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(57)【要約】
　提案されたクリエイティブ制作物作品の一部分または
属性に関して、契約で具体化されるように、権利の移譲
を促進するための、方法、サーバ処理システム、及びシ
ステムを開示する。１つの態様において、サーバ処理シ
ステムは、提案されたクリエイティブ制作物作品の描写
、及びこの作品の１つ以上の部分の選択を示す第一デー
タを、権利保有者が操作する第一処理システムから受信
し、契約で具体化されるように、作品の選択された１つ
以上の部分と関連した権利が売却のために利用可能であ
り、データベース内に第一データを格納し、売却のため
に利用可能な１つ以上の作品の１つ以上の部分への権利
を識別する検索クエリを示す検索データを、入札する当
事者が操作する第二処理システムから受信し、この検索
クエリに基づきデータベースの検索を行い、第二処理シ
ステムを介して入札する当事者へ検索結果を転送し、提
案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の少な
くともいくつかと関連した権利を購入する入札を受信し
、第一処理システムを介して、権利保有者へ入札を転送
し、権利保有者による入札の受諾を第一処理システムか
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　提案されたクリエイティブ制作物の一部分への権利の移譲を促進するサーバ処理システ
ムであって、
　第一処理システムから、権利保有者が保有する前記提案されたクリエイティブ制作物の
描写、及び前記提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一デー
タを受信し、前記提案されたクリエイティブ制作物の前記選択された１つ以上の部分と関
連する権利は、売却のために利用可能であり、
　前記第一データをデータベース内に格納し、
　入札する当事者により操作された第二処理システムから、売却のために利用可能な１つ
以上の提案されたクリエイティブ制作物のうちの１つ以上の部分への権利を識別する検索
クエリを示す検索データを受信し、
　前記検索クエリに基づき前記データベースの検索を行い、
　前記第二処理システムを介して前記入札する当事者へ検索結果を転送し、
　提案されたクリエイティブ制作物の前記１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連す
る前記権利を購入する入札を受信し、
　前記入札を前記第一処理システムへ転送し、
　前記第一処理システムから、権利保有者による前記入札の受諾を受信し、
　前記権利保有者から前記入札する当事者へ前記提案されたクリエイティブ制作物の前記
それぞれの１つ以上の部分の権利の前記移譲を示す移譲された権利データを前記データベ
ース内に格納し、前記入札する当事者は、購入された前記権利に従い制作されるときに前
記提案されたクリエイティブ制作物の前記それぞれの１つ以上の部分の前記提示または放
送を制御することが可能である、
ように構成される、サーバ処理システム。
【請求項２】
　前記第一処理システムから受信した前記第一データは、前記提案されたクリエイティブ
制作物の１つ以上の属性を示し、前記入札処理システムから受信した前記検索クエリは、
１つ以上の所望の属性を示す、請求項１に記載のサーバ処理システム。
【請求項３】
　前記１つ以上の属性は、人口統計上の視聴者を示し、前記１つ以上の所望の属性は、所
望の人口統計上の視聴者である、請求項２に記載のサーバ処理システム。
【請求項４】
　前記サーバ処理システムは、ウェブサイトをホストし、前記権利保有者及び前記入札す
る当事者が前記サーバ処理システムとインタラクトすることを可能にするように構成され
る、請求項１～３のいずれか１項に記載のサーバ処理システム。
【請求項５】
　前記サーバ処理システムは、複数の第一処理システムから第一データを受信するように
構成される、請求項１～４のいずれか１項記載のサーバ処理システム。
【請求項６】
　前記サーバ処理システムは、複数の第二処理システムから複数の検索要求を受信する、
請求項１～５のいずれか１項に記載のサーバ処理システム。
【請求項７】
　前記提案されたクリエイティブ制作物は、
　映像作品、
　デジタル作品、
　プリント作品、
　オーディオ作品、
のうちの１つである、請求項１～６のいずれか１項に記載のサーバ処理システム。
【請求項８】
　前記提案されたクリエイティブ制作物は、デジタル映像作品であり、前記サーバ処理シ
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ステムは、
　前記入札する当事者と関連したＵＲＬを受信し、前記データベース内に格納し、
　制作されている前記デジタル映像作品のコピーを受信して格納し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤの提示を有効にする、
ように構成され、
　前記メディア・プレイヤは、前記視聴処理システムを介して前記デジタル映像作品を提
示するように構成され、前記メディア・プレイヤは、
　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　前記入札する当事者と関連したデジタル・オブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記入札する当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジ
タル映像作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視
聴処理システムを介して提示される、
請求項１～６のいずれか１項に記載のサーバ処理システム。
【請求項９】
　提案されたクリエイティブ制作物の一部分への権利の移譲を促進する方法であって、
　権利保有者が保有する前記提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び前記提案され
たクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムか
ら受信し、前記提案されたクリエイティブ制作物の前記選択された１つ以上の部分と関連
した権利は、売却のために利用可能である前記サーバ処理システム、
　前記第一データをデータベース内に格納する前記サーバ処理システム、
　売却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物のうちの１つ以上
の部分への権利を識別する検索クエリを示す検索データを入札する当事者が操作する第二
処理システムから受信する前記サーバ処理システム、
　前記検索クエリに基づき前記データベースの検索を行う前記サーバ処理システム、
　前記第二処理システムを介して前記入札する当事者へ検索結果を転送する前記サーバ処
理システム、
　前記提案されたクリエイティブ制作物の前記１つ以上の部分の少なくともいくつかと関
連した前記権利を購入する入札を受信する前記サーバ処理システム、
　前記第一処理システムへ前記入札を転送する前記サーバ処理システム、
　権利保有者による前記入札の受諾を前記第一処理システムから受信する前記サーバ処理
システム、ならびに
　前記権利保有者から前記入札する当事者へ前記提案されたクリエイティブ制作物の前記
それぞれの１つ以上の部分の権利の前記移譲を示す移譲された権利データを前記データベ
ース内に格納し、前記入札する当事者が購入された前記権利に従い制作されるときに、前
記提案されたクリエイティブ制作物の前記それぞれの１つ以上の部分の前記提示を制御す
ることが可能である前記サーバ処理システム、
を備える、方法。
【請求項１０】
　前記第一処理システムから受信した前記第一データは、前記提案されたクリエイティブ
制作物の１つ以上の属性を示し、前記入札処理システムから受信した前記検索クエリは、
１つ以上の所望の属性を示す、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１つ以上の属性は、人口統計上の視聴者を示し、前記１つ以上の所望の属性は、所
望の人口統計上の視聴者である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は、前記権利保有者及び前記入札する当事者が前記サーバ処理システムとイン
タラクトすることを可能にするようにウェブサイトをホストする前記サーバ処理システム
を有する、請求項９～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記方法は、複数の第一処理システムから第一データを受信する前記サーバ処理システ
ムを有する、請求項９～１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記方法は、複数の第二処理システムから複数の検索要求を受信する前記サーバ処理シ
ステムを有する、請求項９～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記提案されたクリエイティブ制作物は、
　映像作品、
　デジタル作品、
　プリント作品、及び
　オーディオ作品、
のうちの１つである、請求項９～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記提案されたクリエイティブ制作物は、デジタル映像作品であり、前記方法は、
　前記入札する当事者と関連したＵＲＬを受信し、前記データベース内に格納する前記サ
ーバ処理システム、
　制作される前記デジタル映像作品のコピーを受信して格納する前記サーバ処理システム
、及び
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤの提示を有効にし、前記メディ
ア・プレイヤは、前記視聴処理システムを介して前記デジタル映像作品を提示するように
構成される前記サーバ処理システム、
を備え、
　前記メディア・プレイヤは、
　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、
　前記入札する当事者と関連したデジタル・オブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記入札する当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジ
タル映像作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視
聴処理システムを介して提示される、
請求項９～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　提案されたクリエイティブ制作物の一部分への権利の移譲を促進するためのシステムで
あって、
　第一処理システム、
　第二処理システム、及び
　請求項１～８のいずれか１項により構成されたサーバ処理システム、
を含む、システム。
【請求項１８】
　実行可能なインストラクションを含む非一時的なコンピュータ可読媒体であって、前記
実行可能なインストラクションの実行は、法的契約で具体化されるように、提案されたク
リエイティブ制作物の一部分への権利の移譲を促進するようにサーバ処理システムを構成
し、前記実行可能なインストラクションの実行は、
　権利保有者が保有する前記提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び前記提案され
たクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムか
ら受信し、前記提案されたクリエイティブ制作物の前記選択された１つ以上の部分と関連
した権利は、売却のために利用可能であり、
　データベース内に前記第一データを格納し、
　売却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分
への権利を識別する検索クエリを示す検索データを、入札する当事者により操作された第
二処理システムから受信し、
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　前記検索クエリに基づき前記データベースの検索を行い、
　前記第二処理システムを介して前記入札する当事者へ検索結果を転送し、
　提案されたクリエイティブ制作物の前記１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連し
た前記権利を購入する入札を受信し、
　前記入札を前記第一処理システムへ転送し、
　権利保有者による前記入札の受諾を前記第一処理システムから受信し、
　前記権利保有者から前記入札する当事者へ前記提案されたクリエイティブ制作物の前記
それぞれの１つ以上の部分の権利の前記移譲を示す移譲された権利データを前記データベ
ース内に格納し、前記入札する当事者は、購入された前記権利に従い制作されるときに前
記提案されたクリエイティブ制作物の前記それぞれの１つ以上の部分の前記提示または放
送を制御することが可能である、
ように前記サーバ処理システムを構成する、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
　前記第一処理システムから受信した前記第一データは、前記提案されたクリエイティブ
制作物の１つ以上の属性を示し、前記入札処理システムから受信した前記検索クエリは、
１つ以上の所望の属性を示す、請求項１８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２０】
　前記１つ以上の属性は、人口統計上の視聴者を示し、前記１つ以上の所望の属性は、所
望の人口統計上の視聴者である、請求項１９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記サーバ処理システムは、ウェブサイトをホストし、前記権利保有者及び前記入札す
る当事者が前記サーバ処理システムとインタラクトすることを可能にするように前記実行
可能なインストラクションの実行により構成される、請求項１～２０のいずれか１項に記
載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２２】
　前記サーバ処理システムは、複数の第一処理システムから第一データを受信するように
前記実行可能なインストラクションの実行により構成される、請求項１８～２１のいずれ
か１項に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２３】
　前記サーバ処理システムは、複数の第二処理システムから複数の検索要求を受信するよ
うに前記実行可能なインストラクションの実行により構成される、請求項１８～２２のい
ずれか１項に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　前記提案されたクリエイティブ制作物は、
　映像作品、
　デジタル作品、
　プリント作品、及び
　オーディオ作品、
のうちの１つである、請求項１８～２３のいずれか１項に記載の非一時的なコンピュータ
可読媒体。
【請求項２５】
　前記提案されたクリエイティブ制作物は、デジタル映像作品であり、前記サーバ処理シ
ステムは、
　前記入札する当事者と関連したＵＲＬを受信し、前記データベース内に格納し、
　制作される前記デジタル映像作品のコピーを受信して格納し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤの提示を有効にする、
ように前記実行可能なインストラクションの実行により構成され、
　前記メディア・プレイヤは、前記視聴処理システムを介して前記デジタル映像作品を提
示するように構成され、
　前記メディア・プレイヤは、
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　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　前記入札する当事者と関連したデジタル・オブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記入札する当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジ
タル映像作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視
聴処理システムを介して提示される、
請求項１８～２４のいずれか１項に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　メディア・プレイヤ・インタフェースの提示を促進するためのサーバ処理システムであ
って、
　視聴処理システムから、デジタル映像作品を視聴する要求を受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、前記メディア・プレイヤ・インタフェースは、前記視聴処理システムを介して前記
デジタル映像作品を提示するように構成され、前記メディア・プレイヤ・インタフェース
は、
　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する前記権利保有者と関連したデジタル・オ
ブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジタル映像
作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視聴処理シ
ステムにより提示される、
ように構成される、サーバ処理システム。
【請求項２７】
　前記サーバ処理システムは、前記権利保有者が保有する前記デジタル映像作品の前記部
分の期間を示す権利データを転送し、前記視聴処理システムは、前記権利データを解釈し
、前記権利データにより定められた前記期間により前記メディア・プレイヤ・インタフェ
ースの前記第二部分内の前記デジタル・オブジェクトを提示する、請求項２６に記載のサ
ーバ処理システム。
【請求項２８】
　前記サーバ処理システムは、前記権利保有者と関連する前記メディア・プレイヤ・イン
タフェースの前記第一部分内に提示された前記デジタル映像作品の境界線を示す境界線デ
ータを転送し、前記境界線内の前記デジタル映像作品の一部分とインタラクトする視聴ユ
ーザへの応答は、前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトに関して実行されるアク
ションをもたらす、請求項２６または２７に記載のサーバ処理システム。
【請求項２９】
　実行された前記アクションは、前記メディア・プレイヤ・インタフェースの前記第二部
分内で強調表示されている前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトを含む、請求項
２８に記載のサーバ処理システム。
【請求項３０】
　実行された前記アクションは、前記視聴処理システムを介して前記権利保有者と関連し
たウェブページを提示することを備える、請求項２８に記載のサーバ処理システム。
【請求項３１】
　メディア・プレイヤの提示を促進するための方法であって、
　視聴処理システムから、デジタル映像作品を視聴する要求を受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、前記メディア・プレイヤ・インタフェースは、前記視聴処理システムを介して前記
デジタル映像作品を提示するように構成され、前記メディア・プレイヤ・インタフェース
は、
　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
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　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する前記権利保有者と関連したデジタル・オ
ブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジタル映像
作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視聴処理シ
ステムにより提示される、
ことを備える、方法。
【請求項３２】
　前記方法は、前記権利保有者が保有する前記デジタル映像作品の前記部分の期間を示す
権利データを転送する前記サーバ処理システムを含み、前記視聴処理システムは、前記権
利データを解釈し、前記権利データが定める前記期間により前記メディア・プレイヤ・イ
ンタフェースの前記第二部分内に前記デジタル・オブジェクトを提示する、請求項３１に
記載の方法。
【請求項３３】
　前記方法は、前記権利保有者と関連する前記メディア・プレイヤ・インタフェースの前
記第一部分内に提示された前記デジタル映像作品の境界線を示す境界線データを転送する
前記サーバ処理システムを含み、前記境界線内の前記デジタル映像作品の一部分とインタ
ラクトする視聴ユーザへの応答は、前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトに関し
て実行されるアクションをもたらす、請求項３１または３２に記載の方法。
【請求項３４】
　実行された前記アクションは、前記メディア・プレイヤ・インタフェースの前記第二部
分内で強調表示されている前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトを含む、請求項
３３に記載の方法。
【請求項３５】
　実行された前記アクションは、前記視聴処理システムを介して前記権利保有者と関連し
たウェブページを提示することを備える、請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　メディア・プレイヤの提示を促進するための非一時的なコンピュータ可読媒体であって
、サーバ処理システムにより実行されるときに、
デジタル映像作品を視聴する要求を視聴処理システムから受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、前記メディア・プレイヤ・インタフェースは、前記視聴処理システムを介して前記
デジタル映像作品を提示するように構成され、前記メディア・プレイヤ・インタフェース
は、
　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する前記権利保有者と関連したデジタル・オ
ブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジタル映像
作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視聴処理シ
ステムにより提示される、
ように前記サーバ処理システムを構成する実行可能なインストラクションを含む、非一時
的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　前記サーバ処理システムは、前記権利保有者が保有する前記デジタル映像作品の前記部
分の期間を示す権利データを転送するように構成され、前記視聴処理システムは、前記権
利データを解釈し、前記権利データにより定められた前記期間により前記メディア・プレ
イヤ・インタフェースの前記第二部分内に前記デジタル・オブジェクトを提示する、請求
項３６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３８】
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　前記サーバ処理システムは、前記権利保有者と関連する前記メディア・プレイヤ・イン
タフェースの前記第一部分内に提示された前記デジタル映像作品の境界線を示す境界線デ
ータを転送するように構成され、前記境界線内に前記デジタル映像作品の一部分とインタ
ラクトする視聴ユーザへの応答は、前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトに関し
て実行されるアクションをもたらす、請求項３６または３７に記載の非一時的なコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項３９】
　実行された前記アクションは、前記メディア・プレイヤ・インタフェースの前記第二部
