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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
トランザクションに関連した分析を行なう方法であって、
１つ以上の企業に対するトランザクション及び消費者データの少なくとも１つを含む１
つ以上のコンピュータ化されたデータベースを用意するステップであって、前記トランザ
クション及び消費者データの少なくとも１つが、少なくとも製品識別コードを消費者識別
コードに関連付ける１つ以上のトランザクションレコードを含む該ステップと、
前記データベースにアクセスできるコンピュータシステムに動作可能に結合されたユー
ザインターフェイスを介して分析プロジェクト要求を公式化するステップと、
前記分析プロジェクト要求を受信するのに応答して、前記トランザクション及び消費者
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データの少なくとも１つに対する分析プロジェクトを前記コンピュータシステムにより発
生するステップとを備え、
前記分析プロジェクト要求を公式化するステップが、
前記ユーザインターフェイスを介して、予め定義された利用可能な分析プロジェクト
リストから分析プロジェクトを選択すること、
前記コンピュータシステムが、前記選択された分析プロジェクトの少なくとも一部に
基づき、実行可能な分析プロジェクトスクリプトのテンプレートを取得することであって
、前記テンプレートは、前記分析プロジェクトに対するサーチ又は問合せのために前記ト
ランザクションの分析結果をユーザが解釈できるフォーマットにするためにも用いられる
スプレッドシートに関連付けられ、
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前記ユーザインターフェイスを介して、前記分析プロジェクトに関連する１以上の分
析パラメータを選択すること、
前記発生するステップにおける前記トランザクション及び消費者データの少なくとも
１つに対して実行されるはずの分析プロジェクトスクリプトを構築するために、前記コン
ピュータシステムが、前記選択された１以上の分析パラメータを前記実行可能な分析プロ
ジェクトスクリプトのテンプレートにより前記データベースからローディングすること、
を含み、
前記分析プロジェクトを発生するステップが、
一つの分析プロジェクトの結果データの中から選択された分析パラメータを前記ユーザ
インターフェイスを介して更に受信し、前記選択された分析パラメータを新たなテンプレ
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ートに挿入することにより、前記一つの分析プロジェクトを基に別の分析プロジェクトを
発生させることを含む、前記方法。
【請求項２】
前記コンピュータシステムから前記ワールドワイドウェブを介して前記結果データをダ
ウンロードするステップ、及び、
前記コンピュータシステムから、前記グローバルなコンピュータネットワークを介して
、そのグローバルなコンピュータネットワークに動作可能に結合されたユーザコンピュー
タへ前記結果データを送信するステップ、
より成るグループから取り出されたステップを更に備えた請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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前記１つ以上のトランザクションレコードは、前記製品識別コードをトランザクション
時間及びトランザクション日付の少なくとも一方に関連付ける、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記利用可能な分析プロジェクトの予め定義されたリストは、前記消費者識別コードに
関連した消費者により前記製品識別コードに関連した製品が繰り返し購入される割合を提
供する分析プロジェクトを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記１つ以上のトランザクションレコードは、前記製品識別コードを売主識別コードに
関連付け、更に、
前記利用可能なプロジェクトの予め定義されたリストは、
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(i)前記消費者識別コードに関連した消費者により前記売主識別コードに関連した製
品がクロス(cross)購入される割合、又は
(ii)第１の売主識別コードに関連した製品及び第２の売主識別コードに関連した製品
が購入される割合の比較、
を提供する分析プロジェクトを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記１つ以上のトランザクションレコードは、前記消費者識別コードを購入者カテゴリ
ーに関連付け、更に、
前記利用可能な分析プロジェクトの予め定義されたリストは、異なる消費者カテゴリー
の消費者により前記製品識別コードに関連した製品が購入される割合の比較を提供する分
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析プロジェクトを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
前記消費者カテゴリーは、前記消費者識別コードに関連した人口統計学的情報、買物経
歴から導出されたデータ、又は価格感応性(price sensitivity)に関連したデータの何れ
かに基づいて定義される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
利用可能な製品のリストから１つ以上の製品を選択する前記段階の前に、利用可能な製
品カテゴリーのリストから製品カテゴリーを選択する段階がある、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
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将来の分析プロジェクト要求の公式化に再使用するために分析プロジェクト要求の少な
くとも一部分を保存するステップを更に備えた、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
前記１つ以上のトランザクションレコードは、前記製品識別コードを売主識別コードに
関連付け、更に、
前記分析プロジェクト要求は、
(i)前記消費者識別コードに関連した消費者により前記売主識別コードに関連した製
品がクロス(cross)購入される割合、又は
(ii)第１の売主識別コードに関連した製品及び第２の売主識別コードに関連した製品
が購入される割合の比較、
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を提供する分析プロジェクトに関する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
前記１つ以上のトランザクションレコードは、前記消費者識別コードを購入者カテゴリ
ーに関連付け、更に、
前記分析プロジェクト要求は、異なる購入者カテゴリーの消費者により前記製品識別コ
ードに関連した製品が購入される割合の比較を提供する分析プロジェクトに関する、請求
項１に記載の方法。
【請求項１２】
前記購入者カテゴリーは、前記消費者識別コードに関連した人口統計学的情報、買物経
歴から導出されるデータ、又は価格感応性(price sensitivity)に関連したデータの少な
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くとも何れかに基づいて定義される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
買物客ポイントカードデータから前記トランザクション及び／又は消費者データの少な
くとも一部分を収集するステップを更に備えた、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
トランザクション分析を行なう方法であって、
１つ以上の企業に対するトランザクション及び消費者データの少なくとも１つを含む１
つ以上のデータベースを用意するステップと、
前記１つ以上のデータベースへアクセスできるコンピュータシステムを用意するステッ
プと、

