
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　字幕情報と前記字幕情報データと共に再生される動画データの
リンク情報を 生成貯蔵する１段階と，
　 貯蔵された字幕情報の一部を画面
に表示する２段階と，
　前記画面に表示された字幕情報から視聴者が選択した特定の字幕情報に対応する動画デ
ータの記録位置を前記生成されたリンク情報から検索する３段階と，
　前記３段階で探索された動画データの位置で記録媒体の再生を再開する４段階を含んで
なることを特徴とする記録媒体の動画データの字幕による検索方法。
【請求項２】
　前記リンク情報は，字幕データと，前記字幕情報を有する記録単位体の論理的ブロック
番号からなることを特徴とする請求項１に記載の記録媒体の動画データの字幕による検索
方法。
【請求項３】
　

【請求項４】
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位置情報をリンクさせる
テーブル構造で

現在再生されている映像画面の所定前後区間にあたる

前記字幕情報は、
　ビットマップデータであることを特徴とする請求項１記載の記録媒体の動画データの字
幕による検索方法。

前記字幕情報を文字データで変換してテーブル構造で保存することを特徴とする請求項



【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，ＤＶＤのようなビデオディスク再生装置で，ディスク貯蔵媒体に記録されたビ
デオ作品の動画ストリームの字幕による検索情報の生成と，字幕による検索情報を用いた
動画ストリームの検索の実行方法，およびその方法を用いた再生方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に，ビデオテープレコーダ（ＶＣＲ）のような字幕表示機能を有するビデオ再生装置
は，外国語の学習に効果的な手段として用いられている。ＶＣＲにおける字幕データでは
，字幕用文字信号を含むビデオ信号はビデオテープに記録され，ビデオ再生時に，文字信
号がビデオ信号中の画像信号に選択的に付け加えられ，これにより字幕が画面に重畳表示
できるようになる。
【０００３】
一方，ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）や，ＤＶＤ－ＲＯＭな
どの情報貯蔵媒体は，近年，マルチメディアの光ディスクとして市場に出ている。例えば
，直径１２０ｍｍで約４．７ＧＢの貯蔵容量のＤＶＤ－ＲＯＭは，多様な副映像チャンネ
ルとオーディオチャンネルを備えたビデオ作品を複数個貯蔵するのに適している。
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３に記載の記録媒体の動画データの字幕による検索方法。

前記１段階は、
　前記リンク情報を記録媒体の識別情報と一緒に他の記録媒体に貯蔵することを特徴とす
る請求項１に記載の記録媒体の動画データの字幕による検索方法。

前記第１段階は、
　前記字幕情報と前記対応する動画データの記録位置情報が記録媒体のボリューム識別子
に基いた名前を有する単一ファイル形態で貯蔵されることを特徴とする請求項５に記載の
記録媒体の動画データの字幕による検索方法。

新しい動画記録媒体を識別する固有情報を獲得する５段階と、
　前記獲得された固有情報に対応する字幕情報と記録位置間のリンク情報を他の記録媒体
で検索する６段階と、
　前記検索されたリンク情報に基き、２段階ないし４段階を遂行する７段階を更に含むこ
とを特徴とする請求項６に記載の記録媒体の動画データの字幕による検索方法。

前記テーブル構造の中の字幕情報はお互いに異なる言語をそれぞれ具備する多数の字幕
情報データを持つことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体の動画データの字幕による
検索方法。

前記１段期は、
　前記記録媒体が一つ以上のタイトルを持つ場合、タイトルそれぞれに対して前記リンク
情報をテーブル構造で生成貯蔵する下位１段階と、
　前記タイトルそれぞれに対するリンク情報が記録される位置情報をテーブル構造で貯蔵
する下位２段階を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体の動画データの字
幕による検索方法。

前記１段階は、
　前記多数の字幕情報に関する情報を対応されるタイトルそれぞれに対するリンク情報の
位置情報とリンクして貯蔵する下位３段階を更に含むことを特徴とする請求項９に記載の
記録媒体の動画データの字幕による検索方法。



