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(57)【要約】
　コネクテッド電子装置のローカルグループの第１の電
子装置における方法は、第１の操作の要求を含む第１の
音声命令を受信することと；ローカルグループの中から
第１の操作のための第１のターゲット装置を決定するこ
とと；第１のターゲット装置に関してフォーカスセッシ
ョンを確立することと；第１のターゲット装置によって
第１の操作を実行させることと；第２の操作の要求を含
む第２の音声命令を受信することと；第２の音声命令が
第２のターゲット装置の明示的な指定を含まないと決定
することと；第２の操作が第１のターゲット装置によっ
て実行することができると決定することと；第２の音声
命令が１つ以上のフォーカスセッション維持基準を満た
すかどうかを判定することと；及び第２の音声命令がフ
ォーカスセッション維持基準を満たす場合、第２の操作
を第１のターゲット装置によって実行させることとを含
む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のマイクロフォン、スピーカ、１つ以上のプロセッサ、及び前記１つ以上のプ
ロセッサによる実行のための１つ以上のプログラムを格納するメモリを含む第１の電子装
置であって、共通のネットワークサービスに通信可能に結合される、コネクテッド電子装
置のローカルグループのメンバである第１の電子装置が、
　　第１の操作の要求を含む第１の音声命令を受信することと、
　　コネクテッド電子装置の前記ローカルグループの中から前記第１の操作のための第１
のターゲット装置を決定することと、
　　前記第１のターゲット装置に関してフォーカスセッションを確立することと、
　　前記共通のネットワークサービスの操作を介して、前記第１のターゲット装置によっ
て前記第１の操作が実行されるようにすることと、
　　第２の操作の要求を含む第２の音声命令を受信することと、
　　前記第２の音声命令が第２のターゲット装置の明示的な指定を含まないと決定するこ
とと、
　　前記第２の操作が前記第１のターゲット装置によって実行することができると決定す
ることと、
　　前記第２の音声命令が１つ以上のフォーカスセッション維持基準を満たすかどうかを
判定することと、
　　前記第２の音声命令が前記フォーカスセッション維持基準を満たすという決定に従っ
て、前記第２の操作を前記共通のネットワークサービスの操作を介して前記第１のターゲ
ット装置によって実行させることとを備える、方法。
【請求項２】
　コネクテッド電子装置の前記ローカルグループの中から前記第１の操作のための第１の
ターゲット装置を決定することは、
　　前記第１の音声命令から前記第１のターゲット装置の明示的な指定を取得することを
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　コネクテッド電子装置の前記ローカルグループの中から前記第１の操作のための第１の
ターゲット装置を決定することは、
　　前記第１の音声命令が前記第１のターゲット装置の明示的な指定を含まないと決定す
ることと、
　　コネクテッド電子装置の前記ローカルグループの中の第２の電子装置により前記第１
の操作を実行することができると決定することと、
　　前記第２の電子装置を前記第１のターゲット装置として選択することとを備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の音声命令は前記フォーカスセッション維持基準を満たすという前記決定に従
って、前記第１のターゲット装置に関して前記フォーカスセッションを延長することをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のターゲット装置に関して前記フォーカスセッションを確立することは、
　　前記第１の音声命令のタイムスタンプを記憶することと、
　　前記第１のターゲット装置の識別子を記憶することとを備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　前記フォーカスセッション維持基準は、前記第１の音声命令の受信に対して第１の所定
の時間間隔内に、又は前記第１の音声命令の受信に対して第２の所定の時間間隔で、前記
第２の音声命令が前記第１の電子装置によって受信されるという基準を含み、前記第２の
所定の時間間隔は前記第１の所定の時間間隔の後に続き、
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　前記第２の音声命令が前記１つ以上のフォーカスセッション維持基準を満たすかどうか
を決定することは、前記第２の音声命令が前記第１の所定の時間間隔又は前記第２の所定
の時間間隔のいずれか以内で受信されるかどうかを決定することを備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
　前記第２の音声命令が前記第１の所定の時間間隔内に受信されたという決定に従って、
前記第２の音声命令のためのターゲット装置として前記第１のターゲット装置を選択する
ことをさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の音声命令が前記第２の所定の時間間隔内に受信されたという決定に従って、
前記第２の音声命令のためのターゲット装置として前記第１のターゲット装置を確認する
要求を出力することと、
　確認する要求に応答する前記第１のターゲット装置の肯定的な確認に従って、前記第１
のターゲット装置を前記第２の音声命令のためにターゲット装置として選択することを備
える、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　第３の操作の要求と、コネクテッド電子装置の前記ローカルグループの中での第３のタ
ーゲット装置の明示的な指定とを含む、第３の音声命令を受信することと、
　前記第１のターゲット装置に関してフォーカスセッションを終了することと、
　前記第３のターゲット装置に関してフォーカスセッションを確立することと、
　前記共通のネットワークサービスの操作を介して、前記第３のターゲット装置によって
前記第３の操作を実行させることとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のターゲット装置は前記第１の電子装置であり、
　　前記方法は、
　　第４の操作の要求と、コネクテッド電子装置の前記ローカルグループの中での第４の
ターゲット装置の明示的な指定とを含む、第４の音声命令を受信することをさらに備え、
前記第４のターゲット装置は、コネクテッド電子装置の前記ローカルグループの第３の電
子装置メンバであり、前記第３の電子装置は前記第１の電子装置とは異なり、前記方法は
、さらに、
　　前記第１のターゲット装置に関して前記フォーカスセッションを維持することと、
　　前記共通のネットワークサービスの操作を介して、前記第４のターゲット装置によっ
て前記第４の操作を実行させることとを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の音声命令は、前記第４の操作を前記第４のターゲット装置によって実行させ
た後に受信され、
　前記第１の操作はメディア再生動作であり、
　前記第２の操作はメディア停止操作であり、
　前記方法は、
　　第５の操作の要求と、及びコネクテッド電子装置の前記ローカルグループの中での第
５のターゲット装置の明示的な指定とを含む、第５の音声命令を受信することをさらに備
え、前記第５のターゲット装置は前記第３の電子装置であり、前記方法は、
　　前記第１のターゲット装置に関して前記フォーカスセッションを終了することと、
　　前記第５のターゲット装置に関してフォーカスセッションを確立することと、
　　前記共通のネットワークサービスの操作を介して、前記第５のターゲット装置によっ
て前記第５の操作を実行させることとをさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　所定の操作終了要求を含む第５の音声命令を受信することと、
　前記第５の音声命令を受信することに従って、
　　前記第１のターゲット装置によって前記第１の操作を実行させることを止めることと
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、
　　前記第１のターゲット装置に関して前記フォーカスセッションを終了することとをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の操作はメディア再生操作であり、
　前記第２の操作は、メディア停止操作、メディア巻き戻し操作、メディア早送り操作、
音量を上げる操作、及び音量を下げる操作のうちの１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の操作は、複数の装置状態のうちの第１の状態への装置状態変化操作であり、
　前記第２の操作は、複数の装置状態のうちの第２の状態への装置状態変更操作である、
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１の操作は、マグニチュードスケールにおいて、第１の方向へのマグニチュード
変更操作であり、
　前記第２の操作は、前記マグニチュードスケールにおいて、前記第１の方向と反対の第
２の方向へのマグニチュード変更操作である、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１の電子装置は１つ以上のＬＥＤのアレイを備え、
　　前記方法は、
　　　ＬＥＤの前記アレイにおける前記ＬＥＤの１つ以上を照明することによって前記フ
ォーカスセッションの状態を示すことをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　１つ以上のマイクロフォン、
　スピーカ、
　１つ以上のプロセッサ、及び
　１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラムを格納するメモリを備
え、前記１つ以上のプログラムは請求項１から１６のいずれかに記載の方法を実行するた
めの指示を備える、電子装置。
【請求項１８】
　１つ以上のプログラムを格納する非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であ
って、前記１つ以上のプログラムは、１つ以上のマイクロフォン、スピーカ、及び１つ以
上のプロセッサを備える電子装置によって実行されると、前記電子装置に請求項１から１
６のいずれかに記載の方法を実行させる命令を備える、記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　技術分野
　開示された実施形態は、一般に、ターゲット装置が未知又は音声命令自体から曖昧であ
るときに音声命令をターゲット装置に送るための方法及びシステムを含むがこれらに限定
されない、音声インタフェース及び関連装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　音声インタフェースを有する電子装置は、ユーザから音声入力を収集し、音声入力に従
って異なる音声起動機能を実行するために広く使用されてきた。これらの音声起動機能は
、操作を実行するようにターゲット装置に指示又は命令することを含み得る。例えば、ユ
ーザは音声インタフェース装置へ音声入力を発して、ターゲット装置をオン又はオフにし
たり、又はターゲット装置でのメディア再生を制御するように指示したりすることができ
る。
【０００３】
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　典型的には、ユーザがターゲット装置に操作を実行させるように指示する音声入力を行
ないたい場合、ユーザは音声入力においてターゲット装置を指定するであろう。しかしな
がら、そのようなすべての音声入力に対してターゲット装置を明示的に指定しなければな
らないことは、ユーザにとって面倒であり、かつ煩わしいものである。音声入力がターゲ
ットを指定しない場合、又は曖昧なターゲットを指定する場合でも、音声インタフェース
装置は音声入力のためのターゲット装置を有することが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　概要
　したがって、音声入力におけるターゲット装置の指定が存在しないか又は曖昧な際でも
、音声入力のためのターゲット装置を決定又は割り当てるための方法及びシステムを組み
込んだ音声アシスタントシステム及び／又は音声アシスタントサーバシステムを有する、
電子装置が必要である。本出願に記載されている様々な実施形態では、操作環境は、音声
アシスタントサービスへのインタフェースを提供する音声起動式電子装置、及び音声アシ
スタントサービスを介した音声入力によって制御され得る複数の装置（例えばキャストデ
バイス、スマートホームデバイス）を含む。音声起動式電子装置は、音声入力を記録する
ように構成され、その音声入力から音声アシスタンスサービス（例えば音声アシスタンス
サーバシステム）がユーザの音声要求（例えばメディア再生要求、電源状態変更要求）を
決定する。次いで、音声アシスタンスサーバシステムは、ユーザの音声要求を、音声入力
によって示されるターゲット装置に伝える。音声起動式電子装置は、後続の音声入力を記
録するように構成されており、この音声入力においてはターゲット装置の指示が存在しな
いか又は曖昧である。電子装置又は音声アシスタンスサーバシステムは、この音声入力の
ためにターゲット装置を割り当て、この音声入力に含まれるユーザの音声要求を決定し、
割り当てられたターゲット装置にユーザの音声要求を送る。
【０００５】
　いくつかの実施形態に従って、１つ以上のマイクロフォン、スピーカ、１つ以上のプロ
セッサ、及び１つ以上のプロセッサによる実行のための１つ以上のプログラムを格納する
メモリを有する第１の電子装置において、方法が実行される。第１の電子装置は、共通の
ネットワークサービスに通信可能に結合される、コネクテッド電子装置のローカルグルー
プのメンバである。当該方法は、第１の操作の要求を含む第１の音声命令を受信すること
；コネクテッド電子装置のローカルグループの中から、第１の操作のための第１のターゲ
ット装置を決定することと、第１のターゲット装置に関してフォーカスセッションを確立
することと、共通のネットワークサービスの操作を介して、第１のターゲット装置に第１
の操作を実行させることと、第２の操作の要求を含む第２の音声命令を受信することと、
第２の音声命令が第２のターゲット装置の明示的な指定を含まないと決定することと、第
２の操作が第１のターゲット装置によって実行され得ると決定することと、第２の音声命
令が１つ以上のフォーカスセッション維持基準を満たすかどうかを決定することと、及び
第２の音声命令がフォーカスセッション維持基準を満たすとの決定に従って、共通のネッ
トワークサービスの操作を介して、第２の操作を第１のターゲット装置に実行させること
とを含む。
【０００６】
　いくつかの実施形態に従って、電子装置は、１つ以上のマイクロフォン、スピーカ、１
つ以上のプロセッサ、及び１つ以上のプロセッサによって実行される１つ以上のプログラ
ムを格納するメモリを含む。１つ以上のプログラムは、上記の方法を実行するための命令
を含む。
【０００７】
　いくつかの実施形態に従って、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は１つ
以上のプログラムを格納する。その１つ以上のプログラムは命令を含み、その命令は一つ
以上のマイクロフォン、スピーカ、及び一つ以上のプロセッサを有する電子装置によって
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実行される時、電子装置に上述の方法の操作を実行させる。
【０００８】
　上記に記載された様々な実施形態のより良い理解のために、添付の図面と併せて、以下
の実施についての説明を参照する必要がある。図面全体を通して、同様の参照番号は対応
する部分を指す。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】いくつかの実施形態に従う例示的操作環境を示す。
【図２】いくつかの実施形態に従う例示的音声起動式電子装置を示す。
【図３Ａ】いくつかの実施形態に従う例示的音声アシスタンスサーバシステムを示す。
【図３Ｂ】いくつかの実施形態に従う例示的音声アシスタントサーバシステムを示す。
【図４Ａ】いくつかの実施形態に従うフォーカスセッションの一例を示す。
【図４Ｂ】いくつかの実施形態に従うフォーカスセッションの一例を示す。
【図４Ｃ】いくつかの実施形態に従うフォーカスセッションの一例を示す。
【図４Ｄ】いくつかの実施形態に従うフォーカスセッションの一例を示す。
