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(57)【要約】
　他のタイプの金融商品に付随するような欠陥がなく、
非流動資産及び経済指標における流動利子のような、リ
スク管理能力を提供するプロキシ資産が記載される。１
つ又はそれ以上の指数に応じてプロキシ資産セットが定
義される。各プロキシ資産は、株価及び幾つかの株式を
有することができる。プロキシ資産は、株価と株数の積
の全てのプロキシ資産にわたる合計に等しい、プロキシ
資産セット勘定価値を有することができる。少なくとも
１つのプロキシ資産勘定の１株当たりの価値は指数の関
数である。アップ保有信託及びダウン保有信託を含む２
つ又はそれ以上の信託は、様々なプロキシ資産を保有す
ることができる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数における正の動きに応じて価値が上
昇するアップ保有信託を設定し、前記少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数におけ
る負の動きに応じて価値が上昇するダウン保有信託を設定する段階と、
　（Ｂ）前記少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数の正又は負の動きを反映するた
めに１つ又は複数の指定決済日における資産の移転又は再割当を規定する契約の第１のセ
ットを前記アップ保有信託と前記ダウン保有信託との間で締結する段階と、
　（Ｃ）前記少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数の正又は負の動きに基づいて前
記各信託の資産に関して得られる収益を前記信託間で定期的に移転するよう規定し且つ各
取引では提示されない場合がある任意選択の第２の契約を、前記ダウン保有信託と前記ア
ップ保有信託との間で締結する段階と、
　（Ｄ）前記アップ保有信託に関連付けられ、該アップ保有信託によって発行される証券
化請求権の実質的に全部又は一部によって担保されたアップ取引可能請求権を発行するア
ップ取引可能信託を定義する段階と、
　（Ｅ）前記ダウン保有信託を表し、前記ダウン保有信託によって発行される証券化請求
権の実質的に全部又は一部によって担保されたダウン売買可能請求権を発行するダウン取
引可能信託を定義する段階と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記アップ保有信託又は前記ダウン保有信託の資産を管理する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アップ保有信託又は前記ダウン保有信託と提携している会社によって前記アップ保
有信託又は前記ダウン保有信託を形成する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記アップ保有信託が１つ又はそれ以上の期限付き株式を発行し、前記ダウン保有信託
が１つ又はそれ以上の期限付き株式を発行して、該期限付き株式は所定期間内又は終了事
由が発生するまで流通させる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記アップ保有信託及び前記ダウン保有信託が短期金融商品に投資する、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記短期金融商品に投資する段階が高利率金融商品に投資する段階を含む、
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　短期金融商品に投資する段階が米国財務省証券に投資する段階を含む、
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記アップ保有信託及び前記ダウン保有信託の基礎価値を決定する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記アップ保有信託と前記ダウン保有信託との間で利子をシフトする段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アップ保有信託とダウン保有信託との間で有効収益を割り当てるために、前記アッ
プ保有信託が前記ダウン保有信託とスワップ協定を締結する段階を更に含み、
前記有効収益が、信託資産に関する利子部分から信託手数料及び経費を差し引いたものに



