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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】仮想アシスタントを使用してテレビユーザ対話
を制御する。
【解決手段】仮想アシスタントは、テレビ上に表示され
たコンテンツを制御するために、テレビセットトップボ
ックスと対話する。マイクロフォンを備えるデバイスか
ら、仮想アシスタントのための発語入力を受信し、発語
入力からユーザ意図を判定する。仮想アシスタントは、
ユーザの意図に従って、テレビ上でメディアを再生させ
ることを含むタスクを実行できる。所望の情報を伝達し
ながら、テレビの占有スペースを最小量にするように、
拡大又は縮小することができるインタフェースに仮想ア
シスタント対話を表示できる。複数のディスプレイと関
連付けられた複数のデバイスを使用して、発語入力から
ユーザ意図を判定するだけでなく、ユーザに情報を伝達
する。また、ディスプレイ上に表示されたメディアコン
テンツに基づいて、仮想アシスタントクエリ推薦をユー
ザに提供することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するための方法であって、前記方法が、
　電子デバイスにおいて、
　　ユーザからの発語入力を受信することと、
　　前記発語入力に基づいて、メディアコンテンツを判定することと、
　　第１のサイズを有する第１のユーザインタフェースを表示することであって、前記第
１のユーザインタフェースが、前記メディアコンテンツへの１つ以上の選択可能なリンク
を含む、ことと、
　　前記１つ以上の選択可能なリンクのうちの１つの選択を受信することと、前記選択に
応じて、前記第１のサイズよりも大きい第２のサイズを有する第２のユーザインタフェー
スを表示することであって、前記第２のユーザインタフェースが、前記選択と関連付けら
れた前記メディアコンテンツを含む、ことと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記選択に応じて、前記第１のユーザインタフェースが、前記第２のユーザインタフェ
ースへと拡張する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のユーザインタフェースが、再生中のメディアコンテンツ上に重なっている、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のユーザインタフェースが、再生中のメディアコンテンツ上に重なっている、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記発語入力がクエリを含み、前記メディアコンテンツが、前記クエリの結果を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のユーザインタフェースが、前記メディアコンテンツへの前記１つ以上の選択
可能なリンク以外に、前記クエリの結果へのリンクを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記クエリが、天気に関するクエリを含み、前記第１のユーザインタフェースが、前記
天気に関する前記クエリと関連付けられたメディアコンテンツへのリンクを含む、請求項
５に記載の方法。
【請求項８】
　前記クエリが場所を含み、前記天気に関する前記クエリと関連付けられた前記メディア
コンテンツへの前記リンクが、前記場所の天気と関連付けられたメディアコンテンツの一
部分へのリンクを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記選択に応じて、前記選択と関連付けられた前記メディアコンテンツを再生すること
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メディアコンテンツが、映画を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メディアコンテンツが、テレビ番組を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メディアコンテンツが、スポーツイベントを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のユーザインタフェースが、前記選択と関連付けられた前記メディアコンテン
ツの記述を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記第１のユーザインタフェースが、メディアコンテンツを購入するためのリンクを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ユーザからの追加の発語入力を受信することであって、前記追加の発語入力が、表
示されたコンテンツと関連付けられたクエリを含む、ことと、
　前記表示されたコンテンツと関連付けられたメタデータに基づいて、前記表示されたコ
ンテンツと関連付けられた前記クエリに対する応答を判定することと、
　前記追加の発語入力を受信したことに応じて、第３のユーザインタフェースを表示する
ことであって、前記第３のユーザインタフェースが、前記表示されたコンテンツと関連付
けられた前記クエリに対する前記判定した応答を含む、ことと、
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　発語入力の受信を開始する指示を受信することと、
　前記指示を受信したことに応じて、準備完了確認を表示することと、
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記発語入力を受信したことに応じて、リッスン確認を表示することを更に含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記発語入力の終わりを検出することと、
　前記発語入力の前記終わりを検出したことに応じて、処理確認を表示することと、
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記発語入力の音声表記を表示することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記電子デバイスが、テレビを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記電子デバイスが、テレビセットトップボックスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記電子デバイスが、遠隔制御を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記電子デバイスが、携帯電話を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１のユーザインタフェースにおける前記１つ以上の選択可能なリンクが、前記メ
ディアコンテンツと関連付けられた動画像を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記メディアコンテンツと関連付けられた前記動画像が、前記メディアコンテンツのラ
イブフィードを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１のユーザインタフェースにおける前記１つ以上の選択可能なリンクが、前記メ
ディアコンテンツと関連付けられた静止画像を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　現在表示されているコンテンツが、動画像を含むか、あるいはコントロールメニューを
含むかを判定することと、
　現在表示されているコンテンツが動画像を含むという判定に応じて、前記第１のユーザ
インタフェースのための前記第１のサイズとして、小さいサイズを選択することと、
　現在表示されているコンテンツがコントロールメニューを含むという判定に応じて、前
記第１のユーザインタフェースのための前記第１のサイズとして、前記小さいサイズより
も大きい、大きいサイズを選択することと、
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項２８】
　ユーザの好み、番組の人気、及びライブスポーツイベントの状況のうちの１つ以上に基
づいて、表示のための代替メディアコンテンツを判定することと、
　前記判定した代替メディアコンテンツを含む通知を表示することと、
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２９】
　請求項１から２８のいずれか一項に記載の方法を実行するためのコンピュータ実行可能
命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体と、
　前記コンピュータ実行可能命令を実行することが可能なプロセッサと、
　を備える、システム。
【請求項３１】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するためのシステムであって、前記シス
テムが、
　ユーザからの発語入力を受信する手段と、
　前記発語入力に基づいて、メディアコンテンツを判定する手段と、
　第１のサイズを有する第１のユーザインタフェースを表示する手段であって、前記第１
のユーザインタフェースが、前記メディアコンテンツへの１つ以上の選択可能なリンクを
含む、手段と、
　前記１つ以上の選択可能なリンクのうちの１つの選択を受信する手段と、
　前記選択に応じて、前記第１のサイズよりも大きい第２のサイズを有する第２のユーザ
インタフェースを表示する手段であって、前記第２のユーザインタフェースが、前記選択
と関連付けられた前記メディアコンテンツを含む、手段と、
　を備えるシステム。
【請求項３２】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するための方法であって、前記方法が、
　電子デバイスにおいて、
　　第１のディスプレイを有する第１のデバイスにおいて、ユーザからの発語入力を受信
することと、
　　前記第１のディスプレイ上に表示されたコンテンツに基づいて、前記発語入力のユー
ザの意図を判定することと、
　　前記ユーザ意図に基づいて、メディアコンテンツを判定することと、
　　第２のディスプレイと関連付けられた第２のデバイス上で、前記メディアコンテンツ
を再生することと、
　を含む方法。
【請求項３３】
　前記第１のデバイスが、遠隔制御を含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１のデバイスが、携帯電話を含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記第１のデバイスが、タブレットコンピュータを含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　前記第２のデバイスが、テレビセットトップボックスを含む、請求項３２に記載の方法
。
【請求項３７】
　前記第２のディスプレイが、テレビを含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項３８】
　前記第１のディスプレイ上に表示された前記コンテンツが、アプリケーションインタフ
ェースを含む、請求項３２に記載の方法。
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【請求項３９】
　前記発語入力が、前記アプリケーションインタフェースと関連付けられたメディアを表
示するという要求を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記メディアコンテンツが、前記アプリケーションインタフェースと関連付けられた前
記メディアを含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記アプリケーションインタフェースが、フォトアルバムを含み、前記メディアが、前
記フォトアルバム中の１つ以上の写真を含む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記アプリケーションインタフェースが、１つ以上の動画のリストを備え、前記メディ
アが、前記１つ以上の動画のうちの１つを含む、請求項４０に記載の方法。
【請求項４３】
　前記アプリケーションインタフェースが、テレビプログラムリストを備え、前記メディ
アが、前記テレビプログラムリスト中のテレビプログラムを含む、請求項４０に記載の方
法。
【請求項４４】
　前記第１のデバイスが認証されているかどうかを判定することを更に含み、
　前記第１のデバイスが認証されているという判定に応じて、前記第２のデバイス上で前
記メディアコンテンツを再生する、請求項３２に記載の方法。
【請求項４５】
　前記発語入力に基づいて、前記ユーザを識別することと、
　前記識別されたユーザと関連付けられたデータに基づいて、前記発語入力の前記ユーザ
意図を判定することと、
　を更に含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項４６】
　前記発語入力に基づいて、前記ユーザが認証されているかどうかを判定することを更に
含み、
　前記ユーザが認証されたユーザであるという判定に応じて、前記第２のデバイス上でメ
ディアコンテンツを再生する請求項３２に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ユーザが認証されているかどうかを判定することが、音声認識を使用して前記発語
入力を分析することを含む、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記ユーザ意図が情報の要求を含むと判定したことに応じて、前記メディアコンテンツ
と関連付けられた情報を、前記第１のデバイスの前記第１のディスプレイ上に表示するこ
とと、
　前記ユーザ意図が前記メディアコンテンツを再生するという要求を含むと判定したこと
に応じて、前記メディアコンテンツと関連付けられた情報を、前記第２のデバイス上で再
生することと、
　を更に含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項４９】
　前記発語入力が、前記第２のデバイス上でコンテンツを再生するという要求を含み、
　前記第２のデバイス上でコンテンツを再生するという前記要求に応じて、前記第２のデ
バイス上で前記メディアコンテンツを再生する、請求項３２に記載の方法。
【請求項５０】
　メディアのフォーマット、ユーザの好み又はデフォルト設定に基づいて、前記判定した
メディアコンテンツを第１のディスプレイ上で表示すべきか、あるいは前記第２のディス
プレイ上で表示すべきかを判定すること、
　を更に含み、前記判定したメディアコンテンツを前記第２のディスプレイ上に表示すべ
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きであるという判定に応じて、前記第２のディスプレイ上に前記メディアコンテンツを表
示し、
　前記判定したメディアコンテンツを前記第１のディスプレイ上に表示すべきであるとい
う判定に応じて、前記第１のディスプレイ上に前記メディアコンテンツを表示する、請求
項３２に記載の方法。
【請求項５１】
　前記第２のデバイス及び第３のデバイスを含む２つ以上のデバイスの各々の近接度を判
定することを更に含み、
　前記第３のデバイスの近接度に対する前記第２のデバイスの近接度に基づいて、前記第
２のディスプレイと関連付けられた前記第２のデバイス上で、メディアコンテンツを再生
する、請求項３２に記載の方法。
【請求項５２】
　前記２つ以上のデバイスの各々の前記近接度を判定することが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）ＬＥに基づいて前記近接度を判定することを含む、請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記第２のディスプレイと関連付けられた前記第２のデバイスを含む表示デバイスのリ
ストを表示することと、
　前記表示デバイスのリスト中の前記第２のデバイスの選択を受信することと、
　を更に含み、前記第２のデバイスの前記選択を受信したことに応じて、前記第２のディ
スプレイ上に前記メディアコンテンツを表示する、請求項３２に記載の方法。
【請求項５４】
　前記第１のデバイスにヘッドホンが取り付けられているどうかを判定することと、
　前記第１のデバイスに前記ヘッドホンが取り付けられているという判定に応じて、前記
第１のディスプレイ上に前記メディアコンテンツを表示することと、
　前記第１のデバイスに前記ヘッドホンが取り付けられていないという判定に応じて、前
記第２のディスプレイ上に前記メディアコンテンツを表示することと、
　を更に含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項５５】
　ユーザの好み、番組の人気、及びライブスポーツイベントの状況のうちの１つ以上に基
づいて、表示のための代替メディアコンテンツを判定することと、
　前記判定した代替メディアコンテンツを含む通知を表示することと、
　を更に含む、請求項３２に記載の方法。
【請求項５６】
　請求項３２から５５のいずれか一項に記載の方法を実行するためのコンピュータ実行可
能命令を備える非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５７】
　請求項５６に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体と、コンピュータ実行可能命令
を実行することが可能なプロセッサと、
　を備えるシステム。
【請求項５８】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するためのシステムであって、前記シス
テムが、
　第１のディスプレイを有する第１のデバイスにおいて、ユーザからの発語入力を受信す
る手段と、
　前記第１のディスプレイ上に表示されたコンテンツに基づいて、前記発語入力のユーザ
の意図を判定する手段と、
　前記ユーザ意図に基づいて、メディアコンテンツを判定する手段と、
　第２のディスプレイと関連付けられた第２のデバイス上で、前記メディアコンテンツを
再生する手段と、
　を備えるシステム。
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【請求項５９】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するための方法であって、前記方法が、
　電子デバイスにおいて、
　　ユーザからの発語入力を受信することであって、前記発語入力が、テレビディスプレ
イ上に表示されたコンテンツと関連付けられたクエリを含む、ことと、
　　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツ及びメディアコンテンツの閲
覧履歴のうちの１つ以上に基づいて、前記クエリのユーザ意図を判定することと、
　　前記判定したユーザ意図に基づいて、前記クエリの結果を表示することと、
　を含む方法。
【請求項６０】
　遠隔制御において、前記発語入力を受信する、請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　携帯電話において、前記発語入力を受信する、請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
　前記テレビディスプレイ上に前記クエリの前記結果を表示する、請求項５９に記載の方
法。
【請求項６３】
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツが、映画を含む、請求項５９に
記載の方法。
【請求項６４】
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツが、テレビ番組を含む、請求項
５９に記載の方法。
【請求項６５】
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツが、スポーツイベントを含む、
請求項５９に記載の方法。
【請求項６６】
　前記クエリが、前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツと関連付けられ
た人物に関する情報の要求を含み、前記クエリの前記結果が、前記人物に関する情報を含
む、請求項５９に記載の方法。
【請求項６７】
　前記クエリの前記結果が、前記人物と関連付けられたメディアコンテンツを含む、請求
項６６に記載の方法。
【請求項６８】
　前記メディアコンテンツが、前記人物と関連付けられた映画、テレビ番組又はスポーツ
イベントのうちの１つ以上を含む、請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　前記クエリが、前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツと関連付けられ
たキャラクターに関する情報の要求を含み、前記クエリの前記結果が、前記キャラクター
に関する情報、又は前記キャラクターを演じている俳優に関する情報を含む、請求項５９
に記載の方法。
【請求項７０】
　前記クエリの前記結果が、前記キャラクターを演じている前記俳優と関連付けられたメ
ディアコンテンツを含む、請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　前記メディアコンテンツが、前記キャラクターを演じている前記俳優と関連付けられた
映画、テレビ番組又はスポーツイベントのうちの１つ以上を含む、請求項７０に記載の方
法。
【請求項７２】
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツ又はメディアコンテンツの前記
閲覧履歴と関連付けられたメタデータに基づいて、前記クエリの前記結果を判定すること
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を更に含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項７３】
　前記メタデータが、前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツ又はメディ
アコンテンツの前記閲覧履歴と関連付けられた、タイトル、説明、キャラクターのリスト
、俳優のリスト、選手のリスト、ジャンル、又は表示スケジュールのうちの１つ以上を含
む、請求項７２に記載の方法。
【請求項７４】
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツが、メディアコンテンツのリス
トを含み、前記クエリが、前記リスト中の項目のうちの１つを表示するという要求を含む
、請求項５９に記載の方法。
【請求項７５】
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツが、フォーカスを有するメディ
アコンテンツの前記リスト中の項目を更に含み、前記クエリの前記ユーザ意図を判定する
ことが、フォーカスを有する前記項目を識別することを含む、請求項７４に記載の方法。
【請求項７６】
　前記テレビディスプレイ上に最近表示されたメニュー又は検索コンテンツに基づいて、
前記クエリの前記ユーザ意図を判定することを更に含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項７７】
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツが、列挙されたメディアのペー
ジを含み、前記最近表示されたメニュー又は検索コンテンツが、列挙されたメディアの以
前のページを含む、請求項７６に記載の方法。
【請求項７８】
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツが、メディアの１つ以上のカテ
ゴリーを含み、前記メディアの１つ以上のカテゴリーのうちの１つが、フォーカスを有す
る、請求項５９に記載の方法。
【請求項７９】
　フォーカスを有する前記メディアの１つ以上のカテゴリーのうちの前記１つに基づいて
、前記クエリの前記ユーザ意図を判定することを更に含む、請求項７８に記載の方法。
【請求項８０】
　前記メディアのカテゴリーが、映画、テレビプログラム及び音楽を含む、請求項７８に
記載の方法。
【請求項８１】
　ユーザの好み、番組の人気、及びライブスポーツイベントの状況のうちの１つ以上に基
づいて、表示のための代替メディアコンテンツを判定することと、
　前記判定した代替メディアコンテンツを含む通知を表示することと、
　を更に含む、請求項５９に記載の方法。
【請求項８２】
　請求項５９から８１のいずれか一項に記載の方法を実行するためのコンピュータ実行可
能命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８３】
　請求項８２に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体と、
　前記コンピュータ実行可能命令を実行することが可能なプロセッサと、
　を備えるシステム。
【請求項８４】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するためのシステムであって、前記シス
テムが、
　ユーザからの発語入力を受信する手段であって、前記発語入力が、テレビディスプレイ
上に表示されたコンテンツと関連付けられたクエリを含む、手段と、
　前記テレビディスプレイ上に表示された前記コンテンツ及びメディアコンテンツの閲覧
履歴のうちの１つ以上に基づいて、前記クエリのユーザ意図を判定する手段と、
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　前記判定したユーザ意図に基づいて、前記クエリの結果を表示する手段と、
　を備えるシステム。
【請求項８５】
　メディアコンテンツを制御するために仮想アシスタント対話を推薦するための方法であ
って、前記方法が、
　電子デバイスにおいて、
　　ディスプレイ上にメディアコンテンツを表示することと、
　　ユーザからの入力を受信することと、
　　前記メディアコンテンツ及びメディアコンテンツとの閲覧履歴のうちの１つ以上に基
づいて、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することと、
　　前記ディスプレイ上に、前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを表示することと、
　を含む方法。
【請求項８６】
　遠隔制御上で、前記ユーザから前記入力を受信する、請求項８５に記載の方法。
【請求項８７】
　携帯電話上で、前記ユーザから前記入力を受信する、請求項８５に記載の方法。
【請求項８８】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリが、動画像上に重なっている、請求項８５に記
載の方法。
【請求項８９】
　前記入力が、ボタンのダブルクリックを含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９０】
　前記メディアコンテンツが、映画を含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９１】
　前記メディアコンテンツが、テレビ番組を含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９２】
　前記メディアコンテンツが、スポーツイベントを含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９３】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリが、前記メディアコンテンツに現れている人物
に関するクエリを含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９４】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリが、前記メディアコンテンツに現れているキャ
ラクターに関するクエリを含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９５】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリが、前記メディアコンテンツに現れている人物
と関連付けられたメディアコンテンツについてのクエリを含む、請求項８５に記載の方法
。
【請求項９６】
　前記メディアコンテンツ又はメディアコンテンツの前記閲覧履歴が、テレビ番組のエピ
ソードを含み、前記１つ以上の仮想アシスタントクエリが、前記テレビ番組の別のエピソ
ードに関するクエリを含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９７】
　前記メディアコンテンツ又はメディアコンテンツの前記閲覧履歴が、テレビ番組のエピ
ソードを含み、前記１つ以上の仮想アシスタントクエリが、前記メディアコンテンツの後
続のエピソードを視聴又は録画するためのリマインダを設定するという要求を含む、請求
項８５に記載の方法。
【請求項９８】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリが、前記メディアコンテンツの記述的な詳細に
ついてのクエリを含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項９９】
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　前記記述的な詳細が、番組タイトル、キャラクターリスト、俳優リスト、エピソードの
記述、チーム名簿、チームランキング又は番組概要のうちの１つ以上を含む、請求項９８
に記載の方法。
【請求項１００】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリのうちの１つの選択を受信することと、
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリのうちの前記選択した１つの結果を受信するこ
とと、
　を更に含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項１０１】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することが、クエリ履歴、ユーザの好み
、又はクエリの人気のうちの１つ以上に基づいて、前記１つ以上の仮想アシスタントクエ
リを判定することを含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項１０２】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することが、前記ユーザが閲覧するため
に利用可能なメディアコンテンツに基づいて、前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを
判定することを含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項１０３】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することが、受信した通知に基づいて、
前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することを含む、請求項８５に記載の方法
。
【請求項１０４】
　前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することが、アクティブなアプリケーシ
ョンに基づいて、前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することを含む、請求項
８５に記載の方法。
【請求項１０５】
　ユーザの好み、番組の人気、及びライブスポーツイベントの状況のうちの１つ以上に基
づいて、表示のための代替メディアコンテンツを判定することと、
　前記判定した代替メディアコンテンツを含む通知を表示することと、
　を更に含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項１０６】
　請求項８５から１０５のいずれか一項に記載の方法を実行するためのコンピュータ実行
可能命令を備える非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０７】
　請求項１０６に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体と、
　前記コンピュータ実行可能命令を実行することが可能なプロセッサと、
　を備えるシステム。
【請求項１０８】
　メディアコンテンツを制御するために仮想アシスタント対話を推薦するためのシステム
であって、前記システムが、
　ディスプレイ上にメディアコンテンツを表示する手段と、
　ユーザからの入力を受信する手段と、
　前記メディアコンテンツ及びメディアコンテンツとの閲覧履歴のうちの１つ以上に基づ
いて、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定する手段と、
　前記ディスプレイ上に、前記１つ以上の仮想アシスタントクエリを表示する手段と、
　を備えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１４年６月３０日付けで出願された「ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ　ＡＵＴ
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ＯＭＡＴＥＤ　ＡＳＳＩＳＴＡＮＴ　ＦＯＲ　ＴＶ　ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＯＮ
Ｓ」と題する米国特許仮出願第６２／０１９，３１２号、及び２０１４年９月２６日付け
で出願された「ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＴ　ＡＵＴＯＭＡＴＥＤ　ＡＳＳＩＳＴＡＮＴ　Ｆ
ＯＲ　ＴＶ　ＵＳＥＲ　ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＯＮＳ」と題する米国特許出願第１４／４９
８，５０３号に基づく優先権を主張し、これらの出願は、あらゆる目的のためにその全体
が参照として本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本出願はまた、同時係属中の、２０１４年６月３０日付けで出願された「ＲＥＡＬ－Ｔ
ＩＭＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ　ＡＳＳＩＳＴＡＮＴ　ＫＮＯＷＬＥＤＧＥ　ＵＰＤＡＴＥＳ」
と題する米国特許出願第６２／０１９，２９２号（代理人書類番号１０６８４３０９７９
００（Ｐ２２４９８ＵＳＰ１））に関し、この出願は、その全体が参照として本明細書に
組み込まれる。
［技術分野］
【０００３】
　本出願は、概して、テレビユーザ対話を制御することに関し、より詳細には、テレビユ
ーザ対話を制御するために、仮想アシスタントに対する発語を処理することに関する。
【背景技術】
【０００４】
　インテリジェント自動アシスタント（又は仮想アシスタント）は、ユーザと電子デバイ
スとの間の直観的なインタフェースを提供する。これらのアシスタントは、ユーザが、口
頭形態及び／又はテキスト形態の自然言語を使用してデバイス又はシステムと対話するこ
とを可能にすることができる。例えば、ユーザは、電子デバイスと関連付けられた仮想ア
シスタントに、自然言語形態の口頭ユーザ入力を提供することによって、電子デバイスの
サービスにアクセスすることができる。仮想アシスタントは、ユーザの意図を推測し、ユ
