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(57)【要約】
【課題】金融市場情報を管理するためのシステムおよび
方法を提供する。
【解決手段】ある種の実施形態によれば、システムはメ
モリ、プロセッサおよびディスプレイを有するコンピュ
ータを含む。プロセッサは金融市場情報のグラフィック
描写をディスプレイ上に生成することができる。グラフ
ィック描写は少なくとも二つの金融手段についての幅広
い市場情報の多次元表現を含む。グラフィック描写はデ
ィスプレイ上の単一の窓に存在する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の金融手段についての市場データを受領する手段と；
　前記市場データに基づいて隠し情報を生成する手段であって、前記隠し情報は、カーソ
ルを多次元オブジェクトの上にスクロールしたのちにのみ見ることができ、前記プロセッ
サおよび前記リモート装置はネットワークを通じて通信する、手段と、
　前記市場データに基づいて、複数の第一の多次元オブジェクトを生成する手段であって
、各第一の多次元オブジェクトは前記隠し情報を埋め込まれ、前記複数の第一の多次元オ
ブジェクトは第一の型を有する、手段と、
　前記市場データに基づいて、複数の第二の多次元オブジェクトを生成する手段であって
、各第二の多次元オブジェクトは前記隠し情報を埋め込まれ、前記複数の第二の多次元オ
ブジェクトは前記第一の型とは異なる第二の型を有する、手段と、
　前記複数の第一の多次元オブジェクトおよび前記複数の第二の多次元オブジェクトを単
一のディスプレイ上に表示する手段と、
　前記カーソルが前記第一の多次元オブジェクトまたは前記第二の多次元オブジェクトの
少なくとも一つの上にスクロールしたという指標を受領する手段と；
　前記指標に応答して、前記少なくとも一つの多次元オブジェクトに埋め込まれている隠
し情報を前記単一のディスプレイ上に表示する手段とを有する、
装置。
【請求項２】
　各第二の多次元オブジェクトが前記複数の第一の多次元オブジェクトの一つに対応する
、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記複数の第一の多次元オブジェクトの前記第一の型が複数の段を有し、各段が金融手
段を表す、請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記複数の第二の多次元オブジェクトの前記第二の型が複数のスラブを有し、各スラブ
が金融手段を表す、請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記プロセッサを介して、前記カーソルが前記第二の多次元オブジェクトの少なくとも
一つの上にスクロールしたという第二の指標を受領する手段と；
　前記第二の指標に応答して、前記第二の多次元オブジェクトの前記少なくとも一つに埋
め込まれている隠し情報を前記単一のディスプレイ上に表示する手段とをさらに有する、
請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記隠し情報が：
　手段種別；
　価格；
　利回り；および
　数量
のうちの少なくとも一つを含む、請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記隠し情報を表示する手段がさらに：
　前記隠し情報を含むボックスを前記ディスプレイ上に出現させる手段を有する、
請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記隠し情報を表示する手段がさらに：
　前記隠し情報を含むポップアップウィンドウを前記ディスプレイ上に出現させる手段を
有する、
請求項１記載の装置。
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【請求項９】
　前記隠し情報を表示する手段がさらに：
　前記隠し情報を含むスクロールバーを前記ディスプレイ上に出現させる手段を有する、
請求項１記載の装置。
【請求項１０】
　前記隠し情報を表示する手段がさらに：
　前記隠し情報を音声フォーマットで提供するオーディオ・ファイルをダウンロードさせ
る手段を有する、
請求項１記載の装置。
【請求項１１】
　前記隠し情報が前記ディスプレイ上に所定の時間期間にわたって現れる、請求項１記載
の装置。
【請求項１２】
　前記隠し情報が前記所定の時間期間が経過したのちに前記ディスプレイから自動的に消
える、請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記隠し情報を再び隠す指示を受領する手段と；
　前記再び隠す指示に応答して、前記隠し情報を前記ディスプレイから消えさせる手段と
をさらに有する、
請求項１記載の装置。
【請求項１４】
　コンピュータに：
　複数の金融手段についての市場データを受領する工程と；
　プロセッサにより、前記市場データに基づいて隠し情報を生成する工程であって、前記
隠し情報は、カーソルを多次元オブジェクトの上にスクロールしたのちにのみ見ることが
でき、前記プロセッサおよび前記リモート装置はネットワークを通じて通信する、工程と
、
　前記プロセッサにより、前記市場データに基づいて、複数の第一の多次元オブジェクト
を生成する工程であって、各第一の多次元オブジェクトは前記隠し情報を埋め込まれ、前
記複数の第一の多次元オブジェクトは第一の型を有する、工程と、
　前記プロセッサにより、前記市場データに基づいて、複数の第二の多次元オブジェクト
を生成する工程であって、各第二の多次元オブジェクトは前記隠し情報を埋め込まれ、前
記複数の第二の多次元オブジェクトは前記第一の型とは異なる第二の型を有する、工程と
、
　前記プロセッサにより、前記複数の第一の多次元オブジェクトおよび前記複数の第二の
多次元オブジェクトを単一のディスプレイ上に表示する工程と、
　前記プロセッサにより、前記カーソルが前記第一の多次元オブジェクトまたは前記第二
の多次元オブジェクトの少なくとも一つの上にスクロールしたという指標を受領する工程
と；
　前記プロセッサにより、前記指標に応答して、前記少なくとも一つの多次元オブジェク
トに埋め込まれている隠し情報を前記単一のディスプレイ上に表示する工程とを実行させ
る、
プログラム。
【請求項１５】
　プロセッサによりリモート装置から、複数の金融手段についての市場データを受領する
工程であって、前記リモート装置および前記プロセッサはネットワークを通じて電子的に
通信する、工程と；
　プロセッサにより、前記市場データに基づいて隠し情報を生成する工程であって、前記
隠し情報は、カーソルを多次元オブジェクトの上にスクロールしたのちにのみ見ることが
でき、前記プロセッサおよび前記リモート装置はネットワークを通じて通信する、工程と
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；
　プロセッサにより、前記市場データに基づいて、複数の第一の多次元オブジェクトを生
成する工程であって、各第一の多次元オブジェクトは前記隠し情報を埋め込まれ、前記複
数の第一の多次元オブジェクトは第一の型を有する、工程と、
　プロセッサにより、前記市場データに基づいて、複数の第二の多次元オブジェクトを生
成する工程であって、各第二の多次元オブジェクトは前記隠し情報を埋め込まれ、前記複
数の第二の多次元オブジェクトは前記第一の型とは異なる第二の型を有する、工程と、
　プロセッサにより、前記複数の第一の多次元オブジェクトおよび前記複数の第二の多次
元オブジェクトを単一のディスプレイ上に表示する工程と、
　プロセッサにより、前記カーソルが前記第一の多次元オブジェクトまたは前記第二の多
次元オブジェクトの少なくとも一つの上にスクロールしたという指標を受領する工程と；
　プロセッサにより、前記指標に応答して、前記少なくとも一つの多次元オブジェクトに
埋め込まれている隠し情報を前記単一のディスプレイ上に表示する工程とを含む、
方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概略的には金融市場情報システムに、より詳細には金融市場情報を提供し、操
作し、閲覧し、これに作用するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子金融市場情報および取引システムが広範に受け容れられるにいたっている。
たとえば、株、債券、通貨、先物またはその他の好適な金融手段といった金融手段の取引
を容易にする電子取引システムが作成されている。これらの電子取引システムの多くはビ
ッド／オファー〔買い注文／売り提示〕プロセスを利用する。ビッドおよびオファーは受
動側によってシステムに提出され、次いで行動側がビッドをヒットする〔食いつく〕また
はオファーをリフト（またはテイク）する〔受ける〕。たとえば、受動トレーダーはある
特定の数の３０年米国財務省証券をある所与の価格で買いたいと「ビッド」しうる。その
