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(57)【要約】
　電子通信から自動的に検出され、かつ、識別されるタ
スクおよびカレンダーアイテムを、１つまたは複数のタ
スクアプリケーションおよびカレンダー化アプリケーシ
ョンに取り込むことができる。１つまたは複数の電子通
信から検索されるテキストコンテンツを抽出し、かつ、
構文解析して、構文解析されたテキストに含まれている
手がかり語または用語を使用して、テキストコンテンツ
またはテキストコンテンツの一部をタスクとして分類す
ることができるかどうかを決定することができる。識別
されたタスクは、自動的にタスクアプリケーションに取
り込むことができる。同様に、このようなソースからの
テキストコンテンツを構文解析し、カレンダーアイテム
、例えば会合要求を示すものとして識別することができ
る手がかり語および用語を見出すことができる。識別さ
れたカレンダーアイテムは、カレンダーエントリーとし
て自動的にカレンダーアプリケーションに取り込むこと
ができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子通信からタスクアイテムを自動的に抽出する方法であって、
　電子通信アイテムを受け取るステップと、
　抽出されたタスクアイテムを生成するために前記電子通信アイテムを含んだ複数のテキ
スト構成要素を使用できるように、前記電子通信アイテムを処理するステップと、
　前記複数のテキスト構成要素のうちの１つまたは複数と、タスクアイテムに関連する定
義済みパターンとを比較するステップと、
　前記複数のテキスト構成要素のうちの１つまたは複数が、タスクアイテムに関連する定
義済みパターンと整合する場合、前記複数のテキスト構成要素のうちの前記１つまたは複
数を抽出されたタスクアイテムとして指定するステップと、
　前記指定されたタスクアイテムをコンピューター生成ユーザーインタフェース構成要素
を介してユーザーに提示するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記受け取った電子通信アイテムから、前記指定されたタスクアイテムに関連する１つ
または複数のタスクスロットを抽出するステップと、前記指定されたタスクスロットを前
記コンピューター生成ユーザーインタフェース構成要素を介して前記ユーザーに提示する
ステップとをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザーが前記指定されたタスクアイテムを受け入れると、電子タスクリストに前
記抽出されたタスクを取り込む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記電子通信アイテムから１つまたは複数の特徴を抽出するステップと、
　前記抽出された１つまたは複数の特徴に基づいて、前記指定されたタスクアイテムが一
人または複数の他のユーザーに関連しているかどうかを決定するステップと、
　前記抽出された１つまたは複数の特徴に基づいて、前記指定されたタスクアイテムが一
人または複数の他のユーザーに関連している場合、前記指定されたタスクアイテムをコン
ピューター生成ユーザーインタフェース構成要素を介して前記一人または複数の他のユー
ザーに提示するステップと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のテキスト構成要素のうちの前記１つまたは複数を指定されたタスクアイテム
として指定する前に、
　前記電子通信アイテムから１つまたは複数の特徴を抽出するステップと、
　前記抽出された１つまたは複数の特徴に基づいて、前記１つまたは複数のテキスト構成
要素がタスクアイテムを含んでいる確率を決定するステップと、
　前記決定された確率が閾値確率より高い場合、前記複数のテキスト構成要素のうちの前
記１つまたは複数を抽出されたタスクアイテムとして指定するステップと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　電子通信からカレンダーアイテムを自動的に抽出する方法であって、
　電子通信アイテムを受け取るステップと、
　抽出されたカレンダーアイテムを生成するために前記電子通信アイテムを含んだ複数の
テキスト構成要素を使用できるように、前記電子通信アイテムを処理するステップと、
　前記複数のテキスト構成要素のうちの１つまたは複数と、カレンダーアイテムに関連す
る定義済みパターンとを比較するステップと、
　前記複数のテキスト構成要素のうちの１つまたは複数がカレンダーアイテムに関連する
定義済みパターンと整合する場合、前記複数のテキスト構成要素のうちの前記１つまたは
複数を抽出されたカレンダーアイテムとして指定するステップと、
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　前記指定されたカレンダーアイテムをコンピューター生成ユーザーインタフェース構成
要素を介してユーザーに提示するステップと
を含む方法。
【請求項７】
　前記受け取った電子通信アイテムから、前記指定されたカレンダーアイテムに関連する
１つまたは複数のカレンダースロットを抽出するステップと、前記指定されたカレンダー
スロットを前記コンピューター生成ユーザーインタフェース構成要素を介して前記ユーザ
ーに提示するステップとをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザーが前記指定されたカレンダーアイテムを受け入れると、電子カレンダーに
前記指定されたカレンダーアイテムを取り込む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記電子通信アイテムから１つまたは複数の特徴を抽出するステップと、
　前記抽出された１つまたは複数の特徴に基づいて、前記指定されたカレンダーアイテム
が一人または複数の他のユーザーに関連しているかどうかを決定するステップと、
　前記抽出された１つまたは複数の特徴に基づいて、前記指定されたカレンダーアイテム
が一人または複数の他のユーザーに関連している場合、前記指定されたカレンダーアイテ
ムをコンピューター生成ユーザーインタフェース構成要素を介して前記一人または複数の
他のユーザーに提示するステップと
をさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　コンピューターによって実行されると、電子通信からタスクアイテムを自動的に抽出す
る方法を実施するコンピューター実行可能命令を含んだコンピューター可読媒体であって
、
　電子通信アイテムを受け取るステップと、
　抽出されたタスクアイテムを生成するために前記電子通信アイテムを含んだ複数のテキ