ーザの意図をタスクへと操作できるようにするために、口頭ユーザ入力に対して自然言語
処理を実行することができる。次いで、電子デバイスの１つ以上の機能を実行することに
よってタスクを実行することができ、いくつかの実施例では、関連する出力を自然言語形
態でユーザに戻すことができる。
【０００５】
　携帯電話（例えば、スマートフォン）、タブレットコンピュータなどが、仮想アシスタ
ント制御から恩恵を受ける一方で、多くの他のユーザデバイスには、そのような便利な制
御機構がない。例えば、メディア制御デバイス（例えば、テレビ、テレビセットトップボ
ックス、ケーブルボックス、ゲームデバイス、ストリーミングメディアデバイス、デジタ
ルビデオレコーダなど）とのユーザ対話の学習は、複雑で難しいことがある。更に、その
ようなデバイス（例えば、オーバージエアＴＶ、サブスクリプションＴＶサービス、スト
リーミングビデオサービス、ケーブルオンデマンドビデオサービス、ウェブベースのビデ
オサービスなど）を介して利用可能なソースが増えると、一部のユーザには、消費する所
望のメディアコンテンツを発見することが煩雑で、面倒でさえあり得る。その結果、多く
のメディア制御デバイスは、ユーザエクスペリエンスを低下させ、多くのユーザを失望さ
せることがある。
【発明の概要】
【０００６】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するためのシステム及びプロセスを開示
する。１つの実施例では、ユーザからの発語入力を受信することができる。その発語入力
に基づいて、メディアコンテンツを判定することができる。第１のサイズを有する第１の
ユーザインタフェースを表示することができ、第１のユーザインタフェースは、メディア
コンテンツに選択可能なリンクを含むことができる。選択可能なリンクのうちの１つの選
択を受信することができる。その選択に応じて、第１のサイズよりも大きい第２のサイズ
を有する第２のユーザインタフェースを表示することができ、第２のユーザインタフェー
スは、その選択と関連付けられたメディアコンテンツを備える。
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【０００７】
　別の実施例では、第１のディスプレイを有する第１のデバイスにおいて、ユーザからの
発語入力を受信することができる。第１のディスプレイ上に表示されたコンテンツに基づ
いて、この発語入力のユーザの意図を判定することができる。そのユーザ意図に基づいて
、メディアコンテンツを判定することができる。第２のディスプレイと関連付けられた第
２のデバイス上で、このメディアコンテンツを再生することができる。
【０００８】
　別の実施例では、ユーザからの発語入力を受信することができ、その発語入力は、テレ
ビディスプレイ上に表示されたコンテンツと関連付けられたクエリを含むことができる。
テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツのうちの１つ以上とメディアコンテンツの
閲覧履歴とに基づいて、クエリのユーザ意図を判定することができる。判定したユーザ意
図に基づいて、クエリの結果を表示することができる。
【０００９】
　別の実施例では、ディスプレイ上にメディアコンテンツを表示することができる。ユー
ザからの入力を受信することができる。メディアコンテンツ及び／又はメディアコンテン
ツの閲覧履歴に基づいて、仮想アシスタントクエリを判定することができる。推薦された
仮想アシスタントクエリをディスプレイ上に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】仮想アシスタントを使用してテレビユーザ対話を制御するための例示的なシステ
ムを示す図である。
【００１１】
【図２】種々の実施例に係る、例示的なユーザデバイスのブロック図である。
【００１２】
【図３】テレビユーザ対話を制御するためのシステムにおける例示的なメディア制御デバ
イスのブロック図である。
【００１３】
【図４Ａ】動画コンテンツ上の例示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【図４Ｂ】動画コンテンツ上の例示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【図４Ｃ】動画コンテンツ上の例示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【図４Ｄ】動画コンテンツ上の例示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【図４Ｅ】動画コンテンツ上の例示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【００１４】
【図５】動画コンテンツ上の例示的なメディアコンテンツインタフェースを示す。
【００１５】
【図６Ａ】動画コンテンツ上の例示的なメディア詳細インタフェースを示す図である。
【図６Ｂ】動画コンテンツ上の例示的なメディア詳細インタフェースを示す図である。
【００１６】
【図７Ａ】例示的なメディア遷移インタフェースを示す図である。
【図７Ｂ】例示的なメディア遷移インタフェースを示す図である。
【００１７】
【図８Ａ】メニューコンテンツ上の例示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【図８Ｂ】メニューコンテンツ上の例示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【００１８】
【図９】メニューコンテンツ上の例示的な仮想アシスタント結果インタフェースを示す図
である。
【００１９】
【図１０】仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御し、異なるインタフェースを使
用して関連付けられた情報を表示するための例示的なプロセスを示す図である。
【００２０】
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【図１１】モバイルユーザデバイス上の例示的なテレビメディアコンテンツを示す図であ
る。
【００２１】
【図１２】仮想アシスタントを使用した例示的なテレビ制御を示す図である。
【００２２】
【図１３】モバイルユーザデバイス上の例示的な写真及び動画コンテンツを示す図である
。
【００２３】
【図１４】仮想アシスタントを使用した例示的なメディア表示制御を示す図である。
【００２４】
【図１５】モバイルユーザデバイス及びメディア表示デバイス上の結果を備える例示的な
仮想アシスタント対話を示す図である。
【００２５】
【図１６】メディア表示デバイス及びモバイルユーザデバイス上のメディア結果を備える
例示的な仮想アシスタント対話を示す図である。
【００２６】
【図１７】近接度に基づく例示的なメディアデバイス制御を示す図である。
【００２７】
【図１８】仮想アシスタント及び複数のユーザデバイスを使用してテレビ対話を制御する
ための例示的なプロセスを示す図である。
【００２８】
【図１９】動画バックグラウンドコンテンツに関する仮想アシスタントクエリを備える例
示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【００２９】
【図２０】動画コンテンツ上の例示的な情報仮想アシスタント応答を示す図である。
【００３０】
【図２１】動画バックグラウンドコンテンツと関連付けられたメディアコンテンツについ
ての仮想アシスタントクエリを備える例示的な発語入力インタフェースを示す図である。
【００３１】
【図２２】選択可能なメディアコンテンツを備える例示的な仮想アシスタント応答インタ
フェースを示す図である。
【００３２】
【図２３Ａ】プログラムメニューの例示的なページを示す図である。
【図２３Ｂ】プログラムメニューの例示的なページを示す図である。
【００３３】
【図２４】カテゴリーに分けられた例示的なメディアメニューを示す図である。
【００３４】
【図２５】ディスプレイ上の示されたメディアコンテンツとメディアコンテンツの閲覧履
歴とを使用して、テレビ対話を制御するための例示的なプロセスを示す図である。
【００３５】
【図２６】動画バックグラウンドコンテンツに基づく仮想アシスタントクエリ推薦を備え
る例示的なインタフェースを示す図である。
【００３６】
【図２７】推薦されたクエリの選択を確認するための例示的なインタフェースを示す図で
ある。
【００３７】
【図２８Ａ】選択されたクエリに基づく例示的な仮想アシスタント回答インタフェースを
示す図である。
【図２８Ｂ】選択されたクエリに基づく例示的な仮想アシスタント回答インタフェースを
示す図である。
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【００３８】
【図２９】メディアコンテンツ通知、及びその通知に基づく仮想アシスタントクエリ推薦
を備える例示的なインタフェースを示す図である。
【００３９】
【図３０】メディア制御デバイス上で再生可能な例示的な写真及び動画コンテンツを備え
るモバイルユーザデバイスを示す図である。
【００４０】
【図３１】再生可能なユーザデバイスコンテンツに基づき、かつ、別個のディスプレイ上
に表示される動画コンテンツに基づく仮想アシスタントクエリ推薦を備える例示的なモバ
イルユーザデバイスインタフェースを示す図である
【００４１】
【図３２】別個のユーザデバイスからの再生可能なコンテンツに基づく仮想アシスタント
クエリ推薦を備える例示的なインタフェースを示す図である。
【００４２】
【図３３】メディアコンテンツを制御するための仮想アシスタント対話を推薦するための
例示的なプロセスを示す図である。
【００４３】
【図３４】種々の実施例に係る、仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御し、異な
るインタフェースを使用して関連情報を表示するように構成される電子デバイスの機能ブ
ロック図を示す図である。
【００４４】
【図３５】種々の実施例に係る、仮想アシスタントと複数のユーザデバイスとを使用して
テレビ対話を制御するように構成される電子デバイスの機能ブロック図を示す図である。
【００４５】
【図３６】種々の実施例に係る、ディスプレイ上に表示されたメディアコンテンツとメデ
ィアコンテンツの閲覧履歴とを使用してテレビ対話を制御するように構成される電子デバ
イスの機能ブロック図を示す図である。
【００４６】
【図３７】種々の実施例に係る、メディアコンテンツを制御するための仮想アシスタント
対話を推薦するように構成された電子デバイスの機能ブロック図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　以下の実施例の説明では、実践することが可能な特定の実施例が例示として示される、
添付図面を参照する。様々な実施例の範囲から逸脱することなく、他の実施例を使用する
ことができ、構造上の変更を実施することができる点を理解されたい。
【００４８】
　これは、仮想アシスタントを使用してテレビユーザ対話を制御するためのシステム及び
プロセスに関する。１つの実施例では、テレビディスプレイ上に表示されるコンテンツを
制御するテレビセットトップボックスなどのメディア制御デバイスと対話するために、仮
想アシスタントを使用することができる。仮想アシスタントのための発語入力を受信する
ために、マイクロフォンを備えるモバイルユーザデバイス又は遠隔制御を使用することが
できる。発語入力からユーザの意図を判定することができ、仮想アシスタントは、接続さ
れたテレビ上でメディアを再生させること、及びテレビセットトップボックス又は同様の
デバイスの任意の他の機能を制御すること（例えば、ビデオ録画を管理すること、メディ
アコンテンツ検索すること、メニューをナビゲートすることなど）を含む、ユーザの意図
に従ったタスクを実行することができる。
【００４９】
　仮想アシスタント対話は、接続されたテレビ又は他のディスプレイ上に表示することが
できる。１つの実施例では、ユーザから受信した発語入力に基づいて、メディアコンテン
ツを判定することができる。判定したメディアコンテンツへの選択可能なリンクを含む、
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第１の小さいサイズの第１のユーザインタフェースを表示することができる。メディアリ
ンクの選択を受信した後、その選択と関連付けられたメディアコンテンツを含む、第２の
より大きなサイズの第２のユーザインタフェースを表示することができる。他の実施例で
は、仮想アシスタント対話を伝達するため使用されるインタフェースは、所望の情報を伝
達しながら、占有スペースを最小量にするように拡大又は縮小することができる。
【００５０】
　いくつかの実施例では、複数のディスプレイと関連付けられた複数のデバイスを使用し
て、発語入力からユーザ意図を判定するだけでなく、種々のやり方でユーザに情報を伝達
することができる。例えば、第１のディスプレイを有する第１のデバイスにおいて、ユー
ザからの発語入力を受信することができる。第１のディスプレイ上に表示されたコンテン
ツに基づいて、発語入力からユーザの意図を判定することができる。そのユーザ意図に基
づいて、メディアコンテンツを判定することができ、第２のディスプレイと関連付けられ
た第２のデバイス上で、そのメディアコンテンツを再生することができる。
【００５１】
　また、発語入力からユーザ意図を判定するために、テレビディスプレイコンテンツをコ
ンテキスト入力として使用することもできる。例えば、ユーザから、テレビディスプレイ
上に表示されたコンテンツと関連付けられたクエリを含む発語入力を受信することができ
る。テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツ、並びにテレビディスプレイ上のメデ
ィアコンテンツの閲覧履歴に基づいて、クエリのユーザ意図を判定する（例えば、再生中
のＴＶ番組におけるキャラクターに基づいてクエリの曖昧性を回避する）ことができる。
次いで、判定したユーザ意図に基づいて、クエリの結果を表示することができる。
【００５２】
　いくつかの実施例では、仮想アシスタントクエリ推薦をユーザに提供することができる
（例えば、利用可能なコマンドをユーザに知らせる、面白いコンテンツを推薦する、など
）。例えば、ディスプレイ上にメディアコンテンツを表示することができ、ユーザから、
仮想アシスタントクエリ推薦を要求する入力を受信することができる。ディスプレイ上に
表示されたメディアコンテンツとディスプレイ上に表示されたメディアコンテンツの閲覧
履歴とに基づいて、仮想アシスタントクエリーズ推薦を判定することができる（例えば、
再生中のＴＶ番組に関するクエリを推薦する）。次いで、推薦された仮想アシスタントク
エリをディスプレイ上に表示することができる。
【００５３】
　本明細書で論じる種々の実施例に従って、仮想アシスタントを使用してテレビユーザ対
話を制御すると、効率的で楽しいユーザエクスペリエンスを提供することができる。自然
言語クエリ又はコマンドを受信することが可能な仮想アシスタントを使用すると、メディ
ア制御デバイスとのユーザ対話を直観的かつ単純にすることができる。所望に応じて、コ
ンテンツを再生することに基づく有意味なクエリ推薦を含めて、利用可能な機能をユーザ
に推薦することができ、これは、ユーザが制御能力を学習するのに役立ち得る。更に、直
観的な口頭コマンドを使用すると、利用可能なメディアに簡単にアクセスできるようにす
ることができる。ただし、本明細書で論じる種々の実施例によれば、更に多くの他の利点
を達成できることを理解されたい。
【００５４】
　図１は、仮想アシスタントを使用してテレビユーザ対話を制御するための例示的なシス
テム１００を示す。本明細書で論じるようにテレビユーザ対話を制御することは、１つの
種類のディスプレイ技術に基づいたメディアの制御の一例にすぎず、参照のために使用さ
れるものであり、本明細書で論じる概念を使用して、一般的には種々のデバイス及び関連
付けられたディスプレイ（例えば、モニタ、ラップトップディスプレイ、デスクトップコ
ンピュータディスプレイ、モバイルユーザデバイスディスプレイ、プロジェクタディスプ
レイなど）のいずれかの上などで、任意のメディアコンテンツ対話を制御できることを理
解されたい。したがって、用語「テレビ」は、種々のデバイスのうちのいずれかと関連付
けられる任意の種類のディスプレイを指すことができる。更に、用語「仮想アシスタント
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」、「デジタルアシスタント」、「インテリジェント自動アシスタント」、又は「自動デ
ジタルアシスタント」は、口頭及び／又はテキスト形式の自然言語入力を解釈してユーザ
意図を推測し、推測されたユーザ意図に基づきアクションを実行する任意の情報処理シス
テムを指すことができる。例えば、推定されたユーザ意図に基づいてアクションを行うた
めに、システムは、以下のうちの１つ以上を実行することができる。すなわち、推定され
たユーザ意図を果たすように設計されるステップ及びパラメータを有するタスクフローを
識別すること、推定されたユーザ意図から具体的な要求をタスクフローに入力すること、
プログラム、方法、サービス、ＡＰＩなどを呼び出すことによりタスクフローを実行する
こと、並びにユーザへの出力応答を聴覚形態（例えば、口頭形態）及び／又は視覚形態で
生成することである。
【００５５】
　仮想アシスタントは、自然言語コマンド、要求、陳述、叙述、及び／又は照会の形で少
なくとも部分的にユーザ要求を受け入れることができる。典型的には、ユーザ要求は、（
例えば、特定の媒体を表示させる）仮想アシスタントによる、情報回答又はタスクの実行
のいずれかを要求する。ユーザの要求に対する満足な応答は、要求された情報回答を提供
すること、要求されたタスクを実行すること、又はその２つの組み合わせを含むことがで
きる。例えば、ユーザは仮想アシスタントに「私は今どこにいますか？」などの質問をす
ることができる。ユーザの現在の場所に基づき、仮想アシスタントは、「あなたはセント
ラルパーク内にいます」と回答することができる。ユーザはまた、例えば、「今日午後４
時に母に電話することを私に思い出させてください」と、タスクの実行を要求することが
できる。それに応じて、仮想アシスタントは要求を確認し、次に、ユーザの電子スケジュ
ール内に適当なリマインダ項目を作成することができる。要求されたタスクの実行中、仮
想アシスタントは、時には、長時間にわたって情報を複数回交換する連続的なダイアログ
において、ユーザと対話することができる。情報又は種々のタスクの実行を要求するため
に仮想アシスタントと対話するやり方は他にも数多く存在する。言葉による応答を提供し
、プログラムされたアクションを取ることに加えて、仮想アシスタント、他の視覚形態又
はオーディオ形態の応答を（例えば、テキスト、アラート、音楽、動画、アニメーション
などとして）提供することもできる。更に、本明細書で説明するように、例示的な仮想ア
シスタントは、メディアコンテンツの再生を制御する（例えば、テレビで動画を再生する
）ことができ、ディスプレイ上に情報を表示させることができる。
【００５６】
　仮想アシスタントの１つの例が、その開示全体が参照により本明細書に組み込まれる２
０１１年１月１０日付で出願された「Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ａ
ｓｓｉｓｔａｎｔ」についての本願出願人の米国実用特許出願第１２／９８７，９８２号
に記載されている。
【００５７】
　図１に示したように、いくつかの実施例では、クライアント－サーバモデルに従って、
仮想アシスタントを実装することができる。仮想アシスタントは、ユーザデバイス１０２
上で実行されるクライアント側部分と、サーバシステム１１０上で実行されるサーバ側部
分とを含むことができる。また、遠隔制御１０６と連携して、テレビセットトップボック
ス１０４上でクライアント側部分を実行することができる。ユーザデバイス１０２は、携
帯電話（例えば、スマートフォン）、タブレットコンピュータ、ポータブルメディアプレ
ーヤ、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ＰＤＡ、ウェアラブル電
子デバイス（例えば、デジタルグラス、リストバンド、腕時計、ブローチ、アームバンド
など）のような任意の電子デバイスを含むことができる。テレビセットトップボックス１
０４は、ケーブルボックス、衛星ボックス、ビデオプレーヤ、ビデオストリーミングデバ
イス、デジタルビデオレコーダ、ゲームシステム、ＤＶＤプレーヤ、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登
録商標）ディスクプレーヤ、そのようなデバイスの組み合わせなどのような任意のメディ
ア制御デバイスを含むことができる。有線接続又は無線接続を介して、ディスプレイ１１
２及びスピーカ１１１にテレビセットトップボックス１０４を接続することができる。（
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スピーカ１１１を有する、又は有しない）ディスプレイ１１２は、テレビディスプレイ、
モニタ、プロジェクタなどのような任意の種類のディスプレイとすることができる。いく
つかの実施例では、テレビセットトップボックス１０４は、オーディオシステム（例えば
、オーディオ受信器）に接続することができ、スピーカ１１１は、ディスプレイ１１２と
は別個とすることができる。他の実施例では、ディスプレイ１１２と、スピーカ１１１と
、テレビセットトップボックス１０４とを、高度な処理能力及びネットワーク接続能力を
もつ、スマートテレビなどの単一のデバイスに一緒に組み込むことができる。そのような
実施例では、複合デバイス上のアプリケーションとしてテレビセットトップボックス１０
４の機能を実行することができる。
【００５８】
　いくつかの実施例では、テレビセットトップボックス１０４は、メディアコンテンツの
複数の種類及びソースについてのメディア制御センターとして機能することができる。例
えば、テレビセットトップボックス１０４は、生放送のテレビ（例えば、オーバージエア
テレビ、衛星テレビ、又はケーブルテレビ）へのユーザアクセスを可能にすることができ
る。したがって、テレビセットトップボックス１０４は、ケーブルチューナ、衛星チュー
ナなどを含むことができる。いくつかの実施例では、テレビセットトップボックス１０４
はまた、後でタイムシフト視聴するためにテレビプログラムを録画することができる。他
の実施例では、テレビセットトップボックス１０４は、（例えば、種々の無料の、有料の
、及びサブスクリプションベースのストリーミングサービスから）ケーブル配信されるオ
ンデマンドのテレビ番組、動画及び音楽、並びにインターネット配信されるテレビ番組、
動画及び音楽など、１つ以上のストリーミングメディアサービスへのアクセスを提供する
ことができる。更に他の実施例では、テレビセットトップボックス１０４は、モバイルユ
ーザデバイスから写真を表示すること、結合された記憶デバイスから動画を再生すること
、結合された音楽プレーヤから音楽を再生することなど、任意の他のソースからのメディ
アコンテンツの再生又は表示を可能にすることができる。また、テレビセットトップボッ
クス１０４はまた、所望に応じて、本明細書で論じるメディア制御特徴部の種々の他の組
み合わせを含むことができる。
【００５９】
　ユーザデバイス１０２及びテレビセットトップボックス１０４は、１つ以上のネットワ
ーク１０８を介してサーバシステム１１０と通信することができ、１つ以上のネットワー
ク１０８は、インターネット、イントラネット、又は任意の他の有線若しくは無線のパブ
リック若しくはプライベートネットワークを含むことができる。更に、ユーザデバイス１
０２は、ネットワーク１０８を介して、又は、任意の他の有線通信機構又は無線通信機構
（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、無線周波数、赤
外線伝送など）により直接、テレビセットトップボックス１０４と通信することができる
。例示したように、遠隔制御１０６は、ネットワーク１０８を介することを含めて、有線
接続、又は任意の種類の無線通信（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆ
ｉ（登録商標）、無線周波数、赤外線伝送など）などの任意の種類の通信を使用して、テ
レビセットトップボックス１０４と通信することができる。いくつかの実施例では、ユー
ザは、ユーザデバイス１０２、遠隔制御１０６、又はテレビセットトップボックス１０４
内に組み込まれるインタフェース要素（例えば、ボタン、マイクロフォン、カメラ、ジョ
イスティックなど）を介して、テレビセットトップボックス１０４と対話することができ
る。例えば、ユーザデバイス１０２及び／又は遠隔制御１０６において、仮想アシスタン
トのためのメディアに関係するクエリ又はコマンドを含む発語入力を受信することができ
、その発語入力を使用して、メディアに関係するタスクをテレビセットトップボックス１
０４上で実行させることができる。同様に、ユーザデバイス１０２及び／又は遠隔制御１
０６において（並びに、図示されていない他のデバイスから）、テレビセットトップボッ
クス１０４上でメディアを制御するための触覚コマンドを受信することができる。したが
って、種々のやり方でテレビセットトップボックス１０４の種々の機能を制御することが
でき、ユーザには、複数のデバイスからのメディアコンテンツを制御するための複数のオ
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プションが与えられる。
【００６０】
　遠隔制御１０６を用いてユーザデバイス１０２及び／又はテレビセットトップボックス
１０４上で実行される例示的な仮想アシスタントのクライアント側部分は、ユーザ対応入
力及び出力処理及びサーバシステム１１０との通信など、クライアント側機能を提供する
ことができる。サーバシステム１１０は、それぞれのユーザデバイス１０２又はそれぞれ
のテレビセットトップボックス１０４上に常駐している任意の数のクライアントに、サー
バ側機能を提供することができる。
【００６１】
　サーバシステム１１０は、クライアント対応Ｉ／Ｏインタフェース１２２と、１つ以上
の処理モジュール１１８と、データ及びモデルストレージ１２０と、外部サービスへのＩ
／Ｏインタフェース１１６とを含むことができる１つ以上の仮想アシスタントサーバ１１
４を含むことができる。クライアント対応Ｉ／Ｏインタフェース１２２は、仮想アシスタ
ントサーバ１１４のためのクライアント対応入力及び出力処理を可能にすることができる
。１つ以上の処理モジュール１１８は、自然言語入力に基づいてユーザの意図を判断する
ために、データ及びモデルストレージ１２０を利用することができ、推定されたユーザ意
図に基づいてタスク実行を行うことができる。いくつかの実施例では、仮想アシスタント
サーバ１１４は、タスク完了又は情報収集のためにネットワーク（単数又は複数）１０８
を介して、電話サービス、カレンダーサービス、情報サービス、メッセージングサービス
、ナビゲーションサービス、テレビプログラムサービス、ストリーミングメディアサービ
スなどの外部サービス１２４と通信することができる。外部サービスへのＩ／Ｏインタフ
ェース１１６は、このような通信を可能にすることができる。
【００６２】
　サーバシステム１１０は、１つ以上のスタンドアロンデータ処理デバイス、又はコンピ
ュータの分散型ネットワーク上に実装することができる。また、いくつかの実施例では、
サーバシステム１１０は、サーバシステム１１０の基本的なコンピューティングリソース
及び／又はインフラストラクチャリソースを提供するために、種々の仮想デバイス及び／
又はサードパーティサービスプロバイダ（例えば、サードパーティクラウドサービスプロ
バイダ）のサービスを採用することができる。
【００６３】
　仮想アシスタントの機能は、クライアント側部分とサーバ側部分の双方を含むものとし
て図１に示されているが、いくつかの実施例では、ユーザデバイス、テレビセットトップ
ボックス、スマートテレビなどにインストールされたスタンドアロンアプリケーションと
して、アシスタントの機能（又は、一般的には、発語認識及びメディア制御）を実装する
ことができる。更に、異なる実施例にでは、仮想アシスタントのクライアント部分とサー
バ部分との間の機能の分配を変動させることができる。例えば、いくつかの実施例では、
ユーザデバイス１０２又はテレビセットトップボックス１０４上で実行されるクライアン
トは、ユーザ対応入力及び出力処理機能のみを提供し、バックエンドサーバに仮想アシス
タントの全ての他の機能を委ねるシンクライアントとすることができる。
【００６４】
　図２は、種々の実施例に係る、例示的なユーザデバイス１０２のブロック図を示す。ユ
ーザデバイス１０２は、メモリインタフェース２０２、１つ以上のプロセッサ２０４、及
び周辺機器インタフェース２０６を含むことができる。１つ以上の通信バス又は信号線に
よって、ユーザデバイス１０２内の種々の構成要素を１つに結合することができる。ユー
ザデバイス１０２は、周辺機器インタフェース２０６に結合される種々のセンサ、サブシ
ステム、及び周辺デバイスを更に含むことができる。センサ、サブシステム、及び周辺デ
バイスは情報を収集し、及び／又はユーザデバイス１０２の種々の機能を可能にすること
ができる。
【００６５】
　例えば、ユーザデバイス１０２は、向き、光、及び近接度の検知機能を可能にするため
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の動きセンサ２１０、光センサ２１２、及び近接センサ２１４を含むことができ、それら
は、周辺機器インタフェース２０６に結合される。また、関係する機能を可能にするため
に、測位システム（例えば、ＧＰＳ受信機）、温度センサ、生体測定センサ、ジャイロス
コープ、コンパス、加速度計、及び同様のものなどの、１つ以上の他のセンサ２１６を周
辺機器インタフェース２０６に接続することができる。
【００６６】
　いくつかの実施例では、カメラサブシステム２２０及び光学センサ２２２を利用して、
写真の撮影及びビデオクリップの録画などの、カメラ機能を可能にすることができる。種
々の通信ポート、無線周波数受信器及び送信器、並びに／又は光（例えば、赤外線）受信
器及び送信器を含むことができ、１つ以上の有線及び／又は無線通信サブシステム２２４
を介して、通信機能を可能にすることができる。音声認識機能、音声複製機能、デジタル
録音機能、及び電話機能などの音声対応機能を可能にするために、オーディオサブシステ
ム２２６をスピーカ２２８及びマイクロフォン２３０に結合することができる。
【００６７】
　いくつかの実施例では、ユーザデバイス１０２は、周辺機器インタフェース２０６に結
合されたＩ／Ｏサブシステム２４０を更に含むことができる。Ｉ／Ｏサブシステム２４０
は、タッチスクリーンコントローラ２４２及び／又は他の入力コントローラ（単数又は複
数）２４４を含むことができる。タッチスクリーンコントローラ２４２は、タッチスクリ
ーン２４６に結合することができる。タッチスクリーン２４６及びタッチスクリーンコン
トローラ２４２は、例えば、容量性、抵抗性、赤外線、表面弾性波技術、近接センサアレ
イなどの複数のタッチ感知技術のうちのいずれかを用いて、接触及びその移動又は中断を
検出することができる。他の入力コントローラ（単数又は複数）２４４は、１つ以上のボ
タン、ロッカスイッチ、サムホイール、赤外線ポート、ＵＳＢポート、及び／又はスタイ
ラスなどのポインタデバイスなど、他の入力／制御デバイス２４８に結合することができ
る。
【００６８】
　いくつかの実施例では、ユーザデバイス１０２は、メモリ２５０に結合されたメモリイ
ンタフェース２０２を更に含むことができる。メモリ２５０は、任意の、電子、磁気、光
学、電磁、赤外若しくは半導体システム、装置若しくはデバイス、ポータブルコンピュー
タディスケット（磁気）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）（磁気）、読み出し専用メ
モリ（ＲＯＭ）（磁気）、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）
（磁気）、ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－Ｒ若しくはＤＶＤ－ＲＷなど
のポータブル光ディスク、又はコンパクトフラッシュカード、セキュアなデジタルカード
、ＵＳＢメモリデバイス、メモリースティックなどのフラッシュメモリなどを含むことが
できる。いくつかの実施例では、メモリ２５０の非一時的コンピュータ可読記憶媒体を使
用して、コンピュータベースのシステム、プロセッサを含むシステム、又は、命令実行シ
ステム、装置、若しくはデバイスから命令をフェッチし、それらの命令を実行することが
できる他のシステムなどの、命令実行システム、装置、若しくはデバイスによって、又は
それらと共に使用するための（例えば、本明細書で説明する種々のプロセスの一部分又は
全部を実行する）命令を記憶することができる。他の実施例では、（例えば、本明細書で
説明する種々のプロセスの一部分又は全部を実行する）命令は、サーバシステム１１０の
非一時的コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されても、あるいはメモリ２５０の非一時的
コンピュータ可読記憶媒体とサーバシステム１１０の非一時的コンピュータ可読記憶媒体
とに分割してもよい。本文書のコンテキストでは、「非一時的コンピュータ可読記憶媒体
」は、命令実行システム、装置、若しくはデバイスによって、又はそれらに関連して使用
するためのプログラムを、含むか又は記憶することが可能な、任意の媒体とすることがで
きる。
【００６９】
　いくつかの実施例では、メモリ２５０は、オペレーティングシステム２５２、通信モジ
ュール２５４、グラフィカルユーザインタフェースモジュール２５６、センサ処理モジュ
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ール２５８、電話モジュール２６０、及びアプリケーション２６２を記憶することができ
る。オペレーティングシステム２５２は、基本システムサービスを処理する命令、及びハ
ードウェア依存タスクを実行する命令を含むことができる。通信モジュール２５４は、１
つ以上の追加のデバイス、１つ以上のコンピュータ及び／又は１つ以上のサーバとの通信
を可能にすることができる。グラフィカルユーザインタフェースモジュール２５６はグラ
フィックユーザインタフェース処理を可能にすることができる。センサ処理モジュール２
５８はセンサに関係する処理及び機能を可能にすることができる。電話モジュール２６０
は電話に関係するプロセス及び機能を可能にすることができる。アプリケーションモジュ
ール２６２は、電子メッセージング、ウェブブラウジング、メディア処理、ナビゲーショ
ン、イメージング及び／又はその他のプロセス及び機能などの、ユーザアプリケーション
の種々の機能性を可能にすることができる。
【００７０】
　本明細書で説明するように、メモリ２５０はまた、例えば仮想アシスタントのクライア
ント側機能を提供するために、（例えば、仮想アシスタントクライアントモジュール２６
４内の）クライアント側仮想アシスタント命令、並びに種々のユーザデータ２６６（例え
ば、ユーザ固有の語彙データ、設定データ、及び／若しくはユーザの電子アドレス帳、ｔ
ｏ－ｄｏリスト、買い物リスト、テレビプログラムの好みなど）も記憶することができる
。また、ユーザデータ２６６は、仮想アシスタントをサポートする、又は任意の他のアプ
リケーションについての発語認識を実行する際に使用することができる。
【００７１】
　種々の実施例では、仮想アシスタントクライアントモジュール２６４は、ユーザデバイ
ス１０２の種々のユーザインタフェース（例えば、Ｉ／Ｏサブシステム２４０、オーディ
オサブシステム２２６など）を通じて音声入力（例えば、発語入力）、テキスト入力、タ
ッチ入力、及び／又はジェスチャ入力を受け入れる能力を有することができる。仮想アシ
スタントトクライアントモジュール２６４はまた、オーディオ（例えば、発語出力）形態