【０００４】
ＤＶＤの字幕データは，ビットマップ（Ｂｉｔｍａｐ )形態の映像信号で副映像チャンネ
ルに記録されている。ＤＶＤの再生時，副映像データを読み出して画像信号に付加するの
で，字幕を表示できる。
【０００５】
音声を外国語にしてビデオ作品を見ているとき，しばしば視聴者はある特定の字幕をもう
一度見たくなることがある。この時，視聴者は，ＤＶＤ再生装置に備わった検索機能を用
いて，字幕を伴って再生される動画データを手動で検索し，再生の操作を再度行なう必要
がある。この検索は，通常，再生位置前後移動キーを手動で操作したり，再生時間検索に
よってなされる。したがって，視聴者の所望する字幕映像が記録された記録位置を正確に
探し出すためには，しばしば，一時停止と再生を何度もくり返さなくてはならず，検索に
時間がかかり，不便であった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は，このような問題点に鑑みてなされたもので，その目的とするところは，ＤＶＤ
のような動画データ貯蔵媒体で，字幕情報と共に再生される動画データの関連する位置に
字幕情報をそれぞれリンクさせる，字幕によるビデオ検索情報の生成方法を提供すること
である。
【０００７】
また，本発明の他の目的は，字幕による動画データ検索情報を参照した字幕一覧表示ウィ
ンドウの中から視聴者が選んだ字幕データに対応して，動画データの検索を行なう方法と
装置を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　前述した課題を達成するために本発明は、

【００１０】
本発明の方法と装置の実施例によれば，ＤＶＤに記録されたビデオ作品を走査する間全字
幕データは抜粋され，関連する字幕データに，再生時間に換算されてそれぞれリンクする
動画データの記録位置と共に貯蔵される。ＤＶＤを再生する時，字幕データの一部分の一
覧がスクリーンに表示され，視聴者はここから視聴したい字幕を選択することができる。
ある特定の字幕を選択する際には，字幕データと動画データ間のリンク情報から選択した
字幕にリンクする動画データの記録位置が得られる。そしてＤＶＤの再生は，この動画デ
ータの記録位置から再開される。本発明によれば，視聴者が選択した字幕に対応して再生
される動画データを，迅速で正確かつ自動的に検索することができ，ディスクを見ている
間に，外国語のリスニングやスピーキングをくり返して練習することができ，非常に有用
である。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下，図面に基づいて，本発明の実施の形態を詳細に説明する。
本発明による方法と装置の詳細な説明に先立って，先ずマルチメディア光ディスクの一つ
であるＤＶＤ－ＲＯＭ中のビデオ作品のデータ構造について説明する。
【００１２】
図１に示すように，ＤＶＤのディスクボリュームには物理的セクタ領域（ＰＳＡ：Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｓｅｃｔｏｒ　Ａｒｅａ）と，論理的セクタ領域（ＬＳＡ：Ｌｏｇｉｃａｌ
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字幕情報と前記字幕情報データと共に再生さ
れる動画データの位置情報をリンクさせるリンク情報をテーブル構造で生成貯蔵する１段
階と，現在再生されている映像画面の所定前後区間にあたる貯蔵された字幕情報の一部を
画面に表示する２段階と，前記画面に表示された字幕情報から視聴者が選択した特定の字
幕情報に対応する動画データの記録位置を前記生成されたリンク情報から検索する３段階
と，前記３段階で探索された動画データの位置で記録媒体の再生を再開する４段階を含ん
でなることを特徴とする記録媒体の動画データの字幕による検索方法である。



