
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューター利用電子支援機構により実行される方法であって、少なくとも一人の加
入者に対する情報及び接続資源を管理する方法において、

　 電子支援機構と 加入者との間に、第一接続を確立
　前記電子支援機構と前記加入者との間で第一セッションを開始
前記第一セッションは、 前記加入者に代わっ
て機能を達成するためのプロセスであ
　前記第一セッション中に、前記加入者によって 電子支援機構へ送られる

第一コマンドを、 第一接続を介して、受信
前記第一コマンドは、或る機能を達成するように 電子支援機構に指令

　前記第一セッション中に、前記機能を達成することによって、 前
記第一コマンドに応答 前記機能が、前記加入者によって指示された
通りに、前記情報及び接続資源を管理す
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第一組のコマンドに関する機能
を達成するために加入者が前記電子支援機構からの音声問合せに応答して音声コマンド送
る第一モードと、前記電子支援機構を第一モードに切り替えるための加入者から送られる
音声コマンドを含む第二組のコマンドに応答する第二モードとを、前記電子支援機構が有
し、第二組のコマンドは、第一組のコマンドよりも、より少ない数のコマンドから構成さ
れ、前記方法が、

前記 前記 するステップと、
するステップであって、

前記第一モードにある前記電子支援機構が、
る、前記開始するステップと、

前記 前記第一組
のコマンドに含まれる 前記 するステップであり
、 前記 する、前記受
信するステップと、

前記電子支援機構が、
するステップであり、

る、前記応答するステップと、



　
　

　

　

　
前記電子支援機構が 監視し続け且つ 第

二組のコマンドに応答する 第二モードに、 電子支援機構が切り換わる

　

方法。
【請求項２】
　第一接続を確立する前記ステップが、 第一接続を確立するための
要求を前記電子支援機構が認識するステップに応答して、作動し、且つ 電子支援機構
によって 加入者へ を発信し、前記加入者による前記 への応答の
際に、 認識し且つ 作動することを含む請求項 載の方法。
【請求項３】
　第一接続を確立する前記ステップが、
　前記

加入者 居りそうな所在を決定するため 位置づけアルゴリズムを実行

　 位置づけアルゴリズムが、加入者が 居りそうである場所を決定するならば、そ
の場所と通じている通信 を識別することを含み、
　
ことを特徴とする請求項 載の方法。
【請求項４】
　 電子支援機構へアクセス可能な電子データベースに、電子備忘メモを格納し、前記
電子備忘メモが前記加入者へアドレス指定され、前記電子備忘メモが加入者の生成した内
容とそれが加入者に送られる指定時間とを有し、
　現在の時間が、前記指定された時間と一致する時、格納された電子備忘メモが使用され
る時が来たことを検出し、
　格納された電子備忘メモが使用される時が来たことを検出するのに応答して、

加入者が指定された時間に連絡 通信装置を識別し、そして
　第一接続を確立する前記ステップが、通信装置への接続を確立するステップを含む請求
項 載の方法。
【請求項５】
　 第二接続を経て、

電子支援機構と 呼び出し者との間の対
話により、 呼び出し者の識別を行い、
　 加入者に対する 入信呼び出しが存在することを、 第一接続を介して、
加入者に電子的に知らせ、
　 呼び出し者がだれであるかを 加入者に知らせ、そして
　 加入者により 電子支援機構に送られ、 入信呼び出しを処理する方法を
電子支援機構へ指令する応答に関して 第一接続を監視することを含む請求項１記載の
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前記加入者への呼び出し者からの入信呼び出しを受信するステップと、
前記入信呼び出しの受信に応答して、前記電子支援機構と前記呼び出し者との間に、第

二接続を確立するステップと、
前記第一接続を介して、前記入信呼び出しを前記加入者に電子的に知らせるステップと

、
前記第一接続を介しての前記加入者からの呼び出し受付コマンドを受信するのに応答し

て、前記呼び出し者と前記加入者とをそれらが互いに通信するように接続するステップと
、

前記加入者を前記呼び出し者に接続する際に、前記加入者が前記呼び出し者に接続され
ている間に 前記第一接続を介して前記加入者を 前記

前記 前記 ステップと
、

前記電子支援機構を前記第一モードに呼び出すための前記第二組のコマンドに含まれる
呼び出しコマンドを受信するのに応答して、前記電子支援機構が前記第一モードに切り換
わるステップとを含む、

前記加入者からの前記
前記

前記 音声問合せ 音声問合せ
この応答を 該応答に基づいて １記

加入者と何時、何処で連絡が取れるかを示すスケジュールに基づいて、前記電子支
援機構が、現在 が の す
ることを含み、

前記 現在
装置

前記第一接続が、前記電子支援機構と前記場所と関連する通信装置との間に確立される
１記

前記

前記加入
者と何時、何処で連絡が取れるかを示すスケジュールに基づいて、前記電子支援機構が、

できる

１記

前記 前記電子支援機構からの音声問合せに応答して、前記呼び出し者
が音声コマンドを前記電子支援機構へ送る前記 前記

前記
前記 前記 前記 前記

前記 前記
前記 前記 前記 前記

前記



方法。
【請求項６】
　 第二接続を経て、

電子支援機構と 呼び出し者との間の対
話により、 呼び出し者が誰であるかを決定し、
　 加入者に対して入信があることを、 第一接続を介して、 加入者に電子的に
知らせ、 呼び出し者が誰であるかを、 加入者に対して電子的に記録し、
　 加入者によって 電子支援機構に送られる応答に関して、 第一接続を監視し
、前記応答が、 電子支援機構に、 入信呼び出しをどの様に処理するかを指示する
ことを含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　 呼び出し者が誰であるかを電子的な記録から認識するステップを含む請求項 記載
の方法。
【請求項８】
　前記第一組のコマンドに、 電子支援機構に 第一接続を終了させるコマンドが含
まれ、前記コマンドは、第二組のコマンドとしては使用不可能である請求項 記載の方法
。
【請求項９】
　前記第一組のコマンドに、 電子支援機構に 加入者と他の者との間に接続を確立
させるコマンドが含まれ、前記コマンドは、 第二組のコマンドとしては使用不可能で
ある請求項 記載の方法。
【請求項１０】
　前記第一組のコマンドに、 電子支援機構にメッセージを他の者に送らせるコマンド
が含まれ、前記コマンドは、 第二組のコマンドとしては使用不可能である請求項 記
載の方法。
【請求項１１】
　前記第一コマンドを受信するステップが、音声認識を、実現手段として使用することを
含む請求項１乃至 いずれか記載の方法。
【請求項１２】
　複数の加入者の資源を管理するために、共通ネットワークを介して前記加入者を接続す
ることを含む請求項１乃至 いずれか記載の方法。
【請求項１３】
　前記第一コマンドに応答して、複数のマルチメディアインタフェース装置を使用するこ
とを含む請求項１乃至 いずれか記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマルチメディアを用いてユーザーとの間の交信の管理を、コンピューターによ
って実施するための方法と装置とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日では、電子的な交信を可能にする市販の機器が多種多様に存在している。その名前
を少々挙げると、この数十年間にあまねく普及した電話の他に、家庭用コードレス電話、
自動車電話、上着のポケットに収まる携帯電話、ポケットベル、地域的および広域的なコ
ンピューター・ネットワーク、ファクシミリ装置などがある。通信機器の種類と数、およ
びその洗練度は、年を追って上昇の一途をたどることは疑いない所であろう。実際、他の
人々との間の電子的な交信を可能にする便利で廉価な通信機器が皆の手の届く範囲に入っ
て来る日がじきにやって来そうである。
【０００３】
　しかし様々な種類の通信機器の急増と、通信媒体のますます多様化する傾向とは新しい

10

20

30

40

50

(3) JP 4036879 B2 2008.1.23

前記 前記電子支援機構からの音声問合せに応答して、前記呼び出し者
が音声コマンドを前記電子支援機構へ送る前記 前記

前記
前記 前記 前記

前記 前記
前記 前記 前記

前記 前記

前記 ６

前記 前記
１

前記 前記
前記

１

前記
前記 １

１０

１１

１２



問題を投げかけている。異なった機器間の通信、および異なった通信媒体による通信はど
のように調整すればよいのか、また人々が相互に真に効果的な接触を得るにはどのように
工夫すればよいのか？問題の一つは、通信媒体間および通信媒体をまたがっての通信情報
に関連している。もう一つの問題は、ユーザーの情報へのアクセスのしやすさを維持する
ために通話数が不可避的に増加してくる情況にいかに対処するかに関係している。例えば
、さらに多くの人々が携帯電話に頼り、路上や会社以外の所にいながら取引をするように
なると、自分の電話は大部分の時間が話し中になりそうである。その結果、携帯電話はそ
の所有者と一緒にどこにでも行けるが、その電話が使用中のとき、その所有者に連絡を取
ろうとする人々の側から見れば、その所有者は携帯電話を所持していない時と同様にアク
セスできないことになる。その上、その電話所有者が電話を使えば使うほど、だれかが自
分に連絡を取ろうとしていることに気付かず、その結果、重要な電話を聞き損なうおそれ
もある。
【０００４】
　新しい市販の通信機器の中の多くのものが持つ明かな利点は、ユーザーに大きく移動で
きる可能性を提供することにある。しかし、あいにく、これらの通信機器は実務家を会社
と結びつける会社の電話に必ずしも似る必要はない。会社は、やはり重要でかつ、あまり
可動性のない他のサービスを提供するのである。
【０００５】
　したがって、新しい通信機器によって提供される大きな可動性を完全に理解するために
は、実務家の通信以外のサービスへの依存性を考慮した方法でこれらの新しい技術を提供
しなければならない。
【０００６】
　以下に掲載される特許文献１には、コマンドボタンの押下により、音声信号が、通話音
声か音声コマンドかを区別する技術が開示されている。
　特許文献２には、着信者の電話機に発信者の電話番号を表示し、着信者に、呼び出し拒
否を任せることが開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開昭６１－２４５７８４
【特許文献２】特開平０５－０２４４２３５
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　概して本発明は、コンピューター利用電子支援機構により実行される方法であって、少
なくとも一人の加入者に対する情報及び接続資源を管理する方法において、電子支援機構
と加入者との間に、第一接続を確立し、前記電子支援機構と前記加入者との間で第一セッ
ションを開始し、前記第一セッションは、前記加入者に代わって機能を達成するためのプ
ロセスであり、前記第一セッション中に、前記加入者によって電子支援機構へ送られた第
一コマンドを、第一接続を介して、受信し、前記第一コマンドは、或る機能を達成するよ
うに電子支援機構に指令し、前記第一セッション中に、前記機能を達成することによって
、前記第一コマンドに応答し、前記機能が、前記加入者によって指示された通りに、前記
情報及び接続資源を管理することを含み、その後、電子支援機構によって受信された音声
命令に応答して、第一組のコマンドと関連する機能を達成するために前記加入者が前記電
子支援機構に対して対話的に指令する第一モードと、前記電子支援機構が第一接続を監視
し且つ第二組のコマンドに応答する第二モードとの間で、前記電子支援機構が切り換わり
、前記第二組のコマンドは、前記第一組のコマンドよりも、より少ない数のコマンドから
構成され、第一接続を確立した後の第三者からの入信呼び出しに応答して、加入者の使用
可能状態を識別するように電子支援機構を設定し、識別された使用可能状態に依存して、
電子支援機構と第三者との間に第二接続を確立し、加入者と第三者とを、それらが、互い
に通信するように接続する方法。
【０００９】
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　ここに記載される本発明は電子支援機構と呼ばれるものである。電子支援機構とは、コ
ンピューターによって実施される実体で、自分に委せられたタスクを遂行することによっ
て、加入者が彼または彼女と通信するのを支援するものである。電子支援機構は人間のよ
うな資質を持つようにモデル化され、言語を認識し、おなじみの職務モデルの範囲内で機
能を遂行する。
【００１０】
　預金口座を持つ加入者は少なくとも 1つの電子支援機構を割り当てられ、この電子支援
機構を専用か、または共同で使用することができる。この電子支援機構は加入者にも、全
ての接触先、または加入者に連絡を取ろうとする他の全ての呼び出し者にもサービスを提
供する。接触先とは、加入者が電子支援機構のために表示した人または場所、あるいはグ
ループのことである。接触先は別の加入者もしくは外部の呼び出し者であってもよい。電
子支援機構はシステムのユーザーとしての加入者と接触先との両方を扱う。
【００１１】
　電子支援機構はその加入者に広範囲のサービスを提供するが、その中には次のようなも
のがある。電子支援機構は加入者へのメッセージの見直し、情報管理などを含むいくつか
のタスクを果たすと同時に、加入者の個人的ないくつかの接触先から入って来る呼び出し
を処理することができる。また、加入者の接触先から入って来る呼び出しをいかに管理す
べきか、転送すべきかどうか、またどこへ転送すべきかなどについての論理的決定を下す
ことができる。さらに、電子支援機構は多種多様な通信機器、例えば電話、ファックス、
ポケットベル、コンピューター端末、通信可能な携帯用装置（例えば PDAとも呼ばれるパ
ーソナル・ディジタル・アシスタント）などを用いて、加入者および加入者の接触先と交
信することもできる。加入者が接触先と連絡を取ろうとする場合、または接触先が加入者
と連絡を取ろうとする場合には、電子支援機構は接続を取り次いだ後、使用可能な状態に
とどまっており、そのセッションに付加価値を与える。電子支援機構は加入者のためにス
ケジュールを作り、備忘メモを管理することができる。実施期日が来れば、電子支援機構
は加入者に知らせる。
　他の利点および特長は、以下の推奨実施例の説明および特許請求の範囲から明瞭になる
だろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
仮想職務：
　図 1に示すように、加入者はモデルとしての「仮想職務」を用い、電子支援機構 10を使
って作業する。電子支援機構 10は「項目」 (item)と呼ばれる加入者のオブジェクトを含む
職務に就いて作業する。項目は、電子支援機構がデータベースに保存しておき、加入者の
ために処理する 1個の情報である。加入者は口頭または押しボタン式電話によるコマンド
を用いて、電子支援機構に種々の項目を処理させることができ、電子支援機構はタスクを
完遂するために、対話を用いて加入者から必要とする情報を集める。
　項目は次に挙げるもののうち、いずれでもよい：スケジュール 12、接触先 16（例えば人
18、または場所 22、あるいはグループ 20）、メッセージ 14、備忘メモ 24、電話帳 26、くず
28。メッセージは他の項目、例えば接触先、備忘メモ、ページなどを含んでもよい。派生
的な実施例においては、メッセージはいかなる種類のマルチメディア情報や複合情報であ
ってもよい。
【００１３】
　「スケジュール」は加入者がいつ、どこで連絡が取れるかを記載している。デフォルト
（省略時）スケジュールとオーバーライド（優先）スケジュールとがある。デフォルトス
ケジュールは加入者の毎日の、あるいは毎週のスケジュールであり、システム管理責任者
によって記入される。
　加入者はデフォルトスケジュールに「私はおります」または「旅行日程作成」コマンド
をオーバーライドさせ、オーバーライドスケジュールを作成することができる（電子支援
機構が実行する、口頭および押しボタン式電話によるコマンドのリストについては、この
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明細書の末尾にある Exhibit Aを参照のこと）。「私はおります」コマンドは、加入者が
、いつ、どこで連絡が取れるか、またその時に応対できるかどうかを指示することを可能
にする。
　「接触先」は加入者から見ると、人または場所、あるいはグループである。加入者は接
触先をコマンドの受け手、例えば電話をかける先、または音声メールを送る先として用い
ることができる。接触先は住所録の記載事項に類似している。「外部接触先」とは加入者
以外の接触先のことである。
　「人」は人を表したもので、システムの外部の別の加入者またはだれかを表わす。記事
には、呼び名、綴り名、優先順位、性、およびその人と連絡が取れる場所のリストが含ま
れている。
　「場所」はそれと結び付いた単一の住所（例えば電話番号、ファックス番号、ネットワ
ーク識別名など）を持つ場所である。人は各々標準的な 1組の場所、すなわち作業所、家
庭、車両、自動車などを含むことができる。会社、デパートその他の機構も場所と考えら
れ、電話番号とファックス番号を含み得る。
　「グループ」はユーザーによって規定される 1組の人、場所、および／またはグループ
である。
　「メッセージ」は人またはグループに宛てられる 1個の情報である。最も普通のタイプ
のメッセージは音声メールである。
【００１４】
　「備忘メモ」は将来伝達すべき通知である。備忘メモは特定の接触先を呼び出すための
通知 (「呼び出し備忘メモ」 )、または別の対象について記録された音声メッセージを含む
通知である（「記録された備忘メモ」）。
　「電話帳」は他のシステムユーザーのリストで、加入者が容易に入手できるように刊行
される。
　「くず」は加入者が捨てた全ての項目がたまったものである。
　記載の実施例では、本電子支援機構は発声 (utterence)と呼ばれる特定の語または句を
認識する。加入者が話す言葉を認識するために、電子支援機構は、加入者の語句の発音の
仕方の記録集である訓練用発声を加入者から集める。これらの訓練用発声を加入者から集
めるプロセスは、加入者が電子支援機構に自分の声を認識させようと訓練しているので、
訓練と呼ばれることがある。例えば、電子支援機構は加入者に彼のフルネーム、またはコ
マンドの名前を数回言ってもらうこともある。それから、これらの発声は編集して、語彙
（ごい）として知られる圧縮形式にまとめられる。「語彙」は記録された有限の 1組の語
句で、言語認識ハードウェアによって直接使用されれば、加入者の言葉を認識することが
できる。
　電子支援機構は 2つの異なった種類の語彙、すなわち話者依存の語彙と、話者には依存
しない語彙とを使用する。話者依存の語彙は、明確に自分の発音で電子支援機構を訓練し
たユーザーの言葉を認識するのに用いられる。話者には依存しない語彙は、多数の異なっ
た音声を認識するのに使われ、この場合はユーザーが銘々このシステムを訓練する必要が
ない。
【００１５】
　これらの種々の語彙に加えて、電子支援機構は言語を認識するのに 2つの異なった方法
、すなわち連続的認識法と不連続的認識法を用いる。連続的認識法では、自然に話された
言葉ないし言葉の連続、つまり言葉と言葉の間に人為的な小休止を置かない言葉を認識す
る。記載の実施例では、連続的認識法によって認識される 2つの語彙がある。すなわち、
数（数字の「 1」から「 9」までと「 0」 ,「 oh」）と yes/no（ yesおよび no）である。連続
的認識機構は、「 um」や「 ah」のような言葉とも区別して認識する。不連続的認識では、
不連続な孤立した語または句、あるいは明瞭に話される言葉の連続が小休止によって区切
られる  電子支援機構は多種多様なコマンドに応答する（ Exhibit A参照）。考慮中の現情
況下で機能するコマンドもあれば（後で説明）、そうでないコマンドもある。電子支援機
構と加入者との間の対話を開始させて、電子支援機構がタスクの遂行に必要な情報を集め
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ることができるようにするコマンドもある。例えば、接触先を呼び出す際は、加入者は次
のような「 Call」コマンドを使用することができる：
　　　　　　　 　　　　　　　　

　　　　　　　呼び出せ　　　　　　　だれを呼び出しますか？
　　　　　　　ビル・ビショップ　　　どこにおられますか？
　　　　　　　仕事中　　　　　　　　ダイヤルする ...
【００１６】

　本システムのハードウェアおよびソフトウェアのアーキテクチャの細部に立入る前に、
加入者に入って来る呼び出しを本システムがいかに処理するかを先ず説明する。これによ
って、システム内で具体化され、その機能性が達成さるべき基本的な機構をその後で説明
する事情が明らかになるだろう。
　特に注記がない限り、この明細書の残りを通じて、加入者の名前はジョン・スミス、呼
び出し者の名前はビル・ビショップであると仮定する。
【００１７】
　呼び出し者がある特定の加入者に連絡を取るつもりでこのシステム内に電話をかけて来
た場合（すなわち、その加入者に割り当てられた電話番号をコールすることによって）、
システムはその呼び出しに応答する。システムはそのデータベースに保存している音声信
号を再生して、次のように呼び出し者に告げる：

　　今日は。私はジョン・スミスの電子支援機構です。あなたのフルネームをどうぞ。

　呼び出し者は自分の名前を述べて回答する：

　　ビル・ビショップです。

　システムは呼び出し者の発声を記録し、そのデータベースに保存している話者依存の辞
書を用いてその呼び出し者を認識しようと試みる。もしシステムがその呼び出し者の名前
を認識できないならば、次のメッセージを再生して応答する：

　　押しボタン式電話を使って、あなたの市外局番と電話番号、そして最後に＃ボタンを
　　押して下さい。
【００１８】
　ユーザーは要請どおり自分の電話番号を押す。使用システムは押しボタン式電話を復号
した後、加入者のために接触先リストを検索し、その電話番号を持つ接触先を見つけ出す
。
　　　もしシステムが呼び出し者をその電話番号に基づいて認識したら、次のメセージを
再生してその呼び出し者に送る：

