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(57)【要約】
　例示的な方法が、1つまたは複数のプロセッサにおい
て実行されるコンピュータによるアシスタントによって
、コンピューティングデバイスにおいて話された発話の
表現を受け取るステップと、発話に基づいて複数のエー
ジェントからエージェントを選択するステップであって
、複数のエージェントが、1つまたは複数のファースト
パーティエージェントおよび複数のサードパーティエー
ジェントを含む、ステップと、選択されたエージェント
がファーストパーティエージェントを含むとの判定に応
じて、複数の音声から予約された音声を選択するステッ
プと、発話を満足させるために選択された音声を使用し
て合成されたオーディオデータを出力するステップとを
含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　1つまたは複数のプロセッサにおいて実行されるコンピュータによるアシスタントによ
って、コンピューティングデバイスにおいて話された発話の表現を受け取るステップと、
　前記発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択するステップであって
、前記複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティエージェントおよび
複数のサードパーティエージェントを含む、ステップと、
　前記選択されたエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定に応じ
て、複数の音声から予約された音声を選択するステップと、
　前記発話を満足させるために、前記選択された音声を使用して、前記コンピューティン
グデバイスの1つまたは複数のスピーカによる再生のために、合成されたオーディオデー
タを出力するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記発話が、第1の発話を含み、前記方法が、
　前記コンピューティングデバイスにおいて話された第2の発話の表現を受け取るステッ
プと、
　前記第2の発話に基づいて前記複数のエージェントから第2のエージェントを選択するス
テップと、
　前記選択された第2のエージェントがサードパーティエージェントを含むとの判定に応
じて、前記予約された音声以外の前記複数の音声からの音声を選択するステップと、
　前記第2の発話を満足させるために前記選択された音声を使用して合成されたオーディ
オデータを出力するステップと
をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記発話に基づいて複数の検索結果を取得するステップと、
　前記予約された音声以外の前記複数の音声からの音声を使用して、前記検索結果の第1
のサブセットを表す合成されたオーディオデータを出力するステップと
をさらに含み、前記発話を満足させるために、前記選択された音声を使用して、前記合成
されたオーディオデータを出力するステップが、
　前記予約された音声を使用して、前記検索結果の第2のサブセットを表す合成されたオ
ーディオデータを出力することを含む請求項1または請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記1つまたは複数のプロセッサが、前記コンピューティングデバイスに含まれる請求
項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記1つまたは複数のプロセッサが、コンピューティングシステムに含まれる請求項1か
ら3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも1つのプロセッサと、
　実行されるときに、前記少なくとも1つのプロセッサに、請求項1から3のいずれか一項
に記載の方法を実行させる命令を含む少なくとも1つのメモリと
を含むコンピューティングデバイス。
【請求項７】
　1つまたは複数の通信ユニットと、
　少なくとも1つのプロセッサと、
　実行されるときに、前記少なくとも1つのプロセッサに、請求項1から3のいずれか一項
に記載の方法を実行させる命令を含む少なくとも1つのメモリと
を含むコンピューティングシステム。
【請求項８】
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　実行されるときに、1つまたは複数のプロセッサに、請求項1から3のいずれか一項に記
載の方法を実行させる命令を記憶するコンピュータ可読ストレージ媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、2016年10月3日に出願した米国特許仮出願第62/403,665号の利益を主張する
ものであり、この仮出願の内容全体は、参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　一部のコンピューティングプラットフォームは、アシスタントに有用な情報を出力させ
るか、ユーザのニーズに応えさせるか、またはそうでなければユーザがさまざまな現実の
もしくは仮想的なタスクを完了するのを助けるための特定の動作を実行させるためにユー
ザが仮想的なコンピュータによるアシスタント(たとえば、「インテリジェントパーソナ
ルアシスタント」または単に「アシスタント」とも呼ばれる)とチャットするか、話すか
、またはその他の方法でコミュニケーションすることができるユーザインターフェースを
提供する可能性がある。たとえば、コンピューティングデバイスが、ユーザの発話に対応
する音声入力(たとえば、オーディオデータ)をマイクロフォンによって受け取る可能性が
ある。コンピューティングデバイスにおいて少なくとも部分的に実行されるアシスタント
が、音声入力を分析し、発話によって示されたユーザのニーズに応えて、発話に基づいて
有用な情報を出力することによって発話を満足させようと試みるか、またはそうでなけれ
ば発話に基づいてユーザがさまざまな現実のもしくは仮想的なタスクを完了するのを助け
るための特定の動作を実行する可能性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　概して、本開示の技術は、ユーザが複数の仮想的なコンピュータによるエージェント/
アシスタントとコミュニケーションすることを可能にし得る。たとえば、発話(たとえば
、要求、質問、問い合わせ、注文など)に少なくともいくらか応えることができる可能性
がある、コンピューティングデバイスを介してユーザが利用可能ないくつかのエージェン
トが存在する可能性がある。エージェントは、少なくともコンピューティングデバイスに
合成されたオーディオデータを出力させることによって発話に応えるかまたはそうでなけ
ればユーザと会話する可能性がある。たとえば、エージェントは、コンピューティングデ
バイスが合成されたオーディオデータを生成するためにテキスト音声変換(TTS)を実行す
るテキストを提供する可能性がある。しかし、すべてのエージェントに関して同じ音声を
使用して合成されたオーディオデータを生成させるのとは対照的に、異なるエージェント
が異なる音声を使用することが望ましい可能性がある。このようにして、データの出力が
データ自体に基づいて適合される適応的なインターフェースが提供される。
【０００４】
　本開示の1つまたは複数の技術によれば、エージェントは、コンピューティングデバイ
スに異なる音声を使用して合成されたオーディオデータを出力させる可能性がある。たと
えば、第1のエージェントが、コンピューティングデバイスに第1の音声を使用して合成さ
れたオーディオデータを出力させる可能性があり、第2のエージェントが、コンピューテ
ィングデバイスに第1の音声とは異なる第2の音声を使用して合成されたオーディオデータ
を出力させる可能性がある。異なるエージェントが特定のコンピューティングデバイスを
介してユーザとコミュニケーションするときに異なる音声を使用することを可能にするこ
とによって、ユーザは、ユーザがどのエージェントとコミュニケーションしているかをよ
りしっかりと把握する可能性がある。したがって、ユーザは、その処理が電力およびその
他のシステムリソースを消費する発話の繰り返しの必要を避ける可能性がある。このよう
にして、本開示の技術は、エージェントのインタラクションの電力消費および/またはシ
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ステムリソースの要件を下げる可能性がある。
【０００５】
　一例においては、方法が、1つまたは複数のプロセッサにおいて実行されるコンピュー
タによるアシスタントによって、コンピューティングデバイスにおいて話された発話の表
現を受け取るステップと、発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択す
るステップであって、複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティ(firs
t party)エージェントおよび複数のサードパーティエージェントを含む、ステップと、選
択されたエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定に応じて、複数
の音声から予約された音声を選択するステップと、発話を満足させるために、選択された
音声を使用して、コンピューティングデバイスの1つまたは複数のスピーカによる再生の
ために、合成されたオーディオデータを出力するステップとを含む。
【０００６】
　別の例においては、デバイスが、少なくとも1つのプロセッサと、実行されるときに、
少なくとも1つのプロセッサに、コンピューティングデバイスに動作可能なように接続さ
れた1つまたは複数のマイクロフォンから、コンピューティングデバイスにおいて話され
た発話の表現を受け取ること、発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選
択することであって、複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティエー
ジェントおよび複数のサードパーティエージェントを含む、選択することを行うように構
成されたアシスタントを実行させる命令を含む少なくとも1つのメモリとを含み、メモリ
は、実行されるときに、少なくとも1つのプロセッサに、選択されたエージェントがファ
ーストパーティエージェントを含むとの判定に応じて、複数の音声から予約された音声を
選択させ、発話を満足させるために、選択された音声を使用して、コンピューティングデ
バイスに動作可能なように接続された1つまたは複数のスピーカによる再生のために、合
成されたオーディオデータを出力させる命令をさらに含む。
【０００７】
　別の例においては、システムが、1つまたは複数の通信ユニットと、少なくとも1つのプ
ロセッサと、実行されるときに、少なくとも1つのプロセッサに、コンピューティングデ
バイスに動作可能なように接続された1つまたは複数のマイクロフォンから、コンピュー
ティングデバイスにおいて話された発話の表現を受け取ること、発話に基づいて複数のエ
ージェントからエージェントを選択することであって、複数のエージェントが、1つまた
は複数のファーストパーティエージェントおよび複数のサードパーティエージェントを含
む、選択することを行うように構成されたアシスタントを実行させる命令を含む少なくと
も1つのメモリとを含み、メモリは、実行されるときに、少なくとも1つのプロセッサに、
選択されたエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定に応じて、複
数の音声から予約された音声を選択させ、発話を満足させるために、選択された音声を使
用して、コンピューティングデバイスに動作可能なように接続された1つまたは複数のス
ピーカによる再生のために、合成されたオーディオデータを出力させる命令をさらに含む
。
【０００８】
　別の例においては、システムが、1つまたは複数のプロセッサにおいて実行されるコン
ピュータによるアシスタントによって、コンピューティングデバイスにおいて話された発
話の表現を受け取るための手段と、発話に基づいて複数のエージェントからエージェント
を選択するための手段であって、複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパ
ーティエージェントおよび複数のサードパーティエージェントを含む、手段と、選択され
たエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定に応じて、複数の音声
から予約された音声を選択するための手段と、発話を満足させるために、選択された音声
を使用して、コンピューティングデバイスの1つまたは複数のスピーカによる再生のため
に、合成されたオーディオデータを出力するための手段とを含む。
【０００９】
　別の例においては、コンピュータ可読ストレージ媒体が、実行されるときに、1つまた
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は複数のプロセッサに、コンピューティングデバイスにおいて話された発話の表現を受け
取ること、発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択することであって
、複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティエージェントおよび複数
のサードパーティエージェントを含む、選択することを行うように構成されたアシスタン
トを実行させる命令を記憶し、ストレージ媒体は、実行されるとき、1つまたは複数のプ
ロセッサに、選択されたエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定
に応じて、複数の音声から予約された音声を選択させ、発話を満足させるために、選択さ
れた音声を使用して、再生するために、合成されたオーディオデータを出力させる命令を
さらに含む。
【００１０】
　1つまたは複数の例の詳細が、添付の図面および以下の説明に記載されている。本開示
のその他の特徴、目的、および利点は、説明および図面ならびに請求項から明らかになる
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の1つまたは複数の態様による例示的なバーチャルアシスタントを実行す
る例示的なシステムを示す概念図である。
【図２】本開示の1つまたは複数の態様による例示的なバーチャルアシスタントを実行す
るように構成される例示的なコンピューティングデバイスを示すブロック図である。
【図３】本開示の1つまたは複数の態様による例示的なバーチャルアシスタントを実行す
るように構成される例示的なコンピューティングシステムを示すブロック図である。
【図４】本開示の1つまたは複数の態様による例示的なサードパーティエージェントを実
行するように構成される例示的なコンピューティングシステムを示すブロック図である。
【図５】本開示の1つまたは複数の態様による例示的なバーチャルアシスタントを実行す
る1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な動作を示す流れ図である。
【図６Ａ】本開示の1つまたは複数の態様による、タスクを実行するためのバーチャルエ
ージェントを選択するために1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な動
作を示す流れ図である。
【図６Ｂ】本開示の1つまたは複数の態様による、タスクを実行するためのバーチャルエ
ージェントを選択するために1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な動
作を示す流れ図である。
【図６Ｃ】本開示の1つまたは複数の態様による、タスクを実行するためのバーチャルエ
ージェントを選択するために1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な動
作を示す流れ図である。
【図７】本開示の1つまたは複数の態様による、複数のバーチャルエージェントによるタ
スクの実行を容易にするために1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な
動作を示す流れ図である。
【図８】本開示の1つまたは複数の態様による、バーチャルエージェントによって生成さ
れたテキストの合成されたオーディオデータを出力するときに使用するための音声を選択
するために1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な動作を示す流れ図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　概して、本開示の技術は、仮想的なコンピュータによるアシスタント(たとえば、「イ
ンテリジェントパーソナルアシスタント」または単に「アシスタント」とも呼ばれる)が
ユーザ入力に応えるために(たとえば、ユーザの発話またはテキスト入力を満足させるた
めに)複数のエージェントを管理することを可能にする可能性がある。たとえば、コンピ
ューティングデバイスが、ユーザの発話に対応する音声入力(たとえば、オーディオデー
タ)をマイクロフォンによって受け取る可能性がある。エージェント選択モジュールが、
音声入力を分析し、発話を満足するために複数のエージェントからエージェントを選択す



(6) JP 2019-535037 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

る可能性がある。複数のエージェントは、1つまたは複数のファーストパーティ(1P)エー
ジェントおよび1つまたは複数のサードパーティ(3P)エージェントを含む可能性がある。1
Pエージェントは、アシスタントに含まれる可能性があり、ならびに/またはアシスタント
、エージェント選択モジュール、および/もしくは音声入力を受け取ったコンピューティ
ングデバイスのオペレーティングシステムと共通の発行元を共有する可能性がある。
【００１３】
　選択を実行するために、エージェント選択モジュールは、発話を1Pエージェントを使用
して満たすべきか、3Pエージェントを使用して満たすべきか、または1Pエージェントおよ
び3Pエージェントの何らかの組合せを使用して満たすべきかを判定する可能性がある。エ
ージェント選択モジュールが3Pエージェントを使用して少なくとも部分的に発話を満足さ
せると決定する場合、エージェント選択モジュールは、発話に基づいて1つまたは複数の3
Pエージェントをランク付けする可能性がある。
【００１４】
　選択された言語エージェント(language agent)(1P言語エージェント、3P言語エージェ
ント、または1P言語エージェントおよび3P言語エージェントの何らかの組合せ)は、発話
を満足させようと試みる可能性がある。たとえば、選択されたエージェントは、発話を満
足させるために1つまたは複数のアクションを実行する(たとえば、発話に基づいて情報を
出力するか、発話によって示されたユーザのニーズに応えるか、またはそうでなければ発
話に基づいてユーザがさまざまな現実のもしくは仮想的なタスクを完了するのを助けるた
めの特定の動作を実行する)可能性がある。
【００１５】
　一部の例においては、アクションを実行するエージェントの種類の指示が存在する可能
性がある。たとえば、1つまたは複数のアクションがユーザと「話すこと」を含む場合、1
Pエージェントおよび3Pエージェントは、異なる音声を利用する可能性がある。一例とし
て、1Pエージェントは、すべて、複数の音声のうちの予約された音声を利用する可能性が
あり、3Pエージェントは、複数の音声のうちのその他の音声を利用する可能性があるが、
予約された音声を使用することを禁止される可能性がある。1つまたは複数のアクション
がユーザとのテキストによるインタラクションを含む場合、エージェントは、異なる識別
子(たとえば、「エージェント1:　ディナーの予約をしました」および「エージェント2:
　当座預金口座(checking account)から普通預金口座(savings account)に$100を移しま
した」)、各エージェントに関して異なるフォントなどを使用する可能性がある。
【００１６】
　本開示の全体を通じて、コンピューティングデバイスが情報を分析するためにコンピュ
ーティングデバイスのユーザから許可を受け取る場合にのみ、コンピューティングデバイ
スおよび/またはコンピューティングシステムがコンピューティングデバイスおよびコン
ピューティングデバイスのユーザに関連する情報(たとえば、コンテキスト、位置、通信(
communication)、連絡先(contact)、チャットの会話、音声会話など)を分析する例が説明
される。たとえば、下で検討される状況において、コンピューティングデバイスまたはコ
ンピューティングシステムにおいて実行されるアシスタントがユーザに関連する情報を収
集することができるかまたは利用する可能性があるよりも前に、ユーザは、アシスタント
(またはコンピューティングデバイスおよび/もしくはコンピューティングシステムのその
他のプログラムもしくは特徴)がユーザ情報を収集し、利用することができるかどうかを
制御するための、あるいはコンピューティングデバイスおよび/もしくはコンピューティ
ングシステムがユーザに関連する可能性がある内容を受け取る可能性があるかどうかなら
びに/またはどのようにして受け取るべきかを命じるための入力を与える機会を提供され
る可能性がある。さらに、特定のデータが、個人を特定し得る情報が削除されるように、
アシスタントまたは基礎をなすコンピューティングデバイスおよび/もしくはコンピュー
ティングシステムによって記憶されるかまたは使用される前に1つまたは複数の方法で暗
号化されるおよび/または処理される可能性がある。たとえば、ユーザのアイデンティテ
ィが、個人を特定し得る情報がユーザについて決定され得ないように、または位置情報が
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取得される場合にユーザの地理的位置が(座標位置もしくは実際の住所とは対照的に都市
、郵便番号、もしくは州になど)一般化される可能性があり、したがって、ユーザの特定
の位置が決定され得ないように処理される可能性がある。したがって、ユーザは、どのよ
うにして情報がユーザについて収集され、アシスタントならびにアシスタントを実行する
基礎をなすコンピューティングデバイスおよびコンピューティングシステムによって使用
