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(57)【要約】
【課題】複数の派生金融商品をトレーディングするシス
テムは、競争における競争者を表す派生金融商品を買う
旨の第1の注文を受け取るよう動作可能なプロセッサを
備えている。
【解決手段】プロセッサは、派生金融商品を売る旨の第
2の注文を受け取るよう更に動作可能である。プロセッ
サは、第1の注文及び第2の注文に少なくとも部分的に基
づいて市場価格を決定するよう更に動作可能である。プ
ロセッサは、決定された市場価格で売買を実行するよう
更に動作可能である。システムは、第1の注文及び／又
は第2の注文を格納するよう動作可能なメモリを更に備
えている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、当該装置は、
　プロセッサと、
　第１の注文及び第２の注文を記憶し、且つ命令を記憶するメモリと、を有しており、
　前記命令が前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　コンピュータ装置から、競争における競争者を表す金融商品を買う旨の第１の注文を受
け取り、
　コンピュータ装置から、前記金融商品を売る旨の第２の注文を受け取り、
　第１の注文、第２の注文、及び前記競争における前記競争者の実績に関連付けられた少
なくとも１つの結果に少なくとも部分的に基づいて、前記金融商品の価格を決定し、
　該決定された価格で取引を実行させ、
　前記競争における前記競争者の実績に基づいて前記金融商品の前記価格を調整する、よ
うに指示する、
　装置。
【請求項２】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　前記競争者の特徴に少なくとも部分的に基づいて、前記金融商品の当初価格を決定する
、ようにさらに指示する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　前記競争の少なくとも１つの後続の段階に関連付けられた後続の結果に少なくとも部分
的に基づいて、前記価格を調整する、ようにさらに指示する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　第１の競争者が前記競争の後続の段階を越えて進んだことを決定し、
　競争者が前記競争の後続の段階を超えて進んだことを決定することに応じて、配当が与
えられる、ようにさらに指示する、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　テレビ番組の一回放送分の間に前記金融商品の取引を一時的に停止する、ようにさらに
指示する、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されたときに、前記プロセッサに、
　第１のトレーダーに関連した金融商品の第１のポートフォリオを第２のトレーダーに関
連した金融商品の第２のポートフォリオに対して比較し、
　第１のポートフォリオと第２のポートフォリオとの比較に少なくとも部分的に基づいて
、トレーダーのグループの中から勝利したトレーダーを決定する、ようにさらに指示する
、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記金融商品には、株式が含まれ、競争を含むショーが含まれ、
　ゲームショーのホストは、前記競争中に、前記競争者を含むゲームショーの複数の競争
者と対話し、
　前記ホストは、前記競争に出場しない、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　命令を記憶する非一時的なコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は
有形媒体であり、前記命令は、プロセッサによって実行されると、
　コンピュータ装置から、競争における競争者を表す金融商品を買う旨の第１の注文を受
け取り、
　コンピュータ装置から、前記金融商品を売る旨の第２の注文を受け取り、
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　第１の注文、第２の注文、及び前記競争における前記競争者の実績に関連付けられた少
なくとも１つの結果に少なくとも部分的に基づいて、前記金融商品の価格を決定し、
　該決定された価格で取引を実行させ、
　前記競争における前記競争者の実績に基づいて前記金融商品の更新価格を決定する、よ
うに指示する、
　非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項９】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、
　前記競争者の特徴に少なくとも部分的に基づいて、前記金融商品の当初価格を決定する
、ようにさらに指示する、請求項８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、
　前記競争の少なくとも１つの段階に関連付けられた結果に少なくとも部分的に基づいて
、前記価格を調整する、ようにさらに指示する、請求項８に記載の非一時的なコンピュー
タ可読媒体。
【請求項１１】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、
　第１の競技者が前記競争の後続の段階を越えて進んだこと決定し、
　競争者が前記競争の後続の段階を超えて進んだことを決定することに応じて、配当が与
えられる、ようにさらに指示する、請求項８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記命令は、前記プロセッサによって実行されると、
　テレビ番組の一回放送分の間に前記金融商品の取引を一時的に停止する、ようにさらに
指示する、請求項８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
 
 
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にコンピュータ実行金融システムに関し、特に、改良された自動化証券
トレーディング・システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ実行証券トレーディング・システムは当該技術分野において周知である。
前述のシステムの１つには、本明細書及び特許請求の範囲に内容を援用する、「Automate
d　Securities　Trading　System」と題する、Kalmusらによる米国特許第4674044号明細
書に開示されている。このコンピュータ実行証券トレーディング・システムは、買い呼び
値及び売り呼び値に基づいて買い呼び値取引及び売り呼び値取引を得る。しかし、一般に
、こうしたシステムには人間の要素がなお存在している。
【０００３】
　例えば、大半の金融市場は、「スペシャリスト」と呼ばれる一又は複数のマーケット・
メーカーも活用する。公開市場において顧客注文とのマッチングが存在しない場合、前述
のスペシャリストが、スペシャリストのインベントリ・ポジションによって顧客注文に応
じる。従来技術では、スペシャリスト機能は自動化されていないが、企業又は個人によっ
て行われる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　よって、売買される証券の市場を形成し、より小規模の証券市場のボラティリティを少
なくするための自動化スペシャリスト機能を含む改良されたコンピュータ実行トレーディ
ング・システムに対する必要性が当該技術分野において存在している。
【０００５】
　したがって、本発明の一目的は、前述の既存のシステムの課題を解決することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の別の目的は、より狭い市場において売買される派生金融商品の価格ボラティリ
ティを少なくすることである。
【０００７】
　本発明の別の目的は、オンライン仮想トレーディング・システムを提供することである
。
【０００８】
　本発明の別の目的は、価格ボラティリティを相殺し、市場に流動性を与えるよう市場に
おいてトレーディングに参加する仮想スペシャリスト・プログラムを提供することである
。
【０００９】
　本発明の別の目的は、売買取引の不均衡に依存した証券商品価格決定システムを提供す
ることである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、証券のボラティリティをコントロールする証券商品価格コントロ
ール・システムを提供することである。
【００１１】
　本発明の別の目的は、証券商品の極端な価格ボラティリティを阻止するために証券商品
売買停止システムを提供することである。
【００１２】
　本発明の別の目的は、調整された市場コントロール要因が奏功するようにトレーディン
グ活動をもたらすために証券のゴースト・トレーダーを提供することである。
【００１３】
　本発明の別の目的は、仮想市場の金融市場金利及び大局的なボラティリティをコントロ
ールするために仮想準備銀行プログラムを提供することである。
【００１４】
　本発明の別の目的は、トレーディング行動に基づいた統計情報を得るよう調査者がアク
セスすることが可能なオンライン市場調査ツールを提供することである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の例示的なハードウェア環境のブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施例の概括的なロジックを示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施例の価格設定／トレーディングのプログラムのロジックを示
すフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施例の市場価格生成のロジックを示すフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施例の仮想スペシャリスト・プログラムのロジックを示す流れ
図である。
【図６】本発明の第１の実施例のトレーディング停止プログラムのロジックを示す流れ図
である。
【図７】本発明の第２の実施例の例示的な管理モジュール画面を示す図である。
【図８Ａ】新しいユーザの登録画面を備えた、本発明の第２の実施例の例示的なインタフ
ェースを示す図である。
【図８Ｂ】新しいユーザに対するウェルカム画面を表示した、図８Aのインタフェース画
面を示す図である。
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【図９】システム・ホームページを表示した、図8Aのインタフェース画面を示す図である
。
【図１０】ユーザ・ポートフォリオ・ページを表示した、図8Aのインタフェース画面を示
す図である。
【図１１】売買確認画面を表示した、図8Aのインタフェース画面を示す図である。
【図１２ａ】システムの第2の実施例の当初証券価格設定プログラムのロジックを示す流
れ図である。
【図１２ｂ】本発明の一実施例による、競争に基づいたトレーディング・システムを示す
フローチャートである。
【図１３】本発明の第２の実施例の証券売買フルフィルメント及び証券価格設定プログラ
ムのロジックを示す流れ図である。
【図１４】本発明の第２の実施例の売買抑制プログラムのロジックを示す流れ図である。
【図１５】本発明の第２の実施例の売買停止プログラムのロジックを示す流れ図である。
【図１６】本発明の第２の実施例のゴースト・トレーディング・プログラムのロジックを
示す流れ図である。
【図１７】本発明の第２の実施例の市場調査ツールのロジックを示す流れ図である。
【図１８】システムの定数及び変数の調節に用いる管理モジュールを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　従来技術の問題を解決し、本明細書を読み、理解すると明らかになる他の問題を解決す
るために、本発明は、複数の派生金融商品をトレーディングするシステムを記載している
。このシステムは、競争における競争者を表す派生金融商品を買う旨の第1の注文を受け
取るよう動作可能なプロセッサを備えている。このプロセッサは、派生金融商品を売る旨
の第2の注文を受け取るよう更に動作可能である。プロセッサは、第1の注文及び第2の注
文に少なくとも部分的に基づいて市場価格を決定するよう更に動作可能である。プロセッ
サは、決定された市場価格で売買を実行するよう更に動作可能である。システムは、第1
の注文及び／又は第2の注文を格納するよう動作可能なメモリを更に備えている。
【実施例】
【００１７】
　一実施例では、証券のデータベースが、オープンであり、コンピュータ化された取引所
におけるトレーディングのために提供される。一実施例では、映画、俳優、製品企業又は
サービス企業に関する証券が公開される。別の実施例では、競争（例えば、トーナメント
、プレイオフ、ゲーム番組、現実に基づくテレビ番組、受賞番組、スポーツ・イベント、
及び／又は何れかの適切な競争など）における競争者に関する証券が公開される。
【００１８】
　ユーザは、標準インタフェースを用いてネットワークを介してシステムにアクセスする
ことができる。例示的なシステムは、標準化されたウェブ・ブラウザ・インタフェースを
備えた、SQL準拠バックエンド・データベースを有するウェブ・サーバを有する。ウェブ
・ブラウザを用いて、ユーザは、人口統計情報（年齢、性別、場所、職業、所得、趣味、
及び同様なものなど）を提供して、ネットワークを介してオンライン・トレーディング・
システムに登録することができる。登録されると、ユーザには、登録後にログインするた
めに用いられる一意のユーザIDを選ぶ選択肢が与えられる。人口統計情報の提供において
、ユーザは、ランダムに割り当てられたパスワードやその他のインストラクション情報を
送付することが可能な宛先の電子メール・アドレスも提供する。
【００１９】
　ユーザがパスワードを受け取ると、ユーザは、システムのウェブ・ホームページ上に存
在するスタート・ボタンを選択することによってウェブを介して自由にシステムにログイ
ンし、システムからログアウトすることができる。しかし、新しいユーザにパスワードが
送付されている間に、トレーディングを即座に開始することが可能であるように、新しい
ユーザには、システムへの一時的なアクセスが与えられる。
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【００２０】
　自動的に、ユーザには、トレーディングを開始するために、後述の準備銀行プログラム
から一定量の仮想通貨が仮想ドル（V$）で与えられる。この量は、準備銀行プログラムか
らの融資（利息が課される）、又は贈与とみなすことが可能である。
