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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発行者によって提供される契約上の権利のセットの見込契約権利購入者のために注文予
約台帳を作成する、コンピュータで実行される方法であって、
　（ａ）１つ以上のプロセッサと動作可能に接続された、コンピュータ読み取り可能な１
つ以上のメディアに、１つ以上の価格が設定される予約可能な契約権利に関する、各々前
記価格が設定された複数のユニットに関する情報を含むデータベース情報を記録するステ
ップであって、
　　（ｉ）前記契約権利売出の前記ユニットのそれぞれは、見込契約権利購入者に後に売
り出される契約権利を提供することを示すものであり、
　　（ｉｉ）少なくとも１つの前記価格ごとに、複数のユニットが予約可能である
　該ステップと、
　（ｂ）前記１つ以上のプロセッサを１つ以上の通信装置に動作可能に接続し、前記契約
権利の前記複数のユニット内の予約可能な前記ユニットを特定する第１の信号を、前記契
約権利売出の前記複数のユニットの状態を確認する複数の見込契約権利購入者に送信する
ステップであって、前記状態は、各前記ユニットが予約可能か否かを示している状態を含
む、該ステップと、
　（ｃ）前記１つ以上のプロセッサにより、前記契約権利売出の第１のグループの１つ以
上の前記ユニットを予約するための第１の見込契約権利購入者による申込を示す第２の信
号を受け取るステップと、
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　（ｄ）前記１つ以上のプロセッサにより、前記第２の信号に基づき、前記第１のグルー
プ内の予約可能なユニットについて第１の予約を決定するステップと、
　（ｅ）前記コンピュータ読み取り可能な１つ以上のメディアに記録されたデータベース
情報を前記第１の予約を反映させるように更新するステップと、
　（ｆ）少なくとも、（ｉ）前記契約権利の前記複数のユニット内の予約申込が可能なユ
ニットと（ｉｉ）前記第１の予約がなされた事実とを特定する第３の信号を、前記１つ以
上のプロセッサから、前記複数の見込契約権利購入者に送信するステップと、
　（ｇ）前記１つ以上のプロセッサにより、前記契約権利売出の第２のグループの１つ以
上の前記ユニットを予約するための第２の見込契約権利購入者による申込を示す第４の信
号を受け取るステップと、
　（ｈ）前記１つ以上のプロセッサが、前記第４の信号に基づき、前記第２のグループ内
の予約可能なユニットを含む第２の予約を決定するステップと、
　（ｉ）前記コンピュータ読み取り可能な１つ以上のメディアに記録されたデータベース
情報を前記第２の予約を反映させるように更新するステップと、
　（ｊ）少なくとも、（ｉ）前記契約権利の前記複数のユニット内の予約申込が可能なユ
ニットと（ｉｉ）前記第１の予約がなされた事実と（ｉｉｉ）前記第２の予約がなされた
事実とを特定する第５の信号を、前記１つ以上のプロセッサから、前記複数の見込契約権
利購入者に送信するステップと、
　（ｐ）所定の条件が満たされたときに、更なる予約の受付を終了するステップと、
　（ｑ）前記データベース情報上の受け付けられた予約を記録した前記注文予約台帳を作
成するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ステップ（ｐ）の前に行われる、
　（ｋ）前記１つ以上のプロセッサにより、前記契約権利売出の第３のグループの１つ以
上の前記ユニットを予約するための第３の見込契約権利購入者による申込を示す第６の信
号を受け取るステップと、
　（ｌ）前記１つ以上のプロセッサにより、前記第６の信号に基づき、前記第３のグルー
プ内の予約可能なユニットを含む第３の予約を決定するステップと、
　（ｍ）予約されたユニットの総数が前記ユニットの売出予定数を超えているかを判定し
、前記売出予定数を超えた場合に予約の割り当てを変更するステップであって、該割り当
ての変更は、前記第１の予約及び前記第２の予約の少なくとも一方の予約されたユニット
を無効にすることを含み、該無効にされるユニットは他の予約よりも低い価格を指定して
いる、該ステップと、
　（ｎ）前記コンピュータ読み取り可能な１つ以上のメディアに記録されたデータベース
情報を、前記第３の予約と、前記第１の予約及び前記第２の予約の少なくとも一方の前記
ユニットの無効とを反映させるように更新するステップと、
　（ｏ）少なくとも、（ｉ）前記契約権利の前記複数の予約申込が可能なユニットと、（
ｉｉ）前記第１の予約がなされた事実と、（ｉｉｉ）前記第２の予約がなされた事実と、
（ｉｖ）前記第３の予約がなされた事実とを特定する第７の信号を、前記１つ以上のプロ
セッサから、前記複数の見込契約権利購入者に送信するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ステップ（ｍ）において、前記第１の予約の少なくとも１つのユニットの予約を無
効とし、前記第１の予約の残りのユニットを有効に維持するように、前記割り当てが変更
されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ステップ（ｍ）において、第１の予約の全てのユニットを無効にするように、前記
割り当てが変更されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
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　前記ステップ（ｍ）において、前記第１の予約の少なくとも１つのユニットを無効とし
、
　前記１つ以上のプロセッサから、前記第１の見込契約権利購入者に、無効された前記ユ
ニットの情報を含む前記第１の予約に関する情報を示す第８の信号を送信するステップを
更に含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ステップ（ｍ）において、前記第２の予約の少なくとも１つのユニットの予約を無
効とし、前記第２の予約の残りのユニットを有効に維持するように、前記割り当てが変更
されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記ステップ（ｍ）において、第２の予約の全てのユニットを無効にするように、前記
割り当てが変更されることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記ステップ（ｍ）において、前記第２の予約の少なくとも１つのユニットを無効とし
、
　前記１つ以上のプロセッサから、前記第２の見込契約権利購入者に、無効された前記ユ
ニットの情報を含む前記第２の予約に関する情報を示す第８の信号を送信するステップを
更に含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　予約申し込みされた前記ユニットの数が、前記複数のユニットの売出予定数以上となる
場合に、前記売出予定数を増加させることによって、前記１つ以上の価格が設定される予
約可能な契約権利売出の、予約可能な前記複数のユニットの数を、増加させるステップを
更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記契約権利の前記複数のユニット内の新たに追加された予約申込が可能なユニットを
特定する第６の信号を、前記複数の見込契約権利購入者に送信するステップを更に含むこ
とを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記価格は、利回り、又は利回り同等物であることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項１２】
　前記利回りは、利回り率、金利、クーポン率、利回り同等物、満期利回り、コール利回
り、最低コール利回り、及びある指標との差の１つ以上を含むことを特徴とする請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　特定の価格で入手できる特定のタイプの前記契約権利売出のユニットの数は、契約権利
売出の全ユニット数よりも少ないことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記発行者は、単独の発行者であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　　前記発行者は、複数の発行者であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記発行者は、発行代理人であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記代理人は、引受人であることを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記契約権利は、１以上の契約からの収入源を含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１９】
　前記契約権利は、商品を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項２０】
　前記商品は、コモディティー商品であることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記契約権利は、サービスを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記契約権利は、リスクヘッジに使われることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記リスクを避けるための方法は、保険であることを特徴とする請求項２２に記載の方
法。
【請求項２４】
　前記契約権利は、不動産に対するものであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記契約権利は、中古資産に対するものであることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項２６】
　前記契約権利は、知的財産に対するものであることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項２７】
　前記契約権利は、シリーズものであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　前記契約権利は、同一の満期を有する契約上の権利を含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項２９】
　前記契約権利は、同一の価格を有する契約上の権利を含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３０】
　　前記契約権利の少なくとも一部は、所定の投資家クラスによって予約可能であること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３１】
　前記所定の投資家クラスは、１以上の機関投資家を含むことを特徴とする請求項３０に
記載の方法。
【請求項３２】
　前記所定の投資家クラスは、１以上の小口投資家を含むことを特徴とする請求項３０に
記載の方法。
【請求項３３】
　前記所定の投資家クラスによって予約可能な契約権利は、所定の価格を有することを特
徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記所定の投資家クラスによって予約可能な前記契約権利は、前記所定の投資家クラス
以外によって予約可能な契約権利に設定される価格に基づいて計算される１つ以上の価格
が設定されることを特徴とする請求項３０に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第１の信号、前記第３の信号、及び前記第５の信号の各々は、前記信号を受信する
コンピュータシステムが、各前記信号が特定する前記ユニット及び／又は前記事実を図で
表示するための表示情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３６】
　前記表示情報は、所定のスレショルド価格を示すことを特徴とする請求項３５に記載の
方法。
【請求項３７】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、時間の関数として作
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成された予約されたユニットの数に関する履歴表示を表示させる情報を含むことを特徴と
する請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、第１軸に価格、第２
軸に量を示してそれぞれの予約を表示させる情報を含むことを特徴とする請求項３５に記
載の方法。
【請求項３９】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、複数の軸を表示させ
る情報を含み、少なくとも１つの軸で表示される前記表示情報は、変化することを特徴と
する請求項３５に記載の方法。
【請求項４０】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、それぞれの予約に関
係する投資家の種類を表示させる情報を含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項４１】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、静的、反復的、及び
シミュレーションの１つ以上の表示を表示させる情報を含むことを特徴とする請求項３５
に記載の方法。
【請求項４２】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、それぞれの予約に関
係する前記価格の差を表示させる情報を含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項４３】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、現在の予約及び予約
可能な量を含むデータに基づいて計算手段によって計算された予約の予想を表示させる情
報を含むことを特徴とする請求項３５に記載の方法。
【請求項４４】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、満期又は期間の異な
るユニット毎に複数のディスプレイで表示させる情報を含むことを特徴とする請求項３５
に記載の方法。
【請求項４５】
　前記表示情報は、グラフィカルユーザーインターフェースにより、満期又は期間の異な
るユニット毎に分割画面で表示させる情報を含むことを特徴とする請求項３５に記載の方
法。
【請求項４６】
　任意の時点で、グラフィカルユーザーインターフェースによって前記データベース情報
を表示させるための第６の信号を、前記グラフィカルユーザーインターフェースを備える
コンピュータシステムに送信するステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項４７】
　前記第６の信号が送信される前記コンピュータシステムは、前記発行者、及び／又は前
記発行者の１以上の代理人のコンピュータであることを特徴とする請求項４６に記載の方
法。
【請求項４８】
　前記条件は、所定の期間が経過したことであることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項４９】
　前記条件は、見込契約権利購入者から予約申込を所定の期間受け付けないための条件で
あることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５０】
　前記条件は、前記発行者からの予約が締め切られたことを示す第８の信号を前記１つ以
上のプロセッサで受信したことであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項５１】
　前記ステップ（ｐ）が行われる前に、前記１つ以上のプロセッサから、前記第１の見込
契約権利購入者に、前記第１の予約に含まれるユニットの予約が維持されているか否かを
示す第６の信号を送信するステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５２】
　前記第６の信号は、定期的に送信されることを特徴とする請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記ステップ（ｐ）が行われる前に、前記１つ以上のプロセッサから、前記第２の見込
契約権利購入者に、前記第２の予約に含まれるユニットの予約が維持されているか否かを
示す第７の信号を送信するステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５４】
　前記第７の信号は、定期的に送信されることを特徴とする請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記ステップ（ｐ）が行われる前に、前記１つ以上のプロセッサから、前記第３の見込
契約権利購入者に、前記第３の予約に含まれるユニットの予約が維持されているか否かを
示す第８の信号を送信するステップを更に含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５６】
　前記第８の信号は、定期的に送信されることを特徴とする請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　前記注文予約台帳中のそれぞれのユニットの前記価格を、その予約時にぞれぞれの前記
ユニットに設定されていた価格に設定するステップを更に含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項５８】
　（ｒ）前記注文予約台帳中の予約に基づいて、前記契約権利の前記ユニットの割り当て
を決定するステップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５９】
　前記注文予約台帳中のそれぞれのユニットの前記価格を、その予約時にぞれぞれの前記
ユニットに設定されていた価格に設定するステップを更に含むことを特徴とする請求項５
８に記載の方法。
【請求項６０】
　前記契約権利売出の全てのユニットの最終的な価格が、１つの価格で設定されることを
特徴とする請求項５８に記載の方法。
【請求項６１】
　異なる見込契約権利購入者に異なる価格でユニットをプライシングするステップを更に
含むことを特徴とする請求項５８に記載の方法。
【請求項６２】
　前記注文予約台帳中の全ての予約に於けるユニットの価格、該価格ごとのユニット数、
予約申込時期及び前記見込契約権利購入者の種別に基づいて、割り当てられたユニットの
最終的な価格を設定するステップを更に含むことを特徴とする請求項５８に記載の方法。
【請求項６３】
　所定の条件を満たさない予約の申込を無効にするステップを更に含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項６４】
　　発行者によって後に売り出される契約上の権利のセットに対して、１以上の予約を申
し込むための、コンピュータで実行される方法であって、
　（ａ）１つ以上のプロセッサを通信装置に動作可能に接続し、１つ以上の価格が設定さ
れる契約権利売出に関連して、１つ以上のサーバから提供される、各々前記価格が設定さ
れた複数のユニットに関する情報を要求するための第１の信号を送信するステップであっ
て、
　　（ｉ）前記契約権利売出の前記ユニットのそれぞれは、見込契約権利購入者に後に売
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り出される契約権利を提供することを示すものであり、
　　（ｉｉ）少なくとも１つの前記価格毎に、複数のユニットが予約可能である、
　該ステップと、
　（ｂ）第１の時間に前記サーバから送信され、（ｉ）その時間に予約可能な前記契約権
利のユニットの前記価格及び数、並びに（ｉｉ）その時間に予約済みの前記契約権利のユ
ニットの前記価格及び数を特定する第２の信号を、前記通信装置を介して前記プロセッサ
により受信するステップと、
　（ｃ）前記１つ以上のプロセッサから、前記通信装置を介して前記１つ以上のサーバに
、前記契約権利売出の予約可能な第１のグループの１つ以上の前記ユニットを予約するた
めの申込を示す第３の信号を送信するステップと、
　（ｄ）第２の時間に前記１つ以上のサーバから送信され、（ｉ）その時間に予約可能な
前記契約権利のユニットの前記価格及び数、並びに（ｉｉ）前記第１のグループのユニッ
ト内の予約された第１のユニットを含むその時間に予約済みの前記契約権利のユニットの
前記価格及び数を特定する第４の信号を、前記通信装置を介して前記プロセッサにより受
信するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項６５】
　第３の時間に前記１つ以上のサーバから送信され、（ｉ）その時間に予約可能な前記契
約権利のユニットと（ｉｉ）前記第１のユニット及び他のプロセッサより送信された信号
に基づいて予約された第２のユニットを含むその時間に予約済みの前記契約権利のユニッ