　　あなたのお名前をもっとよくお伺いしたいのですが、教えて頂けませんか？

　その呼び出し者はこの申し出を受け入れて、自分の押しボタン式電話のキーパッドの「
9」を押す。そこで、システムは次のメッセージを再生して応答する：

　　あなたのフルネームをもう一度どうぞ。

　この繰り返し操作の後、システムはその接触先の身元証明資料と発声とを保存する。次
回に呼び出し者がシステムと連絡を取るときは、システムは保存されたその呼び出し者の
名前の発声を使って、その呼び出し者を認識するだろう。
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【００１９】
　いったん電子支援機構が、保存された発声との一致によって、または呼び出し者の電話
番号によって、呼び出し者を認識するか、もしくはその呼び出し者に不明の人というレッ
テルを張ったならば、加入者の所在を突き止めようと試みる。それを実現するには、電子
支援機構は一連の操作を実施し、先ず第 1に加入者の状態をチェックすればよい。もし加
入者が現在自分の電子支援機構と確実な連絡を持つならば、（そして割込み可能な do not
 disturb機能を持たないならば）彼は応対できる状態にある。もし加入者との連絡が取れ
なければ、電子支援機構は第 2の情報源（例えばセルラ・ネットワークなど）をチェック
して、加入者が応対できるかどうかを決定する。最後に電子支援機構は加入者のスケジュ
ールをチェックするだろう。加入者は自分が全ての呼び出しに応じるか、またはどの呼び
出しにも応じないか、あるいは重要な呼び出しにだけ応じるかを表明するために、自分の
応対可能な程度を設定することができる。
　　　もし加入者がどの呼び出しにも応じないならば、システムは次のメッセージをその
呼び出し者に再生して送る：

　　恐れ入りますが、応対できかねます。どうぞ伝言を残して、電話を切って下さい。
　　　「＃」ボタンを押してください。伝言を記録しますので。
【００２０】
　呼び出し者が終了した後、システムは呼び出し者が加入者にちょうど連絡を試み終わっ
たという通知を非 -双方向的に加入者に送ることができる。それを実現するには、例えば
ポケットベル・インタフェースを通じてページを送るか、又は加入者のワークステーショ
ンへ電子メールを送ればよい。この通知によって呼び出し者が同定されるとともに、音声
メールが残されたかどうかが分かる。
　もし加入者が重要な呼び出しだけに応じるならば、システムは加入者の接触先リストを
チェックし、その呼び出し者の優先度がどうであるかを決定する。加入者は接触先を、高
い優先度のものか、もしくは普通の優先度のものとして指定することができ、この情報は
接触先に関する他の情報と一緒に保存される。もし呼び出し者が普通の優先度である場合
は、システムは加入者が応対できなかったと告げ、前述のように、音声メールを残すかど
うかの選択肢を呼び出し者に提供する。
　一方、呼び出し者が高い優先度の場合には、システムは加入者の所在を突き止めて、そ
の呼び出しのことを加入者に知らせる試みを続ける。
【００２１】
　加入者が全ての呼び出しに応じる場合は、その呼び出し者の優先度指定にかかわらず、
システムは加入者の所在を突き止めて、その呼び出しのことを加入者に知らせる試みを続
ける。
　加入者の所在を突き止める最初の手順として、システムは加入者が他の電話を通じて、
または他の通信媒体を通じて（例えば自分のコンピューターにログインして）、システム
にすでに接続されているかどうかを決定する。もし加入者が本システムによって管理され
る別の電話に出ている場合は、システムはその通話を短時間中断し、加入者に待ち電話が
あることを知らせるとともに、その呼び出し者の名前を確認する。もし、また呼び出し者
が自分のコンピューターを通じて本システムにログオンしてきたら、システムはまた、ワ
ークステーションに視覚メッセージを送り、加入者に呼び出しのことを知らせるとともに
、その呼び出し者の名前を確認することができる。
【００２２】
　そこで、加入者は呼び出しに応じるかどうかの選択肢を持ち、自分が今かけている通話
を終了するまで、呼び出し者が電話を切らないで待つようにシステムに要求するか、さも
なくばシステムに伝言を取って置かせる。
　加入者が呼び出しに応じる場合は、電子支援機構はただちに呼び出し者と加入者を接続
することで応答する。加入者がシステムに伝言を取るよう指示する場合は、前述のように
、システムは呼び出し者に音声メールの選択肢を提供する。加入者が入って来る呼び出し
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を切らないで待つようにシステムに指示する場合は、システムは間もなく加入者が呼び出
し者と応対することを知らせる。加入者が自分の別の通話を終了したら、加入者は音声コ
マンドを使って、この新しい呼び出し者と直接に接続するよう指示する。
【００２３】
　もし、加入者が今すぐには電話に出られないものの本システムに接続され得るか、ある
いは加入者のワークステーションその他の双方向データ装置を通じて連絡が取れるという
ことをシステムが決定すれば、システムは加入者にメッセージを送ってそれらの装置の表
示画面上にそれを表示することができる。そのメッセージには、呼び出しに応じるか、応
じないかの選択肢を加入者に提供するメニュが含まれている。もし加入者が  呼び出しに
応じるならば、システムは加入者が間もなく呼び出し者と応対することを呼び出し者に知
らせる。やがて加入者は別の電話機でシステム内に電話をかけ、システムは彼と呼び出し
者とを接続することになる。
　もし加入者が呼び出しに応じないか、またはある所定の時限内には応答しないならば、
システムは呼び出し者の所在が突き止められなかったと呼び出し者に知らせ、呼び出し者
に音声メールを残すかどうかの選択肢を提供する。
【００２４】
　もし電子支援機構がシステム上で加入者の存在を検出しないならば、電子支援機構は、
加入者のためにつけている 1つ以上のスケジュールから彼の所在位置が分かるかどうかチ
ェックする。もし、加入者がその時点である特定の場所にいるという予定があり、かつそ
の場所によって特定されるいくつかの電話番号があるならば、電子支援機構はそれらの電
話番号の 1つに電話をかける。さらに、電子支援機構は加入者所在位置情報の 1つ以上の追
加情報源（例えばセルラネットワーク・データベースなど）をチェックすることができる
。
　　　もし電話の相手が呼び出しに応答すれば、電子支援機構は応答相手に次のメッセー
ジを再生して送る：

　　もしもし、ジョン・スミスさんと連絡を取りたいのですが。応対して頂けるのでし
　　たら、 9のボタンを押して下さい。そうでないときは、 6のボタンを押すかまたは電
　　話をお切り下さい。