【図５】いくつかの実施形態に従う、フォーカスセッションを確立し、フォーカスセッシ
ョンに従って音声入力に応答する例示的プロセスのフロー図を示す。
【図６Ａ】いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置の正面図である。
【図６Ｂ】いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置の背面図である。
【図６Ｃ】いくつかの実施形態に従う、開いた構成における電子装置１９０の基部に含ま
れるスピーカを示す、音声起動式電子装置１９０の斜視図である。
【図６Ｄ】いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置の側面図であり、その中に含
まれる電子部品を示す図である。
【図６Ｅ】図６Ｅ（１）～（４）は、いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置の
タッチセンスアレイ上で検出された４つのタッチイベントのうちの一つを示し、図６Ｅ（
５）は、いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置の背面にあるボタンのユーザの
押しを示す図である。
【図６Ｆ】いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置の上面図である。
【図６Ｇ】いくつかの実施形態に従う、音声処理状態を示すためのフルカラーＬＥＤのア
レイによって表示される、例示的視覚的パターンを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図面全体を通して、同じ参照番号は、その対応する部分を指すものとする。
　実施形態の説明
　デジタル革命は今まで、情報のオープンな共有化からグローバルな一体感まで、多くの
恩恵をもたらしてきた一方で、新しい技術は、消費者の間で混乱、疑い、恐れをしばしば
生じさせ、その結果、消費者がその技術から恩恵を受けることを妨げる。電子装置は、ユ
ーザからの音声入力を受信して音声動作を開始する機能を持つ音声インタフェースとして
便利に使用される。それにより、電子装置は、アイズフリー且つハンズフリーの解決策を
提供して、既存技術と新技術の両方に近づく。具体的には、電子装置で受信された音声入
力は、ユーザの視線が不明瞭で、手が塞がっていたとしても、指示や情報を伝えることが
できる。ハンズフリー且つアイズフリーの体験を可能にするために、音声起動式電子装置
は、常時又はトリガされたときにのみ、周囲を聴取する（すなわち、周囲から収集された
音声信号を常時処理する）。一方、ユーザのアイデンティティは、ユーザの声と使用する
言語とに関連付けられている。ユーザのアイデンティティを保護するために、これらの音
声起動式電子装置は、通常、非公開の場所で使用され、その場所は保護、管理され、且つ
親密な空間（例えば、家庭及び車）である。
【００１１】
　いくつかの実施形態に従って、音声命令においてターゲット装置の指示が存在しないか
、又は曖昧である場合、音声起動式電子装置は、ターゲット装置を決定するか、又はター
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ゲット装置に音声命令において行われた要求を割り当てる。音声起動式電子装置は、音声
命令において明示的に指定又は指示されたターゲット装置に関して、フォーカスセッショ
ンを確立する。音声起動式電子装置が、ターゲット装置の指定又は指示が、存在しないか
又は曖昧である後続の音声命令を受信した場合、音声起動式電子装置は、音声命令が一つ
以上の基準を満たす場合、フォーカスセッションのターゲット装置に、音声命令を割り当
てる。
【００１２】
　いくつかの実施形態では、ユーザが別の装置を制御するために音声インタフェース装置
と対話するときに、音声インタフェース装置は、どの装置がユーザによって（例えば、フ
ォーカスセッションにおいて）ターゲットにされていたかを記憶する。それ以降の期間、
制御のためのデフォルトのターゲット装置は、その記憶された装置である。例えば、例を
挙げると、ユーザが最初に「キッチンのライトを点けて」という音声命令を発し、そして
次に「ライトを消して」と発した場合、第１の命令の直後に第２の命令が受信されれば、
第２の音声命令のためのターゲット装置はデフォルトで「キッチンのライト」になる。別
の例として、第１の命令が「リビングルームスピーカで音楽を再生して」であり、後続の
命令が「音楽を止めて」である場合、第１の命令の直後に第２の命令が受信されると、第
２の音声命令のためのターゲット装置はデフォルトで「リビングルームスピーカ」になる
。
【００１３】
警告 9　さらに、いくつかの実施形態では、音声入力間でより長い時間間隔が存在する場
合、ユーザは、最後に使用されたターゲット装置が意図されたターゲット装置であること
を、確認又は検証するように求められ得る。例えば、第１の音声命令が「リビングルーム
スピーカで音楽を再生して」であり、第１の音声命令からより長い時間間隔を経て受信さ
れた後続の命令が「音楽を停止する」である場合、音声インタフェース装置はユーザに「
リビングルームスピーカの音楽を止めたいですか？」と尋ねて、ターゲット装置が「リビ
ングルームスピーカ」であることを確認してもよい。
【００１４】
　このようにして、ユーザはありとあらゆる音声入力において、自分の要求の完全なコン
テキストを明細に言う必要があるという負担を、免れることができる（例えば、実行する
操作を要求するありとあらゆる音声入力に、ターゲット装置の指定を含める必要があると
いう負担から、免れることができる）。
【００１５】
　音声アシスタントの操作環境
　図１は、いくつかの実施形態に従う例示的操作環境である。操作環境１００は、一つ以
上の音声起動式電子装置１０４（例えば、音声起動式電子装置１０４‐１から１０４‐Ｎ
、以下「音声起動式装置（複数可）」と称する）を含む。一つ以上の音声起動式装置１０
４は、一つ以上の場所（例えば、構造物内の複数の空間全体、又は複数の構造物全体（例
えば、一つは家の中に、一つはユーザの車の中に）に広がる構造物の部屋又は空間内のす
べて）に配置してもよい。
【００１６】
　環境１００はまた、１つ以上の制御可能電子装置１０６を含む。（例えば、電子装置１
０６‐１から１０６‐Ｎ、以下「制御可能装置（複数可）」と称する）。制御可能装置１
０６の例は、メディア装置（スマートテレビ、スピーカシステム、ワイヤレススピーカ、
セットトップボックス、メディアストリーミング装置、キャスト装置）、及びスマートホ
ーム装置（例えば、スマートカメラ、スマートサーモスタット、スマートライト、スマー
ト危険探知機、スマートドアロック）を含む。
【００１７】
　音声起動式装置１０４及び制御可能装置１０６は、通信ネットワーク１１０を通して音
声アシスタントサービス１４０に（例えば、音声アシスタントサービス１４０の音声アシ
スタンスサーバシステム１１２に）通信可能に結合される。いくつかの実施形態では、音
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声起動式装置１０４及び制御可能装置１０６のうちの一つ以上は、ローカルネットワーク
１０８に通信可能に結合され、そのローカルネットワーク１０８は、通信ネットワーク１
１０に通信可能に結合される；音声起動式装置（複数可）１０４及び／又は制御可能装置
（複数可）１０６は、ローカルネットワーク１０８を介して、通信ネットワーク（複数可
）１１０に（及び通信ネットワーク１１０を介して、音声アシスタンスサーバシステム１
１２に）通信可能に結合される。いくつかの実施形態では、ローカルネットワーク１０８
は、ネットワークインタフェース（例えばルータ）にて実装されたローカルエリアネット
ワークである。ローカルネットワーク１０８に通信可能に結合される、音声起動式装置１
０４及び制御可能装置１０６もまた、ローカルネットワーク１０８を通して、互いに通信
する場合がある。
【００１８】
　任意に、音声起動式装置１０４のうちの一つ以上は、通信ネットワーク１１０と通信可
能に結合され、ローカルネットワーク１０８上にはない。例えば、これらの音声起動式装
置は、ローカルネットワーク１０８に対応するＷｉ‐Ｆｉ（登録商標）ネットワーク上に
はないが、セルラー接続を介して通信ネットワーク１１０に接続されている。いくつかの
実施形態では、ローカルネットワーク１０８上にある音声起動式装置１０４と、ローカル
ネットワーク１０８上にない音声起動式装置１０４との間の通信は、音声アシスタンスサ
ーバシステム１１２を通して行われる。音声起動式装置１０４（ローカルネットワーク１
０８上にあろうと、ネットワーク１１０上にあろうと）は、音声アシスタントサービス１
４０の装置レジストリ１１８に登録されているので、音声アシスタンスサーバシステム１
１２に知られている。同様に、ローカルネットワーク１０８上にない音声起動式装置１０
４は、音声アシスタントサーバシステム１１２を通して制御可能装置１０６と通信するこ
とができる。制御可能装置１０６もまた、（ローカルネットワーク１０８上にあろうと、
ネットワーク１１０上にあろうと）装置レジストリ１１８に登録されている。いくつかの
実施形態では、音声起動式装置１０４と制御可能装置１０６との間の通信は、音声アシス
タンスサーバシステム１１２を経由する。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、環境１００は一つ以上のコンテンツホスト１１４も含む。コ
ンテンツホスト１１４は、そこからコンテンツが、ユーザの音声入力又は命令に含まれる
要求に従って、ストリーミングされる、又はそうでなければ取得されるリモートコンテン
ツソースとなることがある。コンテンツホスト１１４は、音声アシスタンスサーバシステ
ム１１２がユーザの音声要求に従って情報を検索する情報源であり得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、制御可能装置１０６は、（例えば、音声起動式装置１０４及
び／又は音声アシスタンスサーバシステム１１２から）指定された操作を実行する、又は
指定された状態に遷移する、命令又は要求を受信することができ、受信した命令又は要求
に従って、操作を実行する又は状態を遷移することができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、一つ以上の制御可能装置１０６は、メディアコンテンツ、ニ
ュース、及び／又は他の情報を一つ以上のユーザに提供するために操作環境１００におい
て配備されるメディア装置である。いくつかの実施形態では、メディア装置によって提供
されるコンテンツは、ローカルコンテンツソースに記憶されるか、リモートコンテンツソ
ース（例えば、コンテンツホスト（複数可）１１４）からストリーミングされるか、又は
ローカルに（例えば、ローカルテキストから、カスタマイズされたニュースの簡潔な説明
、電子メール、文章、地域の天気予報などを、操作環境１００を利用している人の１人以
上に読み上げる音声プロセッサまで）生成される。いくつかの実施形態では、メディア装
置は、メディアコンテンツを視聴者（例えば１人以上のユーザ）に直接出力するメディア
出力装置と、メディアコンテンツをメディア出力装置にストリーミングするようにネット
ワーク接続されたキャスト装置とを含む。メディア出力装置の例は、テレビ（ＴＶ）表示
装置及び音楽プレーヤを含むが、これらに限定されない。キャスト装置の例は、セットト
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ップボックス（ＳＴＢ）、ＤＶＤプレーヤ、ＴＶボックス、及びグーグルのＣｈｒｏｍｅ
ｓｃａｓｔ（登録商標）メディアストリーミング装置などのメディアストリーミング装置
を含むが、これらに限定されない。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、制御可能装置１０６は音声起動式装置１０４でもある。いく
つかの実施形態では、音声起動式装置１０４は制御可能装置１０６でもある。例えば、制
御可能装置１０６は、音声アシスタンスサービス１４０（例えば、ユーザの音声入力を受
信、処理、応答することもできるメディア装置）への音声インタフェースを含むことがあ
る。別の例として、音声起動式装置１０４はまた、音声入力における要求又は命令に従っ
て、特定の操作を実行し、特定の状態に移行することがある（例えば、ストリーミング音
楽を再生することもできる音声インタフェース装置）。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４及び制御可能装置１０６は、それぞれ
のアカウントを有するユーザ、又はユーザドメインにおいてそれぞれのユーザアカウント
を持つ複数のユーザ（例えば、家族又は組織におけるユーザなど、関連ユーザのグループ
；より一般的にはプライマリユーザ及び１人以上の承認された追加のユーザなど）に関連
付けられる。ユーザは、音声起動式装置１０４に音声入力又は音声命令を入力することが
できる。音声起動式装置１０４はユーザ（例えば、ユーザ１０２）からこれらの音声入力
を受信し、音声起動式装置１０４及び／又は音声アシスタンスサーバシステム１１２は、
音声入力における要求を決定するように、及び要求に対する応答を生成するように進む。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、音声入力において含まれる要求は、制御可能装置１０６に操
作を実行させる（例えば、メディアを再生させる、メディアを一時停止させる、メディア
を早送り又は巻き戻しさせる、音量を変更させる、画面の明るさを変更させる、光の明る
さを変更させる）、又は別の状態へ移行させる（例えば、操作モードを変更させる、オン
又はオフにさせる、スリープモードへ移行させる、又はスリープモードから復帰させる）
、命令又は要求である。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、音声起動式電子装置１０４は、音声命令に対する音声応答を
生成すること及び提供すること（例えば、「何時ですか？」という質問に応答して現在の
時刻を話すこと）；ユーザに（例えば、「Ｂａｃｈ　Ｂｏｙｓの曲を再生して」と）要求
されたメディアコンテンツをストリーミングすること；ユーザのために準備された、ニュ
ース記事又は毎日のニュースの概要を読み上げること；個人的なアシスタント装置又はロ
ーカルネットワーク上に記憶されたメディアアイテムを再生すること；状態を変更するこ
と又は操作環境１００内に接続された一つ以上の他の装置を操作すること（例えば、電気
、電化製品又はメディア装置のオン／オフ、錠をかけること／開けること、窓の開放など
）；又はネットワーク１１０を介してサーバに対応する要求を発行することによって、音
声入力に応答する。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、一つ以上の音声起動式装置１０４は、様々な機能（例えば、
メディア装置のメディア再生機能）を開始するための音声入力を収集するために操作環境
１００において配備される。いくつかの実施形態では、これらの音声起動式装置１０４（
例えば、装置１０４－１から１０４－Ｎ）は、例えば、キャスト装置及びメディア出力装
置と同じ部屋の制御可能装置１０４（例えば、メディア装置）の近くに配備される。ある
いは、いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４は、一つ以上のスマートホーム装
置を有するがどのメディア装置も持たない構造内に配備される。あるいは、いくつかの実
施形態では、音声起動式装置１０４は、一つ以上のスマートホーム装置及び一つ以上のメ
ディア装置を有する構造内に配備される。あるいは、いくつかの実施形態では、音声起動
式装置１０４は、ネットワークに繋がった電子装置を持たない場所に配備される。さらに
、いくつかの実施形態では、構造における部屋又は空間には、複数の音声起動式装置１０
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４があることがある。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４は、少なくとも一つ以上のマイクロフ
ォン、スピーカ、プロセッサ、及びプロセッサによる実行のための少なくとも１つのプロ
グラムを格納するメモリを含む。スピーカは、音声起動式装置１０４が音声メッセージ及
び他の音声（例えば可聴トーン）を、音声起動式装置１０４が操作環境１００において位
置する場所に伝達することを可能にするように構成され、それによって音楽を放送したり
、音声入力処理の状態を報告したり、音声入力装置１０４のユーザと会話したり、又は音
声入力装置１０４のユーザに指示を与えたりする。音声メッセージに代わるものとして、