スト構成要素を使用できるように、前記電子通信アイテムを処理するステップと、
　前記電子通信アイテムから１つまたは複数の特徴を抽出するステップと、
　前記抽出された１つまたは複数の特徴に基づいて、前記１つまたは複数のテキスト構成
要素がタスクアイテムを含んでいる確率を決定するステップと、
　前記決定された確率が閾値確率より高い場合、前記複数のテキスト構成要素のうちの前
記１つまたは複数と、タスクアイテムに関連する定義済みパターンとを比較するステップ
と、
　前記複数のテキスト構成要素のうちの１つまたは複数が、タスクアイテムに関連する定
義済みパターンと整合する場合、前記複数のテキスト構成要素のうちの前記１つまたは複
数を抽出されたタスクアイテムとして指定するステップと、
　ユーザーによる前記抽出されたタスクアイテムの受入れのために、前記抽出されたタス
クアイテムを前記ユーザーに提示するステップと
を含むコンピューター可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]任意の数の実業、社会または学校事業体内では、電子メールは、通常、事業体の
メンバー間ならびに事業体のメンバーと事業体外の個人の間の主要な通信源として働いて
いる。残念ながら、典型的な電子メール（ｅメール）ユーザーは、日々、数十通、さらに
は数百通のｅメールメッセージを受け取り、かつ、査読し、ユーザーは、しばしば、受け
取る電子メールアイテムの管理および優先順位付けにトラブルを抱えている。これは、受
け取るユーザーによる応答またはフォローアップを必要とする要求またはタスクをメッセ
ージが含んでいる場合、とりわけ問題である。詳細には、多くのユーザーは、しばしば、
個々の電子メールメッセージ、例えば「どうか次の金曜日までに会社ウェブ・サイトのデ
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ザインを変更しておいて下さい」の一部として、タスク割当てまたはジョブ割当てを受け
取るが、タスク例が電子メールメッセージの中に埋め込まれているため、ユーザーは、与
えられたタスクを忘れずに成し遂げるべく、対応する電子タスクまたはカレンダーアイテ
ムを生成することができない場合がある。
【０００２】
　[0002]同様に、ｅメールおよび他の電子通信は、しばしば、カレンダーエントリーと見
なすことができるが、受信者が見落とす可能性がある埋め込まれたコンテンツを有してい
る。例えばｅメールメッセージは、「木曜日の午後２時に昼食のために会いましょう」の
ような文を含むことができる。このような文は、とりわけ、応答されると、カレンダーエ
ントリーに極めて類似しているが、記述されている会合を自己のカレンダーに記入するこ
とをユーザーが忘れると、そのユーザーは、その会合に出席しないことがある。
【０００３】
　[0003]本発明は、これらおよび他の考察事項に関してなされたものである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　[0004]本発明の実施形態は、電子通信からのタスクおよびカレンダーアイテムの自動検
出を提供し、それにより関連するタスクアプリケーションおよびカレンダー化アプリケー
ションに取り込む（ｐｏｐｕｌａｔｅ）ことによって上記および他の問題を解決する。１
つまたは複数の電子通信、例えば電子メールアイテム、テキストメッセージ、インターネ
ットをベースとするチャットセッション、等々から検索されるテキストコンテンツを抽出
し、かつ、構文解析して、構文解析されたテキストに含まれている手がかり語または用語
を使用して、テキストコンテンツまたはテキストコンテンツの一部をタスクとして分類す
ることができるかどうかを決定することができる。識別されたタスクは、検証のためにユ
ーザーに提示することができ、受け入れられると、自動的にユーザーのタスクアプリケー
ションに取り込むことができ、または必要に応じて他のユーザーのタスクアプリケーショ
ンに取り込むことができる。同様に、このようなソースからのテキストコンテンツを構文
解析し、カレンダーアイテム、例えば会合要求を示すものとして識別することができる手
がかり語および用語を見出すことができる。識別されたカレンダーアイテムは、検証のた
めにユーザーに提示することができ、受け入れられると、カレンダーエントリーとして自
動的にユーザーのカレンダーアプリケーションに取り込むことができ、または必要に応じ
て自動的に他のユーザーのカレンダーアプリケーションに取り込むことができる。
【０００５】
　[0005]添付の図面および以下の説明には、１つまたは複数の実施形態の詳細が示されて
いる。他の特徴および利点は、以下の詳細な説明を読み、かつ、関連する図面を精査する
ことによって明らかになるであろう。以下の詳細な説明は単なる説明的なものにすぎず、
特許請求される本発明を制限するものではないことを理解されたい。
【０００６】
　[0006]この本発明の概要は、以下の発明を実施するための形態でさらに説明される概念
の選択を簡易形態で紹介するために提供されたものである。この本発明の概要には、特許
請求される主題の手がかりとなる特徴または本質的な特徴を識別することも、特許請求さ
れる主題の範囲を決定する際の補助となることも意図されていない。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　[0007]本開示に組み込まれ、かつ、本開示の一部を構成している添付の図面は、本発明
の様々な実施形態を示したものである。
【図１】[0008]潜在的タスクおよびカレンダーアイテム情報を含んだ電子メールアイテム
例を示すコンピューター生成ユーザーインタフェースのスクリーンショットを示す図であ
る。
【図２】[0009]受け取ったコンテンツからタスクアイテムおよびカレンダーアイテムを自
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動的に識別するためのシステムアーキテクチャーおよび処理の流れを示す図である。
【図３】[0010]推奨されているタスクまたはカレンダーアイテムのユーザーによる検証を
可能にするためのタスク／カレンダーアイテム検証ユーザーインタフェースのコンピュー
ター生成スクリーンショットを示す図である。
【図４】[0011]プロジェクト・グループ・タスク・リスト例を示し、かつ、その中に含ま
れているタスク例を示すコンピューター生成ユーザーインタフェースのスクリーンショッ
トを示す図である。
【図５】[0012]抽出されたタスクおよび／またはカレンダーアイテムを１つまたは複数の
受信デバイスに分散させるためのシステムアーキテクチャーを示す図である。
【図６】[0013]計算デバイスであって、それを使用して本発明の実施形態を実践すること
