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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の縮小画像を表示画面の表示エリア群に一覧表示する表示手段と、
　前記表示手段にて前記一覧表示を行う対象の前記複数の縮小画像のうちに横長画像に対
応した縮小画像があるか否かを検出する横長画像検出手段と、を有し、
　前記表示手段は、前記横長画像検出手段により前記横長画像に対応した縮小画像がある
と検出した場合に、前記横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアにて
、前記横長画像に対応した縮小画像を順次拡大する表示または前記横長画像に対応した縮
小画像を拡大した画像を順次縮小表示する
　画像表示装置。
【請求項２】
　前記横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアにて、前記横長画像に
対応した縮小画像が順次拡大する縮小動画像、または前記横長画像に対応した縮小画像を
拡大した画像を順次縮小する縮小動画像を生成する縮小動画像生成手段と、
　前記縮小動画像生成手段が生成した前記縮小動画像を記憶する記憶手段と、を有し、
　前記表示手段は、前記横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアにて
、前記記憶手段に記憶されている前記横長画像に対応した前記縮小動画像を表示する
　請求項１に記載の画像表示装置。
【請求項３】
　複数の縮小画像を表示画面の表示エリア群に一覧表示する表示手段と、
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　前記表示手段にて前記一覧表示を行う対象の前記複数の縮小画像のうちに横長画像に対
応した縮小画像があるか否かを検出する横長画像検出手段と、を有し、
　前記表示手段は、前記横長画像検出手段により前記横長画像に対応した縮小画像がある
と検出した場合に、前記横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアにて
、前記横長画像に対応した縮小画像と当該縮小画像を拡大した画像とを規定されたタイミ
ングで切り替え表示および／または回転表示する
　画像表示装置。
【請求項４】
　前記横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアにて、前記横長画像に
対応した縮小画像と当該縮小画像を拡大した画像とを規定されたタイミングで切り替え表
示および／または回転する縮小動画像を生成する縮小動画像生成手段と、
　前記縮小動画像生成手段が生成した前記縮小動画像を記憶する記憶手段と、を有し、
　前記表示手段は、前記横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアにて
、前記記憶手段に記憶されている前記横長画像に対応した前記縮小動画像を表示する
　請求項３に記載の画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば、画像のサムネイル（縮小画像）を一覧表示する画像表示装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば、デジタルカメラなどの装置において、記録された画像を一覧表示（マルチ画
面表示）する場合に、その画像を縮小したサムネイル（縮小画像）を表示画面上に並べて
一覧表示する装置が知られている（たとえば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　詳細には、一般的なサムネイル表示では、所定の大きさのサムネイルを表示する枠（サ
ムネイル表示枠）内に収まるように元の画像からサムネイルを生成し、表示画面内にマト
リックス状に、たとえば縦３列×横３行のサムネイル表示枠を並べ、そのサムネイル表示
枠内にサムネイルを表示する。
　たとえば、記録画像のファイル名の一覧表示では、記録している画像ファイルが増える
と所望の画像を判別しづらいが、サムネイル表示では記録している画像ファイルが増えて
も、どのような画像であるのかを大雑把に把握することができるので視認性に優れ、複数
の記録画像から所望の画像を短時間で判別することができる。
　また、このサムネイル表示では、たとえばユーザが所望のサムネイルを選択すると、そ
の選択されたサムネイルの元画像が表示される技術であり、この技術はパーソナルコンピ
ュータ、デジタルカメラや携帯電話等で採用されている。
【特許文献１】特開平１１－１８７３５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、一般的な装置では、どのようなサイズの画像でも、予め規定されたサムネイル
