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今日要求されるものは、即時アクセスで
す。顧客は、投資調査にいつでも、どこ
からでも、好きなデバイスを使用してア
クセスできることを望んでいるでしょう
か？今、それが可能になります。Quark
の投資調査レポート向けソリューション
を使用すると、次のような作業が可能に
なります。

個別化され、インタラクティブな、最新の調査に基•
づく見解やアドバイスを作成する。

電子メール、Web、PDF、アグリゲータ、タブレ•
ットおよびスマートフォンのアプリ用に、自動的に
組み立ててパブリッシングを行う。

リソースの追加なしに、質的調査の量を劇的に増大•
する。

より深い見識、分析、視覚化により、クライアント•
が希望する情報をより多く提供する。

グループ作業とレビューや承認作業を効率化し、コ•
ンプライアンスや制作のプロセスを自動化する。

参照フィードバックにより、クライアントがどの調•
査を見ているかを把握する。

ソリューションの注目ポイント
最新の調査に基づく見解とアドバイスの作成
適切な情報を適切な時に利用できることは、顧客からの評
価に大きく影響します。ダイナミックパブリッシングの手
法を活用することで、プロセスを効率化し、単一のコンテ
ンツソースから個別化された調査結果を的確な時に提供で
きます。

迅速なマルチチャンネルパブリッシング
各クライアント向けに個別化された調査レポートを、それ

Quarkの投資調査レポート向け
ソリューション
デジタル時代の投資調査

ぞれの希望するメディアで自動的に組み立てることができ
ま す 。 印 刷 、PDF、 電 子 メ ー ル 、Webコ ン テ ン ツ 、
HTML5、タブレットおよびスマートフォンアプリやサー
ドパーティ製のコンテンツアグリゲータで、ただちにパブ
リッシングを実行できます。

高度なオーサリング能力
アナリストは、広範なオーサリングツールのオプションを
活用して、再利用可能な構造化されたコンテンツを作成で
きます。作成者はオンデマンドのプレビューにより、考え
得るあらゆるメディアにおいて、彼らの調査に基づく見解
がパブリッシング時にどのように表示されるかを確認でき
ます。

編集の定型作業の自動化
Quarkのコンテンツ構造化テクノロジーにより、ルールに
基づいたコンテンツスキャンが行われ、編集作業に費やす
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労力を削減できます。監督アナリストは、企業のスタイル
ガイドが順守されていることを確認でき、作成者は付加価
値のある編集作業に集中できます。

豊富なインタラクティブ環境
モバイル機器の採用が急激に増加しています。Quarkの投
資調査レポート向けソリューションにより、アナリストは
より豊富なインタラクティブ環境を、クライアントが使用
しているあらゆるデバイスに対して適切な形で提供できま
す。

サードパーティ製プラットフォームとの容易な統合
Quarkの 投 資 調 査 レ ポ ー ト 向 け ソ リ ュ ー シ ョ ン は 、
Microsoft Excelから複雑なビジネスインフラストラクチャ
まで、あらゆるプラットフォームと統合可能で、セキュリ
ティも安全に保たれます。調査結果をRIXMLなどの標準
を使用して配信でき、ソーシャルメディアツールとも統合
できます。

インタラクティブなチャートとテーブル
テーブルやチャートを、ストリーミングの株式情報などリ
アルタイムのデータと統合できます。自動的に作成可能で
、クライアント自身のデジタルデバイスで操作できるイン
タラクティブで視覚的に優れた情報グラフィックにより、
データを十分に活用できます。

ソーシャルメディアのリンク
LinkedInやTwitterなどのソーシャルメディアを、調査に基
づく見解のソースに活用し、それらのメディアへパブリッ
シングできます。傾向を把握し、クライアントとアナリス
トとを結び付け、同時にコンプライアンスの条件を常に満
たすことができます。

読者層の追跡
クライアントの興味対象を、個別化と調査計画に活用でき
ます。コンテンツ配信をCRMシステムに接続することで、
読者層のパターン、どのような調査結果が読まれているか
、特定のクライアントの要求などを確認できます。

現地、遠隔地、および海外のアナリストとの統合
すべてのアナリストや関係者が、所在地にかかわらずレビ
ューや承認のプロセスに完全に統合されるため、遠隔地の
アナリストもオフィス内の同僚と安全にグループ作業を行
えます。

コンポーネントレベルのワークフローとコンテンツ
のライフサイクル制御
再利用可能なコンテンツのコンポーネントを、複数のドキ
ュメントやメディアにわたって追跡、管理できます。コピ
ーアンドペーストの代わりに、堅牢なコンテンツのライフ
サイクル制御を行い、正確性とコンプライアンスを保証し
ます。

