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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において前記最
先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って前記最
先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示させる表示制御部と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御を行う制御部とを具備し、
　前記表示制御部は、前記表示部の表示面に略直交する方向を前記特定方向とし、前記表
示対象文字情報が三次元空間に配置されて前記特定方向に並べられるように前記表示対象
文字情報を立体視画像として表示させる
情報処理装置。
【請求項２】
　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において前記最
先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って前記最
先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示させる表示制御部と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御を行う制御部とを具備し、
　前記表示制御部は、前記表示部の表示面に略直交する方向を前記特定方向とし、前記最
先文字情報が最前面となるように前記表示対象文字情報を時間軸に沿って上書き合成する
ことにより前記表示対象文字情報を前記特定方向に並べて表示させる
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情報処理装置。
【請求項３】
　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において前記最
先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って前記最
先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示させる表示制御部と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御を行う制御部とを具備し、
　前記表示制御部は、前記最先文字情報から前記特定方向に向かうに従って低下するよう
に前記表示対象文字情報に係る表示領域の透明度を設定する
情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報に係る表示領域のうち、文字の背景領域の透
明度のみを設定する請求項３記載の情報処理装置。
【請求項５】
　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において前記最
先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って前記最
先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示させる表示制御部と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御を行う制御部と、
　前記最先文字情報となる文字情報について前記ユーザ操作に基づく変更を行う第１モー
ドと、前記最先文字情報となる文字情報について前記ユーザ操作に基づく変更を行わずに
前記動画の表示に応じた変更を行う第２モードとの切替操作を受け付ける操作受付部とを
具備し、
　前記制御部は、前記第１モードが設定されている場合における前記表示対象文字情報の
表示態様と、前記第２モードが設定されている場合における前記表示対象文字情報の表示
態様とを変更する
情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１モードが設定されている場合における前記最先文字情報の前記
特定方向における位置と、前記第２モードが設定されている場合における前記最先文字情
報の前記特定方向における位置とを変更することにより前記表示態様を変更する請求項５
記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記制御部は、時間軸において前記最先文字情報に隣接する２つの文字情報のうちの一
方を新たな最先文字情報とするための第１操作と、前記２つの文字情報のうちの他方を前
記新たな最先文字情報とするための第２操作との何れかを前記ユーザ操作として受け付け
た場合に、前記ユーザ操作に基づいて前記２つの文字情報のうちの１つを前記新たな最先
文字情報とする変更を行う請求項１乃至４の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第１操作は、前記２つの文字情報のうちの後の文字情報を前記新たな最先文字情報
とするための操作であり、前記第２操作は、前記２つの文字情報のうちの前の文字情報を
前記新たな最先文字情報とするための操作であり、
　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報のうちで前記最先文字情報が時間軸において
最新の文字情報となるように前記表示対象文字情報を表示させ、
　前記制御部は、前記第１操作が受け付けられた場合には前記第１操作の受付時における
最先文字情報に隣接させて前記新たな最先文字情報を表示させ、前記第２操作が受け付け
られた場合には前記第２操作の受付時における最先文字情報を消去して前記新たな最先文
字情報を表示させる
請求項７記載の情報処理装置。
【請求項９】
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　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報のうちで前記最先文字情報が時間軸において
最新の文字情報となるように前記表示対象文字情報を表示させる請求項１乃至４の何れか
に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報を前記動画に重ねて表示させる請求項１乃至
９の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において前記最
先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って前記最
先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示させる表示手順と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御手順とを具備し、
　前記表示手順は、前記表示部の表示面に略直交する方向を前記特定方向とし、前記表示
対象文字情報が三次元空間に配置されて前記特定方向に並べられるように前記表示対象文
字情報を立体視画像として表示させる
情報処理方法。
【請求項１２】
　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において前記最
先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って前記最
先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示させる表示手順と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御手順とを具備し、
　前記表示手順は、前記表示部の表示面に略直交する方向を前記特定方向とし、前記最先
文字情報が最前面となるように前記表示対象文字情報を時間軸に沿って上書き合成するこ
とにより前記表示対象文字情報を前記特定方向に並べて表示させる
情報処理方法。
【請求項１３】
　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において前記最
先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って前記最
先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示させる表示手順と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御手順とをコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記表示手順は、前記表示部の表示面に略直交する方向を前記特定方向とし、前記表示
対象文字情報が三次元空間に配置されて前記特定方向に並べられるように前記表示対象文
字情報を立体視画像として表示させる
プログラム。
【請求項１４】
　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において前記最
先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って前記最
先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示させる表示手順と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御手順とをコンピュータに実行させるプログラムであって、
　前記表示手順は、前記表示部の表示面に略直交する方向を前記特定方向とし、前記最先
文字情報が最前面となるように前記表示対象文字情報を時間軸に沿って上書き合成するこ
とにより前記表示対象文字情報を前記特定方向に並べて表示させる
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置に関する。詳しくは、画像を表示させる情報処理装置および情



(4) JP 5716492 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各放送局からの放送波を受信し、この放送波に基づいて画像を表示するテレビジ
ョン受像機等の情報処理装置が広く普及している。また、表示対象となる画像とともに、
この画像に関する文字情報（例えば、字幕やテロップ）を表示する情報処理装置が提案さ
れている。
【０００３】
　例えば、振り仮名付きの字幕または振り仮名なしの字幕を画像に重ねて表示させるコン
テンツ処理装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１９９７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の従来技術によれば、画像とともに表示される文字情報を見ることにより、ユーザ
は、画像に関する文字情報を視覚的に容易に取得することができる。
【０００６】
　ここで、例えば、放送局からの放送波に基づいて画像が表示される場合に、文字情報が
表示される時間は、その放送波を出力している放送局側で決定された時間となる。このた
