
JP 2015-518226 A 2015.6.25

10

(57)【要約】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１
のエンティティとの関係を有する第２のエンティティの
識別子を返すデータベースの第１の検索を実行すること
と、第２のエンティティの債権者である第３のエンティ
ティの識別子を返すデータベースの第２の検索を実行す
ることと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティ
を介した第１のエンティティと第３のエンティティとの
間の経路を定義するデータ構造を構築することとを備え
る方法。この方法は、プロセッサと命令を有するメモリ
とを有する装置によって実行され得る。命令は、プロセ
ッサによって読み取られた場合、上述された方法をプロ
セッサに実行させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティとの関係を有する第２のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベー
スの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと前
記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティの債権者であることで
あり、
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の額を
含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティに階層的に関連するこ
とであり、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティについて信用照会を行
ったことがあることであり、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティの債権者である第２のエンティティの識別子を返すデータベー
スの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベー
スの第２の検索を実行することと、
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　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと前
記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項７】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の額を
含む、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティの識別子を返すデータ
ベースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベー
スの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと前
記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項１０】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある第２のエンティティの識
別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベー
スの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと前
記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項１３】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティの債権者である第２のエンティティの識別子を返すデータベー
スの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識
別子を返すデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと前
記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項１６】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティの識別子を返すデータ
ベースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識
別子を返すデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと前
記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項１９】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、及び（ｃ）前記第３のエンティテ
ィの前記識別子を含む、
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
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　　前記第１のエンティティとの関係を有する第２のエンティティの識別子を返すデータ
ベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項２２】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティの債権者であることで
あり、
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の額を
含む、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティに階層的に関連するこ
とであり、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティについて信用照会を行
ったことがあることであり、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティの債権者である第２のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第１の検索を実行し、
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　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項２７】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　　動作をさらに実行させる、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の額を
含む、
　請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティの識別子を返すデー
タベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項３０】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　　動作をさらに実行させる、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
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　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある第２のエンティティの
識別子を返すデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項３３】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　　動作をさらに実行させる、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティの債権者である第２のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの
識別子を返すデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項３６】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
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　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティの識別子を返すデー
タベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの
識別子を返すデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項３９】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、及び（ｃ）前記第３のエンティテ
ィの前記識別子を含む、
　請求項３８に記載の装置。
【請求項４１】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティとの関係を有する第２のエンティティの識別子を返すデータ
ベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項４２】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項４１に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４３】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティの債権者であることで
あり、
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の額を
含む、
　請求項４１に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４４】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティに階層的に関連するこ
とであり、
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　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項４１に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４５】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティについて信用照会を行
ったことがあることであり、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項４１に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４６】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　プロセッサの、及び
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティの債権者である第２のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　　動作を実行させる命令を包含するメモリの
動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項４７】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項４６に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４８】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の額を
含む、
　請求項４６に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４９】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　プロセッサの、及び
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
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た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティの識別子を返すデー
タベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリの
動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項５０】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項４９に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５１】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項４９に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５２】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　プロセッサの、及び
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある第２のエンティティの
識別子を返すデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリの
動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項５３】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項５２に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項５２に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５５】
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　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　プロセッサの、及び
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティの債権者である第２のエンティティの識別子を返すデータベ
ースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの
識別子を返すデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリの
動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項５６】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項５５に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５７】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項５５に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５８】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　プロセッサの、及び
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティの識別子を返すデー
タベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの
識別子を返すデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティティと
前記第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリの
動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項５９】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項５８に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項６０】
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、及び（ｃ）前記第３のエンティテ
ィの前記識別子を含む、
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　請求項５８に記載の非一時的な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、クレジットの評価に関し、より具体的にはクレジット挙動ネットワークマッ
ピング手順に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このセクションにおいて説明されるアプローチは、追求され得るアプローチであるが、
必ずしも以前に考案又は追求されたアプローチではない。したがって、そうでないと示さ
れない限り、このセクションにおいて説明されるアプローチは、本願における請求項の従
来技術ではあり得ず、このセクションへの包含により従来技術であると認められるもので
はない。
【０００３】
　Ｆａｉｒ　Ｉｓａａｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ＦＩＣＯ）のクレジットスコアとい
った、クレジット適格性又はクレジットスコアのための従来の技法は、会社が流動負債を
支払う可能性を示す。銀行及びクレジットカード会社のような貸し手は、消費者に融資す
ることによってもたらされる潜在的なリスクを評価するためにクレジットスコアを使用す
る。クレジットスコアの広範な使用は、クレジットを、消費者にとってより広く利用可能
なものに、そしてより身近なものにしてきた。
【０００４】
　ＦＩＣＯスコア及び他の同様の技法は、クレジットスコアを生成するために会社の財務
履歴を分析する。たとえば、ＦＩＣＯは、支払い履歴のような会社の財務履歴、クレジッ
トの利用、クレジットヒストリーの長さ、使用されたクレジットのタイプ、たとえば、分
割払い、リボルビング払い、消費者の財務及び担保、クレジットについての最近の調査、
及び抵当権のような特別なファクターを分析する。
【０００５】
　しかしながら、ＦＩＣＯの評価は単に、クレジットスコアを生成するために単一の会社
の財務履歴を分析するにすぎない。さらに、これは、ＦＩＣＯの評価の範囲を限定し、さ
らに、よりグローバルなサプライチェーンに関連するファクターを認識及び考慮すること
ができない。
【０００６】
　したがって、会社についてのクレジット挙動の、より広く、且つグローバルな評価に対
するニーズが残されている。
【０００７】
　このセクションにおいて説明されたアプローチは、追求され得るアプローチであるが、
必ずしも以前に考案又は追求されたアプローチではない。したがって、そうでないと示さ
れない限り、このセクションにおいて説明されたアプローチは、本願における請求項の従
来技術ではあり得ず、このセクションへの包含により従来技術であると認められるもので
はない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここでは、キャッシュフロー、すなわちビジネスについての受取勘定、を評価するクレ
ジット挙動ネットワークマッピング手順が提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティとの関係を有する
第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第２の
エンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベースの第２の検
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索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した第１のエンテ
ィティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することとを含む
方法がさらに提供される。
【００１０】
　また、第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティの債権者で
ある第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第
２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベースの第２
の検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した第１のエ
ンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することとを
含む方法も提供される。
【００１１】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティに階層的に関連す
る第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第２
のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベースの第２の
検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した第１のエン
ティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することとを含
む方法がさらに提供される。
【００１２】
　また、第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティについて信
用照会を行ったことがある第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索
を実行することと、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返
すデータベースの第２の検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティ
ティを介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構
造を構築することとを含む方法も提供される。
【００１３】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティの債権者である第
２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第２のエ
ンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識別子を返すデー
タベースの第２の検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを
介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構
築することとを含む方法がさらに提供される。
【００１４】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティに階層的に関連す
る第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第２
のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識別子を返す
データベースの第２の検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティテ
ィを介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造
を構築することとを含む方法もまた提供される。
【００１５】
　上記で提供された方法を実行するための装置がさらに提供される。この装置は、プロセ
ッサとメモリとを含む。メモリは、プロセッサによって読み取り可能であり、且つプロセ
ッサによって読み取られた場合に、上述された方法ステップの動作をプロセッサに実行さ
せる、命令を包含する。
【００１６】
　さらに、プロセッサによって読み取り可能な命令を含む非一時的な記憶媒体が存在する
。命令は、プロセッサによって読み取られた場合に、上述された方法の動作をプロセッサ
に実行させる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、クレジット挙動ネットワークマップを生成するためのシステムを示す図
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である。
【００１８】
【図２】図２は、金銭的関係マップの一例を示す図である。
【００１９】
【図３】図３は、別の金銭的関係マップを示す図である。
【００２０】
【図４】図４は、金銭的関係マップの別の例を示す図である。
【００２１】
【図５】図５は、エンティティのクレジット挙動を評価するための方法を示す図である。
【００２２】
【図６】図６は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法を示す図
である。
【００２３】
【図７】図７は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法を示す図
である。
【００２４】
【図８】図８は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法を示す図
である。
【００２５】
【図９】図９は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　２つ以上の図面に共通するコンポーネント又は特徴は、図面の各々において同一の参照
番号を用いて示される。
【００２７】
　本開示は、対象の会社についての財務データを、それに対する異なる分離度を有する複
数の監視会社によって提供する、フォワードルッキングクレジットネットワークマップを
提供するための方法及びシステムを説明する。このフォワードルッキングクレジットネッ
トワークマップは、たとえば、クレジットサプライチェーンの異なるポイントでのクレジ
ットの障害を識別し、それらの障害を対象の会社の運営への最終的な影響に関連づけ得る
、グローバルに精確な財務モデルを提供する。
【００２８】
　図面を参照すると、特に図１では、クレジット挙動ネットワークマップを生成するため
のシステム１００が提供される。
【００２９】
　図１は、ネットワーク１３５を介してユーザ端末１３０及び複数のデータベースに接続
されたコンピュータ１０５を含む。
【００３０】
　データベースは、１つ以上の物理データベースであり得る。集合的に、データベースは
、信用照会１３７、取引データ１４０、企業連関１４５、ビジネスパラメータ１５０、ク
レジットネットワークマップ１５５、及び出力パラメータ１６０を含む。
【００３１】
　コンピュータ１０５はさらに、メモリ１１５と通信するプロセッサ１１０を含む。メモ
リ１１５は、プログラムモジュール１２０を含む。プロセッサは、命令に応答し命令を実
行する論理回路で構成される。「モジュール」という用語は、スタンドアロンコンポーネ
ント、又は、複数の下位コンポーネントの統合された構成のいずれかとして具体化され得
る機能動作を表すために本明細書において使用される。
【００３２】
　システム１００は、メモリ１１５にインストールされた本開示の方法についての命令を
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有するものとして本明細書では説明されるが、命令は、メモリ１１５への後のロードのた
めに外部のコンピュータ可読記憶媒体１２５において有形で具体化され得る。記憶媒体１
２５は、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトディスク、磁気テープ、読み取り
専用メモリ、光学記憶媒体、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）フラッシュドライブ、
デジタル多用途ディスク、又はジップドライブを含むが、これらに限定されない、任意の
従来の記憶媒体であり得る。命令はまた、ランダムアクセスメモリ、又は、リモートスト
レージシステム上に存在しメモリ１１５に結合された他のタイプの電子ストレージの中に
組み入れられ得る。
【００３３】
　さらに、プログラムモジュール１２０は、メモリ１１５にインストールされ、その結果
ソフトウェアに実装されているものとして、本明細書において説明されるが、それらは、
ハードウェア（たとえば、電子回路）、ファームウェア、ソフトウェアのいずれか、又は
それらの組み合わせにおいて実装され得る。
【００３４】
　信用照会１３７は典型的に、対象の会社についてのクレジットヒストリーを調べようと
する貸出機関、地主、又は事業主による要求のようなデータを記憶する。加えて、信用照
会は、クレジットヒストリーについての第三者からの要求、たとえば、将来的な貸し手を
含み得る。信用照会１３７は典型的に、クレジットヒストリーが要求された会社、たとえ
ば対象の会社、によって索引付けされたデータを記憶する。
【００３５】
　取引データ１４０は、受取勘定データのような会社についての財務データを含む。受取
勘定データは、特定の会社の債務者によりその会社に支払われるべき金額のような情報で
ある。加えて、受取勘定データは、エンティティを債権者に対する債務者として識別し、
クレジットの額を示す。受取勘定データは典型的に、債権者情報に従って索引付けされ、
特に、対象の会社のサプライヤーについての受取勘定を含む。プロセッサ１１０は、プロ
グラムモジュール１２０の命令の下、会社から受取勘定データを受け取り、取引データ１
４０に投入する。
【００３６】
　企業連関１４５は、会社についての企業関係データを含む。企業関係データは、対象の
会社の関連会社間の、さらに、対象の会社のサプライヤーの関連会社間の、階層的な関係
である。たとえば、企業連関１４５は、親会社、子会社、支店、ビジネスパートナー、及
び親会社でも子会社でもない関連会社、たとえば、共通の親会社を有する会社、といった
階層的な関係の識別子を含む。
【００３７】
　ビジネスパラメータ１５０は、会社についての、破産データ、会社の人口統計学的デー
タ、照会データ、及び時価総額データを含む。破産データは、破産しているサプライヤー
についてのインジケータを含む。会社の人口統計学的データは、従業員数、産業のタイプ
及び規模、といった会社のデータを含む。照会データは、対象の会社について照会を行う
会社についての情報、さらに、対象の会社について照会を行う会社の数、たとえば数値、
を含む。時価総額データは、さまざまな期間の、たとえば、毎日、毎週、及び毎月の、会
社の時価総額情報を含む。
【００３８】
　クレジットネットワークマップ１５５は、対象の会社及び異なる分離度によって分離さ
れた関連する会社についての財務関係マップを含む。典型的には、財務関係マップは、対
象の会社に関連するサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーについてのキャッシュ
フローシグナル及びトレンドを表現する。サプライヤーは、商品を提供する、または対象
のビジネスに役立つ会社である。サプライヤーは、ユーティリティ、人材派遣会社、及び
オフィスサプライヤーを含む。加えて、財務関係マップは、階層的に関連する会社、さら
に、階層的に関連する会社のサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーを含み得る。
財務関係マップの例が、図２及び図３に示され、以下において論じられる。
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【００３９】
　出力パラメータ１６０は、エンティティ２０５の評価の結果である。たとえば、出力パ
ラメータ１６０は、エンティティ２０５の時価総額の変化又はデルタ値を含み得る。
【００４０】
　ユーザ端末１３０は、ユーザからの入力を受け取り、ユーザに結果を出力し得る入力／
出力デバイスである。たとえば、ユーザ端末１３０は、ユーザにプロセッサ１１０への情
報及びコマンド選択の通信を可能にさせる、キーボード又は音声認識サブシステムを含み
得る。ユーザ端末１３０はまた、ディスプレイ又はプリンタといった出力デバイスを含む
。マウス、トラックボール、又はジョイスティックといったカーソルコントロールが、ユ
ーザに、プロセッサ１１０に追加の情報及びコマンド選択を通信するためにディスプレイ
上でカーソルを操作することを可能にさせる。
【００４１】
　図２は、財務関係マップの一例、たとえば、クレジットネットワークマップ２００であ
る。クレジットネットワークマップ２００は、グローバルサプライチェーン、たとえば、
