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(57)【要約】
【課題】インテントによって指定されたアクティビティ
が、インテントによって指定されたターゲットアプリケ
ーションにおいて、または、インテントによって指定さ
れたターゲットアプリケーションによって実行される技
法を提供する。
【解決手段】アプリケーションおよび音声コマンドトリ
ガ用語を識別するデータを受信し、受信したデータを検
証し、受信したデータを、アプリケーション、音声コマ
ンドトリガ用語、および、少なくとも音声コマンドトリ
ガ用語に基づいて判定される1つまたは複数の他の音声
コマンドトリガ用語を指定するパッシブデータ構造を生
成するように誘導し、文脈インテントデータベースにお
いてパッシブデータ構造を記憶し、文脈インテントデー
タベースは、1つまたは複数の他のパッシブデータ構造
を備える、ための方法、システム、および装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声アクションサービスシステムによって、ユーザのコンピューティングデバイスにお
いて提供される発話を受信するステップであって、前記発話は音声コマンドトリガフレー
ズを含む、ステップと、
　前記音声アクションサービスシステムによって、前記音声コマンドトリガフレーズに関
連するインテントを判定するために前記発話を処理するステップと、
　前記音声アクションサービスシステムによって、各々が前記インテントを満足すること
ができる少なくとも第1のアプリケーションおよび第2のアプリケーションを識別するステ
ップであって、少なくとも前記第1のアプリケーションおよび前記第2のアプリケーション
を識別するステップは、少なくとも前記第1のアプリケーションおよび前記第2のアプリケ
ーションが1つまたは複数のデータベース中の前記インテントに関連していると判定する
ステップに基づく、ステップと、
　前記音声アクションサービスシステムによって、前記第2のアプリケーションよりも前
記第1のアプリケーションを選択するステップであって、前記第2のアプリケーションより
も前記第1のアプリケーションを選択するステップは、前記ユーザによる前記第1のアプリ
ケーションの最近の使用状況に少なくとも部分的に基づく、ステップと、
　前記音声アクションサービスシステムによって、前記ユーザの前記コンピューティング
デバイスに、前記発話に応じて、前記選択した第1のアプリケーションの指示を提供する
ステップと
　を含む、コンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記ユーザによる前記第1のアプリケーションの最近の使用状況に少なくとも部分的に
基づいて、前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択するステ
ップは、前記第1のアプリケーションが、前記ユーザによって、前記音声コマンドトリガ
フレーズに応じて、最近選択されていたと判定するステップを含む、請求項1に記載のコ
ンピュータ実施方法。
【請求項３】
　前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択するステップはさ
らに、前記第1のアプリケーションと前記音声コマンドトリガフレーズまたは前記インテ
ントのうちの少なくとも1つとの間の関係スコアの強度に少なくとも部分的に基づく、請
求項1に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
　前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択するステップはさ
らに、前記発話を受信した際に前記ユーザの前記コンピューティングデバイス上で前記第
1のアプリケーションが実行されていることに少なくとも部分的に基づく、請求項1に記載
のコンピュータ実施方法。
【請求項５】
　前記選択した第1のアプリケーションの前記指示を提供するステップは、前記選択した
第1のアプリケーションの聴覚的指示を提供するステップを含む、請求項1に記載のコンピ
ュータ実施方法。
【請求項６】
　前記音声アクションサービスシステムによって、前記ユーザの前記コンピューティング
デバイスにおいて追加の発話を受信するステップであって、前記追加の発話は前記選択し
た第1のアプリケーションの確認を含む、ステップと、
　前記追加の発話を受信するステップに応じて、前記インテントを満足するために前記第
1のアプリケーションを実行するステップと
　をさらに含む、請求項1に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項７】
　前記インテントを判定するために前記発話を処理するステップは、
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　前記音声アクションサービスシステムによって、前記発話のトランスクリプションを取
得するために前記発話に対して音声認識を行うステップと、
　前記音声アクションサービスシステムによって、前記トランスクリプションの少なくと
も一部が前記音声コマンドトリガフレーズを含むとともに前記音声コマンドトリガフレー
ズが前記インテントと一致していると判定するステップと
　を含む、請求項1に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項８】
　少なくとも1つのプロセッサと、
　命令を含む少なくとも1つのメモリとを含み、前記命令は、実行されると、前記少なく
とも1つのプロセッサに、
　ユーザのコンピューティングデバイスにおいて提供される発話を受信することであって
、前記発話は音声コマンドトリガフレーズを含む、ことと、
　前記発話が前記音声コマンドトリガフレーズを含んでいると判定するために前記発話を
処理することと、
　少なくとも第1のアプリケーションおよび第2のアプリケーションを識別することであっ
て、少なくとも前記第1のアプリケーションおよび前記第2のアプリケーションを識別する
ことは、少なくとも前記第1のアプリケーションおよび前記第2のアプリケーションが1つ
または複数のデータベース中の前記音声コマンドトリガフレーズにマッピングされている
と判定することに基づく、ことと、
　前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択することであって
、前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択することは、前記
ユーザによる前記第1のアプリケーションの最近の使用状況に少なくとも部分的に基づく
、ことと、
　前記ユーザの前記コンピューティングデバイスに、前記発話に応じて、前記選択した第
1のアプリケーションの指示を提供することと
　をさせる、システム。
【請求項９】
　前記ユーザによる前記第1のアプリケーションの最近の使用状況に少なくとも部分的に
基づいて、前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択するため
の前記命令は、前記第1のアプリケーションが、前記ユーザによって、前記音声コマンド
トリガフレーズに応じて、最近選択されていたと判定するための命令を含む、請求項8に
記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択するための前記命
令は、前記第1のアプリケーションと前記音声コマンドトリガフレーズとの間の関係スコ
アの強度に少なくとも部分的に基づいて、前記第2のアプリケーションよりも前記第1のア
プリケーションを選択するための命令をさらに含む、請求項8に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択するための前記命
令は、前記発話を受信した際に前記ユーザの前記コンピューティングデバイス上で前記第
1のアプリケーションが実行されていることに少なくとも部分的に基づいて、前記第2のア
プリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択するための命令をさらに含む、
請求項8に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記選択した第1のアプリケーションの前記指示を提供するための前記命令は、前記選
択した第1のアプリケーションの聴覚的指示を提供するための命令をさらに含む、請求項8
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ユーザの前記コンピューティングデバイスにおいて追加の発話を受信することであ
って、前記追加の発話は前記選択した第1のアプリケーションの確認を含む、ことと、
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　前記追加の発話を受信することに応じて、前記第1のアプリケーションを実行すること
と
　をするための命令をさらに含む、請求項8に記載のシステム。
【請求項１４】
　命令を含むコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令は、実行されると、少なくと
も1つのプロセッサに、
　ユーザのコンピューティングデバイスにおいて提供される発話を受信することであって
、前記発話は音声コマンドトリガフレーズを含む、ことと、
　前記音声コマンドトリガフレーズに関連するインテントを判定するために前記発話を処
理することと、
　各々が前記インテントを満足することができる少なくとも第1のアプリケーションおよ
び第2のアプリケーションを識別することであって、少なくとも前記第1のアプリケーショ
ンおよび前記第2のアプリケーションを識別することは、少なくとも前記第1のアプリケー
ションおよび前記第2のアプリケーションが1つまたは複数のデータベース中の前記インテ
ントに関連していると判定することに基づく、ことと、
　前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択することであって
、前記第2のアプリケーションよりも前記第1のアプリケーションを選択することは、前記
ユーザによる前記第1のアプリケーションの最近の使用状況に少なくとも部分的に基づく
、ことと、
　前記ユーザの前記コンピューティングデバイスに、前記発話に応じて、前記選択した第
1のアプリケーションの指示を提供することと
　をさせる、コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この明細書は一般に、限定的ではなく、音声コマンドに関し、1つの特定の実施は、音
声コマンドを設定するステップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソフトウェアで定義されたアクティビティは、タスクを指定し得る。アクティビティは
、タスクの実行のライフサイクルを制御するクラスである。インテントは、特定のアクテ
ィビティ、および、特定のアクティビティに関連付けられたアプリケーションを指定し得
るパッシブデータ構造である。インテントは、アプリケーションによってトリガされ得、
インテントによって指定されたアクティビティが、インテントによって指定されたターゲ
ットアプリケーションにおいて、または、インテントによって指定されたターゲットアプ
リケーションによって実行されるようにさせ得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　インテントと称されるパッシブデータ構造は、アプリケーションと、アプリケーション
において、または、アプリケーションによって実行されるべきアクティビティとを指定し
得る。アクティビティは、アプリケーションにおいて、または、アプリケーションによっ
て実行されるタスクである。インテントは、インテントをトリガするために使用され得る
1つまたは複数のトリガフレーズを指定し得、これによって、インテントのトリガは、指
定されたアプリケーションによるアクティビティの実行を引き起こす。たとえば、インテ
ントは、タクシーサービスのためのアプリケーションに関連付けられ得、ユーザが発話す
ると、トリガフレーズのうちの1つの検出が、タクシーサービスアプリケーションの起動
をトリガできるように、音声アクションとして動作する1つまたは複数のトリガフレーズ
を指定し得る。インテントは、アプリケーションによって、または、インテントによって
指定されたアプリケーション以外のオペレーティングシステムによってトリガされ得、こ
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れによって、アプリケーションのトリガは、指定されたアクティビティが、特定のアプリ
ケーションにおいて、または、特定のアプリケーションによって実行されるようにする。
【０００４】
　ホストによって提供されるサービスまたはツールは、アプリケーション開発者が、自分
たちが開発している特定のアプリケーションを指定する新たなインテントを要求すること
を可能にすることができる。新たなインテントを求める発行は、文法の形式であり得、開
発者は、サービスまたはツールへ文法を発行し得、サービスまたはツールは、文法に基づ
いて、特定のアプリケーションのためのインテントを生成し得る。
【０００５】
　新たなインテントの生成は、特定の結果が達成されるようにするためにアプリケーショ
ンへ提供され得る入力の数および範囲を増加させることによって、開発中の特定のアプリ
