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(57)【要約】
【課題】　電子会議を管理する方法を提供する。
【解決手段】　電子会議の前、最中、及び／又は後に種
々のタスクを実行するために、電会議の状況に人工知能
が導入される。タスクは、議題生成、参加者選択、リア
ルタイム会議管理、会議内容の補強、及び会議後の処理
のような、広範な種類のタスクを含み得る。人工知能は
、他の電子会議に関するデータ、組織及びユーザに関す
るデータ、及び任意のトピックに関する他の一般的情報
のような、広範な種類のデータを分析して良い。電子会
議の種々の特長についての要件及び制約を指定する会議
ルールテンプレートを生成し、管理し、及び実施するた
めの能力も提供される。
【選択図】　図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　１又は複数のプロセッサと、
　命令を格納する１又は複数のメモリと、
　を有し、前記命令は、前記１又は複数のプロセッサにより処理されると、
　前記装置において実行する電子会議プロセスに、ユーザが電子会議の特定会議ルールテ
ンプレートを指定できるようにするグラフィカルユーザインタフェースを生成させ、前記
特定会議ルールテンプレートは、前記電子会議に適用されるべき複数のルールを指定し、
　前記装置において実行する前記電子会議プロセスに、前記電子会議に関して、前記特定
会議ルールテンプレートにより指定される前記複数のルールを実施させる、
　装置。
【請求項２】
　前記特定会議ルールテンプレートは、所要議題項目を指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートにより指定される前記
所要議題項目を指定する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記特定会議ルールテンプレートは、所要会議参加者を指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートにより指定される前記
所要会議参加者を指定する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記特定会議ルールテンプレートは、電子会議のための所要データを指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議のための前記所要データを指定する、
　請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記特定会議ルールテンプレートは、１又は複数の文書化要件を指定し、
　前記電子会議プロセスは、前記１又は複数の文書化要件が前記電子会議について満たさ
れることを保証するよう構成される、
　請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記１又は複数の文書化要件は、議事録を含み、
　前記電子会議プロセスは、前記電子会議のために議事録を生成させるよう構成される、
　請求項３に記載の装置。
【請求項７】
　前記複数のルールは、複数の組織的な、法的な、又は司法の要件又は制約を指定し、
　前記装置において実行する前記電子会議プロセスは、前記複数の組織的な、法的な、又
は司法の要件又は制約を実施するよう構成される、
　請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記特定会議ルールテンプレートは、電子会議の１又は複数の手続要件を指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議プロセスは、前記電子会議の前記１又は複数の手続要件を実施す
る、
　請求項１に記載の装置。
【請求項９】



(3) JP 2018-63699 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

　命令を格納する１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、１
又は複数のプロセッサにより処理されると、
　装置において実行する電子会議プロセスに、ユーザが電子会議の特定会議ルールテンプ
レートを指定できるようにするグラフィカルユーザインタフェースを生成させ、前記特定
会議ルールテンプレートは、前記電子会議に適用されるべき複数のルールを指定し、
　前記装置において実行する前記電子会議プロセスに、前記電子会議に関して、前記特定
会議ルールテンプレートにより指定される前記複数のルールを実施させる、
　１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　前記特定会議ルールテンプレートは、所要議題項目を指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートにより指定される前記
所要議題項目を指定する、
　請求項９に記載の１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　前記特定会議ルールテンプレートは、所要会議参加者を指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートにより指定される前記
所要会議参加者を指定する、
　請求項９に記載の１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１２】
　前記特定会議ルールテンプレートは、電子会議のための所要データを指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議のための前記所要データを指定する、
　請求項９に記載の１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　前記特定会議ルールテンプレートは、１又は複数の文書化要件を指定し、
　前記電子会議プロセスは、前記１又は複数の文書化要件が前記電子会議について満たさ
れることを保証するよう構成される、
　請求項９に記載の１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記１又は複数の文書化要件は、議事録を含み、
　前記電子会議プロセスは、前記電子会議のために議事録を生成させるよう構成される、
　請求項１１に記載の１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１５】
　前記複数のルールは、複数の組織的な、法的な、又は司法の要件又は制約を指定し、
　前記装置において実行する前記電子会議プロセスは、前記複数の組織的な、法的な、又
は司法の要件又は制約を実施するよう構成される、
　請求項９に記載の１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１６】
　前記特定会議ルールテンプレートは、電子会議の１又は複数の手続要件を指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議プロセスは、前記電子会議の前記１又は複数の手続要件を実施す
る、
　請求項９に記載の１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１７】
　コンピュータにより実施される方法であって、
　装置において実行する電子会議プロセスが、ユーザが電子会議の特定会議ルールテンプ
レートを指定できるようにするグラフィカルユーザインタフェースを生成するステップで
あって、前記特定会議ルールテンプレートは、前記電子会議に適用されるべき複数のルー
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ルを指定する、ステップと、
　前記装置において実行する前記電子会議プロセスが、前記電子会議に関して、前記特定
会議ルールテンプレートにより指定される前記複数のルールを実施するステップと、
　を有する、コンピュータにより実施される方法。
【請求項１８】
　前記特定会議ルールテンプレートは、所要議題項目を指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議プロセスが、前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレ
ートにより指定される前記所要議題項目を指定する、
　請求項１７に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項１９】
　前記特定会議ルールテンプレートは、所要会議参加者を指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議プロセスが、前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレ
ートにより指定される前記所要会議参加者を指定する、
　請求項１７に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項２０】
　前記特定会議ルールテンプレートは、電子会議のための所要データを指定し、
　前記ユーザが前記電子会議のために前記特定会議ルールテンプレートを指定することに
応答して、前記電子会議プロセスは、前記電子会議のための前記所要データを指定する、
　請求項１７に記載のコンピュータにより実施される方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願］
　本願は、米国特許出願番号第１４/９９２,２７３（代理人管理番号４９９８６－０８５
９）、名称「Electronic　Meeting　Intelligence」、２０１６年１月１１日出願、及び
米国特許出願番号第１４/９９２,２７８（代理人管理番号４９９８６－０８６０）、名称
「Electronic　Meeting　Intelligence」、及び米国特許出願番号第―――号（代理人管
理番号４９９８６－０８８９）、名称「Creating　Agendas　for　Electronic　Meetings
　Using　Artificial　Intelligence」、及び米国特許出願番号第―――号（代理人管理
番号４９９８６－０８９０）、名称「Selecting　Meeting　Participants　for　Electro
nic　Meetings　Using　Artificial　Intelligence」、及び米国特許出願番号第―――号
（代理人管理番号４９９８６－０８９１）、名称「Real－Time　(Intra－Meeting)　Proc
essing　Using　Artificial　Intelligence」、及び米国特許出願番号第―――号（代理
人管理番号４９９８６－０８９２）、名称「Post－Meeting　Processing　Using　Artifi
cial　Intelligence」に関連する。これら全ての出願は、参照することによりそれらの全
体が、本願明細書に完全に記載されるようにあらゆる目的で組み込まれる。
【０００２】
　［技術分野］
　実施形態は、コンピューティングネットワークを介して行われる電子会議に関する。
【背景技術】
【０００３】
　この章に記載されるアプローチは、達成しようとされた可能性のあるアプローチである
が、必ずしも従前に考案され又は達成されたアプローチではない。したがって、特に示さ
ない限り、この章に記載されたいかなるアプローチも、それらが本章に含まれたという理
由のみにより従来技術と見なされるべきではない。
【０００４】
　会議は、標準的に、複数の人々により共有される共通目標の達成成功を調整するための
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効率的な手段である。しかしながら、会議は、会議自体の適切な構成を欠くと、非生産的
な時間使用に発展もする。例えば、非常に多くの時間が会議出席者の少数部分に関連する
特別なトピックに関連することがある。これは、残りの出席者にとって時間の浪費になる
場合がある。このような環境は、議長として機能する人物の使用を通じて回避できる。し
かし、個人的偏見が、議長として機能する人物の中立状態に影響を与えることがある。こ
のような環境は、会議のための適切な準備を通じても回避できる。しかし、会議中に生じ
得る全ての潜在的問題を予見することは不可能なことが多い。
【０００５】
　会議が時間の浪費になってしまう別の状態は、会議により提供される利益を完全に収穫
することに失敗することによる。例えば、会議を文字に起こすこと、追加会議をスケジュ
ーリングすること、会議参加者を分析すること、及び／又は会議中に論争になった課題を
再調査することは、会議後に無視されてしまう退屈なフォローアップ作業である場合が多
い。フォローアップ作業が実行されたとしても、それらを実行するプロセスは遅く法外な
費用がかかる場合がある。
【０００６】
　したがって、前述の欠点を有しないアプローチを用いて、会議に関連する管理義務を果
たすことは望ましく有利である。
【発明の概要】
【０００７】
　装置は、１又は複数のプロセッサと、命令を格納する１又は複数の非一時的コンピュー
タ可読媒体とを有し、前記命令は、前記１又は複数のプロセッサにより処理されると、前
記装置上で実行する電子会議プロセスに、ユーザが電子会議のために特定会議ルールテン
プレートを指定できるようにするグラフィカルユーザインタフェースを生成させる。前記
特定会議ルールテンプレートは、前記電子会議に適用されるべき複数のルールを指定する
。前記装置上で実行する前記電子会議プロセスは、前記電子会議に関して前記特定会議ル
ールテンプレートにより指定される前記複数のルールを実施する。前記複数のルールは、
電子会議の前、最中、及び／又は後に、前記電子会議の任意の側面に適用されるべき１又
は複数の要件又は制約を指定して良い。本アプローチは、１又は複数のプロセッサにより
実行されると機能を実行させる命令を格納する１又は複数の非一時的コンピュータ可読媒
体により実施されても良い。本アプローチは、１又は複数のコンピュータにより実施され
る方法により実施されても良い。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　以下の図面がある。
【図１Ａ】実施形態が実施され得る例示的なコンピュータアーキテクチャを示す。
【図１Ｂ】実施形態が実施され得る例示的なコンピュータアーキテクチャを示す。
【図１Ｃ】実施形態が実施され得る例示的なコンピュータアーキテクチャを示す。
【図２Ａ】ノードにおいて電子会議アプリケーションにより表示される例示的な電子会議
画面を示す。
【図２Ｂ】ユーザが図２Ａの選択肢から「会議ルールテンプレート」を選択することに応
答して表示される例示的な会議ルールテンプレート画面を示す。
【図２Ｃ】図２Ｂの会議ルールテンプレート画面からユーザにより選択された「役員会」
会議ルールテンプレートの内容を表示する会議ルールテンプレート画面を示す。
【図２Ｄ】ユーザが図２Ａの選択肢から「電子会議」選択肢を選択することに応答して電
子会議アプリケーションにより表示される電子会議画面を示す。
【図２Ｅ】ユーザが会議制御から制御を選択することに応答して電子会議アプリケーショ
ンにより表示される電子会議管理画面を示す。
【図２Ｆ】ユーザが既存の会議選択肢に表示されるＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔのコード
レビュー会議について「閲覧」選択肢を選択することに応答して表示される閲覧電子会議
画面を示す。
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【図２Ｇ】本例では不明な会議オーナである、不明な会議情報についての提案を提供する
ポップアップウインドウを有する電子会議管理画面を示す。
【図２Ｈ】ユーザが電子会議管理画面から会議議題制御を選択することに応答して生成さ
れる議題生成画面を示す。
【図２Ｉ】図２Ｈに示す提案議題項目の各々のカテゴリについて提案議題項目を示す。
【図２Ｊ】ユーザが電子会議管理画面から会議参加者制御を選択することに応答して生成
される参加者選択画面を示す。
【図２Ｋ】ユーザが自然言語クエリを入力できるようにする電子会議画面のクエリウイン
ドウを介する自然言語クエリを示す。
【図３】介入データを生成する構成を示すブロック図である。
【図４Ａ】会議インテリジェンス装置が、１又は複数の対応する議題トピックを決定する
ために第１会議コンテンツデータを処理する会話又は文字認識ロジックを含む、構成を示
すブロック図である。
【図４Ｂ】進行中の議論に関する感情分析を実行する構成を示すブロック図である。
【図４Ｃ】自然言語クエリを用いて要求された情報を検索する構成を示すブロック図であ
る。
【図４Ｄ】参加者ＩＤデータにより会議コンテンツを補足する構成を示すブロック図であ
る。
【図５】レポートを生成する構成を示すブロック図である。
【図６Ａ】参加者ＩＤデータを含む会議コンテンツメタデータを生成する構成を示すブロ
ック図である。
【図６Ｂ】第１会議コンテンツデータの中で検出された感情を含む会議コンテンツメタデ
ータを生成する構成を示すブロック図である。
【図６Ｃ】キーとなる、つまり重要な会議ポイントを識別するためのラベルを含む会議コ
ンテンツメタデータを生成する構成を示すブロック図である。
【図７Ａ】複数の電子会議の会議結果データへのアクセスを提供する例示的な会議報告画
面を示す。
【図７Ｂ】Comet　Design　Review　Meetingの例示的な会議結果画面を示す。
【図７Ｃ】例示的な参加者分析報告を示す。
【図８】介入データを生成するアプローチを示すフロー図である。
【図９】レポートを生成するアプローチを示すフロー図である。
【図１０】実施形態が実施され得る例示的なコンピュータシステムを示す。　各々の図は
明確な例を示す目的で特定の実施形態を示すが、他の実施形態は、図に示す要素のうちの
任意のものを省略し、それらに追加し、並べ替え、及び／又は変更して良い。明確な例を
示す目的で、１又は複数の図は１又は複数の他の図を参照して示される場合がある。しか
し、１又は複数の他の図に示される特定の構成は他の実施形態では必要ない。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の説明では、説明を目的として、本開示の実施形態の完全な理解を提供するために
、多くの詳細事項が説明される。しかしながら、本開示はこれらの詳細事項なしに実施で
きることが明らかである。他の例では、良く知られた構造及び装置が、本開示を不必要に
不明瞭にしないために、ブロック図で示される。「第１」及び「第２」のような修飾語は
、要素を区別するために使用される場合がある。しかし、これらの修飾語は、必ずしも、
任意の特定の順序を示さない。
Ｉ．概要
ＩＩ．アーキテクチャ
　Ａ．会議インテリジェンス装置
　Ｂ．ネットワークインフラストラクチャ
　Ｃ．参加者ノード
ＩＩＩ．会議ルールテンプレート
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ＩＶ．電子会議
　Ａ．会議生成
　Ｂ．議題生成
　Ｃ．会議参加者選択
　　ｉ．提案会議参加者
　　ｉｉ．主題の専門家（Subject　Matter　Expert：ＳＭＥ）
　　ｉｉｉ．会議ルールテンプレート
　　ｉｖ．関連性スコア
　　ｖ．追加情報
Ｖ．リアルタイム処理
　Ａ．会議管理
　　ｉ．議題管理
　　ｉｉ．合意点、アクション項目、及び新しい会議要求
　　ｉｉｉ．感情分析
　Ｂ．情報検索
　Ｃ．会議コンテンツ補足
　Ｄ．会議コンテンツメタデータ生成
ＶＩ．会議後処理
　Ａ．会議コンテンツ分析
　Ｂ．会議結果
　Ｃ．参加者分析
　Ｄ．アクション項目管理
ＶＩＩ．処理概要
　Ａ．介入データの生成
　Ｂ．レポートの生成
ＶＩＩＩ．実施例。
【００１０】
　＜Ｉ．　概要＞
　電子会議の前、最中、及び／又は後に種々のタスクを実行するために、電会議の状況に
人工知能が導入される。タスクは、議題生成、参加者選択、リアルタイム会議管理、会議
内容の補強、及び会議後の処理のような、広範な種類のタスクを含み得る。人工知能は、
他の電子会議に関するデータ、組織及びユーザに関するデータ、及び任意のトピックに関
する他の一般的情報のような、広範な種類のデータを分析して良い。電子会議の種々の特
長についての要件及び制約を指定する会議ルールテンプレートを生成し、管理し、及び実
施するための能力も提供される。本願明細書に記載のアプローチは、電子会議の効率を向
上し、電子会議ルール及びポリシを実施し、より迅速な決定を可能にし、電子会議の有用
性のより高い信頼性を提供する。
【００１１】
　＜ＩＩ．アーキテクチャ＞
　図１Ａ～Ｃは、実施形態が実施され得る例示的なコンピュータアーキテクチャを示す。
