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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視聴者の視線の位置を検出し、検出した前記視線の位置を出力する視線位置検出部と、
　映像信号が入力される映像信号入力部と、
　前記映像信号入力部に入力された映像信号に含まれる字幕情報を基に字幕画像を生成す
るとともに、前記映像信号による画像中の発話内容と対応する前記字幕画像中の位置を算
出し現在位置として出力する字幕画像生成部と、
　前記映像信号入力部から入力された映像信号を用いて画像を生成する第１の画像生成部
と、
　前記第１の画像生成部が生成する画像の表示サイズよりも小さな表示サイズの小画像を
生成する第２の画像生成部と、
　前記第２の画像生成部で生成された小画像を、前記第１の画像生成部で生成された画像
中の字幕画像が表示される字幕表示領域の、前記映像信号による画像中の発話内容と対応
する現在位置、又は前記視線位置検出部より出力された前記視線の位置に配置して、前記
第１の画像生成部で生成された画像と合成する画像合成部とを備える
　情報提示装置。
【請求項２】
　前記画像合成部は、前記字幕表示領域に表示された字幕の背景に、前記第２の画像生成
部で生成された小画像を重ねて配置する
　請求項１記載の情報提示装置。
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【請求項３】
　前記画像合成部は、前記字幕表示領域に表示された字幕と字幕の行間に、前記第２の画
像生成部で生成された小画像を配置する
　請求項１記載の情報提示装置。
【請求項４】
　前記第２の画像生成部は、前記映像信号による画像を縮小して前記小画像を生成する
　請求項１又は２のいずれかに記載の情報提示装置。
【請求項５】
　前記第２の画像生成部は、前記映像信号により提供されるコンテンツにおける、現在時
刻から所定時間後に提示予定の内容に関する前記小画像を生成する
　請求項１記載の情報提示装置。
【請求項６】
　前記第２の画像生成部は、前記映像信号による画像に重畳して合成されている、子画面
領域内で表示されている画像を縮小して、前記小画像を生成する
　請求項１記載の情報提示装置。
【請求項７】
　前記第２の画像生成部は、当該情報提示装置と接続された外部装置からの入力信号に基
づく小画像を生成する
　請求項１記載の情報提示装置。
【請求項８】
　前記第２の画像生成部は、前記映像信号と異なる映像信号による画像の小画像を生成す
る
　請求項１記載の情報提示装置。
【請求項９】
　前記第２の画像生成部は、前記第１の画像生成部で生成された画像が表示される第１の
表示部と異なる第２の表示部において表示中の画像の小画像を生成し、
　前記画像合成部は、前記第１の画像生成部で生成された画像に、前記第２の表示部にお
いて表示中の画像の小画像を合成する
　請求項１記載の情報提示装置。
【請求項１０】
　視聴者の視線の位置を検出し、検出した前記視線の位置を出力するステップと、
　映像信号を取得するステップと、
　前記映像信号に含まれる字幕情報を基に字幕画像を生成するとともに、前記映像信号に
よる画像中の発話内容と対応する前記字幕画像中の位置を算出し現在位置として出力する
ステップと、
　前記映像信号による画像の表示サイズよりも小さな表示サイズの小画像を生成するステ
ップと、
　前記生成された小画像を、前記取得された映像信号による画像中の字幕画像が表示され
る字幕表示領域の、前記映像信号による画像中の発話内容と対応する現在位置、又は前記
検出及び出力された視線の位置に配置して、前記映像信号による画像と合成するステップ
とを有する
　情報提示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報提示装置及び情報提示方法に関し、特に映像とともに字幕を表示させる
情報提示装置及び情報提示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビジョン放送等において、映像の表示と同時に音声情報を文字として提供す
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ることが行われている。このような文字は、字幕やテロップ等と称されており、視聴者に
よる映像コンテンツの理解を助ける役割を果たしている。
【０００３】
　ところが、字幕を読むことに集中しているときには、視聴者は、映像情報等の字幕以外
の情報には意識が回らなくなってしまうという問題もあった。この場合、視聴者は、字幕
として提示される内容を理解することができても、映像等で表現される他の情報は理解で
きなくなってしまう。
【０００４】
　また字幕を読むことにさほど集中していない場合であっても、字幕を読むことで視野が
狭くなってしまうため、視聴者は、視野の外で提示されている他の情報を取得し辛くなっ
てしまう。つまり、字幕で表現される情報と、映像等の字幕以外の手段で表現される情報
とを、同時に把握することが難しかった。
【０００５】
　さらに、視聴者にとって重要であると考えられる情報は、字幕情報だけに限られるもの
ではなく、字幕が表示される領域以外の領域で提示される情報に、視聴者にとって重要な
情報が表示されることも少なくない。このため、字幕表示が行われる映像を視聴すること
で、視聴者は、重要な情報を取り逃すリスクも負ってしまうという問題があった。
【０００６】
　近年ではテレビジョン受像機やパーソナルコンピュータと接続された表示装置の画面も
大型化してきており、このような大型の画面での視聴を行う際には、視聴者は、映像と字
幕とを同時に視野に収めることがさらに難しくなる。
【０００７】
　また、複数の番組や映像コンテンツを、隣り合って配置された複数台の表示装置のそれ
ぞれに表示させたり、１つの表示画面内の異なる領域に表示させることも行われている。
このような場合は、内容が異なる番組又はコンテンツによる映像や音声が同時に視聴者に
提示されることになる。このため視聴者は、視聴している側の番組の情報を明確に理解す
るために、字幕情報を取得することにより集中してしまう。つまり、映像で表現される内
容と字幕で表現される内容とを同時に把握することが、さらに難しくなってしまうという
問題があった。
【０００８】
　このような問題を解決する手法としては、例えば特許文献１に、複数の画面上で複数の
番組を表示する場合には、一方の画面においては音声出力を行い、もう一方の画面におい
ては字幕表示を行うようにすることが記載されている。
【特許文献１】特開２００７－１３７２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、特許文献１に記載のもののように、字幕による情報提示と音声による情報提