、視覚形態、及び／又は触覚形態の出力を提供する能力も有することができる。例えば、
出力は、音声、音響、警報、テキストメッセージ、メニュー、グラフィック、ビデオ、ア
ニメーション、振動、及び／又は上記のもののうちの２つ以上の組み合わせとして提供す
ることができる。動作時、仮想アシスタントクライアントモジュール２６４は、通信サブ
システム２２４を用いて仮想アシスタントサーバと通信することができる。
【００７２】
　いくつかの実施例では、仮想アシスタントクライアントモジュール２６４は、ユーザ、
現在のユーザ対話及び／又は現在のユーザ入力と関連付けられたコンテキストを確立する
ために、種々のセンサ、サブシステム及び周辺デバイスを利用してユーザデバイス１０２
の周囲環境から追加情報を収集することができる。そのようなコンテキストはまた、テレ
ビセットトップボックス１０４からの情報など、他のデバイスからの情報を含むことがで
きる。いくつかの実施例では、仮想アシスタントクライアントモジュール２６４は、ユー
ザの意図の推測を助けるために、ユーザ入力と共にコンテキスト情報又はそのサブセット
を仮想アシスタントサーバに提供することができる。仮想アシスタントはまた、コンテキ
スト情報を使用して、ユーザへの出力をどのように準備し、配信するのかを判定すること
ができる。更に、正確な発語認識をサポートするために、ユーザデバイス１０２又はサー
バシステム１１０によりコンテキスト情報を使用することができる。
【００７３】
　いくつかの実施例では、ユーザ入力に付随するコンテキスト情報は、照明、環境ノイズ
、周囲温度、周囲環境の画像又は動画、他のオブジェクトまでの距離などの、センサ情報
を含むことができる。コンテキスト情報は、ユーザデバイス１０２の物理状態（例えば、
デバイスの向き、デバイスの位置、デバイスの温度、電力レベル、速度、加速度、モーシ
ョンパターン、セルラー信号強度など）、又はユーザデバイス１０２のソフトウェア状態
（例えば、実行中の処理、インストールされているプログラム、過去及び現在のネットワ
ークアクティビティ、バックグラウンドサービス、エラーログ、リソース使用など）と関



(21) JP 2019-3663 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

連付けられた情報を更に含むことができる。コンテキスト情報は、接続されたデバイス又
はユーザと関連付けられた他のデバイスの状態と関連付けられた情報（例えば、テレビセ
ットトップボックス１０４により表示されたメディアコンテンツ、テレビセットトップボ
ックス１０４が利用可能なメディアコンテンツなど）を更に含むことができる。これらの
種類のコンテキスト情報のうちのいずれかを、ユーザ入力と関連付けられたコンテキスト
情報として、仮想アシスタントサーバ１１４に提供することができる（あるいは、ユーザ
デバイス１０２自体で使用することができる）。
【００７４】
　いくつかの実施例では、仮想アシスタントクライアントモジュール２６４は、仮想アシ
スタントサーバ１１４からの要求に応じて、ユーザデバイス１０２に記憶された情報（例
えば、ユーザデータ２６６）を選択的に提供することができる（あるいは、発語認識及び
／又は仮想アシスタント機能を実行する際にユーザデバイス１０２自体で使用することが
できる）。仮想アシスタントクライアントモジュール２６４はまた、仮想アシスタントサ
ーバ１１４による要求時に、自然言語ダイアログ又は他のユーザインタフェースを介して
、ユーザからの追加入力も引き出すことができる。仮想アシスタントクライアントモジュ
ール２６４は、意図推測及び／又はユーザ要求内に表されているユーザの意図の達成にお
いて仮想アシスタントサーバ１１４を助けるために、追加入力を仮想アシスタントサーバ
１１４に渡すことができる。
【００７５】
　種々の実施例では、メモリ２５０は追加の命令又はより少数の命令を含むことができる
。更に、ユーザデバイス１０２の種々の機能は、１つ以上の信号処理回路及び／又は特定
用途向け集積回路の形態を含む、ハードウェアの形態及び／又はファームウェアの形態で
実装され得る。
【００７６】
　図３は、テレビユーザ対話を制御するためのシステム３００における例示的なテレビセ
ットトップボックス１０４のブロック図である。システム３００は、システム１００の要
素のサブセットを含むことができる。いくつかの実施例では、システム３００は、ある特
定の機能のみを実行することができ、他の機能を実行するために、システム１００の他の
要素と一緒に機能することができる。例えば、システム３００の要素は、サーバシステム
１１０と対話することなく、ある特定のメディア制御機能（例えば、ローカルに記憶され
たメディアの再生、録画機能、チャンネル同調など）を処理することができ、システム３
００は、システム１００のサーバシステム１１０及び他の要素と連携して、他のメディア
制御機能（例えば、遠隔に記憶されたメディアの再生、メディアコンテンツのダウンロー
ド、ある特定の仮想アシスタントクエリの処理など）を処理することができる。他の実施
例では、システム３００の要素は、ネットワークを介して外部サービス１２４にアクセス
することを含む、より大きいシステム１００の機能を実行することができる。種々の他の
方法で、ローカルデバイスとリモートサーバデバイスとで機能を分配してもよいことを理
解されたい。
【００７７】
　図３に示すように、１つの実施例では、テレビセットトップボックス１０４は、メモリ
インタフェース３０２、１つ以上のプロセッサ３０４、及び周辺機器インタフェース３０
６を含むことができる。１つ以上の通信バス又は信号線によって、テレビセットトップボ
ックス１０４内の種々の構成要素を１つに結合することができる。テレビセットトップボ
ックス１０４は、周辺機器インタフェース３０６に結合される種々のセンサ、サブシステ
ム、及び周辺デバイスを更に含むことができる。サブシステム、及び周辺デバイスは情報
を収集し、及び／又はテレビセットトップボックス１０４の種々の機能を可能にすること
ができる。
【００７８】
　例えば、テレビセットトップボックス１０４は、通信サブシステム３２４を含むことが
できる。種々の通信ポート、無線周波数受信器及び送信器、並びに／又は光（例えば、赤
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外線）受信器及び送信器を含むことができ、１つ以上の有線及び／又は無線通信サブシス
テム３２４を介して、通信機能を可能にすることができる。
【００７９】
　いくつかの実施例では、テレビセットトップボックス１０４は、周辺機器インタフェー
ス３０６に結合されたＩ／Ｏサブシステム３４０を更に含むことができる。Ｉ／Ｏサブシ
ステム３４０は、オーディオ／動画出力コントローラ３７０を含むことができる。オーデ
ィオ／動画出力コントローラ３７０は、ディスプレイ１１２及びスピーカ１１１に結合さ
れ得、あるいは場合によっては、（例えば、オーディオ／動画ポート、無線伝送などを介
して）オーディオ及び動画出力を提供することができる。Ｉ／Ｏサブシステム３４０は、
遠隔コントローラ３４２を更に含むことができる。遠隔コントローラ３４２を、（例えば
、有線接続、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）などを介して）
遠隔制御１０６に通信可能に結合することができる。遠隔制御１０６は、オーディオ入力
（例えば、ユーザからの発語入力）をキャプチャするためのマイクロフォン３７２と、触
覚入力をキャプチャするためのボタン（単数又は複数）３７４と、遠隔コントローラ３４
２を介したテレビセットトップボックス１０４との通信を可能にするための送受信機３７
６とを含むことができる。遠隔制御１０６はまた、キーボード、ジョイスティック、タッ
チパッドなどのような他の入力機構を含むことができる。遠隔制御１０６は、光、ディス
プレイ、スピーカなどのような出力機構を更に含むことができる。遠隔制御１０６におい
て受信した入力（例えば、ユーザ発語、ボタンの押下など）を、遠隔コントローラ３４２
を介してテレビセットトップボックス１０４に通信することができる。Ｉ／Ｏサブシステ
ム３４０は、他の入力コントローラ（単数又は複数）３４４を更に含むことができる。他
の入力コントローラ（単数又は複数）３４４は、１つ以上のボタン、ロッカスイッチ、サ
ムホイール、赤外線ポート、ＵＳＢポート、及び／又はスタイラスなどのポインタデバイ
スなど、他の入力／制御デバイス３４８に結合することができる。
【００８０】
　いくつかの実施例では、テレビセットトップボックス１０４は、メモリ３５０に結合さ
れたメモリインタフェース３０２を更に含むことができる。メモリ３５０は、任意の、電
子、磁気、光学、電磁、赤外若しくは半導体システム、装置若しくはデバイス、ポータブ
ルコンピュータディスケット（磁気）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）（磁気）、読
み出し専用メモリ（ＲＯＭ）（磁気）、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（
ＥＰＲＯＭ）（磁気）、ＣＤ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－Ｒ若しくはＤＶ
Ｄ－ＲＷなどのポータブル光ディスク、又はコンパクトフラッシュカード、セキュアなデ
ジタルカード、ＵＳＢメモリデバイス、メモリースティックなどのフラッシュメモリなど
を含むことができる。いくつかの実施例では、メモリ３５０の非一時的コンピュータ可読
記憶媒体を使用して、コンピュータベースのシステム、プロセッサを含むシステム、又は
、命令実行システム、装置、若しくはデバイスから命令をフェッチし、それらの命令を実
行することができる他のシステムなどの、命令実行システム、装置、若しくはデバイスに
よって、又はそれらと共に使用するため（例えば、本明細書で説明する種々のプロセスの
一部分又は全部を実行する）命令を記憶することができる。他の実施例では、（例えば、
本明細書で説明する種々のプロセスの一部分又は全部を実行する）命令は、サーバシステ
ム１１０の非一時的コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されても、あるいはメモリ３５０
の非一時的コンピュータ可読記憶媒体とサーバシステム１１０の非一時的コンピュータ可
読記憶媒体とに分割してもよい。本文書のコンテキストでは、「非一時的コンピュータ可
読記憶媒体」は、命令実行システム、装置、若しくはデバイスによって、又はそれらに関
連して使用するためのプログラムを、含むか又は記憶することが可能な、任意の媒体とす
ることができる。
【００８１】
　いくつかの実施例では、メモリ３５０は、オペレーティングシステム３５２、通信モジ
ュール３５４、グラフィカルユーザインタフェースモジュール３５６、オンデバイスメデ
ィアモジュール３５８、オフデバイスメディアモジュール３６０、及びアプリケーション
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３６２を記憶することができる。オペレーティングシステム３５２は、基本システムサー
ビスを処理する命令、及びハードウェア依存タスクを実行する命令を含むことができる。
通信モジュール３５４は、１つ以上の追加のデバイス、１つ以上のコンピュータ及び／又
は１つ以上のサーバとの通信を可能にすることができる。グラフィカルユーザインタフェ
ースモジュール３５６はグラフィックユーザインタフェース処理を可能にすることができ
る。オンデバイスメディアモジュール３５８は、テレビセットトップボックス１０４上に
ローカルに記憶されたメディアコンテンツ、及びローカルに利用可能な他のメディアコン
テンツの記憶及び再生（例えば、ケーブルチャンネルの同調）を可能にすることができる
。オフデバイスメディアモジュール３６０は、（例えば、リモートサーバ上、ユーザデバ
イス１０２上などに）遠隔に記憶されたメディアコンテンツのストリーミング再生又はダ
ウンロードを可能にすることができる。アプリケーションモジュール３６２は、電子メッ
セージング、ウェブブラウジング、メディア処理、ゲーム、及び／又は他のプロセス及び
機能などの、ユーザアプリケーションの種々の機能性を可能にすることができる。
【００８２】
　本明細書で説明するように、メモリ３５０はまた、例えば仮想アシスタントのクライア
ント側機能を提供するために、（例えば、仮想アシスタントクライアントモジュール３６
４内の）クライアント側仮想アシスタント命令、並びに種々のユーザデータ３６６（例え
ば、ユーザ固有の語彙データ、設定データ、及び／若しくはユーザの電子アドレス帳、ｔ
ｏ－ｄｏリスト、買い物リスト、テレビプログラムの好みなど）も記憶することができる
。また、ユーザデータ３６６は、仮想アシスタントをサポートする、又は任意の他のアプ
リケーションについての発語認識を実行する際に使用することができる。
【００８３】
　種々の実施例では、仮想アシスタントクライアントモジュール３６４は、テレビセット
トップボックス１０４の種々のユーザインタフェース（例えば、Ｉ／Ｏサブシステム３４
０など）を通じて音声入力（例えば、発語入力）、テキスト入力、タッチ入力、及び／又
はジェスチャ入力を受け入れる能力を有することができる。仮想アシスタントクライアン
トモジュール３６４はまた、オーディオ形態（例えば、発語出力）、視覚形態、及び／又
は触覚形態の出力を提供する能力も有することができる。例えば、出力は、音声、音響、
警報、テキストメッセージ、メニュー、グラフィック、ビデオ、アニメーション、振動、
及び／又は上記のもののうちの２つ以上の組み合わせとして提供することができる。動作
時、仮想アシスタントクライアントモジュール３６４は、通信サブシステム３２４を用い
て仮想アシスタントサーバと通信することができる。
【００８４】
　いくつかの実施例では、仮想アシスタントクライアントモジュール３６４は、ユーザ、
現在のユーザ対話及び／又は現在のユーザ入力と関連付けられたコンテキストを確立する
ために、種々のセンサ、サブシステム及び周辺デバイスを利用してテレビセットトップボ
ックス１０４の周囲環境から追加情報を収集することができる。そのようなコンテキスト
はまた、ユーザデバイス１０２からの情報など、他のデバイスからの情報を含むことがで
きる。いくつかの実施例では、仮想アシスタントクライアントモジュール３６４は、ユー
ザの意図の推測を助けるために、ユーザ入力と共にコンテキスト情報又はそのサブセット
を仮想アシスタントサーバに提供することができる。仮想アシスタントはまた、コンテキ
スト情報を使用して、ユーザへの出力をどのように準備し、配信するのかを判定すること
ができる。更に、正確な発語認識をサポートするために、テレビセットトップボックス１
０４又はサーバシステム１１０によりコンテキスト情報を使用することができる。
【００８５】
　いくつかの実施例では、ユーザ入力に付随するコンテキスト情報は、照明、環境ノイズ
、周囲温度、他のオブジェクトまでの距離などの、センサ情報を含むことができる。コン
テキスト情報は、テレビセットトップボックス１０４の物理状態（例えば、デバイスの位
置、デバイスの温度、電力レベルなど）、又はテレビセットトップボックス１０４のソフ
トウェア状態（例えば、実行中の処理、インストールされているプログラム、過去及び現
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在のネットワークアクティビティ、バックグラウンドサービス、エラーログ、リソース使
用など）と関連付けられた情報を更に含むことができる。コンテキスト情報は、接続され
たデバイス、又はユーザと関連付けられた他のデバイスの状態と関連付けられた情報（例
えば、ユーザデバイス１０２により表示されたコンテンツ、ユーザデバイス１０２上の再
生可能なコンテンツなど）を更に含むことができる。これらの種類のコンテキスト情報の
うちのいずれかを、ユーザ入力と関連付けられたコンテキスト情報として、仮想アシスタ
ントサーバ１１４に提供することができる（あるいは、テレビセットトップボックス１０
４自体で使用することができる）。
【００８６】
　いくつかの実施例では、仮想アシスタントクライアントモジュール３６４は、仮想アシ
スタントサーバ１１４からの要求に応じて、テレビセットトップボックス１０４に記憶さ
れた情報（例えば、ユーザデータ３６６）を選択的に提供することができる（あるいは、
発語認識及び／又は仮想アシスタント機能を実行する際にテレビセットトップボックス１
０４自体で使用することができる）。仮想アシスタントクライアントモジュール３６４は
また、仮想アシスタントサーバ１１４による要求時に、自然言語ダイアログ又は他のユー
ザインタフェースを介して、ユーザからの追加入力も引き出すことができる。仮想アシス
タントクライアントモジュール３６４は、意図推測及び／又はユーザ要求内に表されてい
るユーザの意図の達成において仮想アシスタントサーバ１１４を助けるために、追加入力
を仮想アシスタントサーバ１１４に渡すことができる。
【００８７】
　種々の実施例では、メモリ３５０は追加の命令又はより少数の命令を含むことができる
。更に、テレビセットトップボックス１０４の種々の機能は、１つ以上の信号処理回路及
び／又は特定用途向け集積回路の形態を含む、ハードウェアの形態及び／又はファームウ
ェアの形態で実装することができる。
【００８８】
　システム１００及びシステム３００は、図１及び図３に示した構成要素及び構成には限
定されず、同様に、ユーザデバイス１０２、テレビセットトップボックス１０４及び遠隔
制御１０６は、図２及び図３に示した構成要素及び構成には限定されないことを理解され
たい。システム１００、システム３００、ユーザデバイス１０２、テレビセットトップボ
ックス１０４及び遠隔制御１０６は全て、種々の実施例に係る複数の構成において、より
少数のあるいは他の構成要素を含むことができる。
【００８９】
　本開示全体にわたって、「システム」に言及した場合、システム１００、システム３０
０、又はシステム１００若しくはシステム３００のいずれかの１つ以上の要素を含むこと
ができる。例えば、本明細書で言及する典型的なシステムは、少なくとも、遠隔制御１０
６及び／又はユーザデバイス１０２からユーザ入力を受信するテレビセットトップボック
ス１０４を含むことができる。
【００９０】
　図４Ａ～図４Ｅは、ユーザに発語入力情報を伝達するためにディスプレイ（ディスプレ
イ１１２など）上に表示することができる例示的な発語入力インタフェース４８４を示す
。１つの実施例では、発語入力インタフェース４８４を動画４８０上に表示することがで
き、動画４８０は、任意の動画像又は休止した動画を含むことができる。例えば、動画４
８０は、生放送のテレビ、再生動画、ストリーミング映画、録画プログラムの再生などを
含むことができる。発語入力インタフェース４８４は、動画４８０のユーザ閲覧と著しく
干渉しないように、最小量のスペースを占めるように構成され得る。
【００９１】
　１つの実施例では、コマンド又はクエリを含んでいる発語入力をリッスンする（又は、
後続の処理のために発語入力の記録を開始する、若しくは発語入力のリアルタイム処理を
開始する）ために、仮想アシスタントをトリガーすることができる。例えば、ユーザが、
遠隔制御１０６上の物理ボタンを押すこと、ユーザが、ユーザデバイス１０２上の物理ボ
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タンを押すこと、ユーザが、ユーザデバイス１０２上の仮想ボタンを押すこと、ユーザが
、常時リッスンデバイスにより認識可能なトリガーフレーズを発すること（例えば、コマ
ンドのリッスンを開始するように「Ｈｅｙ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ」と発すること）、ユー
ザが、センサにより検出可能なジェスチャを行うこと（例えば、カメラの前で合図するこ
と）などの指示を含む、種々のやり方でリッスンをトリガーすることができる。別の実施
例では、ユーザは、リッスンを開始するために、遠隔制御１０６又はユーザデバイス１０
２上の物理ボタンを押し続けることができる。更に他の実施例では、ユーザは、クエリ又
はコマンドを発語しながら、遠隔制御１０６又はユーザデバイス１０２上の物理ボタンを
押し続けることができ、終了時にボタンを離すことができる。同様に、ユーザからの発語
入力の受信を開始するために、種々の他の指示を受信することができる。
【００９２】
　発語入力をリッスンする指示を受信したことに応じて、発語入力インタフェース４８４
を表示することができる。図４Ａは、ディスプレイ１１２の下部分から上向きに拡張する
通知エリア４８２を示す。発語入力をリッスンする指示を受信すると、通知エリア４８２
に発語入力インタフェース４８４を表示することができ、図示のように、ディスプレイ１
１２の閲覧エリアの下縁部から上向きにスライドするようにそのインタフェースをアニメ
ーション化することができる。図４Ｂは、上向きにスライドして現れた後の発語入力イン
タフェース４８４を示す。発語入力インタフェース４８４は、動画４８０とのと干渉を回
避するために、ディスプレイ１１２下部において最小量のスペースを占めるように構成す
ることができる。発語入力をリッスンする指示を受信したことに応じて、準備完了確認４
８６を表示することができる。準備完了確認４８６は、図示のようなマイクロフォンのシ
ンボルを含むことができ、あるいは、システム（例えば、システム１００の１つ以上の要
素）がユーザからの発語入力をキャプチャする準備ができていることを伝達する任意の他
の画像、アイコン、アニメーション又はシンボルを含むことができる。
【００９３】
　ユーザが発語し始めると、システムが発語入力をキャプチャしていることを確認するた
めに、図４Ｃに示したリッスン確認４８７を表示することができる。いくつかの実施例で
は、発語入力を受信したこと（例えば、発語をキャプチャしたこと）に応じて、リッスン
確認４８７を表示することができる。他の実施例では、所定の時間（例えば、５００ミリ
秒、１秒、３秒など）にわたって準備完了確認４８６を表示することができ、その後に、
リッスン確認４８７を表示することができる。リッスン確認４８７は、図示のような波形
シンボルを含むことができ、あるいは、ユーザ発語に応じて動く（例えば、周波数を変え
る）アクティブな波形アニメーションを含むことができる。他の実施例では、リッスン確
認４８７は、任意の他の画像、アイコン、アニメーション、又はシステムがユーザからの
発語入力をキャプチャしていることを伝達するシンボルを含むことができる。
【００９４】
　（例えば、休止、クエリの終わりを示す発語解釈、又は任意の他のエンドポイント検出
法に基づいて）ユーザが発語し終えたことを検出すると、システムが発語入力のキャプチ
ャを完了し、発語入力を処理していること（例えば、発語入力の解釈、ユーザ意図の判定
、及び／又は関連付けられたタスクの実行）を確認するために、図４Ｄに示した処理確認
４８８を表示することができる。処理確認４８８は、図示のような砂時計のシンボルを含
むことができ、あるいは、キャプチャした発語入力をシステムが処理していることを伝達
する任意の他の画像、アイコン、アニメーション又はシンボルを含むことができる。別の
実施例では、処理確認４８８は、回転している円、又は円の周りを動く色のついた／光る
点のアニメーションを含むことができる。
【００９５】
　キャプチャした発語入力をテキストとして解釈した後（又は、発語入力をテキストに正
常に変換したことに応じて）、システムが発語入力を受信し解釈したことを確認するため
に、図４Ｅに示したコマンド受信確認４９０及び／又は音声表記４９２を表示することが
できる。音声表記４９２は、受信した発語入力（例えば、「現在、どんなスポーツイベン
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トが放送されているか？」）の音声表記を含むことができる。いくつかの実施例では、デ
ィスプレイ１１２の下部から、音声表記４９２をスライドアップさせるようにアニメーシ
ョン化することができ、図４Ｅに示した位置に、しばらくの間（例えば、数秒）表示する
ことができ、次いで、（例えば、あたかもテキストがスクロールアップして、最終的にビ
ューから消えるかのように）音声表記を発語入力インタフェース４８４の上部までスライ
ドアップさせてビューから消すことができる。他の実施例では、音声表記を表示しないこ
とがあり、ユーザのコマンド又はクエリを処理することができ、音声表記を表示すること
なく、関連付けられたタスクを実行することができる（例えば、単純なチャンネルの変更
は、ユーザの発語の音声表記を表示することなく、直ぐに実行することができる）。
【００９６】
　他の実施例では、ユーザが発語するにつれて、発語の音声表記をリアルタイムで実行す
ることができる。単語を音声表記しながら、発語入力インタフェース４８４に単語を表示
することができる。例えば、リッスン確認４８７の横に単語を表示することができる。ユ
ーザが発語し終えた後に、コマンド受信確認４９０を一時的に表示し、その後、ユーザの
コマンドと関連付けられたタスクを実行することができる。
【００９７】
　更に、他の実施例では、コマンド受信確認４９０は、受信して理解したコマンドに関す
る情報を伝達することができる。例えば、別のチャンネルに変えるという単純な要求の場
合、チャンネルを変えた時に、（例えば、数秒間にわたって）コマンド受信確認４９０と
してそのチャンネルと関連付けられたロゴ又は番号を一時的に表示することができる。別
の実施例では、動画（例えば、動画４８０）を休止するという要求の場合、コマンド受信
確認４９０として、休止シンボル（例えば、２本の垂直方向の平行なバー）を表示するこ
とができる。休止シンボルは、例えば、ユーザが別のアクションを実行する（例えば再生
を再開する再生コマンドを出す）まで、ディスプレイ上に残ることができる。同様に、任
意の他のコマンドについて、シンボル、ロゴ、アニメーションなど（例えば、巻戻し、早
送り、停止、再生などのためのシンボル）表示することができる。したがって、コマンド
受信確認４９０を使用して、コマンド固有の情報を伝達することができる。
【００９８】
　いくつかの実施例では、ユーザクエリ又はコマンドの受信後、発語入力インタフェース
４８４を隠すことができる。例えば、発語入力インタフェース４８４は、ディスプレイ１
１２の下部から消えるまで、下向きにスライドするようにアニメーション化され得る。更
なる情報をユーザに表示する必要がない場合には、発語入力インタフェース４８４を非表
示にすることができる。例えば、一般的な又は簡単なコマンド（例えば、チャンネル１０
に変更、スポーツチャンネルに変更、再生、休止、早送り、巻戻しなど）の場合、コマン
ドの受信を確認した後直ちに発語入力インタフェース４８４を非表示にすることができ、
関連付けられたタスク（単数又は複数）を直ちに実行することができる。本明細書の種々
の実施例は、ディスプレイの下部又は上縁部にあるインタフェースを例示し、それについ
て説明しているが、ディスプレイの周りの他の場所に、種々のインタフェースのうちのい
ずれかを配置できることを了解されたい。例えば、発語入力インタフェース４８４は、デ
ィスプレイ１１２の側縁部から、ディスプレイ１１２の中心、ディスプレイ１１２の隅角
部などに出現することができる。同様に、本明細書で説明する種々の他のインタフェース
の実施例は、ディスプレイ上の種々の異なる場所に、種々の異なる向きで配列することが
できる。更に、本明細書で説明する種々のインタフェースは、不透明であるものとして示
されているが、種々のインタフェースのうちのいずれかは、透明とすることができ、ある
いは場合によっては、画像（ぼやけた画像又は画像全体）を、インタフェースを介して閲
覧できるようにする（例えば、下にあるメディアコンテンツを完全に不明瞭にすることな
く、メディアコンテンツ上にインタフェースコンテンツを重ねる）ことができる。
【００９９】
　他の実施例では、発語入力インタフェース４８４内に、又は異なるインタフェースに、
クエリの結果を表示することができる。図５は、動画４８０上の例示的なメディアコンテ
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ンツインタフェース５１０を示し、図４Ｅの音声表記されたクエリの例示的な結果が表示
されている。いくつかの実施例では、仮想アシスタントクエリの結果は、テキストコンテ
ンツの代わりに、又はそれに加えてメディアコンテンツを含むことができる。例えば、仮
想アシスタントクエリの結果は、テレビプログラム、動画、音楽などを含むことができる
。いくつかの結果は、再生のために直ちに利用可能なメディアを含むことができる一方で
、他の結果は、購入などのために利用可能であり得るメディアを含むことができる。
【０１００】
　図示のとおり、メディアコンテンツインタフェース５１０は、発語入力インタフェース
４８４よりも大きいサイズとすることができる。１つの実施例では、発語入力インタフェ
ース４８４は、発語入力情報に適応するようにより小さい第１のサイズのものとすること
ができ、メディアコンテンツインタフェース５１０は、クエリ結果に適応するようにより
大きい第２のサイズとすることができ、メディアコンテンツインタフェース５１０は、テ
キスト、静止画像像及び動画像を含むことができる。このようにすると、仮想アシスタン
ト情報を伝達するためのインタフェースのサイズは、伝達されるコンテンツに応じた縮尺
にすることができ、それにより、スクリーンの面積への侵入が制限される（例えば、動画
４８０などの他のコンテンツの遮蔽が最小限に抑えられる）。
【０１０１】
　例示したように、メディアコンテンツインタフェース５１０は、（仮想アシスタントク
エリの結果として）選択可能な動画リンク５１２、選択可能なテキストリンク５１４、及
び追加のコンテンツリンク５１３を含むことができる。いくつかの実施例では、遠隔制御
（例えば、遠隔制御１０６）を使用して、フォーカス、カーソルなどを特定の要素にナビ
ゲートし、それを選択することによって、リンクを選択することができる。他の実施例で
は、仮想アシスタントへの音声コマンド（例えば、そのサッカーの試合を視聴する、バス
ケットボールの試合に関する詳細を表示する、など）を使用して、リンクを選択すること
ができる。選択可能な動画リンク５１２は、静止画像又は動画像を含むことができ、関連
付けられた動画を再生させるために選択可能であり得る。１つの実施例では、選択可能な
動画リンク５１２は、関連付けられた動画コンテンツの再生動画を含むことができる。別
の実施例では、選択可能な動画リンク５１２は、テレビチャンネルのライブフィードを含
むことができる。例えば、選択可能な動画リンク５１２は、テレビで現在放送されている
スポーツイベントに関する仮想アシスタントクエリの結果として、スポーツチャネルのサ
ッカーの試合のライブフィードを含むことができる。選択可能な動画リンク５１２はまた
、任意の他の動画、アニメーション、画像など（例えば、三角形の再生シンボル）を含む
ことができる。更に、リンク５１２は、映画、テレビ番組、スポーツイベント、音楽など
のような、任意の種類のメディアコンテンツにリンクすることができる。
【０１０２】
　選択可能なテキストリンク５１４は、選択可能な動画リンク５１２と関連付けられたテ
キストコンテンツを含むことができ、あるいは、仮想アシスタントクエリの結果のテキス
トレプリゼンテーションを含むことができる。１つの実施例では、選択可能なテキストリ
ンク５１４は、仮想アシスタントクエリの結果として生じるメディアの記述を含むことが
できる。例えば、選択可能なテキストリンク５１４は、テレビプログラムの名前、映画の
タイトル、スポーツイベントの記述、テレビチャンネルの名前又は番号などを含むことが
できる。１つの実施例では、テキストリンク５１４の選択は、関連付けられたメディアコ
ンテンツを再生することができる。別の例では、テキストリンク５１４の選択は、メディ
アコンテンツ又は他の仮想アシスタントクエリ結果に関する追加の詳細を提供することが
できる。追加のコンテンツリンク５１３は、仮想アシスタントクエリの追加の結果にリン
クし、それを表示させることができる。
【０１０３】
　ある特定のメディアコンテンツの実施例が図５に示されているが、メディアコンテンツ
についての仮想アシスタントクエリの結果として、任意の種類のメディアコンテンツを含
んでもよいことを了解されたい。例えば、仮想アシスタントの結果として戻され得るメデ
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ィアコンテンツとして、動画、テレビプログラム、音楽、テレビチャンネルなどを挙げる
ことができる。更に、いくつかの実施例では、ユーザが検索若しくはクエリの結果、又は
表示されたメディアオプションをフィルタリングすることを可能にするために、本明細書
のインタフェースのうちのいずれかに、カテゴリーフィルタを提供することができる。例
えば、結果を種類（例えば、映画、音楽アルバム、書籍、テレビ番組など）によってフィ
ルタリングするために、選択可能なフィルタを提供することができる。他の実施例では、
選択可能なフィルタは、ジャンル記述子又はコンテンツ記述子（例えば、コメディ、イン
タビュー、特定のプログラムなど）を含むことができる。更に他の実施例では、選択可能
なフィルタは、時（例えば、今週、先週、昨年など）を含むことができる。表示されたコ
ンテンツに関連するカテゴリーに基づいて、ユーザが結果をフィルタリングする（例えば
、メディア結果が種々の種類を有する場合に、種類によってフィルタリングする、メディ
ア結果が種々のジャンルを有する場合にはジャンルによってフィルタリングする、メディ
ア結果が種々の時を有する場合には時によってフィルタリングする、など）ことを可能に
するために、本明細書で説明する種々のインタフェースのうちのいずれかにフィルタを提
供することができることを了解されたい。
【０１０４】
　他の実施例では、メディアコンテンツインタフェース５１０は、メディアコンテンツ結
果に加えて、クエリのパラフレーズを含むことができる。例えば、メディアコンテンツ結
果の上方に（選択可能な動画リンク５１２及び選択可能なテキストリンク５１４の上方に
）、ユーザのクエリのパラフレーズを表示することができる。図５の実施例では、ユーザ
のクエリのそのようなパラフレーズは、「現在、いくつかのスポーツイベント放送されて
いる」を含むことができる。同様に、メディアコンテンツ結果を紹介する他のテキストを
表示することができる。
【０１０５】
　いくつかの実施例では、インタフェース５１０を含む任意のインタフェースを表示した
後、ユーザは、新しいクエリ（以前のクエリに関係していることも、関係していないこと
もある）を用いた追加の発語入力のキャプチャを開始することができる。ユーザクエリは
、動画リンク５１２を選択するコマンドなど、インタフェース要素に対して作用するコマ
ンドを含むことができる。別の実施例では、ユーザの発語は、表示されたメニュー情報、
再生動画（例えば、動画４８０）など、表示されたコンテンツと関連付けられたクエリを
含むことができる。表示された情報（例えば、表示テキスト）、及び／又は表示されたコ
ンテンツと関連付けられたメタデータ（例えば、再生動画と関連付けられたメタデータ）
に基づいて、そのようなクエリに対する応答を判定することができる。例えば、ユーザは
、インタフェース（例えば、インタフェース５１０）に表示されたメディア結果に関して
質問することができ、そのメディアと関連付けられたメタデータを検索して、回答又は結
果を提供することができる。次いで、別のインタフェースに又は同じインタフェース内に
（例えば、本明細書で論じるインタフェースのうちのいずれかに）、そのような回答又は
結果を提供することができる。
【０１０６】
　上述のように、１つの実施例では、テキストリンク５１４の選択に応じて、メディアコ
ンテンツに関する追加の詳細を表示することができる。図６Ａ及び図６Ｂは、テキストリ
ンク５１４の選択後の、動画４８０上の例示的なメディア詳細インタフェース６１８を示
す。１つの実施例では、追加詳細情報を提供する際に、図６Ａのインタフェース拡張遷移
６１６により例示されるように、メディアコンテンツインタフェース５１０をメディア詳
細インタフェース６１８へと拡張することができる。詳細には、図６Ａに示すように、選
択されたコンテンツのサイズを拡張することができ、スクリーンの面積のうちのより多く
