイヤルティアカウントカードの背景画像を含んでよい。物理的なロイヤルティアカウン
トカードと同じ背景画像を表示することにより、どのロイヤルティアカウントが表示又は
アクセスされているかを、ユーザが容易に認識することが可能になる。
【０２２３】
　一部の実施形態では、ロイヤルティ情報を受け取る（及びアフォーダンス６０２を表示
する）前に、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、支払端末から、第１の
タイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る
。例えば、図６Ｃでは、支払端末６１０は、特定の小売店のロイヤルティアカウントに関
するアカウント情報を要求することができる。第１のタイプのロイヤルティアカウントの
ロイヤルティアカウント情報のリクエストの受け取りに応答して、電子デバイスは、１つ
以上の無線通信要素を介して、支払端末に、第１のタイプのロイヤルティアカウントが電
子デバイスにリンクされていないことを示す情報を送信する。例えば、ユーザがロイヤル
ティアカウントを支払端末６１０に手作業でキー入力済みの場合であっても、支払端末６
１０はＮＦＣを使用して、電子デバイスがまだ適当なロイヤルティカードをリンクされて
いないことを確認できる。
【０２２４】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使
用して（例えば、電子財布にリンクされた支払アカウントの支払アカウント情報を使用し
て）行われる。例えば、支払アカウントは、図６Ｆに示すように、電子デバイスに事前に
リンクされた。電子デバイスの電子財布は、（リンクされたロイヤルティアカウントに加
えて）複数のアカウントの支払情報（及び表現）を含んでよい。図６Ｆでは、電子財布は
、Ｖｉｓａの支払アカウントと関連付けられたＶｉｓａのクレジットカードの視覚的グラ
フィック表現６２８、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓの支払アカウントと関連付けら
れたＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓのクレジットカードの視覚的グラフィック表現６
３０、及びコーヒーショップのロイヤルティアカウントと関連付けられたコーヒーショッ
プのロイヤルティカードの視覚的グラフィック表現６３２を含む。電子財布はまた、これ
らのアカウントに関する、対応する支払アカウント情報又はロイヤルティアカウント情報
も含んでよい。
【０２２５】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた第２の支払アカウントに関する支払アカウント情報を含み、この場合、第２の支
払アカウントは、既出の支払アカウントとは別である。
【０２２６】
　上記の記載は主として支払取引の文脈に関するが、支払取引の文脈外で同様の技法を使
用できる。例えば、ＮＦＣ読み取りを含む専用のロイヤルティカード端末が、電子デバイ
スにロイヤルティ情報をプッシュすることができる。
【０２２７】
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　図７は、一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウントなどのアカウントを電子デバ
イスにリンクするための方法を示すフロー図である。方法７００は、ディスプレイと１つ
以上の無線通信要素（例えば、ＮＦＣアンテナ、ＷｉＦｉアンテナ、等などの１つ以上の
無線アンテナ）とを備えたデバイス（例えば、１００、３００、５００）において実行さ
れる。方法７００のいくつかの動作は組み合わせてもよく、いくつかの動作は順序を変更
してもよく、かついくつかの動作は省略してもよい。
【０２２８】
　以下において説明されるように、方法７００は、ロイヤルティアカウントなどのアカウ
ントを電子デバイスにリンクするための直感的な方法を提供する。この方法は、アカウン
トを電子デバイスにリンクするユーザの認識的負担を軽減し、それによって、より効率的
なヒューマン－マシンインタフェースを作り出す。バッテリ動作式のコンピューティング
デバイスの場合には、ユーザがアカウントを電子デバイスにより高速かつより効率的にリ
ンクすることを可能にすることにより、電力が節約され、バッテリ充電の間隔が増す。
【０２２９】
　ブロック７０２では、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカ
ウント情報を電子デバイスに近接した支払端末（例えば、６１０）に送信し、この場合、
支払アカウント情報により、支払端末（例えば、６１０）が支払取引を行うことが可能に
なる。一部の実施形態では、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び
／又は取引を完了するための認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送す
ることを含む。例えば、支払アカウント情報は、ＮＦＣを使用して非接触支払端末（例え
ば、６１０）に送信されてよい。
【０２３０】
　ブロック７０４では、支払端末（例えば、６１０）を用いて支払取引を行った後で、電
子デバイスは、リモートソースから（例えば、１つ以上の無線通信要素を介して支払端末
から、又はインターネット接続を介してリモートサーバから）、ロイヤルティアカウント
（例えば、支払取引において使用されたか又はそれ以外で支払取引と関連付けられている
がまだデバイスと関連付けられておらず取引中にデバイスによって提供されなかった既存
のロイヤルティアカウント、又は、支払取引の関係者であった加盟店と関連付けられた新
しいロイヤルティアカウント）のロイヤルティ情報（例えば、ロイヤルティ番号又はサイ
ンアップウェブページへのリンク）を受け取る。例えば、ロイヤルティ情報は、支払端末
から、又は支払端末に通信可能に接続されたサーバから、受け取ることができる。
【０２３１】
　ブロック７０６では、電子デバイスは、ディスプレイ上に、リンクアフォーダンス（例
えば、ロイヤルティアカウントを電子デバイスの電子財布に追加するための、リンクアフ
ォーダンス６０２）を表示する。
【０２３２】
　ブロック７０８では、電子デバイスは、リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応す
るユーザ入力（例えば、電子デバイスのタッチ感知面上でのスワイプ又はタップ）を受け
取る。
【０２３３】
　ブロック７１０では、ユーザ入力の受け取りに応答して、電子デバイスは、ディスプレ
イ上に、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェー
ス（例えば、ユーザインタフェース６０６）を表示する。
【０２３４】
　一部の実施形態によれば、リンクアフォーダンス（例えば、６０２）を表示する前に、
電子デバイスは、ロイヤルティアカウントが電子デバイスにリンクされていないと判定す
る。
【０２３５】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ情報は、ロイヤルティアカウントに特有の識別
子を含む。例えば、ロイヤルティ情報は、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウ
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ント番号、又はロイヤルティアカウントに対応する別の識別子を含んでよい。
【０２３６】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、支払アカウントと加盟店との間の支払取引であ
り、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェース６
０６は、１つ以上の事前にデータ投入されたフィールド（例えば、６０８、６１８、６２
０、６２２）を含む。１つ以上の事前にデータ投入されたフィールド（例えば、６０８、
６１８、６２０、６２２）は、加盟店と関連付けられた新しいロイヤルティアカウントを
設定することと関連付けられた情報を投入されている。一部の実施例では、フィールド（
例えば、６０８、６２０）の内容は、電子デバイスのユーザの名前、電話番号、電子メー
ル、及び／又はメーリングアドレスなどの、電子デバイスにおいてローカルに利用可能な
情報を使用して、事前に投入されている。この情報は、例えば、電子デバイスの電子電話
帳又は電子デバイス上のデータベースから取得できる。一部の実施形態では、事前にデー
タ投入されたフィールド（例えば、６１８）は、支払取引後にデバイスに提供されたロイ
ヤルティアカウントに対応する情報（例えば、ロイヤルティアカウント番号又はロイヤル
ティアカウントと関連付けられた加盟店の名前）を含む。
【０２３７】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするための
ユーザインタフェース６０６は、キャンセルアフォーダンス（例えば、事前にデータ投入
されたフィールドと同時に表示された、６０４）を含む。電子デバイスは、キャンセルア
フォーダンス（例えば、６０４）のアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取る。キャ
ンセルアフォーダンス（例えば、６０４）のアクティブ化に対応するユーザ入力の受け取
りに応答して、電子デバイスは、１つ以上の事前にデータ投入されたフィールド（例えば
、６０８、６１８、６２０、６２２）の内容を送信するのを取り止める。こうして、デバ
イスがロイヤルティアカウント設定をキャンセルする入力を検出する場合、ユーザの事前
に投入された情報は、第三者に送信されない。
【０２３８】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするための
ユーザインタフェース（例えば、６０６）は、ロイヤルティアカウントを電子デバイスに
リンクするための確認アフォーダンス（例えば、６２４）を含む。電子デバイスは、確認
アフォーダンス（例えば、６２４）のアクティブ化を受け取る。確認アフォーダンス（例
えば、６２４）のアクティブ化の受け取りに応答して、電子デバイスは、ロイヤルティア
カウントを電子デバイスにリンクする。例えば、ロイヤルティアカウントを電子デバイス
にリンクすることにより、ロイヤルティアカウントが電子デバイスの電子財布に追加され
る。ロイヤルティアカウントが事前に存在しているロイヤルティアカウントであるとき、
デバイスは、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするための迅速な技法を提
供できる。
【０２３９】
　一部の実施形態によれば、リンクアフォーダンス（例えば、６０２）のアクティブ化の
後で、電子デバイスは、ロイヤルティアカウントと関連付けられた設定（例えば、６２２
）の選択に対応する入力を受け取る。設定は、デバイスを使用して取引を進めるための認
証をデバイスが受け取る前に別のロイヤルティアカウントを指定する入力がない場合の、
続く取引中のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の提供に関する状態
（例えば、ユーザが構成した選好）を識別する。例えば、ユーザは、支払端末が情報を要
求するときに電子デバイスがロイヤルティアカウントのアカウント情報を提供すべきか否
かを識別する入力を提供できる。
【０２４０】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ情報を受け取る前に、電子デバイスは、１つ以
上の無線通信要素を介して、支払端末（例えば、６１０）から、第１のタイプのロイヤル
ティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る（例えば、支払端
末は、特定の小売店のロイヤルティアカウントに関するアカウント情報を要求することが
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できる）。第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリク
エストの受け取りに応答して、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、支払
端末（例えば、６１０）に、第１のタイプのロイヤルティアカウントが電子デバイスにリ
ンクされていないことを示す情報を送信する。例えば、ユーザがロイヤルティアカウント
を支払端末（例えば、６１０）に手作業でキー入力する場合であっても、支払端末（例え
ば、６１０）はＮＦＣを使用して、電子デバイスがまだ適当なロイヤルティカードをリン
ク（例えば、プロビジョニング）されていないことを確認できる。
【０２４１】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、（例えば、６２８で表される）電子デバイスの
電子財布の支払アカウントを用いて行われた。例えば、支払アカウントは、電子デバイス
に事前にリンクされた。
【０２４２】
　一部の実施形態によれば、電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けられた（例え
ば、６３０で表される）第２の支払アカウントに関する支払アカウント情報を含み、この
場合、第２の支払アカウントは、（例えば、６２８で表される）既出の支払アカウントと
は別である。
【０２４３】
　方法７００に関して上述された処理（例えば、図７）の詳細はまた、以下で説明される
方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法９００、１１
００、１３００、１５００、１７００、及び１９００は、方法７００を参照して上述され
た、様々な方法の特徴のうちの１つ以上を含み得る。例えば、方法９００、１１００、１
３００、１５００、１７００、及び１９００の、電子財布、支払アカウント、ロイヤルテ
ィアカウント、アフォーダンス、及び入力は、方法７００に記載した電子デバイスの、電
子財布、支払アカウント、ロイヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入力の特徴の
うちの１つ以上を、任意選択的に有する。簡潔にするために、これらの詳細は、以下では
繰り返さない。
【０２４４】
　図８Ａ～図８Ｈは、一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に
提供するための例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。例えば、支払端
末は、特定の加盟店のロイヤルティアカウントプログラムに関するロイヤルティアカウン
ト情報を要求してよい。電子デバイスは、ロイヤルティ共有条件を使用して、要求された
ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供すべきか否かを判定する。これらの図のユ
ーザインタフェースは、図９の処理を含めた、以下で説明される処理を例示するために使
用される。一部の実施例では、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素（例えば、ＮＦ
Ｃアンテナ、ＷｉＦｉアンテナ、等などの１つ以上の無線アンテナ）と、１つ以上の入力
デバイス（例えば、タッチ感知面）と、を含む。
【０２４５】
　図８Ａは、ロイヤルティアカウント情報を受け取るように構成された非接触支払端末６
１０を示す。例えば、ユーザは、スーパーマーケット又は他の小売店において勘定を済ま
せる際に、かかる非接触支払端末６１０に出会う場合がある。
【０２４６】
　図８Ｂでは、ユーザは、電子デバイスを非接触支払端末６１０のフィールド６１２内に
置く。電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイスに近接した非接
触支払端末６１０（例えば、ＮＦＣを使用して電子デバイスと通信する非接触支払端末）
から、先に進むための認証が（例えば、電子デバイスのユーザによって）電子デバイスの
１つ以上の入力デバイスを介して提供されている（例えば、パスコードがタッチスクリー
ン、物理キーボード上で入力されている、又は、電子デバイス内に埋め込まれる指紋セン
サなどの生体認証センサによって生体認証が提供されている）支払取引に関する、ロイヤ
ルティアカウント情報（例えば、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報
）のリクエストを受け取る。
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【０２４７】
　ロイヤルティアカウント情報のリクエストの受け取りに応答して、電子デバイスは、ロ
イヤルティ共有条件が満足されているか否か（例えば、デバイスがこの特定のロイヤルテ
ィアカウントに関するロイヤルティアカウント情報をこの特定の非接触支払端末において
自動的に提供することを、ユーザが事前に認証しているか否か）を判定する。一部の実施
形態では、ロイヤルティ共有条件が満足され、電子デバイスはロイヤルティアカウントと
関連付けられた設定（例えば、図６Ｅの６２２）の選択に対応する入力を事前に受け取っ
ており、この場合、設定は、デバイスを使用して取引を進めるための認証をデバイスが受
け取る前に別のロイヤルティアカウントを指定する入力（例えば、ユーザ入力）がない場
合の、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を提供するための状態（例
えば、ユーザが構成した選好）を識別する。
【０２４８】
　ロイヤルティ共有条件が満足されている（例えば、ロイヤルティアカウントを電子デバ
イスにリンクするときに、図６Ｅのユーザセット６２２が「オン」に設定される）との判
定に従って、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末６１０に送信する（例えば、ロイヤル
ティアカウント情報は、電子デバイスによって検出される更なる入力を伴わずに、自動的
に送信される）。
【０２４９】
　ロイヤルティ共有条件が満足されていない（例えば、ロイヤルティアカウントを電子デ
バイスにリンクするときに図６Ｅのユーザセット６２２が「オフ」に設定されるか、又は
全く設定されない）との判定に従って、電子デバイスは、ロイヤルティアカウントのロイ
ヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止める。
【０２５０】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送
信する前に、電子デバイスは、支払取引を進めるための認証が提供されると判定し、この
場合、１つ以上の無線通信要素を介してロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウン
ト情報を非接触支払端末に送信することは、別個の認証を要求することなく行われる。例
えば、デバイスは、支払取引を進めるために（例えば、デバイスが非接触支払端末からか
らリクエストを受け取る前に）デバイスがユーザによって事前に認証されているか否かを
、又は、ユーザが支払取引を進めるために現在デバイスを認証中である（例えば、ユーザ
が認証のために指紋センサ上に指を置いている）か否かを判定する。
【０２５１】
　図８Ｃに示すように、一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件が満足されてお
らず（例えば、図６Ｅのユーザセット６２２が設定されていない）、デバイスを使用して
支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入
力がない場合に、ロイヤルティアカウント情報を（例えば、自動的に）提供するようにす
るユーザ命令に関わるロイヤルティ共有許可が、電子デバイスに記憶されていない、との
判定に従って、電子デバイスは、ロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に提供す
るために確認（例えば、ユーザからの確認）を要求するアラート（例えば、視覚的な、オ
ーディオの、及び／又は触覚的なアラート、図８Ｃのユーザインタフェース）を提供する
。例えば、ユーザは、デバイスが要求されたロイヤルティアカウント情報を自動的に提供
すべきか否かを指定していない場合がある。結果として、デバイスはユーザに、ユーザに
非接触支払端末６１０がロイヤルティアカウント情報を要求していることを通知するため
の、オーディオの、視覚的な、及び／又は触覚的なフィードバックを介して、警告する。
【０２５２】
　例えば、図８Ｃのユーザインタフェースは、要求されたロイヤルティアカウントと関連
付けられたロイヤルティアカウントカードの視覚的グラフィック表現８０２、認証を要求
する通知８１４、アクティブ化されるとキーパッドを使用したパスコード認証入力が可能
になるアフォーダンス８０４、アクティブ化されると要求されたロイヤルティアカウント
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情報を非接触支払端末６１０に提供するための認証の提供を拒否する拒否アフォーダンス
、及び第２のロイヤルティアカウントの異なる視覚的グラフィック表現８０８を含んでよ
い。
【０２５３】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの１つ以上の入力デバイスは、指紋センサ７０
２を含む。ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ７０
２上で指紋を検出している間に（例えば、ユーザはデバイスをフィールド６１２内に置い
ており、自身の指が指紋センサ上にある）、電子デバイスは、ロイヤルティアカウントの
ロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末６１０に送信するための認証を要求する通
知（例えば、８１４、ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの視覚的な、オーディ
オの、又は触覚的なアラート）を提供する。電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を
介して、デバイスが、非接触支払端末６１０のフィールド６１２から取り出され、非接触
支払端末６１０のフィールド６１２内へと戻されていることを検出する。図８Ｆに示すよ
うに、デバイスが非接触支払端末６１０のフィールド６１２内へと戻されていることを検
出することに応答して（及び、非接触支払端末のフィールド６１０内にある間に）、電子
デバイスは、（例えば、電子デバイスの指紋センサ上のユーザの指紋をチェックし、取引
を行うためにこの指紋が認証されると確認することによって）取引を認証できる登録済み
の指紋と、指紋が一致すると判定する。取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致す
るとの判定に応答して、電子デバイスは、（例えば、１つ以上の無線通信要素を介して）
ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末６１０に送信す
る。この場合、デバイスはユーザの指が指紋センサ８１６上にある状態でフィールド６１
２内に置かれていることを検出し、デバイスはロイヤルティカードの使用を認証するよう
ユーザに警告し、デバイスは電子デバイスをフィールド６１２から取り出したことを検出
し、次いでデバイスは、ユーザが指紋センサ８１６から指を上げることなくフィールド６
１２内へと戻されていることを検出することによって、ロイヤルティカードを使用するた
めの認証を受け取る。
【０２５４】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの１つ以上の入力デバイスは、指紋センサ８１
６を含む。ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ８１
６上で指紋を検出している間に、電子デバイスは、ロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報を非接触支払端末６１０に送信するための認証を要求する（例えば、視
覚的な、オーディオの、又は触覚的な）通知８１４を提供する。図８Ｄに示すように、電
子デバイスは、既出のロイヤルティアカウントとは異なる第２のロイヤルティアカウント
（例えば、８０８と関連付けられたアカウント）を選択するユーザ入力を受け取る（例え
ば、第２のアカウントのグラフィック表現８０８のアクティブ化を検出する、ユーザがデ
バイスをシェイクする又は傾けるのを検出する）。一部の実施例では、図８Ｅに示すよう
に、電子デバイスは、第２のロイヤルティアカウントを選択するユーザ入力の確認通知を
表示する（例えば、ディスプレイの上部に第２のアカウントのグラフィック表現８０８を
表示する）。電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支
払端末６１０のフィールド６１２から取り出され、非接触支払端末６１０のフィールド６
１２内へと戻されていることを検出し、図８Ｆに示すように、デバイスが非接触支払端末
６１０のフィールド６１２内へと戻されていることを検出することに応答して（及び、非
接触支払端末のフィールド内にある間に）、電子デバイスは、（例えば、電子デバイスの
指紋センサ上のユーザの指紋をチェックし、取引を行うためにこの指紋が認証されると確
認することによって）取引を認証できる登録済みの指紋と、指紋が一致すると判定し、取
引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、電子デバイスは、
第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信す
る。この場合、ユーザは電子デバイスを指が指紋センサ８１６上にある状態でフィールド
６１２内に置き、ユーザはロイヤルティカードの使用を認証するためのアラートを受け取
り、ユーザは電子デバイスをフィールド６１２から取り出し、ユーザは（例えば、デバイ
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スをシェイクする又は傾けることによって）ロイヤルティカードを切り替え、次いで、指
紋センサ８１６から指を上げることなく電子デバイスをフィールド６１２内へと戻すこと
によって、ロイヤルティカードの使用を認証する。
【０２５５】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの１つ以上の入力デバイスは、指紋センサ８１
６を含む。ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ８１
６上で指紋を検出している間に、電子デバイスは、ロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報を非接触支払端末に送信するための認証を要求する通知８１４（例えば
、ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの、視覚的な、オーディオの、又は触覚的
なアラート）を提供する。図８Ｄに示すように、電子デバイスは、ロイヤルティアカウン
トの使用を拒否するユーザ入力を受け取る（例えば、アフォーダンス８０６のアクティブ
化の検出、ユーザがデバイスをシェイクするか又は傾けることの検出）。電子デバイスは
、１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支払端末６１０のフィールド６
１２から取り出され、非接触支払端末６１０のフィールド６１２内へと戻されていること
を検出する。図８Ｆに示すように、デバイスが非接触支払端末６１０のフィールド６１２
内へと戻されていることを検出することに応答して（及び、非接触支払端末のフィールド
内にある間に）、電子デバイスは、（例えば、電子デバイスの指紋センサ８１６上のユー
ザの指紋をチェックし、取引を行うためにこの指紋が認証されると確認することによって
）取引を認証できる登録済みの指紋と、指紋が一致すると判定する。取引を認証できる登
録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して（及び、非接触支払端末のフィールド
内にある間に）、電子デバイスは、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情
報を非接触支払端末６１０に送信することなく支払取引を進める（例えば、電子デバイス
によってロイヤルティアカウント情報が提供されない見込みであるとの表示を非接触支払
端末に送信する、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の提供を拒否す
る、かつ／又は、支払取引がロイヤルティアカウント情報なしで進行することを要求する
）。この場合、ユーザは自身の指が指紋センサ８１６上にある状態で電子デバイスをフィ
ールド６１２内に置き、ユーザはロイヤルティカードの使用を認証するためのアラートを
受け取り、ユーザは電子デバイスをフィールド６１２から取り出し、ユーザは（例えば、
デバイスをシェイクするか又は傾けることによって）ロイヤルティカードの使用を拒否し
、次いで、指紋センサ８１６から自身の指を上げることなく電子デバイスをフィールド６
１２内へと戻すことによって、（例えば、デフォルトの支払アカウントを使用して）ロイ
ヤルティを伴わずに（例えば、ロイヤルティアカウントを使用することなく）支払を認証
する。
【０２５６】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、電子デバイス上
に記憶されたロイヤルティ共有許可が、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証
をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、ロイヤルテ
ィアカウント情報を提供しないようにするユーザ命令を示している、との判定に従って、
電子デバイスは、確認を促すことなく支払アカウントを使用して支払取引を進める。例え
ば、ユーザは、デバイスが要求されたロイヤルティアカウント情報を決して自動的に提供
すべきでないと指定している場合がある。結果として、デバイスは単に、クレジットカー
ドと関連付けられたアカウントなどの支払アカウントを使用した支払を進める。デバイス
は、非接触支払端末に、ロイヤルティアカウント情報が利用可能でないことを示すことが
できる。デバイスはまた、非接触支払端末がロイヤルティアカウント情報を要求している
のを、オーディオの、視覚的な、又は触覚的なフィードバックを介してユーザに警告する
のを、取り止めることができる。
【０２５７】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報を非接触支払端末６１０に提供するために（例えば、ユーザ入力に
基づいて）電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条件を含む。例えば、
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これがこの特定の非接触支払端末６１０がロイヤルティアカウントに関するロイヤルティ
アカウント情報を要求している最初である場合には、デバイスは、この端末においてロイ
ヤルティアカウントを使用するためにユーザからの認証を要求するが、ロイヤルティアカ
ウントの使用がこの支払端末において以前に認証されている場合には、デバイスは、ユー
ザからの追加の認証を要求することなく、支払情報を提供する。
【０２５８】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報を、非接触支払端末６１０を含む非接触支払端末のグループ中の別
の非接触支払端末に提供するために、（例えば、ユーザ入力に基づいて）電子デバイスが
事前に認証されているときに満足される条件を含む。例えば、これが非接触支払端末が小
売店の特定の支店においてロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報
を要求している最初である場合には、デバイスは、この端末においてロイヤルティアカウ
ントを使用するためにユーザからの認証を要求するが、ロイヤルティアカウントの使用が
この支払端末において以前に認証されている場合には、デバイスは、ユーザからの追加の
認証を要求することなく、支払情報を提供する。
【０２５９】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報を、非接触支払端末が配置されている所定の地理的領域内にある１
つ以上の非接触支払端末に提供するために、（例えば、ユーザ入力に基づいて）電子デバ
イスが事前に認証されているときに満足される条件を含む。例えば、これが、デバイスが
所定の地理的領域（例えば、店舗、都市、又は州）内にある間に、非接触支払端末がロイ
ヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を要求している最初である場合
には、デバイスは、この端末においてロイヤルティアカウントを使用するためにユーザか
らの認証を要求するが、ロイヤルティアカウントの使用がこの所定の領域内で既に認証さ
れている場合には、デバイスは、ユーザからの追加の認証を要求することなく、支払情報
を提供する。
【０２６０】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る前に、
電子デバイスは、非接触支払端末のフィールド（例えば、ＮＦＣフィールド）を検出し、
非接触支払端末のフィールドを検出する前に、電子デバイスは、電子デバイスの１つ以上
の入力デバイスを介して、先に進むための認証を受け取る（例えば、ユーザは、非接触支
払端末６１０に到達する前に、支払のためにデバイスを事前準備する）。
【０２６１】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る前に、
電子デバイスは、非接触支払端末のフィールド（例えば、ＮＦＣフィールド）を検出し、
非接触支払端末のフィールドを検出している間に、電子デバイスは、電子デバイスの１つ
以上の入力デバイスを介して、先に進むための認証を受け取る（例えば、ユーザは、非接
触支払端末６１０のところにある間に、支払のためにデバイスを準備する）。
【０２６２】
　一部の実施形態によれば、所定の数のロイヤルティアカウントに関して、１つ以上の無
線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支
払端末に送信した後で、電子デバイスは、非接触支払端末６１０から、（例えば、８０８
と関連付けられた）第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリク
エストを受け取る。非接触支払端末６１０からの第２のロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報のリクエストの受け取りに応答して、電子デバイスは、支払取引の
ために非接触支払６１０に第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報
を送信するのを取り止める。例えば、非接触支払端末６１０は、複数のロイヤルティアカ
ウントに関するロイヤルティアカウント情報を要求できる。電子デバイスは、単一の支払
取引中に、所定の数を超えるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情
報を提供するのを拒否することができる。このことは、非接触支払端末が電子デバイス上
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にプロビジョニングされたロイヤルティアカウントについての情報を収集するのを防止す
るのに役立つ。一部の実施形態では、ロイヤルティ情報のリクエストに応答するときにデ
バイスによって考慮される、時間的閾値が存在する（例えば、５分などの所定の時間量内
で、所定の数のロイヤルティアカウント情報リクエストのみが応答される）。
【０２６３】
　一部の実施形態によれば、１つ以上の入力デバイスは指紋センサ８１６を備え、認証は
、電子デバイスの指紋センサ上でそれぞれの指紋を検出することと、指紋センサ上でそれ
ぞれの指紋を検出することに応答して、支払取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一
致すると判定することと、に従って提供された。
【０２６４】
　一部の実施形態によれば、１つ以上の入力デバイスはタッチ感知面を備え、この場合、
認証は、電子デバイスのタッチ感知面を介してパスコードを受け取ることと、パスコード
を受け取ることに応答して、支払取引を認証できる登録済みのパスコードとパスコードが
一致すると判定することと、に従って提供された。一部の実施形態では、ロイヤルティア
カウント情報を提供するための認証は、デバイスのディスプレイ上に表示された通知を用
いた対話（例えば、「この取引にロイヤルティカードＸの使用を希望しますか」と記され
たポップアップ通知に対して、「ｏｋ」のユーザ選択を受け取ること）を含む。
【０２６５】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを用
いて行われる。例えば、支払アカウントは、電子デバイスに事前にリンクされた。
【０２６６】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた１つ以上の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報
を含み、１つ以上の異なるロイヤルティアカウントは、支払取引のために使用されるロイ
ヤルティアカウントとは異なっている。
【０２６７】
　図８Ｆに示すように、ユーザは電子デバイスを、非接触支払端末６１０のフィールド６
１２内に置く。一部の実施形態によれば、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使
用して、支払アカウント情報を非接触支払端末に送信し、この場合、支払アカウント情報
により、非接触支払端末が支払取引を行うことが可能になる。一部の実施形態では、支払
取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び／又は取引を完了するための認証
を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送することを含む。例えば、支払アカ
ウント情報は、ＮＦＣを使用して非接触支払端末に送信されてよい。
【０２６８】
　図８Ｇに示すように、一部の実施形態では、ロイヤルティアカウント情報及び支払アカ
ウント情報を非接触支払端末６１０に送信した後で、電子デバイスは、支払取引において
使用されるロイヤルティアカウントの視覚的グラフィック表現８０２、及び支払取引にお
いて使用される支払アカウントの視覚的グラフィック表現８１０を表示する。
【０２６９】
　図８Ｇに示すように、一部の実施形態では、ロイヤルティアカウント情報及び支払アカ
ウント情報を非接触支払端末６１０に送信する前に、電子デバイスは、支払取引において
使用されることになるロイヤルティアカウントの視覚的グラフィック表現８０２、及び支
払取引において使用されることになる支払アカウントの視覚的グラフィック表現８１０を
表示する。
【０２７０】
　図９は、一部の実施形態に係る、ロイヤルティアカウント情報を支払端末に提供するた
めの方法を示すフロー図である。方法９００は、１つ以上の無線通信要素（例えば、ＮＦ
Ｃアンテナ、ＷｉＦｉアンテナ、等などの１つ以上の無線アンテナ）と、１つ以上の入力
デバイス（例えば、タッチ感知面、指紋センサ）と、を備えたデバイス（例えば、１００
、３００、５００）において実行される。方法９００のいくつかの動作は組み合わせても
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よく、いくつかの動作は順序を変更してもよく、かついくつかの動作は省略してもよい。
【０２７１】
　以下において説明されるように、一部の実施形態によれば、方法９００は、ロイヤルテ
ィアカウント情報を支払端末に提供するための、直感的な方法を提供する。この方法は、
アカウントを電子デバイスにリンクするユーザの認識的負担を軽減し、それによって、よ
り効率的なヒューマン－マシンインタフェースを作り出す。バッテリ動作式のコンピュー
ティングデバイスの場合には、ユーザがアカウントを電子デバイスにより高速かつより効
率的にリンクすることを可能にすることにより、電力が節約され、バッテリ充電の間隔が
増す。
【０２７２】
　ブロック９０２では、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイ
スに近接した非接触支払端末（例えば、６１０）（例えば、ＮＦＣを使用して電子デバイ
スと通信する非接触支払端末）から、先に進むための認証が（例えば、電子デバイスのユ
ーザによって）電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供されている（例えば
、パスコードがタッチスクリーン、物理キーボード上で入力されている、又は、電子デバ
イス内に埋め込まれる指紋センサなどの生体認証センサによって生体認証が提供されてい
る）支払取引に関する、ロイヤルティアカウント情報（例えば、ロイヤルティアカウント
のロイヤルティアカウント情報）のリクエストを受け取る。
【０２７３】
　ブロック９０４では、ロイヤルティアカウント情報のリクエストの受け取りに応答して
、ブロック９０６～９１０が実行される。
【０２７４】
　ブロック９０６では、電子デバイスは、ロイヤルティ共有条件が満足されているか否か
（例えば、デバイスがこの特定のロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウン
ト情報をこの特定の非接触支払端末において自動的に提供することを、ユーザが事前に認
証しているか否か）を判定する。
【０２７５】
　ブロック９０８では、ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、電子
デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ
アカウント情報を非接触支払端末６１０に送信する（例えば、ロイヤルティアカウント情
報は、電子デバイスによって検出される更なる入力を伴わずに、自動的に送信される）。
【０２７６】
　ブロック９１０では、ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、電
子デバイスは、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末
６１０に送信するのを取り止める。
【０２７７】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送
信する前に、電子デバイスは、支払取引を進めるための認証が提供されると判定し、この
場合、１つ以上の無線通信要素を介してロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウン
ト情報を非接触支払端末に送信することは、別個の認証を要求することなく行われる。例
えば、デバイスは、支払取引を進めるために（例えば、デバイスが非接触支払端末からか
らリクエストを受け取る前に）デバイスがユーザによって事前に認証されているか否かを
、又は、ユーザが支払取引を進めるために現在デバイスを認証中である（例えば、ユーザ
が認証のために指紋センサ上に指を置いている）か否かを判定する。
【０２７８】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、デバイスを使用
して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定す
る入力がない場合に、ロイヤルティアカウント情報を（例えば、自動的に）提供するよう
にするユーザ命令に関わるロイヤルティ共有許可が、電子デバイス上に記憶されていない
、との判定に従って、電子デバイスは、ロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に
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提供するために確認（例えば、ユーザからの確認）を要求するアラート（例えば、視覚的
な、オーディオの、及び／又は触覚的なもの、図８Ｃのユーザインタフェース）を提供す
る。
【０２７９】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの１つ以上の入力デバイスは、指紋センサ（例
えば、７０２）を含む。ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指
紋センサ（例えば、７０２）上で指紋を検出している間に、電子デバイスは、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に送信
するための認証を要求する通知（例えば、８１４）を提供する。電子デバイスは、１つ以
上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支払端末（例えば、６１０）のフィール
ド（例えば、６１２）から取り出され、非接触支払端末（例えば、６１０）のフィールド
（例えば、６１２）内へと戻されていることを検出する。例えば、ユーザは、デバイスを
フィールド（例えば、６１２）から取り出して、電子デバイスによって提供された通知を
見る。デバイスが非接触支払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）内
へと戻されていることの検出に応答して、電子デバイスは、取引を認証できる登録済みの
指紋と指紋が一致すると判定する。取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると
の判定に応答して、電子デバイスは、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント
情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に送信する。この場合、電子デバイスは、ユー
ザの指が指紋センサ（例えば、８１６）上にある間に、フィールド（例えば、６１２）を
検出し、デバイスは、ロイヤルティカードを使用するための認証を要求してユーザに警告
する。デバイスは、フィールド（例えば、６１２）から取り出されていることを検出し、
次いで、ユーザの指が引き続き指紋センサ（例えば、８１６）上にある間に、フィールド
（例えば、６１２）内へと戻されていることを検出する。
【０２８０】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの１つ以上の入力デバイスは、指紋センサ（例
えば、８１６）を含む。ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指
紋センサ（例えば、８１６）上で指紋を検出している間に、電子デバイスは、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に送信
するための認証を要求する通知（例えば、８１４）を提供する。電子デバイスは、既出の
ロイヤルティアカウントとは異なる第２のロイヤルティアカウント（例えば、８０８と関
連付けられたアカウント）を選択するユーザ入力を受け取る。一部の実施例では、図８Ｅ
に示すように、電子デバイスは、第２のロイヤルティアカウントを選択するユーザ入力の
確認通知を表示する（例えば、ディスプレイの上部に第２のアカウントのグラフィック表
現８０８を表示する）。電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが
、非接触支払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）から取り出され、
非接触支払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）内へと戻されている
ことを検出する。例えば、ユーザは、デバイスをフィールド（例えば、６１２）から取り
出して、第２のロイヤルティアカウントを選択する入力を提供する。デバイスが非接触支
払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）内へと戻されていることの検
出に応答して、電子デバイスは、取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判
定する。取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、電子デ
バイスは、第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端
末に送信する。
【０２８１】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの１つ以上の入力デバイスは、指紋センサ（例
えば、８１６）を含む。ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指
