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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファイルベースのマスタを生成するコンピュータ実装方法において、
（ａ）テキストレスコンテンツを伴う国内版ソースを取得するステップであって、
　（ｉ）国内版ソースが国内版オーディオコンテンツと国内版ビデオコンテンツを含み、
　（ｉｉ）テキストレスコンテンツがテキストを欠いている国内版ソースの一つ若しくは
それ以上の部分を含む、
ステップと、
（ｂ）現地版オーディオコンテンツ及び現地版ビデオコンテンツからなる現地版ソースを
受信するステップと、
（ｃ）現地版ビデオを国内版ソースと対比して現地版ビデオが国内版ソースと異なる部分
を判別するステップと、
（ｄ）現地版ビデオをブレードし、判別された異なる部分において国内版ソースにより現
地版ビデオを再配置するステップと、
（ｅ）判別された異なる部分に関するメタデータを国内版ソース上にトランスポーズ（置
き換え）するステップと、
（ｆ）国内版ソース内のテキスト付き部分に対応するテキストレスコンテンツの部分を特
定し、国内版ソース内のテキスト付き部分をテキストレスコンテンツの対応する部分で覆
い隠すステップと、
（ｇ）現地版ビデオ及びテキスト付き部分に基づいて、テキスト付き題材を創作するステ
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ップと、
（ｈ）現地版ビデオコンテンツ及びテキストレスコンテンツを放棄するステップと、
（ｉ）現地版オーディオコンテンツ、創作されたテキスト付き題材、国内版ソース、及び
メタデータを、現地版ファイルベースのマスタを現すプレイリスト内に組み合わせるステ
ップと
を含むコンピュータ実装方法。
【請求項２】
　テキストレスコンテンツを伴う国内版ソースが非圧縮コンテンツを含む
請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
　国内版ソースがファイルベースのフォーマットで直接獲得される
請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４】
　現地版ソースが、国内版ソースのものとは異なるフォーマットの現地版バージョンを含
む
請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項５】
　判別された異なる部分を国内版ソースから物理的に削除するのではなく、メタデータを
用いて国内版ソースのうちの判別された異なる部分を隠すことにより、非破壊的方法でト
ランスポーズ（置き換え）が実行される
請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項６】
　プレイリスト内のメタデータが、プレイリストを創作するのに用いられる洗練された編
集判別リストを含む
請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　更に、デジタルアーカイブ内に、国内版ソース、現地版オーディオ、テキスト付き題材
、及びプレイリストを格納するステップを含む
請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　仕掛中（ＷＩＰ）ストレージ内に格納される、デジタルアーカイブ内に格納されるもの
よりも低ビットレートのファイルのプロキシバージョンが、前記ステップ（ａ）～（ｉ）
のうちの一つ若しくはそれ以上を実行するのに用いられる
請求項７に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項９】
　ＷＩＰストレージが、国内版ソースの低ビットレートバージョンからなるプロキシ国内
版ソースと、
　非圧縮フォームの現地版オーディオと
を格納するために用いられる請求項８に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１０】
　編集システムが、ＷＩＰストレージ内のプロキシ国内版ソース及び現地版オーディオを
用いてブレードを実行する
請求項８に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　コンピュータシステム内でファイルベースのマスタを非破壊的に生成するシステムにお
いて、
（ａ）メモリを有するコンピュータと、
（ｂ）コンピュータ上で実行するアプリケーションとを含み、
　前記アプリケーションは、
　（ｉ）テキストレスコンテンツを伴う国内版ソースを取得し、ここで、（１）国内版ソ
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ースは国内版オーディオコンテンツと国内版ビデオコンテンツを含み、（２）テキストレ
スコンテンツがテキストを欠いている国内版ソースの一つ若しくはそれ以上の部分を含も
のであり、
　更に、
　（ｉｉ）現地版オーディオコンテンツ及び現地版ビデオコンテンツからなる現地版ソー
スを受信し、
　（ｉｉｉ）現地版ビデオを国内版ソースと対比して現地版ビデオが国内版ソースと異な
る部分を判別し、
　（ｉｖ）現地版ビデオをブレードし、判別された異なる部分において国内版ソースによ
り現地版ビデオを再配置し、
　（ｖ）判別された異なる部分に関するメタデータを国内版ソース上にトランスポーズ（
置き換え）し、
　（ｖｉ）国内版ソース内のテキスト付き部分に対応するテキストレスコンテンツの部分
を特定し、国内版ソース内のテキスト付き部分をテキストレスコンテンツの対応する部分
で覆い隠し、
　（ｖｉｉ）現地版ビデオ及びテキスト付き部分に基づいて、テキスト付き題材を創作し
、
　（ｖｉｉｉ）現地版ビデオコンテンツ及びテキストレスコンテンツを放棄し、

　（ｉｘ）現地版オーディオコンテンツ、創作されたテキスト付き題材、国内版ソース、