トとを特定する第５の信号を、前記通信装置を介して前記プロセッサにより受信するステ
ップを更に含むことを特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
　発行者によって売り出されるべき契約上の権利のセットに対して、注文予約台帳を作成
するためのコンピュータシステムであって、
　（１）１つ以上の通信器具と、
　（２）前記１つ以上の通信器具に動作可能に接続された１つ以上のプロセッサと、
　（３）請求項１に記載の方法を実行するためのコンピュータ命令が記録されたコンピュ
ータ読み取り可能な１つ以上のメディアと
を含むことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、プライシング及び最適なプライシングに関しており、更に詳し
くは、コンピュータで実行可能な割当及び（これに限定されるわけではないが）例えば有
価証券のような商品の販売と連係して、最適なプライシング及び情報配信を行うことに関
するものである。
【０００２】
　関連出願の相互参照
【０００３】
　本発明は、発明者Ｎ．Ｃａｌｅｂ　Ａｖｅｒｙによって２００４年３月５日に出願され
た、米国特許出願第６０／５５０，９６３号の「潜在的発行者の有価証券及びその他商品
の新規発行を潜在的買手に売出す前の、最適な価格付け及び割当のための方法及びシステ
ム」に対して優先することとし、あらゆる面に於いてここに言及したことで本願の一部と
する。
【０００４】
　著作権
【０００５】
　本発明の明細書の記載の一部は、著作権保護の対象となる当事者を含んでいる。著作権
保有者は、特許庁の特許ファイル又は記録に記されているとおり、いかなる特許文献又は
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特許情報の開示による複製に異議はないが、それ以外の場合にはいかなる著作権も留保す
る。
【背景技術】
【０００６】
　本発明の対象は金融サービス業界に関連しているが、これに限定されるわけではない。
金融サービスは、主に情報の流れからなり、顧客からブローカ（投資情報）、顧客からブ
ローカ（発注）、ブローカから売買センタ（受注）、売買センタからブローカ（注文実行
）、そして最後に顧客に戻る（実行確認）。故に、彼らはインターネット及びその他デー
タ及びコンピュータネットワーク等の電子メディアを経由する通信を役立てている。
【０００７】
　金融サービス業界の１つの特徴は、企業或いは公益法人の株式及び／又は債券の持分を
売出して発行する、新規発行である。見込買手を確認し、そのデマンドを計るこのプロセ
スは、ブックビルディングと投資銀行分野において呼ばれている。有価証券以外の申込で
は、このプロセスは注文明細（注文予約台帳）を作成すると呼ばれている。投資銀行家に
よるブックビルディングの現在のプロセスは、一般的にいくつかの段階を含んでいる。第
１段階において、引受人又は投資銀行は、参加者として招待される投資家を決定する。一
般的に、これは特定の優遇された投資家を意味する。次に、引受人はその参加招待された
投資家から取引意図の提示を得る。これらには様々な種類の入札形式があり得る。この時
点で、引受人は新規発行に対するデマンド曲線の正しい認識を有し、それには入札が提出
された及び／又は変更された時期を含んでいる。この時点で、引受人は発行価額を出すが
、それがどのように決定されるのかは投資銀行関係者以外にはわからない。結果として、
売出し得る数量以上の株式又は債券が申込まれるオーバサブスクリプションが頻繁に起き
る。オーバサブスクリプションに対処するために多くの技術が使用されており、例として
、比例計算による株式配分があげられる。
【０００８】
　一般的にこのプロセスは、比較的非効率で魅力がないと、少なくとも発行者の立場から
は考えられている。現在実施されているように、ブックビルディングは民主的でもなけれ
ば公平でもなく、一般に開かれてもいない。多くの悪弊が、現在のシステムで確認されて
きた。１つは、いわゆる「ホットな」（需要の多い）新規公募において、株式を投資銀行
の優遇顧客に回していることである。株式を回す問題に加えて、悪弊には投資銀行家によ
る新規公募のアンダープライシングがある。アンダープライシングは、投資銀行家には一
定の利益があるが、資金の出し手には不利益となるため、投資銀行家とその顧客及び発行
者との間で「利害関係の衝突」が発生すると考えられている。アンダープライシングは、
株式及び債券発行のいずれでも生じると考えられている。その他の悪弊は、「抱合せ販売
」、非合法の報酬付帯契約、利回り操作、流通市場における市場価格の人為的な上昇（ラ
ダリング）及び投資銀行勤務のリサーチアナリストによる偏った推薦等を含んでいる。
【０００９】
　アンダープライシングは、特に発行者及び市場に損害を与えると考えられている。アン
ダープライシングと関連する悪弊は、発行後の放出であり、即ち、新規公募の優遇された
受益者が即座に売却することである。加えて、現在の方法は、大口購入者又は早期に取引
意図の提示をして価格設定に役立った購入者に数量割引を提供していない。更に、新規発
行のプライシングにおけるその独占力の結果として、引受業界は反トラストの問題に直面
している。
【００１０】
　加えて、競争的な国際市場の存在及び国同士で規制が異なるため、有価証券売出に関し
てはグローバル化の問題がある。
【００１１】
　人々はこれらの問題を認識し、いくつかの解決策が実施されてきた。しかしながら、全
て不十分であった。１つの方法は、インターネット経由の有価証券の直接公募である。米
国ではインターネット経由の直接公募が２００以上実施されてきた。それは通常、発行者
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に代わって引受人が直接公募で株式を売出すので、比較的少ない参加者を伴っている。当
然ながらこのシステムは、特定の具体的なプライシングの仕組みは提供していない。
【００１２】
　新規発行のための他の方法は、既知のダッチオークションによる新規公募のようなイン
ターネットオプションを含んでいる。この場合、大部分のプライシング及び割当の決定は
、発行者及び／又は引受人の裁量を取り去る。投資家はその関心度及び限度価格を明示し
、売出価格は、売出される全株式が販売されるであろう最高水準（即ち、需給均衡化価格
）に設定される。様々な入札者が、所望の複数の株式を入札して良い。実際の売出価格は
、入札の構成を考慮して、全株式が売却される最高価格に決定される。割当は時々、各入
札者に割当てられる株式数量が、恐らく比例配分に基づいて減少することを含んでいる。
【００１３】
　ダッチオークションには欠点がある。第１に、透明性及びフィードバックが欠けており
、入札者は「盲目的」に入札し、通常、他の入札の割当については不明確である。結果と
して、恐らく非公式情報を除けば、入札者にはほとんど或いは全く情報が提供されない。
フィードバックが欠けているため、ダッチオークションも一般的にアンダープライシング
の問題を生じる。売出株式の数量、従ってその価格を操作できるので、投資銀行がいまだ
に、しばしば自らの裁量で最終売出価格を設定している。入札に関する不確実性及び、見
積価格及びプライシング関連情報についての一貫した方法の欠如は、適切な売出価格を決
定するには不適切な方法を構成し、それ故に少なくとも米国株式市場においては、ダッチ
オークションの魅力は極めて小さくなっている。
【００１４】
　これまでに使用されてきた別の方法は、米国ＳＥＣ（証券取引委員会）の規則に基づい
て、新規発行を全て電子メールによって行っており、効果的に売出し得ることを事前に考
慮することなく、発行者が株式の条件付購入申込を受付けることを必要とする。この場合
、発行者はインターネット上に目論見書を掲載した後で、電子メール通知を配信する。入
札者は、入札するための口座開設後に、株式の入札が可能となる。
【００１５】
　そして、株式発行に関する登録届出書が実際有効となる前に、電子メール通知が発信さ
れ、実際の購入義務無く、購入申込の再確認を依頼する。引き続いて、その発行のための
登録届出書の発効後、電子メール通知が各入札者に発信され、売出価格は決定されようと
しており、直ちに申込を取り下げない限りその申込は拘束力を持つことを記載している。
またこの方法は、入札情報を入札者に提供する特別な規定は含んでいない。
【００１６】
　同様なオプションが債券市場でも使用されており、例として、地方自治体による地方債
の発行等がある。これらは主に数値によるオークションが主体である。一般的には、入札
者が全入札を見ることはできず、最新の最高価格（即ち、最低利回り）のみを見ることが
できる。しかしながら、米国財務省証券のオークションを除いて、他の債券類のためのオ
ークションシステムは比較的少なかった。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　現在のブックビルディングシステムには明らかに大量の欠点と悪弊があり、既存の電子
オークションタイプのシステムは、これら全ての問題を解決することはできない。本願の
発明者は、有価証券又は他の商品の見込購入者に提供されている情報に不備があるとして
、現在の方法における主な問題を確認した。これは通常、販売される商品に明確な価格又
は評価が無いことが最も問題であり、例えば新規発行の有価証券、特に株式のような商品
で起こるが、これらに限定されるわけではない。一般的に、現在のいずれの方法も、他の
入札者及びその入札に関する特に有用な情報を提供していなければ、所定の入札者が割当
を得る見込みについてのフィードバックも提供していない。例として、ダッチオークショ
ンでは、情報の流れは入札者から発行者／引受人への一方通行である。
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【００１８】
　本発明のある側面は、発行者によって提供される契約上の権利のセットの見込契約権利
購入者のために注文予約台帳を作成する、コンピュータで実行される方法であって、（ａ
）１つ以上のプロセッサと動作可能に接続された、コンピュータ読み取り可能な１つ以上
のメディアに、１つ以上の価格が設定される予約可能な契約権利に関する、各々前記価格
が設定された複数のユニットに関する情報を含むデータベース情報を記録するステップで
あって、（ｉ）前記契約権利売出の前記ユニットのそれぞれは、見込契約権利購入者に後
に売り出される契約権利を提供することを示すものであり、（ｉｉ）少なくとも１つの前
記価格ごとに、複数のユニットが予約可能である該ステップと、（ｂ）前記１つ以上のプ
ロセッサを１つ以上の通信装置に動作可能に接続し、前記契約権利の前記複数のユニット
内の予約可能な前記ユニットを特定する第１の信号を、前記契約権利売出の前記複数のユ
ニットの状態を確認する複数の見込契約権利購入者に送信するステップであって、前記状
態は、各前記ユニットが予約可能か否かを示している状態を含む、該ステップと、（ｃ）
前記１つ以上のプロセッサにより、前記契約権利売出の第１のグループの１つ以上の前記
ユニットを予約するための第１の見込契約権利購入者による申込を示す第２の信号を受け
取るステップと、
　（ｄ）前記１つ以上のプロセッサにより、前記第２の信号に基づき、前記第１のグルー
プ内の予約可能なユニットについて第１の予約を決定するステップと、（ｅ）前記コンピ
ュータ読み取り可能な１つ以上のメディアに記録されたデータベース情報を前記第１の予
約を反映させるように更新するステップと、（ｆ）少なくとも、（ｉ）前記契約権利の前
記複数のユニット内の予約申込が可能なユニットと（ｉｉ）前記第１の予約がなされた事
実とを特定する第３の信号を、前記１つ以上のプロセッサから、前記複数の見込契約権利
購入者に送信するステップと、（ｇ）前記１つ以上のプロセッサにより、前記契約権利売
出の第２のグループの１つ以上の前記ユニットを予約するための第２の見込契約権利購入
者による申込を示す第４の信号を受け取るステップと、（ｈ）前記１つ以上のプロセッサ
が、前記第４の信号に基づき、前記第２のグループ内の予約可能なユニットを含む第２の
予約を決定するステップと、（ｉ）前記コンピュータ読み取り可能な１つ以上のメディア
に記録されたデータベース情報を前記第２の予約を反映させるように更新するステップと
、（ｊ）少なくとも、（ｉ）前記契約権利の前記複数のユニット内の予約申込が可能なユ
ニットと（ｉｉ）前記第１の予約がなされた事実と（ｉｉｉ）前記第２の予約がなされた
事実とを特定する第５の信号を、前記１つ以上のプロセッサから、前記複数の見込契約権
利購入者に送信するステップと、（ｐ）所定の条件が満たされたときに、更なる予約の受
付を終了するステップと、（ｑ）前記データベース情報上の受け付けられた予約を記録し
た前記注文予約台帳を作成するステップとを含むことを特徴とする方法である。
　また、前記ステップ（ｐ）の前に行われる、（ｋ）前記１つ以上のプロセッサにより、
前記契約権利売出の第３のグループの１つ以上の前記ユニットを予約するための第３の見
込契約権利購入者による申込を示す第６の信号を受け取るステップと、（ｌ）前記１つ以
上のプロセッサにより、前記第６の信号に基づき、前記第３のグループ内の予約可能なユ
ニットを含む第３の予約を決定するステップと、（ｍ）予約されたユニットの総数が前記
ユニットの売出予定数を超えているかを判定し、前記売出予定数を超えた場合に予約の割
り当てを変更するステップであって、該割り当ての変更は、前記第１の予約及び前記第２
の予約の少なくとも一方の予約されたユニットを無効にすることを含み、該無効にされる
ユニットは他の予約よりも低い価格を指定している、該ステップと、（ｎ）前記コンピュ
ータ読み取り可能な１つ以上のメディアに記録されたデータベース情報を、前記第３の予
約と、前記第１の予約及び前記第２の予約の少なくとも一方の前記ユニットの無効とを反
映させるように更新するステップと、（ｏ）少なくとも、（ｉ）前記契約権利の前記複数
の予約申込が可能なユニットと、（ｉｉ）前記第１の予約がなされた事実と、（ｉｉｉ）
前記第２の予約がなされた事実と、（ｉｖ）前記第３の予約がなされた事実とを特定する
第７の信号を、前記１つ以上のプロセッサから、前記複数の見込契約権利購入者に送信す
るステップと、を更に含んでも良い。
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　また、前記ステップ（ｍ）において、前記第１又は第２の予約が、少なくとも１つのユ
ニットの予約を有効に維持するように、前記割り当てを変更されてもよい。
　また、前記ステップ（ｍ）において、第１又は第２の予約の全てのユニットを無効にす
るように、前記第１又は第２の予約が変更されても良い。
　また、前記ステップ（ｍ）において、前記第１の予約の少なくとも１つのユニットを無
効とし、前記１つ以上のプロセッサから、前記第１の見込契約権利購入者に、無効された
前記ユニットの情報を含む前記第１の予約に関する情報を示す第８の信号を送信するステ
ップを更に含んでも良い。
　従って、本発明のシステムは、入札者に情報を提供することに関しており、入札者が他
の入札を考慮して自らの入札の実行又は変更をしても良く、それによって、関連市場（即
ち、他の入札者）が、売出される株式又は他の商品をどう評価しているかという認識を得
ることに関している。従って、他の入札者が行った入札に応じて、時間をかけて入札が変
更されても良い。この競争的で、透明性があり、動的で相互作用的なクローズドループの
入札システムは、実際に売出が終了する前に、例として実際の販売前に、入札者が有価証
券又は他の商品の本当の市場評価に達することを可能にする。
【００１９】
　本発明のシステム（以下、システムと称する）及びその関連する方法は、様々な実施態
様で実行できるようにフレキシブルであり、有価証券以外の商品のための様々な所定の法
及び／又は規制市場及び／又は契約上の管轄（即ち、地方の所定の管轄及び／又は国際的
な管轄）に適用される証券法及び規制に適応し得る。世界中の複数の金融市場、為替市場
及び世界中の契約上の管轄は、各々が特定の適切な法定及び規制要件を含んでいる。更に
、システムは有価証券以外の商品の価格付け及び割当に応用することもでき、価格付け及
び割当を公平に効率的に行うことが困難な商品でも使用することができる。また、所定の
投資家クラス（機関投資家・小口投資家）によって予約可能とし、所定の投資家クラスに
対する契約権利に、所定の価格を設定しても良い。
【００２０】
　システムは、新規発行の株式、債券（コマーシャル・ペーパ、社債、地方債、インター
ナショナル・ボンド、ソブリン債等を含むが、これらに限定されるわけではない）及び類
似物（有価証券以外の製品及び商品、サービス及び権利等がある）の価格付け及び割当の
プロセスに等しく応用可能である。図示及び考察の目的で、本願明細書は株式の新規公募
（ＩＰＯ）に関する一連の行動を使用するが、それには以下の理由を含んでいる。
（１）ＩＰＯの価格付け及び割当の問題は、債券及び／又は契約或いは他の有価証券以外
の商品及び応用品よりも、恐らくより詳しく学問的に調査され、実証されている。
（２）持分証券の公開を初めて行う発行者は、一般に初期段階の企業であり、それ故に引
受人に悪用されやすく、手作業のブックビルディングは、財務実績を伴った既存の組織又
は政府事業体が発行者であるソブリン債、地方債、公債或いは社債、又は他の商品（例え
ば、不動産資産、将来の収益／所得源となる金融商品及び／又は契約、他の種類の資産、
商品／サービス等）の引受／証券化よりも悪用される。
（３）ＩＰＯプロセスにおける不公正さ及び悪弊の可能性は、まだ内在しているかもしれ
ず、従って債券の新規発行又は契約の証券化よりも目立ち、強調されるので、結果として
方法論及びシステムコンセプトの図示及び本願考察の目的にかなう。
（４）ＩＰＯプロセスの悪弊の、刑事上及び民事上の法的証拠開示手続が更に進行した段
階にあり、結果としてかなりの量の証拠が蓄積されており、使用可能である。
（５）ＩＰＯプロセスの悪弊に対して、不公正及び不祥事であるとの認識が結果として高
まっている。
（６）高い認知度及び問題に関する認識の高まりが、他の有価証券類及び様々な応用物に
、プライシングの最適化及び割当改善の実施をもたらすかもしれない。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のシステムは、実際の株式及び／又は債券或いは参照有価証券、関連商品及び／
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又はここではユニットと呼ばれる他の資産の売出或いは販売申込の前に、最適なプライシ
ング（即ち、価格付け）及び公平な割当の決定方法及び需要（即ち、取引意図の提示）の
予約方法を提供する。システムは、フィードバックを介して市場導入前のデマンドの内容
を明らかにすることによって、全参加者とインタラクティブにこれを行い、結果としてデ
マンドの行動が市場導入前に自己組織化することによって明らかになることを可能にする
。価格付けされる商品（例えば、特定の有価証券、商品、証券化された資産、サービスの
ユニット等）は概ね等しく、よってここでもユニットと記載することにする。
【００２２】
　本発明のシステムは、有価証券以外の商品のプライシング及び割当にも役立つ。例とし
て、システムは保険引受のプロセスで、リスクの分析、評価、ヘッジ及び分配に使用され
得る。別の実施例において、システムは一括して証券化された資産（例えば、不動産）の
ポートフォリオの価格付け及び割当にも使用され得る。システムは、契約又は類似商品（
例えば、収益源或いは収入源、知的所有権の使用料等）の利益又は出来高のための１つ或
いは複数の契約の証券化の価格付け及び分配にも使用され得る。システムは注文明細を作
成することによって、商品／サービスのユニットの価格付け及び割当に使用され得る。更
にシステムは、参加者の相互作用（例えば、生産増加によって拡大され得る半導体チップ
の生産工程のプライシング及び割当等）によってわかる新たなデマンドに基づいて、供給
が発行者又は売手によって変化させられるような場合でも使用され得る。
【００２３】
　このプロセスは、デマンドの提示の相互作用的な収集及び、私設及び／又は公衆データ
ネットワーク（例えば、インターネット）を介して、総需要のリアルタイムなフィードバ
ック表示によって、公正に効率的に成し遂げられる。新規発行予定或いは複数の同様な商
品及び／又はここでは予約権と呼ばれるサービスユニットの販売のためのデマンドである
、ここではビッドストリームと呼ばれるものを配置し、構築することによって、様々な実
施態様がこれを実行する。ビッドストリームは、予約権ビッドブロックの描写によって表
示されて良く、デマンド表示スクリーンと呼ばれる映像ディスプレイに水平及び／又は垂
直に構成され得る。ビッドブロックは、ビッドストリームを配置する場所であって、１つ
或いは複数のビッドストリームユニットを表している。所定の価格／数量にてビッドブロ
ック又はビッドブロックユニットの数量を制限するための選択によって、システムの開発
者は特定のビッドストリームに識別可能な外観を必ず与えるように選択でき、参加者が市
場導入前の自己組織化による新たなデマンドを分析する手助けとなる。
【００２４】
　一般的に（常にではないが）有価証券の申込では、予約権は法律の要求するものではな
く、契約上の義務、即ち投資契約は結んでいない。むしろ、予約権の申込は「取引意図の
提示」又は潜在的投資家／買手における売出予定の有価証券、関連商品及び／又は他の資
産、商品或いはサービスの数量及び価格のデマンドのフィードバックに基づいた予約を表
