
JP 2017-182815 A 2017.10.5

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】賭け環境における画像オブジェクト又はテキス
ト表示のためのコンピュータ画像処理方法及びシステム
を提供する。
【解決手段】ゲーミング・システム１０は、第１のベッ
ティング・セッションの間に、更新されたベッティング
・プロダクト情報をユーザに伝達し、ベッティング・プ
ロダクトに関する賭けを行うための第１のベット要求を
第１のユーザから受信し、複数の他のベット要求を受信
し、第１のベット要求を有効化し、複数の他のベット要
求の各々に付随する項目が有効化された第１のベット要
求に付随する対応項目の範囲にあることを決定すること
に基づいて、複数の他のベット要求を有効化し、有効化
されたベット要求が承認されていることを示すメッセー
ジを少なくとも一人のユーザに伝達する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つのメモリと電子通信可能な少なくとも一つのプロセッサにより、第１の
ベッティング・セッションを開始するステップと、
　前記少なくとも一つのプロセッサにより、少なくとも一人のユーザにベッティング・プ
ロダクト情報を伝達するステップと、
　前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記第１のベッティング・セッションの間に
、更新されたベッティング・プロダクト情報を前記少なくとも一人のユーザに少なくとも
一回伝達するステップと、
　前記少なくとも一つのプロセッサにより、少なくとも一つのベッティング・プロダクト
に関する賭けを行うための第１のベット要求を第１のユーザから受信するステップであっ
て、前記第１のベット要求が前記ベッティング・プロダクト情報の少なくとも一つのベッ
ティング項目を含む、ステップと、
　前記少なくとも一つのプロセッサにより、少なくとも一つのベッティング・プロダクト
に関する賭けを行うための複数の他のベット要求を受信するステップであって、前記複数
の他のベット要求の各々が前記ベッティング・プロダクト情報の少なくとも一つのベッテ
ィング項目を含む、ステップと、
　前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記第１のベット要求が前記更新されたベッ
ティング・プロダクト情報の少なくとも一つのベッティング項目を含むことを決定するこ
とに基づいて、前記第１のユーザからの前記第１のベット要求を有効化するステップと、
　前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記複数の他のベット要求の各々に付随する
項目が有効化された前記第１のベット要求に付随する対応項目の範囲にあることを決定す
ることに基づいて、前記複数の他のベット要求を有効化するステップと、
　前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記有効化されたベット要求が承認されてい
ることを示すメッセージを少なくとも一人のユーザに伝達するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　少なくとも一つのベット要求が、前記ベット要求を提示しているユーザにとってより好
ましい期限切れしたベッティング・プロダクト情報の少なくとも一つのベット項目を含む
ことを決定するステップと、
　前記ベット要求が無効化されたことを示すメッセージをユーザに伝達するステップと、
　を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一つのベッティング項目が、少なくとも一つのベッティング・ライン値
を含み、
　前記更新されたベッティング・プロダクト情報の前記少なくとも一つのベッティング項
目が、更新されたベッティング・ライン値を含み、
　前記複数の他のベット要求に付随する少なくとも一つのベッティング・ライン値が、前
記有効化された第１のベット要求に付随する前記ベッティング・ライン値の範囲にあるこ
とに基づいて、前記複数の他のベット要求が有効化される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも一つのベット項目が、前記少なくとも一つのベッティング・プロダクト
情報に対するオッズを含み、
　前記更新されたベッティング・プロダクト情報の前記少なくとも一つのベッティング項
目が、前記少なくとも一つのベッティング・プロダクト情報に対する更新されたオッズを
含み、
　前記複数の他のベット要求に付随するオッズが、前記有効化された第１のベット要求に
付随する前記オッズの範囲にあることに基づいて、前記複数の他のベット要求が有効化さ
れる、
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　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　第２のベット要求が、前記ベット要求を提示しているユーザにとってより好ましくない
期限切れしたベッティング・プロダクト情報の少なくとも一つのベット項目を含むことを
決定するステップと、
　前記第２のベット要求を承認するステップと、
　前記第２のベット要求に対するベッティング手段を生成するステップと、
　を含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　有効化されてベット要求の各々に対するベッティング手段を生成するステップを含み、
　前記第１のベッティング・セッションの失効直後に、第２のベッティング・セッション
を開始するステップを含み、
　前記ベッティング・プロダクトが、ベッティング・ライン値に関するアップ・ベット及
びダウン・ベットの少なくとも一つを含み、あるいは、
　前記複数の他のベット要求の少なくとも一つが、前記第１のユーザ以外のユーザによっ
て受信される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のベッティング・セッションの失効直後に、第２のベッティング・セッション
を開始する前記ステップを含み、
　さらに、前記第１のベッティング・セッションのベットの決済を、前記第２のベッティ
ング・セッションと同時並行して行うステップ、
　を含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ベッティング・プロダクトが、ベッティング・ライン値に関するアップ・ベット及
びダウン・ベットの少なくとも一つを含み、
　アップ・ベット・プロダクト及びダウン・ベット・プロダクトの少なくとも一つに対す
るオッズを決定するステップを含み、
　前記ベッティング・プロダクト情報が、前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウ
ン・ベット・プロダクトの少なくとも一つに対する前記オッズを含む、
　を含む請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも一つのベット項目が、前記ベット要求の時刻に決定されたオッズを含み
、
　前記ベッティング・ライン値が、少なくとも前記第１のベッティング・セッションの開
始時にセットされると共に、少なくとも前記第１のベッティング・セッションの間は維持
され、
　前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウン・ベット・プロダクトの少なくとも一
つに対するオッズを決定するステップを含み、
　前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウン・ベット・プロダクトの少なくとも一
つに対する前記オッズが、前記ベッティング・セッションの少なくとも一部の間に、前記
ベッティング・ライン値に付随する参照変数値の変化に少なくとも基づいて変化し、
　前記ベッティング・プロダクト情報が、前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウ
ン・ベット・プロダクトの少なくとも一つに対する前記オッズを含む、
　を含む請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ベッティング・プロダクトが、ベッティング・ライン値に関するアップ・ベット及
びダウン・ベットの少なくとも一つを含み、
　前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウン・ベット・プロダクトの少なくとも一
つに対するオッズを決定するステップを含み、
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　前記オッズが少なくとも前記第１のベッティング・セッションの間は維持されると共に
、前記ベッティング・ライン値が前記ベッティング・セッションの少なくとも一部の間に
変化し、
　前記ベッティング・セッションの間の複数の時刻におけるベッティング・ライン値を決
定するステップを含み、
　前記ベッティング・プロダクト情報が、前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウ
ン・ベット・プロダクトの少なくとも一つに対する前記オッズと、可変の前記ベッティン
グ・ライン値を含む、
　を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも一つのプロセッサと、ソフトウェアを記憶したメモリ要素とを備えたシステ
ムであって、
　前記ソフトウェアが前記プロセッサに、
　第１のベッティング・セッションを開始するステップと、
　少なくとも一人のユーザにベッティング・プロダクト情報を伝達するステップと、
　前記第１のベッティング・セッションの間に、更新されたベッティング・プロダクト情
報を前記少なくとも一人のユーザに少なくとも一回伝達するステップと、
　少なくとも一つのベッティング・プロダクトに関する賭けを行うための第１のベット要
求を第１のユーザから受信するステップであって、前記第１のベット要求が前記ベッティ
ング・プロダクト情報の少なくとも一つのベッティング項目を含む、ステップと、
　少なくとも一つのベッティング・プロダクトに関する賭けを行うための複数の他のベッ
ト要求を受信するステップであって、前記複数の他のベット要求の各々が前記ベッティン
グ・プロダクト情報の少なくとも一つのベッティング項目を含む、ステップと、
　前記第１のベット要求が前記更新されたベッティング・プロダクト情報の少なくとも一
つのベッティング項目を含むことを決定することに基づいて、前記第１のユーザからの前
記第１のベット要求を有効化するステップと、
　前記複数の他のベット要求の各々に付随する項目が有効化された前記第１のベット要求
に付随する対応項目の範囲にあることを決定することに基づいて、前記複数の他のベット
要求を有効化するステップと、
　前記有効化されたベット要求が承認されていることを示すメッセージを少なくとも一人
のユーザに伝達するステップと、
　を実行させる、システム。
【請求項１２】
　前記ソフトウェアが前記プロセッサに、
　少なくとも一つのベット要求が、前記ベット要求を提示しているユーザにとってより好
ましい期限切れしたベッティング・プロダクト情報の少なくとも一つのベット項目を含む
ことを決定するステップと、
　前記ベット要求が無効化されたことを示すメッセージをユーザに伝達するステップと、
　を実行させる、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つのベッティング項目が、少なくとも一つのベッティング・ライン値
を含み、
　前記更新されたベッティング・プロダクト情報の前記少なくとも一つのベッティング項
目が、更新されたベッティング・ライン値を含み、
　前記複数の他のベット要求に付随する少なくとも一つのベッティング・ライン値が、前
記有効化された第１のベット要求に付随する前記ベッティング・ライン値の範囲にあるこ
とに基づいて、前記複数の他のベット要求が有効化される、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つのベット項目が、前記少なくとも一つのベッティング・プロダクト