め、例えば、ユーザが表示画面から目を離して文字情報を読み逃した場合に、その読み逃
がした文字情報の次の文字情報が表示されると、その読み逃がした文字情報を見ることが
できなくなる。
【０００７】
　本技術はこのような状況に鑑みて生み出されたものであり、ユーザが所望する文字情報
を容易に見ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本技術は、上述の問題点を解消するためになされたものであり、その第１の側面は、動
画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において上記最先文
字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情報として時間軸に沿って上記最先文
字情報から特定方向に並べて上記動画とともに表示部に表示させる表示制御部と、上記複
数の文字情報のうちから上記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づいて変更す
る制御を行う制御部とを具備し、上記表示制御部は、上記表示部の表示面に略直交する方
向を上記特定方向とし、上記表示対象文字情報が三次元空間に配置されて上記特定方向に
並べられるように上記表示対象文字情報を立体視画像として表示させる情報処理装置およ
び情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これに
より、表示対象文字情報を時間軸に沿って、最先文字情報から特定方向に並べて動画とと
もに表示させ、複数の文字情報のうちから最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基
づいて変更し、表示対象文字情報が三次元空間に配置されて特定方向に並べられるように
表示対象文字情報を立体視画像として表示させるという作用をもたらす。
【００１１】
　また、本技術の第２の側面は、動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情
報とし、時間軸において上記最先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情
報として時間軸に沿って上記最先文字情報から特定方向に並べて上記動画とともに表示部
に表示させる表示制御部と、上記複数の文字情報のうちから上記最先文字情報となる文字
情報をユーザ操作に基づいて変更する制御を行う制御部とを具備し、上記表示制御部は、
上記表示部の表示面に略直交する方向を上記特定方向とし、上記最先文字情報が最前面と
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なるように上記表示対象文字情報を時間軸に沿って上書き合成することにより上記表示対
象文字情報を上記特定方向に並べて表示させる情報処理装置および情報処理方法ならびに
当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、最先文字情報が最
前面となるように、表示対象文字情報を時間軸に沿って上書き合成することにより、表示
対象文字情報を特定方向に並べて表示させるという作用をもたらす。
【００１２】
　また、本技術の第３の側面は、動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情
報とし、時間軸において上記最先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情
報として時間軸に沿って上記最先文字情報から特定方向に並べて上記動画とともに表示部
に表示させる表示制御部と、上記複数の文字情報のうちから上記最先文字情報となる文字
情報をユーザ操作に基づいて変更する制御を行う制御部とを具備し、上記表示制御部は、
上記最先文字情報から上記特定方向に向かうに従って低下するように上記表示対象文字情
報に係る表示領域の透明度を設定する情報処理装置および情報処理方法ならびに当該方法
をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、最先文字情報から特定方向
に向かうに従って低下するように、表示対象文字情報に係る表示領域の透明度を設定する
という作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第３の側面において、上記表示制御部は、上記表示対象文字情報に係る表示
領域のうち、文字の背景領域の透明度のみを設定するようにしてもよい。これにより、表
示対象文字情報に係る表示領域のうち、文字の背景領域の透明度のみを設定するという作
用をもたらす。
【００１４】
　また、本技術の第４の側面は、動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情
報とし、時間軸において上記最先文字情報とこれに連続する文字情報とを表示対象文字情
報として時間軸に沿って上記最先文字情報から特定方向に並べて上記動画とともに表示部
に表示させる表示制御部と、上記複数の文字情報のうちから上記最先文字情報となる文字
情報をユーザ操作に基づいて変更する制御を行う制御部と、上記最先文字情報となる文字
情報について上記ユーザ操作に基づく変更を行う第１モードと、上記最先文字情報となる
文字情報について上記ユーザ操作に基づく変更を行わずに上記動画の表示に応じた変更を
行う第２モードとの切替操作を受け付ける操作受付部とを具備し、上記制御部は、上記第
１モードが設定されている場合における上記表示対象文字情報の表示態様と、上記第２モ
ードが設定されている場合における上記表示対象文字情報の表示態様とを変更する情報処
理装置および情報処理方法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムであ
る。これにより、第１モードが設定されている場合における表示対象文字情報の表示態様
と、第２モードが設定されている場合における表示対象文字情報の表示態様とを変更する
という作用をもたらす。
　また、この第４の側面において、上記制御部は、上記第１モードが設定されている場合
における上記最先文字情報の上記特定方向における位置と、上記第２モードが設定されて
いる場合における上記最先文字情報の上記特定方向における位置とを変更することにより
上記表示態様を変更するようにしてもよい。これにより、第１モードが設定されている場
合における最先文字情報の特定方向における位置と、第２モードが設定されている場合に
おける最先文字情報の特定方向における位置とを変更することにより、表示態様を変更す
るという作用をもたらす。
　また、この第１乃至第３の側面において、上記制御部は、時間軸において上記最先文字
情報に隣接する２つの文字情報のうちの一方を新たな最先文字情報とするための第１操作
と、上記２つの文字情報のうちの他方を上記新たな最先文字情報とするための第２操作と
の何れかを上記ユーザ操作として受け付けた場合に、上記ユーザ操作に基づいて上記２つ
の文字情報のうちの１つを上記新たな最先文字情報とする変更を行うようにしてもよい。
これにより、第１操作および第２操作の何れかを受け付けた場合に、そのユーザ操作に基
づいて最先文字情報の変更を行うという作用をもたらす。
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【００１５】
　また、この第１乃至第３の側面において、上記第１操作は、上記２つの文字情報のうち
の後の文字情報を上記新たな最先文字情報とするための操作であり、上記第２操作は、上
記２つの文字情報のうちの前の文字情報を上記新たな最先文字情報とするための操作であ
り、上記表示制御部は、上記表示対象文字情報のうちで上記最先文字情報が時間軸におい
て最新の文字情報となるように上記表示対象文字情報を表示させ、上記制御部は、上記第
１操作が受け付けられた場合には上記第１操作の受付時における最先文字情報に隣接させ
て上記新たな最先文字情報を表示させ、上記第２操作が受け付けられた場合には上記第２
操作の受付時における最先文字情報を消去して上記新たな最先文字情報を表示させるよう
にしてもよい。これにより、表示対象文字情報のうちで最先文字情報が時間軸において最
新の文字情報となるように表示対象文字情報を表示させ、第１操作が受け付けられた場合
には、第１操作の受付時における最先文字情報に隣接させて新たな最先文字情報を表示さ
せ、第２操作が受け付けられた場合には、第２操作の受付時における最先文字情報を消去
して新たな最先文字情報を表示させるという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１乃至第３の側面において、上記表示制御部は、上記表示対象文字情報の
うちで上記最先文字情報が時間軸において最新の文字情報となるように上記表示対象文字
情報を表示させるようにしてもよい。これにより、表示対象文字情報のうちで最先文字情
報が時間軸において最新の文字情報となるように表示対象文字情報を表示させるという作
用をもたらす。
【００１９】
　また、この第１乃至第４の側面において、上記表示制御部は、上記表示対象文字情報を
上記動画に重ねて表示させるようにしてもよい。これにより、表示対象文字情報を動画に
重ねて表示させるという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２０】
　本技術によれば、ユーザが所望する文字情報を容易に見ることができるという優れた効
果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００の機能構成例を示すブロ
ック図である。
【図２】本技術の第１の実施の形態におけるリモコン２００の外観構成例を示す図である
。
【図３】本技術の第１の実施の形態における文字情報保持部１３０の保持内容を模式的に
示す図である。
【図４】本技術の第１の実施の形態における文字情報保持部１３０の保持対象となる文字
情報を時系列で簡略化して示す図である。
【図５】本技術の第１の実施の形態における表示部１６０に表示されるメニュー画面例を
示す図である。
【図６】本技術の第１の実施の形態における表示部１６０とこれに表示される文字情報の
仮想的な表示位置との関係を示す図である。
【図７】本技術の第１の実施の形態における表示部１６０に表示される文字情報の表示例
を示す図である。
【図８】本技術の第１の実施の形態における表示部１６０に表示される文字情報の遷移例
を示す図である。
【図９】本技術の第１の実施の形態における表示部１６０に表示される文字情報の遷移例
を示す図である。
【図１０】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示処
理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
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【図１１】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示処