図１Ａ～Ｃは、電子会議をサポートする構成１００の種々の例を含む。構成１００は、ネ
ットワークインフラストラクチャ１０６を介して通信可能に結合される会議インテリジェ
ンス装置１０２及び１又は複数のノード１０４Ａ～Ｎを有する。ノード１０４Ａ～Ｎは、
本願明細書では「参加者」としても参照される複数の電子会議参加者１０８Ａ～Ｎに関連
付けられる。図１Ａに示す幾つかの要素は、説明の目的で他の図には示されない。しかし
、これらの要素は、他の図の要素に含まれて良い。
【００１２】
　構成１００によりサポートされる電子会議は、任意のコンピューティングプラットフォ
ームを用いて任意の形式で実施される任意の種類の電子会議であって良い。電子会議の例
は、限定ではなく、音声会議セッション、ビデオ会議セッション、デスクトップ共有セッ
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ション、これらの任意の組合せ、及び／又はネットワークインフラストラクチャ１０６と
少なくとも１つのノード１０４Ａとの間のデータ共有に関連する任意の他の電子会議を含
む。参加者１０８Ａ～Ｎは、物理的に離れた場所又は同じ物理的場所にある同一位置に置
かれて良い。例えば、図１Ａ～Ｂは、参加者１０８Ａ～Ｎが異なる物理的場所に位置する
がネットワークインフラストラクチャ１０６を介して電子会議に参加している構成１００
を示す。図１Ｃは、参加者１０８Ａ～Ｎが物理的に互いに近くに位置し、彼らがネットワ
ークインフラストラクチャ１０６無しに互いに意思疎通できる構成１００を示す。しかし
ながら、ネットワークインフラストラクチャ１０６は、参加者１０８Ａ～Ｎが、ノード１
０４Ａから入力データを受信し及び／又はそれらへ出力データを送信するデータ会議イン
テリジェンス装置１０２と相互作用することを可能にできる。実施形態は、何人かの参加
者１０８Ａ～Ｎが物理的に離れた場所に存在し、何人かが同一の物理的場所に同一位置に
配置される電子会議にも適用される。
【００１３】
　一実施形態では、構成１００は、コンピュータのネットワークを含む。「コンピュータ
」は、１又は複数の物理的コンピュータ、仮想コンピュータ、及び／又はコンピューティ
ング装置であって良い。コンピュータは、クライアント及び／又はサーバであって良い。
本願明細書における「コンピュータ」への言及は、特に明示的に断りのない限り、１又は
複数のコンピュータを意味することがある。任意の図に示す又は本願明細書に記載の論理
的及び／又は機能的ユニットの各々は、図１０に関連して本願明細書に更に記載される技
術のうちの任意のものを用いて実装されて良い。
【００１４】
　［Ａ．会議インテリジェンス装置］
　一実施形態では、会議インテリジェンス装置１０２は、人工知能を有し構成される１又
は複数のコンピューティング装置により実施される。１又は複数のコンピューティング装
置は、電子会議に人工知能を提供することに特化した特定目的コンピューティング装置、
又は電子会議に人工知能を提供する人工知能サービス１１０（図１Ａ）のような１又は複
数の人工知能サービスを実行する汎用コンピューティング装置であって良い。したがって
、会議インテリジェンス装置１０２は、コンピュータハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、及び／又はコンピュータファームウェアの任意の組合せを用いて実施されて良い
。人工知能サービス１１０の例は、限定ではなく、ＩＢＭ　Ｗａｔｓｏｎ及び他の質問応
答（ＱＡ）システム／サービスを含む。会議インテリジェンス装置１０２は、常に利用可
能であって良く（例えば、連続実行プロセスを含む）、又はオンデマンドで利用可能であ
って良い（例えば、必要なときに起動される）。会議インテリジェンス装置１０２は、複
数のコンピューティング装置に渡り複製されて良い。したがって、任意の時点で、少なく
とも１つのコンピューティング装置が会議インテリジェンスサービスを提供できる。
【００１５】
　会議インテリジェンス装置１０２は、電子会議の参加者に関連付けられるノードである
かのように、会議コンテンツデータにアクセスできる。したがって、会議インテリジェン
ス装置１０２は、電子会議に関与する１又は複数のノード１０４Ａ～Ｎのうちの任意のも
のから送信される任意の会議コンテンツデータにアクセスできる。例えば、会議インテリ
ジェンス装置１０２は、電子会議の間、全てのデータ送信を監視し、収集し、及び／又は
分析できる。会議インテリジェンス装置１０２は、会話又は文字認識、音声又は顔識別、
感情分析、オブジェクト検出、ジェスチャ分析、赤外線画像、等のような多数のツールの
うちの任意のものを用いて、会議コンテンツデータを分析して良い。会議コンテンツデー
タの分析に基づき、及び／又は例えば電子会議アプリケーションからの要求に応答して、
会議インテリジェンス装置１０２は、単独で又は１又は複数の電子会議アプリケーション
と連携して、電子会議の生成、翻訳の提供、情報要求に対する応答、提案議題項目及び提
案会議参加者の決定、電子会議のフロー管理、議題項目の処理、アクション項目の生成、
等のような電子会議に関する種々のリアルタイム処理、並びに、レポートの生成等のよう
な種々の会議後処理のような電子会議に関する１又は複数の作業の実行、多数の自動タス
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クのうちの任意のものを実行する。
【００１６】
　会議インテリジェンス装置１０２は、ネットワークインフラストラクチャ１０６に対し
て多数の異なる位置に配置されて良い。図１Ａ及び１Ｃを参照すると、会議インテリジェ
ンス装置１０２は、ネットワークインフラストラクチャ１０６の外部に配置される。図１
Ｂを参照すると、会議インテリジェンス装置１０２は、ネットワークインフラストラクチ
ャ１０６の少なくとも一部と同一場所にある。人工知能サービス１１０は、人工知能サー
ビス１１０により提供される機能にアクセスするために電子会議アプリケーションにより
使用され得る１又は複数のアプリケーションプログラムインタフェース（ＡＰＩ）を有し
て良い。
【００１７】
　一実施形態では、会議インテリジェンス装置１０２は、会議データレポジトリ（図示し
ない）に通信可能に結合される。会議データレポジトリは、会議インテリジェンス装置１
０２の一部であって良く、又は会議インテリジェンス装置１０２から離れて配置されて良
い。会議データレポジトリは、データベース、データ構造、構成ファイル、及び／又は１
又は複数の電子会議に関連するデータを格納する任意の他のシステムであって良い。会議
インテリジェンス装置１０２と同様に、会議データレポジトリは、ネットワークインフラ
ストラクチャ１０６に対して異なる場所に、例えばネットワークインフラストラクチャ１
０６の内部又は外部にある１又は複数のコンピューティング装置に配置されて良い。会議
データレポジトリは、任意の数の電子会議に関連するデータを格納し、過去の電子会議、
現在の電子会議、及び将来の電子会議のデータを有して良い。前の、現在の、及び将来の
電子会議のデータの例は、限定ではなく、議題、会議参加者情報、会議招待情報、。会議
トランスクリプト、議事及びノート、アクション項目、等、並びに、前述の種類のデータ
のうちの任意のものの分析結果を含む結果データを有する。会議データは、会議インテリ
ジェンス装置１０２、ノード１０４Ａ～Ｎ、又はそれらの両者により収集され格納されて
良い。これは、会議インテリジェンス装置１０２が会議関連データの司書のサービス、並
びに本願明細書に記載の他の機能を提供することを可能にする。電子会議データは、他の
プロセスのような他のエンティティにより生成され、格納され、管理されても良い。
【００１８】
　一実施形態では、会議インテリジェンス装置１０２は、ウェブサイト、Ｗｏｒｌｄ　Ｗ
ｉｄｅ　Ｗｅｂを介して利用可能な他のデータ、Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ、ｏｒａｃｌｅ、
ＳＡＰ、Ｗｏｒｋｄａｙ、又は会議インテリジェンス装置１０２を管理するエンティティ
以外の任意のエンティティにより管理されるデータベースのような多数の外部データソー
ス（図示しない）のうちの任意のものに通信可能に結合される。会議インテリジェンス装
置１０２は、ネットワークインフラストラクチャ１０６を介して外部データソースに通信
可能に結合されて良い。外部データソースは、会議インテリジェンス装置１０２に会議に
関連する又は他の種々のデータへのアクセスを提供して良い。
【００１９】
　［Ｂ．ネットワークインフラストラクチャ］
　ネットワークインフラストラクチャ１０６は、ＬＡＮ（local　area　network）、ＷＡ
Ｎ（wide　area　network）、インターネット、等のような任意の数の及び種類の有線又
は無線ネットワークを有して良い。ネットワークインフラストラクチャ１０６は、１又は
複数のサーバコンピュータ、負荷平衡コンピュータ、クラウドに基づくコンピュータ、デ
ータセンタ、ストレージ装置、及び／又は任意の他の特定目的コンピュータ装置のような
１又は複数のコンピューティング装置も有して良い。例えば、ネットワークインフラスト
ラクチャ１０６は、Ｒｉｃｏｈ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｔｄ．のＵｎｉｆｉｅｄ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＣＳ）　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ、及
び／又は電子会議を管理する他のコンピュータを有して良い。
【００２０】
　［Ｃ．参加者ノード］
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　１又は複数のノード１０４Ａ～Ｎのうちの各ノードは、１又は複数の参加者１０８Ａ～
Ｎに関連付けられる。各参加者は、電子会議に参加する人物である。各ノードは、ネット
ワークインフラストラクチャ１０６と少なくとも一人の参加者との間のデータ送信を処理
する。複数のノード１０４Ａ～Ｎは、多数の異なる構成のうちの任意のものを用いて互い
に通信可能に結合されて良い。例えば、複数のノードは、中央サーバを介して又はピアツ
ーピアネットワークを介して互いに通信可能に結合されて良い。
【００２１】
　一実施形態では、ノードは、電子会議アプリケーション１１２を実行するコンピューテ
ィング装置を有する。本願明細書で使用されるとき、用語「アプリケーション」は、任意
の種類のプロセスを表す。ノードは、Ｒｉｃｏｈ　ＵＣＳ　Ｐ３５００のような特定目的
コンピューティング、又はＲｉｃｏｈ　ＵＣＳ　Ａｐｐのような特定目的アプリケーショ
ンを実行する汎用コンピュータを有して良い。ノードは、カメラ、マイクロフォン、及び
電子ホワイトボードのような多数の入力／出力機構のうちの任意のものも有して良い。例
えば、ノードは、ＧＰＳ能力、カメラ、マイクロフォン、加速度計、タッチスクリーン、
等を備えるスマートフォンを有して良い。ノードの例示的な実装は、限定ではなく、デス
クトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ワークステーション、タブレットコ
ンピューティング装置、パーソナルデジタルアシスタント、対話型ホワイトボード（ＩＷ
Ｂ）機器、移動電話機、又は他のモバイルコンピューティング装置を有する。入力／出力
機構は、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）のような参加者インタフェースを
有して良い。電子会議アプリケーションは、電子会議をサポートするデータを生成し管理
して良く、データは、特定の実装に依存して、ノード１０４Ａ～Ｎにローカルに又はリモ
ートに格納されて良い。電子会議アプリケーション１１２は、対応するノードが電子会議
に参加することを許可する１又は複数のプロセスにより実施される。電子会議アプリケー
ション１１２は、電子会議に参加するために、他のコンピューティング装置と、及び／又
は１又は複数の電子会議マネジャ若しくはサーバ上の１又は複数の他の電子会議アプリケ
ーションと相互作用するよう構成される。電子会議アプリケーション１１２は、以下に更
に詳述するように、電子会議の種々の側面に人工知能を組み込むために、人工知能サービ
ス１１０により提供される１又は複数のＡＰＩを介して、人工知能サービス１１０により
提供される機能にアクセスするよう更に構成される。
【００２２】
　＜ＩＩＩ．会議ルールテンプレート＞
　一実施形態によると、電子会議の会議ルールテンプレートを生成し及び管理するための
機能が提供される。会議ルールテンプレートは、電子会議の任意の側面に、つまり電子会
議の前、最中、及び後に適用されるべきルールセットを指定する。本願明細書で用いられ
るとき、用語「ルール」は、要件及び／又は制約を表す。例えば、会議ルールテンプレー
トは、議題に含まれる必要のある項目、電子会議の中で必要とされる意志決定者が指名さ
れなければならない参加者、電子会議がどのように行われるかという、例えば時間制限等
による１又は複数の側面、電子会議を支配する手続的ルール、会議結果に含まれるべき項
目、を定めて良い。会議ルールテンプレートは、データストリーム、電子文書、等のよう
な電子会議のデータ入力も指定して良い。会議ルールテンプレート機能は、例えばノード
１０４Ａ～Ｎ上で実行する電子会議アプリケーションにより実施されて良い。
【００２３】
　会議ルールは、組織により、例えば付随定款により、又は政府の、司法の若しくは法執
行エンティティのような組織外部のエンティティにより、指定されて良い。１つの非限定
的な例は、投票目的で定足数を満たすために少なくとも指定数の参加者が電子会議に出席
することを要求する組織的ルール又は定款である。参加者は、正会員、役員、投票会員、
等を有して良い。別の例は、特定議題項目の議論のための時間制約（最小値又は最大値）
である。更に別の例は、議事録のような電子会議のための文書が、開始時間と終了時間、
出席した役員の名前、アクション項目についての決定、等のような指定情報を含むことと
いう要件である。要件及び制約は、特定の会議手順が電子会議を行うために使用されるこ
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とも指定して良い。会議手順の１つの非限定的な例は、ロバート議事規則である。
【００２４】
　以下に更に詳述されるように、一実施形態によると、電子会議アプリケーションは、ユ
ーザが電子会議のための１又は複数の会議ルールテンプレートを指定することを可能にす
る。電子会議アプリケーションは、会議インテリジェンス装置１０２と関連して、電子会
議の前、最中、後に指定された会議ルールテンプレートにより指定されるルールを実施す
る。これは、例えば、電子会議の議題が必要な項目を含むこと、必要な参加者が電子会議
に含まれること、必要なデータ入力が提供されること、電子会議が要件及び制約に従い行
われること、及び会議結果が会議ルールテンプレートにより指定された要件及び制約を満
たすこと、を保証することを含んで良い。
【００２５】
　図２Ａは、ノードにおいて電子会議アプリケーションにより表示される例示的な電子会
議画面２００を示す。電子会議画面２００は、会議ルールテンプレート、電子会議、会議
レポート及びアクション項目にアクセスするための制御２０２を含む。電子会議画面２０
０は、電子会議アプリケーションがノード１０４Ａ～Ｎにおいて呼び出された後に表示さ
れる初期会議画面を表し得る。
【００２６】
　図２Ｂは、ユーザが図２Ａの制御２０２から「会議ルールテンプレート」を選択するこ
とに応答して表示される例示的な会議ルールテンプレート画面２０４を示す。会議ルール
テンプレート画面２０４は、ユーザが、既存の会議ルールテンプレートを閲覧し、編集し
、及び削除すること、並びに新しい会議ルールテンプレートを生成することを可能にする
。会議ルールテンプレート画面２０４は、ビジネス組織内の部署により、及びトピックに
より表示される既存の会議ルールテンプレートを示す。図２Ｂに示す例では、部署は、法
務、技術、ソフトウェア品質保証（ＳＱＡ）、財務、及び管理を含み、各部署について１
又は複数の識別される会議ルールテンプレートを有する。図２Ｂに含まれる特定の部署は
、説明目的で提供されるものであり、会議ルールテンプレートの編成は、特定の実装に依
存して変化して良い。例えば、会議ルールテンプレートは、任意の種類の論理エンティテ
ィにより編成され表示されて良い。
【００２７】
　図２Ｂに示す例では、ユーザは、既存の会議ルールテンプレートを選択し、次に制御２
０６からそれぞれ「編集」制御又は「削除」制御を選択することにより、選択した会議ル
ールテンプレートを編集又は削除して良い。一実施形態によると、どのユーザが会議ルー
ルテンプレートを編集し又は削除する権限を有するかを制御するために、許可が使用され
て良い。例えば、許可データは、会議ルールテンプレートについて維持されて良い。ここ
で、許可データは、特定の会議ルールテンプレートを編集し及び削除する権限のあるユー
ザを指定する。これは、機密情報を含み得る「役員会」会議ルールテンプレートのような
会議ルールテンプレートについて有用であり得る。ユーザは、制御２０６から「新規」制
御を選択することにより、新しい会議ルールテンプレートを生成することもできる。一実
施形態によると、電子会議アプリケーションは、新しい会議ルールテンプレートを生成す
るためにユーザにステップ毎の支援を提供するウィザードを有して良い。これは、例えば
、ユーザが個々のルールを選択し及び選択解除すること、並びにカスタムルールを追加す
ることを可能にする制御を有する共通しようルールを提供することを含んで良い。「戻る
」制御は、ユーザが図２Ｂの電子会議画面２００に戻ることを可能にする。ユーザが例え
ばキーボードにより既存のルールテンプレートを検索することを可能にするために、検索
ツール２０８も設けられる。
【００２８】
　図２Ｃは、図２Ｂの会議ルールテンプレート画面２０４からユーザにより選択された「
管理」部署の「役員会」会議ルールテンプレートを表示する会議ルールテンプレート画面
２０４を示す。役員会会議ルールテンプレートは、役員会会議の前、最中、後に満たされ
なければならないルールを指定する。これらのルールは、役員会会議が最大１０人の会議
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参加者を有して良いこと、最小４人の役員が必要であること、指名意志決定者が必要であ
ること、財務レビューを含む特定議題項目が必要であること、短期戦略計画、及び長期戦
略計画、並びに最大１５分の時間が各議題項目に費やされて良いこと、を指定する。ルー
ルは、役員会会議がロバート会議規則に従い行われなければならないこと、会議の開始時
間と終了時間、出席した役員のリスト、及び全ての動議に対する投票結果を含む議事録が
生成されなければならないことも指定する。ルールは、さらに、役員会会議がデータ入力
としてＱ４財務及び売上予測報告を含まなければならないことを指定する。特定のデータ
入力は、特定の会議の要件に依存して変化して良い。
【００２９】
　図２Ｃに示される会議ルールは、説明目的で提供されるものであり、会議ルールは特定
の実装に依存して変化して良い。制御２１０は、ユーザが、ルールを追加し、編集し、若
しくは削除し、ルールを保存し、又は「戻る」選択肢を選択することにより図２Ｂの会議
ルールテンプレートに戻ることを可能にする。
【００３０】
　会議ルールは、ユーザにより、例えば管理者又はエンドユーザにより、手動で生成され
て良い。一実施形態によると、会議ルールは、会議インテリジェンス装置１０２の支援に
より生成されて良い。例えば、制御２１０からの「追加」制御により新しいルールを生成
するとき、会議ルールテンプレート２０４は、ユーザが会議ルールを定める際に関心のあ
る特定種類の会議についてユーザが検索用語を入力できるようにする選択肢を提供して良
い。会議インテリジェンス装置１０２は、クエリ用語を処理し、特定種類の会議に適し得
る例示的な会議ルールを含む結果を提示する。例示的な会議ルールは、例えば、業界固有
の慣習又は「成功事例」に基づき得られて良い。例えば、特定種類の技術会議のために広
く受け入れられる「成功事例」は、少人数参加者、例えば５人未満、及び全ての会議参加
者からの入力が必要であること、を含み得る。
【００３１】
　＜ＩＶ．電子会議＞
　一実施形態によると、ノード１０４Ａ～Ｎにおいて実行する電子会議アプリケーション
は、ユーザが電子会議を管理できるようにする機能を含む。図２Ｄは、ユーザが図２Ａの
制御２０２から「電子会議」選択肢を選択することに応答して電子会議アプリケーション
により表示される電子会議画面２１２を示す。電子会議画面２１２は、コンピューティン
グ装置上で処理されると電子会議画面２１２をコンピューティング装置上で表示させる例