ができる計算デバイスを含んだシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　[0014]上で簡単に説明したように、本発明の実施形態は、１つまたは複数のテキスト源
、例えば電子メールアイテム、テキストメッセージ、インターネットをベースとするチャ
ットフォーラム、等々から抽出される情報をタスクまたはカレンダーアイテムとして自動
的に分類することを対象としている。抽出された、タスクまたはカレンダーアイテムとし
て分類された情報は、検証／受入れのためにユーザーに提示することができる。推奨され
ているタスクまたはカレンダーアイテムをユーザーが受け入れる場合、受け入れられたタ
スクを自動的にユーザーのタスクアプリケーションおよびタスクリストに取り込むことが
でき、かつ、受け入れられたカレンダーアイテムをカレンダーエントリーとして自動的に
ユーザーのカレンダーアプリケーションに取り込むことができる。同様に、このような受
け入れられたタスクおよびカレンダーアイテムは、必要に応じて他のユーザーのタスクア
プリケーションまたはカレンダーアプリケーションに取り込むことも可能である。例えば
あるアイテムが、複数のユーザーからのアクティビティを必要とするタスクとして分類さ
れ、かつ、受け入れられる場合、そのタスクを受入れのためにこれらの複数のユーザーの
各々に提示することができ、またはそのタスクをこれらの複数のユーザーのタスクリスト
に自動的に取り込むことができる。同様に、あるアイテムがカレンダーエントリーとして
分類される場合、そのカレンダーエントリーを一人または複数のユーザーのカレンダーア
プリケーションに取り込むことができ、例えば会合要求としてのコンテンツアイテムの分
類に応答した会合要求の自動送信に応じて、それらの一人または複数のユーザーが受け入
れることができる会合要求としてそれらのユーザーのカレンダーアプリケーションに取り
込むことができる。
【０００９】
　[0015]以下の説明には添付の図面を参照する。可能である場合、図面には必ず同じ参照
番号が使用されており、かつ、以下の説明は、同じ要素または同様の要素について言及し
ている。本発明の実施形態について説明されているが、修正、適合および他の実装形態が
可能である。例えば図面に示されている要素に置換、追加または修正を加えることができ
、かつ、本明細書において説明されている方法は、開示されている方法に対するステージ
の置換、ステージの配置換え、またはステージの追加によって修正することができる。し
たがって以下の詳細な説明は本発明を制限するものではない。その代わりに、本発明の適
切な範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義されている。
【００１０】
　[0016]次に、同様の数表示はいくつかの図を通して同様の要素を表している図面を参照
して、本発明の態様および例示的動作環境について説明する。本発明は、パーソナルコン
ピューター上のオペレーティングシステム上で走るアプリケーションプログラムと共に実
行するプログラムモジュールの一般文脈で説明されているが、本発明は、他のプログラム
モジュールと組み合わせて実施することも可能であることは当業者には認識されよう。
【００１１】
　[0017]一般に、プログラムモジュールは、ルーチン、プログラム、コンポーネント、デ
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ータ構造、および特定のタスクを実行し、または特定の抽象データタイプを実施する他の
タイプの構造を含む。さらに、本発明は、ハンドヘルドデバイス、多重プロセッサーシス
テム、マイクロプロセッサーをベースとする民生用電子機器またはプログラム可能民生用
電子機器、ミニコンピューター、本体コンピューター、等々を含んだ他のコンピューター
システム構成を使用して実践することも可能であることは当業者には理解されよう。また
、本発明は、複数のタスクが通信ネットワークを介してリンクされる遠隔処理デバイスに
よって実行される分散計算環境で実践することも可能である。分散計算環境では、プログ
ラムモジュールは、局所メモリー記憶装置および遠隔メモリー記憶装置の両方に配置する
ことができる。
【００１２】
　[0018]図１は、潜在的タスクおよびカレンダーアイテム情報を含んだ電子メールアイテ
ム例を示すコンピューター生成ユーザーインタフェースのスクリーンショットを示したも
のである。図１に示されているユーザーインタフェース１００は、任意のコンピューター
生成ユーザーインタフェースの実例であり、本発明の実施形態によれば、このコンピュー
ター生成ユーザーインタフェースの中に様々なテキストコンテンツを表示することができ
、また、このコンピューター生成ユーザーインタフェースからタスクアイテムおよびカレ
ンダーアイテムを自動的に抽出することができる。例えばユーザーインタフェース１００
は、典型的な電子メール・アプリケーション・ユーザー・インタフェースの実例であり、
この電子メール・アプリケーション・ユーザー・インタフェース中に、様々なユーザーに
送られた、および、様々なユーザーから受け取った電子メールアイテムを表示することが
できる。また、理解されるように、ユーザーインタフェース１００は、同様に、テキスト
メッセージングのためのユーザーインタフェース、インターネットをベースとするチャッ
トセッションのためのユーザーインタフェース、等々の実例であってもよい。さらに、ユ
ーザーインタフェース１００は、様々な文書、例えば語処理文書、表計算文書、スライド
・プレゼンテーション・アプリケーション文書、等々を含むためのインタフェースの実例
であってもよい。つまり、ユーザーインタフェース１００は、同じように任意のユーザー
インタフェースの実例であってもよく、本明細書において説明されているように、このユ
ーザーインタフェースの中に情報を提示することができ、また、このユーザーインタフェ
ースから１つまたは複数のタスクまたはカレンダーアイテムを抽出し、かつ、分類するこ
とができる。
【００１３】
　[0019]ユーザーインタフェース１００の中に含まれている電子メールアイテム例を参照
すると、電子メールメッセージは様々なテキストベース情報アイテムを含む。電子メール
メッセージ例の最初の文に示されているように、「設備設計プロジェクトチーム」という
句１０５が記されており、抽出された情報を１つまたは複数のタスク、カレンダーエント
リー、等々に適用するために使用することができる用語を含む。また、「追加ウィングを
追加する」という句１０６が同じく記されており、これは、建築物プロジェクトの一部と
して「追加ウィングを追加する」というタスクなどのタスクアイテムを抽出し、かつ、分
