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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】文書、通信、関連アプリケーション及び類似物
をより見つけやすく、起動しやすくするワークフローを
管理する通信システムを提供する。
【解決手段】通信システムは、計算デバイスにまたがっ
てアプリケーション及びメタデータをリンクすることと
、連想素材及び／又は文脈素材及び／又は作業セッショ
ンを行うために必要な情報を、これらの素材及び／又は
情報のそれぞれを手動で突き止め、起動する必要なしに
自動的に見つけ、起動するために刺激を使用することと
、ユーザ挙動を監視することによって後のワークフロー
再開のためにワークフローのインスタンスの状態を定義
するトークンを作成し、維持することとを含む。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサ実行可能文脈相関エンジンによって、非通信ワークフローの現在および／ま
たは将来のインスタンスの一部として、少なくとも１つのトークンを取り出す処理であっ
て、前記少なくとも１つのトークンが、前記ワークフローの前記現在および／または将来
のインスタンスに関連する情報への少なくとも１つの参照を含み、前記ワークフローの以
前のインスタンスに基づき、前記ワークフローの前記現在および／または将来のインスタ
ンスに関連する前記情報とは異なる、トークンを一意に識別するトークン識別子を含むト
ークンである処理と、
　前記プロセッサ実行可能文脈相関エンジンによって、前記少なくとも１つの参照を使用
して、前記ワークフローの前記現在および／または将来のインスタンスに関連する前記情
報を取り出す処理と、
　前記プロセッサ実行可能文脈相関エンジンによって、ユーザの通信ノード上で、前記取
り出された情報を表示する処理と、
　相関を前記ワークフローの前記現在のインスタンスの間に発生する変化によって更新す
ることにより、前記ワークフローの前記現在および／または将来のインスタンスに関連す
る情報への少なくとも１つの参照を維持する処理と
　を含む方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのトークンは、前記ワークフローに関連し、前記少なくとも１つの
トークンは、当事者アイデンティティおよび時間的イベントのうちの少なくとも１つの検
出に応答して取り出され、前記少なくとも１つの参照は、以前の通信、メッセージ、コン
ピュータ・アプリケーション、電子文書、ファイル、レコード、イメージ、ウェブ・ペー
ジ、ブログ、リアリー・シンプル・シンジケーション（「ＲＳＳ」）フィード、およびマ
イクロブログのうちの少なくとも１つへの参照である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ワークフローに関連する前記情報は、前記ワークフローのスケジューリングされた
開始時刻の前に取り出され、前記ワークフローに関連する前記情報は、以前の時点での前
記ワークフローの状態を記述し、前記参照は、ユニバーサル・リソース・ロケータ（「Ｕ
ＲＬ」）へのハイパーリンクである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザは、複数の通信ノードに関連し、前記少なくとも１つのトークンは、前記取
り出された情報が表示される前記ユーザの通信ノードのサブセットを指定し、前記ワーク
フローに関連する前記情報は、前記ワークフロー中のカーソルの検出された位置に応答し
て取り出され、前記少なくとも１つのトークンは、前記取り出された情報にアクセスする
のに必要な認証情報と、前記取り出された情報へのアクセスを支配する制限および許可の
うちの少なくとも１つとを含み、前記少なくとも１つのトークンは、前記ユーザのアクテ
ィビティ、前記ユーザの役割、前記ユーザのレベル、前記ユーザの周囲、および前記ユー
ザの環境のうちの検出された１つに基づいて前記ユーザへの前記取り出された情報の提示
を制御する文脈ルールおよび／または文脈ポリシを含み、前記少なくとも１つのトークン
は、前記取り出された情報を通信ノードの前記サブセット上のどこにどのように表示すべ
きかを指定する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記プロセッサ実行可能文脈相関エンジンによって、前記ワークフロー中に、前記ワー
クフロー中にアクセスされるワークフロー情報の間の関連付けおよび前記ユーザの文脈の
うちの少なくとも１つを判定するために、ユーザの挙動と選択された計算デバイスとの前
記ユーザの対話とのうちの少なくとも１つを監視する処理と、
　前記ワークフロー中にアクセスされる前記ワークフロー情報の間の関連付けおよび前記
ユーザの文脈のうちの少なくとも１つを反映するために前記ワークフローに関連する前記
トークンを更新する処理であって、これによって前記トークンが特定の時点での前記ワー
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クフローの状態を記述する処理と
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　請求項１に記載のステップを実行するプロセッサ実行可能命令を含むコンピュータ可読
媒体。
【請求項７】
　ワークフローの現在および／または将来のインスタンスの一部として、
　　少なくとも１つのトークンを取り出し、前記少なくとも１つのトークンは、前記ワー
クフローの前記現在および／または将来のインスタンスに関連する情報への少なくとも１
つの参照を含み、前記ワークフローの以前のインスタンスに基づき、前記ワークフローの
前記現在および／または将来のインスタンスに関連する前記情報とは異なる、トークンを
一意に識別するトークン識別子を含み、
　　前記少なくとも１つの参照を使用して、前記ワークフローの前記現在および／または
将来のインスタンスに関連する前記情報を取り出し、
　　ユーザの通信ノード上で、前記取り出された情報を表示し、
　　相関を前記ワークフローの前記現在のインスタンスの間に発生する変化によって更新
することにより、前記ワークフローの前記現在および／または将来のインスタンスに関連
する情報への少なくとも１つの参照を維持する
　ように動作可能なプロセッサ実行可能文脈相関エンジン
　を含むシステム。
【請求項８】
　前記ワークフローは、通信ではなく、前記少なくとも１つのトークンは、前記ワークフ
ローに関連し、前記少なくとも１つのトークンは、当事者アイデンティティおよび時間的
イベントのうちの少なくとも１つの検出に応答して取り出され、前記少なくとも１つの参
照は、以前の通信、メッセージ、コンピュータ・アプリケーション、電子文書、ファイル
、レコード、イメージ、ウェブ・ページ、ブログ、リアリー・シンプル・シンジケーショ
ン（「ＲＳＳ」）フィード、およびマイクロブログのうちの少なくとも１つへの参照であ
る、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ワークフローに関連する前記情報は、前記ワークフローのスケジューリングされた
開始時刻の前に取り出され、前記ワークフローに関連する前記情報は、以前の時点での前
記ワークフローの状態を記述し、前記参照は、ユニバーサル・リソース・ロケータ（「Ｕ
ＲＬ」）へのハイパーリンクである、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ユーザは、複数の通信ノードに関連し、前記少なくとも１つのトークンは、前記取
り出された情報が表示される前記ユーザの通信ノードのサブセットを指定し、前記少なく
とも１つのトークンは、前記取り出された情報を通信ノードの前記サブセット上のどこに
どのように表示すべきかを指定し、前記ワークフローに関連する前記情報は、前記ワーク
フロー中のカーソルの検出された位置に応答して取り出され、前記少なくとも１つのトー
クンは、前記取り出された情報にアクセスするのに必要な認証情報と、前記取り出された
情報へのアクセスを支配する制限および許可のうちの少なくとも１つとを含み、前記少な
くとも１つのトークンは、前記ユーザのアクティビティ、前記ユーザの役割、前記ユーザ
のレベル、前記ユーザの周囲、および前記ユーザの環境のうちの検出された１つに基づい
て前記ユーザへの前記取り出された情報の提示を制御する文脈ルールおよび／または文脈
ポリシを含む、請求項９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、この参照によってその全体が本明細書に組み込まれている、２０１０年２月２
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２日に出願した米国仮出願第６１／３０６６９４号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、一般に通信に関し、具体的にはインテリジェント遠隔通信システムに関する
。
【背景技術】
【０００３】
　コンピューティング・デバイスおよび／または遠隔通信デバイスのユーザが、作業セッ
ションの準備をしている時に、そのユーザは、通常、作業セッションを行うために１つま
たは複数のファイル、文書、アプリケーション、ブログ、マイクロブログ、シェアポイン
ト、および／またはウェブ・リンクを開く必要がある。これは、作業セッションが単一の
ユーザの作業生産物からなるかどうか、または作業セッションが複数の個人の間のリアル
タイム協力またはオフライン協力のいずれかであるかどうかにかかわりなく、真である。
編成されたファイル・フォルダおよび文書命名規約が既知であるが、ある作業セッション
に必要な素材が、フォルダ、デバイス、アプリケーション、および類似物の間で分散され
ている場合がある。これは、ユーザが、作業セッションのために準備する必要がある関連
素材を突き止めなければならないことを意味する。これは、作業セッションが再発するイ
ベントである時、特に発生の間の長い時間間隔を有し、素材のすべてがどこに配置される
のかおよびそれらがどのように命名されたのかをユーザが覚えていない可能性があるイベ
ントである時に、よりむずかしくなる。もう１つの複雑化の要因は、技術の変化の速度に
伴なって、ある作業セッションに関するデバイス、アプリケーション、またはファイルが
、失われる可能性があり、あるいは、過去のバージョンが、ユーザが新しいバージョンま
たは交替のデバイス、アプリケーション、またはファイル・フォーマットに推移するので
使用不能である可能性があることである。その結果、ユーザのデバイス、アプリケーショ
ン、およびファイルのすべてにまたがって行われる時に、作業セッションに関する情報の
管理が、厄介な仕事になる。
【０００４】
　素材の突き止めをより簡単にすることを試みる多数のシステムがある。
【０００５】
　たとえば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＷｉｎｄｏｗｓ（商標）内のＥｘｐｌｏｒｅ（商標
）機能は、ユーザが、名前および／またはキーワードによって素材を突き止めることを試
みるためにキーワード検索を行うことを可能にする。
【０００６】
　もう１つの機構は、特定のバージョンを突き止められるようにする、ファイルの日付、
時刻、および名前の情報である。
【０００７】
　ＷｅｂＭＬ（商標）などのウェブ技術内で、ユーザは、文脈ハイパーテキスト・リンク
をセット・アップすることができる。ウィキペディアによれば、そのような文脈ハイパー
テキスト・リンクの巨視的観点および微視的観点がある。「大規模のハイパーテキスト設
計」では、ウェブ・アプリケーション・アーキテクトは、ページおよびユニットを識別し
、それらをリンクし、主エントリおよび構造スキーマの関係にユニットをマッピングする