えば１又は複数のＷｅｂページにより実装されて良い。
【００３２】
　電子会議画面２１２は、現在電子会議のコンテンツ２１４を含むコンテンツウインドウ
２１３を有する。現在電子会議は、ビデオ会議セッション、デスクトップ共有セッション
、メッセージングセッション、音声会議セッション、等を表して良い。電子会議画面２１
２は、現在会議の参加者を特定する参加者ウインドウ２１６、及び現在電子会議の議題を
表示する議題ウインドウ２１８も有する。議題ウインドウ２１８は、現在議題項目を識別
する視覚的指示子２２０、及び現在議題項目の残り時間を示すタイマを有する。会議イン
テリジェンス装置１０２を用いる議題項目の管理は、以下に更に詳述される。電子会議画
面２１２は、現在電子会議に関する種々の機能へのアクセスを提供する会議制御２２２も
有する。以下に更に詳述するように、これは、電子会議管理、コンテンツ、議題、及び参
加者に関連する機能を含む。メッセージウインドウ２２４は、以下に更に詳述する、会議
インテリジェンス装置の支援により生成されるメッセージを提供する。電子会議画面２１
２は、特定実装に依存して追加要素又はより少ない要素を有して良い。また、実施形態は
図２Ｄに示した例に限定されない。
【００３３】
　図２Ｅは、ユーザが会議制御２２２から制御を選択することに応答して電子会議アプリ
ケーションにより表示される電子会議管理画面２３０を示す。電子会議管理画面２３０は
、情報を表示し及び既存電子会議を閲覧し参加するための制御を提供する既存会議部分２
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３２と、ユーザが新しい電子会議を生成できるようにする制御を含む新規会議部分２３４
と、を含む。一実施形態によると、ユーザが電子会議を閲覧し及び／又は参加する能力を
制御するために、許可が使用されて良い。許可は、特定の実施形態に依存して変化して良
い広範な種類の方法で実施されて良い。例えば、ユーザが既存会議部分２３２により特定
の電子会議をについて「参加」選択肢を選択することに応答して、特定電子会議に参加す
るための要求が生成され、電子会議の主催者に送信されて良い。会議主催者が要求を許諾
することに応答して、ユーザは、彼らの要求が許可されたこと及びユーザが特定の電子会
議に参加することを許可されたことを通知されて良い。代替として、この処理は、ユーザ
の許可に基づき自動化されて良い。例えば、特定会議に参加することを要求しているユー
ザがの許可は、特定の電子会議について指定される許可と比較され、ユーザが必要な許可
を有する場合に、ユーザは特定の電子会議への参加を許可される。前述の例における許可
の使用は、機密又は秘密情報を含み得る電子会議へのアクセスを制御するために有用であ
る。電子会議管理画面２３０は、電子会議画面２００に戻るための「戻る」制御を有する
。
【００３４】
　図２Ｅに示す例では、既存会議部分２３２は、任意の電子会議のを閲覧し又は参加する
ための対応する制御を有する、Ｐｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ、法務部、財務部、及び管理
を含むビジネス組織の中の論理エンティティの既存電子会議を示す。実施形態は、これら
の例示的な論理エンティティに限定されず、任意の種類の論理エンティティが使用されて
良い。ユーザは、特定の既存電子会議の情報を閲覧するために、閲覧制御を選択して良い
。
【００３５】
　図２Ｆは、ユーザが既存の会議選択肢２３２に表示されるＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
のコードレビュー会議について「閲覧」選択肢を選択することに応答して表示される閲覧
電子会議画面２４０を示す。図２Ｆに示す例では、閲覧電子会議画面２４０は、日付、時
間、期間、場所、及び出席者を含む、Ｐｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔのコードレビュー会議
についての情報２４２を表示する。情報２４２は、電子会議ルール２４４及び議題２４６
も有する。以下により詳細に記載するように、電子会議ルール２４４及び議題２４６は、
会議インテリジェンス装置１０２により提供される人工知能の支援により生成されて良い
。図２Ｆに示す例では、電子会議ルール２４４は、特定会議ルールテンプレート、つまり
図２Ｂに示される技術－コードレビュー会議ルールテンプレートにより定められる。この
会議ルールテンプレートは、１０人の最大参加者数、会議が指名意志決定者を含まなけれ
ばならないこと、最大２０分が各トピックに費やされて良いこと、及び議事録が必要ない
ことを指定する。
【００３６】
　議題２４６は、電子会議中に解決されるべきトピックを指定し、衛星リンクの改訂ダイ
ナミックリンクライブラリ（ＤＬＬ）、直接メモリアクセス（ＤＭＡ）ボードのためのド
ライバコード、マイルストーン状態レビュー、真空室内のハードウェア（Ｈ／Ｗ）による
ソフトウェアテスト、ソフトウェアテストスケジュール、及びソフトウェア統合計画を含
む。Ｐｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔのコードレビュー会議のオーナ又はホストのような必要
な許可を有するユーザは、電子会議の情報２４２を編集できる。例えば、ユーザは、「期
間」属性を選択し、値を１時間から４５分に変更して良い。情報２４２は、ユーザが電子
会議に参加できるようにする制御も含む。閲覧電子会議画面２４０から又は電子会議管理
画面２３０（図２Ｅ）から「参加」選択肢を選択することは、ユーザが会議に参加するた
めの要求を、処理のために会議オーナへ送信させる。
【００３７】
　［Ａ．会議生成］
　電子会議は、ユーザにより手動で生成されて良く、又は会議インテリジェンス装置１０
２により提供される人工知能の支援により生成されて良い。図２Ｅに戻ると、新規会議部
分２３４は、ユーザが新しい会議について会議名、会議オーナ、会議主題、及び会議種類
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を指定することを可能にする制御を含む。制御は、ユーザが新しい電子会議のために１又
は複数の会議ルールテンプレート、日付、時間、及び場所を選択することも可能にする。
場所は、電子会議オーナ又はホストのコンピューティング装置の物理的な場所に対応して
良い。単一の会議ルールテンプレートが説明のために図２Ｅに示されるが、電子会議は、
任意の数の対応する会議ルールテンプレートを有して良い。実施形態は、図２Ｅに示され
る情報に限定されず、特定の実装に依存して、新規会議部分２３４は、ユーザが新規会議
のために他の情報を指定することを可能にして良い。
【００３８】
　一実施形態によると、新規会議についての不明情報は、種々のデータの分析に基づき、
会議インテリジェンス装置１０２により提供されて良い。図２Ｅに示す例では、会議オー
ナは指定されなかった。会議インテリジェンス装置１０２は、第１回コードレビュー会議
のようなＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔの過去の会議の分析に基づき、Bobを決定して良い
。Ｈは第２回コードレビュー会議の会議オーナとして良好な候補者であり、会議オーナフ
ィールドは自動的にＢｏｂ　Ｈを投入されて良い。同じプロジェクトの他の種類の会議、
他のプロジェクトのコードレビュー会議、プロジェクトメンバの任命された職責、等のよ
うな他の情報が、決定を行う際に考慮されて良い。
【００３９】
　新規会議の会議情報は、ノード１０４Ａ～Ｎ上で実行する電子会議アプリケーションに
提供され又は示され、新規会議情報に自動的に含まれて良い。不明情報は、例えば強調表
示、着色、特別効果、等により情報が自動的に提供されたことを視覚的に示す方法で提示
されて良い。そして、ユーザは、自動的に提供された不明情報を受諾し、拒否し、又は編
集する機会を与えられて良い。会議インテリジェンス装置１０２は、不明情報のために複
数の候補も提供して良い。
【００４０】
　先の例では、会議インテリジェンス装置１０２は、Ｂｏｂ．Ｈ及び別の人物であるＳｕ
ｓａｎ　Ｇ．の両者が第２回コードレビュー会議の会議オーナとして良好な候補者である
ことを決定して良い。２人の候補者は、会議オーナの指定のための提案として提示されて
良い。そして、選択肢のうちの一方、両方を選択し、又は両方とも選択しない機会を与え
られたユーザは、電子会議アプリケーションが複数の会議オーナを許容しない限り、その
場合Ｂｏｂ．Ｈ及びＳｕｓａｎ　Ｇ．のうちの一人のみが会議オーナとして選択されて良
い。提案は、信頼性スコアに基づきランク付けされた順序で提示されて良い。各選択肢の
信頼性スコアは、ユーザが選択を行うための追加情報を提供するために表示されて良い。
【００４１】
　図２Ｇは、本例では不明な会議オーナである、不明な会議情報についての提案を提供す
るポップアップウインドウ２３９を有する電子会議管理画面２３０を示す。本例では、新
規会議の生成者は会議オーナを指定しなかったと仮定する。会議オーナの提案は、会議イ
ンテリジェンス装置１０２と関連して電子会議アプリケーションにより決定される。本例
では、提案された会議オーナであるＢｏｂ．Ｈ及びＳｕｓａｎ　Ｇ．は、ポップアップウ
インドウ２３９に表示される。そして、新規電子会議の情報を保存する又は情報を取り消
して保存しないための制御と共に、提案された会議オーナの一方又は両方を許諾する又は
拒否するための制御が提供される。会議インテリジェンス装置１０２により生成される信
頼性スコアは、任意的に、各々の提案について表示される。信頼性スコアは、対応する提
案がユーザにより選択される可能性を表す。
【００４２】
　追加情報は、任意的に、提案と共に提供されて、ユーザが提案された会議オーナの一方
、両方を選択すること又は両方とも選択しないことを支援する。追加情報は、会議インテ
リジェンス装置１０２が提案を行う際に考慮した情報、又は提案された不明情報、つまり
本例では不明な会議オーナを検討する際にユーザの役に立つ可能性があると考えられる他
の情報であって良い。図２Ｇに示すように、Ｂｏｂ．Ｈの追加情報は、Ｂｏｂ．ＨがＰｌ
ｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔの過去のコードレビュー会議のオーナであったことを示し、彼を
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会議オーナの候補にしている。Ｓｕｓａｎ　Ｇ．は、Ｐｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔチーム
のメンバであり、他のプロジェクトのコードレビュー会議のオーナであった。これらの組
合せが、Ｓｕｓａｎ　Ｇ．をＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔの第２回コードレビュー会議の
会議オーナの候補にしている。本例は、認知コンピューティングが新規電子会議の不明情
報のために提案を提供する際にどれほど役立つかを説明する。このアプローチは、特定の
実装に依存して任意の不明情報に適用されて良い。
【００４３】
　電子会議は、会議インテリジェンス装置１０２と関連してノード上で実行する電子会議
アプリケーションにより電子会議中に自動的に生成されても良い。一実施形態によると、
会議インテリジェンス装置１０２は、電子会議中に、新規会議が生成されるべきであるこ
とを示す１又は複数のキューを検出する。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、
会議コンテンツデータの中で、新規会議を生成するための、会議参加者からの自然言語要
求のような明示的コマンドを検出して良い。会議インテリジェンス装置１０２は、特定の
コマンド及びフォーマット、例えば「ＳｙｓｔｅｍＯｎｅ：ｃｒｅａｔｅ　ｎｅｗ　ｍｅ
ｅｔｉｎｇ」を認識するよう構成されて良い。
【００４４】
　会議インテリジェンス装置１０２は、黙示的コマンドに基づき新規会議を生成するよう
構成されても良い。黙示的コマンド又は要求は、発言が新規会議に対する明示的に指定さ
れたコマンド又は要求を含まなくても新規会議に対する要望を示す、電子会議中に生成さ
れた発言である。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、会議コンテンツデータの
中で、別の会議が特定トピックを議論するのに役立つ場合があることを示す会話の部分と
して生成された発言を検出して良い。このような命令文の例は、「別の会議でそれを議論
するのが良いだろう」及び「これを更に議論するために別の会議を設定しよう」を含む。
これらの発言は、新規電子会議に対する黙示的要求を表すとして特徴付けられる。会議イ
ンテリジェンス装置１０２により提供される認知コンピューティング機能は、新規電子会
議に対する黙示的コマンド又は要求が電子会議中に生成されたか否かを決定するために、
電子会議中に行われた発言を分析するために使用されて良い。会議インテリジェンス装置
１０２は、次に、以下に更に詳述するように、電子会議アプリケーションに、新規電子会
議が生成されるべきであることを通知して良い。
【００４５】
　会議インテリジェンス装置１０２は、特定の状況で新規会議が適切である又は有用であ
り得ることを示す現在電子会議の発言分析に基づき、新規電子会議を生成するよう更に構
成されて良い。例えば、現在電子会議の感情分析は、重要な意見の相違及び／又は対立が
会議の参加者間に存在することを示して良い。感情分析は、声のトーン、声の音量、会話
の速度、会話の中の休止の欠如、不敬、ブツブツ、呼気等のような音のような、電子会議
中の会話の中で生じる種々のキューを使用して良い。感情分析の使用は、以後、より詳細
に記載される。
【００４６】
　明示的コマンド、黙示的コマンド、又は感情分析に基づき、新規会議が適切であると決
定することに応答して、会議インテリジェンス装置１０２は、新規会議を要求するよう、
又は電子会議アプリケーションに提供される会議コンテンツデータ若しくは会議メタデー
タに命令若しくは要求を含むよう、電子会議アプリケーションに直接指示して良い。命令
又は要求を受信することに応答して、電子会議アプリケーションは、新規会議要求を示す
視覚的及び／又は聴覚的通知を提供して良い。電子会議アプリケーションは、現在電子会
議の中の情報から決定される新規電子会議の情報を表示して良い。例えば、電子会議アプ
リケーションは、会議インテリジェンス装置１０２と関連して、現在電子会議の中の情報
に基づき、新規電子会議の情報を決定して良い。例えば、「私達は今度の火曜に別の会議
を行うべきだ」という発言が現在電子会議中に行われて良く、提案された日時が新規電子
会議の情報と共に含まれて良い。電子会議アプリケーションは、会議インテリジェンス装
置１０２と関連して、新規電子会議に関する追加情報、例えば新規電子会議について不明
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であると考えられる情報をユーザに問い合わせて良い。
【００４７】
　［Ｂ．議題生成］
　電子会議議題は、ユーザにより手動で生成されて良く、会議インテリジェンス装置１０
２により提供される人工知能の支援により生成されて良い。一実施形態によると、会議イ
ンテリジェンス装置１０２は、電子会議議題に含まれるべき提案項目を提供することによ
り、電子会議議題の生成に参加する。電子会議アプリケーションは、会議インテリジェン
ス装置１０２が電子会議の提案議題項目を提供することを要求して良い。提案議題項目の
要求は、新規電子会議の複数の属性を指定するデータを有して良い。例えば、提案議題項
目の要求は、電子会議管理画面２３０の新規会議部分２３４の中のユーザにより指定され
るデータのうちの任意のものを有して良い。この要求に応答して、会議インテリジェンス
装置１０２は、種々の情報を分析し、電子会議アプリケーションに提案議題項目を提供す
る。電子会議アプリケーションは、ユーザに提案項目を表示し、ユーザが電子会議議題に
含まれるべき提案項目を選択できるようにする。
【００４８】
　図２Ｅに戻ると、新規会議部分２３４は、ユーザが新規電子会議を生成できるようにす
る議題制御２３６を有する。図２Ｈは、ユーザが電子会議管理画面２３０から会議議題制
御２３６を選択することに応答して生成される議題生成画面２５０を示す。例えば、ユー
ザが電子会議管理画面２３０から議題制御２３６を選択することに応答して、電子会議ア
プリケーションは、議題生成画面２５０を生成させ表示させて良い。
【００４９】
　議題生成画面２５０は、本例ではＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔの第２回コードレビュー
会議である、新規電子会議の議題情報２５２を含む。議題情報２５２は、ユーザにより手
動で指定されて良い、ユーザ指定議題項目２５４を有する。ユーザ指定議題項目２５４は
、例えば、ユーザが新規電子会議の議題に含まれるべきであると望む議題項目のリストと
して指定されて良い。図２Ｈに示す例では、ユーザ指定議題項目２５４は、３個の議題項
目を含む。つまり、ベンダからの追加ソフトウェア要件、グラフィカルユーザインタフェ
ース更新、及びソフトウェア統合計画である。これらの議題項目は、ユーザが議題項目を
ユーザ指定議題項目２５４に入力することにより、又は他のアプリケーションから情報を
コピーしペーストすることにより、指定されて良い。ユーザ指定議題項目２５４は、追加
され、編集され、及び削除され、並びに保存制御２５８の選択により変更を保存して良い
。
【００５０】
　議題情報２５２は、会議インテリジェンス装置１０２の支援により生成される提案議題
項目２５６も含む。提案議題項目２５６は、議題生成画面２５０が表示されるとき、ユー
ザが議題制御２３６を選択することに応答して、自動的に生成され表示されて良い。代替
で、議題生成画面２５０は、提案議題項目２５６の生成及び表示を要求する制御を有して
良い。ユーザは、例えばマウスのような選択装置を使用することにより、議題生成画面２
５０の各々の対応する領域を選択することにより、ユーザ指定議題項目２５４と提案議題
項目２５６との間で切り替えて良い。
【００５１】
　提案議題項目２５６は、特定新規電子会議に関連し及びそのために適切であると決定さ
れる議論トピックである。トピックは、議論のためにスケジューリングされた又は他の電
子会議の中で実際に議論されたトピックであって良く、或いはそれらは新しいトピックで
あって良い。例えば、提案議題項目２５９は、新規電子会議の主題に関連する複数の電子
文書の中に現れるトピックを有して良い。提案議題項目２５６を生成するために、会議イ
ンテリジェンス装置１０２は、過去の又は現在の電子会議の議題、他の電子会議の議事又
は他の記述された記録、他の文書、又は任意の他の情報を分析して良い。これは、電子会
議に関連する同一のエンティティ、他のエンティティの情報、又は特定産業若しくは状況
の情報を有して良い。会議インテリジェンス装置１０２により分析される情報の例は、限
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定ではなく、同じプロジェクト若しくは他のプロジェクト等のための、異なるが関連する
会議種類の、ビジネス若しくは他の組織のようなエンティティ内の同じプロジェクトの若
しくは他のプロジェクトの同じ会議種類の他の電子会議の議題又は他の文書を含む。これ
は、例えば、本例ではＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔである、現在プロジェクトについて述
べる電子文書の検索を含んで良い。他の例は、限定ではなく、同じ産業又は状況の中の他
の組織の議題を含む。議題を超える情報も評価されて良い。他の情報の例は、限定ではな
く、仕様書、メモ、及び他の文書を含む。
【００５２】
　提案議題項目２５６が編成され、特定の実装に依存して変化し得る任意の方法でユーザ
に提示されて良い。膨大な数の提案議題項目２５６について、ユーザインタフェース上で
提案議題項目を視覚的に編成することは、全ての利用可能な提案議題項目２５６を単に列
挙するよりも、より好適なユーザ経験を提供できる。図２Ｈは、提案議題項目２５６のカ
テゴリを示す。つまり、過去の会議からの未完了議題項目、過去の会議からのアクション
項目、会議ルールテンプレートに基づく議題項目、及びその他である。カテゴリの各々は
、各カテゴリの中の特定議題項目を閲覧するために選択されて良い。
【００５３】
　図２Ｉは、図２Ｈに示す提案議題項目の各々のカテゴリについて提案された議題項目を
示す。カテゴリにより提案議題項目を編成することは、ランダムな順序で提案する議題項
目を列挙するより、一部のユーザにとって一層有用であり得る。しかしながら、実施形態
は、カテゴリにより提案議題項目２５６を編成することに限定されず、アルファベット順