音声入力処理の状態に関して音声起動式装置１０４のユーザにフィードバックを提供する
ために、視覚的信号を使用することもできる。音声起動式装置１０４がモバイル装置（例
えば、携帯電話又はタブレットコンピュータ）であるとき、その表示画面は、音声入力処
理の状態に関する通知を表示するように構成される。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４は、音声アシスタンスサーバシステム
１１２を用いて音声認識機能を提供するようにネットワーク接続されている音声インタフ
ェース装置である。例えば、音声起動式装置１０４は、音楽をユーザに提供し、音声アシ
スタントサービス（例えば、グーグルアシスタント）へのアイズフリー及びハンズフリー
のアクセスを可能にするスマートスピーカを含む。任意に、音声起動式装置１０４は、デ
スクトップ又はラップトップコンピュータ、タブレット、マイクロフォンを含む携帯電話
、マイクロフォン及び任意にスピーカを含むキャスト装置、マイクロフォン及びスピーカ
を含むオーディオシステム（例えば、ステレオシステム、スピーカシステム、持ち運び可
能なスピーカなど）、マイクロフォン及びスピーカを含むテレビジョン、及びマイクロフ
ォン、及びスピーカ、及び任意にディスプレイを含む自動車のユーザインタフェースシス
テムのうちの１つである。任意に、音声起動式装置１０４は単純で低コストの音声インタ
フェース装置である。一般に、音声起動式装置１０４は、ネットワーク接続が可能であり
、マイクロフォン、スピーカ、並びに音声アシスタントサービスと対話するための、プロ
グラム、モジュール、及びデータを含む任意の装置であり得る。音声起動式装置１０４の
単純性と低コスト性を考えると、音声起動式装置１０４は全表示画面というよりも発光ダ
イオード（ＬＥＤｓ）のアレイを含み、音声入力処理の状態を示すためにＬＥＤ上に視覚
的パターンを表示する。いくつかの実施形態では、ＬＥＤはフルカラーＬＥＤであり、Ｌ
ＥＤの色はＬＥＤ上に表示される視覚的パターンの一部として採用されてもよい。例えば
、情報又は装置の状態（例えば、フォーカスセッションが開始されたかどうかがアクティ
ブであることを示していることに関連付けられている状態が延長されている、及び／又は
複数のユーザのうちのどの個々のユーザが特定のフォーカスセッションに関連しているか
）を伝えるために視覚的パターンを表示するためのＬＥＤを使用することの複数の例は、
図６を参照して以下に説明される。いくつかの実施形態では、音声処理操作の状態を示す
視覚的パターンは、音声処理操作を実行している音声起動式装置に関連する従来のディス
プレイ上に示される特徴的な画像を使用して表示される。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、ＬＥＤ又は他の視覚的なディスプレイは、参加している複数
の電子装置の集合的な音声処理状態を伝えるのに使用される。例えば、複数の音声処理又
は音声インタフェース装置（例えば、図６Ａに示されるような複数の電子装置１０４；図
１の複数の音声起動式装置１０４）がある操作環境では、それぞれの電子装置に関連する
カラーＬＥＤ（例えば、図６に示されるようなＬＥＤ６０４）のグループは、どの電子装
置がユーザを聞いているのか、そして聞いている装置のうちどれがリーダ（”リーダ”の
装置は、ユーザによって発行された音声要求に応えることにおいて一般的に先導的な役割
を担う。）であるのかを伝えるために、使用することができる。
【００３０】
　より一般的には、図６を参照した以下の議論では、ホットワード検出状態、聞き取り状
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態、思考モード、作業モード、応答モード、及び／又は話し中モードなどの、電子装置の
様々な音声処理状態を、ＬＥＤの集まりを使用して視覚的に示すための「ＬＥＤ設計言語
」について説明する。いくつかの実施形態では、本明細書で説明されている音声処理操作
の一意の状態は、「ＬＥＤ設計言語」の一つ以上の態様に従って、ＬＥＤのグループを使
用して表される。これらの視覚的インジケータはまた、音声処理操作を実行している電子
装置によって生成された一つ以上の可聴インジケータと組み合わせることができる。結果
として生じる音声及び／又は視覚的インジケータは、音声対話環境内のユーザが環境内の
様々な音声処理電子装置の状態を理解し、自然で直感的な方法でそれらの装置と効果的に
対話することを可能にする。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４への音声入力がキャスト装置を介して
メディア出力装置を制御するために使用されるとき、音声起動式装置１０４はキャスト対
応メディア装置の新しいレベルの制御を効果的に可能にする。具体的な例では、音声起動
式装置１０４は、遠距離の音声アクセス機能を有するカジュアルエンジョイメントスピー
カ（casual enjoyment speaker）を含み、音声アシスタントサービスのための音声インタ
フェース装置として機能する。音声起動式装置１０４は、操作環境１００における任意の
領域に配備することができる。複数の音声起動式装置１０４が複数の部屋に分散されてい
る場合、それらは同期されてこれらの部屋からの音声入力を与えるキャスト音声受信機に
なる。
【００３２】
　具体的には、いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４は、音声起動音声アシス
タントサービス（例えば、グーグルアシスタント）に接続されているマイクロフォンを有
するＷｉ‐Ｆｉスピーカを含む。ユーザは、音声起動式装置１０４のマイクロフォンを介
してメディア再生要求を発行し、音声起動式装置１０４自体又は他の接続されたメディア
出力装置上で、音声アシスタントサービスにメディアコンテンツを再生するように依頼す
ることができる。例えば、ユーザはＷｉ－Ｆｉスピーカに「オーケー、グーグル、私のリ
ビングルームＴＶでネコの動画を再生して」と言って、メディア再生要求を発行すること
ができる。次いで、音声アシスタントサービスは、デフォルトの又は指定されたメディア
アプリケーションを使用して、要求された装置上で要求されたメディアコンテンツを再生
することによって、メディア再生要求を満たす。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、音声起動式装置１０４のマイクロフォンを介して
、すでに再生されているか又は表示装置上で再生中のメディアコンテンツに関して、音声
要求を発行することができる（例えば、ユーザはメディアコンテンツに関する情報を求め
る、オンラインストアでメディアコンテンツを購入する、又はメディアコンテンツに関す
るソーシャルポストを作成及び発行することが可能となる）。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、それらが家の中を移動するときにそれらと現在の
メディアセッションを利用したいと思うことがあり、音声起動式装置１０４の一つ以上か
ら、そのようなサービスを要求することができる。これは、音声アシスタントサービス１
４０が現在のメディアセッションを、第１のキャスト装置から、第１のキャスト装置に直
接接続されていないか又は第１のキャスト装置の存在を知らない第２のキャスト装置に転
送することを要求する。メディアコンテンツの転送に続いて、第２のキャスト装置に結合
されている第２の出力装置は、第１のキャスト装置に結合されている第１の出力装置にお
いて前に再生されていたメディアコンテンツを、第１の出力装置でメディアコンテンツの
再生がなされていた音楽トラック又はビデオクリップ内の正確な時点から、再生を継続す
る。いくつかの実施形態では、メディアセッションを転送するための要求を受信する音声
起動式装置１０４は、その要求を満たすことができる。いくつかの実施形態では、メディ
アセッションを転送する要求を受信した音声起動式装置１０４は、その要求を処理のため
の、別の装置又はシステム（例えば、音声アシスタンスサーバシステム１１２）に中継す
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る。
【００３５】
　さらに、いくつかの実施形態では、ユーザは、音声起動式装置１０４のマイクロフォン
を介して、情報に対する要求、又は動作若しくは操作の実行に対する要求を発行すること
がある。要求される情報は、個人的（例えば、ユーザの電子メール、ユーザのカレンダー
イベント、ユーザの飛行便情報など）、非個人的（例えば、スポーツのスコア、ニュース
記事など）、又はそれらの間のどこか（例えば、ユーザが好むチーム又はスポーツのスコ
ア、ユーザが好む情報源からのニュース記事など）であり得る。要求された情報、又は動
作／操作は、個人情報（例えば、ユーザによって提供される支払い情報を有するデジタル
メディアアイテムの購入、物理的商品の購入）へのアクセスを含み得る。音声起動式装置
１０４は、ユーザへの音声メッセージ応答で要求に応答し、応答は、例えば、要求を満た
すための追加情報の要求、要求が満たされたことの確認、要求を満たすことができないこ
との通知等を含み得る。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４、及び制御可能装置１０６の中のメデ
ィア装置に加えて、操作環境１００はまた、制御可能装置１０６の中に一つ以上のスマー
トホーム装置を含み得る。一体化されたスマートホーム装置は、スマートホームネットワ
ークにおいて互いに、及び／又は中央サーバ若しくはクラウドコンピューティングシステ
ムとシームレスに統合して様々な有用なスマートホーム機能を提供する、インテリジェン
トで多センサ式でネットワーク接続された装置を含む。いくつかの実施形態では、スマー
トホーム装置は、キャスト装置及び／又は出力装置と同じ操作環境１００の場所に配備さ
れ、したがってキャスト装置及び出力装置と近接して、又は既知の距離を置いて配置され
る。
【００３７】
　操作環境１００におけるスマートホーム装置は、インテリジェントで多センサ式でネッ
トワーク接続された一つ以上のサーモスタット、インテリジェントでネットワーク接続さ
れ、多センサ式の一つ以上のハザード検出器、インテリジェントで多センサ式でネットワ
ーク接続された一つ以上のインタフェース装置及び（以下、「スマートドアベル」及び「
スマートドアロック」と称する）、インテリジェントで多センサ式でネットワーク接続さ
れた一つ以上の警報システム、インテリジェントで多センサ式でネットワーク接続された
一つ以上のカメラシステム、インテリジェントで多センサ式でネットワーク接続された一
つ以上の壁スイッチ、インテリジェントで多センサ式でネットワーク接続された一つ以上
の電源ソケット、及びインテリジェントで多センサ式でネットワーク接続された一つ以上
のライトを含み得るが、これらに限定されない。いくつかの実施形態では、図１の操作環
境１００内のスマートホーム装置は、冷蔵庫、ストーブ、オーブン、テレビ、洗濯機、乾
燥機、ライト、ステレオ、インターホンシステム、ガレージドア開閉装置、板の間扇風機
、天井扇風機、壁掛エアコン、プールヒーター、灌漑システム、防犯システム、暖房機器
、窓用ＡＣユニット、電動ダクト通気口などの、インテリジェントで多センサ式でネット
ワーク接続された複数の電化製品（以下、「スマートアプライアンス」と称する）を含み
得る。いくつかの実施形態では、これらのスマートホーム装置タイプのうちのいずれか１
つは、現住者又はユーザからの音声要求に全体的又は部分的に応答するように、マイクロ
フォン及び本明細書に記載の一つ以上の音声処理能力を備えることができる。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、制御可能装置１０４及び音声起動式装置１０４のそれぞれは
、他の制御可能装置１０６、音声起動式電子装置１０４、中央サーバ又はクラウドコンピ
ューティングシステム、及び／又はネットワーク接続された他の装置（例えばクライアン
ト装置）と、データ通信及び情報共有することができる。データ通信は、様々な慣用又は
標準の無線プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ　８０２．１５．４、Ｗｉ‐Ｆｉ、ＺｉｇＢｅ
ｅ（登録商標）、６ＬｏＷＰＡＮ、スレッド、Ｚ‐Ｗａｖｅ（登録商標）、ブルートゥー
ススマート、ＩＳＡ１００．１ｌａ、ＷｉｒｅｌｅｓｓＨＡＲＴ（登録商標）、ＭｉＷｉ
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（登録商標）等）及び／又は、様々な慣用又は標準の有線プロトコルのいずれか（例えば
、イーサネット（登録商標）、ホームプラグなど）、又はこの文書の提出日現在でまだ開
発されていない通信プロトコルを含む、任意の他の適切な通信プロトコル、のいずれかを
使用して実行され得る。
【００３９】
　通信ネットワーク（例えば、インターネット）１１０を介して、制御可能装置１０６及
び音声起動式装置１０４は、サーバシステム（本明細書では中央サーバシステム及び／又
はクラウドコンピューティングシステムとも称される）と通信することができる。任意に
、サーバシステムは、制御可能装置、及びユーザに表示されるメディアコンテンツに関連
付けられている、製造業者、サポートエンティティ、又はサービスプロバイダに関連付け
られてもよい。したがって、サーバシステムは、音声起動式装置１０４によって収集され
た音声入力を処理する音声アシスタンスサーバ１１２、表示されたメディアコンテンツを
提供する一つ以上のコンテンツホスト１１４、任意に、分散型装置端末に基づいて仮想ユ
ーザドメインを作成するクラウドキャストサービスサーバ、及び仮想ユーザ環境における
分散型装置端末の記録を保持する装置レジストリ１１８を含む。分散型装置端末の例は、
制御可能装置１０６、音声作動装置１０４、及びメディア出力装置を含むが、これらに限
定されない。いくつかの実施形態では、これらの分散型装置端末は、仮想ユーザドメイン
におけるユーザアカウント（例えば、Ｇｏｏｇｌｅユーザアカウント）にリンクされてい
る。これらの入力に対する応答の生成を含む、音声起動式装置１０４によって収集された
音声入力の処理は、音声起動式装置１０４において、音声アシスタンスサーバ１１２にお
いて、別のスマートホーム装置（例えば、ハブ装置又は制御可能装置１０６）、又は上記
の全て若しくはサブセットの組み合わせにおいて、ローカルに実行できることを理解され
たい。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置（複数可）１０４は、スマートホーム装置が
無い環境においても機能することが理解されよう。例えば、音声起動式装置１０４は、ス
マートホーム装置が無くても、情報若しくは動作の実行に対するユーザの要求に応答、及
び／又は様々なメディア再生機能を開始若しくは制御することができる。音声起動式装置
１０４はまた、限定はしないが、車両、船、ビジネス、又は製造環境を含む広範囲の環境
で機能することができる。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４はホットワード（「ウェイクワード」
とも称される）を含む音声入力によって「起動」される（例えば、音声起動式装置１０４
上の音声アシスタントサービスのためにインタフェースを起動し、音声起動式装置１０４
を、音声起動式装置１０４が音声アシスタントサービスへの音声要求を受信する準備がで
きる状態にする）。いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４が音声入力の受信に
関して、少なくとも所定の時間（例えば、５分間）休止している場合、音声起動式装置１
０４は起動することを必要とする；所定の時間は、音声インターフェイスセッション又は
会話が時間切れになるまでに許容される休止時間の長さに対応する。ホットワードは、単
語又は句であり得、所定のデフォルトであり得、及び／又はユーザによってカスタマイズ
され得る（例えば、ユーザは特定の音声起動式装置１０４に対するニックネームを、装置
のホットワードとして設定し得る）。いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４を
目覚めさせることができる複数のホットワードがあり得る。ユーザはホットワードを話し
、音声起動式装置１０４からの承認応答（例えば音声起動式装置１０４が挨拶を出力する
）を待つことができ、それらは第１の音声要求を行う。あるいは、ユーザは、ホットワー
ドと第１の音声要求とを１つの音声入力に組み合わせることができる（例えば、音声入力
は、音声要求が後に続くホットワードを含む）。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４は、制御可能装置１０６（例えば、メ
