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(57)【要約】
【課題】映像などのコンテンツの内容を、少ない処理負
荷で、短時間かつ効率的に再生できる再生装置を提供す
る。
【解決手段】再生装置１００は、ストリーム信号を受信
する受信部１１，１２と、該受信部が受信したストリー
ム信号を記憶する記憶部２２と、該記憶部に記憶済みの
ストリーム信号から字幕データを分離する分離部１４と
、前記ストリーム信号を通常の再生方向とは逆方向に再
生して巻き戻し再生する場合、前記分離部１４により当
該ストリーム信号から分離された字幕データのみを出力
する再生制御部１０，２０と、を備えることを特徴とす
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストリーム信号を受信する受信部と、
　該受信部が受信したストリーム信号を記憶する記憶部と、
　該記憶部に記憶済みのストリーム信号から字幕データを分離する分離部と、
　前記ストリーム信号を通常の再生方向とは逆方向に再生して巻き戻し再生する場合、前
記分離部により当該ストリーム信号から分離された字幕データのみを出力する再生制御部
と、
　を備えることを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　前記再生制御部による、前記ストリーム信号の巻き戻し再生を指示する指示部をさらに
備え、
　前記再生制御部は、前記ストリーム信号の再生中に前記指示部により前記ストリーム信
号の巻き戻し再生が指示されると、前記指示部による当該ストリーム信号の巻き戻し再生
が指示された位置を前記記憶部に記憶してから当該ストリーム信号の巻き戻し再生を行い
、前記指示部により当該ストリーム信号の巻き戻し再生の停止が指示されると、前記記憶
部に記憶された前記巻き戻し再生が指示された位置から、前記ストリーム信号の再生を再
開するよう制御することを特徴とする、請求項1に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生装置に関し、特に、字幕を含む映像コンテンツを再生可能な再生装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話のような無線通信機能を備えた携帯端末は、非常に数多くのユーザに広
く利用されている。最近の携帯電話は、端末本体に、例えばデジタルカメラやＧＰＳ（Gl
obal Positioning System）による位置検出機能などの様々な機能部およびアプリケーシ
ョンが搭載され、ますます多機能化している。このような携帯電話により、ユーザにとっ
ての利便性は格段に向上している。
【０００３】
　特に、最近は、携帯電話・移動体端末向けの１セグメント部分受信サービス（以下、ワ
ンセグ放送という）による地上デジタルテレビジョン放送（以下、デジタル放送という）
の受信機能を搭載した携帯電話が急速に普及しつつある。このような、ワンセグ放送を受
信してデジタル放送を再生できる携帯端末を用いることにより、放送波の届くエリア内で
あれば、ユーザは、視聴する場所に関らずデジタル放送を視聴できる。
【０００４】
　デジタル放送においては、画面上に重畳表示される各種の字幕を表示することが標準機
能として規格化され、特別な機器を用いることなく字幕を用いた放送を視聴できる。デジ
タル放送の字幕放送は、アナログ放送の字幕放送とは異なり、放送を受信する端末側で、
字幕の表示／非表示の設定や、複数提供される字幕から所望の字幕を選択することが可能
である。字幕管理データを用いることにより、送信側にて、受信端末側における個々の字
幕の表示形態を操作することもできる。
【０００５】
　デジタル放送における字幕放送では、従来のアナログ放送のように、例えば、英語の発
言内容が日本語に翻訳された字幕を表示するような番組だけでなく、例えば日本語で話さ
れる発言内容に対して日本語の字幕が提供される番組も多い。このような母国語の字幕の
提供により、聴力に障害を持つユーザでも番組内容を把握することができる。それだけで
なく、字幕放送により、例えば公共の場所など音を出すことが望ましくないような場所で
も、イヤホンなどを使用せずに画面の目視のみで番組内容を充分に把握することが可能に
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なる。
【０００６】
　さらに、デジタル放送の字幕放送においては、１つのチャンネルに付与される周波数帯
域幅のうち、１２セグメント（ハイビジョン放送）を使用する据置型の受信機向けと、１
セグメントを使用する携帯受信端末向けとで異なる字幕が提供される。これらの字幕放送
では、それぞれに字幕の内容および表現形式などが異なるものが提供される。
【０００７】
　このデジタル放送の字幕機能においては、大きく分けて、表示態様に関する機能と、表
示制御に関する機能とがある。表示態様に関する機能には、書式（縦書き、横書き、混在
）、文字種（漢字、仮名など）、フォント指定、外字、文字サイズ、文字色（文字単位で
２５６色の着色可能）、文字属性（反転、フラッシング、アンダーラインなど）などがあ
る。また、表示制御に関する機能には、表示タイミング、消去タイミング、カット、ディ
ゾルブなどがある。さらに、１ＥＳ（Elementary Stream）あたり、最大８言語まで拡張
