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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金融商品（F.I.）取引を促進する方法であって、
　グラフィカル・ユーザ・インターフェース（GUI）を介して、ユーザから第一取引を決
定するパラメータであって、満期を含むパラメータを受信すること、
　関連する処理回路によって、前記ユーザが決定した第一取引に第一識別子を割り当てる
こと、
　前記ユーザが決定した第一取引の予想される結果を、前記ユーザに対して表示すること
、
　前記第一識別子に関連する前記GUI内の制御要素に対する前記ユーザのインタラクショ
ンに応じて、前記ユーザが決定した第一取引を実行すること、
　前記実行された第一取引の現在の状況の詳細を、前記GUI内でレンダリングし表示する
こと、
　前記満期より前に、前記実行された第一取引に関連する取引中オプションを実行する提
案の詳細を前記GUI内に表示することであって、前記表示された提案は第二識別子と関連
付けられ、および
　前記関連する処理回路によって、前記第二識別子に関連する前記GUI内の制御要素に対
する前記ユーザのインタラクションに応じて、前記取引中オプションを実行すること、を
含む方法。　
【請求項２】
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　前記取引中オプションは、前記実行された第一取引のための保険の購入であり、
　前記方法は、前記実行された第一取引の結果として前記ユーザが被った損失の少なくと
も一部を前記ユーザに対して払い戻すことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記実行された第一取引が損失すると予測される状況において、利益を得るよう策定さ
れる一以上の取引を実行することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記取引中オプションは、原資産の現在の市場価格に従って、前記実行された第一取引
に関連するポジションの一部を終了し、実質的に同時に、前記ポジションの一部の終了の
利益を用いて、前記ユーザによって決定された第二取引を実行することである、請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記第二取引は、前記第一取引の反対取引である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記取引中オプションは、原資産の現在の市場価格に従って、前記実行された第一取引
に関連するポジションを終了し、実質的に同時に、前記ポジションの終了の利益を用いて
、反対取引を実行することである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　金融商品（F.I.）取引を促進するシステムであって、
　ユーザ口座からの資産の預金および引き落としを容易にするための取引サーバと、
　前記取引サーバと機能的に関連付けられ、前記ユーザ口座を記憶するための口座データ
ベースと、
　前記口座データベースと機能的に関連付けられ、F.I.の所定の取引を実行し、該所定の
取引の結果に基づいて、前記口座データベース内の関連するユーザ口座を更新するための
取引モジュールと、
　前記取引モジュールと機能的に関連付けられたインターフェースサーバと、を備えるシ
ステムであって、
　前記インターフェースサーバは、
　　ユーザから第一取引を決定するパラメータであって、満期を含むパラメータを受信し
、
　　前記ユーザが決定した第一取引に第一識別子を割り当て、
　　前記ユーザが決定した第一取引の予想される結果を、前記ユーザに対して表示し、
　　前記第一識別子に関連する制御要素に対する前記ユーザのインタラクションに応じて
、前記取引モジュールに前記ユーザが決定した第一取引を実行させ、
　　前記第一取引が実行された後、前記実行された第一取引の現在の状況の詳細を前記ユ
ーザに対して表示し、
　　前記満期より前に、前記実行された第一取引に関連する取引中オプションを実行する
提案の詳細を前記ユーザに対して表示し、該表示された提案は第二識別子と関連付けられ
、および
　　前記第二識別子に関連する制御要素に対する前記ユーザのインタラクションに応じて
、前記取引中オプションを実行するよう構成される、システム。
【請求項８】
　前記取引中オプションは、前記実行された第一取引のための保険の購入であり、
　前記インターフェースサーバは、さらに、前記実行された第一取引の結果として前記ユ
ーザが被った損失の少なくとも一部を前記ユーザに対して払い戻すよう構成される、請求
項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記インターフェースサーバは、さらに、前記実行された第一取引が損失すると予測さ
れる状況において、前記取引モジュールに、利益を得るよう策定される一以上の取引を実
行させるよう構成される、請求項８に記載のシステム。
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【請求項１０】
　前記取引中オプションは、原資産の現在の市場価格に従って、前記実行された第一取引
に関連するポジションの一部を終了し、実質的に同時に、前記ポジションの一部の終了の
利益を用いて、前記ユーザによって決定された第二取引を実行することである、請求項７
に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第二取引は、前記第一取引の反対取引である、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記取引中オプションは、原資産の現在の市場価格に従って、前記実行された第一取引
に関連するポジションを終了し、実質的に同時に、前記ポジションの終了の利益を用いて
、反対取引を実行することである、請求項７に記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して金融商品取引の分野に関する。特に、本発明は金融商品の取引のため
のプラットフォームを提供するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本特許出願は、本願の発明者による２０１０年５月１０日出願の米国特許出願番号１２
／７７６，４４８、発明の名称「a System and Method for Providing a Platform for t
he Trade of Exotic Options」（「親出願」）の一部継続出願である。よって、親出願に
先行して記載される本明細書の全ての内容に関して、本出願は、米国特許出願番号１２／
７７６，４４８に対して優先権を主張し、参照によりその全ての内容は本明細書に組み込
まれるものとする。
【０００３】
　電子取引、または「eトレーディング」は、証券（株式や債券など）、通貨、上場デリ
バティブおよびその他の金融商品を、分散型データネットワークを介して取引する方法で
ある。電子取引は、一般的に、既存の取引システムを拡張する、または既存の取引システ
ムに接続する仮想市場を開発するための電子取引プラットフォーム上で買い手と売り手を
引き合わせるために、インターネットや固有ネットワークなどの情報技術システムを使用
する。NASDAQ、NYSE、ArcaおよびGlobexは、電子取引システムに拡張された、および／ま
たは電子取引システムと強固に相互接続された市場の例である。米国において、電子取引
を促進する取引所は、証券取引委員会または「SEC（Securities and Exchange Commissio
n）」で規制され、一般的に電子商取引ネットワークまたは「ECNs（electronic communic
ation networks）」と称される。
【０００４】
　外国為替市場（Forex、またはFX）では、通貨取引が行われる。外国為替取引は、同時
に起こる一つの通貨の買い、および他の通貨の売りとして定義される。一国の通貨は、他
国の通貨と交換される。通貨は、USドル／日本円、ユーロ／USドル、ブラジルレアル／ヨ
ルダンディナールなどのペアで取引されることも可能である。
【０００５】
　１９９６年頃には、オンラインの小売外国為替取引が実際に行われるようになった。イ
ンターネットを利用した市場メーカーは、小売トレーダーの取引の反対側の立場についた
。これらの企業は、外国為替現金取引市場で個人が売買するための迅速かつ容易な方法を
提供する小売外国為替プラットフォームを開発した。
【０００６】
　今日では、多様な電子取引サービスプロバイダを通じて、誰でもコンピュータ上であら