、等のような他のアプローチが使用されて良い。
【００５４】
　過去の会議からの未完了議題項目及びアクション項目のカテゴリの中の議題項目は、会
議インテリジェンス装置１０２により、先ず、現在電子会議に関連する１又は複数の過去
の電子会議を識別し、次に、識別した１又は複数の過去の電子会議に関連する電子文書を
分析することにより、決定されて良い。会議インテリジェンス装置１０２は、本例では第
１回コードレビュー会議である１又は複数の過去の電子会議を、現在電子会議、つまり第
２回コードレビュー会議に関連する文書の中の第１回コードレビュー会議の参照、又は現
在会議の任意の他の属性に基づき、識別して良い。例えば、現在電子会議の議題は、過去
の電子会議を明示的に参照して良い。別の例として、１又は複数の過去の電子会議は、ス
ケジュール又は計画により参照されて良い。例えば、１又は複数の過去の電子会議及び現
在電子会議の両者は、プロジェクトスケジュールに含まれて良い。
【００５５】
　１又は複数の過去の電子会議が識別されると、１又は複数の過去の電子会議から完了し
なかった議題項目及び１又は複数の過去の電子会議の最中に作成されたアクション項目を
決定するために、過去の会議の議題及び／又は議事録のような、１又は複数の過去の電子
会議の電子文書が分析される。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、第１回コー
ドレビュー会議からの議事録を調べて、完了しなかった議題項目及びその会議の最中に作
成されたアクション項目を識別して良い。これらの識別された議題項目は、過去の会議か
らの未完了議題項目カテゴリ、及び過去の会議からのアクション項目カテゴリに追加され
る。図２Ｉに示す例では、「ＤＭＡボードのドライバコード」及び「ソフトウェア試験ス
ケジュール」議題項目は、第１回コードレビュー会議から未完了だった。また、「Ｓａｔ
リンクの要件を検証する－Ｊｏｈｎ　Ｅ．」及び「ＤＭＡボードとの問題を調査する－Ｓ
ｕｓａｎ　Ｒ．」アクション項目は、第１回コードレビュー会議の最中に又はその後に割
り当てられた。
【００５６】
　会議ルールテンプレートに基づく議題項目カテゴリの中の議題項目は、会議インテリジ
ェンス装置１０２が新規電子会議のために指定される１又は複数の会議ルールテンプレー
トを分析することにより決定されて良い。本例では、会議インテリジェンス装置１０２は
、「マイルストーン状態レビュー」議題項目が技術－コードレビュー会議ルールテンプレ
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ートにより要求されることを決定する。会議インテリジェンス装置１０２は、したがって
、「マイルストーン状態レビュー」議題項目を提案議題項目として使用する。一実施形態
によると、会議ルールテンプレートにより要求される議題項目は、ユーザにより選択され
て良く又は選択されなくて良い提案議題項目として提供されない。代わりに、会議ルール
テンプレートにより要求される議題項目は、現在電子会議の議題に自動的に追加される。
これは、会議ルールテンプレートにより指定される必要な議題項目が議題に含まれること
を保証し、さらにユーザにより吟味されなければならない提案議題項目の数を削減する。
【００５７】
　その他カテゴリの中の議題項目は、会議インテリジェンス装置１０２が新規電子会議に
関連する提案議題項目を識別するために複数のデータ項目を分析することにより決定され
て良い。会議インテリジェンス装置１０２により分析される複数のデータ項目は、特定の
実装に依存して変化し得る任意の種類のデータ項目を有して良い。特定の実施形態に依存
して変化して良い広範な種類のアルゴリズム及びヒューリスティック法を用いて、関連性
が決定されて良い。一実施形態によると、会議インテリジェンス装置１０２は、新規電子
会議の会議種類のための典型的な議題項目を識別するために、複数のデータ項目を分析す
るよう構成される。本例では、これは、コードレビュー会議のための典型的な議題項目を
決定することを含む。これは、同じ組織の中のコードレビュー会議の典型的な議題項目を
決定すること、又は現在の組織を超えて他の組織まで検索することを含んで良い。検索は
、同じ状況、産業、等の中で実施されて良く、又は他の状況、産業、等まで拡張して良い
。一実施形態によると、会議インテリジェンス装置１０２は、新規電子会議の１又は複数
のトピック又は主題に関連する電子文書を識別し、次に、識別した電子文書を分析して、
その他カテゴリの１又は複数の提案議題項目を決定する。本例では、会議インテリジェン
ス装置１０２は、「ソフトウェア試験スケジュール」議題項目がコードレビュー会議につ
いて典型的であり、したがって提案議題項目として含まれることを決定する。会議種類以
外の他の基準が、提案議題項目を識別するために使用されて良い。例えば、会議主題が、
提案議題項目を識別するための基準として使用されて良い。本例では、会議インテリジェ
ンス装置は、複数のデータ項目を検索して、Ｐｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔに関連するデー
タ項目を識別し、Ｐｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔに関連するデータ項目に基づき提案議題項
目を決定して良い。
【００５８】
　一実施形態によると、関連性スコアが、任意的に決定され、提案議題項目２５６につい
て表示されて良い。関連性スコアは、種々の因子に基づき、提案議題項目２５６の各々に
ついて別個に決定されて良い。図２Ｉに示すように、過去の会議からの未完了議題項目カ
テゴリ及び過去の会議からのアクション項目カテゴリの中の提案議題項目の関連性スコア
は、相対的に高い。これは、提案議題項目と新規電子会議の１又は複数の属性との間の高
い相関に起因する。例えば、提案議題項目と電子会議の１又は複数の主題又は会議種類と
の間に高い関連があって良い。これは、ユーザが新規電子会議のための提案議題項目を選
択するより高い可能性を生じ得る。同様に、会議ルールテンプレートに基づく議題項目の
中の提案議題項目についての関連性スコアも、相対的に高い。これは、これらの議題項目
が、新規電子会議のために指定される１又は複数の会議ルールテンプレートにより要求さ
れ、したがって新規電子会議の１又は複数の属性に大いに関連すると決定されるからであ
る。これに対し、提案議題項目「ソフトウェア試験スケジュール」については、９２％の
関連性スコアが決定され表示される。この関連性スコアは、過去の会議からの未完了議題
項目カテゴリ及び過去の会議からのアクション項目カテゴリの関連性スコアより低い。こ
れは、「ソフトウェア試験スケジュール」は、過去の会議からの未完了議題項目又はアク
ション項目ではなかったこと、しかしながら、例えば（１）新規電子会議の会議種類がコ
ードレビュー会議である、及び（２）他のコードレビュー会議の議題の分析は、ソフトウ
ェア試験スケジュールがコードレビュー会議の共通議題項目であると示した、ことに基づ
き高い関連性スコアを有すると決定されること、による。
【００５９】
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　提案議題項目は、議論のためのトピックを識別するために汎用形式で表示されて良いが
、同時に、ユーザが特定の電子会議のための提案議題項目を編集し及び調整できるように
する。チェックボックスの形式の制御は、ユーザが個々の議題項目を選択し及び選択解除
できるように提供される。特定の議題項目の選択は、該特定の議題項目を新規電子会議の
議題に含ませる。一実施形態によると、議題生成画面２５０は、例えば、マウスのような
ポインティング装置を用いて特定の提案議題項目を選択し、次に該特定の提案議題項目の
テキストを編集することにより、提案議題項目２５６を編集する能力をユーザに提供する
。これは、例えば、電子会議の状況で一般的に行われる、議題項目の変更又は説明を指定
するために役立つ場合がある。ユーザが（適切な場合には）編集を完了し、提案議題項目
２５６を選択すると、制御２５８からの「保存」制御の選択は、新規電子会議の議題情報
２５２を保存させる。制御２５８からの「戻る」制御の選択は、制御を電子会議管理画面
２３０に戻す。
【００６０】
　［Ｃ．会議参加者選択］
　一実施形態によると、電子会議参加者は、ユーザにより手動で生成されて良く、会議参
加者の選択は、会議インテリジェンス装置１０２により提供される人工知能により支援さ
れる。会議インテリジェンス装置１０２は、電子会議の提案会議参加者を提供することに
より、電子会議参加者の選択に参加する。さらに、以下により詳細に記載するように、電
子会議のために設計される会議ルールテンプレートにより指定される会議参加者の制約及
び要件は、電子会議アプリケーションにより実施されて良い。
【００６１】
　電子会議アプリケーションは、会議インテリジェンス装置１０２が電子会議の提案会議
参加者を提供することを要求して良い。提案会議参加者の要求は、電子会議の複数の属性
を指定するデータを有して良い。例えば、提案会議参加者の要求は、電子会議管理画面２
３０の新規会議部分２３４の中のユーザにより指定されるデータのうちの任意のものを有
して良い。この要求に応答して、会議インテリジェンス装置１０２は、種々の情報を分析
し、電子会議アプリケーションに提案会議参加者を提供する。電子会議アプリケーション
は、ユーザに提案会議参加者を表示し、ユーザが電子会議に含まれるべき提案会議参加者
を選択できるようにする。
【００６２】
　図２Ｅに戻ると、新規会議部分２３４は、ユーザが新規電子会議の参加者を選択できる
ようにする会議参加者制御２３８を有する。図２Ｊは、ユーザが電子会議管理画面２３０
から会議参加者制御２３８を選択することに応答して生成される参加者選択画面２６０を
示す。参加者選択画面２６０は、本例ではＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔの第２回コードレ
ビュー会議である、新規電子会議の参加者情報２６２を含む。参加者情報２６２は、例え
ば連絡先リスト又は１又は複数のアドレス帳からユーザにより手動で指定されて良いユー
ザ指定会議参加者２６４を含む。連絡先追加制御２６６は、追加連絡先を提供するために
、ユーザが、組織に基づく連絡先、個人の連絡先、ソーシャルメディアの連絡先、等を含
む種々の連絡先ソースにアクセスすることを可能にする。
【００６３】
　参加者情報２６２は、少なくとも部分的に会議インテリジェンス装置１０２の支援によ
り決定される提案会議参加者２６８も含む。図２Ｊに示すように、幾つかの提案会議参加
者２６８が表示され、チェックボックスの形式の制御が設けられて、ユーザが電子会議に
含まれるべき提案会議参加者２６８を個々に選択できるようにする。制御２７０は、ユー
ザが、制御２７０からの「保存」制御により会議参加者の選択を保存できるように、又は
制御２７０からの「戻る」制御により電子会議管理画面２３０に戻れるようにする。制御
２７０からの「保存」制御により会議参加者の選択を保存することは、他の機能、例えば
電子会議アプリケーションが会議招待を生成し及び会議参加者へ送信する機能を呼び出し
て良い。一実施形態によると、電子会議の意志決定者として会議参加者を指名するための
制御が提供される。会議参加者を意志決定者として指定することは、以下に更に詳述する
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ように、電子会議を管理するために電子会議の最中に使用されて良い。
【００６４】
　（ｉ．提案会議参加者）
　提案会議参加者２６８は、広範な種類の情報及び基準に基づき決定されて良い。一実施
形態によると、議題、トランスクリプト、議事録、等のような他の電子会議の情報は、現
在電子会議のための提案会議参加者２６８を決定するために分析される。例えば、Ｐｌｕ
ｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔの過去の第１回コードレビュー会議の出席者は、過去の電子会議に
おける彼らの出席に基づき、現在電子会議、つまりＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔの第２回
コードレビュー会議の提案会議参加者２６８に含まれて良い。別の例として、同じチーム
、プロジェクト、部署、グループ、技術又はビジネス分野、等の他のメンバは、提案会議
参加者２６８として識別されて良い。提案会議参加者２６８は、組織に伴う立場、肩書、
及び／又は責務に基づき決定されても良い。例えば、Ｐｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔのチー
ムリーダ又は意志決定者は、提案会議参加者２６８の一人として含まれて良い。以下に詳
述するように、他の電子会議の参加者の過去の参加も、例えば、トランスクリプト、議事
録、又は他の会議後処理のような他の電子会議の記録に基づき考慮されて良い。例えば、
他の電子会議への積極的な参加又は貢献は、提案会議参加者２６８として参加者を含む際
の肯定的因子であって良い。以下に詳述するように、組織の外部の参加者も、例えばＳＭ
Ｅのように、提案会議参加者２６８に含まれて良い。提案会議参加者２６８は、特定の実
装に依存して異なる方法で、参加者選択画面２６０に表示されて良い。例えば、提案会議
参加者２６８は、（以下に詳述する）関連性スコア、１又は複数の過去の電子会議におけ
る参加レベル、組織内の又は電子会議に関する立場若しくは役割、又は電子会議の主題に
基づき、参加者選択画面２６０に配置されて良い。
【００６５】
　（ｉｉ．主題の専門家（Subject　Matter　Expert：ＳＭＥ））
　提案会議参加者２６８は、電子会議の属性に基づき決定されて良い。属性は、電子会議
の任意の種類の属性であって良く、例えば、会議主題、会議種類、会議場所、議題項目、
等を有して良い。一実施形態によると、電子会議の属性に大いに関連すると決定される参
加者が、提案会議参加者として選択されて良い。例えば、第２回コードレビュー会議の議
題は暗号化に関連する議題項目を含むと仮定する。提案会議参加者２６８は、第２回コー
ドレビュー会議が暗号化に関連する議題項目を含むことに基づき、暗号化の主題専門家（
Subject　Matter　Expert：ＳＭＥ）である提案会議参加者を含んで良い。図２Ｊに示す
例では、「Ｊｏｈｎ　Ｅ．」は、暗号化分野における彼の専門的知識に基づき、ＳＭＥと
して識別され、提案会議参加者２６８に含まれる。ＳＭＥの識別は、Ｊｏｈｎ　Ｅ．が暗
号化のＳＭＥであることを示す電子文書及び他の情報の分析に基づいて良い。考慮され得
る例示的な情報は、限定ではなく、レジメ、学術的資格、学術論文、従業員記録、組織図
、プレゼンテーション素材、議題及び議事録のような他の会議からの情報、プロジェクト
及び製品文書、等を含む。ＳＭＥは、特定の実装に依存して組織の内部又は外部の者であ
って良い。例えば、技術、医療、等の幾つかの分野は、非常に専門的であり、比較的少数
のＳＭＥしか有しない。そして、幾つかの組織は、特定分野で利用可能なＳＭＥを有しな
い可能性がある。これらの状況では、組織の外部の者であるＳＭＥを含むことは、会議編
成者にとっての追加選択肢を提供する。
【００６６】
　以下に詳述するように、複数のＳＭＥが特定の主題について識別される状況では、識別
されたＳＭＥの全員が、提案会議参加者として含まれ、彼らの個々の関連性スコア及び追
加情報により差別化されて良い。例えば、電子会議の主題であるプロジェクトにおける過
去の経験を有するＳＭＥは、等価なバックグラウンドの経験を有するが該プロジェクトに
おいて特定の過去の経験を有しない別のＳＭＥより高い関連性スコアを与えられて良い。
同様に、過去の電子会議における各ＳＭＥの参加レベルは、関連性スコアを決定する際の
因子となり得る。一実施形態によると、ユーザが会議参加者を検索できるようにするため
に、検索ツールが提供される。検索ツールは、ユーザが、所望の会議参加者の１又は複数
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の属性を指定することを可能にする。会議インテリジェンス装置１０２は、検索を実行し
、ユーザにより指定された１又は複数の属性を満たす検索結果を提供する。例えば、ユー
ザは、属性として、「暗号化」のような特定の主題又はトピックに関連付けられる１又は
複数のキーワードを入力して良い。そして、主題「暗号化」に関連付けられる参加者がユ
ーザに提示される。ユーザは、検索基準として、名前、バックグラウンド、等のような他
の情報を指定して良い。検索ツールは、１又は複数のウインドウにより、例えば参加者選
択画面２６０に、実装されて良い。
【００６７】
　（ｉｉｉ．会議ルールテンプレート）
　提案会議参加者２６８は、電子会議のために指定される１又は複数の会議ルールテンプ
レートに基づき決定されて良い。本願明細書に前述したように、会議ルールテンプレート
は、電子会議の任意の側面に、電子会議の前、最中、及び後に適用され得る要件及び／又
は制約セットを指定する。要件及び／又は制約は、会議参加者に関連して良い。例えば、
会議ルールテンプレートは、特定人物、特定権限レベルを有する人物、意志決定者、又は
最小及び／又は最大参加者人数が電子会議に参加しなければならないことを指定して良い
。
【００６８】
　一実施形態によると、提案会議参加者２６８は、電子会議のために指定される１又は複
数の会議ルールテンプレートにより指定される１又は複数の要件及び／又は制約を満たす
と決定される会議参加者を含む。例えば、特定の会議ルールテンプレートは、ＣＥＯ（Ch
ief　Executive　Officer）が役員会会議に出席することを要求して良い。本例では、提
案会議参加者２６８は、電子会議に組織のＣＥＯを含むだろう。別の例として、特定の会
議ルールテンプレートは、法人弁護士が訴訟調停会議に含まれることを要求して良い。本
例では、組織の法人弁護士のうちの一人が提案会議参加者２６８に含まれて良い。更に別
の例では、特定の会議ルールテンプレートは、組織の中の人事（Human　Resources：ＨＲ
）部の代表が従業員訓練会議に出席することを要求して良い。これらは、電子会議のため
の１又は複数の会議ルールテンプレートにより指定される１又は複数の要件及び／又は制
約を満たすために電子会議に参加することを要求される特定の参加者のほんの数例であり
、実施形態はこれらの例に限定されない。一実施形態によると、電子会議の要件又は制約
を満たすために必要な特定の参加者は、自動的に予め選択されて良い。例えば、チームの
特定のメンバが電子会議に参加することを要求されると仮定する。電子会議アプリケーシ
ョンは、チームの特定のメンバを提案会議参加者２６８に含め、特定のメンバを予め選択
する。特定のメンバの選択解除は、メッセージを表示させて、特定のメンが電子会議のた
めに指定された会議ルールテンプレートにより要求されることを、ユーザに知らせる。
【００６９】
　一実施形態によると、関連性スコアは、各々の提案会議参加者２６８について計算され
表示される。関連性スコアは、提案会議参加者の電子会議との関連性を示す。関連性スコ
アは、特定の提案会議参加者を電子会議に含めるために選択すべきか否かを決定する際に
ユーザにとって有用であり得る。関連性スコアは、提案会議参加者２６８をユーザに提示
する際に考慮されて良い。例えば、提案会議参加者２６８は、例えば最高（最も関連性の
高い）から最低（最も関連性の低いもの）まで関連性スコアに基づき、参加者選択画面２
６０上で順序付けられて良い。
【００７０】
　提案会議参加者２６８は、会議ルールテンプレートにより指定される単一の要件又は制
約について、又は会議ルールテンプレートにより指定される複数の要件及び制約について
、複数の提案会議参加者を有して良い。例えば、役員会の会議ルールテンプレートは、投
票目的で定足数要件を満たすために少なくとも役員メンバのうち最小人数のメンバが電子
会議に参加すること、及び役員の議長が会議主席者のうちの一人であること、の両方を要
求して良い。電子会議のための１又は複数の会議ルールテンプレートにより指定される１
又は複数の要件及び／又は制約を満たすために必要な提案会議参加者２６８は、ユーザに
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とって目立って識別されて良い。例えば、このような提案会議参加者２６８は、彼らが要
求されることの指示と共に表示され、及び／又は異なる色、特定効果、等を用いて表示さ
れて良い。
【００７１】
　一実施形態によると、電子会議アプリケーションは、電子会議のために指定される会議
ルールテンプレートにより指定される１又は複数の制約又は要件を実施するよう構成され
る。制約又は要件の実施は、特定の実装に依存して、会議参加者選択の間の異なるときに