　Ｓｅｃｔｏｒ　Ａｒｅａ）とがあり，ここでユーザのデータは２０４８バイトの論理的
セクタとして記録される。論理的セクタ領域のスタート位置は論理的セクタ番号（ＬＳＮ
）＃０で位置付けられ，物理的セクタ領域のスタート位置から一定距離だけ外周方向に離
隔されて位置される。すなわち，ＬＳＮ＃０のセクタの位置は，０ｘ３００００の物理的
セクタ番号と同じである。
【００１３】
このディスクボリュームは，ボリューム構造とファイル構造処理領域とファイルデータ構
造領域で構成される。図２に示すように，ボリューム構造領域では“ボリューム認識シー
ケンス”，“ボリュームＩＤ”，“日付けと時刻”および“論理的ボリュームインテグリ
ティアドレス”を含む“メインボリューム記述子シーケンス”と，“予備ボリューム記述
子シーケンス”とがＬＳＮ＃０からＬＳＮ＃２５６までの論理的セクタに貯蔵される。フ
ァイルの名前，スタート位置，大きさ等を備えた“ファイルセット記述子”を含むファイ
ルデータ構造領域に貯蔵されたファイルに関する情報，“ファイル識別記述子”，および
“ファイルエントリ”は，論理的セクタＬＢＮ（ＬＢＮ：Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｂｌｏｃｋ　
Ｎｕｍｂｅｒ）＃０からＬＢＮ＃（ｑ－１）に貯蔵される。
【００１４】
図３に示すように，ファイル構造領域は，ビデオ管理部と複数のビデオ作品セットＶＴＳ
＃１－＃Ｋから成る。ここで，Ｋはビデオ作品セットの数である。ビデオ管理部ＶＭＧは
全ディスク（ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＩＦＯで示す）についてビデオ管理情報ＶＭＧＩと，全
ボリューム（ＶＩＤＥＯ＿ＴＳ．ＶＯＢで示す）の再生制御を設定，変更するボリューム
メニュー構築に必要な情報を貯蔵する。各々のビデオ作品セットＶＴＳは，ＶＴＳ＿０ｋ
＿０．ＩＦＯで示されるＶＴＳ情報（ここでｋはＫより小さい），ＶＴＳ＿０ｋ＿０．Ｖ
ＯＢで示されるＶＴＳ管理オブジェクト，およびＶＴＳ＿０ｋ＿ｎ．ＶＯＢ（ｎ＝１，２
，…）で示される複数のＶＴＳビデオオブジェクトＶＯＢを含んでいる。
【００１５】
ファイルデータ構造領域は複数のビデオオブジェクトセットＶＯＢＳを貯蔵するが，図４
に示すように時系列で配置されたビデオオブジェクトＶＯＢより成る。各ＶＯＢは複数の
セルから成り，いずれも再生順序と再生制御情報を備えている。各セルは，時系列で配置
された複数の記録単位体（ＶＯＢＵ）の順序に関する情報を有している。ＶＯＢＵは，様
々な種類のデータの多重化したセットで，多重化した部分がそれぞれ０．４から１．０秒
の再生時間を有する。ＶＯＢＵは，ナビゲーションデータとプレゼンテーションデータで
構成されるが，このプレゼンテーションデータにはビデオデータ，オーディオデータ，及
び副映像データが含まれている。そのようなＶＯＢＵ内のデータの部分は，おのおのビデ
オパック，オーディオパック，副映像パックと呼ばれ，大きさは２０４８バイトで，ＤＶ
Ｄの論理的セクタと同じ大きさである。一つのＶＯＢＵには，副映像データが含まれてい
ない場合も可能である。
【００１６】
プレゼンテーションパックの構造を図５に示す。このプレゼンテーションパックは，“パ
ックヘッダ”，“パケット化した基本ストリーム（ＰＥＳ）ヘッダ”，副映像データの言
語についての情報のための“サブストリーム　ＩＤ”，およびオーディオ，ビデオまたは
副映像データが記録される“データ領域”を含む。このパックヘッダは“パックスタート
コード”，オーディオビジュアルデータ再生を同期させるための基準時刻を決める“シス
テム時刻基準”（ＳＣＲ），および“多重化（ＭＵＸ）率”を含んでいる。また，ＰＥＳ
ヘッダは，オーディオ，ビデオまたは副映像データの“スタートコード”を有する。ここ
で，パケット化した基本ストリームＰＥＳは，図５に示すような１４バイトのパックヘッ
ダを除く全てのデータストリームを指し，共通する型のデータストリームである。
【００１７】
ナビゲーションパックのデータ構造を図６に示す。ナビゲーションパックは，“パックヘ
ッダ”，“プレゼンテーション制御情報（ＰＣＩ）”，および“データ検索情報（ＤＳＩ
