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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶装置とネットワークインターフェイスと前記記憶装置に接続されたプロセッサとを
有するシステムにおいて、シンボルによってリンクされた情報を保存及び参照する方法で
あって、前記方法は前記プロセッサによって実行される、
（１）　あらかじめ、マスタシンボルデータベースを構築しておくために情報を保存する
ための手順であって、親識別子とマスタシンボルを前記記憶装置に格納された前記マスタ
シンボルデータベースに保存し、この結果、前記マスタシンボルを前記親識別子にリンク
する手順と、
（２）　あらかじめ、分類シンボルデータベースを構築しておくために情報を保存するた
めの手順であって、前記分類シンボルを前記記憶装置に格納された前記分類シンボルデー
タベースに保存する手順と、
（３）　コントリビュータから受信した情報を保存する際に用いる手順であって、情報要
素とシンボルセグメントを含む入力シンボルとをコントリビュータから受信する手順と、
（４）　クライアントから受信した情報を参照する際に用いる手順であって、シンボルセ
グメントを含む入力シンボルをクライアントから受信する手順と、
（５）　前記入力シンボルを処理して標準化されたシンボルを生成する手順であって、前
記入力シンボルに文字規則の組およびプロセス規則の組の少なくとも１個を適用すること
、および、対応するマスタシンボルセグメントに戻るために、前記シンボルセグメントを
用いて標準化テーブルデータベースを検索すること、を含む、前記標準化された入力シン
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ボルを生成する手順と、
（６）　一致するマスタシンボルとこの一致するマスタシンボルに対応するリンクされた
固有の親識別子を検出するために、前記標準化されたシンボルを用いてマスタシンボルデ
ータベースを検索する手順と、
（７）　一致する分類シンボルを検出するために、前記標準化されたシンボルを用いて分
類シンボルデータベースを検索する手順であって、
　　　前記入力シンボルが分類シンボルを含むか否かを決定し、
　　　前記入力シンボルが分類シンボルを含むとの決定に応答して、含まれる分類シンボ
ルを用いて前記分類シンボルデータベースを検索し、さらに、
　　　前記入力シンボルが分類シンボルを含まないとの決定に応答して、コントリビュー
タ履歴パターンに関する統計データを用いて、分類シンボルを割当て、さらに割当てられ
た分類シンボルを用いて前記分類シンボルデータベースを検索することを含む、一致する
分類シンボルを検出するために、前記標準化されたシンボルを用いて分類シンボルデータ
ベースを検索する前記の手順と、
（８）　コントリビュータから受信した情報を保存する際に用いる手順であって、前記情
報要素を前記記憶装置に保存し、この結果、前記情報要素を前記親識別子及び前記分類シ
ンボルにリンクする手順と、更に、
（９）　クライアントから受信した情報を参照する際に用いる手順であって、検出された
前記親識別子及び前記分類シンボルにリンクされた前記情報要素を参照する手順と、を含
み、
　前記マスタシンボルは企業によって発行された有価証券に割当てられ、前記親識別子は
前記企業に割当てられ、且つ、前記分類シンボルは、報告書の対象領域、リサーチ手法、
報告書の目的または主要テーマの少なくとも一つに割当てられる、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの情報要素は文書である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記それぞれのマスタシンボルは、少なくとも１つのシンボルフィールドを含むシンボ
ルテンプレートに従って構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記それぞれのマスタシンボルは、前記シンボルテンプレートによって定義された少な
くとも１つのシンボルフィールドにそれぞれ対応する少なくとも１つのシンボルセグメン
トを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記分類シンボルは少なくとも１つのシンボルフィールドを含むシンボルテンプレート
に従って構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記分類シンボルは、情報要素の分類グループを参照する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記それぞれのマスタシンボルは、企業が発行した有価証券を参照する、請求項４に記
載の方法。
【請求項８】
　前記シンボルテンプレートは、有価証券の名前を参照するルートシンボルフィールドと
、前記有価証券が取引される国を参照するソースシンボルフィールドを含む、請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
　前記シンボルテンプレートは、分類シンボルグループを参照する分類シンボルフィール
ドを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記情報要素を保存する手順は、
　情報要素識別子を生成する手順と、
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　前記親識別子と前記分類シンボルが前記情報要素識別子とリンクされるように前記情報
要素識別子、前記親識別子、及び前記分類シンボルを保存する手順と、
　前記情報要素識別子が前記情報要素にリンクされるように前記情報要素と前記情報要素
識別子を保存する手順と、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記それぞれのシンボルセグメントは、ＡＳＣＩＩ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　Ｃｏｄｅ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ）の文字列
を有する、請求項４に記載の方法。
【請求項１２】
　前記親識別子は、リレーショナルデータベースにおいて前記情報要素識別子にリンクさ
れている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記分類シンボルは、リレーショナルデータベースにおいて前記情報要素識別子にリン
クされている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記マスタシンボルデータベースは、マスタシンボルの組を保存しており、それぞれの
マスタシンボルは、少なくとも１つのシンボルフィールドを含むシンボルテンプレートに
従って構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記分類シンボルデータベースは、分類シンボルの組を保存しており、それぞれの分類
シンボルは、少なくとも１つのシンボルフィールドを含むシンボルテンプレートに従って
構成されている、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記それぞれのマスタシンボルは、前記シンボルテンプレートによって定義される少な
くとも１つのシンボルフィールドにそれぞれ対応する少なくとも１つのシンボルセグメン
トを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記それぞれのマスタシンボルは、企業が発行した有価証券を参照する、請求項１６に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記シンボルテンプレートは、有価証券の名前を参照するルートシンボルフィールドと
、前記有価証券が取引される国を参照するソースシンボルフィールドと、を含む、請求項
１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記分類シンボルは、情報要素の分類グループを参照する、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記シンボルテンプレートは、分類シンボルグループを参照する分類シンボルフィール
ドを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記それぞれのシンボルセグメントは、ＡＳＣＩＩ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　Ｃｏｄｅ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ）の文字列
を有する、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記標準化されたシンボルに未解読のセグメントが含まれている場合に、コントリビュ
ータデータベースを検索して高頻度使用セグメントを検出する手順と、
　前記高頻度使用セグメントを前記未解読のセグメントに割り当てる手順と、を更に有す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　第２の入力シンボルを受信する手順と、
　前記第２の入力シンボルを処理して第２の標準化されたシンボルを生成する手順と、



(4) JP 5536851 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

　前記第２の標準化されたシンボルを使用して前記マスタシンボルデータベースを検索し
、第２の一致するマスタシンボルと前記第２のマスタシンボルにリンクされた第２の親識
別子とを検出する手順と、
　前記第２の標準化されたシンボルを使用して前記分類シンボルデータベースを検索し、
第２の一致する分類シンボルを検出する手順と、
　情報要素データベースを検索し、前記第２の親識別子と前記第２の分類シンボルの少な
くとも１つにリンクされている第２の情報要素を検出する手順と、
　前記第２の情報要素を取り出す手順と、を更に有することを特徴とする、請求項１に記
載の方法。
【請求項２４】
　前記第２の入力シンボルに未解読のセグメントが含まれているかどうかを決定する手順
と、
　前記第２の入力シンボルに未解読のセグメントが含まれている場合に、クライアントデ
ータベースを検索してクライアント優先セグメントを検出し、前記クライアント優先セグ
メントを前記未解読のセグメントに割り当てる手順と、を更に有する、請求項２３に記載
の方法。
【請求項２５】
　前記第２の標準化されたシンボルを生成するべく前記第２の入力シンボルを処理する手
順は、文字規則の組を前記第２の入力シンボルに適用する手順を含む、請求項２３に記載
の方法。
【請求項２６】
　前記第２の標準化されたシンボルを生成するべく前記第２の入力シンボルを処理する手
順は、プロセス規則の組を前記第２の入力シンボルに適用する手順を含む、請求項２３に
記載の方法。
【請求項２７】
　前記第２の情報要素は文書である、請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　文書リポジトリシステムであって、
　ストレージ装置と、
　ネットワークインターフェイスと、
　前記ストレージ装置に接続されたプロセッサと、を有し、前記プロセッサは、
　マスタシンボルと親識別子をリンクさせてマスタシンボルデータベースに保存し、
　分類シンボルを分類シンボルデータベースに保存し、
　ネットワークインターフェイスを介して、シンボルセグメントを含む入力シンボルと文
書とをコントリビュータから受信し、
　前記入力シンボルを処理して標準化された入力シンボルを取得し、この場合、文字規則
の組とプロセス規則の組の少なくとも１個を前記入力シンボルに適用し、更に、対応する
マスタシンボルセグメントに戻るために、前記シンボルセグメントを用いて標準化テーブ
ルデータベースを検索することを含み、
　前記標準化された入力シンボルを使用して前記マスタシンボルデータベースを検索し、
一致するマスタシンボルと、リンクされた親識別子を検出し、
　前記標準化された入力シンボルを使用して前記分類シンボルデータベースを検索し、一
致する分類シンボルを検出し、ここで、前記プロセッサは、
　　　前記入力シンボルが分類シンボルを含むか否かを決定し、
　　　前記入力シンボルが分類シンボルを含むとの決定に応答して、含まれる分類シンボ