ことによって、ハイパーテキストの「大規模の」構造を定義する。この形で、ウェブ・ア
プリケーション・アーキテクトは、「スケルトン」サイト・ビューを展開し、その後、こ
れを対話的に改善する。「小規模のハイパーテキスト設計」では、ウェブ・アプリケーシ
ョン・アーキテクトは、次に、各ページおよびユニットを個別に検討することによって、
ハイパーテキストの「小規模の」設計に集中する。このステージでは、ウェブ・アプリケ
ーション・アーキテクトは、ページの間の非文脈リンクを追加し、ユニット内に含まれな
ければならない属性を合併し、特殊な要件について新規のページまたはユニット（たとえ
ば、オブジェクトを突き止めるための代替インデックス・ページ、所望の情報を検索する
フィルタなど）を導入することができる。これらのＷｅｂＭＬ（商標）構造は、事前定義
の固定された文脈的なハイパーリンクされた構造である。これらのリンクは、変化に自動
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的には適合せず、ウェブ・ページ（１つまたは複数）が変更される時にウェブ・アーキテ
クトまたはウェブ設計者が構造内の変更を行うことを必要とする。
【０００８】
　特定の範囲の作業について人間の知能のように働くことを試みる、機械学習、ファジイ
論理、および／または人工知能（「ＡＩ」）がある。これは、文脈的に結び付けられた情
報または他の連想ファイル管理システムを含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　文書、通信、関連アプリケーション、および類似物をより見つけやすく、起動しやすく
するワークフロー管理システムの必要が残っている。
【００１０】
　上記および他の必要は、本発明のさまざまな実施形態および構成によって対処される。
本発明は、全般的に、ユーザ・アクションを監視し、監視されたアクションに応答してさ
まざまな動作を実行するインテリジェント通信システムに対処する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の実施形態では、
　（ａ）非通信ワークフローの現在および／または将来のインスタンスの一部として、ト
ークンを取り出すことであって、トークンは、ワークフローの現在および／または将来の
インスタンスに関連する情報への参照を含み、ワークフローの以前のインスタンスに基づ
く、取り出すことと、
　（ｂ）少なくとも１つの参照を使用して、ワークフローの現在および／または将来のイ
ンスタンスに関連する情報を取り出すことと、
　（ｃ）ユーザの通信ノード上で、取り出された情報を表示することと
を実行するシステムおよび方法が提供される。
【００１２】
　第２の実施形態では、
　（ａ）ワークフローのインスタンス中に、ワークフロー中にアクセスされるワークフロ
ー情報の間の関連付けおよび／またはユーザの文脈を判定するために、ユーザの挙動およ
び／または選択された計算デバイスとのユーザの対話を監視することと、
　（ｂ）ワークフロー中にアクセスされるワークフロー情報の間の関連付けおよび／また
はユーザの文脈を反映するためにワークフローに関連するトークンを更新することであっ
て、これによってトークンが特定の時点でのワークフローの状態を記述する、更新するこ
とと
を実行するシステムおよび方法が提供される。
【００１３】
　さまざまな実施形態は、利益を有することができる。たとえば、実施形態は、トークン
を使用することによって、複雑な異種ネットワーク内であっても、再発するワークフロー
または再発しないワークフローの前に、関連するワークフロー素材をユーザがすばやく便
利に突き止め、起動することを可能にする。実施形態は、過去のユーザ挙動の観察、手動
で配置されたトークン、機械学習、および類似物を使用して、ワークフロー素材の起動に
関する正しい判断を行う能力を改善することができる。一構成では、判断は、ユーザによ
って示された予測されたパターンまたは見分けられたパターンに基づき、これは、経時的
にシステムをより堅牢にし、ユーザからのより少ない入力を用いて正確なものにすること
ができる。別の構成では、システムは、ユーザ挙動を監視し、相関アルゴリズムを使用し
て、ユーザにトークン生成提案を提供する。そのようなアルゴリズムは、実施形態が、関
連する通信トピック、アプリケーション、文書、ファイル、シェアポイント、ウェブ・ペ
ージ、ブログ、マイクロブログ、Ｒｅａｌｌｙ　Ｓｉｍｐｌｙ　Ｓｙｎｄｉｃａｔｅｄ（
「ＲＳＳ」）フィード、および類似物を文脈的にリンクできるようになるために、伝統的
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な情報技術、コンピューティング、および遠隔通信の境界をまたぐことを可能にする。ト
ークンは移動可能なので、実施形態は、デバイスがお互いに対して最新状態になるように
するために、デバイスを「ホット同期化する（ｈｏｔ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚｅ）」のに
トークンを使用することができる。
【００１４】
　上記および他の利益は、本明細書に含まれる本発明（１つまたは複数）の開示から明白
になる。
【００１５】
　句「ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ（少なくとも１つ）」、「ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ（１
つまたは複数）」、および／または「ａｎｄ／ｏｒ（および／または）」は、作用におい
て接続的と離接的との両方である、制約がない表現である。たとえば、表現「ａｔ　ｌｅ
ａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ　Ａ，　Ｂ　ａｎｄ　Ｃ（Ａ、Ｂ、およびＣのうちの少なくとも１
つ）」、「ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ　Ａ，　Ｂ，　ｏｒ　Ｃ（Ａ、Ｂ、またはＣ
のうちの少なくとも１つ）」、「ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ　ｏｆ　Ａ，　Ｂ，　ａｎｄ　
Ｃ（Ａ、Ｂ、およびＣのうちの１つまたは複数）」、「ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ　ｏｆ　
Ａ，　Ｂ，　ｏｒ　Ｃ（（Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１つまたは複数）」、および「Ａ，
　Ｂ，　ａｎｄ／ｏｒ　Ｃ（Ａ、Ｂ、および／またはＣ）」のそれぞれは、Ａのみ、Ｂの
み、Ｃのみ、ＡとＢとを一緒に、ＡとＣとを一緒に、ＢとＣとを一緒に、またはＡ、Ｂ、
およびＣを一緒にを意味する。
【００１６】
　用語「ａ」実体または「ａｎ」実体は、その実体の１つまたは複数を指す。したがって
、用語「ａ」（または「ａｎ」）、「ｏｎｅ　ｏｒ　ｍｏｒｅ（１つまたは複数）」、お
よび「ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ（少なくとも１つ）」を、本明細書で交換可能に使用す
ることができる。用語「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（含む）」、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ（含む
）」、および「ｈａｖｉｎｇ（有する）」を交換可能に使用することができることにも留
意されたい。
【００１７】
　用語「アプリケーション」、「アプリケーション・プログラム」、および「ソフトウェ
ア・アプリケーション」は、会社または企業のために使用されるソフトウェアを指す。こ
れらの用語は、Ｅｘｃｅｌ（商標）などのスプレッドシート、Ｗｏｒｄ（商標）などのワ
ード・プロセッサ、Ａｖａｙａ　Ｓｏｆｔｐｈｏｎｅ（商標）などの通信モジュール、イ
ンスタント・メッセージング・プラットフォーム、電子メール・プラットフォーム、パー
ソナル情報マネージャ、ｉＴｕｎｅｓ（商標）などのメディア・プレイヤ、Ｉｎｔｅｒｎ
ｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（商標）などのウェブ・ブラウザ、およびＳｅｃｏｎｄ　Ｌｉｆ
ｅ（商標）などの仮想現実感ゲームを含む、事実上すべてのタイプのプログラムを指す。
しかし、これらの用語は、一般に、オペレーティング・システムなどの必須の制御ソフト
ウェアを除外する。
【００１８】
　用語「自動的」およびその変形は、本明細書で使用される時に、プロセスまたは動作が
実行される時に本質的な人間入力なしで行われるすべてのプロセスまたは動作を指す。し
かし、プロセスまたは動作の実行が本質的なまたは本質的ではない人間入力を使用する場
合であっても、その入力がプロセスまたは動作の実行の前に受け取られる場合には、プロ
セスまたは動作を自動的とすることができる。人間入力は、そのような入力が、プロセス
または動作がどのように実行されるのかに影響する場合に、本質的と考えられる。プロセ
スまたは動作の実行に同意する人間入力は、「本質的」とは考えられない。
【００１９】
　用語「通話記録」は、着呼および／または発呼のコレクションまたはリストを指す。呼
は、通常、タイムスタンプ（たとえば、呼セット・アップ、終了、または受信の日付およ
び時刻）、呼持続時間、被呼番号、発呼番号、被呼者アイデンティティ、および／または
発呼者アイデンティティによって記述される。
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【００２０】
　用語「コンピュータ可読媒体」は、本明細書で使用される時に、実行のためにプロセッ
サに命令を提供することに参加するすべての有形の記憶媒体および／または伝送媒体を指
す。そのような媒体は、不揮発性媒体、揮発性媒体、および伝送媒体を含むがこれに限定
されない多数の形をとることができる。不揮発性媒体は、たとえば、ＮＶＲＡＭ、磁気デ
ィスク、または光ディスクを含む。揮発性媒体は、メイン・メモリなどのダイナミック・
メモリを含む。コンピュータ可読媒体の一般的な形は、たとえば、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、磁気テープ、もしくは任意の他の磁気媒体
、光磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、任意の他の光媒体、パンチ・カード、紙テープ、穴のパタ
ーンを有する任意の他の物理媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、およびＥＰＲＯＭ、フラッシュＥ
ＰＲＯＭ、メモリ・カードなどのソリッド・ステート媒体、任意の他のメモリ・チップま
たはカートリッジ、下で説明される搬送波、またはコンピュータがそれから読み取ること
のできる任意の他の媒体を含む。電子メールへのディジタル・ファイル添付物または他の
自己完結的情報アーカイブもしくはアーカイブのセットは、有形の記憶媒体と同等の配布
媒体と考えられる。コンピュータ可読媒体がデータベースとして構成される時には、その
データベースを、リレーショナル、階層、オブジェクト指向、および／または類似物など
、任意のタイプのデータベースとすることができることを理解されたい。したがって、本
発明は、本発明のソフトウェア実施態様が格納される、有形の記憶媒体または配布媒体と
従来技術で認識される同等物および後継媒体とを含むと考えられる。
【００２１】
　用語「連絡」は、音声呼、電子メール、インスタント・メッセージ、テキスト・チャッ
ト、ＶｏＩＰ呼、および類似物など、任意の音声通信、テキスト通信、および／またはビ
デオ電子通信を指す。
【００２２】