【００２１】
　ログインした後、ユーザの現在の現金残高、株式、債券やその他のタイプの証券で保有
された金額を表示する、ユーザのポートフォリオ要約ページが表示される。新しいユーザ
がログインすると、ユーザのポートフォリオのキャッシュ・バリューは現金のみで、又は
マネー・マーケット・アカウントのみで表される。ユーザのポートフォリオの現金は、仮
想準備銀行プログラムによって設定される金利で増える。
【００２２】
　ユーザは、購入が望まれる商品のシンボルをページの売買領域にタイプ入力することに
よって証券商品をトレーディングすることができる。数量も、売買領域において特定され
る。特定商品のシンボルをユーザが知らない場合、標準のグラフィカル・ユーザ・インタ
フェース（GUI）機能（ドロップダウン・リスト・ボックス、テキスト・サーチ・ボック
スや、スライダ・バー・リストなど）を用いたルックアップ又はサーチの機能が、画面の
別の領域に設けられる。あるいは、画面の最下部にある、ティッカー・テープ・スタイル
の更新メニューが、利用可能な商品を、対応する商品価格とともに表示する。
【００２３】
　利用可能な商品のシンボルをユーザが首尾良く入力すると、ページの売買領域内の買い
ボタンを押すことができる。ユーザがアカウントに現金を十分有しており、商品がトレー
ディング可能な場合、取引の実行前に確認画面が現れる。確認すると、売買が実行され、
現金がユーザのアカウントから控除される。
【００２４】
　ユーザが証券商品を売りたい場合、ウェブページの売買領域内の売りボタンをクリック
する以外は同じ手順に従う。確認後、売られるシェアの市場価格がユーザのアカウントに
加えられ、購入注文のフルフィルメントを行うために、そのシェアはシステムにおいて入
手可能にされる。
【００２５】
　システムは、とりわけ売買注文のフルフィルメントを扱う仮想スペシャリスト・プログ
ラムを含む。本願のシステムの実施例では、仮想スペシャリスト・プログラムは、経済を
コントロールし、それに流動性をもたらす。一実施例では、仮想スペシャリスト・プログ
ラムは、買い注文を相殺する、等しく、マッチングしている売り注文が存在しているか否
か（逆も同様である）にかかわらず全ての注文のフルフィルメントを行うことによって瞬
間的な流動性をもたらす。システムは、売りトレード又は買いトレードを相殺することな
く仮想スペシャリスト・プログラムがフルフィルメントを行わなければならなかった売り
トレード又は買いトレードの量の現行の純変動残高を保有する。前述のアンバランスは、
売り注文よりも多くの買い注文を実行したことを売買アンバランスが表す場合に正の数と
して記憶され、買い注文よりも多くの売り注文を実行したことを売買アンバランスが表す
場合に負の数として記憶される。
【００２６】
　非仮想市場の場合とは違って、この実施例の仮想スペシャリスト・プログラムは、最後
に実行された買い注文呼び値に基づいてシェアの価格を設定することによって経済をコン
トロールするものでない。むしろ、仮想スペシャリスト・プログラムは、未処理売買アン
バランスを計算し、生じさせることによって、各売買後に商品の価格を決定する。
【００２７】
　売買アンバランス（本明細書では純変動残高（NMB）とも呼ぶ）は、証券価格増加（SPI
）定数と一対の証券価格閾値定数との組合せを用いて証券価格を増やすか又は減らすこと
によって証券価格をコントロールする。正の証券価格閾値（PSPT）定数及び負の証券価格
閾値（NSPT）定数が、システムの証券毎に証券定数テーブル2002において設定される。売
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買注文の純売買変動（NTM）変数は、売買注文が買いの場合には売買注文のシェアの正の
量に設定され、売買注文が売りの場合には売買注文のシェアの負の量に設定される。新NM
Bは、売買前のNMB（純価格変動テーブル2008（NMB（旧））から取り出される）をNTMに加
算することによって算出される。
【００２８】
　売買注文の対象である証券の証券価格増加（SPI）定数は、証券定数テーブル2002から
取り出される。NMBは、次いでPSPTと比較される。NMBがPSPTより大きい場合、証券価格（
SP）が、証券価格テーブル2006から取り出された、売買前のSPにSPIを加算することによ
って算出される。次いでNMBは、PSPTだけ減らされ、純価格変動テーブルにもう一度記憶
される。
【００２９】
　逆に、NMBがNSPT（負の値）未満の場合、SP（新）は、SPIをSP（旧）から減算すること
によって算出される。NMBは次いで、NSPTだけ増やされる。
【００３０】
　上記算出が行われた後、SPは、全ての証券価格を記録する証券価格テーブル2006に記憶
される。NMBは、純変動残高データベースにおいて更新される。純変動残高データベース
の各レコードは、証券商品の連続的な増加（減少）の数の情報を記録するための増加トラ
ッキング・フィールドを更に含む。更に、売買に関するSP、NMB、ユーザIDやその他の情
報を備えたレコードを売買に加えるSQL書き込みステートメントを実行して、価格履歴ト
ラッキング・テーブル2010が各売買の後に更新される。この情報は、市場調査者に統計情
報を提供する後述のマーケティング・ツールによって用いられる。
【００３１】
　定期的に、特定の証券の自然な人気によって、又は個人トレーダー若しくはトレーダー
群による市場操作によって、証券は、激しい価格変動を受ける。これは、仮想通貨が仮想
市場において使用される市場において特にあてはまる。仮想市場の特殊な状況を前提とす
れば、システムは、人為的な価格コントロール機構又は価格抑制機構を提供する。
【００３２】
　本発明の抑制機構は、仮想スペシャリストが実行する各価格増加を監視する。証券商品
の価格が上又は下に変動した場合、その証券の純変動残高テーブル2012の増加トラッキン
グ・フィールドが取り出される。証券抑制閾値（SBT）定数及び証券抑制増加（SBI）定数
が証券定数テーブル2002から取り出される。価格増加の合計連続数（TCPI）がSBTより大
きい場合、PSPTは、証券抑制増加だけ増やされ、次いで、証券定数テーブル2002にもう一
度記憶される。価格減少（負の値）の合計連続数がSBT未満の場合、NSPTは証券抑制増加
だけ減らされ、次いで、証券定数テーブル2002にもう一度記憶される。このようにして、
設定された閾値より大きい価格変動を受けた証券の価格変動は遅くなる。
【００３３】
　しかし、抑制機構は、証券の極端な下げ市場又は上げ市場、又は市場全体において十分
に効果的でないことがあり得る。そうした場合、停止機構がシステムによって提供される
。停止機構は、抑制機構とかなり同様にふるまう。例外としては、証券停止閾値（SHT）
定数がTCPI／TCPDフィールドと比較されるということがある。TCPI／TCPDフィールド値の
絶対値がSBTを上回る場合、その特定の証券のトレーディングは停止する。トレーディン
グがシステムによって停止したことをユーザに通知する通知が、その証券をトレーディン
グしようとするトレーダーに向けて画面上に現れる。その証券のトレーディングは、管理
上設定された期間後、又は管理モジュールによって手作業で再開され得る。
【００３４】
　仮想経済は、市場での成立価格によって反映されることと取引所の方針が異なる場合に
生じ得る裁定状況をクロージングするうえで有限の量の資本を有し得る。仮想経済は、無
限の量の資本を有し得る非仮想経済とは異なる。システム管理者には、市場に影響を及ぼ
すよう、大局的な定数（PSPT、NSPT、SBT、SBI等など）に対する変更を調整することが可
能な別個のコントロール画面が与えられる。実質的に、このパスワード保護されたコント
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ロール画面は、ボラティリティ・コントロール・モジュールとしての役目を担う。ボラテ
ィリティ・コントロール（又はゴースト・トレード）モジュールは、金融規制、及び全体
としての市場を実現し、拡充するために用いる。所望の効果は、連係された一律の買いタ
イマ間隔及び売りタイマ間隔を備えた売りプログラム及び買いプログラムをシステムに出
させることによって実現される。タイマはゴースト・トレーディング・テーブル2014に周
期的にクエリを出す。ゴースト・トレーディング・テーブル2014の各証券商品レコードは
、管理上設定されるトレーディング日毎の回数、トレードを引き起こすよう設定される。
証券のトレード間の時間間隔の終了をタイマが検出した場合、ゴースト・トレーディング
機構はゴースト買い確率（GBT）をゴースト・トレード・テーブル2014から取り出す。ラ
ンダム・トレード定数（RTC）がシステムによって生成される。次に、ゴースト証券売買
量（GBQ）がゴースト・トレード・テーブル2014から取り出される。GBTがRTC以上の場合
、GBQによって特定されるシェア数の買い注文がシステムによって出される。さもなけれ
ば、GBQによって特定されるシェア数の売り注文が出される。
【００３５】
　本発明のシステムは、仮想準備銀行プログラムを含む。この準備銀行プログラムは、準
備銀行プログラム・モジュール内に備えられた金融ツールによって経済を調整する。前述
のツールによって、特定の大局的なシステム定数（総マネーサプライや金利）を調整する
ことが可能である。
【００３６】
　金利の場合、調整可能な大局的定数は、仮想トレーディング・システムの管理テーブル
2016に組み込まれる。金利を上下させることによって、証券に関係していない仮想ドルに
対して支払われる利子額が、ユーザのために調整される。このようにして、ユーザのアカ
ウントにおける未使用額は、金利が適宜、調整されるマネー・マーケット・アカウントと
しての役割を果たす。
【００３７】
　あるいは、仮想準備銀行プログラム長は、システムにおけるインフレ圧力及びデフレ圧
力を監視する大局的な金利閾値定数（GITC）を用いて金利及び証券閾値定数を決めること
が可能である。インフレ圧力及びデフレ圧力は、システム経済の規模（すなわち、特定の
規定価格を得る証券のシェアの数）として定義することができる。例えば、合計流通シェ
アは80億仮想ドル(V$)の合計額面価格を有し得るものであり、流通シェアの合計市場価格
は800億仮想ドル(V$)、一日平均のトレーディング量は約50億仮想ドル(V$)であり得る。
仮想スペシャリスト・プログラムは、システムの大多数の証券の場合、価格変動閾値を+1
0,000及び－10,000に設定し得る。短期金融市場金利は、準備銀行プログラムによって前
述の市場状況下で70%に設定することができる。しかし、例えば、取引所の成立価格が2千
億仮想ドル(V$)に上昇する場合、価格変動閾値は+20,000及び－20,000それぞれにリセッ
トし、短期金融市場金利を15%に再設定することができる。
【００３８】
　種々の関心、芸術的な嗜好及び経済的な購買力を備えた、オンライン・ユーザの典型を
表す人々の群がおびただしいことを考慮すれば、本発明のシステムは更に、事業主体（市
場調査企業、広告代理店、投資家、映画及びテレビのスタジオ、レコード会社、ラジオ局
及び映画レンタル会社など）に非常に有用な情報を提供する。したがって、トレーダーの
人口統計、関心、信条及び／又は嗜好に関する統計情報に市場調査ユーザがアクセスする
ことを可能にするオンライン市場調査ツールが、選択された市場調査ユーザに向けて提供
される。
【００３９】
　本発明をより徹底的に理解するために、かつ、更なる特徴及び利点のために、添付図面
とともに以下の説明を次に参照する。
【００４０】
　仮想トレーディング・システムの概要
　本発明は、派生金融商品（「派生商品」）のコンピュータ実行トレーディング・システ



(9) JP 2017-188170 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

ムを備えている。本発明は、派生金融商品のトレーダーから買い注文及び売り注文を受け
入れ、需要と供給に基づいて市場価格を設定し、価格ボラティリティを最小にするために
トレーダーとして市場に参加する。特定の実施例では、本発明は、映画、タレント、CD及
びテレビ番組を表す派生金融商品のコンピュータ実行取引所である。他の実施例では、本
発明は、トーナメント、プレイオフ、ゲーム番組、現実に基づくテレビ番組、受賞番組、
スポーツ・イベント、及び／又は何れかの適切な競争における競争者を表す派生金融商品
のコンピュータ実行取引所である。
【００４１】
　コンピュータ実行取引所（「取引所」）は、シミュレーション（すなわち、ゲーム）と
して、又は前述の派生金融商品の実際のトレーディング・システムとして実現することが
できる。派生金融商品は、ドルによって、仮想準備銀行プログラムによってコントロール
される仮想通貨によって、又は何れかの適切な現実通貨又は人工通貨によって購入するこ
とができる。
【００４２】
　派生金融商品は、トレーダーに向けて表示される現行トレーディング・リストによって
識別される。特定の実施例では、現行トレーディング・リストは、種々の制作段階におけ
る映画、タレントや、その他の娯楽指向の資産のリストを含む。他の実施例では、現行ト
レーディング・リストは、トーナメント、プレイオフ、ゲーム番組、現実に基づくテレビ
番組、受賞番組、スポーツ・イベント、及び／又は何れかの適切な競争における競争者の
リストを含む。リストは、以下を含み得る。
【００４３】
　派生金融商品名
　流通シェア数
　直近トレーディング価格（15分毎に印刷される）
　直前の午前0時（太平洋標準時（PST））からの価格変動
　直前の正午からの価格変動
　期初から現在までの価格変動
　映画及び／又は俳優に基づいた派生商品に関する取引所において、現行トレーディング
・リストは、映画（アクション・アドベンチャー、ミステリー、ウェスタン、コメディ等
）のジャンル、及び映画（脚本書き、制作準備、映画制作、編集、公開、ホームビデオ等
）の制作状態を更に備えることができる。トレーダーは、以下によってソートされた現行
トレーディング・リストをみることができる。
【００４４】
　名前（アルファベット順）
　ジャンル（アルファベット順）
　制作状態（アルファベット順）
　最も活発なシェア（昨日売買されたシェア数）
　最も値上がりしたシェア
　最も値下がりしたシェア
　本日の値動きが最も速いシェア（例えば、最も速く値上がりした２０のシェア及び最も
速く値下がりした２０のシェア）
　取引所で提供される他の派生金融商品の同様な情報が提供され得る。
【００４５】
　各トレーダーのポートフォリオは、トレーダーのアカウント状況を含むポートフォリオ
・データ構造によって識別される。この情報には、以下が含まれる。
【００４６】
　トレーダーのアカウントにおける現金の額（日々加算される、システム割引率に特定の
増加分を加えた支払利子）
　現金に対して支払われる現行利率
　保有株式の直近の売値での総価値