表示枠の大きさに縮小したサムネイルを生成するので、たとえば撮影画像の縦横比が３：
４の一般的なカメラで撮影した撮影画像をサムネイル表示する場合と比べて、規定された
画像サイズと異なる画像、たとえば縦横比が約１：５などの横長画像（パノラマ画像）を
含むサムネイル表示を行う場合には、図１２に示すように、横方向に細長い棒状のサムネ
イル画像となり、そのサムネイルを見ただけでは直感的に元画像がどのような画像である
かを認識することが困難な場合がある。
【０００５】
　ところで、この問題点を解決するために、たとえば一覧表示ではなく単純に横長画像を
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スクロール表示したり、単純にサムネイルを順次拡大表示する装置が知られている。しか
し、この装置は、サムネイルの一覧表示をしていないので、複数の記録画像から所望の画
像を短時間で判別することが困難である。
【０００６】
　また、複数のサムネイルを一列に一覧表示する場合に、中央に位置するサムネイルはサ
ムネイルの全体像を表示し、端部のサムネイルになるほど左右につめて表示する装置が知
られている。しかし、この装置では、たとえば、右端のサムネイルなら左半分が隠れるよ
うにサムネイルの一部を表示したとしても、端部のサムネイルでは、サムネイルの全体像
のうち一部分しか表示されていないので、そのサムネイルの全体像を把握することが困難
である。
【０００７】
　また、サムネイルの一覧表示時に所望の一サムネイルを選択した場合に、他のサムネイ
ルの一覧表示はそのままに、その選択したサムネイルのみを同位置で拡大する装置が知ら
れている。しかし、この装置では、たとえばサムネイルの全体像を把握したい場合に、そ
のサムネイルを選択するという煩雑な操作が必要である。
【０００８】
　また、サムネイルの一覧表示時に所望の一サムネイルを選択した場合に、その選択した
サムネイルを徐々に表示画面いっぱいに拡大表示する装置が知られている。しかし、この
装置では、たとえば、サムネイルの全体像を把握したい場合に、そのサムネイルを選択す
るという煩雑な操作が必要であり、また選択した場合に他のサムネイルの一覧が見えなく
なる。
【０００９】
　また、近年、デジタルカメラ等の携帯機器の記録画像が高画素化されているが、携帯機
器内の表示装置では携帯性の観点から表示可能な画素数に限界がある。このため、たとえ
ば記録画素数と表示装置の表示画素数との間に大きな差が生じる場合がある。このため高
画素の画像（高精細画像）を、規定されたサイズのサムネイル枠内にサムネイル表示する
と、一般的な画像のサムネイル表示と比べて縮小率が大きくなりすぎて画像がつぶれてし
まい、ユーザは元の画像を直感的に把握できない場合がある。
【００１０】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、縮小画像（サムネイ
ル）の一覧表示（マルチ画面表示）において、一覧表示で視認性の低い画像の縮小画像が
ある場合であっても、視認性のよい縮小画像の一覧表示を行うことができる画像表示装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第２の観点の画像表示装置は、複数の縮小画像を表示画面の表示エリア群に一
覧表示する表示手段と、前記表示手段にて前記一覧表示を行う対象の前記複数の縮小画像
のうちに横長画像に対応した縮小画像があるか否かを検出する横長画像検出手段と、を有
し、前記表示手段は、前記横長画像検出手段により前記横長画像に対応した縮小画像があ
ると検出した場合に、前記横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアに
て、前記横長画像に対応した縮小画像を順次拡大する表示または前記横長画像に対応した
縮小画像を拡大した画像を順次縮小表示する。
【００１３】
　本発明の第３の観点の画像表示装置は、複数の縮小画像を表示画面の表示エリア群に一
覧表示する表示手段と、前記表示手段にて前記一覧表示を行う対象の前記複数の縮小画像
のうちに横長画像に対応した縮小画像があるか否かを検出する横長画像検出手段と、を有
し、前記表示手段は、前記横長画像検出手段により前記横長画像に対応した縮小画像があ
ると検出した場合に、前記横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアに
て、前記横長画像に対応した縮小画像と当該縮小画像を拡大した画像とを規定されたタイ
ミングで切り替え表示および／または回転表示する。
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【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、縮小画像（サムネイル）の一覧表示（マルチ画面表示）において、視