(5) JP 2017-182815 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

情報に対するオッズを含み、
　前記更新されたベッティング・プロダクト情報の前記少なくとも一つのベッティング項
目が、前記少なくとも一つのベッティング・プロダクト情報に対する更新されたオッズを
含み、
　前記複数の他のベット要求に付随するオッズが、前記有効化された第１のベット要求に
付随する前記オッズの範囲にあることに基づいて、前記複数の他のベット要求が有効化さ
れる、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記ソフトウェアが前記プロセッサに、
　第２のベット要求が、前記ベット要求を提示しているユーザにとってより好ましくない
期限切れしたベッティング・プロダクト情報の少なくとも一つのベット項目を含むことを
決定するステップと、
　前記第２のベット要求を承認するステップと、
　前記第２のベット要求に対するベッティング手段を生成するステップと、
　を実行させる、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ソフトウェアが前記プロセッサに、
　有効化されてベット要求の各々に対するベッティング手段を生成するステップを実行さ
せ、
　前記第１のベッティング・セッションの失効直後に、第２のベッティング・セッション
を開始するステップを実行させ、
　前記ベッティング・プロダクトが、ベッティング・ライン値に関するアップ・ベット及
びダウン・ベットの少なくとも一つを含み、あるいは、
　前記複数の他のベット要求の少なくとも一つが、前記第１のユーザ以外のユーザによっ
て受信される、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ソフトウェアが前記プロセッサに、
　前記第１のベッティング・セッションの失効直後に、第２のベッティング・セッション
を開始する前記ステップを実行させ、
　さらに、前記第１のベッティング・セッションのベットの決済を、前記第２のベッティ
ング・セッションと同時並行して行うステップ、
　を実行させる、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ベッティング・プロダクトが、ベッティング・ライン値に関するアップ・ベット及
びダウン・ベットの少なくとも一つを含み、
　アップ・ベット・プロダクト及びダウン・ベット・プロダクトの少なくとも一つに対す
るオッズを決定するステップを含み、
　前記ベッティング・プロダクト情報が、前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウ
ン・ベット・プロダクトの少なくとも一つに対する前記オッズを含む、
　を含む請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記少なくとも一つのベット項目が、前記ベット要求の時刻に決定されたオッズを含み
、
　前記ベッティング・ライン値が、少なくとも前記第１のベッティング・セッションの開
始時にセットされると共に、少なくとも前記第１のベッティング・セッションの間は維持
され、
　前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウン・ベット・プロダクトの少なくとも一
つに対するオッズを決定するステップを含み、
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　前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウン・ベット・プロダクトの少なくとも一
つに対する前記オッズが、前記ベッティング・セッションの少なくとも一部の間に、前記
ベッティング・ライン値に付随する参照変数値の変化に少なくとも基づいて変化し、
　前記ベッティング・プロダクト情報が、前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウ
ン・ベット・プロダクトの少なくとも一つに対する前記オッズを含む、
　を含む請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ベッティング・プロダクトが、ベッティング・ライン値に関するアップ・ベット及
びダウン・ベットの少なくとも一つを含み、
　前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウン・ベット・プロダクトの少なくとも一
つに対するオッズを決定するステップを含み、
　前記オッズが少なくとも前記第１のベッティング・セッションの間は維持されると共に
、前記ベッティング・ライン値が前記ベッティング・セッションの少なくとも一部の間に
変化し、
　前記ベッティング・セッションの間の複数の時刻におけるベッティング・ライン値を決
定するステップを含み、
　前記ベッティング・プロダクト情報が、前記アップ・ベット・プロダクト及び前記ダウ
ン・ベット・プロダクトの少なくとも一つに対する前記オッズと、可変の前記ベッティン
グ・ライン値を含む、
　を含む請求項１１に記載のシステム。
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年８月２４日付け米国特許出願第１１／４６７０４７号の優先権を
有し、参照により全体を本願明細書に取り入れるものとする。
【背景技術】
【０００２】
　本願明細書は画像処理方法及びシステムに関し、より具体的には、賭け環境における対
話型ディスプレイ上に画像オブジェクト又はテキストを表示するためのシステム及び方法
に関する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本開示の少なくとも一態様によれば、コンピュータ画像処理システム及び方法は、賭け
環境において画像オブジェクト又はテキストを表示するために提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　少なくとも一つの実施形態において、コンピュータ画像処理方法は、賭ける情報の要求
を受信するステップと、画像インタフェース画面をユーザ・インタフェースに表示させる
ステップを含む画像ユーザ・インタフェース画面上の画像オブジェクトを表示するステッ
プのために提供される。画像インタフェース画面は、オブジェクトのマーケット値等の、
オブジェクトに付随する参照変数値に対応する値を有するマーケット・ベッティング・ラ
イン等の参照ベッティング・ラインを含む。あるいは又は追加的に、インタフェース画面
は、参照変数値よりも高い額に対応する値を有するハイ・ライン、参照変数値よりも低い
額に対応する値を有するロー・ライン、又は少なくとも一つのあるいは複数のスプレッド
・ラインを含んでもよい。マーケット、ハイ、ロー及びスプレッド・ラインは、少なくと
もこれらのラインそれぞれの値に基づいてインタフェース画面上に空間的に配置されても
よい。
【０００５】
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　一実施形態において、インタフェース画面は、ベッティング・ラインのそれぞれに付随
して、コンピュータ生成又は他法による少なくとも一つの画像オブジェクトを含む。当該
少なくとも一つの画像オブジェクトは、アップ・ベット要求及びダウン・ベット要求の少
なくとも一つを投入するために選択可能である。当該少なくとも一つの画像オブジェクト
は、取引可能状態にあるときには回転又は移動していてもよい。インタフェース画面は、
さらに、画像オブジェクト上にスーパーインポーズされるアップ・ベット要求及びダウン
・ベット要求の少なくとも一つに付随するオッズを含んでもよい。一実施形態において、
インタフェース画面及び／又は少なくとも一つのマーケット又は参照ベッティング・ライ
ン、ハイ・ライン、ロー・ライン、スプレッド・ライン、及びオッズは、オブジェクトの
マーケット値の変動を反映するために自動的にリフレッシュしている。
【０００６】
　本願発明のさらなる態様は以下の記載を閲覧することにより明白であろう。
【０００７】
　本願発明及び特徴並びにこれらの利点のより完全なる理解を提供するために、添付図面
と組み合わせて以下の記載への参照符号を用い、ここに同様の参照符号の数字は同様の部
分を表すものとする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本願明細書にて開示のシステムの少なくとも一つの実施形態による、マーケット
環境におけるイベントに賭けるゲーミング・システムのブロック図である。
【図２】本願明細書にて開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態に従って用
いるための、インタフェース画面である。
【図３】本願明細書にて開示のシステムの少なくとも一つの実施形態による、中央コント
ローラのブロック図である。
【図４Ａ】本願明細書にて開示の方法の少なくとも一つの実施形態による、マーケット環
境に賭けるための方法を示すフロー図である。
【図４Ｂ】本願明細書にて開示の方法の少なくとも一つの実施形態による、少なくとも一
つのベット要求を有効化するための方法を示すフロー図である。
【図５】本願明細書にて開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態に従って用
いるインタフェース画面である。
【図６】本願明細書にて開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態に従って用
いるインタフェース画面である。
【図７】本願明細書にて開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態に従って用
いるインタフェース画面である。
【図８】本願明細書にて開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態に従って用
いるインタフェース画面である。
【図９】本願明細書にて開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態に従って用
いるインタフェース画面である。
【図１０】本願明細書にて開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態に従って
用いるインタフェース画面である。
【図１１】本願明細書にて開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態に従って
用いるインタフェース画面である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、本願明細書に開示のシステムの少なくとも一実施形態に係るゲーミング・シス
テム１０のブロック図であり、本願明細書に開示のように、金融又は他のマーケット内に
発生するイベントに関してユーザがこれにより賭け又はベットを投入可能とする、少なく
とも一つの画像ユーザ・インタフェース画面を提供する。一実施形態において、ゲーミン
グ・システム１０は、一人又は複数のエンド・ユーザ１２による使用のために、少なくと
も一つのユーザ・インタフェース１６を備える通信ネットワーク１８全体と結合又は通信
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状態である少なくとも一つの中央コントローラ４０を含む。ゲーミング・システム１０は
、同様に、管理者モジュール５０及び金融マーケット・データ要素６０を備えるか又は付
随してもよい。
【００１０】
　ユーザ・インタフェース１６は、一人以上のエンド・ユーザ１２のための接続及び／又
は対話を提供する１以上の要素を、ゲーミング・システム１０内の他の要素と共に備えて
もよい。ユーザ・インタフェース１６は、例えば、プロセッサ、メモリ、キーボード、マ
ウス、ディスプレイ等の１以上の入力及び／又は出力機器、インターネット要素２０、無
線要素２２、カジノ施設要素２４、テレビジョン（又はディスプレイ）要素２８等を備え
てもよい。これらの要素のそれぞれは、ハードウェア、ソフトウェア、又はその組み合わ
せの形態で関連機能を提供してもよい。
【００１１】
　中央コントローラ４０は、プロセッサ４２及びメモリ要素４４を備え、同様にメモリに
記憶されるソフトウェアを備えて、実行時に、本願明細書に記載の方法の１以上のステッ
プを実施するか又は機能を提供してもよい。一実施形態において、中央コントローラ４０
は、一般的には本願明細書に記載の方法のためのバックエンド機能を提供し、ユーザ・イ
ンタフェース１６はフロントエンド機能を提供する。
【００１２】
　ゲーミング・システム１０は、ある実施形態において、数々の金融又は他のマーケット
のイベントへの賭けを多様なものとするために、より柔軟でより好適な機会を提供する。
本願明細書に記載の方法及びシステムは、ベッティング・セッションの終了時にある金額
レベルに到達している１以上の指標等の、金融マーケット内に発生するイベントへの賭け
に関する例示でありうるが、本願の方法及びシステムは、例えば、スポーツ・イベント、
競馬又はドッグ・レース、カジノ・ゲーム、くじ、その他、これらに限定しないもの等の
、金融マーケットとは関連のない他のイベントへのベットにも同等に適用可能であること
を理解されたい。さらに、マーケット価格又は価値に関して方法及びシステムを記載する
が、さらに、本願の方法及びシステムは、取引量、ビッド・サイズ、要求サイズ、収益、
スポーツ及びスポーツ以外のスコア又は統計、ジャックポット、その他、同様にこれらに
限定しないもの等の、価格参照のない変数に対しても同等に適用可能であることを理解さ
れたい。本願明細書の方法及びシステムは、一般的には、任意のオブジェクトに付随する
参照変数の価値に関する賭けに対して適用可能であり、当該オブジェクトの価値は経時的
な変化に従属する。従って、本願明細書は、参照変数の価値がある具体的な時刻において
特定のレベルに到達するかどうかに基づいて、ユーザが用いて賭けを行う機会を提供する
方法及びシステムを提供する。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、ゲーミング・システム１０は、金融又は他のマーケット
において発生するイベントに関する賭けに対してベッティング機会又はベッティング・プ
ロダクトを提供し、マーケット内の当該イベントの発生に対するオッズを決定する。本願
明細書に用いる「ベッティング機会」及び「ベッティング・プロダクト」という用語は同
義語として用いる。例えば、後述するように、システム１０は、ある方向に変動するか又
は変動するマーケットにおいてある価格レベル又は複数のレベルに到達する資産、複数の
資産、指標等の価値にベットするオッズを決定してもよく、さらに、当該資産の価値が少
なくとも一つのこれらのベッティング条件を取引日全体にわたって一以上の複数の回数で
満たすかどうかにベットする機会を提供してもよい。これに関連して、ゲーミング・シス
テム１０は、取引日を、それぞれが開始時刻及び失効を有する複数の当日内ベッティング
・セッションに分割してもよい。そのため、取引日は、当日内の失効を複数有するものと
見なしてもよい。ベッティング・セッションは、オブジェクト特異的でもよく、全てのオ
ブジェクトに対して包括的でもよい。すなわち、開始時刻はあるオブジェクトに対しては
異なる時刻に発生し、全てのオブジェクトに対して同一でもよい。
【００１４】
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　ゲーミング・システム１０は、さらに、ソフトウェア・コンポーネント又はモジュール
等の価格決定エンジンを備えてもよく、これは次のように動作可能である。１）変動又は
固定マーケット・ラインの周辺で変動又は固定オッズをそれぞれ一つ又はセットで決定す
る、２）固定オッズに関連する正確な変動マーケット・ラインを決定する、及び／又は、
３）金融固定ベッティング活動に関連する負債管理情報を決定及び／又は表示するために
ベッティング情報を受信する。
【００１５】
　変動オッズ／固定ライン・ベッティング・プロダクトに関して、システム１０は、取引
日を通じて、ベッティング・セッション期間又は当日満期中に不変である値を有する参照
ベッティング・ライン周辺のオッズを表示するインタフェース画面を提供する。この例に
おいては、システム１０は、ベッティング・セッション開始時の参照変数の値、すなわち
、開始時刻にベッティング・ライン値を設定し、後の時刻において当該参照変数の初期値
よりも高いか又は低いレベルに到達している参照変数の値に対するオッズを決定する。シ
ステム１０は、さらに、オブジェクトの値におけるリアルタイムな変化を反映するように
、当該ベッティング・セッションを通じて異なる時刻において、好適には動的に、異なる
レベルに到達している参照変数の値に対するオッズを決定してもよい。従って、システム
１０は、オッズとエンド・ユーザ１２がベットを投入した時刻における参照変数の値に基
づいて決定及び／又はセットされたオッズに基づいて対応する払い出しとを有する参照変
数の初期値よりも、当該ベッティング・セッションのクローズ時の参照変数の値が高いか
又は低いレベルに到達しているかどうかに、エンド・ユーザ１２がベットを投入できるベ
ッティング機会を提供してもよい。
【００１６】
　例えば、参照ベッティング・ラインが固定マーケット・ライン、例えば、ベッティング
・セッション（Ｔ１）が１１１９２．８で開始するダウのマーケット値に対応するもの等
であると仮定する。ベッティング・セッションの後の時刻（Ｔ２）において、図５に示す
ように、ダウの値は１１１９２．５であり、ダウがＴ２において１１１９２．８レベルよ
りも高く終了するオッズは１０／１１であり、ダウがＴ２において１１１９２．８レベル
よりも低く終了するオッズは８／１１である。一般的に、オッズは、少なくともＴ２での
ダウのマーケット値に基づくベッティング・セッションの開始時のダウ初期値から変動す
る。従って、エンド・ユーザ１２は、アップ・ポジションに関してＴ２の時刻でベットを
投入し、賭け（Ｗ）に関して（Ｗ）×（１０／１１）の対応する払い出しを有する「ベッ
ト・アップ」を行ってもよく、賭けに関して対応する払い出しが（Ｗ）×（８／１１）で
ある「ベット・ダウン」を行ってもよい。同様にエンド・ユーザ１２は、図６から図８に
示すように、そのベッティング・セッションにおいて、後の時刻で同一の固定マーケット
・ラインにベットを投入してもよく、例えば後の時刻でのマーケット値に基づくオッズ等
の、後の時刻でのオブジェクトのマーケット値における変動を反映したオッズが決定され
る。同様にエンド・ユーザ１２は、詳細を後述するように、ハイ・ライン、ロー・ライン
、又はスプレッド・ラインにベットを投入してもよい。
【００１７】
　変動オッズ／固定ラインの賭けに加えて、ゲーミング・システム１０は、同様にエンド
・ユーザ１２が動的なマーケットにベットを投入できる、固定オッズ／変動ライン・ベッ
ティング結果を提供してもよく、ここでは、例えばマーケット・ライン等の参照ベッティ
ング・ラインは、任意のマーケットのシフト及び変動を反映するために、ベッティング・
セッションの異なる時刻における参照変数の現在値に対応する値を有する。この例におい
ては、システム１０は、参照値の値における変化をリアルタイム又は他の形式で反映する
参照ベッティング・ラインを有するインタフェース画面を提供し、そのベッティング・セ
ッション又は取引日の終了時に、例えば当時の現状レベルよりも高いか又は低い異なるレ
ベルに到達しているオブジェクトのオッズを決定してもよい。次いでシステム１０は、エ
ンド・ユーザ１２が、その参照変数に対して当時の現状値を選択し、その参照変数の値が
ベッティング・セッション終了時において当時の現状で選択された値よりも高いか又は低
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いかにベットを投入でき、オッズとこれに基づいて対応する払い出しとは少なくともその
ベッティング・セッションの間に基本的に固定又は不変である、ベッティング機会を提供
してもよい。変動ラインの実施形態において、固定オッズは、取引日の開始時刻、ベッテ
ィング・セッションの開始等を含む任意の時刻において固定されてもよい。例えば、エン
ド・ユーザ１２は、図１０に示すように、ダウの当時の現状レベルの値が、ベッティング
・セッション内の第１の時刻（Ｔ１）での当時の現状レベルであった１１２５２．９より
も高いか又は低いかのいずれかでクローズすること、又は、図１１に示すように、ダウが
第２の時刻（Ｔ２）での当時の現状レベルであった１１２５２．０よりも高く又は低くク
ローズすることにベットしてもよく、ここに、図１１に示すようにＴ２＞Ｔ１である。図
１０から図１１に見られるように、変動マーケットへの賭けに対するオッズは、両時刻に
対して、及び両方向において、５／６で固定される。
【００１８】
　上述のように、エンド・ユーザ１２は、例えばＦＴＳＥ等の選択されたマーケットのク
ローズ時刻の値が、固定又は変動するマーケット・ライン値の値よりも高いか又は低いこ
とにベットしてもよい。エンド・ユーザ１２は、マーケット・ベッティング・ラインの他
に、固定又は変動ベッティング・ラインに関する追加のベッティング機会を同様に楽しん
でもよい。一実施形態において、システム１０は、例えば、マーケット・ラインよりも約
１％高く又は低く、又は０．５％から１０％又はこれ以上の任意の他のパーセンテージ、
又はマーケット・ラインよりも約９ユニット高く又は低く、又は１から１００ユニット（
目盛り）又はこれ以上の任意の他の額等のある額において、マーケットが固定又は変動の
参照ベッティング・ラインよりも高い又は低い所定のレベルにてクローズするという理論
に基づいて、ベッティング機会を提供する。
【００１９】
　従って、変動オッズの実施形態において、ゲーミング・システム１０は、図５から図９
に示す固定マーケット・ライン等のような参照ベッティング・ラインの値から、あるパー
センテージ又はあるユニット数等のある額だけそれぞれ高いか又は低い、ハイ・ライン・
レベル及び／又はロー・ライン・レベルにベッティング機会を提供してもよい。次いで、
エンド・ユーザ１２は、変数の値がハイ及び／又はロー・ライン値よりも高く又は低くク
ローズするかどうかにベットしてもよい。この例においては、システム１０は、ハイ、ロ
ー、又は任意の他のライン・レベルに対して、好適にはベッティング・セッションの間に
動的かつリアルタイムを基礎として、変動オッズを決定してもよい。
【００２０】
　固定オッズの実施形態において、ゲーミング・システム１０は、ハイ・ライン・レベル
及びロー・ライン・レベルに同様のベッティング機会を提供してもよく、変動マーケット
・ライン等の参照変数の現在値周辺の広がりに基づくラインにベッティング機会を提供し