ケーションの柔軟性を高め得る。結果的に、開発中のアプリケーションの信頼性が高めら
れ得る。なぜなら、特定のアプリケーションは、ユーザの入力に対して正しい方式で応答
することが保証され得、ユーザの入力の処理が向上されるからである。
【０００６】
　いくつかの実施では、開発者によって発行される文法は、アプリケーション、トリガフ
レーズ、アクティビティまたは複合アクティビティ、コンテキスト、または他の情報のう
ちの1つまたは複数を指定し得る。文法は、開発者によって発行され、開発者音声アクシ
ョンサービスまたはツールによって、ネットワークを介して受信される。開発者音声アク
ションサービスまたはツールは、文法を検証し得る。たとえば、文法の検証は、トリガフ
レーズが、オペレーティングシステムまたは別のアプリケーションのためのインテントに
既に関連付けられているか否かを判定するステップを含み得、文法によって指定されたア
クティビティが、指定されたアプリケーションによって実行され得るか否かを判定し得、
トリガフレーズが、ある基準を満たすか否かを判定し得、発行された文法のフォーマット
が、構文上有効であるか否かを判定し得るかまたは、さもなければ、開発者によって発行
された文法が、新たなインテントを作成するために使用され得る実現可能な文法であるか
否かを判定し得る。
【０００７】
　有効な文法は、文法をインテントへ変換するように、また、文法において指定されたト
リガフレーズを拡張するように、開発者音声アクションサービスまたはツールによって誘
導され得る。たとえば、文法の誘導は、第1のフォーマットで発行された文法を、第2のフ
ォーマットのインテントへ変換するステップを含み得る。文法をインテントへ変換するス
テップに加えて、開発者によって発行されたトリガフレーズは、他の関連するトリガフレ
ーズを含めるように拡張され得る。たとえば、インテントに関連付けられた1つまたは複
数の関連するトリガフレーズを生成するために、1つまたは複数のトリガフレーズ拡張規
則、類義語規則、用語オプション化規則、または他の規則が、トリガフレーズへ適用され
得る。生成されたインテントは、おのおのアプリケーション、1つまたは複数のトリガフ
レーズ、およびオプションとして、アクティビティ、複合アクティビティ、文脈、または
、インテントまたはインテントのトリガに関連する他の情報に関連付けられた1つまたは
複数の他のインテントとともに、文脈インテントデータベースにおいて記憶され得る。
【０００８】
　文法の検証に基づく新たなインテントの生成は、開発者が、インテント自体の直接的な
入力によって新たなインテントを生成することは必要ではないことを意味する。上述した
ように、文法は、誘導処理において変換され得る特定のフォーマットを有し得、この変換
処理は、新たなインテントのための適切な候補であり得る文法の数の拡大を有効にする。
なぜなら、入力文法フォーマットにおける要件が緩和されるからである。結果的に、アプ
リケーションは、より少ないユーザ入力で、新たなインテントを含めるように開発され得
る。
【０００９】
　開発者によって発行された文法がインテントとして確立された後、ユーザは、クライア
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ントデバイスへ音声入力を提供し得る。ユーザの音声入力は、音声入力のトランスクリプ
ションを生成するように転記され得、トランスクリプションは、文脈インテントデータベ
ース、または、クライアントデバイスのオペレーティングシステムに関連付けられたイン
テントを含むデータベースのように、インテントを指定する1つまたは複数の他のデータ
ベースにおいて記憶されたインテントに関連付けられた1つまたは複数のトリガフレーズ
と照合され得る。トランスクリプションの一部が、特定のインテントに関連付けられたト
リガフレーズに一致するとの判定に基づいて、インテントは、インテントに関連付けられ
たアクティビティが、特定のインテントによって指定されたアプリケーションにおいて、
または、特定のインテントによって指定されたアプリケーションによって実行されるよう
に、トリガされ得る。
【００１０】
　たとえば、タクシーサービスアプリケーションを起動させることに関連付けられたイン
テントは、「Call a cab」というトリガフレーズに関連付けられ得る。クライアントデバ
イスが、「Call a cab」というフレーズを含むユーザの音声入力を受信したことに基づい
て、クライアントデバイスまたは別のシステムは、タクシーサービスアプリケーションの
起動をトリガし得る。
【００１１】
　この明細書において説明される主題の革新的な態様は、アプリケーションおよび音声コ
マンドトリガ用語を識別するデータを受信するステップと、受信したデータを検証するス
テップと、受信したデータを、アプリケーション、音声コマンドトリガ用語、および、少
なくとも音声コマンドトリガ用語に基づいて判定される1つまたは複数の他の音声コマン
ドトリガ用語を指定するインテントを生成するように誘導するステップと、文脈インテン
トデータベースにおいてインテントを記憶するステップであって、文脈インテントデータ
ベースは、1つまたは複数の他のインテントを備える、ステップと、からなるアクション
を含む方法において具体化され得る。これら態様の他の実施形態は、コンピュータ記憶デ
バイスにおいてエンコードされた方法のアクションを実行するように構成された対応する
システム、装置、およびコンピュータプログラムを含む。
【００１２】
　これらおよび他の実施形態はおのおの、オプションとして、以下の特徴のうちの1つま
たは複数を含み得る。様々な例において、受信したデータを検証するステップは、音声コ
マンドトリガ用語が、識別されたアプリケーションとは異なるアプリケーションに関連付
けられていないことを判定するステップを備える。これらアクションは、アクションを識
別するデータを受信するステップを備え、受信したデータを検証するステップは、識別さ
れたアクションが、識別されたアプリケーションと互換的であることを判定するステップ
を備える。受信したデータを、アプリケーション、音声コマンドトリガ用語、および、少
なくとも音声コマンドトリガ用語に基づいて判定される1つまたは複数の他の音声コマン
ドトリガ用語を指定するインテントを生成するように誘導するステップは、アプリケーシ
ョンおよび音声コマンドトリガ用語を識別する、受信したデータを、異なるデータフォー
マットへ変換するステップを備える。受信したデータを、アプリケーション、音声コマン
ドトリガ用語、および、少なくとも音声コマンドトリガ用語に基づいて判定される1つま
たは複数の他の音声コマンドトリガ用語を指定するインテントを生成するように誘導する
ステップは、1つまたは複数の類義語規則、オプション化規則、または拡張規則を音声コ
マンドトリガ用語へ適用することによって、少なくとも音声コマンドトリガ用語に基づい
て判定される1つまたは複数の他の音声コマンドトリガ用語を生成するステップを備える
。
【００１３】
　これらアクションは、ユーザの発話を含むオーディオデータを取得するステップと、少
なくともオーディオデータに基づいて、ユーザの発話のトランスクリプションを生成する
ステップと、トランスクリプションの少なくとも一部が、文脈インテントデータベースに
記憶されたインテントによって指定された特定の音声コマンドトリガ用語に一致すること
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を判定するステップであって、インテントは、特定のアプリケーションと、特定の音声コ
マンドトリガ用語とを指定する、ステップと、トランスクリプションの少なくとも一部が
、インテントによって指定された特定の音声コマンドトリガ用語に一致することを判定す
るステップに基づいて、タスクが実行されるようにするステップとを備える。タスクが実
行されるようにするステップは、特定のアプリケーションにタスクを実行させるステップ
を備える。これらアクションはさらに、おのおのが(i)アプリケーションと、(ii)音声コ
マンドトリガ用語とを指定する1つまたは複数のインテントのおのおのについて、トラン
スクリプションの少なくとも一部が、インテントによって指定される音声コマンドトリガ
用語と一致していることを判定するステップと、1つまたは複数のインテントのおのおの
によって指定されるアプリケーションを含むアプリケーションのセットからの特定のアプ
リケーションの選択を要求するステップと、1つまたは複数のインテントのおのおのによ
って指定されるアプリケーションを含むアプリケーションのセットからの特定のアプリケ
ーションの選択を示すデータを受信するステップと、特定のアプリケーションの選択を示
すデータを受信するステップに応じて、特定の音声コマンドトリガ用語と、特定のアプリ
ケーションを指定するインテントとの間の関係の強度を調節するステップと、を備え得る
。
【００１４】
　これらアクションは、おのおのが(i)アプリケーションと(ii)音声コマンドトリガ用語
とを指定する1つまたは複数のインテントのおのおのについて、トランスクリプションの
少なくとも一部が、インテントによって指定される音声コマンドトリガ用語と一致してい
ることを判定するステップと、1つまたは複数のインテントのおのおのについて、インテ
ントによって指定される音声コマンドトリガ用語の、インテントによって指定されるアプ
リケーションへの親和性を示すインテントに関する親和性尺度を判定するステップと、1
つまたは複数のインテントのおのおのに関する親和性尺度に少なくとも基づいて、特定の
インテントを選択するステップと、特定のインテントによって指定されるタスクが実行さ
れるようにするステップと、を備える。これらアクションは、おのおのが(i)アプリケー
ションと、(ii)音声コマンドトリガ用語とを指定する1つまたは複数のインテントのおの
おのについて、トランスクリプションの少なくとも一部が、インテントによって指定され
る音声コマンドトリガ用語と一致していることを判定するステップと、1つまたは複数の
インテントをランク付けするステップと、1つまたは複数のインテントのランク付けに少
なくとも基づいて、特定のインテントを選択するステップと、特定のインテントによって
指定されるタスクが実行されるようにするステップと、を備える。
【００１５】
　この明細書において説明される主題の1つまたは複数の実施態様の詳細は、添付図面お
よび以下の詳細説明に記述される。主題の他の潜在的な特徴、態様、および利点は、詳細
説明、図面、および特許請求の範囲から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】開発者音声アクションシステムおよびサービスのための例示的なシステムを描写
する図である。
【図２】音声アクションシステムおよびサービスを使用するための例示的なシステムを描
写する図である。
【図３】開発者音声アクションシステムおよびサービスに関連付けられた例示的な処理の
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　様々な図面における同様の参照符号は、同様の要素を示す。
【００１８】
　図1は、開発者音声アクションサービスシステム100の例を示す。一般に、開発者音声ア
クションサービスは、アプリケーション開発者101が、開発者音声アクションサービスシ
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ステム100によって、新たなインテントのための候補として取り扱われる文法を発行する
ことを有効にする。
【００１９】
　開発者音声アクションサービスシステム100は、アプリケーション開発者101によって発
行された文法を検証し、有効であれば、文法を、発行されたフォーマットから、インテン
トフォーマットへ変換し、文法によって指定されたトリガフレーズを、指定されたトリガ
フレーズに関連する追加のトリガフレーズを含むように拡張することによって、文法を誘
導する。開発者音声アクションサービスシステム100は、様々なアプリケーションを指定
する他のインテントを含む文脈インテントデータベース140に、この新たなインテントを
記憶する。
【００２０】
　簡潔に述べると、開発者音声アクションサービスシステム100は、取得エンジン110、検
証エンジン120、文法誘導エンジン130、および文脈インテントデータベース140を含む。
取得エンジン110、検証エンジン120、文法誘導エンジン130、または文脈インテントデー
タベース140のいずれかは、別の音声アクションサービスシステムのような開発者音声ア
クションサービスシステム100と通信し得る他のシステムとは独立した開発者音声アクシ
ョンサービスシステム100の構成要素として実施され得るか、または、これら他のシステ
ムの構成要素として実施され得る。検証エンジン120は、検証基準データベース125におい
て利用可能な検証基準へのアクセスを有し、文法誘導エンジン130は、誘導規則データベ
ース135において利用可能な誘導規則へのアクセスを有する。アプリケーション開発者101
は、1つまたは複数のネットワーク105を介して、開発者音声アクションサービスシステム
100と通信しているコンピューティングデバイス102を使用して、開発者音声アクションサ
ービスシステム100へ文法を発行し得る。
【００２１】
　アプリケーション開発者101は、特定のアプリケーションのための新たなインテントを
要求するために、開発者音声アクションサービスシステム100へ文法を発行し得る。具体
