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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットを介して販売される競売対象商品に対する市中販売価格、競売数量、競
売期間、初期入札費、及び入札費類型を含む競売条件情報と、インターネットを介して競
売対象商品を購入しようとする購入希望者の入札履歴情報と、各競売対象商品別の入札内
訳情報を格納するデータベース部；
　売り手から競売対象商品の競売条件情報の登録を受けるか、もしくは直接登録し、登録
された商品の競売開始日になれば、当該商品及びその商品の競売条件情報をウェブサイト
上に掲示する商品登録部；
　購入希望者から商品入札の要請があれば、購入希望者の入札履歴情報を基に当該商品に
対する購入希望者の入札適合の可否を判断する入札適合判断部；
　購入希望者が入札適合者と判断されれば、購入希望者に当該商品の初期入札費の先払い
を要請し、その初期入札費の先払いを受け取った後、購入希望者に当該商品に対する予想
落札価格設定を要請して入力を受ける入札進行部；
　入札進行部を介して入札中の商品の競売期間、またはその競売期間と当該商品に対する
購入希望者らの入札に伴い累積された入札費によって当該商品の入札終了を決定する入札
終了部；
　当該商品の入札が終了すると、その商品の最低落札価格及び最高落札価格と確率ランダ
ム関数によって導き出された乱数を用いて基準落札価格を算出した後、算出された基準落
札価格と購入希望者によって設定された予想落札価格とを比較し、基準落札価格に最も近
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接するか、または所定の順番で近接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者
として選定する落札者選定部；及び
　最終落札者に選定された購入希望者からその購入希望者が提示した予想落札価格の払い
込みを受け、当該購入希望者に商品を配送処理した後、当該商品の売り手に商品販売代金
を支給する商品配送及び代金処理部を含んで構成されることを特徴とする開放型入札費収
益基盤の抽選式競売システム。
【請求項２】
　前記商品登録部は、
　競売対象商品の市中販売価格と競売数量により、当該商品の販売代金として支給可能な
最大支給可能入札額を算出することを特徴とする請求項１に記載の開放型入札費収益基盤
の抽選式競売システム。
【請求項３】
　前記競売条件情報には、当該商品に対する落札価格設定範囲が更に含まれ、前記購入希
望者の入札履歴情報には、同一商品または特定期間に対する買い手の総入札回数または総
入札金額が含まれ、前記商品別入札内訳情報には、当該商品に入札した購入希望者情報、
当該商品に対する購入希望者らの入札に伴い累積された入札費が含まれることを特徴とす
る請求項２に記載の開放型入札費収益基盤の抽選式競売システム。
【請求項４】
　前記入札適合判断部は、
　購入希望者の同一商品または特定期間に対する総入札回数または総入札金額が既に設定
された最大入札可能回数または最大入札可能金額を超過すると、当該購入希望者を入札不
適合者と判断することを特徴とする請求項３に記載の開放型入札費収益基盤の抽選式競売
システム。
【請求項５】
　前記入札終了部は、
　当該商品の入札費類型が、初期入札費を当該商品の最終入札費として設定する入札費類
型である固定入札費類型の場合、当該商品に対する累積入札費がその商品に対する最大支
給可能入札額に到達するか、または当該商品の累積入札費が最大支給可能入札額に到達し
なくとも、その商品の競売締切日に到達すれば、当該商品の入札を終了することを特徴と
する請求項３に記載の開放型入札費収益基盤の抽選式競売システム。
【請求項６】
　前記入札終了部は、
　当該商品の入札費類型が売り手によって商品に設定された初期入札費を、その商品の入
札終了に伴う累積入札費及び総入札者数を基盤に変動させ、変動した入札費を最終入札費
として設定する入札費類型である変動入札費類型の場合、当該商品の競売期間による競売
締切日に到達すれば、当該商品の入札を終了することを特徴とする請求項３に記載の開放
型入札費収益基盤の抽選式競売システム。
【請求項７】
　当該商品の入札費類型が変動入札費類型である場合、当該商品の入札が終了すれば、当
該商品の累積入札費と最大支給可能入札額とを比較し、その結果、累積入札費が最大支給
可能入札額を超過すると、その超過金額を当該商品に入札した総購入希望者数で割って各
購入希望者らに払い戻しし、そうでなければ、購入希望者らに入札費を払い戻ししない入
札費払い戻し処理部を更に含んで構成されることを特徴とする請求項６に記載の開放型入
札費収益基盤の抽選式競売システム。
【請求項８】
　前記商品配送及び代金処理部は、
　商品配送が完了すれば、当該商品の最大支給可能入札額以下の累積入札費と、払い込ま
れた予想落札価格とを当該商品の販売代金として売り手に支給することを特徴とする請求
項５または請求項７に記載の開放型入札費収益基盤の抽選式競売システム。
【請求項９】
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　前記落札者選定部は、
　当該商品の基準落札価格と予想落札価格間の絶対値を算出し、算出された絶対値のうち
最小の絶対値に用いられる予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者として選定す
るか、前記基準落札価格以上または以下の予想落札価格のうち、当該基準落札価格に最も
近接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者として選定するか、または前記
基準落札価格に所定の順番で近接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者と
して選定することを特徴とする請求項１に記載の開放型入札費収益基盤の抽選式競売シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
　本発明は、開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムに関するものであって、更に詳
しくは、売り手から競売対象商品の情報の登録を受けるか、あるいは直接登録し、登録さ
れた競売対象商品に入札した購入希望者らより当該商品の入札費を先払いで受け取り、当
該商品の入札終了後、確率ランダム関数によって選定された基準落札価格を、最も近接に
予想した購入希望者等で最終落札者として選定し、最終落札者から予想落札価格の払い込
みを受け取り、その最終落札者に商品を配送し、払い込まれた落札金額と当該商品の市中
販売価格以内に該当する累積された入札費とを商品代金として売り手に支給する開放型入
札費収益基盤の抽選式競売システムに関するものである。
【０００２】
（背景技術）
　最近、インターネットを利用した多様な電子商取引が紹介されており、かかる電子商取
引を類型別に区分すると、ショッピングモール方式、基本オークション方式、逆オークシ