示を番組により変えたとしても、字幕として表示される内容が多い場合には、視聴者は特
に字幕ばかりを目で追ってしまうことになる。このような場合には、視聴者は、内容を理
解するための材料として、視覚から得られる情報を最優先して採用しているものと考えら
れる。このような状況において、字幕以外の情報として音声が提供されていたとしても、
視聴者が音声として提供される情報を取得するのは、困難であるといえる。つまり、特許
文献１に記載の技術を用いたとしても、字幕の量が多くなった場合には、視聴者は、字幕
情報と、映像等の字幕以外の情報とを同時に把握することが困難になってしまうという問
題があった。
【００１０】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、字幕で表現される情報と、それ以外の
映像等で表現される情報とを、同時に容易に把握できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
　本発明は、映像信号による画像を生成する第１の画像生成部と、第１の画像生成部で生
成される画像の表示サイズよりも小さなサイズを有する小画像を生成する第２の画像生成
部を備えた。また、映像信号入力部に入力された映像信号に含まれる字幕情報を基に、字
幕画像を生成するとともに、映像信号による画像中の発話内容と対応する字幕画像中の位
置を算出し現在位置として出力する字幕画像生成部を備えた。さらに、映像信号による画
像中の、字幕が表示される字幕表示領域の、映像信号による画像中の発話内容と対応する
現在位置、又は視線位置検出部より出力された視線の位置に、第２の画像生成部で生成さ
れた小画像を配置して表示画像を生成する画像合成部とを備えるようにしたものである。
【００１２】
　このようにしたことで、字幕が表示される字幕表示領域の、映像信号による画像中の発
話内容と対応する現在位置、又は視線位置検出部より出力された視線の位置に、表示サイ
ズの小さな画像が重畳して配置されるようになる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、字幕が表示される字幕表示領域の、映像信号による画像中の発話内容
と対応する現在位置、又は視線位置検出部より出力された視線の位置に、縮小された画像
が重畳して配置されるため、字幕と小画像とが視聴者の視野に同時に入るようになる。従
って、視聴者は字幕により表現される内容と画像によって表現される内容の両方を、同時
に把握することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施の形態を、添付図面を参照して説明する。
【００１５】
　本実施の形態の情報提示装置は、視聴者にとって重要と思われる情報（以下、「重要情
報」と称する。）を含んだ小画像を、視聴者の注視位置近辺もしくは、字幕における現在
の発話内容との対応位置に配置する。これにより、視聴者の注視先で提示中の情報と、視
聴者にとっての重要情報とを、視聴者に同時に把握させることができるようにするもので
ある。
【００１６】
　本例では、例えば字幕の背後に表示されている映像を、重要情報と定義する。また、映
像がテレビジョン放送の番組等によるものである場合には、視聴している時点より後に発
言される内容や、登場する人物に関する予告情報なども、視聴者Ｕにとって重要な情報で
あると考えられるため、これらも重要情報とみなす。
【００１７】
　図１に、本例のシステムによる表示の例を概要図として示してある。図１には、テレビ
ジョン受像機の表示画面等を構成する表示部５０に、映像が映されている状態を示してあ
る。図１において、表示部５０の全面を画像表示領域Ａｒ１と称している。また、その画
像表示領域Ａｒ１に、通常画像Ｉｍ１として人物の画像が表示されている。
【００１８】
　画像表示領域Ａｒ１の下方にある字幕表示領域Ａｒ２には、音声情報を文字として示し
た字幕画像Ｃが表示されている。また、視聴者Ｕの視線Ｌの先の注視位置Ｐの位置には、
重要情報の画像を縮小した重要情報画像Ｉｍ２（小画像）が、字幕画像Ｃに重畳された状
態で、字幕画像Ｃの背景に表示されている。図１に示した例では、視聴者Ｕが注視してい
る先で表示されている情報は字幕画像Ｃであるため、字幕画像Ｃが配置された字幕表示領
域Ａｒ２に、重要情報画像Ｉｍ２が重ねて表示されている。
【００１９】
　図２に、このような表示を実現させる情報提示装置１００の、内部構成例を示してある
。図２に示した情報提示装置１００は、映像・字幕入力部１０、符号化・復号処理部２０
、蓄積部３０、表示映像生成部４０、表示部５０、視線位置検出部７０、制御部６０とで
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構成される。
【００２０】
　映像・字幕入力部１０は、映像信号や音声信号、字幕情報等のメタデータの入力を受け
付け、情報提示装置１００内に取り込む処理を行う。映像信号や音声信号、字幕情報等は
、例えばテレビジョン受像機のチューナや、ネットワークを介した通信の制御を行う通信
制御部、映像コンテンツを記録した記録媒体とのインターフェース部分等から入力される
ものとする。
【００２１】
　符号化・復号処理部２０は、映像・字幕入力部１０から入力された映像信号や音声信号
、字幕情報を符号化して蓄積部３０に蓄積する。また、蓄積部３０に蓄積された、符号化
映像データや符号化音声データを読み出して復号し、復号して得た映像信号、音声信号、
字幕情報を表示映像生成部４０に出力する。蓄積部３０は、例えばＨＤＤ（Hard Disc Dr
ive）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等で構成してあり、符号化・復号処理部２０
で符号化された映像信号や音声信号、字幕情報を蓄積する。
【００２２】
　表示映像生成部４０は、蓄積部３０から読み出された映像信号と字幕情報、もしくは映
像・字幕入力部１０を介して入力された映像信号と字幕情報を用いて、表示部５０に表示
させる表示映像を生成する。そして、生成した表示画像を表示部５０に出力する。表示映
像生成部４０の詳細については後述する。表示部５０は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Displ
ay）等よりなり、表示映像生成部４０で生成された表示画像を表示する。
【００２３】
　制御部６０は、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）等で構成され、情報提示装置１００
の各部を制御する。視線位置検出部７０は、視聴者Ｕの視線の位置を視聴者Ｕの目の位置