紋センサ（例えば、８１６）上で指紋を検出している間に、電子デバイスは、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するための認証を要
求する通知（例えば、８１４）を提供する。電子デバイスは、ロイヤルティアカウントの
使用を拒否するユーザ入力を受け取る（例えば、アフォーダンス８０６のアクティブ化を
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検出する）。電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支
払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）から取り出され、非接触支払
端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）内へと戻されていることを検出
する。例えば、ユーザは、デバイスをフィールド（例えば、６１２）から取り出して、ロ
イヤルティアカウントの使用を拒否する入力を提供する。デバイスが非接触支払端末（例
えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）内へと戻されていることの検出に応答し
て、電子デバイスは、取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判定する。取
引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、電子デバイスは、
ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末（例えば、６１
０）に送信することなく、支払取引を進める。
【０２８２】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、電子デバイス上
に記憶されたロイヤルティ共有許可が、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証
をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、ロイヤルテ
ィアカウント情報を提供しないようにするユーザ命令を示している、との判定に従って、
電子デバイスは、確認を促すことなく支払アカウントを使用して支払取引を進める。
【０２８３】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に提供するために電子デバイ
スが事前に認証されているときに満足される条件を含む。例えば、デバイスは、ロイヤル
ティアカウントのロイヤルティアカウント情報を、情報を要求する任意の非接触支払端末
に、特定の加盟店の非接触支払端末に、又は特定の位置（例えば、所定の地理的位置）に
ある非接触支払端末に提供できることを示す、ユーザ入力を受け取ることができる。
【０２８４】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報を、非接触支払端末（例えば、６１０）を含む非接触支払端末のグ
ループ中の別の非接触支払端末に提供するために、電子デバイスが事前に認証されている
ときに満足される条件を含む。例えば、デバイスは、ロイヤルティアカウントのロイヤル
ティアカウント情報を加盟店の第１の支払端末に提供できることを示すユーザ入力を受け
取る。ユーザ入力を受け取った結果として、同じ加盟店の他のすべての支払端末に関して
、ロイヤルティ共有条件が満足される。別の例では、デバイスは、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティアカウント情報をガソリンスタンド（例えば、加盟店タイプ）の支払端
末に提供できることを示すユーザ入力を受け取る。ユーザ入力を受け取った結果として、
（例えば、同じ加盟店タイプの）ガソリンスタンドの他のすべての支払端末に関して、ロ
イヤルティ共有条件が満足される。
【０２８５】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報を、非接触支払端末が配置されている所定の地理的領域内にある１
つ以上の非接触支払端末に提供するために、電子デバイスが事前に認証されているときに
満足される条件を含む。例えば、デバイスは、ロイヤルティアカウントのロイヤルティア
カウント情報を加盟店の小売店（例えば、所定の地理的領域）に配置されている第１の支
払端末に提供できることを示す、ユーザ入力を受け取る。ユーザ入力を受け取った結果と
して、加盟店の同じ小売店（例えば、所定の地理的領域）に配置されている第２の支払端
末に関して、ロイヤルティ共有条件が満足される。
【０２８６】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る前に、
電子デバイスは、非接触支払端末（例えば、６１２）のフィールド（例えば、６１２）を
検出し、非接触支払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）を検出する
前に、電子デバイスは、電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して、先に進むため
の認証を受け取る。
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【０２８７】
　一部の実施形態によれば、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る前に、
電子デバイスは、非接触支払端末（例えば、６１２）のフィールド（例えば、６１２）を
検出し、非接触支払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）を検出して
いる間に、電子デバイスは、電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して、先に進む
ための認証を受け取る。
【０２８８】
　一部の実施形態によれば、所定の数のロイヤルティアカウントに関して、１つ以上の無
線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支
払端末に送信した後で、電子デバイスは、非接触支払端末（例えば、６１０）から、第２
のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る。非接
触支払端末（例えば、６１０）からの第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカ
ウント情報のリクエストの受け取りに応答して、電子デバイスは、支払取引のために非接
触支払（例えば、６１０）に第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情
報を送信するのを取り止める。
【０２８９】
　一部の実施形態によれば、１つ以上の入力デバイスは指紋センサ（例えば、８１６）を
備え、認証は、電子デバイスの指紋センサ（例えば、８１６）上でそれぞれの指紋を検出
することと、指紋センサ（例えば、８１６）上でそれぞれの指紋を検出することに応答し
て、支払取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、に従って
提供された。
【０２９０】
　一部の実施形態によれば、１つ以上の入力デバイスはタッチ感知面を備え、この場合、
認証は、電子デバイスのタッチ感知面を介してパスコードを受け取ることと、パスコード
を受け取ることに応答して、支払取引を認証できる登録済みのパスコードとパスコードが
一致すると判定することと、に従って提供された。
【０２９１】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを用
いて行われる。
【０２９２】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた１つ以上の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報
を含み、１つ以上の異なるロイヤルティアカウントは、支払取引のために使用されるロイ
ヤルティアカウントとは異なっている。
【０２９３】
　ブロック９１２では、一部の実施形態によれば、電子デバイスは、１つ以上の無線通信
要素を使用して、支払アカウント情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に送信し、こ
の場合、支払アカウント情報により、非接触支払端末（例えば、６１０）が支払取引を行
うことが可能になる。
【０２９４】
　一部の実施形態では、図８Ｈに示すように、ロイヤルティアカウント情報及び支払アカ
ウント情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に送信した後で、電子デバイスは、支払
取引において使用されるロイヤルティアカウントの視覚的グラフィック表現（例えば、８
２２）、及び支払取引において使用される支払アカウントの視覚的グラフィック表現（例
えば、８２４）を表示する。例えば、ユーザインタフェースはまた、取引を処理した加盟
店の名前（「Ｓｕｐｅｒ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｉｎｃ．」）、取引の総額（「＄１２６．２４
」）、取引の日付（「今日」）又は時間（「午後３：０６」、ロイヤルティアカウントを
使用した結果としての割引額（「＄１４．３３」）、及び支払カードと関連付けられた１
つ以上の以前の取引（例えば、８２６）も含む。
【０２９５】
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　一部の実施形態では、ロイヤルティアカウント情報及び支払アカウント情報を非接触支
払端末（例えば、６１０）に送信する前に、電子デバイスは、支払取引において使用され
ることになるロイヤルティアカウントの視覚的グラフィック表現（例えば、８０２）、及
び支払取引において使用されることになる支払アカウントの視覚的グラフィック表現（例
えば、８１０）を表示する。
【０２９６】
　方法９００に関して上述された処理（例えば、図９）の詳細はまた、上記及び以下で説
明される方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法７０
０、９００、１１００、１３００、１５００、１７００及び１９００は、方法９００を参
照して上述された、様々な方法の特徴のうちの１つ以上を含み得る。例えば、方法７００
、１１００、１３００、１５００、１７００、及び１９００の、電子財布、支払アカウン
ト、ロイヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入力は、方法９００に記載した電子
デバイスの、電子財布、支払アカウント、ロイヤルティアカウント、アフォーダンス、及
び入力の特徴のうちの１つ以上を、任意選択的に有する。簡潔にするために、これらの詳
細は、以下では繰り返さない。
【０２９７】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、一部の実施形態に係る、支払取引に関する支払アカウント及び
ロイヤルティアカウントの表示を表示するための、例示的な技法及び例示的なユーザイン
タフェースを示す。例えば、この技法では、１つ以上の無線通信要素（例えば、ＮＦＣア
ンテナ、ＷｉＦｉアンテナ、等などの１つ以上の無線アンテナ）と、ディスプレイと、を
備えた電子デバイス１００を使用する。これらの図のユーザインタフェースは、図１１の
処理を含めた、以下で説明される処理を例示するために使用される。
【０２９８】
　図１０Ａでは、ユーザは電子デバイス１００を、非接触支払端末のフィールド６１２内
に置く。電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが
使用のために利用可能である支払取引についての情報を受け取る（例えば、非接触支払端
末のフィールドを検出しロイヤルティアカウントが使用できる位置にデバイスがあると判
定する、非接触支払端末から、支払取引端末においてロイヤルティアカウント情報が入力
済みであるという情報を受け取る、又は、非接触支払端末から、利用可能である場合ロイ
ヤルティアカウントが受け付けられる見込みであるという情報を受け取る）。
【０２９９】
　図１０Ｂでは、支払取引についての情報の受け取りに応答して、電子デバイスは、ディ
スプレイ上に、支払取引に関する支払アカウントの表示１００４、及び支払取引に関する
ロイヤルティアカウントの表示１００２を、同時に表示する。
【０３００】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスがディスプレイ上に、支払取引に関する支払ア
カウントの表示１００４及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示１００２を
同時に表示した後で、電子デバイスは、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用
して、支払取引を行う。例えば、支払アカウントは電子デバイスに事前にリンクされてお
り、電子デバイスは、支払取引を行うために、支払アカウント情報を非接触支払端末６１
０に提供する。この場合、支払アカウントの表示１００４及びロイヤルティアカウントの
表示１００２は、少なくとも支払取引を行う前に表示される。
【０３０１】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスがディスプレイ上に、支払取引に関する支払ア
カウントの表示１００４及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示１００２を
同時に表示する前に、電子デバイスは、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用
して、支払取引を行う。例えば、支払アカウントは電子デバイスに事前にリンクされてお
り、電子デバイスは、支払取引を行うために、支払アカウント情報を非接触支払端末６１
０に提供する。この場合、支払アカウントの表示１００４及びロイヤルティアカウントの
表示１００２は、少なくとも支払取引を行った後で表示される。
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【０３０２】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤ
ルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に、電子デバイ
スは、非接触支払端末６１０のフィールド６１２を検出し、また電子デバイスは、ロイヤ
ルティアカウントが使用できる位置に電子デバイスがあると判定する。
【０３０３】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤ
ルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に、電子デバイ
スは、１つ以上の無線通信要素を介して、非接触支払端末６１０から、ロイヤルティアカ
ウント情報が支払取引端末において入力済みである（例えば、ユーザが電話番号を入力す
ることによって手入力されている）ことを示す情報を受け取る。
【０３０４】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤ
ルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に、電子デバイ
スは、１つ以上の無線通信要素を介して、非接触支払端末６１０から、（例えば、非接触
支払端末がロイヤルティアカウントを利用可能となった場合に）ロイヤルティアカウント
が受け付けられる見込みであることを示す情報を受け取る。
【０３０５】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを用
いて行われる。例えば、支払アカウントは、電子デバイスに事前にリンクされた。
【０３０６】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた１つ以上の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報
を含み、１つ以上の異なるロイヤルティアカウントは、支払取引のために使用されるロイ
ヤルティアカウントとは異なっている。
【０３０７】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、ロイヤルティアカウントに関す
るロイヤルティアカウント情報、及び支払アカウントに関する支払アカウント情報を含む
。
【０３０８】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントはデフォルトの支払アカウントである。
【０３０９】
　一部の実施形態によれば、ディスプレイ上に、支払取引に関する支払アカウントの表示
１００４及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示１００２を同時に表示する
ことは、（例えば、支払取引において使用するために提示されたロイヤルティアカウント
として）支払取引を進めるための認証を受け取る前に行われる。先に進むための認証は、
電子デバイスの指紋センサ１０１８上のそれぞれの指紋を検出することを含んでよく、こ
の場合、それぞれの指紋は、支払取引を認証できる登録済みの指紋と一致すると判定され
る。例えば、デバイスは、検出された指紋からの情報を既知の指紋からの情報に照合する
ことによって、ユーザが認証されたユーザであることを確認するための認証を受け取る。
先に進むための認証は、電子デバイスのタッチ感知面を介してパスコードを受け取ること
を含んでよく、パスコードは、支払取引を認証できる登録済みのパスコードと一致すると
判定される。
【０３１０】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払
アカウントの支払アカウント情報を非接触支払端末６１０に送信し、この場合、支払アカ
ウント情報により、非接触支払端末が支払取引を行うことが可能になる。一部の実施形態
では、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び／又は取引を完了する
ための認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送することを含む。例えば
、支払アカウント情報は、ＮＦＣを使用して非接触支払端末に送信されてよい。
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【０３１１】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントの支払アカウント情報を送信した後で、電子
デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使用して、ロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報を、（例えば、非接触支払端末６１０から受け取られるロイヤルティ情
報のリクエストに応答して、支払アカウント情報が非接触支払端末６１０に提供された後
で）非接触支払端末６１０に送信する。
【０３１２】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが支払アカウントの支払アカウント情報を送信
する前に、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使用して、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティアカウント情報を、（例えば、非接触支払端末６１０から受け取られる
ロイヤルティ情報のリクエストに応答して、支払アカウント情報が非接触支払端末６１０
に提供される前に）非接触支払端末６１０に送信する。
【０３１３】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、（例えば、非接触支払端末６１０から）、
１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤル
ティアカウントのロイヤルティアカウント情報の受け付けの確認通知を受け取る。図１０
Ｃに示すように、支払アカウント情報の受け付けの確認通知の受け取りに応答して、電子
デバイスは、ディスプレイ上に、支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤルティ
アカウントのロイヤルティアカウント情報の受け付けの確認通知（例えば、１００８、１
０１０、１０１４）を表示する。
【０３１４】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、非接触支払端末がロイヤルティアカウント
を承認しなかったと判定する。非接触支払端末がロイヤルティアカウントを承認しなかっ
たと判定することに応答して、電子デバイスは支払アカウントの表示を表示し、また、電
子デバイスはロイヤルティアカウントの表示の表示を取り止める。
【０３１５】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントを非接触支払端末６１０に送信する前に、電
子デバイスは、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルテ
ィプログラムを使用することの見込まれる利益の説明（例えば、１０％オフの購入、ガソ
リンポイント２倍）を表示する。
【０３１６】
　一部の実施形態によれば、図１０Ｃに示すように、支払アカウントを非接触支払端末に
送信した後で、電子デバイスは、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントと関連付け
られたロイヤルティプログラムを使用することによって生じる割引の説明１０１２（例え
ば、＄２０ドル割引）を表示する。
【０３１７】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが支払アカウントを非接触支払端末に送信した
後で、電子デバイスは、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントと関連付けられた目
的に対する進捗の表示（例えば、「Ｘサンドイッチを購入しました。Ｙサンドイッチを購
入すれば、次のサンドイッチは無料です！」）を表示する。表示は、支払取引を完了する
前に、支払取引を完了した後で、又は支払取引を完了する前及び完了した後の両方で表示
される。
【０３１８】
　一部の実施形態では、電子デバイスは、（例えば、支払履歴ログにおいて）支払額１０
１０を表示する。支払額は、支払取引の時に、ＮＦＣを介して非接触支払端末から受け取
られる。一部の実施形態では、電子デバイスは、（例えば、支払履歴ログにおいて）割引
額１１０２及びロイヤルティアカウントの表現を表示する。割引額は、取引の時に、ＮＦ
Ｃを介して非接触支払端末から受け取られる。一部の実施形態では、割引額は、インター
ネットを介して、支払取引の完了後に受け取られる。一部の実施形態では、電子デバイス
は、特定の取引の日付／時間、及び取引を処理する小売業者（例えば、加盟店）の名前を
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表示する。
【０３１９】
　図１１は、一部の実施形態に係る、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルティ
アカウントの表示を表示するための方法を示すフロー図である。方法１１００は、１つ以
上の無線通信要素（例えば、ＮＦＣアンテナ、ＷｉＦｉアンテナ、等などの１つ以上の無
線アンテナ）と、ディスプレイと、を備えたデバイス（例えば、１００、３００、５００
）において実行される。方法１１００のいくつかの動作は組み合わせてもよく、いくつか
の動作は順序を変更してもよく、かついくつかの動作は省略してもよい。
【０３２０】
　以下において説明されるように、一部の実施形態によれば、方法１１００は、支払取引
に関する支払アカウント及びロイヤルティアカウントの表示を表示するための、直感的な
方法を提供する。この方法は、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルティアカウ
ントの表示を表示するためのユーザの認識的負担を軽減し、それによって、より効率的な
ヒューマン－マシンインタフェースを作り出す。バッテリ動作式のコンピューティングデ
バイスの場合には、支払取引に関する支払アカウント及びロイヤルティアカウントの表示
をより高速かつより効率的に表示することにより、電力が節約され、バッテリ充電の間隔
が増す。
【０３２１】
　ブロック１１０２では、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤル
ティアカウントが使用のために利用可能である支払取引についての情報を受け取る（例え
ば、非接触支払端末のフィールドを検出しロイヤルティアカウントが使用できる位置にデ
バイスがあると判定する、非接触支払端末から、支払取引端末においてロイヤルティアカ
ウント情報が入力済みであるという情報を受け取る、又は、非接触支払端末から、利用可
能である場合ロイヤルティアカウントが受け付けられる見込みであるという情報を受け取
る）。
【０３２２】
　ブロック１１０４では、支払取引についての情報の受け取りに応答して、電子デバイス
は、ディスプレイ上に、支払取引に関する支払アカウントの表示（例えば、１００４）、
及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示（例えば、１００２）を、同時に表
示する。
【０３２３】
　ブロック１１０６では、一部の実施形態によれば、電子デバイスがディスプレイ上に、
支払取引に関する支払アカウントの表示及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの
表示を同時に表示した後で、電子デバイスは、電子デバイスの電子財布の支払アカウント
を使用して、支払取引を行う。
【０３２４】
　一部の実施形態によれば、ディスプレイ上に支払取引に関する支払アカウントの表示（
例えば、１００４）及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示（例えば、１０
０２）を同時に表示する前に、電子デバイスは、電子デバイスの電子財布の支払アカウン
トを使用して、支払取引を行う。
【０３２５】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤ
ルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に、電子デバイ
スは、非接触支払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２）を検出し、ま
た電子デバイスは、ロイヤルティアカウントが使用できる位置に電子デバイスがあると判
定する。
【０３２６】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤ
ルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に、電子デバイ
スは、１つ以上の無線通信要素を介して、非接触支払端末（例えば、６１０）から、ロイ
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ヤルティアカウント情報が支払取引端末において入力済みであることを示す情報を受け取
る。
【０３２７】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤ
ルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に、電子デバイ
スは、１つ以上の無線通信要素を介して、非接触支払端末（例えば、６１０）から、ロイ
ヤルティアカウントが受け付けられる見込みであることを示す情報を受け取る。
【０３２８】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを用
いて行われる。
【０３２９】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた１つ以上の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報
を含み、１つ以上の異なるロイヤルティアカウントは、支払取引のために使用されるロイ
ヤルティアカウントとは異なっている。
【０３３０】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、ロイヤルティアカウントに関す
るロイヤルティアカウント情報、及び支払アカウントに関する支払アカウント情報を含む
。
【０３３１】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントはデフォルトの支払アカウントである。
【０３３２】
　一部の実施形態によれば、ディスプレイ上に、支払取引に関する支払アカウントの表示
（例えば、１００４）及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示（例えば、１
００２）を同時に表示することは、支払取引を進めるための認証を受け取る前に行われる
。先に進むための認証は、電子デバイスの指紋センサ（例えば、１０１８）上のそれぞれ
の指紋を検出することを含んでよく、この場合、それぞれの指紋は、支払取引を認証でき
る登録済みの指紋と一致すると判定される。先に進むための認証は、電子デバイスのタッ
チ感知面を介してパスコードを受け取ることを含んでよく、パスコードは、支払取引を認
証できる登録済みのパスコードと一致すると判定される。
【０３３３】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払
アカウントの支払アカウント情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に送信し、この場
合、支払アカウント情報により、非接触支払端末が支払取引を行うことが可能になる。一
部の実施形態では、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び／又は取
引を完了するための認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送することを
含む。
【０３３４】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントの支払アカウント情報を送信した後で、電子
デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使用して、ロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に送信する。
【０３３５】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが支払アカウントの支払アカウント情報を送信
する前に、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使用して、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末（例えば、６１０）に送信する。
【０３３６】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、（例えば、非接触支払端末６１０から）、
１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤル
ティアカウントのロイヤルティアカウント情報の受け付けの確認通知を受け取る。支払ア
カウント情報の受け付けの確認通知の受け取りに応答して、電子デバイスは、ディスプレ
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イ上に、支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報の受け付けの確認通知（例えば、１００８、１０１０、１０１４）を表
示する。
【０３３７】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、非接触支払端末がロイヤルティアカウント
を承認しなかったと判定する。非接触支払端末がロイヤルティアカウントを承認しなかっ
たと判定することに応答して、電子デバイスは支払アカウントの表示を表示し、また、電
子デバイスはロイヤルティアカウントの表示の表示を取り止める。
【０３３８】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントを非接触支払端末６１０に送信する前に、電
子デバイスは、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルテ
ィプログラムを使用することの見込まれる利益の説明を表示する。
【０３３９】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントを非接触支払端末に送信した後で、電子デバ
イスは、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルティプロ
グラムを使用することによって生じる割引の説明１０１２を表示する。
【０３４０】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスが支払アカウントを非接触支払端末に送信した
後で、電子デバイスは、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントと関連付けられた目
的に対する進捗の表示を表示する。表示は、支払取引を完了する前に、支払取引を完了し
た後で、又は支払取引を完了する前及び完了した後の両方で表示される。
【０３４１】
　一部の実施形態では、電子デバイスは、（例えば、支払履歴ログにおいて）支払額（例
えば、１０１０）を表示する。支払額は、支払取引の時に、ＮＦＣを介して非接触支払端
末から受け取られる。一部の実施形態では、電子デバイスは、（例えば、支払履歴ログに
おいて）割引額（例えば、１１０２）及びロイヤルティアカウントの表現を表示する。割
引額は、取引の時に、ＮＦＣを介して非接触支払端末から受け取られる。一部の実施形態
では、割引額は、インターネットを介して、支払取引の完了後に受け取られる。一部の実
施形態では、電子デバイスは、特定の取引の日付／時間、及び取引を処理する小売業者（
例えば、加盟店）の名前を表示する。
【０３４２】
　方法１１００に関して上述された処理（例えば、図１１）の詳細はまた、上記及び以下
で説明される方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法
７００、９００、１３００、１５００、１７００及び１９００は、方法１１００を参照し
て上述された、様々な方法の特徴のうちの１つ以上を含み得る。例えば、方法７００、９
００、１３００、１５００、１７００、及び１９００の、電子財布、支払アカウント、ロ
イヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入力は、方法１１００に記載した電子デバ
イスの、電子財布、支払アカウント、ロイヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入
力の特徴のうちの１つ以上を、任意選択的に有する。簡潔にするために、これらの詳細は
、以下では繰り返さない。
【０３４３】
　図１２Ａ～図１２Ｅは、一部の実施形態に係る、要求された支払アカウントタイプの支
払アカウントを使用して支払取引を進めるための、例示的な技法及び例示的なユーザイン
タフェースを示す。例えば、この技法では、１つ以上の無線通信要素（例えば、ＮＦＣア
ンテナ、ＷｉＦｉアンテナ、等などの１つ以上の無線アンテナ）を備えた電子デバイス１
００を使用する。これらの図のユーザインタフェースは、図１３の処理を含めた、以下で
説明される処理を例示するために使用される。
【０３４４】
　加盟店は、加盟店の顧客に提供される、（通常の支払アカウントと対照的な）プライベ
ートラベル支払アカウントを選好する場合がある。この場合、加盟店の支払端末は、支払
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取引中に、例えばＮＦＣ対応型支払端末及びＮＦＣ対応型電子デバイスを使用した支払取
引中に、プライベートラベル支払アカウントの形態での支払を（例えば、電子デバイスか
ら）要求するように構成されてよい。例えば、支払端末は、特定のタイプの支払アカウン
トを使用して支払が行われることを要求してよい。
【０３４５】
　ただし、支払アカウント情報は一般に、支払端末が情報を要求しても、ユーザの許可な
しでは電子デバイスによって共有されない。例えば、許可は、特定の端末又は位置におい
て特定のプライベートラベルアカウントを使用して支払が行われてよいという表示を通し
てなどで、前もって提供されてよい。別の例では、許可は、支払取引において（デフォル
トの支払アカウントではなく）要求されたプライベートラベルアカウントが使用されてよ
いことを確認することによってなどで、取引の時に提供されてよい。
【０３４６】
　図１２Ａでは、ユーザは電子デバイス１００を、非接触支払端末６１０のフィールド６
１２内に置く。例えば、非接触支払端末６１０はＮＦＣ対応型であり、フィールド６１２
はＮＦＣフィールドである。電子デバイスは、非接触支払端末６１０（例えば、ＮＦＣを
使用して電子デバイスと通信する非接触支払端末）から、１つ以上の無線通信要素を介し
て、支払取引と関連付けられた（例えば、支払アカウントの支払アカウント情報又はロイ
ヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の）リクエストを受け取る。
【０３４７】
　電子デバイスは、リクエストが特定の支払アカウントタイプ（例えば、特定の小売業者
のプライベートラベルクレジットカード）を使用した支払のリクエストを含むか否かを判
定する。リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まな
いとの判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支払取引を進めること（例
えば、要求された特定の支払アカウントの識別子、例えばＰＡＮ（「主要口座番号」）を
、非接触支払端末に送信すること）。この場合、支払端末が特定の支払アカウントを求め
ないとき、電子デバイスは、デフォルトの支払アカウントに関するアカウント情報を提供
することによって、支払取引を進めることができる。図１２Ｂに示すように、一部の実施
形態では、電子デバイスは、デフォルトの支払アカウントの表示１２０２を表示して、デ
フォルトの支払アカウントが支払取引において使用される見込みであることをユーザに通
知する。
【０３４８】
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含む（例えば
、非接触支払端末が、特定の小売業者のプライベートラベルクレジットカードを要求する
）との判定に従って、電子デバイスは、支払アカウント選択条件が満足されるか否かを判
定する（例えば、この位置において特定の支払アカウントタイプの特定の支払アカウント
を自動的に使用することをユーザが既に承認しているか否かを判定する）。支払アカウン
ト選択条件が満足されていない（例えば、この位置において特定の支払アカウントを自動
的に使用することをユーザがまだ承認していない）との判定に従って、電子デバイスは、
特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるのを取り止め
る（例えば、要求された特定の支払アカウントの識別子、例えばＰＡＮを、非接触支払端
末に送信するのを取り止める）。こうして、要求された支払アカウントを要求側の加盟店
に自動的に提供することを承認されたユーザをデバイスがまだ受け取っていない場合、電
子デバイスは、要求された支払アカウントの支払アカウント情報を非接触支払端末６１０
に提供しない。
【０３４９】
　一部の実施形態によれば、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払の
リクエストを含むとの判定に従って、及び、支払アカウント選択条件が満足されている（
例えば、この位置において特定の支払アカウントを自動的に使用することをユーザが既に
承認している）との判定に従って、電子デバイスは、特定の支払アカウントタイプの支払
アカウントを使用して（例えば、デバイスの電子財布に記憶された支払アカウント情報に
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基づいて）支払取引を進める（例えば、要求された特定の支払アカウントの識別子、例え
ばＰＡＮを、非接触支払端末に送信する）。こうして、要求された支払アカウントを要求
側の加盟店に自動的に提供することを承認されたユーザをデバイスが既に受け取っている
場合、電子デバイスは、要求された支払アカウントの支払アカウント情報を非接触支払端
末６１０に提供する。図１２Ｃに示すように、電子デバイスは、要求された支払アカウン
トの表示１２０４を表示して、デフォルトの支払アカウントが支払取引において使用され
る見込みであることをユーザに通知できる。例えば、要求される支払アカウントタイプは
、ＳＨＯＰＣＯプライベートラベルカードを識別できる。
【０３５０】
　一部の実施形態によれば、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払の
リクエストを含むとの判定に従って、及び、支払アカウント選択条件が満足されていない
（例えば、この位置において特定の支払アカウントを自動的に使用することをユーザがま
だ承認していない）との判定に従って、電子デバイスは、特定の支払アカウントタイプの
支払アカウントを使用して支払取引を進めるために、（例えば、ユーザからの）認証を要
求する。一部の実施形態では、ユーザからの認証を要求することは、その支払アカウント
が使用されるべきであることを確認するためのアフォーダンス又は視覚的オブジェクト（
図１２Ｄの１２０８）を表示することを含む。先に進むための認証は、電子デバイスの指
紋センサ上のそれぞれの指紋を検出することであって、支払取引を認証できる登録済みの
指紋と指紋が一致すると判定される、こと、又は、指を指紋センサ上に維持したままで、
デバイスをＮＦＣフィールドから取り出しデバイスをＮＦＣフィールド内に戻すこと、を
含む。指紋を用いて認証するために、デバイスは、それぞれの指紋が支払取引を認証でき
るか否かを判定するのに使用するため、ユーザの１つ以上の指紋についての情報を記憶す
る。例えば、ユーザが、（１）要求されている支払アカウントを見るためにデバイスをＮ
ＦＣフィールドから引き出すこと、及び次いで、（２）（例えば、カード間でスワイプす
ることによって、又はデバイスを傾けることによって）カードを切り替えることなく、デ
バイスをＮＦＣフィールド内へと戻すことを、デバイスが検出するとき、これは、要求さ
れた支払アカウントの使用をユーザが認証中であることを示している。先に進むための認
証はまた、電子デバイスのタッチ感知面を介してパスコードを受け取ることも含んでよく
、パスコードは、支払取引を認証できる登録済みのパスコードと一致すると判定される。
【０３５１】
　一部の実施形態によれば、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払の
リクエストを含むとの判定に従って、及び、支払アカウント選択条件が満足されていない
（例えば、この位置において特定の支払アカウントを自動的に使用することをユーザがま
だ承認していない）との判定に従って、電子デバイスはユーザ入力を受け取り（例えば、
左の傾き又は右の傾きを検出する、ディスプレイ上で左又は右のスワイプを受け取る、デ
バイスのシェイクを検出する、ホームボタンのクリックを受け取る、ホームボタン上でス
ワイプを検出する、等）、ユーザ入力の受け取りに応答して、電子デバイスは、支払取引
を進めるために、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントとは異なっている第２の
支払アカウントが使用される見込みであるとの表示（例えば、図１２Ｅの１２１０）を提
供する。一部の実施形態では、ユーザがデバイスを非接触支払端末のフィールド内へと戻
すことの検出に応答して（例えば、支払アカウントを変更するためのユーザ入力を電子デ
バイスが受け取った後で）、デバイスは、第２の支払アカウントの識別子、例えばＰＡＮ
を、非接触支払端末に送信する。この場合、その位置での支払取引における使用をユーザ
がまだ認証していない特定の支払アカウントを使用した支払をデバイスが要求するとき、
デバイスはユーザに、支払アカウントを所望の支払アカウントに変更する機会を提供する
。
【０３５２】
　一部の実施形態によれば、図１２Ｅに示すように、第２の支払アカウントは、デフォル
トの支払アカウントである。
【０３５３】
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　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、非接触支払端末６１０が第１の
タイプのものである（例えば、特定の位置にある特定の小売業者の非接触支払端末、又は
、特定のＰＯＳ端末である）、及び、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証を
デバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプ
の非接触支払端末において特定の支払アカウントタイプの特定の支払アカウントを使用す
るための承認をデバイスがユーザからまだ受け取っていないとき、満足されない。例えば
、特定の小売業者において特定の支払アカウントを使用するための承認をデバイスがユー
ザからまだ受け取っていない場合、小売業者の非接触支払端末がその特定の支払アカウン
トを要求するとき、支払アカウント選択条件は満足されない。
【０３５４】
　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、（例えば、カードにアクセスす
るために認証されたデジタル署名を用いて）検証されたリクエストを、デバイスが非接触
支払端末６１０から受け取るときに満足される基準を含む（例えば、非接触支払端末６１
０からのリクエストが検証されない場合、支払アカウント選択条件は満足されず、デバイ
スは、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるのを取
り止める）。
【０３５５】
　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末６
１０において特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取
引を既に進めているときに満足される基準を含む。例えば、デバイスが非接触支払端末に
おいて特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引をま
だ進めていない場合、支払アカウント選択条件は満足されず、デバイスは、特定の支払ア
カウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるのを取り止める。こうして
、非接触支払端末６１０において要求された支払アカウントを使用することをユーザが既
に承認している場合、条件は満足され、非接触支払端末６１０がその後の支払取引中に同
じ支払アカウントを要求するとき、その後の認証は要求されない。
【０３５６】
　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末と
関連付けられる位置において（例えば、店舗、都市、州、又は国などの、所定の地理的エ
リア内で）、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取
引を既に進めているときに満足される基準を含む。例えば、非接触支払端末と関連付けら
れる位置において、デバイスが特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して
１つ以上の支払取引をまだ進めていない場合、支払アカウント選択条件は満足されず、デ
バイスは、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるの
を取り止める。
【０３５７】
　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末に
おいて特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既
に進めているときに満足される基準を含む。例えば、デバイスが非接触支払端末において
特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引をまだ進め