生じて良い。例えば、制約は、ユーザが会議参加者を選択し及び保存制御２７０を選択し
た後に、実施されて良い。これは、例えば、ユーザにより選択された会議参加者の合計人
数が、電子会議のために指定される会議ルールテンプレートにより指定される、最大会議
参加者数のような１又は複数の制約を満たすか否かを決定することを含んで良い。ユーザ
により選択された会議参加者の合計人数が、会議ルールテンプレートにより指定された最
大会議参加者数を超えると決定することに応答して、ユーザは、グラフィカルユーザイン
タフェースを介して、要件が満たされなかったことを通知され、ユーザが例えば１又は複
数の会議参加者を選択解除することによりエラーを修復する機会を提供されて良い。
【００７２】
　（ｉｖ．関連性スコア）
　図２Ｊに示す例では、関連性スコアは、０～１００％の尺度で括弧内に、つまり「（９
８％）」に示される。ここで、０％は、特定の提案参加者と電子会議との間の最低関連レ
ベル、又は関連のないことを示し、１００％は、特定の提案参加者と電子会議との間の最
高関連レベル、又は完全な関連を示す。図２Ｊに示す０～１００％の尺度は、例示的な実
装として提供される。実施形態は、この例に限定されず、任意のスコア方法が使用されて
良い。
【００７３】
　関連性スコアは、電子会議の会議ルールテンプレート、会議種類、会議主題、会議場所
、及び議題項目のような電子会議の１又は複数の属性、並びに、過去の電子会議の間に生
成された参加及び貢献のような提案参加者と電子会議との間の関連性を示し得る任意の他
の情報のうちの１又は複数のような、広範な種類の因子及び情報に基づき計算されて良い
。例えば、同じ会議種類の及び同じ会議主題の過去の電子会議における参加は、特定の提
案会議参加者２６８の関連性スコアを増大し得る。特定の提案会議参加者２６８が過去の
電子会議に参加したという決定は、特定の提案会議参加者２６８の関連性スコアを更に増
大し得る。これは、例えば、議事録、トランスクリプト、等のような他の電子会議の記録
の分析により、決定されて良い。組織の外部の情報が、例えばインターネットを介して、
関連性スコアを決定する際に考慮されて良い。このような情報の例は、限定ではなく、教
育的バックグラウンド、専門資格、職務経験、発行された書籍、論文、研究及び記事、他
のキャリア成果、会議に関連する文書、標準化組織及び公共組織に関連する文書、政府文
書、学校教育課程、投稿のようなソーシャルメディアデータ、等を含む。一実施形態によ
ると、例えば、参加者のカレンダにより、提案参加者の可用性が決定され、参加者選択画
面２６０を介して示されて良い。例えば、特定の参加者が予定された日時に電子会議に出
られないことを示すために、視覚的指示が、参加者選択画面２６０上で提供されて良い。
これは、会議主催者が、参加が重要であると考えられる会議参加者のために、電子会議を
再スケジューリングすることを可能にする。
【００７４】
　（ｖ．追加情報）
　一実施形態によると、電子会議に含めるために特定の提案会議参加者を選択すべきか否
かを決定する際にユーザを支援するために、追加情報が決定され、提案会議参加者２６８
と共に表示される追加情報は、関連性スコアを形算する際に使用される情報を含む、提案
参加者に関する任意の情報を有して良い。追加情報の例は、限定ではなく、提案会議参加
者の教育バックグラウンド、専門資格、職業経験、発行された書籍、論文、研究、記事、
成果、貢献、役割、及びプロジェクト及び会議への参加を含む組織内の立場、他の電子会
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議からの重要な引用のような提案会議参加者に関する情報を含む。
【００７５】
　例えば、図２Ｊに示すように、提案会議参加者「Ｔａｒｙｎ　Ｋ．」の追加情報は、こ
の参加者が現在電子会議に関連する過去の電子会議、つまりＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
の第１回コードレビュー会議に出席したことを指定する。提案会議参加者「Ｔａｒｙｎ　
Ｋ．」の追加情報は、この参加者がＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔの第１回コードレビュー
会議において指名意志決定者であったことも指定する。追加情報のこれらの両方の項目は
、提案会議参加者「Ｔａｒｙｎ　Ｋ．」を現在電子会議、つまりＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔの第２回コードレビュー会議に含めるために選択すべきか否かを決定する際に、ユー
ザにとって有用である場合がある。追加情報のこれらの項目は、提案会議参加者「Ｔａｒ
ｙｎ　Ｋ．」が９８％という、つまり「Ｔａｒｙｎ　Ｋ．」がＰｌｕｔｏ　Ｐｒｏｊｅｃ
ｔの第１回コードレビュー会議に出席し及び該会議において指名意志決定者であったこと
の両方に基づく、非常に高い関連性スコアを有することに貢献し得る。
【００７６】
　幾つかの状況では、膨大な量の追加情報が、提案会議参加者について利用可能である場
合がある。一実施形態によると、更なる追加情報にアクセスするために参加者選択画面２
６０上に制御が提供される。図２Ｊで、例示的な制御は「＜more＞」であり、これは、選
択されると、提案会議参加者「Ｊｏｈｎ　Ｅ．」の更なる追加情報へのアクセスを提供す
る。追加情報は、例えば、ポップアップボックスの中に又は重ね合わせられるウインドウ
に表示されて良く、例えば過去の会議からの重要な引用等のような上述の情報のうちの任
意のものを含んで良い。
【００７７】
　＜Ｖ．リアルタイム処理＞
　一実施形態によると、人工知能は、電子会議の種々の側面を管理するために使用される
。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、視覚的指示、メッセージウインドウ２２
４の中のメッセージ、参加者情報、推奨情報、及び／又は会議インテリジェンス装置１０
２が電子会議中に送信する任意の他のデータのような種々の介入データのうちの任意のも
のを提供するために、電子会議中に介入して良い。
【００７８】
　図３は、介入データを生成する構成を示すブロック図である。図３を参照すると、会議
インテリジェンス装置１０２は、ノード１０４Ａから音声／ビデオデータ３００を受信す
る。音声／ビデオデータ３００は、１又は複数のデータパケット、データストリーム、及
び／又は電子会議に関連する音声及び／又はビデオ情報を含む任意の他の形式のデータで
あって良い。図３に示す例では、音声／ビデオデータ３００は、第１会議コンテンツデー
タ３０２を有する。また、第１会議コンテンツデータ３０２はキュー３０４を有する。キ
ュー３０４は、特定の実装に依存して変化し得る任意の形式であって良い。キュー３０４
の例は、限定ではなく、音声／ビデオデータ３００から見分けられる１又は複数のキーワ
ード、トーン、感情、顔認識、等を含む。キュー３０４の他の例は、音声／ビデオデータ
３００の部分でなくて良いホワイトボードのスケッチ及び／又はジェスチャを含む。
【００７９】
　会議インテリジェンス装置１０２は、音声／ビデオデータ３００を分析して音声／ビデ
オデータ３００がキュー３０４を含むか否かを決定するキュー検出ロジック３０６を含む
。キュー検出ロジック３０６は、特定の実施形態に依存して連続的に又は周期的に、音声
／ビデオデータ３００を分析して良い。会議インテリジェンス装置１０２は、音声／ビデ
オデータ３００がキュー３０４を含む場合に介入データ３１０を生成するデータ生成ロジ
ック３０８も含む。会議インテリジェンス装置１０２は、介入データ３１０を電子会議の
最中に及び／又は後にノード１０４Ａへ送信する。以下に更に詳述するように、介入デー
タ３１０は、第１会議コンテンツデータ３０２を補足し又は置き換えて良い第２会議コン
テンツデータ３１２を含む。介入データは、会議インテリジェンス装置１０２が多様な方
法で電子会議に加入できるようにする。非限定的な例は、会議フローを管理するため、情
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報検索サービスを提供するため、及び／又は会議コンテンツを補足するために介入するこ
とを含む。
【００８０】
　［Ａ．会議管理］
　一実施形態によると、人工知能は、電子会議の種々の側面を管理するのを支援するため
に使用される。これは、特定の実施形態に依存して変化して良い広範な種類の機能を含ん
で良い。例示的な機能は、限定ではなく、議題管理、合意点、アクション項目、新規会議
要求、感情分析を含む。会話及び／又は文字認識の使用は、ユーザが音声コマンド及び／
又はテキストコマンドを用いて電子会議の種々の側面を管理できるようにすることにより
、一層好適なユーザ経験を提供する。
【００８１】
　（ｉ．議題管理）
　一実施形態によると、人工知能は、電子会議中の議題管理機能を提供するために使用さ
れる。議題管理機能は、特定の実施形態に依存して変化して良い広範な種類の機能を含ん
で良い。例示的な機能は、限定ではなく、議題項目の時間制約を実施すること、議題項目
のための指定時間量を変更すること、議題項目の不明情報又は補足情報の提供を含む議題
項目を変更し、削除し及び追加すること、並びに議題案内を含む。
【００８２】
　図４Ａは、会議インテリジェンス装置１０２が、１又は複数の対応する議題トピックを
決定するために第１会議コンテンツデータ３０２を処理する会話又は文字認識ロジック４
００を含む、構成を示すブロック図である。図４Ａに示す例では、第１会議コンテンツデ
ータ３０２は、「総売上高は次四半期に１０．８百万ドルになると予測される」という会
話又は文字の発言を含む。ノード１０４Ａに関連付けられる参加者は、発言を話す、書く
、タイプする、又は表示することにより、第１会議コンテンツデータ３０２を生成させて
良い。会話又は文字認識ロジック４００は、議題にマッピングされるキーワードを検出す
るためにパースすることにより、第１会議コンテンツデータ３０２を処理して良い。本例
では、会話又は文字認識ロジック４００は、キーワード「次四半期」を検出する。これら
のキーワードは、会議インテリジェンス装置１０２にとって、対応する議題トピックを示
す介入データ３１０を生成するためのキュー３０４である。介入データ３１０は、電子会
議の現在ポイントと議題との間の対応を決定するために電子会議アプリケーションにより
使用されて良い。この対応は、現在議題トピックを追跡することを含む議題管理機能を提
供するために使用される。図４Ａの例では、第２会議コンテンツデータ３１２は、情報の
中でも特に、視覚的指示子２２０又は現在議題項目の位置を、ＪＳＯＮ（JavaScript(登
録商標）　Object　Notation）を用いて指定する。したがって、ＪＳＯＮを処理する１又
は複数の電子会議アプリケーションは、視覚的指示子２２０を電子会議中に議題の中の特
定位置に表示する。
【００８３】
　電子会議の現在ポイントと議題との間の決定された対応は、電子会議の進捗を監視し、
個々の議題項目、議題項目のグループ、及び／又は電子会議全体に関する時間制約を実施
するために使用されて良い。これは、議題項目に費やされる時間量を追跡すること、及び
会議参加者に１又は複数の指示を提供することを含み得る。例えば、議題ウインドウ２１
８（図２Ｄ）の中のタイマに加えて、議題項目、議題項目のグループ、又は電子会議全体
のために指定される時間量が終了しそうなとき又は終了したとき、視覚的及び／又は聴覚
的指示が提供されて良い。タイマ値が指定時間限度を超えた場合、電子会議アプリケーシ
ョンは、メッセージウインドウ２２４の中にメッセージを表示させて良い。メッセージは
、電子会議アプリケーションにより発話されても良い。メッセージは、例えば、現在議題
項目の時間限度が終了したこと、そして電子会議は次の議題項目に進もうとしていること
、を示して良い。追加又は代替で、電子会議アプリケーションは、視覚的指示を異なる議
題トピックへ移動して良い。会話及び文字認識は、全ての議題項目及びアクション項目が
電子会議中に解決されることを保証するためにも使用されて良い。これは、議論、延期、
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等を含んで良い。
【００８４】
　本願明細書で前述したように、議題項目は、例えば１又は複数の会議ルールテンプレー
トにより又はユーザ指定により、決定を必要とするよう設計されて良い。一実施形態によ
ると、電子会議アプリケーションは、電子会議中の決定を必要とする全ての議題項目につ
いて決定が行われることを保証する。現在の議題項目について決定が行われる前に、ユー
ザが別の議題項目又はアクション項目へ進もうとすると、電子会議アプリケーションは、
メッセージウインドウ２２４の中にメッセージを表示し又はメッセージを発話して、現在
議題項目又はアクション項目が決定を必要とすることを示して良い。これは、現在議題項
目が解決されるまで、他の議題項目又はアクション項目へ進むことを防ぐことを含み得る
。会議オーナは、この機能を無効にして、別の議題項目又はアクション項目へ進むことを
許可されて良い。
【００８５】
　会話及び文字認識は、議題項目に時間を追加するコマンド及び議題ナビゲーションコマ
ンドのような議題関連コマンドを認識するために使用されて良い。例えば、コマンド「時
間を追加する（add　time）」の後に指定時間量が続くと、現在議題項目に指定時間量を
追加する。コマンド「時間を追加する（add　time　to）」の後に議題項目及び指定時間
量が続くと、指定議題項目に指定時間量を追加する。これは、現在議題項目と異なる議題
であって良い。別の例は、コマンド「完了した（completed）」、「行った（done）」、
又は「延期する（defer）」の後に「次の議題項目」が続くと、現在議題項目の状態を変
更し、次の議題項目に進む。例えば、「延期する、Ｘにジャンプする」に応答して、現在
議題項目は延期される。これは「置いておく（parked）」としても表される。そして、新
しい現在議題項目はＸになる。特定の実装に依存して、種々の他の議題ナビゲーションコ
マンドが使用されて良い。
【００８６】
　議題関連コマンドの別の例は、（新しい）議題項目を削除し、変更し、又は追加するた
めのコマンドである。議題項目は、コード、参照番号、シンボル等のような他の名称又は
手段により識別されて良い。例えば、コマンド「削除する（delete）」の後に特定議題項
目が続くと、特定議題項目を議題から削除させる。別の例として、コマンド「議題項目Ｘ
をＸ’に変更する」は、議題項目ＸをＸ’に変更させる。更に別の例として、コマンド「
議題項目Ｙを追加する」又は「新しい議題項目Ｙ」は、新しい議題項目Ｙを議題に追加さ
せる。ユーザは、例えば、発話する、書く、等により、名称、日付、責任者、等のような
新しい議題項目の属性を指定して良い。議題関連コマンドは、議題の中の議題項目の順序
を変更するためのコマンドも有して良い。例えば、コマンド「議題項目Ｘ、一番上に移動
する」は、議題項目Ｘを議題の最上位に移動させる。同様に、コマンド「議題項目Ｘ、一
番下に移動する」は、議題項目Ｘを議題の最下位に移動させる。
【００８７】
　一実施形態によると、会議インテリジェンス装置１０２は、新しい議題項目について情
報が不明であることを検出し及び電子会議アプリケーションに通知を提供する能力を提供
する。本実施形態によると、会議インテリジェンス装置１０２は、新しい議題項目のため
に必要な情報の全部が指定されていないことを検出する。これは、例えば、新しい議題項
目の何らかの属性情報と一緒に新しい議題項目を生成するためのコマンドを検出するため
に第１会議コンテンツデータ３０２を分析する会議インテリジェンス装置１０２により実
行されて良い。先の例を参照すると、会議インテリジェンス装置１０２は、第１会議コン
テンツデータ３０２の中で、コマンド「新しい議題項目Ｙ」を、新しい議題項目の説明の
ような新しい議題項目Ｙの属性データと一緒に検出して良い。このコマンドは、第１会議
コンテンツデータ３０２により示されるように、会議参加者により発話され、書かれ、又
は選択されていて良い。
【００８８】
　会議インテリジェンス装置１０２は、人工知能サービス１１０のような人工知能を用い
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て、責任者のような新しい議題項目の何らかの情報が不明であることを認識する。これは
、例えば、議題項目のために必要な情報を指定する要件セットに基づき決定されて良い。
例えば、全ての新しい議題項目又はこの種類の議題項目が指定責任者を有するとく要件が
存在して良い。代替で、これは、同じ電子会議又は他の電子会議の議題項目について指定
された情報に基づき決定されて良い。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、これ
らの電子会議の議題項目と共に提供された情報を識別するために、他の電子会議の記録を
調べ、該議題項目の大部分又は全部責任者を含んでいることを決定して良い。
【００８９】
　新しい議題項目が特定情報を欠いていることが決定されると、会議インテリジェンス装
置１０２は、例えば現在電子会議の他の議題項目の又は他の電子会議の情報を調べること
により、不明情報を自動的に決定して良い。これは、新しい議題項目に類似する議題項目
を識別すること、次に、該類似する議題項目について指定された情報を調べること、を有
して良い。不明情報は、次に、処理のために電子会議アプリケーションに提供されて良い
。電子会議アプリケーションは、例えば、メッセージウインドウ２２４内にメッセージを
表示することにより、新しい議題項目の情報が不明であることを会議参加者に通知して良
い。電子会議アプリケーションは、自動的に、会議インテリジェンス装置１０２により提
供される情報を使用して、不明情報を解決し、メッセージウインドウ２２４により会議参
加者に通知して良い。代替で、電子会議アプリケーションは、不明情報を提供するために
会議参加者に問い合わせて良い。会議インテリジェンス装置１０２により提供される情報
は、不明情報を完成するために提案情報として会議参加者に提供されて良い。
【００９０】
　以下の例を検討する。新しい議題項目は責任者を有しないで生成されたとする。会議イ
ンテリジェンス装置１０２は、新しい議題項目の責任者が不明であることを決定し、新し
い議題項目に類似する議題項目を識別するために他の電子会議の議題を分析する。距離ア
ルゴリズムのような種々のアルゴリズムが、他の類似する議題項目、例えば、新しい議題
項目の指定距離範囲内にある他の議題項目を識別するために使用されて良い。新しい議題
項目に最も類似する他の議題項目のために指名された責任者が識別され、電子会議アプリ
ケーションに提供される。本例では、「Ａｌｉｃｅ　Ｃ．」が、新しい議題項目に最も類
似する他の議題項目の責任者である。
【００９１】
　電子会議アプリケーションは、自動的に、会議インテリジェンス装置１０２により決定
された責任者を新しい議題項目のために指名して、メッセージウインドウ２２４により会
議参加者に通知して良い。例示的なメッセージは「新しい議題項目Ｘは責任者が不明です
。Ａｌｉｃｅ　Ｃ．が自動的に指名されました。」である。電子会議アプリケーションは
、会議参加者が責任者を確認し又は変更できるための制御を提供して良い。これは、音声
コマンドによっても行われて良い。代替で、会議インテリジェンス装置１０２により提供
される情報は、提案として、該提案を受諾する又は変更するための制御と一緒に表示され
て良い。例えば、電子会議アプリケーションは、「新しい議題項目Ｘは責任者が不明です
。提案：Ａｌｉｃｅ　Ｃ．」のようなメッセージをメッセージウインドウ２２４により表
示して良い。会議インテリジェンス装置１０２により提供された情報が複数の提案責任者
を含む場合、複数の提案責任者は、全てリストされて良く、責任者のうちの一人を選択す
るための制御がユーザに提供される。代替で、ユーザは、新しい議題項目のために指名さ
れるべき責任者の名前を単に話して良い。
【００９２】
　一実施形態によると、人工知能は、新しい議題項目のために補足情報を提供して良い。
例えば、新しい議題項目が責任者を欠いており、Ａｌｉｃｅ　Ｃ．が提案として提供され
る先の例では、提案は、提案を受諾するか変更するかを決定する会議参加者にとって有用
であり得る、Ａｌｉｃｅ　Ｃ．に関する追加情報を含んで良い。本例では、これは、「新
しい議題項目Ｘは責任者が不明です。提案：Ａｌｉｃｅ　Ｃ．（議題項目Ｘ１及びＸ２の
責任者）」のような、Ａｌｉｃｅ　Ｃ．に関する情報を含んで良い。補足情報は、新しい
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議題項目の他の側面に関連して良い。例えば、新しい議題項目の主題に関する追加情報が
表示されて良い。
【００９３】
　前述の例及び実施形態により実証されたように、人工知能は、議題管理の種々の側面に