30

前記コンピュータシステムによって提供されるコンピュータインターフェイスを介して
、分析プロジェクト選択をユーザから得るステップと、
前記コンピュータシステムにより提供される前記コンピュータインターフェイスを介し
て、前記トランザクション及び消費者データの少なくとも１つの分析のためのパラメータ
を前記ユーザから得るステップと、
前記コンピュータシステムが、前記データベースの検索を通じて実行可能なジョブファ
イルを生成するために、前記得られたパラメータを、前記分析プロジェクト選択に対応す
る実行可能な分析プロジェクトスクリプトのテンプレートへ供給するステップであって、
前記テンプレートは、前記分析プロジェクトに対するサーチ又は問合せのために前記トラ
ンザクションの分析結果をユーザが解釈できる分析フォーマットにするためにも用いられ
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るスプレッドシートに関連付けられ、
前記コンピュータシステムが、前記トランザクション及び消費者データの少なくとも１
つに対して前記実行可能なジョブファイルを実行して、結果を返送するステップであって
、一つの分析プロジェクトの結果データの中から選択された分析パラメータを前記ユーザ
インタフェースを介して更に受信し、前記選択された分析パラメータを新たなテンプレー
トに挿入することにより、前記一つの分析プロジェクトを基に別の分析プロジェクトを発
生させることを含む当該ステップと、
前記返送された結果を反映するプロジェクトをユーザに提示するステップと、
を備えた方法。
【請求項１５】
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前記分析のためのパラメータは、小売販売の尺度に関するパラメータ又は分析フォーマ
ットの識別を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記分析フォーマットは、消費者が小売製品の繰り返し購入を行なう割合に関する、請
求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
前記分析フォーマットは、消費者が特定形式の小売企業において小売製品の繰り返し購
入を行なう割合に関する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
前記分析フォーマットは、消費者が売主の小売製品をクロス(cross)ショッピングする
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割合に関する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
前記分析フォーマットは、消費者が特定の小売企業及び特定形式の小売企業の１つにお
いて売主の小売製品をクロス(cross)ショッピングする割合に関する、請求項１４に記載
の方法。
【請求項２０】
前記分析フォーマットは、特定の小売製品カテゴリーにおける重要な販売尺度に関する
、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
前記分析フォーマットは、売主の小売製品に対する重要な販売尺度に関する、請求項１
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４に記載の方法。
【請求項２２】
前記分析フォーマットは、時間に伴う特定ブランドの小売製品に対する重要な販売尺度
に関する、請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
前記分析フォーマットは、売主の小売製品の消費者により購入された他の小売製品に関
する、請求項１４に記載の方法。
【請求項２４】
前記分析は、特定の小売製品が売られた場所、又は売主のブランドの小売製品が売られ
た場所に関する、請求項１４に記載の方法。
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【請求項２５】
前記分析は、時間に伴い、又は特定の小売企業及び特定形式の小売企業の１つにおいて
、売主の小売製品を購入する消費者の形式に関する、請求項１４に記載の方法。
【請求項２６】
前記得るステップにおいて、前記トランザクション及び消費者データの少なくとも１つ
の分析のためのパラメータのために前記コンピュータシステムにより提供される前記コン
ピュータインターフェイスを介して、ユーザは、複数の利用可能なパラメータを含むメニ
ューから分析のための少なくとも１つのパラメータを選択するよう促される、請求項１４
に記載の方法。
【請求項２７】
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前記プロジェクトは、スプレッドシートファイルとして提示され、
前記方法は、更に、前記返送された結果から前記スプレッドシートファイルを発生する
ステップを備え、
前記発生するステップは、前記分析フォーマットに基づいて複数の利用可能なスプレッ
ドシートプロジェクトテンプレートからスプレッドシートプロジェクトテンプレートを選
択し、そしてそのスプレッドシートプロジェクトテンプレートを前記返送された結果の少
なくとも一部分で投入(populate)する段階を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２８】
前記トランザクション及び／又は消費者データは、購入した製品のＩＤ、購入した製品
の量、購入日付、及び特定の購入消費者に関するコードを含む、請求項１４に記載の方法
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。
【請求項２９】
前記プロジェクトは双方向プロジェクトとして提示される、請求項１４に記載の方法。
【請求項３０】
前記返送された結果から前記双方向プロジェクトを発生するステップを更に備え、この
発生ステップは、前記得られたパラメータの少なくとも１つに基づいて複数の利用可能な
プロジェクトテンプレートからプロジェクトテンプレートを選択しそしてそのプロジェク
トテンプレートを前記返送された結果の少なくとも一部分で投入(populate)する段階を含
む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
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前記返送された分析を反映するプロジェクトをユーザに提示する前記ステップは、
前記プロジェクトの利用性をユーザに通知する段階と、
ユーザに通知した後であってユーザがプロジェクトへのアクセスを要求する際にプロジ
ェクトへのアクセスをユーザに与える段階と、を含む請求項１４に記載の方法。
【請求項３２】
プロジェクトへのアクセスをユーザに与える前記ステップは、ウェブベースインターフ
ェイスを介してプロジェクトへのアクセスをユーザに与える段階を含む、請求項３１に記
載の方法。
【請求項３３】
分析を行なうためのコンピュータ化されたシステムであって、
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１つ以上の企業に対するトランザクション及び消費者データの少なくとも１つを有する
１つ以上のデータベースであり、前記トランザクション及び消費者データの少なくとも１
つが、少なくとも製品識別コードを消費者識別コードに関連付ける１つ以上のトランザク
ションレコードを含む該データベースと、
複数の分析プロジェクトスクリプトの実行可能なコードテンプレート、及び複数の分析
プロジェクトの相互に作用する出力のスプレッドシートテンプレートとであって、前記テ
ンプレートは、前記分析プロジェクトに対するサーチ又は問合せのために前記トランザク
ションの分析結果をユーザが解釈できるフォーマットにするためにも用いられるスプレッ
ドシートに関連付けられ、
前記データベース、並びに前記データベースの検索を通じて前記複数の分析プロジェク
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トスクリプトのテンプレート及び複数の分析プロジェクトの相互に作用する出力スプレッ
ドシートのテンプレートにアクセスするコンピュータシステムであり、
前記トランザクション及び消費者データの少なくとも１つに対するプロジェクトを
、前記複数の分析プロジェクトスクリプトのテンプレートの選択された一つ及び前記複数
の分析プロジェクトの相互に作用する出力のスプレッドシートテンプレートの選択された
一つの何れかを用いて発生するステップであって、一つの分析プロジェクトの結果データ
の中から選択された分析パラメータを前記ユーザインタフェイスを介して更に受信し、前
記選択された分析パラメータを新たなテンプレートに挿入することにより、前記一つの分
析プロジェクトを基に別の分析プロジェクトを発生させ、及び
前記コンピュータシステムに結合されたユーザインターフェイスへ前記相互に作用
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する出力を送信するステップ、を遂行するように構成された当該コンピュータシステムと
、を備えたシステム。
【請求項３４】
前記１つ以上のトランザクションレコードは、前記製品識別コード及び消費者識別コー
ドをトランザクション価格に関連付ける、請求項３３に記載のコンピュータ化されたシス
テム。
【請求項３５】
前記プロジェクトは、前記消費者識別コードに関連した消費者により前記製品識別コー
ドに関連した製品が繰り返し購入される割合を提供する、請求項３３に記載のコンピュー
タ化されたシステム。
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【請求項３６】
前記１つ以上のデータベースは、前記製品識別コードを、売主識別コードに関連付ける
１つ以上の製品レコードを含み、更に、
前記プロジェクトは、前記売主識別コードに関連した製品が、前記消費者識別コードに
関連した消費者によりクロス(cross)購入される割合を与える、請求項３３に記載のコン
ピュータ化されたシステム。
【請求項３７】
前記１つ以上のデータベースは、前記製品識別コードを、売主識別コードに関連付ける
１つ以上の製品レコードを含み、更に、
前記プロジェクトは、第１の売主識別コードに関連した製品及び第２の売主識別コード
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に関連した製品が購入される割合を与える、請求項３３に記載のコンピュータ化されたシ
ステム。
【請求項３８】
前記１つ以上のデータベースは、前記消費者識別コードを購入者カテゴリーに関連付け
る１つ以上の消費者レコードを含み、更に、
前記プロジェクトは、前記製品識別コードに関連した製品が、異なる消費者カテゴリー
の消費者により購入される割合の比較を与える、請求項３３に記載のコンピュータ化され
たシステム。
【請求項３９】
前記消費者カテゴリーは、前記消費者識別コードに関連した買物経歴から導出されたデ

20

ータ又は価格敏感さに関連したデータに基づいて定義される、請求項３８に記載のコンピ
ュータ化されたシステム。
【請求項４０】
前記トランザクション及び／又は消費者データは、買物客ポイントカードデータから得
られる、請求項３３に記載のコンピュータ化されたシステム。
【請求項４１】
分析プロジェクトを前記コンピュータシステムにより発生する前記ステップは、
前記コンピュータシステムが、結果データを生成するために前記トランザクション及び
消費者データの少なくとも１つに対して前記実行可能な分析プロジェクトスクリプトを実
行すること、
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前記コンピュータシステムが、スプレッドシートテンプレートを取得すること、
前記コンピュータシステムが、前記分析プロジェクトを提供するために前記スプレッド
シートテンプレートに前記結果データを挿入すること
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４２】
前記スプレッドシートテンプレートは、相互に作用するスプレッドシートテンプレート
であり、前記分析プロジェクトは、相互に作用する分析プロジェクトである、請求項４１
に記載の方法。
【請求項４３】
前記コンピュータシステムにアクセスする前記ユーザの許可権限を決定することを更に
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含み、
前記コンピュータシステムにより提供されるコンピュータインターフェイスを介して、
前記ユーザから得るステップにおいて、分析プロジェクト要求は、前記ユーザが選択する
利用可能なプロジェクト要求のリストを含む前記ユーザインターフェイスへのメニューを
提供することを含み、そして前記利用可能なプロジェクト要求のリストは、前記ユーザの
許可権限の少なくとも一部に基づき提供されることを特徴とする、請求項１４に記載の方
法。
【請求項４４】
前記相互に作用するプロジェクトは、戻された結果の２以上の異なるフォーマットの表
示の間で切替えるためにユーザに関する能力を提供する、請求項２９に記載の方法。

50

(7)

