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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数ラウンドの自動化された交渉を行い取引のための束縛交渉支払を達成するためのコ
ンピュータ化されたシステムであって、
　少なくとも１つのプロセシングデバイスと、
　プロセッサがアクセスできる記憶装置と、
　コンピュータ実行可能なプログラムと、
　少なくとも１つの第１当事者からの１つ以上の販売のためのオファー、及び少なくとも
１つの第２当事者からの１つ以上の購入のためのオファーを含む入力信号データを受信す
ることができる入力部と、
　前記当事者の販売のためのオファー及び購入のためのオファーとラウンド毎に比較され
て束縛交渉支払が達成されたかどうかを決定する少なくとも１つの所定の基準を前記シス
テムに入力するための入力部と、
　前記少なくとも１つのプロセシングデバイスは、前記プログラムを実行したときに、
　前記データを分析し、第１のラウンドから始まるラウンド毎に販売のためのそれぞれの
オファーと購入のためのそれぞれのオファーを、前記ラウンドの販売及び購入のためのオ
ファーが前記所定の基準を満たすかどうかについて比較し、
　前記比較分析が行われ、前記第１のラウンドにおける前記オファーの少なくとも１つの
関数として計算される束縛交渉支払への合意をいずれかが形成したこと、またはいずれか
がそのラウンドにおいて合意が形成されなかったことを示していることを両方の当事者に
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通知し、
　前記第１のラウンドで束縛交渉支払が形成されなかったとき、前記システムは、それぞ
れの投資者からの、前記システムに前記入力信号によって伝達されている第２のオファー
を比較し、
　販売及び購入のオファーの次のラウンドを、それらのオファーを比較して、それらがそ
のラウンドのための前記所定の基準を満足するかどうかを判断することによって分析し、
　前記当事者に、前記比較分析がそのラウンドのための前記オファーの少なくとも１つの
関数として計算された束縛交渉支払を形成したこと、あるいはそれが合意を形成していな
いことを通知する、ように動作可能であり、
　前記コンピュータ化されたシステムは、
（ｂ）前記プロセシングデバイスが、前記システムに入力された前記少なくとも１つの所
定の基準をあるラウンドから別のラウンドで変更することができ、前記データを分析する
前記プロセシングデバイスは前記当事者の前記オファーをラウンド毎に前記基準に対して
比較するように構成され、
（ｃ）所定のラウンドの間、前記システムは、そのラウンドに対して１つの当事者からの
どのオファーの額も他の当事者に示さない、
ように構成されていることを特徴とするコンピュータ化されたシステム。
【請求項２】
　前記ラウンドの少なくとも１つに対して、前記プロセシングデバイスは、前記所定の基
準がそのラウンドの複数のオファーの間の特定のパーセンテージ差であるように構成され
ることが可能である請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記プロセシングデバイスは特定のパーセンテージ差の額を選択するように構成されて
いる請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記パーセンテージ差は約５％から約５０％である請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記プロセシングデバイスは、前記ラウンドの１つ以上に対して同じパーセンテージ差
を使用するように構成されている請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記ラウンドの少なくとも１つに対して、前記プロセシングデバイスは、前記オファー
がお互いに特定の額又はパーセンテージだけ異なるかどうかを決定することによって、前
記オファーがそのラウンドについて前記基準を満たすかどうかを決定することができる請
求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記プロセシングデバイスは特定の額を選択するように制御可能である請求項６に記載
のシステム。
【請求項８】
　前記プロセシングデバイスは１つ以上のラウンドに対する特定の額と同じ額を使用する
ように制御可能である請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　少なくとも１つのラウンドに対して、前記プロセシングデバイスは、ａ）前記オファー
の１つに所定の因数を乗じて結果を生成することによって、前記オファーが前記ラウンド
についての前記基準を満足するかどうかを決定し、ｂ）その結果を前記取引の相手方の当
事者のオファーと比較し、及びｃ）前記比較の結果が所定の範囲内であるかどうかを決定
することができるように構成されている請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記プロセシングデバイスは、束縛交渉支払を形成するためにオファーが入る必要があ
る所定の範囲を選択するように動作可能である請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
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　少なくとも１つのラウンドに対して、前記プロセシングデバイスは、そのラウンドで前
記オファーの少なくとも１つの関数として束縛交渉支払を形成するために前記当事者の前
記オファーが満たさなくてはならない基準を計算するように動作可能である請求項１に記
載のシステム。
【請求項１２】
　ラウンドの数が３に制限されるように構成された請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記プロセシングデバイスは、前記ラウンドの１つ以上で使用された前記所定の基準を
変更するように動作可能である請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記プロセシングデバイスは、前記当事者の少なくとも１つから要求を受信して、前記
ラウンドのための前記所定の基準を変更し、その後で、そのラウンドのための前記基準を
変更するようにさらに構成されている請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記プロセシングデバイスは、前記束縛交渉支払がそのラウンドの前記オファーの少な
くとも１つの関数としてどのように計算されるのかを変更するように構成されている請求
項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記システムを使用するための適切な認証データを有する当事者のみがログインできる
ようなログイン手続きを更に含む請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記プロセシングデバイスは、認証データの入力時のみに前記オファーが前記基準を満
たすかどうかについて前記当事者に応答を提供するように構成されている請求項１６に記
載のシステム。
【請求項１８】
　前記第１及び第２の当事者の少なくとも１つとネットワークを介して通信するように構
成されている請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１及び第２の当事者とインターネットを介して通信するようにインターネットに
リンクした請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記オファーは金銭である請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記金銭オファーは異なる通貨におけるものであり、前記システムは前記金銭オファー
を共通の通貨に変換し、それらのオファーの比較ができるようにするための通貨コンバー
タを更に含む請求項２に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記プロセシングデバイスは、オファーの前記比較の前記結果が前記所定の基準を満た
さないが、所定の許容リミット内であるときに、前記当事者に１つ以上の所定のメッセー
ジを送信するように構成されている請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記プロセシングデバイスは、ファシリテートメッセージを送信するように構成されて
いる請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記システムは、少なくとも１つの当事者が、前記第１のラウンドが完了する前に、入
力信号として複数のオファーを提出することを許容するように構成されている請求項１に
記載のシステム。
【請求項２５】
　データを受信する前記プロセシングデバイスは、どの所定のラウンドが完了する前にも
、少なくとも１つの当事者による複数のオファーであって、１つのそのようなオファーは
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前記プロセシングデバイスによって現在の前記ラウンドにおいて比較され、それぞれの他
のそのようなオファーは前記プロセシングデバイスによって続くラウンドにおいて比較さ
れるようなオファーを受け取るように構成されている請求項１に記載のシステム。
【請求項２６】
　合意された数のラウンドが束縛交渉合意を形成できなかった後に束縛交渉合意が達成さ
れなかった場合に、パワーラウンドを要求するための、少なくとも１つのパーティから前
記取引への入力信号を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記パワーラウンド基準は、以前の前記ラウンドの１つで使用された基準と同じである
請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記パワーラウンド基準は以前の前記ラウンドの１つ以上の前記基準と異なる請求項２
６に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記パワーラウンドは、前記パワーラウンドの購入によって起動する請求項２６に記載
のシステム。
【請求項３０】
　前記プロセッサは、前記束縛交渉支払が所定のラウンドにおける前記オファーの少なく
とも１つの関数としてどのように計算されるのかを変更するように動作可能である請求項
２６に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記当事者の１つ以上がパワーラウンド入りたいかどうかを尋ねる質問を前記当事者に
送信し、肯定的な回答を受信した場合に前記パワーラウンドと同じか異なる基準のいずれ
かを適用するプロセシングデバイスを更に含む請求項１に記載のシステム。
【請求項３２】
　取引についての拘束交渉支払を達成するためにラウンド毎に交渉するための、コンピュ
ータによって実施される自動化された方法であって、前記コンピュータは少なくとも１つ
のデータ記憶装置、少なくとも１つのプロセッサ、及び前記コンピュータの少なくとも１
つに実行されたときに前記方法を実行するコンピュータコードを記憶した少なくとも１つ
のコンピュータ読取可能記録媒体を含むものであり、前記方法は、
　少なくとも１つの第１当事者から販売についての１つ以上のオファー及び少なくとも１
つの第２当事者からの購入するオファーを含む信号を、前記信号を受信可能なコンピュー
タに入力するステップであって、前記オファーはラウンド毎に提出されるか、あるいは、
どのラウンドが完了する前にも、１つあるいは両方の当事者が１つより多くのオファーオ
ファーを提出することができるものであるステップと、
　前記オファーをラウンド毎に自動的に比較するステップであって、それぞれのそのよう
なオファーは続くラウンドに対応するものであるステップと、
　第１ラウンドに対応する複数のオファーを自動的に比較してそれらが所定の基準を満た
すかどうかを決定することによって、前記オファーを分析するステップと、
　前記第１ラウンドのオファーが前記基準を満たすとき、前記比較分析が、前記第１ラウ
ンドにおける前記オファーの少なくとも１つの関数として計算された束縛交渉支払への合
意を形成したことを示す応答を前記当事者の少なくとも１つに提供するステップと、
　前記オファーの前記分析が、前記第１ラウンドのオファーが、前記第１ラウンドのため
の束縛交渉支払を達成するための前記所定の基準を満たしていないことを示した場合、前
記第１ラウンドが完了した後に少なくとも１つのオファーを提出することによって、又は
前記第１ラウンドの完了の前の第２ラウンドの提出に基づいて、前記取引の両方の側の前
記当事者に少なくとも１つの続くラウンドに入ることを許容するステップと、
　次に前記第２ラウンドで、そのラウンドについての複数の前記オファーを比較し、それ
らがそのラウンドについての前記基準を満たすかどうかを決定することによって、前記オ
ファーを自動的に分析するステップと、
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　そのラウンドについての前記オファーがそのラウンドについての前記基準を満たさなか
ったとき、前記比較分析が、そのラウンドについての前記オファーの少なくとも１つの関
数として計算された束縛交渉支払への合意を形成したことを示す応答を前記当事者の少な
くとも１つに提供するステップと、
　そのラウンドにおける前記オファーがそのラウンドについての前記基準を満たさないと
き、同じまたは同様にして、任意の回数の続くラウンドを実行するステップと、を含む複
数のラウンドが可能であり、前記方法は、
　（ａ）所望すれば、異なる所定の基準を前記第１ラウンドに続くラウンドに適用するこ
と、及び
　（ｂ）所定のラウンドの間、そのラウンドに対して１つの当事者からのどのオファーの
額も前記取引の相手方の当事者による使用のために提供せず、そのラウンドについてのど
の購入のオファーの額も前記第１当事者による使用のために提供しない、ことを可能とし
、
　前記自動化はコンピュータによって実施され，前記自動的な分析及び比較は完全に自動
化されており、
　前記基準の少なくとも１つは、売却のためのオファーが購入のためのオファーより大き
いとき、前記束縛交渉支払への合意を可能にする少なくとも１つの基準を含むものである
方法。
【請求項３３】
　前記ラウンドの少なくとも１つに対して、適用される前記所定の基準はそのラウンドに
おける複数の前記オファーの間の特定のパーセンテージ差である請求項３２に記載の方法
。
【請求項３４】
　特定のパーセンテージ差の額が適用される請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　適用される前記パーセンテージ差は約５％から約５０％である請求項３３に記載の方法
。
【請求項３６】
　同じパーセンテージ差を前記ラウンドの１つ以上に適用する請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ラウンドの少なくとも１つに対して、前記オファーがそのラウンドについての前記
基準を満たすかどうかを決定することを、前記オファーが特定の額又はパーセンテージだ
けお互いに異なるかどうかを決定することによって実行する請求項３２に記載の方法。
【請求項３８】
　適用される前記基準は特定の額である請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　同じ特定の金額が、１つ以上のラウンドについての前記基準として適用される請求項３
７に記載の方法。
【請求項４０】
　少なくとも１つのラウンドに対して、前記方法は、ａ）前記オファーの１つに所定の因
数を乗じて結果を生成することによって、前記オファーが前記ラウンドについての前記基
準を満たすかどうかを決定し、ｂ）その結果を前記取引の相手方の当事者のオファーと比
較し、及びｃ）前記比較の結果が所定の範囲内であるかどうかを決定することを含む、請
求項３２に記載の方法。
【請求項４１】
　適用される前記基準は、束縛交渉支払を形成するためにオファーが入る必要がある所定
の範囲である請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　少なくとも１つのラウンドに対して、束縛交渉支払を形成するために適用される前記基
準は、そのラウンドにおける前記オファーの少なくとも１つの関数である請求項３２に記
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載の方法。
【請求項４３】
　束縛交渉支払が達成されたという応答をすべての当事者に提供する請求項３２に記載の
方法。
【請求項４４】
　前記応答を、そのラウンドにおいて束縛交渉支払が形成されていない、少なくとも１つ
の第１当事者及び少なくとも１つの第２当事者に提供するステップをさらに有する請求項
３２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記第２又は続くラウンドを開始する前に、前記オファーが前記第１又は以前のラウン
ドについての前記基準を満たさない場合には、前記当事者に通知することをさらに含む請
求項３２に記載の方法。
【請求項４６】
　続くラウンドにおける前記オファーが、さらに続くラウンドを開始する前にそのラウン
ドについての前記基準を満足しない場合に、前記当事者に通知することをさらに含む請求
項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　３つのラウンドが実行される請求項３２に記載の方法。
【請求項４８】
　前記ラウンドの１つ以上で使用された前記基準を最初に適用されたものから変更する請
求項３２に記載の方法。
【請求項４９】
　前記ラウンドで使用された前記基準が前記当事者の少なくとも１つから受信した要求に
応答して変更される請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記基準は、あるラウンドにおいて、前記束縛交渉支払がそのラウンドにおける前記オ
ファーの少なくとも１つの関数として計算されるように変更される請求項３２に記載の方
法。
【請求項５１】
　前記システムを使用するための適切な認証データを有する当事者のみが前記システムに
ログインできるようなログイン手続きを更に含む請求項３２に記載の方法。
【請求項５２】
　認証データの入力時のみに前記オファーが前記基準を満たすかどうかについて前記当事
者に応答を提供することを含む請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記第１及び第２の当事者の少なくとも１つにネットワークを通じて通信することをさ
らに含む請求項３２に記載の方法。
【請求項５４】
　前記第１及び第２の当事者との前記通信はインターネットを介するものである請求項５
３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記オファーは金銭である請求項３２に記載の方法。
【請求項５６】
　前記金額のオファーが異なる通貨におけるものであるときに、それらの比較ができるよ
うにするために前記金銭オファーを共通の通貨に変換する通貨コンバータを適用する請求
項５５に記載のシステム
【請求項５７】
　オファーの前記比較の前記結果が前記所定の基準を満たさないが、所定の許容リミット
内であるときに、前記当事者に１つ以上の所定のメッセージを送信することをさらに含む
請求項３２に記載の方法。
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【請求項５８】
　ファシリテートメッセージが送信される請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　少なくとも１つの当事者によって、前記第１のラウンドが完了する前に、入力信号とし
て複数のオファーを提出することを許容するように構成されている請求項３２に記載の方
法。
【請求項６０】
　どの所定のラウンドが完了する前にも、１つ以上のオファーが少なくとも１つの当事者
によって提出され、１つのそのようなオファーは現在の前記ラウンドに対応し、それぞれ
の他のそのようなオファーは続くラウンドに対応する請求項３２に記載の方法。
【請求項６１】
　合意された数のラウンドが束縛交渉合意を形成できなかった後に束縛交渉合意が達成さ
れなかった場合に、前記取引への少なくとも１つの当事者によって起動された少なくとも
１つのパワーラウンドと、
　１つ以上の当事者がパワーラウンドに入りたいかどうかを尋ねる質問を前記当事者に送
信するステップと、
　少なくとも１つの肯定的な回答が受信された場合に前記パワーラウンドと同じか異なる
基準のいずれかを適用するステップと、をさらに含む請求項３２に記載の方法。
【請求項６２】
　適用される前記パワーラウンド基準は以前の前記ラウンドの１つで使用された基準と同
じである請求項６１に記載の方法。
【請求項６３】
　適用される前記パワーラウンド基準は以前の前記ラウンドの１つ以上の前記基準と異な
る請求項６１に記載の方法。
【請求項６４】
　前記パワーラウンドは前記パワーラウンドの購入によって起動する請求項６１に記載の
方法。
【請求項６５】
　どのように前記束縛交渉支払を計算するのかはそのラウンドにおける前記オファーの少
なくとも１つの関数である請求項６１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、交渉(bargaining)に係り、より詳細には、機密環境において相対す
る当事者間でのオンライン自動交渉に係る。
【背景技術】
【０００２】
　セールスの駆け引きや説得が得意でない者にとって、交渉とは、多くの場合、せいぜい
論争することである。交渉プロセスは、多くの潜在的な売り手と買い手が「値切る」こと
を要求するトランザクションへの参加を思いとどまらせる。その証拠に、自動車販売のよ
うな交渉プロセスを慣習的に使用する産業では、「論争のない価格決め」のための広告が
急増している。
【０００３】
　交渉に反対しない者でも、自動的な環境において交渉トランザクションに参加するため
のシステムも方法もない。オンラインシステムでは、Ｐｒｉｃｅｌｉｎｅ（登録商標）に
より確立されたプロセスのような「逆オークション」があると共に、Ｅ－ｂａｙ（登録商
標）のような多数のオンラインオークションがある。しかしながら、所与のトランザクシ
ョンにおいて最良の価格に効率的に到達するためのマルチラウンド自動交渉プロセス向け
のシステムは存在しない。従って、トランザクションの当事者は、最良の価格が得られな
いか、或いは一方又は両方の当事者に受け容れられる価格がないのでトランザクションが
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失敗に終わる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、当事者が不快になるという障害を伴わずに、所与のトランザクションにおいて
最良価格の交渉に当事者が参加するのを許すようなシステムが要望される。本発明は、交
渉トランザクションにおいて、トランザクションの両側の当事者がその両者に最も受け容
れられる価格に到達するのを許すという前提に基づいている。更に、「価格を値切る」こ
とに反対の者は、交渉に慣習的に関連した不快感を伴わずに、交渉トランザクションに参
加するためのシステムを必要とする。本発明は、相対する当事者がその両者に受け容れら
れる価格を見出すシステムがあれば、多数のより多くの市場トランザクションがまとまる
という理解にも基づいている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一般に、第１の態様において、本発明は、トランザクション交渉方法を特徴とする。こ
の方法は、トランザクションに対して２つの相対する当事者により提示された不等値の対
を、条件を満足するかどうかについてテストすることを含む。条件を満足しない場合に、
この方法は、更に、トランザクションに対して２つの相対する当事者の各々から１つの、
一対の不等パワーラウンド(power round)値を、パワーラウンド条件を満足するかどうか
についてテストすることを含む。更に、この方法は、一対の不等値により条件が満足され
たときに、束縛(binding)交渉の支払を計算することを含む。この束縛交渉の支払とは、
一対の不等値の低い方に少なくとも等しい額である。
【０００６】
　一般に、第２の態様において、本発明は、トランザクション交渉方法を特徴とする。こ
の方法は、トランザクションに対して２つの相対する当事者により提示された値を受け取
ることを含む。これら値の少なくとも一方は、トランザクションに関するファシリテート
(facilitating)メッセージの通信に続いて提示され、ファシリテータから、２つの相対す
る当事者の少なくとも一方へ搬送される。更に、この方法は、不等値の対を、条件を満足
するかどうかについてテストし、そして一対の不等値により条件が満足された場合に束縛
交渉の支払を計算することを含む。この束縛交渉の支払とは、一対の不等値の低い方に少
なくとも等しい額である。
【０００７】
　一般に、第３の態様において、本発明は、２つの相対する当事者間のトランザクション
を解決する交渉方法を特徴とする。この方法は、トランザクションに対して２つの相対す
る当事者により提示された不等値の対を、条件を満足するかどうかについてテストするこ
とを含む。この方法は、更に、一対の不等値により条件が満足されたときに、束縛交渉の
支払を計算することを含む。この束縛交渉の支払は、当事者の一方がトランザクションに
対するトランザクションエントリー開始者であるときに、ウインドフォール(windfall)調
整を、正又は負のいずれかのウインドフォール差額で調整された一対の不等値の低い方に
少なくとも等しい額で合体させる。
【０００８】
　一般に、第４の態様において、本発明は、２つの相対する当事者間のトランザクション
を解決する交渉方法を特徴とする。この方法は、トランザクションに対して２つの相対す
る当事者により提示された不等値の対を、条件を満足するかどうかについてテストするこ
とを含む。この方法は、更に、一対の不等値により条件が満足されたときに、一対の不等