てもよく、これによりスプレッド・ラインは、スプレッドのない変動マーケット・ライン
に関連するものよりも（ベットする者の観点から）良好なオッズを含むことになる。この
ようなオッズは、例えばマーケット・ラインに対する１０／１１型オッズとは対照的に、
基本的にはイーブン（１／１）であってもよい。従って、システム１０は、所望される固
定オッズを維持するために、好適にはベッティング・セッションの間に動的かつリアルタ
イムを基礎として、ハイ、ロー、及びスプレッド・ライン値の変動する値を決定してもよ
い。
【００２１】
　ベッティング・セッションに対する１日の失効、並びに他の当日内及び長期の失効は、
ゲーミング・システム１０により同様に調整されてもよい。ベットは、ＦＴＳＥ、ドイツ
ＤＡＸ、フランスＣＡＣ、ＮＡＳＤＡＱ、アメリカン・エクスチェンジ（ＡＭＥＸ）、ニ
ューヨーク・ストック・エクスチェンジ、日経、債権又は公庫マーケット、及び香港ハン
セン株価指数等の任意の適切な金融マーケットに投入されてもよい。従って、ゲーミング
・システム１０は、任意の数の適切な金融商品に関連するベッティングに対して、頻繁な
ベット失効を促進してもよい。ベット又はベッティング・セッションは、同様に、毎分又
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は３０秒ごとの、あるいはこれらの任意の掛け合わせ又はその間の額での失効に拡張して
もよい。これに基づいて、エンド・ユーザ１２は、取引日を通じて複数のイベント／シナ
リオにベットする機会を提供されてもよい。従って、目標となる金融マーケットは、通常
の当日内ベッティング活動の基盤となるものである。
【００２２】
　少なくとも一つの実施形態において、システム１０は、取引日のマーケット時間を通じ
て、５分ごと、３０分ごと、１時間ごと等の少なくとも一つ、かつ定義される将来の時間
フレームを調整するために直ちに拡張されたベット失効を伴うベッティング・セッション
を提供する。例えば、取引日が５分ごとの失効を有するセッションに分割される場合、賭
けの機会は、ＦＴＳＥマーケットに対して次のように定義される（ＧＭＴ時間）。（開始
ベル）午前１０：００、午前１０：０５、午前１０：１０等、及び１７：０５、１７：１
０、１７：１５、１７：２０（終了ベル）まで継続。同様の原理は他のセッション期間に
も適用する。
【００２３】
　同様に、システム１０は、エンド・ユーザ１２が自分で決めた満期を特定できるように
してもよい。これは、間近に迫った満期でもよく、任意の後日発生する満期でもよい。従
って、ベッティング・ショップ又はオンライン環境にいる顧客は、当日中を通じていつで
もベッティング機会を提供されてもよい。決済は、満期直後、次の又は任意の他の後日ベ
ッティング・サイクルの稼動期間に及び／又はこれと同時並行して、あるいは他の態様等
、任意の適切な様式においてベット満期に後続しうる。
【００２４】
　ゲーミング・システム１０は、エンド・ユーザが、時間の特定のない満期を有するセッ
ションに、ベット投入できるようにしてもよい。このようなシナリオにおいては、ベット
は、取引セッションを通じて画定した又は計画された満期とは反対に、ベットが投与され
た瞬間から測定される画定した遅延の時刻に失効する。これにより、エンド・ユーザ１２
は、そのように投入したベットは例えば５分又はベット投入後の任意の他の時刻で失効す
ることを知っており、当日を通じて任意の時刻でベットを投入することができる。例えば
、１２：０７：３５に投入された５分満期のベットは、１２：１２：３５で決済される。
従って、ベットは全ての参加者に対して名目上のインターバルで失効する必要はないが、
その代わりに、明確な目印、すなわちベットが投入された時刻からの遅延に基づいて失効
する。
【００２５】
　ゲーミング・システム１０の構成から得られる別の可能性は、洗練された参加者であれ
ば、例えば、個別の取引においては一つのやり方でベッティングし、複数の他のイベント
の成果に対して逆の立場を取ることにより、全体的なリスク関与又はエクスポージャを連
続的に調節できることであろう。例えば、参加者はまずＮＡＳＤＡＱ相場が上昇すること
に賭けるが、ラッセル２０００における売りポジションも持ってもよい。このようなリス
ク混合型の参加ストラテジにより、原証券資産におけるオフセット取引により投資ポート
フォリオのリスクを回避する投資家と同様の様式で、参加者は効率的に自己の賭け及び自
己のベッティング・ポートフォリオを均衡させるか又はリスク回避することが可能になる
。
【００２６】
　エンド・ユーザ１２は、クライアント、顧客、予想投資家、又は賭けを投入したいと望
む任意の個人や団体である。同様にエンド・ユーザ１２は、通信ネットワーク１８を介し
て中央コントローラ４０に双方向に供給される、ユーザ・インタフェース１６を用いる通
信へのアクセス又は参加を求めている場合がある。エンド・ユーザ１２は、任意の所与の
目標に、賭け投入等のポジションをとるために、特定のマーケットに付随する取引中現物
商品オブジェクトのパフォーマンス特性等のデータを閲覧してもよい。あるいは、又はさ
らに、エンド・ユーザ１２は、プログラム、データベース、又は任意の他の構成要素、機
器、要素、又はゲーミング・システム１０内で音声又はデータ交換を開始可能なアイテム
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等の別の実体又は要素の代わりに通信を開始しようとする任意の機器又はオブジェクトを
表してもよい。本願明細書に用いる用語「データ」は、任意のタイプの数値、音声、又は
スクリプト・データ、又は一つの地点から他へ通信される任意のフォーマットにおける任
意の他の適切な情報を指す。
【００２７】
　エンド・ユーザ１２が賭け又はベットに参加してもよいということは、エンド・ユーザ
１２を協定合意に束縛するために法的手段が用いられることを表している。賭けは、書か
れた文書、電子メール等の電子ファイル、データベース入力、ファクシミリ・メッセージ
、コンピュータ・ディスプレイ、報告書への入力、二つの集団間での口頭の同意等、又は
これらの組み合わせ等の任意の適切な形式をとってもよい。このような賭けは、項目、表
現、及び条項において柔軟である。一般的に、ベットする参加者又は主催団体にとって関
連又は関心のある任意の情報又はデータは、賭けにより束縛される二つ（又はそれ以上）
の団体にとって、含まれる項目が相互に同意しうるならば、賭けに含めてもよい。
【００２８】
　ユーザ・インタフェース１６は、選択された金融又は他のマーケットに関する賭けを容
易にする任意の機器でもよい。ユーザ・インタフェース１６は、一般的には、単独又は中
央コントローラ４０との組み合わせにより、本願明細書に記載の賭けの処理及び／又はベ
ッティング機会に付随する少なくとも一つの要求と通信するように動作可能である。同様
に、ユーザ・インタフェース１６はエンド・ユーザ１２がゲーミング・システム１０の他
の要素にアクセスし、本願明細書において提供されるベッティング機会及びこれに応答し
たベット等の情報を、ゲーミング・システム１０の関連する構成要素と双方向に通信する
ためのポータルを提供してもよい。ユーザ・インタフェース１６は、コンピュータ、サー
バ、管理センター、単独のワークステーション、又は賭けの活動を管理又は容易にする任
意の個人、ビジネス又は団体のための本部事務所でもよい。従って、ユーザ・インタフェ
ース１６は、任意の適切なハードウェア、ソフトウェア、機器、構成要素、要素、又はゲ
ーミング環境において当該操作又は機能を達成するために利用又は実装されるアイテムを
備えてもよい。
【００２９】
　一実施形態において、ユーザ・インタフェース１６は、インターネット要素２０、無線
要素２２、カジノ施設要素２４、テレビジョン要素２８、あるいはケーブル、衛生、クロ
ーズド・サーキット等、イメージ又は情報、生体認証要素６５等を表示するための任意の
他の受信機等の要素の任意の１以上の選択を含む。インタフェースの任意の適切な数及び
組み合わせを、使用、トラフィック、アーキテクチャ、及び他の理由に従ってゲーミング
・システム１０内に実装してもよい。
【００３０】
　ユーザ・インタフェース１６は、携帯電話、電子ノート、パーソナル・デジタル・アシ
スタンス（ＰＤＡ）、パーソナル・コンピュータ又はラップトップ・コンピュータ、特定
用途ハンドヘルド機器、あるいは任意の他の適切な機器、無線又は他の形式、構成要素、
又はゲーミング・システム１０内で一以上の要素にアクセス可能な要素等、ゲーミング・
システム１０内の任意の他の要素と、エンド・ユーザ１２との通信を容易にする任意の適
切なインタフェース又はオブジェクトでもよい。同様に、ユーザ・インタフェース１６は
、ディスプレイ、マイクロホン、キーボード、カメラ、マウス、ローラー・ボール、タッ
チ・スクリーン・ディスプレイ、生体認証センサ、又は特定の構成及び配置に従った任意
の他の適切な端末装置等の、人間のユーザがゲーミング・システム１０と相互作用するた
めの任意の適切なインタフェースを含んでもよい。加えて、ユーザ・インタフェース１６
は、本願明細書に開示の賭けを含む通信に特定してデザインされた、特定用途向け通信機
器等の特有の要素でもよい。このような要素は、エンド・ユーザ１２を含む金融アプリケ
ーションに特定して組み立てられるか又は製造されてもよい。
【００３１】
　ユーザ・インタフェース１６は、ゲーミング産業において操業する能力及び／又は権威
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を有する任意の適切な団体により所有又は操作されてもよい。ユーザ・インタフェース１
６と任意の金融又は他の交換取引との間には直接の接続が存在してもよく、これにより交
換取引に付随する情報はエンド・ユーザ１２に配信され、売買の実行前に閲覧されてもよ
い。従って、ユーザ・インタフェース１６は、賭けを投入、購入、又は売却するかどうか
についての決定を行うために用いられる関連情報を提供するために、リアルタイムのマー
ケット及び／又は金融データをエンド・ユーザ１２に配信してもよい。この金融情報は、
金融マーケット・データ要素６０、又は上述の直接接続等の任意の他の適切な要素から検
索されてもよい。金融マーケット・データ要素６０は、例えばエンド・ユーザ１２に対す
る、価格情報、マーケット・ライン値、満期データ、金融グラフ及びチャート、相場履歴
、又は移動平均等のリレー・データでもよい。同様に、他の関連金融データも、特定の需
要に基づいて直ちに配信されてもよい。
【００３２】
　正確でタイムリーな情報を配信するために、金融マーケット・データ要素６０は、当該
金融データを送信する対応する交換取引の通信リンクに直接接続される場合がある。ある
いは、金融マーケット・データ要素６０は、これらの情報を、投資家へ情報をリアルタイ
ムに配信するよう動作するニュースワイヤ又はサーバ等の任意の他の場所から集め、エン
ド・ユーザ１２に所望のデータを配信するようにしてもよい。金融データ要素６０は、ソ
フトウェア、ハードウェア、又はこれらの組み合わせにより具体化してもよい。システム
１０は、一以上のデータベース内の金融データ要素６０からの、又はこれと接続して受信
した情報を保存してもよい。
【００３３】
　ユーザ・インタフェース１６は、少なくとも一つのセルフサービス・ベッティング・マ
シンを含むか、これであってもよい。いくつかの実施形態において、セルフサービス・ベ
ッティング・マシンにより、エンド・ユーザ１２は現金、あるいはバウチャー又はクレジ
ット／デビット・カード等を用いてマシンに支払を入れ、これを用いて一以上のベットを
投入し、チケット等のプリントアウトを受け取り、投入されたベットを確認することがで
きる。ユーザ・インタフェース１６は、ユーザの身元確認を認証するために、指紋リーダ
又は任意の他の生体認証センサ等の生体認証要素６５も備えてもよい。生体認証センサに
より生成される生体認証データは、口座へのアクセス、電子資金送金等のためのユーザの
身元確認を検証するために用いられてもよい。例えば、生体認証データは、インタフェー
ス１６から中央コントローラ４０に伝達されてもよく、そこでそのデータが保存された生
体認証データと比較される。生体認証データが一致すれば、ユーザは本願明細書に開示の
方法に従って賭けを続けてもよい。さらに、生体認証データの一致の結果は、銀行等のサ
ードパーティに伝達されてもよく、これによりサードパーティに係るユーザのアカウント
から、生体認証の一致に基づいてゲーミング・システム・プロバイダに係るユーザの一以
上の賭けのアカウントに、電子的に資金を転送してもよい。
【００３４】
　勝ちのベットに対するプリントアウトは、支払又はバウチャーを受け取るためにセルフ
サービス・ベッティング・マシンに戻し入れられてもよく、払又はバウチャーは窓口係か
ら支払いを受け取るために用いてもよい。他の実施形態において、セルフサービス・ベッ
ティング・マシンにより、エンド・ユーザ１２はベットの投入にクレジット・カード、デ
ビット・カード、又はスマート・カードを用いることが可能になる。クレジット又はデビ
ット・カードは付随する口座を有してもよく、これは例えば集中コンピュータ・システム
を用いるベッティング・アカウント・プロバイダにより提供及び／又は管理されるベッテ
ィング・アカウントであってもよい。そこに付属するアカウント及び情報は、図３を参照
して後述するようなエンド・ユーザ・プロフィールにも保存されてもよい。スマート・カ
ードは、これ自体にベッティング・アカウント及び様々なベットに関する情報を保存して
もよい。いくつかの実施形態において、ベット失効後にエンド・ユーザ１２は、カードの
収支を更新するためにセルフサービス・ベッティング・マシンに自己のクレジット、デビ
ット、又はスマート・カードを差し込むか通してもよい。
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【００３５】
　ユーザ・インタフェース１６は、一以上の電話オペレータ及び一以上のウェブサイトを
実装してもよい。エンド・ユーザ１２はこのようなインタフェースを用いて任意の適切な
様式でアクセス又は通信してもよい。電話オペレータは、エンド・ユーザ１２に別途情報
を伝達し、ユーザからベットを取ってもよい。同様に、ウェブサイトはベッティング情報
をエンド・ユーザ１２に伝達し、エンド・ユーザ１２がこれを用いてベットを投入できる
ようにしてもよい。一以上のこのようなウェブサイトは、ゲーミング・システム１０のオ
ーナー又はオペレータに付随する一以上のサーバにより提供されてもよい。
【００３６】
　インターネット・ベッティング・プロバイダは、一人以上のエンド・ユーザ１２にオン
ラインのベッティング・アカウントを提供することにより、インターネット・アカウント
による賭けを提供してもよい。オンラインのベッティング・アカウントを用いて、顧客は
、そのアカウントに資金提供し、例えば変動及び固定オッズ、変動及び固定の参照、マー
ケット、ハイ、ロー及びスプレッド・ライン、履歴データ等のベッティング・イベントに
関するベッティング情報を閲覧し、ベットを投入するために、インターネット・ベッティ
ング・プロバイダに付随する一以上のウェブサイトと接続してもよい。このようなオンラ
インのベッティング・アカウントは、預金アカウント、クレジット・アカウント、委託証
拠金アカウント、ストップロス・アカウント、ハイブリッド・アカウント等の一以上の様
々なタイプのアカウントを含んでもよい。このようなアカウント及びその内容は、図３に
示すように、エンド・ユーザ・プロフィールに保存されてもよい。
【００３７】
　通信ネットワーク１８は、エンド・ユーザ１２、ユーザ・インタフェース１６、及び／
又は中央コントローラ４０の間でデータ又は情報を交換するよう動作可能な通信プラット
フォームである。通信ネットワーク１８はインターネット・アーキテクチャでもよく、こ
れは賭けに付随する売買を電子的に実行するか開始することをエンド・ユーザに提供する
。あるいは、通信ネットワーク１８はアナログ電話回線（プレーン・オールド・テレホン
・システム、ＰＯＴＳ）であり、エンド・ユーザ１２はこれを用いて同じ動作又は機能を
実行できる。このような取引は、ユーザ・インタフェース１６に付随するブローカ３０に
補助されてもよく、取引の実行を要求するために電話又は他の適切な電子機器に手操作で
キー入力されてもよい。他の実施形態において、通信ネットワーク１８は通信インタフェ
ース又はゲーミング・システム１０内の任意の二つのノード間でのやり取りを提供する任
意のパケット・データ・ネットワーク（ＰＤＮ）でもよい。通信ネットワーク１８は、あ
るいは又は追加して、任意のローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタ
ン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、無線
ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）、仮想プライベート・ネットワーク（ＶＰ
Ｎ）、イントラネット、又はネットワーク又は電話環境内において通信を容易にする任意
の他の適切なアーキテクチャ又はシステム、又はこれらの組み合わせでもよい。
【００３８】
　一実施形態において、中央コントローラ４０はプロセッサ４２及びメモリ要素４４を備
える。中央コントローラ４０は、一般的に、エンド・ユーザ１２からの要求受信等の、本
願明細書に記載の方法に関するバックエンド機能を提供し、金融マーケット内の金融取引
等のマーケット環境において発生するイベントに基づく賭けが実行されるように、これら
の要求を処理するよう動作可能である。結果として生成される賭けは、プロセッサ４２に
より正しく管理及び保管された後、データベース４５又は任意の他の適切な形式等のメモ
リ要素４４に適切に保存されてもよい。プロセッサ４２は、エンド・ユーザ１２により要
求される、所望の満期、交換取引のタイプ、オッズ、参照ライン、マーケット・ライン、
ハイ・ライン、ロー・ライン、スプレッド・ライン値等の任意のベッティング項目又は条
件の処理において補助を行ってもよい。中央コントローラ４０が、エンド・ユーザ１２に
より要求されたベッティング情報又は提供された入札賭け項目と、マーケット内で利用可
能なものとをマッチングできない場合には、中央コントローラ４０はエンド・ユーザ１２
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にコンタクトし、そのエンド・ユーザ１２に当該賭けを満たすことが不可能である状況の
情報を通知してもよい。
【００３９】
　プロセッサ４２は、ベッティング・システム・アプリケーション又は賭けを容易にする
他のコンピュータ命令を実行する任意の適切なプロセッサを含んでもよい。プロセッサ４
２はＣＰＵ及び／又はマイクロプロセッサでもよく、連係動作する任意の適切な数のプロ
セッサを備えてもよい。プロセッサ４２は、一般的に、ソフトウェア、様々なアルゴリズ
ム、計算、又はベッティング値、ベッティング・オッズ、マーケット、ハイ、ロー、又は
スプレッド・ライン、変動又は固定、及び／又は潜在的支払データ等の現在のベット・デ
ータを決定するための計算を実行し、認証、検証、又は本願明細書に開示の方法を推進す
る任意の他の機能を実施するように動作可能である。プロセッサ４２は、メモリ要素４４
から及び／又は金融マーケット・データ要素６０から受信したデータに基づいて、これら
の現在のベット・データを決定してもよい。加えて、プロセッサ４２は、金融マーケット
・データ要素６０から受信している新規な情報に基づいて、これらの現在のベット・デー
タをアップデートしてもよい。いくつかの実施形態において、プロセッサ４２は、現在の
ベット・データをリアルタイム、実質的にリアルタイム、又は５秒毎から３０秒毎等のプ
リセットされた間隔で、アップデートしてもよい。加えて、プロセッサ４２は、賭けオッ
ズ、変動マーケット・ライン又はレベルを確立し、これに基づいてエンド・ユーザ１２に
ベッティング機会を提供するために、本願明細書に記載の動作を実施してもよい。他の実
施形態において、オッズはゲーミング・システム１０に対して外部で決定され、外部リン
クから中央コントローラ４０に単に送信される。
【００４０】
　メモリ要素４４は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ）、高速サイクルＲＡＭ
（ＦＣＲＡＭ）、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、フィールド・プログラマブル・ゲー
トアレイ（ＦＰＧＡ）、消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電
気的消去可能プログラム可能読み出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、マイクロコントロー
ラ、又はマイクロプロセッサ、ハード・ドライブ、光学メディア、磁気メディア等、又は
これらの組み合わせ等の、賭けを容易にするか、又はこれに関連する情報を保存する一以
上のメモリ・デバイスを含んでもよい。メモリ要素４４は、一般的にオッズ及び／又は払
い出し決定においてプロセッサ４２に用いられるデータを保存するように動作可能である
。ベッティング情報を保存することに加えて、メモリ要素４４は、実行時に本願明細書に
記載の機能のいくつか又は全てを実施するソフトウェアをこれに保存してもよい。
【００４１】
　中央コントローラ４０の内部構造には柔軟性があり、意図された動作を達成するために
、直ちに変化、変更、再編成、又は再構成できることに注意されたい。従って、中央コン
トローラ４０は、任意の適切な構成要素、デバイス、特定アプリケーション向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、ハードウェア、ソフトウェア、プロセッサ、アルゴリズム、ＲＯＭ要素、
ＲＡＭ要素、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、又は中央コントローラ４０の動作を容易にする
よう動作可能な任意の他の適切なオブジェクトを装備してもよい。ゲーミング・システム
１０の環境内では中央コントローラ４０の構造によりかなりの柔軟さが提供される。
【００４２】
　代替の実施形態において、ユーザ・インタフェース１６、通信ネットワーク１８、及び
／又は中央コントローラ４０は、エンド・ユーザ１２と金融マーケットに関連する賭けと
の間のヒューマン・インタフェースを提供する、一人の人間と全体又は部分的に置き換え
られてもよい。このような実施形態において、ユーザ・インタフェース１６のエージェン
ト（又は任意の他の適切な人物又は代理人）は、例えば電話、ネットワーク、他の適切な
電子装置を介して、又は口頭の言葉により直接に、エンド・ユーザ１２のコンタクトを受
けてもよい。エージェント又は代理人は、エンド・ユーザ１２からの要求を受信し、ベッ