類するために本明細書において説明されているように利用することができる。潜在的カレ
ンダーアイテムとして抽出し、かつ、分類することができる「月曜日の正午」という他の
句１１０が記されている。最後に、「火曜日の午後２時に、ＡｎｎおよびＪｏｅと共に私
のオフィスで」という他の句１１５は、受信ユーザーのカレンダーアプリケーションに自
動的に取り込むことができ、また、句１１５の中で識別されている二人の他のユーザーの
カレンダーアプリケーションに自動的に取り込むことができるカレンダーエントリーを生
成するために利用することができる情報を含んでいる。
【００１４】
　[0020]図２は、受け取ったコンテンツからタスクアイテムおよびカレンダーアイテムを
自動的に識別するためのシステムアーキテクチャーおよび処理の流れを示したものである
。方法２００は操作２０１で始まり、構成要素／操作２０２へ進行して、タスクアイテム
またはカレンダーアイテムとしての解析および可能分類のために会話アイテムが検索され
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る。図１を参照して上で説明したように、受け取られる会話アイテムは、電子メールアイ
テム、テキストメッセージ、インターネットをベースとするチャットセッションを含むこ
とができ、または会話アイテムは、語処理文書が添付された電子メールメッセージなどの
会話アイテムに添付される文書であってもよく、この添付される語処理文書は、潜在的タ
スクまたはカレンダーアイテムを抽出することができる情報を含むことができる。
【００１５】
　[0021]操作２０４で、受け取った会話アイテムから抽出されたテキストおよび関連する
メタデータが解析され、かつ、個々のテキスト構成要素（例えば語、句、用語、数値列、
等々）に処理される。受け取ったテキストコンテンツおよびメタデータは、解析され、か
つ、以下で説明するテキスト処理のために必要に応じてフォーマット化される。実施形態
によれば、テキストコンテンツおよびメタデータ解析は、テキストコンテンツおよびメタ
データを構文解析するように動作するテキスト構文解析系によって実施することができ、
それによりテキストを１つまたは複数のテキスト構成要素（例えば文および１つまたは複
数の文を含んだ用語）に処理することができる。例えばテキストコンテンツおよびメタデ
ータが構造化データ言語、例えば拡張マークアップ言語（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒ
ｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）（ＸＭＬ）に従ってフォーマット化される場合、テキストコ
ンテンツおよびメタデータ解析は、検索したテキストコンテンツおよびメタデータを関連
する構造化データ言語に従って構文解析するステップを含むことができ、それにより本明
細書において説明されているようにテキストを処理することができる。他の例の場合、イ
ンターネットをベースとするチャットフォーラムなどのオンラインソースからテキストコ
ンテンツおよびメタデータを検索することができ、検索したテキストをハイパーテキスト
・マークアップ言語（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）（ＨＴＭ
Ｌ）などのフォーマッティングに従ってフォーマット化することができる。実施形態によ
れば、テキストコンテンツおよびメタデータ解析は、このようなソースから検索したテキ
ストコンテンツおよびメタデータをフォーマット化するステップを含むことができ、した
がって本明細書において説明されているように、会話の話題のためにそれを処理すること
ができる。
【００１６】
　[0022]テキスト処理アプリケーションを使用することができ、このテキスト処理アプリ
ケーションを使用することによってテキストが１つまたは複数のテキスト構成要素に分解
され、それにより受け取り／検索したテキストが専門的意見タグであってもよい用語を含
むことができるか、または記憶されている専門的意見タグを探索するために使用すること
ができる用語を含むことができるかを決定することができる。テキストを１つまたは複数
のテキスト構成要素に分解するステップは、テキストを個々の文に分解し、引き続いて個
々の文を個々のトークン、例えば語、数値列、等々に分解するステップを含むことができ
る。
【００１７】
　[0023]このようなテキスト処理は当業者によく知られており、知られているパラメータ
に従ってテキスト部分を個々の文および個々のトークンに分解するステップを含むことが
できる。例えばテキスト部分に含まれている句読点および大文字の使用を利用して文の開
始と終わりを決定することができる。テキストの部分と部分の間に含まれているスペース
を利用して、個々のトークン、例えば個々の文に含まれている個々の語の間の区切りを決
定することができる。後続する知られているパターンの英数字列、例えば郵便番号と結合
した５桁の数字を利用してテキストの部分を識別することができる。さらに、最初に識別
された文または文トークンは、最初に識別された文またはトークンを知られている文また
はトークンのデータベースと比較し、それにより個々の文またはトークンをさらに決定す
るために１つまたは複数の認識プログラムに引き渡すことができる。例えば所与の文に含
まれている語をデータベースに引き渡し、その語が個人の名前であるか、都市の名前であ
るか、会社の名前であるかどうかを決定し、または特定のトークンが認識された頭辞語で
あるか、商品名、等々であるかどうかを決定することができる。理解されるように、様々



(8) JP 2014-523585 A 2014.9.11

10

20

30

40

50

な手段を使用して文または文のトークンを知られている語または他の英数字列と比較し、
それによりこれらのテキストアイテムをさらに識別することができる。
【００１８】
　[0024]構成要素／操作２０８で、処理されたテキストおよびメタデータ構成要素が特徴
抽出プロセスを通過する。一実施形態によれば、特徴抽出プロセスは、受け取った会話ア
イテムから処理されたテキストおよびメタデータから関連する構成要素を抽出するステッ
プを含むことができ、それにより抽出された特徴を使用して、受け取った会話アイテムの
構成要素をタスクアイテムまたはカレンダーアイテムとして識別し、かつ、分類すること
ができる。例えば、理解されるように、いくつかのテキスト構成要素および関連するメタ
データは、潜在的なタスクまたはカレンダーアイテムには関連性がないものとして廃棄す
ることができる。例えば、「１つの（ある）」、「および」、「その」などの標準言語冠
詞、およびタスクまたはカレンダーアイテムには一般的に無関係の他の用語は廃棄するこ