(3) JP 2008-544376 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

等しい額である、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ダウン保有信託とアップ保有信託との間で有効収益を割り当てるために、前記ダウ
ン保有信託が前記アップ保有信託とスワップ協定を締結する段階を更に含み、
前記有効収益が、信託資産に関する利子部分から信託手数料及び経費を差し引いたものに
等しい額である、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アップ保有信託における前記有効収益を計算する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ダウン保有信託における前記有効収益を計算する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アップ保有信託が、前記ダウン保有信託と１つ又はそれ以上の先物契約を締結し、
前記アップ保有信託と前記ダウン保有信託との間で資産額が割り当てられる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ダウン保有信託が、前記アップ保有信託と１つ又はそれ以上の先物契約を締結し、
前記ダウン保有信託と前記アップ保有信託との間で資産額が割り当てられる、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記アップ保有信託又はダウン保有信託の原株の当初発行に続いて、前記アップ保有信
託又はダウン保有信託の追加株式を発行する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記アップ保有信託又はダウン保有信託の所有株式を償還する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記所有株式を償還する段階が、前記アップ保有信託又はダウン保有信託或いはこれら
の両方の株式のペアを償還する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記所有株式を償還する段階が、前記アップ保有信託及びダウン保有信託の株式の比例
額を償還する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記アップ所有権及びダウン保有信託の各々が、１つ又はそれ以上の取引可能信託に前
記期限付き証券を預託する、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項２１】
　前記アップ保有信託及び前記ダウン保有信託の各々を設定する段階が、前記それぞれの
信託に望ましい資産を拠出する段階を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　（Ａ）少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数における正の動きに応じて価値が上
昇する複数のアップ信託を設定する段階と、
　（Ｂ）前記少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数における負の動きに応じて価値
が上昇する複数のダウン信託を設定する段階と、
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　（Ｃ）前記複数のアップ信託のうちの１つ又はそれ以上と前記複数のダウン信託のうち
の１つ又はそれ以上との間で少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数の変化に応じて
前記アップ信託と前記ダウン信託との間の価値のシフトを行う契約のセットを締結する段
階と、
　（Ｄ）前記複数のアップ信託及び／又は前記複数のダウン信託のうちの１つ又はそれ以
上に対して投資として証券化請求権を売り出す段階と、
を含む方法。
【請求項２３】
　前記複数のアップ信託又は前記複数のダウン信託の資産を管理する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記複数のアップ信託及び前記複数のダウン信託のうちの少なくとも１つと提携してい
る会社によって前記複数のアップ信託又は前記複数のダウン信託を形成する段階を更に含
む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記複数のアップ保有信託が１つ又はそれ以上の期限付き株式を発行し、前記複数のダ
ウン保有信託が１つ又はそれ以上の期限付き株式を発行し、該期限付き株式は所定期間内
又は終了事由が発生するまで流通させる、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記複数のアップ保有信託及び前記複数のダウン保有信託が短期金融商品に投資する、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２７】
　短期金融商品に投資する段階が高利率金融商品に投資する段階を含む、
ことを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　短期金融商品に投資する段階が米国財務省証券に投資する段階を含む、
ことを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記複数のアップ保有信託及び前記複数のダウン保有信託の基礎価値を決定する段階を
更に含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項３０】
　前記複数のアップ保有信託と前記複数のダウン保有信託との間で利子をシフトする段階
を更に含む、
ことを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記複数のアップ保有信託と前記複数のダウン保有信託との間で有効収益を割り当てる
ために、前記複数のアップ保有信託が前記複数のダウン保有信託とスワップ協定を締結す
る段階を更に含み、
前記有効収益が、信託資産に関する利子部分から信託手数料及び経費を差し引いたものに
等しい額である、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項３２】
　前記複数のダウン保有信託と前記複数のアップ保有信託との間で有効収益を割り当てる
ために、前記複数のダウン保有信託が前記複数のアップ保有信託とスワップ協定を締結す
る段階を更に含み、
前記有効収益が、信託資産に関する利子部分から信託手数料及び経費を差し引いたものに
等しい額である、
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ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項３３】
　前記複数のアップ保有信託における前記有効収益を計算する段階を更に含む、ことを特
徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記複数のダウン保有信託における前記有効収益を計算する段階を更に含む、ことを特
徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記複数のアップ保有信託が、前記複数のダウン保有信託と１つ又はそれ以上の先物契
約を締結し、前記複数のアップ保有信託と前記複数のダウン保有信託との間で資産額が割
り当てられる、
ことを特徴とする請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　前記複数のダウン保有信託が、前記複数のアップ保有信託と１つ又はそれ以上の先物契
約を締結し、前記複数のダウン保有信託と前記複数のアップ保有信託との間で資産額が割
り当てられる、
ことを特徴とする請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　前記複数のアップ保有信託又は複数のダウン保有信託の原株の当初発行に続いて、前記
複数のアップ保有信託又は複数のダウン保有信託の追加株式を発行する段階を更に含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項３８】
　前記複数のアップ保有信託又は複数のダウン保有信託の所有株式を償還する段階を更に
含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項３９】
　所有株式を償還する段階が、前記複数のアップ保有信託又はダウン保有信託或いはこれ
らの両方の株式のペアを償還する段階を含む、
ことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　所有株式を償還する段階は、前記複数のアップ保有信託及び複数のダウン保有信託株式
の比例額を償還する段階を含む、
ことを特徴とする請求項３８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記複数のアップ保有信託及び複数のダウン保有信託の各々が、１つ又はそれ以上の取
引可能信託に期限付き証券を預託する、
ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項４２】
　前記複数のアップ保有信託及び前記複数のダウン保有信託の各々を設定する段階が、前
記それぞれの信託に望ましい資産を拠出する段階を含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本出願は、２００５年６月１７日に出願され、本譲受人に譲渡された名称「ＳＥＬＦ－
ＨＥＤＧＩＮＧ　ＭＵＬＴＩ－ＬＡＹＥＲＥＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＳＹＳＴＥＭ　
ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＵＳＩＮＧ　ＩＮＴＥＲＮＡＬ　ＣＯＮＴＲＡＣＴＵＡＬ　ＲＥ
ＬＡＴＩＯＮＳＨＩＰＳ（内部契約関係を用いた自己ヘッジ多層投資システム及び方法）
」の米国仮特許出願第６０／６９１，３９７号に基づくと共に、該仮出願に対する優先権
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を主張し、更に、米国特許第５，９８７，４３５号として１９９９年１１月１６日に特許
された、１９９７年１０月３０日出願の名称「ＰＲＯＸＹ　ＡＳＳＥＴ　ＤＡＴＡ　ＰＲ
ＯＣＥＳＳＯＲ（プロキシ資産データプロセッサ）」の米国特許出願第０８／９６１，１
２１号の継続出願である、１９９９年９月２９日出願の名称「ＰＲＯＸＹ　ＡＳＳＥＴ　
ＤＡＴＡ　ＰＲＯＣＥＳＳＯＲ（プロキシ資産データプロセッサ）」の米国特許出願第０
９／４０８，１０３号の一部継続出願である、２０００年５月５日に出願され本譲受人に
譲渡された名称「ＴＥＣＨＮＩＱＵＥＳ　ＦＯＲ　ＩＮＶＥＳＴＩＮＧ　ＩＮ　ＰＲＯＸ
Ｙ　ＡＳＳＥＴＳ（プロキシ資産における投資技術）」の出願第０９／５６７，９０１号
の一部継続出願である、２００５年６月１７日に出願され本譲受人に譲渡された名称「Ｐ
ＲＯＸＹ　ＡＳＳＥＴ　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ（プロキシ資産システム及
び方法」」の係属中の米国出願第１０／０８７，３３９号の一部継続出願であり、これら
の出願の全ては引用により全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は一般的に、新規のプロキシ資産投資ビークル及びプロキシ資産を実施するのに
必要な機関を管理するためのシステム及び方法に関する。より詳細には本開示は、内部契
約関係を用いて所定の基準に従って勘定活動にリンクされた複数のプロキシ資産を作成、
分配、管理、及び維持する能力があり、更に、こうしたプロキシ資産の売買、発行、及び
償還を実行する自己ヘッジ多層投資システム及び方法を提供する。
【背景技術】
【０００３】
　プロキシ資産は、新しい種類の証券であり、既存の広範なカテゴリにわたる非流動的資
産又は所得フローに対する請求権、或いは個々に直接的に買い付け、保有、又は販売する
ことが困難もしくは不可能な資産又は請求権を効果的に取引可能にするよう設計されてい
る。プロキシ資産は、該プロキシ資産が非流動資産又は請求権の真の流動市場価値を反映
した取引市場価格を有するように設計される。
【０００４】
　例えば、人々が所与の都市における地域の不動産に投資することを可能にし、地域不動
産の所有者がその都市における不動産リスクに対する自分のエクスポージャをヘッジする
ことを可能にし、更に、人々がその都市の不動産価格の指標をプロキシ資産の株価で見れ
るようにするプロキシ資産を作成することができる。別の実施例としては、人々がある国
の将来の数年にわたる国民所得フローの株式に対して請求権に現在投資することが可能で
あり、又は人々が自らの所得リスクをヘッジすることができ、更に以前にはできなかった
こうした請求権の市場価格を見られるようにプロキシ資産を作成することができる。従っ
て、本明細書で用いる用語「プロキシ資産」は、非流動資産、並びに人的労力又は人的資
本等の所得資源に対する請求権に関連する。プロキシ資産の基礎とすることができる非流
動資産の更に別の実施例は、例えば、個人的に保有しているか又はめったに取引されない
企業株式、めったに売買されない債券、船舶及び航空機、珍しい硬貨、貴重な宝石、名画
、家畜、及びサラブレッド馬等である。不動産などのこれらの資産は高度に非流動的であ
り、従来のヘッジメカニズムを用いてヘッジすることは困難か又は不可能である。
【０００５】
　受託機関又はプロキシ資産データプロセッサは、プロキシ資産管理システムの一部とし
て用いることができ、プロキシ資産を作成、分配、管理、及び維持するように設計される
。受託機関又は新しいデータプロセッサは、これらの資産の配当フローを定義及び管理し
、基礎となる現金価値勘定の管理によって定義された配当の支払いを保証し、更に、こう
したプロキシ資産の売買、発行、及び償還を容易にして、これによって市場価格に対する
ある一定の集計制約を確実にすることにより、この根本的に新しい種類の資産を可能にす
る。
【０００６】
　プロキシ資産は、投資家によるプロキシ資産の使用及び理解を簡素化するよう、すなわ
ち、外観並びに投資家が関与することになる事態及び活動の種類に関してよく知られてい
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る既存の資産に類似させ、同じ金融健全性の感覚を提供するように構成される。プロキシ
資産データプロセッサは、他の資産とのプロキシ資産の本質的な等価性に必要な基本機能
を容易にすることによって、投資家の間で上記の印象を強化し確実にするように設計され
る。
【０００７】
　他の場合に非流動的である資産を流動資産にすることは極めて重要である。非流動市場
では、投資家は、一部の非流動資産への過度にリスクのあるエクスポージャに陥り、同時
にこれらのポートフォリオを他の非流動資産に分散できない可能性がある。例えば、戸建
て住宅市場において、人々は、自分の都市における戸建て住宅の価格リスクに過度に曝さ
れるが、自らの都市において空売りをすることによってこのリスクをヘッジすることがで
きず、更に他の都市における戸建て住宅に投資することができない可能性がある。
【０００８】
　証券トレーディングに関する法律及び規制は、証券とデリバティブ（先物及びオプショ
ン等）との間、及び証券と空売りとの間で明瞭な区別を付けるように設計されている。証
券を自らのポートフォリオの一部として保有する機関は、基本定款、基準書、又は規制に
よって、デリバティブにおける自由な売買取引又は空売りを行うのを制限される場合があ
る。これらの制限は、過度に投機的なポジションをとる等、特定の濫用がなされないこと
を保証するように設計される。個人投資家は、予想外にレバレッジしたポジションに入る
こと、或いはある特定の状況において大きな又は無制限の損失に曝されるのを恐れて、通
常ではない投資商品を買い付けないように単純で個人的な経験則を有することがある。本
出願人らのプロキシ資産は、これらの制約が目的とする効果を有することができるように
、普通株と同様の既存の良く知られた種類の証券に類似するように設計されている。
【０００９】
　よく知られた証券に類似したこのプロキシ資産はまた、ある特定の心理的利点を有する
ことができる。第１に、人々は、特殊なデリバティブに投資するのを幾分恐れており、こ
れは、デリバティブの契約構造が複雑且つ抽象的過ぎて、有史前の時代以来人間社会の根
本にあった財産の慣習法の概念とは異なる感覚を抱くからである。取引市場価格とは対照
的に、複雑な契約又は数式によってペイオフが決定される投資に人々が不安を覚える傾向
がある。第２に、大部分のデリバティブと重複しない証券の所有権に関連する良く知られ
た機関及び実務が存在する。例えば、資産は永続的な資本価値を有し且つ一定の間隔で所
得を生じるものであり、更に、人は所得を消費することはできるが資本価値自体を消費す
ることはできないという経験則を有する可能性があるといった単純な概念である。第３に
、多くのデリバティブはマージンコールを含む場合があり、投資家は、全体のポートフォ
リオがうまくいっている場合でさえも自らのポートフォリオの個々の部分からの損失に集
中させられるので、このマージンコールに対して極めて否定的に反応する可能性がある。
【００１０】
　従って、例えば、先物市場で空売りポジションをとることによって資産保有権の損失に
対してヘッジする投資家は、価格が上昇した場合のかかるヘッジの結果として、マージン
コールが繰り返されることにより極めて混乱する可能性がある。他の資産のポートフォリ
オ価値は上昇しているので先物市場における投資家の損失が補償されるにも関わらず、対
策を講じる必要性があることで上記マージンコールが心理的に顕著になるので、投資家は
このマージンコールによって混乱を感じる傾向がある。価格がヘッジされた資産の価格と
は反対に動くプロキシ資産にポジションをとることによりリスクをヘッジする個人は、マ
ージンコールに直面しないことになり、ポートフォリオを全く忘れることができ、従って
、心理的にヘッジをよりうまく促進する精神状態になることができる。
【００１１】
　長い間に多くの異なる種類の投資ビークルが存在してきた。投資信託（ＲＥＩＴ）は、
不動産において多くの投資家を可能にするために１９６０年に米国議会制定法によって設
計されたものであり、既存既成の不動産投資の免税ポートフォリオ以上のものではない。
ＲＥＩＴが対象とする不動産は、既に容易に投資可能なクラスに限定され、例えば所有者
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が占有している住宅は除外される。ＲＥＩＴは柔軟性に欠け、従って、現在のヘッジ及び
投資要求を満たすことはできない。
【００１２】
　個人住宅所有者が自宅の価格変動に起因する自分のリスクを低減するために用いること
ができる、幾つかのモーゲージ、リバースモーゲージ、又は残余権を販売する方法が存在
する。増価分担モーゲージには長い（限定的ではあるが）歴史がある。これの変形形態が
住宅の合資会社である。リバースモーゲージは、住宅所有者が終身年金を彼らの住宅価値
から取得することができる契約であり、これらのリバースモーゲージは、価格リスクの一
部をモーゲージの貸し手に渡すことができる。残余権販売は、住宅所有者がその家屋に住
み続ける契約で第三者に家の株式を売却することができる契約を指す。
【００１３】
　住宅エクィティ保険は、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｊ．Ｓｈｉｌｌｅｒ及びＡｌｌａｎ　Ｎ．Ｗｅ
ｉｓｓ「Ｈｏｍｅ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ（住宅エクィティ保険）」Ｎａｔ
ｉｏｎａｌ　Ｂｕｒｅａｕ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｗｏｒｋｉｎ
ｇ　Ｐａｐｅｒ、（１９９４年）近刊、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ
　Ｆｉｎａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓに論じられており、地域の価格指数が十
分に低下した場合に支払われる個人住宅に対する保険契約であり、本論文は引用により本
明細書に組み込まれる。
【００１４】
　１９９４年に、Ｂａｒｃｌａｙｓ　ｄｅ　Ｚｏｅｔｅ　Ｗｅｄｄ（ＢＺＷ）がＰｒｏｐ
ｅｒｔｙ　Ｉｎｄｅｘ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅｓ（財産指数証券）を開始した。これら
は２、３、４、及び５年満期の債券であり、満期時の元本は商業不動産価格指数に結びつ
けられる。ＢＺＷは、不良財産貸付の結果としてＣａｎａｒｙ　Ｗｈａｒｆ及びＩｍｒｙ
のような企業を所有し、商業不動産価格がこれ以上変動しないよう自らを切り離す方法と
してＰＩＣを発行した。１９９６年１１月、ＢＺＷはまた、基本的に英国商業不動産指数
決算先物であるものを作成したが、クリアリングハウスが存在せず、ＢＺＷが常に契約の
一方である。ＡＭＰ資産管理（Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｍｕｔｕａｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｎｔ
の資金運用部分）によって先導された産業全体にわたるグループは、１９９７年に真の指
数決済英国商業不動産先物市場を開始するように予定された。
【００１５】
　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ａｎｄ　Ｐｏｏｒ社の指数オプション等の指数によって決済される
通常のプットアンドコールがしばらくの間存在した。投資銀行が自己とカウンターパーテ
ィとの間で締約するある特定のスワップ協定が存在している。銀行は、スワップが取り消
されると、銀行自体がリスクを負わないように多くのこうしたスワップ協定を締約するこ
とができる。
【００１６】
　１９９３年に米国証券取引所においてＳｔａｎｄａｒｄ　ａｎｄ　Ｐｏｏｒ社の預託証
券（ＳＰＤＲ、又は一般に「スパイダー」）が作成された。各ＳＰＤＲは証券と同様であ