ようなビッドに反応して、行動側当事者は、債券を第一の当事者に提示価格で売る意向を
示すために「ヒット」を提出する。あるいはまた、受動側当事者がある特定の数のその債
券をその提示価格で売るために「オファー」を提出し、次いで行動側当事者がそのオファ
ーに反応してその受動側当事者から提示価格で債券を買う意向を示すために「リフト」（
または「テイク」）を提出することもある。そのような取引システムにおいて、ビッド、
オファー、ヒット、リフト（またはテイク）はまとめて「注文」として知られうる。よっ
て、トレーダーがビッドを提出するとき、そのトレーダーは注文を提出していると言われ
る。
【０００３】
　一般に、金融市場情報システムは典型的には特定の金融市場に関係したさまざまな情報
を表示する。それらの情報は通例モニタ上の別個のウィンドウまたは画面に表示される。
比較情報は、それが提供される限りにおいてだが、一次元または二次元で示される。たと
えば、金融情報システムは単一の金融手段の市場に関係する情報の二次元グラフを表示す
ることが一般的である。さらに、システムのユーザーがその情報に基づいて電子取引を遂
行したい場合、取引活動は典型的には、金融市場情報を提供するアプリケーションとは別
個の取引アプリケーションにおいて開始される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は概略的には金融市場情報システムに、より詳細には金融市場情報を提供し、操
作し、閲覧し、これに作用するシステムおよび方法に関する。諸実施形態は、市場情報お
よび該市場情報に基づいてユーザーがトランザクションを行えるようにするオプションの
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表示のためのシステム、ソフトウェアおよび／またはグラフィカルユーザーインターフェ
ースに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　少なくとも一つの実施形態では、金融市場情報を表示するためのシステムが提供される
。システムは、金融市場情報を受け取り、保存するためのメモリを有するコンピュータを
含む。該コンピュータはまた、ディスプレイと、前記金融市場情報を処理して該金融市場
情報のグラフィック描写を前記ディスプレイ上に生成するソフトウェアを実行するよう動
作しうるプロセッサとを有する。グラフィック描写は少なくとも二つの金融手段について
の市場情報の少なくとも三次元での多次元表現を有する。該グラフィック描写はディスプ
レイ上の単一のウィンドウ内にあり、表示された金融市場情報の少なくとも一部分はリア
ルタイムで動的に更新される。
【０００６】
　別の実施形態では、プロセッサによって実行可能で、ディスプレイ上に金融市場情報の
グラフィック描写を生成するよう動作しうるソフトウェアが提供される。グラフィック描
写は少なくとも二つの金融手段についての市場情報の少なくとも三次元での多次元表現を
含む。該グラフィック描写はディスプレイ上の単一のウィンドウ内にあり、表示された金
融市場情報の少なくとも一部分はリアルタイムで動的に更新される。
【０００７】
　別の実施形態では、プロセッサによって実行可能で、ディスプレイ上に金融市場情報の
グラフィック描写を生成するよう動作しうるソフトウェアが提供される。グラフィック描
写は少なくとも二つの金融手段についての市場情報の三次元表現を含む。該グラフィック
描写はある次元方向にリアルタイムの動的な市場情報の第一の成分を、第二の次元方向に
市場情報の第二の成分を含む。前記少なくとも二つの金融手段の表現は第三の次元に沿っ
て配される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明はいくつかの重要な技術的効果を有する。本発明のさまざまな実施形態はこれら
の利点のどれも有さないことも、一部を有することも、すべてを有することもある。とり
わけ、本発明のある種の実施形態は金融手段（たとえば確定利付証券）についてのリアル
タイム情報を、ディスプレイを見る者が、時々刻々に更新される価格、利回り、トランザ
クション種別および規模、ビッドおよびオファー価格、市場動向、買い意欲と売り意欲の
広まり（prevalence）、価格動向ならびに主要な証券の関係および相互関係についての統
合された、容易に理解されるビューを得るような仕方および呈示において提供する。見る
者は、総合指標に集中する、およびその基礎になる個別的な数字要素を取得する機能が提
供される。このことは、単一のディスプレイまたはウィンドウにおいて、該単一のディス
プレイが通常なら数多くの連続した表示ウィンドウを必要とする幅広い情報の配列へのア
クセスを与えうるようにして達成される。以前には利用可能でなかった追加情報が包括的
なグラフィックフォーマットで提供される。これは同時に、証券のそれぞれを買うビッド
を提出し、売るオファーを提出し、あるいはそのトランザクションを実行する機能を容易
にする。本発明はまた、生の市場情報の表示を、同時的な数学計算、洗練された定量的解
析研究および２４時間世界中でのトランザクション機能とともにサポートする。本発明は
、金融市場情報のユーザーへの提示を容易にし、ユーザーがその情報を理解するレベルお
よびスピードを既知のシステムに比べて向上させることを可能にする。本発明はまた、金
融市場情報を管理する効率とともに、該情報に関連している金融手段に関するトランザク
ション活動のスピードおよび効率を高める。
【０００９】
　包括的かつ対話的な視覚ディスプレイにおいて一群の金融手段のリアルタイム特性を閲
覧することは、市場参加者が、数多くの変動する定量的な市場ダイナミクスを瞬間的かつ
精密に理解することを許容する。これには、金融手段のうち単一のものについての市場内
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での関係、金融手段のいずれか二つまたはいくつかのものについての市場間での関係およ
び包括的に金融手段全体のグループについての関係が含まれる。システムは市場参加者が
、どの金融手段においてでも、市場情報を描写している同じディスプレイとの対話を通じ
てトランザクションをより効率的に実行することを可能にする。定量的情報の読み取りを
容易にすることに加え、表示フォーマットおよびその他ツールが主要な市場ダイナミクス
を要約して特徴付け、リアルタイムのマーケット特性および複雑さの著しく向上した把握
のための単純化された枠組みを、各金融手段において電子的にトランザクションを実行す
る機能と同時に提供する。
【００１０】
　ある種の実施形態は、使うのがより簡単でより効率的なユーザーインターフェースを提
供する。ある種の実施形態は、単一のウィンドウ内で金融手段についての市場情報のグラ
フィックな多次元表現を呈示することによって、情報の迅速な選択および取得を容易にす
る。ある種の実施形態は、多次元表現によって表される金融手段に関連している情報をユ
ーザーが実行できるようにするグラフィカルユーザーインターフェースを提供する。その
ような実施形態は、新たな入力ツールを提供している。本発明のある種の実施形態は、デ
ィスプレイまたはレポートの製造および／または生成に関係する。そのようなディスプレ
イまたはレポートは、二つ以上の金融手段についての市場情報のグラフィックな多次元表
現を有するものである。レポートは印刷文書または電子文書でありうる生成物である。
【００１１】
　ある種の実施形態では、完了した取引活動を表示する第一の部分および現在の市場条件
を表す第二の部分を含むグラフィック描写が提供される。そのようなグラフィック描写を
単一のウィンドウに表示することによって、ユーザーは完了した市場条件および現在の市
場条件の両方を同時に閲覧できる。これは、ユーザーがさらなる行動（さらなるウィンド
ウを開くなど）をとることなく達成される。このようにして、ユーザーに対する精神的お
よび動作上の負担が軽減され、ユーザーは、必要な情報を見るために取る必要のあるステ
ップが少なくなるので、より迅速に行動できる。
【００１２】
　ある種の実施形態では、本発明は少なくとも二つの金融手段についての市場情報の多次
元表現のディスプレイを提供する。そうすることによって、本発明は、従来技術に比べて
技術的により信頼できるシステムを提供する。これは、ユーザーが必要とする問い合わせ
の数およびシステムによって供給されるその後の返答の数が減るからである。データが多
次元表現として提供されるので、単一の表示においてユーザーに利用可能となるデータが
より多くなり、ユーザーおよびシステムが必要なデータを得るために、あるいは注文を完
了させるためにさらなる操作を実行する必要は少なくなる。必要とされる操作がより少な
いということは、結果として、操作における失敗や遅延のリスクが小さいことにつながる
。そのような失敗や遅延は、ネットワーク上のデータトラフィックのピークによって引き
起こされうるものである。
【００１３】
　本発明のある実施形態は、現在価格、数量などといったユーザーの即座の質問すべてに