値の低い方に少なくとも等しい額の束縛交渉の支払を計算し、そしてその額に対して当事
者間で資金のオンライン転送を開始することを含む。
【０００９】
　一般に、第５の態様において、本発明は、２つの相対する当事者間のトランザクション
を解決する交渉方法を特徴とする。この方法は、トランザクションに対して２つの相対す



(9) JP 4943154 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

る当事者により提示された不等値の対を、条件を満足するかどうかについてテストするこ
とを含む。この方法は、更に、一対の不等値により条件が満足されたときに、一対の不等
値の低い方に少なくとも等しい額の束縛交渉の支払を計算することを含む。この方法は、
更に、条件を満足したときに、トランザクションに対する合意ドキュメントを自動的に発
生することも含む。
【００１０】
　一般に、第６の態様において、本発明は、オンラインインターフェイスを経てここに開
示する技術に基づき動作するシステムを特徴とする。
【００１１】
　本発明の特定の実施形態は、次の効果の１つ以上を特徴とし得る。開始から交渉を通じ
て各当事者にとってコストが安く、トランザクションに対して合意の確率が高く、トラン
ザクションが合意に達し得るように促され、実際に合意に達し得るという何らかの指示が
あり、トランザクションの交渉について顧客の満足度が高く、システムへ多数のトランザ
クションが引き付けられ、代理店を雇ってシステム又はファイルに参加しそしてトランザ
クションの交渉を行うことに対して開始者にとってコストが安く、当事者にとって小売ト
ランザクションよりコストが安く、オークション又は逆オークションで得られるものより
トランザクションの経済的効率が高く、簡単な契約又は合意を立案するに必要な法的知識
も必要とされないので、システムに参加する当事者にとって非常に快適であり、代理店又
は代理人が必要とされないか又は合意を記憶するために最小限必要とされるだけであるか
らコストが安く、多当事者の交渉が効果的な２当事者の交渉へと統合され及び簡単化され
、当事者が特定の支払方法をコントロールするので当事者にとって非常に融通性があり、
交渉した合意から手続きが迅速に受けられ、又は買い手又は売り手による合意後の不履行
の可能性が低く、そしてリアルタイムの瞬時交渉である。
【００１２】
　本発明によるシステムの特定の実施形態は、次の付加的な効果の１つ以上を特徴とし得
る。個人が交渉トランザクションに直接コンタクトし且つ参加でき、即座の又は直接的な
振込みを受けることができ、交渉プロセスを経て到達した値を転送し、又は転送を開始す
ることができ、或いは交渉が開始者により合意に達した場合にウインドフォール調整を受
けることができる。
【００１３】
　上述した効果及び特徴は、代表的な実施形態に過ぎず、本発明の理解を助けるためにの
み示される。それらは、トランザクションにより定義される本発明に対する制約でもない
し、特許請求の範囲の等効物に対する制約でもないことを理解されたい。例えば、これら
効果のある対は、単一の実施形態において同時に存在し得ないという点で、相互に矛盾し
たものである。同様に、ある効果は、本発明のある態様には適用できるが、他の態様には
適用できない。従って、特徴及び効果についてのこの概要は、等効物の決定を決着させる
ものとはみなされない。本発明の付加的な特徴及び効果は、以下の説明、添付図面及び特
許請求の範囲から明らかとなろう。
【００１４】
　本発明の目的は、コンピュータをコントロールするように動作し且つ少なくとも１つの
コンピュータ読み取り可能な媒体に記憶される、コンピュータ実行可能な交渉方法を提供
することである。この方法は、実行時に、ａ）トランザクションに対する第１当事者から
複数のオファーを受け取り、ｂ）トランザクションに対する第２当事者から複数のカウン
ターオファーを受け取り、ｃ）前記オファーが第２当事者へ公表されるのを防止すると共
に、前記カウンターオファーが第１当事者へ公表されるのを防止し、ｄ）ラウンドにおけ
る前記オファーと前記カウンターオファーとの間の差を計算し、各々の差は、ラウンドに
おいて１つのオファーと１つのカウンターオファーとを使用して計算され、この１つのオ
ファーと１つのカウンターオファーは、値が等しくなく、ｅ）いずれかの差が少なくとも
１つの所定の基準内に入るかどうか判断し、ｆ）いずれかの差が少なくとも１つの所定の
基準内に入る場合には、トランザクションが解決されるというメッセージを第１当事者及
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び第２当事者へ送信し、そしてｇ）その差が少なくとも１つの所定の基準内に入らない場
合には、トランザクションが解決されないというメッセージを送信することを含む。更に
、１つのオファーが、１つのカウンターオファーの前に受け取られる方法が提供される。
更に、１つのオファーが、１つのカウンターオファーの後に受け取られる方法も提供され
る。この方法は、更に、最大３まで受け取ることができるように複数のカウンターオファ
ーを制限することも含む。又、この方法には、当事者の１人が最大ラウンド数を指定する
のを許すことも含まれる。更に、最大指定数より少ない複数のオファーを受け取った後に
、前記ｄ）、ｅ）、ｆ）及びｇ）を実行する方法が提供される。最終的に、いずれかの前
記オファーが受け取られる前に全ての前記カウンターオファーが受け取られる方法も提供
される。
【００１５】
　本発明の別の目的は、金銭的なオファーとそのカウンターオファーとを使用して少なく
とも２人の当事者間で交渉を行う自動化方法であって、トランザクションに対して自動交
渉システムに参加しそして自動交渉システムから送信されるトランザクションの解決策に
より束縛されるようにするために第１当事者から参加要求を受け取り、そしてそのトラン
ザクションに対して自動交渉システムに参加するために第２当事者から参加指示を受け取
ることを含む方法を提供することである。
【００１６】
　この方法は、第１当事者から一連の少なくとも３つの金銭的なオファーを受け取り、第
２当事者から一連の少なくとも３つのカウンターオファーを受け取り、第２当事者からの
金銭的なオファーへの非アクセス性を維持し、そして第１当事者からの決着オファーへの
非アクセス性を維持することを与える。この方法は、第１ラウンドにおいて前記一連の金
銭的なオファーの第１オファーを第１のカウンターオファーと比較して、第１の金銭的な
オファーと第１のカウンターオファーとの間の第１の差が所定のガイドライン内であるか
どうか判断するように進む。この第１ラウンドにおいて、第１の差が所定のガイドライン
内である場合には、合意成功通知を第１当事者及び第２当事者へ送信し、この第１ラウン
ドにおいて、第１の差が所定のガイドライン内にない場合には、この方法は、第２ラウン
ドにおいて前記一連の金銭的なオファーの第２オファーを第２のカウンターオファーと比
較して、第２の金銭的なオファーと第２のカウンターオファーとの間の第２の差が所定の
ガイドライン内であるかどうか判断するように進む。この第２ラウンドにおいて、第２の
差が所定のガイドライン内である場合には、合意成功通知を第１当事者及び第２当事者へ
送信する。
【００１７】
　この第２ラウンドにおいて、第２の差が所定のガイドライン内にない場合には、この方
法は、第３ラウンドにおいて前記一連の金銭的なオファーの第３オファーを第３のカウン
ターオファーと比較して、第３の金銭的なオファーと第３のカウンターオファーとの間の
第３の差が所定のガイドライン内であるかどうか判断するように進む。この第３ラウンド
において、第３の差が所定のガイドライン内である場合には、合意成功通知を第１当事者
及び第２当事者へ送信する。
【００１８】
　第１、第２及び第３ラウンドの全てにおいて、第１、第２及び第３の差が所定のガイド
ライン内にない場合には、この方法は、合意不成功信号を前記第１当事者及び第２当事者
へ送信することを含む。いずれのラウンド１においても、合意成功通知が送信される場合
には、この方法は、更に、第２当事者により第１当事者に支払うべき交渉合意金額を含む
交渉値通知を発生することを含む。
【００１９】
　又、この方法は、更に、合意成功通知が送信されるラウンドからの少なくとも金銭的な
オファーを使用して交渉合意金額を計算することも含む。更に、この計算がカウンターオ
ファーも使用するような方法も提供される。第１、第２又は第３ラウンドのいずれかに、
合意成功通知が送信される場合には、この方法は、更に、その合意成功通知が送信される
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ところのラウンドに使用された一対の値からトランザクションに対する支払値を計算し、
そして参加当事者アクセス可能なデータベースにその支払値を記憶することを含む。第１
ラウンドにおいて、第１の差が所定のガイドライン内に入らない場合には、この方法は、
更に、第１の金銭的なオファー及び第１のカウンターオファーを第２ラウンドに対し自動
交渉システムに使用できなくすることを含む。第２ラウンドにおいて、第２の差が所定の
ガイドライン内に入らない場合には、この方法は、更に、第２の金銭的なオファー及び第
２のカウンターオファーを第３ラウンドに対し自動交渉システムに使用できなくすること
を含む。更に、第３ラウンドにおいて、第３の差が所定のガイドライン内に入らない場合
には、この方法は、更に、第３の金銭的なオファー及び第３のカウンターオファーを自動
交渉システムに使用できなくすることを含む。
【００２０】
　交渉合意金額が１つのオファー及び１つのカウンターオファーの中間値であるか、又は
交渉合意金額が一方のオファーにより指定された金額に等しいような方法も包含される。
更に、単一のカウンターオファーと単一のオファーとの互いの相違が固定金額未満である
ことを所定のガイドラインとする方法も提供される。又、固定金額が、単一のカウンター
オファー又は単一のファーの一方の割合を表わす計算された金額であるような方法も包含
される。更に、単一のカウンターオファーが単一のオファーの所定の割合であることを指
定の条件とする方法も提供される。この方法の所定の割合は、７０%又は８０%でよい。又
、一連の３つの金銭的なオファーの１つが、一連の３つのカウンターオファーの１つの前
に受け取られるような方法も提供される。更に、一連の３つのカウンターオファーの１つ
が、一連の３つの金銭的なオファーの１つの前に受け取られるような方法も提供される。
【００２１】
　本発明の別の目的は、ラウンドにおいて２人の相対する当事者間でのトランザクション
を解決する交渉方法であって、少なくとも２つのラウンドの１つにおいて一対の不等値を
テストすることを含み、この対の１つの値は、トランザクションに対する２人の相対する
当事者の１人により提示され、そして前記テストに使用される合意判断アルゴリズムが一
対の不等値により満足されるときに、一対の不等値の低い方に少なくとも等しい額の束縛
交渉支払を計算することも含む方法を提供することである。この方法は、更に、交渉支払
を、一対の不等値の大きい方に制限することも含む。更に、この方法は、ウイークエンド
の日に一対の不等値の少なくとも１つの値を受け取ることも含む。又、この方法は、ウイ
ークデイには午前９時から午後４時以外の時間に一対の不等値の少なくとも１つの値を受
け取ることも含む。最後に、この方法は、更に、ケース特有の情報に相関された金額をデ
ータベースに記憶することを含む。
【００２２】
　本発明の別の目的は、交渉システムを操作する方法であって、係争に対して第１及び第
２の当事者の各々から複数の値を受け取り、これら複数の値の少なくとも１つは、インタ
ーネット接続を経て受け取られたものであり、更に、第１当事者の値を第２当事者へ又は
第２当事者の値を第１当事者へ公表することなく、１つ１つのベースで、第１当事者から
の値と第２当事者からの値とをマッチングさせて、複数の対を生成し、プリセットされた
式に基づいてそれらの対を分析して、分析時にある対が少なくとも１つの指定の基準を満
足する場合に、システムが第１及び第２の当事者に合意に達したことを報告することを含
む方法を提供することである。少なくとも１つの指定の基準を満たすときには、この方法
は、更に、前記対の少なくとも一部分を使用して交渉値を計算することを含む。又、前記
計算が、前記対についての平均値を決定することを含むような方法も包含される。この方
法は、更に、第１当事者が、プリセットされた式の選択を行うのを許すことも含む。この
方法は、更に、前記受け取りの前に、第１又は第２の当事者の一方がプリセットされた式
の選択を行うのを要求すると共に、第１又は第２の当事者の他方がその選択に合意するこ
とを要求する。又、前記方法には、交渉のためのスポンサー識別番号及び交渉のためのト
ランザクション記述情報を受け取ることも含まれる。又、前記方法は、更に、交渉に対す
る地理的情報を表わす情報を受け取ることも含む。
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【００２３】
　本発明の別の目的は、トランザクションを伴う交渉ネゴシエーションに対して第１エン
ティティを自動交渉システムに登録し、この登録に続いて、第１エンティティからトラン
ザクション識別子及び少なくとも２つの金銭的な提示を受け取り、前記トランザクション
に対して第２エンティティにより提示された少なくとも１つの提案された交渉合意金額を
、前記少なくとも２つの金銭的な提示の少なくとも一方に関連させ、提案された交渉合意
金額と、前記少なくとも２つの金銭的な提示の一方を、指定のアルゴリズムに基づいて処
理して、結果を得、そしてその結果が第１エンティティにより合意された基準を満足する
ときに、少なくとも１つの提案された交渉合意金額を第１エンティティに通知することな
く、トランザクションの合意に達したこと及び支払金額を第１エンティティに通知するこ
とを含む方法を提供することである。この方法は、更に、決着に達したときに、少なくと
も１つの提案された交渉合意金額と、少なくとも２つの金銭的な提示の一方とを永久的に
破棄することを含む。この方法は、更に、交渉ネゴシエーションに対するトランザクショ
ン関係情報と、支払金額とを、自動交渉システムにテーブルとして記憶することも含む。
【００２４】
　本発明の別の目的は、トランザクションに対するオファー及びそのカウンターオファー
を受け取り、各オファーは、パスワードで保護された通信リンケージを経て受け取られる
と共に、関連シーケンス番号を有し、更に、各オファーは、関連シーケンス番号を有し、
それらシーケンス番号間の対応に基づいてオファーをカウンターオファーに対してマッチ
ングさせ、そのマッチングされたオファー及びカウンターオファーをアルゴリズムに対し
てテストし、オファー及びカウンターオファーのテストに応答して結果を発生し、そして
オファー又はカウンターオファーを公表せずに、その結果を自動的に報告することを含む
交渉方法を提供することである。この方法は、更に、その結果が交渉でないときには、オ
ファー及びカウンターオファーを破棄することも含む。更に、この方法は、結果が合意で
あるときに、予め確立された式に基づいて交渉合意金額を計算し、そしてその交渉合意金
額を報告することも含む。更に、この方法は、オンライン交渉システムを使用して間接的
な交渉ネゴシエーションに参加するために支払いをすると共に、その結果が合意を指示す
るときに、オンライン交渉システムにより指定された金額についてトランザクションに合
意するように法的に束縛されるべく、エンティティからの合意を得ることも含む。又、こ
の方法は、間接的な交渉ネゴシエーションに参加するためにスポンサーからの合意を得、
スポンサーにより提示されたオファーを使用してエクスポージャー額を発生し、そしてそ
のエクスポージャー額をスポンサーに通知することも含む。この方法は、更に、オファー
を使用して潜在的な交渉利得額を発生し、そして支払されるべきエンティティにその交渉
利得額を通知することも含む。
【００２５】
　本発明の別の目的は、交渉システムによりある値に適用されて満足されたときに、交渉
システムにより指定された支払額について当事者に対してトランザクションの合意を生じ
るような少なくとも１つの基準に合意し、前記支払額は、少なくとも１つの値から導出さ
れ、更に、ラインインターフェイス上で保護されたセキュリティを経て交渉システムへ複
数の金銭的な値を提示し、これは、金銭的な値を当事者に開示することなく、少なくとも
１つの基準を使用して交渉システムにより分析され、更に、当事者からの開示されない値
と、複数の金銭的な値の少なくとも１つとで少なくとも１つの基準が満足されたという指
示を受け取り、そしてトランザクションに対する支払額の通知を受け取ることを含む方法
を提供することである。更にこの方法は、前記指示を受け取る前に、前記当事者に対する
１つの開示されない値と、１つの金銭的な値とに対して少なくとも１つの基準が満足され
なかったというメッセージを受け取ることも含む。更に、この方法において、前記支払額
は、前記複数の金銭的な値の少なくとも１つである。更に、この方法において、前記支払
額は、前記複数の金銭的な値の少なくとも１つより大きい。更に、この方法は、インター
ネットを経て交渉システムにログインすることを含む。又、この方法は、トランザクショ
ン特有の識別情報を与えることを含んでもよい。トランザクションに対する代理店コンタ



(13) JP 4943154 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

クト情報を与えることもこの方法に含まれる。更に、この方法は、トランザクション特有
の情報をテーブル化することも含む。更に、この方法は、ウェブブラウザを使用して交渉
システムにアクセスすることも含む。又、この方法には、複数のケースを交渉システムに
提示することも含まれ、トランザクションは、複数のケースの１つに関連している。
【００２６】
　本発明の別の目的は、交渉のためにプロセッサ及び記憶装置を備えた自動交渉システム
に記憶されたステップを含む方法において、当事者によりインターネットを経て提示され
た値を受け取るためにマークアップ言語で書かれた第１プログラムモジュールを実行する
ステップであって、前記値は、トランザクションが交渉されるところの一連の提案された
金額を表わすようなステップと、前記一連の提案された金額の中の個々の提案された金額
を、一連の提案された相手金額の中の個々の提案された相手金額に対して順次に比較する
ためにオブジェクト指向のプログラミング言語で書かれたプログラムオブジェクトを実行
するステップであって、全ての提案された相手金額は当事者には得られず、前記順次に比
較される個々の提案された金額と相手金額との間の差が指定の範囲内にあるかどうか判断
するとともに、その差が指定の範囲内にある場合に合意指示を発生するためのステップと
、計算された額の支払によりトランザクションが交渉されたことを当事者に通知するため
に第２のプログラムモジュールを実行するためのステップと、を備えた方法を提供するこ
とである。この方法は、更に、個々に提案された金額を指定の式の入力として使用して指
定の式に基づき交渉合意金額を計算して、トランザクションの交渉において行われるべき
支払を指定するためのステップも備えている。この方法は、更に、個々に提案された相手
金額を指定の式の入力として使用して指定の式に基づき交渉合意金額を計算して、トラン
ザクションの交渉において行われるべき支払を指定するためのステップも備えている。又
、この方法には、個々に提案された金額及び個々に提案された相手金額の両方を指定の式
の入力として使用して指定の式に基づき交渉合意金額を計算して、トランザクションの交
渉において行われるべき支払を指定するためのステップも備えている。この方法は、更に
、当事者をログインするステップも備えている。この方法は、更に、プロセッサを使用し
て決着データを収集して処理するステップも備えている。最後に、この方法は、アドミニ
ストレーション許可をチェックして、アドミニストレータが自動交渉システムにスポンサ
ーを追加できるようにするステップも備えている。
【００２７】
　本発明の別の目的は、スポンサーからトランザクションの提示を受け、満足された場合
に束縛合意を生じる少なくとも１つの基準に対する合意を受け、トランザクションに含ま
れる支払われるべきエンティティの代表者へ通信するためのメッセージであって、その代
表者をトランザクションのための自動交渉ネゴシエーションに参加するように招待するメ
ッセージを発生し、その代表者により提示されたオファーと、スポンサーにより提示され
た相関したカウンターオファーとで少なくとも１つの基準が満足される場合に、自動交渉
ネゴシエーションに参加し且つそれにより束縛されるべき代表者からの応答合意を受け取
り、代表者により提示された少なくとも２つのオファーと、スポンサーにより提示された
カウンターオファーとを、指定の限界時間周期内に受け取り、少なくとも２つのラウンド
のうちの１つのラウンドにおいて前記オファーの１つとカウンターオファーとを比較して
、少なくとも１つの基準が満足されるかどうか判断し、そして少なくとも１つの基準が満
足される場合に、支払金額に対してトランザクションが交渉されたという指示を発生する
ことを含む方法を提供することである。この方法は、更に、オファー及びそのカウンター
オファーを受け取る前に識別番号の入力を必要とすることも含む。この方法は、更に、支
払金額を将来の検索のために記憶することも含む。又、この方法は、更に、１つのオファ
ーとそのカウンターオファーとの中間値として支払額を計算することも含む。更に、この
方法は、オファーとそのカウンターオファーとの間の値として支払額を計算することを含
む。
【００２８】
　本発明の別の目的は、第１エンティティからのトランザクションに対して一連の金額を
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表わすデータを含む第１信号を受け取り、第２エンティティからの情報に関連して交渉シ
ステムによりアルゴリズムに対して自動テストのために前記第１信号を準備し、前記第２
エンティティは、トランザクションに関して前記第１エンティティに相対するものであり
、前記一連の金額の１つのテストが前記交渉システムに合意条件を生じさせたことを指示
する応答信号を受け取り、そして前記合意条件に応答して、交渉合意金額を表すデータを
含むメッセージを転送し、最終的に前記第１エンティティへ配送することを含む方法を提
供することである。この方法は、更に、第２エンティティからの情報を含む第２信号を受
け取ることを含み、この情報は、トランザクションに対する少なくとも１つの提案された
交渉合意金額を表わす。第１エンティティが、支払されるべきエンティティ、又は支払さ
れるべきエンティティの代表者の一方であるような方法も提供される。この方法は、更に
、交渉システムにより使用可能な第１又は第２エンティティに関連したハードドライブに
記憶して、第１又は第２エンティティによる使用を追跡するために、交渉システムにより
送信されたクッキーデータを転送することも含む。更に、この方法には、第１又は第２エ
ンティティに関連したコンピュータへ転送するために交渉システムから第３信号を受け取
ることも含まれ、これは、受信時に、コンピュータがハードドライブからクッキーデータ
を検索してそれを交渉システムへ送信するようにさせる。
【００２９】
　本発明の別の目的は、インターネットへのインターフェイスを維持し、これを通して、
支払されるべきエンティティがトランザクションのためのオファーを交渉システムへ提示
したりそこから指示を受け取ったりできるようにし、従って、支払されるべきエンティテ
ィがインターフェイスを経て交渉システムへ多数のオファーを提示し、そして支払システ
ムがトランザクションに対する合意の多数のオファーとカウンターオファーを１対１のベ
ースで対にするときに、少なくとも１つの基準に基づいて比較が行われると共に、支払さ
れるべきエンティティには、その少なくとも１つの基準が対にとって満足であるかどうか
について肯定又は否定の指示がインターフェイスを経て与えられるような自動オンライン
交渉方法を提供することである。この方法は、更に、少なくとも１つの基準を満足したと
きに計算された交渉システムにより供給された交渉値を含む受信情報を、インターフェイ
スを経て、支払されるべきエンティティへ表示のために転送することも含む。この方法は
、更に、交渉システムをホスティングすることも含む。更に、この方法は、実行時に、比
較を行って、トランザクションに対する肯定又は否定指示を、支払されるべきエンティテ
ィに与えるプロセッサ実行可能なプログラムを記憶することも含む。
【００３０】
　本発明の別の目的は、第１エンティティによりオンラインで提示される少なくとも２つ
の値から選択された第１の値と、第２エンティティによりオンラインで提示される第２の
値とを備え、第１の値は第２エンティティに対してアクセス不能であり、且つ第２の値は
第１エンティティに対してアクセス不能であり、第１の値及び第２の値は、互いに大きさ
が異なるものであり、更に、プロキシーが、入力と、出力と、コンピュータ実行可能なプ
ログラムとを含み、該プログラムは、実行時に、相対するエンティティから入力を経て一
対の値を受け容れると共に、少なくとも２つのラウンドのうちの１つのラウンドにおいて
前記一対の値の数学的比較に基づいて前記プロキシーへ結果インジケータを返送するよう
に構成され、更に、前記プログラムは、前記少なくとも２つのラウンドの一方に対して少
なくとも１つの所定の基準を満足することを前記結果インジケータが指示するときに前記
出力を経て前記相対するエンティティの少なくとも１つへ支払値を与えるように構成され
たシステムを提供することである。
【００３１】
　このシステムは、更に、プロキシーにより入力を経て検索するために前記第１及び第２
の値を一時的に記憶するように構成されたプロセッサアクセス可能な記憶装置を備えてい
る。更に、コンピュータ実行可能なプログラムが複数のモジュールを備え、その１つが、
ＪＡＶＡＳｃｒｉｐｔ（登録商標。以下同様。）のようなオブジェクト指向のプログラミ
ング言語でプログラムされ、そしてその別のものが、ＣｏｌｄＦｕｓｉｏｎマークアップ
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言語又はハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）のようなマークアップ言語でプ
ログラムされるようなシステムも提供される。