）”から成る。ナビゲーションパックは，各記録単位体ＶＯＢＵの初めに位置される。
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【００１８】
再生制御のために，２つの型のナビゲーション情報がＤＶＤの中に存在する。１つは，図
７および８に示すように，プログラムチェーン情報（ＰＧＣＩ）を含むビデオ管理情報（
ＶＭＧＩ）及びビデオタイトル作品セット情報（ＶＴＳＩ）を有する。もう１つは，図６
に示すように，ナビゲーション情報中のＰＣＩパケットとＤＳＩパケットに含まれる。
【００１９】
以下，本発明の好ましい実施例について添付の図面を参照しながら詳細に説明する。
図９は，本発明による光ディスク再生装置の構造を示すブロック図であり，ＬＥＤなどの
光線を照射して光ディスクに記録された情報を読み出す光ピックアップ２，光ピックアッ
プによって検出された信号をＲＦ信号に復調するＲＦ復調部３，同期したクロックを用い
て復調されたＲＦ信号をデジタルデータ化するデジタル信号処理部４，オーディオ・ビデ
オデータストリームを復元し，外部機器に出力するオーディオ／ビデオ信号処理部５，フ
ォーカスエラー信号とトラッキングエラー信号によって光ディスクのサーボ動作を制御す
るサーボ部７，サーボ部７の制御によって光ディスクの半径方向に光ピックアップを駆動
するスレドモータ１３，サーボ部７の制御によって光ディスクを回転駆動させるスピンド
ルモータ１４，ＲＦ復調部から出力される信号に同期したクロックをデジタル信号処理部
４に出力する同期クロック発生部８，デジタル信号処理部及びサーボ部の制御をするマイ
クロコンピュータ１１，マイクロコンピュータと字幕データの制御データを貯蔵するメモ
リ１２，字幕表示窓の文字信号を，映像信号に重畳して表示する画面重畳部９，Ａ／Ｖ信
号処理部５で作られた映像信号に文字信号を重畳させる合成器６を含んで構成される。
【００２０】
図９のＤＶＤプレイヤの実施例のように，字幕による動画検索情報生成方法について，図
１０及び図１１のフローチャートを参照して説明する。
【００２１】
ＤＶＤプレイヤにＤＶＤを挿入すると，マイクロコンピュータ１１がサーボ部７を制御し
，ＤＶＤは一定速度で回転する。そして，ボリューム構造検索モードがボリューム構造領
域に貯蔵されたデータを読めるようにセットされる（Ｓ１０）。ボリューム構造検索モー
ドにおいて，“第１アンカーポイント”にある“メインボリューム記述子シーケンスアド
レス”を読み出すため，光ピックアップ２はＬＳＮ＃２５６のセクタへ移動する（Ｓ１１
）。このアドレスにより，“メインボリューム記述子シーケンス”は読み出され，“論理
的ボリュームインテグリティーシーケンス”から“論理的ボリュームインテグリティーア
ドレス”が得られる。
【００２２】
そして，“論理的ボリュームインテグリティー”は，そのアドレスを用いて読み出され，
“ファイルセット記述子アドレス”は，“論理的ボリュームインテグリティー”から得ら
れ，次いで貯蔵される（Ｓ１２，Ｓ１３）。そして，“ファイルセット記述子”は，読み
込まれ（Ｓ１４），ＤＶＤに記録された全ファイル名，大きさ，およびスタートＬＳＮが
メモリ１２に読み込まれる（Ｓ１５）。ビデオ作品の数と，それらのスタート／エンドＬ
ＳＮ，作品の部分副映像（ＰＴＴ）の数，およびサブストリームＩＤを含む管理情報もま
たメモリ１２に読み込まれ，貯蔵される（Ｓ１６）。
【００２３】
必要とする全ての情報の読み出しが完了すると，ＤＶＤプレイヤは，字幕による動画デー
タ検索情報を備えた操作モードになり，図１２に示したいわゆる副映像検索表が，ボリュ
ーム構造，ファイル構造，およびナビゲーションデータに貯蔵されたデータに基づいて生
成される（Ｓ１７）。
【００２４】
図１１は字幕による動画データ検索に有用な副映像検索表生成の詳細なフローチャートで
ある。副映像検索表生成モード（Ｓ３０）では，ビデオ作品ＶＴＳ番号，Ｋ（ビデオ作品
セット情報ＶＴＳ＿０Ｋ＿０．ＩＦＯの｀Ｋ´の整数値）が確認される。そして，スター
ト位置や大きさと同様，ビデオ作品番号を用いて，図１２に示すような“ビデオ作品一覧