ルを用いて前記分類シンボルデータベースを検索し、さらに、
　　　前記入力シンボルが分類シンボルを含まないとの決定に応答して、コントリビュー
タ履歴パターンに関する統計データを用いて、分類シンボルを割当て、さらに割当てられ
た分類シンボルを用いて前記分類シンボルデータベースを検索する、各手順によって、一
致する分類シンボルを検出するために、前記標準化されたシンボルを用いて分類シンボル
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データベースを検索するように適応されており、更に
　前記文書が前記親識別子及び前記分類シンボルにリンクされるように、前記文書を前記
文書データベースに保存するべく、適応されており、
　前記マスタシンボルは企業によって発行された有価証券に割当てられ、前記親識別子は
前記企業に割当てられ、且つ、前記分類シンボルは、報告書の対象領域、リサーチ手法、
報告書の目的または主要テーマの少なくとも一つに割当てられていることを特徴とする、
文書リポジトリシステム。
【請求項２９】
　前記入力シンボルに少なくとも１つの未解読のセグメントが含まれている場合に、それ
ぞれの未解読のシンボルセグメントごとに、前記プロセッサは、コントリビュータ履歴パ
ターンデータベースを検索して高頻度使用セグメントを検出し、前記高頻度使用セグメン
トを前記未解読のセグメントに割り当てる、請求項２８に記載の文書リポジトリシステム
。
【請求項３０】
　前記入力シンボルに少なくとも１つの未解読のセグメントが含まれている場合に、それ
ぞれの未解読のシンボルセグメントごとに、前記プロセッサは、クライアントデータベー
スを検索してクライアント優先セグメントを検出し、前記クライアント優先セグメントを
前記未解読のセグメントに割り当てる、請求項２８に記載の文書リポジトリシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報の電子的な保存と取り出しに関するものである。具体的には、本発明は
、シンボル（記号）によってリンクされた情報の参照、保存、取り出し、及びインテリジ
ェントな分類を実行する方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　日々、多くの種類の情報がシンボル（記号）からなるコード（符号）によって参照並び
にアーカイブ化されている。通常、シンボルコードは、対象となるオブジェクト（コード
のシンボルが表す現実世界のエンティティ）の組を参照するべく一貫性のある便利な言語
を必要とするユーザー集団によって使用される。しかしながら、実際には、大部分のシン
ボルコードは正式に承認されてはおらず、従って、ユーザーは、統一され且つ一貫性のあ
る方式でこれらのコードを使用してはいない。このため、シンボルの解釈が問題となるの
である。
【０００３】
　例えば、金融業界においては、企業及びその企業の有価証券を参照するのに、各金融取
引所ごとに、異なる取引（チッカー）シンボルの組が使用されている。米国内では、国内
の取引所はシンボル名を統一しているが、通常、世界的な取引所の場合には、企業及びそ
の企業の有価証券を識別するのに、それぞれ特定のシンボルの組とシンボルの構造を使用
している。例えば、ＰＳＥ（Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｓｔｏｃｋ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：パシフィ
ック証券取引所）及びＮＹＳＥ（Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｓｔｏｃｋ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：ニ
ューヨーク証券取引所）は、いずれも「ＩＢＭ」というシンボルを使用してＩＢＭ社の有
価証券を表している。しかしながら、米国では、「Ｔ」というシンボルでＡＴ＆Ｔ社の有
価証券を参照するのに対して、カナダでは、「Ｔ」はテロス（Ｔｅｌｏｓ）社の有価証券
を参照し、英国では、「Ｔ」というシンボルは、更に別の企業の有価証券を参照すること
になる。
【０００４】
　ロイター（Ｒｅｕｔｅｒｓ）社、ブルームバーグ（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ）社、ブリッジ
（Ｂｒｉｄｇｅ）社などの金融情報ベンダも、企業及びその企業の有価証券を参照するの
に固有のシンボルの組と構造を使用している。多くの金融情報ベンダでは、区切り文字で
２つの部分に分割された構成シンボルコードを使用している。例えば、ベンダは、ＲＯＯ
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Ｔ［区切り文字］ＳＯＵＲＣＥというシンボル構造を使用可能であり、この場合、ＲＯＯ
Ｔセグメントは、特定の企業の有価証券を参照し、ＳＯＵＲＣＥセグメントは、その有価
証券が取引される国又は取引所を参照する。区切り文字は、通常、「＠」や「．」などの
文字である。
【０００５】
　この流通しているシンボルの組の多様性のために、有価証券及びその有価証券が属する
企業を識別する際に、シンボルの解釈が問題となる。例えば、あるベンダは、「ＩＢＭ．
ＦＲ」というシンボルによって、フランスで取引されるＩＢＭ社の有価証券を参照し、「
ＩＢＭ．ＧＢ」によって、英国で取引される同じＩＢＭ社の有価証券を参照する。いずれ
の場合にも、これらＩＢＭ．ＧＢ及びＩＢＭ．ＦＲというシンボルは、同じＩＢＭという
企業に関連付けられている。しかし、２つのベンダが、同一のルート及びソースセグメン
トによって、２つの異なる企業が発行した２つの異なる有価証券を参照することもあり得
る。例えば、第１のベンダは、「Ｔ．ＵＳ」というシンボルによって、米国で取引される
ＡＴ＆Ｔ社の有価証券を参照し、第２のベンダは、「Ｔ＠ＵＳ」というシンボルを使用し
て、別の企業の有価証券を参照することが考えられる。一方、２つの異なるベンダが、別
のルート及びソースシンボルによって、同一の企業の有価証券を参照することも起こり得
る。例えば、第１のベンダは、「ＩＢＭ．ＵＫ」というシンボルによって、英国で取引さ
れるＩＢＭ社の有価証券を参照し、第２のベンダは、「ＩＢ．ＥＧ」というシンボルによ
って、同一のＩＢＭ社の有価証券を参照するのである。
【０００６】
　オンライン金融リサーチの成長に伴って、特定の企業にリンクされた金融情報を参照す
るための一貫性のあるシステムに対するニーズが益々増大し、重要性を増している。投資
家及びリサーチャーは、インターネットなどの公的なネットワークやプライベートネット
ワークを介して金融文書を保存する文書リポジトリにアクセスすることができる。コント
リビュータ（寄稿者）は、特定の企業や有価証券に関連するリサーチ文書を文書リポジト
リに提出してアーカイブ化することができ、文書リポジトリのクライアント（即ち、投資
家やリサーチャー）は、興味のある企業や有価証券に関連する文書を取り出すことができ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このアーカイブ化プロセスにおいては、コントリビュータは、通常、提出する文書のテ
ーマである企業又は有価証券を参照する入力文字列と共に、文書を提出する。しかしなが
ら、使用するシンボルの組の多様性により、文書の正確なアーカイブ化と取り出しが大き
な問題となる。通常、コントリビュータは、流通している様々なベンダシンボル及び取引
所シンボルの中のいずれかを使用して入力文字列を提出するか、或いは、そのコントリビ
ュータに固有の特異なシンボルを使用する。この結果、コントリビュータが参照した企業
の有価証券を識別することが困難になる。同様に、特定の企業に関する文書の取り出しを
希望するクライアントも、ベンダシンボル、取引所シンボル、又は特異なルートシンボル
を含む様々なフォーマットで入力シンボルを提出し、この結果、取り出しのプロセスが面
倒なものになる。
【０００８】
　この有価証券のシンボルの解釈に伴う難しさは、情報の正確なアーカイブ化と取り出し
を可能にする、シンボルによってリンクされた情報を参照するための一貫性のある明瞭な
システムに対する一般的なニーズを例証するものである。
【０００９】
　更に、これら金融関連企業によって作成される金融文書は、その種類とテーマが様々に
異なっている。金融文書の中には、商品、株式報告書、業界報告書、ポートフォリオ／資
産戦略、デリバティブ、及び／又は外国為替／通貨などの特定のテーマを中心とするもの
が存在する。又、企業によっては、ファンドリサーチや商品などの特定のテーマを中心と
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した文書を作成しているものも存在する。共通的なトピックを中心とする文書を容易に取
り出せるほうが有利であろう。又、様々な金融文書の著者は、金融文書の作成のために、
基本的、技術的、量的、或いは戦略的リサーチ手法などの様々なリサーチ手法を使用して
いる。金融文書のスタイル、トーン、及び結論は、使用した手法の影響を受ける可能性が
あり、従って、金融文書をレビューする者は、金融文書を読む前に、この情報の入手を希
望することになる。又、金融関連企業には、一般的な論評、予測、ニュースレポート、及
び／又は市場データなど、金融文書を作成するための様々な理由が存在する。即ち、金融
文書とは、様々なテーマを取り扱うと共に、様々なリサーチ手法によって作成され、様々
な目的を有する産物なのであって、その内容は、これらすべての影響を受けるため、これ
ら様々な基準に基づいて文書をアーカイブ化し取り出す方法が有利であろう。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、シンボルによってリンクされた情報の参照、アーカイブ化、及び取り出し、
並びにテーマ、リサーチ手法、発行目的、及び主要テーマに基づいた情報のインテリジェ
ントな分類を実行する方法及びシステムを提供する。マスタシンボルデータベースは、複
数のマスタシンボルを保存しており、それぞれのマスタシンボルは、既定の構造に従って
フォーマッティングされている。マスタシンボルデータベース内のそれぞれのマスタシン
ボルは、固有のオブジェクトを識別する親識別子にリンクされている。分類シンボルデー
タベースは、複数の分類シンボルを保存しており、これらも既定の構造に従ってフォーマ
ッティングされている。分類シンボルは、その分類の割当に基づいた文書の取り出しを可
能にする固有の文書識別子にリンクされている。ユーザーは、入力シンボルを提供するこ
とにより、シンボルによってリンクされた情報を情報データベースにアーカイブ化したり
取り出したりすることができる。入力シンボルを標準化してマスタシンボルデータベース
を検索し、一致するマスタシンボルを検出する。次いで、その一致したマスタシンボルに
リンクされている親識別子を使用し、情報データベースから情報を取り出したり情報デー
タベースに情報をアーカイブ化したりする。入力シンボルに分類シンボルが含まれている
場合には、分類シンボルデータベースを検索し、一致する分類シンボルを検出する。そし
て、それを使用し、分類によって情報データベースから情報を取り出したり情報データベ
ースに情報をアーカイブ化したりする。
【００１１】
　一実施例によれば、本発明は、コンピュータに基づいた文書リポジトリに適用され、こ
のリポジトリにおいては、入力シンボルの分析に基づいて、コントリビュータが提出した
文書を自動的にアーカイブ化すると共に、クライアントが要求した文書を自動的に取り出
す。この文書リポジトリは、マスタシンボルのデータベースと複数のオブジェクト又はサ
ブオブジェクトを参照するリンクされた親識別子を保存している。又、この文書リポジト
リは、データベースにおける文書のインテリジェントな分類に使用する分類シンボルのデ
ータベースも保存している。アーカイブ化のプロセスにおいては、文書リポジトリは、コ
ントリビュータが提出した文書と、その文書で参照されているオブジェクトに関する入力
シンボルを電子的に受信する。そして、入力シンボルを標準化し、それを使用してマスタ
シンボルデータベースを検索し、一致するマスタシンボルを検出する。次いで、その文書
を文書データベースに保存し、この結果、一致したマスタシンボルに対応する親識別子に
文書がリンクされる。一方、分類によるアーカイブ化の場合には、入力シンボルを使用し
て分類シンボルデータベースを検索し、一致する分類シンボルを検出する。次いで、文書
を文書データベースに保存し、この結果、一致した分類シンボルに文書識別子がリンクさ