ゆる金融商品をオンラインで取引できる。これらの電子取引サービスは、急速に発展して
いるが、コンピュータ化された環境内で実現され得る多量の新たな取引の可能性は、未だ
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実現されていない。
【０００７】
　金融において、エキゾチック・オプションは、一般的に取引される製品（バニラ・オプ
ション）に対して当該オプションをより複雑にする特徴を有するデリバティブである。こ
れらの製品は、通常、オーバー・ザ・カウンター（ＯＴＣ）で取引される。または、これ
らの製品は、仕組債に組み込まれる。
【０００８】
　株価指数について検討する。アメリカンまたはヨーロピアン・ストレート・コール（ca
ll）またはプット（put）は、エキゾチックでない（バニラ）と考えられる。エキゾチッ
ク商品は、下記の特徴の一つまたはそれ以上を有することがある。
・満期でのペイオフは、満期での原資産指数の値にのみによって決まるのではなく、契約
期間中の数回におけるその値によって決まる（いくつかの平均によって決まるアジアン・
オプション、最大または最小によって決まるルックバック・オプション、原資産が特定の
レベルに達した場合または達していない場合に消滅するバリア・オプション、デジタル・
オプション、ペロン(peroni)・オプション、レンジ・オプションなどであり得る）。
・一より多い指数によって決まることがある（バスケット・オプション、ヒマラヤ・オプ
ション、ペロン・オプション、またはその他のマウンテン・レンジ・オプション、アウト
パフォーマンス・オプションなどにあるように）。
・コーラビリティ（callability）およびプッタビリティ(putability)権利が存在するこ
とがある。
・クオント・オプションまたは複合オプションなど、様々な方法で、外国為替レートに影
響を与えることがある。
【０００９】
　市場で盛んに取引される商品でも、評価が、持ち分の価格および変動率、信用格付、金
利の水準および変動率、およびこれらの要因の相関関係によって決まる、転換社債などの
エキゾチック・オプションの特徴を有することができる。エキゾチック・オプションの例
は、以下を含む。
　・バリア
　・CPPI 
　・クリケット（Cliquet）
　・コンパウンド（Compound）・オプション
　・デジタル／バイナリー・オプション 
　・ルックバック 
　・ペロン（Peroni）・オプション 
　・レインボー・オプション 
　・タイマー・コール 
　・ユニット（Unit）・コンティンジェント（Contingent）・オプション
　・バリアンス（Variance）・スワップ 
　・バミューダ・オプション
【００１０】
　バイナリー・オプションは、ペイオフが、ある資産の固定額または何もないかの何れか
である、オプションのタイプである。バイナリー・オプションの二つの主な種類として、
キャッシュ・オア・ナッシング・バイナリー・オプション、およびアセット・オア・ナッ
シング・バイナリー・オプションがある。キャッシュ・オア・ナッシング・バイナリー・
オプションは、オプションが満期でイン・ザ・マネーになった場合、ある固定額のキャッ
シュを支払い、アセット・オア・ナッシング・バイナリー・オプションは、原資産の価値
を支払う。それらは、またオール・オア・ナッシング・オプション、デジタル・オプショ
ン（外国為替／金利市場でより一般的である）、および（アメリカン証券取引所での）フ
ィックスト・リターン・オプション（FROｓ：Fixed Return Options）とも称される。
【００１１】
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　例えば、1,000ドルのバイナリー・ペイオフで、ＸＹＺ会社の株式を100ドルでバイナリ
ー・キャッシュ・オア・ナッシング・オプションでの購入がなされる。そして、将来の満
期日において、株式が100ドルまたはそれ以上で取引されている場合、1,000ドルが受け取
られる。もし、株式が100ドル未満で取引されている場合、何も受け取られない。
【００１２】
　よく知られているブラックショールズ（Black-Scholes）モデルにおいて、デジタル・
オプションの価値は、累積正規分布関数において表わすことができる。
【００１３】
　バイナリー・オプション契約は、長い間、オーバー・ザ・カウンター（OTC）、すなわ
ち売り手が買い手に直接売ることが可能となっていた。それらは、一般的に「エキゾチッ
ク」金融商品であると考えられ、発行から満了の間、当該金融商品を取引する流動市場は
存在しなかった。それらは、しばしば、より複雑なオプション契約に組み込まれていると
見られていた。
【００１４】
　２００７年に、オプション清算株式会社（Options Clearing Corporation）が、バイナ
リー・オプションを許可するルール変更を提案し、２００８年に、証券取引委員会がキャ
ッシュ・オア・ナッシング・バイナリー・オプションを上場することを承認した。２００
８年５月、アメリカン証券取引所（Amex）は、ヨーロッピアン・キャッシュ・オア・ナッ
シング・バイナリー・オプションの上場を開始し、２００８年６月にシカゴ・オプション
取引所（CBOE）がそれに続いた。
【００１５】
　Amexは、いくつかのETFsおよびCitigoupやGoogleなどのいくつかの流動性の高い株式を
提供する。Amexは、バイナリー・オプションを「フィックスト・リターン・オプション（
Fixed Return Options）」と称し、コールは「フィニッシュ・ハイ（Finish High）」、
プットは「フィニッシュ・ロー（Finish Low）」と名付けられる。個別株式の市場操作の
脅威を低減するため、AmexのFROｓは、満期日の取引における出来高加重平均として定義
される「清算指数」を用いる。
【００１６】
　CBOEは、S&P 500（SPX）およびCBOE恐怖指数（VIX：Volatility Index）に関してバイ
ナリー・オプションを提供する。これらのティッカーは、それぞれBSZおよびBVZである。
CBOEは、バイナリー・プット・オプションは、バイナリー・コール・オプションから合成
するためのささいなものであるとして、コールのみを提供する。BSZのストライクは５ポ
イント間隔で、BVZのストライクは１ポイント間隔である。BSZおよびBVZの実際の原資産
は、インデックス・バスケット・メンバーの始値に基づく。
【００１７】
　AmexとCBOEの両方に上場されたオプションは、100の乗数および0.01ドルのティックサ
イズで0ドルおよび1ドルの間の価値を有し、現金で清算される。
【００１８】
　まだ今のところ、利用可能なエキゾチック・オプションの取引プラットフォームは、限
定的であり、煩雑である。そのため、これらのオプションを取引するために、より柔軟で
より簡単に使用できる取引プラットフォームが求められる。
【発明の概要】
【００１９】
　定義
　F.I.＝市場で取引されるあらゆる金融商品。例：株式、債券、通貨、オプション、商品
、先物契約など。
　反対取引＝第一の取引において損失が発生することが見込まれる状況で、第二の取引に
おいて利益を得ることが期待される場合、またはその逆の場合に、第二の取引は、第一の
取引の反対となり得る。言い換えると、取引がF.I.に関連する所有権の反対の行為からな
る場合に、当該取引は、他の取引の反対であり得る。例えば、あるF.I.の購入は、当該あ
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るF.I.の販売の反対売買であり、またその逆もあり、さらに、F.I.を買うオプションの購
入は、F.I.を売るオプションの反対取引であり、またその逆もあり得る。明らかに、同様
のロジックがあらゆる取引に対して反対取引を行うために用いられる。
　エキゾチックF.I.／エキゾチック・オプション／エキゾチック契約＝一般的に取引され
るF.I.デリバティブ（エキゾチック・オプションと対照的なバニラ/スタンダード・オプ
ションとしても知られる）よりも複雑にする特徴を備える、他のF.I.のデリバティブ。エ
キゾチックF.I.の例は、以下を含む。
　１．バイナリー・キャッシュ・オア・ナッシング：F.I.の最終価格がストライク価格よ
りも高い（または他のバーションでは低い）場合に、ペイオフが特定の固定額に設定され
、そうでない場合は、ペイオフがゼロに設定される。
　２．バイナリー・アセット・オア・ナッシング：F.I.の最終価格がストライク価格より
も高い（または他のバーションでは低い）場合に、ペイオフがF.I.の価格と同額であり、
そうでない場合は、ペイオフがゼロになる。