JP 5132311 B2 2013.1.30

【請求項４５】
前記複数の相互に作用する出力スプレッドシートテンプレートのうち選択された一つは
、戻された結果の２以上の異なるフォーマットの表示の間で切替えるためにユーザに関す
る能力を提供する、請求項３３に記載のコンピュータ化されたシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、一般的に、トランザクションデータの分析に係り、より詳細には、遠隔位置
にいるユーザがコンピュータシステムを介して小売販売データ（又は他のトランザクショ
ンデータ）の編集について分析を実行できるようにする方法に係る。
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【背景技術】
【０００２】
絶えず変化する小売部門において成功を収めるために、会社は、市場の状態について恒
常的な監視を維持することが望まれる。製品の需要と、それらに対して消費者が支払おう
とする価格は、変化する消費者の好み、競争相手の活動、及び一般的な経済的情勢に応じ
て変化し続けている。小売市場で秀でるためには、小売業者であるか供給業者であるかに
関わらず、市場の状態について詳細な知識を必要とし、このような詳細な知識を小売販売
データの精巧な分析から最良に得ることができる。従って、小売業者及びそれらの供給業
者は、小売取引からの成長してきたデータの編集の蓄積を開始し、販売データから明らか
となる傾向に周到に目を向けておくことができる。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
このように大きく且つ複雑なデータ編集からの利益を最大にするために、小売業者及び
それらの供給業者は、データにアクセスし、そしてデータが収集されるとすぐに最も小さ
な遅延でデータの非常に個性的な分析を実行できることが要望される。本発明は、この要
望を満足する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
本発明のここに例示する実施形態は、小売業者及び他の許可されたユーザ、例えば、供
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給業者が、インターネット又は他の接続されたコンピュータを使用してリモート位置から
小売販売及び消費者データにアクセスして、精巧な非常に特殊な分析を遂行する方法を提
供する。アクセスされるデータは、通常、小売トランザクションデータ（例えば、ＥＰＯ
Ｓシステムから収集された）、及び／又は消費者データ（例えば、消費者が買物するとき
消費者により使用される頻繁な買物客カード又はポイントカードから収集された）、及び
／又は当業者に利用できるリソースにより時々収集できる他の関連データの編集に関する
。また、このようなデータは、例えば、これに限定されないが、消費者に関連した人口統
計学的データを含んでもよいし、或いは製品のプロモーション状態に関するデータを含ん
でもよい。
【０００５】
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ここに例示する実施形態では、本発明により提供されるシステム及びサービスは、ウェ
ブベースのもので、許可されたユーザは、彼等のリモートデスクトップからサービスにア
クセスし、そしてその完了時に、例えば、ｅメールにより彼等に配送される分析プロジェ
クトを完了することができる。このような実施形態では、許可されたユーザのコンピュー
タにインストールする必要のある最小限のソフトウェアは、ウェブブラウザ（又は同様の
）アプリケーション及び適当なスプレッドシートソフトウェアを含む。更に、ここに例示
する実施形態では、プロジェクトは、スプレッドシートベースの双方向レポート（それら
の例は以下に述べる）として発生され、これらは、更なる分析及びプレゼンテーションの
ために操作が容易である。これらプロジェクトからの洞察で、新製品の発売、試料採取、
商品化、取り揃え、流通、及び他の販売やマーケッティング上の優先について良い判断を
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導くことができる。ここに例示する実施形態では、プロジェクトが双方向であり、ユーザ
は、ユーザの特定のニーズに特有の情報を操作し抽出することができる。もちろん、ここ
に例示する実施形態はウェブベースであるが、他のコンピュータ実施形態、例えば、専用
のソフトウェアを使用する単一のコンピュータシステムにおいて、或いはイントラネット
又はプライベートネットワークを介してサービスを提供することも、確かに本発明の範囲
内に包含される。
【０００６】
サービス／システムは、重要な販売、マーケッティング、カテゴリー管理／プランニン
グ問合せに応答し、そしてブランド／ＳＫＵレベル及び消費者の洞察を与えるように設計
され、例えば、次の通りである。
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・我々の最後の３つのプロモーションのどれが市場シェアを最大上昇に至らせたか？
・誠実な製品Ｘの顧客のプロフィールはどのようなものか？他にどんなものを買うか？
・競争相手のブランド／ＳＫＵは、どのようであるか？
・我々の新製品の発売は、そのカテゴリーにどんなインパクト及び影響を及ぼしたか？
・店内サンプリング活動に着手しなければならないのは、どの店舗か？
【０００７】
このような洞察を使用して、例えば、再発売の成功の早期指示（即ち、我々の発売は、
競争相手及びカテゴリーに比して試み及び繰り返し購入の予想レベルを達成するか？）を
与え、商売にわたって利用できる個々の製品レベルで健全且つ詳細な消費者情報を与え、
そしてある期間（例えば、１年）にわたり消費者の購入パターンを再検討して、将来のマ
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ーケッティング活動を計画することができる。
【０００８】
従って、本発明の第１の態様は、分析を行なう方法において、１つ以上の企業に対する
トランザクション及び／又は消費者データを含む１つ以上のデータベースを用意するステ
ップであって、トランザクション及び／又は消費者データが、少なくとも製品識別コード
を消費者識別コードに関連付ける１つ以上のトランザクションレコードを含むようなステ
ップと、データベースにアクセスできるコンピュータシステムに作動的に結合された（「
作動的に結合された」とは、電気的に結合されたか、直接的又は間接的データリンクを経
て結合されたか、或いは直接的又は間接的データリンクを経て結合できることを意味する
）ユーザインターフェイスを経て分析プロジェクト要求を公式化するステップと、その分
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析プロジェクト要求の受信に応答して、トランザクション及び／又は消費者データに対す
るプロジェクトをコンピュータシステムにより発生するステップと、を備えた方法を提供
する。更に詳細な実施形態において、ユーザインターフェイスは、グローバルなコンピュ
ータネットワークを経てコンピュータシステムに作動的に結合されたネットワーク装置に
常駐する。更に別の詳細な実施形態において、ネットワーク装置は、ワールドワイドウェ
ブを経てコンピュータシステムに作動的に結合されたウェブイネーブル型装置である。更
に別の詳細な実施形態において、この方法は、更に、コンピュータシステムからワールド
ワイドウェブを経てプロジェクトをダウンロードするステップ、又はコンピュータシステ
ムから、グローバルなコンピュータネットワークを経て、そのグローバルなコンピュータ
ネットワークに作動的に結合されたユーザコンピュータへプロジェクトを送信するステッ
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プを備えている。
【０００９】
本発明の第１の態様の更に別の詳細な実施形態において、１つ以上のトランザクション
レコードは、製品識別コードを、トランザクション時間及び／又はトランザクション日付
に関連付ける。更に別の詳細な実施形態において、分析プロジェクト要求を公式化する前
記ステップは、利用可能な分析プロジェクトの予め定義されたリストから分析プロジェク
トを、ユーザインターフェイスを介して選択する段階を含む。更に別の詳細な実施形態に
おいて、前記利用可能な分析プロジェクトの予め定義されたリストは、次のものを含む。
・製品識別コードに関連した製品が、消費者識別コードに関連した消費者により繰り返
し購入される割合を与える分析プロジェクト、及び／又は、
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・売主識別コードに関連した製品が、消費者識別コードに関連した消費者によりクロス
購入される割合を与える分析プロジェクト、及び／又は、
・第１売主識別コードに関連した製品と、第２売主識別コードに関連した製品が購入さ
れる割合の比較を与える分析プロジェクト、及び／又は、
・製品識別コードに関連した製品が、異なる購入者カテゴリーにおける消費者により購
入される割合の比較を与える分析プロジェクトであって、消費者カテゴリーは、消費者識
別コードに関連した人口統計学的情報、消費者識別コードに関連した買物経歴から導出さ
れたデータ、及び／又は消費者識別コードに関連した価格の敏感さに関連したデータに基
づいて定義されるものである分析プロジェクト。
【００１０】
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本発明の第１の態様の別の詳細な実施形態において、分析プロジェクト要求を公式化す
る前記ステップは、利用可能な製品のリストから１つ以上の製品を選択する段階を含む。
【００１１】
本発明の第１の態様の別の詳細な実施形態において、前記方法は、将来の分析プロジェ
クト要求の公式化に再使用するために分析プロジェクト要求の少なくとも一部分を保存す
るステップを更に備えている。
【００１２】
本発明の第１の態様の別の詳細な実施形態において、プロジェクトを発生するステップ
が周期的に繰り返される。
【００１３】
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本発明の第１の態様の別の詳細な実施形態において、１つ以上のトランザクションレコ
ードは、製品識別コード及び消費者識別コードをトランザクション価格に関連付ける。
【００１４】
本発明の第１の態様の別の詳細な実施形態において、前記方法は、コンピュータシステ
ムからプロジェクトをダウンロードするステップを更に備えている。
【００１５】
本発明の第１の態様の別の詳細な実施形態において、前記方法は、更に、買物客のポイ
ントカードデータからトランザクション及び／又は消費者データの少なくとも一部分を収
集するステップを備えている。
【００１６】
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本発明の第２の態様は、分析を行なう方法において、１つ以上の企業に対するトランザ
クション及び／又は消費者データを含む１つ以上のデータベースを用意するステップであ
って、トランザクション及び／又は消費者データが、少なくとも製品識別コードを消費者
識別コードに関連付ける１つ以上のトランザクションレコードを含むようなステップと、
データベースにアクセスできるコンピュータシステムにより、トランザクション及び／又
は消費者データに対するプロジェクトを発生するステップと、コンピュータシステムによ
り、そのコンピュータシステムに作動的に結合されたユーザインターフェイスへプロジェ
クトを送信するステップと、を備えた方法を提供することである。より詳細な実施形態に
おいて、プロジェクトを発生するステップは、周期的に繰り返される。別の詳細な実施形
態において、１つ以上のトランザクションレコードは、製品識別コード及び消費者識別コ
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ードをトランザクション価格に関連付ける。別の詳細な実施形態において、プロジェクト
は、製品識別コードに関連した製品が、消費者識別コードに関連した消費者により繰り返
し購入される割合を与える。更に別の詳細な実施形態において、１つ以上のトランザクシ
ョンレコードは、製品識別コードを売主識別コードに関連付け、そしてプロジェクトは、
売主識別コードに関連した製品が、消費者識別コードに関連した消費者によりクロス購入
される割合を与える。更に別の詳細な実施形態において、１つ以上のトランザクションレ
コードは、製品識別コードを売主識別コードに関連付け、そしてプロジェクトは、第１の
売主識別コードに関連した製品と、第２の売主識別コードに関連した製品が購入される割
合を与える。更に別の詳細な実施形態において、１つ以上のトランザクションレコードは
、消費者識別コードを購入者カテゴリーに関連付け、そしてプロジェクトは、製品識別コ
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ードに関連した製品が、異なる購入者カテゴリーにおける消費者により購入される割合の
比較を与える。
【００１７】
本発明の第３の態様は、分析を行なう方法において、１つ以上の企業に対するトランザ
クションデータ及び／又は消費者データを含む１つ以上のデータベースを用意するステッ
プと、その１つ以上のデータベースへアクセスできるコンピュータシステムを用意するス
テップと、ユーザから、コンピュータシステムにより与えられるコンピュータインターフ
ェイスを介して、トランザクション及び／又は消費者データの分析のためのパラメータを
得るステップと、コンピュータシステムにより、その得られたパラメータを実行可能なジ
ョブファイルへ供給するステップと、コンピュータシステムにより、トランザクション及
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び／又は消費者データに対して実行可能なジョブファイルを実行して、結果を返送するス
テップと、その返送された結果を反映するプロジェクトをユーザにプレゼンテーションす
るステップと、を備えた方法を提供することである。詳細な実施形態において、分析のた
めのパラメータは、トランザクションの尺度に関するパラメータを含む。更に別の詳細な
実施形態において、分析のためのパラメータは、分析フォーマットの識別と、分析のため
の小売製品の識別と、分析のための時間フレームの識別とを含む。更に別の詳細な実施形
態において、分析フォーマットは、次のものに関する。
・消費者が製品の繰り返し購入を行なう割合、
・消費者が特定形式の企業において製品の繰り返し購入を行なう割合、
・消費者が売主の製品をクロスショッピングする割合、
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・消費者が特定の企業において又は特定形式の企業で売主の製品をクロスショッピング
する割合、
・特定の製品カテゴリーにおける重要な販売尺度、
・売主の製品に対する重要な販売尺度、
・時間に伴う売主の製品に対する重要な販売尺度、
・時間に伴う特定ブランドの製品に対する重要な販売尺度、
・売主の製品の消費者により購入される他の小売製品、
・特定の製品が販売された場所、
・売主ブランドの製品が販売された場所、
・売主の製品を購入する消費者の形式、
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・時間に伴い売主の製品を購入する消費者の形式、
・特定の企業又は特定形式の企業において売主の製品を購入する消費者の形式。
【００１８】
本発明の第３の態様の別の詳細な実施形態において、前記得るステップでは、ユーザは
、複数の利用可能なパラメータを含むメニューから分析のためのパラメータの少なくとも
１つを選択するよう促される。更に別の詳細な実施形態において、ユーザは、メニューか
ら分析のための各パラメータを選択するよう促される。
【００１９】
本発明の第３の態様の別の詳細な実施形態において、コンピュータインターフェイスは
、ウェブベースのインターフェイスである。より詳細な実施形態において、前記方法は、
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更に、前記得るステップの前に、ユーザがコンピュータシステムにアクセスする権利を有
することを確認するステップも備えている。
【００２０】