を占めるようにディスプレイ１１２上でインタフェースを上向きに拡張することによって
、追加のテキスト情報を提供することができる。ユーザが所望する追加の詳細情報に適応
するように、インタフェースを拡張することができる。このようにすると、インタフェー
スのサイズは、ユーザが所望するコンテンツ量に伴う縮尺にすることができ、それにより
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、所望のコンテンツを依然として伝達しながら、スクリーンの面積への侵入が最小限に抑
えられる。
【０１０７】
　図６Ｂは、完全に拡張した後の詳細インタフェース６１８を示す。図示のとおり、詳細
インタフェース６１８は、所望の詳細情報に適応するように、メディアコンテンツインタ
フェース５１０又は発語入力インタフェース４８４のいずれかよりも大きいサイズのもの
とすることができる。詳細インタフェース６１８は、メディアコンテンツ又は仮想アシス
タントクエリの別の結果と関連付けられた種々の詳細情報を含む、詳細なメディア情報６
２２を含むことができる。詳細なメディア情報６２２は、プログラムのタイトル、プログ
ラムの記述、プログラムの放送時間、チャンネル、エピソード概要、映画の記述、俳優の
名前、キャラクターの名前、スポーツイベントの参加者、プロデューサーの名前、ディレ
クターの名前、又は仮想アシスタントクエリの結果と関連付けられた任意の他の詳細情報
を含むことができる。
【０１０８】
　１つの実施例では、詳細インタフェース６１８は、選択可能な動画リンク６２０（又は
、メディアコンテンツを再生するための別のリンク）を含むことができ、選択可能な動画
リンク６２０は、対応する選択可能な動画リンク５１２のより大きいバージョンを含むこ
とができる。したがって、選択可能な動画リンク６２０は、静止画像又は動画像を含むこ
とができ、関連付けられた動画を再生させるために選択可能であり得る。選択可能な動画
リンク６２０は、関連付けられた動画コンテンツの再生動画、テレビチャンネルのライブ
フィード（例えば、スポーツチャンネルでのサッカーの試合のライブフィード）などを含
むことができる。選択可能な動画リンク６２０はまた、任意の他の動画、アニメーション
、画像など（例えば、三角形の再生シンボル）を含むことができる。
【０１０９】
　上述のように、動画リンク６２０又は動画リンク５１２などの動画リンクの選択に応じ
て、動画を再生することができる。図７Ａ及び図７Ｂは、動画リンク（又は動画コンテン
ツを再生するための他のコマンド）の選択に応じて表示することができる例示的なメディ
ア遷移インタフェースを示す。例示したように、動画４８０を動画７２６と入れ替えるこ
とができる。１つの実施例では、図７Ａのインタフェース拡張遷移７２４により示すよう
に、動画４８０の上に重なる又はそれを覆うように動画７２６を拡張することができる。
遷移の結果は、図７Ｂの拡張されたメディアインタフェース７２８を含むことができる。
他のインタフェースの場合と同様に、拡張されたメディアインタフェース７２８のサイズ
は、ユーザに所望の情報を提供するのに十分であり得、ここでは、ディスプレイ１１２全
体に拡張することを含む。したがって、所望の情報が、ディスプレイ全体にわたる再生メ
ディアコンテンツを含むことができるので、拡張されたメディアインタフェース７２８は
、任意の他のインタフェースよりも、大きくすることができる。図示されていないが、い
くつかの実施例では、動画７２６上に（例えば、スクリーンの下部に沿って）、記述情報
を一時的に重ねることができる。そのような記述情報は、関連付けられたプログラム、動
画、チャンネルなどの名前を含むことができる。次いで、（例えば、数秒後に）記述情報
をビューから非表示にすることができる。
【０１１０】
　図８Ａ～図８Ｂは、ユーザに発語入力情報を伝達するためにディスプレイ１１２上に表
示することができる例示的な発語入力インタフェース８３６を示す。１つの実施例では、
メニュー８３０上に発語入力インタフェース８３６を表示することができる。メニュー８
３０は、種々のメディアオプション８３２を含むことができ、同様に、任意の他の種類の
メニュー（例えば、コンテンツメニュー、カテゴリーメニュー、コントロールメニュー、
セットアップメニュー、プログラムメニューなど）上に発語入力インタフェース８３６を
表示することができる。１つの実施例では、発語入力インタフェース８３６は、ディスプ
レイ１１２のスクリーンの面積のうち比較的大きな量を占めるように構成され得る。例え
ば、発語入力インタフェース８３６は、上記で論じた発語入力インタフェース４８４より
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も大きくすることができる。１つの実施例では、バックグラウンドコンテンツに基づいて
、使用される発語入力インタフェース（例えば、より小さいインタフェース４８４又はよ
り大きいインタフェース８３６のいずれか）のサイズを判定することができる。バックグ
ラウンドコンテンツが動画像を含む時には、例えば、小さい発語入力インタフェース（例
えば、インタフェース４８４）を表示することができる。一方、バックグラウンドコンテ
ンツが静止画像（例えば、休止された動画）又はメニューを含む時には、例えば、大きい
発語入力インタフェース（例えば、インタフェース８３６）を表示することができる。こ
のようにすると、ユーザが動画コンテンツを視聴している場合には、より小さい発語入力
インタフェースを表示することができ、スクリーンの面積に対する侵入が最小限に抑えら
れるが、ユーザが、メニューをナビゲートしている場合、又は休止された動画又は他の静
止画像を閲覧している場合には、より大きい発語入力インタフェースを表示し、追加の面
積を占めることによって、より多くの情報を伝達する、あるいは、より重大な効果を有す
ることができる。同様に、バックグラウンドコンテンツに基づいて、本明細書で論じる他
のインタフェースを異なるようにサイズ設定することができる。
【０１１１】
　上記で論じたように、仮想アシスタントは、コマンド又はクエリを含んでいる発語入力
を聞き取る（又は、後続の処理のために発語入力の記録を開始する、若しくは発語入力の
リアルタイム処理を開始する）ようにトリガーされ得る。例えば、ユーザが、遠隔制御１
０６上の物理ボタンを押すこと、ユーザが、ユーザデバイス１０２上の物理ボタンを押す
こと、ユーザが、ユーザデバイス１０２上の仮想ボタンを押すこと、ユーザが、常時リッ
スンデバイスにより認識可能なトリガーフレーズを発すること（例えば、コマンドのリッ
スンを開始するように「Ｈｅｙ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ」と発すること）、ユーザが、セン
サにより検出可能なジェスチャを行うこと（例えば、カメラの前で合図すること）などの
指示を含む、種々のやり方でリッスンをトリガーすることができる。別の実施例では、ユ
ーザは、リッスンを開始するために、遠隔制御１０６又はユーザデバイス１０２上の物理
ボタンを押し続けることができる。更に他の実施例では、ユーザは、クエリ又はコマンド
を発語しながら、遠隔制御１０６又はユーザデバイス１０２上の物理ボタンを押し続ける
ことができ、終了時にボタンを離すことができる。同様に、ユーザからの発語入力の受信
を開始するために、種々の他の指示を受信することができる。
【０１１２】
　発語入力をリッスンする指示を受信したことに応じて、メニュー８３０の上に発語入力
インタフェース８３６を表示することができる。図８Ａは、ディスプレイ１１２の下部分
から上向きに拡張する大きな通知エリア８３４を示す。発語入力をリッスンする指示を受
信すると、大きい通知エリア８３４に発語入力インタフェース８３６を表示することがで
き、図示のように、ディスプレイ１１２の閲覧エリアの下縁部から上向きにスライドする
ようにそのインタフェースをアニメーション化することができる。いくつかの実施例では
、（例えば、発語入力をリッスンする指示を受信したことに応じて）重なっているインタ
フェースが表示されるので、バックグラウンドメニュー、休止された動画、静止画像又は
他のバックグラウンドコンテンツを、ｚ方向に（あたかも、更にディスプレイ１１２に入
るように）縮小する、及び／又は逆方向に移動させることができる。バックグラウンドイ
ンタフェース縮小遷移８３１及び関連付けられた内向き矢印は、どのようにバックグラウ
ンドコンテンツ（例えば、メニュー８３０）を縮小する（表示されたメニュー、画像、テ
キストなどを小さくする）ことができるかについて説明する。これにより、新しいフォア
グラウンドインタフェース（例えば、インタフェース８３６）の邪魔にならないところに
、バックグラウンドコンテンツユーザから離れて移動するように見える視覚的効果を提供
することができる。図８Ｂは、縮小された（小さくなった）バージョンのメニュー８３０
を含む、縮小されたバックグラウンドインタフェース８３３を示す。図示のとおり、（枠
線を含むことができる）縮小されたバックグラウンドインタフェース８３３は、フォアグ
ラウンドインタフェース８３６に焦点を譲りながらも、ユーザから遠くに現れることがで
きる。重複しているインタフェースが表示されるので、本明細書で論じる他の実施例のう
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ちのいずれかにおける（バックグラウンド動画コンテンツを含む）バックグラウンドコン
テンツを同様に、ｚ方向に縮小する及び／又は逆方向に移動させることができる。
【０１１３】
　図８Ｂは、上向きにスライドさせて現れた後の発語入力インタフェース８３６を示す。
上記で論じたように、発語入力を受信している間、種々の確認を表示することができる。
ここでは図示されていないが、発語入力インタフェース８３６は、図４Ｂ、図４Ｃ及び図
４Ｄをそれぞれ参照して上記で論じた発語入力インタフェース４８４と同様に、より大き
いバージョンの準備完了確認４８６、リッスン確認４８７及び／又は処理確認４８８を同
様に表示することができる。
【０１１４】
　図８Ｂに示すように、システムが発語入力を受信し解釈したことを確認するために、コ
マンド受信確認８３８を（上記で論じたより小さいサイズのコマンド受信確認４９０の場
合と同様に）表示することができる。また、音声表記８４０を表示することができ、音声
表記８４０は、受信した発語入力の音声表記（例えば、「ニューヨークの天気は？」）を
含むことができる。いくつかの実施例では、ディスプレイ１１２の下部から、音声表記８
４０をスライドアップさせるようにアニメーション化することができ、図８Ｂに示した位
置に、しばらくの間（例えば、数秒）表示することができ、次いで、（例えば、あたかも
テキストスクロールアップし、最終的にビューから消えるかのように）音声表記を発語入
力インタフェース８３６の上部までスライドアップさせてビューから消すことができる。
他の実施例では、音声表記を表示しないことがあり、ユーザのコマンド又はクエリを処理
することができ、音声表記を表示することなく、関連付けられたタスクを実行することが
できる。
【０１１５】
　他の実施例では、ユーザが発語するにつれて、発語の音声表記をリアルタイムで実行す
ることができる。単語を音声表記しながら、発語入力インタフェース８３６に単語を表示
することができる。例えば、上記で論じたリッスン確認４８７のより大きなバージョンの
横に単語を表示することができる。ユーザが発語し終えた後に、コマンド受信確認８３８
を一時的に表示し、その後、ユーザのコマンドと関連付けられたタスクを実行することが
できる。
【０１１６】
　更に、他の実施例では、コマンド受信確認８３８は、受信して理解したコマンドに関す
る情報を伝達することができる。例えば、特定のチャンネルに同調させるという単純な要
求の場合、チャンネルを同調させた時に、（例えば、数秒間にわたって）コマンド受信確
認８３８としてそのチャンネルと関連付けられたロゴ又は番号を一時的に表示することが
できる。別の実施例では、表示されたメニュー項目（例えば、メディアオプション８３２
のうちの１つ）を選択するという要求の場合、コマンド受信確認８３８として、選択され
たメニュー項目と関連付けられた画像を表示することができる。したがって、コマンド受
信確認８３８を使用して、コマンド固有の情報を伝達することができる。
【０１１７】
　いくつかの実施例では、ユーザクエリ又はコマンドの受信後、発語入力インタフェース
８３６を非表示にすることができる。例えば、発語入力インタフェース８３６は、ディス
プレイ１１２の下部から消えるまで、下向きにスライドするようにアニメーション化する
ことができる。更なる情報をユーザに表示する必要がない場合には、発語入力インタフェ
ース８３６を非表示にすることができる。例えば、一般的な又は簡単なコマンド（例えば
、チャンネル１０に変更、スポーツチャンネルに変更、その映画の再生など）の場合、コ
マンドの受信を確認した後直ちに発語入力インタフェース８３６を隠すことができ、関連
付けられたタスク（単数又は複数）を直ちに実行することができる。
【０１１８】
　他の実施例では、発語入力インタフェース８３６内に、又は異なるインタフェースに、
クエリの結果を表示することができる。図９は、図８Ｂの音声表記されたクエリの例示的
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な結果を備える例示的なメニュー８３０上の（詳細には、縮小されたバックグラウンドイ
ンタフェース８３３上の）仮想アシスタント結果インタフェース９４２を示している。い
くつかの実施例では、仮想アシスタントクエリの結果は、テキスト回答９４４などのテキ
スト回答を含むことができる。仮想アシスタントクエリの結果はまた、選択可能な動画リ
ンク９４６及び購入リンク９４８と関連付けられたコンテンツなど、ユーザのクエリに対
処するメディアコンテンツを含むことができる。詳細には、この実施例では、ユーザは、
ニューヨークの特定の場所についての気象情報を尋ねることができる。仮想アシスタント
は、ユーザのクエリに直接答える（例えば、良い天気に見えることを示し、温度情報を提
供する）テキスト回答９４４を提供することができる。テキスト回答９４４の代わりに、
又はそれに加えて、仮想アシスタントは、購入リンク９４８及び関連付けられたテキスト
と共に、選択可能な動画リンク９４６を提供することができる。また、リンク９４６及び
９４８と関連付けられたメディアは、ユーザのクエリに対する応答を提供することができ
る。ここで、リンク９４６及び９４８と関連付けられたメディアは、特定の場所における
気象情報の１０分間クリップ（詳細には、天気予報チャンネルと呼ばれるテレビチャンネ
ルから、ニューヨークの５日間予報）を含むことができる。
【０１１９】
　１つの実施例では、ユーザのクエリに対処するクリップは、（録画又はストリーミング
サービスから利用可能であり得る）以前に放送されたコンテンツの時間キュー部分を含む
ことができる。仮想アシスタントは、１つの実施例では、発語入力と関連付けられたユー
ザ意図に基づいて、利用可能なメディアコンテンツに関する詳細情報を検索することによ
って、（例えば、ストリーミングコンテンツに関する詳細なタイミング情報又は詳細情報
と共に、録画された放送についてのメタデータを含む）そのようなコンテンツを識別する
ことができる。いくつかの実施例では、ユーザは、ある特定のコンテンツへのアクセスを
有しないことがあり、あるいは、ある特定のコンテンツについてのサブスクリプションを
有しないことがある。そのような場合、購入リンク９４８などを介して、コンテンツの購
入を勧めることができる。購入リンク９４８又は動画リンク９４６を選択すると、自動的
に、コンテンツの費用をユーザアカウントから回収する、あるいは、コンテンツの費用を
ユーザアカウントに課金することができる。
【０１２０】
　図１０は、仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御し、異なるインタフェースを
使用して関連付けられた情報を表示するための例示的なプロセス１０００を示す。ブロッ
ク１００２で、ユーザからの発語入力を受信することができる。例えば、システム１００
のユーザデバイス１０２又は遠隔制御１０６で、発語入力を受信することができる。いく
つかの実施例では、発語入力（あるいは発語入力の一部又は全部のデータ表現）は、サー
バシステム１１０及び／又はテレビセットトップボックス１０４に送信され、そこで受信
され得る。ユーザが発語入力の受信を開始したことに応じて、ディスプレイ（ディスプレ
イ１１２など）上に種々の通知を表示することができる。例えば、図４Ａ～図４Ｅを参照
して上記で論じたように、準備完了確認、リッスン確認、処理確認及び／又はコマンド受
信確認を表示することができる。更に、受信したユーザ発語入力を音声表記することがで
き、音声表記を表示することができる。
【０１２１】
　再び図１０のプロセス１０００を参照すると、ブロック１００４で、発語入力に基づい
て、メディアコンテンツを判定することができる。例えば、（例えば、利用可能なメディ
アコンテンツを検索することなどによって）仮想アシスタントにおいてダイレクトされた
ユーザクエリに対処するメディアコンテンツを判定することができる。例えば、図４Ｅの
音声表記４９２（「現在、どんなスポーツイベントが放送されているか？」）に関係する
メディアコンテンツを判定することができる。そのようなメディアコンテンツは、ユーザ
が閲覧するために利用可能な１つ以上のテレビチャンネル上に表示されているライブスポ
ーツイベントを含むことができる。
【０１２２】
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　ブロック１００６で、選択可能なメディアリンクを備える第１のサイズの第１のユーザ
インタフェースを表示することができる。例えば、図５に示すように、選択可能な動画リ
ンク５１２と選択可能なテキストリンク５１４とを備えるメディアコンテンツインタフェ
ース５１０を、ディスプレイ１１２上に表示することができる。上記で論じたように、メ
ディアコンテンツインタフェース５１０は、バックグラウンド動画コンテンツと干渉する
ことを回避するために、より小さいサイズとすることができる。
【０１２３】
　ブロック１００８で、リンクうちの１つの選択を受信することができる。例えば、リン
ク５１２及び／又はリンク５１４のうちの１つの選択を受信することができる。ブロック
１０１０で、その選択と関連付けられたメディアコンテンツを備えるより大きい第２のサ
イズの第２のユーザインタフェースを表示することができる。図６Ｂに示すように、例え
ば、選択可能な動画リンク６２０と詳細なメディア情報６２２とを備える詳細インタフェ
ース６１８を、ディスプレイ１１２上に表示することができる。上記で論じたように、詳
細インタフェース６１８は、所望の追加の詳細なメディア情報を伝達するために、より大
きいサイズのものとすることができる。同様に、図７Ｂに示すように、動画リンク６２０
を選択すると、動画７２６を備える拡張されたメディアインタフェース７２８を表示する
ことができる。上記で論じたように、拡張されたメディアインタフェース７２８は、所望
のメディアコンテンツを依然としてユーザに提供するために、より大きいサイズのものと
することができる。このようにすると、本明細書で論じる種々のインタフェースを、場合
によっては制限されたスクリーンの面積を占めながら、（より大きいサイズのインタフェ
ースに拡張すること、又はより小さいサイズのインタフェースまで縮小することを含めて
）所望のコンテンツに適応するようにサイズ設定することができる。したがって、仮想ア
シスタントを使用してテレビ対話を制御し、異なるインタフェースを使用して関連付けら
れた情報を表示するために、プロセス１０００を使用することができる。
【０１２４】
　別の実施例では、バックグラウンド動画コンテンツ上ではなく、コントロールメニュー
上により大きいサイズインタフェースを表示することができる。例えば、図８Ｂに示すよ
うに、メニュー８３０上に発語入力インタフェース８３６を表示することができ、図９に
示すように、メニュー８３０上にアシスタント結果インタフェース９４２を表示すること
ができる一方で、図５に示すように、動画４８０上により小さいメディアコンテンツイン
タフェース５１０を表示することができる。このようにすると、インタフェースのサイズ
（例えば、インタフェースが占めるスクリーンの面積の量）を、少なくとも部分的にバッ
クグラウンドコンテンツの種類によって判定することができる。
【０１２５】
　図１１は、ユーザデバイス１０２上の例示的なテレビメディアコンテンツを示し、ユー
ザデバイス１０２は、タッチスクリーン２４６（又は別のディスプレイ）を備える、携帯
電話、タブレットコンピュータ、遠隔制御などを含むことができる。図１１は、複数のテ
レビプログラム１１５２を備えるＴＶリストを含むインタフェース１１５０を示す。イン
タフェース１１５０は、テレビ制御アプリケーション、テレビコンテンツリストアプリケ
ーション、インターネットアプリケーションなどのような、ユーザデバイス１０２上の特
定のアプリケーションに対応することができる。いくつかの実施例では、ユーザデバイス
１０２上に（例えば、タッチスクリーン２４６上に）表示されたコンテンツを使用して、
そのコンテンツに関係する発語入力からユーザ意図を判定することができ、そのユーザ意
図を使用して、別のデバイス及びディスプレイ上で（例えば、テレビセットトップボック
ス１０４、並びにディスプレイ１１２及び／又はスピーカ１１１上で）コンテンツを再生
又は表示させることができる。例えば、ユーザデバイス１０２上のインタフェース１１５
０に表示されたコンテンツを使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避すし、発語入力からユ
ーザ意図を判定でき、次いで、判定したユーザ意図を使用して、テレビセットトップボッ
クス１０４を介して、メディアを再生又は表示することができる。
【０１２６】
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　図１２は、仮想アシスタントを使用した例示的なテレビ制御を示す。図１２は、インタ
フェース１２５４を示し、インタフェース１２５４は、アシスタントとユーザとの間の会
話型ダイアログとしてフォーマットされた仮想アシスタントインタフェースを含むことが
できる。例えば、インタフェース１２５４は、ユーザに要求を行うようにプロンプトを出
すアシスタントグリーティング１２５６を含むことができる。次いで、音声表記されたユ
ーザ発語１２５８など、その後受信したユーザ発語を音声表記することができ、会話のや
り取りが表示される。いくつかの実施例では、インタフェース１２５４は、発語入力の受
信を開始するトリガー（ボタン押下、キーフレーズなどのようなトリガー）に応じて、ユ
ーザデバイス１０２上に現れることができる。
【０１２７】
　１つの実施例では、テレビセットトップボックス１０４を介して（例えばディスプレイ
１１２及びスピーカ１１１上で）コンテンツを再生するというユーザ要求は、ユーザデバ
イス１０２上の表示されたものへの曖昧な参照を含むことができる。例えば、音声表記さ
れたユーザ発語１２５８は、「その」サッカーの試合への参照を含む（「そのサッカーの
試合をつけて。」）。所望される特定のサッカーの試合は、発語入力のみからでは不明瞭
であることがある。ただし、いくつかの実施例では、ユーザデバイス１０２上に表示され
たコンテンツを使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザ意図を判定することがで
きる。１つの実施例では、ユーザが要求を行う前に（例えば、インタフェース１２５４が
タッチスクリーン２４６上に現れる前に）ユーザデバイス１０２に表示されたコンテンツ
を使用して、（以前のクエリ及び結果など、インタフェース１２５４内に現れているコン
テンツができるように）ユーザ意図を判定することができる。例示した実施例では、図１
１のインタフェース１１５０に表示されたコンテンツを使用して、「その」サッカーの試
合をつけるというコマンドから、ユーザ意図を判定することができる。テレビプログラム
１１５２のＴＶリストは、種々の異なるプログラムを含み、それらのうちの１つのタイト
ルが、チャンネル５で放送されている「サッカー」である。サッカーのリストが現れてい
ることを使用して、「その」サッカーの試合と発したことから、ユーザの意図を判定する
ことができる。詳細には、「その」サッカーの試合へのユーザの参照を、インタフェース
１１５０のＴＶリストに現れているサッカープログラムと解釈することができる。したが
って、仮想アシスタントは、（例えば、テレビセットトップボックス１０４を、適切なチ
ャンネルに同調させ、その試合を表示させることによって）ユーザが望んだその特定のサ
ッカーの試合を再生させることができる。
【０１２８】
　他の実施例では、ユーザは、種々の他のやり方で、インタフェース１１５０に表示され
たテレビプログラム（例えば、チャンネル８の番組、ニュース、ドラマ番組、広告、第１
の番組など）を参照することができ、表示されたコンテンツに基づいて、ユーザ意図を同
様に判定することができる。表示されたコンテンツと関連付けられたメタデータ（例えば
、ＴＶプログラムの記述）、ファジーマッチング技術、シノニムマッチングなどを、ユー
ザ意図を判定するために、表示されたコンテンツと併せて更に使用することができること
を了解されたい。例えば、「広告」を表示するという要求からユーザ意図を判定するため
に、（例えば、シノニム及び／又はファジーマッチング技術を使用して）記述「テレビシ
ョッピング」に用語「広告」はマッチングすることができる。同様に、ユーザ意図を判定
する際に、特定のＴＶプログラムの記述を分析することができる。例えば、用語「法律」
は、法廷ドラマの詳細な説明において識別され得、インタフェース１１５０に表示された
コンテンツと関連付けられた詳細な記述に基づいて、「法律」番組を視聴するというユー
ザ要求から、ユーザ意図を判定することができる。したがって、表示されたコンテンツ及
びそれと関連付けられたデータを使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザ意図を
判定することができる。
【０１２９】
　図１３は、ユーザデバイス１０２上の例示的な写真及び動画コンテンツを示し、ユーザ
デバイス１０２は、タッチスクリーン２４６（又は別のディスプレイ）を備える、携帯電
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話、タブレットコンピュータ、遠隔制御などを含むことができる。図１３は、写真及び動
画のリストを含むインタフェース１３６０を示す。インタフェース１３６０は、メディア
コンテンツアプリケーション、ファイルナビゲーションアプリケーション、ストレージア
プリケーション、遠隔ストレージ管理アプリケーション、カメラアプリケーションなどの
ような、ユーザデバイス１０２上の特定のアプリケーションに対応することができる。図
示のとおり、インタフェース１３６０は、動画１３６２、フォトアルバム１３６４（例え
ば、複数の写真のグループ）、及び写真１３６６を含むことができる。図１１及び図１２
を参照して上記で論じたように、ユーザデバイス１０２に表示されたコンテンツを使用し
て、そのコンテンツに関係する発語入力からユーザ意図を判定することができる。次いで
、ユーザ意図を使用して、別のデバイス及びディスプレイ（例えば、テレビセットトップ
ボックス１０４、並びにディスプレイ１１２及び／又はスピーカ１１１上に）上にコンテ
ンツを再生又は表示させることができる。例えば、ユーザデバイス１０２上のインタフェ
ース１３６０に表示されたコンテンツを使用して、にユーザ要求の曖昧性を回避し、発語
入力からユーザ意図を判定することができ、次いで、判定したユーザ意図を使用して、テ
レビセットトップボックス１０４を介して、メディアを再生又は表示することができる。
【０１３０】
　図１４は、仮想アシスタントを使用した例示的なメディア表示制御を示す。図１４は、
インタフェース１２５４を示し、インタフェース１２５４は、アシスタントとユーザとの
間の会話型ダイアログとしてフォーマットされた仮想アシスタントインタフェースを含む
ことができる。図示のとおり、インタフェース１２５４は、ユーザに要求を行うようにプ
ロンプトを出すアシスタントグリーティング１２５６を含むことができる。次いで、図１
４の実施例によって示すようにダイアログ内にユーザ発語を音声表記することができる。
いくつかの実施例では、インタフェース１２５４は、発語入力の受信を開始するトリガー
（ボタン押下、キーフレーズなどのようなトリガー）に応じて、ユーザデバイス１０２上
に現れることができる。
【０１３１】
　１つの実施例では、テレビセットトップボックス１０４を介して（例えばディスプレイ
１１２及びスピーカ１１１上で）メディアコンテンツを再生する、又はメディアを表示す
るというユーザ要求は、ユーザデバイス１０２上の表示されたものへの曖昧な参照を含む
ことができる。例えば、音声表記されたユーザ発語１４６８は、「その」動画への参照（
「その動画を表示する。」）を含む。参照される特定の動画は、発語入力のみからでは不
明瞭であることがある。ただし、いくつかの実施例では、ユーザデバイス１０２上に表示
されたコンテンツを使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザ意図を判定すること
ができる。１つの実施例では、ユーザが要求を行う前に（例えば、インタフェース１２５
４がタッチスクリーン２４６上に現れる前に）ユーザデバイス１２０に表示されたコンテ
ンツを使用して、（以前のクエリ及び結果など、インタフェース１２５４内に現れている
コンテンツができるように）ユーザ意図を判定することができる。ユーザ発語１４６８の
実施例では、図１３のインタフェース１３６０に表示されたコンテンツを使用して、「そ
の」動画を表示するというコマンドから、ユーザ意図を判定することができる。インタフ
ェース１３６０における写真及び動画のリストは、動画１３６２、フォトアルバム１３５
４及び写真１３６６を含む、種々の異なる写真及び動画を含む。インタフェース１３６０
に動画が１つしか現れていないので（例えば、動画１３６２）、インタフェース１３６０
に動画１３６２が現れていることを使用して、「その」動画と発したことからユーザの意
図を判定することができる。詳細には、「その」動画へのユーザの参照を、インタフェー
ス１３６０に現れている動画１３６２（タイトル「卒業式の動画」）と解釈することがで
きる。したがって、仮想アシスタントは、（例えば、ユーザデバイス１０２又は遠隔スト
レージからテレビセットトップボックス１０４に動画１３６２を送信させ、再生を開始さ
せることによって）動画１３６２を再生させることができる。
【０１３２】
　別の実施例では、音声表記されたユーザ発語１４７０は、「その」アルバムへの参照（
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「そのアルバムのスライドショーを再生して。」）を含む。参照される特定のアルバムは
、発語入力のみからでは不明瞭であることがある。ユーザデバイス１０２上に表示された
コンテンツを再び使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避することができる。詳細には、図
１３のインタフェース１３６０に表示されたコンテンツを使用して、「その」アルバムの
スライドショーを再生するというコマンドから、ユーザ意図を判定することができる。イ
ンタフェース１３６０における写真及び動画のリストは、フォトアルバム１３５４を含む
。インタフェース１３６０にフォトアルバム１３６４が現れていることを使用して、「そ
の」アルバムと発したことから、ユーザの意図を判定することができる。詳細には、「そ
の」アルバムへのユーザの参照を、インタフェース１３６０に現れているフォトアルバム
１３６４（タイトル「卒業式のアルバム」）と解釈することができる。したがって、ユー
ザ発語１４７０に応じて、仮想アシスタントは、（例えば、フォトアルバム１３６４の写
真をユーザデバイス１０２又は遠隔ストレージからテレビセットトップボックス１０４に
送信させ、写真のスライドショーを開始させることによって）フォトアルバム１３６４か
らの写真を含むスライドショーを表示させることができる。
【０１３３】
　更に別の実施例では、音声表記されたユーザ発語１４７２は、「最新の」写真への参照
（「キッチンのテレビに最新の写真を表示して。」）を含む。参照される特定の写真は、
発語入力のみからでは不明瞭であることがある。ユーザデバイス１０２上に表示されたコ
ンテンツを再び使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避することができる。詳細には、図１
３のインタフェース１３６０に表示されたコンテンツを使用して、「最新の」写真を表示
するというコマンドから、ユーザ意図を判定することができる。インタフェース１３６０
における写真及び動画のリストは、２つの個別の写真１３６６を含む。インタフェース１
３６０に写真１３６６が現れていること（特に、インタフェース内における写真１３６６
の出現順序）を使用して、「最新の」写真と発したことから、ユーザの意図を判定するこ
とができる。詳細には、「最新の」写真へのユーザの参照と、インタフェース１３６０の
下部に現れている写真１３６６（２０１４年６月２１日付け）と解釈することができる。
したがって、ユーザ発語１４７２に応じて、仮想アシスタントは、（例えば、最新の写真
１３６６をユーザデバイス１０２又は遠隔ストレージからテレビセットトップボックス１
０４に送信させ、写真表示させることによって）最新の写真１３６６をインタフェース１
３６０に表示させることができる。
【０１３４】
　他の実施例では、ユーザは、種々の他のやり方で、インタフェース１３６０に表示され
たメディアコンテンツ（例えば、最新の２枚の写真、全ての動画ニュース、全ての写真、
卒業式のアルバム、卒業式の動画、６月２１日以降の写真など）を参照することができ、
表示されたコンテンツに基づいて、ユーザ意図を同様に判定することができる。表示され
たコンテンツと関連付けられたメタデータ（例えば、タイムスタンプ、場所、情報、タイ
トル、説明など）、ファジーマッチング技術、シノニムマッチングなどを、ユーザ意図を
判定するために、表示されたコンテンツと併せて更に使用することができることを了解さ
れたい。したがって、表示されたコンテンツ及びそれと関連付けられたデータを使用して
、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザ意図を判定することができる。
【０１３５】
　ユーザ意図を判定する際に、任意のアプリケーションの任意のアプリケーションインタ
フェースにおける任意の種類の表示されたコンテンツを使用することができることを了解
されたい。例えば、発語入力において、インターネットブラウザアプリケーションにおい
てウェブページ上に表示された画像を参照することができ、表示されたウェブページコン
テンツを分析して、所望の画像を識別することができる。同様に、タイトル、ジャンル、
アーティスト、バンド名などによる発語入力において、音楽アプリケーションにおける音
楽のリストの音楽トラックを参照することができ、音楽アプリケーションにおける表示さ
れたコンテンツ（及びいくつかの実施例では、関連メタデータ）を使用して、発語入力か
らユーザ意図を判定することができる。次いで、上記で論じたように、判定したユーザ意
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図を使用して、テレビセットトップボックス１０４など、別のデバイスを介して、メディ
アを表示又は再生させることができる。
【０１３６】
　いくつかの実施例では、メディア制御を許可することができるかどうかを判定する、表
示のために利用可能なメディアコンテンツを判定する、アクセス許可を判定するなどのた
めに、ユーザ識別、ユーザ認証及び／又はデバイス認証を採用することができる。例えば
、例えばテレビセットトップボックス１０４上でメディアを制御するために、特定のユー
ザデバイス（例えば、ユーザデバイス１０２）が認証されているかどうかを判定すること
ができる。登録、ペアリング、信用判定、パスコード、秘密の質問、システム設定などに
