
JP 2008-541309 A 2008.11.20

(57)【要約】
　取引システムは、買い手と売り手との間の先物取引に
関連付けられた情報を格納するメモリーを有する。先物
取引は、少なくとも１つのイベントに関連付けられ、及
び買値と決済日とを有する。メモリーと結合されたプロ
セッサーは、買値及び決済日の娯楽イベントに関連付け
られた値に少なくとも部分的に基づき、先物取引を処理
する。娯楽イベントは証券と関連付けられる。また先物
取引のトランザクションは売り手の証券の発行と連動し
て実行される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取引システムであって、
　買い手と売り手との間の先物契約に関連付けられた情報を格納するメモリー、を有し、
　　前記先物契約は少なくとも１つの娯楽イベントと関連付けられ、
　　前記先物契約は購入価格を有し、及び
　　前記先物契約は決済日を有し、
　前記取引システムは、
　前記メモリーと結合され及び前記決済日に前記購入価格の少なくとも一部と前記娯楽イ
ベントと関連付けられた値とに基づき前記先物契約を決済するプロセッサー、を更に有し
、
　前記娯楽イベントは証券と関連付けられ、及び前記先物契約のトランザクションは前記
売り手への前記証券の発行と連動して実行される、システム。
【請求項２】
　前記証券は、前記トランザクションで前記先物契約の担保として前記売り手により納め
られる、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記証券は、前記娯楽イベントにより生成される収益に少なくとも部分的に基づく配当
と関連付けられる、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記娯楽イベントは、前記証券を発行する娯楽団体と関連付けられる、請求項２記載の
システム。
【請求項５】
　前記先物契約は第１の娯楽イベント及び第２の娯楽イベントと関連付けられ、並びに
　前記先物契約は前記第１の娯楽イベントと関連付けられた第１の値及び前記第２の娯楽
イベントと関連付けられた第２の値に更に基づき決済される、請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１の娯楽イベントは前記トランザクションで前記先物契約の担保として前記売り
手により納められた第１の証券と関連付けられ、及び
　前記第２の娯楽イベントは前記トランザクションで前記先物契約の担保として前記売り
手により納められた第２の証券と関連付けられる、請求項５記載のシステム。
【請求項７】
　前記第１及び第２の娯楽イベントは、前記トランザクションで前記先物契約の担保とし
て前記売り手により納められた証券と関連付けられる、請求項５記載のシステム。
【請求項８】
　前記決済日は前記娯楽イベントの成功に少なくとも部分的に基づき延長されて良い、請
求項１記載のシステム。
【請求項９】
　前記娯楽イベントの値は前記娯楽イベントにより生成される収益に少なくとも部分的に
基づく、請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　前記娯楽イベントは映画を有し、及び前記娯楽イベントに関連付けられた値は前記映画
のチケット売上高に少なくとも部分的に基づく収益を有する、請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　前記娯楽イベントは、音楽、動画、劇場のショー、テレビ番組、書籍出版、スポーツ、
及びコンサートの少なくとも１つと関連付けられる、請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　買い手と売り手との間で取引される先物契約であって、
　少なくとも１つの娯楽イベントを識別する第１のパラメーター、
　購入価格を有する第２のパラメーター、及び
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　決済日を有する第３のパラメーター、を有し、
　前記先物契約は、前記決済日に前記購入価格の少なくとも一部と前記娯楽イベントと関
連付けられた値とに基づき決済され、及び
　前記娯楽イベントは証券と関連付けられ、及び前記先物契約のトランザクションは前記
売り手への前記証券の発行と連動して実行される、先物契約。
【請求項１３】
　前記証券は、前記トランザクションで前記先物契約の担保として前記売り手により納め
られる、請求項１２記載の先物契約。
【請求項１４】
　前記証券は前記娯楽イベントにより生成される収益に少なくとも部分的に基づく配当と
関連付けられる、請求項１３記載の先物契約。
【請求項１５】
　前記娯楽イベントは、前記証券を発行する娯楽団体と関連付けられる、請求項１３記載
の先物契約。
【請求項１６】
　前記先物契約は第１の娯楽イベント及び第２の娯楽イベントと関連付けられ、並びに前
記先物契約は前記第１の娯楽イベントと関連付けられた第１の値及び前記第２の娯楽イベ
ントと関連付けられた第２の値に更に基づき決済される、請求項１２記載の先物契約。
【請求項１７】
　前記第１の娯楽イベントは前記トランザクションで前記先物契約の担保として前記売り
手により納められた第１の証券と関連付けられ、及び
　前記第２の娯楽イベントは前記トランザクションで前記先物契約の担保として前記売り
手により納められた第２の証券と関連付けられる、請求項１６記載の先物契約。
【請求項１８】
　前記第１及び第２の娯楽イベントは、前記トランザクションで前記先物契約の担保とし
て前記売り手により納められた証券と関連付けられる、請求項１６記載の先物契約。
【請求項１９】
　前記決済日は前記娯楽イベントの成功に少なくとも部分的に基づき延長されて良い、請
求項１２記載の先物契約。
【請求項２０】
　前記娯楽イベントの値は前記娯楽イベントにより生成される収益に少なくとも部分的に
基づく、請求項１２記載の先物契約。
【請求項２１】
　前記娯楽イベントは映画を有し、及び前記娯楽イベントに関連付けられた値は前記映画
のチケット売上高に少なくとも部分的に基づく収益を有する、請求項１２記載の先物契約
。
【請求項２２】
　前記娯楽イベントは、音楽、動画、劇場のショー、テレビ番組、書籍出版、スポーツ、
及びコンサートの少なくとも１つと関連付けられる、請求項１２記載の先物契約。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、米国出願番号１０／９１４７０６、２００４年８月９日出願、名称「System
　and　Method　for　Forming　a　Financial　Instrument　Indexed　to　Entertainmen
t　Revenue」、現在係属中、米国出願番号１０／９１４５２８、２００４年８月９日出願
、名称「System　and　Method　for　Purchasing　a　Financial　Instrument　Indexed
　to　Entertainment　Revenue」、現在係属中、及び米国出願番号１０／９１４４６７、
２００４年８月９日出願、名称「System　and　Method　for　Trading　a　Financial　I
nstrument　Indexed　to　Entertainment　Revenue」、の一部の延長である。上述の各出
願は、仮出願番号６０／５３７３２５、２００４年１月１６日出願のＵ．Ｓ．Ｃ　§１１
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９の３５に基づき優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は、一般に金融資産投資システムに関する。より詳細には、本開示は、娯楽収益
にインデックス付けされた先物契約を提供するシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在の娯楽会社は、標準的に多くの娯楽イベントへの出資、製作、又は創作への参加、
構成を行う企業又は提携である。当該娯楽イベントは、通常、多くの基準に基づき、種々
の額の出資を必要とする。例えば、娯楽イベントが映画である場合、出資レベルは選択さ
れた映画監督、選択された俳優、特殊効果又はコンピューター生成画像、映画に望ましい
撮影地、適切な宣伝、及び多くの他の要因に基づいて良い。別の例では、娯楽イベントが
