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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　声音と背景音若しくは背景楽音とが合成された音声信号に対応する字幕の表示態様を制
御する字幕表示制御装置において、
　前記音声信号を分析して少なくとも前記背景音若しくは背景楽音についての背景音レベ
ルを含む複数の分析値を求める分析手段と、
　前記複数の分析値を、少なくとも背景音レベルの基準値を含む複数の基準値と比較する
ことにより声音の聞き難さを検定する検定手段と、
　前記検定の結果に応じて前記表示態様を決定する手段とを具備する字幕表示制御装置。
【請求項２】
　前記検定手段は、声音が聞き難いか否かを判定可能な発話速度の基準値範囲を検定に用
いる請求項１に記載の字幕表示制御装置。
【請求項３】
　周囲の騒音レベルを検知する騒音検知手段を具備し、前記検定手段は、声音が聞き難い
か否かを判定可能な周囲の騒音レベルの基準値を検定に用いる請求項１または２に記載の
字幕表示制御装置。
【請求項４】
　前記音声信号の再生音量または再生速度を表す再生制御信号を入力する制御信号入力手
段を具備し、前記検定手段は、声音が聞き難いか否かを判定可能な再生音量の基準値また
は再生速度の基準値範囲を検定に用いる請求項１乃至３のいずれかに記載の字幕表示制御
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装置。
【請求項５】
　前記決定手段は、前記音声信号に含まれる声音が聞き難い旨の検定結果を得た場合に、
前記字幕の表示態様を非表示から表示に切り替える請求項１乃至４のいずれかに記載の字
幕表示制御装置。
【請求項６】
　前記決定手段は、前記音声信号に含まれる声音が聞き難い旨の検定結果を得た場合に、
前記字幕の文字サイズを拡大する請求項１乃至５のいずれかに記載の字幕表示制御装置。
【請求項７】
　前記決定手段は、前記音声信号に含まれる声音が聞き難い旨の検定結果を得た場合に、
前記字幕の文字行数を拡大する請求項１乃至６のいずれかに記載の字幕表示制御装置。
【請求項８】
　声音と背景音若しくは背景楽音とが合成された音声信号に対応する字幕の表示態様を制
御する字幕表示制御方法において、
　前記音声信号を分析して少なくとも前記背景音若しくは背景楽音についての背景音レベ
ルを含む複数の分析値を求めるステップと、
　前記複数の分析値を、少なくとも背景音レベルの基準値を含む複数の基準値と比較する
ことにより声音の聞き難さを検定するステップと、
　前記検定の結果に応じて前記表示態様を決定するステップとを具備する字幕表示制御方
法。
【請求項９】
　声音と背景音若しくは背景楽音とが合成された音声信号に対応する字幕の表示態様を制
御する字幕表示制御プログラムにおいて、
　前記音声信号を分析して少なくとも前記背景音若しくは背景楽音についての背景音レベ
ルを含む複数の分析値を求める分析手順と、
　前記複数の分析値を、少なくとも背景音レベルの基準値を含む複数の基準値と比較する
ことにより声音の聞き難さを検定する手順と、
　前記検定の結果に応じて前記表示態様を決定する手順とをコンピュータに実行させるた
めの字幕表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は映像再生装置、音声再生装置、映像記録再生装置または音声記録再生装置に内蔵
または接続して用いられ、字幕（クローズドキャプション）その他の文字情報の表示を制
御する字幕制御装置および方法ならびにプログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
テレビジョン放送やＤＶＤ等の映像コンテンツを再生した際に、映像とともに出力される
音声情報を補完するための字幕文字情報（「クローズドキャプション」とも呼ばれる）が
提供されることがある。テレビジョン放送の場合、字幕文字情報はビデオ信号に重畳され
る文字多重信号からなり、垂直ブランキング期間中に挿入される識別信号（ＶＢＩ信号）
を使用して伝送される。ＤＶＤ等では、多言語の字幕文字情報を映像や音声と共に記録す
ることができる。またデジタルハイビジョン放送では、副映像情報として字幕文字情報を
伝送することが可能である。
【０００３】
字幕文字情報の利用は、聴覚障害者や難聴者のみならず健聴者にとっても、画像に対応す
る音声が聞き取りにくい場合に有効と考えられる。例えば、音声と重なった背景雑音や音
楽（ＢＧＭ）が音声内容の聞き取りの妨げとなる場合がある。また、聞き取ろうとする音
声の話速が速い場合は言うまでもなく、話速が非常に遅い場合においても音声の正確な聞
き取りはたとえ健聴者であっても困難である。
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【０００４】
そして、このような音声内容の聞き難さに応じて、音声コンテンツに対応する字幕文字情
報の表示態様等を制御するといった技術は、従来の映像再生装置や情報表示装置では未だ
実現されていない。
【０００５】
一方、音声情報を解析する手法が幾つか知られている。例えば、背景雑音の判定に関して
は、雑音抑圧を目的とした入力音声のＳＮ比の推定方法（例えば下記特許文献１を参照）
が公知である。また、楽音の判定に関しては、音声データの自己相関係数に基づく方法（
例えば下記特許文献２を参照）が公知である。さらに、話速の推定に関しては、音声信号
の動的特徴量に基づく方法（例えば下記特許文献３を参照）が公知である。
【０００６】
【特許文献１】
特開平７－３０６６９５号公報
【０００７】
【特許文献２】
特開平５－１１３７９７号公報
【０００８】
【特許文献３】
特開平５－２８９６９１号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、音声出力における声音の聞き取りが困難な状況においても声音の内容を適切か
つ確実に視聴者に伝達できるよう補完的な字幕文字情報を表示し、あるいは該字幕文字情
報の表示形態を制御する字幕制御装置および方法ならびにプログラムを提供することを目
的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明の一観点に係る字幕制御装置は、音声に対応する字幕の表示態様を制御する字幕表
示制御装置において、前記音声を分析する分析手段と、前記分析の結果に基づいて声音の
聞き難さを検定する検定手段と、前記検定の結果に応じて前記表示態様を決定する手段と
を具備する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。尚、実施形態の説明において「
音声信号」および「音声データ」とは、人間の声に限定されない背景音（背景騒音、背景
楽音等）を含んだ任意の音を表す信号およびデータの全般をいう。また、特に言語の手段
として人間又は音声合成装置から発せられた声(Voice)のことを「声音」と称する。音声