されるのかを制御する可能性がある。
【００１７】
　図1は、本開示の1つまたは複数の態様による例示的なバーチャルアシスタントを実行す
る例示的なシステムを示す概念図である。図1のシステム100は、検索サーバシステム180
、サードパーティ(3P)エージェントサーバシステム170A～170N(集合的に「3Pエージェン
トサーバシステム170」)、およびコンピューティングデバイス110とネットワーク130を介
して通信するアシスタントサーバシステム160を含む。システム100がアシスタントサーバ
システム160、3Pエージェントサーバシステム170、検索サーバシステム180、およびコン
ピューティングデバイス110に分散されるように示されるが、その他の例において、シス
テム100に帰せられる特徴および技術は、コンピューティングデバイス110のローカルの構
成要素によって内部で実行される可能性がある。同様に、アシスタントサーバシステム16
0および/または3Pエージェントサーバシステム170は、特定の構成要素を含み、下の説明
においてはそうではなく検索サーバシステム180および/またはコンピューティングデバイ
ス110に帰せられるさまざまな技術を実行する可能性がある。
【００１８】
　ネットワーク130は、コンピューティングシステムと、サーバと、コンピューティング
デバイスとの間でデータを送信するための任意の公共または私設通信ネットワーク、たと
えば、セルラー、Wi-Fi、および/またはその他の種類のネットワークを表す。アシスタン
トサーバシステム160は、コンピューティングデバイス110がネットワーク130に接続され
るときにコンピューティングデバイス110にアクセスし得るバーチャルアシスタントサー
ビスを提供するためにコンピューティングデバイス110とネットワーク130を介してデータ
をやりとりする可能性がある。同様に、3Pエージェントサーバシステム170は、コンピュ
ーティングデバイス110がネットワーク130に接続されるときにコンピューティングデバイ
ス110がアクセスし得るバーチャルエージェントサービスを提供するためにコンピューテ
ィングデバイス110とネットワーク130を介してデータをやりとりする可能性がある。アシ
スタントサーバシステム160は、検索サーバシステム180によって提供される検索サービス
にアクセスするために検索サーバシステム180とネットワーク130を介してデータをやりと
りする可能性がある。コンピューティングデバイス110は、検索サーバシステム180によっ
て提供される検索サービスにアクセスするために検索サーバシステム180とネットワーク1
30を介してデータをやりとりする可能性がある。3Pエージェントサーバシステム170は、
検索サーバシステム180によって提供される検索サービスにアクセスするために検索サー
バシステム180とネットワーク130を介してデータをやりとりする可能性がある。
【００１９】
　ネットワーク130は、相互に動作可能なように結合され、それによって、サーバシステ
ム160、170、および180とコンピューティングデバイス110との間の情報のやりとりを提供
する1つまたは複数のネットワークハブ、ネットワークスイッチ、ネットワークルータ、
または任意のその他のネットワーク機器を含む可能性がある。コンピューティングデバイ
ス110、アシスタントサーバシステム160、3Pエージェントサーバシステム170、および検
索サーバシステム180は、任意の好適な通信技術を使用してネットワーク130を介してデー
タを送信および受信する可能性がある。コンピューティングデバイス110、アシスタント
サーバシステム160、3Pエージェントサーバシステム170、および検索サーバシステム180
は、それぞれが、それぞれのネットワークリンクを使用してネットワーク130に動作可能
なように結合される可能性がある。コンピューティングデバイス110、アシスタントサー
バシステム160、3Pエージェントサーバシステム170、および検索サーバシステム180をネ
ットワーク130に結合するリンクは、イーサネット(登録商標)またはその他の種類のネッ
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トワーク接続である可能性があり、そのような接続は、ワイヤレス接続および/または有
線接続である可能性がある。
【００２０】
　アシスタントサーバシステム160、3Pエージェントサーバシステム170、および検索サー
バシステム180は、ネットワーク130などのネットワークに情報を送信することとネットワ
ークから情報を受信することとの両方が可能な1つまたは複数のデスクトップコンピュー
タ、ラップトップコンピュータ、メインフレーム、サーバ、クラウドコンピューティング
システムなどの任意の好適なリモートコンピューティングシステムを表す。アシスタント
サーバシステム160は、バーチャルアシスタントサービスをホストする(または少なくとも
バーチャルアシスタントサービスへのアクセスを提供する)。3Pエージェントサーバシス
テム170は、バーチャル言語エージェントをホストする(または少なくともバーチャル言語
エージェントへのアクセスを提供する)。検索サーバシステム180は、検索サービスをホス
トする(または少なくとも検索サービスへのアクセスを提供する)。一部の例において、ア
シスタントサーバシステム160、3Pエージェントサーバシステム170、および検索サーバシ
ステム180は、クラウドを介してそれらのシステムのそれぞれのサービスへのアクセスを
提供するクラウドコンピューティングシステムを表す。
【００２１】
　コンピューティングデバイス110は、個々のモバイルまたは非モバイルコンピューティ
ングデバイスを表す。コンピューティングデバイス110の例は、モバイル電話、タブレッ
トコンピュータ、ラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、カウンタート
ップデバイス、セットトップボックス、テレビ、ウェアラブルデバイス(たとえば、コン
ピュータ化された腕時計、コンピュータ化されたアイウェア、コンピュータ化された手袋
など)、ホームオートメーションデバイスもしくはシステム(たとえば、インテリジェント
サーモスタットもしくはホームアシスタントデバイス)、携帯情報端末(PDA)、ゲームシス
テム、メディアプレイヤー、電子ブックリーダ、モバイルテレビプラットフォーム、自動
車ナビゲーションもしくはインフォテインメントシステム、またはバーチャルアシスタン
トを実行するかもしくはバーチャルアシスタントにアクセスし、ネットワーク130などの
ネットワークを介して情報を受け取るように構成された任意のその他の種類のモバイル、
非モバイル、ウェアラブル、および非ウェアラブルコンピューティングデバイスを含む。
【００２２】
　コンピューティングデバイス110は、ユーザインターフェースデバイス(UID)112、ユー
ザインターフェース(UI)モジュール120、およびローカルアシスタントモジュール122Aを
含む。モジュール120および122Aは、それぞれのコンピューティングデバイス110に存在す
るおよび/またはそれぞれのコンピューティングデバイス110において実行されるソフトウ
ェア、ハードウェア、ファームウェア、またはハードウェア、ソフトウェア、およびファ
ームウェアの混合を使用して説明される動作を実行する可能性がある。コンピューティン
グデバイス110は、複数のプロセッサまたは複数のデバイスによってモジュール120および
122Aを実行する可能性がある。コンピューティングデバイス110は、基礎をなすハードウ
ェア上で実行される仮想マシンとしてモジュール120および122Aを実行する可能性がある
。モジュール120および122Aは、オペレーティングシステムまたはコンピューティングプ
ラットフォームの1つまたは複数のサービスとして実行される可能性がある。モジュール1
20および122Aは、コンピューティングプラットフォームのアプリケーションレイヤにおい
て1つまたは複数の実行可能なプログラムを実行する可能性がある。
【００２３】
　コンピューティングデバイス110は、アシスタントサーバシステム160によって提供され
るバーチャルアシスタントサービス、3Pエージェントサーバシステム170によって提供さ
れるバーチャル言語エージェント、および/または検索サーバシステム180によって提供さ
れる検索サービスにアクセスするためにネットワーク130を介してアシスタントサーバシ
ステム160、3Pエージェントサーバシステム170、および/または検索サーバシステム180と
通信する可能性がある。バーチャルアシスタントサービスを提供する過程で、アシスタン
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トサーバシステム160は、タスクを完了するための情報をバーチャルアシスタントサービ
スのユーザに提供するための検索結果を取得するためにネットワーク130を介して検索サ
ーバシステム180と通信する可能性がある。バーチャルアシスタントサービスを提供する
過程で、アシスタントサーバシステム160は、バーチャルアシスタントサービスのユーザ
に追加的な支援を提供するために3Pエージェントサーバシステム170によって提供される
バーチャル言語エージェントのうちの1つまたは複数を従事させるためにネットワーク130
を介して3Pエージェントサーバシステム170と通信する可能性がある。追加的な支援を提
供する過程で、3Pエージェントサーバシステム170は、タスクを完了するための情報を言
語エージェントのユーザに提供するための検索結果を取得するためにネットワーク130を
介して検索サーバシステム180と通信する可能性がある。
【００２４】
　図1の例において、アシスタントサーバシステム160は、リモートアシスタントモジュー
ル122Bおよびエージェントインデックス124Bを含む。リモートアシスタントモジュール12
2Bは、アシスタントサーバシステム160がネットワーク130を介して(たとえば、コンピュ
ーティングデバイス110に)提供するバーチャルアシスタントサービスの一部としてリモー
トエージェントインデックス124Bを維持する可能性がある。コンピューティングデバイス
110は、ユーザインターフェースデバイス(UID)112、ユーザインターフェース(UI)モジュ
ール120、ローカルアシスタントモジュール122A、およびエージェントインデックス124A
を含む。ローカルアシスタントモジュール122Aは、コンピューティングデバイス110のロ
ーカルで実行されるバーチャルアシスタントサービスの一部としてエージェントインデッ
クス124Aを維持する可能性がある。リモートアシスタントモジュール122Bおよびローカル
アシスタントモジュール122Aは、集合的にアシスタントモジュール122と呼ばれる可能性
がある。ローカルエージェントインデックス124Aおよびリモートエージェントインデック
ス124Bは、集合的にエージェントインデックス124と呼ばれる可能性がある。
【００２５】
　モジュール122B、128Ab～128Nb(集合的に「3Pエージェントモジュール128b」)、および
182は、それぞれ、アシスタントサーバシステム160、3Pエージェントサーバシステム170
、および検索サーバシステム180に存在するならびに/またはアシスタントサーバシステム
160、3Pエージェントサーバシステム170、および検索サーバシステム180において実行さ
れるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、またはハードウェア、ソフトウェア
、およびファームウェアの混合を使用して説明される動作を実行する可能性がある。アシ
スタントサーバシステム160、3Pエージェントサーバシステム170、および検索サーバシス
テム180は、モジュール122B、128b、および182を複数のプロセッサ、複数のデバイスによ
って、基礎をなすハードウェア上で実行される仮想マシンとして、またはオペレーティン
グシステムもしくはコンピューティングプラットフォームの1つもしくは複数のサービス
としてそれぞれ実行する可能性がある。一部の例において、モジュール122B、128b、およ
び182は、それぞれアシスタントサーバシステム160、3Pエージェントサーバシステム170
、および検索サーバシステム180のコンピューティングプラットフォームのアプリケーシ
ョンレイヤにおいて1つまたは複数の実行可能なプログラムとして実行される可能性があ
る。
【００２６】
　コンピューティングデバイス110のUID 112は、コンピューティングデバイス110のため
の入力および/または出力デバイスとして機能する可能性がある。UID 112は、さまざまな
テクノロジーを使用して実装される可能性がある。たとえば、UID 112は、抵抗式タッチ
スクリーン、表面弾性波式タッチスクリーン、静電容量式タッチスクリーン、投影型静電
容量式タッチスクリーン、感圧スクリーン、音響波照合(acoustic pulse recognition)タ
ッチスクリーン、または別の存在感知(presence-sensitive)ディスプレイテクノロジーな
どの存在感知入力スクリーンを使用する入力デバイスとして機能する可能性がある。加え
て、UID 112は、マイクロフォンテクノロジー、赤外線センサテクノロジー、またはユー
ザ入力を受け取る際に使用するためのその他の入力デバイステクノロジーを含む可能性が
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ある。
【００２７】
　UID 112は、液晶ディスプレイ(LCD)、ドットマトリクスディスプレイ、発光ダイオード
(LED)ディスプレイ、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ、電子インク、またはコン
ピューティングデバイス110のユーザに可視情報を出力することができる同様のモノクロ
もしくはカラーディスプレイなどの任意の1つまたは複数のディスプレイデバイスを使用
する出力(たとえば、ディスプレイ)デバイスとして機能する可能性がある。加えて、UID 
112は、スピーカテクノロジー、触覚フィードバックテクノロジー、またはユーザに情報
を出力する際に使用するためのその他の出力デバイステクノロジーを含む可能性がある。
【００２８】
　UID 112は、コンピューティングデバイス110のユーザから触覚入力を受け取り得る存在
感知ディスプレイを含む可能性がある。UID 112は、ユーザから1つまたは複数のジェスチ
ャ(たとえば、ユーザが指またはスタイラスペンによってUID 112の1つまたは複数の位置
にタッチするかまたはそれらの位置を指すこと)を検出することによって触覚入力の指示
を受け取る可能性がある。UID 112は、たとえば、存在感知ディスプレイにおいてユーザ
に出力を提示する可能性がある。UID 112は、コンピューティングデバイス110によって提
供される機能および/またはコンピューティングデバイス110によってアクセスされている
サービスに関連付けられ得るグラフィカルユーザインターフェース(たとえば、ユーザイ
ンターフェース114)として出力を提示する可能性がある。
【００２９】
　たとえば、UID 112は、UIモジュール120がコンピューティングデバイス110のためにア
クセスするローカルアシスタントモジュール122Aおよび/またはリモートアシスタントモ
ジュール122Bによって提供されるバーチャルアシスタントに関連するユーザインターフェ
ース(たとえば、ユーザインターフェース114)を提示する可能性がある。UID 112は、コン
ピューティングデバイス110において実行されるおよび/またはコンピューティングデバイ
ス110からアクセスされ得るコンピューティングプラットフォーム、オペレーティングシ
ステム、アプリケーション、および/またはサービス(たとえば、電子メール、チャット、
またはその他の電子メッセージアプリケーション、インターネットブラウザアプリケーシ
ョン、電話アプリケーション、モバイルまたはデスクトップオペレーティングシステムな
ど)のその他の特徴に関連するユーザインターフェースを提示する可能性がある。
【００３０】
　UIモジュール120は、UID 112において自律的な検索の結果を提供するためにアシスタン
トサーバシステム160とインタラクションすることを含む、コンピューティングデバイス1
10のUID 112およびその他の構成要素とのユーザインタラクションを管理する可能性があ
る。UIモジュール120は、コンピューティングデバイス110のユーザがUID 112において出
力を見るおよび/または入力を与えるときに、ユーザインターフェース114(またはその他
の例示的なユーザインターフェース)などのユーザインターフェースを表示するためにUID
 112に出力させる可能性がある。UIモジュール120およびUID 112は、ユーザがユーザイン
ターフェースとインタラクションするときに、異なる時間に、ならびにユーザおよびコン
ピューティングデバイス110が異なる位置にあるときに、ユーザから入力の1つまたは複数
の指示を受け取る可能性がある。UIモジュール120およびUID 112は、UID 112において検
出された入力を解釈する可能性があり、たとえば、コンピューティングデバイス110に機
能を実行させるために、コンピューティングデバイス110において実行される1つもしくは
複数の関連するプラットフォーム、オペレーティングシステム、アプリケーション、およ
び/もしくはサービスに、UID 112において検出された入力についての情報を中継する可能
性がある。
【００３１】
　UIモジュール120は、コンピューティングデバイス110ならびに/またはサーバシステム1
60および180などの1つもしくは複数のリモートコンピューティングシステムにおいて実行
される1つまたは複数の関連するプラットフォーム、オペレーティングシステム、アプリ
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ケーション、および/またはサービスから情報および命令を受け取る可能性がある。加え
て、UIモジュール120は、コンピューティングデバイス110において実行される1つまたは
複数の関連するプラットフォーム、オペレーティングシステム、アプリケーション、およ
び/またはサービスと、コンピューティングデバイス110によって出力(たとえば、グラフ
ィック、光のひらめき、サウンド、触覚による応答など)を生成するためのコンピューテ
ィングデバイス110のさまざまな出力デバイス(たとえば、スピーカ、LEDインジケータ、
オーディオまたは触覚出力デバイスなど)との間の仲介者として働く可能性がある。一部
の例において、UIモジュール120は、テキスト音声変換(TTS: text to speech)を実行する
可能性がある。たとえば、テキストを(たとえば、別のモジュールによって)与えられると
き、UIモジュール120は、テキストを話す(たとえば、テキストを声に出して読む)ための
オーディオデータを合成する可能性がある。
【００３２】
　コンピューティングデバイス110のローカルアシスタントモジュール122Aおよびアシス
タントサーバシステム160のリモートアシスタントモジュール122Bは、コンピューティン
グデバイスのユーザから受け取られたユーザ入力(たとえば、口頭の発話、テキスト入力
など)を満足させるためにエージェントを選択するように構成されるアシスタントを自動
的に実行するために、本明細書において説明される同様の機能をそれぞれが実行する可能
性がある。リモートアシスタントモジュール122Bおよびエージェントインデックス124Bは
、例示的なバーチャルアシスタントのサーバサイドのまたはクラウドの実装を表し、一方
、ローカルアシスタントモジュール122Aおよびエージェントインデックス124Aは、例示的
なバーチャルアシスタントのクライアントサイドのまたはローカルの実装を表す。
【００３３】
　モジュール122Aおよび122Bは、コンピューティングデバイス110のユーザなどの個人の
ためにタスクまたはサービスを実行することができるインテリジェントなパーソナルアシ
スタントとして実行されるように構成されたそれぞれのソフトウェアエージェントをそれ
ぞれが含む可能性がある。モジュール122Aおよび122Bは、(たとえば、UID 112において検
出された)ユーザ入力、(たとえば、コンテキストに基づく)位置認識、および/または(た
とえば、コンピューティングデバイス110、アシスタントサーバシステム160のローカルに
記憶されるか、もしくは検索サーバシステム180によって提供される検索サービスを介し
て取得されるかのどちらかの)さまざまな情報ソースからのその他の情報(たとえば、天気
もしくは交通の状況、ニュース、株価、スポーツのスコア、ユーザのスケジュール、交通
機関のスケジュール、小売価格など)にアクセスする能力に基づいてこれらのタスクまた
はサービスを実行する可能性がある。モジュール122Aおよび122Bは、1つまたは複数のタ
スクを自動的に特定し、ユーザの代わりに完了するために人工知能および/または機械学
習技術を実行する可能性がある。
【００３４】
　一部の例において、モジュール122によって提供されるアシスタントは、ファーストパ
ーティ(1P)アシスタントおよび/または1Pエージェントと呼ばれる可能性がある。たとえ
ば、モジュール122によって表されるエージェントは、コンピューティングデバイス110の
オペレーティングシステムおよび/またはアシスタントサーバシステム160の所有者と共通
の発行元および/または共通の開発元を共有する可能性がある。したがって、一部の例に
おいて、モジュール122によって表されるエージェントは、サードパーティ(3P)エージェ
ントなどのその他のエージェントが利用不可能な能力を有する可能性がある。一部の例に
おいて、モジュール122によって表されるエージェントは、両方が1Pエージェントである
わけではない可能性がある。たとえば、ローカルアシスタントモジュール122Aによって表
されるエージェントは、1Pエージェントである可能性があり、一方、リモートアシスタン
トモジュール122Bによって表されるエージェントは、3Pエージェントである可能性がある
。一部の例において、モジュール122によって提供されるアシスタントは、1Pアシスタン
ト(たとえば、1Pのコンピュータによるアシスタント)と呼ばれる可能性があり、モジュー
ル122は、(たとえば、1Pのコンピュータによるアシスタントと共通の発行元および/また
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は共通の開発元を共有する)1つまたは複数の1Pエージェントをさらに提供する可能性があ