コンサートである場合、出資レベルは競技場、競技場の安全性、出演アーティストの輸送
コスト等に基づいて良い。場合によっては、企画の一般性若しくは産業的認識の弱さ、企
画に関する情報若しくは知識の欠如、関心のある投資家が出資過程に近付き難いこと、特
定の娯楽産業の独占の可能性、特定の出資需要が１若しくは少数の投資家にとって大きす
ぎること、又は他の理由により、１つのイベントへの出資を得ることは困難である。出資
が得られ且つイベントが製作、創作、主催、又は封切られると、娯楽会社は収益の少なく
とも一部を受け取る。標準的に、劇場で公開されている映画の場合、劇場が持つ公開費用
及び配給業者が持つ配給費用が安いほど、収益の一部は映画チケットの売り上げに基づく
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示は、娯楽収益にインデックス付けされた先物契約を提供するシステムを提供する
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ある実施例では、取引システムは、買い手と売り手との間の先物契約に関連付けられた
情報を格納するメモリーを有する。先物契約は、少なくとも１つのイベントに関連付けら
れ、及び買値と決済日とを有する。メモリーと結合されたプロセッサーは、買値及び決済
日の娯楽イベントに関連付けられた値に少なくとも部分的に基づき、先物契約を決済する
。娯楽イベントは証券と関連付けられる。また先物契約のトランザクションは売り手の証
券の発行と連動して実行される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明は、いくつかの重要な技術的利点を有する。本発明の種々の実施例は、当該技術
的利点の何れも有さないか、又はいくつか若しくは全てを有して良い。本発明のある技術
的利点は、適切なネットワーク内に設計されたシステムの使用を通じ出資過程へのアクセ
ス可能性を増大し、投資家と企画への出資を求めている人々とを容易に接続することであ
る。これは、広範な投資家に、映画、スポーツ、音楽等の娯楽産業の少なくとも一部に参
加する機会を提供する。当該ネットワークはまた、トランザクションの信頼性と正確性を
向上し、それによりトランザクションの量を増大する。更に、これは、団体間に実時間通
信を提供し、それによりトランザクション処理の速度と効率を増大し得る。更に、本発明
は、娯楽会社に高額な又は危険な娯楽イベントへの新たな資金源を提供し得る。本発明は
、娯楽イベントの投資のための二次的又は流通市場を生成するか、又は生成を可能にし得
る。本発明はまた、投資家調査のための娯楽イベントに関連する情報の編集、格納、及び
提供を担う新たなデータ供給産業を可能にする。本発明の他の技術的利点は、当業者に直
ちに明らかである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
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　本開示及びその利点のより完全な理解のため、添付の図と共に以下の説明を参照する。
【０００８】
　図１は、本開示のある実施例による、少なくとも１つの娯楽会社１００又はその関連会
社により製作又は提供される１又は複数の娯楽イベントの娯楽収益にインデックス付けさ
れた証券バンドル１４０を形成、発行、及び／又は公開する例であるシステム１００を図
示する。例えば、システム１００は、証券バンドル１４０の商品生命の如何なる部分を有
する電子的及び／又は手動の金融市場であって良い。ある実施例では、システム１００は
、投資家１３０が投資利益の正の利子率を受け取ろうとして一般的だがしばしば排他的な
産業に参加することを可能にする。システム１００は、娯楽会社１１０への新たな及び再
利用可能な資金源を更に提供し、それによりこれらの会社１１０が別の資金調達を得るか
又は高額な現金準備を保持しなければならないことから少なくとも部分的に救済する。図
示された実施例では、システム１００は、娯楽会社１１０、特別目的信託１２０、及び１
又は複数の投資家１３０を有する。しかし、システム１００は、例えば娯楽会社１１０が
証券バンドル１４０を直接に投資家１３０へ公開するような如何なる適切な部分的構成も
含む。
【０００９】
　娯楽会社１１０は、１又は複数の娯楽イベントに出資、製作する、製作、製作、主催、
提供、出版、配給、公開に参加する、又は財政的に参加している若しくは参加する資格の
ある如何なる個人又は如何なる適切な規模の事業体の如何なる部分であって良い。娯楽会
社１１０は、如何なる適切な企業（１又は複数の部門を含む）、法人、連携、個人、１又
は複数の特定のイベントの特別目的のために形成された団体、複数のビジネスの間の財政
的若しくは商業的連合、又は如何なる支社、関連会社、受託者、仲間、従業員、又はそれ
らの代理人を参照して良い。たとえば、娯楽会社１１０は、映画スタジオ、音楽会社（音
楽はライブ、録音、及び／又はデジタル、インターネット若しくは他の媒体により配信さ
れて良い）、出版会社、コンサート・プロモーター、スポーツ・チーム若しくはリーグ、
ゲーム会社（双方向ゲーム又はその他に拘わらず）、テレビ製作会社、及び／又は配給会
社、又は現在知られている若しくは将来に作成される娯楽サービス若しくは商品を提供す
る如何なる他の適切な会社であって良い。娯楽会社１１０により提供される（及び少なく
とも部分的に証券バンドル１４０で提示される）娯楽イベントは、１人の音楽アーティス
トによる複数のコンサートのように、或いは複数の異なる映画及びテレビ番組のように実
質的に同様であって良い。
【００１０】
　投資家１３０は、サービスを提供する、及び／又は１又は複数の娯楽会社１１０により
提供される娯楽イベントに出資する個人又は団体である。一般的に、投資家１３０は、１
又は複数の証券バンドル１４０を購入することにより娯楽イベントの生成及び公開のため
に、如何なる適切な方法で、サービスを提供し、及び／又は娯楽会社１１０へ出資する。
例えば、投資家１３０は、娯楽会社１１０から特別目的信託１２０を通じて証券バンドル
１４０を購入して良い。特別目的信託１２０は、直ちに又は適切な出資スケジュールに従
い適切な娯楽会社１１０へ資金を提供して良い。投資家１３０が（例えば、金銭又はサー
ビスで）証券バンドル１４０と関連付けられた特定の娯楽イベントへ出資すると、対応す
る娯楽会社１１０は、配当スケジュールに従い投資家１３０へイベントの利益を提供する
。ある実施例では、投資家１３０は、バンドル１４０の複数のセットから選択可能であっ
て良い。証券バンドル１４０の各セットは、他のセットと異なるイベントと関連付けられ
ている。これは、投資家１３０が、例えば利益率、個人的な好悪、人気等のような如何な
る適切な基準に基づきバンドル１４０を選択することを可能にする。投資家１３０は、仲
介人１６０又は他の同様の個人若しくは代理人を通じ、追加調査、知識、若しくは代理人
のような機能を得るために働いて良い。投資家１３０が購入可能な個々の証券バンドル１
４０は、システム１００内の個々の投資家１３０の能力に依存して良い。
【００１１】
　特別目的信託１２０は、受託者１５０又は他の個人又は同様の機能を満たす団体が種々
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の娯楽資金調達目的の実行のため投資家１３０と娯楽会社１１０との間に挟まれる１又は
複数の信託又は他の特別目的団体である。受託者１５０は、通常、投資家１３０の利益の
ために活動する。例えば、受託者１５０は米国の銀行又はこのような能力での活動に適し
た他の同様の団体であって良い。ある実施例では、特別目的信託１２０は、各信託が１つ
の娯楽会社１１０と関連付けられた複数の別個の信託を表して良い。各信託は、米国証券
取引委員会（ＳＥＣ）に提出される登録届出書に準じて登録されて良い。特別目的信託１
２０は投資会社として登録される可能性がある。別の実施例では、特別目的信託１２０は
、複数の娯楽会社１１０と関連付けられた１つの信託であって良い。信託の実施例の特定
の構成に拘わらず、特別目的信託１２０は、一般的に証券バンドル１４０の発行を通じて
娯楽会社１１０のために資金を調達する。
【００１２】
　証券バンドル１４０は、一般的に娯楽会社１１０により提供される１又は複数の構成要
素である娯楽イベントにより生成される娯楽収益の少なくとも一部に価値がインデックス