ディア装置、スマートホーム装置）、クライアント装置、又は操作環境１００のサーバシ
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ステムといくつかの実施形態に従って対話する。音声起動式装置１０４は、音声起動式装
置１０４に近くの環境から音声入力を受信するように構成される。任意に、音声起動式装
置１０４は音声入力を記憶し、音声入力を少なくとも部分的にはローカルに処理する。任
意に、音声起動式装置１０４は、受信した音声入力、又は部分的に処理された音声入力を
、さらなる処理のために通信ネットワーク１１０を介して音声アシスタンスサーバシステ
ム１１２に伝達する。音声起動式装置１０４、又は音声アシスタンスサーバシステム１１
２は、音声入力において要求があるかどうか、及びその要求は何かを決定し、その要求に
対する応答を決定及び生成、及びその要求を一つ以上の制御可能装置（複数可）１０６に
伝達する。応答を受信する制御可能装置（複数可）１０６は応答に従って、操作を実行す
るか又は状態を変更するように構成される。例えば、メディア装置は、音声入力における
要求に対する応答に従って、メディア装置に結合される出力装置上に表示するために、１
つ以上のコンテンツホスト１１４から、メディアコンテンツ又はインターネットコンテン
ツを取得するように構成される。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、制御可能装置１０６（複数可）及び音声起動式装置（複数可
）１０４は、ユーザドメインにおいて互いにリンクしており、そしてより具体的には、ユ
ーザドメインにおけるユーザアカウントを介して互いに関連付けられている。制御可能装
置１０６（ローカルネットワーク１０８上又はネットワーク１１０上かに関わらず）及び
音声起動式装置１０４（ローカルネットワーク１０８上又はネットワーク１１０上かに関
わらず）に関する情報は、ユーザアカウントに関連して装置レジストリ１１８に格納され
る。いくつかの実施形態では、制御可能装置１０６用の装置レジストリと、音声起動式装
置１０４用の装置レジストリとがある。制御可能装置レジストリは、ユーザドメインにお
いて関連付けられている音声起動式装置レジストリにおける装置を参照することができ、
逆もまた同様である。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、一つ以上の音声起動式装置１０４（及び一つ以上のキャスト
装置）及び一つ以上の制御可能装置１０６が、クライアント装置１０３を介して音声アシ
スタントサービス１４０に権限委託（commission）される。いくつかの実施形態では、音
声起動式装置１０４は表示画面をまったく含まず、クライアント装置１０３に依存して権
限委託過程中に、ユーザインタフェースを提供する。そして、制御可能装置１０６につい
ても同様である。具体的には、新しい音声起動式装置１０４、及び／又はクライアント装
置の近くに配備された制御可能装置１０６の権限委託をユーザインタフェースが容易にす
ることを可能にするアプリケーションが、クライアント装置１０３にインストールされる
。ユーザは、クライアント装置１０３のユーザインタフェース上で要求を送信し、権限委
託される必要がある新しい電子装置１０４／１０６に対して権限委託過程を開始すること
がある。権限委託の要求を受信した後、クライアント装置１０３は、権限委託される必要
がある新しい電子装置１０４／１０３との短距離通信リンクを確立する。任意に、短距離
通信リンクは、近距離無線通信（ＮＦＣ）、ブルートゥース（登録商標）、ブルートゥー
スローエナジー（ＢＬＥ）、及びその他同種のものに基づいて確立される。それから、ク
ライアント装置１０３は、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）（例えば、ロー
カルネットワーク１０８）に関連する無線設定データを、新たな装置又は電子装置１０４
／１０６に伝達する。無線設定データは、少なくともＷＬＡＮセキュリティコード（すな
わち、サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）パスワード）を含み、任意に、ＳＳＩＤ、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、プロキシ設定、及びゲートウェイ設定を含む。
近距離通信リンクを介して無線設定データを受信した後、新しい電子装置１０４／１０６
は無線設定データをデコードして回復し、無線設定データに基づいてＷＬＡＮに参加する
。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、追加のユーザドメイン情報は、クライアント装置１０３上に
表示されたユーザインタフェース上に入力され、新たな電子装置１０４／１０６をユーザ
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ドメインにおけるアカウントにリンクさせるために使用される。任意に、追加のユーザド
メイン情報は、短距離通信リンクを介して無線通信データと共に新たな電子装置１０４／
１０６に伝達される。任意に、新たな装置がＷＬＡＮに参加した後に、追加のユーザドメ
イン情報はＷＬＡＮを介して新たな電子装置１０４／１０６に伝達される。
【００４６】
　電子装置１０４／１０６が一度ユーザドメインに権限委託されると、他の装置、及びそ
れらの関連する動作は、複数の制御パスを介して制御され得る。ある制御パスに従って、
クライアント装置１０３にインストールされたアプリケーションは、他の装置及びそれの
関連する動作（例えば、メディア再生動作）を制御するために使用される。あるいは、別
の制御パスに従って、電子装置１０４／１０６は、他の装置、及びそれの関連する動作の
、アイズフリー及びハンズフリーな制御を可能にするよう使用される。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４及び制御可能装置１０６は、ユーザに
よって（例えば、それらの装置がユーザドメインにおいて関連付けられているプライマリ
ユーザによって）ニックネームを割り当てられてもよい。例えば、リビングルームのスピ
ーカ装置は、「リビングルームスピーカ」というニックネームを割り当てられてもよい。
このようにして、ユーザは装置ニックネームを話すことにより、音声入力で装置をより容
易に参照することができる。いくつかの実施形態では、装置ニックネーム、及び対応する
装置へのマッピングは、音声起動式装置１０４（音声起動式装置と同じユーザに関連付け
られた装置だけのニックネームを記憶する）、及び／又は音声アシスタンスサーバシステ
ム１１２に記憶される（これは、異なるユーザに関連付けられた装置ニックネームを記憶
する）。例えば、音声アシスタンスサーバシステム１１２は、異なる装置及びユーザにわ
たる多数の、装置ニックネーム及びマッピングを記憶し、そして特定のユーザに関連付け
られた音声起動式装置１０４は、ローカルな記憶のために特定のユーザに関連付けられた
装置に対して、ニックネーム及びマッピングをダウンロードする。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、音声起動式装置１０４及び／又は制御可能装置１
０６のうちの一つ以上を、ユーザによって作成された装置のグループにグループ分けする
ことができる。個々の装置をニックネームにより参照するのと同様に、グループには名前
が付けられ、そして装置のグループをグループ名で参照されてもよい。装置ニックネーム
と同様に、装置グループ及びグループ名は音声起動式装置１０４及び／又は音声アシスタ
ンスサーバシステム１１２に記憶されてもよい。
【００４９】
　ユーザからの音声入力は、音声入力における要求のための、ターゲット制御可能装置１
０６、又は装置のターゲットグループを明示的に指定し得る。例えば、ユーザは、「リビ
ングルームスピーカでクラシック音楽を演奏して」という音声入力を発することができる
。音声入力におけるターゲット装置は「リビングルームスピーカ」であり；音声入力にお
ける要求は「リビングルームスピーカ」にクラシック音楽を演奏させる要求である。別の
例として、ユーザは、「ハウススピーカ」が装置のグループの名前である場合に、「ハウ
ススピーカでクラシック音楽を演奏して」という音声入力を発することがある。音声入力
におけるターゲット装置のグループは「ハウススピーカ」であり；音声入力における要求
は、「ハウススピーカ」グループにおける装置にクラシック音楽を再生させる要求である
。
【００５０】
　ユーザからの音声入力には、ターゲット装置、又は装置グループの明示的な指定がない
場合がある；名前によるターゲット装置又は装置グループへの参照は、音声入力において
は存在しない。例えば、上記の例示的音声入力「リビングルームスピーカでクラシック音
楽を演奏して」に続いて、ユーザは後続の音声入力「一時停止」を発することがある。音
声入力は、一時停止操作に対する要求のためにターゲット装置の指定を含まない。いくつ
かの実施形態では、音声入力におけるターゲット装置の指定は、曖昧であり得る。例えば
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、ユーザが装置名を不完全に発したのかもしれない。いくつかの実施形態では、明示的な
ターゲット装置の指定が存在しないか、又はターゲット装置の指定が曖昧な場合は、以下
で説明されるように、ターゲット装置又は装置グループは、音声入力に割り当てられ得る
。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４が、ターゲット装置又は装置グループ
の明示的な指定を伴う音声入力を受信する際、音声起動式装置１０４は、指定されたター
ゲット装置又は装置グループに関してフォーカスセッションを確立する。いくつかの実施
形態では、音声起動式装置１０４は、フォーカスセッションに対して、セッション開始時
間（例えば、フォーカスセッションが開始されたことに基づく音声入力のタイムスタンプ
）及び、フォーカスセッションに対してフォーカスされた装置として、指定されたターゲ
ット装置又は装置グループを記憶する。いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４
はまた、フォーカスセッションにおける後続の音声入力のログを取る。音声起動式装置１
０４は、フォーカスセッションにおいて少なくとも最新の音声入力のログを取り、そして
任意に、フォーカスセッション内の先行する音声入力も同様にログを取り保持する。いく
つかの実施形態では、音声アシスタンスサーバシステム１１２はフォーカスセッションを
確立する。いくつかの実施形態では、フォーカスセッションは、異なるターゲット装置又
は装置グループを明示的に指定する音声入力により終了されることがある。
【００５２】
　装置に関するフォーカスセッションがアクティブであり、音声起動式装置が音声入力を
受信する間、音声起動式装置１０４は音声入力に関して一つ以上の決定を行う。いくつか
の実施形態では、その決定は以下を含む：それらは、音声入力が明示的なターゲット装置
の指定を含むかどうか、音声入力における要求がフォーカスされた装置によって満たすこ
とができるものであるかどうか、並びにフォーカスセッションにおける最後の音声入力の
時間及び／又はセッション開始時間と比較した音声入力の時間である。音声入力が明示的
なターゲット装置の指定を含まず、フォーカスされた装置によって満たされることができ
、並びにフォーカスセッションにおける最後の音声入力の時間及び／又はセッション開始
時刻に関して所定の時間基準を満たす場合、その後、フォーカスされた装置が、音声入力
に対してターゲット装置として割り当てられる。フォーカスセッションに関する更なる詳
細は以下に説明される。
【００５３】
　操作環境における装置
　図２は、いくつかの実施形態に従う、操作環境（例えば、操作環境１００）においてユ
ーザの音声命令を収集するための音声インタフェースとして適用される例示的音声起動式
装置１０４を示すブロック図である。音声起動式装置１０４は、典型的には、一つ以上の
処理装置（ＣＰＵ）２０２、一つ以上のネットワークインタフェース２０４、メモリ２０
６、及びこれらの構成要素（チップセットと称されることがある）を相互接続するための
一つ以上の通信バス２０８を含む。音声起動式装置１０４は、ボタン２１２、タッチセン
スアレイ２１４、及び一つ以上のマイクロフォン２１６など、ユーザ入力を容易にする一
つ以上の入力装置２１０を含む。音声起動式装置１０４は、一つ以上のスピーカ２２０、
任意にＬＥＤ２２２のアレイ、及び任意にディスプレイ２２４を含む、一つ以上の出力装
置２１８も含む。いくつかの実施形態では、ＬＥＤ２２２のアレイはフルカラーＬＥＤの
アレイである。いくつかの実施形態では、音声起動式装置１０４は、装置の種類に応じて
、ＬＥＤ２２２のアレイ、又はディスプレイ２２４のどちらか一方、又は両方を含む。い
くつかの実施形態では、音声起動式装置１０４は、位置検出装置２２６（例えばＧＰＳモ
ジュール）及び一つ以上のセンサ２２８（例えば加速度計、ジャイロスコープ、光センサ
など）も含む。
【００５４】
　メモリ２０６は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、又は他のランダムアクセス固
体メモリ装置のような高速ランダムアクセスメモリを含み；そして任意に、一つ以上の磁
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気ディスク記憶装置、一つ以上の光ディスク記憶装置、一つ以上のフラッシュメモリ装置
、又は一つ以上の他の不揮発性固体記憶装置などの不揮発性メモリを含む。メモリ２０６
は、任意に、一つ以上の処理装置２０２から遠隔に配置された一つ以上の記憶装置を含む
。メモリ２０６、あるいはメモリ２０６内の不揮発性メモリは、非一時的なコンピュータ
読み取り可能な記憶媒体を含む。いくつかの実施形態では、メモリ２０６、又はメモリ２
０６の非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、以下のプログラム、モジュー
ル、及びデータ構造、又はそれらのサブセット又はスーパーセットを格納する：
　・様々な基本的なシステムサービスを取り扱うための手順、及びハードウェア依存のタ
スクを実行するための手順を含むオペレーティングシステム２３２；
　・音声起動式装置１０４を他の装置（例えば、音声アシスタンスサービス１４０、１つ
以上の制御可能装置１０６、１つ以上のクライアント装置１０３、及び他の音声起動式装
置（複数可）１０４）に、一つ以上のネットワークインタフェース２０４（有線又は無線
）、及びインターネット、他の広域ネットワーク、ローカルエリアネットワーク（例えば
ローカルネットワーク１０８）、メトロポリタンエリアネットワークなどの一つ以上のネ
ットワーク１１０、を介して接続するためのネットワーク通信モジュール２３４；
　・一つ以上の入力装置を介して入力を受信し、一つ以上の出力装置２１８を介して音声
起動式装置１０４にて情報の提示を可能にするための入力／出力制御モジュール２３６で
あって、以下を含むもの：
　　○音声起動式装置１０４を取り囲む環境において収集される、音声入力又は音声メッ
セージを処理するための、又は収集された音声入力又は音声メッセージを音声アシスタン
スサーバシステム１１２での処理に対して準備するための音声処理モジュール２３８；
　　○音声起動式装置１０４の装置状態に従って、ＬＥＤ２２２上に視覚的パターンを生
成するためのＬＥＤ制御モジュール２４０；及び
　　○音声起動式装置１０４の上面（例えば、タッチセンサアレイ２１４上）でのタッチ
イベントを検知するためのタッチセンスモジュール２４２；
　・音声起動式装置１０４に関連するデータを少なくとも記憶するための音声起動式装置
データ２４４であって、以下を含むもの：
　　○共通の装置設定（サービス層、装置モデル、記憶容量、処理能力、通信能力など）
、ユーザドメインにおける１つ以上のユーザアカウントの情報、装置ニックネーム及び装
置グループ、未登録のユーザを扱う場合の制限に関する設定、並びにＬＥＤ２２２によっ
て表示される１つ以上の視覚的パターンに関連する表示仕様を含む、音声起動式装置１０
４自体に関連する情報を記憶するための音声装置設定２４６；並びに
　　○音声信号、音声メッセージ、応答メッセージ、及び音声起動式装置１０４の音声イ
ンタフェース機能に関連する他のデータを記憶するための音声制御データ２４８；
　・音声アシスタンスサーバシステム１１２によって生成された音声要求応答に含まれる
命令を実行し、いくつかの実施形態では、一定の音声入力に対する応答を生成するための
応答モジュール２５０；並びに
　・装置に関してフォーカスセッションを確立、管理、及び終了するためのフォーカスセ