答えるよう考えられた、諸ディスプレイのデフォルトの基本組み合わせを提供する。ユー
ザーの質問を先取りするそのようなデフォルトの提供はいくつもの技術的効果を有する。
デフォルトは、GUI上で利用可能な表示スペース（いわゆるディスプレイの「不動産」）
を効率的に使用する。最もありそうな質問への答えがすぐ利用可能なので、ユーザーは必
要とする答えを得るためにシステムに問い合わせをしなければならない頻度が下がり、そ
のため利用可能な電気通信帯域幅の使用が減少する。
【００１４】
　本発明のその他の技術的効果は当業者には容易に明らかとなるであろう。
　本発明のより完全な理解のため、そしてさらなる特徴と利点のため、ここで付属の図面
とともに提供される以下の記述を参照する。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】本発明のある実施形態に基づく金融市場情報を管理するシステムを描いたブロッ
ク図である。
【図２】本発明のある実施形態に基づく、金融市場情報を表示するための市場呈示および
関連するグラフィック描写の例を示す図である。
【図３Ａ】本発明のある実施形態に基づく、錦秋市場情報を表示するための市場呈示およ
び関連するグラフィック描写の例を示す図である。
【図３Ｂ】本発明のある実施形態に基づく、錦秋市場情報を表示するための市場呈示およ
び関連するグラフィック描写の例を示す図である。
【図４】本発明のある実施形態に基づく、錦秋市場情報を表示するための市場呈示および
関連するグラフィック描写の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　概略的には、本発明のある種の実施形態は金融市場情報を市場参加者に呈示することに
向けられる。いくつかの実施形態によれば、本発明は、なかでも、生データ、付加価値を
付けられた計算されたデータ、リアルタイムの解析値、グラフィックディスプレイおよび
トランザクション機能の組み合わせをシームレスに統合し、市場参加者が必要とする迅速
な把握および関連した意思決定、市場行動および決定支援を許容する電子ディスプレイを
含む。システムが、最も現在のもので、利用可能な最良の生の市場データ、信頼できる付
加価値を持つ計算ならびに解析的および統計的測定をさまざまな視覚表示技術を利用する
枠組み内で閲覧する手段を提供し、それによりトレーダーまたはその他の市場参加者が買
ったり、売ったり、あるいはポートフォリオに現在保有している証券を価値評価する目的
で価格を割り当てたりすることに関心がありうる証券について現在の市場条件およびダイ
ナミクスの呈示を提供する。いくつかの実施形態では、システムはさらにユーザーがその
ような証券におけるトランザクションを直接かつ瞬時に市場情報を提供しているディスプ
レイとの対話性によって実行することを許容する。
【００１７】
　本発明のある種の実施形態は、とりわけ、市場参加者に、一つまたは複数の金融手段に
ついての現在価格および利回りを描いた情報およびトランザクション・ディスプレイの組
を提供するためのシステムを提供する。好ましくは、少なくとも二つの金融手段が表現さ
れうる。金融手段（financial　instruments）は取引されうるいかなる手段をも含む。こ
こに記載されるある種の実施形態は証券（securities）に触れているものの、本発明はそ
のように限定されるものではない。単なる例として、金融手段は証券、債券、通貨、確定
利付資産または同様の市場条件に応じて変化する価値をもつ金融手段もしくは資産を含み
うる。市場参加者は、トレーダー、マーケットメーカー、アナリスト、投資家または前記
情報を閲覧する他のいかなるユーザーをも含みうる。本システムは、買い注文および売り
注文の数量をも描く。これは、現在の最高ビッド価格および現在の最低のオファー価格（
それぞれ最良ビッド価格および最良オファー価格と述べられる）で販売または購入するた
めに現在提供されている証券の総量をなす個別に集計された買い注文および売り注文を含
む。好ましくは、この情報は、複数の証券についての有効なビッドおよびオファーを集め
ており、そのような証券について最も現在のもので頻繁に更新される最良ビッド価格およ
び最良オファー価格を現在のトランザクション価格とともに表示することを容易にする、
安全な世界規模のリアルタイム電子トランザクションネットワークによって提供される。
【００１８】
　各証券についての短い識別情報が、当該表示内の位置の各生起例における証券を同定す
る。好ましくは、その証券について表示される情報のあらゆる生起例はリアルタイムで、
同時で、ユーザーの対話的トランザクション問い合わせ、提出および実行ダイアログウィ
ンドウとの対話を通じて行動可能である。
【００１９】
　集められた現行の最良ビッド注文および最良オファー注文はまとめてアクティブ・マー
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ケット・スタック（Active　Market　StackTM）あるいは単に注文スタックと称される。
注文スタックは、現行の有効市場あるいは最良価格において実行するためのスタックされ
た注文を示す。注文スタックをなす注文は好ましくは、コンピュータのモニタのような電
子ディスプレイ上のウィンドウ内における多次元（好ましくは三次元）のグラフィック描
写における諸層に陰影を付け、ハイライトすることによって明らかにされる。グラフィッ
ク描写はたとえば垂直バーの形でありうる。ここで述べるある種の実施形態はグラフィッ
ク表示の特定の種類および構成に触れるが、本発明はそれに限定されるものではない。対
象となる金融市場情報を伝達するためにはいかなる好適な種類の表現を利用してもよい。
そうした表現は、限定なしに、円グラフ図、棒グラフ図、グラフ、ボックス、色、中間階
調、点、曲線、線あるいはその他のいかなる幾何学的、文字的あるいは図形的情報表現を
も含む。さらに、ある種の実施形態はある種の市場情報を多次元（たとえば少なくとも二
次元）で提供しうる一方、実施形態によっては三次元、四次元あるいはより多くの次元で
市場情報を提供しうる。
【００２０】
　先に触れた垂直バーに関しては、累計高さがそのスタック内の諸層の大きさの総計を反
映する。同様の複数の垂直のバーが好ましくは水平方向に配列され、現在の最良ビッド価
格より低く現在の最良オファー価格より高い現在の買い注文および売り注文の総数量を特
定の増分で表しうる。この集合は指し値注文帳（limit　order　book）と称されうる。個
別的および集合的に、水平方向に配列された垂直バーは好ましくは、リアルタイムの継続
的なベースで、現在の有効市場価格およびその周辺の両方における買い意欲および売り意
欲の広まりの即時の印象を与える。
【００２１】
　また、垂直バーのそれぞれについてキャプションも提供され、垂直バーの各水平線につ
いて累積タグも提供される。これはリアルタイムデータを示す。視覚的に呈示される市場
特性がすべて明確にラベル付けされ数値的に定義されるよう、現在の市場価格、トランザ
クション価格、利回りおよび数量ならびに指し値注文帳の各増分での基礎にある価格が提
供されることが好ましい。
【００２２】
　また、水平方向に揃って提供されるものとして、現在市場水準についての継続的に更新
されるコンテキストを提供するようにする所与の時間期間（好ましくは１取引日）につい
ての価格履歴を表すチャートおよびそれぞれの金融手段における所定数のトランザクショ
ンについての価格動向を示す視覚表示がある。前記チャートおよび取引動向履歴は、ある
実施形態では、段状テラス形式で呈示され、各証券についての情報を明確に分離するよう
にする。分離は区分（sector）によってでも満期によってでもよい。
【００２３】
　個別的な証券情報を呈示する対話的視覚表示はさらに、実行価格、計算された利回り、
上と下のトランザクション価格の時刻および関連する利回りを含めた図表およびグラフに
よる表示要約ならびに利回り曲線の先行する日々の履歴に重ねられたグラフ形式でのリア
ルタイムの更新された表示に取り囲まれている。
【００２４】
　これらの表示のデフォルトの組み合わせが、現在価格、数量、買い意欲または売り意欲
の広まり、所与の時間期間内のコンテキスト、各満期内でのおよび一つのグループとして
の全証券にわたる現在の価格動向、価格動向ならびにこれからの短期市場動向についての
市場参加者の即座の質問すべてに応えるよう考えられる。さらに、視覚表示要素のそれぞ
れはさらに、基礎になる値のための集合的な入れ物として構成され、そうした値はカーソ
ルをその個別の要素の上に動かすことによって取得されることができる。カーソルをその
ように動かすと、その個別要素の個々の特性が、成分だろうとその現在状態の要約だろう
と、閲覧でき、その情報は動的に更新される。
【００２５】
　さらに、当該表示の各証券成分についての個別的表示が利用可能であり、それにより市
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場参加者はその特定の証券または満期区分のダイナミクスに集中することが許容される。