とができる。
【００１９】
　[0025]特徴抽出プロセスの間に抽出される特徴は、「Ｔｏ」行、「Ｆｒｏｍ」行に含ま
れる名前、および受け取った会話アイテムの中に含まれているテキストを含むことができ
る。抽出される他の特徴は、日付、時間、主題行、会話アイテムの他の受信者に関連する
情報、等々を含むことができる。さらに、会話アイテムから抽出された個々のテキスト構
成要素、例えば語および句は、語および句のデータベースに維持されている語および句の
リストと比較することができ、それによりタスクまたはカレンダーアイテムに潜在的に使
用するための語および句を識別することができる。例えばもう一度図１を参照すると、句
１１５から「Ａｎｎ」および「Ｊｏｅ」という語を抽出することができる。これらの語は
、特徴抽出プロセスによってテキストから抽出することができ、また、これらの語は、プ
ロジェクトに関連する名前を含んだ語のデータベースと比較することができ、受け取った
会話アイテムの送信者および受信者はそのプロジェクトのメンバーであってもよい。抽出
された名前が同じプロジェクトグループすなわち作業領域のメンバーでもあるユーザーに
関連している場合、抽出された特徴に基づいてこれらのユーザーのための情報を検索する
ことができ、それによりテキストのその部分をこれらのユーザーに関連する潜在的タスク
またはカレンダーアイテムとして分類することができる。
【００２０】
　[0026]構成要素／操作２１０で、タスクまたは会合識別が実施される。タスク／会合識
別プロセスは、抽出された会話アイテム特徴をタスクまたはカレンダーアイテムとして分
類するための補助にするために、プロジェクトデータ／メタデータ構成要素２１４および
訓練データ２１０と共同して実施することができる。一実施形態によれば、タスク／会合
識別処理は、機械学習分類アプリケーションによって、抽出された会話アイテム特徴と、
受け取った会話アイテムの送信者または様々な受信者に関連する所与のプロジェクト作業
領域に含まれているデータ／メタデータを含んだ他のデータ／メタデータとを比較するこ
とによって実施することができる。
【００２１】
　[0027]一実施形態によれば、タスク／会合識別分類アプリケーションは、線形サポート
・ベクトル・アプリケーションであってもよい。他の適切なアルゴリズムを使用すること
も、または最大エントロピー・アルゴリズムもしくは条件付ランダム・フィールド・アル
ゴリズムを始めとする線形サポート・ベクトル・アプリケーションと組み合わせることも
可能であり、あるいはこれらのタイプのアプリケーションおよびアルゴリズムを、入力列
に対して整合した、手動で予め定義されたパターンのテキスト構成要素と組み合わせるこ
とも可能であり、それによりテキスト構成要素をタスクまたはカレンダーアイテムとして
識別することができる。例えば手動で入力される定義済みパターンは、カレンダーエント
リーとして分類することができる日付、時間または場所が後に続く「～で私と会って下さ
い」のような句を含むことができる。他の手動で入力される定義済みテキストパターンは
、通常はタスクと関連している、日付または時間が後に続く「プロジェクトを終了する」
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というテキストパターンなどのテキストパターンを含むことができる。
【００２２】
　[0028]一実施形態によれば、タスク／会合識別分類アプリケーションは、手動でラベル
が振られる会話アイテムデータ、例えば電子メールデータ、テキストメッセージングデー
タ、等々上で訓練することができ、手動でラベルが振られるデータは、個々の文からなっ
ていても、またはタスク、非タスク、カレンダーアイテムもしくは非カレンダーアイテム
としてラベルが振られる文のグループからなっていてもよい。これらの文は特徴ベクトル
として表すことができ、かつ、タスク／会合識別分類アプリケーションは、これらの特徴
ベクトル上、ならびにこれらの文が引き出される受け取った会話アイテムのメタデータ特
性上で訓練することも可能である。上で説明したように、このような特徴は、例えば会話
アイテムの作者、受信者、主題行情報、等々を含むことができる。
【００２３】
　[0029]タスク／会合識別操作２１０について続けると、特徴抽出操作２０８の間に抽出
された特徴および生成された特徴ベクトルに基づいて、タスク／会合識別分類アプリケー
ションは、アイテムのための特徴ベクトルおよびメタデータに基づいて、識別された特徴
を含んだ文がタスクまたはカレンダーアイテムを含んでいる確率を割り当てることができ
る。操作２１２で候補タスクまたは会合アイテムを生成することができ、また、操作２１
８で、スロット／特性抽出アプリケーションは、入力テキストおよびメタデータに見出さ
れる情報および訓練データ２１４、２１６を使用して、支払い日、譲受人、話題（タスク
に対する）、会合日／時間、列席者（会合アイテムに対する）、等々のようなスロットを
抽出することができる。一実施形態によれば、訓練データ２１６の使用は、訓練データか
ら構築されるデータモデルまたは機械学習分類モデルの使用を含む。
【００２４】
　[0030]操作２２０で、結果として得られた候補タスクまたは会合および関連するスロッ
トをまとめることができ、かつ、図３に示されているように、また、図３に関連して以下
で説明するように、ユーザーに提示することができる。ユーザーに提示することにより、
ユーザーは、提示されているタスクまたは会合アイテムを検証することができ、またはユ
ーザーは、提示されているタスクまたは会合アイテムを修正することができ、かつ、提示
されている、抽出され、かつ、自動的に提示されたタスクまたは会合アイテムの特性を修
正することができる。操作２２４で、提示されているタスクまたはカレンダーアイテムを
ユーザーが受け入れるか、または提示されているタスクまたはカレンダーアイテムをユー
ザーが修正もしくは置換すると、受け入れられ、修正され、または置換されたタスクまた
はカレンダーアイテムをプロジェクト／カレンダー記憶装置２２６に記憶することができ
る。
【００２５】
　[0031]理解されるように、受け入れられ、修正され、または置換されたタスクまたはカ
レンダーアイテムの記憶は、タスクまたはカレンダーアイテムをユーザーのタスクアプリ
ケーションまたはカレンダーアプリケーションに自動的に取り込むステップを含むことが
でき、かつ、タスクまたはカレンダーアイテム分類プロセスの一環として識別される他の
ユーザーにタスクまたはカレンダーアイテムを自動的に提示するステップを含むことがで
きる。すなわち、テキスト列の分類がタスクを含んでいるものとしてユーザーによって受
け入れられ、かつ、受け入れられたタスクアイテムが他のユーザーの識別を含んでいる場
