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(57)【要約】
　コマンドワード、１又は複数のメディア変数のインス
タンス、及び１又は複数のゾーン変数のインスタンスを
含む音声入力が受信される。コマンドワードに対応する
メディア再生システムコマンドが決定される。１又は複
数のメディア変数のインスタンスに対応するメディアコ
ンテンツが識別される。メディア再生システムは、１又
は複数のゾーン変数のインスタンスに基づいて、メディ
アコンテンツに対してメディア再生システムコマンドを
実行する。



(2) JP 2019-514237 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティングデバイスのための方法であって、
　音声入力を受信するステップ、
　　ここで、前記音声入力は、
　　　コマンドワード、
　　　１又は複数のメディア変数のインスタンス、及び
　　　１又は複数のゾーン変数のインスタンス、
　　を備える、
　前記コマンドワードに対応するメディア再生システムコマンドを決定するステップ、
　前記１又は複数のメディア変数のインスタンスに対応するメディアコンテンツを識別す
るステップ、及び
　前記メディア再生システムに、前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスに基づいて
、前記メディアコンテンツに対して前記メディア再生システムコマンドを実行させるステ
ップ、
　を含む、方法。
【請求項２】
　さらに、
　前記メディア再生システムコマンドが前記コマンドワードに対応していると決定する前
に、前記音声入力が音楽制御に対応していると決定するステップを含み、
　前記コマンドワードに対応する前記メディア再生システムコマンドは、音楽制御に対応
する利用可能なコマンドに基づいて決定される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　さらに、
　前記識別されたメディアコンテンツから１又は複数のメディアアイテムを決定するステ
ップ、及び
　前記１又は複数のメディアアイテムのネットワーク記憶場所を示す識別子を送信するス
テップ、
　含む、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　さらに、
　前記コマンドワードが第１の位置にあることに基づいて、前記音声入力において前記コ
マンドワードを識別するステップ、
　前記１又は複数のメディア変数のインスタンスが第２の位置にあることに基づいて、前
記音声入力において前記１又は複数のメディア変数のインスタンスを識別するステップ、
及び
　前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスが第３の位置にあることに基づいて、前記
音声入力において前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスを識別するステップ、
　を含む、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記コマンドワードに対応する前記メディア再生システムコマンドを決定するステップ
は、
　　前記コマンドワードに対応するインテントを決定すること、及び
　　前記インテントに対応する前記メディア再生システムコマンドを決定すること、
　を備える、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信した音声入力における１又は複数のゾーン変数のインスタンスは、メディア再
生システムの１又は複数のゾーンを示し、前記１又は複数のゾーンは１又は複数の再生デ
バイスを備える、
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　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記メディア再生システムに、前記メディアコンテンツに対して前記メディア再生シス
テムコマンドを実行させるステップは、前記コンピューティングデバイスから前記メディ
ア再生システムに、コマンド情報を含むメッセージを送信することを備える、
　ここで、前記コマンド情報は、
　　前記メディア再生システムコマンド、
　　前記１又は複数のメディア変数のインスタンスに対応しているメディアコンテンツを
識別するメディア情報、及び
　　前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスに対応している１又は複数のゾーン識別
子、
　を識別する、
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信した１又は複数のメディア変数のインスタンスは、メディアコンテンツに関す
る通知を備える、
　さらに、
　前記受信した通知に基づいて少なくとも１つのコンテンツタイプを識別するステップ、
　前記少なくとも１つのコンテンツタイプをサポートしている少なくとも１つの音楽サー
ビスを、複数の音楽サービスの中から決定するステップ、
　前記少なくとも１つの音楽サービスが前記少なくとも１つのコンテンツタイプをサポー
トしていることに基づいて、前記コンテンツタイプと関連付けられたオーディオコンテン
ツを前記少なくとも１つの音楽サービスに送信させるステップ、
　を含む、請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　コンテンツに関する前記通知は、ネットワークマイクロホンデバイスを介して受信され
る、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの音楽サービスを決定するステップは、
　　前記複数の音楽サービスの中の前記少なくとも１つの音楽サービスに対応する信頼性
メトリックを決定すること、及び
　　前記少なくとも１つの音楽サービスを決定することが、信頼性レベルの条件が満たさ
れているかどうかを判定することを含むこと、
　のうちの少なくとも一方を含む、請求項８又は請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記信頼性メトリックは、
　　前記複数の音楽サービスの中のある音楽サービスへのアクセス履歴、及び
　　前記特定の音楽サービスの特定の利用場所、
　のうちの少なくとも一方に基づいている、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　さらに、
　コンテンツに関する第２の通知を受信するステップ、
　前記受信した通知に基づいて少なくとも１つのコンテンツタイプを識別するステップ、
及び
　前記複数の音楽サービスの中のいずれの音楽サービスも前記少なくとも１つのコンテン
ツタイプをサポートしていないと判定した場合に、エラー状態がトリガされるようにする
ステップ、
　を含む、請求項８から請求項１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記コンテンツタイプは、アーティスト、ジャンル、曲、アルバム、及びラジオ局から
なる群より選択される、請求項８から請求項１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの音楽サービスを決定するステップは、前記複数のストリーミング
サービス用に利用可能なコンテンツのエントリを含むルックアップテーブルにアクセスす
ることを備える、
　請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　さらに、
　前記複数の音楽サービスの中から、前記ユーザが登録している音楽サービスのみをクエ
リするステップ、
　含む、請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　さらに、前記コンテンツタイプを識別した後に、
　前記コンテンツに関する最初の通知で指定された前記コンテンツタイプをさらに特定す
るための１又は複数の質問を前記ユーザに対して行うステップ、
　より具体的なコンテンツタイプを示すようなさらに別のユーザ入力を受信するステップ
、及び
　前記より具体的なコンテンツタイプに基づいて前記１又は複数の音楽サービスを決定す
るステップ、
　を含む、請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　さらに、
　前記音声入力を前記メディア再生システムの登録ユーザから受信したかどうかを判定す
るステップ、及び
　前記音声コマンドを登録ユーザから受信したと判定した場合に、前記登録ユーザのユー
ザプロファイル内の情報にさらに基づいて、前記メディア再生システムコマンドを決定す
るステップ、
　を含む、請求項１から請求項１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記メディア再生システムコマンドは、前記登録ユーザの好みのメディアソースから前
記メディアコンテンツを取得するように前記メディア再生システムに指示する、
　請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記メディア再生システムコマンドは、
　　前記登録ユーザの好みの再生設定の１つ又は複数を用いて前記メディア再生システム
を構成し、及び
　　前記メディア再生システムを介し、前記登録ユーザの好みの再生設定を用いて前記メ
ディア再生システムに前記メディアコンテンツを再生させる
　指示を含む、請求項１７又は請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記登録ユーザの好みの再生設定は、
　　好みの再生音量、及び
　　好みのオーディオイコライゼーションの設定
　のうちの１又は複数を含む、
　請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　さらに、
　前記メディア再生システムに再生設定を変更するように指示する第２の音声入力を受信
するステップ、及び
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　前記メディア再生システムにおける１又は複数のメディア再生デバイスの前記再生設定
を変更するように前記メディア再生システムに指示するメディア再生システムコマンドを
決定するステップ、
　含む、請求項１７から請求項２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　さらに、
　前記音声コマンドを登録ユーザから受信しなかった場合に、前記音声コマンドをゲスト
ユーザから受信したかどうかを判定するステップ、
　前記音声コマンドをゲストユーザから受信した場合に、
　　前記ゲストユーザに対して制限設定を割り当てるステップ、
　　前記音声コマンドの内容と前記ゲストユーザに対して割り当てた前記制限設定とに基
づいて、前記メディア再生システムに対する指示を構成するステップ、及び
　　前記指示を前記メディア再生システムに送信するステップ、
　を含む、請求項１７から請求項２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　さらに、
　前記メディア再生システムの１又は複数の再生デバイスに前記メディア再生システムコ
マンドを送信するステップを含み、
　前記メディア再生システムコマンドは、前記メディア再生システムの１又は複数のメデ
ィア再生デバイスを介して前記メディアコンテンツを前記メディア再生システムに再生さ
せる、
　請求項１７から請求項２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　さらに、
　再生デバイスを設置した周辺環境の音響特性を取得するステップ、
　前記再生デバイスの周辺環境内にあるネットワークマイクロホンデバイスを識別するス
テップ、
　前記音響特性を前記ネットワークマイクロホンデバイスに提供するステップ、及び
　前記ネットワークマイクロホンデバイスが受信した音声入力に、前記ネットワークマイ
クロホンデバイスによって前記音響特性を適用するステップ、
　を含む、請求項１から請求項２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記周辺環境の音響特性は、キャリブレーション段階において取得される、
　前記キャリブレーション段階において、
　　１又は複数の前記再生デバイスが１又は複数のトーンを出力する、
　　前記ネットワークデバイスの前記マイクロホンが前記１又は複数の再生デバイスによ
って出力された前記トーンを受信する、及び
　　前記受信したトーンを解析して、前記周辺環境の音響特性を決定する、
　請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　さらに、
　前記再生デバイスによって前記周辺環境内で再生中のオーディオコンテンツを前記ネッ
トワークマイクロホンデバイスに提供するステップ、
　前記ネットワークマイクロホンデバイスが受信した前記音声入力に、前記提供されたオ
ーディオコンテンツを前記マイクロホンデバイスによって適用するステップ、
　を含む、請求項２４又は請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記識別されたネットワークマイクロホンデバイスは、
　前記再生デバイスと結合されている、及び
　前記再生デバイスと同じゾーン内にある、
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　のうちの少なくとも一方である、請求項２４から請求項２６のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２８】
　前記マイクロホンデバイスに前記音響特性を送信する前記再生デバイスは、前記メディ
ア再生システムの複数の前記再生デバイスのうちで前記マイクロホンデバイスの直近にあ
る再生デバイスである、
　請求項２４から請求項２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　さらに、
　前記ネットワークマイクロホンデバイスから、前記音声入力の方向を示す通知を受信す
るステップ、及び
　前記受信した前記音声入力の方向を示す通知に基づいて、前記再生デバイスによって再
生されるオーディオコンテンツの指向性を調整するステップ、
　を含む、請求項２４から請求項２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ネットワークマイクロホンデバイスに自身が受信した音声入力に対して前記音響特
性を適用させるステップは、前記受信した音声入力に適用される前記音響特性に基づいて
、前記再生デバイスにフィルタを適用させることを備える、
　請求項２４から請求項２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　前記マイクロホンデバイスに前記音響特性を提供するステップは、
　　前記マイクロホンデバイスに前記音響特性をメッセージとして送信すること、及び
　　前記マイクロホンデバイスに前記音響特性へのアクセスを提供すること、
　のうちの一方を含む、請求項２４から請求項３０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　コンピューティングデバイスの１又は複数のプロセッサによって実行されると、請求項
１から請求項３１のいずれか一項に記載の方法を前記コンピューティングデバイスに実行
させる命令を格納している、有形の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３３】
　コンピューティングデバイスであって、
　１又は複数プロセッサ、及び
　前記１又は複数のプロセッサによって実行されると、請求項１から請求項３２のいずれ
か一項に記載の方法を前記コンピューティングデバイスに実行させる命令を格納している
メモリ、
　を備える、コンピューティングデバイス。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、特許協力条約第８条の下に（ｉ）「メディア再生システムの音声制御（Ｖｏ
ｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　ａ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｂａｃｋ　Ｓｙｓｔｅｍ）」
と題する２０１６年７月２９日に出願された米国非仮特許出願第１５／２２３，２１８号
明細書、（ｉｉ）「音楽配信サービスの選択（Ｍｕｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｌｅｃ
ｔｉｏｎ）」と題する２０１６年４月１４日に出願された米国非仮特許出願第１５／０９
８，７１８号明細書、（ｉｉｉ）「音声検出の部屋補正（Ｒｏｏｍ－Ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ
　Ｖｏｉｃｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）」と題する２０１６年４月１４日に出願された米国
非仮特許出願第１５／０９８，８０５号明細書、（ｉｖ）「ユーザＩＤに基づくアクショ
ン（Ａｃｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｕｓｅｒ　ＩＤ）」と題する２０１６年４月１８
日に出願された米国非仮特許出願第１５／１３１，７７６号明細書、（ｖ）「メディア再
生システムの音声制御（Ｖｏｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　ａ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙ
ｂａｃｋ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題する２０１６年３月２３日に出願された米国仮特許出願
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第６２／３１２，３５０号明細書、（ｖｉ）「オーディオ応答の再生（Ａｕｄｉｏ　Ｒｅ
ｓｐｏｎｓｅ　Ｐｌａｙｂａｃｋ）」と題する２０１６年２月２２日に出願された米国仮
特許出願第６２／２９８，４１８号明細書、（ｖｉｉ）「音楽配信サービスの選択（Ｍｕ
ｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）」と題する２０１６年２月２２日に出願
された米国仮特許出願第６２／２９８，４２５号明細書、（ｖｉｉ）「ネットワーク再生
システム及びネットワークマイクロホンシステムを含むメタデータ交換（Ｍｅｔａｄａｔ
ａ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ　ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｅｄ　Ｐｌａｙｂａｃ
ｋ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｅｄ　Ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）」と題する２０１６年２月２２日に出願された米国仮特許出願第６２／２９８，３
５０号明細書、（ｖｉｉｉ）「ネットワークデバイス間のペアリングロスの処理（Ｈａｎ
ｄｌｉｎｇ　ｏｆ　Ｌｏｓｓ　ｏｆ　Ｐａｉｒｉｎｇ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
ｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）」と題する２０１６年２月２２日に出願された米国仮特許出願第
６２／２９８，３８８号明細書、（ｉｘ）「デフォルト再生デバイス（Ｄｅｆａｕｌｔ　
Ｐｌａｙｂａｃｋ　Ｄｅｖｉｃｅ（ｓ））」と題する２０１６年２月２２日に出願された
米国仮特許出願第６２／２９８，４１０号明細書、（ｘ）「音声検出の部屋補正（Ｒｏｏ
ｍ－Ｃｏｒｒｅｃｔｅｄ　Ｖｏｉｃｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）」と題する２０１６年２月
２２日に出願された米国仮特許出願第６２／２９８，４３３号明細書、（ｘｉ）「コンテ
ンツの混合（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｍｉｘｉｎｇ）」とする２０１６年２月２２日に出願され
た米国仮特許出願第６２／２９８，４３９号明細書、及び（ｘｉｉ）「ユーザＩＤに基づ
くアクション（Ａｃｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｕｓｅｒ　ＩＤ）」と題する２０１６
年２月２２日に出願された米国仮特許出願第６２／２９８，３９３号明細書に対する優先
権の利益を主張するものである。これらの各出願の内容は、その全体を参照によって本明
細書に引用するものとする。
【技術分野】
【０００２】
　本願は、コンシューマ製品に関するものであり、特に、メディア再生に向けられた方法
、システム、製品、機能、サービス、および他の要素に関するものや、それらのいくつか
の態様に関する。
【背景技術】
【０００３】
　２００３年に、ソノズ・インコーポレイテッドが最初の特許出願のうちの１つである「
複数のネットワークデバイス間のオーディオ再生を同期する方法」と題する特許出願をし
、２００５年にメディア再生システムの販売を開始するまで、アウトラウド設定における
デジタルオーディオへのアクセスおよび試聴のオプションは制限されていた。人々は、ソ
ノズ無線ＨｉＦｉシステムによって、１つ又は複数のネットワーク再生デバイスを介して
多数のソースから音楽を体験できるようになっている。スマートフォン、タブレット、又
はコンピュータにインストールされたソフトウェアコントロールアプリケーションを通じ
て、ネットワーク再生デバイスを備えたいずれの部屋においても、人々は自分が望む音楽
を再生することができる。また、例えばコントローラを用いて、再生デバイスを備えた各
部屋に異なる歌をストリーミングすることもできるし、同期再生のために複数の部屋をグ
ループ化することもできるし、全ての部屋において同期して同じ歌を聞くこともできる。
【０００４】
　これまでのデジタルメディアに対する関心の高まりを考えると、試聴体験を更に向上さ
せることができるコンシューマアクセス可能な技術を更に開発することにニーズがある。
【０００５】
　本明細書で開示されている技術の特徴、態様、および利点は、以下の記載、添付の特許
請求の範囲、および添付の図面を参照するとより理解しやすい。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】ある実施形態で実施可能な例示的なメデイア再生システムの構成を示す図である
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。
【図２】本明細書に記載の態様に係る例示的な再生デバイスの機能ブロック図である。
【図３】本明細書に記載の態様に係る例示的な制御デバイスの機能ブロック図である。
【図４】本明細書に記載の態様に係る例示的なコントローラインタフェースを示す図であ
る。
【図５】本明細書に記載の態様に係る例示的な複数のネットワークデバイスを示す図であ
る。
【図６】本明細書に記載の態様に係る例示的なネットワークマイクロホンデバイスの機能
ブロック図である。
【図７】ネットワークマイクロホンデバイスに周辺環境の音響特性を提供することに関連
した例示的なフロー図である。
【図８】ネットワークマイクロホンデバイスに周辺環境の音響特性を提供することに関連
した、別の例示的なフロー図である。
【図９】ネットワークマイクロホンデバイスによって受信された音声入力を解釈すること
に関連した例示的なフロー図である。
【図１０】周辺環境の音響特性を決定することに関連した例示的なフロー図である。
【図１１】再生デバイスによって再生されるオーディオコンテンツに指向性を付与するこ
とに関連した別の例示的なフロー図である。
【図１２】本明細書に記載の態様に係る音楽制御の例示的な方法のフロー図である。
【図１３Ａ】本明細書に記載の態様に係る構成プロセスの例示的なユーザインタフェース
を示す図である。
【図１３Ｂ】本明細書に記載の態様に係る構成プロセスの例示的なユーザインタフェース
を示す図である。
【図１３Ｃ】本明細書に記載の態様に係る構成プロセスの例示的なユーザインタフェース
を示す図である。
【図１３Ｄ】本明細書に記載の態様に係る構成プロセスの例示的なユーザインタフェース
を示す図である。
【図１４】いくつかの実施形態に係る例示的な方法を示す図である。
【図１５】いくつかの実施形態に係る別の例示的な方法を示す図である。
【図１６】ネットワークマイクロホンデバイスを介して音楽ストリーミングサービスを識
別することに関連した例示的なフロー図である。
【図１７】ネットワークマイクロホンデバイスを介して音楽ストリーミングサービスを識
別することに関連した別の例示的なフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図面は、いくつかの例示的な実施形態を説明することを目的としているが、本発明が、
図面に示した配置および手段に限定されるものではないことは理解される。
【０００８】
Ｉ．概要
　一般に、音声コマンドは、本明細書で述べているメディア再生システム制御のうちのい
ずれかの制御を命じるコマンドであってもよい。たとえば、音声コマンドはメディア再生
システムに、メディア再生システムにおける１又は複数の再生デバイスを介したメディア
コンテンツの再生を命じるコマンドであってもよい。別の実施例では、音声コマンドは、
メディア再生システムにおける１又は複数のメディア再生デバイスの再生設定変更を命じ
るコマンドであってもよい。再生設定には、たとえば再生音量、再生トランスポートの制
御、音楽ソースの選択、及びグループ化などが主として含まれ得る。
【０００９】
　１つの態様では、本明細書に記載の例は、ネットワークマイクロホンデバイス（ＮＭＤ
）が動作する周辺環境の音響特性をＮＭＤに提供することに関する。ＮＭＤは、ＮＭＤに
よって受信される音声コマンドを解釈する際に周辺環境の音響特性を使用してもよい。
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【００１０】
　ＮＭＤは、マイクロホンアレイを介してたとえばスピーチなどの音声入力を受信し、且
つ音声入力に基づいて機能を実行するデバイスであってもよい。たとえば、ＮＭＤは音声
コマンドを受信し、且つその受信した音声コマンドを解釈してもよい。次いで、ＮＭＤは
、音声コマンドに基づいて機能を実行してもよい。ＮＭＤは、具体的には「ストリーミン
グサービス１」から「アーティスト１」による「トラック１」の「再生」を命じる音声コ
マンドを受信し、その音声入力がオーディオコンテンツの再生を命じるコマンドであると
判定し、次いで「ストリーミングサービス１」から「アーティスト１」によるオーディオ
の要求された「トラック１」を再生するように促してもよい。他の構成も可能である。
【００１１】
　ＮＭＤが動作する周辺環境は特定の音響特性を有する可能性がある。この音響特性によ
り、その周辺環境内で音声がどのように伝わるかが定義される。周辺環境の音響特性を様
々な方法で決定してもよい。１つの例として、スピーカ及びマイクロホンを備える再生デ
バイスはスピーカを介してテストトーンを出力し、マイクロホンを介してそのテストトー
ンを受信し、且つ受信したテストトーンを解析してその周辺環境の音響特性を決定しても
よい。別の例では、別のネットワークデバイス（制御デバイス、第１の再生デバイス、又
はＮＭＤ自体でさえ）が、第２の再生デバイスのスピーカからテストトーンを受信し、且
つ受信したテストトーンを解析して、その周辺環境の音響特性を決定するマイクロホンを
備えていてもよい。このテストトーンは異なる周波数のオーディオ音であってもよい。こ
れらの音響特性を、再生デバイス又は通信ネットワーク内のコンピューティングデバイス
において、オーディオコンテンツ再生時に再生デバイスが使用する目的で格納してもよい
。
【００１２】
　いくつかの例では、部屋の大きさ、部屋の天井の高さ、部屋にある家具などの周辺環境
に関する既知の特性に基づいて、音響特性を推定してもよい。異なる特徴を有する部屋の
音響特性をデータベースに格納してもよい。データベースに格納される音響特性を、特定
の特徴を有する部屋の以前の解析に基づいて決定していてもよい。ユーザは部屋の特徴を
入力してもよく、またデータベースはその周辺環境の音響特性を出力してもよい。また、
再生デバイスによる使用のために、再生デバイス自体、又はデータベース内にもこの音響
特性を格納してもよい。
【００１３】
　また、「再生デバイスのキャリブレーション（Ｐｌａｙｂａｃｋ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｃａ
ｌｉｂｒａｔｉｏｎ）」と題する米国非仮特許出願第１４／４８１，５１１号明細書、「
周辺環境に基づくオーディオ設定（Ａｕｄｉｏ　Ｓｅｔｔｉｎｇｓ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　
Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）」と題する米国非仮特許出願第１４／２１６，３０６号明細書
、「移動マイクロホンを用いた空間平均化ルームオーディオキャリブレーションのための
ハイブリッドテストトーン（Ｈｙｂｒｉｄ　Ｔｅｓｔ　Ｔｏｎｅ　ｆｏｒ　Ｓｐａｃｅ－
Ａｖｅｒａｇｅｄ　Ｒｏｏｍ　Ａｕｄｉｏ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　
Ｍｏｖｉｎｇ　Ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅ）」と題する米国非仮特許出願第１４／８０５，１
４０号明細書、「メディアシステムにおけるマルチチャネルペアリング（Ｍｕｌｔｉ－Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ｐａｉｒｉｎｇ　ｉｎ　Ｍｅｄｉａ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題する米国非仮
特許出願第１４／８２５，９６１号明細書、及び「デバイスの再生キャリブレーションの
ためのシステム及び方法（Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ
　Ｐｌａｙｂａｃｋ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ」と題する米国特許第９，１０６，１９２
号明細書において、再生デバイスのキャリブレーションに関する様々な例が記載されてお
り、それらの内容は、その全体を参照によって本明細書にそれぞれ引用するものとする。
【００１４】
　ＮＭＤは、通常マイクロホン応答を介して音声入力を処理することができる。マイクロ
ホン応答は、周波数に対するマイクロホンの感度の指標である。いくつかの実施形態では
、ＮＭＤはまた、周辺環境の音響特性を使用して音声入力を処理し、音声入力の歪みを補
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正してもよい。このようにして、音声入力をより良好に解釈することができる。
【００１５】
　再生デバイスは周辺環境の音響特性をＮＭＤに提供してもよい。メディア再生システム
は複数の再生デバイスを有していてもよいので、音響特性を提供する再生デバイスはＮＭ
Ｄの直近にあるデバイスであってもよい。別の例として、音響特性を提供する再生デバイ
スは同じゾーンにある再生デバイスであってもよい。場合によっては、再生デバイスをＮ
ＭＤと結合（グループ化又はペアリング）してもよい。この結合は、再生デバイスとＮＭ
Ｄとが同じ部屋又はゾーン内にあるか、及び／又はコンテンツを同期して再生しているな
ど、これらが互いに近接していることを示していてもよい。ＮＭＤを再生デバイスと結合
している場合、結合された再生デバイスから周辺環境の音響特性を受信するように、ＮＭ
Ｄを配置してもよい。さらに、ＮＭＤを移動させて別の再生デバイスと結合する場合、結
合先となる他の再生デバイスが、ＮＭＤを配置した周辺環境用の新たな音響特性を提供し
てもよい。
【００１６】
　ＮＭＤは、ＮＭＤが配置された周辺環境の音響特性を使用して、自身の動作を改善して
もよい。たとえば、ＮＭＤは音響特性に基づいてフィルタを定義してもよい。ＮＭＤは、
自身が受信した音声入力にフィルタを適用して、たとえば音声入力におけるスペクトル歪
み、空間歪み、及び時間歪みなどの周辺環境の音響特性を補正してもよい。このようにし
て、音声入力をより良好に解釈することができる。
【００１７】
　多くの状況において、ＮＭＤをメディア再生システムに近接して配置することができる
。メディア再生システムは、オーディオコンテンツを再生する複数の再生デバイスを備え
ていてもよい。これらの再生デバイスを家庭内の様々な場所に分散設置していてもよく、
これらの場所は家庭における寝室やリビングルームなどのゾーンであってもよい。結果と
して、ＮＭＤは、メディア再生システムによって同時に再生される音楽などのオーディオ
コンテンツが流れる中で、音声入力を解釈する必要があり得る。
【００１８】
　いくつかの状況では、再生デバイスは、ＮＭＤが音声入力にフィルタを適用して周辺環
境の音響特性を補正するだけでなく、再生中のオーディオコンテンツを使用して音声入力
が良好に分離されるように、ＮＭＤに対して再生中のコンテンツに関する通知を提供して
もよい。
【００１９】
　付加的に、又は代替的に、ＮＭＤは音声入力の指向性を決定することが可能であっても
よい。この指向性により、音声入力の発信元の方向を定義してもよい。この指向性をメデ
ィア再生システムに提供してもよい。メディア再生システムは複数のスピーカを備える。
メディア再生システムはこの指向性を使用して、複数のスピーカのオーディオ出力を調整
してもよい。たとえば、メディア再生システムは、１又は複数の再生デバイスから発生さ
せるオーディオ音を音声入力の発信元の方向に向けてもよい。これはリスナーが位置する
方向であってもよい。他の構成も可能である。
【００２０】
　別の態様では、本明細書に記載のいくつかの例は音声入力を介してメディア再生システ
ムを制御することを含む。本明細書で提供されるいくつかの例は、ある方法を含んでいて
もよい。本方法は、コマンドワード及び１又は複数のメディア変数のインスタンスを含む
音声入力を受信するステップ、その音声入力が音楽制御に対応していると判定するステッ
プを含んでいてもよい。本方法は、コマンドワードに対応するコマンドを決定するステッ
プ、音声入力を処理してそのインテントに対応するメディア再生システムのコマンドを識
別するステップをさらに含んでいてもよい。音声入力を処理して、１又は複数の音楽変数
のインスタンスに関連するメディアコンテンツを識別し、且つメディアコンテンツ内の１
又は複数のメディアアイテムを決定してもよい。メディア再生システムに、１又は複数の
メディアアイテムに対してコマンドを実行させるようにしてもよい。
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【００２１】
　他の例では、非一時的なコンピュータ可読媒体を提供している。この非一時的なコンピ
ュータ可読媒体は、コンピューティングデバイスによって実行可能であり、コンピューテ
ィングデバイスに機能を実行させる命令を格納している。この機能には、コマンドワード
及び１又は複数のメディア変数のインスタンスを含む音声入力を受信すること、その音声
入力が音楽制御に対応していると判定することが含まれる。この機能はさらに、コマンド
ワードに対応するコマンドを決定すること、音声入力を処理してそのインテントに対応す
るメディア再生システムコマンドを識別することをさらに含んでいてもよい。音声入力を
処理して、１又は複数の音楽変数のインスタンスに関連するメディアコンテンツを識別し
、且つメディアコンテンツ内の１又は複数のメディアアイテムを決定してもよい。メディ
ア再生システムに、１又は複数のメディアアイテムに対してコマンドを実行させるように
してもよい。
【００２２】
　さらに別の例では、あるシステムを提供している。本システムはプロセッサとメモリと
を備える。このメモリは、装置によって実行可能であり、本システムに機能を実行させる
命令を格納している。この機能には、コマンドワード及び１又は複数のメディア変数のイ
ンスタンスを含む音声入力を受信すること、その音声入力が音楽制御に対応していると判
定することが含まれる。この機能はさらに、コマンドワードに対応するコマンドを決定す
ること、音声入力を処理してそのインテントに対応するメディア再生システムコマンドを
識別することをさらに含んでいてもよい。音声入力を処理して、１又は複数の音楽変数の
インスタンスに関連するメディアコンテンツを識別し、且つメディアコンテンツ内の１又
は複数のメディアアイテムを決定してもよい。メディア再生システムに、１又は複数のメ
ディアアイテムに対してコマンドを実行させるようにしてもよい。
【００２３】
　さらに別の態様では、本明細書に記載の例は、メディア再生システム（或いは、場合に
よってはその１又は複数のコンポーネント）が音声コマンドを受信すること、ユーザ識別
に基づいてメディア再生システムが実行する適切なアクションを決定することを含む。
【００２４】
　大音量でメディアコンテンツを聴取することは、家族、友人、及びゲストが参加する団
らんの機会となり得る。メディアコンテンツの一例として、トークラジオ、書籍、テレビ
からの音声、ローカルドライブに保存された音楽、メディアソース（たとえばＰａｎｄｏ
ｒａ（登録商標）Ｒａｄｉｏ、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）、Ｓｌａｃｋｅｒ（登録商標
）、Ｒａｄｉｏ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ（商標）、ｉＴｕｎｅｓ　Ｒａｄｉｏ）からの
音楽、及びその他の可聴素材を挙げることができる。たとえば、家庭では、人々はパーテ
ィーやその他の親睦会で音楽を大音量で再生する場合がある。このような環境では、人々
は、各聴取ゾーンの音楽を可聴反響音又は可聴異常音を発生させることなく同期できるよ
うに、１つの聴取ゾーン又は複数の聴取ゾーンで同時に音楽を再生することを望む場合が
ある。人々がオーディオ再生デバイス又はシステムの制御を命じる音声コマンドを使用す
ることができれば、そのような体験はさらに充実する可能性がある。たとえば、人々はオ
ーディオコンテンツ、プレイリスト、又は聴取ゾーンを変更したり、プレイリスト若しく
は再生キューに音楽トラックを追加したり、或いは再生設定（たとえば再生、一時停止、
次のトラック、前のトラック、再生音量、及びイコライゼーションの設定など）を変更し
たりすることを望む場合がある。
【００２５】
　大音量でメディアコンテンツを聴取することはまた、個人的な体験となり得る。たとえ
ば、個人は朝出勤前に、エクササイズ中に、夜夕食をとる間に、或いは他の時間において
終日にわたり、自宅や職場で自ら大音量で音楽を再生することがある。このように個人で
体験するために、個人は単一の聴取ゾーン又は範囲に対してオーディオコンテンツの再生
を限定することを選択してもよい。個人が聴取ゾーン、オーディオコンテンツ、及び再生
設定などの選択を主として命じる音声コマンドを使用できれば、そのような体験はさらに
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充実する可能性がある。
【００２６】
　音声コマンドを実行しようとしている人物を特定することも、このような体験の重要な
要素となり得る。その人物が誰であるかと、その人物がメディア再生デバイス又はシステ
ムにしてほしいことは何かとに基づいて音声コマンドを実行することが望ましい場合があ
る。例示として、家庭におけるパーティーや親睦会では、ホスト又は世帯主がオーディオ
コンテンツ、聴取ゾーン、又は再生設定の変更を命じる音声コマンドを特定のゲストが使
用するのを禁止したい場合がある。場合によっては、ホスト又は世帯主がオーディオコン
テンツ、聴取ゾーン、又は再生設定の変更を命じる音声コマンドの使用を特定のゲストに
許可する一方で、他のゲストに対してはそのような変更の実施を禁止したい場合がある。