本発明の第３の態様の別の詳細な実施形態において、前記供給ステップは、更に、得ら
れたパラメータを実行可能なコードのセグメントと合併して実行可能なジョブファイルを
生成するステップも備えている。より詳細な実施形態において、得られたパラメータが合
併されるところの実行可能なコードのセグメントが、その得られたパラメータの少なくと
も１つから少なくとも一部分決定される。
【００２１】
本発明の第３の態様の別の詳細な実施形態において、プロジェクトが双方向レポートと
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してプレゼンテーションされ、前記方法は、更に、返送された結果から双方向レポートを
生成するステップも備え、この生成ステップは、分析フォーマットに基づいて複数の利用
可能なプロジェクトテンプレートからプロジェクトテンプレートを選択し、そしてそのプ
ロジェクトテンプレートを返送された結果の少なくとも一部分で投入(populate)する段階
を含む。
【００２２】
本発明の第３の態様の別の詳細な実施形態において、トランザクション及び消費者デー
タは、購入される製品のＩＤ、購入される製品の量、購入の日付、及び特定の購入消費者
に関連したコードを含む。
【００２３】
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本発明の第３の態様の別の詳細な実施形態において、プロジェクトがスプレッドシート
ファイルとしてプレゼンテーションされる。更に別の詳細な実施形態において、前記方法
は、返送された結果からスプレッドシートファイルを発生するステップを備え、この発生
ステップは、得られたパラメータに基づいて複数の利用可能なスプレッドシートプロジェ
クトテンプレートからスプレッドシートプロジェクトテンプレートを選択し、そしてその
スプレッドシートプロジェクトテンプレートを、返送された結果の少なくとも一部分で投
入(populate)する段階を含む。
【００２４】
本発明の第３の態様の別の詳細な実施形態において、返送された分析を反映するプロジ
ェクトをユーザへプレゼンテーションするステップは、プロジェクトの入手性をユーザに
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通知する段階と、ユーザに通知した後であってユーザがプロジェクトへのアクセスを要求
する際にユーザにプロジェクトへのアクセスを与える段階とを含む。更に別の詳細な実施
形態において、ユーザにプロジェクトへのアクセスを与える前記段階は、ユーザのコンピ
ュータにプロジェクトをダウンロードする過程を含む。或いは又、ユーザにプロジェクト
へのアクセスを与える前記段階は、ウェブベースのインターフェイスを介して、ウェブダ
ウンロードを介して、又はプロジェクトをｅメールで受信することにより、プロジェクト
へのアクセスをユーザに与える過程を含む。
【００２５】
本発明の第４の態様は、分析を行なうためのコンピュータ化システムにおいて、（ａ）
１つ以上の小売企業に対するトランザクション及び／又は消費者データを有する１つ以上
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のデータベースであって、トランザクション及び／又は消費者データが、少なくとも製品
識別コードを消費者識別コードに関連付ける１つ以上のトランザクションレコードを含む
ようなデータベースと、（ｂ）該データベースにアクセスできるコンピュータシステムで
あって、前記トランザクション及び／又は消費者データに対するプロジェクトを発生する
ステップと、そのプロジェクトをコンピュータシステムに動作可能に結合したユーザイン
ターフェイスへ送信するステップを遂行するよう構成されたコンピュータシステムと、を
備えたコンピュータ化システムを提供することである。より詳細な実施形態において、１
つ以上のトランザクションレコードは、製品識別コード及び消費者識別コードをトランザ
クション価格に関連付ける。
【００２６】
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本発明の第４の態様の別の詳細な実施形態において、プロジェクトは、製品識別コード
に関連した製品が、消費者識別コードに関連した消費者により繰り返し購入される割合を
与える。
【００２７】
本発明の第４の態様の別の詳細な実施形態において、１つ以上のデータベースは、製品
識別コードを売主識別コードに関連付ける１つ以上の製品レコードを備え、そしてプロジ
ェクトは、売主識別コードに関連した製品が、消費者識別コードに関連した消費者により
クロス購入される割合を与える。
【００２８】
本発明の第４の態様の別の詳細な実施形態において、１つ以上のデータベースは、製品
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識別コードを売主識別コードに関連付ける１つ以上の製品レコードを備え、そしてプロジ
ェクトは、第１売主識別コードに関連した製品と、第２売主識別コードに関連した製品と
が購入される割合を与える。
【００２９】
本発明の第４の態様の別の詳細な実施形態において、１つ以上のデータベースは、消費
者識別コードを購入者カテゴリーに関連付ける１つ以上の顧客レコードを備え、そしてプ
ロジェクトは、製品識別コードに関連した製品が、異なる消費者カテゴリーにおいて消費
者により購入される割合の比較を与える。より詳細な実施形態において、消費者カテゴリ
ーは、消費者識別コードに関連した人口統計学的情報に基づいて定義される。或いは又、
消費者カテゴリーは、消費者識別コードに関連した買物経歴（価格の敏感さ）から導出さ
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れたデータに基づいて定義される。
【００３０】
本発明の第４の態様の別の詳細な実施形態において、トランザクション及び／又は消費
者データは、買物客ポイントカードデータから取り出される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
一般的に、本発明は、１つ以上のデータベースに記憶されるトランザクション及び／又
は消費者データに対する分析プロジェクトを要求し発生する上で実質的な融通性をユーザ
に与える。より詳細には、本発明の実施形態は、小売業者及び他の許可されたユーザ、例
えば、供給業者が、インターネット接続されたコンピュータを使用して遠隔位置から、小
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売販売及び消費者データのようなトランザクション及び／又は消費者データにアクセスし
て、精巧な非常に特殊な分析を遂行する方法を提供する。アクセスされるトランザクショ
ン及び／又は消費者データは、例えば、これに限定されないが、小売トランザクションデ
ータ（例えば、ＥＰＯＳシステムから収集された）、及び／又は消費者データ（例えば、
消費者が買い物するときに消費者により使用される頻繁な買物客カード又はポイントカー
ドから収集された）を編集したものである。
【００３２】
以下に述べる実施形態において、本発明により提供されるサービスは、ウェブベースの
ツールであって、許可されたユーザは、それらの遠隔デスクトップからツールにアクセス
し、そしてその完了時に、例えば、ｅメールによりそれらに配送されるプロジェクトを完
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了させることができる。このような実施形態では、許可されたユーザのコンピュータに専
用のソフトウェアをインストールすることが要求されず、ウェブブラウザ（又は同様の）
アプリケーションだけでよい。更に、ここに例示する実施形態では、プロジェクトが、ス
プレッドシートベースの双方向レポート（その実施例を以下に述べる）として生成され、
これらは、更なる分析及びプレゼンテーションに対して操作が容易である。しかしながら
、ソフトウェアが専用ソフトウェアであるようなプライベートコンピュータ又はコンピュ
ータシステムにコンピュータ化ツールが常駐することも本発明の範囲内であり、且つイン
トラネット或いは他のパブリック又はプライベートコンピュータ又はデータネットワーク
にわたってツールを設ける（そして適当なインターフェイス又はツールによりアクセスす
る）ことも本発明の範囲内であることが、当業者に明らかであろう。
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【００３３】
サービス／システムは、重要な販売、マーケッティング、カテゴリー管理／プランニン
グに応答し、そしてブランド／ＳＫＵレベルの洞察を与えるように設計され、例えば、次
の通りである。
・我々の最後の３つのプロモーションのどれが市場シェアを最大上昇に至らせたか？
・忠実な製品Ｘの顧客のプロフィールはどのようなものか？他にどんなものを買うか？
・競争相手のブランド／ＳＫＵは、どのようであるか？
・我々の新製品の発売は、そのカテゴリーにどんなインパクト及び影響を及ぼしたか？
・店内サンプリング活動に着手しなければならないのは、どの店舗か？
【００３４】
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このような洞察を使用して、例えば、再発売の成功の早期指示（即ち、我々の発売は、
競争相手及びカテゴリーに比して試み及び繰り返し購入の予想レベルを達成するか？）を
与え、商売にわたって利用できる個々の製品レベルで健全且つ詳細な消費者情報を与え、
そしてある期間（例えば、１年）にわたり消費者の購入パターンを再検討して、将来のマ
ーケッティング活動を計画することができる。
【００３５】
ここに使用する「トランザクション及び／又は消費者データ」とは、消費者と会社（又
は以下に定義するように、製品の他のプロバイダー）との間の、いずれかの、多数の、又
は全てのトランザクション及び／又は相互作用に関するデータを指す。ここに例示する実
施形態において、トランザクション及び／又は消費者データは、消費者が購入した製品Ｉ
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Ｄ及びその量を含む消費者の買物経歴に関する情報である「買物購入データ」又は「買物
経歴データ」を包含し得る。又、ここに例示する実施形態において、トランザクション及
び／又は消費者データは、消費者の人口統計学的データ、買物の好みに関するデータ、財
務データ等を含んでもよい。このようなトランザクション及び／又は消費者データに対す
る他のソースは、消費者のクレジットカード又は同様の金融商品に連結された金融団体及
び／又は小売企業により収集されたデータ、消費者により自発的に与えられるデータ、公
然とアクセスできるトランザクション、消費者及び／又は金融データ、国勢調査組織、コ
ンサルティング業務等によりコンパイルされたデータ、及び製品の製造者、供給者及び／
又は流通業者により与えられるデータを含んでもよい（これらに限定されない）。
【００３６】
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ここに使用する「製品」という語は、小売店で購入することのできる消費者向け製品だ
けでなく、会社／プロバイダーにより消費者へ供給することのできる他の製品、消耗品、
サービス、又は価値のある物も含む。
【００３７】
ここで使用する「消費者」とは、識別して、１つ以上のそれらのトランザクションに関
するトランザクションデータにリンクし又は関連付けることのできる個々の個人又はエン
ティティ或いはそのグループである。消費者は、（これに限定されないが）個々の個人又
は顧客でもよいし、例えば、同じ住所に居住するか又は同じクレジットカード口座を使用
する個人のグループより成る家族でもよいし、互いに何らかの他の関係を有する（例えば
、ある組織に属する）個人又はエンティティのグループでもよいし、或いは会社又は政府
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エンティティでもよい。
【００３８】
買物購入データは、各消費者が所持する「頻繁買物客(frequent shopper)カード」又は
「ポイント(loyalty)カード」として一般に知られている独特の識別タグ又はカードを使
用して収集することができる。このようなカード又はタグは、バーコード、磁気媒体又は
他のデータ記憶装置により記憶された独特の識別コードを含み、そして当業者に良く知ら
れた種々の仕方で電子装置により読み取ることができる。消費者の買物購入データは、頻
繁買物客カードからのコードに加えて、他の消費者識別情報（例えば、電話番号、店舗の
クレジットカード、銀行のクレジットカード、又は小切手口座番号等）を使用して消費者
に関連付けることができる。このように、特定のトランザクションの詳細を、消費者の以
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前のトランザクションに一致させ、データベース内の各消費者のレコードにトランザクシ
ョン情報を追加し続けるのを容易にすることができる。
【００３９】
図１に示すように、ここに示す実施形態のウェブベースサービスを提供するシステムは
、多数の段階(tier)、即ちユーザ段階３０、プレゼンテーション段階３２、マネージメン
ト段階３４、処理段階３６、及びデータ段階３８にセグメント化される。ユーザ段階３０
は、本質的に、プレゼンテーション段階３２のウェブサーバー４０により提供されるウェ
ブベースサービスにユーザがアクセスするコンポーネントである。ユーザ段階３０におい
て、ユーザは、パーソナルコンピュータ４４のような適当なネットワークイネーブル型（
ウェブイネーブル型）装置を使用し、インターネット４２のようなコンピュータネットワ
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ークを介してプレゼンテーション段階のウェブサーバー４０にアクセスする。当業者であ
れば、他のネットワークイネーブル型装置（ＰＤＡ、セルラー電話等）も明らかであろう
。ネットワークイネーブル型装置は、ディスプレイ及び入力装置（マウス、キーボード、
音声認識等）を含むのが好ましい。
【００４０】
プレゼンテーション段階のウェブサーバー４０は、ユーザを確実に識別するために、当
業者に知られた認証ファンクション４６を与える。また、プレゼンテーション段のウェブ
サーバー４０は、以下で詳細に述べるように、ウェブサーバー４０により与えられるプロ
ジェクトオーダー及び他の関連アプリケーション／ファンクションを通してユーザのナビ
ゲーションを制御するために、当業者に知られたナビゲーションファンクション４８も与
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える。また、ウェブサーバー４０は、以下に述べる分析プロジェクトを設定する際にユー
ザによりなされた選択及び入力データを収集するため、分析プロジェクトオーダー及びパ
ラメータ収集ファンクション５０も備えている。最終的に、プレゼンテーション段階３２
は、以下に詳細に述べるように、処理段階により発生される双方向プロジェクト５２及び
他のデータへのユーザのアクセスも与える。
【００４１】
マネージメント段階は、分析プロジェクトを設定する際に、ユーザによりなされた入力
データ、パラメータ及び他の選択を記憶するために、ウェブサーバー４０と通信するマネ
ージメントデータベース５４を備えている。この入力データ、パラメータ及び他の選択は
、処理段階３６の１つ以上の中央サーバー内に位置する分析プロジェクト処理ソフトウェ
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ア５６に利用できるようにされる。
【００４２】
ここに例示する実施形態では、確実に識別され許可されたユーザの誰に、サービス／シ
ステムの各特徴及びそのデータの各部分へのアクセスが許されるか制御するために、広範
囲なパーミッション制御システムが実施される。このパーミッション制御システムは、許
可されたアドミニストレータにより、本発明の許可及び構成ファンクションを使用して管
理され、これは、ユーザ及びユーザグループに対して許諾及び／又は拒絶された名前付き
許可（パーミッション）に関する情報をショップマネージメントデータベース５４に記憶
し、検索する。このパーミッション制御システムは、個々のユーザ及び定義されたユーザ
グループがサービス／システムの各部分にアクセスできるかどうか制御するのに使用され