り、証券取引所で取引され、その背後には基礎となる資産バスケットがあり、これはＳｔ
ａｎｄａｒｄ　ａｎｄ　Ｐｏｏｒ社の総合株価平均を計算するために用いられる株式を表
す。償還及び発行のルールにより、市場価格を基礎となるポートフォリオの市場価格に強
制的に一致される。保有資産は実際の株式自体である。しかしながら、株式のような資産
を作成し、市場価格が常に株式バスケットの価値に対応するのを保証するためにＳＰＤＲ
が用いられる。これよりも幾分早くＡＭＥＸで作成された「ｓｕｐｅｒｕｎｉｔ（スーパ
ーユニット）」及び「ｓｕｐｅｒｓｈａｒｅ（スーパーシェア）」もまたこの特性を共有
した。
【００１７】
　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｉｏｗａ（アイオワ大学）のＩｏｗａ　Ｅｘｐｅｒｉｍ
ｅｎｔａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ（アイオワ実験市場）で用いられたもののような、ある特定
のコンピュータ化されたトレーディングシステムが過去に用いられてきた。例えば、これ
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らの学長選出トレーディングシステムでは、あらゆる学長候補に対して証券が作成され、
その人物が学長に選出された場合には１ドルが支払われる。１人の人物しか学長に選出で
きないので、トレーディングは、全ての学長候補についての買い注文が１ドルに等しい売
り出し価格で売られるときに、新しい証券を自動的に作成することができる。
【００１８】
　名称「Ａ　Ｇｏａｌ－Ｄｉｒｅｃｔｅｄ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ」でＲｏｂｅｒｔ　Ｒ．Ｃｈａｍｐｉｏｎ及びＢａｓｉｌ　
Ｒ．Ｔｗｉｓｔ　Ｊｒ．によって発明され、１９９２年６月３０日に付与された米国特許
第５，１２６，９３６号、及び名称「ａ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ａｃｃｏｕｎｔ」でＣｈａｒｌｅｓ　Ａ．Ａｔ
ｋｉｎｓ及びＡｍｅｌｉａ　Ｉｓｌａｎｄによって発明され、１９９０年８月２８日に付
与された米国特許第４，９５３，０８５号も参照されたい。
【００１９】
　従って、どの従来技術も本開示の目的を満たさず、いずれも以下に説明される本開示の
基本的特徴を示さない。より詳細な背景情報は、以下の参考文献で見ることができ、これ
らの内容は引用により本明細書に組み込まれる。Ｋａｒｌ　Ｅ．Ｃａｓｅ、Ｒｏｂｅｒｔ
　Ｊ．Ｓｈｉｌｌｅｒ、及びＡｌｌａｎ　Ｎ．Ｗｅｉｓｓ、「Ｉｎｄｅｘ－Ｂａｓｅｄ　
Ｆｕｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　Ｏｐｔｉｏｎｓ　Ｔｒａｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａ
ｔｅ」Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（１９９３冬
）、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｊ．Ｓｈｉｌｌｅｒ「Ｍａｃｒｏ　Ｍａｒｋｅｔｓ：　Ｃｒｅａｔｉ
ｎｇ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｓｏｃｉｅｔｙ’ｓ　Ｌ
ａｒｇｅｓｔ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｒｉｓｋｓ」、Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ　Ｅｎｇｌａｎｄ、（Ｃｌａｒｅｎｄｏｎ　Ｓｅｒｉｅｓ）
（１９９３年）、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｊ．Ｓｈｉｌｌｅｒ及びＡｌｌａｎ　Ｎ．Ｗｅｉｓｓ、
「Ｈｏｍｅ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ」、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｒｅａｕ　
ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｐａｐｅｒ（１９９４年）。
【００２０】
【特許文献１】米国特許第５，１２６，９３６号公報
【特許文献２】米国特許第４，９５３，０８５号公報
【非特許文献１】Ｒｏｂｅｒｔ　Ｊ．Ｓｈｉｌｌｅｒ及びＡｌｌａｎ　Ｎ．Ｗｅｉｓｓ「
Ｈｏｍｅ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ（住宅エクィティ保険）」Ｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｂｕｒｅａｕ　ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｐａ
ｐｅｒ、（１９９４年）近刊、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ　Ｆｉｎ
ａｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ
【非特許文献２】Ｋａｒｌ　Ｅ．Ｃａｓｅ、Ｒｏｂｅｒｔ　Ｊ．Ｓｈｉｌｌｅｒ、及びＡ
ｌｌａｎ　Ｎ．Ｗｅｉｓｓ、「Ｉｎｄｅｘ－Ｂａｓｅｄ　Ｆｕｔｕｒｅｓ　ａｎｄ　Ｏｐ
ｔｉｏｎｓ　Ｔｒａｄｉｎｇ　ｉｎ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ」Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　
Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（１９９３冬）
【非特許文献３】Ｒｏｂｅｒｔ　Ｊ．Ｓｈｉｌｌｅｒ「Ｍａｃｒｏ　Ｍａｒｋｅｔｓ：　
Ｃｒｅａｔｉｎｇ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｓｏｃｉｅ
ｔｙ’ｓ　Ｌａｒｇｅｓｔ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｒｉｓｋｓ」、Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖ
ｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ　Ｅｎｇｌａｎｄ、（Ｃｌａｒｅｎｄｏｎ　Ｓ
ｅｒｉｅｓ）（１９９３年）
【非特許文献４】Ｒｏｂｅｒｔ　Ｊ．Ｓｈｉｌｌｅｒ及びＡｌｌａｎ　Ｎ．Ｗｅｉｓｓ、
「Ｈｏｍｅ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ」、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｒｅａｕ　
ｏｆ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｐａｐｅｒ（１９９４年）
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本開示の態様は、関連ポジションにおける証券化請求権の作成、管理、売り出し、又は
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取引のためのシステム及び方法を目的とする。本開示の例示的な実施形態によれば、関連
ポジションにおいて証券化請求権を作成、管理、売り出し、又は取引するため、多層自己
ヘッジ投資システムを実施するシステム及び方法が提供される。
【００２２】
　例示的な実施形態では、システムは、例えば以下を含む方法を実施するコンピュータプ
ログラムモジュールを含む。
【００２３】
　（Ａ）少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数における正の動きに応じて価値が上
昇するアップ保有信託を設定（例えば、Ｂで説明される契約のもとで他の保有信託の資産
の一部又は漸次的に増大する部分に対する権利を有することを意味する）し、少なくとも
１つの指数、価格、又は経済変数における負の動きに応じて価値が上昇するダウン保有信
託を設定（例えば、Ｂで説明される契約のもとで他の保有信託の資産の一部又は漸次的に
増大する部分に対する権利を有することを意味する）する段階。
【００２４】
　（Ｂ）少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数の正又は負の動きを反映するために
１つ又は複数の指定決済日における資産の移転又は再割当を規定する契約の第１のセット
をアップ保有信託とダウン保有信託との間で締結する段階。
【００２５】
　（Ｃ）少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数の正又は負の動きに基づいて各信託
の資産に関して得られる収益を該信託間で定期的に移転するよう規定し且つ各取引では提
示されない場合がある任意選択の第２の契約を、ダウン保有信託とアップ保有信託との間
で締結する段階。
【００２６】
　（Ｄ）アップ保有信託に関連付けられ、該アップ保有信託によって発行される証券化請
求権の実質的に全部又は一部によって担保されたアップ取引可能請求権を発行するアップ
取引可能信託を定義する段階。
【００２７】
　（Ｅ）ダウン保有信託を表し、該ダウン保有信託によって発行される証券化請求権の実
質的に全部又は一部によって担保されたダウン売買可能請求権を発行するダウン取引可能
信託を定義する段階。
【００２８】
　別の例示的な実施形態では、システムは、以下を含む方法を実施することができるコン
ピュータプログラムモジュールを含む。
【００２９】
　（Ａ）少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数における正の動きに応じて価値が上
昇する複数のアップ信託を設定する段階。
【００３０】
　（Ｂ）少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数における負の動きに応じて価値が上
昇する複数のダウン信託を設定する段階。
【００３１】
　（Ｃ）複数のアップ信託のうちの１つ又はそれ以上と複数のダウン信託のうちの１つ又
はそれ以上との間で少なくとも１つの指数、価格、又は経済変数の変化に応じてアップ信
託とダウン信託との間の価値のシフトを行う契約のセットを締結する段階。
【００３２】
　（Ｄ）複数のアップ信託及び／又は複数のダウン信託のうちの１つ又はそれ以上に対し
て投資として証券化請求権を売り出す段階。
【００３３】
　本開示による実施形態のいずれかにおいて、システムは、あらゆる数の処理デバイスを
含むことができ、該デバイスは、様々な有線ネットワーク、又は無線ネットワーク、或い
はこれらの両方のいずれかを介してネットワーク接続することができ、様々なメモリ、又
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はデータベース、もしくはこれらの両方のいずれかを含み且つアクセスすることができる
。かかるデータベースは、例えば、市場、株式、取引所、通貨、或いは他の金融上の又は
関連する情報もしくはデータ等、現在又は履歴の情報及びデータを提供する第三者データ
ベースシステムを含むことができる。本開示に従って構成されたシステムに含まれる通信
リンクを介して、リアルタイムのデータを送受信することができる。前述のコンピュータ
、リンク、ネットワーク、データベース、又はメモリのいずれもが、本開示を実施するの
に必要とされる処理、記憶、及び通信機能を果たす限り、当該技術分野で公知であり又は
将来開発することができる。
【００３４】
　種々の実施形態のいずれかにおいて、（１）請求権は、公募又は私募もしくはその両方
で売り出すことができ、（２）１つ又はそれ以上の指数、価格、又は経済変数は、例えば
、単独又は組み合わせて、総合指数、価格又は経済変数、個人株式、何らかの商品の価格
、市場又は市場セグメント、事由、産業、財務省証券、債券、ファンド、経済指標、或い
は個人、事業体、市場、企業、産業、地理的又は政治的地域又は国家の他の業績指標のう
ちの１つ又はそれ以上等、業績ベースの指標を表すことができ、（３）請求権は、例えば
、株、負債、又は証券の形態をとることができ、（４）請求権は、プロキシ資産、不動産
資産、個人資産、有形資産、又は無形資産を表すことができる。
【００３５】
　また本明細書のシステム及び方法は、「利益分配契約」及び／又は「先物契約」を実施
することができる。かかる契約のもとでは、信託により保有される基礎現金又は資産に対
する利子は、利子又は配当を得ることができ、或いは様々な資本増価を受け取ることがで
きる。アップ及びダウン保有信託間の稼得額の割り当ては、利子スワップの他の関連する
態様と共に利益分配契約で定義される。当業者には明らかであるように、かかる利益分配
契約は、様々な形態のいずれであってもよい。更に、請求権は、ペアで又は個別に発行及
び償還することができる。
【００３６】
　本開示の特定の態様を明瞭にする目的で、本明細書の以下において様々な実施例が提供
されるが、これらは例証であり限定ではないものとする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　各図面に示す実施形態は例証であり、図示の実施形態の変形並びに本明細書で説明され
る他の実施形態は、本開示の範囲内で想起され実施することができる。
　以下の説明では、本開示の幾つかの実施可能な実施形態に言及する。本明細書で説明す
る実施形態の変形は本開示の範囲内で想起され実施することができる点を当業者には理解
されたい。
【００３８】
　本開示の態様は、関連のポジションにおいて証券化された請求権を作成、管理、売り出
し、又は取引するためのシステム及び方法を目的とする。本開示の例示的な実施形態によ
れば、関連のポジションにおいて証券化された請求権を作成、管理、売り出し、又は取引
する目的で、多層化された自己ヘッジ式投資システムを実施するためのシステム及び方法
が提供される。
【００３９】
　本明細書で用いられる用語「請求権」は、指定の参照指数、価格、又は経済変数の値に
おいて対向するポジションを表す信託のペアにおける持分、すなわち「株式」等の請求権
への言及を含むことができる。多層の信託を形成することが可能である。しかしながら、
図１に示す実施例では、２つの保有信託、すなわち「アップ保有信託」１２及び「ダウン
保有信託」１４を形成する。アップ保有信託１２は、この場合においては、参照指数、価
格、又は経済変数の値のあらゆる上昇から利益を得ることになる株式の形態で「アップ請
求権」を発行することになり、ダウン保有信託１４は、参照指数、価格、又は経済変数の
値のあらゆる低下から利益を得ることになる株式の形態で「ダウン請求権」を発行するこ
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とになる。
【００４０】
（一般的構造特性）
　以下は本開示の様々な態様を表し、本開示の種々の実施形態に単独で又はいずれかの組
み合わせで適用することができる。
【００４１】
　受託機関：本明細書で説明される保有信託は受託機関が管理することができ、該受託機
関が保有信託の資産を稼働し運用することができる。受託機関は通常、信託資産を運用し
、関連の計算を実施する。
【００４２】
　２つの（所有）信託構造：マクロは、例えばアップマクロ保有信託及びダウンマクロ保
有信託である、２つの別個の信託を含むように構造化することができる。
【００４３】
　供託者：各保有信託は、例えばＭＡＣＲＯ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　Ｄｅｐｏｓｉｔｏ
ｒ，ＬＬＣ、及びＭＡＣＲＯ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，ＬＬＣの関係
機関等の好適な企業が形成することができる。
【００４４】
　株の有効期限：例示的な実施形態では、各保有信託は、期限付きの証券又は株式を発行
することができ、これらは所定期間の間流通しており、終了事由が発生した場合に償還す
ることができる。
【００４５】
　元本確保：各保有信託は、望ましい商品、例えば米国財務省証券等の高利率短期金融商
品に投資することができる。従って、例示的な実施形態では、特定の信託に預託した担保
に関連する元本確保を提供することができる（参照指数の変更を実施する）。
【００４６】
　基礎価値：保有信託の価値は、変更／改訂／修正の影響を受ける可能性のある計算式に
よって決定することができる。このような計算式を各保有信託の資産に適用し、各保有信
託の基礎価値を決定することができる。ある決定日での保有信託の「基礎価値」は、例え
ば、アップマクロ保有信託における資産価値の全部又は一部に等しくなるようにすること
ができ、ダウンマクロ保有信託における資産価値の一部に等しいか、又はどれも等しくな
いようにすることができる。例示的な実施形態では、保有信託の「元本額」は、取引期間
中に変動しないが、その代わりに保有信託の「利子額」のみが変動し分配される。ある分
配日における保有信託の基礎価値は、当該分配日に特定の株式が償還される場合に所有株
式に関して行うことになる総最終分配を表すことができるが、実際の変動額を発生させる
必要はない。各信託についての基礎価値は、信託に預託した財務省証券額、スワップ協定
の価値、及びその決定日における参照指数のその時点での水準に基づく先物契約を計算す
ることによって決定することができる。
【００４７】
　スワップ協定：例示的な実施形態では、各保有信託は、例えば保有信託間で「有効収益
」を割り当てる手法／メカニズムとして、他の保有信託とのスワップ協定を締結すること
ができる。有効収益は、財務省証券に関する利息部分から各信託の手数料及び経費を差し
引いたものに等しい額とすることができる。有効収益は、各個人信託又は受託機関が計算
することができる。例示的な実施形態では、有効収益を計算した後、例えばスワップ協定
の水準に基づいて、保有信託間で有効収益を割り当てることができる。スワップ協定に従
って、参照指数がその当初の水準よりも高い場合には、アップマクロ保有信託はその有効
収益の一部をダウンマクロ保有信託に支払うことができる。
【００４８】
　先物契約：本明細書に説明する保有信託は、保有信託間で各信託の「資産額」を割り当
てる手法／メカニズムとして、互いに複数の先物契約を締結することができる。「資産額
」は、本質的に各信託における元本額とすることができる。各保有信託の資産額は、個人
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信託又は受託機関が計算することができる（場合によっては、本開示の種々の実施形態の
ハードウェア／ソフトウェア／ファームウェア実装を用いて）。先物契約は、例示的な実
施形態において信託間の資産変動が本取引の終了又は株の償還時にのみ発生することを除
いて、スワップ協定と同様の様式で運用することができる。
【００４９】
　後発発行：原株の初期発行後、アップマクロ保有信託及びダウンマクロ保有信託の追加
株式を発行することができる。例示的な実施形態では、後発発行は、アップマクロ株とダ
ウンマクロ株とのペア及びその比例額で実施することができる。後発発行はある特定の状
況下で行うことができ、受託機関がこれを処理することができる。
【００５０】
　償還：アップマクロ所有株式及びダウンマクロ所有株式は償還することができる。例示
的な実施形態では、これらの償還は、アップマクロ所有株式とダウンマクロ所有株式との
ペア及び比例額で実施することができる。償還は、ある特定の状況下で行うことができ、
受託機関がこれを処理することができる。
【００５１】
　２つの（取引可能）信託構造：各保有信託は、例えば第三者が保有するか、又はアップ
マクロ取引可能信託及びダウンマクロ取引可能信託である２つの取引可能信託に預託する
ことができる、期限付きの証券を発行することができる。かかる取引可能信託は、所有証
券を保有するように機能することができ、例示的な実施形態では税法上存在することがで
きる。
【００５２】
　担保／投資の種類：各保有信託は異なる種類の担保を保有することができ、又は第三者
の設計したシステムが異なる種類の担保を保有することができる。
【００５３】
　図１Ａは、関連のポジションにおいて証券化請求権を作成、管理、売り出し、又は取引
するためのシステム１０を表すブロック図である。図示のように、本システムは、アップ
保有信託１２及びダウン保有信託１４を含む。以下でより明らかになるように、アップ取
引可能信託１６は、アップ保有信託１２用のプロキシ資産を取引するのに用いられ、ダウ
ン取引可能信託１８は、ダウン保有信託１２用のプロキシ資産を取引するのに用いられる
。証券会社２０は、アップ及びダウン請求権の売買において投資家２２及び２４を支援す
る。
【００５４】
　システム１０の様々な要素は、サーバ等の１つ又はそれ以上のコンピュータのいずれか
に存在するか、又は実装させることができ、これらのコンピュータは、他のコンピュータ
、或いは限定ではないが、ワールドワイドウェブ、インターネット、何らかの好適なロー
カルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、及び／又はあらゆる好適な広域ネットワーク（ＷＡ
Ｎ）などを含む、コンピュータネットワークに接続することができる。更に、本明細書に
説明するシステム及び方法の様々な機能は、あらゆる好適なハードウェア、ファームウェ
ア、及び／又はソフトウェア（例えばコンピュータ、電話、及び／又はインターネット用
途に有用なもの等）により実装することができる。
【００５５】
　請求権は、例えば、最大９９年のような所定の満期を有することができる。実施形態に
応じて、請求権の投資家２２又は２４は、（i）現在の分配日（又は初回分配日の場合、
請求権の最初の発行日）（当日を含まず）から次の分配日（当日を含む）までにわたる各
四半期、半期、又は１年間の終了日時点（「分配日」）で、かかる期間中にそれぞれのア
ップ保有信託１２又はダウン保有信託１４で保有された担保で得た利益の正味額（経費支
払い後）であって、参照指数、価格、又は経済変数の値の計算が公開された各営業日（「
計算日」）における参照指数、価格、又は経済変数の値の平均変動に基づいて、各保有信
託の受給額（以下で定義される）の変動を反映させるように利益分配契約（以下で定義さ
れる）に従って調整した金額に等しい金額の定期支払いと、（ii）保有信託の終了時に、