分内に強調表示されている前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトを含む、請求項
３８に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項４０】
　実行された前記アクションは、前記視聴処理システムを介して前記権利保有者と関連し
たウェブページを提示することを備える、請求項３８に記載の非一時的なコンピュータ可
読媒体。
【請求項４１】
　クリエイティブ制作物作品の制作物属性を判定する方法であって、
　少なくとも１つのデジタル・メディア・ファイル形式で提案されたクリエイティブ制作
物作品を表現するプリビジュアライゼーションを生成し、
　前記提案されたクリエイティブ制作物作品へ少なくとも１つの好ましい属性を割り当て
、
　前記プリビジュアライゼーション、及び前記プリビジュアライゼーションへの関連性と
ともに前記少なくとも１つの好ましい属性を表現する前記少なくとも１つのデジタル・メ
ディア・ファイルを格納し、
　通信ネットワークを介するアクセスのために利用可能な前記関連した少なくとも１つの
好ましい属性とともに前記プリビジュアライゼーションを表現する前記少なくとも１つの
デジタル・メディア・ファイルを作成し、
　前記少なくとも１つの好ましい属性に関する前記通信ネットワークを介して入札を受信
する、
ことを備える、方法。
【請求項４２】
　クリエイティブ制作物作品の制作物属性を判定するためのシステムであって、
　それとともに関連した少なくとも１つの属性とともに提案されたクリエイティブ制作物
作品の少なくとも１つのプリビジュアライゼーションを表現する少なくとも１つのデジタ
ル・メディア・ファイルを格納するデータベース、
　前記データベースへ結合され通信ネットワークへ結合されたプロセッサ・システム、
を備え、
　前記プロセッサは、
　前記通信ネットワークを介して１つ以上の入札する当事者の端末へアクセス可能な前記
少なくとも１つのメディア・ファイル、及び少なくとも１つの関連した属性を作成し、
　前記プリビジュアライゼーションと関連した前記属性に関する前記通信ネットワークを
介して前記１つ以上の入札する当事者の端末から１つ以上の入札を受信し、
　受信した前記１つ以上の入札に従い前記プリビジュアライゼーションと関連した前記属
性についての所期の属性プロパティを判定する、
ために所定の実行可能なインストラクション下で動作する、
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年９月１２日に出願されたオーストラリア仮特許出願第２０１４９
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０３６５１号、及び２０１４年９月１２日に出願されたニュージーランド特許出願第６３
１６５３号の優先権を主張し、当該出願の記載内容は、参照により本明細書で援用される
。
【０００２】
　本発明は、クリエイティブ制作物の契約上の権利を確立して取引するためのコンピュー
タ実装方法及びシステムに関する。
【０００３】
　本発明は、たとえば、映像作品（たとえば、ビデオ、映画、テレビ番組、イベント放送
など）、電子出版物（たとえば、ソフトウェア、コンピュータ・シミュレーション・ライ
フ、コンピュータ支援設計、オンライン・マガジン、ウェブサイト、ビデオ・ゲームなど
）、印刷物（たとえば、雑誌、新聞など）、またはオーディオ作品（たとえば、音楽など
）のような、クリエイティブ制作物の制作及び配信において、特定の用途を見出すことが
できる。
【背景技術】
【０００４】
　映像メディア（たとえば、ビデオ、映画、イベント放送、テレビ番組など）は、インタ
ーネットを介して配信されたトラフィックの成長部分の説明となる。またこのようなメデ
ィアは、製品及びサービスのマーケティング、プロモーション、ならびに広告へ不可欠に
なりつつある。映画プロジェクトのようなクリエイティブ制作物プロジェクトについての
資金調達は、複雑なプロセスである。クリエイティブ制作物プロジェクトにサービスを提
供する現在の金融市場は、インフラストラクチャ及び産業プロジェクトなどの企業及び企
業プロジェクトにサービスを提供する成熟した金融市場に比べて相対的に洗練されていな
い。その後、多くの成功を見込めるクリエイティブ制作プロジェクトは、必要な資金を確
保することに失敗し、未完成のままである。これは、文化的多様性の減少、産業成長の鈍
化、及び関連産業の雇用需要の低迷のような社会に死荷重を課す。
【０００５】
　いずれかのクリエイティブ制作物をメディア内で実現して定着させる前のコンセプト段
階で制作プロセスの好ましくは初期に、資金を調達するより効率的なシステムを有するこ
とは、映画のようなクリエイティブ制作物を制作することを目指す人にとって望ましい。
同様に、このような作品を利用することで知的財産、商品及びサービスを商業化すること
を目指す人にとって、または電気通信技術を介して視聴者へこのような作品を放送する、
配信する、若しくは展示することを目指す人にとって、理想的にはまたクリエイティブ制
作物の実現前のコンセプト段階で、このような作品に関連した権利を検索し、発見し、購
入するより効率的なシステムを有することは望ましい。
【０００６】
　クリエイティブ制作物の著作権は、法的権利からなる利用可能な知的財産をもたらす。
各権利は、制作物の属性に関連することができる。１人以上の著作者は、クリエイティブ
制作物が提案されたクリエイティブ制作物のままでありながら、ストーリーボード、スク
リプト、モデルなどのようなプリビジュアライゼーションにより表現され、このクリエイ
ティブ制作物がメディアに定着する前に、クリエイティブ制作物の各属性を判定すること
が可能である。各属性を判定する別な方式は、検討の代わりに、条件により利害関係者へ
属性についての決定を委任するように、著作者及び利害関係者間の契約を結ぶことである
。この契約に従い属性を決定すると、提案されたクリエイティブ制作物は、クリエイティ
ブ制作物として実現されることが可能である。この方式で属性を決定することは、技術的
な問題である。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明の実施形態は、クリエイティブ制作物の『標準的な』契約上の権利が競争的な『
交換』取引所の中央集権的な慣行により確立され公開で取引されることができる、コンピ
ュータ実装方法及びシステムを提供することで、非公開の『店頭』取引所によりクリエイ
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ティブ制作物の『非標準的な』契約上の権利を確立して商業化する慣行に関するような、
現在の技術状態の不足を改良することを目指す。
【０００８】
　また本発明の実施形態は、（ｉ）それがクリエイティブ制作物に行われメディアに定着
し、それが著作権を取得する前に、契約により、１回に１つの属性を、クリエイティブ制
作物のコンセプトを明示するプリビジュアライゼーションとして描写された、提案された
クリエイティブ制作物を判定することについて当事者らの協力を促す装置、及び（ｉｉ）
クリエイティブ制作物（たとえば、カメラが捉え視聴者に放送されるスポーツの試合）が
実現されると、まだそれが提案されたクリエイティブ制作物（たとえば、ストーリーボー
ド、プランなどのようなプリビジュアライゼーションにより表現されたスポーツの試合）
であるときにそれが実現される前に、契約で、しかし利用の条件が決定されながら、クリ
エイティブ制作物が利用される方式を判定する装置を提供することを目指す。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　契約で具体化されるように、提案されたクリエイティブ制作物の一部分への権利の移譲
を促進するためのサーバ処理システムが提供される第一態様において、サーバ処理システ
ムは、
　権利保有者が保有する提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び提案されたクリエ
イティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムから受信し
、契約に具体化されるように、作品の選択された１つ以上の部分と関連した権利は、売却
のために利用可能であり、
　データベース内に第一データを格納し、
　売却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分
へ、契約に具体化されるように、権利を識別する検索クエリを示す検索データを、入札す
る当事者により操作された第二処理システムから受信し、
　検索クエリに基づきデータベースの検索を行い、
　第二処理システムを介して入札する当事者へ検索結果を転送し、
　提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連した、
契約に具体化されるように、権利を購入する入札を受信し、
　第一処理システムへ入札を転送し、
　権利保有者による入札の受諾を、第一処理システムから受信し、
　権利保有者から入札する当事者へ提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以
上の部分の権利の移譲を示す移譲された権利データをデータベース内に格納し、入札する
当事者は、クリエイティブ制作物として実現されメディアに定着する前に、購入された権
利に従い提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以上の部分の、提示または放
送のような、属性を制御することが可能である、
ように構成される。
【００１０】
　特定の実施形態において、第一処理システムから受信した第一データは、提案されたク
リエイティブ制作物の１つ以上の属性を示し、入札処理システムから受信した検索クエリ
は、１つ以上の所望の属性を示す。
【００１１】
　特定の実施形態において、１つ以上の属性は、人口統計上の視聴者を示し、１つ以上の
所望の属性は、所望の人口統計上の視聴者である。
【００１２】
　特定の実施形態において、サーバ処理システムは、ウェブサイトをホストし、権利保有
者及び入札する当事者がサーバ処理システムとインタラクトすることを可能にするように
構成される。
【００１３】
　特定の実施形態において、サーバ処理システムは、複数の第一処理システムから第一デ
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ータを受信するように構成される。
【００１４】
　特定の実施形態において、サーバ処理システムは、１つまたは複数の第二処理システム
から１つまたは複数の検索要求を受信する。
【００１５】
　特定の実施形態において、提案されたクリエイティブ制作物は、
　映像作品、
　デジタル作品、
　プリント作品、及び
　オーディオ作品、
のうちの１つである。
【００１６】
　特定の実施形態において、提案されたクリエイティブ制作物は、デジタル映像作品であ
り、サーバ処理システムは、
　入札する当事者と関連したユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）を受信し、デ
ータベース内に格納し、
　制作されているデジタル映像作品のコピーを受信して格納し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤの提示を有効にし、このメディ
ア・プレイヤは、視聴処理システムを介してデジタル映像作品を提示するように構成され
、このメディア・プレイヤは、
　デジタル映像作品を提示するための第一部分、
　入札する当事者と関連したデジタル・オブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　入札する当事者と関連したデジタル映像作品の１つ以上の部分がデジタル映像作品の再
生中に視聴可能であり、デジタル・オブジェクトが入札する当事者により保有される、ま
たは制御されるサーバ処理システム上のデータベースへユニフォーム・リソース・ロケー
タ（ＵＲＬ）を介して関連するときに、デジタル・オブジェクトは、視聴処理システムを
介して提示される、
ように構成される。
【００１７】
　契約により具体化される、提案されたクリエイティブ制作物の一部分への権利の移譲を
促進するための方法が提供される第二態様において、この方法は、
　権利保有者が保有する提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び提案されたクリエ
イティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムから受信し
、提案されたクリエイティブ制作物の選択された１つ以上の部分と関連した権利が売却の
ために利用可能であるサーバ処理システム、
　データベース内に第一データを格納するサーバ処理システム、
　売却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分
への権利を識別する検索クエリを示す検索データを、入札する当事者により操作された第
二処理システムから受信するサーバ処理システム、
　検索クエリに基づきデータベースの検索を行うサーバ処理システム、
　第二処理システムを介して入札する当事者へ検索結果を転送するサーバ処理システム、
　提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連した権
利を購入する入札を受信するサーバ処理システム、
　第一処理システムへ入札を転送するサーバ処理システム、
　権利保有者による入札の受諾を第一処理システムから受信するサーバ処理システム、な
らびに
　権利保有者から入札する当事者へ提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以
上の部分の権利の移譲を示す移譲された権利データをデータベース内に格納し、入札する
当事者が契約に具体化されるように、購入された権利に従い制作されたときに提案された
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クリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以上の部分の提示または放送を制御することが可
能であるサーバ処理システム、
を含む。
【００１８】
　特定の実施形態において、第一処理システムから受信した第一データは、提案されたク
リエイティブ制作物の１つ以上の属性を示し、入札処理システムから受信した検索クエリ
は、１つ以上の所望の属性を示す。
【００１９】
　特定の実施形態において、１つ以上の属性は、人口統計上の視聴者を示し、１つ以上の
所望の属性は、所望の人口統計上の視聴者である。
【００２０】
　特定の実施形態において、方法は、権利保有者及び入札する当事者がサーバ処理システ
ムとインタラクトすることを可能にするようにウェブサイトをホストするサーバ処理シス
テムを含む。
【００２１】
　特定の実施形態において、方法は、複数の第一処理システムから第一データを受信する
サーバ処理システムを含む。
【００２２】
　特定の実施形態において、方法は、１つまたは複数の検索要求を１つまたは複数の第二
処理システムから受信するサーバ処理システムを含む。
【００２３】
　特定の実施形態において、提案されたクリエイティブ制作物は、
　映像作品、
　デジタル作品、
　プリント作品、及び
　オーディオ作品、
のうちの１つである。
【００２４】
　特定の実施形態において、提案されたクリエイティブ制作物は、デジタル映像作品であ
り、この方法は、
　入札する当事者と関連したユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）を介して要求
を受信し、データベース内に格納するサーバ処理システム、
　制作されているデジタル映像作品のコピーを受信して格納するサーバ処理システム、及
び
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤの提示を有効にし、メディア・
プレイヤは、視聴処理システムを介してデジタル映像作品を提示するように構成され、こ
のメディア・プレイヤは、
　デジタル映像作品を提示するための第一部分、
　入札する当事者と関連したデジタル・オブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、入札する当事者と関連したデジタル映像作品の１つ以上の部分がデジタル映像作
品の再生中に視聴可能であり、デジタル・オブジェクトが入札する当事者により保有され
る、または制御されるサーバ処理システム上のデータベースへユニフォーム・リソース・
ロケータ（ＵＲＬ）を介して関連することができるときに、デジタル・オブジェクトは、
視聴処理システムを介して提示されるサーバ処理システム、
を含む。
【００２５】
　提案されたクリエイティブ制作物の一部分へ、契約に具体化されるように、権利の移譲
を促進するためのシステムが提供される第三態様において、このシステムは、
　第一処理システム、
　第二処理システム、及び
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　第一態様により構成されたサーバ処理システム、
を含む。
【００２６】
　実行可能なインストラクションを含む非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される第
四態様において、実行可能なインストラクションの実行は、契約に具体化されるように、
提案されたクリエイティブ制作物の一部分への権利の移譲を促進するようにサーバ処理シ
ステムを構成し、実行可能なインストラクションの実行は、
　権利保有者が保有する提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び提案されたクリエ
イティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムから受信し
、１つ以上の契約に具体化されるように、提案されたクリエイティブ制作物の選択された
１つ以上の部分と関連した権利は、売却のために利用可能であり、
　第一データをデータベース内に格納し、
　売却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分
へ、契約に具体化されるように、権利を識別する検索クエリを示す検索データを、入札す
る当事者が操作する第二処理システムから受信し、
　検索クエリに基づきデータベースの検索を行い、
　第二処理システムを介して入札する当事者へ検索結果を転送し、
　提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連した、
契約に具体化されるように、権利を購入する入札を受信し、
　第一処理システムへ入札を転送し、
　権利保有者による入札の受諾を第一処理システムから受信し、
　権利保有者から入札する当事者へ提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以
上の部分の権利の移譲を示す移譲された権利データをデータベース内に格納し、入札する
当事者は、いずれかの契約により具体化されるように、購入された権利に従い制作された
ときに提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以上の部分の提示または放送を
制御することが可能である、
ようにサーバ処理システムを構成する。
【００２７】
　提案されたクリエイティブ制作物の一部分への権利の移譲を促進するためのサーバ処理
システムが提供される第五態様において、このサーバ処理システムは、
　権利保有者が保有する提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び提案されたクリエ
イティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムから受信し
、１つ以上の契約に具体化されるように、提案されたクリエイティブ制作物の選択された
１つ以上の部分と関連した権利は、売却のために利用可能であり、
　第一データをデータベース内に格納し、
　売却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分
への権利を識別する検索クエリを示す検索データを、入札する当事者が操作する第二処理
システムから受信し、
　検索クエリに基づきデータベースの検索を行い、
　第二処理システムを介して入札する当事者へ検索結果を転送し、
　提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連した、
契約に具体化されるように、権利を購入する入札を受信し、
　第一処理システムへ入札を転送し、
　権利保有者による入札の受諾を第一処理システムから受信し、
　権利保有者から入札する当事者へ提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以
上の部分の権利の移譲を示す移譲された権利データをデータベース内に格納し、入札する
当事者は、いずれかの契約により具体化されるように、購入された権利に従い制作された
ときに、提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以上の部分の提示または放送
を制御することが可能である、
ように構成される。
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【００２８】
　提案されたクリエイティブ制作物の一部分へ、契約により具体化されるように、権利の
移譲を促進するための方法が提供される第六態様において、この方法は、
　権利保有者が保有する提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び提案されたクリエ
イティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムから受信し
、提案されたクリエイティブ制作物の選択された１つ以上の部分と関連した、契約により
具体化される権利が売却のために利用可能であるサーバ処理システム、
　第一データをデータベース内に格納するサーバ処理システム、
　売却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分
へ、契約により具体化されるように、権利を識別する検索クエリを示す検索データを、入
札する当事者が操作する第二処理システムから受信するサーバ処理システム、
　検索クエリに基づきデータベースの検索を行うサーバ処理システム、
　第二処理システムを介して入札する当事者へ検索結果を転送するサーバ処理システム、
　提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連した、
契約により具体化されるように、権利を購入する入札を受信するサーバ処理システム、
　第一処理システムへ入札を転送するサーバ処理システム、
　権利保有者による入札の受諾を、第一処理システムから受信するサーバ処理システム、
ならびに
　権利保有者から入札する当事者へ提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以
上の部分の、契約により具体化されるような、権利の移譲を示す移譲された権利データを
データベース内に格納し、入札する当事者が契約により具体化されるように、購入された
権利に従い制作されたときに提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以上の部
分の提示または放送を制御することが可能であるサーバ処理システム、
を含む。
【００２９】
　提案されたクリエイティブ制作物の一部分へ、契約により具体化されるように、権利の
移譲を促進するためのシステムが提供される第七態様において、このシステムは、
　第一処理システム、
　第二処理システム、及び
　第五態様により構成されたサーバ処理システム、
を含む。
【００３０】
　実行可能なインストラクションを含む非一時的なコンピュータ可読媒体が提供される第
八態様において、実行可能なインストラクションの実行は、提案されたクリエイティブ制
作物の一部分へ、契約により具体化されるように、権利の移譲を促進するようにサーバ処
理システムを構成し、実行可能なインストラクションの実行は、