及びメタデータを、現地版ファイルベースのマスタを現すプレイリスト内に組み合わせる
ように構成されている、システム。
【請求項１２】
　テキストレスコンテンツを伴う国内版ソースが非圧縮コンテンツを含む
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　国内版ソースがファイルベースのフォーマットで直接獲得される
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　現地版ソースが、国内版ソースのものとは異なるフォーマットの現地版バージョンを含
む
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　判別された異なる部分を国内版ソースから物理的に削除するのではなく、メタデータを
用いて国内版ソースのうちの判別された異なる部分を隠すことにより、非破壊的方法でト
ランスポーズ（置き換え）が実行されるように、アプリケーションが構成されている
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
　プレイリスト内のメタデータが、プレイリストを創作するのに用いられる洗練された編
集判別リストを含む
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　デジタルアーカイブ内に、国内版ソース、現地版オーディオ、テキスト付き題材、及び
プレイリストを格納するように、更にアプリケーションが構成されている
請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
　仕掛中（ＷＩＰ）ストレージ内に格納される、デジタルアーカイブ内に格納されるもの
よりも低ビットレートのファイルのプロキシバージョンが、前記（ｉ）～（ｉｘ）のうち
の一つ若しくはそれ以上を実行するのに用いられる
請求項１７に記載のシステム。
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【請求項１９】
　ＷＩＰストレージが、国内版ソースの低ビットレートバージョンからなるプロキシ国内
版ソースと、
　非圧縮フォームの現地版オーディオと
を格納するために用いられる請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　ＷＩＰストレージ内のプロキシ国内版ソース及び現地版オーディオを用いてブレードを
実行するように構成されている編集システムを、更に含む
請求項１８に記載のシステム。
【請求項２１】
　コンピュータプログラム命令でエンコードされ、
コンピュータにアクセスされるとコンピュータにプログラム命令を内部メモリにロードさ
せ、
特定の目的のデータ構造を構築し、
コンピュータに対して、非破壊的にファイルベースのマスタを生成する方法を実行する、
特別にプログラムされたコンピュータとして動作させる
コンピュータ読み取り可能格納媒体において、
前記方法は、
（ａ）テキストレスコンテンツを伴う国内版ソースを、特別にプログラムされたコンピュ
ータ内で、取得するステップであって、
　（ｉ）国内版ソースが国内版オーディオコンテンツと国内版ビデオコンテンツを含み、
　（ｉｉ）テキストレスコンテンツがテキストを欠いている国内版ソースの一つ若しくは
それ以上の部分を含む、
ステップと、
（ｂ）現地版オーディオコンテンツ及び現地版ビデオコンテンツからなる現地版ソースを
、特別にプログラムされたコンピュータ内で、受信するステップと、
（ｃ）現地版ビデオを国内版ソースと対比して現地版ビデオが国内版ソースと異なる部分
を、特別にプログラムされたコンピュータ内で、判別するステップと、
（ｄ）特別にプログラムされたコンピュータ内で、現地版ビデオをブレードし、判別され
た異なる部分において国内版ソースにより現地版ビデオを再配置するステップと、
（ｅ）判別された異なる部分に関するメタデータを国内版ソース上に、特別にプログラム
されたコンピュータ内で、トランスポーズ（置き換え）するステップと、
（ｆ）特別にプログラムされたコンピュータ内で、国内版ソース内のテキスト付き部分に
対応するテキストレスコンテンツの部分を特定し、国内版ソース内のテキスト付き部分を
テキストレスコンテンツの対応する部分で覆い隠すステップと、
（ｇ）現地版ビデオ及びテキスト付き部分に基づいて、テキスト付き題材を、特別にプロ
グラムされたコンピュータ内で、創作するステップと、
（ｈ）現地版ビデオコンテンツ及びテキストレスコンテンツを、特別にプログラムされた
コンピュータ内で、放棄するステップと、
（ｉ）現地版オーディオコンテンツ、創作されたテキスト付き題材、国内版ソース、及び
メタデータを、現地版ファイルベースのマスタを現すプレイリスト内に、特別にプログラ
ムされたコンピュータ内で、組み合わせるステップと
を含む
コンピュータ読み取り可能格納媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、以下の同時継続出願であり、同一出願人による、米国仮特許出願の米国特許
法第１１９条（ｅ）の利益を主張するものであり、それらは参照の上本明細書に組み込ま
れる。
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【０００２】
　発明の名称「ＮＯＮ－ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＶＥ　ＦＩＬＥＢＡＳＥＤ　ＭＡＳＴＥＲＩ
ＮＧ　ＦＯＲ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＬＡＮＧＵＡＧＥＳ　ＡＮＤ　ＶＥＲＳＩＯＮＳ」、
代理人整理番号２４１．７－ＵＳ－Ｐ１の、Ａｒｊｕｎ　Ｒａｍａｍｕｒｔｈｙ及びＧｏ
ｆｆｒｅｙ　Ａ．Ｂｌｏｄｅｒによる、２００９年１１月１６日出願の、仮出願第６１／