(14) JP 2008-544376 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

かかる保有信託の受給額の比例配分であって、最後の分配日より以前の計算日における参
照指数、価格、又は経済変数の値の変動に基づいて先物契約に従って調整した額とを受け
取る権利を有することができる。かかる権利は、信託証書の分配規定及びかかる利益分配
契約及び先物契約に明記されることになる。
【００５６】
（投資家への請求権の初回発行）
　請求権は、複数の個人投資家に対する私募で、或いは公募で販売することができる。公
募又は私募のいずれの場合においても、必須ではないが、２つの追加信託、すなわち「ア
ップ取引可能信託」１６及び「ダウン取引可能信託」１８（各々が「取引可能信託」）を
形成することができる。アップ取引可能信託１６の資産は、アップ保有信託１２の保有信
託株式であり、ダウン取引可能信託１８の資産はダウン保有信託１４の保有信託株式とな
る。アップ取引可能信託１６は、「アップ請求権」株式を発行し、ダウン取引可能信託１
８は「ダウン請求権」株式を発行することになり（「取引可能信託証券」等の証券）、こ
れらは、対応する保有信託の保有信託株式で分配される全額の分配をパススルーする権利
がある。保有信託株式は、最小ロット要件及び関係する特定の投資家に対する他のあらゆ
る適用可能な要件を満足することを条件として、あらゆる償還日において取引可能信託証
券と交換することができ、その逆もまた可能である。
【００５７】
　最初に、ある特定の先物契約（下記に説明する）において設定される計算式（「受給権
計算式」）に基づいて、請求権を「価格付け」することができ、この計算式は、参照指数
、価格、又は経済変数の値の変動が、１つの保有信託から他の保有信託へのこうした契約
のもとで行うことが必要とされる支払い額にどのように影響を与えるかを反映している。
例えば受給権計算式は、所有株式の償還時の各場合において、アップ保有信託１２が参照
指数、価格、又は経済変数の値の各１ポイントの上昇に対してダウン保有信託１４から１
ドルを受領し、ダウン保有信託１４が参照指数、価格、又は経済変数の値の各１ポイント
の低下に対してアップ保有信託から１ドルを受領するように（保有信託の各々における資
産が等しい、例えば１００ドルである取引において）受給権を与えることができる。
【００５８】
（先物契約）
　想定する種々の実施形態では、各保有信託１２及び１４は、契約終了時に現金のみで決
済することになる指定の最小想定ドル額で他の保有信託との１つ又はそれ以上の先物契約
を締結することができる。先物契約は、該先物契約の期間にわたって、又は該先物契約の
終了前の最後の計算日において参照指数、価格、又は経済変数の値が下落した場合には、
終了時にアップ保有信託１２がダウン保有信託１４に対して決済支払いを行うこと、或い
は、先物契約の期間にわたって参照指数、価格、又は経済変数の値が上昇した場合には、
終了時にダウン保有信託がアップ保有信託１２に対して決済支払いを行うことを義務付け
ることができる。請求権の初期及びあらゆる後発の販売（以下で検討する）により調達さ
れ、アップフロントフィー及び経費控除後の資金を用いて、次の分配日又はその前に満期
を迎える財務省債務証券又は高利率資産を購入することができる。各保有信託は、財務省
債務証券又は他の高価値資産を保有する証券勘定内で他の保有信託に動産担保権を付与す
ることによって先物契約でその債務を保証することができる。同じ保有信託から追加請求
権を作成することで、保有信託は追加の先物契約を締結することができる。
【００５９】
　先物契約の終了時には、保有信託間の決済は、満期を迎える財務省債務証券又は他の高
利率資産の受取金、或いは保有信託が保有する財務省証券又は他の資産の受け渡しによっ
て資金提供を受けることになる。
【００６０】
（受給額の定期調整）
　各計算日において、保有信託１２及び１４の「基礎価値」は、各保有信託の自己担保に
対する、並びに他の保有信託により記述される先物契約のもとでのこうした各保有信託の
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権利の結果として他の保有信託（「受給額」）によって保持される担保に対する各保有信
託の基礎価値に基づく指数、価格、又は経済変数の変動の影響反映するように調整するこ
とができ、その結果、アップ保有信託１２の受給額は、参照指数、価格、又は経済変数の
値の上昇の結果として増額し、参照指数、価格、又は経済変数の値の下落の結果として減
額し、更にダウン保有信託１４の受給額は、参照指数、価格、又は経済変数の値の下落の
結果として増額し、上昇の結果として減額するようになる。保有信託間での受給額の調整
率は、保有信託の開始時に受給権計算式によって定義されることになる。この実施例では
、担保の移転は、先物契約が決済されるまで又は最終償還日（以下で定義される）もしく
はある早期の償還日までは発生しないが、定期利払い（「定期利益受給権」）の計算に調
整済み受給額が用いられることになる。
【００６１】
（利益分配契約及び利益の定期分配）
　各保有信託は、他の保有信託との利益分配契約（「利益分配契約」）を締結することが
でき、その正味の影響は、各信託が、その保有者への分配に利用可能な適用定期利益受給
権に等しい金額を有するようになる点である。各利益分配契約は、各分配日における一方
の保有信託から他方の保有信託への支払いを規定する。
【００６２】
　アップ保有信託１２は、財務省債務証券又は他の高利率資産に関して受け取った利益に
手数料及び経費を控除した後、利益分配契約に従って受け取るあらゆる支払いを加算する
か、或いは利益分配契約のもとでアップ保有信託１２が行うあらゆる支払いを差し引いた
正味額をアップ取引可能信託１６を含む保有信託株式の保有者に比例して分配することが
でき、アップ取引可能信託１６に支払われたあらゆるこのような分配は、分配日で流通し
ている各場合において、アップ取引可能信託１６の取引可能信託株式の保有者に比例して
支払われることになる。ダウン保有信託１４は、財務省債務証券又は他の高利率資産に関
して受け取った利益に手数料及び経費を控除した後、利益分配契約に従って受け取るあら
ゆる分配を加算するか、或いは利益分配契約のもとでダウン保有信託１４が行うあらゆる
支払いを差し引いた額をダウン保有信託１８を含む保有信託株式の保有者に比例して分配
することになり、ダウン取引可能信託１８に支払われたあらゆるこうした支払いは、分配
日で流通している各場合においてダウン取引可能信託１８の取引可能信託証券の保有者に
比例して支払われることになる。
【００６３】
（新規投資家への請求権の後発発行）
　追加の請求権は、例えば各営業日時点など、あらゆる時間期間内に作成することができ
る。このような新規に作成される請求権は、ダウン請求権に対するアップ請求権の指定比
率に基づいて、アップ請求権株とダウン請求権株のペアで作成し、「ユニット」を構成し
なければならない。分配日以外のあらゆる計算日に発行された請求権のペアの価格は、最
後の分配日からこうした後発発行日までの間に保有信託が受け取ったであろう利益（「前
払い発生利益」）の請求権の比例的配分（後発発行の実施後）に等しい金額だけ増額する
ことになる。前払い発生利益は、次の分配日の定期利益受給権に含まれることになり、追
加の請求権の投資家は、適用保有信託の定期利益受給権の比例的配分（全期間に対する）
の権利を有することになる。
【００６４】
（償還）
　請求権は、「ユニット」を構成するアップ及びダウン請求権のペアで各償還日に償還可
能とすることができる。保有信託１２及び１４の終了日の前に請求権を償還することに利
害関係のある投資家は、１つ又はそれ以上のユニットを形成するのに必要な金額で対向ポ
ジションにおいて幾つかの請求権を購入し、償還のために「ペアの」請求権を提示するこ
とが必要となる可能性がある。
【００６５】
　先物契約の指定終了日（「最終償還日」）において、各保有信託１２及び１４は、満期
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を迎える財務省債務証券又は他の高利率資産を用いて、先物契約及び利益分配契約に従っ
て１つの保有信託から他の保有信託に満期支払額を決済し、残りの現金と、並びに手数料
及び経費控除後にその保有信託株式の保有者に比例して先物契約及び利益分配契約に従っ
て他の保有信託から受け取るあらゆる現金支払いを分配することができ、こうしたあらゆ
る配分は対応する取引可能信託１６及び１８にパススルーされ、所有株式の他のあらゆる
保有者は、最終償還日に流通しているこのような取引可能信託の取引可能信託株式の保有
者に比例して支払われることになる。
【００６６】
（終了誘因）
　種々の実施形態において、「終了誘因」と呼ばれる指定事由の発生は、利益分配契約及
び先物契約の自動終了、更にペアの所有株式及びアップマクロとダウンマクロの取引可能
株（プロキシ資産）の早期償還を引き起こすことができる。次の終了誘因のいずれかの発
生の情報を得るか又は通知を受け取ると、例えば受託機関は、ペアの所有株式の各保有者
に対して、次の事由のうちのいずれかを即時に通知することができる。すなわち、
　指数、価格、又は経済変数がある特定の営業日数の間公開されない。
　又は、指数、価格、又は経済変数が、ある特定のドル額を上回るか又はある特定のドル
額を下回っており、且つ価格決定日のある連続した特定日数の間その水準を上回るか又は
下回ったままである。
　又は、ペアの保有信託のいずれか、アップマクロ取引可能信託、又はダウンマクロ取引
可能信託が、改正１９４０年投資会社法に基づく登録が必要な「投資会社」になる。
　又は、ペアの保有信託のいずれか、アップマクロ取引可能信託、又はダウンマクロ取引
可能信託が、破産又は支払い不能になったと判断されるか、或いは自発的又は強制的な支
払い不能もしくは９０日以内に棄却されない同様の手続きに巻き込まれた。
【００６７】
　「早期終了日」と呼ぶことができる終了誘因の発生後の次の分配日には、受託機関がペ
アの保有信託１６及び１８に全ての先物契約を決済させ、それらの株式の全てに関し最終
分配を行わせることができる。
【００６８】
　このマクロ構造体に他の終了誘因を適用することができる。図１Ｂは、例示的な多段階
信託構造体の実施形態を示している。この実施例では、請求権の売り出しは機関投資家に
限定されているが、これは必須ではない。用いられる参照指数、価格、又は経済変数は、
Ｓ＆Ｐ５００であるが、幾つかの個々の又は複合の指数、価格、又は経済変数のうちのい
ずれかを用いることができる。取引開始時の参照指数、価格、又は経済変数の値は１００
に設定され、この場合も同様に、本明細書ではこの値は例示目的で用いており、他の実施
例では異なるものとすることができる。
【００６９】
　この指数、価格、又は経済変数においてアップ請求権及びダウン請求権のポジションに
ついて等しい需要があり、Ｓ＆Ｐ５００における１ポイント（１パーセント）の各変動に
対して１ドルである受給権計算式が存在すると仮定する。分配日は四半期毎に発生し、２
回目の分配日に先物契約が満期なる時に取引は終了する。利益が割り当てられて分配され
る定期的な日付が「分配日」である。また、あらゆる分配日は償還日とすることもできる
。
【００７０】
　図１を参照すると以下の実施例は時系列で提示されており、４日目の追加発行及び第１
四半期の終了時における保有者のオプションの部分償還を伴い、最終償還日は２回目の償
還日である。上述の仮定は全て任意に選んだものであり、必須ではない。
【００７１】
（実施例I）
　１日目：アップ請求権保有信託及びダウン請求権保有信託を形成することができる。ア
ップ保有信託は、ダウン保有信託との想定元本額２００ドルの先物契約を締結し、該契約
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は、Ｓ＆Ｐ５００が１００から下落するポイント毎に１ドルを終了時にダウン保有信託に
支払うことをアップ保有信託に義務付け、Ｓ＆Ｐ５００が１００から上昇するポイント毎
に１ドルをアップ保有信託に支払うことをダウン保有信託に義務付ける（「アップ先物契
約」）。
【００７２】
　アップ保有信託及びダウン保有信託は各々、１００ドルの保有信託株式を機関投資家に
発行する。ダウン保有信託の保有信託株式発行からの売上高がダウン保有信託の証券勘定
に預託され、先物契約のもとで担保として差し入れられる。アップ保有信託の保有信託株
式発行からの売上高は、アップ保有信託の証券勘定に預託され、先物契約のもとで担保と
して差し入れられる。各保有信託は現金を用いて、次の分配日に満期を迎える短期財務省
債務証券又は他の高利率資産を購入する。各保有信託が保有する担保の元本額は当初１０
０ドルである。
【００７３】
　この場合には、上下の閾値は、証券の上側及び下側を固定し、これによって、利益を発
生させながら「獲得側」の信託の受給権をカバーし、証券の運用に関連する経費をカバー
するために信託間で常に十分な資産が存在することが確実になる。この実施形態では、こ
れらの閾値は、Ｓ＆Ｐ５００指数が２００を上回るか又は０になる場合に先物契約が終了
し、関連請求権が償還されるように設定される。
【００７４】
　２日目：参照指数、価格、又は経済変数の値が１０２まで上昇する。アップ保有信託の
受給額は１０２ドルにまで上昇し、ダウン保有信託の受給額は９８ドルに下落する。担保
は実際には交換しない。利益分配契約によって、２日目にはアップ保有信託は１０２ドル
に関する利益を受給する権利が与えられ、ダウン保有信託は９８ドルに関する利益を受給
する権利が与えられることになる。
【００７５】
　３日目：参照指数、価格、又は経済変数の値が９７に下落する。アップ保有信託の受給
額は９７に下落し、ダウン保有信託の受給額は１０３に上昇する。３日目には、アップ保
有信託は９７ドルに関する利子が発生し、ダウン保有信託は利益分配契約によって１０３
ドルに関する利益に対する権利が与えられることになる。受給額及びこれに発生する利子
の調整は、各計算日にこの方式で継続される。
【００７６】
　４日目：参照指数、価格、又は経済変数の値は９７に留まる。追加保有信託株式が発行
され、流通している保有信託株式の額が事実上２倍になる。追加証券の購入者に対する保
有信託株式のペアの価格は、前払い発生利益を含むように調整される。
【００７７】
　ダウン保有信託は、アップ保有信託との想定元本額２００ドルの新しい先物契約を締結
し、該契約は、Ｓ＆Ｐ５００が１００から上昇するポイント毎に１ドルを終了時にアップ
保有信託に支払うことをダウン保有信託に義務付け、Ｓ＆Ｐ５００が１００から下落する
ポイント毎に１ドルを終了時にダウン保有信託に支払うことをアップ保有信託に義務付け
る。各保有信託は、該信託が追加発行から受け取る１００ドルを先物契約のもとで担保と
してその証券勘定に預託する。各保有信託は、追加発行から受け取った現金を用いて、次
の分配日に満期を迎える短期財務省債務証券又は他の高利率資産を購入する。各保有信託
が保有する担保の元本額は現時点で２００ドルである。各保有信託は、請求権販売時に該
信託が受け取る前払い発生利益額を次の分配日の定期利益支払いに割り当てる。
【００７８】
　第１四半期の終了：参照指数、価格、又は経済変数の値が１１０まで上昇する。先物契
約のもとで、アップ保有信託の受給額は２２０ドルであり、ダウン保有信託の受給額は１
８０ドルである。１日目及び４日目に各保有信託が購入して該信託に受け渡された財務省
債務証券又は他の高利率資産が満期を迎える。各信託での担保に対するあらゆる利益を除
外して、アップ保有信託が保有する担保の実際の金額は２００ドル（１日目に受け取った
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１００ドルと４日目に保有信託株式の追加発行から受け取った１００ドルを加算）であり
、ダウン保有信託が保有する担保額は２００ドル（１日目に受け取った１００ドルと４日
目に保有信託株式の追加発行から受け取った１００ドルを加算）である。
【００７９】
　各保有信託は、該各保有信託がその適用定期利益受給額とあらゆる前払い利益を加えた
額の現金を有し、手数料及び経費の支払後に保有信託株式のそれぞれの保有者に比例して
かかる利子を分配するように利益分配契約のもとで支払いを行う。
【００８０】
　１００ユニットのダウン保有信託の保有信託株式保有者は、かかる保有信託株式の償還
を望む。保有者は、実際の市場価格はより高い又はより低い場合があるが、適用市場価格
（参照指数、価格、又は経済変数の方向に関する市場認識のあらゆる影響を無視すると、
この金額は１１０ドルになる）で１００ユニットのアップ保有信託の保有信託株式を購入
し、償還用に「ペアの株式」を提示する。想定元本額２００ドルの先物契約のうちの１つ
が早期に決済されると、かかる保有者にアップ保有信託から現金１１０ドルが支払われ、
ダウン保有信託から９０ドルが支払われる。
【００８１】
　各保有信託の担保の残りの１００ドルは、次の分配日に満期を迎える財務省証券又は他
の高利率投資適格証券を購入するために用いられる。各保有信託が保有する担保の元本額
は、この場合も１００ドルである。償還に起因して、参照指数、価格、又は経済変数の値
の変動の影響を考慮すると、アップ保有信託の受給額は２２０ドルから１１０ドルに減額
され、ダウン保有信託の受給額は１８０ドルから９０ドルに減額される。
【００８２】
　第２四半期の終了：参照指数、価格、又は経済変数の値は７５に低下する。残りの先物
契約が終了及び決済され、保有信託株式が償還される。各保有信託が第１四半期の終了時
に購入した財務省証券又は他の資産が満期を迎える。先物契約のもとに、アップ保有信託
はダウン保有信託に現金２５ドルを支払う。結果として、アップ保有信託の７５ドル及び
ダウン保有信託の１２５ドルに定期受給額を加えたものが、特定の手数料及び経費の支払
後に保有信託株式のそれぞれの保有者に比例して分配される。
【００８３】
（実施例ＩＩ）
　図１Ｂを参照すると、実施形態１０は、アップマクロ（登録商標）取引可能信託１６、
アップマクロ保有信託１２、ダウンマクロ取引可能信託１８、及びダウンマクロ保有信託
１４の間の関係が示されている。アップマクロ所有株式と同様、ダウンマクロ所有株式の
一部は、ダウンマクロ取引可能信託１８に預託されることになる。しかしながら、この実
施形態１０では、アップマクロ取引可能信託１６とダウンマクロ保有信託１４との間の契
約関係は存在しない。
【００８４】
　図１Ｂの実施形態では、利益分配契約のもとでアップマクロ保有信託１２は、Ｆｉｓｅ
ｒｖ　ＣＳＷのＬｏｓ　Ａｎｇｅｌｅｓ住宅価格指数、価格、又は経済変数における変動
に基づいて（ａ）アップマクロ保有信託１２の有効収益の全部又は一部分をダウンマクロ
保有信託１４に支払う必要があり、或いは、（ｂ）ダウンマクロ保有信託１４からダウン
マクロ保有信託の有効収益の一部分を受け取る権利を有することになる。
【００８５】
　各信託の対象物の一部又は全てを構成する米国財務省証券５０又は債券が示されている
。また、アップマクロ所有株式の他の保有者５０及びダウンマクロ所有株式の他の保有者
も示されている。更に、アップマクロ及びダウンマクロ取引可能株式における投資家２２
及び２４も示されている。
【００８６】
　各先物契約のもとで、アップマクロ保有信託１２は、Ｆｉｓｅｒｖ　ＣＳＷのＬｏｓ　
Ａｎｇｅｌｅｓ住宅価格指数、価格、又は経済変数の期末水準に基づいて、（ａ）ダウン
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マクロ保有信託１４に対してアップマクロ保有信託１２の財務省証券の満期受取金により
決済支払いを行う必要があり、或いは、（ｂ）ダウンマクロ保有信託の財務省証券の満期
受取金によりダウンマクロ保有信託１４から決済支払いを受け取る権利を有することにな
る。
【００８７】
　図１Ｃを参照すると、この図面は、株式を売買する注文間でスワップシステムプロセッ
サが識別するクローズドパス（完全なセット）のタイプの図を示している。第１のセット
であるセットＡは、デンバー－サンフランシスコスワッププロキシ資産とペアのサンフラ
ンシスコ－デンバースワッププロキシ資産のみである。第２のセットであるセットＢは、
３つの都市及び３つのスワッププロキシ資産が関係する複雑なクローズドパスである。
【００８８】
　プロキシ資産データプロセッサは、これらのより複雑な完全セットの定義を適用し、デ
ータをサーチしてプロキシ資産の発行、償還、及び取引を可能にする機会を見つけ、この
プロセスは、アップ／ダウンプロキシ資産の場合よりも遙かに複雑なプロセスである。例
えば、システムにおける平均勘定残高（Ｖｔ／Ｓｔ）を１株当たり１０５．５０ドルで設
定し、トレーディング表示画面上の３つのブックウィンドウが以下に示すようなものとす
る。

【表１】

【００８９】
　プロキシ資産システム及びプロセッサは、１１０．１５ドルでのボストン－シカゴ株５
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０株への買い呼び値が５０ボストン－シカゴ株式を売るための売り呼び値と一致すること
を発見し、よって、この取引は自動的に実行されることになる。従って、上記の仮定のウ
ィンドウ上に示された一致は、一瞬以上は持続しないことになる。これらの注文を実行す
るために発行又は償還を行う必要はない。またコンピュータは、１１０．１５ドルの別の
５０ボストン－シカゴ株の買い呼び値、８５．９３ドルの５０シカゴ－シアトル株の買い
呼び値、及び１２０．４２ドルの５０シアトル－ボストン株の買い呼び値があることも発
見することになる。コンピュータは、これらの価格の合計が３１６．５０ドル、すなわち
１株当たりの平均現金勘定額値の３倍（３Ｖｔ／Ｓｔ）であることを発見し、よって、新
しいプロキシ資産を発行してこの売上高を既存の金額に比例してそれぞれの現金勘定に割
り当てることでこれらの注文に自動的に応じる。この場合も同様に、これらの注文はブッ
クウィンドウ上で一瞬以上は持続しないことになる。
【００９０】
　Ｇｌｏｂｅｘ又は他のシステムのような電子トレーディングシステムとのインターフェ
ース接続において、本発明の実施形態は、該電子トレーディングシステムおける幾つかの
修正を含む点に留意されたい。一例として、トレーダーは、完全セット内では注文の対話
があるので、画面上に一度に１以上のブックウィンドウを維持する実施形態により恩恵が
得られることになる。別の実施例では、価格が特定の水準にヒットした時に警告するよう
にトレーディングシステムに依頼したトレーダーはまた、同じ完全セット内の他のプロキ
シ資産に対する注文のいずれかの組み合わせが、指定価格での発行又は償還によって該指
定価格を得る機会を示唆することになる場合、トレーダーに警告する実施形態からも恩恵
が得られる。こうした警告を提供するこの実施形態は、注文　間で完全セットをサーチす
る実施形態に基づいている。
【００９１】
　これらのスワッププロキシ資産は、既に不動産及び他の投資の両方を保有する投資家に
とっては極めて良好に機能することになるが、その不動産投資は、各都市に過度に集中す
る自らの住宅によって大部分が占められる。例えば、４００，０００ドルの住宅をロサン
ゼルスに所有し、ニューヨークに比べてロサンゼルスでの不動産の成果が不十分である可
能性を懸念する人が、直上述のものに類似した、ロサンゼルスではショートでありニュー
ヨークではロングであるプロキシ資産株式に１００，０００ドルを投資することができる
。このことによって、投資家がロサンゼルス市場に２００，０００ドルの額でだけ効果的
に投資され、ニューヨーク市場に２００，０００ドルの額で効果的に投資される状況がも
たらされる。この投資家は、これによって２つの都市の間に均等にリスクを分散させるこ
とになる。またこの人は、ニューヨーク－ロサンゼルス・スワッププロキシ資産、マイア
ミ－ロサンゼルス・スワッププロキシ資産、シカゴ－ロサンゼルス・スワッププロキシ資
産、及びデンバー－ロサンゼルス・スワッププロキシ資産という４つのスワップの各々に
も４０，０００ドルを投資することができる。この投資家は、これによって排他的なロサ
ンゼルス不動産ポジションから５つの都市にわたって均等に分散された不動産ポジション
に分散することになる。
【００９２】
　任意的にスワッププロキシ資産は共にバンドルされ、グループ（本明細書ではプロキシ
資産バンドルと呼ばれる）としてのみ販売される。例えば各都市の居住者の間で自らの都
市不動産指数を他の全ての都市の平均値とスワップし、これにより分散投資を行う多くの
要求があった場合には、販売される必要のある資産だけが、単一の都市に対し積極的に応
答するスワップのバンドルである。ある特定の条件下では、これらのプロキシ資産バンド
ルは、一般に基礎スワップを提供し、これをバンドルの個々の構成要素についての要求が
現れる場合には、後で分解することができる。
【００９３】
　投資家の間で各都市の不動産指数が組み合わせた他の全てに対してどのように良好に成
果を上げるかに関して投資する大きな需要があった場合には、関連する資産は、各都市の
スワッププロキシ資産対他の都市の全てのスワッププロキシ資産のプロキシ資産バンドル
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である。この場合、２つの要素だけを有する完全セットは存在せず、完全セットは全ての
都市の表現を必要とすることになる。かかる構造により、投資家が選んだ都市でロングに
することが可能となると同時に、誰もいずれかの都市をヘッジする必要がない。ヘッジへ
の要求が最小の場合にかかる構造が価値のあるものとすることができる。
【００９４】
（実施例ＩＩＩ：多資産プールプロキシ資産）
　プロキシ資産の第３の形態は多資産プールと呼ぶことができる。この構成はダウン証券
を有さず、アップ証券のみを有し、所与の指数に対するアップ証券はまた同時に他の指数
に対するダウン証券として機能する。ここで、Ｎ個のプロキシ資産は各々、時間ｔにおけ
る指数Ｉａｔ（ａ＝１，....，Ｎ）に対応し、１つの指数を残りのＮ－１個の指数に対し
てスワップする。完全セットは、Ｎ個のプロキシ資産の各々の１つである。時間ｔでの現
金勘定における移転後の１株当たりの残高を定義する勘定関数は、次式１で与えることが
できる。
【００９５】