信号および音声データは、いずれも、声音と背景音とが合成された音を表現する。なお「
音声信号」、「音声データ」をそれぞれ「オーディオ(Audio)信号」、「オーディオデー
タ」と読み替えてもよい。また、「映像信号」、「映像データ」をそれぞれ「ビデオ(Vid
eo)信号」、「ビデオデータ」と読み替えてもよい。
【００１２】
また、「字幕文字情報」とは、台詞や歌詞の内容のように、原則的に音声信号や映像信号
と同期して再生、表示されることが制作者によって意図されている文字情報をいう。これ
ら音声信号（音声データ）、映像信号（映像データ）、および字幕文字情報は、各々が表
現する内容（コンテンツ）に関して不可分の関係がある。原則的にこれら三者は同期して
再生されることが制作者により意図されている。これは後述する他の実施形態においても
同様である。
【００１３】
（第１実施形態）　本発明の第１実施形態に係る字幕制御装置は、放送された映像および
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音声ならびに字幕文字情報を受信して再生する映像再生装置に接続して用いられる。映像
再生装置の具体例として、第１実施形態では例えばこれをテレビジョン受像機とする。字
幕文字情報は、映像信号に重畳されて伝送され、あるいは副映像として伝送されてテレビ
ジョン受像機により受信される。
【００１４】
図１は、第１実施形態に係る字幕制御装置の概略構成を示すブロック図である。この装置
は、音声入力端子１１と、映像入力端子２１と、文字情報入力端子２７とを具備する。こ
れら入力端子１１，２１，２７はそれぞれテレビジョン受像機の対応する音声出力端子、
映像出力端子、文字情報出力端子にケーブル等を介して接続される。テレビジョン受像機
はアンテナ等を通じて放送波を受信すると、かかる受信波を復調し、上記出力端子からそ
れぞれ音声信号、映像信号、および字幕文字情報を出力する。
【００１５】
本実施形態の字幕制御装置は、その主要部に係わる構成要素として、音声入力端子１１に
入力された音声信号を分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォンを有し、周囲の騒
音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報の表示を制御する字
幕表示制御部２３と、文字フォントデータを備え、文字情報入力端子２７から字幕文字情
報を入力するとともに該文字フォントデータを用いて字幕文字の映像信号を生成し、これ
を映像入力端子２１から入力された映像信号と合成して字幕付きの映像信号を生成する字
幕映像生成部２４とを具備する。本発明に係る字幕制御装置は例えばコンピュータソフト
ウェアにより実現することができる。この場合、字幕制御プログラムは、コンピュータを
字幕制御装置として機能させるための手順を実行する。
【００１６】
そして本実施形態の字幕制御装置は、字幕付き映像および音声の出力に係わる構成要素と
して、音声品質分析部１２に入力された音声信号を出力する音声出力端子１３と、字幕映
像生成部２４により生成された字幕付きの映像信号を音声信号に同期して出力する映像出
力端子２５とを具備する。なお、テレビジョン受像機から音声を再生することができるか
ら音声出力端子１３は必須ではないが、同音声出力端子１３には例えばモニター用のヘッ
ドフォンを接続したり、他の音声再生機器を接続することができる。また、音声品質分析
部１２に入力される前の音声入力端子１１から分岐して音声出力端子１３を設けてもよい
。映像出力端子２５からの出力は、例えばモニター用の他のディスプレイ装置に接続する
ことができる。また、映像出力端子２５からの出力を該テレビジョン受像機の映像入力端
子に戻すように入力することもできる。もちろん、音声出力端子１３と映像出力端子２５
からの出力の両方をそれぞれモニター用の他のディスプレイ装置や該テレビジョン受像装
置の音声入力端子と映像入力端子に与えてもよい。
【００１７】
また、文字情報入力端子２７に代えて、映像入力端子２１に入力する映像信号に文字情報
を重畳しておき、字幕映像生成部２４において重畳された文字情報を抽出するとともに字
幕付きの映像信号を生成させるようにしてもよい。
【００１８】
さらに、字幕映像生成部２４に代えて、字幕信号処理部３９を具備し、映像出力端子２５
から出力する映像信号へ文字情報を重畳するようにしておき、字幕表示制御部２３からの
制御に従って、文字情報の重畳の有無のみを切り替えたり、制御情報を加工した字幕の文
字情報を再度映像信号に重畳して出力するようにしてもよい。この場合、映像出力端子２
５に接続されるディスプレイ装置において、映像信号に重畳された文字情報を抽出して、
字幕付きの映像信号を生成させることを意図している（図１６）。
【００１９】
また、映像出力端子２５には文字情報を含まないようにして、文字情報表示部６８または
文字情報出力端子２９を別途設けてもよい（図１７）。
【００２０】
これらは、本実施形態の字幕制御装置の前後に接続される装置の入出力端子に適合した構
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成を選択すればよい。
【００２１】
音声品質分析部１２は、分析において、入力音声信号に含まれる背景音のレベルおよび話
速を推定する。背景音は背景雑音および背景楽音を含み、そのレベルは、例えば特開平７
－３０６６９５号公報や特開平５－１１３７９７号公報に記載の方法を用いて推定するこ
とができる。また、話速については例えば特開平５－２８９６９１号公報に記載の方法を
用いて推定することができる。音声品質分析部１２は、このように推定した背景音レベル
および話速を、入力音声信号に含まれる声音の聞き難さの検定に用いられる２つの分析値
として出力する。
【００２２】
騒音検知部１４は、視聴環境に設置されるマイクロホンにより音を取り込んで視聴者の周
囲の騒音レベルを検知する。マイクロホンは、テレビジョン受像機のスピーカ（または音
声出力端子１３に接続された他の音声再生機器のスピーカ）から出力された音声の影響を
受けにくい位置に配置することが好ましい。このとき、音声入力端子１１から入力された
音声信号を参照し、該音声信号に基づいて再生音以外の周囲の音を推定すれば、騒音検知
精度を向上できるので好ましい。
【００２３】
字幕表示制御部２３は、声音の聞き難さの検定に用いられるルールセットを備えており、
音声品質分析部１２により得られた分析値、および騒音検知部１４により検知された周囲
の騒音レベルにこのルールセットを適用して入力音声信号に含まれる声音の聞き難さの検
定を行う。この検定の結果から、字幕表示制御部２３は字幕文字情報の表示態様を決定し
、字幕映像生成部２４を制御する。
【００２４】
図２に示すように、ルールセットは、本実施形態では声音の聞き難さを背景音、周囲の騒
音、発話速度からなる３種類の検定基準値によって表したものであり、ルール１乃至ルー