２６１６５３号（特許文献１）。
【０００３】
　本出願は、以下の同時継続出願であり、同一出願人による、特許出願に関するものであ
り、それは参照の上本明細書に組み込まれる。
【０００４】
　発明の名称「Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　Ｍｅｄｉａ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｅｄｉｔｉｎｇ」、
代理人整理番号２４１．１５－ＵＳ－Ｐ１の、Ｅｌａｉｎｅ　Ｍ．　Ｓｐｏｏｎｅｒ、Ｊ
ｏｈｎ　Ｄ．Ｋｏｓｃｈｅｋａ、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｓ．Ｂｅｓｓｏｌｏ、Ｊ．Ｃｒａｉｇ
　Ｄ．Ｒｕｓｓｅｌｌ、Ｇｒｅｇ　ＭｃＣａｒｔｈｙ、Ｖｅｎｋａｔａ　Ｎａｇａｒａｊ
ｕ　Ｍａｎｔｅｎａ、Ｒａｍｅｓｈ　Ｇｕｒｒａｍ、及びＭａｒｗａｎ　Ａｍｍａｒによ
る、２０１０年８月３１日出願の、米国特許出願第６１／３７８７８７号（特許文献２）
。
【０００５】
　本発明は、概略、オーディオ－ビデオ処理に関し、特に、非破壊的な、国内版からの多
数の言語及び版での現地のオーディオ－ビデオのファイルベースのマスタ／創作のための
製造の方法、装置、及び品物に関する。
【背景技術】
【０００６】
　元来、国内向けに創作された、（例えば、オーディオ及びビデオを含む）メディアコン
テンツは、現地語サブタイトル及びキャプションと共に、現地語で国際放送局に配布され
ることが多い。長年の間、（例えば、テレビショウ、映画などの）メディアコンテンツは
、放送スタンダードビデオテープを介して現地テリトリに配布されてきており、指定され
た放送スタンダード（例えば、ＮＴＳＣ（全国テレビジョン方式委員会）方式、ＰＡＬ方
式など）に向けて、コンテンツオーナーの支社若しくは指定されたポスト機関によって、
現地版はテリトリで生成されている。コンテンツオーナーは、現地版を戻されてもよく、
該現地版はそのテリトリの他の放送事業体に再供給されてもよい。この再供給では、従来
、放送テープのシップメント、若しくは、ファイルの上記放送テープ及びシップメントの
デジタル化が、必要であった。
【０００７】
　合衆国で国内向けに（即ち、英語で）創作されたコンテンツを利用するために、各国の
クライアント（又は、コンテンツオーナーの支社若しくは指定されたポスト機関）は、各
国テリトリの現地の基準に基づいて、現地版のオーディオ及びビデオを手作業で編集し、
自分たち自身の現地版を創作する。よって、コンテンツに対して現地版が編集され、コマ
ーシャルの時間、ブラックなどは、引っ張られ若しくは再フォーマットされ、（オーバレ
イなどの）テキストショットは翻訳されて再創作され、現地のクレジット（例えば、エン
ドクレジット）が創作され得る。例えば、テレビ番組のイタリア語版に対しては全てのコ
マーシャルが除去され、番組の終末に順次上映されるというものであってもよい。
【０００８】
　従って、コンテンツの現地版は、共に編集されたオーディオとビデオを含む。更に、創
作された現地版は、特定の放送スタンダードに固有のものである。例えば、イタリア語マ
スタは、普及している放送スタンダードである、標準画質ＰＡＬ４×３アスペクト比で創
作され得る。しかしながら、イタリア語ベースのＮＴＳＣ１６×９版、若しくは異なる放
送フォーマットの版を創作することも望ましい。従来創作された現地版では、イタリア語
現地マスタを利用して他の包装マスタを提供することは不可能である。従って、元来の国
内ソースから、新品のイタリア語版が創作されねばならない。先行技術では、現地版の全
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ては取り込んで記録される。そのような創作及び処理は、今日、実施され得るが、大量の
ストレージを消費し、局所的な解像度及びアスペクト比になお固定され続ける。更に、個
々の版の完全コピーが記録されても、異なる版の間のコンテンツの大半は同じである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許仮出願第６１／２６１６５３号
【特許文献２】米国特許出願第６１／３７８７８７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って、必要なことは、大量のストレージを消費すること無く、多数の言語及び版のた
めの、非破壊的な、ファイルベースのマスタリングを可能にすることであり、更に、より
広範な放送マスタの生成を可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態は、メタデータを介して国内版キャプチャか
らコンテンツの現地版バージョンを導出する能力を提供する。そのような能力により、元
の現地版ビデオに関連する独立の解像度及びアスペクト比により、ストレージ空間内の大
幅な節約が可能になる。換言すれば、多数の異なる現地版頒布物が元の国内版ソースに基
づいて導出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　全体に亘って同じ参照番号が対応する部位を表す図面を、以下参照する。
【図１】図１は、メディアコンテンツの処置で利用されるコンポーネンツのための説明文
を示す。
【図２】図２は、先行技術で示された、テキストレスコンテンツを伴う国内版ソース及び
現地版ビデオを示す。
【図３】図３は、現地版ビデオが国内版ソースと対比され、テキストレスである、本発明
の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、現地版ビデオ生成プロセスの一部を示す。
【図４】図４は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、国内版ソースと対比