　　　もし呼び出しに回答する相手が、ジョン・スミス氏は応対できると言う旨を表明す
れば、電子支援機構は次のように言う：

　　ビル・ビショップからの電話があります。お受けになりますか？イエスでしたら 9の
　　ボタンを押して下さい。 Noの場合は 6のボタンを押して下さい。

　　　もし相手が呼び出しに応じる旨を表明すれば、電子支援機構は呼び出し者を加入者
に接続する。
　　　電子支援機構が加入者と接続できない場合には、電子支援機構は非 -双方向的な通
知を加入者に送り、ビル・ビショップ氏は指定された時にジョン・スミス氏に電話する旨
を表明することができる。
【００２５】
ハードウェア・アーキテクチャ
　図 2は記載の実施例の基本的ハードウェア構成成分を示す。本システムは ISAバス 40を装
備した、受動バックプレーン付高性能 486コンピューターから成る。このコンピューター
は CPUカード 42と表示アダプタ（図示せず）を備えている。受動バックプレーンは独立型
バスあって、 CPUカード（すなわち母基板）の一部分ではない。 1組の ISAアダプタ（図示
せず）が受動バックプレーンにプラグ接続されて、 486コンピューター・システムを構成
している。インタフェースカード 44と CPUカードが ISAバスに直接に接続している。受動バ
ックプレーンは最大 20枚までのインタフェースカードを収納できる。
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【００２６】
　インタフェースカードは多くの異なった形式の連結性と通信をサポートするための専用
カードである。インタフェースカードは標準的なディジタル電話回線と接続すべきネット
ワークカード、ならびに言語を認識し、電話をかけ、ファックスを送受信することなどの
ための専用アダプタを含んでいる。
　 40ピンのフラットケーブルから成るマルチベンダー・インテグレーション・プロトコル
(MVIP)バス 46は、電話サービスを提供するインタフェースカードの全部に接続されている
。この MVIPバスは、インタフェースカード間の全音声通信データを伝送し、電話回線を切
り換える高速通信チャネルである。
　最後に、本システムは 1組の大容量・高速のディスクドライブ 48およびフロッピードラ
イブ 50を含む固定式・可動式の記憶装置も備えている。
【００２７】
　基本システムは 8ポートをサポートし、 2GBのディスク空き容量と 32MBのメモリ、および
8ポートの各追加セットとして IGBのディスク空き容量と 8MBのメモリを有している。記載
の実施例では最大 24ポートをサポートする。
　記載の実施例では次の特定のハードウェアが使用されている。回線インタフェースカー
ドは、 2つの T1幹線の接続をサポートするナチュラル・マイクロシステム DTI-48 T1カード
か、または PBX局セット・エミュレーションの 8本の回線をサポートするボイス・テクノロ
ジグループ・ボイスブリッジ PC PBXカードである。回線プロセッサ・カードはナチュラル
・マイクロシステムズ AG-8カードで、各カードは 8つの電話チャネルをサポートする。 ASR
ドーターカードはナチュラル・マイクロシステムズ DB-31で、 AG-8回線プロセッサ・カー
ドごとに 1枚の DB-31カードがある。このドーターカードは名前についてだけの言語認識を
遂行する。
【００２８】
　もう 1つの ASRカードを備えているが、これはボイス・プロセッシング・コーポレーショ
ンからの VPro-84である。 AG-8回線プロセッサ・カードごとに 1枚の VPro-84カードがある
。この VPro-84カードはコマンドと数字についての言語認識を遂行し、不連続的認識機構
であれば最大 8まで、連続的認識機構であれば最大 4までサポートする。
　 MVIPバスは最大 256までの全二重伝送の電話接続をサポートする。この 256の全二重伝送
の接続は時分割多重方式 (TDM)であるため、 32の別々の信号だけが伝送され、各信号は 8つ
の時間帯に分割される。 2つの通信チャネルの間の相互接続は、ソフトウェア制御を通じ
て、各チャネルが他のチャネルの時間帯に入れるようにすることによって完遂される。す
なわち、各チャネルの入力は他のチャネルの出力を聴くことができるのである。
【００２９】
他の実施可能なハードウェア構成
　以上の説明は、専用バスと一緒に接続された多重専用インタフェースカードを含めて、
単一のコンピューターシャーシ内にかなりの数のハードウェア素子を集中させたアーキテ
クチャを示す。他の多くのハードウェア機構が前述の機能性をサポートするためにも使用
できる。必要とされる基本的な抽象的素子は次のようなものである： (1)プログラムとデ
ータをサポートするための、前述のような 1つ以上のコンピューター手段 ;(2)1つ以上の入
り通信路に対するサポート、およびそれぞれのチャネルにおける受信と接続の発生に対す
るサポート ;(3)多重通信チャネルを一緒に切り換えるための切換え手段。
【００３０】
　これらの手段は多重システム中に分配することが可能である。例えば、 1つの可能な具
体化例として、通信チャネルを扱うハードウェアを含むコンピューターに別々の切換え手
段を接続することができよう。次に、通信チャネルを扱うこれらのハードウェアは、アプ
リケーション・プログラムを実行し、データベース・サービスを供給する、より大きなシ
ステムにネットワークを介して接続される。これらのアプリケーションとデータベース・
サービスは多重システム中に、より一層分配され得るだろう。
　さらにその他のハードウェア構成としては、本実施例について説明したよりもずっと多
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くの手段を整理統合すればよいと思われるかもれない。例えは、単一のコンピューターで
も、通信チャネルを扱うためにカード内に差込みを持ち、あるいは母基板上にサポートを
有することができよう。切換えはハードウェアまたはソフトウェアにおけるこれらの通信
チャネル間で実行できるだろう。このようにして、アプリケーションとデータベースは、
所要通信チャネルの全てを扱うのに必要なハードウェアのサポートを持つ単一のコンピュ
ーターで動作するだろう。
【００３１】
ソフトウェア・アーキテクチャ
　以下の説明は本システムのソフトウェア・アーキテクチャの 2つの異なった見方を示す
。 1つは機能的構成要素を強調する見方で、もう一方はプロセスと事象を強調する見方で
ある。
【００３２】
　　　機能的見方：
　図 3は本システムの高レベルのソフトウェア・アーキテクチャを示す。プロセスを描い
たこの図およびこれに続く何枚かの図において、構造オブジェクトはアイコンにより象徴
的に示され、表示された実体の機能に関連する外観を持っている。
【００３３】
　本システムには 4つの主要な構成要素が含まれる。主要構成要素のうちの 1つは、支援機
構 60とエージェント 62とを含む。支援機構はユーザーのためにタスクを遂行し、エージェ
ントは支援機構のためにタスクを遂行する。もう 1つの主要構成要素は、マルチメディア
・ユーザーインタフェース (MMUI)64およびパーセル機構 66を含む通信機構である。これら
を使用して支援機構とエージェントは他のシステム構成要素と交信できる。第 3の主要構
成要素はオブジェクト・データベース 68であって、接触先やメッセージなどのユーザー情
報、およびプロンプトなどのシステム情報を保存している。また、第 4の主要構成要素は
、支援機構とエージェントおよびハードウェア装置からの要求に応えるバーチャル・マシ
ン (VM)70である。図 3の矢印はこれらの種々の構成要素の間の相互作用の流れの主要通路
を示す。
　記載の実施例は UNIXシステム Vリリーズ 4.2オペレーティングシステムを基にしたユニベ
ル・ユニックスウェア・オペレーティングシステム 72を使用している。オブジェクト・デ
ータベースは、オブジェクト・デザイン Inc.によるオブジェクトストア・オブジェクト指
向データベースである。
【００３４】
他の実施可能なソフトウェア構成
　記載の実施例においては、 VM、支援機構、エージェント、データベースは、全て 1台の
ホストコンピューターに常駐している。しかし、このアーキテクチャの中には、体系（構
造）を必要とするものは何もない。他の具体化例では、これらの構成要素を分離し、異な
ったプロセス間で交信するための、前述の遠隔手順呼び出しを用いて、別々のコンピュー
ターで走らせることができる。
【００３５】
　　　プロセス的見方
　図 4は本システムのプロセス・アーキテクチャを要約したものである。本システムはバ
ーチャルマシン・サービス・プロセス 80(vmserver)、および電子支援機構またはエージェ
ントの各々の場合について 1つのプロセス 82で構成される。各セッション・プロセスは Rem
oteProcedureCalls(RPCs)84を用いて vmserverと交信する。 vmserverはセッション・プロ
セスからの RPCsに応え、またハードウェア装置 88からの事象 86にも応える。
【００３６】
　　　通信媒体へのインタフェース：
　図 5は様々な通信チャネルへのハードウェア・インタフェースを強調して描いた本シス
テムのブロック線図である。電話機 92とファックス装置 94から入って来る呼び出しを受信
する中央局 90は、それらを T1回線でシステムの T1インタフェースカード 96へ転送する。 T1
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インタフェースカードは、回線プロセッサ・カード 98、言語認識カード 100、ファックス
・ボードカード 102などを含む他のカードと一緒に MVIPバス 46に接続されている。回線プ
ロセッサ・カードは言語の符号化と復号化を行う。すなわち、データベースに保存された
音声を再生したり、データベースに保存するため音声を記録したりする。回線プロセッサ
・カードは PB信号（タッチトーン信号）の復号化も行う (DTMF)。言語認識カードはデータ
ベースから供給された語彙を用いて語認識機能を遂行する。語彙はユーザーによって作成
された話者依存の語彙の場合もあり、話者には依存しないライブラリの場合もある。
　本システムには 1つ以上の T1回線が入って来る可能性がある。このシステムに割り当て
られた電話番号は T1回線の数よりもずっと多いようである。電話番号は特定の回線に 1対 1
で対応してはいない。むしろ、中央局がそれらの番号の中の 1つに向けての呼び出しを受
信したとき、中央局は単にその時点で利用できる回線の中から任意のものを選び、その選
んだ回線でシステムに呼び出し信号を送るだけである。その回線用のインタフェースカー
ドが入って来る呼び出しに応答すると (すなわち回線に接続すると )、そのインタフェース
カードは呼び出されている内線電話を識別する一連のタッチトーン信号（ 4桁）を中央局
から受ける。この、内線電話を識別する 4桁の 1続きの番号と、加入者のデータベースに保
存された加入者の番号とを用いて、システムは呼び出しを受けている加入者を同定するこ
とができる。
【００３７】
　記載の実施例においては、本システムはまた、イーサネット 106を通じて広域ネットワ
ーク (WAN)または構内通信網 (LAN)104へ接続することもできる。さらに、本システムは 1つ
以上のシリアル・インタフェースカード 108を通じて他の種々の通信装置と接続すること
ができる。図 5では、シリアルカード 108は 2つのシリアルポートを備えており、その 1つは
、 1つのシリアル回線でスカイテル・システム 110へ接続され、もう一方は別のシリアル回
線で双方向モデム 112へ接続されている。スカイテル・システム 110はポケットベル 114へ 1
方向通信を行う。双方向モデム 112は PDA（パーソナル・ディジタル・アシスタント）など
の無線機器 116を用いて双方向通信を行う。
　図 5はさらに、インタフェースカードを通じて通信チャネルと接続するために本システ
ムが用いている機構についての論理的な見方を示している。このシステムを種々の通信媒
体と接続するために、このシステムでは、電話回線チャネル 124、双方向データ回線チャ
ネル 126、バッチページャ・チャネル 128など多様なチャネルや通信路を確立している。チ
ャネルごとに、付設できる 1組のポートがある。このポートは、ソフトウェアではポート
オブジェクトとして表現され、インタフェースカードでサポートされた入出力装置のこと
を指す。
【００３８】
　ソフトウェアにおいては、回線チャネルは各々オブジェクト、すなわちその特定のチャ
ネルが対応する物理的な回線を特定するデータ構造で表現される。このデータ構造は、チ
ャネルに付設できるポートのリストも含んでいる。各ポートはポートオブジェクトとして
表現され、システムに接続されたインタフェースカードによって判明する機能性によって
サポートされる。すなわち、各ポートは、そのポートに結び付いた機能性を具体化するそ
の特定のインタフェースカードに対する論理ディジタル信号プロセッサを表わす。
　図 5は種々のチャネルに付設できるポートを示す。電話回線チャネルは DTMFポート 130、
音声入力ポート 132、音声出力ポート 134、 ASR（自動言語認識）ポート 136を備えている。
ファックス・チャネルはファックス入力ポート 138、ファックス出力ポート 140を設けるこ
とができる。 TTY回線チャネルも双方向データ回線チャネルも、テキスト入力ポート 142と
テキスト出力ポート 144を有することができる。
【００３９】
　電話回線チャネルについては、 DTMFポートは呼び出し者によって T1回線でシステムに送
られる DTMF信号を受信し、解釈する機能のことを表わす。音声出力ポートと音声入力ポー
トは、通信チャネルにおいて回線プロセッサ・カードで音声を発生・記録する機能を表わ
す。言語認識カードによって具体化される ASRポートは、音声についての自動言語認識を
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遂行する。
　ここで注意を促したいことは、説明全般を通じて用いている「呼び出し」という用語は
最も一般的な意味で使っていることである。この用語は、電話回線で電話をかけることだ
けではなく、無線通信チャネル、コンピューター・ネットワーク、ファックス・チャネル
など、電話回線以外の通信媒体で何かの接触を開始する意味も含んでいる。このように「
呼び出し」の概念は、電話の呼び出しだけに限定された意味は持たない。
　記載の実施例は限られた数のチャネルおよびポートしか持たないが、アーキテクチャは
拡張して、将来の形態の接続法や機能を与える新しいチャネルやポートを扱うようにする
ことができる。
【００４０】
　以下に、 4つの主要ソフトウェア構成要素をさらに詳細に説明する。
支援機構とエージェント
　本システムは多くの異なった種類のエージェントをサポートするように設計されている
。支援機構とエージェントは全て包括的なエージェントオブジェクトに基づいている。本
システムに使用する特定のエージェントを検討する前に、先ずこの包括的なエージェント
について説明する。
【００４１】
　　　エージェント、セッション、およびガジット (gadget)：
　エージェントとは、ユーザーまたはもう 1つのエージェントのために、動作を実行する
か、あるいは一定の成果をもたらすソフトウェア実体のことである。エージェントはユー
ザーと交信するために、ガジットを用いて対話に従事する。ガジットは、電話、ファック
ス装置またはポケットベルなどの通信機器を表わす。ガジットという表現には通信機器と
そのアドレスも含まれる。例えば、電話ガジットは、ある特定の電話の市外局番、電話番
号、内線番号を含む。エージェントは電話で特定のユーザーと交信するために、そのユー
ザー用の電話ガジットを使う。
【００４２】
　ガジットを使う際は、エージェントはガジットをセッションに加える。電話ガジットの
場合は、 VMが電話番号をダイヤルして、能動ガジットをエージェントのセッションに返す
。能動ガジットとは、エージェントのセッションから通信ネットワークを通じて通信機器
へ接続することを表わす。能動ガジットは永続的ガジットへの一時的な接続を意味する。
能動ガジットはユーザーと交信するのに使うことができるが、ガジット自身は使うことが
できない。それは、ガジットはただ装置のアドレスと機能を保存するだけであるからであ
る。例えば、電話ガジットは番号 617-555-1212と指定するが、能動ガジットはすでに電話
番号がダイヤルされた使用中の電話回線を表わす。セッションは、つながったゼロ以上の
能動ガジットの集まりから成る。
【００４３】
　ユーザーと交信する際は、エージェントは能動ガジットに能力を加える必要がある場合
もある。機能とは、言語を認識したり、音声を再生する機能など、装置の機能または特徴
のことを表わす。例えば、エージェントが材料をユーザーにファックスする必要が生じた
場合、エージェントはファックス機能を能動ガジットに加える。 VMがエージェントからの
機能要求をどのように扱うかについての論議は後で VMの議論の中で示すことにする。グラ
フィカル・インタフェースを含む他の実施例の場合には、グラフィクスを出力する機能、
およびユーザーの焦点（すなわち、マウス、目など）を追跡してユーザーからの入力を集
める入力機能などが思い浮かべられる。
　エージェントは多くの異なった種類の能動ガジェットを同時に使って作業することがで
きる。例えば、エージェントは同時に、出て行く呼び出しを発信することも、ポケットベ
ルにメッセージを送ることも、ファックス装置にメッセージを送ることもできる。
【００４４】
　　　ユーザー・エージェント、タスク、およびプレゼンタ：
　ユーザー・エージェントとは、人間とも、ガジットとも交信できるエージェントのこと
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である。ユーザー・エージェントは媒体に依存しない対話を用いてユーザーと交信する。
これらの対話はユーザー・エージェントからのプロンプトとユーザーからの応答で構成さ
れる。ユーザー・エージェントがユーザーと交信している場合は、ユーザー・エージェン
トはその対話を、フォーカス・ガジットとして知られる能動ガジットに向ける。例えば、
ユーザー・エージェントが 1つの能動ガジットを使ってユーザーのために呼び出しをして
おり、かつ、もう 1つの能動ガジットを使ってユーザーと話しているとするならば、後者
のガジットがそのフォーカス・ガジットである。他の実施例では、 1組のガジットをグル
ープ化してフォーカス・ガジットとして使うことができる。これによって、支援機構は 1
組のガジェットと対話し、その対話が組の中の全てのガジェットに及ぶようにすることが
できる。
【００４５】
　ユーザー・エージェントも、電話での会話のために能動ガジットをつなぐことができる
。ユーザー・エージェントがユーザーのために、出て行く呼び出しを発信し、被呼側が電
話に応答した場合は、ユーザー・エージェントは 2つの能動ガジットをつなぎ、その後バ
ックグラウンドに入る。ユーザー・エージェントはバックグラウンドに入れば、何もしな
い。ユーザー・エージェントに追加のタスクを任せるためには、ユーザーはユーザー・エ
ージェントをフォアグラウンドに戻す必要がある。
【００４６】
　ユーザー・エージェント独特の特徴はタスクを処理するその能力である。タスクとは、
ユーザーのためにユーザー・エージェントによって実施さるべき行動のことである。タス
クはエージェントがプレゼンタに与えるフィールドに満ちたある形式で構成され得る。プ
レゼンタとは、タスクのフィールドを満たすものの一部として、一定の媒体でいかにユー
ザーとの対話に従事すべきかを知っているオブジェクトのことである。エージェントは各
タスクをプレゼンタに与える。プレゼンタはフィールドについての情報を集めた後、タス
クをエージェントに戻す。エージェントはフィールドが最近変更されているかどうかを見
て調べ、それを検討する。例えば、エージェントはデータベースから情報を要求し、次の
フィールドを形式について調整することができる。次に、エージェントはタスクをプレゼ
ンタに戻し、変更されたフィールドについての情報を集める。エージェントとプレゼンタ
との間でタスクをやり取りするこのような行動は、要求したフィールドが全て満たされた
とエージェントが確信するまで続く。その後、エージェントはタスクを実行する。
【００４７】
　図 6A-Hはタスクを割当てて、その進行状態を監視するプロセスを示す。この例では、ユ
ーザー・エージェント 150が、そのセッション 154のためにフォーカス能動ガジット 152を
得て、ユーザー 156が「呼び出し」音声コマンドを発している（図 6A）。それに応じて、
エージェントは呼び出しタスク 158を電話プレゼンタ 160に割り当てる（図 6B）。プレゼン
タはタスクのフィールドを満たすべきフォーカス・ガジットのことについて、ユーザーと
対話をする（図 6C）。プレゼンタは呼び出すべき接触先の名前を集めて、それを第 1のフ
ィールドに入れ、その後エージェントに戻す（図 6D）。エージェントはこのフィールドが
変更されていることに気付き、オブジェクト・データベース 68の中の接触先を調べる（図
6E）。エージェントは第 2のフィールドを形式について調整し、この接触先について規定
された有効な場所を含むようにして、タスクをプレゼンタに戻す。プレゼンタは接触先を
呼び出すべき場所を集めて、それを第 2のフィールドに入れ、その後エージェントに戻す
（図 6E-F）。いったんタスクのフィールドが満たされると、ユーザー・エージェントは電
話をかける（図 6H）。
【００４８】
　ユーザー・エージェントは、実施すべきタスクのリストをタスク・スタックとして知ら
れるオブジェクトから得る。エージェントがパーセル（間もなく説明）を受け取ると、パ
ーセルの内容を処理した結果として、エージェントはタスクをタスク・スタックに置くこ
とを決定することができる。ユーザー・エージェントは次のタスクをスタックから得て、
それを遂行する。ユーザー・エージェントは、もはやスタックにタスクがなくなるまで、
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このプロセスを繰り返す。タスクを遂行する途中で、別のタスクがスタックにプッシュさ
れる可能性もある。
　タスクが、エージェントとユーザーとの対話のための唯一の手段ではない。簡単な対話
の場合は、エージェントは C++法を用いる。タスクは主として複雑な対話の場合に使用さ
れる。
【００４９】
　　　支援機構と電子支援機構：
　支援機構とは、論理的な決定をし、ユーザーのための複雑なタスクを遂行することがで
きるユーザー・エージェントのことである。電子支援機構とこれ以後呼ぶ実体は、呼び出
し、メッセージ、接触先、予定についてユーザーを支援する支援機構である。各加入者は
電子支援機構を持っている。電子支援機構を普通のユーザー・エージェントから区別する
複雑なタスクの例としては、電子支援機構はユーザーのスケジュールを調べてユーザーの
所在位置を突き止め、どの番号へ電話すべきかを決定するという点である。
　ここまで、次の 3つの異なったエージェントのクラスを論議してきた :エージェント、ユ
ーザー・エージェント、支援機構。表 1にそれらの間の区別を要約する。
表１
　　　　　エージェントと支援機構との区別
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５０】
　いかなるエージェントも、同時にいくつかのセッションを論理的に動作させることがで
きる。エージェントがセッションを扱うたびに、セッションごとに分離プロセス走行があ
る。マスターセッションとは、電子支援機構がその加入者に話しかけるか、あるいはその
加入者の所在位置を突き止めようと試みるセッションである。 1人の加入者につき 1つより
多くのマスターセッション走行は決してあり得ない。
【００５１】
　　　箱、手、および指：
　図 7について説明すれば、電子支援機構は、そのユーザーの項目を操作するために 3つの
異なったオブジェクト、すなわち箱 170、手 180、指 182を使用する。箱はユーザーに属す
る全ての項目を含むオブジェクトである。手はユーザーが操作している項目を保持するオ
ブジェクトである。指は、現在選ばれて手の中にある項目をマークするソフトウェア・ポ
インタである。
【００５２】
　加入者が電子支援機構に接触先などの項目を「検索」するように要求すると、電子支援
機構はその項目の箱を覗いた後、手でそれらを拾い上げる。手は一定の判定基準に従って
、箱の中のその項目の部分セットを拾い上げることができる。例えば、加入者が、保存し
たメッセージを電子支援機構に検索するように要求すると、電子支援機構は保存した、フ
ラグを立てたメッセージだけを検索する。
　ユーザーが最初の項目を要求すると、電子支援機構はその項目にその指を動かしてそれ
を選ぶ。ユーザーが次の項目を要求すると、電子支援機構はその手の中の次の項目にその
指を動かす。手の中の項目は循環方式でアクセスされる。もし指が手の中の最後の項目を
指し、ユーザーが次の項目を要求すれば、指は 1巡して手の中の最初の項目に動く。
【００５３】
情報リストへの順次アクセス対ランダムアクセス
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　最初の項目と次の項目を用いると、順次方式の 1組の項目全体を走査することが可能で
ある。したがって、もし加入者がその電子支援機構に「新メッセージを検索せよ」 (Find 
New-Message)を命令すれば、次の項目および前の項目を用いることによって、順方向また
は逆方向に新しいメッセージ全体を通して走査することが可能になる。最初の項目を用い
た場合は、指は向きを変えてリストの最初の部分を指す。
【００５４】
　このような形式の、リスト全体を通しての順次走査に加えて、本システムはランダムに
、もしくは、さらに複雑な問合わせに基づいて情報にアクセスすることも可能にする。例
えば、加入者は特定の接触先からの新しいメッセージを全部調べるように要求することが
できる。次のような対話をすれば、ビル・ビショップという接触先から受けた全てのメッ
セージを入手できよう：
　　検索せよ　　　　　　　　　〈を検索しますか〉
　　新しいメッセージ　　　　　〈だれからの新しいメッセージですか〉
　　ビル・ビショップ
【００５５】
　このような機能は加入者が作成できるグループ項目にも拡張できる。その結果、もし加
入者が Hot-Prospectsと呼ばれるグループを持つならば、以上の対話は次のように繰り返
すことができるだろう：
　　検索せよ　　　　　　　　　〈何を検索しますか〉
　　新しいメッセージ　　　　　〈だれからの新しいメッセージですか〉
　　 Hot-Prospects
　この結果、グループ Hot-Prospectsの会員からの新しいメッセージを含む項目のリスト
が得られるだろう。この技術は、特定の接触先からの項目の検索に加えて、優先事項とか
緊急事項などとスタンプされている項目を取り出すのに使うことができる。結局、ここで
述べる項目は全てランダムに検索でき、異なった属性に基づく手の中へ収集される。
【００５６】
文脈：
　項目検索の能力およびそれらの項目を手の中へ収集する能力によって、本システムには
状態の概念が導入される。この状態には、手の内容物、および指さされているものが含ま
れる。ある数のコマンドは状態を変えるために出す必要があるので、また前の状態へ戻る
ことが望ましいことがよくあるので、システムは前の状態へ「戻る」 (Go-Back)能力をサ
ポートする。支援機構の状態の変化が生じるたびに、新しい状態は前のスタックの頂部に
スタックされる。「戻れ」コマンドを出すことによって、スタックの前の状態が取り出さ
れる。
　例えば、支援機構がビル・ビショップという接触先を保持し、指さしており、加入者が
次のコマンドを出すと仮定しよう：
　　検索せよ　　　　　　　　　〈何を検索しますか〉
　　新しいメッセージ　　　　　〈ビル・ビショップ氏からの新しいメッセージが 1つ入
　　　　　　　　　　　　　　　　っています〉
　　何て言ってるの
　　戻れ
【００５７】
　この例では、手の内容物（それまでビル・ビショップのための接触先を保持していた）
をビル・ビショップからの新しいメッセージと取り換える。メッセージを聴いた後（何て
言ってるのを出した結果として）、加入者は「戻れ」と言う。このコマンドの結果、手の
前の状態（ビル・ビショップのための単一の接触先）が復元する。いまや加入者はビル・
ビショップのためのこの接触先を操作できるのである。
　状態を操作するための、もう 1つの有用なツールは、対話において指さされている現在
の項目を引用する能力である。「このもの」 (This-One)という言葉は、手の中の支援機構
によって現在指さされているオブジェクトを引用するのに使われる。項目は「それ」 (it)
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としても引用されるので、「それを記述せよ」 (Describe-It)、「それを更新せよ」 (Upda
te-It)、「それを捨てよ」 (Throw-It-Away)などのコマンドも現在の項目を引用する。最
後に、「コピーを送れ」 (Send-A-Copy)、「返事を送れ」 (Send-A-Reply)、「彼らに電話
せよ」 (Give-Them-A-Call)などは支援機構の指が指している現在の項目についての操作で
ある。これらは文脈、および文脈についての加入者と支援機構の共有の理解に基づく手段
を利用するものである。その結果、推測できるオブジェクトを明示的に引用する必要のな
い凝縮された 1組の対話が得られる。他の実施例では、最近参照されたオブジェクトを引
用するのに、「彼」、 (him)「彼女」 (her)、「彼ら」 (them)などの代名詞を利用すること
ができる。
【００５８】
パーセル
　エージェントは相互にパーセルを使って交信できる。パーセルには、送り手のアドレス
(From)、受け手のアドレス (To)、および内容（永続的オブジェクト）が含まれる。パーセ
ルの内容を、もう 1つのパーセルとしてもよい。
　 VMはパーセルの配達を保証する。ユーザーに宛てられたパーセルは、いずれもそのユー
ザー用のマスターセッションに配達される。マスターセッションがない場合は、 VMはそれ
を開始させる。次に、電子支援機構がマスターセッションの内部からユーザーの場所を突
き止めようとする。別の実施例では、パーセルのアドレスは分布している箱をサポートで
き、また遠く隔ったエージェント間の交信をサポートし得る。
【００５９】
エージェント間の交信
　 VMがパーセルのための経路指定および配達機構として機能するという事実は力強いこと
である。このため、エージェント間の交信は全て、パーセルの受け手が場所を突き止めら
れるか、またはパーセルの受取りを開始するという情況を保証する機構によって仲介され
ることが可能となる。記載の実施例では、エージェント間の交信は単一の箱に関する 2つ
のエージェント間の交信として存在する。分布したシステムをサポートする別の実施例で
は、 VMは遠隔の、または集合した適切なシステムへのパーセルの経路指定をすべき (To)ア
ドレスにはめ込まれた経路指定情報を使用することができる。 1つの海岸上を走るエージ
ェントは、その国の向こうのユーザーのためのエージェントが電話を受けたいと思うかど
うかチェックして知ることができようし、またメッセージは全て SS7(信号方式 -7 －  電話
網 )または何か他のコール・セットアップの必要のない広域ネットワークを横断して送ら
れ得よう。
【００６０】
MMUI:
　 MMUIはユーザーと交信するための、媒体依存性のないインタフェースである。 MMUIを使
用すれば、エージェントは、交信のフォーマットや、交信内容を提供するための特有の装
置使用の詳細などではなくて、内容そのものに焦点を合わせることができる。
　 MMUIの基本的なビルディングブロックはここではメーム (meme)と呼ばれるオブジェクト
である。メームは 1個の情報に対する、媒体依存性のない参照事項である。メームには、
多種多様なフォーマットを持つ情報を保存する媒体オブジェクトが 1組含まれている。媒
体オブジェクトとは、特定の種類の通信機器に提供される 1個の情報のことで、例えば音
、またはテキストストリング、あるいは DTMFなどである。
【００６１】
　エージェントはメームとメニュを、これらとユーザーの間の交信の一部として使用する
。これらの対話は、 C++法を用いた対話の場合のように、タスクの一部でもあり得るし、
タスクの外部にあることも可能である。例えば、呼び出しタスクの一部として、電子支援
機構はユーザーにだれを呼び出すべきか尋ねる必要がある。呼び出しタスクのフィールド
内には、プレゼンタが能動ガジットに与える「だれを呼び出すか？」 (Call Whom)メーム
がある。「だれを呼び出すか？」メームはいくつかの異なった媒体オブジェクト、例えば
電話で使用するための音声記録、またはコンピューター・モニタで表示するためのテキス
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トストリングなどから成る。能動ガジットはメームを VMに渡し、 VMは能動ガジットの機能
に基づいて媒体の種類を選ぶ。例えば、もし能動ガジットが電話ならば、 VMはメームの中
の音声記録を選び、ユーザーは「だれを呼び出すか？」に類した何かを聞く。
　ガジットの種類は、一定のメームから使用される媒体の種類に影響する第 1の要因であ
るが、唯一の要因ではない。ユーザーはその電子支援機構に好み選択を与えることができ
、システム管理責任者とシステム統合者は全ての電子支援機構に当てはまる全システム的
な好み選択を与える。例えば、ユーザーは電子支援機構のために、多弁なプロンプトと男
性の声を選ぶことができる。システム統合者はデフォルト（省略時）言語としてスペイン
語でシステムを組立てたかもしれない。これらの好み選択は MMUIにおける属性である。属
性は名前／値の対である。通常、属性は能動ガジットおよび全ての MMUIの挙動を調整する
のに用いられる。
【００６２】
　電子支援機構は VMから能動ガジットを得ると、それに属性を与える。セッションの後の
方になって、電子支援機構がメームにそのガジットを送ると（この例では、タスクの一部
として）、属性およびガジットの種類はメームの中のどの媒体オブジェクトが使われるの
かを決定する。例えば、 2ヶ国語音声システムにおいては、メームは、 1つはフランス語で
記録された情報を持ち、もう 1つは英語で記録された情報を持つような 2つの音声媒体オブ
ジェクトを有することができる。この場合、ユーザーが言語属性をフランス語に設定し、
性属性を男性に設定していたならば、結果としてプロンプトは男性の声のフランス語で話
されたであろう。
【００６３】
　 MMUIにおけるもう 1つの重要なビルディングブロックは、ミジェットである。ミジェッ
トとは、マルチメディア対話を構成するために用いられるオブジェクトのことである。マ
ルチメディア・ユーザーインタフェースにおけるミジェットは、グラフィカル・ユーザー
インタフェースにおけるウィジェットに類似している。最も普通のタイプのミジェットは
メニュである。図 3について述べると、メニュ 180は多重媒体を使用するユーザーに提供さ
れ得る 1組の選択肢である。メニュは各選択肢を記述した横列（メーム 182）と、各横列に
おけるメームを示すのに使われる媒体 184を記述した縦列で構成される。追加の縦列は、
データベースにおける参照データオブジェクト、例えば接触先オブジェクトに対するポイ
ンタ 186を選択的に保存している。ある場合に、もしそのタイプの媒体を用いるメームを
提供することが不可能か、または不適当ならは縦列は空白とする。
【００６４】
　通常の対話では、電子支援機構はメームとメニュを能動ガジットに渡す。メームはユー
ザーに提供され、ユーザーの応答はメニュにおける横列とマッチングさせられ、選ばれた
メニュ横列（メニュピックとして知られる）とデータポインタ（もし存在すれば）は電子
支援機構に返される。例えば、呼び出しタスクの場合には、電子支援機構は「だれを呼び
出すか？」質問を提供するためのメーム、およびユーザーの接触先リスト含むメニュを渡
す。この例では、 MMUIは 4つの縦列を持っている。第 1の縦列は、接触先名のテキスト綴り
を含む。第 2の縦列は、接触先名の近道として使用できる DTMFシーケンスを記述するスト
リングを含む。第 3の縦列は、話し言葉の接触先名を認識するために使用する語量を含む
。第 3の縦列は、データベースにおける接触先の情報に対するポインタを含む。
　この例の場合のメニュは 4つの縦列を持つが、メニュは異なった属性を収容するために
もっと多くの縦列を持つことができる。例えば、コマンド・メニュでは、口頭によるコマ
ンドの多弁な、または簡潔なバージョン、もしくは異なった言語で話されるバージョンが
あり得よう。
【００６５】
　メニュの中には、複雑な媒体タイプを操作するために付加した、ムガール (mogul)と呼
ぶ追加のオブジェクトを含むメニュもある。ムガールは特定の種類の媒体を操作するオブ
ジェクトである。ムガールは媒体特有の情報を保存する。例えば、音声ムガールはメニュ
の音声媒体縦列に付加され、認識機構ハードウェアにダウンロードさるべき音声認識語彙
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を保存する。ムガールは、メーム中の他の媒体に更新が生じた場合には、メニュ中のメー
ムにおける一定の媒体の内容を更新でき、例えば、 DTMFムガールは、そのテキスト媒体の
対の片方が変化する場合はいつでも DTMF媒体オブジェクトを更新する。図 8において、も
し加入者がスーザンシュミット（ Susan Schmidt）の綴りを  スーザンスミス（ Susan Smit
h）  に変更すれば、 DTMFムガールはメニュの第 2縦列における「 773」を「 776」に変更す
るだろう。ユーザーによって創成される代わりにムガールによって更新される媒体は、ム
ガール生成媒体と呼ばれる。 DTMF媒体はムガール生成媒体の一例である。
【００６６】
　名前またはコマンドに関して DTMFを生成するアルゴリズムは次の通りである： DTMFコマ
ンドは通常、少なくとも 3桁である。もし 1つの単語があれば、最初の 3つの文字を、それ
らの文字を持った、対応する電話の押しボタンに写像する。もし 2つの単語があれば、最
初の単語の最初の文字を写像し、第 2の単語の最初の 2文字を使用する。もし 3つの単語が
あれば、各単語の最初の文字を採用する。コマンドがまだ一意でないという理由で 3つの
文字だけでは不十分な場合には、一意のシーケンスが得られるまで、引き続いて現れる単
語の最初の文字を採用し続ける。
　図 9は、 DTMFムガール 188と音声ムガール 190が付加された接触先メニュを示す。ムガー
ルは 3次元のようなものをメニュに形成するが、それらはメニュの深さと考えられる。
【００６７】
　図 10A-Dは前に論じた「だれを呼び出すか？」の例を示す。先ず、プレゼンタ 160はメー
ム 192とメニュ 194を能動ガジット 152に渡す（図 10A）。メニュは付加された 2つのムガー
ル、すなわち DTMFムガール 196と音声ムガール 198を持つ。 VMがメニュを受け取ると、音声
ムガールに保存された語葉を取り出し、それを認識機構ハードウェアにダウンロードする
。能動ガジットは言語認識機能を持つ電話であるから、加入者は電子支援機構が「だれを
呼び出すか？」と言うのを聞く（図 10B）。加入者が「スーザンシュミット」と応答する
と（図 10C）、認識機構ハードウェアは語彙を用いて、接触先メニュにおける一致を検索
し、メニュピックを電子支援機構に返す（図 10D）。
　メームはメーム・リストにおいて一緒にストリングされ、完全な命令文を形成すること
が多い。エージェントあるいはプレゼンタは単一のメームまたはメームのリストを能動エ
ージェントに渡す。メームのリストが能動エージェントに渡されたら、メームはリストさ
れている通りの順に再生される。
【００６８】
　　　ユーティリティ・エージェント：
　パーセル機構はエージェントとセッションの間の通信手段を与える。ユーティリティ・
エージェントは、電子支援機構のために、メッセージの伝達、備忘メモのスケジューリン
グ、割り当てられてない電話回線への応答などの行動を遂行する。郵便局長エージェント
、種々の文書配送エージェント、クロン・エージェント、諜報エージェントなどのユーテ
ィリティ・エージェントがある。
【００６９】
　郵便局長エージェントとは、電子支援機構からメッセージを受け取り、配達のための該
当する文書配送エージェントに分配するエージェントのことである。文書配送エージェン
トとは、郵便局長エージェントからメッセージを受け取り、宛先へそれらを伝達するエー
ジェントのことである。メッセージストアは全ての人々に関する入りと出のメッセージを
含むオブジェクト・データベースの一部である。
　図 11について説明すると、スーザンの電子支援機構 156が配達用メッセージ 200を提出し
、パーセル機構がパーセル 202の中のメッセージに指示をパッケージし、それを郵便局長
エージェント 204へ送る。パーセル機構もそのメッセージをメッセージストア 206の該当す
るユーザーの区画に差し込む。返しに、郵便局長エージェント 204はパーセル 210の中にチ
ット 208をパッケージし、それを電子支援機構へ送る。チットとは、郵便局長エージェン
トが発行する領収書のことで、これは電子支援機構がメッセージの伝達情況をチェックす
るのに用いることができる。
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【００７０】
　郵便局長エージェントが伝達するためのメッセージを受け取ると、それを伝達すべき適
当な文書配送エージェントを選ぶ。ガジットが異なると、必要とする文書配送エージェン
トの種類も異なってくる。例えば、システム文書配送エージェントは電子支援機構宛ての
メッセージを伝達し、スカイテル文書配送エージェントは、メッセージをスカイテル・ポ
ケットベルへ伝達する。郵便局長エージェントがシステム文書配送エージェントにメッセ
ージを送る場合は、「ウェークアップ」パーセル 214をジョンの電子支援機構へ送り、新
しいメッセージのことを知らせる。このユーザーの電子支援機構はメッセージストアから
そのメッセージを検索して取り出す。
　もし文書配送エージェントがメッセージを伝達できなかったら、そのメッセージについ
ての指示を含むパーセルを郵便局長に返却する。メッセージについて許されている再試行
の回数に応じて、郵便局長は文書配送エージェントにメッセージ伝達の再試行を要求し、
失敗した場合にはマークを付けることができる。
【００７１】
　　　クロン・エージェント：
　クロン・エージェントとは、エージェントから備忘メモを受け取り、それが配達用とし
てスケジュールされるまで追跡した後、エージェントへ配達するエージェントのことであ
る。クロン・エージェントは他の項目も追跡する。したがって、パーセルは、実際に備忘
メモだけではなく、いかなるデータベース・オブジェクトも含み得る。
　図 12について説明すれば、電子支援機構 150が配達用の備忘メモを提出する場合は、備
忘メモ 222を含むパーセル 220を作成するが、パーセルにはユーザー発のものとユーザー宛
の両方がある。次に、電子支援機構はこのパーセルを取り、もう 1つのパーセル 224に入れ
、ユーザーからクロン・エージェントに宛てられる。後者のパーセルはクロン・エージェ
ント 222へ提出される。クロン・エージェントがこのパーセルを受け取ると、その内側の
パーセルを開く。それから、クロン・エージェントはこのパーセルを他のパーセルと一緒
に時間短縮の順番で待ち行列 228に入れ、この備忘メモがいつ配達さるべきかを追跡し続
ける。時期が来たら、この内側のパーセルを電子支援機構へ送り戻す。
【００７２】
オブジェクト・データベース
　オブジェクト・データベースとは、オブジェクト指向のデータベースのことである。す
なわち、オブジェクト・データベースは、オブジェクト構造とオブジェクト関係を直接に
維持し、それらの平板化や再構成は行わないデータベースである。オブジェクト・データ
ベースは、ユーザーとシステムの両方がセッション全体を通して必要とする情報を全て保
存する。例えば、もしユーザーが新しい接触先を創成すれば、電子支援機構はそれをオブ
ジェクト・データベースに保存する。電子支援機構がユーザーに話しかける場合は、オブ
ジェクト・データベースに保存された事前記録の媒体オブジェクトを使用している。
【００７３】
　オブジェクト・データベースは、ユーザーの情報を 3つの異なったオブジェクト、すな
わち箱オブジェクト、はメッセージストア・オブジェクト、ユーザー・オブジェクトを使
って保存する。箱オブジェクトとメッセージストアは前述した所である。ユーザー・オブ
ジェクトは、加入者または人を表示する。
　図 13について説明すると、加入者の支援機構ごとに、オブジェクト・データベースは箱
230を保存するが、この箱は次のものを含んでいる：その加入者を表示するユーザー・オ
ブジェクト 234に対するポインタ 232；ユーザーの接触先の全部を含む MMUIメニュである接
触先リスト 236;ユーザーのメッセージを含むメッセージストアの区画に対するポインタ 23
8。接触先リストは、「呼び出せ」 (Call)や「音声メールを送れ」 (Send Voice Mail)など
、ユーザーが接触先を指定するのを期待する電子支援機構コマンドを用いて使用される。
【００７４】
　保存された接触先には、加入者が生成し、接触先に付加できるノート（例えば音声メッ
セージ）に対するポインタが含まれる。加入者が彼の電子支援機構に接触先を呼び出すよ
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う指示する場合は、電子支援機構が接続を試みている間、電子支援機構に付加ノートを再
生させることもできる。ノートは、加入者が接触先を呼び出す時はいつでも思い出したい
と思う、接触先に関する情報を含んでいる。例えば、接触者の秘書の名前を知りたいと思
うかもしれない。それは、もし彼女が電話に応答すれば彼女の名前によってアドレスでき
るからである。
　図 14について説明すれば、データベースはユーザー・オブジェクト 234として知られる
、システムのユーザーごとに特有の定義を維持している。ユーザー・オブジェクトはユー
ザーのパスワード、性、スケジュールを指定する。ユーザー・オブジェクトはまた、箱 23
0の中の接触先リスト 236に対するポインタ 240、加入者が作成した場所のリスト 242（すな
わち、家庭、作業所、車両、自動車、その他、ポケットベル）、グループのリスト 244、
全ての備忘メモのリスト 246などに対するポインタ 240も含む。
【００７５】
　データベースにおいては、人の接触先はユーザー・オブジェクト情報と地域情報に対す
る参照事項、例えばユーザーが接触者の名前と優先度を発音するような参照事項から成る
。したがって、箱がユーザー・オブジェクトを指すだけではなく、箱の中の接触者リスト
における人の接触先の各々もユーザー・オブジェクトを指す。場所の接触先は電話ガジッ
トとファックス・ガジットから成る。
　図 15について説明すれば、オブジェクト・データベースも電話帳オブジェクト 250を含
む。電話帳とは、システム上での他の加入者のリストのことで、ユーザー・オブジェクト
に対する 1組のポインタから成る。 1つ以上の電話帳があるが、いかなる加入者も 1つの電
話帳にしかアクセスできない。電話帳における各記載事項はユーザー・オブジェクトの中
の 1つに対する参照事項である。同様に、ユーザーの接触先 254もユーザー・オブジェクト
情報と地域情報に対する参照事項 256から成る。
【００７６】
　ユーザーが仕事用または家庭用電話などのユーザー・オブジェクトに保存された接触先
の一部を変更すると、全ての電話帳および接触先は、そのユーザー・オブジェクトを参照
しながら新しい情報を示す。
　ユーザー項目ごとに、オブジェクト・データベースはその項目にアクセスするのに必要
な一般的な情報も保持する。この情報には、オブジェクト ID、オブジェクト・ラベル、オ
ブジェクト所有者、最終修正時期、最終アクセス時期、所有権に対する最終変更時期など
が含まれる。オブジェクト・ラベルは項目の口頭による名前および綴り名を含み得るメー
ムである。各項目にはまた、読込み済み、未読込み、重要、非重要などの 1組のフラッグ
が立てられる。
【００７７】
バーチャル・マシン
　バーチャル・マシンは本システムのオペレーティングシステムで、エージェントと支援
機構のためにシステム資源を割り当てて、管理するプロセスである。 VMはエージェント・
セッションからの要求に応え（ちょうどオペレーティングシステムがシステム・コールに
応じるように）、またハードウェアによって発生する事象からの要求に応える。本来、 VM
は大きな事象プロセッサである。 VMは入力（メームの記録）、出力（メームの再生）、認
識（言語または DTMF）を含む入出力操作を始動させる。さらに、 VMはガジットへの接続を
開始し、ガジットへの接続を断ち、入りの接続を処理する。
【００７８】
　　　事象の処理：
　図 16について説明すると、 VM70は 3種類の次の事象に応答する：エージェント・セッシ
ョン 262からのプロセス間通信 (IPC)メッセージ 260;通信カードその他のハードウェア 266
からのハードウェア事象 264；タイマの内部タイム待ち行列からのタイマ事象 268。
　エージェントが取る動作はそれぞれ VMへの IPCメッセージという結果に終わる。 VMはこ
の「事象」を受取り、要求を実現する。 VMは IPCメッセージを、 VMと交信すべきエージェ
ント・セッションへ送り返すことができる。 VMは IPCメッセーシを用いるパーセルを送達
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する。例えば、エージェントが他のエージェントへパーセルを送る場合は、第 1のエージ
ェントは IPCメッセージを VMに送り、その結果、 VMはその IPCメッセージを第 2のエージェ
ントへ転送することになる。
【００７９】
　ハードウェアへの出力とハードウェアからの入力は、ハードウェア事象を発生する。例
えば、呼び出し者が話し始めるとハードウェア事象が生じる。
　 VMの内部のオブジェクトは他の事象を処理する 1部としてタイムアウトを設定すること
ができる。これらの事象は時間待ち行列に入れられ、時間切れになったら、他の全ての事
象と同様に VMが扱うタイマ事象が発生する。例えば、ユーザーが DTMF押しボタンを押して
いる場合、もしトーンとトーンとの間に長い休止時間があれば、タイマは使用不能になる
。
【００８０】
　 VMはエージェントの要求に応えて速い応答時間を与えるため、事象をすばやく、かつ効
率的に処理しなければならない。 VMは事象が起こらないかと聞き耳を立て、それが起こっ
た場合は他の全ての活動を阻止し、事象に応答する。
　 VMがセッションを創成した後、セッションは IPC接続の要求を VMに送る。 VMにおける VML
istenerオブジェクト 310がこの接続要求を受け、 VMはそのセッションのために VMServerオ
ブジェクト 312を創成し、これを VMとの交信用に使う。図 17に示すように、この VMServer
オブジェクトがエージェントのセッションからの IPCメッセージを受けるのである。 VMSer
verオブジェクトはオブジェクト IDを取り、それについてのアルゴリズムを遂行し、 VMで
適切な RPCターゲット（ VMSession 314または VMChannel 280）を得る。次に、 VMServerオ
ブジェクトはメッセージをその適切な VMSessionまたは VMChannelに伝達する。そうするた
めに、 VMServerは RPCターゲットの「 do rpc virtual member」機能を呼び出し、 RPCター
ゲットはそのメッセージを処理し、動作を実行する。
【００８１】
　各エージェント・セッションは、 VM内に対応する VMSessionオブジェクト 314を持つ。 VM
Sessionオブジェクトはセッションの現在の状態を保存する。このオブジェクトはまた、
エージェント用のセッション走行がない場合にエージェント宛のパーセルの順番を並んで
待つ。いったんセッションが再び走り始めたら、セッションはパーセルを送る。
　いかなる VMオブジェクトもタイマ・オブジェクトを創成して時間切れを設定できる。 VM
は、そのタイマ待ち行列でタイマ・オブジェクトを保存し、タイマが使用不能になったと
きタイマ事象が生じるが、 VMはそれを他の全ての事象と同様に処理する。
【００８２】
　　　資源管理
　 VMは次のようないくつかの種類の資源を管理する：エージェントが直接に操作できるも
の；エージェントが間接的に操作できるもの； VMの内部にあるもの。図 17は、セッション
間に 2つの能動エージェント・セッションと会議がある VMにおけるこれらの資源を示す。
　エージェントはセッション、チャネル、会議、パーセルを直接に操作できる。エージェ
ント・セッションごとに、 VMは IPCメッセージ、およびセッションの状態を追跡し続ける
オブジェクトのために通信チャネルを維持する。
　エージェント・セッションにおける各能動ガジットは、 VMにおけるチャネル 280に対応
する。前述のように、チャネルには、各々が 1つ以上の機能を与える 1組のポート 282が付
設されている。機能とは、言語を認識し、音声を再生する能力などの能力、または特徴、
あるいはチャネルを表したものである。エージェントは、そのユーザーと交信するために
、 VMから機能を要求する。これに応じて、チャネルは 1つ以上のポートを付設するが、こ
れらのポートでは、各機能は 1つ以上のポートに対応する。
　会議 284は、単一セッションまたは多重セッションにおける多重チャネルに接続し得る
オブジェクトである。例えば、会議呼び出しを手配するためには、電子支援機構が各参加
者に電話をかけた後、会議オブジェクを使って参加者のチャネルを単一セッションに接続
する。
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【００８３】
　エージェントによって送られる各パーセルについて、 VMはそれを送達し、必要あらばそ
れを待ち行列に入れる。
　機能の操作を通じて、エージェントは間接にポートを操作できる。ポートとは、入出力
装置に関係するオブジェクトのことである。チャネルは電子支援機構によって要求される
各能力について、 1つ以上のポートを創成し、接続の全体を通じてポートを管理する。ポ
ートは実際に機能を持つハードウェア装置 286に接続する。ポートはフィルタとも考えら
れる。例えば、言語認識ポートは音声ポートではない。言語認識ポートは音声を取った後
、それをメニュ選択に変換する（すなわち、音声を濾波する）。
【００８４】
　 VMはタイマ 288、バス 300、ユーザー・インフォ・オブジェクト 302を含む内部資源も持
つ。タイマとは、時間切れを表わすオブジェクトのことである。例えば、タイマ・オブジ
ェクトは DTMF押しボタンを押す時間間隔、およびパーセルの検索と実にそれを受け取る間
の時間のために設定される。バスとは、 MVIPバスまたは TCP/IPバスなどの制御ハードウェ
ア・バス、およびデータを表わすオブジェクトのことである。バスに接続された全てのオ
ブジェクトは同じプロトコル（通信規約）を用いて交信できる。ユーザー・インフォ・オ
ブジェクトとは、オブジェクト・データベースにおけるユーザー・オブジェクトに対する
、キャッシュメモリ・ポインタのことである。ユーザー・インフォ・オブジェクトは、支
援機構を呼び出してログインするユーザーごとに創成される。
　 VMは、必要に応じてセッションを割り当てたり、割当てを解消したりする。入って来る
呼び出しが到着するか、またはマスタセッションをいまだに持たないユーザーにパーセル
が配達された場合は、 VMは新しいセッションを開始する。
【００８５】
　 VMにおける資源管理者は資源管理機能を遂行する。例えば、資源管理者は、自由で使用
可能な認識機構、ならびに対話型入力および対話型出力資源 304のプールを保管している
。資源管理者はこれらの資源の割り当て、割当ての解消を管理し、資源（例えばチャネル
）が利用できない場合には、請求者に通知する。資源管理者は資源が現在利用できない場
合には資源の予約方式を固守するが、要請された資源が使用可能状態になるやいなや、そ
の資源を要請セッションに割り当てる。資源管理者はまた、対話型入力および対話型出力
ポート、認識ポートがもはやチャネルにとって必要でなくなった場合には、それらの割当
てを解消し、それらのポートを開放して他のチャネルに使えるようにする。
【００８６】
　　　会議オブジェクト：
　会議オブジェクトは、多重ガジットとそのチャネルとをつなぐために、エージェントと
VMによって使用される。エージェントと VMは会議オブジェクトについて、少々異なった見
解を持っている。エージェントはエージェントの制御下にある能動ガジットを見ているだ
けである。一方、 VMは会議に接続されている全ての能動ガシットとそれらのそれぞれのチ
ャネルを見ているのである。
　会議オブシェクトに関する方法は、次の表に列挙して説明する。
表２
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【００８７】
　記載の実施例では、能動ガジットは常に会議に接続されている。 1つの能動ガジットし
かない場合、例えば加入者または呼び出し者が電子支援機構と会話をしている場合などに
は、能動ガジットはアイドル会議（空 (から )会議）と呼ばれる特殊な形の会議に接続され
ている。
【００８８】
　　　チャネルとポートの割当て：
　セッションの割当てをスピードアップするために、 VMはまだユーザーに割り当てられて
ないセッションを含むセッション・プール 308を保管している。先に述べたように、電子
支援機構は新しいセッションを用いて入りの呼び出し者を扱う。 VMはこのセッションを VM
のセッション・プールから割り当てる。
　 VMはシステム開始時にセッション・プールを創成し、必要に応じて補充する。プールに
おける各セッションは特定の形のエージェントのためのものである。チャネル資源または
ポート資源が原因となって、そのプールからの割当ておよび割当ての解消が管理される。
【００８９】
　記載の実施例では、システムが立ち上がると、 VMはシステムによってサポートされるイ
ンタフェースを通じて処理する必要のあるチャネルを構成する。構成されたチャネルは 3
つのモード、すなわち「聴く」モード ;「遊休」モード ;「出の呼び出しモード」を持つ。
「聴く」モードでは、付随するインタフェースカードは入って来る呼び出しのために、入
りの回線 (すなわち T1回線 )をモニターする。「出の呼び出しモード」では、インタフェー
スカードが準備されて、その通信チャネルが始動させられる。「遊休」モードは立上がり
までの移行期間の間使用される。立ち上がると、構成されたチャネルは全て「聴く」モー
ドに入り、入って来る呼び出しを受信する準備をする。
【００９０】
　図 18A-Bに示すように、エージェント 150がガジット 336をセッションに加えると、 VMは
チャネル 280を得てチャネルに接続し、そのチャネルに関係する能動ガジット 152（図 18B
）を創成する。チャネルは、ユーザーと交信するのに使われる実際の接続を表わす。
　エージェントはガジットに入力、出力、認識の機能を加えることができ、 VMはチャネル
にそれらの機能を持つポートを付設する。ポートには次の 3種類のものがある：入力ポー
ト、出力ポート、認識ポート。入力ポートは音声を記録してメームに入力する。出力ポー
トは音声をメームから再生する。認識ポートはユーザーからの入力を用いて、メニュから
の選択をする。
【００９１】
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　各ポートは、回線プロセシングカードや音声認識インタフェースカードなどの物理的装
置の能力を表わす。 VMが一定の機能を得るためポートを付設する場合は、通常 2ポート以
上を取り付ける。例えば、記載の実施例においては、エージェントが認識機能を要求する
と、 VMは言語認識のための音声認識ポート、および DTMFトーン認識のための DTMFトーン認
識ポートを付加する。エージェントが出力機能を要求すると、 VMは多重出力ポートを付加
し、各ポートは異なった音声フォーマットを処理する。これによって、異なる音声フォー
マットを用いるハードウェアのための、透明性の（ユーザにその存在が意識されない）サ
ポートが可能となる。
【００９２】
　　　メームとメニュの提供：
　エージェントがメームとメニュについてプロンプトする（入力を促す）と、各ポートは
媒体またはムガールに、再生あるいは認識の方法を知っている旨応答する。例えば、出力
ポートは出力システム・プロンプトに対してはいかなる音声媒体をも再生し、一方、認識
ポートは言語認識を遂行してメニュからのユーザーの選択を決定する。各チャネルにつき
、 1種類の媒体しか各メームから提供されない。メームを提供する際は、 1度に 1個のポー
トだけがメームを提供できるだけである。しかし、応答を分析する場合、多重認識ポート
は同時に複数のものを聴くことができる。例えば、 1つのポートが言語に聞き耳を立て、
もう一方のポートが DTMFトーンに聞き耳を立てることができるのである。もし DTMFトーン
が現れたら、 DTMF認識ポートは、それまで言語に聞き耳を立てていた言語認識ポートを取
り止める。同様に、言語が最初に現れたら、言語認識ポートは DTMFポートを取り止める。
【００９３】
　例えば、前に論議した「だれを呼び出すか？」メームのことを考えてみよう。図 19につ
いて述べると、プレゼンタ 160は「だれを呼び出すか？」メーム 192と接触先メニュ 194を
能動ガジット 152に渡し、 VMはメームを、チャネル 280に付設されたポートの集まり 282に
提供する。音声出力ポートはこのメームの再生方法を知っているので、メームを取り、そ
れを再生する。次に、 VMはチャネルに付設されたポートの集まりにメニュを提供する。 DT
MFと VPC認識ポートは共にこのメニュの使用法を知っているので、そのメニュを取り、 DTM
Fトーンあるいは言語を（それぞれ）注意して聴く。いったん VPC認識ポートが言語を検出
すると、 VPC認識ポートは DTMF認識ポートを取り止め、言語をメニュにマッチングさせ、
メニュピックをプレゼンタに返す。
【００９４】
　 VMがメーム・リストをポートの集まりに提供すると、各出力ポートはそのリスト中の最
初のメームおよび同じフォーマットを持つ全ての後続メームを見る。もし出力ポートがメ
ームを再生できるならば、出力ポートはそれらのメームをリストから外し、それらのメー
ムを連続再生し、リストの残りを VMに返す。 VMはリストの残りを再びポートに提供し、こ
のプロセスはメーム・リストに残っているメームがなくなるまで、前と同様に続行される
。
【００９５】
　　　チャネルの切換え
　 VMは呼び出しの接続と切換えにも責任を負う。 VMはガジット間の接続を絶えず追跡し、
呼び出しの接続と切換えのために会議オブジェクトを使用する。会議オブジェクトは多重
チャネルを単一セッションに接続することができる。例えば、会議呼び出しを手配する際
は、電子支援機構は各参加者に電話をかけた後、会議オブジェクトを使って参加者のチャ
ネルを単一セッションに接続する。
【００９６】