理の処理手順のうちの描画処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１２】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示処
理の処理手順のうちの操作処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１３】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示処
理の処理手順のうちの上方向イベント処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１４】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示処
理の処理手順のうちの下方向イベント処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図１５】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００において文字情報表示
モードが設定されている場合における文字情報の表示態様の変更例を示す図である。
【図１６】本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００において文字情報表示
モードが設定されている場合における文字情報の表示態様の変更例を示す図である。
【図１７】本技術の第２の実施の形態における表示部１６０に文字情報を立体的に表示さ
せるための立体視画像を示す図である。
【図１８】本技術の第２の実施の形態における表示部１６０とこれに表示される文字情報
の仮想的な表示位置との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態と称する）について説明する。
説明は以下の順序により行う。
　１．第１の実施の形態（表示制御：時系列で連続する文字情報を奥行方向に並べて表示
させ、ユーザ操作に基づいて最前面の文字情報を変更する例）
　２．第２の実施の形態（表示制御：時系列で連続する文字情報を立体視画像として表示
させる例）
【００２３】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［情報処理装置の構成例］
　図１は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００の機能構成例を示すブ
ロック図である。
【００２４】
　情報処理装置１００は、放送受信部１１１と、映像復号部１１２と、音声復号部１１３
と、文字情報取得部１２０と、文字情報保持部１３０とを備える。また、情報処理装置１
００は、制御部１４０と、表示制御部１５０と、表示部１６０と、音声処理部１７０と、
音声出力部１８０と、操作受付部１９０とを備える。情報処理装置１００は、例えば、各
放送局からの放送波を受信して画像（立体視画像または平面画像）を表示するテレビジョ
ン受像機により実現される。
【００２５】
　放送受信部１１１は、アンテナ（図示せず）を介して、各放送局からの放送波を受信し
、映像信号（ビデオ信号）および音声信号（オーディオ信号）を復調するものである。放
送受信部１１１は、例えば、地上デジタルテレビジョン放送、ＣＳ（Communications Sat
ellite）デジタル放送、ＢＳ（Broadcasting Satellite）デジタル放送等の放送波を受信
する。そして、放送受信部１１１は、復調された映像信号を映像復号部１１２に出力し、
復調された音声信号を音声復号部１１３に出力する。
【００２６】
　映像復号部１１２は、放送受信部１１１から出力された映像信号（伝送のために圧縮符
号化された映像信号）を復号処理して映像データを復元するものであり、復元された映像
データを文字情報取得部１２０および表示制御部１５０に出力する。
【００２７】
　音声復号部１１３は、放送受信部１１１から出力された音声信号（伝送のために圧縮符
号化された音声信号）を復号処理して音声データを復元するものであり、復元された音声
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データを音声処理部１７０に出力する。
【００２８】
　文字情報取得部１２０は、映像復号部１１２から出力された映像データに関する文字情
報を取得するものであり、取得された文字情報を文字情報保持部１３０に保持させる。例
えば、映像音声コンテンツが、ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）規格に基づい
たデータフォーマットである場合を想定する。この場合には、文字情報取得部１２０は、
字幕ＰＥＳ（Packetized Elementary Stream）を抽出することにより字幕情報を取得する
ことができる（図５に示す字幕モード（４１３））。また、例えば、表示対象画像に含ま
れる文字を切り出し（いわゆる、文字テロップの切出し）、その文字を文字情報として取
得するようにしてもよい（図５に示す切り出しモード（４１２））。例えば、文字情報取
得部１２０は、文字認識技術（例えば、テンプレートマッチング処理）を用いて所定数以
上連続する文字列を表示対象画像から抽出し、この抽出された文字列を切り出して文字情
報として取得する。
【００２９】
　文字情報保持部１３０は、文字情報取得部１２０により取得された文字情報を保持する
ものであり、保持されている文字情報を表示制御部１５０に供給する。文字情報保持部１
３０における文字情報の保持内容については、図３を参照して詳細に説明する。
【００３０】
　制御部１４０は、メモリ（図示せず）に格納されている制御プログラムに基づいて各種
の制御を行うものである。制御部１４０は、例えば、マイクロプロセッサにより構成され
る。また、例えば、制御部１４０は、複数の文字情報のうちから最先文字情報（例えば、
最前面の文字情報）となる文字情報をユーザ操作に基づいて変更する制御を行う。
【００３１】
　表示制御部１５０は、制御部１４０の制御に基づいて、放送受信部１１１により受信さ
れた放送波に対応する映像（画像）を出力するための出力処理を行うものである。また、
表示制御部１５０は、制御部１４０の制御に基づいて、文字情報保持部１３０に保持され
ている文字情報を取得し、この取得された文字情報をその動画とともに表示部１６０に表
示させる。
【００３２】
　例えば、表示制御部１５０は、放送受信部１１１により受信された放送波に対応する動
画に関する複数の文字情報を時間軸に沿って特定方向に並べて、その動画とともに表示部
１６０に表示させる（例えば、図７に示す表示例）。この場合に、その動画に関する複数
の文字情報のうちの１つを最先文字情報（例えば、最前面の文字情報）とし、時間軸にお
いて最先文字情報とこれに連続する１または複数の文字情報とを表示対象文字情報とする
。そして、表示制御部１５０は、表示対象文字情報を時間軸に沿って最先文字情報から特
定方向に並べてその動画に重ねて表示させる。ここで、特定方向は、例えば、表示部１６
０の表示面に略直交する方向（奥行方向）とすることができる。
【００３３】
　また、例えば、表示制御部１５０は、最先文字情報が最前面となるように、表示対象文
字情報を時間軸に沿って上書き合成することにより、表示対象文字情報を特定方向に並べ
て表示させる。また、例えば、表示制御部１５０は、最先文字情報から特定方向に向かう
に従って低下するように、表示対象文字情報に係る表示領域の透明度（例えば、α値）を
設定する。この場合に、表示対象文字情報に係る表示領域のうち、文字の背景領域の透明
度のみを設定することが好ましい。
【００３４】
　表示部１６０は、表示制御部１５０の制御に基づいて、各種画像を表示する表示部であ
る。表示部１６０は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の表示素子により実
現することができる。
【００３５】
　音声処理部１７０は、制御部１４０の制御に基づいて、放送受信部１１１により受信さ
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れた放送波に対応する音声を出力するための出力処理を行うものである。
【００３６】
　音声出力部１８０は、音声処理部１７０の制御に基づいて、各種の音声情報を出力する
ものである。音声出力部１８０は、例えば、スピーカにより実現することができる。
【００３７】
　操作受付部１９０は、ユーザによる操作入力を受け付ける操作受付部であり、受け付け
られた操作入力に応じた操作信号を制御部１４０に供給する。また、操作受付部１９０は
、リモコン（リモートコントローラ）２００からの操作信号を受け付けると、受け付けら
れた操作信号を制御部１４０に供給する。
【００３８】
　リモコン２００は、情報処理装置１００を離れた場所から遠隔操作するためのリモート
コントローラであり、ユーザによる操作入力に応じた操作信号（出力信号）を操作受付部
１９０に出力する。例えば、リモコン２００の出力信号として赤外線信号を用いることが
できる。また、リモコン２００の外観構成については、図２を参照して詳細に説明する。
【００３９】
　［リモコンの構成例］
　図２は、本技術の第１の実施の形態におけるリモコン２００の外観構成例を示す図であ
る。
【００４０】
　リモコン２００には、電源ボタン２０１と、チャネル指定ボタン群２０２と、矢印決定
ボタン群２０３と、映像２Ｄ／３Ｄ切替ボタン２０７と、文字情報２Ｄ／３Ｄ切替ボタン
２０８と、モード切替ボタン２０９とが設けられている。
【００４１】
　電源ボタン２０１は、情報処理装置１００の電源をオン／オフする際に用いられるボタ
ンである。
【００４２】
　チャネル指定ボタン群２０２は、情報処理装置１００を用いて放送波に基づく放送番組
を見る場合において放送チャネルを指定する際に用いられるボタン群である。
【００４３】
　矢印決定ボタン群２０３は、表示部１６０にメニュー画面等が表示されている際に用い
られる上下左右の矢印ボタン（上ボタン２０４、下ボタン２０５を含む）および決定ボタ
ン２０６により構成される。上下左右の矢印ボタンは、表示部１６０に表示されている表
示画面における上下左右方向の選択操作を行う際に用いられるボタンであり、例えば、メ
ニュー画面における選択操作を行う際にその選択状態を上下左右に移動させる場合に用い
られる。決定ボタン２０６は、表示部１６０に表示されている表示画面における各種決定
操作を行う際に用いられるボタンであり、例えば、メニュー画面における選択状態を決定
する場合に用いられる。
【００４４】
　映像２Ｄ／３Ｄ切替ボタン２０７は、放送波に基づく放送番組を見る場合において、そ
の放送番組を平面画像（２Ｄ画像）および立体視画像（３Ｄ画像）の何れかに切り替える
際に用いられるボタンである。
【００４５】
　文字情報２Ｄ／３Ｄ切替ボタン２０８は、放送波に基づく放送番組を見る場合において
、その放送番組に関連付けられている文字情報を平面画像（２Ｄ画像）および立体視画像
（３Ｄ画像）の何れかに切り替える際に用いられるボタンである。なお、文字情報を立体
視画像（３Ｄ画像）に切り替えた場合における表示方法については、本技術の第２の実施