させて字幕を扱うことが可能である。
【０００８】
　地上デジタル放送の字幕放送の仕様は、ＡＲＩＢ（Association of Radio Industries 
and Broadcast：社団法人電波産業会）による標準規格ＳＴＤ－Ｂ２４「デジタル放送に
おけるデータ放送符号化方法と伝送方式」の技術報告書ＴＲ－Ｂ１４に規定されている。
このため、より詳細な説明は省略する。
【０００９】
　また、最近では、受信したワンセグ放送によるデジタル放送を、本体に内蔵したメモリ
（またはメモリカードなど）に録画できる携帯端末も既に市販されている。このような携
帯端末を用いれば、ユーザは、デジタル放送の放送時には番組を視聴できない状態であっ
ても、録画した番組を後から再生して視聴できる。
【００１０】
　デジタル放送を携帯端末にて録画したものを再生したり、または映像や音楽などのコン
テンツを携帯端末にてダウンロードしたものを再生することは、最近では一般的になりつ
つある。このように、近年の携帯電話に代表される携帯端末では、電話機能などの本来の
機能に加えて、コンテンツ再生装置としての機能も主要な機能の１つになっている。
【００１１】
　さらに、受信したデジタル放送の番組を、例えばハードディスクなどのランダムアクセ
ス可能な記録メディアに、デジタル信号のまま記録することが可能なコンテンツ再生装置
も既に市販されている。このようなコンテンツ再生装置には、まだ番組の録画が終了して
いない録画中でも、メディアから既に記録済みの部分を読み出して再生して、録画中の（
現在放送中の）番組を後から追いかけて再生する「追っかけ再生」ができるものもある。
追っかけ再生の機能が搭載されたコンテンツ再生装置では、現在放送中の番組を時々刻々
と順次録画しながら、既に録画が完了している部分は、追っかけ再生をしたり、一時停止
をしたり、早送り再生や巻き戻し再生などもできる。
【００１２】
　このように、録画中の（現在放送中の）番組を追っかけ再生する際に、その再生速度を
通常の速度よりも若干速くすることで、現在放送中の番組に追いつくように再生する「追
いつき再生」ができるものもある。このような追いつき再生の機能を搭載した再生装置で
は、既に録画済みの部分については、通常の再生速度よりも速い速度で映像および音声を
再生する。このように再生している最中に、現在録画中（放送中）の番組の放送時点に追
いついた場合には、現在録画している番組の再生、即ち、現在放送中の番組の再生に切り
換える。
【００１３】
　このような追いつき再生の機能により、録画中の番組の放送が終了（録画終了）するの
を待たずして録画した番組が再生できる。さらに、追いつき再生が現在放送中の番組に追
いついた場合には、録画した番組の再生を終了して、現在放送中の番組をリアルタイムで
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再生できる。したがって、追いつき再生機能により、ユーザは、時間的に効率良く番組を
視聴することができる。なお、この追いつき再生では、再生速度を通常より速くした際で
も、再生する内容をユーザが理解できるようにする各種の措置が提案されている。例えば
、追いつき再生中の音声については、再生速度を上げてもピッチ（音程）があまり変わら
ないようにしたり、または無音の部分を省略する（詰める）ことにより有音部分の再生速
度をあまり上げないようにできる。
【００１４】
　上述した携帯端末を再生装置として用いて、録画したデジタル放送などの番組やダウン
ロードした映像コンテンツなどを再生する場合、従来のアナログ放送をビデオカセットレ
コーダ（ＶＣＲ）に録画して再生する場合とほぼ同様の再生制御ができる。すなわち、映
像コンテンツなどの通常の再生に加えて、再生の一時停止や、早送り再生、巻き戻し再生
など各種の再生をユーザの任意に行うことができる。
【００１５】
　このような再生装置にて、以前視聴していたコンテンツなどの再生を途中で中断し、そ
の再生中断箇所から再生を再開する場合に、ユーザは、再生中断箇所より少し前の番組内
容を知りたい場合がある。また、現在録画中で再生していなかった番組を途中から再生し
て視聴した場合にも、同じ要請が生じ得る。その場合、ユーザの操作に基づいて、コンテ
ンツの内容を必要量だけ巻き戻してから再生（録画中の場合は追っかけ再生）を行うのが
一般的である。
【００１６】
　例えば、図８に示すように、ある映像コンテンツが、場面Ａ、場面Ｂ、場面Ｃ、場面Ｄ
の順に再生されるのが通常の再生方向とする。前回の再生が場面Ｃの直前で停止された場
合、再生を再開すると場面Ｃから再生が開始される。場面Ｃの再生が開始された時点で、
この場面Ｃと、その直前の場面とのつながりをユーザが把握できない場合、ユーザは、少
し前まで巻き戻し再生（図８の１．巻き戻し再生）を行う。なお、録画中で再生していな
かった番組を途中から追っかけ再生した際に、その再生が場面Ｃから開始された場合も同
じである。
【００１７】
　場面Ｃから場面Ａまで遡って巻き戻し再生をする場合、その間は、映像が通常の再生よ
りも速い速度で逆再生され、音声は無音になるのが一般的である。この巻き戻し再生を行
っている間、ユーザは、時間的に逆方向に高速再生される映像により、コンテンツの内容
のうち、映像部分の概略はつかめる場合もある。しかしながら、通常とは逆の再生である
ため、番組内容の流れを把握するのは困難である。さらに、場面の描写や登場人物のセリ