　システムエージェントは、その職務を行うため多様なアプリケーション・サービスを使
用する。図２０は、エージェントとそれらのアプリケーション・サービスとの間の機能的
関係を示す。
【００９７】
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　タスク３５０は、支援機構レイヤの一部であるが、ユーティリティ・エージェント３５
４により使用されない。支援機構は、ＭＭＵＩ３５６、パーセル３５８、データベースユ
ーティリティ３６０、および雑ユーティリティ３６２を使用し、従って、これらはＶＭ３
６４とオブジェクト・データベース３６６に依存する。データベースユーティリティは、
データベースをアクセスする一組のマクロであり、雑ユーティリティは、一組の標準デー
タ構造とコンテナ（列およびビット配列など）である。ユーティリティ・エージェントは
パーセルとデータベースユーティリティを使用し、ほかのＶＭサービス（例えば、チャネ
ル、ガジット、および活性ガジット）は、その職務を遂行する。パーセル機構は、ＶＭと
データベースユーティリティの上部に層となっている。この機能的図は、アーキテクチャ
の残りとエージェント関係を示しているが、活動中のセッションの動きを示していない。
【００９８】
　図２１は、サンプルの支援機構セッションを示す。セッションの底部において、ＭＭＵ
Ｉ、ＶＭ、およびパーセルライブラリ３６８、３７０、および３７２は連結している。支
援機構がユーザーとの通信のために使用する活性ガジットは、それ自身のチャネル３７６
の上部に層となっている。支援機構がタスク３７７をタスクリスト３７８から取り出すと
、タスクとプレゼンタ３８０は、メニュー３８２とメーム３８４を活性チャネルへ送るか
、またはパーセルを送る。いずれの場合、ＶＭライブラリはＩＰＣメッセージをＶＭへ送
り、ＶＭは動作を起こす。支援機構の動作の一部として、ＶＭライブラリは、これらのメ
ッセージを変換して、支援機構に知られたオブジェクトへ戻す。タスクは、メニューピッ
ク、メーム、およびパーセルを支援機構へ戻す。
　前に述べたように、概念的には、三つの種類のエージェント、すなわち、エージェント
、ユーザー・エージェント、および支援機構がある。しかし、クラス階層においては、エ
ージェントと支援機構だけが、クラスを有する；ユーザー・エージェントは、クラスを持
っていない。
【００９９】
　エージェントクラス３９８は、すべてのエージェントと支援機構の基本クラスである。
図２２は、エージェントクラスと、セッション、アクティブエージェント、パーセル、お
よびタスククラスから成るほかの密接に関連したクラスを示す。また、パーシストエージ
ェントがあるが、これはエージェントの持続データを保持している。（図２２において、
実線はサブクラスを表し、点線は支援クラスを表す）
【０１００】
　一般に、表３に概要が示されているように、エージェントにより行われる非常に重要な
動作は、セッション、エージェント、またはアクティブガジットにおいて行われる。