30

る。大型及び小型の双方のサービス／システムの機能性に関する各顕著な部分には、名前
付きの許可が関連付けられている。ある許可は、サービス／システムの機能性の単一部分
に関連付けられ、そしてあるものは、サービス／システムの機能性の多数の部分に関連付
けられる。ユーザ及びユーザグループは、アドミニストレータにより適当であると決定さ
れた許可に対するアクセスが許諾される。特定の許可に対するアクセスがユーザに許諾さ
れた場合には、そのユーザはその許可に関連したサービス／システムの特徴を使用できる
ようになる。同様に、ユーザに、特定許可に対しするアクセスが許諾されなかった場合に
は、その許可に関連したサービス／システムの特徴を使用することができない。そこにユ
ーザがアクセスを有しない許可における幾つかの特徴は、ウェブサーバー４０によりユー
ザに可視的に提示され、それは普通に理解される仕方でユーザがそれを利用できないこと

40

をユーザに示唆し、且つこれら特徴はユーザに対して応答しない。ユーザがアクセスを有
しない他の特徴は、ユーザに対して単に見えないだけである。許可されたアドミニストレ
ータは、サービス／システムのオペレータにより要求されたときにいつでもグループの許
可又はメンバーシップへのユーザアクセスを変更することができる。
【００４３】
処理段階３６において、分析プロジェクト処理ソフトウェア５６は、実行可能な分析プ
ロジェクトスクリプト５８を構成し、これらは、データベース６０における小売販売、消
費者及び他のデータのサブセットに対して実行される。以下に説明するように、実行可能
な分析プロジェクトスクリプト５８は、データ段階３８から得られる適切なスクリプトテ
ンプレート６１から構成され、ここで、スクリプトテンプレート６１には、ユーザにより
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入力された入力データ、パラメータ及び他の選択がロードされる。分析プロジェクト処理
ソフトウェア５６の多数のインスタンスは、同じ物理的サーバーにおいてホストすること
ができ、多数の物理的サーバーは、全て、同じショップマネージメントデータベース５４
に生成されたプロジェクトを処理することができる。
【００４４】
データベース６０に常駐するトランザクション及び／又は消費者データは、複数のレコ
ード形式を含み、一次レコード形式は、小売販売又は「トランザクション」レコード形式
である。各トランザクションレコードに対して、ここに例示する実施形態では、トランザ
クションのために消費者により購入されるＳＫＵ／製品を識別するコード；特定のトラン
ザクション又は「バスケット」を識別するコード；トランザクションに起因する消費者を

10

識別するコード；トランザクションが行なわれた店を識別するコード；購入した製品の量
及び費やした金額に関するデータ、購入の日付、時刻等のデータ；及びこのようなトラン
ザクションデータに基づいてプロジェクトを発生するのに有用な他のデータ又はコード、
例えば購入の地域を指示するコードが設けられる。
【００４５】
ＳＫＵ／製品を識別するトランザクションレコードのコードは、「製品」レコード形式
への参照として使用され、各製品レコードに対して、ここに例示する実施形態では、製品
グループ分け又はカテゴリー分けデータ又はコード；製品データ；製造者又は供給者デー
タ又はコード；並びにトランザクション、消費者及び製品データの組み合せに基づいてプ
ロジェクトを発生するのに有用な他のデータ又はコード、例えば示唆された小売価格デー

20

タが設けられる。
【００４６】
トランザクションに対する消費者を識別するトランザクションレコードのコードは、「
家族」レコード形式への参照として使用され、各家族レコードに対して、ここに例示する
実施形態では、消費者の人口統計学、地理−人口統計額、購入の新しさ、購入頻度、消費
額、忠実さ、製品購入経歴、買物経歴、買物の好みに関するデータ及び／又はコード、並
びにトランザクション及び消費者データの組み合せに基づいてプロジェクトを発生するの
に有用な他のデータ又はコードが設けられる。
【００４７】
トランザクションが行なわれた店を識別するトランザクションレコードのコードは、「

30

店」レコード形式への参照として使用され、各店レコードに対して、ここに例示する実施
形態では、店の名前のデータ；店の場所のデータ又はコード；並びにトランザクション、
消費者及び店データの組み合せに基づいてプロジェクトを発生するのに有用な他のデータ
又はコードが設けられる。
【００４８】
当業者であれば、明らかなように、上述したデータベースレコード構造体は、単なる例
示に過ぎず、データベースレコード及び階層構造の非制限組み合せが、トランザクション
情報、製品情報、消費者情報、店情報、位置情報、タイミング情報、及び他の適当な情報
を互いにクロスリファレンスするのに利用できる。更に、当業者に明らかなように、本発
明は、小売店のトランザクションへの使用に限定されず、且つ本発明は、ほとんどの（全