ていない場合、支払アカウント選択条件は満足されず、デバイスは、特定の支払アカウン
トタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるのを取り止める。
【０３５８】
　一部の実施形態によれば、支払取引と関連付けられた（例えば、支払アカウント情報又
はロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の）リクエストを受け取る前に
、電子デバイスは、（例えば、電子財布を使用するデバイスに支払アカウントをリンクす
るために）特定の支払アカウントに関する支払アカウント情報を（例えば、ユーザから）
受け取り、電子デバイスは、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイス
が受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触
支払端末（例えば、特定の位置にある特定の小売業者の非接触支払端末、又は特定のＰＯ
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Ｓ端末）において特定の支払アカウントが使用されるべきか否かを示すユーザ入力を受け
取る。第１のタイプの非接触支払端末において特定の支払アカウントが使用されるべきで
あると示す入力をデバイスが既に受け取っている場合、第１のタイプの非接触支払端末が
特定の支払アカウントを使用した支払を要求するときに、支払アカウント選択条件が満足
されることになる。
【０３５９】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた１つ以上の異なる支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントは、
特定の支払アカウント（例えば、支払取引のために使用される特定の支払アカウント）と
は異なっている。一部の実施形態では、デバイスが非接触支払端末のフィールド内に置か
れるのをデバイスが検出するとき、デバイスは、非接触支払端末が支払取引を行うことを
可能にする、（１つ以上の異なる支払アカウントの中から）選択された支払アカウントの
識別子、例えばＰＡＮを、非接触支払端末に送信する。
【０３６０】
　一部の実施形態によれば、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び
／又は取引を完了するための認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送す
ることを含む。例えば、支払アカウント情報は、支払取引を行うために、ＮＦＣを使用し
て、電子デバイスから非接触支払端末に送信される。
【０３６１】
　図１３は、一部の実施形態に係る、要求された支払アカウントタイプの支払アカウント
を使用して支払取引を進めるための方法を示すフロー図である。方法１３００は、１つ以
上の無線通信要素（例えば、ＮＦＣアンテナ、ＷｉＦｉアンテナ、等などの１つ以上の無
線アンテナ）を備えたデバイス（例えば、１００、３００、５００）において実行される
。方法１３００のいくつかの動作は組み合わせてもよく、いくつかの動作は順序を変更し
てもよく、かついくつかの動作は省略してもよい。
【０３６２】
　以下において説明されるように、一部の実施形態によれば、方法１３００は、要求され
た支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるための、直感的な
方法を提供する。この方法は、要求された支払アカウントタイプの支払アカウントを使用
して支払取引を進めるためのユーザの認識的負担を軽減し、それによって、より効率的な
ヒューマン－マシンインタフェースを作り出す。バッテリ動作式のコンピューティングデ
バイスの場合には、要求された支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取
引をより高速かつより効率的に進めることにより、電力が節約され、バッテリ充電の間隔
が増す。
【０３６３】
　ブロック１３０２では、電子デバイスは、非接触支払端末（例えば、６１０、ＮＦＣを
使用して電子デバイスと通信する非接触支払端末）から、１つ以上の無線通信要素を介し
て、支払取引と関連付けられた（例えば、支払アカウントの支払アカウント情報又はロイ
ヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の）リクエストを受け取る。
【０３６４】
　ブロック１３０４では、電子デバイスは、リクエストが特定の支払アカウントタイプ（
例えば、特定の小売業者のプライベートラベルクレジットカード）を使用した支払のリク
エストを含むか否かを判定する。
【０３６５】
　ブロック１３０６では、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリ
クエストを含まないとの判定に従って、電子デバイスは、デフォルトの支払アカウントを
使用して支払取引を進める（例えば、要求された特定の支払アカウントの識別子、例えば
ＰＡＮを、非接触支払端末に送信する）。
【０３６６】
　ブロック１３０８では、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリ
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クエストを含む（例えば、非接触支払端末が、特定の小売業者のプライベートラベルクレ
ジットカードを要求する）との判定に従って、デバイスはブロック１３１０に進む。
【０３６７】
　ブロック１３１０では、電子デバイスは、支払アカウント選択条件が満足されているか
否かを判定する（例えば、この位置において特定の支払アカウントタイプの特定の支払ア
カウントを自動的に使用することをユーザが既に承認しているか否かを判定する）。
【０３６８】
　ブロック１３１２では、支払アカウント選択条件が満足されていない（例えば、この位
置において特定の支払アカウントを自動的に使用することをユーザがまだ承認していない
）との判定に従って、電子デバイスは、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを
使用して支払取引を進めるのを取り止める（例えば、要求された特定の支払アカウントの
識別子、例えばＰＡＮを、非接触支払端末に送信するのを取り止める）。
【０３６９】
　一部の実施形態によれば、ブロック１３１４では、リクエストが特定の支払アカウント
タイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定に従って、及び、支払アカウント選択
条件が満足されている（例えば、この位置において特定の支払アカウントを自動的に使用
することをユーザが既に承認している）との判定に従って、電子デバイスは、特定の支払
アカウントタイプの支払アカウントを使用して（例えば、デバイスの電子財布に記憶され
た支払アカウント情報に基づいて）支払取引を進める（例えば、要求された特定の支払ア
カウントの識別子、例えばＰＡＮを、非接触支払端末に送信する）。
【０３７０】
　一部の実施形態によれば、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払の
リクエストを含むとの判定に従って、及び、支払アカウント選択条件が満足されていない
（例えば、この位置において特定の支払アカウントを自動的に使用することをユーザがま
だ承認していない）との判定に従って、電子デバイスは、特定の支払アカウントタイプの
支払アカウントを使用して支払取引を進めるために、（例えば、ユーザからの）認証を要
求する。一部の実施形態では、ユーザからの認証を要求することは、その支払アカウント
が使用されるべきであることを確認するためのアフォーダンス又は視覚的オブジェクト（
例えば、１２０８）を表示することを含む。先に進むための認証は、電子デバイスの指紋
センサ上のそれぞれの指紋を検出することであって、支払取引を認証できる登録済みの指
紋と指紋が一致すると判定される、こと、又は、指を指紋センサ上に維持したままで、デ
バイスをＮＦＣフィールドから取り出しデバイスをＮＦＣフィールド内に戻すこと、を含
む。指紋を用いて認証するために、デバイスは、それぞれの指紋が支払取引を認証できる
か否かを判定するのに使用するため、ユーザの１つ以上の指紋についての情報を記憶する
。例えば、デバイスは、（１）ユーザが、要求されている支払アカウントを見るためにデ
バイスをＮＦＣフィールドから引き出すこと、及び次いで、（２）（例えば、カード間で
のスワイプを受け取ることよって、又はデバイスの傾きを検出することによって）カード
を切り替えるための入力を受け取ることなく、デバイスをＮＦＣフィールド内へと戻すこ
と、を検出し、これは、要求された支払アカウントの使用をユーザが認証中であることを
示している。一部の実施例では、先に進むための認証は、電子デバイスのタッチ感知面を
介してパスコードを受け取ることを含み、パスコードは、支払取引を認証できる登録済み
のパスコードと一致すると判定される。
【０３７１】
　一部の実施形態によれば、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払の
リクエストを含むとの判定に従って、及び、支払アカウント選択条件が満足されていない
（例えば、この位置において特定の支払アカウントを自動的に使用することをユーザがま
だ承認していない）との判定に従って、電子デバイスはユーザ入力を受け取り（例えば、
左の傾き又は右の傾きを検出する、ディスプレイ上で左又は右のスワイプを受け取る、デ
バイスのシェイクを検出する、ホームボタンのクリックを受け取る、ホームボタン上でス
ワイプを検出する、等）、ユーザ入力の受け取りに応答して、電子デバイスは、支払取引
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を進めるために、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントとは異なっている第２の
支払アカウントが使用される見込みであるとの表示（例えば、図１２Ｅの１２１０）を提
供する。一部の実施形態では、ユーザがデバイスを非接触支払端末のフィールド内へと戻
すことをデバイスが検出するとき（例えば、支払アカウントを変更するためのユーザ入力
を電子デバイスが受け取った後で）、デバイスは、第２の支払アカウントの識別子、例え
ばＰＡＮを、非接触支払端末に送信する。この場合、その位置での支払取引における使用
をユーザがまだ認証していない特定の支払アカウントを使用した支払をデバイスが要求す
るとき、デバイスはユーザに、支払アカウントを所望の支払アカウントに変更する機会を
提供する。
【０３７２】
　一部の実施形態によれば、第２の支払アカウントはデフォルトの支払アカウントである
。
【０３７３】
　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、非接触支払端末（例えば、６１
０）が第１のタイプのものである（例えば、特定の位置にある特定の小売業者の非接触支
払端末、又は、特定のＰＯＳ端末である）、及び、デバイスを使用して支払取引を進める
ための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、
第１のタイプの非接触支払端末において特定の支払アカウントタイプの特定の支払アカウ
ントを使用するための承認をデバイスがユーザからまだ受け取っていないとき、満足され
ない。例えば、特定の小売業者において特定の支払アカウントを使用するための承認をデ
バイスがまだ受け取っていない場合、小売業者の非接触支払端末がその特定の支払アカウ
ントを要求するとき、支払アカウント選択条件は満足されない。
【０３７４】
　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、（例えば、カードにアクセスす
るために認証されたデジタル署名を用いて）検証されたリクエストを、デバイスが非接触
支払端末（例えば、６１０）から受け取るときに満足される基準を含む（非接触支払端末
６１０からのリクエストが検証されない場合、支払アカウント選択条件は満足されず、デ
バイスは、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるの
を取り止める）。
【０３７５】
　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末（
例えば、６１０）において特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ
以上の支払取引を既に進めているときに満足される基準を含む。例えば、デバイスが非接
触支払端末において特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の
支払取引をまだ進めていない場合、支払アカウント選択条件は満足されず、デバイスは、
特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるのを取り止め
る。こうして、非接触支払端末（例えば、６１０）において要求された支払アカウントを
使用することをユーザが既に承認している場合、条件は満足され、非接触支払端末（例え
ば、６１０）がその後の支払取引中に同じ支払アカウントを要求するとき、その後の認証
は要求されない。
【０３７６】
　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末と
関連付けられる位置において（例えば、店舗、都市、州、又は国などの、所定の地理的エ
リア内で）、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取
引を既に進めているときに満足される基準を含む。例えば、非接触支払端末と関連付けら
れる位置において、デバイスが特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して
１つ以上の支払取引をまだ進めていない場合、支払アカウント選択条件は満足されず、デ
バイスは、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるの
を取り止める。
【０３７７】
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　一部の実施形態によれば、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末に
おいて特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既
に進めているときに満足される基準を含む。例えば、デバイスが非接触支払端末において
特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引をまだ進め
ていない場合、支払アカウント選択条件は満足されず、デバイスは、特定の支払アカウン
トタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるのを取り止める。
【０３７８】
　一部の実施形態によれば、支払取引と関連付けられた（例えば、支払アカウント情報又
はロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の）リクエストを受け取る前に
、電子デバイスは、（例えば、電子財布を使用するデバイスに支払アカウントをリンクす
るために）特定の支払アカウントに関する支払アカウント情報を（例えば、ユーザから）
受け取り、電子デバイスは、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイス
が受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触
支払端末（例えば、特定の位置にある特定の小売業者の非接触支払端末、又は特定のＰＯ
Ｓ端末）において特定の支払アカウントが使用されるべきか否かを示すユーザ入力を受け
取る。第１のタイプの非接触支払端末において特定の支払アカウントが使用されるべきで
あると示すユーザ入力をデバイスが受け取る場合、第１のタイプの非接触支払端末が特定
の支払アカウントを使用した支払を要求するときに、支払アカウント選択条件が満足され
ることになる。
【０３７９】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた１つ以上の異なる支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントは、
特定の支払アカウント（例えば、支払取引のために使用される特定の支払アカウント）と
は異なっている。一部の実施形態では、デバイスは、ユーザが非接触支払端末のフィール
ド内にデバイスを置いたことを検出し、応答してデバイスは、非接触支払端末が支払取引
を行うことを可能にする、（１つ以上の異なる支払アカウントの中から）選択された支払
アカウントの識別子、例えばＰＡＮを、非接触支払端末に送信する。
【０３８０】
　一部の実施形態によれば、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び
／又は取引を完了するための認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送す
ることを含む。例えば、支払アカウント情報は、支払取引を行うために、ＮＦＣを使用し
て、電子デバイスから非接触支払端末に送信されてよい。
【０３８１】
　方法１３００に関して上述された処理（例えば、図１３）の詳細はまた、上記及び以下
で説明される方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法
７００、９００、１１００、１５００、１７００及び１９００は、方法１３００を参照し
て上述された、様々な方法の特徴のうちの１つ以上を含み得る。例えば、方法７００、９
００、１１００、１５００、１７００、及び１９００の、電子財布、支払アカウント、ロ
イヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入力は、方法１３００に記載した電子デバ
イスの、電子財布、支払アカウント、ロイヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入
力の特徴のうちの１つ以上を、任意選択的に有する。簡潔にするために、これらの詳細は
、以下では繰り返さない。
【０３８２】
　図１４Ａ～図１４Ｅは、一部の実施形態に係る、特定の位置において使用するための支
払アカウントの表示を提供するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェース
を示す。例えば、この技法では、位置センサ（例えば、ＧＰＳ受信機、ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ受信機、ＷＬＡＮ受信機）と、ディスプレイと、を備えた電子デバイス１００を使用す
る。これらの図のユーザインタフェースは、図１５の処理を含めた、以下で説明される処
理を例示するために使用される。
【０３８３】
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　一部のアカウント、例えばプライベートラベルアカウント又はロイヤルティアカウント
は、特定の位置（例えば、特定の加盟店又は加盟店の特定の店舗）と関連付けられていて
よいが、これらの位置の支払端末は、関連付けられたアカウントを要求しない（又は要求
する能力がない）。これらの位置は、（例えば、電子デバイスがその位置にあるときに関
して）関連付けられたアカウントを使用するように促すことと関連付けられていてよい。
かかる端末に対応するために、電子デバイスは、デバイスがかかる位置にあると判定する
、及びユーザが現在の位置と関連付けられたアカウントを使用することを選好する、とデ
バイスが判定するときに、ユーザを促すことができる。この場合、ユーザが店舗内にいて
この店舗と関連付けられるプライベートラベル支払アカウントがユーザのデバイスにプロ
ビジョニングされているとき、特定のカードを要求することをその店舗の端末がサポート
していない場合、プライベートラベル支払アカウントが使用するのに利用可能であること
がユーザに通知される。
【０３８４】
　例えば、ユーザが、その店舗でそのプライベートラベルアカウントが使用されるべきで
あるとユーザが指定したプライベートラベルアカウントと関連付けられた、特定の店舗に
入る場合がある。店舗の端末がプライベートラベルアカウントを要求する能力がない場合
、デバイスは、その店舗でプライベートラベルアカウントを使用できるとのアラートを提
供する。別の例では、ユーザが、その店舗でそのプライベートラベルアカウントが使用さ
れるべきでないとユーザが指定したプライベートラベルアカウントと関連付けられた、特
定の店舗に入る場合がある。デバイスは、店舗の端末がプライベートラベルアカウントを
要求する能力がない場合であっても、その店舗でプライベートラベルアカウントを使用で
きるとのアラートを提供するのを取り止める。別の例では、ユーザが、その店舗でそのプ
ライベートラベルアカウントが使用されるべきであるとユーザが指定したプライベートラ
ベルアカウントと関連付けられた、特定の店舗に入る場合がある。店舗の端末がプライベ
ートラベルアカウントを要求する能力がある場合、デバイスは、その店舗でプライベート
ラベルアカウントを使用できるとのアラートを提供するのを取り止める。この最後の例で
は、店舗の支払端末がプライベートラベルアカウントを要求できるので、通知は必要とさ
れない。
【０３８５】
　電子デバイスは、位置センサを使用して、現在の位置（例えば、特定の小売業者又は特
定の小売業者の特定の店舗のところにデバイスが物理的に位置していると判定する）が、
特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出する（例えば、
特定のプライベートラベル支払アカウントが小売業者と関連付けられていると、及び、小
売業者のところにある端末に特定の支払アカウントを要求する能力がないと、判定する）
。
【０３８６】
　現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出
することに応答して、電子デバイスは、現在の位置において特定の支払アカウントを使用
するためのユーザ選好の表示（例えば、ユーザ選好を示す記憶された設定）を電子デバイ
スが既に受け取っているか否かを判定する（例えば、ユーザは、小売業者のこの特定の店
舗においてではないとしても、この特定の小売業者における特定の支払アカウントの使用
を、以前に明示的に承認した）。図６Ｅのアフォーダンス６２２の説明と同様に、ユーザ
は、アカウントを電子デバイスに最初にリンクするときに、又は後の時点で、ユーザ選好
の表示を提供できる。
【０３８７】
　図１４Ａに示すように、現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関
連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に受け取っている（例えば、現在の店舗に
おける特定の支払アカウントの使用をユーザが承認している）との判定に従って、電子デ
バイスは、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能
であるとの視覚的表示１４０２を表示する（例えば、ユーザに促す）。
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【０３８８】
　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好
の表示をデバイスがまだ受け取っていない（例えば、ユーザが何ら選好を指定していない
（承認も拒絶もしていない）か、又は、現在の店舗において特定の支払アカウントを使用
しないという選好をユーザが指定している）との判定に従って、電子デバイスは、ディス
プレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるとの視覚的
表示を表示するのを取り止める（例えば、ユーザに促すのを取り止める）。
【０３８９】
　図１４Ｂに示すように、一部の実施形態によれば、ディスプレイ上に視覚的表示を表示
することは、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に
別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、現在の位置において行われる支払取引
のために特定の支払アカウントが使用される見込みであるという視覚的表示１４０４を表
示することを含む。一部の実施例では、ユーザは、現在の位置において行われる支払取引
に関する特定の支払アカウントを自動的に使用することを拒否するための入力を（例えば
、タッチ感知面を視覚的表示１４０４と関連付けられた位置においてスワイプすることに
よって）提供できる。この実施例では、特定の支払アカウントが使用される見込みである
という視覚的表示１４０４が表示され、ユーザが支払入力を（例えば、認証のために自身
の指が指紋センサ上にある状態でデバイスをＮＦＣフィールド内に置くことによって）提
供する場合、デバイスは、デフォルトの支払アカウントの支払アカウント情報ではなく、
特定の支払アカウントと関連付けられた支払アカウント情報を支払端末に提供することに
なる。
【０３９０】
　図１４Ｃに示すように、一部の実施形態によれば、ディスプレイ上に視覚的表示を表示
することは、現在の位置において行われる支払取引のために特定の支払アカウントが使用
されることを推奨する視覚的表示１４０６を表示することを含む。図１４Ｄでは、電子デ
バイスは、推奨を受け入れるユーザ入力を受け取る（例えば、ユーザは、タッチ感知面を
視覚的表示１４０６と関連付けられた位置においてスワイプすることによって、視覚的表
示１４０６のアフォーダンスをアクティブ化する）。電子デバイスは（例えば、推奨を受
け入れるユーザ入力に応答して）、現在の位置にある非接触支払端末において使用するた
めに特定の支払アカウントを準備する。図１４Ｅに示すように、デバイスは、支払アカウ
ントが非接触支払端末において使用する準備が整っていることを示す電子財布を表示する
。この実施例では、デバイスは、現在の位置において行われる支払取引に関する特定の支
払アカウントをデバイスが自動的に使用することを承認又は要求するためのユーザ入力を
受け取る（例えば、タッチ感知面を視覚的表示１４０６と関連付けられた位置においてス
ワイプする）。一部の実施例では、デバイスは、アクティブ化されると支払アカウントの
選択を変更するアフォーダンス（例えば、１４１２、１４１４、１４１６）を表示する。
【０３９１】
　一部の実施形態によれば、現在の位置は、受信された近距離通信（例えば、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ又はＮＦＣ）信号及び受信されたＧＰＳ信号のうちの、１つ以上に基づいている
。例えば、デバイスは、デバイスが特定の小売チェーンの店舗内にあると（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ信号に基づいて）判定できるが、デバイスは、特定の小売チェーンのどの店舗かは
分からない場合がある。
【０３９２】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、近距離通信無線装置を含む。ユーザ選好の
表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定した後で、電子デバイスは、支払
取引を進めるための認証が提供されていない間に、近距離通信無線装置によって、非接触
支払端末が生成したフィールドの存在を検出し、支払取引を進めるための認証が提供され
ていない非接触支払端末が生成したフィールドの存在の検出に応答して、電子デバイスは
、支払を認証するためのプロンプト（例えば、ユーザに提供される可聴の、可視の、又は
触覚的な出力）を提供し、プロンプトを提供した後で、電子デバイスは、現在の位置にお
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ける支払取引において使用するための第２の支払アカウントを選択するユーザ入力を受け
取り、第２の支払アカウントを選択するユーザ入力の受け取りに応答して、電子デバイス
は、現在の位置における支払取引において第２の支払アカウントを使用するよう準備する
（例えば、第２の支払アカウントに関する支払アカウント情報を提供するようにデバイス
を準備する、及び／又は、支払取引に関する第２の支払アカウントを使用するための認証
を提供するようにユーザに促す）。
【０３９３】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた１つ以上の異なる支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントは、
特定の支払アカウント（例えば、現在の位置において使用するのに利用可能な特定の支払
アカウント）とは異なっている。一部の実施形態では、ユーザが非接触支払端末のフィー
ルド内にデバイスを置いたことをデバイスが検出するとき、デバイスは、（１つ以上の異
なる支払アカウント及び特定の支払アカウントの中から）選択された支払アカウントの識
別子、例えばＰＡＮを、非接触支払端末に送信する。識別されたものは、非接触支払端末
が支払取引を行うことを可能にする。
【０３９４】
　一部の実施形態では、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び／又
は取引を完了するための認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送するこ
とを含む。例えば、支払アカウント情報は、支払取引を行うために、ＮＦＣを使用して、
電子デバイスから非接触支払端末に送信されてよい。
【０３９５】
　一部の実施形態では、図１４Ｅに示すように、デバイスは、支払取引を進める前に、ユ
ーザからの認証を要求する。ユーザからの認証を要求することは、その支払アカウントが
使用されるべきであることを確認するためのアフォーダンス（例えば、１４１８）を表示
することを含んでよい。先に進むための認証は、支払取引を認証できる登録済みの指紋と
一致すると判定される、電子デバイスの指紋センサ上のそれぞれの指紋を検出することを
含んでよい。先に進むための認証は、電子デバイスのタッチ感知面を介してパスコードを
受け取ることを含んでよく、パスコードは、支払取引を認証できる登録済みのパスコード
と一致すると判定される。指紋を用いて認証するために、デバイスは、それぞれの指紋が
支払取引を認証できるか否かを判定するのに使用するため、ユーザの１つ以上の指紋につ
いての情報を記憶する。
【０３９６】
　図１５は、一部の実施形態に係る、特定の位置において使用するための支払アカウント
の表示を提供するための方法を示すフロー図である。方法１５００は、位置センサ（例え
ば、ＧＰＳ受信機、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ受信機、ＷＬＡＮ受信機）と、ディスプレイと、
を備えたデバイス（例えば、１００、３００、５００）において実行される。方法１５０
０のいくつかの動作は組み合わせてもよく、いくつかの動作は順序を変更してもよく、か
ついくつかの動作は省略してもよい。
【０３９７】
　以下において説明されるように、一部の実施形態によれば、方法１５００は、特定の位
置において使用するための支払アカウントの表示を提供するための、直感的な方法を提供
する。この方法は、特定の位置において使用するための支払アカウントを選択するユーザ
の認識的負担を軽減し、それによって、より効率的なヒューマン－マシンインタフェース
を作り出す。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合には、特定の位置にお
いて使用するための支払アカウントの表示をより高速かつより効率的に提供することによ
り、電力が節約され、バッテリ充電の間隔が増す。
【０３９８】
　ブロック１５０２では、電子デバイスは、位置センサを使用して、現在の位置（例えば
、特定の小売業者又は特定の小売業者の特定の店舗のところにデバイスが物理的に位置し
ていると判定する）が、特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられているこ
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とを検出する（例えば、特定のプライベートラベル支払アカウントが小売業者と関連付け
られていると、及び、小売業者のところにある端末に特定の支払アカウントを要求する能
力がないと、判定する）。
【０３９９】
　ブロック１５０４では、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付
けられていることを検出することに応答して、技法はブロック１５０６に進む。
【０４００】
　ブロック１５０６では、電子デバイスは、現在の位置において特定の支払アカウントを
使用することと関連付けられたユーザ選好の表示（例えば、ユーザ選好を示す記憶された
設定）を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定する（例えば、ユーザは、小売
業者のこの特定の店舗においてではないとしても、この特定の小売業者における特定の支
払アカウントの使用を、以前に明示的に承認した）。
【０４０１】
　ブロック１５０８では、現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関
連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に受け取っている（例えば、現在の店舗に
おける特定の支払アカウントの使用をユーザが承認している）との判定に従って、電子デ
バイスは、ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能
であるとの視覚的表示（例えば、１４０２、１４０４、又は１４０６）を表示する。
【０４０２】
　ブロック１５１０では、現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関
連付けられたユーザ選好の表示をデバイスがまだ受け取っていない（例えば、ユーザが何
ら選好を指定していない（承認も拒絶もしていない）か、又は、現在の店舗において特定
の支払アカウントを使用しないという選好をユーザが指定している）との判定に従って、
ディスプレイ上に、特定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるとの
視覚的表示を表示するのを取り止めること。
【０４０３】
　一部の実施形態によれば、ディスプレイ上に視覚的表示を表示することは、デバイスを
使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指
定する入力がない場合に、現在の位置において行われる支払取引のために特定の支払アカ
ウントが使用される見込みであるという視覚的表示（例えば、１４０４）を表示すること
を含む。一部の実施例では、ユーザは、現在の位置において行われる支払取引に関する特
定の支払アカウントを自動的に使用することを拒否するための入力を（例えば、タッチ感
知面を視覚的表示１４０４と関連付けられた位置においてスワイプすることによって）提
供できる。この実施例では、特定の支払アカウントが使用される見込みであるという視覚
的表示１４０４が表示され、ユーザが支払入力を（例えば、認証のために自身の指が指紋
センサ上にある状態でデバイスをＮＦＣフィールド内に置くことによって）提供する場合
、デバイスは、デフォルトの支払アカウントの支払アカウント情報ではなく、特定の支払
アカウントと関連付けられた支払アカウント情報を支払端末に提供することになる。
【０４０４】
　一部の実施形態によれば、ディスプレイ上に視覚的表示を表示することは、現在の位置
において行われる支払取引のために特定の支払アカウントが使用されることを推奨する視
覚的表示（例えば、１４０６）を表示することを含む。電子デバイスは、推奨を受け入れ
るユーザ入力を受け取り（例えば、ユーザは、タッチ感知面を視覚的表示１４０６と関連
付けられた位置においてスワイプすることによって視覚的表示（例えば、１４０６）のア
フォーダンスをアクティブ化し）、電子デバイスは（例えば、推奨を受け入れるユーザ入
力に応答して）、現在の位置にある非接触支払端末において使用するために特定の支払ア
カウントを準備する。この実施例では、ユーザは、現在の位置において行われる支払取引
に関する特定の支払アカウントをデバイスが自動的に使用することを承認又は要求するた
めの入力を（例えば、タッチ感知面を視覚的表示１４０６と関連付けられた位置において
スワイプすることによって）提供できる。
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【０４０５】
　一部の実施形態によれば、現在の位置は、受信された近距離通信（例えば、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ又はＮＦＣ）信号及び受信されたＧＰＳ信号のうちの、１つ以上に基づいている
。例えば、デバイスは、デバイスが特定の小売チェーンの店舗内にあると（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ信号に基づいて）判定できるが、デバイスは、特定の小売チェーンのどの店舗かは
分からない場合がある。
【０４０６】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、近距離通信無線装置を含む。ユーザ選好の
表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定した後で、電子デバイスは、支払
取引を進めるための認証が提供されていない間に、近距離通信無線装置によって、非接触
支払端末が生成したフィールドの存在を検出し、支払取引を進めるための認証が提供され
ていない非接触支払端末が生成したフィールドの存在の検出に応答して、電子デバイスは
、支払を認証するためのプロンプト（例えば、ユーザに提供される可聴の、可視の、又は
触覚的な出力）を提供し、プロンプトを提供した後で、電子デバイスは、現在の位置にお
ける支払取引において使用するための第２の支払アカウントを選択するユーザ入力を受け
取り、第２の支払アカウントを選択するユーザ入力の受け取りに応答して、電子デバイス
は、現在の位置における支払取引において第２の支払アカウントを使用するよう準備する
（例えば、第２の支払アカウントに関する支払アカウント情報を提供するようにデバイス
を準備する、及び／又は、支払取引に関する第２の支払アカウントを使用するための認証
を提供するようにユーザに促す）。
【０４０７】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付
けられた１つ以上の異なる支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントは、
特定の支払アカウント（例えば、現在の位置において使用するのに利用可能な特定の支払
アカウント）とは異なっている。一部の実施形態では、ユーザが非接触支払端末のフィー
ルド内にデバイスを置いたことをデバイスが検出するとき、デバイスは、（１つ以上の異
なる支払アカウント及び特定の支払アカウントの中から）選択された支払アカウントの識
別子、例えばＰＡＮを、非接触支払端末に送信する。識別されたものは、非接触支払端末
が支払取引を行うことを可能にする。
【０４０８】
　一部の実施形態では、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び／又
は取引を完了するための認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送するこ
とを含む。例えば、支払アカウント情報は、支払取引を行うために、ＮＦＣを使用して、
電子デバイスから非接触支払端末に送信されてよい。例示的な支払ネットワークアーキテ
クチャ及び支払取引のための転送に関する追加の詳細は、例えば、本出願の図５及び添付
の説明、並びに２０１４年５月２９日に出願され、「ＵＳＥＲ　ＤＥＶＩＣＥ　ＳＥＣＵ
ＲＥ　ＰＡＲＴＩＣＩＰＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ　ＶＩＡ　ＬＯＣ
ＡＬ　ＳＥＣＵＲＥ　ＥＬＥＭＥＮＴ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＭＥＣＨＡＮＩＣＡ
Ｌ　ＩＮＰＵＴ」と題する、米国特許出願第６２／００４，３３８号（参照番号Ｐ２２９
３１ＵＳＰ１）の、図２及び添付の説明に見出すことができる。
【０４０９】
　一部の実施形態では、デバイスは、支払取引を進める前に、ユーザからの認証を要求す
る。ユーザからの認証を要求することは、その支払アカウントが使用されるべきであるこ
とを確認するためのアフォーダンスを表示することを含んでよい。先に進むための認証は
、支払取引を認証できる登録済みの指紋と一致すると判定される、電子デバイスの指紋セ
ンサ上のそれぞれの指紋を検出することを含んでよい。先に進むための認証は、電子デバ
イスのタッチ感知面を介してパスコードを受け取ることを含んでよく、パスコードは、支
払取引を認証できる登録済みのパスコードと一致すると判定される。指紋を用いて認証す
るために、デバイスは、それぞれの指紋が支払取引を認証できるか否かを判定するのに使
用するため、ユーザの１つ以上の指紋についての情報を記憶する。
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【０４１０】
　方法１５００に関して上述された処理（例えば、図１５）の詳細はまた、上記及び以下
で説明される方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法
７００、９００、１１００、１３００、１７００及び１９００は、方法１５００を参照し
て上述された、様々な方法の特徴のうちの１つ以上を含み得る。例えば、方法７００、９
００、１１００、１３００、１７００、及び１９００の、電子財布、支払アカウント、ロ
イヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入力は、方法１５００に記載した電子デバ
イスの、電子財布、支払アカウント、ロイヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入
力の特徴のうちの１つ以上を、任意選択的に有する。簡潔にするために、これらの詳細は
、以下では繰り返さない。
【０４１１】
　図１６Ａ～図１６Ｇは、一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払ア
カウントを表示するための、例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。例
えば、この技法では、ディスプレイと、１つ以上の入力デバイス（例えば、タッチ感知面
、カメラセンサ）と、を備えた電子デバイス１００を使用する。これらの図のユーザイン
タフェースは、図１７の処理を含めた、以下で説明される処理を例示するために使用され
る。
【０４１２】
　一部の金融機関は、複数の金融ネットワークをサポートする（例えば、デビットカード
レール及びクレジットカードレールの両方を使用して処理する）単一の物理支払カード（
例えば、クレジット／デビットカード）を顧客に提供する。例えば、スワイプ支払端末に
おいて従来の支払カードが使用され、カード所有者がその取引をクレジットカードとして
処理することを選ぶ場合、この取引は一般に、クレジットレール（例えば、クレジットカ
ード処理装置のゲートウェイ）を通り、デビットレール（例えば、銀行のデビットカード
ゲートウェイ）は通らない。かかる支払カードは、複数の支払アカウント（例えば、クレ
ジット支払アカウント及びデビット支払アカウント）と関連付けられている、と言われる
。例示的な支払ネットワークアーキテクチャ及び支払取引のための転送に関する追加の詳
細は、例えば、２０１４年５月２９日に出願され、「ＵＳＥＲ　ＤＥＶＩＣＥ　ＳＥＣＵ
ＲＥ　ＰＡＲＴＩＣＩＰＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮＳ　ＶＩＡ　ＬＯＣ
ＡＬ　ＳＥＣＵＲＥ　ＥＬＥＭＥＮＴ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＭＥＣＨＡＮＩＣＡ
Ｌ　ＩＮＰＵＴ」と題する、米国特許出願第６２／００４，３３８号（参照番号Ｐ２２９
３１ＵＳＰ１）の、図２及び添付の説明に見出すことができる。
【０４１３】
　かかる支払カードのために電子デバイスをプロビジョニングする（例えば、支払カード
の複数の支払アカウントを電子デバイスの電子財布にリンクする）とき、ユーザが容易に
見て選択できるように、複数の支払アカウントを１つにグループ化するのが有利である。
以下の説明は、この技法に関する追加の詳細を提供する。
【０４１４】
　図１６Ａは、リクエスト支払カード１６０２を電子デバイス１００とリンクするように
ユーザが要求する技法を示す。この例では、ユーザは、ビューファインダ１６０４内に表
示される支払カード１６０２の一部を含む画像を取り込むために、（例えば、電子デバイ
ス１００の背面にある）電子デバイス１００のカメラセンサ（例えば、入力デバイス）を
使用している。このユーザインタフェースはまた、アクティブ化されるとユーザが支払カ
ード１６０２に関するアカウント情報を手入力することが可能になるアフォーダンス１６
０６も提供する。
【０４１５】
　電子デバイスは、１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバイスとリン
クさせるリクエスト（例えば、タッチ感知ディスプレイ上での手入力、サーバからのイン
ポート、又は電子デバイスのカメラセンサを使用した入力）を受け取り、このリクエスト
は、アカウント情報（例えば、カード番号、カード有効期限、カード上の名前）を含む。
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【０４１６】
　１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに応答して、電子デバイス
は、支払カード１６０２が複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定する
（例えば、支払カード１６０２は、クレジット口座、デビット口座、及び普通預金口座と
関連付けられている場合がある）。
【０４１７】
　図１６Ｂに示すように、支払カード１６０２が複数の支払アカウントと関連付けられて
いるとの判定に従って、（例えば、複数の支払アカウントを電子デバイスにリンクした後
で）電子デバイスは、ディスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウント（例えば、
クレジット口座及びデビット口座）の間でのユーザ選択を可能にする、支払カード用の支
払アカウントインタフェースを表示する。例えば、図１６Ｂの支払アカウントインタフェ
ースは、支払カード１６０２の視覚的表現１６０８を含む。視覚的表現１６０８は、視覚
的表現１６０８が支払カード１６０２を表すことをユーザに示すために、支払カード１６
０２と同じ背景アートを有してよい。図１６Ｂの支払アカウントインタフェースは、支払
カード１６０２と関連付けられた複数の支払アカウントに関する複数のアフォーダンス（
例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４）を含む。図１６Ｂの支払アカウントインタ
フェースは、第２の支払カードの視覚的表現１６２０、及び第３の支払カードの視覚的表
現１６３０を含む。支払カードの視覚的表現１６０８、１６２０、及び１６３０は、一列
に（例えば、垂直に）配置されてよく、一方、支払カード１６０２の複数の支払アカウン
トに関する複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４）は、一
行に（例えば、水平に）配置されてよい。一部の実施例では、選択された支払アカウント
のアフォーダンス（例えば、１６１２）は、選択されていない支払アカウントのアフォー
ダンス（例えば、１６１０）と比べて、異なる色、背景、又は異なるフォントのテキスト
を有するなどの、それが選択されていることを示すための視覚的特徴を有してよい。
【０４１８】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントのアフォーダンスをアクティブ化することに
より、新しく選択された支払アカウントのアフォーダンスの視覚的特徴が変更される。例
えば、図１６Ｃでは、アフォーダンス１６１４が選択されている。結果として（図１６Ｂ
と対照的に）、アフォーダンス１６１４と関連付けられた支払アカウントが選択されてい
ることを示すように、アフォーダンス１６１４の視覚的特徴が変更されている。
【０４１９】
　支払カード１６０２が複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って
、電子デバイスは、ディスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユー
ザ選択を可能にしない、支払カード用の支払アカウントインタフェース（例えば、支払カ
ードに関する単一の表示された視覚的表現のみ）を表示する。
【０４２０】
　図１６Ａに示すように、一部の実施形態によれば、電子デバイスはカメラセンサを含み
、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエストは、支払カード１６０２の画像１
６０４に基づいており、この場合画像は、電子デバイスのカメラセンサによって取り込ま
れる。
【０４２１】
　一部の実施形態によれば、支払カード１６０２は複数の支払アカウントと関連付けられ
ており、支払カード１６０２用の支払アカウントインタフェースは、支払カード１６０２
と関連付けられた複数の支払アカウントに関する複数のアフォーダンス（例えば、１６１
０、１６１２、及び１６１４）を含む。例えば、各アフォーダンス（例えば、１６１０、
１６１２、及び１６１４）は、複数の支払アカウントのうちの１つに対応する。一部の実
施例では、アフォーダンスのアクティブ化（例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４
）により、デバイスは、ディスプレイ上に、アクティブ化されたアフォーダンスと関連付
けられた支払アカウントに固有の情報を表示する。
【０４２２】
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　一部の実施形態によれば、複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、及び
１６１４）は、これらが単一の支払カード（例えば、既出の支払カード）に関連している
ことを示すように、１つにグループ化される。一部の実施形態によれば、複数のアフォー
ダンス（例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４）は、一行に表示される。
【０４２３】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、タッチ感知面を含む。図１６Ｄに示すよう
に、電子デバイスは、タッチ感知面において、垂直スワイプ入力を受け取る。図１６Ｅに
示すように、垂直スワイプ入力の受け取りに応答して、複数のアフォーダンス（例えば、
１６０８、１６２０）を表示すること、この場合、複数のアフォーダンス（例えば、１６
０８、１６２０）のうちの第１のカードアフォーダンス１６０８は、複数の支払アカウン
トの第１のグループを表し、複数のアフォーダンスのうちの第２のカードアフォーダンス
１６２０は、第１のグループとは別の、複数の支払アカウントの第２のグループを表す。
例えば、デバイスは、ユーザがスワイプできることを検出し、支払カードの画像を表示す
る。支払カードは各々、支払カードに固有の複数の支払アカウントと関連付けられていて
よい。
【０４２４】
　一部の実施形態によれば、図１６Ｅに示すように、電子デバイスは、第１のカードアフ
ォーダンス１６２０をアクティブ化するユーザ入力を受け取る。図１６Ｆに示すように、
第１のカードアフォーダンス１６２０をアクティブ化するユーザ入力の受け取りに応答し
て、電子デバイスは、複数の支払アカウントの第１のグループと関連付けられたアカウン
トアフォーダンスの第１のセット（例えば、１６２２、１６２４）を表示する。
【０４２５】
　一部の実施形態によれば、ユーザは、支払カードと関連付けられた複数の支払アカウン
トを見るために、支払カード上でタップする。ユーザは次いで、デバイスに別のカード及
びこの別のカードと関連付けられた複数の支払アカウントを表示させるために、右又は左
スワイプを行う（及び／又はデバイスを右若しくは左に傾ける）ことができる。一部の実
施形態では、複数の支払カードが第１の方向に（例えば、垂直に）重ねられ、第２の方向
に（例えば、水平に）スワイプすることによって、同じカードに関する複数の支払アカウ
ントにナビゲートすることができる。一部の実施形態では、デフォルトの支払カードとは
異なる支払カードが、デフォルトの支払カードの下方に表示されてよい。
【０４２６】
　一部の実施形態では、支払カードの複数の支払アカウントの各支払アカウントは、異な
る支払アカウント情報と（例えば、異なるＤＰＡＮと）関連付けられている。
【０４２７】
　一部の実施形態によれば、一部の支払カードは、複数の支払アカウントと関連付けられ
ていない。図１６Ｇに示すように、例えば、第３の支払カードの視覚的表現１６３０は、
複数の支払アカウントと関連付けられていない。
【０４２８】
　一部の実施形態によれば、支払カード１６０２の複数の支払アカウントに関する表示さ
れた複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４）は、電子デバ
イスの現在の位置に基づいている。例えば、デバイスは、特定の支払アカウントのユーザ
を許可しない国の中にデバイスがあると判定する場合がある。これに応じて、デバイスは
、支払カードの許可されていない支払アカウントに関するアフォーダンスを表示するのを
取り止めることができる。
【０４２９】
　一部の実施形態によれば、支払カードは複数の支払アカウントと関連付けられており、
デバイスは近距離通信無線装置を含む。電子デバイスは、近距離通信無線装置によって、
非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出する。非接触支払端末が生成したフィ
ールドの存在の検出に応答して、電子デバイスは、非接触支払端末が第１のタイプの支払
アカウントをサポートしているか否かを判定する。非接触支払端末が第１のタイプの支払
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アカウントをサポートしていないとの判定に従って、電子デバイスは、第１のタイプの支
払カードの支払アカウントを選択するための選択肢を提供するのを取り止める。例えば、
ＮＦＣ非接触支払端末が当座預金口座を使用した支払をサポートしていない場合、デバイ
スは、支払カードに関する当座預金口座アフォーダンスを表示しない場合がある。別の例
では、デバイスは、当座預金口座が使用するのに利用可能でないことを示すために、支払
カードに関する当座預金口座アフォーダンスをグレイアウトさせてよい。非接触支払端末
が第１のタイプの支払アカウントをサポートしているとの判定に従って、デバイスは、第
１のタイプの支払カードの支払アカウントのアフォーダンスを表示できる。
【０４３０】
　一部の実施形態によれば、支払カードは複数の支払アカウントと関連付けられており、
支払カード用の支払アカウントインタフェースは、支払カード１６０２と関連付けられた
複数の支払アカウントに関する複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、１
６１４）を含む。複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、１６１４）は、
優先順位に基づいて表示される。例えば、優先順位は、デバイスの現在の位置、ユーザの
選好、非接触支払端末の受け取られた選好、又は非接触支払端末の機能に基づいて変わる
。例えば、デバイスは、加盟店において支払カードの当座預金口座を使用するユーザの選
好を示すユーザ選好を受け取ることができる。デバイスが加盟店と関連付けられた位置に
あることの検出に応答して、デバイスは、当座預金口座と関連付けられたアフォーダンス
を支払カードの支払アカウントのアフォーダンスの行の最初に置くように、複数のアフォ
ーダンスを順序付ける。
【０４３１】
　図１７は、一部の実施形態に係る、１つにグループ化された複数の支払アカウントを表
示するための方法を示すフロー図である。方法１７００は、デバイス（例えば、１００、
３００、５００）、ディスプレイ、及び１つ以上の入力デバイスにおいて実行される。方
法１７００のいくつかの動作は組み合わせてもよく、いくつかの動作は順序を変更しても
よく、かついくつかの動作は省略してもよい。
【０４３２】
　以下において説明されるように、一部の実施形態によれば、方法１７００は、１つにグ
ループ化された複数の支払アカウントを表示するための、直感的な方法を提供する。この
方法は、支払アカウントを選択するユーザの認識的負担を軽減し、それによって、より効
率的なヒューマン－マシンインタフェースを作り出す。バッテリ動作式のコンピューティ
ングデバイスの場合には、支払アカウントをより高速かつより効率的に選択することによ
り、電力が節約され、バッテリ充電の間隔が増す。
【０４３３】
　ブロック１７０２では、電子デバイスは、１つ以上の入力デバイスを介して、支払カー
ド（例えば、１６０２）を電子デバイスとリンクさせるリクエスト（例えば、手入力、サ
ーバからのインポート、又は電子デバイスのカメラセンサを使用した入力）を受け取り、
このリクエストは、アカウント情報（例えば、カード番号、カード有効期限、カード上の
名前）を含む。
【０４３４】
　ブロック１７０４では、１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに
応答して、処理はブロック１７０６に進む。
【０４３５】
　ブロック１７０６では、電子デバイスは、支払カード（例えば、１６０２）が複数の支
払アカウントと関連付けられているか否か（例えば、単一の物理支払カードがクレジット
口座及び別個のデビット口座と関連付けられている場合がある）を判定する。
【０４３６】
　ブロック１７０８では、支払カード（例えば、１６０２）が複数の支払アカウントと関
連付けられているとの判定に従って、電子デバイスは、ディスプレイ上に、支払カードの
複数の支払アカウント（例えば、クレジット口座及びデビット口座）の間でのユーザ選択
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を可能にする、（例えば、図１６Ｂに示すような）支払カード用の支払アカウントインタ
フェースを表示する。
【０４３７】
　ブロック１７１０では、支払カード（例えば、１６０２）が複数の支払アカウントと関
連付けられていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカ
ウントの間でのユーザ選択を可能にしない、支払カード（例えば、１６０２）用の支払ア
カウントインタフェース（例えば、支払カードに関する単一の表示されたアカウントのみ
）を表示すること。
【０４３８】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスはカメラセンサを含み、支払カード（例えば、
１６０２）を電子デバイスとリンクさせるリクエストは、支払カード（例えば、１６０２
）の画像（例えば、１６０４）に基づいており、この場合画像（例えば、１６０４）は、
電子デバイスのカメラセンサによって取り込まれる。
【０４３９】
　一部の実施形態によれば、支払カード（例えば、１６０２）は複数の支払アカウントと
関連付けられており、支払カード（例えば、１６０２）用の支払アカウントインタフェー
スは、支払カード１６０２と関連付けられた複数の支払アカウントに関する複数のアフォ
ーダンス（例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４）を含む。例えば、各アフォーダ
ンス（例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４）は、複数の支払アカウントのうちの
１つに対応する。一部の実施例では、アフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、及
び１６１４）のアクティブ化により、デバイスは、ディスプレイ上に、アクティブ化され
たアフォーダンスと関連付けられた支払アカウントに固有の情報を表示する。
【０４４０】
　一部の実施形態によれば、複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、及び
１６１４）は、これらが単一の支払カード（例えば、既出の支払カード）に関連している
ことを示すように、１つにグループ化される。一部の実施形態によれば、複数のアフォー
ダンス（例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４）は、一行に表示される。
【０４４１】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、タッチ感知面を含む。図１６Ｄに示すよう
に、電子デバイスは、タッチ感知面において、垂直スワイプ入力を受け取る。図１６Ｅに
示すように、垂直スワイプ入力の受け取りに応答して、複数のアフォーダンス（例えば、
１６０８、１６２０）を表示すること、この場合、複数のアフォーダンス（例えば、１６
０８、１６２０）のうちの第１のカードアフォーダンス１６０８は、複数の支払アカウン
トの第１のグループを表し、複数のアフォーダンスのうちの第２のカードアフォーダンス
１６２０は、第１のグループとは別の、複数の支払アカウントの第２のグループを表す。
例えば、デバイスは、ユーザがスワイプできることを検出し、支払カードの画像を表示す
る。支払カードは各々、支払カードに固有の複数の支払アカウントと関連付けられていて
よい。
【０４４２】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、第１のカードアフォーダンス（例えば、１
６２０）をアクティブ化するユーザ入力を受け取る。第１のカードアフォーダンス（例え
ば、１６２０）をアクティブ化するユーザ入力の受け取りに応答して、電子デバイスは、
複数の支払アカウントの第１のグループと関連付けられたアカウントアフォーダンスの第
１のセット（例えば、１６２２、１６２４）を表示する。
【０４４３】
　一部の実施形態によれば、ユーザは、支払カードと関連付けられた複数の支払アカウン
トを見るために、支払カード上でタップする。ユーザは次いで、デバイスに別のカード及
びこの別のカードと関連付けられた複数の支払アカウントを表示させるために、右又は左
スワイプを行う（及び／又はデバイスを右若しくは左に傾ける）ことができる。一部の実
施形態では、複数の支払カードが第１の方向に（例えば、垂直に）重ねられ、第２の方向
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に（例えば、水平に）スワイプすることによって、同じカードに関する複数の支払アカウ
ントにナビゲートすることができる。一部の実施形態では、デフォルトの支払カードとは
異なる支払カードが、デフォルトの支払カードの下方に表示されてよい。
【０４４４】
　一部の実施形態では、支払カードの複数の支払アカウントの各支払アカウントは、異な
る支払アカウント情報と（例えば、異なるＤＰＡＮと）関連付けられている。
【０４４５】
　一部の実施形態によれば、支払カード（例えば、１６０２）の複数の支払アカウントに
関する表示された複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、及び１６１４）
は、電子デバイスの現在の位置に基づいている。例えば、デバイスは、特定の支払アカウ
ントのユーザを許可しない国の中にデバイスがあると判定する場合がある。これに応じて
、デバイスは、支払カードの許可されていない支払アカウントに関するアフォーダンスを
表示するのを取り止めることができる。
【０４４６】
　一部の実施形態によれば、支払カードは複数の支払アカウントと関連付けられており、
デバイスは近距離通信無線装置を含む。電子デバイスは、近距離通信無線装置によって、
非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出する。非接触支払端末が生成したフィ
ールドの存在の検出に応答して、電子デバイスは、非接触支払端末が第１のタイプの支払
アカウントをサポートしているか否かを判定する。非接触支払端末が第１のタイプの支払
アカウントをサポートしていないとの判定に従って、電子デバイスは、第１のタイプの支
払カードの支払アカウントを選択するための選択肢を提供するのを取り止める。例えば、
ＮＦＣ非接触支払端末が当座預金口座を使用した支払をサポートしていない場合、デバイ
スは、支払カードに関する当座預金口座アフォーダンスを表示しない場合がある。別の例
では、デバイスは、当座預金口座が使用するのに利用可能でないことを示すために、支払
カードに関する当座預金口座アフォーダンスをグレイアウトさせてよい。非接触支払端末
が第１のタイプの支払アカウントをサポートしているとの判定に従って、デバイスは、第
１のタイプの支払カードの支払アカウントのアフォーダンスを表示できる。
【０４４７】
　一部の実施形態によれば、支払カードは複数の支払アカウントと関連付けられており、
支払カード用の支払アカウントインタフェースは、支払カード１６０２と関連付けられた
複数の支払アカウントに関する複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、１
６１４）を含む。複数のアフォーダンス（例えば、１６１０、１６１２、１６１４）は、
優先順位に基づいて表示される。例えば、優先順位は、デバイスの現在の位置、非接触支
払端末の受け取られた選好、又は非接触支払端末の機能に基づいて変わる場合がある。
【０４４８】
　方法１７００に関して上述された処理（例えば、図１７）の詳細はまた、上記及び以下
で説明される方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法
７００、９００、１１００、１３００、１５００及び１９００は、方法１７００を参照し
て上述された、様々な方法の特徴のうちの１つ以上を含み得る。例えば、方法７００、９
００、１１００、１３００、１５００、及び１９００の、電子財布、支払アカウント、ロ
イヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入力は、方法１７００に記載した電子デバ
イスの、電子財布、支払アカウント、ロイヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入
力の特徴のうちの１つ以上を、任意選択的に有する。簡潔にするために、これらの詳細は
、以下では繰り返さない。
【０４４９】
　図１８Ａ～図１８Ｅは、一部の実施形態に係る、支払アカウントを電子デバイスにリン
クするための例示的な技法及び例示的なユーザインタフェースを示す。例えば、この技法
では、ディスプレイを備えた電子デバイス１００を使用する。これらの図のユーザインタ
フェースは、図１９の処理を含めた、以下で説明される処理を例示するために使用される
。
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【０４５０】
　一部の状況では、電子デバイス上で動作するアプリケーション（例えば、第三者の金融
アプリケーション）が、支払カードを電子デバイスにリンクするための処理に参加できる
ようにするのが有益である。例えば、支払カードの口座番号及び有効期限を入力すること
をユーザに要求するのではなく、電子デバイスの電子財布アプリケーションが、情報への
アクセス権を有する金融アプリケーションから、支払カードの口座番号及び／又は有効期
限を受け取ることができる。例えば、金融アプリケーションは、支払カードを発行した金
融機関の金融記録にアクセスするアプリケーションであってよい。
【０４５１】
　図１８Ａでは、電子デバイスは、金融アプリケーション用のログインユーザインタフェ
ースを表示している。ログインユーザインタフェースは、金融機関１８１０の識別情報１
８１０、ユーザ名を受け取るための入力フィールド１８１２、ユーザパスワード１８１４
を受け取るための入力フィールド１８１４、及び、金融機関のリモートサーバにあるユー
ザと関連付けられた金融記録にアクセスするための処理を開始するためのログインアフォ
ーダンス１８１６を表示してよい。例えば、デバイスは、金融機関と関連付けられた支払
アカウントを追加するためのユーザリクエストをデバイスが検出した後で、（例えば、ユ
ーザにログインするよう促す）金融アプリケーションを表示できるが、デバイスは、支払
アカウントの要求された詳細へのアクセス権は有さない（例えば、デバイスは、支払アカ
ウントが金融機関によって提供されていることを検出するが、支払アカウントの口座番号
にはアクセスできない）。
【０４５２】
　図１８Ｂに示すように、電子デバイスは（例えば、ユーザがログインした後で）、金融
アプリケーション用のユーザインタフェースを表示し、この場合、金融アプリケーション
は、電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである。金融アプリケーショ
ンは、金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションである。金融アプリケーショ
ンは、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保さ
れたエリア（例えば、メモリの一部）にアクセスすることを制限される。例えば、金融ア
プリケーションは、電子財布アプリケーションと比べて、安全確保されたエリアへのアク
セス権が小さい。別の例では、金融アプリケーションは、安全確保されたエリアへの書き
込みアクセス権しか有さない。
【０４５３】
　金融アプリケーション用のユーザインタフェース（例えば、図１８Ｂのユーザインタフ
ェース）を表示している間に、電子デバイスは、（例えば、金融アプリケーションから受
け取られた）金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエスト
を受け取る。例えば、リクエストは、デビットカードを電子デバイスにリンクするための
アフォーダンス１８２０のアクティブ化をデバイスが受け取るときに、又は、クレジット
カードを電子財布にリンクするためのアフォーダンス１８２２のアクティブ化をデバイス
が受け取るときに、開始されてよい。
【０４５４】
　金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストの受け取り
に応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証されているとの判定に従って
、電子デバイスは、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連
付けられた情報を、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイス
の安全確保されたエリアに記憶する。
【０４５５】
　一部の実施形態によれば、認証は、ユーザから、電子デバイスにおけるユーザ入力を介
して受け取られる。例えば、図１８Ｃに示すように、リクエストを受け取った後で、電子
デバイスは、アフォーダンス１８３２を含む電子財布アプリケーションのユーザインタフ
ェースを表示する。認証を提供するために、ユーザはアフォーダンス１８３２をアクティ
ブ化する。別の例では、ユーザは、電子デバイスの指紋センサにおいて指紋を提供してよ
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く、この場合指紋は、認証を提供できるデバイス上の指紋情報と一致する。一部の実施例
では、ユーザからの認証を要求するユーザインタフェースはまた、追加されることになる
支払カードの視覚的表現１８３０も含む。このことにより、認証が提供される場合にどの
支払アカウントが追加されることになるかを、ユーザが素早く理解できるようになる。一
部の実施形態によれば、認証は金融機関から受け取られる。例えば、金融機関は、認証を
、インターネットを介して電子デバイスに送信してよい。
【０４５６】
　一部の実施形態によれば、図１８Ａに示すように、第三者のアプリケーションによって
提供される支払アカウントと関連付けられた情報をデバイスの安全確保されたエリアに記
憶する前に、電子デバイスは、金融アプリケーションに関するユーザログイン情報を含む
ユーザ入力を受け取る。例えば、ユーザは、ログイン及びパスワードなどの認証情報を使
用して、金融アプリケーションにログインする。
【０４５７】
　一部の実施形態によれば、図１８Ｂに示すように、金融アプリケーション用のユーザイ
ンタフェースは、金融機関と関連付けられた支払アカウントについての表示された詳細（
例えば、口座番号１８０４の一部、口座名義人の名前１８０６、及び／又はカード背景ア
ート）を含む。
【０４５８】
　図１８Ｄに示すように、一部の実施形態によれば、電子デバイスは、第一者の電子財布
アプリケーション用のユーザインタフェースを表示し、この表示された第一者の電子財布
アプリケーション用のユーザインタフェースは、金融機関と関連付けられた支払アカウン
トについての詳細１８３０を含む（例えば、支払アカウントが電子財布に追加された後で
は、電子財布アプリケーションのユーザインタフェースは、金融アプリケーション用のユ
ーザインタフェースと同じ詳細の一部を含む）。例えば、第一者の電子財布アプリケーシ
ョン用のユーザインタフェースは、口座番号の一部、口座名義人の名前、及び／又はカー
ド背景アートを含んでよい。
【０４５９】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、デバイスの安全確保されたエリアから、記
憶された支払アカウントと関連付けられた情報にアクセスする。電子デバイスは、アクセ
スされた支払アカウントと関連付けられた情報を、デバイスの安全確保されたエリアにア
クセスすることを制限されている購入アプリケーション（例えば、ユーザが購入を行うた
めに使用できる、デバイス上で動作する第三者のアプリケーション又はウェブブラウザ）
に提供する。一部の実施形態では、購入アプリケーションは、支払アカウントと関連付け
られた情報を使用して、支払取引を行う。一部の実施形態では、支払取引を行うことは、
支払認証情報を検証するために及び／又は取引を完了するための認証を受け取るために、
情報を１つ以上の金融機関に転送することを含む。
【０４６０】
　一部の実施形態によれば、図１８Ｅに示すように、支払アカウントが電子デバイスの電
子財布に追加された後で、支払アカウントを使用してＮＦＣ支払を行うことができる。ユ
ーザは電子デバイスを非接触支払端末６１０のフィールド６１２内に置き、この場合、電
子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を含む。電子デバイスは、デバイスの安全確保さ
れたエリアから、記憶された支払アカウントと関連付けられた情報にアクセスする。電子
デバイスは、１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントと関連付けられた情報
を、電子デバイスに近接した支払端末６１０に送信する。支払アカウントと関連付けられ
た情報により、支払端末６１０が支払取引を行うことが可能になる。一部の実施形態では
、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び／又は取引を完了するため
の認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送することを含む。例えば、支
払アカウント情報は、ＮＦＣを使用して非接触支払端末に送信されてよい。
【０４６１】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、金融アプリケーションに、デバイスの安全
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確保されたエリアの一部へのアクセス権（例えば、書き込みのみのアクセス権）を提供す
る。一部の実施例では、電子財布アプリケーションは、デバイスの安全確保されたエリア
の一部へのアクセスを達成するための仲介要素として働く。他の実施例では、金融アプリ
ケーションは、デバイスの安全確保されたエリアの一部に直接アクセスできる。このこと
により、金融アプリケーションが、支払アカウントと関連付けられた情報をデバイスの安
全確保されたエリアに書き込むことが可能になる。
【０４６２】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、支払アカウントと関連付けられた情報を、
デバイスの安全確保されたエリアに書き込む。一部の実施例では、このことにより、電子
デバイスが、ウェブ支払又はＮＦＣ支払などのモバイル支払のために、（例えば、アカウ
ント詳細を提供するようユーザに要求することなく）支払アカウントを使用することが可
能になる。
【０４６３】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントと関連付けられた情報をデバイスの安全確保
されたエリアに書き込むことに応答して、電子デバイスは、支払アカウントがデバイスに
リンクされているとの表示（例えば、１８４０、視覚的な、オーディオの、又は触覚的な
アラート）を提供する。
【０４６４】
　一部の実施形態では、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けら
れた１つ以上の異なる支払アカウントを含む。一部の実施形態では、ユーザが非接触支払
端末のフィールド内にデバイスを置いたことをデバイスが検出するとき、デバイスは、（
１つ以上の異なる支払アカウントの中から）選択された支払アカウントの識別子、例えば
ＰＡＮを、非接触支払端末に送信する。
【０４６５】
　図１９は、一部の実施形態に係る、支払アカウントを電子デバイスにリンクするための
方法を示すフロー図である。方法１９００は、デバイス（例えば、１００、３００、５０
０）、ディスプレイにおいて実行される。方法１９００のいくつかの動作は組み合わせて
もよく、いくつかの動作は順序を変更してもよく、かついくつかの動作は省略してもよい
。
【０４６６】
　以下において説明されるように、一部の実施形態によれば、方法１９００は、支払アカ
ウントを電子デバイスにリンクするための、直感的な方法を提供する。この方法は、支払
アカウントを電子デバイスにリンクするユーザの認識的負担を軽減し、それによって、よ
り効率的なヒューマン－マシンインタフェースを作り出す。バッテリ動作式のコンピュー
ティングデバイスの場合には、支払アカウントをより高速かつより効率的にリンクするこ
とにより、電力が節約され、バッテリ充電の間隔が増す。
【０４６７】
　ブロック１９０２では、電子デバイスは、電子デバイス上の複数のアプリケーションの
うちの１つである金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示する。金融アプ
リケーションは、金融機関と関連付けられる三者のアプリケーションであり、金融アプリ
ケーションは、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安
全確保されたエリアにアクセスすることを制限される。例えば、金融アプリケーションは
、電子財布アプリケーションと比べて、安全確保されたエリアへのアクセス権が小さい。
別の例では、金融アプリケーションは、安全確保されたエリアへの書き込みアクセス権し
か有さない。
【０４６８】
　ブロック１９０４では、金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示してい
る間に、電子デバイスは、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加す
るリクエストを受け取る。例えば、デバイスは、アフォーダンス１８２２のアクティブ化
を検出する。
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【０４６９】
　ブロック１９０６では、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加す
るリクエストの受け取りに応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証され
ているとの判定（例えば、デバイスが、財布への支払アカウントの追加を認証するアフォ
ーダンス１８３２のアクティブ化を検出する）に従って、電子デバイスは、第三者のアプ
リケーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報を、第一者の電子
財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保されたエリアに記憶す
る。
【０４７０】
　一部の実施形態によれば、認証は、ユーザから、電子デバイスにおけるユーザ入力を介
して受け取られる。例えば、ユーザは、電子財布への支払アカウントの追加を認証するた
めに、アフォーダンス１８３２をアクティブ化する。一部の実施形態によれば、認証は金
融機関から受け取られる。例えば、電子デバイスは、金融機関から確認済みのトークンを
受け取る。
【０４７１】
　一部の実施形態によれば、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウン
トと関連付けられた情報をデバイスの安全確保されたエリアに記憶する前に、電子デバイ
スは、金融アプリケーションに関するユーザログイン情報（例えば、フィールドの内容１
８１２及び１８１４）を含むユーザ入力を受け取る。
【０４７２】
　一部の実施形態によれば、金融アプリケーション用のユーザインタフェースは、金融機
関と関連付けられた支払アカウントについての表示された詳細（例えば、１８０６、１８
０４）を含む。
【０４７３】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、第一者の電子財布アプリケーション用のユ
ーザインタフェースを表示し、この表示された第一者の電子財布アプリケーション用のユ
ーザインタフェースは、金融機関と関連付けられた支払アカウントについての詳細（例え
ば、１８３０）を含む。
【０４７４】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、デバイスの安全確保されたエリアから、記
憶された支払アカウントと関連付けられた情報にアクセスする。電子デバイスは、アクセ
スされた支払アカウントと関連付けられた情報を、デバイスの安全確保されたエリアにア
クセスすることを制限されている購入アプリケーションに提供する。一部の実施形態では
、購入アプリケーションは、支払アカウントと関連付けられた情報を使用して、支払取引
を行う。一部の実施形態では、支払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及
び／又は取引を完了するための認証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送
することを含む。
【０４７５】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、１つ以上の無線通信要素を含む。図１８Ｅ
に示すように、デバイスは、支払端末（例えば、６１０）のフィールド（例えば、６１２
）内に置かれる。電子デバイスは、デバイスの安全確保されたエリアから、記憶された支
払アカウントと関連付けられた情報にアクセスする。電子デバイスは、１つ以上の無線通
信要素を使用して、支払アカウントと関連付けられた情報を、電子デバイスに近接した支
払端末（例えば、６１０）に送信する。支払アカウントと関連付けられた情報により、支
払端末（例えば、６１０）が支払取引を行うことが可能になる。一部の実施形態では、支
払取引を行うことは、支払認証情報を検証するために及び／又は取引を完了するための認
証を受け取るために、情報を１つ以上の金融機関に転送することを含む。例えば、支払ア
カウント情報は、ＮＦＣを使用して非接触支払端末に送信される。
【０４７６】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、金融アプリケーションに、デバイスの安全
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確保されたエリアの一部へのアクセス権（例えば、書き込みのみのアクセス権）を提供す
る。一部の実施例では、電子財布アプリケーションは、デバイスの安全確保されたエリア
の一部へのアクセスを達成するための仲介要素として働く。
【０４７７】
　一部の実施形態によれば、電子デバイスは、支払アカウントと関連付けられた情報を、
デバイスの安全確保されたエリアに書き込む。一部の実施例では、このことにより、電子
デバイスが、ウェブ支払又はＮＦＣ支払などのモバイル支払のために、（例えば、アカウ
ント詳細を提供するようユーザに要求することなく）支払アカウントを使用することが可
能になる。
【０４７８】
　一部の実施形態によれば、支払アカウントと関連付けられた情報をデバイスの安全確保
されたエリアに書き込むことに応答して、電子デバイスは、支払アカウントがデバイスに
リンクされているとの表示（例えば、１８４０、視覚的な、オーディオの、又は触覚的な
アラート）を提供する。
【０４７９】
　一部の実施形態では、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けら
れた１つ以上の異なる支払アカウントを含む。一部の実施形態では、ユーザが非接触支払
端末のフィールド内にデバイスを置いたことをデバイスが検出するとき、デバイスは、（
１つ以上の異なる支払アカウントの中から）選択された支払アカウントの識別子、例えば
ＰＡＮを、非接触支払端末に送信する。
【０４８０】
　方法１９００に関して上述された処理（例えば、図１９）の詳細はまた、以下で説明さ
れる方法にも、類似の方式で適用可能であることに留意されたい。例えば、方法７００、
９００、１１００、１３００、１５００及び１７００は、方法１９００を参照して上述さ
れた、様々な方法の特徴のうちの１つ以上を含み得る。例えば、方法７００、９００、１
１００、１３００、１５００、及び１７００の、電子財布、支払アカウント、ロイヤルテ
ィアカウント、アフォーダンス、及び入力は、方法１９００に記載した電子デバイスの、
電子財布、支払アカウント、ロイヤルティアカウント、アフォーダンス、及び入力の特徴
のうちの１つ以上を、任意選択的に有する。簡潔にするために、これらの詳細は繰り返さ
ない。
【０４８１】
　一部の実施形態によれば、図２０は、説明される様々な実施形態の原理に従って構成さ
れた電子デバイス２０００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス２０００の機能ブロックは、上述の技法を実施するように構成されている
。デバイス２０００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによっ
て、任意選択的に実施される。当業者であれば、図２０に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
れるか、又は分離されることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明
細書で説明されている機能ブロックの任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０４８２】
　図２０に示されるように、電子デバイス２０００は、グラフィックユーザインタフェー
スを表示するように構成されたディスプレイユニット２００２と、１つ以上の無線通信要
素２００４と、ディスプレイユニット２００２及び１つ以上の無線通信要素２００４に結
合された処理ユニット２００６と、を含む。一部の実施形態では、処理ユニット２００６
は、送信ユニット２０１０、受け取りユニット２０１２、表示可能化ユニット２０１４、
及び任意選択的に、判定ユニット２０１６、取り止めユニット２０１８、及びリンクユニ
ット２０２０を含む。
【０４８３】
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　処理ユニット２００６は、１つ以上の無線通信要素２００４を使用して、支払アカウン
ト情報を電子デバイスに近接した支払端末に（例えば、送信ユニット２０１０を使用して
）送信することであって、支払アカウント情報により、支払端末が支払取引を行うことが
可能になる、ことと、支払端末を用いて支払取引を行った後で、リモートソースから、ロ
イヤルティアカウントのロイヤルティ情報を（例えば、受け取りユニット２０１２を使用
して）受け取ることと、ディスプレイユニット２００２上での、リンクアフォーダンスの
表示を（例えば、表示可能化ユニット２０１４を使用して）可能にすることと、リンクア
フォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、ユーザ入力の受け
取りに応答して、ディスプレイユニット２００２上での、ロイヤルティアカウントを電子
デバイスにリンクするためのユーザインタフェースの表示を（例えば、表示可能化ユニッ
ト２０１４を使用して）可能にすることと、を行うように構成されている。
【０４８４】
　一部の実施形態では、処理ユニット２００６は、リンクアフォーダンスの表示を可能に
する前に、（例えば、判定ユニット２０１６を使用して）ロイヤルティアカウントが電子
デバイスにリンクされていないと判定するように、更に構成されている。
【０４８５】
　一部の実施形態では、ロイヤルティ情報は、ロイヤルティアカウントに特有の識別子を
含む。
【０４８６】
　一部の実施形態では、支払取引は支払アカウントと加盟店との間の支払取引であり、ロ
イヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースは、１つ
以上の事前にデータ投入されたフィールドを含み、この場合、１つ以上の事前にデータ投
入されたフィールドには、加盟店と関連付けられた新しいロイヤルティアカウントの設定
と関連付けられた情報が投入される。
【０４８７】
　一部の実施形態では、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユー
ザインタフェースは、キャンセルアフォーダンスを含み、処理ユニット２００６は、キャ
ンセルアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を（例えば、受け取りユニッ
ト２０１２を使用して）受け取ることと、キャンセルアフォーダンスのアクティブ化に対
応するユーザ入力の受け取りに応答して、１つ以上の事前にデータ投入されたフィールド
の内容を送信するのを（例えば、取り止めユニット２０１８を使用して）取り止めること
と、を行うように、更に構成されている。
【０４８８】
　一部の実施形態では、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユー
ザインタフェースは、ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするための確認ア
フォーダンスを含み、処理ユニット２００６は、確認アフォーダンスのアクティブ化を（
例えば、受け取りユニット２０１２を使用して）受け取ることと、確認アフォーダンスの
アクティブ化の受け取りに応答して、ロイヤルティアカウントを電子デバイスに（例えば
、リンクユニット２０２０を使用して）リンクすることと、を行うように、更に構成され
ている。
【０４８９】
　一部の実施形態では、処理ユニット２００６は、電子デバイスは、リンクアフォーダン
スのアクティブ化の後で、ロイヤルティアカウントと関連付けられた設定の選択に対応す
る入力を（例えば、受け取りユニット２０１２を使用して）受け取り、この場合、設定は
、デバイスを使用して取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別のロイヤルテ
ィアカウントを指定する入力がない場合の、続く取引中のロイヤルティアカウントのロイ
ヤルティアカウント情報の提供に関する状態を識別する。
【０４９０】
　一部の実施形態では、処理ユニット２００６は、ロイヤルティ情報を受け取る前に、支
払端末から、１つ以上の無線通信要素２００４を介して、第１のタイプのロイヤルティア
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カウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストを（例えば、受け取りユニット２０
１２を使用して）受け取ることと、第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報のリクエストの受け取りに応答して、支払端末に、１つ以上の無線通信
要素２００４を介して、第１のタイプのロイヤルティアカウントが電子デバイスにリンク
されていないことを示す情報を（例えば、送信ユニット２０１０を使用して）送信するこ
とと、を行うように、更に構成されている。
【０４９１】
　一部の実施形態では、支払取引は、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用し
て行われた。
【０４９２】
　一部の実施形態では、電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けられた第２の支払
アカウントに関する支払アカウント情報を含み、この場合、第２の支払アカウントは、既
出の支払アカウントとは別である。
【０４９３】
　図７を参照して上述した動作は、任意選択的に、図１Ａ及び図１Ｂ、又は図２０に示す
構成要素によって実施される。例えば、送信動作７０２、受け取り動作７０４、７０８、
及び７１０、並びに表示動作７０６は、イベントソート部１７０、イベント認識部１８０
、及びイベント処理部１９０によって実施することができる。イベントソート部１７０の
イベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２上の接触を検出し、イベントデ
ィスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６－１に配信す
る。アプリケーション１３６－１のそれぞれのイベント認識部１８０は、そのイベント情
報を、それぞれのイベント定義１８６と比較して、タッチ感知面上の第１の位置での第１
の接触が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスのアクティブ化などの、所定のイベ
ント又はサブイベントに対応するか否かを判定する。それぞれの所定のイベント又はサブ
イベントが検出されると、イベント認識部１８０は、そのイベント又はサブイベントの検
出に関連付けられた、イベント処理部１９０をアクティブ化する。イベント処理部１９０
は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６若しくはオ
ブジェクト更新部１７７を利用するか、又は呼び出すことができる。一部の実施形態では
、イベント処理部１９０は、アプリケーションによって表示されるものを更新するために
、それぞれのＧＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が
、図１Ａ～図１Ｂに示される構成要素に基づいて、どのように実施され得るかは明らかで
あろう。
【０４９４】
　一部の実施形態によれば、図２１は、説明される様々な実施形態の原理に従って構成さ
れた電子デバイス２１００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス２１００の機能ブロックは、上述の技法を実施するように構成されている
。デバイス２１００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによっ
て、任意選択的に実施される。当業者であれば、図２１に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
れるか、又は分離されることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明
細書で説明されている機能ブロックの任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０４９５】
　図２１に示されるように、電子デバイス２１００は、１つ以上の無線通信要素２１０２
と、１つ以上の入力デバイス２１０４と、１つ以上の無線通信要素２１０２及び１つ以上
の入力デバイス２１０４に結合された処理ユニット２１０６と、を含む。一部の実施形態
では、処理ユニット２１０６は、受け取りユニット２１１０、判定ユニット２１１２、送
信ユニット２１１４、取り止めユニット２１１６、及び任意選択的に、提供ユニット２１
１８、検出ユニット２１２０、及び処理ユニット２１２２を含む。
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【０４９６】
　処理ユニット２１０６は、１つ以上の無線通信要素２１０２を介して、電子デバイスに
近接した非接触支払端末から、先に進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバ
イス２１０４を介して提供されている、支払取引に関するロイヤルティアカウント情報の
リクエストを（例えば、受け取りユニット２１１０を使用して）受け取ることと、ロイヤ
ルティアカウント情報のリクエストの受け取りに応答して、ロイヤルティ共有条件が満足
されているか否かを（例えば、判定ユニット２１１２を使用して）判定すること、ロイヤ
ルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要素２１０２を
介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に（例
えば、送信ユニット２１１４を使用して）送信すること、及びロイヤルティ共有条件が満