的には、アプリケーション開発者101は、1つまたは複数のネットワーク105を介して開発
者音声アクションサービスシステム100と通信し得るコンピューティングデバイス102を使
用して、文法を発行し得る。
【００２２】
　アプリケーション開発者101によって発行された文法は、新たなインテントの生成に関
連する様々な情報を指定し得る。具体的には、文法は、アプリケーション開発者101が、
新たなインテントを生成するために試みるために開発している特定のアプリケーションの
ような、特定のアプリケーションを指定し得る。あるいは、文法は、開発中のアプリケー
ションに関連する、または、開発中のアプリケーションと通信している特定のアプリケー
ションを指定する文法のような、アプリケーション開発者101が開発しているアプリケー
ションとは異なる特定のアプリケーションを指定し得る。さらに他の例において、文法は
、特定の部分処理、スレッド、または、アプリケーション開発者101が開発中のアプリケ
ーションまたは別のアプリケーションに関連付けられた他の区分のような、アプリケーシ
ョンの特定の態様を指定し得る。アプリケーション開発者101は、それに加えて、文法に
おけるトリガフレーズを指定し得る。トリガフレーズは、ユーザによって提供された音声
入力から検出された場合、インテントをトリガする1つまたは複数の用語を含む。いくつ
かの事例では、トリガフレーズは、1つまたは複数の引数を含み得る。引数は、ユーザの
音声入力の1つまたは複数の用語によって置換され得るトリガフレーズにおけるプレース
ホルダの役割をする。たとえば、「私を$の場所へ連れて行って下さい」で始まるトリガ
フレーズは、「私をワシントンDCの1425K通り北西へ連れて行って下さい」のようなユー
ザ音声入力が、トリガフレーズに一致するものとして識別されることを有効にし得る。場
所、日、日付、または時間、人、ユーザのクライアントデバイスに記憶された連絡先、曲
、映画、または他のコンテンツアイテムのようなコンテンツのアイテム、または他の引数
のような他の引数が検出され得る。
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【００２３】
　文法はまた、オプションとして、文法によって指定された特定のアプリケーションにお
いて、または、文法によって指定された特定のアプリケーションによって実行されるタス
クとして定義される特定のアクティビティをも指定し得る。それに加えて、いくつかの事
例では、アプリケーション開発者101は、文法に関連付けられたコンテキストを指定し得
る。コンテキストは、文法によって指定されたインテントのトリガのために存在していな
ければならない、または、存在する場合、トリガされたインテントの選択を修正しなけれ
ばならない追加条件を定義する。いくつかの実施では、アプリケーション開発者101によ
って発行された文法は、開発者が定義したタイプを指定し得る。タイプは、トリガフレー
ズとともに含まれている場合に検出されねばならない1つまたは複数の用語として定義さ
れる。たとえば、1つまたは複数の用語によって識別された開発者が定義したタイプは、
たとえば、「スリープ」または「ロック」のように、アプリケーション指定モードの特定
のタイプに関連付けられ得るか、または、たとえば、中古車探索アプリケーションのため
の車モデル名のように、特定のアプリケーションへ提供される入力と連携して頻繁に使用
される特定の用語によって識別され得るかまたは、あるアプリケーションまたはトリガフ
レーズに関連する開発者が定義したタイプであり得る。音声入力がユーザから受信された
場合、音声アクションサービスシステムは、他の用語以外のタイプの用語を検出する可能
性がより高くなり得る。たとえば、音声アクションサービスシステムは、アプリケーショ
ン開発者によって発行された1つまたは複数の文法によって定義されたタイプである「ス
リープ」に基づいて、「スリップ」という用語とは異なる音声入力から、「スリープ」と
いう用語を検出する可能性がより高くなり得る。
【００２４】
　いくつかの例において、タイプは、特定のエンティティに関連付けられ得るか、または
、特定のエンティティを参照するように動作し得る。たとえば、「私の家」という用語に
よって定義されるタイプは、たとえば、ユーザが、プロパティに関連付けられたアドレス
を、アプリケーションである音声アクションサービスシステムに登録することに基づいて
、または、「私の家」という用語によって定義されたタイプが、ユーザのプロパティ、ま
たは、プロパティのアドレスに関連付けられるべきであることを、アプリケーション開発
者101が文法において指定することに基づいて、ユーザに関連付けられたプロパティに関
連付けられ得る。ユーザ音声入力におけるタイプを定義する用語を検出することは、トリ
ガされたインテントによって指定されたアクティビティが、タイプに関連付けられたエン
ティティに関して実行されるようにし得る。
【００２５】
　たとえば、ユーザが「私の家にタクシーを寄こして下さい」という音声入力を、音声ア
クションサービスシステムへ提供することに基づいて、音声アクションサービスシステム
は、音声入力が、タクシーサービスアプリケーションのためのインテントによって指定さ
れたトリガフレーズに一致していることを判定し得、さらに、音声入力に含まれる「私の
家」という用語が、ユーザの自宅の住所に関連付けられたタイプに対応することを判定し
得る。したがって、インテントのトリガは、タクシーサービスアプリケーションに対して
、タクシーに、ユーザを、現在の場所から、自宅住所へ送るように要求させ得る。
【００２６】
　そのような例では、ユーザの自宅住所を指定する情報が、ユーザのクライアントデバイ
スにおいて実行しているタクシーサービスアプリケーションの事例に関連付けて記憶され
得、開発者音声アクションサービスシステム100において記憶され得、文脈インテントデ
ータベース140において記憶されたインテントによって指定され得るか、または、別の方
式で記憶され得る。いくつかの例では、タイプに関連付けられたエンティティは、特定の
ユーザに対して特定であり、これによって、「私の家」という用語は、異なるユーザに関
連付けられた異なるプロパティのアドレスを参照するようになるであろう。そして、タイ
プに関連付けられた正しいエンティティが、タイプを含む音声入力を提供するユーザのた
めに選択され得る。
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【００２７】
　例として、アプリケーション開発者101は、図1に図示される文法を発行し得る。文法は
、タクシーサービスアプリケーションである「Cab Caller」と呼ばれるアプリケーション
を指定し得る。それに加えて、文法は、アプリケーション開発者101が、文法から生成さ
れるインテントのトリガを引き起こすべきトリガフレーズとして示した「Hail a cab」と
いうトリガフレーズを指定し得る。文法はまた、特定のアクティビティ、すなわち、指定
されたアプリケーションの起動を指定する。したがって、文法から生成されたインテント
のトリガは、起動されている「Cab Caller」というアプリケーションに帰着するであろう
。繰り返すが、文法から生成されるインテントのトリガは、サードパーティのアプリケー
ションを起動することに限定されないが、他のアプリケーションまたは機能を、開発者に
よって指定され得るようにトリガし得る。アプリケーション開発者101は、それに加えて
、文法のためのコンテキストを指定した。具体的には、コンテキストは、文法から生成さ
れたインテントが、インテントをトリガする音声入力を提供するクライアントデバイスが
、「Cab Caller」というアプリケーションの「バージョン1.2」をホストする場合にのみ
トリガされるべきであることを示す。日時、場所、デバイス方位、天候、ユーザ認証、ア
イテムへの近接度またはアイテムを搬送する人、ユーザのクライアントデバイス上の特定
のソフトウェアまたは構成要素の存在(または不在)等のような他の多くのコンテキストが
、この開示によって考慮される。
【００２８】
　アプリケーション開発者101によって発行された文法は、取得エンジン110において、1
つまたは複数のネットワーク105を介して開発者音声アクションサービスシステム100によ
って受信される。取得エンジン110は、開発者音声アクションサービスシステム100が、ア
プリケーション開発者によって発行された文法を受信することを有効にするために、コン
ピューティングデバイス102のようなコンピューティングデバイスのためのインターフェ
ースを提供する。
【００２９】
　取得エンジン110は、アプリケーション開発者101によって発行された文法を受信し、こ
の文法を、検証エンジン120へ提供する。検証エンジン120は文法を受信し、新たなインテ
ントが生成され得るか否かを、発行された文法に基づいて判定するために、文法を検証す
る。文法を検証するために、検証エンジン120は、検証基準データベース125においてアク
セス可能な検証基準にアクセスし得る。検証基準データベース125は、あらかじめ決定さ
れたか、または、受信した文法に応じて生成された検証基準を含み得る。
【００３０】
　たとえば、検証エンジン120は、文法によって指定されたトリガフレーズが既にインテ
ントに関連付けられているか否かを判定することによって、文法を検証し得る。それに加
えて、または、その代わりに、文法を検証するステップは、文法によって指定されたアプ
リケーションが、文法によって指定された特定のアクティビティ、または、別のデフォル
トアクティビティを実行することができるかを判定するステップを含み得る。たとえば、
検証エンジン120は、どのアクティビティが、アプリケーションにおいて、または、アプ
リケーションによって実行され得、どのデータが、アプリケーションへ、または、アプリ
ケーション内で利用可能であるかを示す情報、または他の情報のような、アプリケーショ
ンに関する情報を示す文法において指定されたアプリケーションに関連付けられたマニフ
ェストまたは他の情報へのアクセスを有し得る。検証エンジン120は、文法を検証するた
めに、識別されたアプリケーションに関連付けられたマニフェストまたは他の情報を調査
し得る。
【００３１】
　文法を検証するステップはさらに、文法において指定されたコンテキストが、適切なコ
ンテキストであるか否かを、たとえば、コンテキストが満足され得ること、たとえば、「
Cab Caller」というアプリケーションの「バージョン1.2」が存在することを確認するこ
とによって判定するステップを含み得る。文法を検証するステップはさらに、文法がイン
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テントのフォーマットへ変換され得るように、適切なフォーマットで提供されていること
を判定するステップをも含み得る。それに加えて、または、その代わりに、文法を検証す
るステップは、文法のために発行されたトリガフレーズが、適切なフォーマットであるこ
とを、たとえば、トリガフレーズに含まれる引数が正しくフォーマットされていること、
または、サポートされた引数タイプであることを判定することによって判定するステップ
を含み得る。文法を検証するステップはまた、アプリケーション開発者101から受信した
文法において指定されるアクティビティを実行することに関連しているか、または実行す
るように要求された1つまたは複数のアクティビティを識別するステップを含み得る。た
とえば、アプリケーション開発者101が、タクシーサービスアプリケーションを使用して
、タクシーを頼むためのアクティビティを文法において指定しているのであれば、検証エ
ンジン120は、タクシーアプリケーションサービスを使用してタクシーを頼むステップは
また、ユーザのクライアントデバイスにおいてタクシーサービスアプリケーションを起動
するステップと、ユーザのクライアントデバイスにおいて実行している位置決めシステム
アプリケーションを使用してユーザの位置を決定するステップとからなるアクティビティ
を含んでいると判定し得る。
【００３２】
　それに加えて、検証エンジン120は、文法のフォーマットまたは文法の一部が、構文上
有効であるか否かを判定することによって、受信した文法を検証し得る。いくつかの事例
では、文法誘導エンジン130は、受信した文法が構文上有効であれば、すなわち、そのデ
ータ構造が、期待される文法フォーマットに従って適切にフォーマットされており、文法
誘導エンジン130によって処理または変換され得る用語のみを含んでいる場合にのみ、受
信した文法を誘導でき得る。
【００３３】
　いくつかの実施では、開発者音声アクションサービスシステム100によって、アプリケ
ーション開発者101へフィードバックが提供され得る。たとえば、検証エンジン120は、ア
プリケーション開発者101のコンピューティングデバイス102へ、アプリケーション開発者
101によって発行された文法が検証されたか否かを示す情報を提供し得る。インテントが
文法を使用して成功裡に生成されているか否かを示す情報、文法において指定されたトリ
ガフレーズに基づいて生成された1つまたは複数の他の関連するトリガフレーズを指定す
る情報、または他の情報のような、追加のまたは異なるフィードバックもまたアプリケー
ション開発者101へ提供され得る。
【００３４】
　検証エンジン120が、アプリケーション開発者101によって発行された文法を検証するこ
とに基づいて、検証エンジン120は、文法を、文法誘導エンジン130へ発行し得る。文法誘