している。予約権申込は、実質的にデマンドの代用品であり、プライシングを最適化し、
公正な割当を促進する目的で使用され、市場導入前の行動を、現在の手作業のブックビル
ディング又はブックビルディング注文プロセスに代わって、より効率的に公正に行う。
【００２５】
　関連する有価証券及び契約にかかる法律／規制によっては、予約権はオプション、ワラ
ント又は応用可能な類似の条件付商品にもなり得る。法定の禁止事項及び規制は参照有価
証券を制限せず、より直接的な連係が予約権及び有価証券及び／又は結果的に売出或いは
販売可能となって最終的に売出される他の資産にも提供されるかもしれない。有価証券以
外の申込の場合、関連する契約法の下で許可される場合、予約権は拘束され得る。
【００２６】
　システムは公平で、公正で透明性のある株式及び／又は債券（例えば、公債、手形、コ
マーシャルペーパ等）、有価証券（及び関連する及び／又は類似の商品及び／又は権利）
の新規発行プロセスを発展させるだけではなく、流通市場を安定させるため、適切な価格
付け及び割当がされる基盤も投資家に提供できる。本発明の方法の下では、初日の鞘取り
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は全体的に軽減又は排除され得るので、流通市場での乱高下を減少させる。新規発行を行
う場合、比較的容易で費用がかからないので、この方法はエクイティファイナンス及び／
又はデットファイナンスの利用を増加し、コストを低減する。同様に、流動性があり、透
明な流通市場は、投資家が株式及び債券市場に参加することを促進し、使用できる資金を
増加させ、投資家の必要収益を低下させるべきである。同様に、様々な債券市場の効率、
透明性、競争及び自由な参入への改善は、更に発行者が債券商品の効率的で適切な使用を
介してそれらの目標を達成し得る。そして公平な条件で、全く新しい潜在的な投資家のグ
ループに、債券市場の利用を拡大し得る。
【００２７】
　更に、システムは、公平で公正なプライシング及び割当の最適化、決定及び実行をする
ことが通常は難しい複数の有価証券以外の申込にも使用され得る。
【００２８】
　本願明細書において使用される用語について説明する。（１）開発者とは、様々な価格
付け及び割当システムの設計及び構築を行うための方法及びシステムの実施態様を操作す
る関係者のことである。（２）オペレータとは、発行者、引受シンジケート団メンバ及び
その関連ブローカディーラネットワーク及び／又は外部のサービス／ポータルプロバイダ
の人員のことであり、日常作業の実行及び／又は実施態様を運営し、管理することが責務
である。（３）発行者グループ／売手には、新規発行予定の有価証券、資産の証券化或い
は販売が予想されている他の資産／商品の発行者及び様々な関連引受シンジケート団、関
連ブローカディーラネットワーク及び、時には発行者グループ／売手以外のメンバにサー
ビスを提供する様々な外部のサービスプロバイダ及び／又はポータルプロバイダを含み得
る。（４）参加者とは、潜在的投資家、潜在的な資産の買手、商品／サービスの買手及び
／又はその代理人のことであり、代理人は情報のダウンロード、有価証券及び／又は他の
資産、商品／サービスの予約権の申込の実行及び／又はそれ以外の交信をシステムと行う
。有価証券以外の申込の場合、入札の引受タイミングは管理されず、多くの場合、オペレ
ータ及び発行者グループの役割は同化し、単に資産、商品及び／又はサービスの売手をな
す。
【００２９】
　従って、本発明に基づくシステムが提供されるが、それ自体オークションは必要ではな
く、システムはプライシング及び割当システム及び方法をなす。プライシング方法は、様
々な特定の入札者による実際の入札価格以外で、入札者に販売中のユニットを売るべく売
手が選択することを可能にし、場合によっては特定の入札者の申込より高い価格となる。
一般的に、この価格調整は事前の同意によって行われる。更にほとんどの場合、本願の開
示は、販売ユニットの割当プールから予約を取るためのシステム及び方法に関している。
フィードバックは予約者（入札者又は参加者）に提供される。フィードバックは、購入を
意図するユニット数量及び価格に関する他の申込者（参加者）の予約申込情報を含んでい
る。この情報はシステムの全使用者（即ち、オペレータ、発行者グループ／売手及び参加
者）にグラフ形式で表示されても良い。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】システムのユーザに提供される、当初の価格範囲及び各買値にて入手できるユニ
ットの数量を含む、売出し得る潜在的ビッドブロックの図である。
【図２】予約申込済、引受済及び予約済として埋められた所定のビッドブロックを伴った
売出し得るビッドブロックの図である。
【図３】入札の図表表示を提供するためのビッドストリームの構築に関して、参加者を支
援する手段の代替案を表示した図である。これら異なるジオメトリック形状は、各価格範
囲における潜在的なビッドブロックユニットの異なる数量を提供し、ビッドストリームの
デザインがビッドストリームの構築行動に影響を与えるように使用されてよい。
【図４】入札の図表表示を提供するためのビッドストリームの構築に関して、参加者を支
援する手段の代替案を表示した図である。これら異なるジオメトリック形状は、各価格範
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囲における潜在的なビッドブロックユニットの異なる数量を提供し、ビッドストリームの
デザインがビッドストリームの構築行動に影響を与えるように使用されてよい。
【図５】予約権計算機の表示例の図である。
【図６】参加者の申込例であり、その申込の引受及び登録後に参加者に提供される対応デ
マンド表示の図である。
【図７】参加者の申込実例であり、その申込の状態の情報を、他の参加者の申込と共に表
示した図である。
【図８】フルサブスクリプションに達し、オーバサブスクリプションの売出を開始する状
態を示した図である。
【図９】新規予約権の追加、以前の予約権の無効及び／又は取消が、どのように行われる
かを示す図である。予約が取消された保有者への通知行為も示した図である。
【図１０】新規予約権の追加、以前の予約権の無効及び／又は取消が、どのように行われ
るかを示す図である。予約が取消された保有者への通知行為も示した図である。
【図１１】価格範囲のリセット及び新規オーバサブスクリプションの予約権申込の引受及
び予約の発生を示す図である。
【図１２】自由入札の表示の実施例であり、いくつかの初期の申込及びビッドストリーム
の要約統計の表を表示することを示す図である。
【図１３】自由入札の表示の実施例であり、いくつかの初期の申込及びビッドストリーム
の要約統計の表を表示することを示す図である。
【図１４】自由入札実施例のプライシングのモメンタムの影響を更に示す図である。
【図１５】ビッドストリームが、全ユニットが応募済となるフルサブスクリプションポイ
ントに達した時に、自由入札実施例に起こることを更に示す図である。新たなスレショル
ド下限が、新規予約権申込を引受けるために設定される。
【図１６】図１５に続いて、更に新しい予約権申込がスレショルド下限以上で引受及び予
約され、より低い入札が取消される時に起こることを示す図である。
【図１７】層状ビッドストリームの実施例であり、債券発行時の低利回りの価格付けに対
する需要を喚起することを示す図である。債券発行において、最終的に入手可能な債券、
クーポン又は基準額からの割引／割増の設定条件を反映する層状ビッドストリームを示す
図でもある。
【図１８】最高利回りの価格での債券発行又は予約権申込の構成を分散させるための層状
ビッドストリームを示す図である。
【図１９】債券売出において、ビッドストリームがフルサブスクリプションポイントに接
近する時に起こることを示す図である。
【図２０】フルサブスクリプションに到達し、より低利回りで更に予約権ビッドブロック
を追加するために、デマンドをリセットする時に起こることを示す図である。より低利回
りでの新規予約の引受、より高利回りの以前の予約の取消及び予約が取消された保有者へ
の通知を示す図でもある。
【図２１】債券発行において、早期の情報生成を促進するため、少数の高利回りのビッド
ブロックを伴う層状ビッドストリームが、どのように形成されるかを示す図である。
【図２２】ユニットのセットアサイドブロックを、現在のビッドストリームのデマンド表
示上に示す図である。
【図２３】固定金額のセットアサイドの変動を伴うデュアルビッドストリームにおいて、
一連のユニットがセットアサイドから取消され、価格範囲が上昇するようにパブリックプ
ールに追加され、併せて変動部を移動させることを示す図である。
【図２４】自由入札実施態様において、標準ポアゾンオーバレイが申込の分布を示すため
に使用され、次にオーバサブスクリプションの申込のためのスレショルド下限が設定され
ることを示す図である。
【図２５】システムのダイアグラムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
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　要旨
【００３２】
　本発明のシステム及び方法は、ここではビッドストリームと呼ばれるものの構築を可能
にする。ビッドストリームは、デマンドの取引意図の総需要の収集（ここでは予約及びフ
ィードバック、即ち、報告書とも呼ばれる）によって作成される。事前予約は一部の又は
全ての参加者に提供され得る。様々な実施態様が、新規発行予定、資産に対する権利の証
券化予定又は予約権を介した商品／サービスのユニットの販売のためのデマンドのビッド
ストリームを配置し、構築することによって、これを成し遂げる。ビッドストリームは、
予約権又はビッドブロックユニットの描写によって表示されても良く、デマンド表示スク
リーンと呼ばれるコンピュータの映像ディスプレイに水平及び／又は垂直に形成されて良
い。各参加者及び／又はその代理人は、ビッドストリームの買値にて、ビッドブロックの
予約数量を申込む。そのビッドブロックが、申込時点でまだ入手可能であれば、これらの
予約申込は引受けられ、登録される。システムは、ビッドストリームで、現在の全申込済
デマンドを図表表示によって任意にフィードバックする。ビッドストリームで、所定の参
加者の引受済及び登録済申込（又は一連の申込）の相対ポジションを任意にフィードバッ
クする仕組みもある（例えば、異なる表示のユニットブロックを使用する、即ち、色、テ
キストのマーキング、ポインタ、リスト、表等）。認知研究は、人間は単に数字で表した
表示及び／又は統計値よりも、むしろ図表による視覚情報のほうがより良く理解し、分析
し、反応することを指摘している。
【００３３】
　システム開発者は特定のビッドストリームを与えることを選択でき、所定の価格／数量
にて入手可能なビッドブロック又はユニットの数量に限定して選択或いは非選択によって
、認識可能な視覚表現がコンピュータディスプレイに表示され、市場導入前に自己組織化
するので、参加者が新しいデマンドを分析する手助けをする。入手可能なビッドブロック
の概要を表すコンピュータグラフィック表示は、連続ジオメトリック実施態様（図１）又
は予約が申込まれると埋められるビッドブロックを使用する連続ステップ関数によるジオ
メトリックステップ構築実施態様（図２）によって一斉に参加者に提供されて良く、各予
約権は長方形で示され、その長さは予約済のビッドブロックユニットの数量をグラフの横
軸に沿って表し、価格は縦軸に沿って示される。
【００３４】
　様々なジオメトリック形状が図表表示に使用されて良く、ビッドストリームの構築に関
して参加者を支援し、ビッドストリームの構築プロセス全体における参加者のポジション
の視覚表示を参加者に提供する。追加の実施例として、図３及び４を参照されたい。図３
の場合、早期に入札情報を提供するために大幅な割引があるが、システムがオーバサブス
クリプションモードになった場合、早期の予約の一部が取消されやすくなる確率も高くな
る。図４では、各所定の買値にて等しい数量の予約権ビッドブロックがあり、参加者は自
分の申込水準にいくつのビッドブロックがあるかよりも、むしろどの価格水準で予約に成
功するかを意識する。後述の「情報生成のための報酬」を参照されたい。
【００３５】
　システムの視覚的なフィードバックは、参加者に新しい水準の双方向性を提供し、自ら
の戦略を管理させる。有価証券、資産又は商品／サービスのユニットの売出又は販売が、
有効及び／又は販売可能になると、それらの最終的な売出又は販売時点で、所望の価格及
び数量の割当ポジションを全般的に得るように、参加者はビッドストリームの異なるポジ
ションに複数の申込をすることができる。同様に、予約済のビッドブロックの割合、予約
の配置によるプライシングのモメンタム及び／又は他のビッドストリームの指標について
の表が、ユーザにフィードバックを表示するために使用されて良い。
【００３６】
　潜在的投資家及び／又は買手（参加者）は、ビッドストリームを構築し、売出及び／又
は販売予定において割当を得ることに関与できることを、以下に説明する。まず、米国管
轄の特定の有価証券の実施例において、売出予定に参加するための適合性を認証するため
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、参加者はブローカ又は引受人と連絡をとらなければならない。安全保護のため、ブロー
カは認証が済んだ参加者にログオン名及びパスワードを発信し、それらを口座と共にシス
テムのオペレータに限定して発信する。そして参加者は、該当するシステムのホストサイ
トに自由にログオン（即ち、インターネットのようなデータネットワーク上で）でき、登
録届出書、仮目論見書及び様々な関連資料、例として、電子説明会をダウンロードする。
【００３７】
　準備ができると、参加者はホストサイトで提供される空白の電子フォームに、所望の株
式の数量及び希望価格を単に書き込むだけで申込指示ができ、或いは用意された予約権申
込用計算機を使用することもできる。実施例の参加者をジョーとする。ジョーは７５,０
００ドルを上限として、Ｘ社のＩＰＯ予定に投資する意思がある。彼は適切なインターネ
ットウェブサイトにブローカから提供されたパスワードでログオンし、アクセス及び参加
の権限を与えられる。現在のビッドストリームをオンラインで見た後、ジョーはウェブサ
イトの予約権申込用計算機を起動できる。米国管轄の特定の有価証券の実施態様において
、ジョーは最初に彼の申込は拘束力のない取引意図の提示であることを理解していること
に同意しなければならない。そして、予約権申込が売出又は販売申込を構成しないことに
よる様々な法定の免責事項を承認しなくてはならない。
【００３８】
　募集額以上のビッドストリームが申込まれた場合、ジョーは自分の最低価格の申込が容
易に無効（取消）とされることがあることを理解したうえで、所定の価格範囲に自らの申
込を分布させることが選択できる。この申込を複数配置する戦略は、ジョーが要望を達成
させるのに一定の保護を可能とし、デマンド表示の継続的な監視からジョーを解放する。
我々の実施例を続けると、ジョーは７５,０００ドルと入力し、＠１１．８０ドル／株で
３,０００株の申込を行う。申込用計算機（簡単な演算を行うウェブサービスモジュール
）は、その申込を計算し、ジョーに対話形式で、７５,０００ドルの内の使用可能残高を
示し、彼に第２の申込を継続するか質問する。第１の申込を受入れると、ジョーは@１１
．９５ドル／株で２,０００株の第２の申込を行い、差引残高を確認し、迅速な計算に基
づいて残高の大部分を@１２．１０ドル／株で１，２００株の申込を行う。ジョーは所望
のポジションを得て、最初の割当申込を承認すると、それらはビッドストリームに送られ
る。ジョーは自らの申込を変化させるために予約権申込用計算機の使用を選択でき、様々
な買値の様々なユニット数量による又は様々な数量と様々な買値の組合せによる自らの予
約権申込配置戦略を絞り込むことができる。図５はジョーの現在の予約権申込用計算機の
画面を示しており、図６は現時点でジョーが見られるデマンド表示を示している。
【００３９】
　ビッドストリームは、他の参加者からの後続の予約によって構築を継続するので、それ
らの参加者が申込んでいるビッドブロックの割当が、システムで引受及び登録されること
によって、デマンドの行動及び戦略的な申込配置の画面が現れる。この情報の透明性は、
例えば目論見書又は法定上の（或いは違法な）選択的開示等のような公式開示書類以外に
入手できる情報の非対称が引き起こす潜在的な悪弊を軽減（又は排除も）する。図７はジ
ョーの申込を他の参加者の申込と共に示し、この実施態様ではジョーの申込を強調してい
る。
【００４０】
　予約権の申込の集合はビッドストリームを構築し、新規発行、資産或いは資産群のため
の契約の証券化又は商品／サービスのユニットの販売のための本当の市場デマンドを表示
する。このデマンド発見のための透明で競争的な反復プロセスは、発行者グループ／売手
の収益を最大化させる。同様に債券売出の場合、このプロセスは発行者が売出目標を達成
するために負担しなければならない実効利回りを最小化させる。
【００４１】
　オーバサブスクリプション
【００４２】
　システムはオーバサブスクリプションの水準に達するかもしれず、従って次の株式或い
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は債券売出予定、資産或いは資産群の証券化に関連するユニット又は販売商品／サービス
のユニットに使用可能な全てのユニットが留保される（図８）。ビッドストリームは、本
当のデマンドが反映される最適価格を求めて移動し続ける。このジオメトリックビッドス
トリーム構築の実施例において、新規予約権ユニットがネクストプライシングポイントに
て追加されて良く、等しい数量の予約権ユニットが、ビッドストリームの参加者の最低買
値ポジションから無効及び／又は取消されて良い（図９及び１０）。売出又は一定の販売
から全体の収益を維持することが望ましい又は要求される場合、より高い買値でビッドス
トリームに各新規ユニットを引受けるため、より多くの最低買値ユニットが無効及び／又
は取消されることがある。
【００４３】
　図１０において、オーバサブスクリプションでの追加予約権申込は、@１２．２２ドル
／株でシステムにより引受けられたことが示されており、@１１．８０ドル／株での初期
の割当全体が取消されるまで、@１１．８０ドルの予約権は取消され続ける。ジョーは現
時点で@１１．８０ドル／株の予約権申込ビッドブロックを失ったが、２つの異なる買値
における２つの異なるユニット数量は、２つの割当ポジションにまだ残っていることに注
意されたい。システムがジョーに予約権申込の喪失を通知する場合、彼はまだ２つの有効
な申込（@１１．９５ドルで２，０００株及び@１２．１０ドルで１,２００株）があるこ
とを指摘され得る。彼は失った割当ポジションを別の申込と置換したいかシステムから質
問され、現在のビッドストリームの条件で、彼が予約できる株式の数量について現時点の
見積もりが与えられ得る。実施例において、システム開発者は、所定の買値で早期に申込
んだ参加者によって提供された情報に報いるために、その買値で引受けられた順番と逆の
順番で、最低買値ユニットを無効及び／又は取消すことを選択できる。
【００４４】
　ジオメトリックビッドストリームの構築において、ビッドストリームの分布又は形状を
維持するために、システムは自らをリセットでき、各価格にて割当てられたビッドブロッ
クを売出し得る数量に調整できる。簡潔に言えば、列の端部にある予約権申込ビッドブロ
ックの一部を、上下の列に移動することができ、各新価格にて以前のジオメトリック形状
と一致する割当制限を維持する。ビッドストリームのジオメトリック分布を維持するため
に予約権の価格が付け直された様々な参加者は、任意でビッドストリームのその新しいポ
ジションが通知され得る。開発者によって採用されるジオメトリック形状によるが、その
ような価格調整はわずか１％から３％であると思われ、システムのプライシングの標準規
則及び変動は、通常は参加者に事前に開示される。実際には、システムはそれによって入
札の一部を上下どちらかに変化させるが、事前の承認による。この実施例では、新規予想
売出価格は、現在１２．０２ドル／株である。
【００４５】
　図１１は、オーバサブスクリプションでの新規予約権申込が@１２．２４ドル／株で引
受及び予約され、追加して@１１．８２ドル／株の予約権申込が取消され、失われた予約
権の保有者に通知されることを示している。このプロセスは、新たな最高価格の新規予約
権申込が、所定の最低価格の全割当と置換する度に、システムが自らをリセットすること
によって継続する。
【００４６】
　発行者グループ及び／又は売手のため、ビッドストリームのこの動作は、デマンドが出
し尽くされるまで、価格付けを最適化し、最終的な収益を最大化させる。各潜在的投資家
及び／又は買手は、連続ジオメトリックビッドストリームの実施態様を用いて発行者グル
ープ／売手によって選択された所定の価格、数量の割当制限まで、所望の全ユニットが分
配される。デマンド表示は、参加者に売出プロセス全体に十分に透明性のあるアクセスを
与え、新たなデマンドの行動の相互作用解析を提供する。
【００４７】
　売出の発効（即ち、有価証券の実際の販売）に備えて、ビッドストリームの構築が締切
られると、或いは同様に、他の種類の商品／サービスのユニットの拘束力を持った販売の
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ための準備が整うと、市場導入前のデマンドは自己組織化し、市場全体は予約自体を正確