　３．デジタル：F.I.の原資産が所定の閾値またはストライク価格を越えた後にペイオフ
が固定される。ペイアウトの価値は契約の開始時に決定され、価格が所定の閾値を下回ら
ない限り、原資産の価格が変更する大きさに依存しない。
　４．アジアン：ペイオフが、満期とは対照的に、特定に期間におけるF.I.の原資産の平
均価格によって決まる。
　５．バリア：ペイオフが、F.I.の価格が所定の範囲内で終わるか否かによって決まる。
　６．ノック・イン：満了前に一度でも特定の価格レベルに達すると通常取引（「ノック
・イン」）として機能を開始する潜在取引。
　７．ノック・アウト：特定の価格になると消滅する取引。そのため、価格が特定の価格
に達すると、取引がなかったものとされる。
　８．ワンタッチ：トレーダーは、F.I.の価格が一度でも所定のバリアに達するまたは上
回るとペイアウトが与えられる。このタイプの取引では、トレーダーが、バリアの値、満
了する時間およびバリアが一度でも破られた場合に受け取るペイアウトを設定することが
できる。このタイプの取引では、バリアが破られ、トレーダーが取引の最初に同意したペ
イアウトをすべて回収する、または、バリアが破られず、トレーダーが全てのプレミアム
を失う、の二種類の結果のみがあり得る。このタイプの取引は、F.I.の価格が将来特定の
レベルを越えると考えるが、高い価格レベルを維持できるかについては確信のないトレー
ダーにとって有用である。ワンタッチ取引は、一つのバリアレベルしか有さないため、一
般的にダブル・ワンタッチよりも若干費用がかからない。
　９．ダブル・ワンタッチ：トレーダーは、F.I.の価格が二つの所定のバリアレベル（一
つは現在価格より低く、一つは高い）の一つに達するまたは越える場合に、合意したペイ
アウトが与えられる。トレーダーは、両方のバリアの位置、満了する時間、および価格が
一つのバリアを上回った場合に受け取るペイアウトを決定することができる。取引に利益
が出る、および買い手がペイアウトを受け取るためには、バリアレベルの何れか一つは、
満期の前に破られなければならない。いずれのバリアレベルも満期前に破られない場合は
、取引は無価値で満了し、プレーヤーは全てのプレミアムを失う。このタイプの取引は、
F.I.の価格が大きな値動きを受けると考えるが、その方向については確信のないトレーダ
ーに有用である。
　１０．ダブル・ノータッチ：トレーダーは、F.I.の価格が二つの所定のバリアレベル（
一つは現在価格より低く、一つは高い）の一つに達しないまたは越えない場合に、合意し
たペイアウトが与えられる。このタイプの取引を行うトレーダーは、プレミアムを支払い
、同様に、両方のバリアの位置、満了する時間、および価格がいずれのバリアも破れなか
った場合に受け取るペイアウトを選択することができる。最大予想損失は、取引を設定す
る費用である。ダブル・ノータッチ取引は、ダブル・ワンタッチ取引の反対である。この
タイプの取引は、F.I.の価格が特定の期間にわたって境界となる範囲内にとどまると考え
るトレーダーに有用である。
　１１．アップ・アンド・アウト：現物価格がバリアレベルより低い価格から始まり、取
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引がノック・アウトになるためには、現物価格が上昇しなければならない。
　１２．ダウン・アンド・アウト：現物価格がバリアレベルより高い価格から始まり、取
引が無効になるためには、現物価格が下落しなければならない。
　１３．アップ・アンド・イン：現物価格がバリアレベルより低い価格から始まり、取引
がアクティブになるためには、現物価格が上昇しなければならない。
　１４．ダウン・アンド・イン：現物価格がバリアレベルより高い価格から始まり、取引
がアクティブになるためには、現物価格が下落しなければならない。
　１５．ラダー：取引が満了する前にF.I.がこれらのレベルを下回る場合でも、いくらか
の利益を保証しつつ、F.I.原資産が所定の価格レベルまたは段階（rungs）に達すると、
ロックインが得られる。
　１６．ルックバック：トレーダーは、取引期間にわたって発生する原資産価格に「振り
返り」、F.I.の最適値に基づいて取引を行うことが許可される。このタイプの取引は、市
場参入のタイミングに関連する不確実性を低減することができる。ルックバック取引には
以下の二種類がある。一つは、取引のストライク価格が購入時に固定されるが、市場価格
では取引が実行されない固定ルックバック取引である。コールの場合、トレーダーは、取
引期間を振り返り、F.I.が取引期間内で最高価格だった時点で取引を行うことを選択でき
る。もう一つは、取引のストライク価格が満期に固定される流動ルックバック取引である
。ルックバック取引は、トレーダーにとって魅力的であるが、それらは高額な可能性があ
り、また非常に投機的であると考えられる。
　１７．シャウト：トレーダーは、ロックイン金額を損失することなく、継続して利益を
得る権利を維持しながら、確定した利益にロックすることができる。「シャウト」は、ト
レーダーが利益を「意思表明（shout）」またはロックする機会を一回以上有するよう構
成することができる。これは、トレーダーが、既にロックインされた利益を失うことなく
、有益な市場変動から継続して利益を得ることを可能にする。
　１８．クアンテティ・アジャスティング（「クアント（Quanto）」）：F.I.が、取引が
決済される通貨以外の通貨建てである、現金決済で複数通貨間のデリバティブ。トレーダ
ーは、F.I.が他の国ではよく売れると思われるが、国の通貨はそうでないと懸念する場合
に、クアントを用いて取引する。
　これらの取引は、また、「ストライク」取引として知られる。
　仲介業者＝金融商品取引サービス提供者。
　市場データ提供者＝F.I.の価格、取引量、価格変動などの取引のプラットフォームを提
供する、F.I.の一以上の取引所の取引に関する情報を提供するソース。
　遠隔装置＝ディスプレイとユーザインタフェースを含むあらゆる装置であって、インタ
ーネットなどの分散型データネットワーク上で通信できるよう構成される装置（例：携帯
電話）。
【００２０】
　本発明は、F.I.の取引のための取引プラットフォームを提供するためのシステム及び方
法である。本発明のいくつかの実施形態によれば、場合によりインターネットなどの分散
型データネットワークを介して、ユーザと相互作用する少なくとも一つのインターフェー
スサーバ１（以下「IS1」）を含む、サーバまたはサーバクラスタを提供することができ
る。IS1は、以下に述べるように、ユーザにF.I.取引プラットフォームを提示し、ユーザ
から取引指示を受信し、それらを実行するよう構成される。サーバクラスタは、さらに、
取引サーバ、口座データベース、F.I.関連データベース、運用データベース、取引モジュ
ール、F.I.関連データアナライザ、ゲートウェイおよび／またはF.I.取引に機能的に関連
する、他のあらゆるサーバタイプを備える。クラスタ内のサーバは、ゲートウェイに機能
的に関連付けられ、インターネットなどの分散型データネットワーク上で、一以上のサー
バから/サーバへの通信を中継するよう構成された通信モジュールに機能的に関連付けら
れる。現在知られている、または将来考案される、あらゆるそして全ての計算アーキテク
チャは、本発明に適用可能である。
【００２１】
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　サーバおよび／またはサーバクラスタは、一つのまたは一組の物理的なサーバ、および
場合によっては、冗長な物理的サーバの複数組にわたって存在してもよいことが当業者に
理解される。さらに、記載されるアーキテクチャは、以下に記載する構成要素の全てまた
は一部を含む、独立型コンソール内で実施することが可能である。
【００２２】
　本発明のいくつかの実施形態によると、IS1は、以下に記載されるように、ユーザに対
し（１）遠隔装置または（２）IS1に直接接続されたユーザインタフェース上で、（複数
の）F.I.を取引するための取引プラットフォームを提示するよう構成されてもよい。取引
プラットフォームのためのコードは、IS1と機能的に関連付けられる運用データベースに
記憶される。当業者にとって、サーバ（例えばIS1）によって実行されると記載されてい
る機能の一つ以上は、ユーザの遠隔装置にインスタンス化されたアプリケーションによっ
て実行可能であることが明確である。アプリケーションは、ユーザの遠隔装置にあらかじ
めインストールされる、または必要に応じてIS1によって装置にダウンロードされてもよ
い。
【００２３】
　取引プラットフォームは、ユーザが、F.I.に関するデータ、異なる取引所における取引
のパラメータ、エキゾチックF.I.およびそれらの取引に関するパラメータ、ならびにF.I.