される完全にカットされ／再配置された現地版ビデオを示す。
【図５】図５は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、結果としての国内版
ソース及び現地版ビデオを示す。
【図６】図６は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、テキストレスショッ
トの配置を示す。
【図７】図７は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、テキスト処理の異な
るコンポーネントを示す。
【図８】図８は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、テキストレスバック
プレート部に適合する、新しい現地版のテキスト部のカッティングを示す。
【図９】図９は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、国内版ソースにより
駆動される現地版ショウを創作するためのシングルストリーム内へのコンテンツの折り畳
みを示す。
【図１０】図１０は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、利用されるメデ
ィアの概観を示す。
【図１１】図１１は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、利用されるワー
クフロープロセスで用いられるコンポーネンツを示す。
【図１２】図１２は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、現地版コンテン
ツを含む配布システム内への、図１１のコンポーネンツを利用するデリバリの概観を示す
。



(7) JP 5758398 B2 2015.8.5

10

20

30

40

50

【図１３】図１３は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、ファイルベース
のマスタを非破壊的に生成する、論理フローを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下の説明では、本発明の複数の実施形態の一部を為し、例示として示される、添付の
図面を参照する。当然ながら、他の実施形態も利用可能であり、本発明の範囲から乖離す
ること無く、構成上の変更をすることができる。
【００１４】
国際ファイルマスタリングコンポーネンツ
　国内版ソースから国際ファイルマスタリングファイルを提供するために、図１で示され
る４つのコンポーネントが利用される。（１）（テープからキャプチャされる）テキスト
レスコンテンツ１０３を伴う国内版ソース１０２；（２）（テープからキャプチャされる
）ピクチャを伴う現地版オーディオ；（３）（本発明のワークフローの間に創作される）
現地版テキストエレメント１０６；及び（４）（本発明のワークフローの間に創作される
）プレイリスト９００、である。
【００１５】
　図２は、先行技術で提供され、本発明の実施形態で用いられる、テキストレスコンテン
ツ１０３を伴う国内版ソース１０２及び現地版ビデオ３０２を示す。（テキストレスコン
テンツ１０３を含む）国内版ソース１０２は、（非圧縮コンテンツを含むがそれに限定さ
れない）高ビットレートでキャプチャされる。更に、国内版ソース１０２は、テープから
キャプチャされるのではなく、ファイルベースのフォーマットで直接的に取得され得る。
生成プロセスの一部に関して、ポストプロセスとして付加されたテキスト／画像若しくは
他の外部からのマテリアルを有するあらゆるクリップに対して、「クリーン」である、即
ち、テキスト／画像若しくは外部からのマテリアルを欠いている、対応するクリップが、
国内版ソース１０２の端に設けられる。国内版ソース１０２に続くこのクリーンな版は、
「テキストレス」１０３と称される。例えば、国内版ソース１０２のクリップが都市の名
前若しくは日の時間を含むならば、テキストレス１０３は、クリップのクリーンな版を含
む。
【００１６】
　テリトリで現地版３０２を創作すると、テキストレス題材１０３と、現地版３０２（例
えば、イタリアのもの）のために創作された新しいグラフィックスとの合成から生成され
るクリップと、テキストマテリアルを含む国内版ソースクリップ１０２を置換することに
より、手動の編集／置換が実行される。
【００１７】
　全体にキャプチャされたショウは、現地のテリトリでの利用のために、用いられ格納可
能である。一方で、特定の現地版／配布可能３０２が創作され得る。本発明の一つの実施
形態では、現地版ビデオ３０２はキャプチャされ、低解像度のビデオコピーが用いられ、
一方で、オーディオは後の再利用のためにその元来のフォーマットで保持される。
【００１８】
　先行技術では、国内版ソース１０２の現地版３０２が存在しても、その同じテリトリ内
で現地版３０２から別のフォーマットを駆動することが、不可能であることが多い。その
代わりに、ユーザは、国内版ソース１０２に戻り、また格納される新しい現地版３０２を
再創作することを求められる。当然ながら、そのようなテリトリ内の版は全ての同じ内容
を有するが、異なるフォーマット（例えば、アスペクト比若しくは解像度）を有する。個
々の及びあらゆる現地版３０２のそのような完全なキャプチャを利用するのではなく、本
発明の実施形態は、メタデータに関して現地版３０２をドライブオフする。
【００１９】
　それを可能にするために、国内版ソース１０２に基づく（即ち、国内版解像度、フォー
マットなどを有する）コンテンツの版は、現地版に編集されたコンテンツ３０２と適合す
るように創作される。図２に示すように、現地版コンテンツ３０２は、商業的初期化及び
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検閲上の編集による国内版ソース１０２とは異なる実行時間を有し得る。