れる。標準化されたシンボルが、マスタシンボルデータベースにおいて検出されなかった
り、或いは分類シンボルデータベースで検出されない場合には、コントリビュータの過去
のパターンを分析し、この不確定性の解読を試みる。一方、クライアントは、電子的に入
力シンボルを提供することにより、リポジトリ内に保存されている文書を取り出すことが
できる。この入力シンボルは標準化されるが、少なくとも１つのクライアント優先パラメ
ータを使用して入力シンボル内の不確定性を解読することができる。標準化されたシンボ
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ルを使用してマスタシンボルデータベースを検索し、一致するマスタシンボルを検出する
。そして、一致したマスタシンボルにリンクされた親識別子を使用し、その親識別子にリ
ンクされている文書を取り出す。又、標準化されたシンボルを使用して分類シンボルデー
タベースを検索し、一致する分類シンボルの検出も行う。そして、一致した分類シンボル
を文書識別子にリンクし、適切な分類シンボルを有する文書を取り出す。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１ａ】本発明の一実施例による親識別子、親識別子にリンクされた複数のマスタシン
ボル、並びにオブジェクト及びそのオブジェクトに関連付けられた複数のサブオブジェク
ト間の関係を示す。
【図１ｂ】本発明の一実施例に従って、複数の親識別子にリンクされたマスタシンボルを
示す。
【図１ｃ】本発明の一実施例によるシンボルテンプレートを示す。
【図１ｄ】本発明の一実施例によるシンボルテンプレートの一例を示す。
【図１ｅ】本発明の一実施例によるシンボルテンプレートの別の例を示す。
【図２】本発明の一実施例に従って、入力シンボル内の固有の関連オブジェクト及び分類
シンボルを識別するべく入力シンボルを解釈する段階の組を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施例に従って、シンボルによってリンクされた文書の電子的なアー
カイブ化と取り出しを可能にするネットワークアーキテクチャを示すブロックダイアグラ
ムである。
【図４】本発明の一実施例に従って、シンボルによってリンクされた文書をアーカイブ化
し取り出す文書リポジトリシステムの一部のアーキテクチャを示すブロックダイアグラム
である。
【図５ａ】本発明の一実施例に従って、マスタシンボルデータベースにマスタシンボルデ
ータを保存するためのデータ構造を示す。
【図５ｂ】本発明の一実施例に従って、世界中で取引される企業の有価証券シンボルを保
存するのに適用される図５ａに示すデータ構造の一例を示す。
【図６】本発明の一実施例に従って、文書ファイルデータベースに文書を保存するための
データ構造を示す。
【図７】本発明の一実施例に従って、文書リポジトリに保存された文書に関連する情報を
保存するリレーションナルデータベースに使用するデータ構造を示す。
【図８】本発明の一実施例に従って、コントリビュータの過去のシンボルの使用傾向に関
連する情報を保存するコントリビュータ履歴パターンデータベースに使用するデータ構造
を示す。
【図９】本発明の一実施例に従って、クライアントの優先内容に関連する情報を保存する
クライアントデータベースに使用するデータ構造を示す。
【図１０】本発明の一実施例に従って、様々なシンボルの組に関連する標準化テーブルデ
ータベースに使用するデータ構造を示す。
【図１１】本発明の一実施例に従って、親識別子にオブジェクトを関連付ける情報を保存
するオブジェクトデータベースに使用するデータ構造を示す。
【図１２】本発明の一実施例に従って、マスタシンボルデータベースを生成する段階のフ
ローチャートである。
【図１３】本発明の一実施例によるコントリビュータから受信した文書の自動アーカイブ
化に関連する文書リポジトリ３１９における様々なサーバーとデータベース間の情報の流
れを示すブロックダイアグラムである。
【図１４】本発明の一実施例に従って、文書リポジトリに文書を自動アーカイブ化する段
階のフローチャートである。
【図１５】本発明の一実施例によるクライアント３０５が提供した入力シンボルに基づく
文書の自動取り出しに関連する文書リポジトリ３１９における様々なサーバーとデータベ
ース間の情報の流れを示すブロックダイアグラムである。
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【図１６】本発明の一実施例に従って、クライアントが提出した入力シンボルに基づいて
文書リポジトリから文書を自動的に取り出す段階のフローチャートである。
【図１７】本発明の一実施例に従って、コントリビュータ履歴データベースを生成する段
階の組を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、シンボルによってリンクされた情報の参照、アーカイブ化、及び取り出し、
並びにテーマ、リサーチ手法、及び発行目的に基づいた情報のインテリジェントな分類を
行う方法及びシステムを提供する。本明細書において説明する実施例は、文書の参照、ア
ーカイブ化、及び取り出しを行うためのコンピュータに基づいた文書リポジトリシステム
に関するものである。一実施例によれば、この文書リポジトリは、世界中で取引される企
業に関する文書を保存する。しかしながら、本明細書において説明する実施例は、単に例
示を目的とするものであって、添付の請求の範囲を限定するものではない。本発明は、シ
ンボルによってリンクされた情報のアーカイブ化、取り出し、及び参照、並びにシンボル
によってリンクされた情報のインテリジェントな分類を必要とするあらゆる環境に適用す
ることができる。
【００１４】
　図１ａは、本発明の一実施例による親識別子、親識別子にリンクされた複数のマスタシ
ンボル、並びにオブジェクト及びオブジェクトに関連付けられた複数のサブオブジェクト
間の関係を示している。図１ａの下段部分は、模範的なオブジェクト１３０と、このオブ
ジェクト１３０に関連付けられた複数のサブオブジェクト１４０ａ～１４０ｂを示してい
る。又、図１ａには、オブジェクトスペース１５０も示されており、これは、存在し得る
すべてのオブジェクトから構成されている。例えば、一実施例によれば、オブジェクトス
ペース１５０は、世界中で取引されるすべての企業を含んでおり、オブジェクト１３０は
特定の企業を表し、その関連するサブオブジェクト（例：１４０ａ～１４０ｃ）は、その
企業が発行する有価証券を表している。
【００１５】
　図１ａの上段部分は、オブジェクト１３０及びサブオブジェクト１４０ａ～１４０ｃを
表すマスタシンボルデータベースの構造を示している。具体的には、親識別子１１０はオ
ブジェクト１３０を、マスタシンボル１１５ａ～１１５ｃはサブオブジェクト１４０ａ～
１４０ｃをそれぞれ参照している。尚、この図１ａの上段及び下段部分が略対称であるこ
とに留意されたい。図１ａに示されているように、それぞれのマスタシンボル（例：１１
５ａ～１１５ｃ）は親識別子１１０にリンクされている。そして、それぞれの親識別子１
１０は、オブジェクトスペース１５０内に存在する固有のオブジェクトを参照している。
【００１６】
　マスタシンボルデータベースの機能は、入力シンボルに基づいて特定のオブジェクトを
識別できるようにすることである。図１ａでは、これをオブジェクトスペース１５０にお
ける３つの平面の交差によって示している。後程詳述するように、入力シンボルを標準化
し、マスタシンボルデータベースを検索して一致するマスタシンボルを検出する。そして
、一致したマスタシンボルにリンクされている親識別子を使用してオブジェクト１３０を
識別する。
【００１７】
　図１ａには、１つの親識別子１１０と３つのマスタシンボル１１５ａ～１１５ｃしか示
されていないが、マスタシンボルデータベースは、通常、多数のマスタシンボルを格納し
、それぞれのマスタシンボルは、複数の親識別子１１０の中の１つにリンクされている。
例えば、図１ｂは、親識別子１１０ａにリンクされたマスタシンボル１１５ａ～１１５ｃ
、親識別子１１０ｂにリンクされたマスタシンボル１１５ｄ～１１５ｆ、親識別子１１０
ｃにリンクされたマスタシンボル１１ｆｇ～１１５ｋ、及び親識別子１１０ｄにリンクさ
れたマスタシンボル１１５ｌ～１１５ｍを示している。即ち、マスタシンボル１１５ａ～
１１５ｃは第１オブジェクトに関連付けられており、マスタシンボル１１５ｄ～１１５ｆ
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は第２オブジェクトに関連付けられており、マスタシンボル１１５ｆ～１１５ｋは第３オ
ブジェクトに関連付けられており、マスタシンボル１１５ｌ～１１５ｍは第４オブジェク
トに関連付けられているのである。
【００１８】
　例を挙げて、図１ａに示されている方式の適用について更に説明する。一実施例によれ
ば、それぞれのオブジェクト１３０は企業を表しており、それぞれのサブオブジェクト（
例：１４０ａ～１４０ｃ）は、その企業が発行する有価証券を表している。この例によれ
ば、固有の親識別子１１０をそれぞれの企業に割り当てる。そして、企業が発行するそれ
ぞれの有価証券に固有のマスタシンボルを割り当て、これをその有価証券を発行した企業
に割り当てられている親識別子１１０にリンクさせる。そして、リンクした親識別子１１
０と共に、それぞれのマスタシンボルをマスタシンボルデータベース内に保存する。
【００１９】
　一実施例によれば、マスタシンボルデータベースに保存されるすべてのマスタシンボル
は既定の構造を利用しており、この構造はシンボルテンプレートによって定義される。図
１ｃは、本発明の一実施例によるシンボルテンプレートを示している。このシンボルテン
プレート１４５は、任意の数のシンボルフィールド１５０（１）～１５０（Ｎ）から構成
されている。それぞれのシンボルフィールド１５０（１）～１５０（Ｎ）は、情報のカテ
ゴリを表しており、シンボル化されたオブジェクト又はサブオブジェクトの特定の属性に
対応している。即ち、マスタシンボルデータベースに保存されるすべてのマスタシンボル
は、同一の既定のシンボルテンプレート１４５に従って構成されているのである。
【００２０】
　具体的には、マスタシンボルデータベースに保存されているそれぞれのマスタシンボル
には、シンボルテンプレート１４５が定義するシンボルフィールド１５０（１）～１５０
（Ｎ）の一部に対応するマスタシンボルセグメントが含まれる。そして、それぞれのシン
ボルセグメントは、テキストの文字列から構成される。例えば、国属性に関するシンボル
フィールドの場合には、マスタシンボルデータベースに保存されているシンボルには、そ
れぞれ米国、英国、及びフランスを参照する「ＵＳ」、「ＧＢ」、及び「ＦＲ」というシ
ンボルセグメント（即ち、テキストの文字列）が含まれる。例えば、図１ａは、３つのシ
ンボルフィールドを含むシンボルテンプレート１４５（図示されていない）に従って構成
されたマスタシンボル１１５ａ～１１５ｃを示している。これは、それぞれのマスタシン
ボル１１５ａ～１１５ｃが、シンボルテンプレートによって定義されたシンボルフィール
ドに対応する３つのシンボルセグメント（即ち、１２０ａ１～１２０ｃ１、１２０ａ２～
１２０ｃ２、及び１２０ｃ１～１２０ｃ３）から構成されているという事実から明らかで
ある。
【００２１】
　例を挙げて、シンボルテンプレート１４５と、マスタシンボルデータベースに保存され
るシンボル構造を形成する対応するシンボルセグメントとの関係について更に説明する。
一実施例によれば、マスタシンボルデータベースに保存されているマスタシンボルは、特
定の市場で取引される企業の有価証券をシンボル化したものである。この場合には、図１
ｄに示されているものなどのシンボルテンプレート１４５を使用することができる。ルー
トフィールドと呼ばれる第１シンボルフィールド１５０ａでは、企業の有価証券を指定し
ており、ソースフィールドと呼ばれる第２シンボルフィールド１５０ｂでは、その有価証
券が取引される国を指定する。従って、この場合には、マスタシンボルデータベースに保
存されているすべてのシンボルには、図１ｄに示されているシンボルテンプレート１４５
が定義するシンボルフィールド１５０ａ及び１５０ｂにそれぞれ対応するルートセグメン
ト（即ち、企業の有価証券名に対応するＡＳＣＩＩの文字列）とソースセグメント（即ち
、その有価証券が取引される国に対応するＡＳＣＩＩの文字列）という２つのシンボルセ
グメントが含まれている。
【００２２】
　図１ｅには、シンボルテンプレート１４５の別の模範的な実施例が示されており、これ
