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(57)【要約】
本発明は、ＴＶ又はＤＶＤ信号のようなマルチメディア
信号での自動的なダビングを実行する方法及びシステム
に関し、マルチメディア信号は、ビデオ及び音声に関す
る情報を含み、音声に対応するテキスト情報を更に含む
。はじめに、マルチメディア信号は、受信機により受信
される。次いで、音声及びテキスト情報は、それぞれ抽
出され、前記音声及びテキスト情報となる。音声が分析
され、少なくとも１つの声の特性パラメータが得られ、
少なくとも１つの声の特性パラメータに基づいて、テキ
スト情報が新たな音声に変換される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＶ又はＤＶＤ信号のようなマルチメディア信号に自動的にダビングを実行する方法で
あって、前記マルチメディア信号は、ビデオ及び音声に関連する情報と、前記音声に対応
するテキスト情報とを含み、
　当該方法は、
　前記マルチメディア信号を受信し、
　前記音声情報と前記テキスト情報を前記マルチメディア信号からそれぞれ抽出するステ
ップと、
　前記音声を分析して、少なくとも１つの声の特性パラメータを取得するステップと、
　前記少なくとも１つの声の特性パラメータに基づいて、前記テキスト情報を新たな音声
に変換するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの声の特性パラメータは、ピッチ、メロディ、持続期間、音素の再
生速度、ラウドネス、音質からなるグループからの１以上のパラメータを有する、
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記テキスト情報は、ＤＶＤのサブタイトル情報、テレテキストのサブタイトル、又は
クローズドキャプションのサブタイトルを含む、
請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　前記テキスト情報は、テキスト検出及び光学的文字認識により前記マルチメディア信号
から抽出される、
請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記オリジナルの音声は除かれ、新たなマルチメディア信号に挿入される前記新たな音
声により置き換えられ、前記マルチメディア信号は、前記新たな音声と及び前記ビデオ情
報を含む、
請求項１乃至４の何れか記載の方法。
【請求項６】
　前記新たな音声は、予め決定された時間遅延で前記新たなマルチメディア信号に挿入さ
れる、
請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記新たな音声の前記新たなマルチメディア信号へのタイミングは、受信されたマルチ
メディア信号における前記ビデオの前記テキスト情報を表示するタイミングに対応する、
請求項５又は６記載の方法。
【請求項８】
　前記新たな音声の前記新たなマルチメディア信号へのタイミングは、大文字により識別
される文の境界、及びテキスト情報内の句読点に基づく、
請求項５乃至７の何れか記載の方法。
【請求項９】
　前記新たな音声の前記新たなマルチメディア信号へのタイミングは、受信された音声情
報内の沈黙により識別される音声の境界に基づく、
請求項５乃至８の何れか記載の方法。
【請求項１０】
　処理ユニットに、請求項１乃至９の何れか記載の方法を実行させる命令を記憶したコン
ピュータ読取り可能な媒体。
【請求項１１】
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　ＴＶ又はＤＶＤ信号のようなマルチメディア信号の自動的にダビングを実行する装置で
あって、前記マルチメディア信号は、ビデオ及び音声に関連する情報と、前記音声に対応
するテキスト情報とを含み、
　当該装置は、
　前記マルチメディア信号を受信するレシーバと、
　前記音声情報と前記テキスト情報を前記マルチメディア信号からそれぞれ抽出するプロ
セッサと、
　前記音声を分析して、少なくとも１つの声の特性パラメータを取得するボイスアナライ
ザと、
　前記少なくとも１つの声の特性パラメータに基づいて、前記テキスト情報を新たな音声
に変換するスピーチシンセサイザと、
を有することを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＴＶ又はＤＶＤ信号のようなマルチメディア信号に自動的なダビングを行う