ッションモジュール２５２。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、音声処理モジュール２３８は以下のモジュール（図示せず）
を含む：
　・音声入力装置１０４に音声入力するユーザを識別し、曖昧さをなくすためのユーザ識
別モジュール；
　・音声入力が音声起動式装置１０４を起動させるためにホットワードを含んでいるかど
うかを決定し、音声入力においてそのようなものを認識するためのホットワード認識モジ
ュール；及び
　・音声入力において含まれるユーザ要求を決定するための要求認識モジュール。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、メモリ２０６は、以下を含む、未解決のフォーカスセッショ
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ンのためのフォーカスセッションデータ２５４も格納する：
　・未解決のフォーカスセッションにおいてフォーカスされた装置又は装置グループの識
別子（例えば、装置ニックネーム、装置グループ名、装置のＭＡＣアドレス（複数可）を
記憶するための、セッションがフォーカスされた装置（複数可）２５６；
　・未解決のフォーカスセッションの開始のためのタイムスタンプを記憶するためのセッ
ション開始時間２５８；及び
　・少なくとも最新の要求／命令を含む、フォーカスセッションにおける以前の要求又は
命令のログを記憶するためのセッション命令履歴２６０。ログは、ログに記録された以前
の要求（複数可）／命令（複数可）のタイムスタンプ（複数可）を少なくとも含む。
【００５７】
　上記の識別された要素のそれぞれは、前述のメモリ装置のうちの一つ以上において格納
されてもよく、上記の機能を実行するための一組の指令に対応する。上記で識別されたモ
ジュール又はプログラム（すなわち指令のセット）は、別々のソフトウェアプログラム、
手順、モジュール又はデータ構造として実施される必要はなく、したがってこれらのモジ
ュールの様々なサブセットは、様々な実施において結合、又は別の方法で再配列され得る
。いくつかの実施形態では、メモリ２０６は任意に、上記で識別されたモジュール及びデ
ータ構造のサブセットを格納する。さらに、メモリ２０６は任意に、上記で説明されてい
ない追加のモジュール及びデータ構造を格納する。いくつかの実施形態では、メモリ２０
６に格納されている、プログラム、モジュール、及び／又はデータのサブセットは、音声
アシスタンスサーバシステム１１２上に記憶され、及び／又は音声アシスタンスサーバシ
ステム１１２により実行されることができる。
【００５８】
　いくつかの実施形態では、上述のメモリ２０６における一つ以上のモジュールは、モジ
ュールの音声処理ライブラリの一部である。音声処理ライブラリは、多種多様な装置にて
実施され、且つ埋め込まれることがある。
【００５９】
　図３Ａ～図３Ｂは、いくつかの実施形態による、操作環境（例えば、操作環境１００）
の音声アシスタントサービス１４０の例示的音声アシスタンスサーバシステム１１２を示
すブロック図である。サーバシステム１１２は、典型的には、一つ以上の処理装置（ＣＰ
Ｕ（複数可））３０２、一つ以上のネットワークインタフェース３０４、メモリ３０６、
及びこれらの構成要素（チップセットと称されることがある）を相互接続するための一つ
以上の通信バス３０８を含む。サーバシステム１１２は、キーボード、マウス、音声命令
入力ユニット若しくはマイクロフォン、タッチ画面表示、タッチ感知入力パッド、ジェス
チャキャプチャカメラ、又は他の入力ボタン若しくは制御などのユーザ入力を容易にする
、一つ以上の入力装置３１０を含むことができる。さらに、サーバシステム１１２は、キ
ーボードを補うために又はキーボードに取って代わるために、マイクロフォン及び音声認
識、又はカメラ及びジェスチャ認識を使用してもよい。いくつかの実施形態では、サーバ
システム１１２は、例えば電子装置上に印刷されたグラフィックシリーズコードの画像を
取り込むための、一つ以上のカメラ、スキャナ、又は光学センサユニットを含む。サーバ
システム１１２はまた、一つ以上のスピーカ及び／又は一つ以上の視覚的なディスプレイ
を含む、ユーザインタフェース及びディスプレイコンテンツの提示を可能にする一つ以上
の出力装置３１２を含み得る。
【００６０】
　メモリ３０６は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、又は他のランダムアクセス固
体メモリ装置のような、高速ランダムアクセスメモリを含む；そして、任意に、一つ以上
の磁気ディスク記憶装置、一つ以上の光ディスク記憶装置、一つ以上のフラッシュメモリ
装置、又は一つ以上の他の不揮発性固体記憶装置などの不揮発性メモリを含む。メモリ３
０６は、任意に、一つ以上の処理装置３０２から遠隔に配置された一つ以上の記憶装置を
含む。メモリ３０６、あるいはメモリ３０６内の不揮発性メモリは、非一時的なコンピュ
ータ読み取り可能な記憶媒体を含む。いくつかの実施形態では、メモリ３０６、又はメモ
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リ３０６の非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、以下のプログラム、モジ
ュール、及びデータ構造、又はそれらのサブセット又はスーパーセットを格納する：
　・様々な基本的なシステムサービスを取り扱うための手順、及びハードウェア依存のタ
スクを実行するための手順を含むオペレーティングシステム３１６；
　・サーバシステム１１２を他の装置（例えば、クライアント装置１０３、制御可能装置
１０６、音声起動式装置１０４）に、一つ以上のネットワークインタフェース３０４（有
線又は無線）、及びインターネット、他の広域ネットワーク、ローカルエリアネットワー
ク、メトロポリタンエリアネットワークなどの一つ以上のネットワーク１１０を介して接
続するためのネットワーク通信モジュール３１８；
　・情報（例えば、アプリケーション（複数可）３２２～３２８、ウィジェット、ウェブ
サイト及びそのウェブページ、並びに／又は、ゲーム、オーディオ及び／若しくはビデオ
のコンテンツ、テキストなどを提示するためのグラフィカルユーザインタフェース）の提
示をクライアント装置で可能にするためのユーザインタフェースモジュール３２０；
　・サーバ側での実行のための命令実行モジュール３２１（例えば、クライアント装置１
０３、制御可能装置１０６、音声起動式装置１０４、並びにスマートホーム装置を制御し
、そのような装置によって取り込まれたデータを検討するための、ゲーム、ソーシャルネ
ットワークアプリケーション、スマートホームアプリケーション、及び／又は他のウェブ
若しくは非ウェブベースのアプリケーション）であって、以下を一つ以上含むもの：
　　○キャスト装置（複数可）に関連する、装置提供、装置制御、及びユーザアカウント
管理のための、サーバ側の機能を提供するために実行されるキャスト装置アプリケーショ
ン３２２；
　　○対応するメディアソースに関連する、メディア表示及びユーザアカウント管理のた
めのサーバ側の機能を提供するために実行される、一つ以上のメディアプレーヤアプリケ
ーション３２４；
　　○対応するスマートホーム装置の、装置提供、装置制御、データ処理及びデータ検討
のためのサーバ側の機能を提供するために実行される、一つ以上のスマートホーム装置ア
プリケーション３２６；並びに
　　○音声起動式装置１０４から受信した音声メッセージの音声処理を整理するため、又
はユーザの音声命令、及びユーザの音声命令（例えば、キャスト装置、又は別の音声起動
式装置１０４の指定）のための一つ以上のパラメータを抽出するために音声メッセージを
直接処理する音声アシスタンスアプリケーション３２８；並びに
　・メディア表示の自動制御に関連するデータ（例えば、自動メディア出力モード、及び
フォローアップモードにおいて）、及び他のデータを少なくとも記憶するサーバシステム
データ３３０であって、以下のうちの一つ以上を含むもの：
　　○共通の装置設定（例えば、サービス層、装置モデル、記憶容量、処理能力、通信能
力など）、及び自動メディア表示制御のための情報を含む、一つ以上のクライアント装置
と関連する情報を記憶するためのクライアント装置設定３３２；
　　○アカウントアクセス情報、装置設定のための情報（例えば、サービス層、装置モデ
ル、記憶容量、処理能力、通信能力など）、及び自動メディア表示制御のための情報のう
ち一つ以上を含む、キャスト装置アプリケーション３２２のユーザアカウントに関連する
情報を記憶するためのキャスト装置設定３３４；
　　○アカウントアクセス情報、メディアコンテンツタイプのユーザの好み、レビュー履
歴データ、及び自動メディア表示制御のための情報のうちの一つ以上を含む、一つ以上の
メディアプレーヤアプリケーション３２４のユーザアカウントに関連する情報を記憶する
ためのメディアプレーヤアプリケーション設定３３６；
　　○アカウントアクセス情報、１つ以上のスマートホーム装置のための情報（例えば、
サービス層、装置モデル、記憶容量、処理能力、通信能力など）のうちの１つ以上を含む
、スマートホームアプリケーション３２６のユーザアカウントに関連する情報を記憶する
ためのスマートホーム装置設定３３８；
　　○一つ以上のアカウントアクセス情報、一つ以上の音声起動式装置１０４のための情
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報（例えば、サービス層、装置モデル、記憶容量、処理能力、通信能力など）を含む、音
声アシスタンスアプリケーション３２８のユーザアカウントに関連する情報を記憶するた
めの音声アシスタンスデータ３４０；
　　○ユーザの定期購読（例えば、音楽ストリーミングサービス定期購読、ビデオストリ
ーミングサービス定期購読、ニュースレター定期購読）、ユーザ装置（例えば、各ユーザ
、装置ニックネーム、装置グループに関連する装置レジストリ１１８において登録された
装置）、ユーザアカウント（例えばユーザの電子メールアカウント、カレンダーアカウン
ト、金融アカウントなど）、及びその他のユーザデータを含む、ユーザドメインにおける
ユーザに関する情報を記憶するためのユーザデータ３４２；
　　○例えば、ユーザの音声モデル又は音声指紋、及びユーザの快適な音量レベルのしき
い値を含む、ユーザの音声プロファイルをユーザドメインにおいて記憶するためのユーザ
音声プロファイル３４４；並びに
　　○複数の装置のためのフォーカスセッションデータを記憶するためのフォーカスセッ
ションデータ３４６。
【００６１】
　・装置レジストリ１１８を管理するための装置登録モジュール３４８；
　・電子装置１０４を取り囲む環境において収集された音声入力又は音声メッセージを処
理するための音声処理モジュール３５０；並びに
　・装置に関してフォーカスセッションを確立、管理、及び終了するためのフォーカスセ
ッションモジュール３５２。
【００６２】
　図３Ｂを参照して、いくつかの実施形態では、メモリ３０６は、以下を含む、一つ以上
の未解決のフォーカスセッション３４６２‐１から３４６２‐Ｍのためのフォーカスセッ
ションデータ３４６も格納する：
　・フォーカスセッションが確立されている装置の識別子を記憶するためのセッションソ
ース装置３４６４；
　・未解決のフォーカスセッションにおいてフォーカスされた装置又は装置グループの識
別子（例えば、装置のニックネーム、装置グループ名、装置のＭＡＣアドレス（複数可）
）を記憶するための、セッションがフォーカスされた装置３４６６（複数可）；
　・未解決のフォーカスセッションの開始に対するタイムスタンプを記憶するためのセッ
ション開始時間３４６８；及び
　・最新の要求／命令を少なくとも含む、フォーカスセッションにおける以前の要求又は
命令のログを記憶するためのセッション命令履歴３４７０。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、音声アシスタンスサーバシステム１１２は音声入力の処理を
主に担当し、したがって、図２を参照して上述したメモリ２０６における一つ以上のプロ
グラム、モジュール、及びデータ構造は、メモリ３０６においてそれぞれのモジュールに
含まれる（例えば、音声処理モジュール２３８に含まれる、プログラム、モジュール、及
びデータ構造は、音声処理モジュール３５０に含まれる）。音声起動式装置１０４は、取
り込まれた音声入力を処理のための音声アシスタンスサーバシステム１１２に伝達するか
、又は最初に音声入力を前処理し処理のための音声アシスタンスサーバシステム１１２に
前処理された音声入力を伝達する。いくつかの実施形態では、音声アシスタンスサーバシ
ステム１１２及び音声起動式装置１０４は、音声入力の処理に関して、いくつかの共有さ
れる責任、及びいくつかの分割された責任を有し、図２に示されるプログラム、モジュー
ル、及びデータ構造は、音声アシスタンスサーバシステム１１２及び音声起動式装置１０
４の両方に含まれ得るか、又は音声アシスタンスサーバシステム１１２及び音声起動式装
置１０４の中で分割される。図２に示される他のプログラム、モジュール、及びデータ構
造、又はそれらの類似物もまた、音声アシスタンスサーバシステム１１２に含まれてもよ
い。
【００６４】
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　上記要素の各々は、前述のメモリ装置のうちの１つ以上に格納されてもよく、上述の機
能を実行するための命令セットに対応する。上記モジュール又はプログラム（つまり、命
令セット）は、別々のソフトウェアプログラム、プロシージャ、モジュール、又はデータ
構造として実装される必要がないため、これらのモジュールの様々なサブセットが、様々
な実施形態において組み合わされる又は並べ替えられてもよい。いくつかの実施形態では
、メモリ３０６は、必要であれば、上記モジュール及びデータ構造のサブセットを格納す
る。さらに、メモリ３０６は、必要であれば、上に記載されないさらなるモジュール及び
データ構造を格納する。
【００６５】
　フォーカスセッション例
　図４Ａ－４Ｄは、いくつかの実施形態に従うフォーカスセッションの一例を示す。音声
起動式装置１０４（例えば、操作環境１００）及び複数の制御可能装置１０６を備える操
作環境では、その環境においてユーザが制御可能装置１０６のうちの１つをターゲット装
置として指定する音声入力を行うと、ターゲット装置がフォーカスされた装置としてフォ
ーカスセッションが確立することがある。
【００６６】
　図４Ａは、音声起動式装置４０４（例えば音声起動式装置１０４）、並びに操作環境（
例えば、操作環境１００）における３つの制御可能装置４０６、４０８、及び４１０（例
えば、制御可能装置１０６）を示す。装置は、ユーザ４０２と同じ空間内（例えば、同じ
部屋内）にあってもよく、又はユーザが位置する構造全体に広がっていてもよい。装置４
０６は、「マスターベッドルームスピーカ」とニックネームが付けられたスピーカシステ
ムである。装置４０８は、「リビングルームＴＶ」とニックネームが付けられたメディア
装置である。装置４１０は、「ゲームルームＴＶ」とニックネームが付けられたメディア
装置である。現時点ではフォーカスセッションはなく；フォーカスセッション４１８は空
である。
【００６７】
　ユーザ４０２は、「ゲームルームＴＶで猫のビデオを再生して」という音声入力４０３
を発し、音声起動式装置４０４はその音声入力を受信する。音声起動式装置４０４は、音
声入力４０３における要求が猫のビデオを再生するための要求であると決定し、ターゲッ
ト装置は、音声入力４０３において明示的に指定された「ゲームルームＴＶ」装置４１０
である。フォーカスされた装置が「ゲームルームＴＶ」装置４１０であるセッション４１
８は、図４Ｂに示すように、音声起動式装置４０４にて確立される。猫のビデオを再生す
るための命令は（装置４０４又は音声アシスタンスサーバシステム１１２によって）「ゲ
ームルームＴＶ」装置４１０に送信され、装置４１０は操作４１６を実行する。
【００６８】
　図４Ｃを参照して、続いて、「ゲームルームＴＶ」４１０がフォーカスされた状態のセ
ッション４１８がアクティブであり、操作４１６が装置４１０によって実行されている間
、ユーザ４０２は別の音声入力「一時停止」４２０を発する。音声起動式装置４０４は、
音声入力４２０がターゲット装置の指定を含むかどうか、及び音声入力４２０における要
求がフォーカスされた装置４１０によって実行されることができるかどうかを決定する。
特定の音声入力４２０「一時停止」の場合、音声起動式装置４０４は、音声入力４２０が
ターゲット装置の指定を含まないこと、及び音声入力における要求（何が再生していよう
が「一時停止」）が、フォーカスされた装置によって実行されることができることを決定
する。いくつかの実施形態では、音声入力４２０がターゲット装置の指定を含むかどうか
を決定することは、音声入力における装置ニックネームに対する一致を探すこと（例えば