これらの下位の個別証券の表示において、視覚要素は好ましくは同様にハイライトされて
、詳細な数値または状態要約のいずれかの形でその基礎にある成分を明かす。
【００２６】
　好ましくは、表示のいかなる要素も、該要素をより詳細にハイライトするために拡大さ
れうる。また、多次元要素の最適な見方を許容するよう表示全体を回転させることができ
る。いずれの時点においても、回転され、拡大された表示はもとのデフォルト位置にトグ
ルにより戻すことができる。
【００２７】
　所与の証券について挙げられている価格、利回りまたは数量のいずれかの部分をクリッ
クすることで、好ましくはトランザクションウィンドウが開かれ、そのトレーダーまたは
他の資格のあるユーザーがその証券を買うビッドもしくは売るオファーを提出する、ある
いは既存のビッドもしくはオファーの一つを受け容れることによって、あるいはそのトレ
ーダーによって決まった収入トランザクションネットワークに提出されたビッドもしくは
オファーを、金融トランザクションプラットフォームの他のトレーダーまたはその他の権
限を与えられた有資格のユーザーの買いビッドもしくは売りオファーと電子的付け合わせ
をすることを通じて、当該証券におけるトランザクションを実行することが許容される。
【００２８】
　また、関連する安全な申し込みサービス、金融信用管理サービスおよびトランザクショ
ン管理サービスへのアクセスを取得および維持するために必要なセキュリティおよび権限
付与ツールも提供される。
【００２９】
　一つの実施例が図１に示されている。これは、一つまたは複数のディスプレイ１１６を
含む市場情報管理システム１００を示すブロック図である。上位レベルでは、システム１
００は好ましくは少なくとも一つのクライアント１０２、サーバー１０４および一つもし
くは複数のデータ提供器１０６を有するクライアント／サーバー環境として提供される。
この構成が例として与えられてはいるが、所望の機能性を実行するいかなる好適な電子構
成を利用してもよい。一般に、システム１００は、クライアント１０２を使っている市場
参加者に、一つまたは複数の金融手段についての金融市場情報１１８のグラフィックな描
写を閲覧する機能を提供するシステムである。好ましくは、グラフィック描写はディスプ
レイ１１６の単一のウィンドウにおいて提供され、閲覧可能である。市場情報１１８は、
データ提供器１０６から受け取られ、サーバー１０４上の中央貯蔵所１１０に保存されう
る。
【００３０】
　たとえば、システム１００は、米国財務省ベンチマークおよび非ベンチマーク金融手段
データを蓄積し、自動的に蓄積された手段データをディスプレイ１１６を介してトレーダ
ーに呈示し、市場情報１１８におけるいかなる適切な変化をも動的に処理する市場システ
ムでありうる。ここでの用法では、「自動的に」の用語は一般的に、適切な処理が実質的
に少なくともシステム１００の一部によって実行されるということを意味する。「自動的
に」がさらに、この開示の範囲から外れることなく、システム１００とのいかなる好適な
ユーザー対話をも考えていることは理解しておくべきである。ここでの用法では、「動的
に」の用語は、ある種の処理が、一つまたは複数の変数に基づいて、少なくとも部分的に
ランタイムにおいて決定されるということを意味している。
【００３１】
　サーバー１０４は、中央貯蔵所１１０を含み、少なくとも一つのクライアント１０２お
よび／または一つのデータ提供器１０６に通信可能的に接続された任意のコンピュータで
ある。たとえば、サーバー１０４は汎用パーソナルコンピュータ（PC）、マッキントッシ
ュ、ワークステーション、UNIX（登録商標）ベースのコンピュータ、サーバーコンピュー
タまたは他の任意の好適な装置でありうる。図１は単に使用されうるコンピュータの一例
を与えるにすぎない。たとえば、図１は一つのサーバー１０４を示しているが、システム
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１００はサーバー以外のコンピュータを使っても、サーバープールを使っても実装できる
。本開示は、汎用コンピュータ以外のコンピュータおよび従来式のオペレーティングシス
テムのないコンピュータも考えている。ここでの用法では、「コンピュータ」の用語は、
パーソナルコンピュータ、ワークステーション、ネットワークコンピュータまたは他の任
意の好適な処理装置を包含することが意図されている。コンピュータサーバー１０４は、
該サーバー１０４がクライアント１０２と通信可能的に接続されたままである限り、UNIX
（登録商標）、ウィンドウズ（登録商標）または他の任意の好適なオペレーティングシス
テムを含むいかなるオペレーティングシステムを実行するよう適応されていてもよい。あ
る実施形態によれば、サーバー１０４はリモートのウェブサーバーでありうる。要するに
、サーバー１０４は、クライアント１０２に市場情報を呈示するために好適ないかなる組
み合わせにおいてであれ、ソフトウェアおよび／またはハードウェアをもついかなるコン
ピュータであってもよい。
【００３２】
　中央貯蔵所１１０は一つまたは複数のデータ提供器１０６からの多様な市場情報１１８
を含む。中央貯蔵所１１０は、外部で実装されたコードによって定義され、処理され、あ
るいは取得されるよう動作できるデータ記憶の任意の物理的または論理的記載を有する。
たとえば、中央貯蔵所１１０は一つまたは複数の拡張可能マークアップ言語（XML）表ま
たは文書を有しうる。別の例では、中央貯蔵所１１０は、SQL文またはスクリプト、フラ
ットファイル、Btrieveファイルまたはコンマ区切りの値（CSV）ファイルを用いて記述さ
れるリレーショナルデータベースを有しうる。中央貯蔵所１１０は一つのサーバー１０４
上に、あるいは複数のサーバー１０４にまたがって保存されている複数の表を有しうる。
さらに、中央貯蔵所１１０は、本開示の範囲から外れることなく、ローカルであってもリ
モートであってもよい。要するに、中央貯蔵所１１０は、少なくとも一つのクライアント
に通信可能的に接続された、市場データ１１８の少なくとも部分集合を有する任意のデー
タ記憶である。
【００３３】
　さらに、本発明は市場情報の前記記憶について任意の好適な構成を考えている。たとえ
ば、図１は中央貯蔵所１１０を描いているが、市場情報１１８はクライアント１０２など
任意の好適な位置に保存されていてよい。
【００３４】
　各クライアント１０２は好ましくは、市場参加者にグラフィカルユーザーインターフェ
ース（GUI）を通じてディスプレイ１１６を呈示するよう動作しうる取引ワークステーシ
ョンまたはデバイスである。上位のレベルでは、図示されたクライアント１０２はGUI１
１２、メモリ１２０およびプロセッサ１２５を含んでおり、システム１００に関連する任
意の適切なデータを受信し、送信し、処理し、保存するよう動作できる電子コンピューテ
ィング装置である。クライアント１０２ａおよび１０２ｂで示されたようなサーバー１０
４に結合されたクライアント１０２はいくつあってもよいことは理解されるであろう。こ
こでの用法では、クライアント１０２とは、パーソナルコンピュータ、ワークステーショ
ン、ネットワークコンピュータ、キオスク、無線データポート、携帯情報端末（PDA）、
これらのもしくはその他の装置内にある一つまたは複数のプロセッサ、または他の任意の
好適な処理装置を包含することが意図されている。たとえば、クライアント１０２は、キ
ーパッド、タッチスクリーン、マウスまたは情報を受け付けることのできるその他の装置
といった入力装置ならびにサーバー１０４またはクライアント１０２の動作に関連した、
デジタルデータ、視覚情報もしくはディスプレイ１１６を含む情報を伝達する出力装置を
有しうる。さらに、クライアント１０２は、ディスプレイ１１６に適合するようカスタマ
イズされたキーボードを有しうる。カスタマイズにより、各キーはディスプレイ１１６の
特定の成分、ビューまたは機能性に割り当てられる。入力装置および出力装置の両方は、
たとえばGUIによってディスプレイ１１６を通じて、クライアント１０２のユーザーから
入力を受け取ることと出力を提供することの両方のための磁気コンピュータディスク、CD
-ROMまたはその他の好適な媒体といった固定またはリムーバブル記憶媒体を含みうる。
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【００３５】
　GUIは、データ提供器１０６から市場情報の一つまたは複数の集合を受け取るためのシ
ステム１００とのインターフェースをもつことをクライアント１０２のユーザーに許容す
るよう動作しうるグラフィカルユーザーインターフェース（graphical　user　interface
）であってよい。一般的に、GUIはクライアント１０２のユーザーに、システム１００に
よって提供されるデータの効率的にしてユーザーフレンドリーな呈示を提供する。GUIは
、ユーザーによって操作される対話フィールド、プルダウンリストおよびボタンをもつ複
数のフレームまたはビューを有しうる。ある実施形態では、GUIは、単一のウィンドウ内