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　保有債券の直近の売値での総価値
　TPV（総ポートフォリオ価値（現金+債券+株式））
　現金のTPVに対する比率
　債券のTPVに対する比率
　株式のTPVに対する比率
　トレーダーは、表示するために、種々のいかなる数のレポート（以下を含む）も生成す
ることが可能である。
【００４７】
　売買される株式及び債券のリスト（上記参照）
　数で表される総株式の指数（INDEX_STOCKS）（1000を初日の合計株式価値として定義す
る）（ここで、INDEX_STOCKS=（本日の総株式価値）/（初日の総株式価値）である）
　数で表される総債券の指数（INDEX_BONDS）（1000を初日の合計債券価値として定義す
る）（ここで、INDEX_BONDS=（本日の総債券価値）/（初日の総債券価値）である）
　株式及び債券全てを含む総取引所指数（INDEX_EXCHANGE）（1000が、初日の合計取引所
価値である）（ここで、INDEX_EXCHANGE=（本日の総市場価値）/（初日の総市場価値）で
ある）
　上位のマーケット・パフォーマのリスト（例えば、純ポートフォリオ価値変動=（現金
の変動率）+（株式の変動率）+（債券の変動率）として、かつ、カテゴリ（前日（直近の
１つ前の午前0時から直近の午前0時まで）、前週（毎木曜日の午後１２時に終了する7日
間）、前月（月末の午後12時に終了）、前四半期（前月／前四半期の最終日の午後12時に
終了）、期初から現在まで（現行の日次合計価値変動率）/（期初から現在までの日数）
、及び年次（各年の12月31日の午後12時に終了））毎に算出されるポートフォリオ成長率
による上位１０位までのトレーダー）
　売買停止銘柄のリストを含む全体の市場状況のレポート
　名前
　直近の売買価格
　売買停止状態が発生した時間
　当日、売買停止までに実際に値動きがあった銘柄の比率
　本日売買されたシェア及び／又は債券の合計数
　本日の総売買取引のドルでの価値
　本日の売買取引数
　今月の売買取引数
　上記情報を用いると、将来の買い注文及び売り注文をトレーダーが出す手引きとなる。
【００４８】
　ハードウェア環境
　図1を参照すれば、ブロック図は、本発明の好ましい実施例の例示的なハードウェア環
境を示す。より詳細には、インターネット10を用いて、本発明を実施するコンピュータ・
プログラムを実行するサーバ・コンピュータ14にクライアント・コンピュータ12（例えば
、ウェブ・ブラウザを実行する）を接続する通常の分散型コンピュータ・システムを示す
。通常の組み合わせのリソースは、パソコン、ワークステーション、ミニコンピュータ又
はメインフレームであるサーバ・コンピュータ14にインターネット10を介して接続される
パソコン又はワークステーションであるクライアント・コンピュータ12を含み得る。
【００４９】
　一般に、クライアント・コンピュータ12及びサーバ・コンピュータ14は、１つ又は複数
のCPU16、コンピュータ・プログラム20やその他のデータを記憶する種々の量のRAM、及び
コンピュータに通常みられるその他の構成部分を備える。更に、クライアント・コンピュ
ータ12及びサーバ・コンピュータ14は、１つ又は複数のモニタ、及び、固定型の、又は取
り外し可能なデータ記憶装置20（ハード・ディスク・ドライブ、フロッピー（登録商標）
・ディスク・ドライブ及び／又はCD-ROMドライブなど）を含むことができる。更に、入力
装置（マウス・ポインティング・デバイスやキーボードなど）が含まれ得る。
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【００５０】
　クライアント・コンピュータ12及びサーバ・コンピュータ14はオペレーティング・シス
テム（ウィンドウズ（登録商標）、マッキントッシュ、UNIX（登録商標）等など）の制御
下で動作する。更に、クライアント・コンピュータ12及びサーバ・コンピュータ14それぞ
れは、それぞれのオペレーティング・システムの制御下で１つ又は複数のコンピュータ・
プログラム18を実行する。本発明は好ましくは、サーバ・コンピュータ14によって実行さ
れる１つ又は複数のコンピュータ・プログラム18として実現されるが、別の実施例では、
前述のコンピュータ・プログラム18は、クライアント・コンピュータ12上で実行すること
もできる。
【００５１】
　一般に、本発明を実現するコンピュータ・プログラム18は、コンピュータ読み取り可能
媒体（例えば、コンピュータに接続された固定型データ記憶装置、及び／又は取り外し可
能なデータ記憶装置20のうちの１つ又は複数）において有形に実施される。オペレーティ
ング・システムの制御下で、コンピュータ・プログラム18は、CPU16による後の実行のた
めにコンピュータのRAMにデータ記憶装置20からロードすることができる。コンピュータ
・プログラム18は、コンピュータによって読み込まれ、実行されると、本発明の工程又は
構成要素をコンピュータに実行させるのに必要な工程を実行させる命令を有する。
【００５２】
　図1に示す例示的な環境が本発明を限定することを意図するものでないことを当業者は
認識するであろう。実際に、本発明の範囲から逸脱することなく、他の別のハードウェア
環境を用いることができると当業者は認識するであろう。
【００５３】
　I.　トレーディング・システムの第１の実施例の概括的なロジック
　図2を参照すれば、本発明の第１の実施例の概括的なロジックを示すフローチャートを
示す。
【００５４】
　ブロック200は、サーバ・コンピュータ14が次のイベントが起きるのを待つことを表す
。イベントが起きると、制御はイベントを識別し、適宜、応答するためにブロック202‐2
24に移される。
【００５５】
　ブロック202は、データを表示する旨の要求をクライアント・コンピュータ12から受け
取ったか否かをサーバ・コンピュータ14が判定することを表す判定ブロックである。肯定
の場合、ブロック204は、後に表示するためにサーバ・コンピュータ14がデータをクライ
アント・コンピュータ12に送信することを表す。表示するために送信されるデータは好ま
しくは、少なくとも3つのタイプ（派生金融商品のトレーディングの現行リスト、トレー
ダーのポートフォリオ、及びサーバ・コンピュータ14によって生成されるその他のレポー
ト）のデータを含む。
【００５６】
　ブロック206は、特定の派生金融商品（例えば、株式や債券）の買い注文を出す旨の要
求をクライアント・コンピュータ12から受け取ったか否かをサーバ・コンピュータ14が判
定することを表す判定ブロックである。肯定の場合、ブロック208は、サーバ・コンピュ
ータ14のメモリ内のキューに入れることによってサーバ・コンピュータ14が買い注文を処
理することを表す。買い注文は、以下を含むデータ構造である。
【００５７】
　トレーダーのアカウント番号、
　トレーダーの名前、
　注文の時間及び日付、
　買う対象の株式又は債券、
　トレーダーのアカウントの現金残高、及び
　買う対象の総数（一般に、100の倍数単位）をトレーダーが入力することができるテキ
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スト・フィールド。
【００５８】
　第1の好ましい実施例では、買い注文は、所定の「スイープ価格設定サイクル」の満了
を求めてキュー内で待つ。スイープ価格設定サイクルは周期的に（１５分毎に、又は規定
された別の時間間隔中に）生じる。派生金融商品に対してトレーダーが実際に支払う評価
価格は、その注文が出されたスイープ価格設定サイクルの最後における、派生金融商品に
対する合計供給／需要によって判定される。
【００５９】
　市場価格は、サーバ・コンピュータによって実行される価格設定／トレーディング・プ
ログラムによって設定される（図3において後述する）。トレーダーのアカウントには次
いで、派生金融商品の市場価格が課金される。この購入によって、トレーダーのアカウン
トにおいて利用可能な現金全てを使い果した場合、トレーダーには、購入に対する支払い
を行うのに十分な金額が「融資され」、そのアカウントには、所定の利率（例えば、年率
18%（日々加算される））での利息が計上される。株式を売るか又はドルを買うことによ
って、残高をゼロにするためにより多くの現金を蓄積するまで利息がトレーダーのアカウ
ントに計上される。
【００６０】
　ブロック210は、売り注文を出す旨の要求をクライアント・コンピュータ12から受け取
ったか否かをサーバ・コンピュータ14が判定することを表す判定ブロックである。肯定の
場合、ブロック212は、サーバ・コンピュータ14のメモリ内のキューにおいて入れること
によってサーバ・コンピュータ14が売り注文を処理することを表す。売り注文は、以下を
含むデータ構造である。
【００６１】
　トレーダーのアカウント番号、
　トレーダーの名前、
　注文の時間及び日付、
　売る対象の株式又は債券、
　トレーダーのアカウントにおける株式又は債券の量、及び
　売る対象の総数（一般に、100の倍数単位）をトレーダーが入力することができるテキ
スト・フィールド。
【００６２】
　第1の好ましい実施例では、買い注文と同様に、売り注文は、所定のスイープ価格設定
サイクルの満了を求めてキュー内で待つ。派生金融商品をトレーダーが実際に売る市場価
格は、その注文が出されたスイープ価格設定サイクルの最後における、派生金融商品に対
する合計供給／需要によって決定される。市場価格は、サーバ・コンピュータによって実
行される価格設定／トレーディング・プログラムによって設定される（図3において後述
する）。トレーダーのアカウントの貸方には次いで、派生金融商品の市場価格が記入され
る。
【００６３】
　売り注文は、以下に更に詳細に説明するように、トレーダーによって出すか、又はサー
バ・コンピュータ14によって生成することが可能である。トレーダーによって出される売
り注文の場合、トレーダーは、自らが保有する株式又は債券のリストを、クライアント・
コンピュータに接続されたモニタ上でみて、一定量を市場価格で売ることを選択する。
【００６４】
　株式のリストをみる旨の要求をトレーダーが出すと、サーバ・コンピュータ14は、表示
するために、直近のトレーディング価格（LTP）、株式の数量、購入価格、及び購入日付
を保有株式毎に含む特定情報をクライアント・コンピュータ12に送信する。同様に、債券
のリストをみる場合、表示するために、サーバ・コンピュータ14は、直近のトレーディン
グ価格（LTP）、債券の種類毎の受取利率、債券の数量、購入価格、及び購入日付を保有
債券毎に含む特定情報をクライアント・コンピュータ12に送信する。
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【００６５】
　ブロック214は、スイープ価格設定サイクルの内部タイマが満了したか否かをサーバ・
コンピュータ14が判定することを表す判定ブロックである。肯定の場合、ブロック216は
、図3において説明したように、価格設定／トレーディング・プログラムを実行するタイ
マをサーバ・コンピュータ14が処理することを表す。
【００６６】
　ブロック218は、割引率を変える旨の要求を受け取ったか否かをサーバ・コンピュータ1
4が判定することを表す判定ブロックである。肯定の場合、ブロック220は、サーバ・コン
ピュータ14が割引率プログラムを実行することを表す。流動性を増加又は減少させるため
に、サーバ・コンピュータ14は時々、仮想準備銀行プログラムとしての役割を果たし、割
引率を調整するよう介入する。割引率は、何れかの適切なデータ（例えば、特定の業界の
業績、特定の番組のテレビ・レーティング、チケットの売り上げ、収入又は何れかの他の
適切な情報など）に基づいて調整することができる。割引率は、流動性を増加又は減少さ
せて、特定の市場及び／又は業界の成長に影響を及ぼすよう調整することができる。サー
バ・コンピュータ14が割引率を下げると、全ての債券がより好適な取引であるように思わ
れる。債券では、全く変動しない固定金利が支払われるからである。第1の好ましい実施
例では、これによってトレーダーがより多くの債券を買うことが奨励され、購入の需要に
おけるそうした急増によって、前述のように、相関した増加が債券価格においてもたらさ
れる。同じことが株式に発生する。トレーディング・アカウントの現金残高に対して支払
われる利子によるトレーダーの儲けが少なくなるからである。サーバ・コンピュータ14が
割引率を上げると、債券はより好適でない取引であるように思われる。これは、割引率に
対する利点がより小さいからである。よって、サーバ・コンピュータ14は、債券に対する
買い圧力又は需要を緩和する。それによって、売り注文の増加がもたらされるか、又は少
なくとも、債券の購入のペースが低下し、よって、市場において売買されるにつれ、その
価格が下落する。同様に、株式はより魅力的でないように思われる。トレーダーが、自ら
のアカウントに現金を保有し、この現金に対して利子を得ることによってより多くの儲け
を得ることが可能であるからである。
【００６７】
　ブロック222は、派生商品のリストを修正する旨の要求を受け取ったか否かをサーバ・
コンピュータ14が判定することを表す判定ブロックである。肯定の場合、ブロック224は
、サーバ・コンピュータ14がリスティング・プログラムを実行することを表す。サーバ・
コンピュータ14は、システムにおいてトレーディングされる派生商品のリストを修正する
べきか否かを判定する。新たな派生商品の提供、満了した派生商品、及び公開廃止派生商
品を反映するようリストを修正することが可能である。
【００６８】
　特定の派生商品の当初価格は、特定の派生商品によって表される映画、俳優、スポーツ
選手、チーム、賞の候補者、競争者及び／又は事業主体に基づき得る。例えば、映画を表
す派生商品の当初価格は、映画の潜在的ボックスオフィス収入の推定に基づき得る。別の
例として、映画を表す派生商品の当初価格は、主観的な基準（例えば、ディレクターの評
判、映画が制作されるスタジオが主要なスタジオか小さなスタジオか、映画における俳優
の人気、及び／又は何れかの他の適切な基準など）に基づき得る。スポーツ・トーナメン
トにおける競争者（例えば、プレイオフのバスケットボール・チーム）を表す派生商品の
当初価格は、トーナメントにおける競争者のシード、現在のランキング、勝敗記録、及び
／又は、何れかの適切な数並びに組み合わせの客観的基準及び／又は主観的基準に基づき
得る。賞の候補者に基づく派生商品の当初価格は、前述の候補者によって得られた過去の
賞、業績又は表彰に基づき得る。現実に基づくテレビ番組における競争者に基づく派生商
品の場合、取引所は、競争者に関連した当初価格が等しくなるように設定し得る。他の実
施例では、取引所は、特定の派生商品の当初価格を、その派生商品が表す競争者の業績、
技術及び／又は人気に基づいて設定し得る。取引所に存在しているタレントを表す債券の