フなど細かい部分を把握することは不可能である。
【００１８】
　ユーザにとって、この巻き戻し再生の意義は、巻き戻し再生を終了する箇所、即ち、視
聴したい場面から通常の再生を再開する箇所を見出すための参照として利用するに過ぎな
い。したがって、巻き戻し再生を終了して再生を再開（図８の２．再生）した時点から初
めて、ユーザにとって意味のある再生となる。ユーザは、巻き戻し再生を終了した場面Ａ
から再生を再開し、場面Ａから通常の再生を行い、場面Ｃまで視聴した時点で初めて、巻
き戻し再生を開始した時点との内容的なつながりを把握できる。ユーザは、それまでの番
組内容の流れがスムーズに把握できれば、その後場面Ｄ以降へと違和感を覚えることなく
視聴を継続できる。
【００１９】
　このような巻き戻し再生を行う際、上述した字幕が含まれるコンテンツの場合、字幕を
表示して巻き戻し再生することで、ユーザは、番組の流れを追うことができ、番組によっ
てはその内容の詳細まで充分に把握できる。例えば、番組やコンテンツの内容を急いで把
握したい場合や、番組の重要部分を中心とする概略のみを知りたいような場合には、番組
内で表示される字幕情報は特に有効である。このように字幕を利用すれば、番組を巻き戻
し再生してから再生再開し、巻き戻し再生開始時点まで映像と音声で視聴する場合に比べ
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て、視聴する時間および番組の内容を把握するのに必要な時間が著しく低減される。
【００２０】
　デジタル放送の字幕表示を制御する技術については、既にいくつかの提案がされている
。例えば、字幕表示の巻き戻しを指示した回数分だけ現在から遡った過去の字幕を字幕記
憶手段から読み出し、字幕巻き戻しを指示した時点で再生される映像の静止画と合成して
表示する技術が開示されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に記載の再生装
置によれば、巻き戻した字幕を表示部に表示する際には、通常の再生時よりも長い時間字
幕を表示するため、通常再生時に字幕を読み切れなかった場合に、見逃した字幕を再表示
できる。
【００２１】
　また、映像信号から映像データと字幕データとを分離して字幕データをメモリに格納し
、操作手段からの操作信号に従って表示すべき字幕を選択して、字幕データと映像データ
とを合わせて表示する技術が開示されている（例えば、特許文献２参照）。特許文献２に
記載の映像表示装置によれば、デジタル放送に含まれる字幕部分を、映像と独立して操作
できる。したがって、通常の再生速度で進行する映像および音声とは関係なく、字幕の表
示のみを一時停止させたり、字幕のみを巻き戻して以前の字幕を表示できる。
【００２２】
　さらに、画面上に表示される字幕の表示を、映像と共に静止画として取り込み、字幕の
表示が更新されるごとに、このような静止画を順次保存できる技術も提案されている（例
えば、特許文献３参照）。特許文献３に記載の映像処理装置によれば、番組内の登場人物
が発言するセリフ等の文字情報を含む複数の静止画を作成することにより、「読むコンテ
ンツ」を生成することで、番組内容を時間的に効率良く把握できる。
【００２３】
【特許文献１】特開２００４－２１３８３２号公報
【特許文献２】特開２００７－２４３２９２号公報
【特許文献３】特開２００４－３５０１６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかしながら、上述した特許文献に記載の技術は、全て、字幕をある場面の静止画など
何らかの映像と重畳させた画像として処理するため、その処理に必要な負荷が高くなるこ
とが懸念される。このように処理負荷が高くなる処理は、例えば携帯端末のように、処理
に利用できるリソースが制限されている端末においては望ましくない。端末の処理負荷が
高いということは、その処理に要する消費電力も大きくなるのが一般的であり、特に、携
帯端末のように充電池で動作する端末の場合には、少しでもその消費電力量を低減する必
要がある。
【００２５】
　また、巻き戻し再生を行う際に字幕を表示する場合、その字幕は、当然、通常の再生と
は逆方向に、つまり時系列的に過去に遡る順序で表示される。このため、巻き戻し再生中
に字幕を表示したとしても、ユーザは、番組の内容を解釈および理解し難いという問題が
ある。例えば上記特開文献１～３に記載の技術では、表示される字幕の巻き戻しを行う際
に字幕単位で巻き戻しを行うことができるが、各字幕は個別に表示されるため、やはり番
組内容を過去の方向に解釈および理解する必要がある。そのため、番組内容の連続性を把
握することは必ずしも容易ではない。しかも、巻き戻しを指示した時点の画像と、巻き戻
しにより表示される字幕とを合成するため、映像と字幕の内容が一致しない恐れもある。
この場合、映像はユーザが内容を把握する補助にはならない。
【００２６】
　さらに、巻き戻し再生中にユーザが番組の内容を把握できた場合、巻き戻し再生を終了
して通常の再生を開始すると、その時点から巻き戻し再生を開始した時点までの再生は、
既に把握している内容を再び再生することになる。既に理解している内容の再生は不要と
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判断した場合、ユーザは、巻き戻し再生を開始した時点まで早送り再生をするものと想定