足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情
報を非接触支払端末に送信するのを（例えば、取り止めユニット２１１６を使用して）取
り止めることと、を行うように構成されている。
【０４９７】
　一部の実施形態によれば、処理ユニット２１０６は、ロイヤルティアカウントのロイヤ
ルティアカウント情報を送信する前に、支払取引を進めるための認証が提供されると（例
えば、判定ユニット２１１２を使用して）判定するように更に構成されており、この場合
、１つ以上の無線通信要素２１０２を介してロイヤルティアカウントのロイヤルティアカ
ウント情報を非接触支払端末に送信することは、別個の認証を要求することなく行われる
。
【０４９８】
　一部の実施例では、処理ユニット２１０６は、ロイヤルティ共有条件が満足されておら
ず、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払
アカウントを指定する入力がない場合に、ロイヤルティアカウント情報を提供するように
するユーザ命令に関わるロイヤルティ共有許可が、電子デバイス上に記憶されていない、
との判定に従って、ロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に提供するために確認
を要求するアラートを（例えば、提供ユニット２１１８を使用して）提供するように、更
に構成されている。
【０４９９】
　一部の実施形態では、電子デバイスの１つ以上の入力デバイス２１０４は指紋センサを
含み、処理ユニット２１０６は、ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従
って、指紋センサ上で指紋を検出している間に、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ
アカウント情報を非接触支払端末に送信するための認証を要求する通知を（例えば、提供
ユニット２１１８を使用して）提供することと、１つ以上の無線通信要素２１０２を介し
て、デバイスが、非接触支払端末のフィールドから取り出され、非接触支払端末のフィー
ルド内へと戻されていることを（例えば、検出ユニット２１２０を使用して）検出するこ
とと、デバイスが非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることの検出に応答して
、取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると（例えば、判定ユニット２１１２
を使用して）判定することと、取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判
定に応答して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末
に（例えば、送信ユニット２１１４を使用して）送信することと、を行うように、更に構
成されている。
【０５００】
　一部の実施形態では、電子デバイスの１つ以上の入力デバイス２１０４は指紋センサを
含み、処理ユニット２１０６は、ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従
って、指紋センサ上で指紋を検出している間に、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ
アカウント情報を非接触支払端末に送信するための認証を要求する通知を（例えば、提供
ユニット２１１８を使用して）提供することと、既出のロイヤルティアカウントとは異な
る第２のロイヤルティアカウントを選択するユーザ入力を（例えば、受け取りユニット２
１１０を使用して）受け取ることと、１つ以上の無線通信要素２１０２を介して、デバイ
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スが非接触支払端末のフィールドから取り出され非接触支払端末のフィールド内へと戻さ
れていることを（例えば、検出ユニット２１２０を使用して）検出することと、デバイス
が非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることの検出に応答して、取引を認証で
きる登録済みの指紋と指紋が一致すると（例えば、判定ユニット２１１２を使用して）判
定することと、取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、
第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に（例え
ば、送信ユニット２１１４を使用して）送信することと、を行うように、更に構成されて
いる。
【０５０１】
　一部の実施形態では、電子デバイスの１つ以上の入力デバイス２１０４は指紋センサを
含み、処理ユニット２１０６は、ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従
って、指紋センサ上で指紋を検出している間に、ロイヤルティアカウントのロイヤルティ
アカウント情報を非接触支払端末に送信するための認証を要求する通知を（例えば、提供
ユニット２１１８を使用して）提供することと、ロイヤルティアカウントの使用を拒否す
るユーザ入力を（例えば、受け取りユニット２１１０を使用して）受け取ることと、１つ
以上の無線通信要素２１０２を介して、デバイスが非接触支払端末のフィールドから取り
出され非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることを（例えば、検出ユニット２
１２０を使用して）検出することと、デバイスが非接触支払端末のフィールド内へと戻さ
れていることの検出に応答して、取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると（
例えば、判定ユニット２１１２を使用して）判定することと、取引を認証できる登録済み
の指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティア
カウント情報を非接触支払端末に送信することなく、支払取引を（例えば進行ユニット２
１２２を使用して）進めることと、を行うように、更に構成されている。
【０５０２】
　一部の実施形態では、処理ユニット２１０６は、ロイヤルティ共有条件が満足されてお
らず、電子デバイス上に記憶されたロイヤルティ共有許可が、デバイスを使用して支払取
引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がな
い場合に、ロイヤルティアカウント情報を提供しないようにするユーザ命令を示している
、との判定に従って、電子デバイスは、確認を促すことなく支払アカウントを使用して支
払取引を（例えば、進行ユニット２１２２を使用して）進めるように、更に構成されてい
る。
【０５０３】
　一部の実施形態では、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報を非接触支払端末に提供するために電子デバイスが事前に認証されてい
るときに満足される条件を含む。
【０５０４】
　一部の実施形態では、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報を、既出の非接触支払端末を含む非接触支払端末のグループ中の別の非
接触支払端末に提供するために、電子デバイスが事前に認証されているときに満足される
条件を含む。
【０５０５】
　一部の実施形態では、ロイヤルティ共有条件は、ロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報を、非接触支払端末が配置されている所定の地理的領域内にある１つ以
上の非接触支払端末に提供するために、電子デバイスが事前に認証されているときに満足
される条件を含む。
【０５０６】
　一部の実施形態では、処理ユニット２１０６は、ロイヤルティアカウント情報のリクエ
ストを受け取る前に、非接触支払端末のフィールドを（例えば、検出ユニット２１２０を
使用して）検出し、非接触支払端末のフィールドを検出する前に、電子デバイスの１つ以
上の入力デバイス２１０４を介して先に進むための認証を（例えば、受け取りユニット２
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１１０を使用して）受け取るように、更に構成されている。
【０５０７】
　一部の実施形態では、処理ユニット２１０６は、ロイヤルティアカウント情報のリクエ
ストを受け取る前に、非接触支払端末のフィールドを（例えば、検出ユニット２１２０を
使用して）検出し、非接触支払端末のフィールドを検出している間に、電子デバイスの１
つ以上の入力デバイス２１０４を介して先に進むための認証を（例えば、受け取りユニッ
ト２１１０を使用して）受け取るように、更に構成されている。
【０５０８】
　一部の実施形態では、処理ユニット２１０６は、所定の数のロイヤルティアカウントに
関して、１つ以上の無線通信要素２１０２を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤル
ティアカウント情報を非接触支払端末に送信した後で、非接触支払から、第２のロイヤル
ティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストを（例えば、受け取りユニッ
ト２１１０を使用して）受け取ることと、非接触支払からの第２のロイヤルティアカウン
トのロイヤルティアカウント情報のリクエストの受け取りに応答して、支払取引のために
非接触支払に第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送信するの
を（例えば、取り止めユニット２１１６を使用して）取り止めることと、を行うように、
更に構成されている。
【０５０９】
　一部の実施形態では、１つ以上の入力デバイス２１０４は指紋センサを備え、この場合
認証は、電子デバイスの指紋センサ上のそれぞれの指紋を（例えば、検出ユニット２１２
０を使用して）検出することと、指紋センサ上のそれぞれ指紋を検出することに応答して
、支払取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると（例えば、判定ユニット２１
１２を使用して）判定することと、に従って提供された。
【０５１０】
　一部の実施形態では、１つ以上の入力デバイス２１０４はタッチ感知面を備え、この場
合認証は、電子デバイスのタッチ感知面を介してパスコードを（例えば、受け取りユニッ
ト２１１０を使用して）受け取ることと、パスコードの受け取りに応答して、支払取引を
認証できる登録済みのパスコードとパスコードが一致すると（例えば、判定ユニット２１
１２を使用して）判定することと、に従って提供された。
【０５１１】
　一部の実施形態によれば、支払取引は、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使
用して行われる。
【０５１２】
　一部の実施形態では、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けら
れた１つ以上の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含
み、１つ以上の異なるロイヤルティアカウントは、支払取引のために使用されるロイヤル
ティアカウントとは異なっている。
【０５１３】
　一部の実施形態では、処理ユニット２１０６は、１つ以上の無線通信要素２１０２を使
用して、支払アカウント情報を非接触支払端末に（例えば、送信ユニット２１１４を使用
して）送信するように更に構成されており、この場合、支払アカウント情報により、非接
触支払端末が支払取引を行うことが可能になる。
【０５１４】
　図９を参照して上述された動作は、図１Ａ及び図１Ｂ、又は図２１に示される構成要素
によって、任意選択的に実施される。例えば、受け取り動作９０２、判定動作９０４、送
信動作９０６、及び取り止め動作９０８は、イベントソート部１７０、イベント認識部１
８０、及びイベント処理部１９０によって実施することができる。イベントソート部１７
０のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２上の接触を検出し、イベン
トディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６－１に配
信する。アプリケーション１３６－１のそれぞれのイベント認識部１８０は、そのイベン
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ト情報を、それぞれのイベント定義１８６と比較して、タッチ感知面上の第１の位置での
第１の接触が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスのアクティブ化などの、所定の
イベント又はサブイベントに対応するか否かを判定する。それぞれの所定のイベント又は
サブイベントが検出されると、イベント認識部１８０は、そのイベント又はサブイベント
の検出に関連付けられた、イベント処理部１９０をアクティブ化する。イベント処理部１
９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６又はオ
ブジェクト更新部１７７を利用するか、又は呼び出すことができる。一部の実施形態では
、イベント処理部１９０は、アプリケーションによって表示されるものを更新するために
、それぞれのＧＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が
、図１Ａ及び図１Ｂに示される構成要素に基づいて、どのように実施され得るかは明らか
であろう。
【０５１５】
　一部の実施形態によれば、図２２は、説明される様々な実施形態の原理に従って構成さ
れた電子デバイス２２００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス２２００の機能ブロックは、上述の技法を実行するように構成されている
。デバイス２２００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによっ
て、任意選択的に実施される。当業者であれば、図２２に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
れるか、又は分離されることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明
細書で説明されている機能ブロックの任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０５１６】
　図２２に示すように、電子デバイス２２００は、１つ以上の無線通信要素２２０２と、
グラフィックユーザインタフェースを表示するように構成されたディスプレイユニット２
２０４と、１つ以上の無線通信要素２２０２及びディスプレイユニット２２０４に結合さ
れた処理ユニット２２０６と、を含む。一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、
受け取りユニット２２１０及び表示可能化ユニット２２１２、並びに任意選択的に、実行
ユニット２２１４、検出ユニット２２１６、判定ユニット２２１８、及び送信ユニット２
２２０を含む。
【０５１７】
　処理ユニット２２０６は、１つ以上の無線通信要素２２０２を介して、ロイヤルティア
カウントが使用のために利用可能である支払取引についての情報を（例えば、受け取りユ
ニット２２１０を使用して）受け取ることと、支払取引についての情報の受け取りに応答
して、ディスプレイユニット２２０４上での、支払取引に関する支払アカウントの表示及
び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示の同時の表示を（例えば、表示可能化
ユニット２２１２を使用して）可能にすることと、を行うように構成されている。
【０５１８】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、ディスプレイユニット２２０４上での
、支払取引に関する支払アカウントの表示及び支払取引に関するロイヤルティアカウント
の表示の同時の表示を可能にした後で、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用
して支払取引を（例えば、実行ユニット２２１４を使用して）行うように、更に構成され
ている。
【０５１９】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、ディスプレイユニット２２０４上での
、支払取引に関する支払アカウントの表示及び支払取引に関するロイヤルティアカウント
の表示の同時の表示を可能にする前に、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用
して支払取引を（例えば、実行ユニット２２１４を使用して）行うように、更に構成され
ている。
【０５２０】
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　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、１つ以上の無線通信要素２２０２を介
して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に
、非接触支払端末６１０のフィールド６１２を（例えば、検出ユニット２２１６を使用し
て）検出し、ロイヤルティアカウントが使用できる位置に電子デバイスがあると（例えば
、判定ユニット２２１８を使用して）判定するように、更に構成されている。
【０５２１】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、１つ以上の無線通信要素２２０２を介
して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に
、１つ以上の無線通信要素２２０２を介して、非接触支払端末から、ロイヤルティアカウ
ント情報が支払取引端末において入力済みであることを示す情報を（例えば、受け取りユ
ニット２２１０を使用して）受け取るように、更に構成されている。
【０５２２】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、１つ以上の無線通信要素２２０２を介
して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引についての情報を受け取る前に
、１つ以上の無線通信要素２２０２を介して、非接触支払端末から、ロイヤルティアカウ
ントが受け付けられる見込みであることを示す情報を（例えば、受け取りユニット２２１
０を使用して）受け取るように、更に構成されている。
【０５２３】
　一部の実施形態では、支払取引は、電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用し
て行われた。
【０５２４】
　一部の実施形態では、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けら
れた１つ以上の異なるロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含
み、１つ以上の異なるロイヤルティアカウントは、支払取引のために使用されるロイヤル
ティアカウントとは異なっている。
【０５２５】
　一部の実施形態では、電子デバイスの電子財布は、ロイヤルティアカウントに関するロ
イヤルティアカウント情報、及び支払アカウントに関する支払アカウント情報を含む。
【０５２６】
　一部の実施形態では、支払アカウントはデフォルトの支払アカウントである。
【０５２７】
　一部の実施形態では、ディスプレイユニット２２０４上での、支払取引に関する支払ア
カウントの表示及び支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示の同時の表示を（例
えば、表示可能化ユニット２２１２を使用して）可能にすることは、支払取引を進めるた
めの認証を受け取る前に行われる。
【０５２８】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、１つ以上の無線通信要素２２０２を使
用して、支払アカウントの支払アカウント情報を非接触支払端末に（例えば、送信ユニッ
ト２２２０を使用して）送信することであって、支払アカウント情報により非接触支払端
末が支払取引を行うことが可能になる、こと、を行うように、更に構成されている。
【０５２９】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、支払アカウントの支払アカウント情報
を送信した後で、１つ以上の無線通信要素２２０２を使用して、ロイヤルティアカウント
のロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に（例えば、送信ユニット２２２０を使
用して）送信するように、更に構成されている。
【０５３０】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、支払アカウントの支払アカウント情報
を送信する前に、１つ以上の無線通信要素２２０２を使用して、ロイヤルティアカウント
のロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に（例えば、送信ユニット２２２０を使
用して）送信するように、更に構成されている。
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【０５３１】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、１つ以上の無線通信要素２２０２を使
用して、支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤルティアカウントのロイヤルテ
ィアカウント情報の受け付けの確認通知を（例えば、受け取りユニット２２１０を使用し
て）受け取ることと、支払アカウント情報の受け付けの確認通知の受け取りに応答して、
ディスプレイユニット２２０４上での、支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤ
ルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の受け付けの確認通知の表示を（例えば
、表示可能化ユニット２２１２を使用して）可能にすることと、を行うように、更に構成
されている。
【０５３２】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、非接触支払端末がロイヤルティアカウ
ントを承認していないと（例えば、判定ユニット２２１８を使用して）判定することと、
非接触支払端末がロイヤルティアカウントを承認していないとの判定に応答して、（例え
ば、表示可能化ユニット２２１２を使用して）支払アカウントの表示の表示を、及びロイ
ヤルティアカウントの表示の表示の取り止めを、可能にすることと、を行うように、更に
構成されている。
【０５３３】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、支払アカウントを非接触支払端末に送
信する前に、ディスプレイユニット２２０４上での、ロイヤルティアカウントと関連付け
られたロイヤルティプログラムを使用することの見込まれる利益の説明の表示を（例えば
、表示可能化ユニット２２１２を使用して）可能にするように、更に構成されている。
【０５３４】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、支払アカウントを非接触支払端末に送
信した後で、ディスプレイユニット２２０４上での、ロイヤルティアカウントと関連付け
られたロイヤルティプログラムを使用することによって生じる割引の説明の表示を（例え
ば、表示可能化ユニット２２１２を使用して）可能にするように、更に構成されている。
【０５３５】
　一部の実施形態では、処理ユニット２２０６は、支払アカウントを非接触支払端末に送
信した後で、ディスプレイユニット２２０４上での、ロイヤルティアカウントと関連付け
られた目的に対する進捗の表示を（例えば、表示可能化ユニット２２１２を使用して）可
能にするように、更に構成されている。
【０５３６】
　図１１を参照して上述された動作は、図１Ａ及び図１Ｂ、又は図２２に示される構成要
素によって、任意選択的に実施される。例えば、受け取り動作１１０２及び表示動作１１
０４は、イベントソート部１７０、イベント認識部１８０、及びイベント処理部１９０に
よって実施することができる。イベントソート部１７０のイベントモニタ１７１は、タッ
チ感知ディスプレイ１１２上の接触を検出し、イベントディスパッチャモジュール１７４
は、イベント情報をアプリケーション１３６－１に配信する。アプリケーション１３６－
１のそれぞれのイベント認識部１８０は、そのイベント情報を、それぞれのイベント定義
１８６と比較して、タッチ感知面上の第１の位置での第１の接触が、ユーザインタフェー
ス上のアフォーダンスのアクティブ化などの、所定のイベント又はサブイベントに対応す
るか否かを判定する。それぞれの所定のイベント又はサブイベントが検出されると、イベ
ント認識部１８０は、そのイベント又はサブイベントの検出に関連付けられた、イベント
処理部１９０をアクティブ化する。イベント処理部１９０は、アプリケーション内部状態
１９２を更新するために、データ更新部１７６又はオブジェクト更新部１７７を利用する
か、又は呼び出すことができる。一部の実施形態では、イベント処理部１９０は、アプリ
ケーションによって表示されるものを更新するために、それぞれのＧＵＩ更新部１７８に
アクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が、図１Ａ及び図１Ｂに示される構成
要素に基づいて、どのように実施され得るかは明らかであろう。
【０５３７】
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　一部の実施形態によれば、図２３は、説明される様々な実施形態の原理に従って構成さ
れた電子デバイス２３００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス２３００の機能ブロックは、上述の技法を実施するように構成されている
。デバイス２３００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによっ
て、任意選択的に実施される。当業者であれば、図２３に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
れるか、又は分離されることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明
細書で説明されている機能ブロックの任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０５３８】
　図２３に示されるように、電子デバイス２３００は、１つ以上の無線通信要素２３０２
と、１つ以上の無線通信要素２３０２に結合された処理ユニット２３０４と、を含む。一
部の実施形態では、処理ユニット２３０４は、受け取りユニット２３１０、判定ユニット
２３１２、処理ユニット２３１４、取り止めユニット２３１６、並びに任意選択的に、要
求ユニット２３１８、及び提供ユニット２３２０を含む。
【０５３９】
　処理ユニット２３０４は、非接触支払端末から１つ以上の無線通信要素２３０２を介し
て、支払取引と関連付けられたリクエストを（例えば、受け取りユニット２３１０を使用
して）受け取ることと、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリク
エストを含むか否かを（例えば、判定ユニット２３１２を使用して）判定することと、リ
クエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないとの判定
に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支払取引を（例えば、進行ユニット２
３１４を使用して）進めることと、リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した
支払のリクエストを含むとの判定に従って、支払アカウント選択条件が満足されているか
否かを（例えば、進行ユニット２３１２を使用して）判定することと、支払アカウント選
択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支払アカウントタイプの支払アカウ
ントを使用した支払取引を進めるのを（例えば、取り止めユニット２３１６を使用して）
取り止めること、を行うように構成されている。
【０５４０】
　一部の実施形態では、処理ユニット２３０４は、リクエストが特定の支払アカウントタ
イプを使用した支払のリクエストを含むとの判定に従って、及び支払アカウント選択条件
が満足されているとの判定に従って、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使
用して支払取引を（例えば、処理ユニット２３１４を使用して）進めるように、更に構成
されている。
【０５４１】
　一部の実施形態では、処理ユニット２３０４は、リクエストが特定の支払アカウントタ
イプを使用した支払のリクエストを含むとの判定に従って、及び、支払アカウント選択条
件が満足されていないとの判定に従って、特定の支払アカウントタイプの支払アカウント
を使用して支払取引を進めるためのユーザからの認証を（例えば、要求ユニット２３１８
を使用して）要求するように、更に構成されている。
【０５４２】
　一部の実施形態では、処理ユニット２３０４は、リクエストが特定の支払アカウントタ
イプを使用した支払のリクエストを含むとの判定に従って、及び支払アカウント選択条件
が満足されていないとの判定に従って、ユーザ入力を（例えば、受け取りユニット２３１
０を使用して）受け取ることと、ユーザ入力の受け取りに応答して、電子デバイスは、支
払取引を進めるために、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントとは異なっている
第２の支払アカウントが使用される見込みであるとの表示を（例えば、提供ユニット２３
２０を使用して）提供することと、を行うように、更に構成されている。
【０５４３】
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　一部の実施形態では、第２の支払アカウントはデフォルトの支払アカウントである。
【０５４４】
　一部の実施形態では、支払アカウント選択条件は、非接触支払端末が第１のタイプのも
のである、及び、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る
前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触支払端末に
おいて特定の支払アカウントタイプの特定の支払アカウントを使用するための承認をデバ
イスがユーザからまだ受け取っていないとき、満足されない。
【０５４５】
　一部の実施形態では、支払アカウント選択条件は、デバイスが非接触支払端末から検証
されたリクエストを受け取るときに満足される基準を含む。
【０５４６】
　一部の実施形態では、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末におい
て特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進
めているときに満足される基準を含む。
【０５４７】
　一部の実施形態では、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末と関連
付けられる位置において、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ
以上の支払取引を既に進めているときに満足される基準を含む。
【０５４８】
　一部の実施形態では、支払アカウント選択条件は、デバイスが、非接触支払端末におい
て特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進
めているときに満足される基準を含む。
【０５４９】
　一部の実施形態では、処理ユニット２３０４は、支払取引と関連付けられたリクエスト
を受け取る前に、特定の支払アカウントに関する支払アカウント情報を（例えば、受け取
りユニット２３１０を使用して）受け取ることと、デバイスを使用して支払取引を進める
ための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、
第１のタイプの非接触支払端末において特定の支払アカウントが使用されるべきか否かを
示すユーザ入力を（例えば、受け取りユニット２３１０を使用して）受け取ることと、を
行うように、更に構成されている。
【０５５０】
　一部の実施形態では、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けら
れた１つ以上の異なる支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントは、特定
の支払アカウントとは異なっている。
【０５５１】
　図１３を参照して上述された動作は、図１Ａ及び図１Ｂ、又は図２３に示される構成要
素によって、任意選択的に実施される。例えば、受け取り動作１３０２、判定動作１３０
４及び１３１０、進行動作１３０６、並びに取り止め動作１３１２は、イベントソート部
１７０、イベント認識部１８０、及びイベント処理部１９０によって実施することができ
る。イベントソート部１７０のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２
上の接触を検出し、イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をアプリ
ケーション１３６－１に配信する。アプリケーション１３６－１のそれぞれのイベント認
識部１８０は、そのイベント情報を、それぞれのイベント定義１８６と比較して、タッチ
感知面上の第１の位置での第１の接触が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスのア
クティブ化などの、所定のイベント又はサブイベントに対応するか否かを判定する。それ
ぞれの所定のイベント又はサブイベントが検出されると、イベント認識部１８０は、その
イベント又はサブイベントの検出に関連付けられた、イベント処理部１９０をアクティブ
化する。イベント処理部１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、
データ更新部１７６又はオブジェクト更新部１７７を利用するか、又は呼び出すことがで
きる。一部の実施形態では、イベント処理部１９０は、アプリケーションによって表示さ
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れるものを更新するために、それぞれのＧＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、当
業者にとって、他の処理が、図１Ａ及び図１Ｂに示される構成要素に基づいて、どのよう
に実施され得るかは明らかであろう。
【０５５２】
　一部の実施形態によれば、図２４は、説明される様々な実施形態の原理に従って構成さ
れた電子デバイス２４００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス２４００の機能ブロックは、上述の技法を実施するように構成されている
。デバイス２４００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによっ
て、任意選択的に実施される。当業者であれば、図２４に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
れるか、又は分離されることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明
細書で説明されている機能ブロックの任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０５５３】
　図２４に示すように、電子デバイス２４００は、位置センサ２４０２と、グラフィック
ユーザインタフェースを表示するように構成されたディスプレイユニット２４０４と、任
意選択的に近距離通信無線装置２４０６と、位置センサ２４０４、ディスプレイユニット
２４０４、及び任意選択的に近距離通信無線装置２４０６に結合された、処理ユニット２
４０８と、を含む。一部の実施形態では、処理ユニット２４０８は、検出ユニット２４１
０、判定ユニット２４１２、表示可能化ユニット２４１４、取り止めユニット２４１６、
並びに任意選択的に、受け取りユニット２４１８、準備ユニット２４２０、及び提供ユニ
ット２４２２を含む。
【０５５４】
　処理ユニット２４０８は、位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウント
の使用を促すことと関連付けられていることを（例えば、検出ユニット２４１０を使用し
て）検出することと、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けら
れていることを検出することに応答して、現在の位置において特定の支払アカウントを使
用することと関連付けられたユーザ選好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否
かを（例えば、判定ユニット２４１２を使用して）判定すること、現在の位置において特
定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスが既に
受け取っているとの判定に従って、ディスプレイユニット２４０４上での、特定の支払ア
カウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示の表示を（例えば、
表示可能化ユニット２４１４を使用して）可能にすること、及び現在の位置において特定
の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選好の表示をデバイスがまだ受
け取っていないとの判定に従って、ディスプレイユニット２４０４上での、特定の支払ア
カウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示の表示を可能にする
ことを（例えば、取り止めユニット２４１６を使用して）取り止めることと、を行うよう
に構成されている。
【０５５５】
　一部の実施形態では、ディスプレイユニット２４０４上での、視覚的表示の表示を（例
えば、表示可能化ユニット２４１４を使用して）可能にすることは、デバイスを使用して
支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入
力がない場合に、現在の位置において行われる支払取引のために特定の支払アカウントが
使用される見込みであるという視覚的表示の表示を可能にすることを含む。
【０５５６】
　一部の実施形態では、ディスプレイユニット２４０４上での、視覚的表示の表示を可能
にすることは、現在の位置において行われる支払取引のために特定の支払アカウントが使
用されることを推奨する視覚的表示の表示を可能にすることを含み、処理ユニット２４０
８は、推奨を受け入れるユーザ入力を（例えば、受け取りユニット２４１８を使用して）
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受け取ることと、現在の位置にある非接触支払端末において使用するために特定の支払ア
カウントを（例えば、準備ユニット２４２０を使用して）準備することと、を行うように
、更に構成されている。
【０５５７】
　一部の実施形態では、現在の位置は、受信された近距離通信信号及び受信されたＧＰＳ
信号のうちの、１つ以上に基づいている。
【０５５８】
　一部の実施形態では、電子デバイスは近距離通信無線装置２４０６を含み、処理ユニッ
ト２４０８は、ユーザ選好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定した
後で、支払取引を進めるための認証が提供されていない間に、近距離通信無線装置２４０
６によって、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を（例えば、検出ユニット２４
１０を使用して）検出することと、支払取引を進めるための認証が提供されていない非接
触支払端末が生成したフィールドの存在の検出に応答して、支払を認証するためのプロン
プトを（例えば、提供ユニット２４２２を使用して）提供することと、プロンプトを提供
した後で、現在の位置における支払取引において使用するための第２の支払アカウントを
選択するユーザ入力を（例えば、受け取りユニット２４１８を使用して）受け取ることと
、第２の支払アカウントを選択するユーザ入力の受け取りに応答して、支払取引において
第２の支払アカウントを使用するよう（例えば、準備ユニット２４２０を使用して）準備
することと、を行うように、更に構成されている。
【０５５９】
　一部の実施形態では、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けら
れた１つ以上の異なる支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントは、特定
の支払アカウントとは異なっている。
【０５６０】
　図１５を参照して上述された動作は、図１Ａ及び図１Ｂ、又は図２４に示される構成要
素によって、任意選択的に実施される。例えば、検出動作１５０２、判定動作１５０６、
表示動作１５０８、及び取り止め動作１５１０は、は、イベントソート部１７０、イベン
ト認識部１８０、及びイベント処理部１９０によって実施することができる。イベントソ
ート部１７０のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２上の接触を検出
し、イベントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３
６－１に配信する。アプリケーション１３６－１のそれぞれのイベント認識部１８０は、
そのイベント情報を、それぞれのイベント定義１８６と比較して、タッチ感知面上の第１
の位置での第１の接触が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスのアクティブ化など
の、所定のイベント又はサブイベントに対応するか否かを判定する。それぞれの所定のイ
ベント又はサブイベントが検出されると、イベント認識部１８０は、そのイベント又はサ
ブイベントの検出に関連付けられた、イベント処理部１９０をアクティブ化する。イベン
ト処理部１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１
７６又はオブジェクト更新部１７７を利用するか、又は呼び出すことができる。一部の実
施形態では、イベント処理部１９０は、アプリケーションによって表示されるものを更新
するために、それぞれのＧＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、
他の処理が、図１Ａ及び図１Ｂに示される構成要素に基づいて、どのように実施され得る
かは明らかであろう。
【０５６１】
　一部の実施形態によれば、図２５は、説明される様々な実施形態の原理に従って構成さ
れた電子デバイス２５００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス２５００の機能ブロックは、上述の技法を実施するように構成されている
。デバイス２５００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによっ
て、任意選択的に実施される。当業者であれば、図２５に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
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れるか、又は分離されることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明
細書で説明されている機能ブロックの任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０５６２】
　図２５に示すように、電子デバイス２５００は、ユーザグラフィックインタフェースを
表示するように構成されたディスプレイユニット２５０２と、１つ以上の入力デバイス２
５０４と、任意選択的に、カメラセンサ２５０６と、タッチ感知面ユニット２５２０と、
近距離通信無線装置２５２２と、ディスプレイユニット２５０２、１つ以上の入力デバイ
ス２５０４、並びに任意選択的に、カメラセンサ２５０６、タッチ感知ディスプレイ２５
２０、及び近距離通信無線装置２５２２に結合された、処理ユニット２５０８と、を備え
る。一部の実施形態では、処理ユニット２５０８は、受け取りユニット２５１０、判定ユ
ニット２５１２、表示可能化ユニット２５１４、並びに任意選択的に、検出ユニット２５
１６、及び取り止めユニット２５１８を含む。
【０５６３】
　一部の実施形態では、処理ユニット２５０８は、１つ以上の入力デバイス２５０４を介
して、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエストを（例えば、受け取りユニッ
ト２５１０を使用して）受け取ることであって、このリクエストがアカウント情報を含む
、ことと、１つ以上の入力デバイス２５０４を介してリクエストを受け取ることに応答し
て、支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを（例えば、判定ユ
ニット２５１２を使用して）判定すること、支払カードが複数の支払アカウントと関連付
けられているとの判定に従って、ディスプレイユニット２５０２上での、支払カードの複
数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、支払カード用の支払アカウントイ
ンタフェースの表示を（例えば、表示可能化ユニット２５１４を使用して）可能にするこ
と、及び支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、
ディスプレイユニット２５０２上での、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユー
ザ選択を可能にしない、支払カード用の支払アカウントインタフェースの表示を（例えば
、表示可能化ユニット２５１４を使用して）可能にすることと、を行うように構成されて
いる。
【０５６４】
　一部の実施形態では、電子デバイスはカメラセンサ２５０６を含み、この場合、支払カ
ードを電子デバイスとリンクさせるリクエストは、支払カードの画像に基づいており、こ
の画像は、電子デバイスのカメラセンサ２５０６によって取り込まれる。
【０５６５】
　一部の実施形態では、支払カードは複数の支払アカウントと関連付けられており、この
場合、支払カード用の支払アカウントインタフェースは、支払カードと関連付けられた複
数の支払アカウントに関する複数のアフォーダンスを含む。
【０５６６】
　一部の実施形態では、複数のアフォーダンスは、これらが単一の支払カードに関連して
いることを示すように、１つにグループ化される。
【０５６７】
　一部の実施形態では、複数のアフォーダンスは、１行に表示される。
【０５６８】
　一部の実施形態では、電子デバイスはタッチ感知面ユニット２５２０を含み、処理ユニ
ット２５０８は、タッチ感知面ユニット２５２０において、垂直スワイプ入力を（例えば
、受け取りユニット２５１０を使用して）受け取ることと、垂直スワイプ入力の受け取り
に応答して、複数のアフォーダンスの表示を（例えば、表示可能化ユニット２５１４を使
用して）可能にすることであって、複数のアフォーダンスのうちの第１のカードアフォー
ダンスが、複数の支払アカウントの第１のグループを表し、複数のアフォーダンスのうち
の第２のカードアフォーダンスが、第１のグループとは別の、複数の支払アカウントの第
２のグループを表す、ことと、を行うように、更に構成されている。



(138) JP 2020-74203 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

【０５６９】
　一部の実施形態では、処理ユニット２５０８は、第１のカードアフォーダンスをアクテ
ィブ化するユーザ入力を（例えば、受け取りユニット２５１０を使用して）受け取ること
と、第１のカードアフォーダンスをアクティブ化するユーザ入力の受け取りに応答して、
複数の支払アカウントの第１のグループと関連付けられたアカウントアフォーダンスの第
１のセットの表示を（例えば、表示可能化ユニット２５１４を使用して）可能にすること
と、を行うように、更に構成されている。
【０５７０】
　一部の実施形態では、支払カードの複数の支払アカウントに関する表示された複数のア
フォーダンスは、電子デバイスの現在の位置に基づいている。
【０５７１】
　一部の実施形態では、支払カードは複数の支払アカウントと関連付けられており、この
場合、電子デバイスは近距離通信無線装置２５２２を含み、処理ユニット２５０８は、近
