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字幕付き動画のオンライン配信について 

～ 英語教員のための Do-It-Yourselfマニュアル (2) ～ 

 

染谷 泰正 

（青山学院大学） 
 
 

 本稿は、「動画への字幕の挿入について」と題する拙文（染谷 2008a）の続編である 1)。前稿

では、大学における英語授業の一環として「字幕翻訳」を取り入れたいと考えているが、主と

して技術的な問題のためにその実行に踏み切れないでいる教員をおもな対象として、各種の動

画にパソコン上でリアルタイムに字幕を表示させるための方法について解説した。扱った内容

は SAMI 方式による字幕ファイル（SAMI ファイル）の作成と、これを動画と同期させてメデ

ィアプレーヤ上に表示させるための方法の 2 点である。後者では特に次の 3 つのケースに焦点

を絞り、それぞれの具体的な手順、対応する動画メディア形式、相対的なメリットとデメリッ

ト、および使用上の注意点等について述べた。 

• Windows Media Player (WMP) の字幕表示機能を使う方法 

• 独自の字幕エンジンを搭載した GOM Player や ViPlayを使う方法 

• 字幕表示用プラグイン DirectVobSubをインストールした上で、WMPを使って字幕を

「オーバーレイ」表示させる方法 

この 3 つの方法は、いずれもユーザがそれぞれ自分のパソコン上に動画ファイルと字幕ファ

イルを用意し、これをメディアプレーヤ上で同期表示させるというものであった。いわゆる

「スタンドアロン方式」である。このほか、応用編として、ウェブページに WMP を埋め込み、

字幕付きの動画をインターネット上で配信することも可能である。 

前稿でも述べたとおり、これができれば、例えばクラスのグループプロジェクトとして字幕

翻訳に取り組む場合、学生が各自の分担パートを相互にインターネット上で共有することがで

き、より効率的な作業が可能になる。また、著作権上の問題がクリアされていることを条件と

して 2)、学生の作成した作品を広く一般に公開することもできる。公開を前提とした作品作り

は、仮に公開範囲を学内のネットワーク上に限定したとしても、学生のモチベーションをより

高めるのに貢献するものと思われる。もちろん、インターネットの利用は授業運営という点で

もさまざまな利点がある。 

 
   

SOMEYA, Yasumasa (2008b)  “Embedding subtitled video clips in your Web pages”  (Part 2 of the monograph,  

Adding subtitles to video clips and embedding them in your Web pages:  A Do-It-Yourself manual  for teachers 

of English wishing to introduce subtitle translation as part of their classroom activities. 2008) 

(c) 2008  Yasumasa Someya  

 



Embedding subtitled video clips in your Web pages (Someya 2008b)  
 

 

2 

以上のような観点から、本稿では、字幕付き動画をインターネット上で配信するために必要

なウェブページ（HTML スクリプト）の作成について、第 2章で、いくつかの異なったケースを

想定しながら、それぞれ必要最小限の技術的な解説をし、第 3 章で全体の総括をする。なお、

前稿と同じく、本稿での解説はすべてWindows XP (SP2) 上での作業を前提とする。使用するブ

ラウザは Internet Explorer (Ver. 6以上) 、メディアプレーヤはWMP (Ver. 7以上) とする。また、

授業で使用することを前提としているため、本稿で紹介するソフトウェアは原則としてすべてフ

リーウェアとして無償で公開され、インターネット上で入手可能なものに限定する。 

 

1.   インターネット上で字幕付きの動画を配信するための前提条件 

ウェブページに WMP を埋め込んで字幕付き動画を配信するためには、いくつかの前提条件

がある。まず、いずれかのサーバに自分のスペースを持ち、ここにファイルをアップロードでき

る環境およびスキルが必要である。本稿では、この点はすでにクリアできているものとする。3) 

その上で、必要なのは以下の 3点である。 
 
1)    配信する動画ファイル 

2)   上記に対応した SAMI ファイル 

3)   字幕付き動画ファイルを表示させるための HTMLスクリプトを記述した HTML ファイル 
 
このうち、1) と 2) についてはすでに解決済み（染谷 2008a参照）として、問題は 3) という

ことになる。ユーザは、自分のパソコンからインターネット経由でこの HTML ファイル（ウェ

ブページ）にアクセスし、これを経由して字幕付きの動画を閲覧することになる（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ウェブページへの埋め込みは WMP だけの機能であり、前稿で紹介した GOM Player 

や ViPlay はウェブページに埋め込むことができない。4)  

 

1)  動画ファイル 
(mpg, wmv,  avi,  
etc.)  

2)  字幕ファイル 
(smi, srt, ass, sub,  
etc.)   
 

  ユーザ (User) 

 図 1   インターネットでの字幕付き動画の配信（模式図） 

インターネット上のホスティングサーバー 

3)  HTMLページ 
（Webページ）に
よるユーザインタ
ーフェイス 

インターネット経由で HTML
ページ（Webページ）にアク
セスし、字幕付きの動画ファ
イルを閲覧 

自分のサーバスペースにデー
タ（動画ファイル、字幕ファ
イル、HTMLページ）をアッ
プロード 

  オーサ (Author) 
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2.    HTML ファイルへのWMPの埋め込み 

HTML ファイルに WMP を埋め込むためには<embed> タグを使う方法と<object>タグを使う

方法がある。このうち、前者は World Wide Web Consortium (W3C) による HTML または 

XHTMLの標準的なタグとしてサポートされておらず、Internet Explorer でも <object> タグが推

奨されていることから、本稿では <object> タグを使った埋め込みの方法を紹介する。5) 

 
2.1    サンプルソースコード１：  単一言語クラス用ソースコード 
巻末資料 1（図 2a, p. 48）は、<object> タグを使って WMP をウェブページ（HTMLファイ

ル）に埋め込むためのソースコードである。この例は、字幕の言語クラスがひとつ（日本語字

幕のみ）の場合の例を示したもので、複数言語（英語と日本語）対応のソースコードについて

は次節で解説する。なお、前述のとおり、ここではウェブページの作成に必要な基礎知識はす

でにあることを前提として、おもに (1)  WMP の埋め込み、(2) 動画と字幕ファイルの読み込

み、 (3) プレーヤを制御するためのパラメタの指定、および (4)  字幕表示部（字幕フレーム）6) 

の設定、の 4点に絞って解説する。 

 

2.1.1    WMPの埋め込み (Lines 20-31) 

 図 2aの Lines 20-31には <object> タグを使ってメディアプレーヤを埋め込むための標準的な

例が示されている（Lines 25-27 はコメント行）。ここで重要なのは Line 21の classidの指定で、

WMPの Version 7以降（最新の Version 11を含む）は、すべてここに示した 16進数による番号

（0から 9までの数字と Aから F までのアルファベットを使って数を表現する方法）で指定する。  
 

20  <object id="Player" title="Windows Media Player" 

21          classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6"  

22          width="370" height="340">  

 
     Line 20 の id の値にはこのオブジェクトの識別子 (identifier) として任意の名称を記入するこ

とができる。ここではとりあえず “Player” としておく。そのあとの titleの値にはこのオブジェ

クトの任意のタイトルを記入する。ブラウザの画面上でこのオブジェクト（つまり WMP）の

上にマウスのカーソルを持っていくと、ここで指定した文字列がポップアップ表示される。こ

れはオプショナルな要素で、いわゆるアクセシビリティ機能のひとつである。 

 Line 22では映像表示部の画面サイズ（映像フレーム）を指定している。widthは幅、heightは

高さで、それぞれ任意の数値を記入することができる（単位はピクセル 7)。370px のように単

位名を添えてもよいが、何も書かなければ自動的にピクセル値として解釈される。ピクセルの

ほかに、%による相対指定も可）。なお、再生や停止などのコントロールボタンの表示におよ

そ 60ピクセルの高さが必要になるので、画面サイズはこれを計算に入れて決める。 

 

2.1.2    動画と字幕ファイルの読み込み (Lines 23-24) 

 WMP の埋め込みと画面サイズの指定のあと、「URL パラメタ」の値を設定する。URL パラ
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メタとは、読み込みの対象となるメディアファイル（と必要に応じて字幕ファイル）のインタ

ーネット上のアドレス (URL = Uniform Resource Locator) を指定するためのもので、Lines 23-24 

がその例である。なお、本稿のサンプル中の URL およびファイル名はすべて架空のものである。 
 

23   <param name="URL" value="http://www.dummy.com/Movie/Sample1.wmv?sami= 

24   http://www.dummy.com/Subtitle/Sample1.smi"> 

 
 ここでは、URL パラメタの値として “?sami=” という文字記号列をはさんで前半にメディア

ファイルのURL、後半に字幕ファイル（SAMI形式の字幕ファイル）の URLがそれぞれ記載されてい

る。“MediaFileURL?sami=SamiFileURL” というシンタクスからなるこの書式を「SAMI URL

構文」と呼び、異なった場所にある SAMI ファイルをダイレクトにメディアファイルに関連付

けるときにこの書式を使う。なお、この例では便宜上、分かち書きをしているが、実際のス

クリプトでは途中で改行を入れず、１行（論理行）として記述する。 

 なお、Lines 25-27のコメントにもあるとおり、メディアファイルと SAMIファイルが同じフ

ォルダ内にある場合は ?sami= から始まる SAMIファイルの URL指定を省略することができ

る（WMP は、メディアファイルが起動すると、これに対応する SAMIファイルが同一フォルダ

内にあるかどうかを自動的に検索し、あればこれを読み込むような仕様になっているため）。8)  

ただし、それぞれ別のフォルダにある場合は、上記のような方法でその場所 (URL) をそれぞれ

指定する。この場合、メディアファイルへのアクセス先は相対パスでもかまわないが、SAMIフ

ァイルへのアクセス先は必ず「フルパス」（絶対パス＝インターネット経由の場合は

http : / /  から始まる URL アドレスを、ローカルフォルダにアクセスする場合は c:¥ または

d¥ 等のローカルドライブ名から始まるパスをすべて記入する方式）で指定しなければならない。

これについては改めて後述 (pp. 7-9) する。 

 

2.1.3   プレーヤを制御するためのパラメタの指定  (Lines 28-30) 

 Lines 28-30 は埋め込んだプレーヤのコントロールパラメタの指定である。autoStart はファイ

ルの読み込み後、自動的に再生をさせるかどうかを指定するもので、値として true（自動再生

する）または false（自動再生しない）のいずれかをとる。uiModeは “User Interface Mode” の略

で、再生や停止などのコントロールボタンを表示するかどうかを指定する。値として取れるの

は none（コントロールなし） mini（最小限のコントロール） full（すべてのコントロール）の

いずれかである 9)。 

    Line 30の captioningIDはクローズドキャプションの表示用に割り当てられるフレームの識別

子 (identifier=ID) を示す値を指定するためのパラメタで、値は任意の文字列でよい。ここではわ

かりやすく“captions” という名称を与えている（この IDはこの後の Line 33で参照される）。 

 

28   <param name="autoStart" value="false"> 

29   <param name="uiMode" value="full"> 

30   <param name="captioningID" value="captions"> 
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このほかにも多くのパラメタが用意されているが、詳しくはマイクロソフト社の技術文書 

“PARAM Elements in an OBJECT Element” ([12] Microsoft Corp., (ND/2008a)  を参照されたい。ただし、

ごく標準的な使い方をする限りは、ここで取り上げたパラメタ要素だけで必要十分だと思われる。 

 

2.1.4    字幕表示部（字幕フレーム）の設定  (Lines 33-35) 

 <object> タグを使った WMP の埋め込みとパラメタの指定が終わったら、次は字幕表示部（字

幕フレーム）の設定をする。これが  Lines 33-35である。 

 

 33  <div id="captions" title="Caption Window" 

 34     style="width:370px; height:70px; background:black;"> 

 35  </div> 

 

 ここで使われている <div> タグは、<div>～</div> で囲まれた範囲をひとかたまのブロックと

して扱い、この全体に対して何らかの設定を一括して行う場合に用いるもので、必要に応じて 

id 属性や class 属性、style 属性等の各種属性を割り振ることができる。ここでは、まず字幕フ

レームを識別するための id属性として id= “captions” を割り当てている。Line 30 の captioningID 

プロパティがこの文字列を検索することで、WMP はこの <div> 要素に指定されたフレーム内

に字幕テクストを表示する。 

     その後の title属性はオプション要素であるが（Line 20 参照）、通常はここに div の内容を示

すタイトルを記入する。ここで指定した文字列は、この div 要素によって作成される字幕フレ

ーム上にマウスカーソルが置かれた際にポップアップ表示される。 

     Line 34 では、 id="captions" で指定された内容（ここでは字幕テクスト）に対して 

“width:370px; height:70px; background:black;” という内容のスタイルシートを適用している。字幕

フレームの横幅  (width) は Line 22 で指定した映像画面の横幅に合わせる必要があるため 370ピ

クセルとし、高さ (width) は 10ポイントの文字列が最大 3行表示できる高さとして 70ピクセル

を指定している。なお、background は字幕フレームの背景色を指し、必須要素である（省略し

た場合はデフォルトの透明色となり、字幕フレームが見えなくなる）。ここでは、標準色であ

る黒 (black) を指定している。文字色やフォントサイズは SAMIファイルで指定しているため、

ここでは不要である。 

 基本的には以上説明した部分 (Lines 20-35) がウェブページに WMP を埋め込むために必要な

スクリプトで、その前後の記述はそれぞれのユーザが必要に応じて自由に書き換えることがで

きる。もっとも、「その前後の記述」の内容がよくわからないという場合でも、とりあえず図 2a

のソースコード (HTML_Template1.txt) をダウンロードし、Lines 23-24 の「URL パラメタ」の値 10)  

を実情に応じて書き換えた上で適当な名称で保存し（ただし拡張子は htmlまたは htmとする）、

これをブラウザ (Internet Explorer) で立ち上げればよい。これで、このスクリプトの初期設定の

状態で字幕付きの動画がきちんと読み込まれるはずである。参考までに、巻末資料 1（図 2a）

の HTMLスクリプトを実際に Internet Explorer で立ち上げた場合のイメージを図 2bに示す。 
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  ちなみに、図 2aの Lines 38-44には埋め込まれた WMP を使用するに当たっての注意書きが

記載されている（図 2b の下部に表示）。文字が小さくて読みにくいと思われるので、念のた

めに以下に再掲しておく。なお、このうちの注 3 にもあるとおり、ユーザ側のパソコンに

DirectVobSub 11)  がインストールしてあり、かつ動画ファイルが mpg あるいは avi形式の場合、

そのままの状態で WMP を立ち上げると字幕が 2重表示されてしまうことになる（wmvでは 2

重表示問題は起こらない）12)。したがって、mpg あるいは avi 形式の動画を使用する場合は、

あらかじめ DirectVobSub をオフにしておくよう、画面上で明示的に指示をしておくのが望ま

しい。 13)   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

注 1：シークバーを使って再生位置を変更･移動した場合、次の字幕タイミングから同期が始まりま

す。うまく同期がとれない場合はいったん映像を更新 (refresh) してから再生してください。 

注 2：対応するメディア形式は原則として wmv のみになります。mpg (mpeg-1)  および avi でも動

きますが、動作が不安定になることがあります（この場合は、いったん動画ファイルのダウン

ロードが終了してから再生してください）。 

注 3：DirectVobSub などの字幕用プラグインがインストールしてある場合は、あらかじめそれをオ

フにしておいてください（mpgおよび aviを再生する場合）。 
 

図 2b 
巻末資料 1（図 2a）のソー

スコードに よるウェブペー

ジ画面例※ 

 

画面サイズ指定 (px) 
width=370, height=340 

字幕表示部サイズ指定 (px) 
width=370, height=70 
 
[動作環境] 
WMP Ver. 7 and above  
Internet Explorer Ver. 7.0 
Windows XP (SP2) 

 

  ※本ウェブページのソースコードと全画面イメージは pp. 48-49 参照。 

WMPの埋込みと
表示画面設設定 
Lines 20-31 

字幕表示エリア 
設定 
Lines 33-35 字幕 
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2.2     サンプルソースコード２：  複数言語クラス用ソースコード 
巻末資料 2（図 3a）に掲載したスクリプトは、図 2aと同じく<object> 要素を使ってWMP を

ウェブページに埋め込むためのソースコードである。ただし、この例では字幕の言語クラスが

ふたつ（日本語と英語）の場合を想定し、新たに「言語選択ボックス」を付け加えている。冒

頭のスタイルシートの記述（<style>～</style>）はスペースの都合上省略した。内容は資料 1 の 

Lines 7-12と同じである。   

以下、このスクリプトのおもな部分について解説を加える。なお、スクリプトの内容はマイ

クロソフト社の公式技術文書 “Adding Closed Captions to Digital Media” (Microsoft Corp., 2001)  を

参考にして作成した。 

 

2.2.1    字幕ファイルと動画ファイルの読み込みと言語クラス設定情報の取得  (Lines 15-20)  

      スクリプト冒頭の ヘッダー部（<head>～<.head>）では文書タイトルに続いてスタイル設定

をするが、前述のとおり、この例ではスペースの都合上、スタイルシートの記述は省略した。

続いて Lines 15-20にはこのファイルの読み込み時にあらかじめ行っておく作業が指定されてい

る。Line 15 の <script  language = “JScript” . . . > という記述は、これがMicrosoft JScript 14)  によ

る拡張スクリプトであることを示す。その後の for=“window” は、ブラウザでオープンされてい

るウィンドウに対する処理を、event = “onLoad” はファイルの読み込み時に行う処理（＝イベン

ト）であることをそれぞれ示す。Lines 16-19 がその処理の内容である。 
 

15   <script language="JScript" for="window" event="onLoad"> 

16     Player.URL="http://www.dummy.com/Movie/Sample2.wmv?sami=http:// 

17   www.dummy.com/Subtitle/Sample2.smi";  

18     Player.closedCaption.SAMILang=CCLang.value; 

19     Player.closedCaption.captioningID="captions"; 

20   </script> 

 

     Lines 16-19では、WMP（Ver. 7 以降）にあらかじめ組み込まれている SAMI キャプション仕

様とメディアファイル検索用のオブジェクトセット（ルートオブジェクトの Player と、その下

位オブジェクトのひとつである Player.closedCaption オブジェクト）を使って、まず Line 16 で

Playerオブジェクトの URLプロパティを使ってメディアファイルと SAMIファイルの取得先を

指定し、続いて SAMILangプロパティ (Line 18) および CaptioningID プロパティ(Line 19) という

2 つのクローズドキャプション用の専用プロパティを参照させている。前者は SAMI ファイル

内の言語クラスの設定情報を取得し、後者は SAMI ファイルの内容を後述の <div> 要素内のフ

レームに排出するための識別子 (id) を設定する。 

なお、Lines 16-17 では前述 (p. 4) の「SAMI URL 構文」を使って動画ファイルと字幕ファイ

ルを一括して読み込ませているが、HTML_Sample1.txt の例で見たように <object> 要素中でのパ

ラメタ指定としてメディアファイルへのパス指定をする場合はローカルフォルダへの
．．．．．．．．．．

相対指定
．．．．

（例：<param name=“URL” value= “MyMovie/Sample.wmv”>）でもよく、かつメディアファイル
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と SAMIファイルが同じフォルダ内にある場合は ?sami= 以下の指定（SAMIファイルへのパス