ョン方式、仲買方式、テンダー（tender）型オークション方式などがある。
【０００３】
　これらの中で、特に、基本オークション方式による電子商取引は、売り手がインターネ
ットを介して販売対象商品を競売にかけ、多数の購入希望者らがそれぞれ多様な購入希望
価格を提示し、提示された多様な購入希望価格のうち、最高の購入希望価格を提示した購
入希望者を最終の買い手として確定し、取引きを成立させる方式の電子商取引である。
【０００４】
　かかる基本オークション方式は、売り手の立場から複数の購入希望者らを競い合わせ、
最高価格を確定させるという特徴がある。従って、販売対象商品が人気種目である場合、
購入希望者がそこに集中し、結果的にその競売の締切り時点まで当該商品の販売価格が釣
り上がるようになる。
【０００５】
　上述した基本オークション方式は、売り手が自身の意図した価格以上で商品が落札され
るように商品の競売価格を不正な方法で膨らませることができるという短所があり、また
、売り手の不正な方法で商品競売価格が膨れあがり、高い価格で商品が落札される場合、
購入希望者に低価で商品が購入できる機会を保障してあげられないという短所がある。ま
た、上述した基本オークション方式は、商品がその商品の市中販売価格よりも低い価格で
落札される場合、売り手に商品販売に伴う適正マージンを保障してあげられないという短
所がある。
【０００６】
　また、テンダー型オークション方式は、競売にかけられた商品に入札しようとする入札
者らから入札費の払い込みを受け取り、その商品に対する予想落札価格を設定するように
し、設定された予想落札価格が唯一であると同時に、その予想落札価格が最小金額である
場合、その予想落札価格を最終落札価格として選定し、落札者を選択する方式の競売であ
る。
【０００７】
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　かかるテンダー型オークション方式は、入札者らによって払い込まれた総入札金額を商
品の売り手に支払う方式をとっている。その結果、テンダー型オークション方式は、総入
札金額が商品の市中販売価格よりも数倍以上大きく生じたとしても、その総入札金額を売
り手に支払うことで売り手が不当利益を得るようになる場合が生じることもあり、また、
入札者が非常に少ない金額で高価な商品を落札できるようにすることにより、入札者が射
幸的に入札に応じるようにする場合が生じるようになる。
【０００８】
　また、テンダー型オークション方式は、競売の特性上、売り手がシステム運営者なので
、入札者らの入札回数や入札総額を制限しないため、射幸性を操作して社会的物議を起こ
させるだけでなく、一般的な電子商取引で取引するには不適切な高価な商品をその競売対
象にする場合が大部分であるため、電子商取引の一般的な行動態度から外れると見なすこ
とができる。
【０００９】
　一方、上述したように、テンダー型オークション方式は、射幸性と売り手の過度な不当
利益の取得、そして、電子商取引における商取引の秩序を乱すなどの様々な問題点を有し
ているが、比較的高価な商品や根本的に潜在顧客の需要層が薄い商品に対する販売空間を
確保してくれるという長所もある。
【００１０】
（発明の開示）
　本発明は、上記のような従来の諸々の問題点を解決するためになされたものであって、
競売対象商品を購入しようとその商品の入札を要請した購入希望者らの入札適合の可否を
判断して入札を許容することにより、購入希望者らの射幸的な行動態度での入札を制限し
、競売対象商品に入札した購入希望者らに当該商品の予想落札価格を設定するようにし、
当該商品の入札（競売）が終了したら確率ランダム関数を用い、選定された当該商品の基
準落札価格に最も近接しているか、もしくは所定順番で近接した予想落札価格を選択し、
その選択された予想落札価格を設定した購入希望者を最終落札者に選定し、購入希望者ら
の商品入札の際、その商品に設定された初期入札費を先払いで受け取ることにより、累積
処理された入札費から当該商品の市中販売価格以内に該当する累積入札費と、当該商品を
最終落札した購入希望者によって払い込まれた予想落札価格とを当該商品の販売代金とし
て売り手に支給し、当該商品の入札費の類型が変動入札費類型である場合、商品入札終了
後、商品に累積した入札費が当該商品の市中販売価格を超過すると、その超過金額を適正
に分配して購入希望者に払い戻しする開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムを提供
することに目的がある。
【００１１】
　上記の目的を達成するための本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売
システムは、インターネットを介して販売される競売対象商品に対する市中販売価格、競
売数量、競売期間、初期入札費及び入札費類型を含む競売条件情報と、インターネットを
介して競売対象商品を購入しようとする購入希望者らの入札履歴情報と、各競売対象商品
別入札内訳情報を格納するデータベース部；売り手から競売対象商品の競売条件情報の登
録を受けるか、あるいは直接登録し、登録された商品の競売開始日になったら、当該商品
及びその商品の競売条件情報をウェブサイト上に掲示する商品登録部；購入希望者から商
品入札が要請されると、購入希望者の入札履歴情報を基に当該商品に対する購入希望者の
入札適合の可否を判断する入札適合判断部；購入希望者が入札適合者と判断されれば、購
入希望者に当該商品の初期入札費の先払いを要請し、その初期入札費を先払いで受け取っ
た後、購入希望者に当該商品に対する予想落札価格の設定を要請して入力を受ける入札進
行部；入札進行部を介して入札中の商品の競売期間またはその競売期間と当該商品に対す
る購入希望者らの入札に伴い累積した入札費に基づいて当該商品の入札終了を決定する入
札終了部；当該商品の入札が終了すると、その商品の最低落札価格及び最高落札価格と確
率ランダム関数により導き出された乱数を用いて基準落札価格を算出した後、算出された
基準落札価格と購入希望者によって設定された予想落札価格とを比較し、基準落札価格に
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最も近接するか、または所定の順番で近接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終
落札者として選定する落札者選定部；及び、最終落札者に選定された購入希望者からその
購入希望者が提示した予想落札価格の払い込みを受け取り、当該購入希望者に商品を配送
処理した後、当該商品の売り手に商品販売代金を支給する商品配送及び代金処理部を含む
ことを特徴とする。
【００１３】
（図面の簡単な説明）
　図１は、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムに対する概
略的な運営環境を示した構成図である。
【００１４】
　図２は、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムに対する機
能ブロック図である。