【００３２】
　更に、プログラムが実行され、そして結果インジケータが、少なくとも１つの所定の基
準が満足されないことを示すときに、プロキシーが一対の値を破棄するようなシステムも
提供される。又、プログラムが実行され、そして結果インジケータが、少なくとも１つの
所定の基準が満足されることを示すときに、プロキシーが、一対の値から支払値を計算し
、次いで、一対の値を破棄するようなシステムも提供される。更に、第１の値が、スポン
サーによりなされたオファーであり、そして第２の値が、支払されるべきエンティティに
よりなされたオファーであるようなシステムも提供される。システムは、更に、支払値と
トランザクション特有の情報との相関を含むエンティティアクセス可能な詳細ログも備え
ている。
【００３３】
　又、トランザクション特有の情報が、地理的エリアを表わすデータを含むようなシステ
ムも提供される。このシステムは、更に、少なくとも１つの所定基準が満足されることを
結果インジケータが示すときに、プロキシーが、支払値と、トランザクション特有の情報
を表わすデータとを記憶できるところのプロキシーアクセス可能な記憶装置も備えている
。
【００３４】
　更に、一対の値が第１及び第２の値であり、少なくとも１つの所定の基準が満足され、
そして支払値が第１及び第２の値の中間値であるようなシステムも提供される。更に、一
対の値が第１及び第２の値であり、少なくとも１つの所定の基準が満足され、そして支払
値が第１及び第２の値の大きい方であるようなシステムも提供される。少なくとも１つの
所定の基準が、一対の値が互いの固定の割合内でなければならないようなシステムも提供
される。このシステムは、更に、所定のオーバーライド金額も含み、これは、少なくとも
１つの所定基準が満足されないことを結果インジケータが示す場合に、一対の値の間の差
と比較され、そしてこの差が所定のオーバーライド金額より少ない場合には、少なくとも
１つの所定基準が満足されなくても、プロキシーがトランザクションのための支払値を少
なくとも１つの相対するエンティティへ与えるようにさせる。更に、一対の値が第１及び
第２の値であり、少なくとも１つの所定の基準が満足され、そして支払値が第１及び第２
の値の中間値であるようなシステムも提供される。更に、一対の値が第１及び第２の値で
あり、少なくとも１つの所定の基準が満足され、そして支払値が第１及び第２の値の大き
い方であるようなシステムも提供される。更に、一対の値が第１及び第２の値であり、少
なくとも１つの所定の基準が満足され、そして支払値が第１及び第２の値の関数であるよ
うなシステムも提供される。少なくとも１つの所定の基準が固定拡散値であるようなシス
テムも提供される。又、支払値が、一対の値における一方の値と、一対の値における他方
の値との間の大きさであるようなシステムも提供される。
【００３５】
　このシステムは、更に、プロキシーが一対の値を受け容れる回数に限界を与えるプログ
ラム実行限界も含む。更に、所定のアクションが、第１又は第２の値の少なくとも一方を
破棄することであるようなシステムも提供される。第１及び第２の値が撤回可能であり、
且つ所定のアクションが第１又は第２の値の一方の撤回を防止するようなシステムも提供
される。
【００３６】
　このシステムは、更に、支払値とトランザクション特有の情報との相関を含むエンティ
ティアクセス可能な詳細ログも備えている。このエンティティアクセス可能な詳細ログは
、マークアップ言語で書くことができる。このシステムは、エクスポージャー計算器を含
むこともできる。このエクスポージャー計算器は、ＪＡＶＡＳｃｒｉｐｔのようなオブジ
ェクト指向のプログラミング言語で書くことができる。
【００３７】
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　更に、第１の値が複数の順次に提示される第１の値の１つであり、そして第２の値が複
数の順次に提示される第２の値の１つであり、順次に提示される全ての値は、それらを提
示しなかったエンティティにはアクセスできず、そして少なくとも１つの所定の基準が第
１及び第２の値に対して満足されないことを結果インジケータが指示するときには、前記
複数の順次に提示される第１の値のうち、第１のエンティティにより指定された別のもの
を、前記第１の値に代わって使用すると共に、前記複数の順次に提示される第２の値のう
ち、第２のエンティティにより指定された別のものを、前記第２の値に代わって使用する
ようにプログラムが更に構成されたシステムが提供される。又、複数の第１の値の各々が
指定の順序に基づいて第１エンティティにより提示されるようなシステムも提供される。
このシステムは、更に、プロキシーが一対の値を受け容れる回数に限界、例えば、２回又
は３回、を与えるようなプログラム実行限界も含む。
【００３８】
　このシステムは、更に、少なくとも１つの所定の基準を満足したときに、トランザクシ
ョンを決着するために一方のエンティティにより他方へ支払うべき金額を式に基づいて計
算する支払計算器も備えている。更に、この式が、少なくとも１つの所定の基準を満足さ
せる一対の値の中間値であるようなシステムも提供される。更に、この式が、少なくとも
１つの所定の基準を満足させる一対の値の大きい方であるようなシステムも提供される。
【００３９】
　このシステムは、更に、交渉トランザクションに関するデータを含むエンティティサー
チ可能なデータベースも備えている。更に、データが各交渉トランザクションに対する地
理的情報を含むようなシステムも提供される。更に、データが各交渉トランザクションに
対する金額を含むようなシステムも提供される。このシステムは、更に、オファー又はそ
のカウンターオファーを提示する前にエンティティによりエンティティサーチ可能なデー
タベースにアクセスできるところの通信リンクも備えている。又、第１の複数の値が、支
払されるべきエンティティからのオファーであるようなシステムも提供される。更に、第
１の値が、複数の順次に提示される第１の値の１つであり、そして第２の値が、複数の順
次に提示される第２の値の１つであり、それら順次に提示される全ての値が、それらを提
示しなかったエンティティにはアクセス不能であり、且つプログラムによる一対の値の受
け入れと、結果インジケータの返送とで１つのラウンドが構成されるようなシステムも提
供される。
【００４０】
　本発明の別の目的は、複数のモジュールを備えたプロセッサにより実行するために少な
くとも１つのコンピュータアクセス可能な記憶媒体に記憶される交渉アプリケーションで
あって、プロセッサにより実行されたときに、トランザクションに対して互いに相対する
２つのエンティティにより提示された対の金額値を受け容れて比較し、指定の範囲より大
きく互いに異なる対の金額値は破棄し、一対の金額値がその対に基づく指定の範囲内で互
いに相違する場合には一方のエンティティから別のエンティティへ支払うべき交渉合意金
額を計算し、次いで、その対を破棄し、そしてその交渉合意金額を２つのエンティティへ
配送すべく与えるような交渉アプリケーションを提供することである。
【００４１】
　本発明の別の目的は、少なくとも１つの中央処理ユニットを有するシステムで自動交渉
を行う方法において、（ａ）トランザクションに対して第１当事者から受け取られるトラ
ンザクションを満足するためのオファーについての一連のラウンドに対応する情報を、論
争において前記第１当事者に相対するいずれの当事者へもそれらオファーを公表すること
なく、前記中央処理ユニットへ導入し、（ｂ）トランザクションに対して前記第１当事者
に相対する第２当事者から受け取られるトランザクションに対する合意に達するためのカ
ウンターオファーの一連のラウンドに対応する情報を、論争において前記第２当事者に相
対するいずれの当事者へもそれらオファーを公表することなく、前記中央処理ユニットへ
導入し、（ｃ）前記ステップ（ａ）及び（ｂ）は、任意の順序で行われ、（ｄ）前記一連
のオファー及び前記一連のカウンターオファーに対応する情報を、予め確立された条件に
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基づき、ラウンドごとに、比較し、（ｅ）前記中央処理ユニットを使用して、前記予め確
立された条件を満足することによりラウンド内にオファー及びそのカウンターオファーに
よりトランザクションの合意がなされるかどうか判断し、（ｆ）ラウンド内のオファー及
びそのカウンターオファーが合意を生じさせる場合には、（ｉ）ラウンド内のオファーが
そのカウンターオファーより小さく且つ同じラウンド内のオファーの予め確立されたパー
センテージ内にある場合に、第１の予め確立された式に基づいて計算された第１の金額、
（ii）ラウンド内のオファーがそのカウンターオファー以上である場合に、そのオファー
、又は（iii）オファーが、全ての個々のラウンド内のオファーの予め確立されたパーセ
ンテージ内にないが、特定のカウンターオファーとそれに対応するオファーとの間の差が
予め確立された金額より小さい場合には、第２の予め確立された式に基づいて計算された
第２の金額、の１つに等しい交渉支払を計算し、（ｇ）前記一連のオファー及び一連のカ
ウンターオファーがいずれも、交渉支払が計算される予め確立された条件を満足しないと
きには、前記一連のオファー及び一連のカウンターオファーを永久的に削除し、そして（
ｈ）前記一連のオファー及び一連のカウンターオファーがいずれも予め確立された条件を
満足せず且つ個々の不成功のオファーとそれに対応するカウンターオファーとの間の各々
の差が予め確立された金額より大きいときには合意失敗メッセージを通信し、或いは予め
確立された条件を満足するか又はオファーが全てのラウンドにおいてそのカウンターオフ
ァーの予め確立されたパーセンテージ内にないが、特定のオファーとそれに対応するカウ
ンターオファーとの間の差が予め確立された金額より小さいときには交渉支払を含む合意
メッセージを通信する、というステップを備えた方法を提供することである。
【００４２】
　本発明の別の目的は、オファー及びそのカウンターオファーを処理するためのプロセッ
サと、交渉されるべきトランザクション、交渉トランザクションに含まれる個人によるか
又は個人に代わって行われるトランザクションを満足させるための一連のオファー、及び
トランザクションに対する前記個人に相対するエンティティによりトランザクションの合
意に到達するための一連のカウンターオファーを識別する情報を、通信リンケージを経て
プロセッサに導入するための手段とを備えた自動交渉システムを提供することである。シ
ステムのこの実施形態には、プロセッサによりアクセス可能なメモリ手段であって、トラ
ンザクションを識別する情報を記憶すると共に、一連のオファーを相対するエンティティ
に又は一連のオファーを個人に公表することなく、トランザクションを満足させるための
一連のオファー及びトランザクションの合意に到達するための一連のカウンターオファー
を一連のラウンドにおいてプロセッサにより使用するために一時的に記憶するメモリ手段
が含まれる。又、このシステムでは、プロセッサと通信関係にある比較手段であって、一
連のオファーの１つと、一連のカウンターオファーの１つとを受け取って、ラウンドごと
に、予め確立された条件に基づいて、互いに比較し、一連のオファー及び一連のカウンタ
ーオファーの全部が尽きるか、又は１つのラウンドでオファー及びカウンターオファーに
対して合意が指示されるまで比較するための比較手段も実施され、前記合意が指示された
場合に、トランザクションは、（ａ）予め確立された条件を満足するラウンドにおけるオ
ファーがそのカウンターオファーより小さく且つそのラウンドにおけるオファーの予め確
立されたパーセンテージ内である場合には、第１の予め確立された式に基づく金額、（ｂ
）いずれのラウンドにおけるオファーもそのカウンターオファー以上である場合には、そ
のオファー、そして（ｃ）オファーが全てのラウンドにおいて予め確立された条件内にな
いが、特定のオファーとそれに対応するカウンターオファーとの間の差が予め確立された
金額未満である場合には、第２の予め確立された式に基づく金額、に対して合意される。
又、その後のラウンドにおいて前記比較手段により不成功のオファー又は不成功のカウン
ターオファーの再使用を永久的に禁止するための手段と、比較結果を個人及びエンティテ
ィへ通信するための手段も実施される。
【００４３】
　このシステムは、更に、他の交渉トランザクションから実際の合意をアクセスするため
の手段を備えている。更に、通信リンケージがインターネット接続であるようなシステム
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も提供される。又、通信リンケージがボイス接続であるようなシステムも提供される。更
に、トランザクションの合意に到達するための一連のオファーが３つのオファーであるよ
うなシステムも提供される。このシステムは、更に、システムの使用中にユーザをガイド
するために電話リンケージを経てボイスメッセージを発生するための手段も備えている。
システムは、更に、ａ）トランザクションを識別する識別番号、ｂ）トランザクションに
対応するセキュリティコード、又はｃ）個人又はエンティティに対するアドミニストレー
タコード、の少なくとも１つをシステムへ与えるまで、システムのアクセスを防止するた
めのセキュリティ手段も備えている。
【００４４】
　システムは、更に、エントリー時間を、トランザクションを満足させるための一連のオ
ファーの少なくとも第１と、トランザクションの合意に到達するための一連のカウンター
オファーの少なくとも第１とに関連付けるためのタイムキープ手段も備えている。又、一
連のオファー及び一連のカウンターオファーが全て異なる時間にシステムにより受け取ら
れるようなシステムも提供される。
【００４５】
　本発明の別の目的は、少なくとも１人の他の個人との交渉ネゴシエーションに含まれる
個人により又はその個人に代わって行われるトランザクションを満足させるための一連の
オファーと、そのトランザクションの合意に到達するための一連のカウンターオファーと
を、少なくとも１つの中央処理ユニットを経て、通信し且つ処理するために通信リンケー
ジを通して自動交渉するためのコンピュータ化システムであって、中央処理ユニットを制
御するためのオペレーティングシステムソフトウェアと、トランザクションの識別及びト
ランザクションに含まれる個人に対応する情報を中央処理ユニットに導入するための手段
と、トランザクションの識別及びトランザクションに含まれる個人に対応する情報を記憶
するためのメモリ手段とを含むようなシステムを提供することである。又、このシステム
では、トランザクションが行われるところのトランザクションに含まれる第１の個人によ
り又はそれに代わって、トランザクションの合意に到達するための一連のラウンドに対応
する情報を、トランザクションに含まれる他の個人へオファーを公表せずに、中央処理ユ
ニットへ導入するための手段と、トランザクションに含まれる第２の個人により又はそれ
に代わって、トランザクションを満足させるためのカウンターオファーの一連のラウンド
に対応する情報を、トランザクションに含まれる他の個人へカウンターオファーを公表せ
ずに、中央処理ユニットへ導入するための手段も実施される。又、一連のオファー及び一
連のカウンターオファーに対応する情報を、ラウンドごとに、予め確立された条件に基づ
き、比較するための比較手段も実施され、（ａ）いずれのラウンドにおけるオファーもそ
のカウンターオファーより小さく且つ同じラウンドにおけるオファーの予め確立されたパ
ーセンテージ内である場合には、第１の予め確立された式に基づく金額に対してトランザ
クションが合意され、（ｂ）いずれのラウンドにおけるオファーもそのカウンターオファ
ー以上である場合には、そのオファー金額に対してトランザクションが合意され、そして
（ｃ）カウンターオファーが全てのラウンドにおいてオファーの予め確立されたパーセン
テージ内にない場合には、オファーとカウンターオファーとの間の差が予め確立された金
額未満でない限り、トランザクションが合意されず、又、そのケースでは、トランザクシ
ョンが、第２の予め確立された式に基づく金額に対して決着するようにされる。又、前記
予め確立された条件に基づく前記ラウンドにおけるオファーとそのカウンターオファーと
の比較で合意を生じないような各ラウンドではオファー及びそのカウンターオファーを永
久的に削除するための手段と、比較結果を第１及び第２の個人又はその代表者に通信する
ための手段も実施される。
【００４６】
　ここに定義するコンピュータ化システムは、更に、他の交渉トランザクションにおいて
システムにより発生された実際の合意にアクセスするための手段も備えている。更に、こ
こに定義するコンピュータ化システムであって、前記個人がインターネットを経て前記中
央処理ユニットに通信するようなシステムも提供される。又、ここに定義するコンピュー
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タ化システムであって、前記個人が電話を経て前記中央処理ユニットに通信するようなシ
ステムも提供される。更に、ここに定義するコンピュータ化システムであって、中央処理
ユニットが、３つのカウンターオファーに対応する情報を受け取るようなシステムも提供
される。
【００４７】
　ここに定義するコンピュータ化システムは、システムの使用について個人をガイドする
ためにタッチトーン（プッシュホン）又はセルラー電話リンケージを経てシステムと通信
する個人にボイスメッセージを発生するための手段を備えている。又、このシステムは、
トランザクションを識別する識別番号と、トランザクションに対応するセキュリティコー
ドと、トランザクションに対応し且つオファー又はカウンターオファーをなす個人又はそ
の代表者を識別するユーザセキュリティコードとを入力したときだけシステムにアクセス
できるようにするセキュリティ手段も備えている。ここに定義するコンピュータ化システ
ムは、ある時間周期にわたってオファー又はカウンターオファーに対応する情報の導入を
記録するためのタイムキープ手段を備えている。オファー又はカウンターオファーに対応
する情報の導入は、ある時間周期にわたりシステムとの複数の通信において行われてもよ
い。更に、マークアップ言語がハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）であるよ
うなシステムも提供される。
【００４８】
　又、方法は、スポンサーから交渉されるべきトランザクションの提示を受け取り、満足
された場合に、トランザクションの束縛合意を生じさせる少なくとも１つの基準に対する
合意を受け取り、トランザクションに含まれる支払われるべきエンティティの代表者へ通
信するためのメッセージであって、トランザクションに対する自動交渉ネゴシエーション
に参加するように代表者を招待するメッセージを発生し、代表者により提示されたオファ
ーと、スポンサーにより提示された相関されたカウンターオファーとで少なくとも１つの
基準が満足された場合には、自動交渉ネゴシエーションに参加しそしてそれにより束縛さ
れるべき代表者からの応答合意を受け取り、代表者により提示されたオファーと、スポン
サーにより提示された少なくとも２つのカウンターオファーとを、指定の限定された時間
周期内に受け取り、少なくとも２つのラウンドのうちの１つのラウンドにおいてオファー
とそのカウンターオファーの１つとを比較して、少なくとも１つの基準を満足するかどう
か判断し、そしてその少なくとも１つの基準を満足する場合には、支払金額に対してトラ
ンザクションが合意されたという指示を発生することを含む。この方法は、更に、オファ
ー及びそのカウンターオファーを受け取る前に識別番号の入力を要求することも含む。更
に、この方法は、支払額を将来の検索のために記憶することも含む。この方法によれば、
支払金額は、オファーとそのカウンターオファーとの中間値として計算することができる
。
【００４９】
　本発明の別の目的は、第１エンティティによりオンラインで提示される第１の値と、第
２エンティティによりオンラインで提示される少なくとも２つの値から選択される第２の
値とを備え、第１及び第２のエンティティは、トランザクションに対して互いに相対する
ものであり、第１の値は、第２エンティティにアクセスできず、そして第２の値は、第１
エンティティにアクセスできず、更に、第１の値及び第２の値は、互いに大きさが異なる
ものであるシステムを提供することである。プロキシーは、入力と、出力と、コンピュー
タ実行可能なプログラムとを備え、このプログラムは、実行時に、相対するエンティティ
から入力を経て一対の値を受け容れ、そして少なくとも２つのラウンドのうちの１つのラ
ウンドにおいて一対の値の数学的比較に基づいて結果インジケータをプロキシーへ返送す
るように構成される。このプログラムは、更に、少なくとも２つのラウンドの１つに対し
て少なくとも１つの所定の基準を満足することを結果インジケータが指示するときに、ト
ランザクションに対する支払値を、出力を経て相対するエンティティの少なくとも一方に
与えるように構成される。このシステムは、更に、プロキシーにより入力を経て検索する
ために第１及び第２の値を一時的に記憶するように構成されたプロセッサアクセス可能な
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記憶装置も備えている。更に、コンピュータ実行可能なプログラムが複数のモジュールを
含み、その１つが、オブジェクト指向のプログラミング言語でプログラムされ、そしてそ
の別のものが、マークアップ言語でプログラムされるようなシステムも提供される。更に
、オブジェクト指向のプログラミング言語がＪＡＶＡＳｃｒｉｐｔを含むようなシステム
も提供される。又、マークアップ言語がＣｏｌｄＦｕｓｉｏｎマークアップ言語又はハイ
パーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）であるようなシステムも提供される。
【００５０】
　又、プログラムが実行され、そして結果インジケータが、少なくとも１つの所定の基準
が満足されないことを指示するときに、プロキシーが一対の値を破棄するようなシステム
も提供される。従って、プログラムが実行され、そして結果インジケータが、少なくとも
１つの所定の基準が満足されることを指示するときには、プロキシーが、一対の値から支
払値を計算し、次いで、一対の値を破棄するようなシステムもある。又、第１の値が、ス
ポンサーによりなされたオファーであり、そして第２の値が、支払われるべきエンティテ
ィによりなされたカウンターオファーであるようなシステムも提供される。
【００５１】
　このシステムは、更に、支払値とトランザクション特有の情報との相関を含むエンティ
ティアクセス可能な詳細ログも備えている。更に、トランザクション特有の情報が、地理
的エリアを表わすデータを含むようなシステムも提供される。システムは、更に、少なく
とも１つの所定の基準が満足されることを結果インジケータが指示するときに、プロキシ
ーが、支払値と、トランザクション特有の情報を表わすデータとを記憶できるところのプ
ロキシーアクセス可能な記憶装置も備えている。更に、一対の値が第１及び第２の値であ
り、少なくとも１つの所定の基準が満足され、且つ支払値が第１及び第２の値の中間値で
あるようなシステムが提供される。更に、一対の値が第１及び第２の値であり、少なくと
も１つの所定の基準が満足され、且つ支払値が第１及び第２の値の大きい方であるような
システムが提供される。少なくとも１つの所定の基準は、一対の値が互いの固定のパーセ
ンテージ以内になければならないというものである。
【００５２】
　このシステムは、更に、所定のオーバーライド金額も含み、これは、少なくとも１つの
所定基準が満足されないことを結果インジケータが示す場合に、一対の値の間の差と比較
され、そしてこの差が所定のオーバーライド金額より小さい場合には、少なくとも１つの
所定基準が満足されなくても、プロキシーがトランザクションのための支払値を少なくと
も１つの相対するエンティティへ与えるようにさせる。更に、一対の値が第１及び第２の
値であり、少なくとも１つの所定の基準が満足され、そして支払値が第１及び第２の値の
中間値であるようなシステムも提供される。更に、一対の値が第１及び第２の値であり、
少なくとも１つの所定の基準が満足され、そして支払値が第１及び第２の値の大きい方で
あるようなシステムも提供される。更に、一対の値が第１及び第２の値であり、少なくと
も１つの所定の基準が満足され、そして支払値が第１及び第２の値の関数であるようなシ
ステムも提供される。更に、少なくとも１つの所定の基準が固定拡散値であるようなシス
テムも提供される。又、支払値が、一対の値における一方の値と、一対の値における他方
の値との間の大きさであるようなシステムも提供される。
【００５３】
　このシステムは、更に、地理的エリアを表わすトランザクション特有のデータを備えて
いる。更に、このシステムは、実行時に、プロキシーが第１又は第２の値の少なくとも一
方に関して所定のアクションをとるようにさせる時間インジケータも備えている。更に、
所定のアクションが第１又は第２の値の少なくとも一方を破棄することであるようなシス
テムも提供される。更に、第１及び第２の値が撤回可能であり、且つ所定のアクションが
第１又は第２の値の一方の撤回を防止するようなシステムも提供される。システムは、更
に、支払値とトランザクション特有の情報との相関を含むエンティティアクセス可能な詳
細ログも備えている。更に、このエンティティアクセス可能な詳細ログがマークアップ言
語で書かれるようなシステムも提供される。このシステムは、更に、ＪＡＶＡＳｃｒｉｐ
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ｔのようなオブジェクト指向のプログラミング言語で書くことのできるエクスポージャー
計算器も備えている。
【００５４】
　又、第１の値が複数の順次に提示される第１の値の１つであり、そして第２の値が複数
の順次に提示される第２の値の１つであり、順次に提示される全ての値は、それらを提示
しなかったエンティティにはアクセスできず、そして少なくとも１つの所定の基準が第１
及び第２の値に対して満足されないことを結果インジケータが指示するときには、前記複
数の順次に提示される第１の値のうち、第１のエンティティにより指定された別のものを
、前記第１の値に代わって使用すると共に、前記複数の順次に提示される第２の値のうち
、第２のエンティティにより指定された別のものを、前記第２の値に代わって使用するよ