40

部でなくても）形式のトランザクション（金融／銀行トランザクション、保険トランザク
ション、サービストランザクション、テレコム等）に使用することができ、この場合、こ
のような別のトランザクション及び／又は消費者データに対するプロジェクトを発生する
ようにデータベース構造及び階層構造を適応させることができる。
【００４９】
図１のシステムズを再び参照すれば、ユーザは、遠隔位置からパーソナルコンピュータ
４４又は他のウェブイネーブル型装置を介してウェブサーバー４０へログインし、ユーザ
の希望の分析プロジェクトを定義するパラメータを入力し及び／又は選択し、次いで、分
析プロジェクトを処理のために提出する。ユーザが分析プロジェクトオーダーを提出する
と、プロジェクトの実際の処理が、マネージメント段階３４、処理段階３６及びデータ段
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階３８で行われる。分析プロジェクト処理ソフトウェア５６により返送されるデータは、
双方向スプレッドシートテンプレートファイル６３に挿入されて、双方向プロジェクト６
５を発生させ、ここで、ユーザにより容易に解釈されるフォーマットで結果をプレゼンテ
ーションすることができる。双方向スプレッドシート６５の特定のフォーマットは、どん
な形式の分析プロジェクトが実行されるかに基づいて異なり、そして適切なフォーマット
は、上述したように、フロントエンドで分析プロジェクトをエンコードするのに使用され
たスクリプトテンプレート６１により指定される。ユーザは、プロジェクトが完了したと
きに通知がほしいことを指定することができ、この通知は、ｅメール又はＳＭＳ６４のよ
うなメッセージサービスにより行なうことができる。従って、データの編集及び処理は、
両方とも、中央システムサーバー（１つ又は複数）により管理され、そして個々のユーザ

10

は、ユーザのビジネスニーズに対して調整されたカスタマイズされた分析プロジェクトを
設計することができる。
【００５０】
図２−４は、分析プロジェクトをオーダーする初期ステップにウェブサーバー４０によ
りユーザに提示されるメニュー／フォームを例示するスクリーンショットである。一般に
、この方法の全プロセスは、遠隔位置からウェブサーバー４０へログインすることのでき
るユーザにより開始される。ユーザは、先ず、オーダーしようとする分析プロジェクトの
形式を選択する。次いで、ユーザは、それらの希望の分析プロジェクトを構成するのに必
要なパラメータを選択するように更に促される。
20

【００５１】
図２に示すように、ユーザが認証ファンクション４６を通してウェブサーバー４０にロ
グインした後に、ウェブサーバーにより与えられる初期スクリーンは、実行することので
きる選択可能な分析プロジェクトのメニュー６６を与える。上述したように、パーミッシ
ョン制御システムは、ユーザにオーダーのための許可が許諾された利用可能な分析プロジ
ェクト（即ちユーザが支払をした利用可能な分析プロジェクト）のメニューを制限する。
利用可能な分析プロジェクトは、オーダープロセスのナビゲーションを容易にするように
グラフィック階層に配列することができる。図２は、この一例を示すもので、利用可能な
分析プロジェクトは、３つのカテゴリー、即ちCustomer Insight Projects (Standard)（
顧客洞察プロジェクト(標準的)）、Customer Insight Projects (Regional)（顧客洞察プ
ロジェクト(地域的)）、及びExtracts（抽出）、に分割される。Customer Insight Proje

30

ctsと示された最初の２つのカテゴリーは、多数の同じ分析プロジェクトを含み、第１の
カテゴリーは、販売データの全編集から引き出されたプロジェクトを発生し、一方、第２
カテゴリーは、指定の地域に特有の販売データから引き出されたプロジェクトを発生する
。
【００５２】
ユーザが実行すべき分析プロジェクトの形式を選択すると、必要に応じてより多くのス
クリーンが提示されて、情報を与え且つデータフィルタをセットするようにユーザを促し
、ユーザの関心のある特定のデータセットについて分析が行なわれるよう確保する。ユー
ザにより選択され、入力され、他の仕方で与えられたプロジェクト特有の情報は、マネー
ジメント段階３４のマネージメントデータベース５４内にキャプチャーされ記憶される。
ここに示す例では、ユーザは、

40

What are the weekly key measures for my products?

（私の製品にとって毎週の重要な尺度は何か）

６７というタイトルの分析プロジェクト

を選択している。従って、分析を実行すべき製品及び週を選択するために付加的なスクリ
ーンがユーザに与えられる。
【００５３】
例えば、図３に示すように、次のステップにおいて、ユーザは、分析を実行すべき製品
グループを選択するよう促される。製品グループは、販売データが分析されるところの製
品を正確に定義する。製品グループは、予め定義されてもよいし、又はユーザにより定義
されてもよい（以下に述べるように）。図３に示すように、製品グループ及びカテゴリー
は、フォルダ６８の階層においてユーザに与えられ、ここから、１つ以上の製品グループ
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を選択してもよい。図３に示す例では、選択された製品グループは、
０と示されたユーザ定義（ユーザは

edb

Eds Cheeses

７

である）グループである。

【００５４】
製品グループの選択に続いて、この例では、図４に示すようなスクリーンがユーザに提
示され、販売データが分析されるところの選択可能な時間周期７２のメニューから時間周
期を選択するようにユーザに求める。図４に示すように、ここに例示する実施形態は、１
つ以上の週より成る時間周期を与える。この例では、ユーザは、
to 28‑Mar‑2004

The week 22‑Mar‑2004

７４と示された時間周期を選択する。

【００５５】
ユーザが必要な選択を行なうと（この例では、プロジェクト形式、プロジェクトグルー

10

プ、及び時間周期）、ジョブ又は分析プロジェクト要求が完了となる。次いで、ユーザに
は、図５に示すようなスクリーンが提示され、これは、ユーザの選択により定義された分
析プロジェクトを簡潔に要約する。この分析プロジェクトの記述が正しいことをユーザが
確認すると、ユーザは、命令されたときに、

Finish（終了）

ボタン７６をクリックす

るか又はアクティブ化することにより、処理のためにプロジェクトを提出することができ
る。
【００５６】
ユーザが処理のために分析プロジェクトを提出すると、プロジェクトは、適切な商業的
に入手できるスクリプト言語で書かれた実行可能なスクリプトにユーザ選択パラメータを
合体するようにエンコードする。ある適当なスクリプト言語は、VBScript、Java（Ｒ）Sc
ript、Perl、Korn

20

Shell等を含むが、これに限定されない。

【００５７】
より詳細には、再び、図１を参照すれば、ウェブサーバー４０におけるプロジェクトオ
ーダー及びパラメータ収集ファンクション５０を使用してプロジェクトが構成されて処理
のために提出されると、ウェブサーバーは、ジョブパラメータ識別及びそれに関連したデ
ータをショップマネージメントデータベース５４に挿入する。ショップマネージメントデ
ータベース５４は、各ユーザにより要求された種々の分析オブジェクトのログを含み、そ
して各プロジェクトを定義するユーザにより入力された選択された値を含むレコードを維
持する。プロジェクトの実行の準備ができると、中央サーバーに常駐する分析プロジェク
ト処理ソフトウェア５６は、ショップマネージメントデータベース５４から選択されたパ

30

ラメータを検索し、そしてこれらパラメータを新たなスクリプトファイルテンプレート６
１に挿入することにより特定の分析に対して分析プロジェクトスクリプト５８の生成を開
始する。
【００５８】
ここに例示する実施形態では、分析プロジェクトスクリプトは、ユーザにより要求され
た特定分析プロジェクトを実行するためにデータベース６０内の小売販売、消費者及び他
のデータに対して実行されるコードのパッケージである。分析プロジェクトスクリプト５
８は、次の組み合せを使用して分析プロジェクト処理ソフトウェア５６により構成される
。
・プロジェクト形式特有のコードで、オーダーされた分析プロジェクトの形式（例えば

40

、要求された分析プロジェクトを遂行するのに必要な質問）に特有のコード。
・プロジェクト特有のコードで、特定の分析プロジェクトオーダー（例えば、ユーザ名
、関心のある製品、関心のある週等）に特有のコード。
・一般的コードで、全ての分析ジョブに共通のコード。
アーキテクチャーのデータ段階３８は、分析プロジェクト処理ソフトウェア５６により
検索されて分析プロジェクトスクリプト５８に追加されるプロジェクト形式特有のコード
及び一般的コードを含み、一方、プロジェクト特有のコードは、上述したショップマネー
ジメントデータベース５４から検索される。
【００５９】
次のステップにおいて、分析プロジェクトスクリプト５８は、データベース６０のトラ
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ンザクション及び／又は消費者データ、或いはそのサブセットに対して実行される。スク
リプト５８は、データベース６０内の当該レコードに問合せし、そしてユーザの分析プロ
ジェクトにより課せられた質問に回答するために収集したデータを返送する。このサーチ
／問合せオペレーションでは、スクリプト５８は、前記例で述べたように、求められる販
売情報の形式、サーチされるべき製品グループ（１つ又は複数）、及びサーチされるべき
時間フレーム（１つ又は複数）を含むユーザにより入力されたサーチパラメータ（フィル
タ）に一致するトランザクション、消費者及び他のデータを探索する。
【００６０】
本発明の範囲に包含される他のフィルタ（ここに示す例に使用される製品グループ及び
時間フレームに加えて）は、個別の時間周期、多数の時間周期（週、日、時間を含む）、

10

店、地理（地域）、個々の製品、並びに特定の消費者／人口統計学的／行動的属性を伴う
消費者のグループを含むが、これらに限定されない。製品グループフィルタは、例えば、
カテゴリー、価格、ブランド、変形、パックサイズ、種類等、或いはその組み合せに基づ
くが、それらに限定されるものではない。
【００６１】
分析プロジェクトスクリプトの実行に続いて、サーチオペレーションにより返送された
データは、双方向スプレッドシートテンプレートファイル６３に挿入されて、双方向プロ
ジェクト６５を発生し、ここで、結果は、ユーザにより容易に解釈されるフォーマットで
提示できる。双方向スプレッドシート６５の特定のフォーマットは、どんな形式の分析プ
ロジェクトが実行されるかに基づいて相違し、そして上述したように、フロントエンドで

20

分析プロジェクトをエンコードするのに使用されたスクリプトテンプレート６１により適
切なフォーマットが指定される。分析プロジェクトの各形式に対して、利用されるスクリ
プトテンプレート６１は、その分析プロジェクトに対してサーチ／問合せにより返送され
るデータを受信し提示するために適切な仕方でフォーマットされる対応するスプレッドシ
ートテンプレートに関連付けられる。本発明に使用するために、適当なスプレッドシート
製品を使用して、Microsoft Excel、Lotus １‑２‑３、StarOffice Calc、OpenOffice、Or
gCalc等のプロジェクトを発生することができる。プロジェクトは、他の適当なフォーマ
ットでも発生でき、他の適当なツール（既成であるか、特注であるか、又は両者の組み合
せであるかに関わらず）を使用して、ここに述べるプロジェクトの形式を発生できること
30

も本発明の範囲内であり、また当業者により明らかであろう。
【００６２】
分析データが双方向スプレッドシートファイルへインポートされた後に、スプレッドシ
ートファイルに埋め込まれた仕上げられた分析プロジェクトは、そのプロジェクトを要求
したユーザへ発表／送信される。最終的プロジェクトの見掛け及びコンテンツは、分析プ
ロジェクトの形式に依存する。図６は、例えば、製品サブグループ

Eds Cheeses

につ

いて、２００４年３月２２日から２００４年３月２８日までの週に対する販売データを分
析して、図２−５において上記のように構成された
for my products?