に構築する。そして、まだ引受済及び登録済の予約権申込によって特定される数量に従っ
て、参加者にユニットが割当てられる。各割当の売値は、所定の申込の買値又は公式で計
算されて良い。ＩＰＯのための新規発行売出価格は、通常は全申込から計算した平均価格
であるが、通常は目論見書で開示されている様々な好適な関数（例えば、加重平均、中央
値等）で計算されても良い。この実施例では、発行者グループによって選択されたビッド
ストリームのジオメトリック形状により、平均値及び中央値は同一価格である。
【００４８】
　有価証券の売出を基にしたこの実施例では、システムはビッドストリームがまだ残って
いる全参加者に、そのビッドストリームのポジションを通知し（例えば、電子メールによ
って）、ブローカは実際の正式募集に伴う売出に割当てるための申込に応じ始める。拘束
力のある入札が可能である場合、ビッドストリームが締切られると、売手は販売注文を確
認し、それに応じ始める。
【００４９】
　システムは本質的に、参加者が決定する価格差別を可能にさせる。米国では、ＳＥＣ（
証券取引委員会）が、ノー・アクション・レターによる決定によって、実際の販売に、最
終的に可変のプライシングが認められており、システムが計算した１つの売出価格よりも
、むしろ各参加者が申込んだ価格を払うことを可能にしている。特定の法及び規制の管轄
において、債券及び株式のための可変的なプライシングが既にできるのであれば、市場導
入前の競争をより自然な流れに導くことを促進する。ほとんどの有価証券以外の申込シス
テムでは、価格差別は、入札に成功した後続の入札者が支払う価格から大幅に割引くこと
によって、入札に成功した早期入札者に対して報いることもある。この特徴は、情報の生
成によって最大の個人的な利益を得るために、参加者がシステムと交信することを促し、
ひいては彼らが申込を、早期に及び頻繁に行わせる要因となる。情報の生成に報いる追加
の実施態様については、後述の記載を参照されたい。
【００５０】
　ネクストプライシングポイントは、実施態様に基づいて決定されても良い。連続ステッ
プ関数の実施態様の場合、ネクストプライシングポイントは、予約済の終値又はそれより
も高い（或いは債券の場合、最低利回り）。別の実施態様では、ネクストプライシングポ
イントは、全予約の平均価格以上又は最低利回り以上であればいくらでも良い。「自由入
札」の実施態様（後述の記載を参照されたい）では、分散された全申込の平均又は加重平
均（或いは類似の定量的計算）が、後続の予約権申込の下限として使用され得る。
【００５１】
　これらはネクストプライシングポイントのオプションのほんの一部であり、システムを
介して発行者グループ／売手が使用可能である。システムの規則を介して実行及び執行さ
れる最終的なプライシング方法の実際の選択は、システムのオペレータが、通常は発行者
グループ／売手よりその任務を受ける。これらの条件は、一般的に登録書類及び／又は売
出書類及び／又は告知（例えば、登録届出書、仮目論見書、公式声明書、正式契約書等）
に開示される。有価証券以外を申込む方法の場合は、販売資料に開示される。
【００５２】
　自由入札ビッドストリーム
【００５３】
　上述の開示は、固定されたジオメトリック図形でビッドストリームを構築する方法の一
実施態様について記載しており、ビッドストリームの初期状態は、各買値における予約ビ
ッドブロックの限度数量と共に、一連のビッドブロックの入手可能な割当が図によって表
示される。ビッドストリームの実施態様は、予約権申込が一杯になるとオーバサブスクリ
プションモードに達する。この時点で、新規予約権申込を、設定値（例えば、中央価格／
利回り、平均価格／利回り、加重平均価格／利回り、オーバサブスクリプションモードが
生じた最終価格／利回り等）或いはそれ以上の、より高い価格又はより低い利回りにする
ため、ビッドストリームの初期状態はリセットされる。ビッドストリームのより高い買値
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でのこれら新規申込は、ビッドストリームの最低買値の以前の申込を無効にでき、それら
低い買値の予約権ポジションは取り除かれても良い。
【００５４】
　しかしながら、ビッドストリームは連続式に構築される必要はなく、或いは所定の価格
／利回りにおいて割当可能なユニット数量を制限して構築される必要もない。先に言及し
たとおり、いくつかの法及び規制の管轄（例えば、フランス）では、最終の株式売出にお
いて、入札価格をもって支払うことは許可されており、更には奨励されている。この実施
例は、売出時点で全有価証券を１つの価格に設定する現在の米国での新規株式発行の実施
方法とは対照的である。
【００５５】
　適用される管轄に関わらず、発行者グループ／売手は、自由入札の実施態様でシステム
を実行することを選択できる。自由入札の実施態様において、参加者及び／又はその代理
人は、様々な価格／利回り水準にて様々な数量の１つ或いは複数の予約権申込をすること
ができる。システムの別の実施態様では、これら予約権申込はリアルタイムで表示され得
る。
【００５６】
　自由入札の実施態様は、発行者グループ／売手にとって潜在的な魅力がある。なぜなら
ビッドストリームの形成行動は、プロセスの早い時点で表示されることがあり、自らの戦
略を調整するための時間を増やし、競争を増すからである。この方法は、参加者の代理人
（投資専門家（例えば、引受シンジケート団及びブローカディーラネットワークのメンバ
）又は他の買手の代理人を含む）が、顧客の望む価格／利回り及び割当で総合的に最善の
結果をもたらすように、申込価格／利回り及び数量を複合することも含めて、彼らの顧客
に助言するためのより多くの時間を提供できる。その結果、最終の売出、資産の販売／引
受又は商品／サービスのユニットの販売において、全参加者に対して、競争的な反復プロ
セスを乗り切って残った予約権が、最も公正で満足できるポジションに至る可能性が高ま
る。
【００５７】
　別の実施例がそのような実施態様を示している。例として、図１２に示されている自由
入札の実施例において、参加者は１１．５０ドル／株から１２．００ドル／株の範囲で一
連の申込を開始する。参加者の一部は、いくつかの申込を８．００ドル／株より下の範囲
に出すことで、システムに低価格入札を試みることもできる。ビッドストリームの分布統
計の集計表（図１２の左上部）は、リアルタイムでビッドストリームの構築を追い、ビッ
ドストリームの行動を分析する参加者の視覚認知を支援する。
【００５８】
　既知の新生デマンドの分布グラフを分析し、ビッドストリームをリアルタイムで集計し
た統計を基にすることで、新規参加者は、わずかに高い範囲にて予約権申込の範囲を配置
し得る（図１３）。ビッドストリームを集計した統計表は、新生デマンドの行動を追い続
けることに注意されたい。これは情報のカスケードを基にして形成し、早期参加者の行為
を後続の参加者が使用可能になることで、後続の参加者の行動に影響を及ぼし、変化させ
ることがある。これは行動中の、以前から存在している様々な情報の非対称の軽減を示し
ている。全ビッドストリームの行動が全参加者に見えるので、予約権申込は様々な非公開
又は隠された情報を反映し、全体として導入前の市場はこれを考慮した選択ができる。
【００５９】
　図１４は、まだ多くの予約権申込が受付けられるので、自由入札のビッドストリームは
、フルサブスクリプションの範囲を満たすようにプライシングのモメンタムを確立するこ
とを示している。市場導入前に自己組織化するので、初期の分布はより明白になる。追跡
記録の統計は、平均価格及び加重平均価格の差が小さくなることを示しており、初期のデ
マンドが、ほぼ１２．５０ドル／株の範囲に集まっていることを表している。
【００６０】
　図１５において、自由入札のビッドストリームは、最終的にフルサブスクリプションポ
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イントに到達する。リセットするための固定されたジオメトリック分布がないので、引受
人はオーバサブスクリプションによる新規予約権申込のための底値を設定するための方法
を選択しなければならない。この場合、真のデマンドを求めてビッドストリームを繰り上
げるため、発行者グループは、平均よりも加重平均を選択する。様々なジオメトリックビ
ッドストリームにおいて、オーバサブスクリプションによる新規予約権申込が、発行者グ
ループによって設定されるスレショルド以上で引受及び予約されると、最低価格の予約権
申込は取消され、それら権利の保有者に通知される。この場合、８．００ドル／株の買値
範囲で申込んだ全参加者の申込は取消され、更に加えて１１．７０ドル／株までの申込も
取消される（図１６）。追加の予約権申込がなされると、ビッドストリームは次々にリセ
ットして上方に移動し、最終的に正確な真のデマンドの反映を発見する。
【００６１】
　別の実施態様において、発行者グループの裁量で、適用される法、規制及び契約の要件
に準拠するため、追加の機能が自由入札の実施態様で実行されて良く、以下のことを含む
が、これらに限定されるわけではない。（１）現在有効な予約権の状況を参加者に電子メ
ールで通知、（２）いずれかの予約権申込のキャンセルを電子メールで通知、（３）ビッ
ドストリームの構築プロセスの現状の統計及び図表によるフィードバック及び（４）様々
なセットアサイド配置及びそれらの現在の状態の開示（後述の「セットアサイド」を参照
されたい）。
【００６２】
　層状ビッドストリーム
【００６３】
　債券売出のための現在の方法にも同様の問題がある。システムは株式売出に用いるのに
加えて、更に債券（公債、手形、コマーシャルペーパ等）売出に用いることができる利点
がある。これは公債（即ち、債券類）の種類が、社債、ソブリン債、サブソブリン債、公
共債又は地方債であっても真実である。
【００６４】
　米国の株式ＩＰＯと違って、売出予定債券をただ１つの価格（或いは、この場合は利回
り）で売り出すことに何の規制も要求されない。従って、入手可能な利回り（即ち、クー
ポン）を設定して、層状ビッドストリームの実施態様を使用することができる。売出プロ
セスの大部分をシステムが自動で行うが、数量限定の利回りで売出すため、少しの追加努
力、ひいてはそれに関連する数セットの正式契約書又は公式声明書（或いは類似の債券売
出契約）が必要である。或いは、１つの正式契約又は公式声明書に関連して差別的なプラ
イシングを提供できる。比較の容易性のため、利回りに価格同等物（即ち、基準額からの
割引／割増）の値が使用されても良く、デマンド表示に表示されるので、参加者は債券プ
ライシングの２つの異なる画面を切り替え得る。
【００６５】
　初期の予約権申込が、最終的により高利回り（従って、より低価格又はより大きな割引
）となり得るので、参加者は取引意図を早期に提示するよう促される。この方法は、ビッ
ドストリームを構築し、債券発行者の利益のために、より低利回りのデマンドを発見する
。図１７はそのような一実施態様を示しており、発行者グループは３種類の債券、クーポ
ン及び債券書類一式（正式契約書、公式声明書等）を発行及び登録し得る。恐らく、連続
ジオメトリック及び／又はジオメトリックで構築する異なる実施態様の下では、何百或い
は何千の書類が要求されることがあるのとは対照的である。或いは、発行者グループは１
種類の債券、クーポン及び債券書類一式を発行することを選択でき、ビッドストリームの
参加者の良好なポジションを反映する異なる割引／割増にて実際の債券販売を行うことが
できる。数量限定のプライシング及び／又は利回りポイントの層化は、様々な流通市場の
取引も簡素化し、流通市場を均質にする可能性がある。
【００６６】
　株式売出のための一連の連続したビッドブロックと同様に、債券売出は特定の利回り基
準点にて割当済の数量が限定されたビッドブロックから構成される。しかしこの場合、参
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加者は、全入札から計算された平均又は中央価格よりも、むしろ自分が入札した価格で支
払う。結果として、早期に予約権申込のビッドブロックを取得して保有していると、参加
者は変動価格式の債券売出において追加の利益を得る。
【００６７】
　株式のビッドストリームの価格範囲と同様に、初期の利回りの差は発行者グループによ
って設定される。高利回りの社債売出の実施例（図１７）において、ビッドストリームは
、債券、クーポン及び債券書類の設定された数（この場合は３である）の条件を反映して
、又は１つの債券、クーポン及び債券契約の基準額から割引／割増した３つの異なるプラ
イシングポイントを反映して、層化される。株式のビッドストリームの実施例のように、
参加者はシステムにアクセスし、構成した目標と売出との合致を現在のビッドストリーム
で再調査し、申込を実行する。
【００６８】
　連続ビッドストリームのように、参加者は最高利回りの価格にて層状ビッドストリーム
の構築ができる、或いは予約権申込を構成する利回りに渡って申込を分布させることがで
きる（図１８）。高利回り債券売出のビッドストリームの実施例がフルサブスクリプショ
ンに接近すると、システムはリセットの準備をする（図１９）。最後の初期予約申込権が
引受及び予約され、フルサブスクリプションに達すると、デマンド表示はリセットし、よ
り多くの予約権のビッドブロックが、より低利回りの８．５６５％でバッファとして入手
可能となる（図２０）。新たにより低利回りの申込が引受及び登録されるので、同数の最
高利回りの予約権が取消され、その失われた予約権申込の保有者に通知が送られる。高利
回り債券のこの実施例のための層状ビッドストリームは構築を継続し、発行に対するデマ
ンドが出し尽くされる及び／又はビッドストリームが締切られるまで、債券発行者のため
に最低利回りを発見し続ける。
【００６９】
　株式のための複数のビッドストリームの表示と同様に、新規債券発行及び資産の実施態
様は、複数満期（即ち、同時起債の複数満期を有する連続償還債券及び／又は一括償還債
券）或いは複数の資産販売のビッドストリームの構築を表示するため、及び／又は同一の
（或いは異なる）格付け及び／又は推定的に良質とされる複数の債券発行者及び／又は資
産の売手のビッドストリームの構築を比較するため、複数のディスプレイ及び／又は分割
スクリーンを使用して実施されて良い。連続ジオメトリックビッドストリームのように、
層状ビッドストリームは早期の情報生成を促進するため、高利回りのビッドブロックを少
なくして形成されて良い（図２１）。
【００７０】
　デュアルビッドストリーム及びセットアサイド
【００７１】
　デュアルビッドストリームを有する別の実施態様において、有価証券及び／又は資産或
いは商品／サービスのユニットの一群が、一般参加者に売出される有価証券及び／又は資
産或いは商品／サービスのユニットの総量から除外されることがある（以下、パブリック
プールブロックと称する）、しかしそれは最終的に売出されることがある。適切な法、規
制及び契約上の管轄の開示要件より、発行者グループによって選択される戦略に基づいて
、これらは開示されても（或いは、されなくても）良く、表示されても（或いは、されな
くても）良い。一実施例は、株式引受において、いわゆる友人及び家族の有価証券をまと
めた取置であり、米国でのＩＰＯ売出のちょっとした伝統である。このセットアサイド実
行の別の実施例は、引受シンジケート団のために（例えば、オーバアロットメント又は投
資業界の用語でグリーンシューオプションを介して）及び／又は機関投資家のためにビッ
ドブロックが取置かれて良く、ビッドブロックは適用される法及び規制の条件の範囲内で
取置かれて良い。デュアルビッドストリームの実施態様を使用するための別のシナリオは
、２種類の株式売出を含むことができ、或いは株式及び債券の複合売出も含むことができ
るが、これらに限定されるものではない。
【００７２】
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　適用される管轄の法、規制及び契約上の要件に基づいて、このセットアサイドは目論見
書に開示され得る。発行者グループの戦略に基づいて、セットアサイドのビッドブロック
は、パブリックプールビッドブロックのための現在のビッドストリーム表示と同じデマン
ド表示画面に表示されても良く（図２２）、或いは売出に対する全体の進捗状況を参加者
に知らせるために異なる画面又はディスプレイに表示されても良い。
【００７３】
　デュアルビッドストリームの実施態様を使用すると、そのようなセットアサイドのブロ
ックのプライシングは、固定された価格及びユニット数量であってよく、或いは予想売出
価格（又は他の類似の定量的測度或いは指標）の差及び／又は割引に基づいて変動されて
も良い。セットアサイドのブロックが変動する場合、システムは少なくとも３通りの方法
で調整することができ、以下の方法を含むが、これらに限定されるものではない。（１）
セットアサイドの予約保有者に対する予想売出価格は変動でき、あらかじめ決められた一
定数の予約から計算され得る。（２）個々の参加者及び／又はその代理人によって出され
た固定金額の申込の場合、セットアサイドの予約保有者に用意される予約数量は、固定金
額で用意されて良く、予約数量は、予想売出価格／利回りの変動の様々な差及び／又は割
引の等価額に基づいて、実施態様によって調整され得る。（３）上記二つの方法が複合し
て実行されても良く、いくつかのセットアサイドの予約保有者が、変動価格／利回りで一
定数の予約を有しており、他のセットアサイドの予約保有者が、固定金額の予約を有して
いると、予想売出価格／利回りの変動を様々に割引いた等価額に基づいて、予約権の数量
が調整される。
【００７４】
　セットアサイドのブロックがビッドストリームと共に変動する場合、発行者グループ／
売手は、このセットアサイドは定額のユニットか、或いは固定金額かを決定しなければな
らない。様々な他のビッドストリームのように、ビッドストリームがフルサブスクリプシ
ョンに達すると、通常の方法でデマンドが継続している限り、システムはより高い価格範
囲にリセットすることを継続し、真の価格を発見する。
【００７５】
　同様に、セットアサイドの予約保有者は、自らの割当ポジション又は一般の予約権のデ
マンド表示の状態及び様々な関連する統計的尺度に対する様々な変更が通知され得る。特
に、セットアサイドの予約数量に一定の制限がある場合又は予想売出価格の変化変動を様
々に割引いた等価額によってセットアサイドのビッドブロックの予約権数量が減少する場
合、このことはセットアサイドの参加者に、（セットアサイドを配置した結果、前もって
有していたことになったような様々な権利に加えて、）一般の予約権のパブリックプール
への参加を促すことがある。
【００７６】
　いずれの場合においても、セットアサイドのビッドブロックの予約権数量は減少し、こ
れら減少されたユニットは、ビッドストリームのパブリックプールビッドブロックの一部
に、入手可能に予約権数量を追加するベく使用されても良く、使用されなくても良い。そ
れらは統計に基づく位置（例えば、平均値、中央値、加重測定値等）又は現在の最高価格
／最低利回りにて追加されて良く、或いはオーバアロットメントプール及び／又は発行者
グループによって選択されるいくつかの別の挿入点に追加されて良い。そのような一実施
例については、図２３を参照されたい。
【００７７】
　公平な条件
【００７８】
　異なる個人及び組織が、公的或いは民間調査から及び他の情報源から少しずつ集めた質
的にある程度異なる事前売出又は事前販売情報を使う可能性が存在する。本システムの１
つの利点は、この非対称な情報の分布によって生成されるデマンドの反映として、ビッド
ストリームの構築をリアルタイムで表示することである。実際には、そのような非対称な
情報の反映の結果（即ち、全予約権の表示）を結合及び均質にすることによって、システ
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ムは、非公開情報にアクセスせず相対的に不利な参加者に対する非公開情報にアクセスす
る参加者の相対的な優位を減少する。異なる情報源からの異なる質の情報の結果を公正に
結合又は混合すること（即ち、デマンド）によって、システムはこのことを成し遂げる。
しかし、大幅に減少しても、完全に排除できない場合、明らかに上質な情報（必ず倫理的
及び合法的に得られた情報）へのアクセスの有無により、一部の参加者が相対的に優位及
び不利になる。しかしながら、上質な情報を保有しているその参加者は、早期に予約権申
込を実行する、所望の価格及び割当ポジションで予約権を獲得する高い可能性がある等の
、いくつかの優位性を保有していることがある。
【００７９】
　次の実施例が、この非対称性減少の効果を明らかにする。一実施例において、発行者グ
ループ／売手及び／又はオペレータは、参加者又はその代理人に、インターネットのよう
なデータネットワーク上で、今後売出されるユニットについて一定数の予約権の図表表示
を提供する。一定数の予約権は、予約権価格ごとに、最低買値の予約ビッドブロックから
最高買値の予約ビッドブロックまで並べられる。
【００８０】
　このビッドストリームは、潜在的な価格付けの行動（即ち、市場導入前の新たな動き）
を反映する容易に理解できるジオメトリック形状によって図表表示されて良い。これは特
に重要であり、以下のことについて価値がある。あまり経験のない潜在的投資家／買手は
、純粋にコンピュータ画面上の数値データ表示に基づいて、専門的な取引システムを用い
て日々の取引を行う経験がないことで（より経験のある投資家／買手と比較して）不利と
なることがある。潜在的投資家／買手は、選択的な開示がもたらす情報の非対称によって
不利となることもある。及び／又は、潜在的投資家／買手は、登録資料、目論見書或いは