【００１５】
　図３Ａないし図３Ｆは、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売シス
テムにおいて管理するデータベースに対する例示図である。
【００１６】
　図４は、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法に対する処理フ
ローチャートである。
【００１７】
　図５Ａは、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法において入札
費の払い戻し過程に対する処理フローチャートである。
【００１８】
　図５Ｂは、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法において落札
者の選定過程に対する処理フローチャートである。
【００１９】
（発明を実施するための最良の形態）
　以下、本発明による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システム及びその方法に対する
好適な実施例を、添付した図面を参照し説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムに対する概
略的な運営環境を示した図面である。図１に示されたように、本発明の実施例による開放
型入札費収益基盤の抽選式競売システム（以下、本発明による抽選式競売システムまたは
抽選式競売システムという）１００は、インターネット４００のようなコンピュータ通信
網を介して売り手らの販売登録端末機２００と、購入希望者らの購入申請端末機３００に
それぞれ連結される。ここで、販売登録端末機２００及び購入申請端末機３００は、例え
ば、パーソナルコンピュータ、ノートブックコンピュータ、ハンドコンピュータ、インタ
ーネット携帯電話、インターネットテレビジョン等である。本発明の実施例において販売
登録端末機２００及び購入申請端末機３００は、パーソナルコンピュータであると仮定す
る。
【００２１】
　かかる抽選式競売システム１００は、インターネット４００を介して売り手の販売登録
端末機２００から競売対象商品に対する販売登録を受け付けると、当該商品及びその商品
の競売条件（例えば、市中販売価格、競売数量、競売期間、初期入札費、入札費の類型な
ど）を抽選式競売システム１００のウェブサイト上に掲示する。
【００２２】
　そして、購入申請端末機３００を用い、インターネット４００を介して抽選式競売シス
テム１００のウェブサイトに接続した購入希望者らが、掲示された商品の競売条件を参照
して購入しようとする商品の入札を要請すると、抽選式競売システム１００は、購入希望
者らの当該商品に対する入札適合の可否を判断し、その結果、入札適合者と判断されれば
購入希望者に当該商品の初期入札費の先払いを要請し、初期入札費の先払いが完了すれば
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、購入希望者へ当該商品に対する予想落札価格を設定するように要請する。
【００２３】
　その後、抽選式競売システム１００は入札が終了すると、所定の確率ランダム関数を用
いて当該商品の基準落札価格を算出し、算出された基準落札価格に最も近接するか、また
は当該基準落札価格に所定の順番で近接した予想落札価格を選択し、その予想落札価格を
提示した購入希望者を最終落札者として選定する。
【００２４】
　そして、抽選式競売システム１００は、最終落札者に選定された購入希望者から当該購
入希望者が提示した予想落札価格の払い込みを受け取り、当該購入希望者に商品が配送さ
れるよう売り手に通知した後、商品配送が完了すれば、売り手に商品販売代金を支給する
。
【００２５】
　また、抽選式競売システム１００は入札が終了し、入札が終了した当該商品の入札費類
型が変動入札費類型である場合、当該商品に対する購入希望者らの入札に伴い累積した入
札費と、その商品の市中販売価格及び競売数量とに基づいて算出された当該商品の販売代
金として支給できる最大支給可能入札額等を基に入札費の払い戻しの可否を決定し、当該
商品に入札した購入希望者らに所定の金額を払い戻しする。ここで、入札費の類型には、
売り手によって商品に設定された初期入札費をその商品の最終入札費として設定する類型
である固定入札費類型と、売り手によって商品に設定された初期入札費を、その商品の入
札終了に伴う累積入札費及び総入札者（購入希望者）数とを基盤に変動させ、変動された
入札費を最終入札費として設定する類型である変動入札費類型が含まれる。
【００２６】
　図２は、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムに対する機
能ブロック図であって、図２を参照すると、本発明による抽選式競売システム１００は、
データベース部１１０と抽選式競売処理部１３０とを含んで構成される。
【００２７】
　データベース部１１０は、顧客ＤＢ１１１、商品ＤＢ１１３、商品別競売条件ＤＢ１１
５、購入希望者の顧客別入札履歴ＤＢ１１７、商品別入札内訳ＤＢ１１９、商品配送及び
代金内訳ＤＢ１２１を含む。
【００２８】
　顧客ＤＢ１１１は、売り手または購入希望者の基本情報を格納／管理するためのデータ
ベースであって、図３Ａに示されたように、顧客ＤＢ１１１は、顧客番号１１１１／顧客
名（事業者名）１１１２／住民登録番号（事業者登録番号）１１１３／顧客の形態１１１
４／住所１１１５／連絡先１１１６／ログインＩＤ１１１７／パスワード１１１８／決済
口座番号１１１９等のフィールドを含む。ここで、顧客形態フィールド１１１４には、顧
客が購入希望者なのか売り手なのかを識別するための情報が記録され、連絡先フィールド
１１１６には、自宅の電話番号、勤務先の電話番号、携帯電話の番号、電子メール住所な
どの情報が記録される。
【００２９】
　商品ＤＢ１１３は、売り手によって登録要請された競売対象商品の基本情報を格納／管
理するためのデータベースであって、図３Ｂに示されたように、商品ＤＢ１１３は、商品
管理番号１１３１／商品モデル番号１１３２／商品名１１３３／製造元１１３４／商品の
説明１１３５／商品の写真１１３６／登録者ＩＤ１１３７等のフィールドを含む。商品説
明フィールド１１３５には、購入希望者の商品選択の助けとなる多様な商品情報が含まれ
得る。そして、登録者ＩＤフィールド１１３７には、当該商品を登録した登録者を識別す
るためのものであって、例えば、売り手ＩＤなどが記録され得る。また、商品ＤＢ１１３
には、商品原産地、オプション商品、配送費などの多様な情報を記録するためのフィール
ドが更に含まれ得る。
【００３０】
　商品別競売条件ＤＢ１１５は、売り手の商品登録の際、売り手によって設定された当該
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商品の競売条件情報を格納／管理するためのデータベースであって、図３Ｃに示されたよ
うに、商品別競売条件ＤＢ１１５は、競売一連番号１１５１／商品管理番号１１５２／競
売の形態１１５３／競売期間１１５４／市中販売価格１１５５／競売数量１１５６／入札