　権利保有者が保有する提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び提案されたクリエ
イティブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムから受信し
、提案されたクリエイティブ制作物の選択された１つ以上の部分と関連した、契約により
具体化された、権利は、売却のために利用可能であり、
　第一データをデータベース内に格納し、
　売却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分
への権利を識別する検索クエリを示す検索データを、入札する当事者により操作された第
二処理システムから受信し、
　検索クエリに基づきデータベースの検索を行い、
　第二処理システムを介して入札する当事者へ検索結果を転送し、
　提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連した、
契約により具体化されるように、権利を購入する入札を受信し、
　第一処理システムへ入札を転送し、
　権利保有者による入札の受諾を第一処理システムから受信し、
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　権利保有者から入札する当事者へ提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以
上の部分の、契約により具体化されるような、権利の移譲を示す移譲された権利データを
データベース内に格納し、入札する当事者は、契約により具体化されるように、購入され
た権利に従い制作されたときに提案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以上の
部分の提示または放送を制御することが可能である、
ようにサーバ処理システムを構成する。
【００３１】
　メディア・プレイヤ・インタフェースの提示を促進するためのサーバ処理システムが提
供される第九態様において、サーバ処理システムは、
　デジタル映像作品を視聴する要求を視聴処理システムから受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、メディア・プレイヤ・インタフェースは、視聴処理システムを介してデジタル映像
作品を提示するように構成され、メディア・プレイヤ・インタフェースは、
　デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する権利保有者と関連したデジタル・オブジ
ェクトを提示するための第二部分、
を含み、当事者と関連したデジタル映像作品の１つ以上の部分がデジタル映像作品の再生
中に視聴可能であるときに、デジタル・オブジェクトは、視聴処理システムにより提示さ
れる、
ように構成される。
【００３２】
　特定の実施形態において、サーバ処理システムは、権利保有者が保有するデジタル映像
作品の部分の期間を示す権利データを転送し、視聴処理システムは、権利データを解釈し
、権利データが定める期間によりメディア・プレイヤ・インタフェースの第二部分内にデ
ジタル・オブジェクトを提示する。
【００３３】
　特定の実施形態において、サーバ処理システムは、権利保有者と関連するメディア・プ
レイヤ・インタフェースの第一部分内に提示されたデジタル映像作品の境界線を示す境界
線データを転送し、境界線内でデジタル映像作品の一部分とインタラクトする視聴ユーザ
への応答は、権利保有者のデジタル・オブジェクトに関連して実行されるアクションをも
たらす。
【００３４】
　特定の実施形態において、実行されたアクションは、メディア・プレイヤ・インタフェ
ースの第二部分内に強調表示されている権利保有者のデジタル・オブジェクトを含む。
【００３５】
　特定の実施形態において、実行されたアクションは、視聴処理システムを介して権利保
有者と関連したウェブページを提示することを備える。
【００３６】
　メディア・プレイヤの提示を促進するための方法が提供される第十態様において、方法
は、
　デジタル映像作品を視聴する要求を視聴処理システムから受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、メディア・プレイヤ・インタフェースは、視聴処理システムを介してデジタル映像
作品を提示するように構成され、メディア・プレイヤ・インタフェースは、
　デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する権利保有者と関連したデジタル・オブジ
ェクトを提示するための第二部分、
を含み、当事者と関連したデジタル映像作品の１つ以上の部分がデジタル映像作品の再生
中に視聴可能であるときに、デジタル・オブジェクトは、視聴処理システムにより提示さ
れる、
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ことを備える。
【００３７】
　特定の実施形態において、方法は、権利保有者が保有するデジタル映像作品の部分の期
間を示す権利データを転送するサーバ処理システムを含み、視聴処理システムは、権利デ
ータを解釈し、権利データが定める期間によりメディア・プレイヤ・インタフェースの第
二部分内にデジタル・オブジェクトを提示する。
【００３８】
　特定の実施形態において、方法は、権利保有者と関連するメディア・プレイヤ・インタ
フェースの第一部分内に提示されたデジタル映像作品の境界線を示す境界線データを転送
するサーバ処理システムを含み、境界線内のデジタル映像作品の一部分とインタラクトす
る視聴ユーザへの応答は、権利保有者のデジタル・オブジェクトに関連して実行されるア
クションをもたらす。
【００３９】
　特定の実施形態において、実行されたアクションは、メディア・プレイヤ・インタフェ
ースの第二部分内で強調表示されている権利保有者のデジタル・オブジェクトを含む。
【００４０】
　特定の実施形態において、実行されたアクションは、視聴処理システムを介して権利保
有者と関連したウェブページを提示することを備える。
【００４１】
　メディア・プレイヤの提示を促進するための非一時的なコンピュータ可読媒体が提供さ
れる第十一態様において、非一時的なコンピュータ可読媒体は、サーバ処理システムによ
り実行されるときに、
　デジタル映像作品を視聴する要求を視聴処理システムから受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、メディア・プレイヤ・インタフェースは、視聴処理システムを介してデジタル映像
作品を提示するように構成され、メディア・プレイヤ・インタフェースは、
　デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する権利保有者と関連したデジタル・オブジ
ェクトを提示するための第二部分、
を含み、当事者と関連したデジタル映像作品の１つ以上の部分がデジタル映像作品の再生
中に視聴可能であるときに、デジタル・オブジェクトは、視聴処理システムにより提示さ
れる、
ようにサーバ処理システムを構成する実行可能なインストラクションを含む。
【００４２】
　特定の実施形態において、サーバ処理システムは、権利保有者が保有するデジタル映像
作品の部分の期間を示す権利データを転送するように構成され、視聴処理システムは、権
利データを解釈し、この権利データが定める期間によりメディア・プレイヤ・インタフェ
ースの第二部分内にデジタル・オブジェクトを提示する。
【００４３】
　特定の実施形態において、サーバ処理システムは、権利保有者と関連するメディア・プ
レイヤ・インタフェースの第一部分内に提示されたデジタル映像作品の境界線を示す境界
線データを転送するように構成され、境界線内のデジタル映像作品の一部分とインタラク
トする視聴ユーザへの応答は、権利保有者のデジタル・オブジェクトに関連して実行され
るアクションをもたらす。
【００４４】
　特定の実施形態において、実行されたアクションは、メディア・プレイヤ・インタフェ
ースの第二部分内で強調表示されている権利保有者のデジタル・オブジェクトを含む。
【００４５】
　特定の実施形態において、実行されたアクションは、視聴処理システムを介して権利保
有者と関連したウェブページを提示することを備える。
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【００４６】
　他の態様及び実施形態は、発明を実施するための形態を通して理解されるであろう。
【００４７】
　本発明及びその実装の態様及び特徴は、添付の図面を参照して提示された、少なくとも
１つの好ましいが限定されない実施形態の、実施例のみとして与えられる、以下の説明か
らより良く理解されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明のさまざまな実施形態により例示的なシステムの簡略化されたブロック図
である。
【図２】提案されたクリエイティブ制作物のプリビジュアライゼーションの実施例である
。
【図３】提案されたクリエイティブ制作物のプリビジュアライゼーションを受信して格納
する例示的な方法を表現するフローチャートである。
【図４ａ】今後の映画についてのプリビジュアライゼーションの例示的な実施形態である
。
【図４ｂ】今後の雑誌の発行についてのプリビジュアライゼーションの例示的な実施形態
である。
【図５ａ】複数のステップを通してプリビジュアライゼーションのプロキシを使用して提
案されたクリエイティブ制作物内で、契約に具体化されるように、属性、及びその後の権
利を定めるユーザについての例示的なインタフェースを示す。
【図５ｂ】複数のステップを通してプリビジュアライゼーションのプロキシを使用して提
案されたクリエイティブ制作物内で、契約に具体化されるように、属性、及びその後の権
利を定めるユーザについての例示的なインタフェースを示す。
【図５ｃ】複数のステップを通してプリビジュアライゼーションのプロキシを使用して提
案されたクリエイティブ制作物内で、契約に具体化されるように、属性、及びその後の権
利を定めるユーザについての例示的なインタフェースを示す。
【図５ｄ】複数のステップを通してプリビジュアライゼーションのプロキシを使用して提
案されたクリエイティブ制作物内で、契約に具体化されるように、属性、及びその後の権
利を定めるユーザについての例示的なインタフェースを示す。
【図５ｅ】複数のステップを通してプリビジュアライゼーションのプロキシを使用して提
案されたクリエイティブ制作物内で、契約に具体化されるように、属性、及びその後の権
利を定めるユーザについての例示的なインタフェースを示す。
【図５ｆ】複数のステップを通してプリビジュアライゼーションのプロキシを使用して提
案されたクリエイティブ制作物内で、契約に具体化されるように、属性、及びその後の権
利を定めるユーザについての例示的なインタフェースを示す。
【図５ｇ】複数のステップを通してプリビジュアライゼーションのプロキシを使用して提
案されたクリエイティブ制作物内で、契約に具体化されるように、属性、及びその後の権
利を定めるユーザについての例示的なインタフェースを示す。
【図５ｈ】複数のステップを通してプリビジュアライゼーションのプロキシを使用して提
案されたクリエイティブ制作物内で、契約に具体化されるように、属性、及びその後の権
利を定めるユーザについての例示的なインタフェースを示す。
【図６】クリエイティブ制作物のプリビジュアライゼーションのプロキシにより表現され
るように、提案されたクリエイティブ制作物と関連した特定の法的権利を具体化するよう
に１つ以上の契約を作成する例示的な論理フローを表現するフローチャートを示す。
【図７】例示的なメディア・エンジンのブロック図である。
【図８】例示的なマッチング・エンジンのブロック図である。
【図９】オーダー・ブック・モジュールにより生成された例示的なユーザ・インタフェー
スである。
【図１０】入札を行い、入札を受け付ける例示的な方法を表現するフローチャートである
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。
【図１１】公開エンジンのブロック図である。
【図１２ａ】たとえば、入札する当事者が保有する、または制御するサーバ処理システム
上のデータベースへリンクされたＵＲＬを介してのような、制作されている提案されたク
リエイティブ制作物、及び入札する当事者と関連したいずれかのデジタル・オブジェクト
を提示するためのさまざまな状態でのメディア・プレイヤの実施例である。
【図１２ｂ】たとえば、入札する当事者が保有する、または制御するサーバ処理システム
上のデータベースへリンクされたＵＲＬを介してのような、制作されている提案されたク
リエイティブ制作物、及び入札する当事者と関連したいずれかのデジタル・オブジェクト
を提示するためのさまざまな状態でのメディア・プレイヤの実施例である。
【図１２ｃ】たとえば、入札する当事者が保有する、または制御するサーバ処理システム
上のデータベースへリンクされたＵＲＬを介してのような、制作されている提案されたク
リエイティブ制作物、及び入札する当事者と関連したいずれかのデジタル・オブジェクト
を提示するためのさまざまな状態でのメディア・プレイヤの実施例である。
【図１２ｄ】たとえば、入札する当事者が保有する、または制御するサーバ処理システム
上のデータベースへリンクされたＵＲＬを介してのような、制作されている提案されたク
リエイティブ制作物、及び入札する当事者と関連したいずれかのデジタル・オブジェクト
を提示するためのさまざまな状態でのメディア・プレイヤの実施例である。
【図１２ｅ】たとえば、入札する当事者が保有する、または制御するサーバ処理システム
上のデータベースへリンクされたＵＲＬを介してのような、制作されている提案されたク
リエイティブ制作物、及び入札する当事者と関連したいずれかのデジタル・オブジェクト
を提示するためのさまざまな状態でのメディア・プレイヤの実施例である。
【図１２ｆ】たとえば、入札する当事者が保有する、または制御するサーバ処理システム
上のデータベースへリンクされたＵＲＬを介してのような、制作されている提案されたク
リエイティブ制作物、及び入札する当事者と関連したいずれかのデジタル・オブジェクト
を提示するためのさまざまな状態でのメディア・プレイヤの実施例である。
【図１２ｇ】たとえば、入札する当事者が保有する、または制御するサーバ処理システム
上のデータベースへリンクされたＵＲＬを介してのような、制作されている提案されたク
リエイティブ制作物、及び入札する当事者と関連したいずれかのデジタル・オブジェクト
を提示するためのさまざまな状態でのメディア・プレイヤの実施例である。
【図１２ｈ】デジタル作品を提示するための例示的なメディア・プレイヤ・インタフェー
スの概略図である。
【図１３】提案されたクリエイティブ制作物に関連して、契約に具体化されるように、権
利の移譲を促進するための例示的な方法を表現するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　本発明の実施形態は、標準契約に具体化されるように、クリエイティブ制作物での法的
権利と引き換えに関係者らから、資金、及び任意の他の利益をクリエイティブ制作物のプ
ロデューサが確保することを可能にするように設計されたコンピュータ実装方法及びシス
テムを提供する。クリエイティブ制作物のさまざまな属性は、価値がクリエイティブ制作
物及び関係者らからの需要水準に依存しながら、関係者らに価値のある可能性がある。ク
リエイティブ制作物の属性に関連する標準契約の約定を確立すること、及び競争の激しい
取引所でその標準化された契約の価値を制作プロセスの早期に決定することで、クリエイ
ティブ制作物がメディアに定着する前に、クリエイティブ制作物のプロデューサは、十分
な経済的支援を得ることが可能であることができるため、クリエイティブ制作物の制作を
進めることが可能である。
【００５０】
　１つの実施形態において、提案された映画制作を検討する。映画を制作するために、映
画制作者は、制作用に財政支援または製品及びサービスを必要とする可能性がある。たと
えば、映画制作は、特定の場面で俳優に衣服を必要とする。この権利を買収し、最終的な
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制作物から生じる宣伝などの、一定の利益と引き換えに必要な衣料品を提供する権利に支
払いたい、いくつかの衣類製造業者がある可能性がある。これは、ときとして『プロダク
ト・プレイスメント』と言われる、出資の一形態である。
【００５１】
　出資は一般に、出資される当事者の制作物と関連した利用可能な商業的可能性への利用
権への代償として出資される当事者へ現金または現物支給で支払う商業上の約定である。
クリエイティブ制作物のコンテキストにおいて、利用可能な商業的可能性は、プロダクト
・プレイスメントの権利（クリエイティブ制作物がメディアに定着する『事前に』、また
は前に、及びクリエイティブ制作物の『現場内に』、または中に存在することができる）
を有することができる。利用可能な商業的可能性の別の実施例は、衣類製造業者により制
作された広告キャンペーンへの参加を通じてもたらされる、キャラクタまたはタレント・
エンドースメントの権利（クリエイティブ制作物の「現場外に」、または外に存在するこ
とができる）を有することができる。利用可能な商業的可能性の再度の別の実施例は、た
とえば、地上伝送、地上デジタル伝送、ケーブル伝送、衛星伝送、またはインターネット
、ワールド・ワイド・ウェブ若しくは同様のコンピュータ・ネットワーク上のインターネ
ット・プロトコル・スイートを介する伝送などの、任意の電気通信を介してクリエイティ
ブ制作物を送信する、または受信するために使用された、規格を符号化する、またはフォ
ーマットすることで、任意の視聴者へクリエイティブ制作物の配信を通じてもたらされた
、放送権または配信権または展示権（著作権がメディアに定着した『事後に』、または後
に存在することができる）を有することができる。
【００５２】
　慣習的に、このような商業上の約定についての契約は、条件が交渉により達成された後
に、ビスポーク合意を使用して双務的で決済済みの、直接に当事者らの間で仲介される傾
向がある。提案されたクリエイティブ制作物で属性についての契約を交渉することに興味
のある相手方当事者をみつけること、及びその逆のことも、権利保有者にとって時間がか
かり、努力が必要である。条件を交渉することは、時間がかかり、努力を必要とし、合意
された条件に基づき当事者らの間で契約を起草することは、さらに時間がかかり、努力を
必要とする。したがって、相手方当事者にマッチングする場合に、つぎに、契約が一意で
作成されなければならないために、任意の解決は、高い取引コストを招く。この方式で、
提案されたクリエイティブ制作物での属性についての契約を交渉することは、退屈であり
、時間がかかり、手作業である。より少ない契約を意味する高い検索及び取引コストを記
載する。これは、クリエイティブ制作物の制作での投資不足をもたらし、正味の効果が自
己表現、クリエイティブ雇用、または文化的多様性などの社会的便益の抑制であるような
、社会に死荷重を課す。
【００５３】
　対照的に、権利が最初に『作成』され、つぎに売却されるシステム及び方法を本明細書
で記述する。それは、法的権利の実施形態として、登録された権利保有者が標準契約、ま
たは正式に実行された標準書面契約書を発行するという意味で作成される。これは、提案
されたクリエイティブ制作物の属性の法的権利を、関連する著作権法、または関連する法
律に定められた手順により標準契約へ割り当てることで行われる。多くの契約は、検索に
より各発見可能な、利用可能なオプション・メニューから、登録された参加者へこのシス
テムでの選択のために利用可能である。各契約は、所有物の特性及び構造を有する。それ
は、特定の法的権利について、定義されるもの、または対象として機能する標準的な法律
文書として事前に準備される。たとえば、標準的な法律文書は、『放送権』の対象として
機能するシステムに存在することができるため、つぎにこの放送権は、この標準的な契約
について定義するものになる。つぎに各契約は、すべての法的権利について、一方の事業
体の資産、及び他方の事業体の負債を生み出す。提案されたクリエイティブ制作物の属性
での特定の法的権利を特定の契約に割り当てると、権利保有者は、この契約のいずれかの
条件を受け、それが売却される、または彼らにより無効されるまで、彼らが作成した、ま
たは発行した契約の有益な所有権を取る。非伝統的な商品として、各契約は、その契約で
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取引したいシステムに登録されたそれらの他の当事者らにより設定された時価評価額で、
何度もシステム上の商品のように引き換えられることが可能である、取引可能な資産とみ
なされる。この方式で、提案されたクリエイティブ制作物の権利保有者は、提案されたク
リエイティブ制作物の属性に対する「権利を作成し」、効果的に、彼らがその提案された
クリエイティブ制作物に関して共有したい、または委譲したい特定の決定として検討され
ることができ、つぎに、それを具体化する関連する契約の保有者が保有する、その共有さ
れた、または委譲された決定を許可する。この方式で、提案されたクリエイティブ制作物
についてのいずれかの決定は、売却の標準契約により、契約の購入により取得される、ま
たは契約の売却により譲渡されることが可能である。システム上で権利を作成するプロセ
スを自動化するため、提案されたクリエイティブ制作物できめ細かな決定を保持するよう
に契約を結ぶことが可能である。順に、決定は、利害関係者の幅広いポートフォリオに統
合されることが可能である。
【００５４】
　１つの実施形態において、システムは、提案されたクリエイティブ制作物のプロデュー
サが作品の制作に関する契約を手配することを可能にする技術的な解決策を提供する。具
体的に、コンピュータ実装システム及び方法を記述し、これらにより、
　プロデューサは、クリエイティブ制作物の属性を出資のような、契約に変換する構造化
された方式を備え、
　潜在的な出資者は、クリエイティブ制作物の属性に対して発行された、出資のような、
契約を検索し、見つけ出し、購入する構造化された方式を備え、
　契約の供給及び需要のマッチングについての詳細は、自動化され競争力のある入札プロ
セスにより部分的に決定されることができ、
　取引市場は、クリエイティブ制作物の属性に対して発行された契約の譲渡または購入を
促進する。
【００５５】
　別の実施形態において、契約の実施例は、クリエイティブ制作物のプロデューサに定め
られた条件下で場面にアーチファクト（たとえば、小道具、タレント、場所など）を配置
させ、カメラに記録させ、画面上に出現させる製品配置契約の権利である。
【００５６】
　別の実施形態において、契約の実施例は、クリエイティブ制作物のプロデューサに定め
られた条件下で場面にアーチファクト（たとえば、小道具、タレントなど）を統合させ、
カメラに記録させ、画面上に出現させる製品統合契約の権利である。
【００５７】
　別の実施形態において、契約の実施例は、定められた条件下で、クリエイティブ制作物
のプロデューサに場面からタレントまたはキャラクタのいずれか一方を広告キャンペーン
（映画著作権に関連する場合とそうではない場合がある）に配置させるタレント・エンド
ースメント契約の権利、またはキャラクタ・エンドースメント契約の権利である。
【００５８】
　別の実施形態において、契約の実施例は、技術（たとえば、地上波放送など）、地域（
たとえば、オーストラリア）、期間（たとえば、２０１５年夏）などのような定められた
条件下で任意の電気通信技術を使用して、契約の保有者がクリエイティブ制作物を視聴者
へ放送する、または配信する、または展示することをプロデューサに許可させる放送契約
の権利、または配信契約の権利、または展示契約の権利である。
【００５９】
　別の実施形態において、契約の実施例は、定められた条件下で、有効な相手方当事者が
有効期限に、または有効期限前にオプションを行使することを選択する場合に、発行者に
指定された価格の提案されたクリエイティブ制作物の法的権利（たとえば、放送権など）
を放棄させる、移譲させる、またはこれのライセンスを供与させるオプション契約の権利
（たとえば、放送オプションなど）である。
【００６０】
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　別の実施形態において、契約の実施例は、クリエイティブ制作物を放棄するオプション