指定）なしで SAMIファイルが自動的にWMPに読み込まれるようになっていた 15)。 

Player オブジェクトモデルを使った場合も、ローカルフォルダに保存されているファイルへ

のアクセスを相対パスで指定することができる。ただし、ここでは JScript を使っているため、

上記のような指定方法ではエラーになるので注意されたい。Player オブジェクトモデルでのロ

ーカルパス指定時のエラーを回避するためには、以下に述べるような方法を使う。 

 

Playerオブジェクトモデルでのローカルパス指定について 

 今、仮に、現在のサンプルスクリプトでの URL指定 (Lines 16-17) を、[MyMovies] という名

称のローカルフォルダ内にある Sample.wmv というメディアファイルへの「相対パス」として

記述するとする。この場合、この [MyMovies] という名称のフォルダの相対的な位置に応じて、

パスの指定方法が異なる。以下、ケース 1 はメディアファイル、SAMI ファイル、HTML ファ

イルが 3 つとも同じフォルダ (=[MyMovies]) 内にある場合を、ケース 2 はメディアファイルと

SAMI ファイルが、HTML ファイルとは別のフォルダ（ここでは、ひとつ下の階層）にある場

合をそれぞれ想定した場合の相対パス指定例を示したものである。 

 

ケース 1:   メディアファイル、SAMIファイル、HTMLファイルが同じフォルダ内にある場合 

 

├ [MyMovies]  (Current Folder) 

｜   ├ HTML_Sample.html  

｜  ├ Sample.wmv 

｜  └ Sample.smi 
 

パス指定方法（相対パス） 

16   Player.URL= “.¥¥Sample¥.wmv ”;   

 

 ここで使われているドット(.) は「現在フォルダ」 (Current Folder) を表す（注 8参照。なお、

伝統的には「フォルダ」ではなく「ディレクトリ」と呼んでいたが、現在、Windows では前者

の名称を採用しているため、本稿でも原則としてこれに従う）。「現在フォルダ」とは、現在

作業をしているフォルダのことであり、ここでは当該の HTML ファイル (HTML_Sample.html) 

が置かれている場所を指す。円記号 (¥) はフォルダの区切りを表す「区切り記号」として使用

されているが、最初の円記号は「エスケープ記号」といい、次の円記号が区切り記号としてス

クリプト内で有効に作用するためのものである 16)。ファイル拡張子の前のドットにエスケープ

記号が添えられているのも、このドットが別の意味に解されるのを防ぐためのものである（た

だし、現在フォルダを参照する場合は始めの “.¥¥ ” を省略することができる。したがって

“Sample¥.wmv ” という指定でもよい）。 

 

ケース 2:   メディアファイルと SAMIファイルが、HTMLファイルとは別のフォルダ（例えば、
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ひとつ下の階層）にある場合 

 
├ [MyFiles]  (Current Folder) 

｜    |  └ HTML_Sample.html   

｜  [MyMovies] 

｜  ├ Sample.wmv 

｜  └ Sample.smi 

 

パス指定方法（相対パス） 

16   Player.URL= “.¥¥MyMovies¥¥Sample¥.wmv”;    

または 

16   Player.URL= “MyMovies¥¥Sample¥.wmv”;     

 

次のケース 3では、HTMLファイルは [Documents and Settings] 以下の深い階層（通常の作業

エリア）に置き、メディアファイルと SAMI ファイルは C:ドライブ直下に新たに作成した 

[MyData] というフォルダ内に置いて操作する場合を想定している。これはローカルフォルダに

対する「絶対パス」による指定の例である。  

 

ケース 3:   HTMLファイルは [Documents and Settings] 以下の深い階層に置き、メディアファイ

ルと SAMIファイルは C:ドライブ直下の [MyData] というフォルダ内に置く場合 
 
[C: Drive (Root Folder)] 

   | 

[MyData] 

   | ├ Sample.wmv 

   |  └ Sample.smi 

[Documents and Settings] 

   | └ [UserName]  

   |       └ [My Documents] 

   |            └[MyMovies] (Current Folder) 

   |                └ HTML_Sample.html 
 
パス指定方法（絶対パス）  

16   Player.URL= “c:¥¥MyData¥¥Sample¥.wmv”;     

 

この例のようにローカルフォルダを「絶対パス」で指定する場合、当該のフォルダが 

[Documents and Settings] 以下の深い階層にあると（Windows では通常、そういうことになるの

だが）、必然的にパスの記述が長くなり、面倒な上にエラーも多くなるといった問題がある。

また、フォルダ名が日本語になっている場合、使用環境によっては正しくパスが通らないこと

もある。したがって、絶対パスでの指定をする必要がある場合には、できるだけ浅い階層（で
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きれば C: または D: ドライブ直下のルートフォルダ上）に新しいフォルダを作り、そこにメデ

ィアファイルと SAMIファイルを置くようにするのがよい。 

以上の 3つの例は、いずれもメディアファイルと SAMIファイルが同じフォルダ内に置かれ

ていることを前提としていたが、もちろん、この 2 つをそれぞれ別々のフォルダに置いておく

こともできる。その例をケース 4 に示す。ただし、「SAMI ファイルへのパス指定は絶対パ

ス」という制約があるため、このケースでは SAMI ファイルの置き場所を C:ドライブ直下の 

[MyData] フォルダとし、絶対パス指定を容易にしている。 

 

ケース 4:     HTMLファイルとメディアファイルは通常の「現在フォルダ」の中に置き、SAMI

ファイルのみ別のフォルダ（C:ドライブ直下のフォルダ）に置く場合 
 
[C: Drive (Root Folder] 
   | 

[MyData] 

   |  └Sample.smi 

[Documents and Settings] 

   | └ [UserName]  

   |       └ [My Documents] 

   |            └[MyMovies] (Current Folder) 

   |                ├  HTML_Sample.html 

   |                └  Sample.wmv 
 

パス指定方法（相対パス＋絶対パス）  

16   Player.URL= “.¥¥Sample¥.wmv ”;   

17   Player.closedCaption.SAMIFileName= “c:¥¥MyData¥¥Sample¥.smi”;   
 

 ケース 4 のように、メディアファイルと SAMI ファイルを別々のフォルダに置く場合は（通

常、この方法は推奨されないが）、上記の例に示したように、Player オブジェクト既定の URL

パラメタに加え、SAMIファイル指定用に別途用意されている「SAMIFileNameパラメタ」を使

って SAMIファイルのファイル名 (Sample.smi) を別途指定する必要がある。 

 なお、上記の 2 行はすでに述べた「SAMI URL 構文」のシンタクスを使って、以下のように

1行で書き表すことができる（このうち、? 記号は区切り記号として正しく認識される仕様にな

っているため、その前のエスケープ記号は省略することができる）。 
 

16   Player.URL= “.¥¥Sample¥.wmv¥?sami=c:¥¥MyData¥¥Sample¥.smi”; 
 

 いずれにせよ、これらの指定は当該ファイルをサーバにあげる前にローカルでテストをする

場合のパス指定方法であり、テストが終われば Lines 16-17  (p. 7) に示したような正規の URL指

定に変更しておかなければならない。 
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2.2.2     WMPの埋め込み とパラメタの指定  (Lines 33-38) 

 Lines 15-20 によって字幕（クローズドキャプション）をサポートするようにページを設定し

たのち、続けてウェブページに WMP を埋め込み、コントロールパラメタを設定する。この部

分は HTML_Sample1.txt の Lines 20-31と基本的には同じである。ただし、メディアファイルと

字幕ファイルの読み込み、および captioningID の設定はすでに終わっているため、ここでは 

WMPの埋め込みと画面サイズの設定、および autoStartと uiModeという 2つのパラメタのみを

指定している。この 2つのパラメタについてはすでに述べた (p. 4) とおりである。 

 

33   <object id="Player" title="Windows Media Player" 

34       classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6"  

35           width="370" height="340">  

36   <param name="autoStart" value="false"> 

37   <param name="uiMode" value="full"> 

38   </object> 

 

2.2.3     字幕表示エリアの設定と言語クラス選択ボックスの作成  (Lines 41-43 ) 

    WMP の埋め込みと必要なパラメタの指定を終えた後、字幕表示エリアの設定および、この

ファイル特有の言語クラス選択のためのボックスを作成する。 

 字幕表示エリア（字幕フレーム）の設定は <div> 要素を使って行う（<div> 要素については p. 

5 参照）。これが Lines 41-43である。ここでは、Line 19 (i.e., Player.closedCaption.captioningID = 

“captions”) で定義された字幕内容を取得し、これを幅 370×高さ 70（単位はピクセル）のフレ

ーム内に出力するという設定になっている。字幕フレームの背景色 (background) は標準色の黒

とする 17)。なお、染谷 (2008a, pp. 2-7) で詳しく述べたとおり、字幕テクストの書式設定は原則と

して SAMIファイル内で行う。 

 

41  <div id="captions" title="Caption Window" 

42     style="width:370; height:70; background:black;"> 

43  </div> 

 

 続いて、言語クラス選択ボックスをプルダウン形式で作成する。これが Lines 45-50 である。

ここでは、前述の Player.closedCaption オブジェクトの SAMILang プロパティを使ってキャプシ

ョン用言語の情報を取得し、さらに onChangeイベントハンドラによって、ユーザによる選択切

り替えを可能にしている。具体的には、選択が変更されるごとに  “Player.closedCaption. 

SAMILang=CCLang.value” で定義された値（＝字幕テクスト）を新たに参照し、option で指定さ

れた言語名（ここでは “Japanese” または “English”）に一致したものを出力する、という動作を

させている。 
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45   <select id="CaptionLanguages" language="JScript"  

--           name="CCLang" class="small" 

46           onChange="Player.closedCaption.SAMILang=CCLang.value">  

47   <option selected value="Japanese">Japanese 

48   <option value="English">English 

49   </select> 

50   <br><span class="small">言語選択ボックス</span> 

 

なお、言語クラスの選択肢は <select> 要素内の <option> タグ内に記述するが、その内容は

SAMIファイル内で定義した名称と一致していなければならない。例えば、SAMIファイル内で

次のように言語クラスを定義してあった場合、言語選択ボックスで指定する名称は、Japanese 

と Englishということになる（以下の下線部に対応）。18) 

      

.JACC { name:Japanese; lang:ja; SAMIType:CC; 

        font-family: Arial, Verdana,'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック'; 

        font-size:10pt;} 

.ENCC { name:English; lang:en-US; SAMIType:CC;  

        font-family: Arial, Verdana,Tahoma;  

        font-size:11pt;} 

 

SAMIファイルで言語クラスが 2つ以上定義されている場合は、Lines 47-48を次のように

拡張して、いくつでも選択肢を加えることができる。このうち、最初の “selected” という記

述でマークされた選択肢がデフォルトの選択肢（ユーザによる選択がされなかった場合の初

期値）になる。 
 

<option selected value="Japanese">Japanese  ← デフォルトの選択肢 

<option value="English">English 

<option value="French">French 

<option value="German">German 

</select> 

 
  Line 50 は、言語クラス選択ボックスを配置したあと、行を変えて（ボックスの下に）「言

語選択ボックス」という表示を添えるためのものである。ここで使用されている <span> 要素は、

<span>～</span> で囲んだ範囲に対して何らかの設定を行う場合に用いるもので、前述の <div> 

と同じような役割をする。ただし、通例、<div> はブロック要素（段落や表などの大きなかた

まり）に対して用いるの対し、<span> は（文章の一部としての）インライン要素に対して用いると

いう違いがある。ここでは「言語選択ボックス」という文字列に対して、スタイルシートで定

義した “small” という文字クラスを適用している（資料 1, HTML_Template1.txt,  Line 11参照）。 
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 基本的には以上説明した部分が言語クラスの選択機能を備えた WMP 埋め込みのためのスク

リプトである。解説が不十分な箇所もあろうかと思われるが、とりあえずは資料 2（図 3a）の

ソースコード (HTML_Template2.txt) をダウンロードし、Lines 16-17 の URL の値（フルパス指

定）を実情に応じて書き換えた上で適当な名称で保存し（ただし拡張子は.html または.htm と

する）、これをブラウザ (Internet Explorer) で立ち上げれば、このスクリプトの初期設定の状態

で字幕付きの動画がきちんと読み込まれるはずである。 

 参考までに、巻末資料 2（図 3a）の HTMLスクリプトを実際に Internet Explorer で立ち上げ

た場合のイメージを図 3b に示す。また、図 3a の Line 51 以下でスペースの都合上省略されて

いる「コメント」を、前例にならって図 3b  の下に示す。このうち注 2および注 3は、資料 1

（図 2a）の注意書きと同じ内容である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 字幕 

注 1：言語選択ボックスの初期値は日本語になっています。英語の字幕を表示させる場合は English 

を選択してください。再生途中で言語選択を変更した場合、次の同期ポイントから字幕表示が変

わります。うまく同期がとれない場合はいったん映像を更新 (refresh) してから再生してください。 

注 2：対応するメディア形式は原則として wmv のみになります。mpg (mpeg-1, 2)  および avi でも動

きますが、動作が不安定になることがあります（この場合は、いったん動画ファイルのダウンロ

ードが終了してから再生してください）。 

注 3：DirectVobSub などの字幕用プラグインがインストールしてある場合は、あらかじめそれをオ

フにしておいてください（mpg および avi を再生する場合）。 

図 3b 

巻末資料 2（図 3a） のソー

スコードによるウェブペー

ジ画面例※ 

 

画面サイズ指定 (px) 

width 370, height=340 

字幕表示部サイズ指定 (px) 

width=370, height=70 
 
[動作環境] 

WMP Ver. 7 and above 
Internet Explorer Ver. 7.0 
Windows XP (SP2) 
 

 

  ※本ウェブページのソースコードと全画面イメージは pp. 50-51 参照。

WMPの埋込みと表
示画面設定 
Lines 33-38 

言語クラス選択ボ
ックス設定 
Lines 45-50 

字幕表示エリア 
設定 
Lines 41-43 
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2.2.4   字幕の文字サイズ選択ボックスの追加（サンプルソースコード 2の改良版） 

 本節 (2.2) では、字幕の言語として複数の言語クラスを設定し、これを HTML上でユーザが

任意に選択できるようにするための方法についてやや詳しく解説した。複数言語を扱えるよう

にという配慮は、ここでは主として教育上の理由によるものであるが、これはいわゆるアクセ

シビリティという観点から見ても妥当な配慮であると考えられる。 

 アクセシビリティとは、技術、情報、公共サービスなどが、どの程度広汎な人々に利用可能

であるかをあらわす概念であるが、特に、何らかのハンディを持つ人にとっての利用可能性と

いう意味で使われることが多い。映像情報への複数言語による字幕（あるいは解説文の）付与

は、いわば言語的な障壁を克服するためのアクセシビリティ技術のひとつとして位置づけるこ

とができるが、アクセシビリティという観点からすれば、字幕テクストの文字サイズについて

も複数の選択肢があるほうがよい。せっかくの字幕も、作成者が指定した（通常は 10～12ポイ

ント程度の標準的な）フォントサイズでは小さすぎて十分に楽しむことができないユーザもい

るからである。そのような観点から、ここではサンプルソースコード 2 の改良版として、言語選

択ボックスのほかに、字幕の文字サイズを選択するための工夫を加えてみたい。19)  

 字幕の文字サイズを選択できるようにするためには、まず、①SAMI ファイルへの「文字ク

ラス定義」を追加し、次に、②この文字クラス情報を取得するための特別なクローズドキャプ

ション用プロパティ（SAMIStyle プロパティ）を HTML スクリプト上に加えた上で、前出の言

語選択ボックスと同じ要領で「文字サイズ選択ボックス」を追加する必要がある。以下、この 2

点についてそれぞれ解説する。 

 

1)   SAMI ファイルへの文字クラス定義の追加 

 ここでは、巻末資料 2（図 3a）の HTML スクリプトで読み込んでいる SAMI ファイル

(Sample2.smi) を使って、文字クラス定義を追加する。なお、Sample2.smiは SAMI ファイル用の

テンプレート SAMI_Template2.smi（染谷 2008a, p.31）に字幕本文を追加したものである。以下

に Sample2.smi（および SAMI_Template2.smi）でのスタイルおよび言語クラス定義部を引用する。 

 

<STYLE TYPE="Text/css"><!-- 

  P {margin-top:10pt; text-align:center; line-height:125%; 

    color:white; background-color:transparent;} 

  .JACC {name:Japanese; lang:ja; SAMIType:CC;  

        font-family: Arial,Verdana,Helvetica,'ＭＳ ゴシック', 

     'ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; font-size:10pt;}  

  .ENCC {name:English; lang:en-US; SAMIType:CC;  

        font-family: Arial,Verdana,Helvetica,Tahoma;  
        font-size:11pt;} 

 --> 

 </STYLE> 
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 SAMI ファイルでの「文字クラス」は、<style> 定義部の P { . . . } 要素のすぐ下の行に、先頭

に # 記号を置いた上で任意の一意名称 (unique name) を与え、必要な書式設定を加えることで定

義する。例えば 
 
P {...} 

#Emphasis {name: Big Bold; font-size: 14pt; text-align: center; 

           color: blue; font-family: Arial,Verdana,Helvetica,Tahoma; 

           font-weight: bold;} 

 
という文字クラス定義では、Emphasis がこのクラスの定義名で、その後の { . . . } 内にその具体

的な書式設定が加えられている。このうち、“name”  属性で指定された名称（これも任意の一

意名称）が後述の HTML 内の “select” 要素で言及され、また、WMP を単独で起動させた場合

の文字クラス参照名となる。 

 文字クラス定義はいくつ追加してもよいが、ここでは仮に、標準 (12 points) 、小 (10 points)、

大 (15 points)、特大  (20 points)  の計 4種類の選択ができるようにしておく。なお、あまり大き

なフォントサイズを指定すると既定の字幕フレームに収まりきらなくなることがあるので、フ

レームのサイズを考慮に入れて最大サイズを決める。 

 以下に、上記 4つの文字クラスを設定した定義例を示す。このうち最初に定義した #Standard

がデフォルトの選択肢となる。なお、すでに述べたとおり（染谷 2008a, pp. 10-11）言語ごとに

異なったスタイル指定をする場合、共通のものだけを段落要素 P {. . . } 内で指定し、異なる要

素は言語クラスごとに指定する。したがって、前掲の言語クラス設定のうち.JACC およ

び .ENCC のフォントサイズ指定は削除し、代わりに文字クラス指定の中でそれぞれフォント

サイズを指定する。 

 

<STYLE TYPE="Text/css"><!-- 

  P {margin-top:10pt; text-align:center; line-height:125%; 

     color:white; background-color:transparent;}  

  #Standard {name:NormalTxt_12pt; font-size:12pt;}  ←追加（デフォルトの選択肢） 

  #Small {name:SmallTxt_10pt; font-size:10pt;}   ←追加 

  #Big1 {name:LargeTxt_15pt; font-size:15pt;}   ←追加 

  #Big2 {name:X-LargeTxt_20pt; font-size:20pt;}   ←追加 

  .JACC {name:Japanese; lang:ja; SAMIType:CC; 

         font-family: Arial,Verdana,Helvetica,‘ＭＳ ゴシック’, 

          ‘ＭＳ Ｐゴシック’,sans-serif;} 

  .ENCC {name:English; lang:en-US; SAMIType:CC;  

         font-family:Arial,Verdana,Helvetica,Tahoma;} 

  --> 

 </STYLE> 
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 SAMI ファイルに以上のような変更を加えた後、これを対応する動画ファイルと同じフォル