の形態で示す。
【００４６】
　モード切替ボタン２０９は、文字情報を表示する文字情報表示モードが設定されている
場合において、ノーマルモードおよびＵＣ（ユーザコントロール）モードの何れかに切り
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替える際に用いられるボタンである。
【００４７】
　ここで、ノーマルモードは、予め設定されている表示タイミングに基づいて、最前面の
文字情報が順次更新される文字情報表示モードである。なお、最前面の文字情報が更新さ
れた場合には、過去の文字情報は奥行方向における奥側に移動される。この場合には、最
前面の文字情報の可読性を重視するため、過去の文字情報の一部を見ることができる程度
に表示する。このように、過去の文字情報を表示することにより、最前面の文字情報より
も以前の時刻に文字情報が表示されていたことをユーザが容易に確認することができる。
なお、ノーマルモードの表示例については、図６乃至図８を参照して詳細に説明する。
【００４８】
　なお、予め設定されている表示タイミングは、例えば、動画に重畳されている文字テロ
ップの表示タイミングである。この表示タイミングは、例えば、放送波に含まれる字幕Ｐ
ＥＳに挿入されている情報によりコントロールされる。また、例えば、字幕モード（図５
に示す字幕モード（４１３））の設定時において、最前面の文字情報は、放送局側が指定
した画面上の表示位置および表示タイミングにより更新される。また、例えば、切り出し
モード（図５に示す切り出しモード（４１２））の設定時において、最前面の文字情報は
、次の文字列を切り出してくるまで継続して表示される。
【００４９】
　また、ＵＣモードは、ユーザ操作に基づいて、最前面の文字情報が更新される文字情報
表示モードである。すなわち、ＵＣモードの設定時には、ノーマルモードとは異なり、放
送局から新しい文字情報が提供された場合でも、最前面の文字情報がリアルタイムで更新
されない。例えば、ユーザ操作に基づいてＵＣモードが設定された場合には、その設定操
作時における表示状態が維持される。そして、最前面の文字情報の更新操作（例えば、リ
モコン２００の上ボタン２０４または下ボタン２０５の押下操作）が行われる毎に、最前
面の文字情報が更新される。なお、ＵＣモードの表示例については、図９を参照して詳細
に説明する。
【００５０】
　［文字情報保持部の内容例］
　図３は、本技術の第１の実施の形態における文字情報保持部１３０の保持内容を模式的
に示す図である。図３（ａ）には、文字情報が文字情報保持部１３０に保持されている状
態を上下方向に時系列で並べて示す。図３（ｂ）には、文字情報保持部１３０に保持され
ている文字情報を斜め方向に時系列で並べて示す。
【００５１】
　文字情報保持部１３０には、文字情報取得部１２０により取得された文字情報のうち、
所定数の文字情報が保持される。なお、図３では、説明の容易のため、保持対象となる文
字情報の数（文字情報保持部の保持可能数３０５）を１０とする例を示す。また、図３で
は、時系列で並べた文字情報を表す矩形内に識別番号（＃００乃至＃０９）を付して説明
する。すなわち、時間軸において、文字情報＃００が最新の文字情報であり、文字情報＃
０９が最古の文字情報であるものとする。
【００５２】
　ここで、文字情報保持部１３０に保持されている文字情報のうち、表示対象となる文字
情報を表示対象文字情報３００として点線の矩形で囲んで示す。また、表示対象文字情報
３００のうち、最前面に配置される文字情報には最前面ポインタ３０１が付される。
【００５３】
　図４は、本技術の第１の実施の形態における文字情報保持部１３０の保持対象となる文
字情報を時系列で簡略化して示す図である。すなわち、図４には、文字情報保持部１３０
の保持対象となる１０個の文字情報４３１乃至４４０を時系列で並べて示す。また、図４
には、新たに取得される文字情報４４１（矢印３０２で示す）を時系列で並べて示す。な
お、図４に示す各文字情報４３１乃至４４１に対応する矩形内には、文字情報４３１乃至
４４１に対応する文字（説明の容易のため、簡略化した文字列）を付して示す。ここで、
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文字情報に対応する文字列は、例えば、字幕ＰＥＳを抽出することにより文字情報（字幕
情報）を取得する場合には、放送局側において決定されている。また、文字情報４３１乃
至４４０は、図３に示す文字情報＃００乃至＃０９に対応するものとする。
【００５４】
　［文字情報表示モードの選択例］
　図５は、本技術の第１の実施の形態における表示部１６０に表示されるメニュー画面例
を示す図である。図５では、放送波に基づく画像４００が表示部１６０に表示されている
場合に、画像４００上にメニュー画面４１０を重ねて表示させる場合を例にして説明する
。図５では、文字情報表示モードとして、表示対象画像に含まれる文字を切り出し、その
文字を文字情報として表示する切り出しモードと、表示対象画像に関連付けられている字
幕情報を文字情報として表示する字幕モードとの何れかを選択する例を示す。
【００５５】
　メニュー画面４１０は、例えば、リモコン２００における矢印決定ボタン群２０３の所
定ボタンの押下に応じて表示される。また、メニュー画面４１０には、「切」選択領域４
１１と、「切り出し」選択領域４１２と、「字幕」選択領域４１３とが設けられている。
これらの各領域については、例えば、リモコン２００における矢印決定ボタン群２０３の
上ボタン２０４または下ボタン２０５の押下操作により所望の領域を選択することができ
る。また、所望の領域が選択されている状態（例えば、白抜きの楕円形で囲まれている状
態）で、決定ボタン２０６を押下することにより決定操作（文字情報表示モード設定操作
）を行うことができる。
【００５６】
　「切」選択領域４１１は、文字情報表示モードの設定を解除する場合に選択される領域
である。
【００５７】
　「切り出し」選択領域４１２は、切り出しモードを設定する場合に選択される領域であ
る。
【００５８】
　「字幕」選択領域４１３は、字幕モードを設定する場合に選択される領域である。なお
、本技術の第１の実施の形態では、文字情報表示モードとして、主に字幕モードが設定さ
れている場合を例にして説明する。
【００５９】
　［文字情報の表示例］
　図６は、本技術の第１の実施の形態における表示部１６０とこれに表示される文字情報
の仮想的な表示位置との関係を示す図である。
【００６０】
　図６（ａ）には、文字情報４３１乃至４３６（文字情報群４３０）が表示部１６０に表
示された際に、視聴者（ユーザ）４２０が仮想的に立体的に見ることができる文字情報４
３１乃至４３６の位置を奥行方向に配置した場合における斜視図を模式的に示す。図６（
ｂ）には、図６（ａ）に示す状態で、文字情報４３１乃至４３６の位置を奥行方向に仮想
的に配置した場合における上面図を模式的に示す。なお、文字情報４３１乃至４３６は、
図４に示す文字情報４３１乃至４３６（図３に示す文字情報＃００乃至＃０５）に対応す
るものとする。
【００６１】
　ここで、矢印で示す奥行方向（視線方向）は、例えば、視聴者（ユーザ）４２０と表示
部１６０の表示面とを結ぶ線に平行な方向であり、表示部１６０の表示面に直交（または
、略直交）する方向である。なお、正面側から見た場合における表示例については、図７
に示す。
【００６２】
　図７は、本技術の第１の実施の形態における表示部１６０に表示される文字情報の表示
例を示す図である。
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【００６３】
　図７（ａ）には、表示部１６０に画像４５１が表示されている場合における文字情報４
３１乃至４３６（文字情報群４３０）の表示例を示す。画像４５１は、例えば、冬の北海
道の大地を撮影した画像である。また、画像４５１に関連する文字情報４３１として「北
海道に冬の訪れ」が最前面に表示される。すなわち、図７（ａ）では、文字情報保持部１
３０の保持状態が図４に示す状態である場合における表示例を示す。
【００６４】
　また、本技術の第１の実施の形態では、文字情報群４３０を構成する各文字情報のα値
（アルファ値）を変更して、時間軸において前に位置する文字情報（古い文字情報）が存
在することをユーザが把握し易くする。ただし、文字情報における全ての領域のα値を変
更した場合には、文字情報に含まれる文字が見難くなるおそれがある。そこで、本技術の
第１の実施の形態では、文字情報における文字領域以外の領域（すなわち、背景画像）の
α値のみを変更し、文字領域のα値については変更しないようにする。
【００６５】
　ここで、α値は、透明度を表す数値であり、ＲＧＢ（赤（Red）、緑（Green）、青（Bl
ue））の透明度を０～１の範囲内で変更するものである。例えば、α＝０が設定されてい
る場合には対象画像が不透明となり、数値が大きくなるに応じて対象画像の透明度が上が
る。そして、α＝１が設定された場合には対象画像が完全な透明となる。すなわち、画像
の透明度を変更する場合に、このα値を変更することにより所望の透明度に変更すること
ができる。
【００６６】
　具体的には、最前面の文字情報４３１における背景領域のα値を最も高く設定し、最後
面の文字情報４３６における背景領域のα値を最も低く設定する。例えば、表示制御部１
５０が、文字情報４３１における背景領域のα値をα＝ａ（０＜ａ＜１）とし、文字情報
４３２における背景領域のα値をα＝ｂ（０＜ｂ＜ａ）とし、文字情報４３３における背
景領域のα値をα＝ｃ（０＜ｃ＜ｂ）とする。また、表示制御部１５０が、文字情報４３
４における背景領域のα値をα＝ｄ（０＜ｄ＜ｃ）とし、文字情報４３５における背景領
域のα値をα＝ｅ（０＜ｅ＜ｄ）とし、文字情報４３６における背景領域のα値をα＝ｆ
（ｆ＝０）とする。
【００６７】
　また、表示制御部１５０は、文字情報４３１乃至４３６に対応する矩形のサイズを、時
間軸に従って変更する。具体的には、最前面の文字情報４３１に対応する矩形のサイズを
基準として、時間軸において前の文字情報４３２乃至４３６のサイズを、所定の割合で縮
小させる。
【００６８】
　そして、表示制御部１５０が、最後面の文字情報４３６から最前面の文字情報４３１に
向かって、背景領域のα値が変更された文字情報４３１乃至４３６を上書き合成する。こ
のように、各文字情報における背景領域のα値を変更して合成することにより、図７（ａ
）に示すように、最前面の文字情報４３１の背景領域において、時間軸において前の文字
情報４３２、４３３等の存在をユーザが容易に把握することができる。なお、この例では
、表示対象文字情報のうち、最後面の文字情報４３６以外の背景領域のα値を変更する例
を示した。ただし、時間軸において最前面の文字情報の後の文字情報として、多数の文字
情報をユーザに見えるようにしたとしても、後半部分は、ユーザに見難いことも想定され
る。そこで、最前面の文字情報と、これに連続する所定数（例えば、３）の文字情報との
背景領域のα値のみを変更し（すなわち、０＜α）、他の文字情報については背景領域の
α値を変更しないようにしてもよい（すなわち、α＝０）。
【００６９】
　図７（ｂ）には、表示部１６０に画像４５２が表示されている場合における文字情報４