方法及びシステムに関するものであり、この場合、マルチメディア信号は、ビデオ及び音
声に関する情報を含んでおり、かかる音声に対応するテキスト情報を更に含んでいる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テキスト－音声システム及び音声－テキストシステムにおける幾つかの開発が行
われている。　
　米国特許第６７９４０７号では、テキスト－音声システムが開示されており、この場合
、連結されたシンセサイザからの記憶された音の単位からなる音響特性は、新たなターゲ
ットとなる話者の音響特性に比較される。次いで、システムは、新たな話者が次いで読み
取る最適なテキストのセットをアセンブルする。新たな話者が読み取るために選択された
テキストは、次いで、新たな話者に特化した声の品質及び特性に調節するため、シンセサ
イザで使用される。この開示の問題点は、このシステムが、テキストを大声で読む典型的
には俳優である前記話者を使用することに依存しており、声の品質が彼／彼女の声に調整
されることである。したがって、５０の俳優からなる同期されるべき映画について、テキ
ストを大声で読むために５０の異なる話者が必要とされる。したがって、このシステムは
、係る同期のために非常に多くのマンパワーを必要とする。また、新たな話者の声は、た
とえば映画におけるオリジナルの話者の声とは異なる可能性がある。かかる違いは、オリ
ジナルの声における俳優の声が非常に特別の声のキャラクタを有するときのように、映画
のキャラクタが容易に変わってしまう可能性がある。
【０００３】
　ＷＯ２００４／０９０７４６は、到来するオーディオ－ビジュアルストリームで自動的
にダビングを行うシステムが開示されており、このシステムは、到来するオーディオ－ビ
ジュアルストリームで音声のコンテンツを識別する手段、音声のコンテンツをデジタルテ
キストフォーマットに変換する音声－テキストコンバータ、デジタルテキストを別の言語
又は特別の通用語（ｄｉａｌｅｃｔ）に変換する変換システム、変換されたテキストを音
声出力に合成する音声シンセサイザ、及び、音声出力を出力されるオーディオビジュアル
ストリームに同期する同期システムを有する。このシステムは、音声からテキストへの変
換は非常にエラーとなる傾向があり、特に雑音の存在する場合にはエラーとなる傾向があ
る問題点を有する。映画では、常にバックグランドの音楽又はノイズが存在し、スピーチ
アイソレータにより完全にフィルタリングすることができない。これは、音声－テキスト
変換の間に変換エラーとなる。さらに、音声－テキスト変換は、汎用のボキャブラリを使
用するときに話者のトレーニングなしに許容可能な結果を達成するために、「スーパーコ
ンピュータ」の処理能力を必要とする計算上負荷の高いタスクである。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、俳優の声の特性が保持される場合に、マルチメディア信号でのシンプ
ルかつ効果的なダビングのために使用することができるシステム及び方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１態様によれば、本発明は、ＴＶ又はＤＶＤ信号のようなマルチメディア信号で自動的
なダビングを実行する方法に関するものであり、この場合、マルチメディア信号は、ビデ
オ及び音声に関する情報を含んでおり、かかる音声に対応するテキスト情報を更に含んで
いる。当該方法は、マルチメディア信号を受信するステップ、前記マルチメディア信号か
ら音声及びテキスト情報をそれぞれ抽出するステップ、前記音声を分析して、少なくとも
１つの声の特性パラメータを取得するステップ、及び、前記少なくとも１つの声の特性パ
ラメータに基づいて、前記テキスト情報を新たな音声に変換するステップを含む。
【０００６】
　これにより、言語が変わるが、すなわちある言語における俳優の声は別の言語における
同じ俳優の声に類似又は同じであるが、最初の話の声の特性が保持されるようなやり方で
、前記新たな音声を再生するためにシンプルかつ自動的なソリューションが提供される。
新たな音声は、同じ言語であるが、異なる特別の通用語をもつ。そのようにして、俳優は
、まるで彼／彼女が前記言語を流暢に話すことができるように見える。
【０００７】
　これは、たとえば映画がダビングされ、非常に高いマンパワー及びコストを明らかに必