ダ内に同一名称で保存する（ただし、拡張子は.smi）。この動画ファイルを WMP で立ち上げ、

メニューから「再生」→「歌詞、キャプション、および字幕」を選択すると、図 4 に示すよう

に SAMI ファイルで指定した 4 つの文字クラスがポップアップ表示され、文字クラスの選択が

可能になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WMPをスタンドアロンで使う場合はこれだけでよいが、WMPを HTMLページに埋め込んで

使う場合は、前述のとおり HTMLページの設定が必要になる。次に、これについて述べる。 

 

2)   HTML ファイルへの SAMIStyleプロパティおよび文字サイズ選択ボックスの追加 

 ここでは、巻末資料 2（図 3a）に掲載した複数言語クラス用のサンプルソースコード 2 

(HTML_Template2.txt) を使って、前記の SAMI ファイルで定義した文字クラス情報を読み込み、

合わせて文字サイズ選択ボックスを追加するための修正を行う。 

 

a)   SAMIStyleプロパティの追加 

 サンプルソースコード 2 で使用されている ClosedCaption オブジェクトには、SAMIStyleという

専用プロパティが用意されており、これを追加することで、SAMI ファイル内で定義された文

字クラスの設定情報を取得することができる。SAMIStyle プロパティは、以下に示す形式で、

現在の Line 18 (Player.closedCaption.SAMILang=CCLang.value) の下にそのまま追加する(太字部

図 4   WMPでの字幕の「文字

クラス」選択画面 

SAMIファイルで指定した文字
クラスがここに表示され、選択
が可能になる。 

選択した文字クラス（ここでは LargeTxt  
15 Points）がここに表示される。 
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分)。なお、Lines 16-17 の “URL”  情報とファイル名（wmv ファイルと smiファイル）はいずれ

も仮のものなので、これはそれぞれ実際の URLとファイル名に書き換えておく。 

 

16     Player.URL="http://www.dummy.com/Movie/Sample2.wmv?sami= 

17  http://www.dummy.com/Subtitle/Sample2.smi"; 

18     Player.closedCaption.SAMILang=CCLang.value; 

       Player.closedCaption.SAMIStyle=CCStyle.value;        ←追加 

19     Player.closedCaption.captioningID="captions"; 

 

 画面サイズは初期設定のままでもよいが、大きな字幕文字サイズを扱うことを考慮して、現

在の設定サイズ width=“370” height=“340” (Line 35) から、やや大きめの width=“500” height= 

“440”  に変更するとともに、Line 42 の字幕フレームのサイズも width を 500 に、heightを 90に

それぞれ変更しておく（画面サイズは使用する動画のサイズに合わせて任意に変更可能。ただ

し、必ず字幕フレームと横幅サイズを揃えておくこと）。 

 

b)   文字クラス選択ボックスの追加 

 次に文字クラスの選択ボックスを追加する。まず、現在の Lines 45-49 の select 要素（字幕

言語の選択ボックス）の下に以下の 8 行を追加する。<option> タグに記入する値 (value) は、

SAMI ファイルで定義した文字クラスの名称  (name) と同じものにする。ただし、HTML 画

面上に表示するテクスト（現在は Standard Txt (12pt), Small Txt (10pt), Large Txt (15pt), X-

Large Txt (20pt) という表示）は任意のものでよい。もちろん日本語表示でも問題ない。 

 

48   <option value="English">English 

49   </select> 

          <select id ="CaptionsStyle" languag="JScript" name="CCStyle"  

            class="reg" title="Choose Font Size" 

            onChange="Player.closedCaption.SAMIStyle=CCStyle.value"> 

    <option selected value="NormalTxt_12pt">Standard Txt (10pt) 

    <option value="SmallTxt_10pt">Small Txt (10pt) 

    <option value="LargeTxt_15pt">Large Txt (15pt) 

    <option value="LargeTxt_20pt">X-Large Txt (20pt) 

    </select> 

50   <br><span class="small">言語選択ボックス</span> 

 

 なお、上記のうち <select> タグ内の class=“reg” という指定は文字クラス名を画面上で標準

サイズで表示させるためのもので、title=“Choose Font Size” は、ボックスの上にマウスのカ

ーソルを置いたときに画面上にポップアップ表示されるメッセージである。いずれもアクセ
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シビリティに配慮した追加であるが、同じものを言語選択ボックスにも追加しておくのが望

ましい（ただし titleは “Choose Subtitle Language” に変更。ポップアップ表示は英語でも日本

語でもよい）。 

 次に、上記の Line 50 を丸ごと削除して、代わりに以下の 6行を追加する。ここでは、選

択ボックスの下にテーブルを開き、2 つのセル内に指示文をそれぞれ配置しているが、セル

の横幅を調整して、指示文をそれぞれのボックスの下の適切な位置に置いている。なお、テ

ーブルの横幅は前述の新しい画面サイズの横幅（width =“500”）に合わせる。指示文の文字

クラス（＝文字サイズ）も現在の small（8ポイント）から reg（10ポイント）に変更する。 

 

 <table border="0" style="width:500; height:30;"> 

     <tr class="reg"> 

      <td width="85" align="left">字幕言語選択</td> 

            <td width="415" align="left">文字サイズ選択</td> 

   </tr> 

 </table> 

  

 以上の変更を加えた後、この HTML ファイルを保存し（拡張子は .html または .htm）、前

述の Lines 16-17 の URL 情報とファイル名（wmv ファイルと smiファイル）を実際のものに書

き換えれば、すべての作業は完了である。参考までに、完成した HTML ファイルを立ち上げた

ときの文字サイズ選択ボックスのイメージと、選択肢として用意した 4 つのフォントサイズを

比較したものを以下に示す（ウェブページ全体のイメージは図 3b, p.13に同じ）。 

 

図 5    「文字サイズ選択ボックス」のイメージおよびフォントサイズ比較※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 ポイントの例 

12 ポイントの例 
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---------------------- 

 

 なお、本節で解説した方法のほかに、SAMI ファイルおよび HTML の中でフォントサイズを

「相対指定
．．．．

」することで、ユーザが一定の制限内でブラウザ上で任意に文字表示サイズを変更

することが可能になる。これについては改めて後述 (pp. 37-38) する。 

 

 ※ [URL]  http://www.someya-net.com/83- SubtitleVideo/Public/HTML_Template2B.html 

 ※ フォントサイズは実寸比較ですが、画像化に伴う多少のひずみがあります。 

 ※ SAMIファイル (Sample2B.smi) でのスタイル設定 

      <!--  

   P {margin-top:10pt;  

      text-align:center;  

      line-height:125%; 

      color:white;  

      background-color:transparent;  

      } 

   #Standard {name:NormalTxt_12pt; font-size:12pt;} 

   #Small {name:SmallTxt_10pt; font-size:10pt;} 

   #Big1 {name:LargeTxt_15pt; font-size:15pt;} 

   #Big2 {name:LargeTxt_20pt; font-size:20pt;} 

   .JACC {name:Japanese; lang:ja; SAMIType:CC;  

          font-family: Arial,Verdana,Helvetica,'ＭＳ ゴシック', 

         'ＭＳ Ｐゴシック', sans-serif;} 

   .ENCC {name:English; lang:en-US; SAMIType:CC;  

          font-family: Arial,Verdana,Helvetica,Tahoma;} 
   --> 

15 ポイントの例 

20 ポイントの例 
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2.3    サンプルソースコード３： プレーヤの横に大きく字幕フレームを開く 

これまでに紹介したソースコードは、いずれも字幕フレーム（字幕ペイン）を映像の下に配

置する例であった。しかし、場合によっては字幕フレームを映像の右側に大きく配置したいこ

ともあるだろう。とくに長い解説文を表示させたり、映像を見ながら問題を解かせたりという

応用編を考えた場合、字幕フレームの位置やサイズを自由に変えられると便利である。また、

字幕フレームを映像の右側に大きく配置することができれば、例えば講義用のパワーポイント

を動画化し、その画面の右側により詳細な説明を加えたものを「スライドショー」としてオン

ライン配信するといった応用も可能になる。 

 WMP をスタンドアロンで使用する場合は字幕フレームの位置やサイズは原則として固定で

あるが 20)、ウェブページに埋め込む場合は図 2aおよび 図 3aのスクリプトで見たように、その

仕様をユーザがかなり自由に変更することができる。本節では、これを利用して字幕フレーム

を映像の右側に配置し、かつフレームのサイズを映像画面と同じ大きさに設定するためのスク

リプトを作成する。 

 

2.3.1    ページ設計の基本的な考え方とタグ構造 

 まず、ページ設計の基本的な考え方から整理する。字幕フレームを映像の右側に配置するた

めには、< table> で表を作り、この表を次の図 6のように 2つのセルに分割して、左側にプレー

ヤ、右側に字幕フレームを配置すればよい。  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 HTMLではこれは次のような基本タグ構成で実現することができる。このうち <tr> は Table 

Row の略で、テーブルの行を記述する。<td> は Table Data の略で、テーブル内の各セルの内容

を記述する。テーブルおよびセルのサイズは自由に設定できるので、当然、映像画面および字

幕フレームのサイズも（ウェブページ上に表示可能な範囲で）任意のサイズを指定することが

できる。なお、以下の例で最初の <td> と次の <td> の間に改行タグ <br> を挿入すると、セルが

縦方向に並ぶことになる。 
 

<table> 

  <tr>                       

  <td>映像画面</td> 

    <td>字幕フレーム</td>    

映像画面 字幕 

フレーム 

     ウェブページ 

図 6 ウェブページ上の画面配置イメージ 

（テーブルを 2つのセルに分割） 
     <テーブル> 

     <セル>      <セル> 
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  </tr> 

</table> 

 

     <td>～</td> のセル内には任意の文字列またはオブジェクトを置くことができる。また、セ

ル内の文字列やオブジェクトの配置位置を、align 属性と valign 属性を使って指定することがで

きる。前者は横位置を、後者は縦位置をそれぞれ指定し、いずれも center, left, right, top, bottom 

のいずれかの値をとる。例えば  

 <td align=“center” valign=“top”>映像画面</td>  

のように指定した場合、「映像画面」という文字列＝テクストはこのセル中において横位置＝

中央寄せ (center)、縦位置＝上寄せ (top) という配置で表示されることになる。なお、どちらの

属性も <td> 内でとくに明示的に指定をしなかった場合は、それぞれのデフォルト値（align=left, 

valign=center）が自動的に適用される。 

     HTML タグの詳しい解説は本稿の範囲を超えるため、ここではごく基本的な枠組みについて

言及するのみに止めておくが、前記のようにテーブルを 2 分割した上で、左側のセルに WMP

を埋め込み、さらに右側のセルに字幕フレームを開くための HTMLファイルの基本構造は、お

よそ次のようになる（図 7）。あとは、これにテーブルおよび各セルのサイズや枠線、背景色、

<object> 要素内での WMP の埋め込みと各種パラメタの設定、さらに 2 つ目の <td> 内での 

<div> タグを使った字幕フレームの設定等の作業を順次加えていけばよい。 

 

<table ....>        テーブルを開く 

  <tr>         テーブルの行を開く 

    <td ....>     最初のセルを開く 

      <object .....>       OBJECT タグを使ってセル内にWMPを埋め込む 

        <param ....>       WMPのパラメタを指定する 

        <param ....>       同上 

                        <param ....>       同上 

      </object>        WMPの埋め込みを終了し、OBJECT タグを閉じる 

    </td>                   セルを閉じる 

    <td ....>               次のセルを開く 

       <div ....>         DIV  要素を使ってセル内に字幕フレームを開く 

       </div>           DIV を閉じる   

    </td>                   セルを閉じる 

  </tr>                     行を閉じる 

</table>                    テーブルを閉じる 

 

 

 

図 7 テーブルを 2分割し、左側のセルにWMPを埋め込み、右側のセル 

に字幕フレームを開くための HTMLファイルの基本構造 
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 資料 3（図 8a）のサンプルソースコード 3 では、Line 12 でテーブルを開き、その後、Lines 

15-28 で左側セル（＝映像表示画面）のスタイル設定と WMP の埋め込みを行い、さらに Lines 

30-36 で右側セル（＝字幕フレーム）のスタイル設定と字幕ファイルの読み込み設定を行って

いる。Line 15および Line 30ではいずれも <td> タグ内で valign=“top” という指定を加えている。

これは、左右のセル内の表示（WMP と字幕フレーム）をセルのトップ位置で揃えるためであ

る。横位置 (align) はデフォルト（左寄せ）のままでよいため、ここでは特に指定していない。 

 WMPの埋め込みとパラメタ設定の詳細については資料 1, Lines 20-31の解説 (pp. 3-5) および

資料 2, Lines 33-38の解説 (p. 11) を、字幕フレームの設定に関しては資料 1, Lines 33-35の解説 

(p. 5) および資料 2, Lines 41-43の解説 (p. 11) をそれぞれ参照していただきたい。 

     これらの設定を済ませた HTMLスクリプトを巻末資料 3（図 8a）に、この HTMLスクリプ

トを実際に Internet Explorer で立ち上げた場合の画面イメージを図 8bにそれぞれ示す。  

 なお、このサンプルではテーブルの背景色を silver とし (Line 12)、その中に組み込むセルの

背景色を whiteとした (Line 16, Line 31)。これによって、結果的に silverのテープル枠線が残る

ことになる。テーブルの枠線を消したい場合には Line 12の background指定を whiteにすればよ

い（ただし、ページ全体の背景色も白であることを前提とする）。また、Line 31では字幕フレ

ームの背景色＝白、文字色＝黒という初期設定にしてあるが、この指定は自由に変更すること

ができる。たとえば、color: white; background: black と変更すれば、真っ黒な画面に白い文字で

字幕が表示されることになる（この場合は左セルの背景色も同じく黒にするほうがよい）。も

ちろん、これ以外にも任意の色の組み合わせが可能である。使用可能な色名およびカラーコー

ドについては染谷 （2008a, p. 7 および注 9）を参照していただきたい。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8b 

巻末資料 3（図 8a） のソー

スコードによるウェブペー

ジ画面例※ 

 

画面サイズ指定 (px) 

height=300, width 310 

字幕表示部サイズ指定 (px) 

width=310, height=280 
 
[動作環境] 

WMP Ver. 7 and above 
Internet Explorer Ver. 7.0 
Windows XP (SP2) 

 字幕フレーム 

 ※本ウェブページのソースコードと全画面イメージは pp. 52-53 参照。 

↑ 
字幕テクスト 
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 なお、このサンプルで使用している字幕ファイルには、字幕テクストを「チャンク」単位で

動的に表示するための工夫が加えられている。現在チャンク (current chunk) の表示は、1) 色＋

太字、2) 下線、3) 背景色、の 3 つの方法で例示している。このうち、1) と 2) は HTMLタグを

使い、3) はスタイルシートを使う。それぞれの具体的な方法については次項で解説する。 
 
2.3.2    字幕の表示方法に関する工夫 

通常の字幕は、映像中の人物の発話またはナレーションの開始タイミングにあわせて 21) そ

の内容を一括して表示し、発話の進行とともに順次、字幕表示を更新していく。それぞれの発

話はその終了とともに直ちに消去され、いつまでも画面上に残っているということはない。画

面上に表示する文字数については、日本語の場合 1 秒当たり 4～5 文字、1 行当たり最大 13 文

字（縦書きの場合は 10文字）で 2行まで、英語を含む欧文では 1秒当たり 12文字を標準とし、

1 行当たり最大 32 ないし 33 文字で、同じく 2 行まで、というのが標準的なところとされてい

る（田中 2005; Gottlieb 1998; Hatim & Mason 1997; DCMP 2007）。22)  

 ただし、教材として使用する場合は、必ずしも通常の字幕表示の約束事にとらわれる必要は

ない。とくに、外国語によるドキュメンタリーやニュース放送などのテクストをその外国語の

まま字幕表示させる場合、字幕テクストをセンテンス単位で（または複数センテンスごとに）

一括表示し、音声の進行にあわせてその現在位置を「チャンク」ごとに動的に示していくスタ

イルのほうが、学習者の理解をより促進させるために効果的である。また、この方法を、いわ

ゆる「フレーズ・リーディング」や「チャンク・リーディング」と呼ばれる読解スキルを養成

する目的で意図的に活用することもできる。 

以下、これを図 8ｂに示したようなウェブ画面上で（かつ、そのための新たな技術の導入を

必要とせずに）実現する方法について述べる。いずれも、すでに学習ずみの「SAMI ファイ

ル」（の中に記述されている字幕文字列）にいくつかの HTMLタグまたはスタイルシートを追

加するだけで実現可能な方法である。なお、SAMI ファイルで使用可能な HTML タグについて

は染谷 (2008a, 表 1,  p. 12) を参照されたい。 
 
1)   色と太字（強調文字）で現在チャンクを動的に示す 

  特定の文字または文字列に色を加える場合は HTMLタグ <font color=****> ～ </font> を使い、

アステリスクの部分に色名または色コードを記入する。太字（強調文字）にする場合は同じく

HTMLタグ <b>～</b> を使う。両者を組み合わせて使うこともできる。以下に例を示す。 

 

[例]  <font color=red>文字列</font> 

               ↓ 

     文字列 （※ウェブ画面上では赤色で表示） 

 

[例]    <b>文字列</b> 

                  ↓ 

     文字列 

63



Embedding subtitled video clips in your Web pages (Someya 2008b)  
 

 

24 

ただし、これだけでは特定の文字列に静的に変化を加えたにすぎない。これをフレーズごと

に動的に表示展開していくためには、SAMI ファイルの中で以下のように指定する必要がある。

例文中、太字で示した部分（HTML タグで囲まれた部分）が、時間の経過とともに順次変化し

ていく部分である。ウェブ画面上での実際の表示例を図 9に示す。 

 

SAMIファイルでの指定例 

 

<SYNC START=500><P CLASS=JACC> 

<font color="red"><b>私たちの脳は</b></font>、古い脳の上に、新しい脳が覆いかぶ

さるように進化してきました。 

<SYNC START=2000><P CLASS=JACC> 

私たちの脳は、<font color="red"><b>古い脳の上に</b></font>、新しい脳が覆いかぶ

さるように進化してきました。 

<SYNC START=3500><P CLASS=JACC> 

私たちの脳は、古い脳の上に、<font color="red"><b>新しい脳が覆いかぶさるように

</b></font>進化してきました。 

<SYNC START=5000><P CLASS=JACC> 

私たちの脳は、古い脳の上に、新しい脳が覆いかぶさるように<font color="red"><b>進

化してきました。</b></font> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)   下線で現在チャンクを動的に示す 