４１、４３１乃至４３５（文字情報群４６０）の表示例を示す。画像４５２は、例えば、
北海道のスキー場を撮影した画像である。また、画像４５２に関連する文字情報４４１と
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して「スキーヤーで賑わうスキー場」が最前面に表示される。
【００７０】
　すなわち、図７（ｂ）では、図７（ａ）に示す状態から、新たな文字情報「スキーヤー
で賑わうスキー場」が取得されて文字情報保持部１３０に保持された場合における表示例
を示す。すなわち、図７（ｂ）では、図４に示す文字情報保持部１３０の保持状態から、
新たな文字情報４４１「スキーヤーで賑わうスキー場」が追加され、最古の文字情報４４
０「札幌で食肉フェアを開催」が消去された状態に変化した場合における表示例を示す。
この場合には、図７（ｂ）に示すように、図７（ａ）に示す各文字情報４３１乃至４３５
が奥行方向における奥側に移動し、図７（ａ）に示す最古の文字情報４３６が消去される
。
【００７１】
　このように、新たな文字情報４４１「スキーヤーで賑わうスキー場」が文字情報保持部
１３０に新たに保持された場合には、最古の文字情報４４０「札幌で食肉フェアを開催」
が文字情報保持部１３０から消去される。この場合には、表示対象となる文字情報につい
ても、奥行方向において、各文字情報が１つ後退するように（すなわち、視聴者とは反対
側に進むように）変更されて表示される。なお、文字情報の遷移例について、図８に示す
。
【００７２】
　このように、表示部１６０に画像４５１、４５２が表示されている場合に、画像４５１
、４５２に関連付けられている文字情報４３１、４４１を表示することにより、ユーザは
表示されている画像４５１、４５２の内容を把握し易くなる。また、奥行方向において、
最新の文字情報から過去の文字情報を並べて配置して表示させることにより、ユーザが過
去の文字情報を見ることが可能であることを容易に把握することができる。また、最前面
の文字情報およびこれに連続する所定数の文字情報の背景領域を、最前面の文字を判読す
ることができる程度の半透明とすることにより、ユーザが過去の文字情報についても認識
することができる。
【００７３】
　図８は、本技術の第１の実施の形態における表示部１６０に表示される文字情報の遷移
例を示す図である。なお、図８には、ノーマルモードの設定時における文字情報の遷移例
を示す。
【００７４】
　図８（ａ）には、文字情報保持部１３０において、文字情報４３４「オホーツク海の流
氷」が最新の文字情報として文字情報保持部１３０に保持されている場合における表示例
（文字情報群４７１）を示す。
【００７５】
　図８（ｂ）には、図８（ａ）に示す状態から、文字情報保持部１３０において、新たな
文字情報４３３「雪の前の山々（１月前）」が追加された場合における表示例（文字情報
群４７２）を示す。
【００７６】
　図８（ｃ）には、図８（ｂ）に示す状態から、文字情報保持部１３０において、新たな
文字情報４３２「白銀の山々（今日）」が追加された場合における表示例（文字情報群４
７３）を示す。
【００７７】
　図８（ｄ）には、図８（ｃ）に示す状態から、文字情報保持部１３０において、新たな
文字情報４３１「北海道に冬の訪れ」が追加された場合における表示例（文字情報群４３
０）を示す。なお、図８（ｄ）は、図７（ａ）に示す表示例（文字情報群４３０）と同様
である。
【００７８】
　このように、ノーマルモードが設定されている場合には、文字情報取得部１２０により
新たな文字情報が取得されて文字情報保持部１３０に追加される毎に、表示部１６０に表
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示されている文字情報が順次変更される。
【００７９】
　すなわち、最前面の文字情報として最新の文字情報が配置され、奥行方向における奥側
には最新の文字情報よりも過去の文字情報が時系列で配置される。また、新たな文字情報
が取得され、最前面の文字情報として描画されると、それよりも古い文字情報は、奥行方
向における奥側に移動される。
【００８０】
　ここで、例えば、表示部１６０に表示される最前面の文字情報が、図７（ａ）に示す文
字情報４３１から、図７（ｂ）に示す文字情報４４１に切り替えられた場合を想定する。
この場合に、例えば、図７（ａ）に示す表示状態で文字情報４３１をユーザが見逃すこと
も想定される。このような場合には、表示部１６０に新たな画像４５２が表示された場合
でも文字情報４３１を表示させておくことをユーザが所望することが想定される。そこで
、以下では、ユーザ操作に基づいて文字情報を変更する例を示す。
【００８１】
　［ユーザ操作に基づく字幕情報の表示遷移例］
　図９は、本技術の第１の実施の形態における表示部１６０に表示される文字情報の遷移
例を示す図である。なお、図９には、ＵＣモードの設定時における文字情報の遷移例を示
す。すなわち、図９（ａ）乃至（ｄ）には、図４に示す各文字情報が表示される場合にお
いて、リモコン２００の上ボタン２０４または下ボタン２０５が押下された際における表
示遷移例を示す。なお、図９（ａ）乃至（ｄ）に示す各文字情報は、図８（ａ）乃至（ｄ
）に示す各文字情報に対応する。
【００８２】
　ここで、ＵＣモードが設定されている場合には、表示部１６０に表示される画像（放送
波に基づく映像）とは無関係に、ユーザ操作に基づいて文字情報を表示させることができ
る。このため、図８に示す例とは異なり、同一の文字情報をユーザが所望する時間だけ表
示させておくことができる。例えば、図９（ａ）に示す文字情報群４７１が表示されてい
る状態で、リモコン２００の上ボタン２０４または下ボタン２０５の押下操作を行わなけ
れば、図９（ａ）に示す文字情報群４７１を一定時間表示させておくことができる。
【００８３】
　また、時間軸において過去の文字情報についても、再度表示させることができる。例え
ば、図９（ｂ）に示す文字情報群４７２が表示されている状態で、リモコン２００の下ボ
タン２０５の押下操作を行うことにより、図９（ａ）に示す文字情報群４７１を表示させ
ることができる。すなわち、リモコン２００の上ボタン２０４または下ボタン２０５の押
下操作に応じて、図４に示す最前面ポインタ３０１が時間軸に沿って移動する。
【００８４】
　すなわち、操作受付部１９０は、リモコン２００を介して第１操作（下ボタン２０５の
押下操作）または第２操作（上ボタン２０４の押下操作）を受け付ける。ここで、第１操
作は、時間軸において最先文字情報（最前面の文字情報）に隣接する２つの文字情報のう
ちの一方（新しい方の文字情報）を新たな最先文字情報とするための操作である。また、
第２操作は、その２つの文字情報のうちの他方（古い方の文字情報）を新たな最先文字情
報とするための操作である。そして、制御部１４０は、操作受付部１９０により受け付け
られたユーザ操作（第１操作または第２操作）に基づいて、その２つの文字情報のうちの
１つを新たな最先文字情報とする変更を行う。
【００８５】
　具体的には、制御部１４０は、第１操作が受け付けられた場合には、第１操作の受付時
における最先文字情報に隣接させて、新たな最先文字情報を表示部１６０に表示させる制
御を行う。また、制御部１４０は、第２操作が受け付けられた場合には、第２操作の受付
時における最先文字情報を消去して新たな最先文字情報を表示部１６０に表示させる制御
を行う。
【００８６】
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　ここで、図４等に示すように、文字情報保持部１３０における文字情報の保持領域は有
限である。このため、過去の文字情報については、文字情報保持部１３０に保持可能な数
だけ遡って表示させることができる。
【００８７】
　また、ＵＣモードの設定時において、ユーザによる更新操作（例えば、リモコン２００
の上ボタン２０４または下ボタン２０５の押下操作）が行われない場合には、上述したよ
うに、文字情報が更新されない。しかしながら、ユーザによる更新操作が長い間行われず
、放送局からの文字情報が頻繁に取得される場合も想定される。この場合には、文字情報
保持部１３０の保持領域が枯渇し、それ以上保持することができなくなる。このため、ユ
ーザ操作にかかわらず、保持されている文字情報の中で一番古い文字情報が削除される。
この削除動作を繰り返し行うと、ＵＣモードの設定操作時に最前面の文字情報として表示
されていた文字情報が最終的に削除対象となる。この文字情報を削除する場合においては
、最前面の文字情報を更新し、保持されている文字情報の中で最も古い文字情報を最前面
の文字情報として描画を行い表示させる。また、これらの削除動作が行われている場合に
は、その旨（例えば、それ以上過去の文字情報に遡ることができない旨）を表示してユー
ザに通知するようにしてもよい。
【００８８】
　また、一定条件を満たす場合には、ユーザ操作にかかわらず、文字情報保持部１３０に
保持されている文字情報の全てを削除するようにしてもよい。一定条件を満たす場合は、
例えば、ユーザ操作により他チャンネルへの選局や外部入力への入力切換等が行われた場
合である。この場合には、ユーザが視聴していたコンテンツ（イベント）を視聴すること
ができなくなるため、文字情報保持部１３０に保持されている文字情報の全てを削除する
ことができる。
【００８９】
　また、一定条件を満たす場合は、例えば、そのコンテンツ（イベント）が終了した場合
である。このコンテンツの終了は、放送の番組情報を参照することにより判断することが
できる。例えば、所定の時間帯（２０：００から２０：５４）の番組が放送局により定義
されている場合には、その終了時刻（２０：５４）になった際（または、その終了から一
定時間経過後）に、その番組に関する文字情報を全て削除することができる。
【００９０】
　このように、文字情報保持部１３０に保持されている全ての文字情報が削除された場合
には、次の番組に関する文字情報の新たな保持動作を開始する。
【００９１】
　また、文字情報保持部１３０に保持されている全ての文字情報が削除された際に、ＵＣ
モードが設定されている場合には、ＵＣモードの設定を強制的に解除してノーマルモード
を設定するようにしてもよい。
【００９２】
　［情報処置装置の動作例］
　次に、上述の実施の形態における情報処理装置１００の動作について図面を参照して説
明する。
【００９３】
　図１０は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示
処理の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【００９４】
　最初に、文字情報表示モードが設定されているか否かが判断され（ステップＳ９０１）
、文字情報表示モードが設定されていない場合には、文字情報表示処理の動作を終了する
。一方、文字情報表示モードが設定されている場合には（ステップＳ９０１）、文字情報
取得部１２０が、放送波に含まれる文字情報を取得する（ステップＳ９０２）。
【００９５】
　続いて、文字情報保持部１３０に保持されている文字情報の数が閾値以上であるか否か
