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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ上への再生を目的としたビデオ情報を表す情報信号が螺旋状または同心状
トラック内に記録されている情報担体であって、該ビデオ情報は基本情報と該基本情報に
関連付けられる重畳情報であって、該基本情報と組み合わせて表示されるべき少なくとも
１つの重畳ページを有する重畳情報とを有する情報担体において、前記情報信号は、情報
シンボルによりエンコードされた前記重畳情報の表現を有し、前記情報シンボルは、パケ
ットの形態で当該情報担体上で前記基本情報とは別個に記録されており、前記パケットは
、前記重畳ページが表示されるべき期間を示す時間情報及び該重畳ページの情報量を示す
page_data_lengthを有し、前記時間情報及び前記page_data_lengthは、前記時間情報及び
前記page_data_lengthの関数として制御される前記重畳ページを表示するように前記重畳
ページと組合わされる前記基本情報を表すビデオ信号を生成するためのものであることを
特徴とする情報担体。
【請求項２】
　前記時間情報は、前記重畳ページが前記ディスプレイ上に現れ得る瞬時からの合計期間
を示す持続時間を有することを特徴とする請求項１に記載の情報担体。
【請求項３】
　前記基本情報は、該基本情報の相対時間を示す時間コードを含み、前記時間情報は、当
該重畳ページが前記ディスプレイから除去されるべき相対的な瞬時を示す除去時間を含む
ことを特徴とする請求項１または２に記載の情報担体。
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【請求項４】
　前記基本情報はビデオ情報を有し、前記重畳情報はグラフィック情報を有することを特
徴とする請求項１、２または３に記載の情報担体。
【請求項５】
　前記重畳情報はサブタイトルテキストを有することを特徴とする請求項１乃至４の何れ
か一項に記載の情報担体。
【請求項６】
　前記重畳情報は、２つの異なる言語のサブタイトルテキストを有し、前記パケットは、
これら２言語に対して別個の時間情報を含むことを特徴とする請求項５に記載の情報担体
。
【請求項７】
　前記基本情報はディジタル圧縮されたビデオ情報を有することを特徴とする請求項１乃
至６の何れか一項に記載の情報担体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオ情報を表す情報信号によりディスプレイ上への再生を目的としたビデ
オ情報を送信する方法であって、該ビデオ情報は、基本情報と該基本情報に関連付けられ
る重畳情報とを有するビデオ情報を送信する方法に関する。
【０００２】
　本発明はさらに、情報信号が記録される情報担体であって、該信号は、ディスプレイ上
への再生を目的としたビデオ情報を表し、該ビデオ情報は、基本情報と該基本情報に関連
付けられる重畳情報とを有する情報担体に関する。
【０００３】
　本発明はさらに、前記方法において使用される情報を受信するための装置及び送信する
ための装置に関する。
【背景技術】
【０００４】
　このような方法、情報担体及び装置は、国際特許公開第92/00647号から既知である。基
本情報がアナログビデオ情報であるようなビデオ信号は、レーザディスクにより伝送され
る。この場合、ディジタルエンコードされたサブタイトル情報が、ディジタルオーディオ
信号のサブコード内に前記ビデオ情報とは別個に重畳情報としてレーザディスク上に記録
される。このサブコード情報が生成される場合、前記サブタイトル情報が、テキストが示
されるべき瞬時も指示するファイルから読出される。この場合、サブタイトルは、この瞬
時に対応するオーディオ信号サブコード内に記録される。再生時、一度これらサブタイト
ルが前記サブコードから復元されると、これらサブタイトルは表示される。
【０００５】
　この既知の方法の問題点は、テレビジョンスクリーン上に表示されるサブタイトルが次
のサブタイトルを受信するまでとどまっていることであり、ゆえに、サブタイトルが、例