合、受入れのために該他のユーザーにタスクアイテムを提示することができ、または該他
のユーザーのタスクアプリケーションに自動的にタスクアイテムを取り込むことができる
。プロジェクト作業領域の場合、そのプロジェクト作業領域のメンバーである所与のユー
ザーがタスクまたはカレンダーアイテムを受け入れると、査読のために、タスクアプリケ
ーションおよび関連するタスクリストに、またはプロジェクト作業領域のすべてのメンバ
ーの関連するカレンダーアプリケーションに自動的にその受け入れられたタスクまたはカ
レンダーアイテムを取り込むことができる。システム／方法２００は操作２３０で終了す
る。
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【００２６】
　[0032]図３は、推奨されているタスクまたはカレンダーアイテムのユーザーによる検証
を可能にするためのタスク／カレンダーアイテム検証／割当てユーザーインタフェースの
コンピューター生成スクリーンショットを示したものである。ユーザーインタフェース３
００は、ユーザーインタフェース構成要素の実例であり、このユーザーインタフェース構
成要素の中で、タスクアイテムまたはカレンダーアイテムとして分類されたテキスト列を
、受入れ、修正または置換のためにユーザーに提示することができる。タスク／カレンダ
ーアイテム分類インタフェース３０５は、受け取るユーザーがユーザーインタフェース構
成要素の性質を識別するための「以下のタスクまたはカレンダーアイテムが推奨されてい
る」などの文３１０を含む。テキストボックス／欄３１５は、候補タスクまたはカレンダ
ーアイテムを提示するために提供されている。例えば「追加ビルディングウィングを追加
する」というタスク例がテキストボックス３１５の中に示されており、タスクが追加され
ることになる推奨プロジェクト作業領域すなわちグループの識別がその後に続いている。
【００２７】
　[0033]新しいタスク／会合アイテム情報テキストボックスすなわち欄３１７は、ユーザ
ーが置換タスクまたは会合アイテムを手動で入力することができるようにするために含ま
れている。推奨されているタスクまたはカレンダーアイテムをユーザーが受け入れると、
上で説明したようにその推奨されているタスクまたはカレンダーアイテムが記憶され、か
つ、処理される。推奨されているタスクまたはカレンダーアイテムをユーザーが拒否する
と、上で説明したように、その推奨されているタスクまたはカレンダーアイテムは、様々
なユーザーに対して記憶および処理されない。ユーザーは、必要に応じて、テキストボッ
クス３１５の中に提示されているタスクまたはカレンダーアイテムに修正を加えることが
でき、またはユーザーは、テキストボックスすなわち欄３１７に置換タスクまたはカレン
ダーアイテムを入力することができる。
【００２８】
　[0034]スロット・プレゼンテーション・テキストボックスすなわち欄３１８は、指定さ
れたタスクまたはカレンダーアイテム、例えば支払い日、タスク譲受人、タスク話題、会
合日／時間、会合列席者、等々のためのスロット情報を提供するために示されている。他
の提示情報の場合と同様、ユーザーは、必要に応じて、ユーザーインタフェース３０５を
介してスロット情報を受け入れ、拒否し、修正し、または置換することができる。ユーザ
ーが、すべての関連するスロット情報と共に、新しいタスクアイテムもしくはカレンダー
アイテム、または修正されたタスクアイテムもしくはカレンダーアイテムを受け入れると
、図２を参照して上で説明したように、その新しいタスクアイテムもしくはカレンダーア
イテム、またはその修正されたタスクアイテムもしくはカレンダーアイテムを記憶し、か
つ、処理することができる。
【００２９】
　[0035]図４は、プロジェクト・グループ・タスク・リスト例を示し、かつ、その中に含
まれているタスク例を示すコンピューター生成ユーザーインタフェースのスクリーンショ
ットを示したものである。図４に示されているユーザーインタフェース４００は、タスク
リストの実例であり、このタスクリストは、このタスクリストに関連している個々のユー
ザーまたはプロジェクトグループすなわち作業領域のためにタスクアプリケーションが提
示することができる。図４に示されているタスク・リスト・ユーザーインタフェース例４
００は、「建築物設計グループタスク」として識別されるプロジェクト作業領域のための
タスクリストの実例である。ユーザーインタフェース４００の中には、プロジェクトグル
ープすなわち作業領域例のための３つのタスクアイテム例４０５、４１０および４１５が
示されている。図に示されているように、「追加ビルディングウィングを追加する」とい
うタスク例４１５は、図３で上で説明したように、提案されているタスクアイテムをユー
ザーが受け入れることによってタスクリストに自動的に常駐されるタスクの実例である。
【００３０】
　[0036]図５は、抽出されたタスクおよびカレンダーアイテムを様々なクライアントデバ
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イスに提供するためのシステムアーキテクチャーを示したものである。既に説明したよう
に、タスク／カレンダーアイテム抽出システム２００は、様々な通信チャネルおよび記憶
装置を使用して検索した情報から抽出されたタスクおよびカレンダーアイテムを生成し、
かつ、提案することができる。タスクおよびカレンダーアイテムの抽出に有用な情報およ
び特徴は、異なる通信チャネルまたは他のタイプの記憶装置に記憶することも可能である
。例えばタスクおよびカレンダーアイテムは、それらが抽出される情報と共に、ディレク
トリーサービス５２２、ウェブポータル５２４、メールボックスサービス５２６、インス
タントメッセージング記憶装置５２８およびソーシャル・ネットワーキング・サイト５３
０を使用して記憶することができる。システム２００は、任意のこれらのタイプのシステ
ム、等々を使用して、タスクおよびカレンダーアイテムを抽出し、かつ、これらを記憶装
置５１６に記憶することができる。サーバー５１２は、クライアントにタスクおよびカレ
ンダーアイテム提案を提供することができる。一例として、サーバー５１２は、ウェブを
介してタスクおよびカレンダーアイテム提案を提供するウェブサーバーであってもよい。
サーバー５１４は、クライアントにネットワーク５０７を介して、ウェブを介してオンラ
インタスクおよびカレンダーアイテム提案を提供することができる。スレッド要約を得る
ことができるクライアントの例には、任意の汎用パーソナルコンピューターを含むことが
できる計算デバイス５０１、タブレット計算デバイス５０３および／またはスマートフォ
ンを含むことができる移動計算デバイス５０５がある。任意のこれらのデバイスは、記憶