で、さまざまな市場情報１１８のグラフィックな描写を呈示し、クライアント１０２のユ
ーザーから入力装置の一つを介してコマンドを受信する。図２Ａでより詳細に示し、下記
にて大いに詳細に記載されるように、ある種の実施形態によれば、ディスプレイ１１６は
指し値注文帳の系列および複数の金融手段についての完了した取引情報のグラフィックな
描写を含む。
【００３６】
　ディスプレイ１１６は、さまざまな動的に構成設定可能または選択可能なオプションお
よびパラメータを保存するよう動作できる、構成設定ファイル、モジュールまたは動的リ
ンクライブラリ（DLL）に関連付けられていてもよい。この構成設定成分は管理者（アド
ミニストレーター）または管理人（マネージャー）によって管理される分散ファイルであ
ってもよく、それなら複数の市場参加者について中央集中的な一貫した構成設定が提供さ
れる。ここでの用法では「管理者」はディスプレイ１１６についてのオプションを動的に
構成設定するパーミッションまたは権利をもつ任意のユーザーである。換言すれば、この
開示の範囲から外れることなく、各市場参加者は管理者でもあることができる。これらの
パラメータは、変化する取引、規制またはその他の産業条件へのすばやい応答が許容され
るよう、ランタイムの間に構成設定されうる。要するに、ディスプレイ（display）１１
６は、汎用ウェブブラウザーのような、システム１００内で情報を処理し、その情報をユ
ーザーに呈示する任意のグラフィカルユーザーインターフェースを考えている。サーバー
１０４はネットワーク１０８を使って、クライアント１０２からウェブブラウザー（たと
えば、マイクロソフト・インターネット・エクスプローラーまたはネットスケープ・ナビ
ゲーター）を介してデータを受け付け、適切なHTMLまたはXMLの応答を返すことができる
。
【００３７】
　ネットワーク１０８はコンピュータサーバー１０４と他の任意のコンピュータとの間の
有線または無線の通信を容易にする。ネットワーク１０８は、たとえばインターネット・
プロトコル（IP）パケット、フレーム・リレーのフレーム、非同期転送モード（ATM）の
セル、音声、ビデオ、データおよびその他のネットワークアドレス間の公的な情報などを
伝達しうる。ネットワーク１０８は一つまたは複数の構内ネットワーク（LAN）、無線ア
クセスネットワーク（RAN）、都市圏ネットワーク（MAN）、広域ネットワーク（WAN）、
インターネットとして知られる地球規模のコンピュータネットワークの全体もしくは一部
分および／または一つまたは複数の位置における一つまたは複数の他の任意の通信システ
ムを含みうる。クライアント１０２は、サーバー１０４のような他のコンピュータシステ
ムと、クライアント‐サーバーまたはその他の分散環境においてネットワーク１０８を通
じて通信する。ある種の実施形態では、クライアント１０２はメモリ１２０での記憶のた
めにネットワーク１０８から市場情報１１８を受け取る。一般に、インターフェース１１
２は、好適な組み合わせのソフトウェアおよび／またはハードウェアにおいてエンコード
され、リンク１１４を介してネットワーク１０８と通信するよう動作しうる論理を有する
。より具体的には、インターフェース１１２は、通信ネットワーク１０８に関連した一つ
もしくは複数の通信プロトコルをサポートするソフトウェアまたは物理的な信号を伝達す
るよう動作しうるハードウェアを有しうる。
【００３８】
　メモリ１２０は、いかなるメモリまたはデータベースモジュールを含んでいてもよく、
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揮発性メモリの形であっても不揮発性メモリの形であってもよい。それには、限定なしに
、磁気媒体、光媒体、ランダムアクセスメモリ（RAM）、読み出し専用メモリ（ROM）、リ
ムーバブルメディアまたは他の任意の好適なローカルもしくはリモートのメモリ構成要素
が含まれる。図示した実施形態では、メモリ１２０は少なくとも、市場情報管理アプリケ
ーション１３０、ローカル市場データ１３２およびトランザクションアプリケーション１
３４を含んでいるが、ディスプレイ１１６およびアプリケーション１３０、１３４による
使用のための構成設定ファイルなど、他の任意の適切なアプリケーションおよびデータも
含んでいてもよい。
【００３９】
　アプリケーション１３０、１３４は、市場情報１１８を受け取って処理し、それをディ
スプレイ１１６を通じて市場参加者に呈示し、ユーザーがディスプレイ１１６上に呈示さ
れた情報によって表される金融手段に関連したトランザクションを実行できるようにする
よう動作しうるいかなるハードウェア、ソフトウェアまたはその組み合わせをも含みうる
。ディスプレイ１１６のロードまたは構成設定をするとき、たとえばアプリケーション１
３０はまず、ローカルだろうとリモートだろうと構成設定ファイルを処理し、ディスプレ
イ１１６上に呈示されるグラフィック描写の初期またはデフォルトパラメータを決定する
ことができる。さらに、アプリケーション１３０は、ディスプレイ１１６を介してクライ
アント１０２を使っている市場参加者からの要求を受け取って、処理しうる。トレードア
プリケーション１３０は、構成設定ファイルに基づいて、ある種の要求に対しては拒否、
無視あるいはエラーの伝達をしうる。アプリケーション１３０、１３４は単一のマルチタ
スクモジュールとして示されるが、これらのアプリケーションによって実行される特徴お
よび機能性は、たとえばデータ取得モジュールおよび呈示エンジンといった複数モジュー
ルによって実行されてもよい。さらに、アプリケーション１３０、１３４は、本開示の範
囲から外れることなく、別のソフトウェアモジュールの子モジュールまたはサブモジュー
ルであってもよい。要するに、アプリケーション１３０、１３４は、ここに記載するよう
な市場情報１１８を呈示し、操作し、これに作用するための任意の適切な処理を提供する
よう動作しうる一つまたは複数のソフトウェアモジュールを有するものである。
【００４０】
　ローカル市場データ１３２は、ベンチマークおよび非ベンチマーク金融手段のような、
リモート市場データ１１８の一つまたは複数の部分集合を保存している。ローカル市場デ
ータ１３２は、インターフェース１１２を通じて、あるいはクライアント１０２上で走っ
ている別のプロセスから、市場データ１１８のコピーを適宜受け取りうる。適宜、ローカ
ル市場データ１３２は自動的に、動的に、あるいは手動で中央貯蔵所１１０から任意の適
切な時刻に市場データ１１８を取得または受領しうる。たとえば、管理アプリケーション
１３０は、初期実行に際して中央貯蔵所１１０内の市場データ１１８のコピーを自動的に
取得しうる。さらに、ローカルな市場データ１３２は、XML文書、フラットファイル、コ
ンマ区切りの値（CSV）ファイル、SQL表、リレーショナルデータベースの表および市場デ
ータ１１８の少なくとも一つの部分集合を保存するよう機能しうるその他の任意の形式を
含むいかなる好適な形式であってもよい。ローカル市場データ１３２は、ディスプレイ１
１６とともに使えて、アプリケーション１３０、１３４によって処理されうる限り、中央
貯蔵所１１０内のデータや伝達される市場データ１１８とは異なる形式であってもよいこ
とは理解されるであろう。
【００４１】
　ディスプレイ１１６は、市場情報をユーザーに呈示するための適宜単数または複数のウ
ィンドウを含む。ある実施形態では、市場情報はユーザーに対して単一のウィンドウにお
いて表示されるグラフィック描写において呈示される。別の実施形態では、ユーザーは市
場情報と同じウィンドウ内に表示された要素またはオブジェクトと対話することによって
描かれた金融手段におけるトランザクションを実行しうる。前記対話には、前記情報のグ
ラフィック描写の成分との対話が含まれる。しかしながら、本発明はそれに限定されるも
のではなく、市場情報を表示し、および／または該情報に対応するか基づくかするトラン
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ザクションを実行するための複数のウィンドウの使用をも考えている。
【００４２】
　クライアント１０２はまた、プロセッサ１２５も含んでいる。プロセッサ１２５は、た
とえば中央処理装置（CPU）、特定用途向け集積回路（ASIC）または現場プログラム可能
なゲートアレイ（FPGA）といったクライアント１０２の動作を実行するために、命令を実
行し、データを操作する。図１はクライアント１０２中に単一のプロセッサ１２５を示し
ているが、具体的な必要に応じてマルチプロセッサ１２５を使ってもよく、プロセッサ１
２５への言及は、適切な場合にはマルチプロセッサ１２５をも含むことが意図される。あ
る種の実施形態では、プロセッサ１２５は、アプリケーション１３０、１３４に関連した
一つまたは複数のプロセスを実行して、中央貯蔵所１１０からデータ提供器１０６を介し
て伝達された市場データ１１８を呈示し、ユーザーが市場データ１１８によって表される
金融手段におけるトランザクションを遂行することを可能にする。
【００４３】