距離通信無線装置２５２２によって、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を（例
えば、検出ユニット２５１６を使用して）検出することと、非接触支払端末が生成したフ
ィールドの存在の検出に応答して、非接触支払端末が第１のタイプの支払アカウントをサ
ポートしているか否かを（例えば、判定ユニット２５１６を使用して）判定することと、
非接触支払端末が第１のタイプの支払アカウントをサポートしていないとの判定に従って
、第１のタイプの支払カードの支払アカウントを選択するための選択肢を提供するのを（
例えば、取り止めユニット２５１８を使用して）取り止めることと、を行うように、更に
構成されている。
【０５７２】
　一部の実施形態では、支払カードは複数の支払アカウントと関連付けられており、この
場合、支払カード用の支払アカウントインタフェースは、支払カードと関連付けられた複
数の支払アカウントに関する複数のアフォーダンスを含み、複数のアフォーダンスは優先
順位に基づいて表示される。
【０５７３】
　図１７を参照して上述された動作は、図１Ａ及び図１Ｂ、又は図２５に示される構成要
素によって、任意選択的に実施される。例えば、受け取り動作１７０２、判定動作１７０
６、並びに表示動作１７０８及び１７１０は、イベントソート部１７０、イベント認識部
１８０、及びイベント処理部１９０によって実施することができる。イベントソート部１
７０のイベントモニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２上の接触を検出し、イベ
ントディスパッチャモジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６－１に
配信する。アプリケーション１３６－１のそれぞれのイベント認識部１８０は、そのイベ
ント情報を、それぞれのイベント定義１８６と比較して、タッチ感知面上の第１の位置で
の第１の接触が、ユーザインタフェース上のアフォーダンスのアクティブ化などの、所定
のイベント又はサブイベントに対応するか否かを判定する。それぞれの所定のイベント又
はサブイベントが検出されると、イベント認識部１８０は、そのイベント又はサブイベン
トの検出に関連付けられた、イベント処理部１９０をアクティブ化する。イベント処理部
１９０は、アプリケーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６又は
オブジェクト更新部１７７を利用するか、又は呼び出すことができる。一部の実施形態で
は、イベント処理部１９０は、アプリケーションによって表示されるものを更新するため
に、それぞれのＧＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理
が、図１Ａ及び図１Ｂに示される構成要素に基づいて、どのように実施され得るかは明ら
かであろう。
【０５７４】
　一部の実施形態によれば、図２６は、説明される様々な実施形態の原理に従って構成さ
れた電子デバイス２６００の、例示的な機能ブロック図を示す。一部の実施形態によれば
、電子デバイス２６００の機能ブロックは、上述の技法を実施するように構成されている
。デバイス２６００の機能ブロックは、説明される様々な実施例の原理を実行するために
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、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによっ
て、任意選択的に実施される。当業者であれば、図２６に記載された機能ブロックは、説
明された様々な実施例の原理を実現するために、任意選択的にサブブロックに組み合わさ
れるか、又は分離されることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明
細書で説明されている機能ブロックの任意の可能な組み合わせ若しくは分離、又は更なる
定義を任意選択的にサポートする。
【０５７５】
　図２６に示されるように、電子デバイス２６００は、ディスプレイユニット２６０２と
、任意選択的に、１つ以上の無線通信ユニット２６０４と、ディスプレイユニット２６０
２、及び任意選択的に１つ以上の無線通信ユニット２６０４に結合された、処理ユニット
２６０６と、を含む。一部の実施形態では、処理ユニット２６０６は、表示可能化ユニッ
ト２６１０、受け取りユニット２６１２、記憶ユニット２６１４、並びに任意選択的に、
アクセスユニット２６１６、提供ユニット２６１８、送信ユニット２６２０、及び書き込
みユニット２６２２を含む。
【０５７６】
　一部の実施形態では、処理ユニット２６０６は、電子デバイス上の複数のアプリケーシ
ョンのうちの１つである金融アプリケーション用のユーザインタフェースの表示を（例え
ば、表示可能化ユニット２６１０を使用して）可能にすることであって、金融アプリケー
ションが金融機関と関連付けられる第三者のアプリケーションであり、金融アプリケーシ
ョンが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保さ
れたエリアにアクセスすることを制限される、ことと、金融アプリケーション用のユーザ
インタフェースの表示を可能にしている間に、金融機関と関連付けられた支払アカウント
を電子財布に追加するリクエストを（例えば、受け取りユニット２６１２を使用して）受
け取ることと、金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエス
トの受け取りに応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証されているとの
判定に従って、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連付け
られた情報を、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安
全確保されたエリアに（例えば、記憶ユニット２６１４を使用して）記憶することと、を
行うように構成されている。
【０５７７】
　一部の実施形態にでは、認証は、ユーザから、電子デバイスにおけるユーザ入力を介し
て受け取られる。
【０５７８】
　一部の実施形態では、認証は金融機関から受け取られる。
【０５７９】
　一部の実施形態では、処理ユニット２６０６は、第三者のアプリケーションによって提
供される支払アカウントと関連付けられた情報をデバイスの安全確保されたエリアに記憶
する前に、金融アプリケーションに関するユーザログイン情報を含むユーザ入力を（例え
ば、受け取りユニット２６１２を使用して）受け取るように、更に構成されている。
【０５８０】
　一部の実施形態では、金融アプリケーション用のユーザインタフェースは、金融機関と
関連付けられた支払アカウントについての表示された詳細を含む。
【０５８１】
　一部の実施形態では、処理ユニット２６０６は、第一者の電子財布アプリケーション用
のユーザインタフェースの表示を（例えば、表示可能化ユニット２６１０を使用して）可
能にすることであって、この表示された第一者の電子財布アプリケーション用のユーザイ
ンタフェースが、金融機関と関連付けられた支払アカウントについての詳細を含む、こと
を行うように、更に構成されている。
【０５８２】
　一部の実施形態では、処理ユニット２６０６は、デバイスの安全確保されたエリアから
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、記憶された支払アカウントと関連付けられた情報に（例えば、アクセスユニット２６１
６を使用して）アクセスすることと、アクセスされた支払アカウントと関連付けられた情
報を、デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限されている購入アプリ
ケーションに（例えば、提供ユニット２６１８を使用して）提供することと、を行うよう
に、更に構成されている。
【０５８３】
　一部の実施形態では、電子デバイスは１つ以上の無線通信要素２６０４を含み、処理ユ
ニット２６０６は、デバイスの安全確保されたエリアから、記憶された支払アカウントと
関連付けられた情報に（例えば、アクセスユニット２６１６を使用して）アクセスするこ
とと、１つ以上の無線通信要素２６０４を使用して、支払アカウントと関連付けられた情
報を電子デバイスに近接した支払端末に（例えば、送信ユニット２６２０を使用して）送
信することであって、支払アカウントと関連付けられた情報により支払端末が支払取引を
行うことが可能になる、ことと、を行うように、更に構成されている。
【０５８４】
　一部の実施形態では、処理ユニット２６０６は、金融アプリケーションに、デバイスの
安全確保されたエリアの一部へのアクセス権を（例えば、提供ユニット２６１８を使用し
て）を提供するように、更に構成されている。
【０５８５】
　一部の実施形態では、処理ユニット２６０６は、支払アカウントと関連付けられた情報
を、デバイスの安全確保されたエリアに（例えば、書き込みユニット２６２２を使用して
）書き込むように、更に構成されている。
【０５８６】
　一部の実施形態では、処理ユニット２６０６は、支払アカウントと関連付けられた情報
をデバイスの安全確保されたエリアに書き込むことに応答して、支払アカウントがデバイ
スにリンクされているとの表示を（例えば、提供ユニット２６１８を使用して）提供する
ように、更に構成されている。
【０５８７】
　一部の実施形態では、電子デバイスの電子財布は、電子デバイスのユーザと関連付けら
れた１つ以上の異なる支払アカウントを含む。
【０５８８】
　図１９を参照して上述された動作は、図１Ａ及び図１Ｂ、又は図２６に示される構成要
素によって、任意選択的に実施される。例えば、表示動作１９０２、受け取り動作１９０
４、及び記憶動作１９０６は、イベントソート部１７０、イベント認識部１８０、及びイ
ベント処理部１９０によって実施することができる。イベントソート部１７０のイベント
モニタ１７１は、タッチ感知ディスプレイ１１２上の接触を検出し、イベントディスパッ
チャモジュール１７４は、イベント情報をアプリケーション１３６－１に配信する。アプ
リケーション１３６－１のそれぞれのイベント認識部１８０は、そのイベント情報を、そ
れぞれのイベント定義１８６と比較して、タッチ感知面上の第１の位置での第１の接触が
、ユーザインタフェース上のアフォーダンスのアクティブ化などの、所定のイベント又は
サブイベントに対応するか否かを判定する。それぞれの所定のイベント又はサブイベント
が検出されると、イベント認識部１８０は、そのイベント又はサブイベントの検出に関連
付けられた、イベント処理部１９０をアクティブ化する。イベント処理部１９０は、アプ
リケーション内部状態１９２を更新するために、データ更新部１７６又はオブジェクト更
新部１７７を利用するか、又は呼び出すことができる。一部の実施形態では、イベント処
理部１９０は、アプリケーションによって表示されるものを更新するために、それぞれの
ＧＵＩ更新部１７８にアクセスする。同様に、当業者にとって、他の処理が、図１Ａ及び
図１Ｂに示される構成要素に基づいて、どのように実施され得るかは明らかであろう。
【０５８９】
　例示的な方法、非一時的コンピュータ可読記憶媒体、システム、及び電子デバイスが、
次の付記１から２１６に記載される。
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　１
　ディスプレイと１つ以上の無線通信要素とを備えた電子デバイスにおいて、
　　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を電子デバイスに近接した
支払端末に送信することであって、支払アカウント情報により支払端末が支払取引を行う
ことが可能になる、ことと、
　　支払端末を用いて支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティアカウ
ントのロイヤルティ情報を受け取ることと、
　　ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示することと、
　　リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、
　　ユーザ入力の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントを電
子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示することと、
　を含む、方法。
　２
　リンクアフォーダンスを表示する前に、ロイヤルティアカウントが電子デバイスにリン
クされていないと判定することを含む、
　付記１に記載の方法。
　３
　ロイヤルティ情報がロイヤルティアカウントに特有の識別子を含む、
　付記１又は２に記載の方法。
　４
　支払取引が支払アカウントと加盟店との間の支払取引であり、
　ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースが１
つ以上の事前にデータ投入されたフィールドを含み、１つ以上の事前にデータ投入された
フィールドには、加盟店と関連付けられた新しいロイヤルティアカウントの設定と関連付
けられた情報が投入される、
　付記１から３のいずれか一項に記載の方法。
　５
　ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースがキ
ャンセルアフォーダンスを含む、付記４に記載の方法であって、
　キャンセルアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、
　キャンセルアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力の受け取りに応答して
、１つ以上の事前にデータ投入されたフィールドの内容を送信するのを取り止めることと
、を更に含む、方法。
　６
　ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースが、
ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするための確認アフォーダンスを含む、
付記１から５のいずれか一項に記載の方法であって、
　確認アフォーダンスのアクティブ化を受け取ることと、
　確認アフォーダンスのアクティブ化の受け取りに応答して、ロイヤルティアカウントを
電子デバイスにリンクすることと、を更に含む、方法。
　７
　リンクアフォーダンスのアクティブ化の後で、ロイヤルティアカウントと関連付けられ
た設定の選択に対応する入力を受け取ることであって、設定が、デバイスを使用して取引
を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別のロイヤルティアカウントを指定する入
力がない場合の、続く取引中のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の
提供に関する状態を識別する、こと
　を更に含む、付記１から６のいずれか一項に記載の方法。
　８
　ロイヤルティ情報を受け取る前に、１つ以上の無線通信要素を介して、支払端末から、
第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストを受
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け取ることと、
　第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストの
受け取りに応答して、１つ以上の無線通信要素を介して、支払端末に、第１のタイプのロ
イヤルティアカウントが電子デバイスにリンクされていないことを示す情報を送信するこ
とと、
　を更に含む、付記１から７のいずれか一項に記載の方法。
　９
　支払取引が電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われた、付記１から
８のいずれか一項に記載の方法。
　１０
　電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた第２の支払アカウントに関する支
払アカウント情報を含み、第２の支払アカウントが支払アカウントとは別である、付記９
に記載の方法。
　１１
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、付記１から１０のいずれか一項に
記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
　１２
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロ
セッサによって実行されると電子デバイスに、付記１から１０のいずれか一項に記載の方
法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　１３
　付記１から１０のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子デバ
イス。
　１４
　ディスプレイと１つ以上の無線通信要素とを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッ
サによって実行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記
憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロセッサによって実行されたと
きに、電子デバイスに、
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を電子デバイスに近接した支
払端末に送信することであって、支払アカウント情報により支払端末が支払取引を行うこ
とが可能になる、ことと、
　支払端末を用いて支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティ情報を受け取ることと、
　ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示することと、
　リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、
　ユーザ入力の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントを電子
デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示することと、を行わせる命令を
含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　１５
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
　　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を電子デバイスに近接した
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支払端末に送信することであって、支払アカウント情報により支払端末が支払取引を行う
ことが可能になる、こと、
　　支払端末を用いて支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティアカウ
ントのロイヤルティ情報を受け取ること、
　　ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示すること、
　　リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ること、及び
　ユーザ入力の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントを電子
デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示すること、を行わせる命令を含
む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デバイス。
　１６
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を電子デバイスに近接した支
払端末に送信するための手段であって、支払アカウント情報により支払端末が支払取引を
行うことが可能になる、手段と、
　支払端末を用いて支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティ情報を受け取るための手段と、
　ディスプレイ上に、リンクアフォーダンスを表示するための手段と、
　リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取るための手段と、
　ユーザ入力の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、ロイヤルティアカウントを電子
デバイスにリンクするためのユーザインタフェースを表示するための手段と、を備える、
電子デバイス。
　１７
　１つ以上の無線通信要素と１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスにおいて、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイスに近接した非接触支払端末から、先
に進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供されている支払
取引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることと、
　　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることに応答して、
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要
素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に
送信すること、及び
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウ
ントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めることと、
　を含む、方法。
　１８
　ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送信する前に、支払取引を進
めるための認証が提供されると判定することであって、１つ以上の無線通信要素を介して
ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信すること
が、別個の認証を要求することなく行われる、こと
　を更に含む、付記１７に記載の方法。
　１９
　ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、デバイスを使用して支払取引を進めるため
の認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、ロイ
ヤルティアカウント情報を提供するようにするユーザ命令に関わるロイヤルティ共有許可
が、電子デバイス上に記憶されていない、との判定に従って、ロイヤルティアカウント情
報を非接触支払端末に提供するために確認を要求するアラートを提供すること
　を更に含む、付記１７又は１８に記載の方法。
　２０
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　電子デバイスの１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、付記１７から１９のいず
れか一項に記載の方法であって、
　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ上で指紋を検
出している間に、
　ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するた
めの認証を要求する通知を提供することと、
　１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支払端末のフィールドから取り
出され、非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることを検出することと、
　デバイスが非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることの検出に応答して、取
引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、
　取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、ロイヤルティ
アカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信することと、を更に含
む、方法。
　２１
　電子デバイスの１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、付記１７から１９のいず
れか一項に記載の方法であって、
　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ上で指紋を検
出している間に、
　　ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信する
ための認証を要求する通知を提供することと、
　　ロイヤルティアカウントとは異なる第２のロイヤルティアカウントを選択するユーザ
入力を受け取ることと、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支払端末のフィールドから取
り出され、非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることを検出することと、
　　デバイスが非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることの検出に応答して、
取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、第２のロイ
ヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信することと、
を更に含む、方法。
　２２
　電子デバイスの１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、付記１７から１９のいず
れか一項に記載の方法であって、
　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ上で指紋を検
出している間に、
　　ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信する
ための認証を要求する通知を提供することと、
　　ロイヤルティアカウントの使用を拒否するユーザ入力を受け取ることと、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支払端末のフィールドから取
り出され、非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることを検出することと、
　　デバイスが非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることの検出に応答して、
取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信することなく、支払
取引を進めることと、を更に含む、方法。
　２３
　ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、電子デバイス上に記憶されたロイヤルティ
共有許可が、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に
別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、ロイヤルティアカウント情報を提供し
ないようにするユーザ命令を示している、との判定に従って、確認を促すことなく支払ア
カウントを使用して支払取引を進めること
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　を更に含む、付記１７から２２のいずれか一項に記載の方法。
　２４
　ロイヤルティ共有条件が、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非
接触支払端末に提供するために電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条
件を含む、付記１７から２３のいずれか一項に記載の方法。
　２５
　ロイヤルティ共有条件が、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を、
非接触支払端末を含む非接触支払端末のグループ中の別の非接触支払端末に提供するため
に、電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条件を含む、付記１７から２
４のいずれか一項に記載の方法。
　２６
　ロイヤルティ共有条件が、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を、
非接触支払端末が配置されている所定の地理的領域内にある１つ以上の非接触支払端末に
提供するために、電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条件を含む、付
記１７から２５のいずれか一項に記載の方法。
　２７
　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る前に、非接触支払端末のフィール
ドを検出することと、
　非接触支払端末のフィールドを検出する前に、電子デバイスの１つ以上の入力デバイス
を介して、先に進むための認証を受け取ることと、
　を更に含む、付記１７から２６のいずれか一項に記載の方法。
　２８
　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る前に、非接触支払端末のフィール
ドを検出することと、
　非接触支払端末のフィールドを検出している間に、電子デバイスの１つ以上の入力デバ
イスを介して、先に進むための認証を受け取ることと、
　を更に含む、付記１７から２７のいずれか一項に記載の方法。
　２９
　所定の数のロイヤルティアカウントに関して、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイ
ヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信した後で、非
接触支払端末から、第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリク
エストを受け取ることと、
　非接触支払からの第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリク
エストの受け取りに応答して、支払取引のために非接触支払に第２のロイヤルティアカウ
ントのロイヤルティアカウント情報を送信するのを取り止めることと、
　を更に含む、付記１７から２８のいずれか一項に記載の方法。
　３０
　１つ以上の入力デバイスが指紋センサを備え、認証が、
　電子デバイスの指紋センサ上のそれぞれの指紋を検出することと、
　指紋センサ上でそれぞれの指紋を検出することに応答して、支払取引を認証できる登録
済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、に従って提供された、付記１７から２９
のいずれか一項に記載の方法。
　３１
　１つ以上の入力デバイスがタッチ感知面を備え、認証が、
　電子デバイスのタッチ感知面を介してパスコードを受け取ることと、
　パスコードの受け取りに応答して、支払取引を認証できる登録済みのパスコードとパス
コードが一致すると判定することと、に従って提供される、付記１７から２９のいずれか
一項に記載の方法。
　３２
　支払取引が電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われる、付記１７か
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ら３１のいずれか一項に記載の方法。
　３３
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
ロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含み、１つ以上の異なる
ロイヤルティアカウントが、支払取引のために使用されるロイヤルティアカウントとは異
なっている、付記１７から３２のいずれか一項に記載の方法。
　３４
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を非接触支払端末に送信する
ことであって、支払アカウント情報により非接触支払端末が支払取引を行うことが可能に
なる、こと
　を更に含む、付記１７から３３のいずれか一項に記載の方法。
　３５
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、付記１７から３４のいずれか一項
に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
　３６
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロ
セッサによって実行されると電子デバイスに、付記１７から３４のいずれか一項に記載の
方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　３７
　付記１７から３４のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子デ
バイス。
　３８
　１つ以上の無線通信要素と１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスの１つ以上
のプロセッサによって実行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロセッサによって実
行されたときに、電子デバイスに、
　１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイスに近接した非接触支払端末から、先に
進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供されている支払取
引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることと、
　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることに応答して、
　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要素
を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送
信すること、及び
　　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めることと、を
行わせる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　３９
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の入力デバイスと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイスに近接した非接触支払端末から、先
に進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供されている支払
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取引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ること、並びに
　　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることに応答して、
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要
素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に
送信すること、及び
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウ
ントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めること、を
行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デバ
イス。
　４０
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の入力デバイスと、１つ以上のプロセッサと、
　１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイスに近接した非接触支払端末から、先に
進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供されている支払取
引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取るための手段と、
　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることに応答して、
　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要素
を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送
信すること、及び
　　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウン
トのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めること、を行
うための手段と、を含む、電子デバイス。
　４１
　１つ以上の無線通信要素とディスプレイとを備えた電子デバイスにおいて、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用可能
である支払取引についての情報を受け取ることと、
　　支払取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、
　　　支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　　支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示を同時に表示することと、
　を含む、方法。
　４２
　ディスプレイ上に、支払取引に関する支払アカウントの表示及び支払取引に関するロイ
ヤルティアカウントの表示を同時に表示した後で、電子デバイスの電子財布の支払アカウ
ントを使用して支払取引を行うこと
　を更に含む、付記４１に記載の方法。
　４３
　ディスプレイ上に、支払取引に関する支払アカウントの表示及び支払取引に関するロイ
ヤルティアカウントの表示を同時に表示する前に、電子デバイスの電子財布の支払アカウ
ントを使用して支払取引を行うこと
　を更に含む、付記４１又は４２に記載の方法。
　４４
　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引
についての情報を受け取る前に、
　　非接触支払端末のフィールドを検出することと、
　　ロイヤルティアカウントが使用できる位置に電子デバイスがあると判定することと、
を更に含む、付記４１から４３のいずれか一項に記載の方法。
　４５
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　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引
についての情報を受け取る前に、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、非接触支払端末から、支払取引端末においてロイ
ヤルティアカウント情報が入力済みであることを示す情報を受け取ること
　を更に含む、付記４１から４４のいずれか一項に記載の方法。
　４６
　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引
についての情報を受け取る前に、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、非接触支払端末から、ロイヤルティアカウントが
受け付けられる見込みであることを示す情報を受け取ること
　を更に含む、付記４１から４５のいずれか一項に記載の方法。
　４７
　支払取引が電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われる、付記４１か
ら４６のいずれか一項に記載の方法。
　４８
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
ロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含み、１つ以上の異なる
ロイヤルティアカウントが、支払取引のために使用されるロイヤルティアカウントとは異
なっている、付記４１から４７のいずれか一項に記載の方法。
　４９
　電子デバイスの電子財布が、ロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント
情報、及び支払アカウントに関する支払アカウント情報を含む、付記４１から４８のいず
れか一項に記載の方法。
　５０
　支払アカウントがデフォルトの支払アカウントである、付記４１から４９のいずれか一
項に記載の方法。
　５１
　ディスプレイ上で、支払取引に関する支払アカウントの表示及び支払取引に関するロイ
ヤルティアカウントの表示を同時に表示することが、支払取引を進めるための認証を受け
取る前に行われる、付記４１から５０のいずれか一項に記載の方法。
　５２
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントの支払アカウント情報を非接触支
払端末に送信することであって、支払アカウント情報により非接触支払端末が支払取引を
行うことが可能になる、こと
　を更に含む、付記４１から５１のいずれか一項に記載の方法。
　５３
　支払アカウントの支払アカウント情報を送信した後で、１つ以上の無線通信要素を使用
して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信す
ること
　を更に含む、付記５２に記載の方法。
　５４
　支払アカウントの支払アカウント情報を送信する前に、１つ以上の無線通信要素を使用
して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信す
ること
　を更に含む、付記５２に記載の方法。
　５５
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤ
ルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の受け付けの確認通知を受け取ることと
、
　支払アカウント情報の受け付けの確認通知の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、
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支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウ
ント情報の受け付けの確認通知を表示することと、
　を更に含む、付記４１から５４のいずれか一項に記載の方法。
　５６
　非接触支払端末がロイヤルティアカウントを承認していないと判定することと、
　非接触支払端末がロイヤルティアカウントを承認していないとの判定に応答して、支払
アカウントの表示を表示し、ロイヤルティアカウントの表示の表示を取り止めることと、
　を更に含む、付記４１から５５のいずれか一項に記載の方法。
　５７
　支払アカウントを非接触支払端末に送信する前に、ディスプレイ上に、ロイヤルティア
カウントと関連付けられたロイヤルティプログラムを使用することの見込まれる利益の説
明を表示すること
　を更に含む、付記５２に記載の方法。
　５８
　支払アカウントを非接触支払端末に送信した後で、ディスプレイ上に、ロイヤルティア
カウントと関連付けられたロイヤルティプログラムを使用することによって生じる割引の
説明を表示すること
　を更に含む、付記４１から５７のいずれか一項に記載の方法。
　５９
　支払アカウントを非接触支払端末に送信した後で、ディスプレイ上に、ロイヤルティア
カウントと関連付けられた目的に対する進捗の表示を表示すること
　を更に含む、付記４１から５８のいずれか一項に記載の方法。
　６０
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、付記４１から５９のいずれか一項
に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
　６１
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロ
セッサによって実行されると電子デバイスに、付記４１から５９のいずれか一項に記載の
方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　６２
　付記４１から５９のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子デ
バイス。
　６３
　１つ以上の無線通信要素とディスプレイとを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッ
サによって実行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記
憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロセッサによって実行されたと
きに、電子デバイスに、
　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用可能で
ある支払取引についての情報を受け取ることと、
　支払取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、
　　支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示を同時に表示することと、を行わせ
る命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　６４
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
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　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用可能
である支払取引についての情報を受け取ること、
　　支払取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、
　　　支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　　支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示を同時に表示すること、を行わせ
る命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デバイス。
　６５
　１つ以上の無線通信要素と、
　ディスプレイと、
　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用可能で
ある支払取引についての情報を受け取るための手段と、
　支払取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、
　　支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示を同時に表示させるための手段と、
　を備える、電子デバイス。
　６６
　１つ以上の無線通信要素を備えた電子デバイスにおいて、
　１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリクエ
ストを受け取ることと、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか否かを
判定することと、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないとの
判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支払取引を進めることと、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、