装置５１６からタスクおよびカレンダーアイテムを得ることができる。
【００３１】
　[0037]上で説明したように、本発明の実施形態は、図１、２、３、４および５を参照し
て示し、かつ、説明したシステムを含んだ、局所および遠隔計算およびデータ記憶システ
ムを介して実施することができる。上で言及したメモリー記憶装置および処理装置は、本
発明の実施形態と矛盾することなく、図６の計算デバイス６００などの計算デバイスの中
で実施することができる。実施形態によれば、計算デバイスは、パーソナルコンピュータ
ー、サーバーコンピューター、ハンドヘルドコンピューター、スマートフォン、タブレッ
トもしくはスレートデバイスの形態であっても、または本明細書において説明されている
計算構成要素および機能を含むことができ、かつ、それらを動作させることができる任意
の他のデバイスの形態であってもよい。さらに、以下で説明する計算デバイス構成要素は
、プログラム可能チップ上に印刷された計算システムとして動作させることも可能である
。ハードウェア、ソフトウェアまたはファームウェアの任意の適切な組合せを使用して、
メモリー記憶装置および処理装置を実施することができる。例えばメモリー記憶装置およ
び処理装置は、計算デバイス６００を使用して、または任意の他の計算デバイス６１８を
計算デバイス６００と組み合わせて使用して実施することができ、機能は、分散計算環境
におけるネットワーク、例えばイントラネットまたはインターネットを介して１つにまと
めることができ、それにより本明細書において説明されている機能を実施することができ
る。上で言及したシステム、デバイスおよびプロセッサーは例であり、他のシステム、デ
バイスおよびプロセッサーは、本発明の実施形態と矛盾することなく、上で言及したメモ
リー記憶装置および処理装置を備えることができる。さらに、計算デバイス６００は、上
で説明した動作環境１００を備えることも可能である。
【００３２】
　[0038]図６を参照すると、本発明の実施形態と無矛盾のシステムは、計算デバイス６０
０などの計算デバイスを含むことができる。基本構成では、計算デバイス６００は、少な
くとも１つの処理装置６０２およびシステムメモリー６０４を含むことができる。システ
ムメモリー６０４は、計算デバイスの構成およびタイプに応じて、それらに限定されない
が、揮発性（例えばランダム・アクセス・メモリー（ＲＡＭ））、不揮発性（例えばリー
ド・オンリー・メモリー（ＲＯＭ））、フラッシュメモリーまたは任意の組合せを備える
ことができる。システムメモリー６０４は、オペレーティングシステム６０５、１つまた
は複数のプログラミングモジュール６０６を含むことができ、かつ、実行されると、本明
細書において説明されている機能を実行する十分なコンピューター実行可能命令を有する
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会話話題検出、生成および記憶システム２００を含むことができる。例えばオペレーティ
ングシステム６０５は、計算デバイス６００の動作を制御するために適したものであって
もよい。さらに、本発明の実施形態は、図形ライブラリー、他のオペレーティングシステ
ムまたは任意の他のアプリケーションプログラムと共同して実践することができ、かつ、
何らかの特定のアプリケーションまたはシステムに限定されない。この基本構成は、図６
に、ダッシュ線６０８内のこれらの構成要素によって示されている。
【００３３】
　[0039]計算デバイス６００は、追加特徴または機能を有することができる。例えば計算
デバイス６００は、例えば磁気ディスク、光ディスクまたはテープなどの追加データ記憶
装置（取外し可能および／または非取外し可能）を含むことも可能である。このような追
加記憶装置は、図６に、取外し可能記憶装置６０９および非取外し可能記憶装置６１０に
よって示されている。また、計算デバイス６００は、分散計算環境におけるネットワーク
、例えばイントラネットまたはインターネットなどを介したデバイス６００の他の計算デ
バイス６１８との通信を可能にすることができる通信接続６１６を含むことも可能である
。通信接続６１６は通信媒体の一例である。
【００３４】
　[0040]上で言及したように、システムメモリー６０４には、オペレーティングシステム
６０５を始めとする多数のプログラムモジュールおよびデータファイルを記憶することが
できる。処理装置６０２上での実行中、プログラミングモジュール６０６は、実行される
と、本明細書において説明されている機能を実行する十分なコンピューター実行可能命令
を含んだプログラムモジュールを含むことができるタスクおよびカレンダー項目抽出シス
テム２００を含むことができる。上で言及したプロセスは一例であり、処理装置６０２は
他のプロセスを実行することができる。本発明の実施形態に従って使用することができる
他のプログラミングモジュールは、電子メールおよびコンタクトアプリケーション、語処
理アプリケーション、表計算アプリケーション、データベースアプリケーション、スライ
ド・プレゼンテーション・アプリケーション、製図または計算機援用アプリケーションプ
ログラム、等々を含むことができる。
【００３５】
　[0041]一般に、本発明の実施形態と無矛盾のプログラムモジュールは、ルーチン、プロ
グラム、コンポーネント、データ構造、および特定のタスクを実行し、または特定の抽象
データタイプを実施することができる他のタイプの構造を含むことができる。さらに、本
発明の実施形態は、ハンドヘルドデバイス、多重プロセッサーシステム、マイクロプロセ
ッサーをベースとする民生用電子機器またはプログラム可能民生用電子機器、ミニコンピ
ューター、本体コンピューター、等々を含んだ他のコンピューターシステム構成を使用し
て実践することも可能である。また、本発明の実施形態は、複数のタスクが通信ネットワ
ークを介してリンクされる遠隔処理デバイスによって実行される分散計算環境で実践する
ことも可能である。分散計算環境では、プログラムモジュールは、局所メモリー記憶装置
および遠隔メモリー記憶装置の両方に配置することができる。
【００３６】
　[0042]さらに、本発明の実施形態は、個別電子素子、論理ゲートを含んだパッケージも
しくは集積電子チップ、マイクロプロセッサーを利用している回路を備えた電気回路の中
で実践することができ、または電子素子もしくはマイクロプロセッサーを含んだ単一チッ
プ上で実践することも可能である。また、本発明の実施形態は、それらに限定されないが
、機械技術、光技術、流体技術および量子技術を始めとする、例えばＡＮＤ、ＯＲおよび
ＮＯＴなどの論理操作を実行することができる他の技術を使用して実践することも可能で
ある。さらに、本発明の実施形態は、汎用コンピューター内で、または任意の他の回路も
しくはシステムの中で実践することも可能である。