　用語「顧客」または「クライアント」は、企業を支援し、企業によってサービスされ、
または他の形で企業と共にビジネスを行う当事者を表す。
【００２３】
　用語「ｄｅｔｅｒｍｉｎｅ（判定する）」、「ｃａｌｃｕｌａｔｅ（計算する）」、お
よび「ｃｏｍｐｕｔｅ（計算する）、ならびにその変形は、本明細書で使用される時に、
交換可能に使用され、すべてのタイプの方法論、プロセス、算術演算、または技法を含む
。
【００２４】
　用語「電子アドレス」は、電話番号、インスタント・メッセージ・ハンドル、電子メー
ル・アドレス、ユニバーサル・リソース・ロケータ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）（「ＵＲＬ」）、ユニバーサル・リソース識別子（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）（「ＵＲＩ」）、アドレス・オブ・
レコード（Ａｄｄｒｅｓｓ　ｏｆ　Ｒｅｃｏｒｄ）（「ＡＯＲ」）、データベース内の電
子エイリアス、同様のアドレス、およびその組合せを含む、すべての連絡可能なアドレス
を指す。
【００２５】
　用語「エンジン」は、他のプログラムのためにコア機能または必須機能を実行するプロ
グラムを指す。用語「エンジン」は、時々変更され得るアルゴリズムを含む特殊目的プロ
グラムを記述するのにも使用される。たとえば、エンジンを、他のプログラムの全体的な
動作を調整する、オペレーティング・システム、サブシステム、またはアプリケーション
・プログラム内の中央プログラムまたは焦点プログラムとすることができる。最もよく知
られた使用法は、検索引数を与えられてトピックのインデックスを検索するのにアルゴリ
ズムを使用する、用語「検索エンジン」である。検索エンジンは、インデックス内の一致
を見つけ、優先順位を付ける新しいルールを反映するために、インデックスを検索する手
法を変更できるようにするために設計される。人工知能では、知識ベースから出力を導出
するのに論理のルールを使用するプログラムが、「推論エンジン」と呼ばれる。
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【００２６】
　用語「ハイパーリンク」は、読者が直接に従うことのできる文書または自動的に従われ
る文書を指す。参照は、文書全体または文書内の特定の要素を指す。ハイパーテキストは
、ハイパーリンクを有するテキストである。そのようなテキストは、通常、コンピュータ
を用いて見られる。ハイパーリンクは、アンカを有し、アンカは、ハイパーリンクにそこ
から従うことのできる文書内の位置であり、その文書は、ソース文書として知られる。ハ
イパーリンクのターゲットは、ハイパーリンクがつながる文書または文書内の位置である
。ユーザは、リンクのアンカが示されている時に、そのアンカをアクティブ化することに
よってそのリンクに従うことができる。従うことは、そのターゲットを、しばしばその文
脈を用いて表示するという効果を有する。一部のハイパーテキストでは、ハイパーリンク
を両方向とすることができる、すなわち、ハイパーリンクに２つの方向で従うことができ
、したがって、両方の点が、アンカおよびターゲットとして働く。多対多リンクなど、よ
り複雑な配置が存在する。
【００２７】
　用語「インスタント・メッセージ」および「インスタント・メッセージング」は、通常
はタイプされたテキストに基づく、複数の人の間のリアルタイム・テキスト通信の１つの
形を指す。インスタント・メッセージは、ＡＯＬ（商標）、ＭＳＮ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ
（商標）、Ｙａｈｏｏ！　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ（商標）、Ｌｉｖｅ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ
（商標）、およびＡｐｐｌｅ社のｉＣｈａｔ（商標）など、サービスによって提供される
インスタント・メッセージング・プログラムによって伝えられる。インスタント・メッセ
ージング・ソフトウェアに一般に含まれるのは、別の当事者のプレゼンスを知る能力すな
わち、選択された友人、同僚、または他の選択された人（「バディ」として知られる）が
オンラインであり、選択されたサービスを介して接続されているかどうかを知る能力であ
る。インスタント・メッセージングは、メッセージ交換の即時性において通常の電子メー
ルとは異なり、また、継続される交換を、行き来して電子メールを送信することより単純
にする。インスタント・メッセージングは、電子メールとは異なって、一般にステートレ
スでもある。ほとんどの交換は、テキストのみであるが、一部のサービスは、現在、音声
メッセージング、ファイル共有、およびビデオ・チャットさえ（両方のユーザがカメラを
有する時）可能にする。インスタント・メッセージングが働くためには、両方のユーザが
同時にオンラインでなければならず、所期の受信側が、インスタント・メッセージを進ん
で受け入れなければならない。オンラインではない（すなわち、オフラインである）人ま
たはインスタント・メッセージを進んで受け入れない人にインスタント・メッセージを送
信する試みは、送信を完了できないことの通知をもたらす。オンライン・ソフトウェアが
、インスタント・メッセージを受け入れるようにセットされている場合には、そのソフト
ウェアは、特徴的なサウンドで受信側に警告し、インスタント・メッセージが到着したこ
とを集合的に示すウィンドウを提供する。このウィンドウは、受信側が着信インスタント
・メッセージを受け入れまたは拒否することを可能にする。インスタント・メッセージ・
セッションは、ユーザがオフラインになるか、インスタント・メッセージの受け入れを拒
否するか、インスタント・メッセージが送信されかつ／または受信された後の所定の時間
期間の後にユーザがインスタント・メッセージに応答できないことによって停止される時
に、切断されたと考えられ、または切断される。インスタント・メッセージ・セッション
は、ユーザが、未解決のインスタント・メッセージに応答することによるなど、インスタ
ント・メッセージング・セッションを再開する時に、再接続されたと考えられる（または
、コールバックが発生したと考えられる）。
【００２８】
　用語「リンク」は、ある位置から別の位置への参照を指す。位置は、たとえば、電子ア
ドレス、データ・ストレージ・アドレス、ユニバーサル・リソース・ロケータ、ユニバー
サル・リソース・インジケータ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ）、および類似物とすることができる。リンクの一般的な例は、ハイパーリンクを
含む。
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【００２９】
　用語「メタファ電話（ｍｅｔａｐｈｏｒ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ）」は、デバイス機能、
通信媒体、仮想位置または地理的位置、および類似物などの選択されたオブジェクトの比
喩的描写を表示する通信デバイスを指す。例は、通信デバイスが、各参加するノードの通
信機能および制限によって会議を豊かに表示する場合である。
【００３０】
　用語「モジュール」は、本明細書で使用される時に、その要素に関連する機能性を実行
できる、任意の既知のまたは今後開発されるハードウェア、ソフトウェア、ファームウェ
ア、人工知能、ファジイ論理、またはハードウェアおよびソフトウェアの組合せを指す。
また、本発明は、例示的実施形態に関して説明されるが、本発明の個々の態様を別々に請
求することができることを了解されたい。
【００３１】
　用語「プレゼンス情報」は、人またはアイデンティティに関連する、通信デバイスなど
のネットワーク・ノードおよび／またはエンドポイント・デバイスに関連するすべての情
報を指す。プレゼンス情報は、ユーザの状況（たとえば、オンラインまたはオフライン）
、ユーザ・アベイラビリティ（たとえば、求めに応じられる、ビジー、電話中、または外
食中）、コンタクタ（ｃｏｎｔａｃｔｏｒ）アイデンティティおよび／または連絡時間に
よって異なる可能性があるユーザの所望の連絡手段（たとえば、インスタント・メッセー
ジング、回線交換電話、パケット交換電話、セル電話、ポケットベルなど）、およびコン
タクタがプレゼンス・サービス加入者に成功して到達する可能性が最も高いエンドポイン
トを示すことができる。プレゼンス情報は、複数の異なる通信チャネルにまたがることが
できる。ユーザのプレゼンスの集約されたビュー（すなわち、個々のＳＩＰ対応デバイス
のすべてにまたがるアベイラビリティ）は、Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｐｏｉｎｔｓ　ｏｆ　Ｐ
ｒｅｓｅｎｃｅすなわちＭＰＯＰと呼ばれる。ユーザのプレゼンスおよびアベイラビリテ
ィの判定に有用な情報の例は、エンドポイント・デバイスのアクセシビリティに関する情
報、人によるエンドポイント・デバイスの使用の新しさ、ネットワーク・コンポーネント
に対する人による認証の新しさ、エンドポイント・デバイスの登録の新しさ、プレゼンス
情報をパブリッシュするエンドポイント、ユーザのエンドポイント・デバイス内のユーザ
・エージェントによって生成されたＳＵＢＳＣＲＩＰＴＩＯＮ要求、モバイル・デバイス
位置情報を使用するユーザの地理的位置、ユーザのカレンダ上のスケジューリングされた
アクティビティ、ユーザが電子メールを読んでいたまたは送信していたか否かの指示、お
よびユーザの電子メール・アプリケーションがオフィス外セッティングを有するかどうか
の指示を含む。現在情報は、たとえば、サービス加入者が現在そこに存在し、かつ／また
はそこで求めに応じられると思われるデバイスの電子アドレスとすることができる。
【００３２】
　用語「オンライン・コミュニティ」、「ｅコミュニティ」、または「仮想コミュニティ
」は、社交、職業、教育、または他の目的のために、面と向かってではなく主にコンピュ
ータ・ネットワークを介して対話する人のグループを意味する。対話は、ウィキ、ブログ
、チャット・ルーム、インターネット・フォーラム、インスタント・メッセージング、電
子メール、および他の形の電子媒体を含む、さまざまな媒体フォーマットを使用すること
ができる。テキストベースのチャット・ルームおよび音声、ビデオ・テキスト、またはア
バタを使用するフォーラムを含む、多数の媒体フォーマットが、ソーシャル・ソフトウェ
アで別々にまたは組み合わされて使用される。
【００３３】
　用語「サービス指向アーキテクチャ」すなわち「ＳＯＡ」は、サービスのコレクション
を指す。これらのサービスは、お互いに通信する。この通信は、単純なデータ受渡しおよ
び／またはあるアクティビティを調整する複数のサービスのいずれかを用いることができ
る。
【００３４】
　用語「ソーシャル・ネットワーク・サービス」は、関心および／もしくはアクティビテ
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ィを共有する人または他者の関心およびアクティビティを調査することに関心を持つ人の
オンライン・コミュニティを構築するサービス・プロバイダである。ほとんどのソーシャ
ル・ネットワーク・サービスは、ウェブベースであり、電子メール・サービスおよびイン
スタント・メッセージング・サービスなど、ユーザが対話するためのさまざまな形を提供
する。
【００３５】
　用語「ソーシャル・ネットワーク」は、ウェブベースのソーシャル・ネットワークを指
す。
【００３６】
　用語「同期化された」は、データベースの文脈で、あるデータベースのレコード内の選
択されたフィールドを、選択されたフィールドまたは同等のフィールドに他のデータベー
スによって格納された情報の変化に関して、時間的に最新に維持することを意味する。