ル４からなる。検定においては、音声品質分析部１２により得られた分析値、および騒音
検知部１４により検知された周囲の騒音レベルが、少なくともルール１乃至ルール４のい
ずれかに該当するかを検定基準値に照らして検査する。ルール１乃至ルール４のいずれに
も該当しない場合、声音の聞き難さは否定される。言い替えれば声音の聞き取りは困難で
はない、ということであり、字幕制御は行われない。なお、通常は字幕は非表示状態とす
る。
【００２５】
ルールセットに含まれるルール１乃至ルール４の解釈は次の通りである。
ルール１：音声信号に含まれる背景音レベル（背景雑音及び背景楽音を含む）が、ある一
定の基準値以上の場合には、字幕を表示状態にする。
ルール２：周囲の騒音レベルに応じて変動する基準値を決定する。音声信号に含まれる背
景音レベルがこの変動基準値以上の場合には字幕を表示状態にする。ルール２は、基準値
が一定ではなく可変である点でルール１とは異なる。
ルール３：周囲の騒音レベルがある一定の基準値以上の場合には字幕を表示状態にする。
ルール４：音声信号に含まれる声音の発話速度がある一定基準範囲内でない場合には字幕
を表示状態にする。
【００２６】
ルール１およびルール２によれば音声信号に含まれる背景音の関係で声音が聞き難いとき
、ルール３によれば周囲の騒音の関係（例：視聴中に電話の呼出音が鳴り出したとき等）
で声音が聞き難いとき、そしてルール４によれば発話速度の関係で声音を聞き難いとき（
例：視聴音声における話者の喋る速さ（話速）が速すぎたり、遅すぎる場合等）、それぞ
れの場合で字幕映像が音声に同期して出力され、表示される。したがって、視聴者（ユー
ザ）は、字幕表示によって声音の聞き取りが支援され、発話された内容の理解に支障を来
すことがない。
【００２７】
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なお、本実施形態は次のように変形することができる。例えば、ルール２およびルール３
を用いない場合、すなわち背景音と発話速度に関するルール１および４のみを用いる場合
であっても、字幕表示制御の効果を得ることはできるから、製品コスト等の兼ね合いから
騒音検知部１４を具備しない構成としてもよい。
【００２８】
また、例えば背景音レベル（ルール１）や発話速度（ルール４）のみ用いた場合であって
も、字幕表示制御の効果を得ることはできるので、音声品質分析部１２を簡易化し、いず
れか一方のみの分析を行うようにしてもよい。
【００２９】
声音の聞き難さを複数のパラメータ（要因）の関数で表してこれを評価し、その評価結果
に応じて字幕制御を行うことも好ましい。例えば、背景音や発話速度のみならず、声の低
さ、抑揚の少なさ、国際電話や携帯電話の声、反響の多さ、同時発声話者数、外国語・方
言・なまり等のパラメータを考慮することで、検定の質を向上することができる。
【００３０】
ルールセット内の各ルールにおける基準値や関数のパラメータは、視聴するユーザが好み
の値に設定もしくは調整できるようにするとよい。例えば、熟年ユーザは発話速度の基準
範囲を若年ユーザよりも低めに設定するかも知れない。また、聴力に応じて背景音の基準
値を低めに設定することも考えられる。健聴者ユーザに比べて字幕による情報補完をより
必要とする難聴者ユーザ向けとして、本実施形態は有用である。ヘッドホンやイヤホンを
使用して視聴するユーザは、周囲雑音の基準値を高くしたり、周囲雑音による各変動基準
値への影響を小さくしたりすることも考えられる。
【００３１】
字幕表示制御部２３により決定される字幕文字情報の表示形態としては、図３の（ａ）に
示すような非表示又は表示のみに限定されない。例えば、通常時は字幕が表示状態に設定
され、その際の字幕文字のサイズは標準よりも小さくしておき、声音の聞き難さの検定結
果がルール該当のときに字幕文字を標準サイズに変化させたり（図３（ｂ））、ルール非
該当のときは字幕文字を標準サイズとし、ルール該当のときに字幕文字のサイズを拡大し
たり（図３（ｃ））、ルール該当のときに字幕文字の表示行数を拡大してもよい（図３（
ｄ））。
【００３２】
さらに、ルールセットを構成する各ルールにおいて声音の聞き難さを表す各レベルに段階
を設けて評価し、例えば図４に示すように、声音の聞き難さの段階（声音の品質）に応じ
て字幕文字の表示態様を異ならせてもよい。この例においては、最も聞き取り難いと評価
されたときは、字幕文字が最大サイズで表示される。
【００３３】
（第２実施形態）　本発明の第２実施形態に係る字幕制御装置は、映像および音声ならび
に字幕文字情報が記録された記録媒体の再生を行う映像再生装置の内部に組み込まれる。
映像再生装置の具体例として、第２実施形態では例えばこれをＤＶＤプレイヤーとする。
なお、ＤＶＤプレーヤーのような映像再生装置に代えて、ＤＶＤレコーダやハードディス
クビデオレコーダ等の映像記録再生装置としてもよい。
【００３４】
図５は、第２実施形態に係る字幕制御装置が組み込まれたＤＶＤプレイヤーの概略構成を
示すブロック図である。このＤＶＤプレイヤーは、映像および音声ならびに字幕文字情報
のデータが記録された記録媒体３１を装着してデータの読み出しを行うドライブ機構部（
図示しない）を具備する。
【００３５】
また、記録媒体３１から音声データを読み出して再生する音声再生部３３と、記録媒体３
１から映像データを読み出して再生する映像再生部３４と、記録媒体３１から字幕文字情
報を読み出して再生する字幕再生部３５と、音声データおよび映像データの再生に関して
ユーザから与えられた指示を表す再生制御信号を操作パネルやリモコン装置等から入力し
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、該音声データおよび映像データの再生を制御する再生制御部３２とを具備する。再生制
御信号は、少なくとも再生音量、再生速度といった再生状態を表す。
【００３６】
本実施形態のＤＶＤプレイヤーは、字幕表示制御に係わる構成要素として、音声再生部３
３により再生された音声データを分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォンを有し
、周囲の騒音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報の表示を
制御する字幕表示制御部２３と、文字フォントデータを備え、字幕再生部３５が再生した
字幕文字情報を入力するとともに該文字フォントデータを用いて字幕文字の映像データを
生成し、これを映像再生部３４が再生した映像データと合成することにより字幕付きの映
像信号を生成する字幕映像生成部２４とを具備する。
【００３７】
そして、本実施形態のＤＶＤプレイヤーは、字幕付き映像および音声の出力に係わる構成
要素として、音声品質分析部１２に入力された音声データを出力する音声出力部６３と、
字幕映像生成部２４により生成された字幕付きの映像信号を出力する映像出力部６５とを
具備する。音声出力部６３には例えばスピーカ等の音響機器が接続され、映像出力部６５