費１１５７／入札費類型１１５８／落札価格設定範囲１１５９／落札価格設定単位１１６
０／予想販売支給可能金額１１６１等のフィールドを含む。ここで、競売形態フィールド
１１５３には、競売方式（例えば、一般競売、抽選式競売など）を識別するための情報が
記録される。本発明では、抽選式競売方式を例として説明する。入札費類型フィールド１
１５８には、固定入札費類型と変動入札費類型のいずれかが記録される。一方、入札費フ
ィールド１１５７、落札価格設定範囲フィールド１１５９及び落札価格設定単位フィール
ド１１６０には、売り手または抽選式競売システム１００によって提案された当該商品の
初期入札費、落札価格設定範囲、落札価格設定単位がそれぞれ記録される。ここで、売り
手は、抽選式競売システム１００の規定に準じて当該商品の初期入札費、落札価格設定範
囲、落札価格設定単位などを提案することができる。一方、売り手が当該商品に対する初
期入札費、落札価格設定範囲、落札価格設定単位を提案しない場合、抽選式競売システム
１００は、当該商品の市中販売価格（ここで、市中販売価格は、商品定価に所定の加重値
を付与した価格を言う）と競売数量などを考慮し、初期入札費、落札価格設定範囲、落札
価格設定単位を提案することができる。また、最大支給可能入札額フィールド１１６１に
は、抽選式競売システム１００が当該商品の市中販売価格と競売数量とを基盤に算出した
金額（即ち、最大支給可能入札額）が記録される。例えば、商品の市中販売価格が“１０
０,０００円”であり、競売数量が“２個”であれば、最大支給可能入札額フィールド１
１６１には“２００,０００円”が記録される。そして、最大支給可能入札額フィールド
１１６１に記録された金額は、後に売り手に支給される商品販売代金を制限する基準とし
て用いられる。
【００３１】
　購入希望者の顧客別入札履歴ＤＢ１１７は、購入希望者の商品入札に伴う履歴情報を格
納／管理するためのデータベースであって、図３Ｄに示されたように、購入希望者の顧客
別入札履歴ＤＢ１１７は、購入希望者ＩＤ１１７１／商品管理番号１１７２／入札番号１
１７３／入札日１１７４／総入札回数１１７５／総入札金額１１７６等のフィールドを含
む。ここで、総入札回数フィールド１１７５には、購入希望者が同一商品または特定期間
（例えば、１ヶ月単位）に入札した総入札回数が記録され、総入札金額フィールド１１７
６には、購入希望者が同一商品または特定期間に入札した総入札金額が記録される。ここ
で、総入札回数フィールド１１７５または総入札金額フィールド１１７６に記録された情
報は、購入希望者の無理な入札行為を抑制するための手段として用いられる。一方、購入
希望者の顧客別入札履歴ＤＢ１１７は、上記総入札回数フィールド１１７５及び総入札金
額フィールド１１７６のいずれか１つだけを備えることが可能である。
【００３２】
　商品別入札内訳ＤＢ１１９は、競売対象商品の競売期間の間、当該商品の入札内訳を格
納／管理するためのデータベースであって、図３Ｅに示されたように、商品別入札内訳Ｄ
Ｂ１１９は、商品管理番号１１９１／入札者ＩＤ（＝購入希望者ＩＤ）１１９２／入札日
及び時間１１９３／予想落札価格１１９４／累積入札費１１９５／累積入札者（購入希望
者）数１１９６等のフィールドを含む。累積入札費フィールド１１９５には、当該商品に
入札した購入希望者らによって先払いされた入札費の累積金額が記録され、累積入札者数
フィールド１１９６には、当該商品に入札した購入希望者らの総数が記録される。一方、
商品別入札内訳ＤＢ１１９は、商品に入札した購入希望者らの入札費先払い方式を記録す
るためのフィールドを更に含むことができる。
【００３３】
　商品配送及び代金内訳ＤＢ１２１は、競売対象商品の落札に伴う配送結果と当該商品の
代金支給内訳とを格納／管理するためのデータベースであって、図３Ｆに示されたように
、商品配送及び代金内訳ＤＢ１２１は、商品管理番号１２１１／最終落札者（購入希望者
）ＩＤ１２１２／予想落札価格払込日１２１３／商品配送日１２１４／商品支給代金１２
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１５等のフィールドを含む。
【００３４】
　上述したデータベース１１１、１１３、１１５、１１７、１１９、１２１に含まれるフ
ィールドは、上記の例に限定されるものでなく、必要に応じて本発明による抽選式競売シ
ステム１００の運営者によって項目を加減することが可能である。一方、本発明による抽
選式競売システム１００は、上述したデータベース１１１、１１３、１１５、１１７、１
１９、１２１以外にも、必要に応じて別のデータベースを構築して管理することが可能で
ある。
【００３５】
　図２に示された抽選式競売処理部１３０は、顧客管理部１３１、商品登録部１３２、入
札適合判断部１３３、入札進行部１３４、入札終了部１３５、入札費払い戻し管理部１３
６、落札者選定部１３７、商品配送及び代金処理部１３８を含む。
【００３６】
　顧客管理部１３１は、オンライン上の抽選式競売システム１００を利用し、商品を販売
しようとする売り手から基本情報の入力を受け、売り手によって提供された商品を購入し
ようとする購入希望者から基本情報の入力を受け、顧客ＤＢ１１１に登録する。
【００３７】
　そして、顧客管理部１３１は、売り手の顧客が競売対象商品の情報をインターネット４
００を介して抽選式競売システム１００に載せることができるよう、別のプログラム（以
下、販売登録プログラムという）を提供する。このとき、売り手は、抽選式競売システム
１００において提供する販売登録プログラムをダウンロードして自身の販売登録端末機２
００に備えることにより、競売対象商品の情報を抽選式競売システム１００に直接登録さ
せることができる。また、売り手はインターネット４００を介して抽選式競売システム１
００に接続した状態で、競売対象商品の情報を抽選式競売システム１００に登録させるこ
ともできる。
【００３８】
　商品登録部１３２は、インターネット４００を介して売り手の販売登録端末機２００か
ら競売対象商品の基本情報とその商品の競売条件との入力を受け、データベース部１１０
の商品ＤＢ１１３と商品別競売条件ＤＢ１１５に登録する。
【００３９】
　そして、商品登録部１３２は、入力された競売対象商品の競売条件に当該商品の初期入
札費、落札価格設定範囲、落札価格設定単位が含まれていない場合、当該商品の市中販売
価格と競売数量などを考慮して当該商品に対する初期入札費、落札価格設定範囲、落札価
格設定単位（例えば、１円単位）等を設定した後、商品別競売条件ＤＢ１１５に登録する
。一方、商品登録部１３２は、入力された商品の競売条件に初期入札費及び落札価格設定
範囲が含まれている場合には、当該初期入札費及び落札価格設定範囲とがその商品の市中
販売価格を考慮する時、適正に算出されたものなのかどうかを判断する手続きを行うこと
ができる。
【００４０】
　また、商品登録部１３２は、入力された競売対象商品の競売条件に含まれている当該商
品の市中販売価格と競売数量とを基に当該商品の販売代金として支給できる最大支給可能
入札額を算出し、商品別競売条件ＤＢ１１５に登録する。
【００４１】