場合、債券の価格は、ハリウッド・レポーターのスター・パワー・インデックスに基づき
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得る。15という低いスター・パワー・インデックスを有するタレントを表す債券は、高い
スター・パワー・インデックスを有するタレントを表す債券よりも高い利回りで出される
。取引所は、何れかの適切な数及び組み合わせのデータ及び／又は基準を用いて、派生金
融商品の価格を設定することができる。
【００６９】
　特定の実施例では、取引所は、特定の派生商品の当初価格を自動的に判定することがで
きる。他の実施例では、一又は複数の個人（例えば、スペシャリストのパネルなど）が、
何れかの適切な客観的基準及び／又は主観的基準を用いて特定の派生商品の当初価格を判
定することができる。
【００７０】
　特定の実施例では、行使価格を有するワラントを、提供された時点で新規派生商品に付
けることができる。派生商品及びワラントが最初に出される際、行使価格に達するまで、
ワラントには価値が何らないことがあり得る。例えば、映画に基づく株式の場合、映画が
特定レベルの収入を上げた後、行使価格に達し得る。派生商品が取引所で公開廃止になっ
た場合（例えば、プロダクション・ランを終えた映画、又は引退若しくは死去によるタレ
ントによる株式）、ワラントを償還し得るものであり、トレーダーには、ワラントの価値
が支払われ得る。よって、スタジオに、オフバランスシート調達が提供される。
【００７１】
　価格設定/トレーディング・プログラム
　図3を参照すれば、本発明の価格設定／トレーディング・プログラムのロジックを示す
フローチャートを示す。ブロック300は、先行スイープ価格設定サイクル以降の期間中に
キューにおいて蓄積された買い注文及び売り注文をサーバ・コンピュータ14が取り出すこ
とを表す。ブロック302は、サーバ・コンピュータ14が買い注文を売り注文とマッチング
させることを表す。しかし、上記期間中にキューにおいて蓄積された買い注文数及び売り
注文数が同一でない可能性が高い。ブロック304は、派生金融商品の市場価格を判定する
ために、図4に表す市場価格プログラムをサーバ・コンピュータ14が実行することを表す
。市場価格が決定された後、ブロック306は、キュー内の買い注文及び売り注文が市場価
格で処理されることを反映するようサーバ・コンピュータ14がトレーダーのポートフォリ
オを更新することを表す。ブロック308は、価格設定／トレーディング・プログラムの終
了を表す。
【００７２】
　市場価格生成のプログラム
　図4を参照すれば、本発明の市場価格生成プログラムのロジックを示すフローチャート
を示す。市場価格生成のロジックの一目的は、市場における派生金融商品に対して需要が
あること又はないことを反映する、派生金融商品の市場価格の生成である。ブロック400
は、先行スイープ価格設定サイクルからの期間中の買い注文及び売り注文間のアンバラン
スをサーバ・コンピュータ14が測定することを表す。ブロック402は、買い注文及び売り
注文のアンバランスによって生じる派生金融商品の価格変動をサーバ・コンピュータ14が
判定することを表す。ブロック404は、市場に安定性及び流動性をもたらすために、図5に
おいて表すように、サーバ・コンピュータ14が仮想スペシャリスト・プログラムを実行す
ることを表す。ブロック406は、トレーディング日中に推定価格変動が過剰であり、その
商品の市場の統合性を脅かす場合、図6にて表すように、サーバ・コンピュータ14が売買
停止プログラムを実行して、派生金融商品におけるトレーディングを停止することを表す
。ブロック408は、トレーダーのポートフォリオを更新するために価格設定／トレーディ
ング・プログラムが用いる価格になる市場価格をサーバ・コンピュータ14が設定すること
を表す。ブロック410は、市場価格生成プログラムの終了を表す。
【００７３】
　ブロック400によって表すように、買い注文と売り注文との間のアンバランスの測定に
おいて、売りの数と買いの数との間の絶対差は、スイープにおける純変動（NMS）として
定義される。スイープ増加変数（SIV）は、買い注文数及び売り注文数における漸増的な
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アンバランスによって生じる価格の上昇又は下落として定義される。ロット変動変数（LM
V）は、１SIVの価格の上昇又は下落をもたらす増加ロット・サイズを表す。予測価格変動
（PM）は、
　PM=（NMS/LMV）*SIV
として表すことが可能である。
【００７４】
　例えば、特定の株式の買い注文数が42,000であり、売り注文数が30,000の場合、NMS=（
42,000－30,000）=12,000である。SIV=$0.25及びLMV=5000の場合、特定の株式の価格変動
は、（12,000/5,000）*0.25=0.50ドルである。よって、特定の株式の市場価格は、直近の
トレーディング価格よりも0.50ドル大きい。
【００７５】
　前述の価格設定手法の場合、派生金融商品の価格における大きなボラティリティ、及び
、市場原理における投資家の信頼の最終的な喪失の可能性が存在していることが容易に分
かり得る。取引所では、急激な価格変動を故意にもたらすトレーディング戦略を一又は複
数の個人が進めることが可能であり得る。
【００７６】
　本発明のトレーディング・システムによって調節される資本市場の成長及び安定性を助
長するために、図4のブロック404に表すように、仮想スペシャリスト・プログラムはサー
バ・コンピュータによって実行される。仮想スペシャリスト・プログラムの実行において
、サーバ・コンピュータ14は、仮想スペシャリスト・ポートフォリオ（VSP）から市場に
おいて活発にトレーディングすることによってトレーディングを調整する。第1の好まし
い実施例では、仮想スペシャリスト・プログラム・ポートフォリオには当初、各派生金融
商品の全発行シェアの半分が入っている。
【００７７】
　仮想スペシャリスト・プログラム
　図5を参照すれば、本発明の仮想スペシャリスト・プログラムのロジックを示す流れ図
を示す。ブロック500は、スイープ価格設定サイクル中の価格変動が、調整価格変動閾値
（APT）以上か否かをサーバ・コンピュータ14が判定することを表す判定ブロックである
。APTは、サーバ・コンピュータ14のメモリにおける定数である。APTが価格変動より大き
い場合、サーバ・コンピュータ14は市場において売買しない。価格変動がAPT以上の場合
、サーバ・コンピュータ14は仮想スペシャリスト・プログラム・ポートフォリオから売買
する。サーバ・コンピュータ14によるトレーディングのレベルは、価格変動がAPTを上回
った量で判定される。価格変動が大きいほど、価格変動を相殺するためにサーバ・コンピ
ュータ14がトレーディングするシェア数は多くなる。
【００７８】
　本発明の例示的な実施例では、ATP=1.25であり、サーバ・コンピュータ14は、以下の工
程を実行する。PM=APTの場合、サーバ・コンピュータ14は、マッチしないシェア20%をマ
ッチングさせる。PM=APT+0.25の場合、サーバ・コンピュータ14は、マッチしないシェア
の20%をマッチングさせる。PM=APT　+0.50の場合、サーバ・コンピュータ14は、マッチし
ないシェアの30%をマッチングさせる。PM=APT　+0.75の場合、サーバ・コンピュータ14は
、マッチしないシェアの40%をマッチングさせる。PM=APT　+1.0の場合、サーバ・コンピ
ュータ14は、マッチしないシェアの50%をマッチングさせる。PM=APT　+1.25の場合、サー
バ・コンピュータ14は、マッチしないシェアの60%をマッチングさせる。PM=APT　+1.50の
場合、サーバ・コンピュータ14は、マッチしないシェアの70%をマッチングさせる。PM=AP
T　+1.75の場合、サーバ・コンピュータ14は、マッチしないシェアの80%をマッチングさ
せる。
【００７９】
　ブロック502は、価格変動を相殺するために買い注文又は売り注文をサーバ・コンピュ
ータ14が生成することを表す。サーバ・コンピュータ14によって生成される買い注文又は
売り注文はキューに入れられ、トレーダーの買い注文及び売り注文は次のスイープ・サイ
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クル中に処理される対象である。
【００８０】
　第1の好ましい実施例では、仮想スペシャリスト・プログラム・ポートフォリオが当初
、トレーディングされる全証券の半分を含むので、サーバ・コンピュータ14は最終的には
、仮想スペシャリスト・プログラム・ポートフォリオを枯渇させ得るか、又は仮想スペシ
ャリスト・プログラム・ポートフォリオに株式の全シェアを保有させ得る。バランスのと
れた仮想スペシャリスト・プログラム・ポートフォリオを維持し、多少の流動性を市場に
もたらすために、サーバ・コンピュータ14は、更なる買い注文及び売り注文を生成して、
APTを上回る価格変動に応じて生成される注文を相殺する。ブロック504は、時間が指定さ
れた買い注文及び売り注文をサーバ・コンピュータ14が生成することを表す。本発明の一
実施例では、サーバ・コンピュータ14は、仮想スペシャリスト・プログラム・ポートフォ
リオの各株式及び各債券を評価する。サーバ・コンピュータ14は、当該アイテムにおける
不足額又は余剰額を判定し、次いで、今後3日間の順次の15分セグメントそれぞれに不足
額の1/288を「時間が指定されたリカバリ注文」として入れる。ブロック320において表す
ように、価格設定／トレーディング・プログラム255が買い注文及び売り注文をマッチン
グさせると、価格設定/トレーディング・プログラム255は、直近の3日間で未処理の「時
間が指定されたリカバリ注文」があればこれをスイープに含める。前述の注文は、トレー
ダーの買い注文及び売り注文とマッチングされる。ブロック506は、仮想スペシャリスト
・プログラムの終了を表す。
【００８１】
　トレーディング停止プログラム
　図6は、本発明のトレーディング停止プログラムのロジックを示す流れ図である。ブロ
ック600は、買い注文及び売り注文のアンバランスによって生じる株式の価格変動をサー
バ・コンピュータ14が判定することを表す。ブロック602は、スイープ・サイクル期間中
のみならず、当日の価格変動をサーバ・コンピュータ14が測定することを表す。ブロック
604は、「一トレーディング日」（直近の１つの前の午前0時から直近の午前0時まで）内
の純価格変動（NPM）が上方向又は下方向に50%超であるか否かを判定することを表す判定
ブロックである。ブロック606によって表すように、20ドル超でトレーディングされる株
式の純価格変動が50%より大きい場合、買い注文及び売り注文はキューから取り除かれる
。その時点で、その銘柄のトレーディングは、追って通知があるまで15分以内で停止され
る。このスイープ中のその株式の注文（買い及び売り）には応じられない。「過剰な注文
アンバランス」によってトレーディングは停止している。
【００８２】
　例えば、特定の映画に基づく特定の派生商品の直近トレーディング価格（LTP）が67ド
ル（当日+7.5）であるものとする。15分の一スイープ価格設定サイクル中、サーバ・コン
ピュータ24は、特定の派生商品の655,000シェアに対する買い注文を受け取る。更に、サ
ーバ・コンピュータ14は、特定の派生商品の35,000シェアに対する売り注文を受け取る。
サーバ・コンピュータ14は、スイープ価格設定サイクル中の価格変動を評価し、「当日の
」純推定価格変動が50%より大きいかをみるために確認する。50%より大きい場合、その商
品のみのトレーディングを停止させる。この例では、620,000ショアの純注文アンバラン
スが存在している。これによって、（+620,000/5,000）*　$0.25=+$31.00の上方価格変動
が生じる。当日の総変動が、今までの7.50ドルに更に31.00ドルを加えた額になるので、
当日の純推定価格変動は$31.00+$7.50=$38.50になる。当日の寄り付き価格が59.50ドルで
あった場合、当日の推定価格変動率は$38.50/$59.50=64%である。推定純価格変動が50%よ
り大きいので、その商品のトレーディングは停止される。推定価格変動が50%未満の場合
、商品の価格は適宜調整され、その株式の売買は続けられる。ブロック608は、特定の株
式に関して売買停止命令が出ることを表す。株式の買い注文又は売り注文を出したトレー
ダーには、トレーディング日中の過剰な注文アンバランスによって注文に応じられなかっ
た旨が通知される。最後に、ブロック610は、トレーディング停止プログラムの終了を表
す。
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【００８３】
　II.　トレーディング・システムの第２の実施例の概括的なロジック
　前述の第１の実施例と同様に、本発明のシステムの第２の実施例は、オープンな、コン
ピュータ化された取引所におけるトレーディングに提供される証券のデータベースを含む
。特定の実施例では、映画、俳優、商品、及び／又はサービス企業に関する証券がリスト
されている。他の実施例では、例えば、トーナメント、ゲーム番組、現実に基づくテレビ
番組、受賞番組、スポーツ・イベント、及び／又は何れかの適切な競争などの競争におけ
る競争者に関する証券がリストされている。よって、第２の実施例の以下の説明は、機能
における、第１の実施例との差に焦点を当て、第２の実施例に含まれるが、更なる説明を
必要としない特徴を省略することがあり得る。
【００８４】
　システム構成部分の概要
　図7を参照すれば、大局的な定数テーブル2022、価格履歴テーブル2020、純価格変動テ
ーブル2008、証券価格テーブル2006、証券定数テーブル2002、売買履歴トラッキング・テ
ーブル2010、純価格変動残高テーブル2012、ゴースト・トレーディング・テーブル2014、
管理テーブル2016及びユーザ・データベース・テーブル2026（後述するように用いられる
）を含む複数のテーブルがシステム内に含まれている。映画などの派生商品に基づいた取
引所は、デベロップメント段階テーブル2024を更に備え得る。全テーブル間で経済コント
ロール・データ及び価格コントロール・データを転送する仮想スペシャリスト・プログラ
ム2028、全テーブル間で経済コントロール・データを転送する準備銀行プログラム2030、
及び後述するように売買及びポートフォリオの情報をそれ自体とユーザ・データベースと
の間で転送するユーザ・インタフェース700が、前述のテーブルとインタフェースする。
後述するようにマーケティング・ツール（2040）も全テーブルとインタフェースする。
【００８５】
　管理モジュール
　図18を参照すれば、システムは、後述するようにシステム内の定数及び変数を調整する