の取引に関するその他のあらゆるデータを見るためのオプションを含むことができる。
【００２４】
　データは、市場データ提供者から直接ユーザに送られる、および／または、F.I.関連デ
ータデータベースに記憶され、必要時にIS1によって読み出される。取引プラットフォー
ムは、さらに、F.I.関連データアナライザによって実行された、特に取引プラットフォー
ム用に策定されたデータの解析結果を、ユーザが見るためのオプションを含むことができ
る。データは、例えばグラフ、リスト、チャート、表などの異なる形式で、ユーザに対し
て表示可能である。IS1は、この目的のため、生データの異なるビジュアル形式を生成す
ることが可能である（例えば、IS1は、パラメータのリストからグラフを生成することが
できる）。
【００２５】
　本発明のいくつかの実施形態によると、IS1は、場合によりF.I.データアナライザと協
力して、システム所有者の手数料を組み込むために、ユーザに表示されたデータ（例えば
価格）を修正することができる。IS1は、さらに、ユーザに対し、取引プラットフォーム
上で、手数料を表示することができる。よって、ユーザのためにシステムによって実行さ
れる全ての取引は、本質的にユーザに対する手数料の課金をもたらす。
【００２６】
　本発明のいくつかの実施形態によると、ユーザに提示される取引プラットフォームは、
バイナリー・オプションまたはその他のあらゆるF.I.などのエキゾチックF.I.を取引する
ためのオプションを含むことができる。取引プラットフォームは、ユーザが取引を希望す
るエキゾチックF.I.または通常のF.I.に関するパラメータを決定することを許可し、予想
される取引の結果を、場合によってはF.I.関連データアナライザと協力して適宜計算し、
ユーザに対して提示することができる。エキゾチックF.I.または通常のF.I.に関するパラ
メータは、（１）満了時期、（２）取引量、すなわち投資量、（３）F.I.の性質、すなわ
ち買いまたは売り、（４）オプション／F.I.の種類、例えば、バイナリー、コールなど、
（５）原資産、例えばGoogle、および（６）その他のあらゆる関連パラメータを含む。本
発明のさらなる実施形態によると、取引プラットフォームは、ユーザが、同時に実行する
複数の取引であって、共通の満了時期などの一以上の共通のパラメータを含む複数の取引
を決定することを許可することができる。
【００２７】
　本発明のさらなる実施形態によると、取引プラットフォームは、予め定められた料金ま
たは場合に応じて特に計算された料金で既に購入したエキゾチックF.I.および／または通
常のF.I.の満了時期を、ユーザが延長／短縮することを許可することができる。
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【００２８】
　本発明のさらなる実施形態によると、取引プラットフォームは、また、ユーザが一連の
類似または同一の取引を注文することを許可する「ロールオーバー」オプションを含むこ
とができる。ユーザは、順次実行される、または目標利益を決定するための取引の数を決
定し、システムに対し、目標利益が得られるまでまたは全ての投資金を失うまで、順次決
定された取引の実行を継続するよう指示することができる。
【００２９】
　取引プラットフォーム内でユーザによって行われる行動は、IS1によって取引注文に変
換されてもよい。取引注文は、その後、仲介業者から、および／または取引モジュールに
よって直接、取引を注文することによって実行される。エキゾチックF.I.および／または
通常のF.I.の取引の注文は、市場またはIS1、場合によっては、F.I.関連データアナライ
ザおよび／または取引モジュールの協力によって、エキゾチックF.I.またはF.I.を取引す
ることによって実行されてもよい。さらに、取引されるエキゾチックF.Iおよび／または
通常のF.I.と同じポジションを市場内に作り上げるために（すなわち、ユーザによるシス
テムの利用において発生したあらゆる利益または損失が市場における利益または損失とな
るように、F.I.の購入、販売、または他の取引を行うために）、他のF.I.の取引指示を仲
介業者および／または取引サーバへ伝えるよう構成されてもよい。
【００３０】
　IS1は、さらに、システムでの取引中に得られたあらゆる利益に対して、ユーザが支払
う義務のある税金を計算することができ、さらに、ユーザの口座からこれらの税金を徴収
することも可能である。
【００３１】
　取引の間、ユーザは、（１）彼／彼女が預金した資金、（２）取引される特定のF.I.、
（３）取引されるF.I.の量、（４）特定の取引における投資の量、（５）所定の条件に基
づいて、および／またはシステム管理者または彼／彼女の代理人からの特定の値引きによ
るシステムによって、「レバレッジ」が与えられる。本発明のさらなる実施形態によると
、システムは証券口座と関連付けられる。証券口座は、仲介業者を介してF.I.を取引する
場合、仲介業者から安全でより大きなレバレッジを与えられる。すなわち、より大きい「
マージン」を得るために、ユーザの預金資産を拡大する。
 
 
【００３２】
　IS1は、機能的に口座データベースに関連付けられる。口座データベースは、特定の各
ユーザ、および彼／彼女が利用できる口座内の資産に関連するデータを含む。IS1は、口
座データベース内に含まれるデータを、取引プラットフォームにおけるユーザの行動に基
づいて更新することができる。IS1は、さらに、ユーザとシステムとの間の現金取引（す
なわち、彼／彼女の口座への／からの預金および引き落とし）を容易にする取引サーバに
関連付けられる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　発明とされる内容は、本明細書の結論部分に具体的に指摘され、明確に主張される。し
かしながら、目的、特徴およびそれらの効果と一緒に、動作の機構および方法に関して、
本発明は、以下の詳細な説明を添付の図面とともに参照されることによって最もよく理解
され得る。
【図１】図１は、本発明のいくつかの実施形態による、エキゾチックF.I.および／または
通常の（複数の）F.I.の取引のための取引プラットフォームを提供するためのシステム例
のブロック図である。
【図２】図２は、本発明のいくつかの実施形態による、単一のエキゾチック・オプション
の取引における表示例のスクリーンショットである。
【図３】図３は、本発明のいくつかの実施形態による、複数のエキゾチック・オプション
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の取引における表示例のスクリーンショットである。
【図４】図４は、本発明のいくつかの実施形態による、異なる金額での複数のエキゾチッ
ク・オプションの取引における表示例のスクリーンショットである。
【図５】図５は、本発明のいくつかの実施形態による、パーレイされた複数のエキゾチッ
ク・オプションの取引における表示例のスクリーンショットである。
【図６】図６は、本発明のいくつかの実施形態による、エキゾチック・オプションの取引
のための取引プラットフォームを提供する例となる方法におけるステップのフローチャー
トである。
【図７】図７は、本発明のいくつかの実施形態による、取引プラットフォーム上で「保険
（Insurance）」取引中（mid-trade）オプションを提供する例となる方法におけるステッ
プのフローチャートである。
【図８】図８は、本発明のいくつかの実施形態による、取引プラットフォーム上で「分割
（Split）」取引中オプションを提供する例となる方法におけるステップのフローチャー
トである。
【図９】図９は、本発明のいくつかの実施形態による、取引プラットフォーム上で「分割
・反対（Split－Reverse）」取引中オプションを提供する例となる方法におけるステップ
のフローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明のいくつかの実施形態による、取引プラットフォーム上で「
反対（Reverse）」取引中オプションを提供する例となる方法におけるステップのフロー