導エンジン130は、文法を受信し、文法を、文法に基づくインテントを生成するように誘
導し得る。文法を誘導するステップは、文法を、開発者音声アクションサービスシステム
100によって受信されたフォーマットから、インテントフォーマットへ変換するステップ
を含み得る。文法を誘導するステップはさらに、文法において指定されたトリガフレーズ
に基づいて1つまたは複数の他のトリガフレーズを生成することによって文法において指
定され、かつ、指定されたトリガフレーズに関連しているトリガフレーズを拡張するステ
ップを含み得る。
【００３５】
　たとえば、開発者音声アクションサービスシステム100は、アプリケーション開発者が
、アプリケーション開発者によってより容易に理解されるフォーマットで文法を、たとえ
ば、アプリケーション開発者が、テキスト形式引数を含むフォーマットで文法を発行する
ことを有効にすることによって、他のユーザへ発行することを有効にし得る。文法誘導エ
ンジン130は、このフォーマットで文法を受信し得、この文法を、インテントのためのフ
ォーマットへ変換し得る。インテントフォーマットは、アプリケーション開発者または他
のユーザにとって、解釈または理解がより困難なフォーマットであり得るか、または、音
声アクションサービスに特有のフォーマットであり得る。
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【００３６】
　開発者音声アクションサービスシステム100へ発行された文法において指定されるトリ
ガフレーズを拡張することによって、開発者音声アクションサービスシステム100が、指
定されたトリガフレーズに基づいている1つまたは複数の関連するトリガフレーズを生成
することを可能とする。関連するトリガフレーズを生成するために、様々な拡張規則が、
トリガフレーズへ適用され得る。たとえば、文法において指定されたトリガフレーズに関
連し、文法において指定されたトリガフレーズに少なくとも部分的に基づいている1つま
たは複数の他のトリガフレーズを生成するために、1つまたは複数の用語オプション化規
則、類義語規則、拡張規則、または、他の問合せ用語改訂規則のような他の改訂規則が、
文法において指定されたトリガフレーズへ適用され得る。
【００３７】
　オプション化規則は、トリガフレーズにおける1つまたは複数の特定の用語が、文法に
おいて指定されたトリガフレーズに基づいて生成された関連するトリガフレーズにおいて
オプションであるか否か指定するトリガフレーズへ適用され得る。類義語規則は、文法に
おいて指定されたトリガフレーズに基づいて生成された関連するトリガフレーズに含まれ
得る文法の1つまたは複数の用語のための1つまたは複数の類義語を識別し得る。拡張規則
は、文法において指定されたトリガフレーズが、文法において指定されたトリガフレーズ
における用語に類似または関連しているとして識別される1つまたは複数の用語のような
、1つまたは複数の追加の規則を含むように拡張されることを有効にし得る。文法におい
て指定されるトリガフレーズに基づいて、関連するトリガフレーズを生成するための他の
規則が適用され得る。
【００３８】
　それに加えて、いくつかの例では、文法誘導エンジン130は、受信したトリガフレーズ
、または、指定されたトリガフレーズのために生成された1つまたは複数の関連するトリ
ガフレーズを1つまたは複数の他の言語へ変換することによって、受信した文法において
指定されるトリガフレーズに関連する1つまたは複数のトリガフレーズを生成し得る。た
とえば、「Hail a cab」というトリガフレーズが、英語から、標準中国語、スペイン語、
アラビア語、フランス語、ヒンディー語、ドイツ語、ロシア語、または他の言語のうちの
1つまたは複数へ変換され得、1つまたは複数の変換は、文法において指定された「Hail a
 cab」というトリガフレーズに関連するトリガフレーズとして識別され得る。
【００３９】
　それに加えて、いくつかの事例では、文法誘導エンジン130は、受信した文法において
指定されたトリガフレーズに含まれる用語または引数の変形および置換を判定することが
でき得る。たとえば、買物アプリケーションに関連付けられた文法において指定されるト
リガフレーズが、たとえば米国サイズにおけるスーツのサイズのように、第1の単位にお
ける洋服サイズパラメータのための引数を指定するのであれば、文法誘導エンジン130は
、たとえば欧州サイズにおけるスーツのサイズのように、第2の単位における洋服サイズ
パラメータのための引数を、別のトリガフレーズの中に含めることによって、この引数の
変形または置換を判定することができ得る。
【００４０】
　いくつかの事例では、文法誘導エンジン130は、関係スコアの強度を判定し得、関係ス
コアの強度を、文法において指定されたトリガフレーズ、および文法において指定された
トリガフレーズに基づいて判定されたトリガフレーズのうちの1つまたは複数へ関連付け
得る。関係スコアの強度は、文法において指定されたアプリケーションに対する、トリガ
フレーズの適用可能性または独自性の推定値を示し得る。たとえば、アプリケーション開
発者101から受信された、「Hail a cab」というトリガフレーズを指定する文法に基づい
て、文法誘導エンジン130は、「Hail a cab」というトリガフレーズと、関連するトリガ
フレーズとして識別された「Call a taxi」というトリガフレーズとの間の関係の強度を
、受信した文法において指定されたトリガフレーズに少なくとも基づいて判定し得る。
【００４１】
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　いくつかの事例では、検証エンジン120および/または文法誘導エンジン130は、要求さ
れた文法がスパムであるか否かを判定するために、トリガフレーズとアプリケーションと
の間の関係の強度を判定し得る。たとえば、文法誘導エンジン130は、「Hail a cab」と
いうトリガフレーズと、「Cab Caller」というタクシーサービスアプリケーションとの間
の関係の強度、または、タクシー呼び出しアプリケーションを指定するインテントを判定
し得、この判定に基づいて、関係の強度のスコアを、「Hail a cab」というトリガフレー
ズへ割り当て得る。それに加えて、いくつかの例では、広告主またはアプリケーション開
発者は、推奨を試みているアプリケーション、および、トリガフレーズを指定する開発者
音声アクションサービスへ文法を発行するように促され得る。検証エンジン120および/ま
たは文法誘導エンジン130は、トリガフレーズが、識別されたアプリケーションに対して
十分に強い関係を有していないことを判定し得、したがって、受信した文法に基づいて新
たなインテントを生成することを拒否し得、および/または、アプリケーションへより強
く関連しているトリガフレーズを提供しなければならないことを示すフィードバックを、
文法を発行したユーザへ提供し得る。
【００４２】
　たとえば、スポーツニュースアプリケーションのための広告主は、スポーツニュースア
プリケーションと「Call a taxi」というトリガフレーズとを指定する文法を発行し得る
。検証エンジン120および/または文法誘導エンジン130は、「Call a taxi」というトリガ
フレーズが、スポーツニュースアプリケーションへ十分強い関係を有していないことを判
定し得、この文法に基づいて新たなインテントが生成されることを拒否し得る。
【００４３】
　いくつかの実施では、文法誘導エンジン130はまた、コンピューティングデバイス102に
おいて、アプリケーション開発者101へフィードバックを提供し得る。たとえば、受信し
た文法を、アプリケーション開発者101によって発行された文法によって識別されたトリ
ガフレーズに少なくとも基づいて判定された1つまたは複数の他のトリガフレーズを生成
するように誘導することに基づいて、アプリケーション開発者101が、他のトリガフレー
ズが、識別されたトリガフレーズのための代替トリガフレーズを受け入れ可能であるか否
かを判定するために、1つまたは複数の他のトリガフレーズを評価することを可能にする
ために、1つまたは複数の他のトリガフレーズを識別するフィードバックが、アプリケー
ション開発者101へ提示され得る。いくつかの実施では、アプリケーション開発者101は、
たとえば、文法誘導エンジン130によって生成された1つまたは複数の他のトリガフレーズ
のうちのどれが、新たなインテントにおいて指定されるべきであるかを示すために、フィ
ードバックへ応答を提供することができ得る。
【００４４】
　それに加えて、いくつかの事例では、文法誘導エンジン130または開発者音声アクショ
ンサービスシステム100の別の構成要素は、受信したインテントに基づく1つまたは複数の
例示的な問合せまたは音声入力、受信した文法によって指定されたトリガフレーズに基づ
いて判定された1つまたは複数の他のトリガフレーズ、または、受信したインテントから
生成されたインテントを生成し得る。例示的な問合せまたは音声入力は、文脈インテント
データベース140において記憶されたインテントへのアクセスを有する音声アクションサ
ービスをどのように使用するのかをユーザへ教示するための例として使用され得る。たと
えば、例示的な問合せまたはトリガフレーズは、アプリケーション開発者101によって発
行された文法から生成されたインテントをトリガする音声入力をユーザが最初に提供した
場合、ユーザへの出力のために提供され得る。
【００４５】
　文法誘導エンジン130が、1つまたは複数の関連するトリガフレーズを生成し、1つまた
は複数の関連するトリガフレーズを含む文法をインテントフォーマットへ変換することに
よって、文法において指定されたトリガフレーズを拡張したことに基づいて、開発者音声
アクションサービスシステム100は、文脈インテントデータベース140において新たなイン
テントを記憶し得る。たとえば、アプリケーション開発者101によって発行された文法に
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基づいて生成された新たなインテントは、少なくとも「インテントX」および「インテン
トZ」をも含む文脈インテントデータベース140において記憶されたインテントのセットへ
、「インテントY」として追加され得る。たとえば、「インテントY」および「インテント
Z」は、アプリケーション開発者101によって発行された文法において指定されたアプリケ
ーションとは異なり得る、または、同じであり得る、1つまたは複数のアプリケーション
に関連付けられ得る1つまたは複数の他のアプリケーション開発者によって発行された文
法に基づいて生成されたインテントであり得る。
【００４６】
　文脈インテントデータベースにおいて記憶されたインテントは、インテントフォーマッ
トでアプリケーション開発者101によって発行された文法によって指定されるパラメータ
を指定し得る。たとえば、アプリケーション開発者101によって発行された文法に基づい
て生成された「インテントY」は、「Cab Caller」というアプリケーションを指定し得、
インテントがトリガされた場合、「Cab Caller」というアプリケーションにおいて、また
は「Cab Caller」というアプリケーションによって実行されるべき起動アプリケーション
アクティビティを指定し得、インテントのトリガに対して追加の条件、すなわち、インテ
ントがトリガされ得るクライアントデバイスが、「Cab Caller」というアプリケーション
の「バージョン1.2」を特別に扱う必要があること、を課すコンテキストを指定し得る。
それに加えて、「インテントY」は、アプリケーション開発者101によって発行されたトリ
ガフレーズのみならず、アプリケーション開発者101によって発行されたトリガフレーズ
に少なくとも基づいて、開発者音声アクションサービスシステム100が判定した1つまたは
複数の追加のトリガフレーズをも指定し得る。たとえば、「Hail a cab」というトリガフ
レーズは、「Call a cab」、「Get a car」、および「Call taxi」というトリガフレーズ
をも含むように拡張され得、それらのいずれかの検出は、追加のコンテキストが満たされ
ている限り、「インテントY」のトリガに帰着するであろう。
【００４７】
　一旦、インテントが、アプリケーション開発者101によって発行された文法に基づいて
生成され、文脈インテントデータベース140において記憶されると、ユーザは、インテン
トに関連付けられたトリガフレーズを含む音声入力を提供することによって、インテント
をトリガすることが可能であり得る。たとえば、クライアントデバイスへ「Call taxi」
という音声入力を提供する「Cab Caller」というアプリケーションの「バージョン1.2」
をホストするクライアントデバイスのユーザに基づいて、クライアントデバイスは、音声
入力が「Call taxi」というトリガフレーズを含んでいることを判定し得、モバイルデバ
イスが「Cab Caller」というアプリケーションの「バージョン1.2」をホストしているこ
とを判定し得、それに応じて、「Cab Caller」というアプリケーションを、ユーザのクラ
イアントデバイス上で起動させる「インテントY」をトリガし得る。
【００４８】
　いくつかの実施では、文脈インテントデータベース140において新たに生成されたイン
テントを記憶する処理は、迅速な更新プッシュまたは展開サポートでもサポートされてい
る処理であり得る。たとえば、音声開発者音声アクションサービスシステム100は、受信