には映像を表示するディスプレイ装置が接続される。なお、ＤＶＤプレイヤーの筐体内に
これら音響機器およびディスプレイ装置を備える一体構造としてもよい。
【００３８】
音声品質１２は、第１実施形態のものと同様の分析を行う。すなわち、入力音声データに
含まれる背景音のレベルおよび話速を推定し、これらを入力音声データに含まれる声音の
聞き難さの検定に用いられる２つの分析値として出力する。
【００３９】
また騒音検知部１４についても第１実施形態と同様に、視聴環境に設置されるマイクロホ
ンにより音を取り込んで視聴者の周囲の騒音レベルを検知する。なお、製品コスト等の兼
ね合いから騒音検知部１４を具備しない構成としてもよい。
【００４０】
字幕表示制御部２３は、声音の聞き難さの検定に用いられるルールセットを備えており、
音声品質分析部１２により得られた分析値、および騒音検知部１４により検知された周囲
の騒音レベル、ならびに再生制御部３２に入力された再生制御信号が表す再生状態にこの
ルールセットを適用して入力音声データに含まれる声音の聞き難さの検定を行う。この検
定の結果から、字幕表示制御部２３は字幕文字情報の表示態様を決定し、字幕映像生成部
２４を制御する。
【００４１】
図６に示すように、ルールセットは、本実施形態では声音の聞き難さを背景音、周囲の騒
音、再生音量、発話速度、および再生速度からなる５種類の検定基準値によって表したも
のであり、ルール１乃至ルール１５からなる。検定においては、音声品質分析部１２によ
り得られた分析値、および騒音検知部１４により検知された周囲の騒音レベル、ならびに
再生制御部３２に入力された再生制御信号が表す再生状態が少なくともルール１乃至ルー
ル１５のいずれかに該当するかを検定基準値に照らして検査する。ルール１乃至ルール１
５のいずれにも該当しない場合、声音の聞き難さは否定される。言い替えれば声音の聞き
取りは困難ではない、ということであり、字幕制御は行われない。なお、通常は字幕は非
表示状態とする。
【００４２】
ルールセットに含まれるルール１乃至ルール１５は次のように解釈される。
ルール１：音声データに含まれる背景音レベル（背景雑音および背景楽音を含む）が、あ
る一定の基準値以上の場合には、字幕を表示状態にする。
ルール２：周囲の騒音レベルに応じて変動する基準値を決定する。音声データに含まれる
背景音レベルが変動基準値以上の場合には字幕を表示状態にする。ルール２は、基準値が
一定ではなく可変である点でルール１とは異なる。
ルール３：周囲の騒音レベルがある一定の基準値以上の場合には字幕を表示状態にする。
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ルール４：音声データに含まれる声音の発話速度がある一定基準範囲内でない場合には字
幕を表示状態にする。
ルール５：音声データを再生している状態における再生音量に応じて変動する基準値を決
定する。音声データに含まれる背景音レベルがこの変動基準値以上の場合には字幕を表示
状態にする。
ルール６：音声データを再生している状態における再生音量および周囲の騒音レベルに応
じて変動する基準値を決定する。音声データに含まれる背景音レベルがこの変動基準値以
上の場合には字幕を表示状態にする。
ルール７：音声データに含まれる背景音レベルに応じて変動する基準値を決定する。音声
データを再生している状態における再生音量がこの変動基準値以下の場合には字幕を表示
状態にする。
ルール８：音声データに含まれる背景音レベルおよび周囲の騒音レベルに応じて変動する
基準値を決定する。音声データを再生している状態における再生音量がこの変動基準値以
下の場合には字幕を表示状態にする。
ルール９：音声データを再生している状態における再生速度に応じて変動する基準範囲を
決定する。音声データに含まれる声音の発話速度がこの変動基準範囲内でない場合には字
幕を表示状態にする。
ルール１０：音声データに含まれる声音の発話速度に応じて変動する基準範囲を決定する
。音声データを再生している状態における再生速度がこの変動基準範囲内でない場合には
字幕を表示状態にする。
ルール１１：音声データを再生している状態における再生速度が一定基準範囲内でない場
合には字幕を表示状態にする。
ルール１２：再生状態が逆方向再生(Reverse)の場合には、字幕を表示状態にする。
【００４３】
ルール１３：再生状態が一時停止(Pause)の場合には、字幕を表示状態にする。
【００４４】
ルール１４：再生音量がミュート（消音）の場合や、ある一定の基準値以下の場合には、
字幕を表示状態にする。
【００４５】
ルール１５：周囲の騒音レベルに応じて変動する基準値を決定する。再生音量がこの変動
基準値以下の場合には字幕を表示状態にする。
【００４６】
ルール１、ルール２、ルール５及びルール６によれば音声データに含まれる背景音の関係
で声音が聞き難いときに字幕が表示され、ルール３によれば周囲の騒音の関係で声音が聞
き難いときに字幕が表示され、ルール７、ルール８、ルール１４、ルール１５によれば再
生音量の関係で声音が聞き難いときに字幕が表示され、ルール４およびルール９によれば
発話速度の関係で声音が聞き難いときに字幕が表示され、そしてルール１０乃至ルール１
３によれば再生速度の関係で声音が聞き難いときに字幕が表示される。なお、周囲の騒音
レベルを検定基準値とするルール２、ルール３、ルール６、ルール８およびルール１５を
用いない場合、すなわち背景音、再生速度、発話速度および再生速度を検定基準値とする
ルール１、ルール４、ルール５、ルール７、ルール９乃至１４のみを用いる場合であって
も、字幕表示制御の効果を得ることはできるから、製品コスト等の兼ね合いから騒音検知
部１４を具備しない構成としてもよい。
【００４７】
次に、字幕表示制御部２３における処理の流れを図７のフローチャートを参照して説明す
る。
【００４８】
まず、音声品質分析部１２による分析値として得られた背景音レベルに（ルール１、ルー
ル２、ルール５、ルール６）を適用して検定を行う（ステップＳ１０１）。次に、騒音検
知部１４において検知された周囲の騒音レベルに（ルール３）を適用して検定を行う（ス
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テップＳ１０２）。次に、音声品質分析部１２による分析値として得られた発話速度に（
ルール４、ルール９）を適用して検定行う（ステップＳ１０３）。次に、再生制御部３２
からの再生制御信号が表す再生音量に（ルール７、ルール８、ルール１４、ルール１５）
を適用して検定行う（ステップＳ１０４）。次に、再生制御部３２からの再生制御信号が
表す再生速度に（ルール１０乃至ルール１３）を適用して検定を行う（ステップＳ１０５
）。最後に、上記各ステップの検定結果に基づいて字幕の表示態様を決定して字幕映像生
成部２４を制御する（ステップＳ１０６）。
【００４９】
ここで、上記ステップＳ１０１を一例に挙げてその詳細な処理の流れを図８のフローチャ