る。
【００３５】
　上で検討されたように、ローカルアシスタントモジュール122Aは、コンピューティング
デバイス110のユーザなどの個人のためにタスクまたはサービスを実行することができる
インテリジェントなパーソナルアシスタントとして実行されるように構成されたソフトウ
ェアエージェントを表す可能性がある。しかし、一部の例において、アシスタントは、個
人のためにタスクまたはサービスを実行するためにその他のエージェントを利用すること
が望ましい可能性がある。たとえば、特定の筋書きにおいては、アシスタントが、コンピ
ューティングデバイス110のユーザのためにタスクまたはサービスを実行するために1つま
たは複数の3Pエージェントを使用することが望ましい可能性がある。一例として、3Pエー
ジェントは、特定のタスクをアシスタントよりも効率的に(たとえば、より少ない計算能
力、システムリソースなどを使用して)実行することができる可能性がある。
【００３６】
　図1の例において、3Pエージェントサーバシステム170は、リモート3Pエージェントモジ
ュール128bを含む。リモート3Pエージェントモジュール128bは、コンピューティングデバ
イス110などのコンピューティングデバイスのユーザから受け取られた発話を満足させる
ように構成されるエージェントを自動的に実行するために、ローカル3Pエージェントモジ
ュール128aに関連して下で説明される同様の機能を実行する可能性がある。言い換えると
、リモート3Pエージェントモジュール128bは、例示的な3Pエージェントのサーバサイドの
またはクラウドの実装を表し、一方、ローカル3Pエージェントモジュール128aは、例示的
な3Pエージェントのクライアントサイドのまたはローカルの実装を表す。
【００３７】
　一部の例において、モジュール128aおよび128b(集合的に「モジュール128」)の各々は
、コンピューティングデバイス110のユーザなどの個人のためにタスクまたはサービスを
実行することができるインテリジェントなパーソナルアシスタントとして実行されるよう
に構成されたソフトウェアエージェントを表す可能性がある。一部の例において、モジュ
ール128の各々は、モジュール122によって提供されるアシスタントによって利用され得る
ソフトウェアエージェントを表す可能性がある。一部の例において、モジュール128によ
って提供されるアシスタントおよび/またはエージェントは、サードパーティ(3P)アシス
タントおよび/または3Pエージェントと呼ばれる可能性がある。たとえば、モジュール128
によって表されるアシスタントおよび/またはエージェントは、コンピューティングデバ
イス110のオペレーティングシステムおよび/またはアシスタントサーバシステム160の所
有者と共通の発行元を共有しない可能性がある。したがって、一部の例において、モジュ
ール128によって表されるアシスタントおよび/またはエージェントは、ファーストパーテ
ィ(1P)アシスタントおよび/またはエージェントなどのその他のアシスタントおよび/また
はエージェントが利用可能である能力を持たない可能性がある。
【００３８】
　一部の例において、3Pエージェントは、ユーザの関与なしに使用するために構成される
可能性がある。一部の例において、一部3Pエージェントは、使用される前に構成を必要と
する可能性がある。たとえば、ユーザの家にスマート照明調光器(smart lighting dimmer
)を設置するときに、ユーザは、スマート照明調光器の製造業者によって提供された3Pエ
ージェントを使用するために構成する可能性がある。構成プロセスは、3Pエージェントを
1Pアシスタントに関連付けること(たとえば、ユーザが3Pエージェントに関するアカウン
ト情報を1Pアシスタントに提供する可能性がある)と、1Pアシスタントがユーザの代わり
に3Pエージェントと通信することを(たとえば、ユーザによって)認可することとを含む可
能性がある。
【００３９】
　検索モジュール182は、検索モジュール182が(たとえば、コンピューティングデバイス1
10に関連するコンテキスト情報に基づいて)自動的に生成するかまたは検索モジュール182
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がアシスタントサーバシステム160、3Pエージェントサーバシステム170、もしくはコンピ
ューティングデバイス110から(たとえば、コンピューティングデバイス110のユーザの代
わりにバーチャルアシスタントが完了しているタスクの一部として)受け取る検索クエリ
に関連すると判定された情報の検索を実行する可能性がある。検索モジュール182は、検
索クエリに関連する情報を特定するために検索クエリに基づいてインターネット検索また
はローカルデバイス検索を行う可能性がある。検索を実行した後、検索モジュール182は
、検索から返された情報(たとえば、検索結果)をアシスタントサーバシステム160、3Pエ
ージェントサーバシステム170のうちの1つまたは複数、またはコンピューティングデバイ
ス110に出力する可能性がある。
【００４０】
　ローカルアシスタントモジュール122Aおよび/またはリモートアシスタントモジュール1
22Bなどのシステム100の1つまたは複数の構成要素は、コンピューティングデバイス110の
ユーザなどの個人が利用可能であるエージェントに関連する情報を記憶するためにエージ
ェントインデックス124Aおよび/またはエージェントインデックス124B(集合的に、「エー
ジェントインデックス124」)を維持する可能性がある。一部の例において、エージェント
インデックス124は、各エージェントに関して、エージェント情報の半構造化インデック
ス(semi-structured index)にエージェントの説明および能力のリストを記憶する可能性
がある。たとえば、エージェントインデックス124は、それぞれの利用可能なエージェン
トに関する情報を有する単一のドキュメントを含む可能性がある。特定のエージェントに
関するエージェントインデックス124に含まれるドキュメントは、特定のエージェントの
開発元によって提供された情報から構築される可能性がある。ドキュメントに含まれる可
能性があるかまたはドキュメントを構築するために使用される可能性がある一部の例示的
な情報フィールドは、エージェントの説明、エージェントの1つもしくは複数のエントリ
ポイント(entry point)、エージェントのカテゴリ、エージェントの1つもしくは複数のト
リガフレーズ、エージェントに関連するウェブサイト、エージェントによって生成された
テキストに基づいてオーディオデータを合成するときに使用するための音声の指示、およ
び/またはエージェントの能力のリスト(たとえば、エージェントが実行することができる
タスクもしくはタスクの種類のリスト)を含むがこれらに限定されない。一部の例におい
て、情報フィールドのうちの1つまたは複数は、自由形式の自然言語で書かれる可能性が
ある。一部の例において、情報フィールドのうちの1つまたは複数は、予め定義されたリ
ストから選択される可能性がある。たとえば、カテゴリフィールドは、カテゴリの予め定
義された組(たとえば、ゲーム、生産性、通信)から選択される可能性がある。一部の例に
おいて、エージェントのエントリポイントは、エージェントとインターフェースをとるた
めに使用されるデバイスの種類である可能性がある(たとえば、携帯電話)。一部の例にお
い
て、エージェントのエントリポイントは、エージェントのリソースアドレスまたはその他
の引数(argument)である可能性がある。
【００４１】
　一部の例において、エージェントインデックス124は、利用可能なエージェントの使用
および/または性能に関連する情報を記憶する可能性がある。たとえば、エージェントイ
ンデックス124は、それぞれの利用可能なエージェントに関するエージェント品質スコア
を含む可能性がある。一部の例において、エージェント品質スコアは、特定のエージェン
トが競合するエージェントよりも頻繁に選択されるかどうか、エージェントの開発元がそ
の他の高品質のエージェントを生産したかどうか、エージェントの開発元がその他のユー
ザのプロパティに関して良い(または悪い)スパムスコア(spam score)を有するかどうか、
およびユーザが概して実行中にエージェントを途中でやめるかどうかのうちの1つまたは
複数に基づいて決定される可能性がある。一部の例において、エージェント品質スコアは
、0以上1以下の値として表される可能性がある。
【００４２】
　エージェントインデックス124は、トリガフレーズとエージェントとの間のマッピング
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を提供する可能性がある。上で検討されたように、特定のエージェントの開発元は、特定
のエージェントに関連付けられる1つまたは複数のトリガフレーズを提供する可能性があ
る。一部の例においては、エージェント選択の質を高めるために、ローカルアシスタント
モジュール122Aは、与えられるトリガフレーズを増補する可能性がある。たとえば、ロー
カルアシスタントモジュール122Aは、トリガフレーズの構造およびトリガフレーズの重要
な概念の同義語を広げることによってトリガフレーズを拡大する可能性がある。構造の拡
大に関して、ローカルアシスタントモジュール122Aは、トリガフレーズの複合語の中に「
お願いします(please)」、「～していただけますか(could you)」などのようなユーザの
自然言語の発話によく使用される語を挿入し、それから、フレーズの複合語を並べ替える
可能性がある。
【００４３】
　場合によっては、トリガフレーズの能力の概念は、動詞および名詞として表され得る。
したがって、一部の例において、ローカルアシスタントモジュール122Aは、ウェブ検索の
クエリのログを調べ、(たとえば、自然言語のフレームワークを使用して)各クエリに関し
て動詞および名詞をタグ付けし、タグ付けされた動詞および名詞に基づいて動詞のクラス
タを構築する可能性がある。各クラスタ内で、すべての動詞は、同じ名詞の文脈で同様の
意味を有すると考えられる可能性がある。したがって、動詞クラスタモデルを使用して、
ローカルアシスタントモジュール122Aは、エージェントに関連するトリガフレーズ内の動
詞の同義語を広げ、エージェントインデックス124に結果を(つまり、エージェントに関す
る代替的なトリガフレーズとして)記憶する可能性がある。
【００４４】
　一部の例において、一部のトリガフレーズは、データの関連する組を表す変数を含む可
能性もある。これらのデータの組は、schema.orgの型によってまたは開発元のカスタム仕
様として定義される可能性がある。これらのトリガおよびパラメータ値の組は、テキスト
マッチングシステムのための訓練システムに供給される。訓練システムは、指定されたパ
ターンを、オンラインクエリマッチングのために効率的に表現された規則の組に変換する
可能性がある。ローカルアシスタントモジュール122Aは、適用可能なエージェントへのテ
キストマッチングシステムの規則のマッピングを維持する可能性もある。
【００４５】
　検索モジュール182などのシステム100の1つまたは複数の構成要素は、ウェブ検索イン
デックス内で任意の関連するウェブサイトにエージェントについてのメタデータを添付す
る可能性がある。このメタデータは、エージェントのIDおよび関連するエージェントのエ
ントリポイントを含む可能性がある。
【００４６】
　ユーザがエージェントとインタラクションするとき、システム100の1つまたは複数の構
成要素は、ユーザの個人的履歴にインタラクションの詳細のログを記録する可能性がある
。上で検討されたように、ログに記録することは、ユーザがエージェントのインタラクシ
ョンのログの記録を無効にし得るように1つまたは複数のユーザの制御に従う可能性があ
る。特に、システム100の1つまたは複数の構成要素は、ユーザから明示的な認可を受け取
った後にのみ詳細をログに記録する可能性がある。
【００４７】
　動作中、ローカルアシスタントモジュール122Aは、コンピューティングデバイス110の
ユーザによって与えられたユーザ入力の指示をUIモジュール120から受け取る可能性があ
る。一例として、ローカルアシスタントモジュール122Aは、コンピューティングデバイス
110のユーザによって与えられた発話に対応する音声入力の指示を受け取る可能性がある
。別の例として、ローカルアシスタントモジュール122Aは、(たとえば、物理的なおよび/
または仮想的なキーボードにおいて)コンピューティングデバイス110のユーザによって与
えられたテキスト入力の指示を受け取る可能性がある。本開示の1つまたは複数の技術に
よれば、ローカルアシスタントモジュール122は、発話を満足させるために複数のエージ
ェントからエージェントを選択する可能性がある。たとえば、ローカルアシスタントモジ
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ュール122Aは、ユーザの発話を1Pエージェント(つまり、ローカルアシスタントモジュー
ル122Aによって提供される1Pエージェント)を使用して満足させるべきか、3Pエージェン
ト(つまり、3Pエージェントモジュール128のうちの1つによって提供される3Pエージェン
ト)を使用して満足させるべきか、または1Pエージェントおよび3Pエージェントの何らか
の組合せを使用して満足させるべきかを判定する可能性がある。
【００４８】
　ローカルアシスタントモジュール122Aは、エージェント選択の基礎を発話の分析に置く
可能性がある。一例として、3P言語エージェントを単独で使用して発話を満足させること
ができない場合、ローカルアシスタントモジュール122Aは、少なくとも初めに、1P言語エ
ージェントを選択する可能性がある。別の例として、ローカルアシスタントモジュール12
2Aは、発話に基づいてタスクを特定し、タスクを実行するためにエージェントのランク付
けおよび/または利用可能なエージェントの能力に基づいて利用可能なエージェント(たと
えば、1Pエージェントおよび3Pエージェント)からエージェントを選択する可能性がある
。別の例として、ローカルアシスタントモジュール122Aは、音声入力が1Pエージェントに
関連付けられる1つもしくは複数の予め決められたトリガフレーズまたは3Pエージェント
に関連付けられる1つもしくは複数の予め決められたトリガフレーズを含むかどうかを(た
とえば、エージェントインデックス124Aに含まれるデータに基づいて)判定する可能性が
ある。
【００４９】
　上で検討されたように、ローカルアシスタントモジュール122Aは、エージェント選択の
基礎を、音声入力が1つまたは複数の予め決められたトリガフレーズを含むかどうかに置
く可能性がある。たとえば、音声入力が1Pエージェントに関連付けられる1つまたは複数
の予め決められたトリガフレーズを含む場合、ローカルアシスタントモジュール122Aは、
発話を満足させるために1Pエージェントのうちの1つまたは複数を選択する可能性がある
。一部の例においては、1Pエージェントのうちの1つまたは複数が選択され、結果として
生じる関わり合いは1P体験(experience)と呼ばれる可能性がある。
【００５０】
　しかし、音声入力が3Pエージェントに関連付けられる1つまたは複数の予め決められた
トリガフレーズを含む場合、ローカルアシスタントモジュール122Aは、発話を満足させる
ために3Pエージェントのうちの1つまたは複数を選択する可能性がある。たとえば、ロー
カルアシスタントモジュール122Aは、音声入力に含まれるトリガフレーズに関連付けられ
る3Pエージェントのうちの3Pエージェントを選択する可能性がある。3Pエージェントの選
択を実行するために、ローカルアシスタントモジュール122Aは、発話に基づいて1つまた
は複数の3Pエージェントをランク付けする可能性がある。一部の例において、ローカルア
シスタントモジュール122Aは、すべての知られている3Pエージェントをランク付けする可
能性がある。一部の例において、ローカルアシスタントモジュール122Aは、すべての知ら
れている3Pエージェントのサブセットをランク付けする可能性がある。たとえば、ローカ
ルアシスタントモジュール122Aは、コンピューティングデバイス110のユーザによる使用
のために予め構成される3Pエージェントをランク付けする可能性がある。
【００５１】
　上で検討されたように、ローカルアシスタントモジュール122Aは、ランク付けに基づい
て3Pエージェントを選択する可能性がある。たとえば、ローカルアシスタントモジュール
122Aは、発話を満足させるために最も高いランク付けを有する3Pエージェントを選択する
可能性がある。ランク付けの中に同一ランクの3Pエージェントがある場合および/または
最も高いランク付けを有する3Pエージェントのランク付けがランク付けのしきい値未満で
ある場合などの一部の例において、ローカルアシスタントモジュール122Aは、発話を満足
させるために3P言語エージェントを選択するためにユーザ入力を求める可能性がある。た
とえば、ローカルアシスタントモジュール122Aは、UIモジュール120に、ユーザが発話を
満足させるために上位N(たとえば、2、3、4、5など)位にランク付けされた3Pエージェン
トから3Pエージェントを選択することを要求するユーザインターフェースを出力させる可
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能性がある。
【００５２】
　選択されたエージェント(1Pエージェント、3Pエージェント、または1P言語エージェン
トおよび3Pエージェントの何らかの組合せ)は、発話を満足させようと試みる可能性があ
る。たとえば、選択されたエージェントは、発話を満足させるために1つまたは複数のア
クションを実行する(たとえば、発話に基づいて有用な情報を出力するか、発話によって
示されたユーザのニーズに応えるか、またはそうでなければ発話に基づいてユーザがさま
ざまな現実のもしくは仮想的なタスクを完了するのを助けるための特定の動作を実行する
)可能性がある。
【００５３】
　上で検討されたように、一部の例において、モジュール122によって表されるエージェ
ントは、両方が1Pエージェントであるわけではない可能性がある。たとえば、ローカルア
シスタントモジュール122Aによって表されるエージェントは、1Pエージェントである可能
性があり、一方、リモートアシスタントモジュール122Bによって表されるエージェントは
、3Pエージェントである可能性がある。そのような例の一部において、ローカルアシスタ
ントモジュール122Aは、3Pエージェントの選択、特定、ランク付け、および/またはその
他の3Pエージェントの呼び出しの一部(またはすべて)を実行するために3Pリモートアシス
タントモジュール122Bを利用する可能性がある。そのような例の一部において、ローカル
アシスタントモジュール122Aは、3Pエージェントの選択、特定、ランク付け、および/ま
たはその他の3Pエージェントの呼び出しの一部(またはすべて)を実行するために3Pリモー
トアシスタントモジュール122Bを利用することができない可能性があり、そのようなタス
クをローカルで実行する可能性がある。
【００５４】
　コンピューティングデバイス110、アシスタントサーバシステム160、および3Pエージェ
ントサーバシステム170のうちの1つまたは複数の改善された動作が、上の説明によって得
られることは理解されるであろう。一例として、ユーザによって与えられたタスクを実行
するための好ましいエージェントを特定することによって、一般化された検索および複雑
なクエリの書き換えが削減され得る。ひいては、これは、帯域幅およびデータ送信の使用
を減らしたり、一時的な揮発性メモリの使用を減らしたり、バッテリの消費を減らしたり
する。さらに、特定の実施形態においては、デバイスの性能を最適化することおよび/ま
たはセルラーデータの使用を最小化することが、これらの基準に基づくエージェントの選
択がデバイスの性能の所望の直接的な改善および/または削減されたデータ使用をもたら
すように、エージェントをランク付けするための非常に重視される特徴である可能性があ
る。別の例として、発話を最初に処理する(たとえば、タスクを特定し、タスクを実行す
るためのエージェントを選択する)ための単一のアシスタント/エージェント(たとえば、1
Pアシスタント)を提供することによって、計算負荷が削減される可能性がある。たとえば
、著しい量のシステムリソース(たとえば、CPUサイクル、電力消費など)を消費する、入
ってくる発話をいくつかのエージェントに監視させ、処理させ、満足させることとは対照
的に、本開示の技術は、単一のアシスタントが最初に発話を処理し、必要に応じて3Pエー
ジェントを呼び出すことを可能にする。したがって、本開示の技術は、発話の処理のあら
ゆるステップに含まれる複数のエージェントを持つことの技術的な欠点なしに発話を満足
させるために利用可能な複数のエージェントを持つことの恩恵をもたらす。
【００５５】
　図2は、本開示の1つまたは複数の態様による例示的なバーチャルアシスタントを実行す
るように構成される例示的なコンピューティングデバイスを示すブロック図である。図2
のコンピューティングデバイス210が、図1のコンピューティングデバイス110の例として
下で説明される。図2は、コンピューティングデバイス210のただ1つの特定の例を示し、
コンピューティングデバイス210の多くのその他の例が、その他の場合に使用される可能
性があり、例示的なコンピューティングデバイス210に含まれる構成要素のサブセットを
含む可能性があり、または図2に示されていないさらなる構成要素を含む可能性がある。
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【００５６】
　図2の例に示されるように、コンピューティングデバイス210は、ユーザインターフェー
スデバイス(UID)212、1つまたは複数のプロセッサ240、1つまたは複数の通信ユニット242
、1つまたは複数の入力構成要素244、1つまたは複数の出力構成要素246、および1つまた
は複数のストレージ構成要素248を含む。UID 212は、ディスプレイ構成要素202、存在感
知入力構成要素204、マイクロフォン構成要素206、およびスピーカ構成要素208を含む。
コンピューティングデバイス210のストレージ構成要素248は、UIモジュール220、アシス
タントモジュール222、検索モジュール282、1つまたは複数のアプリケーションモジュー
ル226、コンテキストモジュール230、およびエージェントインデックス224を含む。
【００５７】
　通信チャネル250は、構成要素間通信のために(物理的に、通信可能なように、および/