　そして、商品登録部１３２は、商品別競売条件ＤＢ１１５に登録された各商品の競売期
間を照会して競売開始日に到達すると、当該商品及びその商品の競売条件（例えば、市中
販売価格、競売数量、初期入札費、入札費類型、落札価格設定範囲、落札価格設定単位な
ど）を抽選式競売システム１００のウェブサイト上に掲示する。
【００４２】
　入札適合判断部１３３は、競売対象商品を購入しようと購入申請端末機３００を用い、
インターネット４００を介して抽選式競売システム１００に接続した購入希望者顧客らの



(9) JP 4317225 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

識別情報（例えば、購入希望者ＩＤ）を顧客管理部１３１から伝え受け、現在、抽選式競
売システム１００に接続した購入希望者に対する全ての情報を顧客ＤＢ１１１及び購入希
望者の顧客別入札履歴ＤＢ１１７を基に確認する。
【００４３】
　そして、入札適合判断部１３３は、商品登録部１３２によって掲示された商品に対し、
購入希望者から入札参与の要請があれば、購入希望者の顧客別入札履歴ＤＢ１１７を基に
上記購入希望者の入札履歴を照会し、購入希望者の当該商品（例えば、商品＃ｎ）に対す
る入札適合の可否を判断する。
【００４４】
　言い換えれば、購入希望者の入札履歴に当該商品（商品＃ｎ）または特定期間に入札し
た総入札回数が含まれる場合、入札適合判断部１３３は、購入希望者の総入札回数が同一
商品または特定期間に入札可能なように設定された最大入札可能回数を超過するかどうか
を確認し、その結果に応じて当該購入希望者の入札適合の可否を判断する。一方、購入希
望者の入札履歴に当該商品または特定期間に入札した総入札金額が含まれる場合、入札適
合判断部１３３は、購入希望者の総入札金額が同一商品または特定期間に入札可能なよう
に設定された最大入札可能金額を超過するかどうかを確認し、その結果に応じて当該購入
希望者の入札適合の可否を判断する。
【００４５】
　ここで、入札適合判断部１３３は、購入希望者の入札履歴を基にした総入札回数が最大
入札可能回数を超過するか、または総入札金額が最大入札可能金額を超過すれば、当該購
入希望者を入札不適合者と判断し、その購入希望者に入札不可の通報をして、購入希望者
の入札行為を制限する。
【００４６】
　入札進行部１３４は、入札適合判断部１３３を介して購入希望者が入札適合者と判断さ
れれば、購入希望者に入札しようとする商品（商品＃ｎ）に対する初期入札費の先払いを
要請し、当該初期入札費の先払いが成されれば、購入希望者に当該商品の予想落札価格設
定を要請し、それに応じて入力された予想落札価格を商品別入札内訳ＤＢ１１９に登録す
る。
【００４７】
　ここで、入札進行部１３４は、購入希望者の当該商品（商品＃ｎ）に対する入札完了に
伴い購入希望者の顧客別入札履歴ＤＢ１１７に格納された当該購入希望者の入札履歴に、
その購入希望者が入札した商品（商品＃ｎ）の管理番号、入札番号、入札日等を追加記録
し、当該購入希望者の入札履歴に記録されている総入札回数または総入札金額を更新する
。
【００４８】
　また、入札進行部１３４は、購入希望者の当該商品に対する入札完了に伴い商品別入札
内訳ＤＢ１１９に格納された当該商品（商品＃ｎ）の入札内訳に、その商品に入札した購
入希望者ＩＤ、入札日及び時間、予想落札価格を追加記録し、当該商品の入札内訳に記録
されている累積入札費及び累積入札者数を更新する。
【００４９】
　入札終了部１３５は、入札進行部１３４を介して入札中の商品（商品＃ｎ）に対する累
積入札費を商品別入札内訳ＤＢ１１９を基に照会し、当該商品の競売条件を商品別競売条
件ＤＢ１１５を基に照会し、当該商品に対する入札終了の可否を決定する。
【００５０】
　ここで、当該商品の競売条件に含まれる入札費類型が固定入札費類型である場合、入札
終了部１３５は、当該商品の累積入札費がその商品の最大支給可能入札額に到達するか、
または当該商品の累積入札費が最大支給可能入札額に到達しない状態であるが、当該商品
の競売締切日に到達すれば、当該商品の入札を終了する。
【００５１】
　一方、当該商品の競売条件に含まれる入札費類型が変動入札費類型である場合、入札終
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了部１３５は、当該商品の累積入札費と関係なしに当該商品の競売締切日に到達すれば、
前記商品の入札を終了する。
【００５２】
　入札費払い戻し処理部１３６は、入札終了部１３５によって商品入札が終了すると、当
該商品の入札費類型と、その商品に累積された入札費及び累積入札者（購入希望者）数、
最大支給可能金額を基に入札費の払い戻しの可否を決定し、それに伴い当該商品に入札し
た全ての購入希望者らに所定の金額を払い戻しする。
【００５３】
　即ち、当該商品の入札費類型が変動入札費類型である場合、入札費払い戻し処理部１３
６は、当該商品の入札終了後、累積された入札費が当該商品の最大支給可能入札額を超過
するかどうかを判断する。このとき、累積入札費が最大支給可能金額を超過すれば、入札
費払い戻し処理部１３６は、その超過金額を算出して超過金額を当該商品に入札した総入
札者数で割ることで、算出される結果金額を当該商品に入札した全ての購入希望者に払い
戻しする。つまり、当該商品に入札した購入希望者らは、初期入札費の一部金額の払い戻
しを受け取ることで、当該商品に入札時先払いした初期入札費よりも少ない費用の入札費
で当該商品に入札したことになる。一方、累積入札費が最大支給可能入札額を超過しなけ
れば、入札費払い戻し処理部１３６は、前記のような動作を行わない。
【００５４】
　また、当該商品の入札費類型が固定入札費類型である場合、入札費払い戻し処理部１３
６は、当該商品の累積入札費が最大支給可能入札額を超過しないので、当該商品に入札し
た購入希望者らに初期入札費の一部金額を払い戻す動作を行わない。このとき、本発明に
よる抽選式競売システム１００が固定入札費類型のみを支援する場合、本発明による抽選
式競売システム１００は、入札費払い戻し処理部１３６を備えないシステムとして具現す
ることができる。
【００５５】
　そして、入札費払い戻し処理部１３６は、所定金額が払い戻し処理された商品を別のデ
ータベース（図示せず）を介して管理することができる。この場合、当該データベースに
は、所定金額が払い戻し処理された商品に対する管理番号、当該商品の初期入札費及び最
終入札費（＝変動入札費）、払い戻し金額、払い戻し日、払い戻し対象者等の情報が格納
できる。
【００５６】
　落札者選定部１３７は、入札終了部１３５によって商品（商品＃ｎ）入札が終了すれば
、当該商品の落札価格設定範囲に該当する最低落札価格及び最高落札価格と、確率ランダ
ム関数によって導き出された乱数を用い、当該商品に対する基準落札価格を算出する。例
えば、商品の最低落札価格が１,０００円であり、最高落札価格が２０,０００円であり、
乱数が“０.０３”である場合、基準落札価格は［１,０００＋（２０,０００－１,０００
）×０.０３＝１,５７０］になる。ここで、確率ランダム関数は“０～１”の間の任意の
数を乱数として導き出す。
【００５７】