契約の発行者の不履行などの所定のデフォルトの誘因イベントにおいてのような、定めら
れた条件下で、発行者にオプション契約の保有者と金銭的に決済させることができるデフ
ォルト・スワップ契約の権利である。
【００６１】
　別の実施形態において、契約の実施例は、固定金利で定められた期間のような、定めら
れた条件下で、発行者にクリエイティブ制作物からの現金流出入を移転させることができ
る担保付債務契約の権利である。
【００６２】
　本発明の実施形態は、この契約を取引するデータ処理システムとして動作することで、
クリエイティブ制作物の属性に対して発行された契約を調整する手段を提供する。具体的
に、システムでプリビジュアライゼーションにより描写された提案されたクリエイティブ
制作物に基づき標準化された契約の取引のために、スクリーン・ベースの電子的に自動化
された金融取引所及び取引システムを提供する。このシステムは、契約のために指定され
た取引所である。それは、相手方当事者の注文にマッチングするために公開で、競争の激
しく、効率の高い取引所での契約の売り手及び買い手の共同を促進する。このシステムは
、契約に関係がある事項、法的権利、提案されたクリエイティブ制作物を現在表現するプ
リビジュアライゼーションの使用、及びいずれかのクリエイティブ制作物のチェーン・オ
ブ・タイトルを管理する。それは、最高の現在の買い値、または売り値契約価格を格納し
て取得し、買い注文または売り注文の権利を与え、注文を決済し、明細を報告する、契約
のすべての方式を列挙する。それは、価格発見及び価格危機管理を促進する。このシステ
ムは、市場参加者にヘッジ機能を提供し、新規のクリエイティブ制作物の制作のための資
金を調達する機会を創出する。このすべては、興行主が雇用のような一定の社会的利益を
育む新規のクリエイティブ制作物を制作することを援助する。
【００６３】
　このシステムの特徴は、それが取引を行った後に契約書を書くことと分けることである
。慣習的に、契約書は、条件に合意した後に書かれたが、ここで契約書は、当事者らが取
引に入る前に最初に書かれることが可能である。この方式で、取引前に存在することで、
契約書は、取引の基礎となる。この契約書は、提案されたクリエイティブ制作物のプリビ
ジュアライゼーションに対して定められる。各契約書は、取引可能な資産、または非伝統
的な商品、提案されたクリエイティブ制作物に法定金利の証拠を示す占有権である。これ
は、それが基づくクリエイティブ制作物が基礎とする現物市場を有するためである。この
ようにして、契約は、「契約、それは一方の事業体の金融資産及び他方の事業体の金融負
債を生じさせる」として、国際会計基準第３２号及び第３９号により定められる。この方
式で、システムは、それがクリエイティブ制作物の属性を決定するより多くの見込みのあ
る取引パートナーへのアクセスをクリエイティブ制作物の著作者に与える場合に、商品取
引所と言われることも可能である。
【００６４】
　提案されたクリエイティブ制作物のプリビジュアライゼーションは、プリビジュアライ
ゼーション・タイプ（たとえば、ストーリーボード、スクリプト、フォーマット、プロト
タイプ、バーチャル・リアリティ、特許権など）、一般的な詳細（たとえば、タイトル、
公開日／地域、ターゲット層など）、開発状態（たとえば、制作前、制作、制作後など）
、態様（たとえば、場面、ページ、プレーンなど）、属性（たとえば、小道具、衣服など
）、ニュース（たとえば、属性での変更など）、及び同様のもののような、パラメータに
よりソートされたデジタル・メディア・フィルム（たとえば、デジタル画像、デジタル・
ビデオ、デジタル・オーディオ、デジタル・テキスト、コンピュータ・シミュレーション
・ライフ、コンピュータ支援設計、または同様のもの）によりこのシステム上に記録され
る。
【００６５】
　このシステムは、プリビジュアライゼーションに対して各定められた、たとえば、配置
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権、統合権、エンドースメント権及び放送権のような、多くの標準化された契約のうちの
いずれか１つを発行するために、グラフィカル表記を使用してそれへ情報を割り当てるこ
とでプリビジュアライゼーションにタグを付ける。このシステムが注文駆動型市場の原則
に基づく場合に、それは、さまざまな取引所で取引された契約を提示することが可能であ
る。他の実施形態において、本明細書で開示された方法及びシステムは、他の契約に関し
て、追加の要素、ステップ、インストラクションまたはデータ構造を含むことができる。
【００６６】
　本明細書で使用されるように、用語『購入』及び『売却』は、トレーダーとも言われる
、システム上に登録された買い手及び売り手会員間の標準契約の取引を参照する。トレー
ダーは、このシステムのクライアントである。トレーダーがこのシステム上で売り手から
標準契約を購入するときに、その契約の所有権は、一方から他方へ移譲され、それぞれの
会員アカウントは、借方記入／貸方記入が行われる。会員アカウントは、識別子、氏名、
取引詳細、損益、残高、チェーン・オブ・タイトル、及び同様のものを含む、さまざまな
詳細を記録することができる。システム上で仲介された市場力は、各契約の公正価値を決
定する。市場価格は、可変であり、時価評価基準で調整される。それは、継続して、定期
的に、所定の期間に、指定された日付／時刻で、または市場価格を更新するために任意の
他の既知の、若しくは後に開発された規約で、更新される。
【００６７】
　また本発明の実施形態は、リアルタイム取引のための方法及びシステムを提供する。特
に、インターネットのようなコンピュータ・ネットワーク経由で複数のトレーダー間での
、標準契約、または権利のリアルタイム取引のためのシステムを開示する。このシステム
は、コンピュータ・ネットワーク、市場サーバ、及び複数のトレーダー・クライアント（
本明細書で『キー局』と言われる）を含み、２人以上の人間のトレーダーにより操作され
ることが可能である。市場サーバは、コンピュータ・ネットワークへ接続される。市場サ
ーバは、ほぼリアルタイムに取引注文をマッチングして処理することが可能である。キー
局は、コンピュータ・ネットワークへ接続されるため、各キー局は、市場サーバと、及び
相互に通信することが可能である。各キー局は、市場サーバへほぼリアルタイムにコマン
ドを送信し、市場サーバから更新されたほぼリアルタイムのデータを表示する。各キー局
は、サーバから受信するような、基礎となるプリビジュアライゼーションなどの人間のト
レーダーへの追加情報を提供することが可能である。
【００６８】
　リアルタイム取引は、キー局を介して電子オーダー・ブック上へ、契約または権利につ
いて、売り手からの売り注文を入力することを備える。システムは、この売り注文を、契
約についての逆指し値注文と関連付ける。買い注文は、買い手と関連する。注文は、市場
規則により設定されるように、彼らの詳細を格納されたパラメータと比較することで実行
の適格性を得られる。注文は、電子マッチング・エンジンが実行のマッチングを推奨する
まで待機する。売り注文及び買い注文間の提案されたマッチングは、市場規則により設定
されるような、所有者のロジックを使用して行われる。マッチングは、トレーダーにより
プログラミングされ、自動または手動のいずれか一方で受け入れられることが可能である
。システム上の取引に対する当事者らは、マッチングされるまで互いに知り合いではない
が、その後取引を決済する前に互いに知り合いになることができる。取引は、買い値が売
り値より低くないような、プログラミングされたロジックに応答して自動で実行されるこ
とができる。
【００６９】
　このマッチング・エンジンは、所有者のロジックを使用して注文にマッチングする条件
を判定するコンピュータ実装アルゴリズムである。交換を促進するために、マッチング・
エンジンは、標準契約の各適格注文についての最高買い呼値及び売り呼値のような、定め
られたパラメータ内で最良の適合を見つけ出すように機能する。市場規則に従い、取引の
実行は、たとえば、推奨されたマッチングが自動的な同意または手動的な同意のいずれか
一方で、権利保有者により承認されなければならない、条件付きであることができる。こ
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の事例において、権利保有者が同意すると、このマッチングは、有効であると言われる。
売り手または買い手は、マッチングを受け入れると、いずれかのパラメータは、トレーダ
ーに更新され報告される。
【００７０】
　この方式で、著作権取引所は、上場された契約が売り手及び買い手間で取引されること
が可能である自動電子取引プラットフォームを提供する。システムは、買い手を見つけ出
す手段を売り手に与えるのと同じように、それは、買い手に彼らの戦略が本当に必要であ
る場合にポジションを売却して終了するために売り手になる効率の良い手段を与える。こ
のようにして、システムは、取引所として機能し、改善された相手方当事者の調整を促進
する。これは、人々がコンピュータ実装証券取引所を通して企業の繁栄に関与することが
できる方式に類似した方式で、提案されたクリエイティブ制作物の繁栄に会員が関与する
ことを可能にする。
【００７１】
　キー局コマンドは、市場サーバがほぼリアルタイムで他のキー局へ取引注文及びいずれ
かの実行を配信する取引注文を含むことができる。各キー局は、複数の入力方法のうちの
いずれか１つを提供することでコマンドの入力を促進し、コマンドの提出を援助すること
が可能である。このような入力方法は、グラフィカル・ユーザ・インタフェースの原理を
使用することを伴うことができる。キー局は、所有者の注文入力言語を提供しキー局とイ
ンタフェースで接続し、たとえば、コマンドを市場サーバへ提示する、複数のキー局から
市場サーバへ提示されたコマンドに基づき動作する、または提示されたコマンドについて
市場サーバからの情報を表示することで、コマンド入力を促進することができる。トレー
ダーは、キー局を介して市場サーバへ提示されたコマンドを入力する。このように入力さ
れたコマンドは、プリビジュアライゼーションにより描写されたいずれかの提案されたク
リエイティブ制作物に関していずれかのトレーダーから発行されることが可能である。
【００７２】
　基礎となる提案されたクリエイティブ制作物、または商品に関する提示されたコマンド
についての市場サーバからの情報、及び結果として生じるサーバ・アクションは、キー局
のうちのいくつか、またはすべてにほぼリアルタイムで表示されることが可能である。こ
のように表示された情報は、任意の数のパラメータに応じて複数のウィンドウにパースさ
れることができる。
【００７３】
　さまざまな市場規則のいずれかは、たとえば、会員アカウントで利用可能な残高が不十
分である場合に取引注文コマンドが実行から排除されることができる、取引注文コマンド
が第三者によるような、さらにコマンドに基づき動作する前に妥当性確認されることがで
きる、または少なくとも２人のトレーダーの取引注文コマンドが１セットの市場規則によ
りマッチングされることができるような、キー局を介してトレーダーにより提示されたコ
マンドに基づき動作することができる。
【００７４】
　特異性のために、限定しないが、トレーダーがエンド・ユーザ・クライアント（広告主
、マーケター、ブランド・マネージャ、または同様の人のような利害関係者とも言われる
）、及び値付け業者のクライアント（ブローカ・ディーラ、またはデザイン事務所、クリ
エイティブ・エージェンシ、広報機関、イベント・プロデューサ、メディア・エージェン
シ、法律事務所、または同様のもののような専門家とも言われる）の両方を含むと想定さ
れる。専門家は、このシステムへのアクセスをエンド・ユーザ・クライアントに提供する
クライアント・クラスである。この方式で、専門家は、エンド・ユーザ・クライアント及
びこのシステム間で作業することができる。
【００７５】
　専門家は、加入者キー局インタフェースを介して直接にプラットフォームにアクセスし
、上場された契約についての取引に応じる。専門家のクライアント、すなわち利害関係者
は、専門家によりホストされた非加入者キー局インタフェースを介して取引プラットフォ
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ームにアクセスすることができる。このようにして、専門家は、このシステムへ直接に加
入しながら、利害関係者は、専門家を介して間接的に加入する。専門家及び利害関係者の
両方は、一般的な詳細（たとえば、タイトル、公開日／地域など）、属性（たとえば、小
道具、ページ、ジャンル、ターゲット層、タレント、場所など）、状態（たとえば、開発
、制作前、制作、制作後、公開など）、ニュース（たとえば、属性変更など）、注文タイ
プ（購入、売却）、契約クラス（たとえば、権利、デリバティブなど）、契約種類（たと
えば、制作、放送など）、契約タイプ（たとえば、オプション、デフォルト・スワップ、
債権など）、契約買い呼値／売り呼値、及び同様のもののような、関連するパラメータ内
のプラットフォームに注文詳細のログを取ることができる。
【００７６】
　専門家は、契約を保有するリスクを受け入れ、彼らが保有する各契約の価格を設定する
義務を負うことで、契約のための取引に応じる。専門家は、利害関係者の取引要請に応え
ることでシステム内への注文フローを制御する。彼らは、彼らが取引に応じる契約につい
ての買建値または売建値を作成することで買い手に売却し、売り手から購入し、利害関係
者の顧客のために競争する。価格は、キー局を介して可視である、相場システムを介して
、またはさまざまな指数のうちのいずれか１つの部分として報告される。専門家は、注文
を受信すると、彼らは、彼ら自身の在庫から売却する、または反対売買を探す。彼らは、
流動性を提供し、取引コストを削減し、取引を円滑にするサービスの代償として設定され
る、価格間のビッド・アスク・スプレッド差により補償される。
【００７７】
　システムに上場された契約は、決済機関と言われる第三者により書き込まれる、保証さ
れる、または決済されることができる。決済機関は、トレーダー及び公衆を保護するため
に取引の公正かつ公平な原則を擁護するために、システムを規制して厳重に監視する。決
済機関は、リスクを軽減し、活発な取引所を構築し、市場の健全性を育む。それは、会員
間の不履行のリスクを相互的にすることでこれを行うことができる。この目標のために、
決済機関は、各会員を認定し、システムの健全性を擁護することができる。それは、監視
、調査、健全性監督及びシステミック・リスク・コントロールを使用して、システムが公
正かつ公平な取引を確保するプロセスを監督する。決済機関は、すべての専門家の売り手
への買い手であり、すべての専門家の買い手への売り手である。この方式で、それは、当
事者らに個人の代わりに決済事業体と取引させることで２つの相殺ポジションを保持する
。これは、市場の健全性を育む。決済機関は、効率的に、決済不履行のリスクをそれ自体
に集中させるため、システムからの相手方当事者のリスクのいずれの影響も取り除く。
【００７８】
　決済機関は、たとえば、すべてのマッチングの詳細、推奨されたマッチングが決済され
たかどうか、マッチングが決済された価格、契約タイプ、原資産詳細、及び同様のものの
ような、トレーダーへさまざまな報告を生成することが可能である。他の業績指標は、た
とえば、売買高（たとえば、毎日の取引契約）、総取引額（たとえば、１日の終わりの合
計時価総額）、専門家の数、利害関係者の数、システムに参加するすべてのトレーダーの
総数、及び同様のもののようなシステムにより報告されることも可能である。
【００７９】
　売り注文が買い注文とマッチングされ、任意の市場規則が満たされる場合に、このよう
な提案されたクリエイティブ制作物の著作者は、マッチングを承認し、決済機関は、これ
らのトレーダーを決済し、そのときマッチング・イベントは、発生すると言われることが
でき、取引は、実行されることが可能である。実行された取引は、買い手から売り手へ決
済機関を介してお金を支払ったことを意味する、決済と言われる。契約の決済、すなわち
、買い手から決済機関への支払いは、一定期間にわたり発生することが可能である。決済
すると、決済機関は、決済機関により専門家へ割り当てられた格付けに応じて、期日まで
に支払い可能ないずれかの残高を有する全未払金、または未払金の一部のいずれか一方の
専門家の支払いを必要とする可能性がある。将来の日付で支払い可能な、この部分、また
は証拠金は、関係立場または現金準備金を考慮に入れることができる、決済機関により設
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定された彼らの格付け及び任意の規則に基づき各専門家により異なる可能性がある。証拠
金は、支払い可能な金額の０～１００％の範囲にあることができる。
【００８０】
　決済時に、提案されたクリエイティブ制作物の属性は、提案されたクリエイティブ制作
物の現在の代用物として機能する、プリビジュアライゼーションで、著作者が好む状態か
ら、期待して、したがって決定する状態へ変更する。所期の属性に基づき、つぎに作品は
、制作され、公開されることが可能である。この方式で、本発明の実施形態は、彼らがそ
れを制作する、または公開する前に、提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の属性
を著作者が効率的に決定することを支援することができる。
【００８１】
　図１３は、本発明の実施形態に従い、提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部
分に関して権利の移譲を促進するための全体的な方法を表現するフローチャート図である
。操作シーケンスは、以下に概説される。操作１３１０で、サーバ処理システムは、権利
保有者が保有する提案されたクリエイティブ制作物の描写、及び提案されたクリエイティ
ブ制作物の１つ以上の部分の選択を示す第一データを第一処理システムから受信し、選択
された１つ以上の部分と関連した権利は、売却のために利用可能である。操作１３２０で
、サーバ処理システムは、データベース内に第一データを格納する。操作１３３０は、売
却のために利用可能な１つ以上の提案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分への
権利を識別する検索クエリを示す検索データを、入札する当事者により操作された第二処
理システムから、受信するサーバ処理システムを伴う。操作１３４０で、この検索クエリ
に基づきデータベースの検索を行う。操作１３５０は、第二処理システムを介して入札す
る当事者へ検索結果を転送することを伴う。操作１３６０で、サーバ処理システムは、提
案されたクリエイティブ制作物の１つ以上の部分の少なくともいくつかと関連した権利を
購入する入札を受信する。つぎにこの入札を第一処理システムへ転送する（操作１３７０
）。操作１３８０で、第一処理システムは、権利保有者により入札の受諾を受信する。最
後に、操作１３９０は、著作者から入札する当事者へ提案されたクリエイティブ制作物の
それぞれの１つ以上の部分の権利の移譲を示す移譲された権利データを、データベース内
に格納することを伴い、入札する当事者は、購入された権利に従い公開されるときに、提
案されたクリエイティブ制作物のそれぞれの１つ以上の部分の提示を制御することが可能
である。
【００８２】
　本発明のさまざまな態様を実装することができる適切で技術的な動作環境１００の実施
例は、図１で示される。この環境は、適切な環境の唯一の実施例であり、本発明の使用ま
たは機能性の範囲に関していかなる制限も示唆することを意図されない。この環境内で、
コンピュータ・システム１０２の処理部１０６は、コンピュータ実行可能インストラクシ
ョンを実行して、本明細書で開示されるような機能性を提供する。メモリ部１０４は、コ
ンピュータ・システム１０２により実行される、コンピュータ実行可能インストラクショ
ンを格納することができる。コンピュータ実行可能インストラクションは、１つ以上のモ
ジュール、またはエンジンからなることができる。キー局を使用してエンジンにアクセス
することができる。コンピュータ・システム１０２は、１つ以上のキー局コンピューティ
ング・デバイス１０８（たとえば、パーソナル・コンピュータ、ハンドヘルド・コンピュ
ータ、ウェアラブル・コンピュータなど）、または入出力デバイス１１０（たとえば、マ
イクロフォン、マウス、トラックボール、トラック・パッド、キーボード、画面、テレビ
、スピーカ、コンピュータなど）へ接続されることができる。データベース１１４は、た
とえば、プリビジュアライゼーションまたは契約を定める際に有益な情報を含むことがで
きる。データベース１１４、コンピュータ・システム１０２、キー局コンピューティング
・デバイス１０８または入出力デバイス１１０は、有線または無線通信ネットワーク１１
６を介して接続されることができる。
【００８３】
　当業者に知られているいずれかのデータ処理装置は、１つ以上の電子プロセッサ、デー
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タ入力装置、機械可読メモリ及びデータ出力装置を相互接続するいずれかの共通バス・シ
ステムのような、システムを実装することができる。このようにして、複数の処理部、メ
モリ部、データベース、デバイスまたはキー局は、技術的な動作環境１００を含むことが
できる。さらにこのシステムは、いずれかのメモリ部１０４に存在する、記述されるよう
な方法を具体化する１つ以上のセットのコンピュータ実行可能インストラクションにより
実装されることができる。またこのシステムは、インターネットのような、いずれかのネ
ットワーク１１６を介してグローバルにアクセス可能であり、ウェブ・ベースの電子プラ
ットフォームとして具体化されることができる。表現された環境１００は、適切な動作環
境のみを示し、解決策の使用または機能性の範囲について制限を示唆することを意図され
ない。当業者は、図１に示されたトポロジが例示であり、示された構成要素が複数の代替
のトポロジにより本発明のさまざまな実施形態を反映することに関することができること
を理解するであろう。
【００８４】
　本発明の一方の実施形態において、キー局コンピューティング・デバイス１０８のユー
ザは、インターネットのような通信ネットワーク１１６を介してコンピュータ・システム
１０２に接触し、提案されたクリエイティブ制作物のプリビジュアライゼーションとして
１つ以上のデジタル・メディア・ファイルをアップロードすることができる。つぎにユー
ザは、本発明を使用して、メディア・ファイルに対して標準契約を定めることが可能であ
る。本発明の他方の実施形態において、キー局のユーザは、システムで利用可能な標準契
約についての注文を入力し、決済に関して現金を振り込む銀行口座を示すことができる。
さらに別の実施形態において、キー局のユーザは、デジタル・メディア・ファイルの形式
で、制作されたクリエイティブ制作物をアップロードし、この作品、及び出力デバイス１
１０を介して作品の属性と関連する手段を具体化する具体的に構造化されたメディア・プ
レイヤを使用して、それを公開することができる。
【００８５】
　構造化され便利なコンピュータ実装方式で、潜在的な出資者及びクリエイティブな作品
のプロデューサ間の出資契約の約定を促進するために、１つ以上の判定された属性を有す
る提案されたクリエイティブ制作物のプリビジュアライゼーションは、クリエイティブ制
作物、及びクリエイティブ制作物の属性と関連する手段の両方を具体化することが可能で
ある所有者のメディア・プレイヤを介してメディア内で、公開される、または定着する。
【００８６】
　本発明のさまざまな実施形態は、技術的な動作環境内で機能するコンピュータ実装プロ
グラミング・インストラクションを含む。本発明のこれらの実施形態は、テキスト及び図
面を参照して記述される場合に、記述されたシステム、方法及び特定の構造のさまざまな
修正形態または適合性は、当業者に明らかになることができる。本発明の教示に依拠する
すべてのこのような修正形態、適合性、または変形形態は、これらを通してこれらの教示
が当該技術分野を進歩させ、本発明の趣旨及び範囲内にあるとみなされる。そのため、こ
れらの記述及び図面は、本発明が図示された実施形態のみに決して限定されないことを理
解する場合に、限定する意味にみなされるべきではない。
【００８７】
　図２は、本発明のさまざまな実施形態において具体化されるように、プリビジュアライ