ト要求、ベット要求の項目、その他の投入等の、賭けを含む取引を実行してもよい。エー
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ジェント又は代理人は、次いで賭けを実行するための適切な実体にその要求を代理しても
よく、ブローカ取引してもよい。エージェント又は代理人は、次いで完了した取引を１回
記録し、次いでエンド・ユーザ１２にコンタクトして取引が実行されたことを確認しても
よい。次いで、任意の適切なタイプの受領証をエンド・ユーザ１２に発行し、賭けの項目
を示してもよい。中央コントローラ４０の内部構造に関連する追加の詳細は、図３を参照
して後述する。
【００４３】
　管理者モジュール５０は、エンド・ユーザ１２により開始された賭け取引の公正かつ適
切な実行を確認するために、中央コントローラ４０と連携する要素である。管理者モジュ
ール５０は、ゲーミング・システム１０のオプション構成要素である。管理者モジュール
５０は、中央コントローラ４０の任意の動作を制御するために、ある実施形態において用
いられてもよい。例えば、管理者モジュール５０は、ベッティング・オッズを手操作で設
定し、委託証拠金要求又は個別のベット要求を承認し、又は特定の賭けの動作を停止する
ために用いられてもよい。選択された例において、管理者モジュール５０はルーチン的な
終日の決済を待機せずに、当日を通じて追加委託証拠金を要求してもよい。さらに他のシ
ナリオにおいて、管理者モジュール５０は一般的なモニタリング機能のために用いられて
もよい。この例においては、管理者モジュール５０は、テーブル又はデータベース等のシ
ステム内に保存されたデータに対してユーザが、少なくとも一つのクエリを送るためのイ
ンタフェースとして働いてもよい。モジュール５０は、同様に、構文解析、抽出、フィル
タリング、削除等、又はより一般的にはシステムに保存されたデータを処理するインタフ
ェースとして働いてもよい。管理者モジュール５０は、プロバイダ・インタフェース３２
を用いてアクセスされてもよく、このプロバイダ・インタフェース３２は中央コントロー
ラ４０及び／又は管理者モジュール５０と通信するための、エンド・ユーザ・インタフェ
ース１６と類似した任意のタイプの機器でもよい。さらに、管理者モジュール５０は、ソ
フトウェア、ハードウェア、又はこれらの組み合わせに実装されてもよい。
【００４４】
　図２に、本願明細書に開示の方法及びシステムの少なくとも一つの実施形態を伴う通信
に用いるインタフェース画面又はページ７０を示す。インタフェース画面７０は、一般的
に、取引セッション又は取引日の終了時に、場合によっては、選択されたマーケット又は
オブジェクトに付随する変数が、マーケット・ライン７１、ハイ・ライン７３、ロー・ラ
イン７５、及びスプレッド・ライン７７等の定義されたマーケット・レベルよりも高いか
又は低いレベルに到達しているかどうかにエンド・ユーザ１２がベットする機会を提供す
る。上述のように、ベット又は複数のベットに伴う失効は変化してもよい。例示を目的と
するが、図２に示すインタフェースに対する失効７９は、マーケットのクローズ時刻で終
了する当日の失効である。
【００４５】
　図２のインタフェースは、上述の固定オッズ及び／又は変動オッズの実施形態のために
、指標の値、特定の資産又は複数の資産、又は任意の他の譲渡可能な品目等のオブジェク
トに付随する一以上の参照変数の値に関して、全体で８個以下のベッティング機会を提供
する、一以上のベッティング・ライン、画像オブジェクト、ボタン、及び／又はテキスト
を含むインタフェース画面を、システム１０が生成する場合があることを示す。本願明細
書に用いる画像又は画像オブジェクトという用語は、静止又はビデオ・イメージ、テキス
ト、及びボタン等を含むがこれらに限定しない、共に提供される少なくとも一つのベッテ
ィング機会に関するベット要求を投入するためにエンド・ユーザ１２により選択されるよ
う構成され、インタフェース画面に表示される、任意の品目を示すために用いられる。イ
ンタフェース７０は、選択された交換間取引においてベットを投入するための少なくとも
一つの選択可能なリンクを含むリスト７２を備えてもよい。
【００４６】
　８個以下のベッティング機会は、特定されたマーケット又はその中のオブジェクトが、
４個の個別に定義されるレベルの少なくとも一つよりも高く又は低くクローズすることに
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ユーザがベットする能力に基づいている。これに関して、インタフェース画面７０は、オ
ブジェクト８９のマーケット価格等、オブジェクト８９の選択された参照変数に対応する
値８１を有するベッティング・ラインの少なくとも一つを表示してもよく、この値８１は
、アップ・ポジション７６ａにユーザがベット（アップ・ベット）を投入するための選択
可能な画像及びベッティング・ライン７１の値８１に対するダウン・ポジション７６ｂに
ユーザがベット（ダウン・ベット）を投入するための少なくとも一つの選択可能な画像と
共に、ライン７１上にスーパーインポーズして表示してもよい。インタフェース画面７０
は、同様に、ハイ・ライン７３に付随する値８３、ロー・ライン７５に付随する値８５、
スプレッド・ライン７７に付随する値８７ａ、８７ｂ等の各ベッティング・ラインに対す
る値を表示してもよく、各ベッティング・ラインは、各ラインに対するアップ又はダウン
・ポジションのいずれかにおけるベット投入のための対応する画像を伴って、選択された
参照変数の値にも対応する。
【００４７】
　一実施形態において、画像オブジェクトは、共に利用可能になった特定のポジションへ
のベットに対するオッズを表示する。ラインは、他のライン又は複数ラインに対する特定
のラインの値に基づく空間的関係の中でインタフェース画面７０上に表示されてもよい。
図２に示すように、ラインは、より低い値のラインが、より高い値を有するラインの下方
に描かれ、空間的に配列されてもよい。ライン間の空間距離は、ライン間の広がりにおけ
る任意の接近を反映して変動してもよい。例えば、距離は、ベッティング・ラインの縮尺
表示を提供するために狭めてもよく、ベッティング・ラインの表示にズームを提供するた
めに広げてもよい。インタフェース画面に表示される画像及び／又はテキストは、オブジ
ェクトの値における変化又はベッティング機会に対するオッズにおける変化を反映するた
めに動的にアップデートされてもよい。ベッティング・ライン及びオッズ等のベッティン
グ・データは、好適にはユーザの介在なしに自動的にリフレッシュされる。
【００４８】
　一実施形態において、インタフェース画面７０は、ＦＴＳＥ等の指標にベットするため
のハイ・ライン７３、現状マーケット・ライン７１、及びロー・ライン７５を備える。固
定オッズの実施形態において、現状マーケット・ライン等の現在の参照ベッティング・ラ
インの値は、好適にはその指標の値の変化をリアルタイムに反映するために、変化してい
る。従って、ハイ・ライン及びロー・ライン値も、例えば、ハイ及びロー・ラインが参照
と次いで現状マーケット・レベル・ラインとのそれぞれよりもマーケット値の約１％高い
か又は低ければ、変動する現状マーケット・レベルに基づいて変動している場合がある。
より不安定なマーケット又は特定の需要において、このようなハイ及びロー・ラインは、
各ベッティング・ポジションに対する好ましい固定オッズを達成するために、マーケット
・ライン等の参照ベッティング・ラインから任意の適切なパーセンテージ・レベル、又は
額の増減でありうる。
【００４９】
　図２の例におけるハイ・ライン７３は、４４０４にある。高（アップ・ベット）及び低
（ダウン・ベット）ベッティング機会は、少なくともベッティング・セッションの間に存
続する一定の固定又は固定的なオッズを表す。より高いオッズは、一般的に現状レベルに
逆らったオッズ（売りのポジション）であり、より低いオッズは現状レベルを支持するオ
ッズ（買いのポジション又は「オッズ・オン」）である。従って、ベット画像７４ａ及び
７４ｂの組は、ハイ・ラインに対する売り及び買いのポジションを反映してもよい。ベッ
ト７４ａは５／１のオッズを含む一方、ベット７４ｂは１／１２のオッズを含む。同様に
、ベット画像８０ａ及び８０ｂの組は、オッズが１／１２のより高いもの（アップ・ベッ
ト、買いのポジション）と、オッズが５／１のより低いもの（ダウン・ベット、売りのポ
ジション）を、それぞれ反映して、提供されてもよい。
【００５０】
　上述のように、マーケット・ライン７１の値は、この例においては約１０／１１である
高（アップ・ベット）又は低（ダウン・ベット）ベッティング機会に関する固定オッズを
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伴い、ＦＴＳＥ等のオブジェクトに対する実際のマーケット・レベルを反映して変動して
いてもよく、一定して変化していてもよい。当時の現在マーケット・ラインは４３５４に
あり、ベット画像７６ａ及び７６ｂの組を含み、これらは付随するオッズが両者とも１０
／１１である高（アップ・ベット）又は低（ダウン・ベット）ポジションを表す。加えて
、別のベット画像７８ａ及び７８ｂが、参照と次いで現状マーケット・ライン７１、すな
わちスプレッド・ラインの派生物に提供されてもよい。スプレッド・ライン上の二つのベ
ットはそれぞれレベル４３６１及び４３４８で提出され、アップ・ベット及びダウン・ベ
ットのベッティング機会の両方に対してイーブンなベッティング・オッズを提供するよう
計算される。従って、２番目に近い現状マーケット・レベルが提供され、これはマーケッ
ト・ラインに関しても変動し、マーケット・スプレッド、すなわちスプレッド・ラインよ
りも高く又は低くマーケットが期限を迎えることに顧客がイーブンな金額でベットするこ
とができる。この例においては、１３ポイントのスプレッドが参照マーケット・ミドル・
ラインにまたがり（ストラドル）、エンド・ユーザ１２に対して追加のベッティング機会
をもたらす。
【００５１】
　ハイ・ライン及びロー・ラインの値は、マーケット変動の反映に加えて、取引セッショ
ンを通じて固定している所望のオッズを維持するためにも経時的に変動してもよい。ハイ
・ライン、マーケット・ライン、及びロー・ラインの間のスプレッドは、セッション失効
が近づくにつれて、一般的には少なくともセッション内の残り時間に基づいて狭くなるか
又はより近くで変動する。これはまた、スプレッド・ライン値に対して、これへのベット
へのオッズが高（アップ・ベット・プロダクト）及び低（ダウン・ベット・プロダクト）
ポジション（ベット７８ａ及び７８ｂ）に対してイーブンのままであるという目的におい
ても当てはまる。従って、そのようなラインは、マーケットの変動という意味において浮
動しているだけでなく、ベッティング・セッションのクローズへの時間が進行するにつれ
収束している。例えば、１日単位のセッションにおいて賭けに残された時間が５分であれ
ば、これらのラインは極めて狭い。従って、取引日又はベッティング・セッションの進行
中に、ハイ・ラインは一般的に下降し、ロー・ラインは一般的に上昇する一方、場合によ
るが、オッズは相対的に一定のままである。
【００５２】
　同様に、時間の経過により、マーケット又はベッティング・セッションがクローズする
と、実用上の制約から、あるベッティング機会は無効化されるか、さもなければ消去され
る場合がある。例えば、あるマーケットは一般的に全体数がインクリメントして変動する
。従って、例えば、ベット画像７４ａ、７４ｂ、７８ａ、７８ｂ、８０ａ、及び８０ｂ等
、狭すぎるために実用上はベッティング機会が提供できないスプレッドは、マーケットが
クローズに近くなるにつれて消去される場合がある。
【００５３】
　従って、ベッティング・プロバイダは、例えば、ラインが５から１０目盛りよりも近い
、あるいはマーケット・ライン又は双方から任意の他の額である場合に、ハイ・ライン及
びロー・ラインを無効化することによりベッティング機会を制約してもよい。同様にベッ
ティング・プロバイダは、オッズが１００／１のしきい値よりも高いか又は等しい等の高
すぎる場合、又は１／２８のしきい値よりも低いか等しい等の低すぎる場合は、ベッティ
ング機会を無効化してもよい。ベッティング機会は、図７に示すように、特定の無効化さ
れたベットを伴う画像を単純に削除することにより、又はオリジナルの色とは異なる明度
を有する色に画像の色を変更することにより、及び／又は画像上で特定のベッティング機
会に付随する画像オブジェクトの上方に表示されるオッズを削除することにより、無効化
されてもよい。例えば、最初は明るい赤色の画像は、薄い赤色の画像に交換されてもよい
。移動する画像を移動しない画像で、回転する画像を回転しない画像で、不透明を透明又
は半透明に置き換える等により、ベットが消去されたことを示すために任意のタイプの変
更を用いてもよいことを理解されたい。ライン全体を無効化することに加えて、プロバイ
ダは、アップ・ベット画像及び／又はダウン・ベット画像等、その部分のみを無効化して
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もよい。
【００５４】
　一実施形態において、画像は、ベッティング機会の取引可能状態を反映する。取引可能
状態は、「取引可能」「閲覧可能」及び「オフ」の少なくとも一つであってもよい。取引
可能状態において、ベッティング機会に関連する画像は、閲覧可能及び取引可能の両者で
あり、すなわちユーザはその画像を選択することによりベットを投入してもよい。閲覧可
能状態においては、画像は閲覧可能であるが取引可能ではなく、例えばベッティング機会
は消去又は他の形式で無効化されている。オフ状態においては、プロダクトは閲覧可能で
もなく取引可能でもない。
【００５５】
　買いのベット７４ｂ及び８０ａに対する１／１２のオッズ、並びに売りのベット７４ａ
及び８０ｂに対する５／１のオッズは、それぞれ、対応するラインに対する固定オッズ、
すなわち４４０４及び４３０６を反映し、これらはベッティング・セッションに残ってい
る時間及び／又はマーケットの不安定さに基づいて決定される。従って、エンド・ユーザ
１２は、画像７４ａを選択し、これを用いてＦＴＳＥがハイ・ラインよりも高くクローズ
することに、５／１のオッズで１００ドルのベットを投入してもよい。取引日の終了時刻
で、ＦＴＳＥが４４２５でクローズすれば、このベットは勝ちベットであり、後に決済さ
れてもよい。この例においては、エンド・ユーザ１２は、自己の最初の掛け金に加えて勝
ちベットからの５００ドル（Ｗ×（５／１）を回収し、合計６００ドルを収めるであろう
。そのかわり、エンド・ユーザ１２が画像７４ｂを選択し、１／１２のオッズで１００ド
ルのベットを投入するならば、ベッティング・セッションのクローズ時に、このベットは
負けベットとして識別され、エンド・ユーザ１２は１００ドルのベットを失うだろう。一
方、ＦＴＳＥが４３９０でクローズするならば、エンド・ユーザ１２は自己の掛け金に加
えて１００ドル（１／１２）（提示されたオッズ）の報酬を受けるだろう。これは、勝ち
ベットに対して約１０８．３３ドルの払い戻しを受けることになる。
【００５６】
　上述のように、エンド・ユーザ１２に提示されているマーケット又は他の参照ラインの
価格又は価値は、通信の送信により提供されうる。この送信は１日単位のマーケットの状
態を反映し、潜在的にマーケットに影響する可能性のあるニュースの流れ及び他の金融パ
ラメータを効果的に想定することが可能である。他の実施形態は、詳細を十分に後述する
が、ゲーミング・システム１０のオーナー又はオペレータに、非常にフレキシブルなマー
ケット・ライン及びオッズの設定を提供する。
【００５７】
　図３は、一実施形態に係る、ゲーミング・システム１０に備えられる中央コントローラ
４０のブロック図である。中央コントローラ４０は、メモリ要素４４に結合したプロセッ
サ４２を含む。プロセッサ４２は、一つ又は複数のアプリケーションを実行し、一以上の
ベッティング・セッションにおいてベッティング機会を生成し、これへのベットを受信し
、一以上の複数の金融商品、資産、オブジェクト等の価値に関するベットを決済するため
の様々な仕様及び機能を実施する。メモリ要素４４は、当該アプリケーション、ベッティ
ング手段９０の様々な具体化、及び／又はベッティング手段９０に付随する任意の他の関
連情報を保存してもよい。特定の実施形態において、プロセッサ４２は、本願明細書に開
示の一以上のベッティング・ラインに付随するポジションに対するオッズを確立、計算、
又は他の形式で決定するよう操作可能な少なくとも一つのオッズ決定モジュール８４と、
本願明細書に開示の一以上のベッティング・ラインに対する価格又は価値を確立、計算、
又は他の形式で決定するよう操作可能な価格／レベル決定モジュール８６と、一以上のベ
ットを決済するよう操作可能なベット決済モジュール８８とを備えるか伴い、各モジュー
ルは一般的にエンド・ユーザ１２に賭けの機会を提供するためのものである。
【００５８】
　ベッティング手段９０は、一般的に、金融又は他のマーケットに付随する一以上のイベ
ントの結果に関して行われる賭けから派生するか又はこれを証拠立てるデータ要素である
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。従って、ベッティング手段９０はシステム１０に投入されたベットを反映する情報を含
むファイル又はデータベースのエントリであり、手段９０はその賭けの基礎を形成する特
定のイベントに関連するパラメータを含んでもよい。イベントは、上述のように所定の時
間の期間又はその終了時の金融マーケット指標、資産、又は他の手段の変動又は値を含ん
でもよい。当該手段９０は、適用可能であれば、参加者の識別情報、アカウント情報、賭
けの額、マーケット・ライン・レベル、ハイ・ライン・レベル、ロー・ライン・レベル、
スプレッド・ライン・レベル、各ラインに対するアップ及びダウン・オッズ、ベットが投
入される時刻、ベットが投入されたベッティング・セッション、開始時刻、失効時刻、ベ
ット識別番号、例えば承認（手動又は自動）、保留、失効、勝ち、負け等のベットのステ
ータス、又はこれらの組み合わせ等の、全ての関連金融データ及びこれに伴う債権項目を
備えてもよい。同様に、メモリ要素４４は、詳細を十分に後述するように、ベッティング
・セッションの生成において用いるために、一以上のテンプレート及び／又はテーブル９
４を備えてもよい。
【００５９】
　操作中、一実施形態において、金融マーケットの変動は、赤、緑、又は黄色の矢印等の
シンボル又は画像オブジェクトを用いて電子画面上に画像として表されてもよい。各シン
ボルは、例えば参照変数等の付随する金融マーケット標識の値が、１）最後のベッティン
グ・セッション、又はオブジェクトに対するマーケット内の最後の関連売買又は売買等の
最後の所定の期間中に下降したことを、例えば下向きの赤い矢印又は単に適切な色の画像
又は文字オブジェクト等として示し、２）最後の所定の期間又は最後の関連売買又は売買
の期間に上昇したことを、例えば上向きの緑の矢印又は適切な色の画像又は文字オブジェ
クトとして示し、３）後の所定の期間又は最後の関連売買又は売買の期間に変化しないこ
とを、例えば水平な黄色の矢印又は単にオリジナルの色の画像又は文字オブジェクトのま
まとすることで示して、表示してもよい。任意の適切な数及び組み合わせのシンボルによ
り、参照変数の値の履歴又は変動の適切な部分を表すことが可能である。例えば、マーケ
ット・ライン、表示された値の字体、表示された値の周囲のテキストボックス等の色は、
オブジェクトの値の上方への変動を示す、青等の、第１の色でもよい。同様に、マーケッ
ト・ライン、字体、テキストボックス等の色は、オブジェクトの値の下方への変動を示す
、赤等の、第２の色でもよい。変動の方向は、例えば、オブジェクトが買い気配（ｕｎｄ
ｅｒ－ｂｏｕｇｈｔ）又は売り気配（ｕｎｄｅｒ－ｓｏｌｄ）にあることを示す情報に由
来してもよい。
【００６０】
　中央コントローラ４０のメモリ要素４４は、ゲーミング・システム１０において投入さ
れる様々なタイプの種々の賭けとその結果に関する情報を保存してもよい。メモリ要素４
４は、様々なベッティング手段９０及び複数のエンド・ユーザ・プロフィール９２も保存
してもよい。メモリ要素４４は、金融商品番号（ＦＩＮ）、特定の賭けの主題であるマー
ケットの銘柄、指定期間／満期、及び特定の賭けに対して確立したオッズに付随する情報
を追加して保存してもよい。これら及び他のフィールドは数多くのやり方で定義してもよ
い。例えば、「満期」という用語は特定のクロージング又は決済時間、及び／又はベッテ
ィング手段９０がクローズする日付を指してもよく、例えば終了ベル等の将来の任意又は
特定の日付において完了するイベント自体に基づいてもよい。
【００６１】
　加えて、各エンド・ユーザ・プロフィール９２は、エンド・ユーザ１２、ユーザの賭け
活動、生体認証データ、又はユーザの財力等の任意の関連情報を含んでもよい。例えば、
アカウント数、売買履歴、貸借、手数料、利用可能なファンド、利用可能なデビット／ク
レジット等の項目は、プロフィール、指紋プロフィール等に反映されてもよい。エンド・
ユーザ・プロフィール９２は、エンド・ユーザ１２のみが個人識別番号によってアクセス
してもよく、当該行為を認証された団体又は管理者が単独でアクセスしてもよい。
【００６２】
　オッズ決定モジュール８４は、一般的に、特定の賭けのためにエンド・ユーザ１２に提
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供されるオッズを決定し、価格決定モジュール８４は特定の賭けのためにエンド・ユーザ
１２に提供されるベッティング・ライン値を決定する。一般的に、ベッティング機会に対
するオッズ及び／又はベッティング・ライン値の設定において、三つの要因、すなわち、
現物商品マーケット又は一般的には参照レベル、変動率、及び時間が考慮されてもよい。
変動率は、所与の時間の期間にわたってマーケットに出現する不確定さを表す。一般的に
マーケットは常用対数分布に従い、人がマーケット変動を十分に概算できる抽象概念又は
理論を反映する。この意味では、オッズ／ベッティング・ライン値の計算に用いる数学は
、オプションの値付けのものと同様である。他のシナリオにおいて、オッズ計算は、ゲー
ミング・システム１０のオーナー／オペレータにとってのエクスポージャに少なくとも基
づいてもよい。数多くの制御パラメータがゲーミング・システム１０の管理者に提供され
ることに注意されたい。例えば、変動率要因は、マーケット・レベルに大いに影響しそう
な臨時ニュースに応答して操作されてもよい。この判断は管理者によって行われ、マーケ
ット理論における管理者の判断及び／又は経験を反映してもよい。他のシナリオにおいて
は、このようなニュース項目は自動的に金融マーケットに値付けされる。
【００６３】
　代替の実施形態において、オッズ決定モジュール８４は、次式に基づいて特定の賭けに
対するオッズを決定する。
【数１】