した文法を一旦誘導すると、新たに生成されたインテントを、文脈インテントデータベー
ス140において迅速に記憶すること、および、新たに生成されたインテントを、文脈イン
テントデータベース140に記憶されたインテントへのアクセスを有する音声アクションサ
ービスのユーザへ利用可能とすることが可能であり得る。
【００４９】
　図2は、ユーザが、文脈インテントデータベース240によって記憶されたインテントへ一
致された音声入力を発行することを有効にする音声アクションサービスシステム200の例
示的な使用の場合を示す。音声入力をインテントへ一致させることは、インテントによっ
て指定されたアクティビティが、ユーザのクライアントデバイス202におけるアプリケー
ションにおいて、または、ユーザのクライアントデバイス202におけるアプリケーション
によって実行されるようにする。アプリケーションはまた、インテントによって指定され
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る。
【００５０】
　簡潔に述べると、図2に図示されるように、音声アクションサービスシステム200は、音
声認識エンジン210、マッチャ220、明確化エンジン230、および実行エンジン250を含む。
音声認識エンジン210は、クライアントデバイス202のユーザ201からの音声入力を含むオ
ーディオデータを、1つまたは複数のワイヤまたはワイヤレスネットワーク205を介して受
信する。たとえば、ユーザ201は、クライアントデバイス202にホストされた音声インター
フェースアプリケーションへ音声入力を提供し得、クライアントデバイス202にホストさ
れた音声インターフェースアプリケーションは、音声入力を含むオーディオデータを、1
つまたは複数のネットワーク205を介して、音声アクションサービスシステム200へ送信し
得る。図2においてクライアントデバイス202から分離しているとして図示されているが、
いくつかの実施形態では、音声認識エンジン210、マッチャ220、明確化エンジン230、お
よび実行エンジン250のうちの1つまたは複数は、本明細書において議論されている他のシ
ステムおよびサブシステムと同様に代替的に実施され得るか、または、ユーザ201に関連
付けられたクライアントデバイス202の一部を形成し得る。
【００５１】
　いくつかの事例では、音声認識エンジン210は、音声アクションサービスシステム200に
よって定義される1つまたは複数のタイプへのアクセスを有し得る。たとえば、音声アク
ションサービスシステム200は、人々、場所、映画または曲のようなコンテンツのアイテ
ム、または他の定義されたタイプのようなエンティティを識別する1つまたは複数の知識
ベースへのアクセスを有し得る。オーディオデータ204において音声認識を実行する場合
、または、ユーザの音声入力に基づいて、インテントの選択および実行に関連する他の動
作を実行する場合、音声認識エンジン210、または、音声アクションサービスシステム200
の他の構成要素は、1つまたは複数の知識ベースへアクセスし得る。
【００５２】
　マッチャ220は、図1のアプリケーション開発者101のようなアプリケーション開発者に
よって発行された文法に基づいて生成された1つまたは複数のインテントを含む文脈イン
テントデータベース240へのアクセスを有する。マッチャ220は、それに加えて、1つまた
は複数の特有のオペレーティングシステムに特有か、または、特定のアプリケーションに
関するとしてオペレーティングシステムによって指定された、1つまたは複数のインテン
トを含むオペレーティングシステム(OS)インテントデータベース245へのアクセスを有す
る。たとえば、OSインテントデータベース245において記憶されたインテントは、デバイ
スをリスタートまたはロックする、ワイヤレスネットワークへ参加する等のためのアクテ
ィビティのような、オペレーティングシステムによって実行されるアクティビティ、また
は、メッセージング、電話、または電子メールアプリケーションを起動するためのアクテ
ィビティのような、1つまたは複数のアプリケーションに関するオペレーティングシステ
ムによって実行されるアクティビティためのインテントを含み得る。それに加えて、明確
化エンジン230は、特定のユーザまたはクライアントデバイスに特有の情報を含むユーザ
パーソナル化データベース235へのアクセスを有する。ユーザパーソナル化データは、ク
ライアントデバイス202から受信した音声入力に一致すると判定されたインテントを明確
化するために使用され得る。
【００５３】
　図2に図示されるように、ユーザ201は、1つまたは複数のアクションを実行するために
ユーザ201によって提供される音声コマンドのような音声入力を受信することが可能なク
ライアントデバイス202を有し得る。いくつかの事例では、クライアントデバイス202は、
マイクロホン、または、ユーザから音声入力を取得するための他のデバイスを含み、クラ
イアントデバイス202において実行するオペレーティングシステムまたはアプリケーショ
ンは、音声入力を受信するためのソフトウェアを含み得る。クライアントデバイス202は
、「Call taxi」という音声入力のような音声入力を、ユーザ201から受信し得る。クライ
アントデバイス202が音声入力を受信することに基づいて、クライアントデバイスは、音



(16) JP 2019-144598 A 2019.8.29

10

20

30

40

50

声入力を含むオーディオデータ204を、1つまたは複数のネットワーク205を介して、音声
アクションサービスシステム200へ送信し得る。
【００５４】
　音声アクションサービスシステム200の音声認識エンジン210は、オーディオデータ204
を受信し、オーディオデータ204について音声認識処理を実行し、オーディオデータ204に
含まれる音声入力のトランスクリプションを取得する。たとえば、音声認識エンジン210
は、オーディオデータ204を受信し得、オプションとして、オーディオデータ204をフィル
タし、オーディオデータ204からノイズおよびバックグランドオーディオを除去し、オー
ディオデータ204のクリーンバージョンを生成し得る。音声認識エンジン210は、その後、
音声入力のトランスクリプションを取得するために、オーディオデータ204のクリーンバ
ージョンに対して音声認識処理を実行し得る。たとえば、音声認識エンジン210は、クラ
イアントデバイス202から受信したオーディオデータ204から、「Call taxi」というトラ
ンスクリプションを生成し得る。
【００５５】
　音声認識エンジン210は、オーディオデータ204のトランスクリプションを、マッチャ22
0へ提供する。マッチャ220は、このトランスクリプションを、文脈インテントデータベー
ス240またはOSインテントデータベース245において記憶されたインテントによって指定さ
れた1つまたは複数のトリガフレーズと照合する。いくつかの事例では、トランスクリプ
ションが、特定のインテントに関連付けられた特定のトリガフレーズと一致すると判定す
るステップは、トランスクリプションの1つまたは複数の用語が、特定のトリガフレーズ
の1つまたは複数の用語と一致すると判定することのように、トランスクリプションの少
なくとも一部が、特定のトリガフレーズと一致すると判定するステップを含み得る。した
がって、特定のトランスクリプションは、潜在的に、多数のインテントを求めることとし
て判定され得、これによって、音声アクションサービスシステム200は、候補インテント
から、トリガするための特定のインテントを判定しなければならない。トランスクリプシ
ョンが、1つまたは複数の候補インテントによって指定された1つまたは複数のトリガフレ
ーズに一致すると判定することに基づいて、マッチャ220は、1つまたは複数の候補トリガ
フレーズを指定する明確化エンジン230へ情報を提供し得る。
【００５６】
　いくつかの事例では、ユーザ201は、クライアントデバイス202へテキスト形式入力を提
供し得、これによって、テキスト形式入力は、音声認識エンジン210へ提供されることな
く、マッチャ220へダイレクトに提供されるようになり得る。マッチャ220は、テキスト形
式入力を受信し得、テキスト形式入力に基づいて1つまたは複数の候補インテントを識別
するために、上述されたマッチング動作を実行し得る。いくつかの事例では、マッチャ22
0は、テキスト形式入力に含まれる引数のようなタイプまたは他の特徴を識別することが
可能であり得る。テキスト形式入力に含まれる。
【００５７】
　いくつかの例では、マッチャ220は、オーディオデータ204の1つまたは複数の関連する
トランスクリプションを生成するために、オーディオデータ204のトランスクリプション
を拡張し得る。たとえば、「Call taxi」というトランスクリプションは、1つまたは複数
のクエリ用語拡張規則、類義語規則、用語オプション化規則、または、「Call a taxi」
、「Request a cab」、「Hail a car」等の関連するトランスクリプションを生成するた
めに他の規則を使用して拡張され得る。マッチャ220は、トランスクリプションまたは関
連するトランスクリプションが一致するトリガフレーズを判定するために、関連するトラ
ンスクリプションのうちの1つまたは複数を、文脈インテントデータベース240またはOSイ
ンテントデータベース245において記憶されたインテントによって指定されたトリガフレ
ーズへ一致させ得る。
【００５８】
　いくつかの事例では、オーディオデータ204のトランスクリプションを拡張することは
、マッチャ220に対して、関連するトランスクリプションが、既に存在する、または、異
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なるアプリケーションに関連付けられているトリガフレーズとコンフリクトするか否かを
判定することを要求する。たとえば、「Call taxi」というトリガフレーズは、タクシー
サービスアプリケーションである「Cab Caller」に関連付けられたインテントによって指
定され得、「Request a cab」という関連するトリガフレーズは、「TaxiNow」というタク
シーサービスアプリケーションに関連付けられたインテントによって指定され得る。マッ
チャ220は、トランスクリプションおよび関連するトランスクリプションが、異なるアプ
リケーションに関連するインテントによって指定されたトリガフレーズに一致することを
判定し得、したがって、いくつかの例では、一致処理から、関連するトランスクリプショ
ンである「Request a cab」を無視または削除し得る。したがって、マッチャ220、または
、音声アクションサービスシステム200の別の構成要素は、一致が検出される機会を増加
させるために、ユーザ入力のトランスクリプションを調節することが可能であり得る一方
、オーディオデータ204の拡張されたトランスクリプションによって生成される任意のコ
ンフリクトも取り扱う。
【００５９】
　明確化エンジン230は、1つまたは複数の候補インテントを指定する情報を受信し得、候
補インテントから、コールをトリガする特定のインテントを識別するための動作を実行し
得る。明確化エンジン230は、ユーザパーソナル化データベース235においてアクセスされ
た情報に基づいて、候補インテントのおのおのに関連付けられた信頼度スコアに基づいて
、トリガするための特定の候補インテントを選択するユーザフィードバックを要求または
受信することに基づいて、または他の情報に基づいて、候補インテントからトリガするた
めの特定のインテントを識別し得る。
【００６０】
　たとえば、音声アクションサービスシステム200は、たとえば、ユーザ201が、クライア
ントデバイス202によってホストされている特定のアプリケーションへログインされるこ
とに基づいて、クライアントデバイス202が、ユーザ201またはクライアントデバイス202
を識別する情報を、音声アクションサービスシステム200へ発行することに基づいて、ユ
ーザ201、または、ユーザ201によって使用されているクライアントデバイス202を識別す
る情報を受信し得るか、または、受信可能であり得る。明確化エンジン230は、この識別
情報に基づいて、ユーザ201またはクライアントデバイス202を識別し得、特定のユーザ20
1またはクライアントデバイス202のためのインテントに関連する情報を指定する情報に、
ユーザパーソナル化データベース235においてアクセスし得る。たとえば、ユーザパーソ
ナル化データベース235において明確化エンジン230によってアクセスされる情報は、ユー
ザ201は典型的には、特定のアプリケーションを開くことのように、特定のインテントを
トリガするために、オーディオデータ204または特定のテキスト形式入力に含まれる音声
入力を提供することを指定し得る。同様に、ユーザパーソナル化データベース235におい
てアクセスされる情報は、ユーザ201によって提供された、または、ユーザ201によって、
過去のアクティビティに基づいて判定された嗜好を指定し得る。たとえば、音声アクショ
ンサービスシステム200は、過去のユーザアクティビティに基づいて、ユーザ201は、特定
のタクシーサービスアプリケーションを別のものよりも好む可能性が高いと判定し得るか
、または、ユーザ201は特定のアプリケーションを参照する場合、典型的に特定の用語を
使用することを判定し得る。
【００６１】
　ユーザパーソナル化データベース235においてアクセスされた情報に基づいて、明確化
エンジン230は、候補インテントから特定のインテントを選択し得、特定のインテントを