ゼーションの共通要素を描写する。この方式で、それは、１つ以上の態様のすべてとして
プリビジュアライゼーションを定め、各態様は、１つ以上の属性のすべてである。図２は
、態様内で、標準権利を属性に対して定める方式、及び標準デリバティブを標準権利に対
して定める方式を図式で説明する。標準権利及び標準デリバティブは、システム上で取引
可能な資産、または非伝統的な商品とみなされる、標準契約と集合的に言われる。
【００８８】
　図２は、システムが提案されたクリエイティブ制作物の属性を判定する前（図２ａ）、
及びこれをした後（図２ｂ）の、２つの状態を有するプリビジュアライゼーションを開示
する。プリビジュアライゼーションの第一状態（図２ａ）は、著作者が好ましい属性を明
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らかにする。第二状態（図２ｂ）は、著作者の選好により導かれるように、システムが判
定した属性を明らかにする。また図２は、このシステムにより判定されるように、プリビ
ジュアライゼーションの所期の属性（図２ｂ）から作成された公開された作品（図２ｃ）
を明らかにする。属性の実施例は、限定されないが、制作される作品またはその部分につ
いての能力、再制作される作品またはその部分の能力、実行される作品またはその部分の
能力、展示される作品またはその部分の能力、放送される作品またはその部分の能力、及
び同様のものを含む。
【００８９】
　図２は、提案されたクリエイティブ制作物（図２ｃ）の属性を判定する際に、概念的に
好ましい状態（図２ａ）、及び所期の状態（図２ｂ）間で反復的な変更を受けることがで
きる。著作者により判定された好ましいプリビジュアライゼーション（図２ａ）、ならび
に著作者及び利害関係者により判定された所期のプリビジュアライゼーション（図２ｂ）
間の反復的な変更は、システム上で標準契約の交換のために発生する。著作者は、システ
ム上で作品の標準契約を売却する第一ユーザである。トレーダーは、システム上で作品の
標準契約をその後購入する／売却するいずれかのユーザである。
【００９０】
　図３は、プリビジュアライゼーションが１つ以上のデジタル・メディア・ファイルの形
式でシステムに入力されることができる方法３００を開示する。必要な場合に、選択され
たプリビジュアライゼーション（３０２）は、データベース（３１０）内に格納される前
に、デジタル・メディア表現（３０４、３０６、３０８）に最初に変換される。デジタル
・メディア・ファイルは、任意のデジタル・フォーマット（たとえば、ＴＸＴ、ＪＰＥＧ
、ＰＤＦなど）で、任意のテキスト、画像、ビデオ、オーディオ、ソフトウェア、本、ま
たは同様のものであってもよい。デジタル・メディアは、任意のキー局１０８からシステ
ムに入力されることができる。入力されると、コンピュータ・システム１０２は、取引の
ために利用可能な契約を定められるプリビジュアライゼーション、ならびにこれらの契約
のためにシステム全体に存在する入札及びオファーのすべてのデジタル・メディア・ファ
イル表現のデータベース１１４を維持する。
【００９１】
　プリビジュアライゼーション４００の例示的な実施形態、すなわち、今後の映画のスト
ーリーボード（図４ａ）、及び今後の雑誌の発行の台割（図４ｂ）は、図４に開示される
。また他の提案されたクリエイティブ制作物についてのプリビジュアライゼーションの他
の形態は、適切であることができる。デジタル・メディアをプリビジュアライゼーション
としてシステムに入力すると、ユーザは、プリビジュアライゼーション（たとえば、映画
の場面０６、雑誌の裏表紙のページ内側など）の態様４０２として、ファイルを選択し、
それらの選択を定めることができる。態様は、１サブセットのプリビジュアライゼーショ
ンである。この方式で、プリビジュアライゼーションは、その態様のすべてに等しいこと
が可能である。態様を定めると、ユーザは、１つ以上の属性４０４（たとえば、映画の場
面０６内のギター小道具、雑誌発行の裏表紙のページ内側の広告スペースなど）による１
つ以上の態様のうちのいくつか、またはすべてを定めることができる。属性は、１サブセ
ットの態様である。このようにして、態様は、その属性のすべてに等しいことが可能であ
る。
【００９２】
　図５ａ～５ｈは、ユーザが態様の領域を選択してタグ付けすることでプリビジュアライ
ゼーションの属性を定めることが可能である方式を、段階的に示す。具体的に、それは、
１つの実施形態において、プリビジュアライゼーションの態様を選択した後に、調整可能
な境界線５０６を態様上に重ね合わせ属性を示すことができる方式を示す。これは、グラ
フィカル・ユーザ・インタフェース（図５ａ）により描写されるように、境界線及びプロ
パティ・ダイアログ・ボックス５０２をトリガするために、デジタル・メディア・ファイ
ルによりシステム上に画定された態様領域をクリックすることで行われることが可能であ
る。
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【００９３】
　一方の実施形態において、プロパティ・ダイアログ・ボックス５０２は、テキスト入力
フィールドまたはオプション・リストを含むことができる。ユーザは、たとえば、可変フ
ィールドにテキストを入力すること、または利用可能なオプションから選択することで、
プロパティ・ダイアログ・ボックス５０２に属性詳細を指定することが可能である。この
方式で属性を作成する５０４と、一意の識別子、属性詳細、メーカー詳細、及び同様のも
ののような詳細とともに、入力されたテキスト、または選択されたオプションのサマリー
証明書５０８を生成することができる（図５ｂ）。証明書は、この方式で態様、属性及び
標準契約のために作成されることが可能であり、つぎに証明書は、各特定かつ固有の詳細
を具体化することができる。
【００９４】
　他方の実施形態において、いくつかの、またはすべての証明書のリストを含む、証明書
サマリー・ボックス５１０に可視で要約され作成された各証明書を加える。証明書サマリ
ー・ボックス５１０は、データベース１１４内に格納されたいずれかの証明書の便利な表
現である。各証明書、または基礎となるプリビジュアライゼーションの詳細は、証明書サ
マリー・ボックス５１０内で入力を選択する（たとえば、証明書サマリー・ボックス内の
エントリ上にカーソルを置く）ことで表示されることができる。システムのいずれかの会
員は、キー局を介してこの方式で詳細を視聴することができる。図５ｂ、５ｃ及び５ｄは
、映画プリビジュアライゼーションについてのこのプロセスを図示し、図５ｅ～５ｈは、
雑誌プリビジュアライゼーションの事例を示す。
【００９５】
　図６は、１つ以上の契約がプリビジュアライゼーションに対して定められることができ
る、潜在的な論理フロー６５０を図示するフローチャート図である。具体的に、それは、
権利保有者６００または彼らのエージェント６０２がデジタル表現されたプリビジュアラ
イゼーション６０４を使用して、態様６０６、属性６０８、標準権利６１０、及び標準デ
リバティブ６１２を定めることが可能である方式を示す。この方式で、１つ以上の証明書
は、各プリビジュアライゼーション内で、定められた態様６１４、属性６１６、標準権利
６１８、または標準デリバティブ６２０のために生成されることが可能である。
【００９６】
　メディアから証明書を作成するために、システムは、メディア・エンジン７００を含む
。図７は、コンピュータ・システム１０２に常駐するコンピュータ実行可能インストラク
ション・モジュールであり、このシステム上でデジタル・メディア（たとえば、画像、テ
キスト、ビデオ、及び同様のもの）を操作するためのメディア・サービスをユーザに提供
するように構成される、例示的なメディア・エンジンのブロック図である。メディア・エ
ンジンは、プリビジュアライゼーション資産アルバム・コンポーネント７２０、デジタル
・メディア編集コンポーネント７３０、及びデジタル・メディア・タグ付けコンポーネン
ト７４０を含む。メディア・エンジンは、さまざまなコンポーネントからなるように記述
されるが、多少のコンポーネントは、メディア・エンジンを含み、まださまざまな実施形
態の範囲内にあることができる。デジタル・メディア操作の実施例は、制限なく、ユーザ
・アカウント内にプリビジュアライゼーション資産アルバムを作成すること、このアルバ
ムにデジタル・メディア・ファイルをアップロードすること、プリビジュアライゼーショ
ンの態様として１つ以上のデジタル・メディア・ファイルを定義すること、プリビジュア
ライゼーションの１つ以上の態様の属性を定義すること、属性に対する標準権利を定義す
ること、または標準権利に対して標準デリバティブを定義することを含む。メディア・エ
ンジンにより定義された、いずれかの態様、属性、標準権利または標準デリバティブは、
データベース１１４内に格納される。
【００９７】
　アルバム・コンポーネント７２０は、アルバムを作成する、または削除するように構成
される。アルバムは、デジタル・メディア・ファイルのコレクションであることができる
。アルバムのさまざまな実施形態は、デジタル・メディアを含む名前付きフォルダ、デジ
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タル・メディア・ファイルのリスト、及びその他のものを含む。このようにして、１つの
実施形態において、アルバムは、提案されたクリエイティブ制作物のプリビジュアライゼ
ーションと共に言われることが可能である任意の数の要素を含むことが可能である。さま
ざまな実施形態において、アルバムを作成することは、名前をアルバムに割り当てること
、アルバムについての詳細を記録すること、アルバム・コンテンツを視聴する、または修
正することが可能である人にアクセス権を割り当てること、及びその他のことを備える。
さらにアルバム・コンポーネント７２０は、１つ以上のアルバムについての情報を表示す
るように構成されることが可能である。いくつかの実施形態において、この情報は、アル
バム名と、アルバム・リストと、ユーザと関連したアルバム数と、アルバムごとの特権情
報と、アルバムごとのデジタル・メディア・ファイル数と、態様、属性、権利またはデリ
バティブのいずれかでタグを付けられているデジタル・メディアを含むアルバムと、すべ
ての売却されている権利またはデリバティブを保有するアルバムと、同様のものとを含む
ことが可能である。
【００９８】
　デジタル・メディア編集コンポーネント７３０は、システム及びユーザの利益のために
１つ以上のアルバムでデジタル・メディアを最適化するために、任意のアップロードされ
たデジタル・メディアを修正するように構成される。
【００９９】
　タグ付けコンポーネント７４０は、証明書サマリー・ボックス（たとえば、図５の５１
０）を介して、デジタル・メディアでの領域選択、証明書作成及び証明書表示を促進する
。タグ付けコンポーネントは、本発明にアップロードされたいずれかのデジタル・メディ
アで動作することができる。タグ付けコンポーネントは、１セットの機能を促進するよう
に記述されるが、多少の機能は、タグ付けコンポーネントを含み、まだタグ付けコンポー
ネントのさまざまな実施形態の範囲内にあることができる。
【０１００】
　図５ａ～５ｈは、異なるプリビジュアライゼーションでのタグ付けコンポーネント７４
０の機能性を例示する。１つの実施形態において、キー局を介して作業し、ユーザは、入
力デバイス１１０を使用し、態様内のポイントへカーソルを移動させ、そのポイント上で
クリックし、タグ付けコンポーネント７４０に選択された領域周囲に調整可能な境界線５
０６を配置させることが可能である。この境界線の性質またはサイズは、ユーザにより、
定着する、自動的に設定される、または判定されることができる。タグ付けコンポーネン
ト７４０は、第一に定義されなければならない態様、第二に定義されなければならない属
性、第三に定義されなければならない標準権利、及び第四に定義されなければならない標
準デリバティブのような順序で動作することができる。タグ付けコンポーネント７４０は
、ユーザのためのプロパティ・ダイアログ・ボックス５０２にオプション・リストを提示
し、各証明書を作成する際に選択し、つぎに証明書が作成されると証明書サマリー・ボッ
クス５１０を生成して維持するように構成されることができる。
【０１０１】
　提案されたクリエイティブ制作物の属性を判定するために、システムは、マッチング・
モジュール、またはマッチング・エンジンを含み、契約についての権利保有者及び利害関
係者をマッチングし、属性の形式及び機能を共同して判定する。マッチング・エンジンは
、著作者／権利保有者が多くの将来の利害関係者から関心の表現を彼らが求めることを支
援することで属性ごとに広範な利害関係者の予約を促進し、入札価格に基づき利害関係者
に優先順位を付け、最高額の入札に基づき利害関係者を選択することを支援する。マッチ
ング・エンジンは、著作者／権利保有者が属性について競合する入札の大規模なセットを
管理し、市場ベースのアプローチを使用して体系的に入札をランク付けすることを可能に
する。この方式で、権利保有者は、彼らが提案されたクリエイティブ制作物の最良の属性
を判定するように働く場合に利害関係者の選択を最適化する。
【０１０２】
　図８は、コンピュータ・システム１０２上のコンピュータ実行可能モジュールである、
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例示的なマッチング・エンジン８００のブロック図である。マッチング・エンジンは、属
性を判定するパートナーを見つけ出すマッチング・サービスをユーザに提供することが可
能である。所有者のロジックを使用して、それは、契約の意欲的な買い手、及び意欲的な
売り手を識別することでこのように行う。たとえば、売り呼値及び買い呼値が一致すると
きのような、買い手及び売り手間の特定の基準を満たすときに、マッチング・イベントは
発生すると言われる。マッチング・イベントが発生するとき、決済を完了するために、買
い手及び売り手は、通知され、詳細は、それぞれに提供される。
【０１０３】
　マッチング・エンジン８００は、そのサービスを配信するために機能的支援コンポーネ
ントを必要とする。マッチング・エンジンは、契約コンポーネント８１０と、契約に対し
てリストに記載されたシステムに存在する売り値及び買い値データの蓄積を含み、たとえ
ば、最高額の売り値または買い値、つぎに最高額の売り値または買い値、及びその他のも
ののような定められた表示深度範囲を有するオーダー・ブック・コンポーネント８２０と
、コンピュータ・システム１０２にデータを更新する、または表示するために使用された
キー局コンポーネント８３０と、時間順入力で所与の契約についてのオーダー・ブック内
の売り値及び買い値リストを自動的にマッチングするマッチング・コンポーネント８４０
と、システムを調整し、記録を更新し、ユーザ間の支払いを決済するために応答可能な清
算及び決済コンポーネント８５０と、アカウント・コンポーネント８６０とを含む。マッ
チング・エンジンは、さまざまなコンポーネントから構成されるように記述されるが、多
少のコンポーネントは、マッチング・エンジンを含み、まださまざまな実施形態の範囲内
にあることができる。
【０１０４】
　マッチング・エンジン８００は、分散交換システムとして動作することでユーザ間の契
約を取引する。それは、コンピュータ・システム１０２及びデータベース１１４とネット
ワーク１１６を介して相互接続された複数のキー局１０８を用いる動作環境１００の設定
を使用する。このような設定は、図１に示される。この設定は、契約について多くのユー
ザを調整し、ユーザを自動的にマッチングし、マッチングされたユーザ間の交換を成し遂
げるために使用される。ユーザを調整するこの方法は、当事者らの間での発見及び手動マ
ッチングの現在の店頭方法より効率的である。
【０１０５】
　マッチング・エンジン８００は、契約８１０のインベントリに対する買い及び売り注文
入力のオーダー・ブック８２０を維持する。キー局８３０のユーザは、入力デバイス１１
０を使用してキー局にデータ・エントリとして買い及び売り注文を提示することで、オー
ダー・ブックとインタラクトする。マッチング・コンポーネント８４０は、新規の注文、
及びいずれかの市場規則により同じ、または同様の契約についてのオーダー・ブックに記
録された以前の注文間のマッチングを見つけ出すように動作する。１つ以上のマッチング
を見つけ出す場合に、つぎにそれらをいくつかの、またはすべてのキー局へ戻り報告する
ことができる。取引は、著作者による手動または自動の承認のような、いずれかの市場規
則に従わねばならない、いずれかのマッチングされた注文について実行されることが可能
である。清算及び決済コンポーネント８５０は、市場規則により各注文エントリを妥当性
確認し、ユーザ・アカウント８６０間の資金のいずれかの移転を決済する。いくつかの、
またはすべてのキー局は、決済された取引のいくつかの、またはすべての詳細に関して更
新されることができる。マッチングを見つけ出すことが不可能である場合に、システムは
、注文エントリを破棄し、または後の処理のためにこのエントリを保持し、市場規則に従
い、この事例において、マッチングしない注文の詳細を１つ以上のキー局へ広めることが
できる。好ましくはすべての事例において、注文は、市場規則によりマッチングされるま
で、完了に向け処理される。
【０１０６】
　オーダー・ブック８２０のいくつかの、またはすべての注文のコピーは、キー局コンポ
ーネント８３０により維持され、１人以上のユーザへグラフィカル表示を生成する。いず
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れかのキー局は、オーダー・ブック８２０に可視性を有することが可能である。いつでも
、キー局８３０は、システムにリストされた所与の契約についての少なくとも最高価格を
示すデータ深度を表示することが可能である。最高価格は、契約を売却する最低売り値、
または契約を購入する最高買い値として定められることができる。価格は、キー局のユー
ザが市場活動を観測し、取引を実行しようとする際に市場に反対注文を入力するかどうか
を決定することが可能であるために、いずれかの関連する詳細とともに表示される。一方
のユーザからの買い注文または売り注文は、同じ、または同様の契約についての反対注文
を行う、または行わない他方のユーザへ可視であることができる。
【０１０７】
　マッチング・コンポーネント８４０は、それがオーダー・ブック８２０でみることが可
能である買い注文及び売り注文のコレクションに基づき買い手及び売り手間のマッチング
を行うことが可能である。マッチング・コンポーネント８４０は、たとえば、注文値が互
いの定義された範囲内にある、互いに等しい、若しくは最高額の買い値が最低額の売り値
より高い場合に注文をマッチングするように、より古いエントリがより新規の注文前にマ
ッチングされるように注文をマッチングするように、またはより低い信用格付けを有する
ユーザの前により良い信用格付けを有するユーザをマッチングするように注文をマッチン
グするように、市場規則を使用して１つ以上の買い注文、及び１つ以上の売り注文間のマ
ッチング・イベントを作成する。買い注文及び売り注文をマッチングすると、交換は、手
動で、または自動でマッチングされた注文間で実行されることが可能である。契約の売り
手がそれにマッチングされた買い注文を受け入れる、または契約の買い手がそれにマッチ
ングされた売り注文を受け入れる場合に、手動での実行は発生する。ユーザは、自由に、
推奨された最も良いマッチングから逸脱し、個人の基準に基づき任意にマッチングされた
注文を選択する。ユーザがシステムにマッチングを受け入れるための彼らの基準をプログ
ラミングする場合に、自動的な実行は発生する。最良のマッチングがプログラミングされ
た基準を満たす場合に、つぎにマッチングは、自動的に実行されることが可能である。
【０１０８】
　オーダー・ブック８２０は、ユーザへ買い注文及び売り注文を提示するために、キー局
８３０を介して任意の方式で設定され、表示されることができる。制限なしで、図９は、
買い値９３０及び売り値９４０側に分割されることができる、グラフィカル・ユーザ・イ
ンタフェース９００を介してキー局８３０がオーダー・ブック８２０の部分を提示する１
つの設定を示す。買い値側は、１つ以上の契約９２０を購入するすべての注文を含むこと
ができ、売り値側は、１つ以上の契約９２０を売却するすべての注文を含むことができる
。両側は、買い注文が左側に設定され、売り注文が右側に設定されるように縦の値の列９
０８についてのものとされることができる。両方の側での注文の合計は、１つ以上の契約
についての、市場、またはオーダー・ブックに等しい。
【０１０９】
　注文ボックス９０２は、市場での注文を描写する。注文の値は、注文ボックスの左上隅
に表示されることができる。追加の詳細は、たとえば、ユーザの詳細、有効期限、及びそ
の他のもののような、注文ボックスの右下隅に表示されることができる。注文は、ドル、
割引額、及びその他のもののような値のいずれかの単位であることができる。ユーザは、
たとえば、図１０のフローチャート図の形式で図示された、プロセス１０００に従うこと
によりキー局８３０を介してオーダー・ブックに注文を入力することが可能である。
【０１１０】
　キー局コンポーネント８３０は、キー局グラフィック・ユーザ・インタフェース９００
に、検索オプションをインタラクティブ検索ダイアログ・ボックス９１０に提供すること
で注文をする、好ましい契約をユーザにみつけさせる。買い注文を提示したいユーザは、
検索ダイアログ・ボックスを使用して、オーダー・ブックのすべての契約にクエリを行う
。このクエリが契約を戻す場合に、つぎにユーザは、オーダー・ブックにこの契約に対し
て買い注文を記録することが可能である。同様に、ユーザが契約を売却したい場合に、つ
ぎにユーザは、売り注文をする契約を識別する必要がある。売却する契約を識別するため
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に、ユーザは、彼らのユーザ・アカウント８６０から契約を選択し、または彼らのユーザ
・アカウント８６０にクエリを行い、適切な契約を見つけ出す。ユーザは、その後彼らの
アカウントの契約に対するオーダー・ブックに売り注文を記録することが可能である。
【０１１１】
　検索ダイアログ・ボックス９１０は、ユーザが注文をする契約を定めるために選択する
ことが可能である１つ以上の基準を含むことができる。ユーザが契約の所望の基準を定め
ると、彼らは、マッチング・エンジンに記録された契約の検索を実行するように指示する
。検索ダイアログ・ボックスに設定された基準は、たとえば、視聴者プロファイル（たと
えば、作品が１９～２７歳の女性の対象視聴者に適している）、公開／配信の地理的領域
（たとえば、作品がオーストラリアで公開される、または配信されることが予定される）
、作品が公開される／配信されることができる特定のチャンネル（たとえば、インターネ
ット、プリントなど）、作品が公開される／配信されることができる特定の期間（たとえ
ば、２０１６年９月１～１５日）、及び同様のものなどの作品に必要な基準のような、何
かに基づくことが可能である。検索結果９２０は、検索ダイアログ・ボックス９１０に入
力された特定の基準を満たすシステムに記録された証明書及びプリビジュアライゼーショ
ンの詳細を示す。検索結果９２０は、ユーザへキー局のグラフィック・ユーザ・インタフ
ェース９００を介して表現され、これ対する注文を記録するようにユーザのために準備さ
れる。ユーザは、このようなクエリから返されたいずれかの契約に対する注文を記録する
ことができる。
【０１１２】
　全体的な分散マッチング・システムは、キー局８３０が取引の性質に応じてオリジネー
タのキー局、または相手方当事者のキー局のいずれか一方であることができる概念の下で
動作する。この方式で、ユーザは、異なる取引についてのオリジネータまたは相手方当事
者の両方であることができる。したがって、キー局は、一方の実施例においてオリジネー
タのキー局、及び他方の実施例において相手方当事者のキー局であることができる。キー
局が第三者であり、取引に関与しない実施例があることができる。
【０１１３】
　全体的な分散マッチング・システムの制御は、注文を処理する方式を決定する１セット
の規則により動作する、コンピュータ・システム１０２により維持される。
【０１１４】
　コンピュータ・システム１０２は、エントリの時間順で特定の契約に対して注文を処理
する。記録された注文のビヘイビアは、エントリが現在の最高額のエントリより悪いとき