　その後、落札者選定部１３７は、算出された基準落札価格を当該商品に入札した購入希
望者らによって設定された予想落札価格と比較し、基準落札価格に最も近接した予想落札
価格を提示した購入希望者を最終落札者として選定するか、または基準落札価格に所定順
番（例えば、３番目、５番目など）で近接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終
落札者として選定する。
【００５８】
　ここで、基準落札価格に最も近接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者
として選定する方式としては、基準落札価格と予想落札価格間の絶対値を用いて最終落札
者を選定する方式（以下、絶対値方式という）と、基準落札価格以上の予想落札価格のう
ちで、基準落札価格に最も近接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者とし
て選定する方式（以下、ローカット（low cut）方式という）と、基準落札価格以下の予
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想落札価格のうちで、基準落札価格に最も近接した予想落札価格を提示した購入希望者を
最終落札者として選定する方式（以下、ハイカット（high cut）方式という）などがある
。
【００５９】
　従って、落札者選定部１３７が絶対値方式を用いる場合、落札者選定部１３７は、基準
落札価格と各予想落札価格間の絶対値を算出し、算出された絶対値のうち最小の絶対値を
選択した後、選択された絶対値に用いられた予想落札価格を提示した購入希望者を最終落
札者として選定する。ここで、競売対象商品の競売数量が“１”個であるのに反し、最小
の絶対値に用いられた予想落札価格を提示した購入希望者が複数名である場合、落札価格
選定部１３７は、商品別入札内訳ＤＢ１１９を基に当該商品に入札した購入希望者らの入
札順序を確認し、入札順序が早い購入希望者を最終入札者に選ぶことができる。また、競
売対象商品の競売数量が複数個である場合、落札者選定部１３７は、その競売数量だけ最
小の絶対値を順番に選択し、選択された各絶対値に用いられた予想落札価格を提示した購
入希望者を最終落札者として選定する。
【００６０】
　一方、落札者選定部１３７がローカット方式を用いる場合、落札者選定部１３７は、基
準落札価格以上の予想落札価格のうち、基準落札価格に最も近接した予想落札価格を選択
し、その予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者として選定する
　また、落札者選定部１３７がハイカット方式を用いる場合、落札者選定部１３７は、基
準落札価格以下の予想落札価格のうち、基準落札価格に最も近接した予想落札価格を選択
し、選択された予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者として選定する。
【００６１】
　商品配送及び代金処理部１３８は、落札者選定部１３７を介して最終落札者として選定
された購入希望者に、その購入希望者が提示した予想落札価格の払い込みを要請し、予想
落札価格の払い込みが成されれば、当該購入希望者に落札された商品が配送されるよう売
り手に要請する。
【００６２】
　そして、商品配送及び代金処理部１３８は、購入希望者に商品配送が完了すれば、売り
手に商品販売に伴う代金として当該商品の最大支給可能入札額以下の累積入札費と最終落
札者である購入希望者によって払い込まれた予想落札価格の一部金額を支給する。
【００６３】
　最後に、商品配送及び代金処理部１３８は、商品配送及び商品代金支給に伴う結果情報
を商品配送及び代金内訳ＤＢ１２１に格納する。
【００６４】
　図４は、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法に対する処理フ
ローチャートである。図４を参照すると、本発明による抽選式競売システムは、まず、本
発明による抽選式競売システムを用い、競売対象商品を販売しようとする売り手からイン
ターネットを介して当該商品に対する基本情報と、その商品の競売条件の入力を受け、別
のデータベースに登録する（Ｓ１００）。このとき、本発明による抽選式競売システムは
、当該商品の競売条件に含まれている市中販売価格と競売数量とを基に当該商品に対する
最大支給可能入札額を算出し、前記データベースに追加登録する。
【００６５】
　そして、本発明による抽選式競売システムは、登録された商品の競売期間を照会し、競
売開始日に到達すれば（Ｓ１２０）、当該商品及びその商品の競売条件とをウェブサイト
上に掲示する（Ｓ１４０）。
【００６６】
　続いて、本発明による抽選式競売システムを介して商品を購入しようとする購入希望者
がインターネットを介して抽選式競売システムに接続した後、競売進行中の商品に対して
入札を要請すると（Ｓ１６０）、本発明による抽選式競売システムは、購入希望者の入札
履歴を照会し（Ｓ１８０）、当該商品に対する購入希望者の入札適合の可否を判断し（Ｓ
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２００）、その結果、購入希望者が入札不適合者と判断されれば、当該購入希望者に入札
不可能を通報する（Ｓ４４０）。ここで、Ｓ２００段階に対する具体的な説明は、図２を
参照した入札適合判断部１３３の動作説明の際、既に言及されたので省略する。
【００６７】
　一方、Ｓ２００段階の判断結果、購入希望者が入札適合者と判断されれば、本発明によ
る抽選式競売システムは、購入希望者に当該商品の入札に伴う初期入札費の先払いを要請
し、その初期入札費を先払いで受け取り、当該購入希望者に商品に対する予想落札価格の
設定を要請し、それに伴い入札される予想落札価格を登録する（Ｓ２２０）。
【００６８】
　そして、本発明による抽選式競売システムは、入札中の商品に対する入札終了の可否を
判断する（Ｓ２４０）。
【００６９】
　このとき、当該商品の入札費類型が固定入札費類型である場合、本発明による抽選式競
売システムは、当該商品に対する購入希望者らの入札に伴い累積された入札費が当該商品
の最大支給可能入札額に到達するか（Ｓ２６０）、または当該商品の累積入札費が最大支
給可能入札額に到達しない状態であるが、その商品の競売締切日に到達したものと判断さ
れれば（Ｓ２８０）、当該商品の入札を終了する（Ｓ３００）。一方、Ｓ２６０段階にお
いて、当該商品の累積入札費が最大支給可能額に到達しないものと判断され、Ｓ２８０段
階において当該商品の競売締切日に到達しないものと判断されれば、本発明による抽選式
競売システムはＳ１６０段階に復帰し、当該商品に対する入札過程を繰り返し行う。
【００７０】
　また、当該商品の入札費類型が変動入札費類型である場合、本発明による抽選式競売シ
ステムは、当該商品の競売締切日に到達したものと判断されれば（Ｓ３２０）、当該商品
の入札を終了し（Ｓ３４０）、そうでなければＳ１６０段階に復帰し、当該商品に対する
入札過程を繰り返し行う。
【００７１】