ユーザプロファイル又は音声構成設定に基づくユーザ識別は、世帯主の音声とゲストの音
声とを区別するのに役立つ可能性がある。
【００２７】
　別の例では、ユーザ識別を使用して、成人の音声と子供の音声とを区別することができ
る。場合によっては、世帯主が、子供にとって不適切なオーディオコンテンツの聴取を命
じる音声コマンドを子供が使用するのを禁止したい可能性がある。他の場合には、世帯主
が、聴取ゾーン又は再生設定を子供が変更するのを禁止したい可能性がある。たとえば、
世帯主が特定の音量でオーディオコンテンツを聴取し、且つ子供がそのオーディオコンテ
ンツの音量を変更するのを禁止したい場合がある。ユーザ識別は、子供が特定のコンテン
ツにアクセスしたり、聴取ゾーン又は再生設定を変更したりするのを禁止する、ペアレン
タルコントロール設定や制限設定を設定するのに役立つ可能性がある。たとえば、ユーザ
プロファイル又は音声構成設定に基づくユーザ識別は、その子供が誰であるか、その子供
が何を聴取できるか、或いはその子供がどの設定を変更できるかを判定するのに役立つ可
能性がある。
【００２８】
　さらに別の例では、ユーザ識別を使用して意図しない音声コマンドを防止してもよい。
たとえば、世帯主が、テレビ又は他の任意のオーディオコンテンツからの音声が意図せず
に音声コマンドをトリガすることを防止したい場合がある。上記と類似しているが異なる
、他の多くの例を本明細書に記載しており、音声認識に基づく様々なタイプのアクション
を示している。
【００２９】
　本明細書に記載のいくつかの実施形態は、メディア再生システム（或いは、場合によっ
てはその１又は複数のコンポーネント）が音声コマンドを受信すること、ユーザ識別に基
づいてメディア再生システムが実行する適切なアクションを決定することを含む。
【００３０】
　例示的な構成では、メディア再生システムは単独の、或いはメディア再生システムサー
バなどのコンピューティングデバイスと組み合わせた１又は複数のメディア再生デバイス
を備える。別の例示的な構成では、メディア再生システムは、ネットワークマイクロホン
システムサーバ及び１又は複数のＮＭＤを備えるか、又はそれらと通信してもよい。さら
に別の例示的な構成では、メディア再生システムサーバ及び／又はネットワークマイクロ
ホンシステムサーバは、クラウドベースのサーバシステムであってもよい。これらのデバ
イス及び／又はサーバの任意の１つ又は組み合わせは、メディア再生システムに対する音
声コマンドを受信してもよい。
【００３１】
　例示的な動作においては、ネットワークマイクロホンシステム単独で、或いはメディア
再生システムと共に１又は複数の機能を実行してもよい。たとえば、音声コマンドを受信
することは、ネットワークマイクロホンシステムが１又は複数のＮＭＤを介して音声コマ
ンドを受信すること、その音声コマンドをさらなる処理のためにメディア再生システムに
送信することを含んでいてもよい。次いで、メディア再生システムは音声コマンドを同等
のテキストコマンドに変換し、そのテキストコマンドを解析してコマンドを識別してもよ
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い。別の場合には、ネットワークマイクロホンシステムは音声コマンドを同等のテキスト
コマンドに変換し、そのテキストコマンドをメディア再生システムに送信してこれを解析
し、且つコマンドを識別してもよい。
【００３２】
　音声コマンドは、本明細書に記載のメディア再生システム制御のうちのいずれかの制御
を命じるコマンドであってもよい。たとえば、いくつかの実施形態では、音声コマンドは
、メディア再生システムにメディア再生システムの１又は複数の再生デバイスを介したメ
ディアコンテンツの再生を命じるコマンドであってもよい。いくつかの実施形態では、音
声コマンドは、メディア再生システムの１又は複数のメディア再生デバイスの再生設定変
更を命じるコマンドであってもよい。再生設定には、たとえば再生音量、再生トランスポ
ートの制御、音楽ソースの選択、及びグループ化などが主として含まれ得る。
【００３３】
　メディア再生システムのコンピューティングデバイスは、音声コマンドを受信した後、
その音声コマンドをメディア再生システムの登録ユーザから受信したかどうかを判定して
もよい。たとえば、メディア再生システムを家庭内の特定のユーザ若しくは１又は複数の
ユーザに対して登録してもよい。メディア再生システムのコンピューティングデバイスを
、コンピューティングデバイスに格納されたユーザプロファイルに基づいて、音声コマン
ドを登録ユーザと関連付けるように構成してもよい。登録ユーザはユーザプロファイルを
作成し、これをコンピューティングデバイスに格納するようにしてもよい。ユーザプロフ
ァイルはユーザ固有の情報を含んでいてもよい。たとえば、ユーザプロファイルはユーザ
の年齢、位置情報、好みの再生設定、好みのプレイリスト、好みのオーディオコンテンツ
、及びそのユーザに設定されたアクセス制限に関する情報、並びにそのユーザの音声を識
別する情報などを主として含んでいてもよい。
【００３４】
　メディア再生システムのコンピューティングデバイスを、ユーザによって設定された音
声構成設定に基づいて、音声コマンドをあるユーザと関連付けるように構成してもよい。
たとえば、メディア再生システムは、ユーザに音声入力又は一連の音声入力を提供するよ
うに要求してもよい。次いで、メディア再生システムのコンピューティングデバイスは音
声入力を処理し、その音声入力をユーザと関連付け、且つ情報を格納し、これによってメ
ディア再生システムがユーザからの音声コマンドを認識できるようにしてもよい。
【００３５】
　いくつかの例では、メディア再生システムのコンピューティングデバイスを、音声コマ
ンドと関連付けられる信頼性レベルを決定するように構成してもよく、これは、音声コマ
ンドを登録ユーザから受信したかどうかを判定するのにさらに役立つ可能性がある。ユー
ザ履歴及び位置情報に個別に基づいて、或いはユーザプロファイルで通常確認できる他の
任意の情報と組み合わせたものに基づいて、信頼性レベルを決定してもよい。
【００３６】
　音声コマンドを登録ユーザから受信したと判定したことに応答して、メディア再生シス
テムのコンピューティングデバイスはメディア再生システムに対する指示を構成してもよ
い。この指示は音声コマンドの内容と、登録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基
づいていてもよい。付加的に又は代替的に、この指示は音声コマンドの内容と、コンピュ
ーティングデバイスに格納された音声構成設定とに基づいていてもよい。
【００３７】
　本明細書の例に記載しているように、音声コマンドは様々な内容を含んでいてもよい。
１つの例では、音声コマンドの内容は、１又は複数の再生デバイスにメディアコンテンツ
の再生を命じるコマンドを含んでいてもよい。場合によっては、１又は複数の再生デバイ
スにメディアコンテンツの再生を命じるコマンドと登録ユーザのユーザプロファイル内の
情報とに基づいて、メディア再生システムのコンピューティングデバイスは、１又は複数
の再生デバイスに登録ユーザの好みのメディアソース（たとえば、音楽ストリーミングサ
ービス）からメディアコンテンツを取得させる指示を構成してもよい。次いで、コンピュ
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ーティングデバイスは、メディア再生システムに、メディア再生システムの１又は複数の
再生デバイスを介してメディアコンテンツを再生させる指示を構成してもよい。さらに別
の例では、１又は複数の再生デバイスにメディアコンテンツの再生を命じるコマンドと登
録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティングデバイスは、
（ｉ）登録ユーザの好みの再生設定の１つ又は複数を用いて１又は複数の再生デバイスを
構成し、且つ（ｉｉ）メディア再生システムを介し、登録ユーザの好みの再生設定を用い
て１又は複数の再生デバイスにメディアコンテンツを再生させる指示を含んでいてもよい
。
【００３８】
　別の例では、音声コマンドの内容は、１又は複数の再生デバイスにメディアコンテンツ
の再生を命じるコマンドを含んでいてもよいが、メディア再生システムの特定の聴取ゾー
ン又は再生ゾーンを特定しない場合がある。音声コマンドの内容と登録ユーザのユーザプ
ロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティングデバイスは、１又は複数の再生デ
バイスを介し、メディア再生システムの特定の再生ゾーン内で１又は複数の再生デバイス
にメディアコンテンツを再生させる指示を構成してもよい。
【００３９】
　さらに別の例では、音声コマンドの内容は、メディア再生システムに再生設定の変更を
命じるコマンドを含んでいてもよい。音声コマンドの内容と登録ユーザのユーザプロファ
イル内の情報とに基づいて、コンピューティングデバイスは、メディア再生システムにお
ける１又は複数の再生デバイスの再生設定をメディア再生システムに変更させる指示を構
成してもよい。
【００４０】
　さらに別の例は、異なるユーザから受信した音声コマンドの競合を解決するために、メ
ディア再生システムが優先順位を決定することを含んでいてもよい。たとえば、メディア
再生システムは、登録ゲストから受信した音声コマンドが未登録ゲストよりも高い優先度
を有するような優先順位を割り当ててもよい。音声コマンドの競合にはたとえば、あるユ
ーザから受信する曲の再生を命じる音声コマンドと、別のユーザから受信するその曲の再
生中止を命じる後続の音声コマンドとが含まれ得る。上記と類似しているが異なる、他の
多くの実施例を本明細書に記載している。
【００４１】
　別の例では、メディア再生システムは、登録ユーザ又は登録ゲストユーザと関連付けら
れた起動ワード又は起動フレーズを受信したことに基づいて作動してもよい。起動ワード
又は起動フレーズ（たとえば、「ヘイＳｏｎｏｓ（Ｈｅｙ　Ｓｏｎｏｓ）」）を使用して
、受信した起動ワードに基づいてユーザからの追加のコマンドをシステムが受け付ける時
間枠をトリガしてもよい。たとえば、ホスト又は許可されたゲストは再生キューへの曲の
追加を命じる音声コマンドを送信してもよく（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、再生キュー
に曲を追加して（Ｈｅｙ　Ｓｏｎｏｓ，　ｌｅｔ’ｓ　ｑｕｅｕｅ　ｕｐ　ｓｏｎｇｓ）
」）、これにより、再生キューへの特定の曲の追加を命じる追加の音声コマンドをホスト
又は許可されたゲストが送信できる時間枠（たとえば、５分）が開放されてもよい。上記
と類似しているが異なる、他の多くの実施例を本明細書に記載している。
【００４２】
　コンピューティングデバイスのいくつかの実施形態では、メディア再生システムに対す
る指示又は指示一式を構成した後、その指示又は指示一式をメディア再生システムの１又
は複数の再生デバイスに送信してもよい。
【００４３】
　さらに別の例では、メディア再生システムのコンピューティングデバイスは音声コマン
ドを子供から受信したかどうかを判定してもよい。ユーザプロファイル又はゲストプロフ
ァイル内の情報に基づいて成人と子供とを区別するように、コンピューティングデバイス
を構成してもよい。特に、コンピューティングデバイスは、ユーザの音声のトーン又は周
波数に基づいて成人と子供とを区別してもよい。
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【００４４】
　音声コマンドを子供から受信したと判定したことに応答して、１又は複数の再生デバイ
スに対して、子供にとって不適切となる恐れのある所与のメディアコンテンツの再生を禁
止してもよい。場合によっては、コンピューティングデバイス及び／又は１又は複数の再
生デバイスに対して、子供による音声コマンドの内容に基づいた再生設定の変更を禁止し
てもよい。
【００４５】
　さらに別の例では、いくつかのアクションは、メディア再生システムの登録ユーザでは
なく、ゲストユーザからコマンドを受信したかどうかを判定することに基づいていてもよ
い。１つの例では、登録ユーザはゲストユーザ用のゲストプロファイルを作成していても
よい。このゲストプロファイルは、ユーザプロファイルに含まれる任意の情報を含んでい
てもよい。別の例では、メディア再生システムのコンピューティングデバイスは、音声コ
マンドを登録ユーザから受信しなかったと判定し、次いで登録ユーザに対してその音声コ
マンドが登録ユーザ由来のものであるかを問い合わせてもよい。
【００４６】
　音声コマンドをゲストユーザから受信したと判定したことに応答して、メディア再生シ
ステムのコンピューティングデバイスは、（１）ゲストユーザに対して制限設定を割り当
て、（２）音声コマンドの内容とそのゲストユーザに対して割り当てた制限設定とに基づ
いて、１又は複数の再生デバイスに対する指示を構成し、且つ（３）その指示を１又は複
数の再生デバイスに送信してもよい。制限設定は、メディア再生システムの制御を制限す
る任意の設定であってもよい。
【００４７】
　さらに別の態様では、本明細書に記載の例は、コマンドに基づいて適切なストリーミン
グサービス（たとえばオーディオトラックをストリーミングする）を識別し、且つこれに
アクセスすることに関する。
【００４８】
　ストリーミングサービスを、ＮＭＤによって提供される音声コマンドに基づいて識別し
、且つこれにアクセスしてもよい。たとえば、ＮＭＤは「Ｐａｎｄｏｒａ（登録商標）で
７０年代ロックのラジオを再生して（ｐｌａｙ　Ｐａｎｄｏｒａ（登録商標）７０’ｓ　
ｒｏｃｋ　ｒａｄｉｏ）」という音声コマンドを受信し、その発言が特定のストリーミン
グサービスからの特定のラジオ局の再生を命じるコマンドであると判定し、次いでそのサ
ービスからの当該ラジオ局の再生を促してもよい。他の実装形態では、ストリーミングサ
ービスの選択は、制御デバイスのユーザインタフェースを介して入力されるコマンド（た
とえばテキスト入力）に基づいていてもよい。他のタイプのコマンドも可能である。
【００４９】
　別の例では、ユーザがアクセスを望むストリーミングサービスをコマンドがはっきりと
指定しない場合がある。たとえば、ユーザは「クイーンの曲を再生して（ｐｌａｙ　Ｑｕ
ｅｅｎ）」又は「７０年代ロックを再生して（ｐｌａｙ　７０’ｓ　ｒｏｃｋ）」などの
より包括的なコマンドを発行する場合がある。このような場合、既存のシステムでは、ど
のコンテンツタイプの再生をユーザが望んでいるのか（すなわちアーティストのクイーン
なのか、又はアルバムの『クイーン（Ｑｕｅｅｎ）』なのか、或いは７０年代ロックのラ
ジオ局なのか、又は「ベストオブ」アルバムなのか）を区別する能力に限界がある。また
、このようなシステムは、ユーザが意図したコンテンツタイプを各種ストリーミングサー
ビスのコンテンツタイプの機能（すなわちどのサービスがラジオ局、アーティスト、及び
アルバムを再生できるか）と合致させることができない。
【００５０】
　利用可能なコンテンツ量及びストリーミングサービスの数が絶えず増加していることを
考慮すると、ユーザコマンドに基づいてユーザに提供するコンテンツタイプに合致した所
望のストリーミングサービスをインテリジェントに選択できるシステムが必要とされてい
る。
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【００５１】
　１つの例では、ストリーミングサービスの選択を、複数のネットワーク対応デバイスを
含むネットワーク構成によって遂行してもよい。このネットワーク構成はコマンドを受信
し、処理し、且つ解析するＮＭＤ、再生デバイス、コンピューティングデバイス、及び／
又は制御デバイス（たとえばタブレットやスマートフォン）を含んでいてもよい。この構
成は、受信したコマンドの処理及び解析に基づいて、１又は複数の音楽コンテンツ配信サ
ーバからのオーディオコンテンツを取得及び／又は要求することをさらに含んでいてもよ
い。その後、コマンドに基づいてオーディオ再生体験をもたらすために、オーディオコン
テンツをＮＭＤ、制御デバイス、及び／又は任意の数の再生デバイスによって取得しても
よい。また、ネットワーク構成は他の形態をとっていてもよい。
【００５２】
　別の例では、選択はいくつかの基準それぞれに基づいて、或いはこれらを組み合わせた
ものに基づいていてもよい。ある場合には、ストリーミングサービスの選択は、コマンド
によって指定されるコンテンツタイプ（たとえば曲、ジャンル、ラジオ局）と特定のスト
リーミングサービスが指定されたコンテンツタイプをサポートしているかどうかに依存し
ていてもよい。そのような場合、コンテンツタイプのロジックを使用して、コマンド又は
コマンドの一部をコンテンツタイプと関連付けてもよい。次いで、ロジックを通じて識別
されたコンテンツタイプを、利用可能なコンテンツタイプを有するストリーミングサービ
スにマッピングしてもよい。コマンドを通じて指定されるコンテンツタイプの解析を、他
の様々な方法で実行してもよい。
【００５３】
　さらに別の例では、ストリーミングサービスの選択は、ユーザのストリーミングサービ
スの嗜好性を取り入れることができるユーザ履歴に一部基づいていてもよい。このユーザ
嗜好性は、主としてゾーン毎の基準や再生回数が最も多いコンテンツタイプなどに基づい
ていてもよい。さらに、地理的データ、人口統計データ、及び気象タイプのデータを含む
が、これらに限定されない様々な形態の「外部」データを引用してもよい。選択に影響す
る他のタイプの基準を設けていてもよい。
【００５４】
　ストリーミングサービスを選択することに加えて、ユーザコマンドの処理によって別の
通知が出力されることがある。そのような場合、本システムは、コマンドによって指定さ
れるコンテンツタイプを再生できるストリーミングサービスの提案を出力してもよい。別
の例では、本システムは「コンテンツが利用できない」という通知を出力してもよい。そ
のような通知は、ネットワークマイクロホンデバイス、コントローラで出力されるか、又
はＮＭＤ若しくはコントローラを介して１又は複数の再生デバイスで出力されてもよい。
【００５５】
　様々な選択基準は、各種ストリーミングサービスの信頼性メトリックを決定するための
アルゴリズムの入力として役立つ可能性がある。信頼性メトリックは、特定のストリーミ
ングサービスがユーザが聴取したいと望むものであるかどうかを示すものであってもよい
。たとえば、信頼性レベルは、ストリーミングサービスに対して割り当てられる確率値又
はパーセンテージ（たとえば１～１００）であってもよい。１つの実施例では、最高信頼
性メトリックを有するストリーミングサービスをストリーミングのために指定してもよい
。別の場合には、算出された最高信頼性メトリックが閾値信頼値を超えない場合、或いは
上位Ｎ個の信頼性レベルが互いに特定の範囲内にある場合に、エラー状態をトリガしても
よい。そのような場合、エラー状態を受けてネットワークマイクロホンデバイスは、（１
）「コンテンツが利用できない」という通知を出力し、（２）ユーザにコマンドを繰り返
すか、又はこれを詳細指定するように要求し、且つ（３）主として好みのサービスパート
ナー又はデフォルトサービスなどによってオーディオを再生させてもよい。この信頼性メ
トリックを、他の多くの方法で各種使用してもよい。
【００５６】
　本明細書に記載の幾つかの例は、「ユーザ」及び／又は他の実体のような任意の主体に
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よって行われる機能について言及するが、このことは単に例示目的であると理解されるべ
きである。特許請求の範囲は、特許請求の範囲自体の記載によって明示的に要請されない
限り、そのような例示の主体の動作であることを要請するものと解釈されてはならない。
当業者にとって、本開示には他の複数の実施形態が含まれることは理解されるであろう。
【００５７】
ＩＩ．動作環境の例
　図１は、本明細書で開示されている１つ又は複数の実施形態で実施可能又は実装可能な
メディア再生システム１００の例示的な構成を示す。図示されるように、メディア再生シ
ステム１００は、複数の部屋および空間、例えば、主寝室、オフィス、ダイニングルーム
、およびリビングルームを有する例示的なホーム環境と関連付けられている。図１の例に
示されるように、メディア再生システム１００は、再生デバイス１０２－１２４、制御デ
バイス１２６および１２８、有線又は無線のネットワークルータ１３０を含む。
【００５８】
　更に、例示的なメディア再生システム１００の異なる構成要素、および異なる構成要素
がどのように作用してユーザにメディア体験を提供するかに関しての説明は、以下のセク
ションで述べられている。本明細書における説明は、概してメディア再生システム１００
を参照しているが、本明細書で述べられている技術は、図１に示されるホーム環境の用途
に限定されるものではない。例えば、本明細書で述べられている技術は、マルチゾーンオ
ーディオが望まれる環境、例えば、レストラン、モール、又は空港のような商業的環境、
スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）、バス又は車のような車両、船、若しくはボード、飛行機
などの環境において有益である。
【００５９】
ａ．例示的な再生デバイス
　図２は、図１のメディア再生システム１００の再生デバイス１０２－１２４の１つ又は
複数を構成する例示的な再生デバイス２００の機能ブロック図を示す。再生デバイス２０
０は、プロセッサ２０２、ソフトウェアコンポーネント２０４、メモリ２０６、オーディ
オ処理コンポーネント２０８、オーディオアンプ２１０、スピーカ２１２、ネットワーク
インタフェース２１４、およびマイクロホン２２０を含んでもよい。ネットワークインタ
フェース２１４は、無線インタフェース２１６および有線インタフェース２１８を含む。
ある場合では、再生デバイス２００は、スピーカ２１２を含まないが、再生デバイス２０
０を外部スピーカに接続するためのスピーカインタフェースを含んでいてもよい。別の場
合では、再生デバイス２００は、スピーカ２１２もオーディオアンプ２１０も含まないが
、再生デバイス２００を外部オーディオアンプ又はオーディオビジュアルレシーバーに接
続するためのオーディオインタフェースを含んでもよい。
【００６０】
　ある例では、プロセッサ２０２は、メモリ２０６に記憶された命令に基づいて、入力デ
ータを処理するように構成されたクロック駆動コンピュータコンポーネントであってもよ
い。メモリ２０６は、プロセッサ２０２によって実行可能な命令を記憶するように構成さ
れた非一時的なコンピュータ可読記録媒体であってもよい。例えば、メモリ２０６は、あ
る機能を実行するためにプロセッサ２０２によって実行可能なソフトウェアコンポーネン
ト２０４の１つ又は複数をロードすることができるデータストレージであってもよい。あ
る例では、機能は、再生デバイス２００がオーディオソース又は別の再生デバイスからオ
ーディオデータを読み出すステップを含んでもよい。別の例では、機能は、再生デバイス
２００がネットワーク上の別のデバイス又は再生デバイスにオーディオデータを送信する
ステップを含んでもよい。更に別の例では、機能は、マルチチャンネルオーディオ環境を
作るために、再生デバイス２００と１つ又は複数の再生デバイスとをペアリングするステ
ップを含んでもよい。
【００６１】
　ある機能は、再生デバイス２００が、１つ又は複数の他の再生デバイスと、オーディオ
コンテンツの再生を同期するステップを含む。再生を同期している間、再生デバイス２０
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０によるオーディオコンテンツの再生と１つ又は複数の他の再生デバイスによる再生との
間の遅延を、リスナーが気づかないことが好ましい。「複数の独立クロックデジタルデー
タ処理デバイス間の動作を同期するシステムおよび方法」と題する米国特許第８，２３４
，３９５号が本明細書に参照として援用されており、それは再生デバイス間のオーディオ
再生を同期することが述べられたより詳細な例を提供している。
【００６２】
　更に、メモリ２０６は、データを記憶するように構成されていてもよい。データは、例
えば、１つ又は複数のゾーンおよび／又はゾーングループに一部として含まれる再生デバ
イス２００などの再生デバイス２００、再生デバイス２００によりアクセス可能なオーデ
ィオソース、又は再生デバイス２００（又は他の再生デバイス）と関連付け可能な再生キ
ュー、に関連付けられている。データは、定期的に更新され、再生デバイス２００の状態
を示す１つ又は複数の状態変数として記憶されてもよい。また、メモリ２０６は、メディ
アシステムの他のデバイスの状態と関連付けられたデータを含んでもよく、デバイス間で
随時共有することによって、１つ又は複数のデバイスが、システムと関連するほぼ直近の
データを有してもよい。他の実施形態も可能である。
【００６３】
　オーディオ処理コンポーネント２０８は、とりわけ、１つ又は複数のデジタル－アナロ
グ変換器（ＤＡＣ）、オーディオ処理コンポーネント、オーディオ強化コンポーネント、
又はデジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）などを含んでいてもよい。ある実施形態では
、１つ又は複数のオーディオ処理コンポーネント２０８は、プロセッサ２０２のサブコン
ポーネントであってもよい。ある実施形態では、オーディオコンテンツが、オーディオ処
理コンポーネント２０８によって処理および／又は意図的に変更されることによって、オ
ーディオ信号を生成してもよい。生成されたオーディオ信号は、オーディオアンプ２１０
に送信され、増幅され、スピーカ２１２を通じて再生される。特に、オーディオアンプ２
１０は、１つ又は複数のスピーカ２１２を駆動できるレベルまでオーディオ信号を増幅す
るように構成されたデバイスを含んでもよい。スピーカ２１２は、独立した変換器（例え
ば、「ドライバ」）又は１つ又は複数のドライバを内包する筐体を含む完全なスピーカシ
ステムを備えてもよい。スピーカ２１２に備えられたあるドライバは、例えば、サブウー
ファー（例えば、低周波用）、ミドルレンジドライバ（例えば、中間周波用）、および／
又はツイーター（高周波用）を含んでもよい。ある場合では、１つ又は複数のスピーカ２
１２のそれぞれの変換器は、オーディオアンプ２１０の対応する個々のオーディオアンプ
によって駆動されてもよい。再生デバイス２００で再生するアナログ信号を生成すること
に加えて、オーディオ処理コンポーネント２０８は、オーディオコンテンツを処理し、そ
のオーディオコンテンツを１つ又は複数の他の再生デバイスに再生させるために送信する
。
【００６４】
　再生デバイス２００によって処理および／又は再生されるオーディオコンテンツは、外
部ソース、例えば、オーディオライン－イン入力接続（例えば、オートディテクティング
３．５ｍｍオーディオラインイン接続）又はネットワークインタフェース２１４を介して
、受信されてもよい。
【００６５】
　ネットワークインタフェース２１４は、データネットワーク上で再生デバイス２００と
１つ又は複数の他のデバイスとの間のデータフローを可能にするように構成されてもよい
。このように、再生デバイス２００は、再生デバイスと通信する１つ又は複数の他の再生
デバイス、ローカルエリアネットワーク内のネットワークデバイス、又は例えば、インタ
ーネット等のワイドエリアネットワーク上のオーディオコンテンツソースから、データネ
ットワークを介してオーディオコンテンツを受信するように構成されていてもよい。ある
例では、再生デバイス２００によって送信および受信されたオーディオコンテンツおよび
他の信号は、インターネットプロトコル（ＩＰ）に基づくソースアドレスおよびＩＰに基
づく宛先アドレスを含むデジタルパケットの形で送信されてもよい。そのような場合、ネ
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ットワークインタフェース２１４は、デジタルパケットデータを解析することによって、
再生デバイス２００宛てのデータを、再生デバイス２００によって適切に受信して処理す
ることができる。
【００６６】
　図示されるように、ネットワークインタフェース２１４は、無線インタフェース２１６
と有線インタフェース２１８とを含んでもよい。無線インタフェース２１６は、再生デバ
イス２００用のネットワークインタフェース機能を提供し、通信プロトコル（例えば、無
線規格ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ、８０２．１１ｎ、８
０２．１１ａｃ、８０２．１５、４Ｇモバイル通信基準などを含む無線基準（規格）のい
ずれか）に基づいて、他のデバイス（例えば、再生デバイス２００に関連付けられたデー
タネットワーク内の他の再生デバイス、スピーカ、レシーバー、ネットワークデバイス、
制御デバイス）と無線通信してもよい。有線インタフェース２１８は、再生デバイス２０
０用のネットワークインタフェース機能を提供し、通信プロトコル（例えば、ＩＥＥＥ８
０２．３）に基づいて他のデバイスとの有線接続を介して通信してもよい。図２に示され
るネットワークインタフェース２１４は、無線インタフェース２１６と有線インタフェー
ス２１８との両方を含んでいるが、ネットワークインタフェース２１４は、ある実施形態
において、無線インタフェースのみか、又は有線インタフェースのみを含んでいてもよい
。
【００６７】
　マイクロホン２２０を、再生デバイス２００の周辺環境の音声を検出するように配置し
てもよい。たとえば、マイクロホンを、再生デバイスのハウジングの外壁に取り付けても
よい。マイクロホンは、コンデンサマイクロホン、エレクトレットコンデンサマイクロホ
ン、又はダイナミックマイクロホンなどの既知であるか、又は今後開発される任意のタイ
プのマイクロホンであってもよい。マイクロホンはスピーカ２２０の周波数範囲の一部に
敏感であってもよい。１又は複数のスピーカ２２０は、マイクロホン２２０とは逆に動作
してもよい。いくつかの態様では、再生デバイス２００はマイクロホン２２０を有してい
ない場合がある。
【００６８】
　ある例では、再生デバイス２００と他の再生デバイスとは、ペアにされて、オーディオ
コンテンツの２つの別々のオーディオコンポーネントを再生してもよい。例えば、再生デ
バイス２００は、左チャンネルオーディオコンポーネントを再生するように構成される一
方、他の再生デバイスは、右チャンネルオーディオコンポーネントを再生するように構成
されてもよい。これにより、オーディオコンテンツのステレオ効果を生成するか、又は強
化することができる。ペアにされた再生デバイス（「結合再生デバイス」とも言う）は、
更に、他の再生デバイスと同期してオーディオコンテンツを再生してもよい。
【００６９】
　別の例では、再生デバイス２００は、１つ又は複数の他の再生デバイスと音響的に統合
され、単一の統合された再生デバイス（統合再生デバイス）を形成してもよい。統合再生
デバイスは、統合されていない再生デバイス又はペアにされた再生デバイスと比べて、サ
ウンドの処理や再現を異なるように構成することができる。なぜならば、統合再生デバイ
スは、オーディオコンテンツを再生するスピーカ追加することができるからである。例え
ば、再生デバイス２００が、低周波レンジのオーディオコンテンツを再生するように設計
されている場合（例えば、サブウーファー）、再生デバイス２００は、全周波数レンジの
オーディオコンテンツを再生するように設計された再生デバイスと統合されてもよい。こ
の場合、全周波数レンジの再生デバイスは、低周波の再生デバイス２００と統合されたと
き、オーディオコンテンツの中高周波コンポーネントのみを再生するように構成されても
よい。一方で低周波レンジの再生デバイス２００は、オーディオコンテンツの低周波コン
ポーネントを再生する。更に、統合再生デバイスは、単一の再生デバイス、又は更に他の
統合再生デバイスとペアにされてもよい。
【００７０】
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　例として、現在、ソノズ・インコーポレイテッドは、「ＰＬＡＹ：１」、「ＰＬＡＹ：
３」、「ＰＬＡＹ：５」、「ＰＬＡＹＢＡＲ」、「ＣＯＮＮＥＣＴ：ＡＭＰ」、「ＣＯＮ
ＮＥＣＴ」、および「ＳＵＢ」を含む再生デバイスを販売提供している。他の過去、現在
、および／又は将来のいずれの再生デバイスにおいても、追加的に又は代替的に本明細書
で開示された実施例の再生デバイスに実装して使用することができる。更に、再生デバイ
スは、図２に示された特定の例又は提供されるソノズ製品に限定されないことは理解され
る。例えば、再生デバイスは、有線又は無線のヘッドホンを含んでもよい。別の例では、
再生デバイスは、パーソナルモバイルメディア再生デバイス用のドッキングステーション
を含むか、又は、それらと対話してもよい。更に別の例では、再生デバイスは、別のデバ
イス又はコンポーネント、例えば、テレビ、照明器具、又は屋内又は屋外で使用するため
のいくつかの他のデバイスと一体化されてもよい。
【００７１】
ｂ．例示的な再生ゾーン構成
　図１のメディア再生システム１００に戻って、環境は、１つ又は複数の再生ゾーンを有
しており、それぞれの再生ゾーンは１つ又は複数の再生デバイスを含んでいる。メディア
再生システム１００は、１つ又は複数の再生ゾーンで形成されており、後で１つ又は複数
のゾーンが追加又は削除して、図１に示す例示的な構成としてもよい。それぞれのゾーン
は、異なる部屋又は空間、例えば、オフィス、浴室、主寝室、寝室、キッチン、ダイニン
グルーム、リビングルーム、および／又はバルコニーに基づく名前が与えられてもよい。
ある場合では、単一の再生ゾーンは複数の部屋又は空間を含んでいてもよい。別の場合で
は、単一の部屋又は空間は、複数の再生ゾーンを含んでいてもよい。
【００７２】
　図１に示されるように、バルコニー、ダイニングルーム、キッチン、浴室、オフィス、
および寝室のゾーンのそれぞれは、１つの再生デバイスを有する一方、リビングルームお
よび主寝室のゾーンのそれぞれは、複数の再生デバイスを有する。リビングルームゾーン
は、再生デバイス１０４，１０６，１０８，１１０が、別々の再生デバイスとしてか、１
つ又は複数の結合再生デバイスとしてか、１つ又は複数の統合再生デバイスとしてか、又
はこれらのいずれかの組み合わせで、オーディオコンテンツを同期して再生するように構
成されてもよい。同様に、主寝室の場合では、再生デバイス１２２および１２４が、別々
の再生デバイスとしてか、結合再生デバイスとしてか、又は統合再生デバイスとして、オ
ーディオコンテンツを同期して再生するように構成されてもよい。
【００７３】
　ある例では、図１の環境における１つ又は複数の再生ゾーンは、それぞれ異なるオーデ
ィオコンテンツを再生している。例えば、ユーザは、バルコニーゾーンでグリルしながら
、再生デバイス１０２によって再生されるヒップホップ音楽を聞くことができる。一方、
別のユーザは、キッチンゾーンで食事を準備しながら、再生デバイス１１４によって再生
されるクラシック音楽を聞くことができる。別の例では、再生ゾーンは、同じオーディオ
コンテンツを別の再生ゾーンと同期して再生してもよい。例えば、ユーザがオフィスゾー
ンにいる場合、オフィスゾーンの再生デバイス１１８が、バルコニーの再生デバイス１０
２で再生されている音楽と同じ音楽を再生してもよい。そのような場合、再生デバイス１
０２および１１８は、ロック音楽を同期して再生しているため、ユーザは、異なる再生ゾ
ーン間を移動してもアウト－ラウドで再生されるオーディオコンテンツをシームレス（又
は少なくともほぼシームレス）に楽しむことができる。再生ゾーン間の同期は、前述の米
国特許第８，２３４，３９５号で述べられているような再生デバイス間の同期と同様の方
法で行ってもよい。
【００７４】
　上述したように、メディア再生システム１００のゾーン構成は、動的に変更してもよく
、ある実施形態では、メディア再生システム１００は、複数の構成をサポートする。例え
ば、ユーザが１つ又は複数の再生デバイスを、物理的にゾーンに移動させるか、又はゾー
ンから移動させる場合、メディア再生システム１００は変更に対応するように再構成され
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てもよい。例えば、ユーザが再生デバイス１０２をバルコニーゾーンからオフィスゾーン
に物理的に移動させる場合、オフィスゾーンは、再生デバイス１１８と再生デバイス１０
２との両方を含んでもよい。必要に応じて、制御デバイス、例えば制御デバイス１２６と
１２８とを介して、再生デバイス１０２が、ペアにされるか、又はオフィスゾーンにグル
ープ化されるか、および／又はリネームされてもよい。一方、１つ又は複数の再生デバイ
スが、再生ゾーンを未だ設定していないホーム環境において、ある領域に移動させられた
場合、新しい再生ゾーンがその領域に形成されてもよい。
【００７５】
　更に、メディア再生システム１００の異なる再生ゾーンは、動的にゾーングループに組
み合わされてもよいし、又は別々の再生ゾーンに分割されてもよい。例えば、ダイニング
ルームゾーンとキッチンゾーン１１４とがディナーパーティ用のゾーングループに組み合
わされることによって、再生デバイス１１２と１１４とがオーディオコンテンツを同期し
て再生することができる。一方、あるユーザがテレビを見たい一方、他のユーザがリビン
グルーム空間の音楽を聞きたい場合、リビングルームゾーンが、再生デバイス１０４を含
むテレビゾーンと、再生デバイス１０６，１０８，１１０を含むリスニングゾーンと、に
分けられてもよい。
【００７６】
ｃ．例示的な制御デバイス
　図３は、メディア再生システム１００の制御デバイス１２６と１２８とうちの一方又は
両方を構成する例示的な制御デバイス３００の機能ブロック図を示す。図示されるように
、制御デバイス３００は、プロセッサ３０２、メモリ３０４、ネットワークインタフェー
ス３０６、ユーザインタフェース３０８、マイクロホン３１０、及びソフトウェアコンポ
ーネント３１２を含んでもよい。ある例では、制御デバイス３００は、メディア再生シス
テム１００専用の制御デバイスであってもよい。別の例では、制御デバイス３００は、メ
ディア再生システムコントローラアプリケーションソフトウェアをインストールされたネ
ットワークデバイス、例えば、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、ｉＰａｄ（登録商標）、又は
任意の他のスマートフォン、タブレットあるいはネットワークデバイス（例えば、ＰＣ又
はＭａｃ（登録商標）などのネットワークコンピュータ）であってもよい。
【００７７】
　プロセッサ３０２は、メディア再生システム１００のユーザアクセス、コントロール、
および構成を可能にすることに関する機能を実行するように構成されてもよい。メモリ３
０４は、プロセッサ３０２によって実行可能な１つ又は複数のソフトウェアコンポーネン
トを、それらの機能を実行するために、搭載可能なデータストレージであってもよい。ま
た、メモリ３０４は、メディア再生システムコントローラアプリケーションソフトウェア
と、メディア再生システム１００とユーザとに関連付けられた他のデータを記憶するよう
に構成されていてもよい。
【００７８】
　ある例では、ネットワークインタフェース３０６は、工業規格（例えば、赤外線、無線
、ＩＥＥＥ８０２．３などの有線規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０
２．１１ｇ、８０２．１１ｎ、８０２．１１ａｃ、８０２．１５などの無線規格、４Ｇ通
信規格など）に基づいてもよい。ネットワークインタフェース３０６においては、制御デ
バイス３００がメディア再生システム１００内の他のデバイスと通信するための手段を提
供してもよい。ある例では、データおよび情報（例えば、状態変数）は、ネットワークイ
ンタフェース３０６を介して制御デバイス３００と他のデバイスとの間で通信されてもよ
い。例えば、メディア再生システム１００における再生ゾーンおよびゾーングループの構
成は、制御デバイス３００によって、再生デバイス又は別のネットワークデバイスから受
信されてもよいし、あるいは制御デバイス３００によって、ネットワークインタフェース
３０６を介して別の再生デバイス又はネットワークデバイスに送信されてもよい。ある場
合では、他のネットワークデバイスは、別の制御デバイスであってもよい。
【００７９】
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　ボリュームコントロールおよびオーディオ再生コントロールなどの再生デバイス制御コ
マンドは、ネットワークインタフェース３０６を介して制御デバイス３００から再生デバ