付けされる任意の金融商品を有する。各証券バンドル１４０は、標準的に複数の証券１４
５（又は証券１４５のバンドル）を有する。しかしながら、本開示では、証券バンドル１
４０が如何なる他の適切な証券、信託証券、又は如何なる他の手形、又は如何なる組み合
わせを有しても良い。従って、「証券」の使用は単なる説明目的であり、本開示の実施例
を限定すると解されるべきではない。一般的に、各証券１４５は、投資家１３０と娯楽会
社１１０との間の合意又は契約を有する。娯楽会社１１０は、彼らの事業へ資金を調達す
るために証券１４５を作成し発行する。用語「証券」の使用は、必ずしも証券取引委員会
による任意の種類の監督機関又は任意の他の政府事業体を意味しない。バンドルされた証
券１４５のそれぞれの利益は、以下に詳細に記載されるように個々の娯楽イベントからの
収益にインデックス付けされる。
【００１３】
　同一の証券バンドル１４０の部分を形成する全ての証券１４５は、所定の時間期間中に
少なくとも部分的に生じる（例えば、製作され及び／又は公開された）イベントと関連付
けられる。当該所定の時間期間は、例えば、開始日、終了日、及び／又は１又は複数の配
当日により定められて良い。それぞれの日は、特定のカレンダー日付のような「固定」日
、又は関連イベントが開始又は終了した後の特定の時間量のような「柔軟な」日であって
良い。更に、複数の証券１４５の複数の配当日が存在して良く、それにより段階的な投資
を提供する。ある実施例によると、娯楽会社１１０は、設定された時間枠内の多くの娯楽
イベントの証券１４５をバンドルして良く、それにより危険を分散し予想変動率を縮小し
得る。更に、異なる娯楽会社１１０により公開される娯楽イベントの証券１４５は、同一
の証券バンドル１４０にバンドルされて良い。これらの娯楽会社１１０は、同一又は異な
る娯楽産業からであって良い。各証券はまた、仲介人１６０により引き受けられて良い。
【００１４】
　証券１４５の発行からの売得金は、特別目的信託１２０が入る一連のスワップ又は他の
支払い協定の下で如何なる適切な基準に基づく特定のスケジュールに従い娯楽会社１１０
へ支払われる。各スワップは、特別目的信託１２０に証券バンドル１４０の部分を形成す
る特定イベントからの娯楽収益の特定部分を受け取るよう求める。収益は、標準的に例え
ばチケット販売、音楽販売、及び他の売上数量からの益金のような主要収益から引き出さ
れる。しかしながら、本開示は、ビデオ又はＤＶＤ販売、基本又は有料テレビジョン、キ
ャラクター商品業、ライセンス供与、国際興行収入、及び他の現在知られている又は将来
定められるものを有するがこれらに限定されない、代替又は補足の二次収益源をも含む。
【００１５】
　ある実施例では、以上に説明された投資システム１００は、ネットワーク１０８を介し
分配される電子的な、通信可能なように結合されたシステムである。ネットワーク１０８
は、ネットワーク・システムの種々の構成要素間の無線又は有線通信を実現する。ネット
ワーク１０８は、例えばインターネット・プロトコル（ＩＰ）のパケット、フレーム・リ
レーのフレーム、非同期転送モード（ＡＴＭ）のセル、音声、ビデオ、データ、及び他の



(7) JP 2008-541309 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

適切な情報をネットワークアドレスの間で通信して良い。ネットワーク１０８は、１又は
複数のローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、無線アクセス・ネットワーク（ＲＡ
Ｎ）、都市規模ネットワーク（ＭＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、インターネット
として知られる世界的コンピューター・ネットワークの全て又は一部、及び／又は他の通
信システム又は１又は複数の位置にあるシステムを有して良い。実際には、２つのネット
ワーク、それぞれ１０８ａ及び１０８ｂとして図示されるが、ネットワーク１０８は、本
開示の範囲から逸脱することなく、ネットワーク１０８の少なくとも一部がコンピュータ
ー１０２又は如何なる他の適切なネットワーク機器の間の通信を実現し得る限り、如何な
る適切な数及び下位ネットワークの組み合わせを有して良い。
【００１６】
　システム１００の１又は複数の図示された参加者は、コンピューター１０２であるか、
又はこれを有して良い。例えば、コンピューター１０２は特別目的信託１２０と関連付け
られているとして示されるが、複数のコンピューター１０２が娯楽会社１１０、投資家１
３０、又は他の図示された若しくは図示されない参加者又はそれらの組み合わせと関連付
けられて良い。高レベルでは、本願明細書で使用されるように、用語「コンピューター」
はパーソナル・コンピューター、サーバー・プール、ワークステーション、サーバー、ネ
ットワーク・コンピューター、パーソナル・データ・アシスタント（ＰＤＡ）、ダム端末
、携帯電話、ページャー、文字メッセージ装置、メインフレーム、又は如何なる他の適切
なデータ処理装置を包含する。更に、「コンピューター」及び「コンピューターのユーザ
ー」は、本開示の範囲から逸脱することなく、適切に同義に用いられて良い。換言すると
、投資家１３０、仲介人１６０、及び／又は娯楽会社１１０若しくは受託者１５０の従業
員は、それぞれコンピューター１０２と関連付けられて良い。コンピューター１０２は、
ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ等を含む如何なるオペ
レーティング・システムを実行しても良い。本開示は、汎用目的コンピューター以外のコ
ンピューター及び従来のオペレーティング・システムを有さないコンピューターも含む。
更に、コンピューター１０２は、独自ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、又
は証券バンドル１４０の購入、発行、若しくは販売を含む通信のために特別に設計された
他の論理構成要素を含み、及び／又は実行して良い。例えば、構成要素は、Ｃ、Ｃ＋＋、
Ｊａｖａ（登録商標）、Ｖｉｓｕｌａ　Ｂａｓｉｃ等を含む如何なる適切なコンピュータ
ー言語で記述されても良い。更に、構成要素は、単一のマルチ・タスク・モジュール又は
複数のモジュールであって良い。更に、構成要素は、本開示の範囲内の如何なる技術を実
施する特徴及び機能を有して良い。換言すると、当該構成要素は、証券バンドル１４０を
含む金融用途に特別に開発、変更、又は生成されて良い。
【００１７】
　コンピューター１０２は、少なくともコンピューターのユーザーがコンピューターで実
行している１又は複数の処理と層と作用することを可能にするグラフィカル・ユーザー・
インターフェースを有するグラフィカル・ユーザー・インターフェース（ＧＵＩ）を有し
て良い。一般に、ＧＵＩ１１６は、コンピューターのユーザーに、トランザクションを開
始するため又は投資システム内の資産管理機能を実行するために利用される効率的で使い
勝手の良いデータ表示を提供する。ＧＵＩ１１６は、ユーザーにより操作される双方向フ
ィールド、プルダウン・リスト、及びボタンを有する複数のディスプレイを有して良い。
ある例では、ＧＵＩ１１６は探査型インターフェースを提示し、ユーザーからコマンドを
受信する。別の実施例では、ＧＵＩ１１６は電話のユーザーにデータを提示する携帯電話
のスクリーンを有する。理解されるべき点は、用語グラフィカル・ユーザー・インターフ
ェースが１またのグラフィカル・ユーザー・インターフェース、及び特定のグラフィカル
・ユーザー・インターフェースのディスプレイのそれぞれを記載するため単数又は複数で
用いられることである。更に、ＧＵＩ１１６は、情報を処理し及び情報をユーザーに効率
的に提示する汎用ウェブ・ブラウザのような如何なるグラフィカル・ユーザー・インター
フェースも含む。ネットワーク１０８は、ウェブ・ブラウザ（例えば、Microsoft　Inter
net　Explore又はNetscape　Navigator）を介しコンピューターのユーザーからデータを
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受け取り、そして適切なＨＴＭＬ、Ｊａｖａ（登録商標）、又は拡張可能なマークアップ
言語（ＸＭＬ）応答を返し得る。コンピューターはまた、他のコンピューター・システム
とネットワーク１０８を介し、例えばクライアント－サーバー又は他の分散型環境で通信