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は、シンボルによってリンクされた情報のインテリジェントな分類を可能にするものであ
る。図１ｄに示されているように、第１シンボルフィールド１５０ａは、ルートフィール
ドと呼ばれ、企業の有価証券を指定し、第２シンボルフィールド１５０ｂは、ソースフィ
ールドと呼ばれ、その有価証券が取引される国を指定している。図１ｅには、第３のシン
ボルフィールド１５０ｃが含まれており、これは分類シンボルと呼ばれるものであって、
分類シンボルデータベースにおいてリンク及び保存される適切なカテゴリを識別する。こ
のシンボルフィールド１５０ｃにより、分類シンボルデータベースから検出された分類セ
グメントに基づいて、シンボルによってリンクされた情報をアーカイブ化し取り出すこと
ができる。
【００２３】
　マスタシンボルデータベースを参照及び検索するための一貫性のある方法を提供するべ
く、マスタシンボルデータベースに保存するマスタシンボルは、標準化されたフォーマッ
トで保存する。同様に、分類シンボルデータベースに保存する分類シンボルも、分類シン
ボルデータベースを参照及び検索するための一貫性のある方法を提供するべく、標準化さ
れたフォーマットで保存する。従って、マスタシンボルデータベースに保存されているす
べてのマスタシンボルは、例えば、「ＵＳ」というシンボルセグメントによって米国を参
照することができる。又、商品リサーチに関連する情報カテゴリを生成するべく、分類シ
ンボルデータベースに保存する分類シンボルとして、「ＣＲ」というシンボルセグメント
を使用可能である。
【００２４】
　図１ａには、マスタシンボルデータベースに保存されるマスタシンボルがサブオブジェ
クト１４０ａ～１４０ｃを参照する例が示されているが、別の実施例では、マスタシンボ
ル１４０ａ～１４０ｃはオブジェクト１３０自体を参照する。マスタシンボルデータベー
スの構造とシンボルを親識別子にリンクするプロセスについては、後程詳細に説明する。
【００２５】
　文書リポジトリのユーザーは、入力シンボルに関連する情報を保存又は取り出すべく、
マスタシンボルデータベースを検索するための入力シンボルを提出することができる。但
し、シンボルの使用法が特異なものになっているため、入力シンボルと関連するオブジェ
クト１３０を識別できるよう、入力シンボルを標準化して解釈しなければならない。図２
は、本発明の一実施例に従って、固有の関連するオブジェクトを識別するべく、入力シン
ボルを解釈する段階の組を示すフローチャートである。まず、段階２１０において、入力
シンボルをユーザーから受信する。段階２２０において、標準化規則の組に従って入力シ
ンボルを処理し、標準化されたシンボルを取得する。この入力シンボルの標準化手順につ
いては、後程詳細に説明する。段階２３０において、標準化されたシンボルが既知である
かどうか（即ち、それがマスタシンボルデータベースに保存されているマスタシンボルと
一致するかどうか）を決定する。そして、標準化されたシンボルが既知の場合には、その
標準化されたシンボルにリンクされている親識別子１１０を取り出す。次いで、この取り
出した親識別子１１０を使用し、段階２５０において、情報（例：電子文書）の取り出し
やアーカイブ化などの適切な処理を実行する。この親識別子の識別に加え、シンボル入力
には、分類シンボルを含めることができる（段階２２５）。分類シンボルがシンボル入力
に含まれている場合には、適切な分類による取り出し又はアーカイブ化のプロセスを実行
し（段階２３５）、入力シンボルの識別が完了する。この手順は、段階２９０において終
了する。
【００２６】
　一方、標準化されたシンボル１１５が既知でない場合、即ち、それがマスタシンボルデ
ータベースに保存されているマスタシンボルと一致しない場合には（段階２３０の「Ｎｏ
」の分岐）、段階２６０において、そのシンボルの提出者の過去のパターンの分析を行う
。後程詳述するように、これには、その未知の入力シンボルを過去にそのユーザーが使用
したことがあるかどうか、及びそれがどのように解釈されたかを決定するべく、別のデー
タベースの検索が必要になる。或いは、この代わりに、特定のシンボルセグメントを解読
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できない場合には、ユーザーの履歴を統計的に分析し、未解読のシンボルセグメントの発
生頻度を決定することができる。そのシンボルのコントリビュータの過去のパターンを使
用してシンボルを解読可能な場合には、シンボルを解読し（段階２７０の「Ｙｅｓ」の分
岐）、このフローは、標準化されたシンボルにリンクされている親識別子１１０の取り出
しに進む（段階２４０）。それ以外の場合には（段階２７０の「Ｎｏ」の分岐）、この手
順は失敗する（段階２８０）。又、ユーザーの過去の分類パターンデータを使用し、分類
による取り出し又はアーカイブ化のプロセスを実行することも可能である。シンボル入力
に分類シンボルが含まれていない場合には、分類による取り出し又はアーカイブ化を適切
に実行するべく、ユーザーの過去の分類パターンを分析することができる。そのユーザー
の過去の分類パターンの妥当な解釈が可能な場合には、段階２３５において、分類による
取り出し又はアーカイブ化のプロセスが完了し、それ以外の場合には、分類による取り出
し又はアーカイブ化は失敗する（段階２８０）。
【００２７】
　図３は、本発明の一実施例に従って、シンボルによってリンクされた文書の電子的なア
ーカイブ化と取り出しを可能にするネットワークアーキテクチャを示すブロックダイアグ
ラムである。文書リポジトリ３１９には、その他のコンポーネントと共に、コントリビュ
ータゲートウェイサーバー３４０ａとクライアントゲートウェイサーバー３４０ｂが含ま
れている。これらのサーバー３４０ａ及び３４０ｂは、それぞれプログラム命令を実行す
るためのプロセッサ及びメモリ、並びにネットワークインターフェイス（図示されていな
い）を含んでいる。
【００２８】
　一実施例によれば、クライアント３０５は、ブラウザソフトウェア（図示されていない
）が稼動するパーソナルコンピュータ３１０を使用し、モデム３１５、ＰＯＴＳ電話回線
３１７、インターネットサービスプロバイダ３２０、Ｔ１回線３３０ｄ、インターネット
３４０、Ｔ１回線３３０ｃ、及びクライアントゲートウェイサーバー３４０ｂを介して文
書リポジトリ３１９と通信する。クライアント３０５は、所望のオブジェクト又はサブオ
ブジェクトに関連する入力シンボルを提出することにより、文書リポジトリ３１９に保存
されている特定のデータ又は文書を検索することができる。クライアントゲートウェイサ
ーバー３４０ｂは、文書リポジトリ３１９からの文書の検索と取り出しを実行するための
複数のプロセス（後程詳述する）を実行する。具体的には、クライアントゲートウェイサ
ーバー３４０ｂは、クライアント３０５からの入力シンボルの受信、入力シンボルの標準
化、対応する親識別子（存在する場合）を検出するためのマスタシンボルデータベース４
２０の検索、及びその親識別子にリンクされている文書の文書データベースからの取り出
しを実行するための複数のプロセスを実行する。又、クライアントゲートウェイサーバー
３４０ｂは、入力シンボルに含まれている分類シンボルに基づいて文書の取り出し又はア
ーカイブ化を実行するべく、文書リポジトリ３１９を検索することもできる。ユーザーに
よって、或いはユーザーに関連する過去のパターンによって分類シンボルが割り当てられ
ている文書を、その分類シンボルに基づいて取り出したりアーカイブ化したりすることが
できる。文書に関連付けられた分類シンボルは、分類シンボルデータベース４２５に保存
し、コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａ及びクライアントゲートウェイサー
バー３４０ｂを介して文書ファイルデータベース４５０にリンクされる。
【００２９】
　又、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、特定の文書について文書リポジト
リ３１９を検索すると共に取り出した文書をクライアントに表示するべく、入力シンボル
を提出するためのクライアント３０５用の便利なインターフェイスであるＧＵＩ（Ｇｒａ
ｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を提供するプロセスも実行する。一実施
例によれば、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、ストレージ装置（図示され
ていない）上に存在するＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇ
ｅ）コンテンツをクライアントゲートウェイサーバー３４０ｂに接続しているクライアン
ト（例：３０５）に対してサービスする。具体的には、クライアントゲートウェイサーバ
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ー３４０ｂ上に保存されているＨＴＭＬページにより、入力シンボルによってシンボル化
された特定のオブジェクトに関連する文書について文書リポジトリを検索するための入力
文字列をクライアントが入力できるようにする便利なユーザーインターフェイスを提供す
る。又、クライアントは、入力シンボル内の分類シンボルに基づき、特定のカテゴリにグ
ループ化された文書について文書リポジトリ３１９を検索することも可能である。この分
類による検索には、特定タイプの文書（即ち、商品リサーチ、デリバティブリサーチ、及
び業界レポート、或いは、特定の企業に関連するものや、場合によっては、特定の国で発
行されているもの）に関する検索が含まれる。ＧＵＩの別の模範的な実施例では、入力シ
ンボルに分類識別子を含めるためのクライアント用の便利なインターフェイスを提供可能
である。更に、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、クライアントが提供する
入力検索文字列の入力と処理を可能にする少なくとも１つのＣＧＩ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｇａ
ｔｅｗａｙ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）スクリプトを実行することができる。
【００３０】
　コントリビュータ３４０は、Ｔ１回線３３０ａ、インターネット３４０、Ｔ１回線３３
０ｂ、及びコントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａを介して文書リポジトリ３１
９と通信する。コントリビュータサイト３４０において生成された文書は、Ｔ１回線３３
０ｂ、インターネット３４０、及びコントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａを介
して文書リポジトリ３１９に送信可能である。コントリビュータゲートウェイサーバー３
４０ａは、コントリビュータからの文書と入力シンボルの受信、受信した入力シンボルの
標準化、マスタシンボルデータベース４２０及び／又は分類シンボルデータベース４２５
の検索、及び様々なコントリビュータが提出した文書のアーカイブ化に関連する複数のプ
ロセス（後程詳述する）を実行する。コントリビュータ３４０は、インターネット３４０
を介して、テキストファイル、ＰＤＦ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｉｌｅ
ｓ）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄファイルなどを含む任意の数のフォーマットで文書
を電子的に文書リポジトリ３１９に提出することができる。次に、文書リポジトリ３１９
に含まれている残りのコンポーネントについて図４を参照して説明する。
【００３１】
　図４は、本発明の一実施例に従って、シンボルによってリンクされた文書のアーカイブ
化と取り出しを実行する文書リポジトリシステムの一部のアーキテクチャを示すブロック
ダイアグラムである。この文書リポジトリ３１９には、コントリビュータゲートウェイサ
ーバー３４０ａ、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂ、シンボルサーバー４１０
、マスタシンボルデータベース４２０、分類シンボルデータベース４２５、リレーション
ナルデータベース４３０、コントリビュータ履歴パターンデータベース４４０、文書ファ