　データ提供器１０６は典型的には、市場データ１１８の少なくとも一部分を中央貯蔵所
１１０における記憶のために伝達するよう動作しうる機械上に存在する、サードパーティ
ーのウェブサーバーまたは企業エージェントである。データ提供器１０６がリモートでも
ローカルでもよいことは理解されるであろう。さらに、データ提供器１０６は、本開示の
範囲から外れることなく、サーバー１０４またはクライアント１０２の上で走っている別
個のプロセスを表していてもよい。一般に、データ提供器１０６は、任意の適切な市場デ
ータ１１８の少なくとも部分集合をシステム１００に提供するよう動作しうる任意のハー
ドウェア、ソフトウェアまたは論理である。システム１００は、データ提供器１０６ａお
よび１０６ｂによって示されるような、いくつのデータ提供器１０６からなっていてもよ
い。たとえば、複数のデータ提供器１０６がマスター提供器１０６からデージーチェーン
式に通信可能的につながれていてもよい。マスターデータ提供器１０６は市場データ１１
８の実質的にすべてを集め、検証し、その集められた市場データ１１８を要求に応じて、
あるいは計画された時刻にサーバー１０４に伝達することができる。
【００４４】
　動作のある側面では、アプリケーション１３０、１３４が実行され、初期化されるのは
、クライアント１０２に動力投入されたときのように自動的に、あるいはユーザーからの
コマンドに応じて行われる。アプリケーション１３０、１３４はディスプレイ１１６のた
めのデフォルトの構成設定およびレイアウトを決定し、ベンチマークおよび非ベンチマー
ク手段のための適切な市場データを中央貯蔵所１１０および／またはローカル市場データ
１３２から取得し、デフォルトの構成設定及び取得されたデータに基づいてディスプレイ
１１６内に呈示されるグラフィック描写を生成する。アプリケーション１３０、１３４は
ディスプレイ１１６に呈示される情報および／またはユーザーによって開始される行動を
適宜処理する。
【実施例１】
【００４５】
　図２にあくまでも例として示されるように、本発明のある実施例は、市場情報呈示２０
０をクライアント１０２のユーザーに提供する。呈示２００の構成要素は好ましくはディ
スプレイ１１６上の単一のウィンドウ内に表示される。しかしながら、呈示２００の構成
要素は、本開示の範囲から外れることなく、複数ウィンドウに表示されたり、あるいはま
た複数ディスプレイに表示されたりしてもよい。
【００４６】
　より具体的には、市場呈示２００は好ましくは、第一の部分２１０および第二の部分２
２０を有するグラフィック描写２０１を含む。第一の部分２１０は完了したトランザクシ
ョン、ビッド、オファーまたは表されている市場に関連する他の任意の活動に関する情報
を表す。図２に示されるように、第一の部分２１０は一日内の取引活動を表す。第二の部
分２２０は現在の市場条件および利用可能な取引機会など潜在的な市場活動を表す。まと
めて、第一および第二の部分２１０および２２０は少なくとも二つの金融手段についての
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市場情報の多次元表現を呈示する。好ましくは、グラフィック描写２０１全体は電子ディ
スプレイの単一のウィンドウ内にある（すなわち単一のウィンドウ内で見ることができる
）。好ましくは、少なくとも一つの第一および第二の領域２１０および２２０が単一のウ
ィンドウ内にある。より好ましくは、第一および第二の部分２１０および２２０の両方が
単一のウィンドウ内で見ることができる。単一ウィンドウ表示が好ましくはあるが、本開
示は、グラフィック描写２００のある種の諸部分を複数の異なるウィンドウに呈示するな
ど、他のいかなる好適な構成をも考えている。
【００４７】
　第一の部分２１０は完了した一日内の取引活動を表す多次元オブジェクトを含んでいる
。第一の部分２１０はテラス式あるいは段状の三次元オブジェクトとして呈示されている
。各段２１１は異なる金融手段を表している。図２に示した例では、５つの異なる米国ベ
ンチマーク財務省証券を表す５つの段〔ステップ〕２１１があり、それぞれ２年物、３年
物、５年物、１０年物および３０年物財務省証券を含んでいる。先に述べたように、描写
２０１（およびたとえば段２１１）は、いかなる金融手段あるいは電子交換所において取
引されうる他のいかなる資産もしくは品目を表していてもよいことを注意しておくべきで
あろう。各段２１１は水平セクション２１２および垂直セクション２１３を含んでいる。
好ましくは、水平セクション２１２はｘ方向およびｚ方向の広がりをもつ水平面である。
好ましくは、垂直セクション２１３はｘ方向およびｙ方向に広がりをもつ垂直面である。
さまざまな異なる金融手段はｚ方向への諸段２１１の進行によって表される。換言すれば
、異なる金融手段はｚ方向に沿って配列されている。
【００４８】
　各水平セクション２１２は、格子２１５に重ねられたグラフ２１４の形で表示されたさ
まざまな情報を有する。格子２１５はｚ方向でトランザクション価格を表し、ｘ方向で時
間を表している。グラフ２１４は、ある時間期間にわたって格子上でデータ点をつないだ
ものの描写である。図１の例は時間期間として取引日の一部分を使っている。たとえば、
図１は午前9:00前から午後3:00を少し過ぎたころまでの時間期間を描いているが、分、時
間、日、年などを含むいかなる時間期間を表してもよい。また、複数の時間期間が表され
てもよい。ある日の一部分と別の日の一部分などである。どの所与の水平セクション２１
２にも二つ以上のグラフが含められてもよい（明示的に図示してはいない）。各グラフは
異なる時間期間を表していてもよいし、あるいは市場参加者に呈示することが望ましいこ
とがありうる他のいかなる好適な情報を表していてもよい。グラフ２１４もまたは他のい
かなる二次元グラフィックの表現も、さらにより多くの情報（グラフ２１４の場合、規模
または数量など）を表示するために三次元（あるいはより多くの次元）にしてもよい。
【００４９】
　各垂直セクション２１３も完了した取引情報も表している。図１では、各垂直セクショ
ン２１３は値動き帯（tick　strip）２１６を含んでいる。これは所定数の取引について
の価格動向の指示で、個別取引のそれぞれについての価格動向はインジケーター２１７に
よって表される。図示した値動き帯は１０の取引について価格動向を表示しているが、い
かなる好適な取引数を使ってもよい。好ましくは、値動き帯によって表される取引数は５
ないし１５の範囲である。この場合、見ている値動き帯に対応するある特定の証券を売り
買いする判断に最近の価格動向がどのように影響するかについて結論を引き出すために市
場参加者に提供されるこれまでの価格動向の数が、扱いうる有用な数となる。より好まし
くは、インジケーターすなわち値動き（tick）の数は８ないし１２の範囲である。価格動
向は各インジケーター２１７について異なる色の使用によって指示される。図２には明示
的に示されていないが、色は「変化なし」として黄色、「上向き」の価格動向として緑色
、「下向き」の価格動向として赤を含みうる。しかし、いかなるグラフィック表現を使っ
てもよい。たとえば、価格動向は上向きおよび下向きの矢印ならびに「変化なし」につい
ては水平棒によって示されてもよい。もう一つの例としては、価格動向は色ではなく、中
間階調によって指示されてもよい。あるいはまた、価格動向情報は文字または数字情報に
よって表現されてもよい。
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【００５０】
　したがって、図示したように、グラフ２１４はある第一の時間期間にわたっての完了し
た取引情報を表し、値動き帯２１６はある第二の時間期間にわたっての完了した取引情報
を表す。第二の時間期間は第一の時間期間より短く、第一の時間期間の部分集合である。
また、すでに論じたように、グラフ２１４は価格の値の情報を表現し、値動き帯２１６は
価格の動向の情報を表現する。よって、グラフと値動き帯は異なる時間期間にわたっての
異なる情報を表している。
【００５１】
　第二の部分２２０は、前記５つのベンチマーク財務省証券についての現在の市場全体を
表す複数の多次元オブジェクトを含んでいる。第二の部分２２０は複数の手段スラブ２２
１を有している。各スラブ２２１は金融手段を表す。図１で示したように、５つのベンチ
マーク財務省証券を表す５つのスラブ２２１がある。好ましくは、各スラブ２２１は段２
１１に対応する。すなわち、ある段２１１および対応するスラブ２２１はいずれも同じ金
融手段を表すのである。
【００５２】
　各スラブ２２１はその上に３Ｄの垂直バー２２２が配置されている。垂直バーのそれぞ
れはスタックとして知られる。スタックはある所与の価格での（売りまたは買いのどちら
のためのものも）証券注文の数量を表している。所与のスラブに沿っての一連のスタック
は、その特定の証券についての指し値注文帳として知られる。各スラブは中心点２２３を
有する。中心点の一方の側ですぐ隣にあるスタック（たとえばスタック２２４）は最良ビ