うにプログラムが更に構成されたシステムが提供される。又、複数の第１の値の各々が指
定の順序に基づいて第１エンティティにより提示されるようなシステムも提供される。こ
のシステムは、更に、プロキシーが一対の値を受け容れる回数に限界、例えば、２回又は
３回、を与えるようなプログラム実行限界も含む。
【００５５】
　このシステムは、更に、少なくとも１つの所定の基準を満足したときに、トランザクシ
ョンの合意に到達するために一方のエンティティにより他方へ支払うべき金額を式に基づ
いて計算する支払計算器も備えている。更に、この式が、少なくとも１つの所定の基準を
満足させる一対の値の中間値であるようなシステムも提供される。又、この式が、少なく
とも１つの所定の基準を満足させる一対の値の大きい方であるようなシステムも提供され
る。更に、データが、各交渉トランザクションに対する地理的情報を含むようなシステム
も提供される。又、データが各交渉トランザクションに対する金額を含むようなシステム
も提供される。更に、このシステムは、オファー又はそのカウンターオファーを提示する
前にエンティティによりエンティティサーチ可能なデータベースにアクセスできるところ
の通信リンクも備えている。
【００５６】
　更に、第１の複数の値が、支払われるべきエンティティからのオファーであるようなシ
ステムも提供される。又、第１の値が複数の順次に提示される第１の値の１つであり、そ
して第２の値が複数の順次に提示される第２の値の１つであり、これら順次に提示される
全ての値は、それらを提示しなかったエンティティにはアクセスできず、そしてプログラ
ムによる一対の値の受け容れと、結果インジケータの返送とで、１つのラウンドが構成さ
れるようなシステムも提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　以下、添付図面を参照して、本発明を詳細に説明する。
　例えば、インターネットウェブサイトを通り、インターネット又は他の通信リンケージ
を経てオンラインでアクセスできる自動交渉のためのコンピュータ化システムが、一連の
オファーと、トランザクションを満足するための一連のカウンターオファーとを使用して
、２人の個人間でのトランザクションを通信しそして処理するために生成される。「交渉
(bargain)」についての広い定義の中で、メリアン・ウェブスター・カレッジ・ディクシ
ョナリーでは、交渉を、「購入、合意又は契約に関してネゴシエーションすること」、「
相談をまとめること」、及び「交渉により希望のレベルにもっていく、即ち交渉により販
売又は処分すること」と定義している。
【００５８】
　システムは、オファーとそのカウンターオファーを、予め確立された条件に基づいてラ
ウンドごとに比較する。
【００５９】
　「オファー」とは、トランザクションの相対する別の個人を有している個人、例えば、
不動産の購入を求めている買い手又はその代理店が要求する金額（又は等価値）であって
、トランザクションをもつ個人が合意に到達させようとする金額である。オファーの金額
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に対応する情報は、当事者又はその代表者により、タッチトーン又はセルラー電話或いは
パーソナルコンピュータのキーボードの数字を使用して入力される。「カウンターオファ
ー(counter-offer)」とは、相対する個人、例えば、販売すべき不動産をもつ売り手又は
その代理店がトランザクションの合意に到達しようとする金額（又は適当な値）である。
「カウンターオファー」及び「オファー」は、相対する両当事者により提示される金額を
区別するために使用され、どちらの当事者がオファー又はカウンターオファーを出すかは
問題でないし、又、オファー又はカウンターオファーのいずれを互いに先行させるかは必
要とされない。
【００６０】
　トランザクションに含まれる個人とは、別の個人に対して又は別の個人がトランザクシ
ョンを主張した者に対してトランザクションを有する誰か又はいずれかの会社である。
【００６１】
　システムは、オファー及びそのカウンターオファーを対にしてそれらを比較することに
より、少なくとも１つの中央処理ユニットを使用して、オファー及びそのカウンターオフ
ァーを通信して処理する。コンピュータシステムは、中央処理ユニットを制御するための
オペレーティングシステムソフトウェア、この中央処理ユニットへ情報を導入する手段、
及び情報を記憶するためのメモリを備えている。
【００６２】
　比較を行うところの基本的な予め確立された条件は、次のものを含む。
　いずれかのラウンドのオファーがカウンターオファーより小さく、且つ同じラウンドの
カウンターオファーの予め確立されたパーセンテージ、例えば、３０%以内であり、即ち
オファーがカウンターオファーの７０%以上である場合には、第１の予め確立された式に
基づく金額、例えば、カウンターオファーとオファーとの間の中間金額でトランザクショ
ンが完了となる。
【００６３】
　いずれかのラウンドのオファーがカウンターオファー以上である場合には、カウンター
オファーの金額でトランザクションが完了となる。
【００６４】
　オファーが全てのラウンドにおいてカウンターオファーの予め確立されたパーセンテー
ジ以内になく、例えば、カウンターオファーの７０%がオファーより大きい場合には、オ
ファーとそのカウンターオファーとの間の差が予め確立された金額、例えば、＄５０００
未満でない限り、トランザクションは完了とならず、この場合に、第２の予め確立された
式に基づく金額、例えば、カウンターオファーとオファーとの間の中間金額でトランザク
ションが完了となる。従って、第１及び第２の予め確立された式は、当事者の合意に基づ
いて同じものでもよいし、互いに異なってもよい。
【００６５】
　このシステムは、ユーザが標準的なＰＣコンピュータ及びモデムによりインターネット
を経てシステムと通信するのを許すように設計されるのが好ましい。又、このシステムは
、システムと通信する個人がタッチトーン又はセルラー電話リンケージを経てボイスメッ
セージ通信を行うのを許し又はシステムの使用について個人をガイドするためのボイスメ
ッセージシステム又はボイスメッセージジェネレータを備えてもよい。適切な情報、例え
ば、トランザクションを識別するトランザクション識別番号、トランザクションに対応す
るセキュリティコード、及びトランザクションに対応し且つユーザを識別するユーザセキ
ュリティコードを入力しなければ、システムにアクセスできないように、セキュリティを
含ませるのが好ましく、ここで、ユーザとは、オファー又はカウンターオファーを行う個
人又はその代表者、例えば、個人に代わってオファー又はカウンターオファーを行う代理
店である。
【００６６】
　コンピュータは、例えば、無断トラフィックに対して「ファイアウオール」又は保護バ
リアを実施するか、或いは暗号化技術を使用することによりセキュアなものとされるのが
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好ましく、そして各トランザクションは、プライバシーを確保すると共に無断アクセスを
防止するために三重パスワード保護されるのが好ましい。例えば、システムは、ユーザが
、パスワード又はユーザ識別番号又はアルファニューメリックの組み合せ、及びシステム
へのアクセス制御を与えるユーザ許可コードを入力することを要求してもよい。セキュリ
ティを高めるために、例えば、声紋、指紋、物理的な署名又は「スマートカード」の使用
により、ユーザ認証を要求するようなシステムが設計されてもよい。好都合にも、スマー
トカードが使用される場合に、ある実施形態では、当事者のスマートカードに資金を直接
転送することにより合意を完了させることができる。
【００６７】
　所与のトランザクションについての交渉値の転送が、当事者に対して即座でないにしろ
、自動的に実行できるときには、更に別の効果を実現することができる。
【００６８】
　又、基本的コンフィギュレーションの自動交渉構成を使用しても完了できない幾つかの
トランザクションは、それでも、同様の効果を有するが、ファシリテータ、「パワー」ラ
ウンド又はその両方の使用により基本的構成の厳正さをある程度欠く効率的な自動化方法
で完了させ得ることが分かった。
【００６９】
　又、交渉のための特定のトランザクションを提示するために、通常の支払に対するウイ
ンドフォール(windfall)が開始者、即ち第１の相対する当事者に与えられたときには、更
に別の効果が得られることも確認された。開始者である相対する当事者は、一対の値につ
いての通常の支払に対して彼等が行う支払が安いので、節約という点で有利である。開始
者である当事者は、一対の値についての通常の支払に対するウインドホール増加という点
で有利である。
【００７０】
　完全な自動化システムでは、合意を生じないオファー及びカウンターオファーは、誰に
も開示されない。ファシリテータを実施するシステムでは、ファシリテータへの情報の公
表が制限されそして制御される。
　合意ドキュメントがシステムにより自動的に発生されて当事者に付与されるときには付
加的な効果を得ることができる。
【００７１】
　図１は、インターネット又は電話を通信リンケージとして使用する基本的なシステムを
示している。
　好ましくは、中央処理ユニットが合意オファーを受け取り、そして当事者は、ある時間
周期中、例えば、３０日以内にシステムとの通信においてカウンターオファーを入力する
。選択された時間周期にわたりカウンターオファー又はオファーの入力を記録するために
タイムキーピングが実行される。
【００７２】
　通常の交渉合意においては各トランザクションに対して３つのオファーがあるのが好ま
しい。これらのインスタンスでは、各カウンターオファーは、同じ番号のオファーと比較
される（即ち、カウンターオファー#１とオファー#１、カウンターオファー#２とオファ
ー#２、等々）。コンピュータは、合意オファーを当事者のカウンターオファーに対して
一致させ、そしてそのプログラムされた計算を実行して、合意に達するかどうか判断する
。予め確立された条件に基づいてカウンターオファーとオファーとが交差するところで、
合意に達する。カウンターオファーがオファー以下であるような交差トランザクションで
は、カウンターオファーに等しい合意金額でトランザクションが完了となる。カウンター
オファーがオファーを越えるような交差トランザクションでは、オファーがカウンターオ
ファーの予め確立されたパーセンテージ、例えば、７０%以内でもある場合には（即ち、
カウンターオファーｘ０．７０≦オファー）、システムが差を分割するのが好ましい。こ
のようなトランザクションでは、合意金額は、両者の中間値に計算され、即ちカウンター
オファーとオファーの和を２で除算したものとなるように計算される。カウンターオファ



(24) JP 4943154 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

ーの７０%がオファーより依然として大きい場合には、カウンターオファーとオファーと
の間の差が、予め確立された金額、例えば、$５０００未満でない限り、合意には至らず
、この場合、トランザクションは、カウンターオファーとオファーとの間の中間値で完了
となる。
【００７３】
　更に、オプションとして、「パワーラウンド(power round)」オプションを使用するこ
とができる。パワーラウンドでは、付加的な機会が与えられるか、又は合意に達する見込
みを高めるためにパラメータが変更される。
【００７４】
　従って、１つの典型的な構成では、当事者が、プロキシーとして働くコンピュータのみ
と通信し、交渉の目的で互いに直接通信するのを常に回避する。不経済な個性の衝突、無
益で且つ不必要な意見の相違、ポーズ及び姿勢を生じることがなく、従って、当事者は、
もっぱら「実利的なもの」を取り扱う。
【００７５】
　或いは又、中立のファシリテータを使用して、交渉プロセスの助けとすることができる
。ファシリテータとは、コンピュータであるか、或いはコンピュータと共に又はコンピュ
ータを伴わずに特定のガイドラインに基づいて働く個人である。一般的な、非開示ステー
トメントを使用することにより、ファシリテータは、オファー（１つ又は複数）又はカウ
ンターオファー（１つ又は複数）を合意範囲へ調整するためにトランザクションに対して
一方又は両方の当事者を誘導するよう試みる。
【００７６】
　図２は、トランザクションに含まれる当事者が、他の側と直接通信せずに、機密で且つ
完全に自動化されたシステムをいかに使用するか示している。
　又、このシステムは、セキュアに実施されるのが好ましく、従って、このシステムは、
適切な認証情報、例えば、トランザクションを識別するトランザクション識別番号、及び
トランザクションに対応すると共にカウンターオファー又はオファーを行う個人又は代表
者を識別するユーザセキュリティコードを入力したときでなければ、アクセスできない。
【００７７】
　このシステムは、システムの使用について個人をガイドするために、タッチトーン又は
セルラー電話リンケージにより、システムと通信する個人にボイスメッセージを発生でき
るのが好ましい。或いは又、システムがインターネットを経てパーソナルコンピュータか
らアクセスされるときには、書かれたメッセージをプロンプトとして使用してもよい。
【００７８】
　トランザクション及び合意オファーの入力は、コンピュータ専門家の訓練されたスタッ
フにより促進されてもよい。例えば、ウェブサイト又は電話リンケージが一連のオプショ
ンを与えることができ、その１つは、ユーザを、顧客サービス代表者とのオンライン又は
電話通信状態に入れて、質問に答えるか又は他の補助を与えるようにする。その後、ユー
ザは、トランザクション又は合意オファーを入力するために、週の任意の時間又は曜日に
、例えば、無料番号を、インターネット又は電話を経て処理ユニットに通信することによ
り、システムにアクセスすることができる。又、システムは、ある時間周期にわたりオフ
ァー又はカウンターオファーに対応する情報の導入を記録するために実施されるタイムキ
ーピングを有するのが好ましい。このように、カウンターオファー又はオファーに対応す
る情報の導入は、ある時間周期にわたりシステムとの複数の通信において行われてもよい
。システムは、当然、世界中のどこからでも多数の電話コール又は他の通信を取り扱える
ように構成できる。
【００７９】
　特定の実施に基づいて、通貨コンバータも含まれる。これは、敵対者同士が、現在の交
換レートを考慮に入れたり又は馴染みのない通貨を使用してネゴシエーションしたりする
ことなく、例えば、ＵＳドル、ユーロー、ポンド、リラ又は円のような異なる通貨を使用
して、ネゴシエーションするのを許す。このようなシステムにおいてオファー又はカウン
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ターオファーが入力されたときには、システムは、オファー及びカウンターオファーを自
動的に共通の通貨に変換する。通常、これは、売り手により指定される通貨となる。或い
は又、使用通貨は、敵対者による共同選択に基づくことができ、例えば、日本人の当事者
とカナダ人の当事者が交渉の基本的通貨としてユーローを選択することができる。コンピ
ュータは、この機能を実行し、そしてそれらが待機なしにリアルタイムで行われるときに
当事者に結果が報告される。
【００８０】
　このシステムは、ネゴシエータープロキシーとして働くモジュールを備えている。これ
は、合意に至らない売り手の金融カウンターオファーが決して公表されないので、見掛け
上優柔不断又は煮え切らないという危険を伴わずに、売り手が合意のための現実的な解決
策をとるのを促進し且つとれるようにする。好ましくは、通常のコースにおいて、売り手
は、システムを使用してトランザクションを完了するために３つの、又は他の以前に合意
した数の、機会又はラウンドしか有しておらず、そして好ましくは、合意オファー又はラ
ウンドは、それらが作用し得る限定周期、即ち「シェルフライフ(shelf life)」、例えば
、全ラウンドに対して３０、しか有しておらず、これは、当事者による迅速なアクション
を促進する。
【００８１】
　又、システムは、例えば、スポンサー及び当事者のようなユーザによる使用及び宣伝の
ためにシステムの動作を通して到達した合意から発生される合意データを収集しそして処
理して、将来のトランザクションの交渉値を確立するのも好ましい。又、合意データをフ
ァシリテータにより使用して、一方又は両方の当事者が合意のために提案する金額を調整
するように促すこともできる。ユーザが実際の合意にアクセスするための手段が設けられ
てもよく、この実際の合意は、他のトランザクションにおけるシステムの使用により達成
され、例えば、電話又はインターネットを経てユーザに与えられるメニュー又はボイス選
択により達成され、その選択は、以前の合意に関する情報をユーザに与える。データは、
例えば、スポンサー、地理的位置、又は他のカテゴリーといった幾つかのカテゴリーによ
りアクセスできるように、メモリにおいて作表されてもよい。このように、同様のトラン
ザクションにおいて到達した実際の合意によりカウンターオファー及びオファーを行うよ
うにシステムのユーザをガイドすることができる。
【００８２】
　システムは、電話及び／又はインターネットを経てアクセスできるので、当事者は、シ
ステムに参加してトランザクションを完了するのに代理店をもつ必要がない。更に、構成
体を使用するための動機は、トランザクションのためにシステムに最初に参加する当事者
にウインドフォールを与えることにより直接的に与えることもできるし、又は種々の支払
オプション又は連結(tie-in)構成を通して間接的に与えることもできる。
【００８３】
　又、合意プロセスを助けるために種々の改善を与えることもできる。例えば、システム
は、契約書又は保証書のような合意ドキュメントを当事者に対して発生するように構成さ
れてもよい。合意ドキュメントの更に別の例は、当事者が所与のフライトの座席について
航空会社と交渉する場所で発券できるエアラインチケットである。
【００８４】
　本発明は、図１の概要に関連して述べる、特定の改善を伴ったり伴わなかったりする多
数の好ましい実施形態の以下の説明から容易に理解できよう。本発明は、考えられる合意
のためのアルゴリズムに対してトランザクションをテストするために代理店又は当事者が
簡単なインターフェイスを使用して一連の金銭的トランザクションを迅速にポスティング
するのを許すことにより、トランザクションの完了を容易にするために、インターネット
、電話又はその両方を経てアクセスできるオンラインシステム、好ましくは、イントラネ
ットウェブサイトを提供する。又、このシステムは、合意に達すると、合意データを、他
のユーザ及び／又はファシリテータによる基準として、計算し、記憶しそして作表するの
が好ましい。
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【００８５】
　トランザクションに含まれる個人に相対する別の個人、例えば、買い手又は代理店或い
は他のスポンサーは、当事者により合意されたフォーマット及び電子媒体を使用して、コ
ンピュータ化システムにトランザクションを提示するのが好ましい。又、スポンサーは、
アルゴリズム金額及びパーセンテージを記述し、そして個々のトランザクションレベルに
おいて、それらの潜在的なエクスポージャーを、システムのコンピュータプログラムによ
り与えられる内蔵計算器とのトランザクションに対してチェックできるのが好ましい。
【００８６】
　当事者は、代理店を雇うことなく、カウンターオファーを直接発し、そしてそれらのカ
ウンターオファーに対する潜在的な合意利得を計算することができる。当事者は、広告、
口コミ、選択されたウェブサイトに設けられるリンク、及び／又は親和又は協力構成を介
してシステムを知ることができる。
【００８７】
　当事者の代理店は、次いで、カウンターオファーを発し、そして潜在的な合意利得を計
算することができる。当事者又はそれらの代理店は、スポンサーがトランザクションに入
るときに送出される自動的に発生されるレターによりプロセスに参加するように招待され
得る。当事者又は代理店は、次いで、レターに与えられる特殊な許可コードによりシステ
ムにログインすることができる。
【００８８】
　含まれる当事者が、アルゴリズム金額及びパーセンテージに前もって合意してもよいし
、或いはトランザクションに含まれる第１の個人がこのデータを入力し、次いで、これが
第２の個人によって合意されてもよい。更に、当事者がパワーラウンドを許すように合意
してもよい。特定の実施に基づいて、パワーラウンドは、付加的なラウンド、ある基準の
変更、及び／又は合意に達した場合に支払を変更する合意を含んでもよい。又、当事者は
、トランザクションに対して誰が最初にシステムに参加したかに基づいて、ウインドフォ
ール調整を受けてもよい。
【００８９】
　本発明のインターネットベースの実施形態では、システムとユーザとの間にインターフ
ェイスを設けるようにインターネットウェブサイトが設定される。ウェブサイトの大半の
エリアは、スポンサー又はそれらの代表者のためのログインエリアと、当事者又は当事者
の代理店のためのログインエリアと、システムを監督する管理者のためのログインエリア
とを含むのが好ましい。又、もし必要であれば、ウェブサイトは、システムに関する情報
をハイライトする公然とアクセスできるエリアを含んでもよい。セキュリティを高めるた
めに、この情報と共に個別のウェブサイトが設定されてもよい。
【００９０】
　コンピュータ化システムを使用する個人は、好ましくは、データを操作できるようにな
る前に、システムへログインしなければならない。好ましくは、それら個人は、それらの
アクセス範囲内にある情報のみを、当事者の代理店、直接アクセスする当事者、スポンサ
ーユーザ、スポンサーアドミニストレータ、又はシステムアドミニストレータとして、見
、入力しそして変更することができる。
【００９１】
　スポンサーユーザは、スポンサーとして働く代理店で、例えば、クレジットやローンを
オファーする組織であり、コンピュータ化システムを使用するために合意に入っている。
スポンサーユーザは、同じスポンサーの他のスポンサーユーザにより入力されたトランザ
クションではなく、それら自身で入力したトランザクションに関連するトランザクション
を入力して再検討することに限定されるのが好ましい。
【００９２】
　従って、スポンサーユーザは、ウェブサイトに入って、例えば、ユーザネーム及びパス
ワードの組み合せを使用することによりシステムにログインするか、或いはシステムへの
スポンサーの参加に対する合意書を対にし、読み取りそして合意し、更に、当事者代理店
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参加に対する新たなトランザクションを指定し、そしてそのスポンサーユーザによりシス
テムに入力された完了した、保留中の、又は処理中のトランザクションを再検討できるの
が好ましい。
【００９３】
　スポンサーアドミニストレータは、スポンサーによりアドミニストレータ特権が許可さ
れたスポンサーユーザである。普通のスポンサーユーザが実行できる全てのタスクを実行
するのに加えて、スポンサーアドミニストレータは、ウェブサイトに入って、スポンサー
コンタクト情報を変更し、スポンサーユーザログイン及びコンタクト情報を変更し、スポ
ンサーユーザを追加又は削除し、アドミニストレータ特権をもつスポンサーユーザを生成
し、そしてスポンサー内の全てのスポンサーユーザに対するトランザクションを再検討で
きるのが好ましい。
【００９４】
　当事者又はそれらのエージェントは、ウェブサイトに入って、好ましくは、ユーザネー
ム及びパスワードの対を使用してシステムへログインし、当事者に対するシステム参加合
意書を読み取って合意し、そしてスポンサーにより準備されたトランザクション情報を、
現在トランザクション状態情報と共に再検討することができる。
【００９５】
　システムを管理する会社に対して働くシステムアドミニストレータは、システムを実施
する上で助けとなることが好ましい。システムアドミニストレータであって、例えば、そ
れらを識別するユーザネーム及びパスワードの組み合せのような適切な許可をもつアドミ
ニストレータは、ウェブサイトに入って、スポンサー、スポンサーユーザ及びスポンサー
アドミニストレータを再検討し、変更し、削除しそして生成すると共に、システムにより
処理されるべきトランザクションを再検討し、変更し、削除しそして生成することができ
る。又、日付、スポンサー、スポンサーユーザ、トランザクションネーム及び状態により
サーチ可能な現在トランザクション状態情報であって、システムアドミニストレータによ
りアクセス又は問合せできるような情報を含むトランザクションレポートライターが設け
られるのが好ましい。ユーザのアクセス限界内にある情報しかサーチできないような更に
限定された形態のトランザクションレポートライターを当事者及びシステムの他のユーザ
に与えてもよい。
【００９６】
　本発明のシステムは、システムに直接参加する当事者、又は共通のインターネットブラ
ウザ又は電話のようなオンライン接続を使用する売り手の代理店のいずれかが、システム
にアクセスして、定量化可能な合意金額を含むトランザクションを完了するよう試みるの
を容易にするよう設計されるのが好ましい。
【００９７】
　システムを使用する際に、スポンサーは、例えば、ウェブサイトにログインするように
してシステムにアクセスする。スポンサーは、このとき、トランザクション及び当事者の
代理店についての関連トランザクション情報を入力することができる。トランザクション
の詳細を追加し又は再検討した後に、スポンサーは、提示されるトランザクションごとに
、一度に全ての、又は時間と共に多数の、好ましくは、３つまでの、合意オファーを提示
する。各合意オファーは、ラウンドにより識別される。例えば、スポンサーは、第１ラウ
ンド（ラウンド１）のオファーとして$４０００を、第２ラウンド（ラウンド２）につい
て$６０００を、そして第３ラウンド（ラウンド３）について$８０００を入力することが
できる。パワーラウンドオプションが使用できる場合に、スポンサーは、パワーラウンド
に使用するための情報が必要とされれば、それについて促されてもよい。
【００９８】
　必要であれば、ウェブサイトベースのシステムにおいて、オンライン計算器を使用して
、そのとき、スポンサーの最も高い潜在的なエクスポージャーは何かについてスポンサー
ユーザに通知してもよい。例えば、予め確立された条件が、オファーとそのカウンターオ