【数１】

【００９６】
　例えばＮ＝２の場合、資産は上記で説明したスワッププロキシ資産と同様に、資産ペア
間のスワップに類似する。別の実施例では、Ｎ＝５の場合、例えば１つのプロキシ資産が
国の最も大きな５つの都市の各々の不動産である、５個のプロキシ資産が存在する。この
計算式は、集計制約条件を満たし、移転後の全ての勘定の総価値は、移転前の全ての勘定
の合計額に依然として等しい（但し、もしあれば支払後）点に留意されたい。
【００９７】
　別の勘定計算式は、時間ｔにおける現金勘定内の残高を非線形計算式で定義する。
【００９８】

【数２】

【００９９】
　ここで、重みｗａ、ａ＝ｌ、．．．Ｎは、様々な資産の発行済み相対額（例えば、より
多くの人々を抱える都市は、より大きな重みを得ることになる）に相当する。完全セット
は、この場合も同様に、Ｎ個のプロキシ資産の各々の１つに対するものである。この計算
式では、個々のプロキシ資産の勘定は決してゼロにヒットしない。この計算式はまた集計
制約条件を満たし、移転後の全ての勘定の合計値は、依然として移転前の全ての勘定にお
ける合計額に等しい（但し、もしあれば支払後）点に留意されたい。様々な勘定における
額は様々な指数における値に常に対応することになる。従って、時間が経過すると共に、
新しい基準年で証券を発行する必要が少なくなる。この多資産プールプロキシ資産証券は
、線形式によって定義されたものよりも変動が少なくなる傾向になる。
【０１００】
　前述の説明を考慮して、ここで、アップ／ダウンプロキシ資産形態におけるプロキシ資
産アカウントマネージャの概概略ブロック図を提示する図２に注目する。この例示的な構
成では、２つのプロキシ資産が作成され、この２つが完全セットを構成する。
【０１０１】
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　詳細には、投資家に代わって従来のブローカ構成（ブロック４０）によりシステムで出
された注文の後、システム所有者はアッププロキシ資産（Ａ）（ブロック１０）の株式を
発行する。同様に、システム所有者はまた、投資家を代表してブローカによりシステムで
出された注文の後、ブロック２０において、ダウンプロキシ資産（Ｂ）を発行する。重要
なのは、株は完全セットでのみ発行しなければならず、これは、この実施例では発行され
たＡプロキシ資産の個数が、発行されたＢプロキシ資産の個数と等しくなければならない
ことを意味することである。アップ及びダウン証券両方の販売からの受け取りは、システ
ム所有者により銀行にプールされ、次いで、ブロック３０で、個々の現金勘定には、これ
らの勘定内に既にある１株当たりの金額に比例してこのプールの株式が計上される。
【０１０２】
　上記に提示したように、システム所有者は実際の基礎非流動資産を識別又は購入してお
らず、従って、実質的な取引経費が発生していないことは理解することができる。本シス
テムは、不動産に対するプロキシを提供するように動作する。アッププロキシ資産は、設
定された指数へのリンクを含む定義パラメータのセットで販売され、これらの勘定残高に
結びつけられた勘定ＡＣＣＴ　Ａは、この指数に比例して増えることになる。逆に、ダウ
ンプロキシ資産の現金勘定残高は、不動産指数値の上昇に比例して減ることになる。これ
は実際には、７０で示されているように、ＡＣＣＴ　Ｂから現実資本を取得して、変動す
る指数値に対応してＡＣＣＴ　Ａにこれを預託することによって実施される。ＡＣＣＴ　
Ａは増大し、同様の額だけＡＣＣＴ　Ｂは減少することになる。基礎指数は増大及び減少
の両方の能力があるので、図２では資本フローが双方向で表されている。
【０１０３】
　記憶されたプログラムロジックに従って、本システムは、調整済み勘定残高上で入力を
受け取り、この新しい残高に対応した配当支払Ｗを決定する。指数とダウン証券にリンク
したＡＣＣＴ　Ｂの配当ストリームとの間では、逆の関係が見出される。不動産市場が増
価すると、ＡＣＣＴ　Ｂの資金は外部に移転されて、分配発生Ｗ'のための資本が少なく
なり、従って、プールした資源の価値が増大してもダウンプロキシ資産Ｂの保有者に対す
る分配が減少する。しかしながら、これらのプロキシ資産は、勘定価値の理由から、及び
不動産価値の下落に対向するヘッジビークルとしての有用性の理由から、ある価格での要
求があるはずである。
【０１０４】
　前述の特徴の実施は、一意的に定義された制御ロジックを利用するデジタルコンピュー
タを介して最も良好に行われ、ここでコンピュータシステムは、プロキシ資産証券におけ
る様々な参加者間の統合ネットワークを含む。これは図３Ａに全体的に示され、ここでは
ブロック図により、これらの資産を実施するのに有用なコンピュータシステムの構成要素
が明らかにされている。コンピュータシステムは従来設計のものであり、メインデータベ
ースＤＢ（I）（ブロック１１０）にリンクされた中央処理装置（ＣＰＵ）（ブロック１
００）を有する。メインデータベースは、種々の証券に関するアーカイブデータを含み、
システムロジックに従って基礎パラメータの適正な操作を可能にする。以下のデータベー
ス構造セクションにおいてデータベース構造を詳細に概説する。システムオペレーション
を制御するロジックは、離散メモリブロック１２０内に記憶される。
【０１０５】
　前述のシステムの一態様は、価格又は所得指数の入力、及びプロキシ資産勘定における
変更を実施するのに必要な価格の動向及び／又は所得変動の記録を含む。従って、本シス
テムは、プロキシ資産に関与する様々な機関及び投資家に対する通信を適切に制御するた
めのコムリンク（ｃｏｍｍｌｉｎｋ）（ブロック１４０）を含む。これらの参加者は、遠
隔地に設置されて本システムと通信を行う別個のワークステーション（ブロック１５０）
を有する。銀行、指数プロバイダ、及び個人との取引を処理するブローカ、並びに場合に
よっては投資する個人自身が各々システム所有者と通信することが予想される。
【０１０６】
　使用される実際のハードウェア構成は、メモリ、勘定、指数値を更新する周期、プロキ
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シ資産の数、プロキシ資産のそれぞれの現金勘定計算式、及び配当払い出し計算式、並び
に注文実行、償還及び発行に関して処理能力が適切である限り、特に重要ではない。Ｗｉ
ｎｄｏｗｓＮＴオペレーティングシステムを備えたＰＣのネットワークは、許容可能な性
能をもたらすことが予想される。Ｏｒａｃｌｅベースのデータベースエンジンは、実質的
な勘定のカバレージ及び拡張を可能にする。制御ロジックは、ＣＰＵ１００上のものと一
致する言語及びコンパイラを用いる。これらの選択は、ソフトウェアコミュニティにおい
て本質的に良く知られた慣例に従って設定されることになる。
【０１０７】
　ネットワーク上のコンピュータハードウェアの別の実施形態を図３Ｂに示す。図３Ｂは
、本発明の実施形態を実装することができるコンピュータシステム９００を例証するブロ
ック図である。コンピュータシステム９００は、バス９０２又は情報を通信するための他
の通信メカニズム、及び情報を処理するためにバス９０２に結合されたプロセッサ９０４
を含む。コンピュータシステム９００はまた、情報並びにプロセッサ９０４により実行さ
れることになる命令を記憶するため、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又は他の動的記
憶デバイスのようなメインメモリ９０６を含む。メインメモリ９０６はまた、プロセッサ
９０４により実行されることになる命令の実行中に、一時的数値変数又は他の中間情報を
記憶するために用いることができる。コンピュータシステム９００は更に、静的情報及び
プロセッサ９０４への命令を記憶するためにバス９０２に結合された読み出し専用メモリ
（ＲＯＭ）９０８又は他の静的記憶デバイスを含む。情報及び命令を記憶するために、磁
気ディスク又は光ディスク等の記憶デバイス９１０が設けられバス９０２に結合される。
【０１０８】
　コンピュータシステム９００は、コンピュータユーザに情報を表示するためのディスプ
レイ９１２（陰極線管（ＣＲＴ）等）にバス９０２を介して結合される。英数字キー及び
他のキーを含む入力デバイス９１４がバス９０２に結合され、プロセッサ９０４に情報及
びコマンド選択を通信する。ユーザ入力デバイスの別のタイプは、マウス、トラックボー
ル、又はカーソル方向キー等のカーソル制御装置９１６であり、プロセッサ９０４に方向
情報及びコマンド選択を通信し、並びにディスプレイ９１２上のカーソル移動を制御する
。この入力デバイスは通常、第１の軸（例えばｘ）及び第２の軸（例えばｙ）である２軸
の２自由度を有し、これによりデバイスが平面内の位置を指定することが可能になる。
【０１０９】
　本発明は、プロキシ資産用のコンピュータシステム９００の使用に関する。本発明の一
実施形態によれば、プロキシ資産は、メインメモリ９０６内に収容する１つ又はそれ以上
の命令の１つ又はそれ以上のシーケンスを実行するプロセッサ９０４に応答して、コンピ
ュータシステム９００により定義及び管理される。かかる命令は、記憶デバイス９１０等
の別のコンピュータ読み取り可能媒体からメインメモリ９０６中に読み込むことができる
。メインメモリ９０６内に収容される命令シーケンスを実行することによって、プロセッ
サ９０４は、本明細書で説明されるプロセス段階を実行する。代替の実施形態では、本発
明を実装するソフトウェア命令の代わりに、或いはこれと組み合わせて、ハードワイヤー
ド回路構成を用いることができる。従って、本発明の実施形態は、ハードウェア回路構成
及びソフトウェアのどのような特定の組み合わせにも限定されるものではない。
【０１１０】
　本明細書で用いる用語「コンピュータ読み取り可能媒体」とは、実行するためのプロセ
ッサ９０４に命令を提供することに関係するあらゆる媒体を指す。このような媒体は、限
定ではないが、不揮発性媒体、揮発性媒体、及び伝達媒体を含む、多くの形態をとること
ができる。不揮発性媒体は、例えば、記憶デバイス９１０のような光又は磁気ディスクを
含む。揮発性媒体は、メインメモリ９０６のような動的メモリを含む。伝達媒体は、バス
９０２を構成するワイヤを含む、同軸ケーブル、銅線、及び光ファイバを含む。伝達媒体
はまた、電波通信及び赤外線データ通信中に発生するような、音響波又は光波の形態をと
ることもできる。
【０１１１】
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　コンピュータ読み取り可能媒体の一般形態は、例えば、フロッピー（登録商標）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、又は他のあらゆる磁気媒体、
ＣＤ－ＲＯＭ、他のあらゆる光媒体、パンチカード、紙テープ、孔パターンを有する他の
あらゆる物理的媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、及びＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭ、他
のあらゆるメモリチップ又はカートリッジ、以下に説明する搬送波、或いはコンピュータ
が読み出すことができる他のあらゆる媒体を含む。
【０１１２】
　様々な形態のコンピュータ読み取り可能媒体が、実行するためのプロセッサ９０４に１
つ又はそれ以上の命令の１つ又はそれ以上のシーケンスを伝達することに関与する可能性
がある。例えば、命令は、最初に遠隔のコンピュータの磁気ディスク上に保持することが
できる。遠隔コンピュータは、この命令を該コンピュータの動的メモリ中にロードし、モ
デムを用いて該命令を電話回線を介して送信することができる。コンピュータシステム９
００にローカルなモデムは、電話回線上のデータを受信し、赤外線送信器を用いてデータ
を赤外線信号に変換する。赤外線検出器は、赤外線信号において搬送されたデータを受信
することができ、適切な回路がデータをバス９０２上に置くことができる。バス９０２は
、データをメインメモリ９０６に搬送し、ここからプロセッサ９０４は命令を取り出して
実行する。メインメモリ９０６が受信する命令は、任意的に、プロセッサ９０４の実行の
前又は後のいずれでも、記憶デバイス９１０上に記憶することができる。
【０１１３】
　コンピュータシステム９００はまた、バス９０２に結合された通信インターフェース９
１８を含む。通信インターフェース９１８は、ローカルネットワーク９２２に接続された
ネットワークリンク９２０に結合する双方向データ通信を提供する。例えば通信インター
フェース９１８は、電話回線の対応するタイプへのデータ通信接続を提供する統合サービ
スデジタルネットワーク（ＩＳＤＮ）カード又はモデムとすることができる。別の実施例
として、通信インターフェース９１８は、互換性のあるローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）にデータ通信接続を提供するＬＡＮカードとすることができる。また、無線リンク
を実装してもよい。このようなあらゆる実装では、通信インターフェース９１８は、様々
なタイプの情報を表すデジタルデータストリームを搬送する電気、電磁、又は光信号を送
受信する。
【０１１４】
　ネットワークリンク９２０は通常、１つ又はそれ以上のネットワークを通じての他のデ
ータデバイスへのデータ通信を提供する。例えば、ネットワークリンク９２０は、ローカ
ルネットワーク９２２を通じてホストコンピュータ９２４又はインターネットサービスプ
ロバイダ（ＩＳＰ）９２６が運営するデータ機器への接続を提供する。ＩＳＰ９２６では
、現在一般的に「インターネット」９２８と呼ばれるワールドワイドパケットデータ通信
ネットワークを通じてデータ通信サービスを提供する。ローカルネットワーク９２２及び
インターネット９２８は共に、デジタルデータストリームを搬送する電気、電磁、又は光
信号を用いる。コンピュータシステム９００との間でデジタルデータを搬送する、様々な
ネットワークを通る信号並びにネットワークリンク９２０上及び通信インターフェース９
１８を通る信号は、情報を伝送する搬送波の例示的な形態である。
【０１１５】
　コンピュータシステム９００は、ネットワーク、ネットワークリンク９２０、及び通信
インターフェース９１８を通じて、プログラムコードを含むメッセージを送信しデータを
受信することができる。インターネットの実施例において、サーバ９３０は、インターネ
ット９２８、ＩＳＰ９２６、ローカルネットワーク９２２、及び通信インターフェース９
１８を通じてアプリケーションプログラムへの要求コードを送信することができる。本発
明によれば、１つのかかるダウンロードアプリケーションは、本明細書で説明されるプー
ルされた資源の値を提供する。
【０１１６】
　コードが受信されると、該受信コードはプロセッサ９０４により実行することができ、
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及び／又は後で実行するために記憶デバイス９１０内又は他の不揮発性記憶装置に記憶す
ることができる。このようにして、コンピュータシステム９００は、搬送波の形態でアプ
リケーションコードを取得することができる。
【０１１７】
　代替の構成では、ＷｉｎｄｏｗｓＮＴによりリンクされたワークステーション１５０の
代わりに、インターネットを直接介した取引を可能にするインターネットウェブサイトを
含む。しかしながら、このシステムの使用はブローカに制約されることになり、これが目
的である場合には、適切なパスワード手続きによって行われる。
【０１１８】
　本明細書に添付された表Iは、プロキシ資産データプロセッサのためのデータベースの
例示的な配列を示している。この表は、この実施形態のもとでの適正な管理に必要となる
レコード及びフィールドを示している。
【０１１９】
　ロジックコマンド命令の３つの主要な機能がある。第１の機能は、ゼロから新しいプロ
キシ資産を定義すること、又は既存のプロキシ資産を共にバンドルすること、又は既存の
プロキシ資産バンドルをバンドル解除すること、又は上記の一部又は全てを組み合わせる
ことによって、プロキシ資産の作成を制御可能にすることである。第２の機能は、残高が
勘定計算式を満たすように、勘定間での残高を移転することである。第３の機能は、プロ
キシ資産に対する配当を定義し割り当てることである。いずれの場合においても、重要な
制御データは、適正に構成されたデータベース内に記憶されなければならない。
【０１２０】
　リスク管理の成功には適切なリスクカテゴリを識別することが必要とされ、かかるカテ
ゴリは常に変化している可能性があるので、これら３つの機能のうちの第１の機能は重要
である。例えば、不動産におけるプロキシ資産への投資家の要求は、郵便番号又は人口調
査標準地域の不動産価格指数の組み合わせで表すことができる、近隣の小構成に突然移行
する可能性がある。このシステムは、プロキシ資産データプロセッサを動作させるシステ
ム所有者の熟練した代理人により、又は場合によってはブローカクライアント自身によっ
て可能な限り自動的に新しいプロキシ資産の作成を可能にするように設計される。新しい
プロキシ資産を作成するコストが極めて低くなれば、更に多くのかかるプロキシ資産が作
成されるはずである。
【０１２１】
　第１の機能は、図４に示すロジックフローチャートに従って達成される。ロジックは、
概念的に開始ブロック２００で始まってブロック２１０に進み、ここでシステムユーザが
考慮中のプロキシ資産ＡＳＴ（Ｉ）を入力する。ＡＳＴ（Ｉ）は、不動産の実施例では、
地理的区域の定義、不動産価格指数の識別、基準年、現金勘定計算式、及び配当払い出し