おいて支援するため及びより有用な経験を提供するために、使用されて良い。認識された
コマンド、不明な及び補足の会議題情報、等のような、議インテリジェンス装置１０２に
より提供される情報は、会議インテリジェンス装置１０２により電子会議アプリケーショ
ンに自動的に提供されて良い。代替で、この情報は、電子会議アプリケーションからの要
求に応答して提供されて良い。
【００９４】
　議題項目及び新しい議題項目に対する変更は、議事録又はトランスクリプトのような会
議記録に記録され、本願明細書に前述のように他の議題の生成の間に使用されて良い。新
しい議題項目の上述のアプローチは、既存の議題項目のために使用されて良い。例えば、
既存の議題項目は情報を欠いていると仮定する。ユーザは、既存の議題項目の不明情報を
供給するために問い合わせられて良い。代替で、本願明細書に前述のように、不明情報は
、会議インテリジェンス装置１０２により提供され又は提案されて良い。会議インテリジ
ェンス装置１０２は、電子会議アプリケーションに、新しい議題項目について必要情報が
不明であることを示すデータを送信して良い。このデータを受信することに応答して、電
子会議アプリケーションは、例えば、メッセージウインドウ２２４内のメッセージ、可聴
指示、又はそれらの両者により、新しい議題項目について追加情報が必要であることを、
会議参加者に通知する。
【００９５】
　一実施形態によると、前述のアプローチは、議題を有しない電子会議のために新しい議
題項目を生成するために使用されて良い。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、
「議題を生成する」コマンドを認識し、現在電子会議のために議題を生成するよう電子会
議アプリケーションに通知を提供して良い。次に、本願明細書に前述のように、議題項目
が議題に追加されて良い。
【００９６】
　（ｉｉ．合意点、アクション項目、及び新規会議要求）
　アクション項目は、多くの電子会議の重要な側面である。一実施形態によると、電子会
議アプリケーションは、会議インテリジェンス装置１０２と関連して、電子会議のアクシ
ョン項目に関連するコマンドを認識するよう構成される。例えば、会議インテリジェンス
装置１０２は、話された又は書かれたコマンド「アクション項目Ｘを追加する」を認識し
、このコマンドに応答して、アクション項目Ｘを現在電子会議の会議記録に追加して良い
。アクション項目を確立するための明示的コマンドは、予め指定されて良い。そして、会
議インテリジェンス装置１０２は、第１会議コンテンツデータ３０２の中の予め指定され
たコマンドを検出するよう構成されて良い。
【００９７】
　一実施形態によると、会議インテリジェンス装置１０２は、アクション項目についての
黙示的要求を認識するよう構成される。アクション項目についての黙示的要求は、第１会
議コンテンツデータ３０２の分析に基づき認識されて良い。分析は、アクション項目につ
いての明示的要求を構成しないが、１又は複数の会議参加者によるアクション項目を生成
する要望を示す言葉を識別して良い。例えば、会議参加者は、現在電子会議中に、「ＩＴ
部門にＲＦリンク信頼性をフォローアップするよう依頼しよう」と述べて良い。このフレ
ーズはアクション項目を生成するための予め指定されたキーワードを含まないが、人工知
能の使用に基づき、会議インテリジェンス装置１０２は、１又は複数の会議参加者による
アクション項目を生成したい意図が存在することを決定する。アクション項目についての
明示的又は黙示的要求を識別することに応答して、電子会議アプリケーション及び／又は
会議インテリジェンス装置１０２は、自動的に、電子会議の新しいアクション項目を生成
して良い。これは、電子会議の電子記録にアクション項目を追加することを含んで良い。
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電子会議アプリケーションは、例えば、電子会議画面２１２に、現在電子会議についてア
クション項目が追加されたことを示す、会議参加者に対する視覚的確認を表示して良い。
【００９８】
　明示的及び黙示的要求では、電子会議アプリケーションは、検出した言葉又はフレーズ
を表示し、アクション項目についての要求を確認するための制御を会議参加者に提供して
良い。これは、会議参加者が実際にはアクション項目を生成することを意図しない黙示的
要求に基づきアクション項目が生成されることを回避するのに役立つ場合がある。確認は
、会話又は文字認識ロジック４００により口頭で提供され又は検出されて良い。図２Ｆは
、第１会議コンテンツデータ３０２を分析する会議インテリジェンス装置１０２により決
定される提案アクション項目を提案アクション項目を確認する又は取り消す制御と一緒に
含む、電子会議画面２１２に表示されるメッセージウインドウ２２４を示す。本例では、
新しいアクション項目を生成するために、明示的コマンドは使用されなかった。代わりに
、会議インテリジェンス装置１０２は、会議参加者により行われた発言「ＩＴ部門にＲＦ
リンク信頼性をフォローアップするよう依頼しよう」から新しいアクション項目を生成す
る黙示的要求を識別した。
【００９９】
　幾つかの電子会議の最中には、特定の決定、結論、規定、又は合意点が会議参加者によ
り確立されるときがあり、現在電子会議に関連して、この情報を文書化することは望まし
い。一実施形態によると、電子会議アプリケーションは、会議インテリジェンス装置１０
２と関連して、明示的コマンドに基づき、決定、結論、規定、又は合意点を認識し、及び
それに応答して、決定、結論、規定、又は合意点を、現在電子会議の会議ノート、議事録
、及び／又はトランスクリプトに追加するよう構成される。例えば、会議インテリジェン
ス装置１０２は、話された又は書かれたコマンド「結論を追加する」又は「合意点」を認
識し、次に続く結論の発言又は合意点を現在電子会議の会議記録に追加して良い。さらに
、電子会議アプリケーションは、例えば、電子会議画面２１２に、現在電子会議について
決定、結論、規定、又は合意点が追加されたことを示す、会議参加者に対する視覚的確認
を表示して良い。決定、結論、規定、又は合意点を確立するための明示的コマンドは、予
め指定されて良い。そして、会議インテリジェンス装置１０２は、第１会議コンテンツデ
ータ３０２の中の予め指定されたコマンドを検出するよう構成されて良い。
【０１００】
　一実施形態によると、会議インテリジェンス装置１０２は、黙示的決定、結論、規定、
又は合意点を認識し、対応する情報を電子会議の会議記録に追加するよう構成される。黙
示的決定、結論、規定、又は合意点は、第１会議コンテンツデータ３０２の中で、人工知
能分析に基づき、予め指定されたコマンドが会議参加者により使用されなかったとしても
、決定、結論、規定、又は合意点を確立したいという１又は複数の会議参加者による要望
を示す言葉に基づき、認識されて良い。例えば、会議参加者は、「私達はこの点に関して
意見が一致したようだ」と述べる場合がある。人工知能の使用に基づき、会議インテリジ
ェンス装置１０２は、そうするための予め指定されたコマンドを使用することなく、１又
は複数の会議参加者の意図が結論又は合意点を確立することであると決定する。アクショ
ン項目に関して本願明細書に前述のように、メッセージウインドウ２２４は、可能な決定
、結論、規定、又は合意点を、確認又は取り消しのための制御と一緒に表示するために使
用されて良い。メッセージウインドウ２２４は、確認又は取り消しのための制御と一緒に
、新規会議を生成する、検出された明示的又は黙示的要求を表示するためにも使用されて
良い。
【０１０１】
　（ｉｉｉ．感情分析）
　本願明細書に前述のように、新規会議は、特定の状況で、例えば会議の中で参加者の間
に重大な意見の相違及び／又は対立が存在する場合に、新規会議が適切である又は有用で
あることを示す感情分析の結果に基づき生成されて良い。感情分析の結果は、検出された
感情を解決するよう、例えば会議参加者間の検出された対立を拡散させるよう、他の作業
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を開始するためにも使用されて良い。例えば、アクション項目を生成するという提案が生
成され、メッセージウインドウ２２４内に表示されて良い。例えば、「現在のトピックに
ついてアクション項目を生成しますか？」。別の例として、フォローアップ会議を生成す
るという提案が生成され、メッセージウインドウ２２４内に表示されて良い。例えば、「
現在のトピックについてフォローアップ会議を生成しますか？」。更に別の例として、現
在議題項目を保留し、次の議題項目に進むという提案がメッセージウインドウ２２４内に
表示されて良い。例えば、「現在議題項目を保留し、次の議題項目に進みますか？」。こ
れは、会議オーナのような会議参加者が、現在議題項目の議論を停止して、別の議題項目
に移ることにより、検出された対立を拡散することを可能にする。さらに、会議インテリ
ジェンス装置１０２による代替作業の提案は、会議参加者ではなく、会議インテリジェン
ス装置１０２により電子会議アプリケーションと結合して行われるので、介入を非人格化
できる。これは、一層好適なユーザ経験を提供できる。
【０１０２】
　図４Ｂは、進行中の議論４０２に関する感情分析を実行する構成を示すブロック図であ
る。図４Ｂを参照すると、会議インテリジェンス装置１０２は、進行中の議論４０２に関
連する第１会議コンテンツデータ３０２に対して感情分析を実行する感情分析ロジック４
０４を有する。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、進行中の議論４０２を継続
するために別の電子会議が自動的にスケジューリングされたことを示す介入データ３１０
を生成するために会議インテリジェンス装置１０２にとってのキュー３０４である怒りの
トーン又は感情を検出して良い。図４Ｂの例では、第２会議コンテンツデータ３１２は、
現在電子会議に関する決定を行うために電子会議アプリケーションにより使用され得るＪ
ＳＯＮを含む。
【０１０３】
　［Ｂ．情報検索］
　一実施形態によると、電子会議アプリケーションは、会議インテリジェンス装置１０２
と関連して、電子会議のために情報検索サービスを提供する。この能力は、ユーザが処理
のために自然言語クエリを策定し及び提出し並びに電子会議中に自然言語クエリを処理し
た結果を閲覧することを可能にする。これは、ユーザが構造化クエリ言語（Structured　
Query　Language：ＳＱＬ）のような、型にはまったフォーマット又はコンピュータ言語
でクエリを策定可能であることを要求するよりも、一層好適なユーザ経験を提供する。
【０１０４】
　図４Ｃは、自然言語クエリを用いて要求された情報を検索する構成を示すブロック図で
ある。ユーザは、例えばノード１０４Ａで実行する電子会議アプリケーションへの自然言
語クエリを指定する。例えば、図２Ｋは、ユーザが自然言語クエリを入力できるようにす
る電子会議画面２１２のクエリウインドウ２７２を介する自然言語クエリを示す。電子会
議アプリケーションは、自然言語要求を生成し会議インテリジェンス装置１０２へ送信す
る。自然言語要求４０６は、第１会議コンテンツデータ３０２に含まれて良く、又は別個
に送信されて良い。図４Ｃに示す例では、自然言語要求４０６は、質問「前回の会議はど
こで終わったか？」を有する。自然言語要求４０６は、質問、発言、コマンド、又は情報
に対する任意の他の種類の要求を有して良い。
【０１０５】
　会話又は文字認識ロジック４００は、自然言語要求４０６を検出するために、第１会議
コンテンツデータ３０２をパースし及び解釈する。自然言語要求４０６は、電子会議中に
少なくともノード１０４Ａへ送信されるべき介入データ３１０を生成するための会議イン
テリジェンス装置１０２にとってのキュー３０４である。例えば、会話又は文字認識ロジ
ック４００は、単独で又は感情分析ロジック４０４と結合して、「誰」、「何」、「いつ
」、「どこ」、「なぜ」、又は「どのように」のような情報要求を示す抑揚の付けられた
会話及び／又はキーワードを検出して良い。会議インテリジェンス装置１０２は、上述の
及び他のキーワードを、データ検索のような要求された機能を実行するためのコマンドと
して解釈できる。



(30) JP 2018-63699 A 2018.4.19

10

20

30

40

50

【０１０６】
　図４Ｃの例では、会議インテリジェンス装置１０２は、質問を、質問に対する解答を決
定するために過去の会議データを検索し及び分析するためのコマンドとして解釈して良い
。質問に対する回答を決定することは、進行中の会議及び／又は過去の会議に関連する会
議コンテンツデータを分析し、それにより、質問に対する回答の関連性を増大することを
含んで良い。例えば、質問「前回の会議はどこで終わったか？」は、参加者１０８Ａ～Ｎ
、現在の議論のトピック、等の識別のような、現在会議からのコンテキストデータ（例え
ば、メタデータ）を用いて分析されて良い。会議インテリジェンス装置１０２は、現在会
議からのコンテキストデータに最も密接に一致する情報について、会議データレポジトリ
を検索して良い。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、現在木々の参加者１０８
Ａ～Ｎのうちの一部又は全部を含む任意の過去の会議について、会議データレポジトリを
検索し、結果をランク付けして良い。会議インテリジェンス装置１０２は、次に、「最後
の会議」が最上位の結果を表すことを決定して良く、最上位の結果に対応する過去の会議
の中の最後の議題トピックを検索して良い。
【０１０７】
　自然言語要求４０６に応答して生成される介入データ３１０は、会議インテリジェンス
装置１０２が自然言語要求４０６に応答して検索した格納された情報４１０を有する。会
議インテリジェンス装置１０２は、自然言語要求４０６に応答する格納された情報４１０
の検索を実行するデータ検索ロジック４０８を有する。例えば、データ検索ロジック４０
８は、会議データレポジトリ、及び／又はインターネット上のウェブサイトのような外部
データソースを検索して良い。図４Ｃの例では、会議インテリジェンス装置１０２は、会
議データレポジトリから検索された格納された情報４１０を有する第２会議コンテンツデ
ータ３１２を生成する。格納された情報４１０は、異なる会議に関する質問に対する回答
を含む。
【０１０８】
　一実施形態では、会議インテリジェンス装置１０２は、自然言語要求４０６を処理し、
特定のトピックを再検索し、又はその他の場合には特定の会議に関係ない情報を検索する
。例えば、自然言語要求４０６は、発言「私達は、どうやってアプリからソースコードを
得るかを理解する必要がある」であって良い。これに応答して、会議インテリジェンス装
置１０２は、自然言語要求４０６を解決する情報を種々のウェブサイトから検索して良い
。以下に更に詳述するように、これは、電子会議中にプレゼンテーション、報告、又は任
意の他の文書を生成したいと望む参加者１０８Ａ～Ｎにとって特に有用な特徴である。自
然言語クエリの処理の結果は、電子会議アプリケーションにより、例えばメッセージウイ
ンドウ２２４により表示される。
【０１０９】
　［Ｃ．会議コンテンツ補足］
　一実施形態によると、電子会議アプリケーションは、会議インテリジェンス装置１０２
と関連して、電子会議のためにコンテンツ補足サービスを提供する。これらのサービスは
、議題項目に関する追加情報、電子会議コンテンツ、及び会議参加者を含む電子会議の補
足情報、並びに翻訳情報を提供する。
【０１１０】
　一実施形態によると、会議インテリジェンス装置１０２は、議題項目及び電子会議コン
テンツを分析し、電子会議アプリケーションにより例えばメッセージウインドウ２２４を
介して表示される補足情報を提供する。補足情報は、議題ウインドウ２１８に表示される
１又は複数の議題項目又は議題ウインドウ２１３に表示されるコンテンツ２１４に関連し
て良い。補足情報は、議題項目又はコンテンツの中の１又は複数の主題又はトピックを識
別し、次にこれらの主題又はトピックに対して検索を実行することにより得られて良い。
検索は、現在電子会議へのバックグラウンドタスクとして実行されて良く、自動的に開始
され及び議題項目又はコンテンツに対する変更が生じると再実行されて良い。検索結果は
、メッセージウインドウ２２４及び／又は１又は複数の検索結果ウインドウに表示されて
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良い。これは、専用検索結果ウインドウ、例えば、議題項目に関する検索結果のための検
索結果ウインドウ、及び進行中の会議又は会話のような電子会議コンテンツに関連する検
索結果のための検索結果ウインドウを有して良い。検索結果ウインドウの中の情報は、電
子会議の議題及びコンテンツの変化を反映するために絶えず更新されて良い。例えば、電
子会議が行われるとき、第１会議コンテンツデータ３０２は、検索されるべきトピック又
は主題を識別するために、会議インテリジェンス装置１０２により提供され処理される。
識別されたトピック又は主題は検索され、検索結果が電子会議アプリケーションに提供さ
れ、それにより表示される。電子会議があるトピックから次のトピックへと切り替わるに
つれ、電子会議アプリケーションにより表示される検索結果は動的に更新される。これは
、会議参加者が電子会議の補足情報にアクセスできるようにする。一実施形態によると、
検索結果の中のデータ項目は、ポインティング装置又は音声コマンドにより選択可能であ
り、データ項目が選択されると、続いて選択されたデータ項目について検索が行われ、そ
して結果が表示される。これは、会議参加者が電子会議中に議論されるトピック又は主題
に関する追加情報をシームレスに取得することを可能にする。
【０１１１】
　一実施形態によると、補足情報は、１又は複数の会議参加者に関する情報を有する。例
えば、会議インテリジェンス装置１０２は、第１会議コンテンツデータ３０２を分析して
、１又は複数の会議参加者を識別し、次に、参加者ＩＤ（identification）データを１又
は複数の電子会議アプリケーションへ送信して良い。
【０１１２】
　図４Ｄは、参加者ＩＤデータにより会議コンテンツを補足する構成を示すブロック図で
ある。図４Ｄを参照すると、会議インテリジェンス装置１０２は、音声又は顔を検出する
ために第１会議コンテンツデータ３０２に対して音声又は顔認識を実行する音声又は顔認
識ロジック４１２を有する。音声又は顔は、会議インテリジェンス装置１０２にとって、
電子会議中に少なくともノード１０４Ａへ送信されるべき介入データ３１０を生成するた
めのキュー３０４である。キュー３０４を検出することに応答して、会議インテリジェン
ス装置１０２は、１又は複数の参加者１０８Ａ～Ｎを決定し、該１又は複数の参加者１０
８Ａ～Ｎを識別する参加者ＩＤデータを生成する。会議インテリジェンス装置１０２は、
参加者ＩＤデータを含む第２会議コンテンツデータ３１２を生成し送信する。１又は複数
のノード１０４Ａ～Ｎにおいて処理されると、第２会議コンテンツデータ３１２は、１又
は複数のノード１０４Ａ～Ｎにおいて参加者ＩＤデータを提示させる。
【０１１３】
　一実施形態によると、補足情報は、翻訳情報を含む。会議インテリジェンス装置１０２
は、第１コンテンツデータ３０２の言語翻訳又はフォーマット変換を１又は複数のノード
１０４Ａ～Ｎにおいて提示させる。一実施形態では、会議インテリジェンス装置１０２は
、第１会議コンテンツデータ３０２に対して会話又は文字認識を実行して、会議インテリ
ジェンス装置１０２にとって第１会議コンテンツデータ３０２の異なる言語への翻訳を含
む第２会議コンテンツデータ３１２を生成するためのキュー３０４であり得る特定言語を
検出する。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、英語コンテンツを日本語コンテ
ンツに翻訳して良い。第２会議コンテンツデータ３１２は、第１会議コンテンツデータ３
０２を置き換え又は補足して良い。例えば、第２会議コンテンツデータ３１２は、第１会
議コンテンツデータ３０２の日本語吹き替えを生じて良く、日本語サブタイトルを第１会
議コンテンツデータ３０２に追加させて良く、或いは、日本語コンテンツを元の英語コン
テンツと別個に提供させて良い。実施形態は、説明のみを目的として、英語から日本語へ
の変換の状況で本願明細書に記載されたが、翻訳は任意の元の言語から任意の目標言語へ
提供されて良い。一実施形態によると、異なる翻訳が、電子会議に参加している異なるノ
ード１０４Ａ～Ｎに提供されて良い。例えば、電子会議が第１ノードにおいて第１言語で
開始され、第２及び第３ノードが該電子会議に参加していると仮定する。第２ノードでは
、会議コンテンツは第１言語から第２言語に翻訳されて良く、第３ノードでは、会議コン
テンツは第１言語及び／又は第２言語から第３言語へ翻訳されて良い。翻訳は、リアルタ