によって検出し、検出した視線の位置を注視位置Ｐとして制御部６０に出力する。視線位
置検出部７０としては、据え置き型の装置を使用することを想定しているが、視聴者Ｕに
着用させるタイプのものを使用してもよい。なお、視線位置検出部７０を据え置き型で構
成する場合には、視線位置検出部７０の配置は、例えば視聴者Ｕと対面する位置等、視聴
者Ｕの視線を検出しやすい位置とする。あるいは、遠方に設置した監視カメラ等によって
視聴者Ｕの視線の位置を検出させるようにしてもよい。
【００２４】
　次に、図３を参照して、表示映像生成部４０の内部構成例について説明する。表示映像
生成部４０は、データメモリ４１、第１の画像生成部としての通常画像生成部４２、字幕
画像生成部４３、第２の画像生成部としての重要情報画像生成部４４、画像合成部４５と
を有する。
【００２５】
　データメモリ４１は、通常画像生成部４２や字幕画像生成部４３、重要情報画像生成部
４４での処理を行う際に、蓄積部３０から読み出した映像信号や字幕情報を、一時的に蓄
積するための領域であり、半導体メモリ等で構成される。
【００２６】
　通常画像生成部４２は、表示部５０の画像表示領域Ａｒ１に、通常画像Ｉｍ１として表
示するための画像を生成する処理を行う。つまり、蓄積部３０から読み出した映像信号や
字幕情報に対して、表示部５０の大きさに合わせて画素数を変換するスケーリング変換等
を行い、処理後の画像を画像合成部４５に出力する。
【００２７】
　字幕画像生成部４３は、映像・字幕入力部１０を介してメタデータとして入力された字
幕情報を画像に変換し、字幕画像Ｃを生成する処理を行う。本例では、表示部５０の字幕
表示領域Ａｒ２（図１参照）に表示させる字幕画像Ｃにおいて、過去の発話内容とこれか
ら発話される（未来の）発話内容とを、色分けして表示する。字幕画像生成部４３では、
このような字幕における色分け処理を行い、生成した画像を字幕画像Ｃとして画像合成部
４５に出力する。
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【００２８】
　また字幕画像生成部４３は、字幕情報を、字幕の内容や出現時間によって区分すること
により生成した字幕情報テーブル４３ａと、字幕画像の生成に用いる字幕情報を一時的に
蓄積しておく領域としての、出力用画像メモリ４３ｂも備える。字幕画像生成部４３の詳
細については後述する。
【００２９】
　重要情報画像生成部４４は、視聴者Ｕにとって重要であると思われる情報（重要情報）
を画像化し、その画像の大きさを、字幕画像Ｃを視聴中の視聴者Ｕの視界に収まる程度の
サイズに縮小する処理を行う。このようにして生成した小画像を、重要情報画像Ｉｍ２と
して画像合成部４５に出力する。重要情報画像生成部４４にも、出力用画像メモリ４４ａ
を設けてある。重要情報画像生成部４４の詳細についても、後述する。
【００３０】
　画像合成部４５は、通常画像生成部４２、字幕画像生成部４３、重要情報画像生成部４
４のそれぞれから出力された画像を合成して、表示部５０に表示させるための表示画像を
生成する。本例においては、画像合成部４５は、通常画像生成部４２から出力された通常
画像Ｉｍ１上に、字幕画像生成部４３から出力された字幕画像Ｃを重畳する。そして、字
幕画像Ｃの位置に字幕画像Ｃの背面に重なるように、重要情報画像生成部４４から出力さ
れた重要情報画像Ｉｍ２を配置する。
【００３１】
　このように構成された表示映像生成部４０による処理の例を、図４のフローチャートを
参照して説明する。図４において、表示映像生成部４０はまず、蓄積部３０（図２参照）
から、通常画像Ｉｍ１や重要情報画像Ｉｍ２、字幕画像Ｃの生成に必要なデータを取得し
、取得したデータをデータメモリ４１に蓄積する（ステップＳ１）。
【００３２】
　そして、データメモリ４１に蓄積されたデータを用いて、まず通常画像生成部４２で通
常画像Ｉｍ１が生成され（ステップＳ２）、字幕画像生成部４３によって字幕画像Ｃが生
成され（ステップＳ３）、重要情報画像生成部４４で重要情報画像Ｉｍ２が生成される（
ステップＳ３）。通常画像Ｉｍ１と字幕画像Ｃと重要情報画像Ｉｍ２は、画像合成部４５
によって合成され（ステップＳ５）、合成して生成された表示画像が、表示部５０に出力
される（ステップＳ６）。最後に、映像信号の入力が終了したか否かの判断が行われ、終
了した場合には処理は終了となる。映像信号の入力が継続している場合には、ステップＳ
１に戻って処理が続けられる。
【００３３】
　次に、図５～図７を参照して、字幕画像生成部４３の詳細について説明する。図５は、
字幕画像生成部４３内に設けられた字幕情報テーブル４３ａの構成例を示す図である。字
幕情報テーブル４３ａは、例えば１つの番組中に含まれるすべての字幕情報を、字幕のひ
とまとまり毎に区切り、区切られた字幕のまとまり毎に、画面への表示開始時刻Ｔｓと、
表示終了時刻Ｔｅと、字幕の内容と示したものである。表示開始時刻Ｔｓと表示終了時刻
Ｔｅとは、番組等のコンテンツが開始されてからの経過秒数で示してある。字幕Ｎｏとは
、各字幕のまとまりに対して、表示開始時間の早いものから順に割り振った番号である。
【００３４】
　図５に示した例では、字幕Ｎｏ０には、「お昼のニュースを」で始まる字幕のひとまと
まりについての情報が記載されている。そしてこの記載の内容から、この字幕が、番組開
始後１．２秒の時点（表示開始時刻Ｔｓ）で画面上に表示され、５．５秒が経過した時点
（表示終了時刻Ｔｅ）で表示が終了されていることが分かる。この次に表示される字幕の
情報は、字幕Ｎｏ１として登録されている。字幕Ｎｏ１には、表示開始時刻Ｔｓが７．３
秒、表示終了時刻Ｔｅは１２．１秒、字幕内容は「今日の午前、千葉県・・・」という字
幕の情報が記載されている。つまり、番組開始後７．３秒が経過した時点から１２．１秒
の時点までは「今日の午前、千葉県」で始まる字幕のひとまとまりが表示されることが分
かる。
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【００３５】
　図６には、字幕画像生成部４３が字幕画像Ｃを生成する際に使用する、出力用画像メモ
リ４３ｂの構成例を模式的に示してある。出力用画像メモリ４３ｂにおける縦方向及び横
方向は、表示部５０の字幕表示領域Ａｒ２における縦方向及び横方向に対応している。そ
して、出力用画像メモリ４３ｂ内には、図５に示した字幕情報テーブル４３ａのｉ番目（
ｉは自然数）の字幕情報が、出力用画像メモリ４３ｂにおける左上方向から右下の方向に
、時系列に書き込まれる。
【００３６】
　また字幕画像生成部４３では、出力用画像メモリ４３ｂ内に配置された各字幕の文字に
対して、映像において発話されている内容と対応する位置を算出して、現在位置Ｗｔとし
て画像合成部４５に出力する処理も行う。ここで出力する現在位置Ｗｔは、例えば出力用