規制順守の自動チェック
Quarkの投資調査レポート向けソリューションにより、調
査部門はブラックとグレイのリストの識別や、必要な情報
公開などの定型作業を自動化できます。必要に応じて、コ
ンプライアンスのワークフローを内部に組み入れることも
できます。

調査結果の個別化
特定の対象層に向けたコンテンツを作成し、マーケティン
グできます。個人、グループ、またはクライアント用のコ
ンテンツをタグ付けし、パブリッシング時に自動的にフィ
ルタを適用できます。説明コンテンツをフレーズ、文、段
落、またはセクションのレベルで識別可能です。

コンテンツのセキュリティ
ユーザーの権限に基づいて編集を制限し、同時にバージョ
ン履歴を追跡します。資格情報による権限を非常に詳細な
レベルで管理し、セキュリティと柔軟性の両立を実現しま
す。また、既存のユーザー認証システムとも統合できます
。

豊富なメタデータ
カスタマイズ可能なユーザーインターフェイスにより、ア
ナリストはメタデータとレポートとを手動または自動で簡
単に関連付けできます。メタデータの適用により、コンテ
ンツの再利用、索引付け、検索、および検索エンジン最適
化（SEO）を極めて詳細に制御できます。

プロフェッショナルレベルのデザイン機能
さまざまな賞に輝くプロフェッショナルレベルのページレ
イアウトおよびデザインソフトウェアの豊富な機能を使用
して、調査ブランドを差別化できます。WYSIWYGデザイ
ンツール、精度の高い組版技術、高度なカラーマネージメ
ント、およびスライドショー、ビデオなどのインタラクテ
ィブ機能を、調査レポートテンプレートに活用し、調査商
品を強化できます。
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QUARK SOFTWARE INC. について
Quarkのソフトウェアによって、あらゆる規模の組織や企業は、魅力的で適切な情報にいつでもどこでも自由な
方法でアクセスしたいという顧客の要望に応えることができます。Quarkのソリューションは、XMLの力と、柔
軟なレイアウトやデザインを融合させ、印刷物、ウェブ、最新のデジタルデバイスでのインタラクティブエクス
ペリエンスに向けた顧客コミュニケーションの提供を自動化します。世界中の金融サービス企業、製造業、政府
機関が、Quarkのソリューションを使用して、顧客コミュニケーションを新たなレベルに向上させるとともに、
商品化までの期間短縮とコスト削減を実現しています。
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また、ご質問は www.quark.com/contactよりお問い合わせください

QUARKのソリューションでできること
低コストの構造
調査結果の制作プロセスを自動化し、投資調査結果の作成
とパブリッシングの時間とコストを最大85%削減できま
す。クラス最高の調査レポートソリューションの統合によ
り、社内での開発およびサポートコストを削減し、最新の
テクノロジーとデジタルデバイスをサポートできます。

リスクの軽減
コンプライアンスの自動化を実装することで、増大し続け
るコンプライアンスと規制の要件を満たすための時間とコ
ストを削減できます。組織と個人のリスクを最小化する一
方で、コンテンツや法的なレビュープロセスを効率化し、
承認が追跡可能なことを保証できます。

顧客維持
PDF、電子メール、ソーシャルメディア、および最新のデ
ジタルデバイスで、顧客に有意義な、対象を絞った投資調
査結果と見解を配信することで、クライアントにより優れ
たサービスを提供し、競合上の優位に立つことができます
。魅力的でインタラクティブなコンテンツを含め、読者の
見識を活用することで、各クライアントの固有の要求にさ
らに的確に応じられる、個別化されたレポートを作成でき
ます。

混乱の最小化
Microsoft WordおよびExcelとの直接統合など、各種のオ
ーサリングオプションが提供されているため、調査アナリ
ストは訓練なし、またはわずかな訓練だけで、ただちに作
業を開始できます。さらに、Quarkの投資調査レポート向
けソリューションは最新のオープンなアーキテクチャによ
り、既存のビジネスシステムと簡単に統合可能です。

商品化までの時間
コンプライアンス、承認、製造のプロセスが自動化され、
アナリストはフォーマット形式を気にすることなくコンテ
ンツに集中できるため、調査レポートをより短時間でパブ
リッシングできます。このため、リソースを増やすことな
く、より多くの調査結果を、より多くのチャンネルへパブ
リッシングできます。さらに、競合他社よりも迅速に情報
の作成とパブリッシングを行うことにより、製品サービス
を差別化し、クライアントへより優れた価値を提供できま
す。

ミスの低減
コピーアンドペーストや再入力のエラーを排除し、より品
質の高い製品を作り出せます。複数の場所やメディアタイ
プにわたって、まったく同じ「参照」コンテンツを再利用
することで、調査製品間の不整合がないことを保証できま
す。
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