ために用いる管理モジュールを含む。管理モジュールは、パスワード保護されており、ブ
ラウザ・インタフェース700によって実現される（やはり後述する）。
【００８６】
　ユーザ登録及びログイン
　図1を参照すれば、ユーザは、標準インタフェースを用いてネットワークを介してシス
テムにアクセスすることができる。例示的なシステムは、SQL準拠バックエンド・データ
ベース・サーバ14に接続された、ネットワーク（インターネット10など）に接続されたウ
ェブ・クライアント12を含む。
【００８７】
　図8Aを参照すれば、標準化されたウェブ・ブラウザ・インタフェース700は、人口統計
情報（姓名、年齢、性別、場所、職業、所得、趣味等など）を提供して、インターネット
10を介してオンライン・トレーディング・システムに登録するためにユーザによって用い
ることができる。登録されると、ユーザには、登録後にログインするために用いられる一
意のユーザIDを選択する選択枝が与えられる。人口統計情報の提供において、ユーザは、
ランダムに割り当てられたパスワード及びその他のインストラクション情報を転送するこ
とが可能な宛先の電子メール・アドレスも提供する。
【００８８】
　図8Bを参照すれば、ユーザが登録されると、始めてのユーザのデフォルト・ポートフォ
リオはウェルカム・ウェブページ804の左上コーナーのポートフォリオ表示ボタン802を選
択することによってパスワードなしの一時ログインを用いてアクセスすることができる。
【００８９】
　図9を参照すれば、ユーザがその永久パスワードを受け取ったあと、システムのウェブ
・ホームページ804にあるスタート・ボタン902を選択することによってインターネット・
ブラウザ700を用いてインターネット10（図1）を介してシステムにアクセスすることが可
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能である。
【００９０】
　図10を参照すれば、ユーザには、ウェブページ700上にそのポートフォリオが提示され
る。自動的に、トレーディングを開始するために、新しいユーザには、準備銀行プログラ
ム（後述する）から、一定量の仮想通貨1002を仮想ドル（V$）で提供される。この量は、
準備銀行プログラムからの融資（利息が課される）又は贈与とみなし得る。
【００９１】
　ログイン後に、ユーザ・ポートフォリオ要約1004がページの最上部に示される。ユーザ
・ポートフォリオ要約1004は、ユーザの現在の現金残高1002、株式で保有された額1006、
債券で保有された額1008や他のタイプの証券で保有された額を表示する。新しいユーザが
ログインすると、ユーザ・ポートフォリオの現金価値は通常、単に現金1002だけで表され
るか、又はマネー・マーケット・アカウントで表される。しかし、時々、システムは、例
えば、債券証券1008を備えた無償証券の保有高を新しいユーザに与え得る。ユーザのポー
トフォリオにおける現金は、仮想予備銀行プログラムによって設定された利率で増える。
【００９２】
　売買注文
　ユーザは、購入が望まれる商品のシンボル1012をページの売買領域1010においてタイプ
入力することによって証券商品を売買することができる。数量1014も、売買領域1010にお
いて特定される。特定の商品のシンボルをユーザが知らない場合、ルックアップ又はサー
チ機能が、標準のグラフィカル・ユーザ・インタフェース（GUI）特徴（ドロップダウン
・リスト・ボックス、テキスト・サーチ・ボックスやスライダ・バー・リストなど）を用
いて画面のシンボル・サーチ領域1016において提供される。あるいは、画面の最下部にあ
るティッカー・テープ・スタイル更新メニュー1018が、利用可能な商品を、対応する商品
価格とともに示す。
【００９３】
　利用可能な商品のシンボル1010、及び数量1014をユーザが首尾良く入力すると、売買域
1010における買いボタン1020を押すことができる。図11を参照すれば、アカウント上に十
分な現金をユーザが有する場合、及び利用可能な商品が存在している場合、確認画面1102
が取引の実行前に現れる。確認すると、売買が実行され、現金がユーザの現金勘定1002（
図10）から控除される。
【００９４】
　図10を参照すれば、ユーザが証券商品を売りたい場合、売りボタン1022が、ポートフォ
リオ・ページ1004の売買領域1010においてクリックされる以外は、買い注文を出す前述の
手順と同じ手順に従う。確認後、売られる株式の市場価格がユーザの現金アカウント1008
に加算され、購入注文に応じるために株式がシステムにおいて利用可能にされる。
【００９５】
　仮想スペシャリスト・プログラム
　システムは、とりわけ、買い注文及び売り注文のフルフィルメントを扱う仮想スペシャ
リスト・プログラムを含む。本願のシステムの第２の実施例では、仮想スペシャリスト・
プログラムは、経済をコントロールし、それに流動性をもたらす。買い注文を相殺するた
めに等しく、マッチングしている売り注文が存在しているか（逆も同様）否かにかかわら
ず、注文全てのフルフィルメントを行うことによって、瞬間的な流動性を提供する。
【００９６】
　図12aを参照すれば、当初の証券価格を決定するために仮想スペシャリスト・プログラ
ムによって実行される算出を示すフローチャートを示す。仮想スペシャリスト・プログラ
ムは、管理者入力値に基づいて、取引所で公開する対象の新たな証券の公募の当初価格を
算出する。システム管理者は、パスワード保護された管理モジュールによって、取引所で
公開するための新たな証券を設定することができる。取引所は、下にある事業主体（例え
ば映画、俳優、競争者等）の性質に部分的に基づいて派生商品の価格を設定し、管理する
ことができる。例えば、取引所は、現実に基づくテレビ番組の競争者の価格を取引所が設
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定し、管理するのと違ったふうに、映画に基づいた派生商品の価格を設定し、管理するこ
とができる。
【００９７】
　映画、タレント、商品及び／又はサービス企業に基づく派生商品
　前述のような、取引所で公開されたフィルムの場合、価格を決定する1つのやり方は、
映画の制作の段階によるものである。各映画には、関連した総ボックスオフィス業績があ
る。管理者は、工程1202で、証券の推定総ボックスオフィス業績（EGBO）を管理画面に入
力することが可能である。管理者は、工程1204で、証券の当初発行シェア数（NIS）の数
量を入力する。第2の実施例の仮想スペシャリスト・プログラムは、実際にシェアを何ら
保有しないので発行シェア数は仮想の数である。ユーザは、工程1205で、映画の制作の段
階のコード（後述する）も入力する。仮想スペシャリスト・プログラムは、工程1206で、
EGBOをNISで除算して、未処理の当初シェア価格（RIS）を決定する。
【００９８】
　当初シェア株価（ISP）は次いで、制作段階係数で調整される。以下に、管理者によっ
て入力されるコード・フォーマットとともに、種々の映画制作段階を説明する。
【００９９】
　C=Concept（コンセプト）：映画のコンセプト段階中に、活発な制作はまだ行われてい
ない。「新たな」プロジェクトについての噂を耳にする。場合によっては、既存の映画の
続編、又は著書の焼き直しである。
【０１００】
　D=Development（デベロップメント）：映画のデベロップメント段階中に、プロジェク
トは関心を引きつけており、考えを更に発展させることに資金が費やされる。最終的なス
クリプト前提が仕上げられる。
【０１０１】
　前概念デザイン作業が行われる。より多くのクルー及び俳優が、この段階でプロジェク
トに専念する。
【０１０２】
　P=Production（制作）：プロジェクトは、活発な制作に移っている。クルー及びスター
は全て選ばれており、主要な写真撮影はスケジューリングされるか、又は開始される。リ
リース日は、固定され始める。
【０１０３】
　W=Wrap（ラップ）：映画は完全に完成し、リリースを待つ。リリース日が、商業的な成
功の機会のより有利なウインドウを待って、スケジューリングされていない将来の日付ま
で、短い時間（場合によっては、数週又は数ヶ月）遅くされていることがあり得る。
【０１０４】
　R=Release（リリース）：映画は劇場で上映中である。
【０１０５】
　映画がコンセプト段階にある際には、映画が制作中である際よりも映画の成功の可能性
を判定することはずっと難しい。制作サイクルには、潜在的成功を判断することがより難
しいコンセプト段階に始まり、映画の潜在的な成功をより正確に判定するために実際のボ
ックスオフィス収入をみることが可能なリリース段階に終わる一連の成功レベルが関係す
る。よって、映画の当初の成功を判定する場合、RISを適宜、減らさなければならない。
【０１０６】
　工程1208（図12a）から始めて、仮想スペシャリスト・プログラムは、映画がコンセプ
ト段階にあるかをみる。肯定の場合、証券の価格が、工程1210で、コンセプト段階にある
映画の管理上設定されたコンセプト係数で乗算される。
【０１０７】
　仮想スペシャリスト・プログラムは、工程1212で、映画がデベロップメント段階にある
かをみる。肯定の場合、証券の価格が、工程1214で、デベロップメント段階の映画の管理
上設定されたデベロップメント係数で乗算される。
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【０１０８】
　仮想スペシャリスト・プログラムは、工程1216で、映画が制作段階にあるかをみる。肯
定の場合、証券の価格が、工程1218で、プロダクション段階の映画の管理上設定された制
作係数で乗算される。
【０１０９】
　仮想スペシャリスト・プログラムは、工程1224で、映画がリリース段階にあるかをみる
。肯定の場合、証券の価格が、工程1226で、未処理の不変のRISに固定される。
【０１１０】
　前述の係数のみが、RISの調整に用いることが可能な係数でないことを当業者は認識す
るはずである。例えば、RISは、映画キャストの業界ボックスオフィス・インデックス、
キャストの業界人気インデックス、推定予算、実際の予算、又は映画のリリース・シーズ
ンなどのインデックスによって調整することが可能である。更に、商品、俳優又はサービ
ス企業の証券に種々の係数を用いて当初価格を決定することになる。
【０１１１】
　映画の算出当初価格は、上記の公式に静的に関係するものでない。上記係数で決定され
る推定価格に関係なく、第２の実施例のシステムでは、価格は、映画のリリース後、更に
調整される。映画のリリース日の翌朝に、その映画の株式のトレーディングは、停止させ
られる。トレーディングは、以下の公式に基づく調整価格でその最初の週末の終わりに続
けることが可能である。
（最初の週末の総ボックスオフィス収入/1MM）*（総国内収入に対する歴史的な乗数）歴
史的な観察によって、本発明の第２の実施例に理想的な歴史的乗数値は3.6であることが
明らかになった。
【０１１２】
　市場の債券の当初価格は、株式と同様に決定される。価格を決定する１つのやり方は、
前述の、取引所で公開された映画スターの場合、そのスターが出演した映画の歴史的な業
績による。
【０１１３】
　取引所では、投資家は、スター債券の形態で個々の俳優をトレーディング可能である。
スター債券によって、スターのレーティングに応じて利子が支払われる。レーティングは
、スターの36ヵ月遅行平均総額（TAG）で決定される。TAGは、先行する3年間にスターが
出演している映画の遅行平均ボックスオフィス総収入である。TAG値及びレーティングは
、11のクラス（すなわち、AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、U及びD）のうちの1つ
に対応する。11のスター債券のレーティング・クラスそれぞれは、仮想ドルの金利又は表
面利率に対応する（下記の図を参照）。本発明のシステムの第２の実施例の個々の俳優の
レーティング及び表面利率は、以下のようにそのTAG値に応じて決定される。
AAA　平均総収入：1億ドル以上　　　　　　　　　表面利率：V$60
AA　　平均総収入：7500万～9990万ドル　　　　　表面利率：V$80
A　　　平均収入：5000万～7490万ドル　　　　　表面利率：V$100
BBB　平均総収入：4000万～4990万ドル　　　　　表面利率：V$140
BB　　平均総収入：3000万～3990万ドル　　　　　表面利率：V$160
B　　　平均総収入：000万～2990万ドル　　　　　　表面利率：V$180
CCC　　平均総収入：1500万～1990万ドル　　　　表面利率：V$220
CC　　　平均総収入：1000万～1490万ドル　　　　　表面利率：V$240
C　　　　平均総収入：500万～990万ドル　　　　　　表面利率：V$260
U（レーティングなし）平均総収入：500万ドル未満　　表面利率：V$300
D（償還不能）　　　平均総収入：なし　　　　　　　表面利率：V$0
スター債券の投資家は、毎日、債券毎に表面利率の6分の1を受け取る。年間利回り率、又
は直接利回りは、V$の表面利率を現在価格で除算することによって算出される。低いレー
ティングのスター債券は、高いリスクを表す。低いレーティングのスター債券のV$の日々
の支払額は、低いレーティングのスター債券を保有するリスクをとるトレーダーを補償す



(21) JP 2017-188170 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

るために高い。高いレーティング（AAAなど）は、まさにこの逆を表す。
【０１１４】
　システムは、近く公開の大ヒット作におけるスターの出演を予期して、レーティングが
低いスター債券を一部のトレーダーが買い、それによって、TAG（遅行平均総収入）、レ
ーティング及び価格が上がるという原理の下でプログラムされる。逆に、トレーダーは、
近く公開の失敗作におけるスターの出演を予期して、レーティングが高いスター債券を売
り、それによって、TAG、レーティング及び価格が下がる。
【０１１５】
　Uのレーティングを有するスター債券は、その債券がレーティングされていないことを
意味し、レーティングがDのスター債券はその債券が償還不能であることを意味する。
【０１１６】
　年全体にわたって、システム管理者は、ボックスオフィス業績の報告に伴ってTAG値を
更新し、よって、クラス・レーティングを更新する。各木曜日に、新しいボックス・オフ
ィス・データが報告されるとともに、仮想スペシャリスト・プログラムは、更新を必要と
する債券レーティングを求めてスター債券市場をスイープする。スター債券の価値は映画
の累積的な業績に基づくので、仮想スペシャリスト・プログラムは4つの週末後の映画の
合計総収入を推定するために総収入に1.24の乗数を用いる。
【０１１７】
　あるいは、債券の価格はいくつかのやり方で決定することができる。債券価格を決定す
ることができる1つの方法は、債券のレーティングに基づくボックスオフィス・インデッ