What are the weekly key measures

プロジェクト７８を示す。この形式のプロジェクトの構造及びレイ

アウトを検討するために、図７Ｈ及びそれに付随する以下の説明を参照されたい。
40

【００６３】
図７Ａに示すように、ここに例示する実施形態により与えられる別の双方向プロジェク
ト８０は、

Who buys my brand?（誰が私のブランドを買うか）

というタイトルである

。この例示的プロジェクトに示されたように、多数の製品８２が、所与の時間周期にわた
ってそれら製品を買った消費者８４の形式の指示と共に設けられる。このような製品の購
入は、この実施例に示されたように消費者の
ル）

Detailed Lifestyle（詳細なライフスタイ

に基づいて細分化することができ、ここで、消費者のライフスタイルは、次のカ

テゴリーに細分化される、即ち
Lifestyle D

、

Lifestyle E

Lifestyle A
、及び

、

Lifestyle B

Lifestyle F

、

Lifestyle C

、

である。これらの詳細なライ

フスタイルカテゴリーの指示は、各消費者レコードについてデータベース６０の消費者レ
コードに与えることができる。このようなカテゴリー分けは、多数の方法により決定する
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ことができる。ここに例示する実施形態では、消費者の購入が時間にわたって分析されて
、消費者により最も一般的に購入される製品の形式を決定する（ここで、このような製品
は、それを通常購入する消費者の形式のカテゴリーでタグ付けされ、即ち全粒粉パン製品
は、「健康を意識する」消費者により購入される製品のカテゴリーとしてタグ付けされ、
キャビアは、「裕福」な消費者により購入される製品のカテゴリーとしてタグ付けされ、
等々である）。購入経歴に基づいて、消費者は、上述したカテゴリー（

Lifestyle A‑F

）の１つでプロフィール決め又はカテゴリー分けすることができる。或いは又、消費者
は、他の情報又は追加情報、例えば、人口統計学的情報、又は消費者が与える（例えば、
質問を埋めることで）情報に基づいてプロフィール決め又はカテゴリー分けされてもよい
。ここに例示する実施形態における他の消費者プロフィール／細分化は、人口統計学的デ

10

ータ、年齢、買物頻度、地域性、地理−人口統計学的データ、及び消費者から直接得られ
るか又はそれらの住所又は購入習性から導出されたデータを含んでもよいが、これらに限
定されるものではない。
【００６４】
結果の双方向表示は、この例では、２つの仕方、即ちテーブルフォーマット８６、及び
棒グラフフォーマット８８で示される。この双方向プロジェクトでは、ユーザは、プルダ
ウンメニュー９０を経て異なる消費者プロフィールを選択することができ、従って、結果
は、別の選択されたプロフィールに基づきプロジェクトにより再作表されて表示されても
よく、またユーザは、プルダウンメニュー９２を経てインデックスを選択し、プロジェク
20

トの表示をある消費者カテゴリーのみに制限することも許される。
【００６５】
図７Ｂに示されたように、上述したのと同様のプロジェクト９４は、
and over time?（時間と共に誰が私のブランドを買うか）

Who buys my br

というタイトルである。この

プロジェクトでは、１つ以上の製品の販売が、異なる時間周期、例えば、
s（第１の４週間）
３の４週間）

、

Second 4 Weeks（第２の４週間）

、及び

First 4 Week

Third 4 Weeks（第

について比較される。前記の例示的プロジェクトと同様に、このような販

売は、これら３つの時間周期中に製品を購入した消費者のプロフィール／カテゴリーによ
り分割される。このような分析／プロジェクトは、例えば、特殊なプロモーション周期の
前、その間、及びその後に販売数値を決定することを許す。
30

【００６６】
図７Ｃに示すように、

How are people repeat purchasing my product?（人々がどの

ように私の製品の購入を繰り返すか）

というタイトルの別の双方向プロジェクト９６は

、ユーザが、新規及び既存製品vs競合製品、又は対製品カテゴリーの繰り返し率を評価す
るのを許す。プロジェクトは、ユーザが、周期的（毎週の）データを調査するか、又はあ
る時間周期にわたる累積作用を調査できるようにする。所与の製品に対して、その製品が
消費者により繰り返し購入された回数は、各々の複数の週（又は選択された時間周期）に
ついて、棒グラフ９８及びテーブルフォーム１００の両方で表示される。棒グラフ９８に
おいて、製品が消費者により初めて（購入回数＝１）購入される場合には、それが第１の
カラーで示され、製品が消費者により２回目に（購入回数＝２）購入される場合には、そ
れが異なるカラーで示され等々となり、最後のカラーは、６回以上購入された製品に対す

40

るものである。双方向プロジェクトは、ユーザが、毎週のデータビュー（図示された）と
累積データビューとの間、及び消費者カウントによるビュー（図示された）と販売単位に
よるビューとの間を切り換えることができるようにする。最後に、プルダウンメニュー１
０２は、ユーザが種々の選択可能な店形式を通してプロジェクトをフィルタできるように
する。
【００６７】
図７Ｄに示すように、

What other products are found in my consumer's baskets?

（私の消費者のバスケットにおいて何か他の製品が見つかったか）

というタイトルの別

の双方向プロジェクト１０４は、指定の製品又は製品グループと同じ時間にどの製品が買
われたかユーザが評価するのを許す。出力されるプロジェクトは、バスケットレベルデー
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タ及び消費者データを見、そしてユーザは、小売業者のバスケット全体を見て、選択され
た製品を含むバスケット及び第２の指定のエリアを定義することができる。
【００６８】
図７Ｅに示すように、

Where is my brand sold (product level)（どこで私のブラン

ドが売られるか（製品レベル））

というタイトルの別の双方向プロジェクト１１２は、

ユーザが、全店と、最上位及び最下位実績店とにおいて彼等の製品及び競争相手の製品を
購入する消費者を評価するのを許す。又、ユーザは、必要に応じて全店リストを見ること
もできる。出力されたプロジェクトを使用して、製品が異なる店にわたっていかに実績を
上げているか見ることができる。このプロジェクトからの洞察は、新製品の発売、サンプ
リング、商品化、分類、流通、並びに他の販売及びマーケッティングプライオリティにつ

10

いて良い判断を導くことができる。このプロジェクトに示すように、３つのテーブル、即
ちSales Total（販売合計）１１４、Sales by Store Type（店形式別販売）１１６、及び
Sales by Store（店別販売）１１８が用意される。各テーブルにおいて、第１列は、特定
の選択されたブランドの製品を買う消費者の合計数を表わし、第２列は、購入されたブラ
ンドの単位の合計数を表わし、第３列は、これら販売の値を与え、第４列は、所与の行（
店形式又は店）における消費者対全消費者による購入のパーセンテージを与え、第５列は
、所与の行における消費者vs全消費者による販売単位のパーセンテージを与え、第６列は
、所与の行に対するこれら販売の価格のパーセンテージを与え、第７列は、消費者浸透パ
ーセンテージを与え、そして最後の列は、所与のブランドに対する各消費者の平均消費額
20

を与える。
【００６９】
図７Ｆに示すように、

What are the key measures for my products?（私の製品に対

する重要な尺度は何か）

というタイトルの別の双方向プロジェクト１２０は、ユーザが

、それらの製品及び競争相手の製品に対する重要な消費者及び販売尺度を評価するのを許
す。プロジェクトに含まれる尺度は、所与の時間周期において、店の販売流通、売れた単
位数、売れた単位の販売価格、選択された製品を購入する消費者の数、選択された製品を
購入する全消費者の訪問回数、消費者の浸透性、選択された製品の各購入の平均重量、購
入頻度、市場シェア、及び単価である。図７Ｆに示すように、双方向プロジェクトは、こ
のような重要な尺度をテーブル形態１２２及び棒グラフ形態１２４の両方で与える。プル
ダウンメニュー１２６は、どの重要尺度を棒グラフ表示１２４で示すべきかユーザが選択

30

できるようにする。サブテーブル１２８は、特定の重要尺度の別のビューを与える。以下
に述べる図７Ｈ及び図７Ｉは、重要尺度の双方向プロジェクトの別の例を与える。
【００７０】
図７Ｇに示すように、

How many people cross‑shop my products?（どれほど多くの

人が私の製品をクロスショッピングするか）

というタイトルの別の双方向プロジェクト

１３０は、消費者が異なる製品／ＳＫＵ、ブランド、又はカテゴリーにわたっていかにク
ロスショッピングするかユーザが評価するのを許す。消費者の量、及びそれら消費者が考
慮する単位の数がプロジェクトに含まれる。プロジェクトは、例えば、新たなプロジェク
ト開発／リストに使用することができる。プロジェクトを使用できる別のエリアは、リン
クセーブ又はマルチパックフォーマットが異なるＳＫＵ／製品エリアにわたって適切であ