計算式を意味する。ユーザはこれらを指定するのが困難であると感じるので、システムは
、郵便番号又は人口調査標準地域の場所を示す地図、及びこれらの各々についての価格指
数に関する何らかの要約統計等のツールを提供することができる。
【０１２２】
　最初に、システムは、入力したプロキシ資産定義ＡＳＴ（Ｉ）が新規であり、既存のプ
ロキシ資産、既に定義済みの同じプロキシ資産、僅かに異なる基準年を有するプロキシ資
産、既存のプロキシ資産の新しいバンドル、既存のプロキシ資産バンドルの構成要素、又
はこれらの組み合わせによって近似することができないかどうかをテストする。最初の実
行であるテスト２２０において、システムは、既存のプロキシ資産全体にわたって、既存
のプロキシ資産及び既存のプロキシ資産バンドルの構成要素からの新しいプロキシ資産バ
ンドルの可能性をサーチし、上記のようにして生成することができるプロキシ資産の特性
を表示する。この表示は、考慮中のプロキシ資産について含意されている現金勘定残高に
関する情報を含む。場合によっては、僅かに異なる基準年を有するプロキシ資産の何らか
の組み合わせ又は分割が、提案されたプロキシ資産と十分に近い可能性がある。入力した
プロキシ資産が十分には新しくないことをユーザが通知した場合、データプロセッサによ
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り提示された可能性のうちの１つが満足できるものであれば、ロジックはブロック２３０
に分岐し、既に現存するプロキシ資産又はプロキシ資産バンドルについてのデータベース
から既存のレコードが抜き出され、ロジックは別個のサブルーチンにシフトされる。
【０１２３】
　テスト２２０に対する肯定応答は、ロジックをブロック２５０に分岐し、ここでシステ
ムに新しいプロキシ資産のパラメータが入力されて、完全セットの残りの要素のパラメー
タが指定される。単純なアップ／ダウンプロキシ資産の場合には、図２に例示するように
、システムによって完全セットを自動的に定義することができ、プロキシ資産ペア（ＡＳ
Ｔ＿ＰＡＲ（Ｉ））の定義を規定し、その両方の要素をここで作成しなければならない。
この時点で、新しいプロキシ資産ペアを単一の指数に関して定義するべきか、又はペアを
構成要素指数のクラスタに関してプロキシ資産バンドルとして定義すべきであるかを決定
する必要がある。単一の指数に関して定義される場合、システムはブロック２９０に分岐
する。後者である場合、システムはブロック２７０に分岐し、ここでバンドルは、場合に
よってはシステムに新しい指数を入力することによって定義され、ブロック２８０でデー
タベースを更新する。
【０１２４】
　テスト３１０では、システムは、資産調整期間のデフォルトサイクルについて問い合わ
せる。これに対する否定応答によって、制御サイクルＣＹＣ（Ｉ）のカスタム入力が可能
になり、アップ／ダウンプロキシ資産に対する勘定及び配当についての調整間の時間間隔
を設定する。ブロック３２０～３３０で、テスト３１０に対するより一般的な応答により
、制御間隔がシステムに記憶された値に初期設定される。これによって処理の第１の部分
が完了し、ロジックは次のシーケンスにシフトされる（ブロック３５０）。
【０１２５】
　アップ／ダウンプロキシ資産ペアのための基礎を形成する基礎現金勘定並びに関連する
コンピュータファイル及び表示の作成は、図５に示すロジック制御コマンドによって実施
される。ロジックは、開始ブロック１４００で始まり、最初にブロック１４１０で、未決
のプロキシ資産ペアＡＳＴ＿ＰＡＲ（Ｉ）の入力を可能にする。システムは、テスト１４
２０においてこのプロキシ資産ペアが新しいプロキシ資産ペアであるか否かをチェックす
る。新しいものであった場合には、ロジックはブロック１４４０に進み、ここでペアの両
方の要素に対して１株当たりの現金勘定残高ＡＳＴ－ＢＡＬ（Ｉ）を入力する。これらの
残高は、プロキシ資産の金融バックボーンを提供する。ブロック１４５０～１４６０にお
いて、２つの対応する勘定ＡＣＣＴＡ（Ｉ）及びＡＣＣＴＢ（Ｉ）を設定する実施が行な
われ、オペレーションによって、カスタム勘定パラメータの入力（テスト１４７０に対し
て「はい」であれば、ブロック１４９０において入力）、又はブロック１４８０で、予め
選択したデフォルト値の入力が可能になる。
【０１２６】
　上述のように、本システムは、様々な参加者及び管理機関の間の通信リンクを含む。ブ
ロック１５００で、トレーディングシステム上でトレーダー向けにブックウィンドウが作
成され、これはペアの両方のプロキシ資産について最初に定義された１株当たりの現金勘
定残高を示すが、株式は未だ存在していない。ここで顧客は注文を出すことができ、該注
文はブックウィンドウ上に現れることになる。第１のプロキシ資産株式を作成するために
は、未だ株式は存在していないので、トレーディングシステムは最初に、１株当たりの組
み合わされた現金勘定残高に等しい（又はこれを超える）値の注文内で完全セットを識別
する必要がある。その後、システムは、既存の株式を交換すること、及び注文間で完全セ
ットを見つけることによって注文に応じることができる。完全セットが最初に作成される
場合、銀行又は勘定形式の同様の資本リポジトリーには、注文に応答して資金の電信送金
及び事前に特定化された勘定の自動構築が通知される必要がある。プロキシ資産システム
のルーチンオペレーション中、システム所有者は、勘定を規定する変動指数を用いて、完
全セット内の勘定（銀行によってプール形態でのみ維持されている）をリバランスする役
割を直接担うことになる。
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【０１２７】
　図５に戻ると、データベースが現在（及び新規）のＡＳＴ（Ｉ）情報で更新された後、
ロジックは、テスト１５３０において次のＡＳＴ値（Ｉ＋１）に関して問い合わせを行い
、別のバッチの準備が整っていた場合には、ロジックは開始部分に進み、プロセスは次の
ものについて連続して繰り返される。
【０１２８】
　システムの日々のオペレーションには、プロキシ資産のオペレーションを可能にするた
めに、種々の時間的に変化する入力の解析、及び幾つかの独自の変数の選択的な計算を必
要とする。図６には、これらのオペレーション及びルーチン手順の幾つかがシステム処理
の実施例として示しており、多くの他の変数が同様にして追跡されることは理解される。
【０１２９】
　ブロック１６００で始まると、図６のロジックは、最初に現在の日付ｄａｔｅ（Ｊ）を
引き出し、ブロック１６１０でこれをプロセスに入力する。ブロック１６２０で、銀行に
より得られた利子について更新された現在の資産残高を含む現在のプロキシ資産ペアファ
イルが呼び出されて読み込まれる。期間日付が現在日と比較され、現在日がプロキシ資産
勘定を調整するための事象日付であるかどうかを判定する。テスト１６３０に対する肯定
応答は、日付が一致し、勘定を更新する必要があることを示している。従って、ロジック
はブロック１６４０に進み、システムは、追跡資産ＩＤＸ（Ｉ，Ｊ）についての現在の指
数値を呼び出す。この状況では、カウンタ変数Ｊは、サイクル、すなわち絶対及び相対的
な時間間隔を追跡する。
【０１３０】
　引き続き図６を参照すると、ブロック１６５０で、本システムは、ダウンプロキシ資産
に現金勘定計算式を適用し、１株当たりの残高を、移転前の２つの勘定における１株当た
りの組み合わせ残高から指数を差し引いたものに等しくし、ブロック１６６０で、アップ
プロキシ資産に勘定計算式を適用し、１株当たりの残高を指数に正確に等しくする。２つ
の勘定の組み合わせ残高はこの移転によって変化せず、従って、ダウンプロキシ資産現金
勘定残高がマイナスになる可能性があったとしても、移転は常に実行可能である点に留意
されたい。次いで、前述の計算を適用し、分配払い出し計算式を用いて各プロキシ資産ペ
アについての１株当たりの適切な配当水準を計算する。ブロック１６７０では、システム
は、ダウンプロキシ資産における残高がマイナスであるか否かを問い合わせる。残高がマ
イナスでない場合には、システムはブロック１６８０及び１６９０に進み、ここで各勘定
に利率ＤＲ（Ｉ）の配当が与えられる。残高がマイナスであった場合には、システムはブ
ロック１７００に分岐し、ここでアッププロキシ資産には、ＤＲ（Ｉ）に２つの勘定にお
ける組み合わせ価値を乗じたものに等しい配当が定義され、ブロック１７１０では、ダウ
ンプロキシ資産に配当０が与えられる。次いで、ブロック１７２０で、これらの値がメイ
ンデータベースＤＢ（ｘ）内に記憶され、ブロック１７３０で、指数変数Ｉをインクリメ
ントすることによって、管理下にある次のプロキシ資産についてプロセス全体が繰り返さ
れる。
【０１３１】
　上述のように、本システムのこの実施形態は、様々な参加者と管理機関との間の通信リ
ンクを含む。これらの参加者は、資金の電信送金及び事前に特定化された勘定の自動構築
を行う銀行又は勘定形態の同様の資本リポジトリー、及びシステムを用いて直接注文を出
すことができる個人ブローカ又は更に個人投資家を含む。プロキシ管理システムのルーチ
ンオペレーション中、銀行は、現金勘定のプール残高を投資する役割を直接担っており、
プロキシ資産システムは、個々のプロキシ資産についての現金勘定を維持する役割を担う
ことになり、これにより銀行内の残高がプロキシ資産株保有者間で事実上分割される。
【０１３２】
　プロキシ資産における発行と償還、又は売買注文のマッチングと精算による注文の実行
は、図７及び８に詳述されるロジック及び制御コマンドによって実施される。図７は、プ
ロキシ資産注文プロセッサを示している。図７のブロック４００で始まる注文入力サブル
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ーチンを詳述する。ブロック４１０では、ワークステーション１５０（図３）又はインタ
ーネットリンクを介して投資家又はブローカからの注文を受け取る。注文は、成り行き注
文（いずれかの価格で特定数の特定のプロキシ資産を買い付けるか又は売り付けること）
、又は指値注文（ある特定の価格以下で特定数のプロキシ資産を買い付ける、又はある特
定の価格、呼び値、ヒット及びテイク以上で特定数のプロキシ資産を売り付けること）、
或いは場合によっては他のタイプの注文からなるものとすることができる。ブロック４２
０で、これらの売買注文は、本質的にトレーディングシステムのブックウィンドウに相当
するものにおいて、各プロキシ資産についての未決注文リストに記憶する。一実施形態で
は、これらの注文は、最も高い買い呼び値がある列の最上部にあり、最も高い売り呼び値
が別の列の最上部にあり、これらの下に各価格が降順でブックウィンドウ内に配列される
。
【０１３３】
　図８を参照すると、プロキシ資産のトレーディング、発行、及び償還システムがブロッ
ク５００で始まる。ブロック５１０で始まるサブルーチンでは、各プロキシ資産に対応す
る未決注文リストが個々にアクセスされサーチされる。ブロック５２０では、プロキシ資
産への買い注文がそのプロキシ資産への同じ売り注文と一致した場合には、ブロック５３
０でこれらの株がいかなる追加株の発行又は償還なしで取引される。これらの注文は未決
注文リストから削除され、処理はブロック５２０に戻り、追加のマッチング注文をサーチ
する。現在のプロキシ資産について、追加のマッチングが未決注文リストに存在しない場
合には、ブロック５２０から「いいえ」パスに続き、処理はシステム内の次の資産にルー
プする。
【０１３４】
　システム内の全てのマッチング注文を処理し終えると、ロジックはブロック５５０に延
び、ここで、システム内の全てのプロキシ資産への買い注文が共に、完全セット又はクロ
ーズパスに対してサーチされる。実施例Iで検討したように、完全セットは、アップ／ダ
ウンペアだけである。上記の実施例IIでは、クローズパスは、相反スワッププロキシ資産
（例えばij及びji）又はijスワップ、jkスワップ、及びkiスワップ等のより複雑なセット
（又は同じ資産で始まり同じ資産で終了するいずれかの他のパス）からなることができる
。パスにおけるプロキシ資産の組み合わせは、例IIで解説した総価値を有する。パス内の
買い注文の合計は、この値以上である必要がある。そうである場合には、テストブロック
５６０は処理ルーチンに分岐し、これらのプロキシ資産の新規株式を発行するブロック５
７０で始まり、既にある額に比例してそれぞれのプロキシ資産の勘定を更新し、次いで、
未決注文リストからこれらの買い注文を削除した後、ループ５５０に戻って、更なるクロ
ーズパスをサーチする。或いは、識別したパス内の買い注文の合計がパスの総価値と適合
しない場合には、ブロック５５０で識別したパスをテスト５６０で拒否し、異なるパスの
組み合わせがサーチされる。
【０１３５】
　サブルーチン５５０において更なる完全セット（クローズパス）が見つからない場合に
は、処理は、ブロック６００で始まるサブルーチンに進み、システム内の全てのプロキシ
資産の未決注文リスト内の売り注文のクローズパスをサーチする。ブロック６１０で、売
り注文の合計が、識別されたパス内のプロキシ資産の総価値と比較される。合計の方が大
きい場合には、注文は、ブロック６２０で始まり、これらのプロキシ資産の既存の株式を
償還し、償還したプロキシ資産を反映するように勘定を更新して、未決注文リストから売
り付けた注文を削除することによって実行される。次いで、処理は、全ての可能なクロー
ズパスを網羅する継続される。全てのクローズパスが識別されると、ブロック６３０でサ
ブルーチンが終了する。或いは、図８のサブルーチンは、例えば、ブロック５１０、５５
０、又は６００で始まって別個の及び／又は同時のサブルーチンとして異なる順序で実行
することができる。
【０１３６】
　売買注文の実行はまた、主要取引所のサーキットブレーカに類似した、異常な市場の状
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況では取引を停止される手順に接続することができる。売買注文の実行は、登録ブローカ
ディーラーのような、特定のクラスの顧客に限定することができる。また売買注文の実行
は、既存の取引所におけるような市場監視システムに接続され、市場操作又は他の不法取
引の実施の試みをチェックすることができる。
【０１３７】
　図９は、プロキシ資産バンドルマネージャを示す関係ブロック図である。この図では、
例証としてプロキシ資産Ａ、Ｂ、Ｃ、及びＤの４つのプロキシ資産を示している。この実
施例では、プロキシ資産Ｄのみを一般に直接販売する。プロキシ資産Ａ、Ｂ、及びＣは図
示のように共にバンドルされ、このバンドルが一般に販売される。プロキシ資産Ａ、Ｂ、
及びＣについての勘定は既に設けてあり、これらの勘定計算式及び分配払い出し計算式は
既に定義され、人々は、後日このプロキシ資産バンドルを切り離す効果を考慮することに
なる。プロキシ資産バンドルが後日分解できることを認知することにより、現在の一般へ
のマーケティングが促進される可能性がある。
【０１３８】
　本明細書に添付する表２は、一実施形態によるプロキシ資産データプロセッサの機能の
概要を示している。この表は、このデータプロセッサが連続して又は常に処理しなければ
ならない基本段階、及び低い頻度で行われる段階の概要を与える。
【０１３９】
　本発明によるプロキシ資産システムは、図１０のプロキシ資産システム１０００の形態
をとることができる。かかる実施形態では、プロキシ資産１０１２のセットが定義され、
１つ又はそれ以上の様々な公的又は私的に利用可能な流動又は非流動資産、或いはこれら
のいずれかの組み合わせを含むことができる１つ又はそれ以上の基礎資産１０４０に関連
付けられる。例えば、限定ではないが、基礎資産１０４０は、公的又は私的に利用可能な
個々の企業株式、企業株式のグループ、相互ファンド、及び債券、並びに株式会社、合名
会社、合弁事業、個人事業、個人、信託、所有財産、契約等からの所得ストリーム（例え
ば収入又は受取債権）の１つ又はそれ以上を含むことができる。また基礎資産は、他のあ
らゆる前述のタイプ又は含意的なタイプの資産を含むことができる。更に、基礎資産は、
他のプロキシ資産、又はプロキシ資産を含む資金を含むことができる。
【０１４０】
　基礎資産は、一般的に良く知られたもの、一意的に定義されたもの、又はこれらのいず
れかの組み合わせである１つ又はそれ以上の資産指数で表すことができる。図１０では、
かかる資産指数を矢印１０４２で表している。一例として、資産指数のセットは、Ｓ＆Ｐ
５００、ＮＡＳＤＡＱ、ＤＪＩＡ、ＮＹＳＥ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ、Ｎｉｋｅｉ、その他
を表す指数等の１つ又はそれ以上の国内又は外国の総合指数を含むことができる。また資
産指数は、個々の企業株式又は相互ファンド等の単一資産を表すこともできる。加えて、
プロキシ資産１０１２のセットは、図１０で「Ｉ」で表記したプロキシ資産指数によって
表される。プロキシ資産指数の値は、資産指数１０４２に対応しており、その関数である
。プロキシ資産指数は、資産指数を完全に反映するものとすることができ、又は、資産指
数の重み付き関数とすることができる。幾つかの実施形態では、資産指数のセットを含む
様々な資産指数を異なるように、すなわち１つ又はそれ以上のレバレッジ係数によって重
み付けすることができる。いずれの場合においても、資産指数１０４２の値が変化するに
つれてプロキシ資産指数の値も変化するのが好ましい。
【０１４１】
　プロキシ資産１０１２のセットは、ダウンプロキシ資産１０１２Ａのセット及びアップ
プロキシ資産１０１２Ｂのセットである少なくとも２つのプロキシ資産サブセットを含む
。他の実施形態では、プロキシ資産１０１２のセットは、プロキシ資産の２つよりも多い