基づいて、ユーザデバイスを認証することができる。特定のユーザデバイスが認証されて
いると判定したことに応じて、テレビセットトップボックス１０４を制御するための試行
を許可することができる（例えば、要求側デバイスがメディアを制御することを認証され
ていると判定したことに応じて、メディアコンテンツを再生することができる）。対照的
に、認証されていないデバイスからのメディア制御コマンド又は要求を無視することがで
き、及び／又は、そのようなデバイスのユーザに、特定のテレビセットトップボックス１
０４を制御する際に使用するために、それらのデバイスを登録するようにプロンプトを出
すことができる。
【０１３７】
　別の実施例では、特定のユーザを識別することができ、そのユーザと関連付けられた個
人情報を使用して、要求のユーザ意図を判定することができる。例えば、ユーザの声紋を
使用する音声認識によるなど、発語入力に基づいて、ユーザを識別することができる。い
くつかの実施例では、ユーザは特定のフレーズを発し、そのフレーズを音声認識のために
分析することができる。他の実施例では、仮想アシスタントにダイレクトされた発語入力
要求を、音声認識を使用して分析して、話者を識別することができる。また、（例えば、
ユーザの個人用デバイス１０２上の）発語入力サンプルのソースに基づいて、ユーザを識
別することができる。また、パスワード、パスコード、メニュー選択などに基づいて、ユ
ーザを識別することができる。次いで、識別されたユーザの個人情報に基づいて、ユーザ
から受信した発語入力を解釈することができる。例えば、ユーザから以前の要求、ユーザ
が所有するメディアコンテンツ、ユーザのデバイスに記憶されたメディアコンテンツ、ユ
ーザの好み、ユーザ設定、ユーザの人口統計（例えば、話されている言語など）、ユーザ
プロファイル情報、ユーザ支払方法、又は特定の識別されたユーザと関連付けられた種々
の他の個人情報に基づいて、発語入力のユーザ意図を判定することができる。例えば、個
人情報に基づいて、お気に入りリストを参照する発語入力などの曖昧性を回避することが
でき、ユーザの個人的なお気に入りリストを識別することができる。ユーザと関連付けら
れた写真、動画及び番組（例えば、個人用のユーザデバイスに記憶された写真など）を正
確に識別するために、ユーザ識別に基づいて、同様に、「私」の写真、「私」の動画、「
私」の番組などを参照する発語入力の曖昧性を回避することができる。同様に、コンテン
ツの購入を要求する発語入力の曖昧性を回避して、購入のために、（別のユーザの支払方
法と対比して）識別されたユーザの支払方法を変更すべきであると判定することができる
。
【０１３８】
　いくつかの実施例では、ユーザ認証を使用して、ユーザがメディアコンテンツにアクセ
スすることが可能であるかどうか、メディアコンテンツを購入することが可能であるかど
うかなどを判定することができる。例えば、（例えば、彼らの声紋を使用して）特定のユ
ーザの識別情報を検証して、そのユーザが自身の支払方法を使用して購入を行うことを可
能にするために、音声認識を使用することができる。同様に、ユーザを認証して購入を可
能にするために、パスワードなどを使用することができる。別の実施例では、特定のユー
ザの識別情報を検証して、そのユーザが特定のプログラム（例えば、特定のペアレンタル
ガイドラインレーティングを有するプログラム、特定の対象年齢レーティングを有する映
画など）を視聴することを可能になるかどうかを判定するために、音声認識を使用するこ
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とができる。例えば、特定のプログラムに対する子どもの要求を、要求者がそのようなコ
ンテンツを閲覧することが可能な認証ユーザ（例えば、親）でないことを示す音声認識に
基づいて拒否することができる。他の実施例では、音声認識を使用して、ユーザが特定の
サブスクリプションコンテンツへのアクセス権を有するかどうか判定することができる（
例えば、音声認識に基づいて、プレミアムチャネルのコンテンツにアクセスを制限する）
。いくつかの実施例では、ユーザは特定のフレーズを発し、そのフレーズを音声認識のた
めに分析することができる。他の実施例では、仮想アシスタントにダイレクトされた発語
入力要求を、音声認識を使用して分析して、話者を識別することができる。したがって、
種々のやり方のいずれかでユーザが認証されると最初に判定したことに応じて、ある特定
のメディアコンテンツを再生することができる。
【０１３９】
　図１５は、モバイルユーザデバイス及びメディア表示デバイス上の結果を備える例示的
な仮想アシスタント対話を示す。いくつかの実施例では、仮想アシスタントは、ユーザデ
バイス１０２並びにテレビセットトップボックス１０４など、２つ以上のデバイス上に情
報及び制御を提供することができる。更に、いくつかの実施例では、ユーザデバイス１０
２上の制御及び情報のために使用される同じ仮想アシスタントインタフェースを使用して
、テレビセットトップボックス１０４上のメディアを制御するための要求を発行すること
ができる。したがって、仮想アシスタントシステムは、結果を、ユーザデバイス１０２上
に表示すべきか、あるいはテレビセットトップボックス１０４上に表示すべきかを判定す
ることができる。いくつかの実施例では、テレビセットトップボックス１０４を制御する
ためにユーザデバイス１０２を採用する時、ユーザデバイス１０２上に（例えば、タッチ
スクリーン２４６上に）情報を表示することによって、テレビセットトップボックス１０
４と関連付けられたディスプレイ（例えば、ディスプレイ１１２）上での仮想アシスタン
トインタフェースの侵入は最小限に抑えることができる。他の実施例では、ディスプレイ
１１２上にのみ仮想アシスタント情報を表示することができ、あるいは、ユーザデバイス
１０２とディスプレイ１１２の双方の上に仮想アシスタント情報を表示することができる
。
【０１４０】
　いくつかの実施例では、ユーザデバイス１０２上に直接、仮想アシスタントクエリの結
果を表すべきか、あるいは、テレビセットトップボックス１０４と関連付けられたディス
プレイ１１２上に仮想アシスタントクエリの結果を表示すべきかについて、判定を行うこ
とができる。１つの実施例では、クエリのユーザ意図が情報の要求を含むと判定したこと
に応じて、ユーザデバイス１０２上に情報応答を表示することができる。別の例では、ク
エリのユーザ意図が、メディアコンテンツを再生するという要求を含むと判定したことに
応じて、クエリに応じたメディアコンテンツを、テレビセットトップボックス１０４を介
して再生することができる。
【０１４１】
　図１５は、仮想アシスタントとユーザとの間の会話型ダイアログの例を示す仮想アシス
タントインタフェース１２５４を示す。アシスタントグリーティング１２５６は、ユーザ
に要求を行うようにプロンプトを出すことができる。第１のクエリでは、音声表記された
ユーザ発語１５７４（他のやり方ではタイプ又は入力することもできる）は、表示された
メディアコンテンツと関連付けられた情報回答の要求を含む。詳細には、音声表記された
ユーザ発語１５７４は、例えば、（例えば、図１１のインタフェース１１５０に列挙され
た）ユーザデバイス１０２上のインタフェース上に、又は（例えば、図５のインタフェー
ス５１０に列挙された、あるいは、図７Ｂのディスプレイ１１２上で動画７２６として再
生する）ディスプレイ１１２上に表示され得るサッカーの試合で誰がプレイしているかを
問い合わせる。表示されたメディアコンテンツに基づいて、音声表記されたユーザ発語１
５７４のユーザ意図を判定することができる。例えば、ユーザデバイス１０２又はディス
プレイ１１２上に表示されたコンテンツに基づいて、問題となっている特定のサッカーの
試合を識別することができる。音声表記されたユーザ発語１５７４のユーザ意図は、表示
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されたコンテンツに基づいて識別されるサッカーの試合においてプレイしているチームに
ついて詳述する情報回答を取得することを含むことができる。ユーザ意図が情報回答の要
求を含むと判定したことに応じて、システムは、（ディスプレイ１１２上とは対照的に）
図１５のインタフェース１２５４内に応答を表示することを判定することができる。いく
つかの実施例では、表示されたコンテンツと関連付けられたメタデータに（例えば、テレ
ビリストにおけるサッカーの試合の記述に基づいて）基づいて、クエリに対する応答を判
定することができる。したがって、図示のとおり、インタフェース１２５４において、ユ
ーザデバイス１０２のタッチスクリーン２４６上に、チームアルファとシータとが試合で
対戦していると識別するアシスタントの応答１５７６を表示することができる。したがっ
て、いくつかの実施例では、クエリが情報要求を含むと判定したことに基づいて、ユーザ
デバイス１０２上のインタフェース１２５４内に情報応答を表示することができる。
【０１４２】
　ただし、インタフェース１２５４における第２のクエリは、メディア要求を含む。詳細
には、音声表記されたユーザ発語１５７８は、表示されるメディアコンテンツを「ゲーム
」に変更することを要求する。（例えば、ユーザがどのゲームを望むかを識別するために
）図５のインタフェース５１０に列挙されたゲーム、図１１のインタフェース１１５０に
列挙されたゲーム、（例えば、音声表記されたユーザ発語１５７４における）以前のクエ
リで参照されたゲームなど、表示されたコンテンツに基づいて、音声表記されたユーザ発
語１５７８のユーザ意図を判定することができる。したがって、音声表記されたユーザ発
語１５７８のユーザ意図は、表示されたコンテンツを特定のゲーム（ここでは、チームア
ルファ対シータのサッカーの試合）に変更することを含むことができる。１つの実施例で
は、ユーザデバイス１０２上にゲームを表示することができる。ただし、他の実施例では
、メディアコンテンツを再生するという要求を含むクエリに基づいて、テレビセットトッ
プボックス１０４を介して、ゲームを表示することができる。詳細には、ユーザ意図がメ
ディアコンテンツを再生するという要求を含むと判定したことに応じて、システムは、（
図１５のインタフェース１２５４内とは対照的に）テレビセットトップボックス１０４を
介してディスプレイ１１２上に、メディアコンテンツ結果を表示すると判定することがで
きる。いくつかの実施例では、インタフェース１２５４に、又はディスプレイ１１２上に
、仮想アシスタントが意図するアクションを確認する応答又はパラフレーズ（例えば、「
サッカーの試合に変更して。」）を表示することができる。
【０１４３】
　図１６は、メディア表示デバイス及びモバイルユーザデバイス上のメディア結果を備え
る例示的な仮想アシスタント対話を示す。いくつかの実施例では、仮想アシスタントは、
ユーザデバイス１０２とテレビセットトップボックス１０４の双方の上でのメディアへの
アクセスを提供することができる。更に、いくつかの実施例では、ユーザデバイス１０２
上のメディアのために使用される同じ仮想アシスタントインタフェースを使用して、テレ
ビセットトップボックス１０４上のメディアについての要求を発行することができる。し
たがって、仮想アシスタントシステムは、結果を、テレビセットトップボックス１０４を
介してユーザデバイス１０２上に表示すべきか、あるいはディスプレイ１１２上に表示す
べきかを判定することができる。
【０１４４】
　いくつかの実施例では、メディ結果フォーマット、ユーザの好み、デフォルト設定、要
求自体中の明示コマンドなどに基づいて、デバイス１０２又はディスプレイ１１２上にメ
ディアを表示すべきかどうかにつて判定を行うことができる。例えば、クエリに対するメ
ディア結果のフォーマットを使用して、（例えば、特定の命令なしに）デフォルトでメデ
ィア結果をどのデバイス上に表示するかを判定することができる。テレビプログラムは、
テレビ上に表示するのにより一層適することがあり、ラージフォーマットの動画は、テレ
ビ上に表示するのにより一層適することがあり、サムネイル写真は、ユーザデバイス上に
表示するのにより一層適することがあり、スモールフォーマットのウェブ動画は、ユーザ
デバイス上に表示するのにより一層適することがあり、種々の他のメディアフォーマット
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は、比較的大きいテレビスクリーン又は比較的小さいユーザデバイスのディスプレイのい
ずれかに表示するのにより一層適することがある。したがって、（例えば、メディアフォ
ーマットに基づいて）特定のディスプレイ上にメディアコンテンツを表示すべきであると
いう判定に応じて、デフォルトで、その特定のディスプレイ上にメディアコンテンツを表
示することができる。
【０１４５】
　図１６は、メディアコンテンツを再生すること又は表示することに関係するクエリの実
施例と共に、仮想アシスタントインタフェース１２５４を示す。アシスタントグリーティ
ング１２５６は、ユーザに要求を行うようにプロンプトを出すことができる。第１のクエ
リにおいて、音声表記されたユーザ発語１６８０は、サッカーの試合を表示するという要
求を含む。上記で論じた実施例と同様に、（例えば、ユーザがどのゲームを望むかを識別
するために）図５のインタフェース５１０に列挙されたゲーム、図１１のインタフェース
１１５０に列挙されたゲーム、以前のクエリで参照されたゲームなど、表示されたコンテ
ンツに基づいて、音声表記されたユーザ発語１６８０のユーザ意図を判定することができ
る。したがって、音声表記されたユーザ発語１６８０のユーザ意図は、例えば、テレビで
放送され得る特定のサッカーの試合を表示することを含むことができる。ユーザ意図が、
テレビ用にフォーマットされるメディア（例えば、テレビ放送されるサッカーの試合）を
表示するという要求を含むと判定したことに応じて、システムは、所望のメディアを、テ
レビセットトップボックス１０４を介して（ユーザデバイス１０２自体上とは対照的に）
ディスプレイ１１２上に表示することを自動的に判定することができる。次いで、仮想ア
シスタントシステムは、（例えば、必要なタスクを実行すること、及び／又は適切なコマ
ンドを送信することによって）テレビセットトップボックス１０４を、サッカーの試合に
同調させ、ディスプレイ１１２上にそれを表示することができる。
【０１４６】
　ただし、第２のクエリでは、音声表記されたユーザ発語１６８２は、チームの選手の写
真（例えば、「チームアルファ」の写真）を表示するとう要求を含む。上記で説明した実
施例と同様に、音声表記されたユーザ発語１６８２のユーザ意図を判定することができる
。音声表記されたユーザ発語１６８２のユーザ意図は、「チームアルファ」と関連付けら
れた写真の検索（例えば、ウェブ検索）を実行することと、得られた写真を表示すること
とを含むことができる。ユーザ意図が、サムネイルフォーマットで提示することができる
メディア、又は、特定のフォーマットなしに、ウェブ検索と関連付けられたメディア若し
くは他の不特定メディアを表示するという要求を含むと判定したことに応じて、システム
は、（得られた写真を、テレビセットトップボックス１０４を介してディスプレイ１１２
上に表示することとは対照的に）ユーザデバイス１０２のインタフェース１２５４におい
て、タッチスクリーン２４６上に所望のメディア結果を表示することを自動的に判定する
ことができる。例えば、図示のとおり、ユーザのクエリに応じて、ユーザデバイス１０２
上のインタフェース１２５４内にサムネイル写真１６８４を表示することができる。した
がって、仮想アシスタントシステムは、デフォルトで、ある特定のフォーマットのメディ
アを、又はある特定のフォーマットで（例えば、サムネイルのグループで）提示され得る
メディアを、ユーザデバイス１０２上に表示させることができる。
【０１４７】
　いくつかの実施例では、ユーザデバイス１０２上にユーザ発語１６８０で参照されたサ
ッカーの試合を表示することができ、テレビセットトップボックス１０４を介してディス
プレイ１１２上に写真１６８４を表示することができることを了解されたい。ただし、メ
ディアフォーマットに基づいて、表示用のデフォルトデバイスを自動的に判定することが
でき、それにより、ユーザのためのメディアコマンドが簡略化される。他の実施例では、
ユーザの好み、デフォルト設定、コンテンツを表示するために直近に使用されたデバイス
、ユーザを識別する音声認識、そのユーザと関連付けられたデバイスなどに基づいて、要
求されたメディアコンテンツを表示するためのデフォルトデバイスを判定することができ
る。例えば、ユーザが好みを設定することができる、あるいは、ある特定の種類のコンテ
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ンツ（例えば、動画、スライドショー、テレビプログラムなど）を、テレビセットトップ
ボックス１０４を介してディスプレイ１１２上に表示し、他の種類のコンテンツ（例えば
、サムネイル、写真、ウェブ動画など）を、ユーザデバイス１０２のタッチスクリーン２
４６上に表示するように、デフォルト構成を設定することができる。同様に、１つのデバ
イス又はその他にコンテンツを表示することによって、ある特定のクエリに応答するよう
に、好み又はデフォルト構成を設定することができる。別の実施例では、ユーザが特段別
に命令しない限り、全てのコンテンツをユーザデバイス１０２上に表示することができる
。
【０１４８】
　更に他の実施例では、ユーザクエリは、特定のディスプレイ上にコンテンツを表示する
コマンドを含むことができる。例えば、図１４のユーザ発語１４７２は、キッチンのテレ
ビに写真を表示するコマンドを含む。その結果、システムは、ユーザデバイス１０２上に
写真を表示することとは対照的に、ユーザのキッチンと関連付けられたテレビディスプレ
イ上に、写真を表示させることができる。他の実施例では、ユーザは、種々の他のやり方
で、どの表示デバイスを使用すべきか（例えば、ＴＶに、大型スクリーンに、リビングル
ームに、ベッドルームに、自分のタブレットに、自分の電話に、など）を指示することが
できる。したがって、種々の異なるやり方で、仮想アシスタントクエリのメディアコンテ
ンツ結果を表示するために使用する表示デバイスを判定することができる。
【０１４９】
　図１７は、近接度に基づく例示的なメディアデバイス制御を示す。いくつかの実施例で
は、ユーザは、同じ家庭内に又は同じネットワーク上に、複数のテレビ及びテレビセット
トップボックスを有することができる。例えば、ある家庭は、リビングルームにテレビと
セットトップボックスのセットを有し、別のセットをベッドルームに有し、キッチンに別
のセットを有していることがある。他の実施例では、アパート又はオフィスビルの共有ネ
ットワークなど、同じネットワークに、複数のセットトップボックスを接続することがで
きる。ユーザは、未認証のアクセスを回避するために、特定のセットトップボックスにつ
いて遠隔制御１０６とユーザデバイス１０２とをペアリングすること、接続すること、あ
るいは場合によっては認証することができるが、他の実施例では、遠隔制御及び／又はユ
ーザデバイスを使用して、２つ以上のセットトップボックスを制御することができる。ユ
ーザは、例えば、単一のユーザデバイス１０２を使用して、ベッドルームの、リビングル
ームの、及びキッチンのセットトップボックスを制御することができる。ユーザはまた、
例えば、単一のユーザデバイス１０２を使用して、自身のアパートの自身のセットトップ
ボックスを制御するばかりでなく、近隣のアパートの近隣のセットトップボックスを制御
する（例えば、ユーザデバイス１０２に記憶された写真のスライドショーを近隣のＴＶ上
に表示するなど、ユーザデバイス１０２からのコンテンツを近隣と共有する）ことができ
る。ユーザは、単一のユーザデバイス１０２を使用して複数の異なるセットトップボック
スを制御することができるので、システムは、複数セットトップボックスのうち、どのセ
ットトップボックスにコマンドを送信すべきかを判定することができる。同様に、複数の
セットトップボックスを動作することができる複数の遠隔制御１０６を家庭に装備するこ
とができるので、システムは同様に、複数セットトップボックスのうち、どのセットトッ
プボックスにコマンドを送信すべきかを判定することができる。
【０１５０】
　１つの実施例では、デバイスの近接度を使用して、複数のセットトップボックスのうち
、どれにコマンドを送近隣のＴＶ上に送るべきか（又は、要求されたメディアコンテンツ
をどのディスプレイ上に表示すべきか）を判定することができる。ユーザデバイス１０２
又は遠隔制御１０６と複数のセットトップボックスの各々との間で、近接度を判定するこ
とができる。次いで、最も近いセットトップボックスに、発行されたコマンドを送信する
ことができる（又は、最も近いディスプレイ上に、要求されたメディアコンテンツを表示
することができる）。（例えば、無線周波数を使用する）飛行時間測定、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）ＬＥ、電子ピング信号、近接センサ、サウンドトラベル測定など、種々
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のやり方のいずれかで、近接度を判定する（又は、少なくとも概算する）ことができる。
次いで、測定又は概算した距離を比較することができ、最短距離のデバイス（例えば、最
も近いセットトップボックス）にコマンドを発行することができる。
【０１５１】
　図１７は、第１のディスプレイ１７８６を備える第１のセットトップボックス１７９２
と、第２のディスプレイ１７８８を備える第２のセットトップボックス１７９４とを含む
マルチデバイスシステム１７９０を示す。１つの実施例では、ユーザは、ユーザデバイス
１０２から、（例えば、どこにかを、又はどのデバイス上にかを必ずしも指定することな
く）メディアコンテンツを表示するコマンドを発行することができる。次いで、第１のセ
ットトップボックス１７９２までの距離１７９５及び第２のセットトップボックス１７９
４までの距離１７９６を判定する（又は、概算する）ことができる。図示のとおり、距離
１７９６を、距離１７９５よりも長くすることができる。近接度に基づいて、ユーザデバ
イス１０２からのコマンドを、最も近いデバイスであり、ユーザの意図と一致する見込み
が最も高い第１のセットトップボックス１７９２に発行することができる。いくつかの実
施例では、単一の遠隔制御１０６を使用して、２つ以上のセットトップボックスを制御す
ることもできる。近接度に基づいて、所与の時間に制御するための所望のデバイスを判定
することができる。次いで、第２のセットトップボックス１７９４までの距離１７９７及
び第１のセットトップボックス１７９２までの距離１７９８を判定する（又は、概算する
）ことができる。図示のとおり、距離１７９８を、距離１７９７よりも長くすることがで
きる。近接度に基づいて、遠隔制御１０６からのコマンドを、最も近いデバイスであり、
ユーザの意図と一致する見込みが最も高い第２のセットトップボックス１７９４に発行す
ることができる。例えば、ユーザが異なる部屋に移動したこと、及びユーザが異なるデバ
イスを制御したいと望んでいることに適応するように、距離測定を定期的に、又はコマン
ド毎にリフレッシュすることができる。
【０１５２】
　ユーザは、コマンドについて異なるデバイスを指定することができ、いくつかの場合に
は近接度をオーバーライドすることを理解されたい。例えば、ユーザデバイス１０２上に
、利用可能な表示デバイスのリストを表示することができる（例えば、セットアップ名、
指定された部屋などによって、第１のディスプレイ１７８６及び第２のディスプレイ１７
８８がリストアップされる、又はセットアップ名、指定された部屋などによって、第１の
セットトップボックス１７９２及び第２のセットトップボックス１７９４がリストアップ
される）。ユーザは、そのリストからデバイスのうちの１つを選択することができる。次
いで、選択されたデバイスに、コマンドを送信することができる。次いで、選択されたデ
バイス上に所望のメディアを表示することによって、ユーザデバイス１０２で発行された
メディアコンテンツの要求を処理することができる。他の実施例では、ユーザは、口頭コ
マンドの一部として、所望のデバイスを発語することができる（例えば、キッチンのテレ
ビに試合を表示して、リビングルームで漫画チャンネルに変えて、など）。
【０１５３】
　更に他の実施例では、特定のデバイスと関連付けられたステータス情報に基づいて、要
求されたメディアコンテンツを表示するためのデフォルトデバイスを判定することができ
る。例えば、ユーザデバイス１０２にヘッドホン（又はヘッドセット）が取り付けられて
いるかどうかを判定することができる。メディアコンテンツを表示するという要求を受信
した時に、ユーザデバイス１０２にヘッドホンが取り付けられていると判定したことに応
じて、（例えば、ユーザがテレビではなくユーザデバイス１０２上でコンテンツを消費す
ると仮定すると）要求されたコンテンツを、デフォルトで、ユーザデバイス１０２上に表
示することができる。メディアコンテンツを表示するという要求を受信した時に、ユーザ
デバイス１０２にヘッドホンが取り付けられていないと判定したことに応じて、本明細書
で論じる種々の判定方法のうちのいずれかに従って、要求されたコンテンツを、ユーザデ
バイス１０２又はテレビのいずれかに表示することができる。同様に、ユーザデバイス１
０２又はセットトップボックス１０４の周りの環境光、ユーザデバイス１０２又はセット
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トップボックス１０４に対する他のデバイスの近接度、ユーザデバイス１０２の向き（例
えば、横長方向は、ユーザデバイス１０２上の所望のビューをより示し易くすることがで
きる）、セットトップボックス１０４のディスプレイ状態（例えばスリープモード中）、
特定のデバイス上の最後の対話以後の時間、あるいは、ユーザデバイス１０２及び／又は
セットトップボックス１０４のための種々の他のステータスインジケータのうちのいずれ
かなど、他のデバイスステータス情報を使用して、要求されたメディアコンテンツをユー
ザデバイス１０２上に表示すべきか、あるいはセットトップボックス１０４上に表示すべ
きかを判定することができる。
【０１５４】
　図１８は、仮想アシスタント及び複数のユーザデバイスを使用してテレビ対話を制御す
るための例示的なプロセス１８００を示す。ブロック１８０２で、第１のディスプレイを
備える第１のデバイスにおいて、ユーザからの発語入力を受信することができる。例えば
、システム１００のユーザデバイス１０２又は遠隔制御１０６において、ユーザからの発
語入力を受信することができる。いくつかの実施例では、第１のディスプレイは、ユーザ
デバイス１０２のタッチスクリーン２４６、又は遠隔制御１０６と関連付けられたディス
プレイを含むことができる。
【０１５５】
　ブロック１８０４で、第１のディスプレイ上に表示されたコンテンツに基づいて、発語
入力からユーザの意図を判定することができる。例えば、図１１のインタフェース１１５
０におけるテレビプログラム１１５２、あるいは図１３のインタフェース１３６０におけ
る写真及び動画などのコンテンツを分析し、それを使用して発語入力についてのユーザ意
図を判定することができる。いくつかの実施例では、ユーザは、第１のディスプレイ上に
表示されたコンテンツを曖昧に参照することがあり、図１２及び図１４を参照して上記で
論じたように、第１のディスプレイ上に示されたコンテンツを分析して、その参照を解釈
する（例えば、「その」動画、「その」アルバム、「その」試合などについてのユーザ意
図を判定する）ことによって、参照の曖昧性を回避することができる。
【０１５６】
　再び図１８のプロセス１８００を参照すると、ブロック１８０６で、ユーザ意図に基づ
いて、メディアコンテンツを判定することができる。例えば、ユーザ意図に基づいて、特
定の動画、写真、フォトアルバム、テレビプログラム、スポーツイベント、音楽トラック
などを識別することができる。上記で論じた図１１及び図１２の実施例では、例えば、図
１１のインタフェース１１５０に表示される「その」サッカーの試合を参照しているユー
ザ意図に基づいて、チャンネル５に表示される特定のサッカーの試合を識別することがで
きる。上記で論じた図１３及び図１４の実施例では、図１４の発語入力例から判定される
ユーザ意図に基づいて、「卒業式の動画」というタイトルの特定の動画１３６２、「卒業
式のアルバム」というタイトルの特定のフォトアルバム１３６４、又は特定の写真１３６
６を識別することができる。
【０１５７】
　再び図１８のプロセス１８００を参照すると、ブロック１８０８で、第２のディスプレ
イと関連付けられた第２のデバイス上に、メディアコンテンツを表示することができる。
例えば、判定したメディアコンテンツを、テレビセットトップボックス１０４を介して、
スピーカ１１１を備えるディスプレイ１１２上で再生することができる。メディアコンテ
ンツを再生することは、テレビセットトップボックス１０４又は別のデバイス上で、特定
のテレビチャンネルに同調させること、特定の動画を再生すること、写真のスライドショ
ーを表示すること、特定の写真を表示すること、特定のオーディオトラックを再生するこ
となどを含むことができる。
【０１５８】
　いくつかの実施例では、仮想アシスタントにダイレクトされた発語入力への応答を、第
１のデバイス（例えば、ユーザデバイス１０２）と関連付けられた第１のディスプレイ上
に表示すべきか、あるいは、第２のデバイス（例えば、テレビセットトップボックス１０
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４）と関連付けられた第２のディスプレイ上に表示すべきかについて、判定を行うことが
できる。例えば、図１５及び図１６を参照して上記で論じたように、ユーザデバイス１０
２上には、より小さいスクリーン上での表示に適した情報回答又はメディアコンテンツを
表示することができる一方で、セットトップボックス１０４と関連付けられたディスプレ
イ上には、より大きいスクリーン上での表示に適したメディア応答又はメディアコンテン
ツを表示することができる。図１７を参照して上記で論じたように、いくつかの実施例で
は、ユーザデバイス１０２と複数のセットトップボックスとの間の距離を使用して、どの
セットトップボックス上でメディアコンテンツを再生すべきか、あるいは、どのセットト
ップボックスにコマンドを発行すべきかを判定することができる。同様に、複数のデバイ
スが対話し得る便利でユーザフレンドリなエクスペリエンスを提供するために、種々の他
の判定を行うことができる。
【０１５９】
　いくつかの実施例では、上記で論じたように、ユーザデバイス１０２上に表示されたコ
ンテンツを使用して、発語入力の解釈を通知することができるので、同様に、ディスプレ
イ１１２上に表示されたコンテンツを使用して、発語入力の解釈を通知することができる
。詳細には、テレビセットトップボックス１０４と関連付けられたディスプレイ上に表示
されたコンテンツを、そのコンテンツと関連付けられたメタデータと共に使用して、発語
入力からユーザ意図を判定すること、ユーザクエリの曖昧性を回避すること、コンテンツ
に関係するクエリに応答することなどを行うことができる。
【０１６０】
　図１９は、（上述した）例示的な発語入力インタフェース４８４を示しており、動画４
８０に関する仮想アシスタントクエリがバックグラウンドに表示されている。いくつかの
実施例では、ユーザクエリは、ディスプレイ１１２に表示されたメディアコンテンツに関
する質問を含むことができる。例えば、音声表記１９１６は、女優の識別を要求するクエ
リを含む（「それらの女優は誰？」）。ディスプレイ１１２上に表示されたコンテンツを
（そのコンテンツに関するメタデータ又は他の記述情報と共に）使用して、そのコンテン
ツに関係する発語入力からユーザ意図を判定するだけでなく、クエリに対する応答（ユー
ザにメディア選択を提供する、情報応答並びにメディア応答を含む応答）を判定すること
ができる。例えば、動画４８０、動画４８０の記述、動画４８０のキャラクターと俳優の
リスト、動画４８０のレーティング情報、動画４８０のジャンル情報、及び動画４８０と
関連付けられた種々の他の記述情報を使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザク
エリに対する応答を判定することができる。関連付けられたメタデータは、例えば、キャ
ラクター１９１０とキャラクター１９１２とキャラクター１９１４との識別情報（例えば
、そのキャラクターを演じる女優の名を伴うキャラクター名）を含むことができる。同様
に、任意の他のコンテンツのメタデータは、タイトル、説明、キャラクターのリスト、俳
優のリスト、選手のリスト、ジャンル、プロデューサー名、ディレクター名、又はディス
プレイ上に表示されたコンテンツ若しくはディスプレイ上のメディアコンテンツの閲覧履
歴（例えば、最近表示されたメディア）と関連付けられた表示スケジュールを含むことが
できる。
【０１６１】
　１つの実施例では、仮想アシスタントにダイレクトされたユーザクエリは、ディスプレ
イ１１２上に表示されたものへの曖昧な参照を含むことができる。音声表記１９１６は、
例えば、「それらの」女優への参照を含む（「それらの女優は誰？」）。ユーザが尋ねて
いる特定の女優は、発語入力のみからでは不明瞭であることがある。ただし、いくつかの
実施例では、ディスプレイ１１２上に表示されたコンテンツ及び関連メタデータを使用し
て、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザ意図を判定することができる。例示した実施例
では、ディスプレイ１１２に表示されたコンテンツを使用して、「それらの」女優に対す
る参照から、ユーザ意図を判定することができる。１つの実施例では、テレビセットトッ
プボックス１０４は、コンテンツと関連付けられた詳細と共にコンテンツを再生すること
を識別することができる。この事例では、テレビセットトップボックス１０４は、種々の
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記述コンテンツと共に動画４８０のタイトルを識別することができる。他の実施例では、
テレビ番組、スポーツイベント又は他のコンテンツを、関連付けられたメタデータと併せ
て使用して、ユーザ意図を判定することができる。更に、本明細書で論じる種々の実施例
のうちのいずれかでは、発語認識結果及び意図判定は、表示されたコンテンツと関連付け
られた用語を、代替物よりも高く重み付けすることができる。例えば、スクリーン上のキ
ャラクターの俳優がスクリーン上に現れている間（又は、彼らが出演している番組を再生
している間）、彼らの俳優名により高く重み付けすることができ、それにより、表示され
たコンテンツと関連付けられた、可能性が高いユーザ要求の正確な発語認識及び意図判定
を行うことができる。
【０１６２】
　１つの実施例では、動画４８０と関連付けられたキャラクター及び／又は俳優のリスト
を使用して、動画４８０に出演している全ての又は最も目立った女優を識別することがで
き、そこには、女優１９１０、１９１２及び１９１４が含まれ得る。識別された女優を、
可能な結果として戻すことができる（メタデータの分解能が粗い場合には、より少数の又
は追加の女優が含まれる）。別の実施例では、動画４８０と関連付けられたメタデータは
、所与の時間にスクリーン上に現れている俳優及び女優の識別情報を含むことができ、そ
のメタデータから、クエリ時に現れている女優を判定することができる（例えば、詳細に
は、女優１９１０、１９１２及び１９１４が識別される）。更に別の実施例では、顔認識
アプリケーションを使用して、ディスプレイ１１２上に表示された画像から、女優１９１
０、１９１２及び１９１４を識別することができる。更に他の実施例では、動画４８０と
関連付けられた種々の他のメタデータ、及び種々の他の認識手法を使用して、「それらの
」女優を参照する際のユーザの可能性がある意図を識別することができる。
【０１６３】
　いくつかの実施例では、ディスプレイ１１２上に表示されたコンテンツは、クエリの発
信及び応答の判定中に変化することがある。したがって、メディアコンテンツの閲覧履歴
を使用して、ユーザ意図を判定し、クエリに対する応答を判定することができる。例えば
、クエリに対する応答が生成される前に、動画４８０が（例えば、他のキャラクターがい