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イムで、例えばメッセージウインドウ２２４を介して及び／又は１又は複数の他のウイン
ドウを介して提供されて良い。各々の参加しているノードにおけるユーザは、例えばメッ
セージ制御２２２により、ノードの規定言語として使用され得る彼らのノードの言語を指
定して良い。ユーザは、彼らのユーザプロファイルの中で、又は彼らのユーザ信用情報に
関連して、好みの言語を指定し、電子会議アプリケーションが会議参加者の好みの言語に
自動的に規定値に設定することを可能にしても良い。この翻訳アプローチは、複数の参加
者が、複数の他の言語の他の参加者との電子会議に参加することを可能にし、ユ―ザ経験
及び電子会議の効率を大いに向上する。
【０１１４】
　一実施形態では、会議インテリジェンス装置１０２は、入力／出力機構から入力を検出
できる。そして、入力は、入力を異なるフォーマットに変換するための、会議インテリジ
ェンス装置１０２にとってのキュー３０４であり得る。例えば、入力／出力機構は、第１
会議コンテンツデータ３０２を手書きメモ又は手書きの図の形式で第１会議コンテンツデ
ータ３０２を入力として受信する電子ホワイトボードであって良い。光学文字認識（opti
cal　character　recognition：ＯＣＲ）、ベクトル図、及び／又は任意の他のデータ変
換ツールに基づき、会議インテリジェンス装置１０２は、第１会議コンテンツデータ３０
２を、機械により記述される文字又は機械により描画される画像の形式の第２会議コンテ
ンツデータ３１２に変換して良い。１又は複数のノード１０４Ａ～Ｎにおいて処理される
と、第２会議コンテンツデータ３１２は、機械により記述される文字又は機械により描画
される画像を電子ホワイトボード上で出力として提供させて良い。
【０１１５】
　キュー検出ロジック３０６、データ生成ロジック３０８、会話又は文字認識ロジック４
００、感情分析ロジック４０４、データ検索ロジック４０８、及び音声又は顔認識ロジッ
ク４１２は、人工知能サ―ビス１１０の部分として会議インテリジェンス装置１０２に、
又は会議インテリジェンス装置１０２と別個に実装されて良い。さらに、これらの要素は
、コンピュータハードウェア、コンピュータソフトウェア、又はコンピュータハードウェ
ア及びソフトウェアの任意の組合せで実装されて良い。
【０１１６】
　［Ｄ．会議コンテンツメタデータ生成］
　図４Ａ～Ｄは、それぞれ、種々の会議コンテンツメタデータを含む第２会議コンテンツ
データ３１２を示す。会議インテリジェンス装置１０２は、内部及び／又は外部情報に基
づき会議コンテンツデータを生成する。内部情報は、ネットワーク接続の無い場合でも、
会議インテリジェンス装置１０２にとって直ちにアクセス可能な情報を有する。例えば、
会議インテリジェンス装置１０２がコンピュータである場合、システムデータ及び時間は
、内部情報である。これに対し、外部情報は、ネットワーク接続を介して会議インテリジ
ェンス装置１０２にとってアクセス可能な情報を有する。例えば、外部データソースから
検索された情報は、外部情報である。
【０１１７】
　図４Ａ～Ｄは、それぞれ、電子会議中の、１又は複数のノード１０４Ａ～Ｎへの会議コ
ンテンツデータの送信を示す。しかしながら、一部の会議コンテンツデータは、電子会議
の期間を通じて送信されないままであって良い。例えば、一部の会議コンテンツデータは
、報告を生成するような内部使用のために会議インテリジェンス装置１０２に格納されて
ままであって良い。図６Ｃに更に詳細に記載されるように、このような会議コンテンツメ
タデータの注目に値する例は、アクション項目、タスク、締め切り、等のような主要な会
議ポイントを識別するラベルである。
【０１１８】
　＜ＶＩ．会議後処理＞
　一実施形態によると、電子会議プロセスは、会議インテリジェンス装置１０２と関連し
て会議コンテンツの分析に基づき、広範な種類の会議後処理サービスを提供して良い。本
願明細書で使用されるとき、用語「会議コンテンツ」は、１又は複数の電子会議に関連す
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る任意の情報を表す。会議コンテンツの例は、限定ではなく、会議スケジューリング及び
議題情報、会議参加者情報、電子会議中に共有されるコンテンツ、及び１又は複数の電子
会議中に実行される全ての作業及び機能を含む。
【０１１９】
　会議コンテンツは、電子会議に対していつでも、つまり電子会議の前、最中、又は後に
、少なくとも何らかの会議コンテンツが利用可能になると直ぐに、分析されて良い。以下
に更に詳述する参加者分析のような特定種類の処理は、１又は複数の完了した電子会議か
らの会議データを処理可能であることから利益を享受し得る。例えば、電子会議が終わっ
た後、会議インテリジェンス装置１０２は、格納された会議コンテンツデータを分析し、
分析した会議コンテンツデータに基づき報告を生成して良い。代替で、会議インテリジェ
ンス装置１０２は、電子会議中に会議コンテンツデータを分析して良く、電子会議が終わ
った後、分析した会議コンテンツデータに基づき報告を生成して良い。報告は、任意の数
の文書、議題、会議概要、会議トランスクリプト、会議参加者分析、スライドショウプレ
ゼンテーション、等を含む任意の種類及び量のデータを有して良い。本願明細書に前述し
たように、会議後処理結果は、他の電子会議のために使用されて良い。例えば、会議後処
理結果は、他の電子会議の提案会議参加者を決定するために使用されて良い。これは、時
間に渡る提案会議参加者の品質を向上するために繰り返されて良い。
【０１２０】
　図５は、会議コンテンツを処理しレポートを生成する構成を示すブロック図である。図
５を参照すると、会議インテリジェンス装置１０２は、ノード１０４Ａから、第１会議コ
ンテンツデータ３０２を含む音声／ビデオデータ３００を受信する。会議インテリジェン
ス装置１０２は、データ抽出ロジック５００、メタデータ生成ロジック５０２、及びレポ
ート生成ロジック５０８を有する。データ抽出ロジック５００は、第１会議コンテンツデ
ータ３０２を音声／ビデオデータ３００から抽出させる。会議インテリジェンス装置１０
２は、第１会議コンテンツデータ３０２を分析し、メタデータ生成ロジック５０２を用い
て会議コンテンツメタデータ５０４を生成する。レポート生成ロジック５０６は、会議コ
ンテンツメタデータ５０４をレポート５０８に含ませる。この処理は、連続的に、又は処
理を実行するための要求に応答して、生じて良い。
【０１２１】
　会議インテリジェンス装置１０２は、レポート５０８に基づき種々の機能を実行して良
い。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、会議データレポジトリにレポート５０
８を格納し、又は電子会議の参加者１０８Ａ～Ｎに関連付けられる１又は複数のノード１
０４Ａ～Ｎにレポート５０８を提供して良い。したがって、会議インテリジェンス装置１
０２は、オフラインモードで及び／又はオンラインモードでレポート５０８を生成して良
い。電子会議アプリケーションは、さらに、レポート５０８、及び会議コンテンツの分析
に応答して生成された他のデータを処理し格納して良い。
【０１２２】
　［Ａ．会議コンテンツ分析］
　一実施形態では、会議インテリジェンス装置１０２は、電子会議中に会議コンテンツメ
タデータ５０４を生成する。例えば、データ生成ロジック３０８は、メタデータ生成ロジ
ック５０２を有して良い。そして、第２会議コンテンツデータ３１２は、会議コンテンツ
メタデータ５０４を有して良い。図６Ａ～Ｃは、電子会議中に生成され得る会議コンテン
ツメタデータ５０４の例を示す。
【０１２３】
　図６Ａは、参加者ＩＤデータ６０２を含む会議コンテンツメタデータ５０４を生成する
構成を示すブロック図である。図６Ａを参照すると、データ抽出ロジック５００は、第１
会議コンテンツデータ３０２を抽出し、メタデータ生成ロジック５０２に提供する。図６
Ａの例では、メタデータ生成ロジック５０２は、電子会議の中の１又は複数の参加者１０
８Ａ～Ｎを識別するために第１会議コンテンツデータ３０２に対して音声又は顔認識を実
行する音声又は顔認識ロジック４１２を有する。メタデータ生成ロジック５０２は、１又
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は複数の参加者１０８Ａ～Ｎの参加者ＩＤデータ６０２を含む会議コンテンツメタデータ
５０４を生成する。メタデータ生成ロジック５０２は、会議コンテンツメタデータ５０４
をレポート生成ロジック５０６に提供する。
【０１２４】
　図６Ｂは、第１会議コンテンツデータ３０２の中で検出された感情を含む会議コンテン
ツメタデータ５０４を生成する構成を示すブロック図である。図６Ｂを参照すると、デー
タ抽出ロジック５００は、発言「そうとも限らない」を含む第１会議コンテンツデータ３
０２を抽出する。メタデータ生成ロジック５０２は、電子会議の参加者の感情６０４を決
定するために第１会議コンテンツデータ３０２に対して感情分析を実行する感情分析ロジ
ック４０４を有する。特定の実施形態に依存して変化して良い広範な種類の感情処理アル
ゴリズムを用いて、感情分析が実行されて良い。メタデータ生成ロジック５０２は、感情
６０４を含む会議コンテンツメタデータ５０４を生成する。図６Ｂの例では、会議コンテ
ンツメタデータ５０４は、参加者ＩＤデータ６０２、及び第１会議コンテンツデータ３０
２の翻訳を提供することに関連する情報も有する。したがって、メタデータ生成ロジック
５０２は、感情分析ロジック４０４、音声又は顔認識ロジック４１２、及び会話又は文字
認識ロジック４００の組合せを有して良い。
【０１２５】
　図６Ｃは、キーとなる、つまり重要な会議ポイントを識別するためのラベルを含む会議
コンテンツメタデータ５０４を生成する構成を示すブロック図である。図６Ｃを参照する
と、第１会議コンテンツデータ３０２は、発言「アクション項目、火曜日までにスケジュ
ールを作成する」を含む。メタデータ生成ロジック５０２は、第１会議コンテンツデータ
３０２の中の１又は複数のキーワード６０６を認識するために第１会議コンテンツデータ
３０２に対して会話又は文字認識を実行する会話又は文字認識ロジック４００を有する。
１又は複数のキーワード６０６は、電子会議の後に完了されるべきタスク６０８を示して
良い。例えば、１又は複数のキーワード６０６は、特定のタスクを実行するための音声又
は文字コマンドを有して良い。図６Ｃの例では、１又は複数のキーワード６０６は、ラベ
ル「アクション項目」の後に、コマンド「火曜日までにスケジュールを作成する」が続く
ものである。メタデータ生成ロジック５０２は、１又は複数のキーワード６０６及び／又
はタスク６０８を有する会議コンテンツメタデータ５０４を生成する。
【０１２６】
　会議インテリジェンス装置１０２は、地理位置情報又は会議室利用可能スケジュールの
ような内部及び／又は外部情報に基づき、会議コンテンツメタデータ５０４を生成して良
い。図６Ａ～Ｃの各々で、レポート生成ロジック５０６は、会議コンテンツメタデータ５
０４をレポート５０８に含める。図７Ａ～Ｂは、レポート５０８の例を示す。図７Ａ～Ｂ
を参照すると、会議インテリジェンス装置１０２は、ウェブに基づく参加者インタフェー
スを介してレポート５０８を提供する。会議インテリジェンス装置１０２は、レポート５
０８を、要求に応じて、ネットワーク接続を検出すると、各電子会議の後に自動的に、等
のような多数の時間のうちの任意の時間に、１又は複数のノード１０４Ａ～Ｎへ送信して
良い。
【０１２７】
　［Ｂ．会議結果］
　会議後処理は、例えば会議ルールテンプレートにより電子会議について指定された要件
及び制約に従い実行されて良い。例えば、会議ルールテンプレートは、議事録、トランス
クリプト、要約、翻訳、等のような電子会議について生成されるべき特定種類の文書を指
定して良い。文書の種類及び形式は、種々の組織的、政治的、司法的、及びコンプライア
ンス要件を満たすよう要求されて良い。会議ルールテンプレートは、文書がどのように扱
われるべきか、例えば、特定の場所に格納される、会議参加者に配信される、その他、等
も指定して良い。例えば、会議ルールテンプレートは、会議結果が特定ファイルサーバに
格納され会議参加者全員へ電子メールで配信されるべきであると指定して良い。
【０１２８】
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　図７Ａは、複数の電子会議の会議結果データへのアクセスを提供する例示的な会議報告
画面７００を示す。会議報告画面７００は、例えば、ユーザが電子会議画面２００（図２
Ａ）上の制御２０２から「会議報告」制御を選択することによりアクセスされて良い。会
議報告画面は、ユーザが特定電子会議を選択し、選択した電子会議の会議結果を閲覧する
ことを可能にする。
【０１２９】
　図７Ｂは、ユーザがマウスのようなポインティング装置を用いて会議報告画面７００か
ら「Ｃｏｍｅｔ設計レビュー会議」を選択することに応答して表示される、Ｃｏｍｅｔ設
計レビュー会議の例示的な会議結果画面７１０を示す。会議結果画面７１０は、選択され
た電子会議の会議結果を表示する。図７Ａに示す例では、会議結果情報は、図６Ａ～Ｃに
示した会議コンテンツメタデータ５０４の多くを含む会議要約「ダッシュボード」の形式
で表示される。しかし、実施形態は本例に限定されず、任意の種類の会議結果に適用可能
である。
【０１３０】
　会議要約を含む会議結果は、明示的データ及び／又は黙示的データを有して良い。明示
的データは、電子会議に関する詳細事項（名称、主題、日付、場所、等）のような情報、
会議参加者、電子会議中に共有される文書、画像及び／又は任意の他のデータのような会
議コンテンツデータを有する。図７Ｂの例では、明示的データは、議題、アクション項目
のリスト、及び文書のリストを含む。本例では、議題は、リンクを介してアクセスされる
が、議題全体を含む電子会議議題の１又は複数の部分は、会議結果画面７１０に含まれて
良い。
【０１３１】
　黙示的データは、識別子、翻訳、及び／又は電子会議を分析した後に会議インテリジェ
ンス装置１０２により生成される任意の他のデータのようなコンテンツメタデータ５０４
を有する。図７Ｂに示す例では、会議結果画面７１０は、電子会議のトランスクリプトへ
のリンクを含む。そして、ユーザは、電子会議が行われた言語に関係なくトランスクリプ
トの言語を選択して良い。異なる言語の複数のトランスクリプトが生成されて良い。例え
ば、英語で行われた電子会議について、英語及び日本語の両方のトランスクリプトが生成
されて良い。各々の参加者に関連する個々のレポートへのリンクも提供される。これは、
以下に更に詳細に記載するように、種々の参加者メトリクスを有して良い。
【０１３２】
　図７Ｂの例では、会議結果画面７１０は、議題、アクション項目、及び電子会議中に生
成された種々の文書のような、他のレポートへのリンクも有する。本例では、電子会議中
に生成された電子文書は、「ホワイトボードノート」及び「ドラフトスケジュール」を有
する。これらの電子文書は、１又は複数の入力／出力機構に基づき生成されたものである
。例えば、１又は複数の入力／出力機構は、電子ホワイトボードを有して良い。会議イン
テリジェンス装置１０２は、電子ホワイトボード上で入力として受信された手書きメモ又
は手書きの図を、光学文字認識（ＯＣＲ）、ベクトル図、及び／又は任意の他のデータ変
換ツールに基づき、機械により書かれた又は機械により描画された画像に変換して良い。
例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、手書きメモに対してＯＣＲを実行して、ど
の文字が検出されたかを示すメタデータを生成して良い。メタデータは、次に、特定フォ
ント又は任意の他の機械により書かれたフォーマットで検出された文字を生成するために
使用されて良い。
【０１３３】
　一実施形態によると、会議後処理は、例えば会議効率を決定するために種々の統計的分
析を実行することを含む。図７Ｂの例の例では、会議結果画面７１０は、電子会議中の２
つの議題項目のうちの各々に費やされた時間量を示すパイチャート７１２を有する。本例
では、パイチャート７１２は、付随するキーと一緒に、会議時間の２５％が第１議題項目
「火曜日までにスケジュールを作成する」を議論するのに費やされたこと、及び会議時間
の７５％が第２議題項目「マーケティングからフィードバックを得る」を議論するのに費
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やされたこと、を示す。同様のアプローチは、アクション項目のような電子会議の他の側
面にも使用されて良い。そして、情報は、主題又はトピックにより配置されて良い。実施
形態は、パイチャートを使用する本例に限定されず、統計情報をコンピュータユーザイン
タフェース上で提示する任意の方法が使用されて良い。
【０１３４】
　会議結果画面７１０は、会議効率メトリック７１４の形式の統計も含む。図７Ｂに示す
例では、会議効率は、低から高までの尺度で及び全電子会議の会議効率に対して示される
整数値「８６」により提示される。低い効率は、会議効率０に対応して良く、高い効率は
会議効率１００に対応して良い。会議効率は、特定の実装に依存して変化して良い広範な
種類の基準に基づき計算されて良い。例示的な基準は、限定ではなく、電子会議の予定時
間量に対する電子会議に要した実際の時間の実際の合計量、電子会議中に議題項目に追加
された時間量、議題項目当たりの平均時間量、電子会議中に完了した議題項目の割合、電
子会議中に完了したアクション項目の割合、等を含む。会議効率は、これらの例示的な基
準又は他の基準の任意の組合せに基づき決定されて良く、基準は特定の実装に依存して重
み付けされて良い。会議効率は、ユーザに提示され得る統計に基づく会議結果のほんの一
例であり、他の統計が使用されて良い。ユーザにより選択されると図７Ａの会議報告画面
７００に制御を戻す「戻る」制御が設けられる。
【０１３５】
　先の例では、会議結果は、ユーザにより選択された特定の電子会議について決定され表
示された。一実施形態によると、集約会議結果は、複数の電子会議に跨り決定される。こ
れは、ユーザが、組織による複数の会議に渡る全体的な会議統計を閲覧することを可能に
する。会議統計の例は、限定ではなく、会議効率、平均参加者参加率、アクション項目達
成率、感情スコア、平均会議時間、平均会議時間超過、等を含む。制御は、統計が決定さ
れ表示されるべき電子会議をユーザが指定できるようにして良い。例えば、制御は、ユー
ザが組織による全ての電子会議を選択すること、又は部門、グループ、部署（営業、会計
、技術、試験、等）、プロジェクト、チーム、ユーザ、会議トピック、会議目的、等によ
り電子会議を選択することを可能にして良い。選択されたエンティティについての統計結
果は、ユーザが迅速且つ容易に複数の電子会議の性能を閲覧できる電子会議「ダッシュボ
ード」に表示されて良い。電子会議「ダッシュボード」に表示される統計結果は、ユーザ
が異なる部門、グループ、部署（営業、会計、技術、試験、等）、プロジェクト、チーム
、ユーザ、等を選択すると、動的に更新されて良い。例えば、組織内の幹部は、組織内の
各エンティティに渡り行われた電子会議の効率を迅速且つ容易に閲覧できる。これは、幾
つかの状況では、電子会議が組織内でどのように行われるかについて改善することを可能
にする。
【０１３６】
　［Ｃ．参加者分析］
　一実施形態によと、会議後処理は、参加者分析を含む。これは、参加の品質及び／又は
量のような、会議参加者による参加の１又は複数の属性を示す１又は複数の統計を決定す
ることを含み得る。図７Ｃは、図７Ｂの会議結果画面７１０から特定の会議参加者、つま
り「Ｊｏｈｎ　Ｃ．」、「Ｓｕｅ　Ｋ．」又は「Ｍｉｋｅ　Ｂ．」を選択することにより
アクセスされ得る例示的な参加者分析報告７２０を示す。本例では、ユーザは会議参加者
「Ｓｕｅ　Ｋ．」を選択し、参加者分析報告７２９は会議参加者「Ｓｕｅ　Ｋ．」の会議
参加者プロファイルを示すと仮定する。
【０１３７】
　「＋」及び「－」のような制御は、ユーザが特定電子会議の会議参加者のプロファイル
を閲覧することを可能にする。図７Ｃに示す例では、ユーザは、「Ｃｏｍｅｔ設計レビュ
ー会議」に隣接する「＋」制御を選択して、本電子会議についてＳｕｅ　Ｋ．の会議参加
者プロファイルを閲覧した。図７Ｃに示すように、参加者分析報告７２０は、電子会議中
の合計参加時間、電子会議中に議論された各議題項目の参加時間、参加インデックス、ア
クション項目達成率、役割、及び感情分析結果を含む種々の参加者メトリックを示す。感
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情分析結果は、使用される感情分析の種類に依存して変化して良い。例えば、感情分析は
、対立する感情結果、つまり肯定的、否定的、又は中立的を示して良い。別の例として、