または動作可能なように)構成要素212、240、242、244、246、および248の各々を相互に
接続する可能性がある。一部の例において、通信チャネル250は、システムバス、ネット
ワーク接続、プロセス間通信データ構造、またはデータを伝達するための任意のその他の
方法を含む可能性がある。
【００５８】
　コンピューティングデバイス210の1つまたは複数の通信ユニット242は、1つまたは複数
のネットワーク(たとえば、図1のシステム100のネットワーク130)上でネットワーク信号
を送信および/または受信することによって1つまたは複数の有線および/またはワイヤレ
スネットワークを介して外部デバイス(たとえば、図1のシステム100のアシスタントサー
バシステム160および/または検索サーバシステム180)と通信する可能性がある。通信ユニ
ット242の例は、(たとえば、イーサネット(登録商標)カードなどの)ネットワークインタ
ーフェースカード、光トランシーバ、無線周波数トランシーバ、GPS受信機、または情報
を送信および/もしくは受信することができる任意のその他の種類のデバイスを含む。通
信ユニット242のその他の例は、短波無線、セルラーデータ無線、ワイヤレスネットワー
ク無線、およびユニバーサルシリアルバス(USB)コントローラを含む可能性がある。
【００５９】
　コンピューティングデバイス210の1つまたは複数の入力構成要素244は、入力を受け取
る可能性がある。入力の例は、触覚、テキスト、オーディオ、画像、およびビデオ入力で
ある。コンピューティングデバイス210の入力構成要素242は、一例において、存在感知入
力デバイス(たとえば、タッチ感知スクリーン、PSD)、マウス、キーボード、音声応答シ
ステム、カメラ、マイクロフォン、または人もしくは機械からの入力を検出するための任
意のその他の種類のデバイスを含む。一部の例において、入力構成要素242は、1つまたは
複数のセンサ構成要素、1つまたは複数の測位センサ(GPS構成要素、Wi-Fi構成要素、セル
ラー構成要素)、1つまたは複数の温度センサ、1つまたは複数の運動センサ(たとえば、加
速度計、ジャイロ)、1つまたは複数の圧力センサ(たとえば、気圧計)、1つまたは複数の
環境光センサ、および1つまたは複数のその他のセンサ(たとえば、赤外線近接センサ、湿
度計センサなど)を含む可能性がある。いくつかその他の非限定的な例を挙げるとすれば
、その他のセンサは、心拍数センサ、磁気計、グルコースセンサ、嗅覚センサ、コンパス
センサ、ステップカウンターセンサ(step counter sensor)を含む可能性がある。
【００６０】
　コンピューティングデバイス110の1つまたは複数の出力構成要素246は、出力を生成す
る可能性がある。出力の例は、触覚、オーディオ、およびビデオ出力である。コンピュー
ティングデバイス210の出力構成要素246は、一例において、存在感知ディスプレイ、サウ
ンドカード、ビデオグラフィックスアダプタカード、スピーカ、ブラウン管(CRT)モニタ
、液晶ディスプレイ(LCD)、または人もしくは機械への出力を生成するための任意のその
他の種類のデバイスを含む。
【００６１】
　コンピューティングデバイス210のUID 212は、コンピューティングデバイス110のUID 1
12と同様である可能性があり、ディスプレイ構成要素202、存在感知入力構成要素204、マ
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イクロフォン構成要素206、およびスピーカ構成要素208を含む。ディスプレイ構成要素20
2は、情報がUID 212によって表示されるスクリーンである可能性があり、一方、存在感知
入力構成要素204は、ディスプレイ構成要素202にあるおよび/またはディスプレイ構成要
素202の近くにある物体を検出する可能性がある。スピーカ構成要素208は、可聴情報がUI
D 212によって再生されるスピーカである可能性があり、一方、マイクロフォン構成要素2
06は、ディスプレイ構成要素202および/もしくはスピーカ構成要素208においてならびに/
またはディスプレイ構成要素202および/もしくはスピーカ構成要素208の近くで与えられ
た可聴入力を検出する可能性がある。
【００６２】
　コンピューティングデバイス210の内部構成要素として示されているが、UID 212は、入
力および出力を送信および/または受信するためにコンピューティングデバイス210とデー
タ経路を共有する外部構成要素を表す可能性もある。たとえば、一例において、UID 212
は、コンピューティングデバイス210の外装内に置かれ、コンピューティングデバイス210
の外装に物理的に接続されたコンピューティングデバイス210の組み込み構成要素(たとえ
ば、モバイル電話のスクリーン)を表す。別の例において、UID 212は、コンピューティン
グデバイス210のパッケージまたはハウジングの外に置かれ、コンピューティングデバイ
ス210のパッケージまたはハウジングから物理的に分離されたコンピューティングデバイ
ス210の外部構成要素(たとえば、コンピューティングデバイス210と有線および/またはワ
イヤレスデータ経路を共有するモニタ、プロジェクタなど)を表す。
【００６３】
　1つの例示的な範囲として、存在感知入力構成要素204は、ディスプレイ構成要素202の2
インチ以内にある指またはスタイラスなどの物体を検出する可能性がある。存在感知入力
構成要素204は、物体が検出されたディスプレイ構成要素202の位置(たとえば、[x, y]座
標)を判定する可能性がある。別の例示的な範囲において、存在感知入力構成要素204は、
ディスプレイ構成要素202から6インチ以内の物体を検出する可能性があり、その他の範囲
も、可能である。存在感知入力構成要素204は、静電容量式、誘導式、および/または光学
式認識技術を使用してユーザの指によって選択されたディスプレイ構成要素202の位置を
判定する可能性がある。一部の例において、存在感知入力構成要素204は、さらに、ディ
スプレイ構成要素202に関連して説明されたように触覚、オーディオ、またはビデオの刺
激を使用してユーザに出力を提供する。図2の例において、UID 212は、(図1のグラフィカ
ルユーザインターフェース114などの)ユーザインターフェースを提示する可能性がある。
【００６４】
　スピーカ構成要素208は、コンピューティングデバイス210のハウジングに組み込まれた
スピーカを含む可能性があり、一部の例において、コンピューティングデバイス210に動
作可能なように結合される有線またはワイヤレスヘッドフォンのセットに組み込まれたス
ピーカである可能性がある。マイクロフォン構成要素206は、UID 212においてまたはUID 
212の近くで発生する可聴入力を検出する可能性がある。マイクロフォン構成要素206は、
背景雑音を削除するためにさまざまな雑音除去技術を実行し、検出されたオーディオ信号
からユーザの発話を分離する可能性がある。
【００６５】
　コンピューティングデバイス210のUID 212は、2次元および/または3次元ジェスチャを
コンピューティングデバイス210のユーザからの入力として検出する可能性がある。たと
えばUID 212のセンサは、UID 212のセンサの距離しきい値以内のユーザの運動(たとえば
、手、腕、ペン、スタイラスなどを動かすこと)を検出する可能性がある。UID 212は、運
動の2または3次元ベクトル表現を決定し、ベクトル表現を複数次元を有するジェスチャ入
力(たとえば、手を振ること、つまむこと、手を叩くこと、ペンの運びなど)と相互に関連
付ける可能性がある。言い換えると、UID 212は、UID 212が表示するために情報を出力す
るスクリーンもしくは面においてまたはそのスクリーンもしくは面の近くでユーザがジェ
スチャをすることを要求することなく多次元ジェスチャを検出することができる。その代
わりに、UID 212は、UID 212が表示するために情報を出力するスクリーンまたは面の近く
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に置かれる可能性がありまたは近くに置かれない可能性があるセンサにおいてまたはその
センサの近くで実行される多次元ジェスチャを検出することができる。
【００６６】
　1つまたは複数のプロセッサ240は、コンピューティングデバイス210に関連する機能を
実施する可能性があるおよび/または命令を実行する可能性がある。プロセッサ240の例は
、アプリケーションプロセッサ、ディスプレイコントローラ、補助プロセッサ、1つまた
は複数のセンサハブ、およびプロセッサ、処理ユニット、または処理デバイスとして機能
するように構成された任意のその他のハードウェアを含む。モジュール220、222、226、2
30、および282は、コンピューティングデバイス210のさまざまなアクション、動作、また
は機能を実行するためにプロセッサ240によって操作され得る可能性がある。たとえば、
コンピューティングデバイス210のプロセッサ240は、動作モジュール220、222、226、230
、および282をプロセッサ240に実行させる、ストレージ構成要素248によって記憶された
命令を取り出し、実行する可能性がある。命令は、プロセッサ240によって実行されると
き、コンピューティングデバイス210にストレージ構成要素248内に情報を記憶させる可能
性がある。
【００６７】
　コンピューティングデバイス210内の1つまたは複数のストレージ構成要素248は、コン
ピューティングデバイス210の動作中に処理するために情報を記憶する可能性がある(たと
えば、コンピューティングデバイス210は、コンピューティングデバイス210における実行
中にモジュール220、222、226、230、および282によってアクセスされるデータを記憶す
る可能性がある)。一部の例において、ストレージ構成要素248は一時的メモリであり、つ
まり、ストレージ構成要素248の主目的は長期的な記憶ではない。コンピューティングデ
バイス210のストレージ構成要素248は、揮発性メモリとしての情報の短期記憶のために構
成され、したがって、電源がオフにされた場合、記憶された内容を保持しない可能性があ
る。揮発性メモリの例は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、ダイナミックランダムアクセ
スメモリ(DRAM)、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、および当技術分野で知ら
れているその他の形態の揮発性メモリを含む。
【００６８】
　一部の例において、さらに、ストレージ構成要素248は、1つまたは複数のコンピュータ
可読ストレージ媒体を含む。一部の例において、ストレージ構成要素248は、1つまたは複
数の非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体を含む。ストレージ構成要素248は、揮発
性メモリに通常記憶されるよりも多くの量の情報を記憶するように構成される可能性があ
る。さらに、ストレージ構成要素248は、不揮発性メモリ空間としての情報の長期記憶の
ために構成され、電源のオン/オフのサイクルの後に情報を保持する可能性がある。不揮
発性メモリの例は、磁気ハードディスク、光ディスク、フロッピーディスク、フラッシュ
メモリ、または電気的にプログラミング可能なメモリ(EPROM)もしくは電気的に消去可能
でありプログラミング可能である(EEPROM)メモリの形態を含む。ストレージ構成要素248
は、モジュール220、222、226、230、および282ならびにデータストア224に関連するプロ
グラム命令および/または情報(たとえば、データ)を記憶する可能性がある。ストレージ
構成要素248は、モジュール220、222、226、230、および282ならびにデータストア224に
関連するデータまたはその他の情報を記憶するように構成されたメモリを含む可能性があ
る。
【００６９】
　UIモジュール220は、図1のコンピューティングデバイス110のUIモジュール120のすべて
の機能を含む可能性があり、たとえば、コンピューティングデバイス110のユーザとアシ
スタントモジュール222との間のインタラクションを容易にするためにUID 212においてコ
ンピューティングデバイス210が提供するユーザインターフェース(たとえば、ユーザイン
ターフェース114)を管理するためにUIモジュール120と同様の動作を実行する可能性があ
る。たとえば、コンピューティングデバイス210のUIモジュール220は、アシスタントユー
ザインターフェース(たとえば、ユーザインターフェース114)を出力する(たとえば、表示
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するかまたはオーディオを再生する)ための命令を含むアシスタントモジュール222からの
情報を受け取る可能性がある。UIモジュール220は、通信チャネル250を介してアシスタン
トモジュール222から情報を受け取り、データを使用してユーザインターフェースを生成
する可能性がある。UIモジュール220は、UID 212にUID 212においてユーザインターフェ
ースを提示させるために表示または可聴出力コマンドおよび関連するデータを通信チャネ
ル250を介して送信する可能性がある。
【００７０】
　一部の例において、UIモジュール220は、UID 212において検出された1つまたは複数の
ユーザ入力の指示を受け取る可能性があり、ユーザ入力についての情報をアシスタントモ
ジュール222に出力する可能性がある。たとえば、UID 212は、ユーザからの音声入力を検
出し、音声入力についてのデータをUIモジュール220に送信する可能性がある。
【００７１】
　UIモジュール220は、音声入力の指示をさらに解釈するためにアシスタントモジュール2
22に送信する可能性がある。アシスタントモジュール222は、音声入力に基づいて、検出
された音声入力がアシスタントモジュール222が1つまたは複数のタスクを実行することの
ユーザの要求を表すと判定する可能性がある。
【００７２】
　UIモジュール220は、テキスト音声変換(TTS)を実行することができる可能性がある。た
とえば、テキストを(たとえば、アシスタントまたはエージェントによって)与えられると
き、UIモジュール220は、テキストを話す(たとえば、テキストを声に出して読む)ための
オーディオデータを合成する可能性がある。UIモジュール220は、複数の異なる音声を使
用してTTSを実行することができる可能性がある。
【００７３】
　アプリケーションモジュール226は、情報をユーザに提供するおよび/またはタスクを実
行するためにアシスタントモジュール222などのアシスタントによってアクセスされる可
能性がある、コンピューティングデバイス210において実行され、コンピューティングデ
バイス210からアクセスされ得るすべてのさまざまな個々のアプリケーションおよびサー
ビスを表す。コンピューティングデバイス210のユーザは、コンピューティングデバイス2
10に機能を実行させるために1つまたは複数のアプリケーションモジュール226に関連する
ユーザインターフェースとインタラクションする可能性がある。アプリケーションモジュ
ール226の多くの例が存在し、フィットネスアプリケーション、カレンダーアプリケーシ
ョン、検索アプリケーション、地図もしくはナビゲーションアプリケーション、輸送サー
ビスアプリケーション(たとえば、バスもしくは電車追跡アプリケーション)、ソーシャル
メディアアプリケーション、ゲームアプリケーション、電子メールアプリケーション、チ
ャットもしくはメッセージングアプリケーション、インターネットブラウザアプリケーシ
ョン、またはコンピューティングデバイス210において実行され得る任意のおよびすべて
のその他のアプリケーションを含む可能性がある。
【００７４】
　コンピューティングデバイス210の検索モジュール282は、コンピューティングデバイス
210のために統合された検索機能を実行する可能性がある。検索モジュール282は、UIモジ
ュール220、アプリケーションモジュール226のうちの1つもしくは複数、および/またはア
シスタントモジュール222によって、それらのモジュールの代わりに検索動作を実行する
ために呼び出される可能性がある。呼び出されたとき、検索モジュール282は、検索クエ
リを生成することならびに生成された検索クエリに基づく検索をさまざまなローカルおよ
びリモート情報ソースにまたがって実行する実行することなどの検索機能を実行する可能
性がある。検索モジュール282は、実行された検索の結果を呼び出し元の構成要素または
モジュールに提供する可能性がある。つまり、検索モジュール282は、呼び出しコマンド
に応答して検索結果をUIモジュール220、アシスタントモジュール222、および/またはア
プリケーションモジュール226に出力する可能性がある。
【００７５】



(21) JP 2019-535037 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

　コンテキストモジュール230は、コンピューティングデバイス210のコンテキストを定義
するためにコンピューティングデバイス210に関連するコンテキスト情報を収集する可能
性がある。特に、コンテキストモジュール230は、主に、特定の時間のコンピューティン
グデバイス210の物理的および/または仮想的環境ならびにコンピューティングデバイス21
0のユーザの特徴を明記するコンピューティングデバイス210のコンテキストを定義するた
めにアシスタントモジュール222によって使用される。
【００７６】
　開示全体を通じて使用されるとき、用語「コンテキスト情報」は、コンピューティング
デバイスおよびコンピューティングデバイスのユーザが特定の時間に経験する可能性があ
る仮想的なおよび/または物理的な環境の特徴を定義するためにコンテキストモジュール2
30によって使用され得る任意の情報を説明するために使用される。コンテキスト情報の例
は多数あり、コンピューティングデバイス210のセンサ(たとえば、位置センサ、加速度計
、ジャイロ、気圧計、環境光センサ、近接センサ、マイクロフォン、および任意のその他
のセンサ)によって取得されたセンサ情報、コンピューティングデバイス210の通信モジュ
ールによって送信および受信される通信情報(たとえば、テキストに基づく通信、可聴通
信、ビデオ通信など)、ならびにコンピューティングデバイス210において実行されるアプ
リケーションに関連するアプリケーション使用情報(たとえば、アプリケーションに関連
するアプリケーションデータ、インターネット検索履歴、テキスト通信、音声およびビデ
オ通信、カレンダー情報、ソーシャルメディアの投稿および関連する情報など)を含む可
能性がある。コンテキスト情報のさらなる例は、コンピューティングデバイス210の外部
にある送信デバイスから取得された信号および情報を含む。たとえば、コンテキストモジ
ュール230は、小売商の物理的場所にまたは小売商の物理的場所の近くに置かれた外部ビ
ーコンから送信されたビーコン情報をコンピューティングデバイス210の無線または通信
ユニットを介して受信する可能性がある。
【００７７】
　アシスタントモジュール222は、図1のコンピューティングデバイス110のローカルアシ
スタントモジュール122Aのすべての機能を含む可能性があり、アシスタントを提供するた
めのローカルアシスタントモジュール122Aと同様の動作を実行する可能性がある。一部の
例において、アシスタントモジュール222は、アシスタント機能を提供するためにローカ
ルで(たとえば、プロセッサ240において)実行される可能性がある。一部の例において、
アシスタントモジュール222は、コンピューティングデバイス210にアクセスし得るリモー
トアシスタントサービスへのインターフェースとして働く可能性がある。たとえば、アシ
スタントモジュール222は、図1のアシスタントサーバシステム160のリモートアシスタン
トモジュール122Bへのインターフェースまたはアプリケーションプログラミングインター
フェース(API)である可能性がある。
【００７８】
　エージェント選択モジュール227は、所与の発話を満足させるために1つまたは複数のエ
ージェントを選択するための機能を含む可能性がある。一部の例において、エージェント
選択モジュール227は、スタンドアロンのモジュールである可能性がある。一部の例にお
いて、エージェント選択モジュール227は、アシスタントモジュール222に含まれる可能性
がある。
【００７９】
　図1のシステム100のエージェントインデックス124Aおよび124Bと同様に、エージェント
インデックス224は、3Pエージェントなどのエージェントに関連する情報を記憶する可能
性がある。アシスタントモジュール222および/またはエージェント選択モジュール227は
、アシスタントのタスクを実行するおよび/または発話を満足させるためにエージェント
を選択するために、コンテキストモジュール230および/または検索モジュール282によっ
て提供される任意の情報に加えて、エージェントインデックス224に記憶された情報に依
拠する可能性がある。
【００８０】
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　エージェント選択モジュール227は、ユーザの発話を満足させるために1つまたは複数の
エージェントを選択する可能性がある。上で検討されたように、特別な支援(たとえば、
アシスタントモジュール222の発行元からの支援)を必要とする発話などの一部の発話(つ
まり、ユーザの要求)は、3Pエージェントに直接受け渡され得ない。発話を満足させるた
めに特別な支援が必要とされる状況は、アシスタントモジュール222の発行元が発話を満
足させるために必要な論理(の少なくとも一部であるが必ずしもすべてであるとは限らな
い)を実装する可能性があるので1P体験と呼ばれる可能性がある。特別な支援を必要とす
る可能性がある発話の2つの例は、ホームオートメーションおよび過度に広いクエリであ
る。
【００８１】
　ホームオートメーションの発話の例は、「下の階のサーモスタットを71に設定して」で
ある。アシスタントモジュール222の発行元は、ユーザがユーザのホームオートメーショ
ン機器をアシスタントモジュール222などに登録することを可能にし得る。上の発話を満
足させるために、アシスタントモジュール222は、ユーザのホームオートメーション機器
の構成情報を探し、それから、詳細に基づいてオートメーションシステム(たとえば、下
の階のサーモスタット)に適切な要求を送信する可能性がある。ユーザのホームオートメ
ーション機器の知識および/またはユーザのホームオートメーション機器へのアクセスの