画像メモリ４３ｂ内の座標等で表現される。
【００３７】
　字幕画像生成部４３はさらに、算出した現在位置情報を用いて、現在位置よりも前に配
置された文字に対しては過去フォントＣｐを、現在位置よりも先に配置された文字に対し
ては未来フォントＣｆを適用する処理を行う。過去フォントＣｐと未来フォントＣｆとは
、字幕表示領域Ａｒ２に表示される字幕画像Ｃにおいて、現在時刻を基点としてこれまで
発話された内容と対応する字幕と、今後発話される内容に対応する字幕とを視覚的に分か
りやすく表示するために用いられるものである。例えば過去フォントＣｐとしては青色の
文字フォント、未来フォントＣｆとしては黄色の文字フォント等を適用する。文字形式・
字体を変えてもよい。
【００３８】
　図７に、字幕画像生成部４３による字幕画像生成処理の例をフローチャートで示してあ
る。字幕画像生成部４３は、まず出力用画像メモリ４３ｂを、透明色を適用することによ
って初期化する（ステップＳ１１）。初期化した後は、字幕情報テーブル４３ａから、現
在時刻Ｔと対応する字幕の情報を取得する（ステップＳ１２）。
【００３９】
　ここでいう現在時刻Ｔとは、映像信号の再生開始時点からの経過時間を指し、「４．０
秒」等の秒数で表現される。「現在時刻Ｔと対応する字幕の情報」とは、字幕情報テーブ
ル４３ａ内の字幕Ｎｏ０からｎ（ｎは自然数）までの各字幕情報において、表示開始時刻
Ｔｓから表示終了時刻Ｔｅまでの間に、「現在時刻Ｔ」が含まれる字幕情報を指す。現在
時刻Ｔとしての秒数が、例えば８．０秒であった場合には、８．０秒は、字幕情報テーブ
ル４３ａ内では７．３秒から１２．１秒の範囲内に含まれる。従って、ステップＳ１２で
は、表示開始時刻Ｔｓが７．３秒、表示終了時刻Ｔｅが１２．１秒である字幕Ｎｏ１の字
幕情報が読み込まれる。
【００４０】
　現在時刻Ｔとしての秒数が、例えば１９．０秒であった場合には、１９秒は、字幕Ｎｏ
２の字幕情報における表示終了時刻Ｔｅと、字幕Ｎｏ３の字幕情報における表示開始時刻
Ｔｓとの間の秒数となる。このため、図７のステップＳ１３での、取得する情報の有無を
判断する分岐においては、「取得する情報なし」としてＹｅｓが選択される。つまり、字
幕情報が含まれない映像区間においては、字幕画像生成部４３での処理は行われないこと
になる。
【００４１】
　ステップＳ１３で、取得する情報があると判断された場合には、次に、字幕情報テーブ
ル４３ａから、取得した字幕情報が有する表示開始時刻Ｔｓと表示終了時刻Ｔｅとを読み
出す処理が行われる（ステップＳ１４）。そして、現在時刻Ｔと、表示開始時刻Ｔｓ及び
表示終了時刻Ｔｅ、読み出した字幕情報に含まれる字幕の文字数を基に、映像中の発話内
容と対応する字幕（文字）の位置が算出される（ステップＳ１５）。
【００４２】
　さらに、上述した過去フォントＣｐと未来フォントＣｆとを、読み出した字幕情報を構
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成する各字幕に適応させる処理が行われる。具体的には、文字数×（現在時刻Ｔ－表示開
始時刻Ｔｓ）／（表示終了時刻Ｔｅ－表示開始時刻Ｔｓ）の式で算出される位置よりも、
前（左方向もしくは上方向）に配置されている文字には過去フォントＣｐを適用する。ま
た、文字数×（現在時刻Ｔ－表示開始時刻Ｔｓ）／（表示終了時刻Ｔｅ－表示開始時刻Ｔ
ｓ）の式で算出される位置よりも、後（右方向もしくは下方向）に配置されている文字に
は未来フォントを適用する処理が行われる（ステップＳ１６）。
【００４３】
　そして、ステップＳ１５で得た現在位置情報と、ステップＳ１６の処理を行うことによ
って得た字幕画像Ｃとが、画像合成部４５に出力される（ステップＳ１７）。
【００４４】
　次に、図８のフローチャートを参照して、重要情報画像生成部４４の処理の例について
説明する。重要情報画像生成部４４では、まず出力用画像メモリ４４ａを初期化すると（
ステップＳ２１）、重要情報を画像に変換する処理を行う（ステップＳ２２）。さらに、
画像に変換された重要情報を縮小加工することにより、重要情報画像Ｉｍ２を生成する（
ステップＳ２３）そして、生成した重要情報画像Ｉｍ２を、画像合成部４５に出力する（
ステップＳ２４）。ステップＳ２２における重要情報を画像に変換する処理は、定義済み
処理であり、重要画像として取り扱う内容毎に処理が変わるものである。
【００４５】
　図９～図１５には、重要情報として取り扱う内容の種類毎に、重要情報画像生成部４４
の定義済み処理の詳細や、表示部５０への表示の例を示してある。
【００４６】
　図９のフローチャートは、表示部５０の画像表示領域Ａｒ１に表示される通常画像Ｉｍ
１を、重要情報とみなした場合における、定義済み処理の例を示したものである。通常画
像Ｉｍ１を重要情報とした場合は、重要情報画像生成部４４はまずデータメモリ４１（図
３参照）より、現在時刻Ｔと対応するタイムコードを有する現在画像を取得し（Ｓ３１）
、取得した現在画像を出力する（ステップＳ３２）。つまり、通常画像Ｉｍ１と同じ画像
が、重要情報画像Ｉｍ２となる。
【００４７】
　図１０には、映像信号よりなるコンテンツにおいて、現在時刻Ｔから所定時間が経過し
た後に発言される予定の内容についての予告情報を、重要情報とした場合の定義済み処理
の例を示してある。重要情報画像生成部４４はまず、字幕情報テーブル４３ａに記載の情
報に基づいて、次の発言までの秒数を取得する（ステップＳ４１）。
【００４８】
　現在時刻Ｔが例えば５．５秒である場合には、図５に示した字幕情報テーブル４３ａに
よれば、次に字幕が表示される時刻は、字幕Ｎｏ１の表示開始時刻Ｔｓである７．３秒と
なる。従って、次の発言までの秒数は７．３－５．５＝１．８（秒）となる。
【００４９】
　次に、次の発言までの秒数を示す画像を生成し（ステップＳ４２）、生成した画像を出
力する（ステップＳ４３）。ステップＳ４２で生成される画像とは、例えば図１１に示し
たような画像となる。図１１においては、次の発言までの秒数を、時間の経過に応じてバ
ーの本数が減少する、プログレスバーＰｂ１で表現している。また、このプログレスバー
Ｐｂ１が、次の発言までの秒数を示すことを視聴者Ｕに把握させるため、プログレスバー
Ｐｂ１の下に、「発言」をイメージさせるアイコン（発言アイコンＩｃ１）も示してある
。
【００５０】
　このような重要情報画像Ｉｍ２が、視聴者Ｕの注視位置Ｐもしくは字幕画像Ｃにおける
現在位置に表示されることで、視聴者Ｕは、字幕画像Ｃで表現される情報と、重要情報画
像Ｉｍ２として表現される、次の発言までの秒数とを同時に把握することができる。
【００５１】
　次に、現在時刻Ｔから所定時間が経過した後に提示される予定のトピックについての予