10

20

30

40

50

(5) JP 3949893 B2 2007.7.25



表（ＶＴＳ表）”が作られる（Ｓ３１）。
【００２５】
ＰＴＴとスタート位置の番号と，副映像データの数は最初のビデオ作品セット情報（ＶＴ
Ｓ＿０１＿０．ＩＦＯ）から抜き取られ，“ＰＴＴ表”の作成に用いられる（Ｓ３２）。
各ＰＴＴに属する副映像データは，表にされる。言い換えれば，図１２に示すように，“
副映像表”が作られる。そして，“副映像検索表”は，各ＰＴＴに属する副映像データが
，関係する動画データに関連づけられて生成される。仮に，たくさんの言語がビデオ作品
の中で提供される場合は，“副映像表”は多数の行をなし，“副映像検索表”は各項目ご
とに多数の列をなすことを述べておく。
【００２６】
“副映像検索表”の各項目は，多数の言語の副映像チャンネルの数と同様，たくさんの列
をなし，副映像データと共に再生される動画データの記録位置情報を有する。この“副映
像検索表”の項目を作るために，ビデオ作品セットオブジェクト（ＶＴＳ＿０Ｘ＿Ｍ．Ｖ
ＯＢ，Ｍ＝０，１，２．．． )をスキャンする間，パックのサブストリームＩＤ（副映像
データパケットのサブストリームは，０ｘ２０～０ｘ３Ｆで変化する。）を確認すること
で位置される副映像データと，その記録位置情報は“副映像検索表”の行に貯蔵される（
Ｓ３３）。それゆえ，副映像データと記録位置情報は，“副映像検索表”の同じインデッ
クス値で示される。特に，副映像データの記録位置情報は，副映像データが記録された記
録単位体（ＶＯＢＵ）に属するナビゲーションパックのスタート位置の論理的ブロック番
号によって表される。
【００２７】
以後，ビットマップ形態の画像データで記録された副映像データは，文字変換アルゴリズ
ムを利用して文字データに変換される（Ｓ３４）。通常の光学文字認識（ＯＣＲ）方法，
例えば，人工神経網（ＡＮＮｓ）に基づく方法が適用される。ＡＮＮを利用した文字認識
アルゴリズムでは，ＡＮＮの重さを決め，対応する文字コードとＡＮＮの出力のマップを
作る学習段階が必要である。特に，文字標本のビットマップの学習セットが準備され，Ａ
ＮＮモデルの一つ，自己組織マップ（ＳＯＭ）にくり返し提示され，ビットマップ形態の
文字標本を分類する。ＳＯＭの出力を文字コードのそれぞれ異なる種類に分類するマッピ
ングは決定され，認識段階でビットマップ形態の文字分類に用いられる。
【００２８】
その時，文字画像はビットマップの副映像データから次々に抜粋される。各文字画像は，
黒白のビットマップに変換され，それぞれの文字グループに分類される。こうして，副画
像データの字幕画像は字幕コードに変換された後メモリに貯蔵され，ディスプレイに使わ
れる。例えば，画面に字幕が出ている時，文字コードを使うことによりその語句の意味な
どの情報を，付け加えて表示することができるようになる。
【００２９】
こうして一つのＰＴＴに対する“副映像表”と，“副映像検索表”の作成が完了すると，
この２つの表を指すアドレスは，図１２に示すように“ＰＴＴ表”の対応する行に貯蔵さ
れる。
【００３０】
ビデオ作品セット（ＶＴＳ）中の全ＰＴＴの情報検索が完了（Ｓ３５，Ｓ３６，Ｓ３７）
すると，“副映像検索表”の作成作業が終了する。
【００３１】
この文字変換作業をせずに，副映像データの文字画像はメモリ１２に直接貯蔵し，ディス
プレイに使うようにすることもできる。
【００３２】
図１２のポインタＰ１ｘ，Ｐ２ｘ，Ｐ３ｘは，再生中に画面に現れる字幕表示窓で，字幕
のスタート位置または範囲を指すのに使われる（図１４）。特に，Ｐ１ｘ，Ｐ２ｘ，Ｐ３
ｘは，それぞれＰＴＴ表，副映像表，副映像検索表の初期位置を指し，ビデオ作品が再生
される時，パーソナルコンピュータ１１によって更新される。
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【００３３】