イルデータベース４５０、フルテキストデータベース４６０、クライアントデータベース
４７０、標準化テーブルデータベース４１７、及びオブジェクトデータベース４１５が含
まれている。尚、図４には、１つのコントリビュータ３４０と１つのクライアント３０５
しか示されていないが、本システムは、複数のコントリビュータ及びクライアントで機能
するべく設計されている。
【００３２】
　シンボルサーバー４１０は、コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａ及びクラ
イアントゲートウェイサーバー３４０ｂから要求を受信して処理し、マスタシンボルデー
タベース４２０及び／又は分類シンボルデータベース４２５を検索する。具体的には、後
程詳述するように、シンボルサーバー４１０は、コントリビュータゲートウェイサーバー
３４０ａ又はクライアントゲートウェイサーバー３４０ｂから少なくとも１つの標準化さ
れた入力シンボルを受信し、その標準化された入力シンボルに一致するマスタシンボルが
マスタシンボルデータベース４２０で検出された場合に、シンボルデータベース４２０か
ら取り出した対応する親識別子１１０を返すプロセスを実行する。又、シンボルサーバー
４１０は、標準化された入力シンボル内に含まれる分類シンボルに関する分類シンボルデ
ータベース４２５の検索が要求に含まれている場合に、分類シンボルデータベース４２５
から取り出した対応する分類シンボルを返すことも可能である。
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【００３３】
　マスタシンボルデータベース４２０は、すべてのマスタシンボル（例：１１５ａ～１１
５ｃ）とそれらに関連付けられている親識別子１１０のリストを保存している。例えば、
一実施例によれば、マスタシンボルデータベース４２０は、世界中の企業が発行した有価
証券に関するマスタシンボルの組を保存している。一実施例によれば、世界中で取引され
る企業のすべての既知の有価証券を参照するソーステーブルの組からマスタシンボルデー
タベース４２０を定期的に生成する。このマスタシンボルデータベース４２０の生成につ
いては、後程詳細に説明する。分類シンボルデータベース４２５は、シンボルによってリ
ンクされた情報を分類するのに使用するすべての分類シンボルのリストを保存している。
一実施例によれば、報告書の対象領域（即ち、商品リサーチ、企業報告書、転換社債リサ
ーチ、与信リサーチ、）、リサーチ手法（即ち、基本的、技術的、量的、又は戦略的）、
報告書の目的（即ち、論評、予測ニュース、市場データ）、及び主要テーマの中の複数の
ものに分類シンボルを割り当てることができる。
【００３４】
　図５ａは、本発明の一実施例に従って、マスタシンボルデータベースにマスタシンボル
データを保存するためのデータ構造を示している。具体的には、図５ａのデータ構造は、
親識別子１１０を保存すると共に、この親識別子を任意の数（Ｎ）のシンボルセグメント
（例：１２０ａ１～１２０ｃ３）によって構成されたマスタシンボル（例：１１５ａ～１
１５ｃ）とリンクさせるためのものである。マスタシンボルデータベース４２０は、この
データベース４２０内のそれぞれのマスタシンボルごとに１つのレコード５０５を保存し
ている。それぞれのレコード５０５は、親識別子フィールド５１０とシンボルセグメント
フィールド５２０（１）～５２０（Ｎ）から構成されている。シンボルセグメントフィー
ルドの数は、マスタシンボルデータベース４２０に保存されているマスタシンボルの構造
を定義するシンボルテンプレート１４５に応じて変化する（即ち、シンボルセグメントの
数は、それぞれのシンボルを構成するシンボルフィールドの数に正確に対応している）。
親識別子フィールド５１０及びシンボルセグメントフィールド５２０（１）～５２０（Ｎ
）は、ハードディスクドライブなどのストレージ装置上に情報を保存するための１つ又は
複数のメモリ位置から構成されている。例えば、一実施例によれば、親識別子フィールド
５１０には、４バイトの情報領域を占有する３２ビットの整数値を保存する。そして、シ
ンボルセグメントフィールド５２０（１）～５２０（Ｎ）には、既定の長さのＡＳＣＩＩ
のテキスト文字列を保存する。
【００３５】
　例えば、図５ｂは、本発明の一実施例に従って、世界中で取引される企業の有価証券シ
ンボルの保存に適用される図５ａに示されているデータ構造の特定の例を示している。こ
の実施例によれば、３つのフィールド５１０、５２０ａ、及び５２０ｂを含むレコード５
０５をそれぞれの有価証券シンボルごとに生成する。フィールド５２０ａ及び５２０ｂに
は、それぞれ企業の有価証券名に対応するルートシンボルセグメントと、その有価証券が
取引される国に対応するソースシンボルセグメントを保存する。フィールド５１０には、
マスタ有価証券シンボルに関連する親識別子（即ち、その有価証券を発行する企業に割り
当てられている親識別子）を保存する。マスタシンボルデータベース４２０の生成につい
ては、後程詳細に説明する。
【００３６】
　図６は、本発明の一実施例に従って、文書ファイルデータベースに文書を保存するため
のデータ構造を示している。文書ファイルデータベース４５０は、このデータベースに保
存されるそれぞれの文書ごとに１つのレコード６１０を保存している。それぞれのレコー
ド６１０は、文書ファイルフィールド６３０と文書識別子フィールド６２０から構成され
ている。文書ファイルフィールド６３０には、フォーマッティングされたその文書の実際
の文書データを保存する。或いは、この代わりに、文書ファイルフィールド６３０には、
文書データが保存されているメモリ位置をポイントするポインタを保存することもできる
。文書識別子フィールド６２０には、文書ファイルデータベース４５０に保存されている
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それぞれの文書に割り当てられた固有の識別コードを保存する。後述するように、文書リ
ポジトリ３１９においては、文書を受信すると、その受信した文書に対して固有の文書識
別子が生成され、文書と共に、その識別子が文書識別子フィールド６２０に保存される。
文書は、任意の数のファイルフォーマットで保存することができる。例えば、文書は、Ｐ
ＤＦファイル、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄファイル、テキストファイルなどで保存可
能である。
【００３７】
　フルテキストデータベース４６０は、キーワードで文書データを検索できるテキストフ
ォーマットで文書データを保存する。一実施例によれば、コントリビュータゲートウェイ
サーバー３４０ａは、このフルテキストデータベース４６０に保存するべく、コントリビ
ュータ（例：１４０）から受信した文書のテキストフォーマットへの変換を実行するプロ
セスを実行する。このフルテキストデータベース４６０により、文書自体に含まれている
検索語による文書の検索と取り出しが可能となる。
【００３８】
　図７は、本発明の一実施例に従って、文書リポジトリに保存する文書に関連する情報を
保存するリレーションナルデータベースに使用するデータ構造を示している。リレーショ
ナルデータベース４３０は、文書ファイルデータベース４５０とマスタシンボルデータベ
ース４２０間の掛け橋として機能するものである。具体的には、文書データベースに保存
されたそれぞれの文書ごとに、リレーショナルデータベース４３０は、文書の文書ＩＤ７
３０を、その文書で参照されているオブジェクト又はサブオブジェクトに対応する親ＩＤ
７２０に相互参照する。又、リレーションナルデータベース４３０は、文書ファイルデー
タベース４５０と分類シンボルデータベース４２５間の掛け橋としても機能する。マスタ
シンボルデータと同様に、文書データベースに保存されているそれぞれの文書ごとに、リ
レーショナルデータベース４３０は、文書の文書ＩＤ７３０を、その文書の入力シンボル
で参照されている分類シンボルに対応する分類シンボルに相互参照する。又、リレーショ
ナルデータベース４３０は、コントリビュータから受信した文書の特定の属性に関する追
加データも保存する。
【００３９】
　文書リポジトリ３１９に保存されるそれぞれの文書ごとに、リレーションナルデータベ
ース４３０に１つのレコード７０５が生成される。本発明の一実施例によれば、それぞれ
のレコードには、文書識別子フィールド７１０、親識別子フィールド７２０、コントリビ
ュータＩＤフィールド７３０、マスタシンボルポインタフィールド７４０、分類シンボル
フィールドポインタ７４５、コントリビュータ入力シンボルフィールド７５０、及び既定
数のコントリビュータ要素フィールド（図示されていない）が含まれる。
【００４０】
　文書識別子フィールド７１０は、文書に割り当てられた固有の文書識別子を保存する。
この固有の文書識別子は、文書リポジトリ３１９で文書を受信した際に生成される。親識
別子フィールド７２０は、文書に関連付けられているオブジェクトに関連する親識別子を
保存する。通常、親識別子フィールド７２０には、文書のコントリビュータが提出した入
力シンボルにリンクされている親識別子を保存する。後程詳述するように、コントリビュ
ータが提出した新しい文書をアーカイブ化する際に、コントリビュータ入力シンボルは標
準化され、マスタシンボルデータベース内の一致するマスタシンボルにリンクされた親識
別子がマスタシンボルデータベースから取り出される。そして、この親識別子が親識別子
フィールド７２０に保存される。例えば、一実施例によれば、金融文書のアーカイブ化の
場合には、親識別子フィールド７２０には、文書識別子フィールド７１０に保存されてい
る文書識別子を有する文書に関連付けられた企業の識別子を保存する。
【００４１】
　コントリビュータＩＤフィールド７３０には、その文書のコントリビュータに対応する
固有のコントリビュータ識別子を保存する。マスタシンボルポインタフィールド７４０は
、文書のオブジェクトに関連付けられたマスタシンボルデータベース４２０内のマスタシ
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ンボルへのポインタを保存する。具体的には、このポインタは、コントリビュータが提供
し標準化された入力シンボルによってマスタシンボルデータベース４２０を検索し検出さ
れた一致するマスタシンボルをポイントしている。分類シンボルポインタフィールド７４
５には、コントリビュータが提出し標準化された入力シンボル内の分類シンボルに関連す
る分類シンボルデータベース４２５内の分類シンボルへのポインタを保存する。コントリ
ビュータ入力シンボルフィールド７５０には、文書の提出の際にコントリビュータによっ
て提供された（標準化前の）入力シンボルを保存する。
【００４２】
　図８は、本発明の一実施例に従って、コントリビュータの過去におけるシンボルの使用
傾向に関連する情報を保存するコントリビュータ履歴パターンデータベースに使用するデ
ータ構造を示している。このコントリビュータ履歴パターンデータベース４４０の目的は
、コントリビュータが提供する入力シンボルの標準化を支援し、文書リポジトリ３１９に
文書を提出する際にコントリビュータが提供した不明瞭なシンボルを解読できるようにす
ることである。例えば、１つ又は複数のシンボルセグメントを欠いた入力シンボルをコン
トリビュータが文書と共に提出する場合がある。或いは、標準化及びマスタシンボルデー
タベース４２０の検索の後に解読できない１つ又は複数のシンボルセグメントを含む入力
シンボルをコントリビュータが提出することもある。
【００４３】
　コントリビュータ履歴パターンデータベース４４０は、文書リポジトリ３１９に文書を
提供するコントリビュータごとに１つのレコードを保存している。それぞれのレコードは
、コントリビュータＩＤフィールド８１０と既定数の高頻度使用セグメントフィールド８
２０（１）～８２０（Ｎ）から構成されている。本発明の実施例においては、それぞれの
レコード８０５に保存される高頻度使用セグメントフィールドの数は、マスタシンボルデ
ータベース４２０にマスタシンボルを保存するためのシンボルテンプレート１４５が定義
しているシンボルフィールドの数に正確に対応している。
【００４４】
　コントリビュータＩＤフィールド８１０は、文書リポジトリ３１９に文書を提出するコ
ントリビュータごとに１つの固有のコントリビュータ識別子を保存する。高頻度使用セグ
メント８２０（１）～８２０（Ｎ）は、それぞれシンボルフィールド１５０（１）～１５
０（Ｎ）に対応しており、それぞれのシンボルフィールドごとにそのコントリビュータが
最も頻繁に提出したシンボルセグメントを保存している。
【００４５】