特定の文字または文字列に「下線」を加える場合は HTMLタグ <u>～</u> を使う。用例およ

 ※HTMLページは図 8bの例を使用。字幕フレームの背景色＝白、文字色＝黒、フォント＝ＭＳゴシック、 

 フォントサイズ＝10 pt 、行間＝125% （以上、初期設定値） 

図 9 ウェブ画面上での表示例 1：色と太字で現在チャンクを動的に示す 
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び SAMIファイルでの指定例は以下のとおり。 

 

[例]   <u>文字列</u>  
                  ↓ 
      文字列 

 

SAMIファイルでの指定例 

 

<SYNC START=7200><P CLASS=JACC> 

<u>脳はおおまかに</u>、3 つの部分に分けることができます。 

<SYNC START=8000><P CLASS=JACC> 

脳はおおまかに、<u>3 つの部分に</u>分けることができます。 

<SYNC START=9000><P CLASS=JACC> 

脳はおおまかに、3 つの部分に<u>分けることができます。</u> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)   文字背景色を使って現在チャンクを動的に示す 

 文字背景色は HTMLタグでは直接操作できないため、スタイルシートを使う。前述 (p. 11) の

とおり 、このケースのようなインライン要素についてスタイルシートを設定する場合は HTML 

の <span> タグを使う。用例および SAMIファイルでの指定例は以下のとおり。なお、ここでは

文字色 (color) を黒、文字背景色 (background-color) をシルバーとしている。 

 

[例]  <span style=“color: black; background-color: silver”>文字列</span> 

             ↓ 

※HTMLページは図 8bの例を使用。字幕フレームの背景色＝白、文字色＝黒、フォント＝ＭＳゴシック、 

フォントサイズ＝10 pt 、行間＝125% （以上、初期設定値） 

図 10 ウェブ画面上での表示例 2：下線で現在チャンクを動的に示す 
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文字列 

 

SAMIファイルでの指定例 

 

<SYNC START=12000><P CLASS=JACC> 

<span style="color: black; background-color: silver">最も原始的な脳幹は

</span>、生命の脳と呼ばれ、呼吸や体温調節など、生命維持をつかさどります。 

<SYNC START=13500><P CLASS=JACC> 

最も原始的な脳幹は、<span style="color: black; background-color: silver">

生命の脳と呼ばれ</span>、呼吸や体温調節など、生命維持をつかさどります。 

<SYNC START=15000><P CLASS=JACC> 

最も原始的な脳幹は、生命の脳と呼ばれ、<span style="color: black; background-

color: silver">呼吸や体温調節など</span>、生命維持をつかさどります。 

<SYNC START=17000><P CLASS=JACC> 

最も原始的な脳幹は、生命の脳と呼ばれ、呼吸や体温調節など、<span style="color: 

black; background-color: silver">生命維持をつかさどります。</span> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     以上、通常の字幕表示の応用編として、字幕テクストをセンテンス単位で一括表示し、音声

の進行にあわせてその現在位置を「チャンク」ごとに動的に示していくための方法について述

べた。細かな指定をしようとするとかなり手間のかかる作業になるという難点はあるが、指導

の目的に応じて創造的に活用していくことのできる技術のひとつである。 

なお、上述の例はいずれもセンテンスを最大表示単位としているが、実際には字幕フレームの範

※HTMLページは図 8bの例を使用。字幕フレームの背景色＝白、文字色＝黒、フォント＝ＭＳゴシック、 

フォントサイズ＝10 pt 、行間＝125% （以上、初期設定値） 

図 11 ウェブ画面上での表示例 3：文字背景色を使って現在チャンクを動的に示す 
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囲内で任意の量のテクストを表示させることができる。テクストの行数が字幕フレームの縦幅

を超える場合には、一定の範囲内で自動的にフレームが拡大されるが、読みやすさ (readability) 

という観点から、基本的にはテクストの行数は既定フレーム内に収めておくことが好ましい。 

 

2.3.3    パワーポイントファイルの動画化について 

    本節の冒頭で、サンプルソースコード 3 に示したHTMLページの応用例のひとつとして、講

義用のパワーポイントを動画化して「スライドショー」を作成するというアイデイアを提示し

ておいた。その具体的な方法は以下のとおりである。 
 
1) 動画化したいパワーポイントのファイルをひらく。 

2) パワーポイントの編集画面でスライドを表示させ、実際に動画上で表示させたい大きさ

に調整する（注： 動画再生時にサイズを拡大縮小すると画像が汚くなるので、ここでき

ちんと表示サイズを決めておく）。 

3) 各スライドを画像キャプチャーソフトでキャプチャーする（画像キャプチャーソフトは

フリーのものがインターネット上でたくさん公開されているので、適当なものを入手し

て使用。ビスタには標準で画像クリップソフトがついてくるので、それを使ってもよ

い）。 

4) ビデオ編集ソフト（凝った編集をするなら有料のソフトウェアがほしいところだが、そ

うでなければ Windows 標準の「Windows ムービーメーカ (WMM)」でもよい）で、キャ

プチャーしたイメージを読み込む。 

5) WMM上に取り込んだ各イメージの表示時間を設定し、必要に応じて音声や各種効果を

追加する。 

6) 編集が終わったらビデオ用にコーディングし、適当な名称をつけて保存。  

7) 解説文表示用のSAMI ファイルを作成し、拡張子を .smi とした上で上記ビデオと同じ名

称で保存。 

8) サンプルソースコード3  (HTML_Template3.txt) を適宜書き換え、上記ビデオの URLを追加。   
 

 基本的な手順は以上のとおりである。これだけですぐに作業にかかれるユーザも多いと思わ

れるが、そうでない読者のために、参考までに上記の手順をより具体的に図解入りで解説した

ものを本稿の付録として巻末に添付しておく（→「パワーポイントファイルの動画化につい

て」 pp. 39-47）。関心のある方はこちらを参照していただきたい。 

 

2.4   サンプルソースコード４：  字幕を縦書き表示させる  

 前出のサンプルソースコード 3 では、WMP 既定の字幕表示方法（映像画面下部の字幕ペイ

ンへの表示）に代えて、プレーヤの右横に大きく字幕フレームを開く方法について解説した。

プレーヤの右横に字幕フレームを開くことができれば、字幕フレームを「縦方向」にも利用す

ることができる。つまり、日本語字幕の「縦書き表示」が可能になるということである。現在、

Microsoft Internet Explorer（Ver. 5.5 以上）では “writing-mode” という CSS 属性を使用した縦書
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きレイアウトがサポートされており、これを使って日本語の縦書き表示を実現することができる。 

 巻末資料 4（図 12a）に、字幕を縦書きで表示するためのサンプルソースコードを示す。

HTMLページ設計の基本的な考え方はサンプルソースコード 3と同じで、まず Line 21でテープ

ルを作成し、これを 2つのセルに分割したうえで、左側のセルにプレーヤを埋め込み (Lines 24-

37)、右側のセルに字幕フレームを配置する (Lines 39-44)、というものである。このうちプレー

ヤの埋め込みについてはすでに見たとおりであり、ここでは解説を省略する。なお、Line 35 に

ある SAMILang パラメタ（以下に再掲）は、SAMI ファイルの言語（字幕言語）を指定するも

ので、ここでは使用言語が日本語のみに限定されていることから、これを明示的に指定したも

のである（言語が指定されていない場合、SAMI ファイルに定義された最初の言語クラスが既

定のクローズドキャプション言語になる）。 
 

 35   <param name="SAMILang" value="Japanese"> 

 
 サンプルソースコード 4に示したスクリプトで重要なのは Lines 39-44 の部分である（Line 42 

はコメント行）。ここでは右側セル（<td>～</td>の範囲）の字幕フレームのスタイルを設定し、

この中で前述の writing-mode属性を使った縦書き表示を指定している。 
 

39   <td valign="top" 

40      style="writing-mode:tb-rl; background:black; color:white; 

41       width:65px; height:304px;"> 

 43   <div id="captions" title="Caption Window"></div> 

 44   </td> 

 

 まず、Line 39 では valign属性を使ってセル内での縦方向のテクスト位置を指定し（valign属

性については p. 21 参照）、続いて style 属性を使ってテクストの表示フレーム（幅＝65px、高

さ＝304px）、背景色＝黒、および文字色＝白を指定している。なお、Line 40 で使用されてい

る writing-mode属性は次の 2 つのいずれかの値をとる。 

• lr-tb 

• tb-rl 

 これらの値は、writing-mode 属性が適用される要素内のテクストコンテンツが表示される方

法（方向）を指定するもので、lr-tb は「左 (left) から右 (right)、上 (top) から下 (bottom)」 を

表し、tb-rl は「上 (top) から下 (bottom)、右 (right) から左 (left)」を意味する。前者はアルフ

ァベットをベースにしたテクストを対象としたもので、通常の日本語テクストの縦書き表示は

後者の値をとる。23)   

 Line 43では <div> 要素を使って id="captions"という IDで定義された字幕ファイル (Line 34) 

を参照し、これを指定のフレーム内に読み込んでいる。なお、字幕フレームのスタイル指定は 

Lines 39-41 の<td> タグ内で行っているため <div> 内では不要である。 

     巻末資料 4（図 12a）に挙げた HTMLスクリプトを、実際に Internet Explorer で立ち上げた場
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合の画面イメージを以下に示す（図 12b）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    
    なお、参考までに縦書き字幕（和文）のフォントサイズを比較したものを図 13に示す。いず

れも 9 ポイントから 12 ポイントまでのフォント（MS  ゴシック）を、高さ＝304px、幅＝

65px の字幕フレームに同一条件で表示した場合の実寸比較である（ただし、画像化に伴う多

少のひずみがある）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12b 
巻末資料 4（図 12a） のソー
スコードによるウェブペー
ジ画面例※ 
 
 
画面サイズ指定 (px) 

width 320, height=304 

字幕表示部サイズ指定 (px) 

width=65, height=304 
 
[動作環境] 

WMP Ver. 7 and above 
Internet Explorer Ver. 7.0 
Windows XP (SP2) 
 
[注] フルスクリーンモード時は 
縦書き表示は無効になります。 

 

縦
書
き
表
示
の
字
幕 

図 13 
縦書き字幕（和文）のフォ
ントサイズ比較 
 

 

SAMIファイルでのスタイル設定 
margin-left: 0pt;  
margin-right: 5pt;   
margin-top: 10pt; 
text-align: left;  
font-size:  *;  
line-height: 125%; 
font-family: 'ＭＳ ゴシック', sans-
serif 
letter-spacing:1px; 
color: white; 
background-color: transparent; 

(9 pt) 

※本ウェブページのソースコードと全画面イメージは pp. 54-55 参照。 
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ルビの表示 

日本語の場合、文字列に「ルビ（添え字）」を加えたい場合がある。たとえば、金大中を

「キム･デジュン」と読ませたり、「桃源郷」という字幕に「シャングリラ」とルビを振りたい、

といったケースである。 

HTMLによる縦書きは、World Wide Web Consortium (W3C) で仕様を策定中のCSS3 (Cascading 

Style Sheets, Level 3) に含まれる「ルビ」用のタグ <ruby> を使って実現することができ、

Internet Explorer および Windows Media Player でもこれを使って任意の文字列にルビを添えるこ

とができる24) 。字幕にルビを振る場合、<ruby> タグは前述の強調文字や下線、および文字

背景色の指定と同じように、「SAMIファイル」の中で特定の文字または文字列に対して使用す

る。また、横書き字幕および縦書き字幕のいずれにも適用することができる。以下に使用例を

示す。 

 

ルビ用HTMLタグの使用例 

 

<ruby><rb>文字列</rb> 

  <rp>（</rp><rt>もじれつ</rt><rp>）</rp> 

</ruby> 

↓ 

表示例（横書き）：  文字列
も じ れ つ

 
表示例（縦書き）： 

 

 

  なお、上例で <ruby> ～ </ruby> の間に埋め込まれる形で使われている <rb>, <rt>, <rp>という 

3 つのタグはそれぞれ次のような意味である。 

 

<rb>  ruby base       ルビをふる対象の文字列 

<rt>  ruby text        ルビテクスト（ルビとして使う文字列） 

<rp>  ruby parenthesis       ルビ非対応のブラウザ向けのカッコ 

 

このうち <rp> はルビ非対応のブラウザ向けのカッコを記述するためのもので、これを加えて

おくと、<ruby> タグ未対応のブラウザやメディアプレーヤ（および字幕用プラグイン）では、

前記の指定は「文字列（もじれつ）」のように表示されるようになる。現在のところ、<ruby> 

タグに対応しているブラウザは Internet Explorer (Ver. 5.5以降) のみであるため、<rp> タグによ

る括弧の挿入は必須である。 

 

 

  

文
字
列

も

じ

れ

つ 
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2.5   サンプルソースコード 5： DirectVobSub を使って字幕をオーバーレイ表示させる 

 これまで解説してきた方法は、いずれもウェブページに埋め込んだ Windows Media Player の

下部あるいは右側に字幕フレームを開き、そのフレームの中に字幕を表示させるというもので

あった。ただし、字幕表示用プラグイン DirectVobSubが ローカルにインストールされていれば、

インターネットで配信された mpg (mpeg-1, 2) または avi形式の動画ファイルをウェブページに

埋め込まれた WMP で再生し、その映像画面上に直接字幕をオーバーレイ表示させることがで

きる 25) 。ユーザ側で必要なのは、上述のとおり、自分のパソコンに DirectVobSub をインスト

ールし、自動起動可能な状態に設定しておくことのみである。これを図式的に示すと以下のよ

うになる（図 1,  p. 2 を一部修正したものを図 1bとして以下に引用）。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 オーサ（情報作成・提供者）側では、mpgまたは avi 形式の動画ファイルとこれに対応した

SAMI 形式の字幕ファイルを用意した上で、これをユーザがウェブページ上で閲覧するための 

HTMLページを作成する。本節では、その HTMLページの内容と作成上の注意点等について解

説する。なお、DirectVobSubについては染谷（2008a,  p. 2 および pp. 21-28）を参照していただ

きたい（以下、DirectVobSub がすでにユーザのパソコン上にインストールされ、適切に設定され

ているものとして話を進める）。 

 巻末資料 5（図 14a） に HTMLソースコードの例を示す。このうち映像表示にかかわる部分

は <object>～</object> タグで囲まれた Lines 21-36（うち Lines 25-26 はコメント行）のみであり、

以下、この部分について簡単な解説を加えておく。 

 

20  <!--映像表示部--> 

21  <object id="WMP"  

22          classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" 

23     width="640" height="544"> 

24   <param name="URL" value="http://www.dummy.com/Movie/Sample.mpg"> 

DirectVobSub がイ
ンストールされて

いるパソコン。 
mpgまたは avi 形
式の動画ファイル 

SAMI形式の字幕
ファイル   
 

HTMLページ
( Webページ）に
よるユーザインタ
ーフェイス 

       ユーザ (User) 

mpgまたは avi 形式の動画にアク

セスするとローカルパソコン上の

DirectVobSub が自動的に起動して

字幕表示が可能になる。 

インターネット上のホスティングサーバー 

 図 1b    mpg/avi動画へのアクセスと DirectVobSubの起動（模式図） 
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 25   <!--URL指定に関するコメント行（Line 26 まで省略）--> 

 27   <param name="autoStart" value="false">  

28   <param name="uiMode" value="full"> 

 29   <param name="stretchToFit" value="true"> 

  30   <!--以下は IE 以外のブラウザ用--> 

  31   <embed type="application/x-mplayer2" 

 32          pluginspage="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd= 

 33   windows&sbp=mediaplayer&ar=Media&sba=Plugin&" 

  34          width="640" height="544" 

  35          src="http://www.dummy.com/Movie/Sample.mpg"  

  36          showcontrols="1" 

  37          autostart="0"/> 

  38   </object> 

 

 

 

     ここでは、まず <object> 要素を使ってウェブページに WMPを埋め込み (Lines 21-23)、その

下に、URL, autoStart, uiMode, stretchToFitの 4つのパラメタを設定している (Line 24, Lines 27-

29)。 このうち Line 29 の “stretchToFit” パラメタはこの例で初めて明示的に使用したものである

が、これを有効 (true) に設定しておくと、指定した映像表示枠のサイズに合わせて映像を表示

することができる 26)。この例では、映像表示部のサイズをこれまでの例よりも大きく設定して

あるが、これは字幕をより鮮明に表示するためである（字幕フォントの解像度は、画面サイズ、

フォントサイズのほか、ディスプレーの解像度やパソコンの CPU 性能によっても左右される）。 

なお、この例では字幕データの読み込みは外部プラグイン（DirectVobSub）を使って行うため、

サンプルソースコード 1～4に見られる “captioningID” パラメタの設定は不要である。 

     Line 24の “URL” パラメタではメディアファイルの取得先を指定するが、ここでは http:// か

ら始まる URL をフルパス
．．．．

で指定しなければならない（例として記述されている URL は架空の

ものであり、使用に当たっては実際の URL に置き換える。Line 33 も同じ）。なお、字幕ファ

イル（SAMI ファイル）は mpg (mpeg) または avi 形式のメディアファイルの起動とともに

DirectVobSubによって自動的に読み込まれるため、ここでは字幕ファイルの URLは指定する必

要がない。ただし、字幕ファイルはメディアファイルと同じファイル名（拡張子は .smi とす

る）を付けた上で、同
．
一
．
フォルダ内
．．．．．

に保存しておかなければならない（別のフォルダから

「URL SAMI構文」や SAMIFileName パラメタを使って呼び出すことはできない ）。  

     なお、サンプルソースコード 1～4では、<object> 要素の下に <div> 要素を使って字幕フレーム

を開き、ここに字幕データが読み込まれるように設定していたが、この例では字幕は外部プラ

グインによって映像上に直接オーバーレイ表示させるため、字幕フレームを開く必要がない。 

 

<object> タグ内に埋め込まれた 

<embed> 要素 
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<embed> タグによる WMP の埋め込み 

 サンプルソースコード 5がこれまでの例と最も大きく異なっている点は、Lines 31-37 に見ら

れる <embed> 要素の使用である。冒頭（p. 3 および注 5参照）でも述べたとおり、これまで本

稿で紹介してきた HTMLサンプルではいずれも原則として <object> タグを使って WMP を埋め

込んでいる。これは、主として WMP の字幕表示機能を使うための措置であり、そのためブラ

ウザも Internet Explorer (IE) を使うことを前提としていた。ただし、DirectVobSub を使って字幕

を画面上にオーバーレイ表示させる場合は基本的にブラウザの種類を問わない。例えば Safari

や Firefox でも WMP対応のプラグインがインストールされていれば IE と同じように字幕をオ

ーバーレイ表示させることができる（Safari 3.1.2 および Firefox 3.0.1 で確認済み）。ただし、

そのためには、<object> タグのほかに <embed> タグを使って WMP を埋め込んでおく必要があ

る。前者は IE用、後者はその以外のブラウザ用である。 

 <object> タグと<embed> タグを併記する場合の注意点は、後者を前者の中に埋め込む（つま

り、<object>～</object> の間に <embed> 要素を挿入する）という点である。また、<embed> タ

グの場合はメディアタイプ、メディアソース、コントロール表示、自動スタートなどのプレイ

ヤーパラメタをすべて <embed> 要素のプロパティ（属性）として記述する。上記の例では、

Line 31 (type)、Line 35 (src) 、Line 36 (showcontrols)、Line 37 (autostart) がそれぞれこれに対応す