に、それが市場から拒絶される、または市場内の最高額のエントリの下で委任されるオー
クション市場へ類似する。エントリが現在の最高額のエントリに等しいとき、それは、市
場に受け入れられ、時間順で最後のエントリとして位置づけられる。エントリが市場側に
ついての既存の値より良いときに、オーダー・ブックのその側の現在のエントリは、取り
消される、または市場の下位ポジションへ降格されるかのいずれか一方である。エントリ
のビヘイビア方式は、コンピュータ・システム１０２が動作する市場規則に影響を受けや
すい。オーダー・ブックに注文をすると、最高の買い値が最高の売り値の範囲より高い、
これに等しい、またはこれの内にあるときにマッチングを試みる。１つ以上のマッチング
を見つけ出す場合に、各マッチング組、すなわち、注文ボックス９０２、または他の箇所
のいずれか一方で、買い手、売り手、契約及び相場について以下の詳細を与えることがで
きる。最高のマッチング９０４のサマリーは、キー局のグラフィック・ユーザ・インタフ
ェース９００に表示されることができる。
【０１１５】
　各キー局は、表示を生成する情報を必要とする。好ましくは、表示は、契約についての
正確な情報をトレーダーに提供するために、可能な限り最新のものである。コンピュータ
・システム１０２は、方式でサマリー・オーダー・ブックの使用を通じて分散されたキー
局間で１つ以上の契約についての１つ以上のオーダー・ブックから情報を配信することが
できることで、サマリー・オーダー・ブックは、技術的なデータ転送の効率を向上させる
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試みでオーダー・ブックからの１サブセットの情報を含むことができる。
【０１１６】
　図１は、いずれかのキー局１０８ａが取引を開始することが可能であり、いずれかのキ
ー局１０８ｂが取引への相手方当事者であることが可能であることを示す。したがって、
いずれかの時点で、取引に関連する１つより多い位置で１つより多いオリジネータの、ま
たは相手方当事者のキー局があることができる。オリジネータのキー局１０８ａ、及び相
手方当事者のキー局１０８ｂは、たとえば、オリジネータのキー局１０８ａがオーストラ
リアのシドニーにあることが可能であり、相手方当事者のキー局１０８ｂがオーストラリ
アのメルボルンにあることが可能であるように、互いから遠隔に設置されることができる
。加えて、キー局（１０８ａ、１０８ｂ）は、コンピュータ・システム１０２から遠隔に
設置されることができ、たとえば、オーストラリアのブリスベンにあることができる。
【０１１７】
　取引のメッセージ・フローは、市場規則により決定されたいずれかのプロトコルに従う
ことができる。実施例として、１つのプロトコルにおいて、キー局１０８ａは、コンピュ
ータ・システム１０２上に設置されたオーダー・ブックから契約についてのサマリー・オ
ーダー・ブックの表示を生成することができる。そのキー局１０８ａでユーザが買い注文
または売り注文を開始して入力したい場合に、この情報は、キーボードのような、任意の
入力デバイス１１０を介してキー局１０８ａへ入力されることができる。好ましくは、つ
ぎにこの注文は、キー局１０８ａでローカル・サマリー・オーダー・ブックを妥当性確認
され、更新される。注文が入力され、妥当性確認され、キー局１０８ａ上のローカル・サ
マリー・オーダー・ブックが更新された後に、注文情報から作成された取引メッセージは
、構築され、コンピュータ・システム１０２へ送信される。受信時に、取引メッセージは
、コンピュータ・システム１０２によりタイム・スタンプを押される。取引メッセージが
受信され、タイム・スタンプを押されると、つぎにコンピュータ・システム１０２は、取
引メッセージを受信していることをそれに報告するキー局１０８ａへ確認メッセージを返
送する。キー局１０８ａの表示は、取引メッセージが確認されるまで、『処理』、または
同様のものを読み出すことができる。つぎに取引メッセージは、当該の契約についてのデ
ータベース１１４に含まれたオーダー・ブックに対してコンピュータ・システム１０２に
より、好ましくは処理される。
【０１１８】
　確認注文が処理されオーダー・ブックに追加されると、そのエントリは、オーダー・ブ
ックのデータベース１１４に含まれた既存の買い注文または売り注文に対してマッチング
されることができる。いずれかの処理を完了すると、コンピュータ・システム１０２は、
オリジネータのキー局１０８ａ、及び相手方当事者のキー局１０８ｂのような分散ネット
ワーク内の潜在的にいずれかの他のキー局へ返送される出力メッセージを生成することが
できる。この出力メッセージは、オリジネータのキー局１０８ａ、または相手方当事者の
キー局１０８ｂ上に表示されることが可能である、１つ以上のマッチングされた注文のリ
ストのような、いずれかの情報を配信することができる。キー局からの単一の取引メッセ
ージは、それが買い値または売り値であろうとなかろうと、０、１つまたは複数のマッチ
ングをもたらす可能性がある。マッチングが発生する場合に、それは、最高額から最低額
への順序でオリジネータのキー局１０８ａ、または相手方当事者のキー局１０８ｂの画面
上に表示されることができる。つぎに、ユーザは、自由に、いずれかの市場規則に従い、
最高にマッチングした注文を選択し、それを受け入れる、または拒否するかのいずれか一
方である。
【０１１９】
　最高額の、及び最低額の注文は、相対的である。買い値側９３０で、最高値を有する『
最高額』の注文ボックスは、売り注文とマッチングされたすべての注文ボックスのスタッ
クの最上部にランク付けされるため、それより下のすべての注文ボックスは、より低い値
を有する買い注文を表す。売り値側９４０で、最低値を有する『最高額』の注文ボックス
は、買い注文とマッチングされたすべての注文ボックスのスタックの最底部にランク付け
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されるため、それより上のすべての注文ボックスは、より高い値を有する売り注文を表す
。このようにして、買い注文及び売り注文ボックスの両方は、値が最上部で最高から最底
部で最低に下る状態で、値によりソートされる。
【０１２０】
　図９で示されるように、オーダー・ブックの注文の時間エントリは、値の列９０８から
外側へ広がる。買い値側９３０が左にあり、売り値側９４０が右にある場合に、つぎに買
い値側９３０で、最も古い注文は、一番右側にありこの列に最も近く、最も新しい注文は
、左側にありこの列から最も遠い。同様に、売り値側９４０で、最も古い注文は、一番左
側にあり列に最も近く、最も新しい注文は、右側にあり列から最も遠い。この方式で、買
い値側で『最高額』の注文は、スタックの最上部にランク付けされ列に最も近く、買い値
側で『最低額』の注文は、最底部にランク付けされ列から最も遠い。同様に、売り値側で
『最高額』の注文は、スタックの最底部にランク付けされ列に最も近く、売り値側で『最
低額』の注文は、最上部にあり列から最も遠い。市場規則に基づき、それは、最高額の買
い注文、及び最高額の売り注文間で値のスプレッド９０６があることは、可能であること
ができる。
【０１２１】
　著作者は、新規公募の部分としてオーダー・ブックに売り注文を記録することで記述さ
れたシステムを使用して契約を売却することができる。このように行うことで、著作者は
、任意の数の技術を使用して、たとえば、オークション技術のような最高のオファーを求
めることができることで、彼らは、好ましい売り値を公表せずに、ユーザから買い値オフ
ァーを同時に求め、将来の買い手が提示したい最大の価格を公開させる。あるいは、契約
の保有者は、同時に買い値を求めながら、オーダー・ブックに売り注文を記録すること、
及び好ましい売り値を明らかにすることで契約を売却しようとすることができる。
【０１２２】
　属性は、本システムに従い判定されると、クリエイティブ制作物は、公開モジュール、
または公開エンジン１１００を介してメディアに定着し、商業的利用のような、さまざま
な目的のいずれかを満たすことができる。公開エンジン１１００は、コンピュータ・シス
テム１０２に常駐するコンピュータ実行可能インストラクション・モジュールである。図
１１は、インターネット・プロトコル・テレビ（ＩＰＴＶ）技術、オーバー・ザ・トップ
（ＯＴＴ）技術、または同様のものを介して出力デバイス１１０のような、メディアに作
品を定着させる、機械可読インストラクションを使用する例示的な公開エンジンを示す。
このような公開エンジンは、図１２ａ～１２ｆを参照して本明細書で以下に記述されるよ
うな機能を有するメディア・プレイヤを含むことができ、作品は、任意の数のパラメータ
に応じて複数のウィンドウにパースされることができる。このようにして、たとえば、一
方の実施形態において、ウィンドウは、サーバから非可逆的オーディオ／ビデオ・ファイ
ルを提供することで作品の部分を公開することができる（図１２ｃ）。他方の実施形態に
おいて、ウィンドウは、各パケットに提供されたデータに加えて、複数のパケット（パケ
ットｌｌ、．．、パケットｍｎ）（図１２ｄ）、または単一のパケット（パケットｍｎ）
（図１２ｅ，１２ｆ）を提供することで作品を公開することができる。各データ及びパケ
ットの組み合わせは、たとえば、非可逆的オーディオ／ビデオ・ファイルの作品の別の部
分を公開するウィンドウとともに、同時に（図１２ａ、１２ｂ）、または代替に提供され
ることができる。
【０１２３】
　公開エンジン１１００は、そのサービスを配信する機能的支援コンポーネントを必要と
する。このように、公開エンジンは、提案されたクリエイティブ制作物コンポーネント１
１２０、データ・コンポーネント１１３０、及びグラフィカル・ユーザ・インタフェース
・コンポーネント１１４０を含む。公開エンジンは、さまざまなコンポーネントからなる
ように記述されるが、多少のコンポーネントは、メディア・エンジンを含み、まださまざ
まな実施形態の範囲内にあることができる。
【０１２４】
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　ユーザは、コンピュータ・システム１０２によりデータベース１１４から提供され、１
つ以上のウィンドウ１２２０が出力デバイス１１０を介してレンダリングされる方式を決
定するグラフィック・ユーザ・インタフェース・コンポーネント１１４０を介して表示さ
れた、たとえば、非可逆的オーディオ／ビデオ・ファイル、電子パケット内のデータ、ま
たは同様のもののような、電子オブジェクトまたはデータ・コンポーネントとして表現さ
れることができる作品とインタラクトすることが可能である。ウィンドウは、グラフィカ
ル・ユーザ・インタフェース・コンポーネント１１４０で制御１２１０により規制される
ことができるため、いずれかのウィンドウは、いずれかの方式で表示されることができる
。ウィンドウ内のパケットは、いずれかの設定で、及びいずれかのサイズで具体化される
ことができる（図１２ｄ、図１２ｅ、図１２ｆ）。パケットは、他のパケットと、別々に
（図１２ｅ、図１２ｆ）、または同時に（図１２ｄ）出現することができる。それらは、
他のウィンドウ内の作品の属性に関連して同期して、または非同期で出現することができ
る（図１２ａ、図１２ｂ）。
【０１２５】
　作品は、作品コンポーネント１１２０及びデータ・コンポーネント１１３０からメディ
ア・プレイヤ１２００に提供されることができる。メディア・プレイヤを使用して、デー
タで作品の属性を調整することが可能であるため、データベース１１４からパケットに提
供されたデータは、静的、動的またはインタラクティブであり、たとえば、コンピュータ
実行可能インストラクション、ビデオ、オーディオ・データ、グラフィック、テキスト、
または同様のものを含むことができる。このデータは、たとえば、コンピュータ実行可能
コード（たとえば、フラッシュ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標、以下同じ）など）、
非可逆的ビデオ／オーディオ・ファイル（たとえば、ＭＰＥＧ、ＷＡＶなど）、画像ファ
イル（たとえば、ＪＰＥＧ、ＧＩＦなど）、テキスト・ファイル（たとえば、ＴＸＴ、Ｒ
ＴＦなど）、または同様のもののようないずれかのフォーマットであることができる。デ
ータは、たとえば、Ｃ＋＋、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ、Ｐｅｒｌ、Ｐｙｔｈｏｎ、Ｒｕｂｙ
、ＰＨＰ、ＨＴＭＬ、または同様のもののような、任意の既知の、またはまだ開発されて
いないコンピュータ実行可能プログラミング・プロトコル、規格または言語の使用により
パケットでレンダリングすることができる。静的データは、作品上でいずれのアクション
も実行しないとみなされることができる。動的データは、作品または作品の属性を制御す
るために使用される程度まで、作品上でアクションを実行するとみなされることができる
。インタラクティブ・データは、ウェブページのようなハイパーリンクされたドキュメン
トでのアクションのような、作品から独立して任意のアクションを実行するとみなされる
ことができる。
【０１２６】
　制限なしで、公開されたクリエイティブ制作物と関連したデータベースからパケットに
電子オブジェクトまたはデータ・コンポーネントを提供する権利は、メディア・プレイヤ
１２００で媒介されるように、契約のそれへ類似した方式でシステムで取引されることも
できる。
【０１２７】
　メディア・プレイヤ１２００は、ソフトウェア開発キット、及びプログラミング言語で
１つ以上のアプリケーション・プログラミング・インタフェースの実装を介して手動で、
またはたとえば、ソーシャル・メディア共有アクションのようなアクションにより自動で
有するいずれかの手段により、いずれかのソフトウェア・パッケージ、フレームワーク、
ハードウェア・プラットフォーム、コンピュータ・システム、モバイル・アプリケーショ
ン、オペレーティング・システムまたはいずれかの同様のプラットフォームに組み込まれ
ることができる。この方式で、クリエイティブ制作物は、いずれかの手段により、たとえ
ば、図１２ｇで示されるようなウェブサイト、またはスマート・フォン、コンピュータ・
タブレット、パーソナル・コンピュータ、スマート・テレビ、ＩＰＴＶプレイヤ、ＯＴＴ
技術、若しくは同様のもののようないずれかの出力デバイス１１０上で、モバイル・アプ
リ、ＴＶアプリ、若しくは同様の他の箇所のようないずれかの他のコンテンツに組み込ま
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れることができる。この方式で、クリエイティブ制作物の属性は、どこで作品を公開して
も発見可能にされることが可能である。
【０１２８】
　図１２ｈを参照して、メディア・プレイヤ１２００のインタフェースを示す。特に、メ
ディア・プレイヤ１２００のインタフェースは、第一部分１２９１及び第二部分１２９２
を含むことが可能である。第一部分１２９１は、デジタル映像作品を提示する。第二部分
１２９２は、デジタル映像作品の少なくとも一部分の権利を保有する入札する当事者（本
明細書で権利保有者）に関する１つ以上のデジタル・オブジェクト１２９３、１２９４を
提示するように構成される。権利保有者のうちの１人と関連したデジタル映像作品の１つ
以上の部分がデジタル映像作品の再生中に視聴可能であるときに、それぞれの当事者と関
連した１つ以上のデジタル・オブジェクト１２９３、１２９４をメディア・プレイヤ１２
００のインタフェースの第二部分１２９２内に提示する。
【０１２９】
　１つの形式で、メディア・プレイヤは、映像作品をホストするサーバ処理システムまた
は別の処理システムによりアクセス可能なメモリに格納されるコンピュータ・プログラム
である。コード片、たとえば、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔコード片は、ウェブページを定義す
るコードに組み込まれることが可能であり、ウェブページは、インターネットのようなネ
ットワークを介して、ウェブ・ブラウザを介して、または同様のものを介してサーバ処理
システムと通信する、視聴処理システムにより視聴されることが可能である。ウェブペー
ジのＪａｖａＳｃｒｉｐｔコード片の解釈または実行は、メディア・プレイヤ・コンピュ
ータ・プログラムへのアクセス権を有するサーバ処理システムとの通信をもたらす。結果
として、データは、メディア・プレイヤのインタフェースを示す視聴処理システムへ転送
され戻される。メディア・プレイヤのインタフェースは、ウェブページのフレーム内に提
示されることが可能である。
【０１３０】
　サーバ処理システムから受信したデータは、サーバ処理システムからストリーミングさ
れることが可能であるデジタル映像データ、及びデジタル映像データと関連した作品の少
なくとも一部分への１つ以上の権利を保有する１人以上の当事者らを示す権利データを含
むことが可能である。権利データは、ストリーミングされることができるが、再生進行に
基づき必要なときに、すべての権利データが単一のデータ・ブロック内で受信される、ま
たは複数の部分内に断続的に転送されることは、可能である。権利データは、デジタル映
像作品を示すデータのメタデータであることが可能である。
【０１３１】
　この権利データは、デジタル映像作品の１つ以上の部分と関連した１人以上の権利保有
者、及びこれらの権利保有者が保有するデジタル映像作品の１つ以上の期間を示すことが
可能である。たとえば、権利データは、デジタル映像作品の再生を提示するメディア・プ
レイヤ・インタフェース１２００の第一部分１２９１内で視聴可能である俳優が演奏する
ギターを権利保有者が提供した、１：０６～２：０４分間の期間にそれを示すことができ
る。結果として、このギターを提供した権利保有者と関連した１つ以上のデジタル・オブ
ジェクト１２９３、１２９４は、メディア・プレイヤの第二部分内に提示される。デジタ
ル映像作品の再生を続ける場合に、メディア・プレイヤ・インタフェース１２００の第二
部分内に提示される１つ以上のデジタル・オブジェクト１２９３、１２９４がさまざまな
権利保有者により保有されたさまざまな権利に基づき変更されることを理解するであろう
。このようにして、メディア・プレイヤ・インタフェース１２００の第二部分内への１つ
以上のデジタル・オブジェクト１２９３、１２９４の提示は、デジタル映像作品の再生の
特定の期間により同期される。権利保有者についての期間が経過すると、１つ以上のデジ
タル・オブジェクト１２９３、１２９４は、インタフェース１２００の第二部分１２９２
内にもはや視覚的に提示されることができない。
【０１３２】
　１つ以上のデジタル・オブジェクトは、デジタル映像作品の一部分の権利保有者と関連
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する、ロゴ、画像、テキスト、アニメーション、実行可能スクリプト若しくはプログラム
、ハイパーリンクとして具体化されるＵＲＬ、または同様のもののいずれかであることが
できる。さらに具体的には、上記の実施例に関して、入札する当事者がデジタル映像作品
の一部分への権利を確保し、権利保有者になるときに、１つ以上のデジタル・オブジェク
トを示すデータは、サーバ処理システムによりデータベース内にアップロードされ、格納
されることができる。デジタル映像作品が完成する、またはメディアに定着するとき、つ
ぎにデジタル・オブジェクトと関連したデータベース内に格納されたデータは、サーバ処
理システムにより使用され、この機能性を提供することが可能である。
【０１３３】
　権利データが権利保有者と関連したＵＲＬを示すイベントにおいて、メディア・プレイ
ヤ１２００の第二部分１２９２は、視聴処理システムの入力デバイスを使用して、視聴処
理システムの視聴ユーザにより選択されることが可能であるメディア・プレイヤ１２００
の第二部分１２９２内に提示された、１つ以上のハイパーリンク１２９４、またはインタ
ラクティブ部分１２９３を含むことが可能である。選択の結果として、新規のウィンドウ
、またはタブは、ＵＲＬと関連したウェブページを提示するウェブ・ブラウザにより開か
れることが可能である。たとえば、上記のギターの実施例を続行して、ギターを提供した
権利保有者と関連した第二パネルの対応するインタラクティブ部分１２９３の選択は、視
聴ユーザがこのギターを注文して購入することを可能にする、視聴ユーザに提示されるウ
ェブページをもたらすことが可能である。
【０１３４】
　さらに変形形態において、サーバ処理システムから視聴処理システムにより受信したデ
ータは、１人以上の権利保有者が保有する権利と関連したデジタル映像作品の一部分の境
界線１２９５を示す境界線データを追加で含むことが可能である。権利データについて上
記へ同様に、境界線データは、デジタル映像作品の現在の再生に基づき必要なときに、単
一のブロック内で、または代替に複数の部分内で受信されることができる。上記のギター
の実施例を続行して、境界線データは、デジタル映像作品の再生中に俳優が演奏している
ギターについての境界線１２９５をほぼ画定する物理的な空間を画定することが可能であ
る。図１２ｈで示された境界線１２９５が視聴可能であるが、これが単にわかりやすくす
るためであり、一般的に、視聴ユーザが境界線１２９５を視聴不可能であることを理解す
るであろう。視聴処理システムは、サーバ処理システムから受信したデータにより、視聴
処理システムの入力デバイスが境界線データにより画定された境界線１２９５内の領域を
選択する、またはこの領域とインタラクトするときに検出するように構成される。たとえ
ば、視聴ユーザは、ギターに近い領域上にマウス・デバイスと関連したカーソルを移動さ
せることができる。応答して、視聴処理システムは、権利保有者と関連したアクションを
実行するように設定される。例えば、それぞれの権利保有者と関連した第二部分１２９２
内に提示されたデジタル・オブジェクト１２９３、１２９４は、メディア・プレイヤ１２
００のインタフェースの第二部分１２９２内に強調表示されることができる。加えて、ユ
ーザが境界線データの境界線１２９５内に画定されたデジタル映像作品の領域を選択する
イベントにおいて、視聴処理システムは、メディア・プレイヤ１２００の第二部分１２９
２内に提示されたデジタル・オブジェクトを選択することと関連する同一のアクションを
実行することができる。たとえば、視聴ユーザは、俳優が演奏しているギターと関連した
境界線１２９５により画定された領域内にカーソルを移動させると、メディア・プレイヤ
１２００の第二部分１２９２内のそれぞれのデジタル・オブジェクトは、応答して強調表
示されることができ、つぎに視聴ユーザが境界線１２９５内の領域を選択する（たとえば
、ギター上で、マウス・デバイスでクリックすること、または指でタップすることで）場
合に、新規のウィンドウまたはタブは、権利保有者と関連したウェブページを示すウェブ
・ブラウザ内で開く。たとえば、俳優が演奏しているギターを視聴ユーザが購入すること
を可能にするウェブページは、メディア・プレイヤ・インタフェース１２００の第一部分
の画定された境界線内の領域を選択することに応答して提示されることができる。この境
界線がデジタル映像作品の映像提示内のそれぞれのオブジェクトを完全に囲まない可能性
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があるが、境界線１２９５及びオブジェクトにより画定された領域のいくつかの重複が少
なくともあることを理解するであろう。権利保有者についての境界線がデジタル映像作品
の再生中に移動することが可能である（たとえば、俳優がデジタル映像作品中で移動する
ことができるため、境界線がそれに応じて移動する）ことを理解するであろう。境界線デ
ータは、メディア・プレイヤの第一部分内に境界線を画定する物理的な座標のような空間
属性、及びこの空間属性により画定された領域に境界線が存在する期間を定める時間属性
を含むことが可能である。
【０１３５】
　１人より多い権利保有者が同時に提示されるデジタル映像作品の一部分を保有するイベ
ントにおいて、１セットより多いデジタル・オブジェクトがメディア・プレイヤの第二部
分１２９２内に提示されることが可能であることを理解するであろう。たとえば、図１２
ｈの実施例を続行して、境界線は、またデジタル映像作品内に表示されたギターと同時に
あるマイクロフォン周囲に画定されることができる。
【０１３６】
　多くの修正形態は、本発明の範囲から逸脱することなく当業者に明らかであろう。
【０１３７】
　いずれかの先行刊行物（またはそれから得られる情報）へ、または既知であるいずれか