ファーとの間の中間点でトランザクションが完了するというものである場合に、オファー
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が、カウンターオファーの少なくとも７０%であるか又はカウンターオファーの$５００以
内であるかのいずれか大きい方である場合、１つのラウンドについてオファーとして$７
０００を入力するスポンサーユーザは、考えられるエクスポージャーが$８５００である
と計算する（これは、＄１００００のカウンターオファー、即ちこれら条件のもとで合意
を引き起こす最も高いカウンターオファーに対応する）。
【００９９】
　トランザクションがシステムに入力されると、当事者又は当事者の代理店が、例えば、
普通のメール又は電子メールによりコンタクトされる。（簡単化のために、当事者の代理
店が使用されるが、この説明は、当事者及び当事者の他の代表者にも等しく適用される。
）当事者の代理店は、代理店セキュリティコードを選択し、これは、代理店がコンピュー
タ化システムにアクセスするのを許す独特な数値の個人識別番号（ｐｉｎ番号）であるの
が好ましい。又、当事者の代理店は、コンピュータ化システムを使用して当事者により達
成される合意により束縛されるべく合意しなければならず、そして又、このときに、合意
を生じさせるためにラウンド内のカウンターオファー及びオファーが入らねばならないパ
ーセンテージと、合意金額を決定するための式と、ゼロでもよい金額であって、所与のラ
ウンドにおけるカウンターオファーとオファーとの差がその金額以下である場合にトラン
ザクションが合意に達するような金額と、そのインスタンスにおける合意の金額を決定す
るための式とに対して合意してもよい。これで、トランザクションは、合意の準備ができ
、当事者の代理店は、ある時間にわたって又は一度に全部が入力されたトランザクション
を完了するための３つの通常のラウンド又は機会を有するのが好ましい。
【０１００】
　図２のブロック図を参照すれば、当事者の代理店又は他のユーザ（例えば、買い手又は
スポンサー）は、標準的なウェブブラウザを使用してインターネットを経てシステムにア
クセスするか、又は普通のタッチトーン又はセルラー電話を経てシステムにアクセスする
。システムを使用するために特殊な装置や訓練が代理店に要求されることはない。システ
ムは、プロセスの各ステップにおいて代理店を「促し」、そして必要に応じて、自動的に
カウンターオファーについてのヘルプ(on-counter-offer help)を与える。
【０１０１】
　例えば、図３のブロック図を参照すれば、システムにアクセスするときに、ユーザは、
挨拶（ステップ３０）を受けた後に、多数のオプションが続き、タッチトーン又はセルラ
ー電話の適当な番号を押すことによりオプションを選択することができる（ステップ３１
）。
【０１０２】
　ステップ３２－３５において、トランザクションの交渉を開始するには、代理店のｐｉ
ｎ番号と、好ましくは、２つの数値「パスワード」とが要求される。システムは、好まし
くは、情報のボイス確認を発生し、ユーザは、情報を確認又はキャンセルしそして再入力
することができる（ステップ３４を参照）。システムは、情報を確認すると、情報が正し
いことと、そのトランザクションに対してシステムにアクセスするためのユーザの許可と
を決定する。必要な番号が入力されて確認された後に、代理店は、それが促されるのに続
いて、電話のキーパッドを使用するか、又は自分のパーソナルコンピュータにおいてカウ
ンターオファーを打ち込むことによりカウンターオファーを入力する。又、システムは、
代理店により入力された情報の確認を要求してもよい。電話に基づく実施形態については
、図３を参照されたい。
【０１０３】
　コンピュータ化システムは、当事者の意志に従うように構成され、合意を「強制」する
よう試みることはない。トランザクションは、介入する第三者により任意に設定されるあ
る指数ではなく、当事者に合意し得る指数でしか完了できない。ファシリテータが使用さ
れても、ファシリテータは、ルールを推進させるか、或いは一般的なステートメントを、
当事者を合意範囲へ「刺激する」ように設計させるだけであり、その後のラウンドでなさ
れるカウンターオファー（１つ又は複数）又はオファー（１つ又は複数）のいずれかに直
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接的に内々関与しないのが好ましい。従って、当事者は、合意の権限を放棄せずにシステ
ムを使用して公平に交渉することができる。
【０１０４】
　ラウンドは、所与の時間周期、好ましくは、３０日以内に、１回、２回又は３回のコー
ル又はコンピュータセッションで完了されるのが好ましい。入力がなされると、システム
は、ラウンドごとに、各カウンターオファーを合意オファーと即座に且つリアルタイムで
比較する。カウンターオファーとオファーが一致するか又はある予め確立された範囲内に
ある場合に、トランザクションが完了となる。例えば、オファーがカウンターオファーの
２０%以内である場合には、トランザクションは、予め確立された式に基づいて完了され
、例えば、トランザクションは中間金額に対して完了となる。オファー及びカウンターオ
ファーが３つ全部のラウンドにおいて２０%以上相違する場合には、トランザクションが
完了とならず、又はもし使用可能であれば、パワーラウンドを呼び出す。通常のラウンド
中に、合意オファーが当事者のカウンターオファー以上である場合には、トランザクショ
ンがそのカウンターオファー金額で完了となる。
【０１０５】
　予め確立された条件は、オファー及びカウンターオファーが３つ全てのラウンドにおい
て予め確立されたパーセンテージ以上に相違しても、オファー及びカウンターオファーが
、予め確立された金額、例えば、$５０００以内であれば、トランザクションが完了する
というものであるのが好ましく、この場合、トランザクションは、ここでも中間金額であ
る第２の予め確立された式に基づいて合意に到達する。
【０１０６】
　一連の通常のラウンド及び結果の２つの例をテーブル１に示す。これらの例において、
第１の予め確立された式は、オファーとカウンターオファーとの間の中間金額である。例
２において、予め確立された金額は、$５０００であり、そして第２の予め確立された式
は、第１の予め確立された式と同じであり、即ちカウンターオファーとオファーとの和を
２で除算したものが合意金額に等しい。

【０１０７】
テーブル１
例１（予め確立されたパーセンテージ：カウンターオファーの８０％）
ラウンド　　当事者のカウンターオファー　　合意オファー　　結果
　１　　　　　$200,000　　　　　　　　　　$40,000　　　　　合意せず
　２　　　　　$150,000　　　　　　　　　　$60,000　　　　　合意せず
　３　　　　　$100,000　　　　　　　　　　$80,000　　　　　$90,000で完了
【０１０８】
例２（予め確立されたパーセンテージ：カウンターオファーの７０％）
ラウンド　　売り手のカウンターオファー　　合意オファー　　結果
　１　　　　　$19,000　　　　　　　　　　$4,500　　　　　　合意せず
　２　　　　　$14,000　　　　　　　　　　$6,500　　　　　　合意せず
　３　　　　　$12,000　　　　　　　　　　$8,000　　　　　　$10,000で完了
【０１０９】
　このシステムは、例えば、ユーザがオンラインにある間は当事者に合意を即座に通知し
、又はオフラインの当事者にはｅメール又は電話で通知し、それに続いて、書面確認で通
知する。受け容れられないオファー及びカウンターオファーは、当事者による更なるアク
ションを伴わずに、好ましくは、３０日後に時間切れとなる。
【０１１０】
　トランザクションデータの処理は、トランザクションに含まれる個人、好ましくは、ト
ランザクション又は一連のトランザクションがなされるところの個人を表わす当事者、例
えば、スポンサー、又はシステムの参加する非代表当事者が、トランザクションに対する
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オファーの一連のラウンドを中央処理装置に入力したときに（又は当事者が、トランザク
ションを完了するためのカウンターオファーの一連のラウンドを入力した場合に）開始さ
れる。トランザクションに関する情報は、システムに適合するフォーマットにおいて、例
えば、中央処理ユニットにより処理するために供給されるＰＣ入力又は電話入力を経て、
電子的に提示される。
【０１１１】
　トランザクションに含まれる別の個人は、例えば、トランザクションの第１エンティテ
ィが、スポンサー、即ちトランザクションをもたらす個人を表わす当事者であるときに、
そのトランザクションを完了するための一連のカウンターオファーをシステムに入力する
。カウンターオファー及びオファーは、トランザクションに含まれる他の個人に公表され
ずに、入力される。一連のカウンターオファーと、一連のオファーが対にされて、予め確
立された条件に基づきラウンドごとに比較される。例えば、当事者は、所与のラウンドに
おけるカウンターオファー及びオファーが同一である（この場合は、トランザクションが
その金額で完了となる）か、又は既に合意した範囲又は式、例えば、２０%又は$５０００
或いはその組み合せ以内である（この場合には、トランザクションが既に合意した式に基
づいて完了され、例えば、カウンターオファーとオファーとの間の中間点で完了する）場
合に、トランザクションの合意に達するように束縛されることに合意してもよい。さもな
ければ、システムは、次のラウンドへ進み、合意に至らなかった以前のラウンドからの値
は、通常、削除される。各ラウンドの後に、システムは、値比較の結果、即ち合意しない
か又はある金額で完了、を当事者へ通信する。
【０１１２】
　コンピュータ化された交渉は、ＣｏｌｄＦｕｓｉｏｎマークアップ言語やハイパーテキ
ストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）のようなマークアップ言語で書かれた分散型データベ
ースアプリケーションを表わすコンピュータプログラムを使用してインターネットベース
の実施形態において実施することができる。このシステムは、双方向処理を許すＣｏｌｄ
Ｆｕｓｉｏｎサーバー拡張、及びマイクロソフトのＳＱＬｓｅｒｖｅｒを通して配布され
、代理店及びローンオフィサーがマイクロソフトのインターネットエクスプローラ及びネ
ットスケープナビゲータのバージョン３．０以降のような標準ウェブブラウザを経てそこ
にアクセスするのを許し、これは、マイクロソフトウインドウズ、マッキントッシュ、及
びＵＮＩＸ（登録商標）タイプのオペレーティングシステムを含む種々のプラットホーム
に見ることができる。
【０１１３】
　トランザクションのために入力した情報は、インターネットを経て中央データベースへ
提示される。データベースは、スポンサー、スポンサーユーザ、及びそのスポンサーに関
連したアドミニストレータ、並びにそのスポンサーに関連したトランザクションをインデ
ックスするのが好ましい。又、トランザクションに関連した代理店をインデックスするの
も好ましい。
【０１１４】
　ユーザがオンラインであるときに、アクティビティを伴わずに、ある時間周期が経過し
、例えば、通常のネットワークトラフィック状態のもとで２０分が経過した場合には、セ
キュリティ予防策のためにユーザが自動的にログアウトされるのが好ましい。データの全
部又は一部分に対して、システムは、データが入力されると、スポンサー又は他のユーザ
が、データを変更したり又は撤回したりできる例えば３０分の時間周期を有し、その後は
、データを撤回できないように設計されてもよい。
【０１１５】
　図４のフローチャートを参照すれば、通常のマルチラウンド交渉でシステムを実施する
好ましいコンピュータプログラムは、スポンサーユーザがそれらのウェブブラウザ（例え
ば、ネットスケープ又はマイクロソフトインターネットエクスプローラ３．ｘ又は４．ｘ
）をオープンするときにステップ１０に入り、そしてシステムウェブサイトにアクセスす
る。ユーザは、一連のオプションをもつメニューにより促され、その１つが、選択された
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「スポンサーとして入力(enter as Sponsor)」である。必要であれば、システムは、ユー
ザ及びユーザのシステム使用を追跡する手段として、ＡＳＣＩＩテキスト又は「クッキー
」の形態でユーザのハードドライブに情報を自動的に書き込むことができる。メモリ手段
が、この情報を記憶する。ユーザがシステムにアクセスすると、ユーザによるシステムの
現在アクセスを反映するように、ユーザの既存のクッキーを変更することができる。ユー
ザが自分のブラウザにおいてクッキーを明確に拒絶しない限り、コンピュータ化システム
は、ユーザのブラウザにセーブされた変数を介してユーザのネームをチェックする。ユー
ザが事前にログインした場合には、ユーザが同じコンピュータでログインしたとすれば、
ユーザはｕｓｅｒｎａｍｅで迎えられる。ステップ１１において、スポンサーユーザには
、トランザクションを追加／編集し、そのスポンサーに対して全てのトランザクションを
見、又はログアウトする選択肢が与えられる。上述したように、システム内のデータの全
部又は一部分をある時間周期後に撤回できないのが好ましく、この場合、ユーザは、その
情報を変更することがもはや許されない。別々のファンクションへの２つのリンクの一方
をユーザが選択できるようなメニューが設けられるのが好ましい。例えば、スクリーンの
左側にメニューバーを設けて、ファンクションに対応するメニューバーの適当なボックス
をクリックすることでユーザが選択を行うことができる。ユーザの選択は、次に続く中間
ログイン及び契約スクリーンを介してセーブされる。或いは又、ステップ１１は、以下に
述べるログイン（ステップ１２）に続いて実施されてもよい。
【０１１６】
　次いで、プログラムは、ステップ１２へ進み、ユーザは、編集又はビュートランザクシ
ョンの前に、最初に、システムにログインしなければならない。ユーザは、ｕｓｅｒｎａ
ｍｅ（全データベースに独特の）及びそれに対応するパスワードを入力しなければならな
い。これらが、システムにより知られた対と一致しない場合は、ユーザに、再試みのオプ
ションを伴うエラースクリーンが示される。
【０１１７】
　或いは又、ユーザが同じコンピュータで以前にログインした場合には、自分のｕｓｅｒ
ｎａｍｅが既にシステムに入力され、そしてウェブページを配布するサーバーが、ｕｓｅ
ｒｎａｍｅに対してユーザのパスワードをチェックする。必要であれば、システムは、ユ
ーザが新たな又は異なるｕｓｅｒｎａｍｅを入力して、多数のユーザが同じコンピュータ
からシステムにアクセスするのを許すためのオプションを有するように設計できる。
【０１１８】
　コンピュータプログラムモジュールは、プロセスの種々のステップを実施するように書
かれるのが好ましい。例えば、スポンサーユーザ認識プロセスを制御するモジュールは、
スポンサーユーザの認識及びそのスポンサーのトランザクションに関連した全ての変数を
保持するように生成できる。
【０１１９】
　「ＶａｌｉｄａｔｅＮｅｗＵｓｅｒＮａｍｅ」モジュールを生成することができ、これ
は、ユーザがユーザネームフィールドにエントリーを配しそしてフィールドフォームを去
るときにコールされる。好ましくは、ユーザネームエントリーフォームは、ＪａｖａＳｃ
ｒｉｐｔオブジェクトを有し、これは、ｕｓｅｒｎａｍｅが既に得られたかどうか調べる
チェックを行い、もしそうであれば、エラーメッセージを表示する。
【０１２０】
　ステップ１３は、正しいネーム及びパスワードが入力された場合に、システム参加合意
をユーザに示す。この合意は、システムの使用の各項及びプロセスに関する細部を詳述す
るのが好ましい。契約についての合意又は非合意のいずれかのメニューにボタンが設けら
れるのが好ましい。ユーザは、契約の各項に合意する場合に、オリジナルメニュー選択（
追加／編集トランザクション、又はビュートランザクション）へ進む。さもなければ、ユ
ーザは、全ての情報がクリアされたログインスクリーンへ戻される。
【０１２１】
　ユーザが参加合意に合意した場合には、システムは、ステップ１１において、ユーザを
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オリジナルメニュー選択に入れる。或いは又、システムは、新たなトランザクション、再
検討トランザクション、追加／編集トランザクション、又はログアウトを指定するオプシ
ョンを伴うメニューにユーザを入れるように設計されてもよい。
【０１２２】
　追加／編集トランザクションの選択肢が最初に選択された場合には、プログラムがステ
ップ１４に入り、そこで、追加／編集トランザクションスクリーンは、スポンサーが次の
情報をデータベースに入力するのを許すのが好ましい。
　当事者ネーム
　トランザクション記述
　スポンサートランザクションＩＤ
　３つの合意ラウンド各々の値
　当事者代理店ネーム、会社、住所、都市、州、郵便番号、電話、ｆａｘ、ｅ－メール
【０１２３】
　電話に基づく実施形態の場合には、この情報の幾つか又は全部を、システムアドミニス
トレータの助けで入力することができる。
　スポンサートランザクションＩＤは、スポンサーにより選択されたスポンサー内部トラ
ッキングに使用される番号であるのが好ましい。
【０１２４】
　値の入力は、一度に全部を入力する必要はない。システムは、所与のラウンドに対する
金額をブランクのままにする（必要に応じて後で入力するために）オプションと共に、各
ラウンドの金額を個々に入力するようにユーザを促す。
【０１２５】
　ドル値の入力は、入力された金額に対して考えられる全エクスポージャーを計算する計
算機能を含むのが好ましい。又、スクリーンは、トランザクションの状態を表示してもよ
い。情報を提示すると、ユーザには、入力された全ての情報と共に確認スクリーンを返送
することができ、これに対して、ユーザは、変更を受け容れるように選択するか、又はト
ランザクションを更に編集するように復帰することができる。好ましくは、システムは、
トランザクション情報の一部又は全部を編集するために、ユーザに、例えば、３０分の時
間周期を与え、その後、その情報が最終となって、それに対応する値が相対する当事者に
ついても提示されたかどうか分析される。最終となったが、それに対応する相手部分がな
い（例えば、ある時間周期が経過した後に）情報は、全当事者の合意によってのみ編集又
は撤回できるのが好ましい。
【０１２６】
　追加／編集スクリーンは、フォーマットについてチェックされるべき情報を送信する「
提示」ボタンを底部に備えているのが好ましい。これは、欠落又は不適切にフォーマット
されたテキストを指摘するか、或いはテキストを照合のために返送する。テキストが受け
容れられる場合には、データが、追加又は更新の入力としてデータベースに送信される。
スポンサーユーザは、当事者の代理店がシステムへのカウンターオファーの提示をスター
トしたところのトランザクションを編集できないが、住所及び電話番号のような事務的な
情報は変更できるのが好ましい。
【０１２７】
　「ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎＤａｔａＥｎｔｒｙ」モジュールは、トランザクションデー
タのスポンサーユーザエントリーを処理しそしてそれをデータベースへ追加／挿入するテ
ンプレートを保持するように生成することができる。プログラムの主たる特徴は、経過し
た編集時間をチェックすると共に、当事者の代理店がカウンターオファーをシステムに入
力したかどうかチェックすることである。いずれにせよ、フォームが中止し、エラーメッ
セージが与えられる。
【０１２８】
　レコードを挿入すべきときには、詳細を確認のためにスクリーン内でユーザに表示して
戻すと共に、データベースにより自動的に指定される一次キーにシステムがＨＲＥＦを与
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えることができるようにするために、システムがレコードを読み取ることができるまで、
適当なプログラムを使用して挿入が保留及びロックされるように、プログラムが書き込ま
れるのが好ましい。
【０１２９】
　「ＳｐｏｎｓｏｒＡｓｓｉｇｎｓＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎ」と称される別のモジュール
は、スポンサーユーザがデータベースへトランザクションを入力するのを推進するのが好
ましい。追加／編集計算器は、スポンサーにより指定されたアルゴリズム金額を適用して
、考えられる最大のエクスポージャーを決定するＪａｖａＳｃｒｉｐｔプログラムのよう
な適当なコンピュータプログラムでよい。
【０１３０】
　オリジナルの選択が全てのトランザクションを見ることである場合には、プログラムは
、ステップ１５へ進み、そこで、ビュートランザクションスクリーンが、追加／編集選択
中に予め入力された所与のトランザクションに対して全ての情報を開示させる。又、ユー
ザには、当事者の代理店がオファー又はカウンターオファーの提示をスタートしなかった
とすれば、オファーのラウンドについて好ましくは指定の時間限界（例えば、３０分）で
情報を編集するためのオプションも与えられるのが好ましい。ビュースクリーンは、必要
であれば、スポンサーユーザに指定されたトランザクションのリストを表示してもよい。
【０１３１】
　「ＳｐｏｎｓｏｒＵｓｅｒＳｈｏｗ」と称されるモジュールは、ユーザにこれらのレコ
ードを示すテンプレートを含むのが好ましい。スポンサーがアドミニストレータ特典を有
する場合には、モジュールは、スポンサーに関連したレコードを全てのユーザに示す。「
ＳｐｏｎｓｏｒＳｈｏｗＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎ」と称される同様のモジュールは、トラ
ンザクション情報を示すように機能するのが好ましい。
【０１３２】
　ステップ１６において、ユーザは、メニュー選択からシステムをログアウトしてセッシ
ョンを終了させると共に、ユーザをログインスクリーンへ戻すことができる。このメニュ
ー選択は、ステップ１４及び１５の追加／編集及びビュー選択の完了に続いて行うのが好
ましい。ユーザは、システムに再び参加しようと試みる場合に、ユーザネーム／パスワー
ドの対をログインしなければならない。ログアウトは、パスワードをクリアするが、ユー
ザネームはクリアせず、従って、その後にログインするときに、コンピュータ化システム
は、ユーザが同じコンピュータでシステムにアクセスした場合にユーザのクッキーにおい
てユーザのネームをチェックすることができる。
【０１３３】
　システムのオペレーションに現われるスクリーンは、ＣｏｌｄＦｕｓｉｏｎスクリプト
のような標準的な一般化されたマークアップ言語で書かれた適当なコンピュータプログラ
ムにより生成することができる。
【０１３４】
　ログインスクリーンのためのコンピュータプログラムコードは、ユーザがログイン状態
にないと判断された場合にログインフォームを生成する（図４、ステップ１２）。このフ
ォームは、ユーザの最終的な行先を示す変数値でパスするのが好ましい。
【０１３５】
　ライセンススクリーンのためのモジュールは、ログインプログラムに続くもので、ユー
ザの認証証明書をチェックする。ユーザがパスする場合には、ライセンススクリーンが示
される（図４のステップ１３）。
【０１３６】
　ログイン結果と称されるモジュールは、ライセンスモジュールに続くもので、ユーザの
状態をログインにセットするのが好ましい。ユーザが自分のブラウザにおいてクッキーを
明確に拒絶しない限り、プログラムは、ユーザのクッキーが正しく取り上げられたかどう
か調べるべくチェックを行い、もしそうでなければ、エラーメッセージを送信する。全て
が正しい場合には、モジュールは、ユーザを自分の選択した行先へ送り出す。
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【０１３７】
　ログアウトモジュールは、ユーザをシステムからログアウトするのに使用できる。ユー
ザは、メニューアイテムの使用を次に試みるときに、パスワードについて、及びライセン
ス合意の承認について促されるのが好ましい。
【０１３８】
　ユーザがライセンスに合意しない場合には、ライセンスモジュールに続くモジュールが
不合意スクリーンを表示し、これは、システムを使用するためにユーザがライセンスに合
意しなければならないことを示すのが好ましい。
【０１３９】
　あるセクションへのアクセスを試みるユーザに、許可を有していないことを示すために
、アクセス拒絶スクリーンを生成することができる。
　又、デバッグ目的のデフォールトページを使用して、現在ユーザにログイン状態を示す
こともできる。このページは、システムアドミニストレータに対するものであり、他のユ
ーザは、通常、このページを明確に記載しない限りこれにアクセスできないのが好ましい
。
【０１４０】
　上述したステップは、スポンサーアドミニストレータ（スポンサーによりアドミニスト
レータ特典が指定されたスポンサーユーザ）に等しく適用されるのが好ましい。しかしな
がら、システムは、ユーザがアドミニストレータ特典を保持するものとして識別された場
合に、ユーザがスポンサーユーザメニューの改善バージョンを見るように設計されるのが
好ましい。新たなトランザクション、再検討トランザクション、及びログアウトを指定す
るオプションをユーザに与えるのに加えて、スポンサーアドミニストレータメニューは、
スポンサー情報を変更し、自分自身のユーザ情報を変更し、ユーザを追加し、ユーザを示
し／編集し、そしてユーザを除去するオプションを与える。
【０１４１】
　スポンサー情報変更オプションが選択された場合には、プログラムは、スポンサー情報
変更スクリーンをユーザに与え、ユーザは、データベースに記憶されたスポンサー情報を
追加／編集することが許され、これは、次のものを含む。
　スポンサーのネーム
　住所
　都市
　州
　郵便番号
　電話
　ＦＡＸ
　ｅメール
【０１４２】
　ユーザ除去オプションが選択された場合には、プログラムは、ユーザ情報スクリーンを
ユーザに与え、スポンサーユーザアドミニストレータは、これを使用して、スポンサーに
対してアクセスするところのスポンサーユーザのレコードへの情報を変更、削除又は追加
することができる。
【０１４３】
　例えば、ユーザ情報スクリーンは、ユーザが次の情報をデータベースに追加／編集する
のを許す。
　ユーザのネーム