えば、シーンが変化する場合においてスクリーン上に長く残りすぎ得ることである。これ
は、次のサブタイトルを受信しない、例えば、高速再生または逆方向再生等のレーザディ
スクのトリックモードが使用される場合特に生じ得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、重畳情報の再生が後に送信されるべき情報に依存しないビデオ情報を
送信するための手段を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願第１の発明によれば、冒頭に規定されるタイプの方法は、前記重畳情報が、該重畳
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情報が表示されるべき期間を示す時間情報を有することを特徴とする。本発明による方法
は、例えば、前記重畳情報をいかなる所望の期間の間テレビジョンスクリーン上に示すこ
とができる点で有利である。これは、前記重畳情報の表示を前記基本情報とよりリンクさ
せることができることを提供する。
【０００８】
　本発明による方法に関する実施例は、前記時間情報が、前記重畳情報が前記ディスプレ
イ上に現れ得る瞬時からの合計期間を示す持続時間を有することを特徴とする。この実施
例は、所定の持続時間を簡単に表示中にカウントできる点で有利である。他の利点は、高
速再生または高速逆再生モードにおいて、前記重畳情報を依然元の持続時間の間表示可能
にすることを達成する。
【０００９】
　本発明による方法に関する他の実施例は、前記基本情報が、該基本情報の相対時間を示
す時間コードを含み、前記時間情報は、当該重畳情報が前記ディスプレイから除去される
べき相対的な瞬時を示す除去時間を含むことを特徴とする。この実施例は、再生時に、前
記持続時間を、前記除去時間と実行相対時間(the running relative time)とを比較する
ことにより簡単に決定することができる点で有利である。より進んだ相対時間が分かった
瞬間、前記重畳情報は前記ディスプレイから除去される。
【００１０】
　本発明による方法に関する他の実施例は、前記基本情報がビデオ情報を有し、前記重畳
情報がグラフィック情報を有することを特徴とする。この実施例は、前記基本情報が動画
像であり、前記重畳情報が任意に重畳されるべきグラフィック画像である点で有利である
。
【００１１】
　本発明による方法に関する他の実施例は、前記重畳情報がサブタイトルテキストを有す
ることを特徴とする。この実施例は、サブタイトルテキストを任意に前記基本情報に重畳
できる点で有利である。
【００１２】
　本発明による方法に関する他の実施例は、前記基本情報がディジタル圧縮されたビデオ
情報を有することを特徴とする。この実施例は、前記基本情報と前記重畳情報との両方を
、ディジタルシンボルにより表されて、同様に送信可能である点で有利である。
【００１３】
　本願第２の発明によれば、冒頭に規定されるタイプの情報担体は、前記重畳情報が、該
重畳情報が表示されるべき期間を示す時間情報を有することを特徴とする。本発明による
情報担体は、例えば、前記重畳情報を、該重畳情報に次いで読出される他の情報とは無関
係に、所望の持続時間の間テレビジョンスクリーン上に表示可能である点で有利である。
前記ビデオ情報のプロバイダに対しては、持続時間を再生装置とは無関係に決定すること
ができる点で有利である。
【００１４】
　本願第３の発明によれば、冒頭に規定されるタイプの情報信号を受信するための手段及
び前記重畳情報と組合わされる前記基本情報を表すビデオ信号を生成するための組合せ手
段を有する装置において、前記情報信号から前記時間情報を復元するための手段を有し、
前記組合せ手段が前記時間情報の関数として前記重畳情報を表示するように構成されるこ
とを特徴とする。本発明による装置は、所望の持続時間の間、前記重畳情報を、情報をテ
レビジョンスクリーン上に表示するために、前記基本情報と組合わせることができ、この
情報は、該重畳情報に次いで受信される他の情報とは無関係である点で有利である。
【００１５】