る）別のビューに動いた場合、クエリが発語された時点のユーザのビュー（例えば、ユー
ザがクエリを開始した時点でスクリーン上に表示されるキャラクター）に基づいて、クエ
リの結果を判定することができる。いくつかの事例では、ユーザは、クエリを発行するた
めにメディアの再生を休止することがあり、休止時に表示されたコンテンツを、関連付け
られたメタデータと共に使用して、ユーザ意図及びクエリに対する応答を判定することが
できる。
【０１６４】
　判定したユーザ意図が与えられると、クエリの結果をユーザに提供することができる。
図２０は、アシスタント応答２０２０を含む例示的なアシスタント応答インタフェース２
０１８を示し、アシスタント応答２０２０は、図１９の音声表記１９１６のクエリから判
定される応答を含むことができる。アシスタント応答２０２０は、図示のとおり、動画４
８０中の各女優の名前とその関連キャラクターとのリストを含むことができる（「女優Ｊ
ｅｎｎｉｆｅｒ　Ｊｏｎｅｓは、キャラクターＢｌａｎｃｈｅを演じており、女優Ｅｌｉ
ｚａｂｅｔｈ　Ａｒｎｏｌｄは、キャラクターＪｕｌｉａを演じており、女優Ｗｈｉｔｎ
ｅｙ　Ｄａｖｉｄｓｏｎは、キャラクターＭｅｌｉｓｓａを演じています。」）。応答２
０２０中の列挙された女優及びキャラクターは、ディスプレイ１１２上に現れているキャ
ラクター１９１０、１９１２及び１９１４に対応することができる。上述のように、いく
つかの実施例では、ディスプレイ１１２上に表示されたコンテンツは、クエリの発信及び
応答の判定中に変化することがある。したがって、応答２０２０は、ディスプレイ１１２
上にはもはや現れていないコンテンツ又はキャラクターに関する情報を含むことができる
。
【０１６５】
　ディスプレイ１１２上に表示される他のインタフェースの場合と同様に、アシスタント
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応答インタフェース２０１８が占めるスクリーンの面積を、所望の情報を伝達するのに十
分なスペースを提供しながら、最小量に抑えることができる。いくつかの実施例では、デ
ィスプレイ１１２上のインタフェースに表示される他のテキストの場合と同様に、アシス
タント応答２０２０を、ディスプレイ１１２の下部から図２０に示した位置へとスクロー
ルアップし、ある特定の時間量（例えば、応答の長さに基づく遅延）にわたって表示し、
スクロールアップさせてビューから消すことができる。他の実施例では、遅延後に、イン
タフェース２０１８を下向きにスライドしてビューから消すことができる。
【０１６６】
　図２１及び図２２は、ディスプレイ１１２に表示されたコンテンツに基づくユーザ意図
の判定とクエリに対する応答との別の実施例を示す。図２１は、動画４８０と関連付けら
れたメディアコンテンツに関する仮想アシスタントクエリを示す例示的な発語入力インタ
フェース４８４を示す。いくつかの実施例では、ユーザクエリは、ディスプレイ１１２に
表示されたメディアと関連付けられたメディアコンテンツに関する要求を含むことができ
る。例えば、ユーザは、例えば、キャラクター、俳優、ジャンルなどに基づいて、特定の
メディアと関連付けられた他の映画、テレビプログラム、スポーツイベントなど要求する
ことができる。例えば、音声表記２１２２は、動画４８０における女優のキャラクターの
名前を参照して、動画４８０の女優と関連付けられた他のメディアを要求するクエリを含
む（「Ｂｌａｎｃｈｅは他に何に出演している？」）。同じく、ディスプレイ１１２上に
表示されたコンテンツを（そのコンテンツに関するメタデータ又は他の記述情報と共に）
使用して、そのコンテンツに関係する発語入力からユーザ意図を判定するだけでなく、ク
エリに対する応答（情報応答、又はメディア選択における得られる応答のいずれか）を判
定することができる。
【０１６７】
　いくつかの実施例では、仮想アシスタントにダイレクトされたユーザクエリは、キャラ
クターの名前、俳優の名前、プログラムの名前、選手の名前などを使用する曖昧な参照を
含むことができる。ディスプレイ１１２上に表示されたコンテンツのコンテキスト及びそ
の関連メタデータなしには、そのよう参照を正確に解釈するのは難しいことがある。音声
表記２１２２は、例えば、動画４８０の「Ｂｌａｎｃｈｅ」という名前のキャラクターに
対する参照を含む。ユーザが尋ねている特定の女優又は他の人は、発語入力のみからでは
不明瞭であることがある。ただし、いくつかの実施例では、ディスプレイ１１２上に表示
されたコンテンツ及び関連メタデータを使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザ
意図を判定することができる。例示した実施例では、ディスプレイ１１２に表示されたコ
ンテンツ及び関連メタデータを使用して、キャラクター名「Ｂｌａｎｃｈｅ」から、ユー
ザ意図を判定することができる。この事例では、動画４８０と関連付けられたキャラクタ
ーリストを使用して、「Ｂｌａｎｃｈｅ」が動画４８０のキャラクター「Ｂｌａｎｃｈｅ
」を参照する可能性があることを判定することができる。別の実施例では、詳細なメタデ
ータ及び／又は顔認識を使用して、スクリーンに名前が「Ｂｌａｎｃｈｅ」のキャラクタ
ーが現れている（又は、ユーザのクエリの開始時にスクリーン上にあらわ割れていた）こ
とを判定し、そのキャラクターと関連付けられた女優を、最も可能性の高いユーザのクエ
リの意図とすることができる。例えば、キャラクター１９１０、１９１２及び１９１４が
ディスプレイ１１２上に現れている（又は、ユーザのクエリの開始時にディスプレイ１１
２上に現れていた）と判定することができ、次いで、彼らの関連付けられたキャラクター
名を参照して、キャラクターＢｌａｎｃｈｅを参照しているクエリのユーザ意図を判定す
ることができる。次いで、俳優リストを使用して、Ｂｌａｎｃｈｅを演じる女優を識別す
ることができ、識別された女優が出演している他のメディアを識別するために検索を行う
ことができる。
【０１６８】
　判定したユーザ意図（例えば、キャラクター参照「Ｂｌａｎｃｈｅ」の解釈）、及びク
エリの結果の判定（例えば、「Ｂｌａｎｃｈｅ」を演じる女優と関連付けられた他のメデ
ィア）が与えられると、応答をユーザに提供することができる。図２２は、アシスタント
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テキスト応答２２２６と選択可能な動画リンク２２２８とを含む例示的なアシスタント応
答インタフェース２２２４を示し、それは、図２１の音声表記２１２２のクエリに応じる
ことができる。アシスタントテキスト応答２２２６は、図示のとおり、選択可能な動画リ
ンク２２２８を紹介するユーザ要求のパラフレーズを含むことができる。また、アシスタ
ントテキスト応答２２２６は、ユーザのクエリの曖昧性除去の指示を含むことができる（
詳細には、動画４８０においてキャラクターＢｌａｎｃｈｅを演じる女優Ｊｅｎｎｉｆｅ
ｒ　Ｊｏｎｅｓを識別する）。そのようなパラフレーズは、仮想アシスタントがユーザの
クエリを正しく解釈し、所望の結果を提供していることをユーザに確認することができる
。
【０１６９】
　また、アシスタント応答インタフェース２２２４は、選択可能な動画リンク２２２８を
含むことができる。いくつかの実施例では、仮想アシスタントクエリに対する結果として
、映画（例えば、インタフェース２２２４の映画Ａ及び映画Ｂ）を含む種々の種類のメデ
ィアコンテンツを提供することができる。クエリの結果として表示されるメディアコンテ
ンツは、（無料で、購入して、又はサブスクリプションの一部として）ユーザが消費する
ために利用可能であり得るメディアを含むことができる。ユーザは、表示されたメディア
を選択して、得られたコンテンツを閲覧又は消費することができる。例えば、ユーザは、
女優Ｊｅｎｎｉｆｅｒ　Ｊｏｎｅｓが出演している他の映画のうちの１つを視聴するため
に、（例えば、遠隔制御、音声コマンドなどを使用して）選択可能な動画リンク２２２８
のうちの１つを選択することができる。選択可能な動画リンク２２２８のうちの１つの選
択に応じて、その選択と関連付けられた動画を再生し、ディスプレイ１１２上の動画４８
０を置換することができる。したがって、表示されたメディアコンテンツ及び関連メタデ
ータを使用して、発語入力からユーザ意図を判定することができ、いくつかの実施例では
、結果として、再生可能なメディアを提供することができる。
【０１７０】
　ユーザは、クエリを形成する際に、表示されたコンテンツと関連付けられた、俳優、選
手、キャラクター、場所、チーム、スポーツイベントの詳細、映画の主題、又は種々の他
の情報を参照することができ、仮想アシスタントシステムは、同様に、表示されたコンテ
ンツ及び関連メタデータに基づいて、そのような要求の曖昧性を回避し、ユーザ意図を判
定することができることを理解されたい。同様に、いくつかの実施例では、結果は、（ユ
ーザがそのようなメディアコンテンツを具体的には要求するか否かにかかわらず）クエリ
の主題である人物と関連付けられた、映画、テレビ番組又はスポーツイベントなど、クエ
リと関連付けられたメディア推薦を含むことができることを理解されたい。
【０１７１】
　更に、いくつかの実施例では、ユーザクエリは、キャラクター、エピソード、映画のプ
ロット、以前のシーンなどに関するクエリのような、メディアコンテンツ自体と関連付け
られた情報の要求を含むことができる。上記で論じた実施例の場合と同様に、表示された
コンテンツ及び関連メタデータを使用して、そのようなクエリからユーザ意図を判定し、
応答を判定することができる。例えば、ユーザは、キャラクターの記述を要求することが
ある（例えば、「Ｂｌａｎｃｈｅは、この映画で何をしている？」）。次いで、仮想アシ
スタントシステムは、表示されたコンテンツと関連付けられたメタデータから、キャラク
ターの記述又は配役など、キャラクターに関する要求された情報を識別することができる
（例えば、「Ｂｌａｎｃｈｅは、弁護士のグループの１人であり、Ｈａｒｔｆｏｒｄのト
ラブルメーカーとして知られている。）。同様に、ユーザは、エピソードの概要を要求す
ることがあり（例えば、「最後のエピソードで何が起こった？」）、仮想アシスタントシ
ステムは、エピソードの記述を検索し、それを提供することができる。
【０１７２】
　いくつかの実施例では、ディスプレイ１１２上に表示されたコンテンツは、メニューコ
ンテンツを含むことができ、そのようなメニューコンテンツを同様に使用して、発語入力
のユーザ意図及びユーザクエリに対する応答を判定するために使用されることができる。
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図２３Ａ～図２３Ｂは、プログラムメニュー８３０の例示的なページを示す図である。図
２３Ａは、メディアオプション８３２の第１のページを示し、図２３Ｂは、（２ページ以
上にわたるコンテンツのリストの連続する次のページを含むことができる）メディアオプ
ション８３２の第２のページを示す。
【０１７３】
　１つの実施例では、コンテンツを再生するというユーザ要求は、メニュー８３０におけ
る、ディスプレイ１１２上に表示されたものへの曖昧な参照を含むことができる。例えば
、ユーザが閲覧するメニュー８３０は、「その」サッカーの試合、「その」バスケットボ
ールの試合、掃除機の広告、法律番組などを視聴することを要求することができる。所望
される特定のプログラムは、発語入力のみからでは不明瞭であることがある。ただし、い
くつかの実施例では、デバイス１１２上に表示されたコンテンツを使用して、ユーザ要求
の曖昧性を回避し、ユーザ意図を判定することができる。例示した実施例では、メニュー
８３０のメディアオプションを（いくつかの実施例では、メディアオプションと関連付け
られたメタデータと共に）使用して、曖昧な参照を含むコマンドから、ユーザ意図を判定
することができる。例えば、「その」サッカーの試合は、スポーツチャンネルのサッカー
の試合と解釈することができる。「その」バスケットボールの試合は、カレッジスポーツ
チャンネルのバスケットボールの試合と解釈することができる。掃除機の広告は、（例え
ば、掃除機について説明している番組と関連付けられたメタデータに基づいて）テレビシ
ョッピング番組と解釈することができる。法律番組は、番組と関連付けられたメタデータ
、及び／又はシノニムマッチング、ファジーマッチング若しくは他のマッチング技術に基
づいて、法廷ドラマと解釈することができる。したがって、ディスプレイ１１２上のメニ
ュー８３０に種々のメディアオプション８３２が現れていることを使用して、ユーザ要求
の曖昧性を回避することができる。
【０１７４】
　いくつかの実施例では、カーソル、ジョイスティック、矢印、ボタン、ジェスチャなど
で、表示されたメニューをナビゲートすることができる。そのような場合、選択された項
目についてフォーカスを表示することができる。例えば、選択された項目は、太字で、下
線を付して、枠線で囲み、他のメニュー項目よりも大きなサイズで、影付きで、反射させ
て、光らせて、及び／又は、どのメニュー項目が選択され、フォーカスを有するかを強調
する任意の他の特徴部を用いて示される。例えば、図２３Ａの選択されたメディアオプシ
ョン２３３０は、現在選択されているメディアオプションとしてフォーカスを有すること
ができ、大きく下線付きでタイプされ、枠線を用いて示されている。
【０１７５】
　いくつかの実施例では、コンテンツ又はメニュー項目を再生又は選択するという要求は
、フォーカスを有するメニュー項目の曖昧な参照を含むことができる。例えば、図２３Ａ
のユーザが閲覧しているメニュー８３０は、「その」番組を再生すること要求することが
できる（例えば、「その番組を再生して。」）。同様に、ユーザは、再生、削除、非表示
、視聴リマインダ、録画など、フォーカスを有するメニュー項目と関連付けられた種々の
他のコマンドを要求することができる。所望される特定のメニュー項目又は番組は、発語
入力のみからでは不明瞭であることがある。ただし、デバイス１１２上に表示されたコン
テンツを使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザ意図を判定することができる。
詳細には、選択されたメディアオプション２３３０は、メニュー８３０にフォーカスを有
するという事実を使用して、「その」番組を参照するコマンド、主題のないコマンド（例
えば、再生、削除、非表示など）、又はフォーカスを有するメディアコンテンツを参照す
る任意の他の曖昧なコマンドのうちのいずれかの所望のメディアの主題を識別することが
できる。したがって、発語入力からユーザ意図を判定する際に、フォーカスを有するメニ
ュー項目を使用することができる。
【０１７６】
　（例えば、ユーザの要求開始時には表示されていたが、それから経過後に）ユーザ要求
の曖昧性を回避するために使用することができるメディアコンテンツの閲覧履歴の場合と
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同様に、以前に表示されたメニュー又は検索結果コンテンツを同様に使用して、それ以降
のメニューコンテンツ又は検索結果コンテンツに移動した後、それ以降のユーザ要求の曖
昧性を回避することができる。例えば、図２３Ｂは、追加のメディアオプション８３２を
備えるメニュー８３０の第２のページを示す。ユーザは、図２３Ｂに例示した第２のペー
ジに進むことができるが、図２３Ａに例示した第１のページに表示されたコンテンツ（例
えば、図２３Ａに示したメディアオプション８３２）を再び参照することができる。例え
ば、メニュー８３０の第２のページに移動したにもかかわらず、ユーザは、「その」サッ
カーの試合、「その」バスケットボールの試合又は法律番組の視聴を要求することができ
、それらは全て、メニュー８３０の以前のページに最近表示されたメディアオプション８
３２である。そのような参照は曖昧であることがあるが、メニュー８３０の第１のページ
のうち最近表示されたメニューコンテンツを使用して、ユーザ意図を判定することができ
る。詳細には、図２３Ａの最近表示されたメディアオプション８３２を分析して、例示的
な曖昧な要求で参照される特定のサッカーの試合、バスケットボールの試合、又は法廷ド
ラマを識別することができる。いくつかの実施例では、コンテンツがどれくらい最近表示
されたかに基づいて、結果にバイアスをかける（例えば、以前に閲覧された結果よりも、
結果の直近に閲覧されたページに重み付けする）ことができる。このようにすると、ディ
スプレイ１１２上に最近表示されたものの閲覧履歴を使用して、ユーザ意図を判定するこ
とができる。以前に表示された検索結果、以前に表示されたプログラム、以前に表示され
たメニューなど、任意の最近表示されたコンテンツを使用することができることを理解さ
れたい。これにより、ユーザは、自身が見た特定のビューを発見し、それにナビゲートす
ることなく、以前に見たものを再び参照することが可能になる。
【０１７７】
　更に他の実施例では、デバイス１１２上のメニュー又は結果リストに表示された種々の
表示キューを使用して、ユーザ要求の曖昧性を回避し、ユーザ意図を判定することができ
る。図２４は、カテゴリーに分けられた例示的なメディアメニューを示し、それらのうち
の１つ（映画）がフォーカスを有する。図２４は、カテゴリーインタフェース２４４０を
示し、カテゴリーインタフェース２４４０は、ＴＶオプション２４４２、映画オプション
２４４４及び音楽オプション２４４６を含むカテゴリーに分けられたたメディアオプショ
ンのカルーセルスタイルのインタフェースを含むことができる。図示のとおり、音楽カテ
ゴリーは一部のみが表示されており、追加のコンテンツを表示するために、カルーセルで
メディアを回転させるかのように、（例えば、矢印により示されるように）カルーセルイ
ンタフェースを右側にシフトすることができる。例示した実施例では、（例えば、他のカ
テゴリーよりもユーザに近く見えるように、そのカテゴリーをより大きくする、光を加え
る、など）種々の他のやり方のいずれかでフォーカスを示すことができるが、映画カテゴ
リーは、下線付きのタイトル及び枠線によって示されるフォーカスを有する。
【０１７８】
　いくつかの実施例では、コンテンツ又はメニュー項目を再生又は選択するという要求は
、項目のグループ（カテゴリーなど）におけるメニュー項目の曖昧な参照を含むことがで
きる。例えば、ユーザが閲覧しているカテゴリーインタフェース２４４０は、サッカー番
組を再生するように要求することができる（「サッカー番組を再生して。」）。所望され
る特定のメニュー項目又は番組は、発語入力のみからでは不明瞭であることがある。更に
、クエリを、ディスプレイ１１２上に表示される２つ以上の番組と解釈することができる
。例えば、サッカー番組の要求は、ＴＶプログラムカテゴリーに列挙されたサッカーの試
合、又は映画カテゴリーに列挙されたサッカーの映画のいずれかを指し得る。デバイス１
１２上に表示されたコンテンツ（表示キューを含む）を使用して、ユーザ要求の曖昧性を
回避し、ユーザ意図を判定することができる。詳細には、カテゴリーインタフェース２４
４０において映画カテゴリーがフォーカスを有するという事実を使用して、映画カテゴリ
ー上でフォーカスを与えられたサッカーの映画である、所望される特定のサッカー番組を
識別することができる。したがって、発語入力からユーザ意図を判定する際に、ディスプ
レイ１１２上に表示されるようなフォーカスを有するメディアのカテゴリー（又は、メデ
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ィアの任意の他のグループ）を使用することができる。また、ユーザは、ある特定のカテ
ゴリーコンテンツの表示を要求するなど、カテゴリーと関連付けられた種々の他の要求を
行うことができる（例えば、コメディ映画を表示する、ホラー映画を表示する、など）。
【０１７９】
　他の実施例では、ユーザは、種々の他のやり方で、ディスプレイ１１２上に表示された
メニュー又はメディア項目を参照することができる。同様に、表示されたコンテンツに基
づいて、ユーザ意図は判定することができる。表示されたコンテンツと関連付けられたメ
タデータ（例えば、ＴＶプログラムの記述、映画の記述など）、ファジーマッチング技術
、シノニムマッチングなどを、発語入力からユーザ意図を判定するために、表示されたコ
ンテンツと併せて更に使用することができることを了解されたい。したがって、自然言語
要求を含む種々の形態のユーザ要求を適応することができ、本明細書で論じる種々の実施
例に従って、ユーザ意図を判定することができる。
【０１８０】
　ディスプレイ１１２に表示されたコンテンツは、単独で使用しても、あるいは、ユーザ
デバイス１０２上に、又はユーザ意図を判定する際に遠隔制御１０６と関連付けられたデ
ィスプレイ上に表示されたコンテンツと併せて使用してもよいことを理解されたい。同様
に、テレビセットトップボックス１０４に通信可能に結合された種々のデバイスのいずれ
かで仮想アシスタントクエリを受信することができ、どのデバイスがクエリを受信するか
にかかわらず、ディスプレイ１１２上に表示されたコンテンツを使用してユーザ意図を判
定することができることを理解されたい。クエリの結果も同様に、ディスプレイ１１２上
に、又は別のディスプレイ上に（例えば、ユーザデバイス１０２上に）表示することがで
きる。
【０１８１】
　更に、本明細書では論じる種々の実施例のうちのいずれかでは、仮想アシスタントシス
テムは、ユーザが、具体的にメニューを開いて、メニュー項目にナビゲートすることを必
要とせずに、メニューをナビゲートし、メニューオプションを選択することができる。例
えば、図２４における映画オプション２４４４の選択など、メディアコンテンツ又はメニ
ューボタンを選択した後に、オプションのメニューが現れることがある。メニューオプシ
ョンは、メディアの再生だけでなく、後でメディアを視聴するためにリマインダを設定す
ること、メディア録画を設定すること、お気に入りリストにメディアを加えること、更な
るビューからメディアを非表示にすることなどのような、単なるメディアの再生の代替を
含み得る。ユーザが、メニューの上でコンテンツ又はサブメニューオプションを有するコ
ンテンツを閲覧している間、ユーザは、選択するメニュー又はサブメニューにナビゲート
することを場合によっては必要とする仮想アシスタントコマンドを発行することができる
。例えば、図２４のユーザが閲覧しているカテゴリーインタフェース２４４０は、関連付
けられるメニューを手動で開くことなく、映画オプション２４４４と関連付けられた任意
のメニューコマンドを発行することができる。例えば、ユーザは、サッカー映画をお気に
入りリストに加えること、夜のニュースを録画すること、映画Ｂを視聴するためのリマイ
ンダを設定することを、そのようなコマンドが利用可能であり得るそれらのメディアオプ
ションと関連付けられたメニュー又はサブメニューを常にナビゲートすることなしに要求
し得る。したがって、仮想アシスタントシステムは、ユーザに代わってコマンドを実行す
るために、メニュー及びサブメニューのメニューオプションがディスプレイ１１２上に現
れているか否かにかかわらず、メニュー及びサブメニューをナビゲートすることができる
。これにより、ユーザ要求を単純にすることができ、ユーザが所望のメニュー機能を達成
するために行わなければならないクリック又は選択の回数を低減することができる。
【０１８２】
　図２５は、ディスプレイ上の示されたメディアコンテンツとメディアコンテンツの閲覧
履歴とを使用して、テレビ対話を制御するための例示的なプロセス２５００を示す。ブロ
ック２５０２で、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツと関連付けられたクエリ
を含む、ユーザからの発語入力を受信することができる。例えば、発語入力は、（テレビ
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セットトップボックス１０４によって示される）システム１００のディスプレイ１１２上
に現れているキャラクター、俳優、映画、テレビプログラム、スポーツイベント、選手な
どに関するクエリを含むことができる。例えば、図１９の音声表記１９１６は、ディスプ
レイ１１２上の動画４８０に表示された女優と関連付けられたクエリを含む。同様に、図
２１の音声表記２１２２は、例えば、ディスプレイ１１２上に表示された動画４８０中の
キャラクターと関連付けられたクエリを含む。また、発語入力は、特定のメニュー項目を
選択するためのクエリ、又は特定の検索結果に関する情報を得るためのクエリなど、ディ
スプレイ１１２上に現れているメニュー又は検索コンテンツと関連付けられたクエリを含
むことができる。例えば、表示されたメニューコンテンツは、図２３Ａ及び図２３Ｂにお
けるメニュー８３０のメディアオプション８３２を含むことができる。表示されたメニュ
ーコンテンツは同様に、図２４のカテゴリーインタフェース２４４０に現れている、ＴＶ
オプション２４４２、映画オプション２４４４、及び／又は音楽オプション２４４６を含
むことができる。
【０１８３】
　図２５のプロセス２５００を再び参照すると、ブロック２５０４で、表示されたコンテ
ンツとメディアコンテンツの閲覧履歴とに基づいて、クエリのユーザ意図を判定すること
ができる。例えば、テレビプログラム、スポーツイベント、映画などの表示されている、
又は最近表示されたシーンに基づいて、ユーザ意図を判定することができる。また、表示
されている、又は最近表示されたメニュー又は検索コンテンツに基づいて、ユーザ意図を
判定することができる。また、表示されたコンテンツを、コンテンツと関連付けられたメ
タデータと共に分析して、ユーザ意図を判定することができる。例えば、図示され、図１
９、図２１、図２３Ａ、図２３Ｂ及び図２４を参照して説明したコンテンツを単独で、又
は表示されたコンテンツと関連付けられたメタデータと併せて使用して、ユーザ意図を判
定することができる。
【０１８４】
　ブロック２５０６で、判定したユーザ意図に基づいて、クエリの結果を表示することが
できる。例えば、図２０のアシスタント応答インタフェース２０１８におけるアシスタン
ト応答２０２０と同様の結果をディスプレイ１１２上に表示することができる。別の実施
例では、結果として、図２２に示したアシスタント応答インタフェース２２２４における
アシスタントテキスト応答２２２６及び選択可能な動画リンク２２２８など、テキスト及
び選択可能なメディアを提供することができる。更に別の実施例では、クエリの結果を表
示することは、選択されたメディアコンテンツを表示すること、又は再生すること（例え
ば、選択された動画を、テレビセットトップボックス１０４を介してディスプレイ１１２
上で再生すること）を含むことができる。したがって、コンテキストとして表示されたコ
ンテンツ及び関連メタデータを使用する様々なやり方で、発語入力からユーザ意図を判定
することができる。
【０１８５】
　いくつかの実施例では、例えば、利用可能なクエリをユーザに通知する、ユーザが楽し
み得るコンテンツを推薦する、どのようにシステムを使用するかをユーザに教える、消費
のために追加のメディアコンテンツを見つけるようにユーザに勧めるなどのために、ユー
ザに仮想アシスタントクエリ推薦を提供することができる。いくつかの実施例では、クエ
リ推薦は、考えられ得るコマンドの包括的な推薦（例えば、コメディを見つける、ＴＶガ
イドを表示する、アクション映画を検索する、クローズドキャプションをオンにする、な
ど）を含むことができる。他の実施例では、クエリ推薦は、表示されたコンテンツに関係
するターゲット推薦（例えば、この番組をウォッチリストに加える、ソーシャルメディア
を介してこの番組を共有する、この映画のサウンドトラックを教える、このゲストが販売
している本を教える、ゲストがプラグインしている映画のトレーラを教える、など）、ユ
ーザの好み（例えば、クローズドキャプションの使用など）、ユーザが所有するコンテン
ツ、ユーザのデバイス上に録画されたコンテンツ、通知、アラート、メディアコンテンツ
の閲覧履歴（例えば、最近表示されたメニュー項目、番組の最近表示されたシーン、俳優
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の最近の出演など）などを含むことができる。テレビセットトップボックス１０４を介し
たディスプレイ１１２上での表示、ユーザデバイス１０２上での表示、又は遠隔制御１０
６と関連付けられたディスプレイ上での表示を含めて、任意のデバイス上に推薦を表示す
ることができる。更に、近くにあるデバイス、及び／又は特定の時間にテレビセットトッ
プボックス１０４と通信するデバイスに基づいて、推薦を判定する（例えば、特定の時間
にＴＶを視聴している室内のユーザのデバイスから、コンテンツを推薦する）ことができ
る。他の実施例では、時刻、クラウドソースの情報（例えば、所与の時間に視聴されてい
る人気番組）、生放送番組（例えば、ライブスポーツイベント）、メディアコンテンツの
閲覧履歴（例えば、最後に視聴されたいくつかの番組、最近閲覧された検索結果のセット
、最近閲覧されたメディアオプションのグループなど）、又は種々の他のコンテキスト情
報のうちのいずれかを含む、種々の他のコンテキスト情報に基づいて、推薦を判定するこ
とができる。
【０１８６】
　図２６は、コンテンツベースの仮想アシスタントクエリ推薦２６５２を含む例示的な推
薦インタフェース２６５０を示す。１つの実施例では、推薦を要求しているユーザから受
信した入力に応じて、インタフェース２６５０などのインタフェースに、クエリ推薦を提
供することができる。例えば、ユーザデバイス１０２又は遠隔制御１０６から、クエリ推
薦を要求する入力を受信することができる。いくつかの実施例では、入力は、ボタン押下
、ボタンのダブルクリック、メニュー選択、音声コマンド（例えば、いくつかの推薦を表
示する、何ができるのか、どんなオプションがあるのか、など）、又は、ユーザデバイス
１０２若しくは遠隔制御１０６において受信するものを含むことができる。例えば、ユー
ザは、クエリ推薦を要求するために、遠隔制御１０６上の物理ボタンをダブルクリックす
ることができ、あるいは、クエリ推薦を要求するために、テレビセットトップボックス１
０４と関連付けられたインタフェースの閲覧時にユーザデバイス１０２上の物理ボタン又
は仮想ボタンをダブルクリックすることができる。
【０１８７】
　動画４８０などの動画像の上に、又は任意の他のバックグラウンドコンテンツ（例えば
、メニュー、静止画像、休止された動画など）の上に、推薦インタフェース２６５０を表
示することができる。本明細書で論じる他のインタフェースの場合と同様に、ディスプレ
イ１１２の下部からスライドアップするように推薦インタフェース２６５０をアニメーシ
ョン化することができ、バックグラウンドの動画４８０との干渉を制限するように、所望
の情報を十分に伝達しながら、推薦インタフェース２６５０が占めるスペース量を最小限
に抑えることができる。他の実施例では、バックグラウンドコンテンツが静止している時
に（例えば、休止された動画、メニュー、画像など）、推薦のインタフェースをより大き
くすることができる。
【０１８８】
　いくつかの実施例では、表示されたメディアコンテンツ又はメディアコンテンツの閲覧
履歴（例えば、映画、テレビ番組、スポーツイベント、最近閲覧された番組、最近閲覧さ
れたメニュー、最近閲覧された映画のシーン、放送中のテレビエピソードの最近のシーン
など）に基づいて、仮想アシスタントクエリ推薦を判定することができる。例えば、図２
６は、表示された動画４８０に基づいて判定することができるコンテンツベースの推薦２
６５２を示しており、表示された動画４８０はバックグラウンドに表示され、キャラクタ
ー１９１０、１９１２及び１９１４がディスプレイ１１２に現れている。また、表示され
たコンテンツと関連付けられたメタデータ（例えば、メディアコンテンツの記述的な詳細
）を使用して、クエリ推薦を判定することができる。メタデータは、番組タイトル、キャ
ラクターリスト、俳優リスト、エピソードの記述、チーム名簿、チームランキング、番組
概要、映画の詳細、プロットの記述、ディレクター名、プロデューサー名、俳優の出演時
間、スポーツの順位表、スポーツのスコア、ジャンル、シーズンエピソードリスト、関係
するメディアコンテンツ、又は種々の他の関連情報を含めて、表示されたコンテンツと関
連付けられた種々の情報を含むことができる。例えば、動画４８０と関連付けられたメタ
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データは、キャラクター１９１０、１９１２及び１９１４を演じている女優と共に、それ
らのキャラクター名を含むことができる。メタデータはまた、動画４８０、（動画４８０
がシリーズのテレビエピソードである場合）以前の又は次のエピソードの記述など、プロ
ットの記述を含むことができる。
【０１８９】
　図２６は、動画４８０及び動画４８０と関連付けられたメタデータに基づいて推薦イン
タフェース２６５０に示すことができる種々のコンテンツベースの推薦２６５２を示す。
例えば、動画４８０のキャラクター１９１０の名前は「Ｂｌａｎｃｈｅ」とすることがで
き、キャラクター名を使用して、キャラクターＢｌａｎｃｈｅに関する、又はそのキャラ
クターを演じる女優に関する情報についてのクエリ推薦を策定することができる（例えば
、「Ｂｌａｎｃｈｅを演じている女優は誰？」）。動画４８０と関連付けられたメタデー
タ（例えば、キャラクターリスト、俳優リスト、俳優の出演と関連付けられた時間など）
から、キャラクター１９１０を識別することができる。他の実施例では、顔認識を使用し
て、所与の時間にディスプレイ１１２上に現れる女優及び／又はキャラクターを識別する
ことができる。キャラクターの配役、プロファイル、他のキャラクターとの関係などに関
するクエリなど、メディア自体におけるキャラクターと関連付けられた種々の他のクエリ
推薦を提供することができる。
【０１９０】
　別の実施例では、（例えば、メタデータ及び／又は顔認識に基づいて）ディスプレイ１
１２上に現れている俳優又は女優を識別することができ、その俳優又は女優と関連付けら
れたクエリ推薦を提供することができる。そのようなクエリ推薦は、演じた配役（単数又
は複数）、映画賞、年齢、出演している他のメディア、経歴、親族、関係者、又は俳優若
しくは女優に関する種々の他の詳細のうちのいずれかを含むことができる。例えば、キャ
ラクター１９１４は、Ｗｈｉｔｎｅｙ　Ｄａｖｉｄｓｏｎという名前の女優に演じられ得
、女優名Ｗｈｉｔｎｅｙ　Ｄａｖｉｄｓｏｎを使用して、女優Ｗｈｉｔｎｅｙ　Ｄａｖｉ
ｄｓｏｎが出演している他の映画、テレビプログラム、又は他のメディアを識別するため
のクエリ推薦を策定することができる（例えば、「Ｗｈｉｔｎｅｙ　Ｄａｖｉｄｓｏｎは
他に何に出演している？」）。
【０１９１】
　他の実施例では、番組に関する詳細を使用してクエリ推薦を策定することができる。エ
ピソードの概要、プロットの要旨、エピソードリスト、エピソードのタイトル、シリーズ
タイトルなどを使用して、クエリ推薦を策定することができる。例えば、テレビプログラ
ムの最後のエピソードで何が起こったかを説明するための推薦（例えば、「最後のエピソ
ードで何が起こった？」）を提供することができ、仮想アシスタントシステムはそこに、
ディスプレイ１１２上に現在表示されているエピソードに基づいて識別される前のエピソ
ードからのエピソードの概要（及びその関連メタデータ）を応答として提供することがで
きる。別の実施例では、次のエピソードの録画を設定するための推薦を提供することがで
き、それは、システムが、ディスプレイ１１２上に表示された現在放送しているエピソー
ドに基づいて、次のエピソードを識別することによって達成される。更に別の実施例では
、ディスプレイ１１２上に現れている現在のエピソード又は番組に関する情報を得るため
の推薦を提供することができ、メタデータから取得された番組のタイトルを使用して、ク
エリ推薦を策定することができる（例えば、「『Ｔｈｅｉｒ　Ｓｈｏｗ』のこのエピソー
ドは何について？」又は「『Ｔｈｅｉｒ　Ｓｈｏｗ』は何について？」）。
【０１９２】
　別の実施例では、表示されたコンテンツと関連付けられたカテゴリー、ジャンル、レー
ティング、賞、記述などを使用して、クエリ推薦を策定することができる。例えば、動画
４８０は、女性が主人公であるコメディとして説明されるテレビプログラムに対応するこ
とができる。この情報から、同様の特徴をもつ他の番組を識別するためのクエリ推薦を策