するインターフェース・カード（図示されない）を有して良い。一般に、コンピューター
１０２内のインターフェース・カードは、ネットワークと通信する適切な組み合わせのソ
フトウェア及び／又はハードウェアで符号化されたロジックを有する。より詳細には、イ
ンターフェース・カ―ドは、１又は複数の通信プロトコルに対応するソフトウェア及び物
理信号を通信するネットワーク・ハードウェアを有して良い。
【００１８】
　コンピューターはまた、メモリー１０４を有して良い。メモリー１０４は、如何なるメ
モリー、ハード・ドライブ、又はデータベース・モジュールであり、揮発性又は不揮発性
の形式を取り得、磁気媒体、光学媒体、ランダム・アクセス・メモリー（ＲＡＭ）、読み
出し専用メモリー（ＲＯＭ）、取り外し可能媒体、又は如何なる他の適切なローカル若し
くはリモートのメモリー構成要素を有するがこれらに限定されない。メモリー１０４は、
如何なる適切なデータ又はモジュールを有して良く、又は本開示の範囲から逸脱すること
なく図示された要素を有さなくても良い。例えば、メモリーは、証券バンドル１４０、関
連娯楽イベント、又は他のデータと関連付けられた適切な情報を格納する物理的証券１４
５の論理的表現を有して良い。別の例では、証券１４５は、メモリー１０４に格納された
論理データ構造であって良い。コンピューターはまた、命令を実行し、データ入力及び出
力のようにデータを操作しコンピューター１０２及びローカル若しくはリモート・ソフト
ウェア・モジュールの動作を実行する１又は複数のプロセッサー１０６を有して良い。理
解されるべき点は、「プロセッサー」の参照が適用可能な複数のプロセッサーを有するこ
とを意味することである。
【００１９】
　システム１００は、いくつかの重要な技術的利点を有する。システム１００のある技術
的利点は、ネットワークを用い設計されたコンピューター１０２の使用を通じ出資過程へ
のアクセス可能性を増大し、投資家と企画への出資を求めている人々とを接続することで
ある。これは、広範な投資家に、映画、スポーツ、音楽等の娯楽産業の少なくとも一部に
参加する機会を提供する。これはまた、トランザクションの信頼性と正確性を向上し、そ
れによりトランザクションの量を増大する。更に、これは、団体間に実時間通信を提供し
、それによりトランザクション処理の速度と効率を増大する。
【００２０】
　動作のある態様では、娯楽会社１１０は先ず、証券バンドル１４０を用い娯楽イベント
のために資金調達する適切な時間枠を決定する。例えば、これは、期待締切日及び証券バ
ンドル１４０の１又は複数の配当日の決定を有して良い。当該時間枠中に娯楽会社１１０
により製作され及び／又は公開されるべき１又は複数の娯楽イベントは、証券バンドル１
４０に含まれて良い。当該イベントのそれぞれは、証券バンドル１４０の証券１４５に対
応する。別の例では、娯楽会社１１０は、特定の証券バンドル１４０内で資金調達される
べき固定数の娯楽イベントを選択し及び有する。
【００２１】
　次に、娯楽会社１１０は、証券バンドル１４０内の各娯楽イベントへの資金調達額を決
定する。この資金調達額は、対応する娯楽イベントの製作及び／又は公開に出資するため
に必要な額の一部又は全てであって良い。娯楽会社１１０は次に、資金調達額の少なくと
も一部を証券バンドル１４０と関連付ける。娯楽会社１１０はまた、証券バンドル１４０
の適切な利益値を設定して良い。証券バンドル１４０と関連付けられた利益値は、百分率
、ドル価値、又は証券バンドル１４０の利益率を決定する如何なる他の適切なアルゴリズ
ムであって良い。証券バンドル１４０の利益値及び購入価格は、見込み投資家１３０及び
娯楽イベントの期待収益の一部への支払い意欲を含む、全体の設計過程に基づき決定され
る。
【００２２】



(9) JP 2008-541309 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

　娯楽会社１１０はまた、証券バンドル１４０の適切な配当スケジュールを設定して良い
。配当スケジュールは、１又は複数の配当日を有して良い。ある実施例では、最初の配当
日は、投資家１３０が１又は複数の娯楽イベントと関連付けられた米国内販売の封切りの
収益にインデックス付けされた配当を受け取ることを有して良い。例えば、特定の映画に
インデックス付けされた証券１４５を保持する投資家１３０は、一般に配給料と公開料と
が支払われた後に映画の映画スタジオにより受け取られる封切りの国内興行収入からの収
益と見なされる「使用料」の一部を受け取って良い。後続の配当日のそれぞれは、先の配
当日から現在の配当日までの収益（又は他の二次的収益）にインデックス付けされた売得
金を有して良い。更に、各証券１４５は、例えば１回観覧権利、映画の初演への参加、審
査機会、優先席、初演日の入場、等のような非金融上及び金融上の報酬を提供して良い。
配当は、対応する配当日と連動して決定されて良い。
【００２３】
　上述のように、証券バンドル１４０は、各証券１４５が１つの娯楽イベントと関連付け
られた複数の証券１４５を有する。例えば、映画会社が５本の映画の製作のための資金調
達に１億ドルを望む場合、５通の証券１４５（各映画に１通）が証券バンドル１４０に含
まれる。例である映画会社は次に、如何なる適切な数の証券バンドル１４０を販売するこ
とにより１億ドルを調達しようとして良い。証券バンドル１４０の詳細は、証券バンドル
１４０を１又は複数の投資家１３０へ購入目的で公開する特別目的信託１２０に提供され
る。
【００２４】
　必要に応じて、投資家１３０は購入する証券バンドル１４０を選択する。投資家１３０
は、期待購入価格、個人の好み、財務データ、関連娯楽イベントへの参加及び／又はその
他を有する如何なる基準を用いて証券バンドル１４０を選択しても良い。ある実施例では
、娯楽会社１１０は、投資家１３０に証券バンドル１４０の購入価格の値引きを提供して
良い。この値引きは、娯楽会社１１０により提供される娯楽イベントと関連付して、投資
家１３０により獲得されるロイヤリティ・ポイントに基づいて良い。例えば、投資家１３
０は、娯楽会社１１０により提供される娯楽イベントのチケット購入に基づきロイヤリテ
ィ・ポイントを貯めて良い。これらのロイヤリティ・ポイントは、当該会社１１０により
提供される後続の証券バンドル１４０の購入に向けて預金として動作して良い。ロイヤリ
ティ・ポイントは、例えば優先チケットを購入するために用いられるクレジット・カード
番号、チケットの半券にある有効なバーコード、又は如何なる他の有効な技術を介し投資
家１３０により獲得され有効になって良い。
【００２５】
　投資家１３０は次に、購入価格の少なくとも一部に基づき証券バンドル１４０を購入し
て良い。ある実施例では、投資家１３０は、少なくとも最初の配当日まで証券バンドル１
４０を保有する。最初の配当日に達すると、構成要素である証券１４５の交渉利益値は、
受け渡し又は投資家１３０へ分配される配当を計算するために用いられる。特に、配当は
、関連娯楽イベントの決定された収益及び対応する証券１４５の交渉利益値の少なくとも
一部に基づき計算される。例えば、利益値が百分率である場合、配当は決定された収益を
交渉利益値で乗算することにより決定されて良い。標準的に、この利益値は、証券１４５
と関連付けられた娯楽イベントの娯楽会社１１０の収益（又は「使用料」）にインデック
ス付けされる。映画会社の例に戻ると、利益値は、最初の配当日までの５本の映画のうち
の１又は複数の国内興行収入の受け取りにインデックス付けされて良い。ある実施例では
、投資家１３０は、最初の配当日の前及び／又は後に証券バンドル１４０の全て又は一部
を売って良い。
【００２６】
　追加配当は、残りの配当スケジュールに従い如何なる所与の証券バンドル１４０の保有
者に支払われて良い。配当スケジュールは、バンドル１４０の特定の娯楽イベントと関連
付けられたマイルストーンに従い終了して良い。例えば、配当スケジュールは、各映画が
もはや特定数の劇場で公開されなくなった後、各映画がアカデミー賞に検討された後、又
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は如何なる他の適切な映画のマイルストーン・イベントの後の所定時間に終了して良い。
【００２７】
　図２は、本開示のある実施例による証券バンドル１４０の例を図示する。図示されたバ
ンドル１４０は、それぞれ３個の証券１４５ａ、１４５ｂ、及び１４５ｃを有する。各証