【００２０】
　図３は、現地版ビデオ３０２が、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る国内
版ソース１０２及びテキストレス１０３と対比される、創作プロセスの一部を示す。図か
ら分かるように、現地版ビデオピクチャ３０２は、現地版編集のために、国内版１０２と
は異なる長さである。このような長さの差異は、（例えば、異なる解像度であるならば）
時間及び／又はサイズの差異を反映し得る。所望のクリップを生成するために、現地版ビ
デオ３０２が国内版ソース３０２と異なる点に関して判別がなされなければならない。従
って、国内版１０２及び現地版キャプチャ３０２からのピクチャの第１のフレームは、「
ピクチャ内のピクチャ」３０４としてラインアップされて見られる。図に示すように、現
地版ビデオ３０２は小さいピクチャであるが、国内版ソース１０２ピクチャは、大きいピ
クチャである。
【００２１】
　タイムラインビュー（図３は、現地版ビデオ３０２及び国内版ソース１０２／１０３の
タイムラインベースのビューを示す）は、スクラブされ、２つのピクチャが同期を外れる
まで、異なるピクチャをビューしている。そのような同期の欠如は、テリトリ内編集があ
るときを（即ち、テリトリ内編集がある現地を）特定する。この点において、テリトリ内
の現地版ビデオ３０２が国内版ソース１０２から元来創作されたものであるので、国内版
ソース１０２は、テリトリ内３０２クリップのピースの全てを有する。同期の欠如が特定
されると、現地版ビデオ３０２はカット／ブレードされ、国内版ソース１０２に適合する
ように再配置される。換言すれば、現地版ビデオファイル３０２は、同期を外れたところ
で、切られる。現地版ビデオ３０２は、ラインアップして国内版ソース１０２と再び同期
するまで、順方向検索されてタイムラインで適合される。カット／再配置のこのプロセス
は、現地版ビデオ３０２全体（即ち、メディアコンテンツのエピソード／クリップ全体）
に亘って継続し、これにより、テリトリ内編集が国内版ソース１０２からショット／クリ
ップを除去するあらゆる場所を特定する。このようなカット／再配置プロセスはユーザに
より手動で為され得るものであり、若しくは、更なるユーザのインプット無しで自動化さ
れ得るものである。図４は、本発明の一つの若しくはそれ以上の実施形態に係る、国内版
ソースと対比される完全なカット／再配置現地版ビデオ３０２を示す。
【００２２】
　現地版ビデオ３０２内で創作されたギャップが特定されると、現地に関するメタデータ
が国内版ソース１０２上に転置され、これにより、国内版ソース１０２と現地版ビデオ３
０２を整列させる。換言すれば、プロセスは、テリトリ内編集により除去された国内版ソ
ース１０２内の範囲を特定し、それらを国内版ソース１０２から除去する。当然ながら、
国内版ソース１０２から範囲を物理的に削除するのではなく、メタデータを用いて範囲を
隠すことにより、非破壊的にこのような「除去」が実施され得る。
【００２３】
　除去されると、シーケンスが引き上げられ、国内版ソース１０２と現地版ビデオ３０２
の両方でギャップを除去する。よって、現地版ビデオ３０２がその元来の状態に戻され、
国内版ソース１０２は現地版ビデオ３０２に適合するように変更された。図５は、本発明
の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、結果としての国内版ソース１０２及び現地版
ビデオ３０２を示す。
【００２４】
　シーケンスが共に引き上げられると、結果は、ショウの部分的現地版（現地版３０２と
適合するようにブレードされた国内版１０２）となる。（例えば、イタリア語のサブタイ
トルを伴う）ショウの現地版テキスト付きバージョンを創作することが望ましい。ショウ
の現地版テキスト付きバージョンを創作するために、国内版ソース１０２内のテキスト付
きクリップと対応するテキストレスクリップ１０３を特定し、現地版のためのテキスト付
き題材を創作し（例えば、イタリア語サブタイトルを創作し）、国内版のテキスト付きク
リップを、新しい現地版テキスト付きクリップと置換することが、必要である。図６は、
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本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、（テキストレスコンテンツ１０３から
の）テキストレスショット６０３の配置を示す。
【００２５】
　テキストレスクリップが、テキストレス１０２、１０３により、国内版ソースから引き
出されると、目的は続いて（国内版テキストレスバージョンから外国語ベースのテキスト
付きバージョンを創作する）テキストプロセスを開始することである。図７は、テキスト
プロセスの異なるコンポーネントを示す。３つのソースは、テキスト処理を実行すること
を求められている。（１）（非圧縮を含むがこれに限定されない、）（現地版テキストを
構築するための）高ビットレートテキストレスバックプレート１０３、（２）国内版のテ
キスト付きレファレンス１０２（タイミング及びアニメーション）、及び（３）現地版テ
キスト付きレファレンス３０２（翻訳、フレームギャップでよい）。高ビットレートテキ
ストレスバックプレート１０３は、国内版ソース１０２に続く（テキストを有さない）高
ビットレートテキストレスコンテンツである。現地版テキスト付きレファレンス３０２、
若しくは国内版ソース１０２は、新しい現地版テキスト付きクリップ７０３を創作すると
きにフォーマッティングを複製するために利用されるフォント、アニメーション、サイズ
などを決定するのに用いられる。前述のように、現地版テキスト付きレファレンス３０２
は、国内版ソース１０２とは異なるアスペクト比であることが多く、また異なる解像度を
有することもある。従って、テキストレスバックプレート１０３及び現地版テキスト付き