【００３７】
　[0043]本発明の実施形態は、例えば、コンピュータープロセス（方法）、計算システム
として実施することができ、またはコンピュータープログラム製品またはコンピューター
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可読媒体などの製造物品として実施することができる。コンピュータープログラム製品は
、コンピューターシステムによる読取りが可能なコンピューター記憶媒体であってもよく
、コンピュータープロセスを実行するための命令のコンピュータープログラムを符号化す
ることができる。したがって本発明は、ハードウェアおよび／またはソフトウェア（ファ
ームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコード、等々を含む）の中で具体化することが
できる。言い換えると、本発明の実施形態は、命令実行システムが使用するための、また
は命令実行システムと共に使用するための媒体中に具体化されたコンピューター使用可能
またはコンピューター可読プログラムコードを有するコンピューター使用可能またはコン
ピューター可読記憶媒体上のコンピュータープログラム製品の形態を取ることができる。
コンピューター使用可能またはコンピューター可読媒体は、命令実行システム、装置また
はデバイスが使用するための、または命令実行システム、装置またはデバイスと共に使用
するためのプログラムを含み、記憶し、通信し、伝搬し、または輸送することができる任
意の媒体であってもよい。
【００３８】
　[0044]本明細書において使用されているコンピューター可読媒体という用語は、コンピ
ューター記憶媒体を含むことができる。コンピューター記憶媒体は、コンピューター可読
命令、データ構造、プログラムモジュールまたは他のデータなどの情報を記憶するための
任意の方法または技術を使用して実施される揮発性および不揮発性、取外し可能および非
取外し可能媒体を含むことができる。システムメモリー６０４、取外し可能記憶装置６０
９および非取外し可能記憶装置６１０は、すべてコンピューター記憶媒体の例である（す
なわちメモリー記憶装置）。コンピューター記憶媒体は、それらに限定されないが、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、電気的消去可能リード・オンリー・メモリー（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュ
メモリーもしくは他のメモリー技術、ＣＤ－ＲＯＭ、ディジタル汎用ディスク（ＤＶＤ）
もしくは他の光記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置もしくは他
の磁気記憶装置、または情報を記憶するために使用することができ、かつ、計算デバイス
６００がアクセスすることができる任意の他の媒体を含むことができる。このようなコン
ピューター記憶媒体は、すべて、デバイス６００の一部であってもよい。また、計算デバ
イス６００は、キーボード、マウス、ペン、音響入力デバイス、接触入力デバイス、等々
などの１つまたは複数の入力デバイス６１２を有することも可能である。また、ディスプ
レイ、スピーカー、プリンター、等々などの１つまたは複数の出力デバイス６１４を含む
ことも可能である。上で言及したデバイスは例であり、他のデバイスを使用することも可
能である。
【００３９】
　[0045]また、本明細書において使用されているコンピューター可読媒体という用語は、
通信媒体を含むことも可能である。通信媒体は、コンピューター可読命令、データ構造、
プログラムモジュール、または搬送波もしくは他の輸送機構などの変調データ信号中の他
のデータによって具体化することができ、かつ、任意の情報引渡し媒体を含むことができ
る。「変調データ信号」という用語は、信号中の情報を符号化する方法で設定または変更
された１つまたは複数の特性を有する信号を表すことができる。一例として、それらに限
定されないが、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接配線接続などの有線媒体、およ
び音響、無線周波数（ＲＦ）、赤外線および他の無線媒体などの無線媒体を含むことがで
きる。
【００４０】
　[0046]例えば本発明の実施形態は、上では、本発明の実施形態による方法、システムお
よびコンピュータープログラム製品のブロック図および／または操作図解を参照して説明
されている。ブロックの中に示されている機能／作用は、すべての流れ図に示されている
順序以外の順序で実施することができる。例えば連続して示されている２つのブロックは
、実際、実質的に同時に実行することができ、または含まれている機能／作用に応じて、
場合によってはこれらのブロックを逆の順序で実行することも可能である。
【００４１】
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　[0047]以上、本発明の特定の実施形態について説明したが、他の実施形態が存在してい
てもよい。さらに、本発明の実施形態は、メモリーおよび他の記憶媒体に記憶されている
データに関連するものとして説明されているが、データは、ハードディスク、フロッピー
（登録商標）ディスクまたはＣＤ－ＲＯＭのような二次記憶装置、インターネットからの
搬送波、または他の形態のＲＡＭもしくはＲＯＭなどの他のタイプのコンピューター可読
媒体上に記憶し、またはこれらから読み出すことも可能である。さらに、開示されている
方法のステージは、本発明から逸脱することなく、ステージの順序変更および／またはス
テージの挿入もしくは削除を始めとする任意の方法で修正することができる。
【００４２】
　[0048]本明細書に含まれているコードの著作権を始めとするすべての権利は、本出願人
に付与され、本出願人の財産である。本出願人は、本明細書に含まれているコードのすべ
ての権利を保持し、かつ、保留し、ならびに、付与された特許の複製に関連してのみ材料
を複製する許可を付与し、その他の目的のためには付与しない。
【００４３】
　[0049]本明細書は例を含んでいるが、本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲によって
示されている。さらに、本明細書は、構造的特徴および／または方法論的作用に特化され
た言語で記述されているが、特許請求の範囲は、上で説明した特徴または作用に限定され
ない。そうではなく、上で説明した特定の特徴および作用は、本発明の実施形態のための
例として開示されたものである。

【図２】 【図３】
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