一方，図１３は本発明による光ディスク再生装置の他の実施例を示しており，特に個人用
コンピュータで実施されるものである。本実施例は，光ディスクドライバ２０１と，パソ
コン２０２を含んでなり，１０１を介して互いに連結されている。この光ディスクドライ
バ部分は，光ディスクに記録された情報を読み取る光ピックアップ２，この光ピックアッ
プにより検出された信号を変調するＲＦ変調器３，復調された信号をデジタルデータにす
る処理をするデジタル信号処理部４，光ディスク駆動ユニットのサーボコントロールをす
るサーボ部７，光ディスクの半径方向に光ピックアップを動かすスレッドモータ１３，光
ディスクを回転させるスピンドルモータ１４，ＲＦ復調器からの信号に同期させ，デジタ
ル信号処理部４に出力する同期検出部８，サーボ部７やデジタル信号処理部４を制御し，
外部デバイスとの通信をするマイコン１１′，およびこのマイコンの制御データを貯蔵す
るメモリ１２を含んで構成される。一方，パーソナルコンピュータ部分は，デジタルイン
タフェース１００を通して光ディスクドライバから伝送されるデータを貯蔵するメモリ２
２，メモリから読み出される音声及び映像データストリームを信号処理するＡ／Ｖ信号処
理部２５，画像信号に重畳表示される字幕表示窓に字幕情報信号を表示する画面重畳部２
９，Ａ／Ｖ信号処理部２５により生成される画像信号に画面重畳部の文字信号を重畳させ
る合成器２６，この合成された画像信号を外部ディスプレイに出力するビデオカード３０
，キーボード２３またはマウスを通して入力される命令により前述した構成と同様に合成
器を制御する中央処理装置（ＣＰＵ）２１，および必要なプログラムを貯蔵するハードデ
ィスク４０を含んで構成される。
【００３４】
図１３に示す光ディスク再生装置の再生動作について説明する。マイコン１１′は，パソ
コンから制御命令を受け取り，デジタル信号処理部４およびサーボ部７この命令に従って
制御する。これにより光ディスクに貯蔵されたデータは再生され，デジタルインタフェー
ス１００を通してパソコンに送られる。このデータはメモリ２２に一時的に貯蔵され，Ａ
／Ｖ信号処理部２５に入力される。
【００３５】
光ディスクドライバ２０１の制御のようなこうした動作と，デジタルインターフェース１
００を介したデータ通信は，ハードディスク４０上に貯蔵されたプログラムをメモリ２２
にロードしＣＰＵ２１上のプログラムの実行することで行なわれる。
【００３６】
図１３の実施例に示す字幕による動画データ検索情報生成方法は，字幕による動画データ
検索情報が生成された後は，同じ光ディスクが再びドライバに挿入された場合に，余計な
生成動作をしてしまうのを避けるためにハードディスク４０にファイルとして貯蔵される
ことを除いては，前述の図１０の実施例同様である。そのため，光ディスクが挿入装着さ
れると，この光ディスクのボリュームＩＤが確認される。そして，そのボリュームＩＤに
対応する字幕による動画データ検索情報を含むファイルが既にハードディスク４０に貯蔵
されているかどうか，チェックされる。もし対応するファイルが存在しない場合，新しい
字幕による動画データ検索情報が生成され，ハードディスク４０に貯蔵される。そうでな
い場合は，対応するファイルはメモリに読み込まれ，字幕による動画データ検索の実行に
用いられる。
【００３７】
図１２の副映像検索表のような字幕による動画データ検索表は次のようにして生成される
。視聴者がある特定の字幕データを選択する時，選択された字幕データにリンクしている
記録単位体（ＶＯＢＵ）の記録位置が，副映像検索表に対応するエントリを参照して得ら
れる。
【００３８】
図１４は，本発明による字幕情報表示窓を図示しており，映像表示窓の画面の一角または
全体に表示される。また，スクロールバーを有しており，視聴者は，ビデオ中の所望する
字幕を選択することができる。
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【００３９】