チャートである。
【００３４】
 当然のことながら、図の簡素化および明確化のために、図面に記載される要素は一定の
縮尺で記載される必要はない。例えば、いくつかの要素の面積は、明確化のため、他の要
素に比較して拡張されてもよい。さらに、適当であると考えられる場合には、参照番号は
、対応するまたは類似の要素を示すために複数の図面の間で繰り返されてもよい。
【００３５】
　添付の図面は、以下の詳細な説明を明らかにするためのみに示されるものであり、従っ
て、当然ながら、例としての性質を有し、本発明の予想し得る全ての置換を含むものでは
ない。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下の記載は、当業者が発明を行うおよび使用することを可能にするために示され、発
明の具体的な適用およびそれらの要件に関連して提供される。開示される実施形態に対し
て、様々な変形が当業者にとって容易であり、本発明の範囲から逸脱しないで、本明細書
に規定される一般的な動作原理を他の実施形態や応用に適用することができる。よって本
発明は、以下の実施形態に限定されるものではなく、ここに開示される動作原理および特
徴と一致する最も広い範囲が認められる。
【００３７】
　以下の詳細な説明において、発明の十分な理解を提供するために、多数の具体的な詳細
が記載される。しかしながら、本発明はこれらの具体的な詳細無しで実施され得ることが
当業者に理解される。他の例では、本発明を不明瞭にしないために、周知の方法、手段、
構成要素および回路は、詳細に記載されていない。
【００３８】
　他に特に記載されない限り、以下の説明から明らかであるとして、当然ながら、明細書
での説明において使用される、「処理する」、「算出する」、「計算する」、「判断する
」などの用語は、コンピュータ、コンピュータシステムまたはコンピュータシステムのレ
ジスタおよび／またはメモリ内にある電子などの物理量として表されるデータを操作する
、および／または同様にコンピュータシステムのメモリ、レジスタ、または他の情報記憶
、送信または表示装置内の物理量として表わされる他のデータへ変換する同様の電子計算
装置の動作および／または処理を言う。用語「サーバ」は、単一のサーバまたは機能的に
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関連付けられた複数のサーバのクラスタを言う。
【００３９】
　本発明の実施形態は、作業を実行する装置を含む。この装置は、所望の目的のために特
に構成されても良く、または、コンピュータ内に記憶されるコンピュータプログラムによ
って選択的に起動される、または再構成される一般的な目的のコンピュータを備えてもよ
い。そのようなコンピュータプログラムは、フロッピーディスク、光学ディスク、CD-ROM
、磁気－光学ディスク、ROM（Read Only Memory）、RAM(Random Access Memory）、EPROM
(Electrically Programmable Read Only Memory)、EEPROM（Electrically Erasable Prog
rammable Read Only Memory)、磁気または光学カード、または、電子的な指示を記憶する
のに適し、コンピュータシステムのバスに接続可能なその他のあらゆる種類の媒体などを
含むが、これらに限定されない、あらゆるタイプのディスクなどのコンピュータ記録媒体
に記憶される。
【００４０】
　本明細書に提示される処理や表示は、いかなる特定のコンピュータまたは他の装置と本
質的に関連するものではない。本明細書における教示に従って、様々な一般的な目的のシ
ステムを、プログラムとともに用いることができ、または、それは、所望の方法を実行す
るために特化した装置を構成することが便利であることを示すことができる。様々なこれ
らのシステムの望ましい構成は、以下の記載から判断される。また、本発明の実施形態は
、いかなる特定のプログラム言語に関連して記載されるものではない。当然ながら、本明
細書に記載される発明の教示を実施するために、さまざまなプログラム言語を使用するこ
とができる。
【００４１】
　今日知られている、または将来考案されるコンピュータネットワークのあらゆるトポロ
ジー、技術および／または標準（例えば、メッシュネットワーク、インフィニバンド（in
finiband）接続、RDMAなど）が、当然ながら本発明に適用可能である。
【００４２】
　本発明は、F.I.の取引のための取引プラットフォームを提供するシステムおよび方法で
ある。本発明のいくつかの実施形態によると、場合によってはインターネットなどの分散
型データネットワークを介して、ユーザと相互作用する少なくとも一つのインターフェー
スサーバ（以下「IS1」）を含む、サーバまたはサーバクラスタが提供される。IS1は、以
下に述べるように、ユーザにF.I.取引プラットフォームを提示し、ユーザから取引指示を
受信し、それらを実行するよう構成される。サーバ、またはサーバクラスタは、さらに、
取引サーバ、口座データベース、F.I.関連データベース、運用データベース、取引モジュ
ール、F.I.関連データアナライザ、ゲートウェイおよび／またはF.I.取引に機能的に関連
する、他のあらゆるサーバタイプを備える。クラスタ内のサーバは、それぞれ、通信モジ
ュールに機能的に関連付けられる。通信モジュールは、ゲートウェイに機能的に関連付け
られ、システムの一以上の他の構成要素と通信し、インターネットなどの分散型データネ
ットワーク上で、一以上のサーバから/サーバへの通信を、ゲートウェイを通じて中継す
るよう構成される。現在知られている、または将来考案される、あらゆるそして全ての計
算アーキテクチャは、本発明に適用可能である。
【００４３】
　サーバおよび／またはサーバクラスタは、一つのまたは一組の物理的なサーバ、および
場合によっては、冗長な物理的サーバの複数組にわたって存在してもよいことが当業者に
理解される。
【００４４】
　本発明のいくつかの実施形態によると、IS1は、以下に記載されるように、ユーザに対
して、遠隔装置（パーソナルコンピュータ（PC）、インターネットウェブサイト、携帯電
話、双方向テレビおよび／または他のあらゆる遠隔装置などであるが、これらに限定され
ない）、またはIS1に直接接続されるユーザインタフェース上で、F.I.を取引するための
取引プラットフォームを提示することができる。取引プラットフォームのためのコードは
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、IS1と機能的に関連付けられる運用データベースに記憶される。当業者にとって、サー
バ（例えばIS1）によって実行されると記載されている機能の一つ以上は、代替的に、ユ
ーザの遠隔装置にインスタンス化されたアプリケーションによって実行可能であることが
明確である。アプリケーションは、ユーザの遠隔装置にあらかじめインストールされる、
または必要に応じてIS1によって装置にダウンロードされることが可能である。
【００４５】
　取引プラットフォームは、ユーザがF.I.に関連するデータ、異なる取引所での取引のパ
ラメータ、エキゾチックF.I.に関連するパラメータ、およびそれらの取引、ならびにF.I.
の取引に関連するその他のあらゆるデータを見るための多様な表示オプションを含むこと
ができる。IS1は、市場データ提供者、仲介業者および／または取引サーバから直接、ま
たは第三者を通じて、F.I.の取引のための市場を提供する一以上の取引所でのF.I.の取引
に関するデータを取得することができる。データは、市場データ提供者から直接ユーザに
送られても良く、および／またはF.I.関連データベースに記憶され、必要時にIS1によっ
て読み出されてもよい。取引プラットフォームは、さらに、IS1および／またはF.I.関連
データアナライザによって、自動的におよび／またはユーザからの要求に応じて実行され
、特に取引プラットフォーム用に策定されたデータの解析結果を、ユーザが見るための一
以上のオプションを含むことができる。F.I.関連データアナライザは、あらゆる周知のF.