イスに通信されてもよい。上述したように、メディア再生システム１００の構成の変更は
、ユーザにより制御デバイス３００を用いて行うことができる。構成の変更は、１つ又は
複数の再生デバイスをゾーンに追加すること、１つ又は複数の再生デバイスをゾーンから
取り除くこと、１つ又は複数のゾーンをゾーングループに追加すること、１つ又は複数の
ゾーンをゾーングループから取り除くこと、結合プレーヤー又は統合プレーヤーを形成す
ること、結合プレーヤー又は統合プレーヤーから１つ又は複数の再生デバイスに分けるこ
となどを含んでもよい。このように、制御デバイス３００は、コントローラと呼ばれても
よく、制御デバイス３００は、メディア再生システムコントローラアプリケーションソフ
トウェアをインストールした専用のコントローラか、又はネットワークデバイスであって
もよい。
【００８０】
　制御デバイス３００はマイクロホン３１０を備えていてもよい。マイクロホン３１０を
、制御デバイス３００の周辺環境の音声を検出するように配置してもよい。マイクロホン
３１０は、コンデンサマイクロホン、エレクトレットコンデンサマイクロホン、又はダイ
ナミックマイクロホンなどの既知であるか、又は今後開発される任意のタイプのマイクロ
ホンであってもよい。マイクロホンは周波数範囲の一部に敏感であってもよい。２つ以上
のマイクロホン３１０を、音源（たとえば、音声、可聴音）の位置情報を捕捉し、及び／
又は背景雑音のフィルタリングを補助するように構成してもよい。
【００８１】
　制御デバイス３００のユーザインタフェース３０８は、図４に示されるコントローライ
ンタフェース４００などのようなコントローラインタフェースを提供することによって、
メディア再生システム１００のユーザアクセスおよび制御を可能にするように構成されて
いてもよい。コントローラインタフェース４００は、再生制御領域４１０、再生ゾーン領
域４２０、再生ステータス領域４３０、再生キュー領域４４０、およびオーディオコンテ
ンツソース領域４５０を含む。図示されるユーザインタフェース４００は、図３の制御デ
バイス３００などのようなネットワークデバイス（および／又は図１の制御デバイス１２
６および１２８）を設けられたユーザインタフェースの単なる一例であって、ユーザによ
ってメディア再生システム１００などのようなメディア再生システムを制御するためにア
クセスされるものである。あるいは、様々なフォーマット、スタイル、および対話型シー
ケンスを他のユーザのインタフェースを１つ又は複数のネットワークデバイスに実装し、
メディア再生システムへ類似の制御アクセスを提供してもよい。
【００８２】
　再生制御領域４１０は、（例えば、タッチ又はカーソルを用いることで）選択可能なア
イコンを含んでもよい。このアイコンによって、選択された再生ゾーン又はゾーングルー
プ内の再生デバイスが、再生又は停止、早送り、巻き戻し、次にスキップ、前にスキップ
、シャッフルモードのオン／オフ、リピートモードのオン／オフ、クロスフェードモード
のオン／オフを行う。再生制御領域４１０は、別の選択可能なアイコンを含んでもよい。
別の選択可能なアイコンは、イコライゼーション設定、再生ボリュームなど他の設定など
を変更してもよい。
【００８３】
　再生ゾーン領域４２０は、メディア再生システム１００内の再生ゾーンの表示を含んで
もよい。ある実施形態では、再生ゾーンのグラフィック表示が選択可能であってもよい。
追加の選択可能なアイコンを移動させることによって、メディア再生システム内の再生ゾ
ーンを管理又は構成することができる。例えば、結合ゾーンの作成、ゾーングループの作
成、ゾーングループの分割、およびゾーングループのリネームなど他の管理又は構成を行
うことができる。
【００８４】
　例えば、図示されるように、「グループ」アイコンは、再生ゾーンのグラフィック表示
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のそれぞれに設けられてもよい。あるゾーンのグラフィック表示内の「グループ」アイコ
ンは、メディア再生システム内の１つ又は複数のゾーンを選択して、あるゾーンとグルー
プ化するオプションを出せるように選択可能であってもよい。一度グループ化すると、あ
るゾーンとグループ化されたゾーン内の再生デバイスは、あるゾーン内の再生デバイスと
同期してオーディオコンテンツを再生するように構成される。同様に、「グループ」アイ
コンは、ゾーングループのグラフィック表示内に設けられてもよい。この場合、「グルー
プ」アイコンは、ゾーングループ内の１つ又は複数のゾーンをゾーングループから取り除
くために、ゾーングループ内の１つ又は複数のゾーンを選択から外すというオプションを
出すように選択可能であってもよい。ユーザインタフェース４００等のユーザインタフェ
ースを介してゾーンをグループ化およびグループ解除するための他の対話をすることも可
能であるし、実施することも可能である。再生ゾーン領域４２０内の再生ゾーンの表示は
、再生ゾーン又はゾーングループ構成が変更されると、動的に更新されてもよい。
【００８５】
　再生ステータス領域４３０は、現在再生されているオーディオコンテンツ、前に再生さ
れたオーディオコンテンツ、又は選択された再生ゾーン又はゾーングループ内で次に再生
するように予定されているオーディオコンテンツ、のグラフィック表示を含んでもよい。
選択可能な再生ゾーン又は再生グループは、ユーザインタフェース上で、例えば、再生ゾ
ーン領域４２０および／又は再生ステータス領域４３０内で視覚的に区別されてもよい。
グラフィック表示は、トラックタイトル、アーティスト名、アルバム名、アルバム年、ト
ラックの長さ、およびメディア再生システムを、ユーザインタフェース４００を介して制
御するときに、ユーザにとって有益な他の関連情報を含んでいてもよい。
【００８６】
　再生キュー領域４４０は、選択された再生ゾーン又はゾーングループと関連付けられた
再生キュー内のオーディオコンテンツのグラフィック表示を含んでもよい。ある実施形態
では、それぞれの再生ゾーン又はゾーングループは、再生ゾーン又は再生グループによっ
て再生される０以上のオーディオアイテムに対応する情報を含む再生キューと関連付けら
れていてもよい。例えば、再生キュー内のそれぞれのオーディオアイテムは、ユー・アー
ル・アイ（ＵＲＩ）、ユー・アール・エル（ＵＲＬ）、又は再生ゾーン又はゾーングルー
プ内の再生デバイスによって使用可能な他の識別子を含んでいてもよい。これらによって
、ローカルオーディオコンテンツソース又はネットワークオーディオコンテンツソース、
からオーディオアイテムを見つけ、および／又は取り出し、再生デバイスによって再生す
ることができる。
【００８７】
　ある例では、プレイリストが再生キューに追加されてもよい。この場合、プレイリスト
内のそれぞれのオーディオアイテムに対応する情報が再生キューに追加されてもよい。別
の例では、再生キュー内のオーディオアイテムは、プレイリストとして保存されてもよい
。更に別の例では、再生デバイスがストリーミングオーディオコンテンツ、例えば、再生
時間を有することで連続して再生されないオーディオアイテムよりも、停止しない限り連
続して再生されるインターネットラジオを再生し続けているとき、再生キューは、空であ
ってもよいし、又は「未使用」であるが埋められていてもよい。別の実施形態では、再生
キューは、インターネットラジオおよび／又は他のストリーミングオーディオコンテンツ
アイテムを含むことができ、且つ再生ゾーン又はゾーングループがそれらのアイテムを再
生しているとき「使用中」とすることができる。他の例も可能である。
【００８８】
　再生ゾーン又はゾーングループが「グループ化される」か、又は「グループ解除」され
るとき、影響を受ける再生ゾーン又はゾーングループに関連付けられた再生キューは、ク
リアされてもよいし、又は再び関連付けられてもよい。例えば、第１再生キューを含む第
１再生ゾーンが、第２再生キューを含む第２再生ゾーンとグループ化された場合、形成さ
れたゾーングループは、関連付けられた再生キューを有していてもよい。関連付けられた
再生キューは、最初は空であるか、（例えば、第２再生ゾーンが第１再生ゾーンに追加さ
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れた場合、）第１再生キューのオーディオアイテムを含むか、（例えば、第１再生ゾーン
が第２再生ゾーンに追加された場合、）第２再生キューのオーディオアイテムを含むか、
又は第１再生キューと第２再生キューとの両方のオーディオアイテムを組み合わせられる
。その後、形成されたゾーングループがグループ解除された場合、グループ解除された第
１再生ゾーンは、前の第１再生キューと再び関連付けられてもよいし、空の新しい再生キ
ューと関連付けられてもよいし、あるいはゾーングループがグループ解除される前にゾー
ングループと関連付けられていた再生キューのオーディオアイテムを含む新しい再生キュ
ーと関連付けられてもよい。同様に、グループ解除された第２再生ゾーンは、前の第２再
生キューと再び関連付けられてもよいし、空の新しい再生キューと関連付けられてもよい
し、あるいはゾーングループがグループ解除される前にゾーングループと関連付けられて
いた再生キューのオーディオアイテムを含む新しい再生キューと関連付けられてもよい。
他の例も可能である。
【００８９】
　図４のユーザインタフェース４００に戻って、再生キュー領域４４０内のオーディオコ
ンテンツのグラフィック表示は、トラックタイトル、アーティスト名、トラックの長さ、
および再生キュー内のオーディオコンテンツと関連付けられた他の関連情報を含んでいて
もよい。ある例では、オーディオコンテンツのグラフィック表示は、追加の選択可能なア
イコンを選択して移動させることができる。これにより、再生キューおよび／又は再生キ
ューに表示されたオーディオコンテンツを管理および／又は操作することができる。例え
ば、表示されたオーディオコンテンツは、再生キューから取り除いてもよいし、再生キュ
ー内の異なる位置に移動させてもよいし、すぐに再生させるか若しくは現在再生している
オーディオコンテンツの後に再生するように選択されてもよいし、あるいは他の動作を実
行してもよい。再生ゾーン又はゾーングループに関連付けられた再生キューは、再生ゾー
ン又はゾーングループ内の１つ又は複数の再生デバイスのメモリ、再生ゾーン又はゾーン
グループに入っていない再生デバイスのメモリ、および／又は他の指定のデバイスのメモ
リに記憶されていてもよい。
【００９０】
　オーディオコンテンツソース領域４５０は、選択可能なオーディオコンテンツソースの
グラフィック表示を含んでいてもよい。このオーディオコンテンツソースにおいては、オ
ーディオコンテンツが選択された再生ゾーン又はゾーングループによって取り出され、再
生されてもよい。オーディオコンテンツソースに関する説明は、以降のセクションを参照
することができる。
【００９１】
ｄ．例示的なオーディオコンテンツソース
　前回図示したように、ゾーン又はゾーングループ内の１つ又は複数の再生デバイスは、
再生するオーディオコンテンツを、（例えば、オーディオコンテンツの対応するＵＲＩ又
はＵＲＬに基づいて、）複数の入手可能なオーディオコンテンツソースから取り出すよう
に構成されていてもよい。ある例では、オーディオコンテンツは、再生デバイスによって
、対応するオーディオコンテンツソース（例えば、ライン－イン接続）から直接取り出さ
れてもよい。別の例では、オーディオコンテンツは、１つ又は複数の他の再生デバイス若
しくはネットワークデバイスを介してネットワーク上の再生デバイスに提供されてもよい
。
【００９２】
　例示的なオーディオコンテンツソースは、メディア再生システム内の１つ又は複数の再
生デバイスのメモリを含んでもよい。メディア再生システムとしては、例えば、図１のメ
ディア再生システム１００、１つ又は複数のネットワークデバイス上のローカルミュージ
ックライブラリ（例えば、制御デバイス、ネットワーク対応のパーソナルコンピュータ、
又はネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）など）、インターネット（例えば、クラウド
）を介してオーディオコンテンツを提供するストリーミングオーディオサービス、あるい
は再生デバイス又はネットワークデバイスのライン－イン入力接続を介してメディア再生
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システムに接続されるオーディオソース、他の可能なシステムであってもよい。
【００９３】
　ある実施形態では、オーディオコンテンツソースは、図１のメディア再生システム１０
０などのようなメディア再生システムに定期的に追加されてもよいし、定期的に取り除か
れてもよい。ある例では、１つ又は複数のオーディオコンテンツソースが追加される、取
り除かれる、又は更新される度に、オーディオアイテムのインデックス付けが行われても
よい。オーディオアイテムのインデックス付けは、ネットワーク上で共有される全てのフ
ォルダ／ディレクトリ内の識別可能なオーディオアイテムをスキャンすることを含んでも
よい。ここで、ネットワークは、メディア再生システム内の再生デバイスによってアクセ
ス可能である。また、オーディオアイテムのインデックス付けは、メタデータ（例えば、
タイトル、アーティスト、アルバム、トラックの長さなど）と他の関連情報とを含むオー
ディオコンテンツデータベースを作成すること、又は更新すること、を含んでもよい。他
の関連情報とは、例えば、それぞれの識別可能なオーディオアイテムを見つけるためのＵ
ＲＩ又はＵＲＬを含んでもよい。オーディオコンテンツソースを管理し、且つ維持するた
めの他の例も可能である。
【００９４】
　再生デバイス、制御デバイス、再生ゾーン構成、およびメディアコンテンツソースに関
しての上述した説明は、以降で述べられている機能および方法を実施可能ないくつかの例
示的な動作環境のみを提供している。本発明は、本明細書で明示的に述べられていないメ
ディア再生システム、再生デバイス、およびネットワークデバイスの他の動作環境および
構成であっても適用可能であり、その機能および方法を実施するのに適している。
【００９５】
ｅ．例示的な複数のネットワークデバイス
　図５は、音声制御に基づいてオーディオ再生体験をもたらすように構成され得る例示的
な複数のデバイス５００を示す。当業者であれば、図５に示したデバイスは例示する目的
のみのものであり、異なる及び／又は追加のデバイスを含む変形例が可能であってもよい
ことを理解する。図示されているように、複数のデバイス５００はコンピューティングデ
バイス５０４，５０６，５０８と、ネットワークマイクロホンデバイス（ＮＭＤ）５１２
，５１４，５１６と、再生デバイス（ＰＢＤ）５３２，５３４，５３６，５３８と、制御
デバイス（ＣＲ）５２２とを備える。
【００９６】
　複数のデバイス５００の各々は、主として広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）、及びパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）などの１又は
複数のタイプのネットワークを介し、主としてＮＦＣ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ、及びＩＥＥＥ８０２．１１などの１又は複数のネットワークプロト
コルに従って、複数のデバイス内の１又は複数の他のデバイスとの通信を確立できるネッ
トワーク対応デバイスであってもよい。
【００９７】
　図示されているように、コンピューティングデバイス５０４，５０６，５０８はクラウ
ドネットワーク５０２の一部であってもよい。クラウドネットワーク５０２は追加のコン
ピューティングデバイスを備えていてもよい。１つの例では、コンピューティングデバイ
ス５０４，５０６，５０８は異なるサーバであってもよい。別の例では、コンピューティ
ングデバイス５０４，５０６，５０８の２つ以上は単一のサーバのモジュールであっても
よい。同様に、コンピューティングデバイス５０４，５０６，５０８の各々は１又は複数
のモジュール若しくはサーバを備えていてもよい。本明細書において例示を容易にするた
めに、コンピューティングデバイス５０４，５０６，５０８の各々をクラウドネットワー
ク５０２内の特定の機能を実行するように構成してもよい。たとえば、コンピューティン
グデバイス５０８は音楽ストリーミングサービス用のオーディオコンテンツのソースであ
ってもよい。
【００９８】
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　図示されているように、コンピューティングデバイス５０４を、通信経路５４２を介し
てＮＭＤ５１２，５１４，５１６とインタフェースするように構成してもよい。ＮＭＤ５
１２，５１４，５１６は１又は複数の「スマートホーム」システムのコンポーネントであ
ってもよい。ある場合には、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６を、図１に示すデバイスの配
置と同様に、家庭全体に物理的に配置してもよい。別の場合には、ＮＭＤ５１２，５１４
，５１６の２つ以上を、互いに比較的近接して物理的に配置してもよい。通信経路５４２
は主としてインターネットを含むＷＡＮ、ＬＡＮ、及び／又はＰＡＮなどの１又は複数の
タイプのネットワークを備えていてもよい。
【００９９】
　１つの例では、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６のうちの１つ又は複数は、主として音声
検出用に構成されたデバイスであってもよい。別の例では、ＮＭＤ５１２，５１４，５１
６のうちの１つ又は複数は、様々な一次ユーティリティを有するデバイスのコンポーネン
トであってもよい。たとえば、図２及び図３に関連して上述したように、ＮＭＤ５１２，
５１４，５１６のうちの１つ又は複数は、再生デバイス２００のマイクロホン２２０又は
ネットワークデバイス３００のマイクロホン３１０であってもよい。さらに、場合によっ
ては、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６のうちの１つ又は複数は、再生デバイス２００又は
ネットワークデバイス３００であってもよい。１つの例では、ＮＭＤ５１２、５１４、及
び／又は５１６のうちの１つ又は複数はマイクロホンアレイに配置される複数のマイクロ
ホンを備えていてもよい。
【０１００】
　図示されているように、コンピューティングデバイス５０６を、通信経路５４４を介し
てＣＲ５２２と、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８とにインタフェースするように
構成してもよい。１つの例では、ＣＲ５２２は図２のネットワークデバイス２００などの
ネットワークデバイスであってもよい。したがって、ＣＲ５２２を、図４のコントローラ
インタフェース４００を提供するように構成してもよい。同様に、ＰＢＤ５３２，５３４
，５３６，５３８は図３の再生デバイス３００などの再生デバイスであってもよい。この
ため、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８を、図１に示すように家庭全体に物理的に
配置してもよい。例示する目的上、ＰＢＤ５３６及び５３８は結合ゾーン５３０の一部で
あってもよく、その一方でＰＢＤ５３２及び５３４は自身が属するそれぞれのゾーンの一
部であってもよい。上述したように、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８を動的に結
合、グループ化、結合解除、且つグループ解除してもよい。通信経路５４４は主としてイ
ンターネット含むＷＡＮ、ＬＡＮ、及び／又はＰＡＮなどの１又は複数のタイプのネット
ワークを備えていてもよい。
【０１０１】
　１つの例では、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６と同様に、ＣＲ５２２とＰＢＤ５３２，
５３４，５３６，５３８とはまた、１又は複数の「Ｓｍａｒｔ　Ｈｏｍｅ」システムのコ
ンポーネントであってもよい。ある場合には、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８を
ＮＭＤ５１２，５１４，５１６と同じ家庭全体に配置してもよい。さらに、上記で提案し
たように、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８のうちの１つ又は複数はＮＭＤ５１２
，５１４，５１６の１又は複数であってもよい。
【０１０２】
　ＮＭＤ５１２，５１４，５１６はローカルエリアネットワークの一部であってもよく、
通信経路５４２はＮＭＤ５１２，５１４，５１６のローカルエリアネットワークをＷＡＮ
を介してコンピューティングデバイス５０４にリンクする（通信経路は図示せず）アクセ
スポイントを備えていてもよい。同様に、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６の各々は、その
ようなアクセスポイントを介して互いと通信してもよい。
【０１０３】
　同様に、ＣＲ５２２並びにＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８は、前項で説明した
ように、ローカルエリアネットワーク及び／又はローカル再生ネットワークの一部であっ
てもよく、また通信経路５４４は、ＣＲ５２２及びＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３
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８のローカルエリアネットワーク及び／又はローカル再生ネットワークをＷＡＮを介して
コンピューティングデバイス５０６にリンクするアクセスポイントを備えていてもよい。
このため、ＣＲ５２２並びにＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の各々はまた、その
ようなアクセスポイントを介して互いと通信してもよい。
【０１０４】
　１つの例では、通信経路５４２及び５４４は同じアクセスポイントを備えていてもよい
。１つの例では、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６、ＣＲ５２２、並びにＰＢＤ５３２，５
３４，５３６，５３８の各々は、家庭用の同じアクセスポイントを介してクラウドネット
ワーク５０２にアクセスしてもよい。
【０１０５】
　図５に示すように、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６、ＣＲ５２２、並びにＰＢＤ５３２
，５３４，５３６，５３８の各々はまた、通信手段５４６を介して他のデバイスの１又は
複数と直接通信してもよい。本明細書に記載の通信手段５４６は、１又は複数のタイプの
ネットワークを介し、１又は複数のネットワークプロトコルに従ったデバイス間の１又は
複数の形式の通信を含んでいてもよく、及び／又は１又は複数の他のネットワークデバイ
スを介した通信を含んでいてもよい。たとえば、通信手段５４６はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）（ＩＥＥＥ８０２．１５）、ＮＦＣ、ワイヤレスダイレクト、及び／又は独自
規格ワイヤレスの１又は複数を主として備えていてもよい。
【０１０６】
　１つの例では、ＣＲ５２２はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を介してＮＭＤ５１２と
通信してもよく、且つ別のローカルエリアネットワークを介してＰＢＤ５３４と通信して
もよい。別の例では、ＮＭＤ５１４は別のローカルエリアネットワークを介してＣＲ５２
２と通信してもよく、且つＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を介してＰＢＤ５３６と通信
してもよい。さらに別の例では、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の各々はローカ
ル再生ネットワークを介し、スパニングツリープロトコルに従って互いと通信してもよく
、一方でローカル再生ネットワークとは異なるローカルエリアネットワークを介してＣＲ
５２２とそれぞれ通信してもよい。他の例も可能である。
【０１０７】
　場合によっては、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６、ＣＲ５２２、並びにＰＢＤ５３２，
５３４，５３６，５３８間の通信手段は、デバイス間の通信のタイプ、ネットワーク状態
、及び／又はレイテンシ要求に応じて変化してもよい。たとえば、ＰＢＤ５３２，５３４
，５３６，５３８と共にＮＭＤ５１６を家庭に最初に導入するときに、通信手段５４６を
使用してもよい。ある場合には、ＮＭＤ５１６はＮＦＣを介してＰＢＤ５３８にＮＭＤ５
１６に対応する識別情報を送信し、またＰＢＤ５３８はＮＦＣ（又は他の何らかの形式の
通信）を介してＮＭＤ５１６にローカルエリアネットワーク情報を送信してもよい。しか
しながら、ひとたびＮＭＤ５１６が家庭内で構成されれば、ＮＭＤ５１６とＰＢＤ５３８
との間の通信手段は変化してもよい。たとえば、ＮＭＤ５１６は通信経路５４２、クラウ
ドネットワーク５０２、及び通信経路５４４を介して続けてＰＢＤ５３８と通信してもよ
い。別の例では、ＮＭＤとＰＢＤとは、ローカル通信手段５４６を介しては決して通信し
ないようにしてもよい。さらに別の例では、ＮＭＤとＰＢＤとは、主としてローカル通信
手段５４６を介して通信してもよい。他の例も可能である。
【０１０８】
　例示的な例では、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６を、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，
５３８を制御するための音声入力を受信するように構成してもよい。利用可能な制御コマ
ンドは、主として再生音量の制御、再生トランスポートの制御、音楽ソースの選択、及び
グループ化など、前述した任意のメディア再生システム制御を含んでいてもよい。たとえ
ば、ＮＭＤ５１２はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数を制御するため
の音声入力を受信してもよい。音声入力を受信したことに応答して、ＮＭＤ５１２は通信
経路５４２を介して、処理を目的として音声入力をコンピューティングデバイス５０４に
送信してもよい。１つの例では、コンピューティングデバイス５０４は音声入力を同等の
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テキストコマンドに変換し、そのテキストコマンドを解析してコマンドを識別してもよい
。コンピューティングデバイス５０４は、その後、続けてコンピューティングデバイス５
０６にテキストコマンド送信してもよい。別の例では、コンピューティングデバイス５０
４は音声入力を同等のテキストコマンドに変換し、次いで、続けてそのテキストコマンド
をコンピューティングデバイス５０６に送信してもよい。次いで、コンピューティングデ
バイス５０６は、テキストコマンドを解析して１又は複数の再生コマンドを識別してもよ
い。
【０１０９】
　たとえば、テキストコマンドが「『ゾーン１』で『ストリーミングサービス１』」から
『アーティスト１』による『トラック１』を再生して」である場合、コンピューティング
デバイス５０６は（ｉ）「ストリーミングサービス１」から入手できる「アーティスト１
」による「トラック１」のＵＲＬと、（ｉｉ）　「ゾーン１」内の少なくとも１つの再生
デバイスとを識別してもよい。この例では、「ストリーミングサービス１」からの「アー
ティスト１」による「トラック１」のＵＲＬは、コンピューティングデバイス５０８を指
すＵＲＬであってもよく、また「ゾーン１」は結合ゾーン５３０であってもよい。このよ
うに、ＵＲＬとＰＢＤ５３６及び５３８の一方又は両方とを識別すると、コンピューティ
ングデバイス５０６は、通信経路５４４を介してＰＢＤ５３６及び５３８の一方又は両方
に識別された再生用のＵＲＬを送信してもよい。ＰＢＤ５３６及び５３８の一方又は両方
は迅速に反応して、受信したＵＲＬに従ってコンピューティングデバイス５０８からオー
ディオコンテンツを取得し、且つ「ストリーミングサービス１」から「アーティスト１」
による「トラック１」の再生を開始してもよい。
【０１１０】
　さらに別の例では、コンピューティングデバイス５０４は何らかの処理を実行してユー
ザの関連コマンド又はインテントを識別し、且つ当該音声入力に関連したメディアコンテ
ンツに関する情報をコンピューティングデバイス５０６に提供してもよい。たとえば、コ
ンピューティングデバイス５０４は音声入力の音声テキスト変換を実行し、且つ音声入力
を解析して、コマンド又はインテント（たとえば、再生、一時停止、停止、音量を上げる
、音量を下げる、スキップ、次の曲を再生、グループ化、グループ解除）をコマンドの実
行方法に関する他の情報と共に生成してもよい。コンピューティングデバイス５０４又は
コンピューティングデバイス５０６は、コンピューティングデバイス５０４によって決定
されたコマンド又はインテントにどのＰＢＤコマンドが対応しているかを判定してもよい
。音声入力から決定されたコマンド若しくはインテント及び／又はコマンドの実行に関連
する他の情報を、コンピューティングデバイス５０４からコンピューティングデバイス５
０６に送信してもよい。コンピューティングデバイス５０４上での処理はアプリケーショ
ン、モジュール、アドオンソフトウェア、ネイティブのネットワークマイクロホンシステ
ムのソフトウェアプラットフォームとの統合、及び／又はネイティブのネットワークマイ
クロホンシステムのソフトウェアプラットフォームによって実行してもよい。
【０１１１】
　当業者であれば、上記は単なる１つの例示的な例であり、他の実装形態も可能であるこ
とを理解する。ある場合には、上記のように複数のデバイス５００の１又は複数によって
実行される動作は、複数のデバイス５００内の１又は複数の他のデバイスによって実行さ
れてもよい。たとえば、音声入力からテキストコマンドへの変換を、ＮＭＤ５１２、コン
ピューティングデバイス５０６、ＰＢＤ５３６、及び／又はＰＢＤ５３８などの別のデバ
イス又は複数のデバイスによって代替的に、部分的に、若しくは完全に実行してもよい。
同様に、ＵＲＬの識別をＮＭＤ５１２、コンピューティングデバイス５０４、ＰＢＤ５３
６、及び／又はＰＢＤ５３８などの別のデバイス又は複数のデバイスによって代替的に、
部分的に、若しくは完全に実行してもよい。
【０１１２】
ｆ．例示的なネットワークマイクロホンデバイス
　図６は、図５のＮＭＤ５１２，５１４，５１６の１又は複数となるように構成され得る
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例示的なネットワークマイクロホンデバイス６００の機能ブロック図を示す。図示されて
いるように、ネットワークマイクロホンデバイス６００はプロセッサ６０２と、メモリ６
０４と、マイクロホンアレイ６０６と、ネットワークインタフェース６０８と、ユーザイ
ンタフェース６１０と、ソフトウェアコンポーネント６１２と、スピーカ６１４とを備え
る。当業者であれば、他のネットワークマイクロホンデバイスの構成及び配置も可能であ
ることを理解する。たとえば、ネットワークマイクロホンデバイスは、別法としてスピー
カ６１４を除外するか、或いはマイクロホンアレイ６０６の代わりに単一のマイクロホン
を有していてもよい。
【０１１３】
　プロセッサ６０２は、汎用プロセッサ又は専用プロセッサ若しくはコントローラの形態
をとり得る１又は複数のプロセッサ及び／又はコントローラを備えていてもよい。たとえ
ば、処理ユニット６０２はマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、特定用途向け集
積回路、及びデジタル信号プロセッサなどを備えていてもよい。メモリ６０４は、これら
の機能を実行するためにプロセッサ６０２によって実行可能な１又は複数のソフトウェア
コンポーネントをロードできるデータ記憶装置であってもよい。したがって、メモリ６０
４は、主として、ランダムアクセスメモリ、レジスタ、キャッシュなどの揮発性記憶媒体
と、読取り専用メモリ、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、フラッシ
ュメモリ、及び／又は光学記憶装置などの不揮発性記憶媒体とが例として挙げられる、１
又は複数の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体を備えていてもよい。
【０１１４】
　マイクロホンアレイ６０６は、ネットワークマイクロホンデバイス６００の周辺環境の
音声を検出するように配置された複数のマイクロホンであってもよい。マイクロホンアレ
イ６０６は、主としてコンデンサマイクロホン、エレクトレットコンデンサマイクロホン
、又はダイナミックマイクロホンなどの既知であるか、又は今後開発される任意のタイプ
のマイクロホンであってもよい。１つの例では、マイクロホンアレイを、ネットワークマ
イクロホンデバイスに対する１又は複数の方向から音声を検出するように配置してもよい
。マイクロホンアレイ６０６は周波数範囲の一部に敏感であってもよい。１つの例では、
マイクロホンアレイ６０６の第１のサブセットは第１の周波数範囲に敏感である一方で、
マイクロホンアレイの第２のサブセットは第２の周波数範囲に敏感であってもよい。マイ
クロホンアレイ６０６を、音源（たとえば、音声、可聴音）の位置情報を捕捉し、及び／
又は背景雑音のフィルタリングを補助するようにさらに構成してもよい。特に、いくつか
の実施形態では、マイクロホンアレイは複数のマイクロホンではなく、単一のマイクロホ
ンのみで構成されていてもよい。
【０１１５】
　ネットワークインタフェース６０８を、図５に関連してＣＲ５２２、ＰＢＤ５３２～５
３８、クラウドネットワーク５０２内のコンピューティングデバイス５０４～５０８、及
び他のネットワークマイクロホンデバイスなどを主として含む、様々なネットワークデバ
イス間の無線及び／又は有線通信を容易にするように構成してもよい。このため、ネット
ワークインタフェース６０８はこれらの機能を実行するのに適した任意の形態をとってい
てもよく、その例としてはＥｔｈｅｒｎｅｔインタフェース、シリアルバスインタフェー
ス（たとえば、ＦｉｒｅＷｉｒｅ、ＵＳＢ２．０など）、無線通信を容易にするように構
成されたチップセット及びアンテナ、並びに／又は有線及び／又は無線通信を提供する他
の任意のインタフェースを挙げることができる。１つの例では、ネットワークインタフェ
ース６０８は業界標準に基づいていてもよい（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．３を含む赤外
線規格、無線規格、及び有線規格、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．
１１ｇ、８０２．１１ｎ、８０２．１１ａｃ、８０２．１５を含む無線規格、並びに４Ｇ
などの移動体通信規格など）。
【０１１６】
　ネットワークマイクロホンデバイス６００のユーザインタフェース６１０を、ネットワ
ークマイクロホンデバイスとのユーザ対話を容易にするように構成してもよい。１つの例
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では、ユーザインタフェース６０８は、ユーザがネットワークマイクロホンデバイス６０
０に入力を直接提供できるようにするために、主として物理的ボタン、タッチセンサ画面
及び／又は面上に設けられるグラフィカルユーザインタフェースなどの１又は複数を備え
ていてもよい。ユーザインタフェース６１０は、視覚的フィードバック及び／又は音声フ
ィードバックをユーザに提供するための１又は複数のライトとスピーカ６１４とをさらに
備えていてもよい。１つの例では、ネットワークマイクロホンデバイス６００を、スピー
カ６１４を介してオーディオコンテンツを再生するようにさらに構成してもよい。
【０１１７】
ＩＩＩ．音声検出の部屋補正のための例示的なシステム、装置、及び方法
　多くの場合、ネットワークマイクロホンデバイスを再生デバイスに近接して配置しても
よい。たとえば、再生デバイスをネットワークマイクロホンデバイスと同じ部屋に配置し
てもよい。
【０１１８】
　本明細書に記載の実施例は、ＮＭＤが動作する周辺環境の音響特性をＮＭＤに提供する
ことを含む。この周辺環境は、寝室やリビングルームなどの家庭内の部屋であってもよい
。周辺環境の音響特性により、音声が室内でどのように伝わるかが定義されてもよい。周
辺環境の音響特性は、ＮＭＤに向かって発せられた音声入力を解釈するためにＮＭＤが使
用してもよい。多くの場合、ネットワークマイクロホンデバイス（ＮＭＤ）を再生デバイ
スに近接して配置してもよい。たとえば、再生デバイスをＮＭＤと同じ部屋に配置しても
よい。
【０１１９】
　音響特性は通常、周辺環境内の表面によって定義される。たとえば、室内の硬い表面が
音声を反射することがある。その一方で、柔らかい表面は音声を吸収することがある。周
辺環境にこれらの異なるタイプの表面が存在し、且つ配置されることは、その部屋の音響
特性とＮＭＤの音声入力を解釈する能力とに影響を与えることになる。
【０１２０】
　ＮＭＤはこれらの音響特性を考慮して、発せられた音声入力を正確に回収する必要があ
り得る。また、場合によっては、オーディオコンテンツは再生デバイスによって、ＮＭＤ
が音声入力を受信すると同時に再生されてもよい。周辺環境及び／又はコンテンツ再生時
の音響特性に関する知識を、音声入力を解釈するためにＮＭＤが使用してもよい。
【０１２１】
　図７～図１１は、開示された動作環境内で実行できる実施形態を提示している。
【０１２２】
　図７は、ＮＭＤによって受信される音声入力の解釈を改善するために実行され得る機能
のフローチャートである。いくつかの例では、記載したこれらの機能の１又は複数を再生
デバイスによって実行してもよい。他の例では、５０４～５０８などのコンピューティン
グデバイスはまた、再生デバイスと連携して、或いはこれの代わりにこれらの機能の１又
は複数を実行してもよい。コンピューティングデバイスは再生デバイスと関連付けられて
いてもよく、且つ再生デバイスと関連付けられた処理を実行してもよい。
【０１２３】
　ステップ７０２において、周辺環境の音響特性を取得してもよい。この音響特性を、再
生デバイスが動作している周辺環境と関連付けてもよい。この音響特性を様々な方法で決
定していてもよい。たとえば、再生システムは、いくつかのキャリブレーション段階を通
じて周辺環境の音響特性を既に決定していてもよい。メディア再生システムの再生デバイ
スはマイクロホンとスピーカとを有していてもよい。スピーカは１又は複数のトーンを出
力してもよく、また１又は複数のスピーカはそれぞれのマイクロホンを使用してトーンを
受信してもよい。このトーンは音声における１又は複数の周波数であってもよい。再生デ
バイスの各々はトーンを出力してもよい。複数の再生デバイスによって受信されたトーン
に基づいて、周辺環境の音響特性を決定することができる。別の例では、別のネットワー
クデバイス（制御デバイス、第１の再生デバイス、又はＮＭＤ自体でさえ）は、第２の再



(31) JP 2019-514237 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

生デバイスのスピーカによって出力されるテストトーンを受信するマイクロホンを備えて
いてもよい。再生デバイスではなく、或いは再生デバイスに加えて、他のネットワークデ
バイスは受信したテストトーンを解析して、周辺環境の音響特性を決定してもよい。他の
構成も可能である。
【０１２４】
　当該トーンのスペクトル応答、空間応答、及び時間応答によって音響特性を定義しても
よい。スペクトル応答は、マイクロホンで受信される音声エネルギーの解析結果であって
もよい。空間応答は、マイクロホンで受信される音声エネルギーの方向の解析結果であっ
てもよい。時間応答は、マイクロホンで受信される音声エネルギーの反射に対する解析結
果であってもよい。本再生システムはこれらの応答を解析し、場合によっては当該トーン
を受信した場所からの方向も考慮して周辺環境の音響特性を決定してもよい。この音響特
性を示す通知を、再生デバイス及び／又コンピューティングデバイス５０４～５０８の１
又は複数に格納してもよい。
【０１２５】
　別の例では、部屋の大きさ、部屋の天井の高さ、部屋にある家具などの周辺環境に関す