サブセットを含むことができ、該資産は、「ダウン」及び「アップ」として特徴付ける必
要はないが、好ましくは、あるタイプの価値ベースの関係を有しており、プロキシ資産指
数の変化によって、プロキシ資産の異なるサブセットに関連する異なる定義済みプロキシ
資産株式の価値の異なる変化が生じる。例えば一実施形態では、ダウン資産の２つのサブ
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セット及びアッププロキシ資産の３つのサブセットを定義することができる。他の実施例
では、低リスクの１つのサブセット、中程度リスクの１つのサブセット、及び高リスクプ
ロキシ資産の１つのサブセットなどを定義することができる。このような場合には、各サ
ブセットは、投資家に対し異なるリスクリワードを提供することができる。図１０の実施
形態では、これらの異なるタイプのリスクリワードは、対応するプロキシ資産株式の価値
を制御する関数（例えば以下で検討する関数Ｆ．ｓｕｂ．ｄｏｗｎ１０２２及びＦ．ｓｕ
ｂ．ｕｐ１０２４）内に具現化することができる。
【０１４２】
　図１０では、株式は、プロキシ資産１０１２のセットに対する請求権として投資家に売
り出される。株式は、公募、私募、又はこれらのいずれかの組み合わせで売り出すことが
できる。ダウンプロキシ資産株式１０１４のセットがダウンプロキシ資産１０１２Ａに対
して売り出され、アッププロキシ資産株式１０１６のセットがアッププロキシ資産１０１
２Ｂに対して売り出される。ダウンプロキシ資産株式１０１４及びアッププロキシ資産株
式１０１６の市場価値は、プロキシ資産指数の関数である。ダウン株式及びアップ株式は
、異なる方式で及び／又は異なる事業体が購入、販売、及び／又は評価することができる
。また、プロキシ資産の異なるセットに関連する株式（例えばアップ株式及びダウン株式
）は、同時に又は異なる時間に売り出すことができる。プロキシ資産の所与のセットに対
する株式（例えばダウン株式１０１４）は、異なる時間（例えば、増分的に、定期的に、
その他）に発行し償還することができる。同時に売り出されたか又は異なる時間に売り出
されたかにかかわらず、一般に、あらゆるプロキシ資産株式は、１つ又はそれ以上の条件
（例えば、資源プールの値がある特定の閾値に達している、プロキシ資産指数の値がある
特定の閾値に達している、資産指数の値がある特定の値に達している、その他）に応じて
売り出すことができる。
【０１４３】
　ダウンプロキシ資産株式１０１４の購入は、プロキシ資産指数の下落が予想され、アッ
ププロキシ資産株式１０１６の購入は、プロキシ資産指数の上昇が予想される。従って、
プロキシ資産指数の値が変化するにつれて、ダウンプロキシ資産株式１０１４の価値及び
アッププロキシ資産株式１０１６の価値もまた変化する。ダウンプロキシ資産株式１０１
４の価値を表すダウン勘定１０１８を定義することができ、アッププロキシ資産株式１０
１６の価値を表すアップ勘定１０２０を定義することができる。プロキシ資産指数が下落
すると、例えばＦ．ｓｕｂ．ｄｏｗｎ１０２２であるダウン関数に従ってダウンプロキシ
資産株式の価値が上方に調整され、これに応じてアップ株式１０１６の価値が下落する。
プロキシ資産指数が上昇すると、例えばＦ．ｓｕｂ．ｕｐ１０２４であるアップ関数に従
ってアッププロキシ資産株式の価値が上方に調整され、これに応じてダウン株式１０１４
の価値が下落する。
【０１４４】
　ダウンプロキシ資産株式１０１４とアッププロキシ資産株式１０１６との間の価値の移
転は、２つの対向ポジション、すなわちダウンプロキシ資産サブセット１０１２Ａとアッ
ププロキシ資産サブセット１０１２Ｂとの間でプロキシ資産が相互にシフトするものとし
て実施される。このシフトは矢印１０４４で表され、且つプロキシ資産指数（Ｉ）の関数
であり、該プロキシ資産指数（Ｉ）は、資産指数１０４２の関数であるである。従って、
一例として、資産指数の上昇に応答してプロキシ資産指数も上昇することになる。この結
果、プロキシ資産指数の変化の値が「Ｘ」個のプロキシ資産に相関する場合には、Ｘ個の
プロキシ資産が、ダウンプロキシ資産１０１２Ａのプールからアッププロキシ資産１０１
２Ｂのプールにシフトされることになる。従って、発行されたダウン及びアッププロキシ
資産株式の合計数は変わらないので、アッププロキシ資産株式１０１６の価値は増大し、
ダウンプロキシ資産株式１０１４の価値は減少することになる。しかしながら、以下で検
討するように、リバランスの目的で発行株数を変更することができる。
【０１４５】
　投資家（例えば、投資家Ａ及び投資家Ｂ）は、ダウンプロキシ資産株式１０１４’及び
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／又はアッププロキシ資産株式１０１６’を購入し、これらの株式を購入するために用い
た通貨が資源プール１０２６によって組み合わされ提示される。事実上、資源プール１０
２６は、ダウン勘定１０１８及びアップ勘定１０２０を含み、これを制約する。すなわち
、アッププロキシ資産株及びダウンプロキシ資産株式の価値の変化にかかわらず、資源プ
ール１０２６は、投資家が投資した金額よりも多くを失う可能性がないように、ダウン勘
定１０１８の価値及びアップ勘定１０２０の価値を制約する。
【０１４６】
　資源プール１０２６により提供される制約条件は、プールを構成する通貨が投資される
手法、すなわちプロキシ資産が担保に供される手法の関数である。プロキシ資産１０１２
のセットが流動又は非流動資産を表す場合、プロキシ資産１０１２は、好ましくは少なく
とも部分的に米国財務省証券等の比較的安定した（すなわち低リスク、収益率の信頼性が
高い）証券により担保に供される。これらのタイプの証券は価値を失わない傾向があり、
低めではあるが実際には予測可能な収益率を有するので、資源プール１０２６自体は、実
質的に漸減するリスクがなく、実際には利子所得が得られる。一例として、プロキシ資産
株式は、一般に、プロキシ資産１０１２のセットを担保に供するのに用いられる財務省証
券に関して得られた利子の関数として配当を支払うように構成することができる。他の実
施形態では、プロキシ資産１０１２のセットは、株式、相互ファンド、プロキシ資産株式
、他のタイプの所有持ち分又は権利、或いはこれらのいずれかの組み合わせなど、他の流
動又は非流動資産に担保に供される可能性がある。
【０１４７】
　前述の実施形態のいずれかにおいて、資源プール１０２６の価値は、基礎担保に対する
あらゆる利益からなる分配によって実質的に一定に保持することができ、或いは、資源プ
ールは調整することができる。調整される場合、資源プールの価値は、誘因事由の関数と
して調整することができる。誘因事由は、所定の時間期間の終了、資産指数のセットに対
する指数の加算又は削除、該指数のセット（又はその１つの指数）の値の変動、１つ又は
それ以上の経済指標のセットの変化、リスクリワード水準の変化、基礎資産の１つ又はそ
れ以上の価値の変化、最優遇貸出金利の変化、又はプロキシ資産株式の魅力の変化（例え
ばアップ、ダウン、又はその両方）など、複数の事由の１つ又はそれ以上を含むことがで
きる。当然、これらは単なる例証に過ぎず、誘因事由として作用する可能性のある多くの
経済事由又は経済的影響を有する事由の一部である。このような誘因事由は、プロキシ資
産コンピュータシステム１０１０により監視することができ、プロキシ資産コンピュータ
システムが、かかる事由に応答して自動的にプロキシ資産資源プール１０２６を調整する
ことができる。他の実施形態では、資源プール１０２６は手作業で調整することができる
。
【０１４８】
　更に、前述の実施形態のいずれにおいても、プロキシ資産株式の売り出しは、終了誘因
事由の関数として終了することができる。終了誘因事由は、所定の事由又は予め決定され
ていない事由を含む、様々な事由のうちの１つ又はそれ以上とすることができる。例えば
、このような終了誘因事由は、所定時間期間の終了、資産指数１０４２のセット（又はそ
の１つの指数）の値の変化、上記プロキシ資産株１０１４及び１０１６の収益率の変化、
投資家に対するリスクリワード水準の変化、資源プール１０２６の価値の変化、基礎資産
の１つ又はそれ以上における変化、最優遇貸出金利の変化、又はプロキシ資産株式（例え
ばアップ、ダウン、又はその両方）の魅力の変化を含むことができる。株式の売り出しを
中止する場合には、払い出しによりこれらの株式を株主から購入することができ、又はそ
の時の株式の市場価値に従って分配を行うことができる。他の事例では、払い出し又は分
配は、前述のタイプの誘因事由又は他のいずれかの誘因事由に応答して異なる投資ビーク
ルに移転することができる。終了事由は自動的に監視され、株の売り出しはプロキシ資産
コンピュータシステム１０１０によって自動的に終了することができ、或いは手動で行っ
てもよい。このような場合には、払い出し又は分配は、自動的又は手動で行うことが可能
である。
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【０１４９】
　プロキシ資産株式は、販売のために公募又は私募することができる。株式はパッケージ
で（例えばペアで）又は個別に（例えばダウン株だけを買い付けるなどの場合）購入及び
販売することができる。例えば、ダウンプロキシ資産株式１０１４及びアッププロキシ資
産株式１０１６は、公的に利用可能な株式、ファンド、債券等と同じチャネルを介して売
り出すことができる。プロキシ資産株式は、様々な公的又は私的、外国又は国内取引所の
いずれかで売り出すことができる。当業者には明らかであるように、例えば、プロキシ資
産株式は、ＮＹＳＥ、米国証券取引所、又は幾つかの取引所のいずれかにおいて売り出す
ことができる。プロキシ資産株式（例えばダウン株式１０１４及びアップ株式１０１６）
は、銀行、投資会社、ブローカ、及び同様のもの等のあらゆる数の金融機関１０２８が売
り出すことができる。幾つかの事業体が、プロキシ資産のセットの作成、プロキシ資産株
式の価値を決定する機能の定義、資源プールの管理、プロキシ資産株式の仲介、及びその
他において異なる役割を果たすことができる。
【０１５０】
　図１１の実施形態等のような他の実施形態では、プロキシ資産システム１１００は、例
えばダウンプロキシ資産１１１２Ａ及びアッププロキシ資産１１１２Ｂである、プロキシ
資産の２つ又はそれ以上のサブセット（又はプール）から構成されるプロキシ資産のセッ
トを定義することができる。プロキシ資産の各セットは、上述の１つ又はそれ以上の流動
及び／又は非流動資産のような、基礎資産の共通セットに関連付けることができる。上述
のようなこのような場合には、プロキシ資産指数Ｉは、基礎資産１１４０の価値を反映す
る資産指数１１４２に基づいている（上記の資産指数１０４２と同様）。また、ダウンプ
ロキシ資産株式１１１４のセットは、ダウンプロキシ資産１１１２Ａのプールに対する請
求権を表し、アッププロキシ株式１１１６のセットは、アッププロキシ資産株式１１１２
Ｂのプールに対する請求権を表す。図１０に関して説明したように、ダウンプロキシ資産
株式の価値は、プロキシ資産指数Ｉの関数（例えば関数Ｆ．ｓｕｂ．ｄｏｗｎ１１２２）
として求められ、アッププロキシ資産株式の価値は、プロキシ資産指数Ｉの関数（例えば
関数Ｆ．ｓｕｂ．ｕｐ１１２４）として求められる。図１０の実施形態と同様に、プロキ
シ資産株式の価値の変更は、矢印１１４４によって示すように、ダウンプロキシ資産１１
１２Ａのプールとアッププロキシ資産１１１２Ｂのプールとの間のプロキシ資産のシフト
により行われる。
【０１５１】
　しかしながら図１１の実施形態では、プロキシ資産（すなわち１１１２Ａ及び１１１２
Ｂ）のこれらの２つのプールの間にシフト制御装置１１１０が挿入され、該装置は、コン
ピュータシステム１１００のモジュール形態をとることができる（他の場合ではコンピュ
ータシステム１０００に類似する）。このような場合には、シフト制御装置１１１０とし
て機能又はこれを制御する少なくとも１つの金融機関が、ダウンプロキシ株式の投資家及
びアッププロキシ資産株式の投資家と個別の関係（例えば契約）を締結する。例えば、ダ
ウンプロキシ資産株式１１１４’の投資家１１５２は、ダウンプロキシ資産株式の運用に
関して金融機関と関係を締結することができる。例えばこの関係は、破線のボックス１１
６０内の要素に関連するものとして概念化することができ、この関係は、双方向矢印１１
４４Ａで示される、ダウンプロキシ資産１１１２Ａとの間のプロキシ資産の移転に関連し
た負担を含む。しかしながら、投資家１１５２と金融機関との間の契約によって保証され
ていないプロキシ資産のプールへのプロキシ資産の移転に関して金融機関の負担自体は存
在しない。従って、アッププロキシ資産１１１２Ｂのセットとの間のプロキシ資産の移転
は、投資家Ａ１１５２と金融機関との間の関係により保護されないことになる。アッププ
ロキシ資産株１１１６’における投資家は、破線のボックス１１６２内の要素に関連する
ものとして概念化された、金融機関との対応する関係（例えば契約）を有し、この関係は
、双方向矢印１１４４Ｂで示されるアッププロキシ資産１１１２Ｂのセットとの間のプロ
キシ資産の移転に関係する負担を含む。
【０１５２】
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　図１１の場合には、金融機関は、ブローカ１１２８である場合、又はそうでない場合も
あり、或いは、プロキシ資産株式を売り出すのに関与する多くのブローカのうちの１つと
することができる。種々の実施形態において、シフト制御１１１０を用いて、プロキシ資
産指数（又は資産指数のセット）の関数としてプロキシ資産の自然移転を抑制することに
より、アップ及びダウン株の価値を他の手法で操作することができる。図１１のプロキシ
資産株式は、上述の方式のいずれかにおいて売り出すことができる（例えば、公的又は私
的な外国又は国内の取引所において）。プロキシ資産株式の各セット（例えば、ダウン株
１１１４及びアップ株１１１６）は、相対的に独立したものとして扱うことができる。ダ
ウン株式及びアップ株式は、異なる方式で及び／又は異なる事業体が購入、販売、及び／
又は評価することができる。また、プロキシ資産の異なるセットに関する株式（例えばア
ップ株式及びダウン株式）は、同時に又は異なる時間に売り出すことができる。プロキシ
資産の所与のセットに対する株式（例えばダウン株式１０１４）は、異なる時間（例えば
、増分的に、定期的に、その他）に発行し、償還することができる。同時に売り出された
か又は異なる時間に売り出されたかにかかわらず、一般に、あらゆるプロキシ資産株式は
、１つ又はそれ以上の条件（例えば、資源プールの値がある特定の閾値に達している、プ
ロキシ資産指数の値がある特定の閾値に達している、資産指数の値がある特定の値に達し
ている、その他）に応じて売り出すことができる。
【０１５３】
　前述の実施形態のいずれおいても、両方のセットではなくプロキシ資産の１つのプール
について資金を集めるのが望ましいとすることができる。これは、最初の公募、又はその
後のいずれかの時点において行うことができる。例えば、ダウンプロキシ資産株が、例え
ば、ダウン株式とアップ株式との間の関係がアンバランスであることに起因して魅力的な
投資ではなくなった場合には、いずれかの時点でこの関係をリバランスすることができる
。リバランスは、資産をダウンプロキシ資産１０１２Ａのプールとダウンプロキシ資産１
０１２Ｂとの間でシフトさせる条件を修正する形態をとることができる。これは、関数Ｆ
．ｓｕｂ．ｄｏｗｎ１０２２及び／又は関数Ｆ．ｓｕｂ．ｕｐ１１２４、又は指数Ｉを修
正する段階、指数Ｉを重み付けする段階、或いは指数Ｉのベースとなる資産指数を重み付
けする段階を含むことができる。またリバランスは、プロキシ資産株式を償還する段階、
基礎資源を修正する段階、プロキシ資産を担保に供するのに用いられるものを修正する段
階を含むこともできる。またリバランスは、ダウンプロキシ資産１０１２Ａのプール、ア
ッププロキシ資産１０１２Ｂのプール、又はこれらの両方からプロキシ資産株式を発行す
る段階、又はプロキシ資産株式を売却し現金化する段階を含むこともできる。
【０１５４】
　幾つかの実施形態では、この場合も同様に、プロキシ資産株式を競争力のある投資とし
て維持するために、プロキシ資産株式の発行者は、適宜、プロキシ資産株式についての決
済価格を時々に再設定することができる。例えば、これは、定期的に、或いは投資として
のプロキシ資産株式の魅力を望ましくないように変化させる経済因子に応答して行うこと
ができる。この再設定は、プロキシ資産を再分配し、その結果としてダウン勘定１０１８
とアップ勘定１０２０との間の資源プール１０２６をリバランスするために行うことがで
きる。また再設定は、勘定関数１０２２及び１０２４を変更するために行うこともできる
。発行者の自由裁量で、再設定を行う時点は、プロキシ資産指数の後続の変化を求めるこ
と、又は関連の勘定計算式（例えば関数１０２２及び１０２４）を適用することなど、他
の勘定活動が関連付けられる時点（例えば新しい開始時点又は当初売り出し時点）として
機能することができる。
【０１５５】
　種々の実施形態はまた、投資ビークルが欠品に近づくか、又は他の何らかの閾値（例え
ば、プロキシ資産指数の動向に関して）に達するときにプロキシ資産株式の売り出しを調
整するメカニズムを含むことができる。このような場合には、プロキシ資産株式（例えば
アップ株式又はダウン株式）の価格が利回りに関して将来の競争力を保つ調整が存在して
もよい。一例として、発行メカニズムは、元本から配当を出すこと、又は元本を新しい売