の事項への本明細書での言及は、本明細書が関連する努力傾注分野での共通の一般的な知
識の部分を先行刊行物（またはそれから得られる情報）、または既知の事項が形成する提
案の認可、または承認、またはいずれかの形式ではなく、これとしてとられるべきではな
い。
【０１３８】
以下の第Ｉ～ＶＩＩ節は、本明細書を解釈する指針を提供する。
第Ｉ節　用語
　用語「製品」は、明示的に別段の定めがない限り、いずれかの機械、製作品及び／また
は組成物を意味する。
【０１３９】
　用語「プロセス」は、明示的に別段の定めがない限り、いずれかのプロセス、アルゴリ
ズム、方法または同様のものを意味する。
【０１４０】
　各プロセス（方法、アルゴリズムまたはその他のものと言われても言われなくても）は
、１つ以上のステップを本質的に含むため、プロセスの「単一のステップ」または「複数
のステップ」へのすべての参照は、用語『プロセス』または同様の用語の単なる引用に内
在的な先行詞を有する。したがって、プロセスの『単一のステップ』または『複数のステ
ップ』への請求項のいずれかの参照は、十分な先行詞を有する。
【０１４１】
　用語「発明」及び同様のものは、明示的に別段の定めがない限り、「本明細書に開示さ
れた１つ以上の本発明」を意味する。
【０１４２】
　用語「ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ（実施形態）」、「ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ（実施形
態）」、「ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ（実施形態）」、「ｔｈｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ（
前記実施形態）」、「ｔｈｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ（前記実施形態）」、「ｏｎｅ　
ｏｒ　ｍｏｒｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ（１つ以上の実施形態）」、「ｓｏｍｅ　ｅｍ
ｂｏｄｉｍｅｎｔｓ（いくつかの実施形態）」、「ｃｅｒｔａｉｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎ
ｔｓ（特定の実施形態）」、「ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ（１つの実施形態）」、「
ａｎｏｔｈｅｒ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ（別の実施形態）」及び同様のものは、明示的に
別段の定めがない限り、「開示された本発明（複数可）の１つ以上の（すべてではないが
）実施形態」を意味する。
【０１４３】
　発明の用語「変形形態」は、明示的に別段の定めがない限り、本発明の実施形態を意味
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する。
【０１４４】
　実施形態を記述する際の「別の実施形態」への参照は、明示的に別段の定めがない限り
、参照された実施形態が別の実施形態（たとえば、参照された実施形態の前に記述された
実施形態）と相互排他的であることを意味しない。
【０１４５】
　用語「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含むこと）」、「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（含むこと）」及
びそれらの変形形態は、明示的に別段の定めがない限り、「限定されないが含むこと」を
意味する。
【０１４６】
　用語「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は、明示的に別段の定めがない限り、「１つ以上
」を意味する。
【０１４７】
　用語「ｐｌｕｒａｌｉｔｙ（複数）」は、明示的に別段の定めがない限り、「２つ以上
」を意味する。
【０１４８】
　用語「ｈｅｒｅｉｎ（本明細書で）」は、明示的に別段の定めがない限り、「参照によ
り援用されることができるものを含む、本明細書で」を意味する。
【０１４９】
　語句「ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ（少なくとも１つの）」は、明示的に別段の定
めがない限り、このような語句が複数のもの（ものの列挙されたリストのような）を修飾
するときに、これらのもののうちの１つ以上のいずれかの組み合わせを意味する。たとえ
ば、語句「部品、車及びホイールのうちの少なくとも１つ」は、（ｉ）部品、（ｉｉ）車
、（ｉｉｉ）ホイール、（ｉｖ）部品及び車、（ｖ）部品及びホイール、（ｖｉ）車及び
ホイール、または（ｖｉｉ）部品、車及びホイールのいずれか１つを意味する。語句「少
なくとも１つの」は、このような語句が複数のものを修飾するとき、複数のもの「のそれ
ぞれのうちの１つ」を意味しない。
【０１５０】
　「１」、「２」などのような、数に関する用語は、何かの量（たとえば、１つの部品、
２つの部品）を示す基数として使用されるとき、その数に関する用語により示された少な
くとも量を意味しないが、その数に関する用語により示された量を意味する。たとえば、
語句「１つの部品」は、「少なくとも１つの部品」を意味しないため、語句「１つの部品
」は、たとえば、２つの部品を含まない。
【０１５１】
　語句「に基づき」は、明示的に別段の定めがない限り、「にのみ基づき」を意味しない
。換言すれば、語句「に基づき」は、「にのみ基づき」、及び「に少なくとも基づき」の
両方を説明する。語句「に少なくとも基づき」は、語句「に少なくとも部分的に基づき」
に相当する。
【０１５２】
　用語「ｒｅｐｒｅｓｅｎｔ（表現する）」及び同様の用語は、明示的に別段の定めがな
い限り、排他的ではない。たとえば、用語「ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓ（表現する）」は、明
示的に別段の定めがない限り、「ｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓ　ｏｎｌｙ（のみを表現する）」
を意味しない。換言すれば、語句「データがクレジット・カード番号を表現する」は、「
データがクレジット・カード番号のみを表現する」、及び「データがクレジット・カード
番号を表現し、データが何か他のものも表現する」の両方を説明する。
【０１５３】
　用語「ｗｈｅｒｅｂｙ（それにより）」は、先に明示的に列挙される何かの意図された
結果、目的または影響のみを表現する節、または単語の他のセットに先行するためのみに
本明細書で使用される。このようにして、用語「ｗｈｅｒｅｂｙ（それにより）」は、請
求項で使用されるときに、用語「ｗｈｅｒｅｂｙ（それにより）」が修飾する節または他
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の単語は、請求項の特定のさらなる制限を確立しない、またはその他の方法で請求項の意
味若しくは範囲を制限する。
【０１５４】
　用語「ｅ．ｇ．（たとえば）」、及び同様の用語は、「ｆｏｒ　ｅｘａｍｐｌｅ（たと
えば）」を意味するため、それが説明する用語または語句を限定しない。たとえば、文「
ｔｈｅ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｓｅｎｄｓ　ｄａｔａ（ｅ．ｇ．，ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ
ｓ、ａ　ｄａｔａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ（コンピ
ュータは、インターネット経由でデータ（たとえば、インストラクション、データ構造）
を送信する）」で、用語「ｅ．ｇ．（たとえば）」は、「ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ（イ
ンストラクション）」はコンピュータがインターネット経由で送信することができる「ｄ
ａｔａ（データ）」の実施例であることを説明し、また「ａ　ｄａｔａ　ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅ（データ構造）」はコンピュータがインターネット経由で送信することができる「ｄ
ａｔａ（データ）」の実施例であることを説明する。しかしながら、「ｉｎｓｔｒｕｃｔ
ｉｏｎｓ（インストラクション）」及び「ａ　ｄａｔａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（データ構
造）」の両方は、「ｄａｔａ（データ）」の単に実施例であり、「ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏ
ｎｓ（インストラクション）」及び「ａ　ｄａｔａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（データ構造）
」に加えて他のものは、「ｄａｔａ（データ）」であることが可能である。
【０１５５】
　用語「ｉ．ｅ．（すなわち）」及び同様の用語は、「ｔｈａｔ　ｉｓ（すなわち）」を
意味するため、それが説明する用語または語句を限定する。たとえば、文「ｔｈｅ　ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ　ｓｅｎｄｓ　ｄａｔａ（ｉ．ｅ．，ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ）ｏｖｅｒ
　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ（コンピュータは、インターネット経由でデータ（すなわち
、インストラクション）を送信する）」において、用語「ｉ．ｅ．（すなわち）」は、「
ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ（インストラクション）」はコンピュータがインターネット経
由で送信する「ｄａｔａ（データ）」であることを説明する。
【０１５６】
　任意の所与の数値範囲は、その範囲内の数の整数及び小数を含むものとする。たとえば
、範囲「１～１０」は、１～１０（たとえば、２，３，４，．．．９）間の整数、及び非
整数（たとえば、１．１，１．２，．．．１．９）を具体的に含むように解釈されるもの
とする。
【０１５７】
第ＩＩ節　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（決定すること）
　用語「ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（決定すること）」及びそれらの文法的変異形（たとえ
ば、ｔｏ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｅ　ａ　ｐｒｉｃｅ（価格を決定すること）、ｄｅｔｅｒｍ
ｉｎｉｎｇ　ａ　ｖａｌｕｅ（値を決定すること）、ｄｅｔｅｒｍｉｎｅ　ａｎ　ｏｂｊ
ｅｃｔ　ｗｈｉｃｈ　ｍｅｅｔｓ　ａ　ｃｅｒｔａｉｎ　ｃｒｉｔｅｒｉｏｎ（特定の基
準を満たすオブジェクトを決定する））は、きわめて広義で使用される。用語「ｄｅｔｅ
ｒｍｉｎｉｎｇ（決定すること）」は、多種多様なアクションを含むため、「ｄｅｔｅｒ
ｍｉｎｉｎｇ（決定すること）」は、計算すること、コンピュータで計算すること、処理
すること、導出すること、調査すること、調べること（たとえば、テーブル、データベー
スまたは別のデータ構造内を調べること）、解明すること、及び同様のことを含むことが
可能である。また、「ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（決定すること）」は、受信すること（た
とえば、情報を受信すること）、アクセスすること（たとえば、メモリ内のデータにアク
セスすること）、及び同様のことを含むことが可能である。また、「ｄｅｔｅｒｍｉｎｉ
ｎｇ（決定すること）」は、解決すること、選定すること、選択すること、確立すること
、及び同様のことを含むことが可能である。
【０１５８】
　用語「ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（決定すること）」は、確実性、または完璧な正確さを
意味しないため、「ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（決定すること）」は、推定すること、外挿
すること、予測すること、推測すること、及び同様のことを含むことが可能である。
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【０１５９】
　用語「ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（決定すること）」は、数学的な処理を実行しなければ
ならないことを意味せず、数値的な方法を使用しなければならないことを意味せず、アル
ゴリズムまたはプロセスを使用することを意味しない。
【０１６０】
　用語「ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ」は、任意の特定のデバイスを使用しなければならない
ことを意味しない。たとえば、コンピュータは、必ずしもｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ（決定
すること）を実行する必要はない。
【０１６１】
第ＩＩＩ節　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（指示）
　用語「ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（指示）」は、きわめて広義で使用される。用語「ｉｎｄ
ｉｃａｔｉｏｎ（指示）」は、とりわけ、何か他のものの兆候、症状、または象徴を含む
ことができる。
【０１６２】
　用語「ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（指示）」は、サブジェクト、アイテム、エンティティ、
及び／または他のオブジェクト及び／またはアイデアを示す、またはこれらと関連する、
任意のインディシア及び／または他の情報を参照するために使用されることができる。
【０１６３】
　本明細書で使用されるように、語句「ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｉｖｅ
　ｏｆ（を示す情報）」及び「ｉｎｄｉｃｉａ（インディシア）」は、関連するエンティ
ティ、サブジェクト、またはオブジェクトを表現する、記述する、及び／またはその他の
方法でこれと関連するいずれかの情報を参照するために使用されることができる。
【０１６４】
　情報のインディシアは、たとえば、コード、リファレンス、リンク、信号、識別子、及
び／またはそれらのいずれかの組み合わせ、及び／またはこの情報と関連したいずれかの
他の情報を提供する表現を含むことができる。
【０１６５】
　いくつかの実施形態において、情報のインディシア（または情報を示す）は、情報自体
、及び／または情報のいずれかの部分または構成要素である、またはこれを含むことがで
きる。いくつかの実施形態において、ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（指示）は、要求、懇請、放
送、及び／または情報収集及び／または普及のいずれかの他の形態を含むことができる。
【０１６６】
第ＩＶ節　文の形式
　第一の請求項の制限は、特徴のうちの１つ、及び特徴のうちの１つより多くを網羅し（
たとえば、「少なくとも１つの部品」のような制限は、１の部品、及び１つより多い部品
を網羅し）、第一の請求項に依存する第二の請求項で、第二の請求項は、定冠詞「ｔｈｅ
」を使用して、この制限を参照し（たとえば、「ｔｈｅ　ｗｉｄｇｅｔ（前記部品）」）
、これは、第一の請求項が特徴のうちの１つのみを網羅することを意味せず、これは、第
二の請求項が特徴のうちの１つのみを網羅することを意味しない（たとえば、「ｔｈｅ　
ｗｉｄｇｅｔ（前記部品）」は、１つのｗｉｄｇｅｔ（部品）及び１つより多いｗｉｄｇ
ｅｔ（部品）の両方を網羅することが可能である）。
【０１６７】
　序数（「第一」、「第二」、「第三」及びその他のもののような）を用語の前の形容詞
として使用するときに、その特定の特徴を、同一の用語により、または類似した用語によ
り記述される別の特徴と区別するように、その序数を使用して（明示的に別段の定めがな
い限り）、単に特定の特徴を示す。たとえば、「第一部品」は、単にそれをたとえば、「
第二部品」と区別するためにこのように言われることができる。このようにして、用語「
部品」の前の序数「第一」及び「第二」の単なる語法は、２つの部品間の任意の他の関係
を示さず、同様にいずれか、または両方の部品の任意の他の特性を示さない。たとえば、
用語「部品」の前の序数「第一」及び「第二」の単なる語法は、（１）いずれかの部品が
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任意の他の順序の、または位置の前後にくることを示さない、（２）いずれかの部品が任
意の他の時間の前後で生じる、または動作すること示さない、（３）いずれかの部品が重
要度または品質でのような、任意の他のものにランクの上下を付けることを示さない。加
えて、序数の単なる語法は、序数で識別された特徴に数値制限を定義しない。たとえば、
用語「部品」の前の序数「第一」及び「第二」の単なる語法は、２つより多い部品があっ
てはならないことを示さない。
【０１６８】
　単一のデバイスまたは物品を本明細書で記述するときに、１つより多いデバイス／物品
（それらが協動してもしなくても）は、記述される単一のデバイス／物品の代わりに代替
に使用されることができる。それに応じて、１つのデバイスが備えているように記述され
る機能性を、１つより多いデバイス／物品（それらが協動してもしなくても）は、代替に
備えることができる。
【０１６９】
　同様に、１つより多いデバイスまたは物品は、本明細書で記述され（それらが協動して
もしなくても）、単一のデバイス／物品は、記述される１つより多いデバイスまたは物品
の代わりに代替に使用されることができる。たとえば、複数のコンピュータ・ベースのデ
バイスは、単一のコンピュータ・ベースのデバイスで代用されることができる。それに応
じて、１つより多いデバイスまたは物品が備えているように記述される、さまざまな機能
性を、単一のデバイス／物品は、代替に備えることができる。
【０１７０】
　記述される単一のデバイスの機能性及び／または特徴は、記述されるが、このような機
能性／特徴を有するように明確に記述されない１つ以上の他のデバイスにより代替に具体
化されることができる。このようにして、他の実施形態は、記述されたデバイス自体を含
む必要がないが、これらの他の実施形態において、このような機能性／特徴を有する１つ
以上の他のデバイスを含むことが可能である方がよい。
【０１７１】
第Ｖ節　開示された実施例及び専門用語は制限ではない
　本明細書の名称も要約書も、開示された本発明（複数可）の範囲のような制限として決
してとられることを意図されない。本明細書で提供された名称、及び節の見出しは、便宜
上のみのものであり、決して本開示を制限するものとしてとられてはならない。
【０１７２】
　複数の実施形態は、本出願に記述され、例示的な目的のみのために提示される。記述さ
れた実施形態は、いかなる意味においても、制限ではない、または制限であることを意図
されない。目下開示される本発明（複数可）は、本開示から容易に明らかであるように、
複数の実施形態に広く適用可能である。当業者は、構造的、論理的、ソフトウェア、及び
電気的修正形態のような、さまざまな修正形態及び代替物で、開示された本発明（複数可
）を実施することができることを認識するであろう。開示された本発明（複数可）の特定
の特徴は、１つ以上の特定の実施形態及び／または図面を参照して記述されることができ
るが、このような特徴が明示的に別段の定めがない限り、参照してそれらが記述される１
つ以上の特定の実施形態または図面での使用へ限定されないことを理解するであろう。
【０１７３】
　本開示は、本発明（複数可）のすべての実施形態の文字通りの説明ではない。また、本
開示は、すべての実施形態に存在しなければならない本発明（複数可）の特徴のリストで
はない。
【０１７４】
　相互に通信しているように記述されるデバイスは、明示的に別段の定めがない限り、相
互に常時通信している必要がない。むしろ、このようなデバイスは、必要に応じて、また
は望ましい場合に、相互に伝送することのみを必要とし、ほとんどの場合に実際にはデー
タの交換を控えることができる。たとえば、インターネットを介して別の機械と通信して
いる機械は、長期間（たとえば、数週間に１回）他の機械へデータを送信しないことがで
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きる。加えて、相互に通信しているデバイスは、１つ以上の中継を介して直接に、または
間接的に通信することができる。
【０１７５】
　いくつかの構成要素または機能を含む実施形態の説明は、このような構成要素／機能の
すべて、またはさらにこれらのいずれかを必要とすることを意味しない。反対に、さまざ
まな任意選択の構成要素は、本発明（複数可）の多種多様の可能な実施形態を図示するよ
うに記述される。明示的に別段の定めのない限り、構成要素／機能は、必須、または必要
ではない。
【０１７６】
　プロセス・ステップ、アルゴリズムまたは同様のものは、特定の順番で記述されること
ができるが、これらのようなプロセスは、異なる順序で動作するように構成されることが
できる。換言すれば、明示的に記述されることができる、ステップのいずれかのシーケン
スまたは順序は、ステップをその順序で実行する要件を必ずしも示さない。本明細書で記
述されるプロセスのステップは、実用的な任意の順序で実行されることができる。さらに
、いくつかのステップは、同時に発生しない（たとえば、一方のステップが他方のステッ
プの後に記述されるため）ように記述される、または示されるにもかかわらず、同時に実
行されることができる。さらに、図面でその描写によるプロセスの説明は、図示されたプ
ロセスがそれへの他の変形形態及び修正形態を除くことを意味せず、そのステップの図示
されたプロセス、またはこれらのうちのいずれかが本発明（複数可）に必要であることを
意味せず、図示されたプロセスが好ましいことを意味しない。
【０１７７】
　プロセスは、複数のステップを含むように記述されることができるが、それは、ステッ
プのすべて、またはいずれかが好ましい、必須である、または必要であることを意味しな
い。記述された本発明（複数可）の範囲内のさまざまな他の実施形態は、記述されたステ
ップのいくつか、またはすべてを除外する他のプロセスを含む。明示的に別段の定めのな
い限り、ステップは、必須ではない、または必要ではない。
【０１７８】
　プロセスは、このプロセスが他の製品または方法とインタラクトすることができる実施
形態において、単独で、または他の製品若しくは方法を参照しないで記述されることがで
きる。たとえば、このようなインタラクションは、一方のビジネス・モデルを他方のビジ
ネス・モデルへリンクすることを備えることができる。このようなインタラクションは、
プロセスの柔軟性または望ましさを高めるために提供されることができる。
【０１７９】
　製品は、複数の構成要素、態様、品質、特徴及び／または機能を含むように記述される
ことができるが、それは、これらの複数のうちのいずれか、またはすべてが好ましい、必
須である、または必要であることを示さない。記述された本発明（複数可）の範囲内のさ
まざまな他の実施形態は、記述されたこれらの複数のうちのいくつか、またはすべてを除
外する他の製品を含む。
【０１８０】
　列挙された項目のリスト（番号を付けられても付けられなくてもよい）は、明示的に別
段の定めのない限り、項目のいずれか、またはすべてが相互に排他的であることを意味し
ない。同様に、列挙された項目のリスト（番号を付けられても付けられなくもよい）は、
明示的に別段の定めのない限り、項目のいずれか、またはすべてが任意のカテゴリの包括
的なものであることを意味しない。たとえば、列挙されたリスト「コンピュータ、ラップ