要とする国において、特に有利である、他には、たとえばそれら自身の言語で映画を見る
のをシンプルに好む人にとって、又はサブタイトルを読む問題を有する年配の人にとって
有利である。本発明の方法は、彼らが視聴しているＤＶＤ映画又はＴＶブロードキャスト
番組がダビングとして再生されるか、サブタイトル付きで再生されるか、若しくは両者で
あるかを、家に居る人が選択するのを可能にする。
【０００８】
　実施の形態では、前記少なくとも１つの声の特性パラメータは、ピッチ、メロディ、持
続期間、音素の再生速度、ラウドネス、音色からなるグループからの１以上のパラメータ
を有する。そのように、俳優の声は、言語が変わっているが非常に正確にアニメートする
ことができる。
【０００９】
　１実施の形態では、前記テキスト情報は、ＤＶＤのサブタイトル情報、テレテキストサ
ブタイトル、又はクローズドキャプションサブタイトルを含む。別の実施の形態では、前
記テキスト情報は、テキスト検出及び光学的文字認識によりマルチメディア信号から抽出
された情報を含む。
【００１０】
　実施の形態では、前記オリジナルの音声は除かれ、新たなマルチメディア信号に挿入さ
れる前記新たな音声により置き換えられ、前記新たなマルチメディア信号は、前記新たな
音声及び前記ビデオ情報を含む。実施の形態では、前記新たな音声は、予め決定された時
間遅延で新たなマルチメディア信号に挿入される。このように、前記新たな音声を発生す
るために必要とされる時間が考慮される。したがって、テキストの再生が行われるまでビ
デオ情報の再生が遅延される。この時間遅延は、たとえば１秒として固定され、このこと
は、発生された新たな音声が１秒後に新たなマルチメディア信号に挿入されることを意味
する。
【００１１】
　実施の形態では、前記新たな音声を前記新たなマルチメディア信号に挿入するタイミン
グは、受信されたマルチメディア信号における前記ビデオに前記テキスト情報を表示する
タイミングに対応する。そのようにして、マルチメディア信号での新たな音声のダビング
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を制御するための非常にシンプルなソリューションが提供され、この場合、受信されたマ
ルチメディア信号におけるテキスト情報を再生するタイミングは、新たな音声を新たなマ
ルチメディア信号に挿入する基準のタイミングとして使用される。
【００１２】
　実施の形態では、前記新たな音声を前記新たなマルチメディア信号に挿入するタイミン
グは、大文字により識別される文の境界、及びテキスト情報内の句読点に基づいている。
そのように、ダビングの精度は、更にエンハンスすることができる。
【００１３】
　実施の形態では、前記新たな音声を前記マルチメディア信号に関連する情報に挿入する
タイミングは、受信された音声情報内の沈黙により識別される音声の境界に基づいている
。そのようにして、マルチメディア信号で新たな音声のダビングを制御するソリューショ
ンが提供され、この場合、文の開始でのリップシンクが保持され、新たな音声を新たなマ
ルチメディア信号に挿入するタイミングは、受信された音声情報で観察された最初の沈黙
の終了のタイミングに対応する。
【００１４】
　更なる態様では、本発明は、処理ユニットに前記方法を実行させる命令を記憶したコン
ピュータ読取り可能な媒体に関する。
【００１５】
　別の態様によれば、本発明は、ＴＶ又はＤＶＤ信号のようなマルチメディア信号で自動
的なダビングを実行する装置に関するものであり、この場合、前記マルチメディア信号は
、ビデオ及び音声に関する情報を含み、前記音声に対応するテキスト情報を更に含む。当
該装置は、マルチメディア信号を受信する受信手段、前記マルチメディア信号から音声及
びテキスト情報をそれぞれ抽出する処理手段、前記音声を分析して、少なくとも１つの声
の特性パラメータを取得するボイスアナライザ、及び、前記少なくとも１つの声の特性パ
ラメータに基づいて、前記テキスト情報を新たな音声に変換する音声シンセサイザを含む
。
【００１６】
　そのようにして、ＴＶのような家庭用装置に統合され、たとえば別の言語へのサブタイ
トル情報をもつビデオ、ＤＶＤ、ＴＶ映画を自動的にダビングし、同時に、俳優のオリジ
ナルの声を保持することが可能な装置が提供される。そのようにして、俳優のキャラクタ
も保持される。
【００１７】
　本発明のこれらの態様及び他の態様は、以下に記載される実施の形態を参照して明らか