40

るかどうか識別することである。クロスショッピングの統計学的データは、ベン図１３２
及び交差テーブル１３４により表わされている。
【００７１】
図７Ｈに示すように、

What are the weekly key measure for my products?（私の製

品に対する毎週の重要な尺度は何か）

というタイトルの双方向プロジェクト１３６は、

ユーザ定義製品グループに対するブランド実績尺度の概略を与える。このプロジェクトは
、双方向であって、ユーザの特定のニーズに特有の情報をユーザが操作し且つ抽出するの
を許すように設計される。このプロジェクトは、次のものを与えることができる。
・販売価格、単位、消費者及び訪問回数
・消費者の数、購入の平均重量（価格又は単位）
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・全ての選択された小売店へのサブグループ及び顧客浸透の％シェア
これらの尺度は、次のような異なるやり方で考えることもできる。
・週別に製品をクロス集計(cross‑tabbing)するテーブル１３８
・

View as Chart（チャートとして見る）

ボタン１３９を活性化することで選択で

き、ユーザが個々の製品又は週別にデータを見ることができるようにする棒グラフ（図示
せず）
・週別に又はＳＫＵレベルでドリルダウンする能力
・アルファベット又は選択された尺度で分類する能力
プルダウンメニュー１４０は、ユーザが表示のフォーマット及び特殊性を選択できるよ
うにする。図７Ｈにおいて、選択された製品に対する販売の価格が週ごとにテーブル形態

10

で示されている。
【００７２】
図７Ｉに示すように、

What are the key measure for my products over time?（時

間に伴う私の製品に対する重要な尺度は何か）

というタイトルの別の双方向プロジェク

ト１４２は、製品の特定グループに対して２つの時間周期の比較を示す双方向プロジェク
トを与える。このプロジェクト１４２は、変更の説明、及びどの重要な尺度が変更を推進
するか、を与えるダイナミックテキストをテキストブック１４４に含む。このプロジェク
トは、選択された製品の性能の迅速な「健康チェック」を与える。このプロジェクトは、
市場シェアが増加しているかどうか、又は売れた単位の数が減少しているかどうかを容易
に理解するのに使用できる。これは、月毎に又は年毎に分析を行なうための理想的なプロ

20

ジェクトである。図７Ｉに示すように、プルダウンメニュー１４６は、ユーザがプロジェ
クトの特殊性を選択できるようにし、そして選択された尺度は、最新の周期を以前の周期
と比較し且つ比較インデックスを含むテーブル形態１４８と棒グラフ形態１５０との両方
で示される。
【００７３】
図７Ｊに示すように、

How does my brand sell over time?（私のブランドの販売は

時間と共にどのようであるか）

というタイトルの別の双方向プロジェクト１５２は、消

費者、販売及び訪問を、時間、日、及び週末対平日により分割する。このプロジェクト１
５２は、品切れの問題を理解しそして一日、平日及び週末の間に供給チェーンマネージメ
ントで支援する要求を識別するのに使用できる情報を与える。プロジェクトは、製品又は

30

製品グループのための選択された重要な尺度をテーブル形態１５４及び曲線グラフ形態１
５６で与える。ボタン１５８は、これを操作した際に表示される重要な尺度（１つ又は複
数）をユーザが変更するためのメニューを与える。プロジェクト内のグラフ１５６は、多
数のＳＫＵ製品を同時に（異なる曲線カラーで）表示できると共に、製品の全サブグルー
プを含むことができる（図７Ｊの例示的プロジェクトで示すように）。
【００７４】
図７Ａ−７Ｊに示された前記の例示的プロジェクトの多く又は全部において、ユーザが
サポート関数／プログラムをスタート可能にするボタン／アイコン、例えば、Print（プ
リント）１６０；Toolbars（ツールバー）１６２；Glossary（用語集）１６４；Contact
Us（コンタクトＵｓ）１６６；Sort（分類）１６８；及びExport Chart/Table/Diagram/D

40

ata（エクスポートチャート／テーブル／ダイアグラム／データ）１７０が設けられてい
る。
【００７５】
いつでも、ユーザは、システムにログインし、処理のために提出された分析プロジェク
トの状態を見ることができる。図８は、特定のユーザのプロジェクト状態を示すスクリー
ンビューを例示する図である。この例では、スクリーンは、ユーザ名

ebd

に対して２

００４年４月１４日の４：３６：１０ｐｍに保留となっているプロジェクトを示す。この
リストは、２つのプロジェクトを含み、ジョブ番号、ユーザ名、プロジェクト状態、及び
プロジェクト記述を各々列挙している。この例では、リストされた両プロジェクトは、
PROCESSING（処理）

の状態を有する。図９は、完了したプロジェクトの経歴を示す状態
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スクリーンで、種々の事象と、そのプロジェクトの処理中に遂行されるステップと、各事
象又はステップが遂行される時間とを示している。
【００７６】
図３に示す例示的プロセスで説明したように、販売データが分析される製品は、製品グ
ループのリストから選択される。ユーザは、個々の製品のどれを一緒にグループ編成した
いか識別することにより製品グループを生成することができる。図１０は、製品グループ
生成プロセスの始めのスクリーンショットである。左のボックス１７２には、商品の種々
の広いカテゴリーがリストされ、ユーザは、一緒にグループ編成したい製品に対する適切
な商品カテゴリーを選択する。この例では、ユーザは、
スピリッツ）

Wines & Spirits（ワイン及び

カテゴリー１７４を選択する。図１１に示す次のスクリーンは、ユーザに

より既に選択された広い

Wines & Spirits

10

カテゴリーに入る製品の幾つかの狭いカテ

ゴリーをボックス１７６にリストする。
【００７７】
ユーザが狭い製品カテゴリーのこの更なる選択を行なった後に、その選択されたカテゴ
リーの個々の製品をリストする図１２に示すようなスクリーンが与えられる。この例では
、ユーザは、

Bacon Products（ベーコン製品）

を選択し、ボックス１７８は、そのカ

テゴリーに対して予め定義された全ての入手可能なベーコン製品をリストする。ボックス
１７８のこの製品リストから、ユーザは、自分のカスタマイズされた製品グループに追加
すべき個々の製品を追加することができる。ユーザは、希望の製品をクリックしてそれを
ハイライトし、次いで、

add（追加）

ボタン１８０をクリックして、ハイライトされ

20

た製品が右のボックス１８２に現われるようにし、従って、ユーザのカスタマイズされた
サブグループに含ませるためにそれが選択されたことを指示する。この選択プロセスは、
カスタマイズされたサブグループが、ユーザが含ませることを希望する全ての個々の製品
を含むまで繰り返すことができる。次いで、ユーザには、図１３に示す「セーブ製品グル
ープ」スクリーンが提示され、これは、ユーザが、生成されるサブグループに対して名前
及び記述を入力するよう促す。この例では、ユーザは、サブグループを

david's bacon.

と命名する。サブグループが生成されると、それがフォルダ構造体にリストされ、図１
４に示すように、分析プロジェクトを遂行するために選択することができる。
【００７８】
以上の説明及び本発明の概要から、当業者であれば、ここに述べたシステム及びプロセ

30

スは、本発明の実施形態を構成するが、本発明は、これらの厳密なシステム及びプロセス
に限定されず、且つ特許請求の範囲により定められる範囲から逸脱せずに変更がなされ得
ることが理解されよう。更に、本発明は、特許請求の範囲により限定されるもので、前記
実施形態を説明する制約又は要素は、それらが特許請求の範囲に明確に示されない限り、
特許請求の範囲の意味に合体されるものと意図されない。同様に、特許請求の範囲に包含
させるために、ここに開示する発明の効果又は目的のいずれか又は全部を満足させる必要
がないことも理解されたい。というのは、本発明は、特許請求の範囲により限定され、且
つ本発明の固有及び／又は不測の効果が、ここに明確に述べられていなくても、存在し得
るからである。
【図面の簡単な説明】

40

【００７９】
【図１】本発明の実施形態におけるシステム及びソフトウェア構成を概略的に示す図であ
る。
【図２】実行されるべき分析プロジェクトの形式を選択するようにユーザに求めるスクリ
ーンショットを例示する図である。
【図３】分析を実行すべき製品グループを選択するようにユーザに求めるスクリーンショ
ットを例示する図である。
【図４】販売データが分析される時間周期を選択するようにユーザに求めるスクリーンシ
ョットを例示する図である。
【図５】ユーザの選択により定義される分析プロジェクトを要約するスクリーンショット
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を例示する図である。
【図６】図２−５から発生された例示的プロジェクトに対する例示的双方向プロジェクト
を示す図である。
【図７Ａ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
ある。
【図７Ｂ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
ある。
【図７Ｃ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
ある。
【図７Ｄ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で

10

ある。
【図７Ｅ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
ある。
【図７Ｆ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
ある。
【図７Ｇ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
ある。
【図７Ｈ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
ある。
【図７Ｉ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
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ある。
【図７Ｊ】本発明の実施形態において発生される双方向プロジェクトの実施例を示す図で
ある。
【図８】特定のユーザに対するプロジェクト状態を示すスクリーンショットを例示する図
である。
【図９】完了したオブジェクトの経歴を指示するスクリーンショットを例示する図である
。
【図１０】サブグループ生成プロセスの開始に対するスクリーンショットを例示する図で
ある。
【図１１】サブグループの生成中にユーザにより以前に選択された広いカテゴリーに入る
製品の多数の狭いカテゴリーをリストするスクリーンショットを例示する図である。
【図１２】サブグループの生成中にユーザが選択したグループ内の個々の製品をリストす
るスクリーンショットを例示する図である。
【図１３】生成されているサブグループの名前及び記述を入力するようにユーザを促すス
クリーンショットを例示する図である。
【図１４】ファイルツリーにリストされた新たに生成されるサブグループを示すスクリー
ンショットを例示する図である。
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