　例えば、マスタシンボルデータベースが、ＲＯＯＴ．ＳＯＵＲＣＥという構造を利用し
て企業の有価証券シンボルを保存する金融文書リポジトリのケースでは、コントリビュー
タ履歴パターンデータベースには、次のレコードを保存することになろう。
【００４６】
レコード１
フィールド８１０：コントリビュータ１のＩＤ
フィールド８２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド８２０（２）：ＧＢ
レコード２
フィールド８１０：コントリビュータ２のＩＤ
フィールド８２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド８２０（２）：ＵＳ
レコード３
フィールド８１０：コントリビュータ３のＩＤ
フィールド８２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド８２０（２）：ＦＲ
【００４７】
　これらのレコード１～３は、それぞれのコントリビュータ１～３用の高頻度使用セグメ
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ントを保存している。第１の高頻度シンボルセグメントフィールド８２０（１）は、すべ
てのコントリビュータにおいて、空白であり、これは、図１ｃに示されているシンボルテ
ンプレート１４５のルートフィールドには高頻度使用セグメントが存在しないことを示し
ている。第２の高頻度シンボルセグメントフィールド８２０（２）には、コントリビュー
タ１～３用のエントリが含まれている。具体的には、レコード１の場合には、コントリビ
ュータが提出した最も高頻度のシンボルセグメントはＧＢであることを示しており、コン
トリビュータ２が提出した最も高頻度のシンボルセグメントはＵＳあって、コントリビュ
ータ３が提出した最も高頻度のシンボルセグメントはＦＲとなっている。
【００４８】
　従って、一実施例によれば、ソースフィールド１５０ｂに対応するシンボルセグメント
を欠いた入力シンボルをコントリビュータ２が提出すると、コントリビュータ履歴パター
ンデータベースを検索し、コントリビュータ２が提出したソースフィールドにおいて最も
頻繁に使用されたセグメントは「ＵＳ」であると決定する。この結果、「ＵＳ」というシ
ンボルセグメントが、このコントリビュータが提供した入力シンボルのソースセグメント
として割り当てられることになる。
【００４９】
　マスタシンボルデータベースがＲＯＯＴ．ＣＡＴＥＧＯＲＹという構造を利用して企業
の有価証券シンボルを保存する金融文書リポジトリのケースにおける別の模範的な実施例
を次に示しているが、この場合には、コントリビュータ履歴パターンデータベースは、次
のレコードを保存することになろう。
【００５０】
レコード４
フィールド８１０：コントリビュータ１のＩＤ
フィールド８２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド８２０（２）：商品リサーチ
レコード５
フィールド８１０：コントリビュータ２のＩＤ
フィールド８２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド８２０（２）：業界報告書
レコード６
フィールド８１０：コントリビュータ３のＩＤ
フィールド８２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド８２０（２）：企業報告書
【００５１】
　これらのレコード４～６は、それぞれのコントリビュータ１～３用の高頻度使用セグメ
ントを保存している。第１の高頻度シンボルセグメントフィールドは、この場合も空白で
あり、これは、図１ｃに示されているシンボルテンプレート１４５のルートフィールドに
は高頻度使用セグメントが存在しないことを示している。第２の高頻度シンボルセグメン
トフィールド８２０（２）は、コントリビュータ１の場合には、商品リサーチ、コントリ
ビュータ２は、業界報告書、そして、コントリビュータ３の場合には、企業報告書と、そ
れぞれのコントリビュータが提出した高頻度のシンボルセグメントを示している。履歴パ
ターンデータベース４４０の生成については、後程詳細に説明する。
【００５２】
　図９は、本発明の一実施例に従って、クライアントの優先内容に関連する情報を保存す
るクライアントデータベースに使用するデータ構造を示している。クライアント優先デー
タベース４７０は、クライアントが提供した入力シンボルの標準化を支援するべく、既定
のシンボルセグメントに関連するクライアント優先データを保存している。コントリビュ
ータ履歴パターンデータベースと同様に、クライアントデータベース４４０の目的は、文
書リポジトリ３１９に文書を提出する際にクライアントが提供する不明瞭なシンボルを解
読できるようにすることである。しかしながら、一実施例によれば、このクライアントデ
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ータベースは、クライアントの過去における傾向分析によって生成するのではなく、事前
にクライアントに既定のシンボルセグメントの優先を選択させることによって生成する。
例えば、文書リポジトリ３１９を検索するべく、１つ又は複数のシンボルセグメントを欠
いた入力シンボルをクライアントが提出する場合がある。或いは、標準化及びマスタシン
ボルデータベース４２０の検索の後に解読できない１つ又は複数のシンボルセグメントを
含む入力シンボルをクライアントが提出することもある。
【００５３】
　クライアント履歴パターンデータベース４４０は、文書リポジトリ３１９を使用するク
ライアントごとに１つのレコードを保存している。それぞれのレコードは、クライアント
ＩＤフィールド９１０と既定数のクライアント優先セグメントフィールド９２０（１）～
９２０（Ｎ）から構成されている。それぞれのレコード９０５に保存されるクライアント
優先セグメントフィールドの数は、マスタシンボルデータベース４２０にマスタシンボル
を保存するためのシンボルテンプレート１４５が定義しているシンボルフィールドの数と
正確に対応している。
【００５４】
　クライアントＩＤフィールド９１０は、文書リポジトリ３１９を使用するクライアント
ごとに１つの固有のクライアント識別子を保存している。クライアント優先セグメント９
２０（１）～９２０（Ｎ）は、シンボルテンプレート１４５のシンボルフィールド１５０
（１）～１５０（Ｎ）にそれぞれ対応しており、それぞれ個別のシンボルフィールドに対
応するクライアントが定義した既定の優先セグメントを保存している。
【００５５】
　例えば、マスタシンボルデータベースがＲＯＯＴ．ＳＯＵＲＣＥという構造を利用して
企業の有価証券シンボルを保存する金融文書リポジトリの場合には、クライアントデータ
ベースは次のレコードを格納することになろう。
【００５６】
レコード１
フィールド９１０：クライアント１のＩＤ
フィールド９２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド９２０（２）：ＧＢ
レコード２
フィールド９１０：クライアント２のＩＤ
フィールド９２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド９２０（２）：ＵＳ
レコード３
フィールド９１０：クライアント３のＩＤ
フィールド９２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド９２０（２）：ＦＲ
【００５７】
　これらのレコード１～３は、クライアント１～３用のクライアント優先セグメントをそ
れぞれ保存している。第１のクライアント優先セグメントフィールド９２０（１）は、す
べてのクライアントについて空白であり、これは、図１ｃに示されているシンボルテンプ
レート１４５のルートフィールドにクライアント優先セグメントが設定されないことを示
している。第２のクライアント優先セグメントフィールド９２０（２）には、コントリビ
ュータ１～３用のエントリが含まれている。具体的には、クライアント１～３が、ソース
フィールド１５０ｂに「ＵＳ」、「ＧＢ」、「ＦＲ」をそれぞれ選択していることを示し
ている。
【００５８】
　従って、一実施例によれば、ソースフィールド１５０ｂに対応するシンボルセグメント
を欠いた入力シンボルをクライアント２が提出すると、クライアント履歴パターンデータ
ベースを検索し、クライアント２がソースフィールドに選択した既定のシンボルセグメン
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トは「ＵＳ」であると決定する。この結果、「ＵＳ」というシンボルセグメントが、クラ
イアントが提供した入力シンボルのソースセグメントとして割り当てられることになる。
【００５９】
　マスタシンボルデータベースがＲＯＯＴ．ＣＡＴＥＧＯＲＹという構造を利用して企業
の有価証券シンボルを保存する金融文書リポジトリのケースにおける別の模範的な実施例
を次に示しているが、この場合には、コントリビュータ履歴パターンデータベースは、次
のレコードを保存することになろう。
【００６０】
レコード４
フィールド９１０：クライアント１のＩＤ
フィールド９２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド９２０（２）：商品リサーチ
レコード５
フィールド９１０：クライアント２のＩＤ
フィールド９２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド９２０（２）：業界報告書
レコード６
フィールド９１０：クライアント３のＩＤ
フィールド９２０（１）：＜ＢＬＡＮＫ＞
フィールド９２０（２）：企業報告書
【００６１】
　これらのレコード４～６は、それぞれクライアント１～３用のクライアント優先セグメ
ントを保存している。第１のクライアント優先シンボルセグメントフィールドは、この場
合にも、空白になっており、これは、図１ｃに示されているシンボルテンプレート１４５
のルートフィールドにクライアント選好使用セグメントが存在していないことを示してい
る。第２のクライアント優先シンボルセグメントフィールド９２０（２）は、それぞれク
ライアント１の場合には、商品リサーチ、クライアント２は、業界報告書、クライアント
３の場合には、企業報告書と、クライアント１～３が提出したクライアントが最も選好す
るシンボルセグメントを示している。従って、この実施例によれば、分類フィールド１５
０（２）に対応するシンボルセグメントを欠いた入力シンボルをクライアント３が提出す
ると、クライアント履歴パターンデータベースを検索し、「企業報告書」が、クライアン
ト３が分類フィールドに選択した既定のシンボルセグメントであると決定する。この結果
、「企業報告書」というシンボルセグメントが入力シンボルの分類セグメントとして割り
当てられることなる。
【００６２】
　図１０は、本発明の一実施例に従って、様々なシンボルの組に関連する標準化テーブル
データベースに使用するデータ構造を示している。標準化テーブルデータベース４１７の
機能は、コントリビュータ又はクライアントが提供する入力シンボルの標準化を支援する
ことである。クライアント及びコントリビュータは、存在している任意の数のシンボルの
組を使用して入力シンボルを提供することができるため、１つのメカニズムを使用し、流
通する様々なシンボルの組とマスタシンボルデータベース４２０に保存されているマスタ
シンボルの組の間を仲介する。例えば、金融シンボルの場合には、コントリビュータ及び
クライアントは、任意の数のベンダシンボル又は取引所シンボルを使用して入力文字列を
提出する可能性がある。この標準化テーブルデータベース４１７により、流通する様々な
シンボルの組の間の変換と仲介が可能になる。
【００６３】
　例えば、一実施例によれば、標準化テーブルデータベース４１７は、様々な金融情報ベ
ンダ及び取引所のシンボルの組をマスタシンボルデータベース４２０に保存されているマ
スタシンボルに関連付ける情報を保存している。具体的には、あるコントリビュータは、
「ＧＢ」というシンボルセグメントを使用して英国を参照するが、別のコントリビュータ
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は「ＥＮ」というシンボルセグメントを使用するであろう。しかし、マスタシンボルデー
タベース４２０に保存されているマスタシンボルは、「ＵＫ」というシンボルセグメント
を使用して英国を参照するようになっているかもしれない。この場合、「ＧＢ」というシ
ンボルセグメントを含むシンボルをクライアントが提出すれば、それによって、マスタシ