される。しかしながら、巻き戻し再生を開始した時点まで早送り再生をするには、当該巻
き戻し再生開始位置を予め覚えておかなくてはならない。
【００２７】
　したがって、かかる事情に鑑みてなされた本発明の目的は、映像などのコンテンツの内
容を、少ない処理負荷で、短時間かつ効率的に再生できる再生装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　上記目的を達成する請求項１に係る再生装置の発明は、
　ストリーム信号を受信する受信部と、
　該受信部が受信したストリーム信号を記憶する記憶部と、
　該記憶部に記憶済みのストリーム信号から字幕データを分離する分離部と、
　前記ストリーム信号を通常の再生方向とは逆方向に再生して巻き戻し再生する場合、前
記分離部により当該ストリーム信号から分離された字幕データのみを出力する再生制御部
と、
　を備えることを特徴とするものである。
【００２９】
　請求項２に係る発明は、請求項1に記載の再生装置において、
　前記再生制御部による、前記ストリーム信号の巻き戻し再生を指示する指示部をさらに
備え、
　前記再生制御部は、前記ストリーム信号の再生中に前記指示部により前記ストリーム信
号の巻き戻し再生が指示されると、前記指示部による当該ストリーム信号の巻き戻し再生
が指示された位置を前記記憶部に記憶してから当該ストリーム信号の巻き戻し再生を行い
、前記指示部により当該ストリーム信号の巻き戻し再生の停止が指示されると、前記記憶
部に記憶された前記巻き戻し再生が指示された位置から、前記ストリーム信号の再生を再
開するよう制御することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、ストリーム信号を通常の再生方向とは逆方向に再生して巻き戻し再生
する場合、分離部によりストリーム信号から分離された字幕データのみを出力して字幕を
表示できる。したがって、映像などのコンテンツの内容を、極めて少ない処理負荷で、短
時間かつ効率的に再生できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。以下の各実施の形態に
おいては、本発明の再生装置の一例として、例えばワンセグ放送を受信可能な携帯電話の
ような携帯端末を想定して説明するが、本発明の再生装置は携帯電話に限定されるもので
はなく、例えばＰＤＡなどの任意の携帯型デジタル放送受信装置および据置型のテレビジ
ョン受信機に適用することも可能である。また、本発明は、放送受信装置が受信するデジ
タル放送についてもワンセグ放送に限定されるものではなく、フルセグ放送（ＨＤＴＶ）
を受信する放送受信装置に適用することもできる。
【００３２】
（第１実施の形態）
　図１は、本発明の第１実施の形態に係る再生装置の概略構成を示す機能ブロック図であ
る。
【００３３】
　再生装置１００は、ワンセグ放送によるデジタル放送を再生するテレビジョン受信機能
を搭載しており、全体を制御する制御部１０と、地上デジタル放送の放送波を受信する受
信部を構成する放送受信用のアンテナ部１１およびチューナ部１２とを有する。再生装置
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１００は、アンテナ部１１で、デジタル放送の放送波を受信する。チューナ部１２は、ア
ンテナ部１１で受信された受信信号（ＲＦ信号）を、制御部１０からの周波数（チャンネ
ル）指定命令に基づいてチューニングする。
【００３４】
　復調部１３は、チューナ部１２でチューニングされた放送波を、トランスポートストリ
ーム（ＴＳ）信号に復調して分離部１４に供給する。分離部１４は、復調されたＴＳ信号
を、パケットＩＤに応じて、音声パケット、映像パケット、字幕パケット、データ放送パ
ケットに分離する。分離部１４でＴＳ信号から分離された音声パケットは音声デコード部
１５に、映像パケットは映像デコード部１６に、字幕パケットは字幕デコード部１７に、
データ放送パケットはデータ放送デコード部１８に入力される。
【００３５】
　音声デコード部１５は、入力された音声パケット内の音声データをデコードしてスピー
カ１９に出力し、スピーカ１９は音声デコード部１５から出力される音声を出力する。映
像デコード部１６、字幕デコード部１７は、それぞれ入力された映像パケット内の映像デ
ータ、字幕パケット内の字幕データをデコードして表示制御部２０に出力する。データ放
送デコード部１８は、入力されたデータ放送パケット内のＢＭＬ（Broadcast Markup Lan
guage）を基に画面イメージを作成して表示制御部２０に出力する。
【００３６】
　表示制御部２０は、制御部１０からの命令に基づいて、映像デコード部１６、字幕デコ
ード部１７、データ放送デコード部１８よりそれぞれ出力される映像、字幕テキスト、Ｂ
ＭＬに基づく画面イメージを映像表示部２１に表示する。このようにして、ワンセグ放送
の字幕付き映像、データ放送および音声を再生する。したがって、本実施の形態では、制
御部１０と表示制御部２０とを含めて再生制御部を構成する。なお、ワンセグ放送による
字幕放送およびデータ放送を再生する際の受信装置の通常動作は公知技術であるため、よ
り詳細な説明は省略する。
【００３７】
　再生装置１００はさらに、各種の情報を記憶する記憶部２２を備えている。記憶部２２
は、入力した情報および各種アプリケーション等を記憶する他、ワークメモリとしても機