特別な支援が発話を満足させるために必要とされるので、エージェント選択モジュール22
7が、発話を満足させるために1Pエージェントを選択する可能性がある。言い換えると、
このプロセスは、1P体験として実施される可能性がある。
【００８２】
　過度に広い発話の例は、「退屈だ」である。その発話を満足させるための多くの潜在的
な方法が存在するが、十分な満足はそのときのユーザの好みに依存する。したがって、エ
ージェント選択モジュール227は、1P体験を選択する可能性がある。そのような1P体験に
おいて、アシスタントモジュール222は、ユーザが何をしたいかを判定するための一連の
質問をユーザに尋ねる可能性がある。たとえば、アシスタントモジュール222は、「映画
が見たいですか、それともゲームがしたいですか?」と言う可能性がある。ユーザがゲー
ムがしたいと言うことによって答える場合、アシスタントモジュール222は、「分かりま
した。戦略ゲームがしたいですか、それともファンタジーゲームがしたいですか?」と言
う可能性がある。
【００８３】
　これらのおよびその他の同様の状況に関して、アシスタントモジュール222の発行元は
、内部に組み込まれた1組の1Pソリューションを提供する可能性がある。一部の例におい
て、1Pソリューションは、1Pエージェントと呼ばれる可能性がある。1Pエージェントは、
アシスタントモジュール222の発行元によって特定された1組の1Pトリガフレーズに関連付
けられる(つまり、それらによって特定される)可能性がある。
【００８４】
　概して、1P体験は、2つの基本モデルに従う可能性がある。第1のモデルにおいて、アシ
スタントモジュール222の発行元は、完全な体験を扱う可能性がある。1つのそのような例
は、発話「OKアシスタント、君はどこで作られた?」である。内部で作られた体験は、ア
シスタントがどのようにしておよびどこで作られたかについての面白い答えによって応答
する可能性がある。
【００８５】
　第2のモデルは、アシスタントモジュール222の発行元がタスクのための正確なパラメー
タを決定するための何らかの対話を実施し、それから、制御を3PエージェントまたはAPI
に移す場合である。上の「退屈だ」の例を続けると、対話がユーザが戦略ゲームをしたい
ことを見つけ出す場合、エージェント選択モジュール227は、そのようなゲームを実施す
るエージェントを呼び出す可能性がある。別の例として、発話が「タクシーを予約して」
である場合、エージェント選択モジュール227は、乗車場所および降車場所、時間、なら
びにタクシーのクラスなどの必要な情報をユーザに尋ねるためのアシスタントモジュール
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222を最初に選択する(つまり、1P体験を最初にトリガする)可能性がある。一部の例にお
いて、エージェント選択モジュール227は、タクシーを予約することができる3Pエージェ
ントを選択する可能性があり、アシスタントモジュール222は、集められた情報を選択さ
れた3Pエージェントに渡す可能性がある。一部の例において、アシスタントモジュール22
2は、タクシーを予約することができるエンティティの外部APIに集められた情報を直接渡
す可能性がある。これらの方法のどちらかで、エージェント選択モジュール227は、3Pエ
ージェントへの紹介を仲介する可能性がある。
【００８６】
　動作中、コンピューティングデバイス210のユーザは、UID 212において発話を与える可
能性があり、UID 212は、発話に基づいてオーディオデータを生成する可能性がある。一
部の例示的な発話は、「空港まで乗せてもらわなくちゃいけない」、「ジョークを言って
」、「ビーフウェリントンのレシピを見せて」を含むがこれらに限定されない。場合によ
っては、発話は、「GoPizzaアプリを使ってスモールチーズピザを注文して」など、ユー
ザがアクションを実行したい3Pアシスタントの特定を含む。多くのその他の場合、3Pエー
ジェントへの明示的な言及がユーザによってなされず、その場合、候補3Pエージェントを
特定し、それらの候補から好ましい3Pエージェントを選択する必要がある。
【００８７】
　エージェント選択モジュール227は、発話を満足させるために1つまたは複数のエージェ
ントを選択する可能性がある。たとえば、エージェント選択モジュール227は、発話が1P
エージェントまたは3Pエージェントに関連するいずれかのトリガフレーズを含むかどうか
を判定する可能性がある。発話が1Pトリガフレーズと一致する場合、エージェント選択モ
ジュール227は、1P体験を実行する可能性がある。たとえば、エージェント選択モジュー
ル227は、アシスタントモジュール222に発話を満足させる可能性がある。フレーズが3P体
験に一致する場合、エージェント選択モジュール227は、エージェント検索要求をサービ
スエンジンに送信する可能性がある。エージェント検索要求は、ユーザの発話(つまり、
発話に対応するオーディオデータ)、任意の一致するトリガフレーズ、およびコンテキス
トモジュール230によって決定されたユーザコンテキスト(たとえば、ユーザの一意識別子
、ユーザの位置など)を含む可能性がある。簡単にするために、サービスエンジンは、エ
ージェント選択モジュール227の構成要素である可能性があり、エージェント選択モジュ
ール227によって実行されるアクションは、一部の例において、別個のサービスエンジン
によって実行される可能性がある。
【００８８】
　エージェント選択モジュール227は、発話および任意の一致するトリガフレーズに基づ
いてエージェントインデックス224を調べる可能性がある。エージェント選択モジュール2
27は、発話かまたはトリガフレーズかのどちらかに一致するエージェントインデックス22
4内のエージェントのドキュメントを特定する可能性がある。エージェント選択モジュー
ル227は、特定されたエージェントのドキュメントを(たとえば、発話を満足させるための
能力レベルに基づいて)ランク付けする可能性がある。たとえば、エージェント選択モジ
ュール227は、テキスト一致スコアにエージェント品質スコアを掛ける可能性がある。上
で検討されたように、エージェント品質スコアは、エージェントインデックス224に記憶
される可能性がある。テキスト一致スコアは、発話の中のテキストとエージェントのドキ
ュメントの中のテキストとの間の一致の加重和である可能性がある。一部の例において、
エージェント選択モジュール227は、タイトルフィールド、トリガフレーズ、またはカテ
ゴリ内で重い重みを与える可能性がある。一部の例において、エージェント選択モジュー
ル227は、説明の中の一致により低い重みを与える可能性がある。
【００８９】
　一部の例において、エージェント選択モジュール227は、普通のウェブ検索によって発
話を送る(つまり、検索モジュール282に発話に基づいてウェブを検索させる)可能性もあ
る。一部の例において、エージェント選択モジュール227は、エージェントインデックス2
24を調べることと並行して普通のウェブ検索によって発話を送る可能性もある。
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【００９０】
　エージェント選択モジュール227は、発話を満足させるためにエージェントを選択する
ためにウェブ検索からのランク付けおよび/または結果を分析する可能性がある。たとえ
ば、エージェント選択モジュール227は、ウェブの結果を調べて、エージェントに関連す
るウェブページの結果が存在するかどうかを判定する可能性がある。エージェントに関連
するウェブページの結果が存在する場合、エージェント選択モジュール227は、ウェブペ
ージの結果に関連するエージェントをランク付けされた結果に挿入する可能性がある(前
記エージェントがランク付けされた結果にまだ含まれていない場合)。エージェント選択
モジュール227は、ウェブのスコアの強さに従ってエージェントのランク付けを引き上げ
る可能性がある。一部の例において、そのとき、エージェント選択モジュール227は、ユ
ーザが結果の集合内のエージェントのいずれかとインタラクションしたかどうかを判定す
るために個人履歴ストアに問い合わせる可能性がある。インタラクションした場合、エー
ジェント選択モジュール227は、それらのエージェントとのユーザの履歴の強さ応じてそ
れらのエージェントに引き上げ(つまり、高められたランク付け)を与える可能性がある。
【００９１】
　エージェント選択モジュール227は、エージェントの結果のこの最終的なランク付けさ
れた組に基づいて発話を満足させるために3Pエージェントを選択する可能性がある。たと
えば、エージェント選択モジュール227は、発話を満足させるために最も高いランク付け
を有する3Pエージェントを選択する可能性がある。ランク付けの中に同一ランクの3Pエー
ジェントがある場合および/または最も高いランク付けを有する3Pエージェントのランク
付けがランク付けのしきい値未満である場合などの一部の例において、エージェント選択
モジュール227は、発話を満足させるために3P言語エージェントを選択するためにユーザ
入力を求める可能性がある。たとえば、エージェント選択モジュール227は、UIモジュー
ル220に、ユーザが発話を満足させるためにN個(たとえば、2個、3個、4個、5個など)の適
度にランク付けされた3Pエージェントから3Pエージェントを選択することを要求するユー
ザインターフェース(つまり、選択UI)を出力させる可能性がある。一部の例において、N
個の適度にランク付けされた3Pエージェントは、上位N位までのエージェントを含む可能
性がある。一部の例において、N個の適度にランク付けされた3Pエージェントは、上位N位
までのエージェント以外のエージェントを含む可能性がある。
【００９２】
　エージェント選択モジュール227は、エージェントの属性を調べ、および/またはさまざ
まな3Pエージェントから結果を取得し、それらの結果をランク付けし、それから最も高く
ランク付けされた結果を与える3Pエージェントを呼び出す(つまり、選択する)ことができ
る。たとえば、発話が「ピザを注文する」ことである場合、エージェント選択モジュール
227は、ユーザの現在位置を判定し、ピザのどの供給元がユーザの現在位置に最も近いか
を判定し、現在位置に関連するエージェントを最も高くランク付けする可能性がある。同
様に、エージェント選択モジュール227は、品物の価格について複数の3Pエージェントを
調査し、それから、最も低い価格に基づいて購入を完了することをユーザに許すためのエ
ージェントを提供することができる。最後に、エージェント選択モジュール227は、1Pエ
ージェントがタスクを満たすことができないと初めに判定し、複数の3Pエージェントがタ
スクを満たすことができるかどうかを知るためにそれらの3Pエージェントを試し、それら
の3Pエージェントのうちの1つまたは数個のみがタスクを満たすことができると仮定して
、それらのエージェントのみをタスクを実施するためにユーザにオプションとして与える
ことができる。
【００９３】
　選択されたエージェント(1Pエージェント、3Pエージェント、または1P言語エージェン
トおよび3Pエージェントの何らかの組合せ)は、発話を満足させようと試みる可能性があ
る。たとえば、エージェント選択モジュール227は、エージェントインデックス224を調べ
ることによって決定され得る選択されたエージェントのエントリポイントに要求を出力す
る可能性がある。発話を満足させることを試みるために、選択されたエージェントは、1
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つまたは複数のアクションを実行する(たとえば、発話に基づいて有用な情報を出力する
か、発話によって示されたユーザのニーズに応えるか、またはそうでなければ発話に基づ
いてユーザがさまざまな現実のもしくは仮想的なタスクを完了するのを助けるための特定
の動作を実行する)可能性がある。
【００９４】
　一部の例においては、アクションを実行するエージェントの種類(1P対3P)の指示が存在
する可能性がある。たとえば、1つまたは複数のアクションがユーザと「話すこと」を含
む場合、1Pエージェントおよび3Pエージェントは、異なる音声を利用する可能性がある。
一例として、1Pエージェントは、すべて、複数の音声のうちの予約された音声を利用する
可能性があり、3Pエージェントは、複数の音声のうちのその他の音声を利用する可能性が
あるが、予約された音声を使用することを禁止される可能性がある。
【００９５】
　一部の例において、エージェント選択モジュール227は、アシスタントモジュール222に
、エージェントがユーザの要求をどれだけ丁度よく満たしたかに関するユーザのフィード
バックを要求させる可能性がある。たとえば、アシスタントモジュール222は、「あなた
は、今、City Transit Scheduleエージェントとインタラクションしました。一言二言で
言って、インタラクションはどのくらい良かったですか?」と言う可能性がある。アシス
タントモジュール222は、ユーザの答えに基づいて、インタラクションが良い体験であっ
たのかまたは悪い体験であったのかを(たとえば、気持ちの分析を使用して)判定する可能
性がある。アシスタントモジュール222は、体験のスコアを決定し、決定されたスコアを
ランク付けにフィードバックする可能性がある。たとえば、アシスタントモジュール222
は、充足についてのユーザのフィードバックに基づいて要求を満たしたエージェントのエ
ージェント品質スコアを修正する可能性がある。このようにして、本開示の技術は、エー
ジェントが過去にどれだけ上手く機能したかに基づいてエージェント選択モジュール227
がエージェントを選択することを可能にする。
【００９６】
　上で検討されたように、場合によっては、発話は、「GoPizzaアプリを使ってスモール
チーズピザを注文して」など、ユーザがアクションを実行したい3Pアシスタントの特定を
含む。多くのその他の場合、3Pエージェントへの明示的な言及がユーザによってなされず
、その場合、候補3Pエージェントを特定し、それらの候補から好ましい3Pエージェントを
選択する必要がある。そのような状況による複雑さは、ユーザのためにピザを注文するこ
とができる可能性がある複数のエージェントが存在し得ることである。したがって、複数
の一致するエージェントが存在する場合、ユーザは、発話を満足させるために一致するエ
ージェントのうちの1つを選択するように求められる可能性がある。たとえば、エージェ
ント選択モジュール227は、Pizza HouseエージェントとPizza4Uエージェントとの間で選
択を行うようにユーザに求める選択UIを出力する可能性がある。
【００９７】
　図3は、本開示の1つまたは複数の態様による例示的なバーチャルアシスタントを実行す
るように構成される例示的なコンピューティングシステムを示すブロック図である。図3
のアシスタントサーバシステム360が、図1のアシスタントサーバシステム160の例として
下で説明される。図3は、アシスタントサーバシステム360の1つの特定の例を示すだけで
あり、アシスタントサーバシステム360の多くのその他の例が、その他の場合に使用され
る可能性があり、例示的なアシスタントサーバシステム360に含まれる構成要素のサブセ
ットを含む可能性があり、または図3に示されない追加の構成要素を含む可能性がある。
【００９８】
　図3の例に示されるように、アシスタントサーバシステム360は、1つまたは複数のプロ
セッサ340、1つまたは複数の通信ユニット342、および1つまたは複数のストレージ構成要
素348を含む。ストレージ構成要素348は、アシスタントモジュール322、検索モジュール3
82、コンテキストモジュール330、およびエージェントインデックス324を含む。
【００９９】
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　プロセッサ340は、図2のコンピューティングシステム210のプロセッサ240に類似してい
る。通信ユニット342は、図2のコンピューティングシステム210の通信ユニット242に類似
している。ストレージデバイス348は、図2のコンピューティングシステム210のストレー
ジデバイス248に類似している。通信チャネル350は、図2のコンピューティングシステム2
10の通信チャネル250に類似しており、したがって、構成要素間通信のために構成要素340
、342、および348の各々を相互に接続する可能性がある。一部の例において、通信チャネ
ル350は、システムバス、ネットワーク接続、プロセス間通信データ構造、またはデータ
を伝達するための任意のその他の方法を含む可能性がある。
【０１００】
　アシスタントサーバシステム360の検索モジュール382は、コンピューティングデバイス
210の検索モジュール282に類似しており、アシスタントサーバシステム360のために統合
された検索機能を実行する可能性がある。つまり、検索モジュール382は、アシスタント
モジュール322のために検索動作を実行する可能性がある。一部の例において、検索モジ
ュール382は、アシスタントモジュール322のために検索動作を実行するための検索サーバ
システム180などの外部検索システムとインターフェースをとる可能性がある。呼び出さ
れたとき、検索モジュール382は、検索クエリを生成することならびに生成された検索ク
エリに基づく検索をさまざまなローカルおよびリモート情報ソースにまたがって実行する
ことなどの検索機能を実行する可能性がある。検索モジュール382は、実行された検索の
結果を呼び出し元の構成要素またはモジュールに提供する可能性がある。つまり、検索モ
ジュール382は、検索結果をアシスタントモジュール322に出力する可能性がある。
【０１０１】
　アシスタントサーバシステム360のコンテキストモジュール330は、コンピューティング
デバイス210のコンテキストモジュール230に類似している。コンテキストモジュール330
は、コンピューティングデバイスのコンテキストを定義するために図1のコンピューティ
ングデバイス110および図2のコンピューティングデバイス210などのコンピューティング
デバイスに関連するコンテキスト情報を収集する可能性がある。コンテキストモジュール
330は、主に、アシスタントサーバシステム360によって提供されるサービスとインターフ
ェースをとり、アシスタントサーバシステム360によって提供されるサービスにアクセス
するコンピューティングデバイスのコンテキストを定義するためにアシスタントモジュー
ル322および/または検索モジュール382によって使用される可能性がある。コンテキスト
は、特定の時間のコンピューティングデバイスの物理的および/または仮想的環境ならび
にコンピューティングデバイスのユーザの特徴を明記する可能性がある。
【０１０２】
　アシスタントモジュール322は、図1のローカルアシスタントモジュール122Aおよびリモ
ートアシスタントモジュール122Bならびに図2のコンピューティングデバイス210のアシス
タントモジュール222のすべての機能を含む可能性がある。アシスタントモジュール322は
、アシスタントサーバシステム360を介してアクセス可能であるアシスタントサービスを
提供するためにリモートアシスタントモジュール122Bと同様の動作を実行する可能性があ
る。つまり、アシスタントモジュール322は、アシスタントサーバシステム360とネットワ
ークを介して通信しているコンピューティングデバイスがアクセスし得るリモートアシス
タントサービスとのインターフェースとして働く可能性がある。たとえば、アシスタント
モジュール322は、図1のアシスタントサーバシステム160のリモートアシスタントモジュ
ール122BへのインターフェースまたはAPIである可能性がある。
【０１０３】
　図2のエージェントインデックス224と同様に、エージェントインデックス324は、3Pエ
ージェントなどのエージェントに関連する情報を記憶する可能性がある。アシスタントモ
ジュール322および/またはエージェント選択モジュール327は、アシスタントのタスクを
実行するおよび/または発話を満足させるためにエージェントを選択するために、コンテ
キストモジュール330および/または検索モジュール382によって提供される任意の情報に
加えて、エージェントインデックス324に記憶された情報に依拠する可能性がある。
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【０１０４】
　概して、エージェントの説明およびトリガフレーズは、エージェントについての比較的
少ない量の情報を与えるだけである可能性がある。エージェントについて利用可能な情報
が多ければ多いほど、エージェント選択モジュール(たとえば、エージェント選択モジュ
ール224および/またはエージェント選択モジュール324)は、ユーザの発話に適用可能なエ
ージェントをますます上手く選択することができる。本開示の1つまたは複数の技術によ
れば、エージェント精度モジュール331が、エージェントについての追加的な情報を集め
る可能性がある。一部の例において、エージェント精度モジュール331は、自動化された
エージェントクローラであると考えられる可能性がある。たとえば、エージェント精度モ
ジュール331は、各エージェントに問い合わせ、エージェント精度モジュール331が受け取
る情報を記憶する記憶する可能性がある。一例として、エージェント精度モジュール331
は、デフォルトのエージェントのエントリポイントに要求を送信する可能性があり、エー
ジェントの能力についてエージェントから返ってきた説明を受け取る。エージェント精度
モジュール331は、この受け取られた情報をエージェントインデックス324に(つまり、タ
ーゲット設定を改善するために)記憶する可能性がある。
【０１０５】
　一部の例においては、アシスタントサーバシステム360が、適切な場合、エージェント
のための在庫情報を受け取る可能性がある。一例として、オンライン食料雑貨店に関する
エージェントは、説明、価格、量などを含むそれらの食料雑貨店の製品のデータフィード
(たとえば、構造化されたデータフィード)をアシスタントサーバシステム360に提供する
可能性がある。エージェント選択モジュール(たとえば、エージェント選択モジュール224
および/またはエージェント選択モジュール324)は、ユーザの発話を満足させるためにエ
ージェントを選択することの一部としてこのデータにアクセスする可能性がある。これら
の技術は、システムが「プロセッコのボトルを注文して」などのクエリにより上手く応え
ることを可能にし得る。そのような状況で、エージェント選択モジュールは、エージェン
トがそれらのエージェントのリアルタイムの在庫を提供し、エージェントがプロセッコを