(34) JP 2008-544376 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

り出しにロールオーバーすることのいずれかを含む。一般に、元本は資源プール内に存在
するが、より具体的には、例えばダウン勘定１０１８又はアップ勘定１０２０に割り当て
られ、対応するプロキシ資産株式の価値に帰属することができる。一例として、配当シナ
リオは、プロキシ資産指数が１つの方向に顕著に動き、その結果発行者が資源プールを取
り出して、その時点で獲得している側（すなわちアップ株式又はダウン株式）に単にその
一部を支払って資源プールをリバランスするか、又は資源プールを取り出し、これを用い
てプロキシ資産が表す実際の証券（すなわち基礎資産）を購入した後、これを比例的に配
当するものになる。一例として、資産指数がＳ＆Ｐ５００を表していた場合には、資源プ
ール１０２６からの受け取りは、ＳＰＤＲ、すなわちＳ＆Ｐ５００取引流通証券を買うた
めに用いることになり、或いは、資産指数が個々の企業株式を表していた場合には、資源
からの受け取りは、その会社の株式の株を買うために用いられることになる。別の実施例
では、資源プールからの受け取りは、新しい（又は再設定）株価でその時点でのプロキシ
資産株式の同様の新発行の比例分配にロールオーバーすることができる。他の場合では、
この受け取りを他のタイプの投資ビークルにロールオーバーしてもよい。例えば、何らか
の受け取りがある場合には、これを用いて低リスク証券（例えば財務省証券）、高リスク
証券（例えば高リスクの相互ファンド）、又はプロキシ資産株式のものに類似するリスク
リワード特徴を有する投資を買うことを予め決めておくことができる。当業者には明らか
であるように、こうした受け取りを処理することができる様々な方法が存在する。
【０１５６】
　図１０及び図１１の実施形態（又は他の実施形態）において、プロキシ資産１０１２の
セット（アップ及びダウンプロキシ資産を含む）、プロキシ資産指数、アップ及びダウン
プロキシ資産株式、資源プール（アップ及びダウン勘定を含む）を設定する機能は、プロ
キシ資産管理コンピュータシステム１０１０により実行及び管理することができる。コン
ピュータシステム１０１０は、単一のコンピュータシステム又は協働する分散コンピュー
タシステムのネットワークとすることができる。指数１０４２は、システム１０１０への
入力としての役割を果たすことができ、システム１０１０を介してダウンプロキシ資産株
及びアッププロキシ資産株式を管理し売り出すことができる。すなわち、システム１０１
０は、プロキシ資産株式の発行、償還、買い付け、売り付け、資源プール及び勘定管理（
リバランスを含む）、プロキシ資産株式の仲介、並びにアップ及びダウンプロキシ資産株
式に関連する配当及び払い出しの分配を含む様々な機能を実行又はサポートすることがで
きる。システム１０１０は、ブローカ、ファンドマネージャ、ポートフォリオマネージャ
、マーケットメーカ、取引所、その他を含む、情報の第三者プロバイダ又は金融機関への
インターフェースを含むことができる。
【０１５７】
　自動システムとして、種々の実施形態は、トレーディングシステムの一部として、公的
又は私的とすることができるプロキシ資産株式のオンライン（例えばインターネット又は
ウェブベース）トレーディングを可能にし、又は容易にすることができる。トレーディン
グは、厳密に制御され、特権的アクセスを介してのみ行うことができる（例えばセキュア
ウェブサイトを通じて）。或いは、トレーディングは、一般に公的トレーディングウェブ
サイトインターフェースを介して一般的に利用可能とすることができ、又は、第三者金融
機関（例えばｗｗｗ．ｆｉｄｅｌｉｔｙ．ｃｏｍのＦｉｄｅｌｉｔｙ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅ
ｎｔｓ）のインターフェースを通じて一般的に利用可能とすることができる。この点に関
して、プロキシ資産、プロキシ資産指数、プロキシ資産株式、基礎資産指数、プロキシ資
産指数の関数として株価を調整するための計算式、及びアップ及びダウンプロキシ資産の
プール間でプロキシ資産をシフトする特性に関連する情報等、プロキシ資産システムに関
する様々なタイプの情報を提供するインターフェースを設けることができる。例えば、コ
ンピュータインターフェース（例えばウェブサイト）を通じて入手可能な情報は、プロキ
シ資産（又はプロキシ資産株式）の名称、プロキシ資産株式の発行日、利子支払日又は支
払予定日、現在の概略利回り、価格改定のための特定発行の供給量、特別配当、ロールオ
ーバー、欠品の供給量／予測、業績履歴、及び予定業績を含むことができる。ある特定の
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実施形態では、投資家が証券の価格を決めること、又はプロキシ資産株式を他の投資ビー
クルと比較するのを助けるのに用いることができる機能（例えばアプレットの形態）をト
レーディングシステムウェブサイトに設けることができる。
【０１５８】
　また、上述の実施形態又は本明細書で開示されていない他の実施形態のいずれかに関し
て、様々なプロキシ資産に関連する株式は、異なる方式で及び／又は異なる事業体が購入
、販売、及び／又は評価することができる。また、プロキシ資産の異なるセットに関連す
る株式（例えばアップ株式及びダウン株式）は、同時に又は異なる時間に売り出すことが
できる。プロキシ資産の所与のセットに対する株式（例えばダウン株式１０１４）は、異
なる時間（例えば、増分的に、定期的に、その他）に発行し償還することができる。同時
に売り出されたか又は異なる時間に売り出されたかにかかわらず、一般に、あらゆるプロ
キシ資産株式は、１つ又はそれ以上の条件（例えば、資源プールの値がある特定の閾値に
達している、プロキシ資産指数の値がある特定の閾値に達している、資産指数の値がある
特定の値に達している、その他）に応じて売り出すことができる。
【０１５９】
　更に、前述の実施形態のいずれか又は実質的に同様の実施形態において、非プロキシ資
産（例えば公募又は私募で売り出された株式、外国又は国内の企業株式又は相互ファンド
）はプロキシ資産と共にプールし又は組み合わせて、混成資産プールを形成することがで
き、プロキシ資産株式が、混成資産プールに対する請求権を表すことができる。このよう
な場合には、最初の売り出しの後に非プロキシ資産株式を変更することができ、すなわち
、非プロキシ資産の株式を混成資産プールの内外で売り出すことができる。
【０１６０】
　本発明を例証として詳細に説明してきたが、かかる詳細は単に当該目的のためのもので
あり、当業者によって本発明の精神及び範囲から逸脱することなく変更を加えることがで
きる点を理解されたい。実際に、規制当局、税務当局、既存の取引所、ブローカ及び引受
人の要件、並びに時間的及び国々にわたって異なる可能性がある要件を満たすために、何
らかの変更を加えることが必要となる場合がある。すなわち、本発明は、本発明の精神又
は中心的な特徴から逸脱することなく、他の特定の形態で具現化することができる。従っ
て、本発明の実施形態は、あらゆる点に関して例証であり限定ではないものとみなすべき
であり、本発明の範囲は、上記の説明ではなく添付の請求項によって示されており、従っ
て、請求項の均等物の目的及び範囲内にあるあらゆる変更は、これに含まれるものとする
。
【０１６１】
　この実施例では、収益割り当てのルールは受給額の関数であったが、他の実施形態では
利息割り当てのルールは異なるものとすることができる点を理解されたい。かかるルール
には固有の制限は存在せず、その決定は、主として、本システム及び方法を実施する製品
の市場性の関数である。
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【表３－Ａ】
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【表３－Ｂ】

【表４】
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【表５－Ａ】
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【表６】

【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１Ａ】本開示による関連ポジションにおいて証券化請求権を作成、管理、売り出し、
又は取引するためのシステムを例示するブロック図である。
【図１Ｂ】図１Ａのシステムの例示的な実施形態のより詳細なブロック図である。
【図１Ｃ】図１Ａ及び１Ｂと共に説明されるシステムのデータプロセッサが識別すること
が可能なクローズパスの実施例の図である。
【図２】プロキシ資産アカウントマネージャを示す関係ブロック図である。
【図３Ａ】本開示を実施するのに利用可能なコンピュータハードウェアの機能ブロック図
である。
【図３Ｂ】本開示を実施するのに利用可能なコンピュータハードウェアの機能ブロック図
である。
【図４Ａ】プロキシ資産ジェネレータについての論理フロー図である。
【図４Ｂ】プロキシ資産ジェネレータについての論理フロー図である。
【図５Ａ】勘定マネージャについての論理フロー図である。
【図５Ｂ】勘定マネージャについての論理フロー図である。
【図６Ａ】配当ジェネレータについての論理フロー図である。
【図６Ｂ】配当ジェネレータについての論理フロー図である。
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【図７】プロキシ資産注文プロセッサを示す論理フローチャートである。
【図８Ａ】プロキシ資産売買、発行、及び償還システムの実施形態を例示する論理フロー
チャートである。
【図８Ｂ】プロキシ資産売買、発行、及び償還システムの実施形態を例示する論理フロー
チャートである。
【図９】プロキシ資産バンドルマネージャを示す関係ブロック図である。
【図１０】プロキシ資産システムの一実施形態のブロック図である。
【図１１】シフト制御メカニズムを含むプロキシ資産システムの実施形態の一部のブロッ
ク図である。
【符号の説明】
【０１６３】
　１０　システム
　１２　アップ保有信託
　１４　ダウン保有信託
　１６　アップ取引可能信託
　１８　ダウン取引可能信託
　２０　マーケットメーカ
　２２　投資家がアップ請求権を買い付け／売り付ける
　２４　投資家がダウン請求権を買い付け／売り付ける

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図７】 【図８Ａ】



(46) JP 2008-544376 A 2008.12.4

【図８Ｂ】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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