販売資料を除いて禁止している情報生成の価値に気づくこともある。参加者は、予約権申
込買値にてその予約権の申込を提出することによって、少なくとも１つの一定数の予約権
ビッドブロックを申込める。その申込が、発行者グループ／売手の適合性基準（即ち、投
資家／買手の適合性のプロフィール、信用限度等）及び発行者グループ／売手によって設
定された様々な金額及び／又は数量制限に合致する場合、その申込はシステムのビッドス
トリームデータベースモジュールによって、引受及び登録される。同様に、その申込が発
行者グループ／売手の適合性基準のいずれかと合致しない場合、その申込をシステムの現
在の基準と一致するように整合させるべくシステムは参加者と交信できる。例として、参
加者が所定の買値で申込んだユニット数量が、ビッドストリームに残っているその買値の
ユニットよりも多かった場合、参加者はその買値でまだ入手可能なユニット数量を提示さ
れることがあり、追加の申込を継続するか質問される。同様に、参加者が発行者グループ
／売手によって設定された信用限度を超える申込をした場合、その申込が発行者グループ
／売手が承認できる基準に整合させるべくシステムは参加者と交信できる。
【００８１】
　申込が続けて引受及び登録されるので、発行者グループ／売手、オペレータ及び参加者
を含む全システム使用者は、引受済及び登録済の全申込の図表表示を監視できる。システ
ムは、引受済及び登録済の申込及び／又は申込のないビッドブロック（即ち、ビッドスト
リームの予約ビッドブロックがまだ入手可能）を表示するために異なる色を使用すること
ができる。後続の予約権申込は、予約権申込の買値が、残りの入手可能な予約権割当ビッ
ドブロックの最低買値の予約権価格と同じ又はそれ以上の時のみ、ビッドストリームデー
タベースモジュールに引受及び登録される。同様に、その最低買値にて申込める数量は、
残りの入手可能なビッドブロックユニットの数量に限定され、その数量は発行者グループ
／売手に選択された所定の実施態様において、発行者グループ／売手によって設定された
ビッドブロックユニットの数量制限の範囲内である。
【００８２】
　この実施態様において、システムは、無事引受及び登録された予約権のユニット数量及
び価格、及びビッドストリームに残っているまだ入手可能なユニットに基づいて、参加者
にビッドストリームのそれらのポジションに関する視覚的なフィードバックを与える。こ
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の監視機能は、参加者又はビッドストリームの顧客のポジションを監視する代理人の要求
によって実行されて良く、そのようなフィードバックにアクセスするための承認を得るた
めにログオンすることによって実行されて良く、或いはこの機能はインターネットのクッ
キシステムを介して実行されても良い。
【００８３】
　この実施態様において、表、チャート又はグラフを、ビッドストリームの図表及び／又
はジオメトリック表示に追加でき、及び／又はビッドストリームが形成されると、システ
ムは市場のデマンドの反映を統計的に描写するオーバレイを提供できる（例えば、現在の
平均、中央値及び加重平均、数量推移等）。通常モード及びオーバサブスクリプションモ
ードのどちらにおいても、同じ表、チャート、グラフ及びオーバレイを、価格設定のモメ
ンタムの変化を反映するデマンドの速度も表示し得る。それによって、ビッドストリーム
の新生行動に関する情報の非対称が原因で相対的に不利と思われる個人を更に支援する。
【００８４】
　予約権の申込数量が、発行者グループ／売手によって設定された権利の定数よりも多く
なると、１つ或いは複数の最低買値の予約権が、予約権の定数或いは売出及び／又は販売
から得られる所望の収益額を維持するため、予約権の定数から取り除かれるが、予約権が
無事に引受及び登録された残りの数量はそのままにする。先に記載したように、システム
開発者は、所定の買値で引受けられた順序とは逆の順番で最低買値のユニットを無効及び
／又は取消すことを選択でき、その買値で早期に申込んだ参加者によって情報が提供され
たことに報いる。この実施態様において、割当を超える権利は、平準化手段及び／又は複
数の目的のためのバッファとして使用されて良く、即ち、必要に応じて予約権ビッドブロ
ックの定数を増加し（例えば、一貫性のあるジオメトリックを維持するためにプライシン
グをリセットする間に、予約権が追加及び／又は排除される）、セットアサイドプールの
変化と相互作用し、及び／又は関連する情報生成のための報酬として使用されても良い。
後述の「情報生成のための報酬」を参照されたい。
【００８５】
　この実施態様において、予約権を失った参加者は、そのことが通知されることがあり、
再申込を選択できる。そして、所定の締切日及び時間において、参加者によって申込まれ
、ビッドストリームに引受済及び登録済で無事に残っている予約権の数量が、適用される
法律上の管轄の有価証券又は契約上の規則及び規制に従って、発行者グループ／売手によ
って、引き続きその予約権申込価格にてその潜在的投資家／買手に売出される。
【００８６】
　いくつかの実施態様において、有価証券、資産又は商品／サービスのユニットの実際の
販売は、全予約権の最終的なプライシングポイントに関係する公式に基づいて参加者に売
出されることがある。先に記載された実施例は、プライシング平均の計算、プライシング
中央値の計算、加重平均価格等を含んでいるが、これらに限定されるわけではない。しか
しながら、情報の非対称の減少は、ブックビルディング又は販売注文明細を構築するため
の既存プロセスの下での参加者の相対的に不利な立場を、より良い立場に置く。
【００８７】
　情報生成のための報酬
【００８８】
　情報伝達の理論モデルのプーリング及び分離の両方に実施態様は適応する（所定の実施
態様が適用される規制、契約、司法及び法的な要件に準拠していると仮定する）。ある意
味で、全ての情報伝達モデルは同じ基礎構造を有している。特定の条件の下で、情報通の
参加者は、内密の情報を情報通ではない参加者に伝達することによって市場の結果を改善
できる。プーリング均衡は、あらゆる送り手が同じメッセージを送るという均衡である。
分離均衡は、あらゆる送り手が異なるメッセージを送るという均衡である。一般的に、シ
ステムにかかる全ての影響が他の効果によって無効にされる場合、システムは均衡状態に
あると言われる。いくつかの実施態様において、全予約申込は盲目的である。即ち、価値
のある情報は誰でも見られるが、その情報源については特定されない（ここでは「プーリ
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ング」情報伝達と呼ぶ）。別の実施態様において、予約申込の申込者は特定される又は予
約申込の数量或いは分離情報伝達による総数量及び／又は等価金額が所定のスレショルド
を超える場合は任意で特定されても良い。分離均衡が存在するため、情報伝達コストはグ
ループによって異なることがある。これらの２つの情報伝達状態は、経済用語でシングル
・クロッシング・プロパティと呼ばれている。恐らく、新規発行において異なるグループ
は異なる情報コストを負担している。
【００８９】
　分離情報伝達均衡の場合、特定の実施態様は、高価な情報伝達から利益を受けるための
手段を含んでいる。本発明は、上述されたようなビッドストリームの構築プロセスの早い
段階で、取引意図についての良質な情報伝達を誘引し、報いることの問題にも取り組んで
いる。
【００９０】
　引受シンジケート団及びそのブローカディーラネットワークは、取引経過をより良く概
観できるという追加的な効果を享受し、それによって、顧客に新規発行への参加について
助言でき、総合的に最も良い構成結果を得るために採用する予約権戦略について助言する
ことができる。例として、引受人及び機関投資家は、企業の競合他社に関する見通し又は
経済全体について、発行者よりもより良く知っていることがある。また、引受人及び機関
投資家は、取引（例えば、ＩＰＯ、債券発行等）の流れに継続的に触れているので、彼ら
は一般の情報ルートでの取引市場の強さについて又は既存の情報ルートでの類似企業の取
引についての情報よりも、より詳しく知っていることがある。そして最終的に、あまり情
報通ではない投資家でさえ、発行者が知らない情報、即ち、新規発行の価格利回り／数量
に対する投資家個人のデマンドを知る。
【００９１】
　潜在的投資家は、なぜ重要な情報を、特にそれがポジティブな情報である時、口外した
くなるのか？情報生成及び共有が生じるのは、システムに透明性が取り込まれているから
であり、ポジティブな情報を出し惜しむことは、割当をほとんど或いは全く得られない及
び／又は有価証券、資産又は商品／サービスのユニットの実際の販売におけるプライシン
グが不利になることがある。
【００９２】
　情報のカスケード
【００９３】
　先に記載されているように、従来技術のブックビルディング及び発行者グループ／売手
による販売注文明細の構築は、価格付けに問題を生じている。即ち、潜在的投資家及び／
又は買手は、所定の買値でのユニットのデマンドに関する情報が彼らにとって不利になる
と思った場合、その情報を差し控える動機となることがある。問題は、以下のような場合
、特に深刻になりやすい。（１）情報を入手するコストが高額である及び／又は（２）情
報が明らかになった場合、最終的な販売価格の変更につながり得る。
【００９４】
　この難問は、様々な帰属評価分析のための情報（即ち、予約権申込）の早期提供者は、
報酬が得られるという実施態様を導く。システムは、早期の情報伝達及びプライシング及
び割当デマンドの両方に関する情報の生成を提供する、早期申込参加者に報酬を与えるこ
とができる。例として、報酬は所定のビッドストリームに特有の方法を使用することによ
って遂行されて良く、以下の方法を含むが、これらに限定されるものではない。（１）ジ
オメトリック形状（例えば、ビッドストリームの底に、早期申込のためにより多くユニッ
トを割当てる（即ち、ピラミッド形状等））、及び／又は（２）早期の申込にユニットを
割引く及び／又は増加するための加重公式が使用される別な方法。
【００９５】
　加えて、法、規制及び契約上の管轄において、ある種の割引及び／又は均一金額の方法
を実施しないことは認められているので、実施態様は良質な情報伝達（例えば、早期の及
び大量の申込、経験のある投資家の身元の開示等）を補償するべく調整され得る。この補
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償又は報酬は、割引又は他の十分に開示された報酬の形式であり得る。良質な情報伝達の
報酬は固定されることがあり、他の方法（例えば、最終的な売出価格、加重平均等）から
の価格差に基づいて変動することもある。米国における実施例の場合、これは新規債券発
行において既に可能であり、２つ或いはそれ以上の正式契約書が作成されることがあり、
早期に購入意図を伝達するべく予約権を申込むことを合法的に促進し、より高利回り又は
基準額からの割引／割増の変化によって提示され得る最終的な販売価格を得る。
【００９６】
　更に、法、規制及び契約上の管轄において、割当の自由裁量を認めているので、システ
ムは情報のカスケードの結果を具体的に表現し、早期申込を介して早期に情報伝達を提供
した参加者に、所定の基準でより多く割当を与えて報いる。情報のカスケードは、デマン
ドが雪だるま式に増加している又は長期に渡って低迷していて、潜在的投資家／買手が取
引意図の提示に関して連続した定期的な判断を行う（即ち、後期の参加者は、以前の予約
権申込の伸び、数量及びプライシングのモメンタムに基づいてその提示を調整し得る）時
に発生する。手作業のブックビルディング又は販売注文明細の構築において、情報のカス
ケードは、発行者グループ／売手が秘密情報を漏らさない限り発生することは難しい。な
ぜなら、発行者グループ／売手は通常そのような秘密情報又は少なくとも選択的に発表し
ない情報を保護する義務を負っているからである。本発明のシステムにおいて、情報のカ
スケードは容易に発生する。なぜなら、全参加者が、他の全参加者の引受済及び登録済の
予約権を透明性をもって見られるからである。故に、システムは、この固有の透明性無し
には生じない追加の行為を動機付ける可能性がある。
【００９７】
　例として、ビッドストリーム形成の締切りまでの残り時間に基づいて、早期参加者は、
スライド制で、割当を超える部分又は追加の権利が提供され得る。この情報伝達の報酬は
、様々な形態をとって良く、以下のことを含んでいるが、これらに限定されるわけではな
い。（１）新規発行及び／又はユニットの販売時点での追加の予約権（例えば、投資業界
用語でグリーンシューの部分、オーバアロットメントの提供）、（２）オプションユニッ
トの選択的な使用（例えば、所定の金額又は数量以上の予約権を申込んだ参加者へのオプ
ション）、（３）発行後のオプションの形式をした追加の権利、及び／又は（４）選択的
な発行後のプライシング支援。
【００９８】
　更に、この良質な情報の生成のための報酬は、ビッドストリームの構築プロセスが締切
られた時、ビッドストリームの最終的なポジションと連動又は分離することがある。更に
詳しく述べると、情報生成のための報酬は、ビッドストリームに無事に残っている所定の
参加者のユニットの数量に限定されて良く、或いは、情報生成の報酬は、ビッドストリー
ムが締切られた時、まだ入手可能であっても良く、参加者が無事に残っている引受済及び
登録済の予約権を有していない場合でさえ入手可能であっても良い。そのような変動が存
在するので、本発明は、規則は相対的にわかりやすくすべきであり、開示されるべきであ
り、容易に理解でき、様々な定期的な通信及び／又は所定の参加者のポジションの図表及
び／又は文章によるフィードバックの更新を含むべきであり、それらを介して更新される
べきであると提案する。
【００９９】
　状況通知及び文書の送付
【０１００】
　一実施例において、予約権を失った参加者はそのことを通知され、その参加者（又はそ
の代理人）は再度申込をするか決定することができる。そしてユニット数量によって、市
場デマンドの反映及び価格／利回り設定のモメンタムの変化が反映されるデマンドの変化
の速度が視覚的及び統計的に与えられる。
【０１０１】
　電子メールによる参加者への通知は、申込んだ予約権が無効にされた又は取消された場
合だけに限定される必要はない。システムのオペレータは、ビッドストリームの構築過程
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において、参加者が規定できる定期的な更新（例えば、ビッドストリームの図表表示の一
部及びビッドストリーム全体での相対的な参加者の予約ポジション、或いは有効な評価指
標の統計的レポート及び／又は電子機器（電子メール、ファクシミリ、ＳＭＳ、ワイヤレ
スＰＤＡ）及び／又は音声通信機器（ボイスメール、携帯電話等）に関連情報を残すため
に自動化された口述の報告）を、電子メール又はボイスメールによって提供できる。例と
して、オペレータは更新を基準時間毎に提供でき、参加者は更新を基準時間毎に受けるこ
とを選択できる（例として、毎月、毎週、毎日、毎時又は毎分）。
【０１０２】
　実施態様は、期間が異なっても、発行者グループ及び／又は参加者によって選択される
モード切替によって、この報告を提供できる。例として、１カ月のビッドストリームの構
築において、参加者は最初の２週間を週１回の通知、次の１０日間を毎日１回の通知、次
の３日と１８時間を１時間毎の通知、そして最後の６時間を毎分毎の通知に選択すること
ができる。これらの通知は１日２４時間入手することができ、参加者の時間帯及び勤務／
睡眠パターンに調整されるように時計が設定されて良い。
【０１０３】
　システムの自動化された電子メール機能も、地域の規制基準及び／又は契約要求事項に
合致するように使用され得る。この機能が提供する手段は、（１）資格が与えられた潜在
的投資家及び／又は買手に、（２）登録届出書、仮目論見書、正式契約書、公式声明書、
売買申込書、売買契約書等の電子版の配信を行い、（３）様々な必須の目論見書及び／又
は売買申込書の修正（例えば、プライシングの修正）を配信し、（４）更新及び修正の受
領確認を配信し、（５）引受シンジケート団及びそのブローカディーラ（又は有価証券以
外の申込における同様の販売代理人）の個別の状態を通知する。それは手作業のプロセス
（例えば、プライシングの修正の郵送、予約権の確認、発効後の売買提出書類の確認等）
が必要とされることがあるが、これらに限定されるものではない。
【０１０４】
　システムは、売出予定、登録届出書、仮目論見書及び目論見書の資料、棚上げされた売
出分の資料、他の新規発行株式の二次目論見書、ソブリン債目論見書、地方債仮目論見書
及び公式声明資料、社債仮目論見書、正式契約書及び（債券及び／又は転換社債のための
）他の目論見書資料に関連するマルチメディア情報を配信するために使用されることもで
きる。システムは、資産或いは資産群の証券化のための売出資料及び／又は適用される証
券及び／又は契約法及び規制の下で許可される追加情報を提供することもできる。有価証
券以外の申込の場合、システムはマルチメディア情報及び／又はその情報へのハイパーリ
ンクを提供することができ、発注プロセスに加えて参加者に追加的な情報を提供する。
【０１０５】
　いくつかの実施態様において、様々なビデオ原稿に加えて更に図表又はイメージ情報の
公正かつ正確な説明を含む様々なマルチメディア情報が、目論見書の一部又は目論見書の
付録として、提供及び提出され得る。
【０１０６】
　同様に、発行者グループ／売手は、潜在的参加者を更に教育するための選択をすること
があり、所定のビッドストリームの構築に彼らが実際に参加する前に、任意で所定の実施
態様によって、所定の規則でシミュレーションのデモンストレーションを見せることがあ
る。これらのシミュレーションは、ウェブサイトで任意の汎用投資家／買手教育モジュー
ルとしてシステムを介して提供されて良く、及び／又は申込に関係するビッドストリーム
と完全に分離されているがそれに関連する特定の売出及び販売の規則についての特定シミ
ュレーションとしてシステムを介して提供されて良い。これらのシミュレーションは、特
定のビッドストリームの構築に関連する一連の所定規則の範囲内で作動するための自動及
び／又はプログラム売買ソフトウェアを構築する又は使用する潜在的な参加者にも有用で
あり得る。後述の「自動プログラム売買」を参照されたい。
【０１０７】
　システムオーバレイ
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【０１０８】
　様々な分布曲線が、オーバレイ表示（即ち、追加的な図形要素）として採用されても良
く、発行者グループ／売手、オペレータ及び／又は参加者が、特に自由入札実施態様のデ
マンド表示において、本来であれば変則的又は不規則に変化して現れることがあるビッド
ストリーム全体に渡って異なる視点を選択することを可能にする。この例が図２４に示さ
れており、自由入札の実施態様における様々な予約申込の表示を標準化するポアゾン分布
を示している。他のオーバレイ表示は以下のようなものを含んでいるが、これらに限定さ
れるわけではない。
（１）履歴オーバレイ（例えば、類似の特性を持つ以前の売出の行動（例えば、収益率が
織り込まれた同一業界のＩＰＯ、類似のビッドストリームの行動に基づく以前のプライシ
ングのモメンタム曲線等））
（２）加重オーバレイ（例えば、機関投資家のビッドストリームの構築行動と対比される
小口投資家のビッドストリームの構築行動の表示又は単位量申込の行動に基づく行動の表
示等）
（３）大口予約権申込オーバレイ（可能な場合は、参加者の身元も）
（４）オーバサブスクリプションオーバレイ
（５）価格差オーバレイ
（６）価格移動のモメンタムのオーバレイ
（７）参加者特有のオーバレイ（例えば、現在の状態、引受済みの申込が残る可能性（所
定の現在のプライシングのモメンタムの評価指標）等）
（８）シナリオオーバレイ（例えば、「仮想」シナリオオーバレイ）
（９）ゲーム理論に基づくオーバレイ（例えば、競争及び／又は協力モデルを使用した結
果のオーバレイ、ナッシュ均衡等）
【０１０９】
　オーバレイは、本質的に静的（例えば、履歴、加重又は価格差オーバレイを伴うビッド
ストリームの現在の状態の描写）であって良く、反復的（例えば、オーバレイがリフレッ
シュされると、プライシングのモメンタムの変化のような追加の差分情報を示す）であっ
て良く、及び／又は未来予測に基づくシミュレーションであって良い（「仮想」シナリオ
ツール及び／又はゲーム理論に基づくシミュレーションの場合、それに基づいて異なる確
率を有する様々な結果を持つ）。システムは反復的及び／又はシミュレーションに基づく
オーバレイを、反復ループで実行することができ、その結果はビッドストリームの変化を
入力として報告されるので、入力データ及び／又は基準を変化させる。
【０１１０】
　同時に、売出／販売の意思決定を支援するために、発行者グループ及び／又は売手のメ
ンバによって、様々なビッドストリームの行動特性（例えば、価格差、プライシングのモ
メンタム、参加者の身元が提供された場合の大口予約権ブロック申込等）に色を割当てる
ためのあらかじめ選択された（または参加者が決定可能な）色パレットを用いて、ビッド
ストリームの表示に色が使用されて良く、参加者は独自の行動オーバレイへのアクセスも
提供され得る。
【０１１１】
　債券、公債、地方債、社債、保険、金融資産及び／又は他の資産の新規発行の場合、追
加の有用なオーバレイが使用され得る。これらは過去、現在及び予想される未来に対して
以下のことを含むが、これらに限定されるわけではない。（１）米国財務省証券利回り曲