従って、オッズは、価格の値及びリスク値に関して、少なくとも部分的に変数ベースであ
りうる。さらに他の実施形態において、オッズ決定モジュール８４は、エンド・ユーザ１
２に提案されるベットに対するオッズを変化させるために、任意の数の影響要因を使用又
は考慮してもよい。任意の数のニュース項目、統計データ、又はイベントが、所与のマー
ケットに作用又は影響してもよい。これらの要因は、オッズ及び／又はベッティング・ラ
イン値の設定において管理者に考慮されてもよい。このような要因は、マーケット・ニュ
ース又は実況放送、ジョブ・データ、金利、商品価格、消費者支出、消費者信頼性、失業
者情報、経済成長、資本支出、国内総生産（ＧＤＰ）データ、社債価格、又は所与のマー
ケット・ラインに影響する効果を有する場合がある任意の他の情報又はデータを含んでも
よい。例えば、金利の低下は、一般的に、当日取引日の間にダウ工業平均株価指数（ＤＪ
ＩＡ）の上昇を引き起こし、オッズ決定モジュール８４は本願明細書に記載のように系統
的様式でオッズを、次いでそのオッズが一般的にはシフトして当日のマーケット・パフォ
ーマンスにおけるゲインの確率に対して適応するように、この情報における要因を、計算
する。他の実施形態において、このような情報は、管理者に適切な様式でマーケット・ラ
イン内に組み込まれるので、このような操作は不要である。
【００６４】
　例示のシナリオにおいて、アメリカ合衆国の大統領選挙年においてＳ＆Ｐ５００は滅多
に悪いパフォーマンスを示さないと考えられる。合衆国株式マーケットの歴史上、Ｓ＆Ｐ
５００が選挙年の間に投資家にネガティブな収益をもたらしたことは２回だけである。従
って、選挙年の間は、制御パラメータは、その年の期間中はＳ＆Ｐ５００がほとんど上昇
するという命題を反映するように実装されてもよい。同様に、マーケットは戦時又は金利
が増加するパターンの間には下降する傾向がある。大きな戦争発生において、又は系統的
な金利上昇のようなパターンが見られるイベントにおいて、管理者は、この下降傾向の可
能性を反映するために、例えば所望の変動率要因を特定して、適切と思われるように再度
オッズを操作することも可能である。
【００６５】
　さらに他のシナリオにおいて、マーケットに付随するオッズは、当該マーケットへのベ
ット金額の、関連ベッティング・プールに蓄積された金額の合計額に対する割合と組み合
わせて、現状マーケット・ラインに基づいて確立してもよい。オッズの各セットはパーセ
ンテージに対応するので、各参加者にはパーセンテージも付随する。持ち出しなしのベッ