【００３７】
　用語「トークン」は、計算ノードの間で伝送でき、かつ／または文書、通信、ファイル
、リンク、アプリケーション、シェアポイント、ブログ、マイクロブログ、Ｒｅａｌｌｙ
　Ｓｉｍｐｌe　Ｓｙｎｄｉｃａｔｅｄ（「ＲＳＳ」）フィード、および類似物などの情
報のセットに関連付けることができる情報のコンテナを指す。
【００３８】
　用語「ＶｏＩＰ」は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）ではなく、インターネットなどのＩ
Ｐネットワークまたは他のパケット交換ネットワークを介してパケット化された音声通信
を配送する伝送技術のファミリを指す。頻繁に出会う、ＶｏＩＰと同義である他の用語は
、ＩＰ電話、インターネット電話、ボイス・オーバー・ブロードバンド（ｖｏｉｃｅ　ｏ
ｖｅｒ　ｂｒｏａｄｂａｎｄ）（ＶｏＢＢ）、ブロードバンド・テレフォニ、およびブロ
ードバンド電話である。ＶｏＩＰの一般的なプロトコルは、Ｈ．３２３およびセッション
開始プロトコルである。
【００３９】
　「ワークフロー」は、接続されたステップのシーケンスを指す。用語「ワークフロー」
は、人間対機械の対話を取り込み、開発するためにコンピュータ・プログラミングで一般
に使用される。ワークフローは、人、人のグループ、組織もしくはスタッフ、および／ま
たは１つもしくは複数の単純なもしくは複雑な機構の作業として宣言された、動作のシー
ケンスの描写とすることができる。ワークフローを、ワークシェア（ｗｏｒｋｓｈａｒｅ
）、ワーク・スプリット（ｗｏｒｋ　ｓｐｌｉｔ）または他のタイプの順序付けで分離さ
れた、実際の作業の任意の抽象化と見なすことができる。フローは、あるステップから別
のステップに転送されつつある文書を指す。「ワークフロー」を、将来の査定のため、た
とえば動作の信頼できる反復可能なシーケンスを記述するために、実際の作業を表すモデ
ルとすることもできる。より抽象的には、ワークフローを、文書化でき学習できる作業プ
ロセスへのリソース、定義された役割、ならびに質量、エネルギ、および情報フローの系
統的編成によって使用可能にされたアクティビティのパターンとすることができる。ワー
クフローは、一般に、物理的変換、サービス提供、または情報処理など、ある種の処理意
図を達成するために設計される。
【００４０】
　前述は、本発明のいくつかの態様の理解を提供するための、本発明の単純化された要約
である。この要約は、本発明およびそのさまざまな実施形態の広範囲の概要でも網羅的概
要でもない。本発明の主要な要素またはクリティカルな要素を識別することも、本発明の
範囲を区切ることも意図されておらず、下で提示されるより詳細な説明の前置きとして単
純化された形で本発明の選択された概念を提示することが意図されている。了解されるよ
うに、上で示されたまたは下で詳細に説明される特徴のうちの１つまたは複数を単独でま
たは組み合わせて利用する本発明の他の実施形態が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
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【図１】一実施形態によるネットワーク・アーキテクチャを示すブロック図である。
【図２】一実施形態によるトークンを示す図である。
【図３Ａ】一実施形態による流れ図を示す図である。
【図３Ｂ】一実施形態による流れ図を示す図である。
【図４】一実施形態による流れ図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　本開示は、さまざまな実施形態で、下でより詳細に議論されるさまざまな動作を実行す
るシステムおよび方法を提供する。実施形態は、ワーク・フローの準備および文脈素材リ
ンケージに関係する。１つの動作は、しばしば複雑な企業通信環境内で、計算デバイスに
またがってアプリケーション、ファイル、文書、ウェブ・リンク、シェアポイント、ブロ
グ、マイクロブログ、通信、リアリー・シンプル・シンジケーション（Ｒｅａｌｌｙ　Ｓ
ｉｍｐｌｅ　Ｓｙｎｄｉｃａｔｉｏｎ）（「ＲＳＳ」）フィード、ならびに他のそのよう
な素材および情報をリンクすることである。もう１つの動作は、作業セッションを行うの
に必要な連想的および／または文脈的な素材および／または情報のそれぞれを手動で突き
止め、起動する必要なしに、これらの素材および／または情報を自動的に見つけ、起動す
るシステムおよび方法をトリガするための刺激として当事者アイデンティティ、カレンダ
・イベント、ならびに／または他のアイテムおよびイベントを使用することである。もう
１つの動作は、システムがワーク・フロー素材に関する正しい判断を行う能力を改善する
ために、過去のユーザ挙動、自動的にかつ／または手動で配置された連想的および／また
は文脈的なトークン、機械学習、ならびに類似物を観察することである。もう１つの動作
は、ワーク・フロー準備システムを起動する媒介として新しいグラフィカル通信メタファ
端末を使用する。
【００４３】
　本開示のさまざまな実施形態および構成を、下で、例示的通信システムに関連して図示
する。たとえばサーバ（１つまたは複数）および／またはデータベース（１つまたは複数
）を使用するシステムと共に使用するのによく適するが、本発明は、特定のタイプの通信
システムまたはシステム要素の構成と共に使用することに限定されない。当業者は、ユー
ザへの提示のために関連し時間的に変化するマルチメディア情報を収集し、関連付けるこ
とが望ましいすべてのアプリケーションで、開示される技法を使用できることを認めるで
あろう。
【００４４】
　図１に、一実施形態によるアーキテクチャ１００を示す。図１を参照すると、企業ネッ
トワーク１０４は、外部ネットワーク１０８を介して、プレゼンス・サービス１１２、１
つまたは複数の外部通信デバイス（１つまたは複数）１１６、ソーシャル・ネットワーク
１２４、ウェブ検索エンジン（１つまたは複数）１３０、および他のウェブアクセス可能
なリソース１３２と通信している。
【００４５】
　外部ネットワーク１０８を、回線交換、パケット交換、公衆かつ非信頼、プライベート
またはＶＰＮベース、その他を限定なしに含む、任意のタイプの外部ネットワークとする
ことができる。外部ネットワーク１０８は、好ましくは、公衆パケット交換および／また
は公衆回線交換のネットワークまたはネットワークのセットである。１つの構成では、外
部ネットワーク１０８は、プロトコルのＴＣＰ／ＩＰスイートをサポートする公衆ネット
ワークである。
【００４６】
　プレゼンス・サービス１１２は、企業ネットワーク１０４によって運営され（またはそ
の外部である）てもそうでなくてもよいプレゼンス・サーバ１６０および関連するプレゼ
ンス情報データベース１６４を含む。プレゼンス・サーバ１６０およびプレゼンス情報デ
ータベース１６４は、集合的に、プレゼンス・サービス加入者および／または彼らの通信
デバイスのプレゼンスおよび／またはアベイラビリティを追跡し、選択されたプレゼンス



(12) JP 2015-201219 A 2015.11.12

10

20

30

40

50

・サービス加入者に関する現在のプレゼンス情報を、要求するエンティティに提供する。
了解されるように、プレゼンス・サービス１１２が企業の外部である時には、プレゼンス
・サービス加入者は、企業加入者とは異なる。
【００４７】
　外部通信デバイス（１つまたは複数）１１６を、任意の適切な回線交換、パケット交換
、またはディジタル（たとえば、ＴＤＭ対応）の通信デバイスとすることができる。例は
、有線および無線の電話機、セル電話機、携帯情報端末すなわちＰＤＡ、パーソナル・コ
ンピュータすなわちＰＣ、ラップトップ機、パケットベースのＨ．３２０ビデオ電話機お
よびビデオ会議ユニット、パケットベースの音声メッセージングおよび応答ユニット、ピ
アツーピア・ベースの通信デバイス、メタファ電話機、およびパケットベースの伝統的な
コンピュータ・テレフォニ付加物を含む。
【００４８】
　ソーシャル・ネットワーク１２４を、上で定義されたものを含む任意のソーシャル・イ
ンターネットワーキング・サービスとすることができる。
【００４９】
　ウェブ検索エンジン１３０は、ウェブアクセス可能なリソース１３２によって提供され
る情報を含む、外部ネットワーク１０８上の情報を検索する。この情報は、ウェブ・ペー
ジ、イメージ、情報、および他のタイプのファイルからなるものとすることができる。一
部の検索エンジンは、データベースまたはオープン・ディレクトリ内で使用可能なデータ
をもマイニングする。人間の編集者によって維持されるウェブ・ディレクトリとは異なっ
て、検索エンジンは、アルゴリズム的に動作し、あるいは、アルゴリズムおよび人間入力
の混合物である。ウェブ・エンジンは、通常、ウェブ・クローリング、インデクシング、
および検索という順次動作を介して動作する。例の検索エンジンは、Ｙａｈｏｏ！（商標
）、Ｇｏｏｇｌｅ（商標）、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（商標）、Ｂｉｎｇ（
商標）、Ｂａｉｄｕ（商標）、ＡＯＬ（商標）、およびＮｅｔｓｃａｐｅ（商標）の検索
エンジンを含む。
【００５０】
　ウェブアクセス可能なリソース１３２は、外部ネットワーク１０８上で使用可能なすべ
てのインデクシングされるか他の形で検索可能な情報またはサービスを指す。ウェブアク
セス可能なリソース１３２は、ウェブ・ページ、ブログ、ＲＳＳフィード、および類似物
で使用可能な情報を含む。
【００５１】
　企業ネットワーク１０４は、（信頼され、セキュアであり、またはプライベートの）内
部ネットワーク１２８によって相互接続された、通信サーバ１３６、（統一された）メッ
セージング・サーバ１４０、企業データベース１４４、パーソナル情報マネージャ１４８
、複数の第１、第２、…第ｐパーソナル・コンピュータ１５２ａ～ｐ、および複数の内部
第１、第２、第ｎ通信デバイス１５６ａ～ｎを含む。内部ネットワーク１２８を、ゲート
ウェイ（図示せず）および／またはファイヤウォール（図示せず）によって、信頼されな
い当事者による侵入から保護することができる。
【００５２】
　通信サーバ１３６は、ＰＢＸ、企業スイッチ、企業サーバ、または他のタイプの遠隔通
信システム・スイッチもしくは遠隔通信システム・サーバを含むことができる。通信サー
バ１３６は、好ましくは、Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ（商標）、Ａｕ
ｒａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ（商標）、Ａｖａｙａ　ＩＰ　Ｏｆ
ｆｉｃｅ（商標）、およびＭｕｌｔｉＶａｎｔａｇｅ　Ｅｘｐｒｅｓｓ（商標）を含むＡ
ｖａｙａ，Ｉｎｃ．社のＭｕｌｔｉＶａｎｔａｇｅ（商標）またはＡｕｒａ（商標）アプ
リケーションのスイートなどの遠隔通信アプリケーションを実行するように構成される。
【００５３】
　（統一された）メッセージング・サーバ１４０は、インスタント・メッセージング、チ
ャット、テレフォニ（ＩＰ電話を含む）、およびビデオ会議などのリアルタイム音声、ビ
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デオ、およびテキスト通信サービスを、音声メール、電子メール、ＳＭＳ、およびファッ
クスなどの非リアルタイム通信サービスと統合する特徴を提供することができる。
【００５４】
　パーソナル情報マネージャ１４８は、連絡先情報またはアドレス帳、電子カレンダ、パ
ーソナル・ノート、リスト（たとえば、タスク・リスト）、リマインダ、テキスト・メッ
セージ・アーカイブ、ＲＳＳ／Ａｔｏｍフィード、アラート、およびプロジェクト管理な
どの加入者パーソナル情報を含み、編成し、かつ／または同期化する。例示的なパーソナ