表３
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【０１０１】
　次のサブセクションは、セッションエージェント、アクティブガジット、パーシストエ
ージェント、タスク、パーセル、およびパーセルコンテンツクラスを詳細に示している。
【０１０２】
　　　セッションクラス：
　セッションクラスは、クライアントクラスのサブクラスであり、これはＶＭ内のＲＰＣ
クライアントである能力をそれに提供する。このセッションは、実行の脈絡をエージェン
トへ提供し、ｖｍサーバー処理への相互処理通信（ＩＰＣ）接続の追跡を維持する。
　セッションクラスは、次のデータ構成要素から構成している：
　・　ソケット、これはｖｍサーバー処理との通信に使用される（クライアントクラスか
ら受け継ぐ）
　・　オブジェクトＩＤ（クライアントクラスから受け継ぐ）
　・　それ自身へのポインタ（クライアントから受け継ぐ）
　・　ユーザー・オブジェクトの参照  ・  中心ガジットへのポインタ  ・  ガジットのリス
ト
　・　パーセルのリスト
　セッションクラスは、次の構成要素機能を含んでいる：
　・　ガジット管理。このセットは、ガジットを追加、除去、および接続する機能、及び
、中心ガジットを得て、セットする機能を有する。
　・　パーセル操作。このセットは、パーセルを送り、パーセルを引き出しパーセルに応
答し、パーセルを待つ機能を有する。
　・　現在のセッションからマスターセッションを製作する。
【０１０３】
　　　エージェントクラス：
　エージェントクラスは、分類されたクラスとパーセルハンドラークラスの両方のサブク
ラスである。分類されたクラスは、主バスクラスである。それは、ランタイム点検とオブ
ジェクト低位の構成要素機能を備えている。パーセルハンドラークラスは、パーセルを操
作する基本ディスパッチャークラスであり、パーセルにより相互に通信する能力をエージ
ェントへ与える。
【０１０４】
　エージェントクラスは、次のデータ構成要素から構成している：
　・　名前（分類されたクラスから受け継ぐ）
　・　タイプＩＤ（分類されたクラスから受け継ぐ）
　・　セッションへのポインタ（パーセルハンドラーから受け継ぐ）
　・　タイムアウト（パーセルハンドラーから受け継ぐ）
　・　タスク・スタック、これは、エージェントにより実行されるタスクオブジェクトの
連係したリストを含んでいる
　・　活性ガジットへのポインタ
　・　持続エージェントへのポインターエージェントクラスは、次の構成要素機能を有す
る：
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　・　タスク操作。このセットは、タスクを加え、タスクを除去し、タスク・スタックか
ら次のタスクを得、タスクを作動し、タスクを実行し、およびタスクをキャンセルする機
能を有する。
　・　活性ガジットと持続エージェントを戻す。
　・　各タイプのパーセルコンテント（パーセルコンテントクラス）を操作する。これら
の構成要素の機能は、パーセルハンドラークラスから受け継ぐ。
【０１０５】
　エージェントクラスの各サブクラスは、そのタイプのエージェントに属するすべてのオ
ブジェクトを含んでいる。例えば、支援機構のサブクラスは、ハンド／ハンドヒストリー
を有し、案内エージェントのサブクラスは、送られるパーセルのリストを含んでいる。そ
のほかに、エージェントクラスの各サブクラスは、タスクでないエージェントにより行わ
れるすべての行動に関する方法を有する。
【０１０６】
　すべてのエージェントは、動作の同一基本骨組みに従う。具体的には、エージェントは
、その主処理ループにおける次の動作を行う。
　・　セッションを創生
　・　セッション内にエージェント・セッションを創生
　・　実施タスクに実施方法を入れる
　・　タスクが無くなるか、または除外が受信されるまで、タスクの遂行を続ける
　・　そのセッションを削除
　・　出口
【０１０７】
　エージェント：：実施方法（）は、タスク・スタックの次のタスクを得、タスク・スタ
ックにタスクが無くなるまで、タスクを遂行する。しかし、クロンエージェントとポスト
マスターエージェントなどのユーティリティエージェントは、タスクスタックまたはタス
クを使用しない。各ユーティリティ・エージェントは、単一タイプのパーセルを操作する
方法を知っており、従って、そのエージェントは、パーセルを受けるために待ち、次にそ
れをサービスするそれ自身の遂行方法を備えている。
【０１０８】
　電子支援機構などの複合エージェントの主ルーチンは、ちょうど呈示された基本操作を
有するが、多くのほかの操作を有しており、それらの操作には、データベース内のメーム
を開始し、ｖｍサーバープロセスのスロットを探索し、それが属している加入者を探索し
、中心ガジットを得るなどの操作を有する。
【０１０９】
　　　アクティブガジットクラス：
　アクティブガジットクラスは、ＤＢクラスから引き出されるが、実際には現在、データ
ベースに格納されていない。ＤＢクラスは、分類されたクラスの主サブクラスであり、デ
ータベースに格納されたオブジェクトのすべてを有する。アクティブガジットクラスは、
次のデータ構成要素から成っている：
　・　ｖｍ内のチャネルへのポインタ
　・　メームリストへのポインタ
　・　メニューへのポインタ
　アクティブガジットクラスは、次の構成要素機能を備えている：
　・　メームを呈示し、メニューからの応答を収集
　・　能力を加え、除去
　・　発言を訓練。このセットは、訓練を開始し、発言を収集し、訓練を加え、訓練を完
了し、訓練を中止する機能から成っている。
　アクティブガジットクラスは、次のオペレータを定義する：
　・　情報をユーザーへ提供（＜＜）
　・　ユーザーからの情報を記録（＞＞）

10

20

30

40

50

(28) JP 4036879 B2 2008.1.23



【０１１０】
　ガジットは、ユーザーが到達できる“アドレス”を格納している。次のタイプのガジッ
トがある：
　ホーンガジット、これは、電話アドレスを記述している－－接頭辞、国コード、市コー
ド、エリアコード、番号、内線。
　エージェントガジット、これは支援機構のアドレスを記述している－－その加入者のユ
ーザー・オブジェクトへのポインタ。
　アーディスガジット、アーディスページャーのアドレスを記述している。
　スカイテル  ページャーガジット、これは、スカイテル  ページャーのアドレスを記述し
ている－－ページャーＩＤおよび安全保護ＩＤ。
　数字ページャーガジット、これは、数字ページャーのアドレスを記述している－－電話
番号。
　ソケットガジット、これは、データネットワークのアドレスを記述している－－ホスト
名、サービス、サービス名。
【０１１１】
　理論的に、すべてのエージェントは、すべてのタイプのガジットを使用することが出来
る。案内ガジットなどの幾つかのエージェントは、個々の種類のガジットを処理するよう
に特殊化されている。例えば、システムの案内エージェントは、エージェントガジットを
処理する方法を知っており、スカイテル案内エージェントと数字ページャー案内エージェ
ントは、スカイテル  ページャーガジットと数字ページャーガジットをそれぞれ処理する
方法を知っている。
　ユーザーと通信するためにガジットを使用するため、エージェントはそれをセッション
へ加えて、活性ガジットを得る。次に、エージェントは情報を送り、活性ガジットを経て
情報を受ける。
【０１１２】
　　　パーシストガジットクラス：
　パーシストガジットクラスは、データ構成要素または構成要素機能を持っていない。パ
ーシストガジットの各サブクラスは、エージェントの持続データのデータ構成要素とその
データを処理する構成要素機能を備えている。例えば、持続支援機構は、加入者ボックス
を備えており、持続クロン・エージェントは、クロン事象のリストを有している。
【０１１３】
　　　タスククラス：
　タスククラスは、ＤＢクラスとフィールドペアレントクラスの両方から誘導される。フ
ィールトペアレントクラスは、タスクが変わるか、完了するか、またはキャンセルされる
かを知る方法をタスクへ与える。
　タスククラスは、次のデータ構成要素から成っている：
　・　何が変わったか（フィールドペアレントから受け継ぐ）
　・　タスクが完了したか、どうか（フィールドペアレントから受け継ぐ）
　・　タスクがキャンセルされたか、どうか（フィールドペアレントから受け継ぐ）
　・　エージェントへのポインタ
　・　活性エージェントへのポインタ
　・　セッションへのポインタータスククラスは、次の構成要素機能を備えている：
　・　タスクの実行とキャンセルの処理。これらの機能は、エージェントクラスによって
　　　のみ保護され、アクセスされる。
　・　活性エージェントの復帰と設定
　・　エージェントの復帰と設定
　・　セッションの復帰と設定タスクの各サブクラスは、そのタスクを処理と実行する保
護された構成要素機能を有する。
【０１１４】
　　　パーセルクラス：

10

20

30

40

50

(29) JP 4036879 B2 2008.1.23



　パーセルクラスはＤＢクラスから引き出され、次のデータ構成要素を有する：
　・　受信者のアドレス
　・　送信者のアドレス
　・　パーセルＩＤ
　・　メッセージＩＤ
　・　パーセルの中味の参照
　パーセルクラスは、クラスのデータ構成要素をアクセスする構成要素機能を有する。そ
れは次のオペレータも有する：
　・　パーセルをＲＰＣ出力バッファにファイルする（＜＜）。
　・　パーセルをＲＰＣ入力バッファから取り出す（＞＞）。
【０１１５】
　　　パーセルコンテントクラス：
　パーセルコンテントクラスは、ＤＢクラスから引き出され、抽象クラスである。パーセ
ルコンテントクラスは、データ構成要素を含まず、パーセルの中味を処理する単一の構成
要素機能を有する。
　パーセルコンテントの各サブクラスは、残り、または、さらにほかのパーセルなどのパ
ーセルのタイプに適したデータ構成要素を含んでいる。各サブクラスはまた、その個々の
中味を処理する構成要素機能も有する。
【０１１６】
　　　中心ガジットのセットアップ
　中心ガジットは、支援機構がユーザーと通信するために使用しなければならない特有の
活性ガジットである。電話ガジットの場合、中心ガジットは、それと接続した音声認識資
源を有する。
【０１１７】
　ＶＭが入信呼び出しのセッションを開始すると、それは、セッションのデータ構成要素
である中心ガジットをそのセッションに備える。電話ガジットに関しては、この中心ガジ
ットは、ホーンガジットのタイプである。支援機構は、この中心ガジットを使用して、呼
び出している加入者、接触者、または非接触者と通信する。支援機構が、セッションによ
り加えられた中心ガジットを使用することができる前に、支援機構はそれをセットアップ
するために次の動作を行わなければならない：
１．取得－中心構成要素機能により中心ガジットを得る。
２．中心ガジットに必要なすべての属性をセットする。
３．中心ガジットに必要なすべての能力を加える。
４．中心ガジットへの呼び出しに応答する。
【０１１８】
　セッションがパーセル送りのために始動する場合、ＶＭは、中心ガジットを創生しない
。この状況において、支援機構は、加入者を位置づけて、発信呼び出しを発生することに
より加入者に通知する。支援機構が呼び出されている相手と通信する前に、支援機構は、
中心ガジットをセットアップするために次の動作を行わなければならない：
１．加入者の位置に対応するガジットを決定する。
２．ガジットをセッションに加えることにより中心ガジットを得る。
３．中心ガジットに必要なすべての属性をセットする。
４．中心ガジットに必要なすべての能力を加える。
　中心ガジットがセットアップされると、支援機構はメームとメニューによりユーザーと
接続し、さらに呼び出しを行い、ユーザーを切り替え待ちにし、ユーザーを接続するに必
要なガジットを操作することが出来る。
【０１１９】
　　　ほかの活性ガジットを得ること：
　理論的に、エージェントは、セッション：追加（ガジット）構成要素機能により、すべ
てのガジットをセッションへ加えることができる。エージェントがガジットを加えると、
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エージェントはその返答に活性ガジットを受け取り、その中心がすでにその活性ガジット
へセットされて、そのガジットを中心ガジットにする。
【０１２０】
　各接触先の各標準的場所（家庭、作業所、車、移動電話など）は、セッションへ加える
ことが出来る、アドレス指定可能なガジットオブジェクト（例えば、ホーンガジットオブ
ジェクト）により表される。例えば、加入者が、接触先へ発信談話呼び出しをかけるよう
に、支援機構に要求するならば、支援機構は正確な場所（作業所など）の電話ガジットを
得て、それをセッションへ加える。
【０１２１】
　エージェントがガジットをセッションへ加えると、ＶＭは、電話回線を得て、ガジット
に指定された番号をダイヤルする。ＶＭは活性ガジットを創生しないで、呼び出しがうま
く接続するまで、それをエージェントへ与える。成功した接続の標準は、変動する；それ
は、電話が数回にわたるか、または、誰かがその電話に応答したかを意味する。呼び出し
が失敗すると、ＶＭは活性ガジットを創生せず、エージェントの失敗に操作を追加する。
【０１２２】
　　　属性と能力のセッティング：
　エージェントは、活性ガジットを経て通信する前に、エージェントは、ユーザーとの通
信に必要なすべての属性と能力を設定しなければならない。
【０１２３】
　属性は、どの媒体がメーム内に呈示され、ＭＭＵＩオブジェクトの特性として考えられ
るかを指定する。支援機構により使用されるプロンプト（説明、対話、命令）の言語とタ
イプは、属性の例である。大抵の属性は、支援機構のユーザー好み選択機構の一部として
設定される。支援機構が始動すると、属性を各ユーザー好み選択用の中心ガジットに設定
する。ユーザーが好み選択を変える時はいつでも、支援機構は、適切な属性を設定する。
【０１２４】
　ＶＭは一般に、次のセットの能力を備えている：
　・　Ｗｆインターアウトキャップ、これは音響出力を備えている
　・　Ｗｆインターインキャップ、これは音響入力を備えている
　・　Ｗｆリッコグナイザーキャップ、これは音声とＤＴＭＦ認識を備えている
　・　Ｗｆファックスインキャップ、これはファックス入力を備えている
　・　Ｗｆファックスアウトキャップ、これはファックス出力を備えている
　・　Ｗｆオールキャップ、これはすべての能力を備えている
【０１２５】
　支援機構は、中心ガジットを設定するとき、または、ユーザーとのセッションの間いつ
でも、能力を設定することが出来る。例えば、ユーザーが情報をファックスで送ることを
要求するならば、エージェントは、ファックスの能力をそのユーザーのリクエストを行う
活性ガジットへ加えることが出来る。
【０１２６】
　　　中心ガジットへの応答：
　入信呼び出しについて、支援機構は、アクティブガジット：：応答構成要素機能で中心
ガジットに応答しなければならず、呼び出しを取り上げ、呼び出し音を停止する。支援機
構が呼び出しに応答した後、ユーザーまたは受信先（例えば、それは呼び出されたファッ
クス機であるでもある）との通信を始める。
【０１２７】
　　　ガジットの接続：
　エージェントは、セッションの間必要により、ガジットを接続し、接続解除し、再び接
続する。別個のセッションに配置されたガジットを接続するため、エージェントは、別個
のオブジェクト、会議オブジェクトを使用する。接続が確立されると、エージェントはガ
ジットを接続解除し、再接続して、ユーザーをかけ待ちにし、それらを接続返す。
【０１２８】
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　　　パーセル：
　支援機構は、相互に通信するためにパーセルを使用する。パーセルは、ターゲット（受
信先）から成っており、これはユーザーまたはセッション、および中味（パーセルコンテ
ントクラス）である。パーセルは、受信先のセッションへ送られる。受信先が、動作中の
一つのセッションよりも多くのセッションを有するならば、パーセルは、常に、マスター
セッションへ送られる。
【０１２９】
　表５に、エージェントに使用されるパーセルの説明をする。
　　　　　　　　　パーセル／内容の種類
表５
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３０】
　　　パーセルの組立
　パーセルを組み立てるために、エージェントは、パーセル構成体を使用し、パーセルコ
ンテントクラスを仮数として指定する。次に、エージェントは、パーセル中味内の適切な
領域にファイルすることが出来る。
【０１３１】
　　　パーセルの送受信
　パーセルを送り、パーセルに応答し、またはパーセルを引き出すために、セッションク
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ラスは、次の構成要素機能を備えている：
　パーセル－送り
　パーセル－応答
　パーセル－引き出しパーセルに応答すると、ＶＭは自動的に、特定のアドレスよりもむ
しろ特定のセッションへパーセルをアドレス指定する。
【０１３２】
　　　同一パーセルの戻しと送り出し
　エージェントは、パーセルを戻し、および送り出すことが出来、折衝の手段として、そ
の都度その中味を修正する。この方法でパーセルを使用する例として、どのように、支援
機構が呼び出し者を操作するかを考察する。加入者が接触先を呼び出すと、電話呼び出し
の接続に伴う折衝はない：
【０１３３】
　　　外部の接触先が加入者を呼び出す；
　たまたま加入者である接触先が、このシステムに記録されているほかの加入者を呼び出
す：
【０１３４】
　図２３Ａ～Ｄに関し、三つの部分のハンドシェーキング（初期接続手順）は、次のステ
ップから成る：
１．接触先が加入者を呼び出すと、接触先セッション４０２の電子支援機構４００が、接
触パーセル４０４をマスターパーセル４０６へ送る（図２３Ａ）。パーセルは、呼び出し
者が加入者への接続を要求していることを示しており、接触先（あるいは、呼び出し者が
既知の接触先でないならば、ダミーの接触先）への参照を含んでいる。
マスターセッションがないならば、ＶＭは一つのセッションを始動する。
【０１３５】
２．マスターセッション４０６の電子支援機構が接続パーセル４０４を受信すると、支援
機構は、それが、すでに加入者との動作中のセッションを有していることを示す中心ガジ
ットを有するか、どうかを知るために点検する。電子支援機構が中心ガジットを持ってい
なければ、それは、それがパーセルを受信しているので、セッションが始動したことを意
味し、中心ガジットを得るために、加入者の位置を探し出し、知らせようとすることが必
要である。電子支援機構が中心ガジットを有すると、支援機構は、接触先へ接続するか、
どうかを加入者に尋ねる。加入者がはいと言えば、マスターセッションの電子支援機構は
、接続パーセル４０４を送り返し、接続リクエストは受理されたとその中に示す（図２３
Ｂ）。
【０１３６】
３．接触先のセッションの電子支援機構が、接続パーセルを受信すると、前進させる表示
を付けてそれを送り返す（図２３Ｃ）。マスターセッションの電子支援機構が接続パーセ
ルを受信すると、二つのガジットを接続して、接触先の活性ガジットをマスターセッショ
ンへ移動する（図２３Ｄ）。
【０１３７】
　会議オブジェクトが操作通信において使用される方法は、図２５Ａ～Ｄに示されており
、これは、一つの加入者からほかの加入者への呼び出しを設定する会議オブジェクトを生
成するステップを図示している。この実施例において、両方の加入者は、最初、それらの
電子支援機構によってのみ対話しており、従って、活動停止中の会議オブジェクトへ接続
されていると想定されている。これは、活動停止中の会議オブジェクト４０３ａへ接続さ
れた中心ガジット４０１ａによりセッションＡに、活動停止中の会議オブジェクト４０３
ｂへ接続された中心ガジット４０１ｂによりセッションＢに示されている。
【０１３８】
　加入者Ａは、その電子支援機構に加入者Ｂへの接続を確立するように命令することによ
り、呼び出しを始める。応答において、ＶＭは、加入者Ｂがセッションにいるか、どうか
を、すなわち、マスターセッションが加入者Ｂに関して動作しているか、どうかを点検す
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る。加入者Ｂがセッションにいるならば、ＶＭは、加入者Ｂがシステムのセッションにい
ることを、加入者Ａの電子支援機構へ通知する。この情報は加入者Ａへ送られ、その時、
加入者Ａは彼の接続の要求を確認する機械を与えられる。加入者Ａが彼の接続要求を確認
すると、その電子支援機構は、会議要求４０５を加入者Ｂの電子支援機構へ送り、ＶＭは
、要求された接続の会議オブジェクト４０７を創生する（図２５Ａ）。
【０１３９】
　加入者Ｂが、要求された接続を受け取ることをその電子支援機構へ示すと、その電子支
援機構は、肯定回答（ＡＣＫ）を加入者Ａの電子支援機構へ送り戻す（図２５Ｂ）。加入
者Ｂからの肯定回答（ＡＣＫ）の受信に応答して、加入者Ａの電子支援機構は、接続につ
いて創生された会議オブジェクト４０７を識別する会議パーセル４０９を構成して、それ
自身を会議オブジェクト４０７へ接続し、会議パーセル４０９を加入者Ｂの電子支援機構
へ送る（図２５Ｃ）。
【０１４０】
　加入者Ｂの電子支援機構が、会議パーセルを加入者Ａから受信すると、支援機構は、会
議オブジェクトの識別をそのパーセルから抜き出し、その活性ガジットをその活動停止中
の会議オブジェクトから移動して、その活性ガジットを新しく受信された会議オブジェク
トへ加える（図２５Ｄ）。この時点において、加入者ＡとＢは、一緒に切り換えられ、そ
れらの電子支援機構は、加入者が“Ｇｏ  ａｈｅａｄ”と言うことにより接続されること
を加入者に知らしめる。
【０１４１】