レファレンス３０２は、国内版テキスト付きレファレンス１０２を翻訳して、新たな配送
品を所望に創作すべく、新しいアスペクト比（例えば、国内版ソース１０２と同じもの）
でエディタ内に戻され得る新しい現地版クリップ７０３を創作するのに、用いられる。
【００２６】
　新しいテキスト付きクリップ７０３が創作されると、エディタに持ち込まれ、テキスト
付き部位はドロップインされ、図８に示すようにテキストレスバックプレート部６０３に
適合する。この時点で、日付を付けるのに用いられた種々のコンポーネントは最早必要と
はされない。現地晩ピクチャ（即ち、現地版ビデオ３０２）は、（現地版ビデオ３０２が
国内版ソース１０２を再カットするのにガイドとして用いられたに過ぎないから、）最早
必要とはされない。更に、テキストレスインサート６０３は、新しいテキスト付きショッ
ト７０３を創作するが度として用いられたに過ぎないので、最早必要とされない。従って
、残余のコンテンツのすべてはシングルストリーム内に組み合わされ、図９に示すような
現地版ショウを創作するのに用いられる現地版表現９００を創作する。この現地版表現９
００は、現存の国内版キャプチャ１０２／１０３、現地版オーディオ（３０２の一部）、
及びテキスと付きインサート７０３に言及し、前述のカット／ブレード操作から導出され
るメタデータを含む。更に、結果としてのプレイリスト９００を創作するのに生成された
編集決定リスト（ＥＤＬ）を洗練するメタデータも更に定義され得る（例えば、ａｃｔ／
ｓｅｇｍｅｎｔ／ｒｅｅｌ／その他）。更に、図示されるように、プレイリスト９００は
、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）ベースのＥＤＬとしてラップされ得る。このＸＭＬベ
ースのＥＤＬは、新たに創作された現地版ビデオ３０２をレンダリングすること無しに、
ストレージシステムに押しのけられ得る。
【００２７】
メディア記述
　上記に関連して、プロセス内で利用される種々のコンポーネントは、高ビットレートバ
ージョンではなく、プロキシ（若しくはコンテンツの圧縮版）であればよい。更に、プロ
セスの異なるコンポーネントは異なるストレージファシリティに格納されてもよい。図１
０は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に関して、利用されるメディアの概観を
示す。デジタルアーカイブ１０００は、種々のコンポーネント、即ち、テキストレス１０
３を伴う国内版ソース１０２、現地版オーディオ３０２、現地版テキスト付きエレメント
７０３、及び現地版ＸＭＬページライリスト９００に関する、高ビットレートバージョン
を含む。ＸＭＬベースのＥＤＬプレイリスト９００は、特定されたエレメントを含むボッ
クスとして示されている。しかし、当然のことながら、ＸＭＬベースのＥＤＬ９００は、
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データに言及するに過ぎず、データそのものを含まない。
【００２８】
　撮影後編集ファシリティ内部では、ワークインプログレス（ＷＩＰ）ストレージ１００
２からの低ビットレートプロキシファイルから、処理が駆動され得る。従って、コンポー
ネントの各々の（「Ｐ」の添え字を伴う）プロキシバージョンは、撮影後編集プロセス／
ワークフロー内で利用され得る。図１１は、本発明の一つ若しくは複数の実施形態に係る
ワークフロープロセスで利用されるコンポーネントを示す。１１００では、テキストレス
１０３を伴う国内版高ビットレートソース１０２が、テープから取り込まれＷＩＰストレ
ージ１１０２内に置かれる。このコンテンツは、デジタルアーカイブ１０００にプッシュ
される。非圧縮現地版オーディオ３０２を伴うピクチャ３０２Ｐの現地版プロキシバージ
ョンも、１１００にて取り込まれてＷＩＰストレージ１１０２内に置かれる。この点に関
して、非圧縮オーディオ３０２が利用されるが、ビデオ／ピクチャ３０２の現地版は関連
しない。というのは、そのビデオは、処理の間に放棄されるからである。非圧縮オーディ
オ３０２は、アーカイブ１０００内にプッシュされ、同時にＷＩＰストレージ１１０２内
に持ち込まれる。
【００２９】
　テキストレス１０２／１０３を伴う国内版高ビットレートソースは、ＷＩＰストレージ
１１０２内に格納されるプロキシバージョン１０２Ｐ／１０３Ｐ内に（即ち、トランスコ
ーダによって）トランスコードされる。高ビットレートバージョン１０２／１０３は、最
早局所的に必要とされず、アーカイブ１０００内に残余する。
【００３０】
　ＷＩＰストレージ１１０２から、（前述のように）カット／ブレード及び他の処理が実
行される編集システム１１０８によって、データが用いられる。前述のテキスト手順は、
テキストシステム１１１０を用いて実行される。テキストシステム１１１０は、二つのレ
ファレンスクリップ３０２Ｐ及び１０２Ｐ並びに（アーカイブ内に常駐する１０２から抽
出される）高ビットレートテキストレス１０３のプロキシバージョンを利用し、ボールト
１０００に頒布される新しいテキスト付きショット７０３を創作する。更に、テキストシ
ステム１１１０は、トランスコーダ１１０４を利用して、ＷＩＰストレージ１１０２上へ
テキスト付きショット７０３のプロキシバージョン７０３Ｐを創作するが、それらは照合
目的のために編集システム１１０８内にプッシュされる。
【００３１】
　編集システム１１０８は、ＸＭＬベースのＥＤＬ９００を完全にエクスポートできる。
ＥＤＬは、手動でも自動でも創作可能であり、国内版ソース１０２から現地版の集まりを
実行するのに利用される、タイムコード、フレームカウントなどの翻訳を含む。ＸＭＬベ
ースのＥＤＬ９００は、ボールト１０００内に常駐する資産とリンクする／に言及するア
ーカイブ１０００内にプッシュされる。
【００３２】