ル情報マネージャ１４８は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ，Ｉｎｃ．社によるＯｕｔｌｏｏｋ（商
標）である。電子カレンダは、了解されるように、日付および時刻によってインデクシン
グされるスケジューリングされたイベントを含む。
【００５５】
　第１、第２、…第ｐパーソナル・コンピュータ１５２ａ～ｐは、任意の計算デバイスと
することができ、パーソナル・コンピュータおよびラップトップ機が実例である。
【００５６】
　第１、第２、第ｎ通信デバイス１５６ａ～ｎは、外部通信デバイス１１６に類似するも
のとすることができる。いくつかの実施形態では、通信デバイス１５６ａ～ｎを、ＩＰ対
応、ＳＩＰ対応、ディジタル、および／またはアナログのデバイスとすることができる。
適切な変更されたＩＰ電話機の例は、１６００（商標）、２４００（商標）、４６００（
商標）、５４００（商標）、５６００（商標）、９６００（商標）、９６２０（商標）、
９６３０（商標）、９６４０（商標）、９６４０Ｇ（商標）、９６５０（商標）、および
Ｑｕｉｃｋ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（商標）電話機、ＩＰ無線電話機（Ａｖａｙａ　Ｉｎｃ．社
のＩＰ　ＤＥＣＴ（商標）電話機など）、ビデオ・ホン（Ａｖａｙａ　Ｉｎｃ．社のＶｉ
ｄｅｐｈｏｎｅ（商標）など）、メタファ電話機、およびＡｖａｙａ，Ｉｎｃ．社のソフ
トホンを含む。他のタイプの適切な通信デバイス１５６ａ～ｎは、セル電話機、アナログ
電話機、ディジタル電話機などを限定なしに含む。
【００５７】
　続く議論では、「通信ノード」は、第１…第ｐコンピュータ１５２ａ～ｐおよび／また
は第１…第ｎ通信デバイス１５６ａ～ｎのいずれかを参照する。
【００５８】
　企業データベース１４４は、名前、肩書、電子アドレス情報（たとえば、電話番号、電
子メール・アドレス、インスタント・メッセージング・ハンドル、直接ダイヤル内線番号
、および類似物）、加入者連絡先リスト（たとえば、連絡先名および電子アドレス情報）
、他の従業員レコード、検索結果、および類似物などの企業加入者情報を含む。１つの構
成では、企業データベース１４４は、ライトウェイト・ディレクトリ・アクセス・プロト
コル（Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）に従って構成される。
【００５９】
　通信サーバ１３６のメモリ内に含まれる（かつ／または外部ネットワーク１０８および
／もしくは内部ネットワーク１２８上の１つもしくは複数のネットワーク・ノード内に配
置される）のが、ツール（１つまたは複数）１７２、通話記録１９８、文脈相関エンジン
１６８、およびトークン（１つまたは複数）１８０である。了解されるように、これらの
モジュールまたはデータのいずれかまたはすべてを、内部ネットワーク１２８内、第１、
第２、…第ｐコンピュータ１５２ａ～ｐおよび／または第１、第２、…第ｎ通信デバイス
１５６ａ～ｎのメモリ内、ならびに外部ネットワーク１０８内の１つまたは複数のノード
上に、その代わりに、部分的に、または組み合わせて配置することができる。文脈相関エ
ンジン１６８は、通信サーバ１３６で集中化される時に、複数の外部および内部の通信デ
バイスおよびコンピュータに適用可能である。文脈相関エンジン１６８が、さまざまな外
部および内部の通信デバイスおよびコンピュータの間で集約的な形で分散され、通信プロ
トコルおよび制御プロトコルを介してリンクされる。
【００６０】
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　ツール（１つまたは複数）１７２は、ユーザがタスクまたはタスクのセットを完了する
のを助ける任意のプログラムを指す。ツール（１つまたは複数）１７２の例は、アプリケ
ーションを含む。
【００６１】
　文脈相関エンジン１６８は、ユーザ挙動を観察し、トリガ・イベントを検出し、ワーク
フロー（たとえば、ワード・プロセッシング・セッション、ウェブ・ブラウジング・セッ
ション、会議、顧客またはクライアントにサービスすするイベント、および類似物）を記
述するトークンをシームレスに生成し、維持し、かつ／またはワークフロー状態を再作成
するのにトークンを使用する。文脈相関エンジン１６８は、トークン１８０を使用して、
ワークフロー・タスク・イベントのために、その前にユーザが必要とする情報を判定し、
起動し、かつ／または他の形でアクセスすることを試みる。文脈相関エンジン１６８は、
通信セッションのためにこれらの機能を実行することができるが、これは、非通信ワーク
フロー・セッションにとって特に有利である。たとえば、あるユーザが、パーソナル情報
マネージャ１４８によってセットされたタスクを有する時に、文脈相関エンジン１６８は
、ユーザのカレンダ上のタスクの開始の直前に、そのタスクのために、関連するまたは参
照される情報を自動的に起動する。もう１つの例は、ユーザが、連絡先管理アプリケーシ
ョン内で特定の当事者のために仕事を行っている時であり、文脈相関エンジン１６８は、
そのタスクのために参照される情報を自動的に起動する。トークン１８０は、参照される
情報がどのようにラベル付けされるのか、それがどこに格納されるのか、それがどのよう
にアクセスされるのか、などとは独立に維持される。言い替えると、文脈相関エンジン１
６８は、参照される情報がどこに格納されるのかに関して不可知論的である、すなわち、
文脈相関エンジン１６８は、トークン１８０内のリンクに単純に従い、トークン内の認証
情報を使用して、参照される情報を取り出す。参照される情報を、その情報をどこで使用
することがより簡単であるのか、常駐アプリケーションがどこに配置されるのか、ユーザ
がその情報を見る／使用することを好む場合、または類似物に基づいて、グラフィカル通
信デバイス、コンピュータ、または類似物上で選択的に表示することができる。
【００６２】
　文脈相関エンジン１６８は、相関を介するなどの機械学習アルゴリズムを使用して、ユ
ーザ挙動を監視し、さまざまな関連する素材がユーザによって使用されつつある時に文脈
および連想トークン作成提案をユーザに提供し、かつ／またはシステムを経時的により堅
牢にし、より少ないユーザからの入力で正確にするために、ユーザによる単純なパターン
を予測することができる。
【００６３】
　文脈相関エンジン１６８は、どの通信トピックおよびアプリケーション、文書、ファイ
ル、シェアポイント、ウェブ・ページ、ブログ、マイクロブログ、または他のそのような
素材がお互いに関係するのかを文脈的にリンクし、その関係を確立するのに必要なトーク
ンを作成することができる。たとえば、文脈相関エンジン１６８は、通信、連絡先リンク
、メッセージ、以前の通信、要約情報、および類似物を、コンピュータ・アプリケーショ
ン、文書、ファイル、イメージ、ウェブ・ページ、ブログ、マイクロブログ、リアリー・
シンプル・シンジケーション（「ＲＳＳ」）フィード、および他のそのような情報に文脈
的にリンクすることができる。例示するために、電子メール、音声メール、およびインス
タント・メッセージを、アプリケーション、電子文書、ファイル、レコード、イメージ、
ウェブ・ページ、ブログ、マイクロブログ、および／またはＲＳＳフィードのうちの１つ
または複数にリンクすることができる。文脈相関エンジン１６８は、リッチ・プレゼンス
情報、アクティビティ情報、ペルソナ、文脈情報、ユーザ役割、ユーザ・レベル、および
ユーザ組織などのさまざまな他の検出／クラスベースのインジケータを使用して、文脈関
連付けに関するインテリジェントな判断を行うことができる。ユーザは、トークン１８０
を生成するのにシステムを使用することによって文脈関連付けプロセスの一体化された部
分になることができ、本明細書で説明される判断機構に基づいて選択を行うことができ、
類似物を行うことができる。
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【００６４】
　文脈リンケージを効果的に行うこの能力は、ワーク・フロー準備に関して伝統的なコン
ピュータ遠隔通信境界に橋を渡す。この能力は、ユーザが、素材が伝統的にその一部であ
る領域がどれであるかを気にせず、その代わりに、プロジェクトに効率的に取り組む能力
を望むことを認めるものである。通常、これらのワーク・フロー素材は、過去の通信セッ
ションに応答して将来の通信セッションの準備で使用されるか、さまざまな協力的通信セ
ッションを介して分散され、再検討され、かつ／または議論される。
【００６５】
　文脈相関エンジン１６８は、さまざまな異なる通信デバイスおよびコンピュータ上でユ
ーザ挙動を監視し、これらのユーザ挙動をお互いに相関させる。この監視に基づいて、ト
ークン１８０を、生成しかつ／または更新し、他の通信デバイスまたはコンピュータに転
送することができる。監視は、通信ノードがお互いに関して最新であるようにするために
通信ノードをホット同期化する必要の必要性を回避することができる。
【００６６】
　文脈相関エンジン１６８は、作業またはタスクのクラスまたはグループの新たに追加さ
れたメンバにワークフロー素材を提供することができる。言い替えると、共通のトークン
が、複数のユーザからアクセス可能である。例は、ワークフローが、Ｇｏｏｇｌｅ（商標
）Ｗａｖｅ（商標）などの永続セッション・パラダイムで処理される場合である。
【００６７】
　文脈相関エンジン１６８の能力をよりよく理解するために、例示的なトークン１８０の
内容を議論することが有益である。トークン１８０は、ワークフロー状態を取り込み、か
つ／またはワークフローを開始し、継続するために他の形でユーザを準備する、ワークフ
ロー情報のポータブル・コンテナである。図２を参照すると、例示的なトークン１８０は
、トークン識別子２０４、ワークフロー識別子２００、刺激（１つまたは複数）２０８、
認証情報２１２、ペルソナ（１つまたは複数）２１６、デバイス機能、プロビジョニング
、およびプリファレンス２２０、情報参照（１つまたは複数）２２４、バージョン２２８
、文脈２３２、使用制限および／または許可２３６、ならびに類似物を含む、情報の複数
のセットを含む。
【００６８】
　トークン識別子２０４は、トークンを一意に識別する、任意の数値、英字、または英数
字の識別子とすることができる。トークン識別子２０４の例は、キーワード、名前、アカ
ウント番号、通信セッション識別子、作業セッション識別子、従業員識別子、プロジェク
ト名、チーム名、および類似物を含む。トークン識別子を、ユーザによってまたは自動的
に生成することができる。１つの構成では、トークン識別子は、乱数ジェネレータまたは
擬似乱数ジェネレータによって生成される。
【００６９】
　ワークフロー識別子２００は、関連するワークフローを参照する。識別子２００は、関
連するワークフロー（１つまたは複数）を一意に識別する、任意の数値、英字、または英
数字の識別子とすることができる。ワークフロー識別子２００の例は、例は、キーワード
、名前、アカウント番号、通信セッション識別子、作業セッション識別子、従業員識別子
、プロジェクト名、チーム名、および類似物を含む。ワークフロー識別子２００を、ユー
ザによってまたは自動的に生成することができる。１つの構成では、ワークフロー識別子
は、乱数ジェネレータまたは擬似乱数ジェネレータによって生成される。ワークフロー識
別子２００は、トークン識別子２０４に使用される識別子と同一であってもなくてもよい
。
【００７０】
　刺激（１つまたは複数）２０８は、トークン・アクティブ化またはトークン選択に先立
つトリガ、ルール、ポリシ、または条件を指し、オプションで、トークン１８０がトリガ
される時にユーザに提示される特定の情報参照（１つまたは複数）を記述する。刺激（１
つまたは複数）２０８は、トークン識別子２０４、ペルソナ（１つまたは複数）２１６（
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下で議論する）、デバイス機能、プロビジョニング、およびプリファレンス２２０（下で