　加入者へアクセス出来る一組のコマンドが、展示リストＡに呈示されている。電子支援
機構が実行可能な各種のタスクは、これらのコマンドに関連した機能を実行する。
　次は、電子支援機構が上述の機構によりその加入者について行う各種の機能の詳細な説
明である。説明されている機能は、数ある中でも次のようなものがある：（１）加入者へ
入信する呼び出しの操作、（２）接触先の創生、（３）備忘メモ、および（４）加入者へ
備忘メモを通知。
【０１４２】
　　　入信呼び出しの操作：
　最初に、システムが、呼び出し者（すなわち、ビル  ビショップ）から加入者（すなわ
ち、ジム  スミス）への入信呼び出しをどのように操作するかを説明する。システムの呼
び出し操作機能は、呼び出し者が、加入者の電話番号への呼び出しをかけるときに起こる
。中央局は、このシステムへのＴ１回線を取り上げることにより入信呼び出しを知らせる
。そのＴ１回線をモニターしているインタフェースカードは、回線を取り上げて、呼び出
されている内線を識別する４桁のプッシュボタン捉えることにより、ベル音信号に応答す
る。インタフェースカードは、仮想機構に対し事象を発生する。仮想機構は、ハードウェ
アから、何番が呼び出しされているかを決定し、それから、呼び出しされている加入者が
誰であるか（ ID）を決定する。
【０１４３】
　入信呼び出しの表示を受けると、ＶＭは、その呼び出しを操作するのに割り当てられた
セッション、即ち、一連の実行を開始する。ＶＭサーバーがそのセッションを生成すると
、初期手続きがセッションとＶＭサーバーとの間に行われて、二つのエンティティは、相
互に接続する。初期手続きの一部として、サーバープロセスは、セッションが開始してい
る加入者のＩＤのセッションへ進む。このようにして、セッションは、加入者の格納され
た情報を含んでいるデータベースにユーザー・オブジェクトへの参照を設定することが出
来る。
【０１４４】
　セッションが開始するユーザーのＩＤを受信するほかに、ＶＭは、また、それが活性ガ
ジットを構成したチャネルのＩＤを渡す。活性ガジットは、入信呼び出し者への通信路を
表す。活性ガジットは、呼び出しがこの場合電話回線から送られてきた個々の通信回線を
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表す。能力が加えられるまで、活性ガジットは、単に、入力または出力された能力を持た
ないチャネルを表す。従って、システムがプロンプトを行い、入信信号を記録し、音声と
ＤＴＭＦ認識をチャネルで行うことができるようにするため、支援機構は、能力を活性ガ
ジットへ加える。例えば、対話形式の能力は、音響を発する音響形式のポートへマップし
、認識能力は、音声認識とＤＴＭＦポートへマップする。
【０１４５】
　能力が設定されると、電子支援機構は、応答呼び出しタスクを呼び出して、入信呼び出
しを操作する。図２４ＡとＢに関し、応答呼び出しタスクは、呼び出し者との対話に加わ
って、タスクの実行に必要な一定の情報を収集する。一般的表現で、応答呼び出しタスク
は、最初に、書き込まれなければならない二つの領域の情報を有する：誰が呼び出しして
いるか、呼び出し者は何をするか、は電子支援機構に行って欲しいことである。
【０１４６】
　入信呼び出しが与えられた加入者宛に到着すると、加入者が前に選択した好みに従って
、支援機構が呼び出しを操作出来る多くの方法がある。支援機構は呼び出しを加入者の卓
上電話の電話機へ直接に回送するか、入信呼び出し者からのメッセージを受けられるよう
に提供するか、または、加入者の位置を探そうとして、加入者が探されると、加入者に入
信呼び出しを接続することを提供することが出来る。呼び出しの操作中に、応答呼び出し
タスクは、最初、加入者の状態を点検して、加入者がどのような好みを選択したかを決定
する (ステップ５００ )。
【０１４７】
　前述の実施態様において、呼び出し者は、加入者との確立された接続を持ちたいと思っ
ていると想定しており、従って、呼び出し者は、第二の質問に答える選択を提供されてい
ない。しかし、ほかの実施態様において、数ある中で、応答呼び出しタスクは、呼び出し
者にメッセージを残す選択を提供し、呼び出しの優先度を指定し、または、通信文を送る
ように修正されている。
【０１４８】
　また、ＡＮＩ（自動数字識別）が送られるならば、インタフェースカードは、カードが
中央局から受け、セッションの電子支援機構へ送るＡＮＩ信号を取り除く。その数字が加
入者の接触先リストの接触先へマップされているならば、電子支援機構は、呼び出し者と
の対話もなく、“誰？”エントリーを自動的に送る。しかし、その場合でも、支援機構は
、呼び出し者がだれであるか確認するため、呼び出し者との対話に参加することを望んで
いる。
【０１４９】
　応答呼び出しタスクが、加入者がスクリーンされた呼び出しを望んでいることを決定し
た後、応答呼び出しタスクは、呼び出し者を識別しようとする（ステップ５０４）。電子
支援機構は、オブジェクト（すなわち、メームオブジェクト）を活性ガジットへ送り、“
あなたの名前を言って下さい”と言って命令する。呼び出し者が既知の接触先であるか、
どうかを決定するために、呼び出し者の回答が加入者の接触先と一致されるように、電子
支援機構は、加入者の接触先メニューをガジットへ送る。電子支援機構は、ガジットに識
別された名前を戻すように要請する。
【０１５０】
　ガジットは、“あなたの名前を言って下さい”メームをチャネルへ呈示する。チャネル
は、メームを付属ポートの収集へ送り、固有のポートは、格納された音響バージョンをシ
ステムデータベースから引き出すことにより、メームを遂行する。
【０１５１】
　呼び出し者が通話した応答を受け取ると、チャネルは、その応答を接触先メニューの既
知の接触先の格納された応答との一致を試みる。電子支援機構へ送られた結果は、既知の
接触先が何処であるか、または未知の接触先の表示である。未知の接触先であるならば、
応答呼び出しタスクは、音声メールを加入者宛に残すように、呼び出し者に選択を提供す
るメッセージタスクを行う（ステップ５０６）。呼び出し者が既知の接触先であるならば
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、電子支援機構は、既知の接触先が、実際に電子支援機構が操作している加入者であるか
、どうかを決定する（ステップ５０８）。電子支援機構が、呼び出し者が加入者であると
決定するならば、呼び出し者にシステムコマンドへのアクセスを有することを許可する前
にパスワードを尋ねることにより、電子支援機構は加入者を認証する（ステップ５１０）
。加入者が誰であるかが確認されると、電子支援機構は、加入者が最後に新しいメッセー
ジを読むので、格納されているすべての新しいメッセージを加入者へ知らせ、電子支援機
構を制御するコマンドのセットへのアクセスを与えるコマンドタスクを開始する（ステッ
プ５１２）。
【０１５２】
　呼び出し者が加入者でないならば、電子支援機構は、加入者の接触先リストを点検して
、呼び出し者の優先度を決定する（ステップ５１６）。加入者の接触先リストが各接触先
の優先度（即ち、標準か、または高い）の加入者の指定から成ることを要求する。優先度
は、呼び出し者から受けた呼び出しの重要度を示す。
【０１５３】
　呼び出し者の優先度を点検している間、電子支援機構は、接触先のデータ構造を点検し
て、加入者により呼び出し者へ残された音声メッセージがあるか、どうかを決定する（ス
テップ５１８）。音声メッセージがあるならば、電子支援機構は、加入者により残された
音声メッセージを聴きたいか、どうかを呼び出し者に尋ねる配送メッセージタスクを行う
（ステップ５２０）。
【０１５４】
　配送メッセージタスクは、次の一連の事象を行う。最初に、電子支援機構はメームをチ
ャネルへ送り、呼び出し者へ“メッセージを持っています。それを受け取りませんか？”
と言って通告する。電子支援機構はまた、ポインターをそのメッセージデータベースに格
納された音声メッセージへ送る。呼び出し者は、プッシュホーンの適切なボタンを押すこ
とにより、応答する。呼び出し者が“イエス”の代わりの“９”を押すと、その音響ポー
トは、格納されたメッセージの対応する媒体表示を引き出して、発声する。メッセージが
発声された後、電子支援機構は、ほかに発声されていないメッセージがあるか、どうかを
点検し、そのようなものがあるならば、それは同じ流れの操作となり、そのほかのメッセ
ージを呼び出し者へ呈示する。
【０１５５】
　上述の実施態様における配送メッセージタスクは、呼び出し者が誰であるかについて確
認しない。しかし、そのように望むことが出来る。これは、パスワードなどの確認を要求
するタスクを修正することにより容易に行われる。
【０１５６】
　配送メッセージタスクが完了するか、または、呼び出し者宛の音声メッセージがなけれ
ば、電子支援機構は、加入者の使用可能性を点検する（ステップ５２２）。加入者は、彼
の使用可能性を“私はおります”コマンドにより指定する能力を有する（ほかで説明され
ている）。この情報は、加入者のユーザー・オブジェクトの一部として、データベースに
格納されている。
【０１５７】
　加入者の使用可能性を識別した後、電子支援機構は、加入者への接続を確立するか、ど
うかを決定する（ステップ５２４）。上述の実施態様において、決定は、呼び出し者が加
入者により設定される使用可能性を十分に満足する高い優先度を有するか、どうかに基づ
いている。例えば、呼び出し者が、正常な優先度の接触先としてデータベースにおいて識
別され、加入者が、“重要な呼び出しを受ける”その使用可能性を示しているならば、電
子支援機構は、この固有の呼び出しに対する加入者への接続を確立しようとしない。他方
、接触先の優先度が、高い優先度として指定されるならば、電子支援機構は、加入者との
接続を確立するのに必要な動作を行う。
【０１５８】
　上述実施態様の決定アルゴリズムは、非常にシンプルである。ほかの実施態様は、非常
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に精巧なアルゴリズムを使用して、加入者への接続の呼び出し者の要求を濾過する。例え
ば、この決定は、彼の仕事の説明、または、彼が呼び出しをしている会社が何であるかな
どのほかの情報を考慮している。また、呼び出し者の優先度を変えさせて、加入者が、あ
る事前選択された時間内でその呼び出し者へ開始した  呼び出し数を反映することは、簡
単なことである。加入者が頻繁に呼び出している接触先は、その加入者がめったに電話を
かけない接触先よりも高い優先度を持っている。
【０１５９】
　この決定が、加入者への接続をしようとせずに行われるならば、電子支援機構は、メッ
セージ送りタスクを行う（ステップ５２６）。一般に、メッセージ送りタスクは、加入者
はその時使用できないことを呼び出し者に知らせ、加入者宛の音声メールを残したいか、
どうかを質問する。メッセージ送りタスクが完了した後、電子支援機構は、そのチャネル
を接続解除するに必要などのような操作も行い、その呼び出し者のセッションを終了する
。例えば、このことは、活性ガジットに関連している能力を取り除き、また、音響イン、
音響アウト、および認識のポートをチャネルから割り当て解除して、それらのポートがほ
かのセッションにより使用できるようにすることにより、呼び出し者からのチャネルを支
援するに必要であった資源を開放することから成っている。
【０１６０】
　加入者が、彼がその接触先からの呼び出しを受けるのに使用可能であることを表示した
ならば、応答呼び出しタスクは、接続を確立するのに必要であるステップを実行する（ス
テップ５２８）。パーセル機構の動作を一層よく示すために、接続確立を支援するために
行われるパーセルの交換もまた、説明する。
【０１６１】
　呼び出し者のセッションの応答呼び出しタスクは、加入者へアドレス指定された接続パ
ーセルを送る。接続パーセルは、接続が加入者と確立され、それが呼び出し者のセッショ
ンを識別することを要請する。ＶＭが、マスターセッションが現在存在していないことを
決定するならば、ＶＭは、マスターセッションとして指定する新しいセッションを生成し
、次に、接続パーセルをそのマスターセッションへ送る。
【０１６２】
　マスターセッションが存在すると、そのセッションは、直ちに、すべてのパーセルがそ
れへ送られているか、どうかを点検する。この時点で、マスターセッションは、呼び出し
者のセッションにより送られた接続パーセルを発見する。接続パーセルに応答して、マス
ターセッションは、それが中心ガジットを有するか、どうかを点検する。それが持ってい
なければ、それは位置づけー通知タスクを行う。この目的は、加入者との接続を確立しよ
うとすることである。
【０１６３】
　図２６に関し、位置づけー通知タスクは、最初に、加入者が到達しているか、どうかを
決定使用とする（ステップ６００）。上述の実施態様において、支援機構は、加入者の格
納されたスケジュールに関するユーザーオブジェクトを点検する。ユーザーのスケジュー
ルをリストアップするために使用される二つのスケジュールデータ構造がある：すなわち
、デフォルトスケジュールとオーバーライドスケジュール。デフォルトスケジュールは、
加入者が一般に、正規の一日を通してか、または、正規の一週間の数日を通して見つけ出
される場所を示す。オーバーライドスケジュールは、加入者が“私はおります”または“
旅行日程作成”のコマンドにより生成することができるスケジュールで、関連する期間の
デフォルトスケジュールを無効にする。
【０１６４】
　例えば、加入者は普通、月曜日にオフィスにいて、彼のデフォルトスケジュールはこれ
を反映している。しかし、個々の月曜日では、彼は得意先を訪問するために車でどこかへ
出かけなければならない。正規の日常業務のこの変更を反映するために、彼はオーバーラ
イドスケジュールを作成することができる。オーバーライドスケジュールは、彼が車で旅
行すると思われる期間の間彼の移動電話により、彼が届く所にあり、その後、彼が、ほか
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の期間の間得意先の業務場所において届くことを示している。
【０１６５】
　加入者はまた、もう一人の加入者と一緒にいる場所を設定することもでき、彼のスケジ
ュールと所在は、もう一人の加入者の電子支援機構により知られている。これが行われる
と、第一加入者のスケジュールは、第一加入者が一緒にいる第二加入者のスケジュールを
追跡する。
【０１６６】
　位置づけ－通知タスクは、加入者のオーバーライドスケジュールを点検して、加入者が
その時間のオーバーライドを持っているか、どうかを決定する。オーバーライドが存在し
なければ、電子支援機構はデフォルトスケジュールを点検する。デフォルトスケジュール
がその時の位置を識別して、電子支援機構は、加入者のユーザー・オブジェクトに格納さ
れた情報からその位置の電話番号を見つけ出すことができる。例えば、デフォルトスケジ
ュールが、加入者はその時家にいる予定であることを示すならば、支援機構はユーザー・
オブジェクトを探索して、家庭の位置に関連した電話番号を見つけ出し、加入者が作成し
たコースを想定する。
【０１６７】
　固有の通信機器とその番号（またはアドレス）が識別されると、電子支援機構は、その
機器を表すガジットをセッションへ加える（ステップ６０４）。通信機器が加入者の家の
電話であるならば、セッションへ加えられたガジットは、加入者の家庭電話の電話番号を
含むホーンガジットである。
【０１６８】
　マスターセッションからのガジットの受信に応答して、ＶＭは、チャネルをそのガジッ
トへ割り当てる。ガジットは電話機であるので、ＶＭにより、インタフェースカードは、
Ｔ１へ接続している電話回線チャネルを割り当てる。ＶＭはまた、その電話番号をインタ
フェースカードへ送り、インタフェースカードは、その番号をダイヤルする。呼び出され
た番号が話し中であれば、チャネルは、接続する試みは達成されなかったとマスターセッ
ションへ報告し返す。電話がベルを鳴らし始めているならば、チャネルは、活性ガジット
をマスターセッションへ戻す。活性ガジットは、加入者の家庭電話への実際の接続を表す
。
【０１６９】
　活性ガジットを受けると、電子支援機構は、直ちに、能力を活性ガジットへ割り当て、
これにより、支援機構は、ガジットを経て通信が出来、誰かが電話を取り上げるのを待つ
（ステップ６０６）。相手が応答するならば、電子支援機構は、ユーザーが使用可能であ
るか、どうかを決定する（６０８）。支援機構は、応答している相手が、加入者がそこで
呼び出しを受けるか、どうかを示すことができる間の対話によりこれを行う。上述の実施
態様において、電子支援機構により、音響アウト－ポートは、前述の格納されたメッセー
ジを発声することが出来る：