(22) JP 2017-182815 A 2017.10.5

10

20

30

40

50

トに対する参加者グループを形成するために、ゲーミング・システム１０は、合計パーセ
ンテージの総計がオッズに対応する額となる参加者フィールドから、参加者を選択するこ
とができる。オッズに対応するパーセンテージは、目標パーセンテージとしても参照され
る。例えば、イーブンな金額のベット、すなわち５０％の目標パーセンテージに対して、
参加者グループの代表参加者が５－２オッズを持ち、このために２８％のパーセンテージ
が付随するならば、ゲーミング・システム１０は、７－２オッズ（２２％）を有する参加
者、４－１オッズ（２０％）及び５０－１オッズ（２％）を有する参加者、又は７－１オ
ッズ（１２％）及び９－１オッズ（１０％）を有する参加者等の、合計パーセンテージが
２２％である他の参加者を選択することにより参加者グループを形成してもよい。別の例
においては、２－１のオッズを有するベット、すなわち３３％の目標パーセンテージに対
して、参加者グループの代表参加者が６－１のオッズを持ち、このために１４％のパーセ
ンテージが付随するならば、ゲーミング・システム１０は、９－１オッズ（１０％）及び
１０－１オッズ（９％）を有する参加者、５－１オッズ（１６％）及び３０－１オッズ（
３％）を有する参加者、又は９－２オッズ（１８％）又は４－１オッズ（２０％）を有す
る単独の他の参加者等の、合計パーセンテージが１９％である他の参加者を選択すること
により参加者グループを形成してもよい。
【００６６】
　イベント内の参加者数及びイベント内の特定の参加者へのオッズは変化するので、正確
な目標パーセンテージの合計パーセンテージを有する参加者グループを編成することは困
難な場合がある。このため、ゲーミング・システム１０の管理者は、できるだけ目標パー
センテージに近い合計パーセンテージを有する参加者グループを形成することを意図して
もよい。特定の実施形態において、ゲーミング・システム１０は、例えばオッズ決定モジ
ュール８４を介して、オッズ・ベットが特定のイベントに対して提示されているかどうか
を判定するために用いるための、パーセンテージのしきい値を確立してもよい。例えば、
ゲーミング・システム１０は、目標パーセンテージよりも３パーセンテージ・ポイント高
いか又は低いしきい値を確立してもよい。この例においては、ゲーミング・システム１０
は、参加者グループに対する合計パーセンテージが目標パーセンテージの上下３パーセン
テージ・ポイント以内であれば、オッズを提示する。このシナリオにおいて確立されるベ
ットがない場合は、ゲーミング・システム１０は、代表参加者に対して、オッズ・ベット
をストレートなオッズ・ベットに変換してもよい。ゲーミング・システム１０は、エンド
・ユーザ１２のフィールドにおいて、任意の適切な数及び組み合わせを用いて参加者グル
ープの形成を意図してもよい。この態様は、システム１０がしきい値レベルを満たすため
に対抗サイドの賭けを受信するまで、ある入札機会を無効化することにより実装されても
よい。
【００６７】
　さらに他の実施形態において、マーケット・ラインは所与の期間にわたって固定でも一
定でもよく、これによりオッズは、エンド・ユーザを誘うか又は追加ベッティングを促す
ことを目的として変化させてもよい。例えば、午前中の取引においてＦＴＳＥが３００ポ
イント上昇して５０００レベルに達するならば、ＦＴＳＥが最初のマーケット・ライン以
下でクローズすることへのベットを人々に誘発することを目的として、オッズは、例えば
５０／１又は１００／１等に、顕著に変化する可能性がある。対応するマーケットの騰貴
又は下落に影響を及ぼす他の出来事は直ちに考慮されてもよく、従って、明らかにゲーミ
ング・システム１０の教唆の範囲内にある。
【００６８】
　上述の例において、ＦＴＳＥが開始したときのオリジナルのマーケット・ラインは４７
００である。従って、ＦＴＳＥが５０００レベルであるならば、オッズは、ＦＴＳＥにお
ける顕著な下落に影響を及ぼす賭けの機会に、潜在的ベッターが関わるよう説得する十分
な魅力があったに違いない。従って、買いのオッズ価格は、投資者、すなわちベットする
ベッターを誘うために生成することが可能である。マーケット・オッズは、新規なベッテ
ィング機会を提供するために、１日当たりに何回もリフレッシュされうる。
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　固定オッズの実施形態に対する値付けは、以下のアルゴリズムに示す関係に少なくとも
基づいて算出されてもよい。
【数２】