ンボルデータベース４２０に保存されているマスタシンボルを検索できるよう、そのシン
ボルセグメントを「ＵＫ」に標準化しなけれならない。
【００６４】
　一実施例によれば、標準化テーブルデータベースは、コントリビュータ又はクライアン
トが使用する可能性のある流通するそれぞれのシンボルごとに１つのレコード１００５を
保存している。レコード１００５には、シンボルオーナーフィールド１０１０、オーナー
シンボルセグメントフィールド１０２０、及びマスタシンボルセグメントフィールド１０
３０が含まれている。シンボルオーナーフィールド１０１０は、その流通するシンボルセ
グメントが属しているエンティティ又は組織（例：取引所やベンダ）の固有の識別子を保
存する。オーナーシンボルセグメントフィールド１０２０には、そのシンボルオーナー（
例：ベンダや取引所）が使用しているシンボルセグメントのＡＳＣＩＩの文字列を保存す
る。マスタシンボルセグメント１０３０フィールドは、マスタシンボルデータベース４２
０に保存されている対応するシンボルセグメントを保存する。従って、マスタシンボルセ
グメントフィールド１０３０には、フィールド１０２０に保存されたオーナーシンボルセ
グメントの標準化に対応したシンボルセグメントが保存されることになる。
【００６５】
　例えば、標準化テーブルデータベースには、次のように２つのレコードが含まれる。
【００６６】
レコード１
フィールド１：ＧＢ
フィールド２：シンボルオーナー１のＩＤ
フィールド３：ＥＮ
レコード２
フィールド１：ＧＢ
フィールド２：シンボルオーナー２のＩＤ
フィールド３：ＵＫ
【００６７】
　この場合には、レコード１は、シンボルオーナー１がシンボルセグメント「ＥＮ」を使
用して英国を参照し、マスタシンボルデータベース４２０に保存されているシンボルは「
ＧＢ」というシンボルセグメントを使用して英国を参照することを示している。レコード
２は、シンボルオーナー２は、「ＵＫ」というシンボルセグメントを使用して英国を参照
し、マスタシンボルデータベースに保存されているシンボルは「ＧＢ」というシンボルセ
グメントを使用して英国を参照することを示している。従って、シンボルオーナー２に対
応するシンボルフォーマットでクライアント又はコントリビュータが入力シンボルを提供
し、入力シンボルに「ＵＫ」というシンボルセグメントが含まれていた場合には、「ＧＢ
」がマスタシンボルデータベース４２０に保存されているすべてのマスタシンボルにおい
て英国を表すのに使用されている対応するシンボルセグメントであるために、「ＵＫ」と
いうシンボルセグメントが「ＧＢ」と標準化されることになる。
【００６８】
　図１１は、本発明の一実施例に従って、オブジェクトを親識別子に関連付ける情報を保
存するオブジェクトデータベースに使用するデータ構造を示している。オブジェクトスペ
ース１０５内のオブジェクトごとに１つのレコード１１０５が生成される。それぞれのレ
コード１１０５には、オブジェクト名フィールド１１１０と親ＩＤフィールド１１２０と
いう２つのフィールドが含まれている。オブジェクト名フィールド１１１０には、オブジ
ェクトの名前を保存し、親ＩＤフィールド１１２０には、そのオブジェクトに関連付けら
れている固有の親識別子を保存する。例えば、本発明の一実施例によれば、オブジェクト
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データベース４１５は、世界中で取引される企業に関する情報を保存している。この場合
には、レコード１１０５は、企業ごとに生成される。そして、オブジェクト名フィールド
１１１０には企業の名前を保存し、親ＩＤフィールド１１２０には、フィールド１１１０
に名前が保存されている企業に関連付けられた固有の親識別子を保存する。
【００６９】
　図１２は、本発明の一実施例に従って、マスタシンボルデータベースを生成する段階の
フローチャートである。一実施例によれば、マスタシンボルデータベース４２０の生成に
おいては、１つ又は複数のシンボルソースファイル及びオブジェクトデータベース４１５
を利用する。例えば、企業の有価証券のマスタシンボルデータベースを構築する場合には
、世界中の企業の有価証券用の取引所コード及びベンダコードの数週分のファイルを処理
し、マスタシンボルデータベース４２０を構築する。このマスタシンボルデータベース４
２０を再構築する頻度は、シンボル情報の変化速度に応じて異なる。
【００７０】
　まず、この手順は、段階１２１０においてスタートする。段階１２２０において、ソー
スファイルから次のシンボルを取り出す。そして、この取り出したシンボルを、段階１２
３０において、文字規則の組に従って標準化する。例えば、マスタシンボルによって世界
中で取引される企業の有価証券を参照する一実施例によれば、シンボルソースファイルか
ら提供されるそれぞれのシンボルに次の文字規則を適用する。
【００７１】
　１．「＠」や「＝」などのすべての特殊文字は「／」に変更する。
　２．すべての英字は大文字に変換する。
　３．数値シンボルの先行するゼロは削除する。
【００７２】
　段階１２４０において、プロセス規則を適用する。世界中で取引される企業の有価証券
を参照するマスタシンボルがマスタシンボルデータベース４２０に保存される本発明の一
実施例によれば、次のプロセス規則を適用する。
【００７３】
　１．同一の国で取引される同一の企業の同一の有価証券を参照する重複シンボルを除去
する。
　２．固有の国の規則を適用する。
【００７４】
　段階１２５０において、標準化されたシンボルに親識別子１１０を割り当てる。これは
、オブジェクトデータベース内のそのシンボルに対応するオブジェクトを決定することに
よって実行する。段階１２６０において、標準化されたシンボル１１５をマスタシンボル
データベース４２０に保存する。段階１２７０において、親識別子１１０をマスタデータ
ベース４２０に保存し、この結果、親識別子がマスタシンボルにリンクされる。段階１２
８０において、ソースファイル内のすべてのシンボルの処理が完了したかどうかを決定す
る。まだ完了していなければ（段階８８０の「Ｎｏ」の分岐）、次のシンボルをチェック
する。完了しておれば（段階１２８０の「Ｙｅｓ」の分岐）、本手順は終了する。
【００７５】
　コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａは、コントリビュータ（例：３４０）
から受信する文書の受信とアーカイブ化を管理するいくつかのプロセスを実行する。この
機能を提供するべく、コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａは、コントリビュ
ータ履歴パターンデータベース４４０、標準化テーブルデータベース４１７、文書ファイ
ルデータベース４５０、フルテキストデータベース４６０、リレーショナルデータベース
４３０、並びにシンボルサーバー４１０を含むいくつかのデータベースとやり取りする。
【００７６】
　図１３は、本発明の一実施例によるコントリビュータから受信した文書の自動アーカイ
ブ化に関する文書リポジトリ３１９での様々なサーバーとデータベース間の情報の流れを
示すブロックダイアグラムである。具体的には、コントリビュータゲートウェイサーバー
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３４０ａは、文書ファイル１３１０と入力シンボルをコントリビュータから受信するプロ
セスを実行する。本発明の一実施例によれば、文書を提出するべく、コントリビュータ３
４０は、文書１３１０に関する情報を含む構成されたデータフォーマットのヘッダファイ
ル１３２０を送信することができる。このヘッダファイル１３２０（図示されていない）
は、例えば、入力シンボルフィールド、並びにコントリビュータの名前や文書の日付など
のコントリビュータ情報を含むいくつかのフィールドから構成されている。従って、コン
トリビュータゲートウェイサーバー３４０ａは、このヘッダファイル１３２０を解析して
提出された文書に関する情報を抽出する追加的なプロセスを実行することができる。
【００７７】
　受信したヘッダファイル１３２０から入力シンボルを抽出すると、コントリビュータゲ
ートウェイサーバー３４０ａは、文字及びプロセス規則の組に従って入力シンボルを標準
化するプロセスを実行する。このプロセスの実行においては、コントリビュータゲートウ
ェイサーバー３４０ａは、１つ又は複数の入力シンボルセグメント１３２５を使用して標
準化テーブルデータベース４１７を検索し、標準化テーブルデータベース４１７から標準
化されたシンボルセグメント１３２７を取得しシンボルセグメントを解読することができ
る。シンボルセグメントが未解読のまま残った場合には、コントリビュータゲートウェイ
サーバー３４０ａは、コントリビュータ履歴パターンデータベース４４０からコントリビ
ュータの過去のパターン１３６０に関する統計データを取り出してシンボルセグメントの
解読を試みることができる。
【００７８】
　標準化の後に、コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａは、標準化された入力
シンボルをシンボルサーバー４１０に送信する（１３４０）。シンボルサーバー４１０は
、マスタシンボルデータベース内の一致するマスタシンボルにリンクされた親識別子１３
４０を取り出すべく、標準化されたシンボルを使用してマスタシンボルデータベース４２
０を検索する。そして、マスタシンボルデータベース４２０において一致するマスタシン
ボルを検出すると、シンボルサーバー４１０は、対応する親識別子１１０を返す。それ以
外の場合には、シンボルサーバー４１０は、未検証シンボル１３４０を示すメッセージを
送信する。又、シンボルサーバー４１０は、入力シンボルに、分類シンボルデータベース
４５０内に存在する分類シンボルが含まれているかどうかを決定するべく、標準化された
入力シンボルを使用して分類シンボルデータベース４５０の検索も実行する。そして、一
致する分類シンボルが検出された場合には、コントリビュータゲートウェイサーバー３４
０ａは、分類識別データを固有の文書識別子にリンクする。この分類識別データは、分類
シンボルに基づく文書のアーカイブ化と取り出しに使用される。一方、分類シンボルが入
力シンボルに含まれていない場合には、コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａ
は、分類識別データを文書に割り当てるべく、コントリビュータ履歴パターンデータベー
ス４４０からコントリビュータの過去のパターン１３６０に関する統計データを取り出す
ことができる。
【００７９】
　次いで、コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａは、固有の文書識別子を生成
し、文書識別子、親識別子１１０、及びコントリビュータデータ（１３５０）をリレーシ
ョナルデータベース４３０に保存する。標準化された入力シンボルを検証できない場合に
は、コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａは、コントリビュータ入力シンボル
（１３６５）を使用してリレーショナルデータベース４３０を検索し、入力シンボルが以
前親識別子１１０にリンクされているかどうかを決定することができる。そして、コント
リビュータゲートウェイサーバー３４０ａは、文書を保存し、この結果、文書ファイルデ
ータベース４５０において、文書が文書識別子（１３７０）とリンクされる。
【００８０】
　又、コントリビュータゲートウェイサーバー３４０ａは、異なる文書ファイルフォーマ
ット間を仲介する追加的なプロセスも実行可能である。従って、例えば、コントリビュー
タゲートウェイサーバー３４０ａは、特定のファイルフォーマットで受信した文書を、フ
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ルテキストデータベース４６０に保存するべく、テキストファイル（１３８０）に変換す
るルーチンを実行することができる。
【００８１】
　図１４は、本発明の一実施例に従って、文書リポジトリに文書を自動アーカイブ化する
段階のフローチャートである。まず、段階１４１０において、文書ファイルとヘッダファ
イルを文書リポジトリ３１９において受信する。段階１４１５において、ヘッダファイル
１４１５から入力シンボルを抽出する。そして、段階１４２０において、文字及びプロセ
ス規則の組に従って入力シンボルを標準化する。段階１４２５において、入力シンボルに
すべてのシンボルセグメントが含まれているかどうかを決定する。そして、すべてが含ま