　本願第４の発明によれば、冒頭に規定されるタイプの情報信号を生成するための生成手
段及び前記情報信号を送信するための手段を有する装置において、前記時間情報を生成す
るための手段を有し、前記生成手段が前記重畳情報に前記時間情報を付加するように構成
されることを特徴とする。本発明による装置によれば、例えば、送信時に、後の瞬時にお
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ける情報信号内に情報を含ませる必要なく、前記重畳情報を、前記基本情報と共にどのく
らいの長さ表示すべきかを決定できる点で有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明のこれらの及び他の特徴は、以下に記載の実施例を参照してより明白に説明され
るであろう。
【００１７】
　図面に記載された構成要素と同一の構成要素には、同一の参照番号が付されている。
【００１８】
　第１図は、ビデオ情報が表示されているテレビジョンスクリーン１を示している。この
ビデオ情報は、第１ａ図に示されるように前記テレビジョンスクリーンの全画面にわたっ
て表示される基本情報２を有している。この基本情報２は、フィルム映像またはテレビジ
ョンプログラム等の動画像により形成されても良い。この基本情報はまた、アニメーショ
ンや、さらには写真画像を有しても良い。第１ｂ図は、グラフィック情報３を重畳情報と
して表示する前記と同一の基本情報２を示している。例えば、基本情報２は、背景におい
て同一のままであるかもしれないが、一方、繰り返し新しい音符が重畳情報として表示さ
れても良い。第１ｃ図は、フィルムに対して使用可能であるような重畳情報としてサブタ
イトルテキスト４を示している。テレビジョンシステムにおいて、重畳情報は、送信の前
に基本情報と組合わされ、この重畳情報は、基本情報の各映像に従って送信される。例え
ば前述の国際特許公開第92/00647号においてなされるように個別に重畳情報を送信するこ
とにより、一つ以上の重畳情報を従って送信することは可能である。この場合、ユーザは
、例えば、複数の言語から選択することができまた、完全にサブタイトル４を省くことが
できる。
【００１９】
　第２図は、ビデオ情報を送信するためのシステムを示している。ビデオ情報は、例えば
、テレビジョン信号、ネットワークを介するディジタル変調された信号若しくはＶＣＲ（
ビデオカセットレコーダ）等の磁気テープ上にまたはレーザディスク、ディジタルビデオ
ディスク等の光学ディスク上に記録された信号等の情報信号により送信される。情報信号
を送信するための装置２１は、ビデオ情報信号を受信装置２３に向けて送信チャネル２２
により送信するであろう。受信装置２３は、ユーザに対してビデオ信号を再生する。情報
信号は、例えば、アナログＰＡＬまたはＮＴＳＣビデオ信号若しくはＭＰＥＧ１またはＭ
ＰＥＧ２のディジタルエンコード及び圧縮されたビデオ信号等の基本情報の表現を少なく
とも有している。さらに、この情報信号は、情報シンボルによりエンコードされた重畳情
報の表現を有している。これらシンボルは、基本情報から別個に復元されても良い。重畳
情報のあるページは、しばらくの後重畳情報の次のページが受信される場合に置換される
であろう。他のオプションは、新しい映像毎に従って重畳情報を送信することである。し
かしながら、これは、特に、例えば、複数の言語に関するサブタイトルが送信されるよう
な場合、かなりの送信能力を犠牲にすることになる。ビデオ信号において、前記シンボル
は、水平または垂直帰線時にディジタル信号の形態に従って送信されても良い。完全にデ
ィジタル化された情報ストリームにおいて、別個のユーザデータストリームを、例えば、
ディジタルデータストリームをパケットに分割し、これらパケットに情報のタイプを示す
ヘッダを提供することにより多重して送信しても良い。ＭＰＥＧ２の場合、ビデオ情報は
、ITU/ISO 13818-2国際標準に記載されるようにエンコードされる。ITU/ISO 13818-1にお
いては、エンコードされたビデオデータのエレメンタリストリームが、例えばＭＰＥＧ２
プログラムストリームへオーディオ及びサブタイトルを表す他のエンコードされたデータ