議論する）、情報参照（１つまたは複数）２２４（下で議論する）、バージョン２２８（
下で議論する）、文脈２３２（下で議論する）、ならびに制限（１つまたは複数）２３６
（下で議論する）を含む、トークン１８０の他の部分内の他の情報（データ、ポリシ、ま
たはルール）を参照しまたは組み込むことができる。例示的な刺激（１つまたは複数）２
０８は、トークン識別子受取、ワークフロー識別子受取、タスクまたはワークフローに関
連する電子カレンダ・エントリ、ワークフロー中にユーザから受け取られた当事者アイデ
ンティティ（たとえば、通信ソースまたは発呼者アイデンティティ、通信受信側または被
呼者アイデンティティ、会議参加者アイデンティティ、アクティブであるタスク、役割、
または他の機能フィルタ、プロジェクト管理ツール、関連するファイル、および、プロジ
ェクト管理ツールなどの中のイベント、クリティカル・パス、および類似物）、ワークフ
ロー中のカーソル位置（たとえば、電子文書内のカーソル位置、ディスプレイ上のカーソ
ル位置、および類似物）、ワークフロー関連主題、顧客、または問題の識別子、（ワーク
フローに関連するかワークフローの一部としてユーザによって他の形でアクセスされるレ
コードのファイルの）ファイルまたはレコードの識別子またはアドレス、ワークフロー中
にアクセスされるリンク、あるいは他の検出された文脈の識別子またはインジケータを含
む。
【００７１】
　認証情報２１２は、送信、メッセージ、またはオリジネータの妥当性を確立するのに、
特定のカテゴリの情報を取り出すかアクセスするためまたは指定されたタスクもしくは動
作を実行するために個人の許可を検証するのに、かつ／またはユーザ、データ、もしくは
他のエンティティを他の形で識別するのに必要な情報を指す。認証情報２１２の例は、ユ
ーザ名、ログイン名、ｐｉｎ、およびパスワードなどの証明書、バイオメトリックス、デ
ィジタル証明書、セキュリティ・トークン、ドングル、キー、社会保障番号、運転免許番
号、メンバシップ番号、従業員番号、パスポート番号、顧客番号、ならびに他の認証属性
および／または許可属性を含む。認証情報２１２は、通常、ワークフローを実行するか開
始するユーザまたは人に関連する。認証情報２１２は、文脈相関エンジン１６８が情報参
照（１つまたは複数）２２４（下で議論する）に関連するコンテンツまたは情報にアクセ
スすることを可能にする。たとえば、認証情報２１２を、パスワード保護された文書にア
クセスするためのパスワード、またはインターネット・サイトとのセッションを（再）開
始するためのログイン名およびパスワードとすることができる。
【００７２】
　ペルソナ（１つまたは複数）２１６は、ユーザのさまざまな文脈プロファイルと、オプ
ションでペルソナ（１つまたは複数）２１６に依存するルールまたはポリシとを指す。た
とえば、ユーザは、従業員名、ユーザのビジネス関連電子アドレス（たとえば、セルラ・
ホン番号、卓上電話番号、電子メール・アドレス、インスタント・メッセージ・ハンドル
、および類似物）、ビジネス位置に関連する衛星ベースの物理位置座標（現在位置を、な
かんずくセルラ・ホン・ロケーション技法によって判定することができる）、ビジネス関
心に対応するウェブ・ブラウズされたＵＲＬ、ビジネス時間に関連する時刻または曜日、
仕事仲間、クライアント、供給業者、顧客、および／または他のビジネス関連連絡先の連
絡先リスト、ならびに類似物など、ビジネス関連情報によって定義される「ビジネス・プ
ロファイル」を有することができる。ユーザは、家族の名前、ユーザの個人電子アドレス
（たとえば、セルラ・ホン番号、卓上電話番号、電子メール・アドレス、インスタント・
メッセージ・ハンドル、および類似物）、個人（たとえば、家庭または他の住居）位置に
関連する衛星ベースの物理位置座標、個人的関心に対応するウェブ・ブラウズされたＵＲ
Ｌ、個人の時間に関連する時刻または曜日、友人、家族構成員、ホビー・サプライヤ（ｈ
ｏｂｂｙ　ｓｕｐｐｌｉｅｒ）、慈善団体および他のボランティア活動、ならびに／また
は他の個人的な連絡先の連絡先リスト、ならびに類似物など、個人情報によって定義され
る「個人（非ビジネス）プロファイル」をも有することができる。オプションのルールお
よびポリシは、定義されたペルソナ２１６について、どの参照される情報２２４（下で定
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義する）をユーザに提示しなければならないのか、および／またはそれをどのデバイスで
提示しなければならないのかを規定することができる。
【００７３】
　デバイス機能、プロビジョニング、およびプリファレンス２２０は、通信ノード機能、
プロビジョニング特徴、およびユーザ・プリファレンスとそのようなデバイス機能、プロ
ビジョニング、およびプリファレンス２２０に依存するルールまたはポリシとの任意のセ
ットを指す。デバイス機能、プロビジョニング、およびプリファレンスは、たとえば、ス
クリーン・サイズ、ＣＰＵ、ランダム・アクセス・メモリ容量、揮発性メモリ容量、不揮
発性メモリ容量、総メモリ容量、互換および／またはホスティングされる通信アプリケー
ション、互換および／またはホスティングされる通信クライアント、オペレーティング・
システム、ポート構成、無線通信機能、互換の有線および無線の通信プロトコルおよびデ
ータ・プロトコル、コーデック、帯域幅、音声機能、ビデオ機能、テキスト機能、ウェブ
機能、およびスクリーン・アスペクト比、アイコン位置決め、データ・エントリ機能、リ
ムーバブル・ストレージなどを含む。デバイス機能、プロビジョニング、およびプリファ
レンス２２０は、選択された通信ノードで提示される特定の情報参照（１つまたは複数）
、それがどこに（どのデバイスに）提示されなければならないのか、およびトークン１８
０がトリガされる時にそれがユーザにどのように提示されなければならないのかを記述す
る。たとえば、第１情報は、ユーザがそのユーザのセルラ・ホンを使っている時にユーザ
に提供され、第２情報は、ユーザがそのユーザのラップトップ・コンピュータを使ってい
る時にユーザに提供される。第１情報および第２情報は、異なるがオーバーラップする。
別の例では、選択された情報の表示の構成または編成は、ユーザによって現在使用されて
いる通信ノードの機能、プロビジョニング、およびプリファレンス２２０に依存する。た
とえば、ユーザがラップトップ機を使っている時に、ディスプレイ要素（たとえば、ウィ
ンドウ、アイコン、メニュー、インデックス、およびキャッシング）の特定のサイズおよ
び配置とユーザ・インターフェース・セッティング（たとえば、音量セッティング、明る
さセッティング、スクリーン解像度、スクリーン・セーバ、壁紙、フォントのサイズおよ
びタイプ、ならびに類似物）は、ラップトップ機の機能、プロビジョニング、およびプリ
ファレンスに依存する。ユーザが、セルラ・ホン（ラップトップ機とは異なる機能、プロ
ビジョニング、およびプリファレンス２２０を有する）を使っている時に、ディスプレイ
要素の異なるサイズおよび配置とユーザ・インターフェース・セッティングとが使用され
る。
【００７４】
　情報参照（１つまたは複数）２２４は、トークン１８０に関連するコンテンツおよび他
の情報への電子アドレス、ポインタ、またはリンクを指す。コンテンツおよび他の情報は
、刺激（１つまたは複数）２０８がトリガされる時に取り出される。コンテンツおよび他
の情報の例は、ソフトウェア・アプリケーション、電子スプレッドシート、電子ファイル
、電子レコード、電子文書（たとえば、ワード・プロセッシング文書、以前の会議メモ、
および類似物）、ウェブ・リンク、シェアポイント、ブログ、マイクロブログ、リアリー
・シンプル・シンジケーション（「ＲＳＳ」）フィード、シングルメディアおよびマルチ
メディアの通信（たとえば、音声メール、電子メール、インスタント・メッセージ、およ
び類似物）、通信履歴、ならびに他の素材を含む。１つの構成では、情報参照（１つまた
は複数）２２４は、ワークフローの時間的状態またはワークフロー内のユーザ位置に関連
する。
【００７５】
　バージョン２２８は、ユーザに提示される情報参照（１つまたは複数）２２４および／
またはそれに関連するルールもしくはポリシの特定のバージョンを示す。たとえば、バー
ジョン２２８は、文脈相関エンジン１６８が、多数のバージョンのうちのどれをユーザに
提示しなければならないのかを判定することを可能にする。１つの構成では、文脈相関エ
ンジン１６８は、複数の当事者が文書またはファイルなどのワーク・フロー素材の同一バ
ージョン（１つまたは複数）に取り組んでいる時を監視し、後続の作業が関連する変更の
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すべてを有するコピーに対して行われることを保証するためにワーク・フロー素材マージ
を実行する。これを、実際のマージの前に、変更に貢献した人に承認を提供する能力を有
するポリシおよびルールの組合せを用いて行うことができる。これとは異なって、マーキ
ングを維持することができ、あるいは、変更を、ポリシおよびルールと貢献者の承認とに
従って受け入れることができる。さらに、バージョン２２８は、文脈相関エンジン１６８
が、文書の１つまたは複数のユーザがワークフローへの貢献を効果的に行うために必要な
情報のすべてを有してはいない時を判定することを可能にする。文脈相関エンジン１６８
は、追加情報がどこに配置されているのかを判定し、所有者からの承認を求め、承認の後
に、その情報を別の当事者に提供するか、コピーを転送することができる。
【００７６】
　文脈２３２は、ユーザの文脈およびオプションでユーザ文脈について文脈属性に依存す
るルールまたはポリシを指しまたはこれを定義する。「文脈」は、ユーザのアクティビテ
ィ、ユーザの役割、ユーザ・レベル、ユーザ・ペルソナ、ユーザの情況、ユーザの周囲、
およびユーザの環境のタイプおよび／または性質のインジケータ、属性、または記述子と
することができる。文脈相関エンジン１６８は、リッチ・プレゼンス情報、アクティビテ
ィ情報、ペルソナ、文脈情報、ユーザ役割、ユーザ・レベル、ユーザ組織、およびさまざ
まな他の検出／クラスベースのインジケータを使用して、文脈関連付けに関するインテリ
ジェントな判断を行うことができる。たとえば、文脈２３２は、ユーザの現在の仕事の緊
急性のさまざまなレベルを定義し、さまざまなルールを含み、各ルールは、ユーザに割り
込むべきかどうかおよびどのようにして割り込むべきかの複数の文脈テンプレートのうち
の１つを定義する。文脈テンプレートのそれぞれは、ユーザの現在の仕事の緊急性レベル
に関連する情況を記述する。顧客が、ユーザに連絡することを試みていると仮定すると、
文脈２３２は、顧客および／または顧客問題のアイデンティティに基づいて、ユーザが電
子メールによってのみ連絡可能であり、インスタント・メッセージングまたは音声呼によ
って連絡可能ではないことを示すことができる。その場合に、トークン１８０は、ユーザ
の連絡可能性に関する顧客照会にどのように応答すべきか（たとえば、プレゼンス状態、
プレゼンティティ（ｐｒｅｓｅｎｔｉｔｙ）、アベイラビリティなど）を通信サーバ１３
６に指示することができる。
【００７７】
　使用制限（１つまたは複数）および／または許可（１つまたは複数）２３６は、ユーザ
の仮想位置もしくは空間位置、ユーザ役割、レベルまたはペルソナ、および／またはユー
ザによって現在使用されている特定の通信ノードに基づく、参照される情報の提示に対す
るポリシベースのまたはルールベースの制限（１つまたは複数）および／または許可（１
つまたは複数）を指す。たとえば、ユーザが、公共位置でビジネス機密の参照される情報
２２４を見ることを試みている場合には、使用制限は、ユーザが公共位置にいる間にその
情報へのアクセスを防ぎまたは禁止する。もう１つの例では、ユーザが、そのユーザのホ