　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支払アカウン
トタイプの支払アカウントを使用した支払取引を進めるのを取り止めることと、
　を含む、方法。
　６７
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、及び支払アカウント選択条件が満足されているとの判定に従って、特定の支払
アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めること
　を更に含む、付記６６に記載の方法。
　６８
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、及び支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支
払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるためのユーザからの認
証を要求すること
　を更に含む、付記６６又は６７に記載の方法。
　６９
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、及び支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、
　　ユーザ入力を受け取ることと、
　　ユーザ入力の受け取りに応答して、支払取引を進めるために、特定の支払アカウント
タイプの支払アカウントとは異なっている第２の支払アカウントが使用される見込みであ
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るとの表示を提供することと、
　を更に含む、付記６６又は６７に記載の方法。
　７０
　第２の支払アカウントがデフォルトの支払アカウントである、付記６９に記載の方法。
　７１
　支払アカウント選択条件が、
　非接触支払端末が第１のタイプのものである、及び
　デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払ア
カウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触支払端末において特定の支
払アカウントタイプの特定の支払アカウントを使用するための承認をデバイスがユーザか
らまだ受け取っていないときに、満足されない、付記６６から７０のいずれか一項に記載
の方法。
　７２
　支払アカウント選択条件が、デバイスが非接触支払端末から検証されたリクエストを受
け取るときに満足される基準を含む、付記６６から７１のいずれか一項に記載の方法。
　７３
　支払アカウント選択条件が、デバイスが、非接触支払端末において特定の支払アカウン
トタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進めているときに満足さ
れる基準を含む、付記６６から７２のいずれか一項に記載の方法。
　７４
　支払アカウント選択条件が、デバイスが、非接触支払端末と関連付けられる位置におい
て、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に
進めているときに満足される基準を含む、付記６６から７３のいずれか一項に記載の方法
。
　７５
　支払アカウント選択条件が、デバイスが、非接触支払端末において特定の支払アカウン
トタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進めているときに満足さ
れる基準を含む、付記６６から７４のいずれか一項に記載の方法。
　７６
　支払取引と関連付けられたリクエストを受け取る前に、
　　特定の支払アカウント支払アカウント情報を受け取ることと、
　　デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払
アカウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触支払端末において特定の
支払アカウントが使用されるべきか否かを示すユーザ入力を受け取ることと、
　を更に含む、付記６６から７５のいずれか一項に記載の方法。
　７７
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントが、特定の支払アカウントとは
異なっている、付記６６から７６のいずれか一項に記載の方法。
　７８
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、付記６６から７７のいずれか一項
に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
　７９
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロ
セッサによって実行されると電子デバイスに、付記６６から７７のいずれか一項に記載の
方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
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　８０
　付記６６から７７のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子デ
バイス。
　８１
　１つ以上の無線通信要素を備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行す
るための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、
１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイ
スに、
　１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリクエ
ストを受け取ることと、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか否かを
判定することと、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないとの
判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支払取引を進めることと、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、
　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支払アカウン
トタイプの支払アカウントを使用した支払取引を進めるのを取り止めることと、を行わせ
る命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　８２
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
　　１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリク
エストを受け取ること、
　　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか否か
を判定すること、
　　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないと
の判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支払取引を進めること、並びに
　　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判
定に従って、
　　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　　支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支払アカウ
ントタイプの支払アカウントを使用した支払取引を進めるのを取り止めること、を行わせ
る命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デバイス。
　８３
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリクエ
ストを受け取るための手段と、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか否かを
判定するための手段と、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないとの
判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支払取引を進めるための手段と、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、
　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支払アカウン
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トタイプの支払アカウントを使用した支払取引を進めるのを取り止めること、を行うため
の手段と、
　を備える、電子デバイス。
　８４
　位置センサとディスプレイとを備えた電子デバイスにおいて、
　　位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連
付けられていることを検出することと、
　　現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検
出することに応答して、
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
選好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
選好の表示をデバイスが既に受け取っているとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定
の支払アカウントが位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示すること
、及び
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
選好の表示をデバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、特
定の支払アカウントが位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示するの
を取り止めることと、
　を含む、方法。
　８５
　ディスプレイ上に視覚的表示を表示することが、デバイスを使用して支払取引を進める
ための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、
現在の位置において行われる支払取引のために特定の支払アカウントが使用される見込み
であるという視覚的表示を表示することを含む、付記８４に記載の方法。
　８６
　ディスプレイ上に視覚的表示を表示することが、現在の位置において行われる支払取引
のために特定の支払アカウントが使用されることを推奨する視覚的表示を表示することを
含む、付記８４に記載の方法であって、
　推奨を受け入れるユーザ入力を受け取ることと、
　現在の位置にある非接触支払端末において使用するために特定の支払アカウントを準備
することと、
　を更に含む、方法。
　８７
　現在の位置が、受信された近距離通信信号及び受信されたＧＰＳ信号のうちの、１つ以
上に基づいている、付記８４から８６のいずれか一項に記載の方法。
　８８
　電子デバイスが近距離通信無線装置を含む、付記８４から８７のいずれか一項に記載の
方法であって、ユーザ選好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定した
後で
　支払取引を進めるための認証が提供されていない間に、近距離通信無線装置によって、
非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出することと、
　支払取引を進めるための認証が提供されていない非接触支払端末が生成したフィールド
の存在の検出に応答して、支払を認証するためのプロンプト（例えば、ユーザに提供され
る可聴の、可視の、又は触覚的な出力）を提供することと、
　プロンプトを提供した後で、現在の位置における支払取引において使用するための第２
の支払アカウントを選択するユーザ入力を受け取ることと、
　第２の支払アカウントを選択するユーザ入力の受け取りに応答して、支払取引において
第２の支払アカウントを使用するよう準備することと、を更に含む、方法。
　８９
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　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントが、特定の支払アカウントとは
異なっている、付記８４から８８のいずれか一項に記載の方法。
　９０
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、付記８４から８９のいずれか一項
に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
　９１
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロ
セッサによって実行されると電子デバイスに、付記８４から８９のいずれか一項に記載の
方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　９２
　付記８４から８９のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子デ
バイス。
　９３
　位置センサとディスプレイとを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実
行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体であっ
て、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デ
バイスに、
　位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付
けられていることを検出すること、
　現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出
することに応答して、
　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選
好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選
好の表示をデバイスが既に受け取っているとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定の
支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示するこ
と、及び
　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選
好の表示をデバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定
の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示する
のを取り止めることと、を行わせる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　９４
　電子デバイスであって、
　位置センサと、
　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
　　位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連
付けられていることを検出すること、
　　現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検
出することに応答して、
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
選好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
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選好の表示をデバイスが既に受け取っているとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定
の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示する
こと、及び
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
選好の表示をデバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、特
定の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示す
るのを取り止めることと、を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログ
ラムと、を備える、電子デバイス。
　９５
　電子デバイスであって、
　位置センサと、
　ディスプレイと、
　位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付
けられていることを検出するための手段と、
　現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検出
することに応答して、
　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選
好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選
好の表示をデバイスが既に受け取っているとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定の
支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示するこ
と、及び
　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ選
好の表示をデバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、ディスプレイ上に、特定
の支払アカウントがその位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示を表示する
のを取り止めること、を行うための手段と、を備える、電子デバイス。
　９６
　ディスプレイと１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスにおいて、
　　１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエ
ストを受け取ることであって、リクエストがアカウント情報を含む、ことと、
　　１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに応答して、
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること、
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、ディ
スプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、支
払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、デ
ィスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にしない
、支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示することと、
　を含む、方法。
　９７
　電子デバイスがカメラセンサを含み、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエ
ストが支払カードの画像に基づいており、画像が電子デバイスのカメラセンサによって取
り込まれる、付記９６に記載の方法。
　９８
　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、支払カード用の支払アカウ
ントインタフェースが、支払カードと関連付けられた複数の支払アカウントに関する複数
のアフォーダンスを含む、付記９６又は９７に記載の方法。
　９９
　複数のアフォーダンスが、これらが単一の支払カードに関連していることを示すように
、１つにグループ化される、付記９８に記載の方法。
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　１００
　複数のアフォーダンスが１行に表示される、付記９８に記載の方法。
　１０１
　電子デバイスがタッチ感知面を含む、付記９６から１００のいずれか一項に記載の方法
であって、
　タッチ感知面において、垂直スワイプ入力を受け取ることと、
　垂直スワイプ入力の受け取りに応答して、複数のアフォーダンスを表示することであっ
て、複数のアフォーダンスのうちの第１のカードアフォーダンスが、複数の支払アカウン
トの第１のグループを表し、複数のアフォーダンスのうちの第２のカードアフォーダンス
が、第１のグループとは別の、複数の支払アカウントの第２のグループを表す、ことと、
を更に含む、方法。
　１０２
　第１のカードアフォーダンスをアクティブ化するユーザ入力を受け取ることと、
　第１のカードアフォーダンスをアクティブ化するユーザ入力の受け取りに応答して、複
数の支払アカウントの第１のグループと関連付けられたアカウントアフォーダンスの第１
のセットを表示することと、
　を更に含む、付記１０１に記載の方法。
　１０３
　支払カードの複数の支払アカウントに関する表示された複数のアフォーダンスが、電子
デバイスの現在の位置に基づいている、付記９６から１０２のいずれか一項に記載の方法
。
　１０４
　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、デバイスが近距離通信無線
装置を含む、付記９６から１０３のいずれか一項に記載の方法であって、
　近距離通信無線装置によって、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出する
ことと、
　非接触支払端末が生成したフィールドの存在の検出に応答して、非接触支払端末が第１
のタイプの支払アカウントをサポートしているか否かを判定することと、
　非接触支払端末が第１のタイプの支払アカウントをサポートしていないとの判定に従っ
て、第１のタイプの支払カードの支払アカウントを選択するための選択肢を提供するのを
取り止めることと、を更に含む、方法。
　１０５
　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、支払カード用の支払アカウ
ントインタフェースが、支払カードと関連付けられた複数の支払アカウントに関する複数
のアフォーダンスを含み、複数のアフォーダンスが優先順位に基づいて表示される、付記
９６から１０４のいずれか一項に記載の方法。
　１０６
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、付記９６から１０５のいずれか一
項に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
　１０７
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロ
セッサによって実行されると電子デバイスに、付記９６から１０５のいずれか一項に記載
の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　１０８
　付記９６から１０５のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電子
デバイス。
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　１０９
　ディスプレイと１つ以上の入力デバイスとを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッ
サによって実行するための１つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記
憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロセッサによって実行されたと
きに、電子デバイスに、
　１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエス
トを受け取ることであって、リクエストがアカウント情報を含む、ことと、
　１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに応答して、
　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること、
　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、ディス
プレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、支払
カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び
　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、ディ
スプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にしない、
支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示することと、を行わせる命令を含む
、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　１１０
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上の入力デバイスと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
　　１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエ
ストを受け取ることであって、リクエストがアカウント情報を含む、ことと、
　　１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに応答して、
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること、
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、ディ
スプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、支
払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、デ
ィスプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にしない
、支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示することと、を行わせる命令を含
む、メモリに記憶された１つ以上のプログラムと、を備える、電子デバイス。
　１１１
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上の入力デバイスと、
　１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエス
トを受け取るための手段であって、リクエストがアカウント情報を含む、手段と、
　１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに応答して、
　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること、
　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、ディス
プレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にする、支払
カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、及び
　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、ディ
スプレイ上に、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能にしない、
支払カード用の支払アカウントインタフェースを表示すること、を行うための手段と、を
備える、電子デバイス。
　１１２
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　ディスプレイを備えた電子デバイスにおいて、
　電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーション用
のユーザインタフェースを表示することであって、
　　金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであり
、
　　金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能な
デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、ことと、
　金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示している間に、金融機関と関連
付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストを受け取ることと、
　金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストの受け取り
に応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証されているとの判定に従って
、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報を
、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保された
エリアに記憶することと、
　を含む、方法。
　１１３
　認証が、ユーザから、電子デバイスにおけるユーザ入力を介して受け取られる、付記１
１２に記載の方法。
　１１４
　認証が金融機関から受け取られる、付記１１２又は１１３に記載の方法。
　１１５
　第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報を
デバイスの安全確保されたエリアに記憶する前に、金融アプリケーションに関するユーザ
ログイン情報を含むユーザ入力を受け取ること
　を更に含む、付記１１２から１１４のいずれか一項に記載の方法。
　１１６
　金融アプリケーション用のユーザインタフェースが、金融機関と関連付けられた支払ア
カウントについての表示された詳細を含む、付記１１２から１１５のいずれか一項に記載
の方法。
　１１７
　第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェースを表示することであって
、表示された第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェースが、金融機関
と関連付けられた支払アカウントについての詳細を含む、こと
　を更に含む、付記１１６に記載の方法。
　１１８
　デバイスの安全確保されたエリアから、記憶された支払アカウントと関連付けられた情
報にアクセスすることと、
　アクセスされた支払アカウントと関連付けられた情報を、デバイスの安全確保されたエ
リアにアクセスすることを制限されている購入アプリケーションに提供することと、
　を更に含む、付記１１２から１１７のいずれか一項に記載の方法。
　１１９
　電子デバイスが１つ以上の無線通信要素を含む、付記１１２から１１７のいずれか一項
に記載の方法であって、
　デバイスの安全確保されたエリアから、記憶された支払アカウントと関連付けられた情
報にアクセスすることと、
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントと関連付けられた情報を電子デバ
イスに近接した支払端末に送信することであって、支払アカウントと関連付けられた情報
により支払端末が支払取引を行うことが可能になる、ことと、
　を更に含む、方法。
　１２０
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　金融アプリケーションに、デバイスの安全確保されたエリアの一部へのアクセス権を提
供すること
　を更に含む、付記１１２から１１９のいずれか一項に記載の方法。
　１２１
　支払アカウントと関連付けられた情報を、デバイスの安全確保されたエリアに書き込む
こと
　を更に含む、付記１１２から１２０のいずれか一項に記載の方法。
　１２２
　支払アカウントと関連付けられた情報をデバイスの安全確保されたエリアに書き込むこ
とに応答して、支払アカウントがデバイスにリンクされているとの表示を提供すること
　を更に含む、付記１２１に記載の方法。
　１２３
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
支払アカウントを含む、付記１１２から１２２のいずれか一項に記載の方法。
　１２４
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　メモリに記憶された１つ以上のプログラムであって、付記１１２から１２３のいずれか
一項に記載の方法を実行するための命令を含む、１つ以上のプログラムと、
　を備える、電子デバイス。
　１２５
　電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを含む
非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、１つ以上のプログラムが、１つ以上のプロ
セッサによって実行されると電子デバイスに、付記１１２から１２３のいずれか一項に記
載の方法を実行させる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　１２６
　付記１１２から１２３のいずれか一項に記載の方法を実行するための手段を備える、電
子デバイス。
　１２７
　ディスプレイを備えた電子デバイスの１つ以上のプロセッサによって実行するための１
つ以上のプログラムを備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、１つ以上の
プログラムが、１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
　ディスプレイ上に、電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融
アプリケーション用のユーザインタフェースを表示することであって、
　　金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであり
、
　　金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能な
デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、ことと、
　金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示している間に、金融機関と関連
付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストを受け取ることと、
　金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストの受け取り
に応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証されているとの判定に従って
、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報を
、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保された
エリアに記憶することと、を行わせる命令を含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
　１２８
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
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　１つ以上のプロセッサによって実行されたときに、電子デバイスに、
　　ディスプレイ上に、電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金
融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示することであって、
　　　金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであ
り、
　　　金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能
なデバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、こと、
　　金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示している間に、金融機関と関
連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストを受け取ること、並びに
　　金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストの受け取
りに応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証されているとの判定に従っ
て、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報
を、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保され
たエリアに記憶すること、を行わせる命令を含む、メモリに記憶された１つ以上のプログ
ラムと、を備える、電子デバイス。
　１２９
　電子デバイスであって、
　ディスプレイと、
　電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーション用
のユーザインタフェースを表示するための手段であって、
　　金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであり
、
　　金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能な
デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、手段と、
　金融アプリケーション用のユーザインタフェースを表示している間に、金融機関と関連
付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストを受け取るための手段と、
　金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストの受け取り
に応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証されているとの判定に従って
、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報を
、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保された
エリアに記憶するための手段と、を備える、電子デバイス。
　１３０
　電子デバイスであって、
　ディスプレイユニットと、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を電子デバイスに近接した支
払端末に送信することであって、支払アカウント情報により支払端末が支払取引を行うこ
とが可能になる、こと、
　　支払端末を用いて支払取引を行った後で、リモートソースから、ロイヤルティアカウ
ントのロイヤルティ情報を受け取ること、
　　ディスプレイユニット上での、リンクアフォーダンスの表示を可能にすること、
　　リンクアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ること、及び
　　ユーザ入力の受け取りに応答して、ディスプレイユニット上での、ロイヤルティアカ
ウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースの表示を可能にすること
、
　を行うように構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
　１３１
　処理ユニットが、
　リンクアフォーダンスの表示を可能にする前に、ロイヤルティアカウントが電子デバイ
スにリンクされていないと判定するように更に構成されている、付記１３０に記載の電子
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デバイス。
　１３２
　ロイヤルティ情報がロイヤルティアカウントに特有の識別子を含む、付記１３０又は１
３１に記載の電子デバイス。
　１３３
　支払取引が支払アカウントと加盟店との間の支払取引であり、
　ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースが１
つ以上の事前にデータ投入されたフィールドを含み、１つ以上の事前にデータ投入された
フィールドには、加盟店と関連付けられた新しいロイヤルティアカウントの設定と関連付
けられた情報が投入されている、
　付記１３０から１３２のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１３４
　ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースがキ
ャンセルアフォーダンスを含む、付記１３３に記載の電子デバイスであって、処理ユニッ
トが、
　キャンセルアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力を受け取ることと、
　キャンセルアフォーダンスのアクティブ化に対応するユーザ入力の受け取りに応答して
、１つ以上の事前にデータ投入されたフィールドの内容を送信するのを取り止めることと
、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
　１３５
　ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするためのユーザインタフェースが、
ロイヤルティアカウントを電子デバイスにリンクするための確認アフォーダンスを含む、
付記１３０から１３４のいずれか一項に記載の電子デバイスであって、処理ユニットが、
　確認アフォーダンスのアクティブ化を受け取ることと、
　確認アフォーダンスのアクティブ化の受け取りに応答して、ロイヤルティアカウントを
電子デバイスにリンクすることと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
　１３６
　処理ユニットが、
　リンクアフォーダンスのアクティブ化の後で、ロイヤルティアカウントと関連付けられ
た設定の選択に対応する入力を受け取ることであって、設定が、デバイスを使用して取引
を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別のロイヤルティアカウントを指定する入
力がない場合の、続く取引中のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の
提供に関する状態を識別する、こと、を行うように更に構成されている、付記１３０から
１３５のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１３７
　処理ユニットが、
　ロイヤルティ情報を受け取る前に、１つ以上の無線通信要素を介して、支払端末から、
第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストを受
け取ることと、
　第１のタイプのロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリクエストの
受け取りに応答して、１つ以上の無線通信要素を介して、支払端末に、第１のタイプのロ
イヤルティアカウントが電子デバイスにリンクされていないことを示す情報を送信するこ
とと、を行うように更に構成されている、付記１３０から１３６のいずれか一項に記載の
電子デバイス。
　１３８
　支払取引が電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われた、付記１３０
から１３７のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１３９
　電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた第２の支払アカウントに関する支
払アカウント情報を含み、第２の支払アカウントが支払アカウントとは別である、付記１
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３８に記載の電子デバイス。
　１４０
　電子デバイスであって、
　１つ以上の無線通信要素と、
　１つ以上の入力デバイスと、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、電子デバイスに近接した非接触支払端末から、先
に進むための認証が電子デバイスの１つ以上の入力デバイスを介して提供されている支払
取引に関する、ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ること、並びに
　　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取ることに応答して、
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されているか否かを判定すること、
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されているとの判定に従って、１つ以上の無線通信要
素を介して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に
送信すること、及び
　　　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、ロイヤルティアカウ
ントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信するのを取り止めること、
　を行うように構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
　１４１
　処理ユニットが、
　ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を送信する前に、支払取引を進
めるための認証が提供されると判定することであって、１つ以上の無線通信要素を介して
ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信すること
が、別個の認証を要求することなく行われる、こと、を行うように更に構成されている、
付記１４０に記載の電子デバイス。
　１４２
　処理ユニットが、
　ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、デバイスを使用して支払取引を進めるため
の認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、ロイ
ヤルティアカウント情報を提供するようにするユーザ命令に関わるロイヤルティ共有許可
が、電子デバイス上に記憶されていない、との判定に従って、ロイヤルティアカウント情
報を非接触支払端末に提供するために確認を要求するアラートを提供するように更に構成
されている、付記１４０又は１４１に記載の電子デバイス。
　１４３
　電子デバイスの１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、付記１４０から１４２の
いずれか一項に記載の電子デバイスであって、処理ユニットが、
　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ上で指紋を検