ートを参照して説明する。
【００５０】
まず、音声データに含まれる背景音のレベルＡｂが、予め設定された一定基準値Ａｂ０と
比較される（ステップＳ１１１）。Ａｂが大きい場合にはルール１に従って字幕動作モー
ド１が設定される（ステップＳ１９１）。次に、周囲の騒音レベルＡｎに応じて変動する
基準値Ｆｂｎ（Ａｎ）が算出される（ステップＳ１２０）。この基準値Ｆｂｎ（Ａｎ）は
背景音のレベルＡｂと比較され（ステップＳ１２１）、Ａｂが大きい場合にはルール２に
従って字幕動作モード１が設定される（ステップＳ１９１）。次に、再生音量Ａｖに応じ
て変動する基準値Ｆｂｖ（Ａｖ）が算出される（ステップＳ１５０）。この基準値Ｆｂｖ
（Ａｖ）は背景音のレベルＡｂと比較され（ステップＳ１５１）、Ａｂが大きい場合には
ルール５に従って字幕動作モード１が設定される（ステップＳ１９１）。次に、周囲の騒
音レベルＡｎおよび再生音量Ａｖに応じて変動する基準値Ｆｂｎｖ（Ａｎ，Ａｖ）が算出
される（ステップＳ１６０）。この基準値Ｆｂｎｖ（Ａｎ，Ａｖ）は背景音のレベルＡｂ
と比較され（ステップＳ１６１）、Ａｂが大きい場合にはルール６に従って字幕動作モー
ド１が設定される（ステップＳ１９１）。最後に、いずれの条件にも該当しなかった場合
には、字幕動作モード０が設定される（ステップＳ１９０）。
【００５１】
（第３実施形態）　本発明の第３実施形態に係る字幕制御装置は、映像および音声ならび
に字幕文字情報が記録された記録媒体の再生を行う映像再生装置に接続して用いられる。
映像再生装置の具体例として、第３実施形態では例えばこれをＤＶＤプレイヤーとする。
なお、ＤＶＤプレーヤーのような映像再生装置に代えて、ＤＶＤレコーダやハードディス
クビデオレコーダ等の映像記録再生装置としてもよい。
【００５２】
図９は、第３実施形態に係る字幕制御装置の概略構成を示すブロック図である。この装置
は、音声入力端子１１と、映像入力端子２１と、制御情報入力端子２６と、文字情報入力
端子２７とを具備し、これら入力端子は、それぞれＤＶＤプレイヤーの対応する音声出力
端子、映像出力端子、制御情報出力端子、ならびに文字情報出力端子にケーブル等を介し
て接続される。操作パネルやリモコン装置等を通じてユーザによりＤＶＤプレイヤーに対
する再生操作が行われると、同プレイヤーに装着された記録媒体から音声データ、映像デ
ータ、および字幕文字情報のデータが読み出されて再生される。再生されたデータは、字
幕制御装置の音声入力端子１１、映像入力端子２１、および文字情報入力端子２７に入力
される。再生の際に操作パネルやリモコン装置等への操作を通じてユーザから与えられる
制御情報は、制御情報入力端子２６に入力される。この制御情報は、再生音量や再生速度
といった再生に係わる種々の制御情報を表すものであり、特定の情報に限定されない。ま
た、制御情報は、ユーザの再生操作を表す情報であってもよく、再生操作に応じたＤＶＤ
プレイヤーの動作状態を表す情報であってもよい。
【００５３】
本実施形態の字幕制御装置は、その主要部に係わる構成要素として、音声入力端子１１に
入力された音声データを分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォンを有し、周囲の
騒音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報の表示を制御する
字幕表示制御部２３と、文字フォントデータを備え、文字情報入力端子２７から字幕文字
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情報を入力するとともに該文字フォントデータを用いて字幕文字の映像データを生成し、
これを映像入力端子２１から入力された映像データを合成することにより字幕付きの映像
信号を生成する字幕映像生成部２４と、を具備する。
【００５４】
そして本実施形態の字幕制御装置は、字幕付き映像および音声の出力に係わる構成要素と
して、音声品質分析部１２に入力された音声データを出力する音声出力端子１３と、字幕
映像生成部２４により生成された字幕付きの映像データを出力する映像出力端子２５とを
具備する。音声出力端子１３はスピーカに接続され、映像出力端子２５はディスプレイ装
置に接続される。なお、文字情報入力端子２７に代えて、映像入力端子２１に入力する映
像データを伝送する映像信号に文字情報を重畳しておき、字幕映像生成部２４において重
畳された文字情報を抽出するとともに字幕付きの映像信号を生成させるようにしてもよい
。
【００５５】
さらに、字幕映像生成部２４に代えて、字幕信号処理部３９を具備し、映像出力端子２５
から出力する映像信号へ文字情報を重畳するようにしておき、字幕表示制御部２３からの
制御に従って、文字情報の重畳の有無のみを切り替えたり、制御情報を加工した字幕の文
字情報を再度映像信号に重畳して出力するようにしてもよい。この場合、映像出力端子２
５に接続されるディスプレイ装置において、映像信号に重畳された文字情報を抽出して、
字幕付きの映像信号を生成させることを意図している（図１８）。
【００５６】
また、映像出力端子２５には文字情報を含まないようにして、文字情報出力端子２９を別
途設けてもよい（図１９）。
【００５７】
これらは、本実施形態の字幕制御装置の前後に接続される装置の入出力端子の仕様に適合
した構成を選択すればよい。
【００５８】
なお、本実施形態の字幕制御装置をパーソナルコンピュータ（ＰＣ）によって構成するこ
ともできる。
【００５９】
音声品質１２は、第１実施形態のものと同様の分析を行う。すなわち、入力音声データに
含まれる背景音のレベルおよび話速を推定し、これらを入力音声データに含まれる声音の
聞き難さを判断するための２つの分析値として出力する。また騒音検知部１４についても
第１実施形態と同様に、視聴環境に設置されるマイクロホンにより音を取り込んで視聴者
の周囲の騒音レベルを検知する。なお、製品コスト等の兼ね合いから騒音検知部１４を具
備しない構成としてもよい。
【００６０】
字幕表示制御部２３は、第２実施形態のものと同じルールセット（図６参照）を備えてお
り、音声品質分析部１２により得られた分析値、および騒音検知部１４により検知された
周囲の騒音レベル、ならびに制御情報入力端子２６に入力された再生制御信号が表す再生
状態にこのルールセットを適用して入力音声データに含まれる声音の聞き難さの検定を行
う。この検定の結果から、字幕表示制御部２３は字幕文字情報の表示態様を決定し、字幕
映像生成部２４を制御する。検定においては、音声品質分析部１２により得られた分析値
、および騒音検知部１４により検知された周囲の騒音レベル、ならびに制御情報入力端子
２６に入力された再生制御信号が表す再生状態が少なくともルール１乃至ルール１５のい
ずれかに該当するかを検定基準値に照らして検査する。
【００６１】
（第４実施形態）　本発明の第４実施形態に係る字幕制御装置は、音声および字幕文字情
報が記録された記録媒体の再生を行う音声再生装置に接続して用いられる。音声再生装置