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が判断される（ステップＳ９０３）。そして、文字情報保持部１３０に保持されている文
字情報の数が閾値以上である場合には（ステップＳ９０３）、文字情報取得部１２０が、
文字情報保持部１３０に保持されている文字情報のうちで最古の文字情報を削除する（ス
テップＳ９０４）。続いて、保持関連情報として「Ｔ（True）」が設定される（ステップ
Ｓ９０５）。
【００９６】
　一方、文字情報保持部１３０に保持されている文字情報の数が閾値未満である場合には
（ステップＳ９０３）、保持関連情報として「Ｆ（False）」が設定される（ステップＳ
９０６）。
【００９７】
　続いて、保持関連情報として「Ｔ」または「Ｆ」が設定された後に（ステップＳ９０５
、Ｓ９０６）、文字情報取得部１２０により取得された文字情報が、最新の文字情報とし
て文字情報保持部１３０に保持される（ステップＳ９０７）。
【００９８】
　続いて、文字情報保持部１３０に保持されている文字情報を用いて、描画処理が行われ
る（ステップＳ９１０）。この描画処理については、図１１を参照して詳細に説明する。
なお、ステップＳ９１０は、特許請求の範囲に記載の表示手順の一例である。
【００９９】
　図１１は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示
処理の処理手順のうちの描画処理手順（図１０に示すステップＳ９１０の処理手順）の一
例を示すフローチャートである。
【０１００】
　最初に、ＵＣモードが設定されているか否かが判断される（ステップＳ９１１）。ＵＣ
モードが設定されていない場合（すなわち、ユーザモードが設定されている場合）には（
ステップＳ９１１）、表示制御部１５０が、描画されている文字情報を奥行方向の奥側に
１つだけ移動させる（ステップＳ９１２）。続いて、表示制御部１５０が、文字情報保持
部１３０に保持された文字情報のうちで最新の文字情報（すなわち、直前に取得された文
字情報）を最前面に描画し（ステップＳ９１３）、描画処理の動作を終了する。
【０１０１】
　また、ＵＣモードが設定されている場合には（ステップＳ９１１）、保持関連情報とし
て「Ｔ」が設定されているか否かが判断される（ステップＳ９１４）。保持関連情報とし
て「Ｔ」が設定されていない場合（すなわち、保持関連情報として「Ｆ」が設定されてい
る場合）には（ステップＳ９１４）、ステップＳ９３０に進む。一方、保持関連情報とし
て「Ｔ」が設定されている場合には（ステップＳ９１４）、次の式１を満たすか否かが判
断され（ステップＳ９１５）、式１を満たす場合には、ステップＳ９３０に進む。
　　ＣＭ１－ＦＰ１≧ＩＯ１－１　　…　式１
【０１０２】
　ここで、ＣＭ１は、文字情報保持部１３０における文字情報の保持可能数を示す値であ
る。また、ＦＰ１は、最前面ポインタ３０１の位置を示す値（最新の文字情報から最前面
ポインタ３０１までの文字情報の数を示す値）である。また、ＩＯ１は、表示対象文字情
報の数を示す値である。
【０１０３】
　式１を満たさない場合には（ステップＳ９１５）、文字情報保持部１３０に保持されて
いる最古の文字情報に最前面ポインタ３０１が存在するか否かが判断される（ステップＳ
９１６）。すなわち、ＣＭ１＝ＦＰ１であるか否かが判断される（ステップＳ９１６）。
【０１０４】
　最古の文字情報に最前面ポインタ３０１が存在する場合には（ステップＳ９１６）、表
示制御部１５０が、文字情報保持部１３０に保持されている文字情報のうちで最古の文字
情報を最前面に描画する（ステップＳ９１７）。この場合には、最古の文字情報のみが表
示対象文字情報として表示される。また、その表示対象となる最古の文字情報に最前面ポ
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インタ３０１が付される。続いて、操作処理が行われる（ステップＳ９３０）。この操作
処理については、図１２を参照して詳細に説明する。なお、ステップＳ９３０は、特許請
求の範囲に記載の制御手順の一例である。
【０１０５】
　最古の文字情報に最前面ポインタ３０１が存在しない場合には（ステップＳ９１６）、
表示制御部１５０が、表示対象文字情報のうち、最古の文字情報を削除する（ステップＳ
９１８）。これにより、最後面の文字情報の描画位置が１つ前とされる。なお、このよう
に文字情報を削除する場合には、エフェクト効果を用いて文字情報の消去を行うようにし
てもよい。
【０１０６】
　図１２は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示
処理の処理手順のうちの操作処理手順（図１１に示すステップＳ９３０の処理手順）の一
例を示すフローチャートである。
【０１０７】
　最初に、リモコン２００において操作入力（または、情報処理装置１００における操作
受付部１９０における操作入力）が行われたか否かが判断され（ステップＳ９３１）、操
作入力が行われていない場合には、操作処理の動作を終了する。
【０１０８】
　操作入力が行われた場合には（ステップＳ９３１）、その操作が、リモコン２００の上
ボタン２０４または下ボタン２０５の押下操作であるか否かが判断される（ステップＳ９
３２）。上ボタン２０４または下ボタン２０５の押下操作でない場合には（ステップＳ９
３２）、その操作に応じた処理が行われ（ステップＳ９３３）、操作処理の動作を終了す
る。
【０１０９】
　一方、上ボタン２０４または下ボタン２０５の押下操作である場合には（ステップＳ９
３２）、その押下操作は、上ボタン２０４の押下操作であるか否かが判断される（ステッ
プＳ９３４）。その押下操作が上ボタン２０４の押下操作である場合には（ステップＳ９
３４）、上方向イベント処理が行われる（ステップＳ９４０）。この上方向イベント処理
については、図１３を参照して詳細に説明する。また、その押下操作が下ボタン２０５の
押下操作である場合には（ステップＳ９３４）、下方向イベント処理が行われる（ステッ
プＳ９５０）。この下方向イベント処理については、図１４を参照して詳細に説明する。
【０１１０】
　図１３は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示
処理の処理手順のうちの上方向イベント処理手順（図１２に示すステップＳ９４０の処理
手順）の一例を示すフローチャートである。
【０１１１】
　最初に、文字情報保持部１３０に保持されている最古の文字情報に最前面ポインタ３０
１が存在するか否かが判断され（ステップＳ９４１）、最古の文字情報に最前面ポインタ
３０１が存在する場合には、上方向イベント処理の動作を終了する。この場合には、最前
面の文字情報が最古の文字情報であるため、上ボタン２０４の操作に応じた処理ができな
い旨を表示させるようにしてもよい。
【０１１２】
　一方、最古の文字情報に最前面ポインタ３０１が存在しない場合には（ステップＳ９４
１）、表示制御部１５０が、最前面ポインタ３０１を１つ後（時間軸における前）に移動
させる（ステップＳ９４２）。続いて、表示制御部１５０が、最前面に描画されている文
字情報を消去する（ステップＳ９４３）。
【０１１３】
　続いて、表示制御部１５０が、表示対象文字情報のそれぞれを１つ前に移動させる（ス
テップＳ９４４）。続いて、式１を満たすか否かが判断され（ステップＳ９４５）、式１
を満たさない場合には、上方向イベント処理の動作を終了する。一方、式１を満たす場合
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には（ステップＳ９４５）、表示制御部１５０が、最後面の文字情報の描画位置からＮ番
目（（ＩＯ１－１）番目）の文字情報を描画する（ステップＳ９４６）すなわち、最前面
の文字情報が描画される。なお、ＩＯ１は、式１と同一である。
【０１１４】
　図１４は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００による文字情報表示
処理の処理手順のうちの下方向イベント処理手順（図１２に示すステップＳ９５０の処理
手順）の一例を示すフローチャートである。
【０１１５】
　最初に、最前面の文字情報が、文字情報保持部１３０に保持されている最新の文字情報
であるか否かが判断され（ステップＳ９５１）、最前面の文字情報が最新の文字情報であ
る場合には、下方向イベント処理の動作を終了する。この場合には、最前面の文字情報が
最新の文字情報であるため、下ボタン２０５の操作に応じた処理ができない旨を表示させ
るようにしてもよい。
【０１１６】
　一方、最前面の文字情報が最新の文字情報でない場合には（ステップＳ９５１）、表示
制御部１５０が、最前面ポインタ３０１を１つ前（時間軸における後）に移動させ（ステ
ップＳ９５２）、表示対象文字情報のそれぞれを１つ後に移動させる（ステップＳ９５３
）。この場合には、描画されていた文字情報のうちの最古の文字情報が削除される。
【０１１７】
　続いて、表示制御部１５０が、最前面ポインタ３０１が存在する文字情報を最前面に描
画する（ステップＳ９５４）。
【０１１８】
　［モードに応じた表示態様の変更例］
　以上では、文字情報表示モード（ノーマルモードまたはＵＣモード）が設定されている
場合における文字情報の表示位置（例えば、最前面の文字情報の表示位置）を固定とする
例を示した。ただし、例えば、設定されているモードをユーザが視覚的に把握することが
できるように、設定されているモードに応じて文字情報の表示態様を変更するようにして
もよい。
【０１１９】
　例えば、ノーマルモードの設定時における文字情報の背景領域の色と、ＵＣモードの設
定時における文字情報の背景領域の色とを異なるようにすることができる。例えば、ノー
マルモードの設定時における文字情報の背景領域の色を薄い青とし、ＵＣモードの設定時
における文字情報の背景領域の色を薄い赤とすることができる。
【０１２０】
　また、例えば、ノーマルモードの設定時における文字情報に対応する矩形の枠の色と、
ＵＣモードの設定時における文字情報に対応する矩形の枠の色とを異なるようにすること
ができる。
【０１２１】
　また、例えば、ノーマルモードの設定時における文字情報に対応する領域の形状（また
はそのサイズ）と、ＵＣモードの設定時における文字情報に対応する領域の形状（または
そのサイズ）とを異なるようにすることができる。
【０１２２】
　また、例えば、ノーマルモードの設定時における文字情報の表示位置と、ＵＣモードの
設定時における文字情報の表示位置とを異なるようにすることができる。この例について
は、図１５および図１６に示す。
【０１２３】
　図１５および図１６は、本技術の第１の実施の形態における情報処理装置１００におい
て文字情報表示モードが設定されている場合における文字情報の表示態様の変更例を示す
図である。すなわち、図１５には、文字情報５０１乃至５０６の位置を奥行方向に仮想的
に配置した場合における上面図を模式的に示し、図１６には、表示部１６０に表示される
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文字情報の表示例を示す。また、図１５（ａ）および図１６（ａ）には、ノーマルモード
の設定時における文字情報の表示態様例を示し、図１５（ｂ）および図１６（ｂ）には、