対象の特定の会社、すなわちエンティティ２０５、に関連するクレジットのサプライを示
す。クレジットネットワークマップ２００は特に、エンティティ２０５に関連して異なる
分離度を共有する会社を示す。クレジットのグローバルサプライチェーンの、さまざまな
ポイント、たとえば会社、によって提供される財務情報は、エンティティ２０５の財務の
健全性、たとえば、エンティティ２０５のクレジットリスクに最終的に影響を及ぼす。
【００４２】
　エンティティ２０５に対する異なる分離度を共有するグローバルサプライチェーン内の
会社は、債権者、階層的に関連する会社、及び業界の同業者といった会社を含む。これら
の会社の各々についての財務の健全性が順に、エンティティ２０５についての早期クレジ
ットリスク警告を提供し得る。
【００４３】
　エンティティ２０５の債権者は、エンティティ２１０及びエンティティ２２０を含む。
加えて、クレジットネットワークマップ２００は、グローバルサプライチェーン内の付加
的な会社、たとえば、債権者の債権者もまた提供される。エンティティ２１５は、エンテ
ィティ２１０の債権者であり、エンティティ２２５は、エンティティ２２０の債権者であ
り、エンティティ２４０は、エンティティ２３５の債権者である。エンティティ２１５、
エンティティ２２５、及びエンティティ２４０の各々に接続された点線は、グローバルサ
プライチェーン内の無制限の債権者の債権者数を表現する。すなわち、クレジットネット
ワークマップ２００は、任意の所望の深度又は幅の関連する会社を含むように拡張され得
る。
【００４４】
　エンティティ２０５との階層的な関係を有する会社は、エンティティ２３０を含む。こ
の階層的な関係は、親会社関係、子会社関係、又は、親会社でも子会社でもない関連会社
関係を含み得る。図示されているように、エンティティ２３０は、エンティティ２０５の
子会社である。
【００４５】
　加えて、クレジットネットワークマップ２００は、エンティティ２０５の同業者である
同業者２５０を含む。同業者２５０は、エンティティ２０５と同一の業界からの会社であ
り、エンティティ２０５との比較グループとして要約される。
【００４６】
　プロセッサ１１０は、図２において提供されたクレジットネットワークマップ２００の
ような財務ネットワークマップ１５５を作成するためにプログラムモジュール１２０から
の命令を実行する。
【００４７】
　たとえば、プログラムモジュール１２０からの命令は、プロセッサ１１０に、第１のエ
ンティティの識別子を受け取らせ、第１のエンティティとの関係を有する第２のエンティ
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ティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行させ、第２のエンティティの債権者
である第３のエンティティの識別子を返すデータベースの第２の検索を実行させる。命令
はさらに、プロセッサ１１０に、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した第
１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築させる
。
【００４８】
　クレジットネットワークマップ２００を参照すると、第１のエンティティは、エンティ
ティ２０５であり得、第２のエンティティは、エンティティ２１０であり得、第３のエン
ティティは、エンティティ２１５であり得る。第１の検索は、エンティティ２１０の識別
子を戻し、第２の検索は、エンティティ２１５の識別子を戻し、エンティティ２１５は、
エンティティ２１０の債権者である。エンティティ２１０とエンティティ２０５との間の
関係は、エンティティ２１０がエンティティ２０５の債権者であることである。クレジッ
トネットワークマップ２００はさらに、エンティティ２１０を介したエンティティ２０５
とエンティティ２１５との間の経路を定義するデータ構造を示す。
【００４９】
　プログラムモジュール１２０からの命令はさらに、プロセッサ１１０に、第３のエンテ
ィティ、たとえばエンティティ２１５及びエンティティ２３５の、特性、たとえばキャッ
シュフローに応じて、第１のエンティティ、たとえばエンティティ２０５の、特性、たと
えばクレジットリスクを評価させ得る。
【００５０】
　加えて、第１の検索は、第２のエンティティ、たとえばエンティティ２１０から、第１
のエンティティ、たとえばエンティティ２０５に供与されたクレジットの第１の額を戻し
得、第２の検索は、第３のエンティティ、たとえばエンティティ２１５から、第２のエン
ティティ、たとえばエンティティ２１０に供与されたクレジットの第２の額を戻し得る。
【００５１】
　さらなる実施形態において、第２のエンティティは、第１のエンティティに階層的に関
連し得る。たとえば、第２のエンティティは、エンティティ２３０、すなわちエンティテ
ィ２０５の子会社であり得る。したがって、プロセッサ１１０がデータベースの第１の検
索を実行し、第２のエンティティの識別子を返す場合、プロセッサ１１０は、エンティテ
ィ２１０の識別子を戻し、プロセッサ１１０がデータベースの第２の検索を実行し、第３
のエンティティの識別子を返す場合、プロセッサは、エンティティ２３５の識別子を返す
。
【００５２】
　図３は、別の財務関係マップ、たとえば、クレジットネットワークマップ３００を示す
。
【００５３】
　クレジットネットワークマップ３００は、エンティティ２０５に関連するグローバル財
務チェーンの別の実施形態である。特に、クレジットネットワークマップ３００はさらに
、信用照会によってエンティティ２０５又はエンティティ２３０への関心を明示する照会
会社と、さらに、照会会社に関連する会社、たとえば、照会会社の債権者を示す。
【００５４】
　プロセッサ１１０は、クレジットネットワークマップ３００のような財務ネットワーク
マップ１５５を作成するためにプログラムモジュール１２０からの命令を実行する。上述
した、プロセッサ１１０にクレジットネットワークマップ２００を作成させるプログラム
モジュール１２０からの命令が、クレジットネットワークマップ３００を作成するために
同様に用いられる。
【００５５】
　特に、命令は、プロセッサ１１０に、第１のエンティティの識別子を受け取らせ、第１
のエンティティとの関係を有する第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１
の検索を実行させ、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返
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すデータベースの第２の検索を実行させ、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを
介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構
築させる。さらに、命令は、プロセッサ１１０に、第３のエンティティの特性の関数に従
って第１のエンティティの特性を評価させ得る。
【００５６】
　たとえば、第１のエンティティの識別子は、エンティティ２０５であり得る。第１の検
索は、エンティティ３０５、たとえば第１のエンティティとの関係を有する第２のエンテ
ィティの、識別子を返す。エンティティ２０５とエンティティ３０５との間の関係は、エ
ンティティ３０５がエンティティ２０５について信用照会を行う者であることである。デ
ータベースの第２の検索は、エンティティ３１０、たとえば第２のエンティティの債権者
である第３のエンティティの、識別子を返す。加えて、第２の検索は、エンティティ３１
０からエンティティ３０５に供与されたクレジットの額を返す。クレジットネットワーク
マップ３００はさらに、エンティティ３０５、たとえば第２のエンティティを介した、エ
ンティティ２０５、たとえば第１のエンティティと、エンティティ３１０、たとえば第３
のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を示す。クレジットネットワークマッ
プ３００はさらに、エンティティ２０５の識別子、エンティティ３０５の識別子、エンテ
ィティ３１０の識別子、及びエンティティ３１０からエンティティ３０５に供与されたク
レジットの額を含み得る。
【００５７】
　さらなる実施形態において、プログラムモジュール１２０からの命令は、プロセッサ１
１０に、第１のエンティティの識別子を受け取らせ、第１のエンティティに階層的に関連
する第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行させ、第２のエ
ンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識別子を返すデー
タベースの第２の検索を実行させ、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した
第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築させ
る。さらに、命令は、プロセッサ１１０に、第３のエンティティの特性の関数に従って第
１のエンティティについての特性を評価させ得る。
【００５８】
　たとえば、第１のエンティティは、エンティティ２０５であり、第２のエンティティは
、２３０である。エンティティ２３０はエンティティ２０５の子会社であるので、エンテ
ィティ２３０は、エンティティ２０５に階層的に関連する。第２の検索は、エンティティ
３２５がエンティティ２３０について信用照会を行ったので、エンティティ３２５の識別
子を戻し得る。クレジットネットワークマップ３００は、エンティティ２３０、たとえば
第２のエンティティを介した、エンティティ２０５、たとえば第１のエンティティと、エ
ンティティ３２５、たとえば第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を示
す。さらに、特性は、エンティティ３２５の関数に従うエンティティ２０５のクレジット
リスクであり得る。
【００５９】
　図４は、財務関係マップの別の例、たとえば、クレジットネットワークマップ４００で
ある。
【００６０】
　クレジットネットワークマップ４００は、対象の特定の会社、すなわちエンティティ２
０５に関連する、グローバルサプライチェーン、たとえば、クレジットの供給を示す。ク
レジットネットワークマップ４００は特に、エンティティ４０５及びエンティティ４１０
といった、エンティティ２０５に関連して異なる分離度を共有する会社を示す。エンティ
ティ４０５は、エンティティ２０５の債権者であり、エンティティ４１０は、エンティテ
ィ４０５について信用照会を行う者である。
【００６１】
　プロセッサ１１０は、クレジットネットワークマップ４００へのプログラムモジュール
１２０からの命令を実行する。
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【００６２】
　特に、命令は、プロセッサ１１０に、第１のエンティティの識別子を受け取らせ、第１
のエンティティの債権者である第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の
検索を実行させ、第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンテ
ィティの識別子を返すデータベースの第２の検索を実行させ、記憶デバイスにおいて、第
２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義
するデータ構造を構築させる。
【００６３】
　たとえば、図４を参照すると、第１のエンティティの識別子は、エンティティ２０５で
ある。第１の検索は、エンティティ４０５、たとえば第１のエンティティの債権者の、識
別子を返す。第２の検索は、エンティティ４１０、たとえばエンティティ４０５（第２の
エンティティ）について信用照会を行ったことがある第３のエンティティの、識別子を返
す。さらに、図４は、記憶デバイスにおいて構築された、接続線を介したエンティティ２
０５とエンティティ４１０との間の経路を定義するデータ構造を示す。
【００６４】
　さらなる実施形態において、命令はさらに、プロセッサ１１０に、第３のエンティティ
の特性の関数に従って第１のエンティティの特性を評価させ得る。加えて、第１の検索は
また、第２のエンティティから第１のエンティティに供与されたクレジットの第１の額を
戻し得、プロセッサがデータ構造を構築する場合、プロセッサはさらに、第１のエンティ
ティの識別子、第２のエンティティの識別子、第３のエンティティの識別子、及びクレジ
ットの額を含み得る。
【００６５】
　たとえば、プロセッサ１１０は、エンティティ４１０、すなわち第３のエンティティの
クレジットリスクの関数に従って、エンティティ２０５、すなわち第１のエンティティの
、クレジットリスクの特性を評価し得る。
【００６６】
　図５は、方法、すなわち、エンティティのクレジット挙動を評価するための方法５００
である。
【００６７】
　特に、方法５００は、図２の財務関係マップ２００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法５００は、エンティティ２０５、エンティティ２１０及びエンティテ
ィ２１５の間の関係に関する。エンティティ２１０は、エンティティ２０５の債権者であ
り、エンティティ２１５は、エンティティ２１０の債権者である。
【００６８】
　方法５００は、ステップ５０５で始まる。ステップ５０５は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ５０５の後、
方法５００は、ステップ５１０に進む。
【００６９】
　ステップ５１０は、第１のエンティティの債権者である第２のエンティティ、たとえば
エンティティ２１０について、データベースを検索することを提供する。ステップ５１０
の後、方法５００は、ステップ５１５に進む。
【００７０】
　ステップ５１５は、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティ、たとえば
エンティティ２１５について、データベースを検索することを提供する。ステップ５１５
の後、方法５００は、ステップ５２０に進む。
【００７１】
　ステップ５２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ５１０の後
、方法５００は、ステップ５２５に進む。
【００７２】
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　ステップ５２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ５２５の後、方法５００は終了する。
【００７３】
　図６は、さらなる方法、すなわち、エンティティのクレジット挙動を評価するための方
法６００である。
【００７４】
　特に、方法６００は、図２の財務関係マップ２００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法６００は、エンティティ２０５、エンティティ２３０及びエンティテ
ィ２３５の間の関係に関する。エンティティ２３０は、エンティティ２０５に階層的に関
連し、エンティティ２３５は、エンティティ２３０の債権者である。
【００７５】
　方法６００は、ステップ６０５で始まる。ステップ６０５は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ６０５の後、
方法６００は、ステップ６１０に進む。
【００７６】
　ステップ６１０は、第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティ、たと
えばエンティティ２３０について、データベースを検索することを提供する。ステップ６
１０の後、方法６００は、ステップ６１５に進む。
【００７７】
　ステップ６１５は、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティ、たとえば
エンティティ２３５について、データベースを検索することを提供する。ステップ６１５
の後、方法６００は、ステップ６２０に進む。
【００７８】
　ステップ６２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ６２０の後
、方法６００は、ステップ６２５に進む。
【００７９】
　ステップ６２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ６２５の後、方法６００は終了する。
【００８０】
　図７は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法である。
【００８１】
　特に、方法７００は、図３の財務関係マップ３００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法７００は、エンティティ２０５、エンティティ３０５及びエンティテ