ーム・コンピュータからビジネス機密情報を見ることを試みている場合に、使用制限は、
ユーザが彼の「在宅」ペルソナによって定義される間にその情報へのアクセスを防ぎまた
は禁止する。もう１つの例では、ユーザ許可は、あるワークグループの複数のメンバが、
参照される情報にアクセスするのにトークン１８０を使用することを許可する。許可（１
つまたは複数）を、参照される素材をクラスまたはグループの新たに追加されたメンバに
拡張するために、簡単に更新することができる。
【００７８】
　１つのワークフローが、複数のトークン１８０に対応することができ、１つの選択され
たトークン１８０が、複数のワークフローに対応することができる。前者の関係の例は、
複数のトークン１８０が、１つの共通の文書内のさまざまな位置に埋め込まれるか他の形
でリンクされる場合である。ユーザが各位置に達する時に、それぞれのトークンがトリガ
される。後者の関係の例は、以前のワークフロー内でユーザによって作成されたまたは構
成されたトークン１８０が、そのユーザによって後続の異なるワークフローに関連付けら
れる場合である。トークン１８０は、ワークフローと独立に存在することができ、ユーザ
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挙動を監視することによってまたはユーザからワークフロー識別子２００もしくはトーク
ン識別子２０４を受け取ることによって、自動的に呼び出され得る。トークン１８０を、
ユーザによってまたはトークン識別子２０４を使用して文脈相関エンジン１６８によって
呼び出すことができる。代替案では、トークン１８０を、ドロップ・ダウン・メニューま
たは他の選択を介してユーザによって呼び出すか選択することができる。代替案では、ユ
ーザまたは文脈相関エンジン１６８は、特定のワークフローを識別するか選択することが
でき、これによって、ワークフローの関連するトークン１８０が自動的に選択される。
【００７９】
　トークン１８０を、階層的になど、任意の適切な形で関係解除し、または関係付けるこ
とができる。
【００８０】
　トークン１８０の使用を例示するために、複数の例をこれから提示する。
【００８１】
　一例では、ユーザは、指定された顧客に関するレポートの草稿を作成しつつある。以前
のレポート草稿作成ワークフロー・セッションで、ユーザは、レポートを含むワード・プ
ロセッシング・ウィンドウだけではなく、おそらくはワークフローからの検索結果を提供
する複数のウェブ・ブラウジング・セッション・ウィンドウおよびレポートの対象に関連
するサード・パーティ・コメントを提供するブログ・ウィンドウをも含む複数のウィンド
ウを開かせた。以前のワークフロー・セッションが終了した時に、文脈相関エンジン１６
８は、各ウィンドウの内容（情報参照２２４内）だけではなく、（デバイス機能、プロビ
ジョニング、およびプリファレンス２２０内で）お互いに対するウィンドウの相対位置を
含むディスプレイ要素の位置をも定義するトークン１８０を格納した。ユーザが、ワーク
・プロセッサによってレポートを要求する時に、文脈相関エンジン１６８は、認証情報２
１２を使用して、検索結果およびブログヘのリンクを自動的に起動し、以前のワークフロ
ー・セッションの終りでの配置と同一にさまざまなディスプレイ要素を配置する。
【００８２】
　もう１つの例では、ユーザは、チーム・メンバとのオフィス間会議を有するようにスケ
ジューリングされる。会議のエントリが、ユーザのカレンダ上でスケジューリングされる
。文脈相関エンジン１６８は、顧客、クライアント、または問題番号などのキーワードを
エントリ記述内で識別し、あるいはその代わりに、ワークフロー識別子２００またはトー
クン識別子２０４を直接に参照する。会議の前の所定の時間が、始まるようにスケジュー
リングされ、文脈相関エンジン１６８は、ワークフロー識別子２００またはトークン識別
子２０４または関連するリンク内のキーワードによってワークフロー・オブジェクトまた
はトークン１８０を識別し、トークン１８０内で参照される情報にアクセスし、これを表
示する。ウィンドウは、ユーザの電子カレンダ内で示される、そのウィンドウが使用され
る時刻まで最小化される。この形で、情報は、以前のタイム・スロット内で処理されたワ
ーク・フローについて破壊的ではない。
【００８３】
　もう１つの例では、ユーザは、ワークフローの過程で、指定されたタスクまたは当事者
に関して複数のアプリケーション、文書、ファイル、ウェブ・リンク、シェアポイント、
ブログ、マイクロブログ、および通信を開かせる。文脈相関エンジン１６８は、ワークフ
ロー・セッションの過程中に周期的に（たとえば、異なる時刻に）１つまたは複数のトー
クン１８０によって、ユーザによってアクセスされたか取り出されたさまざまなアプリケ
ーション、文書、ファイル、ウェブ・リンク、シェアポイント、ブログ、マイクロブログ
、および通信、それらがアクセスされた順序、ならびにアプリケーション、文書、ファイ
ル、ウェブ・リンク、シェアポイント、ブログ、マイクロブログ、および通信の相対ディ
スプレイ要素位置を記録する。文脈相関エンジンは、ユーザの要求時に、一連のトークン
１８０を作成し、格納し、各トークン１８０は、ワークフロー・セッション内の指定され
た時点またはカーソル位置に関連する。トークン１８０は、集合的にテンプレートを形成
し、マスタ・トークン１８０またはワークフロー・オブジェクトにリンクされ得る。ユー
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ザは、単純にマスタ・トークン１８０またはワークフロー・オブジェクトを参照すること
によってテンプレートを呼び出す。さまざまな二次トークンまたは関連するトークン１８
０が、対応する時点またはカーソル位置が識別される時に取り出され、実行される。
【００８４】
　もう１つの例では、文脈相関エンジン１６８は、複数のユーザによって同時にまたは順
次に取り組まれつつある草稿文書に対する訂正または更新を自動的に実行する。草稿文書
に取り組む第１ユーザは、変更の第１セットを行い、第２ユーザは、変更の第２の異なる
セットを行う。文脈相関エンジン１６８は、変更を調停し、変更の第１セットおよび第２
セットを組み込んだ草稿文書の新しいバージョン（またはマスタ草稿）を作成する。第３
ユーザが草稿文書を要求する時に、文脈相関エンジン１６８は、以前のバージョンではな
くマスタ草稿文書を提供する。代替案では、文脈相関エンジン１６８は、第３ユーザがオ
リジナル・ドラフト文書の取出を試みる時に、草稿が第１ユーザおよび第２ユーザによっ
て以前に編集されたことをそのユーザに通知し、そのユーザが第１および第２の編集され
た草稿の一方または両方を取り出すことを許可することができる。代替案では、文脈相関
エンジン１６８は、オリジナル草稿内の異なる位置に関連するトークン１８０によって、
第１ユーザおよび第２ユーザによって行われたそれぞれの第１変更および第２変更をオリ
ジナル草稿内で第３ユーザに示すことができる。この手法は、衝突する変更または一貫し
ない変更をたやすく識別することができる。第３ユーザが、現在非ビジネス・ペルソナを
有する場合には、トークン１８０は、第３ユーザのペルソナがビジネス・ペルソナに変化
するまで、オリジナル草稿または変更の第１セットおよび第２セットを第３ユーザに示す
ことを禁止することができる。したがって、文脈相関エンジン１６８は、あるワークフロ
ーに取り組むすべての当事者が、作業に貢献するのに必要な正しいバージョンの素材のす
べてを有することを保証することができる。これは、たとえば、文脈相関エンジン１６８
が、協力ワーク・フローの各メンバが使用しつつある内容、トークン、およびバージョン
を比較することによって行われる。
【００８５】
　文脈相関エンジン１６８の動作を、これから図１、３Ａ、および３Ｂを参照して説明す
る。
【００８６】
　ステップ３００では、文脈相関エンジン１６８が、ワークフロー関連刺激を検出する。
刺激は、たとえば、トークン１８０コンテナ内で示される刺激である。刺激を、ユーザに
よる、ドロップ・ダウン・メニューによるなどのワークフローまたはトークンの選択とす
ることができる。刺激を、ユーザ挙動を監視することによるワークフローまたはトークン
の文脈相関エンジン１６８による選択とすることができる。刺激を、現在の作業セッショ
ンに関する新しいワークフローもしくはトークンの作成または既存のワークフローもしく
はトークンの更新の、ユーザによる要求とすることができる。
【００８７】
　判断菱形３０４では、文脈相関エンジン１６８が、新規のまたは既存のワークフローの
一部として新しいトークン１８０を作成すべきか否かを判定する。新しいトークン１８０
は、新しいワークフローのためまたは既存ワークフローの新しい部分のために作成される
。ユーザは、文脈相関エンジン１６８による照会に応答して、ワークフローの将来のイン
スタンス（または再発もしくは継続）のためにワークフローのトークンを作成すべきか否
かを指定することができる。新しいトークン１８０を作成すべき時には、文脈相関エンジ
ン１６８は、ステップ３０８で新しいトークン１８０を作成する。新しいトークン１８０
が不要である時には、文脈相関エンジン１６８は、ステップ３１２で既存のトークン１８
０を取り出す。
【００８８】
　ステップ３０８または３１２のいずれかを実行した後に、文脈相関エンジン１６８は、
ステップ３１６で、連想情報および／または文脈情報を判定するために、ワークフロー中
のユーザ挙動および選択された計算デバイス（１つまたは複数）との対話を監視する。た
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とえば、ユーザが、ワークフローおよび関連するトークン（１つまたは複数）を作成する
ことを望む場合には、ユーザは、ユーザによって開かれるウィンドウのシーケンスおよび
内容など、ユーザの動作を監視するように文脈相関エンジン１６８に要求することができ
る。その場合に、文脈相関エンジン１６８は、ツール（１つまたは複数）１７２、企業デ
ータベース１４４、パーソナル情報マネージャ１４８、ソーシャル・ネットワーク（１つ
または複数）１２４、ウェブ検索エンジン１３０、ウェブアクセス可能なリソース１３２
、およびプレゼンス・サービス１１２とのユーザの対話を観察する。
【００８９】
　ステップ３２０では、文脈相関エンジン１６８が、判定された情報を反映するためにト
ークン１８０を更新する。
【００９０】
　ステップ３２４では、文脈相関エンジン１６８が、トークンまたはワークフローが終了
したかどうかを判定する。トークンまたはワークフローが終了した時には、文脈相関エン
ジン１６８は、判断菱形３３２で、トークン１８０が別の計算デバイスにルーティングさ
れるべきであるか否かを判定する。トークン１８０がルーティングされるべきではない場
合またはトークンもしくはワークフローが終わっていない時には、文脈相関エンジン１６
８は、ステップ３２８で、トークンを格納し、ワークフローの監視を再開する。
【００９１】
　トークン１８０がルーティングされるべきである時には、文脈相関エンジン１６８は、
ステップ３３６で、自動的にまたはユーザ入力を用いてのいずれかで、受信側（１つまた
は複数）および／または宛先（１つまたは複数）を入力し、受信側（１つまたは複数）の
計算ノードに関連する電子アドレス（１つまたは複数）にトークン１８０を転送する。受
信側（１つまたは複数）は、他の通信ノードまたはユーザもしくは他の当事者のツール（
１つまたは複数）とすることができる。たとえば、トークンを、ユーザを含む将来の会議
（またはカレンダ・エントリ）にリンクすることができる。注記されたように、トークン
１８０が、異なる機能、プロビジョニング、および／またはプリファレンスを有する異な
る第１および第２の計算ノードの間で交換される場合には、トークン１８０は、トークン
１８０内のデバイス機能、プロビジョニング、およびプリファレンス２２０に基づいて、