ＵＣモードの設定時における文字情報の表示態様例を示す。
【０１２４】
　ここで、図１５（ａ）および図１６（ａ）に示す文字情報の表示態様は、上述した表示
形態と同様である。例えば、図１５（ａ）および図１６（ａ）に示す状態（ノーマルモー
ドの設定状態）で、リモコン２００のモード切替ボタン２０９の押下操作が行われた場合
には、ＵＣモードが設定される。すなわち、ノーマルモードからＵＣモードへの切替が行
われる。また、このように文字情報表示モードの切替操作が行われた場合には、文字情報
の表示位置を変更する。例えば、点線５０９に示すように、文字情報５０１乃至５０６を
奥行方向における奥側に移動させる。このように表示位置を変更した場合には、図１６（
ｂ）に示すように、文字情報５０１乃至５０６が奥行方向における奥側に移動したように
ユーザが見ることができる。これにより、ユーザがモード切替を行った旨を視覚的に容易
に把握することができる。また、ユーザは、現在のモードが、文字情報の変更操作が不可
能なノーマルモードであるか、文字情報の変更操作が可能なＵＣモードであるかを視覚的
に容易に把握することができる。
【０１２５】
　また、例えば、図１５（ｂ）および図１６（ｂ）に示す状態（ＵＣモードの設定状態）
で、リモコン２００のモード切替ボタン２０９の押下操作が行われた場合には、ノーマル
モードが設定される。すなわち、ＵＣモードからノーマルモードへの切替が行われる。ま
た、このように文字情報表示モードの切替操作が行われた場合には、文字情報の表示位置
を変更する。この場合については、ノーマルモードからＵＣモードへの切替時における遷
移とは逆の変更が行われる。
【０１２６】
　すなわち、操作受付部１９０は、リモコン２００を介して最先文字情報（最前面の文字
情報）となる文字情報について、ＵＣモード（第１モード）およびノーマルモード（第２
モード）の切替操作を受け付ける。また、ＵＣモード（第１モード）は、最先文字情報と
なる文字情報について、ユーザ操作に基づく変更を行うことが可能な文字情報表示モード
である。また、ノーマルモード（第２モード）は、最先文字情報となる文字情報について
、ユーザ操作に基づく変更を行わずに、動画の表示に応じた変更を行う文字情報表示モー
ドである。そして、制御部１４０は、操作受付部１９０により受け付けられた切替操作が
受け付けられた場合には、各モード（第１モードまたは第２モード）の設定時における表
示対象文字情報の表示態様を変更する制御を行う。例えば、制御部１４０は、第１モード
の設定時における最先文字情報の特定方向（奥行方向）における位置と、第２モードの設
定時における最先文字情報の特定方向における位置とを変更することにより、表示態様を
変更する。
【０１２７】
　また、リモコン２００の上ボタン２０４または下ボタン２０５の押下操作に応じて、最
前面の文字情報を奥行方向において移動させるようにしてもよい。例えば、リモコン２０
０の上ボタン２０４の押下操作が行われた場合には、最前面の文字情報およびこれに連続
する他の表示対象文字情報を奥行方向における奥側に移動させる。また、例えば、リモコ
ン２００の下ボタン２０５の押下操作が行われた場合には、最前面の文字情報およびこれ
に連続する他の表示対象文字情報を奥行方向における手前側に移動させる。これにより、
文字情報の変更操作が行われたことをユーザが視覚的に容易に把握することができる。
【０１２８】
　＜２．第２の実施の形態＞
　本技術の第１の実施の形態では、表示部１６０に平面画像（例えば、放送波に基づく映
像）を表示させ、この平面画像に文字情報（平面画像）を重ねて表示させる例を示した。
ここで、平面画像に重ねて表示される文字情報を立体視画像として表示させることにより
、さらに立体感を出すことができると考えられる。そこで、本技術の第２の実施の形態で
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は、文字情報を立体視画像として表示させる例を示す。なお、本技術の第２の実施の形態
における情報処理装置の構成については、図１に示す例と略同様である。このため、本技
術の第１の実施の形態と共通する部分については、同一の符号を付して、これらの説明の
一部を省略する。
【０１２９】
　また、本技術の第２の実施の形態では、表示部１６０に立体視画像を表示するための表
示方式の一例として、視差バリア方式や専用メガネ方式を用いることができる。専用メガ
ネ方式は、立体視画像を見るための専用メガネ（例えば、アクティブシャッター方式メガ
ネ、偏光板タイプメガネ）をユーザがかけることにより、そのユーザに立体視画像を提供
する方式である。なお、視差バリア方式や専用メガネ方式以外の他の方式についても本技
術の第２の実施の形態を適用することができる。
【０１３０】
　［立体視画像とこれに含まれる文字情報の奥行方向における位置との関係例］
　図１７は、本技術の第２の実施の形態における表示部１６０に文字情報を立体的に表示
させるための立体視画像を示す図である。
【０１３１】
　図１８は、本技術の第２の実施の形態における表示部１６０とこれに表示される文字情
報の仮想的な表示位置との関係を示す図である。なお、図１８に示す文字情報の仮想的な
表示位置の関係は、図６に示す例と同様である。
【０１３２】
　図１７（ａ）には、最前面に文字情報を表示させるための立体視画像（左眼視用画像（
第１レイヤ）６０１、右眼視用画像（第１レイヤ）６０３）を示す。左眼視用画像（第１
レイヤ）６０１には、文字情報に対応する矩形領域６０２が含まれ、右眼視用画像（第１
レイヤ）６０３には、文字情報に対応する矩形領域６０４が含まれる。また、左眼視用画
像（第１レイヤ）６０１および右眼視用画像（第１レイヤ）６０３間における矩形領域６
０２および６０４のズラシ量をｄ１で示す。
【０１３３】
　また、矩形領域６０２および６０４は、本技術の第１の実施の形態と同様に、最前面の
文字情報としてα値が設定される（ただし、文字領域については、α＝０）。なお、左眼
視用画像（第１レイヤ）６０１における矩形領域６０２以外の領域については透明（すな
わち、α＝１）とされ、右眼視用画像（第１レイヤ）６０３における矩形領域６０４以外
の領域については透明とされる。
【０１３４】
　ここで、左眼視用画像（第１レイヤ）６０１および右眼視用画像（第１レイヤ）６０３
が表示部１６０に表示された際に、ユーザの左眼が左眼視用画像（第１レイヤ）６０１を
見て、ユーザの右眼が右眼視用画像（第１レイヤ）６０３を見た場合を想定する。この場
合には、図１８（ａ）および（ｂ）に示すように、左眼視用画像（第１レイヤ）６０１お
よび右眼視用画像（第１レイヤ）６０３に含まれる矩形領域６０２および６０４が表示面
の手前側の位置（文字情報６５１の位置）に見える。
【０１３５】
　なお、図１７では、説明の容易のため、左眼視用画像および右眼視用画像に含まれる矩
形領域のズラシ量を比較的大きくして示す。
【０１３６】
　図１７（ｂ）には、最前面の次に文字情報を表示させるための立体視画像（左眼視用画
像（第２レイヤ）６０５、右眼視用画像（第２レイヤ）６０７）を示す。なお、左眼視用
画像（第２レイヤ）６０５および右眼視用画像（第２レイヤ）６０７における矩形領域６
０６および６０８、ズラシ量ｄ２、α値の関係については、図１７（ａ）と同様である。
【０１３７】
　また、左眼視用画像（第２レイヤ）６０５および右眼視用画像（第２レイヤ）６０７が
表示部１６０に表示された際には、図１８（ａ）および（ｂ）に示すように、矩形領域６
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０６および６０８が表示面の手前側の位置（文字情報６５２の位置）に見える。
【０１３８】
　図１７（ｃ）には、最前面の次に文字情報を表示させるための立体視画像（左眼視用画
像（第４レイヤ）６１１、右眼視用画像（第４レイヤ）６１３）を示す。なお、左眼視用
画像（第４レイヤ）６１１および右眼視用画像（第４レイヤ）６１３における矩形領域６
１２および６１４、α値の関係については、図１７（ａ）と同様である。
【０１３９】
　ここで、矩形領域６１２および６１４については、図１８（ａ）および（ｂ）に示すよ
うに、表示面の位置（文字情報６５４の位置）に相当するため、ズレが発生しない。この
ため、左眼視用画像（第４レイヤ）６１１および右眼視用画像（第４レイヤ）６１３にお
ける矩形領域６１２および６１４が重複する。
【０１４０】
　図１７（ｄ）には、最後面の文字情報を表示させるための立体視画像（左眼視用画像（
第６レイヤ）６１５、右眼視用画像（第６レイヤ）６１７）を示す。なお、左眼視用画像
（第６レイヤ）６１５および右眼視用画像（第６レイヤ）６１７における矩形領域６１６
および６１８、ズラシ量ｄ３、α値の関係については、図１７（ａ）と同様である。
【０１４１】
　また、左眼視用画像（第６レイヤ）６１５および右眼視用画像（第６レイヤ）６１７が
表示部１６０に表示された際には、図１８（ａ）および（ｂ）に示すように、矩形領域６
１６および６１８が表示面の奥側の位置（文字情報６５６の位置）に見える。
【０１４２】
　なお、図１７では、図１８（ａ）および（ｂ）に示す文字情報６５３、６５５の位置に
対応する第３レイヤ、第５レイヤについては、図示およびその説明を省略する。
【０１４３】
　このように、表示面の位置の文字情報（矩形領域６１２、６１４）を基準とする場合に
おいて、立体感を構成する文字情報（矩形領域６０２、６０４等）は、立体視画像内にお
いて水平方向にズレている。また、表示面の位置を基準とする場合において、飛び出して
いる文字情報（矩形領域６０２、６０４等）と、引っ込んでいる文字情報（矩形領域６１
６、６１８等）とは、ズレの位置が反転している。
【０１４４】
　このように、左右眼の視差を利用して立体的な視覚を得るため、左眼視用画像および右
眼視用画像に含まれる文字情報は、その表示位置（奥行方向における位置）に応じてズレ
ている。すなわち、文字情報のズラシ量は、立体視物体（３Ｄオブジェクト）の飛出量ま
たは引込量に対応するものである。そこで、本技術の第２の実施の形態では、立体視画像
を構成する左眼視用画像および右眼視用画像に関する文字情報のズラシ量（立体視物体の
飛出量または引込量）をパラメータとして、表示制御部１５０が保持する。
【０１４５】
　また、表示制御部１５０は、各左眼視画像のそれぞれを上書き合成し、各右眼視画像の
それぞれを上書き合成する。この場合に、レイヤ番号（第１レイヤ、第２レイヤ等）が小
さい画像が上側となるように合成される。すなわち、左眼視画像を上書き合成する場合に
は、左眼視用画像（第１レイヤ）６０１が一番上側となり、左眼視用画像（第６レイヤ）
６１５が一番下側となるように合成される。なお、この合成により奥行方向における奥側
の文字情報が見難くなることも想定される。そこで、例えば、各文字情報に対応する矩形
領域を上下方向にずらして配置するようにしてもよい。例えば、奥行方向における奥側に
進むに従って（すなわち、レイヤ番号が大きくなるに従って）、各文字情報に対応する矩
形領域を上下方向における上側に所定量だけずらすようにする。これにより、少なくとも
各文字情報に対応する矩形領域の上側を立体視画像としてユーザが認識することができる
。
【０１４６】