字幕表示窓に表示された中から特定の字幕を選択することにより，視聴者はリンクした動
画データを検索することができ，その位置で再生を再開することができる。字幕表示窓の
字幕選択の操作と，それによる動画の検索は，図１５のフローチャートを参照して，詳し
く説明する。
【００４０】
先ずビデオ作品セットＶＴＳ（Ｓ５０）について述べると，選択されたＶＴＳ，（ＶＴＳ
＿ＯＮ＿０．ＩＦＯ）に対応するビデオ作品セット情報を含むファイルを読みだして，ビ
デオ作品セットのスタート／エンド位置，ビデオ／オーディオ／副映像データの属性，Ｐ
ＴＴ情報などを確認する（Ｓ５１）。そして選択されたＶＴＳに属するビデオ作品ＶＯＳ
の再生を開始する（Ｓ５２）。一方，文字認識アルゴリズムのアプリケーションで文字デ
ータとしてメモリ１２に貯蔵されている文字データのうち，再生中の動画データの所定前
後区間の文字データを画面重畳部９に出力することで，合成器６により映像画面に重畳表
示され，字幕表示窓に表示されるようになる（Ｓ５３）。
【００４１】
次いで，視聴者が字幕表示窓に表示された字幕の中から任意の字幕を選択すると（Ｓ５４
），対応する記録単位体ＶＯＢＵの論理的ブロック番号ＬＢＮが，すでに生成されている
副映像検索表から引き出される（Ｓ５５）。そして，光ピックアップが対応するＶＯＢＵ
の位置にジャンプする。この時，ＰＴＴ表，副映像表，副映像検索表の各ポインタ，（図
１２のＰ１ｘ，Ｐ２ｘ，Ｐ３ｘ）は，ジャンプに従って更新される。
【００４２】
ＶＯＢＵのビデオ・オーディオパックは読み出され，ＶＯＢＵ中のナビゲーションパック
に含まれる再生制御情報に従って再生される（Ｓ５６）。この方法によって，字幕表示窓
で選択された字幕にリンクする動画データを検索し，表示することが可能になる。
【００４３】
一方，字幕情報表示窓がスクロールしてリストしたい字幕が現在表示されているＰＴＴ表
から出てしまった場合，Ｐ１ｘは変わる。すなわち，Ｐ１ｘはＰＴＴ表で隣接する他の行
を指すようになり，ＰＴＴ表の他の２つのポインタも更新されたＰ１ｘに従ってそれぞれ
副映像表，副映像検索表を指すようになる。この方法によれば字幕表示窓の字幕のスクロ
ールや表示が円滑に行える。
【００４４】
以上，添付図面を参照しながら本発明による好適な実施形態について説明したが，本発明
の技術的思想の範疇内において各種の変更または修正が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＤＶＤのセクタ領域の構成図である。
【図２】　ボリューム構造とデータ範囲の表である。
【図３】　ファイル構造とデータ範囲の表である。
【図４】　ビデオ作品ＶＯＢの構造を示す概略図である。
【図５】　プレゼンテーションパックの構造を示す概略図である。
【図６】　ナビゲーションパックの構造を示す概略図である。
【図７】　ナビゲーション情報構造を示す表である。
【図８】　ナビゲーション情報構造を示す表である。
【図９】　本発明による再生装置の一実施例を示す概略図である。
【図１０】　本発明による字幕データと動画データのリンク情報の生成方法を示すフロー
チャートである。
【図１１】　本発明による字幕データと動画データのリンク情報の生成方法を示すフロー
チャートである。
【図１２】　本発明によるテーブル構造の字幕による動画検索情報である。
【図１３】　本発明による再生装置の他の実施例を示す概略図である。
【図１４】　字幕情報表示窓を示す概略図である。
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【図１５】　生成された字幕データと動画データのリンク情報に基づく動画検索方法を示
すフローチャートである。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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