る既知の特性に基づいて、音響特性を事前に定義してもよい。コンピューティングデバイ
ス５０４～５０８の１又は複数によって維持されるデータベースにおいて、異なるタイプ
の特徴を有する部屋の音響特性を格納してもよい。コンピューティングデバイス上に格納
される音響特性を、特定の特徴を有する部屋に対する以前の解析に基づいて決定していて
もよい。ユーザはメディア再生システムの制御デバイス上に部屋の特徴を入力してもよく
、また制御デバイスはこのデータベースにアクセスして部屋の音響特性を決定してもよい
。次いで、これらの音響特性を当該環境内に配置された再生デバイスに提供してもよく、
或いはこれらをコンピューティングデバイスに格納してもよい。
【０１２６】
　１つの例として、音響特性は部屋の左側に硬い表面が存在し、右側に柔らかい表面が存
在し、且つこの部屋が長方形形状であることを示してもよい。要するに、音響特性によっ
て音響的観点からその部屋を特徴付けることができる。
【０１２７】
　メディア再生システムは複数の再生デバイスを備えていてもよい。再生デバイスの各々
は、再生デバイスが動作する周辺環境の音響特性を有していてもよい。ステップ７０４に
おいて、１又は複数のＮＭＤを識別してもよい。１又は複数のＮＭＤは同じ周辺環境内に
あってもよい。いくつかの例では、ＮＭＤに音響特性を送信する再生デバイスはＮＭＤの
直近にある再生デバイスであってもよい。別の例では、ＮＭＤに音響特性を送信する再生
デバイスはＮＭＤと同じゾーンにある再生デバイスであってもよい。その近接性を再生デ
バイス及び／又はＮＭＤの設定中、いくつかのキャリブレーションプロセスにおいて示し
てもよい。たとえば、ＮＭＤは自身の存在提示を再生デバイスに対して送信してもよい。
この存在の有無を再生デバイス内の状態変数によって提示してもよい。再生デバイスはこ
の状態変数にアクセスしてＮＭＤを識別してもよい。また、ＮＭＤも再生デバイスの存在
を識別する同様の状態変数を有していてもよい。
【０１２８】
　他の例では、メディア再生システムの再生デバイスをＮＭＤと結合（ペアリング又はグ
ループ化）してもよい。この結合はまた、再生デバイスとＮＭＤとが同じ部屋又はゾーン
内にあるか、若しくはコンテンツを同期して再生しているなど、これらが互いに近接して
いることを示してもよい。再生デバイスとＮＭＤとの結合は、いくつかの点で再生デバイ
スの結合方法と同様であってもよい。この結合を、再生デバイスによって格納された状態
変数に反映してもよい。ＮＭＤを再生デバイスと結合している場合、ＮＭＤを識別するよ
うに再生デバイスを配置してもよい。さらに、ＮＭＤを移動させて別の再生デバイスと結
合する場合、別の再生デバイス内の状態変数を更新して、ＮＭＤとの結合を反映するよう
にしてもよい。同様に、ＮＭＤは自身の状態変数を更新して、新たな再生デバイスの存在
を反映するようにしてもよい。
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【０１２９】
　いくつかの例では、結合された再生デバイス及びＮＭＤにおいて、それらの間のレイテ
ンシを低減するために様々なネットワーキング技術を使用してもよい。たとえば、ＷＡＮ
ネットワーク接続ではなくローカルネットワーク接続（ＬＡＮ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標））を通信に使用してもよい。別の例として、再生デバイスをＮＭＤと結合して
いる間に、通信がたとえば「典型的な」２．４Ｇｈｚ通信から５Ｇｈｚ通信に切り替わる
など、ローカルネットワーク内で異なる周波数範囲に戻る可能性がある。さらに別の例と
して、再生デバイスをＮＭＤと結合した場合に、通信が２．４Ｇｈｚ又は５Ｇｈｚスペク
トルのいずれかの予約チャネルに切り替わるか、或いはたとえば、再生デバイスが他のネ
ットワークトラフィックの中継ノードとして機能することを停止するなど、他のネットワ
ークトラフィックが低減される可能性がある。他の構成も可能である。
【０１３０】
　ステップ７０６において、音声入力に適用させるために音響特性を提供してもよい。１
つの実施形態では、通信ネットワーク５４６の１又は複数を介してＮＭＤに対し、再生デ
バイスからメッセージとして音響特性を送信してもよい。他の実施形態では、再生デバイ
スは、コンピューティングデバイス上の音響特性を通信リンク５４２を介してＮＭＤに送
信させてもよい。さらに別の実施形態では、音響特性は再生デバイスと関連付けられたコ
ンピューティングデバイス上にあってもよく、また再生デバイスは、ＮＭＤと関連付けら
れたコンピューティングデバイスに対し音響特性にアクセスさせてもよい。他の構成も可
能である。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、再生デバイスは、音響特性をＮＭＤに提供する必要がない場
合がある。代わりに、ＮＭＤによってコンピューティングデバイス自体から音響特性を取
得することが可能であってもよい。ＮＭＤは、自身に近接した（結合されているか、ペア
リングされているか、又はその他の方法で）再生デバイスの通知を提供してもよく、また
、コンピューティングデバイスは周辺環境の音響特性を提供してもよい。他の構成も可能
である。
【０１３２】
　ＮＭＤは、通常マイクロホン応答を介して音声入力を処理することができる。マイクロ
ホン応答は、周波数に対するマイクロホンの感度の指標である。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、ＮＭＤは自ら受信した音声入力に音響特性を適用して、音声
入力における歪みを補正してもよい。このように、ＮＭＤによって音声入力を良好に解釈
することが可能であってもよい。ＮＭＤは、この音響特性を自ら適用してもよく、及び／
又はＮＭＤでの処理がクラウドベースであり得る場合に、コンピューティングデバイスに
処理をオフロードしてもよい。
【０１３４】
　ＮＭＤは、音声入力への音響特性の適用時に音響特性に基づいてフィルタを定義しても
よい。このフィルタは、周辺環境におけるスペクトル応答、空間応答、及び時間応答を含
んでいてもよい。ＮＭＤは、自身が受信した音声入力にフィルタを適用して、音声入力を
解釈する前に歪みを補正してもよい。このフィルタを、以下の導出に基づいて決定しても
よい。
　Ｘａ（ｗ）×Ｐ（ｗ）×ｈ（ｗ）×ｍ（ｗ）＝Ｙａ（ｗ）
　ここで、Ｘａはキャリブレーショントーンであり、Ｐは再生デバイスのスピーカ応答で
あり、ｈは室内応答（たとえば、室内の音響特性）であり、ｍはマイクロホン応答であり
、Ｙａは処理応答であり、これは、キャリブレーションプロセス中に送信されるトーンに
対応する受信済みトーンであってもよい。符号×は周波数領域の畳み込み関数を表す。Ｘ
ａ、Ｐ、ｍ、及びＹａは分かっているので、室内応答（たとえば、フィルタ）を次のよう
に算出してもよい。
　ｈ－１（ｗ）：Ｘａ（ｗ）×Ｐ（ｗ）×ｍ（ｗ）＝Ｙａ（ｗ）×ｈ－１（ｗ）
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次いで、音声入力Ｙｂを受信した場合、室内応答ｈ（たとえば、フィルタ）を適用して、
音声入力Ｘｂを次のように決定してもよい。
　Ｘｂ（ｗ）＝Ｙｂ（ｗ）×ｈ－１（ｗ）×Ｐ－１（ｗ）×ｍ－１（ｗ）
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、再生システムは周辺環境の変化を考慮して、周辺環境の音響
特性を周期的に決定してもよい。この場合、ＮＭＤが受信した音声入力に最新の音響特性
を適用してそれを適切に解釈できるように、１又は複数の再生デバイスは動作７０２～７
０６を周期的に実行してもよい。
【０１３６】
　図８は、ＮＭＤによる音声入力の回収を改善するために実行され得る機能を表した別の
フローチャートである。いくつかの例では、記載したこれらの機能の１又は複数を再生デ
バイスによって実行してもよい。他の例では、コンピューティングデバイス５０４～５０
８などはまた、再生デバイスと連携して、或いは再生デバイスの代わりに、これらの機能
の１又は複数を実行してもよい。コンピューティングデバイスは再生デバイスと関連付け
られていてもよく、且つ再生デバイスと関連付けられた処理を実行してもよい。
【０１３７】
　ステップ８０２において周辺環境の音響特性を取得してもよく、ステップ８０４におい
てＮＭＤを識別してもよく、またステップ８０６において音響特性を提供してもよい。こ
の音響特性を、ＮＭＤ及び／又はＮＭＤと関連付けられたコンピューティングデバイスに
提供してもよい。
【０１３８】
　場合によっては、ＮＭＤは、メディア再生システムが同時にオーディオコンテンツを再
生している周辺環境において動作してもよい。ＮＭＤは、オーディオコンテンツが同時に
再生されている場合でも音声入力を受信してもよい。
【０１３９】
　ステップ８０８において、オーディオコンテンツを提供してもよい。オーディオコンテ
ンツをＮＭＤ及び／又はＮＭＤと関連付けられたコンピューティングデバイスに提供して
もよい。このコンテンツは、たとえば、再生デバイスによって再生される音楽のストリー
ムであってもよい。再生デバイスは、ＮＭＤと同じゾーン内にあるＮＭＤに近接している
ＮＭＤに対して、或いはＮＭＤと結合され得る（又はグループ化され得る）ＮＭＤに対し
てオーディオコンテンツを提供してもよい。いくつかの実施形態では、たとえばＮＭＤに
よる処理がクラウドベースである場合などに、コンピューティングデバイスを介してこの
コンテンツをＮＭＤに提供してもよい。さらに別の実施形態では、たとえば、ＮＭＤ及び
／又は再生デバイスによる処理がクラウドベースである場合などに、再生デバイスと関連
付けられたコンピューティングデバイスを介してＮＭＤと関連付けられたコンピューティ
ングデバイスに対してコンテンツを提供してもよい。
【０１４０】
　ステップ８０８において、音響特性（及び、必要に応じてオーディオコンテンツ）を音
声入力に適用してもよい。たとえば、ＮＭＤ（又はＮＭＤと関連付けられたコンピューテ
ィングデバイス）は、自身が受信した音声入力にフィルタを適用して、その音声入力を解
釈してもよい。たとえば、ＮＭＤ（又はＮＭＤと関連付けられたコンピューティングデバ
イス）は、音声入力を良好に分離するために、音声入力と共に再生されるオーディオコン
テンツを使用してもよい。音声入力を解釈するために、再生デバイスによって再生される
オーディオコンテンツは事実上ノイズであってもよい。この点において、受信した音声入
力を良好に分離するために、受信した音声入力からオーディオコンテンツを除去してもよ
い。
【０１４１】
　図９は、音声入力の解釈時に、ＮＭＤ及び／又は関連付けられたコンピューティングデ
バイスによって実行される機能のフローチャートである。ステップ９０２において、周辺
環境の音響特性を示す通知を取得してもよい。ステップ９０４において、再生デバイスに
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より再生中のオーディオコンテンツも必要に応じて受信してもよい。再生デバイスは、Ｎ
ＭＤが配置されている中で同じゾーン内にあるか、又はＮＭＤと結合されていてもよい。
ステップ９０６において、たとえばＮＭＤによって音声入力を受信してもよい。音声入力
は音声コマンドであってもよい。ＮＭＤは、ＮＭＤ上の何らかのボタンが押下されたこと
、又はそれが音声入力であることを示す音声入力内のコマンドワードによって、音声入力
を受信したことを知る場合がある。ステップ９０８において、フィルタ及び／又は再生デ
バイスによって再生されるオーディオコンテンツのうちの１又は複数を適用若しくは使用
して、受信した音声入力を解釈してもよい。
【０１４２】
　図１０は、たとえば再生デバイスに周辺環境の音響特性を提供させるのではなく、ＮＭ
Ｄがこれを決定できるようにする機能のフローチャートである。この機能を、再生デバイ
ス及び／又は再生デバイスと関連付けられたコンピューティングデバイスによって実行し
てもよい。
【０１４３】
　ＮＭＤは、１又は複数の再生デバイスにトーンの再生を命じる指示を送信してもよい。
ＮＭＤが指示を送信する再生デバイスは、ＮＭＤに近接した再生デバイス、及び／又はＮ
ＭＤと結合されている（又はグループ化されている）か、若しくはＮＭＤと同じゾーン内
にある再生デバイスを含んでいてもよい。
【０１４４】
　ステップ１００２において、オーディオトーンの再生を命じる指示を受信してもよい。
この指示をＮＭＤ又はＮＭＤと関連付けられたコンピューティングデバイスから受信して
もよい。これに応答して、ステップ１００４において再生デバイスによってオーディオト
ーンを出力してもよい。ＮＭＤはマイクロホンアレイ６０６を使用してこのトーンを受信
してもよい。マイクロホンアレイ６０６はトーンの振幅を示す通知を提供してもよい。さ
らに、マイクロホンアレイ６０６はトーンの方向を示す通知を提供してもよい。この方向
を、複数の再生デバイスからのトーン受信に基づいて決定してもよい。次いで、ＮＭＤ及
び／又は関連付けられたコンピューティングデバイスは、複数の再生デバイスからのトー
ン受信に基づいて周辺環境の音響特性を決定してもよい。このように、ＮＭＤはこの音響
特性を再生デバイスから取得する必要がない場合がある。
【０１４５】
　マイクロホンアレイ６０６は、ＮＭＤが音声入力の発信元の方向を決定できるようにし
てもよい。この方向を、オーディオコンテンツの再生を改善するために再生デバイスによ
って使用することができる。たとえば、メディア再生システムは、１又は複数の再生デバ
イスから発生させるオーディオ音を音声入力の発信元と同じ方向に向けてもよい。これは
リスナーが位置する方向であってもよい。他の構成も可能である。
【０１４６】
　図１１は、ＮＭＤによって決定された指向性を使用することに関連した、再生デバイス
及び／又は関連付けられたコンピューティングデバイスによって実行される機能のフロー
チャートである。
【０１４７】
　ステップ１１０２において、方向を示す通知を受信してもよい。これをＮＭＤ及び／又
は関連付けられたコンピューティングデバイスから受信してもよい。この方向は、ＮＭＤ
が音声入力を受信した場所、したがってユーザがその周辺環境において位置し得る場所を
示していてもよい。再生デバイスは複数のスピーカを有していてもよく、これらの出力を
制御して、再生デバイスによって再生されるオーディオコンテンツの指向性に効果をもた
らすようにしてもよい。ステップ１１０４において、再生デバイスはこの指向性を使用し
て、複数のスピーカのオーディオ出力を調整してもよい。このオーディオ出力は音楽コン
テンツの再生であってもよい。再生デバイスは、スピーカによって出力されるオーディオ
信号の位相を調整して、ＮＭＤによって指定される指向性に従ってオーディオ出力の指向
性を生成してもよい。この点において、オーディオコンテンツはユーザに対して指向され
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得、したがってオーディオ聴取体験が改善されることになる。付加的に、又は代替的に、
再生デバイスがオーディオ出力の振幅（たとえば、音量）を調整することもある。場合に
よっては、ＮＭＤがオーディオ出力を発生させることもある。この音声出力は、音声入力
に対する音声応答であるか、又はビープ音やトーンなどの他の何らかのタイプの音声であ
ってもよい。さらに付加的に、又は代替的に、再生デバイスがこの指向性を使用して、Ｎ
ＭＤの代わりに、若しくはＮＭＤに加えて、当該オーディオ出力を出力するのに適してい
る可能性のある再生デバイスを識別してもよい。たとえば、識別された再生デバイスはリ
スナーのすぐ手前にあり得、これによってリスナーがオーディオ出力を容易に聴取できる
。他の構成も可能である。
【０１４８】
ＩＶ．メディア再生システムの音声制御のための例示的なシステム、装置、及び方法
　本明細書に記載の例は、メディア再生システムを制御することを含んでいてもよい。特
に、図１２は、音声応答を再生するための方法に関する例示的なフロー図１２００を示す
。方法１２００は、たとえば、図１のメディア再生システム１００、図２の再生デバイス
２００の１又は複数、図３の制御デバイス３００の１又は複数、及び図５のシステム５０
０における複数のデバイスの１又は複数を含む動作環境内で実行できる方法の実施形態を
提示している。方法１２００は、本明細書に記載しているような様々な通信経路を介して
ネットワークマイクロホンシステムとメディア再生システムとの間で情報の送受信を行う
こと、及び／又は「ネットワーク再生システム及びネットワークマイクロホンシステムを
含むメタデータ交換（Ｍｅｔａｄａｔａ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ　ａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋｅｄ　Ｐｌａｙｂａｃｋ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｅ
ｄ　Ｍｉｃｒｏｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）」と題する２０１６年２月２２日に出願され
た出願第６２／２９８，３５０号明細書に記載のメタデータ交換チャネルを使用すること
を含んでもよい。本出願は、その全体を参照によって本明細書に引用するものとする。方
法１２００は１又は複数の操作、機能、又はアクションを含んでいてもよい。
【０１４９】
　いくつかの例では、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６の１又は複数を、１又は複数のネッ
トワーク若しくは通信経路５４２、５４６に接続してもよい。ＮＭＤを、メディア再生シ
ステム（たとえば、コンピューティングデバイス５０６、ＣＲ５２２、ＰＢＤ５３２，５
３４，５３６，５３８）と統合又はインタフェースするように構成してもよい。ＮＭＤは
ネットワークマイクロホンシステム（たとえば、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６，５０４
）に含まれていてもよい。
【０１５０】
　ブロック１２０２において、ＮＭＤがメディア再生システムとインタフェースする、又
はこれをメディア再生システムと関連付けるようにＮＭＤを構成するために、ユーザは、
たとえばブロック１２０２でＮＭＤ又はネットワークマイクロホンシステム若しくはメデ
ィア再生システムと関連付けられたアプリケーションを起動するための制御デバイス（た
とえば、ＣＲ５２２）を選択してもよい。このアプリケーションは、ネットワークマイク
ロホンシステム及び／又はメディア再生システムの機能若しくは設定を制御するためのア
プリケーションであってもよい。ネットワークマイクロホンシステムは、ネットワークマ
イクロホンシステムに機能の追加又は強化をもたらすために利用可能な１又は複数の専用
アドオン機能を有していてもよい。
【０１５１】
　ブロック１２０４において、ネットワークマイクロホンシステム用に利用可能なアドオ
ン機能をユーザが選択できるように表示してもよい。利用可能なアドオン機能を表示して
いる例示的なユーザインタフェース１３００を、図１３Ａに示している。ＮＭＤは１又は
複数の利用可能なアドオン機能１３０２，１３０４，１３０６を有していてもよい。機能
１３０２は、たとえば、メディア再生システムの再生を制御することができる音楽制御機
能であってもよい。ブロック１２０６において、制御デバイスは、音楽制御機能又はスキ
ルをＮＭＤに追加するためのユーザ入力を受信してもよい。たとえば、ユーザは機能１３
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０２を選択することによって、音楽制御機能１３０２の追加を選択してもよい。音楽制御
機能１３０２は、音楽制御機能又はスキルをユーザのためにネットワークマイクロホンシ
ステムに追加するアプリケーションであってもよい。音楽制御機能１３０２の追加を選択
すると、ディスプレイが切り替わってユーザインタフェース１３０８が表示され、ユーザ
からのアカウント情報の入力を促す。
【０１５２】
　ブロック１２０８において、制御デバイスは、ユーザインタフェース１３０８と入力フ
ィールド１３１０及び１３１２とを介して音楽制御機能を追加するためのアカウント情報
を受信してもよい。このアカウント情報は、ユーザがメディア再生システム及び／又は音
楽サービスにおいて有するアカウントのものであってもよい。アカウント情報は当該アカ
ウントのユーザ名とパスワードとを含んでいてもよい。ユーザ名をフィールド１３１０に
入力してもよく、またパスワードをフィールド１３１２に入力してもよい。ユーザは送信
ボタン１３１４などのボタンを選択してユーザ名とパスワードとを送信し、メディア再生
システム（たとえば、コンピューティングデバイス５０６）及び／又は音楽サービス（た
とえば、コンピューティングデバイス５０８）への認証作業を行ってもよい。アカウント
情報をコンピューティングデバイス５０４、コンピューティングデバイス５０６、及び／
又はコンピューティングデバイス５０８での認証作業のために、通信経路５４２，５４４
，５４６及び／又はメタデータ交換チャネルのいずれかを介して送信してもよい。ひとた
び認証されると、当該アカウントと関連付けられたユーザ情報はメディア再生システムか
らネットワークマイクロホンシステムに送信されてもよい。ユーザ情報はカスタム名（た
とえば、カスタムゾーン名、カスタムプレイリスト名、カスタム曲名、カスタムアルバム
名、カスタムアーティスト名など）、ユーザ情報と関連付けられた世帯識別子、ＰＢＤ識
別子、及び／又はゾーン識別子であってもよい。カスタム名は、ユーザによって指定され
る任意の名前であってもよい。たとえば、メディア再生システムは、ゾーンに名前を付け
るときにユーザが選択できるような共通のゾーン名のリストを提供し、及び／又はユーザ
にゾーンの名前入力時のオプションを付与してもよい。制御デバイス３００のインタフェ
ースは共通のゾーン名のリストを表示し、及び／又は制御デバイス３００が入力（たとえ
ば、音声、テキスト）を受け取ることによってユーザがカスタムゾーン名を入力できるフ
ィールドを表示してもよい。カスタム名情報をシステム５００内の任意のデバイスに送信
するか、又はこれと共有してもよい。
【０１５３】
　ブロック１２１０において、１つのデフォルトゾーン（たとえば、１又は複数の再生デ
バイス）又は複数のデフォルトゾーン（たとえば、異なるゾーンにおける少なくとも２つ
の再生デバイス、少なくとも２つのゾーンのグループ）をＮＭＤに対して決定してもよい
。このデフォルトゾーン又は再生デバイスを、「デフォルト再生デバイス」と題する２０
１６年２月２２日に出願された出願第６２／２９８，４１０号明細書に記載されているよ
うに決定してもよい。本出願は、その全体を参照によって本明細書に引用するものとする
。
【０１５４】
　いくつかの態様では、ユーザは初期構成又は設定中にデフォルトゾーンを指定してもよ
い。図１３Ｃに示すユーザインタフェース１３１６は、ＮＭＤと関連付けるためのデフォ
ルト再生ゾーンをユーザが選択できるようにする例示的なユーザインタフェースを示して
いる。ユーザインタフェース１３１６は、利用可能な再生ゾーン１３１８のリストを表示
してもよい。表示される利用可能な再生ゾーンの名前は、ブロック１２０８で入力済みの
ユーザアカウントと関連付けられたカスタム名を含んでいてもよい。たとえば、利用可能
な再生ゾーン１３１８のリストは、「リビングルーム」と、「キッチン」と、カスタムゾ
ーン名である「ニックの部屋（Ｎｉｃｋ’ｓ　Ｒｏｏｍ）」とを含んでいてもよい。表示
されるリストは、ＮＭＤ又は他の制御デバイスによって受信されたコマンドに応答して、
音声応答及び／又は音楽を再生するためのデフォルトゾーンをユーザが指定できるように
選択可能であってもよい。図１３Ｃは、ユーザがキッチンをデフォルトゾーンとして選択
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する例を示している。ユーザは、送信ボタンなどのボタン１３２０を選択してデフォルト
ゾーンの選択を確定し、且つその選択を送信してもよい。図１３Ｄに示す確認画面１３２
２を表示して、設定プロセスが完了したことをユーザに通知してもよく、またユーザはボ
タン１３２６を選択して、確認画面１３２２を閉じてもよい。
【０１５５】
　ブロック１２１２において、ユーザ固有の再生情報を、たとえばメディア再生システム
からネットワークマイクロホンシステムに送信してもよい。ユーザ固有の情報は、カスタ
ムゾーン名、カスタムプレイリスト、及び／又はカスタムプレイリスト名などのカスタム
再生情報であってもよい。いくつかの態様では、ユーザ固有の情報及び／又はユーザアカ
ウントは世帯識別子（ＨＨＩ）と関連付けられていてもよい。ユーザ固有の再生情報を、
たとえばメタデータ交換チャネル及び／又はメディア再生システムとネットワークマイク
ロホンシステムとの間の他の任意の通信経路を介して、メディア再生システム（たとえば
、コンピューティングデバイス５０６、ＣＲ５２２、ＰＢＤ５３２、ＰＢＤ５３４、ＰＢ
Ｄ５３６、及び／又はＰＢＤ５３８）からネットワークマイクロホンシステム（たとえば
、コンピューティングデバイス５０４、ＮＭＤ５１２、ＮＭＤ５１４、及び／又はＮＭＤ
５１６）に対して送信してもよい。
【０１５６】
　コンピューティングデバイス５０４は、カスタム再生情報を動的変数として格納しても
よく、動的変数は様々な変数型と動的に関連付けることができる変数であってもよい。た
とえば、「ニックの部屋」はカスタムゾーン名であってもよく、これをゾーン変数型と関
連付けられた動的変数として格納してもよい。別の例として、「ニックのお気に入り（Ｎ
ｉｃｋ’ｓ　Ｆａｖｅｓ）」は、ユーザによって作成されたカスタム名を有するカスタム
プレイリストであってもよい。「ニックのお気に入り」という名前は動的変数として格納
され、且つプレイリスト変数型と関連付けられてもよい。このようにして、ネットワーク
マイクロホンシステムは、音声入力内でユーザと関連付けられたカスタム情報を認識し、
且つ識別してもよい。
【０１５７】
　動的変数はテーブル又は他のデータ構造体に格納され、且つ様々な変数型と動的に関連
付けられてもよい。たとえば、各動的変数は１又は複数の変数型と関連付けられてもよい
。動的変数は、ユーザアカウントと関連付けられた識別子と共に格納されてもよい。たと
えば、カスタムゾーン名である「ニックの部屋」を、メディア再生システムのゾーン識別
子及び／又は「ニックの部屋」ゾーン内のＰＢＤの識別子と関連付けてもよい。別の例と
して、カスタムゾーン名である「ニックの部屋」をゾーン識別子タグと共に格納してもよ
く、及び／又は「ニックの部屋」ゾーン内のＰＢＤの識別子を「ニックの部屋」ゾーンの
タグと共に格納してもよい。動的変数は、ユーザによって追加又は削除されるか、又はユ
ーザアカウントと関連付けられた新たなカスタム名を含むように、常時、周期的、若しく
は非周期的に更新されてもよい。カスタム名はデータベースに既に存在しているか、又は
存在していない可能性のある、ユーザが指定した任意の名前であってもよい。
【０１５８】
　いくつかの例では、各動的変数は、メディア再生システムコマンドの動的変数を識別す
るために使用され得る識別子と共に格納されるか、又はこれと関連付けられてもよい。た
とえば、「ニックの部屋」というゾーン名はメディア再生システムに固有のゾーン識別子
と共に格納されてもよく、またコマンドが「ニックの部屋」内の再生デバイス上でアクシ
ョンが実行されることを要求した場合、メディア再生システムコマンドと共に「ニックの
部屋」に加えて、又はこれの代わりに「ニックの部屋」のゾーン識別子が提供されてもよ
い。
【０１５９】
　ブロック１２１４において、ユーザは、ＮＭＤによって受信され得るコマンド又は要求
を発することによって、音声入力を提供してもよい。ネットワークマイクロホンシステム
は音声入力を音声からテキストへと変換し、且つその言葉を解析して音声入力のシンタッ
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クスを決定することができる。音声コマンドは、音楽再生制御の範囲又はドメイン内にあ
るとネットワークマイクロホンシステムが認識できるような特定のシンタックスを有して
いてもよい。たとえば、ユーザは「キッチンとニックの部屋でビートルズの曲を再生して
（ｐｌａｙ　Ｔｈｅ　Ｂｅａｔｌｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ａｎｄ　Ｎｉｃ
ｋ’ｓ　Ｒｏｏｍ）」と言う場合がある。ネットワークマイクロホンシステムは、「再生
して」という言葉を音楽再生と関連付けられたインテントに対応するコマンドか、又はイ
ンテントそのものであると認識してもよく、ブロック１２１６において、この音声コマン
ドが音楽再生制御の範囲又はドメイン内にあると識別してもよい。
【０１６０】
　別の例では、１又は複数のメディア変数のインスタンス及び／又は１又は複数のゾーン
変数のインスタンスが存在するか、若しくは含まれているということは、「再生して」と
いうコマンドワードが「再生」インテントに対応していることを示していてもよい。ネッ
トワークマイクロホンシステムは、音楽メタデータを含む音楽カタログを検索し、且つ、
たとえばアーティストが「ビートルズ（Ｔｈｅ　Ｂｅａｔｌｅｓ）」という名前であると
判定することにより、「ビートルズ」がメディア変数のインスタンスに対応していると判
定してもよい。ネットワークマイクロホンシステムは、「キッチン」及び／又は「ニック
の部屋」が、共通のゾーン名及び／又はゾーン変数型と関連付けられた動的変数に基づい
たゾーン名に対応していると判定してもよい。「再生して」というコマンドワードと「ビ
ートルズ」というメディア変数及び／又は「ニックの部屋」との組み合わせにより、ネッ
トワークマイクロホンシステムが、その音声入力が、要求された音楽の再生に関する音楽
制御のインテントに対応していると判定できるようにしてもよい。
【０１６１】
　音声コマンドが音楽再生制御の範囲又はドメイン内にあると識別されたので、ネットワ
ークマイクロホンシステムは、既知のアーティストである「ビートルズ（Ｔｈｅ　Ｂｅａ
ｔｌｅｓ）」に関連する音楽コンテンツの検索結果の優先度を上げ、既知のアーティスト
に何ら関連のない同音異義語である「ザ・カブトムシ（ｔｈｅ　ｂｅｅｔｌｅｓ）」に関
連する音楽コンテンツの検索結果の優先度を下げるか、又は除外してもよい。換言すれば
、当該音声入力が音楽ドメイン内にあると識別したことに応答して、音声テキスト認識に
使用される言葉又は語彙一式を、通常辞書では見つからないか、及び／又は辞書に掲載さ
れ得る言葉、或いは話し言葉とは異なる文体の言葉を含み得る、音楽ドメインに特有のも
のとなるように変更してもよい。
【０１６２】
　たとえば、その音声入力が音楽ドメイン内にあると判定したことに応答して、音声テキ
スト認識に使用される言葉又は語彙一式を、メディアアイテム（たとえば、アーティスト
名、トラック名、アルバム名、曲名）に関するメタデータ情報を含むように更新してもよ
い。いくつかの態様では、音声入力は、たとえばカスタム名（たとえば、ゾーン、プレイ
リスト）、メディア変数、及び／又はアーティスト名、アルバム名、及び／又はトラック
名などにおいて文字及び／又は記号の入力を含んでいてもよい。別の例として、音声テキ
スト変換から得られるテキスト中の言葉を、音楽制御コマンドを処理する前に、メディア
特有の言葉を使用するように変更してもよい。メディア変数のインスタンス用の音声テキ
スト変換において、ネットワークマイクロホンシステムに使用される標準的な言葉に加え
て、又はそれの代わりに、音楽メタデータ、メディアカタログ、及び／又はカスタム若し
くはローカルメディア識別子（たとえば、プレイリスト名、トラック名、アルバム名、ア
ーティスト名など）に見られる言葉を使用してもよい。同様に、ゾーン変数用の音声テキ
スト変換においてカスタムゾーン名を使用してもよい。
【０１６３】
　ブロック１２１８において、音楽制御コマンドを含む音声入力を処理してもよい。ネッ
トワークマイクロホンシステムは、ユーザのインテント（たとえば、再生、一時停止、キ
ューへの追加、グループ化、他のトランスポートの制御、制御デバイス３００を介して利
用可能な制御）と関連付けられた様々な所定のシンタックスを有していてもよい。各イン
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テントは、当該インテントと同じであるか若しくは類似している、又は同じでないか若し
くは類似していない可能性のある１又は複数のメディア再生システムコマンドに対応して
いてもよい。たとえば、第１のゾーンから第２のゾーンへ音楽再生を転送するインテント
は、現在再生中のメディアアイテム及び／又は再生キューを第１のゾーンから第２のゾー
ンに転送するメディア再生システムコマンドに対応していてもよい。別の例では、音楽を
転送するインテントはメディア再生システムに第１のゾーンの再生キューを第２のゾーン
の再生キューにコピーし、及び／又は第１のゾーンの状態変数を第２のゾーンの状態変数
にコピーすることを命じる再生キューコピーコマンドに対応していてもよい。
【０１６４】
　さらに別の例として、音楽を転送するインテントは２つのメディア再生システムコマン
ドに対応していてもよい。これらの２つのコマンドは、第２のゾーンを第１のゾーンとグ
ループ化し、次いでグループから第１のゾーンを除去して、第１のゾーンの状態を第２の
ゾーンへと実質的に転送してもよい。
【０１６５】
　メディア再生システムコマンドは、インテントがメディア再生システムコマンドに対応
していると判定したことに応答して呼び出されるアプリケーションプログラムインタフェ
ース（ＡＰＩ）を含んでいてもよい。ネットワークマイクロホンシステム及び／又はメデ
ィア再生システムは、ユーザのインテントとメディア再生システムコマンドとの間に定義
されたマッピング又は対応関係を有していてもよい。
【０１６６】
　いくつかの例では、メディア再生システムコマンドを、クラウドネットワーク５０２内
のコンピューティングデバイス（たとえば、コンピューティングデバイス５０４、コンピ
ューティングデバイス５０６、コンピューティングデバイス５０８）に格納されたデータ
に対して実行してもよい。たとえば、別のプレイリスト又は再生キューにメディアアイテ
ム（たとえば、トラック、アルバム、プレイリスト）を追加するインテントを、クラウド
ネットワーク５０２に格納されたプレイリスト又は再生キューに追加してもよい。再生キ
ューの一部がクラウドネットワーク５０２内のプレイリスト又は再生キューの一部若しく
は全体と一致するように、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８に格納された再生キュ
ーを、クラウドネットワーク５０２に格納された再生リスト又は再生キューの変更に応じ
て更新してもよい。
【０１６７】
　特定の言葉、シンタックス、及び／又はフレーズを同じインテントと関連付けてもよい
。たとえば、音声入力において「再生する」、「聴く」、又は「聞く」というコマンドワ
ードを含むことは、メディア再生システムがメディアコンテンツを再生するというユーザ
のインテントに対応していてもよい。各インテントは、コマンド又はインテントによって
指定されたアクションを実行するために事前に定義された様々なタイプの変数又はスロッ
トを有していてもよい。変数又はスロットは、様々なフレーズ内の所定の場所又は位置に
あってもよい。たとえば、「再生」コマンドのシンタックスは、ユーザが再生を望むメデ
ィア用のメディア変数を有していてもよく、且つユーザが関連付けられた再生デバイスに
メディアコンテンツの再生を望む場所若しくはゾーン用の場所変数又はゾーン変数をさら
に有していてもよい。「キッチンでビートルズの曲を再生して（ｐｌａｙ　Ｔｈｅ　Ｂｅ
ａｔｌｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ）」という音声コマンドの例では、メディア
変数又は音楽変数のインスタンスは「ビートルズ」であり、ゾーン変数のインスタンスは
「キッチン」であってもよい。ネットワークマイクロホンシステム及び／又はメディア再
生システムは、メディア変数のインスタンス及び／又はゾーン変数のインスタンスに対応
する関連オブジェクトを識別する際に、ゾーン変数とは別個に、及び／又はこれとは異な
る形態でメディア変数を処理してもよい。
【０１６８】
　「再生」インテントと関連付けることができるシンタックス又はフレーズの別の実施例
としては、「［ゾーン変数］で［メディア変数］を聞かせて」というシンタックスを挙げ
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ることができる。このシンタックスに関する１つの例としては、「エミリーの部屋でポー
ル・サイモンの曲を聞かせて（Ｌｅｔ　ｍｅ　ｈｅａｒ　Ｐａｕｌ　Ｓｉｍｏｎ　ｉｎ　
Ｅｍｉｌｙ’ｓ　Ｒｏｏｍ）」を挙げることができ、ここでは「聞かせて（Ｌｅｔ　ｍｅ
　ｈｅａｒ）」が「再生（ｐｌａｙ）」インテントと関連付けられていてもよく、「ポー
ル・サイモン（Ｐａｕｌ　Ｓｉｍｏｎ）」がメディア変数のインスタンスであってもよく
、また「エミリーの部屋（Ｅｍｉｌｙ’ｓ　Ｒｏｏｍ）」がゾーン変数のインスタンスで
あってもよい。ネットワークマイクロホンシステムは音声入力を解析し、ネットワークマ
イクロホンシステムに格納されたシンタックスのうちのいずれが当該音声入力と一致して
いるかを判定して、当該音声入力のインテントを識別してもよい。このシンタックスを、
ネットワークマイクロホンシステム内の任意のデバイスに格納してもよい。
【０１６９】
　「再生」インテント若しくはコマンドのシンタックス又はフレーズに関するさらに別の
例としては、「［ゾーン変数］で［メディア変数］を聞きたい」というシンタックスを挙
げることができる。「聴く（ｌｉｓｔｅｎ）」という言葉又は「聴きたい（Ｉ　ｗａｎｔ
　ｔｏ　ｌｉｓｔｅｎ）」という節を「再生（ｐｌａｙ）」インテントと関連付けてもよ
い。「再生」インテント用の他のシンタックスも可能である。
【０１７０】
　別の例示的なコマンド又はインテントは、メディア再生システム（たとえば、ＰＢＤ、
コンピューティングデバイス５０６、及び／又はＣＲ５２２内に）格納され得るキューに
メディアコンテンツを追加することに関連していてもよい。例示的なキューに追加シンタ
ックスは、「［ゾーン変数］のキューに［メディア変数］を追加して」であってもよい。
本明細書に記載の他の態様と同様に、ゾーン変数は任意のものであり、本システムは様々
な技術又は方法（たとえば、デフォルトゾーンを使用する、前回使用したゾーンを使用す
る、ユーザのプレゼンス情報に基づいて、或いはよくメディアを再生しているゾーンを使
用するなど）に基づいて、コマンドが適用されるゾーンを決定してもよい。メディア変数
に対応する選択済みメディアコンテンツを、ゾーン内のキューに追加してもよい。
【０１７１】
　さらに別の例示的なコマンド又はインテントとしては、「次再生コマンド」を挙げるこ
とができ、このコマンドによって選択されたメディアコンテンツを、ゾーン内で次に再生
されるようにキューの先頭に追加してもよい。このコマンドの例示的なシンタックスは「
［メディア変数］を次に再生して」であってもよい。本明細書に記載の他の態様と同様に
、ゾーン変数は任意のものであってもよい。
【０１７２】
　コマンド又はインテントに関する別の例としては、「移動コマンド」又は「転送コマン
ド」を挙げることができ、このコマンドによって、現在再生中の音楽及び／又はゾーンの
再生キューをあるゾーンから別のゾーンに移動又は転送してもよい。たとえば、ユーザは
、「音楽を［ゾーン変数］に移動させて」という音声入力を発してもよく、ここで「移動
」又は「転送」というコマンドワードは、再生状態を別のゾーンに移動させるインテント
に対応していてもよい。
【０１７３】
　本明細書に記載のコマンド及びインテントは例示のものであり、他のインテント又はコ
マンドも可能である。たとえば、本明細書に記載した、メディア再生システムを制御する
ために制御デバイス３００を介して利用可能な制御の各々は、本システムを制御するため
に利用可能な対応するインテントを有していてもよい。たとえば、制御コマンドの名前は
インテントに対応していてもよい。制御コマンドが１又は複数のメディアアイテムを含む
場合、そのコマンドのシンタックスは１又は複数のメディア変数を含んでいてもよい。制
御コマンドが１又は複数のゾーンを含む場合、そのコマンドのシンタックスは１又は複数
のゾーン変数を含んでいてもよい。異なるインテントと共に使用される他の変数が存在し
ていてもよい。
【０１７４】