の具体例として、第４実施形態では例えばこれをＭＤ(Mini Disc)プレイヤーとする。な
お、ＭＤプレイヤーに代えてＣＤ(Compact Disc)プレイヤーとしてもよい。また、これら
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音声再生装置に代えて、ＭＤレコーダやＩＣメモリレコーダ等、記録機能を備えた音声記
録再生装置としてもよい。
【００６２】
図１０は、第４実施形態に係る字幕制御装置の概略構成を示すブロック図である。この装
置は、音声入力端子１１と、制御情報入力端子２６と、文字情報入力端子２７とを具備し
、これら入力端子は、それぞれＭＤプレイヤーの対応する音声出力端子、制御情報出力端
子、ならびに文字情報出力端子にケーブル等を介して接続される。操作パネルやリモコン
装置等を通じてユーザによりＭＤプレイヤーに対する再生操作が行われると、同プレイヤ
ーに装着された記録媒体から音声データおよび字幕文字情報のデータが読み出されて再生
される。再生されたデータは、字幕制御装置の音声入力端子１１および文字情報入力端子
２７に入力される。再生の際に操作パネルやリモコン装置等への操作を通じてユーザから
与えられる制御情報は、制御情報入力端子２６に入力される。この制御情報は、再生音量
や再生速度といった再生に係わる種々の制御情報を表すものであり、特定の情報に限定さ
れない。
【００６３】
本実施形態の字幕制御装置は、その主要部に係わる構成要素として、音声入力端子１１に
入力された音声データを分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォンを有し、周囲の
騒音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報の表示を制御する
字幕表示制御部２３とを具備する。
【００６４】
そして本実施形態の字幕制御装置は、音声および字幕の出力に係わる構成要素として、文
字情報入力端子２７から入力された字幕文字情報を字幕表示制御部２３からの制御の下に
表示する文字情報表示部６８と、音声品質分析部１２に入力された音声データを出力する
音声出力端子１３とを具備する。音声出力端子１３はスピーカ等に接続される。文字情報
表示部６８は、例えば液晶ディスプレイ装置からなる。
【００６５】
音声品質１２は、第１実施形態のものと同様の分析を行う。すなわち、入力音声データに
含まれる背景音のレベルおよび話速を推定し、これらを入力音声データに含まれる声音の
聞き難さの検定に用いられる２つの分析値として出力する。また騒音検知部１４について
も第１実施形態と同様に、視聴環境に設置されるマイクロホンにより音を取り込んで視聴
者の周囲の騒音レベルを検知する。なお、製品コスト等の兼ね合いから騒音検知部１４を
具備しない構成としてもよい。
【００６６】
字幕表示制御部２３は、第２実施形態のものと同じルールセット（図６参照）を備えてお
り、音声品質分析部１２により得られた分析値、および騒音検知部１４により検知された
周囲の騒音レベル、ならびに制御情報入力端子２６に入力された再生制御信号が表す再生
状態にこのルールセットを適用して入力音声データに含まれる声音の聞き難さの検定を行
う。この検定の結果から、字幕表示制御部２３は字幕文字情報の表示態様を決定し、字幕
映像生成部６８を制御する。検定においては、音声品質分析部１２により得られた分析値
、および騒音検知部１４により検知された周囲の騒音レベル、ならびに制御情報入力端子
２６に入力された再生制御信号が表す再生状態が少なくともルール１乃至ルール１５のい
ずれかに該当するかを検定基準値に照らして検査する。また、本実施形態の字幕制御装置
は、放送された音声および字幕文字情報を受信して再生する音声再生装置に接続して用い
ることもできる。音声再生装置の具体例として、例えばラジオ放送受信機がある。この場
合、制御情報入力端子２６を具備しない構成としてもよい。
【００６７】
（第５実施形態）　本発明の第５実施形態に係る字幕制御装置は、放送された映像および
音声ならびに字幕文字情報を含んだ映像コンテンツを受信して再生するコンテンツプレイ
ヤーの内部に組み込まれる。
【００６８】
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図１１は、第５実施形態に係る字幕制御装置が組み込まれたコンテンツプレイヤーの概略
構成を示すブロック図である。このコンテンツプレイヤーは、例えばパーソナルコンピュ
ータ（ＰＣ）により構成することができ、コンピュータネットワーク等を介して伝送され
た映像コンテンツを受信するコンテンツ受信部４１と、コンテンツ受信部４１が受信した
コンテンツから音声データを分離して再生する音声再生部４３と、コンテンツ受信部４１
が受信したコンテンツから映像データを分離して再生する映像再生部４４と、音声データ
および映像データの再生に関してユーザから与えられた指示を表す信号を操作パネルやリ
モコン装置等から入力し、該音声データおよび映像データの再生を制御する再生制御部４
２と、コンテンツ受信部４１が受信したコンテンツから字幕文字情報を分離して再生する
字幕再生部４５とを具備する。
【００６９】
また本実施形態のコンテンツプレイヤーは、字幕表示制御に係わる構成要素として、音声
再生部４３により再生された音声データを分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォ
ンを有し、周囲の騒音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報
の表示を制御する字幕表示制御部２３と、文字フォントデータを備え、字幕再生部４５が
再生した字幕文字情報を入力するとともに該文字フォントデータを用いて字幕文字の映像
データを生成し、これを映像再生部４４が再生した映像データと合成することにより字幕
付きの映像信号を生成する字幕映像生成部２４と、を具備する。
【００７０】
そして本実施形態のコンテンツプレイヤーは、字幕付き映像および音声の出力に係わる構
成要素として、例えばスピーカからなり、音声品質分析部１２に入力された音声データに
基づく音声を出力する音声出力部６３と、例えばディスプレイ装置からなり、字幕映像生
成部２４により生成された字幕付きの映像データに基づく映像を出力する映像出力部６５
とを具備する。
【００７１】
音声品質１２は、第１実施形態のものと同様の分析を行う。すなわち、入力音声データに
含まれる背景音のレベルおよび話速を推定し、これらを入力音声データに含まれる声音の
聞き難さの検定に用いられる２つの分析値として出力する。また騒音検知部１４について
も第１実施形態と同様に、視聴環境に設置されるマイクロホンにより音を取り込んで視聴
者の周囲の騒音レベルを検知する。なお、製品コスト等の兼ね合いから騒音検知部１４を
具備しない構成としてもよい。
【００７２】
字幕表示制御部２３は、第２実施形態のものと同じルールセット（図６参照）を備えてお