クスを債券に割り当て、このインデックスを定数で乗算し価格を得ることによる。この方
法を用いて、債券のレーティングは、他の係数（債券の関連スターが出演したフィルムの
数、スターのキャリアの長さ、スターが出演した個々のフィルムに対してスターが受け取
る相対的な請求額、及び世間一般による、スターの品行の認識など）で調整することが可
能である。これらの係数を全て、システム管理者によって管理上設定し、次いで、ボック
スオフィス・インデックスと掛け合わせて、調整されたボックスオフィス・インデックス
を得る。
【０１１８】
　債券の当初価格を決定する別のやり方は、前述のように他の証券価格が決定されるやり
方と同様に（すなわち、いくつかの市場係数を用いる一方で、伝統的な固定債の額面価格
を用いる代わりに、後述する仮想スペシャリスト・プログラムによって他の証券価格が調
整されるやり方と同様に）債券の将来価格を決定することによって当初価値を決定するこ
とである。
【０１１９】
　本発明のシステムの第２の実施例における非債券証券に関し、仮想スペシャリスト・プ
ログラムは、仮想スペシャリスト・プログラムがフルフィルメントを行う、相殺する注文
を何ら有しない注文の証券の数量を表す現行純変動残高（NMB）を格納する。このアンバ
ランスは、実行される買いの売買注文が、実行される売り注文よりも多いことを売買アン
バランスが表す場合、正の数として格納され、売り注文が買い注文よりも多いことを売買
アンバランスが表す場合、負の数として格納される。
【０１２０】
　競争に基づく派生商品
　特定の実施例では、取引所は、競争における競争者を表す派生金融商品のトレーディン
グを容易にすることができる。競争は、トーナメント、プレイオフ、ゲーム番組、現実に
基づくTVシリーズ番組、受賞番組、スポーツ・イベント、及び／又は何れかの適切な競争
を含み得る。一般に、取引所は、派生金融商品の当初価格を設定し、売る対象のいくつか
の派生商品を決定し、競争の過程で、派生商品に関連した価格の調整及びメンテナンスを
行い、トレーダー間で派生商品のトレーディングを管理する。
【０１２１】
　競争の開始時に、取引所及び／又は取引所管理者は、競争の競争者を識別することがで
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きる。競争者は、個人、チーム、スポーツ選手、グループ及び／又は何れかの適切な事業
主体であり得る。特定の競争者の場合、取引所は、その競争者を表す派生商品の当初価格
を決定することができる。特定の派生商品の当初価格は、何れかの適切な客観的基準及び
／又は主観的基準に基づいて決定することができる。特に、特定の派生商品の当初価格は
、少なくとも部分的には、その派生商品によって表される競争者に関連したランキング、
記録、実績、統計及び／又はチームに基づき得る。更に、又はあるいは、特定の派生商品
の当初価格は、少なくとも部分的には、その派生商品によって表される競争者に関連した
健康状態、けが、履歴、サイズ、体重、及び／又は何れかの適切な数及び組合せの特性に
基づき得る。例えば、競争がバスケットボール・トーナメントの場合、トーナメントにお
ける特定のチームを表す派生商品の当初価格は、少なくとも部分的には、特定のチームの
ランキング及び／又は勝敗記録に基づき得る。特定の実施例では、当初価格は、少なくと
も部分的には、特定の競争者の実績、技術又は成果に基づき得る。例えば、競争が「オス
カー」などの受賞イベントの場合、受賞候補者の派生商品は、その候補者が以前に賞を獲
得したか否かに基づき得る。特定の実施例では、各競争者を表す派生商品の当初価格は、
同じであり得る。
【０１２２】
　特定の実施例では、取引所は、特定の派生商品の当初価格を自動的に決定することがで
きる。他の実施例では、一又は複数の個人（例えば、専門家のパネルなど）は、何れかの
適切な客観的基準及び／又は主観的基準を用いて特定の派生商品の当初価格を決定するこ
とができる。
【０１２３】
　各競争者を表す派生商品の当初価格の決定に加えて、取引所は、競争の競争者毎に提供
するシェアの数を決定することができる。取引所は、少なくとも部分的には、取引所に参
加するトレーダーの数の予測に基づいて、提供するシェアの数を決定することができる。
特定の実施例では、特定の実施例の仮想スペシャリスト・プログラムが実はシャアを何ら
保有していないことがあり得るので、発行されるシェアの数は、仮想の数であり得る。
【０１２４】
　取引所は、取引所を介してトレーディングに参加することができるトレーダー群を規定
するよう構成することができる。トレーダー群は、何れかの適切な数及び組合せの特徴に
よって規定することができる。例えば、規定済みの群は、特定のインターネット・サービ
スの加入者、特定の組織のメンバー、特定の企業の顧客、及び／又は何れかの適切な群を
表すことができる。特定の実施例では、取引所は、取引所を介してトレーディングに参加
するために、構成可能なパスコードを個人が有することを必要とすることができる。パス
コードは、個人が取引所に参加することができるか否かを検証するためのパスワード、ア
クセス鍵及び／又は何れかの適切な手段を表すことができる。特定の実施例では、個人は
、商品を購入することによって、パスコードを「獲得する」ことができる。例えば、パス
コードは、特定の飲料の特定のボトルのキャップの下側に印刷することができる。よって
、取引所は、個人が特定の商品を購入して取引所に参加する機会を得ることに対するイン
センティブを提供することができる。前述の実施例では、特定の飲料のボトルをより多く
購入することによって、個人は、パスコードを有するボトル・キャップを取得して取引所
に参加する機会を増やすことができる。他の実施例では、パスコードは、キャンディの包
みの中に、シリアルの箱の中に、及び／又は商品に関連したスクラッチ・カード上に印刷
することができる。前述の実施例は、商品に関連したパスコードを示すが、パスコードは
、サービス（例えば、携帯電話サービス、音楽ダウンロード・サービス、インターネット
・サービス、及び／又は何れかの適切なサービス）と関連していてもよい。こうした実施
例では、パスコードは、電子的に、電子メール、印刷、及び／又は何れかの適切な媒体を
介して、選択された個人に送ることができる。
【０１２５】
　特定の実施例では、取引所は、トレーダーとして取引所に誰もが参加することを可能に
し得る。取引所は、トレーダーがリーグ又はグループを構成することを可能にし得る。例
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えば、友人、同僚、及び／又は仕事関係の人の群によって、トレーダーとして互いに競争
するためにリーグが構成され得る。リーグを構成することによって、トレーダーは、その
リーグの他のトレーダーと競争して、例えば、最高価値のポートフォリオを構築すること
が可能なトレーダー、取引所の基礎をなしている競争において勝利を得た競争者に関連し
たシェアを最も多く獲得することが可能なトレーダー、及び／又は何れかの適切な数及び
組合せの目標を達成することが可能なトレーダーを決定することができる。
【０１２６】
　派生商品の当初価格を決定した後、取引所は、売る対象の派生商品をトレーダーに提供
することができる。特定の実施例では、トレーダーは、取引所の基礎をなしている競争の
開始前に、取引所に参加するために登録することができる。取引所に登録すると、トレー
ダーは、構成可能な量の仮想通貨を受け取ることができる。取引所は、現在売買可能な派
生商品をトレーダーに向けて表示することができる。表示された情報に少なくとも部分的
に基づいて、トレーダーは、１つ又は複数の派生商品を買う旨の１つ又は複数の買い注文
を出すことができる。１つ又は複数の買い注文を受け取ると、取引所は、要求されたシェ
ア数をトレーダーに転送することができる。取引所は、購入されたシェアの価格に従って
、トレーダーに関連したアカウントから自動的に控除することができる。
【０１２７】
　トレーダーが派生商品を売買し始めると、派生商品の価格は、種々の派生商品の需要と
供給に基づいて変動し得る。特定の実施例では、競争の過程で、仮想スペシャリスト・プ
ログラムは、派生商品に関連した価格を時々調整するよう動作可能である。例えば、競争
がスポーツ・トーナメントの場合、取引所はトーナメントの１つ又は複数のラウンドの後
、派生商品に関連した価格を調整することができる。特定の派生商品の価格調整は、その
派生商品に関連した競争者の実績に少なくとも部分的には基づき得る。例えば、スポーツ
・トーナメントの場合、取引所は、トーナメントの第1ラウンドにおいて勝ったチームを
表す派生商品の価格を上げることができる。大差で勝ったチームの派生商品は、近差で勝
ったチームの派生商品より価格上昇が大きいことがあり得る。よって、取引所は、その派
生商品によって表される競争者の実績に基づいて、特定の派生商品の価格調整を決定する
ことができる。
【０１２８】
　特定の実施例では、競争者が競争で負けた場合、及び／又は、競争者が競争から脱落し
た場合、その競争者に対応する派生商品の価格はゼロに下落し得る。他の実施例では、競
争者が競争から脱落した場合、取引所は、対応する派生商品の価格を下げ得る。取引所が
派生商品の価格を下げる量又は率は、少なくとも部分的に競争の段階に依存し得る。例え
ば、現実に基づいたTVシリーズ番組の第1話の後に脱落した競争者の場合、現実に基づい
たTVシリーズ番組の、後の話において脱落した場合よりも高い率で、対応する派生商品の
価格を下げることができる。他の実施例では、取引所は、現実に基づいたシリーズ番組の
先行する話において競争者が脱落した場合に、競争者が後の話において脱落した場合より
も低い率で派生商品の価格を下げることができる。特定の実施例では、取引所は、競争の
話、段階及び／又はラウンドそれぞれの後、派生商品の価格を調整することができる。
【０１２９】
　取引所は、トレーダーの派生商品ポートフォリオの価値をトレーダーが上げることに対
するインセンティブを提供するよう構成することができる。特定の実施例では、取引所の
基礎をなしている競争の終了後、取引所は、複数のトレーダーのポートフォリオを比較す
ることができる。取引所は、最高価値のポートフォリオを有する各トレーダーに賞を与え
ることができる。他の実施例では、競争の終了後、取引所は、勝利を得た競争者に関連し
た構成可能な数のシェアよりも多くのシェアを有するトレーダーに賞を与えることができ
る。更に他の実施例では、取引所は、競争の特定の段階の先に進む競争者に関連した派生
商品を有するトレーダーに配当を与えることができる。配当は、仮想通貨、派生商品のシ
ェア、及び／又は何れかの他の適切な報酬を表すことができる。
【０１３０】
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　取引所は、トレーディング活動を規制するよう動作可能であり得る。特に、取引所は、
競争の特定の部分の間、トレ―ディングを停止させるよう動作可能であり得る。例えば、
競争が、現実に基づいたTVシリーズ番組の場合、取引所は、TVシリーズ番組のそれぞれの
話の放映中、トレーディングを停止させることができる。
【０１３１】
　取引所は、相殺する注文を何ら有しない、仮想スペシャリスト・プログラムがフルフィ
ルメントを行う注文の証券の数量を表す現行の純変動残高（NMB）を格納し得る。アンバ
ランスは、実行される買い注文が、実行される売り注文より多いことを売買アンバランス
が表す場合、正の数として格納され、又は、実行される売り注文が、実行される買い注文
より多いことを売買アンバランスが表す場合、負の数として格納される。
【０１３２】
　前述の実施例は、現実に基づくTVシリーズ番組におけるスポーツ選手、チーム、競技者
、及び／又は参加者に基づいた派生商品を例証している。特定の実施例では、派生商品は
、政治家、監督、公人、有名人及び／又はモデルに基づいてもよい。特定の実施例では、
取引所に関連した競争は、政治イベント、世論調査、選挙、調査及び／又は何れかの適切
なイベントを表し得る。例えば、取引所に関連した競争は選挙であり得るものであり、派
生商品は選挙の候補を表し得る。別の例として、競争は調査又は世論調査（例えば、雑誌
の「50人の最も素敵な人々」ランキングなど）を表し得るものであり、派生商品は、調査
又は世論調査において対象になり得る有名人やその他の個人を表し得る。よって、取引所
には、何れかの数及び組合せの競争、並びに、何れかの数及び組合せの競争者が関係し得
る。
【０１３３】
　特定の実施例では、取引所は、特定のトレーダーのポートフォリオの内容を規制するこ
とができる。例えば、トレーダーは、特定の派生商品の合計シェアのうちの構成可能な割
合のシェアを超えるシェアを保有することが可能でないことがあり得る。別の例として、
トレーダーは、単一の派生商品に関連したシェアのうちの構成可能な割合のシェアを超え
るシェアを有することができない。取引所は、何れかの適切な数及び組み合わせの規制を
、取引所に参加しているトレーダーに課すことができる。
【０１３４】
　特定の実施例では、取引所は、最大及び／又は最小の「現金引出」価値又は償還価値を
派生商品毎に決定することができる。特定の派生商品の最大償還価値は、トレーダーがそ
の派生商品のシェアを買い、売り、かつ／又は、償還することができる最大価値であり得
る。同様に、特定の派生商品の最小償還価値は、トレーダーがその派生商品のシェアを買
い、売り、かつ／又は、償還することができる最小価値であり得る。取引所は、競争の各
段階後に、特定の派生商品の最大及び／又は最小の償還価値を調整することができる。例
えば、競争が野球プレイオフを表す場合、プレイオフの第1ラウンド中の最大償還価値は5
0ドルであり得る。プレイオフの第２ラウンドの開始時に、取引所は、残りのチームのた
めに、派生商品のシェアの最大償還価値を100ドルに上げることができる。取引所は、何
れかの適切な基準に基づいて特定の派生商品の最大及び／又は最小の償還価値を決定する
ことができる。例えば、最大及び／又は最小の償還価値は、競争者の数、競争の段階、ト
レーダーの数、及び／又は何れかの他の適切な係数に基づき得る。前述の実施例は、野球
プレイオフを表す競争を例証しているが、取引所は、何れかの数及び組み合わせの競争に
関連し得る。前述の実施例では、取引所は、競争において先に進んだ競争者を表す派生商
品の最大償還価値を２倍にした。しかし、取引所は、何れかの適切なやり方で派生商品の
最大及び／又は最小の償還価値を調整することができる。
【０１３５】
　図12bは、本発明の一実施例による、特定の競争に基づいた派生商品の取引所を管理す
る方法のフローチャートを示す。工程1252で、取引所は、特定の競争の競争者を識別する
。工程1254で、識別された競争者毎に、取引所は、識別された競争者を表す派生金融商品
の当初価格を決定する。当初価格の決定は、少なくとも部分的には、特定の競争者に関連