　スポンサーのネーム
　住所
　都市
　州
　郵便番号
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　電話
　ＦＡＸ
　ｅメール
　Ｕｓｅｒｎａｍｅ
　パスワード
　アクティブユーザ（イエス又はノー）
　アドミニストレータユーザ（イエス又はノー）
【０１４４】
　コンピュータモジュールは、スポンサーユーザ及び新たなスポンサーユーザ情報を入力
しそして編集するためのスクリーンフォームを含むのが好ましい。又、これらのモジュー
ルは、例えば、ユーザがレコードを編集するのを許す前に、アドミニストレータ特典につ
いてユーザにスクリーン表示する。
【０１４５】
　又、上述したステップの多くは、当事者の代理店、即ちシステムを使用するための参加
合意に入ったスポンサーと共に、トランザクションを有するか又はトランザクションを開
始した個人又は会社を表わす代理店、にも適用されるのが好ましい。
【０１４６】
　代理店は、例えば、普通のメールにより、それがウェブサイトにログインし、そして予
め確立された条件に基づいてトランザクションを満足させるために指定の数、例えば、３
つのオファー又はカウンターオファーを提示できることが通知される。代理店は、適切な
ログイン証明書が与えられる前に、好ましくは自分にメールされた参加合意書にサインす
ることが要求される。代理店が合意書にサインしてシステムアドミニストレータに転送す
ると、代理店には適切なログイン証明書が与えられる。
【０１４７】
　同様に、当事者は、代理店を通さずにトランザクションを提示するようにシステムにコ
ンタクトすることができる。当事者は、参加合意に基づいて束縛されることにサインし、
又はさもなければ、それを確認し、そしてあるトランザクションでは、システムに参加す
るためのあるフォームの支払を申し出ることが必要になる。
【０１４８】
　スポンサーユーザのトランザクションと同様に、当事者の代理店は、自分のウェブブラ
ウザをオープンし、そしてシステムウェブサイトにアクセスする（図４のステップ１０を
参照）。しかしながら、代理店は、そのとき現われるメニューに設けられた「代理店とし
て入力」を選択する。
【０１４９】
　ステップ１１において、代理店には、代理店に指定されたトランザクションに対してカ
ウンターオファーを出す再検討トランザクションの選択が与えられる。スクリーンの左側
のメニューバーを経て個別のファンクションへの３つのリンクの１つをユーザが選択でき
るようなメニューが設けられるのが好ましい。スポンサーユーザのトランザクションと同
様に、当事者の代理店の選択は、次に続く中間ログイン及び契約スクリーンを経てセーブ
される。
【０１５０】
　プログラムは、次いで、ステップ１２へ進み、ここで、ユーザは、カウンターオファー
又はビュートランザクションを行う前に、最初にシステムにログインしなければならない
。スポンサーに対する「ログイン」ファイルと同様の、代理店に対する「ログイン」コン
ピュータファイルがこのステップを実施するのが好ましい。好ましくは、ユーザは、トラ
ンザクション識別番号、セキュリティコード（例えば、パスワードとして機能する内部で
発生されたランダム番号）、及び代理店セキュリティコード（好ましくは、スポンサーに
より発生されたコード）を入力しなければならない。これらが、データベースに知られた
情報に一致しない場合には、ユーザに、エラースクリーンが、再試みするオプションと共
に示される。
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【０１５１】
　スポンサーユーザとのトランザクションと同様に、ステップ１３は、正しいネーム及び
パスワードが上述した同じオプション及び結果と共に入力された場合には、システム参加
合意を当事者の代理店に示す。スポンサーユーザに対する「ライセンス」ファイルと同様
の「ライセンス」ファイルがこのステップを実施するのが好ましい。
【０１５２】
　ユーザが、合意書の各項に合意する場合には、オリジナルのメニュー選択（トランザク
ション再検討又はカウンターオファー実行）へ進む。或いは又、システムは、トランザク
ション情報を得、特定トランザクションの次のラウンドに対してカウンターオファーを配
し、又は異なるトランザクションを決着させるというオプションを伴うメインメニューに
ユーザを導くように設計されてもよい。当事者の代理店が合意であるか又は非合意である
かに基づいて、このステップを実施するために、「ライセンス」ファイルに続いて、スポ
ンサーユーザのためのファイルに対応する同様の「ログイン結果」ファイル及び「非合意
」ファイルがある。同様に、スポンサーユーザに対する同様のファイルに対応する「ログ
アウト」、「アクセス拒絶」及び「デフォールト」ファイルが設けられるのが好ましい。
【０１５３】
　トランザクション情報オプションが選択された場合には、好ましくは当事者の代理店が
データベースから次の情報を見るのを許すトランザクション情報スクリーンが設けられる
。
　トランザクションのネーム
　状態
　売り手のネーム
　代理店のネーム
　代理店の会社
　代理店の住所
　代理店の都市
　代理店の州
　代理店の郵便番号
　代理店の電話
　代理店のＦＡＸ
　代理店のｅメール
【０１５４】
　スクリーンは、トランザクションの現在状態を、トランザクションの対応する詳細と共
に、この情報を編集する代理店の能力を伴わずに、表示するのが好ましい。代理店のトラ
ンザクションに関連した全ての変数を保持するために、トランザクション状態プロセスを
制御するモジュールが書き込まれてもよい。
【０１５５】
　又、トランザクションに対してカウンターオファーの実行をスタートするために代理店
が必要とする情報を表示する「ＡｇｅｎｔＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎＩｎｆｏ」モジュール
が生成されてもよい。モジュール内のデータを撤回できないのが好ましい。
【０１５６】
　現在トランザクションオプションを伴う次のラウンドが選択された場合には、プログラ
ムは、特定トランザクションに対してカウンターオファーを配するためのオプションを代
理店に与える次のラウンドのスクリーンへ進む。次のラウンドがもしあれば、それが何で
あるか判断し、そしてユーザの前に入札フォームを配置するテンプレートを形成するため
に「ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎＮｅｘｔＲｏｕｎｄ」モジュールが形成されてもよい。好ま
しくは、スクリーンは、代理店がカウンターオファーを配するフォームボックスを与える
と共に、もし必要であれば、エクスポージャー計算器（好ましくは、スポンサーにより指
定されたアルゴリズム金額を適用するＪａｖａＳｃｒｉｐｔプログラムにより実施される
）に対してカウンターオファーをテストして、トランザクションを完了するための考えら
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れる最低金額を決定するか、又はカウンターオファーを提示するためのメニューオプショ
ンを与える。
【０１５７】
　代理店が次のラウンドに対してカウンターオファーを提示した後に、比較のためにトラ
ンザクションが提示される。「ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎＮｅｘｔＲｏｕｎｄ」モジュール
は、ＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎＮｅｘｔＲｏｕｎｄフォーム及び予め確立された条件につい
て当事者が提示した情報に基づき比較の結果を決定するためのテンプレートを形成すべく
生成されてもよい。予め確立された条件は、スポンサーごとに決定されるのが好ましいが
、トランザクション特有であってもよい。
【０１５８】
　所与のラウンドに対するスポンサーによるカウンターオファー及びその対応オファーが
予め確立された条件以内である場合には、ユーザに、トランザクション受け容れスクリー
ンが与えられるのが好ましい。カウンターオファー及びその対応オファーが予め確立され
た条件以内でない場合には、ラウンドが得られれば、即ちカウンターオファーの以前に合
意した数のラウンドが使用されておらず、且つパワーラウンドが得られなければ、ユーザ
に、次のラウンドスクリーンへのリンクが与えられるのが好ましい。ラウンドが得られず
、例えば、当事者が３つのラウンドに合意し、そして当事者の代理店がカウンターオファ
ーの３つのラウンドを入力した場合には、ユーザは、システムにおいてトランザクション
がクローズされたというメッセージを見ることになる。
【０１５９】
　ユーザにトランザクション受け容れスクリーンが与えられた場合には、トランザクショ
ンが完了となり、そして当事者又は代理店は、合意のドル金額が通知され、そして好まし
くは、最終的な合意要求をどこへ送信するか（例えば、スポンサーの住所）の詳細が通知
される。又、当事者には、トランザクションに関する他の情報、例えば、トランザクショ
ンで販売した製品の出荷情報を通知することもできる。図４に示すように、システムは、
トランザクションの完了時に、合意についてのデータを収集して記憶し、将来のトランザ
クションにおいて交渉値を確立するときにスポンサー及び当事者がそれにアクセスして使
用できるように設計されるのが好ましい。
【０１６０】
　システムは、スポンサーを追加し、レポートを発生し、又はウェブサイトにおいて顧客
サービスを実行する目的で、システムのアドミニストレーション機能へログインする権利
が許された第三者の従業員であるシステムアドミニストレータによって管理されるのが好
ましい。
【０１６１】
　システムアドミニストレータは、自分のウェブブラウザをオープンし、それをウェブサ
イトインターフェイスに向け、そして自分をアドミニストレータとして識別する適当な識
別番号又はパスワードを入力することにより、ウェブサイトに到達する。トランザクショ
ンの指定又は編集のためにアドミニストレータフォームを含むモジュールが生成されても
よい。
【０１６２】
　次いで、アドミニストレータには、次のメニュー選択肢を与えるアドミニストレータメ
ニューが与えられてもよい。
　スポンサーオプション：これは、スポンサーを追加／編集すると共に、全てのスポンサ
ーのリスト及びリンクを示すためのオプションを含む。
　ユーザオプション：これは、ユーザに（好ましくは、ユーザネーム及びスポンサーネー
ムによりサーチ可能な全てのスポンサーユーザのリスト及びリンクを）示し、新たなユー
ザを追加し、そしてスポンサーユーザを削除するためのオプションを含む。
【０１６３】
　トランザクションオプション：これは、好ましくは、トランザクションネーム、スポン
サーネーム、開始日付、終了日付、及び状態によりサーチ可能な全てのトランザクション
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のリスト及びリンクによりトランザクションを示し、新たなトランザクションを指定し、
そしてトランザクションを削除するためのオプションを含む。
【０１６４】
　サイトオプション（テストモジュール）：これは、記憶されたログイン情報を失う目的
でクッキーをクリアし、システムからログアウトする目的でログアウトすると共に、必要
であれば、クッキーをクリアし、そして現在のログイン詳細についてログイン状態を示す
ためのオプションを含む。
【０１６５】
　これらオプションを容易にするためのモジュールが生成されるのが好ましい。例えば、
新たなスポンサーユーザを入力する入力フォームを含む「ＡｄｍｉｎＮｅｗＳｐｏｎｓｏ
ｒＵｓｅｒＥｎｔｒｙＦｏｒｍ」モジュールを生成することができる。このフォームは、
普通のフォームとは異なるのが好ましい。というのは、ユーザがページと対話する間にｕ
ｓｅｒｎａｍｅチェックが行われるからである。
【０１６６】
　新たなトランザクションを追加する目的でスポンサーを選択する「ＡｄｍｉｎＧｅｔＳ
ｐｏｎｓｏｒＮｅｗＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎ」モジュールが生成されてもよい。好ましく
は、トランザクションが追加されるときに、トランザクションをスポンサーユーザに適切
に指定できるように、スポンサーの認識を知らねばならない。
【０１６７】
　又、全てのオープントランザクションをアドミニストレータフォームで示す「Ａｄｍｉ
ｎＳｈｏｗＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎ」モジュールが生成されてもよい。
　又、スポンサーユーザを挿入又は更新するテンプレートを保持するために、「Ａｄｍｉ
ｎＳｐｏｎｓｏｒＵｓｅｒＤａｔａＥｎｔｒｙ」モジュールが生成されてもよい。このモ
ジュールは、ユーザの一次識別を得るための問合せを、システムがこの情報をもたない場
合に行って、システムが編集リンクを設定するようにする。
【０１６８】
　又、スポンサーユーザアドミニストレータ情報に対する入力フォームを表わすテンプレ
ートを保持するために「ＡｄｍｉｎＳｐｏｎｓｏｒＵｓｅｒＥｎｔｒｙＦｏｒｍ」が生成
されてもよい。
　又、全てのユーザに示すためのアドミニストレータフォームである「ＡｄｍｉｎＵｓｅ
ｒＳｈｏｗ」モジュールが生成されてもよい。
【０１６９】
　又、データベースへトランザクションを入力／挿入するためのフォームである「Ｔｒａ
ｎｓａｃｔｉｏｎＤａｔａＥｎｔｒｙ」モジュールが生成されてもよい。追加／編集スポ
ンサーオプションが選択された場合には、アドミニストレータがデータベースから次の情
報を取り出すのを許すために、追加／編集スクリーンが現われるのが好ましい。
　スポンサーのネーム
　住所
　都市
　州
　郵便番号
　電話
　ＦＡＸ
　メール
　アルゴリズム金額
　アルゴリズムパーセンテージ
　システムＩＤ
　アクティブ口座（イエス又はノー）
【０１７０】
　新たなスポンサーをデータベースに追加し且つ戻りページを示し、新たなスポンサーを
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入力するための入力フォームを含ませ、そしてシステムに入力された全てのスポンサーの
テーブルを示すために、「ＳｐｏｎｓｏｒＤａｔａＥｎｔｒｙ」、「ＳｐｏｎｓｏｒＥｎ
ｔｒｙＦｏｒｍ」及び「ＳｐｏｎｓｏｒＳｈｏｗ」モジュールが生成されてもよい。
【０１７１】
　スポンサーテーブルにｕｓｅｒｎａｍｅが存在するかどうか調べるためのチェックを行
い、もしそうであれば、エラーメッセージを表示する「ＶａｌｉｄａｔｅＮｅｗＵｓｅｒ
Ｎａｍｅ」及び「ＶａｌｉｄａｔｅＵｓｅｒＮａｍｅ」モジュールが生成されてもよい。
これらのモジュールは、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔロストフォーカス事象からコールされるの
が好ましい。ＶａｌｉｄａｔｅＮｅｗＵｓｅｒＮａｍｅモジュールは、何も存在しないと
仮定するので、現在ｕｓｅｒｎａｍｅに対して何ら問題を与えないのが好ましい。
【０１７２】
　ユーザ削除オプションは、スポンサーアドミニストレータのユーザ除去オプションを伴
うトランザクションのように、スポンサーユーザのレコードに対して情報を変更し、削除
し又は追加できるスクリーンをアドミニストレータに与える。好ましくは、ユーザがスポ
ンサーユーザを削除しそしてデータベースコールを実行してユーザを除去するのを許すフ
ォームを示す「ＤｅｌｅｔｅＵｓｅｒ」モジュール及び「ＲｅｍｏｖｅＵｓｅｒ」モジュ
ールが生成されてもよい。
【０１７３】
　追加／編集トランザクションオプションは、スポンサーアドミニストレータの追加／編
集トランザクションスクリーンと同様の追加／編集トランザクションスクリーンをアドミ
ニストレータに与える。更に、システムは、アドミニストレータが、次を含むトランザク
ション状態情報を追加するのを許すのが好ましい。
　トランザクション状態
　最後のスポンサー編集（日時）
　編集者
　スポンサーのネーム
　最後の代理店編集（日時）
　最後のアドミニストレータ編集（日時）
【０１７４】
　ユーザがトランザクションを削除すると共に、データベースコールを行って、トランザ
クションを除去するのを許すフォームを示すために、「ＤｅｌａｔｅＴｒａｎｓａｃｔｉ
ｏｎ」モジュール及び「ＲｅｍｏｖｅＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎ」モジュールが生成されて
もよい。
【０１７５】
　又、システムは、レポート目的で、トランザクション情報のレポートライター又はサー
チ可能なモジュールを与えるのが好ましい。レポートライターに問合せすることにより、
内部レポートの目的で、アドミニストレータにより多数のトランザクションの状態を見る
ことができる。
【０１７６】
　トランザクション情報は、次の基準に基づいてサーチできるのが好ましい。
　トランザクションのネーム
　スポンサーのネーム
　状態
　指定された日付（開始及び終了日付）
　変更された基準（開始及び終了日付、例えば、全レコードが特定日に変更）
　代理店により変更されないレコードのみを示す
【０１７７】
　システムを実施するために選択されたプラットホーム及びハードウェアは、ユーザの要
求に応答する間に、トラフィック及びデータの大きな負荷を取り扱うのに充分なほど拡張
可能でなければならない。
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　同様に、選択されたデータベースも、ユーザの要求に応答する間に、配布データ環境を
取り扱い且つデータの大きな負荷を取り扱いできるに充分なほど拡張可能でなければなら
ない。
【０１７８】
　アプリケーションサーバーも、同様に、ユーザの要求に応答する間に、配布データ環境
を取り扱い且つデータの大きな負荷を取り扱いできるに充分なほど拡張可能でなければな
らない。アプリケーションサーバーは、将来の変更、追加、変更等をサポートするために
この形式のアプリケーションを構築するポピュラーなプラットホームであるのが好ましい
。
【０１７９】
　サーバーは、故障したハードウェア部分を素早く交換する能力をもつオープンアーキテ
クチャーのコンピュータであるのが好ましい。このコンフィギュレーションは、マシンの
パワー又はカウンターオファーを高めるための利用性も維持する。例えば、インターナル
・ペンティウム４００ＭＨｚプロセッサを有し、１２８ＭＢのＳＤＲＡＩ４、一対のマル
チギガバイトのハードドライブ、プロミスＰＣＩＲＡＩＤレベル０コントローラ又はＲＡ
ＩＤレベル５コントローラ、３２ｘＣＤ－ＲＯＭ及び３－ＣＯＭ１０ＢａｓｅＴイーサネ
ット（登録商標）カードを伴うコンピュータが、システムに使用するのに適当である。
【０１８０】
　システムに使用するプラットホームは、オープンデータベースシステムと共に機能し、
インターネット及びビジネスアプリケーションのラインに対して信頼性があり且つ拡張可
能なプラットホームを与え、そして情報及びリソースへの容易で且つ有効なアクセスをユ
ーザに与えるブリードファイル及びプリントサービスを提供する能力を有するのが好まし
い。例えば、パワフルな多目的サーバーオペレーティングシステムであるマイクロソフト
ウインドウズＮＴサーバー４．０又は４．０（エンタープライズ・エディション）システ
ムは、多数のアプリケーションサーバーを広くサポートし、本発明のシステムをサポート
するための拡張性があり、そしてこのタイプのアプリケーションを生成するデベロッパー
に人気があるので、適切なプラットホームである。このプラットホームは、次のサービス
を基礎的なオペレーティングシステムインフラストラクチャーに一体化するのが好ましい
。
　内蔵ネットワーク及び通信サービス
　インターネット及び会社のイントラネットに対する包括的ウェブサービス
　配布型アプリケーションに対する完全なプラットホーム形態
　エンタープライズ規模のディレクトリーサービス
　一体型及び健全なセキュリティサービス
　使用し易く且つ柔軟性のあるマネージメントサービス
【０１８１】
　本発明のシステムは、証明された拡張性と、システムに使用されるオペレーティングシ
ステム及び他の製品との緊密な一体性とを提供するマイクロソフトインターネットインフ
ォメーションサーバー４．０のようなウェブサーバーを使用するのが好ましい。このウェ
ブサーバーは、パブリッシング特徴と、カスタマイズ可能なツールと、ウェブページを生
成し、ワールドワイドウェブへ情報をパブリッシュし、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｎ
Ｔ、Ｎｏｖｅｌｌ　ＮｅｔＷａｒｅ及びＵＮＩＸ（登録商標）サーバーのようなオペレー
ティングシステム、並びにＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＳＱＬ、オラクル、及びＳｙｂａｓｅデ
ータベースを含む多数のデータベースにわたってファイル及びデータを共有するのを許す
テクノロジーと、ハイパーテキストマークアップ言語、マイクロソフトオフィスドキュメ
ントタイプ及び多数の言語におけるコンテクストのサーチ容量と、を含むのが好ましい。
【０１８２】
　ウェブサーバーは、プロセス分離、即ちアプリケーション及びウェブサイトを、サーバ
ー上の正常に動かないコンポーネント又はウェブアプリケーションにより生じる欠陥から
、それらを個別のメモリスペースで実行することで、保護する特徴を提供するのが好まし
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い。又、ウェブサーバーは、オペレーティングシステムと結合されたときに、数千の同時
ユーザにサービスするように自動的に拡張する内蔵分散型アプリケーションサービスも有
していなければならない。
【０１８３】
　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＳＱＬサーバー６．５又は７．０のような高性能オープンアーキ
テクチャーの拡張可能なデータベースがシステムに使用されるのが好ましい。
　一実施形態において、コンピュータプログラムは、高性能ウェブアプリケーションを配
送するための拡張可能なプラットホームにウインドウズ又はソラリスの主ウェブサーバー
を設けたものであるのが好ましい。Ａｌｌａｉｒｅ　ＣｏｌｄＦｕｓｉｏｎアプリケーシ
ョンサーバー３．１及びその協働ＣｏｌｄＦｕｓｉｏｎマークアップ言語は、システムの
開発に使用するのに適している。
【０１８４】
　別の実施形態において、コンピュータプログラムは、高性能ウェブアプリケーションを
配送するための拡張可能な３階層プラットホームにウインドウズ又はソラリスの主ウェブ
サーバーを設けたものであるのが好ましい。前端は、ＡＳＰ／ＨＴＭＬであり、中間の階
層は、Ｃ＋＋又はＪＡＶＡで書かれたＣｏｍオブジェクトであり、そして後端は、ＳＱＬ
サーバー及びＭＴＳである。
【０１８５】
　システムは、ワールドワイドのデータセンターカンパニーのようなクオリティデータセ
ンターでホスティングされるのが好ましく、このデータセンターは、インターネットへの
アクセスを与えると共に、サーバーをモニタリングして、それらがインターネット要求に
応答するように確保する。
【０１８６】
　基本的なコンフィギュレーションにおいて、実利的なこと(bottom line)を排他的に取
り扱うことについて多数の効果があるが、あるトランザクションでは、特定の、個別のそ
して定量化可能な基準のために潜在的な欠点がある。即ち、厳密なトランザクションにつ
いて柔軟性に欠ける。所与のラウンドにおいて、２人の当事者は、合意に非常に接近する
が、基準のほんの外側にいるために、まとまることができない。しかしながら、システム
は、当事者の提案する金額を公表しないので、当事者がどれほど離れているか又は接近し
ているか知るすべがない。例えば、トランザクションの合意に到達するために、差が$１
００００以内になければならない場合には、差が$１０００５であるか又は$７５０００で
ある基本的なシステム又は方法でも同じ結果、即ち非合意、に到達する。
【０１８７】
　任意の追加
　おそらく完了させることのできるトランザクションの数を増加するために、他の任意の
特徴を追加することができる。特に、相対する当事者が、通常のラウンドで使用される基
準を満足しないが、それほど離れていない場合には、まだ合意が可能である。中立のファ
シリテータの使用により、２つの付加的なトランザクションの「パワーラウンド」又は組
合せを効率的に且つ好都合に完了させることができる。
【０１８８】
　ファシリテータは、より合意に達し易い値を提示することに向けてトランザクションに
対する１人以上の当事者に「刺激(nudge)」を通信するために、任意に使用することがで
きる。ファシリテータは、機械的な形態で動作するという点で、中立の自動手段として働
く。しかしながら、これは、実際には、生きた人間、コンピュータ、又は両者のある組み
合せでよい。図５は、ファシリテータオプションを更に組み込んだ代表的な基本システム
を示している。上述したように、このシステムは、簡単化のために、１つ以上のマイクロ
プロセッサ及びメモリを含むサーバー５０と、サーバーにアクセスできるディスク及び／
又はテープに記憶された関連セキュアデータベース５２として代表的に示されたメインプ
ロセッサ及び記憶装置を備えている。ファシリテータオプションは、最小限、ファシリテ
ータが使用できる促進ステートメントの種類を支配するルール又は制約５４を含む。図示
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されたように、ファシリテータは、完全に自動化された又は部分的に自動化されたモード
を使用できるように実施される。完全に自動化されたモードについては、メインプロセッ
サは、プログラムされたルール、即ち制約によりガイドされ、そして説明上、あるエンテ
ィティの電話６２及び別のエンティティのコンピュータ６４に接続されて（通信リンク５
８、６０により）示されたオンラインインターフェイス５６を経て交渉エンティティと直
接通信する。或いは又、個別のファシリテータプロセッサ６６を使用して、１つ以上の適
切な通信を識別するように促進ステートメント又はアクセス利用性情報を公式化してもよ
い。ファシリテータプロセッサ６６は、メインプロセッサと通信して、通信時に或いは更
なるフォーマット化又は処理の後にメインプロセッサにより使用するための情報を与える
。最も簡単なトランザクションでは、ファシリテータプロセッサ６６は、「進行準備(rea
dy to go)」フォーマットで通信を与え、そしてメインプロセッサは、単にコンジットと