ィ３１０の間の関係に関する。エンティティ３０５は、エンティティ２０５について信用
照会を行う者であり、エンティティ３１０は、エンティティ３０５の債権者である。
【００８２】
　方法７００は、ステップ７０５で始まる。ステップ７０５は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ７０５の後、
方法７００は、ステップ７１０に進む。
【００８３】
　ステップ７１０は、第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある第２のエ
ンティティ、たとえばエンティティ３０５について、データベースを検索することを提供
する。ステップ７１０の後、方法７００は、ステップ７１５に進む。
【００８４】
　ステップ７１５は、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティ、たとえば
エンティティ３１０について、データベースを検索することを提供する。ステップ７１５
の後、方法７００は、ステップ７２０に進む。
【００８５】
　ステップ７２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
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ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ７２０の後
、方法７００は、ステップ７２５に進む。
【００８６】
　ステップ７２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ７２５の後、方法７００は終了する。
【００８７】
　図８は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法である。
【００８８】
　特に、方法８００は、図４の財務関係マップ４００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法８００は、エンティティ２０５、エンティティ４０５及びエンティテ
ィ４１０の間の関係に関する。エンティティ４０５は、エンティティ２０５の債権者であ
り、エンティティ４１０は、エンティティ４０５について信用照会を行う者である。
【００８９】
　方法８００は、ステップ８０５で始まる。ステップ８００は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ８０５の後、
方法８００は、ステップ８１０に進む。
【００９０】
　ステップ８１０は、第１のエンティティの債権者である第２のエンティティ、たとえば
エンティティ４０５について、データベースを検索することを提供する。ステップ８１０
の後、方法８００は、ステップ８１５に進む。
【００９１】
　ステップ８１５は、第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエ
ンティティ、たとえばエンティティ４１０について、データベースを検索することを提供
する。ステップ８１５の後、方法８００は、ステップ８２０に進む。
【００９２】
　ステップ８２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ８２０の後
、方法８００は、ステップ８２５に進む。
【００９３】
　ステップ８２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ８２５の後、方法８００は終了する。
【００９４】
　図９は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法である。
【００９５】
　特に、方法９００は、図３の財務関係マップ３００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法９００は、エンティティ２０５、エンティティ２３０及びエンティテ
ィ３２５の間の関係に関する。エンティティ２３０は、エンティティ２０５に階層的に関
連し、エンティティ３２５は、エンティティ２３０について信用照会を行う者である。
【００９６】
　方法９００は、ステップ９０５で始まる。ステップ９０５は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ９０５の後、
方法９００は、ステップ９１０に進む。
【００９７】
　ステップ９１０は、第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティ、たと
えばエンティティ２３０について、データベースを検索することを提供する。ステップ９
１０の後、方法９００は、ステップ９１５に進む。
【００９８】
　ステップ９１５は、第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエ
ンティティ、たとえばエンティティ３２５について、データベースを検索することを提供
する。ステップ９１５の後、方法９００は、ステップ９２０に進む。
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【００９９】
　ステップ９２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ９２０の後
、方法９００は、ステップ９２５に進む。
【０１００】
　ステップ９２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ９２５の後、方法９００は終了する。
【０１０１】
　本明細書において説明された技法は、例示であり、本開示に対する任意の特定の限定を
暗に示すものとして解釈されるべきではない。さまざまな代替例、組み合わせ、及び変更
が当業者によって考案され得ることが理解されるべきである。たとえば、本明細書におい
て説明された処理に関連づけられたステップは、ステップ自体によってそうでないと明示
又は指示されない限り、任意の順序で実行され得る。本開示は、添付の請求項の範囲内に
入るそのようなすべての代替例、変更、及び変形例を含むように意図される。

【図１】 【図２】



(23) JP 2015-518226 A 2015.6.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月31日(2014.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータに
実装される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティの債
権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の
検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、前記クレジッ
ト挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築することと、
　前記第３のエンティティの財務の特性に基づいて前記第１のエンティティのリスクを決
定すること、
　のために、プロセッサに関連づけられた前記コンピュータのメモリから読み取られた命
令に従って前記コンピュータの前記プロセッサを使用すること
　を備える方法。
【請求項２】
削除
【請求項３】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の額を
含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、及び（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
削除
【請求項６】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータに
実装される方法であって、前記方法は、
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　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティの債
権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の
検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティテ
ィと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項７】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの第１の額及び前記ク
レジットの第２の額を含む、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータに
実装される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティに階
層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第
１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティテ
ィと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、前記データ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項１０】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータに
実装される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
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　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティにつ
いて信用照会を行ったことがある、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つの
データベースデータベースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、前記第２のエ
ンティティを介した前記第１のエンティティと前記第３のエンティティとの間の経路を定
義する、前記データ構造を構築すること
　を備える方法。
【請求項１３】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータに
実装される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくと
も１つのデータベースの第１の検索を実行することと、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、第３のエンティティの識別子
を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行すし、ここで前記第２の第
１のエンティティは、前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがあり、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティテ
ィと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、前記データ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項１６】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータに
実装される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少な
くとも１つのデータベースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第３のエンティティの
識別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
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　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティテ
ィと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項１９】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
削除
【請求項２１】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティの
債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１
の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少
なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、前記クレジ
ット挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエン
ティティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築し、
　　前記第３のエンティティの財務の特性に基づいて前記第１のエンティティのリスクを
決定する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項２２】
削除
【請求項２３】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの第１の額及び前記ク
レジットの第２の額を含む、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティについて信用照会を行
ったことがあることであり、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
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　請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なく
とも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少
なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項２７】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　　動作をさらに実行させる、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの第１の額及び前記ク
レジットの第２の額を含む、
　請求項２６に記載の装置。
【請求項２９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少
なくとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少
なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項３０】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　　動作をさらに実行させる、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
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　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第２のエンティティ
の識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエン
ティティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項３３】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　　動作をさらに実行させる、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項３２に記載の装置。
【請求項３５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なく
とも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第３のエンティティ