　　　ハロー、ジム  スミスと通話しようとしています。彼が可能ならば、９のキーを押
し
　　　て下さい。彼が不可能ならば、６のキーを押すか、切って下さい。
【０１７０】
　ちょうど呼び出した電話の場所を考慮に入れることは、対話を合わせるために望ましい
。例えば、親しい地域、問題のある地域、または敵国の領域であるので、電話を選定する
ことが望まれる。親しい地域の電話は、すべて、応答する人は、電子支援機構との対話に
通じていそうな電話であろう。問題のある地域の電話は、すべて、応答する相手が電子支
援機構との対話に慣れていない５０／５０のチャンスがある電話である。敵国領域の電話
は、応答相手が、電子支援機構との対話に慣れていない可能性が十分に高い電話である。
このように接続機器を識別することにより、応答相手と対話する適切な通話が選択される
。慣れていないユーザーについては、電子支援機構は、さらに十分に対話する方法を説明

10

20

30

40

50

(38) JP 4036879 B2 2008.1.23



する言葉数の多い対話を使用する。しかし、慣れたユーザーについては、相手が話しもせ
ずに応答する方法を知っていると見なされる簡潔な対話を使用する。
【０１７１】
　応答相手が、加入者は使用できないと示すならば、これはマスターセッションへ知らせ
返され、次に、回答パーセルを呼び出し者のセッションへ戻して、その接続試みは行われ
なかったことを示す（ステップ６１０）。次に、マスターセッションは、セッションを終
了するのに必要である一連のステップを通る。これは、能力を活性ガジットから取り除く
ことから成っている。
【０１７２】
　応答相手が、加入者が使用可能であると示すならば、電子支援機構は、呼び出し者が誰
であるかを加入者へ知らせる（ステップ６１２）：

　ビル  ビショップからの呼び出しがあります。呼び出しを受けたいと思いますか。９の
キーを押してイエスを示し、６のキーを押してノーを示して下さい。
【０１７３】
　次に、支援機構は、加入者にこの電話を受けたいと思うか、どうかを質問する（ステッ
プ６１４）。
　加入者がこの電話を断るならば、位置づけ－通知タスクは、行われなかった接続回答パ
ーセルを呼び出し者のセッションへ送り戻す（ステップ６１６）。
　この行われなかった回答に応答して、呼び出し者セッションは、呼び出し者に加入者は
見あたらなかったことを知らせ、加入者宛の記録された音声メッセージを残す選択を提供
する。呼び出し者がこのメッセージ選択を受け入れるならば、電子支援機構は呼び出し者
の音声メッセージを記録して、加入者宛に格納し、後日いつか再現する。
【０１７４】
　加入者への接続はまだ存在しているが、位置づけ－通知タスクは、この時に加入者にた
いして何か行うか、どうかを加入者に質問する（ステップ６１８）。加入者がノーと言う
か、または６のキーを押すことにより応答するならば、位置づけ－通知タスクは、“グッ
ドバイ”と加入者へ言って、電話を切るコマンドをチャネルへ送り、終端する。一方、加
入者が彼の電子支援機構のコマンドをアクセスしたいと示すならば、彼は最初にほかの証
明を行わなければならず、次に、電子支援機構は、加入者が音声またはＤＴＭＦコマンド
のいずれかによりこれらの能力をアクセスすることが出来るコマンドタスクを開始する（
ステップ６２０）。次に、表示Ａに示されたコマンドは、加入者に使用可能である。
【０１７５】
　加入者が呼び出しを受け入れるならば、位置づけ－通知タスクは、接続応答パーセルを
呼び出し者のセッションへ送る。図２４Ｂに関し、接続応答パーセルの受信に応答して、
呼び出し者のセッションは、もはや必要でない能力の幾つかを活性ガジットから除去し（
例えば、対話イン、対話アウト、および認識能力）（ステップ５３６）、このガジットを
パーセル機構により加入者へ送る（ステップ５４０）。活性ガジットを呼び出し者のセッ
ションから受け取ると、マスターセッションの電子支援機構は、その活性ガジットをその
セッションへ加え、活性ガジットと中心ガジットの両方を一緒に接続し、これにより、加
入者と呼び出し者は、相互に通信することが出来る（図２６のステップ６２２）。インタ
フェースカードは、切り替え機能を実行し、各ガジットがほかのチャネルの出力を聴くこ
とが出来るようにすることにより、二つのガジットを一緒に接続する（即ち、ほかの相手
の信号を送るＭＶＩＰバス回線の適切な時間スロットへのアクセスを有することが出来る
ようにすることにより）。
【０１７６】
　接続が呼び出し者と加入者との間に確立されると、電子支援機構は、支援機構が、モー
ドをフォーグラウンドモードへ呼び戻すコマンド（すなわち、“ワイルドファイヤ”）に
対する加入者の出力をモニターするバックラウンドへ切り変わる（ステップ６２４）。電
子支援機構がバックグラウンドにある間、支援機構は、モードをフォーグラウンドへ呼び
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戻す単一のコマンドに応答するだけであり、設定されたそのコマンドのそのほかのコマン
ドのすべてを無視する。
【０１７７】
　上記考察において、ＶＭが、呼び出し者セッションからの要求接続パーセルを送ること
を望んだとき、マスターセッションは動作していないと考えられていたことを想い起こし
てみよう。しかし、動作中のマスターセッションが無ければ、ＶＭは、パーセルをそのマ
スターセッションへ送る。
【０１７８】
　すでに存在しているマスターセッションが、ほかの呼び出し者セッションから接続パー
セルへの要求を受け取ると、それは待ち行列で格納される。マスターセッションは、受け
取られたパーセルの待ち行列を繰り返し点検する。マスターセッションが新しいパーセル
の存在を検出すると、それは直ちにそれに対し動作を起こす。接続パーセルへの要求の場
合、マスターセッションは、通知タスクを始める（参照図２７）。通知タスクは、加入者
がマスターセッションと電話チャネルを介して対話しているか、どうかを点検する（ステ
ップ６３０）。加入者が電話チャネル以外の通信チャネルを経てセッションと対話してい
るならば、タスクは、呼び出し者を識別し、彼がただ今その個人からの呼び出しを受け取
ったことを加入者へ知らせる通知を加入者へ送る（ステップ６３２）。次に、マスターセ
ッションは、接続の試みが失敗したことを示している、接続パーセルへの要求に対する回
答を呼び出し者のセッションへ送り返す（ステップ６３４）。
【０１７９】
　呼び出し者がマスターセッションと電話チャネルを介して通信しているならば、通知タ
スクは、最初、加入者が彼の呼び出しへ割り込みを喜んで受け入れることを示しているか
、どうかを決定する。例えば、加入者が呼び出しへ接続されると、彼は“すべての呼び出
しを切れ”コマンドを使用して、割り込みされない彼の選択を示す。“すべての呼び出し
を切れ”コマンドは、加入者の状態を、呼び出しがマスターセッションにより操作されて
いる間使用不能として、一時的に設定する。
【０１８０】
　加入者が、割り込みされたくないと示すならば、通知タスクは、非対話通知を加入者へ
連絡するために呼び出し者の試みの加入者へ送り、呼び出し者のセッションへ接続試みは
失敗したと知らせる（ステップ６３４）。
【０１８１】
　加入者が、割り込みを阻止するために、彼の状態をセットしていなかったならば、通知
タスクは、切り替え待ちの呼び出し者の加入者へ通知する（ステップ６３８）。システム
は、呼び出し者自身の音声識別により、加入者と話し中の相手の両方により聞くことが出
来る短いベル音を最初に送り、次に、呼び出し中の呼び出し者の名前を送る呼び出し待ち
の方式を備えている。加入者がその時に話し中の呼び出し者が、そのメッセージを聞くの
を防止するように、この割り込みは操作される（普通スマートな呼び出し待ち方式と呼ば
れる）。電話の中には、これか、アナウンスが行われている短い時間呼び出し者を切り換
え待ちに置くことにより行われるものもある。ほかの電話では、呼び出し者がそれを聞か
ずに、加入者の電話の耳当てへメッセージを送ることが出来る。
【０１８２】
　次に、電子支援機構は、加入者へ呼び出しを断るか、または呼び出しを受ける選択を与
える。現在有効なコマンドは、“メッセージを取る”と“私はそれを取る”てある。加入
者が呼び出しを断るか、または、事前に選択された時間内に応答しないならば、電子支援
機構は、不成功の返事を呼び出し者のセッションへ送る（ステップ６４２）。不成功の返
事に応答して、呼び出し者のセッションは、加入者が見つからないことを呼び出し者へ単
に知らせるか、または呼び出し者からのメッセージを受け取るように呈示する。呼び出し
者がメッセージ選択を受けるならば、電子支援機構は、呼び出し者の音声メッセージを記
録して、それを加入者宛に格納し、後に何時か再現する。
【０１８３】
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　加入者が新しい呼び出しを受けるならば、電子支援機構は、呼び出し者のガジットをマ
スターセッションへ組み入れて（ステップ６４４）、最初の呼び出し者を切り換え待ちに
置く。
　加入者が新しい呼び出し者へ接続されている間、さらにほかの呼び出しが入るならば、
電子支援機構は、その新しい呼び出しを同じ方法で操作する。従って、一つ以上の呼び出
し者を同時に切り替え待ちにすることが可能である。
【０１８４】
　最初の呼び出し者へ切り換えるために、加入者は“ホールドボタンを押す”コマンドを
送り出す。一つの呼び出し待ちだけがあるならば、電子支援機構は、第二の呼び出し者を
待ちにして、最初の呼び出し者へ切り換える。このようにして、“ホールドボタンを押す
”により、加入者は、二つの通話者の間を相互に切り換えることが出来る。しかし、一つ
より多い呼び出し待ちがあるならば、電子支援機構は、加入者が通話中である呼び出し者
を待ちにして、“あなたを〈呼び出し者の名前〉と接続しましょうか？”と言って、“ホ
ールドボタンを押す”に応答する。加入者が“イエス”と応答するならば、電子支援機構
は、加入者を識別された呼び出し者へ接続する。加入者が“ノー”と応答するならば、電
子支援機構は、再び、“あなたを〈次の呼び出し者の名前〉と接続しましょうか？”と言
う。この方法では、電子支援機構は、待ち状態の通話相手のグループを、加入者が通話者
の一人との接続を確立したいと表示するまで回す。
【０１８５】
　　　接触先の創生：
　加入者が使用できるそのほかのコマンドの中に、幾つかの非メッセージオブジェクトコ
マンドがある。これらは、加入者接触先リストへ加えられる接触先を創生し、呼び出しと
記録された備忘メモを創生するために使用され、これらはどちらも、適切な時間に加入者
へ送るために、クロン・エージェントにより保持される。電話の会話を通して、加入者は
、“接触先を創生”、“私を思いだして呼び出してください”、および“私を思いだして
”と言ってこれらのこまを実行する。“接触先を創生”コマンドの実行から発生する対話
の例が、図２８に示されている。この対話をチャネルにより実行する機構は（および以降
に述べるほかの対話）、前に説明したものと同じであり、以降の考察では繰り返さない。
【０１８６】
　“接触先を創生”コマンドの受信に応答して、電子支援機構は、加入者に“どんな種類
の人、場所、またはグループですか？”と質問する。加入者は、これらのタイプの一つを
確認して応答する。図２８の示された対話において、加入者は“人”と言って応答する。
次に、電子支援機構は、その人の名前を尋ねる。電子支援機構は、接触先の名前の加入者
の音声を使用するので、格納された音声の品質を改善するため、二度目に接触先の名前を
繰り返すように加入者に要請する。
【０１８７】
　加入者が、接触先の名前を確認した後、電子支援機構は、“電話番号は？”と尋ねて、
加入者に電話番号を加えるように要請する。応答において、加入者は、家庭、作業所、移
動、ほかを確認することが出来る。示された例では、加入者は、“作業所”と応答してい
る。次に、電子支援機構は、電話番号を尋ね、加入者は、＃キーが続く番号を載せる。電
子支援機構は、“受け取りました。さて、次は？”と言って番号の受け取りを認める。
【０１８８】
　加入者がその接触先のほかの情報を載せたいならば、“更新”コマンドを使用する。電
子支援機構は、“何を”と言って応答する。これに対し、加入者は、追加するか、または
更新したい情報の個々の項目を確認して、応答する。加入者が“優先度”と言うならば、
電子支援機構は、“正常または高く”と尋ねる。加入者が使用可能な優先度の一つを選択
した後、電子支援機構は、“それを受けました”と言って、ほかのコマンドの準備が出来
ていることを示す。加入者が、その接触先のほかの情報を追加するか、または修正したい
ならば、“更新”コマンドを再び使用し、続いて、どの情報が追加、または変更されるの
かを示す。示された例では、加入者により更新のために選択された次の項目は、接触先の
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名前の綴りである。応答において、電子支援機構は、“綴りを始めて下さい”と言って、
新しい情報を受ける用意があることを知らせる。
【０１８９】
　綴りが載せられた後、電子支援機構は、加入者からの次のコマンドを受ける用意がある
ことを示す。コマンドが所定の時間内に用意されていなければ、電子支援機構は、加入者
にコマンドを促す。加入者が、その時にほかの追加または変更を持っていないことを示す
ならば、電子支援機構は、“完了”と言って、“接触先を創生”が終わっていることを示
す。
【０１９０】
　加入者は、接触先を電話帳からコピーすることにより新しい接触先を創生することも出
来る。しかし、電話帳のエントリーは、それらに関連した音声識別を持っていない。従っ
て、加入者が、エントリーを電話帳からコピーするならば、加入者は、音声識別を加えて
、それを彼の接触先リストの一部にしなければならない。
【０１９１】
　最後に、接触先は、メッセージを包含された接触先で受け取る結果として創生される。
接触先を含んだメッセージを受け取ると、電子支援機構は、加入者に、接触先をメッセー
ジから加入者の接触先リストへ変換したいか、どうかを尋ねる。加入者が“イエス”と応
答するならば、電話帳列記を補完する手順に似た手順が実行される。
【０１９２】
　ここで留意すべきことは、このシステムは、ほかの状況の下で電話番号を捕捉すること
が出来、その後、この捕捉された情報を加入者を支援するために使用する。例えば、支援
機構が呼び出しに応答して、加入者のメッセージを残す選択を呈示する場合、支援機構は
、最初に、呼び出し者に彼の電話番号を載せるように要請する。電話番号が載せられた後
、電子支援機構は、呼び出し者の音声メッセージを録音する。また、加入者がほかの番号
を電子支援機構を通してダイヤルする場合、そのダイヤルされた電話番号は、記憶される
。この記憶された情報は、その後、“それらに呼び出しをかけて”コマンドへの応答に、
または記憶された電話番号により表される人または場所の接触先を創生するために使用さ
れる。
【０１９３】
　思い出させて下さい

　先に示したように、加入者は、コマンド“思い出させて下さい”と“電話をかけること
を思い出させてください”を使用して、備忘メモを作成することが出来る。これらのタス
クに関連した対話は、図２９と３０にそれぞれ示されている。
【０１９４】
　備忘メモを作成するために、加入者は、“思い出させてください”コマンドを発送する
。これにより、支援機構は、録音された備忘メモの作成を示す属性を備えた備忘メモタス
クを行うことが出来る。この時点で、支援機構は、ユーザーが思い出されたいと思ってい
ることに対し指令する。その時、支援機構は、加入者が電話へ言っていること何でもメッ
セージとして録音し始め、備忘メモが使用されるとき再生される。加入者は、“＃”キー
を押してメッセージの終わりを示し、電子支援機構は、録音されたメッセージをそのデー
タベースへ格納する。
【０１９５】
　録音が完了した後、電子支援機構は、さらに加入者との対話に加わり、備忘メモが送ら
れる時を設定する。電子支援機構は“何時”と尋ねる。加入者は、時を指定するために、
システムにおいて使用可能である幾つかの規定の一つにより応答する。規定は、表３に示
されている。上述の実施例において、呈示者は、“今日”と言って応答する。次に、電子
支援機構は、加入者に時間を質問する。プッシュボタン信号ＤＴＭＦにより、加入者は、
特定時間を入れる（例えば、５時３０分にたいし５３０）。電子支援機構は、加入者が入
れた時間を再度言って応答し、加入者からの確認を要請する。加入者が時間を確認するな

10

20

30

40

50

(42) JP 4036879 B2 2008.1.23



らば、電子支援機構は、“それを受け取りました。時計のアラームをセットします”と言
って、対話が成功して完了したことを示す。加入者が時間を確認しなければ（電子支援機
構が認識を間違えたか、または、加入者が気持ちを変えたかにより）、電子支援機構は、
新しい時間を得るために、上述の一連の動作を繰り返す。
【０１９６】
　加入者が、“電話をかけることを思い出させて下さい”コマンドを発するならば（参照
図３０）、創生－思いだしタスクは、加入者に“誰を呼び出しますか”と尋ねる。加入者
の応答“ジョン  スミス”は、ＡＳＲカードの音声認識能力により認識され、加入者の接
触先を識別する加入者の接触先リストにより格納された音声と整合される。整合が認めら
れるならば（すなわち、加入者の接触先リストからの接触先が確認されるならば）、その
接触先へのポインターは、この呼び出し備忘メモの一部として保管される。
【０１９７】
　次に、電子支援機構が、加入者との前述の対話に加わり、備忘メモの発送時間を得る。
発送時間が入った後、電子支援機構は加入者に：“呼び出しの話題を知っておきましょう
か？”と尋ねる。加入者が肯定して応答するならば、電子支援機構は、彼が録音を始める
ことが出来ることを加入者へ知らせるようと、“録音・・・”と言う。前のように、加入
者は、＃キーを押して、録音を終了する。応答して、電子支援機構は、“それを受け取り
ました。時計のアラームをセットします”と言って、コマンドが受け取られたことを確認
する。
【０１９８】
　電子支援機構は、完了した備忘メモをパーセル機構を経てクロン・エージェントへ送る
。最初、電子支援機構は、加入者へアドレス指定され、その望ましい発送時間を有するパ
ーセルにパッケージ化する。次に、電子支援機構は、そのパーセルをクロン・エージェン
トへアドレス指定された第二のパーセルに配置する。ＶＭは、外側のパーセルをクロン・
エージェントへ送る。受け取ると、クロン・エージェントは、パーセルを開けて、内側に
あるパーセルを引き出す；それは、そのパーセルの発送時間を点検して、パーセルを時間
順待ち行列に置く。クロン・エージェントは、上部パーセルの発送時間を絶えず注意して
いる。
【０１９９】
　　　備忘メモ操作タスク：
　発送時間に、クロン・エージェントは目をさめ、備忘メモパーセルを示されたアドレス
へ送る。前に説明したように、ＶＭは、備忘メモパーセルの発送を操作する。マスターセ
ッションが動作していなければ、ＶＭはセッションを始動して、パーセルをその新しいセ
ッションへ送る。マスターセッションが動作していれば、ＶＭはパーセルをマスターセッ
ションへ送る。
【０２００】
　図３１に関し、パーセルを受け取るセッションが、備忘メモパーセルを受け取ったこと
を検出すると、備忘メモ操作タスクを開始する。備忘メモ操作タスクは、現在のセッショ
ンがマスターセッションであるか、どうかを点検する（すなわち、このセッションが中心
ガジットを持っているか、どうか）（ステップ７００）。セッションが加入者と接続して
いれば、電子支援機構は、現在の中心ガジットにより備忘メモの加入者へ通知する（ステ
ップ７０２）。加入者へ通知するために使用される方法は、加入者がセッションへ接続さ
れているチャネルに依存する。加入者が電話チャネルを介して接続されているならば、電
子支援機構は彼の呼び出しに短く割り込み、加入者に備忘メモが受け取られるようになっ
たことを知らせる。備忘メモを加入者へ知らせた後、電子支援機構は、備忘メモをボック
ス内の活性備忘メモリストに配置し、加入者は、現在またはすべての続くセッションの間
それを調べることが出来る（ステップ７０３）。次に、ユーザーは、“活性備忘メモを見
つける”コマンドを行って、最近受け取った備忘メモを処理することが出来る。
【０２０１】
　加入者がセッションへ接続されていなければ、備忘メモ操作タスクは、位置づけ－通知