にされるであろう。　
　以下では、本発明の好適な実施の形態は、図面を参照して記載される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、ＤＶＤプレーヤ１０１、ハードディスクプレーヤ等からテレビジョン１０４で
映画を見ているユーザ１０６であって、サブタイトルをもつ映画のみを見る代わりに、別
の言語でダビングされた映画を見ることを望むユーザを示す例である。ユーザ１０６は、
このケースでは、サブタイトルを読むことに問題がある年配の人であるか、又は、新たな
言語を学習するような、他の理由のためにダビングされた映画を見るのを好む人である。
たとえばリモートコントローラでの適切な選択により、ユーザ１０６は、ダビングとして
映画を再生する前記選択を行う。前記選択を行うことが可能である代わりに、映画は、更
にダビングされ、これによりダビングされたバージョンにおける俳優の声は、オリジナル
バージョンにおける声と類似又は同じであり、たとえば、英語におけるジョージクルーニ
ーの声はドイツ語でのジョージクルーニーの声に類似している。
【００１９】
　図で例示されるように、受信されたマルチメディア信号（ＴＶ信号、ＤＶＤ信号等）１
００は、ビデオに関連する情報１０８、音声に関連する情報１０２、及び、たとえばＤＶ
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Ｄのサブタイトル情報、又はオリジナルの言語で実行されたブロードキャストのテレテキ
ストサブタイトルであるテキスト情報１０３を含む。
【００２０】
　情報１０２における音声から、ボイスアナライザを使用して俳優の声から声の特性パラ
メータが抽出される。これらのパラメータは、たとえばピッチ、メロディ、持続期間、音
素の再生速度、ラウドネス、音質等である。情報１０２における音声から前記声のパラメ
ータを抽出するのに並行して、テキスト情報１０３は、音声シンセサイザを使用して可聴
の音声に変換される。そのようにして、たとえば英語におけるテキスト情報は、ドイツ語
の音声に変換される。次いで、このケースでは、俳優がドイツ語を話しているように見え
るようにドイツ語の音声を制御するため、生成された音声を再生するとき、音声シンセサ
イザを制御する制御パラメータとして声のパラメータが使用される。最後に、再生された
音声は、前記ビデオ情報１０８及びたとえば音楽等のバックグランドの音を含む新たなマ
ルチメディア信号１０９に挿入され、スピーカ１０５を介してユーザ１０６のために再生
される。
【００２１】
　１実施の形態では、再生された音声信号の新たなマルチメディア信号１０９への挿入を
制御するタイミングは、受信されたマルチメディア信号１００におけるビデオ１０８にテ
キスト情報１０３を表示するタイミングに対応する。そのようにして、受信されたマルチ
メディア信号１００におけるテキスト情報を表示するタイミングは、新たな音声を新たな
マルチメディア信号１０９に挿入する基準のタイミングとして使用される。テキスト情報
１０３は、マルチメディア信号１００における１つの瞬間で表示されるテキストパッケー
ジであり、その結果得られる音声は、マルチメディア信号１００に現れるテキストとして
同じ瞬間で表示される。同時に、後続するテキストパッケージは、新たなマルチメディア
信号への後続の挿入のために処理される必要がある。そのようにして、テキスト情報は、
連続的に処理される必要があり、再生された音声は、新たなマルチメディア信号１０９に
連続的に挿入される。
【００２２】
　別の実施の形態では、再生された音声信号の新たなマルチメディア信号１０９への挿入
のためのタイミングは、ビデオ１０８について固定された時間遅延Δｔに基づいており、
音声１０２について固定された時間遅延Δｔ－ｔｐに基づいている。
【００２３】
　ここで、情報１０２におけるオーディオ信号は、音声信号と、到来するオーディオ信号
に含まれる他の異なるオーディオソースとに分離されていることが想定される。係る分離
は、現代の文献で良好に確立されている。オーディオ信号から異なるオーディオソースを
分離する一般的な従来の方法は、“Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｎ
ａｌｙｓｉｓ”（ＩＣＡ）を使用した“Ｂｌｉｎｄ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｓｅｐａｒａｔｉｏ
ｎ／Ｂｌｉｎｄ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ”であり、たとえば以下の
引例に開示されている。“Ｎ．　Ｍｉｔｉａｎｏｕｄｉｓ，　Ｍ．　Ｄａｖｉｓ，　Ａｕ
ｄｉｏ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｓｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｎｖｏｌｕｔｉｖｅ　ｍｉｘ
ｔｕｒｅｓ，　ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｓｐｅｅｃｈ　ａｎｄ　Ａｕ
ｄｉｏ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ，　ｖｏｌ．１１，　ｉｓｓｕｅ　５，　ｐｐ．４８９－
４９７，　２００２”及び“Ｐ．　Ｃｏｍｍｏｎ，　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　ａｎａｌｙｓｉｓ，　ａ　ｎｅｗ　ｃｏｎｃｅｐｔ？，　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　３６（３），　ｐｐ．２８７－３１４，　１９９４”
　前記オーディオ信号１０２が異なるオーディオソースからひとたび分離されると、たと
えば音声といった予め決定された（一般の）オーディオクラスのうちの１つに属するとし
て識別される必要がある。この主の分離を上手く伝達する方法を開示する引例は、Ｍａｒ
ｔｉｎ　Ｆ．　ＭｃＫｉｎｎｅｙ，　Ｊｅｒｏｅｎ　Ｂｒｅｅｂａａｒｔによる“Ｆｅａ
ｔｕｒｅｓ　ｆｏｒ　Ａｕｄｉｏ　ａｎｄ　Ｍｕｓｉｃ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ
”，　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏ
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ｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｍｕｓｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｔｒｉｅｖａｌ　（ＩＳＭ
ＩＲ　２００３），　ｐｐ．１５１－１５８，　Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ，　Ｍａｒｙｌａｎ
ｄ，　ＵＳＡ，　２００３．に記載されている。
【００２４】
　ユーザ１０６はリアルタイムで映画を視聴していることが想定される。ユーザは、たと
えばＣＤディスクに映画をダビングし、それを後に視聴することに関心がある場合がある
。かかるケースでは、音声を分析するプロセスは、完全な映画について行われ、その後、
新たなマルチメディア信号に挿入される。
【００２５】
　図２は、ＴＶ又はＤＶＤ信号のようなマルチメディア信号に自動的なダビングを実行す
る本発明に係る装置２００を示しており、マルチメディア信号は、ビデオ及び音声に関連
する情報を含み、前記音声に対応するテキスト情報を更に含む。図示されるように、装置
２００は、マルチメディア信号２０１を受信する受信機（Ｒ）２０８、前記マルチメディ
ア信号から音声及びテキスト情報をそれぞれ抽出するプロセッサ２０６、音声から声のパ
ラメータを処理するボイスアナライザ（Ｖ＿Ａ）２０３、及び、テキスト情報をオリジナ
ルの音声とは異なる言語又は特別の通用語の音声に変換すると共に、オリジナルの音声を
前記新たな音声と置き換える音声シンセサイザ（Ｓ＿Ｓ）２０４を有する。プロセッサ（
Ｐ）２０６は、音声の言語は変わっているが、出力音声２０７が俳優のオリジナルの声を
保持するようなやり方で、音声シンセサイザ（Ｓ＿Ｓ）２０４を制御するための声のパラ
メータを使用する。
【００２６】
　実施の形態では、先に説明されたように、プロセッサ（Ｐ）２０６は、処理又は再生さ
れた音声２０７を新たなマルチメディア信号に挿入するために更に調整される。
【００２７】
　図３は、たとえばＴＶ信号（ＴＶ＿Ｓｉ）３００といった到来するマルチメディア信号
がＡ／Ｖ信号（Ａ／Ｖ　Ｓｉ）３０１と、クローズドキャプション（Ｃｌ．Ｃａｐ）３０
２すなわちテキスト情報とに分離される。テキスト情報は、異なる言語又は特別の通用語