I.行動モデルおよび／または異なるF.I.の異なる特徴の比較によって、データを解析する
ことができる。取引プラットフォームは、ユーザに対し、ユーザが見ることを希望するデ
ータおよび／または解析のパラメータを決定することを提供可能である。例えば、取引プ
ラットフォームは、ユーザに、どのF.I.を表示に含むか、時間、解析のタイプなどを選択
することを許可する。データは、例えば、場合によってはユーザの選択で、グラフ、リス
ト、チャート、表などの異なる形式で、ユーザに対して表示可能である。IS1は、この目
的のため、生データの異なるビジュアル形式を生成することが可能である（例えば、IS1
は、パラメータのリストからグラフを作成することができる）。
【００４６】
　本発明のいくつかの実施形態によると、IS1は、場合によってはF.I.データアナライザ
と協力して、システム所有者の手数料を組み込むために、ユーザに表示されたデータ（例
えば価格）を修正することができる。IS1は、さらに、ユーザに対し、取引プラットフォ
ーム上で、手数料を表示することができる。よって、ユーザのためにシステムによって実
行される全ての取引は、本質的にユーザに対する手数料の課金をもたらす。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態によると、ユーザに提示される取引プラットフォームは、
バイナリー・オプションなどのエキゾチックF.I. および／または株式またはオプション
などの通常のF.I.を取引するためのユーザに対するオプションを含むことができる。取引
プラットフォームは、ユーザが取引を希望するエキゾチックF.I.または通常のF.I.に関す
るパラメータを決定することを許可し、場合によってはF.I.関連データアナライザと協力
して予想される取引の結果を適宜計算することができる。エキゾチックF.I.または通常の
F.I.に関するパラメータは、（１）満了時期、（２）取引量、すなわち投資量、（３）F.
I.の性質、すなわちコールまたはプット、（４）オプションの種類、例えば、バイナリー
、株式オプション、（５）原資産、例えばGoogle、および（６）その他のあらゆる関連パ
ラメータを含む。例えば、ユーザは、原資産としてGoogle、満了時期として午後１２時、
バイナリー・コール・オプション、投資金額として1,000ドルを決定することができる。
一旦取引パラメータが決定されると、IS1は、決定された取引に識別子を割り当て、ユー
ザに決定されたパラメータ、関連する市場データ、例えば、原資産の現在の価格、予想さ
れる取引の結果、および決定された取引を実行するために識別子に関連づけられた制御要
素を含む表示を提供することができる。先述の例に戻って、IS1および／またはF.I.関連
データアナライザは、この取引について、Googleの価格が午後１２時に現在の価格を上回
ると、利益は800ドルになることを計算できる。代替的に、利益は、パーセンテージ（す
なわち80％）として表示することができる。または、ユーザは所望の表示形式（すなわち
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パーセンテージまたは金額）を選択することができる。上述の例において、IS1は、その
後、図２に示される表示を提供することができる。
【００４８】
　結果の表示を提示している間にも、取引プラットフォームは、ユーザに対し、決定され
たパラメータの編集を許可することができる。それに応じて、IS1は、新たな識別子を新
たに決定された取引に割り当て、それに応じて取引の予想される結果を更新する。
【００４９】
　結果の表示内には、取引識別子に関連付けられるボタンなどの制御要素があってもよい
。制御要素は、ユーザが決定されたパラメータに従って取引を実行するようシステムに指
示するために使用される。
【００５０】
　本発明のさらなる実施形態によると、取引プラットフォームは、ユーザが、同時に実行
する複数の取引（取引の「バッチ」）であって、共通の満了時期などの一以上の共通のパ
ラメータを含む複数の取引を決定することを許可することができる。例えば、ユーザは、
取引される３件のエキゾチック・オプション／契約を決定することができる。これらは、
全てが午後１２時に満了するが、１件はGoogleを原資産とするバイナリー・コールタイプ
のオプション、１件はEURO／USDを原資産とするバイナリー・コールタイプのオプション
、もう１件は金（Gold）を原資産とするバイナリー・コールタイプのオプションである。
この場合、IS1は、「バッチ」識別子を決定された取引に割り当て、複数のトレードの各
々に対して決定されたパラメータ、関連する市場データ（全ての原資産の現在価格）、各
取引の予想される結果、および決定された取引の実行のためのバッチ識別子と関連付けら
れた制御要素を含む表示をユーザに提供することができる。このオプションの例としての
表示は、図３および図４に示される。取引プラットフォームは、複数の取引の予想される
結果の総合データ（すなわち、取引の一つが成功した場合、二つが成功した場合、三つが
成功した場合の考えられる利益）を一斉にユーザに提供することができる。バッチ取引に
おいて、取引プラットフォームは、ユーザに各取引における投資金額の決定、および／ま
たは全ての取引の投資金額の合計を決定することを提供できる。ユーザが全ての取引にお
ける投資金額の合計を決定する場合、取引プラットフォームは、全ての取引の間で、投資
金額の合計を等分することができる。例えば、ユーザが、合計3,000ドルのバッチ投資と
して３件の取引を決定した場合、取引プラットフォームは、３件の取引の各々を1,000ド
ルの投資と決定することができる。バッチ識別子に関連付けられた制御要素に対するユー
ザの作用に応じて、IS1は、略同時にバッチにおいて決定された全ての取引を取引モジュ
ールに実行させる。
【００５１】
　本発明のさらなる実施形態によると、取引プラットフォームは、全ての取引（典型的な
パーレイ）または、パーレイされた取引の特定のあらかじめ決定された部分（「ラウンド
・ロビン（Round Robin）」として知られる）が成功した場合にのみ利益が出るように、
ユーザが複数の取引のパーレイ（parlay）することを許可することができる。この場合、
IS1は、「パーレイ（Parlay）」識別子を決定された取引の組み合わせに割り当てる。各
取引が別々に実行された場合、当該取引の利益は、推測される利益より高くなる。典型的
なパーレイタイプの取引については、成功した取引（すなわち全てのパーレイされた取引
が成功した場合）の利益は、「取引所」の手数料を考慮した上で、成功した取引の必要額
の配当率に基づいて計算される。そのため、Ｎ個の取引を含む典型的なパーレイに対する
利益は、各取引に対する利益が個別に0.8から1の場合、1.8のＮ乗マイナス1に投資金額を
かけた金額となる。例えば、ユーザが、100ドルの投資で、当該取引が別々に実行された
場合はそれぞれ80ドルの利益である２件の取引のパーレイを成功した場合、ユーザの利益
は、（1.8×1.8）－1＝224ドルである。このオプションの例としての表示は図５に示され
る。例えば、ユーザは、全てが午後１２時に満了する、原資産がGoogleのバイナリー・コ
ールタイプオプション、原資産がEUR/USDのバイナリー・コールタイプオプションおよび
原資産が金（Gold）のバイナリー・プットタイプオプションをパーレイする典型的なパー



(14) JP 5458226 B2 2014.4.2

10

20

30

40

50

レイタイプの取引を決定することができる。この場合、ユーザは、午後１２時にGoogleの
価格が現在価格より高く、かつEUR/USDの価格が現在価格より高く、かつ金の価格が低い
場合にのみ利益を得る。しかしながら、この取引のユーザの利益は、取引が個別に実行さ
れた場合の80％とは対照的に、投資金額の483％（1.8×1.8×1.8-1）である。さらなる例
では、ユーザは、同じ３件の取引を、成功する必要がある取引の数が２件である「ラウン
ド・ロビン」タイプのパーレイにおいて決定することができる。この場合、ユーザは、３
件の内少なくとも２件の取引が成功すると利益を得る。当然のことながら、他の取引の組
み合わせおよびそれらの結果の依存関係が提供され、それに従って利益が計算されること
が当業者に理解される。
【００５２】
　本発明のさらなる実施形態によると、取引プラットフォームは、ユーザに対し、ある料
金で既に購入されたエキゾチックF.I.および／または通常のF.I.の満了期間の延長／短縮
を提供することができる。当該ある料金は、予め決定されたもの、または各場合において