能するランダムアクセス可能なメモリで構成する。記憶部２２はさらに、バッファ２３と
記録蓄積部２４とを有する。
【００３８】
　再生装置１００が録画動作を開始すると、制御部１０は、復調部１３から出力されるＴ
Ｓパケットのデータを記憶部２２に記憶するよう制御する。ＴＳパケットのデータが記憶
部２２に格納される際には、まず一時記憶領域であるバッファ２３に格納され、次に記録
蓄積部２４に格納される。録画した番組を再生する場合は、記憶部２２内のバッファ２３
または記録蓄積部２４のいずれかの領域から映像および音声データを読み出す。字幕デー
タを伴う場合には字幕データも共に読み出す。デジタル放送の通常の録画および再生の動
作も公知技術であるため、より詳細な説明は省略する。
【００３９】
　再生装置１００はまた、記憶部２２内の領域であるバッファ２３または記録蓄積部２４
の中に格納されている各種データの中に字幕データが含まれているか否かを検出する字幕
データ検出部２５を備えている。さらに、再生装置１００は、外部からの入力を受け付け
る入力部２６も備え、ユーザによるキー操作を受け付ける。この入力部２６は、各種操作
キーやタッチパネルなどの任意の入力装置で構成できる。
【００４０】
　次に、図２のフローチャートを参照しながら、本実施の形態の再生装置１００による、
字幕による巻き戻し再生の動作を説明する。なお、以下の説明では、番組などを録画した
映像コンテンツのデータを、予め記憶部２２の記録蓄積部２４に記憶しておく場合につい
て説明する。
【００４１】
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　本実施の形態では、まず、制御部１０は、記録蓄積部２４に記憶された映像コンテンツ
のデータを読み出してデコードし、映像および音声を映像表示部２１およびスピーカ１９
から出力するよう制御して、当該映像コンテンツを再生している。
【００４２】
　このようにして映像コンテンツを再生中に、ユーザによる入力部２６からの入力により
巻き戻し再生の開始が指示された時点から、図２に示す巻き戻し再生の動作が開始する。
したがって、本実施の形態では、入力部２６が指示部を構成する。
【００４３】
　入力部２６から巻き戻し再生の指示がされると、制御部１０は、指示された巻き戻し再
生が字幕による巻き戻し再生か否かを判定する（ステップＳ１１）。字幕による巻き戻し
再生の指示は、通常の巻き戻し再生とは異なる専用のキーを入力部２６に設けて行ったり
、または通常の巻き戻し再生を行った後に、所定の追加の操作により字幕による巻き戻し
再生が選択されるようにするなど種々の態様が考えられる。
【００４４】
　字幕による巻き戻し再生が選択された場合（ステップＳ１１のＹｅｓ）、字幕データ検
出部２５は、記録蓄積部２４に記憶されたＴＳパケットに字幕データが含まれているか否
かを判定する（ステップＳ１２）。なお、ＴＳパケットに字幕データが含まれているか否
かは、例えば、番組配列情報におけるＰＭＴ（Program Map Table）内のストリーム形式
識別を参照することで判定できる。
【００４５】
　記録蓄積部２４に記憶されたＴＳパケットに字幕データが含まれている場合（ステップ
Ｓ１２のＹｅｓ）、制御部１０は、記録蓄積部２４のＴＳパケットから字幕データのみを
デコードするよう制御する。それと共に、制御部１０は、字幕データのみを出力して巻き
戻し再生する。この時、制御部１０は、映像や音声は出力せずに、ＴＳパケットのデータ
の巻き戻し再生によるタイミングに基づいて、デコードされた字幕データのみを字幕の表
示単位で出力する。表示制御部２０は、この巻き戻し再生により出力された字幕データに
基づく字幕を、映像表示部２１に表示する（ステップＳ１３）。なお、制御部１０は、字
幕による巻き戻し再生を開始したら、その巻き戻し再生を開始した時点のコンテンツの位
置に関する情報を、記憶部２２に記憶する。
【００４６】
　映像表示部２１に字幕を表示する際には、表示制御部２０は、通常の再生による順序で
ユーザが各字幕を読むことができるように、映像表示部２１の下方から上方に向かう順序
で各字幕を表示する。映像表示部２１の上端まで表示が埋まってしまった場合には、最上
行に字幕を追加表示するにつれて全体の字幕表示を一行ずつ下方にスクロールするのが好
適である。他の態様として、映像表示部２１の上端まで表示が埋まると、字幕表示を一旦
全てクリアし、また新たに最下方から表示する態様も考えられる。この際の字幕表示のク
リアも、巻き戻し再生される字幕の表示タイミングに基づいて自動で行うようにも、また
入力部２６からの、ユーザによる字幕表示クリアの入力に基づくようにもできる。
【００４７】
　また、字幕データを映像表示部２１に表示する際には、通常の字幕として通常通りに映
像表示部２１に表示するだけでなく、ユーザが番組内容を一層把握し易くするための処理
を施すこともできる。例えば、拡大や背景色、文字色、書体、文字の太さ、陰影、ブライ
トネス、コントラスト、シャープネス、その他の文字表示形態に関する種々のパラメータ
を一部または複合的に変更させる各種処理を行って表示するようにできる。
【００４８】
　続いて、制御部１０は、字幕による巻き戻し再生が終了したか否かを判定する（ステッ
プＳ１４）。字幕による巻き戻し再生の終了は、ユーザによる入力部２６からの字幕巻き
戻し再生終了の入力に基づく場合と、映像コンテンツの最初まで巻き戻しが完了するなど