ッド価格、すなわち諸ユーザーがその証券について支払う容易がある最良価格を表す。中
心点２２３の他方の側ですぐ隣にあるスタック（たとえばスタック２２５）は最良のアス
ク価格〔売り指し値〕、すなわち諸ユーザーがその証券を売る容易のある最良価格を表す
。したがって、中心点は最良ビッド／アスク、すなわちＢＢＡ点として知られてもよい。
ＢＢＡ点をまたぐ一対のスタックはＢＢＡスタックとして知られてもよい。好ましくは、
ＢＢＡスタックは層の形で追加的な情報を示す。諸層はそれぞれ最良のビッド／アスク価
格での待ち行列内の種々の注文数量を示す。ただし、どの垂直バー２２２もこのようにし
て構成されてもよい。
【００５３】
　このように、第二の部分２２０は複数のスラブ２２１を含み、そのそれぞれは所与の次
元方向に沿って配列された複数の垂直バーすなわちスタック２２２を有している。図２で
は、所与のスラブ２２１についてのスタック２２２はｘ方向に沿って配列されている。第
一の部分２１０と同様、さまざまな異なる金融手段はｚ方向へのスラブ２２１の進行によ
って表現される。異なる金融手段はｚ方向に沿って配列されているのである。スタック２
２２によって表されるように、価格情報はｘ方向に与えられ、数量情報はｙ方向に与えら
れる。図２に示したように、各スタック２２２についての価格情報はそれぞれのスラブ２
２１に重ねられて、それぞれのスタック２２２の下に数値的に提供される。
【００５４】
　市場呈示２０１はある種の付随情報をも含みうる。図２に示したように、呈示２０１は
、利回り曲線インジケーター２０２、取引状態インジケーター２０３および相場掲示板２
０４を含む。利回り曲線インジケーター２０２は複数の金融手段についての利回り曲線情
報を示す。図１に示したように、利回り曲線情報は５つのベンチマーク財務省証券につい
て示されている。一つの曲線しか示していないが、インジケーター２０２は複数の時間期
間を表す複数の曲線を示してもよい。
【００５５】
　取引状態インジケーターは取引状態インジケーター２０５およびＢＢＡ手段相場２０６
を含む。取引状態インジケーター２０５はその特定の証券が取引状態にあるときに表示さ
れる。取引状態インジケーターは価格情報、数量情報およびヒット／テイク情報といった
情報を提供する。ヒット／テイク情報は、その取引がヒット（hit）であったかテイク（t
ake）であったか（すなわち、それぞれ最良オファー価格での売りか最良ビッド価格での
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買いか）を示す。
【００５６】
　相場掲示板２０４は現在の市場相場情報を表示する。換言すれば、掲示板２０４は手段
種別情報（２年物［2Y］あるいは３年物［3Y］財務省証券など）、最終価格情報（ヒット
／テイクの指示を含む）、価格変化情報、利回り情報、高値／利回り／時刻情報および安
値／利回り／時刻情報を表示する。
【実施例２】
【００５７】
　図３Ａ，Ｂおよび図４は本発明のさまざまな実施形態によって考えられるグラフィック
描写の追加的な側面を図解している。たとえば、図３Ａ，Ｂおよび図４に示されるように
、グラフィック描写３０１内に埋め込まれた隠し情報がある。その情報は好ましくは、カ
ーソルをあるオブジェクトの上に動かしてダイアログボックスが呈示されるようにするこ
とによって見ることができる。たとえば、図３Ａに示されているように、カーソル（明示
的に示していない）をあるスタックの上に動かすことで、ボックス３０２が表示されるよ
うにできる。ボックス３０２は手段種別、ビッド価格、利回りおよび数量といった情報を
含む。ボックス３０２の情報は、好ましくは最良ビッド／アスクスタックでないスタック
について利用可能となる種類の情報である。同様の情報がアスクのスタック（すなわち、
買いのためにオファーされている証券を表すスタック）について利用可能となるが、ただ
しビッド価格の代わりにアスク価格が与えられる。
【００５８】
　カーソルを最良ビッド／アスクスタックの上に動かすと、ボックス３０３のようなボッ
クスが現れる。ボックス３０３は手段種別、オファー価格、利回り、総数量および諸増分
数量といった情報を含む。増分数量とは、スタックの待ち行列内におけるある単一の価格
についての各注文の個別の数量を表す。たとえば、ボックス３０３において、増分数量は
それぞれ10,8,5,5,2である。総数量は増分数量の合計である。たとえば、ボックス３０３
において、総数量は30である。同様の情報は最良ビッドスタックに対応するボックスにも
表示される。ただし、オファーまたはアスクの代わりにビッド価格が表示されることにな
る。
【００５９】
　情報ボックスのもう一つの例はボックス３０４である。これは当該手段が取引状態にあ
る間のスタックに対応する。ボックス３０４は手段種別、ヒット／テイク、価格、利回り
、数量および価格動向といった情報を表示する。同様の情報はボックス３０５に表示され
るが、ただし、ボックス３０５に対応する取引状態スタックは、ビッド注文ではなく、個
別の指し値注文帳のオファー注文のうちにあるので、ヒット／テイク指示は「TAKE」であ
る。
【００６０】
　隠し情報は所望されるさまざまなレベルで提供されうることを注意しておくべきであろ
う。複数の層が、次々のより詳細な層に「深く潜ること」によってアクセスされてもよい
。隠し情報が見られる図示したボックスのような構成はいくつあってもよい。他の可能な
構成としては、ポップアップウィンドウ、スクロールバー（たとえば画面の下部にある）
および音声ファイルといったものが含まれる。隠し情報はひとたびアクセスされれば、肯
定的に改めて隠されるまで画面上に残っていてもよいし、所定の時間期間の間残ってもよ
いし、あるいはカーソルがその隠し情報に関連付けられたオブジェクトを離れると隠し状
態に戻ってもよい。本開示は、隠し情報が見られるようにするために少なくとも初期にア
クセスされる任意のルーチンと、情報が隠し状態に戻る任意のルーチンとを考えている。
【００６１】
　図４では、基本グラフィック表現（グラフィック描写２０１または３０１のような）か
ら「切り出され」うるある種の情報の例が示されている。たとえば、スラブ４２１および
それに対応する指し値注文帳が切り出されて図４に表示されている。図４に示されている
市場呈示４００も利回り曲線４０２、相場掲示板４０４、手段相場４０６および取引指標
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４１２を含んでいる。指標４１２は、グラフィック描写の第一の部分の段のうちの一つの
水平セクション（たとえば水平セクション２１２）を上から見た図に対応する。
【００６２】
　市場呈示において示されるグラフィック描写および付随情報のいずれの部分も、ズーム
したり、拡大したり、切り出したり、回転させたり、その他の仕方で操作したりして、そ
の個別の市場呈示において図示されているさまざまな情報の種々のビューをユーザーに提
供しうる。
【００６３】
　ある種の側面によれば、金融手段におけるトランザクションが可能にされる。トランザ
クションは、図１に示されたトランザクションアプリケーション１３４を実行するための
単数または複数の適切なステップを取ることによって達成される。トランザクションアプ
リケーションを作動させるトリガーは、アイコンをクリックする、テキストのコマンドを
入力する、所定のキーもしくは複数のキーの列もしくは組み合わせを押す、およびシステ
ム１００に声によるコマンドを発するといった、いかなる好適なトリガーであってもよい
。少なくとも一つの実施形態では、市場呈示またはグラフィック描写（たとえば市場呈示
２００または描写２０１）は対話的なトランザクション機能を提供する。それによれば、
ユーザーは市場呈示の表示ウィンドウから直接的にトランザクションを実行しうる。これ
はたとえば、カーソルを最良ビッド／アスクスタックの上に動かしてマウスをクリックす
ることによって達成されうる。次いでアプリケーション１３４は、ユーザーがそのトラン
ザクションに関係する追加的情報を完成させるよう、トランザクションダイアログボック
スを呈示する。ユーザーにそのヒットまたはテイクを確認する機会を与えるよう、確認ウ
ィンドウが設けられてもよい。別の側面によれば、アプリケーション１３４および対話的
表示ウィンドウは協力して、ユーザーがビッドまたはアスク注文を出すことを許容する。
【００６４】
　本発明の諸実施形態およびその利点について詳細に述べているが、当業者は付属の請求
項によって定義される本発明の精神および範囲から外れることなくさまざまな変更、追加
および省略をなすことができる。
【００６５】
　いくつかの態様を記載しておく。
〔態様１〕
　金融市場情報を表示するためのシステムであって：
　　金融市場情報を受け取り、保存するためのメモリと、
　　ディスプレイと、
　　前記金融市場情報を処理して該金融市場情報のグラフィック描写を前記ディスプレイ
上に生成するよう動作しうるプロセッサ、
　とを有するコンピュータを有しており、
　前記グラフィック描写は少なくとも二つの金融手段についての市場情報の少なくとも三