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した実績、記録、ランキング、技術及び／又は成果に基づき得る。工程1256で、取引所は
、トレーダーに対して売り出す対象の各派生商品のシェアの数を決定する。売り出される
シェアの数は、少なくとも部分的には、取引所に参加するトレーダーの予想数の推定に基
づき得る。
【０１３６】
　工程1258では、取引所は、派生商品及び関連した価格をトレーダーに向けて表示する。
取引所は、競争の競争者の名前、背景情報及び／又は特徴を表示することができる。工程
1260で、取引所は、特定の派生商品の少なくとも１つのトレーディング注文をトレーダー
から受け取る。トレーディング注文によって、派生商品のシェアの数、並びに、買い呼び
値又は売り出し価格が特定され得る。工程1262で、取引所は、受け取られたトレーディン
グ注文を実行する。工程1264で、取引所は、競争の構成可能な段階が完了したか否かを判
定する。特定の実施例では、構成可能な段階は、トーナメントの一ラウンド、現実に基づ
くTVシリーズ番組の一話、又は何れかの他の適切な一部分を表し得る。
【０１３７】
　工程1264で、取引所が、構成可能な競争段階がまだ完了していないと判定した場合、処
理は工程1260に戻る。しかし、工程1264で、構成可能な競争段階が完了したと取引所が判
定する場合、工程1266で、取引所は、競争に関連した派生商品の価格を調整する。特定の
派生商品の価格調整は、少なくとも部分的には、競争の段階中の対応する競争者の実績に
基づき得る。
【０１３８】
　工程1268で、取引所は、競争が終わったか否かを判定する。工程1268で、競争が終わら
なかったと取引所が判定した場合、処理は工程1260に戻る。しかし、工程1268で、競争が
終わったと取引所が判定した場合、工程1270で、取引所は最大価値のポートフォリオを有
する特定のトレーダーを決定する。工程1272で、取引所は、最大価値のポートフォリオを
有する特定のトレーダーに賞を与えることができる。特定の実施例では、取引所は、トレ
ーダーのポートフォリオの価値及び／又は資産に基づいて複数のトレーダーに複数の賞を
与えることができる。
【０１３９】
　証券の価格変動の決定
　図13を参照すれば、証券の価格変動を決定するための算出を示すフローチャートを示す
。非仮想トレーディング市場と違って、第２の実施例の仮想スペシャリスト・プログラム
は、直近に実行された買い注文価格に基づいてシェア価格を設定することによって、経済
を管理するものでない。むしろ、仮想スペシャリスト・プログラムは、売買アンバランス
残高を計算することによって、各売買後、商品の価格を決定する。システムは、価格調整
のためにユーザによって出される買い注文及び売り注文のデータを含む売買キューを走査
又はスイープする（工程1302）。
【０１４０】
　証券の売買アンバランス（本明細書において純変動残高（NMB）とも呼ばれる）が、証
券全ての純変動残高がトラッキングされる純変動残高データベースから読み出される（工
程1304）。仮想スペシャリスト・プログラムは、証券価格増加（SPI）定数及び一対の証
券価格閾値定数の組合せを用いてNMBに基づいて証券価格を増やすか、又は減らすことに
よって証券価格をコントロールする。正の証券価格閾値（PSPT）定数及び負の証券価格閾
値（NSPT）定数が、システム管理者によってシステム内の証券毎に証券定数テーブル2002
において設定される。
【０１４１】
　ユーザが売買を実行すると、レコードが売買キューに追加される。売買レコードにおけ
るフィールドとして、売買注文の純売買変動（NTM）変数は、売買注文が買い注文の場合
に正のシェア数量に設定され、売買注文が売り注文の場合に負のシェア数量に設定される
（工程1306）。新しいNMBは、純価格変動テーブル2008（NMB（旧））から取り出された売
買前NMBをNTMに加算することによって算出される（工程1308）。
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【０１４２】
　証券のNSPT定数及びPSPT定数が、証券定数テーブル2002から取り出される（工程1310）
。売買注文の対象である証券の証券価格増加（SPI）定数が、証券定数テーブル2002から
取り出される（工程1312）。NMBが次いでPSPTと比較される（工程1314）。NMBがPSPTより
大きい場合、証券の価格（SP）は、証券価格テーブル2002から取り出された売買の前にSP
IをSPに加算することによって算出される（工程1316）。NMBは次いで、PSPTが控除され、
純価格変動テーブル2008にもう一度格納される（工程1318）。
【０１４３】
　逆に、NMBがNSPT（負の値）未満の場合（工程1320）、SP（新）はSPIをSP（旧）から減
算することによって算出される（工程1322）。NMBは次いで、NMB（この場合、やはり負で
ある）によって増やされる（工程1324）。
【０１４４】
　上記計算が行われた後、SPは証券価格テーブル2006に格納される（工程1326）。証券価
格テーブル2006は全ての証券価格を記録する。証券の価格が変わった場合、売買に関する
SP、NMB、ユーザID及びその他の情報を有するレコードを追加する書き込みSQLステートメ
ントを実行して、価格履歴トラッキング・テーブル2020が更新される（工程1328）。NMB
は、売買注文の対象であった証券の純変動残高テーブル2008において更新される（工程13
30）。純変動残高データベースの各レコードは、証券商品の連続した増加（減少）の数を
記録するための増加トラッキング・フィールドを更に含む。仮想スペシャリスト・プログ
ラムを除いて、格納された情報は、マーケティング・ツール（後述する）によって用いら
れる。マーケティング・ツールは市場調査者に統計情報を提供する。
【０１４５】
　売買レコードを処理するための最後の工程は、証券抑制確認ルーチン（工程1332）及び
証券停止確認ルーチン（工程1334）（ともに以下に詳細に説明する）を呼び出すことであ
る。
【０１４６】
　周期的に、特定の証券の自然の人気のために、又はトレーダー個人若しくはトレーダー
群による市場操作によって、証券は、価格における激しい変動を実現し得る。これは、特
に仮想通貨が仮想市場において使用される市場においてあてはまる。仮想市場の特殊な状
況を前提とすれば、システムは、人為的な価格のコントロール又は抑制の機構を提供する
。
【０１４７】
　本発明の抑制機構は、仮想スペシャリスト・プログラムが実行する各価格増加を監視す
る。証券商品の価格が上下に変動すると、純変動残高テーブル2008の、その証券の増加ト
ラッキング・フィールドが取り出される（工程1402）。証券抑制閾値（SBT）定数及び証
券抑制増加（SBI）定数が証券定数テーブル2002から取り出される（工程1404～1406）。
価格増加の合計連続数（TCPI）がSBTより大きい場合（工程1408）、PSPTは、証券抑制増
加分だけ増やされ、次いで、証券定数テーブル2002にもう一度格納される（工程1410）。
価格減少の合計連続数がSBTより大きい場合（工程1412）、NSPTは証券抑制増加分だけ減
らされ、次いで、証券定数テーブル2002にもう一度格納される（1414）。このようにして
、設定された閾値より価格が大きく変動した証券の場合、価格変動は、遅くさせられる。
【０１４８】
　しかし、抑制機構は、証券の極端な下げ市場又は上げ市場、又は市場全体において十分
に効果的でないことがあり得る。そうした場合、停止機構がシステムによって提供される
。図15を参照すれば、過剰な価格変動を有する特定の証券の売買を先取りする方法を示す
フローチャートを示す。
【０１４９】
　停止機構は、抑制機構とかなり同様にふるまう。価格トラッキング履歴テーブル2020か
ら、上記売買注文の対象であった証券のTCPI又はTCPDが取り出される（工程1502）。例外
としては、証券停止閾値（SHT）定数がTCPI／TCPDフィールドからの値と比較される（工
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程1504）ということがある。TCPI／TCPDフィールド値がSHTを上回る場合（工程1506又は1
508）、その特定の証券のトレーディングは停止させられる（工程1510）。トレーディン
グがシステムによって停止させられたことをユーザに通知する通知が、その証券を売買し
ようとするトレーダーに向けて画面上に現れる。その証券のトレーディングは、管理上設
定された期間後、又は管理モジュールによって手作業で再開され得る。
【０１５０】
　図16を参照すれば、ゴースト・トレーディング・システム・プロセスを示す。第２の実
施例のゴースト・トレーディング・システムが、特定の証券のトレーディング・レベルに
てこ入れする（さもなければ低いトレーディング・レベルを有するであろう）ためのツー
ルとして、かつ、更に重要なことに、閾値、定数、及び大局的な変数を変えた後に経済を
システム管理者がコントロールする手段として用いられる。ゴースト・トレーディング・
システムを用いて、市場の方向をすばやく変える新たな変数で処理されると出来高をもた
らすことによって経済の活動を高速化する。
【０１５１】
　特定の選択された証券毎に、ゴースト・トレーディング機構は、自動トレード又はゴー
スト・トレードをランダムに形成する。タイマを有するゴースト・トレーディング・テー
ブル2014が含まれている。タイマは、システム・クロックを読み込み、日々の時間間隔を
定める。システムは周期的に、ゴースト・トレーディング・テーブル2014に照会する（工
程1602）。ゴースト・トレーディング・テーブル2014における各証券商品レコードは、ト
レーディング日毎に、管理上設定される回数、売買を引き起こすよう設定される。証券の
売買間の時間間隔が終了したことをタイマが検出した場合（工程1604）、ゴースト・トレ
ーディング機構は、ゴースト買い確率（GBP）をゴースト・トレード・テーブル2014から
取り出す（工程1606）。ランダムな売買定数（RTC）が、システムによって生成される（1
608）。次に、ゴースト証券売買数量（GBQ）が、ゴースト・トレード・テーブル2014から
取り出される（工程1610）。GBTがRTC以上の場合（工程1612）、GBQによって特定される
シェアの数の買い注文がシステムによって出される（工程1614）。さもなければ、GBQに
よって特定されるシェアの数の売り注文が出される（工程1616）。
【０１５２】
　上記説明では、売買の語、又は売買注文の語は、指し値注文及び空売りも含む。これら
のタイプの売買における唯一の違いは、実際の売買が計上される時点である。ユーザによ
って出される指し値注文の場合、例えば、売買が行なわれるべき条件をユーザが特定する
と、指し値注文が指し値注文キューに格納される。証券の価格が変わる都度、指し値注文
キューは、指し値注文条件が満たされるかをみるために仮想スペシャリスト・プログラム
によって確認される。肯定の場合、通常の売買キューは指し値注文によって更新され、仮
想スペシャリスト・プログラムは、通常の売買と同様に売買を実行する。
【０１５３】
　仮想準備銀行プログラム
　本発明のシステムは、仮想準備銀行プログラムを含む。準備銀行プログラムは、準備銀
行プログラム・モジュールにおいて提供される金融ツールによって経済を規制する。この
ツールによって、特定の大局的なシステム定数（総マネーサプライや金利など）を調整す
ることが可能である。
【０１５４】
　金利の場合、調整可能な大局的定数は、仮想トレーディング・システムの管理テーブル
2016に組み込まれる。金利を上下させることによって、証券に関係していない仮想ドルに
対して支払われる利子の額が、ユーザのために調整される。このようにして、ユーザのア
カウントにおける未使用額は、金利が適宜調節されるマネー・マーケット・アカウントと
してふるまう。
【０１５５】
　第２の実施例では、仮想準備銀行プログラム長は、大局的な金利閾値定数（GITC）を用
いることによって金利閾値定数及び証券閾値定数を決定することが可能であり、システム
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におけるインフレ圧力及びデフレ圧力の監視役としてふるまう。インフレ圧力及びデフレ
圧力は、システム経済の規模（すなわち、特定の規定価格を得る証券のシェアの数）とし
て定義することができる。例えば、総流通シェア数は、V$80億の合計額面価格を有し得る
ものであり、総流通シェアの総市場価格はV$800億であり、一日平均売買高は約V$50億で
あり得る。システムの大多数の証券の場合、仮想スペシャリスト・プログラムは、PSPTを
10,000に設定させ、NSPTを－10,000に設定させることができる。短期金融市場金利は、前
述の市場状況下で準備銀行プログラムによって7%に設定することができる。しかし、取引
所での成立価格がV$2000億の値まで膨れあがった場合、例えば、PSPTを10,000だけ増やし
、NSPTを10,000だけ減らし、短期金融市場金利を15%に再設定し得る。
【０１５６】
　健全な経済の維持の一部として、システムの仮想準備銀行プログラム及び／又は仮想ス
ペシャリスト・プログラムは特定のインフレ閾値を監視し、その閾値が満たされる場合、
システムのドレインを起動させることができる。システム・ドレインの間、ユーザは、仮
想ドルを商品及び／又はサービスの交換のための米ドルと替える機会が提供される。ドレ
インは、システムから仮想通貨を取り出す効果を有する。これは、インフレのコントロー
ルに役立つ。ドレインの実行は、大局的定数テーブル2022において管理上設定されたドレ
イン定数と、全体の通貨及び／又は証券の保有高との比較を含む。大局的な定数に達する
か、又は大局的な定数を上回ると、ユーザには、商品（ソフトウェア商品や通信販売商品
など）をその仮想ドルによって購入する機会が提供される。そうすることを選んだユーザ
の場合、商品の費用がそのアカウントから控除され、提供された商品をユーザに送付する
必要があることを示す注文が、商品フルフィルメント・データベースに追加される。注文
トラッキング・データベースと同様に、以下に説明するマーケティング調査ツールにおい
て統計情報を引き出すことが可能であるように注文がドレイン履歴データベースに格納さ
れる。
【０１５７】
　マーケティング調査ツール
　図1を参照すれば、市場調査ツールの第２の実施例も、インターネット10を介してクラ
イアント・サーバ環境において実現される。コンピュータ12は、本発明のシステムにアク
セスして、ユーザの人口統計データ及びトレーディング履歴から、編集され、サーバ14上
に格納された統計調査データを表示し、ダウンロードしたい市場調査ユーザのためのフロ
ントエンドとして用いられる。
【０１５８】
　図17を参照すれば、市場調査ユーザは、システムにログインすることによって市場調査