の新たな音声（Ｓ＿Ｓ＆Ｒ）３０５に変換され、オリジナルのＴＶ信号（ＴＶ＿Ｓｉ）３
００におけるオリジナルの音声が置き換えられる。前記Ａ／Ｖ信号（Ａ／Ｖ　Ｓｉ）３－
１に含まれる音声が分析され（Ｖ＿Ａ＆Ｒ）３０４、これに基づいて、１以上の声のパラ
メータが得られる。これらのパラメータは、新たな音声（Ｓ＿Ｓ＆Ｒ）３０５の再生を制
御するために使用される。前記Ａ／Ｖ信号（Ａ／Ｖ　Ｓｉ）３０１に含まれる音声は除か
れ（Ｖ＿Ａ＆Ｒ）３０４、再生された新たな音声により置き換えられ、オリジナルの声の
特性をもつ前記新たな言語又は特別の通用語を含む新たなオーディオ信号（Ａ＿Ｓｉ）３
０６が得られる。最後に、オーディオ信号（Ａ＿Ｓ）３０６は、ビデオ信号（Ｖ＿Ｓｉ）
３０３と結合され、新たなマルチメディア信号、ここでは新たなＴＶ信号（Ｏ＿Ｌ）３０
７が得られる。
【００２８】
　図示されるのは、最初のＴＶ信号（ＴＶ＿Ｓ）３００が分離されてから、オーディオ信
号（Ａ＿Ｓ）３０６はビデオ信号（Ｖ＿Ｓｉ）３０３と共に新たなマルチメディア信号に
挿入されるまでに必要とされる時間を説明するタイムライン３０７である。この時間差３
０８は、前記新たなオーディオ信号を処理するために必要とされる予め決定され、固定さ
れ、及び目標とされる時間として考えられる。
【００２９】
　図４は、ＴＶ又はＤＶＤ信号のようなマルチメディア信号で自動的にダビングを行う方
法を説明するフローチャートを示しており、マルチメディア信号はビデオ及び音声に関連
する情報を含んでおり、音声に対応するテキスト情報を更に含んでいる。はじめに、マル
チメディア信号は、受信機により受信される（Ｒ＿ＭＭ＿Ｓ）４０１。次いで、音声情報
とテキスト情報は、それぞれ抽出され（Ｅ）４０２、前記音声及びテキスト情報が得られ
る。この音声は分析され（Ａ）４０３、少なくとも１つの声の特性パラメータが得られる
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素の再生速度、ラウドネス、音質を含む。また、テキスト情報は、オリジナルマルチメデ
ィア信号における音声とは異なる言語又は特別の通用語からなる新たな音声（Ｃ）４０４
に変換される。最後に、音声が異なる言語からなるが、新たな音声の声がオリジナルの音
声の声に類似するように、声の特性パラメータは、新たな音声を再生するために使用され
る（Ｒ）４０５。そのように、俳優は異なる言語を流暢に話すことができないが、彼／彼
女が異なる言語を流暢に話すことができるように見える。最後に、再生された新たな音声
は、ビデオ情報と共に新たなマルチメディア信号に挿入され（Ｏ）４０６、ユーザに再生
される。　
　ビデオ情報は、（前記時間遅延により）連続的にユーザに再生されるので、ステップ４
０１～４０６は、連続的に繰り返される。
【００３０】
　上述された実施の形態は本発明を制限するよりはむしろ例示するものであり、当業者で
あれば、特許請求の範囲から逸脱することなしに多くの代替的な実施の形態を設計するこ
とができるであろう。請求項では、括弧間に配置される参照符号は、請求項を限定するも
のとして解釈されるべきではない。単語「有する“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ”」は、請求項
に列挙された以外のエレメント又はステップの存在を排除するものではない。本発明は、
幾つかの個別のエレメントを有するハードウェアにより、適切にプログラムされたコンピ
ュータにより実現することができる。幾つかの手段を列挙する装置クレームでは、これら
の手段の幾つかが同一アイテムのハードウェアにより実施することができる。所定の手段
が異なる従属のクレームで引用される事実は、これらの手段の組み合わせを利用すること
ができないことを示すものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】テレビジョンで映画を見ているユーザを示す本発明に係る１例を示す図である。
【図２】本発明に係るシステムを示す図である。
【図３】たとえばＡ／Ｖ信号及びテキスト情報に分離されるＴＶ信号のような、到来する
マルチメディア信号をグラフィックに説明する図である。
【図４】マルチメディア信号で自動的なダビングを実行する方法を説明するフローチャー
トである。
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