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告情報を、重要情報とした場合の例について、図１２～図１４を参照して説明する。以下
に示す例においては、映像・字幕入力部１０（図２参照）を通して入力されるデータに、
トピックの主題を示すトピック名が、メタデータとして予め付加されていることを想定し
ている。
【００５２】
　図１２には、この場合の重要情報画像生成部４４における定義済み処理の例を示すフロ
ーチャートを示してある。重要情報画像生成部４４は、データメモリ４１から、現在時刻
より後に提示される予定のトピックの名前を取得する（ステップＳ５１）。そして、トピ
ックの表示開始時刻Ｔｓと現在時刻Ｔとの差を算出することで、次のトピックまでの秒数
を取得する（ステップＳ５２）。次に、次のトピックまでの秒数とトピック名とを示す画
像を生成して（ステップＳ５３）、生成した画像を出力する（ステップＳ５４）。
【００５３】
　トピック名を示す画像（アイコン）は、予めトピック名と対応させたものを用意してお
くようにする。そして、トピック名をキーに、トピック名と対応付けられたアイコンを抽
出する。図１３に、トピック名とアイコンとの対応を記したテーブルの構成例を示してあ
る。図１３に示したテーブルには、トピック名として、「ニュース」、「野球」、「音楽
」等が表示されており、それぞれに対して、各トピック名を連想させる画像が、アイコン
として登録されている。
【００５４】
　なお、トピックを示す画像は、アイコンに限定されるものではなく、実際に提示される
画像そのものを用いるようにしてもよい。
【００５５】
　図１４に、次のトピックまでの秒数と、次のトピックの内容を示す画像の例を示してあ
る。図１４には、次のトピックまでの秒数を示すプログレスバーＰｂ１と、トピック（こ
の場合は野球）を示すアイコンＩｃ２とが、重要情報画像Ｉｍ２として表示されている例
を示してある。このように構成した重要情報画像Ｉｍ２を、字幕画像Ｃの字幕表示領域Ａ
ｒ２近辺に表示させることで、視聴者Ｕは字幕を読みつつ、次に話題に上がるトピックの
種類と、そのトピックについての発話が開始するまでの秒数とを、同時に把握することが
できる。
【００５６】
　なお、トピックではなく、登場人物についての情報を、重要情報とするようにしてもよ
い。この場合は、次に登場予定の人物を示す画像Ｉｃ３と、その人物が登場するまでの秒
数とを、重要情報画像Ｉｍ２として表示するようにすればよい。
【００５７】
　図１５に、次の登場人物に関する情報を重要情報とした場合の、重要情報画像Ｉｍ２の
構成例を示してある。図１５には、これまでの例と同様に、次の登場人物が登場するまで
の秒数をプログレスバーＰｂ１で示してあり、次に登場する人物の画像Ｉｃ３も、同時に
表示している。図１５に示した例では、次に登場する人物の画像Ｉｃ３として、実際の映
像をそのまま用いる例を挙げているが、これに限定されるものではない。人物を示す似顔
絵等をアイコンとして表示するようにしてもよい。
【００５８】
　次に、画像合成部４５による処理の例について、図１６のフローチャートを参照して説
明する。図１６において、画像合成部４５はまず、出力用画像メモリ４５ａ（図３参照）
を初期化すると（ステップＳ６１）、通常画像生成部４２（図３参照）から出力された通
常画像Ｉｍ１を、出力用画像メモリ４５ａに配置する（ステップＳ６２）。そして、重要
情報画像生成部４４から出力された重要情報画像Ｉｍ２を、出力用画像メモリ４５ａに配
置する（ステップＳ６３）。
【００５９】
　続いて、視線位置検出部７０（図２参照）から注視位置Ｐが入力されたか否かの判断を
行い（ステップＳ６４）、視線位置検出部７０からの入力を検知した場合には、入力され
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た注視位置Ｐに、重要情報画像Ｉｍ２を配置する（ステップＳ６５）。視線位置検出部７
０からの入力を確認できなかった場合には、次に、字幕画像生成部４３から字幕の現在位
置の座標が送信されたか否かの判断を行う（ステップＳ６６）。
【００６０】
　字幕画像生成部４３から、現在位置の座標が送信された場合、つまり、字幕画像生成部
４３において字幕画像Ｃの生成処理が行われた場合には、画像合成部４５は、重要情報画
像Ｉｍ２を現在位置として示された座標上に配置する（ステップＳ６７）。字幕画像生成
部４３から、現在位置の座標が送信されていない場合には、予め設定しておいた所定の座
標上に、重要情報画像Ｉｍ２を配置する（ステップＳ６８）。
【００６１】
　そして、字幕画像生成部４３から出力された字幕画像Ｃを、出力用画像メモリ４５ａに
重畳し（ステップＳ６９）、このようにして生成した表示画像を表示部５０に出力する（
ステップＳ７０）。ここで、画像合成部４５への映像信号の入力が終了したか否かの判断
が行われ（ステップＳ７１）、映像信号の入力が続けられている場合には、ステップＳ６
１に戻って処理が続けられる。映像信号の入力が終了した場合には、処理も終了となる。
なお、本例では、字幕画像生成部４３から、現在位置の座標が送信されていない場合には
、予め設定しておいた所定の座標上に、重要情報画像Ｉｍ２を配置するようにしたが、他
の処理を行うようにしてもよい。例えば、重要情報画像Ｉｍ２の表示を行わない処理や、
前回の字幕終了位置と同じ位置に表示する処理などを行ってもよい。または、これらの処
理を、モードの切り替えによって選択的に設定できるようにしてもよい。
【００６２】
　上述した実施の形態によれば、視聴者Ｕの注視位置Ｐや、字幕画像Ｃにおける現在発話
中の内容との対応位置に、重要情報画像Ｉｍ２が配置されるため、視聴者Ｕは、字幕の情
報を取得しつつ、同時に重要情報画像Ｉｍ２として表現される内容を取得することができ
る。
【００６３】
　特に、大画面での視聴を行うケースにおいては、通常画像Ｉｍ１を縮小して重要情報画
像Ｉｍ２とし、字幕表示領域Ａｒ２に配置することで、視聴者Ｕは、画面全体に表示され
た通常画像Ｉｍ１と、それに伴う発話内容を示す字幕との両方を、視野の範囲内に収める
ことができるようになる。すなわち、字幕として表現される内容と、重要情報として表現
される通常画像Ｉｍ１による情報とを、同時に把握することができるようになる。
【００６４】
　この場合、本発明を用いない場合と比べて、視聴者Ｕにおける視線の移動量を減らすこ
とができるため、映像視聴時における視聴者Ｕの負担を軽減させることができる。
【００６５】
　また、上述した実施の形態によれば、字幕画像Ｃにおいて、映像中での現在の発話内容
と対応する箇所を現在位置として、それより前の発話内容に対応する字幕は過去フォント
で表示され、それ以降に発話される内容に対応する字幕は未来フォントＣｆで表示される