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　メディア再生システムを制御するために制御デバイス３００を介して利用可能な制御の
例としては、トランスポート制御コマンドを挙げることができる。これらのコマンド又は
インテントは現在再生中のメディアアイテムに関連しており、これらにはトランスポート
コマンド（たとえば、停止、一時停止、スキップ、巻き戻し、早送り、前の曲に戻る、音
量調整など）、又は現在再生中のメディアアイテムの保存、若しくは別の再生キュー或い
はプレイリストへのこれの追加に関連するコマンドが含まれる。現在再生中のメディアア
イテムに対して実行されるインテント又はアクションのシンタックスはより簡素であり、
且つトランスポート制御の名前に対応していてもよい。たとえば、音楽再生を一時停止す
るインテント用の音声入力は、「一時停止」という音声入力であってもよい。
【０１７５】
　様々なコマンドのシンタックスにおいては様々なタイプの変数を使用してもよい。メデ
ィア変数の場合、メディア変数は、ユーザが聴取又は再生を望むメディアコンテンツを音
声入力を介して指定する可能性が高い、シンタックス内の変数又はスロットであってもよ
い。メディア変数は音楽に関連した特徴又は特性（たとえば、メディア変数のタイプ）で
あってもよく、これらはアルバム名、アーティスト名、曲名、プレイリスト名、カスタム
プレイリスト名、ジャンル（たとえば、ポップ、クラシック、カントリー、ロック、Ｒ＆
Ｂなど）、雰囲気（たとえば、ロマンチックな、エクササイズ向けの、生産性を高めるな
ど）、音楽のテンポ（たとえば、アップビート、スロー）、ラジオ局名、作曲者名、音楽
の時代性（バロック、ロマン派、古典派、２０世紀音楽など）、期間（たとえば、８０年
代、９０年代）、プレイリストの作成者名、ランキング（たとえば、ベスト、トップ４０
）及び／又は他の音楽的識別に関する特徴を含むが、これらには限定されない。音楽変数
は、ユーザアカウントのユーザが作成したカスタムプレイリスト名であり得るカスタム名
、及び／又は他のカスタム名（たとえば、カスタム曲名、カスタムアルバム名、カスタム
アーティスト名）を有していてもよい。
【０１７６】
　ゾーン変数の場合、ゾーン変数は、ユーザが要求したアクション又はインテント（たと
えば、リクエストした音楽を再生するなど）を実行する場所若しくはゾーンを音声入力を
介して指定する可能性が高い、シンタックス内の変数又はスロットであってもよい。ユー
ザは音声入力にゾーンインスタンスを含める場合もあるが、含めない場合もある。ユーザ
がたとえば単に「ビートルズの曲を再生して（ｐｌａｙ　ｓｏｍｅ　Ｂｅａｔｌｅｓ）」
と発言してゾーンを指定しなかった場合、ネットワークマイクロホンシステム及び／又は
メディア再生システムは、他の入力（たとえば、ユーザのプレゼンス情報、コンテキスト
情報、位置情報）に基づいて、デフォルトゾーン及び／又は他のゾーンで「ビートルズの
曲を再生する」決定を下してもよい。ゾーン変数は、ユーザが指定したカスタムゾーン名
用の動的変数を含んでいてもよい。別の例として、カスタムゾーン名は、たとえば「ニッ
クの部屋」又は「３階の会議室（３ｒｄ　Ｆｌｏｏｒ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒｏｏｍ
）」であってもよい。
【０１７７】
　いくつかの例では、シンタックスは、音声入力を実行するためのメディアサービス又は
アプリケーション若しくは他のメディア関連サービス、製品或いはアプリケーション（た
とえば、メディア再生システム）用のメディアサービス変数を含んでいてもよい。本シス
テムは、すべてのメディア関連コンテンツのデフォルトの再生システム又はゾーンを識別
し、或いは様々な再生システム又はゾーンを様々なサービスと関連付けてもよい。たとえ
ば、ユーザは「寝室でジョシュ・グローバンをＳｐｏｔｉｆｙで再生して（ｐｌａｙ　ｏ
ｎ　Ｓｐｏｔｉｆｙ　Ｊｏｓｈ　Ｇｒｏｂａｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｂｅｄｒｏｏｍ）」と発
言する可能性がある。本システム（たとえば、ネットワークマイクロホンシステム及び／
又はメディア再生システム）は、メディアサービス変数のインスタンスとして「Ｓｐｏｔ
ｉｆｙ」を、音楽変数のインスタンスとして「ジョシュ・グローバン（Ｊｏｓｈ　Ｇｒｏ
ｂａｎ）」を、ゾーン変数のインスタンスとして「寝室」を認識してもよい。本システム
は、本明細書で述べている「ジョシュ・グローバン」に関連するメディアコンテンツを、
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メディアサービスＳｐｏｔｉｆｙ（登録商標）のメディアカタログ内で検索してもよい。
【０１７８】
　あるタイプの変数は、同じ変数の２つ以上のインスタンスを含むベクトル又はセット型
に形成されるという点で、スカラ型であり得る。スカラ変数のベクトルは、「［第１のス
カラ変数］及び［第２のスカラ変数］」、「［第１のスカラ変数］、［第２のスカラ変数
］、及び［第３のスカラ変数］」、又は「［第１のスカラ変数］　［第２のスカラ変数］
　［第３のスカラ変数］」のユーザが発言する際のフォーマット或いはシンタックスを有
していてもよい。たとえば、ゾーン変数はスカラ変数であってもよく、またユーザは「キ
ッチン、リビングルーム、ダイニングルーム」などの複数の場所でメディアコンテンツを
再生するように指定してもよい。いくつかの態様では、スカラ変数のベクトル又は所定の
セットに名前を付与してもよい。たとえば、「階下」と名付けられた所定のベクトルを、
家庭環境内の階下にあるすべてのゾーンと関連付けてもよい。図１に示す例示的な周辺環
境では、「階下」は「リビングルーム」、「ダイニングルーム」、「オフィス」、「主寝
室」、「寝室」、及び「浴室」ゾーンであってもよい。制御デバイス３００はゾーンのリ
ストを表示することができ、ユーザはそのゾーンのリストから「階下」という名前又はラ
ベルと関連付けるゾーンを選択することができる。
【０１７９】
　いくつかの例では、メディア変数はスカラ変数であってもよい。同じタイプの音楽変数
の２つ以上が単一のコマンドフレーズで発せられてもよく、各メディア変数のインスタン
スを、他のメディア変数のインスタンスとは別個に、又は他のメディア変数のインスタン
スと組み合わせて、対応するメディアアイテム用に処理してもよい。たとえば、音声入力
は「ビートルズとビーチボーイズの曲を聴こう（Ｌｅｔ’ｓ　ｌｉｓｔｅｎ　ｔｏ　ｍｕ
ｓｉｃ　ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｂｅａｔｌｅｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｂｅａｃｈ　Ｂｏｙｓ）
」であってもよく、これは「［第１のメディア変数］と［第２のメディア変数］の曲を聴
こう」というシンタックスに対応していてもよい。１つの態様では、「ビートルズ」の第
１のメディア変数のインスタンスを、「ビーチボーイズ（ｔｈｅ　Ｂｅａｃｈ　Ｂｏｙｓ
）」とは別個に処理してもよい。「ビーチボーイズ」とは別個に「ビートルズ」を処理す
る場合、「ビートルズ」をビートルズに関連するあらゆるメディアアイテムに対して処理
してもよく、また「ビーチボーイズ」を「ビーチボーイズ」に関連するあらゆるメディア
アイテムに対して処理してもよく、これはブロック１２１８に関連してより詳細に記載さ
れる。別の態様では、「ビートルズ」の第１のメディア変数のインスタンスと「ビーチボ
ーイズ」の第２のメディア変数のインスタンスとを１つの組み合わせとして処理してもよ
く、ここで本システムは、「ビートルズ」及び「ビーチボーイズ」双方に関連するメディ
アアイテム（たとえば、ビートルズとビーチボーイズとが演奏していたり、及び／又は彼
らがアーティストとしてリストされている曲）に対して処理してもよい。
【０１８０】
　ネットワークマイクロホンシステム及び／又はメディア再生システムは、ゾーン変数の
インスタンスのベクトル又はセットをグループ化コマンドと関連付けてもよい。たとえば
、ネットワークマイクロホンシステム及び／又はメディア再生システムは、ルーム変数用
のスカラ変数のシンタックスを認識し、ゾーン変数内で指定されたインスタンスをグルー
プ化するメディア再生システムのコマンドにこのシンタックスが対応していると判定して
もよい。１つの例として、ユーザは「リビングルーム、キッチン、及びニックの部屋」で
メディアコンテンツを再生するように指定してもよい。システム５００（たとえば、ネッ
トワークマイクロホンシステム及び／又はメディア再生システム）は、「ニックの部屋」
がフレーズとして発せられた場所又は位置に基づいて「ニックの部屋」をゾーン変数とし
て認識し、且つ「ニックの部屋」に対応するカスタムゾーン名の動的変数を格納している
テーブルを検索してもよい。この検索をコンピューティングデバイス５０４及び／又はコ
ンピューティングデバイス５０６によって実行してもよく、また当該テーブルの検索に基
づいて、カスタムゾーン名及び／又は識別子をコンピューティングデバイス５０４とコン
ピューティングデバイス５０６との間で送信してもよい。この送信はメタデータ交換チャ
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ネル、及び／又はコンピューティングデバイス５０４とコンピューティングデバイス５０
６との間の他の任意の通信経路を介して行われてもよい。
【０１８１】
　メディア再生システムによってグループ化コマンドとして認識され得るシンタックスに
関する別の例としては、「［ゾーン変数］を追加する」又は「［ゾーン変数］でも再生す
る」を挙げることができる。たとえば、ネットワークマイクロホンシステムは、「追加す
る」という言葉又は「でも再生する」というフレーズを、グループ化インテント若しくは
コマンドに対応するものとして認識してもよい。本システムは、そのシンタックスのコマ
ンドワードの位置に「追加する」又は「でも再生する」というコマンワードを含む音声入
力のみに基づいて、或いはコマンドワード及びゾーン変数のインスタンスを含む音声入力
に基づいて、当該インテントを決定してもよい。このタイプのグループ化は、その音楽が
既にどのゾーンで再生中であるかを示すコンテキストを例とするコンテキストに基づいて
いてもよい。メディア再生システムは、任意の通信経路及び／又はメタデータ交換チャネ
ルを介して、この情報をネットワークマイクロホンシステムに送信してもよい。いくつか
の態様では、メディア再生システムは情報を受信してもよく、また１又は複数のゾーンで
現在再生中の音楽を指定されたゾーンでも再生し、及び／又はその指定されたゾーンを既
存のグループに含めればよいことを理解する。
【０１８２】
　いくつかの例では、音楽変数はスカラ変数であってもよい。たとえば、ユーザは「９０
年代のバックストリート・ボーイズの曲を再生する（ｐｌａｙ　Ｂａｃｋｓｔｒｅｅｔ　
Ｂｏｙｓ　ｍｕｓｉｃ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　９０’ｓ）」ことを指定できる。「バックス
トリート・ボーイズ（Ｂａｃｋｓｔｒｅｅｔ　Ｂｏｙｓ）」はアーティスト名であっても
よく、「９０年代」はその楽曲が属する期間であってもよい。別の実施例としては、「マ
ドンナのアメリカン・パイを再生する（ｐｌａｙ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｉｅ　ｂｙ　Ｍ
ａｄｏｎｎａ）」を挙げることができ、ここでは「アメリカン・パイ（Ａｍｅｒｉｃａｎ
　Ｐｉｅ）」はトラック名であってもよく、「マドンナ（Ｍａｄｏｎｎａ）」はアーティ
スト名であってもよい。
【０１８３】
　音楽変数を、特定の音楽変数に関連する情報について音楽データベースを検索すること
によって処理してもよい。このデータベースは、コンピューティングデバイス５０４、コ
ンピューティングデバイス５０６、及び／又はコンピューティングデバイス５０８におけ
る音楽のデータベースであってもよい。たとえば、ユーザは「アメリカン・パイを再生し
て（ｐｌａｙ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｉｅ）」と発言してもよい。ネットワークマイクロ
ホンシステムは、「アメリカン・パイ」に関連する任意の音楽情報をコンピューティング
デバイス５０４で検索してもよい。コンピューティングデバイス５０４は、たとえばその
音楽変数と同じ名前のアルバムを有するアーティスト、その音楽変数と一致又は類似して
いるアルバム名、その音楽変数の名前が付いたトラック、その音楽変数のラジオ局、その
音楽変数の名前が付いたプレイリスト、その音楽変数に関連するコンテンツのストリーミ
ングサービスプロバイダ識別子に関する検索結果、及び／又は生の音声テキスト変換結果
を返してもよい。「アメリカン・パイ」の例を使用した場合、当該検索結果は、「ドン・
マクリーン（Ｄｏｎ　ＭｃＬｅａｎ）」というアーティスト、「アメリカン・パイ」とい
う名前のアルバム、「アメリカン・パイ」という名前のトラック、「アメリカン・パイ」
という名前のラジオ局（たとえば、Ｐａｎｄｏｒａのラジオ局用の「アメリカン・パイ」
の識別子）、音楽サービス（たとえば、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）又はＰａｎｄｏｒａ
（登録商標）などの音楽ストリーミングサービス）、「アメリカン・パイ」というトラッ
クのトラック識別子（たとえば、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）用の「アメリカン・パイ」
のトラック識別子、ＵＲＩ、及び／又はＵＲＬ）に関する検索結果、及び／又は「アメリ
カン・パイ」に関する生の音声テキスト変換結果を返してもよい。ネットワークマイクロ
ホンシステムは、データベース検索による結果一式をメディア再生システムに提供しても
よい。この検索結果を、メタデータ交換チャネル及び／又はネットワークマイクロホンシ
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ステムとメディア再生システムとの間に確立された他の任意の通信経路を介して提供して
もよい。
【０１８４】
　いくつかの例では、たとえば「アルバムアメリカン・パイを再生して（ｐｌａｙ　ｔｈ
ｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｐｉｅ　ａｌｂｕｍ）」など、音声コマンドは特定のメディアコ
ンテンツ（たとえば、曲やアーティスト）又はメディアコンテンツのセット（たとえば、
アルバム）を再生するように指定してもよく、この場合、当該検索結果は　「アメリカン
・パイ」という名前のアルバムと、「アメリカン・パイ」という名前のアルバム用の音楽
サービス識別子とを返してもよい。
【０１８５】
　別の実施例として、ユーザは「ｆｏｏｆｏｏを再生して（ｐｌａｙ　ｆｏｏｆｏｏ）」
というコマンドを発してもよく、ここでは音楽変数は「ｆｏｏｆｏｏ」となる。「ｆｏｏ
ｆｏｏ」はいずれの音楽的特徴又は特性にも対応していない可能性があり、その結果デー
タベースは、「ｆｏｏｆｏｏ」という音楽変数に対応するアーティスト、アルバム及び／
又はトラックを何ら有していない可能性がある。この例では、返された検索結果は「ｆｏ
ｏｆｏｏ」の音声テキスト変換を行った結果に過ぎない可能性がある。音声テキスト変換
又は生テキストを使用して、カスタム名（たとえば、カスタムアルバム名、カスタム曲名
、カスタムアーティスト名）を検索してもよい。この生テキストを使用して、デバイス（
たとえば、ＣＲ５２２）又はネットワーク対応記憶装置（たとえば、ネットワーク接続記
憶装置（ＮＡＳ））に格納されたコンテンツを検索してもよい。ネットワーク対応記憶装
置を、通信経路５４２，５４４，５４６を介して、メディア再生システム及び／又はネッ
トワークマイクロホンシステムと通信できるようにしてもよい。場合によっては、ユーザ
がカスタムコンテンツをコンピューティングデバイス５０８に格納してもよい。システム
５００内の任意のデバイス上でネットワーク対応記憶装置内のコンテンツに索引付けして
もよく、且つこれらは生テキストに基づいて検索可能であってもよい。
【０１８６】
　さらに別の例として、ユーザは「ビートルズの曲を再生して（ｐｌａｙ　Ｂｅａｔｌｅ
ｓ）」というコマンドを発してもよい。音楽的なコンテキストとしての「ビートルズ（Ｂ
ｅａｔｌｅｓ）」ではなく、「カブトムシ（ｂｅｅｔｌｅｓ）」に対応するものとして解
釈される場合があり、これは、それらの言葉が同音異義語であるためである。ブロック７
１６で音声コマンドが音楽制御の範囲内にあると識別され得るので、ネットワークマイク
ロホンシステムは、「ビートルズの曲を再生して」という音声コマンドにおいて「ビート
ルズ」は「ビートルズ」という名前のアーティスト又は他の音楽コンテンツに対応してい
る可能性が高いことを認識してもよい。データベースの検索により、ビートルズというア
ーティスト、各種ストリーミングサービス用のビートルズのアーティスト識別子、ビート
ルズというアーティストに基づく推薦プレイリストの識別子に関する検索結果、及び／又
は「ビートルズ」という発言の音声テキスト変換に関する生の結果を生成してもよい。
【０１８７】
　別の例として、ユーザが発する音声入力は「ジャズを再生して（ｐｌａｙ　Ｊａｚｚ）
」であってもよい。システム５００は、ジャンルのリストを格納しているデータベースの
検索に基づいて、「ジャズ」を１つのジャンルとして識別してもよい。本システムは、ジ
ャズというジャンルに対応している関連メディアコンテンツを検索してもよい。この検索
結果は、たとえば各種音楽サービスのデータベースにある「ジャズ」というジャンルの識
別子、及び／又は「ジャズ」というジャンルに対応しているプレイリストのプレイリスト
名若しくは識別子となってもよい。
【０１８８】
　いくつかの例では、音声入力は順次発せられる２つのコマンド又はフレーズを含んでい
てもよい。ネットワークマイクロホンシステムは、順次発せられる２つのコマンドが関連
している可能性があることを認識してもよい。第１のコマンドは第１の変数型を含んでい
てもよく、第２のコマンドは第１の変数型のサブセットを含んでいてもよい。たとえば、
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ユーザは「クラシック音楽を再生して（ｐｌａｙ　ｓｏｍｅ　ｃｌａｓｓｉｃａｌ　ｍｕ
ｓｉｃ）」の後に続けて、「ロマン派の曲を再生して（ｐｌａｙ　ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ　
ｒｏｍａｎｔｉｃ）」という音声入力を提供してもよい。２つのコマンドの間に中断の時
間があってもよい。システム５００は、音楽変数におけるクラシックのインスタンスと関
連付けられたクラシック音楽の時代を有していてもよい。システム５００は、「ロマン派
」はクラシック音楽におけるロマン派の時代を指していると認識してもよく、このコマン
ドを、ロマンチックな雰囲気の曲の再生を命じているのではなく、ロマン派の時代の曲の
再生を命じるコマンドとして処理してもよい。別の例として、ユーザは「イン・シンクの
曲を再生して（ｐｌａｙ　ｓｏｍｅ　＊ＮＳｙｎｃ）」の後に短い中断を挟んでから、「
ノー・ストリングス・アタッチト（Ｎｏ　Ｓｔｒｉｎｇｓ　Ａｔｔａｃｈｅｄ）を再生し
て」と発言してもよい。システム５００は、「ノー・ストリングス・アタッチト（Ｎｏ　
Ｓｔｒｉｎｇｓ　Ａｔｔａｃｈｅｄ）」がイン・シンク（＊ＮＳｙｎｃ）というアーティ
ストによるアルバムであることを認識してもよく、また別のアーティストによる「ノー・
ストリングス・アタッチト（Ｎｏ　Ｓｔｒｉｎｇｓ　Ａｔｔａｃｈｅｄ）」という名前の
アルバムではなく、このアルバムを再生してもよい。
【０１８９】
　いくつかの例では、コマンドはメディア再生システムの名前用のシステム名変数を含ん
でいてもよい。メディア再生システムを、メディア再生システムメーカーの名前（たとえ
ば、ＳＯＮＯＳ（登録商標））、カスタム名、及び／又は他の名前を例とする名前と関連
付けてもよい。音声入力は、コマンド又はインテントを実行するユーザアカウントと関連
付けられた特定のシステムを識別するためのシステムの名前を含んでいてもよい。場合に
よっては、ブロック１２１６で音声コマンド内のメディア再生システム名変数の存在を使
用して、その音声入力が音楽制御の範囲内にあると自動的に識別してもよい。
【０１９０】
　ブロック１２２０において、メディア再生システムは、解析されたコマンド及び変数の
各々を実行することによって、音楽制御音声コマンドを実行してもよい。メディア再生シ
ステムは、ネットワークマイクロホンシステム及び／又は１又は複数のメディア再生シス
テムコマンドから検索結果を受信してもよい。メディア再生システムコマンド及び／又は
メディア情報（たとえば、検索結果）を、メディア再生システムによってネットワークマ
イクロホンシステムから１又は複数のメッセージの形態で受信してもよい。この検索結果
に基づいて、メディア再生システム（たとえば、コンピューティングデバイス５０６、制
御デバイス５２２、及び／又は再生デバイス５３２，５３４，５３６，５３８）は再生す
るメディアコンテンツ又は再生するキューを、音声コマンドに応答して決定してもよい。
生のテキスト音声変換に加えて検索結果を受信した場合に、音声コマンドに応答して何を
再生すべきかについて様々な技術を使用して決定してもよい。
【０１９１】
　いくつかの態様では、メディア再生システムは様々なデータポイント及び／又は嗜好性
に基づいて、異なる検索結果に重み付けを行ってもよい。たとえば、異なる検索結果に対
する重み付けは、注目度、ユーザの再生履歴、ユーザアカウントと関連付けられた音楽サ
ービス、メディア再生システムで利用可能な音楽サービス、メディア再生システムと関連
付けられた記憶装置に格納されている音楽、及び／又はユーザ嗜好性のいずれかに基づい
ていてもよい。１つの例として、異なるアーティストによる曲が同じ曲名となることがあ
る。異なるアーティストによる同じ曲名の曲を検索結果が返した場合、より注目度の高い
曲により多く重み付けし、及び／又はこれを選択してもよい。曲の注目度を、ユーザの再
生回数、ラジオ再生回数、音楽チャートランキング、売上枚数、及び／又は他の利用可能
なデータなどの様々なソースに基づいて決定してもよい。別の例として、ユーザによって
最近再生されたメディアアイテムに対してより多く重み付けしてもよい。
【０１９２】
　いくつかの例では、ユーザはメディア変数に対して、選択すべきメディアアイテムの優
先順位を指定してもよい。たとえば、ユーザは、カスタムプレイリストが最も優先され、



(46) JP 2019-514237 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

そしてラジオ局、選曲されたプレイリスト、トラック、アルバム、アーティストと続くよ
うに指定してもよい。本システムは、ユーザ嗜好性に基づいて、より高い優先度を有する
メディア変数型に対してより多くの重みを付与してもよい。ユーザ嗜好性を、ネットワー
クマイクロホンシステム及び／又はメディア再生システムに送信できるように、ユーザプ
ロファイルに格納し、及び／又はその他の場合はユーザアカウントとこれを関連付けても
よい。いくつかのメディア変数型には等しい優先度又は重みを付与してもよい。
【０１９３】
　いくつかの例では、ユーザがユーザ嗜好性を提供していない場合、デフォルトの優先順
位設定を使用してもよい。本システムは、異なるメディア変数型に対して任意の組み合わ
せの優先度を使用してもよい。たとえば、本システムは生テキストに対応する変換結果に
先行して、アルバムに続いてアーティストとトラックとに対応するメディアコンテンツを
優先してもよい。
【０１９４】
　別の例として、メディア変数のインスタンスはアーティストの名前であってもよく、そ
のアーティストはプレイリスト及びラジオ局に対応していてもよい。メディア変数のイン
スタンスの場合、ラジオ局の再生をプレイリストの再生よりも優先してもよい。
【０１９５】
　さらに別の例として、メディア再生システムは、ユーザ及び／又はメディア再生システ
ムがアクセスしていない音楽サービスと関連付けられた検索結果を除外してもよい。アク
セス履歴のない検索結果を除外した後、メディア再生システムは、本明細書に記載の様々
な方法又は技術に基づいて再生するメディアコンテンツを選択してもよい。
【０１９６】
　本明細書に記載の選択方法は例示のものであり、「再生」コマンドに応答して再生する
メディアアイテムを選択するための方法又は技術に関する他の例を採用してもよい。
【０１９７】
　「再生」コマンド又はインテントを受信したことに応答して再生するコンテンツを選択
すると、メディア再生システムは、検索結果から提供される識別子及び／又は他の識別情
報を使用して、そのコンテンツのソースを識別してもよい。この識別子は、対応するコン
テンツをメディア再生システムによって取得するネットワークアドレス又はリンクであっ
てもよく、その例としては、ネットワーク記憶場所若しくはユニフォームリソースロケー
タ（ＵＲＬ）及び／又はメタデータ（たとえば、アーティスト名、アルバム名、トラック
番号、ラジオ局名、プレイリスト名、メディアサービス名など）を挙げることができる。
【０１９８】
　いくつかの例では、コマンド又はインテントはトランスポートコマンド（たとえば、一
時停止、一時停止後の再生、スキップ、前の曲に戻る、巻き戻し、早送りなど）であって
もよい。上述したように、システム５００は、当該コマンド又はインテントに対応するメ
ディア再生システムコマンドを決定し、その対応しているメディア再生システムコマンド
を実行してもよい。ネットワークマイクロホンシステムは、当該インテント（たとえば、
再生、一時停止など）に対応するコマンドを識別するためのコマンド情報と、そのコマン
ドの関連オブジェクト（たとえば、ゾーン名などの変数、ゾーン識別子、グループ識別子
、メディア識別子など）とを含むメッセージをメディア再生システムに対して送信するこ
とにより、メディア再生システムにこのコマンドを実行させることができる。たとえば、
トランスポートコマンドは、コマンドを実行すべきゾーン用のゾーン変数（たとえば、ニ
ックの部屋、キッチン、又はそのゾーン用の他の識別子）のインスタンスを含んでいても
よい。
【０１９９】
　音声入力に基づいてＰＢＤ上でアクションを起こしたことに応答して、メディア再生シ
ステムは、ＰＢＤによって実行されるアクションに関する状態情報を更新及び／又は格納
してもよい。たとえば、ＰＢＤは、当該ゾーン又は特定の再生デバイスが特定のメディア
アイテムを現在再生中であり、及び／又はＰＢＤに格納されたキューに対して特定のメデ
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ィアアイテムが追加されたことなどの当該ゾーンの状態を示すために、状態変数を更新し
てもよい。システム５００内の各種デバイスからのシームレスな再生及び／又は制御を可
能にするために、この状態変数に対してはシステム５００内のいかなるデバイスもアクセ
スしてもよい。
【０２００】
　本方法及びシステムを、メディアコンテンツ（たとえば、音楽コンテンツ、ビデオコン
テンツ）に関連して本明細書に記載したが、本明細書に記載の本方法及びシステムを、メ
ディア再生システムによって再生できる関連オーディオを有し得る様々なコンテンツに適
用してもよい。たとえば、音楽カタログの一部ではない可能性のある事前に録音された音
声を、音声入力に応答して再生してもよい。１つの例として、「ナイチンゲールはどのよ
うに鳴くの？」という音声入力を挙げることができる。この音声入力に対するネットワー
クマイクロホンシステムの応答は、識別子を伴う音楽コンテンツではなく、代わりに短い
オーディオクリップであってもよい。メディア再生システムは、短いオーディオクリップ
の再生と関連付けられた情報（たとえば、記憶アドレス、リンク、ＵＲＬ、ファイル）と
、その短いオーディオクリップを再生するためのメディア再生システムコマンドとを受信
してもよい。ポッドキャスト、ニュースクリップ、通知音、アラームなどを含む他の例も
可能である。
【０２０１】
Ｖ．ユーザ識別に基づくアクションのための例示的なシステム、装置、及び方法
　本明細書に記載の実施例は、メディア再生システム（或いは、場合によってはその１又
は複数のコンポーネント）が音声コマンドを受信すること、ユーザ識別に基づいて（或い
は、少なくともその音声コマンドを発したユーザに基づいて）、メディア再生システムが
実行すべき適切なアクションを決定することを含む。いくつかの例では、メディア再生シ
ステムは、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数とコンピューティングデ
バイス５０６（メディア再生システムサーバとして構成されている）とを備えていてもよ
い。いくつかの実施形態では、メディア再生システムは、ＮＭＤ５１２，５１４，５１６
の１又は複数とコンピューティングデバイス５０４（ネットワークマイクロホンシステム
サーバとして構成されている）とを備えるネットワークマイクロホンシステムを備えるか
、又はこれと通信してもよい。
【０２０２】
　通常、本明細書に記載の１又は複数の機能を、ネットワークマイクロホンシステム単独
で、又はメディア再生システムと共に実行してもよいことが理解される。コンピューティ
ングデバイス５０６によって実行される１又は複数の機能を、メディア再生システムのＣ
Ｒ５２２及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数によって実行し
てもよいことがさらに理解される。
【０２０３】
　先に述べたように、音声コマンドの例は、前述したメディア再生システム制御のうちの
いずれかの制御を命じるコマンドを含む。たとえば、音声コマンドは、メディア再生シス
テムにメディア再生システムの１又は複数の再生デバイスを介したメディアコンテンツの
再生を命じるコマンドであってもよい。別の例では、音声コマンドは、最初の音声コマン
ドと関連付けられた追加の音声コマンドを受信するための時間枠又は時間ウィンドウのト
リガを命じるコマンドであってもよい。さらに別の例では、音声コマンドは、メディア再
生システムにおける１又は複数のメディア再生デバイスの再生設定変更を命じるコマンド
であってもよい。再生設定には、たとえば再生音量、再生トランスポートの制御、音楽ソ
ースの選択、及びグループ化などが主として含まれ得る。
【０２０４】
　メディアコンテンツの例としては、トークラジオ、書籍、テレビからの音声、ローカル
ドライブに保存された音楽、又はメディアソースからの音楽などを挙げることができる。
メディアソースの例としては、Ｐａｎｄｏｒａ（登録商標）Ｒａｄｉｏ、Ｓｐｏｔｉｆｙ
（登録商標）、Ｓｌａｃｋｅｒ（登録商標）、Ｒａｄｉｏ、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ（商
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標）、及びｉＴｕｎｅｓ　Ｒａｄｉｏなどを挙げることができる。
【０２０５】
　ユーザ識別の例としては、ユーザを登録ユーザ、ゲストユーザ、子供、又は不明なユー
ザとして識別することを挙げることができる。
【０２０６】
　例示的な登録ユーザは、主としてユーザプロファイル、及び／又は音声構成設定などに
よってメディア再生システムとリンク又は関連付けられた、１又は複数のユーザを含む。
例示的なユーザプロファイルは、ユーザの年齢、位置情報、好みの再生設定、好みのプレ
イリスト、好みのオーディオコンテンツ、及びそのユーザに設定されたアクセス制限に関
する情報、並びにそのユーザの音声、ユーザ履歴を識別する情報などを主として含んでい
てもよい。ユーザの音声を識別する例示的な情報は、ユーザの音声のトーン又は周波数、
年齢、性別、及びユーザ履歴などを主として含む。例示的な音声構成設定は、メディア再
生システムがユーザを認識し、且つこれを関連付けるための音声入力又は一連の音声入力
を提供するように、ユーザに要求する設定を含んでいてもよい。
【０２０７】
　例示的なゲストユーザは、登録ユーザのユーザプロファイル、又は登録ユーザによって
作成されたか、或いは登録ユーザの許可を得てゲストユーザによって作成されたゲストプ
ロファイルにより、メディア再生システムとリンク又は関連付けられた、１又は複数のユ
ーザを含む。例示的なゲストプロファイルは、ユーザプロファイルに含まれるあらゆるタ
イプの情報を含むことができる。
【０２０８】
　いくつかの例では、自宅に自分用のメディア再生システムを所有するゲストは、自分用
のメディア再生システムと関連付けられたユーザプロファイルをコンピューティングデバ
イス５０６内に格納していてもよい。ゲストがホストの家に到着し、音声コマンドを使用
してホスト所有のメディア再生システムを制御しようとすると、ホストの再生システムに
接続されたコンピューティングデバイス５０６が、（ｉ）そのゲストがユーザアカウント
を有している音楽サービス、（ｉｉ）そのゲストのプレイリスト、（ｉｉｉ）ホストがそ
のゲストに対して、ホストのメディア再生システムを制御するためのゲストアクセス権を
付与したかどうか、及び／又は（ｉｖ）場合によってはそのゲストのユーザプロファイル
内にある他のユーザ情報などを含むが、これらに限定されない、そのゲストのユーザプロ
ファイル設定にアクセスできるようにしてもよい。
【０２０９】
　子供のユーザを、たとえばその子供がメディア再生システムの登録ユーザの１人であっ
た場合には、ユーザプロファイル内の情報、ゲストプロファイル内の情報、及び／又はユ
ーザの音声のトーン若しくは周波数によって識別してもよい。
【０２１０】
　いくつかの例では、音声コマンドを受信することは、メディア再生システムが、ＰＢＤ
５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数及び／又はコンピューティングデバイス５
０６（メディア再生システムサーバとして構成されている）を介して音声コマンドを受信
することを含む。コンピューティングデバイス５０６は音声コマンドを同等のテキストコ
マンドに変換し、そのテキストコマンドを解析してコマンドを識別してもよい。
【０２１１】
　さらに別の例では、１又は複数の機能をネットワークマイクロホンシステム単独で、又
はメディア再生システムと共に実行してもよい。たとえば、音声コマンドを受信すること
は、ネットワークマイクロホンシステムが、ＮＭＤ５１２、５１４、又は５１６の１又は
複数を介して音声コマンドを受信すること、その音声コマンドをさらなる処理のためにコ
ンピューティングデバイス５０６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１
又は複数に送信することを含む。コンピューティングデバイス５０６は音声コマンドを同
等のテキストコマンドに変換し、そのテキストコマンドを解析してコマンドを識別しても
よい。場合によっては、ネットワークマイクロホンシステムは、音声コマンドを同等のテ
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キストコマンドに変換し、そのテキストコマンドをコンピューティングデバイス５０６及
び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数に送信してこれを解析し、
且つコマンドを識別してもよい。
【０２１２】
　コンピューティングデバイス５０６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８
のうちの１つ又は複数は、音声コマンドを受信した後、その音声コマンドをメディア再生
システムの登録ユーザから受信したかどうかを判定してもよい。いくつかの例では、音声
コマンドを登録ユーザから受信したかどうかを判定することは、その音声コマンドと関連
付けられたユーザプロファイルがメディア再生システムに格納されているかどうかを、コ
ンピューティングデバイス５０６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１
又は複数が判定することを含んでいてもよい。たとえば、コンピューティングデバイス５
０６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８のうちの１つ又は複数は音声コマ
ンドを、メディア再生システムに格納されたユーザプロファイルに含まれ得るユーザの音
声を識別する情報と照合しようと試みてもよい。ネットワークマイクロホンシステムは単
独で、又はメディア再生システムと共に、コンピューティングデバイス５０６と通信する
ことによって、音声コマンドをメディア再生システムの登録ユーザから受信したかどうか
を判定してもよい。
【０２１３】
　さらに別に例では、音声コマンドを登録ユーザから受信したかどうかを判定することは
、メディア再生システムの音声構成設定内の音声入力とその音声コマンドとが一致してい
るかどうかを、コンピューティングデバイス５０６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５
３６，５３８の１又は複数が判定することを含んでいてもよい。たとえば、ユーザは、メ
ディア再生システムがユーザを認識し、且つこれを関連付けるための音声入力又は一連の
音声入力を提供することによって、ユーザの音声を認識するようにメディア再生システム
を事前に構成していてもよい。音声入力又は一連の音声入力を、コンピューティングデバ
イス５０６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数に格納しても
よい。いくつかの実施形態では、音声入力又は一連の音声入力をネットワークマイクロホ
ンシステムに格納してもよい。
【０２１４】
　さらに別の例では、音声コマンドを登録ユーザから受信したかどうかを判定することは
、コンピューティングデバイス５０６、ＣＲ５２２、及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，
５３６，５３８の１又は複数が単独で、又はこれらを組み合わせて、受信した音声コマン
ドと関連付けられる信頼性レベルを決定することを含んでいてもよい。ユーザ履歴及び位
置情報に個別に基づいて、或いはユーザプロファイルで通常確認できる他の任意の情報と
組み合わせたものに基づいて、信頼性レベルを決定してもよい。
【０２１５】
　たとえば、メディア再生システムは、キッチンにいる登録ユーザから第１の音声コマン
ドを受信し、且つ受信した音声コマンドに基づいて信頼性レベルを決定してもよい。メデ
ィア再生システムは、ＮＭＤ５１２～５１３、ＣＲ５２２、及びＰＢＤ５３２～５３８の
うちの任意の１又は複数から第１の音声コマンドを受信してもよい。さらに、メディア再
生システムは、ユーザの自宅の別の部屋にいる登録ユーザから同じ音声コマンドを受信し
、且つ受信した音声コマンドに基づいて信頼性レベルを決定してもよい。メディア再生シ
ステムは、ＮＭＤ５１２～５１３、ＣＲ５２２、及びＰＢＤ５３２～５３８のうちの任意
の１又は複数から第２の音声コマンドを受信してもよい。次いで、メディア再生システム
は、ユーザの自宅全体を通じてそれぞれ異なるコンピューティングデバイス（たとえば、
ＣＲ５２２）、ＮＭＤ、及び／又はＰＢＤから受信したコマンドに基づいて、新たな信頼
性レベルを決定してもよい。これにより、音声コマンドを登録ユーザから受信したことを
示すより高い信頼性レベルを、メディア再生システムにおいて得ることができる。
【０２１６】
　別の場合には、メディア再生システムは登録ユーザから音声コマンドを受信し、且つユ
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ーザ履歴に基づいて信頼性レベルを決定してもよい。動作中、メディア再生システムは、
ＮＭＤ５１２～５１３、ＣＲ５２２、及びＰＢＤ５３２～５３８のうちの任意の１又は複
数から音声コマンドを受信してもよい。音声コマンドを受信した後、受信した音声コマン
ドがアーティスト、プレイリスト、ジャンル、又はユーザプロファイルで確認できる他の
あらゆる情報など、その登録ユーザと通常関連付けられている情報を含む場合、コンピュ
ーティングデバイス５０６、ＣＲ５２２、及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５
３８のうちの１つ又は複数は単独で、又はこれらを組み合わせてより高い信頼性レベルを
決定してもよい。たとえば、登録ユーザが通常マイケル・ジャクソン（Ｍｉｃｈａｅｌ　