　更なるコンポーネント１１１２－１１１６は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形
態に係る種々のプロセスを自動化するのに用いられ得る。編集決定リスト（ＥＤＬ）マネ
ジャ１１１６は、所望の編集をするために、高ビットレート題材とプロキシバージョンを
交換する能力を提供する。データベース１１１４は、図１１の異なるコンポーネントを介
して処理されるようにメディアを追跡するのに用いられる。この点において、データベー
ス１１１４は、プロキシと高ビットレート題材の間のアセット識別（ＩＤ）のマッピング
を管理し維持する。インデクスコンポーネント１１１２は、指紋インデクス技術を提供し
、現地版ビデオ３０２と国内版ソース３０２（若しくはこれらソースのためのプロキシ）
の間の差異を判別する。
【００３３】
　前述のように、二つのプロキシ（即ち、国内版プロキシ１０２Ｐ及び現地版プロキシ３
０２Ｐ）はＷＩＰストレージ１１０２内に配置される。これらのプロキシ１０２Ｐ及び３
０２Ｐを編集システム１１０８内にプッシュして編集を実行するのではなく、インデクス
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コンポーネント１１１２は、二つのプログラムの対比分析を自動的に実行し、現地版ビデ
オ３０２と国内版ソース１０２はどこが異なるのか、テキスト付きショットはどこに位置
するのかを、定義するメタデータを提供する／出力するのに利用され得る。インデクスコ
ンポーネント１１１２によるパフォーマンスに基づいて、メタデータに関する手動の対比
及び生成は要求され得ず、若しくは大きく減少される。
【００３４】
　インデクスコンポーネント１１１２出力は、編集モジュール／エディタ１１０８内にフ
ィードするＥＤＬまねじゃ１１１６にプッシュされる。ＥＤＬマネジャ１１１６は、（デ
ータベース１１１４と組み合わせて）編集、及びどこでメディアが生きているか（即ち、
どこで異なるバージョンが格納されているか）を追跡する役割を負う。換言すれば、ＸＭ
ＬベースのＥＤＬ９００は編集決定を含み、ＥＤＬマネジャ１１１６は、ＥＤＬ内で言及
されるメディアが撮影後編集環境内部にて（例えば、データベース１１１４内に格納され
るＩＤのマッピングに基づいて）どこで格納されるのかを判別する能力を、提供する。従
って、ＥＤＬマネジャ１１１６は、創作されているメディアにトラックバックする能力を
提供し、データが高ビットレートバージョンに解像され得るようにインデクサ１１１２内
に配置されるピースを提供する。ＥＤＬにより、容易に解像すべくアセットＩＤにより駆
動されるデータとＥＤＬ間でリンクができる。
【００３５】
　前述のプロセスを継続し、エディタ１１０８が種々のカットを実行し、テキストコンポ
ーネント１１１０が新しいテキスト付きショット７０３を創作すると、新しいショット７
０３はトランスコーダ１１０４により、ＷＩＰ１１０２内部のプロキシ７０３Ｐにトラン
スコードされ得る。プロキシ７０３Ｐは、エディタ１１０８により処理される前にＥＤＬ
マネジャ１１６内に入力される。エディタ１１０８は、ＷＩＰ１１０２内に格納されるプ
ロキシ（１０２Ｐ／１０３Ｐ、３０２Ｐ、及び７０３Ｐ）の全てに言及するＸＭＬベース
のＥＤＬ９００Ｐを、ＥＤＬマネジャ１１１６がエクスポートできるように実行される必
要がある、更なる編集を実行する。データベース１１１４内に格納されたＩＤのマッピン
グに基づいて、ＸＭＬベースのＥＤＬ９００Ｐ内のプロキシ（１０２Ｐ／１０３Ｐ、３０
２Ｐ、及び７０３Ｐ）への言及は、ＸＭＬベースのＥＤＬ９００を創作するためにアーカ
イブ１０００内に格納された高ビットレートバージョンへの言及により、置換される。新
しい現地版が処理され（プロキシバージョンに対して、解像される）アーカイブ１０００
内に到着すると、アーカイブは、オーディオ３０２、テキスト付きショット７０３、及び
ＸＭＬベースのＥＤＬ９００を格納する必要がある。
【００３６】
論理フロー
　図１３は、本発明の一つ若しくはそれ以上の実施形態に係る、ファイルベースのマスタ
を非破壊的に生成する論理フローを示すフローチャートである。
【００３７】
　ステップ１３０２では、テキストレスコンテンツを伴う国内版ソースが取得される。国
内版ソースは、国内版オーディオコンテンツ及び国内版ビデオコンテンツを含む。テキス
トレスコンテンツは、テキストを欠いている国内版ソースの部分を含む。更に、テキスト
レスコンテンツを伴う国内版ソースは、非圧縮コンテンツを含む。更に、そのような国内
版ソースは、ファイルベースのフォーマット内で直接に獲得され得る。
【００３８】
　ステップ１３０４では、現地版ソースが受信される。現地版ソースは、現地版オーディ
オコンテンツ及び現地版ビデオコンテンツを含む。更に、現地版ソースは、国内版ソース
とは異なるフォーマット（例えば、異なる解像度及び／又はアスペクト比）内にある現地
版バージョンを含む。
【００３９】
　ステップ１３０６では、現地版ビデオは、現地版ビデオが国内版ソースと異なる箇所を
判別するために、国内版ソースに対比される。
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【００４０】
　ステップ１３０８では、現地版ビデオがブレードされ、特定された異なる箇所にて、国
内版ソースと再配置される。
【００４１】
　ステップ１３１０にて、判別された異なる箇所に関するメタデータが国内版ソース上へ
トランスポーズ（置き換え）される。国内版ソースから、判別された異なる箇所を物理的
に削除するのではなく、メタデータを用いて国内版ソースの判別された異なる箇所を隠す
ことにより、非破壊的方法で、そのようなトランスポーズ（置き換え）は実行され得る。
【００４２】
　ステップＳ１３１２にて、国内版ソース内のテキスト付き部位に対応するテキストレス
コンテンツの部分が、特定される。その後、国内版ソース内のテキスト付き部分が、独立