２つの異なる計算ノードでどの情報がどのように提示されるのかを変更することができる
。例示のみのために、第１トークンについて、第１通信ノードは、異なる機能、プロビジ
ョニング、および／またはユーザ・プリファレンスを有する第２通信ノードと比較して、
異なる参照される情報を取り出し、参照される情報を異なって表示するはずである。さら
に、計算ノードのそれぞれ内の文脈相関エンジン１６８は、トークン１８０の内容を実行
することができる。
【００９２】
　最後に、ステップ３４０では、文脈相関エンジン１６８は、トークン１８０を格納し、
ステップ３４４では、動作を終了する。
【００９３】
　文脈相関エンジン１６８のもう１つの動作を、図４を参照して議論する。
【００９４】
　ステップ４００では、文脈相関エンジン１６８が、トークン１８０内の刺激２０８など
の刺激を検出する。刺激を、ワークフローの開始とすることもできる。
【００９５】
　ステップ４０４では、文脈相関エンジン１６８が、刺激に関連するトークン（１つまた
は複数）１８０（またはワークフロー・オブジェクトおよび関連するトークン１８０）を
取り出す。
【００９６】
　ステップ４０６では、文脈相関エンジン１６８が、トークン１８０をユーザの選択され
た通信ノードの機能、プロビジョニング、および／またはプリファレンスに変換する。こ
の変換は、上でステップ２２０で議論した。
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【００９７】
　ステップ４０８では、通信サーバ１３６内の文脈相関エンジン１６８が、取り出された
トークン（１つまたは複数）１８０を実行し、選択された通信ノードを介するユーザへの
レンダリングのために、参照される情報をユーザに与える。代替案では、トークン（１つ
または複数）１８０を通信ノードに提供し、通信ノードによって実行することができる。
その場合に、参照される情報は、通信ノードによって要求され、受信される時に、通信ノ
ードによってユーザにレンダリングされる。
【００９８】
　本発明の例示的なシステムおよび方法を、遠隔通信システムに関して説明した。しかし
、本発明を不必要に不明瞭にすることを避けるために、前述の説明は、複数の既知の構造
およびデバイスを省略している。この省略を、請求される発明の範囲の限定と解釈しては
ならない。特定の詳細は、本発明の理解を提供するために示されたものである。しかし、
本発明を、本明細書で示される特定の詳細を超えたさまざまな形で実践できることを了解
されたい。
【００９９】
　さらに、本明細書で示される例示的実施形態は、同一位置に配置されるシステムのさま
ざまなコンポーネントを示すが、このシステムのある種のコンポーネントを、リモートに
、ＬＡＮおよび／またはインターネットなどの分散ネットワークの異なる部分に、または
専用システム内に配置することができる。したがって、このシステムのコンポーネントを
、通信サーバなどの１つまたは複数のデバイス内で組み合わせることができ、あるいは、
アナログおよび／またはディジタルの遠隔通信ネットワーク、パケット交換ネットワーク
、または回線交換ネットワークなどの分散ネットワークの特定のノードで同一位置に配置
することができることを了解されたい。前述の説明から、および計算効率の理由から、こ
のシステムのコンポーネントを、このシステムの動作に影響せずに、コンポーネントの分
散ネットワーク内の任意の位置に配置できることを了解されたい。たとえば、さまざまな
コンポーネントを、ＰＢＸおよびメディア・サーバなどのスイッチ内、ゲートウェイ、１
つまたは複数の通信デバイス内、１つまたは複数のユーザの敷地に、またはそのある組合
せで配置することができる。同様に、このシステムの１つまたは複数の機能部分を、遠隔
通信デバイス（１つまたは複数）と関連するコンピューティング・デバイスとの間で分散
させることができる。
【０１００】
　さらに、要素を接続するさまざまなリンクを、有線リンク、無線リンク、その任意の組
合せ、または接続された要素へおよびこれからデータを供給し、かつ／もしくは通信する
ことのできる任意の他の既知のもしくは今後開発される要素（１つまたは複数）とするこ
とができることを了解されたい。これらの有線リンクまたは無線リンクを、セキュア・リ
ンクとすることもでき、暗号化された情報を通信できるものとすることができる。たとえ
ば、リンクとして使用される伝送媒体は、同軸ケーブル、銅ワイヤ、および光ファイバを
含む電気信号の任意の適切な担体とすることができ、無線波通信および赤外線データ通信
中に生成されるものなどの音波または光波の形をとることができる。
【０１０１】
　また、流れ図を、イベントの特定のシーケンスに関して議論し、図示したが、このシー
ケンスに対する変更、追加、および省略を、本発明の動作に本質的に影響せずに行えるこ
とを了解されたい。
【０１０２】
　本発明の複数の変形形態および修正形態を使用することができる。本発明のいくつかの
特徴を、他の特徴を提供せずに提供することが可能である。
【０１０３】
　たとえば、１つの代替実施形態では、本発明のシステムおよび方法は、特殊目的コンピ
ュータ、プログラムされたマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラおよび周辺集
積回路要素（１つまたは複数）、ＡＳＩＣまたは他の集積回路、ディジタル信号プロセッ
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サ、ディスクリート要素回路などのハードワイヤド電子回路またはハードワイヤド論理回
路、ＰＬＤ、ＰＬＡ、ＦＰＧＡ、ＰＡＬなどのプログラマブル論理デバイスまたはゲート
・アレイ、特殊目的コンピュータ、任意の匹敵する手段、あるいは類似物に関連して実施
される。一般に、本明細書で示される方法論を実施できる任意のデバイス（１つまたは複
数）または手段を使用して、本発明のさまざまな態様を実施することができる。本発明の
ために使用できる例示的なハードウェアは、コンピュータ、ハンドヘルド・デバイス、電
話機（たとえば、セルラ、インターネット対応、ディジタル、アナログ、ハイブリッド、
および他）、および当技術分野で既知の他のハードウェアを含む。これらのデバイスの一
部は、プロセッサ（たとえば、単一または複数のマイクロプロセッサ）、メモリ、不揮発
性ストレージ、入力デバイス、および出力デバイスを含む。さらに、分散処理もしくはコ
ンポーネント／オブジェクト分散処理、並列処理、または仮想マシン処理を含むがこれに
限定されない代替ソフトウェア実施態様を、本明細書で説明される方法を実施するように
構成することもできる。
【０１０４】
　もう１つの実施形態では、開示される方法を、さまざまなコンピュータまたはワークス
テーション・プラットフォーム上で使用できるポータブル・ソース・コードを提供するオ
ブジェクトまたはオブジェクト指向ソフトウェア開発環境を使用するソフトウェアに関連
してたやすく実施することができる。代替案では、開示されるシステムを、標準論理回路
またはＶＬＳＩ設計を使用して部分的にまたは完全にハードウェアで実施することができ
る。ソフトウェアまたはハードウェアのどちらが本発明によるシステムの実施に使用され
るのかは、システムの速度要件および／または効率要件、特定の機能、ならびに利用され
る特定のソフトウェア・システム、ハードウェア・システム、マイクロプロセッサ・シス
テム、またはマイクロコンピュータ・システムに依存する。
【０１０５】
　もう１つの実施形態では、開示される方法を、記憶媒体に格納され、コントローラおよ
びメモリ、特殊目的コンピュータ、マイクロプロセッサ、または類似物の協力によってプ
ログラムされた汎用コンピュータ上で実行され得るソフトウェアで部分的に実施すること
ができる。これらの例では、本発明のシステムおよび方法を、アプレット、ＪＡＶＡ（登
録商標）スクリプト、またはＣＧＩスクリプトなどのパーソナル・コンピュータ上に組み
込まれたプログラムとして、サーバまたはコンピュータ・ワークステーションに常駐する
リソースとして、専用測定システムに組み込まれたルーチンとして、システム・コンポー
ネントとして、または類似物として実施することができる。システムを、システムおよび
／または方法をソフトウェア・システムおよび／またはハードウェア・システムに物理的
に組み込むことによって実施することもできる。
【０１０６】
　本発明は、特定の標準規格およびプロトコルを参照して実施形態内で実施されるコンポ
ーネントおよび機能を説明するが、本発明は、そのような標準規格およびプロトコルに限
定されない。本明細書で言及されない他の類似する標準規格およびプロトコルが、存在し
、本発明に含まれると考えられる。さらに、本明細書で言及される標準規格およびプロト
コルならびに本明細書で言及されない他の類似する標準規格およびプロトコルは、本質的
に同一の機能を有するより高速またはより効率的な同等物によって周期的に取って代わら
れる。同一の機能を有するそのような交換標準規格およびプロトコルは、本発明に含まれ
る同等物と考えられる。
【０１０７】
　本発明は、さまざまな実施形態、構成、および態様で、さまざまな実施形態、副組合せ
、およびサブセットを含む、実質的に図示され本明細書で説明されたコンポーネント、方
法、プロセス、システム、および／または装置を含む。当業者は、本開示を理解した後に
、どのようにして本発明を作り、使用するのかを理解するであろう。本発明は、さまざま
な実施形態、構成、および態様で、図示されず、かつ／または本明細書で説明されない項
目なしでデバイスおよびプロセスを提供することを含み、あるいは、さまざまな実施形態
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、構成、および態様で、たとえば性能を改善するため、容易さを達成するため、および／
または実施のコストを減らすために、以前のデバイスまたはプロセスで使用された可能性
がある項目なしで含む。
【０１０８】
　本発明の前述の議論は、例示および説明のために提示されたものである。前述は、本発
明を本明細書で開示される１つまたは複数の形態に限定することを意図されたものではな
い。たとえば、前述の発明を実施するための形態では、本発明のさまざまな特徴が、開示
を能率的にするために１つまたは複数の実施形態、構成、または態様で一緒にグループ化
される。本発明の実施形態、構成、または態様の特徴を、上で議論したもの以外の代替の
実施形態、構成、または態様で組み合わせることができる。この開示の方法を、請求され
る発明が各請求項に明白に列挙されたものより多くの特徴を必要とすることの意図を反映
するものと解釈してはならない。そうではなく、次の特許請求の範囲が反映するように、
発明的態様は、単一の前述の開示された実施形態、構成、または態様のすべてより少ない
態様に存する。したがって、次の特許請求の範囲は、これによってこの発明を実施するた
めの形態に組み込まれ、各請求項は、本発明の別々の好ましい実施形態として自立してい
る。
【０１０９】
　さらに、本発明の説明は、１つまたは複数の実施形態、構成、または態様とある種の変
形形態および修正形態との説明を含むが、他の変形形態、組合せ、および修正形態は、た
とえば本開示を理解した後に当業者の技量および知識の範囲内にあるなど、本発明の範囲
内にある。請求されるものに対する代替の、交換可能な、および／または同等の構造、機
能、範囲、またはステップが本明細書で開示されるか否かにかかわらず、いずれの特許可
能な主題をも公に捧げる意図を伴わずに、そのような代替の、交換可能な、および／また
は同等の構造、機能、範囲、またはステップを含む、許される範囲までの代替の実施形態
、構成、または態様を含む権利を得ることが意図されている。
【図１】 【図２】
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