販売し、プロセッコを在庫していることを示した場合、この発話をエージェントにより確
信を持ってマッチングすることができる。
【０１０６】
　一部の例において、アシスタントサーバシステム360は、ユーザが使用したい可能性が
あるエージェントを発見する/見つけるためにユーザが閲覧し得るエージェントのディレ
クトリを提供する可能性がある。ディレクトリは、各エージェントの説明、能力のリスト
(自然言語で、たとえば、「あなたはこのエージェントをタクシーを呼ぶために使用する
ことができます」、「あなたはこのエージェントを食べ物のレシピを見つけるために使用
することができます」)を有する可能性がある。ユーザがそれらのユーザが使用したいエ
ージェントをディレクトリ内で見つける場合、ユーザは、エージェントを選択する可能性
があり、エージェントが、ユーザによって利用され得るようにされる可能性がある。たと
えば、アシスタントモジュール322は、エージェントインデックス224および/またはエー
ジェントインデックス324にエージェントを追加する可能性がある。したがって、エージ
ェント選択モジュール227および/またはエージェント選択モジュール327は、将来の発話
を満足させるために追加されたエージェントを選択する可能性がある。一部の例において
は、1つまたは複数のエージェントが、ユーザの選択なしにエージェントインデックス224
またはエージェントインデックス324に追加される可能性がある。そのような例の一部に
おいて、エージェント選択モジュール227および/またはエージェント選択モジュール327
は、ユーザの発話を満足させるためにユーザによって選択されなかったエージェントを選
択するおよび/または提案することができる可能性がある。一部の例において、エージェ
ント選択モジュール227および/またはエージェント選択モジュール327は、さらに、エー
ジェントがユーザによって選択されたかどうかに基づいてそれらのエージェントをランク
付けする可能性がある。
【０１０７】
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　一部の例において、エージェントのディレクトリにおいて挙げられたエージェントのう
ちの1つまたは複数は、無料である(つまり、コストなしで提供される)可能性がある。一
部の例において、エージェントのディレクトリにおいて挙げられたエージェントのうちの
1つまたは複数は、無料ではない可能性がある(つまり、ユーザは、エージェントを使用す
るためにお金または何らかのその他の対価を払わなければならない可能性がある)。
【０１０８】
　一部の例において、エージェントのディレクトリは、ユーザのレビューおよび格付けを
収集する可能性がある。収集されたユーザのレビューおよび格付けは、エージェント品質
スコアを修正するために使用される可能性がある。一例として、エージェントが肯定的な
レビューおよび/または格付けを受け取るとき、エージェント精度モジュール331は、エー
ジェントインデックス224またはエージェントインデックス324内のエージェントのエージ
ェント品質スコアを上げる可能性がある。別の例として、エージェントが否定的なレビュ
ーおよび/または格付けを受け取るとき、エージェント精度モジュール331は、エージェン
トインデックス224またはエージェントインデックス324内のエージェントのエージェント
品質スコアを下げる可能性がある。
【０１０９】
　図4は、本開示の1つまたは複数の態様による例示的なサードパーティエージェントを実
行するように構成される例示的なコンピューティングシステムを示すブロック図である。
図4の3Pエージェントサーバシステム470が、図1の3Pエージェントサーバシステム170のう
ちの3Pエージェントサーバシステムの例として下で説明される。図4は、3Pエージェント
サーバシステム470の1つの特定の例を示すだけであり、3Pエージェントサーバシステム47
0の多くのその他の例が、その他の場合に使用される可能性があり、例示的な3Pサーバシ
ステム470に含まれる構成要素のサブセットを含む可能性があり、または図4に示されない
追加の構成要素を含む可能性がある。
【０１１０】
　図4の例に示されるように、3Pエージェントサーバシステム470は、1つまたは複数のプ
ロセッサ440、1つまたは複数の通信ユニット442、および1つまたは複数のストレージ構成
要素448を含む。ストレージ構成要素448は、3Pエージェントモジュール428を含む。
【０１１１】
　プロセッサ440は、図3のアシスタントサーバシステム360のプロセッサ340に類似してい
る。通信ユニット442は、図3のアシスタントサーバシステム360の通信ユニット342に類似
している。ストレージデバイス448は、図3のアシスタントサーバシステム360のストレー
ジデバイス348に類似している。通信チャネル450は、図3のアシスタントサーバシステム3
60の通信チャネル350に類似しており、したがって、構成要素間通信のために構成要素440
、442、および448の各々を相互に接続する可能性がある。一部の例において、通信チャネ
ル450は、システムバス、ネットワーク接続、プロセス間通信データ構造、またはデータ
を伝達するための任意のその他の方法を含み得る。
【０１１２】
　3Pエージェントモジュール428は、図1のローカル3Pエージェントモジュール128のうち
のローカル3Pエージェントモジュールおよびリモート3Pエージェントモジュール128のう
ちの対応するリモート3Pエージェントモジュールのすべての機能を含む可能性がある。3P
エージェントモジュール428は、3Pエージェントサーバシステム470を介してアクセス可能
であるサードパーティエージェントを提供するためのリモート3Pエージェントモジュール
128のうちのリモート3Pエージェントモジュールと同様の動作を実行する可能性がある。
つまり、3Pエージェントモジュール428は、3Pエージェントサーバシステム470とネットワ
ークを介して通信しているコンピューティングデバイスがアクセスし得るリモートエージ
ェントサービスとのインターフェースとして働く可能性がある。たとえば、3Pエージェン
トモジュール428は、図1の3Pエージェントサーバシステム170のうちの3Pエージェントサ
ーバシステムのリモート3Pエージェントモジュール128のうちのリモート3Pエージェント
モジュールへのインターフェースまたはAPIである可能性がある。
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【０１１３】
　動作中、3Pエージェントモジュール428は、ユーザのコンピュータによるアシスタント
によって呼び出される可能性がある。たとえば、3Pエージェントモジュール428は、コン
ピューティングデバイス110において受け取られたユーザの発話を満足させるために1つま
たは複数のアクションを実行するために図1のアシスタントモジュール122によって提供さ
れるアシスタントによって呼び出される可能性がある。アクションの少なくとも一部を実
行した(たとえば、多要素タスクの1つまたは複数の要素を実行した)後、3Pエージェント
モジュール428は、実行されたアクションの指示を呼び出し元のアシスタントに送る可能
性がある。たとえば、注文を処理するために呼び出される場合、3Pエージェントモジュー
ル428は、注文の1つまたは複数の詳細をアシスタントに出力する可能性がある。
【０１１４】
　図5は、本開示の1つまたは複数の態様による例示的なバーチャルアシスタントを実行す
る1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な動作を示す流れ図である。図5
が、図1のシステム100の文脈で下で説明される。たとえば、ローカルアシスタントモジュ
ール122Aは、コンピューティングデバイス110の1つまたは複数のプロセッサにおいて実行
される間に、本開示の1つまたは複数の態様に従って動作502～506を実行する可能性があ
る。また、一部の例において、リモートアシスタントモジュール122Bは、アシスタントサ
ーバシステム160の1つまたは複数のプロセッサにおいて実行される間に、本開示の1つま
たは複数の態様に従って動作500～506を実行する可能性がある。例示のみを目的として、
図5が、図1のコンピューティングデバイス110の文脈で下で説明される。
【０１１５】
　動作中に、コンピューティングデバイス110は、コンピューティングデバイスのユーザ
とアシスタントとの間の会話を示すユーザ入力の指示を受け取る可能性がある(502)。た
とえば、コンピューティングデバイス110のユーザは、ローカルアシスタントモジュール1
22Aによって音声データとして受け取られる発話「空港まで乗せてもらわなくちゃいけな
い」をUID 112において与える可能性がある。
【０１１６】
　コンピューティングデバイス110が、ユーザ入力に基づいて複数のエージェントからエ
ージェントを選択する可能性がある(504)。たとえば、ローカルアシスタントモジュール1
22Aは、発話が複数のエージェントのうちのエージェントに関連する1つまたは複数のトリ
ガワードを含むかどうかを判定する可能性がある。コンピューティングデバイス110が発
話に含まれるトリガワードに関連付けられる1つまたは複数のエージェントを特定するこ
とができる場合、コンピューティングデバイス110は、特定されたエージェントに関連す
る情報と発話から決定されたテキストとの間の比較に少なくとも部分的に基づいて特定さ
れたエージェントをランク付けする可能性がある。コンピューティングデバイス110は、
ランク付けに少なくとも部分的に基づいて、発話を満足させるために特定されたエージェ
ントのうちのエージェントを選択する可能性がある。
【０１１７】
　一部の例において、複数のエージェントは、1つまたは複数のファーストパーティエー
ジェントおよび複数のサードパーティエージェントを含む可能性がある。そのような例の
一部において、コンピューティングデバイス110は、ユーザ入力がファーストパーティエ
ージェントに関連するいかなるトリガワードも含まないとき、サードパーティエージェン
トを選択すると決定する(つまり、サードパーティエージェントを参加させると決定する)
可能性がある。
【０１１８】
　選択されたエージェントは、ユーザ入力に応えるための1つまたは複数のアクションを
決定する可能性がある。一部の例において、コンピューティングデバイス110は、選択さ
れたエージェントによって決定された1つまたは複数のアクションを少なくとも部分的に
実行する可能性がある(506)。たとえば、発話が「アーティストAの歌を再生する」ことで
ある場合、選択されたエージェントは、コンピューティングデバイス110にアーティストA
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の歌を再生させる可能性がある。一部の例において、選択されたエージェントによって決
定された1つまたは複数のアクションは、少なくとも部分的にコンピューティングデバイ
ス110以外のコンピューティングデバイスによって実行される可能性がある。たとえば、
発話が「空港まで乗せてもらわなくちゃいけない」である場合、選択されたエージェント
は、輸送会社のコンピューティングデバイスに要求を出力する可能性があり、輸送会社の
コンピューティングデバイスは、コンピューティングデバイス110のユーザを空港まで輸
送するための車両の経路を指定する可能性がある。
【０１１９】
　一部の例において、エージェントは、ユーザとインタラクションする過程で別のエージ
ェントに問い合わせる可能性がある。たとえば、製品検索エージェントは、(たとえば、
製品検索エージェントがそれ自体で支払いを扱うことができないときなどに)ユーザから
の支払いを手配するために支払いエージェントに問い合わせる可能性がある。これは、(
たとえば、ユーザがよくある支払いインターフェースを使用することができるようにおよ
び/もしくはセキュリティを高めるために)ユーザの便宜のために行われる可能性があり、
または委託される者に対して当事者によって支払われる料金もしくはその他の対価に関し
て行われる可能性がある(たとえば、支払いエージェントの発行元は、支払いを処理する
ことに関して何らかの対価を受け取る可能性がある)。
【０１２０】
　図6A～図6Bは、本開示の1つまたは複数の態様による、タスクを実行するためのバーチ
ャルエージェントを選択するために1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示
的な動作を示す流れ図である。図6A～図6Cは、図1のシステム100の文脈で下で説明される
。たとえば、ローカルアシスタントモジュール122Aは、コンピューティングデバイス110
の1つまたは複数のプロセッサにおいて実行される間に、本開示の1つまたは複数の態様に
従って動作602～628のうちの1つまたは複数を実行する可能性がある。また、一部の例に
おいて、リモートアシスタントモジュール122Bは、アシスタントサーバシステム160の1つ
または複数のプロセッサにおいて実行される間に、本開示の1つまたは複数の態様に従っ
て動作602～628のうちの1つまたは複数を実行する可能性がある。例示のみを目的として
、図6A～図6Cが、図1のコンピューティングデバイス110の文脈で下で説明される。
【０１２１】
　動作中、コンピューティングデバイス110は、コンピューティングデバイス110において
話された発話の表現を受け取る可能性がある(602)。たとえば、コンピューティングデバ
イス110のUID 112の1つまたは複数のマイクロフォンが、コンピューティングデバイス110
のユーザが「地下室の電気を点けて」と言うことを表すオーディオデータを生成する可能
性がある。UID 112は、ローカルアシスタントモジュール122Aおよび/またはアシスタント
サーバシステム160のリモートアシスタントモジュール122Bによって提供されるアシスタ
ントにオーディオデータを提供する可能性がある。
【０１２２】
　アシスタントは、発話に基づいて、実行されるタスクを特定する可能性がある(604)。
一例として、発話が「地下室の電気を点けて」である場合、アシスタントは、オーディオ
データを解析して、タスクが地下室と呼ばれる部屋の電気を作動させることであると判定
する可能性がある。別の例として、発話が「Pizza Jointの宅配でピザを注文して」であ
る場合、アシスタントは、オーディオデータを解析して、タスクがPizza Jointと呼ばれ
る場所からユーザの家の住所まで宅配のピザを注文することであると判定する可能性があ
る。別の例として、発話が、「カラスの平均飛行速度をSearch Companyに聞いて」である
場合、アシスタントは、オーディオデータを解析して、タスクがカラスの平均飛行速度に
関するウェブ検索を実行することであると判定する可能性がある。
【０１２３】
　アシスタントは、発話が複数のエージェントのうちのファーストパーティエージェント
に関連するいずれかのトリガワード(たとえば、単語または語句)を含むかどうかを判定す
る可能性がある(606)。たとえば、アシスタントは、発話の中の単語をエージェントイン
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デックス124Aに含まれるファーストパーティのトリガフレーズと比較する可能性がある。
発話がファーストパーティエージェントに関連するいずれかのトリガワードを含む場合(6
06の「Yes」の分岐)、アシスタントは、タスクを実行するためにファーストパーティエー
ジェントを選択し(608)、選択されたファーストパーティエージェントにタスクを実行さ
せる(610)可能性がある。たとえば、発話が「カラスの平均飛行速度をSearch Companyに
聞いて」であり、エージェントインデックス124Aが「Search Company」がファーストパー
ティ検索エージェントに関連するトリガワードであることを示す場合、アシスタントは、
ファーストパーティ検索エージェントを選択し、ファーストパーティ検索エージェントに
カラスの平均飛行速度に関するウェブ検索を実行させる可能性がある。
【０１２４】
　発話がファーストパーティエージェントに関連するいかなるトリガワードも含まない場
合(606の「No」の分岐)、アシスタントは、発話が複数のエージェントのうちのサードパ
ーティエージェントに関連するいずれかのトリガワードを含むかどうかを判定する可能性
がある(612)。たとえば、アシスタントは、発話の中の単語をエージェントインデックス1
24Aに含まれるサードパーティのトリガフレーズと比較する可能性がある。発話が特定の
サードパーティエージェントに関連するいずれかのトリガワードを含む場合(612の「Yes
」の分岐)、アシスタントは、タスクを実行するために特定のサードパーティエージェン
トを選択し(608)、特定のサードパーティエージェントにタスクを実行させる(610)可能性
がある。たとえば、発話が「Pizza Jointの宅配でピザを注文して」であり、エージェン
トインデックス124Aが「注文する」および「Pizza Joint」が特定のサードパーティ注文
エージェントに関連するトリガワードであることを示す場合、アシスタントは、特定のサ
ードパーティ注文エージェントを選択し、特定のサードパーティ注文エージェントにピザ
がユーザの住居に配達される注文を作成させる可能性がある。
【０１２５】
　アシスタントは、(たとえば、タスクを実行するエージェントの能力に基づいて)エージ
ェントをランク付けする可能性がある。たとえば、発話がサードパーティエージェントに
関連するいかなるトリガワードも含まない場合(612の「No」の分岐)、アシスタントは、
特定されたタスクを実行するファーストパーティエージェントの能力レベルを判定し(616
)、特定されたタスクを実行するサードパーティエージェントの能力レベルを判定する(61
8)可能性がある。一例として、ファーストパーティエージェントの能力レベルを計算する
ために、アシスタントは、アシスタントが特定されたタスクを実行する能力がどれだけあ
るかを示す測定基準を計算する可能性がある。別の例として、アシスタントは、それぞれ
のサードパーティエージェントが特定されたタスクを実行する能力がどれだけあるかを示
すそれぞれのサードパーティエージェントに関するそれぞれの測定基準を計算する可能性
がある。たとえば、アシスタントは、第1の3Pエージェントが特定されたタスクを実行す
る能力がどれだけあるかを示す第1の3Pエージェントに関する測定基準および第2の3Pエー
ジェントが特定されたタスクを実行する能力がどれだけあるかを示す第2の3Pエージェン
トに関する測定基準を計算する可能性がある。一部の例において、測定基準は、より大き
い値ほどより高い性能を示すような能力との正の相関を有する可能性がある。一部の例に
おいて、測定基準は、より小さい値ほどより高い性能を示すような能力との負の相関を有
する可能性がある。測定基準は、さまざまな方法で計算される可能性がある。一例として
、測定基準は、上で検討されたようにエージェントインデックス124に記憶された(ウェブ
検索に基づいて修正されるかもしくは修正されないかのどちらかである)エージェント品
質スコアまたはその他の情報に基づいて計算される可能性がある。
【０１２６】
　アシスタントは、ランク付けに基づいてエージェントを選択する可能性がある。たとえ
ば、アシスタントは、ファーストパーティエージェントの能力レベルが能力レベルしきい
値を満たすかどうかを判定する可能性がある(620)。たとえば、測定基準が能力と正の相
関がある場合、アシスタントは、ファーストパーティエージェントの能力レベルが能力レ
ベルしきい値以上であるかどうかを判定する可能性がある。ファーストパーティエージェ
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ントの能力レベルが能力レベルしきい値を満たす場合(620の「Yes」の分岐)、アシスタン
トは、タスクを実行するためにファーストパーティエージェントを選択し(608)、選択さ
れたファーストパーティエージェントにタスクを実行させる(610)可能性がある。
【０１２７】
　ファーストパーティエージェントの能力レベルが能力レベルしきい値を満たさない場合
(620の「No」の分岐)、アシスタントは、最も高い能力レベルを有するサードパーティエ
ージェント(以降、「特定のサードパーティエージェント」)が能力レベルしきい値を満た
すかどうかを判定する可能性がある(622)。特定のサードパーティエージェントの能力レ
ベルが能力レベルしきい値を満たす場合(622の「Yes」の分岐)、アシスタントは、タスク
を実行するために特定のサードパーティエージェントを選択し(608)、特定のサードパー
ティエージェントにタスクを実行させる(610)可能性がある。
【０１２８】
　上で示されたように、一部の例において、アシスタントは、ファーストパーティエージ
ェントを重視してエージェントを選択する可能性がある。たとえば、サードパーティエー
ジェントを評価する前にファーストパーティエージェントを評価することによって、アシ
スタントは、ファーストパーティエージェントの能力レベルが能力レベルしきい値を満た
す限り(たとえサードパーティエージェントがファーストパーティエージェントよりも高
い能力レベルを有するとしても)タスクを実行するためにファーストパーティエージェン
トを選択する可能性がある。その他の例において、アシスタントは、ファーストパーティ
エージェントを重視することなくエージェントを選択する可能性がある。たとえば、最も
高い能力レベルを有するエージェントが能力レベルしきい値を満たす場合、アシスタント
は、エージェントがファーストパーティであるのかまたはサードパーティであるのかに関
係なくタスクを実行するためにエージェントを選択する可能性がある。
【０１２９】
　特定のサードパーティエージェントの能力レベルが能力レベルしきい値を満たさない場
合(622の「No」の分岐)、アシスタントは、構成されていないサードパーティエージェン
トの能力レベルを判定し(624)、最も高い能力レベルを有する構成されていないサードパ
ーティエージェント(以降、「特定の構成されていないサードパーティエージェント」)が
能力レベルしきい値を満たすかどうかを判定する(626)可能性がある。特定の構成されて
いないサードパーティエージェントの能力レベルが能力レベルしきい値を満たす場合(626
の「Yes」の分岐)、アシスタントは、特定の構成されていないサードパーティエージェン
トを構成しようとする可能性がある。たとえば、アシスタントは、ユーザが特定の構成さ
れていないサードパーティエージェントを構成したいかどうかをユーザに尋ねるために合