特に計算されたものである。例えば、ユーザは、所定の満了時における価格の代わりに、
購入されたエキゾチックF.I.および／または通常のF.I.の原資産の現在価格に基づいて取
引を終了することを選択することができる（「即終了（Close Now）」オプション）。逆
に、ユーザは、満了時が近づいていて、原資産の価格がユーザの求めるものではない場合
に、購入されたエキゾチックF.I.および／または通常のF.I.の満了期間を延長することを
選択できる。例えば、ユーザが、午後１２時に満了するバイナリー・コールタイプのエキ
ゾチック・オプションを購入し、午前１１時の時点で、ユーザが原資産の価格がストライ
ク価格を未だ下回っていることを確認した場合、ユーザは満期を午後1時まで延長するこ
とを決定できる。
【００５３】
　本発明のさらなる実施形態によると、取引プラットフォームは、ユーザに連続して実行
される一連の類似または同一の取引の注文を許可するロールオーバー・オプションを含む
ことができる。ユーザは、連続して実行される取引の数を決定すること、または目標利益
を決定することができ、また、システムに対し、各時点で得られた全ての資金を用いて、
目標利益が得られる、またはすべての投資金額を失うまで、決定した取引を順次実行し続
けることを指示することができる。当然ながら、当該オプションでは、満期は、特定の時
間としてではなく、間隔をあけて決定されなければならない（例えば毎時、または毎日の
午後12時など）。例えば、ユーザは、目標利益5,000ドル、投資金額1,000ドルで、毎時、
原資産としてGoogleのバイナリー・コールタイプオプションを購入するようシステムに指
示することができる。システムは、ユーザのために、全ての資産を失うか、合計5,000ド
ルを得るまで、1,000ドルおよび各時点における取引で得られた利益を投資金額として、
当該オプションを毎時買い続ける。同様に、ユーザは取引を５回連続して実行し、その後
停止するよう指示することができる。この場合、IS1は、元々の投資資産±（プラスマイ
ナス）これまでの各時点で得られた／被ったいかなる利益／損失を投資金額として、決定
された取引を５回連続して実行することができる。IS1は、ロールオーバータイプの取引
として決定された取引に対して、「連続（Series）」識別子を割り当て、ユーザに対して
、一連の取引を実行するための、決定されたパラメータ、予想される結果および連続識別
子に関連付けられた制御要素を含む表示を提示する。
【００５４】
　本発明のさらなる実施形態によると、取引プラットフォームは、「保険（Insurance）
」オプションを含むことができる（図７参照）。保険オプションは、ユーザに、既存の取
引（取引中（mid-trade）オプション）または将来の取引における投資金額の保険を、あ
る料金で購入することを許可する。ある料金は、予め決定される、または各保険に対して
特に計算される。言い換えると、取引プラットフォームは、ユーザに対して、ユーザが取
引の結果被ったあらゆる損失の一部またはすべてが払い戻されることと引き換えに、特定
の取引に関連するプレミアム（費用）を支払うためのオプションを提供することができる
。特定の取引の保険のプレミアム（費用）は、リスク評価および／または一以上の所定の
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式であって、異なる種類の取引に対する異なる式を含む所定の式に基づいて、IS1によっ
て、場合によってはF.I.関連データアナライザと協力して計算される。当然、保険の価格
は、関連する市場における原資産価格の変化に伴い、満期がだんだん近づくにつれ、およ
び／または取引に関連するリスクの変更を引き起こすその他のあらゆる事象に応じて変化
する。すなわち、保険の価格は動的であってもよい。従って、変化する表示によって、あ
る時間のある取引の保険の価格をユーザに対して常に通知することができる。制御要素が
、保険価格表示に関連付けられて表示される。制御要素により、ユーザが保険を購入する
ことができる。本発明のさらなる実施形態によると、ユーザが保険を購入すると、IS1は
、保険の事象が発生した場合に、システムが損失を出さないことを保証するために、保険
がかけられた取引の反対の取引（問題の取引が損失した場合に利益を得るような取引）を
自動的に注文する。すなわち、IS1は、リスクをシステムの所有者からそらし、問題とな
る取引を保証するための市場でのポジションを作り上げることができる。例えば、午後１
２時に満了する、投資金額1,000ドル、原資産がGoogleのバイナリー・コール・オプショ
ンを購入したユーザが、午後11時30分にGoogleの価格が下がっていることを確認すると、
取引の保険を購入することを決定することができる。この場合、もしGoogleが午後12時に
ストライク価格を下回っている場合、ユーザは、元々の投資金額である1,000ドルを失う
。しかしながら、保険により、損失の一部またはすべてがユーザに払い戻される。
【００５５】
　本発明のさらなる実施形態によると、一旦取引が進行すると、取引プラットフォームは
、一以上のさらなる取引中（mid-trade）オプションを含むことができる。いくつかの取
引中オプションは、原資産の現在価格に基づいて、ユーザが既存の取引の一部またはすべ
てを終了し（即終了）、実質的に同時に、取引の利益を使用しながら第二の取引を実行す
ることを許可する。当該取引中オプションは、以下を含むことができる。
（１）「分割（Split）」オプション（図８参照）：原資産の現在の価格に基づいて、（
満了が今であるかのように）取引の一部を終了し、同時に、元々取引されていたF.I.の一
部の販売の利益を用いて、異なる取引を実行することをユーザに許可する。
（２）「分割反対（Split Reverse）」オプション（図９参照）：原資産の現在の価格に
基づいて、取引の一部を終了し、同時に、元々取引されていたF.I.の一部の販売の利益を
用いて、同じ原資産の反対の取引（コールはプットの反対であり、またその逆である）を
実行することをユーザに許可する。
（３）「反対（Reverse）」オプション（図１０参照）：原資産の現在の価格に基づいて
、取引を終了し、同時に、元々取引されていたF.I.の販売の利益を用いて、同じ原資産の
反対の取引（コールはプットの反対であり、またその逆である）を実行することをユーザ
に許可する。
（４）上記のあらゆる組み合わせ、および／または、
（５）その他のあらゆる同様の取引オプション。
【００５６】
　取引プラットフォームは、異なる取引中オプションに関連付けられた相互作用制御要素
を含むことができる。制御要素は、取引が進行中にいつでも表示され、取引中オプション
および関連する詳細の表示に関連付けけられる。当該表示は、ユーザが目的の取引中オプ
ションおよび取引中オプションを購入するための制御要素に関連するパラメータを入力す
るために、制御要素と一体化される。例えば、進行中のある取引に関連するユーザに対し
て表示されている情報に加えて、当該ある取引を保証するための現在のプレミアム（費用
）の表示を含む「保険」とマークされた色のついた四角が表示される。従って、この例で
は、ユーザは、色のついた四角を「クリック」することによって、ある取引に対する保険
を表示された金額で購入することができる。
【００５７】
　ある取引の一部またはすべてを終了し、第二の取引を実行することを含む取引中オプシ
ョンに関連付けられた制御要素に対するユーザのインタラクションに応じて、IS1は、実
質的に同時に、元の取引の一部の終了および新たに要求された第二の取引の両方を実行す
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ることができる。
【００５８】
　本発明のいくつかの実施形態によると、取引識別子（バッチまたは連続識別子を含む）
に関連付けられた制御要素に対するユーザのインタラクションに応じて、IS1は、場合に
より取引モジュールと協力して、F.I.が取引される取引所の選択の一つにおける、エキゾ
チックF.I.を含むあらゆるF.I.の取引を促進することができる。この目的のために、IS1
は、通信アプリケーション（例えばVPNなど）またはアプリケーション・プログラム・イ
ンターフェースを通じて、（１）仲介業者、（２）金融機関、（３）市場データ提供者、
および／または（４）取引モジュールと、ゲートウェイを介して通信するよう構成される
。
【００５９】
　IS1は、さらに、場合により取引モジュールを介して、仲介業者に取引の指示を送るよ
う構成される。取引モジュールは、自身が仲介業者として機能する、すなわち取引所で直
接取引するよう構成される。この目的のために、取引モジュールは、仲介業者またはF.I.