ツールにアクセスする（工程1702）。各市場調査ユーザは、システムを用いる前に、オン
ライン又は電話で加入することによってアカウントを設定することができる。市場調査ユ
ーザには、システムへの入力のためのユーザ識別コード及びパスワードがプロンプトされ
る。
【０１５９】
　システムのログインが首尾良く行われると、市場調査ユーザには、システム・データベ
ースの証券のリストが提示される（工程1704）。市場調査ユーザは、マウス又は矢印キー
を用いることによって、ユーザが統計を表示するか、又はダウンロードしたい証券を強調
表示することができる（工程1706）。複数の証券を選ぶために、市場調査ユーザは、マウ
ス、矢印キー及びシフト・キーの組合せを用いることができる。選択中にシフト・キーが
押し下げられている場合、ユーザによって行われた先行の選択は、新たな選択と組み合わ
せて、強調表示された選択として保持される。選択基準は、特定のクラスの証券、又は、
例えば、指定された期間にわたって最小の出来高閾値を満たす証券を選ぶために選択する
こともできる。
【０１６０】
　証券の選択後、市場調査ユーザは、得ることができる情報のカテゴリの選択肢が画面上
で与えられる（工程1708）。証券又は証券群に関して得ることができる例示的なカテゴリ
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には、売買高情報、買い対売りの出来高情報、出来高情報のタイミング、総保有数量情報
、投資集中情報、価格情報、指し値注文出来高情報、空売り出来高情報、及び合計インデ
ックス情報が含まれる。
【０１６１】
　より具体的には、特定の証券の売買高を得ることにした市場調査ユーザは、一般大衆に
よるその証券に対する意識を評価することができる。一定期間にわたって売買高が非常に
高いことは、その証券に対する意識レベルが高いことを示す。逆に、出来高が最小である
ことは、その証券に対する意識レベルが低いことを示す。仮想スペシャリスト・プログラ
ムによってフルフィルメントが行われる売買全てのミラー・イメージを含む仮想スペシャ
リスト・プログラムによって維持される売買履歴トラッキング・テーブル2010に対してク
エリが実行される。全体の売買高値、年間売買高値、月間売買高値、及び日々の売買高値
を、要求された証券毎に含む売買高クエリ回答テーブルが作成される。
【０１６２】
　買い対売りの出来高情報に関しては、証券の出来高は主に、買いサイドの出来高、又は
トレーダーが証券を買うことによって生じる出来高の場合、通常、肯定的な意識による。
証券の出来高が主に売りサイドであることは、証券が過大評価されているとトレーダーが
思っていることを示す。市場調査ユーザが、買い対売りの出来高情報を得るようシステム
に指示すると、市場調査ツールは、上記仮想スペシャリスト・プログラムに関して説明し
た売買履歴トラッキング・テーブル2010及び価格履歴トラッキング・テーブル2020に対し
てクエリを実行する。クエリによって、要求された証券全ての一時的な売買出来高回答テ
ーブルが作成される。売買出来高回答テーブルは、証券毎に、合計買い出来高値、合計売
り出来高値、年間買い出来高値、年間売り出来高値、月間買い出来高値、月間売り出来高
値、一日の買い出来高値、及び一日の売り出来高値を含む。
【０１６３】
　ボリューム情報のタイミングに関し、証券の売買高は、証券の基礎をなしている事業主
体に関して評価することができる。フィルム又は俳優に基づく特定の証券の場合、特定の
証券の売買高は、プロジェクト（例えば映画又は俳優のキャリア）が属するデベロップメ
ントの段階に関して評価することができる。例えば、直近で制作に入ったフィルムは、ス
タジオによってまだ公に販売されていない。関連した映画の株式の出来高が高いことは、
映画に対する一般大衆の意識が高いこと、又は、映画に出演している俳優の組み合わせに
対するトレーダーによる肯定的な反応を表し得る。同様に、映画スター債券市場では、高
い売買高を有する非Aリスト俳優に対しては比較的高い意識がある。
【０１６４】
　他の実施例では、特定の競争の競争者に基づく証券の場合、特定の証券の売買高は、特
定の競争者の、認識された人気に関して評価することができる。例えば、現実に基づくTV
シリーズ番組の特定の競争者に基づく派生商品の売買高が高いことは、特定の競争者に対
するトレーダーによる反応が肯定的であることを表し得る。
【０１６５】
　市場調査ユーザが、タイミング出来高情報を得る旨をシステムに指示すると、市場調査
ツールは、売買履歴トラッキング・テーブル2010、及びデベロップメントの段階の開始時
点及び終了時点を記録する関連デベロップメント段階履歴テーブル2024に対してクエリを
実行する。クエリによって、要求される全証券の一時的なタイミングの出来高回答テーブ
ルが作成される。タイミング出来高回答テーブルは、証券毎に、制作又はプロジェクトの
段階毎にタイミング出来高値を含む。
【０１６６】
　保有される総証券数量に関し、トレーダーが特定の証券を買い、一般に、平均期間より
長い間、それを保有した場合、それは、証券の長期パフォーマンスに対する高いレベルの
信頼を示す。例えば、トレーダーが、俳優のスター債券に投資し、これを保有する傾向が
ある場合、それは多分、トレーダーが、俳優にはこれから先、長いキャリアがあり、俳優
が、たった1本又は2本のフィルムよりの多くのフィルムについて人気があることになると
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考えているからである。市場調査ユーザが、総保有数量情報を得る旨をシステムに指示す
ると、市場調査ツールは、トレーダー毎に要求された証券について保有される平均シェア
数を算出する売買履歴トラッキング・テーブル2010に対してクエリを実行する。クエリに
よって、要求された全ての証券について、総一時保有数量テーブルが作成される。総保有
数量回答テーブルは、証券毎に、購入した各証券を各トレーダーが保有した時点を、保有
された数量とともに含む。
【０１６７】
　投資集中に関し、特定の証券の株主毎の投資数量が多い場合、それは、特定の証券の基
礎をなしている事業主体への信頼又は信義を示し得る。例えば、50,000人のトレーダーが
それぞれ、特定のスポーツ・チームに対応するシェアを平均100シェア保有し、10,000人
のトレーダーが、第2のスポーツ・チームのシェアを平均500シェア保有する場合、第1の
スポーツ・チームは第2のスポーツ・チームより広範囲にわたる訴求力を有する傾向にあ
るが、第2のスポーツ・チームはより忠誠なファンを有する傾向にある。同様な原理は、
俳優に基づく派生商品に適用することができる。例えば、50,000人のトレーダーがそれぞ
れ、第1の俳優のスター債券を平均100保有し、10,000人のトレーダーが第2の俳優のスタ
ー債券を平均500保有する場合、第1の俳優は第2の俳優より広範囲にわたる訴求力を有す
る傾向にあるが、第2の俳優はより忠誠なファンを有する傾向にある。金融市場では、こ
れは、集中として知られている。前述の証券の保有者は、下げ相場では、売る気がなく、
上げ相場では、自らのポジションを増やす気がある。投資集中情報を取得する旨を市場調
査ユーザがシステムに指示すると、市場調査ツールは、全てのトレーダーによって何れか
の時点において保有される要求される証券全てのシェア毎の平均数量値を取り出す旨のク
エリを売買履歴トラッキング・テーブル2010に対して実行する。クエリによって、要求さ
れる証券全ての一時的投資集中回答テーブルが作成される。全体投資集中回答テーブルは
、要求された証券毎に各トレーダーが保有する平均数量を証券毎に含む。
【０１６８】
　価格情報に関し、証券価格は、証券が関係する事業主体の成功の認識された機会に関係
する。例えば、映画又は俳優に基づく派生商品の場合、証券価格は、証券が関係する映画
又は俳優の認識された営業実績に関係し得る。映画に関連した株価は、認識されたボック
スオフィス実績に関係し得る。映画の株式の価格が30ドルであり、ボックスオフィスでそ
の映画が3000万ドル以上の総収入を上げるとトレーダーが思った場合、トレーダーはその
映画の株式をきっと買うであろう。よって、本発明のシステムによって、成功するであろ
うと消費者が認識する競争者、チーム、グループ、事業主体、フィルム、俳優、フォノレ
コーディング、又は商品を調べることができる。価格情報を得る旨の指示を市場調査ユー
ザがシステムに出すと、トレーダーによって保有される要求される証券全てのシェア当た
り価格を取り出す旨のクエリを、仮想スペシャリスト・プログラムに関して前述した価格
履歴トラッキング・テーブル2020に対して実行する。クエリによって、要求される証券全
ての一時的価格回答テーブルが作成される。価格回答テーブルは、要求される証券毎の価
格を証券毎に含む。
【０１６９】
　指し値注文情報に関し、本発明のシステムは、売買注文に応じる前に、証券が得なけれ
ばならない価格を設定するトレーダーをトラッキングする。注文が失効する時点の前に指
定価格に達しない場合、指し値注文には応じない。この機能によって、価格に対するトレ
ーダーの感度が評価される。例えば、トレーダーが30ドル未満でしか映画株を買わない場
合、それは、トレーダーが、証券が上向くことが限られることしか認識せず、よって、映
画が、業界の大ヒットにならないであろうと思っていることを示し得る。別の例として、
株価が30ドル未満である場合に、特定のチームに関連した株しかトレーダーが買わない場
合、それは、そのチームがトーナメントにおいて成功する機会が小さいとトレーダーが認
識していることを示し得る。指し値注文情報を得る旨の指示を市場調査ユーザがシステム
に出すと、市場調査ツールは、トレーダー全てによって何れかの時点において保有された
、指し値注文であった要求された証券全てのシェア毎価格値及び数量値を取り出す旨のク
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エリを売買履歴トラッキング・テーブル2010に対して行う。指し値注文回答テーブルは、
要求された証券の、トレーダーに要求された全指し値注文のシェア毎価格値及び数量値を
含む。
【０１７０】
　空売り情報に関し、トレーダーは、証券の価値が下落するであろうと思った場合、証券
を空売りすることができる。証券の空売り取引高の分析により、その証券に対する否定的
な心理が存在しているかを評価することが可能である。空売り情報を得るよう市場調査ユ
ーザがシステムに指示すると、市場調査ツールは、空売り取引高値を取り出す旨のクエリ
を売買履歴トラッキング・テーブル2010に対して行う。クエリによって、要求される証券
全ての空売り回答テーブルが作成される。空売り回答テーブルは、トレーダー全てによる
空売り売買注文を、要求される証券毎に含む。
【０１７１】
　インデックス実績情報に関し、市場情報をインデックスに集約することによって、市場
全体についての洞察を得ることができる。例えば、映画スタジオ証券インデックスは、経
時的に、上位10位までの価格のスタジオ映画株の和を算出することによって、映画スタジ
オ証券インデックスを生成することができる。別の例として、大学バスケットボール・コ
ンファレンス・インデックスは、経時的に、上位10位までの価格のコンファレンス株式の
和を算出することによって生成することができる。前述のインデックスの実績は、スタジ
オの配給の潜在的強さ、スタジオの、近く公開の映画の潜在的なボックスオフィス・ポテ
ンシャル、又は、特定のコンファレンスの潜在的な強さ又は人気を測定することができる
。インデックス実績情報を得る旨の指示を市場調査ユーザがシステムに出すと、市場調査
ツールは、要求されるインデックス全てにおける証券の価格変動値を取り出す旨のクエリ
を価格履歴トラッキング・テーブル2020に対して行う。クエリによって、要求される証券
全ての一時的インデックス実績回答テーブルが作成される。インデックス実績回答テーブ
ルは、要求されるインデックス毎に経時的価格変動値を含む。
【０１７２】
　工程1708（図17）では、市場調査ユーザは、画面上の選択リスト又はチェック・リスト
によって工程1706において選択される証券について、表示又はダウンロードするために何
れかの数の上記情報カテゴリを選ぶことができる。
【０１７３】
　前述の情報カテゴリが選ばれた後、市場調査ユーザは次いで、調査を実行するために画
面上のOkボタンを選択することができる。システムは次いで、ユーザによって行われる全
ての選択によってSQLクエリ・コールの選択を編集し、実行する（工程1710）。クエリ結
果は、編集され、表示に準備される（工程1712）。
【０１７４】
　結果が編集されると、予めプログラムされたグラフ、傾向線及びテキストのテンプレー
トを用いて、前述の選ばれた証券及び情報カテゴリ全てのクエリ結果をGUIクライアント
・ディスプレイに表示する（工程1714）。
【０１７５】
　表示後、選択ボタンによって、表示結果及びその基礎をなすクエリ・データをダウンロ
ードするための選択肢が選択ボタンによって与えられる（工程1716）。これが選択された
場合、市場調査ユーザは、種々のダウンロード・フォーマット（ASCII、xbase、dbf、HTM
L、tif、gif、bmp等など）から選ぶことが可能である（工程1718）。市場調査ユーザは、
局所クライアント上のダウンロード場所を選ぶことが可能である（工程1720）。システム
は、次いで、選ばれたフォーマットへのデータの編集に進む（工程1722）。データは、次
いで、種々のプロトコル（zmodem、xmodem、ftpなど）の何れか１つ、又は、OS業界基準
プロトコルの何れか１つを用いて転送される（工程1724）。ウェブ・クライアントサーバ
環境では、TCP/IPソケットが用いられる。
【０１７６】
　転送後、市場調査ユーザは、別のクエリを行いたいか否かを求めてプロンプトされる（
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工程1726）。別のクエリを行いたい場合、実行は、別の調査の反復のために工程1704に戻
される。さもなければ、工程1702で、ログイン時間からトラッキングされる時間及び／又
は取引のチャージが編集され、クライアント12上に表示される（工程1728）。前述のチャ
ージは、次の請求サイクルのために請求データベースに格納される（工程1730）。ユーザ
は次いで、ログアウトされる（工程1732）。
【０１７７】
　本発明を詳細に説明したが、特許請求の範囲記載の本発明の範囲から逸脱することなく
種々の変更、置換及び改変を行うことが可能である。
【符号の説明】
【０１７８】
10　インターネット
12　クライアント・コンピュータ
14　サーバ・コンピュータ
16　CPU
18　コンピュータ・プログラム
20　データ記憶装置
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