認性のよい縮小画像の一覧表示を行うことができる画像表示装置を提供することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る画像表示装置の一実施形態を図面を参照しながら説明する。
〔第１実施形態〕
　図１は、本発明に係る画像表示装置の第１実施形態を示す図である。
　画像表示装置１００は、たとえば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、デジタルカメ
ラ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）や、腕時計などの表示装置である。また、画
像表示装置１００は、画像の保存機能や閲覧（表示）機能を有する。また、画像表示装置
１００は、通信機能や撮影機能を有していてもよい。
　本実施形態では、たとえば図１に示すように、本発明に係る画像表示装置を採用した携
帯用コンピュータ、具体的には携帯電話を説明する。
【００１７】
　画像表示装置１００は、図１に示すように、装置前面部に、本発明に係る画像表示を行
う表示部１０１、およびユーザにより操作されるキー操作部１０２を有する。
【００１８】
　図２は、図１に示した画像表示装置を採用した携帯電話の機能ブロック図である。
　画像表示装置１００は、図２に示すように、表示部１０１、キー操作部１０２、撮像部
１０３、通信部１０４、メモリ１０５、記憶装置１０６、制御部（ＣＰＵ：Central proc
essing unit）２００を有する。
　各構成要素は、たとえばデータ通信線（バス）ＢＳ１により接続されている。
【００１９】
　表示部１０１は、制御部２００の制御により、本発明に係る画像の表示を行う。表示部
１０１は、たとえば液晶表示装置（ＬＣＤ：Liquid crystal display）や、有機ＥＬ（El
ectroluminescence）表示装置などの表示装置である。
【００２０】
　表示部１０１は、たとえば元画像に対応する複数の縮小画像を表示画面１０１ａの表示
エリア群（マトリックス形状に配置された複数のサムネイル表示枠）に、それぞれ表示す
ることで、表示部１０１は、複数の縮小画像の一覧表示を行う。
　また、表示部１０１は、本発明に係る横長画像に対応した縮小画像があると検出した場
合に、その横長画像に対応した縮小画像を表示させる各表示エリアにて、横長画像に対応
した縮小画像をスクロール表示する。
　詳細には、後述するように表示部１０１は、横長画像に対応した縮小画像を横方向にス
クロールする縮小動画像を表示する。
【００２１】
　キー操作部１０２は、ユーザにより操作される入力装置である。キー操作部１０２は、
ユーザの操作に応じた信号を制御部２００に出力する。
【００２２】
　撮像部１０３は、たとえば被写体を撮像した結果に応じて得られた画像を電気信号とし
て制御部２００に出力する。撮像部１０３は、たとえば不図示の光学レンズ系、ＣＣＤ（
Charge coupled device）撮像素子やＣＭＯＳ（Complementary metal-oxide semiconduct
or）型撮像素子、アナログ－デジタル変換回路などを有する。
【００２３】
　通信部１０４は、制御部２００の制御により、たとえば他の通信装置と本発明に係る画
像に関するデータ通信を行う。たとえば、通信部１０４は、無線方式や有線方式によりデ
ータ通信を行う。
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【００２４】
　メモリ１０５は、たとえば、制御部２００の制御により、本発明に係る機能を実行させ
るためのプログラムや、元画像とサムネイル画像（縮小画像）とを関連付けるデータであ
るリンクテーブルＴＢ１などを記憶する。また、メモリ１０５は、制御部２００によるワ
ークスペースとして用いられる。
　メモリ１０５は、たとえばＲＡＭ（Random access memory）やＲＯＭ（Read only memo
ry）などの半導体メモリにより構成されている。
【００２５】
　記憶装置１０６は、たとえば制御部２００の制御により、本発明に係る画像やサムネイ
ル（縮小画像、縮小動画像など）を記憶する。記憶装置１０６は、たとえば半導体メモリ
や、磁気ディスク、光磁気ディスク等の記憶装置を有する。
【００２６】
　制御部２００は、たとえば、本発明に係るプログラムを実行することにより、装置全体
を統括的に制御する。
　制御部２００は、たとえば、図２に示すように、サムネイル生成部２０１、第１の動画
サムネイル生成部２０２ａ、記憶制御部２０３、元画像関連付け部２０４、サムネイル記
憶部２０５、検出部２０６、動画サムネイル切替部２０７、サムネイル表示部２０８、お
よび画像選択処理部２０９を有する。
【００２７】
　第１の動画サムネイル生成部２０２ａは本発明に係る縮小動画像生成手段の一例に相当
し、記憶制御部２０３、メモリ１０５、および記憶装置１０６は、本発明に係る記憶手段