る。Lines 32-33 の pluginspageは <object> モデルの classidに相当するもので、WMP のプラグイ

ンの取得先をブラウザに知らせる役目をするものである。表 1に <embed> タグの主なプロパテ

ィとその内容をまとめた。なお、<embed> のエンドタグは、開始タグの末尾に <embed . . . /> の

ようにスラッシュを入れることで代用することができる。 

 

表 1 <embed> タグの主なプロパティとその内容※ 

プロパティ名 内容 

type= 再生するファイルの MIME タイプを指定。WMPの場合は 
“application/x-mplayer2” となる。 

pluginspage 必要なプラグインがインストールされていない場合にユーザがダ
ウンロードできるように、プラグインの場所を指定しておく。こ
のプロパティは <embed> タグでのみ使用される。 

width= ピクセル単位（数字）でプレーヤの幅を指定。 

height= ピクセル単位（数字）でプレーヤの高さを指定。 

src= 再生するファイルの URL を指定。 

showcontrols= コントロールパネルの表示・非表示を指定。“1” または “true” で
表示、 “0” または “false” で非表示。 

autostart= 

 

再生を自動的にスタートさせるかどうかを指定（autoplay= も同
じ）。“1” または“true” で自動再生、“0” または “false” で手動再
生。 

   ※参照サイト：http://www.tohoho-web.com/html/embed.htm 
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     以上、巻末資料 5（図 14a）に挙げた HTMLスクリプトは、字幕処理のための内部ルーチンが

ないため、全体としてこれまでのものと比べて格段にシンプルなものになっている。単に WMP 

を開いて mpg（または avi）形式の動画を読み込んでいるだけである。なお、この方法によって

オーバーレイ表示される字幕の書式は原則として DirectVobSub 上での設定が適応される。ただし、

SAMIファイルの字幕本文内で HTMLタグによって設定された書式はそのまま反映される。 

 サンプルソースコード 5 を実際に Internet Explorer で立ち上げた場合のイメージを次ページの

図 12b に示す。また、参考までに、資料 5の Line 39 以下にある「コメント」の全文を図の下

に再掲する（資料 5のソースコード上ではスペースの都合上、注記 2～7を省略）。 

 

「ハードサブ」の作成について 

     サンプルソースコード 5 で示した字幕表示方法はいわゆる「ソフトサブ」方式である。染谷 

(2008a, pp. 20-21) でも述べたとおり、ソフトサブでは基本的に映像データと字幕データが切り

離されており、再生時に両者を動的に合成出力する。したがって、必要に応じて字幕表示のオ

ンオフの切り換えが可能であり、字幕データの修正･更新も容易に行うことができる。また、再

生時に直接描画するため、比較的鮮明な字幕テクストが得られるなどの利点がある。ただし、

前述のとおり、この方式で字幕をオーバーレイ表示させるためには、あらかじめユーザ側のパ

ソコンに DirectVobSub がインストールされている必要があり、対応するメディアファイルも

mpg または avi 形式に限られているという問題がある。さらに、ユーザ側の環境によっては

（とくに海外のユーザで、日本語フォントがパソコンにインストールされていない場合）字幕

が文字化けすることがあるという問題もある。 

 このような問題を回避するためには、「ソフトサブ」方式ではなく、字幕データを画像の一

部として焼き込んでしまう「ハードサブ」のほうがよいことがある。ハードサブであれば、ユ

ーザ側のパソコンに DirectVobSub がインストールされている必要もなく、メディアファイルも

任意のフォーマットで作成することができる。また、字幕の質はソフトサブに比べてやや劣る

とはいえ、あらかじめ字幕データが焼き込まれているため、少なくとも文字化けの心配がない

という利点もある。 

 従来、ハードサブの作成にはかなりの手間と専門知識を必要としたため、素人には手が出し

にくい分野であったが、VirtualDub というフリーウェア（より正確には VirtualDub に TextSub

というプラグイン（字幕用フィルタ）を追加し、画像と字幕データを合成してエンコーディン

グする方法）を使うことで、比較的簡単にハードサブを作成することができる。また、

VirtualDub 以外にも、ごく簡単な手順でハードサブを作成できるソフトウエア（一部は有料）

が最近になって開発･公開されており、ハードサブの作成はもはや特別な手間のかかる作業では

なくなったといってよい。ただし、十分な解説をするためにはそれなりの紙幅を必要とするた

め、これについては別稿（染谷 2008c）で改めて述べることとしたい。 
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注 1：このファイルは、ウェブページに WMPを埋め込み、DirectVobSub を使って字幕を表示させるための

方法を記述しています。使用に当たってはローカルパソコンに DirectVobSub がインストールされている

ことを前提とします。DirectVobSub については染谷（2008a,  p.2 および pp. 21-27）を参照してください。 

注 2：対応しているメディアファイルは原則として mpg (mpeg-1) および avi 形式です。 

注 3：字幕ファイル（SAMI ファイル）はメディアファイルと同じフォルダ内に置いてください（「URL  

SAMI構文」や SAMIFileName パラメタを使って別のフォルダから呼び出すことはできません）。 

注 4：メディアファイルが読み込まれると、DirectVobSub が自動的に起動します。画面右下に Direct 

VobSub のアイコンが表示されるのを確認してください。このアイコンをダブルクリックすると「Direct 

VobSub のプロパティ」設定画面が表示されます。ここで字幕の書式設定をすることができます。この

サンプルでの推奨設定は以下のとおりです。 

        ※DirectVobSub (auto-loading version) の「プロパティ」推奨設定 

   [Text Settings] で Outline, Shadow, Advanced Renderer をそれぞれ選択。 

   [フォント設定] フォント名＝HG丸ゴシックM-PRO；スタイル＝太字； 

   サイズ＝ 14 ；色＝白；文字セット＝日本語 

注 5：回線の状態や CPU性能、あるいは動画のエンコーディングの方法等の影響で、ファイルの読み込み

が映像の表示に追いつかないことがあります。この場合は、いったんファイルの読み込みを終了させて

から映像を表示させてください。 

注 6：全画面表示で閲覧する場合（非推奨）は、ローカルの WMP の字幕機能を「オフ」にしておいてく

ださい。ウェブページに埋め込んだままの状態で閲覧する場合はローカル WMP の字幕機能はオンでも

オフでもかまいません。 

注 7：ローカルパソコンに QuickTime（またはその他のメディアプレーヤ）がインストールされている場

合は mpg/mpeg との関連付けをはずしておいてください（QuickTime は勝手に関連付けを戻してしてし

まうことがあるので、できればアンインストールしておくほうがよい）。 

図 14b 
巻末資料 5（図 14a）
のソースコードによ
るウェブページ画面
例※ 
 
画面サイズ指定 (px) 

width=640, height=544 

[動作環境] 

WMP Ver. 7 and above 
Internet Explorer Ver. 7.0 
Windows XP (SP2) 

[動画ファイル形式] 

MPEG-1 

[外部字幕フィルター] 

DirectVobSub 2.23 

     ※本ウェブページのソースコードと全画面イメージは pp. 56-57 参照。 

DirectVobSubに
よる字幕のオー
バーレイ表示 
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3.    まとめ 

 以上、本稿では字幕付き動画をオンライン配信するための技術的な問題――とくにユーザイ

ンターフェイスとしてのウェブページ（HTMLページ）の作成方法について述べた。本稿で取

り上げたのは主として次の 5つの HTMLソースコードである。 

• サンプルソースコード  1：単一言語クラス用ソースコード 

• サンプルソースコード  2：複数言語クラス用ソースコード 

• サンプルソースコード  3：プレーヤの横に大きく字幕フレームを開く 

• サンプルソースコード  4：字幕を縦書き表示させる  

• サンプルソースコード  5：DirectVobSub を使って字幕をオーバーレイ表示させる  

 このほか、サンプルソースコード  2  の改良版として、複数言語クラス用ソースコードに文字

サイズ選択ボックスを追加したものを紹介した（サンプルソースコード 2 B） 。なお、それぞ

れのソースコードに伴う字幕ファイルは、いずれもインターネット上で閲覧ないしダウンロー

ドすることができる。 

 サンプルソースコード 1  は、日本語または英語による単一言語の字幕を表示させるためのソース

コードで、ここではWMPの埋め込み、動画と字幕ファイルの読み込み、プレーヤを制御するた

めのパラメタの指定、字幕表示部の設定等の問題について詳しく解説した。 

 サンプルソースコード  2では、複数言語による字幕表示を扱うための方法について扱った。例と

して取り上げたのは日本語と英語であるが、もちろん他の言語でも構わない。ここでは、字幕ファ

イルと動画ファイルの読み込み、および言語クラス設定情報の取得のために Player オブジェク

トモデルを使い、Microsoft JScript による拡張スクリプトとして HTMLページに追加している。

他のソースコードと比べてやや複雑になっているが、ユーザとしては所与のスクリプトをそのまま

コピーして使うだけでよい。 

 サンプルソースコード 2  の改良版  (HTML_Template2B.html) では、複数言語による字幕表示

のほか、いわゆるアクセシビリティへの配慮という観点から字幕の文字サイズ選択ボックスを

追加した。ここでは 12ポイントを初期値として、10,  12, 15, 20 ポイントの 4つのサイズの中か

ら任意に文字サイズを選択できるようにした。選択肢の数に制限はなく、必要に応じていくつ

でも追加することができる。文字サイズにも明示的な制限がないが、あまり大きくすると字幕

表示枠に収まらなくなるため、実質的には 20ポイントあたりが上限と思われる。 

 サンプルソースコード 3 では、WMP 既定の画面下部に字幕ペインを開く方法に変わって、 

プレーヤの右横に大きく字幕フレームを開く方法について解説するとともに、字幕の表示方法

に関するいくつかの工夫について紹介した。ここで紹介した、字幕テクストを「チャンク」ご

とに動的に示していく方法は、とくにリーディング教材への応用が考えられる。また、サンプ

ルソースコード 3 に示した HTMLページの応用例として、パワーポイントを動画化して「スラ

イドショー」を作成する方法についても解説した（詳しい解説は巻末資料「パワーポイントフ

ァイルの動画化について」を参照）。 

 サンプルソースコード 4 では、 字幕を縦書き表示させるための方法について解説した。当然
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のことながら、字幕を縦書き表示させるためには、字幕表示ペインを画面の横に配置し、縦に

長く字幕表示部を確保する必要がある。したがって、これもサンプルソースコード 3 の応用例

ということになる。 

 なお、日本語の字幕表示で、縦書きと横書きのどちらが読みやすいかについての調査がいく

つか行われている。例えば、宮本他 (2006) では聴覚障害者 (N=5) を対象に、手話・字幕同時呈

示映像に関して、縦書きと横書きのどちらが読みやすいと感じるかについて調査している。こ

れによると、5 名中 4 名が縦書きのほうが見やすい（視線移動が楽）と答えている。一方、65

才以上の高齢者 (N=65) を対象にした香取 (2007) の調査では、被験者の 56.9％ が横書き字幕の

方が「好き」と回答している。「好き」というのは、「見やすい」という意味であるが、縦書

きに慣れているであろう高齢者の半数をやや超える数の被験者が、横書き字幕を指示している

というのはやや意外な結果である。もちろん、字幕の「読みやすさ」は単なる慣れの問題だけ

ではなく、文字のサイズ、文字数、文字間隔、フォント、配置、背景とのコントラスト、映像

と字幕の距離、漢字の画数、あるいは提示情報そのものの内容的なわかりやすさや視聴者側の

情報処理能力といった、さまざまな要素・条件がかかわってくる複雑な問題であり、このあた

りは、さらなる研究が求められるところであろう。 

     サンプルソースコード 5では、字幕表示用プラグインである DirectVobSub を使って字幕を

オーバーレイ表示させる方法について解説した。画面上への字幕のオーバーレイ表示は WMP 

単独では実現できない機能であるが、DirectVobSub を使うことで一般の映画字幕と同じような

字幕表示ができるようになる。なお、いわゆる「ソフトサブ」方式の字幕表示に伴う制限を解

消するための方法として、字幕データを画像の一部として焼き込んでしまう「ハードサブ」動

画を作成することができる。これについては紙幅の都合上、別稿（染谷 2008c）で解説した。

こちらもあわせて参照していただきたい。 

 

「アクセシビリティ」に関する補足 

 最後に、「アクセシビリティ」に関する補足をしておく。前述のとおり、サンプルソースコ

ード 2  の改良版では、アクセシビリティ (p. 14) への配慮という観点から字幕の文字サイズ選択

ボックスを追加した。ユーザが必要に応じてより大きな字幕文字を選択できるようにという配

慮である。ここでは、SAMI ファイル内で「文字クラス」を定義し、さらに HTML ファイル内

のプレーヤオブジェクトに SAMIStyle プロパティを追加した上で、文字サイズ選択ボックスを

配置するという、やや複雑な手順が必要であった。もっとも、実際にはサンプルソースコード

2B  (HTML_Template2B.html) をそのままコピーして使えばよいのであって、ウェブページ

を作成するに当たって作成者にとくに大きな負担はかからない。しかし、実は、ウェブペ

ージ上のフォントサイズの任意変更については、ウェブページに埋め込まれた WMP 上での

字幕表示を含めて、これをもっと簡単に実現する方法がある。HTMLファイルと SAMIファイ

ルの中で、それぞれフォントサイズを「相対指定
．．．．

」すればいいのである。これについては、す

でに本稿 (p. 19) および染谷（2008a, p. 6）でも簡単に言及しておいたが、HTML ファイルのソ

ースコードおよびウェブページのイメージについては本稿の巻末に添付した資料 6 (HTML_ 
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Template6.txt, pp. 58-60) を参照していただきたい。また、これに合わせて SAMI ファイル中でも

font-sizeを相対指定しておく必要があるが、資料 6で使用した SAMIファイル (Sample6.smi) で

は font-size: 1.5em とした（相対単位の em については染谷 (2008a) の注 7参照)。このようにし

ておくことで、ユーザはブラウザのメニュー表示（「表示」→「文字のサイズ」）から、最大、

大、中、小、最小と 5 段階にわたって任意の表示サイズを選択することができるようになる。

この方法の欠点は、表示文字サイズの拡大によってウェブページのデザイン（レイアウト）が

崩れることであるが、これはアクセシビリティを優先する上でやむをえない代償であるという

ことになる。 

    なお、資料 6のファイルには、巻末の注 5で解説した Internet Explorer 以外のブラウザユーザ

のためのアラート用 JavaScriptも含めておいた (Lines 14-21)。このほか、資料 5のファイルには、

使用ブラウザの種類にかかわらず、ファイルの読み込み時に自動的に表示される onload アラー

トを <body> タグ内に追加した (Line 15)。あわせて参考にしていただきたい。 
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「字幕付き動画のオンライン配信について」（染谷 2008b）付録 

 

パワーポイントスライドの動画化について 
 

 本稿の第 2章第 3.3節 (p. 27) で、パワーポイントスライドの動画化について簡単な説明を加

えておいたが、以下、その手順をより具体的に図解入りで解説する。 

 

用意するもの 

• 動画化したいパワーポイントのファイル 

• 画像キャプチャーソフ 注 1)  

• ビデオ編集ソフト注 2) 

• マイクロホン注 3) 

• HTMLファイル注 4) 

• SAMI ファイル 注 5) 

 

注 1)    画像キャプチャーソフトはフリーのものがインターネット上でたくさん公開されているので、 

     適当なものを入手する。お薦めは「mini-カッター (mCut.exe)」。以下の解説ではこれを使用。 

     [入手先]  http://www.portnet.ne.jp/~suga16/soft/mcutter/mcutter.htm 

     なお、Windows Vista には標準で画像クリップソフトがついてくるので、それを使ってもよい。 

注2)   本稿ではWindows 標準の「Windows ムービーメーカ」を使用。 

     [XP]  http://www.microsoft.com/japan/WindowsXP/using/moviemaker/default.mspx 

     [Vista]  http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/help/ec3fff68-e53c-4168-ae74- 

     8557325e57e21041.mspx 

注3)   ただし、「ナレーション」を録音追加する場合のみ。マイクロホンはあらかじめパソコンに 

  接続して、使用準備をしておく（必要に応じてナレーション用の原稿も用意）。 

注4)   染谷 (2008b) 資料3（図6a）サンプルソースコード 3  <HTML_Template3.txt>） 

注 5)   染谷 (2008a) 資料 2  SAMI 字幕ファイルテンプレート 2（日英 2か国語用）  

     <SAMI_Template2.smi> 

  

作業手順 （※手順を示す番号は、本稿の第 2章第 3.3節で示したものとは異なります） 

1. パワーポイントの起動：まず、動画化したいパワーポイントのファイルをひらく。 

2. スライドの選択：パワーポイントの編集画面で、切り取りたいスライドを表示させ、編集

画面いっぱいに表示させる（パワーポイントの本文は20ポイント以上の大きさを推奨）。 

3. スライドのキャプチャー：次に、画像キャプチャーソフト＝ミニカッター (mCut.exe) を起

動させ、スライドをキャプチャーする（→図1 参照）。27) 

4. 以上の要領で、必要なスライドをすべてキャプチャーして保存。   
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5. Windows ムービーメーカの起動：スライドのキャプチャーを終了したら、次に Windows の 

[スタート] → [プログラム] から「Windows ムービーメーカ」(WMM) を選択して起動。 

6. WMMへのキャプチャーイメージの読み込み：WMM 初期画面（図2）の左側に「ムービー

作業」のメニューが表示されているので（表示されていない場合はメニューバーの [作業] 

アイコンをクリックして表示させる）、ここで「1. ビデオの取り込み」メニューの中の

「画像の読み込み」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 パワーポイント編集 
画面からスライドをイメー
ジとして切り取って保存 

 (Slide1.jpg) 

図 2 WMM初期画面 

「画像の読み込
み」 をクリック 

1)  mCut.exeを起動するとこのような作業指示ウインドウが表示されるの  
  で、指示にしたがって切り取りの始点と終点をマウスでクリック。 
2)  編集画面のメニューで、[ファイル]→[名前を付けて保存] をクリック。 
3)  保存先のフォルダに移動し、適当な名前を付けてイメージを保存。 
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7. 「読み込みファイル」の選択画面が表示されるので、先ほどキャプチャーしたイメージが

保存されているフォルダに移動。イメージを選択し、[読み込み] ボタンをクリック。 

8. 読み込んだイメージが図2 の画面に追加されたことを確認したら、同様の手順で次のイメ

ージを読み込む。これを必要なだけ繰り返す。 

9. すべてのイメージの読み込みが終わったら、次に、各イメージを順番に画面下の「ストー

リーボード」に追加（図3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 特殊効果やタイトルの挿入：次に、「ムービー作業」メニューの「2. ムービーの編集」か