の識別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項３６】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
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　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少
なくとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第３のエンティティ
の識別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項３９】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
削除
【請求項４１】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティの
債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１
の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少
なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、前記第２の
エンティティを介した前記第１のエンティティと前記第３のエンティティとの間の経路を
備える前記クレジット挙動ネットワークマップを定義する、データ構造を構築し、
　前記第３のエンティティの財務の特性に基づいて前記第１のエンティティのリスクを決
定する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項４２】
削除
【請求項４３】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
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識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の額を
含む、
　請求項４１に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、及び（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項４１に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４５】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティについて信用照会を行
ったことがあることであり、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、及び（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項４１に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４６】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なく
とも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少
なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項４７】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項４６に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４８】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの第１の額及び前記ク
レジットの第２の額を含む、
　請求項４６に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４９】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
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　　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少
なくとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少
なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項５０】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項４９に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５１】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項４９に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５２】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第２のエンティティ
の識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少
なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　の動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項５３】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項５２に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５４】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項５２に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５５】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
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　　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なく
とも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第３のエンティティ
の識別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項５６】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項５５に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５７】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項５５に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項５８】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少
なくとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第３のエンティティ
の識別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンテ
ィティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット
挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティ
ティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項５９】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項５８に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項６０】
削除
【請求項６１】
　前記第１のエンティティの前記リスクは、前記第１のエンティティのクレジットリスク
である、請求項１に記載の方法。
【請求項６２】
　前記データ構造は、対象の会社のサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーについ
てのキャッシュフローシグナル及びトレンドを示す財務関係マップを表す、請求項１に記
載の方法。
【請求項６３】
　前記第１のエンティティの前記リスクは、前記第１のエンティティのクレジットリスク
である、請求項２１に記載の装置。
【請求項６４】
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　前記データ構造は、対象の会社のサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーについ
てのキャッシュフローシグナル及びトレンドを示す財務関係マップを表す、請求項２１に
記載の装置。
【請求項６５】
　前記第１のエンティティの前記リスクは、前記第１のエンティティのクレジットリスク
である、非一時的な記憶媒体４１。
【請求項６６】
　前記データ構造は、対象の会社のサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーについ
てのキャッシュフローシグナル及びトレンドを示す財務関係マップを表す、非一時的な記
憶媒体４１。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、クレジットの評価に関し、より具体的にはクレジット挙動ネットワークマッ
ピング手順に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このセクションにおいて説明されるアプローチは、追求され得るアプローチであるが、
必ずしも以前に考案又は追求されたアプローチではない。したがって、そうでないと示さ
れない限り、このセクションにおいて説明されるアプローチは、本願における請求項の従
来技術ではあり得ず、このセクションへの包含により従来技術であると認められるもので
はない。
【０００３】
　Ｆａｉｒ　Ｉｓａａｃ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ＦＩＣＯ）のクレジットスコアとい
った、クレジット適格性又はクレジットスコアのための従来の技法は、会社が流動負債を
支払う可能性を示す。銀行及びクレジットカード会社のような貸し手は、消費者に融資す
ることによってもたらされる潜在的なリスクを評価するためにクレジットスコアを使用す
る。クレジットスコアの広範な使用は、クレジットを、消費者にとってより広く利用可能
なものに、そしてより身近なものにしてきた。
【０００４】
　ＦＩＣＯ及び他の同様の技法は、クレジットスコアを生成するために会社の財務履歴を
分析する。たとえば、ＦＩＣＯは、会社の支払い履歴、クレジットの利用、クレジットヒ
ストリーの長さ、使用されたクレジットのタイプ、たとえば、分割払い、リボルビング払
い、消費者の財務及び担保、クレジットについての最近の調査、及び抵当権のような特別
なファクターを分析する。
【０００５】
　しかしながら、ＦＩＣＯの評価は単に、クレジットスコアを生成するために単一の会社
の財務履歴を分析するにすぎない。これは、ＦＩＣＯの評価の範囲を限定し、さらに、よ
りグローバルなサプライチェーンに関連するファクターを認識及び考慮することができな
い。
【０００６】
　したがって、会社についてのクレジット挙動の、より広く、且つグローバルな評価に対
するニーズが残されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　ここでは、キャッシュフロー、すなわちビジネスについての受取勘定、を評価するクレ
ジット挙動ネットワークマッピング手順が提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティとの関係を有する
第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第２の
エンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベースの第２の検
索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した第１のエンテ
ィティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することとを含む
方法がさらに提供される。
【０００９】
　また、第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティの債権者で
ある第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第
２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベースの第２
の検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した第１のエ
ンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することとを
含む方法も提供される。
【００１０】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティに階層的に関連す
る第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第２
のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返すデータベースの第２の
検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した第１のエン
ティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することとを含
む方法がさらに提供される。
【００１１】
　また、第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティについて信
用照会を行ったことがある第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索
を実行することと、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返
すデータベースの第２の検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティ
ティを介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構
造を構築することとを含む方法も提供される。
【００１２】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティの債権者である第
２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第２のエ
ンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識別子を返すデー
タベースの第２の検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを
介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構
築することとを含む方法がさらに提供される。
【００１３】
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、第１のエンティティに階層的に関連す
る第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行することと、第２
のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識別子を返す
データベースの第２の検索を実行することと、記憶デバイスにおいて、第２のエンティテ
ィを介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造
を構築することとを含む方法もまた提供される。
【００１４】
　上記で提供された方法を実行するための装置がさらに提供される。この装置は、プロセ
ッサとメモリとを含む。メモリは、プロセッサによって読み取り可能であり、且つプロセ