10

20

30

40

50

(43) JP 4036879 B2 2008.1.23



タスクを開始する。位置づけ－通知タスクは、彼と連絡しようとする呼び出し者の試みの
加入者に通知する代わりに、備忘メモの加入者へ通知することを除いて、前述のように動
作する。位置づけ－通知タスクが、加入者との接続を確立することが出来なけれは、タス
クは、接続失敗の返事を備忘メモ操作タスクへ送る。応答して、備忘メモ操作タスクは、
加入者が、例えば、加入者へ割り当てられたページャーを点検することにより、非対話手
段により連絡されるか、どうか点検する。加入者に知らせるほかの手段が存在しなければ
、電子支援機構は、備忘メモを非予定の備忘メモスタックに配置する（ステップ７１０）
。加入者に知らせるほかの手段が存在するならば、電子支援機構は、備忘メモを非予定備
忘メモスタックに配置する前に、通知をほかのガジットへ送る（ステップ７０８）。
【０２０２】
　位置づけ－通知タスクが加入者との接続を確立するならば、備忘メモは加入者へ再生さ
れる（ステップ７２０）。その後、電子支援機構は、加入者が備忘メモを再度予定に組む
ことを望むか、どうかを彼に質問する（ステップ７２２）。彼が備忘メモを再び予定に組
むことを選択するならば、再予定タスクが実行され、これにより、加入者は、備忘メモの
発送時間を変えることができる（ステップ７２４）。次に、修正された備忘メモは、予定
し直された時間に発送するため、クロン・エージェントへ送り返される。次に、備忘メモ
操作タスクは、加入者がコマンドの全セットをアクセス出来るようにするコマンドタスク
ループ動作を開始する（ステップ７２６）。さらに、セッションの間いつでも、加入者は
、“更新”タスクにより未決定の備忘メモを“探し出し”、予定を組み直すことが出来る
（参照  表示Ａ）。
【０２０３】
　加入者が、備忘メモを予定し直さないことを選択するならば、備忘メモは、非予定備忘
メモスタックに配置され（ステップ７２５）、備忘メモ操作タスクは、そのコマンドタス
クループを開始する（ステップ７２４）。呼び出し備忘メモが接触先を確認するならば、
加入者は、この時点で“それらを呼び出す”コマンドを使用することが出来る。接触先が
進行中の接触先である場合、“それらを呼び出して下さい”コマンドが“呼び出し”コマ
ンドと同等であるかのように、電子支援機構は、“それらを呼び出して下さい”コマンド
に割り込む。電子支援機構は、呼び出しをかけるため接触先のオブジェクトにおいて識別
されたガジットを使用する。
【０２０４】
　位置づけ－通知タスクが加入者のガジットと連絡するが、加入者への接続が受け入れら
れないならば、電子支援機構は、備忘メモを活性備忘メモスタックに配置する（ステップ
７０３）。
　システムにより実行されるほかのタスクは、コマンドと、システムが、加入者との会話
の時、支援する対話との実施例により十分に説明される。コマンドの要約は、この明細書
の終わりにある表示Ａに呈示されている。
【０２０５】
　　　探し出しコマンド：
　図３２に関し、加入者は、探し出しコマンドにより、彼に関して格納された情報の多様
なアクセス項目を引き出して、調べることが出来る。加入者が“探し出す”と言い、一方
で、電子支援機構がコマンドタスクループを作動しているとき、電子支援機構は、“何を
探し出すか？”と言って答える。この時点で、加入者は、七種類の項目、すなわち、接触
先、すべの接触先、電話帳のリスト、メッセージ、新しいメッセージ、送られたメッセー
ジ、保管されたメッセージ、備忘メモ、および雑の一つを確認することが出来る。探し出
すコマンドの動作は、加入者が操作したい項目として接触先により示されるであろう。
【０２０６】
　加入者が、探し出したいものを要求する場合、彼は、“すべての接触先”と言って答え
る。次に、電子支援機構は、加入者の接触先リストをアクセスして、幾つの接触先がリス
トにあるかを加入者へ知らせる。次に、電子支援機構は、加入者からのコマンドを待つ。
加入者は、“接触先”を探すコマンドを発して、与えられた名前に関し接触先リストを探
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索する。応答して、電子支援機構は、“接触先の名前は？”と質問する。加入者は、名前
で、例えば、ジョン  スミスと応答する。電子支援機構は、“接触先の名前、ジョン  スミ
ス”と答えて認め、それが制御の下にあるその接触先のユーザーのオブジェクトを有する
ことを示す。次に、加入者は、電子支援機構に次のように指示することが出来る：（１）
記述コマンドを出してそれを記述し ;（２）更新コマンドを出してそれを更新し ;（３）“
それを棄却する”コマンドを出してそれを棄却し；（４）“それらを呼び出して下さい”
コマンドによりそれらを呼び出す。
【０２０７】
　加入者がその記述コマンドを出すならば、電子支援機構は、その接触先宛に格納された
情報を加入者へ知らせて回答する。
　加入者が更新コマンドを出すならば、電子支援機構は、加入者がその接触先宛に格納さ
れた情報を修正するか、またはそれへ追加することが出来る創生コマンドで前に記述され
た対話に似た対話を開始する。
【０２０８】
　加入者は、電子支援機構が呼び出しタスクを行うことが出来る“呼び出し”と言って、
電子支援機構に番号をダイヤルするよう指示する。呼び出しタスクは、加入者にその番号
を送るように要請する。その番号は、特定の番号を入れるか、または“この番号”と言い
；接触先メッセージまたは指向されている呼び出し備忘メモに関し接触先へ参照として送
られ；次に、それがその番号をダイヤルする。ベル音が鳴り始めると直ぐに、加入者が呼
び出しを完了できるように、電子支援機構は、加入者回線と送信呼び出し回線との間の接
続を確立する。その接続が行われると、電子支援機構は、特定のコマンド（例えば、“ワ
イルドファイヤ”）にのみ応答するそのバックグランドモードへ自動的に切り換える。そ
の特定コマンドにより、それはフォーグランドへ切り替え戻すことが出来る。そのバック
グランドモードにおいて、会話の流れの間のコマンド言葉の発声が無意志的にコマンドタ
スクを行わないように、電子支援機構は、そのすべのコマンドを動作不能にする。
【０２０９】
　電子支援機構が、そのコマンドセットへのすべてのアクセスを加入者へ与えるそのコマ
ンドタスクを作動しているときは何時でも、加入者は、そのバックグランドへ切り換える
ように、電子支援機構に指示することが出来る。彼は、“それは、現在のすべてである”
と言ってこれを行う。応答して、電子支援機構は、“あなたが私を必要であるときは、ワ
イルドファイヤと言いなさい”と答え、そのバックグランドモードへ切り換える。加入者
が、電子支援機構の全コマンドセットをアクセスすることを必要とするとき、彼は“ワイ
ルドファイヤ”と言う。応答して、電子支援機構は、そのフォーグランドモードへ戻り、
“ここにいる”と答え、電子支援機構が再び完全な活性状態にあって、加入者が、電子支
援機構により支援されている全セットのコマンドを現在開くことが出来ることを確認する
。
【０２１０】
　　　オーバーライドスケジュールを作成：
　上述のように、“私はいる”および“旅行日程を作成”コマンドにより、加入者は、旅
行日程を作成することが出来る。これらのコマンドのそれぞれの代表的対話は、図３３と
３４に示されている。これらのコマンドのそれぞれの対話は、非常に似ている。“私はい
る”コマンドは、加入者のスケジュールの単一の修正を作成するために使用される；“旅
行日程を作成”コマンドは、さらに複雑な旅行日程を作成するために使用される。
【０２１１】
　加入者が“私はいる”と発声すると、電子支援機構は、“なにをしますか”と尋ねて応
答する。上述の実施態様において、加入者は、次の四つの方法で応答することができる：
　呼び出しをかける
　重要な呼び出しだけをかける
　使用不能
　スケジュール通りに動作
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【０２１２】
　“呼び出しをかける”は、すべの呼び出しが加入者へ回送されなければならないことを
電子支援機構へ示している；“重要な呼び出しだけをかける”は、高い優先度として指定
される接触先からの呼び出しだけが回送されなければならないことを示している；“使用
不能”は、呼び出しは回送されてはならないことを示している；および“スケジュール通
りに動作”は、旅行日程が不実施スケジュールのためにキャンセルされていることを示し
ている。
【０２１３】
　示された実施例において、加入者は、“呼び出しをかける”と言って応答する。次に、
電子支援機構は、“何処”と質問する。このために、加入者は、次の指定の一つで応答す
る：作業所、家庭、車、および移動。それらのそれぞれに関しては、対応するアドレスま
たは電話番号が存在しているとされている。
　加入者が、彼がどのように連絡出来るかを示した後、電子支援機構は、加入者が何時間
の間、番号で応答するかを示すように彼に促す。加入者がその時間を示した後、電子支援
機構は、“行われた”と言って彼の応答を認める。
【０２１４】
　“旅行日程を作成”コマンドは、その対話の例が図３４に示されており、それにより、
加入者は、望んでいるほど大きい旅行日程を立てるために音声コマンドを使用することが
出来ることを除いて、同様に動作する。言い換えると、最初のエントリーが完了した後、
電子支援機構は、“さて、次はあなたです”と尋ねる。応答して、加入者は、より多くの
スケジュール情報を入れるか、または“スケジュール通りに戻る”と言ってコマンド定常
業務を終了する。
【０２１５】
　　　コマンドを呼び出す：
　加入者は、三つの方法の一つで電話をかけることを電子支援機構に要求することが出来
る。呼び出される相手が、既知の接触先であるならば、加入者は、接触先の名前を確認す
ることが出来、電子支援機構は、加入者の接触先リストから呼び出しをかけるに必要な情
報を得るであろう。相手が、未知の接触先であるならば、加入者はその相手を確認して、
音声またはＤＴＭＦにより、呼び出すために電話番号を送ることが出来る。第三の方法は
、文脈から使用できる情報に基づいて行われる。すなわち、電子支援機構が、加入者宛の
音声メールメッセージをちょうど受け取ったならば、加入者は、“それらに呼び出しをか
けて下さい”と言うことが出来、電子支援機構は、音声メールメッセージを残した相手を
呼び出す。これは、格納されたメッセージは、接触先として、または、呼び出し者が残す
ように要請された電話により、呼び出し者を識別するので可能である。
【０２１６】
　接触先の格納されたオブジェクトは、加入者がオブジェクトを生成し、それに付帯する
ことが出来る覚え書き（例えば、音声メール）へのポインタも有する。加入者が、接触先
を呼び出すように電子支援機構に指示すると、電子支援機構が接触先との接続を確立しよ
うとしている間、電子支援機構は、その格納されたメッセージを再生する。覚え書きは、
加入者が接触先を呼び出すときは何時でも、加入者が思い出したいと思っている接触先の
情報から成っている。例えば、接触先の秘書が電話で答えるならば、加入者は彼女に名前
でアドレス指定出来るように、加入者は、彼女の名前を知りたいと思っている。
【０２１７】
　　　接続を要求：
　加入者が、彼が彼女へ実際に電話をかけずにほかの加入者と通話したいことを、彼の支
援機構に告げることは可能である。これは、ほかのユーザーとの接続を要求すると言われ
る。これを達成する一つの機構は、その加入者が接続を明確に要求することである。これ
により、加入者の支援機構が、要求を受けている電子支援機構に、ある場所の接続が望ま
れていると知らせることが出来る。この要求が受け取られると、受け取っている支援機構
は、それがその加入者と通信するまでその要求を待つ。その加入者とのセッションの間、
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受けている支援機構は、要求された接続と接続を要求している相手の使用可能性とをその
加入者へ知らせる。次に、加入者は、そのほかの相手と接続するか、またはその要求を無
視することを決定する。
【０２１８】
　　　特色のある電話：
　特色のある電話は、機能のようなスマートな電話を会議オブジェクトの上部に形成する
、システム内のオブジェクトである。この特色電話は、ユーザーが多くの呼び出しを管理
することを可能にする。ユーザーは、特色電話により、彼らの支援機構が多様な呼び出し
者を待ちにセットし、幾つかの呼び出し者を切断し、およびほかの接触先を呼び出すこと
を要求することが出来る。加入者が、このスマートな呼び出し待ちにより、呼び出しを受
け取ると、呼び出しは特色電話により管理される。現在実行された機能は、次のユーザー
コマンドから成っている：呼び出し、切断及びホールドボタンを押す。これらのコマンド
は、無制限な数の同時呼び出しを操作するために使用される。
【０２１９】
　　　仮想ホールウエイ：
　上述のように、加入者は彼の電子支援機構に、何が仮想オフィスにあるか、何をそれは
その手に保持しているか、指しているか、何が“その他雑”にあるか、どのような新しい
メッセージが入ったか、などを質問することが出来る。しかし、仮想ホールウエイの概念
も、前述の実施態様において支援されている。仮想ホールウエイは、仮想オフィスの収集
から構成されている。加入者は彼の電子支援機構に、どのようなほかの加入者が、“誰か
ほかに近くにいるか”コマンドにより、彼らの電子支援機構と現在通信しているか、尋ね
ることが出来る。加入者が、加入者の接触先リストにあるか、または幾つかの指定された
グループのメンバーであるか、または特有の電話帳の一部である人々だけを見るように、
この特徴は“濾過”される。
【０２２０】
　上述の実施態様において、この実施態様は、内部切り換えを支援し、および仮想ホール
ウエイの特徴により、加入者がシステム上のほかの加入者を見ることが出来るように付与
しており、このシステムは、分布または旅行しているグループまたは加入者の間で情報を
、メッセージによるよりも敏速に接続し、分割する能力も提供する。その上、ホールウエ
イにおける“視認性”は、ほかの人が行っているものを見る能力も有する（例えば、電話
で、メッセージを読む、など）。加入者が彼女の使用可能性とアクセス可能性について彼
女の支援機構に告げたものに従って、電子支援機構は、加入者が仮想ホールウエイにおい
て見える程度制御する。
【０２２１】
実行された支援機構
　上述の実施態様は、二つのタイプの支援機構、すなわち、上述の電子支援機構と受付支
援機構である。受付支援機構は、電子支援機構よりはるかに単純であり、その仕事は、中
央の電話番号（個々のシステムの加入者のすべてに対し）に答え、呼び出しを特定の加入
者の支援機構へ送ることである。これはＤＩＤ回線の使用を防止し、一つの番号が多数の
加入者を操作出来るようにしている。この支援機構の基本操作は、ダイヤルされている加
入者の内線を尋ね、その加入者の支援機構を始動して、呼び出しの停止を操作することで
ある。この時点で、呼び出しは、前述の回答呼び出しと同じように操作される。上述の実
施態様において、加入者（彼らの接触先ではない）だけが受け付け支援機構を使用すると
想定している。それ自体では、加入者の内線が入ると、加入者の支援機構は直ちに、加入
者のパスコードを要求する。支援機構は、それが加入者であると想定出来るので、前述の
ように、呼び出している人の名前を要求する必要はない。
【０２２２】
　多様な“個性”を有する電子支援機構、すなわち、その機能が、支援機構がサービスを
提供している個々の支援機構に合わせられている支援機構を有することも可能である。例
えば、顧客サービス代表の電子支援機構がある。その電子支援機構は、顧客サービス代表
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またはさらに顧客サービス代表のグループの役割によく適している一組のコマンドとタス
クを実行する。それは、個々の顧客サービス問題に関連している情報を集めるように設計
された一連の質問を呼び出し者に尋ねることにより、入信呼び出しを操作する。その情報
は電子支援機構により使用されて、その呼び出しを受け取るのに最も適した人を決定し、
それは関連の格納されたデータをデータベースから引き出すことにより、顧客の懸念に応
答して顧客代表を支援する。電子支援機構は、顧客サービス質問を有するほかの呼び出し
者と共に、呼び出し者を待ち行列に置き、次に、資源が使用可能になると、それらを接続
する。
【０２２３】
　加入者の電子支援機構の個性と技能を“個別化”するほかに、ほかの特殊な電子支援機
構は、このシステムに加えることが出来る。例えば、システムは、個々の投資を点検する
ため、株式仲買人支援機構を有するか、またはそれと接続することが出来る。
【０２２４】
　　　　　　　　　　　　　　　　表示Ａ

呼び出し　２２５
　・電話番号　７６８
接触先を創生　２２２
　・人　７３７
　・場所　７５２
　・グループ  ４７６
　・それを更新  ８４８
お願いがあります  ３６２
　・プロンプトを変更  ２８７  
　・発声を訓練  ８８６
探し出す  ３４６
　・接触先  ２６６
　・すべての接触先  ２８２
　・新しいメッセージ  ６６３１
　・送られた新しいメッセージ  ６６３２
　・メッセージ  ６３７１
　・送られたメッセージ  ６３７２
　・ファイルされたメッセージ  ３６３
　・電話帳リスト  ７２５
　・備忘メモ  ７３６
　・チュートリアル  ８８８
グッドバイ  ワイルドファイヤ  ４２９
それは私、ワイルドファイヤ
　・電話をかける  ８２２
　・重要な電話だけをかける  ６８４
　・スケジュール通りに動作  ７６７
　・使用不可能  ８６２
心配無用
思い出させて下さい  ７６３
電話をかけることを思い出させて下さい  ７６８
メッセージを送る  ７２６
　・それを送って下さい  ７４８２
ページを送る  ７２７１
返事を送る  ７２７２
私にお話し下さい  ８６３
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　・私が何処にいると考えていますか？  ９３９１
　・誰が待っていますか？  ９４６
　・ほかに誰が近くにいますか？  ９３４
それは現在のすべてです  ８９２
私の選択は何ですか？  ０
それは何であるか言って下さい？  ９３４
ワイルドファイヤ  ９４５
データを手で操作
　・それを記述する  ３４８１
　・それをファイル  ３４８２
　・最初の項目  ３４８３
　・それらを呼び出す  ４８２
　・次の項目  ６４８
　・前の項目  ７４８１
　・コピーを送る  ７２２
　・それを棄却する  ８４２
　・戻す  ４２２
　・それを更新する  ８４８
　・あなたは何を保持していますか？  ９２９
　・我々は何処にいたか？  ９９９
入信呼び出しを管理
　・それを取ります  ４
　・メッセージを取る  ８
　・ワイルドファイヤ  ９４５
　ホールドボタンを押す  ７８４１
　通話停止  ４８７
【図面の簡単な説明】
【０２２５】
【図１】電子支援機構と職務項目を示す。
【図２】ハードウェア・プラットフォームを示す。
【図３】ソフトウェア・アーキテクチャの機能的な概観である。
【図４】ソフトウェア・アーキテクチャのプロセス図である。
【図５】通信チャネルへのハードウェア・インタフェースを強調して描いたシステムの機
能的ブロック線図である。
【図６】関係するタスクとオブジェクトを完成するプロセスを図示する。
【図７】操作項目における箱、手、指の用法を図示したものである。
【図８】見本の MMUIメニューを示す。
【図９】ムガール (mogul)を含む見本の MMUIメニューを示す。
【図１０】メーム (meme)、メニュー、ムガールの間の関係を示す。
【図１１】関係するメッセージとオブジェクトを提出・伝達するプロセスを図示する。
【図１２】関係する備忘メモとオブジェクトを伝達するプロセスを図示したものである。
【図１３】箱の内容を示す。
【図１４】ユーザー・オブジェクトの内容を示す。
【図１５】ユーザー・オブジェクトと接触先との関係を示したものである。
【図１６】 VM、エージェント・セッションおよびハードウェアの間の事象の流れを示す。
【図１７】 VM内部オブジェクト、およびそれらの相互関係を示す。
【図１８】関係するチャネルとオブジェクトを作成するプロセスを図示したものである。
【図１９】ポートへメームとメニューを提示する操作を図示する。
【図２０】エージェントとアプリケーション・サービスとの機能的関係を示す。
【図２１】支援機構のセッションにおけるデータの流れを示したものである。
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【図２２】エージェントのクラス階層構造を示す。
【図２３】 3つのパートのハンドシェーキング（初期接続手順）の例を示したものである
。
【図２４Ａ】応答通話タスクのフローチャートである。
【図２４Ｂ】応答通話タスクのフローチャートである。
【図２５】加入者間の電話を接続する場合の会議オブジェクトの用法を図示する。
【図２６】「位置づけ－通知」タスクのフローチャートである。
【図２７】「通知」タスクのフローチャートである。
【図２８】電子支援機構との「接触先創生」対話を示す。
【図２９】電子支援機構との「思い出させて下さい」対話を示す。
【図３０】電子支援機構との「電話をかけることを思い出させて下さい」対話を示す。
【図３１】「備忘メモ操作」タスクのフローチャートである。
【図３２】「探し出し」コマンド対話を示す。
【図３３】「私はおります」対話を示す。
【図３４】「旅行日程作成」対話を示す。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ Ａ 】 【 図 ２ ４ Ｂ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】
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