定することができる（例えば、「女性が主演の他のコメディを見つけて。」）。他の実施
例では、ユーザサブスクリプション、再生するために利用可能なコンテンツ（例えば、テ
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レビセットトップボックス１０４上のコンテンツ、ユーザデバイス１０２上のコンテンツ
、ストリーミングために利用可能なコンテンツなどの）などに基づいて、推薦を判定する
ことができる。例えば、情報又はメディア結果が利用可能であるかどうかに基づいて、潜
在的なクエリ推薦をフィルタリングすることができる。再生可能なメディアコンテンツ若
しくは情報回答を生じないかもしれないクエリ推薦を除外することができ、及び／又は、
直ちに利用可能な情報回答若しくは再生可能なメディアコンテンツによるクエリ推薦を提
供する（若しくは、それに、どの推薦を提供するべきか判定する際により重度に重み付け
する）ことができる。したがって、表示されたコンテンツ及び関連メタデータを様々なや
り方で使用して、クエリ推薦を判定することができる。
【０１９３】
　図２７は、推薦されたクエリの選択を確認するための例示的な選択インタフェース２７
５４を示す。いくつかの実施例では、ユーザは、クエリを発語すること、ボタンを用いて
それらを選択すること、カーソルを用いてそれらにナビゲートすることなどによって、表
示されたクエリ推薦を選択することができる。選択に応じて、選択インタフェース２７５
４などの確認インタフェースに、選択された推薦を一時的に表示することができる。１つ
の実施例では、選択された推薦２７５６を、推薦インタフェース２６５０において選択さ
れた推薦２７５６が現れているところから、コマンド受信確認４９０の隣の図２７に示し
た位置まで動くように、（例えば、矢印が示すように）アニメーション化することができ
、他の選択されていない推薦をディスプレイから非表示にすることができる。
【０１９４】
　図２８Ａ～図２８Ｂは、選択されたクエリに基づく例示的な仮想アシスタント回答イン
タフェース２８６２を示す図である。いくつかの実施例では、回答インタフェース２８６
２などの回答インタフェースに、選択されたクエリに対する情報回答を表示することがで
きる。推薦インタフェース２６５０又は選択インタフェース２７５４のいずれかから切り
替える際には、図２８Ａに示すように、遷移インタフェース２８５８に表示することがで
きる。詳細には、次のコンテンツがディスプレイ１１２の下部から上向きにスクロールす
るにつれて、インタフェース内の以前に表示されたコンテンツが上向きにスクロールされ
、インタフェースから消える。例えば、選択された推薦２７５６を、仮想アシスタントイ
ンタフェースの上縁部で見えなくなるまで上向きにスライド又はスクロールすることがで
き、アシスタント結果２８６０を、図２８Ｂに示した位置に到着するまで、ディスプレイ
１１２の下部から上向きにスライド又はスクロールすることができる。
【０１９５】
　回答インタフェース２８６２は、選択されたクエリ推薦に応じた（又は、任意の他のク
エリに応じた）情報回答及び／又はメディア結果を含むことができる。例えば、選択され
たクエリ推薦２７５６に応じて、アシスタント結果２８６０を判定し、提供することがで
きる。詳細には、前のエピソードの概要の要求に応じて、表示されたコンテンツに基づい
て前のエピソードを識別することができ、関連付けられた記述又は概要を識別し、それを
ユーザに提供することができる。例示した実施例では、アシスタント結果２８６０は、デ
ィスプレイ１１２上の動画４８０に対応するプログラムの以前のエピソードについて説明
することができる（例えば、「『Ｔｈｅｉｒ　Ｓｈｏｗ』のエピソード２０３において、
Ｂｌａｎｃｈｅが、ゲスト演説者としてカレッジの心理学クラスに招待される。Ｊｕｌｉ
ａとＭｅｌｉｓｓａが、予告なしに現れ、騒動を起こす。」）。また、本明細書では論じ
た他のやり方のいずれかで情報回答及びメディア結果（例えば、選択可能な動画リンク）
を提示することができ、又は、種々の他のやり方（例えば、回答を発語する、直ちにコン
テンツを再生する、アニメーションを示す、画像を表示する、など）で結果を提示するこ
とができる。
【０１９６】
　別の実施例では、通知又はアラートを使用して、仮想アシスタントクエリ推薦を判定す
ることができる。図２９は、メディアコンテンツ通知２９６４（推薦を判定する際に、任
意の通知を考慮に入れることができるが）と、通知ベースの推薦２９６６及びコンテンツ
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ベースの推薦２６５２の双方を備える推薦インタフェース２６５０（図２６を参照して上
記で論じた同じ概念のうちのいくつかを含むことができる）とを示す。いくつかの実施例
では、通知のコンテンツを分析して、関連するメディアに関係する名前、タイトル、主題
、アクションなどを識別することができる。例示した実施例では、通知２９６４は、表示
のために利用可能な代替メディアコンテンツについてユーザに通知するアラートを含み、
詳細には、スポーツイベントが生放送であり、試合のコンテンツがユーザにとって興味の
対象であり得る（例えば、「チームシータとチームアルファは、試合残り５分間の時点で
同点です。」）。いくつかの実施例では、ディスプレイ１１２の上部に、通知を瞬間的に
表示することができる。通知を、（矢印が示すように）ディスプレイ１１２の上部から、
図２９に示した位置へとスライドダウンし、ある特定の時間にわたって表示し、ディスプ
レイ１１２の上部において再び見えなくなるようにスライドアップして戻すことができる
。
【０１９７】
　通知又はアラートは、利用可能な代替メディアコンテンツ（例えば、ディスプレイ１１
２上に現在表示され得るものの代替物）、利用可能な濱放送のテレビプログラム、新たに
ダウンロードされたメディアコンテンツ、最近追加されたサブスクリプションコンテンツ
、友人から受信した推薦、別のデバイスから送信されたメディアの受信などのような、種
々の情報のユーザを通知することができる。また、家庭用の又は識別されたユーザが視聴
しているにメディアに基づいて、通知をパーソナライズする（例えば、アカウント選択を
使用したユーザ認証、音声認識、パスワードなどに基づいて識別する）ことができる。１
つの実施例では、システムは、番組に割り込み、（ユーザプロファイル、好きなチーム（
単数又は複数）、好みのスポーツ（単数又は複数）、閲覧履歴などに基づいて通知のコン
テンツを望む可能性があり得る）ユーザのための表示通知２９６４など、可能性がある所
望のコンテンツに基づいて通知を表示することができる。例えば、スポーツイベントのス
コア、試合の状況、残り時間などを、スポーツデータフィード、報道機関、ソーシャルメ
ディアのディスカッションなどから取得することができ、それを使用して、ユーザに通知
するための考えられ得る代替メディアコンテンツを識別することができる。
【０１９８】
　他の実施例では、現在閲覧されているコンテンツの代替物を推薦するために、アラート
又は通知を介して（例えば、多くのユーザに）人気があるメディアコンテンツを提供する
ことができる（例えば、人気がある番組又はユーザが好きなジャンルの番組がちょうど始
まったこと、又は場合によっては閲覧するために利用可能であることをユーザに通知する
）。例示した実施例では、ユーザは、チームシータ及びチームアルファの一方又は双方を
フォローし得る（あるいは、サッカー又は特定のスポーツ、リーグなどをフォローし得る
）。システムは、利用可能なライブコンテンツがユーザの好みと一致すると判定すること
ができる（例えば、別のチャンネルの試合が、ユーザの好みと一致する、試合の残り時間
がほとんどない、スコアが近接している）。次いで、システムは、可能性がある所望のコ
ンテンツの通知２９６４を介してユーザにアラートを出すことを判定することができる。
いくつかの実施例では、ユーザは、通知２９６４（又は、通知２９６４内のリンク）を選
択して、（例えば、遠隔制御ボタン、カーソル、口頭要求などを使用して）推薦されたコ
ンテンツに切り替えることができる。
【０１９９】
　関連するメディア、関連する用語、名前、タイトル、主題、アクションなどを識別する
ために通知コンテンツを分析することによって、通知に基づいて、仮想アシスタントクエ
リ推薦を判定することができる。次いで、識別された情報を使用して、通知２９６４に基
づいて、通知ベースの推薦２９６６など、適切な仮想アシスタントクエリ推薦を策定する
ことができる。例えば、ライブスポーツイベントのエキサイティングな終わりに関する通
知を表示することができる。次いで、ユーザがクエリ推薦を要求すると、スポーツイベン
トを閲覧するための、チームの成績に関して照会するための、又は通知に関係するコンテ
ンツを発見するためのクエリ推薦を含む推薦インタフェース２６５０（例えば、シータ／
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アルファの試合に変える、チームシータのステータスはどんなか、他にどんなサッカーの
試合が放送されているか）を表示することができる。通知で識別された興味の対象である
特定の用語に基づいて、種々の他のクエリ推薦を同様に判定し、それをユーザに提供する
ことができる。
【０２００】
　また、ユーザデバイス上のコンテンツから、（例えば、テレビセットトップボックス１
０４を介した消費のための）メディアコンテンツに関係する仮想アシスタントクエリ推薦
を判定することができ、推薦をユーザデバイス上に提供することもできる。いくつかの実
施例では、テレビセットトップボックス１０４に接続された、又はそれと通信するユーザ
デバイス上で、再生可能なデバイスコンテンツを識別することができる。図３０は、イン
タフェース１３６０中に例示的な写真及び動画コンテンツを備えるユーザデバイス１０２
を示す。どんなコンテンツがユーザデバイス上での再生のために利用可能であるか、又は
どんなコンテンツが再生を望まれる可能性があるかについて、判定を行うことができる。
例えば、アクティブなアプリケーションに基づいて、再生可能なメディア３０６８（例え
ば、写真及び動画アプリケーション）を識別することができ、又は、インタフェース１３
６０上に表示されているかどうかにかかわりなく、記憶されたコンテンツについて、再生
可能なメディア３０６８を識別することができる（例えば、いくつかの実施例では、アク
ティブなアプリケーションから、又は、他の実施例では、所与の時間に表示されることな
く、コンテンツを識別することができる）。再生可能なメディア３０６８は、例えば、動
画１３６２、フォトアルバム１３６４及び写真１３６６を含むことができ、それらはそれ
ぞれ、表示又は再生のために、テレビセットトップボックス１０４に送信され得るパーソ
ナルユーザコンテンツを含むことができる。他の実施例では、クエリ推薦を判定するため
に、任意の写真、動画、音楽、ゲームインタフェース、アプリケーションインタフェース
、又は、ユーザデバイス１０２上に記憶又は表示された他のメディアコンテンツを識別し
、使用することができる。
【０２０１】
　識別された再生可能なメディア３０６８を用いて、仮想アシスタントクエリ推薦を判定
し、それをユーザに提供することができる。図３１は、再生可能なユーザデバイスコンテ
ンツに基づく仮想アシスタントクエリ推薦と、別個のディスプレイ（例えば、テレビセッ
トトップボックス１０４と関連付けられたディスプレイ１１２）上に表示された動画コン
テンツに基づく仮想アシスタントクエリ推薦とを備える、ユーザデバイス１０２上の例示
的なＴＶアシスタントインタフェース３１７０を示す。ＴＶアシスタントインタフェース
３１７０は、特に、メディアコンテンツ及び／又はテレビセットトップボックス１０４と
対話するための仮想アシスタントインタフェースを含むことができる。ユーザは、インタ
フェース３１７０を閲覧する時に、例えば物理ボタンのダブルクリックによって、ユーザ
デバイス１０２上でクエリ推薦を要求することができる。同様に、他の入力を使用して、
クエリ推薦の要求を示すことができる。図示のとおり、アシスタントグリーティング３１
７２は、提供されたクエリ推薦を紹介することができる（例えば、「あなたのＴＶ体験を
制御するための推薦がいくつかあります。」）。
【０２０２】
　ユーザデバイス１０２上に提供された仮想アシスタントクエリ推薦は、種々のソースデ
バイスに基づく推薦、並びに全般的な推薦を含むことができる。例えば、デバイスベース
の推薦３１７４は、（ユーザデバイス１０２上に表示されたコンテンツを含む）ユーザデ
バイス１０２に記憶されたコンテンツに基づくクエリ推薦を含むことができる。コンテン
ツベースの推薦２６５２は、テレビセットトップボックス１０４と関連付けられたディス
プレイ１１２上に表示されたコンテンツに基づくことができる。全般的な推薦３１７６は
、特定のメディアコンテンツ又はメディアコンテンツを備える特定のデバイスと関連付け
られた全般的な推薦を含むことができる。
【０２０３】
　例えば、ユーザデバイス１０２上で識別された再生可能なコンテンツ（例えば、動画、
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音楽、写真、ゲームインタフェース、アプリケーションインタフェース、など）に基づい
て、デバイスベースの推薦３１７４を判定することができる。例示した実施例では、図３
０に示した再生可能なメディア３０６８に基づいて、デバイスベースの推薦３１７４を判
定することができる。例えば、フォトアルバム１３６４が再生可能なメディア３０６８と
して識別されたと仮定すると、フォトアルバム１３６４の詳細を使用して、クエリを策定
することができる。システムは、スライドショーで表示することができる複数の写真のア
ルバムとしてコンテンツを識別することができ、次いで、（いくつかの事例では）アルバ
ムのタイトルを使用して、写真の特定のアルバムのスライドショーを表示するクエリ推薦
を策定することができる（例えば、「あなたの写真から「卒業式のアルバム」のスライド
ショーを表示する。」）。いくつかの実施例では、推薦は、コンテンツのソースの指示（
例えば、「あなたの写真から」「Ｊｅｎｎｉｆｅｒの電話から」、「Ｄａｎｉｅｌのタブ
レットから」など）を含むことができる。また、推薦は、特定の日付から写真を閲覧する
ための推薦（例えば、６月２１日から写真を表示する）など、特定のコンテンツを参照す
るめに他の詳細を使用することができる。別の実施例では、再生可能なメディア３０６８
として、動画１３６２を識別することができ、動画のタイトル（又は、他の識別情報）を
使用して、動画を再生するためのクエリ推薦を策定することができる（例えば、「あなた
の動画から『卒業式の動画』を表示する。」）。
【０２０４】
　他の実施例では、他の接続されたデバイス上で利用可能なコンテンツを識別し、それを
使用して、仮想アシスタントクエリ推薦を策定することができる。例えば、共通のテレビ
セットトップボックス１０４に接続された２つのユーザデバイス１０２の各々からのコン
テンツを識別し、仮想アシスタントクエリ推薦を策定する際にそれを使用することができ
る。いくつかの実施例では、ユーザは、共有するためにどのコンテンツをシステムから見
えるようにするかを選択することができ、他のコンテンツをクエリ推薦に含めないように
、あるいは場合によっては、再生するために他のコンテンツを利用可能しないように、シ
ステムから他のコンテンツを非表示にすることができる。
【０２０５】
　図３１のインタフェース３１７０に表示されたコンテンツベースの推薦２６５２は、例
えば、テレビセットトップボックス１０４と関連付けられたディスプレイ１１２上に表示
されたコンテンツに基づいて判定することができる。いくつかの実施例では、図２６を参
照して上述したのと同じように、コンテンツベースの推薦２６５２を判定することができ
る。例示された実施例では、図３１に示したコンテンツベースの推薦２６５２は、（例え
ば、図２６の場合のように）ディスプレイ１１２上に表示された動画４８０に基づくこと
ができる。このようにすると、任意の数の接続されたデバイス上に表示される、又はそこ
で利用可能なコンテンツに基づいて、仮想アシスタントクエリ推薦を導き出すことができ
る。ターゲットの推薦に加えて、全般的な推薦３１７６（例えば、ガイドを表示する、ど
んなスポーツが放送されているか、チャンネル３では何が放送されているか、など）をあ
らかじめ判定し、提供することができる。
【０２０６】
　図３２は、テレビセットトップボックス１０４と関連付けられたディスプレイ１１２上
に表示されたコンテンツベースの推薦２６５２と共に、接続されたデバイスベースの推薦
３２７５を備える例示的な推薦インタフェース２６５０を示す。いくつかの実施例では、
図２６を参照して上述したのと同じように、コンテンツベースの推薦２６５２を判定する
ことができる。上述のように、任意の数の接続されたデバイス上のコンテンツに基づいて
、仮想アシスタントクエリ推薦を策定することができ、任意の数の接続されたデバイス上
に、その推薦を提供することができる。図３２は、ユーザデバイス１０２上のコンテンツ
から導き出すことができる、接続されたデバイスベースの推薦３２７５を示す。例えば、
ユーザデバイス１０２上で、図３０に再生可能なメディア３０６８としてインタフェース
１３６０に表示された写真及び動画コンテンツなど、再生可能なコンテンツを識別するこ
とができる。次いで、ユーザデバイス１０２上の識別された再生可能なコンテンツを使用
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して、テレビセットトップボックス１０４と関連付けられたディスプレイ１１２上に表示
することができる推薦を策定することができる。いくつかの実施例では、図３１を参照し
て上述したデバイスベースの推薦３１７４と同じように、接続されたデバイスベースの推
薦３２７５を判定することができる。更に、上述のように、いくつかの実施例では、接続
されたデバイスベースの推薦３２７５に示すような「Ｊａｋｅの電話から」など、ソース
情報を識別することを、推薦に含めることができる。したがって、１つのデバイス上に提
供された仮想アシスタントクエリ推薦を、別のデバイスからのコンテンツ（例えば、表示
されたコンテンツ、記憶されたコンテンツなど）に基づいて導き出すことができる。接続
されたデバイスは、テレビセットトップボックス１０４及び／又はユーザデバイス１０２
にアクセス可能な（例えば、推薦を策定するために、クラウドに記憶されたメディアコン
テンツにアクセする）遠隔記憶デバイスを含むことができることを了解されたい。
【０２０７】
　推薦の要求に応じて、種々のソースからの仮想アシスタントクエリ推薦の任意の組み合
わせを提供することができることを理解されたい。例えば、種々のソースからの推薦をラ
ンダムに組み合わせることができ、あるいは、人気、ユーザの好み、選択履歴などに基づ
いて、種々のソースから推薦を提示することができる。更に、クエリを、種々の他のやり
方で判定することができ、クエリ履歴、ユーザの好み、クエリの人気などのような種々の
他の因子に基づいて提示することができる。更に、いくつかの実施例では、表示された推
薦を遅延後の新しい代替推薦と置換することによって、クエリ推薦を自動的に循環させる
ことができる。更に、ユーザは、例えば、タッチスクリーン上でタップすること、クエリ
を発語すること、ナビゲーションキーを用いてクエリを選択すること、ボタンを用いてク
エリを選択すること、カーソルを用いてクエリを選択することなどによって、表示された
推薦を任意のインタフェース上で選択することができ、次いで、関連付けられた応答（例
えば、情報及び／又はメディア応答）を提供することができることを理解されたい。
【０２０８】
　また、種々の実施例のうちのいずれかでは、利用可能なコンテンツに基づいて、仮想ア
シスタントクエリ推薦をフィルタリングすることができる。例えば、利用不可能なメディ
アコンテンツ（例えば、ケーブルサブスクリプションがない）を生じる、又は、関連付け
られた情報回答を有し得る潜在的なクエリ推薦は、推薦としての資格を失い、表示せずに
隠しておくことができる。一方で、ユーザがアクセスを有する直ちに再生可能なメディア
コンテンツを生じる潜在的なクエリ推薦に、他の潜在的な推薦よりも重み付けすることが
でき、又は場合によっては、表示のためにバイアスをかけることができる。このようにす
ると、表示のための仮想アシスタントクエリ推薦を判定する際に、ユーザが閲覧するため
のメディアコンテンツの可用性を使用することができる。
【０２０９】
　更に、種々の実施例のうちのいずれかでは、プリロードされたクエリ回答を推薦の代わ
りに、又はそれに加えて（例えば、推薦インタフェース２６５０に）提供することができ
る。個人使用及び／又は現在のコンテキストに基づいて、そのようなプリロードされたク
エリ回答を選択し、提供することができる。例えば、特定のプログラムを視聴しているユ
ーザは、推薦を受信するために、ボタンをタップする、ボタンをダブルクリックするなど
ができる。クエリ推薦の代わりに、又はそれに加えて、再生中の曲又はサウンドトラック
を識別すること（例えば、「この曲は、Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｐｉｅｃｅです」）、
現在演じられているエピソードの出演者を識別すること（例えば、「女優Ｊａｎｅｔ　Ｑ
ｕｉｎｎがＧｅｎｅｖｉｅｖｅを演じています」）、類似メディアを識別すること（例え
ば、「番組Ｑはこの番組と類似しています」）、又は本明細書では論じる他のクエリのう
ちのいずれかの結果を提供すること、などコンテキストベース情報を自動的に提供するこ
とができる。
【０２１０】
　更に、ユーザがメディアコンテンツをレーティングして、ユーザの好みの仮想アシスタ
ント（例えば、選択可能なレーティングスケール）を通知する種々のインタフェースのう
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ちのいずれかにアフォーダンスを提供することができる。他の実施例では、ユーザは、自
然言語コマンドとしてレーティング情報（例えば、「私はこれが大好きです」、「私はこ
れが嫌いです」、「私はこの番組が好きではありません」）など）を発語することができ
る。更に他の実施例では、例示し、本明細書で説明する種々のインタフェースのうちのい
ずれかにおいて、種々の他の機能要素及び情報要素を提供することができる。例えば、イ
ンタフェースは、検索リンク、購入リンク、メディアリンクなどのような、重要な機能及
び場所へのリンクを更に含むことができる。別の実施例では、インタフェースは、現在再
生中のコンテンツに基づく次に他に何を視聴すべきかの推奨を（例えば、類似するコンテ
ンツを選択すること）更に含むことができる。更に別の実施例では、インタフェースは、
パーソナライズされた好み及び／又は最近のアクティビティに基づく次に他に何を視聴す
べきかの推奨（例えば、ユーザレーティング、ユーザが入力した好み、最近視聴したプロ
グラムなどに基づいてコンテンツを選択すること）を更に含むことができる。更に他の実
施例では、インタフェースは、ユーザ対話の命令（例えば、「押したまま仮想アシスタン
トに話しかけてください」、「推薦を取得するためには１回タップしてください」など）
を更に含むことができる。いくつかの実施例では、プリロードされた回答、推薦などを提
供することにより、コンテンツを多種多様なユーザが（例えば、言語又は他のコントロー
ルバリアにかかわらず、種々の技術レベルのユーザが）容易に利用できるようにしながら
、ユーザエクスペリエンスを愉快なものにすることができる。
【０２１１】
　図３３は、メディアコンテンツを制御するための仮想アシスタント対話（例えば、仮想
アシスタントクエリ）を推薦するための例示的なプロセス３３００を示す。ブロック３３
０２で、ディスプレイ上にメディアコンテンツを表示することができる。例えば、図２６
に示すように、テレビセットトップボックス１０４を介してディスプレイ１１２上に動画
４８０を表示することができ、あるいは、図３０に示すように、ユーザデバイス１０２の
タッチスクリーン２４６上に、インタフェース１３６０を表示することができる。ブロッ
ク３３０４で、ユーザからの入力を受信することができる。入力は、仮想アシスタントク
エリ推薦の要求を含むことができる。入力は、ボタン押下、ボタンのダブルクリック、メ
ニュー選択、推薦についての口頭クエリをなど含むことができる。
【０２１２】
　ブロック３３０６で、メディアコンテンツ及び／又はメディアコンテンツの閲覧履歴に
基づいて、仮想アシスタントクエリを判定することができる。例えば、表示されたプログ
ラム、メニュー、アプリケーション、メディアコンテンツのリスト、通知などに基づいて
、仮想アシスタントクエリを判定することができる。１つの実施例では、図２６を参照し
て説明したような動画４８０及び関連メタデータに基づいて、コンテンツベースの推薦２
６５２を判定することができる。別の実施例では、図２９を参照して説明したような通知
２９６４に基づいて、通知ベースの推薦２９６６を判定することができる。更に別の実施
例では、図３０及び図３１を参照して説明したようなユーザデバイス１０２上の再生可能
なメディア３０６８に基づいて、デバイスベースの推薦３１７４を判定することができる
。更に別の実施例では、図３２を参照して説明したようなユーザデバイス１０２上の再生
可能なメディア３０６８に基づいて、接続されたデバイスベースの推薦３２７５を判定す
ることができる。
【０２１３】
　図３３のプロセス３３００を再び参照すると、ブロック３３０８で、ディスプレイ上に
仮想アシスタントクエリを表示することができる。例えば、判定したクエリ推薦は、図２
６、図２７、図２９、図３１及び図３２に示し、それを参照して説明したように表示する
ことができる。上記で論じたように、種々の他の情報に基づいて、クエリ推薦を判定し、
表示することができる。更に、１つのディスプレイ上に提供された仮想アシスタントクエ
リ推薦を、別のディスプレイを備える別のデバイスからのコンテンツに基づいて導き出す
ることができる。このようにして、ターゲットの仮想アシスタントクエリ推薦をユーザに
提供し、それにより、恩恵の中でもとりわけ、潜在的なクエリの学習に対してユーザを支
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援し、望ましいコンテンツ推薦を提供することができる。
【０２１４】
　更に、本明細書で論じる種々の実施例のうちのいずれかでは、特定のユーザのために種
々の態様をパーソナライズすることができる。連絡先、好み、場所、お気に入りのメディ
アなどを含むユーザデータを使用して、音声コマンドを解釈し、本明細書で論じる種々の
デバイスとのユーザ対話を可能にすることができる。また、ユーザの好み、連絡先、テキ
スト、使用履歴、プロファイルデータ、統計などに従った種々の他のやり方で、本明細書
では論じた種々のプロセスを修正することができる。更に、ユーザ対話（例えば、頻繁に
発されるコマンド、頻繁に選択されるアプリケーションなど）に基づいて、そのような好
み及び設定を経時的に更新することができる。招待者限定コンテンツ又はユーザにとって
興味の対象であり得る任意の他のコンテンツのユーザへの配信を改善するために、種々の
ソースから利用可能なユーザデータの収集及び使用を使用することができる。本開示は、
いくつかの事例では、この収集されたデータは、特定の人を一意に識別する、あるいは、
特定の人に接触する、又はその人の位置を特定するために使用され得る、個人情報データ
を含むことができることを企図する。そのような個人情報データとして、人口統計データ
、ロケーションベースのデータ、電話番号、電子メールアドレス、自宅の住所、又は任意
の他の識別情報を挙げることができる。
【０２１５】
　本開示により、現在の技術におけるそのような個人情報データの使用を使用してユーザ
を利することができることが認識される。例えば、個人情報データを使用して、ユーザに
とってより大きな興味の対象であるターゲットコンテンツを配信することができる。した
がって、そのような個人情報データの使用により、送達されたコンテンツの計算制御が可
能になる。更に、ユーザに利する個人情報データについての他の使用もまた本開示により
企図される。
【０２１６】
　本開示は更に、収集、分析、開示、転送、記憶又はそのような個人情報データの他の使
用を担うエンティティが、確立したプライバシーポリシー及び／又はプライバシー慣行に
適合することを企図する。詳細には、そのようなエンティティは、秘密及びセキュアとし
て個人情報データを維持するための産業上の要件又は政府要件を満たす、又はそれを上回
るものとして一般的に認識されるプライバシーポリシー及びプライバシー慣行を実装し、
一貫して使用しなければならない。例えば、ユーザからの個人情報は、そのエンティティ
の合法的かつ正当な使用のために収集されるべきであり、それらの合法的使用を除いて、
共有又は販売されるべきではない。更には、そのような収集は、ユーザの告知に基づく同
意を受信した後にのみ実施するべきである。更に、そのようなエンティティは、そのよう
な個人情報へのアクセスを保護して安全化し、その個人情報へのアクセスを有する他者が
、自身のプライバシーポリシー及び手順を遵守することを保証するための、あらゆる必要
な措置を講じることとなる。更には、そのようなエンティティは、広く受け入れられてい
るプライバシーのポリシー及び慣行に対する自身の遵守を証明するために、第三者による
評価を自らが受けることができる。
【０２１７】
　前述のことがらにもかかわらず、本開示はまた、ユーザが、個人情報データの使用又は
個人情報データへのアクセスを選択的に阻止する実施例も意図する。即ち、本開示は、そ
のような個人情報データへのアクセスを防止又は阻止するハードウェア要素及び／又はソ
フトウェア要素を提供することができることを意図する。例えば、広告配信サービスの場
合には、この技術は、ユーザが、サービスの登録中に個人情報データの収集への参加の「
オプトイン」又は「オプトアウト」を選択することを可能にするように構成され得る。別
の実施例では、ユーザは、ターゲットコンテンツ配信サービスに位置情報を提供しないよ
うに選択することができる。更に別の実施例では、ユーザは、正確な位置情報を提供しな
いが、ロケーションゾーンの情報の転送を可能にするように選択することができる。
【０２１８】
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　したがって、本開示は、１つ以上の種々の開示された実施形態を実施するための個人情
報データの使用を、広範に網羅するものであるが、本開示は、そのような個人情報データ
にアクセスすることを必要とせずにそれらの種々の実施例を実装することができることも
意図する。即ち、本技術の種々の実施例は、そのような個人情報データの全て又は一部分
の欠如に起因して、動作不能となるものではない。例えば、ユーザと関連付けられたデバ
イスが要求するコンテンツ、コンテンツ配信サービスに利用可能な他の非個人情報、又は
一般公開されている情報など、非個人情報データ又は最小限の量の個人情報に基づいて好
みを推測することによって、コンテンツをユーザに選択し、配信することができる。
【０２１９】
　いくつかの実施例によれば、図３４は、電子デバイス３４００の機能ブロック図を示し
、電子デバイス３４００は、説明した種々の実施例の原理に従って、例えば、仮想アシス
タントを使用してテレビ対話を制御し、異なるインタフェースを使用して関連情報を表示
するように構成される。デバイスの機能ブロックは、説明した種々の実施例の原理を実行
するために、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組み合
わせによって実装することができる。当業者には、説明した種々の実施例の原理を実装す
るために、図３４で説明する機能ブロックを組み合わせる、又はサブブロックに分離する
ことできることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明さ
れている機能ブロックのあらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任
意選択的に、支持する。
【０２２０】
　図３４に示すように、電子デバイス３４００は、メディア、インタフェース及び他のコ
ンテンツを表示するように構成されたディスプレイユニット３４０２（例えば、ディスプ
レイ１１２、タッチスクリーン２４６など）を含むことができる。電子デバイス３４００
は、発語入力、触覚入力、ジェスチャ入力などのような情報を受信するように構成された
入力ユニット３４０４（例えば、マイクロフォン、受信器、タッチスクリーン、ボタンな
ど）を更に含むことができる。電子デバイス３４００は、表示ユニット３４０２及び入力
ユニット３４０４に結合される処理ユニット３４０６を更に含むことができる。いくつか
の実施例では、処理ユニット３４０６は、発語入力受信ユニット３４０８と、メディアコ
ンテンツ判定ユニット３４１０と、第１のユーザインタフェース表示ユニット３４１２と
、選択受信ユニット３４１４と、第２のユーザインタフェース表示ユニット３４１６とを
含むことができる。
【０２２１】
　処理ユニット３４０６は、（例えば、入力ユニット３４０４を介して）ユーザからの発
語入力を受信するように構成することができる。処理ユニット３４０６は、（例えば、メ
ディアコンテンツ判定ユニット３４１０を使用して）発語入力に基づいて、メディアコン
テンツを判定するように更に構成することができる。処理ユニット３４０６は、（例えば
、第１のユーザインタフェース表示ユニット３４１２を使用して、ディスプレイユニット
３４０２上に）第１のサイズを有する第１のユーザインタフェースを表示するように更に
構成することができ、第１のユーザインタフェースは、メディアコンテンツへの１つ以上
の選択可能なリンクを備える。処理ユニット３４０６は、（例えば、選択受信ユニット３
４１４を使用して、入力ユニット３４０４から）１つ以上の選択可能なリンクのうちの１
つの選択を受信するように更に構成することができる。処理ユニット３４０６は、その選
択に応じて、（例えば、第２のユーザインタフェース表示ユニット３４１６を使用して、
ディスプレイユニット３４０２上に）第１のサイズよりも大きい第２のサイズを有する第
２のユーザインタフェースを表示するように更に構成することができ、第２のユーザイン
タフェースは、選択と関連付けられたメディアコンテを備える。
【０２２２】
　いくつかの実施例では、（例えば、第１のユーザインタフェース表示ユニット３４１２
の）第１のユーザインタフェースは、（例えば、選択受信ユニット３４１４の）選択に応
じて、（例えば、第２のユーザインタフェース表示ユニット３４１６の）第２のユーザイ



(62) JP 2019-3663 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

ンタフェースへと拡張する。他の実施例では、第１のユーザインタフェースが、再生中の
メディアコンテンツ上に重なっている。１つの実施例では、第２のユーザインタフェース
が、再生中のメディアコンテンツ上に重なっている。別の実施例では、（例えば、入力ユ
ニット３４０４からの発語入力受信ユニット３４０８の）発語入力はクエリを備え、（例
えば、メディアコンテンツ判定ユニット３４１０の）メディアコンテンツはクエリの結果
を備える。更に別の実施例では、第１のユーザインタフェースは、メディアコンテンツへ
の１つ以上の選択可能なリンク以外に、クエリの結果へのリンクを備える。他の実施例で
は、クエリは、天気に関するクエリを含み、第１のユーザインタフェースは、天気に関す
るクエリと関連付けられたメディアコンテンツへのリンクを備える。別の実施例では、ク
エリは場所を含み、天気に関するクエリと関連付けられたメディアコンテンツへのリンク
は、その場所の天気と関連付けられたメディアコンテンツの一部分へのリンクを備える。
【０２２３】
　いくつかの実施例では、選択に応じて、処理ユニット３４０６は、その選択と関連付け
られたメディアコンテンツを再生するように構成することができる。１つの実施例では、
メディアコンテンツは、映画を含む。別の実施例では、メディアコンテンツは、テレビ番
組を含む。別の実施例では、メディアコンテンツは、スポーツイベントを含む。いくつか
の実施例では、（例えば、第２のユーザインタフェース表示ユニット３４１６の）第２の
ユーザインタフェースは、選択と関連付けられたメディアコンテンツの記述を含む。他の