成音声データを出力する可能性がある。ユーザが特定の構成されていないサードパーティ
エージェントを構成したい(特定の構成されていないサードパーティエージェントを特定
のサードパーティエージェントにする)ことをユーザが示す場合、アシスタントは、タス
クを実行するために特定のサードパーティエージェントを選択し(608)、特定のサードパ
ーティエージェントにタスクを実行させる(610)可能性がある。
【０１３０】
　上で検討されたように、一部の3Pエージェントは、アシスタントによって使用される前
に構成(たとえば、有効化されるかまたは作動させられること)を必要とする可能性がある
。概して、アシスタントが、タスクを実行するために予め構成されたエージェントを選択
することが望ましい可能性がある。しかし、アシスタントは、その他のエージェントが能
力がない場合、タスクを実行するために構成されていないエージェントを評価することが
望ましい可能性がある。たとえば、ファーストパーティエージェントおよびいずれの構成
されたサードパーティエージェントも特定されたタスクを実行する能力がない場合、アシ
スタントは、特定されたタスクを実行するために構成されていないエージェントを評価す
る可能性がある。
【０１３１】
　特定の構成されていないサードパーティエージェントの能力レベルが能力レベルしきい
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値を満たさない場合(626の「No」の分岐)、アシスタントは、発話が満たされ得ないとい
う指示を出力する可能性がある(628)。たとえば、アシスタントは、アシスタントが「そ
れをどうすべきか分からない」と言うための合成音声データを出力する可能性がある。
【０１３２】
　図7は、本開示の1つまたは複数の態様による、複数のバーチャルエージェントによるタ
スクの実行を容易にするために1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な
動作を示す流れ図である。図7が、図1のシステム100の文脈で以下で説明される。たとえ
ば、ローカルアシスタントモジュール122Aは、コンピューティングデバイス110の1つまた
は複数のプロセッサにおいて実行される間に、本開示の1つまたは複数の態様に従って動
作702～710のうちの1つまたは複数を実行する可能性がある。また、一部の例において、
リモートアシスタントモジュール122Bは、アシスタントサーバシステム160の1つまたは複
数のプロセッサにおいて実行される間に、本開示の1つまたは複数の態様に従って動作702
～710のうちの1つまたは複数を実行する可能性がある。例示のみを目的として、図7が、
図1のコンピューティングデバイス110の文脈で下で説明される。
【０１３３】
　アシスタントおよび/またはエージェントによって実行され得る一部のタスクは、多要
素タスクと考えられる可能性がある。多要素タスクは、タスク全体を達成するために異な
るエージェントによって実行され得る要素を有するタスクである可能性がある。多要素タ
スクの要素は複数のエージェントによって実行される可能性がある(たとえば、第1のエー
ジェントが2要素タスクの第1の要素を実行する可能性があり、第2のエージェントが第2の
要素を実行する可能性がある)が、単一のエージェントが要素のすべてをやはり実行する
ことができる可能性がある。一部の例において、多要素タスクの要素のサブセットを実行
するための別のエージェントの選択は、多要素タスクの要素であると考えられる可能性が
ある。
【０１３４】
　動作中、コンピューティングデバイス110は、コンピューティングデバイス110において
話された発話の表現を受け取る可能性がある(702)。たとえば、コンピューティングデバ
イス110のUID 112の1つまたは複数のマイクロフォンが、コンピューティングデバイス110
のユーザが「宅配でラージチーズピザを取って」と言うことを表すオーディオデータを生
成する可能性がある。UID 112は、ローカルアシスタントモジュール122Aおよび/またはア
シスタントサーバシステム160のリモートアシスタントモジュール122Bによって提供され
るアシスタントにオーディオデータを提供する可能性がある。
【０１３５】
　複数のコンピュータによるエージェントからの第1のコンピュータによるエージェント
が、発話に基づいて、実行される多要素タスクを特定する可能性がある(704)。たとえば
、発話が「配達のラージチーズピザを取って」である場合、第1のコンピュータによるエ
ージェント(たとえば、アシスタントまたは図1のローカル3Pエージェントモジュール128A
のうちの1つによって提供されるエージェント)は、以下の要素、1)配達の場所を決定する
こと、2)ピザを注文するためにエージェントを選択すること、および3)ラージチーズピザ
の注文を処理することを有するものとして多要素タスクを特定する可能性がある。
【０１３６】
　第1のコンピュータによるエージェントは、多要素タスクの第2のサブセットを実行する
ために第2のコンピュータによるエージェントを選択する(708)ことを含む多要素タスクの
要素の第1のサブセットを実行する(706)可能性がある。たとえば、第1のコンピュータに
よるエージェントは、配達の場所を決定し、ピザを注文するためにエージェントを選択す
る可能性がある。配達の場所を決定するために、第1のコンピュータによるエージェント
は、ユーザがピザをどこに届けてもらいたいかをユーザに尋ねる可能性がある。たとえば
、第1のコンピュータによるエージェントは、コンピューティングデバイス110に、「どこ
に届けてもらいたいですか」と尋ねる合成されたオーディオデータを出力させる可能性が
ある。第1のコンピュータによるエージェントは、コンピューティングデバイス110の1つ
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または複数のマイクロフォンを介してユーザの返答を受け取る可能性がある。第1のコン
ピュータによるエージェントは、与えられた住所へのピザを注文するために第2のコンピ
ュータによるエージェントを選択する可能性がある。たとえば、第1のコンピュータによ
るエージェントは、図6A～図6Cの技術を利用して、ピザを注文するために第2のコンピュ
ータによるエージェントを選択する可能性がある。この例において、発話がエージェント
に関するいかなるトリガワードも含まないと仮定すると、第1のコンピュータによるエー
ジェントは、住所へのピザの配達を手配するエージェントの能力レベルに基づいて、ピザ
を注文するために第2のコンピュータによるエージェントを選択する可能性がある。第1の
コンピュータによるエージェントは、選択された第2のコンピュータによるエージェント
と通信して、第2のコンピュータによるエージェントにラージチーズピザの注文を処理さ
せる可能性がある。
【０１３７】
　第1のコンピュータによるエージェントは、第2のコンピュータによるエージェントによ
って実行されたアクションの指示を受け取る可能性がある(710)。たとえば、第1のコンピ
ュータによるエージェントは、ラージチーズピザが注文され、指定された時間までに与え
られた住所に配達されると予測されるという確認を第2のコンピュータによるエージェン
トから受け取る可能性がある。第1のコンピュータによるエージェントがファーストパー
ティエージェントである場合、第1のコンピュータによるエージェントは、(たとえば、第
2のコンピュータによるエージェントのエージェント品質スコアを修正するために)第2の
コンピュータによるエージェントの実行を監視するために第2のコンピュータによるエー
ジェントによって実行されるアクションの指示を利用する可能性がある。タスクがマルチ
タスクであると判定し、タスクの各要素を異なるエージェントの間に分けることは、最も
適切なエージェントがタスクの任意の所与のステップを実行することを可能にする。それ
は、さらに、マルチタスクのタスクが並列に進められることを可能にし得る。加えて、コ
ンピューティングデバイス110とのユーザインタラクションが改善される。たとえば、ユ
ーザは、上述のように、ピザを注文するプロセスを手引きされる可能性がある。
【０１３８】
　図8は、本開示の1つまたは複数の態様による、バーチャルエージェントによって生成さ
れたテキストの合成されたオーディオデータを出力するときに使用するための音声を選択
するために1つまたは複数のプロセッサによって実行される例示的な動作を示す流れ図で
ある。図8が、図1のシステム100の文脈で以下で説明される。たとえば、ローカルアシス
タントモジュール122Aは、コンピューティングデバイス110の1つまたは複数のプロセッサ
において実行される間に、本開示の1つまたは複数の態様に従って動作802～812のうちの1
つまたは複数を実行する可能性がある。また、一部の例において、リモートアシスタント
モジュール122Bは、アシスタントサーバシステム160の1つまたは複数のプロセッサにおい
て実行される間に、本開示の1つまたは複数の態様に従って動作802～812のうちの1つまた
は複数を実行する可能性がある。例示のみを目的として、図8が、図1のコンピューティン
グデバイス110の文脈で下で説明される。
【０１３９】
　動作中、コンピューティングデバイス110は、コンピューティングデバイス110において
話された発話の表現を受け取る可能性がある(802)。たとえば、コンピューティングデバ
イス110のUID 112の1つまたは複数のマイクロフォンが、コンピューティングデバイス110
のユーザが「ベーキングパウダーの代わりに何が使えるかFood Agentに聞いて」と言うこ
とを表すオーディオデータを生成する可能性がある。UID 112は、ローカルアシスタント
モジュール122Aおよび/またはアシスタントサーバシステム160のリモートアシスタントモ
ジュール122Bによって提供されるアシスタントにオーディオデータを提供する可能性があ
る。
【０１４０】
　アシスタントは、発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択する可能
性がある(804)。たとえば、アシスタントは、図6A～図6Cの技術を利用して、発話を満た
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すためにエージェントを選択する可能性がある。発話が「ベーキングパウダーの代わりに
何が使えるかFood Agentに聞いて」であり、「Food Agent」がサードパーティエージェン
トである例において、アシスタントは、発話を満足させるためにFood Agentを選択する可
能性がある。
【０１４１】
　選択されたエージェントは、コンピューティングデバイス110に合成されたオーディオ
データを出力させることによって発話に応える可能性がある。たとえば、選択されたエー
ジェントが、コンピューティングデバイス110が合成されたオーディオデータを生成する
ためにテキスト音声変換(TTS)を実行し得るテキストを提供する可能性がある。しかし、
すべてのエージェントに関して同じ音声を使用して合成されたオーディオデータを生成さ
せるのとは対照的に、異なるエージェントが異なる音声を使用することが望ましい可能性
がある。加えて、ユーザがファーストパーティエージェントとインタラクションしている
のかまたはサードパーティエージェントとインタラクションしているのかをユーザが見分
けることができることが、望ましい可能性がある。
【０１４２】
　本開示の1つまたは複数の技術によれば、ファーストパーティエージェントは、複数の
音声のうちの予約された音声を使用して合成されたオーディオデータを出力する可能性が
あり、一方、サードパーティエージェントは、予約された音声以外の複数の音声のうちの
音声を使用して合成されたオーディオデータを出力する可能性がある。したがって、本開
示の技術は、ユーザがいつ1Pエージェントとインタラクションしているかの指示(つまり
、予約された音声を使用する合成されたオーディオデータ)をユーザにやはり提供しなが
ら、第1の3Pエージェントが第2の3Pエージェントと異なる音声を使用して合成されたオー
ディオデータを出力することを可能にする。したがって、さらなる情報が、ユーザに出力
されるときにオーディオデータに符号化される可能性がある。さらなる情報は、ユーザが
インタラクションしているエージェントに関する可能性があり、出力のために使用される
音声によって符号化される可能性がある。これらの音声選択技術の例が、図8に示され、
下で説明される。
【０１４３】
　アシスタントは、選択されたエージェントがファーストパーティエージェントであるか
どうかを判定する可能性がある(806)。発話が「ベーキングパウダーの代わりに何が使え
るかFood Agentに聞いて」であり、Food Agentが発話を満足させるために選択される例に
おいて、アシスタントは、選択されたエージェントがファーストパーティエージェントで
はないと判定する可能性がある。
【０１４４】
　選択されたエージェントがファーストパーティエージェントである場合(806の「Yes」
の分岐)、選択されたエージェント(たとえば、アシスタントまたは別の1Pエージェント)
は、複数の音声から予約された音声を選択し(808)、選択された音声を使用して合成され
たオーディオデータを出力する(812)可能性がある。たとえば、発話が「下の階のサーモ
スタットを71に設定して」であり、選択されたエージェントが1Pエージェントである場合
、1Pエージェントは、コンピューティングデバイス110に、予約された音声を使用して、
「下の階のサーモスタットを71度に設定します」と言う合成されたオーディオデータを出
力させる可能性がある。
【０１４５】
　選択されたエージェントがファーストパーティエージェントではない場合(806の「No」
の分岐)、選択されたエージェントは、複数の音声から予約されていない音声を選択し(81
0)、選択された音声を使用して合成されたオーディオデータを出力する可能性がある(812
)。たとえば、発話が「ベーキングパウダーの代わりに何が使えるかFood Agentに聞いて
」であり、選択されたエージェントがFood Agent 3Pエージェントである場合、Food Agen
tは、コンピューティングデバイス110に、予約された音声以外の複数の音声からの音声を
使用して、「ティースプーン1杯の代わりに重曹ティースプーン4分の1に酒石英(cream of
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 tartar)ティースプーン8分の5を加えたものを使用することができます」と言う合成され
たオーディオデータを出力させる可能性がある。
【０１４６】
　一部の例において、発話は、リストを読むための合成されたオーディオデータを出力す
ることによって満たされる可能性がある。たとえば、発話に基づいて特定されたタスクが
検索である場合、発話の満足は、検索結果のリストを読むための合成されたオーディオデ
ータを出力することを含む可能性がある。一部の例においては、単一のエージェントが、
単一の音声を使用してリストの要素のすべてを読む可能性がある。たとえば、ファースト
パーティエージェントが、予約された音声を使用して検索結果の完全なリストを読む可能
性がある。一部の例においては、単一のエージェントが、リストの要素の異なるサブセッ
トを読むときに異なる音声を使用する。たとえば、ファーストパーティエージェントは、
検索結果の第1のサブセットを表す合成されたオーディオデータを出力するときに予約さ
れていない音声を使用し、検索結果の第2のサブセットを表す合成されたオーディオデー
タを出力するときに予約された音声を使用する可能性がある。一部の例においては、複数
のエージェントが、異なる音声を使用してリストの異なる部分を読む可能性がある。たと
えば、第1のエージェントが、検索結果の第1のサブセットを表す合成されたオーディオデ
ータを出力するときに第1の音声を使用する可能性があり、第2のエージェントが、検索結
果の第2のサブセットを表す合成されたオーディオデータを出力するときに第2の音声を使
用する可能性がある。したがって、データの出力がデータ自体に基づいて適合される適応
的なインターフェースが提供される。
【０１４７】
　上で検討されたように、アシスタントは、エージェントにタスク(またはタスクの少な
くとも一部の要素)を実行させる可能性がある。一部の例において、アシスタントは、選
択されたエージェントを呼び出すことによって選択されたエージェントにタスクを実行さ
せる可能性がある。たとえば、アシスタントは、選択されたエージェントに(たとえば、
エージェントインデックスから特定され得る選択されたエージェントのエントリポイント
において)タスクを実行する要求を送信する可能性がある。一部の例においては、選択さ
れたエージェントがタスクを実行させられるとき、選択されたエージェントは、タスクを
ローカルで実行する可能性がある。たとえば、図2のローカル3Pエージェントモジュール2
28のうちのローカル3Pエージェントモジュールによって提供される3Pエージェントがタス
クを実行するために呼び出されるとき、ローカル3Pエージェントモジュール228のうちの
ローカル3Pエージェントモジュールは、タスクを実行するためにプロセッサ240において
実行される可能性がある。一部の例においては、選択されたエージェントがタスクを実行
させられるとき、選択されたエージェントは、タスクをローカルで実行する可能性がある
。たとえば、図4の3Pエージェントモジュール428によって提供される3Pエージェントがタ
スクを実行するために呼び出されるとき、3Pエージェントモジュール428は、タスクを実
行するためにプロセッサ440において実行される可能性がある。一部の例においては、選
択されたエージェントがタスクを実行させられるとき、選択されたエージェントは、ロー
カル環境とリモート環境との間で混合されたタスクを実行する可能性がある。たとえば、
図2のローカル3Pエージェントモジュール228のうちのローカル3Pエージェントモジュール
および/またはリモート3Pエージェントモジュール128のうちの対応するリモート3Pエージ
ェントモジュールによって提供される3Pエージェントが、タスクを実行するために呼び出
され、エージェントは、コンピューティングデバイス110のプロセッサとリモート3Pエー
ジェントモジュール128のうちの対応するリモート3Pエージェントモジュールを含む3Pエ
ージェントサーバシステムのプロセッサとのうちの一方または両方において実行される可
能性がある。
【０１４８】
　以下の番号を振られた例は、本開示の1つまたは複数の態様を示す可能性がある。
【０１４９】
　例1.　1つまたは複数のプロセッサにおいて実行されるコンピュータによるアシスタン
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トによって、コンピューティングデバイスにおいて話された発話の表現を受け取るステッ
プと、発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択するステップであって
、複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティエージェントおよび複数
のサードパーティエージェントを含む、ステップと、選択されたエージェントがファース
トパーティエージェントを含むとの判定に応じて、複数の音声から予約された音声を選択
するステップと、発話を満足させるために、選択された音声を使用して、コンピューティ
ングデバイスの1つまたは複数のスピーカによる再生のために、合成されたオーディオデ
ータを出力するステップとを含む方法。
【０１５０】
　例2.　発話が、第1の発話を含み、方法が、コンピューティングデバイスにおいて話さ
れた第2の発話の表現を受け取るステップと、第2の発話に基づいて複数のエージェントか
ら第2のエージェントを選択するステップと、選択された第2のエージェントがサードパー
ティエージェントを含むとの判定に応じて、予約された音声以外の複数の音声からの音声
を選択するステップと、第2の発話を満足させるために選択された音声を使用して合成さ
れたオーディオデータを出力するステップとをさらに含む例1の方法。
【０１５１】
　例3.　発話に基づいて複数の検索結果を取得するステップと、予約された音声以外の複
数の音声からの音声を使用して、検索結果の第1のサブセットを表す合成されたオーディ
オデータを出力するステップとをさらに含み、発話を満足させるために、選択された音声
を使用して、合成されたオーディオデータを出力するステップが、予約された音声を使用
して、検索結果の第2のサブセットを表す合成されたオーディオデータを出力することを
含む例1～2の任意の組合せの方法。
【０１５２】
　例4.　1つまたは複数のプロセッサが、コンピューティングデバイスに含まれる例1～3
の任意の組合せの方法。
【０１５３】
　例5.　1つまたは複数のプロセッサが、コンピューティングシステムに含まれる例1～3
の任意の組合せの方法。
【０１５４】
　例6.　少なくとも1つのプロセッサと、実行されるときに、少なくとも1つのプロセッサ
に、例1～3の任意の組合せの方法を実行するように構成されたアシスタントを実行させる
命令を含む少なくとも1つのメモリとを含むコンピューティングデバイス。コンピューテ
ィングデバイスは、1つもしくは複数のマイクロフォンを含むかまたは1つもしくは複数の
マイクロフォンに動作可能なように接続される可能性がある。1つまたは複数のマイクロ
フォンは、発話の表現を受け取るために使用される可能性がある。
【０１５５】
　例7.　少なくとも1つのプロセッサと、実行されるときに、少なくとも1つのプロセッサ
に、例1～3の任意の組合せの方法を実行するように構成されたアシスタントを実行させる
命令を含む少なくとも1つのメモリとを含むコンピューティングシステム。コンピューテ
ィングシステムは、1つまたは複数の通信ユニットも含む可能性がある。コンピューティ
ングシステムは、コンピューティングデバイスから、1つまたは複数の通信ユニットを介
して発話の表現を受け取る可能性がある。
【０１５６】
　例8.　例1～3の任意の組合せの方法を実行するための手段を含むコンピューティングシ
ステム。
【０１５７】
　例9.　実行されるときに、1つまたは複数のプロセッサに、例1～3の任意の組合せの方
法を実行するように構成されたアシスタントを実行させる命令を記憶するコンピュータ可
読ストレージ媒体。
【０１５８】
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　1つまたは複数の例において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファ
ームウェア、またはこれらの任意の組合せで実装される可能性がある。ソフトウェアに実
装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体
上に記憶されるかまたはコンピュータ可読媒体上で送信され、ハードウェアに基づく処理
ユニットによって実行される可能性がある。コンピュータ可読媒体は、データストレージ
媒体などの有形の媒体に対応するコンピュータ可読ストレージ媒体、またはたとえば通信
プロトコルによるある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする
任意の媒体を含む通信媒体を含む可能性がある。このようにして、概して、コンピュータ
可読媒体は、(1)非一時的である有形のコンピュータ可読ストレージ媒体または(2)信号も
しくは搬送波などの通信媒体に対応する可能性がある。データストレージ媒体は、本開示
において説明された技術の実装のための命令、コード、および/またはデータ構造を取り
出すために1つもしくは複数のコンピュータまたは1つもしくは複数のプロセッサによって
アクセスされ得る任意の利用可能な媒体である可能性がある。コンピュータプログラム製
品は、コンピュータ可読媒体を含む可能性がある。
【０１５９】
　限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読ストレージ媒体は、RAM、ROM、EE
PROM、CD-ROMもしくはその他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは
その他の磁気ストレージデバイス、フラッシュメモリ、または命令もしくはデータ構造の
形態で所望のプログラムコードを記憶するために使用可能であり、コンピュータによって
アクセス可能である任意のその他の媒体を含み得る。また、当然、任意の接続がコンピュ
ータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、命令が、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイ
ストペアケーブル、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、ラジオ波、およびマイクロ
波などのワイヤレステクノロジーを用いてウェブサイト、サーバ、またはその他のリモー
トソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペアケーブ
ル、DSL、または赤外線、ラジオ波、およびマイクロ波などのワイヤレステクノロジーは
、媒体の定義に含まれる。しかし、コンピュータ可読ストレージ媒体ならびにデータスト
レージ媒体は、接続、搬送波、信号、またはその他の一時的媒体を含まず、その代わりに
、非一時的な有形のストレージ媒体を対象とすることを理解されたい。本明細書において
使用されるとき、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD: com
pact disc)、レーザディスク(laser disc)、光ディスク(optical disc)、デジタルバーサ
タイルディスク(DVD: digital versatile disc)、フロッピーディスク(floppy disk)、お
よびブルーレイディスク(Blu-ray(登録商標) disc)を含み、ディスク(disk)が、通常、磁
気的にデータを再生する一方、ディスク(disc)は、レーザを用いて光学的にデータを再生
する。上記のものの組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１６０】
　命令は、1つまたは複数のデジタル信号プロセッサ(DSP)、汎用マイクロプロセッサ、特
定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルロジックアレイ(FPGA)、またはそ
の他の等価な集積もしくはディスクリート論理回路などの1つまたは複数のプロセッサに
よって実行される可能性がある。したがって、用語「プロセッサ」は、本明細書において
使用されるとき、上述の構造または本明細書において説明された技術の実装に好適な任意
のその他の構造のいずれかを指す可能性がある。加えて、一部の態様において、本明細書
において説明された機能は、専用のハードウェアおよび/またはソフトウェアモジュール
内に設けられる可能性がある。また、技術は、1つまたは複数の回路または論理要素にす
べて実装される可能性がある。
【０１６１】
　本開示の技術は、ワイヤレスハンドセット、集積回路(IC)、または1組のIC(たとえば、
チップセット)を含む多種多様なデバイスまたは装置に実装される可能性がある。さまざ
まな構成要素、モジュール、またはユニットが、開示された技術を実行するように構成さ
れたデバイスの機能の態様を強調するために本開示において説明されているが、異なるハ
ードウェアユニットによる実現を必ずしも必要としない。むしろ、上述のように、さまざ
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まなユニットが、ハードウェアユニットにおいて組み合わされるか、または好適なソフト
ウェアおよび/もしくはファームウェアと連携した、上述の1つもしくは複数のプロセッサ
を含む相互運用性のあるハードウェアユニットの集合によって提供される可能性がある。
【０１６２】
　さまざまな例が、説明された。これらのおよびその他の例は、添付の請求項の範囲内に
ある。
【符号の説明】
【０１６３】
　　100　システム
　　110　コンピューティングデバイス
　　112　ユーザインターフェースデバイス(UID)
　　114　ユーザインターフェース
　　120　ユーザインターフェース(UI)モジュール
　　122　アシスタントモジュール
　　122A　ローカルアシスタントモジュール
　　122B　リモートアシスタントモジュール
　　124　エージェントインデックス
　　124A　エージェントインデックス
　　124B　エージェントインデックス
　　128　モジュール
　　128a　ローカル3Pエージェントモジュール
　　128b　3Pエージェントモジュール、リモート3Pエージェントモジュール
　　128Ab～128Nb　モジュール
　　130　ネットワーク
　　170　3Pエージェントサーバシステム
　　180　検索サーバシステム
　　182　検索モジュール
　　210　コンピューティングデバイス
　　212　ユーザインターフェースデバイス(UID)
　　220　UIモジュール
　　222　アシスタントモジュール
　　224　エージェントインデックス
　　227　エージェント選択モジュール
　　228　ローカル3Pエージェントモジュール
　　230　コンテキストモジュール
　　240　プロセッサ
　　282　検索モジュール
　　322　アシスタントモジュール
　　324　エージェントインデックス
　　327　エージェント選択モジュール
　　330　コンテキストモジュール
　　331　エージェント精度モジュール
　　340　プロセッサ
　　342　通信ユニット
　　348　ストレージデバイス
　　350　通信チャネル
　　360　アシスタントサーバシステム
　　382　検索モジュール
　　428　3Pエージェントモジュール
　　440　プロセッサ
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　　442　通信ユニット
　　448　ストレージ構成要素、ストレージデバイス
　　450　通信チャネル
　　470　3Pエージェントサーバシステム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図６Ｃ】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年5月21日(2019.5.21)
【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】
　1つまたは複数のプロセッサにおいて実行されるコンピュータによるアシスタントによ
って、コンピューティングデバイスにおいて話された発話の表現を受け取るステップと、
　前記発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択するステップであって
、前記複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティエージェントおよび
複数のサードパーティエージェントを含む、ステップと、
　前記選択されたエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定に応じ
て、複数の音声から予約された音声を選択するステップであって、前記予約された音声が
、前記ファーストパーティエージェントに関連付けられる、ステップと、
　前記ファーストパーティエージェントによって、前記発話に基づいて複数の検索結果を
取得するステップであって、前記複数の検索結果が、前記検索結果の第1のサブセットお
よび前記検索結果の第2のサブセットを含む、ステップと、
　前記発話を満足させるために、前記コンピューティングデバイスの1つまたは複数のス
ピーカによる再生のために、
　　前記選択された予約された音声を使用して前記検索結果の前記第1のサブセットを表
す前記ファーストパーティエージェントの合成されたオーディオデータ、および
　　前記複数の音声からの追加的な音声を使用して前記検索結果の前記第2のサブセット
を表す前記ファーストパーティエージェントの合成されたオーディオデータであって、前
記追加的な音声が、前記選択された予約された音声と異なる、合成されたオーディオデー
タ
を出力するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記発話が、第1の発話を含み、前記方法が、
　前記コンピューティングデバイスにおいて話された第2の発話の表現を受け取るステッ
プと、
　前記第2の発話に基づいて前記複数のエージェントから第2のエージェントを選択するス
テップと、
　前記選択された第2のエージェントがサードパーティエージェントを含むとの判定に応
じて、前記予約された音声以外の前記複数の音声からの音声を選択するステップと、
　前記第2の発話を満足させるために前記選択された音声を使用して合成されたオーディ
オデータを出力するステップと
をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記1つまたは複数のプロセッサが、前記コンピューティングデバイスに含まれる請求
項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記1つまたは複数のプロセッサが、コンピューティングシステムに含まれる請求項1に
記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも1つのプロセッサと、
　実行されるときに、前記少なくとも1つのプロセッサに、
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　　コンピューティングデバイスに動作可能なように接続された1つまたは複数のマイク
ロフォンから、前記コンピューティングデバイスにおいて話された発話の表現を受け取る
こと、
　　前記発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択することであって、
前記複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティエージェントおよび複
数のサードパーティエージェントを含む、選択すること
を行うように構成されたアシスタントを実行させる命令を含む少なくとも1つのメモリと
を含み、
　前記メモリが、実行されるときに、前記少なくとも1つのプロセッサに、
　　前記選択されたエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定に応
じて、複数の音声から予約された音声を選択することであって、前記予約された音声が、
前記ファーストパーティエージェントに関連付けられる、選択すること、
　　前記ファーストパーティエージェントによって、前記発話に基づいて複数の検索結果
を取得することであって、前記複数の検索結果が、前記検索結果の第1のサブセットおよ
び前記検索結果の第2のサブセットを含む、取得すること、ならびに
　　前記発話を満足させるために前記コンピューティングデバイスに動作可能なように接
続された1つまたは複数のスピーカによる再生のために、
　　　前記選択された予約された音声を使用して前記検索結果の前記第1のサブセットを
表す前記ファーストパーティエージェントの合成されたオーディオデータ、および
　　　前記複数の音声からの追加的な音声を使用して前記検索結果の前記第2のサブセッ
トを表す前記ファーストパーティエージェントの合成されたオーディオデータであって、
前記追加的な音声が、前記選択された予約された音声と異なる、合成されたオーディオデ
ータ
を出力すること
を行わせる命令をさらに含むコンピューティングデバイス。
【請求項６】
　前記発話が、第1の発話を含み、前記アシスタントが、
　前記コンピューティングデバイスにおいて話された第2の発話の表現を受け取り、
　前記第2の発話に基づいて前記複数のエージェントから第2のエージェントを選択し、
　前記選択された第2のエージェントがサードパーティエージェントを含むとの判定に応
じて、前記予約された音声以外の前記複数の音声からの音声を選択し、
　前記第2の発話を満足させるために前記選択された音声を使用して合成されたオーディ
オデータを出力する
ようにさらに構成される請求項5に記載のデバイス。
【請求項７】
　1つまたは複数の通信ユニットと、
　少なくとも1つのプロセッサと、
　実行されるときに、前記少なくとも1つのプロセッサに、
　　コンピューティングデバイスから、前記1つまたは複数の通信ユニットを介して、前
記コンピューティングデバイスにおいて話された発話の表現を受け取ること、
　　前記発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択することであって、
前記複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティエージェントおよび複
数のサードパーティエージェントを含む、選択すること
を行うように構成されたアシスタントを実行させる命令を含む少なくとも1つのメモリと
を含み、
　　前記メモリが、実行されるときに、前記少なくとも1つのプロセッサに、
　　　前記選択されたエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定に
応じて、複数の音声から予約された音声を選択することであって、前記予約された音声が
、前記ファーストパーティエージェントに関連付けられる、選択すること、
　　　前記ファーストパーティエージェントによって、前記発話に基づいて複数の検索結
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果を取得することであって、前記複数の検索結果が、前記検索結果の第1のサブセットお
よび前記検索結果の第2のサブセットを含む、取得すること、ならびに
　　　前記発話を満足させるために再生するために、
　　　前記選択された予約された音声を使用して前記検索結果の前記第1のサブセットを
表す前記ファーストパーティエージェントの合成されたオーディオデータ、および
　　　前記複数の音声からの追加的な音声を使用して前記検索結果の前記第2のサブセッ
トを表す前記ファーストパーティエージェントの合成されたオーディオデータであって、
前記追加的な音声が、前記選択された予約された音声と異なる、合成されたオーディオデ
ータ
　　を出力すること
を行わせる命令をさらに含むコンピューティングシステム。
【請求項８】
　前記発話が、第1の発話を含み、前記アシスタントが、
　前記コンピューティングデバイスにおいて話された第2の発話の表現を受け取り、
　前記第2の発話に基づいて前記複数のエージェントから第2のエージェントを選択し、
　前記選択された第2のエージェントがサードパーティエージェントを含むとの判定に応
じて、前記予約された音声以外の前記複数の音声からの音声を選択し、
　前記第2の発話を満足させるために前記選択された音声を使用して合成されたオーディ
オデータを出力する
ようにさらに構成される請求項7に記載のシステム。
【請求項９】
　実行されるときに、1つまたは複数のプロセッサに、
　コンピューティングデバイスにおいて話された発話の表現を受け取ること、
　前記発話に基づいて複数のエージェントからエージェントを選択することであって、前
記複数のエージェントが、1つまたは複数のファーストパーティエージェントおよび複数
のサードパーティエージェントを含む、選択すること
を行うように構成されたアシスタントを実行させる命令を記憶した非一時的コンピュータ
可読ストレージ媒体であって、
　実行されるとき、前記1つまたは複数のプロセッサに、
　　前記選択されたエージェントがファーストパーティエージェントを含むとの判定に応
じて、複数の音声から予約された音声を選択することであって、前記予約された音声が、
前記ファーストパーティエージェントに関連付けられる、選択すること、
　　前記ファーストパーティエージェントによって、前記発話に基づいて複数の検索結果
を取得することであって、前記複数の検索結果が、前記検索結果の第1のサブセットおよ
び前記検索結果の第2のサブセットを含む、取得すること、ならびに
　　前記発話を満足させるために再生するために、
　　　前記選択された予約された音声を使用して前記検索結果の前記第1のサブセットを
表す前記ファーストパーティエージェントの合成されたオーディオデータ、および
　　　前記複数の音声からの追加的な音声を使用して前記検索結果の前記第2のサブセッ
トを表す前記ファーストパーティエージェントの合成されたオーディオデータであって、
前記追加的な音声が、前記選択された予約された音声と異なる、合成されたオーディオデ
ータ
　　を出力すること
を行わせる命令をさらに含む、非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体。
【請求項１０】
　前記発話が、第1の発話を含み、前記アシスタントが、
　前記コンピューティングデバイスにおいて話された第2の発話の表現を受け取り、
　前記第2の発話に基づいて前記複数のエージェントから第2のエージェントを選択し、
　選択された第2のエージェントがサードパーティエージェントを含むとの判定に応じて
、前記予約された音声以外の前記複数の音声からの音声を選択し、
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　前記第2の発話を満足させるために前記選択された音声を使用して合成されたオーディ
オデータを出力する
ようにさらに構成される請求項9に記載の非一時的コンピュータ可読ストレージ媒体。
【請求項１１】
　前記検索結果の前記第1のサブセットを表す前記合成されたオーディオデータと前記検
索結果の前記第2のサブセットを表す前記合成されたオーディオデータとの両方を出力し
た後、
　　検索結果の前記第2のサブセットについての、前記コンピューティングデバイスのユ
ーザからのフィードバックの要求を前記コンピューティングデバイスの前記スピーカのう
ちの1つまたは複数によって出力するステップと、
　フィードバックの前記要求の出力に応じて、検索結果の前記第2のサブセットに対する
ユーザの感情の表現を受け取るステップと
をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　検索結果の前記第2のサブセットに対する前記ユーザの感情に基づいて、検索結果の前
記第2のサブセットのランク付けを調整するステップをさらに含む請求項11に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記発話を満足させるために出力する前記ステップが、
　前記コンピューティングデバイスの1つまたは複数のユーザインターフェースによって
、前記検索結果の前記第1のサブセットの指示を第1のフォントで出力することと、
　前記コンピューティングデバイスの前記ユーザインターフェースのうちの1つまたは複
数によって、前記検索結果の前記第2のサブセットの指示を第2のフォントで出力すること
と
をさらに含む請求項1に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数のエージェントから前記第2のエージェントを選択するステップが、
　前記第2の発話が前記複数のエージェントのうちの少なくとも1つによって実行される1
つまたは複数のタスクを含むと判定することと、
　前記複数のエージェントのうちの前記少なくとも1つによって実行される前記タスクの
うちの1つまたは複数を実行する前記複数のエージェントの各々の能力レベルを判定する
ことと、
　前記複数のエージェントの各々の前記能力レベルの判定に応じて、前記第2のエージェ
ントが最も高い能力レベルを有することに基づいて前記複数のエージェントから前記第2
のエージェントを選択することと
を含む請求項2に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第2の発話が前記複数のエージェントのうちの少なくとも1つによって実行される多
要素タスクを含むと判定するステップであって、前記多要素タスクが、少なくとも、要素
の第1のサブセットおよび要素の第2のサブセットを含む、ステップと、
　前記選択された第2のエージェントによって前記多要素タスクの要素の前記第1のサブセ
ットを実行するステップと、
　前記選択された第2のエージェントが前記多要素タスクの要素の前記第2のサブセットを
実行することができないと判定するステップと、
　追加的なエージェントが前記多要素タスクの要素の前記第2のサブセットを実行するこ
とができると判定することに基づいて、前記多要素タスクの要素の前記第2のサブセット
を実行するために前記追加的なエージェントを選択するステップと、
　前記追加的なエージェントによって前記多要素タスクの要素の前記第2のサブセットを
実行するステップと
をさらに含む請求項2に記載の方法。
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