券１４５は、関連娯楽イベント、当該イベントの開始日及び／又は終了日、及び配当スケ
ジュールに関連付けられた１又は複数の配当日を有する。例えば、第１の証券１４５ａは
、第１の利益値に関連付けられた第１の配当日、及び第２の利益値に関連付けられた第２
の配当日を有する。上述のようにしばしば、第１の配当日は開始又は初公演日に続き、そ
れにより第１の利益値に少なくとも部分的に基づきイベントの利益を決定する第１の時間
枠を可能にする。また、第２の配当日は標準的に、第１の配当日に続き、及び第２の利益
値に関連付けられる。第２の証券１４５ｂ及び第３の証券１４５ｃのそれぞれは異なる娯
楽イベントに関連付けられ、同様の配当日及び利益値を有して良い。しかし、本開示は、
第２及び第３の証券１４５ｂ及び１４５ｃが互いに及び第１の証券１４５ａと異なる配当
日及び利益値を有する場合も含む。
【００２８】
　図３は、本開示のある実施例による証券バンドル１４０の例である時系列３００を図示
する。図示された時系列３００は、複数の娯楽イベントが娯楽会社１１０により選択され
た時に開始する。例えば、娯楽会社１１０は、所定の時間期間内に少なくとも部分的に生
じる（例えば、製作された及び／又は公開された）イベントを、又は如何なる他の適切な
選択技術を用いることにより、イベントを選択して良い。選択されると、各イベントは証
券１４５と関連付けられ、証券バンドル１４０にバンドルされる。証券バンドル１４０は
次に、標準的に特別目的信託１２０を通じ投資家１３０へ提供される。如何なる適切な量
の交渉又は商業的議論の後に、１又は複数の投資家１３０は１又は複数の証券バンドル１
４０を購入する。ある実施例では、証券バンドル１４０は、各構成要素である証券１４５
の配当スケジュールを通してバンドルされたままである。別の実施例では、証券バンドル
１４０は、その構成要素である証券１４５に如何なる適切な時にバンドル解除されて良い
。例えば、証券バンドル１４０は、購入時に自動的にバンドル解除されて良い。別の例で
は、証券バンドル１４０は、最初の開始日又は関連娯楽イベントの初演時にバンドル解除
されて良い。
【００２９】
　証券バンドル１４０の各証券１４５は、標準的に特定の経路に従う。例えば、第１の証
券１４５に関連付けられた娯楽イベントが初演される。上述のように、これは映画の初公
開、コンサート・ツアーの最初、又は如何なる他の適切な開始であって良い。各証券１４
５の商品生命中の次の重要な日付は、第１の配当日である。第１の配当日は、通常、イベ
ントの開始又は初日の後の所定時間であり、及び関連する第１の利益率を用いて投資家１
３０への第１の利益を決定するために用いられる。例えば、第１の配当日は、関連映画の
初日の１００日後に生じて良い。第１の配当日の後、同一、同様、又は異なる利益率を用
い後続の利益を決定するために如何なる数（ゼロを含む）の将来の配当日が存在して良い
。最後の配当日が生じ、最後の利益が計算され提供されると、証券１４５は無効になる。
【００３０】
　図４は、本開示のある実施例による、特定の娯楽イベントにインデックス付けされた複
数の証券１４５を有する証券バンドル１４０を作成又は形成する例である方法４００を図
示するフローチャートである。一般に、方法４００は、１又は複数の娯楽会社１１０、及
び他の可能な参加者が１又は複数の娯楽会社１１０により提供されるある娯楽イベントの
娯楽収益にインデックス付けされる証券バンドル１４０を形成する技術の例を記載する。
システム１００は、記載された機能の一部又は全てを実施する論理的又は物理的構成要素
又は参加者の如何なる適切な組み合わせ及び配置を用いても良い。
【００３１】
　方法４００は段階４０５で開始する。段階４０５で、娯楽会社１１０は資金調達する特
定の娯楽産業を選択する。例えば、娯楽会社１１０は、種々の娯楽イベントの複数の娯楽
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関連会社を有するマルチメディア会社を有して良い。次に、段階４１０で、娯楽会社１１
０は選択された産業のバンドル１４０を決定する。娯楽会社１１０は次に、段階４１５で
、バンドル１４０の期待締め切り日を決定する。段階４２０で、証券バンドル定型書式が
生成される。一般的又は空の証券バンドル１４０が生成されるか又は決定されると、娯楽
会社１１０は次に、段階４２５乃至４５５で、複数の娯楽イベントを特定の証券バンドル
１４０へ追加する。
【００３２】
　段階４２５で、娯楽会社１１０はバンドル１４０に第１の娯楽イベントを選択する。次
に段階４３０で、娯楽会社１１０は、選択されたイベントへの資金調達額を決定する。資
金調達額は、娯楽イベントに資金調達するためのコストの少なくとも一部を有する。次に
段階４３５で、娯楽会社１１０は、特定の証券１４５の１又は複数の配当日及び／又は配
当スケジュールを決定する。種々のパラメーターが決定されると、段階４４０で、娯楽会
社１１０は当該パラメーターを編集し、及び１又は複数の証券１４５又は選択されたイベ
ントの信託証券を設計する。次に決定段階４４５で、娯楽会社１１０は、証券バンドル１
４０に追加されるべき更なる娯楽イベントが存在するかどうかを決定する。バンドルされ
るべき更なるイベントがある場合、段階４５０で娯楽会社１１０は次のイベントを選択し
、そして方法４００は段階４３０へ戻る。バンドルされるべき如何なるイベントも存在し
なくなると、段階４５２で、娯楽会社１１０は証券バンドル１４０を特別目的信託１２０
へ提供する。次に段階４５４で、娯楽会社１１０は証券バンドル１４０及び構成要素であ
る証券１４５を発行する。段階４５６で、方法は終了する。
【００３３】
　図５は、本開示のある実施例による、特定の娯楽イベントにインデックス付けされた複
数の証券１４５を有する証券バンドル１４０を購入又は提供する例である方法５００を図
示するフローチャートである。高レベルでは、方法５００は、公開された証券バンドル１
４０を選択し及び選択されたバンドル１４０を市場により決定された価格で購入する技術
の例を記載する。ある実施例では、方法５００は、特別目的信託１２０が１又は複数の証
券バンドル１４０の情報を娯楽会社１１０から得ると、開始する。先のフローチャートの
ように、システム１００は、記載された機能の一部又は全てを実施する論理的又は物理的
構成要素の如何なる適切な組み合わせ及び配置を用いても良い。
【００３４】
　方法５００は段階５０５で開始する。段階５０５で、投資家１３０は彼が出資したい又
は財政的に参加したい娯楽産業を選択する。次に、段階５１０で、投資家１３０は選択さ
れた産業に関連付けられた特定の証券バンドル１４０を選択する。段階５１５で、投資家
１３０は次に、選択された証券バンドル１４０内の第１の証券１４５を選択する。次に段
階５２０で、選択された証券１４５と関連付けられたイベントの期待収益が決定される。
段階５２５で、決定された期待収益は、選択されたバンドル１４０の合計期待収益に加算
される。合計収益は、投資家１３０が選択された証券バンドル１４０から期待し得る合計
利益を決定するある技術を単に説明するためであることが理解されるだろう。
【００３５】
　次に決定段階５３０で、投資家１３０は、証券バンドル１４０内に更なる証券１４５が
存在するかどうかを決定する。更なる証券１４０がある場合、段階５３５で投資家１３０
は次の証券１４５を選択し、そして方法５００は段階５２０へ戻る。如何なる証券１４５
も証券バンドル１４０内に存在しなくなると、段階５４０で、投資家１３０は、決定され
た合計期待収益の少なくとも一部に基づき利益値及び証券バンドル１４０の購入額を決定
する。次に段階５４５で、投資家１３０は、決定された利益値を娯楽会社１１０のような
バンドル作成者に伝達する。投資家１３０は標準的に、選択された証券バンドル１４０の
所望の又は期待購入額を伝達する。伝達された購入額及び利益値が娯楽会社１１０又は特
別目的信託１２０により受け付けられない場合、段階５５５で、投資家１３０は新たな利
益値及び購入額を決定する。そして方法５００は段階５４５へ戻る。購入額及び利益値が
承諾されない場合、証券バンドル１４０は全く購入されなくて良い。購入額及び利益値の
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交渉が成功すると、段階５６０で、利益値は特定の証券１４５に関連付けられる。次に段
階５６５で、投資家１３０は受け付けられた購入価格に基づき証券バンドル１４０を購入