して働く。より複雑なトランザクションでは、メインプロセッサは、例えば、与えられた
促進ステートメントの中から選択を行うか、又は選択された促進ステートメントを一方又
は両方のエンティティへ通信すべく再フォーマットするために、更なる判断を行うように
別々にプログラムされてもよい。又、ファシリテータは、セキュアなデータベースに記憶
された情報、例えば、オファー、カウンターオファー、以前の合意、地理的情報、等にア
クセスすることもできる。又、ファシリテータプロセッサ６６は、従来のディスプレイ６
８及び入力装置７０を含むこともでき、これらは、生きた個人がファシリテータ６６の一
部分として働くことを許す。ファシリテータは、合意基準とは個別の１組の規定のルール
に基づいて動作する。ファシリテータは、その機能を実行するために、ある構成では、相
対する当事者又はそれらの代表者に開示されないラウンドにおいて情報に内々関与しても
よい。例えば、ファシリテータは、次のうちの１つ以上を知ることができる：所与のラウ
ンドにおけるオファー及びカウンターオファー、２つの間の実際の数値的な差、２つの間
のパーセンテージの差、トランザクションの完了を引き起こすいずれか又は両方のエンテ
ィティによる変更金額即ち「デルタ」、合意の潜在性を表わす他の情報、或いはそれらの
いずれか又は全部。理想的には、ファシリテータは、特に、ファシリテータの実施が人間
を伴うときに、一方の当事者の情報が相対する当事者へ公表されることが偶発的に生じな
いよう確保するために、特定のオファー又はカウンターオファーではなく、差即ちデルタ
を知ることになる。別の言い方をすれば、ファシリテータは、１つ以上のラウンドにおい
て各当事者の提案した合意指数の細目を知らなくても、当事者が合意にどれほど接近して
いるか知るための何らかのベースを有する。
【０１８９】
　最も簡単な例では、ファシリテータは、特定の当事者により第１の値が与えられる前に
関与することができる。そのトランザクションにおいて、ファシリテータは、過去の合意
情報に関連した登録中に当事者により与えられた情報をおそらく使用して、交渉の出発点
を与える。例えば、ファシリテータは、同様のトランザクションのレコードにおける過去
の合意の範囲に関するステートメントで相対する当事者の１人以上と最初に通信してもよ
い。
【０１９０】
　例えば、買い手が、特定の到着及び出発時間と場所とについて航空会社から航空機の座
席を購入すると仮定する。買い手は、ファシリテータを組み込んだ交渉システムへトラン
ザクションを提示する。売り手は、航空機の座席が$５０．００の価値があると考える。
買い手が１つのラウンドで使用できる任意の値を提示する前に、ファシリテータは、「同
様のフライトが$２５０．００から$５５０．００で購入された」というステートメントで
売り手を刺激する。従って、買い手は、それらの期待が現実離れしているという指示をも
つ。その結果、買い手は、その交渉トランザクションを追及しないよう判断してもよいし
、又は何らかの方法で試みるように判断してもよい。この刺激の結果として、買い手は、
理想的には、最初から合意の見込みを高めるように、より現実的なオファーを与える。
【０１９１】
　それとは別に又はそれに加えて、ファシリテータは、１つ以上のラウンド間に関与する
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ことができる。この場合の効果は、ファシリテータが、ここで、特定のトランザクション
に対する当事者の期待の現在状態に関する何らかの情報を入手できることである。この情
報が入手できると、ファシリテータは、一方又は両方の相対する当事者と中立な形態で通
信し、一方又は両方を、合意を生じさせるようにそれらの提案を調整するよう誘導する。
【０１９２】
　各当事者の提案した値が、トランザクションに相対する当事者へ公表されないままであ
るのが重要であるから、金額又はデルタを直接通信するか、又は金額の計算又は合理的な
推定を間接的に許すような通信を使用しないのが最も好ましい。もちろん、特定の実施形
態では、より特定の通信が保証されるが、当事者が、相対する当事者の提案した数字を合
理的に推定するのを許すような珍しいトランザクションも存在し得る。例えば、２人の当
事者の提案が、各々、$６７１００及び$６６０００であり、そして合意のための差が$１
０００であるように合意されていると仮定する。両当事者は、$１１００しか相違しない
。この例では、「各人が自分の金額を提出すれば、ほぼ確実に合意が得られる(If you ea
ch give in on your amount, you WILL almost certainly have an agreement)」ことを
指示する両当事者への通信が、おそらく、両当事者に、彼等が合意に非常に接近していた
ことを告げ、従って、他のエンティティが何を提案したかの推定を許す。それでも、この
ような極端なトランザクションでは、当事者が特に提案が告げられたとしても、合意に到
達し易くなる。従って、促し又は刺激することで、合意のチャンスを著しく高めることが
できる。
【０１９３】
　人間のファシリテータの特定のトランザクションでは、裁量の行使を制限すると共にフ
ァシリテータのアクションを制約するために、中立の通信及び／又は遵守されるべき１組
の提案された通信を公式化するためのガイドラインが使用されるのが好ましい。これは、
いずれかの当事者の提案を推定できるか又はそれが分かる可能性を最小にする。このよう
に、人間のファシリテータは、ある程度の裁量を行使するが、その裁量に限度があるので
、完全自動のファシリテータに対して相当程度の柔軟性が達成される。
【０１９４】
　完全に自動化されたファシリテータ又は人間がコンピュータガイドラインに関連して働
くトランザクションでは、ルール又はガイドラインが、コンピュータ、又はファシリテー
タアクセス可能な知識ベースの一部分、にプログラムされるのが好ましい。これらの任意
のコンフィギュレーションは、純粋な人間のファシリテータの裁量を更に甚だしく制限す
るが、コンピュータでガイドされる人間は、依然、一方又は両方の当事者が、必要であれ
ば、交渉中に人間の相互作用をもつことを許す。
【０１９５】
　ファシリテータが人間であるか、コンピュータであるか、又は両者の組合せであるかに
関わらず、通信においてなされるステートメントは、同様でなければならない。当事者の
身元又は素養、ここに述べる特定の交渉構成についての当事者の経験、地理的な事柄等の
ファクタに基づいて、促し又は刺激するものとして使用されるステートメントは、多かれ
少なかれ、口語的なものでよい。更に、ステートメントは、一般に、合意のための見通し
が良好であるという安心感を当事者に与えるために、ほとんどの場合に、肯定的又は刺激
に基づくものでなければならない。代表的と考えられる幾つかの例を以下に示すが、受け
容れられるステートメント又は刺激は、これだけでもないし、これで全部でもない。
　ａ）「買い手は、あなたがカウンターオファーを減少する場合、自分のオファーを増加
する」
　ｂ）「売り手は、自分のカウンターオファーを下方に著しく調整するが、オファーは、
増加しなければならない」
　ｃ）「あなたは、合意に近いが、まだ、ある程度与えねばならない」
　ｄ）「次のラウンドの合意は、あなたが［オファー／カウンターオファー］を調整すれ
ば、現実的な確率となる」
　ｅ）「当事者は、数ヤード離れており、数マイルではない」
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　ｆ）「当事者は、次のラウンドの前に同様のトランザクションで到達した合意の再検討
について考えねばならない」
　ｇ）「あなたは、自分の交渉中に、２つの同様のトランザクションが完了したこと、一
方は＄２５０００及び他方は$３８０００、を考えねばならない」
【０１９６】
　任意の別の態様又は補足として、ファシリテータを使用するために、「パワー」ラウン
ドが使用されてもよい。パワーラウンドとは、当事者の合意により、又は実施パラメータ
の結果として、規定数のラウンドがトランザクションの完了を生じない場合に、一方の当
事者へ若干の利点を与えるか、又はルールを所定の仕方で変更する付加的なラウンドであ
る。より詳細には、パワーラウンドは、プロセス中のあるポイントにおいて当事者間の特
定の合意から生じてもよいし、或いはあるシステムパラメータの適用に基づいて許可され
てもよく、例えば、どちらの当事者がトランザクションのためにシステムに最初に参加し
たか、最後のラウンドの、他のラウンドに対する差、最も最近のラウンド（１つ又は複数
）におけるオファー及びカウンターオファーのある数学的分析、一方又は両方の当事者が
ラウンドごとにそれらの提案を調整した金額、オファー及びカウンターオファーと、他の
合意に関してシステムにより作表され及び／又は維持されるある統計学的データとの相対
する分析、又は他の適当に実施される事柄（１つ又は複数）、に基づいて許可されてもよ
い。
【０１９７】
　図６は、システムがパワーラウンドを含むときの簡単なプログラムのフローを示す。１
つのエンティティが少なくとも１つの値を提示したときに交渉がスタートする（１００）
。システムが各エンティティからの値を有すると（２つしかない場合）、プロセッサは、
第１エンティティ（１０２）及び第２エンティティ（１０４）から１つ以上の値を受け取
り、そしてそれらの値が対にされ（１０６）、そして評価される（１０８）。その対が通
常の仕方で基準を満足する場合には（１１０）、合意金額が通信される（１１２）。これ
は、上述した基本的なシステムオペレーションである。しかしながら、通常のラウンドが
合意を生じず、そして全ての通常ラウンドが尽きた場合には、システムは、交渉のための
パワーラウンドが使用できるかどうか調べるべくチェックを行う（１１６）。もしそうで
なければ、トランザクションは、合意に達しない（１１８）。パワーラウンドが使用でき
る場合には、システムは、この特定の交渉についてパワーラウンドがイネーブルされるか
どうかチェックする（１２０）。必要ではないが、これは、例えば、１つ以上のエンティ
ティがパワーラウンドを「買う」ことを望むかどうか尋ねる柔軟性をシステムに許し、基
準の変更、又は必要と考えられる他の変更や特徴を促すファシリテータの介在を呼び出す
（もし利用できれば）。例えば、エンティティがそれを買う意志がないか、又は交渉中の
エンティティが基準に基づいて合意できないために、パワーラウンドがイネーブルされな
い場合には（１２２）、トランザクションは、完了しない（１２４）。パワーラウンドが
イネーブルされた場合には、システムは、パワーラウンド基準を使用して１つ以上の対の
値のパワーラウンド評価を行うか（１２６）、又は当事者により合意されたパワーラウン
ドガイドラインを使用してそれを行う。通常のラウンドと同様に、パワーラウンドが失敗
した場合には、トランザクションは合意に達しない（１２８）。パワーラウンド基準を満
足する場合には、トランザクションが完了となる。特定の実施に基づき、交渉中の値は、
調整を受けてもよい。この場合に、システムは、任意であるが、調整を行うべきかどうか
（１３０）、そしてそれがどれほどであるか（１３２）更に判断する。次いで、システム
は、上述した同じ一般的な仕方で合意メッセージを通信する（１３４）。
【０１９８】
　１つの例示的なパワーラウンドにおいて、３ラウンド限界に従い、１人の当事者、通常
、売り手は、相対する当事者の最後の値（この例では、第３の値）に関連して第４値分析
を提示するように促される。この構成では、システムは、パワーラウンドが完了するまで
、最後の通常ラウンドからの少なくとも相対する当事者の最後の値を、破棄するのではな
く、保持する。売り手の第４の提示は、次いで、指定の基準を使用して第３ラウンドに使
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用された相対する当事者の値で分析される。特定のシステムに基づき、第１乃至第３ラウ
ンドに使用される基準を依然使用することもできるし、又は新たな基準を適用することも
できる。例えば、第１乃至第３ラウンドに適用される基準が指定のパーセンテージである
場合には、システムは、例えば、パーセンテージの差から固定和の差へ切り換え、パーセ
ンテージの差を広げ、和の差を増加し、或いは当事者により合意された他の予め選択され
た基準を適用することにより、異なる基準を利用することができ、通常のラウンドにおけ
る基準に相対してパワーラウンドに許され又は適用される特定の基準は、実施形態で選択
される。
【０１９９】
　いずれにせよ、パワーラウンド基準が満足される場合には、トランザクションが完了と
なる。もしそうでなければ、トランザクションは合意に達しない。任意のパワーラウンド
であっても、合意に達するか又は達しないと、まだ削除されていない全てのラウンドから
の全てのオファー及びカウンターオファーが破棄される。
【０２００】
　パワーラウンドの別の例は、１人の当事者が多数の付加的な値（オファー又はカウンタ
ーオファー）を提示することを許し、これらは、各々、合意に達するか又は当事者があき
らめるまで、相対する当事者により提示された最後の値に対して適用される。
【０２０１】
　パワーラウンドの別の例は、最終ラウンドに対する合意基準を変更することである。例
えば、５ラウンドシナリオでは、最初の４つのラウンドが共通の基準を使用して処理され
るが、第５のラウンドについては、新たな又は変更された基準が適用される。例えば、当
事者は、第５ラウンドが要求された場合に、システムが、パーセンテージ差を２%広げ、
実際の差をアップ方向に$１０００増加し、或いは式に対するある指定の調整をある所定
の金額で適用するのを許すことに合意してもよい。次いで、第５ラウンドは、それ以前の
４つと同様に処理される。
【０２０２】
　別のパワーラウンド変形例では、全てのラウンドが通常の仕方で進行し、そして結果が
合意でない場合には、１つ以上のそれ以前のラウンドが、基準に対する新たな合意のもと
で順次に再実行される。このパワーラウンド変形例は、トランザクション合意基準が満足
されるか、又はパワーラウンドが完了してもまだ合意を生じなくなるまで、全ての値を保
持することを要求する。
【０２０３】
　更に別の変形例では、各ラウンドが再実行されるが、基準は増分的に変更される。例え
ば、当事者がパーセンテージを３%広げることに合意する場合に、各ラウンドは、最初に
１%広げ、次いで、２%広げ、等々の状態で再実行することができる。任意のポイントにお
いて、適用される基準を満足する場合には、合意に到達する。同様に、$６０００広げる
ことは、ラウンド当たり実際に$６０００広げることにより一度に全部実施することもで
きるし、或いは例えば、第１乃至第４ラウンドの各々において＄６０００、＄４０００、
$２０００及び$１０００のステップで、又は３ラウンド交渉において＄２０００、$４０
００及び$６０００のステップで金額を順次に変更することで実施することもできる。
【０２０４】
　更に別のパワーラウンド変形例は、同様の作用に対して単純に実施できることが意図さ
れ、重要なポイントは、通常のラウンドに比して既知であるがおそらく異なるパラメータ
を使用して、合意のためのある付加的な機会を設けることである。
【０２０５】
　更に別の実施詳細として、パワーラウンドについて返却にある「コスト」を課すること
を希望することがある。例えば、ある当事者がパワーラウンドにおいて効果を得る場合に
、その当事者は、最終合意に対して課税されることになる既に公表された調整に対して合
意することが要求される。換言すれば、この変形において、当事者は、パワーラウンドを
規定のコストで「買う」ことができる。例えば、通常の支払金額が、合意を引き起こした
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２つの値の中間に基づくものである場合に、パワーラウンド交渉支払計算は、売り手に対
して中間値未満、或いはスポンサー又は買い手に対して中間値より大きい調整を含んでも
よい。換言すれば、合意が$５００００のオファーと$５５０００のカウンターオファーと
によって引き起こされたと仮定する。通常の支払金額が中間値であるラウンドでは、通常
の支払金額が$５２５００と計算される。パワーラウンドでは、支払は、売り手に対して$
５１２５０に過ぎない。というのは、売り手は、$１２５０の固定値調整、又はパワーラ
ウンドを買うためにオファーと中間値との差の５０%の計算調整に合意しているからであ
る。同様に、売り手ではなく相対する当事者がパワーラウンドを買った場合には、支払が
＄５３７５０となる。
【０２０６】
　明らかなように、多数の形式の調整を行うことができるが、重要なポイントは、パワー
ラウンドを買う当事者の側に見返り(quid-pro-quo)があることである。別の言い方をすれ
ば、この形式のパワーラウンドは、質問「受け容れられる合意に到達する別のチャンスを
得るために＜ある金額＞で提出するか？(Would you give in by <some quantity> to hav
e another chance to reach an acceptable agreement?)」を課する。
【０２０７】
　ここで、別の構成は、ファシリテータの使用を結合してパワーラウンドの使用を促すか
、又はパワーラウンドに対してファシリテータのみを使用できることも更に明らかである
。１つのシナリオにおいて、ファシリテータは、一連の不成功のラウンドの後にパワーラ
ウンドを示唆する者でよい。別の例では、ファシリテータは、特定の変更を示唆せずに、
パワーラウンドに対する基準の変更を示唆してもよい。これは、いずれの当事者も、それ
らの相対する当事者の提案に関する推測へと招くことなく、合意に対する大きな可能性を
許す。従って、ファシリテータによる介在は、システムの中立性に影響しない。更に別の
例では、ファシリテータは、パワーラウンドが「買われる」ときに直ちに介在して、例え
ば、以前の合意からの作表データから導出されたステートメントを与えることができる。
【０２０８】
　例えば、売り手は、交渉支払において$３００の減少で返却におけるパワーラウンドを
買う。このパワーラウンドでは、最後のラウンドからのオファーが新たなカウンターオフ
ァーに対して比較される。最後のオファーは$１００００であり、最後のカウンターオフ
ァーは$１１８００であり、従って、その差は$１８００である。合意に達するために、オ
ファー及びカウンターオファーは、$１２００以内でなければならない。ファシリテータ
は、作表されたデータから導出された事実のステートメントと共に介在する：「あなたに
対する同様のトランザクションの７５%以上がこの管轄において$８５００乃至$１１００
０で完了している」、又は「あなたの最後のオファー／カウンターオファーは、あなたの
管轄における同様のトランザクションに対する平均合意支払から１５%以上離れている」
。これらプロンプトの１つを受け取ると、売り手は、カウンターオファーを＄１１０００
に下げ、トランザクションが合意に達する。この例では、支払は、通常、基準を満足する
オファー及びカウンターオファーの中間値として計算される。$１００００のオファー及
び$１１０００のカウンターオファーから合意が生じるので、その中間値は、＄１０５０
０である。しかしながら、$３００の減少について売り手により買われたパワーラウンド
から合意が生じるので、交渉支払は、$３００だけ減少されて$１０２００となる。
【０２０９】
　基本的な構成において、合意基準がラウンド間で異なってもよいが、ある場合には、カ
ウンターオファー又はオファーの金額に基づいて適用基準を変更する必須階層構造を強制
することが望まれる。
【０２１０】
　例えば、システムは、$１００００より低いカウンターオファー又はオファーについて
、合意基準が３０%又は$２５００の一方又は両方であるように設定することができる。オ
ファー又はカウンターオファーのいずれかが$１００００以上である場合には、基準が３
０%又は$５０００へ変化する。オファー又はカウンターオファーのいずれかが$２５００
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０に等しいかそれを越える場合には、基準が３５%又は$８０００の一方又は両方に変更さ
れてもよい。もちろん、特定のカットオフポイント、基準を適用する範囲、又はその範囲
内で使用される特定のパーセンテージ及び／又は差の金額は、システムごとに、又は交渉
トランザクションごとに異なってもよい。更に、ある場合には、１人以上の当事者が、上
記の１つ以上について詳細を指定するのを許すことが望ましい。
【０２１１】
　実施に基づき、特定のカウンターオファーを１つの範囲内で下げ、そしてオファーを別
の範囲内で下げることができる。このトランザクションにおいて、ａ）最大エクスポージ
ャーと最小利得との間の差が最も広い基準を満足するか、又はｂ）オファーとカウンター
オファーとの間の実際の差が最も広い基準を満足することを要求するのが好ましい。或い
は又、エクスポージャー／利得・対・オファー／カウンターオファーの使用を優先させる
か、ある基準を別の基準より優先させるか、或いは両基準を満足させる必要があること、
を使用することができる。
【０２１２】
　ある場合、特に、合意金額が中間値であるように計算されるときには、階層構成を使用
する結果として、合意金額は、最大エクスポージャーより高くなるか、又は使用する他の
オプションに基づいて、最大利得より低くなる。
【０２１３】
　このようなシナリオの一例をテーブル２に示す。
　　　　　　　テーブル２
　提示　 　　　基準　　　　　　細目
　$10000　　　“Ａ”　　　　　３０%又は$2500
　$10000　　　“Ｂ”　　　　　３０%又は$4000
　$85000　　　“Ｃ”　　　　　３５%又は$10000

　ラウンド　　オファー　　相手　　　基準　　エクスポー　　　結果
　　　　　　　　　　　　　オファー　　　　　ジャー／利得　　　　
　　１　　　　$6000　　　　　　　　 Ａ　　　 $6900        合意なし
　　　　　　　　　　　　　$13000　　Ｂ　　　$11050　　　　合意なし
　　２　　　　$8000　　　　　　　　 Ａ　　　 $9200　　　　　合意
　　　　　　　　　　　　　$12000　　Ｂ　　　$10200　　　　　合意
【０２１４】
　上記シナリオでは、両ラウンドにおいて両オファーに基準Ａが適用される。というのは
、それらが$１００００を越えないからである。同様に、両ラウンドにおいてカウンター
オファーに基準Ｂが適用される。というのは、それらが両方とも$１００００を越えるか
らである。ラウンド１では、合意が生じない。というのは、実際のオファー及びカウンタ
ーオファーも、エクスポージャー／利得も、指定の基準を満足しないからである。
【０２１５】
　ラウンド２では、差$４０００の基準がオファー及びカウンターオファーにより満足さ
れ、且つＡ及びＢの両基準がエクスポージャー／利得差により満足されるので、合意に達
している。
【０２１６】
　エクスポージャー／利得は、支払われる最大値又は受け取られる最小値を支配するので
、$８０００オファー及び＄１２０００カウンターオファーの中間値を使用すると、$１０
０００の支払となる。しかしながら、$８０００オファーに基づく最大エクスポージャー
は$９２００であるから、支払金額は、中間値ではなくそのエクスポージャーに等しくセ
ットされる。逆のトランザクションでは、支払金額は、最小利得以上となる。
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【０２１７】
　階層構成をもつ更に別の態様として、最大エクスポージャーと最小利得とが等しい場合
には、その条件を、更に別の又はそれに代わる合意基準として使用することができる。実
施に基づいて、最小利得金額と最大エクスポージャーとの間の一致は、自動的に合意を引
き起こすと共に他の指定の基準をオーバーライドするように、セットすることができる。
エクスポージャーと利得との一致のトランザクションでは、その値が支払金額計算もオー
バーライドする。
【０２１８】
　ここに述べるように、スポンサー及び代理店は、ある規則性で交渉のためのトランザク
ションを提示することを期待する場合には、交渉システムのプロバイダーとの口座を維持
することができる。しかしながら、代理店は、交渉トランザクションに対する高いコミッ
ションと、料金、費用及び／又は支出とを取り得ることが良く知られている。好都合なこ
とに、システムは、例えば、インターネット又は電話を経てオンラインで非代理店に直接
アクセスできるので、それら自身の代理店として働く個人から生じ得る通常のリスクや問
題を伴わずに、交渉を個人的に直接利用することができる。その結果、売り手及び相対す
る当事者は、次の方法の１つ以上において各々利益を得ることができる。
【０２１９】
　第１の例において自動交渉のためのトランザクションの入力を直接開始する売り手から
特に生じ得る４つの潜在的な売り手利益がある。第１に、システムは、個性又は販売戦術
を取り扱わず、実利的なことしか取り扱わないので、買い手は、受け容れられる合意を得
るために、洗練されたり、販売戦略の知識があったり、又は有能なネゴシエーターである
必要はない。第２に、買い手は、コミッション又は他のコストを受けないが、良好な誠実
さの証として、及び偽善的トランザクションの提示を思いとどまらせるために、ある程度
の「参加料金」が課せられることがある。オンライン実施の見地を保持するために、参加
料金は、おそらく、直接参加する当事者により提示されたクレジットカード番号に課金さ
れる。それとは別に又はそれに加えて、参加料金は、合意に達した場合、例えば、スポン
サーが固定料金の支払に合意した場合、システムを使用してトランザクションがネゴシエ
ーションされた場合、或いはシステムを使用して合意に達した場合に、返却することがで
きる。第３に、トランザクションは、従来の交渉ルートを通るトランザクションより相当
に迅速に解決することができる。というのは、買い手が、指定金額以上で合意に達するよ
うに代理店を許可するのではなく、カウンターオファーを与えるので交渉に対してより大
きな制御権をもつからである。最終的に、ある例において、売り手は、それらのトランザ
クションの潜在的な価値を知らなくてもよく、従って、買い手が従来の交渉チャンネルを
通して支払うより充分に低くて合意に至るカウンターオファーを提示することができる。
【０２２０】
　又、売り手が所与のトランザクションに対して自動交渉プロセスを開始するときに少な
くとも４つの潜在的な利益が得られる。第１に、買い手と同様に、システムは、個性又は