感情分析は、複数の感情について感情スコアを有して良い。図７Ｃに示す例では、０～１
００の尺度の感情スコアは、６個の感情の各々について提供される。ここで、スコア０は
対応する感情の存在が僅かしか又は全く検出されないことを示し、スコア１００は対応す
る感情の高い存在を示す。感情分析結果は、特定の感情が検出された電子会議中の時間の
ような他の情報を有して良い。電子会議中の異なる時間に検出された特定の感情について
複数の時間が示されて良い。
【０１３８】
　参加インデックスは、任意の指標、重み付け又はその他の場合には選択された参加者の
会議への貢献の任意の側面であって良い。例えば、「６３／１００」は、選択された参加
者が話していた、合計会議時間の割合を示して良い。アクション項目達成率は、会議参加
者に割り当てられたアクション項目を完了することにおいて、会議参加者の過去の成功を
示す。アクション項目は、特定の実装に依存して変化して良い広範な種類の方法で計算さ
れて良い。例えば、図７Ｃに示すアクション項目達成率は、特定参加者に割り当てられた
アクション項目の合計数に対する、特定会議参加者により完了されたアクション項目の数
を示す。本例では、会議参加者「Ｓｕｅ　Ｋ．」は、合計２個のアクション項目のうち、
１個のアクション項目を完了した。アクション項目は、会議参加者「Ｓｕｅ　Ｋ．」に具
体的に割り当てられて良く、又はそうでなくて良い。
【０１３９】
　選択された参加者に関連付けられた役割は、現在会議に対して及び／又は特定のエンテ
ィティの中の選択された参加者（例えば、企業の部長）を記述する多数のカテゴリのうち
の任意のカテゴリを示して良い。例えば、「アクティブプレゼンター」は、選択された参
加者が単に他の参加者に対して応答しただけでなく、議論のために多くのトピックを提供
したことも示して良い。他の統計が、参加者について決定されて良く、特定の実装に依存
して変化して良い。
【０１４０】
　会議参加者の統計は、任意の数の電子会議に基づき決定されて良い。例えば、会議参加
者の統計は、単一の電子会議に基づき計算されて良く、又は複数の電子会議の集約データ
に基づき計算されて良い。アクション項目達成率のような幾つかの統計は、膨大な電子会
議サンプルに渡り決定されるとき、単一の電子会議の中で任意の個々の会議参加者に割り
当てられ且つ完了したアクション項目の数が少ない場合があるので、一層有用である。
【０１４１】
　一実施形態によると、参加者分析報告７２０は、複数の電子会議に渡り会議参加者の集
約統計７２２を有する。本例では、会議参加者「Ｓｕｅ　Ｋ．」についての集約統計７１
２は、１２個の電子会議に基づき、参加インデックス、アクション項目達成率、及び感情
スコアを含む。感情スコアは、１２個の電子会議に渡り複数の感情のうちの各々について
決定され、本例では、会議参加者「Ｓｕｅ　Ｋ．」が陽気な場合が多く、困惑しているこ
とが少なく、防衛的及び論争的になることが多く、しばしば默考し、自信のあることが多
くないことを示す。
【０１４２】
　一実施形態によると、集約統計は、複数の会議参加者について表示され格納されて良い
。例えば、図７Ｃで、参加者分析報告７２０は、全ての参加者７２４についての集約統計
、参加率による及びアクション項目達成率によるランク付けを有する。この情報は、広範
な種類のコンテキストで有用であり得る。例えば、集約統計は、会議を計画するとき会議
主催者にとって、例えばアクション項目を割り当てるとき会議中に会議オーナにとって、
及び性能評価目的で、有用であり得る。集約統計は、本願明細書に前述したように、提案
会議参加者を決定するために会議インテリジェンス装置１０２によっても使用されて良い
。実施形態は、図７Ｂに示した例示的な集約統計に限定されず、任意の集約統計が使用さ
れて良い。一実施形態によると、集約統計は、組織内のプロジェクト、部門、グループ、
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部署、等のような論理的エンティティについて決定され表示されて良い。これは、ユーザ
が、論理的エンティティ毎に会議参加者性能を閲覧することを可能にする。例えば、ユー
ザは、特定のプロジェクトの会議参加者の会議性能統計を閲覧し、それらの統計を組織内
の他のプロジェクトの会議参加者の会議性能統計と比較して良い。これは、管理又は他の
関心人物にとって、会議性能統計の有用性を大いに向上する。ユーザにより選択されると
図７Ｂの会議結果画面７１０に制御を戻す「戻る」制御が設けられる。
【０１４３】
　一実施形態によると、翻訳サービスが会議結果及び参加者分析に適用されて良い。例え
ば、会議結果画面７１０は、選択されると、選択された言語で会議結果画面７１０の内容
を表示する言語選択制御を有して良い。同じアプローチは、本願明細書に前述した電子会
議「ダッシュボード」に適用されて良い。同様に、参加者分析報告７２０は、選択される
と、選択された言語で参加者分析報告７２０の内容を表示する言語選択制御を有して良い
。
【０１４４】
　［Ｄ．アクション項目管理］
　一実施形態によると、会議後処理はアクション項目管理を含む。アクション項目管理は
、１又は複数の電子会議のアクション項目と、説明、責任者、期限日、現在状態等の各ア
クション項目の情報と、を表示することを含み得る。アクション項目は、会議毎に、又は
複数の会議に渡り閲覧され得る。例えば、組織全体、部署、チーム、プロジェクト、ユー
ザ、期限日、状態、等のアクション項目が閲覧されて良い。
【０１４５】
　＜ＶＩＩ．処理概要＞
　図８及び９は、会議インテリジェンス装置１０２により実行され得る種々の処理を示す
フロー図である。一実施形態では、図８は、電子会議中のネットワーク接続により実行さ
れる処理を示す。一実施形態では、図９は、少なくとも部分的にネットワーク接続を伴い
又は伴わず実行され得る処理を示す。
【０１４６】
　［Ａ．介入データの生成］
　図８は、介入データ３１０を生成するアプローチを示すフロー図８００である。ブロッ
ク８０２で、会議インテリジェンス装置１０２は、複数の参加者１０８Ａ～Ｎを含む電子
会議の会議コンテンツデータを受信する。会議コンテンツデータは、例えば、電子会議の
第１会議コンテンツデータ３０２を含む音声／ビデオデータ３００を有して良い。例えば
、会議インテリジェンス装置１０２は、ビデオ会議ストリームを、電子会議中に会議参加
者Ｂｏｂに申し出を行っている会議参加者Ａｌｉｃｅに関連付けられるＲｉｃｏｈ　ＵＣ
Ｓ　Ｐ３５００から受信して良い。会議コンテンツデータは、電子会議の実際の音声／ビ
デオデータに加えて他のデータを有して良い。例えば、会議コンテンツデータは、電子会
議のサポート文書、並びに他の電子会議に関連する任意の種類の情報、任意の他の種類の
情報、を含んで良い。
【０１４７】
　ブロック８０４で、会議インテリジェンス装置１０２は、会議コンテンツデータ、例え
ば音声／ビデオデータ３００が電子会議に介入するための会議インテリジェンス装置１０
２にとってのキュー３０４を含むことを決定する。会議インテリジェンス装置１０２は、
会話又は文字認識、音声又は顔認識、感情分析、等のような多数の分析を会議コンテンツ
データに対して実行することに基づき、この文書を作成して良い。例えば、会議インテリ
ジェンス装置１０２は、第１会議コンテンツデータ３０２を抽出し分析して、Ａｌｉｃｅ
によるアイコンタクトが少ないことを検出して良い。少ないアイコンタクトは、会議イン
テリジェンス装置１０２にとって、Ｂｏｂに推奨を送信することにより応答するためのキ
ュー３０４になり得る。
【０１４８】
　ブロック８０６で、会議インテリジェンス装置１０２は、キュー３０４を検出すること
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に応答して、介入データ３１０を生成する。介入データ３１０は、第１会議コンテンツデ
ータ３０２と異なる第２会議コンテンツデータ３１２を含む。例えば、会議インテリジェ
ンス装置１０２は、対案を作るようＢｏｂに助言する推奨を生成して良い。
【０１４９】
　ブロック８０８で、会議インテリジェンス装置１０２は、電子会議中に、１又は複数の
ノード１０４Ａ～Ｎへ介入データ３１０を送信する。１又は複数のノード１０４Ａ～Ｎは
、複数の参加者１０８Ａ～Ｎのうちの少なくとも一人に関連付けられる。例えば、会議イ
ンテリジェンス装置１０２は、Ｂｏｂに推奨を送信し、Ａｌｉｃｅからの推奨を保留して
良い。
【０１５０】
　［Ｂ．レポートの生成］
　図９は、レポート５０８を生成するアプローチを示すフロー図９００である。ブロック
９０２で、会議インテリジェンス装置１０２は、複数の参加者１０８Ａ～Ｎを含む電子会
議の会議コンテンツデータを受信する。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、Ｒ
ｉｃｏｈ　ＵＣＳアプリを実行しているＣｈａｒｌｉｅのスマートフォンから音声会議デ
ータパケットを受信して良い。
【０１５１】
　ブロック９０４で、会議インテリジェンス装置１０２は、会議コンテンツデータを分析
する。例えば、会議インテリジェンス装置１０２は、電子会議の音声／ビデオデータ３０
０を分析して、音声／ビデオデータ３００から特定の会議コンテンツデータを抽出して良
い。これは、例えば、ヘッダデータをストリッピングすること、及び音声会議データパケ
ットのペイロードを分析することを含み得る。ペイロードの分析は、会話又は文字認識、
感情分析、音声又は顔認識、等を実行することを含み得る。
【０１５２】
　ブロック９０４で、会議インテリジェンス装置１０２は、会議コンテンツデータの分析
に基づき、会議コンテンツメタデータ５０４を生成する。例えば、会議インテリジェンス
装置１０２は、会議コンテンツデータに対して音声認識を実行して、Ｃｈａｒｌｉｅを電
子会議に出席している人物として識別して良い。会議インテリジェンス装置１０２は、名
前－値ペアの中で「話者：Ｃｈａｒｌｉｅ」を含むＪＳＯＮを生成して良い。
【０１５３】
　ブロック９０６で、会議インテリジェンス装置１０２は、会議コンテンツメタデータ５
０４の少なくとも部分を、電子会議のレポート５０８に含める。例えば、会議インテリジ
ェンス装置１０２は、電子会議の参加者１０８Ａ～Ｎの中でも「Ｃｈａｒｌｉｅ」を含む
「会議概要」を生成して良い。
【０１５４】
　＜ＶＩＩＩ．実施例＞
　一実施形態によると、本願明細書に記載した技術は、１又は複数の特定目的コンピュー
タ装置により実施される。特定目的コンピュータ装置は、この技術を実行するためにハー
ドウェアに組み込まれても良く、この技術を実行するよう永続的にプログラムされた１又
は複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）若しくはフィールドプログラマブルゲートア
レイ（ＦＰＧＡ）のようなデジタル電子装置を有して良く、この技術を実行するようプロ
グラム命令に従ってファームウェア、メモリ、他の記憶若しくは組合せでプログラムされ
た１又は複数の汎用目的ハードウェアプロセッサを有して良い。このような特定目的コン
ピュータ装置は、この技術を達成するために、カスタムハードワイヤードロジック、ＡＳ
ＩＣ又はＦＰＧＡをカスタムプログラミングと組み合わせて良い。特定目的コンピュータ
装置は、デスクトップコンピュータシステム、ポータブルコンピュータシステム、ハンド
ヘルド装置、ネットワーク装置、又はこの技術を実施するためのハードワイヤードロジッ
ク及び／又はプログラムロジックを組み込んだ任意の他の装置であって良い。
【０１５５】
　例えば、図１０は、一実施形態が実装され得るコンピュータシステム１０００を示すブ
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ロック図である。コンピュータシステム１０００は、バス１００２又は情報を通信する他
の通信機構、及びバス１００２に結合され情報を処理するプロセッサ１００４を有する。
ハードウェアプロセッサ１００４は、例えば汎用目的マイクロプロセッサであって良い。
【０１５６】
　コンピュータシステム１０００は、また、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）又は他の
ダイナミック記憶素子のような、バス１００２に結合され情報及びプロセッサ１００４に
より実行されるべき命令を格納する主記憶１００６も有する。主記憶１００６は、プロセ
ッサ１００４により実行されるべき情報の実行中に、一時変数又は他の中間的情報を格納
するために用いられて良い。このような命令は、プロセッサ１００４にアクセス可能な非
一時的記憶媒体に格納されるとき、命令で指定された動作を実行するようカスタマイズさ
れた特定目的装置内のコンピュータシステム１０００を実現する。
【０１５７】
　コンピュータシステム１０００は、バス１００２に結合され、静的情報及びプロセッサ
１００４のための命令を格納する読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）１００８又は他の静的記
憶装置を更に有する。情報及び命令の格納のために、磁気ディスク又は光ディスクのよう
な記憶装置１０１０が設けられバス１００２に結合される。
【０１５８】
　コンピュータシステム１０００は、バス１００２を介して、陰極線管（ＣＲＴ）のよう
な、コンピュータユーザに情報を表示するディスプレイ１０１２に結合されて良い。入力
装置１０１４は、英数字及び他のキーを有し、バス１００２に結合され、プロセッサ１０
０４に情報及びコマンド選択を伝達する。別の種類のユーザ入力装置は、マウス、トラッ
クボール又はカーソル方向キーのようなカーソル制御１０１６であり、プロセッサ１００
４に方向情報及びコマンド選択を伝達し、ディスプレイ１０１２上のカーソルの移動を制
御する。この入力装置は、通常、２軸、つまり第１の軸（例えばＸ）及び第２の軸（例え
ばＹ）における２度の自由度を有し、装置に平面内の位置を指定させる。
【０１５９】
　コンピュータシステム１０００は、本願明細書に記載した技術を、カスタマイズハード
ワイヤードロジック、１又は複数のＡＳＩＣ若しくはＦＰＧＡ、コンピュータシステムと
組み合わせて、コンピュータシステム１０００を特定用途向け機械にする若しくはプログ
ラムするファームウェア及び／又はプログラムロジックを用いて実装して良い。一実施形
態によると、これらの技術は、プロセッサ１００４が主記憶１００６に含まれる１又は複
数の命令の１又は複数のシーケンスを実行するのに応答して、コンピュータシステム１０
００により実行される。このような命令は、記憶装置１００６のような別の記憶媒体から
主記憶１０１０に読み込まれて良い。主記憶１００６に含まれる命令シーケンスの実行は
、プロセッサ１００４に本願明細書に記載した処理ステップを実行させる。代替の実施形
態では、ハードワイヤード回路が、ソフトウェア命令の代わりに又はそれと組み合わせて
用いられて良い。
【０１６０】
　本願明細書で用いられる用語「記憶媒体」は、装置を特定の方法で動作させるデータ及
び／又は命令を格納する任意の非一時的媒体を表す。このような記憶媒体は、不揮発性媒
体及び／又は揮発性媒体を有し得る。不揮発性媒体は、例えば、記憶装置１０１０のよう
な光又は磁気ディスクを含む。揮発性媒体は、主記憶１００６のような動的記憶を含む。
記憶媒体の共通形態は、例えば、フロッピディスク、フレキシブルディスク、ハードディ
スク、固体ドライブ、磁気テープ、又は任意の他の磁気データ記憶媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、
任意の他の光学データ記憶媒体、ホールのパターンを有する物理的媒体、ＲＡＭ，ＰＲＯ
Ｍ及びＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭ、任意の他のメモリチップ若しくはメモリカ
ートリッジを含む。
【０１６１】
　記憶媒体は、伝送媒体と別個であって良いが共に用いられて良い。伝送媒体は、記憶媒
体間で情報を転送する際に関与する。例えば、伝送媒体は、同軸ケーブル、銅線、光ファ
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イバを含み、バス１００２を構成するワイヤを含む。伝送媒体は、無線及び赤外線データ
通信中に生成される波動のような音響又は光の波動の形式であって良い。
【０１６２】
　種々の形態の媒体は、実行のためにプロセッサ１００４に１又は複数の命令の１又は複
数のシーケンスを伝達する際に、関与し得る。例えば、命令は、初めにリモートコンピュ
ータの磁気ディスク又は固体ドライブで運ばれ得る。リモートコンピュータは、その命令
を自身の動的記憶にロードし、及びモデムを用いて電話線を介して命令を送信できる。コ
ンピュータシステム１０００にローカルなモデムは、電話線でデータを受信し、赤外線送
信機を用いて、そのデータを赤外線信号に変換できる。赤外線検出器は、赤外線信号で伝
達されたデータを受信し、適切な回路がそのデータをバス１００２に置くことができる。
バス１００２は、データを主記憶１００６に伝達する。主記憶１００６から、プロセッサ
１００４が命令を読み出し実行する主記憶１００６により受信された命令は、任意的に、
プロセッサ１００４により実行される前又は後に、記憶装置１０１０に格納されて良い。
【０１６３】
　コンピュータシステム１０００は、バス１００２に結合された通信インタフェース１０
１８も含む。通信インタフェース１０１８は、ローカルネットワーク１０２２に接続され
るネットワークリンク１０２０に結合される２方向データ通信を提供する。例えば、通信
インタフェース１０１８は、ＩＳＤＮ（Integrated　Services　Digital　Network）カー
ド、モデム、衛星モデム又は対応する種類の電話線へのデータ通信接続を提供するモデム
であって良い。別の例として、通信インタフェース１０１８は、互換性のあるＬＡＮへの
データ通信接続を提供するＬＡＮ（Local　Area　Network）カードであって良い。無線リ
ンクも実装されて良い。任意のこのような実装で、通信インタフェース１０１８は、種々
の情報を表すデジタルデータストリームを伝達する電気、電磁気又は光信号を送信及び受
信する。
【０１６４】
　ネットワークリンク１０２０は、通常、１又は複数のネットワークを通じて他のデータ
装置へのデータ通信を提供する。例えば、ネットワークリンク１０２０は、ローカルネッ
トワーク１０２２を通じてホストコンピュータ１０２４への又はＩＳＰ（Internet　Serv
ice　Provider）１０２６により稼働されるデータ機器への接続を提供できる。ＩＳＰ１
０２６は、また、現在一般的に「インターネット」１０２８と称される世界的規模のパケ
ットデータ通信ネットワークを通じてデータ通信サービスを提供する。ローカルネットワ
ーク１０２２及びインターネット１０２８の両者は、デジタルデータストリームを伝達す
る電気、電磁気又は光信号を用いる。種々のネットワークを通る信号及びネットワークリ
ンク１０２０の通信インタフェース１０１８を通る信号は、コンピュータシステム１００
０への及びそれからのデジタルデータを伝達し、伝送媒体の例示的形式である。
【０１６５】
　コンピュータシステム１０００は、ネットワーク、ネットワークリンク１０２０及び通
信インタフェース１０１８を通じて、プログラムコードを含む、メッセージを送信し及び
データを受信できる。インターネットの例では、サーバ１０３０は、インターネット１０
２８、ＩＳＰ１０２６、ローカルネットワーク１０２２及び通信インタフェース１０１８
を通じてアプリケーションプログラムのために要求されたコードを送信し得る。
【０１６６】
　受信されたコードは、プロセッサ１００４により受信されるとプロセッサ１０１０によ
り実行され、及び／又は後に実行するために記憶装置１０１０若しくは他の不揮発性記憶
に格納され得る。
【０１６７】
　上述の明細書では、本発明の実施形態は、実施形態毎に変化し得る多数の特定の詳細を
参照し説明された。したがって本明細書と添付図面は限定的ではなく例示的であると解釈
すべきである。本開示の、および本出願者により本開示の範囲内であると意図されたもの
の唯一の指標は、特許請求の範囲が由来する特定の形式の、いかなる今後の補正も含む本
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出願に由来する一組の特許請求の範囲の文字通りの範囲及び等価な範囲である。
【符号の説明】
【０１６８】
　１００　構成
　１０２　会議インテリジェンス装置
　１０４Ａ～Ｎ　ノード
　１０６　ネットワークインフラストラクチャ
　１０８Ａ～Ｎ　参加者
　１１０　人工知能サービス
　１１２　電子会議アプリケーション

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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