。これにより、視聴者Ｕは、字幕として表示されている内容と発話内容との対応を視覚的
に容易に把握することができるようになる。
【００６６】
　この場合、重要情報画像Ｉｍ２が配置される位置は、字幕における現在位置により求ま
るため、重要情報画像Ｉｍ２は、現在位置の変化するのに従って一緒に移動するようにな
る。従って、視聴者Ｕは、字幕として表示されている内容と発話内容との対応を把握する
のと同時に、重要情報画像Ｉｍ２により提示される内容についても、同時に把握すること
ができるようになる。
【００６７】
　なお、字幕表示領域Ａｒ２内に表示させる字幕の量が、例えば一行のように少ない場合
には、現在位置に伴って重要情報画像Ｉｍ２を移動させるのではなく、重要情報画像Ｉｍ
２の配置位置を、字幕表示領域Ａｒ２内の所定の位置に固定するようにしてもよい。また
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、重要情報画像Ｉｍ２が配置される位置は、字幕の背面に限定されるものではなく、字幕
と字幕の間や、字幕表示領域Ａｒ２の周辺の領域に配置するようにしてもよい。
【００６８】
　また、上述した実施の形態では、表示部５０に表示中の映像（番組）に関する情報を重
要情報とした場合を例に挙げたが、重要情報として、その他の情報を提示するようにして
もよい。例えば、通常画像Ｉｍ１上に、ＰｉｎＰ（Picture In Picture）の子画面として
重畳するように合成して表示された領域内の画像を、重要情報とするようにしてもよい。
【００６９】
　図１７に、この場合の表示映像生成部４０Ａの構成例を示してある。図１７において、
図３と対応する箇所には同一の符号を付してあり、説明は省略する。図１７に示した表示
映像生成部４０Ａは、重要情報画像生成部４４の代わりに、ＰｉｎＰ領域表示画像検出部
４６を設けたものである。
【００７０】
　ＰｉｎＰ領域表示画像検出部４６は、図１８に示したように、画像表示領域Ａｒ１上に
ＰｉｎＰ領域Ａｒ３が重畳されている場合に、ＰｉｎＰ領域Ａｒ３内に表示されている画
像（ＰｉｎＰ領域表示画像）Ｉｍ３を抽出する処理を行う。ＰｉｎＰ領域表示画像検出部
４６は、重要情報画像生成部４４と同様に、抽出した画像を縮小して小画像を生成し、そ
の画像を重要情報画像Ｉｍ２として画像合成部４５に出力する。
【００７１】
　図１９に、ＰｉｎＰ領域表示画像検出部４６から出力された画像が、重要情報画像Ｉｍ
２として、字幕表示領域Ａｒ２に重畳された状態を示してある。表示部５０が大画面であ
り、かつ、ＰｉｎＰ領域Ａｒ３の位置と字幕表示領域Ａｒ２の位置とが図１８や図１９に
示したもののように離れている場合には、視聴者Ｕが両方の情報を一度に取得することは
難しくなる。このような場合に、図１９に示したように、ＰｉｎＰ領域表示画像Ｉｍ３を
重要情報画像Ｉｍ２として、字幕表示領域Ａｒ２に重畳して表示すれば、視聴者Ｕは視線
を大きく移動させなくても、ＰｉｎＰ領域表示画像Ｉｍ３と字幕とを視野に収めることが
できる。
【００７２】
　また、表示部５０の画像表示領域Ａｒ１に、テレビジョン番組のプログラムを表示して
いる場合などには、重要情報画像Ｉｍ２として、その時点で他の放送局で放映されている
別のプログラム等を表示させるようにしてもよい。
【００７３】
　また、上述した実施の形態では、映像信号に関する情報を重要情報とした場合を例に挙
げたが、インターホン等の外部機器８０から入力される情報を、重要情報とするようにし
てもよい。図２０に、この場合の情報提示装置１００Ａの構成例を示してある。図２０に
おいて、図２と対応する箇所には同一の符号を付してあり、説明は省略する。
【００７４】
　図２０に示した情報提示装置１００Ａは、インターホンとしての外部機器８０が接続さ
れている。そして、表示映像生成部４０Ｂの内に、外部機器８０から入力される信号を画
像に変換する処理を行う、信号映像変換部４７を設けてある。重要情報画像生成部４４は
、信号映像変換部４７から入力される画像を縮小して重要情報画像Ｉｍ２を生成し、生成
した重要情報画像Ｉｍ２を、画像合成部４５（図２０においては図示略）に出力する。
【００７５】
　図２０に示した重要情報画像生成部４４は、例えば図２１に示したような画像を、重要
情報画像Ｉｍ２として画像合成部４５に出力する。図２１には、重要情報画像Ｉｍ２とし
て、「インターホン呼び出しあり」の文字が表示された状態が示されている。このように
、インターホンを通して入力された信号を文字情報に変換する以外にも、インターホンを
通じて入力される来訪者の映像を、重要情報画像Ｉｍ２として表示するようにしてもよい
。
【００７６】
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　また、外部機器８０として監視カメラを接続させ、監視カメラから入力される映像を重
要情報画像Ｉｍ２として提示させるようにしてもよい。
【００７７】
　さらに、上述した実施の形態では、表示部５０を一台のみ用いた構成を例に挙げたが、
表示部５０を複数台用いる構成に適用してもよい。図２２に、表示部５０を２台用いた場
合の情報提示装置１００Ｂの構成例を示してある。図２２において、図２や図２０と対応
する箇所には同一の符号を付してあり、説明は省略する。
【００７８】
　図２２に示した情報提示装置１００Ｂは、表示部５０－１及び表示部５０－２の２台の
表示部を有するとともに、表示部５０－１に表示画像を出力する表示映像生成部４０－１
と、表示部５０－２に表示画像を出力する表示映像生成部４０－２とを備える。図２２に
おける表示映像生成部４０－１，４０－２は、図３に示した表示映像生成部４０と同一の
構成としてあり、図４に示した処理と同様の処理を行う。情報提示装置１００Ｂでは、表
示部５０－１、５０－２の画像表示領域Ａｒ１に表示された通常画像Ｉｍ１を、重要情報
とする。
【００７９】
　図２３に、このように構成した情報提示装置１００Ｂによる、表示の例を示してある。
図２３において、表示部５０－１と表示部５０－２とを隣接して配置してあり、表示部５
０－１の画像表示領域Ａｒ１には、サングラスをかけた男性の画像が表示されており、表
示部５０－２の画像表示領域Ａｒ１には、髪を結んだ少女の画像が示されている。それぞ
れの画面の下方には、各映像に対応する字幕画像Ｃが表示されており、現在発話中の内容
と対応する位置（もしくは視線位置検出部７０により検出された注視位置Ｐ）に、重要情
報画像Ｉｍ２が配置されている。
【００８０】
　重要情報画像Ｉｍ２は、表示部５０－１においては、通常画像Ｉｍ１－１として示され
た男性の画像を縮小したものであり、表示部５０－２においては、通常画像Ｉｍ１－２と
して示された少女の画像を縮小したものである。
【００８１】
　図２３に示したように、複数の画面に異なる映像（コンテンツ）を表示させる場合には