Ｊａｃｋｓｏｎ）の曲を聴取している場合、マイケル・ジャクソンによる「スリラー（Ｔ
ｈｒｉｌｌｅｒ）」の再生を命じる音声コマンドを登録ユーザから受信したことを示すよ
り高い信頼性レベルを、メディア再生システムにおいて得ることができる。上記と類似し
ているが異なる、他の多くの例が可能である。
【０２１７】
　さらに別の場合には、メディア再生システムは、ユーザプロファイルで確認できる登録
ユーザの音声コマンドのパターンに基づいて信頼性レベルを構築してもよい。たとえば、
メディア再生システムは、登録ユーザからブリトニー・スピアーズ（Ｂｒｉｔｎｅｙ　Ｓ
ｐｅａｒｓ）による特定の曲の再生を命じるコマンドを受信し、且つその受信した音声コ
マンドに基づいて信頼性レベルを決定してもよい。メディア再生システムが同じ音声コマ
ンド、又はたとえばブリトニー・スピアーズによる別の曲の再生を命じるコマンドなどの
類似した音声コマンドを受信するたびに、メディア再生システムはより高い信頼性レベル
を構築してもよく、したがって、その音声コマンドを登録ユーザから受信したことを示す
より高い信頼性レベルを得ることができる。
【０２１８】
　前述したように、本明細書に記載の１又は複数の機能を、通常ネットワークマイクロホ
ンシステム単独で、又はメディア再生システムと共に実行してもよいことが理解される。
コンピューティングデバイス５０６によって実行される１又は複数の機能を、メディア再
生システムのＣＲ５２２及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数
、並びに／又は場合によってはＮＭＤ５１２，５１４，５１６の１又は複数によって実行
してもよいことがさらに理解される。
【０２１９】
　いくつかの例では、信頼性レベルを決定することは、メディア再生システムがコンピュ
ーティングデバイス５０６（メディア再生システムサーバとして構成されている）、ＣＲ
５２２、及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数が単独で、又は
互いに組み合わせて信頼性レベルを決定することを含む。たとえば、ＣＲ５２２、及び／
又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８のうちの１つ又は複数は、（ｉ）受信した音
声コマンドと関連付けられる信頼性レベルを決定し、（ｉｉ）決定された信頼性レベルに
基づいて、その音声コマンドを登録ユーザから受信したと判定し、且つ（ｉｉｉ）その音
声コマンドの実行を命じる指示をコンピューティングデバイス５０６（メディア再生シス
テムサーバとして構成されている）に送信してもよい。別の場合には、ＣＲ５２２、及び
／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８のうちの１つ又は複数は、（ｉ）受信した
音声コマンドと関連付けられる信頼性レベルを決定し、且つ（ｉｉ）その信頼性レベルと
関連付けられたデータをさらなる処理のためにコンピューティングデバイス５０６へと送
信してもよい。次いで、コンピューティングデバイス５０６は、（ｉ）決定された信頼性
レベルに基づいて、その音声コマンドを登録ユーザから受信したと判定し、且つ（ｉｉ）
その音声コマンドの実行を命じる指示をＣＲ５２２、及び／又はＰＢＤ　５３２，５３４
，５３６，５３８の１又は複数に送信してもよい。
【０２２０】
　さらに別の例では、信頼性レベルを決定することは、メディア再生システムが単独で、
又はネットワークマイクロホンシステムと共に信頼性レベルを決定することを含む。たと
えば、メディア再生システムはメディア再生システムのＣＲ５２２及び／又はＰＢＤ５３
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２，５３４，５３６，５３８の１又は複数、及び／又は場合によってはＮＭＤ５１２，５
１４，５１６の１又は複数を介して、音声コマンドを受信してもよい。受信した音声コマ
ンドに応答して、メディア再生システムは、信頼性レベルと関連付けられたデータをＮＭ
Ｄ５１２，５１４，５１６の１又は複数に送信してもよい。次いで、ネットワークマイク
ロホンは、（ｉ）受信したデータと関連付けられる信頼性レベルを決定し、且つ（ｉｉ）
コマンドを実行するか、又はコマンドの実行を命じる指示をメディア再生システムに送信
してもよい。その音声コマンドを登録ユーザから受信したと判定したことに応答して、コ
ンピューティングデバイス５０６は、メディア再生システムの１又は複数のＰＢＤに対す
る指示を構成してもよい。この指示は音声コマンドの内容と、登録ユーザのユーザプロフ
ァイル内の情報とに基づいていてもよい。付加的に又は代替的に、この指示は、音声コマ
ンドの内容と、コンピューティングデバイス５０６、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５
３８の１又は複数、又はネットワークマイクロホンシステムに格納された音声構成設定と
に基づいていてもよい。
【０２２１】
　いくつかの例では、音声コマンドの内容は、メディア再生システムの１又は複数のＰＢ
Ｄにメディアコンテンツの再生を命じるコマンドを含んでいてもよい。いくつかの実施形
態では、メディア再生システムにメディアコンテンツの再生を命じるコマンドと登録ユー
ザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティングデバイス５０６は、
ＰＢＤの１又は複数に登録ユーザの好みのメディアソースからメディアコンテンツを取得
させる指示若しくは指示一式を構成してもよい。
【０２２２】
　別の例では、メディア再生システムにメディアコンテンツの再生を命じるコマンドと登
録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティングデバイス５０
６は、メディア再生システムにメディア再生システムの１又は複数のＰＢＤを介してメデ
ィアコンテンツを再生させる指示を構成してもよい。たとえば、コンピューティングデバ
イス５０６は、（ｉ）登録ユーザの好みの再生設定の１つ又は複数を用いてメディア再生
システムを構成し、且つ（ｉｉ）登録ユーザの好みの再生設定を用いて１又は複数のＰＢ
Ｄにメディアコンテンツを再生させる指示を備えていてもよい。
【０２２３】
　好みの再生設定は、登録ユーザのユーザプロファイルに格納される好みの再生設定であ
ってもよい。付加的に又は代替的に、好みの再生設定は、登録ユーザのユーザプロファイ
ルに格納されたユーザ履歴に基づいていてもよい。ユーザ履歴は、ユーザがメディアコン
テンツを再生するために通常使用する、又は以前に使用した再生設定を含んでいてもよい
。
【０２２４】
　さらに別の例では、音声コマンドの内容は、メディア再生システムにメディアコンテン
ツの再生を命じるコマンドを含んでいてもよいが、メディア再生システムの特定の再生ゾ
ーンを特定しない場合がある。コマンドの内容とユーザ履歴などの登録ユーザのユーザプ
ロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティングデバイス５０６は、（ｉ）メディ
ア再生システムに、メディア再生システムの特定の再生ゾーン内で１又は複数のＰＢＤを
介してメディアコンテンツを再生させる指示を構成し、且つ（ｉｉ）１又は複数のＰＢＤ
を介してメディアコンテンツを再生するように構成された指示を実行してもよい。
【０２２５】
　さらに別の例では、音声コマンドの内容は、メディア再生システムに再生設定の変更を
命じるコマンドを含んでいてもよい。メディア再生システムに再生設定の変更を命じるコ
マンドと登録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティングデ
バイス５０６は、（ｉ）メディア再生システムにおける１又は複数のＰＢＤの再生設定を
メディア再生システムに変更させる指示を構成し、且つ（ｉｉ）１又は複数のＰＢＤを介
して再生設定を変更するように構成された指示を実行してもよい。
【０２２６】
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　さらに別の例は、メディア再生システムが音声コマンドを子供から受信したかどうかを
判定することを含んでいてもよい。たとえば、コンピューティングデバイス５０６は、そ
の子供がメディア再生システムの登録ユーザの１人である場合に、ユーザプロファイル内
の情報に基づいて成人と子供とを区別してもよい。別の場合には、コンピューティングデ
バイス５０６は、ユーザの音声のトーン又は周波数に基づいて成人と子供とを区別しても
よい。
【０２２７】
　さらに別の場合には、音声コマンドを子供から受信したかどうかを判定することは、コ
ンピューティングデバイス５０６、ＣＲ５２２、及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３
６，５３８の１又は複数（単独で、或いは共に）が受信した音声コマンドと関連付けられ
る信頼性レベルを決定することを含んでいてもよい。上述したように、ユーザ履歴及び位
置情報に個別に基づいて、或いはユーザプロファイルで通常確認できる他の任意の情報と
組み合わせたものに基づいて、信頼性レベルを決定してもよい。
【０２２８】
　例示的な動作において、メディア再生システムは、子供がいる可能性の高い特定の部屋
（たとえば、子供の寝室、遊び部屋、地下室など）に設置されたＮＭＤ又はＰＢＤから音
声コマンドを受信してもよい。子供がいる可能性の高い部屋に設置されたデバイス（ＮＭ
Ｄ又はＰＢＤ）から音声コマンドを受信したため、その音声コマンドを子供から受信した
ことを示すより高い信頼性レベルをメディア再生システムにおいて得ることができる。
【０２２９】
　別の例では、メディア再生システムは特定のタイプのコンテンツ用の音声コマンドを受
信し、そのコンテンツのタイプに基づいて、音声コマンドを子供から受信したことを示す
より高い信頼性レベルを決定してもよい。たとえば、メディア再生システムがアニメ番組
やアニメ映画のサウンドトラックの再生を命じる音声コマンドを受信した場合、その音声
コマンドを子供から受信したことを示すより高い信頼性レベルをメディア再生システムに
おいて得ることができる。上記と類似しているが異なる、他の多くの例が可能である。
【０２３０】
　音声コマンドを子供から受信したと判定したことに応答して、いくつかの例は、子供に
とって不適切となる恐れのある所与のメディアの再生を１又は複数のＰＢＤに対して禁止
することを含んでいてもよい。場合によっては、子供の音声によるコマンドの内容に基づ
いて、コンピューティングデバイス５０６及び／又は１又は複数のＰＢＤに対して再生設
定の変更を禁止してもよい。たとえば、コンピューティングデバイス５０６及び／又は１
又は複数のＰＢＤは、１又は複数のＰＢＤの音量を上げることを命じる子供の音声による
コマンドを無視してもよい。
【０２３１】
　場合によっては、メディア再生システムは、その音声コマンドがメディア再生システム
の登録ユーザではなくゲストユーザ由来のものであるかどうかを判定することに基づいて
作動してもよい。たとえば、コンピューティングデバイス５０６は、特定のゲストと関連
付けられ得る、以前に作成したゲストプロファイルを格納していてもよい。別の例では、
コンピューティングデバイス５０６は音声コマンドを登録ユーザから受信しなかったと判
定し、次いで登録ユーザに対して、その音声コマンドがゲスト由来のものであるかどうか
を確認してもよい。次いで、登録ユーザは必要に応じて、コンピューティングデバイス５
０６及び／又は１又は複数のＰＢＤに対して音声コマンドの内容のすべて又は一部を実行
することを禁止してもよい。
【０２３２】
　さらに別の例では、音声コマンドをゲストユーザから受信したかどうかを判定すること
は、コンピューティングデバイス５０６、ＣＲ５２２、及び／又はＰＢＤ５３２，５３４
，５３６，５３８の１又は複数が（単独で、又は共に）受信した音声コマンドと関連付け
られる信頼性レベルを決定することを含んでいてもよい。上述したように、ユーザ履歴及
び位置情報に個別に基づいて、或いはユーザプロファイルで通常確認できる他の任意の情
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報と組み合わせたものに基づいて、信頼性レベルを決定してもよい。
【０２３３】
　音声コマンドをゲストユーザから受信したと判定したことに応答して、コンピューティ
ングデバイス５０６は、（１）ゲストユーザに対して制限設定を割り当て、（２）音声コ
マンドの内容とそのゲストユーザに対して割り当てた制限設定とに基づいて、１又は複数
のＰＢＤに対する指示を構成し、且つ（３）その指示を実行させるために１又は複数のＰ
ＢＤに送信してもよい。ある例では、ゲストユーザに対して制限設定を割り当てることは
、コンピューティングデバイス５０６及び／又は１又は複数のＰＢＤに格納された特定の
ゲストプロファイルと音声コマンドとをコンピューティングデバイス５０６が照合するこ
とを含んでいてもよい。ゲストプロファイルは、制限設定と、前述した情報の中でも主と
してゲストの音声の周波数又はトーンなどの特定のゲストユーザの音声に関する情報とを
含んでいてもよい。制限設定は、メディア再生システムの制御を制限する任意の設定であ
ってもよい。
【０２３４】
　さらに別の例は、異なるユーザから受信した音声コマンドの競合を解決するために、メ
ディア再生システムが優先順位を決定することを含む。競合する音声コマンドはたとえば
、あるユーザから受信する曲の再生を命じる音声コマンドと、別のユーザから受信するそ
の曲の再生中止を命じる後続の音声コマンドとであってもよい。あるユーザから受信する
１又は複数のＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の音量を上げることを命じる音声コ
マンド、及び別のユーザから受信する音量を下げることを命じる後続の音声コマンドなど
、他の例も可能である。
【０２３５】
　具体的には、メディア再生システムは（ＮＭＤ５１２～５１６、ＣＲ５２２、ＰＢＤ５
３２～５３８、及び／又はコンピューティングデバイス５０６のうちの１又は複数を介し
て）登録ユーザ又はホストから再生ゾーンでの曲の再生を命じる音声コマンドを受信して
もよい。次いで、メディア再生システムは未登録ユーザ又はゲストから再生ゾーンでの曲
の再生中止を命じる、競合する音声コマンドを受信する場合がある。この競合を解決する
ために、メディア再生システムは、登録ユーザから受信した音声コマンドが未登録ユーザ
又はゲストよりも高い優先度を有するような優先順位を適用してもよい。
【０２３６】
　別の例では、メディア再生システムは、登録ゲストから受信した音声コマンドが未登録
ゲストよりも高い優先度を有するような優先順位を割り当ててもよい。場合によっては、
ある登録ゲストから受信した音声コマンドが別の登録ゲストよりも高い優先度を有してい
てもよい。付加的又は代替的に、成人から受信した音声コマンドは子供よりも高い優先度
を有していてもよい。
【０２３７】
　さらに別の例では、メディア再生システムによって受信されたコントローラ発行コマン
ド（たとえば、メディア再生システムを制御するように構成されたＣＲ５２２又は別のコ
ンピューティングデバイスによって発行されるコマンド）は登録ユーザよりも低い優先度
を有していてもよいが、未登録ユーザ又はゲストよりは高い優先度を有していてもよい。
場合によっては、一部の登録ゲストはコントローラ発行コマンドよりも高い優先度を有し
ていてもよい。優先順位の決定及び割当てに関する他の例も可能である。
【０２３８】
　また、メディア再生システムは、登録ユーザと関連付けられた起動ワード又は起動フレ
ーズを受信したことに基づいて作動してもよい。起動ワード又は起動フレーズは、登録ユ
ーザのプロファイルに格納された特定の言葉又はフレーズ（たとえば、「ねえ、Ｓｏｎｏ
ｓ」）を含んでいてもよい。場合によっては、ユーザはそれぞれ、異なる起動ワード又は
起動フレーズ用にメディア再生システムを構成してもよい。他の場合には、メディア再生
システムを、すべての（又は任意の）ユーザに対して同じ起動ワード又は起動フレーズで
構成してもよい。
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【０２３９】
　いくつかの例では、登録ユーザは、メディア再生システムが登録ユーザ、ゲスト、及び
／又は未登録ユーザからの起動ワード又は起動フレーズと関連付けられた追加の音声コマ
ンドを受信するための時間枠又は時間ウィンドウをトリガするような、共通の起動ワード
又は起動フレーズを有していてもよい。たとえば、登録ユーザ又はホストは、再生キュー
への曲の追加を命じる音声コマンド（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、再生キューに曲を追
加して」）を送信してもよく、これにより、再生キューへの特定の曲の追加を命じる追加
の音声コマンド（たとえば、「マイケル・ジャクソンのスリラーを追加して（Ａｄｄ　Ｔ
ｈｒｉｌｌｅｒ　ｂｙ　Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｊａｃｋｓｏｎ）」を登録ユーザが送信できる
時間枠又は時間ウィンドウ（たとえば、５分）が開放されてもよい。別の例では、登録ユ
ーザ又はホストは、ユーザ定義の若しくはデフォルトの時間枠又は時間ウィンドウにおけ
る、或いは特定の時間帯における他の機能（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、自宅システム
の管理を今から４時間開いて（Ｈｅｙ　Ｓｏｎｏｓ，　ｏｐｅｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏ
ｒ　ｍｙ　ｈｏｕｓｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｎｅｘｔ　４　ｈｏｕｒｓ）、
或いは「ねえＳｏｎｏｓ、自宅システムの管理を今から土曜日の午後２時まで開いて（Ｈ
ｅｙ　Ｓｏｎｏｓ，　ｏｐｅｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　ｍｙ　ｈｏｕｓｅ　ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｒｏｍ　ｎｏｗ　ｕｎｔｉｌ　Ｓａｔｕｒｄａｙ　ａｔ　２ｐｍ）」）のうち、
自宅内のすべてのゲストに対して、主として再生キューへの曲の追加、曲の再生、又は音
量の変更などを命じる音声コマンドの送信を許可する音声コマンド（たとえば、「ねえＳ
ｏｎｏｓ、自宅システムの管理を開いて（Ｈｅｙ　Ｓｏｎｏｓ，　ｏｐｅｎ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｆｏｒ　ｍｙ　ｈｏｕｓｅ　ｓｙｓｔｅｍ）」）を送信してもよい。場合によって
は、登録ユーザ又はホストは、再生ゾーンの１又は複数のＰＢＤ５３２，５３４，５３６
，５３８、及び／又はコンピューティングデバイス５０６を制御することを命じる音声コ
マンドの送信を、ある時間枠又は時間ウィンドウにおいて一部のゲストにのみ許可する音
声コマンド（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、リビングの管理者を許可されたゲストに限定
して（Ｈｅｙ　Ｓｏｎｏｓ，　ｒｅｓｔｒｉｃｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　ｍｙ　ｌｉ
ｖｉｎｇ　ｒｏｏｍ　ｔｏ　ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　ｇｕｅｓｔｓ）」）を送信してもよ
い。
【０２４０】
　別の例では、登録ユーザは、起動ワード又は起動フレーズと関連付けられた追加の音声
コマンドを、メディア再生システムが受信するための時間枠又は時間ウィンドウをトリガ
するそれぞれの音声コマンドに対して、異なる起動ワード又は起動フレーズを有していて
もよい。たとえば、登録ユーザ又はホストは、再生キューへの曲の追加を命じる音声コマ
ンドを送信するためのユーザ固有の起動ワード又は起動フレーズを（たとえば、「ねえＳ
ｏｎｏｓ、再生キューに曲を追加して」、「おいＳｏｎｏｓ、キューに曲を追加して（Ｙ
ｏ，　Ｓｏｎｏｓ，　ｑｕｅｕｅ　ｓｏｎｇｓ）」、及び「曲をアルファベット順に（Ａ
ｌｐｈａ　ｓｏｎｇ　ｑｕｅｕｅ）」など）有していてもよく、またメディア再生システ
ムの制御を自宅にいるゲストに許可するためのユーザ固有の起動ワード又は起動フレーズ
（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、アクセスを開いて（Ｈｅｙ　Ｓｏｎｏｓ，　ｏｐｅｎ　
ａｃｃｅｓｓ）」、及び「パーティーの時間だよ（Ｉｔ’ｓ　ｐａｒｔｙ　ｔｉｍｅ）」
など）をそれぞれ有していてもよい。
【０２４１】
　さらに別の例では、登録ユーザ又はホストは、自宅にいる特定のゲストがある時間枠又
は時間ウィンドウにおいて、メディア再生システムを限定的に制御することを許可する音
声コマンドを送信するための、ユーザ固有若しくは共通の起動ワード又は起動フレーズを
有していてもよい。参照によりその全体を本明細書に引用している、「ゲストアクセスに
よってクラウドソースのプレイリストを提供するための製造者のシステム、方法、装置、
及び製品（Ｓｙｓｔｅｍｓ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ，　Ａｐｐａｒａｔｕｓ，　ａｎｄ　Ａｒ
ｔｉｃｌｅｓ　ｏｆ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ｔｏ　Ｐｒｏｖｉｄｅ　ａ　Ｃｒｏｗｄ
－Ｓｏｕｒｃｅｄ　Ｐｌａｙｌｉｓｔ　ｗｉｔｈ　Ｇｕｅｓｔ　Ａｃｃｅｓｓ）」と題す
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る米国特許出願公開第２０１３／０３４６８５９号明細書において、メディア再生システ
ムの限定的な制御に関するいくつかの例がより詳細に提供されている。
【０２４２】
　さらに別の例では、登録ユーザ又はホストは、自宅にいる登録ゲストがある時間枠又は
時間ウィンドウにおいて、メディア再生システムを自由に制御又は限定的に制御すること
を許可する音声コマンドを送信するための、ユーザ固有若しくは共通の起動ワード又は起
動フレーズを有していてもよく、その一方で未登録ゲストによる制御を禁止していてもよ
い。場合によっては、登録ユーザ又はホストは、自宅にいる成人がある時間枠又は時間ウ
ィンドウにおいて、メディア再生システムを自由に制御又は限定的に制御することを許可
する音声コマンドを送信するための、ユーザ固有若しくは共通の起動ワード又は起動フレ
ーズを有していてもよく、その一方で子供による制御を禁止していてもよい。上記と類似
しているが異なる、他の多くの例が可能である。
【０２４３】
　場合によっては、登録ユーザ又はホストは、メディア再生システムが追加の音声コマン
ドを受信するための時間枠又は時間ウィンドウを指定してもよい。たとえば、登録ユーザ
又はホストは、メディア再生システムの制御を命じる追加の音声コマンドを指定した時間
枠内（たとえば、１時間）にゲストが送信することを許可する音声コマンド（たとえば、
「ねえＳｏｎｏｓ、自宅システムの管理を１時間開いて（Ｈｅｙ，　Ｓｏｎｏｓ，　ｏｐ
ｅｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　ｍｙ　ｈｏｕｓｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｏｎｅ　ｈ
ｏｕｒ）」）を送信してもよい。上記と類似しているが異なる、他の多くの例が可能であ
る。
【０２４４】
　さらに別の場合には、登録ユーザ又はホストは、最初の起動ワード又は起動フレーズと
関連付けられた追加の音声コマンドを受信するための時間枠又は時間ウィンドウを閉じる
か、若しくは解除してもよい。たとえば、登録ユーザ又はホストが、追加の音声コマンド
を受信するための時間枠又は時間ウィンドウを１時間開放する起動ワード又は起動フレー
ズを用いて音声コマンドを発した場合、その登録ユーザ又はホストは、１時間の時間枠が
終了する前に、その１時間の時間枠又は時間ウィンドウを解除することを命じる別の音声
コマンド（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、キューへの曲の追加は完了だよ（Ｈｅｙ　Ｓｏ
ｎｏｓ，　ｑｕｅｕｅ　ｓｏｎｇｓ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）」）を送信してもよい。上記と
類似しているが異なる、他の多くの例が可能である。
【０２４５】
　さらに別に例は、メディア再生システムが、登録ユーザと関連付けられた起動ワード又
は起動フレーズを受信したことに基づいて作動することを含んでいてもよい。登録ゲスト
ユーザは、起動ワード又は起動フレーズをゲストプロファイル内に格納していてもよい。
起動ワード又は起動フレーズをゲストユーザから受信したと判定したことに応答して、メ
ディア再生システムは、（ｉ）ゲストユーザと関連付けられた制限設定があるかどうかを
判定し、（ｉｉ）起動ワード又は起動フレーズと、そのゲストユーザに対して割り当てた
制限設定とに基づいて、１又は複数のＰＢＤに対する指示を構成し、且つ（ｉｉｉ）その
指示を実行させるために１又は複数のＰＢＤに送信してもよい（たとえば、これによって
、起動ワードコマンドと関連付けられた追加の音声コマンドを受信するための時間枠若し
くは時間ウィンドウを開放する）。
【０２４６】
　場合によっては、メディア再生システムは、登録ゲストユーザから起動ワード又は起動
フレーズを受信したことに基づいて作動することを控えてもよく、この例としては、メデ
ィア再生システムが登録ユーザ又はホストから起動ワード若しくは起動フレーズを含む音
声コマンドを既に受信していたり、追加のコマンドを受信するための時間枠又は時間ウィ
ンドウの有効期限が終了していなかったりする場合が挙げられる。
【０２４７】
　さらに別の場合には、メディア再生システムは、登録ゲストユーザから起動ワード又は
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起動フレーズを受信したことに基づいて作動し、次いでメディア再生デバイスが登録ユー
ザ又はホストから音声コマンドを受信した場合に、追加の音声コマンドを受信するための
時間枠又は時間ウィンドウをその後閉じるか、或いは解除してもよい。いくつかの実施形
態では、登録ゲストは、時間枠又は時間ウィンドウの有効期限が終了する前にこれを閉じ
るか、或いは解除してもよい。他の実施形態では、登録ゲストが子供である場合、時間枠
又は時間ウィンドウの有効期限が終了する前に成人がこれを閉じるか、或いは解除しても
よい。上記と類似しているが異なる、他の多くの例が可能である。
【０２４８】
　メディア再生システムに対する指示を構成した後、いくつかの例は、その指示を実行さ
せるためにメディア再生システムの１又は複数のＰＢＤにその指示を送信することを含ん
でいてもよい。いくつかの例では、メディア再生システムはその指示をコンピューティン
グデバイス５０６に送信してもよい。他の例では、メディア再生システムはその指示をネ
ットワークマイクロホンシステムに送信してもよい。
【０２４９】
　図１４に示す方法１４００は、たとえば図１のメディア再生システム１００、図２の１
又は複数の再生デバイス２００、図３の１又は複数の制御デバイス３００、図４のユーザ
インタフェース、及び／又は図５に示す構成を含むか、或いは包含する動作環境内で実行
できる方法の実施形態を提示している。方法１４００は、ブロック１４０２～１４０６の
１又は複数によって示しているように、１又は複数の操作、機能、又はアクションを含ん
でいてもよい。
【０２５０】
　方法１４００は、メディア再生システムに対する音声コマンドを受信することを含むブ
ロック１４０２で開始される。いくつかの実施形態では、音声コマンドを受信することは
、メディア再生システムがＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数、及び／
又はコンピューティングデバイス５０６（メディア再生システムサーバとして構成されて
いる）を介して音声コマンドを受信することを含む。１つの例では、コンピューティング
デバイス５０６は音声コマンドを同等のテキストコマンドに変換し、そのテキストコマン
ドを解析してコマンドを識別してもよい。
【０２５１】
　１つの例では、ネットワークマイクロホンシステム単独で、又はメディア再生システム
と共に１又は複数の機能を実行してもよい。いくつかの実施形態では、音声コマンドを受
信することは、ネットワークマイクロホンシステムがＮＭＤ５１２、５１４、又は５１６
の１又は複数を介して音声コマンドを受信すること、その音声コマンドをさらなる処理の
ためにコンピューティングデバイス５０６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５
３８の１又は複数に送信することを含む。別の例では、コンピューティングデバイス５０
６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８のうちの１つ又は複数は音声コマン
ドを同等のテキストコマンドに変換し、そのテキストコマンドを解析してコマンドを識別
してもよい。さらに別の例では、ネットワークマイクロホンシステムは音声コマンドを同
等のテキストコマンドに変換し、そのテキストコマンドをコンピューティングデバイス５
０６及び／又はＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８の１又は複数に送信してこれを解
析し、且つコマンドを識別してもよい。
【０２５２】
　次いで、方法１４００は、音声コマンドをメディア再生システムの登録ユーザから受信
したかどうかを判定することを含むブロック１４０４に進む。いくつかの例では、音声コ
マンドを登録ユーザから受信したかどうかを判定することは、コンピューティングデバイ
ス５０６が、その音声コマンドと関連付けられたユーザプロファイルがメディア再生シス
テムに格納されているかどうかを判定することを含んでいてもよい。たとえば、コンピュ
ーティングデバイス５０６はその音声コマンドを、ユーザプロファイル内のユーザの音声
を識別する情報と照合しようと試みてもよい。
【０２５３】
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　別の例では、音声コマンドを登録ユーザから受信したかどうかを判定することは、その
音声コマンドがメディア再生システムの音声構成設定に格納された音声入力と一致してい
るかどうかを判定することを含んでいてもよい。たとえば、ユーザは、メディア再生シス
テムがユーザを認識し、且つこれを関連付けるための音声入力又は一連の音声入力を提供
することによって、ユーザの音声を認識するようにメディア再生システムを事前に構成し
ていてもよい。音声構成設定をコンピューティングデバイス５０６及び／又はＰＢＤ５３
２，５３４，５３６，５３８の１又は複数に格納してもよい。或いは、コンピューティン
グデバイス５０６は、音声構成設定を格納するためにネットワークマイクロホンシステム
と通信してもよい。
【０２５４】
　さらに別の例では、音声コマンドを登録ユーザから受信したかどうかを判定することは
、受信した音声コマンドと関連付けられる信頼性レベルを決定することを含んでいてもよ
い。このレベルはそのコマンドを発した人物と関連付けられた信頼性レベルであってもよ
く、これにはたとえば、通常そのコマンドを登録ユーザから受信したことを示す信頼性レ
ベル、そのコマンドを特定の登録ユーザから受信したことを示す信頼性レベル、そのコマ
ンドを登録ユーザ以外から受信したことを示す信頼性レベル、そのコマンドを登録ゲスト
から受信したことを示す信頼性レベル、そのコマンドを子供から受信したことを示す信頼
性レベル、及び／又はそのコマンドを特定の子供から受信したことを示す信頼性レベルな
どがある。このレベルはその要求の内容と関連付けられた信頼性レベルであってもよく、
これについては、その要求が、たとえば「ヘイシード・ディキシー（Ｈａｙｓｅｅｄ　Ｄ
ｉｘｉｅ）」ではなく「ＡＣ／ＤＣ」を再生する要求であったことを示す信頼性レベルを
一例として挙げることができる（これらは、非常によく似た響きの名前を有する２つの全
く異なるバンドである）。ユーザ履歴及び位置情報に個別に基づいて、或いはユーザプロ
ファイルで通常確認できる他の任意の情報と組み合わせたものに基づいて、この信頼性レ
ベルを決定してもよい。動作中、信頼性レベルの決定をＣＲ５２２、ＰＢＤ５３２～５３
８、ＮＭＤ５１２～５１６、及び／又はコンピューティングデバイス５０４～５０８のう
ちの任意の１又は複数によって単独で、又はこれらの組み合わせによって実行してもよい
。
【０２５５】
　例示的な動作において、メディア再生システムはキッチンにいる登録ユーザから音声コ
マンドを受信し、且つ受信した音声コマンドに基づいて信頼性レベルを決定してもよい。
メディア再生デバイスは、ＣＲ５２２、ＮＭＤ５１２～５１６、及び／又はＰＢＤ５３２
～５３８のうちの任意の１又は複数から音声コマンドを受信してもよい。次いで、メディ
ア再生システムは、ユーザの自宅内の別の部屋にいる登録ユーザから同じ音声コマンドを
受信し、且つ受信した音声コマンドに基づいて信頼性レベルを決定してもよい。次いで、
メディア再生システムは、ユーザの自宅全体を通じて異なる部屋の異なるデバイスから受
信したコマンドに基づく新たな信頼性レベルを、その音声コマンドを受信した部屋に少な
くとも一部基づいて決定してもよい。これにより、音声コマンドを登録ユーザから受信し
たことを示すより高い信頼性レベルを、メディア再生システムにおいて得ることができる
。
【０２５６】
　別の例では、メディア再生システムは登録ユーザから音声コマンドを受信し、且つユー
ザ履歴に基づいて信頼性レベルを決定してもよい。具体的には、メディア再生システムは
、受信した音声コマンドがアーティスト、プレイリスト、ジャンル、又はユーザプロファ
イルで確認できる他の任意の情報など、その登録ユーザと通常関連付けられている情報を
含む場合、より高い信頼性レベルを決定してもよい。たとえば、登録ユーザが通常マイケ
ル・ジャクソン（Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｊａｃｋｓｏｎ）の曲を聴取している場合、「スリラ
ーの再生（Ｐｌａｙ　Ｔｈｒｉｌｌｅｒ）」を命じる音声コマンドを登録ユーザから受信
したことを示すより高い信頼性レベルを、メディア再生システムにおいて得ることができ
る。同様に、登録ユーザが通常マイケル・ジャクソンの曲又は１９８０年代の曲を聴取し
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ている場合、「スリラーの再生（Ｐｌａｙ　Ｔｈｒｉｌｌｅｒ）」を命じる音声コマンド
はフォール・アウト・ボーイ（Ｆａｌｌ　Ｏｕｔ　Ｂｏｙ）というバンドによる「スリラ
ー（Ｔｈｒｉｌｌｅｒ）」という曲ではなく、マイケル・ジャクソンというアーティスト
による「スリラー」という曲の再生を命じるコマンドであることを示すより高い信頼性レ
ベルを、メディア再生システムにおいて得ることができる。上記と類似しているが異なる
、他の多くの例が可能である。
【０２５７】
　さらに別の例では、メディア再生システムは、ユーザプロファイルで確認できる登録ユ
ーザの音声コマンドのパターンに基づいて信頼性レベルを構築してもよい。たとえば、メ
ディア再生システムは、登録ユーザからブリトニー・スピアーズ（Ｂｒｉｔｎｅｙ　Ｓｐ
ｅａｒｓ）による特定の曲の再生を命じるコマンドを受信し、且つその受信した音声コマ
ンドに基づいて信頼性レベルを決定してもよい。メディア再生システムが同じ音声コマン
ド、又はたとえばブリトニー・スピアーズによる別の曲の再生を命じるコマンドなどの類
似した音声コマンドを受信するたびに、メディア再生システムはより高い信頼性レベルを
構築してもよく、且つその音声コマンドを登録ユーザから受信したことを示すより高い信
頼性レベルを得ることができる。
【０２５８】
　最後に、方法１４００は、音声コマンドを登録ユーザから受信したと判定したことに応
答して、音声コマンドの内容と登録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、
メディア再生システムに対する指示を構成することを含むブロック１４０６に進む。
【０２５９】
　いくつかの例では、音声コマンドの内容は、メディア再生システムの１又は複数のＰＢ
Ｄにメディアコンテンツの再生を命じるコマンドを含んでいてもよい。場合によっては、
１又は複数のＰＢＤにメディアコンテンツの再生を命じるコマンドと登録ユーザのユーザ
プロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティングデバイス５０６は、メディア再
生システムに登録ユーザの好みのメディアソースからメディア又はオーディオコンテンツ
を取得させる指示を構成してもよい。
【０２６０】
　さらに別の場合には、メディア再生システムにメディアコンテンツの再生を命じるコマ
ンドと登録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、メディア再生システムは
、メディア再生システムにメディア再生システムの１又は複数のＰＢＤを介してメディア
コンテンツを再生させる指示を構成してもよい。具体的には、コンピューティングデバイ
ス５０６は、（ｉ）登録ユーザの好みの再生設定の１又は複数を用いてメディア再生シス
テムを構成し、且つ（ｉｉ）登録ユーザの好みの再生設定を用いて、メディア再生システ
ムの１又は複数のＰＢＤにメディアコンテンツを再生させる指示を含んでいてもよい。好
みの再生設定は、登録ユーザのユーザプロファイルに格納される好みの再生設定であって
もよい。付加的に又は代替的に、好みの再生設定は、登録ユーザのユーザプロファイルに
格納されたユーザ履歴に基づいていてもよい。ユーザ履歴は、ユーザがメディアコンテン
ツを再生するために通常使用する、又は以前に使用した再生設定を含んでいてもよい。
【０２６１】
　場合によっては、音声コマンドの内容は、メディア再生システムの１又は複数のＰＢＤ
にメディアコンテンツの再生を命じるコマンドを含んでいてもよいが、メディア再生シス
テムの特定の聴取ゾーン又は再生ゾーンを特定しない場合がある。コマンドの内容とユー
ザ履歴などの登録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティン
グデバイス５０６は、メディア再生システムにメディア再生システムの特定の再生ゾーン
内で１又は複数のメディア再生デバイスを介してメディアコンテンツを再生させる指示若
しくは指示一式を構成してもよい。
【０２６２】
　別の場合には、音声コマンドの内容は、メディア再生システムに再生設定の変更を命じ
るコマンドを含んでいてもよい。メディア再生システムに再生設定の変更を命じるコマン
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ドと登録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、コンピューティングデバイ
ス５０６は、（ｉ）メディア再生システムにおける１又は複数のＰＢＤの再生設定をメデ
ィア再生システムに変更させる指示若しくは指示一式を構成し、且つ（ｉｉ）１又は複数
のＰＢＤを介して再生設定を変更するように構成された指示又は指示一式を実行してもよ
い。
【０２６３】
　さらに別の例は、メディア再生システムが音声コマンドを子供から受信したかどうかを
判定することを含んでいてもよい。たとえば、コンピューティングデバイス５０６は、そ
の子供がメディア再生システムの登録ユーザの１人である場合に、ユーザプロファイル内
の情報に基づいて成人と子供とを区別してもよい。別の例では、コンピューティングデバ
イス５０６は、ユーザの音声のトーン又は周波数に基づいて成人と子供とを区別してもよ
い。
【０２６４】
　さらに別の例では、音声コマンドを子供から受信したかどうかを判定することは、受信
した音声コマンドと関連付けられる信頼性レベルを決定することを含んでいてもよい。上
述したように、ユーザ履歴及び位置情報に個別に基づいて、或いはユーザプロファイルで
通常確認できる他の任意の情報と組み合わせたものに基づいて、信頼性レベルを決定して
もよい。
【０２６５】
　場合によっては、メディア再生システムは、子供がいる可能性の高い特定の部屋（たと