、音声入力に関する、会話からテキストへの認識の実行、及び装置ニックネームを探すた
めのテキストの解析）を含む。いくつかの実施形態では、音声入力における要求がフォー
カスされた装置によって実行され得るかどうかを決定することは、音声入力における要求
が何であるかを決定すること、及び、セッションにおける最後の命令との整合性（例えば
、「音楽の一時停止」要求が「音楽の一時停止」である最新の命令と矛盾している）のた
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めに、要求を現在のフォーカスセッション４１８の命令履歴（例えば履歴２６０）と比較
すること、及び整合性に対する要求とフォーカスされた装置の機能とを比較する（例えば
、「音楽の一時停止」要求はスマートライトの機能と矛盾している）ことを含む。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置４０４はまた、音声入力４２０が一つ以上の
フォーカスセッション維持基準を満たすかどうかを決定する。いくつかの実施形態では、
フォーカスセッション維持基準は、音声入力４２０のタイムスタンプがアクティブセッシ
ョンにおける最後の音声入力４０３のタイムスタンプから一定の時間内にあることである
（例えば、第２の音声入力は、前の第１の音声入力の一定時間内に受信される）。いくつ
かの実施形態では、この基準に対して複数の時間しきい値がある。例えば、第１の短い方
の時間しきい値（例えば２０分）、及び第２の長い方の時間しきい値（例えば４時間）が
あり得る。音声入力４２０が最後の音声入力４０３の第１の短い方のしきい値内で受信さ
れ、かつ上記の他の基準が満たされる場合、フォーカスされた装置が音声入力４２０のた
めにターゲット装置として設定される（そして、いくつかの実施形態において、音声入力
４２０を処理のために音声アシスタンスサーバシステム１１２へ伝達するときは同様にこ
のターゲット装置設定を伝達する）。例えば、音声入力４２０は、ターゲット装置の指定
を含まないこと、及び要求「一時停止」が最後の命令「猫のビデオを再生して」と整合性
があることが決定される。「音声入力４２０が音声入力４０３の短い方の時間のしきい値
内に受信された場合、フォーカスされた装置である「ゲームルームＴＶ」装置４１０が音
声入力４２０のためにターゲット装置として設定され、図４Ｄに示すように、「ゲームル
ームＴＶ」装置４１０にて実行されている操作４１６が、音声入力４２０に従って猫のビ
デオを一時停止している。
【００７０】
　音声入力４２０が、最後の音声入力４０３の第１の短い方のしきい値の後、且つ第２の
長い方のしきい値以内に受信され、且つ上記の他の基準が満たされる場合、音声起動式装
置４０４は音声プロンプトを出力して、フォーカスされた装置が音声入力４２０にとって
所望のターゲット装置であるというユーザからの確認を要求する。音声起動式装置４０４
は、フォーカスされた装置が所望のターゲット装置であるという確認を受け取ると、セッ
ション４１８を維持し、フォーカスされた装置を音声入力４２０のためのターゲット装置
として設定する（そして、いくつかの実施形態においては、処理のための音声アシスタン
スサーバシステム１１２へ音声入力４２０を伝達するときは同様にこのターゲット装置設
定を伝達する）。ユーザがターゲット装置を確認しない場合、音声起動式装置４０４は、
ユーザがターゲット装置を指定すること、ユーザが音声入力を再度言うが、ターゲット装
置の指定を含めること、及び／又はセッション４１８を終了することを要求してもよい。
いくつかの実施形態では、音声入力４２０が、最後の音声入力４０３から第２の長い方の
しきい値の後に受信された場合、又は上記の他の基準が満たされない場合、セッション４
１８は終了される。いくつかの実施形態では、これらの時間しきい値の値はメモリ２０６
及び／又はメモリ３０６において格納されている。音声入力間の経過時間が、これらのし
きい値と比較される。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、音声入力における明示的に指定されたターゲット装置の欠如
、及び音声入力における要求と、最後の音声入力及びフォーカスされた装置の機能との整
合性も、フォーカスセッション維持基準と見なされる。
【００７２】
　プロセス例
　図５は、いくつかの実施形態に従う、ユーザの音声入力に応答する方法５００を示すフ
ロー図である。いくつかの実施形態では、方法５００は、一つ以上のマイクロフォン、ス
ピーカ、一つ以上のプロセッサ、及び一つ以上のプロセッサによる実行のための一つ以上
のプログラムを格納するメモリを備える第１の電子装置（例えば音声起動式装置１０４）
にて実施される。この第１の電子装置は、共通のネットワークサービス（例えば、音声ア
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シスタンスサービス１４０）に通信可能に（ネットワーク１１０を介して）結合される、
コネクテッド電子装置（例えば、ユーザアカウントに関連付けられた、音声起動式装置１
０４及び制御可能装置１０６；特定の音声起動式装置１０４に関連付けられた制御可能装
置１０６など）のローカルグループのメンバである。
【００７３】
　第１の電子装置は、第１の操作の要求を含む第１の音声命令を受信する（５０２）。例
えば、音声起動式装置４０４は第１の音声入力４０３を受信する。
【００７４】
　第１の電子装置は、コネクテッド電子装置のローカルグループの中から、第１の操作の
ための第１のターゲット装置を決定する（５０４）。音声起動式装置４０４は、（例えば
、音声処理モジュール２３８による処理に基づいて）装置４０６、４０８、及び４１０の
中から音声入力４０３のためのターゲット装置（又は装置グループ）を決定する。音声起
動式装置４０４は、音声入力４０３におけるターゲット装置の指定「ゲームルームＴＶ」
を、「ゲームルームＴＶ」装置４１０として認識する。
【００７５】
　第１の電子装置は、第１のターゲット装置（又は装置グループ）に関してフォーカスセ
ッションを確立する（５０６）。音声起動式装置４０４（例えば、フォーカスセッション
モジュール２５２）は、「ゲームルームＴＶ」装置４１０がフォーカスされた装置だとし
て、フォーカスセッション４１８を確立する。
【００７６】
　第１の電子装置は、共通のネットワークサービスの操作を介して、第１の操作を第１の
ターゲット装置（又は装置グループ）によって実行させる（５０８）。音声起動式装置４
０４又は音声アシスタンスサーバシステム１１２は、音声入力４０３において要求された
操作を実行するために、音声アシスタンスサービス１４０を介して装置４１０に命令を伝
達する。
【００７７】
　第１の電子装置は、第２の操作の要求を含む第２の音声命令を受信する（５１０）。音
声起動式装置４０４は、第２の音声入力４２０を受信する。
【００７８】
　第１の電子装置は、第２の音声命令が第２のターゲット装置（又は装置グループ）の明
示的な指定を含まないと決定する（５１２）。音声起動式装置４０４は、音声入力４２０
のためのターゲット装置を（例えば、音声処理モジュール２３８による処理に基づいて）
決定し、音声入力４２０がターゲット装置の指定を含まないことを認識する。
【００７９】
　第１の電子装置は、第２の操作が第１のターゲット装置（又は装置グループ）によって
実行することができると決定する（５１４）。音声起動式装置４０４は、音声入力４２０
において要求された操作がフォーカスされた装置４１０により実行可能であり、音声入力
４０３において要求され、フォーカスされた装置４１０によって実行されている最後の操
作と整合性があると決定する。
【００８０】
　第１の電子装置は、第２の音声命令が一つ以上のフォーカスセッション維持基準を満た
すかどうかを決定する（５１６）。音声起動式装置４０４は、音声入力４２０が音声入力
４０３の一定時間内に受信されたかどうかを決定する。
【００８１】
　第２の音声命令がフォーカスセッション維持基準を満たすという決定に従って、第１の
電子装置は、共通のネットワークサービスの操作を介して、第２の操作を第１のターゲッ
ト装置（又は装置グループ）によって実行させる（５１８）。音声起動式装置４０４は、
音声入力４２０が音声入力４０３の第１の短い方の時間しきい値内に受信されたと決定し
、その判断に従って、音声入力４２０のためのターゲット装置をフォーカスされた装置４
１０に設定する。音声起動式装置４０４又は音声アシスタンスサーバシステム１１２は、
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音声入力４２０において要求された操作を実行するために、音声アシスタンスサービス１
４０を介して装置４１０に命令を伝達する。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、コネクテッド電子装置のローカルグループの中から第１の操
作のための第１のターゲット装置を決定することは、第１の音声命令から第１のターゲッ
ト装置の明示的な指定を取得することを含む。音声起動式装置４０４は、音声入力４０３
がターゲット装置の明示的な指定を含むかどうかを決定するために音声入力４０３を前処
理してもよい。あるいは、音声起動式装置４０４は、音声入力４０３を処理した音声アシ
スタンスサーバシステム１１２からターゲット装置の明示的な指定を受け取ってもよい。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、コネクテッド電子装置のローカルグループの中から第１の操
作のための第１のターゲット装置を決定することは、第１の音声命令が第１のターゲット
装置の明示的な指定を含まないことを決定すること、コネクテッド電子装置のローカルグ
ループの間で第２の電子装置によって第１の操作が実行され得ることを決定すること、及
び第２の電子装置を第１のターゲット装置として選択することを含む。第１の音声入力が
ターゲットの明示的な指定を含まないが、第１の音声入力内に含まれる要求がグループ内
の単一の装置によって実行されることができるものである（例えば、ビデオに関連した命
令、そしてグループにおいてはただ１つのビデオ対応装置がある）場合、その単一の装置
が最初の音声入力のためにターゲット装置として設定される。さらに、いくつかの実施形
態では、音声起動式装置の他にただ１つの制御可能装置がある場合、その制御可能装置は
音声入力に対してデフォルトのターゲット装置であり、その音声入力はターゲット装置を
明示的に指定せず、その音声入力の要求された操作は制御可能装置により実行されること
ができる。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、ユーザの音声入力履歴（例えば、音声アシスタンスサーバシ
ステム１１２によって収集され、メモリ３０６に格納され、音声起動式装置１０４によっ
て収集され、メモリ２０６に格納される）は、特定の音声起動式装置１０４が特定の制御
可能装置１０６を制御するために頻繁に使用されていることを履歴が示すかどうかを決定
するために（例えば、音声アシスタンスサーバシステム１１２又は音声起動式装置１０４
により）分析されることがある。履歴がそのような関係を示す場合、特定の制御可能装置
は、音声起動式装置への音声入力のためのデフォルトのターゲット装置として設定されて
もよい。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、デフォルトのターゲット装置の指定（例えば、識別子）は、
音声起動式装置１０４及び／又は音声アシスタンスサーバシステム１１２に記憶されてい
る。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、第２の音声命令がフォーカスセッション維持基準を満たすと
いう決定に従って、第１のターゲット装置に対してフォーカスセッションを延長する。い
くつかの実施形態では、フォーカスセッションは、一定の時間後にタイムアウトする（す
なわち終了する）。第２の音声入力４２０がフォーカスセッション維持基準を満たす場合
、フォーカスセッション４１８は時間的に延長され得る（例えば、タイムアウトタイマー
をリセットする）。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、第１のターゲット装置に関してフォーカスセッションを確立
することは、第１の音声命令のタイムスタンプを記憶すること、及び第１のターゲット装
置の識別子を記憶することを含む。音声入力４０３を受信した後にフォーカスセッション
が確立されると、音声起動式装置４０４は、（例えば、セッション命令履歴２６０におけ
る）音声入力４０３の時間、及び（例えば、セッションがフォーカスされた装置２５６に
おける）フォーカスされた装置４１０の識別子を記憶する。
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【００８８】
　いくつかの実施形態では、フォーカスセッション維持基準は、第１の音声命令の受信に
対して第１の所定の時間間隔内に、又は第１の音声命令の受信に対して第２の所定の時間
間隔で、第２の音声命令が第１の電子装置によって受信されるという基準を含み、第２の
所定の時間間隔は第１の所定の時間間隔の後に続く；そして、第２の音声命令が一つ以上
のフォーカスセッション維持基準を満たすかどうかを決定することは、第２の音声命令が
第１の所定の時間間隔内、又は所定の第２の時間間隔内のいずれかで受信されるかどうか
を決定することを含む。音声起動式装置４０４は、音声入力４２０が音声入力４０３の第
１の時間しきい値又は第２の時間しきい値内に受信されたかどうかを含む、音声入力４２
０が一つ以上のフォーカスセッション維持基準を満たすかどうかを決定する。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、第２の音声命令が第１の所定の時間間隔内に受信されたとい
う決定に従って、第１の電子装置は、第２の音声命令のためのターゲット装置として第１
のターゲット装置を選択する。音声入力４２０が音声入力４０３からの第１の短い方の時
間しきい値内に受信されると決定された場合、フォーカスされた装置４１０は音声入力４
２０に対してターゲット装置に設定される。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、第２の音声命令が第２の所定の時間間隔内に受信されたとい
う決定に従って、第１の電子装置は、第２の音声命令のターゲット装置として第１のター
ゲット装置を確認する要求を出力し；そして、確認するための要求に応答する、第１のタ
ーゲット装置の肯定的な確認に従って、第１のターゲット装置を第２の音声命令のための
ターゲット装置として選択する。音声入力４２０が、第１の短い方の時間しきい値外であ
るが第２の長い方の時間しきい値内で受信されると音声入力４０３から決定された場合、
音声起動式装置はユーザにターゲット装置の確認するよう促す（例えば、フォーカスされ
た装置４１０が意図されたターゲット装置であるかどうかをユーザに尋ねる）。フォーカ
スされた装置４１０が意図されたターゲット装置であることをユーザが確認した場合、フ
ォーカスされた装置４１０は、音声入力４２０のターゲット装置として設定される。
【００９１】
　いくつかの実施形態では、第１の電子装置は、第３の操作の要求、及びコネクテッド電
子装置のローカルグループの中の第３のターゲット装置の明示的な指定を含む第３の音声
命令を受信し、第１のターゲット装置に関してフォーカスセッションを終了し、第３のタ
ーゲット装置に対してフォーカスセッションを確立し、共通のネットワークサービスの操
作を介して第３のターゲット装置によって第３の操作を実行させる。音声起動式装置４０
４は、音声入力４２０の後に、装置４１０以外のターゲット装置（例えば、装置４０６又
は４０８）の明示的な指定を含む新しい音声入力を受信することがある。その音声入力の
受信に従って、フォーカスされた装置４１０とのフォーカスセッション４１８が終了し、
フォーカスされた新しいターゲット装置との新しいセッションが確立される。音声起動式
装置４０４又は音声アシスタンスサーバシステム１１２は、音声アシスタンスサービス１
４０を介して、新しい音声入力において要求された操作を実行するために新しいターゲッ
ト装置に命令を伝達する。
【００９２】
　いくつかの実施形態では、第１のターゲット装置は第１の電子装置である。第１の電子
装置は、第４の操作の要求、及びコネクテッド電子装置のローカルグループの中の第４の
ターゲット装置の明示的な指定を含む第４の音声命令を受信する。ここで、第４のターゲ
ット装置は、コネクテッド電子装置のローカルグループの第３の電子装置のメンバであり
、第３の電子装置は第１の電子装置とは異なる；第１の電子装置は、第１のターゲット装
置に関してフォーカスセッションを維持し；共通のネットワークサービスの操作を介して