ッサによって読み取られた場合に、上述された方法ステップの動作をプロセッサに実行さ
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せる、命令を包含する。
【００１５】
　さらに、プロセッサによって読み取り可能な命令を含む非一時的な記憶媒体が存在する
。命令は、プロセッサによって読み取られた場合に、上述された方法の動作をプロセッサ
に実行させる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、クレジット挙動ネットワークマップを生成するためのシステムを示す図
である。
【００１７】
【図２】図２は、金銭的関係マップの一例を示す図である。
【００１８】
【図３】図３は、別の金銭的関係マップを示す図である。
【００１９】
【図４】図４は、金銭的関係マップの別の例を示す図である。
【００２０】
【図５】図５は、エンティティのクレジット挙動を評価するための方法を示す図である。
【００２１】
【図６】図６は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法を示す図
である。
【００２２】
【図７】図７は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法を示す図
である。
【００２３】
【図８】図８は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法を示す図
である。
【００２４】
【図９】図９は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　２つ以上の図面に共通するコンポーネント又は特徴は、図面の各々において同一の参照
番号を用いて示される。
【００２６】
　本開示は、対象の会社についての財務データを、それに対する異なる分離度を有する複
数の監視会社によって提供する、フォワードルッキングクレジットネットワークマップを
提供するための方法及びシステムを説明する。このフォワードルッキングクレジットネッ
トワークマップは、たとえば、クレジットサプライチェーンの異なるポイントでのクレジ
ットの障害を識別し、それらの障害を対象の会社の運営への最終的な影響に関連づけ得る
、財務モデルを提供する。
【００２７】
　図面を参照すると、特に図１では、クレジット挙動ネットワークマップを生成するため
のシステム１００が提供される。システム１００は、ユーザ端末１３０に接続されたコン
ピュータ１０５、及びネットワーク１３５を介した複数のデータベースを含む。
【００２８】
　データベースは、１つ以上の物理データベースであり得る。集合的に、データベースは
、信用照会１３７、取引データ１４０、企業連関１４５、ビジネスパラメータ１５０、複
数の財務ネットワークマップ１５５、及び出力パラメータ１６０を含む。
【００２９】
　コンピュータ１０５は、メモリ１１５と通信するプロセッサ１１０を含む。メモリ１１
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５は、プログラムモジュール１２０を含む。プロセッサ１１０は、命令に応答し命令を実
行する論理回路で構成される。「モジュール」という用語は、スタンドアロンコンポーネ
ント、又は、複数の下位コンポーネントの統合された構成のいずれかとして具体化され得
る機能動作を表すために本明細書において使用される。
【００３０】
　システム１００は、メモリ１１５にインストールされた本開示の方法についての命令を
有するものとして本明細書では説明されるが、命令は、メモリ１１５への後のロードのた
めに外部のコンピュータ可読記憶媒体１２５において有形で具体化され得る。記憶媒体１
２５は、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトディスク、磁気テープ、読み取り
専用メモリ、光学記憶媒体、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）フラッシュドライブ、
デジタル多用途ディスク、又はジップドライブを含むが、これらに限定されない、任意の
従来の記憶媒体であり得る。命令はまた、ランダムアクセスメモリ、又は、リモートスト
レージシステム上に存在しメモリ１１５に結合された他のタイプの電子ストレージの中に
組み入れられ得る。
【００３１】
　さらに、プログラムモジュール１２０は、メモリ１１５にインストールされ、その結果
ソフトウェアに実装されているものとして、本明細書において説明されるが、プログラム
モジュール１２０は、ハードウェア（たとえば、電子回路）、ファームウェア、ソフトウ
ェアのいずれか、又はそれらの組み合わせにおいて実装され得る。
【００３２】
　信用照会１３７は典型的に、対象の会社についてのクレジットヒストリーを調べようと
する貸出機関、地主、又は事業主による要求のようなデータを記憶する。加えて、信用照
会１３７は、クレジットヒストリーについての第三者からの要求、たとえば、将来的な貸
し手を含み得る。信用照会１３７は典型的に、クレジットヒストリーが要求された会社、
たとえば対象の会社、によって索引付けされたデータを記憶する。
【００３３】
　取引データ１４０は、受取勘定データのような会社についての財務データを含む。受取
勘定データは、特定の会社の債務者によりその会社に支払われるべき金額のような情報で
ある。加えて、受取勘定データは、エンティティを債権者に対する債務者として識別し、
クレジットの額を示す。受取勘定データは典型的に、債権者情報に従って索引付けされ、
特に、対象の会社のサプライヤーについての受取勘定を含む。プロセッサ１１０は、プロ
グラムモジュール１２０の命令の下、会社から受取勘定データを受け取り、取引データ１
４０に投入する。
【００３４】
　企業連関１４５は、対象の会社についての企業関係データを含む。企業関係データは、
対象の会社の関連会社間の、さらに、対象の会社のサプライヤーの関連会社間の、階層的
な関係である。たとえば、企業連関１４５は、親会社、子会社、支店、ビジネスパートナ
ー、及び親会社でも子会社でもない関連会社、たとえば、共通の親会社を有する会社、と
いった階層的な関係の識別子を含む。
【００３５】
　ビジネスパラメータ１５０は、ある会社についての、破産データ、会社の人口統計学的
データ、照会データ、及び時価総額データを含む。破産データは、破産しているサプライ
ヤーについてのインジケータを含む。会社の人口統計学的データは、従業員数、産業のタ
イプ及び規模、といった会社のデータを含む。照会データは、対象の会社について照会を
行う会社についての情報、さらに、対象の会社について照会を行う会社の数、たとえば数
値、を含む。時価総額データは、さまざまな期間の、たとえば、毎日、毎週、及び毎月の
、会社の時価総額情報を含む。
【００３６】
　複数の財務ネットワークマップ１５５は、対象の会社及び異なる分離度によって分離さ
れた関連する会社についての財務関係マップを含む。典型的には、財務関係マップは、対
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象の会社に関連するサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーについてのキャッシュ
フローシグナル及びトレンドを表現する。サプライヤーは、対象の会社に商品又はサービ
スを提供する会社である。サプライヤーは、ユーティリティ、人材派遣会社、及びオフィ
スサプライヤーを含む。加えて、財務関係マップは、階層的に関連する会社、さらに、階
層的に関連する会社のサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーを含み得る。以下に
おいて論じられる図２～図４が財務関係マップの例である。
【００３７】
　出力パラメータ１６０は、対象のエンティティの評価の結果である。たとえば、出力パ
ラメータ１６０は、対象のエンティティの時価総額の変化又はデルタ値を含み得る。
【００３８】
　ユーザ端末１３０は、ユーザからの入力を受け取り、ユーザに結果を出力し得る入力／
出力デバイスである。たとえば、ユーザ端末１３０は、ユーザにプロセッサ１１０への情
報及びコマンド選択の通信を可能にさせる、キーボード又は音声認識サブシステムを含み
得る。ユーザ端末１３０はまた、ディスプレイ又はプリンタといった出力デバイスを含む
。マウス、トラックボール、又はジョイスティックといったカーソルコントロールが、ユ
ーザに、プロセッサ１１０に追加の情報及びコマンド選択を通信するためにディスプレイ
上でカーソルを操作することを可能にさせる。
【００３９】
　図２は、財務関係マップの一例、たとえば、クレジットネットワークマップ２００であ
る。クレジットネットワークマップ２００は、グローバルサプライチェーン、たとえば、
対象の特定の会社、すなわちエンティティ２０５、に関連するクレジットのサプライを示
す。クレジットネットワークマップ２００は特に、エンティティ２０５に関連して異なる
分離度を共有する会社を示す。クレジットのグローバルサプライチェーンの、さまざまな
ポイント、たとえば会社、によって提供される財務情報は、エンティティ２０５の財務の
健全性、たとえば、エンティティ２０５のクレジットリスクに最終的に影響を及ぼす。
【００４０】
　エンティティ２０５に対する異なる分離度を共有するグローバルサプライチェーン内の
会社は、債権者、階層的に関連する会社、及び業界の同業者といった会社を含む。これら
の会社の各々についての財務の健全性が順に、エンティティ２０５についての早期クレジ
ットリスク警告を提供し得る。
【００４１】
　エンティティ２０５の債権者は、エンティティ２１０及びエンティティ２２０を含む。
クレジットネットワークマップ２００は、さらにグローバルサプライチェーン内の複数の
会社、たとえば、債権者の複数の債権者を含む。エンティティ２１５は、エンティティ２
１０の債権者であり、エンティティ２２５は、エンティティ２２０の債権者であり、エン
ティティ２４０は、エンティティ２３５の債権者である。エンティティ２１５、エンティ
ティ２２５、及びエンティティ２４０の各々に接続された点線は、グローバルサプライチ
ェーン内の債権者の、無制限な複数の債権者数を表現する。すなわち、クレジットネット
ワークマップ２００は、任意の所望の深度又は幅の関連する会社を含むように拡張され得
る。
【００４２】
　エンティティ２０５との階層的な関係を有する会社は、エンティティ２３０を含む。こ
の階層的な関係は、親会社関係、子会社関係、又は、親会社でも子会社でもない関連会社
関係を含み得る。図示されているように、エンティティ２３０は、エンティティ２０５の
子会社である。
【００４３】
　加えて、クレジットネットワークマップ２００は、エンティティ２０５の同業者である
同業者２５０を含む。同業者２５０は、エンティティ２０５と同一の業界からの会社であ
り、エンティティ２０５との比較グループとして要約される。
【００４４】
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　プロセッサ１１０は、クレジットネットワークマップ２００のような財務ネットワーク
マップ１５５を作成するためにプログラムモジュール１２０からの命令を実行する。
【００４５】
　たとえば、プログラムモジュール１２０からの命令は、プロセッサ１１０に、第１のエ
ンティティの識別子を受け取らせ、第１のエンティティとの関係を有する第２のエンティ
ティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行させ、第２のエンティティの債権者
である第３のエンティティの識別子を返すデータベースの第２の検索を実行させる。命令
はさらに、プロセッサ１１０に、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した第
１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築させる
。
【００４６】
　クレジットネットワークマップ２００を参照すると、第１のエンティティは、エンティ
ティ２０５であり得、第２のエンティティは、エンティティ２１０であり得、第３のエン
ティティは、エンティティ２１５であり得る。第１の検索は、エンティティ２１０の識別
子を返し、第２の検索は、エンティティ２１５の識別子を返し、上述したようにエンティ
ティ２１５、たとえば第３のエンティティは、エンティティ２１０、たとえば第２のエン
ティティの債権者である。エンティティ２１０とエンティティ２０５との間の関係は、エ
ンティティ２１０がエンティティ２０５の債権者であることである。クレジットネットワ
ークマップ２００はさらに、エンティティ２１０を介したエンティティ２０５とエンティ
ティ２１５との間の経路を定義するデータ構造を示す。
【００４７】
　プログラムモジュール１２０からの命令はさらに、プロセッサ１１０に、第３のエンテ
ィティ、たとえばエンティティ２１５の、特性、たとえばキャッシュフローに応じて、第
１のエンティティ、たとえばエンティティ２０５の、特性、たとえばクレジットリスクを
評価させ得る。
【００４８】
　加えて、第１の検索は、第２のエンティティ、たとえばエンティティ２１０から、第１
のエンティティ、たとえばエンティティ２０５に供与されたクレジットの第１の額を返し
得、第２の検索は、第３のエンティティ、たとえばエンティティ２１５から、第２のエン
ティティ、たとえばエンティティ２１０に供与されたクレジットの第２の額を返し得る。
【００４９】
　さらなる実施形態において、第２のエンティティは、第１のエンティティに階層的に関
連し得る。たとえば、第２のエンティティは、エンティティ２３０、すなわちエンティテ
ィ２０５の子会社であり得る。したがって、プロセッサ１１０がデータベースの第１の検
索を実行し、第２のエンティティの識別子を返す場合、プロセッサ１１０は、エンティテ
ィ２３０の識別子を返し、プロセッサ１１０がデータベースの第２の検索を実行し、第３
のエンティティの識別子を返す場合、プロセッサは、エンティティ２３５の識別子を返す
。
【００５０】
　図３は、別の財務関係マップ、たとえば、クレジットネットワークマップ３００を示す
。
【００５１】
　クレジットネットワークマップ３００は、エンティティ２０５に関連するグローバル財
務チェーンの別の実施形態である。特に、クレジットネットワークマップ３００はさらに
、信用照会によってエンティティ２０５又はエンティティ２３０への関心を明示する照会
会社と、さらに、照会会社に関連する会社、たとえば、照会会社の債権者を示す。クレジ
ットネットワークマップ３００おいて、エンティティ３０５は、エンティティ２０５の信
用照会を行う者であり、エンティティ３１０は、エンティティ３０５の債権者である。エ
ンティティ３１５はさらに、エンティティ２０５の信用照会を行う者であり、エンティテ
ィ３２０は、エンティティ３１５の債権者である。エンティティ３２５は、エンティティ
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２３０の信用照会を行う者であり、エンティティ３３０は、エンティティ３２５の債権者
である。
【００５２】
　プロセッサ１１０は、クレジットネットワークマップ３００のような財務ネットワーク
マップ１５５を作成するためにプログラムモジュール１２０からの命令を実行する。上述
した、プロセッサ１１０にクレジットネットワークマップ２００を作成させるプログラム
モジュール１２０からの命令が、クレジットネットワークマップ３００を作成するために
同様に用いられる。
【００５３】
　特に、命令は、プロセッサ１１０に、第１のエンティティの識別子を受け取らせ、第１
のエンティティとの関係を有する第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１
の検索を実行させ、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返
すデータベースの第２の検索を実行させ、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを
介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構
築させる。さらに、命令は、プロセッサ１１０に、第３のエンティティの特性の関数に従
って第１のエンティティの特性を評価させ得る。
【００５４】
　たとえば、第１のエンティティの識別子は、エンティティ２０５の識別子であり得る。
第１の検索は、エンティティ３０５、たとえば第１のエンティティとの関係を有する第２
のエンティティの、識別子を返す。エンティティ２０５とエンティティ３０５との間の関
係は、エンティティ３０５がエンティティ２０５について信用照会を行う者であることで
ある。データベースの第２の検索は、エンティティ３１０、たとえば第２のエンティティ
の債権者である第３のエンティティの、識別子を返す。加えて、第２の検索は、エンティ
ティ３１０からエンティティ３０５に供与されたクレジットの額を返す。クレジットネッ