識別する実行エンジン250へ情報を提供し得る。たとえば、明確化エンジン230は、「Call
 taxi」というトランスクリプションに基づいて識別された2つの候補インテントを識別す
る情報を受信し得る。1つの候補インテントは「Cab Called」というタクシーサービスア
プリケーションを指定し得、第2のインテントは、「TaxiNow」と呼ばれるタクシーサービ
スアプリケーションを指定し得る。明確化エンジン230は、ユーザパーソナル化データベ
ース235において情報へアクセスし得、ユーザ201またはクライアントデバイス202のユー
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ザは典型的には、「TaxiNow」というタクシーサービスアプリケーションよりも「Cab Cal
ler」というタクシーサービスアプリケーションを使用すると判定し得、よって、2つの候
補インテントから「Cab Caller」というアプリケーションを指定する候補インテントを選
択し得る。その後、明確化エンジン230は、「Cab Caller」というアプリケーションを指
定するインテントを識別する情報を、実行エンジン250へ送信し得る。このように、明確
化エンジン230は、ユーザ201からの追加の入力を必要とすることなく、特定の候補インテ
ントを選択するために、ユーザ201のためのパーソナル化データに依存し得る。
【００６２】
　あるいは、明確化エンジン230は、候補インテントのおのおのに関連付けられた信頼度
スコアに基づいて、候補インテントのセットから、特定のインテントを識別し得る。たと
えば、候補インテントのおのおのは、候補インテントが、ユーザ201が音声アクションを
使用してトリガすることを意図していたインテントである信頼性を近似する信頼度スコア
に関連付けられ得る。いくつかの事例では、明確化エンジン230またはマッチャ220は、候
補インテントのおのおののための信頼度スコアを判定し得る。
【００６３】
　候補インテントへ割り当てられる信頼度スコアは、1つまたは複数の要因に基づき得る
。たとえば、信頼度スコアは、トランスクリプションと、インテントによって指定された
トリガフレーズとの間の一致の正確性に少なくとも部分的に基づいて判定され得る。その
ような例では、トランスクリプションに正確に一致するトリガフレーズを指定する候補イ
ンテントは、候補インテントがユーザ201の意図であったとの高い信頼度を示す候補スコ
アを割り当てられ得る。
【００６４】
　他の実施では、インテントによって指定された異なるトリガフレーズが、トリガフレー
ズとインテントとの間の関係の強度を示すスコアに関連付けられ得、信頼度スコアが、一
致したトリガフレーズのための関係スコアの強度に少なくとも部分的に基づいて判定され
得る。たとえば、「Hail a cab」というトリガフレーズのための関係スコアの強度は、同
じインテントによって指定された「Get a car」というトリガフレーズのための関係スコ
アの強度よりも、トリガフレーズと、「Cab Caller」というアプリケーションを指定する
インテントとの間のより強い関係を示し得る。
【００６５】
　他の要因は、ユーザの場所、または、ユーザが含まれているとして識別されるアクティ
ビティに基づいて、または、他の情報に基づいて、どれくらい頻繁に候補インテントがト
リガされたのか、どれくらい最近、候補インテントがトリガされたのか、他のどのアプリ
ケーションが、関連され得る音声アクションが受信された時間においてクライアントデバ
イス202において実行しているのか、または、候補インテントによって指定されたアプリ
ケーションと同時に頻繁に使用されるのかのように、候補インテントのための信頼度スコ
アを判定する際に考慮され得る。いくつかの実施では、これらの要因の組合せが、特定の
候補インテントのための信頼度スコアを判定する際に考慮され得る。1つまたは複数の候
補インテントの信頼度スコアに基づいて、特定の候補インテントが、明確化エンジン230
によって選択され得、明確化エンジンは、選択された候補インテントを識別する情報を、
実行エンジン250へ送信し得る。
【００６６】
　それに加えて、他のユーザのアクションは、何人の他のユーザが、候補インテントによ
って指定されるアプリケーションをアクティブに使用しているのか、ユーザの知り合いま
たは友達のうちの何人が、候補インテントによって指定されるアプリケーションを使用し
ているのか等のように、候補インテントの信頼度スコアを判定する場合に考慮され得る。
たとえば、ユーザが「Call taxi」という音声入力を提供することに基づいて、音声アク
ションサービスシステム200は、2つの候補タクシーサービスアプリケーションが、音声入
力によってトリガされ得ることを判定し得、さらに、より多くのタクシー運転手が、現在
、これらアプリケーションのうちの1つを他のものよりも使用していることを判定し得る
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。その結果、アプリケーションをアクティブに使用しているより多くの運転手を有するタ
クシーサービスアプリケーションのためのインテントへ割り当てられた信頼度スコアは、
アプリケーションをアクティブに使用しているより少ない運転手しか有さないタクシーサ
ービスアプリケーションのためのインテントへ割り当てられた信頼度スコアよりも高くな
り得る。
【００６７】
　さらに他の例では、明確化エンジン230は、候補インテントの1つまたは複数から特定の
候補インテントを選択するための要求を、ユーザ201のためのクライアントデバイス202へ
提供し得る。たとえば、マッチャ220からの1つまたは複数の候補インテントを指定する情
報を受信することに基づいて、明確化エンジンは、特定の候補インテント、または、特定
のインテントによって指定される特定のアプリケーションを選択するための要求が、ユー
ザ201のためのクライアントデバイス202において提供されるようにし得る。明確化エンジ
ン230は、ユーザ201による選択を示す情報を受信し得、ユーザ201が選択した特定の候補
インテントを識別する情報を実行エンジン250へ提供し得る。
【００６８】
　たとえば、「Call taxi」というトランスクリプションが、「Cab Caller」というアプ
リケーションを指定するインテントに関連付けられたトリガフレーズに一致し、また、「
TaxiNow」というアプリケーションを指定するインテントに関連付けられたトリガフレー
ズに一致することを判定することに基づいて、明確化エンジン230は、ユーザ201に対して
、「Cab Caller」というアプリケーションまたは「TaxiNow」というアプリケーションの
いずれかを選択するように要求するユーザインターフェースを、クライアントデバイス20
2において、ユーザ201へ提供し得る。明確化エンジン230は、ユーザが「Cab Caller」と
いうアプリケーションを選択したことを示す情報を受信し得、これに応じて、「Cab Call
er」アプリケーションを指定する候補インテントを識別する情報を実行エンジン250へ提
供し得る。
【００６９】
　いくつかの実施では、明確化エンジン230は、信頼度スコアまたは他の情報に基づいて
、候補インテントをランク付けし得、ランク付けに基づいて、特定の候補インテントを選
択し得るか、または、ユーザ201へ提示されたユーザインターフェースに候補インテント
を表示し得る。たとえば、明確化エンジン230は、候補インテントのおのおののために判
定された信頼度スコアに基づいて、候補インテントをランク付けし得、これによって、た
とえば、より高い信頼度スコアを有する候補インテントが、より低い信頼度スコアを有す
る候補インテントの上にランク付けされるようになる。他の要因は、どれくらい頻繁に、
または、どれくらい最近に、候補インテントがトリガされたのか、どれくらい頻繁に、ま
たは、どれくらい最近に、候補インテントによって指定されたアプリケーションが、類似
の音声入力に応じてユーザによって選択されたのかのように、候補インテントのランク付
けに影響を与え得る。
【００７０】
　いくつかの事例では、多数の候補インテントからの特定の候補インテントのユーザ選択
を要求するか、または、少なくとも1つの候補インテントによっておのおの指定されたア
プリケーションのセットから、候補インテントによって指定された特定のアプリケーショ
ンの選択を要求するユーザインターフェースは、ランク付け、信頼度スコア、または、候
補インテントまたはランク付けに関連付けられた他の情報または要因に基づいて、候補イ
ンテントまたはアプリケーションを別の方式で、ユーザへ提示し得る。たとえば、候補イ
ンテントによって指定された「Cab Caller」というアプリケーションが、「TaxiNow」と
いうアプリケーションよりも、ユーザ201によってより頻繁に選択されたことを判定する
ことに基づいて、「Cab Caller」というアプリケーションまたは「TaxiNow」というアプ
リケーションのうちの1つの選択を要求する、ユーザ201へ提示されるユーザインターフェ
ースは、「Cab Caller」のためのオプションを、「TaxiNow」のためのオプションよりも
より大きな選択可能なアイコンとして示し得、図2に図示されるように、「TaxiNow」とい
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うアプリケーションのためのオプションよりも上方に、「Cab Caller」というアプリケー
ションのためのオプションを表示し得るか、または、さもなければ、これらオプションを
、別の方式で、または、ユーザインターフェースの異なる場所に図示し得る。
【００７１】
　いくつかの事例では、明確化エンジン230はまた、1つまたは複数の候補インテントから
特定の候補インテントを選択する情報を判定または受信する明確化に基づいて、ユーザパ
ーソナル化データベース235において情報を更新し得る。たとえば、明確化エンジン230が
、「Call taxi」という音声入力を提供することに応じて、「Cab Caller」というアプリ
ケーションのユーザ201による選択を受信することに基づいて、明確化エンジン230は、ユ
ーザパーソナル化データベースおよび/または文脈インテントデータベース240においてユ
ーザパーソナル化情報を更新し得る。そのようなパーソナル化情報を更新するステップは
、「Call taxi」というトリガフレーズと、「Cab Caller」というアプリケーションを指
定する候補インテントとの間の関係スコアの強度を高めるステップを含み得、「Cab Call
er」というアプリケーションを指定する候補インテントのための信頼度スコアを、より強
い信頼度を示すように調節するステップと、「TaxiNow」というアプリケーションを指定
する候補インテントのための信頼度スコアを、低減された信頼度を示すように調節するス
テップとを含み得るか、または、さもなければ、パーソナル化情報、または、ユーザパー
ソナル化データベース235または文脈インテントデータベース240において記憶されたイン
テントに関連付けられた情報を更新し得る。
【００７２】
　他の例では、明確化エンジンはまた、文脈インテントデータベース140またはOSインテ
ントデータベースにおいて記憶されたインテントへアクセスでき得、インテントまたはイ
ンテントに関連する情報に関連付けられたパラメータを修正または調節でき得る。たとえ
ば、「Call taxi」というユーザの音声入力に応じて、ユーザ201が、ユーザ201へ提供さ
れたユーザインターフェースにおいて、「Cab Caller」というアプリケーションを選択し
、「TaxiNow」というアプリケーションを選択しなかったことを判定することに基づいて
、明確化エンジン230は、インテントのために指定されたトリガフレーズのセットから「C
all taxi」というトリガフレーズを削除するために、「TaxiNow」というアプリケーショ
ンを指定し、文脈インテントデータベース140において記憶された候補インテントを更新
し得るか、または、インテントによって指定された「Call taxi」というトリガフレーズ
のための関係スコアの強度を調節し得る。この処理および類似の処理は、音声アクション
サービスステム200が、適切なインテントをトリガしている際におけるサービスの撤回可
能性を評価し、音声アクションサービスの精度または効率を高めるように、インテント、
または、インテントに関連付けられた情報を調節することを有効にし得る。
【００７３】
　いくつかの例では、多数のユーザからのフィードバックが、インテント、または、イン
テントに関連する情報に関連付けられたパラメータをどのようにして調節するのかを判定
する際に、アグリゲートおよび分析され得る。たとえば、ユーザの集合からアグリゲート
され、「Call taxi」というトリガフレーズが典型的には、ユーザが「TaxiNow」というア
プリケーションよりも「Cab Caller」というアプリケーションを選択するという結果にな
ることを示すフォードバックに基づいて、音声アクションサービスシステム200は、「Cal
l taxi」というトリガフレーズと、「Cab Caller」というアプリケーションを指定するイ
ンテント、または「Cab Caller」というアプリケーション自体の、関係の強度または信頼
度スコアを高めることを判定し得る。
【００７４】
　上記では個別に議論されているが、明確化エンジン230へ利用可能な方法のうちの1つま
たは複数は、候補インテントから特定のインテントを選択するために使用され得る。たと