　このように、表示制御部１５０は、表示対象文字情報を立体視画像として表示させる。
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この場合に、表示制御部１５０は、表示部１６０の表示面に略直交する方向を特定方向（
奥行方向）とし、表示対象文字情報が三次元空間に配置されて特定方向に並べられるよう
に、表示対象文字情報を表示させる。
【０１４７】
　また、文字情報を立体視画像とした点以外については、本技術の第１の実施の形態を適
用することができる。すなわち、本技術の第１の実施の形態で示した表示態様を、本技術
の第２の実施の形態にも適用することができる。
【０１４８】
　なお、本技術の実施の形態では、表示部１６０における表示領域の下部に、所定単位（
例えば、文章毎、段落毎）の文字情報を表示させる例を示した。ただし、所定単位の文字
情報を表示させる位置については、適宜変更することが可能である。例えば、表示部１６
０における表示領域の上部、真中部分、左右の端部に表示させることができる。
【０１４９】
　また、本技術の実施の形態では、１つの表示部１６０に動画および文字情報を同時に表
示する例を示したが、例えば、複数の表示部に動画および文字情報を表示するようにして
もよい。例えば、１つの表示部には動画を表示させ、他の表示部には文字情報を表示させ
るようにしてもよい。この場合には、例えば、他の表示部の表示領域における中央部分に
文字情報を表示させることができる。
【０１５０】
　また、本技術の実施の形態では、リモコン２００の上ボタン２０４または下ボタン２０
５の押下操作に応じて、最前面の文字情報を奥行方向において移動させる例を示したが、
他の操作方法を用いて最前面の文字情報を変更するようにしてもよい。例えば、タッチパ
ネルを用いて、最前面の文字情報とすべき文字情報をタッチ操作することにより、最前面
の文字情報を変更するようにしてもよい。また、例えば、タッチパネルを用いて、何れか
の表示対象文字情報を引っ張るような操作等を行うことにより、最前面の文字情報を変更
するようにしてもよい。
【０１５１】
　このように、本技術の実施の形態では、奥行方向に時間の概念を導入し、奥行方向にお
いて、放送局から提供される時系列に沿った文字情報を配置する。すなわち、過去の文字
情報を奥行方向に時系列に沿って配置する。このように配置されている文字情報をユーザ
が操作することにより、現在時刻よりも過去に遡って任意の文字情報を容易に見ることが
できる。例えば、ユーザが読み逃した文字情報をリモコン２００の操作により最前面に表
示させることにより、その読み逃した文字情報を見ることができる。また、過去の文字情
報を最前面に表示している間に、順次受信される文字情報については、文字情報保持部１
３０に保持させておくことができる。このため、最前面に表示されている文字情報よりも
新しい文字情報についてもユーザ操作により容易に見ることができる。これにより、ユー
ザが所望する文字情報を容易に見ることができ、ユーザの利便性をさらに向上させること
ができる。
【０１５２】
　なお、上述の実施の形態は本技術を具現化するための一例を示したものであり、実施の
形態における事項と、特許請求の範囲における発明特定事項とはそれぞれ対応関係を有す
る。同様に、特許請求の範囲における発明特定事項と、これと同一名称を付した本技術の
実施の形態における事項とはそれぞれ対応関係を有する。ただし、本技術は実施の形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において実施の形態に種々の変形を
施すことにより具現化することができる。
【０１５３】
　また、上述の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法
として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログ
ラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。この記録媒体として、
例えば、ＣＤ（Compact Disc）、ＭＤ（MiniDisc）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）
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、メモリカード、ブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商標））等を用いることがで
きる。
【０１５４】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸において
前記最先文字情報とこれに連続する１または複数の文字情報とを表示対象文字情報として
時間軸に沿って前記最先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示さ
せる表示制御部と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御を行う制御部と
を具備する情報処理装置。
（２）　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報を立体視画像として表示させる前記（
１）に記載の情報処理装置。
（３）　前記表示制御部は、前記表示部の表示面に略直行する方向を前記特定方向とし、
前記表示対象文字情報が三次元空間に配置されて前記特定方向に並べられるように前記表
示対象文字情報を表示させる前記（２）に記載の情報処理装置。
（４）　前記表示制御部は、前記表示部の表示面に略直行する方向を前記特定方向とし、
前記最先文字情報が最前面となるように前記表示対象文字情報を時間軸に沿って上書き合
成することにより前記表示対象文字情報を前記特定方向に並べて表示させる前記（１）に
記載の情報処理装置。
（５）　前記表示制御部は、前記最先文字情報から前記特定方向に向かうに従って低下す
るように前記表示対象文字情報に係る表示領域の透明度を設定する前記（１）から（４）
のいずれかに記載の情報処理装置。
（６）　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報に係る表示領域のうち、文字の背景領
域の透明度のみを設定する前記（５）に記載の情報処理装置。
（７）　前記制御部は、時間軸において前記最先文字情報に隣接する２つの文字情報のう
ちの一方を新たな最先文字情報とするための第１操作と、前記２つの文字情報のうちの他
方を前記新たな最先文字情報とするための第２操作との何れかを前記ユーザ操作として受
け付けた場合に、前記ユーザ操作に基づいて前記２つの文字情報のうちの１つを前記新た
な最先文字情報とする変更を行う前記（１）から（６）のいずれかに記載の情報処理装置
。
（８）　前記第１操作は、前記２つの文字情報のうちの後の文字情報を前記新たな最先文
字情報とするための操作であり、前記第２操作は、前記２つの文字情報のうちの前の文字
情報を前記新たな最先文字情報とするための操作であり、
　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報のうちで前記最先文字情報が時間軸において
最新の文字情報となるように前記表示対象文字情報を表示させ、
　前記制御部は、前記第１操作が受け付けられた場合には前記第１操作の受付時における
最先文字情報に隣接させて前記新たな最先文字情報を表示させ、前記第２操作が受け付け
られた場合には前記第２操作の受付時における最先文字情報を消去して前記新たな最先文
字情報を表示させる
前記（７）に記載の情報処理装置。
（９）　前記最先文字情報となる文字情報について前記ユーザ操作に基づく変更を行う第
１モードと、前記最先文字情報となる文字情報について前記ユーザ操作に基づく変更を行
わずに前記動画の表示に応じた変更を行う第２モードとの切替操作を受け付ける操作受付
部をさらに具備し、
　前記制御部は、前記第１モードが設定されている場合における前記表示対象文字情報の
表示態様と、前記第２モードが設定されている場合における前記表示対象文字情報の表示
態様とを変更する
前記（１）から（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１０）　前記制御部は、前記第１モードが設定されている場合における前記最先文字情
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報の前記特定方向における位置と、前記第２モードが設定されている場合における前記最
先文字情報の前記特定方向における位置とを変更することにより前記表示態様を変更する
前記（９）に記載の情報処理装置。
（１１）　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報のうちで前記最先文字情報が時間軸
において最新の文字情報となるように前記表示対象文字情報を表示させる前記（１）から
（１０）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１２）　前記表示制御部は、前記表示対象文字情報を前記動画に重ねて表示させる前記
（１）から（１１）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１３）　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸におい
て前記最先文字情報とこれに連続する１または複数の文字情報とを表示対象文字情報とし
て時間軸に沿って前記最先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示
させる表示手順と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御手順と
を具備する情報処理方法。
（１４）　動画に関する複数の文字情報のうちの１つを最先文字情報とし、時間軸におい
て前記最先文字情報とこれに連続する１または複数の文字情報とを表示対象文字情報とし
て時間軸に沿って前記最先文字情報から特定方向に並べて前記動画とともに表示部に表示
させる表示手順と、
　前記複数の文字情報のうちから前記最先文字情報となる文字情報をユーザ操作に基づい
て変更する制御手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【符号の説明】
【０１５５】
　１００　情報処理装置
　１１１　放送受信部
　１１２　映像復号部
　１１３　音声復号部
　１２０　文字情報取得部
　１３０　文字情報保持部
　１４０　制御部
　１５０　表示制御部
　１６０　表示部
　１７０　音声処理部
　１８０　音声出力部
　１９０　操作受付部
　２００　リモコン
　２０１　電源ボタン
　２０２　チャネル指定ボタン群
　２０３　矢印決定ボタン群
　２０４　上ボタン
　２０５　下ボタン
　２０６　決定ボタン
　２０７　映像２Ｄ／３Ｄ切替ボタン
　２０８　文字情報２Ｄ／３Ｄ切替ボタン
　２０９　モード切替ボタン
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