トワークマップ３００はさらに、エンティティ３０５、たとえば第２のエンティティを介
した、エンティティ２０５、たとえば第１のエンティティと、エンティティ３１０、たと
えば第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を示す。クレジットネットワ
ークマップ３００はさらに、エンティティ２０５の識別子、エンティティ３０５の識別子
、エンティティ３１０の識別子、及びエンティティ３１０からエンティティ３０５に供与
されたクレジットの額を含み得る。
【００５５】
　さらなる実施形態において、プログラムモジュール１２０からの命令は、プロセッサ１
１０に、第１のエンティティの識別子を受け取らせ、第１のエンティティに階層的に関連
する第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の検索を実行させ、第２のエ
ンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識別子を返すデー
タベースの第２の検索を実行させ、記憶デバイスにおいて、第２のエンティティを介した
第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を構築させ
る。さらに、命令は、プロセッサ１１０に、第３のエンティティの特性の関数に従って第
１のエンティティについての特性を評価させ得る。
【００５６】
　たとえば、第１のエンティティは、エンティティ２０５であり、第２のエンティティは
、２３０である。エンティティ２３０はエンティティ２０５の子会社であるので、エンテ
ィティ２３０は、エンティティ２０５に階層的に関連する。第２の検索は、エンティティ
３２５がエンティティ２３０について信用照会を行ったので、エンティティ３２５の識別
子を返し得る。クレジットネットワークマップ３００は、エンティティ２３０、たとえば
第２のエンティティを介した、エンティティ２０５、たとえば第１のエンティティと、エ
ンティティ３２５、たとえば第３のエンティティとの間の経路を定義するデータ構造を示
す。さらに、特性は、エンティティ３２５の特性の関数に従うエンティティ２０５のクレ
ジットリスクであり得る。
【００５７】
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　図４は、財務関係マップの別の例、たとえば、クレジットネットワークマップ４００で
ある。
【００５８】
　クレジットネットワークマップ４００は、対象の特定の会社、すなわちエンティティ２
０５に関連する、グローバルサプライチェーン、たとえば、クレジットの供給を示す。ク
レジットネットワークマップ４００は特に、エンティティ４０５及びエンティティ４１０
といった、エンティティ２０５に関連して異なる分離度を共有する会社を示す。エンティ
ティ４０５は、エンティティ２０５の債権者であり、エンティティ４１０は、エンティテ
ィ４０５について信用照会を行う者である。
【００５９】
　プロセッサ１１０は、クレジットネットワークマップ４００を作成するためにプログラ
ムモジュール１２０からの命令を実行する。
【００６０】
　特に、命令は、プロセッサ１１０に、第１のエンティティの識別子を受け取らせ、第１
のエンティティの債権者である第２のエンティティの識別子を返すデータベースの第１の
検索を実行させ、第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンテ
ィティの識別子を返すデータベースの第２の検索を実行させ、記憶デバイスにおいて、第
２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティティとの間の経路を定義
するデータ構造を構築させる。
【００６１】
　たとえば、図４を参照すると、第１のエンティティの識別子は、エンティティ２０５で
ある。第１の検索は、エンティティ４０５、たとえば第１のエンティティの債権者の、識
別子を返す。第２の検索は、エンティティ４１０、たとえばエンティティ４０５（第２の
エンティティ）について信用照会を行ったことがある第３のエンティティの、識別子を返
す。さらに、図４は、記憶デバイスにおいて構築された、接続線を介したエンティティ２
０５とエンティティ４１０との間の経路を定義するデータ構造を示す。
【００６２】
　さらなる実施形態において、命令はさらに、プロセッサ１１０に、第３のエンティティ
の特性の関数に従って第１のエンティティの特性を評価させ得る。加えて、第１の検索は
また、第２のエンティティから第１のエンティティに供与されたクレジットの第１の額を
返し得、プロセッサがデータ構造を構築する場合、プロセッサはさらに、第１のエンティ
ティの識別子、第２のエンティティの識別子、第３のエンティティの識別子、及びクレジ
ットの額を含み得る。
【００６３】
　たとえば、プロセッサ１１０は、エンティティ４１０、すなわち第３のエンティティの
クレジットリスクの関数に従って、エンティティ２０５、すなわち第１のエンティティの
、クレジットリスクの特性を評価し得る。
【００６４】
　図５は、方法、すなわち、エンティティのクレジット挙動を評価するための方法５００
である。
【００６５】
　特に、方法５００は、図２の財務関係マップ２００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法５００は、エンティティ２０５、エンティティ２１０及びエンティテ
ィ２１５の間の関係に関する。エンティティ２１０は、エンティティ２０５の債権者であ
り、エンティティ２１５は、エンティティ２１０の債権者である。
【００６６】
　方法５００は、ステップ５０５で始まる。ステップ５０５は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ５０５の後、
方法５００は、ステップ５１０に進む。
【００６７】
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　ステップ５１０は、第１のエンティティの債権者である第２のエンティティ、たとえば
エンティティ２１０について、データベースを検索することを提供する。ステップ５１０
の後、方法５００は、ステップ５１５に進む。
【００６８】
　ステップ５１５は、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティ、たとえば
エンティティ２１５について、データベースを検索することを提供する。ステップ５１５
の後、方法５００は、ステップ５２０に進む。
【００６９】
　ステップ５２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ５１０の後
、方法５００は、ステップ５２５に進む。
【００７０】
　ステップ５２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ５２５の後、方法５００は終了する。
【００７１】
　図６は、さらなる方法、すなわち、エンティティのクレジット挙動を評価するための方
法６００である。
【００７２】
　特に、方法６００は、図２の財務関係マップ２００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法６００は、エンティティ２０５、エンティティ２３０及びエンティテ
ィ２３５の間の関係に関する。エンティティ２３０は、エンティティ２０５に階層的に関
連し、エンティティ２３５は、エンティティ２３０の債権者である。
【００７３】
　方法６００は、ステップ６０５で始まる。ステップ６０５は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ６０５の後、
方法６００は、ステップ６１０に進む。
【００７４】
　ステップ６１０は、第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティ、たと
えばエンティティ２３０について、データベースを検索することを提供する。ステップ６
１０の後、方法６００は、ステップ６１５に進む。
【００７５】
　ステップ６１５は、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティ、たとえば
エンティティ２３５について、データベースを検索することを提供する。ステップ６１５
の後、方法６００は、ステップ６２０に進む。
【００７６】
　ステップ６２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ６２０の後
、方法６００は、ステップ６２５に進む。
【００７７】
　ステップ６２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ６２５の後、方法６００は終了する。
【００７８】
　図７は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法である。
【００７９】
　特に、方法７００は、図３の財務関係マップ３００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法７００は、エンティティ２０５、エンティティ３０５及びエンティテ
ィ３１０の間の関係に関する。エンティティ３０５は、エンティティ２０５について信用
照会を行う者であり、エンティティ３１０は、エンティティ３０５の債権者である。
【００８０】
　方法７００は、ステップ７０５で始まる。ステップ７０５は、第１のエンティティ、た
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とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ７０５の後、
方法７００は、ステップ７１０に進む。
【００８１】
　ステップ７１０は、第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある第２のエ
ンティティ、たとえばエンティティ３０５について、データベースを検索することを提供
する。ステップ７１０の後、方法７００は、ステップ７１５に進む。
【００８２】
　ステップ７１５は、第２のエンティティの債権者である第３のエンティティ、たとえば
エンティティ３１０について、データベースを検索することを提供する。ステップ７１５
の後、方法７００は、ステップ７２０に進む。
【００８３】
　ステップ７２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ７２０の後
、方法７００は、ステップ７２５に進む。
【００８４】
　ステップ７２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ７２５の後、方法７００は終了する。
【００８５】
　図８は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法である。
【００８６】
　特に、方法８００は、図４の財務関係マップ４００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法８００は、エンティティ２０５、エンティティ４０５及びエンティテ
ィ４１０の間の関係に関する。エンティティ４０５は、エンティティ２０５の債権者であ
り、エンティティ４１０は、エンティティ４０５について信用照会を行う者である。
【００８７】
　方法８００は、ステップ８０５で始まる。ステップ８００は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ８０５の後、
方法８００は、ステップ８１０に進む。
【００８８】
　ステップ８１０は、第１のエンティティの債権者である第２のエンティティ、たとえば
エンティティ４０５について、データベースを検索することを提供する。ステップ８１０
の後、方法８００は、ステップ８１５に進む。
【００８９】
　ステップ８１５は、第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエ
ンティティ、たとえばエンティティ４１０について、データベースを検索することを提供
する。ステップ８１５の後、方法８００は、ステップ８２０に進む。
【００９０】
　ステップ８２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ８２０の後
、方法８００は、ステップ８２５に進む。
【００９１】
　ステップ８２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ８２５の後、方法８００は終了する。
【００９２】
　図９は、エンティティのクレジット挙動を評価するためのさらなる方法である。
【００９３】
　特に、方法９００は、図３の財務関係マップ３００に示されたエンティティ間の関係に
関する。特に、方法９００は、エンティティ２０５、エンティティ２３０及びエンティテ
ィ３２５の間の関係に関する。エンティティ２３０は、エンティティ２０５に階層的に関
連し、エンティティ３２５は、エンティティ２３０について信用照会を行う者である。
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【００９４】
　方法９００は、ステップ９０５で始まる。ステップ９０５は、第１のエンティティ、た
とえばエンティティ２０５の、識別子を受け取ることを提供する。ステップ９０５の後、
方法９００は、ステップ９１０に進む。
【００９５】
　ステップ９１０は、第１のエンティティに階層的に関連する第２のエンティティ、たと
えばエンティティ２３０について、データベースを検索することを提供する。ステップ９
１０の後、方法９００は、ステップ９１５に進む。
【００９６】
　ステップ９１５は、第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエ
ンティティ、たとえばエンティティ３２５について、データベースを検索することを提供
する。ステップ９１５の後、方法９００は、ステップ９２０に進む。
【００９７】
　ステップ９２０は、第２のエンティティを介した第１のエンティティと第３のエンティ
ティとの間の経路を定義するデータ構造を構築することを提供する。ステップ９２０の後
、方法９００は、ステップ９２５に進む。
【００９８】
　ステップ９２５は、第３のエンティティの特性の関数に従って第１のエンティティの特
性を評価することを提供する。ステップ９２５の後、方法９００は終了する。
【００９９】
　本明細書において説明された技法は、例示であり、本開示に対する任意の特定の限定を
暗に示すものとして解釈されるべきではない。さまざまな代替例、組み合わせ、及び変更
が当業者によって考案され得ることが理解されるべきである。たとえば、本明細書におい
て説明された処理に関連づけられたステップは、ステップ自体によってそうでないと明示
又は指示されない限り、任意の順序で実行され得る。本開示は、添付の請求項の範囲内に
入るそのようなすべての代替例、変更、及び変形例を含むように意図される。
 
【手続補正書】
【提出日】平成27年2月27日(2015.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータで
実現される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティの債
権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の
検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、前記クレジッ
ト挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築することと、
　前記第３のエンティティの財務の特性に基づいて前記第１のエンティティのリスクを決
定することと
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　のために、プロセッサに関連づけられた前記コンピュータのメモリから読み取られた命
令に従って前記コンピュータの前記プロセッサを使用すること
　を備える方法。
【請求項２】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータで
実現される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティの債
権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の
検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティテ
ィと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項３】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータで
実現される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティに階