ら、「特殊効果の表示」「切り替え効果の表示」「タイトルまたはクレジットの作成」を

必要に応じて選択し、それぞれ画面上の表示される指示に従って作業を行う（ただし、こ

の作業はオプション。省略してもかまわない）。 

11. タイムラインの設定：ストーリーボードの上部に表示されている「タイムラインの表示」

をクリック。ストーリーボード表示が「タイムライン」表示に切り替わる（図4）。ここで、

タイムライン上のスライドイメージの右端にマウスを合わせ、クリックしてからドラッグ

することで、各スライドの再生時間を任意に設定することができる。後で変更することが

できるので、最初はとりあえずおおまかに各スライドごとの再生時間を設定しておく。 

12. 音声（ナレーション）の追加：タイムラインの上部に表示されているマイクのアイコンを

クリック。画面が図5 に示したように切り替わるので、ここで必要に応じてナレーション

を追加する（ナレーションの追加はオプション）。ナレーション追加の手順は以下のとおり。 

    1) ナレーションを加えたいスライドを選択。 

    2) 「ナレーションの開始」をクリックして録音開始（あらかじめマイクロホンを接続）。 

 図 3 イメージをストーリーボードに追加 

各イメージのサムネイル
をマウスで選択して、そ
のままストーリーボーﾄﾞ
上に順番に「ドラッグ＆
ドロップ」。 

切り替え効果 
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3) 録音が終わったら「ナレーションの終了」をクリック。 
4) 「メディアファイルの保存」画面が表示されるので、適当な保存場所を選択して保存

（デフォルトの保存場所は「マイドキュメント」→My Video→「ナレーション」フォ

ルダ） 。  

 図 4 タイムラインの設定 

スライドイメージの右端にマウスを合
わせ、クリックしてからドラッグする
ことで、各スライドの再生時間を任意
に設定することができる。 

 図 5 音声（ナレーション）の追加 

1. ナレーションを加え    
  たいスライドを選択。 

2. 「ナレーションの開始」をクリックし 
  て録音開始。 
3.  録音が終わったら「ナレーションの 
    終了」をクリック。 
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5) 保存が終了すると、「オーディオ／音楽トラック」上に、各スライドに対応する音声

ファイルの長さを示すインジケータが追加される（再録音する場合は、インジケータ

上にマウスを置いて右クリック→削除を選択し、既存ファイルを削除したのち上記 1

～5 を繰り返す）。 

6) すべてのスライド（あるいは必要なスライド）に対してナレーション追加作業を終え

たら、画面上部メニューバーの [作業] ボタンをクリック。 

 

13. 完成したムービーの保存：「ムービー作業」メニュー（図4 参照）から、「3. ムービーの

保存」 →「コンピュータに保存」を選択。 

14. 「ムービーの保存ウイザード」（図6）が表示されるので、ここでビデオに適当な名称をつ

けた上で、保存場所を指定し、「次へ」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 「ムービーの設定ウイザード」（図7）が表示されるので、ここで「コンピュータの最高の

品質で再生」にチェックを入れて、「次へ」をクリック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7  ムービーの設定 
ウイザード画面 

ファイル形式は基本的には WMV にな
る。AVI での保存も可能だが、ファイ
ルサイズが大きくなるのでオンライン
での配信には適さない。 

ムービーのサイズなどの
データがここに表示され
る。 

 図 6  ムービーの保存 
ウイザード画面 

ムービーのファイル名

と保存場所を指定。 
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16. 選択された形式でのムービーの保存が開始される、保存が終わると終了のメッセージが表

示される。ここで、「完了をクリックしたときに、ムービーを再生する」を選択すると、

保存後にムービーが再生される。 

 

パワーポイントファイルの動画化は以上で終了。次に、「SAMI ファイル」と「HTMLファ

イル」を作成する。 

 

17. SAMI ファイルの作成：染谷 (2008a) の資料2「SAMI 字幕ファイルテンプレート2（日英 2 

か国語用）」<SAMI_Template2.smi> を読み込んで、内容を適宜書き換える。 

 

 1)  スタイルの設定（SAMIファイルについて、詳しくは染谷 (2008a, pp. 2-15)  参照） 

  字幕のスタイルは必要に応じて任意に設定すればよいが、ここでは仮に以下のような設

定にしておく。フォントの初期設定は日本語が ‘MS Gothic’（または sans-serif）、英文が 

Arial（またはVerdana ないし Helvetica）で、フォントサイズはいずれも 10 ポイントとした。

テクストは左寄せ、行間は 125% という設定である。 

 

   <STYLE TYPE="text/css"><!-- 

   P {margin-left:8pt; margin-right:8pt; margin-top:10pt; 

      font-size:10pt; line-height:125%; text-align:left;  

      font-family: Arial,Verdana,Helvetica, ‘MS Gothic’,sans-serif;} 

   .JACC {Name:Japanese; Lang:ja; SAMIType:CC;} 

   --> 

   </STYLE> 

 

    2) スライドに加える解説文の追加 

     各スライドに加える解説文は、字幕フレームのサイズ（HTMLファイルで設定）に応じ

てその量を調整する必要があるが、基本的にはその範囲内で自由に記述することができる。

上記の CSSスタイルシートで設定した基本スタイル以外のスタイルを適用する場合には、

それぞれのブロックごとに <div>（または <span>）要素を使ってスタイル設定を適用する。 

  以下のサンプルでは、最初のスライド (Slide 1) にプレゼンテーションのタイトル画面を、

ムービーの開始後 100ms から10000ms の間、約10 秒間表示し、その後、2 枚目のスライド 

(Slide 2) を 10000ms から 21000ms の間、11秒間表示する、という設定とした（Slide 3 以降

の設定は省略）。Slide 1 では、タイトルページ用にフォント、文字サイズ、テクスト表示

位置、行間などをインラインで別途指定している。なお、ここでは <img> タグを使って大

学のロゴイメージを挿入している。SAMIファイルで使用可能な HTML タグ一覧の中に

<img> タグは含まれていないが、WMP をウェブページに埋め込んで使う場合には、<img> 

タグを使って静止画像を埋め込むことができる（WMPを単独で立ち上げる場合は不可）。 
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 [スライドに加える解説文のサンプル] 

<SYNC start=0><P class=JACC>&nbsp; 

<SYNC start=100><P class=JACC> 

<center><img src="images/aoyama-logo.jpg" height=41 width=126></center> 

<br> 

<div style="font-family: ‘MS Gothic’,sans-serif; font-size:12pt; font-

weight:bold; text-align:center; line-height:150%;"> 

大規模コーパスからのコロケーション抽出<br> 

のための統計学的手法について</div> 

<br> 

<div style="font-family: Arial,Verdana,Helvetica,‘MS Gothic’,sans-serif; 

font-size:10pt; text-align:center; line-height:150%;"> 

～ 相互情報量 (MI) と仕事量基準 (CC) ～ <br> 

<br> 

染谷泰正<br> 

青山学院大学</div> 

<SYNC start=10000><P class=JACC> 

[要約] 相互情報量 (Mutual Information) とは、2つの単語の共起関係（相互の結びつき

＝コロケーション）の強さを表す指標のひとつ。具体的には、ある単語ともうひとつの単語とが

共起する確率と、それぞれが個別に生起する確率との比である。実際の計算では、正規化するた

めにコーパス全体の総単語数をかけ、その対数（底は2）をとる。 

<br><br> 

<span style="font-size:8pt;">Note: This simple method can only extract 

collocations of length two; however, Jelinek (1990) proposed a 

generalization of this method to include collocations of arbitrary 

length. See Jelinek, F. (1990), "Self-organized language modeling for 

speech recognition." In Waibel, A., and Lee, K.F. (Eds.), <i>Readings 

in Speech Recognition</i>, pp. 450-506. Morgan Kaufmann Publishers. 

</span> 

<SYNC start=21000><P class=JACC> 

次のスライドに加える解説文 

 

<SYNC start=*****><P class=JACC> 

n 枚目のスライドに加える解説文（***** には実測時間が入る。以下同） 

 

            <SYNC start=*****><P class=JACC>&nbsp; 

     </BODY> 
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 Slide 2 では英文部分を注として表示するために、初期設定値より小さい 8 ポイントに再

設定した（フォントは変更なし）。なお、Slide 2 ではブロックの一部についてのみのインラ

イン（＝行内）指定になるため、<span> 要素を使ってスタイル設定をしている（<div> と 

<span> の使い分けについては染谷 (2008b, p. 12)  参照）。 

18. SAMIファイルの保存：すべてのスライドについて解説文の追加が終わったら、このファ

イルを前述のビデオと同じ名前（拡張子は .smi）で保存する。保存先は原則としてビデオ

の保存先と同じとする（異なるフォルダ内に保存する場合の注意点は次項の注記参照）。 

19.  HTMLファイルの作成：次に、ビデオとSAMIファイルを同期させてウェブページ上に表示

させるための「HTMLファイル」を作成する。そのために、染谷 (2008b) 資料3 の「サンプ

ルソースコード 3」 <HTML_ Template3.txt> を読み込み、内容を適宜書き換える。ただし、

現在の設定のまま使用する場合は、このうち Line 22-23（以下に再掲）にある URL パラメ

タ行のみを実際の URL に書き換えるだけでよい（イタリックの部分を書き換え。サーバに

ファイルをあげる前にローカルにテストする場合は、ローカルフォルダを指定する）。な

お、サンプルソースコード3 についての詳しい解説は染谷 (2008b, pp. 19-26)  を参照。 

 

22   <param name="URL" value="http://www.dummy.com/Movie/Sample3.wmv?sami= 

23  http://www.dummy.com/Subtitle/Sample3.smi"> <!-- この URLはダミーです。--> 

 

注） ビデオと SAMIファイルが同じフォルダ内に保存されている場合はビデオの URL のみを指

定。それぞれ異なるフォルダに置いてある場合は、上記のように ?sami= という記述をはさん

で、そのあとに SAMIファイルの URL をフルパスで指定する。 

  
ビデオの表示サイズや字幕フレームの表示サイズを変更したい場合は、Line 12 (テーブルの

サイズ)、Line 16 (左側セル＝映像用フレームのサイズ)、 Line 20 (Windows Media Playerの

画面サイズ)、および Line 31 (右側セル＝字幕フレームのサイズ) の縦横サイズの数値をそ

れぞれ適宜変更する。次ページの図 8 に掲載した HTML_Template3B.html の例では、以下

のようなサイズとした（太字で表示されている部分が変更箇所）。 

 

  12   <table style="height:370; width:820; background:silver;"> 

16    style="height:370; width:410; background:white;"> 

20            height="370" width="410"  

31    style="height:370; width:410; color:black; background:white;"> 

 

20. HTMLファイルの保存：以上、必要な編集作業が終わったらこのファイルに適当な名前を

付けて保存。なお、サンプルソースコード 3 は拡張子が txt になっているので、これを 

html（または htm）に変更して保存すること。図8 に、この HTML ファイルを実際に立ち

上げた画面例を示す（左右フレームのサイズは初期値のまま）。 

 

86



Part 2:  字幕付き動画のオンライン配信について 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8  パワーポイントから作成したビデオと SAMIファイルを埋め込んだウェブページ 

の表示画面例  

※[URL] http://www.someya-net.com/83-SubtitleVideo/Public/HTML_Template3B.html 

Slide 1 

Slide 2 
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 資料 1（図 2a）  サンプルソースコード１（単一言語クラス用） <HTML_Template1.txt>  

 

01  <html> 

02  <head> 

03  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

 04  <title>サンプルソースコード１: WMPを HTML ファイルに埋め込み、字幕表示させる（単一言語クラス用） 
    05  </title> 
06    <style type="text/css"><!-- 

07     .big {line-height:150%; font-size:12pt; font-family:Arial,Verdana, 

08      Helvetica,'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:blue;} 
09     .reg {line-height:150%; font-size:10pt; font-family:Arial,Verdana, 

10      Helvetica,'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:black;} 
11     .small {line-height:150%; font-size:7pt; font-family:Arial,Verdana, 

12      Helvetica,'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:black;} --> 
13    </style> 

14  </head> 

15  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> 

16  <blockquote> 

17  <p class=”big”>WMP を HTML ファイルに埋め込み、字幕表示させる（単一言語クラス用）</p> 
18  <hr width="100%"> 

19  <!--映像表示部：映像表示サイズの指定、およびメディアファイルと字幕ファイルの場所の指定--> 
20  <object id="WMP" title="Windows Media Player" 

21          classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6"  

22          width="370" height="340">  

23  <param name="URL" value="http://www.dummy.com/Movie/Sample1.wmv?sami= 

24  http://www.dummy.com/Subtitle/Sample1.smi">  

25  <!--この URLはダミーです。実際の URLと入れ替えてください。SAMIファイルが動画と同じフォルダ 

26  内にある場合は ?sami= 以下の指定なしで SAMIファイルが自動的に読み込まれます。別のフォルダにあ 

27  る場合は上記のようにその場所 (URL) をフルパスで指定してください。--> 
28  <param name="autoStart" value="false"> 

29  <param name="uiMode" value="full"> 

30  <param name="captioningID" value="captions"> 

31  </object> 

32  <!--字幕表示部: 表示領域のサイズと画面背景色の指定--> 
33  <div id="captions" title="Caption Window" 

34       style="width:370px; height:70px; background:black;"> 

35  </div>   

36  <!--以下、コメント行--> 
37  <p class="reg"> 

38  注 1：シークバーを使って再生位置を変更･移動した場合、次の字幕タイミングから同期が始まります。 

38  うまく同期がとれない場合はいったん映像を更新(refresh)してから再生してください。<br> 
40  注 2：対応するメディア形式は原則として wmv のみになります。mpg および avi でも動きますが、動作が 
41  不安定になることがあります（この場合は、いったん動画ファイルのダウンロードが終了してから再生し 
42    てください）。<br> 
43  注 3：DirectVobSub などの字幕用プラグインがインストールしてある場合は、あらかじめそれをオフにして 
44  おいてください（mpgおよび aviを再生する場合）。</p> 
45  <span class="small">  

46  <a href="javascript:parent.window.close()">CLOSE</a></span> 

47  <hr width="100%"> 

48  <table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%"> 

49    <tr><td class="small">This page created by Yasumasa Someya, June 5,  

50  2008 (HTML_Template1.txt) </td></tr> 

51  </table></blockquote> 

52  </body> 

53  </html> 
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サンプルソースコード１のウェブページイメージ

※ナビゲーションリンクや書誌情報等のデータはサンプルソースコード中では省略しています（以下同）。 

※ウェブ画面のスクロールキャプチャーには EasyCapture (http://www.easy-capture.com/)  を使用させていただきました（以下同）。 
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01  <html> 

02  <head> 

03  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 
04  <title>ｻﾝﾌﾟﾙｿｰｽｺｰﾄﾞ 2:  WMPを HTML ﾌｧｲﾙに埋め込み、字幕表示させる（複数言語クラス用）</title> 
05    <style type="text/css"><!-- 

--     （ここには HTML_Template1.txt にある Lines 07-12 までのスタイル設定をそのまま挿入）--> 
12    </style> 

13  <!-- onLoadイベントハンドラにより、このファイルの立ち上がりとともに自動的に字幕ファイルと動画ファ 

14   イルを読み込み、同時に言語クラス設定情報の取得と字幕データの ID定義を行う。--> 
15  <script language="JScript" for="window" event="onLoad"> 

16   Player.URL="http://www.dummy.com/Movie/Sample2.wmv?sami=http://www.dummy.com/ 

17  Subtitle/Sample2.smi"; 

18   Player.closedCaption.SAMILang=CCLang.value; 
19   Player.closedCaption.captioningID="captions"; 

20  </script> 

21  <!-- この URLはダミーです。実際の URLと入れ替えてください。SAMIファイルが動画と同じフォルダ 

26  内にある場合は ?sami= 以下の指定なしで SAMIファイルが自動的に読み込まれます。別のフォルダにあ 

27  る場合は上記のようにその場所 (URL) をフルパスで指定してください。なお、ローカルパスを指定する場合 
24   の方法については本文(pp.8-10) を参照してください。--> 
25  </head> 

26  <!-- ここから HTMLの本文開始--> 
26  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> 

27  <blockquote> 

28  <br> 

30  <p class="big">WMP を HTML ファイルに埋め込み、字幕表示させる（複数言語クラス用）</p> 
31  <hr width="100%"> 

32  <!--ウェブページにWMPを埋め込み、コントロールパラメタを設定--> 
33  <object id="Player" title="Windows Media Player" 

34      classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6"  
35          width="370" height="340">  

36  <param name="autoStart" value="false"> 

37  <param name="uiMode" value="full"> 

38  </object> 

39  <br> 

40  <!--DIV を使って字幕表示のフレームを設定し、字幕内容(id="captions")を出力--> 
41  <div id="captions" title="Caption Window" 

42       style="width:370; height:70; background:black;"> 

43  </div> 

44  <!--SELECT を使って言語クラス選択メニューを作成。選択肢は SAMILangでの指定内容に一致--> 
45  <select id="CaptionLanguages" language="JScript" name="CCLang" class="small" 

46          onChange="Player.closedCaption.SAMILang=CCLang.value">  

47  <option selected value="Japanese">Japanese 

48  <option value="English">English 

49  </select> 

50  <br><span class="small">言語選択ボックス</span> 
51  <!--以下、コメント行--> 
--  （中略） 

63  <hr width="100%"> 

64  <table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%"> 

65    <tr><td class="small"> This script was written by Yasumasa Someya, June  
64  30, 2008, based on a sample script provided in "Adding Closed Captions to 

65  Digital Media" (Kim Vum, Microsoft Corp., August 2001). </td></tr> 

67  </table></blockquote> 

68  </body></html> 

    資料 2（図 3a）  サンプルソースコード２（複数言語クラス用） <HTML_Template2.txt>  
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※このサンプルは Internet Explorer 専用です。 
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資料 3（図 8a） サンプルソースコード３（プレーヤの横に字幕フレームを開く）<HTML_Template3.txt> 

 

01  <html> 

02  <head> 

03  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 
04  <title>サンプルソースコード３：プレーヤの横に大きく字幕フレームを開く</title> 
05  </head> 

06  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> 

07  <blockquote><p style="font-family:Arial,Verdana,Helvetica,'ＭＳ ゴシック', 

08  sans-serif; font-size:12pt; color:blue;">プレーヤの横に大きく字幕フレームを開く</p> 
09  <hr align="left" width="630"><br> 

10  <!--テープルを作成。左側のセルにプレーヤ、右側のセルに字幕フレームを配置--> 
11  <!--テープルの背景色を silverに、セルの背景色を white にして silverのテープル枠線を残す--> 
12  <table style="width:630; height:300; background:silver;"> 

13   <tr> 
14      <!--左側セル：映像表示画面のスタイルを設定--> 
15      <td valign="top"  

16          style="height:200; width:300; background:white;"> 

17      <!--Windows Media Playerの埋め込み--> 
18      <object id="WMP" title="Windows Media Player"  

19              classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" 

20              width="310" height="300" 

21              style="margin:2; border:0;"> 
22      <param name="URL" value="http://www.dummy.com/Movie/Sample3.wmv?sami= 

23  http://www.dummy.com/Subtitle/Sample3.smi"> <!-- この URLはダミーです。--> 
24      <param name="autoStart" value="false"> 

25      <param name="uiMode" value="full"> 

26      <param name="captioningID" value="captions"> 

27      </object> 

28      </td> 

29      <!--右側セル：字幕フレームのスタイルを設定。フレームの背景色と文字色は自由に変更可--> 
30      <td valign="top"  