実施例では、第１のユーザインタフェースは、メディアコンテンツを購入するためのリン
クを備える。
【０２２４】
　処理ユニット３４０６は、ユーザからの追加の発語入力を（例えば、入力ユニット３４
０４を介して）受信するように更に構成することができ、追加の発語入力は、表示された
コンテンツと関連付けられたクエリを含む。処理ユニット３４０６は、表示されたコンテ
ンツと関連付けられたメタデータに基づいて、表示されたコンテンツと関連付けられたク
エリに対する応答を判定するように更に構成することができる。処理ユニット３４０６は
、追加の発語入力を受信したことに応じて、（例えば、表示ユニット３４０２上に）第３
のユーザインタフェースを表示するように更に構成されることができる、第３のユーザイ
ンタフェースは、表示されたコンテンツと関連付けられたクエリに対する判定した応答を
含む。
【０２２５】
　処理ユニット３４０６は、（例えば、入力ユニット３４０４を介して）発語入力の受信
を開始する指示を受信するように更に構成することができる。処理ユニット３４０６は、
指示を受信したことに応じて、準備完了確認を（例えば、ディスプレイユニット３４０２
上に）表示するように更に構成することができる。処理ユニット３４０６は、発語入力を
受信したことに応じて、リッスン確認を表示するように更に構成することができる。処理
ユニット３４０６は、発語入力の終わりを検出し、発語入力の終わりを検出したことに応
じて処理確認を表示するように更に構成することができる。いくつかの実施例では、処理
ユニット３４０６は、発語入力の音声表記を表示するように更に構成することができる。
【０２２６】
　いくつかの実施例では、電子デバイス３４００は、テレビを含む。いくつかの実施例で
は、電子デバイス３４００は、テレビセットトップボックスを含む。いくつかの実施例で
は、電子デバイス３４００は、遠隔制御を含む。いくつかの実施例では、電子デバイス３
４００は、携帯電話を含む。
【０２２７】
　１つの実施例では、第１のユーザインタフェースにおける（例えば、第１のユーザイン
タフェース表示ユニット３４１２の）１つ以上の選択可能なリンクは、メディアコンテン
ツと関連付けられた動画像を含む。いくつかの実施例では、メディアコンテンツと関連付
けられた動画像は、メディアコンテンツのライブフィードを含む。別の実施例では、第１
のユーザインタフェースにおける１つ以上の選択可能なリンクは、メディアコンテンツと
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関連付けられた静止画像を含む。
【０２２８】
　いくつかの実施例では、処理ユニット３４０６は、現在表示されているコンテンツが動
画像を含むか、あるいはコントロールメニューを含むかを判定し、現在表示されているコ
ンテンツが動画像を含むという判定に応じて、第１のユーザインタフェースのための（例
えば、第１のユーザインタフェース表示ユニット３４１２の）第１のサイズとして、小さ
いサイズを選択し、現在示されているコンテンツがコントロールメニューを含むという判
定に応じて、第１のユーザインタフェースのための（例えば、第１のユーザインタフェー
ス表示ユニット３４１２の）第１のサイズとして、小さいサイズよりも大きい、大きいサ
イズを選択するように更に構成することができる。他の実施例では、処理ユニット３４０
６は、ユーザの好み、番組の人気、及びライブスポーツイベントの状況のうちの１つ以上
に基づいて、表示のための代替メディアコンテンツを判定し、判定した代替メディアコン
テンツを含む通知を表示するように更に構成することができる。
【０２２９】
　いくつかの実施例によれば、図３５は、電子デバイス３５００の機能ブロック図を示し
、電子デバイス３５００は、説明した種々の実施例の原理に従って、例えば、仮想アシス
タント及び複数のユーザデバイスを使用してテレビ対話を制御するように構成される。デ
バイスの機能ブロックは、説明した種々の実施例の原理を実行するために、ハードウェア
、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせによって実装すること
ができる。当業者には、説明した種々の実施例の原理を実装するために、図３５で説明す
る機能ブロックを組み合わせる、又はサブブロックに分離することできることが理解され
る。したがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックのあ
らゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０２３０】
　図３５に示すように、電子デバイス３５００は、メディア、インタフェース及び他のコ
ンテンツを表示するように構成されたディスプレイユニット３５０２（例えば、ディスプ
レイ１１２、タッチスクリーン２４６など）を含むことができる。電子デバイス３５００
は、発語入力、触覚入力、ジェスチャ入力などのような情報を受信するように更に構成さ
れた入力ユニット３５０４（例えば、マイクロフォン、受信器、タッチスクリーン、ボタ
ンなど）を含むことができる。電子デバイス３５００は、表示ユニット３５０２及び入力
ユニット３５０４に結合される処理ユニット３５０６を更に含むことができる。いくつか
の実施例では、処理ユニット３５０６は、発語入力受信ユニット３５０８と、ユーザ意図
判定ユニット３５１０と、メディアコンテンツ判定ユニット３５１２と、メディアコンテ
ンツ再生ユニット３５１４とを含むことができる。
【０２３１】
　処理ユニット３５０６は、第１のディスプレイ（例えば、いくつかの実施例では表示ユ
ニット３５０２）を有する第１のデバイス（例えば、デバイス３５００）で、（例えば、
発語入力受信ユニット３５０８を使用して、入力ユニット３５０４から）ユーザからの発
語入力を受信するように構成することができる。処理ユニット３５０６は、（例えば、ユ
ーザ意図判定ユニット３５１０を使用して）第１のディスプレイ上に表示されたコンテン
ツに基づいて、発語入力のユーザ意図を判定するように更に構成することができる。処理
ユニット３５０６は、（例えば、メディアコンテンツ判定ユニット３５１２を使用して）
ユーザ意図に基づいて、メディアコンテンツを判定するように更に構成することができる
。処理ユニット３５０６は、第２のディスプレイと関連付けられた第２のデバイス（例え
ば、いくつかの実施例ではディスプレイユニット３５０２）上で、（例えば、メディアコ
ンテンツ再生ユニット３５１４を使用して）メディアコンテンツを再生するように更に構
成することができる。
【０２３２】
　１つの実施例では、第１のデバイスは、遠隔制御を含む。別の実施例では、第１のデバ
イスは、携帯電話を含む。別の実施例では、第１のデバイスは、タブレットコンピュータ



(64) JP 2019-3663 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

を含む。いくつかの実施例では、第２のデバイスは、テレビセットトップボックスを含む
。別の実施例では、第２のデバイスは、テレビを含む。
【０２３３】
　いくつかの実施例では、第１のディスプレイ上に表示されたコンテンツは、アプリケー
ションインタフェースを備える。１つの実施例では、（例えば、入力ユニット３５０４か
らの発語入力受信ユニット３５０８の）発語入力は、アプリケーションインタフェースと
関連付けられたメディアに表示するという要求を含む。１つの実施例では、メディアコン
テンツは、アプリケーションインタフェースと関連付けられたメディアを含む。別の実施
例では、アプリケーションインタフェースは、フォトアルバムを備え、メディアは、フォ
トアルバム中の１つ以上の写真を含む。更に別の実施例では、アプリケーションインタフ
ェースは、１つ以上の動画のリストを備え、メディアは、１つ以上の動画のうちの１つを
含む。更に他の実施例では、アプリケーションインタフェースは、テレビプログラムリス
トを備え、メディアは、テレビプログラムリスト中のテレビプログラムを含む。
【０２３４】
　いくつかの実施例では、処理ユニット３５０６は、第１のデバイスが認証されているか
どうかを判定するように更に構成することができ、第１のデバイスが認証されているとい
う判定に応じて、第２のデバイス上でメディアコンテンツを再生する。処理ユニット３５
０６は、発語入力に基づいてユーザを識別し、（例えば、ユーザ意図判定ユニット３５１
０を使用して）識別されたユーザと関連付けられたデータに基づいて、発語入力のユーザ
意図を判定するように更に構成することができる。処理ユニット３５０６は、発語入力に
基づいて、ユーザが認証されているかどうかを判定するように更に構成することができ、
ユーザが認証されたユーザであるという判定に応じて、第２のデバイス上でメディアコン
テンツを再生する。１つの実施例では、ユーザが認証されているかどうかを判定すること
は、音声認識を使用して発語入力を分析することを含む。
【０２３５】
　他の実施例では、処理ユニット３５０６は、ユーザ意図が情報の要求を含むと判定した
ことに応じて、メディアコンテンツと関連付けられた情報を、第１のデバイスの第１のデ
ィスプレイ上に表示するように更に構成することができる。処理ユニット３５０６は、ユ
ーザ意図がメディアコンテンツを再生するという要求を含むと判定したことに応じて、そ
のメディアコンテンツと関連付けられた情報を、第２のデバイス上で再生するように更に
構成することができる。
【０２３６】
　いくつかの実施例では、発語入力は、第２のデバイス上でコンテンツを再生するという
要求を含み、第２のデバイス上でコンテンツを再生するという要求に応じて、第２のデバ
イス上でメディアコンテンツを再生する。処理ユニット３５０６は、メディアのフォーマ
ット、ユーザの好み又はデフォルト設定に基づいて、判定したメディアコンテンツを第１
のディスプレイ上で表示すべきか、あるいは第２のディスプレイ上で表示すべきかを判定
するように更に構成することができる。いくつかの実施例では、判定したメディアコンテ
ンツを第２のディスプレイ上に表示すべきであるという判定に応じて、第２のディスプレ
イ上にメディアコンテンツを表示する。他の実施例では、判定したメディアコンテンツを
第１のディスプレイ上に表示すべきであるという判定に応じて、第１のディスプレイ上に
メディアコンテンツを表示する。
【０２３７】
　他の実施例では、処理ユニット３５０６は、第２のデバイス及び第３のデバイスを含む
２つ以上のデバイスの各々の近接度を判定するように更に構成されることができる。いく
つかの実施例では、第３のデバイスの近接度に対する第２のデバイスの近接度に基づいて
、第２のディスプレイと関連付けられた第２のデバイス上に、メディアコンテンツを再生
する。いくつかの実施例では、２つ以上のデバイスの各々の近接度を判定することは、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ＬＥに基づいて近接度を判定することを含む。
【０２３８】
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　いくつかの実施例では、処理ユニット３５０６は、第２のディスプレイと関連付けられ
た第２のデバイスを含む表示デバイスのリストを表示し、表示デバイスのリスト中の第２
のデバイスの選択を受信するように更に構成することができる。１つの実施例では、第２
のデバイスの選択を受信したことに応じて、第２のディスプレイ上にメディアコンテンツ
を表示する。処理ユニット３５０６は、第１のデバイスにヘッドホンが取り付けられてい
るどうかを判定するように更に構成することができる。処理ユニット３５０６は、第１の
デバイスにヘッドホンが取り付けられているという判定に応じて、第１のディスプレイ上
にメディアコンテンツを表示するように更に構成することができる。処理ユニット３５０
６は、第１のデバイスにヘッドホンが取り付けられていないという判定に応じて、第２の
ディスプレイ上にメディアコンテンツを表示するように更に構成することができる。他の
実施例では、処理ユニット３５０６は、ユーザの好み、番組の人気、及びライブスポーツ
イベントの状況のうちの１つ以上に基づいて、表示のための代替メディアコンテンツを判
定し、判定した代替メディアコンテンツを含む通知を表示するように更に構成することが
できる。
【０２３９】
　いくつかの実施例によれば、図３６は、電子デバイス３６００の機能ブロック図を示し
、電子デバイス３６００は、説明した種々の実施例の原理に従って、例えば、ディスプレ
イ上に表示されたメディアコンテンツとメディアコンテンツの閲覧履歴とを使用してテレ
ビ対話を制御するように構成される。デバイスの機能ブロックは、説明した種々の実施例
の原理を実行するために、ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウ
ェアの組み合わせによって実装することができる。当業者には、説明した種々の実施例の
原理を実装するために、図３６で説明する機能ブロックを組み合わせる、又はサブブロッ
クに分離することできることが理解される。したがって、本明細書における説明は、本明
細書で説明されている機能ブロックのあらゆる可能な組み合わせ若しくは分割、又は更な
る定義を、任意選択的に、支持する。
【０２４０】
　図３６に示すように、電子デバイス３６００は、メディア、インタフェース及び他のコ
ンテンツを表示するように構成されたディスプレイユニット３６０２（例えば、ディスプ
レイ１１２、タッチスクリーン２４６など）を含むことができる。電子デバイス３６００
は、発語入力、触覚入力、ジェスチャ入力などのような情報を受信するように構成された
入力ユニット３６０４（例えば、マイクロフォン、受信器、タッチスクリーン、ボタンな
ど）を更に含むことができる。電子デバイス３６００は、表示ユニット３６０２及び入力
ユニット３６０４に結合される処理ユニット３６０６を更に含むことができる。いくつか
の実施例では、処理ユニット３６０６は、発語入力受信ユニット３６０８と、ユーザ意図
判定ユニット３６１０と、クエリ結果表示ユニット３６１２とを含むことができる。
【０２４１】
　処理ユニット３６０６は、ユーザからの発語入力を（例えば、発語入力受信ユニット３
６０８を使用して、入力ユニット３６０４から）受信するように構成することができ、発
語入力は、ディスプレイ（例えば、いくつかの実施例では表示ユニット３６０２）上に表
示されたコンテンツと関連付けられたクエリを含む。処理ユニット３６０６は、（例えば
、ユーザ意図判定ユニット３６１０を使用して）テレビディスプレイ上に表示されたコン
テンツ及びメディアコンテンツの閲覧履歴のうちの１つ以上に基づいて、クエリのユーザ
意図を判定するように更に構成することができる。処理ユニット３６０６は、（例えば、
クエリ結果表示ユニット３６１２を使用して）判定したユーザ意図に基づいて、クエリの
結果を表示するように更に構成することができる。
【０２４２】
　１つの実施例では、遠隔制御において、発語入力を受信する。別の実施例では、携帯電
話において、発語入力を受信する。いくつかの実施例では、テレビディスプレイ上にクエ
リの結果を表示する。別の実施例では、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツは
、映画を含む。更に別の実施例では、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツは、
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テレビ番組を含む。更に別の実施例では、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツ
は、スポーツイベントを含む。
【０２４３】
　いくつかの実施例では、クエリは、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツと関
連付けられた人物に関する情報の要求を含み、（例えば、クエリ結果表示ユニット３６１
２の）クエリの結果は、その人物に関する情報を含む。１つの実施例では、クエリの結果
は、その人物と関連付けられたメディアコンテンツを含む。別の実施例では、メディアコ
ンテンツは、その人物と関連付けられた映画、テレビ番組又はスポーツイベントのうちの
１つ以上を含む。いくつかの実施例では、クエリは、テレビディスプレイ上に表示された
コンテンツと関連付けられたキャラクターに関する情報の要求を含み、クエリの結果は、
そのキャラクターに関する情報、又はそのキャラクターを演じている俳優に関する情報を
含む。１つの実施例では、クエリの結果は、そのキャラクターを演じている俳優と関連付
けられたメディアコンテンツを含む。別の実施例では、メディアコンテンツは、そのキャ
ラクターを演じている俳優と関連付けられた映画、テレビ番組又はスポーツイベントのう
ちの１つ以上を含む。
【０２４４】
　いくつかの実施例では、処理ユニット３６０６は更に、テレビディスプレイ上に表示さ
れたコンテンツ又はメディアコンテンツの閲覧履歴と関連付けられたメタデータに基づい
て、クエリの結果を判定するように更に構成することができる。１つの実施例では、メタ
データは、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツ又はメディアコンテンツの閲覧
履歴と関連付けられた、タイトル、説明、キャラクターのリスト、俳優のリスト、選手の
リスト、ジャンル、又は表示スケジュールのうちの１つ以上を含む。別の実施例では、テ
レビディスプレイ上に表示されたコンテンツは、メディアコンテンツのリストを含み、ク
エリは、リスト中の項目のうちの１つを表示するという要求を含む。更に別の実施例では
、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツは、フォーカスを有するメディアコンテ
ンツのリスト中の項目を更に含み、（例えば、ユーザ意図判定ユニット３６１０を使用し
て）クエリのユーザ意図を判定することは、フォーカスを有する項目を識別することを含
む。いくつかの実施例では、処理ユニット３６０６は、（例えば、ユーザ意図判定ユニッ
ト３６１０を使用して）テレビディスプレイ上に最近表示されたメニュー又は検索コンテ
ンツに基づいて、クエリのユーザ意図を判定するように更に構成することができる。１つ
の実施例では、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツは、列挙されたメディアの
ページを含み、最近表示されたメニュー又は検索コンテンツは、列挙されたメディアの以
前のページを含む。別の実施例では、テレビディスプレイ上に表示されたコンテンツは、
メディアの１つ以上のカテゴリーを含み、メディアの１つ以上のカテゴリーのうちの１つ
は、フォーカスを有する。１つの実施例では、処理ユニット３６０６は、（例えば、ユー
ザ意図判定ユニット３６１０を使用して）フォーカスを有するメディアの１つ以上のカテ
ゴリーのうちの１つに基づいて、クエリのユーザ意図を判定するように更に構成すること
ができる。別の実施例では、メディアのカテゴリーは、映画、テレビプログラム及び音楽
を含む。他の実施例では、処理ユニット３６０６は、ユーザの好み、番組の人気、及びラ
イブスポーツイベントの状況のうちの１つ以上に基づいて、表示のための代替メディアコ
ンテンツを判定し、判定した代替メディアコンテンツを含む通知を表示するように更に構
成することができる。
【０２４５】
　いくつかの実施例によれば、図３７は、電子デバイス３７００の機能ブロック図を示し
、電子デバイス３７００は、説明した種々の実施例の原理に従って、例えば、メディアコ
ンテンツを制御するための仮想アシスタント対話を推薦するように構成される。デバイス
の機能ブロックは、説明した種々の実施例の原理を実行するために、ハードウェア、ソフ
トウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせによって実装することができ
る。当業者には、説明した種々の実施例の原理を実装するために、図３７で説明する機能
ブロックを組み合わせる、又はサブブロックに分離することできることが理解される。し
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たがって、本明細書における説明は、本明細書で説明されている機能ブロックのあらゆる
可能な組み合わせ若しくは分割、又は更なる定義を、任意選択的に、支持する。
【０２４６】
　図３７に示すように、電子デバイス３７００は、メディア、インタフェース及び他のコ
ンテンツを表示するように構成されたディスプレイユニット３７０２（例えば、ディスプ
レイ１１２、タッチスクリーン２４６など）を含むことができる。電子デバイス３７００
は、発語入力、触覚入力、ジェスチャ入力などのような情報を受信するように構成された
入力ユニット３７０４（例えば、マイクロフォン、受信器、タッチスクリーン、ボタンな
ど）を更に含むことができる。電子デバイス３７００は、表示ユニット３７０２及び入力
ユニット３７０４に結合される処理ユニット３７０６を更に含むことができる。いくつか
の実施例では、処理ユニット３７０６は、メディアコンテンツ表示ユニット３７０８と、
入力受信ユニット３７１０と、クエリ判定ユニット３７１２と、クエリ表示ユニット３７
１４とを含むことができる。
【０２４７】
　処理ユニット３７０６は、（例えば、メディアコンテンツ表示ユニット３７０８を使用
して）ディスプレイ（例えば、表示ユニット３７０２）上にメディアコンテンツを表示す
るように構成することができる。処理ユニット３７０６は、（例えば、入力受信ユニット
３７１０を使用して、入力ユニット３７０４から）ユーザからの入力を受信するように更
に構成することができる。処理ユニット３７０６は、（例えば、クエリ判定ユニット３７
１２を使用して）メディアコンテンツ及びメディアコンテンツの閲覧履歴のうちの１つ以
上とに基づいて、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定するように更に構成すること
ができる。処理ユニット３７０６は、（例えば、クエリ表示ユニット３７１４を使用して
）１つ以上の仮想アシスタントクエリをディスプレイ上に表示するように更に構成するこ
とができる。
【０２４８】
　１つの実施例では、遠隔制御上で、ユーザからの入力を受信する。別の実施例では、携
帯電話上で、ユーザからの入力を受信する。いくつかの実施例では、１つ以上の仮想アシ
スタントクエリが、動画像上に重なっている。別の実施例では、入力は、ボタンのダブル
クリックを含む。１つの実施例では、メディアコンテンツは、映画を含む。別の実施例で
は、メディアコンテンツは、テレビ番組を含む。更に別の実施例では、メディアコンテン
ツは、スポーツイベントを含む。
【０２４９】
　いくつかの実施例では、１つ以上の仮想アシスタントクエリは、メディアコンテンツに
現れている人物に関するクエリを含む。他の実施例では、１つ以上の仮想アシスタントク
エリは、メディアコンテンツに現れているキャラクターに関するクエリを含む。別の実施
例では、１つ以上の仮想アシスタントクエリは、メディアコンテンツに現れている人物と
関連付けられたメディアコンテンツに関するクエリを含む。いくつかの実施例では、メデ
ィアコンテンツ又はメディアコンテンツの閲覧履歴は、テレビ番組のエピソードを含み、
１つ以上の仮想アシスタントクエリは、テレビ番組の別のエピソードに関するクエリを含
む。別の実施例では、メディアコンテンツ又はメディアコンテンツの閲覧履歴は、テレビ
番組のエピソードを含み、１つ以上の仮想アシスタントクエリは、メディアコンテンツの
後続のエピソードを視聴又は録画するためのリマインダを設定するという要求を含む。更
に別の実施例では、１つ以上の仮想アシスタントクエリは、メディアコンテンツの記述的
な詳細についてのクエリを含む。１つの実施例では、記述的な詳細は、番組タイトル、キ
ャラクターリスト、俳優リスト、エピソードの記述、チーム名簿、チームランキング又は
番組概要のうちの１つ以上を含む。
【０２５０】
　いくつかの実施例では、処理ユニット３７０６は、１つ以上の仮想アシスタントクエリ
のうちの１つの選択を受信するように更に構成することができる。処理ユニット３７０６
は、１つ以上の仮想アシスタントクエリのうちの選択されたクエリの結果を表示するよう
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判定することは、クエリ履歴、ユーザの好み、又はクエリの人気のうちの１つ以上に基づ
いて、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することを含む。別の実施例では、１つ
以上の仮想アシスタントクエリを判定することは、ユーザが閲覧するために利用可能なメ
ディアコンテンツに基づいて、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することを含む
。更に別の実施例では、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することは、受信した
通知に基づいて、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することを含む。更に別の実
施例では、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することは、アクティブなアプリケ
ーションに基づいて、１つ以上の仮想アシスタントクエリを判定することを含む。他の実
施例では、処理ユニット３７０６は、ユーザの好み、番組の人気、及びライブスポーツイ
ベントの状況のうちの１つ以上に基づいて、表示のための代替メディアコンテンツを判定
し、判定した代替メディアコンテンツを含む通知を表示するように更に構成することがで
きる。
【０２５１】
　添付の図面を参照して、実施例について十分に説明してきたが、当業者には種々の変更
及び修正（例えば、本明細書で論じた任意の他のシステム又はプロセスに関して説明した
概念に従って、本明細書で論じた任意の他のシステム又はプロセスのうちのいずれかを修
正すること）が明らかになるであろうことに留意されたい。そのような変更及び修正は、
添付の特許請求の範囲によって定義されるような様々な実施例の範囲内に含まれるものと
して理解されたい。
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【図２１】
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【図２８Ａ】
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【図２９】

【図３０】 【図３１】



(75) JP 2019-3663 A 2019.1.10

【図３２】
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【図３５】 【図３６】
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【図３７】

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月8日(2018.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するための方法であって、前記方法が、
　電子デバイスにおいて、
　　ユーザからの第１発語入力を受信することと、
　　前記第１発語入力に基づいて、メディアコンテンツを判定することと、
　　第１のサイズを有する第１のユーザインタフェースを表示することであって、前記第
１のユーザインタフェースが、前記メディアコンテンツへの１つ以上の選択可能なリンク
を含む、ことと、
　　前記ユーザからの第２発語入力を受信することであって、前記第２発語入力が、前記
メディアコンテンツへの前記１つ以上の選択可能なリンクのうちの１つに対応する追加の
情報のためのクエリを含む、ことと、
　　前記第２発語入力に応じて、前記クエリに応じた情報を含む第２のユーザインタフェ
ースを表示することと、
　　前記１つ以上の選択可能なリンクのうちの１つの選択を受信することと、
　　前記選択に応じて、前記第１のサイズよりも大きい第２のサイズを有する第３のユー
ザインタフェースを表示することであって、前記第３のユーザインタフェースが、前記選
択と関連付けられた前記メディアコンテンツを含む、ことと、
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　を含む方法。
【請求項２】
　前記選択に応じて、前記第１のユーザインタフェースが、前記第３のユーザインタフェ
ースへと拡張する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のユーザインタフェースが、再生中のメディアコンテンツ上に重なっている、
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第３のユーザインタフェースが、再生中のメディアコンテンツ上に重なっている、
請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１発語入力がクエリを含み、前記メディアコンテンツが、前記クエリの結果を含
む、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のユーザインタフェースが、前記メディアコンテンツへの前記１つ以上の選択
可能なリンク以外に、前記クエリの結果へのリンクを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記選択に応じて、前記選択と関連付けられた前記メディアコンテンツを再生すること
を更に含む、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記メディアコンテンツが、スポーツイベントを含む、請求項１から７のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項９】
　前記第３のユーザインタフェースが、前記選択と関連付けられた前記メディアコンテン
ツの記述を含む、請求項１から８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のユーザインタフェースが、メディアコンテンツを購入するためのリンクを含
む、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザからの第３発語入力を受信することであって、前記第３発語入力が、表示さ
れたコンテンツと関連付けられたクエリを含む、ことと、
　前記表示されたコンテンツと関連付けられたメタデータに基づいて、前記表示されたコ
ンテンツと関連付けられた前記クエリに対する応答を判定することと、
　前記第３発語入力を受信したことに応じて、第４のユーザインタフェースを表示するこ
とであって、前記第４のユーザインタフェースが、前記表示されたコンテンツと関連付け
られた前記クエリに対する前記判定した応答を含む、ことと、
　を更に含む、請求項１から１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　発語入力の受信を開始する指示を受信することと、
　前記指示を受信したことに応じて、準備完了確認を表示することと、
　を更に含む、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１発語入力を受信したことに応じて、リッスン確認を表示することを更に含む、
請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１発語入力の音声表記を表示することを更に含む、請求項１から１３のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のユーザインタフェースにおける前記１つ以上の選択可能なリンクが、前記メ
ディアコンテンツと関連付けられた動画像を含む、請求項１から１４のいずれか一項に記
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載の方法。
【請求項１６】
　前記メディアコンテンツと関連付けられた前記動画像が、前記メディアコンテンツのラ
イブフィードを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　現在表示されているコンテンツが、動画像を含むか、あるいはコントロールメニューを
含むかを判定することと、
　現在表示されているコンテンツが動画像を含むという判定に応じて、前記第１のユーザ
インタフェースのための前記第１のサイズとして、小さいサイズを選択することと、
　現在表示されているコンテンツがコントロールメニューを含むという判定に応じて、前
記第１のユーザインタフェースのための前記第１のサイズとして、前記小さいサイズより
も大きい、大きいサイズを選択することと、
　を更に含む、請求項１から１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　ユーザの好み、番組の人気、及びライブスポーツイベントの状況のうちの１つ以上に基
づいて、表示のための代替メディアコンテンツを判定することと、
　前記判定した代替メディアコンテンツを含む通知を表示することと、
　を更に含む、請求項１から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　ユーザからの第１発語入力を受信することと、
　前記第１発語入力に基づいて、メディアコンテンツを判定することと、
　第１のサイズを有する第１のユーザインタフェースであって、前記第１のユーザインタ
フェースが、前記メディアコンテンツへの１つ以上の選択可能なリンクを含む、第１のユ
ーザインタフェースを表示することと、
　前記ユーザからの第２発語入力を受信することであって、前記第２発語入力が、前記メ
ディアコンテンツへの前記１つ以上の選択可能なリンクのうちの１つに対応する追加の情
報のためのクエリを含む、ことと、
　前記第２発語入力に応じて、前記クエリに応じた情報を含む第２のユーザインタフェー
スを表示することと、
　前記１つ以上の選択可能なリンクのうちの１つの選択を受信することと、
　前記選択に応じて、前記第１のサイズよりも大きい第２のサイズを有する第３のユーザ
インタフェースを表示することと、を行うためのコンピュータ実行可能命令を備え、
　前記第３のユーザインタフェースが、前記選択と関連付けられた前記メディアコンテン
ツを含む、コンピュータプログラム。
【請求項２０】
　仮想アシスタントを使用してテレビ対話を制御するためのシステムであって、前記シス
テムが、
　１つ以上のプロセッサと、
　メモリと、
　１つ以上のプログラムと、
　を備え、前記１つ以上のプログラムが、前記メモリ内に記憶され、前記１つ以上のプロ
セッサによって実行されるように構成され、前記１つ以上のプログラムが、
　　ユーザからの第１発語入力を受信することと、
　　前記第１発語入力に基づいて、メディアコンテンツを判定することと、
　　第１のサイズを有する第１のユーザインタフェースであって、前記第１のユーザイン
タフェースが、前記メディアコンテンツへの１つ以上の選択可能なリンクを含む、第１の
ユーザインタフェースを表示することと、
　　前記ユーザからの第２発語入力を受信することであって、前記第２発語入力が、前記
メディアコンテンツへの前記１つ以上の選択可能なリンクのうちの１つに対応する追加の
情報のためのクエリを含む、ことと、
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　　前記第２発語入力に応じて、前記クエリに応じた情報を含む第２のユーザインタフェ
ースを表示することと、
　　前記１つ以上の選択可能なリンクのうちの１つの選択を受信することと、
　　前記選択に応じて、前記第１のサイズよりも大きい第２のサイズを有する第３のユー
ザインタフェースであって、前記第３のユーザインタフェースが、前記選択と関連付けら
れた前記メディアコンテンツを含む、第３のユーザインタフェースを表示することと、を
行うための命令を含む、システム。
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