式中、Ｃ（τ）はコール・バイナリ・プライス、すなわち当日の「アップ・ベット」、
Ｐ（τ）はプット・バイナリ・プライス、すなわち当日の「ダウン・ベット」、
σ≡σ（ｔｙｐｅ）はベット・タイプｔｙｐｅ＝｛Ｈｉ，Ｍｉｄ，Ｌｏ｝の関数としての
変動率、
ｄ２（Ｋ，σ）は式中に用いられるｄ２要因であり、このモデルにおける権利行使及び変
動率の関数であり、
ｒは付随する金利、
τは年率換算した満期期間、
Ｔは失効日、すなわち当年の開始日からの日数、
ｔは現在の日付、すなわち当年の開始日から本日までの日数、
Ｓは現物商品のミッド価格、
Ｋは、ベット・タイプに対して付随する権利行使価格（ストライク・プライス）、すなわ
ち、ＫＨｉ、ＫＭｉｄ、ＫＬｏであり、
Ｎ（・）は累積する正規分布である。
【００７０】
　固定ラインの実施形態に対するオッズは、少なくとも後述するアルゴリズムにより示さ
れる関係を用いて計算される。
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【数３】

【００７１】
　ミッド及びロー・ラインのアップ及びダウン・ベットに対するオッズは、同様の式に基
づいて計算される。イーブン・オッズの実施形態に対する価格は、少なくとも後述するア
ルゴリズムに示す関係に基づいて計算される。

【数４】

式中、Ｋｉｍｐｌｉｅｄは暗黙の権利行使価格（ストライク）、
ｇ（・）は逆数を求める関数、
σは変動率、
τは年率換算した満期期間、
γは許容誤差レベル、
Ｖはバイナリ・プライス、
ｔｙｐｅはオプションのタイプであり、ｔｙｐｅ＝（１，０）≡（ｃａｌｌ，ｐｕｔ）で
ある。
【００７２】
　オッズ決定モジュール８４は、この構成に対するオッズを決定するために用いられても
よい。さらに、管理者モジュール５０も同様に、適切なオッズを確立するか、又は新規な
ベッティング機会を提供するためにゲーミング環境をリフレッシュする目的で、このよう
なプロセスにおいて加わってもよい。他のシナリオにおいて、ベッターを引きつけるため
に用いるオッズを変化させる能力を含めて、固定又は変動マーケット・ラインの構成を達
成するために、ゲーミング・システム１０内の任意の適切な要素が実装されてもよい。
【００７３】
　図４（ａ）は、金融又は他のマーケット環境に賭けるための方法に伴う一以上の一連の
ステップを示すフロー図である。方法は、９６において最初のベッティング・セッション
を開始することにより始めてもよい。ベッティング・セッションは、前述のように任意の
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時刻に開始されてもよい。例えば、最初のベッティング・セッションは取引日のマーケッ
ト開始時に始められてもよい。当日中のセッションに対して、後続のベッティング・セッ
ションは、基本的に以前のベッティング・セッション失効に続いて直後に開始されてもよ
い。
【００７４】
　一実施形態において、９８において、システム１０はベッティング・プロダクトを生成
する。ベッティング・プロダクトは、様々なやり方で生成されてよい。ベッティング・プ
ロダクトは、ベッティング・セッション前又は開始時刻等の、任意の時刻に生成されても
よい。例えば、システム１０は、図５に示すように、ダウに対するマーケット価格は１０
／１１のオッズを有する１１１９２．８の開始マーケット価格５８１よりも高くクローズ
するという特定のベッティング・セッションに、ユーザがベットを投入できるように、画
像要素５７６ａを伴うベッティング・プロダクトを提供してもよい。これに関して、ベッ
ティング・プロダクトは、ベッティング・セッションの開始時刻でのマーケット価格、特
定のベッティング機会に対するオッズ、失効時間、結果識別番号等の、ベッティング・プ
ロダクトを表す関連データを内部に含むデータベース又はファイル中で、永続的な記録で
ありうる。この例では、システム１０は、データベースからベッティング・プロダクトデ
ータを検索し、これに基づいて表示のためにベッティング・プロダクトをエンド・ユーザ
１２に伝達する。次いで、データベースは、後続のベッティング・セッションのためのベ
ッティング・プロダクトに関するデータを内蔵するためにアップデートされてもよい。
【００７５】
　同様にシステム１０は、より永続性の低いベッティング機会を生成してもよい。すなわ
ち、システム１０は、金融マーケット・データ要素６０等からベッティング機会に関連す
るベッティング・データを受信し、エンド・ユーザにベッティング機会を提供するための
十分な時間の間、システムキャッシュ等のメモリ中に一時的に当該データを維持する。一
実施形態において、これは、１００において一以上のテンプレートにアクセスし、１０２
においてその一以上のテンプレートに基づいてベット・データを検索し、１０４において
ベッティング機会を表す情報をメモリ中に記憶することにより達成される。システム１０
は、１０６において、セッションが失効しているか又はその後の直後又は任意の時刻に、
現物商品マーケット内の変動によりベッティング機会が失効しているときには、１０８に
おいて追加のベッティング機会をメモリから削除及び／又は生成してもよい。これに関し
て、システム１０は、必ずしもデータベース又はファイル内の各ベッティング機会を永続
的に保存する必要はない。
【００７６】
　ベット・データを検索し、これに基づいてベッティング機会を提供するために、様々な
タイプ及び数のテンプレートが実装されてよい。一実施形態において、システム１０は、
ＦＴＳＥ、ダウ等のオブジェクト・コード、時間、日等のセッション・タイプ、開始時刻
、終了時刻等、ベッティング・プロダクトの各項目に対する項目のフィールドを少なくと
も一つ内蔵するプロダクト・テンプレート等のテンプレートを少なくとも一つアクセスす
る。次いで、システム１０は、所望のベッティング・データを保存する少なくとも一つの
テンプレート及び少なくとも一つのテーブルにアクセスし、これに基づいてベッティング
・プロダクトを生成する。例えば、図５の画像要素５７６ａを伴うベッティング・プロダ
クトに関して、システム１０は、オブジェクトためのフィールド、すなわちマーケット価
格、アップ・オッズ、及びセッション長を含むテーブルにアクセスし、それぞれが１１１
９８．８、１０／１１及び５分であるダウを少なくとも一つのデータ・ソースから検索し
てもよい。
【００７７】
　システム１０は、同様に、オブジェクト・コードを生成するプロダクト・テーブル、特
定のセッション・タイプに対する時間の長さを提供するセッション・テーブル等の、複数
のテンプレート及び／又はテーブルを用いてもよい。例えば、ＦＴＳＥに対する横軸及び
ダウに対する横軸含むプロダクト・テーブル、及びこれらそれぞれに付随して６０分及び
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７日間の日中及び週間セッションに対する横軸を含むセッション・テーブルがあってもよ
い。システム１０は、ＦＴＳＥ日中及び週間ベッティング機会、及びダウ日中及び週間ベ
ッティング機会を含む、各オブジェクトへのテンプレートをプロダクト・テーブルにおい
て適用し、これを用いて各オブジェクトに対するベッティング機会を生成するソフトウェ
アを実施してもよい。
【００７８】
　システム１０は、任意のセッション長の任意の数のオブジェクトに関する結果を生成し
てもよい。従って、ＦＴＳＥ日報、ボーダフォン日報、ＢＴ日報、ＦＴＳＥ週報、ボーダ
フォン週報、ＢＴ週報、ＦＴＳＥ時報、ボーダフォン時報、ＢＴ時報を有するために、プ
ロダクト・テーブルには三つのオブジェクト、すなわちＦＴＳＥ、ボーダフォン及びＢＴ
が保存され、日、週、及び時の三つの時間の期間がセッション・テーブルに保存される。
次いで、例えば１日に７８０プロダクト、１週間に１５６プロダクト、１時間に７０２０
プロダクト等、ある限られた時間の間に３×３個の結果を生成するために、プロダクト・
テンプレートにより二つの一般的テーブルが用いられる。多くの異なるタイプのテンプレ
ートが生成されてよい。各テンプレートは多くのプロダクトを制御してもよく、各プロダ
クトは多くのテンプレートにより制御されてもよい。例えば、ベッティング・セッション
の各タイプに対するテンプレートが存在してもよく、これはプロダクト・テーブル内のオ
ブジェクトを読み、テーブル内の各オブジェクトに対するベッティング機会を生成するた
めに用いられる。生成された各ベッティング・プロダクトの数は、この例ではＭ＊Ｎであ
るという特徴があり、式中、Ｍはオブジェクト数であり、Ｎは異なるセッションのタイプ
数である。
【００７９】
　変動マーケット・ラインに対しては、現物商品の価値における変動の結果としてプロダ
クトを置き換えるために、再度ベッティング・プロダクトが生成される。従って、セッシ
ョンは、オブジェクトの価値におけるリアルタイムな変化等を反映するために連続的に生
成される、複数のベッティング・プロダクトを有してもよい。この例では、ベッティング
・プロダクトの開始時刻は同一オブジェクトに対して時間的に先行して開始したベッティ
ング・プロダクトの終了を合図してもよい。
【００８０】
　１１０において、ベッティング・セッション期間のある時刻で、参加者は少なくとも一
つのベッティング・プロダクトに関する情報を要求してもよい。要求は、図２に示すイン
タフェース画面のようなインタフェース画面を介して投入されてもよく、これは少なくと
も一つの特定のベッティング・プロダクトに関する情報の要求に対して選択されてもよい
要素又はリンクを少なくとも一つ内蔵してもよい。例えば、インタフェース画面は、ダウ
、ＮＡＳＤＡＱ、ＦＴＳＥ、ユーロ対米ドル等の通貨等のオブジェクトに付随するベッテ
ィング・プロダクトを表示するためのリンクを含んでもよい。
【００８１】
　要求に応答して、１１２においてシステム１０は、要求に関連する情報を参加者に伝達
してもよい。情報は、Ｆｌａｓｈ（商標）ファイル又は他の画像ファイルの表示をサポー
トする場合があるＨＴＭＬ又はＸＭＬ文書等の電子ファイル等、様々な形式で参加者に伝
達されてもよい。伝達により、図２及び図５から図１１に示すようなインタフェース画面
のように、関連情報を含んでユーザ・インタフェース１６にインタフェース画面が表示さ
れてもよい。参加者に伝達される情報は、種々のやり方で決定されてもよい。例えば、マ
ーケット価格又はオジェクトに付随する任意の他の値等のベッティング・プロダクト情報
は、データベースから又はオブジェクトに対するマーケット・データのストリーム情報源
から検索されてもよい。他のタイプの情報に対しては、システム１０は、ハイ・レベル、
ロー・レベル、スプレッド・レベル、各レベルのアップ・ポジション及びダウン・ポジシ
ョンに対するオッズ等、関連するベッティング・プロダクト情報を、上述のようにこれら
のタイプの情報を算出することにより、決定してもよい。
【００８２】
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　一実施形態において、１１４においてベッティング・プロダクト情報は、ベッティング
・セッション内で少なくとも１回又は好適には周期的にリフレッシュ又は再発行される。
例えば、この情報は、オブジェクトのマーケット値における変動をリアルタイム又は他の
方法で反映し、これにより、あるベッティング機会を無効化するベット画像を消去するか
又は失効させ、マーケットにおける変動の方向等を示すために画像の色を変化させるため
に周期的に再発行される。プロダクト情報は、適宜情報及びメディア・コンポーネントを
アップデートする、ＦｌａｓｈＭｅｄｉａＳｅｒｖｅｒ（商標）ソフトウェアを用いてア
ップデートされてもよい。上述のように、ベッティング・プロダクト情報のリフレッシュ
により、ベッティング・セッションにおけるベッティング・プロダクトの終了、及び同一
プロダクトに関する同一セッション内での後続のベッティング・プロダクトの生成を合図
してもよい。情報は好適には参加者の介在なしに自動的にリフレッシュされる。
【００８３】
　１１６において、システム１０は、少なくとも一人の参加者からのベット要求に耳を傾
ける。参加者は、種々のやり方でベット要求を投入してよい。一実施形態において、参加
者は少なくとも一つのベッティング・レベル又はラインに付随する画像を選択することに
よりベット要求を投入する。同様に、ベット要求は賭けの額を含んでもよい。
【００８４】
　ベット要求の受信後に、好適にはこれに対して応答して、１１８においてシステム１０
は、確認のための参加者に賭けの項目の少なくとも一つを伝達する。含まれる項目は、参
加者の識別情報、アカウント情報、賭けの額、マーカー・ライン・レベル、ハイ・ライン
・レベル、ロー・ライン・レベル、スプレッド・ライン・レベル、各ラインに対するアッ
プ及びダウン・オッズ、ベットが行われた時刻、ベットが行われたベッティング・セッシ
ョン、ベッティング・セッションの期間、ベッティング・セッションの開始時刻、ベッテ
ィング・セッションの失効時刻、ベット識別番号等の少なくとも一つでもよい。要求の項
目は、好適には特定の選択されたベッティング・プロダクトを反映する。例えば、オブジ
ェクトのマーケット価格に関する固定オッズの賭けに対する項目は、アップ又はダウン・
ポジション等の、特定の選択されたポジションに対する固定オッズ、及び当該ベット要求
が投入されている時刻におけるマーケット価格を含んでもよい。同様に、オブジェクトの
マーケット価格に関する変動オッズの賭けに対する項目は、当該ベット要求が投入されて
いる時刻に決定した選択されたポジションに対するオッズ、及び当該セッション開始時の
マーケット価格を含んでもよい。項目は、フィールドとして、賭けの額等の一以上の項目
を参加者が変更することを目的として、賭け及び／又は少なくとも一つの要素を確認する
ために、少なくとも一つの選択可能な要素を内蔵するインタフェース画面内で伝達されて
もよい。
【００８５】
　確認されたベット要求は、一般的に１２０において受信され、１２２において有効化さ
れる。有効化は一以上のステップを含んでもよい。例えば、有効化は、選択されたベッテ
ィング・プロダクトが存在するか、有効であるか、及び取引可能であるかを判定するステ
ップを伴ってもよい。同様に、有効化は、過去において賭けの失効が発生していないこと
、及びベット要求のオッズ又は値の項目が参加者に伝達されたものと例えば５０％等の著
しい差がないこと、又は賭けがゼロではなく任意の最小及び最大範囲の間であることを確
認するステップを伴ってもよい。
【００８６】
　次いで、上述のように、１２４においてベッティング手段９０は、当該手段が表す一以
上のベットの項目を含むように生成されてもよい。ベッティング手段９０は、一般的には
、少なくともベットの決済までに保存される、例えばテーブル、データベース、又は障害
回復性キャッシュ内の永続的な記録である。
【００８７】
　１２６において、ベッティング・セッションが失効したかどうかについて判定が行われ
る。１２６において、ベッティング・セッションが失効していない場合には、１１４にお
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いてシステム１０はベッティング・プロダクト情報をリフレッシュし、これを継続する一
方、ベット要求に耳を傾ける。１１６において、ベッティング・セッションが失効したこ
とをシステム１０が判定する場合は、１２８においてシステム１０はベットの決済を進行
し、１３２において後続のセッションを開始するか、又は１２０において特定の取引日の
間に追加のセッションが開始されなければ、その取引日の間の処理を終了する。設定は、
例えば、エンド・ユーザ・アカウントへのデビット又はクレジットを介してベッティング
・セッションの失効直後に、次のベッティング・セッションの実行と同時平行して行われ
てもよく、あるいはエンド・ユーザ１２がある額のクレジットを拡張した場合には延長さ
れる。エンド・ユーザ１２と管理者との関係から許容される他の場合においては、支払い
は、勝ちの場合にはベッティング・プロバイダにより、損失を負う場合にはエンド・ユー
ザ１２により、単純に郵送又は電子的に通信されうる。同様に、認証されたアカウント・
ユーザからの支払い又はデビットを確認するために生体認証データを用いてもよい。
【００８８】
　決済は任意の数のやり方で、特定の需要に基づいて、行われてもよい。所与のエンド・
ユーザ１２は、任意の所与の時間においてある数のベットを有効にしてもよい。例えば、
エンド・ユーザ１２は、１日の有効期間及びドイツＤＡＮ（売りのポジション）における
換算（５分の有効期間を有する）を用い、ＮＡＳＤＡＱマーケットにおいて全体の上昇に
ベットしていてもよい。従って、図４（ａ）の方法は、このような機能を提供するために
、各セッション、オブジェクト、ベッティング機会等に対して繰り返されてもよい。さら
に、決済は、同一取引日又は週のうちに失効するベットの最後の有効期間等の共通時刻、
あるいは取引日の終了時刻において異なる有効期間を有する複数のベットに対して発生し
てもよい。
【００８９】
　自己のベッティング手段９０の値が変化していること、又は自己のポジションに影響し
うるニュースがエンド・ユーザに通知されるように、任意の関連する情報がゲーミング・
システムのエンド・ユーザ１２に伝達されてもよい。例えば、マーケット・レベル・デー
タ、雇用者数、及び／又はＧＤＰ統計をエンド・ユーザ１２に提供してもよい。他の提供
される情報は、現状のマーケット状況に基づいて、ベッティング手段９０の予想値を単に
アップデートしてもよい。ゲーミング・システム１０の管理者は、潜在的ゲーマーのため
に新しいベッティング機会を提供するために、この情報を無視してもよく、又は用いても
よい。これらの機会は、エンド・ユーザ１２がゲーミング・システム１０を通じてさらに
賭けの機会に参加するように、直ちに表示されてもよい。
【００９０】
　上述のように、ベット要求は様々なやり方で有効化されてもよい。図４（ｂ）を参照し
、一実施形態において、有効化は２０２０においてベット要求を受信することにより開始
する。２０４では、任意の他の要求が有効と見なされたかどうかの判定が行われる。例え
ば、同一のベッティング・セッション内で以前にベット要求の有効化がなかった場合には
、システム１０は、２０６においてベット要求に少なくとも一つの有効化テストを適用す
る。システム１０は、例えば、２０８ではベッティング・プロダクトが存在するかどうか
、２１０では有効かどうか、２１２では取引可能であるかどうかの判定に対するテストを
適用する。システム１０は、同様に、２１４においてセッション又はベット要求それ自体
が失効したかどうか、又は、２１６においてベット要求がある制限を超えた項目を少なく
とも一つ有するかどうかを判定してもよい。有効化プロセスに対して、最小、最大、及び
ゼロでない制限のような、賭けが参加者又は主催者の賭けの制限を超えているかどうかを
システムが判定する場合の制限等、任意の数に関する制限が適用されてもよい。システム
１０は、同様に、２１８において、例えばマーケット価格等の数値が、ある時間の期間内
にベット要求の受信者から参加者に伝達されたものと異なるかどうかを判定してもよい。
例えば、システムは、ベット要求に対するベッティング・ライン値が５０％等のあるパー
センテージ、又は３０秒以内等のベット要求前に参加者に伝達された値からある額を超え
ない場合に、ベット要求を有効化してもよい。同様に、ユーザから受信した生体認証デー
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タに基づき、システム内に記憶されたものと比較する等、ベット要求を投入しているユー
ザの当該行為における信頼性に対する判定が行われてもよい。
【００９１】
　一実施形態において、２１８において、ベット要求が疑わしいかどうかについて判定が
行われる。すなわち、いくつかの例において、参加者は、到来するデータが当該参加者に
以前に伝達された期限切れしたデータに置き換わらないようにする場合がある。次いで、
参加者は期限切れしたベッティング・ライン値及び現状ベッティング・ライン値よりも参
加者にとって好ましい対応するオッズに関してベットを投入する場合がある。例えば、図
５に示すように、時刻Ｔ１におけるダウに対するロー・ライン値１１１８３．８は、６／
１のダウン・ベット・オッズで参加者に提供されてもよい。後の時刻Ｔ２において、図９
に示すように、マーケット価格はＴ１におけるロー・ライン値の下方で１１２５５．２に
変動する。このため、Ｔ１で投入されたダウン・ベット、すなわちロー・ライン値は、Ｔ