31          style="width:310; height:280; color:black; background:white;"> 

32      <!--字幕ファイルを読み込み（スタイル指定は td 要素の中で行っているため div 内では不要）--> 
33      <div id="captions" title="Caption Window"> 

34      <br><br><p style="font-family:Arial,Verdana,'ＭＳ ゴシック',sans-serif; 

35  font-size:10pt; color:black; text-align:center;">字幕はここに表示されます。</p> 
36      </div></td> 

37    </tr> 

38  </table> 

39  <!--以下、コメント行--> 
40  <p style="line-height:150%; font-size:10pt; font-family: Arial,Verdana,  
41  Helvetica,'ＭＳ ゴシック',sans-serif; color:black;"> 

42    注 1：このビデオに関する説明や指示などの本文をここに挿入します。この本文に対するインラインのスタイル要素 
43    は適宜変更してください。<br> 
-- （中略） 
53  <hr align="left" width="630"> 

54  <table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" > 

55    <tr><td style="font-size:7pt;font-family:Arial,Verdana,Helvetica; color:  

56  black;">This page was created by Yasumasa Someya, June 30, 2008 (HTML_  

57  Template3. txt).</td></tr> 

58  </table></blockquote> 

59  </body> 

60  </html> 
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01  <html> 

02  <head> 

03   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

04   <title>サンプルソースコード４：字幕を縦書きで表示する</title> 
05    <style type="text/css"><!--  

--    （ここには HTML_Template1.txt にある Lines 07-12 までのスタイル設定をそのまま挿入）--> 
13    </style> 

14  </head> 

15  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> 

16  <blockquote><br> 

17  <p class="big">WMP を埋め込み、字幕を縦書き表示させる（IE Ver. 5.5 以上）</p> 
18  <hr width="100%"> 

19  <br> 

20  <!--テープルを作成。左側のセルにプレーヤ、右側のセルに字幕フレームを配置--> 
21  <table width="380" height="304" border=0" bordercolor="black" bgcolor="black"> 

22  <tr> 

23    <!--左側セル：映像表示画面のスタイルを設定--> 
24    <td valign="top" style="width:300; height:200; background:white;"> 

25    <!--Windows Media Playerの埋め込み--> 
26    <object id="Player" title="Windows Media Player" 

27            classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" 

28            width="320" height="304">  

29    <param name="URL" value="http://www.dummy.com/MyMovie/Sample4.wmv?sami= 

30  http://www.dummy.com/MySubtitle/Sample4.smi">  

31    <!-- この URL はダミーです。実際の URL と入れ替えてください。--> 
32    <param name="autoStart" value="false"> 

33    <param name="uiMode" value="full"> 

34    <param name="captioningID" value="captions"> 

35    <param name="SAMILang" value="Japanese"> 

36    </object> 

37    </td> 

38    <!-- 右側セル: 字幕フレームのスタイルを設定。writing-mode:tb-rlで縦書き指定--> 
39    <td valign="top" 

40        style="writing-mode:tb-rl; background:black; color:white; 

41        width:65px; height:304px;"> 

42    <!--字幕ファイルの読み込み（スタイル指定は td 要素の中で行っているため div 内では不要）--> 
43    <div id="captions" title="Caption Window"></div> 

44    </td> 

45  </tr> 

46  </table> 

47  <!--以下、コメント行--> 
--  （中略） 
64  <span class="small"> 

65  <a href="javascript:parent.window.close()">CLOSE</a></span> 

66  <hr width="100%"> 

67  <table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%"> 

68    <tr> 

69      <td class="small">This page was created by Yasumasa Someya, June 5, 2008 

70 (HTML_Template4.txt) </td> 

71    </tr> 

72  </table></blockquote> 

73  </body> 

74  </html> 

   資料 4（図 12a） サンプルソースコード４（字幕の縦書き表示）<HTML_Template4.txt> 
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※このサンプルは Internet Explorer 専用です。 
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01  <html> 

02  <head> 

03  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

04  <title>サンプルソースコード 5：WMPを埋め込み、DirectVobSub を使って字幕をオーバーレイ表示させる 
05  </title> 

06    <style type="text/css"><!-- 

07     .big {line-height:150%; font-size:12pt;font-family: Arial,Verdana, 

08      Helvetica,'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:blue;} 
09     .reg {line-height: 150%; font-size:10pt; font-family: Arial,Verdana, 

10      Helvetica,'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:black;} 
11     .small {line-height: 150%; font-size:7pt; font-family:Arial,Verdana, 

12      Helvetica,'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:black;} --> 

13    </style> 
14  </head> 

15  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" onload='alert("DirectVobSub がインストール 
16     されていることを確認してください。");'> 
17  <blockquote><br> 

18  <p class="big">WMPを埋め込み、DirectVobSub を使って字幕をオーバーレイ表示させる</p> 
19  <hr width="100%"> 

20  <!--映像表示部--> 
21  <object id="WMP"  

22          classid="CLSID:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6"  

23          width="640" height="544"> 

24  <param name="URL" value="http://www.dummy.com/Movie/Sample.mpg">  

25  <!-- この URL はダミーです。実際の URL と入れ替えてください。SAMI ファイルは動画ファイルと同じ 

26   フォルダ内に置いてください。SAMIファイルの URLは指定する必要はありません。--> 
27  <param name="autoStart" value="false">  

28  <param name="uiMode" value="full"> 

29  <param name="stretchToFit" value="true"> 

30  <!--以下は IE 以外のブラウザ用--> 
31  <embed type="application/x-mplayer2" 

32         pluginspage="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=windows&sbp= 

33  mediaplayer&ar=Media&sba=Plugin&" 

34         width="640" height="544" 

35         src="http://www.dummy.com/Movie/Sample.mpg"  

36         showcontrols="1" 

37         autostart="0"/> 

38  </object> 

39  <!--以下はコメント--> 
40  <span class="reg"> 

41  注 1：このファイルは、ウェブページにWMPを埋め込み、DirectVobSub を使って字幕を表示させるための 

42  方法を記述しています。使用に当たっては、ローカルパソコンに DirectVobSub がインストールされている 
43  ことを前提とします。DirectVobSub については染谷 (2008a) を参照してください。</span> 
--  （中略） 

75  <hr width="100%"> 

76  <table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" > 

77    <tr> 

78      <td class="small">This page was created by Yasumasa Someya, June 5, 2008 

79  (HTML_Template5.txt)</td> 

80    </tr> 

81  </table></blockquote> 

82  </body> 

83  </html> 

 

 

    資料 5（図 14a） サンプルソースコード 5（DirectVobSub による字幕表示）<HTML_Template5.txt> 
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01  <html> 

02  <head> 

03  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

04  <title>サンプルソースコード 6: フォントサイズを相対指定し、ユーザによる変更を許す</title> 
05  <style type="text/css"><!-- 

06  .big {line-height:150%; font-size:1.5em; font-family: Verdana,Arial,   

07   Helvetica, 'ＭＳ ゴシック', sans-serif; color:blue;} 
08  .reg {line-height:150%; font-size:1em; letter-spacing:1px; font-family: 

09   Verdana,Arial,Helvetica,'ＭＳ ゴシック', sans-serif; color:black;} 
10  .small {line-height:150%; font-size:0.9em; font-family: Verdana,Arial,  

11   Helvetica,'ＭＳ ゴシック', sans-serif; color:black;}   
12   -->  

13  </style> 

14  <!--Internet Explorer 以外のブラウザに対するアラート：オプション --> 
15  <script language="JavaScript"> 

16  <!-- 

17  var b=navigator.appName.toUpperCase(); 

18  if(b.indexOf("EXPLORER")>=0){void(0);}else{alert("このページは Internet Explorer  

18 での閲覧を推奨しています。他のブラウザでは適切に動作しないことがあります。");} 
20  //--> 

21  </script> 

22  </head> 

23  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF"> 

24  <blockquote> 

25  <br><p class="big">フォントサイズを相対指定し、ユーザによるサイズ変更を許す</p> 
26  <hr width="100%"> 

27  <span class="small">このページは Internet Explorer (Ver.6 or above)で閲覧してください。 

28  </span><br><br> 

29  <span class="small"><font color="red"><u>字幕文字サイズについて</u></font>ブラウザ 

30  メニューの「表示」>「文字のサイズ」から任意の表示サイズを選択することができます。通常は「小」または 

31  「中」にして閲覧してください。プレーヤをフルスクリーン表示にすると字幕テクストのサイズも拡大して表示 

32  されます（注参照）。 

33  </span><br><br> 

34  <!-- 映像表示部：映像表示サイズの指定、および映像ファイルと字幕ファイルの場所の指定 --> 

35  <table border="0" style="width:650; height:20; background:black;"> 

36    <tr><td></td></tr> 

37  </table> 

38  <object id="Player" title="Windows Media Player" 

39          classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" 

40          width="650" height="400">  

41  <param name="URL" value="http://www.dummy.com/Movie/Sample6.wmv?sami= 

42  http://www.dummy.com/Subtitle/Sample6.smi"> 

43  <!-- この URL はダミーです。実際の URL と入れ替えてください。SAMI ファイルがメディアファイルと 

44  同じフォルダ内にある場合は ?sami= 以下の指定なしで SAMI ファイルが自動的に読み込まれます。別のフォ 

45  ルダにある場合は上記のようにその場所 (URL) をフルパスで指定します。ローカルフォルダ内にあるメディア 

46  ファイにアクセスする場合は相対パスを使います。この場合、SAMIファイルはメディアファイルと同じフォル 

47  ダ内に置いてください。--> 
48  <param name="autoStart" value="false"> 

49  <param name="uiMode" value="full"> 

50  <param name="stretchToFit" value="true"> 

51  <param name="captioningID" value="captions"> 

52  </object> 

 

 

   資料 6（図 15a） サンプルソースコード 6（フォントサイズを相対指定する）<HTML_Template6.txt> 

  (2/2)  に続く
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※外部スタイルシートの使用について＝巻末注 28参照。   

       

 

 

53  <!--字幕表示部: 表示領域のサイズと画面背景色の指定--> 
54  <div id="captions" title="Caption Window"  

55       style="width:650px; height:90px; background:black;"> 

56  </div>  

57  <!--以下、フルスクリーン表示用ボタン--> 
58  <input type="button" value="フルスクリーン" name="FullScrnBTN"  
59         title="フルスクリーンボタンは再生中のみ有効です。左ダブルクリックで元に戻ります。" 
60         onClick="if (Player.playState==3) Player.fullScreen='true'"> 

61  <span class="small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Source Info.: 640x480, 

62  521kbps, WMV9, 2.98MB</span> 

63  <p class="reg"> 

64  <a href="http://www.dummy.com/Public/HTML_Template6.txt" target="_blank" 

65  title="txt ファイルが html ページとして開いてしまう場合は、ブラウザのメニューから「ツール」→「イン 

66  ターネットオプション」→「セキュリティ」→「レベルのカスタマイズ」を選択し、「セキュリティ設定」の「その 

67  他」（IE のアイコンが先頭にあるもの）の項目にある「拡張子ではなく、内容によってファイルを開く」を「無効 

68  にする」にしてから再度ブラウザを立ち上げてください。">解説付きのソースコードを開く</a> | <a href= 
69  "http://www.dummy.com/Public/Sample6.smi" target="_blank" title="SAMI ファイルが 

70  他のアプリケーションに関連付けられていると、そのアプリケーションが立ち上がってしまうことがあります。その 

71  場合はマウスを右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。">SAMI ファイルを開く</a> 
72 </p> 
73  <!--以下はプレーヤを使用するに当たっての注意書き（コメント）および補足説明 --> 

74  <p class="reg"> 

75  注１：プレーヤを全画面表示させるには「フルスクリーン」ボタンをクリックします。フルスクリーンボタンは 

76  再生中のみ有効です。左ダブルクリック（または [ESC] キー）で元に戻ります。<br> 
77     注２：フルスクリーン表示で閲覧する場合は、ローカルのWMPの字幕機能を「オン」にしておいてください。 
78   フルスクリーン表示の際の字幕文字サイズはおよそ 20ポイント（固定サイズ）になります。ただし、画面の解像 
79     度は荒くなります。<br> 
80     注３：対応するメディア形式は原則として wmv のみになります。mpg (mpeg-1, 2) および avi でも動きますが、動 
81   作が不安定になることがあります（この場合は、いったん動画ファイルのダウンロードが終了してから再生して 
82  ください）。<br> 
83    注４：DirectVobSub などの字幕用プラグインがインストールしてある場合は、あらかじめそれを「オフ」にして 
84    おいてください（mpg および avi を再生する場合）。<br> 
85  <p class="small"> 

--  （中略＝書誌情報その他のコメント省略） 

101 <hr width="100%"> 

102 <table BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" > 

103   <tr> 

104     <td class="small">This page was created by Yasumasa Someya, June 5, 2008 

105 (HTML_Template6.txt) </td> 

106   </tr> 

107 </table> 

108 </blockquote> 

109 </body> 

110 </html> 

 資料 6（図 15a）<HTML_Template6.txt>                                                                                                               (2/2)  
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【注】 

1) 本稿はもともと染谷 (2008a)、染谷 (2008c) および染谷 (2008d) と合わせてひとつの論文として書かれたもの

である。分割するに当たり、可能な限りそれぞれ独立して読めるように配慮したものの、記述の重複を避

けるために、それぞれ他稿で扱った内容を所与の前提として記述されているところがある。本稿を読むに

当たっては是非とも他の原稿と併せて読んでいただくようお願いしたい。 

2) 授業で使う映像素材の著作権（とくに米国映画をめぐるいわゆる「53 年問題」）については染谷 (2008a）

の注 32 を参照されたい。 

3) 大学教員（非常勤を含む）の場合は勤務校の情報センター（情報処理センター、メディアセンター、その

他、名称は大学によって異なる）に行き、学内サーバ上に個人ホームページのスペースをもらうように申

請する。データのアップロードおよびそれに必要な FTP ソフトウェアの使い方等については、通常、教員

向けのマニュアルが整備されているはずなので、それを参照すればよい。 

4) QiuickTime や RealPlayer もウェブページに埋め込むこと（および字幕を表示させること）ができるが、字

幕形式にそれぞれ独自の規格を採用していること、および正規の製品は有料であることから、本稿では扱

わない。なお、これらのプレーヤがすでにパソコン上にインストールされている場合は、あらかじめファ

イルの関連付け（特に mpg [mpeg] および avi との関連付け）を外しておくことをお勧めする。使用する動

画のファイルタイプがこれらのプレーヤに関連付けられていると、動画を立ち上げたときにこれらのプレ

ーヤが勝手に起動してしまい、円滑な作業ができなくなるからである。また、これに伴って次の手順で

WMPでのファイル関連付けを確認（または再設定）しておくこと。 

• WMP を立ち上げ、メニューから[ツール] →[オプション] を選択し、[ファイルの種類] タブをクリック。

表示される画面から [すべて選択] を選び [OK] ボタンをクリックしてプレーヤを閉じる（これで WMP

がデフォルトのプレーヤになるが、前述のとおりしばしば他のプレーヤによってこの設定が強制的に変

更されてしまうことがある。その場合は、同様の手順でファイルの関連付けを再設定する必要がある）。 

  5)   <object> タグは Internet Explorer (IE) 以外のブラウザでは無効になる。例えば Safariや Firefox は <object> タ

グをサポートしておらず、<object> タグで埋め込まれた WMP 等のアプリケーションは立ち上がらない。IE

以外のブラウザで WMP を立ち上げるためには <embed> タグを使って WMP を埋め込めばよいのだが、この

方法だと本稿で解説したような方法で SAMI ファイルを読み込み、動画と同期させて字幕を表示させること

ができない。したがって、字幕を表示させるためには、結局のところ、<object> タグを使って WMP を埋め

込み、これを IE で立ち上げる以外に方法がないということになる。ただし、DirectVobSub  を使って字幕を

画面上にオーバーレイ表示させる場合は基本的にブラウザの種類を問わない― 例えば Safari や Firefox でも 

WMP 対応のプラグインがインストールされていて、かつ <embed> タグを使って WMP が埋め込まれてい

れば (pp. 31-33)、ブラウザ上の WMP 上で字幕を同期表示させることができる。（→なお、本稿執筆後の調

査で、限定つきながら <embed> タグを使った字幕表示が可能なことが判明した。詳しくは本稿末尾  (p. 67)  

の「追記」参照のこと）。 

   以上のような理由で、本稿では IEを使うことを前提としているが、IE以外のブラウザを使っているユー 

        ザのために、「このページは Internet Explorer 専用です」といったメッセージ（アラート）が、必要なときに 

  適切なタイミングでポップアップ表示されるようになっていると都合がよい。これは以下のような JavaScript  

        コードを HTMLページの <head>～</head> の間に挿入することで実現できる。 

<script language="JavaScript"> 

<!-- 
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var b=navigator.appName.toUpperCase(); 

if(b.indexOf("EXPLORER")>=0){void(0);}else{alert("このページは Internet Explorer 専用で

す。他のブラウザでの動作は保証していません。");} 

//--> 

</script> 

 

アラートメッセージの例（左＝Safari; 右＝Firefox） 

 

 

 

 
     

     なお、上記スクリプトの末尾に次のようなコマンド（ history オブジェクの back メソッド）を加えると、ブラウ 

         ザで表示した履歴の 1つ前の画面に強制的に戻すことができる（したがって、 Internet  Explorer 以外のブラウザ 

       では当該ページへのアクセスができなくなる）。 

 

   す。他のブラウザでの動作は保証していません。"); history.back();} 

6) 染谷 (2008a) では、WMP の字幕表示領域のことを「字幕ペイン (closed caption pane)」と呼んできたが、本

稿での解説では多くの場合、字幕表示領域はウェブページ上のフレームとして開かれるため、以降、その

ような字幕表示領域を「字幕フレーム」と呼ぶ。 

7) ピクセルは「画素」という意味で、ディスプレイ表示や印刷での小さな色の点 (dot) のことを指す。1 ピク

セルが実際にどの位の長さになるかはディスプレイやプリンタの解像度によって変化するが（したがって

相対単位となる）、一般的な Windows パソコン用の液晶ディスプレイの解像度を約 120 dpi (dots per inch) 

とすると、1 dot は（1インチ＝25.4 ミリ を 120 で割って）約 0.212ミリ となり、これが 1 ピクセルに相当

することになる。したがって、width="370" height="340" という指定は、それぞれ実測で 370×0.212 ≒78.44

ミリおよび 340×0.212 ≒72.08 ミリとなる。なお、実際に長さを決めるときは、width="320" height="300"

（ここでは height=300 のうち 60 は字幕フレームの高さとして計算しているので映像自体は width="320" 

height="240" になる）のようにとりあえず基準となる映像サイズを指定し、画面上の表示を見ながらサイズ

を微調整していくのがよい。基準となるサイズについては染谷 (2008c, p. 23, pp. 26-27)  参照。 

8) したがって、HTML ファイルと同じフォルダ内にメディアファイル (Sample.wmv) および字幕ファイル 

(Sample.smi) が保存されている場合は <param name="URL" value="Sample.wmv"> という指定だけで

よいことになる。ファイルをサーバにあげる前にローカルでテストをする場合もこのように指定する。参

考までに、ローカルフォルダ内のメディアファイルにアクセスする場合の URL パラメタ指定の例を示す。 

         1.    HTMLファイルと同じフォルダ（例：[MyMovies]）内にメディアファイルと samiファイルがある場合 

 例： [MyMovies] 