表示すべき字幕が無くなった場合などが想定される。まだ字幕による巻き戻し再生が終了
していない場合にはステップＳ１３に戻り、字幕による巻き戻し再生を続行する。



(9) JP 2009-206724 A 2009.9.10

10

20

30

40

50

【００４９】
　ステップＳ１４にて、字幕による巻き戻し再生が終了したと判定された場合、制御部１
０は、ステップＳ１３にて記憶部２２に記憶した、巻き戻し再生を開始した時点のコンテ
ンツの位置情報を読み出す。さらに、制御部１０は、読み出した巻き戻し再生開始位置か
ら、映像および音声を出力する通常の再生を開始する（ステップＳ１５）。これにより、
本実施の形態による字幕による巻き戻し再生の動作は終了する。
【００５０】
　なお、ステップＳ１１にてユーザが字幕による巻き戻し再生を選択しなかった場合、制
御部１０は、記録蓄積部２４に格納されたＴＳパケットの音声データおよび映像データを
デコードするよう音声および映像デコード部１５，１６を制御する。各データのデコード
が完了したら、制御部１０は、デコードされた音声データに基づく音声をスピーカ１９に
出力し、デコードされた映像データを表示制御部２１に出力する。デコードされた映像デ
ータを受信した表示制御部２１は、映像データに基づく映像を映像表示部２１に表示する
（ステップＳ１６）。このように、映像および音声による通常の巻き戻し再生をユーザが
所望する場合には、従来式の映像および音声を用いた巻き戻し再生を行う。
【００５１】
　また、番組によっては、字幕放送を提供していない場合もある。そこで、ステップＳ１
２にて、記録蓄積部２４に記憶されたＴＳパケットに字幕データが含まれていないと判定
された場合も、ステップＳ１６に移行する。
【００５２】
　このようにすることで、字幕による巻き戻し再生を開始すると、映像および音声のない
字幕のみによる巻き戻し再生が行われる。また、字幕による巻き戻し再生を終了すると、
字幕による巻き戻し再生を開始した位置から、映像および音声を伴う通常の再生が行われ
る。
【００５３】
　例えば、図３に示すように、ある映像コンテンツが、場面Ａ、場面Ｂ、場面Ｃ、場面Ｄ
の順に再生されるのが通常の再生方向とする。再生装置１００にて、このような映像コン
テンツを通常再生中に、場面Ｃにおいて、ユーザによる入力に基づいて、字幕による巻き
戻し再生が指示されたとする。すると、通常の再生方向とは逆の（過去の）方向に、字幕
のみの巻き戻し再生が開始する（図３の１．巻き戻し再生）。まず、場面Ｃから場面Ｂに
向かって、字幕を表示単位ごとに映像表示部２１の下方から上方に向けて順に表示する。
すなわち、例えば図４（Ａ）のような字幕が画面下から上に向けて順次表示される。
【００５４】
　次に、図３の場面Ｂから場面Ａに向かって、字幕を表示単位ごとに映像表示部２１の先
ほどの字幕に続けて下方から上方に向けて順に表示する。すなわち、例えば図４（Ｂ）の
ような字幕が、先の字幕に続けて画面下から上に向けて順次表示される。
【００５５】
　この後、図３の場面Ａに到達した際に、ユーザによる入力に基づいて、字幕による巻き
戻し再生の終了が指示されたとする。すると、その巻き戻し再生の終了時点からではなく
、巻き戻し再生の開始時点から再生が開始される（図３の２．再生）。すなわち、例えば
図４（Ｃ）に示すように、場面Ｃから場面Ｄに向けてのコンテンツの内容が、映像および
音声により、通常の再生方向で再生される。なおのこの通常の再生時に字幕を表示するか
否かは、再生装置１００の設定に依存する。
【００５６】
　したがって、映像コンテンツを巻き戻し再生中する際に、字幕による巻き戻し再生を選
択することで、ユーザは番組などの映像コンテンツの内容を字幕で順方向に把握できる。
この字幕による巻き戻し再生に必要な処理は文字データの処理のみであるため、再生装置
１００に課される処理負荷は極めて少ない。また、巻き戻し再生が終了すると、巻き戻し
再生を開始した位置から通常の再生を開始するので、ユーザが既に把握した番組の内容が
再び再生されることはない。さらに、巻き戻し再生を開始した時点の位置をユーザが覚え
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ておく必要もない。そのため、ユーザは手間をかけずに時間的に効率良く映像コンテンツ
の内容を把握できる。
【００５７】
　なお、字幕による巻き戻し再生時には、映像表示部２１の下方から上方に向けて字幕が
表示されるが、巻き戻し再生の速度を速めることにより、より自然に（通常の再生方向に
おける字幕表示のように）ユーザが把握し易い態様で字幕を表示できる。
【００５８】
（第２実施の形態）
　次に、第２実施の形態に係る、字幕による巻き戻し再生の動作を説明する。第２実施の
形態は、上述した第１実施の形態において、字幕による巻き戻し再生時の字幕の表示態様
を変更する。
【００５９】
　本実施の形態は、図１にて説明した、第１実施の形態と同じ再生装置１００により実施
できる。また、本実施の形態による再生装置１００の動作についても、第１実施の形態と
ほぼ同じであるが、字幕による巻き戻し再生時の字幕を出力する方法が異なる。
【００６０】
　本実施の形態では、字幕表示しながらコンテンツを再生する際に、ある表示単位の字幕
の表示を消去する時点から、次の表示単位の字幕を表示する時点までの時間間隔を「字幕