販売戦術を取り扱わず、実利的なことしか取り扱わないので、売り手は、受け容れられる
合意を得るために、洗練されたり、販売戦略の知識があったり、又は有能なネゴシエータ
ーである必要はない。第２に、ある例において、買い手も、それらのトランザクションの
潜在的な価値を知らなくてもよく、従って、売り手が従来の交渉チャンネルを通して受け
取り得るより充分に高くて合意に至るカウンターオファーを提示することができる。更に
、売り手は、代理店を通してではなく、システムに直接参加することができ、迅速に合意
する見通しが高まる。というのは、大規模なトランザクションの利益のために小規模なト
ランザクションに対して代理店が無頓着であるか又はそれを停滞させることによる遅延が
排除されるからである。最終的に、以下に詳細に述べるように、システムを使用する結果
として、売り手は、それらの支払を迅速に及び／又はより便利に受け取ることができる。
【０２２１】
　当事者は、従来の印刷、ラジオ及びテレビメディア、口コミ、ウェブサイトのリンク、
ポータル又はウェブベース会社とのパートナーシップを使用し、及び／又は親和性プログ
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ラム構成によるシステムに引き付けられる。
【０２２２】
　例えば、航空会社は、システムに直接参加する買い手に対してチケットのディスカウン
トの形態の刺激を与えてもよい。或いは又、親和性プログラムは、航空会社又はクレジッ
トカード会社のようなエンティティと共に、合意に達した場合に、売り手が、航空機頻繁
利用者マイレージ(frequent flyer mileage)、又は合意の金額に対するデビットカードを
受け取るように構成できる。例えば、旅行、投資、銀行、自動車、出版、家屋、又は大規
模なチケットアイテムビジネスのエンティティとで、他の適当なパートナーシップ及び親
和性構成を設定することもできる。特定の環境に基づいて、交渉システムプロバイダーと
親和性プログラムパートナーとの間の支払を含んでもよい。
【０２２３】
　別の任意の変形例は、自動交渉のためのトランザクションの入力を開始するために当事
者に更に別の刺激を与える。この変形例では、トランザクションの最初の入力が直接コン
タクトの結果である場合に、トランザクションを提示する当事者は、開始者として識別さ
れる。システムは、そのことを、合意に達した場合に後で使用するために、ログする。ラ
ウンドは、使用する特定の実施に基づいて進行する。しかしながら、特定のラウンドにお
いて合意に達した場合には、通常の式に基づいて合意金額を計算するのではなく、開始者
にとって好都合の異なる式を使用したトランザクション交渉支払が使用されるか、或いは
又、「開始者」がいないときに通常使用される通常支払金額に対してウインドフォール金
額調整がなされる。「開始者」がいない場合とは、例えば、システムとの口座を有する代
理店によりトランザクションが最初に提示されるときである。
【０２２４】
　実施に基づき、合意に達した場合に、合意後のデフォールトのリスクが少なくなるよう
に、買い手に「エスクロー」として進行することを要求することが望まれてもよい。小さ
な事柄に対してこれを達成できる１つの方法は、チャージ／クレジット又はデビットカー
ドに指定のエスクロー金額のチャージを課することである。この目的を果たす別の方法は
、個人が保持する口座から、この目的に対して明確に維持されたエスクロー口座に資金を
移動するように個人に要求することである。
【０２２５】
　エスクローに必要な金額を合理的に評価するために、システムは、合意に達している同
様のトランザクションを識別するために与えられたトランザクション情報を利用でき、そ
してこの情報を用いて、合意に達した場合にそれを満足するに充分な必要なエスクロー金
額の推定値を計算することができる。又、システムは、到達した合意指数がエスクローよ
り小さい場合に超過額を買い手のクレジットカード又は口座に振り込みして戻すように設
定されるのが好ましい。
【０２２６】
　例えば、骨董品を売ろうとしている売り手は、自動トランザクション交渉に関する顧客
向けウェブサイトの記事を見る。これで、売り手は、自動交渉システムへのインターネッ
トインターフェイスとして働く識別されたウェブサイトへ進む。売り手は、システムへト
ランザクションを提示し、そして$７５の参加料金が課せられる。売り手は、システムに
直接コンタクトし、そして相対する当事者の代理店がこの特定のトランザクションをシス
テムへ以前に提示していないので、売り手は、システムにおいて開始者としてフラグが立
てられる。ある時間の後に、保険業者が、そのトランザクションのためにシステムを使用
することに合意する。当事者は、多数のラウンド及び合意基準に合意し、それらの各値を
提示し、そして第２ラウンドにおける分析の結果としてトランザクションが合意に達する
。システムは、通常の支払金額が相対する当事者により提示された値の中間値となるよう
に設定される。しかしながら、計算機能の一部分として、システムは、開始者フラグが売
り手に対してセットされていることを識別する。その結果、支払は、売り手にウインドフ
ォール利益を与えるように異なったやり方で計算される。例えば、売り手は、オファー金
額、新たな式により指定された金額、中間金額を越えるあるパーセント、固定金額のボー
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ナスを受け取るか、或いは特定の式においてオファー又はカウンターオファーの小さい方
に代わって中間値が使用されて、売り手が通常のトランザクションで得るものより高い支
払を売り手に与えることができる。
【０２２７】
　同様に、トランザクションに対する２人の当事者が両方とも個人であり、且つ相対する
当事者が開始者である場合には、「ウインドフォール」が通常の支払額に対して減額され
た支払額の形態となる。
【０２２８】
　更に別の実施形態において、「ウインドフォール」は、開始者がいて且つカウンターオ
ファー及びオファーが互いにクロス又はパスする場合、即ち１つのラウンドにおいてオフ
ァーがカウンターオファーより小さく、そして次のラウンドにおいてオファーがカウンタ
ーオファーより大きい場合だけ、呼び出される。このような状況では、最も簡単なウイン
ドフォール利益は、開始者売り手への交渉支払を、計算された通常支払額金額ではなく、
全オファー金額に等しくセットすることである。逆に、開始者相対当事者に対する最も簡
単なウインドフォールは、それらが行う支払をカウンターオファーに等しくセットするこ
とである。
【０２２９】
　特定のウインドフォール調整は、使用する特定実施形態に依存することが認識される。
従って、重要なことは、特定の当事者が開始者であるかどうかそして合意に達するときに
開始者に対して生じ得る何らかの利益があるかどうかをシステムが追跡することである。
【０２３０】
　システムのオンライン特性から一部分生じる更に別の効果は、合意に達したときに、売
り手に即座に支払を自動的に与えるか、又は交渉支払又は値の即座の転送を開始する能力
である。図７のシステムは、売り手への支払を自動的に実施するためのインターフェイス
７２を含む簡単化されたシステム変形例である。例えば、インターフェイス７２は、合意
に達して、売り手が登録されたカードホルダーである場合に、売り手のクレジット／デビ
ット／チャージ／エンターテイメントカードが合意金額で自動的に振込みされるような支
払カード口座システムでよい。同様に、売り手が、スマートカード、記憶値カード、オン
ライン振込み可能な財布又はモジュール、或いは受取人が自動的に（そして好ましくは直
接的に）転送を受け取るための他のオンラインアクセス可能な方法を有する場合には、シ
ステムは、合意金額でそれを自動的に振込みするように構成されてもよい。値をオンライ
ンで転送又は受信するために知られた多数の方法、及びこれを行うための新たな方法の成
長率が与えられると、基本的な原理は、値を自動的に与え又は転送することであり、これ
を行うのに使用する特定の代用紙幣、プロトコル又はデバイスではないことが明らかであ
ろう。
【０２３１】
　或いは又、売り手は、資金の電信転送を自動的に行うことのできる口座番号をシステム
に与えてもよい。
　ある例では、インターフェイスは、単に、転送を行うべきであることを当局に通知する
ために当局と通信するための予め構成されたビヒクルである。このように、システムが合
意を非金銭的物納又は転送に変換し得るように適当な構成にすることができる。例えば、
航空機頻繁利用者プログラム、又は「ポイント」を与える他のプログラムを伴う構成によ
り、合意を適当なマイル数又はポイントに変換することができる。或いは又、合意は、エ
スクロー代理店に預けた株、債券、商品、貴金属、宝石等の転送を自動的に開始できる非
金銭的合意指数を含んでもよい。このようなトランザクションにおいて、相対する当事者
により与えられる値は、それらが提示する最も高いオファーに少なくとも等しくなければ
ならない。合意の場合に、適当な金額が合意指数として計算され、そして売り手へ自動的
に転送される。例えば、株のトランザクションでは、株券が売り手の名前で自動的に登録
される。貴金属のトランザクションでは、口座が売り手の名前で自動的に開かれ、そして
適当な金額がその口座に自動的に振り込まれる。ここでの説明と一貫して、自動交渉は、
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他の物納状態に適用するように簡単に拡張できることが認識される。
【０２３２】
　又、例えば、トランザクションが不動産に対するもので、支払が一方の当事者から他方
の当事者への不動産の権利の移転によりなされる場合には、合意に応答して、何らかの権
利又は所有権の自動的な移転が開始されるように、システムを実施することも望まれる。
このようなトランザクションでは、移転を許可する適当なドキュメントが実行されるが、
ファイルされない。合意に達した場合に、システムは、適当なエンティティに自動的に通
知し、そして売り手の関与を最小として移転を実施するのに必要なドキュメントを与える
。
【０２３３】
　更に別の変形は、合意金額において年金又は完全払い済保険証券のようなある保険商品
の発行を開始することができる。
　売り手がシステムに直接参加するのを許すシステムに対して考えられる１つの欠点は、
たとえ合意に達しても、合意をまとめるために代理店又は代理人の関与が必要になるとい
う売り手の潜在的な不安である。好都合なことに、システムは、この問題に対処するよう
に任意に構成することができる。特に、システムは、合意に達したときに合意ドキュメン
トを自動的に発生するように構成できる。上述したように、当事者がシステムに参加した
ときに、当事者の１人以上がトランザクション特有の情報を与える。システムは、トラン
ザクションに適した合意ドキュメントを発生するのに使用できる多数のテンプレートを含
む。例えば、トランザクションについて与えられた適当な情報を抽出し、そしてそれをテ
ンプレートに合体することにより、合意及び／又は解除を発生することができる。同様に
、法廷で現在係争中であるトランザクションに対して充分な情報が与えられる場合には、
システムは、適当なテンプレートを使用して、特定管轄の要件に基づき損害を伴う却下の
条項及び／又はオーダーを発生することができる。発生時に、このドキュメントは、これ
をプリントして直ちに実行するフォーム、或いはローカルルール又は習慣に合致するよう
に更なる追加及び／又は変更を行うのを許すテキストフォーマットにおいて、アクセスす
ることができる。最も広い意味では、オンラインドキュメント特徴は、自動事務係が適当
なリーガルフォームのために地方の文房具店へ出かけて適当な情報をタイプ入力すること
にたとえることができる。或いは又、特定の管轄は、与えられるドキュメントのフォーム
及び形式を制限してもよい。その結果、システムは、その管轄内でこのような制限及び制
約を考慮し、そしてその点について全ての適当な警告文を与えるように構成されるのが好
ましい。
【０２３４】
　多当事者集合オプション
　多当事者交渉は、上述した２当事者交渉のグループとして直接取り扱うことができる。
しかしながら、あるトランザクションにおいて、特に、トランザクションが、トランザク
ションのためのエンティティのグループに対して単一のエンティティを伴うときには、グ
ループの個人のオファー又はカウンターオファーの集合が、処理を簡単にすることができ
る。
【０２３５】
　特定のシステムに基づき、若干の又は全ての当事者を完全に又は部分的に目隠しし得る
。例えば、売り手が、３つの別々の当事者（集合的に「グループ」）に対するトランザク
ションを有する場合に、そのグループは、システムが依然として各々からの個々の提示を
受け容れるようにリンクすることができる。しかしながら、グループの各メンバーからの
個々の提示は、それが受け取られたときに、グループの他のメンバーの対応する提示に加
えられ、集合値の１つ以上のセットを形成する。システムは「完全に盲」である。という
のは、グループの個々のメンバーに、集合化が行われることが通知されないからである。
集合値は、システムにおいて、単一のエンティティにより提示されたオファー又はカウン
ターオファーであるかのように使用される。このシステムでは、トランザクションに対し
て共通の相対当事者を共有する異なるエンティティからの個々の値を加算する「集合値」
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モジュールを生成することができる。システムは、集合値を、上述した相対するオファー
又はカウンターオファーに対して比較する。換言すれば、集合されると、交渉は、２当事
者の交渉であるかのように進めることができる。というのは、その点におけるシステムの
観点から、そのようになるからである。
【０２３６】
　２当事者の交渉と同様に、グループの全メンバーにより提示された値は、他の相対する
当事者に公表されない。同様に、システムは、相対する当事者の提示をグループのいずれ
のメンバーにも公表しない。特定のシステムコンフィギュレーションに基づき、グループ
の個々のメンバーからの提示は、グループの他のメンバーに公表されない。
【０２３７】
　完全に盲集合構成のトランザクションにおいて、個々の提示は、その提示を行う当事者
以外誰にも開示されない。
　完全盲交渉の一例をテーブル３に示す。
　テーブル３
　（集合）オファーが完全盲状態でカウンターオファーの少なくとも７５%である場合に
合意に達する（即ち、オファーを知らない当事者１、２&３及び売り手が組み合わされた
）。
　例１：
　　　　　　　　ラウンド１
買い手　　　　　　　　　　　　　　　売り手
当事者１　　オファー$10,000
当事者２　　オファー$15,000
当事者３　　オファー$35,000
　　　　　　 合計　 $60,000　　　　カウンターオファー＝$65,000
　　　　　　 トランザクションは、$62,500で
　　　　　　 合意に達する
当事者１は、$10,416.67(10,000/62,500x$62,500)に寄与する
当事者２は、$15,625.00(15,000/62,500x$62,500)に寄与する
当事者３は、$36,458.33(35,000/62,500x$62,500)に寄与する
【０２３８】
　例２：
　　　　　　　　ラウンド１
買い手　　　　　　　　　　　　　　　売り手
　　　　　　　　　　　　　　　　　　当事者１　カウンターオファー　$25,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　当事者２　カウンターオファー　$18,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　当事者３　カウンターオファー　$35,000
オファー＝$70,000　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　　　　　　$78,000
　　トランザクションは、$74,000で合意に達する
当事者１は、$23,718を受け取る
当事者２は、$17,077を受け取る
当事者３は、$33,205を受け取る
【０２３９】
　部分的な盲構成は、互いの提示へのグループアクセスを許す。１人の個人がグループの
別の個人の提示に基づき提示をエスカレートするのを防止するために、全ての個々の値が
提示されそしてそれらの値が撤回又は変更に対してロックされた後に、個人がグループ内
の他の個人の提示にアクセスすることしか許さないのが望ましい。
【０２４０】
　この形式の部分的盲交渉の一例がテーブル４に示されている。
　テーブル４
　オファー及びカウンターオファーが部分的盲状態で$２５００未満の相違である場合に
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合意に達する（即ち、当事者１、２&３が全提示の後に互いのオファーを知っている）。
　　　　　　　　ラウンド１
買い手　　　　　　　　　　　　　　　売り手
当事者１　　オファー$ 5,000
当事者２　　オファー$12,000
当事者３　　オファー$ 9,000
当事者４　　オファー$11,500
　　　　　　合計　　$37,500　　　　カウンターオファー＝$50,000
　　　　　　合意なし
【０２４１】
　　　　　　　　ラウンド２
買い手　　　　　　　　　　　　　　　売り手
当事者１　　オファー$10,000
当事者２　　オファー$15,000
当事者３　　オファー$10,000
当事者４　　オファー$13,500
　　　　　　合計　　$48,500　　　　カウンターオファー＝$45,000
　　　　　　トランザクションは、カウンターオファー金額$45,000で
　　　　　　合意に達する
　　　　　　当事者１は、$9,278.35に寄与する
　　　　　　当事者２は、$13,917.53に寄与する
　　　　　　当事者３は、$9,278.35に寄与する
　　　　　　当事者４は、$12,525.77に寄与する
【０２４２】
　別の部分的盲構成は、グループが集合的提示に対して完全に協力するのを許す。このト
ランザクションでは、相対する当事者に、当事者１、当事者２等に代わってオファー又は
カウンターオファーが提示されることが通知される。相対する当事者は、次いで、受け容
れ又は断るオプションを有する。相対する当事者が受け容れを行い、そして合意に達する
場合には、グループの全ての当事者及びそれらの相対する当事者に対してトランザクショ
ンが完了となる。
【０２４３】
　この形式の多当事者交渉の一例がテーブル５に示されている。
　テーブル５
　（集合）オファーが部分的盲状態でカウンターオファーの少なくとも７５%である場合
に合意に達する（即ち、当事者Ａ、Ｂ＆Ｄが集合的にオファーを単一の値として提示し、
そして売り手に次のことが通知される。即ち、「あなたは、エンティティＡ、Ｂ、Ｃ＆Ｄ
に対するトランザクションを有する。オファーは、エンティティＡ、Ｂ＆Ｄに代わってエ
ンティティＡにより提示される。エンティティＣは、参加を断り、合意に達した場合に、
あなたは、エンティティＣに対してあなたのトランザクションを独立して続行することが
できる。」
　ラウンド　　　集合オファー　　売り手の　　　　　　　　結果
　　　　　　　　　　　　　　　　カウンターオファー　　　　　
　　１　　　　　　$100,000　　　　$295,000　　　　　　　合意なし
　　２　　　　　　$110,000　　　　$230,000　　　　　　　合意なし
　　３　　　　　　$120,000　　　　$160,000　　　　　　　$140,000で合意に至る
　　４　　　　　　$128,000　　　　$140,000
【０２４４】
　エンティティＡ、Ｂ及びＤは、次いで、それらの間で配当を算出し、システムが各々の
未払いの額を計算するように配当を指定し、或いは全参加者の間に金額を等しく割り当て
る。
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【０２４５】
　更に別の変形例では、グループを作り上げる当事者のリストが与えられると、相対する
当事者は、そのグループとのネゴシエーションは断るが、それらがネゴシエーションする
そのグループ内の何人かのメンバーをグループとして指定するオプションを有する。この
ようにして、売り手は、１人以上の特定の買い手を「選出」してそれらと個々に交渉を試
みる能力を得、そして買い手は、１人以上の売り手を選出して、１人以上の個人、例えば
、失敗の経歴をもつ者が、アイテムに対して交渉を行うのを防止する。
【０２４６】
　又、集合は、トランザクションの両側で独立して実行されてもよい。従って、グループ
は、別のグループのカウンターオファーに対して比較するためにオファーを提示すること
ができる。特定の実施に基づき、トランザクションの片側の集合構成は、トランザクショ
ンの他側で行われる集合と同じでなくてもよい。換言すれば、オファーは、完全な盲構成
集合されるカウンターオファーと比較するために部分的盲状態で提示されてもよい。
【０２４７】
　いずれのトランザクションにおいても、合意に達して、提示が集合されたグループがト
ランザクションについて支払する場合に、その支払は、案分(pro-rata)比例配分であるの
が好ましい。或いは又、ある実施形態では、グループのメンバーは、案分ベース以外の支
払割り当てを指定することができる。
【０２４８】
　グループが、支払を受け取る個々の当事者で形成される場合には、特定のシステムに基
づき、当事者は、各々、ある中間値ではなく、それらの各々のカウンターオファーを受け
取る。或いは又、売り手への支払のより複雑な配分又は割り当てを実行する付加的なモジ
ュールを生成することもできる。
【０２４９】
　付加的なオプション
　インターネットは、グローバルにアクセス可能な媒体であるので、特定の実施形態は、
たとえオファーが１つの通貨で提示されそしてカウンターオファーが別の通貨で提示され
ても、相対する当事者が比較のためにオファー又はカウンターオファーをそれらのローカ
ル通貨で提示するのを許すように生成された「ＣｏｎｖｅｒｔＥｑｕａｔｅＬｏｃａｌＣ
ｕｒｒｅｎｃｙ」モジュールを含んでもよい。このように、各当事者は、彼らに快適な通
貨を取り扱い、交渉を、更にユーザに馴染み易く行うことができる。異種の通貨を使用し
て、オファー及びカウンターオファーを分析する場合には、システムは、指定の全通貨を
、比較のためにオファー及びカウンターオファーと同じであってもなくてもよい共通の通
貨に変換する。例えば、オファーが日本円で提示され、そしてカウンターオファーがイタ
リアのリラで提示された場合には、システムは、特定の実施形態に基づいて、円、リラ、
又は第３の通貨、例えば、米国ドル、ユーロー、又はタイのバーツを使用してもよい。
【０２５０】
　同様に、合意に達した場合に、売り手が、その相対する当事者がオファーを提示するた
めに使用した通貨に関わりなく、選択した通貨で支払できるように、通貨交換エンティテ
ィを伴うように構成してもよい。例えば、オファー又はカウンターオファーを米国ドルで
提示するギリシャ国民は、アテネの銀行口座にドラクマで振り込むことによる自動支払を
指定してもよい。
【０２５１】
　他の任意の特徴は、当事者により提示された特定のガイドラインに基づいて合意金額か
ら構造化支払を計算する「ＳｔｒｕｃｔｕｒｅＰａｙｍｅｎｔ」モジュールを含む。この
ように、浪費家の売り手は、支払が一時払いとして行われず、むしろ、時間と共に増分的
に行われることを指定することで、それら自身を保護することができる。前記支払オプシ
ョンの１つと結び付けて、合意は、記憶値モジュール、クレジットカード、銀行又は仲買
口座への毎月の転送、保険証券に対する四半期支払、又はシステムプロバイダーがアレン
ジできる他の構成を効果的に実施できる。



(55) JP 4943154 B2 2012.5.30

10

20

30

【０２５２】
　他の任意の特徴は、異なる形式の通信リンク（例えば、光ケーブル又はワイヤレス接続
）、分散型データベース、状態マシン、セキュア及び非セキュアなサーバーの組合せ、分
散型処理の使用を含み、或いはハードウェア対ソフトウェア及びそれとは逆にインジケー
タ又は特定のファンクションのような幾つかのオプションを実施することを含む。同様に
、これらの原理は、ここに述べたものに代わって又はそれに加えて、テープ、ソリッドス
テート、光学、磁気－光学等の異なる形式の記憶装置を使用して実施されてもよい。
【０２５３】
　以上の説明は、例示的実施形態の代表に過ぎないことを理解されたい。読者の便宜上、
上記説明は、考えられる全ての実施形態の代表例、即ち本発明の原理を教示する実施例に
焦点を合わせたものであった。この説明は、考えられる全ての変形例又はその組合せを余
すところなく列挙するように意図されていない。これら実施形態は、本発明の特定の部分
に対して与えられたものでもなく、又はここに述べない更に別の実施形態を一部分につい
て使用でき、これら実施形態を否認することは考えられない。当業者であれば、ここに述
べない実施形態の多くは、本発明の原理の応用の相違ではなく、技術の相違を含むことが
明らかであろう。ここでの説明に基づき、本発明のほとんどの原理は、実施のための他の
特定の技術へ移管できることが理解されよう。これは、特に、技術の相違が、異なる特有
のハードウェア及び／又はソフトウェアを伴うときのトランザクションである。従って、
本発明は、特許請求の範囲及びその等効物に満たないものに限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０２５４】
【図１】本発明を実施するのに使用できるコンピュータ化システムの概要を示す図である
。
【図２】トランザクションに含まれる当事者が図１のコンピュータ化システムといかに対
話するかを示すブロック図である。
【図３】一実施形態においてトランザクションに含まれる個人にシステムの使用をいかに
促すか例示するブロック図である。
【図４】インターネットを経て本発明のシステムを動作するための好ましい方法に基づく
ユーザの観点からのプログラムの流れを示す図である。
【図５】ファシリテータを含むコンピュータ化システムの概要を示す図である。
【図６】パワーラウンドオプションを含むシステムに対するシステムの観点からのプログ
ラムの流れを示す図である。
【図７】直接支払インターフェイスオプションを含むコンピュータ化システムの概要を示
す図である。
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