線又は他の指標（例えば、ＬＩＢＯＲ）、（２）米国財務省証券又は他の指標との差、（
３）満期利回り、（４）コール利回り、（５）最低コール利回り、（６）商品インデック
ス、（７）比較可能な資産構成のプライシング、等。これらのオーバレイは、新規発行及
び／又は一定の満期及び／又は一定の期間を有する資産収益／収入源の契約のために時系
列のレイアウトで表示されても良い。オーバレイは、同様の格付けがされた及び／又は同
様の構造を持つ流通市場の有価証券及び／又は資産のための履歴、現在及び／又は予想利
回り曲線及び／又は価格差の比較可能なオーバレイも含み得る。
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【０１１２】
　分布曲線は、自由入札の実施態様における統計的な膨張を避けるための保護手段として
使用されて良い。統計的な膨張は、ビッドストリームの構築結果の一部の受益者によって
要求されることがある（例えば、統計を歪曲させるために仕組まれた発行者グループの関
係者による異常に高い価格での申込が、大部分の申込よりも高く表示されかねない）。１
つの利用可能な分布曲線技術は、様々な分布曲線を、一連の相違又は選択された統計的な
分布の境界から統計的に外れる値を有する申込を排除する手段及び／又は明らかに異常値
である予約申込を拒絶する手段として用いられ、それによってビッドストリームの秩序あ
る構築を安定的に管理及び維持する。
【０１１３】
　最後に、最終的な売出及び／又は販売価格を、全ての最終的な売出又は販売予定に対し
て等しくすることを要求する法、規制又は契約上の管轄において、分布曲線は自由入札の
実施態様と組み合わせて用いられることもできる。異なる分布曲線の種類は、現在の予想
販売価格又は変化するビッドストリーム基準に基づく予想価格（例えば、価格のモメンタ
ム、オーバサブスクリプションの割合等）を表示するために使用され得る。
【０１１４】
　その他の特徴
【０１１５】
　図表表示の実施態様において、表示は色分けされて良く、ビッドストリームの異なる部
分を示すために異なる色が使用される（例えば、ある色をまだ予約されていない予約権、
別の色を参加者が申込んだ予約済のポジション、また別の色でオーバサブスクリプション
モードを表す等）。更に、色付のオーバレイは、発行者グループ／売手のメンバーによっ
て、彼らの戦略的及び戦術的な売出計画に関する変化を有効にする手段として、ビッドス
トリームの異なる及び／又は変化する行動を割当てるために使用されることがある。これ
らの内容には以下のことを含み得るが、これらに限定されるわけではない。（１）オーバ
アロットメントオプションの取り扱いの決定、（２）マーケティング及び／又は販売努力
の増加又は縮小、（３）流通市場でのプライシング支援戦略及び戦術における引受人、引
受シンジケート団のメンバ又は販売代理人の役割の管理に関する決定等。
【０１１６】
　ビッドストリームがステップ関数で構築されない場合、表はビッドストリームの分布を
表示することができ、プライシング及び予約済のビッドブロックの分布の重要な統計的な
フィードバック（例えば、平均、中央値、加重平均等）を与えることができる。システム
は瞬間的なフィードバックを使用者に提供することができるだけではなく、特定のビッド
ストリーム及び／又は（複数の新規発行を示す）複数のビッドストリームを構築及び拡張
する過程における数量及びプライシングの履歴又は複数に分かれる発行（例えば、満期が
異なる連続債券の売出）の様々な特徴を、統計及び図表表示で与えることができる。
【０１１７】
　いくつかの実施態様において、２次元情報（図表又はそれ以外）が任意に様々な方法で
表示されて良く、参加者によって、例として、垂直、水平、両方向同時、或いは両方向を
交互に表示する設定も可能である。例として、ビッドストリームのジオメトリック表示に
おいて、株式及び／又は債券及び／又は商品／サービスのユニットの価格、及び／又は債
券の利回りが１つの軸に表示され、もう一方の軸（水平又は垂直のいずれか）に数量が表
示されて良い。
【０１１８】
　更に、参加者に対して多次元情報の表示が考えられる。例えば、単位量がｘ軸、価格／
利回りがｙ軸及び時間がｚ軸に表示されて良く、参加者がビッドストリームの構築行動を
、３次元上で様々な所望の角度から長期に渡って見ることを可能にする。追加の次元は時
間に限られるわけではなく、様々な定量的及び定性的な過去、現在及び／又は未来予想（
例えば、信用リスク、資産構成の考慮、流通市場の行動、将来の経済分析等）を含むこと
ができるが、これらに限定されるわけではない。
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【０１１９】
　予約権ブロックを申込む参加者の身元は、指示及びクリック機能によって又は別の表形
式で、コンピュータディスプレイに任意で明らかにされても良い。これは匿名（例えば、
異なる色分けによって機関別に投資ブロックのみ示す）及び／又は明示されて良い（例え
ば、機関投資家及び／又は大口の申込に対する特定の基準によって、名前で識別される）
。
【０１２０】
　別の実施例は、何故システムの変化が、特定のポジション戦略を使用することを要望す
る参加者に対して支援を行えるのか示している。これは、個々の参加者及び／又はその代
理人に、所定の価格にて一定数のユニット申込又は固定金額で申込をするように、任意の
選択的な自由が与えられることによって証明される。参加者が最初に１つ或いは複数の予
約権の申込をする時に、システムは参加者が所定の価格で一定数の予約権を申込むこと又
は合計金額で申込んでシステムに現在入手可能な予約権の数量を計算させることを可能に
する。システムは参加者に、最低価格のビッドブロックにその予約を配置すべきか、又は
その代わりに予約権ビッドブロック複数申込用計算機の支援により価格範囲に渡ってその
予約を広げるか質問することがある。そのような計算機は、合計金額での申込を選択した
参加者が予約権の複数申込を配置すること及びその申込の分布及び／又は異なる申込水準
での申込後の残高についてフィードバックを受け取ることを、参加者が対話形式でできる
ような構成であって良い（図５）。同様に、申込が固定金額である場合、システムは現状
の等価額（変化をリアルタイムに調整）に従って予約権の申込数量を調整でき、予想売出
価格に達するように選択された公式に従って予約権の申込数量を調整できる。
【０１２１】
　ビッドストリームの構築プロセスの透明性を最大化する目的は、全参加者に差別なく、
リアルタイムのように情報のフィードバックを提供することである。ここでの「リアルタ
イム」は相対的な言葉であり、実際にはシステムを実行することによって調整又は加減さ
れ得る。ここで使用されるように、リアルタイムは、全申込が再計算され、再表示のため
に設定される間（即ち、リフレッシュのプロセス）のシステムサーバ又は同様な情報配信
点からの時間間隔（秒、分）に注意が必要である。私設及び／又は公共（例として、イン
ターネット）ネットワークのトラフィックがもたらした及び／又は参加者のネットワーク
へのアクセススピードによる、このリフレッシュ時間からの遅れは、わずかな相違を生じ
ることがあるが、それは固有のものであって、電子情報の流通基盤ではある程度予期され
ているものである。それにもかかわらず、公正で、差別がなく、相称的で、全ての取引意
図のある参加者がほぼ同時にアクセスする、本当に公平な条件を提供することを目的とす
る。
【０１２２】
　関連する法、規制及び／又は契約上の規則が、全く等しい配信を規定している場合、特
にプログラム売買のソフトウェアが人間よりも早く反応するので、システムは適切なレギ
ュレータが受付けられる最も遅い共通通信速度で全参加者に配信するように測定されても
良い。
【０１２３】
　開発者は、電子配信及び紙配布のいずれにも、規制要件の適切な追跡を実行するために
データベースを使用することを選択でき、発行者グループ及び／又は売手の販売代理人の
メンバによる様々な所要の行為に基づく報告を提供することを選択できる。システムのデ
ータベース構成要素は、電子メールによる配達証明返送の実行に加えて、更にアクセス、
ダウンロード及びブローカディーラにとって仮目論見書の配布に関するコンプライアンス
の更なる証拠となる印刷及び潜在的投資家への目論見書、プライシングの修正、条件概要
書又は販売書類及びプライシングの情報（有価証券以外の申込の場合）の配布等の安全な
記録管理を提供する。
【０１２４】
　様々な実施態様のデータベースの特徴は、システムの自動化された電子メール機能と組
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み合わせて、以下のような目的の身元確認及び／又は資格付与を実行することができるこ
とであるが、これらに限定されるわけではない。（１）投資家／買手の適合性、（２）ロ
グイン資格の付与、（３）予約権申込金額及び単位量制限の管理、（４）要求された文書
及び／又は通知の配布、（５）要求された文書及び／又は通知の配布の確認、（６）コン
プライアンスの記録及び追跡、及び／又は（７）様々な販売書類の送付。これらの様々な
実施態様のデータベースの特徴は、例外報告書の選択及び／又は自動生成の基準も提供も
できる。これらの報告書は、システムの実施態様との交信から得られた電子情報のリスト
であり、証券法或いは規制及び／又は契約上の義務の不履行を引起し得る状態を識別し、
及び／又は手作業による行為の必要性を確認する。その報告書は、適切な団体に（自動的
又はバックアップの手作業のプロセスを介して）是正措置を実施させるための通知をする
こともでき、適用される地域証券法或いは規制及び／又は契約上の義務の積極的な順守を
促進する。
【０１２５】
　更に、特定の機能が他の機能と様々な方法で組合わせられても良い。例として、通知オ
プションは、特定のビッドストリームの行動パターンのパラメータ（例えば、プライシン
グのモメンタム、あらかじめ設定された価格／利回り、特定のビッドストリーム以外の市
場及び／又は経済状態の変化、参加者の他の資産の指標の変化等）が限度を超えた場合、
定期的な更新に代わって変化させる設定がされても良い。そして、様々な所望の情報更新
は、開発者、オペレータ及び／又は参加者が選択した色分け及び／又は他のオーバレイに
よって生成されて良く、プログラム売買のソフトウェアは手作業又は自動で変化に対応で
きるように作動されても良い。この具体的なシナリオは、システム開発者及び／又はオペ
レータがビッドストリームの構築プロセスに提供でき、付加価値をつけられる多くの方法
の内の１つであり、参加者はシステムで異なる特徴を組合わせることを選択でき、各々の
参加者が必要性及び希望に応じて調整を行う。
【０１２６】
　引受シンジケート団の役割
【０１２７】
　現在のシステムの下で、引受人／投資銀行は、もはやブックビルディングプロセスを管
理する必要はなく、市場自身がこれを公正、公平に実行することができ、潜在的な悪弊を
軽減する。システムは、まだ引受シンジケート団及び関連ブローカディーラネットワーク
が、ビッドストリームの設計の制限付制御（初期買値範囲の設定及び様々な価格／単位量
の制限を含む）及び視覚的なフィードバック機能、オーバレイの取扱い、セットアサイド
の取扱い、オーバアロットメントのグリーンシューオプションの取扱い等の任意の制御を
介して価値を加えることを可能にしている。たとえそうでも、引受人は新規発行の志願者
に助言し、目論見書、デューデリジェンスの実施、登録資料の作成のため、発行企業に関
する情報の収集及び整理を行い、一般及び潜在的投資家に説明会及び他の認可された活動
を介して企業について教えるという、本質的で価値のある役割を有している。
【０１２８】
　更に、引受シンジケート団及び関連ブローカディーラネットワークは、局所的及び全体
的な適合性についての参加者の審査及び機関投資家及び小口投資家の投資及び資産構成戦
略を助言する本質的な役割を担っている。そして恐らく最も重要なことは、ほとんどの実
施態様がブックビルディングの構築及び／又は取引意図の提示及び意図の収集に焦点が当
てられているので、実際の有価証券及び／又は資産の証券化の売出又は販売を含んでおら
ず、引受シンジケート団及び関連ブローカディーラネットワークは、売出、実行及び様々
な実際の有価証券及び／又は資産の証券化の処理を問題なく行うことに加えて、更に流通
市場での様々な所望の支援も提供する存在として必要である。
【０１２９】
　より多くのプライシング及び割当の悪弊の抜け道が塞がれるので、引受人は、お金が残
ってしまったために失った手数料を、報酬付帯契約及び抱合わせ販売から得られた他の利
益と置換できない。彼らは発行会社への収益が最大化される（それによって引受人の手数
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料が最大化する）ことを保証するため、一般に提供される情報を極大化することに重点的
に取り組むことがあり、最終的に発行者及び彼らの利害関係者（例えば、金融会社、所有
者、株主等）に対する本来の象徴的な受託者義務を守る。
【０１３０】
　システムは待機期間（米国の実施例では、登録届出書の提出からそれが発効する迄の期
間）前又はその間に、引受シンジケート団が作られることを妨げない又は排除しない。シ
ンジケート団のメンバ（例えば、別の投資銀行、有価証券小売業組織、大口仲買業者及び
地元密着型の有価証券小売業者）は、彼らの顧客を啓蒙することに関しては引受人の代理
人として行動できる。このプロセスは、仮目論見書の配布及び様々な説明会への参加を介
して遂行されて良く、予約権申込をするための戦略に至り、実行し、そしてビッドストリ
ームの顧客のポジションを監視することで、個人及び機関の両方の代理人としての役目を
果たし得る。予約権の価格の手数料又は割引は、シンジケート団の努力の結果として生じ
る売買取引がある時にもたらされて良く、そのような割引又は手数料は、発行者及び引受
人主幹事との間で同意された契約の一部として、様々な最終目論見書、プライシングの修
正又は条件概要書に開示されることがある。
【０１３１】
　要約すれば、システムは、発行者、引受シンジケート団及びブローカディーラネットワ
ークの以下のような行動及び活動を置換することを必ずしも意図して作られているわけで
はない。そのような活動とは、例として、デューデリジェンス、登録届出書の準備、開示
義務、目論見書及び通知の配布義務、一般の販売及び販売促進努力及び／又は有価証券販
売活動である。実施態様は、主に新規発行のプライシング（価格付け）及び割当及び／又
は資産の効率的な証券化について、公平で公正な最適化に焦点が当てられている。様々な
実施態様の特徴は、各関係者の法定責任に関する行動の効率を自動化及び増進させる基盤
としての役目を果たし得る。
【０１３２】
　最後に、引受業界は、刑事及び民事罰を受けて損失を被ることが増えており、そのよう
な損失は、実際、様々な予想引受手数料及び委託手数料の総額を超えることがあることに
注意されたい。引受業界の重要な副次的な利点として、システムはプライシング及び割当
における悪弊の機会も減少させるので、新規発行の売出、販売及び配分に関わる関係者の
潜在的な損失を著しく軽減する。
【０１３３】
　自動プログラム売買
【０１３４】
　現在のシステムは、標準化されたシステムの出力（例えば、アプリケーションプログラ
ムのインタフェイス）を介して、コンピュータ読込可能に標準化されたビッドストリーム
の統計の提供もでき、開発者、オペレータ及びシステムに承認された参加者が、ビッドス
トリームの監視と同様なプログラム売買のためのコンピュータアプリケーションソフトウ
ェアプログラム及びシステムから情報を受けると作動する自動予約申込のためのコンピュ
ータアプリケーションソフトウェアプログラムの構築を可能にする。
【０１３５】
　システムの手順を階層化することによって、システムの参加者が実質的に予約権（及び
代替物）の募集に対する申込を自動化するようなパラメータの設定を可能にして、プログ
ラム売買を実行する実施態様も考えられる。一実施例は、コンピュータが実行可能なアル
ゴリズム（プログラム）を使用して、所望の価格及び数量の取引を設定し、次に、それら
のパラメータ及び／又はシステムからの統計のフィードバック（例えば、長期に渡る価格
速度の変化）に基づいて予約権の実行を調整する。
【０１３６】
　シミュレーション及びビデオゲーム／エンターテインメントの実施態様
【０１３７】
　いくつかの実施態様は、シミュレーション及び様々な応用目的へのシステムの使用に関
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しており、そのような応用目的には、参加者教育、一般的なビジネス教育、訓練及びビデ
オゲーム及び／又は他のエンターテインメントモード等がある。例として、オペレータは
様々なシミュレーションを提供でき、潜在的参加者が、与えられた手段に習熟でき、シミ
ュレーションを実行して、様々な仮想シナリオを調査できる。
【０１３８】
　更に説明すると、ビジネススクール及びその他の教育施設は、学生と交信できるように
設計された最初から組込済の様々なシステムの行動及び／又は条件でシミュレーションを
使用できる。金融サービス業界は、投資銀行、リサーチアナリスト及び取引専門家を訓練
するため、実施態様を変化させて使用できる。
【０１３９】
　同様に、システムはエンターテインメントによるシミュレーションを具現化することが
でき、（例えば、実質的にビデオゲームとして）エンドユーザの教育が可能であり得る。
ゲームによる方法は特に興味深く、魅力的であり、エンターテインメントシステムとの相
互作用で、１人用又は複数人用にあらかじめ設定され得る様々なシミュレーションを動作
させる。後者の場合、ゲームは複数のユーザの参加に対応するシミュレーションを介して
作動し、ランダムに循環され得る処理又は全てのプレーヤに開示される（或いはされない
）一連の条件に基づいている。
【０１４０】
　有価証券以外の売出／販売
【０１４１】
　システムは潜在的売手及び買手が、透明性があり、競争力があり、公平な方法において
、条件付又は拘束力のある売却申込、購入申込及び／又は商品／サービスのユニットの取
引意図の提示の取得に参加することも可能にする。従って、システムは他の多くの状況に
使用されて良く、大量のユニットが供給され得る場合、或いは更に競争的なプライシング
が望ましい場合、或いは更に透明性のあるプライシングが望ましい場合、或いは更に反復
的な価格付けが望ましい場合（即ち、公平で有効な価格付けが疑わしい場合）、及び／又
は複数の潜在的買手に対する公平で効率的なユニットの割当が疑わしい状況における場合
等がある。システムは、供給が固定されておらず、新生デマンド及び価格付けに対応して
発行者グループ／売手によって変化され得る場合に使用されても良い。例として、システ
ムが更に好適な価格を発見した場合、発行者グループ／売手は更に多くのユニットを提供
及び／又は生成することを選択して良く、それに応じて動的に予約権割当ビッドブロック
の制限を増加し、結果として動的なビッドストリームを実現する。更に、サービス又は労
働単位のプライシング及び割当に使用される時、システムは付加的なユニットを加えるこ
とができ、追加の時間外手当及び／又は割増の価格を同時に補償する。
【０１４２】
　ビッドストリームの構築がもたらす独特で新規の報酬構造の可能性がある。例えば、シ
ステムライセンサ及び又はオペレータに対する一部或いは全ての報酬は、システムのオー
バサブスクリプションモードに起因するプライシング範囲の変化量に基づいている。（即
ち、手数料は、当初の予想売出価格と価格付けの付加価値手段によってシステムで得られ
た売出価格との差に基づくことがある）。
【０１４３】
　様々な実施態様が、資産の証券化、契約権の証券化及び／又は分析の照合及び引受及び
／又はリスクヘッジに必要なプライシングの割増金に関するリスクの評価に使用され得る
。他の実施態様が、商品及び／又はサービスのユニットの実際の販売に使用され得る。実
施例は以下のものを含むが、これらに限定されるわけではない。（１）保険引受（例えば
、リスク分散を確認及び価格付けすることが困難であるかもしれない場合）、（２）不動
産（例えば、不動産の敷地、所有地の権利書、資産担保契約又は証券（即ち、抵当の権利
書））、（３）契約に基づく将来の収益源の証券化（例えば、知的財産からの将来の収益
（即ち、特許、商標、著作権等））、（４）芸術作品（ビデオ、音楽等）及び／又は芸能
人及び／又はスポーツ選手の収入源からの収益、（５）商品（例えば、当初の生産のプラ
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イシング及び割当が、供給に制約があるため派生的及び／又は特に競争的であり得る場合
（例えば、インテル（登録商標）のような半導体企業の生産工程が、そのチップの買手に
よって作られる製品に対する派生需要に基づいている場合、全てのチップの買手が互いの
デマンドを見られるようにビッドストリームを使用することによって、生産工程は競争的
に値決め及び割当がされ得る）、むらのある品質及び／又は供給の流れが起こることがあ
るかもしれず、拘束力のある販売が完了する前に検査及び／又は確認を必要とする場合等
）、（６）労働及び／又は他のサービス（例えば、供給によって割当が変化し得る場合、
求職の確認が求職者の調査及び／又はインタビュー次第である場合等）、（７）中古不動
産（例えば、多くのユニットが様々なサイズに大量に分割される場合、十分な検査を最終
的な販売の条件とする場合等）、及び（８）多くのその他用途。
【０１４４】
　コンピュータの特徴
【０１４５】