のビデオトラック上で、テキストレスコンテンツの対応する部分により、覆い隠される。
【００４３】
　ステップ１３１４にて、現地版ビデオ及びテキスト付き部分に基づくテキスト付き題材
が創作される。
【００４４】
　ステップ１３１６にて、現地版ビデオコンテンツ及びテキストレスコンテンツが放棄さ
れる。
【００４５】
　ステップ１３１８にて、現地版オーディオコンテンツ、創作されたテキスト付き題材、
及びメタデータが、現地版ファイルベースのマスタを表すプレイリストに組み合わされる
。プレイリスト内のメタデータは、プレイリストを創作するのに用いられる洗練された編
集判別リスト（即ち、上述のステップで説明した編集を実行するのに用いられ得るＥＤＬ
）を含んでもよい。
【００４６】
　上記に加えて、種々の実施形態は、デジタルアーカイブだけでなく、一つ若しくはそれ
以上のステップの処理を実行するための仕掛中ストレージユニットを用いてもよい。例え
ば、国内版ソース、現地版オーディオ、テキスト付き題材、及びプレイリストが、デジタ
ルアーカイブ内で格納され得る。更に、デジタルアーカイブ内に格納されるものよりも低
ビットレートのファイルのプロキシバージョンが、ステップ１３０２～１３１８を実行す
るのに（例えば、編集システムにより）用いられるＷＩＰストレージ内に格納され得る。
従って、ＷＩＰは、（国内版ソースの低ビットレートバージョンを含む）プロキシ国内版
ソースだけでなく、種々のシステムコンポーネントにより用いられ得る比圧縮フォームの
現地版オーディオを格納するのに、用いられ得る。例えば、ＷＩＰ内のプロキシ国内版ソ
ース及び現地版オーディオを用いるブレーディングが、編集システムにより実行され得る
。
【００４７】
まとめ
　以下は、本発明の好適な実施形態の記載のまとめである。以下では、本発明を実施する
幾つかの別途の実施形態を記載する。例えば、メーンフレーム、ミニコンピュータ、若し
くはパーソナルコンピュータなどの、どんなタイプのコンピュータも、又は、タイムシェ
アリングメインフレーム、ローカルエリアネットワーク、若しくはスタンドアローンパー
ソナルコンピュータなどの、どんなタイプのコンピュータ構成も、本発明と共に利用され
得る。従って、本発明の実施形態は、多数の言語及び版（バージョン）のための非破壊的
なファイルベースのマスタリングを実行するのに用いられる、製造の方法、装置、及び／
又は品物として、実装され得る。
【００４８】
　前述の記載を考慮して、本発明の実施形態は、国内版ソース（即ち、ソース１０２／１
０３）から現地版を導出するのに用いられるメタデータ（即ち、ＸＭＬベースのＥＤｌ９
００）の生成を提供する。更に、（国内版ソースの現地版を生成するのに用いられる）メ
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く、プロキシを利用して、駆動される。
【００４９】
　更に、高解像度現地版テキスト付き題材（即ち、国内版ソースの解像度及びフォーマッ
トからの現地版テキスト付きバージョン）の抽出及び生成は、国内版と現地版の差分を取
り国内版ソースから抽出することによって、与えられる。この点において、プロキシバー
ジョンは処理を実行するのに利用され（即ち、英語及び現地版はプロキシから参照され）
、実際のテキスト付き現地版７０３を取得するが、コンテンツは、アーカイブ１０００内
に常駐する高ビットレートエレメントから抽出される。従って、高解像度現地版テキスト
付きバージョンが創作されると、その現地版バージョンに基づく多数の更なる分配可能物
（例えば、放送頒布物、モバイル頒布物、インターネットベースのビューイング、ラージ
ベニュープロジェクションなど）が容易に生成され得る。また、インデクスコンポーネン
ト１１１２により動的処理が可能になる。この点において、テキスト付き及びテキストレ
スプロキシが用いられ、エクスポートされ、ＥＤＬマネジャ１１１６が用いられて高ビッ
トレートバージョンを参照して編集を動的に実行する。
【００５０】
　本発明の実施形態は、純粋にメタデータ駆動のプレイリスト９００から（頒布システム
内に配置される）現地版バージョンの生成を提供する。図１２は、現地版コンテンツを含
む頒布システム／ストレージ１２００内へ図１１のコンポーネントを利用する、頒布の概
観を示す。プレイリスト９００内に表される異なる現地版が生成されると、別のストレー
ジプールシステム、頒布システム１２００が、放送者へファイルを頒布するのに用いられ
る。異なるＸＭＬベースのＥＤＬ９００の全ては、頒布のために頒布システム１２００に
トランスコードされる現地版バージョン／翻訳を生成するのに用いられる。頒布システム
１２００は、アーカイブ１００の容量を有さないので、現地版バージョン／翻訳を放棄し
得る。再び必要とされれば、データは、アーカイブ１００から頒布システム１２００に単
に転送され得る。
【００５１】
　一方で、頒布システム１２００は、ＸＭＬベースのＥＤＬ９００を利用して、（頒布シ
ステム１２００内に／上に常駐する国内版ソース１０２を利用して）頒布システム１２０
０自身上に現地版バージョンを生成するようにしてもよい。この実施形態では、撮影後編
集処理ファシリティ１２０２は、更なる処理を実行する必要が無い。
【００５２】
　本発明の好適な実施形態の前記記載は、例示及び説明のために示したものである。網羅
的なものを意図するものでなく、また、開示の形式そのものに発明を限定することを意図
するものでもない。上記開示を踏まえて、多数の修正や変更が可能である。本発明の範囲
が発明の詳細な説明によってではなく、添付の特許請求の範囲により、限定されることを
意図するものである。
【符号の説明】
【００５３】
１０２・・・国内版ソース、
１０３・・・テキストレスコンテンツ、
１０６・・・現地版テキストエレメント、
３０２・・・現地版ビデオ。
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