えば、子供の寝室、遊び部屋、地下室など）にあるデバイス（たとえば、ＮＭＤ５１２～
５１６又はＰＢＤ５３２～５３８のいずれか）を介して音声コマンドを受信してもよい。
子供がいる可能性の高い部屋に設置されたデバイスからこの音声コマンドを受信したため
、このコマンドを子供から受信したことを示すより高い信頼性レベルをメディア再生シス
テムにおいて得ることができる。
【０２６６】
　さらに別の場合には、メディア再生システムは音声コマンドを受信し、その音声コマン
ドの内容に基づいて、その音声コマンドを子供から受信したことを示す信頼性レベルを決
定してもよい。たとえば、メディア再生システムがアニメ番組やアニメ映画のサウンドト
ラックの再生を命じる音声コマンドを受信した場合、その音声コマンドを子供から受信し
たことを示すより高い信頼性レベルをメディア再生システムにおいて得ることができる。
上記と類似しているが異なる、他の多くの例が可能である。
【０２６７】
　音声コマンドを子供から受信したと判定したことに応答して、いくつかの例は、子供に
とって不適切となる恐れのある所与のメディアの再生をメディア再生システムの１又は複
数のＰＢＤに対して禁止することを含んでいてもよい。いくつかの例は、子供の音声によ
るコマンドの内容に基づいて、コンピューティングデバイス５０６及び／又は１又は複数
のＰＢＤに対して再生設定の変更を禁止することを含んでいてもよい。たとえば、コンピ
ューティングデバイス５０６は、１又は複数のＰＢＤの音量を上げることを命じる子供の
音声によるコマンドを無視してもよい。
【０２６８】
　また、さらに別の実施例は、その音声コマンドをメディア再生システムの登録ユーザで
はなくゲストユーザから受信したかどうかを判定することに基づくアクションを含んでい
てもよい。場合によっては、コンピューティングデバイス５０６は、特定のゲストと関連
付けられ得る、以前に作成したゲストプロファイルを格納していてもよい。さらに別の場
合には、コンピューティングデバイス５０６は音声コマンドを登録ユーザから受信しなか
ったと判定し、次いで登録ユーザに対して、その音声コマンドがゲスト由来のものである
かどうかを確認してもよい。
【０２６９】
　さらに、音声コマンドをゲストユーザから受信したかどうかを判定することは、メディ
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ア再生システムが受信した音声コマンドと関連付けられる信頼性レベルを決定することを
含んでいてもよい。上述したように、ユーザ履歴及び位置情報に個別に基づいて、或いは
ユーザプロファイルで通常確認できる他の任意の情報と組み合わせたものに基づいて、信
頼性レベルを決定してもよい。
【０２７０】
　音声コマンドをゲストユーザから受信したと判定したことに応答して、コンピューティ
ングデバイス５０６は、（１）ゲストユーザに対して制限設定を割り当て、（２）音声コ
マンドの内容とそのゲストユーザに対して割り当てた制限設定とに基づいて、１又は複数
のＰＢＤに対する指示を構成し、且つ（３）その指示を実行させるために１又は複数のＰ
ＢＤに送信してもよい。いくつかの実施形態では、ゲストユーザに対して制限設定を割り
当てることは、コンピューティングデバイス５０６に格納された特定のゲストプロファイ
ルと音声コマンドとをコンピューティングデバイス５０６が照合することを含んでいても
よい。
【０２７１】
　さらに別の例は、異なるユーザから受信した音声コマンドの競合を解決するために、メ
ディア再生システムが優先順位を適用することを含んでいてもよい。競合する音声コマン
ドはたとえば、あるユーザから受信する曲の再生を命じる音声コマンドと、別のユーザか
ら受信するその曲の再生中止を命じる後続の音声コマンドとであってもよい。あるユーザ
から受信する１又は複数の再生デバイス（たとえば、ＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５
３８）の音量を上げることを命じる音声コマンド、及び別のユーザから受信する音量を下
げることを命じる後続の音声コマンドなど、他の例も可能である。具体的には、メディア
再生システムは登録ユーザ又はホストから再生ゾーンでの曲の再生を命じる音声コマンド
を受信してもよい。次いで、メディア再生システムは未登録ユーザ又はゲストから再生ゾ
ーンでの曲の再生中止を命じる、競合する音声コマンドを受信する場合がある。この競合
を解決するために、メディア再生システムは、登録ユーザから受信した音声コマンドが未
登録ユーザ又はゲストから受信した音声コマンドよりも高い優先度を有するような優先順
位を適用してもよい。
【０２７２】
　ある例では、メディア再生システムは、登録ゲストから受信した音声コマンドが未登録
ゲストから受信した音声コマンドよりも高い優先度を有するような優先順位を割り当てて
もよい。たとえば、ある登録ゲストから受信した音声コマンドが別の登録ゲストよりも高
い優先度を有していてもよい。別の場合には、成人から受信した音声コマンドは子供より
も高い優先度を有していてもよい。
【０２７３】
　さらに別の場合には、メディア再生システムによって受信されたコントローラ発行コマ
ンド（たとえば、メディア再生システムを制御するように構成されたＣＲ５２２又は他の
コンピューティングデバイスから受信されるコマンド、或いは場合によってはコンピュー
ティングデバイス５０６から受信されるコマンド）は登録ユーザよりも低い優先度を有し
ていてもよいが、未登録ユーザ又はゲストよりは高い優先度を有していてもよい。いくつ
かの実施形態では、一部の登録ゲストはコントローラ発行コマンドよりも高い優先度を有
していてもよい。優先順位の決定及び割当てに関する他の例も可能である。
【０２７４】
　メディア再生システムに対する指示を構成した後、いくつかの実施形態では、その指示
を実行させるためにメディア再生システムの１又は複数のＰＢＤにこれを送信してもよい
。いくつかの実施形態では、コンピューティングデバイス５０６はネットワークマイクロ
ホンシステムに指示を送信してもよい。
【０２７５】
　図１５に示す方法１５００は、たとえば図１のメディア再生システム１００、図２の１
又は複数の再生デバイス２００、図３の１又は複数の制御デバイス３００、図４のユーザ
インタフェース、及び／又は図５に示す構成を含むか、或いは包含する動作環境内で実行
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できる方法の実施形態を提示している。方法１５００は、ブロック１５０２～１５０６の
１又は複数によって示しているように、１又は複数の操作、機能、又はアクションを含ん
でいてもよい。
【０２７６】
　方法１５００は、メディア再生システムに対する音声コマンドと関連付けられた起動ワ
ード又は起動フレーズを受信することを含むブロック１５０２で開始される。上述したよ
うに、起動ワード又は起動フレーズは、ユーザプロファイルに格納された特定の言葉又は
フレーズ（たとえば、「ねえ、Ｓｏｎｏｓ」）であってもよい。いくつかの実施形態では
、メディア再生システムは、登録ユーザの音声コマンドと関連付けられた共通の起動ワー
ド又は起動フレーズ（たとえば、「ねえ、Ｓｏｎｏｓ」）を受信してもよい。付加的に又
は代替的に、メディア再生システムは、登録ゲストユーザの音声コマンドと関連付けられ
た共通の起動ワード又は起動フレーズを受信してもよい。場合によっては、登録ユーザが
それぞれ異なる起動ワード又は起動フレーズを有するように、メディア再生システムを構
成してもよい。
【０２７７】
　具体的には、登録ユーザはそれぞれ異なる音声コマンド用に、ユーザ固有の起動ワード
又は起動フレーズを有していてもよい。たとえば、メディア再生システムは、再生キュー
に曲を追加するための起動ワード又は起動フレーズを（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、再
生キューに曲を追加して」、「おいＳｏｎｏｓ、キューに曲を追加して」、及び「曲をア
ルファベット順に」など）受信してもよく、またメディア再生システムの制御を自宅にい
るゲストに許可するためのユーザ固有の起動ワード又は起動フレーズ（たとえば、「ねえ
Ｓｏｎｏｓ、アクセスを開いて」、及び「パーティーの時間だよ」など）をそれぞれ受信
してもよい。
【０２７８】
　次いで、方法１５００は、音声コマンドと関連付けられた起動ワードをメディア再生シ
ステムの登録ユーザから受信したかどうかを判定することを含むブロック１５０４に進む
。いくつかの実施形態では、音声コマンドと関連付けられた起動ワードを登録ユーザから
受信したかどうかを判定することは、方法１４００のブロック１４０４に記載した、音声
コマンドを登録ユーザから受信したかどうかを判定することと同様であってもよい。
【０２７９】
　最後に、方法１５００は、音声コマンドと関連付けられた起動ワードを登録ユーザから
受信したと判定したことに応答して、受信した起動ワードと、音声コマンドの内容と、登
録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、メディア再生システムに対する指
示を構成することを含むブロック１５０６に進む。
【０２８０】
　いくつかの例では、メディア再生システムに対する指示は、登録ユーザ、ゲスト、及び
／又は未登録ユーザから受信した起動ワードと関連付けられた追加の音声コマンドを、メ
ディア再生システムが受信するための時間枠又は時間ウィンドウを開放することを命じる
指示を含んでいてもよい。たとえば、再生キューに曲を追加するための起動ワードを登録
ユーザから受信したと判定したことに応答して、再生キューへの特定の曲の追加を命じる
追加の音声コマンド（たとえば、「マイケル・ジャクソンのスリラーを追加して」）を登
録ユーザが送信できる時間枠（たとえば、５分）をメディア再生システムが開放してもよ
い。
【０２８１】
　別の例では、メディア再生システムの制御をすべてのゲストに許可するための起動ワー
ドを登録ユーザから受信したと判定したことに応答して、メディア再生システムは、自宅
内のすべてのゲストに対して、主として再生キューへの曲の追加、曲の再生、又は音量の
変更などを命じる音声コマンドを、ユーザ定義の若しくはデフォルトの時間枠又は時間ウ
ィンドウにおいて送信することを許可するために時間枠（たとえば、１時間）を開放して
もよい。
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【０２８２】
　次いで、方法１５００は、起動ワードを登録ユーザから受信したと判定したことに応答
して、受信した起動ワード又は起動フレーズと、音声コマンドの内容と、登録ユーザのユ
ーザプロファイル内の情報とに基づいて、その起動ワードが制限設定と関連付けられてい
るかどうかを判定することを含むブロック１５０６に進む。
【０２８３】
　いくつかの例では、メディア再生システムは、登録ユーザ又は登録ゲストユーザのユー
ザプロファイル内の制限設定に基づいて指示を構成してもよい。登録ユーザから受信した
起動ワードは、特定のゲスト用の制限設定と関連付けられていてもよい。たとえば、登録
ユーザ又はホストは、再生ゾーンの１又は複数のＰＢＤ５３２，５３４，５３６，５３８
、及び／又はコンピューティングデバイス５０６を制御することを命じる追加の音声コマ
ンドの送信を、ある時間枠又は時間ウィンドウにおいて登録ゲストに許可する音声コマン
ド（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、リビングの管理者を許可されたゲストに限定して」）
を送信してもよく、その一方で未登録ゲストによる追加の音声コマンドの送信を禁止して
いてもよい。別の場合には、受信した起動ワードは子供用の制限設定と関連付けられてい
てもよい。上記と類似しているが異なる、他の多くの例が可能であり、これらは本明細書
の他の箇所に記載した例を含むが、それらに限定されるものではない。
【０２８４】
　さらに別の例では、登録ユーザから受信した起動ワードは、特定のゲストがある時間枠
又は時間ウィンドウにおいて、メディア再生システムを限定的に制御することを許可する
制限設定と関連付けられていてもよい。参照によりその全体を本明細書に引用している、
「ゲストアクセスによってクラウドソースのプレイリストを提供するための製造者のシス
テム、方法、装置、及び製品（Ｓｙｓｔｅｍｓ，　Ｍｅｔｈｏｄｓ，　Ａｐｐａｒａｔｕ
ｓ，　ａｎｄ　Ａｒｔｉｃｌｅｓ　ｏｆ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ　ｔｏ　Ｐｒｏｖｉｄ
ｅ　ａ　Ｃｒｏｗｄ－Ｓｏｕｒｃｅｄ　Ｐｌａｙｌｉｓｔ　ｗｉｔｈ　Ｇｕｅｓｔ　Ａｃ
ｃｅｓｓ）」と題する米国特許出願公開第２０１３／０３４６８５９号明細書において、
メディア再生システムの限定的な制御に関するいくつかの例がより詳細に提供されている
。
【０２８５】
　起動ワード又は起動フレーズをゲストユーザから受信したと判定したことに応答して、
メディア再生システムは、（ｉ）ゲストユーザと関連付けられた制限設定があるかどうか
を判定し、（ｉｉ）起動ワード又は起動フレーズと、そのゲストユーザに対して割り当て
た制限設定とに基づいて、１又は複数のＰＢＤに対する指示を構成し、且つ（ｉｉｉ）そ
の指示を実行させるために１又は複数のＰＢＤに送信してもよい（たとえば、これによっ
て、起動ワードコマンドと関連付けられた追加の音声コマンドを受信するための時間枠若
しくは時間ウィンドウを開放する）。
【０２８６】
　いくつかの例では、メディア再生システムは１又は複数のＰＢＤ５３２，５３４，５３
６，５３８、及び／又はコンピューティングデバイス５０６を介して、登録ゲストユーザ
から起動ワード又は起動フレーズを受信したことに基づいて作動することを控えてもよく
、この例としては、メディア再生システムが登録ユーザ又はホストから起動ワード若しく
は起動フレーズを含む音声コマンドを既に受信していたり、追加のコマンドを受信するた
めの時間枠又は時間ウィンドウの有効期限が終了していなかったりする場合が挙げられる
。
【０２８７】
　メディア再生システムに対する指示を構成した後、いくつかの例は、その指示を実行さ
せるためにコマンドをメディア再生システムの１又は複数のＰＢＤに送信することを含ん
でいてもよい。いくつかの例では、コンピューティングデバイス５０６は、コマンド又は
コマンド一式をメディア再生システムの１又は複数のＰＢＤに送信してもよい。
【０２８８】
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　場合によっては、メディア再生システムに実行を命じる指示を構成した後、登録ユーザ
又はホストは、その指示と関連付けられた追加の音声コマンドを受信するための時間枠又
は時間ウィンドウを閉じるか、或いは解除してもよい。たとえば、登録ユーザ又はホスト
が、追加の音声コマンドを受信するための時間枠又は時間ウィンドウを１時間開放する起
動ワード又は起動フレーズを用いて音声コマンドを送信した場合、その登録ユーザ又はホ
ストは、１時間の時間枠が終了する前に、その１時間の時間枠又は時間ウィンドウを解除
することを命じる別の音声コマンド（たとえば、「ねえＳｏｎｏｓ、キューへの曲の追加
は完了だよ」）を送信してもよい。上記と類似しているが異なる、他の多くの例が可能で
ある。
【０２８９】
　さらに別の例は、メディア再生システムが、登録ゲストユーザから起動ワード又は起動
フレーズを受信したことに基づいて作動し、次いでメディア再生デバイスが登録ユーザ又
はホストから音声コマンドを受信した場合に、追加の音声コマンドを受信するための時間
枠又は時間ウィンドウをその後閉じるか、或いは解除することを含んでいてもよい。いく
つかの実施形態では、登録ゲストは、時間枠又は時間ウィンドウの有効期限が終了する前
にこれを閉じるか、或いは解除してもよい。他の実施形態では、登録ゲストが子供である
場合、時間枠又は時間ウィンドウの有効期限が終了する前に成人がこれを閉じるか、或い
は解除してもよい。上記と類似しているが異なる、他の多くの例が可能である。
【０２９０】
ＶＩ．音楽配信サービスの選択のための例示的なシステム、装置、及び方法
　本明細書に記載の例は、コマンドに基づいて適切なストリーミングサービス（たとえば
、オーディオトラックをストリーミングする）を識別し、且つこれにアクセスすることに
関する。
【０２９１】
　図１６及び図１７に示す方法１６００並びに１７００は、たとえば図１のメディア再生
システム１００、図２の再生デバイス２００の１又は複数、及び図３の制御デバイス３０
０の１又は複数を含む動作環境内で実行できる方法の実施形態を提示している。方法１６
００及び１７００は、ブロック１６０２～１６１４及び１７０２～１７０８の１又は複数
によって示しているように、１又は複数の操作、機能、又はアクションを含んでいてもよ
い。
【０２９２】
　図１６は、ストリーミング向けの音楽サービスを識別するプロセスに関する例示的なフ
ロー図である。ブロック１６０２において、ＮＭＤ５１２～５１６又はＣＲ５２２は、ス
トリーミングサービスから再生するためのオーディオコンテンツを提供するように指示す
るコマンドの通知を受信してもよい。場合によっては、ＮＭＤ５１２～５１６によって受
信されるコマンドは音声コマンドの形式をとっていてもよく、その一方で、ＣＲ５２２に
よって受信されるコマンドはユーザインタフェース上のテキストコマンド入力であっても
よい。
【０２９３】
　受信されるコマンドは、通常、１又は複数のオーディオコンテンツのタイプに関する情
報を含んでいてもよい。場合によっては、コマンドはアーティスト名、曲名、アルバム名
、又はジャンル名を含んでいてもよい（すなわち「レッド・ツェッペリンの曲を再生して
（ｐｌａｙ　Ｌｅｄ　Ｚｅｐｐｅｌｉｎ）」、「７０年代ロックを再生して」など）。ま
た、コマンドは、コンテンツタイプをさらに詳細に示す接頭辞及び／又は接尾辞タイプの
情報（たとえば、「ベストオブ．．．」、「．．．ラジオ」、及び「．．．プレイリスト
」など）を含んでいてもよい。たとえば、「レッド・ツェッペリンの曲をラジオで再生し
て（ｐｌａｙ　Ｌｅｄ　Ｚｅｐｐｅｌｉｎ　ｒａｄｉｏ）」というコマンドは、特定のア
ーティストの曲をラジオ形式で聴取したいというユーザの願望を示していてもよい。受信
されるコマンドは、コンテンツタイプを示す他の様々な形態の情報も含んでいてもよい。
【０２９４】
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　ブロック１６０２で受信したコマンドに関する通知を様々な方法で処理してもよい。１
つの実装形態では、コマンドの処理をクラウドネットワーク５０２を介して遂行してもよ
い。このような場合、ＮＭＤ５１２～５１６によって受信された音声コマンドは、音声入
力を処理するために通信ネットワーク５４６を介してこれをコンピューティングデバイス
５０４～５０８の１又は複数に送信させてもよい。クラウドコンピューティングデバイス
は音声入力を同等のテキストコマンドに変換し、このテキストコマンドを解析してコマン
ドを識別してもよい。別の構成では、クラウドコンピューティングデバイスは音声入力を
同等のテキスト形式に変換することのみを行い、構文解析及びコマンド識別のために、そ
の同等のテキストを第２のコンピューティングデバイスに送信してもよい。他の場合には
、ＮＭＤ５１２～５１６は、通信ネットワーク５４６を介して音声入力を送信する前にこ
れをテキストに変換するか、又は音声入力のテキスト変換と、コマンド識別のための構文
解析の実行とを両方行ってもよい。ＣＲ５２２がテキストコマンドを受信した場合、構文
解析及びコマンド識別のために、通信ネットワーク５４６を介してテキスト入力をコンピ
ューティングデバイス５０４～５０８の１つに送信してもよい。別の場合には、ＣＲ５２
２がテキスト入力の構文解析を実行して、コマンドを識別してもよい。
【０２９５】
　別の実装形態では、コマンドの処理をローカルネットワークを介してローカルに遂行し
てもよい。このような場合、ＮＭＤ５１２～５１６によって受信された音声コマンドは、
音声入力を処理するためにローカルネットワークを介してこれを１又は複数のローカルコ
ンピューティングデバイスに送信させてもよい。ローカルコンピューティングデバイスは
音声入力を同等のテキストコマンドに変換し、そのテキストコマンドを解析してコマンド
を識別してもよい。別の構成では、ローカルコンピューティングデバイスは音声入力を同
等のテキスト形式に変換することのみを行い、構文解析及びコマンド識別のために、その
同等のテキスト形式を第２のローカルコンピューティングデバイスに送信してもよい。他
の場合には、ＮＭＤ５１２～１６は、ローカルネットワークを介して音声入力を送信する
前にこれをテキストに変換するか、又は音声入力のテキスト変換と、コマンド識別のため
の構文解析の実行とを両方行ってもよい。ＣＲ５２２がテキストコマンドを受信した場合
、構文解析及びコマンド識別のために、ローカルネットワークを介してテキスト入力をロ
ーカルコンピューティングデバイスに送信してもよい。別の場合には、ＣＲ５２２がテキ
スト入力の構文解析を実行して、コマンドを識別してもよい。コマンドを処理するための
他の構成があってもよい。
【０２９６】
　ブロック１６０４において、コンピューティングデバイスはコマンドによって指定され
るコンテンツタイプを識別してもよい。クラウドネットワーク５０２又はローカルネット
ワークを介してローカルに、コンテンツタイプの識別を遂行してもよい。
【０２９７】
　１つの実装形態では、コンピューティングデバイスはコンテンツタイプのロジックを使
用して、コマンド又はコマンドの一部をコンテンツタイプと関連付けてもよい。前述の「
レッド・ツェッペリンの曲をラジオで再生して」の例を使用した場合、コンピューティン
グデバイスはそのコンテンツタイプを「アーティスト又はラジオ局」として識別してもよ
い。別の例では、「エレクトロニック・ダンス・ミュージックの曲を再生して（Ｐｌａｙ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄａｎｃｅ　Ｍｕｓｉｃ）」というコマンドによって、そのコ
ンテンツタイプが「ジャンル」として識別されてもよい。他の様々なコンテンツタイプに
対しても同様の識別を行うことができる。たとえば「ダンスミュージック」などのコマン
ド内のキーワードを入力することによってコンテンツタイプの識別を遂行してもよく、ま
たデータベースは、ジャンルなどのコンテンツタイプに関する通知にそのキーワードをマ
ッピングしてもよい。いくつかの例では、データベースはコンピューティングデバイス又
はネットワークマイクロホンデバイス上にあってもよい。
【０２９８】
　ブロック１６０８においていずれのコンテンツタイプも識別されていないと判定した場
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合、本方法は直ちにブロック１６１４に進んでもよい。ユーザの入力エラー、不十分な音
声入力品質、背景雑音、或いは単にそのようなコンテンツタイプを確認できないなどのい
くつかの理由から、コンテンツタイプを識別できない場合がある。たとえば、不明瞭なア
ーティスト名を示すコマンドのコンテンツタイプは識別できない可能性がある。
【０２９９】
　ブロック１６１４において、コンピューティングデバイスによって「このコンテンツは
利用できない」と示す通知を出力し、且つこれを通信ネットワーク５４６を介してＮＭＤ
５１２～５１６、ＰＢＤ５３２～５３８、又はＣＲ５２２のいずれか又はすべてに送信し
てもよい。利用可能なコンテンツがないという通知を、その後ユーザに聴覚的又は視覚的
に提示してもよい。たとえば、ＮＭＤ及びＰＢＤは可聴通知を出力してもよく、その一方
で、ＣＲが可聴通知及び視覚通知の両方を出力できるようにしてもよい。付加的に又は代
替的に、この通知の送信によってユーザにコマンドを再入力するように促す提案を出力さ
せてもよい。たとえば、この提案は、コンテンツタイプの識別を補助するために、ユーザ
にいくつかの追加の識別特性を指定させるものであってもよい。
【０３００】
　しかしながら、ブロック１６０６においてコンテンツタイプが識別されたと判定した場
合、本方法はブロック１６０８に進み、ブロック１６０４で識別されたコンテンツタイプ
を再生することができるストリーミングサービスを識別してもよい。一般に、個々のスト
リーミングサービスは、提供するオーディオコンテンツのみならずコンテンツの表示方法
に至るまで、他のストリーミングサービスと大きく異なる可能性がある。たとえば、各ス
トリーミングサービスは、特定のアーティスト又はアルバムの音楽コンテンツをストリー
ミングするための比較的独占的な権利を有することができる。別の場合には、Ｐａｎｄｏ
ｒａ（登録商標）などのいくつかのストリーミングサービスがラジオ局形式でしかストリ
ーミング配信できない一方で、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）などの他のサービスは、アー
ティスト、曲、アルバム、又はラジオ局によるオンデマンドの音楽ストリーミング配信が
可能である場合がある。この事実に鑑みて、７０４で識別されたコンテンツタイプをすべ
てのストリーミングサービスがストリーミング配信できるわけではないことが明らかであ
る。
【０３０１】
　たとえば、コンピューティングデバイスは、利用可能なコンテンツのエントリ、及び各
種ストリーミングサービス用に提供する際のそのコンテンツの対応形式を含み得るルック
アップテーブルと、識別されたコンテンツタイプのメタデータとを比較することにより、
適切なストリーミングサービスを識別してもよい。場合によっては、コンピューティング
デバイスは、利用可能なストリーミングサービス全体にクエリを送信してもよい。他の場
合には、コンピューティングデバイスは、利用可能なストリーミングサービスのサブセッ
トのみをクエリしてもよい。そのようなサブセットを、ユーザが登録しているストリーミ
ングサービス、ユーザが最後にストリーミングサービスを使用してからの日数、ストリー
ミングサービスの注目度、及びユーザ設定など含むいくつかの要因それぞれのみに基づい
て、或いはこれらを組み合わせたものに基づいて、コンピューティングデバイスによって
選択してもよい。たとえば、ユーザがＰａｎｄｏｒａ（登録商標）、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登
録商標）、及びＤｅｅｚｅｒ（登録商標）のみに登録している場合、コンピューティング
デバイスはこれらのストリーミングサービスのみをクエリして、適切なサービスを決定し
てもよい。
【０３０２】
　このようなルックアップテーブルをコンピューティングデバイスのメモリに、又はコン
ピューティングデバイスや音楽サービス上などの外部の場所に格納してもよい。様々なル
ックアップテーブルが各種音楽サービスの間に配布され得る場合、コンピューティングデ
バイスは適合するサービスを検出するために、各音楽サービスを同時に又は順次クエリし
てもよい。適切なストリーミングサービスを識別する他の方法が可能である。
【０３０３】
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　１つの実装形態では、ブロック１６０８においてストリーミングサービスを識別するこ
とは、ユーザが登録しているストリーミングサービスにおいて現在利用可能な再生容量を
決定することをさらに含んでいてもよい。一般に、いくつかのストリーミングサービスは
、任意の所与の時間に登録アカウントで利用可能となるアクティブなストリームの数を制
限している可能性がある。たとえば、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）は登録アカウントごと
に１つのアクティブなストリームのみを許可し得る。たとえば、コンピューティングデバ
イスは、ユーザが登録しているサービスに使用状況（すなわち、アクティブなストリーム
がいくつあるか）をクエリし、次いでその使用状況を制限データ容量と比較することによ
って（すなわち、Ｓｐｏｔｉｆｙは１つのアクティブなストリームのみ）、現在利用可能
な再生容量を決定してもよい。別の例では、クエリに応答してストリームが利用可能かど
うかを示すために、ストリーミングサービスはバイナリ値を出力してもよい。利用可能な
再生容量を他の方法で決定してもよい。
【０３０４】
　本実装形態では、コンピューティングデバイスはブロック１６０８において、コマンド
によって指定されたコンテンツタイプをサポートしているものとして登録中のサービスを
識別し、さらにその登録中のサービスには利用可能なストリームが存在しないと判定して
もよい。たとえば、あるユーザとその配偶者双方がＳｐｏｔｉｆｙ（登録商標）のアカウ
ントを共有しており、ジムにいる配偶者のスマートフォンデバイスに音楽がストリーミン
グ配信されている場合において、そのユーザが「アイ・オブ・ザ・タイガーを再生して（
Ｐｌａｙ　Ｅｙｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｔｉｇｅｒ）」というコマンドを発するとき、コンピ
ューティングデバイスは、その曲を再生できるものとしてＳｐｏｔｉｆｙ（登録商標）を
識別し、同時にストリームが利用不可能であると判定してもよい。このような場合、コン
ピューティングデバイスにそのコンテンツタイプをサポートすることができる、Ａｐｐｌ
ｅ　Ｍｕｓｉｃ（登録商標）などの別のストリーミングサービスを識別させてもよい。
【０３０５】
　別の場合には、コンピューティングデバイスが、そのコンテンツタイプをサポートする
ことができる別のストリーミングサービスを識別できないことがある。これは、たとえば
ユーザが１つのストリーミングサービスによって独占的に提供されるコンテンツを要求し
たときに、コンピューティングデバイスがストリーミングサービスのサブセットのみを考
慮する場合などに主として起こり得る。このような場合、コンピューティングデバイスは
、そのコマンドに対応するコンテンツを提供するにあたり使用するべく、現在アクティブ
なストリームを「盗用する」ようにする可能性がある。前述の例を使用すると、他のいず
れのストリーミングサービスも「アイ・オブ・ザ・タイガー」をサポートできない場合、
ジムにいる配偶者へのストリーム配信をキャンセルして、これをユーザ自身に提供するこ
とができる。
【０３０６】
　たとえば、ブロック１６１０において識別されたコンテンツタイプをサポートできるも
のとしてある利用可能なストリーミングサービスが識別された場合、本プロセスはブロッ
ク１６１２に進み、ＰＢＤ５３２～５３８における任意の組み合わせにオーディオコンテ
ンツを再生させてもよい。当該音楽サービスに対しては、たとえばサービスＡＰＩにコン
テンツをクエリし、且つそのコンテンツをストリーミングすることによってアクセスして
もよい。ＰＢＤ５３２～５３８又はコンピューティングデバイス５０４～５０６のいずれ
かからの要求に応じて、コンピューティングデバイス５０８から直接、或いは音楽ストリ
ーミングサービスと関連付けられた他の各種コンピューティングデバイスからＰＢＤ５３
２～５３８に対して直接、オーディオコンテンツをストリーミングしてもよい。ストリー
ミングメディアコンテンツの再生を開始し、且つこれをもたらす他の方法も存在する。
【０３０７】
　別の場合には、ブロック７１０において識別されたストリーミングサービスが現在利用
可能でない場合（すなわち、アプリケーションがインストールされておらず、ユーザが登
録されていない）、コンピューティングデバイスは７１４で、音楽サービスを使用可能に
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する一連の行動を提案することに関して、通知の出力を行ってもよい。ＮＭＤ５１２～５
１６、ＰＢＤ５３２～５３８、又はＣＲ５２２の任意の組み合わせにこの通知を送信して
もよく、また、これによって当該コンテンツタイプをサポートできる識別された音楽サー
ビスを示すような聴覚的及び／又は視覚的提案を行ってもよく、及び／又はその音楽サー
ビスへの登録方法、ダウンロード方法、或いはその利用方法などに関する指示を提示して
もよい。
【０３０８】
　図１７は、図１６のブロック１６１０及び１６１２における音楽ストリーミングサービ
スを識別するための例示的なプロセスに関する別の例示的なフロー図である。ブロック１
７０２において、コンピューティングデバイスは、コマンドによって識別されたコンテン
ツタイプに少なくとも一部基づいて、ストリーミングサービスに対して信頼性メトリック
又はメトリクスを決定させてもよい。一般に、信頼性メトリックは、ストリーミングサー
ビス又は複数のストリーミングサービスに対して算出される数値又はパーセント値（たと
えば１～１００）であり得る。このような信頼性メトリックは、ストリーミングオーディ
オを提供する特定の音楽サービスを選択することが、ユーザに所望のコンテンツを提供す
る結果をもたらす可能性を反映し得る。たとえば、数値が高くなるほどより高い信頼性レ
ベルの適合性を示している場合、「８０」の信頼性メトリックを割り当てられたストリー
ミングサービスは、信頼性メトリックが「４５」のストリーミングサービスよりもコンテ
ンツの提供に適している可能性がある。
【０３０９】
　ストリーミングサービスに対して算出される信頼性メトリックは、コンテンツタイプ、
再生容量、使用履歴、外部データなどのいくつかの基準に基づいていてもよい。このよう
な基準を様々なデータ型によって構成していてもよく、且つこれをＮＭＤ、ＣＲ、ＰＢＤ
、コンピューティングデバイス、音楽サービス、及び外部の各種ソースなどの様々なソー
スから取得してもよい。このデータを集約して、コンピューティングデバイス５０４又は
５０６と関連付けられたデータベースなどの中央の場所に、又は分散する形式で格納して
もよい。
【０３１０】
　たとえば、信頼性メトリックにおいて、コマンドによって指定されるコンテンツタイプ
をサポートするストリーミングサービスの適合性を考慮してもよい。コンテンツタイプを
提供する各種ストリーミングサービスの適合性を決定することは、識別されたコンテンツ
タイプに関連するメタデータをルックアップテーブルにマッピングすること、又は各種音
楽サービスのテーブルをクエリすること、一致するフィールド数に値を割り当てることを
含んでいてもよい。１つの例として、「ジャクソン５のプレイリストを再生する（ｐｌａ
ｙ　Ｊａｃｋｓｏｎ　５　ｐｌａｙｌｉｓｔ）」ことを指定するコマンドは、「アーティ
スト又はプレイリスト」というコンテンツタイプを有していてもよい。このような場合、
Ｐａｎｄｏｒａ（登録商標）及びＳｐｏｔｉｆｙ（登録商標）などの２つのストリーミン
グサービスにおけるルックアップテーブルは、双方がアーティストフィールドにおいてジ
ャクソン５への参照を含んでいる可能性がある。ただし、Ｐａｎｄｏｒａ（登録商標）は
そのコンテンツタイプのプレイリストをサポートしていないため、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録
商標）のみがＪａｃｋｓｏｎ５を識別するプレイリストフィールドを含んでいる可能性が
ある。そのような場合、Ｐａｎｄｏｒａ（登録商標）にはコンテンツタイプ値「２」が与
えられ、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）には値「１」が与えられる。
【０３１１】
　付加的に、又は代替的に、フィールドマッチングの強度を採用してもよい。前述の例を
使用して、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）のサービスがジャクソン５に対応するアーティス
トフィールドを含まないが、音楽メタデータを利用してコンピューティングデバイスによ
ってジャクソン５の元メンバーであると識別され得るマイケル・ジャクソンのアーティス
トエントリを有していると仮定する。このような場合、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）のサ
ービスのアーティストフィールドに０の値が与えられるのではなく、このサービスには１
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未満の調整値が与えられてもよい。ストリーミングサービスのコンテンツタイプの適合性
値を決定する上で、他の形態も可能である。
【０３１２】
　別の場合には、様々な形態の使用履歴データの一部において信頼性メトリックを算出し
てもよい。様々な履歴データ型をＮＭＤ、ＣＲ、ＰＢＤ、コンピューティングデバイス、
音楽サービス、及び外部の各種ソースなどの様々なソースから取得してもよい。このデー
タを集約して、コンピューティングデバイス５０４又は５０６と関連付けられたデータベ
ースなどの中央の場所に、又は分散する形式で格納してもよい。
【０３１３】
　たとえば、使用状況データは、ユーザが所与のストリーミングサービスにアクセスする
頻度を示している可能性がある。別の例として、使用状況データは、１日のうちで何時間
、１週間のうちで何日間、且つ１年のうちで何カ月間にわたって通常そのサービスをユー
ザが使用しているかを識別するための時間ベースのデータを含んでいてもよい。たとえば
、ユーザは午前中にｉＨｅａｒｔＲａｄｉｏ（登録商標）を聴取し、夜になるとＴｉｄａ
ｌ（登録商標）を聴取することを好む場合がある。別の例として、このような使用状況デ
ータは、マルチゾーン環境においてゾーンごとにストリーミングサービスに関するユーザ
嗜好性を示している場合がある。たとえば、ユーザが浴室ゾーンで９０％の確率でＳｐｏ
ｔｉｆｙ（登録商標）にアクセスし、リビングエリアのゾーンで８０％の確率でＤｅｅｚ
ｅｒ（登録商標）にアクセスしている場合、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）とＤｅｅｚｅｒ
（登録商標）とに対応する信頼性メトリックは、ユーザがどのゾーンでオーディオをスト
リーミングしようとしているかに依存して、大きく異なる可能性がある。このような場合
、ユーザが浴室で音楽を聴取することを望む場合、Ｓｐｏｔｉｆｙ（登録商標）がはるか
に良い選択肢となり得る。他の様々なタイプの使用履歴データも同様に存在し得る。
【０３１４】
　また、「外部の」各種データ型に基づいて、一部信頼性メトリックを決定してもよい。
このようなデータは、地理的な位置、人口統計データなどを主として取り入れることがで
きるマクロタイプのデータを含んでいてもよい。たとえば、そのようなマクロデータは、
世界中で一部の地域又はある国の地域で特定のストリーミングサービスが利用可能でなく
、且つ不評であることを示す場合があり、これにより、信頼性メトリックが低下する可能
性がある。そのような場合、そのストリーミングサービスの信頼性メトリックは地理的な
位置に依存して変化する可能性がある。「外部」データの型にはさらに気象データが含ま
れていてもよく、これにより、たとえば涼しく乾燥した夏の晩にパティオでＳｐｏｔｉｆ
ｙ（登録商標）を聴取するなど、あるユーザ嗜好性を取り入れることができる。さらに、
休日や、このような特定の日に通常ストリーミング配信される音楽サービスを識別するも
のとして、カレンダデータを考慮に入れてもよい。他の形式の外部データも存在し得る。
【０３１５】
　さらに、様々な基準を組み合わせて、所与のストリーミングサービスの信頼性メトリッ
クを決定することも可能である。たとえば、あるユーザはリビングルームでＰａｎｄｏｒ
ａ（登録商標）を使用して多種多様なクラシック音楽を聴取することを好むが、寝室では
専らＡｐｐｌｅＭｕｓｉｃ（登録商標）を使用して好きなアーティストのフルアルバムを
聴取する場合がある。このような場合、特定の音楽サービスの信頼性メトリックを決定す
るために、コンテンツタイプ（ジャンルやアーティスト）を特定の音楽サービスの利用場
所に関するユーザ履歴と組み合わせてもよい。他の多くの組み合わせが存在し得る。
【０３１６】
　コンピュータ実装アルゴリズムは、上記の基準をストリーミングサービスの信頼性メト
リックにマッピングすることができる。たとえば、信頼性メトリックを出力するテーブル
に１又は複数の基準をマッピングすることができる。いくつかの実施形態では、このアル
ゴリズムはコンテンツタイプ、使用履歴、及び／又は「外部データ」などの様々な基準の
重み付けを含んでいてもよい。このアルゴリズムは、相対的重要度に基づいて様々な基準
に異なる重みを割り当ててもよい。たとえば、ユーザ嗜好性をより影響力があるものと見
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なしてもよく、またこれに対して、人口統計データよりも多く重み付けを与えてもよい。