取引所によって直接保持される一以上の取引口座と関連する。
【００６０】
　本発明における教示に従って行われる取引は、市場での実際の取引を行わないシステム
上の取引、システム上でのトレーダーの動きを表わす市場でのポジションの構築、市場で
の通常の取引および／またはこれらの組む合わせ、などの、また、これらに限定されない
異なる方法で実施されてもよいことに留意する。
【００６１】
　取引プラットフォーム内で行われるユーザの行動は、IS1によって取引注文に変換され
る。取引注文は、その後、（１）仲介業者から取引を注文することによって、および／ま
たは（２）取引モジュールによって直接、実行される。エキゾチック・F.I.および／また
は通常のF.I.の取引の注文は、適切な取引所またはIS1で、場合により、F.I.関連データ
アナライザおよび／または取引モジュールと協力して、同じエキゾチック・F.I.および／
または通常のF.I.を取引することによって実行され、取引プラットフォーム内で、まとめ
て取引戦略と称される、ユーザの入力／取引に対応する一組の自動化された取引注文（例
えば、買い注文、売り注文、ストップ注文など）を生成するよう構成される。この場合、
IS1は、取引されるエキゾチックF.I.および／または通常のF.I.と同等のポジションを市
場で築くために（すなわち、取引においてユーザに生じたあらゆる利益または損失が市場
での利益または損失となるように、F.I.を購入する、売る、またはその他の取引をするた
めに）、他のF.I.の取引注文を仲介業者および／または取引サーバに送る。
【００６２】
　IS1は、システム上の取引の間に得られた利益に対してユーザに課せられる税金を計算
すること、さらにユーザの口座からこれらの税金を徴収することができる。
【００６３】
　取引の間、ユーザは、（１）彼／彼女が預金した資金、（２）取引される特定のエキゾ
チックF.I.または通常のF.I.、（３）取引されるエキゾチックF.I.または通常のF.I.の量
、（４）特定の取引における投資の量、（５）所定の条件、および／または、（６）シス
テム管理者またはユーザの代理人からの特定の値引きによるシステムによって「レバレッ
ジ」が与えられる。本発明のさらなる実施形態によると、システムは証券口座と関連付け
られる。証券口座は、仲介業者を介してF.I.を取引する場合、仲介業者から安全でより大
きなレバレッジを与えられる。すなわち、より大きい「マージン」を得るために、ユーザ
の預金資産を拡張する。例えば、仲介業者は、通常、トレーダーに対し、ユーザの口座に
おける1ドルの担保ごとに100ドルで金を購入することを許可すると仮定する（すなわち1:
100のレバレッジ）。この場合、口座に50ドルを有するユーザは、5,000ドルまで金を購入
することができる。しかしながら、さらに、システム所有者が、この目的のために、仲介
業者と大口の担保口座（50,000ドル）を保持していると仮定する。この場合、システムの
ユーザは、彼／彼女の口座における1ドルの担保ごとに200ドルで金を購入することを許可
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される（すなわち1：200のレバレッジ）。従って、ユーザの50ドルおよびシステム所有者
の担保口座の50ドルの両方が、1：100のレバレッジのみを許可する仲介業者の担保として
機能することによって、口座に50ドルを有するユーザは、10,000ドルまで金を購入するこ
とができる。このように一つの担保口座が、同時に多くのユーザのレバレッジを増加する
よう機能することができる。上記担保口座を保持することにより、システムは、市場での
慣習よりも大きなレバレッジをユーザに提供することができる。
【００６４】
　IS1は、さらに、機能的にIS1およびユーザの口座に関連付けられるデータベースを作成
および維持することができる（口座データベース）。口座データベースは、各口座につい
て、特定の各ユーザの識別データ、ユーザが利用できる口座内の資産、および場合により
口座に関連する履歴データを含む。IS1は、口座データベース内に含まれるデータを、取
引プラットフォームにおけるユーザの行動／取引に基づいて更新することができる。IS1
は、さらに、ユーザとシステムとの間の現金取引（すなわち、ユーザの口座への／からの
預金および引き落とし）を容易にする取引サーバに関連付けられる。
【００６５】
　本発明のいくつかの実施形態によると、取引サーバは、取引を容易にするために、クレ
ジット提供者を含む金融機関とデータネットワーク上で通信することができる。
【００６６】
　取引サーバは、さらに、外部の金融機関またはクレジット提供者によってユーザの銀行
／クレジット／取引口座へ資産を送金することを含むがそれに限定されない周知の支払い
形式で、直接または代理人を介して、ユーザに対するユーザの口座内への残高のペイアウ
トを容易にする。
【００６７】
　システムの特定の構成要素によって実行されると記載された機能のいくつかは、本発明
の他の実施形態におけるシステムの異なる構成要素によって実行されてもよいことが当業
者に理解される。
【００６８】
　エキゾチックF.I.に関連する本発明の実施形態は、通常のF.I.においても同様に実施さ
れ得ることが理解される。従って、本明細書は、エキゾチックF.I.を通常のF.I.に置き換
えられた上述の実施形態を含むと理解される。
【００６９】
　本発明は、従来の手段、方法および構成要素を採用して実施することができる。よって
、当該手段、方法および構成要素の詳細については、本明細書に記載されない。本発明の
十分な理解を提供するために、先行する記載において、多数の詳細が記載される。しかし
ながら、本発明は、特に記載される詳細を用いずに実行されてもよいことが認識される。
【００７０】
　本発明の実施形態の記載および特許請求の範囲において、各用語「備える」、「含む」
および「有する」、ならびに当該用語の形式は、当該用語が関連付けられるリストのメン
バーに限定される必要はない。
【００７１】
　本明細書には、本発明の例としての実施形態およびその多様性のいくつかの例が記載さ
れる。本発明は、様々なその他の組み合わせおよび環境において使用されることが可能で
あるとともに、ここに記載される発明の概念の範囲内において変更や修正を行うことが可
能である。
【００７２】
　本明細書では、発明の特定の特徴が図示され、説明されるが、当業者に対し、多くの修
正、置換、変更および均等が生じ得る。そのため、添付の請求の範囲は、発明の真の精神
の範囲に含まれるとして、全ての当該修正および変更をカバーすることを目的とすること
が理解される。
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