とどのように多重されるかが記載されている。ＭＰＥＧにより規定されないタイプの情報
は、所望に選択されるべきフォーマットで'プライベートパケット'内に含ませることがで
きる。この場合、ＭＰＥＧ２は、"プライベートストリーム１"として規定されたフォーマ
ットの付加的なヘッダを搬送し、すなわち、"プライベートストリーム２"として規定され
たフォーマットを持たないパケットを識別する。サブタイトルは、例えば、プライベート
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ストリーム１パケット内に含まれても良い。すなわち、これらパケットは、テレビジョン
スクリーンへの初提示時間(initial presentation time)を示す任意の提示時間スタンプ
を有しても良い。次のサブタイトルの提示時間が来るまで、サブタイトルは置換されない
であろう。
【００２０】
　本発明による情報信号においては、重畳情報は、該重畳情報がテレビジョンスクリーン
上に表示されるべき持続時間を指示する時間情報を有している。重畳情報に向けられた上
述のシンボルは、例えば、ＭＰＥＧ２ストリームのプライベートパケットで情報信号内に
含まれる。ここで、これらパケットは、時間コードを含んでいる。第３図は、重畳ページ
の表示を制御するために重畳情報に付加することができる本発明による時間コードを持つ
情報信号の例を表に示している。使用可能なビット数がパラメータ毎に与えられている。
page_start_codeはページの始まりを示し、page_data_lengthはページの情報量を示し、
他の制御情報、例えば、持続時間２５用の領域がある。時間コードは、例えば、秒単位（
または数分の１秒単位）の持続時間を示しても良い。フレーム数または使用可能なシステ
ムクロック、例えば、ＭＰＥＧにおいて９０ｋＨｚ、のユニット数等の異なる適切な時間
ユニットを選択しても良い。この持続時間は、例えばＭＰＥＧ２において提示時間スタン
プの後に、重畳情報がテレビジョンスクリーン上に表示される場合始まる。
【００２１】
　基本情報の相対時間を示す時間コードを有する基本情報信号の場合においては、表示さ
れる基本映像に関して使用可能な時間指示(time indication)がある。この場合、時間情
報は、当該重畳情報がもはやテレビジョンスクリーン上に表示されなくなる（相対的な）
瞬時を示す除去時間(a time of removal)により指示されても良い。ＭＰＥＧ２に対する
時間情報は、例えば、パケットヘッダの延長部内にまたはユーザデータ内に含まれても良
い。
【００２２】
　第４図は、ＣＤまたはレーザディスク等のディスク状の光学的に読出し可能な情報担体
３０を示している。螺旋状または同心状トラック３１内に、テレビジョンスクリーン上に
表示されるべきビデオ情報を表す情報信号が記録されている。ＣＤの読出しに関する記載
は、ISBN 0-85274-785-3のBrouwhuis他による"Principles of optical disc systems"に
見ることができる。ビデオ情報及び情報信号は、第１図及び第２図を参照して述べられて
いる。この場合、重畳情報は、第３図を参照して述べたように、該重畳情報がテレビジョ
ンスクリーン上に表示されるべき持続時間を示す時間情報を有している。
【００２３】
　第５図は、衛星受信機またはセット－トップ－ボックス(set-top-box)がまた参照され
るテレビジョン信号デコーダ等のビデオ情報を受信するための装置を示している。送信さ
れた信号は、（当該装置の一部ではない）アンテナ４１を介してまたはケーブルコネクタ
を介して受信手段４２に到達する。受信手段４２において、情報信号は復元され、組合せ
手段４３に供給される。組合せ手段４３において、ビデオ信号が、重畳情報と組合わされ
る基本情報から生成される。情報信号はまた、時間情報を復元するための手段４４にも供
給される。一方、適切な瞬時においてこの手段４４は、組合せ手段４３にコマンドを与え
、時間情報に依存してテレビジョンスクリーンから重畳情報を除去する。ビデオ信号は、