れていない場合には（段階１４２５の「Ｎｏ」の分岐）、コントリビュータが使用した高
頻度のシンボルセグメントを履歴パターンデータベース４４０から取り出す（段階１４４
０）。段階１４３０において、標準化テーブルデータベース４１７をチェックし、特定の
シンボルセグメントを解読する。段階１４４５において、標準化されたシンボルを使用し
てマスタシンボルデータベース４２０と分類シンボルデータベース４２５を検索する。一
致するマスタシンボル及び分類シンボルが検出された場合には（段階１４５０の「Ｙｅｓ
」の分岐）、文書識別子を生成する（段階１４５５）。次いで、この文書識別子、親識別
子１１０、及びヘッダファイル１４２０からの構成データをリレーショナルデータベース
４３０に保存する（段階１４６０）。段階１４６５において、文書及び文書識別子を文書
データベース４５０に保存し、この結果、文書識別子が文書にリンクされる。段階１４７
０において、文書のテキストをフルテキストデータベース４６０に保存する。そして、本
手順は、段階１４８０において終了する。
【００８２】
　一方、一致するマスタシンボルと分類シンボルがそれぞれマスタシンボルデータベース
４２０及び分類シンボルデータベース４２５において検出されない場合には、コントリビ
ュータが提出したシンボルを使用しリレーショナルデータベース４３０を検索する（段階
１４５２）。コントリビュータが提出したシンボルが以前使用されており、親識別子１１
０にリンクされている場合には（段階１４５４の「Ｙｅｓ」の分岐）、対応する親識別子
１１０を使用する。コントリビュータが提出したシンボルが以前使用されており、高頻度
の分類シンボルセグメントにリンクされている場合には、その高頻度の分類シンボルセグ
メントも文書に割り当てる。それ以外の場合には、本手順は失敗する（段階１４５４の「
Ｎｏ」の分岐）。これは、過去に解読できなかったシンボルを使用してコントリビュータ
が文書を提出しているために発生する。しかしながら、このようなシンボルも、人間が入
力して手作業で解読することが可能である。この場合には、リレーショナルデータベース
４３０に保存される文書用のレコード７０５のコントリビュータ入力シンボルフィールド
７５０には、手作業で解読されたコントリビュータが提供した入力シンボルが保存される
。
【００８３】
　クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、検索文字列の処理とクライアント（例
：３０５）が要求した文書の取り出しを管理するいくつかのプロセスを実行する。この機
能を提供するべく、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、クライアントデータ
ベース４７０、文書ファイルデータベース４５０、フルテキストデータベース４６０、標
準化テーブルデータベース４１７、リレーショナルデータベース４３０、並びにシンボル
サーバー４１０を含むいくつかのデータベースとやり取りする。図１５は、本発明の一実
施例によるクライアント３０５が提供した入力シンボルに基づく文書の自動取り出しに関
連する文書リポジトリ３１９での様々なサーバーとデータベース間の情報の流れを示すブ
ロックダイアグラムである。
【００８４】
　具体的には、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、クライアントが検索要求
を入力できるようにするＧＵＩを提供するプロセスを実行する。一実施例によれば、クラ
イアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、クライアント３０５が提供した文書要求に関
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連する入力シンボル１５１０の入力と処理を可能にするＣＧＩスクリプトを実行する。
【００８５】
　クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、クライアントが提供した入力シンボル
１５１０を標準化するプロセスを実行する。入力シンボルを受信し、特定のセグメントを
欠いた入力シンボルをクライアント３０５が提出している場合には、クライアントゲート
ウェイサーバー３４０ｂは、既定のシンボルセグメントに関する情報１５６０をクライア
ントデータベース４７０から取り出すことができる。又、クライアントゲートウェイサー
バー３４０ｂは、１つ又は複数の入力シンボルセグメント１５２５を提出し、標準化テー
ブルデータベース４１７を検索して対応するマスタシンボルセグメント１５２７を取得す
ることも可能である。
【００８６】
　標準化された入力シンボル１５２０をシンボルサーバー４１０に送信する。すると、シ
ンボルサーバー４１０は、この標準化された入力シンボルを使用してマスタシンボルデー
タベース４２０を検索し、マスタシンボルデータベース４２０内の一致するマスタシンボ
ルにリンクされた親識別子を検出する。シンボルサーバー４１０から返されたこの親識別
子１１０を使用し、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、リレーショナルデー
タベース４３０を検索し、提出された親識別子１１０に対応する文書識別子及び文書ヘッ
ドラインのリスト１５４０を取得する。そして、クライアントゲートウェイサーバー３４
０ｂは、クライアント３０５に対して表示するべく文書ヘッドラインを処理する。クライ
アントからの選択結果を受信すると、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、そ
の選択された文書１５５０を文書ファイルデータベース４５０から取り出す。クライアン
トが特定のカテゴリの（即ち、分類シンボルに関連付けられた）文書を要求した場合には
、シンボルサーバー４１０は、分類シンボルを含む標準化された入力シンボル１５２０を
使用し、一致する分類シンボルを検出するべく、分類シンボルデータベースを検索する。
そして、シンボルサーバー４１０は、一致した分類シンボルを返し、クライアントゲート
ウェイサーバー３４０ｂは、これを受信してリレーショナルデータベース４３０を検索し
、提出された分類シンボルに対応する文書識別子及び文書ヘッドラインのリスト１５４０
を取得する。
【００８７】
　図１６は、本発明の一実施例に従って、クライアントが提出した入力シンボルに基づい
て文書リポジトリにおいて文書を自動的に取り出す段階のフローチャートである。まず、
段階１６１０において、入力シンボル１５１０をクライアント３０５から受信する。この
受信した入力シンボル１５１０に、段階１６２０において、文字及びプロセス規則などの
標準化規則を適用する。段階１６２５において、標準化されたシンボルにすべてのシンボ
ルセグメントが含まれているかどうかを決定する。そして、すべてが含まれていない場合
には（段階１６２５の「Ｎｏ」の分岐）、欠けているセグメントに、クライアントデータ
ベース４７０から取り出したクライアント優先セグメントを使用する（段階１６３０）。
段階１６４５において、標準化されたシンボル１１５を使用してマスタシンボルデータベ
ース４２０及び分類シンボルデータベース４２５を検索する。マスタシンボルデータベー
ス４２０において一致するマスタシンボルが検出されると（段階１６５０の「Ｙｅｓ」の
分岐）、文書識別子及び文書ヘッドラインのリストを生成するべく、マスタシンボルにリ
ンクされている親識別子１１０を使用してリレーショナルデータベース４３０を検索する
。一方、シンボルが検出されなければ（段階１６５０の「Ｎｏ」の分岐）、本手順は失敗
する。この代わりに、分類による検索の場合に、一致する分類シンボルが検出されると、
その分類シンボルにリンクされている文書識別子のリストを生成するべく、分類シンボル
を使用してリレーショナルデータベース４３０を検索する。段階１６６５において、それ
ぞれの検出された文書に関する文書ヘッドライン表示し選択を要求する。段階１６７０に
おいて、クライアントゲートウェイサーバー３４０ｂは、クライアント３０５による文書
ヘッドラインの選択結果を受け付ける。そして、その選択された文書識別子に基づいて、
対応する文書を文書ファイルデータベース４５０から取り出す。本手順は、段階１６８０
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において終了する。
【００８８】
　図１７は、本発明の一実施例に従って、コントリビュータ履歴データベースを生成する
段階の組を示すフローチャートである。まず、段階１７０２において、この手順はスター
トする。段階１７１０において、リレーショナルデータベース４３０内の次のレコードを
取り出す。そして、段階１７２０において、このリレーショナルデータベース４３０から
のレコードを分析する。具体的には、マスタシンボルポインタフィールド７４０を使用し
てレコード内で参照されているマスタシンボルを決定する。マスタシンボルを分析してテ
ーブルを更新するが、このテーブルには、様々なコントリビュータが提出した高頻度のシ
ンボルセグメントに関する統計情報が記録されている。このテーブル（図示されていない
）は、例えば、行列などのデータ構造を使用して実装することができる。段階１７２５の
分類についての統計データの作成においては、分類シンボルフィールド７４５を使用して
レコード内で参照されている分類シンボルを決定する。この分類シンボルの分析により、
テーブルを更新し、高頻度で提出された分類シンボルセグメントに関する統計的な情報を
記録する。段階１７３０において、リレーショナルデータベース４３０内のすべてのレコ
ードの分析が完了したかどうかを決定する。完了していなければ（段階１７３０の「Ｎｏ
」の分岐）、リレーショナルデータベース４３０内の次のレコードを分析する。一方、完
了している場合には（段階１７３０の「Ｙｅｓ」の分岐）、統計テーブル内に生成された
情報を履歴パターンデータベース４４０に保存する（段階１７４０）。本手順は、段階１
７５０において終了する。
【００８９】
　例えば、リレーショナルデータベース４３０の分析の後に、次のテーブルが生成される
。
【００９０】
【表１】

【００９１】
　即ち、この分析によれば、シンボルフィールド１で最も頻繁に提出されたシンボルセグ
メントは、コントリビュータ１、２、及び３のそれぞれにおいて、「Ｔ」、「ＩＢＭ」、
及び「ＱＷ」であった。更に、シンボルフィールド２で最も頻繁に提出されたシンボルセ
グメントは、コントリビュータ１、２、及び３のそれぞれにおいて、「ＵＳ」、「ＧＢ」
、及び「ＤＥ」であった。最後に、シンボルフィールド３で最も頻繁に提出されたシンボ
ルセグメントは、コントリビュータ１、２、及び３のそれぞれにおいて、「ＩｄＲｅｐ」
、「ＥｃｏｎＲｅｐ」、及び「ＣｏｎｖＲｅｓ」であった。従って、この情報に基づき、
コントリビュータ履歴パターンデータベース４４０は、それぞれのコントリビュータごと
に別個のレコード８０５を保存することになろう。具体的には、この分析結果に基づき、
レコードには、コントリビュータ１、２、及び３について、その高頻度使用セグメントフ
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ィールド８２０（１）、８２０（２）、及び８２０（３）に、それぞれ「Ｔ」、「ＵＳ」
、及び「ＩｄＲｅｐ」；「ＩＢＭ」、「ＧＢ」、及び「ＥｃｏｎＲｅｐ」；並びに「ＱＷ
」、「ＤＥ」、及び「ＣｏｎｖＲｅｓ」を保存することになろう。
【符号の説明】
【００９２】
　１１０　　親識別子
　１１５　　マスタシンボル
　１２０ｂ１、１２０ｂ２・・・　　シンボルセグメント
　１３０　　オブジェクト
　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ　　サブオブジェクト
　１５０　　オブジェクトスペース

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図１ｃ】 【図１ｄ】

【図１ｅ】

【図２】 【図３】
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【図４】 【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６】

【図７】



(29) JP 5536851 B2 2014.7.2

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】
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