り、音声品質分析部１２により得られた分析値、および騒音検知部１４により検知された
周囲の騒音レベル、ならびに再生制御部４２から入力された再生制御信号が表す再生状態
にこのルールセットを適用して入力音声データに含まれる声音の聞き難さの検定を行う。
この検定の結果から、字幕表示制御部２３は字幕文字情報の表示態様を決定し、字幕映像
生成部２４を制御する。検定においては、音声品質分析部１２により得られた分析値、お
よび騒音検知部１４により検知された周囲の騒音レベル、ならびに再生制御部４２からの
再生制御信号が表す再生状態が少なくともルール１乃至ルール１５のいずれかに該当する
かを検定基準値に照らして検査する。
【００７３】
（第６実施形態）　本発明の第６実施形態に係る字幕制御装置は、放送された映像および
音声ならびに字幕文字情報を受信して再生する映像再生装置の内部に組み込まれる。映像
再生装置の具体例として、第６実施形態では例えばこれをテレビジョン受像機とする。字
幕文字情報は、映像信号に重畳されて伝送され、あるいは副映像として伝送されてテレビ
ジョン受像機により受信される。
【００７４】
図１２は、第６実施形態に係る字幕制御装置が組み込まれたテレビジョン受像機の概略構
成を示すブロック図である。このテレビジョン受像機は、電波やケーブル等を介して伝送
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された放送信号を受信する放送受信部５１と、放送受信部５１が受信した放送信号から音
声信号を復調する音声復調部５３と、放送受信部５１が受信した放送信号から映像信号を
復調する映像復調部５４と、放送受信部５１が受信した放送信号から字幕文字情報を復調
する字幕復調部５５とを具備する。
【００７５】
本実施形態のテレビジョン受像機は、字幕表示制御に係わる構成要素として、音声復調部
５３により復調された音声信号を分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォンを有し
、周囲の騒音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報の表示を
制御する字幕表示制御部２３と、文字フォントデータを備え、字幕復調部５５が復調した
字幕文字情報を入力するとともに該文字フォントデータを用いて字幕文字の映像信号を生
成し、これを映像復調部５４が復調した映像信号と合成することにより字幕付きの映像信
号を生成する字幕映像生成部２４と、を具備する。
【００７６】
また、本実施形態のテレビジョン受像機は、音声および映像の出力に係わる構成要素とし
て、例えばスピーカからなり、音声品質分析部１２に入力された音声信号に基づく音声を
出力する音声出力部６３を具備する。また、例えば液晶またはＣＲＴ型のディスプレイ装
置からなり、字幕映像生成部２４により生成された字幕付きの映像信号に基づく映像を出
力する映像出力部６５を具備する。
【００７７】
音声品質１２は、第１実施形態のものと同様の分析を行う。すなわち、入力音声信号に含
まれる背景音のレベルおよび話速を推定し、これらを入力音声信号に含まれる声音の聞き
難さの検定に用いられる２つの分析値として出力する。また騒音検知部１４についても第
１実施形態と同様に、視聴環境に設置されるマイクロホンにより音を取り込んで視聴者の
周囲の騒音レベルを検知する。なお、製品コスト等の兼ね合いから騒音検知部１４を具備
しない構成としてもよい。
【００７８】
字幕表示制御部２３は、第１実施形態のものと同じルールセット（図２参照）を備えてお
り、音声品質分析部１２により得られた分析値、および騒音検知部１４により検知された
周囲の騒音レベルにこのルールセットを適用して入力音声信号に含まれる声音の聞き難さ
の検定を行う。この検定の結果から、字幕表示制御部２３は字幕文字情報の表示態様を決
定し、字幕映像生成部２４を制御する。検定においては、音声品質分析部１２により得ら
れた分析値、および騒音検知部１４により検知された周囲の騒音レベルが少なくともルー
ル１乃至ルール４のいずれかに該当するかを検定基準値に照らして検査する。
【００７９】
（第７実施形態）　本発明の第７実施形態に係る字幕制御装置は、音声および字幕文字情
報が記録された記録媒体の再生を行う音声再生装置の内部に組み込まれる。音声再生装置
の具体例として、第７実施形態では例えばこれをＭＤ(Mini Disc)プレイヤーとする。な
お、ＭＤプレイヤーに代えてＣＤ(Compact Disc)プレイヤーとしてもよい。また、これら
音声再生装置に代えて、ＭＤレコーダやＩＣメモリレコーダ等、記録機能を備えた音声記
録再生装置としてもよい。
【００８０】
図１３は、第７実施形態に係る字幕制御装置が組み込まれたＭＤプレイヤーの概略構成を
示すブロック図である。このＭＤプレイヤーは、音声および字幕文字情報のデータが記録
された記録媒体３１を装着してデータの読み出しを行うドライブ機構部（図示しない）を
具備する。
【００８１】
また、記録媒体３１から音声データを読み出して再生する音声再生部３３と、記録媒体３
１から字幕文字情報を読み出して再生する字幕再生部３５と、音声データの再生に関して
ユーザから与えられた指示を表す再生制御信号を操作パネルやリモコン装置等から入力し
、該音声データの再生を制御する再生制御部３２とを具備する。再生制御信号は、少なく
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とも再生音量、再生速度といった再生状態を表す。
【００８２】
本実施形態のＭＤプレイヤーは、字幕表示制御に係わる構成要素として、音声再生部３３
により再生された音声データを分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォンを有し、
周囲の騒音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報の表示を制
御する字幕表示制御部２３とを具備する。
【００８３】
そして、本実施形態のＭＤプレイヤーは、音声および字幕の出力に係わる構成要素として
、字幕再生部３５が再生した字幕文字情報を字幕表示制御部２３からの制御の下に表示す
る文字情報表示部６８と、音声品質分析部１２に入力された音声データを出力する音声出
力部６３とを具備する。文字情報表示部６８は、例えば液晶ディスプレイ装置からなる。
音声出力部６３には例えばスピーカ等の音響機器が接続される。なお、ＭＤプレイヤーの
筐体内にこの音響機器を備える一体構造としてもよい。
【００８４】
（第８実施形態）　本発明の第８実施形態に係る字幕制御装置は、放送された音声および
字幕文字情報を含んだ音声コンテンツを受信して再生するコンテンツプレイヤーの内部に
組み込まれる。
【００８５】
図１４は、第８実施形態に係る字幕制御装置が組み込まれたコンテンツプレイヤーの概略
構成を示すブロック図である。このコンテンツプレイヤーは、例えばパーソナルコンピュ