出力４６を通じてユーザに供給されても良い。他の実施例においては、当該装置はまた、
映像を直に再生することが可能なディスプレイ４５を有する。
【００２４】
　第６図は、例えばＣＤ等の情報担体３０を読出すための装置を示している。この装置は
、光学ビーム５０によりトラック３１を走査するための走査手段５１を有している。当該
装置はさらに、第５図の装置に対応している。受信された信号は、受信手段４２に供給さ
れ、次いで、組合せ手段４３及び時間コードを復元するための手段４４に供給される。情
報信号処理は、第５図を参照して述べられている。
【００２５】
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　第７図は、例えばテレビジョン送信機等のビデオ情報を送信するための装置を示してい
る。ビデオ情報は、映像生成手段６２に供給される。すなわち、基本情報が入力６０を介
して供給され、重畳情報が別個の入力６１を介して供給される。映像生成手段６２は、ビ
デオ情報をエンコードし、情報信号を生成する。重畳情報の表示についての情報は、入力
６７を介して時間コード生成手段６３に供給される。時間コード生成手段６３は、表示持
続時間に関する時間コードを生成する。持続時間は、例えば、事前に定義され、コンピュ
ータファイル内に記憶されても良い。しかし、この持続時間はまた、サブタイトルの長さ
から自動的に得ても良くまた、オペレータにより手動的に得ても良い。マルチプレクサ６
４において、生成された時間コードは重畳情報に付加され、この後、完全な情報信号が、
送信手段６５において増幅され、アンテナ６６を介して送信される。フィルム用のサブタ
イトルテキストが２言語使用可能である場合、時間コード生成手段６３は、これら２言語
に対して別個の時間コードを生成するであろう。この場合、受信機において、サブタイト
ルを付さないか、いずれかの言語のサブタイトルを付すか選択されても良い。
【００２６】
　第８図は、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ等の情報担体によりビデオ情報を送信するための装置
を示している。最初に、マスタ情報担体が、図示の装置により作成される。この場合、こ
のマスタ情報担体から、（図示せず）モールド及びプレスを用いて通常のプロセスにより
多数の情報担体が生成される。完全な情報信号が、第７図を参照で述べたように生成手段
（６２、６３、６４）により生成される。チャネルエンコードユニット７０が、ディスク
状担体に対して通常のように情報信号をエンコードし、この情報は放射ユニット７１に送
られる。例えば、高密度レーザビーム等の放射ビーム７２により、放射ユニット７１は、
マスタ情報担体７３上に作用を生じさせる。（図示しない）通常のタイプのシステムコン
トローラが、ディスクの回転速度を制御し、トラック３１にわたって放射ユニット７１の
位置決めを行う。ＣＤシステムの他の記載に関しては、第４図を参照して述べた書名を参
照されたい。他の実施例において、同様の装置は、ＣＤレコーダブル、ＶＣＲテープまた
は光学テープ等の直接記録可能な記録担体上に情報信号を記録することに適している。
【００２７】
　前述の装置に関する実施例は、第５、６、７及び８図の例に限定されず、重畳情報が表
示持続時間を示す時間情報を有して、ビデオ情報を受信及び／または送信するためのいか
なる装置を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１ａ】ビデオ情報を表示するテレビジョンスクリーンを示す。
【図１ｂ】ビデオ情報を表示するテレビジョンスクリーンを示す。
【図１ｃ】ビデオ情報を表示するテレビジョンスクリーンを示す。
【図２】ビデオ情報を送信するためのシステムを示す。
【図３】持続時間の情報の表を示す。
【図４】情報担体を示す。
【図５】ビデオ情報を受信するための装置を示す。
【図６】情報担体を読出すための装置を示す。
【図７】ビデオ情報を送信するための装置を示す。
【図８】情報担体によりビデオ情報を送信するための装置を示す。
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