表示間隔」として測定する。測定した字幕表示間隔が予め定めた所定の閾値内となる連続
する字幕は、ひとまとまりの同じ「字幕群」として出力する。
【００６１】
　一般的に、字幕表示間隔が短い、すなわち各字幕が短い時間間隔で連続して表示される
場合は、それぞれの字幕は連続して意味のあるまとまりになることが多い。一方、ある字
幕と次の字幕との字幕表示間間隔が比較的長くなる場合は、番組の場面が変更されたり、
番組内でテーマや話題が変更されたりというように、意味的な区切りになることが多い。
そこで、再生装置１００にて、字幕表示間隔についての所定の閾値を適切に設定し、予め
記憶部２２に記憶する。この字幕表示間隔に基づいて、意味的にまとまりのある「字幕群
」を単位として字幕データを処理する。
【００６２】
　次に、図５のフローチャートを参照しながら、本実施の形態の再生装置１００による、
字幕による巻き戻し再生の動作を、第１実施の形態とは異なる動作を中心に説明する。な
お、第１実施の形態と同様に、番組などを録画した映像コンテンツのデータを、予め記憶
部２２の記録蓄積部２４に記憶しておく場合について説明する。
【００６３】
　まず、第１実施形態と同じ状況で映像コンテンツを再生中に、ユーザによる入力部２６
からの入力により巻き戻し再生の開始が指示されたら、制御部１０は、指示された巻き戻
し再生が字幕による巻き戻し再生か否かを判定する（ステップＳ１１）。ステップＳ１１
にて字幕による巻き戻し再生の指示と判定された場合、字幕データ検出部２５は、記録蓄
積部２４に記憶されたＴＳパケットに字幕データが含まれているか否かを判定する（ステ
ップＳ１２）。
【００６４】
　ステップＳ１２にて、記録蓄積部２４に記憶されたＴＳパケットに字幕データが含まれ
ている場合、制御部１０は、記録蓄積部２４のＴＳパケットから字幕データのみをデコー
ドするよう制御する。字幕データがデコードされたら、制御部１０は、各表示単位の字幕
について、通常の再生における、直前の字幕が消去される時点から、次の表示単位の字幕
が表示される時点までの間の時間（字幕表示間隔）を測定して取得する（ステップＳ２１
）。
【００６５】
　次に、制御部１０は、取得した各字幕間の字幕表示間隔を、記憶部２２に記憶した所定
の閾値と順次比較する（ステップＳ２２）。取得した字幕表示間隔が所定の閾値以内であ
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れば、字幕表示間隔を測定した表示単位の字幕を直前の字幕と同じ字幕群として出力し、
バッファ２３に蓄積する（ステップＳ２３）。また、取得した字幕表示間隔が所定の閾値
を超える場合は、字幕表示間隔を測定した表示単位の字幕を、直前の字幕とは異なる新た
な字幕群としてバッファ２３に蓄積する（ステップＳ２４）。なお、この新たな字幕群を
構成する字幕をバッファ２３に蓄積する際、既に蓄積されたひとまとまりの字幕群が存在
する場合、制御部１０は、当該既に蓄積された字幕群をバッファ２３から読み出して表示
制御部２０に出力する。
【００６６】
　このようにして字幕群を出力した後のステップＳ１４以降の動作および他の動作は第１
実施の形態と同様になる。しかしながら、出力される字幕は字幕群単位となるため、表示
制御部２０は、映像表示部２１に字幕を表示する際にも、字幕群ごとにまとまりとして表
示する。このように、字幕表示間隔が所定の閾値以内の字幕を同じ字幕群としてグループ
化して表示するため、映像コンテンツの内容をユーザが一層把握し易い態様で字幕を表示
する巻き戻し再生ができる。
【００６７】
　例えば、図６に示すように、再生装置１００にて、字幕ａ１～字幕ａ３、字幕ｂ１～字
幕ｂ２、および字幕ｃ１～字幕ｃ３を含む映像コンテンツを、字幕による巻き戻し再生す
る場合について説明する。この映像コンテンツは、通常の再生においては、各字幕は、字
幕ａ１、字幕ａ２、字幕ａ３、字幕ｂ１、字幕ｂ２、字幕ｃ１、字幕ｃ２、字幕ｃ３の順
に表示される。
【００６８】
　このような映像コンテンツを通常再生中に、図６に示す巻き戻し再生開始時点にて、ユ
ーザによる入力に基づいて、字幕による巻き戻し再生が指示されたとする。すると、制御
部１０は、通常の再生方向とは逆の（過去の）方向に、字幕のみの巻き戻し再生を開始す
る。ここで、制御部１０は、デコードされた字幕を、字幕ｃ３、字幕ｃ２、字幕ｃ１、字
幕ｂ２、字幕ｂ１、字幕ａ３、字幕ａ２、字幕ａ１の順に、直前の字幕との字幕表示間隔
を測定し、それぞれ取得する。
【００６９】
　例えば、字幕ｃ３～字幕ｃ２間、および字幕ｃ２～字幕ｃ１間の字幕表示間隔は予め定
めた所定の閾値内であるが、字幕ｃ１～字幕ｂ２間の字幕表示間隔は、所定の閾値を超え
たとする。この場合、制御部１０は、字幕ｃ３、字幕ｃ２、字幕ｃ１をひとまとめの「字
幕群Ｃ」として出力し、例えば図７（Ａ）に示すように、字幕群Ｃのグループとして画面
下から上に向けて映像表示部２１に順次表示する。なお、字幕群Ｃはまとまりとして出力
されるため、実際には図７（Ａ）のような字幕を一斉に表示しても良い。
【００７０】
　次に、例えば、字幕ｂ２～字幕ｂ１間の字幕表示間隔は予め定めた所定の閾値内である
が、字幕ｂ１～字幕ａ３間の字幕表示間隔は、所定の閾値を超えたとする。この場合、制
御部１０は、字幕ｂ２、字幕ｂ１をひとまとめの「字幕群Ｂ」として出力し、例えば図７
（Ｂ）に示すように、字幕群Ｂのグループとして表示する。
【００７１】