次元での多次元表現を有し、該グラフィック描写はディスプレイ上の単一のウィンドウ内
にあり、表示された金融市場情報の少なくとも一部分はリアルタイムで動的に更新される
ことを特徴とするシステム。
〔態様２〕
　前記グラフィック描写が複数の多次元表現を含むことを特徴とする、態様１記載のシス
テム。
〔態様３〕
　前記金融手段がそれぞれ関連する指し値注文帳を有しており、それぞれの指し値注文帳
はある第一の次元方向に沿って配されており、該指し値注文帳の任意の一つに関連する諸
注文はある第二の次元方向に沿って配されていることを特徴とする、態様１記載のシステ
ム。
〔態様４〕
　前記金融手段が米国財務省証券であることを特徴とする、態様１記載のシステム。
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〔態様５〕
　前記米国財務省証券が少なくとも二つの異なる満期を有する財務省証券を含んでいるこ
とを特徴とする、態様４記載のシステム。
〔態様６〕
　前記グラフィック描写が値動き帯を有することを特徴とする、態様１記載のシステム。
〔態様７〕
　前記グラフィック描写がアクティブ・マーケット・スタックを有することを特徴とする
、態様１記載のシステム。
〔態様８〕
　前記グラフィック描写が指し値注文帳を有することを特徴とする、態様１記載のシステ
ム。
〔態様９〕
　前記グラフィック描写が市場動向インジケーターを有することを特徴とする、態様１記
載のシステム。
〔態様１０〕
　前記グラフィック描写が実行済み取引の指標を有することを特徴とする、態様１記載の
システム。
〔態様１１〕
　前記グラフィック描写がある金融手段に関連するある第一の数の取引の第一の指標と、
該金融手段のある第二の数の取引の第二の指標とを有しており、前記第二の数が前記第一
の数より大きく、前記第一の数に対応する取引期間よりも長い取引期間に対応することを
特徴とする、態様１記載のシステム。
〔態様１２〕
　前記第一の数はある所定の数であり、前記第二の数はある所定の時間期間の長さによっ
て決定されることを特徴とする、態様１１記載のシステム。
〔態様１３〕
　前記第一の数が５ないし１５の範囲の数であることを特徴とする、態様１２記載のシス
テム。
〔態様１４〕
　前記第二の指標が一日内の取引活動の表現を有することを特徴とする、態様１１記載の
システム。
〔態様１５〕
　前記第二の指標がグラフの形で提供されることを特徴とする、態様１４記載のシステム
。
〔態様１６〕
　前記グラフィック描写が、完了した取引活動を示す第一の部分と、現在の有効市場を示
す第二の部分とを有することを特徴とする、態様１記載のシステム。
〔態様１７〕
　前記第一および第二の部分のうちの少なくとも一つが、ある第一の次元方向の金融市場
情報の第一の成分およびある第二の次元方向の金融市場情報の第二の成分を描くことを特
徴とする、態様１６記載のシステム。
〔態様１８〕
　前記第一および第二の部分のうちの少なくとも一つが、ある第三の次元方向に少なくと
も二つの金融手段についての市場活動を描くことを特徴とする、態様１７記載のシステム
。
〔態様１９〕
　前記第一の部分および第二の部分の両方が、少なくとも二つの金融手段についての市場
活動を描き、前記第一の部分に関連付けられた金融手段が前記第二の部分に関連付けられ
た金融手段に対応することを特徴とする、態様１８記載のシステム。
〔態様２０〕
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　前記第二の部分が、前記第一の次元方向に注文の質を、前記第二の次元方向に注文の数
量を描くことを特徴とする、態様１７記載のシステム。
〔態様２１〕
　前記市場情報が生データ、付加価値を付けられた計算されたデータおよびリアルタイム
の解析値を含むことを特徴とする、態様１記載のシステム。
〔態様２２〕
　追加的な隠し市場情報が、カーソルを当該グラフィック描写のある部分の上に動かすこ
とによって見ることができることを特徴とする、態様１記載のシステム。
〔態様２３〕
　追加的詳細が、注文に関連した手段種別情報、価格情報および数量情報のうちの少なく
とも一つを有することを特徴とする、態様２２記載のシステム。
〔態様２４〕
　追加的情報が、完了した取引活動については、手段種別情報、時刻情報、価格情報およ
び利回り情報のうちの少なくとも一つを有することを特徴とする、態様２２記載のシステ
ム。
〔態様２５〕
　追加的情報が、最良ビッド／アスク注文については、手段種別情報、価格情報、利回り
情報、総数量情報および増分数量情報のうちの少なくとも一つを有することを特徴とする
、態様２２記載のシステム。
〔態様２６〕
　追加的情報が、取引状態のビッド／アスクスタックについては、手段種別情報、ヒット
／テイク情報、価格情報、利回り情報、数量情報および価格動向情報のうちの少なくとも
一つを有することを特徴とする、態様２２記載のシステム。
〔態様２７〕
　前記コンピュータに電子的に結合された、前記金融市場情報を保存する貯蔵所をさらに
有することを特徴とする、態様１記載のシステム。
〔態様２８〕
　市場参加者が前記金融市場情報に基づいてトランザクションを遂行できるようにするよ
う動作しうるトランザクションアプリケーションをさらに有することを特徴とする、態様
１記載のシステム。
〔態様２９〕
　前記トランザクションアプリケーションが前記金融市場情報を表示するコンピュータと
は別個のコンピュータ上に存在することを特徴とする、態様２８記載のシステム。
〔態様３０〕
　前記トランザクションアプリケーションが前記コンピュータからアクセス可能であるこ
とを特徴とする、態様２８記載のシステム。
〔態様３１〕
　前記トランザクションアプリケーションが前記ウィンドウからアクセス可能であること
を特徴とする、態様２８記載のシステム。
〔態様３２〕
　前記トランザクションアプリケーションが、市場参加者が、前記ウィンドウ上に表示さ
れたオブジェクトとの対話性によってトランザクションを実行することを許容するよう動
作しうることを特徴とする、態様３１記載のシステム。
〔態様３３〕
　前記トランザクションアプリケーションが取引を実行するためのポイントアンドクリッ
ク環境を提供するよう動作しうることを特徴とする、態様３２記載のシステム。
〔態様３４〕
　プロセッサによって実行可能で、ディスプレイ上に金融市場情報のグラフィック描写を
生成するよう動作しうるソフトウェアであって、前記グラフィック描写は少なくとも二つ
の金融手段についての市場情報の少なくとも三次元での多次元表現を含み、該グラフィッ
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ク描写はディスプレイ上の単一のウィンドウ内にあり、表示された金融市場情報の少なく
とも一部分はリアルタイムで動的に更新されることを特徴とするソフトウェア。
〔態様３５〕
　前記グラフィック描写が複数の多次元表現を含むことを特徴とする、態様３４記載のソ
フトウェア。
〔態様３６〕
　前記グラフィック描写が、完了した取引活動を示す第一の部分と、現在の有効市場を示
す第二の部分とを有することを特徴とする、態様３４記載のソフトウェア。
〔態様３７〕
　前記第一および第二の部分のうちの少なくとも一つが、ある第一の次元方向の金融市場
情報の第一の成分およびある第二の次元方向の金融市場情報の第二の成分を描くことを特
徴とする、態様３６記載のソフトウェア。
〔態様３８〕
　前記第一および第二の部分のうちの少なくとも一つが、ある第三の次元方向に少なくと
も二つの金融手段についての市場活動を描くことを特徴とする、態様３７記載のソフトウ
ェア。
〔態様３９〕
　隠し情報を維持し、トリガーの生起に反応してその隠し情報をディスプレイ上で見える
ようにするようさらに動作しうることを特徴とする、態様３４記載のソフトウェア。
〔態様４０〕
　前記トリガーがカーソルをグラフィック描写のある部分の上に動かすことであることを
特徴とする、態様３９記載のソフトウェア。
〔態様４１〕
　貯蔵所から市場情報を受け取るようさらに動作しうることを特徴とする、態様３４記載
のソフトウェア。
〔態様４２〕
　ユーザーが前記金融手段に関連するトランザクションを実行できるようにするようさら
に動作しうることを特徴とする、態様３４記載のソフトウェア。
〔態様４３〕
　前記市場情報が複数の向きで見ることができうることを特徴とする、態様３４記載のソ
フトウェア。
〔態様４４〕
　プロセッサによって実行可能で、ディスプレイ上に金融市場情報のグラフィック描写を
生成するよう動作しうるソフトウェアであって、前記グラフィック描写は少なくとも二つ
の金融手段についての市場情報の三次元表現を含み、該グラフィック描写はある次元方向
にリアルタイムの動的な市場情報の第一の成分を、第二の次元方向に市場情報の第二の成
分を含み、前記少なくとも二つの金融手段の表現がある第三の次元方向に沿って配される
ことを特徴とするソフトウェア。
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