する。段階５６７で、方法は終了する。
【００３６】
　先のフローチャート及び関連する記載は、単なる例である方法４００及び５００を説明
するものである。纏めると、システム１００はこれら及び他のタスクを実行する如何なる
適切な技術を用いても良い。従って、当該フローチャートの多くの段階は、同時に及び／
又は示されたのと異なる順序で実行して良い。更に、システム１００は、方法が適切であ
る限り、追加段階、より少数の段階、及び／又は異なる段階を有する方法を用いて良い。
【００３７】
　図６は、図１のシステムで公開当初の証券バンドル１４０に基づく先物又は流通市場の
トランザクションを提供する例である流通市場システム６００を図示する。それぞれの初
回公開に続き、証券バンドル１４０は、自動的に又は手動で構成要素である証券１４５に
分割されるか又はバンドル解除されて良い。証券１４５は、市場センター６１０（又は「
流通市場」）又は先物為替６２０のような流通市場６００を通じ個々に取引されて良い。
システム６００は、本願明細書に記載された特徴及び機能を実行するために用いられる如
何なる適切な数の処理及び記憶装置及びそれらの組み合わせを有し得る。システム６００
は、証券バンドル１４０及び／又は構成要素である証券１４５の取引への市場参加者のア
クセス可能性を向上する。
【００３８】
　ある実施例によると、証券１４５は、締め切り日又は購入日の後に流通市場で取引可能
になる。流通市場は、電子証券取引ネットワーク（ＥＣＮ）又は自動取引システム（ＡＴ
Ｓ）のような市場センター６００を有して良い。各証券市場センター６１０は、為替、Ｅ
ＣＮ、及びＡＴＳを含む注文実行会場の全ての方法を有する。各市場センター６１０は、
市場センター価格としても参照される公募価格での買い又は売りに対し待機している、前
向きである、及び能力のある参加者を有することにより、所与の証券１４５内に買値及び
売値を保持する。各市場センター６１０は、特定の証券１４５の市場センター価格を提供
する。例えば、第１の市場センターは、特定の証券１４５の特定の買値及び／又は売値を
提供して良い。同時に別の市場センターは、同一の証券１４５の異なる買値及び／又は売
値を提供して良い。ある市場センター６１０はまた、取引注文を実行するために、トラン
ザクション・コストを課して良い。各市場センター６１０はまた、例えば取引注文の大き
さのような取引注文の種々の詳細を市場メーカーに開示することに関する異なる方針を有
して良い。市場センター６１０は、娯楽産業又は特定のイベントにカスタマイズされるか
又は編成されて良い。例えば、証券１４５の取引は、週末公開の映画のように、アンダー
ライイング娯楽イベントが実質的に開始すると停止されて良い。
【００３９】
　ある実施例によると、流通市場はまた、手形交換所６１５、販売人６４０、調整者６５
０、仲介人６６０、及び投資家１３０を有して良い。手形交換所６１５は、売買の精算、
取引の決済、証拠金の収集及び維持、引き渡しの調整、及び取引データの報告を担う先物
為替の代理人又は別個の企業を有して良い。手形交換所６１５は、手形交換メンバの売り
手に対して買い手として、及び手形交メンバの買い手に対し売り手として動作することに
より先物及びオプション契約の第三者として動作する。販売人６４０は、一般に市場セン
ター及び先物為替の両方で市場メーカーとして動作する。調整サービス・プロバイダー６
５０は、例である市場の１つ又は両方に対する監視及び他の市場監視サービスを提供して
良い。仲介人６６０は如何なる証券仲介人であって良い。仲介人６６０は、証券１４５を
有する如何なる適切なデータを見込み投資家へ供給して良く、及びシステム内の証券１４
５の取引を実現して良い。
【００４０】
　各証券１４５に関する先物契約（又は先物契約のオプション）はまた、先物為替６２０
、例えば商品先物（ＣＸ）、又は他の取引機関に列挙され、１又は複数の証券１４５の市
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場の流動性を向上して良い。先物為替６２０は、商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）に登録
されて良い。一般に、先物契約は、例えば将来のある時点における融資、通貨、物資、又
は如何なる適切な金融商品（例えば、証券バンドル１４０、如何なる原証券１４５、又は
娯楽イベントに基づく支払い権利）のような買い手又は売り手に対する契約である。従っ
て資産の価格は契約が成された時点で合意される。会社の資本及び無期限に保有され得る
資産を表す株式と異なり、先物契約は通常有限の商品生命を有する。先物契約は、実際の
資産の売買というより、価格変動リスクをヘッジするため又は値動きを活用するために用
いられ得る。
【００４１】
　ある実施例では、先物契約の当事者は、固定購入価格に同意し、アンダーライイング娯
楽イベントに関連付けられたいくつかの客観的に定量化可能なパラメーターにインデック
ス付けされた支払い権利を買って良い。例えば、第１の当事者は、アンダーライイング娯
楽イベントにより上げられる収益の１００万ドル毎に１ドルの支払い権利で第２の当事者
へ先物契約を売る。先物契約が５０ドルで売られ、及び娯楽イベントが決済日までに５５
ドル稼いだ場合、第２の当事者は第１の当事者から５ドルを得る。先物契約が５０ドルで
売られ、及び娯楽イベントが決済日までに４５ドル稼いだ場合、第１の当事者は第２の当
事者から５ドルを得る。勿論、この例に用いられた値は変化し得る。更に、支払い権利は
、如何なる適切な時間期間中にアンダーライイング娯楽イベントと関連付けられる如何な
る他の客観的に定量化可能なパラメーターと関連付けられ得る。
【００４２】
　別の実施例では、先物契約の当事者は、固定購入価格に同意し、証券バンドル１４０又
は如何なる原証券１４５を契約の終了時に買って良い。例えば、当該先物契約の売り手は
、証券バンドル１４０又は如何なる原証券１４５を買い手に終了時に固定売値で売ること
に同意し得る。時間が経過し、原証券バンドル１４０又は如何なる原証券１４５の価値に
従い、取引が行われた固定価格に対し契約の価値が変化する。これはトレーダーに利益又
は損失を生じる。多くの場合、先物契約と関連付けられた証券バンドル１４０又は原証券
１４５の受け渡しは行われない。むしろ、契約は、例えば購入価格及び決済時の原証券バ
ンドル１４０又は証券１４５の価値に基づき現金決済される。
【００４３】
　更に別の実施例では、当事者は、実行中の娯楽イベントと関連付けられた種々のイベン
トの結果に関するポジションを持つことをオファーして良い。例えば、第１の当事者は、
特定の映画が第１の配当日までに５０００万ドルより多い総利益をあげるというポジショ
ンを持つことをオファーして良い。他方の当事者は、特定の映画が第１の配当日までに５
０００万ドルより多い総利益をあげないというポジションを持つことをオファーして良い
。第三者は、直ちに両者のオファーを受け付け、トランザクションを処理し、及び定めら
れた数学的計算に従い適切な手数料分だけ少ないトランザクションの利益を支払って良い
（つまり、比較的等しいポジションに対し１１乃至１０の利益）。これに関し、トランザ
クションは２値選択と見なされて良く、結果がアンダーライイング娯楽イベントの成功又
は失敗に基づく。如何なる特定のトランザクションに対し決定された固定利益も、生じて
いるイベントの認識された可能性に従い第三者の仲介により設定されて良い。第三者の仲
介は、システム６００内の如何なる適切な参加者であって良い。
【００４４】
　システム６００はまた、先物契約市場に関連する商品の先物為替の商品注文の約定又は
受け付けに関与する先物取次業者６６５を有して良い。先物取次業者６６５は、先物契約
注文を取り扱い及びこのようなポジションに入りたいと望んでいる顧客に信用供与できる
。これらは、先物市場の投資家が扱う多くの仲介業務を有する。
【００４５】
　証券１４５又は関連先物契約に関連するデータは、見込み投資家６３０へ第三者のデー
タ提供者（図示されない）を提供されて良い。このデータ提供者は、種々の情報源からの
取引データのような娯楽イベントの詳細情報を編集して良い。詳細情報は、現在の製作コ
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スト、現在の合計収益、劇場毎の収益、配当、及び特定の映画への投資に関する他の財務
データのような金融情報を有して良い。詳細情報はまた、例えば撮影場所、ジャンル、監