、第４のターゲット装置によって第４の操作を実行させる。もし、音声起動式装置４０４
でのアクティブフォーカスセッション４１８のためのフォーカスされた装置が音声起動式
装置４０４それ自体であり、そして別の装置をターゲットとして指定する新しい音声入力
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が音声入力４２０の後に受信される場合、音声起動式装置４０４又は音声アシスタンスサ
ーバシステム１１２は、新しい音声入力において要求された操作を実行するように、音声
アシスタンスサービス１４０を介して、別のターゲット装置に命令を伝達するが、フォー
カスセッションは音声起動式装置４０４がフォーカスされた状態で維持される。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、第２の音声命令は、第４の操作が第４のターゲット装置によ
って実行させられた後に受信され、第１の操作はメディアの再生操作であり、第２の操作
はメディアの停止操作である。第１の電子装置は、第５の操作の要求、及びコネクテッド
電子装置のローカルグループの中から第５のターゲット装置の明示的な指定を含む第５の
音声命令を受信し、そのローカルグループにおいては第５のターゲット装置は第３の電子
装置である；第１の電子装置は、第１のターゲット装置に関してフォーカスセッションを
終了し；第５のターゲット装置に関してフォーカスセッションを確立し；共通のネットワ
ークサービスの操作を介して、第５のターゲット装置に第５の操作を実行させる。音声起
動式装置４０４でのアクティブフォーカスセッション４１８のためにフォーカスされた装
置が音声起動式装置４０４自体であり、音声入力４０３がメディア再生を開始する要求を
含んでおり、音声入力４０３が、音声入力４０３の結果としてメディア再生を一時停止す
る要求を含んでおり、異なる装置をターゲットとして指定する新しい音声入力が音声入力
４２０の後に受信される場合、音声起動式装置４０４又は音声アシスタンスサーバシステ
ム１１２は、新しい音声入力において要求された操作を実行するために、音声アシスタン
スサービス１４０を介して異なるターゲット装置に命令を伝達する。そして、フォーカス
された音声起動式装置とのフォーカスセッションは終了し、フォーカスされた新しいター
ゲット装置との新しいフォーカスセッションが確立する。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、第１の電子装置は、所定の操作終了要求を含む第５の音声命
令を受信し、第５の音声命令の受信に従って、第１の操作が第１のターゲット装置によっ
て実行されなくし、第１のターゲット装置に関してフォーカスセッションを終了する。音
声起動式装置４０４が所定の終了命令（例えば、「停止」）を受信した場合、音声起動式
装置４０４又は音声アシスタンスサーバシステム１１２は、音声アシスタンスサービス１
４０を介して装置４１０に命令を伝達して、操作４１６を実行することを中止させ、フォ
ーカスセッション４１８が終了される。
【００９５】
　いくつかの実施形態では、第１の操作はメディアの再生操作であり、第２の操作はメデ
ィア停止操作、メディア巻き戻し操作、メディア早送り操作、音量アップ操作、及び音量
ダウン操作のうちの１つである。音声入力４０３における要求は、メディアコンテンツ（
例えば、ビデオ、音楽）の再生を開始するための要求であり得、音声入力４２０における
要求は、再生を制御するための要求（例えば、一時停止、巻き戻し、早送り、音量を上げ
る／下げる、次のアイテム／トラック、前のアイテム／トラック）であり得る。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、第１の操作は、複数の装置状態のうちの第１の状態への装置
状態変更操作であり、第２の操作は、複数の装置状態のうちの第２の状態への装置状態変
更操作である。音声入力４０３における要求は、第１の状態へ遷移するための要求（例え
ば、照明又は装置の電源を入れる、スリープモードへの移行）であり得、音声入力４２０
の要求は、第２の状態へ遷移するための要求（照明又は装置の電源を切る、スリープモー
ドからの復帰）であり得る。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、第１の操作は、マグニチュードスケールにおける第１の方向
へのマグニチュード変更操作であり、第２の操作は、マグニチュードスケールにおける第
１の方向とは反対の第２の方向へのマグニチュード変更操作である。
【００９８】
　音声入力４０３における要求は、一方向にマグニチュードを変える（例えば、明るくす
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る、音量を上げる）要求であり、音声入力４２０にある要求は、反対方向にマグニチュー
ドを変える（例えば、薄暗くする、音量を下げる）要求であり得る。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、第１の電子装置は一つ以上のＬＥＤのアレイを含む。第１の
電子装置は、ＬＥＤのアレイにおいて一つ以上のＬＥＤを照明することによってフォーカ
スセッションの状態を示す。音声起動式装置４０４は、ＬＥＤアレイ上にパターンを表示
することによって、アクティブフォーカスセッション、又は他の状態及びフォーカスセッ
ションに関連する他の情報（例えば、どれだけの時間フォーカスセッションがアクティブ
であったか、又は最後の音声入力からどれだけ時間が経過したかの表示）があることを示
し得る。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、識別されたユーザごとにフォーカスセッションを確立するこ
とがあり得る。例えば、ユーザがターゲット装置を指定する音声入力をする場合、ユーザ
は識別され、音声入力で指定されたターゲット装置がフォーカスされた状態で、識別され
たユーザに対してフォーカスセッションが確立される。異なるユーザが音声入力をし、異
なるターゲット装置を指定すると、異なるターゲット装置がフォーカスされた状態で、異
なるユーザが識別され、識別された異なるユーザに関して別のフォーカスセッションが確
立される。異なるユーザによって話され、ターゲット装置を指定しない音声入力は、それ
ぞれの識別されたユーザに対応するアクティブフォーカスセッションに基づいて異なるタ
ーゲット装置を割り当てられ得る。
【０１０１】
　フォーカスセッションの追加の例
　以下の実施形態は、メディア装置である一つ以上の制御可能装置１０６と同じ部屋にあ
る音声起動式装置１０４のコンテキストにおける実施形態を説明する。以下に説明される
実施形態は、他の種類の制御可能装置１０６（例えば、スマートホーム装置）及び他の装
置の配置設定に適合され得ることを理解されたい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置上で再生中のメディアがまだ無い場合、音声
起動式装置以外の制御可能装置であるフォーカス装置を用いて、フォーカスセッションを
開始することができる。いくつかの実施形態では、音声起動式装置で再生されているメデ
ィアが一時停止されている場合、音声起動式装置以外の制御可能装置をフォーカス装置と
してフォーカスセッションを開始することができる。
【０１０３】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置に（そして、任意に、音声起動式装置と同じ
Ｗｉ－Ｆｉネットワーク上で）関連付けられた装置又は装置グループに向けられた明示的
なターゲット装置を有する任意の妥当な要求をユーザが発行した場合、フォーカスセッシ
ョンが開始される。そのような妥当な要求の例としては、「リビングルームスピーカで音
楽を再生する」、「ベッドルームＴＶで音量を上げる」、「ホームグループの次の曲」、
「リビングルームスピーカを一時停止する」などを含む。明示的なターゲット装置は、フ
ォーカスセッションのためのフォーカスされた装置になる。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、要求が明らかにビデオに関連付けられた要求であり、関連付
けられた制御可能装置の中に単一のビデオ対応装置がある場合、ビデオ対応装置がフォー
カスされた装置として、フォーカスセッションは確立され得る。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置が能動的にメディアを再生している間に、別
の装置がターゲット装置として要求が受信されると、フォーカスは音声起動式装置に残る
が、音声起動式装置は一度セッションを停止又は一時停止すると、別の装置でメディアを
再生又は制御するという任意の新しい要求は、その別の装置にフォーカスを移動する。
【０１０６】
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　例えば、ユーザは「Ｌａｄｙ　Ｇａｇａを再生して」と要求し、音声起動式装置はＬａ
ｄｙ　Ｇａｇａの音楽の再生を開始し、音声起動式装置がフォーカスされた状態でフォー
カスセッションを開始する。次いで、ユーザは「一時停止」を要求し、音声起動式装置は
レディガガの音楽を一時停止する（そして、例えば２時間フォーカスセッションを維持す
る）。１時間が経過した後、ユーザは「私のＴＶで猫の動画を再生して」と要求する。フ
ォーカスはＴＶへ移動し、ＴＶが猫のビデオの再生を開始する。
【０１０７】
　別の例として、ユーザは「Ｌａｄｙ　Ｇａｇａを再生して」と要求し、音声起動式装置
はＬａｄｙ　Ｇａｇａの音楽の再生を開始し、音声起動式装置がフォーカスされた状態で
フォーカスセッションを開始する。次に、ユーザが「自分のＴＶで猫のビデオを表示して
」と要求すると、猫のビデオはＴＶで表示され始めるが、フォーカスは音声起動式装置に
残ったままである。次に、ユーザは「次へ」を要求し、音声起動式装置はその要求に従っ
てレディガガ音楽における次のトラックに進む。その後、ユーザは「一時停止」を要求し
、音声起動式装置での音楽は一時停止される。次に、ユーザが「私のＴＶでの次のスライ
ド」を要求すると、次のスライドがＴＶで始まり、フォーカスはＴＶに移される。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、妥当な要求は、音楽の開始、ビデオの開始、ニュースの読み
上げの開始（ニュース記事の読み上げなど）、ポッドキャストの開始、写真の開始（写真
の表示又はスライドショーなど）、及び任意のメディア制御命令（任意の現在のフォーカ
スセッションを終了する所定のＳＴＯＰ命令以外）を含む。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、以下のいずれかが発生するときにフォーカスセッションが終
了する：
　・フォーカスセッションが（音声入力、例えば、異なる装置を明示的に指定する音声入
力を介して）異なる装置に転送され、この場合、フォーカスセッションが異なる装置とと
もに開始される；
　・音声入力又は別の装置からのキャスティングを介して（例えば音声を介して：「レデ
ィガガを＜音声インタフェース装置のニックネーム＞で再生して」、「ローカルでレディ
ガガを再生して」など；キャスティングを介して：ユーザはクライアント装置上のアプリ
ケーションを介して音声起動式装置にコンテンツをキャストする）、音声起動式装置上で
フォーカスセッションが開始又は（一時停止状態から）再開される；
　　○しかしながら、音声起動式装置が、メディアを再生しようとしているグループのメ
ンバ（フォロワ又はリーダ）である場合、（再生中であっても）フォーカスを停止するこ
とはない。そのため、フォーカスはグループのリーダに残る（リーダは別の音声起動式装
置である可能性がある）；
　・要求が、フォーカスされた制御可能装置への所定の（すべての関連する文法を含む）
「停止」命令であるとき；
　・タイムアウト関連命令：
　　○タイムアウトは、制御可能装置が、明示的に指定されているか、フォーカスセッシ
ョンのフォーカスされた装置に基づいて設定されているかに関わらず、制御可能装置に与
えられた、最後の要求又は所定の「停止」命令以外の命令から測定することができる；
　　○タイムアウトはさまざまな可能な命令にわたって２４０分である；そして
　・ユーザが、一時停止／再生に使用する、音声起動式装置のボタンを押したとき（さら
に、一時停止した任意のコンテンツが音声起動式装置でローカルに再開される）。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置は、ターゲット装置のユーザ確認を要求する
。以下のように、ユーザは制御可能装置でメディアを再生したい場合、確認を求められる
：
　・確認要求は、メディア開始に対して（例えば、何も再生されていないところで音楽を
開始する）（早送り又は次のトラックなどのメディア制御に対して）トリガされる；
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　・フォーカスセッションがアクティブになると、確認要求がトリガされる；そして
　・確認要求は、制御可能装置が、明示的に指定されるか、フォーカスセッションのフォ
ーカスされた装置に基づいて設定されるかどうかに関わらず、現在の音声起動式装置から
制御可能装置に与えられた、所定の「停止」命令以外の最後の音声命令から一定時間（例
：２０分）が経過した後でトリガされる。
【０１１１】
　確認のための要求は、例えば次のとおりである：
　・音声起動式装置は、「私に＜制御可能装置名＞で再生して欲しいですか？」と出力す
る。
【０１１２】
　　○ユーザが「はい。」と応答する。すると、要求されたメディアはフォーカスされた
制御可能装置上で再生され、フォーカスはその装置上で維持される。
【０１１３】
　　○ユーザが「いいえ」と応答する。すると、要求されたメディアは音声起動式装置上
で再生され、フォーカスセッションは終了される。
【０１１４】
　　○その他：例えば、ユーザの応答が不明瞭な場合、音声起動式装置が「すみません、
あなたの応答を理解できませんでした」と出力することがある。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、フォーカスセッションが開始されるとき、メディア開始及び
音声ベースの制御命令は、フォーカスされた制御可能装置に適用される。非メディア要求
（例えば、検索、質問）は音声起動式装置によって回答され、非メディア要求はフォーカ
スセッションを終了しない。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、フォーカスセッションが開始されたときでも、物理的対話が
依然として音声起動式装置を制御するので、音量を変更、及び一時停止／再生するための
音声起動式装置との物理的対話（例えばボタンを押すこと、タッチ感知領域に触れること
）は音声起動式装置に影響し、必ずしも制御可能装置には影響しない。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、音声起動式装置上で再生されているタイマー／アラーム／テ
キスト読み上げに対して発行された要求又は命令は、フォーカスされた制御可能装置に対
する同様の要求又は命令よりも高い優先度を有する。例えば、音声起動式装置がタイマー
又はアラームを鳴らしており、ユーザが「停止」と発したとき、音声起動式装置はタイマ
ー又はアラームの鳴動を停止する。その後、ユーザが「音量を＜上げる／下げる＞」と発
した場合、タイマー又はアラーム鳴動は依然として停止され、制御可能装置の音量は変更
され、上げられる又は下げられる。
【０１１８】
　別の例として、音声起動式装置がテキスト読み上げを再生していて（例えばユーザの電
子メールを読み上げていて）、ユーザが「停止」と発した場合、音声起動式装置はテキス
ト読み上げを停止する。その後、ユーザが「音量を＜上げる／下げる＞」と発すると、音
声起動式装置上の音量は変更され、上げられる又は下げられる。
【０１１９】
　さらに別の例として、音声起動式装置が休止、一時停止、又はアプリケーションがロー
ドされ、ユーザが「停止」と発した場合、制御可能装置でのメディア再生は停止され、フ
ォーカスセッションは終了される。その後、ユーザが「音量を＜上げる／下げる＞」と発
すると、制御可能装置上の音量は変更され、上げられる又は下げられる。
【０１２０】
　音声起動式電子装置の物理的特徴
　図６Ａ及び図６Ｂは、いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置１０４（図１）
の正面図６００及び背面図６２０である。電子装置１０４は、一つ以上のマイクロフォン