トップ、ＰＤＡ」は、そのリストの３つの項目のいずれか、またはすべてが相互に排他的
であることを意味せず、そのリストの３つの項目のいずれか、またはすべてが任意のカテ
ゴリの包括的なものであることを意味しない。
【０１８１】
　列挙された項目のリスト（番号を付けられても付けられなくもよい）は、項目のいずれ
か、またはすべてが互いに均等物である、または互いに容易に置換されることを意味しな
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い。
【０１８２】
　すべての実施形態は、例示であり、場合に応じて、本発明またはいずれかの実施形態を
行う、または実行することを意味しない。
【０１８３】
第ＶＩ節　コンピューティング
　本明細書で記述されたさまざまなプロセスがたとえば、適切にプログラミングされた汎
用コンピュータ、専用コンピュータ及びコンピューティング・デバイスにより実装される
ことができることは、当業者に容易に明らかであろう。典型的に、プロセッサ（たとえば
、１つ以上のマイクロプロセッサ、１つ以上のマイクロコントローラ、１つ以上のデジタ
ル信号プロセッサ）は、インストラクションを受信し（たとえば、メモリまたは同様のデ
バイスから）、これらのインストラクションを実行することで、これらのインストラクシ
ョンにより定義された１つ以上のプロセスを実行する。
【０１８４】
　「プロセッサ」は、１つ以上のマイクロプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、コンピ
ューティング・デバイス、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、若しくは同
様のデバイス、またはこれらのいずれかの組み合わせを意味する。
【０１８５】
　このようにして、プロセスの説明は、このプロセスを実行するための装置の説明に同様
である。プロセスを実行する装置は、たとえば、このプロセスを実行するために適切であ
る、プロセッサならびにこれらの入力デバイス及び出力デバイスを含むことが可能である
。
【０１８６】
　さらに、このような方法（他のタイプのデータと同様に）を実装するプログラムは、複
数の方式でさまざまなメディア（たとえば、コンピュータ可読媒体）を使用して格納され
伝送されることができる。いくつかの実施形態において、ハードワイヤード回路、または
カスタム・ハードウェアは、さまざまな実施形態のプロセスを実装することが可能である
ソフトウェア・インストラクションのいくつか、またはすべての代わりに、またはこれら
と組み合わせて使用されることができる。このようにして、ハードウェア及びソフトウェ
アのさまざまな組み合わせは、ソフトウェアのみの代わりに使用されることができる。
【０１８７】
　用語「コンピュータ可読媒体」は、コンピュータ、プロセッサまたは同様のデバイスに
より読み出されることができる、データ（たとえば、インストラクション、データ構造）
を提供する際に関係する、任意のメディア、複数の同一のもの、または異なるメディアの
組み合わせを参照する。このようなメディアは、限定されないが、不揮発性メディア、揮
発性メディア、及び伝送メディアを含む、多くの形態をとることができる。不揮発性メデ
ィアは、たとえば、光または磁気ディスク、及び他の永続メモリを含む。揮発性メディア
は、一般的にメイン・メモリを構成する、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（
ＤＲＡＭ）を含む。伝送メディアは、プロセッサへ結合されたシステム・バスを備えるワ
イヤを含む、同軸ケーブル、銅線及び光ファイバを含む。伝送メディアは、高周波（ＲＦ
）及び赤外線（ＩＲ）データ通信中に生成されたそれらのような、音波、光波及び電磁気
放出を含む、または伝えることができる。一般的な形式のコンピュータ可読媒体は、たと
えば、フロッピー・ディスク、フレキシブル・ディスク、ハードディスク、磁気テープ、
いずれかの他の磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、いずれかの他の光媒体、パンチ・カー
ド、紙テープ、穴形式を有するいずれかの他の物理的な媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲ
ＯＭ、フラッシュＥＥＰＲＯＭ、いずれかの他のメモリ・チップ若しくはカートリッジ、
本明細書の以下に記述されるような搬送波、またはコンピュータが読み出すことが可能で
あるいずれかの他の媒体を含む。
【０１８８】
　さまざまな形式のコンピュータ可読媒体は、プロセッサへデータ（たとえば、インスト
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ラクションのシーケンス）を搬送する際に伴われることができる。たとえば、データは、
（ｉ）ＲＡＭからプロセッサへ配信される、（ｉｉ）無線伝送メディア経由で搬送される
、（ｉｉｉ）国際モバイル電気通信－２０００（ＩＭＴ－２０００）仕様のような、国際
電気通信連合により設定された任意の仕様に準拠する電気通信のために使用された、イー
サネット（登録商標）（またはＩＥＥＥ８０２．３）、ＳＡＰ、ＡＴＰ、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）、ＴＣＰ／ＩＰ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、３Ｇ、インターネット・プロト
コル・スイート、モバイル・サービスまたはネットワークのような、複数のフォーマット
、規格またはプロトコルにより、フォーマットされる、若しくは伝送される、または（ｉ
ｖ）プライバシーを確保するために、若しくは当該技術分野で周知のさまざまな方式のい
ずれかで詐欺行為を防止するために暗号化されることができる。
【０１８９】
　このようにして、プロセスの説明は、このプロセスを実行するためのプログラムを格納
するコンピュータ可読媒体の説明に同様である。コンピュータ可読媒体は、この方法を実
行するために適切であるこれらのプログラム要素を格納する（任意の適切なフォーマット
で）ことが可能である。
【０１９０】
　プロセスのさまざまなステップの説明は、すべての記述されたステップが必要とされる
ことを示さない通りに、装置の実施形態は、記述されたプロセスのいくつか（必ずしもす
べてではないが）を実行するように動作可能なコンピュータ／コンピューティング・デバ
イスを含む。
【０１９１】
　　同様に、プロセスのさまざまなステップの説明は、すべての記述されたステップが必
要とされることを示さない通りに、プログラムまたはデータ構造を格納するコンピュータ
可読媒体の実施形態は、実行時にプロセッサに記述されたプロセスのいくつか（必ずしも
すべてではないが）を実行させることが可能である、プログラムを格納するコンピュータ
可読媒体を含む。
【０１９２】
　データベースを記述するが、（ｉ）記述されたこれらへの代替のデータベース構造を容
易に用いることができること、及び（ｉｉ）データベース以外の他のメモリ構造を容易に
用いることができることを、当業者は理解するであろう。本明細書で提示された任意のサ
ンプル・データベースの任意の図面または説明は、情報の格納された表現のための例示的
な配置である。任意の数の他の配置は、たとえば、図面または他の箇所に図示されたテー
ブルにより提案されたこれら以外に用いられることができる。同様に、データベースの任
意の図示されたエントリは、例示的な情報のみを表現し、当業者は、エントリの数及びコ
ンテンツが本明細書で記述されたこれらと異なることが可能であることを理解するであろ
う。さらに、テーブルとしてのデータベースのいずれかの描写にもかかわらず、他のフォ
ーマット（リレーショナル・データベース、オブジェクト・ベースのモデル及び／または
分散データベースを含む）は、本明細書に記述されたデータ・タイプを格納して操作する
ために使用されることが可能である。同様に、データベースのオブジェクト方法またはビ
ヘイビアは、本明細書で記述されるような、さまざまなプロセスを実装するために使用さ
れることが可能である。加えて、データベースは、既知の方式で、このようなデータベー
スのデータにアクセスするデバイスからローカルに、またはリモートに格納されることが
できる。
【０１９３】
　さまざまな実施形態は、１つ以上のデバイスと通信している（たとえば、通信ネットワ
ークを介して）コンピュータを含むネットワーク環境で動作するように構成されることが
可能である。コンピュータは、有線または無線メディア（たとえば、インターネット、Ｌ
ＡＮ、ＷＡＮまたはイーサネット（登録商標）、トークン・リング、電話線、ケーブル線
、無線チャネル、光通信線、商用オンライン・サービス・プロバイダ、電子掲示板、衛星
通信リンク、上記のいずれかの組み合わせ）を介して、直接に、または間接にこれらのデ
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バイスと通信することができる。各デバイスは、それら自体が、コンピュータ、またはコ
ンピュータと通信するように適合される他のコンピューティング・デバイスを備えること
ができる。任意の数及びタイプのデバイスは、コンピュータと通信していることができる
。
【０１９４】
　実施形態において、サーバ・コンピュータ、または集中型の権限は、必要ではない、ま
たは望ましくない可能性がある。たとえば、本発明は、実施形態において、中央権限なし
で１つ以上のデバイス上で実施されることができる。このような実施形態において、サー
バ・コンピュータに格納されるように記述されたサーバ・コンピュータまたはデータによ
り実行されるように本明細書で記述された任意の機能は、１つ以上のこのようなデバイス
により実行される、またはこれらに格納されることができる。
【０１９５】
　プロセスを記述するが、実施形態において、プロセスは、任意のユーザの介入なしで、
動作することができる。別の実施形態において、プロセスは、数人の人間の介入（たとえ
ば、ステップは、人間の支援により、または人間の支援で実行される）を有する。
【０１９６】
第ＶＩＩ節　３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２，第６パラグラフ
　請求項で、語句「ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ（についての手段）」、または語句「ｓｔｅｐ　
ｆｏｒ（についてのステップ）」を含む、この請求項の制限は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１
２、第６パラグラフをその制限に適用することを意味する。
【０１９７】
　請求項で、語句「ｍｅａｎｓ　ｆｏｒ（についての手段）」、または語句「ｓｔｅｐ　
ｆｏｒ（についてのステップ）」を含まないこの請求項の制限は、その制限がその機能を
実行するための構造、材料または行為の説明なしで機能を列挙するかどうかにかかわらず
、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２、第６パラグラフをその制限に適用しないことを意味する。
たとえば、請求項で、この請求項の、または別の請求項の１つ以上のステップを参照する
語句「ｓｔｅｐ　ｏｆ（のステップ）」、または語句「ｓｔｅｐｓ　ｏｆ（のステップ）
」の使用は、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２、第６パラグラフをそのステップ（複数可）に適
用することを意味しない。
【０１９８】
　３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２、第６パラグラフに従い、指定された機能を実行するための
手段またはステップに関して、本明細書、及びそれらの均等物に記述された対応する構造
、材料または行為は、指定された機能と同様に追加の機能を実行することができる。
【０１９９】
　コンピュータ、プロセッサ、コンピューティング・デバイス、及び同様の製品は、多種
多様の機能を実行することが可能である構造である。このような製品は、その製品のメモ
リ・デバイスに、またはその製品がアクセスするメモリ・デバイスに格納されたプログラ
ムのような、１つ以上のプログラムを実行することで指定された機能を実行するように動
作可能であることができる。明示的に別段の定めがない限り、このようなプログラムは、
本出願に開示される任意の特定のアルゴリズムのような、任意の特定のアルゴリズムに基
づく必要がない。指定された機能を異なるアルゴリズムを介して実装することができるこ
と、及び複数の異なるアルゴリズムのいずれかが指定された機能を実行するための単なる
設計上の選択肢であることは、当業者に周知である。
【０２００】
　かくして、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１２、第６パラグラフに従い指定された機能を実行す
るための手段またはステップに関して、指定された機能に対応する構造は、指定された機
能を実行するためにプログラミングされた任意の製品を含む。このような構造は、このよ
うな製品が、（ｉ）機能を実行するために開示されたアルゴリズム、（ｉｉ）開示された
アルゴリズムに類似するアルゴリズム、または（ｉｉｉ）機能を実行するための別のアル
ゴリズム、でプログラミングされるかどうかにかかわらず、機能を実行するプログラミン
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【符号の説明】
【０２０１】
１０２　コンピュータ・システム
１０４　メモリ部
１０６　処理部
１０８　キー局
１１０　入出力デバイス
１１４　データベース
１１６　通信ネットワーク
７００　メディア・エンジン
７２０　アルバム・コンポーネント
７３０　デジタル・メディア編集コンポーネント
７４０　タグ付けコンポーネント
８００　マッチング・エンジン
８１０　契約コンポーネント
８２０　オーダー・ブック・コンポーネント
８３０　キー局コンポーネント
８４０　マッチング・コンポーネント
８５０　清算及び決済コンポーネント
８６０　アカウント・コンポーネント
１１００　公開エンジン
１１２０　クリエイティブ制作物コンポーネント
１１３０　データ・コンポーネント
１１４０　グラフィカル・ユーザ・インタフェース・コンポーネント
１２００　メディア・プレイヤ
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【図１２ｈ】 【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月16日(2017.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディア・プレイヤ・インタフェースの提示を促進するためのサーバ処理システムであ
って、
　視聴処理システムから、デジタル映像作品を視聴する要求を受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、前記メディア・プレイヤ・インタフェースは、前記視聴処理システムを介して前記
デジタル映像作品を提示するように構成され、前記メディア・プレイヤ・インタフェース
は、
　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する前記権利保有者と関連したデジタル・オ
ブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジタル映像
作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視聴処理シ
ステムにより提示される、
ように構成される、サーバ処理システム。
【請求項２】
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　前記サーバ処理システムは、前記権利保有者が保有する前記デジタル映像作品の前記部
分の期間を示す権利データを転送し、前記視聴処理システムは、前記権利データを解釈し
、前記権利データにより定められた前記期間により前記メディア・プレイヤ・インタフェ
ースの前記第二部分内の前記デジタル・オブジェクトを提示する、請求項１に記載のサー
バ処理システム。
【請求項３】
　前記サーバ処理システムは、前記権利保有者と関連する前記メディア・プレイヤ・イン
タフェースの前記第一部分内に提示された前記デジタル映像作品の境界線を示す境界線デ
ータを転送し、前記境界線内の前記デジタル映像作品の一部分とインタラクトする視聴ユ
ーザへの応答は、前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトに関して実行されるアク
ションをもたらす、請求項１または２に記載のサーバ処理システム。
【請求項４】
　実行された前記アクションは、前記メディア・プレイヤ・インタフェースの前記第二部
分内で強調表示されている前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトを含む、請求項
３に記載のサーバ処理システム。
【請求項５】
　実行された前記アクションは、前記視聴処理システムを介して前記権利保有者と関連し
たウェブページを提示することを備える、請求項３に記載のサーバ処理システム。
【請求項６】
　メディア・プレイヤの提示を促進するための方法であって、
　視聴処理システムから、デジタル映像作品を視聴する要求を受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、前記メディア・プレイヤ・インタフェースは、前記視聴処理システムを介して前記
デジタル映像作品を提示するように構成され、前記メディア・プレイヤ・インタフェース
は、
　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する前記権利保有者と関連したデジタル・オ
ブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジタル映像
作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視聴処理シ
ステムにより提示される、
ことを備える、方法。
【請求項７】
　前記方法は、前記権利保有者が保有する前記デジタル映像作品の前記部分の期間を示す
権利データを転送する前記サーバ処理システムを含み、前記視聴処理システムは、前記権
利データを解釈し、前記権利データが定める前記期間により前記メディア・プレイヤ・イ
ンタフェースの前記第二部分内に前記デジタル・オブジェクトを提示する、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、前記権利保有者と関連する前記メディア・プレイヤ・インタフェースの前
記第一部分内に提示された前記デジタル映像作品の境界線を示す境界線データを転送する
前記サーバ処理システムを含み、前記境界線内の前記デジタル映像作品の一部分とインタ
ラクトする視聴ユーザへの応答は、前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトに関し
て実行されるアクションをもたらす、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　実行された前記アクションは、前記メディア・プレイヤ・インタフェースの前記第二部
分内で強調表示されている前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトを含む、請求項
８に記載の方法。
【請求項１０】
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　実行された前記アクションは、前記視聴処理システムを介して前記権利保有者と関連し
たウェブページを提示することを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　メディア・プレイヤの提示を促進するための非一時的なコンピュータ可読媒体であって
、サーバ処理システムにより実行されるときに、
デジタル映像作品を視聴する要求を視聴処理システムから受信し、
　視聴処理システムにより視聴可能なメディア・プレイヤ・インタフェースの提示を有効
にし、前記メディア・プレイヤ・インタフェースは、前記視聴処理システムを介して前記
デジタル映像作品を提示するように構成され、前記メディア・プレイヤ・インタフェース
は、
　前記デジタル映像作品を提示するための第一部分、及び
　デジタル映像作品の一部分への権利を保有する前記権利保有者と関連したデジタル・オ
ブジェクトを提示するための第二部分、
を含み、
　前記当事者と関連した前記デジタル映像作品の前記１つ以上の部分が前記デジタル映像
作品の再生中に視聴可能であるときに、前記デジタル・オブジェクトは、前記視聴処理シ
ステムにより提示される、
ように前記サーバ処理システムを構成する実行可能なインストラクションを含む、非一時
的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記サーバ処理システムは、前記権利保有者が保有する前記デジタル映像作品の前記部
分の期間を示す権利データを転送するように構成され、前記視聴処理システムは、前記権
利データを解釈し、前記権利データにより定められた前記期間により前記メディア・プレ
イヤ・インタフェースの前記第二部分内に前記デジタル・オブジェクトを提示する、請求
項１１に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　前記サーバ処理システムは、前記権利保有者と関連する前記メディア・プレイヤ・イン
タフェースの前記第一部分内に提示された前記デジタル映像作品の境界線を示す境界線デ
ータを転送するように構成され、前記境界線内に前記デジタル映像作品の一部分とインタ
ラクトする視聴ユーザへの応答は、前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトに関し
て実行されるアクションをもたらす、請求項１１または１２に記載の非一時的なコンピュ
ータ可読媒体。
【請求項１４】
　実行された前記アクションは、前記メディア・プレイヤ・インタフェースの前記第二部
分内に強調表示されている前記権利保有者の前記デジタル・オブジェクトを含む、請求項
１３に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
　実行された前記アクションは、前記視聴処理システムを介して前記権利保有者と関連し
たウェブページを提示することを備える、請求項１３に記載の非一時的なコンピュータ可
読媒体。



(57) JP 2017-531273 A 2017.10.19

10

20

30

40

【国際調査報告】



(58) JP 2017-531273 A 2017.10.19

10

20

30

40



(59) JP 2017-531273 A 2017.10.19

10

20

30

40



(60) JP 2017-531273 A 2017.10.19

10

20

30

40



(61) JP 2017-531273 A 2017.10.19

10

20

30

40



(62) JP 2017-531273 A 2017.10.19

10

20

30

40



(63) JP 2017-531273 A 2017.10.19

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  クラウディウスズ・ズビグニエフ・ドゥルリク
            オーストラリア・ニュー・サウス・ウェールズ・２０１０・サリー・ヒルズ・キパックス・ストリ
            ート・６４－７６・スイート・４０４内
Ｆターム(参考) 5L049 BB73  CC16 

【要約の続き】
ら受信し、権利保有者から入札する当事者へ作品のそれぞれの１つ以上の部分の権利の移譲を示す移譲された権利デ
ータをデータベース内に格納し、入札する当事者が購入された権利に従い制作されるときに作品のそれぞれの１つ以
上の部分の提示または放送を制御することが可能であるように構成される。
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