えば、明確化エンジン230は、マッチャ220から、5つの候補インテントのセットを識別す
るデータを受信し得、5つの候補インテントに関連付けられた、または、5つの候補インテ
ントのために判定された信頼度スコアに基づいて、候補インテントのうちの3つを削除し
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得る。明確化エンジン230はその後、特定の候補インテントを判定するために、残りの2つ
の候補インテントによって指定されたアプリケーションから選択することをユーザ201へ
求める要求を、クライアントデバイス202へ出力し得る。その後、明確化エンジン230は、
ユーザが選択したインテントを指定する候補インテントを識別する情報を実行エンジン25
0へ送信し得る。
【００７５】
　それに加えて、いくつかの事例では、音声アクションサービスシステム200は、明確化
エンジン230によって使用される方法のうちの1つまたは複数による候補インテントの分析
に基づいて、異なるユーザインターフェースをユーザへ提示し得る。たとえば、明確化エ
ンジン230が、候補インテントのための信頼度スコアのみに基づいて、特定の候補インテ
ントを選択するのであれば、明確化エンジン230は、特定のインテント、または、特定の
インテントによって指定されたアプリケーションを識別するユーザインターフェースを、
クライアントデバイス202においてユーザ201へ提供し得る。あるいは、明確化エンジン23
0が、候補インテントの信頼度スコアに基づいて、明確化エンジン230が、候補インテント
、または、候補インテントによって指定されたアプリケーションのユーザ選択を要求すべ
きことを判定するのであれば、明確化エンジン230は、ユーザ選択を要求する、出力のた
めの異なるユーザインターフェースを、クライアントデバイス202において提供し得る。
【００７６】
　実行エンジン250は、明確化エンジン230から、特定のインテントを識別する情報を受信
し得、インテントによって指定されたアクティビティが、インテントによって指定された
アプリケーションにおいて、または、インテントによって指定されたアプリケーションに
よって実行されるように、インテントをトリガし得る。たとえば、実行エンジン250は、
文脈インテントデータベース240において、識別されたインテントにアクセスし得るか、
または、さもなければ、識別されたインテントにアクセスし得るか、または、識別された
インテントを受信し得る。実行エンジン250は、インテントによって指定されたアクティ
ビティが、インテントによって指定されたアプリケーションにおいて、または、インテン
トによって指定されたアプリケーションによって実行されるようにするようにインテント
をトリガし得る。たとえば、実行エンジン250は、アクティビティが、指定されたアプリ
ケーションにおいて実行されるようにし得、アプリケーションにおいてアクティビティを
実行するように、オペレーティングシステムまたは他のアプリケーションへ制御を提供し
得、または、アプリケーションに対して、指定されたアクティビティを実行させ得る。他
の例では、実行エンジン250は、トリガすべきインテント、または、インテントによって
指定されたトリガすべきアクティビティを識別する情報を、クライアントデバイス202へ
提供し得、クライアントデバイス202は、この情報を受信し、受信した情報に基づいて、
インテントまたはアクティビティをトリガし得る。いくつかの事例では、実行エンジン25
0は、クライアントデバイス202において実施され得る。
【００７７】
　例として、「Cab Caller」というアプリケーションを指定する候補インテントを識別す
る情報を明確化エンジン230から受信することに基づいて、実行エンジン250は、文脈イン
テントデータベース240において「Cab Caller」というアプリケーションを指定するイン
テントにアクセスし得、「Cab Caller」というアプリケーションを指定するインテントを
トリガし得る。「Cab Caller」というアプリケーションを指定するインテントをトリガす
るステップは、「Cab Caller」というアプリケーションを起動するアクティビティのよう
に、インテントによって指定されたアクティビティを判定するステップを含み得る。イン
テントによって指定されたアクティビティが、「Cab Caller」というアプリケーションを
起動するためのアクティビティであることを判定することに基づいて、実行エンジン250
は、クライアントデバイス202、またはアプリケーション、オペレーティングシステム、
クライアントデバイス202にホストされた他のソフトウェアに対して、クライアントデバ
イス202において、「Cab Caller」というアプリケーションを起動させる情報を送信し得
る。
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【００７８】
　いくつかの事例では、インテントをトリガするステップは、インテント、または、イン
テントによって指定されたアクティビティを判定することなく、インテントに関連付けら
れた情報を送信するステップを含み得る。たとえば、実行エンジン250は、インテントに
よって指定されたアクティビティを判定することなく、識別されたインテントに関連付け
られたデータを、クライアントデバイス202へ送信し得る。そのような場合、クライアン
トデバイス202、またはアプリケーション、オペレーティングシステム、または、クライ
アントデバイスによってホストされた他のソフトウェアは、インテントに基づいて実行す
るアクティビティを判定し、アクティビティが、インテントにおいて指定されたアプリケ
ーションにおいて、または、インテントにおいて指定されたアプリケーションによって、
実行されるようにし得る。
【００７９】
　クライアントデバイス202は、実行エンジン250から情報を受信し得、この情報に基づい
て、指定されたインテントによって指定されたアクティビティを実行するための動作を実
行し得る。たとえば、クライアントデバイス202は、明確化エンジン230によって識別され
たインテントを受信し得るか、または、クライアントデバイス202、または、クライアン
トデバイス202によってホストされたソフトウェアに対して、「Cab Caller」というアプ
リケーションを起動するためのアクティビティのように、識別されたインテントによって
指定されたアクティビティを実行するように指示する情報を受信し得る。受信した情報に
基づいて、クライアントデバイス202、または、クライアントデバイス202によってホスト
されたソフトウェアは、アクティビティを実行し得る。たとえば、クライアントデバイス
202のオペレーティングシステム、「Cab Caller」というアプリケーション自体、または
、クライアントデバイス202にホストされた別のアプリケーションは、受信した情報に応
じて、「Cab Caller」というアプリケーションを起動し得る。このように、ユーザ201に
よって提供される「Call taxi」という音声入力は、「Cab Caller」というタクシーサー
ビスアプリケーションの起動を引き起こし得、これによって、ユーザ201は、その後、「C
ab Caller」というアプリケーションを使用して、タクシーを頼むことができるであろう
。
【００８０】
　図3は、開発者音声アクションサービスのための例示的な処理300のフローチャートを描
写する。いくつかの実施では、図3の処理300は、図1の開発者音声アクションサービスシ
ステム100によって実行され得るか、または、ローカルに、または、アクセス可能であり
、1つまたは複数のネットワークを介してクライアントデバイスから情報を受信するよう
に構成されたシステムのようなクライアントデバイスから離れて位置する別のシステムに
よって実行され得る。
【００８１】
　処理300は、少なくともアプリケーションおよびトリガフレーズを識別するデータを受
信することによって開始する(302)。たとえば、図1の取得エンジン110は、1つまたは複数
のネットワーク105を介して、アプリケーション開発者101に関連付けられたコンピューテ
ィングデバイス102から、文法を受信し得、受信した文法は、少なくともアプリケーショ
ンおよびトリガフレーズを指定し得る。受信したデータは、開発者音声アクションサービ
スシステム100に登録されるべき新たなインテントのための候補として取り扱われ得る。
いくつかの例では、説明されるように、指定されたアプリケーションにおいて、または、
指定されたアプリケーションによって実行されるべきアクティビティまたは複合アクティ
ビティを指定する情報、新たなインテントに関連付けられるべきコンテキスト、トリガフ
レーズに関連付けられた1つまたは複数の引数、または、他の情報のような他の情報は、
アプリケーション開発者101から受信した文法において指定され得る。
【００８２】
　アプリケーションおよびトリガフレーズを識別する情報は、新たなインテントを生成す
るために情報が使用され得るか否かを判定するために検証され得る(304)。たとえば、開
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発者音声アクションサービスシステム100の検証エンジン120は、データによって識別され
たトリガフレーズが、受け入れ可能なトリガフレーズであること、たとえば、トリガフレ
ーズがまだ別のインテントに関連付けられていないこと、または、トリガフレーズが、識
別されたアプリケーションに十分に関連していないこと、を判定することによって受信さ
れた情報を検証し得る。受信した情報を検証するステップはさらに、受信した情報のフォ
ーマットが、新たなインテントを生成するために変換され得るか否かを判定するステップ
を含み得、受信したデータにおいて識別されるアプリケーションまたはアクティビティが
、有効なアプリケーションであるか、または、識別されたアプリケーションによって実行
され得るアクティビティであるかを判定するステップを含み得るか、または、他の検証手
順を含み得る。
【００８３】
　いくつかの事例では、受信した情報について実行された検証手順に関連する、または、
受信した情報について実行された検証手順に基づいて判定された情報を含むフィードバッ
クが、アプリケーション開発者101に関連付けられたコンピューティングデバイス102へ提
供され得る。たとえば、フィードバックは、新たなインテントを生成するように文法が変
換され得るように、アプリケーション開発者101によって発行された文法が、検証処理を
通過したか否かを示し得るか、または、アプリケーション開発者101によって発行された
文法が、なぜ検証処理を通過するのに失敗したかの理由を示し得る。
【００８４】
　受信した情報は、少なくとも、アプリケーション、受信したデータによって識別された
トリガフレーズ、および、受信したデータによって識別されたトリガフレーズに少なくと
も基づいて判定される1つまたは複数の他のトリガフレーズを指定するインテントを生成
するように誘導され得る(306)。受信した情報を誘導するステップは、1つまたは複数の関
連するトリガフレーズを生成するように、識別されたトリガフレーズを拡張することによ
って、少なくとも、識別されたトリガフレーズに基づいて判定された1つまたは複数の追
加のトリガフレーズを判定するステップを含む。たとえば、説明されるように、受信した
データにおいて識別されたトリガフレーズは、1つまたは複数の拡張規則、類義語規則、
用語オプション化規則、または他の規則を使用することによって拡張され得、識別された
トリガフレーズおよび関連するトリガフレーズの他の言語への変換を含むように拡張され
得る。
【００８５】
　受信した情報を誘導するステップはまた、少なくとも、アプリケーション、識別された
トリガフレーズ、識別されたトリガフレーズに少なくとも基づいて判定された1つまたは
複数の追加のトリガフレーズを指定する新たなインテントを生成するために、受信した情
報を、コンピューティングデバイス102から受信される文法フォーマットから、インテン
トのためのフォーマットへ変換するステップを含み得る。いくつかの事例では、受信した
情報を変換するステップはまた、新たなインテントを生成するために、受信した情報の文
法フォーマットのような第1のフォーマットから、識別されたトリガフレーズに少なくと
も基づいて判定される1つまたは複数のトリガフレーズをインテントフォーマットへ変換
するステップを含み得る。
【００８６】
　少なくとも、アプリケーション、受信した情報において識別されるトリガフレーズ、お
よび1つまたは複数の追加のトリガフレーズを指定する新たなインテントが、文脈インテ
ントデータベースにおいて記憶される(308)。たとえば、図1の誘導エンジン130が、アプ
リケーション開発者101から受信した文法を、新たなインテントを生成するように誘導す
ることに基づいて、開発者音声アクションサービスシステム100は、文脈インテントデー
タベース140において新たなインテントを記憶し得る。記憶されたインテントは、少なく
とも、識別されたアプリケーション、識別されたトリガフレーズ、および、少なくとも識
別されたトリガフレーズに基づいて判定された1つまたは複数のトリガフレーズを指定し
得る。文脈インテントデータベース140において記憶された新たなインテントは、他の情
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報のみならず、インテントがトリガされた場合に、アプリケーションにおいて、または、