、表示画面が１つである場合と比べて、視聴者Ｕは各映像により表現される内容を把握す
ることが難しくなる。従って、字幕を読むことにより集中してしまう場合が多い。このよ
うな状況では、視聴者Ｕは、字幕として表現される情報と、映像等のその他の手段で提示
される情報とを、同時に取得することがより難しくなってしまう。このような視聴形態に
おいて、図２３に示したように通常画像Ｉｍ１－１，Ｉｍ１－２を縮小してそれぞれを重
要情報画像Ｉｍ２とし、字幕表示用域Ａｒ２に配置することで、視聴者Ｕは字幕と画面上
に表示された画像とを、同時に視聴することができる。つまり、字幕として提示される情
報と、映像として提示される情報とを、同時に取得することができるようになる。
【００８２】
　また、図２４に示したように、隣に配置された表示部５０－１または５０－２で表示中
の画像を、重要情報画像Ｉｍ２として提示するようにしてもよい。図２４においては、男
性の画像を表示中の表示部５０－１には、隣の表示部５０－２に表示中の女性の画像を重
要情報画像Ｉｍ２として重畳してあり、女性の画像を表示中の表示部５０－２には、隣の
表示部５０－１に表示中の男性の画像を重要情報画像Ｉｍ２として重畳してある。
【００８３】
　この場合、図２２に示した情報提示装置１００Ｂの表示映像生成部４０－１では、重要
情報画像生成部４４（図２２においては図示略）が、表示部５０－２上で表示される映像
を縮小して重要情報画像Ｉｍ２を生成する。そして、画像合成部４５（図示略）が、表示
部５０－１に出力する通常画像Ｉｍ１－１に、表示部５０－２への出力映像を基に生成さ
れた重要情報画像Ｉｍ２を重畳して表示画像を生成し、その表示画像を表示部５０－１上
に出力する。
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【００８４】
　また、表示部５０－２に出力する表示映像を生成する表示映像生成部４０－２では、重
要情報画像生成部４４が、表示部５０－１上で表示される映像を縮小して重要情報画像Ｉ
ｍ２を生成する。そして、画像合成部４５が、表示部５０－２に出力する通常画像Ｉｍ１
－２に、表示部５０－１への出力映像を基に生成された重要情報画像Ｉｍ２を重畳して表
示画像を生成し、その表示画像を表示部５０－２に出力する。
【００８５】
　このような処理を行うことで、隣の画面で表示中の画像の縮小画像が、字幕表示領域Ａ
ｒ２上に表示されるため、視聴者Ｕは、字幕を読みながら、隣の画面で表示されている画
像も、同時に見ることができる。これにより、視聴者Ｕが視聴していない反対側の画面で
、視聴者Ｕにとって興味深い内容の情報が提示された場合にも、それを即座に取得するこ
とができるようになる。つまり、視聴者Ｕにとって重要と思われる情報を、視聴者Ｕは漏
らさず取得することができるようになる。
【００８６】
　なお、本例では表示部５０を２台設けた例を挙げたが、３台等他の台数を用いるように
してもよく、１つの表示画面の中に設けた複数の表示領域内で、上述したような表示を行
うようにしてもよい。
【００８７】
　また、２台以上の表示部５０を用いて提示を行う場合には、複数の表示部５０から同時
に音声を出力させてもよいが、いずれか一方の画面で表示中の画像に関する音声のみ、出
力させるようにしてもよい。例えば、視線位置検出部７０による検出結果を基に、視聴者
Ｕが視聴している方の画面を特定し、その画面上で提示されている画像に関する音声のみ
を出力するようにする。もしくは、どちらの表示部５０において音声を出力させるかを、
視聴者Ｕに選択させるようにしてもよい。もしくは、音声は出力させず、映像と字幕のみ
を提示するようにしてもよい。
【００８８】
　また、上述した実施の形態では、映像信号中にメタデータとして含まれる字幕情報に基
づいて字幕画像Ｃを生成する例を挙げたが、映像信号中に重畳されたテロップをそのまま
流用する形態に適用してもよい。この場合は、テロップ中の、映像での現在の発話内容と
対応する位置（現在位置）を検出する仕組みを新たに設ける必要がある。
【００８９】
　図２５に、字幕情報としてテロップを用いる場合の表示映像生成部４０Ｃの構成例を示
してある。図２５において、図３や図１７に対応する箇所には同一の符号を付してあり、
説明は省略する。図２５に示した表示映像生成部４０Ｃは、通常画像生成部４２から出力
される通常画像Ｉｍ１からテロップ部分を抽出し、字幕における現在位置情報を算出する
テロップ解析部４８を備えたものである。
【００９０】
　図２６に、テロップ解析部４８による処理の例を示してある。テロップ解析部４８は、
まず、通常画像生成部４２から出力された通常画像Ｉｍ１内に、テロップが含まれている
か否かの判断を行い（ステップ８１）、テロップが含まれていた場合には、テロップの画
面上での座標（テロップ位置）を取得する（ステップＳ８２）。
【００９１】
　次に、テロップ長を取得し（ステップＳ８３）、取得したテロップ位置、テロップ長と
、テロップが画面上に出現する時刻の情報から、字幕における現在位置を算出する（ステ
ップＳ８４）。そして、算出した現在位置の上方の位置を、重要情報画像Ｉｍ２の提示位
置として画像合成生成部４５に出力する（ステップＳ８５）。ステップＳ８１で、テロッ
プの存在を確認できなかった場合には、テロップ解析部４８による処理は終了となる。
【００９２】
　字幕として、映像信号中に含まれるテロップを流用する場合には、テロップの背面に、
重要情報画像Ｉｍ２上に字幕の文字を重ねる等の処理を行うことはできない。このため、
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重要情報画像Ｉｍ２によって、テロップとして表示される字幕が隠れてしまわないように
、重要情報画像Ｉｍ２の配置位置を、テロップの上方の位置とする処理を行っている。な
お、重要情報画像Ｉｍ２の配置位置は、テロップの上方に限定されるものではなく、テロ
ップの下方等の周辺位置に配置するようにしてもよい。
【００９３】
　図２７に、図２５に示した表示映像生成部４０Ｃ内の、画像合成部４５による処理の例
を示してある。画像合成部４５は、まず、出力用画像メモリ４５ａ（図３参照）を初期化
すると（ステップＳ９１）、通常画像生成部４２（図３参照）から出力された通常画像Ｉ
ｍ１を、出力用画像メモリ４５ａに配置する（ステップＳ９２）。
【００９４】
続いて、視線位置検出部７０（図２参照）から注視位置Ｐが入力されたか否かの判断を行
い（ステップＳ９３）、視線位置検出部７０からの入力を検知した場合には、入力された
注視位置Ｐに、重要情報画像Ｉｍ２を配置する（ステップＳ９４）。視線位置検出部７０
からの入力を確認できなかった場合には、次に、テロップ解析部４８から重要情報画像Ｉ