　同様に、例えば、字幕ａ３～字幕ａ２間、および字幕ａ２～字幕ａ１間の字幕表示間隔
は予め定めた所定の閾値内である場合、制御部１０は、字幕ａ３、字幕ａ２、字幕ａ１を
ひとまとめの「字幕群Ａ」として出力する。この場合、例えば図７（Ｃ）に示すように、
字幕群Ａのグループとして表示する。
【００７２】
　本実施の形態でも、第１実施の形態と同様に、映像表示部２１の上端まで表示が埋まっ
てしまった場合には、最上行に字幕を追加表示するにつれて全体の字幕表示を一行ずつ下
方にスクロールできる。しかしながら、本実施の形態では、字幕群の字幕がまとめて表示
されるため、このスクロールは、ユーザの操作入力に基づいて行うのが好適である。また
他の態様として、映像表示部２１の上端まで表示が埋まると、字幕表示を一旦全てクリア
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し、また新たに最下方から表示する態様も考えられる。この際の字幕表示のクリアも、巻
き戻し再生される字幕の表示タイミングに基づいて自動で行うようにも、また入力部２６
からの、ユーザによる字幕表示クリアの入力に基づくようにもできる。
【００７３】
　このように、本実施の形態では、字幕群ごとに、複数の表示画面（例えば図７（Ａ）～
（Ｃ））が構成されることになる。この場合、これらの各表示画面は、字幕による巻き戻
し再生の速度に基づいて自動で切り替わるようにも、またユーザによる入力部２６への入
力に基づいて切り替えるようにもできる。
【００７４】
　このようにすることで、第１実施の形態で得られる利点に加えて、より一層、字幕によ
る巻き戻し再生を行う際に、ユーザは番組などの映像コンテンツの内容を字幕で順方向に
把握するのが一層容易になる。そのため、ユーザは手間をかけずに時間的に効率の良く、
一層容易に映像コンテンツの内容を把握できる。
【００７５】
　なお、本発明は、上述した各実施の形態にのみ限定されるものではなく、幾多の変形ま
たは変更が可能である。例えば、上述した各実施の形態では、番組などを録画した映像コ
ンテンツのデータを、予め記憶部２２の記録蓄積部２４に記憶しておく場合の字幕による
巻き戻し再生について説明した。この場合のみならず、現在録画中で再生していなかった
番組を途中から視聴するためリアルタイム再生を開始した場合、または現在録画中の番組
を既に録画が完了している任意の箇所から追っかけ再生を開始した場合にも同様に適用で
きる。
【００７６】
　この場合、録画途中のデータから字幕を抽出する必要があるため、録画している間に受
信するＴＳパケットを、記憶部２２の記録蓄積部２４ではなくバッファ２３に蓄積する。
番組の既に録画が完了した部分については、バッファ２３からＴＳパケットを読み出し、
その中から字幕データを抽出することで、字幕による巻き戻し再生を開始できる。字幕に
よる巻き戻し再生を終了する場合には、やはりバッファ２３のＴＳパケットを読み出すこ
とにより、字幕による巻き戻し再生を開始した時点（位置）から、映像および音声による
コンテンツの追っかけ再生を行う。
【００７７】
　また、上述した各実施の形態においては、ユーザが字幕を読む速度を考慮して、字幕に
よる巻き戻し再生を行う際の巻き戻しの速度を、ユーザによる入力部２６への入力に基づ
いて調節可能にするのが好適である。巻き戻し再生の速度を可変にすることで、ユーザは
自分ペースで字幕を読むことができ、番組などの内容を一層把握し易くなる。
【００７８】
　さらに、上述した各実施の形態では、再生する番組などの映像コンテンツは、映像およ
び音声（さらに字幕）のデータを含むコンテンツを想定して説明した。しかしながら、例
えば音声と字幕を含み、映像を含まないようなコンテンツなどに対しても、本発明を適用
できる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】第１実施の形態に係る再生装置の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図２】第１実施の形態に係る巻き戻し再生の動作を説明するフローチャートである。
【図３】第１実施の形態に係る巻き戻し再生の開始および終了の動作を説明する概念図で
ある。
【図４】第１実施の形態に係る、字幕による巻き戻し再生の動作による表示画面の例を示
す図である。
【図５】第２実施の形態に係る巻き戻し再生の動作を説明するフローチャートである。
【図６】第２実施の形態に係る字幕表示間隔の測定について説明する概念図である。
【図７】第２実施の形態に係る、字幕による巻き戻し再生の動作による表示画面の例を示
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【図８】従来の再生装置による巻き戻し再生の開始および終了の動作を説明する概念図で
ある。
【符号の説明】
【００８０】
　１０　制御部
　１１　アンテナ部
　１２　チューナ部
　１３　復調部
　１４　分離部
　１５　音声デコード部
　１６　映像デコード部
　１７　字幕デコード部
　１８　データ放送デコード部
　１９　スピーカ
　２０　表示制御部
　２１　映像表示部
　２２　記憶部
　２３　バッファ
　２４　記録蓄積部
　２５　字幕データ検出部
　２６　入力部
　１００　再生装置

【図１】 【図２】
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