ータ（ＰＣ）により構成することができ、コンピュータネットワーク等を介して伝送され
た音声コンテンツを受信するコンテンツ受信部４１と、コンテンツ受信部４１が受信した
コンテンツから音声データを分離して再生する音声再生部４３と、音声データの再生に関
してユーザから与えられた指示を表す信号を操作パネルやリモコン装置等から入力し、該
音声データの再生を制御する再生制御部４２と、コンテンツ受信部４１が受信したコンテ
ンツから字幕文字情報を分離して再生する字幕再生部４５とを具備する。
【００８６】
本実施形態のコンテンツプレイヤーは、字幕表示制御に係わる構成要素として、音声再生
部４３により再生された音声データを分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォンを
有し、周囲の騒音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報の表
示を制御する字幕表示制御部２３とを具備する。
【００８７】
そして、本実施形態のコンテンツプレイヤーは、音声および字幕の出力に係わる構成要素
として、字幕再生部４５が再生した字幕文字情報を字幕表示制御部２３からの制御の下に
表示する文字情報表示部６８と、音声品質分析部１２に入力された音声データを出力する
音声出力部６３とを具備する。文字情報表示部６８は、例えば液晶ディスプレイ装置から
なる。音声出力部６３には例えばスピーカ等の音響機器が接続される。なお、コンテンツ
プレイヤーの筐体内にこの音響機器を備える一体構造としてもよい。
【００８８】
（第９実施形態）　本発明の第９実施形態に係る字幕制御装置は、放送された音声および
字幕文字情報を受信して再生する音声再生装置の内部に組み込まれる。音声再生装置の具
体例として、第９実施形態では例えばこれをＦＭ文字多重放送に対応したラジオ放送受信
機とする。字幕文字情報は、音声信号とともにＦＭ放送電波帯域に重畳されて伝送される
。なお、ラジオ受信機に代えて、地上デジタル音声放送受信機としてもよい。字幕文字情
報はデータ放送として伝送される。
【００８９】
図１５は、第９実施形態に係る字幕制御装置が組み込まれたラジオ放送受信機の概略構成
を示すブロック図である。このラジオ放送受信機は、電波やケーブル等を介して伝送され
た放送信号を受信する放送受信部５１と、放送受信部５１が受信した放送信号から音声信
号を復調する音声復調部５３と、放送受信部５１が受信した放送信号から字幕文字情報を
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復調する字幕復調部５５とを具備する。
【００９０】
本実施形態のラジオ放送受信機は、字幕表示制御に係わる構成要素として、音声復調部５
３により復調された音声信号を分析する音声品質分析部１２と、マイクロフォンを有し、
周囲の騒音レベルを検知する騒音検知部１４と、ルールに従って字幕文字情報の表示を制
御する字幕表示制御部２３とを具備する。
【００９１】
そして、本実施形態のラジオ放送受信機は、音声および字幕の出力に係わる構成要素とし
て、字幕復調部５５が復調した字幕文字情報を字幕表示制御部２３からの制御の下に表示
する文字情報表示部６８と、音声品質分析部１２に入力された音声信号を出力する音声出
力部６３とを具備する。文字情報表示部６８は、例えば液晶ディスプレイ装置からなる。
音声出力部６３には例えばスピーカ等の音響機器が接続される。なお、ラジオ放送受信機
の筐体内にこの音響機器を備える一体構造としてもよい。
【００９２】
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されて
いる複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施
形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００９３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、音声出力における声音の聞き取りが困難な状況にお
いても声音の内容を適切かつ確実に視聴者に伝達できるよう補完的な字幕文字情報を表示
し、あるいは該字幕文字情報の表示形態を制御する字幕制御装置および方法ならびにプロ
グラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１実施形態に係る字幕制御装置の概略構成を示すブロック図
【図２】　第１実施形態の字幕表示制御部が備えるルールセットの一例を示す図
【図３】　第１実施形態における字幕表示の制御例を示す図
【図４】　第１実施形態における字幕表示の別の制御例を示す図
【図５】　本発明の第２実施形態に係る映像再生装置の概略構成を示すブロック図
【図６】　第２実施形態の字幕表示制御部が備えるルールセットの一例を示す図
【図７】　第２実施形態の字幕表示制御部における処理の流れを示すフローチャート
【図８】　図７のステップＳ１０１における詳細な処理の流れを示すフローチャート
【図９】　本発明の第３実施形態に係る字幕制御装置の概略構成を示すブロック図
【図１０】　本発明の第４実施形態に係る字幕制御装置の概略構成を示すブロック図
【図１１】　本発明の第５実施形態に係るコンテンツプレーヤーの概略構成を示すブロッ
ク図
【図１２】　本発明の第６実施形態に係る映像再生装置の概略構成を示すブロック図
【図１３】　本発明の第７実施形態に係る音声再生装置の概略構成を示すブロック図
【図１４】　本発明の第８実施形態に係る音声再生装置の概略構成を示すブロック図
【図１５】　本発明の第９実施形態に係る音声再生装置の概略構成を示すブロック図
【図１６】　本発明の第１実施形態に係る字幕制御装置の別の概略構成を示すブロック図
【図１７】　本発明の第１実施形態に係る字幕制御装置の別の概略構成を示すブロック図
【図１８】　本発明の第３実施形態に係る字幕制御装置の別の概略構成を示すブロック図
【図１９】　本発明の第３実施形態に係る字幕制御装置の別の概略構成を示すブロック図
【符号の説明】
１１…音声入力端子、１２…音声品質分析部、１３…音声出力端子、１４…騒音検知部、
２１…映像入力端子、２３…字幕表示制御部、２４…字幕映像生成部、２５…映像出力端
子、２７…文字情報入力端子、２９…文字情報出力端子、３１…記憶媒体、３２…再生制
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御部、３３…音声再生部、３４…映像再生部、３５…字幕再生部、３９…字幕信号処理部
、４１…コンテンツ受信部、４２…再生制御部、４３…音声再生部、４４…映像再生部、
４５…字幕再生部、５１…放送受信部、５３…音声復調部、５４…映像復調部、５５…字
幕復調部、６３…音声出力部、６５…映像出力部、６８…文字情報表示部

【図１】

【図２】

【図３】
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