                    ├ HTML_Sample.html 

                    ├ Sample.wmv  

                    └ Sample.smi 

             ※ URL パラメタ指定： <param name="URL" value="Sample.wmv">   

    → これは value="./Sample.wmv" と書いても同じ（./ は「現在フォルダ」を指す。なお、

  この部分を追加。 
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「現在フォルダのひとつ上のフォルダ」を参照する場合は ../ となり、「現在フォルダのひとつ上の

フォルダ内にある MyDataというサブフォルダ」を参照する場合は ../MyData/ となる）。 

 2.   HTMLファイルと異なるフォルダ（例：[MyFiles] のすぐ下の階層にある [MyMovies]）内にメディアフ

ァイルと samiファイルがある場合 

例：    [MyFiles]  

                   ├ HTML_Sample.html 

                   └ [MyMovies]  

                               ├ Sample.wmv 

                               └ Sample.smi 

            ※ URL パラメタ指定： <param name="URL" value="MyMovies/Sample.wmv"> 

    → これは value="./MyMovies/Sample.wmv" と書くこともできる。 

→関連事項として本文 pp. 7-9も参照。 

9) このほか、invisible という値を指定するとプレーヤそのものを隠すことができるが、これはおもにバックグ

ラウンド音楽などを流すときに使われるもので、本稿のように動画の表示を目的とする場合には使用する

可能性はないと思われる。 

10) 注 8 参照。なお、外部サーバ上にメディアファイルと字幕ファイルを置く場合、マイクロソフト社は

「SAMI URL 構文」を使って一括して呼び出す方法を推奨しているが、時としてブラウザからのアクセス

がうまくいかないことがある。このような場合は、以下に示すとおり、URL パラメタにメディアファイル

の URLを、SAMIFileNameパラメタに字幕ファイルの URLをそれぞれ記入するようにするとうまくつなが

ることがある（以下の URLは架空のもの）。 

         <param name="URL" value="http://www.dummy.com/MyMovie/Sample.wmv"> 

    <param name="SAMIFileName" value="http://www.dummy.com/MySubtitle/Sample.smi"> 

11) DirectVobSubは字幕表示用のプラグイン。詳しくは染谷（2008a,  p. 2 および pp. 21-26）参照。 

12) 字幕の「2重表示問題」については染谷（2008a, pp. 25-27）参照。 

13) DirectVobSubの起動および初期設定（プロパティ設定）については染谷（2008a, pp. 23-25）を、「オフ」に

する方法については同 p. 28 をそれぞれ参照。 

14) JScript とはマイクロソフト社が開発したスクリプト言語の 1 つ。ネットスケープ･コミュニケーションズ社

とサン･マイクロシステムズ社が共同開発したスクリプト言語である JavaScript をベースに、マイクロソフ

ト社が独自の技術を追加して拡張したもの。JavaScript と互換性がありWindows 上で動作する。このサンプ

ルの場合も <script language=“JavaScript” . . . > という指定でも問題なく動く。なお、通常、Webページ内に

追加する拡張スクリプトは <SCRIPT Language="JScript"> のような形式で、使用する言語の指定をするが、

この指定が省略された場合は自動的に JScript により記述とみなすようになっている（Internet Explorer を使

って HTMLページを開いた場合のデフォルト値）。なお、JScript についてはMSDN ライブラリに収録され

ている「JScript について」(Microsoft Corp., ND/2008c ) と題する文書に詳しい解説が掲載されている。 

15) ウェブページ上のリンクを経由してメディアファイルを読み込む場合、しばしば SAMI ファイルの自動取

得に失敗することがある（ただし、通常は、メディアファイルを再読み込みすることで解決する）。これ

は既知の問題であるが、マイクロソフト社ではこの問題を回避するために SAMI ファイルへのパスを

「SAMI  URL 構文」を使って明示的に指定することを推奨している。 

16) JavaScript や JScriptあるいは cgi プログラムによく使われる Perl などのスクリプト言語では、例えば、ピリ
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オド (.) が正規表現検索記号として「任意の 1文字」を意味するなど、一定の文字や記号がプログラム上特

殊な意味を持つことがある。これらの文字･記号（通常、「メタ文字」と呼ばれる）を、その文字通りの

（本来の）意味で使いたい場合には、その文字･記号の直前に円記号（¥）を置き、¥. のように表記するこ

とになっている。この円記号 (¥) 記号を「エスケープ文字」と呼ぶ。スクリプト上で ¥ 記号をフォルダの

区切り記号として使う場合も、その直前にエスケープ文字を添えて ¥¥ のように表記する（英文キーボード

の場合、円記号 (¥) はバックスラッシュ ( \ ) になる）。 

17) ここで字幕フレームの背景色 (background) を他の色、例えば blue とすると、青色の画面上に白い文字の字

幕テクストが表示されるが、文字列の背景色が黒になる。これは、SAMI ファイルのスタイル指定で文字背

景色 (background-color) を黒に指定しているためである。 

18) SAMIファイル中での言語クラスの定義、および複数言語対応の SAMIファイルの作成等に関しては、染谷 

(2008a, pp. 7-11)  を参照されたい。  

19) DirectVobSubを使用する場合、あるいは GOM Player や ViPlayのような独自の字幕エンジンを搭載したメデ

ィアプレーヤを使ってローカルに動画ファイルを立ち上げる場合は、ユーザが自分のパソコン上で自由に

字幕の文字サイズを設定することができるため、基本的には問題ない。なお、WMP を使う場合でも、

SAMIファイル内のスタイル設定でフォントサイズを「相対単位指定」（染谷 2008a, p. 6）にすれば、ブラ

ウザ上でのテクストの表示サイズ（ブラウザに埋め込まれた WMP での字幕表示も含む）をユーザが選択で

きるようになる。これについては、本稿の pp. 14-19 参照。 

20) ただし、Captions and Lyrics PowerToy というプラグインをインストールすれば、映像画面と字幕ペインを切

り離すことができる（字幕データには SAMIファイルがそのまま使える）。参考までに、以下にWMPから

PowerToyを開いた画面例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このプラグインは次のサイトから無料でダウンロードすることができる。ダウンロードサイト： 

http://www.wmplugins.com/ItemDetail.aspx?ItemID=345 

21) ただし、厳密には発話開始と「同時」ではなく、実際の発話開始時間より 100～200ms（0.1～0.2 秒）ほど

早く字幕表示を開始するのがよいとされている。音声情報に比べ、文字情報は文字[列]（およびその意味内

容）の認識に、ごくわずかながら時間が必要なため、その時間をプラスすることで、視聴者はあたかも音

声と字幕が正確に同期しているように感じるからである（染谷 2008d, p. 5 および注 5 参照）このあたりの

問題は字幕認知に関する面白い研究テーマであるが、本稿では立ち入らない。 

PowerToyをインストールすると、WMPの「ツール」→
「プラグイン」メニューに自動的に登録され、ここをク
リックすると字幕ペインがWMP本体とは別に開かれ
る。字幕ペインのサイズは自由に変更可。。 
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22) 米国の National Association of the Deaf  が Described and Captioned Media Program (DCMP) と呼ばれるプロジェ

クトの一環として作成している聴覚障害者のための字幕作成ガイドライン Captioning Keys: Guidelines and 

Preferred Techniques (2007) では、1 行当たりの最大文字数を 32 文字とし、これを“32-characters-per-line 

requirement”と呼んでいる。また、字幕の提示速度については１分当たりの語数（wpm = words per minute）

を尺度として、教育用または子供向けのビデオ映像で 120 wpm、大人向けの教育用ビデオでは 150-160 wpm 

という基準を提示している。 

     なお、英語の字幕で「1 秒当たり 12 文字」ということは、仮に単語の平均文字数を 4 文字とした場合、

180 wpm の速さで字幕を読むことを想定していることになる。これは母語話者にとっては楽に読める速度

であるが、平均的な英語学習者にとってはかなり早い速度である。 テクストの提示速度が対象となる学習

者の読解能力を大きく超えてしまうと、学習者は字幕を追うのに精一杯になり、多くの場合は読み終わら

ないうちに次の字幕が提示されてしまうことになる。したがって、語学学習という観点からすれば、表示

する字幕の内容を学習者／視聴者のレベルに応じて編集した上で提示するのが望ましい。英語を日本語に

翻訳した上で字幕表示する場合は、訳文を調整することで視聴者の能力に合わせた字幕提示レートを確保

することができるが、英文をそのまま字幕化する場合には、例えば、It's time to stop talking about it, but we 

should act immediately before it's too late. という 4 秒／16 語 (240 wpm)  ほどの原文を It's time to act before it's 

too late. (4 秒／8 語= 120 wpm) のように情報の等価性を保ちつつ必要最小限の語数に編集して字幕化するこ

とで視聴者の負担を軽くし、結果的に全体の理解を促進することができる。 

    ちなみに、上記の原文をそのまま和訳するとすれば、「（この問題について）議論をするのはもうやめ

るべきだ。手遅れにならないうちに、直ちに行動を起こすべきである」といった内容になるが、もちろん

これでは字幕として成立しない。したがって、字幕翻訳者は、この発話を「１秒当たり 4～5 文字、1 行当

たり最大 13 文字で 2 行まで」という大原則を考慮に入れて、字幕として再構成することになる。結果的に

は、おそらく「手遅れにならないうちに／動いたほうがいい」といった内容になると思われるが、このよ

うな訳文を成立させる「原則」は、前記の英文の書き換え例を成立させている「原則」（例えば、発話記

銘の初頭効果 (primacy effect) や最新効果 (recency effect) 、あるいは情報の焦点 (information focus) といった

概念）と基本的には同じものである。字幕翻訳というと、通常、異言語間翻訳 (interlingual translation) を指

すが、その前提となる語学力（ここでは英語）や総合的な言語運用能力を鍛えるための訓練として、英語

による映画やドキュメンタリー、あるいはニュース放送をそのまま聞き取り、これを（必要に応じて）前

記のような編集作業を加えた上で字幕として表示させるという作業を学生にさせることで、単なる聞き取

り訓練だけでなく、英語の創造的産出能力を含む総合的な言語運用能力を同時に鍛えることができる。翻

訳とはこのような編集プロセスを経て最終的な訳文の生成に至るものであり、同一言語内字幕化 (intra-

lingual subtitling）の作業は、「字幕翻訳」訓練の 1 過程としても妥当かつ重要な訓練のひとつであると考え

られる。 

23) writing-mode 属性は、字幕フレーム内でのテクスト表示のほかに、HTML ページのテクスト表示にも適用す

ることができる。ただし、writing-mode属性は HTMLの <body> 要素に対して直接適用することができない

という制限があるため、ウェブページの本文全体を縦書きにするためには、以下に示すように本文全体を

ひとつの <div> 要素で括り、その中でスタイル指定をすることになる（このほか、<head>～ </head> 内で 

div に対して一括してスタイル指定をしてもよい）。 

<body> 

 <div style="writing-mode:tb-rl; font-family:'ＭＳ ゴシック'; font-size:10pt; 
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  line-height:150%; padding:5%;">  

     ここに本文を入れる。この本文は HTMLページでは縦書き表示になる。テクストの表示方向は 

    上 から下、右から左。ただし、半角英文字および洋数字は右に 180度回転した形で縦方向に配置 

    される。 

    </div> 

</body> 

24) <ruby>タグは正式サポートの対象にはなっていないようであるが、IE Ver. 7 および WMP の Vers. 10/11 で

問題なく動作することを確認している。ただし、WMP 以外のプレーヤおよび字幕プラグインでは未対応。 

25) wmv形式の動画は DirectVobSubでは非対応。したがって、wmv形式の動画を DirectVobSubを使って字幕表

示させるためには、あらかじめファイル形式を mpg (mpeg-1, 2) に変換してから使用する。 

26) マイクロソフトによると、stretchToFit 属性は、ビデオコントロールに定義された幅と高さまでビデオを引

き伸ばすかどうかを示す値を指定する (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb249368(VS.85).aspx)。ソース

ビデオが指定のサイズより小さい場合に有効で、拡大表示を許可する場合は“true”を、しない場合は

“false”を指定。以下の例では左側が“true”右側が“false”（ソースビデオ＝320×240; 表示枠指定＝650

×400 の場合）。ただし、mpeg ビデオの場合はこの指定の有無にかかわらず自動的に指定枠のサイズに拡

大表示されることから、stretchToFit 属性の適用対象は wmv 形式のビデオに限定されるものと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27)  ここでは「画像キャプチャーソフト」を使ってパワーポイントスライドをキャプチャーする方法を紹介し

ているが、このほか Windows のスクリーンキャプチャー機能を使うこともできる。この場合の方法は以下

のとおり。 

        1.     目的のスライドを全画面表示（プレゼンテーション用の全画面表示）させる  

        2.     [Fn] + [PrtSc]  キーを押して表示画面をキャプチャー（キャプチャーされたデータはメモリ内に一時保 

                存される）。 

        3.     Windowsのスタートメニューから [プログラム] → [アクセサリ] と進み、「ペイント」（Windows 付属 

               の画像編集ソフト）を立ち上げる。 

        4.   「ペイント」のメニューから [編集] → [貼り付け]  を選択。これで先ほどキャプチャーしたパワポ画面 

      が「ペイント」のキャンバス上にコピーされる。 

        5.     同じく「ペイント」のメニューから [ファイル] → [名前を付けて保存]  と進み、保存画面で JPEG 形式 

     を選択した上で、適当な名称で画像ファイルを保存。 

            以上の要領で、必要なスライドをすべてキャプチャーして保存。その後、Windows ムービーメーカでの

作業に移る。Windows のスクリーンキャプチャー機能は画面全体をキャプチャーするもので、通常の「画

Player.StretchToFit = True Player.StretchToFit = False 

ソースビデオの
サイズのまま表
示される。 
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像キャプチャーソフト」のように必要な箇所だけを切り取ることができないという問題点があるが、この

例のように、全画面表示させたパワポの画面をそのままコピーする場合には便利な機能である。なお、キ

ャプチャーした画像を拡大縮小する場合は、オリジナル画像の縦横サイズの比率を変えないようにすると

比較的きれいなイメージを得ることができる。。 

28)  本稿で紹介した html サンプルでは、資料 3 (HNTML_Template3.html) を除いていずれも html  内にスタイル

シートを記述しているが、ソースコードをすっきりさせるために、html 内からスタイルシートの記述をな

くし、外部ファイルとして読み込むようにすることができる。手順は以下のとおり。 

  1.    html ファイルから以下のスタイルシート部分を切り取って、拡張子.css の任意のファイル名（ここ 

        では仮に myStyle.css とする）のテキストファイルとして保存（ただし、スタイルタグとコメントタグ 

        は削除＝以下の例参照）。myStyle.css は html ファイルと同じフォルダ内に置く。 

<style type="text/css"> <!-- この行は不要 

.big {line-height 150%; font-size:12pt; font-family:Arial,Verdana,Helvetica, 

'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:blue;} 

.reg {line-height:150%; font-size:10pt; font-family:Arial,Verdana,Helvetica, 

'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:black;} 

.small {line-height:150%; font-size:7pt; font-family:Arial,Verdana,Helvetica, 

'ＭＳ ゴシック','ＭＳ Ｐゴシック',sans-serif; color:black;}   

     </style> この行は不要 

  2.    次に、同じ html ファイルの <head>～</head> 内（＝先ほど切り取った部分）に、以下の行を挿入。 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myStyle.css" /> 

  3.    以上で設定は終了。インラインのスタイルシート指定（html の本文内で style 属性を使って個別に指定 

         してあるもの）はそのままでよい。 

［補足］前記 2で挿入した行は link要素と呼ばれ、html の head 要素の中で使われて html 文書をスタイルシ

ートやスクリプト、代替文書などのさまざまなリソースと結びつける働きをする。通例、link 要素はリンク

の関係を示す rel 属性およびリンク先を指定する href 属性を組み合わせて使われ、たとえば外部スタイルシ

ートを指定するためには <link rel="stylesheet" type="text/css" href="filename.css" /> という形になる。rel 属性

の値はリンクタイプと呼ばれ、リンク先のリソースとの関係を表す。今回の例のように、別のファイルとし

て用意したスタイルシートを使う場合にはリンクタイプ名を stylesheet とする。 

 

 【追記】（注 5参照） 

 本稿執筆後の調査で、<embed> タグを使った字幕表示（したがって <object> タグに対応していないブラウザで

の字幕表示）が、限定付きながらサポートされていることが判明した。具体的には、<embed> タグ内においても

SAMI ファイルを読み込むための SAMIFileName, SAMIStyle, captioningID などの各種パラメタの使用

が可能であり、さらに <object> タグの URL パラメタは <embed> タグの src パラメタで代用可能、ということ

になっている（マイクロソフトサポートオンライン掲載情報＝文書番号：436594、最終更新日：2003年 11月 12

日、リビジョン：1.0 [URL] http://support.microsoft.com/kb/436594/ja ＝による）。したがって、サンプルソースコ

ード 5 の場合と同じく、以下のコードを <object> タグ内に埋め込むことで、Internet Explorer 以外のブラウザで

も SAMI ファイルの読み込みと字幕の同期表示が可能になる（このうち、width, height および src の値に

は <objedct> タグ内で指定した画像サイズ、およびソース映像ファイルの取得先＋ファイル名を記入する）。 
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<!-- 以下は IE 以外のブラウザ用--> 

<embed type="application/x-mplayer2" name="MediaPlayer" 

       pluginspage="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=windows&sbp= 

mediaplayer&ar=Media&sba=Plugin&" 

       width="***" height="***"   

       src="******"  

       captioningID="captions" 

       showcontrols="1"  

       autostart="0"/> 

 

     ただし、IE 固有の機能および仕様にかかわるものについては他のブラウザでは対応しない。したがって、本

稿で扱ったサンプルソースコードのうち、言語クラスおよび文字サイズの選択を含む HTML_Template2.html  と

HTML_Template2B.html 、および縦書き字幕を扱った HTML_Template4.html の 3つについては <embed> タグによ

る記述の有無にかかわらず IE 以外のブラウザでは機能しない。以下に、対応関係を整理しておく。 

 

サンプルソースコード <object> <embed> 関連付加機能 

HTML_Template1.html ○ ○ -- 

HTML_Template2.html ○ × 言語クラス選択 

HTML_Template2B.html ○ × 言語クラス／文字サイズ選択 

HTML_Template3.html ○ ○ フレームを横に開く 

HTML_Template3B.html ○ ○ パワポ動画プレゼンテーション 

HTML_Template4.html ○ × 縦書き字幕 

HTML_Template5.html ○ ○ DirectVobSub 

HTML_Template6.html ○ ○ 字幕サイズ相対指定（フルスクリーンボタンは無効） 

HTML_Template7.html ○ ○ ハードサブ 
 

    なお、<embed> タグによる指定が有効なものについては、ソースコード中に <embed> タグを新たに追加した。

ただし、ブラウザごとの内部仕様の違いのため、必ずしも IE と同等の表示が得られるわけではない。したがっ

て、推奨ブラウザはあくまでも Internet Explorer であることに変わりはない。 
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