　そして、本発明による抽選式競売システムは、当該商品に対する入札が終了すれば（Ｓ
３４０）、その商品の入札費類型が変動入札費類型であることを認識し、当該商品に累積
された入札費とその商品の最大支給可能入札額とを基に入札費の払い戻しの可否を決定し
、それに伴い所定金額を当該商品に入札した全ての購入希望者らに払い戻しする（Ｓ３６
０）。ここで、Ｓ３６０段階に対する具体的な説明は、図５Ａを参照して説明する。上述
したように、本発明による抽選式競売システムは、商品の入札費類型が変動入札費である
場合に限って、当該商品に対する入札費の払い戻し過程を行う。
【００７２】
　続いて、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ３００段階またはＳ３６０段階を行っ
た後、商品の落札価格設定範囲による最低落札価格及び最高落札価格と、確率ランダム関
数によって導き出された乱数を用い、当該商品に対する基準落札価格を算出する（Ｓ３８
０）。
【００７３】
　その後、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ３８０段階において算出された基準落
札価格と当該商品に入札した購入希望者らによって設定された予想落札価格とを比較し、
当該基準落札価格に最も近接するか、または所定の順番で近接した予想落札価格を提示し
た購入希望者を最終落札者として選定する（Ｓ４００）。ここで、基準落札価格に最も近
接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者として選定する過程について、図
５Ｂを参照して説明する。
【００７４】
　最後に、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ４００段階において最終落札者として
選定された購入希望者に、その購入希望者が提示した予想落札価格の払い込みを要請し、
予想落札価格の払い込みを受け取ると、当該購入希望者に商品が配送されるように売り手
に要請し、その結果、当該商品の配送が完了すれば、売り手に商品の販売代金を支給する
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（Ｓ４２０）。ここで、売り手に支給される商品販売代金に対する説明は、図２を参照し
た商品配送及び代金処理部１３８の動作説明の際、既に言及したので省略する。ここで、
商品の入札費類型が変動入札費類型である場合、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ
４２０段階の後にＳ３６０段階を行うことも可能である。
【００７５】
　図５Ａは、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法において、入
札費払い戻し過程Ｓ３６０に対する処理フローチャートである。図５Ａに示されたように
、本発明による抽選式競売システムは、入札終了した商品の入札費類型が変動入札費類型
であることを認識し、当該商品の入札終了後、累積された入札費が当該商品の最大支給可
能入札額を超過するかどうかを判断する（Ｓ３６１）。
【００７６】
　Ｓ３６１段階で累積入札費が最大支給可能入札額を超過しないものと判断されれば、本
発明による抽選式競売システムは、当該商品に入札した全ての購入希望者らに初期入札費
の一部金額を払い戻ししない（Ｓ３６２）。
【００７７】
　一方、Ｓ３６１段階で累積入札費が最大支給可能入札額を超過するものと判断されれば
、本発明による抽選式競売システムは、前記累積入札費と最大支給可能入札額間の差額で
ある超過金額を算出する（Ｓ３６３）。
【００７８】
　そして、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ３６３段階で算出された超過金額を当
該商品に入札した総入札者（購入希望者）数で割ることにより、算出される結果値を払い
戻し金額に設定し、その払い戻し金額を当該商品に入札した全ての購入希望者らに払い戻
しする（Ｓ３６４，Ｓ３６５）。例えば、商品の最大支給可能入札額が“１００,０００
円”であり、当該商品の初期入札費が“５００円”であり、当該商品に入札した購入希望
者数が“１０００人”である場合、当該商品の入札終了後、累積された入札費は［５００
×１０００＝５００,０００］になる。このとき、累積入札費が最大支給可能入札額を超
過し、その超過金額は“４００,０００円”であり、その超過金額を総入札者数である“
１０００”で割ると、その結果値は“４００”になる。従って、当該商品に入札した購入
希望者らには“４００円”の金額がそれぞれ払い戻される。また、当該商品に対する初期
入札費の一部金額が購入希望者らに払い戻しされることで、つまり、当該商品の初期入札
費は“５００円”から“１００円”に変動する。
【００７９】
　図５Ｂは、本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法において、落
札者選定過程（Ｓ４００）に対する処理フローチャートであって、特に、図５Ｂは、基準
落札価格に最も近接した予想落札価格を提示した購入希望者を最終落札者として選定する
方式である絶対値方式、ローカット方式、ハイカット方式について図示する。
【００８０】
　まず、本発明による抽選式競売システムが絶対値方式を用いる場合（Ｓ４０１）、抽選
式競売システムは、Ｓ３８０段階で算出された基準落札価格と当該商品に入札した購入希
望者らによって設定された予想落札価格間の絶対値を算出する（Ｓ４０２）。
【００８１】
　そして、算出された絶対値から最小の絶対値を選択するが、当該商品の競売数量だけ最
小の絶対値を順番に選択する（Ｓ４０３）。例えば、当該商品の競売数量が“２個”であ
る場合、算出された絶対値から最小の絶対値２つを順番に選択する。
【００８２】
　続いて、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ４０３段階で選択された絶対値に用い
られた予想落札価格を提示した購入希望者を確認する（Ｓ４０４）。
【００８３】
　ここで、Ｓ４０４段階で確認された購入希望者が複数名である場合（Ｓ４０５）、本発
明による抽選式競売システムは、当該商品に入札した各購入希望者の入札順序を確認し、
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入札順序が早い購入希望者を最終落札者として選定する（Ｓ４０６，Ｓ４０７）。
【００８４】
　一方、本発明による抽選式競売システムがローカット方式を用いる場合（Ｓ４０１）、
抽選式競売システムは、Ｓ３８０段階で算出された基準落札価格と当該商品に入札した購
入希望者らによって設定された予想落札価格とを比較し、基準落札価格以上の予想落札価
格を選択する（Ｓ４０８）。
【００８５】
　そして、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ４０８段階で選択した予想落札価格に
おいて基準落札価格に最も近接した予想落札価格を選択するが、当該商品の競売数量だけ
基準落札価格に最も近接した予想落札価格を順番に選択する（Ｓ４０９）。