ｍ２の配置位置が送信されたか否かの判断を行う（ステップＳ８９）。
【００９５】
　テロップ解析部４８から、重要情報画像Ｉｍ２の配置位置が送信された場合は、画像合
成部４５は、重要情報画像Ｉｍ２を、配置位置として示された座標上に配置する（ステッ
プＳ９６）。テロップ解析部４８から、配置位置が送信されていない場合には、予め設定
しておいた所定の座標上に、重要情報画像Ｉｍ２を配置する（ステップＳ９７）。
【００９６】
　そして、このようにして生成した表示画像を表示部５０に出力する（ステップＳ９８）
。ここで、画像合成部４５への映像信号の入力が終了したか否かの判断が行われ（ステッ
プＳ９９）、映像信号の入力が続けられている場合には、ステップＳ９１に戻って処理が
続けられる。映像信号の入力が終了した場合には、処理は終了となる。
【００９７】
　図２８に、上述した処理を行った場合の表示例を示してある。図２８に示した表示部５
０には、通常画像Ｉｍ１を表示中の画像表示領域Ａｒ１の下方に、テロップＴｐを表示し
た字幕表示領域Ａｒ２があり、その領域の上方に、通常画像Ｉｍ１の縮小画像が、重要情
報画像Ｉｍ２として配置されている。
【００９８】
　字幕としてテロップＴｐを流用する場合には、このように、重要情報画像Ｉｍ２をテロ
ップＴｐが表示される字幕表示領域Ａｒ２にかからない位置に配置することで、字幕とし
てのテロップと重要情報画像Ｉｍ２の両方を、視聴者Ｕの視界に入る位置に配置すること
ができる。
【００９９】
　なお、上述した実施の形態では、重要情報画像Ｉｍ２の配置位置を決めるパラメータと
して、字幕画像生成部４３から出力される現在位置情報と、視線位置検出部７０から出力
される注視位置Ｐとを用いる構成としたが、いずれか一方のみを用いるようにしてもよい
。つまり、視線位置検出部７０を用いない構成や、視線位置検出部７０を用いる場合には
字幕画像生成部４３での現在位置算出処理を行わない構成等としてもよい。
【０１００】
　また、上述した実施の形態では、情報提示装置１００が表示部５０を備える構成を例に
挙げたが、表示部５０を備えない構成に適用してもよい。つまり、生成した表示画像を、
外部の表示装置に出力する構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の一実施の形態によるシステムの構成例を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施の形態によるシステムの内部構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施の形態による表示映像生成部の内部構成例を示すブロック図であ
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る。
【図４】本発明の一実施の形態による表示映像生成部による処理の例を示すフローチャー
トである。
【図５】本発明の一実施の形態による字幕情報テーブルの構成例を示す説明図である。
【図６】本発明の一実施の形態による出力用画像メモリの構成例を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施の形態による字幕画像生成部による処理の例を示すフローチャー
トである。
【図８】本発明の一実施の形態による重要情報画像生成部による処理の例を示すフローチ
ャートである。
【図９】本発明の一実施の形態による、現在画像を重要情報とした場合の、重要情報画像
生成部による処理の例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の一実施の形態による、次の発言までの秒数を重要情報とした場合の、
重要情報画像生成部の定義済み処理の例を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施の形態による重要情報画像の例を示す説明図である。
【図１２】本発明の一実施の形態による、次のトピック登場までの秒数を重要情報とした
場合の、重要情報画像生成部による処理の例を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の一実施の形態によるトピック名とトピック名を示す画像との対応テー
ブルの構成例を示す説明図である。
【図１４】本発明の一実施の形態による重要情報画像の例を示す説明図である。
【図１５】本発明の一実施の形態による重要情報画像の例を示す説明図である。
【図１６】本発明の一実施の形態による画像合成部による処理の例を示すフローチャート
である。
【図１７】本発明の他の実施例による、ＰｉｎＰ領域表示画像を重要情報とした場合の表
示映像生成部の内部構成例を示すブロック図である。
【図１８】本発明の他の実施例によるＰｉｎＰ領域を有する映像の表示例を示す説明図で
ある。
【図１９】本発明の他の実施例によるＰｉｎＰ領域表示画像を重要情報とした場合の表示
例を示す説明図である。
【図２０】本発明の他の実施例による情報提示装置の内部構成例を示すブロック図である
。
【図２１】本発明の他の実施例による重要情報画像の構成例を示す説明図である。
【図２２】本発明の他の実施例による複数の表示部を有する場合の情報提示装置の内部構
成例を示すブロック図である。
【図２３】本発明の他の実施例による複数の表示部による提示の例を示す説明図である。
【図２４】本発明の他の実施例による複数の表示部による提示の他の例を示す説明図であ
る。
【図２５】本発明の他の実施例による表示映像生成部の内部構成例を示すブロック図であ
る。
【図２６】本発明の他の実施例によるテロップ解析部による処理の例を示すフローチャー
トである。
【図２７】本発明の他の実施例による画像合成部による処理の例を示すフローチャートで
ある。
【図２８】本発明の他の実施例による表示例を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　１０…映像・字幕入力部、２０…符号化・復号処理部、３０…蓄積部、４０…表示映像
生成部、４１…データメモリ、４２…通常画像生成部、４３…字幕画像生成部、４３ａ…
字幕情報テーブル、４３ｂ…出力用画像メモリ、４４…重要情報画像生成部、４４ａ…出
力用画像メモリ、４５…画像合成部、４５ａ…出力用画像メモリ、４６…ＰｉｎＰ領域表
示画像検出部、４７…信号映像変換部、４８…テロップ解析部、５０…表示部、６０…制
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御部、７０…視線位置検出部、８０…外部機器、Ａｒ１…画像表示領域、Ａｒ２…字幕表
示領域、Ｃ…字幕画像、Ｉｍ１…通常画像、Ｉｍ２…重要情報画像
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