出している間に、
　　ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信する
ための認証を要求する通知を提供することと、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支払端末のフィールドから取
り出され、非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることを検出することと、
　　デバイスが非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることの検出に応答して、
取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信することと、を行う
ように更に構成されている、電子デバイス。
　１４４
　電子デバイスの１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、付記１４０から１４２の
いずれか一項に記載の電子デバイスであって、処理ユニットが、
　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ上で指紋を検
出している間に、



(163) JP 2020-74203 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

　　ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信する
ための認証を要求する通知を提供することと、
　　ロイヤルティアカウントとは異なる第２のロイヤルティアカウントを選択するユーザ
入力を受け取ることと、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支払端末のフィールドから取
り出され、非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることを検出することと、
　　デバイスが非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることの検出に応答して、
取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、第２のロイ
ヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信することと、
を行うように更に構成されている、電子デバイス。
　１４５
　電子デバイスの１つ以上の入力デバイスが指紋センサを含む、付記１４０から１４２の
いずれか一項に記載の電子デバイスであって、処理ユニットが、
　ロイヤルティ共有条件が満足されていないとの判定に従って、指紋センサ上で指紋を検
出している間に、
　　ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信する
ための認証を要求する通知を提供することと、
　　ロイヤルティアカウントの使用を拒否するユーザ入力を受け取ることと、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、デバイスが、非接触支払端末のフィールドから取
り出され、非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることを検出することと、
　　デバイスが非接触支払端末のフィールド内へと戻されていることの検出に応答して、
取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、
　　取引を認証できる登録済みの指紋と指紋が一致するとの判定に応答して、ロイヤルテ
ィアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信することなく、支払
取引を進めることと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
　１４６
　処理ユニットが、
　ロイヤルティ共有条件が満足されておらず、電子デバイス上に記憶されたロイヤルティ
共有許可が、デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に
別の支払アカウントを指定する入力がない場合に、ロイヤルティアカウント情報を提供し
ないようにするユーザ命令を示している、との判定に従って、確認を促すことなく支払ア
カウントを使用して支払取引を進めるように更に構成されている、付記１４０から１４５
のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１４７
　ロイヤルティ共有条件が、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非
接触支払端末に提供するために電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条
件を含む、付記１４０から１４６のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１４８
　ロイヤルティ共有条件が、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を、
非接触支払端末を含む非接触支払端末のグループ中の別の非接触支払端末に提供するため
に、電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条件を含む、付記１４０から
１４７のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１４９
　ロイヤルティ共有条件が、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を、
非接触支払端末が配置されている所定の地理的領域内にある１つ以上の非接触支払端末に
提供するために、電子デバイスが事前に認証されているときに満足される条件を含む、付
記１４０から１４８のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１５０
　処理ユニットが、
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　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る前に、非接触支払端末のフィール
ドを検出することと、
　非接触支払端末のフィールドを検出する前に、電子デバイスの１つ以上の入力デバイス
を介して、先に進むための認証を受け取ることと、を行うように更に構成されている、付
記１４０から１４９のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１５１
　処理ユニットが、
　ロイヤルティアカウント情報のリクエストを受け取る前に、非接触支払端末のフィール
ドを検出することと、
　非接触支払端末のフィールドを検出している間に、電子デバイスの１つ以上の入力デバ
イスを介して、先に進むための認証を受け取ることと、を行うように更に構成されている
、付記１４０から１５０のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１５２
　処理ユニットが、
　所定の数のロイヤルティアカウントに関して、１つ以上の無線通信要素を介して、ロイ
ヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信した後で、非
接触支払端末から、第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリク
エストを受け取ることと、
　非接触支払からの第２のロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報のリク
エストの受け取りに応答して、支払取引のために非接触支払に第２のロイヤルティアカウ
ントのロイヤルティアカウント情報を送信するのを取り止めることと、を行うように更に
構成されている、付記１４０から１５１のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１５３
　１つ以上の入力デバイスが指紋センサを備え、認証が、
　電子デバイスの指紋センサ上のそれぞれの指紋を検出することと、
　指紋センサ上でそれぞれの指紋を検出することに応答して、支払取引を認証できる登録
済みの指紋と指紋が一致すると判定することと、に従って提供された、付記１４０から１
５２のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１５４
　１つ以上の入力デバイスがタッチ感知面を備え、認証が、
　電子デバイスのタッチ感知面を介してパスコードを受け取ることと、
　パスコードの受け取りに応答して、支払取引を認証できる登録済みのパスコードとパス
コードが一致すると判定することと、に従って提供された、付記１４０から１５２のいず
れか一項に記載の電子デバイス。
　１５５
　支払取引が電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われる、付記１４０
から１５４のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１５６
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
ロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含み、１つ以上の異なる
ロイヤルティアカウントが、支払取引のために使用されるロイヤルティアカウントとは異
なっている、付記１４０から１５５のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１５７
　処理ユニットが、
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウント情報を非接触支払端末に送信する
ことであって、支払アカウント情報により非接触支払端末が支払取引を行うことが可能に
なる、こと、を行うように更に構成されている、付記１４０から１５６のいずれか一項に
記載の電子デバイス。
　１５８
　電子デバイスであって、



(165) JP 2020-74203 A 2020.5.14

10

20

30

40

50

　１つ以上の無線通信要素と、
　ディスプレイユニットと、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが使用のために利用可能
である支払取引についての情報を受け取ること、並びに
　　支払取引についての情報の受け取りに応答して、ディスプレイユニット上での、
　　　支払取引に関する支払アカウントの表示、及び
　　　支払取引に関するロイヤルティアカウントの表示の同時の表示を可能にすること、
を行うように構成された処理ユニットと、
　を備える、電子デバイス。
　１５９
　処理ユニットが、
　ディスプレイユニット上での、支払取引に関する支払アカウントの表示及び支払取引に
関するロイヤルティアカウントの表示の同時の表示を可能にした後で、電子デバイスの電
子財布の支払アカウントを使用して支払取引を行うように更に構成されている、付記１５
８に記載の電子デバイス。
　１６０
　処理ユニットが、
　ディスプレイユニット上での、支払取引に関する支払アカウントの表示及び支払取引に
関するロイヤルティアカウントの表示の同時の表示を可能にする前に、電子デバイスの電
子財布の支払アカウントを使用して支払取引を行うように更に構成されている、付記１５
８又は１５９に記載の電子デバイス。
　１６１
　処理ユニットが、
　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引
についての情報を受け取る前に、
　　非接触支払端末のフィールドを検出することと、
　　ロイヤルティアカウントが使用できる位置に電子デバイスがあると判定することと、
を行うように更に構成されている、付記１５８から１６０のいずれか一項に記載の電子デ
バイス。
　１６２
　処理ユニットが、
　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引
についての情報を受け取る前に、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、非接触支払端末から、支払取引端末においてロイ
ヤルティアカウント情報が入力済みであることを示す情報を受け取るように更に構成され
ている、付記１５８から１６１のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１６３
　処理ユニットが、
　１つ以上の無線通信要素を介して、ロイヤルティアカウントが利用可能である支払取引
についての情報を受け取る前に、
　　１つ以上の無線通信要素を介して、非接触支払端末から、ロイヤルティアカウントが
受け付けられる見込みであることを示す情報を受け取るように更に構成されている、付記
１５８から１６２のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１６４
　支払取引が電子デバイスの電子財布の支払アカウントを使用して行われる、付記１５８
から１６３のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１６５
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
ロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント情報を含み、１つ以上の異なる
ロイヤルティアカウントが、支払取引のために使用されるロイヤルティアカウントとは異
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なっている、付記１５８から１６４のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１６６
　電子デバイスの電子財布が、ロイヤルティアカウントに関するロイヤルティアカウント
情報、及び支払アカウントに関する支払アカウント情報を含む、付記１５８から１６５の
いずれか一項に記載の電子デバイス。
　１６７
　支払アカウントがデフォルトの支払アカウントである、付記１５８から１６６のいずれ
か一項に記載の電子デバイス。
　１６８　ディスプレイユニット上での、支払取引に関する支払アカウントの表示及び支
払取引に関するロイヤルティアカウントの表示の同時の表示を可能にすることが、支払取
引を進めるための認証を受け取る前に行われる、付記１５８から１６７のいずれか一項に
記載の電子デバイス。
　１６９
　処理ユニットが、
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントの支払アカウント情報を非接触支
払端末に送信することであって、支払アカウント情報により非接触支払端末が支払取引を
行うことが可能になる、こと、を行うように更に構成されている、付記１５８から１６８
のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１７０
　処理ユニットが、
　支払アカウントの支払アカウント情報を送信した後で、１つ以上の無線通信要素を使用
して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信す
るように更に構成されている、付記１６９に記載の電子デバイス。
　１７１
　処理ユニットが、
　支払アカウントの支払アカウント情報を送信する前に、１つ以上の無線通信要素を使用
して、ロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウント情報を非接触支払端末に送信す
るように更に構成されている、付記１６９に記載の電子デバイス。
　１７２
　処理ユニットが、
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤ
ルティアカウントのロイヤルティアカウント情報の受け付けの確認通知を受け取ることと
、
　支払アカウント情報の受け付けの確認通知の受け取りに応答して、ディスプレイ上に、
支払アカウントの支払アカウント情報及びロイヤルティアカウントのロイヤルティアカウ
ント情報の受け付けの確認通知の表示を可能にすることと、を行うように更に構成されて
いる、付記１５８から１７１のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１７３
　処理ユニットが、
　非接触支払端末がロイヤルティアカウントを承認していないと判定することと、
　非接触支払端末がロイヤルティアカウントを承認していないとの判定に応答して、支払
アカウントの表示の表示を、及びロイヤルティアカウントの表示の表示の取り止めを、可
能にすることと、を行うように更に構成されている、付記１５８から１７２のいずれか一
項に記載の電子デバイス。
　１７４
　処理ユニットが、
　支払アカウントを非接触支払端末に送信する前に、ディスプレイユニット上での、ロイ
ヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルティプログラムを使用することの見込まれ
る利益の説明の表示を可能にするように更に構成されている、付記１６９に記載の電子デ
バイス。
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　１７５
　処理ユニットが、
　支払アカウントを非接触支払端末に送信した後で、ディスプレイユニット上での、ロイ
ヤルティアカウントと関連付けられたロイヤルティプログラムを使用することによって生
じる割引の説明の表示を可能にするように更に構成されている、付記１５８から１７４の
いずれか一項に記載の電子デバイス。
　１７６
　処理ユニットが、
　支払アカウントを非接触支払端末に送信した後で、ディスプレイユニット上での、ロイ
ヤルティアカウントと関連付けられた目的に対する進捗の表示の表示を可能にするように
更に構成されている、付記１５８から１７５のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１７７
　１つ以上の無線通信要素と、
　　１つ以上の無線通信要素を介して非接触支払端末から支払取引と関連付けられたリク
エストを受け取ること、
　　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むか否か
を判定すること、
　　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含まないと
の判定に従って、デフォルトの支払アカウントを使用して支払取引を進めること、並びに
　　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判
定に従って、
　　　支払アカウント選択条件が満足されているか否かを判定すること、及び
　　　支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支払アカウ
ントタイプの支払アカウントを使用した支払取引を進めるのを取り止めること、
　を行うように構成された処理ユニットと、
　を備える、電子デバイス。
　１７８
　処理ユニットが、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、及び支払アカウント選択条件が満足されているとの判定に従って、特定の支払
アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるように更に構成されてい
る、付記１７７に記載の電子デバイス。
　１７９
　処理ユニットが、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、及び支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、特定の支
払アカウントタイプの支払アカウントを使用して支払取引を進めるためのユーザからの認
証を要求するように更に構成されている、付記１７７又は１７８に記載の電子デバイス。
　１８０
　処理ユニットが、
　リクエストが特定の支払アカウントタイプを使用した支払のリクエストを含むとの判定
に従って、及び支払アカウント選択条件が満足されていないとの判定に従って、
　　ユーザ入力を受け取ることと、
　　ユーザ入力の受け取りに応答して、支払取引を進めるために、特定の支払アカウント
タイプの支払アカウントとは異なっている第２の支払アカウントが使用される見込みであ
るとの表示を提供することと、を行うように更に構成されている、付記１７７又は１７８
に記載の電子デバイス。
　１８１
　第２の支払アカウントがデフォルトの支払アカウントである、付記１８０に記載の電子
デバイス。
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　１８２
　支払アカウント選択条件が、
　非接触支払端末が第１のタイプのものである、及び
　デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払ア
カウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触支払端末において特定の支
払アカウントタイプの特定の支払アカウントを使用するための承認をデバイスがユーザか
らまだ受け取っていないときに、満足されない、付記１７７から１８１のいずれか一項に
記載の電子デバイス。
　１８３
　支払アカウント選択条件が、デバイスが非接触支払端末から検証されたリクエストを受
け取るときに満足される基準を含む、付記１７７から１８２のいずれか一項に記載の電子
デバイス。
　１８４
　支払アカウント選択条件が、デバイスが、非接触支払端末において特定の支払アカウン
トタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進めているときに満足さ
れる基準を含む、付記１７７から１８３のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１８５
　支払アカウント選択条件が、デバイスが、非接触支払端末と関連付けられる位置におい
て、特定の支払アカウントタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に
進めているときに満足される基準を含む、付記１７７から１８４のいずれか一項に記載の
電子デバイス。
　１８６
　支払アカウント選択条件が、デバイスが、非接触支払端末において特定の支払アカウン
トタイプの支払アカウントを使用して１つ以上の支払取引を既に進めているときに満足さ
れる基準を含む、付記１７７から１８５のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１８７
　処理ユニットが、
　支払取引と関連付けられたリクエストを受け取る前に、
　　特定の支払アカウントに関する支払アカウント情報を受け取ることと、
　　デバイスを使用して支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払
アカウントを指定する入力がない場合に、第１のタイプの非接触支払端末において特定の
支払アカウントが使用されるべきか否かを示すユーザ入力を受け取ることと、を行うよう
に更に構成されている、付記１７７から１８６のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１８８
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
支払アカウントに関する支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントが特定
の支払アカウントとは別である、付記１７７から１８７のいずれか一項のいずれか一項に
記載の第１の電子デバイス。
　１８９
　電子デバイスであって、
　位置センサと、
　ディスプレイユニットと、
　　位置センサを使用して、現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連
付けられていることを検出すること、
　　現在の位置が特定の支払アカウントの使用を促すことと関連付けられていることを検
出することに応答して、
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
選好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定すること、
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
選好の表示をデバイスが既に受け取っているとの判定に従って、ディスプレイユニット上
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での、特定の支払アカウントが位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示の表
示を可能にすること、及び
　　　現在の位置において特定の支払アカウントを使用することと関連付けられたユーザ
選好の表示をデバイスがまだ受け取っていないとの判定に従って、ディスプレイユニット
上での、特定の支払アカウントが位置で使用するのに利用可能であるという視覚的表示の
表示を可能にするのを取り止めること、を行うように構成された処理ユニットと、を備え
る、電子デバイス。
　１９０
　ディスプレイユニット上での視覚的表示の表示を可能にすることが、デバイスを使用し
て支払取引を進めるための認証をデバイスが受け取る前に別の支払アカウントを指定する
入力がない場合に、現在の位置において行われる支払取引のために特定の支払アカウント
が使用される見込みであるという視覚的表示の表示を可能にすることを含む、付記１８９
に記載の電子デバイス。
　１９１
　ディスプレイユニット上での視覚的表示の表示を可能にすることが、現在の位置におい
て行われる支払取引のために特定の支払アカウントが使用されることを推奨する視覚的表
示の表示を可能にすることを含む、付記１８９に記載の電子デバイスであって、処理ユニ
ットが、
　推奨を受け入れるユーザ入力を受け取ることと、
　現在の位置にある非接触支払端末において使用するために特定の支払アカウントを準備
することと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
　１９２
　現在の位置が、受信された近距離通信信号及び受信されたＧＰＳ信号のうちの、１つ以
上に基づいている、付記１８９から１９１のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１９３
　付記１８９から１９２のいずれか一項に記載の電子デバイスであって、電子デバイスが
近距離通信無線装置を含み、処理ユニットが、
　ユーザ選好の表示を電子デバイスが既に受け取っているか否かを判定した後で、
　　支払取引を進めるための認証が提供されていない間に、近距離通信無線装置によって
、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出することと、
　　支払取引を進めるための認証が提供されていない非接触支払端末が生成したフィール
ドの存在の検出に応答して、支払を認証するためのプロンプトを提供することと、
　　プロンプトを提供した後で、現在の位置における支払取引において使用するための第
２の支払アカウントを選択するユーザ入力を受け取ることと、
　　第２の支払アカウントを選択するユーザ入力の受け取りに応答して、支払取引におい
て第２の支払アカウントを使用するよう準備することと、を行うように更に構成されてい
る、電子デバイス。
　１９４
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
支払アカウントを含み、１つ以上の異なる支払アカウントが、特定の支払アカウントとは
異なっている、付記１８９から１９３のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　１９５
　電子デバイスであって、
　ディスプレイユニットと、
　１つ以上の入力デバイスと、
　　１つ以上の入力デバイスを介して、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエ
ストを受け取ることであって、リクエストがアカウント情報を含む、こと、
　　１つ以上の入力デバイスを介してリクエストを受け取ることに応答して、
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているか否かを判定すること、
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられているとの判定に従って、ディ
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スプレイユニット上での、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可能
にする、支払カード用の支払アカウントインタフェースの表示を可能にすること、及び
　　　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられていないとの判定に従って、デ
ィスプレイユニット上での、支払カードの複数の支払アカウントの間でのユーザ選択を可
能にしない、支払カード用の支払アカウントインタフェースの表示を可能にすること、を
行うように構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
　１９６
　電子デバイスがカメラセンサを含み、支払カードを電子デバイスとリンクさせるリクエ
ストが支払カードの画像に基づいており、画像が電子デバイスのカメラセンサによって取
り込まれる、付記１９５に記載の電子デバイス。
　１９７
　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、支払カード用の支払アカウ
ントインタフェースが、支払カードと関連付けられた複数の支払アカウントに関する複数
のアフォーダンスを含む、付記１９５又は１９６に記載の電子デバイス。
　１９８
　複数のアフォーダンスが、これらが単一の支払カードに関連していることを示すように
、１つにグループ化される、付記１９７に記載の電子デバイス。
　１９９
　複数のアフォーダンスが１行に表示されている、付記１９７に記載の電子デバイス。
　２００
　付記１９５から１９９のいずれか一項に記載の電子デバイスであって、電子デバイスが
タッチ感知面ユニットを含み、処理ユニットが、
　タッチ感知面において、垂直スワイプ入力を受け取ることと、
　垂直スワイプ入力の受け取りに応答して、複数のアフォーダンスの表示を可能にするこ
とであって、複数のアフォーダンスのうちの第１のカードアフォーダンスが、複数の支払
アカウントの第１のグループを表し、複数のアフォーダンスのうちの第２のカードアフォ
ーダンスが、第１のグループとは別の、複数の支払アカウントの第２のグループを表す、
ことと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
　２０１
　処理ユニットが、
　第１のカードアフォーダンスをアクティブ化するユーザ入力を受け取ることと、
　第１のカードアフォーダンスをアクティブ化するユーザ入力の受け取りに応答して、複
数の支払アカウントの第１のグループと関連付けられたアカウントアフォーダンスの第１
のセットの表示を可能にすることと、を行うように更に構成されている、付記２００に記
載の電子デバイス。
　２０２
　支払カードの複数の支払アカウントに関する表示された複数のアフォーダンスが、電子
デバイスの現在の位置に基づいている、付記１９５から２０１のいずれか一項に記載の電
子デバイス。
　２０３
　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、デバイスが近距離通信無線
装置を含む、付記１９５から２０２のいずれか一項に記載の電子デバイスであって、処理
ユニットが、
　近距離通信無線装置によって、非接触支払端末が生成したフィールドの存在を検出する
ことと、
　非接触支払端末が生成したフィールドの存在の検出に応答して、非接触支払端末が第１
のタイプの支払アカウントをサポートしているか否かを判定することと、
　非接触支払端末が第１のタイプの支払アカウントをサポートしていないとの判定に従っ
て、第１のタイプの支払カードの支払アカウントを選択するための選択肢を提供するのを
取り止めることと、を行うように更に構成されている、電子デバイス。
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　２０４
　支払カードが複数の支払アカウントと関連付けられており、支払カード用の支払アカウ
ントインタフェースが、支払カードと関連付けられた複数の支払アカウントに関する複数
のアフォーダンスを含み、複数のアフォーダンスが優先順位に基づいて表示される、付記
１９５から２０３のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　２０５
　電子デバイスであって、
　ディスプレイユニットと、
　　電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーション
用のユーザインタフェースの表示を可能にすることであって、
　　　金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーションであ
り、
　　　金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能
なデバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、こと、
　　金融アプリケーション用のユーザインタフェースの表示を可能にしている間に、金融
機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストを受け取ること、
並びに
　　金融機関と関連付けられた支払アカウントを電子財布に追加するリクエストの受け取
りに応答して、及び電子財布への支払アカウントの追加が認証されているとの判定に従っ
て、第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報
を、第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス可能なデバイスの安全確保され
たエリアに記憶すること、
　を行うように構成された処理ユニットと、を備える、電子デバイス。
　２０６
　認証が、ユーザから、電子デバイスにおけるユーザ入力を介して受け取られる、付記２
０５に記載の電子デバイス。
　２０７
　認証が金融機関から受け取られる、付記２０５又は２０６に記載の電子デバイス。
　２０８
　処理ユニットが、
　第三者のアプリケーションによって提供される支払アカウントと関連付けられた情報を
デバイスの安全確保されたエリアに記憶する前に、金融アプリケーションに関するユーザ
ログイン情報を含むユーザ入力を受け取るように更に構成されている、付記２０５から２
０７のいずれか一項に記載の電子デバイス。
　２０９
　金融アプリケーション用のユーザインタフェースが、金融機関と関連付けられた支払ア
カウントについての表示された詳細を含む、付記２０５から２０８のいずれか一項に記載
の電子デバイス。
　２１０
　処理ユニットが、
　第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェースの表示を可能にすること
であって、表示された第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェースが、
金融機関と関連付けられた支払アカウントについての詳細を含む、こと、を行うように更
に構成されている、付記２０９に記載の電子デバイス。
　２１１
　処理ユニットが、
　デバイスの安全確保されたエリアから、記憶された支払アカウントと関連付けられた情
報にアクセスすることと、
　アクセスされた支払アカウントと関連付けられた情報を、デバイスの安全確保されたエ
リアにアクセスすることを制限されている購入アプリケーションに提供することと、を行
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うように更に構成されている、付記２０５から２１０のいずれか一項に記載の電子デバイ
ス。
　２１２
　付記２０５から２１０のいずれか一項に記載の電子デバイスであって、電子デバイスが
１つ以上の無線通信要素を含み、処理ユニットが、
　デバイスの安全確保されたエリアから、記憶された支払アカウントと関連付けられた情
報にアクセスすることと、
　１つ以上の無線通信要素を使用して、支払アカウントと関連付けられた情報を電子デバ
イスに近接した支払端末に送信することであって、支払アカウントと関連付けられた情報
により支払端末が支払取引を行うことが可能になる、ことと、を行うように更に構成され
ている、電子デバイス。
　２１３
　処理ユニットが、
　金融アプリケーションに、デバイスの安全確保されたエリアの一部へのアクセス権を提
供するように更に構成されている、付記２０５から２１２のいずれか一項に記載の電子デ
バイス。
　２１４
　処理ユニットが、
　支払アカウントと関連付けられた情報を、デバイスの安全確保されたエリアに書き込む
ように更に構成されている、付記２０５から２１３のいずれか一項に記載の電子デバイス
。
　２１５
　処理ユニットが、
　支払アカウントと関連付けられた情報をデバイスの安全確保されたエリアに書き込むこ
とに応答して、支払アカウントがデバイスにリンクされているとの表示を提供するように
更に構成されている、付記２１４に記載の電子デバイス。
　２１６
　電子デバイスの電子財布が、電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ以上の異なる
支払アカウントを含む、付記２０５から２１５のいずれか一項に記載の電子デバイス。
【０５９０】
　上述の説明は、説明の目的上、特定の実施形態を参照して説明されている。しかしなが
ら、上記の例示的な論考は、網羅的であること、又は本発明を、開示される厳密な形態に
限定することを意図するものではない。上記の教示を鑑みて、多くの修正及び変形が可能
である。これらの実施形態は、本技法の原理、及びその実際の適用を最も良好に説明する
ために、選択及び説明されたものである。当業者は、これにより、意図される特定の使用
に適合する様々な修正を施して、本技法及び様々な実施形態を最も良好に利用することが
可能になる。
【０５９１】
　添付図面を参照して、本開示及び実施例を十分に説明してきたが、様々な変更及び修正
が、当業者には明らかとなるであろうことに留意されたい。そのような変更及び修正は、
特許請求の範囲によって定義されるような、本開示及び実施例の範囲内に含まれるものと
して理解されたい。
【０５９２】
　上述のように、本技術の一態様は、ユーザが求める内容又はユーザが関心を持つ可能性
のある任意の他の内容の、ユーザへの提供を向上するために、種々のソースから入手可能
なデータを収集及び使用することである。本開示は、場合によっては、この収集されたデ
ータは、特定の人を一意的に特定するか、又はその人に連絡するか、若しくはその人のロ
ケーションを特定するために用いることができる個人情報データを含んでよいことを企図
している。このような個人情報データは、人口統計学的データ、位置に基づくデータ、電
話番号、電子メールアドレス、自宅住所、又は任意のその他の識別情報を含むことができ
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る。
【０５９３】
　本開示は、本技術における、このような個人情報データの使用は、ユーザの利益のため
に使用することができると認識している。例えば、個人情報データは、よりユーザの興味
を引く、的を絞ったコンテンツを配信するために用いられてもよい。したがって、このよ
うな個人情報データの使用は、配信されるコンテンツの意図的な制御を可能にする。更に
、ユーザに利益をもたらす個人情報データの他の使用法も、本開示によって企図されてい
る。
【０５９４】
　本開示は、このような個人情報データの収集、分析、開示、転送、記憶、又はその他の
使用に関与する事業体は、しっかり確立されたプライバシーポリシー及び／又はプライバ
シー慣行を遵守することを更に企図している。具体的には、そのようなエンティティは、
個人情報データを秘密として厳重に保守するための業界又は政府の要件を満たすか又は上
回るものとして一般に認識されている、プライバシーのポリシー及び慣行を実施し常に使
用すべきである。例えば、ユーザからの個人情報は、その事業体の合法的かつ正当な使用
のために収集されるべきであり、それらの合法的使用を除いて、共有又は販売されるべき
ではない。更に、そのような収集は、ユーザに告知して同意を受けた後にのみ実施するべ
きである。更に、そのようなエンティティは、そのような個人情報へのアクセスを保護し
て安全化し、その個人情報へのアクセスを有する他者が、自身のプライバシーポリシー及
び手順を遵守することを保証するための、あらゆる必要な措置を講じることとなる。更に
は、そのようなエンティティは、広く受け入れられているプライバシーのポリシー及び慣
行に対する自身の遵守を証明するために、第三者による評価を自らが受けることができる
。
【０５９５】
　前述のことがらにもかかわらず、本開示はまた、ユーザが、個人情報データの使用又は
個人情報データへのアクセスを選択的に阻止する実施形態も企図している。すなわち、本
開示は、そのような個人情報データへのアクセスを防止又は阻止するためのハードウェア
要素及び／又はソフトウェア要素を提供することができることを企図している。例えば、
広告配信サービスの場合、本技術は、ユーザがサービスの登録中に個人情報データの収集
への参加の「オプトイン」又は「オプトアウト」を選択することを可能にするよう構成す
ることができる。別の実施例では、ユーザは、的を絞ったコンテンツ配信サービスのため
に位置情報を提供しないことを選択することができる。更に別の例では、ユーザは正確な
位置情報を提供しないが、位置領域情報の転送を許可することを選択することができる。
【０５９６】
　したがって、本開示は、１つ以上の様々な開示された実施形態を実施するための個人情
報データの使用を広範に網羅しているが、本開示は、それらの様々な実施形態がまた、そ
のような個人情報データにアクセスすることを必要とせずに実施されることも可能である
ことも企図している。すなわち、本技術の様々な実施形態は、そのような個人情報データ
のすべて又は一部分の欠如により、実施不可能となるものではない。例えば、ユーザに関
連付けられたデバイスによって要求されるコンテンツなどの非個人情報データ若しくは必
要最小限の個人情報、コンテンツ配信サービスが入手可能な他の非個人情報、又は公的に
入手可能な情報に基づき嗜好を推測することによって、コンテンツを選択し、ユーザへ配
信することができる。
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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月5日(2020.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイを備えた電子デバイスにおいて、
　　前記電子デバイス上の複数のアプリケーションのうちの１つである金融アプリケーシ
ョン用のユーザインタフェースを表示することであって、
　　　前記金融アプリケーションが金融機関と関連付けられた第三者のアプリケーション
であり、
　　　前記金融アプリケーションが第一者の電子財布アプリケーションによってアクセス
可能な前記デバイスの安全確保されたエリアにアクセスすることを制限される、ことと、
　　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースを表示している間に、前記
金融機関と関連付けられた支払アカウントを前記電子財布に追加するリクエストを受け取
ることと、
　　前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントを前記電子財布に追加する前記リ
クエストの受け取りに応答して、及び前記電子財布への前記支払アカウントの追加が認証
されているとの判定に従って、前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支
払アカウントと関連付けられた情報を、前記第一者の電子財布アプリケーションによって
アクセス可能な前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶することと、
　を含む、方法。



(190) JP 2020-74203 A 2020.5.14

【請求項２】
　前記認証が、ユーザから、前記電子デバイスにおけるユーザ入力を介して受け取られる
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記認証が前記金融機関から受け取られる、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第三者のアプリケーションによって提供される前記支払アカウントと関連付けられ
た情報を前記デバイスの前記安全確保されたエリアに記憶する前に、前記金融アプリケー
ションに関するユーザログイン情報を含むユーザ入力を受け取ること
　を更に含む、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記金融アプリケーション用の前記ユーザインタフェースが、前記金融機関と関連付け
られた前記支払アカウントについての表示された詳細を含む、請求項１乃至４のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェースを表示することであ
って、前記表示された前記第一者の電子財布アプリケーション用のユーザインタフェース
が、前記金融機関と関連付けられた前記支払アカウントについての前記詳細を含む、こと
　を更に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記デバイスの前記安全確保されたエリアからの、前記記憶された前記支払アカウント
と関連付けられた情報にアクセスすることと、
　前記アクセスされた前記支払アカウントと関連付けられた情報を、前記デバイスの前記
安全確保されたエリアにアクセスすることを制限されている購入アプリケーションに提供
することと、
　を更に含む、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記電子デバイスが１つ以上の無線通信要素を含み、前記方法は、
　前記デバイスの前記安全確保されたエリアからの、前記記憶された前記支払アカウント
と関連付けられた情報にアクセスすることと、
　前記１つ以上の無線通信要素を使用して、前記支払アカウントと関連付けられた前記情
報を前記電子デバイスに近接した支払端末に送信することであって、前記支払アカウント
と関連付けられた前記情報により前記支払端末が支払取引を行うことが可能になる、こと
と、
　を更に含む、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記金融アプリケーションに、前記デバイスの前記安全確保されたエリアの一部へのア
クセス権を提供すること
　を更に含む、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記支払アカウントと関連付けられた前記情報を、前記デバイスの前記安全確保された
エリアに書き込むこと
　を更に含む、請求項１乃至９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記支払アカウントと関連付けられた前記情報を前記デバイスの前記安全確保されたエ
リアに書き込むことに応答して、前記支払アカウントが前記デバイスにリンクされている
との表示を提供すること
　を更に含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記電子デバイスの前記電子財布が、前記電子デバイスのユーザと関連付けられた１つ
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以上の異なる支払アカウントを含む、請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　ディスプレイを備えた電子デバイスに、請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の方法
を実行させるコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　ディスプレイと、
　請求項１３に記載のコンピュータプログラムを格納したメモリと、
　前記メモリに格納された前記コンピュータプログラムを実行可能な１つ以上のプロセッ
サと、
　を備える、電子デバイス。
【請求項１５】
　ディスプレイと、
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の方法を実行する手段と、
　を備える、電子デバイス。
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