【００８６】
　続いて、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ４０９段階で選択した予想落札価格を
提示した購入希望者を確認する（Ｓ４１０）。その後、本発明による抽選式競売システム
は、Ｓ４０５，Ｓ４０６，Ｓ４０７段階を行う。
【００８７】
　最後に、本発明による抽選式競売システムがハイカット方式を用いる場合（Ｓ４０１）
、抽選式競売システムは、Ｓ３８０段階において算出された基準落札価格と当該商品に入
札した購入希望者らによって設定された予想落札価格とを比較し、基準落札価格以下の予
想落札価格を選択する（Ｓ４１１）。その後、本発明による抽選式競売システムは、Ｓ４
０９，Ｓ４１０，Ｓ４０５，Ｓ４０６，Ｓ４０７段階を行う。
【００８８】
　以上の説明は、一実施例を説明したものに過ぎず、本発明は上述した実施例に限定され
ず、添付した特許請求の範囲内で多様に変更可能である。例えば、本発明の実施例に具体
的に示した各構成要素の形状及び構造は変形して実施することができる。
【００８９】
（産業上の利用可能性）
　本発明によれば、購入希望者らの商品入札に伴い累積された総入札費（総累積入札費）
から当該商品の市中販売価格を超過しない範囲内の累積入札費を当該商品の販売代金とし
て支給することにより、売り手の不正な意図によって総累積入札費が市中販売価格よりも
非常に大きく算出される場合に生じる売り手の不当利益の取得を防止することができると
いう効果がある。
【００９０】
　また、本発明は、商品入札終了後、確率ランダム関数を介して選定される競売対象商品
に対する任意の基準落札価格を、最も近接に予想した購入希望者を最終落札者として選定
することにより、幸運的な要因が強調され購入希望者の射幸的な落札競争を制限すること
ができ、また、購入希望者らに幸運的な要因で商品の落札を受け、安価に商品を購入でき
るようにすることで、商品購入の楽しみを倍加させてくれる効果がある。
【００９１】
　また、本発明は、高価な商品や根本的に潜在顧客の需要層が薄い商品に対する新しい流
通空間を提示してくれるだけでなく、既存の一般商品に対しても新しい流通環境を提供し
、また、累積された入札費（ここで、累積入札費は、その商品の市中販売価格を超過しな
い）と、その商品の最終落札を受けた購入希望者によって払い込まれた落札金額を当該商
品の販売代金として売り手に支給することにより、売り手に商品販売による適正マージン
を保障することができる効果がある。
【００９２】
　また、本発明は、既存のテンダー型オークションが採択している入札費基盤の競売方式
ながらも、商品の販売対象を一般人に拡張することが可能であり、売り手が受領可能な販
売収益を市中販売価格程度に制限することができ、登録し得る商品の価格限界と品目とを
調整できる方式を導入しながらも、テンダー型オークションの長所をそのまま持つことが
できるという長所がある。
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　また、本発明は、同一商品または特定期間に対し、購入希望者が入札可能な総入札回数
または総入札金額を制限することにより、購入希望者の無分別な入札行為を防止し、射幸
性を規制することができるという効果がある。
　また、上記目的を達成するための本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式
競売方法は、（ａ）インターネットを介して商品を販売しようとする売り手から競売対象
商品に対する市中販売価格、競売数量、競売期間、初期入札費及び入札費類型を含む競売
条件情報の入力を受け、別のデータベースに登録し、登録された商品の競売開始日になっ
たら、当該商品及びその商品の競売条件情報を掲示する段階；（ｂ）インターネットを介
して接続された購入希望者から商品入札が要請されると、当該購入希望者の入札履歴を照
会して入札適合の可否を判断し、その結果が入札適合者と判断されれば、購入希望者から
当該商品の入札費を先払いで受け取り、その購入希望者に当該商品の予想落札価格の設定
を要請して入力を受ける段階；（ｃ）入札中の商品の競売期間またはその競売期間と当該
商品に対する購入希望者らの入札に伴い累積した入札費に基づいて当該商品の入札終了を
決定する段階；（ｄ）当該商品の入札が終了すると、その商品の最低落札価格及び最高落
札価格と確率ランダム関数により導き出された乱数を用いて当該商品の基準落札価格を算
出した後、算出された基準落札価格と購入希望者によって設定された予想落札価格とを比
較し、基準落札価格に最も近接するか、または所定の順番で近接した予想落札価格を提示
した購入希望者を最終落札者として選定する段階；及び、（ｅ）最終落札者に選定された
購入希望者からその購入希望者が提示した予想落札価格の払い込みを受け取り、当該購入
希望者に商品を配送処理した後、当該商品の売り手に商品販売代金を支給する段階を含む
ことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムに対する概略
的な運営環境を示した構成図である。
【図２】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムに対する機能
ブロック図である。
【図３Ａ】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムにおいて管
理するデータベースに対する例示図である。
【図３Ｂ】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムにおいて管
理するデータベースに対する例示図である。
【図３Ｃ】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムにおいて管
理するデータベースに対する例示図である。
【図３Ｄ】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムにおいて管
理するデータベースに対する例示図である。
【図３Ｅ】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムにおいて管
理するデータベースに対する例示図である。
【図３Ｆ】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売システムにおいて管
理するデータベースに対する例示図である。
【図４】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法に対する処理フロ
ーチャートである。
【図５Ａ】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法において入札費
の払い戻し過程に対する処理フローチャートである。
【図５Ｂ】本発明の実施例による開放型入札費収益基盤の抽選式競売方法において落札者
の選定過程に対する処理フローチャートである。
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