アプリケーションによって実行されるべきアクティビティ、インテントに関連付けられた
1つまたは複数のコンテキスト、トリガフレーズとアプリケーションまたはアクティビテ
ィとの間の関係の強度を推定する関係スコアの1つまたは複数の強度、または他の情報を
指定し得る。新たなインテントは、ユーザによって提供される将来の音声入力が、記憶さ
れたインテントのうちの1つによって指定されるトリガフレーズへ一致されることを有効
にするために、1つまたは複数の他のインテントとともに文脈インテントデータベース140
において記憶され得る。一致を検出することに応じて、一致したインテントによって指定
されたアクティビティが、一致したインテントによって指定されたアプリケーションにお
いて、または、一致したインテントによって指定されたアプリケーションによって実行さ
れるようにするために、一致したインテントがトリガされ得る。
【００８７】
　多くの実施が説明された。しかしながら、様々な修正が、本開示の精神および範囲から
逸脱することなくなされ得ることが理解されるであろう。たとえば、上記に図示された様
々な形式のフローが、順序換えされ、追加され、または削除されたステップとともに使用
され得る。したがって、他の実施は、以下の特許請求の範囲内である。
【００８８】
　本明細書において議論されたシステムおよび/または方法が、ユーザに関する個人情報
を収集し得るか、または、個人情報を活用し得る事例のために、ユーザは、プログラムま
たは特徴が、たとえば、ユーザのソーシャルネットワーク、ソーシャルアクションまたは
アクティビティ、職業、嗜好、または現在位置に関する情報のような個人情報を収集する
か否かを制御するための、または、システムおよび/または方法が、よりユーザに関連す
る動作を実行するか否か、および/または、どのように実行するかを制御するための機会
を提供され得る。それに加えて、あるデータは、記憶または使用される前に、1つまたは
複数の方式で匿名化され得、これによって、個人的に識別可能な情報が削除されるように
なる。たとえば、ユーザのための個人的に識別可能な情報が判定されないように、ユーザ
の識別情報が匿名化され得るか、または、ユーザの地理的位置が一般化され得、都市、郵
便番号、または州レベルのような位置情報が取得され、これによって、ユーザの特定の位
置が決定されなくなる。したがって、ユーザは、彼または彼女に関する情報がどのように
収集され、使用されるのかについての制御を有し得る。
【００８９】
　この明細書において説明された実施形態、および機能的な動作のすべては、デジタル電
子回路において、または、この明細書において開示された構成およびその構成的等価物を
含むコンピュータソフトウェア、ファームウェア、またはハードウェアにおいて、または
、これらの1つまたは複数の組合せにおいて実施され得る。実施形態は、1つまたは複数の
コンピュータプログラム製品すなわち、データ処理装置による実行のために、または、デ
ータ処理装置の動作を制御するために、コンピュータ読取可能な媒体においてエンコード
されたコンピュータプログラム命令の1つまたは複数のモジュールとして実施され得る。
コンピュータ読取可能な媒体は、マシン読取可能な記憶デバイス、マシン読取可能な記憶
基板、メモリデバイス、マシン読取可能な伝搬信号に影響を与える組成物、またはこれら
のうちの1つまたは複数の組合せであり得る。「データ処理装置」という用語は、例とし
てプログラマブルプロセッサ、コンピュータ、または、マルチプロセッサまたはコンピュ
ータを含む、データを処理するためのすべての装置、デバイス、およびマシンを包含する
。装置は、ハードウェアに加えて、問題になっているコンピュータプログラムのための実
行環境を生成するコード、たとえば、プロセッサファームウェア、プロトコルスタック、
データベース管理システム、オペレーティングシステム、または、これらの1つまたは複
数の組合せを構築するコードを含み得る。伝搬信号は、たとえば、適切な受信装置へ送信
するための情報をエンコードするために生成された、マシン生成電気、光、または電磁信
号のような、人工的に生成された信号である。
【００９０】
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　(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション、スクリプト、またはコ
ードとしても知られる)コンピュータプログラムは、コンパイルされたまたは解釈された
言語を含む任意の形式のプログラミング言語で記述され得、スタンドアロンプログラムと
して、または、モジュール、構成要素、サブルーチン、または、コンピュータ環境におけ
る使用のために適切な他のユニットとして含む任意の形態で展開され得る。コンピュータ
プログラムは、必ずしも、ファイルシステム内のファイルに対応する必要はない。プログ
ラムは、他のプログラムまたはデータを保持するファイルの一部(たとえば、マークアッ
プ言語ドキュメントに記憶された1つまたは複数のスクリプト)に、問題となっているプロ
グラムへ特化された単一のファイルに、または、多数の調整されたファイル(たとえば、1
つまたは複数のモジュール、サブプログラム、またはコードの一部を記憶するファイル)
に記憶され得る。コンピュータプログラムは、1つのサイトにおいて、または、多数のサ
イトにわたって分散して配置され、通信ネットワークによって相互接続された1つのコン
ピュータまたは多数のコンピュータにおいて実行されるように展開され得る。
【００９１】
　この明細書において説明された処理および論理フローは、入力されたデータに対する演
算を行い、出力を生成することによって機能を実行するために、1つまたは複数のコンピ
ュータプログラムを実行する1つまたは複数のプログラマブルプロセッサによって実行さ
れ得る。処理および論理フローはまた、たとえば、FPGA(フィールドプログラマブルゲー
トアレイ)またはASIC(特定用途向け集積回路)のような、専用論理回路によって実行され
得、装置もまた、専用論理回路として実施され得る。
【００９２】
　コンピュータプログラムの実行のために適切なプロセッサは、例として、汎用マイクロ
プロセッサと専用マイクロプロセッサとの両方、および、任意の種類のデジタルコンピュ
ータの任意の1つまたは複数のプロセッサを含む。一般に、プロセッサは、読取専用メモ
リまたはランダムアクセスメモリまたはその両方から、命令およびデータを受信するであ
ろう。
【００９３】
　コンピュータの必須の要素は、命令を実行するためのプロセッサと、命令およびデータ
を記憶するための1つまたは複数のメモリデバイスである。一般に、コンピュータはまた
、たとえば磁気ディスク、磁気光ディスク、または光ディスクのように、データを記憶す
るための1つまたは複数の大容量記憶デバイスを含んでいるか、あるいは、データを記憶
するための1つまたは複数の大容量記憶デバイスからデータを受け取るため、または、デ
ータを記憶するための1つまたは複数の大容量記憶デバイスへデータを転送するため、ま
たはその両方のために、動作可能に結合され得る。しかしながら、コンピュータは、その
ようなデバイスを有する必要はない。さらに、コンピュータは、別のデバイス、たとえば
、いくつか名前を挙げると、タブレットコンピュータ、モバイル電話、携帯情報端末(PDA
)、モバイルオーディオプレーヤ、全地球測位システム(GPS)受信機のような別のデバイス
に埋め込まれ得る。コンピュータプログラム命令およびデータを記憶するために適切なコ
ンピュータ読取可能な媒体は、例によれば、たとえば、EPROM、EEPROM、およびフラッシ
ュメモリデバイスのような半導体メモリデバイスと、たとえば内部ハードディスクまたは
リムーバブルディスクのような磁気ディスクと、磁気光ディスクと、CD ROMディスクおよ
びDVD-ROMディスクとを含む、すべての形態の不揮発性メモリ、媒体、およびメモリデバ
イスを含む。プロセッサおよびメモリは、専用論理回路によって補足され得るか、または
、専用論理回路に組み込まれ得る。
【００９４】
　ユーザとのインタラクションを提供するために、実施形態は、情報をユーザへ表示する
ための、たとえばCRT(陰極放電管)またはLCD(液晶ディスプレイ)モニタのようなディスプ
レイデバイスと、ユーザがコンピュータへ入力を提供し得る、キーボードと、たとえばマ
ウスまたはトラックボールのようなポインティングデバイスを有するコンピュータにおい
て実施され得る。他の種類のデバイスも同様に、ユーザとのインタラクションを提供する
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ために使用され得、たとえば、ユーザへ提供されるフィードバックは、たとえば、視覚的
フィードバック、聴覚的フィードバック、または触覚的フィードバックのような任意の形
態の知覚的フィードバックであり得、ユーザからの入力は、音響、音声、または触覚入力
を含む任意の形態で受信され得る。
【００９５】
　実施形態は、たとえばデータサーバとしてバックエンド構成要素を含む、または、たと
えばアプリケーションサーバのようなミドルウェア構成要素を含む、または、たとえばユ
ーザが実施とインタラクトし得るグラフィックユーザインターフェースまたはWebブラウ
ザを有するクライアントコンピュータのようなフロンドエンド構成要素を含むコンピュー
ティングシステム、または、1つまたは複数のそのようなバックエンド構成要素、ミドル
ウェア構成要素、またはフロントエンド構成要素の任意の組合せにおいて実施され得る。
システムの構成要素は、たとえば通信ネットワークのような、デジタルデータ通信の任意
の形式または媒体によって相互接続され得る。通信ネットワークの例は、ローカルエリア
ネットワーク(「LAN」)と、たとえばインターネットのような広域ネットワーク(「WAN」)
とを含む。
【００９６】
　コンピューティングシステムは、クライアントおよびサーバを含み得る。クライアント
およびサーバは、一般に、互いに離れており、典型的には、通信ネットワークを通じてイ
ンタラクトする。クライアントとサーバとの関係は、おのおののコンピュータにおいて実
行し、互いにクライアント-サーバ関係を有している、コンピュータプログラムによって
生じる。
【００９７】
　この明細書は、多くの詳細を含んでいるが、これらは、本開示または特許請求される範
囲に関する限定としてではなく、特定の実施形態に特有の特徴の説明として解釈されるべ
きである。個別の実施形態のコンテキストにおいてこの明細書において説明されるいくつ
かの特徴はまた、単一の実施形態における組合せにおいても実施され得る。逆に、単一の
実施形態のコンテキストにおいて説明される様々な特徴はまた、多数の実施形態において
個別に、または、任意の適切な部分組合せにおいて実施され得る。さらに、特徴は、いく
つかの実施形態において動作するものとして上記で説明され、また、そのように最初に特
許請求もされているが、特許請求された組合せからの1つまたは複数の特徴は、いくつか
の場合において、これら組合せから削除され得、特許請求された組合せは、部分組合せ、
または、部分組合せの変形へ向けられ得る。
【００９８】
　同様に、動作は、特定の順序で図面に描写されているが、これは、所望される結果を達
成するために、このような動作が、図示された特定の順序または連続順で実行されること
も、または、例示されたすべての動作が実行されることも、必要であるとは理解されるべ
きではない。いくつかの状況では、マルチタスクおよび並列処理が有利であり得る。さら
に、上記で説明された実施形態における様々なシステム構成要素の分離は、すべての実施
形態において、そのような分離を必要とするものとして理解されるべきではなく、説明さ
れたプログラム構成要素およびシステムは一般に、単一のソフトウェア製品へともに統合
され得るか、または、多数のソフトウェア製品へパッケージ化され得ることが理解される
べきである。
【００９９】
　HTMLファイルが言及される各事例では、他のファイルタイプまたはフォーマットが、代
用され得る。たとえば、HTMLファイルは、XML、JSON、プレーンテキスト、または他のタ
イプのファイルと交換され得る。さらに、テーブルまたはハッシュテーブルが言及される
場合、(スプレッドシート、リレーショナルデータベース、または構造化されたファイル
のような)他のデータ構造も使用され得る。
【０１００】
　したがって、特定の実施形態が説明された。他の実施形態は、以下の特許請求の範囲内
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、さらに、所望される結果を達成し得る。
【符号の説明】
【０１０１】
　　100　開発者音声アクションサービスシステム
　　101　アプリケーション開発者
　　102　コンピューティングデバイス
　　105　ネットワーク
　　110　取得エンジン
　　120　検証エンジン
　　125　検証基準
　　130　文法誘導エンジン
　　135　誘導規則
　　140　文脈インテントデータベース
　　200　音声アクションサービスシステム
　　201　ユーザ
　　202　クライアントデバイス
　　204　オーディオデータ
　　205　ネットワーク
　　210　音声認識エンジン
　　220　マッチャ
　　230　明確化エンジン
　　235　ユーザパーソナル化データベース
　　240　文脈インテントデータベース
　　245　OSインテントデータベース
　　250　実行エンジン
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