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６０２とフルカラーＬＥＤ６０４のアレイとを含む。フルカラーＬＥＤ６０４は、電子装
置１０４の上面の下に隠され、それらが点灯していないときにはユーザに見えないように
することができる。いくつかの実施形態では、フルカラーＬＥＤ６０４のアレイは、物理
的にリング状に配列される。さらに、電子装置１０４の背面は、電源に結合するように構
成された電源コネクタ６０８を任意に含む。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、電子装置１０４は目に見えるボタンが無いきれいな外観を提
示し、電子装置１０４との対話は、音声及びタッチジェスチャに基づく。あるいは、いく
つかの実施形態では、電子装置１０４は、限られた数の物理的なボタン（例えば、その背
面上のボタン６０６）を含み、電子装置１０４との対話は、音声及びタッチジェスチャに
加えて、さらにボタンを押すことに基づく。
【０１２２】
　電子装置１０４においては、１つ以上のスピーカが配備されている。図６Ｃは、いくつ
かの実施形態に従う、開いた構成での電子装置１０４の基部６１０に収容されたスピーカ
６２２を示す、音声起動式電子装置１０４の斜視図６６０である。電子装置１０４は、フ
ルカラーＬＥＤ６０４のアレイ、１つ以上のマイクロフォン６０２、スピーカ６２２、デ
ュアルバンドＷｉＦｉ　８０２．１１ａｃ無線、ブルートゥースＬＥ無線、環境光センサ
、ＵＳＢポート、プロセッサ、及びプロセッサによる実行のためのプログラムを少なくと
も１つ格納するメモリを含む。
【０１２３】
　図６Ｄを参照すると、電子装置１０４は、電子装置１０４の上面上のタッチイベントを
検出するように構成されたタッチセンスアレイ６２４をさらに含む。タッチセンスアレイ
６２４は、電子装置１０４の上面の下に配備され隠されてもよい。いくつかの実施形態で
は、タッチセンスアレイは、ビアホールのアレイを含む回路基板の上面に配列され、フル
カラーＬＥＤ６０４は、回路基板のビアホール内に配備される。回路基板が電子装置１０
４の上面のすぐ下に配置されると、フルカラーＬＥＤ６０４とタッチセンスアレイ６２４
の両方が同様に電子装置１０４の上面のすぐ下に配備される。
【０１２４】
　図６Ｅ（１）～図６Ｅ（４）は、いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置１０
４のタッチセンスアレイ６２４上で検出された４つのタッチイベントを示す。図６Ｅ（１
）及び６Ｅ（２）を参照すると、タッチセンスアレイ６２４は音声起動式電子装置１０４
の上面上の回転スワイプを検出する。時計回りのスワイプの検出に応答して、音声起動式
電子装置１０４はその音声出力の音量を増加させ、反時計回りのスワイプの検出に応答し
て音声起動式電子装置１０４はその音声出力の音量を減少させる。図６Ｅ（３）を参照す
ると、タッチセンスアレイ６２４は音声起動式電子装置１０４の上面上のシングルタップ
タッチを検出する。第１のタップタッチの検出に応答して、音声起動式電子装置１０４は
、第１のメディア制御操作を実行し（例えば、特定のメディアコンテンツを再生し）、第
２のタップタッチの検出に応答して、音声起動式電子装置１０４は、第２のメディア制御
操作を実行する（例えば、現在再生されている特定のメディアコンテンツを一時停止する
）。図６Ｅ（４）を参照すると、タッチセンスアレイ６２４は、音声起動式電子装置１０
４の上面上のダブルタップタッチ（例えば、２回の連続タッチ）を検出する。２つの連続
するタッチは、所定の長さより短い時間で隔てられる。しかしながら、それらが所定の長
さより長い時間で隔てられるとき、２つの連続したタッチは２つのシングルタップタッチ
と見なされる。いくつかの実施形態では、ダブルタップタッチの検出に応答して、音声起
動式電子装置１０４は、ホットワード検出状態を開始し、ホットワード検出状態において
電子装置１０４は、一つ以上のホットワード（例えば、所定のキーワード）を聞いて認識
する。電子装置１０４がホットワードを認識するまで、電子装置１０４は音声入力を音声
アシスタンスサーバ１１２又はクラウドキャストサービスサーバ１１８に一切送信しない
。いくつかの実施形態では、一つ以上のホットワードの検出に応答してフォーカスセッシ
ョンが開始される。
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【０１２５】
　いくつかの実施形態では、フルカラーＬＥＤ６０４のアレイは、ＬＥＤ設計言語に従っ
て１組の視覚パターンを表示し、音声起動式電子装置１０４の上面上の、時計回りのスワ
イプ、反時計回りのスワイプ、シングルタップ、又はダブルタップの検出を示すように構
成される。例えば、フルカラーＬＥＤ６０４のアレイは、それぞれ図６Ｅ（１）及び６Ｅ
（２）に示すように、時計回り又は反時計回りのスワイプを追跡するために順次点灯する
ことができる。電子装置１０４の音声処理状態に関連する視覚パターンに関するさらなる
詳細は、図６Ｆ及び６Ｇ（１）～６Ｇ（８）を参照して以下に説明される。
【０１２６】
　図６Ｅ（５）は、いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置１０４の裏側のボタ
ン６０６へのユーザの例示的なタッチ又は押しを示す。ボタン６０６へのユーザの第１の
タッチ又は押しに応答して、電子装置１０４のマイクロフォンはミュートされ、ボタン６
０６へのユーザの第２のタッチ又は押しに応答して、電子装置１０４のマイクロフォンが
起動される。
【０１２７】
　音声ユーザインタフェースの視覚的快適さのためのＬＥＤ設計言語
　いくつかの実施形態では、電子装置１０４は、全表示画面ではなくフルカラー発光ダイ
オード（ＬＥＤ）のアレイを含む。フルカラーＬＥＤのアレイの照明を構成し、電子装置
１０４の異なる音声処理状態を示す異なる視覚的パターンを可能にするためにＬＥＤ設計
言語が採用される。ＬＥＤ設計言語は、色、パターン、及びフルカラーＬＥＤの固定され
たセットに適用される特定の動作の文法から構成されている。その言語における要素は、
電子装置１０４の使用中に特定の装置状態を視覚的に示すために組み合わされる。いくつ
かの実施形態では、フルカラーＬＥＤの照明は、他の重要な状態の中で、電子装置１０４
の受動的な聞き取り状態及び能動的な聞き取り状態を明確に描写することを目的としてい
る。類似のＬＥＤ設計言語要素を用いてＬＥＤ（例えばＬＥＤ６０４）によって視覚的に
示すことができる状態は、一つ以上のフォーカスセッションの状態、一つ以上の特定のフ
ォーカスセッションに関連付けられた１人以上のユーザのアイデンティティ、及び／又は
一つ以上のアクティブフォーカスセッションの持続期間を含む。例えば、いくつかの実施
形態では、フォーカスセッションがアクティブであること、第２の音声入力の検出のため
に延長されたこと、及び／又は電子装置１０４とのユーザの音声対話の欠如のために最近
失効したことを示すために、ＬＥＤ６０４の異なる光のパターン、色の組み合わせ、及び
／又は特定の動きを使用することができる。特定のフォーカスセッションに関連する１人
以上のユーザの１つ以上のアイデンティティもまた、視覚的に特定のユーザを識別するＬ
ＥＤ６０４の異なる光のパターン、色の組み合わせ、及び／又は特定の動きとともに示す
ことができる。フルカラーＬＥＤの配置は、電子装置１０４の物理的制約に準拠し、フル
カラーＬＥＤのアレイは、特定の技術（例えば、グーグルアシスタント）に基づいて第三
者の相手先ブランド名製造会社（ＯＥＭ）によって製造されたスピーカにおいて使用する
ことができる。
【０１２８】
　音声起動式電子装置１０４においては、電子装置１０４がその周囲の環境から収集され
た音声入力を処理するが、音声入力を記憶したり音声入力を任意のリモートサーバに伝達
したりしないときに、受動的な聞き取りが起こる。対照的に、能動的な聞き取りは、電子
装置１０４がその周囲の環境から収集された音声入力を記憶するとき、及び／又は音声入
力をリモートサーバと共有するときに起こる。本出願のいくつかの実施形態によれば、電
子装置１０４は、電子装置１０４のユーザのプライバシーを侵害することなく、その周囲
の環境において音声入力を受動的に聞き取るだけである。
【０１２９】
　図６Ｇは、いくつかの実施形態に従う、音声起動式電子装置１０４の上面図であり、図
６Ｈは、いくつかの実施形態に従う、音声処理状態を示すためにフルカラーＬＥＤのアレ
イによって表示される６つの例示的な視覚的パターンを示す。いくつかの実施形態では、
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電子装置１０４はいかなる表示画面も含まず、フルカラーＬＥＤ６０４は、全表示画面と
比較して単純で低コストの視覚的ユーザインタフェースを提供する。フルカラーＬＥＤは
、電子装置の上面の下に隠れ、点灯していないときにはユーザに見えなくてもよい。図６
Ｇ及び図６Ｈを参照すると、いくつかの実施形態では、フルカラーＬＥＤ６０４のアレイ
は物理的にリング状に配列されている。例えば、図６Ｈ（６）に示されるように、フルカ
ラーＬＥＤ６０４のアレイは、それぞれ図６Ｆ（１）及び６Ｆ（２）に示されるように時
計回り又は反時計回りのスワイプを追跡するために順次点灯してもよい。
【０１３０】
　音声処理状態を視覚的に示すための方法が電子装置１０４にて実施される。電子装置１
０４は、一つ以上のマイクロフォン６０２を介して電子装置に近接した環境から音声入力
を収集し、音声入力を処理する。処理は、環境内のユーザからの音声入力を識別し、音声
入力に応答することのうちの一つ以上を含む。電子装置１０４は、複数の所定の音声処理
状態の中から処理の状態を決定する。フルカラーＬＥＤ６０４のそれぞれについて、電子
装置１０４は、決定された音声処理状態に関連するそれぞれの所定のＬＥＤ照明仕様を識
別する。照明仕様は、ＬＥＤ照明持続時間、パルス繰り返し数、デューティサイクル、色
順序及び輝度のうちの一つ以上を含む。いくつかの実施形態では、電子装置１０４は、複
数のユーザのうちの１人のアイデンティティに従ってフルカラーＬＥＤ６０４の所定のＬ
ＥＤ照明仕様（例えば色順序）のうちの少なくとも１つをカスタマイズすることにより、
音声処理状態（いくつかの実施形態ではフォーカスセッションの状態を含む）が複数のユ
ーザのうちの１人に関連付けられていると決定し、フルカラーＬＥＤ６０４の所定のＬＥ
Ｄ照明仕様を識別する。
【０１３１】
　さらに、いくつかの実施形態では、決定された音声処理状態に従って、フルカラーＬＥ
Ｄの色は所定の色の組を含む。例えば、図６Ｇ（２）、６Ｇ（４）及び６Ｇ（７）～（１
０）を参照すると、所定の色の組は、青、緑、黄及び赤を含むグーグルブランドの色を含
み、フルカラーＬＥＤのアレイは４つの象限に分けられ、それぞれがグーグルブランドの
色の１つに関連付けられている。
【０１３２】
　フルカラーＬＥＤの識別されたＬＥＤ照明仕様に従って、電子装置１０４は、フルカラ
ーＬＥＤのアレイの照明を同期させて、決定された音声処理状態（いくつかの実施形態で
はフォーカスセッションの状態を含む）を示す視覚的パターンを提供する。いくつかの実
施形態では、音声処理状態を示す視覚的パターンは、複数の個別的なＬＥＤ照明画素を含
む。いくつかの実施形態では、視覚的パターンは開始セグメント、ループセグメント、及
び終了セグメントを含む。ループセグメントは、フルカラーＬＥＤのＬＥＤ照明持続期間
に関連する期間にわたって続き、音声処理状態の長さ（例えば、アクティブフォーカスセ
ッションの持続期間）と一致するように構成される。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、電子装置１０４は、ＬＥＤ設計言語によって表される２０を
超える異なる装置状態（複数の所定の音声処理状態を含む）を有する。任意に、複数の所
定の音声処理状態は、ホットワード検出状態、聞き取り状態、思考状態、及び応答状態の
うちの一つ以上を含む。いくつかの実施形態では、上述のように、複数の所定の音声処理
状態は一つ以上のフォーカスセッション状態を含む。
【０１３４】
　これまで実施形態について詳細に言及されたが、その例は添付の図面に示されている。
先述の詳細な説明では、記載されている様々な実施形態の徹底した理解を提供するために
、多数の具体的な詳細が説明されてきた。しかしながら、記載された様々な実施形態が、
これらの具体的な詳細が無しに実施されてよいことは当業者にとっては明らかであろう。
他の例では、その実施形態の局面を不必要に曖昧にしないように、よく知られている方法
、手順、構成要素、回路、及びネットワークは詳細には説明されていない。
【０１３５】
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　様々な要素を説明するために、いくつかの例において、第１の、第２の用語などが本明
細書において使用され得るが、これらの要素は、これらの用語によって限定されるべきで
はないとも理解されるだろう。これらの用語は、１つの要素を別の要素と区別するために
使用されるにすぎない。例えば、様々な記載された実施形態の範囲から逸脱することなく
、第１の装置を第２の装置と称することができ、同様に、第２の装置を第１の装置と称す
ることができる。第１の装置及び第２の装置は、両方のタイプの装置であるが、同じ装置
ではない。
【０１３６】
　本明細書中に記載されるさまざまな実施形態の説明で用いる術語は、特定の実現例のみ
を説明する目的のためのものであり、限定を意図するものではない。記載されるさまざま
な実現例の説明及び添付の請求項で用いるような「ａ」、「an」、及び「the」という単
数形は、文脈が明確にそうでないと示していなければ、複数形も含むことが意図される。
本明細書中で用いるような「及び／又は」という用語は、列挙される関連の項目のうち１
つ以上のありとあらゆる可能な組合せを参照しかつこれを包含することも理解される。「
含む」、「含んでいる」、「備える」、及び／又は「備えている」という用語は、この明
細書で用いる場合、述べる特徴、整数、ステップ、操作、要素、及び／又は構成要素の存
在を特定するが、１つ以上の他の特徴、整数、ステップ、操作、要素、構成要素、及び／
又はその群の存在又は追加を排除するわけではないことがさらに理解される。
【０１３７】
　本明細書中で用いるような「ならば（ｉｆ）」という用語は、任意に、文脈に依存して
、「したとき」又は「すると」又は「判定することに応答して」又は「検出することに応
答して」又は「という判定に従って」を意味すると解釈される。同様に、「判定されれば
」又は「［述べた条件又はイベントが］検出されれば」という句は、任意に、文脈に依存
して、「判定すると」又は「判定に応答して」又は「［述べた条件又はイベントを］検出
すると」又は「［述べた条件又はイベントを］検出するのに応答して」又は「［述べた条
件又はイベントが］検出されるという判定に従って」を意味すると解釈される。
【０１３８】
　上述のシステムがユーザに関する情報を収集する状況では、ユーザは、個人的な情報（
例えば、ユーザの好み又はスマート装置の使用に関する情報）を収集し得るプログラム又
は機能をオプトイン又はオプトアウトする機会を与えられる。さらに、いくつかの実施形
態では、あるデータは、それが記憶又は使用される前に一つ以上の方法で匿名化され、そ
の結果、個人的に識別可能な情報が取り除かれる。例えば、個人的に識別可能な情報を決
定することができない、又はユーザに関連付けることができないように、且つユーザの好
み又はユーザインタラクションが特定のユーザに関連付けられるのではなく一般化される
（例えばユーザの統計に基づいて一般化される）ように、ユーザのアイデンティティは匿
名化されてもよい。
【０１３９】
　さまざまな図面のうちのいくつかは特定の順序で複数の論理的段階を示すが、順序に依
存しない段階を再度順序付けてもよく、他の段階を組合せたり切離したりしてもよい。何
らかの再順序付け又は他のグループ分けに具体的に言及がされるが、他のものが当業者に
は自明であり、そのため、本明細書中に提示される順序付け及びグループ分けは代替策の
網羅的な列挙ではない。さらに、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はそ
の任意の組合せで段階を実現可能であろうことを認識すべきである。
【０１４０】
　具体的な実現例を参照して、説明の目的のための以上の説明を記載した。しかしながら
、例示的な上記の議論は、網羅的であること又は開示される正確な形態に請求項の範囲を
限定することを意図しない。上記教示に鑑みて多数の修正例及び変更例が可能である。実
現例は、請求項の基礎をなす原則及びそれらの実践的な適用例を最良に説明し、それによ
り、当業者が、企図される特定の用途に適するようなさまざまな修正例とともに実現例を
最良に用いることができるようにするために選択された。
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