督、俳優、プロデューサー、及び例である映画の製作に関与した他の人又は団体、及び他
の適切な産業データのような非金融情報を有して良い。纏めると、第三者のデータ供給者
は、如何なる適切な情報を提供しても良く、見込み投資家が特定の金融又は非金融基準に
基づき取引注文を調整することを可能にする。
【００４６】
　図７は、本開示のある実施例による、流通市場６００の証券バンドル１４０からの証券
１４５を取引する例である方法７００を図示する。一般に方法７００は、投資家１３０が
１又は複数の証券１４５を証券１４０から選択し、及び個々に選択された証券１４５を市
場センター６００及び／又は先物為替６２０に提供する例である技術を記載する。流通市
場６００は、記載された機能の一部又は全てを実施又は利用する論理的構成要素又は参加
者の如何なる適切な組み合わせ及び配置を用いても良い。纏めると、流通市場６００はこ
れら及び他のタスクを実行する如何なる適切な技術を用いても良い。従って、以下のフロ
ーチャートの多くの段階は、同時に及び／又は示されたのと異なる順序で実行して良い。
更に、流通市場６００は、方法が適切である限り、追加段階、より少数の段階、及び／又
は異なる段階を有する方法を用いて良い。
【００４７】
　方法７００は段階７０５で開始する。段階７０５で、証券バンドル１４０が識別される
。段階７１０で、識別された証券バンドル１４０は、自動的、動的、論理的、又はその他
の方法でバンドル解除される。次に段階７１５で、投資家１３０は、証券バンドル１４０
から第１の証券１４５を選択する。段階７２０で、投資家１３０は次に、選択された証券
を特定の流通市場に提供する。この提供は２値である必要がないことが理解されるだろう
。例えば、投資家１３０は、市場センター６１０を通じて選択された証券を提供して良く
、同時に先物為替６２０を通じて先物契約を交渉して良い。
【００４８】
　選択された証券１４５が市場センター６１０を通じて提供される場合、交渉及び購入技
術が利用されて良い。例えば、段階７２５で、投資家１３０は特定の証券１４５のオファ
ーを伝達して良い。例えば、段階７３０で、投資家１３０は特定の証券１４５の買いを受
信して良い。投資家１３０が決定段階７３５で買いを受け付けない場合、方法７００は段
階７２５へ戻る。段階７２５で、投資家１３０は特定の証券１４５の同一又は異なるオフ
ァーを伝達して良い。買いが受け付けられると、段階７４０で、投資家１３０は購入者か
ら買付資金を受け取る。投資家１３０は次に、特定の証券１４５又はその如何なる表現又
はデータを購入者へ提供する。次に段階７５０で、購入者の詳細が続いて生じる配当及び
利益のために特別目的信託１２０に伝達される。
【００４９】
　代案として又は組み合わせて、選択された証券１４５は、先物為替を通じてオファーさ
れて良い。この場合、段階７５５で、証券バンドル１４０又は如何なる原証券１４５は、
１又は複数の見込み先物契約と関連付けられる。次に段階７６０で、投資家１３０は、先
物契約のオファーを伝達する。次に段階７６５で、投資家１３０は、伝達されたオファー
に基づき先物契約の買いを受信する。投資家１３０が決定段階７７０で買いを受け付けな
い場合、方法７００は段階７６０へ戻る。特定の証券１４５と関連付けられた先物契約の
合意に達すると、段階７７５で、投資家１３０は買付資金を受け取る。次に段階７８０で
、先物契約は購入者へ提供される。段階７８２で、方法は終了する。
【００５０】
　図８は、１又は複数の娯楽イベントと関連付けられた先物契約の初回公開を実施する例
である方法８００を図示する。本開示を通して用いられる用語「娯楽イベント」は、娯楽
商品、サービス及びそれらの配給の全ての方法を含むことが理解されるべきである。これ
に関し、娯楽イベントは、音楽、動画、劇場のショー、テレビ番組、書籍出版、スポーツ
、及びコンサートの少なくとも１つと関連付けられて良い。一般に、方法８００は、投資
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家１３０又は如何なる一般の売り手が１又は複数の娯楽イベントと関連付けられた先物契
約を売って良い、及び買い手がそのような先物契約を購入して良い技術の例を記載する。
先物契約は、商品先物（ＣＸ）のような先物為替６２０で取引されて良い。以上に詳細に
記載されたように、先物契約の当事者は、固定購入価格に同意し、所定の時間期間中にア
ンダーライイング娯楽イベントにより上げられる利益のような、アンダーライイング娯楽
イベントに関連付けられたいくつかの客観的に定量化可能なパラメーターにインデックス
付けされた支払い権利を買って良い。先物契約の当事者はまた、固定購入価格に同意し、
娯楽イベントと関連付けられた証券バンドル１４０又は如何なる原証券１４５を契約の終
了時に買って良い。以下のフローチャートの多くの段階は、同時に及び／又は示されたの
と異なる順序で実行して良い。更に、方法８００は、方法が適切である限り、追加段階、
より少数の段階、及び／又は異なる段階と共に実行されて良い。
【００５１】
　方法８００は段階８０２で開始する。段階８０２で、証券バンドル１４０が投資家１３
０に発行される。この段階は、先の図１－７に関し上述された詳細に従い実行されて良い
。証券バンドル１４０の発行と連動して、先物契約の初回公開は、段階８０４－８１８に
関し詳細に記載されるように実施される。先物契約の初回公開は、投資家１３０に証券バ
ンドル１４０で行われた投資をヘッジする機会を提供する。
【００５２】
　段階８０４で、如何なる数の娯楽イベント及びその組み合わせがオファーされている特
定の先物契約に対し決定される。従って、先物契約は同一又は異なる種類の１又は複数の
娯楽イベントと関連付けられる。例えば、先物契約に置かれている１又は複数の娯楽イベ
ントは、段階８０２で発行された証券バンドル１４０を形成する証券１４５、他の証券バ
ンドル１４０を形成する証券１４５、又はそれらの如何なる組み合わせの何れかと関連付
けられる。別の例では、先物契約に置かれる１又は複数の娯楽イベントは、如何なる証券
１４５又は証券バンドル１４０とも一切関連付けられない。更に別の例では、如何なる証
券１４５とも関連付けられない１又は複数の娯楽イベントは、証券１４５と関連付けられ
た１又は複数の娯楽イベントと組み合わされ先物契約を形成して良い。これに関し、先物
契約は、証券１４５と関連付けられるか否かに関わらず如何なる情報源からの如何なる数
の娯楽イベント及びその組み合わせと関連付けられても良い。
【００５３】
　ある実施例では、特定の先物契約に置かれる娯楽イベントは、共通のテーマを共有する
。例えば、娯楽イベントが映画を有する場合、特定の先物契約は、特定のジャンルの映画
（例えば、ホラー、コメディ、又はドラマ）、特定の俳優の映画（例えば、ジュリア・ロ
バーツ、トム・クルーズ、又はトム・ハンクス）、特定の監督の映画（例えば、スティー
ブン・スピルバーグ、オリバー・ストーン、又はスティーブン・ソダーバーグ）、又は如
何なる他の適切な映画のグループと関連付けられて良い。同様のテーマは、音楽、劇場の
ショー、テレビ番組、書籍出版、スポーツ、コンサート、又は如何なる他の種類の娯楽と
関連付けられた娯楽イベントに基づく先物契約を形成するために用いられて良い。これに
関し、先物契約の特定のグループ化は定式化され市場の好みを満たして良い。
【００５４】
　実行は段階８０６へ進む。段階８０６で、先物契約の価格が決定される。一般に、先物
契約の売り出し価格は、如何なる適切な市場に基づく手法を用い決定され得る。例えば、
競り上げ型又は競り下げ型オークションのような１又は複数の種類のオークションは、先
物契約の市場に基づく売り出し価格を決定するために用いられて良い。別の例では、買い
手及び売り手は、特定の先物契約の売り出し価格を交渉して良い。更に別の例では、オー
クションは交渉と組み合わせて用いられ、特定の先物契約の売り出し価格を決定して良い
。ある例では、先物契約の売り出し価格は、アンダーライイング娯楽イベントの興行収入
の百分率（又は先物契約を取引するために用いられるべき如何なる適切な客観的に定量化
可能なパラメーター）と関連付けられる。ここで、売り出し価格及び／又は百分率は、オ
ークション及び／又は交渉に基づき決定又は再決定されて良い。関連する当事者が売り出
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し価格及び／又は百分率に関し同意に達しない場合、証券バンドル１４０は全く提供され