　システムは従来の電子（デジタル）計算、コンピュータ、コンピュータシステム及びネ
ットワークの技術を利用する。
【０１４６】
　システムに関連するコンピュータシステムに組込まれている装置は、従来のコンピュー
タ機器に設置されていることに特色があり、当技術分野で周知のそのようなコンピュータ
機器の幅広いカテゴリを代表することを目的としている。従って、インテル（登録商標）
プロセッサベースのプラットフォームが使用され得るが、複数の他のプラットフォームで
も十分であり、例えば、マッキントッシュ（登録商標）ベースの及び／又はＵｎｉｘ（登
録商標）／Ｌｉｎｕｘ（登録商標）ベースのプラットフォーム、異なるバス構成のプラッ
トフォーム、ダムクライアント、ネットワークされたプラットフォーム、マルチプロセッ
サプラットフォーム、他のパーソナルコンピュータ、ワークステーション、メインフレー
ム、ナビゲーションシステム及び同様の物がある。ソフトウェア構成要素は、オペレーテ
ィングシステム、ソフトウェア開発環境（ＢＥＡ、ウェブスフィア等）、表示ソフトウェ
ア、文書管理ソフトウェア、通信ソフトウェア、ネットワークソフトウェア、ネットワー
ク管理ソフトウェア、カスタマイズされたアプリケーション、及びメンテナンス／ユーテ
ィリティソフトウェア、その他アプリケーションが含まれるが、これらに限定されるわけ
ではない。
【０１４７】
　一実施態様は、コンピュータプログラム（ソフトウェア）を含み、それはコンピュータ
で読込可能な１つ或いは複数の媒体であって、その媒体にはコンピュータ命令が記憶され
ており、様々な実施態様の方法を実施させるべくコンピュータをプログラムするために使
用され得る。記憶装置は、フロッピーディスク、光学ディスク、ＤＶＤ、ＣＤＲＯＭ、光
磁気ディスク、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気或いは光学カード又は電子命令
を記憶するのに好適な様々な種類の媒体を含む様々な種類のディスクが含まれるが、これ
らに限定されるわけではない。他の記憶装置は、冗長及び／又はＲＡＩＤ記憶設定及びフ
ァイルバックアップを含む大容量記憶装置、リストア装置及び障害回復サービスが含まれ
る。
【０１４８】
　他のハードウェア構成要素は、サーバ、通信及びネットワーク構成（例えば、ルータ、
スイッチ等）、セキュリティシステム（例えば、ファイアウォール）、ロードバランサ及
びネットワーク基盤（例えば、ＬＡＮ／ＷＡＮ接続及び配線）、他の構成要素を含むこと
ができるが、これらに限定されるわけではない。
【０１４９】
　先に記載されたコンピュータプログラムのコンピュータ命令は、電子信号であって良く
、データネットワーク上で送信されて良く、コンピュータシステムにダウンロードされる
と、記載された実施態様を実行する。コンピュータ命令はデータ形式であって、データネ
ットワーク上で送信される。いくつかの実施態様において、コンピュータ命令は電子信号
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で、ケーブルを介して、ワイヤレスで及び／又は衛星を介して送信される又は既知の或い
はまだ発見されていない別の通信手段によって送信される。
【０１５０】
　コンピュータで読込可能な複数の媒体のいずれか１つに記憶された様々な実施態様は、
汎用及び／又は特殊化したコンピュータ或いはマイクロプロセッサのハードウェアを制御
するためのソフトウェアを含んでおり、コンピュータ或いはマイクロプロセッサが、ユー
ザ、ソフトウェアエージェント及び／又は様々な実施態様の結果を利用する別の方法及び
手段と交信することを可能にする。そのようなソフトウェアには、デバイスドライバ、オ
ペレーティングシステム及び様々なユーザアプリケーションが含まれるが、これらに限定
されるわけではない。最後に、そのようなコンピュータで読込可能な媒体は、様々な実施
態様において、先に記載された方法を実行するためのソフトウェアを含んでいる。
【０１５１】
　システムソフトウェア
【０１５２】
　ソフトウェアは様々な好適なコンピュータ言語を使用してエンコードされる。一部はＨ
ＴＭＬを使用してエンコードされても良い。本発明を踏まえると、好適なコードの提供は
当技術分野の能力の１つである。好適なソフトウェアの実施例が図２５に示され、以下に
説明される。
【０１５３】
　参加者モジュール２２は、参加者がシステムと交信するために必要な特徴（例えば、シ
ステムアクセス、予約権申込の実施、参加者表示及び他の選択の設定、ビッドストリーム
及びオーバレイの表示等）を含んでいる。参加者モジュール２２は、ウェブブラウザを介
して標準ソフトウェア技術（例えば、ＨＴＭＬ、ＸＭＬ、Ｊａｖａ（登録商標））で実行
されて良く、或いは独立型のアプリケーション（Ｃ＋＋）として構築されても良い。それ
はインターネットのネットワーキングプロトコル（例えば、ｈｔｔｐ）及びセキュリティ
（例えば、ＰＫＩ）を介してホストシステムに接続する。異なる実施態様において、参加
者モジュール２２及びホストシステムサーバの間で機能の割当は変化し、それは他のモジ
ュールも同様であることを理解されたい。
【０１５４】
　適合性モジュール２４は、発行者グループのメンバによって使用され、参加者アカウン
トのデータ（例えば、参加者ＩＤ、パスワード）を入力及び管理し、アカウントの制限（
例えば、信用制限）を設定し、参加者に特有のシステムの取扱い（例えば、メッセージン
グ規則、承諾）を構成する。この情報は、レジストリモジュール３８に記憶される。この
モジュール２４は、ウェブブラウザを介して標準ソフトウェア技術（例えば、ＨＴＭＬ、
ＸＭＬ、Ｊａｖａ（登録商標））で実行されて良く、或いは独立型のアプリケーション（
Ｃ＋＋）として構築されても良い。それはインターネットのネットワーキングプロトコル
（例えば、ｈｔｔｐ）及びセキュリティ（例えば、ＰＫＩ）を介してホストシステムに接
続する。
【０１５５】
　開発者／オペレータモジュール２６は、ビッドストリームの設計者、発行者グループ／
売手及び／又は第三者のオペレータによって使用され、所定のビッドストリーム（例えば
、ビッドストリームの種類、当初の価格／利回り範囲、割当制限等）を設定する。このモ
ジュールはデフォルト（例えば、ディスプレイの特性及び画面構成要素）を設定するため
に使用されても良く、機能（例えば、オーバレイ、イベント警告等）の実行を可能にする
。このモジュールは開発者環境（例えば、ＢＥＡウェブロジック、ウェブスフィア）で実
行されて良く、カスタマイズされて良い（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｊａｖａ（登
録商標）エンタプライズビーンズ等）。
【０１５６】
　発行者グループ／売手モジュール２８は、ビッドストリームの構築を監視及び管理する
ために使用される。これはまた、ビッドストリームが締切られると、最終的な割当及びプ
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ライシングが配信される。モジュール２８は、ウェブブラウザを介して標準ソフトウェア
技術（例えば、ＨＴＭＬ、ＸＭＬ、Ｊａｖａ（登録商標））で実行されて良く、或いは独
立型のアプリケーション（Ｃ＋＋）として構築されても良い。それはインターネットのネ
ットワーキングプロトコル（例えば、ｈｔｔｐ）及びセキュリティ（例えば、ＰＫＩ）を
介してホストシステムに接続する。
【０１５７】
　ワークフローマネジャモジュール３０は、プロセス、特にモジュール間のプロセスを設
定し、変更し、管理するために使用される。モジュール３０は、規定（例えば、委任、段
階的拡大、通知、監査）を設定及び管理し、プロセスの有効な報告に対応して変化する。
モジュール３０は、開発者環境（例えば、ＢＥＡウェブロジック、ウェブスフィア）で実
行されて良く、カスタマイズされて良い（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｊａｖａ（登
録商標）エンタプライズビーンズ等）。それはインターネットのネットワーキングプロト
コル（例えば、ｈｔｔｐ）及びセキュリティ（例えば、ＰＫＩ）を介してホストシステム
に接続する。
【０１５８】
　ウェブサービスモジュール３２は、プロセスを処理し、サービス及び結合レジストリを
介してホストシステムへの及びホストシステムからのデータ伝送を処理する。モジュール
３２は標準ツール（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｊ２ＥＥ等）を使用して実行されて
良く、標準ネットワーキング（例えば、ＳＯＡＰ、Ｗ３Ｃ（登録商標））、標準プロトコ
ル（例えば、ｔｃｐ／ｉｐ、ｈｔｔｐ等）及びセキュリティプロトコル（例えば、ｈｔｔ
ｐｓ、ＳＳＬ等）を使用して実行されて良い。
【０１５９】
　ビッドストリームデータベースモジュール３４は、ビッドストリームを構築及び管理す
る主なプロセス（例えば、予約権申込引受、ビッドストリームの状態及び統計の計算、ビ
ッドブロックの追加／取消、割当及びプライシングの計算）の全てを処理する。モジュー
ル３４は、標準データベース技術（例えば、オラクル（登録商標）、ＤＢ２（登録商標）
）を使用して実行されて良く、カスタムプログラム（例えば、ｉｓｑｌ、ｒｐｃ等）で実
行されて良く、その他のサービス（例えば、キャッシング、持続維持技術、オブジェクト
サービス、レプリケーション、バージョニング）を含んでいる。
【０１６０】
　内部通信及びルーティングモジュール３６は、他のモジュールと接続し、標準的なプロ
グラム言語（Ｃ＋＋）で実行されて良い。
【０１６１】
　レジストリモジュール３８は、作業に必要な参加者に特有の情報、ビッドストリームに
特有の情報及び発行者グループ／売手に特有の情報の全てをシステムに記憶し、管理する
（例えば、参加者管理、認証（キー及び証明を含む）、行動ログ）。モジュール３８は、
標準データベース技術（例えば、オラクル（登録商標）、ＤＢ２（登録商標））を使用し
て実行されて良く、カスタムプログラム（例えば、ｉｓｑｌ、ｒｐｃ等）で実行されて良
く、その他のサービス（例えば、キャッシング、持続維持技術、オブジェクトサービス、
レプリケーション、バージョニング）を含んでいる。
【０１６２】
　取引データベースモジュール４０は、システムが複数のビッドストリームを管理し、参
加者が合意済の適合性要件に従って参加者のアクセス要求を審査することを可能にする。
モジュール４０は、標準データベース技術（例えば、オラクル（登録商標）、ＤＢ２（登
録商標））を使用して実行されて良い。
【０１６３】
　予約権計算機モジュール４２は、簡素なアプリケーションであり、参加者の投資／購入
戦略に従って、価格／利回り及び数量を組合せて割当てるための１つ或いは複数の予約申
込を計算するべく参加者と交信する。モジュール４２は標準的なプログラム言語（Ｃ＋＋
）で実行されて良い。



(37) JP 5389102 B2 2014.1.15

10

20

30

【０１６４】
　オーバサブスクリプションエンジン４６は、特にビッドブロックユニットのデマンドが
供給を超える場合に、ビッドストリームデータベースを監視及び支援するために使用され
る。その主な機能は、オーバアロットメントバッファを管理することであり、ユニットの
割当総数を超える新規申込を認知し、通常ビッドストリームにおける最低価格／利回りポ
イントにある早期に引受及び予約された予約権を取消す。モジュール４６は、標準的なプ
ログラム言語（Ｃ＋＋）で実行されて良い。
【０１６５】
　オーバレイエンジン４８は、ビッドストリームの構築を監視し、視覚情報の標準テンプ
レートを計算する。そのテンプレートは、ビッドストリームの図表表示に重ねられて良く
又はデマンド表示のどこかに追加されても良い。モジュール４８は、システムユーザから
のアドホッククエリも処理することができ、参加者に特有のオーバレイ或いはそれに予想
及び／又はシミュレーションを含んで計算を行う。モジュール４８は、標準データベース
技術（例えば、オラクル（登録商標）、ＤＢ２（登録商標））を使用して実行されて良く
、カスタムプログラム（例えば、ｉｓｑｌ、ｒｐｃ等）で実行されて良い。
【０１６６】
　イベントモニタ５０は、特定のスレショルドを超えると配信される規則に基づいた「ト
リガ」又は通知を、システムユーザ及びアプリケーションが設定可能にするため、ビッド
ストリームの構築行動を監視する。イベントモニタ５０は、イベントドリブン基準に基づ
いて、他のモジュールの行動を起動させることもできる（例えば、オーバレイ要求の起動
、報告書の生成及び配信等）。モジュール５０は、開発者環境（例えば、ＢＥＡウェブロ
ジック、ウェブスフィア）で実行されて良く、カスタマイズされて良い（例えば、Ｊａｖ
ａ（登録商標）、Ｊａｖａ（登録商標）エンタプライズビーンズ等）。
【０１６７】
　メッセージングエンジン５２は、システム内部、システムへの及びシステムからのメッ
セージングサービスを設定し、作動させるために使用される。モジュール５２は、開発者
環境（例えば、ＢＥＡウェブロジック、ウェブスフィア）で実行されて良く、カスタマイ
ズされて良く（例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｊａｖａ（登録商標）エンタプライズビ
ーンズ等）、標準メッセージングプロトコル（例えば、ＳＯＡＰ）、トランスポート（例
えば、ｈｔｔｐ）及びセキュリティ（例えば、ＰＫＩ等）を使用する。
【０１６８】
　文書マネジャモジュール５４は、（マルチメディアを含む）売出／販売文書を記憶及び
管理し、報告書の要求時及び生成時に文書配信を確実に行う。このモジュールは、バージ
ョニング、追跡及び監査機能も含んでいる。モジュール５４は、開発者環境（例えば、Ｂ
ＥＡウェブロジック、ウェブスフィア）で実行されて良く、カスタマイズされて良い（例
えば、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｊａｖａ（登録商標）エンタプライズビーンズ等）。
【０１６９】
　以下に、一部のモジュールの機能／動作、受渡データ、交信及び説明に関して詳細を提
供する。
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【０１７０】
　詳細実施例－米国有価証券プライシング環境
【０１７１】
　実施態様は、株式及び／又は債券のみにおいて、プライシングの最適化及び割当の決定
の範囲で使用されて良く、以下のことを含んでいるが、これらに限定されるわけではない
。（１）募集前の市場調査、（２）様々な有価証券の登録の発効前後における、募集後の
予約権のビッドストリームの作成、（３）有価証券の登録前後のワラント又は類似商品の
売出、（４）本格的なオークションモードでも、システムでの予約の募集は、有価証券の
募集予定を根拠に拘束力の代わりとなる。
【０１７２】
　特定の有価証券に関連する実施態様は、関連する管轄の主な証券法及び規制を順守させ
るため、調節及び／又は規模が縮小されることがある。各管轄、金融市場及び金融取引所
にて、システムを適用できるか調査することは、ここでの範囲を超えてしまうが、以下は
、米国有価証券市場の新規発行のための最大市場に適応する実施態様に関している。以下
のことは一例に過ぎず、法的助言を成すことを目的としているわけではない。
【０１７３】
　有価証券の譲渡又は売買をしない、拘束力のない取引意図の提示のための仮市場の準備
及び分析は、まだ新規性のある考えなので、本発明のシステムの実施態様が、（米国証券
法及び証券取引法、米国契約法及び株式、社債及び地方債の新規発行に関する規則及び規
制の）規制の枠組みの範囲内で適合することについて、ＳＥＣによる直接の裁定（又はノ
ーアクション指示）はないが、効率の向上と投資家保護の改善とを同時に行うという規定
方針の目標は一致している。いずれにせよ、取引意図の電子提示に関する問題が、証券取
引委員会によって明確にされるまでの、米国における実際の有価証券を処理するための実
施態様による様々な一次及び二次市場での以前の取扱い方法について、以下に考察する。
【０１７４】
　文書対口頭による通信
【０１７５】
　今日の市場において、スピードは非常に重要であり、重要事項はしばしば電話で連絡さ
れる。例えば、適用される州法の下で許可されていれば、電話によって債権者が代理権を
投票したり、資産を譲渡することさえ普通になっており、益々増加している。しかしなが
ら、電子通信は１つのカテゴリに、常にぴたりと当てはまるわけではない。電話による通
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信を置換するとしばしば考えられるのは、図表形式にした電子メールメッセージの使用で
あり、しばしば口頭での会話よりも詳しいことがある。電子通信は、潜在的投資家に容易
に影響を及ぼすことができると考えられているため、ＳＥＣは添付物を含む電子メールを
、文書による通信ではないと見なしていた。
【０１７６】
　更に、投資家は電話で有価証券を売買するための発注ができる。文書による売買と同じ
ぐらい効率的に、電話の売買も処理され得るので、これらの慣習が発展してきたとＳＥＣ
は考えている。現在の手作業のブックビルディングプロセスの下で、引受シンジケート団
及び関連ブローカディーラネットワークのメンバに電話で取引意図の提示をするのと類似
しているので、予約権の申込は口頭による通信と考えられている。しかしながら、委員会
は以前に電子通信を文書と考えていたが、現在の手作業のブックビルディングプロセスの
下で、見込投資家及びそのブローカとの間で現在電話で行われている一連の会話を再現す
る双方向の電子通信構成要素からなるシステムの本質を、まだ検討していない。
【０１７７】
　待機期間の通信
【０１７８】
　登録届出後の期間は待機期間と呼ばれ、引受シンジケート団は顧客と連絡を取ることに
よって市場を分析することができ、証券法及び証券取引法の不正を禁じる規定によっての
み制限される。しかしながら、引受シンジケート団及びブローカディーラは、法定の目論
見書以外を通じた募集をしてはならない。フリーライティングと見なされることは、いま
だに禁止されている。予約権申込の表示は重要事実であり、従って、それらが個人的な意
見ではない点でフリーライティングの形式をとっておらず、透明で、相称的で、高品質で
、更にタイムリーにリアルタイムな公表を一般投資家にもたらすと考えられている。
【０１７９】
　しかしながら、引受シンジケート団及びブローカディーラは、新規発行の取引意図の提
示を口頭で勧誘することができ、顧客と有価証券について話合うことができる。これは個
人／機関からの取引意図の収集であり、手作業のブックビルディングプロセスとして、本
願明細書の冒頭に述べられていることであり、引受シンジケート団が取引意図を入手し、
新規発行のプライシング及び発行に参加するための割当に対する意思決定に着手する。こ
こで実施態様は、よりオープンで、効率的で、公正で公平な弾力性のあるプライシング／
デマンドの決定を行い、それによってプライシングを最適化し、有価証券の配分予定の割
当を調整する。
【０１８０】
　発効前に、募集又は購入申込の勧誘を行う発行者及び電子ブローカのウェブサイトで行
う交信は、証券法に適合する目論見書を用いる手段又は証券法の免責範囲内の交信によっ
てのみ可能であり得る。単なる指導及び特定の売出に取引意図を生じさせることを目的と
しない交信であれば、それが証券法の免責範囲内に収まらない場合であっても、通常は異
論は出ない。
【０１８１】
　これは引受シンジケート団にとって、第三者によって提供されたシステムを持つための
追加の検討材料である。引受シンジケート団は、新規発行のプライシングの確立及び最適
化以外の全ての規制義務に対して責任があり、従って、そのような第三者によるシステム
の実施態様の実施戦略及びタイミングを調整し得る。
【０１８２】
　また、システムによって生成されるデータベースは、できる限り多くの仮目論見書及び
法定の目論見書の配信プロセスを自動化すること及び所要の手作業のプロセスの開始及び
追跡を支援することで、発行者グループのメンバに時間及び費用の節約をもたらす。
【０１８３】
　一斉勧誘
【０１８４】
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　オンラインの直接募集に関する１つの重要時項は、一斉勧誘の禁止に関してである。そ
の禁止は、直接募集の利用が、連邦証券法の保護を必要としない経験のある又は認定され
た投資家に制限されることを保証することが元々の目的であった。ＳＥＣは、所定の環境
下で、見込投資家が売出資料の閲覧を許可される前に選別される限り、登録されたブロー
カディーラと提携したウェブサイトは、密かに資金を増やすために使用され得ると指摘し
た。
【０１８５】
　証券法の下でその問題を解決するため、ＳＥＣが公表したノーアクションレターに記載
された電子オークションの提示は、証券法で許可された目論見書の一部とされた。そのレ
ターは、オークション画面は電子目論見書を介してのみアクセス可能としなければならな
いと述べている。このことは、潜在的投資家は電子目論見書に入り、目論見書内のオーク
ションに接続するボタンをクリックすることによってのみオークション画面にアクセスで
きることを意味している。この方法は、オークション画面を電子目論見書の一部としてい
る。
【０１８６】
　電子目論見書内のハイパーリンクからのオークション画面へのアクセスは、オークショ
ンサイトを許可された目論見書の一部としている。対照的に、独立してアクセス可能なオ
ークションサイトからの電子目論見書へのハイパーリンクは、単に文書が続けて配信され