データの重み付けをシステムによって、又はユーザ設定によって定義してもよく、或いは
これはユーザのフィードバックに基づいて動的に調整可能であってもよい。重み付けされ
たデータの各々をテーブルにマッピングしてもよく、これらをたとえば、信頼性メトリッ
クに対してマッピングし、次いでこれらを組み合わせて、全体として音楽サービスのため
の集約された信頼性メトリックを形成してもよい。
【０３１７】
　ブロック１７０４において、コンピューティングデバイス５０４又は５０６は、所与の
ストリーミングサービスが信頼性条件を満たしているかどうかを判定してもよい。この信
頼性条件をいくつかの方法で満たすことができる。たとえば、所与のストリーミングサー
ビスの信頼性メトリックがある信頼性レベル閾値を超えた場合、その信頼性条件を満たす
ことができ、この信頼性レベル閾値はデフォルトのシステム設定値であるか、又はユーザ
によって調整可能であってもよい。たとえば、閾値信頼性レベルが８０である状況で、３
つの信頼性メトリックをＳｅｒｖｉｃｅ１＝８５、Ｓｅｒｖｉｃｅ２＝８３、Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ３＝２５のように算出した場合、（ブロック１６１４に関連して上述したように）ブ
ロック１７０６においてＳｅｒｖｉｃｅ１がストリーミングのために出力されるか、又は
ユーザに提案されることになり得る。
【０３１８】
　別の場合には、（１）そのストリーミングサービスにおいて算出される信頼性メトリッ
クが閾値信頼性レベルを超えており、且つ（２）算出される２つの最高信頼性メトリック
が互いに閾値範囲内にないときにのみ、信頼性条件が満たされ得る。たとえば、すぐ上で
述べた事例で信頼性レベルの範囲が３であった場合、Ｓｅｒｖｉｃｅ１及びＳｅｒｖｉｃ
ｅ２の信頼性メトリックに起因して、信頼性条件は満たされないことになる。この信頼性
条件には、付加的に又は代替的に、他の様々なルールを引用してもよい。
【０３１９】
　ブロック１７０８において信頼性条件が満たされていないと判定した場合、コンピュー
ティングデバイス５０４又は５０６のいずれかによってブロック１７０８においてエラー
状態をトリガしてもよい。エラー状態は、１６１６に関連して述べたように、コンテンツ
が利用不可能であるという通知を出力するなど、特定のイベントが生じるようにトリガし
てもよい。別の場合には、エラー状態をトリガすることにより、コンテンツをデフォルト
のストリーミングサービス又は好みのパートナーサービスを介してストリーミング配信さ
せてもよい。さらに別の場合には、このエラー状態により、コンピューティングデバイス
がＮＭＤ５１２～５１６、ＰＢＤ５３２～５３８、又はＣＲ５２２のうちの１つ又はすべ
てに対して指示を出力して、既に受信したコマンドに関してさらなる情報を取得するよう
に促す指示又はクエリを聴覚的若しくは視覚的に提示させるようにしてもよい。
【０３２０】
　たとえば、ユーザはアーティスト又はアルバムなどの追加のコンテンツタイプを指定す
るように指示されてもよい。たとえば、最初のコマンドが「ラジオ局を再生して（Ｐｌａ
ｙ　ｒａｄｉｏ　ｓｔａｔｉｏｎ）」であった場合、ユーザは「ジャンルを指定してくだ
さい（Ｐｌｅａｓｅ　ｐｒｏｖｉｄｅ　ｇｅｎｒｅ）」と指示されてもよい。
【０３２１】
　別の場合には、ユーザは、最初のコマンドの調整を促進し、これによって各種ストリー
ミングサービスの信頼性メトリックの調整を促進するような質問又は一連の質問を受けて
もよい。たとえば、最初のコマンドが「エレクトロニック（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ）」と
いう広範なジャンルを対象とした場合、ユーザは「ドラムとベース（Ｄｒｕｍ　ａｎｄ　
Ｂａｓｓ）」又は「トランス（Ｔｒａｎｃｅ）」などの特定のサブジャンルを好むかどう
か質問されてもよい。付加的に又は代替的に、ユーザがどのサブジャンルの聴取を望んで
いるかを推定するために、ユーザは「何をしていますか？（Ｗｈａｔ　ａｒｅ　ｙｏｕ　
ｄｏｉｎｇ？）」や「気分はいかがですか？（Ｈｏｗ　ｄｏ　ｙｏｕ　ｆｅｅｌ？）」な
どの音楽に無関係な質問を受けることもある。たとえば、ユーザが前述の質問に対して「
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読書中（Ｒｅａｄｉｎｇ）」及び／又は「くつろいでいる（Ｒｅｌａｘｅｄ）」と回答し
た場合、ユーザはサブジャンルのトランスの聴取を望んでいると推定され得る。クエリに
関して、他の様々な例が可能である。
【０３２２】
　指示又は質問に対するユーザの応答は、ＮＭＤによって受信される音声入力又はＣＲの
グラフィカルインタフェースを介したテキスト入力の形式をとっていてもよい。このユー
ザの応答によってプロセス１６００が繰り返され、その結果として信頼性条件が満たされ
るか、或いは別途エラー状態がトリガされることになる。
【０３２３】
ＶＩＩ．さらに別の例示的な特徴
　（特徴１）少なくとも１つの再生デバイスと、マイクロホンデバイスを備えるネットワ
ークデバイスとを備える再生システムのための方法であって、再生デバイスを設置した周
辺環境の音響特性を取得するステップ、前記再生デバイスの周辺環境内にあるネットワー
クマイクロホンデバイスを識別するステップ、前記音響特性を前記ネットワークマイクロ
ホンデバイスに提供するステップ、前記ネットワークマイクロホンデバイスが受信した音
声入力に、前記ネットワークマイクロホンデバイスによって前記音響特性を適用するステ
ップを含む、方法。
【０３２４】
　（特徴２）前記再生デバイスによって前記周辺環境内で再生中のオーディオコンテンツ
を前記ネットワークマイクロホンデバイスに提供するステップ、前記ネットワークマイク
ロホンデバイスが受信した前記音声入力に、前記提供されたオーディオコンテンツを前記
マイクロホンデバイスによって適用するステップをさらに含む、特徴１に記載の方法。
【０３２５】
　（特徴３）前記識別されたネットワークマイクロホンデバイスは、前記再生デバイスと
結合されている及び前記再生デバイスと同じゾーン内にあるのうちの少なくとも一方であ
る、特徴１又は２に記載の方法。
【０３２６】
　（特徴４）前記マイクロホンデバイスに前記音響特性を送信する前記再生デバイスは、
前記メディア再生システムの複数の前記再生デバイスのうちで前記マイクロホンデバイス
の直近にある再生デバイスである、特徴１から３のいずれか一項に記載の方法。
【０３２７】
　（特徴５）前記ネットワークマイクロホンデバイスから、前記音声入力の方向を示す通
知を受信するステップ、前記受信した前記音声入力の方向を示す通知に基づいて、前記再
生デバイスによって再生されるオーディオコンテンツの指向性を調整するステップをさら
に含む、特徴１から４のいずれか一項に記載の方法。
【０３２８】
　（特徴６）前記ネットワークマイクロホンデバイスに自身が受信した音声入力に対して
前記音響特性を適用させることは、前記受信した音声入力に適用される前記音響特性基づ
いて、前記再生デバイスにフィルタを適用させることを含む、特徴１から５のいずれか一
項に記載の方法。
【０３２９】
　（特徴７）前記周辺環境の音響特性は、１又は複数の前記再生デバイスが１又は複数の
トーンを出力し、前記ネットワークデバイスの前記マイクロホンが前記１又は複数の再生
デバイスによって出力された前記トーンを受信し、及び前記受信したトーンを解析して、
前記周辺環境の音響特性を決定するようなキャリブレーション段階において取得されてい
る、特徴１から６のいずれか一項に記載の方法。
【０３３０】
　（特徴８）前記マイクロホンデバイスに前記音響特性を提供するステップは、前記マイ
クロホンデバイスに前記音響特性をメッセージとして送信すること、前記マイクロホンデ
バイスに前記音響特性へのアクセスを提供することのうちの一方を含む、特徴１から７の
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いずれか一項に記載の方法。
【０３３１】
　（特徴９）実行されると、特徴１から８のいずれか一項に係る方法をプロセッサに実行
させる、前記プロセッサによって実行するための命令を備える、コンピュータ可読記憶媒
体。
【０３３２】
　（特徴１０）少なくとも１つの再生デバイスと、マイクロホンデバイスを備えるネット
ワークデバイスとを備えるメディア再生システムであって、特徴１から９のいずれか一項
に記載の方法を実行するように構成されている、メディア再生システム。
【０３３３】
　（特徴１１）コンピューティングデバイスのための方法であって、コマンドワード、１
又は複数のメディア変数のインスタンス、及び１又は複数のゾーン変数のインスタンスを
含む音声入力を受信するステップ、前記コマンドワードに対応するメディア再生システム
コマンドを決定するステップ、前記１又は複数のメディア変数のインスタンスに対応する
メディアコンテンツを識別するステップ、前記メディア再生システムに、前記１又は複数
のゾーン変数のインスタンスに基づいて、前記メディアコンテンツに対して前記メディア
再生システムコマンドを実行させるステップを含む、方法。
【０３３４】
　（特徴１２）前記メディア再生システムコマンドが前記コマンドワードに対応している
と決定する前に、前記音声入力が音楽制御に対応していると判定することを含み、前記コ
マンドワードに対応する前記メディア再生システムコマンドは、音楽制御に対応する利用
可能なコマンドに基づいて決定される、ことをさらに含む、特徴１１に記載の方法。
【０３３５】
　（特徴１３）前記識別されたメディアコンテンツから１又は複数のメディアアイテムを
決定するステップ、前記１又は複数のメディアアイテムのネットワーク記憶場所を示す識
別子を送信するステップをさらに含む、特徴１１又は１２に記載の方法。
【０３３６】
　（特徴１４）前記コマンドワードが第１の位置にあることに基づいて、前記音声入力に
おいて前記コマンドワードを識別するステップ、前記１又は複数のメディア変数のインス
タンスが第２の位置にあることに基づいて、前記音声入力において前記１又は複数のメデ
ィア変数のインスタンスを識別するステップ、前記１又は複数のゾーン変数のインスタン
スが第３の位置にあることに基づいて、前記音声入力において前記１又は複数のゾーン変
数のインスタンスを識別するステップをさらに含む、特徴１１から１３のいずれか一項に
記載の方法。
【０３３７】
　（特徴１５）前記コマンドワードに対応する前記メディア再生システムコマンドを決定
するステップは、前記コマンドワードに対応するインテントを決定すること、前記インテ
ントに対応する前記メディア再生システムコマンドを決定することを含む、特徴１１から
１４のいずれか一項に記載の方法。
【０３３８】
　（特徴１６）前記受信した音声入力における１又は複数のゾーン変数のインスタンスは
、メディア再生システムの１又は複数のゾーンであって、前記１又は複数のゾーンは１又
は複数の再生デバイスを備える、ゾーンを示している、特徴１１から１５のいずれか一項
に記載の方法。
【０３３９】
　（特徴１７）前記メディア再生システムに、前記メディアコンテンツに対して前記メデ
ィア再生システムコマンドを実行させるステップは、前記メディア再生システムコマンド
と、前記１又は複数のメディア変数のインスタンスに対応しているメディアコンテンツを
識別するメディア情報と、前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスに対応している１
又は複数のゾーン識別子とを識別するコマンド情報を含むメッセージを、前記コンピュー
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ティングデバイスから前記メディア再生システムに送信することを含む、特徴１１から１
６のいずれか一項に記載の方法。
【０３４０】
　（特徴１８）コンピューティングデバイスの１又は複数のプロセッサによって実行され
ると、特徴１１から１７のいずれか一項に記載の方法を前記コンピューティングデバイス
に実行させる命令を格納している、有形の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【０３４１】
　（特徴１９）コンピューティングデバイスであって、１又は複数プロセッサと、前記１
又は複数のプロセッサによって実行されると、特徴１１から１７のいずれか一項に記載の
方法を前記コンピューティングデバイスに実行させる命令を格納しているメモリとを備え
る、コンピューティングデバイス。
【０３４２】
　（特徴２０）メディア再生システムに対する音声コマンドを受信するステップ、前記音
声コマンドを前記メディア再生システムの登録ユーザから受信したかどうかを判定するス
テップ、前記音声コマンドを登録ユーザから受信した場合に、前記音声コマンドの内容と
前記登録ユーザのユーザプロファイル内の情報とに基づいて、前記メディア再生システム
に対する指示を構成するステップを含む、方法。
【０３４３】
　（特徴２１）前記メディア再生システムの１又は複数の再生デバイスに前記指示を送信
することをさらに含む、特徴２０に記載の方法。
【０３４４】
　（特徴２３）前記音声コマンドは、前記メディア再生システムにメディアコンテンツの
再生を命じるコマンドである、特徴２１又は２２に記載の方法。
【０３４５】
　（特徴２４）前記構成した指示は、前記登録ユーザの好みのメディアソースから前記メ
ディアコンテンツを取得するように前記メディア再生システムに指示する、特徴２３に記
載の方法。
【０３４６】
　（特徴２５）前記構成した指示により、前記メディア再生システムは、前記メディア再
生システムの１又は複数のメディア再生デバイスを介して前記メディアコンテンツを再生
する、特徴２３に記載の方法。
【０３４７】
　（特徴２６）前記構成した指示は、前記登録ユーザの好みの再生設定の１つ又は複数を
用いて前記メディア再生システムを構成し、及び前記メディア再生システムを介し、前記
登録ユーザの好みの再生設定を用いて前記メディア再生システムに前記メディアコンテン
ツを再生させる指示を含む、特徴２３に記載の方法。
【０３４８】
　（特徴２７）前記登録ユーザの好みの再生設定は、好みの再生音量及び好みのオーディ
オイコライゼーションの設定のうちの１又は複数を含む、特徴２６に記載の方法。
【０３４９】
　（特徴２８）前記音声コマンドは、前記メディア再生システムに再生設定の変更を命じ
るコマンドであり、前記構成した指示により、前記メディア再生システムは、前記メディ
ア再生システムにおける１又は複数のメディア再生デバイスの再生設定を変更する、特徴
２１又は２２に記載の方法。
【０３５０】
　（特徴２９）前記音声コマンドを登録ユーザから受信しなかった場合に、前記音声コマ
ンドをゲストユーザから受信したかどうかを判定するステップ、前記音声コマンドをゲス
トユーザから受信した場合に、前記ゲストユーザに対して制限設定を割り当てるステップ
、前記音声コマンドの内容と前記ゲストユーザに対して割り当てた前記制限設定とに基づ
いて、前記メディア再生システムに対する指示を構成するステップ、前記指示を前記メデ
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ィア再生システムに送信するステップをさらに含む、特徴２０から２８のいずれか一項に
記載の方法。
【０３５１】
　（特徴３０）前記メディア再生システムは再生ネットワークと、１又は複数の再生デバ
イスとを備える、特徴２０から２９のいずれか一項に記載の方法。
【０３５２】
　（特徴３１）前記音声コマンドを登録ユーザから受信しなかった場合に、前記音声コマ
ンドを無視することをさらに含む、特徴２０から３０のいずれか一項に記載の方法。
【０３５３】
　（特徴３２）１又は複数のプロセッサによって実行されると、特徴２０から３１のいず
れか一項に係る方法をコンピューティングデバイスに実行させる命令をエンコードしてい
る、有形の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【０３５４】
　（特徴３３）１又は複数のプロセッサと、特徴３２に係る有形の非一時的なコンピュー
タ可読媒体とを備える、メディア再生システム。
【０３５５】
　（特徴３４）コンテンツに関する通知を受信するステップ、前記受信した通知に基づい
て少なくとも１つのコンテンツタイプを識別するステップ、前記少なくとも１つのコンテ
ンツタイプをサポートしている少なくとも１つの音楽サービスを、複数の音楽サービスの
中から決定するステップ、前記少なくとも１つの音楽サービスが前記少なくとも１つのコ
ンテンツタイプをサポートしていることに基づいて、前記コンテンツタイプと関連付けら
れたオーディオコンテンツを前記少なくとも１つの音楽サービスに送信させるステップを
含む、方法。
【０３５６】
　（特徴３５）前記コンテンツに関する通知をネットワークマイクロホンデバイスを介し
て受信する、特徴３４に記載の方法。
【０３５７】
　（特徴３６）前記少なくとも１つの音楽サービスを決定するステップは、前記複数の音
楽サービスの中から決定した前記少なくとも１つの音楽サービスに対応する信頼性メトリ
ックを決定することを含む、特徴３４又は３５に記載の方法。
【０３５８】
　（特徴３７）前記少なくとも１つの音楽サービスを決定するステップは、信頼性レベル
の条件が満たされているかどうかを判定することを含む、特徴３４又は３５に記載の方法
。
【０３５９】
　（特徴３８）前記信頼性メトリックは、前記複数の音楽サービスの中のある音楽サービ
スへのアクセス履歴に基づいている、特徴３７に記載の方法。
【０３６０】
　（特徴３９）前記信頼性メトリックは、前記特定の音楽サービスの特定の利用場所にさ
らに基づいている、特徴３８に記載の方法。
【０３６１】
　（特徴４０）コンテンツに関する第２の通知を受信するステップ、前記受信した通知に
基づいて少なくとも１つのコンテンツタイプを識別するステップ、前記複数の音楽サービ
スの中のいずれの音楽サービスも前記少なくとも１つのコンテンツタイプをサポートして
いないと判定するステップ、エラー状態がトリガされるようにするステップをさらに含む
、特徴３４から３９のいずれか一項に記載の方法。
【０３６２】
　（特徴４１）前記コンテンツタイプはアーティスト、ジャンル、曲、アルバム、及びラ
ジオ局からなる群より選択される、特徴３４から４０のいずれかに一項に記載の方法。
【０３６３】
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　（特徴４２）前記少なくとも１つの音楽サービスを決定するステップは、前記複数のス
トリーミングサービス用に利用可能なコンテンツのエントリを含むルックアップテーブル
にアクセスすることを含む、特徴３４から４１のいずれか一項に記載の方法。
【０３６４】
　（特徴４３）前記複数の音楽サービスの中から、前記ユーザが登録している音楽サービ
スのみをクエリすることをさらに含む、特徴３４から４２のいずれか一項に記載の方法。
【０３６５】
　（特徴４４）前記コンテンツタイプを識別した後に、前記コンテンツに関する最初の通
知で指定された前記コンテンツタイプをさらに特定するための１又は複数の質問を前記ユ
ーザに対して行うステップ、より具体的なコンテンツタイプを示すようなさらに別のユー
ザ入力を受信するステップ、前記より具体的なコンテンツタイプに基づいて１又は複数の
音楽サービスを決定するステップをさらに含む、特徴３４から４３のいずれか一項に記載
の方法。
【０３６６】
　（特徴４５）ネットワークを介して複数のネットワークデバイスと通信するように構成
されたネットワークインタフェースと、プロセッサであって、実行されると、特徴３４か
ら４４のいずれか一項に係る方法を前記プロセッサに実行させる命令を備える、プロセッ
サとを備える、ネットワークデバイス。
【０３６７】
　（特徴４６）実行されると、特徴３４から４４のいずれか一項に係る方法をプロセッサ
に実行させる、前記プロセッサによって実行するための命令を備える、コンピュータ可読
記憶媒体。
【０３６８】
ＶＩ．結論
　本明細書は、様々な例示のシステム、方法、装置、および製品などを開示しており、そ
れらは、他のコンポーネントの中で、ハードウェア上で実行されるファームウェアおよび
／又はソフトウェアを含む。そのような例は、単なる例示であり、限定されるものとみな
すべきではないと理解される。例えば、これらのファームウェア、ハードウェア、および
／又はソフトウェアの態様又はコンポーネントのいくつか又はすべてが、専らハードウェ
アに、専らソフトウェアに、専らファームウェアに、又はハードウェア、ソフトウェア、
および／又はファームウェアの任意の組み合わせを実施することができることが意図され
ている。したがって、提供されているそれらの例は、それらのシステム、方法、装置、お
よび／又は生産物を実施する唯一の方法ではない。
【０３６９】
　本明細書に開示した方法及び他のプロセスは、１又は複数の操作、機能、又はアクショ
ンを含んでいてもよい。ブロックを順番に図示しているが、これらのブロックを同時に、
及び／又は本明細書に記載の順序とは異なる順序で実行してもよい。また、様々なブロッ
クをより少数のブロックにまとめるか、ブロックを追加のブロックに分割するか、及び／
又は所望の実装形態に基づいてこれらを除去してもよい。
【０３７０】
　さらに、本明細書に開示した本方法及び他のプロセス及び方法について、フローチャー
トは、本実施形態で想定される１つの実装形態における機能と動作とを示している。この
点において、各ブロックは、プロセス内の特定の論理機能又は工程を実施するためにプロ
セッサによって実行可能な１又は複数の命令を含むモジュール、セグメント、又はプログ
ラムコードの一部を表していてもよい。このプログラムコードを、たとえばディスク又は
ハードドライブを含む記憶装置などの、任意のタイプのコンピュータ可読媒体に格納して
もよい。このコンピュータ可読媒体として、たとえばレジスタメモリ、プロセッサキャッ
シュ及びランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のようにデータを短期間記憶するコンピュー
タ可読媒体などの、非一時的なコンピュータ可読媒体を挙げることができる。このコンピ
ュータ可読媒体にはまた、たとえば読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、光学ディスク又は磁気
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ディスク、コンパクトディスク読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）のように二次的な、又
は永続的な長期記憶装置などの非一時的な媒体が含まれていてもよい。コンピュータ可読
媒体はまた、他の任意の揮発性又は不揮発性の記憶システムであってもよい。コンピュー
タ可読媒体を、たとえば、コンピュータ可読記憶媒体又は有形の記憶装置と考えてもよい
。また、図中の各ブロックは、プロセス内の特定の論理機能を実施するために有線接続さ
れた回路を表していてもよい。
【０３７１】
　更に、本明細書において「実施形態」は、実施形態に関連して述べられた特定の特徴、
構造、又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施例に含まれ得ることを示している。本
明細書の様々な場所でこの語句が用いられているが、すべてが同じ実施形態を言及するも
のではなく、又、他の実施形態を除いた別個の実施形態又は代替の実施形態でもない。こ
のように、本明細書で述べられた実施形態は、明示的におよび暗黙的に、当業者によって
、他の実施形態と組み合わせることができることが理解される。
【０３７２】
　本明細書は、例示的な環境、システム、手順、ステップ、論理ブロック、処理、および
他のシンボル表現に関して広く示されており、それらは直接又は間接的にネットワークに
接続されるデータ処理デバイスの動作に類似するものである。これらの処理説明および表
現は、一般的に当業者によって使用され、それらの仕事の内容を他の当業者に最も効率良
く伝えることができる。多くの具体的な内容が、本開示を理解するために提供されている
。しかしながら、当業者にとって、本開示の特定の実施形態が特定の、具体的な詳細なし
に実施され得ることは理解される。他の例では、周知の方法、手順、コンポーネント、お
よび回路が、実施形態を不必要に曖昧にすることを避けるため、詳細に説明していない。
したがって、本開示の範囲は、上記した実施形態よりむしろ添付された特許請求の範囲に
よって定義される。
【０３７３】
　添付の特許請求の範囲のいずれかが単にソフトウェアおよび／又はファームウェアへの
実装をカバーするように読み取ると、少なくとも１つの例における要素の１つ又は複数は
、本明細書では、ソフトウェアおよび／又はファームウェアを記憶する有形の非一時的な
記憶媒体、例えば、メモリ、ＤＶＤ、ＣＤ、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）等を含むことが
明確に定められている。
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月22日(2018.10.22)
【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】
　コンピューティングデバイスのための方法であって、
　音声入力を受信するステップ、
　　ここで、前記音声入力は、
　　　コマンドワード、
　　　１又は複数のメディア変数のインスタンス、及び
　　　１又は複数のゾーン変数のインスタンス、
　　を備える、
　前記音声入力が音楽制御に対応していると決定するステップ、
　前記コマンドワードに対応するメディア再生システムコマンドを決定するステップ、
　　ここで、前記コマンドワードに対応する前記メディア再生システムコマンドは、音楽
制御に対応する利用可能なコマンドに基づいて決定される、
　前記１又は複数のメディア変数のインスタンスに対応するメディアコンテンツを識別す
るステップ、及び
　前記メディア再生システムに、前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスに基づいて
、前記メディアコンテンツに対して前記メディア再生システムコマンドを実行させるステ
ップ、
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　を含む、方法。
【請求項２】
　さらに、
　前記識別されたメディアコンテンツから１又は複数のメディアアイテムを決定するステ
ップ、及び
　前記１又は複数のメディアアイテムのネットワーク記憶場所を示す識別子を送信するス
テップ、
　含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　さらに、
　前記コマンドワードが第１の位置にあることに基づいて、前記音声入力において前記コ
マンドワードを識別するステップ、
　前記１又は複数のメディア変数のインスタンスが第２の位置にあることに基づいて、前
記音声入力において前記１又は複数のメディア変数のインスタンスを識別するステップ、
及び
　前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスが第３の位置にあることに基づいて、前記
音声入力において前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスを識別するステップ、
　を含む、請求項１又は請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記コマンドワードに対応する前記メディア再生システムコマンドを決定するステップ
は、
　　前記コマンドワードに対応するインテントを決定すること、及び
　　前記インテントに対応する前記メディア再生システムコマンドを決定すること、
　を備える、請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記受信した音声入力における１又は複数のゾーン変数のインスタンスは、メディア再
生システムの１又は複数のゾーンを示し、前記１又は複数のゾーンは１又は複数の再生デ
バイスを備える、
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記メディア再生システムに、前記メディアコンテンツに対して前記メディア再生シス
テムコマンドを実行させるステップは、前記コンピューティングデバイスから前記メディ
ア再生システムに、コマンド情報を含むメッセージを送信することを備える、
　ここで、前記コマンド情報は、
　　前記メディア再生システムコマンド、
　　前記１又は複数のメディア変数のインスタンスに対応しているメディアコンテンツを
識別するメディア情報、及び
　　前記１又は複数のゾーン変数のインスタンスに対応している１又は複数のゾーン識別
子、
　を識別する、
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記受信した１又は複数のメディア変数のインスタンスは、メディアコンテンツに関す
る通知を備える、
　さらに、
　前記受信した通知に基づいて少なくとも１つのコンテンツタイプを識別するステップ、
　前記少なくとも１つのコンテンツタイプをサポートしている少なくとも１つの音楽サー
ビスを、複数の音楽サービスの中から決定するステップ、
　前記少なくとも１つの音楽サービスが前記少なくとも１つのコンテンツタイプをサポー
トしていることに基づいて、前記コンテンツタイプと関連付けられたオーディオコンテン
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ツを前記少なくとも１つの音楽サービスに送信させるステップ、
　を含む、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　コンテンツに関する前記通知は、ネットワークマイクロホンデバイスを介して受信され
る、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの音楽サービスを決定するステップは、
　　前記複数の音楽サービスの中の前記少なくとも１つの音楽サービスに対応する信頼性
メトリックを決定すること、及び
　　前記少なくとも１つの音楽サービスを決定することが、信頼性レベルの条件が満たさ
れているかどうかを判定することを含むこと、
　のうちの少なくとも一方を含む、請求項７又は請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記信頼性メトリックは、
　　前記複数の音楽サービスの中のある音楽サービスへのアクセス履歴、及び
　　前記特定の音楽サービスの特定の利用場所、
　のうちの少なくとも一方に基づいている、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　さらに、
　コンテンツに関する第２の通知を受信するステップ、
　前記受信した通知に基づいて少なくとも１つのコンテンツタイプを識別するステップ、
及び
　前記複数の音楽サービスの中のいずれの音楽サービスも前記少なくとも１つのコンテン
ツタイプをサポートしていないと判定した場合に、エラー状態がトリガされるようにする
ステップ、
　を含む、請求項７から請求項１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記コンテンツタイプは、アーティスト、ジャンル、曲、アルバム、及びラジオ局から
なる群より選択される、請求項７から請求項１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの音楽サービスを決定するステップは、前記複数のストリーミング
サービス用に利用可能なコンテンツのエントリを含むルックアップテーブルにアクセスす
ることを備える、
　請求項１から請求項１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　さらに、
　前記複数の音楽サービスの中から、前記ユーザが登録している音楽サービスのみをクエ
リするステップ、
　含む、請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　さらに、前記コンテンツタイプを識別した後に、
　前記コンテンツに関する最初の通知で指定された前記コンテンツタイプをさらに特定す
るための１又は複数の質問を前記ユーザに対して行うステップ、
　より具体的なコンテンツタイプを示すようなさらに別のユーザ入力を受信するステップ
、及び
　前記より具体的なコンテンツタイプに基づいて前記１又は複数の音楽サービスを決定す
るステップ、
　を含む、請求項１から請求項１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
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　さらに、
　前記音声入力を前記メディア再生システムの登録ユーザから受信したかどうかを判定す
るステップ、及び
　前記音声コマンドを登録ユーザから受信したと判定した場合に、前記登録ユーザのユー
ザプロファイル内の情報にさらに基づいて、前記メディア再生システムコマンドを決定す
るステップ、
　を含む、請求項１から請求項１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記メディア再生システムコマンドは、前記登録ユーザの好みのメディアソースから前
記メディアコンテンツを取得するように前記メディア再生システムに指示する、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記メディア再生システムコマンドは、
　　前記登録ユーザの好みの再生設定の１つ又は複数を用いて前記メディア再生システム
を構成し、及び
　　前記メディア再生システムを介し、前記登録ユーザの好みの再生設定を用いて前記メ
ディア再生システムに前記メディアコンテンツを再生させる
　指示を含む、請求項１６又は請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記登録ユーザの好みの再生設定は、
　　好みの再生音量、及び
　　好みのオーディオイコライゼーションの設定
　のうちの１又は複数を含む、
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　さらに、
　前記メディア再生システムに再生設定を変更するように指示する第２の音声入力を受信
するステップ、及び
　前記メディア再生システムにおける１又は複数のメディア再生デバイスの前記再生設定
を変更するように前記メディア再生システムに指示するメディア再生システムコマンドを
決定するステップ、
　含む、請求項１６から請求項１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　さらに、
　前記音声コマンドを登録ユーザから受信しなかった場合に、前記音声コマンドをゲスト
ユーザから受信したかどうかを判定するステップ、
　前記音声コマンドをゲストユーザから受信した場合に、
　　前記ゲストユーザに対して制限設定を割り当てるステップ、
　　前記音声コマンドの内容と前記ゲストユーザに対して割り当てた前記制限設定とに基
づいて、前記メディア再生システムに対する指示を構成するステップ、及び
　　前記指示を前記メディア再生システムに送信するステップ、
　を含む、請求項１６から請求項２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　さらに、
　前記メディア再生システムの１又は複数の再生デバイスに前記メディア再生システムコ
マンドを送信するステップを含み、
　前記メディア再生システムコマンドは、前記メディア再生システムの１又は複数のメデ
ィア再生デバイスを介して前記メディアコンテンツを前記メディア再生システムに再生さ
せる、
　請求項１６から請求項２１のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項２３】
　さらに、
　再生デバイスを設置した周辺環境の音響特性を取得するステップ、
　前記再生デバイスの周辺環境内にあるネットワークマイクロホンデバイスを識別するス
テップ、
　前記音響特性を前記ネットワークマイクロホンデバイスに提供するステップ、及び
　前記ネットワークマイクロホンデバイスが受信した音声入力に、前記ネットワークマイ
クロホンデバイスによって前記音響特性を適用するステップ、
　を含む、請求項１から請求項２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記周辺環境の音響特性は、キャリブレーション段階において取得される、
　前記キャリブレーション段階において、
　　１又は複数の前記再生デバイスが１又は複数のトーンを出力する、
　　前記ネットワークデバイスの前記マイクロホンが前記１又は複数の再生デバイスによ
って出力された前記トーンを受信する、及び
　　前記受信したトーンを解析して、前記周辺環境の音響特性を決定する、
　請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　さらに、
　前記再生デバイスによって前記周辺環境内で再生中のオーディオコンテンツを前記ネッ
トワークマイクロホンデバイスに提供するステップ、
　前記ネットワークマイクロホンデバイスが受信した前記音声入力に、前記提供されたオ
ーディオコンテンツを前記マイクロホンデバイスによって適用するステップ、
　を含む、請求項２３又は請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記識別されたネットワークマイクロホンデバイスは、
　前記再生デバイスと結合されている、及び
　前記再生デバイスと同じゾーン内にある、
　のうちの少なくとも一方である、請求項２３から請求項２５のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２７】
　前記マイクロホンデバイスに前記音響特性を送信する前記再生デバイスは、前記メディ
ア再生システムの複数の前記再生デバイスのうちで前記マイクロホンデバイスの直近にあ
る再生デバイスである、
　請求項２３から請求項２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２８】
　さらに、
　前記ネットワークマイクロホンデバイスから、前記音声入力の方向を示す通知を受信す
るステップ、及び
　前記受信した前記音声入力の方向を示す通知に基づいて、前記再生デバイスによって再
生されるオーディオコンテンツの指向性を調整するステップ、
　を含む、請求項２３から請求項２７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ネットワークマイクロホンデバイスに自身が受信した音声入力に対して前記音響特
性を適用させるステップは、前記受信した音声入力に適用される前記音響特性に基づいて
、前記再生デバイスにフィルタを適用させることを備える、
　請求項２３から請求項２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　前記マイクロホンデバイスに前記音響特性を提供するステップは、
　　前記マイクロホンデバイスに前記音響特性をメッセージとして送信すること、及び
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　　前記マイクロホンデバイスに前記音響特性へのアクセスを提供すること、
　のうちの一方を含む、請求項２３から請求項２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３１】
　コンピューティングデバイスの１又は複数のプロセッサによって実行されると、請求項
１から請求項３０のいずれか一項に記載の方法を前記コンピューティングデバイスに実行
させる命令を格納している、有形の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項３２】
　コンピューティングデバイスであって、
　１又は複数プロセッサ、及び
　前記１又は複数のプロセッサによって実行されると、請求項１から請求項３０のいずれ
か一項に記載の方法を前記コンピューティングデバイスに実行させる命令を格納している
メモリ、
　を備える、コンピューティングデバイス。
【請求項３３】
　請求項１から請求項３０のいずれか１つに記載の方法をプロセッサに実行させるための
コンピュータプログラム。
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