層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第
１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティテ
ィと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、前記データ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項４】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータで
実現される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティにつ
いて信用照会を行ったことがある、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つの
データベースデータベースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、前記第２のエ
ンティティを介した前記第１のエンティティと前記第３のエンティティとの間の経路を定
義する、前記データ構造を構築すると
　を備える方法。
【請求項５】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータで
実現される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくと
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も１つのデータベースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識
別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンティテ
ィと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、前記データ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項６】
　複数のエンティティ間のクレジット挙動ネットワークマップを作成するコンピュータで
実現される方法であって、前記方法は、
　第１のエンティティの識別子を受け取ることと、
　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少な
くとも１つのデータベースの第１の検索を実行することと、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識
別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行することと、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築することと
　を備える方法。
【請求項７】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティについて信用照会を行
ったことがあることである、
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、及び（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の
額を含む、
　請求項１から７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項１から７のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの第１の額及び前記ク
レジットの第２の額を含む、
　請求項１から７のいずれかに記載の方法。
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【請求項１１】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返すか、或いは、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項１から７のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
ること
　をさらに備える、請求項１から１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のエンティティの前記リスクは、前記第１のエンティティのクレジットリスク
である、請求項１から１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記データ構造は、対象の会社のサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーについ
てのキャッシュフローシグナル及びトレンドを示す財務関係マップを表す、請求項１から
１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティとのビジネス上の関係を有する、前記第１のエンティティの債
権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の
検索を実行し、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、前記クレジッ
ト挙動ネットワークマップを定義し、前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築し、
　前記第３のエンティティの財務の特性に基づいて前記第１のエンティティのリスクを決
定する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項１６】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくと
も１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
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　を備える装置。
【請求項１７】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少な
くとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
くとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項１８】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第２のエンティティの
識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返す前記少なく
とも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項１９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくと
も１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識
別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項２０】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られ
た場合に、前記プロセッサに、
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　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少な
くとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識
別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　を備える装置。
【請求項２１】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティについて信用照会を行
ったことがあることである、
　請求項１５又は１６に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの第１の額及び前記ク
レジットの第２の額を含む、
　請求項１５から２１のいずれかに記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返すか、或いは、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項１５から２１のいずれかに記載の装置。
【請求項２４】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項１５から２３のいずれかに記載の装置。
【請求項２５】
　前記第１のエンティティの前記リスクは、前記第１のエンティティのクレジットリスク
である、請求項１５から２４のいずれかに記載の装置。
【請求項２６】
　前記データ構造は、対象の会社のサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーについ
てのキャッシュフローシグナル及びトレンドを示す財務関係マップを表す、請求項１５か
ら２５のいずれかに記載の装置。
【請求項２７】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティの債権者である、前記第１のエンティティとのビジネス上の関
係を有する第２のエンティティの識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の検
索を実行し、
　前記第２のエンティティの債権者である、第３のエンティティの識別子を返す前記少な
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くとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、前記第２のエ
ンティティを介した前記第１のエンティティと前記第３のエンティティとの間の経路を備
える前記クレジット挙動ネットワークマップを定義する、データ構造を構築し、
　前記第３のエンティティの財務の特性に基づいて前記第１のエンティティのリスクを決
定する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項２８】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくと
も１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返す前記少なく
とも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項２９】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少な
くとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返す前記少なく
とも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項３０】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティについて信用照会を行ったことがある、第２のエンティティの
識別子を返す少なくとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティの債権者である第３のエンティティの識別子を返す前記少なく
とも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を包含するメモリと
　の動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項３１】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
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合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティの債権者である、第２のエンティティの識別子を返す少なくと
も１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識
別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項３２】
　プロセッサによって読み取り可能であり、且つ前記プロセッサによって読み取られた場
合に、前記プロセッサに、
　第１のエンティティの識別子を受け取り、
　前記第１のエンティティに階層的に関連する、第２のエンティティの識別子を返す少な
くとも１つのデータベースの第１の検索を実行し、
　前記第２のエンティティについて信用照会を行ったことがある第３のエンティティの識
別子を返す前記少なくとも１つのデータベースの第２の検索を実行し、
　記憶デバイスにおいて、前記第１のエンティティの前記識別子と、前記第２のエンティ
ティの前記識別子と、前記第３のエンティティの前記識別子とに基づいて、クレジット挙
動ネットワークマップを定義し、且つ前記第２のエンティティを介した前記第１のエンテ
ィティと前記第３のエンティティとの間の経路を備える、データ構造を構築する
　動作を実行させる命令を備える非一時的な記憶媒体。
【請求項３３】
　前記関係は、前記第２のエンティティが前記第１のエンティティについて信用照会を行
ったことがあることである、
　請求項２７又は２８に記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項３４】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、及び（ｄ）前記クレジットの第１の額、及び（ｅ）前記クレジットの第２の
額を含む、
　請求項２７から３３のいずれかに記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項３５】
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、（ａ）前記第１のエンティティの前記
識別子、（ｂ）前記第２のエンティティの前記識別子、（ｃ）前記第３のエンティティの
前記識別子、（ｄ）前記クレジットの額を含む、
　請求項２７から３３のいずれかに記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項３６】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの第１の額をさらに返し、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの第２の額をさらに返し、
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　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの第１の額及び前記ク
レジットの第２の額を含む、
　請求項２７から３３のいずれかに記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項３７】
　前記第１の検索は、前記第２のエンティティから前記第１のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返すか、或いは、
　前記第２の検索は、前記第３のエンティティから前記第２のエンティティに供与されて
いるクレジットの額をさらに返し、
　前記構築することは、前記データ構造において、前記クレジットの額を含む、
　請求項２７から３３のいずれかに記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項３８】
　前記命令は、前記プロセッサに、
　前記第３のエンティティの特性の関数に従って前記第１のエンティティの特性を評価す
る
　動作をさらに実行させる、請求項２７から３７のいずれかに記載の非一時的な記憶媒体
。
【請求項３９】
　前記第１のエンティティの前記リスクは、前記第１のエンティティのクレジットリスク
である、請求項２７から３８のいずれかに記載の非一時的な記憶媒体。
【請求項４０】
　前記データ構造は、対象の会社のサプライヤー及びサプライヤーのサプライヤーについ
てのキャッシュフローシグナル及びトレンドを示す財務関係マップを表す、請求項２７か
ら３９のいずれかに記載の非一時的な記憶媒体。
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