る原因となり得る。オークション画面が目論見書の一部であることを明確にするための追
加的な手段がなければ、オークション画面は電子目論見書の一部とはならない。従って、
オークション画面を電子目論見書から分離して存在させ、単に目論見書にハイパーリンク
を付けることは、オークション画面が不適合な目論見書であるという懸念を解消しない。
【０１８７】
　引受人によってオークションサイトへのアクセスを電子目論見書を介して可能とさせる
、この記載された方法は、電子目論見書の一部とするための唯一の方法ではない。例えば
、電子目論見書は目次を用いて表示されて良く、目次の各項目は、目論見書のその項目の
説明部分へのアクティブハイパーリンクとして表示される。オークションサイトが目次の
項目として表示されている場合、目次からのオークションサイトへのハイパーリンクは、
一般的にオークションサイトを目論見書の一部とし得る。同様に、電子オークションは、
オークションのウェブページは目論見書の一部であるという記述と共に、電子目論見書に
隣接したウェブページに表示されて良いと考えられている。
【０１８８】
　いくつかの実施態様では、様々な法律上の管轄の登録届出要件に合致させるため、登録
届出の記述又はシステムの機能に対する調整が要求され得る。例えば米国では、証券法は
、有効と宣言された登録から公募価格、価格に関する情報及び引受シンジケート団に関す
る情報を、登録者が省略することを許可している。そのような場合、省略された情報は、
登録届出書を参照することによって組込まれる最終的な目論見書に含まれるか、或いは登
録届出書に対する発効後の修正に含まれることがある。関連情報は、発効後の目論見書に
開示されなければならない、或いは登録届出書に対する発効後の修正（例えば、条件概要
書）で変更されて良い。
【０１８９】
　仮目論見書及びシステムの様々な遂行は、登録届出書の発効日前に使用される様々な仮
目論見書（又は、法によって許可された情報を省略した様々な発効後の目論見書）を要求
する証券規制にも適合しなければならず、赤インクで、完了を条件とする（Ｓｕｂｊｅｃ
ｔ　ｔｏ　Ｃｏｍｐｌｅｔｉｏｎ）という文章及び販売或いは勧誘意図の否定を明確に規
定した説明文を含んで、プライシングの修正が全体に渡って実施されて、新規発行の有価
証券の購入申込が行われる。
【０１９０】
　これらの注意／規定を伴うダイアログボックスの電子表示は、システムへの更なるアク
セスを許可する前に、これらの条件を承諾することを見込投資家及びその代理人に要求す
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るように表示されて良い。実際のところ、この承諾の電子記録は、発行者／引受人に、紙
の記録よりも良好な法的責任の保護を提供し、読手は目論見書が未完成であること及び正
式な販売又は購入申込が行われる前に更なる情報が要求されることを承認していると見な
せる。
【０１９１】
　発行者及び引受シンジケート団が、発効日前後に売出価格の決定及び最適化をシステム
を使用して判断する一方で、その余地は限定されている。ビッドストリーム作成プロセス
の実行タイミング及びその継続時間は、戦略上の判断であり、この有効な時間帯の前後に
、発行者／引受人によって行われる。
【０１９２】
　従って、有効時間帯以後、開発者は電子及び或いは手作業の通知を使用でき、最終的な
目論見書及び価格修正の配信要求に対応することを保証する。更に、システムによって生
成されるデータベースは、できる限り多くのプロセスを自動化及び／又は支援し、所要の
手作業のプロセスの管理を支援することで、発行者グループのメンバの時間及び費用を節
約する。
【０１９３】
　通常、売出に関するプライシングが終了されると、売出価格及び／又は登録される株式
の数量を調整することによって売出規模がしばしば変更される。しかしながら、発行者は
、登録される有価証券の種類の名称及び最大総売出価格案を特定することによってのみ、
有価証券の売出を登録することが許可されている。その後は、株式の数量が増加した場合
でも、追加の有価証券の登録は必要とされず、売出の総金額が、先に登録済の最大総売出
価格を超えないように規定される。また、売出規模の増減（その増加が追加の有価証券の
登録を必要としない場合）及び／又は特定の価格範囲からの逸脱については登録は必要と
されず、合計した規模及び価格が、先に登録済の最大総売出価格から２０パーセントを超
えて変化しないように提供される。
【０１９４】
　システムが、米国において登録発効期間に使用される場合、発行者はシステムの成り行
きを見守り、必要な修正申告をし、企業の収益を最大化するか、総売出規模を許容される
２０パーセント超過制限以下に定めるか決定しなければならない。これはシステム自身を
介して遂行されて良く、オーバサブスクリプションの場合、２０パーセント超過制限（節
度あるバッファを含む）に近づくと、選択された限度内に最大総売出価格を維持するため
、最低価格の予約権のそれに見合う金額が取り除かれる（即ち、最高価格の予約権を収容
するため、１つ以上の予約権が取り除かれなければならない）。これは発行会社及びその
引受人の戦略的な選択であり、システムの制限ではない。
【０１９５】
　割当計画
【０１９６】
　いくつかの規制及び法律上の管轄において、有価証券規則は、一般への有価証券の割当
計画及び割当される期間の説明を要求することがある。一部の又は全てのプライシング及
び割当の決定が、システムの支援を伴って行われても良いという点で、これを登録届出書
で開示する必要が生じることがある。
【０１９７】
　この場合、発行者グループは、システムの使用がより一般的になるまでノーアクション
レターの発行を求めることはもちろん、自分達のシステムが実行する実施態様について十
分に開示し、説明するため、募集前にＳＥＣに事前会議を要請することを勧められること
がある。証券規則を根拠にプライシング情報を省略している登録声明書は、表紙に価格範
囲或いは適切である場合は価格が決定される公式又は方法が含まれている。システムの使
用初期の場合及び／又は基本システムの実行に新規実施態様が予定されている場合、この
募集前のＳＥＣ職員との事前会議は、システムの実施態様の実行を説明する登録届出書及
び仮目論見書に含まれる言語及び凡例について、引受団幹事及びＳＥＣ職員が合意するた
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めの機会となる。
【０１９８】
　いずれにせよ、ＳＥＣ職員宛の最初の概説文書は、（プライシング及び割当の最適化及
びそれが実行される方法について）そのシステムを使用する目的を、発行者／引受人が説
明することに関して特に重要となる。なぜならそれは、例えば引受準備及び割当計画の合
法性のような、ＳＥＣの売出の違った面の検討を反映するからである。ＳＥＣは補足情報
を要求することがあり、及び／又は登録届出書の変更或いは明確化を要求することがある
。
【０１９９】
　電子説明会
【０２００】
　企業の話を伝えるため、インターネットの創造的な使用方法が数多くある。電子目論見
書は、映像、音楽、図表及び双方向性を含むことができ、それらを実行できる。いくつか
のシステムの実施態様では、様々なマルチメディアによる資料が、募集に必要な目論見書
の付属物として、目論見書の一部として提供され、様々なビデオの原稿及び図表及び画像
資料の公平で正確な説明と同様に、販売資料のそのような補足原稿及び説明は、ＳＥＣへ
の提供が必要となる。
【０２０１】
　電子説明会は、私設ネットワーク及び／又はインターネット上で配信される電子上映の
説明会であり、表面的にはＳＥＣを矛盾したような立場に置く。概して説明会の発表は、
以前の口頭による伝達を電送している。上述されているように、売出に関するラジオ又は
テレビによる伝達は、証券法の下で文書による伝達として扱われている。更に、目論見書
という用語は、販売有価証券を提供する或いは有価証券の販売を確認する様々な通知、広
告又は文書或いはラジオ又はテレビによる伝達と、証券法の下で幅広く定義されている。
インターネット上での電子説明会の発信が許可され、有価証券の売出或いは募集のいずれ
でもない通信を含めて、ブローカディーラに対する取引以外の口頭での電話連絡と同じ内
容を反映している電子メール通信が、禁止された文書通信として扱われていることは矛盾
して見える。この明らかな矛盾は未解決のまま残っている。
【０２０２】
　取引意図の提示
【０２０３】
　証券法は、仮目論見書が同時又は先に発行されている時に限り、待機期間中の取引意図
の勧誘広告を許可している。取引意図の提示はウェブサイトで公表されて良く、電子的に
引受けられて良い。システムの参加者は、取引意図の提示のための様々な電子書式にアク
セスし、ダウンロード及び／又は印刷する前に、仮目論見書にアクセスする必要がない。
しかしながら、発行者グループ及び／又は開発者は、取引意図の提示に関する通信を発信
及び受領する前に、発行者グループのメンバの確認を通じて直接又は間接的に参加者の承
諾の証拠を求める実施態様を必要とすることがある。売出に特有の承諾或いは包括的な承
諾により、システムの様々な売出予定のセクションに入ることを参加者に許可するパスワ
ードが発行される前に、システムは仮目論見書受領以前の証拠を要求でき又はそれを仮目
論見書の配信と同時に実行できる。
【０２０４】
　システムを使用して、証券法に従って様々な人に発信又は配信される通信（その通信の
日において、証券法の要求に合致する目論見書が伴っている又は先に出ている）は、通信
の受領者に有価証券の募集を勧誘でき、受領者が有価証券に興味があるかどうか、受領者
に同封又は添付のクーポン或いはカード又はいくつかの別の方法で表明することを要求で
きると考えられているが、その通信が実質的に以下の記述或いは同様な内容を含んでいる
場合に限られる。
【０２０５】
　予約権は有価証券ではない。予約権申込の募集は、売出、販売申込及び／又は登録済の
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有価証券の販売の発効前の、必須書類及び（証券法に基づく）開示を有する有価証券の売
出予定における拘束力のない取引意図の反映である。
【０２０６】
　登録届出書が発効する迄、有価証券の購入申込は引受けられず、購入価格の一部は受領
されず、発効日後にその引受通知が与えられる前ならいつでも、いかなる種類の義務又は
責任を負うことなく、そのような売出を撤回又は無効にできる。この広告に応じた取引意
図の提示は、いかなる種類の義務又は責任を伴わない。
【０２０７】
　予約権対有価証券
【０２０８】
　「投資契約」という言葉は、証券法によって定義されていない。しかしながら、米国連
邦証券法より先に存在する特定の米国の州有価証券法、ブルースカイ法が、形式は当事者
よりも重要ではなく、従って経済的実態に焦点を当てるとの解釈を生成した。投資契約は
、資本の募集のための契約又は仕組或いはお金を投資することであり、見方によれば、そ
の活動からの収入又は利益を獲得することを目的としている。投資契約が、株券の持分或
いは共同事業の物的資産の権利によって証明されるかは重要ではない。
【０２０９】
　予約権が予約される実施態様において、予約権が、（１）拘束力がない、（２）譲渡可
能、（３）無償であれば、証券が作成されないことが考えられる。従って、証券の存在を
信用する証券法及び証券取引法の両法の一部が、本発明のシステムのほとんどの実施態様
に適用されないことがある。
【０２１０】
　ワラント
【０２１１】
　しかしながら、いくつかの場合において、開発者は予約権の代わりにオプション或いは
ワラントの提供を選択し得る。これはグレーゾーンを作り出し、ワラントの実施態様の使
用の時期及び方法は、注意しなくてはならない特定の責任を発行者グループのメンバにか
けることがある。
【０２１２】
　別の実施態様において、拘束力のない先物期日のワラントが、予約権の代わりに使用さ
れ得る。証券法の関連部分が効力を発揮するには、有価証券の販売又は売出がなければな
らない。法律は、販売という用語は、販売或いは有償有価証券の売却の全ての契約を含む
ことを定義している。しかしながら、法律の明示する用語では、ワラント又は有価証券を
予約するための権利は、それら自体が有価証券である。制限付株式は譲渡不可能であると
いう事実は、このカテゴリに入らないことがあり、自然とそれをこのカテゴリから取り除
く。それにもかかわらず、ワラント、オプション又は予約するための権利は、有償で売却
されるように提供されない限り、登録される必要がない。ワラントの満期日を定義する問
題として、すぐに権利行使できる場合、ワラントに書かれた有価証券の募集を成すことが
あり、それによって、その有価証券に適用可能な登録要求を実施する。従って、通常の譲
渡可能なワラントの権利の提供は、株主又は潜在的投資家に無償で発行され、ワラント自
身は登録される必要がない。いずれにせよ、この実施態様では、ビッドストリームの構築
を介して予約されるワラントの権利行使は、事実上、登録の発効後まで発生しないので、
この事実を開示するための特別な注意を引受シンジケート団及びブローカディーラは払う
べきである。
【０２１３】
　ビッドストリームの生成が終了するとすぐに、代価は交換されないが、ワラントのプラ
イシングは売出が有効になるまで固定される。システムのワラントの実施態様が採用され
る場合、ワラントは権利行使されるとすぐに売出が有効となり、有価証券は販売のため登
録される。制限期間は通知の発行によって開始し、債券保有者が転換するかどうかを決定
する期間の終わりまで継続する。
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【０２１４】
　ワラントが権利行使されたときのみ、販売が行われると考えられる。しかしながら、ワ
ラント自体は有価証券なので、証券法を考慮に入れる必要がある。ワラントの実物権利及
び売出で交換され得る有価証券は、ＳＥＣの解釈における証券取引を構成し得るので、登
録は同時だが旧有価証券に対する新規有価証券の交換と見なされ得る。これが当てはまる
限り、ワラントの実施態様の方法を使用する発行者及び引受人は、所定の時間内での売出
総規模及び延期を避けるための様々な重大変更が組入状態にある定款変更に基づいて変化
する、売出制限及び一体化した発行に対して特別な注意を払わねばならない。
【０２１５】
　権利行使可能なワラントの存在又は変換可能な有価証券、或いはそのような有価証券の
期限期日の接近のいずれも、発行者が分配を考える原因とはならない。しかしながら、特
別な販売努力、例として、ワラントを権利行使するための勧誘又は勧誘するディーラへの
手数料の支払い等が、有価証券の権利行使を促進することに使用される場合、分配はあり
得る。
【０２１６】
　また、本発明のシステムは、コンプライアンス文書の配信及び配信の確認に使用されて
良い。この実施態様のこの特徴は、発行者グループのメンバの、送付要件を満たすための
時間、お金及び努力を節約し、追跡を支援することもでき、売出関連資料の受領方法とし
て（電子送信よりも）郵便を選択した人に所望の文書の配達を行うこと含む手作業のプロ
セスに着手する支援もできる。法定の目論見書配布プロセスを完了させるこの効率的なプ
ロセスは、次に引受シンジケート団及びブローカディーラが、販売確認を電子メール或い
は郵便で発信する及び／又は有価証券を送付することを可能にし、取引が完了する。この
ように、引受シンジケート団及びブローカディーラに必須のプロセスを、３日間の取引期
限に間に合わせるべく合理化させる。システムは有効期間後でも、送付要件に関する追跡
に対応する又は支援するために使用され得る。システムの遂行は、ブローカディーラに送
付義務及び証券法の要件を満たすためのその有効な期限期日を通知するための措置も含む
ことができる。売出が長期間に渡って連続する場合、法の要件の下で目論見書は最新状態
にされて良く、システムは、引受シンジケート団の送付義務を、効率的で費用効果のある
方法で支援できるもう１つの方法である。
【０２１７】
　開発者はシステムを作動させるための代替実施態様を使用でき、目論見書又はその同等
物の要件が合致していることを条件として、最終の目論見書の発効日から１５日後の期限
迄の短期間で、新規発行有価証券を条件付で販売することによって、最適化されたプライ
シングを成し、公平で公正な割当を成し遂げる。
【０２１８】
　この実施態様において、システムの動作は、透明性及び入札者へのフィードバックに優
れ、価格構築へのアクセス、競争性、効率性及び最終のプライシングの最適化に優れ、新
規発行の割当を公平で公正に広く分布させる方法に優れ、開示義務を満たすように引受シ
ンジケート団を支援し、ＳＥＣの規則を順守した売出資料の送付義務の対応を追跡及び確
認するための方法に優れており、真のオークションの多くの特徴を反映している。
【０２１９】
　いくつかの発行者グループは、戦略上及び責任上の理由から、２段階でシステムを作動
させることを選択することも考えられる。（１）一実施態様を、待機期間に、仮目論見書
（及びシステム表示の所望／関連の凡例）に従って作動させ、価格／デマンドに弾力性を
持たせ、発行者の利益のために公平で公正な基準開始価格（又は価格範囲）を確定する。
（２）適合した目論見書に従って、追加の販売資料及び他の許可された情報配信（例えば
、業界アナリストの報告書へのリンク、電子説明会の配信等）を組合わせて、システムの
もう１つの実施態様を有効期間後に更に実行し、最終のプライシングを更なる調整によっ
て最適化して決定し、ビッドストリームの構築プロセスの終了日時において最終割当を確
定する。
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【０２２０】
　専門的サービス及びプロモーション
【０２２１】
　投資家及び様々な第三者のプロモータの相対的な役割を決定することにおいて、その関
係の法的形式は管理されていない。更に、契約物又は別の商品を投資家が購入する前のプ
ロモータの努力は、投資家がプロモータの努力に大部分を依存していたかどうかを判断し
て考えられて良く、経済的実態（又は環境）は、それによって評価を考えるべきである。
米国における実施態様の場合、プロモーションは、本来は潜在的投資界からのデータの収
集であり、通常プロモータは（発行者及び／又は引受人の場合）有価証券の売出及び／又
は販売を実行しなければ、企業の経営、管理又は運営もしない。
【０２２２】
　実施態様の動作は、一部では特別な販売努力／方法と考えられるかもしれない。これは
、予定している実施態様の遂行及びその登録届出書及び目論見書（又はそれらの同等物）
にある説明の受容性について、ＳＥＣ職員と連携して、システムを使用する分配計画を募
集前に開示するもう１つの理由である。
【０２２３】
　システムの実施態様を導入する発行者グループは、一般的にノーアクションレターを入
手するために、ＳＥＣ職員と連絡を取るように勧められることがある。
【０２２４】
　反トラスト及び法的責任の検討
【０２２５】
　本システムを使用する引受人にとってのもう１つの利点は、価格及び割当の分配が、引
受シンジケート団ではなく、主に市場で決定されるため、様々な割当の悪用、即ち、申立
及び訴訟件数が増加している独占的な釣上げ又は共謀による価格操作、によって生じる様
々な責任を軽減又は排除することである。これは引受シンジケート団が、（開示の有無を
問わず）有意なセットアサイドを備える実施態様の実行を介して途方もない金額の売出を
していないことから、システム自体を悪用していないと考えられるからである。
【０２２６】
　システムの実行は、有効な価格及び公平で公正な割当配分の展開に対する不当な影響か
ら保護するべく、自動化された公平なゲイトキーパとしての役割を果たすことができ、恐
らく、引受シンジケート団及びブローカディーラのいくつかの民事告発を緩和する。
【０２２７】
　システムは、公平で、手ごろで公正なプライシングを公開しているので、小さい割当数
量による幅広い分配をもたらすことがあり、一般の長期投資家に所有の機会をもたらし得
る。恐らく、（システムはプライシングの最適化に有効であると仮定して）小さい割当数
量による幅広い分配は、流通市場における変動を低くする。理想的には、流通市場価格が
ほとんど或いは全く変動しないことが、発行企業にとって安心なことである。長期に渡っ
ても、小さい割当数量による幅広い分配は変動を減少する。なぜなら、個人投資家の個人
的な又は資産構成のニーズによって作られた変動は、発行者自身とは無関係の、全くの外
生要因及び非論理的な要因で大量株を売却し得る機関投資家よりも、変動に対する衝撃又
は影響が少ないからである。より低い変動は、経営者が流通市場での価格維持に努力する
代わりに、長期的株主価値の構築に集中できるという点において、発行者にも利益となる
。
【０２２８】
　本願明細書の開示は、特定の実施態様について詳細を説明し、複数の実施例を提供して
いるが、いくらかの変化、組合せ及び変更は本発明のシステムの範囲内であり、（１）シ
ステムの派生物及び派生著作物、（２）システムの１つ或いは複数の構成要素を使用する
追加の実施態様及び（３）証券業界及びその関係、提携及び関連する業界及び業務を超え
て応用するためのシステムの技術、方法及び方法論の応用を含んでいるが、これらに限定
されるわけではない。本願明細書の開示は実施例に限定されるわけではなく、本願明細書
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を踏まえて更なる変更ができることは明らかであり、それらも本願明細書に記載された請
求項の範囲内であることは明らかである。
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