２のマーケット価格では「金になる」ことになる。従って、期限切れしたより好ましいベ
ッティング・ライン値及び／又はベットに関して参加者がベットを意図しているかどうか
についての判定が行われてもよい。これは様々なやり方で達成されてよい。一実施形態に
おいて、システム１０は、ベット要求のベッティング・ライン値又はオッズが、有効化時
刻のものとして生成されたある数の任意の一つであるかどうかを判定する。例えば、比較
的不安定性の低いマーケットでは、ベット要求のベッティング・ライン値又はオッズは、
現状ベッティング機会のものと一致することを要求されてもよい。より不安定なマーケッ
トにおいては、ベット要求は、以前の三つのベッティング機会の少なくとも一つと一致す
ることを要求されてもよい。有効化時刻における現状のマーケット状況がベット要求に対
してより好ましくない場合には例外が適用されてもよい。
【００９２】
　ベット要求が無効であるという判定が行われる場合は、２２６において、そうした適切
なメッセージが参加者に伝達されてもよい。同様に、２２２において、有効な要求をきっ
かけとして、ベットは有効及び／又は受け付けられたという判断を示してもよい。
【００９３】
　２０４において、他の要求が有効であると考えられる場合は、システム１０は、２３２
において、ベット要求を有効化された要求と比較し、ベット要求の項目の少なくとも一つ
が確認された要求のある範囲又はしきい値以内に入るかどうかを判定する。ベット要求が
範囲内に無い場合、ベット要求は、２０６において、デフォルトの有効化テストによりテ
ストされてもよい。ベット要求が範囲内に入る場合は、２２２において、ベット要求は自
動的に承認され、そのようなメッセージが参加者に伝達され、これによりデフォルトの有
効化テストを通過してもよい。これに関して様々な基準が適用されてよい。例えば、ベッ
ト要求は、時間、ベッティング・ライン値、オッズ、又はこれらの組み合わせが、手作業
又は他の方法で確認されたベット要求のもののある範囲内に入るならば、自動的に承認さ
れてもよい。例えば、ベット要求は、当該ベット要求が手操作で確認された４５００にお
けるベット要求のベッティング・ライン値から、５秒及び４５０３と４４９７との間等の
プライス・ユニット３（目盛り）以内であるならば、自動的に承認されてもよい。セッシ
ョン期間により、時間の基準は１から３０秒未満、又はこれ以上の任意の範囲にわたって
よい。価格の基準は、同様に１から１０００ユニットのいずれにわたってもよい。
【００９４】
　図５から図８は、本願明細書に記載の変動オッズ／固定ラインの実施形態の少なくとも
一つと接続して用いるインタフェース画面を示す。インタフェース画面５００は、指標リ
ンク及びＦＸリンク等の特定のオブジェクトに対するベッティング機会を表示する、ユー
ザ用の選択可能なリンク少なくとも一つ有するリスト７２を備えてもよい。リンクのそれ
ぞれは、さらに、ＦＴＳＥ、ダウ等の利用可能な複数の指標からユーザがある指標を選択
し、米ドル対ユーロ、米ドル対円のような利用可能な複数の外国為替を選択できるように
、掘り下げてもよい。システムは、さらに、異なるセッション長を有するそれぞれのオブ
ジェクトについて、複数のベッティン機会を提供してもよく、この例においては、リスト
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７２は、ユーザが５分、１時間、１日、１週間等の特定のセッション長まで掘り下げられ
るようにしてもよい。
【００９５】
　リンクの一つを選択する場合、ユーザは一般的に、そのリンクに伴う選択されたオブジ
ェクトに関する情報に賭けるための要求を投入する。この選択に応答して、システムは、
参照開始レベル・ライン５７１、ハイ・ライン５７３、及びロー・ライン５７５等の、イ
ンタフェース画面５００に内蔵される少なくとも一つのベッティング・ラインの表示をア
ップデートするか、さもなければ発生させる。ベッティング・ラインのそれぞれは、参照
開始レベル・ライン５７１上方のマーケット値５８１、ハイ・ライン５７３上方のハイ・
ライン値５８３、及びロー・ライン５７５上方のロー・ライン値５８５等の付随する値を
、例えば当該ライン上方にスーパーインポーズして、有していてもよい。ライン及び値の
それぞれは、ユーザが用いてベット要求を投入するよう、選択可能に付随する少なくとも
一つのベッティング機会の画像を有してもよい。例えば、開始レベル・ラインは、これに
アップ・ベット画像５７６ａ及びダウン・ベット画像５７６ｂを伴って有していてもよい
。同様に、ハイ、及びロー・ラインは、アップ・ベット画像５７４ａ、５８０ａ及びダウ
ン・ベット画像５７４ｂ、５８０ｂを伴って有してもよい。インタフェース画面５００は
、提供された各ベッティング機会に対するオッズを含み、これは各ベッティング機会の選
択可能な画像上に表示される。インタフェース画面５００は、同様に、オブジェクトの値
の変化をリアルタイムに反映するようにするため、ベッティング・セッション内の異なる
時刻におけるマーケットの値を提示する実況レベル・ライン５０６を含んでもよい。実況
レベル・ライン５０６は、例えば、表示されたベッティング・ラインに対して垂直に、空
間的に移動してもよい。
【００９６】
　図５から図８は、８月３日１１：５５ＡＭに終了する５分間のベッティング・セッショ
ンにおいて、ダウへのベッティング機会を提供しているインタフェース画面である。ベッ
ティング・ライン値は、ベッティング・セッションの間では同一のままであり、各ベッテ
ィング機会に対するオッズは少なくとも実況レベル・ライン５０６の値に基づいて変化す
ることが見て取れる。図５のハイ・レベル・ライン５７４ｂを付随するダウン・ベッティ
ング機会は、図６では無効化されていたことも見て取れる。ベッティング・セッションの
時間の進行に従い、売りのポジション・ベッティング機会画像５８３ｂ、５８０ｂは、図
７に示すように無効化される場合がある。同様に、全てのベッティング機会画像は、図８
に示すように、セッションのクローズ近傍では無効化される場合がある。図９は、ダウン
・ベット画像５７６ｂ、５８３ｂを有するインタフェース画面５００が、開始レベル５７
１ライン及びハイ・レベル・ライン５７３に対して、これらの位置に向かう実況レベル・
ライン５０６の変動に基づいて無効化されたことを示している。
【００９７】
　図１０から図１１は、本願明細書に記載の固定オッズ／変動ラインの実施形態の少なく
とも一つに接続して用いるインタフェース画面を示す。リンク７２の一つを選択すること
に応答して、システムは、現状レベル・ライン６７１、ハイ・ライン６７３、ロー・ライ
ン６７５、及びスプレッド・ライン６７７等の少なくとも一つのベッティング・ラインを
内蔵するために、インタフェース画面５００をアップデートする。ベッティング・ライン
のそれぞれは、開始レベル・ライン６７１上方のマーケット値、ハイ・ライン６７３上方
のハイ・ライン値６８３、ロー・ライン６７５上方のロー・ライン値６８５、スプレッド
・ライン６７７上方のスプレッド値６８７ａ等の、ライン上方にスーパーインポーズされ
て付随する値を有する。ライン及び値のそれぞれは、ユーザが用いてベット要求を投入す
るよう、選択可能に付随する少なくとも一つのベッティング機会の画像を有してもよい。
例えば、参照現状レベル・ライン６７１は、これにアップ・ベット画像６７６ａ及びダウ
ン・ベット画像６７６ｂを伴って有していてもよい。同様に、ハイ、ロー、及びスプレッ
ド・ラインは、アップ・ベット画像６７４ａ、６８０ａ、６７８ａ及びダウン・ベット画
像６７４ｂ、６８０ｂ、６７８ｂを伴って有してもよい。この例においては、インタフェ
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ース画面５００は、オブジェクトの値におけるリアルタイムな変化を反映するようにする
ため、ベッティング・セッション中の異なる時刻で現状レベル・ライン並びに上方ベッテ
ィング・ライン値をアップデートする。
【００９８】
　図１０から図１１は、８月３日午後１４：２５に終了する５分間のベッティング・セッ
ションにおいて、ダウへの連続的なベッティング機会を提供している。提供された各ベッ
ティング機会に対するオッズは、このベッティング・セッションの間に一定のままであり
、ベッティング・レベル・ラインの値はダウのマーケット価値における変動を反映して変
化することが見て取れる。ハイ・ライン及びロー・ラインの間の広がりは、図１０におけ
る１５．５から、図６における１４．５に狭まった。現物商品マーケットにおける上方又
は下方への変動を、インタフェース画面に表示してもよい。例えば、図１１のロー・ライ
ン値６８５の上に示すように上方への変動を青で示してもよく、図１１のスプレッド・ラ
イン値６８７ａ、６８７ｂの上に示すように下方への変動を赤で示してもよい。
【００９９】
　明瞭な理解のために前述の発明を詳細に記載してきたが、当業者であれば、本開示の読
解により、添付の特許請求の範囲における本発明の真の範囲から離れることなく、形態及
び詳細において様々な変形が可能であることを考慮するであろう。
【０１００】
（第１の付記）
　第１の付記１の方法は、少なくとも一つのプロセッサ及び記憶されたソフトウェアを有
するメモリ要素を含むシステムを用いて実行される方法であって、第１のベッティング・
セッションを開始するステップと、前記少なくとも一つのプロセッサにより、少なくとも
一人のユーザにベッティング・プロダクトの情報を伝達するステップと、前記少なくとも
一つのプロセッサにより、少なくとも一つのベッティング・プロダクトに関する賭けを行
うための複数のベット要求を一人のユーザから受信するステップであって、前記複数のベ
ット要求の各々が前記ベッティング・プロダクトの情報の少なくとも一つのベッティング
項目を含むステップと、前記複数のベット要求の一つを有効化するステップと、前記少な
くとも一つのプロセッサにより、前記複数のベット要求の他の一つに付随する数値項目が
、有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する対応数値項目に対してゼロではな
い範囲にあることを判定するステップと、前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記
複数のベット要求の他の一つに付随する前記数値項目が、有効化された前記複数のベット
要求の一つに付随する対応数値項目に対してゼロではない範囲にあることを判定すること
に基づいて、前記複数のベット要求の他の一つを有効化するステップと、前記少なくとも
一つのプロセッサにより、前記複数のベット要求の一つを有効化すること及び前記複数の
ベット要求の他の一つを有効化することに少なくとも部分的に基づいて、有効化された前
記ベット要求の各々に対するベッド手段を生成するステップと、前記ベッド手段に付随す
る賭けを決済するステップと、を含む。
　第１の付記２の方法は、第１の付記１に記載の方法において、前記複数のベット要求の
一つを有効化するステップを、手動で行う。
　第１の付記３の方法は、第１の付記１に記載の方法において、前記複数のベット要求の
一つを有効化するステップは、前記ベッティング・プロダクトが存在するか否かを決定す
ること；前記ベッティング・プロダクトがアクティブであるか否かを決定すること；前記
ベッティング・プロダクトが取引可能であるか否かを決定すること；及び前記ベット要求
が制限を超えているか否かを決定すること；の中から選択された少なくとも１つの有効化
テストを適用することを含む。
　第１の付記４の方法は、第１の付記１に記載の方法において、前記複数のベット要求の
一つを有効化するステップは、前記ベット要求に付随する項目が、前記少なくとも一人の
ユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報と異なるか否かを決定すること
を含む。
　第１の付記５の方法は、第１の付記１に記載の方法において、前記複数のベット要求の
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一つを有効化するステップは、前記ベット要求に付随する項目が、前記複数のベット要求
の一つを受けてからある時間の期間内に前記少なくとも一人のユーザに伝達された前記ベ
ッティング・プロダクトの情報と異なるか否かを決定することを含む。
　第１の付記６の方法は、第１の付記１に記載の方法において、前記複数のベット要求の
一つを有効化するステップは、前記ベット要求に付随する項目が、前記少なくとも一人の
ユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報と所定量だけ異なるか否かを決
定することを含む。
　第１の付記７の方法は、第１の付記１に記載の方法において、前記少なくとも一つのベ
ッティング項目は、ベッティング・ライン値を含み、前記複数のベット要求の他の一つは
、前記複数のベット要求の他の一つに付随する前記ベッティング・ライン値が、有効化さ
れた前記複数のベット要求の一つに付随する前記ベッティング・ライン値に対するある範
囲内にあることに基づいて、有効化される。
　第１の付記８の方法は、第１の付記１に記載の方法において、前記少なくとも一つのベ
ッティング項目は、ベット要求のオッズを含み、前記複数のベット要求の他の一つは、前
記複数のベット要求の他の一つに付随する前記オッズが、有効化された前記複数のベット
要求の一つに付随する前記オッズに対するある範囲内にあることに基づいて、有効化され
る。
　第１の付記９の方法は、第１の付記１に記載の方法において、前記少なくとも一つのベ
ッティング項目は、ベット要求の時間を含み、前記複数のベット要求の他の一つは、前記
複数のベット要求の他の一つに付随する前記時間が、有効化された前記複数のベット要求
の一つに付随する前記時間に対するある範囲内にあることに基づいて、有効化される。
　第１の付記１０の方法は、第１の付記１に記載の方法において、第２のベッティング・
セッションを前記第１のベッティング・セッションの失効直後に開始するステップを含む
。
　第１の付記１１のシステムは、少なくとも一つのプロセッサ及び記憶されたソフトウェ
アを有するメモリ要素を含むシステムであって、前記少なくとも一つのプロセッサが、第
１のベッティング・セッションを開始するステップと、前記少なくとも一つのプロセッサ
により、少なくとも一人のユーザにベッティング・プロダクトの情報を伝達するステップ
と、前記少なくとも一つのプロセッサにより、少なくとも一つのベッティング・プロダク
トに関する賭けを行うための複数のベット要求を一人のユーザから受信するステップであ
って、前記複数のベット要求の各々が前記ベッティング・プロダクトの情報の少なくとも
一つのベッティング項目を含むステップと、前記複数のベット要求の一つを有効化するス
テップと、前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記複数のベット要求の他の一つに
付随する数値項目が、有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する対応数値項目
に対してゼロではない範囲にあることを判定するステップと、前記少なくとも一つのプロ
セッサにより、前記複数のベット要求の他の一つに付随する前記数値項目が、有効化され
た前記複数のベット要求の一つに付随する対応数値項目に対してゼロではない範囲にある
ことを判定することに基づいて、前記複数のベット要求の他の一つを有効化するステップ
と、前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記複数のベット要求の一つを有効化する
こと及び前記複数のベット要求の他の一つを有効化することに少なくとも部分的に基づい
て、有効化された前記ベット要求の各々に対するベッド手段を生成するステップと、前記
ベッド手段に付随する賭けを決済するステップと、を含む方法を実行する。
　第１の付記１２のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、前記複数の
ベット要求の一つを有効化するステップを、手動で行う、方法を実行する。
　第１の付記１３のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、前記複数の
ベット要求の一つを有効化するステップは、前記ベッティング・プロダクトが存在するか
否かを決定すること；前記ベッティング・プロダクトがアクティブであるか否かを決定す
ること；前記ベッティング・プロダクトが取引可能であるか否かを決定すること；及び前
記ベット要求が制限を超えているか否かを決定すること；の中から選択された少なくとも
１つの有効化テストを適用することを含む、方法を実行する。
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　第１の付記１４のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、前記複数の
ベット要求の一つを有効化するステップは、前記ベット要求に付随する項目が、前記少な
くとも一人のユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報と異なるか否かを
決定することを含む、方法を実行する。
　第１の付記１５のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、前記複数の
ベット要求の一つを有効化するステップは、前記ベット要求に付随する項目が、前記複数
のベット要求の一つを受けてからある時間の期間内に前記少なくとも一人のユーザに伝達
された前記ベッティング・プロダクトの情報と異なるか否かを決定することを含む、方法
を実行する。
　第１の付記１６のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、前記複数の
ベット要求の一つを有効化するステップは、前記ベット要求に付随する項目が、前記少な
くとも一人のユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報と所定量だけ異な
るか否かを決定することを含む、方法を実行する。
　第１の付記１７のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、前記少なく
とも一つのベッティング項目は、ベッティング・ライン値を含み、前記複数のベット要求
の他の一つは、前記複数のベット要求の他の一つに付随する前記ベッティング・ライン値
が、有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する前記ベッティング・ライン値に
対するある範囲内にあることに基づいて、有効化される、方法を実行する。
　第１の付記１８のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、前記少なく
とも一つのベッティング項目は、ベット要求のオッズを含み、前記複数のベット要求の他
の一つは、前記複数のベット要求の他の一つに付随する前記オッズが、有効化された前記
複数のベット要求の一つに付随する前記オッズに対するある範囲内にあることに基づいて
、有効化される、方法を実行する。
　第１の付記１９のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、前記少なく
とも一つのベッティング項目は、ベット要求の時間を含み、前記複数のベット要求の他の
一つは、前記複数のベット要求の他の一つに付随する前記時間が、有効化された前記複数
のベット要求の一つに付随する前記時間に対するある範囲内にあることに基づいて、有効
化される、方法を実行する。
　第１の付記２０のシステムは、第１の付記１１に記載のシステムにおいて、第２のベッ
ティング・セッションを前記第１のベッティング・セッションの失効直後に開始するステ
ップを含む、方法を実行する。
【０１０１】
（第２の付記）
　第２の付記１の方法は、少なくとも一つのプロセッサと、前記少なくとも一つのプロセ
ッサにより実行されるプログラムを含むソフトウェアが記憶されるメモリ要素とを含むシ
ステムを用いて実行される方法であって、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセ
ッサにより実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、第１のベッティング
・セッションを開始するステップと、ベッティング・プロダクトを生成して前記メモリ要
素に格納し、少なくとも一人のユーザに前記メモリ要素に格納された前記ベッティング・
プロダクトの情報を伝達するステップと、少なくとも一つのベッティング・プロダクトに
関する賭けを行うための複数のベット要求を一人のユーザから受信して前記メモリ要素に
格納するステップであって、前記複数のベット要求の各々が前記ベッティング・プロダク
トの情報の少なくとも一つのベッティング項目を含むステップと、前記メモリ要素に格納
されている前記複数のベット要求の一つを有効化するステップと、前記メモリ要素に格納
されている前記複数のベット要求の他の一つに付随する数値項目と前記有効化された前記
複数のベット要求の一つに付随する対応数値項目とを比較することで前記数値項目が前記
対応数値項目に対してゼロではない範囲にあることを判定するステップと、前記メモリ要
素に格納されている前記複数のベット要求の他の一つに付随す容認る前記数値項目が前記
有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する対応数値項目に対してゼロではない
範囲にあることを判定することに基づいて、前記複数のベット要求の他の一つを有効化す
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るステップと、前記複数のベット要求の一つを有効化すること及び前記複数のベット要求
の他の一つを有効化することに少なくとも部分的に基づいて、前記有効化された前記ベッ
ト要求の各々に対するベッティング手段を生成して前記メモリ要素に格納するステップと
、前記メモリ要素に格納されている前記ベッティング手段に付随する賭けを決済するステ
ップと、を実行する、方法。
　第２の付記２の方法は、第２の付記１の方法において、前記プログラムが前記少なくと
も一つのプロセッサにより実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記
複数のベット要求の一つを有効化するステップを、手動による操作に基づいて行う、方法
。
　第２の付記３の方法は、第２の付記１の方法において、前記複数のベット要求の一つを
有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行さ
れたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記ベッティング・プロダクトが存在
するか否かを決定すること；前記ベッティング・プロダクトがアクティブであるか否かを
決定すること；前記ベッティング・プロダクトが取引可能であるか否かを決定すること；
及び前記ベット要求が制限を超えているか否かを決定すること；の中から選択された少な
くとも１つの有効化テストを適用することを含む、方法。
　第２の付記４の方法は、第２の付記１の方法において、前記複数のベット要求の一つを
有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行さ
れたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記ベット要求に付随する項目が前記
少なくとも一人のユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報と異なるか否
かを決定することを含む、方法。
　第２の付記５の方法は、第２の付記１の方法において、前記複数のベット要求の一つを
有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行さ
れたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記ベット要求に付随する項目が前記
複数のベット要求の一つを受けてからある時間の期間内に前記少なくとも一人のユーザに
伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報と異なるか否かを決定することを含む、
方法。
　第２の付記６の方法は、第２の付記１の方法において、前記複数のベット要求の一つを
有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行さ
れたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記ベット要求に付随する項目が前記
少なくとも一人のユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報と所定量だけ
異なるか否かを決定することを含む、方法。
　第２の付記７の方法は、第２の付記１の方法において、前記少なくとも一つのベッティ
ング項目は、ベッティング・ライン値を含み、前記複数のベット要求の他の一つを有効化
するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行されたと
きに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記複数のベット要求の他の一つに付随する
前記ベッティング・ライン値が前記有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する
前記ベッティング・ライン値に対するある範囲内にあることに基づいて前記複数のベット
要求の他の一つを有効化することを含む、方法。
　第２の付記８の方法は、第２の付記１の方法において、前記少なくとも一つのベッティ
ング項目は、ベット要求のオッズを含み、前記複数のベット要求の他の一つを有効化する
ステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行されたときに
、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記複数のベット要求の他の一つに付随する前記
オッズが前記有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する前記オッズに対するあ
る範囲内にあることに基づいて有効化することを含む、方法。
　第２の付記９の方法は、第２の付記１の方法において、前記少なくとも一つのベッティ
ング項目は、ベット要求の時間を含み、前記複数のベット要求の他の一つを有効化するス
テップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行されたときに、
前記少なくとも一つのプロセッサが、前記複数のベット要求の他の一つに付随する前記時
間が前記有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する前記時間に対するある範囲
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内にあることに基づいて有効化することを含む、方法。
　第２の付記１０の方法は、第２の付記１の方法において、前記プログラムが前記少なく
とも一つのプロセッサにより実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、第
２のベッティング・セッションを前記第１のベッティング・セッションの失効直後に開始
するステップを含む、方法。
　第２の付記１１のシステムは、少なくとも一つのプロセッサと、前記少なくとも一つの
プロセッサにより実行されるプログラムを含むソフトウェアが記憶されるメモリ要素を含
むシステムであって、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行され
たときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、第１のベッティング・セッションを開始
するステップと、ベッティング・プロダクトを生成して前記メモリ要素に格納し、少なく
とも一人のユーザに前記メモリ要素に格納された前記ベッティング・プロダクトの情報を
伝達するステップと、少なくとも一つのベッティング・プロダクトに関する賭けを行うた
めの複数のベット要求を一人のユーザから受信して前記メモリ要素に格納するステップで
あって、前記複数のベット要求の各々が前記ベッティング・プロダクトの情報の少なくと
も一つのベッティング項目を含むステップと、前記メモリ要素に格納されている前記複数
のベット要求の一つを有効化するステップと、前記メモリ要素に格納されている前記複数
のベット要求の他の一つに付随する数値項目と前記有効化された前記複数のベット要求の
一つに付随する対応数値項目とを比較することで前記数値項目が前記対応数値項目に対し
てゼロではない範囲にあることを判定するステップと、前記メモリ要素に格納されている
前記複数のベット要求の他の一つに付随する前記数値項目が前記有効化された前記複数の
ベット要求の一つに付随する対応数値項目に対してゼロではない範囲にあることを判定す
ることに基づいて、前記複数のベット要求の他の一つを有効化するステップと、前記複数
のベット要求の一つを有効化すること及び前記複数のベット要求の他の一つを有効化する
ことに少なくとも部分的に基づいて、前記有効化された前記ベット要求の各々に対するベ
ッティング手段を生成して前記メモリ要素に格納するステップと、前記メモリ要素に格納
されている前記ベッティング手段に付随する賭けを決済するステップと、を実行する、シ
ステム。
　第２の付記１２のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記プログラムが
前記少なくとも一つのプロセッサにより実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセ
ッサが、前記複数のベット要求の一つを有効化するステップを、手動による操作に基づい
て行う、方法を実行するシステム。
　第２の付記１３のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記複数のベット
要求の一つを有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサ
により実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記ベッティング・プロ
ダクトが存在するか否かを決定すること；前記ベッティング・プロダクトがアクティブで
あるか否かを決定すること；前記ベッティング・プロダクトが取引可能であるか否かを決
定すること；及び前記ベット要求が制限を超えているか否かを決定すること；の中から選
択された少なくとも１つの有効化テストを適用することを含む、方法を実行するシステム
。
　第２の付記１４のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記複数のベット
要求の一つを有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサ
により実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記ベット要求に付随す
る項目が前記少なくとも一人のユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報
と異なるか否かを決定することを含む、方法を実行するシステム。
　第２の付記１５のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記複数のベット
要求の一つを有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサ
により実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記ベット要求に付随す
る項目が前記複数のベット要求の一つを受けてからある時間の期間内に前記少なくとも一
人のユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報と異なるか否かを決定する
ことを含む、方法を実行するシステム。
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　第２の付記１６のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記複数のベット
要求の一つを有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサ
により実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記ベット要求に付随す
る項目が前記少なくとも一人のユーザに伝達された前記ベッティング・プロダクトの情報
と所定量だけ異なるか否かを決定することを含む、方法を実行するシステム。
　第２の付記１７のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記少なくとも一
つのベッティング項目は、ベッティング・ライン値を含み、前記複数のベット要求の他の
一つを有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより
実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記複数のベット要求の他の一
つに付随する前記ベッティング・ライン値が前記有効化された前記複数のベット要求の一
つに付随する前記ベッティング・ライン値に対するある範囲内にあることに基づいて、前
記複数のベット要求の他の一つを有効化することを含む、方法を実行するシステム。
　第２の付記１８のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記少なくとも一
つのベッティング項目は、ベット要求のオッズを含み、前記複数のベット要求の他の一つ
を有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行
されたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記複数のベット要求の他の一つに
付随する前記オッズが前記有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する前記オッ
ズに対するある範囲内にあることに基づいて、前記複数のベット要求の他の一つを有効化
することを含む、方法を実行するシステム。
　第２の付記１９のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記少なくとも一
つのベッティング項目は、ベット要求の時間を含み、前記複数のベット要求の他の一つを
有効化するステップは、前記プログラムが前記少なくとも一つのプロセッサにより実行さ
れたときに、前記少なくとも一つのプロセッサが、前記複数のベット要求の他の一つに付
随する前記時間が前記有効化された前記複数のベット要求の一つに付随する前記時間に対
するある範囲内にあることに基づいて、前記複数のベット要求の他の一つを有効化するこ
とを含む、方法を実行するシステム。
　第２の付記２０のシステムは、第２の付記１１のシステムにおいて、前記プログラムが
前記少なくとも一つのプロセッサにより実行されたときに、前記少なくとも一つのプロセ
ッサが、第２のベッティング・セッションを前記第１のベッティング・セッションの失効
直後に開始するステップを含む、方法を実行するシステム。
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