ないか、又は廃棄されてよい。一般に、先物契約の見込み買い手は如何なる一般のトレー
ダーを有して良い。先物契約の価格がオークションに従い決定された場合、先物契約の見
込み買い手はオークションの入札者を有する。
【００５５】
　上述のように、先物契約の売り出し価格は一般に市場に基づく。例えば、先物契約が映
画の国内興行収入のようなアンダーライイング娯楽イベントの収益にインデックス付けさ
れる場合、先物契約の売り出し価格は将来の収益の市場評価に従い設定されて良い。特定
の先物契約が複数のアンダーライイング娯楽イベントと関連付けられる場合、売り出し価
格は、複数の娯楽イベントの将来の総収益の市場評価に従い設定されて良い。先物契約の
上場に続き、価格は流通市場の買い手及び売り手の間のトランザクションにより設定され
る。
【００５６】
　実行は段階８０８へ進む。段階８０８で、先物契約の決済日が決定される。ある実施例
では、決済日は、先物契約が現金決済される又は証券１４５のような先物契約の担保が譲
渡される何れかの日付を有する。このような決済日は、特定のカレンダー日付のような「
固定」日、又はアンダーライイング娯楽イベントに関連付けられた特定のマイルストーン
の発生後の特定の時間量のような「柔軟な」日であって良い。例えば、映画に関連付けら
れた先物契約の決済日は、米国及びカナダの特定数の劇場で当該映画が公開されてから９
９日後の日付を有して良い。複数の娯楽イベントが先物契約に置かれる場合、決済日はア
ンダーライイング娯楽イベントの全て又は一部と関連付けられた特定のマイルストーンの
発生後の特定の時間量である「柔軟な」日を有して良い。例えば、映画のグループに関連
付けられた先物契約の決済日は、米国及びカナダの特定数の劇場で当該映画のグループの
構成要素の最後の公開から９９日後の日付を有して良い。
【００５７】
　先物契約の決済日はまた、アンダーライイング娯楽イベントの成功に基づき条件付きで
あって良い。例えば、特定の映画がアカデミー賞のような賞にノミネートされた場合、当
該映画に関連付けられた先物契約の決済日は、賞の式典の後の日まで延長されて良い。如
何なる適切な測定可能な成功の指標は、例えば先物契約を構成する娯楽イベントの種類に
依存して特定の娯楽イベントの決済日を延長するために用いられて良い。特定の決済日が
延長可能か否かに関わらず、先物契約が取引される時に、ある環境で買い手と売り手の間
で成される合意は、先物契約の購入価格に影響を与えて良い。例えば、買い手と売り手が
、特定の映画に関連付けられた先物契約は特定の成功指標に基づき延長可能であることを
合意した場合、売り手は先物契約のより高い購入価格を交渉して良い。
【００５８】
　実行は段階８１０へ進む。段階８１０で、買い手は先物契約の購入価格を支払う。機関
投資家又は特別な個人投資家のような特に能力のある買い手は、先物契約の全購入価格よ
り少なく支払って良い。これは当初証拠金額としても参照される。これらの証拠金勘定は
、所定の間隔で値洗いされる。他の買い手は、取引時に先物契約の全購入価格を支払う。
これは、全ての買い手が先物契約を買うために標準的にマージンに対し全購入価格の一部
だけを送る伝統的な商品先物契約から逸脱する。
【００５９】
　実行は段階８１２へ進む。段階８１２で、先物契約の買い手がアンダーライイング娯楽
イベントに関連付けられた証券１４５又は証券バンドル１４０の投資家１３０であるか否
かが決定される。段階８１２で先物契約の買い手が投資家１３０であると決定された場合
、実行は段階８１４へ進む。段階８１４で、売り手は１又は複数の証券１４５、又は全証
券バンドル１４０を先物契約の担保として納める。これに関し、投資家１３０は、証券１
４５又は証券バンドル１４０に関連付けられたリスクに対しヘッジできる。例えば、投資
家１３０が証券バンドル１４０を所有し、特定の証券１４５が特定の映画のようなアンダ
ーライイング娯楽イベントに関連付けられる場合を想定する。更に、特定の映画は公開前



(17) JP 2008-541309 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

に超大作映画とうたわれており、投資家１３０は有意な収益の機会に関し楽観的であると
想定する。この種の状況では、投資家１３０は、特定の映画に関連付けられた先物契約を
売り、固定購入価格を確定し、それにより証券１４５と関連付けられた特有の価格変動リ
スクに対しヘッジするだろう。先物契約が終了すると、買い手又は売り手の何れかが、例
えばアンダーライイング先物契約の客観的に定量化可能なパラメーターの最終査定に基づ
き先物契約の結果に依存して現金決済を行う。
【００６０】
　段階８１２で先物契約の売り手が投資家１３０ではないと決定された場合、実行は段階
８１６へ進む。段階８１６で、売り手は当初証拠金額を支払う。ある実施例では、売り手
は段階８０６で決定された購入価格の１００％より多く、例えば購入価格の１１０％を先
物契約を保証するために支払う。売り手のポジションは先物契約の商品生命中、所定の間
隔で、例えば各取引日の終了時に値洗いされ、売り手が増大した証拠金額を先物契約を保
証するために支払う必要があるか否かを決定する。例えば、手形交換所６１５のような第
三者は、取引日の終了時に先物契約がインデックス付けされているアンダーライイング娯
楽イベントに関連付けられた客観的に定量化可能なパラメーターの値を決定して良い。こ
の客観的に定量化可能なパラメーターは、例えば米国の映画興行収入を有して良い。決定
された値が先物契約の購入価格をある閾量だけ超えている場合、手形交換所６１５は、売
り手が増大した証拠金額を先物契約を保証するために支払わなければならないことに応じ
て証拠金請求を発行して良い。決定された値が先物契約の購入価格よりある閾量だけ少な
く、結果として売り手に利益を生じている場合、売り手は売り手により納められた当初証
拠金額の一部を払い戻されて良い。
【００６１】
　実行は段階８１８へ進む。段階８１８で、決済日になると先物契約が精算される。先物
契約がインデックス付けされているアンダーライイング娯楽イベントに関連付けられた客
観的に定量化可能なパラメーターの値が買い手にとって好ましい方向へ動き、結果として
買い手に利益を生じている場合、先物契約は買い手の利益になるよう現金決済されるか、
又は先物契約は売り手により担保として納められた１又は複数の証券１４５を所有してい
る買い手により精算されて良い。先物契約がインデックス付けされているアンダーライイ
ング娯楽イベントに関連付けられた客観的に定量化可能なパラメーターの値が売り手にと
って好ましい方向へ動き、結果として売り手に利益を生じている場合、先物契約は売り手
の利益になるよう現金決済される。段階８２０で、方法は終了する。
【００６２】
　本開示は特定の実施例及び一般的に関連方法の観点から記載されたが、これら実施例及
び方法の変更及び置換は当業者に明らかであろう。従って、例である実施例の上述の記載
は、本開示を定め又は制限するものではない。他の変化、代替、及び変更も本開示の精神
及び範囲から逸脱することなく可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本開示のある実施例による、娯楽収益にインデックス付けされた１又は複数の証
券バンドルを公開する例であるシステムを図示する。
【図２】図１のシステムにより公開された証券バンドルの実施例の高レベルの概略図であ
る。
【図３】本開示の実施例による証券バンドルの例である時系列を図示する。
【図４】本開示の実施例による、娯楽収益にインデックス付けされた証券バンドルを形成
する例である方法を図示する。
【図５】本開示の実施例による、娯楽収益にインデックス付けされた証券バンドルを購入
する例である方法を図示する。
【図６】図１のシステムの公開当初の証券バンドルに基づく先物又は流通市場のトランザ
クションを提供する例である流通市場システムを図示する。
【図７】本開示の実施例による、流通市場の証券バンドルからの証券を取引する例である
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方法を図示する。
【図８】娯楽収益にインデックス付けされた先物契約の初回公開を実施する例である方法
を図示する。

【図１】

【図２】

【図３】
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