の一例に相当し、検出部２０６は本発明に係る横長画像検出手段の一例に相当し、サムネ
イル表示部２０８、および表示部１０１は本発明に係る表示手段の一例に相当する。
【００２８】
　サムネイル生成部２０１は、たとえば撮像部１０３により撮像された画像や、通信部１
０４により受信した画像、記憶装置１０６に記憶されている画像などの縮小画像（サムネ
イル）を生成する。
【００２９】
　詳細には、サムネイル生成部２０１は、表示部１０１の表示画面内にたとえば縦３列×
横３行のマトリックス状に配置されたサムネイル表示枠であって、予め規定された所定の
サイズ内に収まるように元の画像からサムネイルを生成する。
　たとえば、サムネイル生成部２０１は、通常時には予め規定された縦横比が３：４の元
画像から、予め規定された縦横比が３：４の縮小静止画像（サムネイル）を生成する。
【００３０】
　また、サムネイル生成部２０１は、第１の動画サムネイル生成部２０２ａを有する。
　図３は、図２に示した第１の動画サムネイル生成部２０２ａが生成する動画サムネイル
を説明するための図である。
【００３１】
　第１の動画サムネイル生成部２０２ａは、図３に示すように、横長画像に対応した縮小
画像を表示させる各表示エリアにて、その横長画像に対応した縮小画像をスクロールした
縮小動画像、詳細には横長画像に対応した縮小画像を長手方向に順次ずらした縮小動画像
を生成する。
【００３２】
　詳細には、第１の動画サムネイル生成部２０２ａは、たとえばサムネイル処理対象の画
像が予め規定されたサイズと異なる画像、詳細には予め規定されたサムネイル表示枠１０
内に表示されるサムネイルの縦横比が３：４であり、サムネイル処理対象の画像３０１の
縦横比がたとえば１：５（横長画像）の場合には、そのサムネイル処理対象の画像３０１
を縦横比はそのままに縮小画像４０１を生成し、予め規定されたサイズのサムネイル表示
枠１０中にて、横長画像３０１に対応する縮小画像４０１を横方向（長手方向）にスクロ
ールして表示するような縮小動画像（動画サムネイル）４０２を生成する。
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　この際、縮小動画像４０２の動画フォーマットとしては、既存の規定された各種動画フ
ォーマットを用いてよい。
【００３３】
　また、サムネイル生成部２０１は、画像ごとにサムネイルとしての縮小動画像（動画サ
ムネイル）や縮小静止画（静止画サムネイル）を設定することができる。
【００３４】
　記憶制御部２０３は、たとえば、サムネイル生成部２０１により生成されたサムネイル
、詳細には静止画サムネイルや動画サムネイルを、メモリ１０５や記憶装置１０６に記憶
する制御を行う。
【００３５】
　記憶制御部２０３は、詳細には図２に示すように、元画像関連付け部２０４、およびサ
ムネイル記憶部２０５を有する。
　元画像関連付け部２０４は、サムネイル生成部２０１により生成されたサムネイルを基
に、記憶装置１０６に記憶するサムネイルと元の画像との関連付けを示すリンクテーブル
ＴＢ１を更新する。
【００３６】
　リンクテーブルＴＢ１は、たとえば図２に示すように、表示順データ、サムネイル名デ
ータ、元画像名データ、および属性データを関連付けて記憶する。
　表示順データは、一覧表示する際のサムネイルの順番を示すデータである。
　サムネイル名データは、元画像を基に生成されたサムネイルの名称を示すデータである
。
　元画像名データは、サムネイル処理対象の元の画像の名称を示すデータである。
　属性データは、たとえば動画サムネイルや静止画サムネイルなどのサムネイルの属性を
示すデータである。
【００３７】
　サムネイル記憶部２０５は、サムネイル生成部２０１により生成されたサムネイルを、
たとえばリンクテーブルＴＢ１に基づいて記憶装置１０６に記憶する。
　検出部２０６は、表示部１０１にて一覧表示を行う対象の複数の縮小画像のうちに横長
画像に対応した縮小画像があるか否かを検出する。
【００３８】
　動画サムネイル切替部２０７は、サムネイル表示枠１０に表示するサムネイルを切り替
える。たとえば、動画サムネイル切替部２０７は、サムネイル切替指示が入力された場合
に、サムネイル表示枠１０に動画サムネイルまたは静止画サムネイルを切り替えて表示さ
せる。
　また、動画サムネイル切替部２０７によりサムネイルが切り替えられた場合には、たと
えばサムネイル生成部２０１によりサムネイルを生成しなおしてもよい。
【００３９】
　サムネイル表示部２０８は、メモリ１０５に記憶されているリンクテーブルＴＢ１を基
に、表示部１０１の表示画面内の各表示エリアにて、本発明に係るサムネイル（縮小動画
像）を一覧表示する。
　また、サムネイル表示部２０８は、検出部２０６によりサムネイル一覧表示時に、横長
画像に対応した縮小画像があると検出した場合に、横長画像に対応した縮小画像を表示さ
せる各表示エリアにて、その横長画像に対応した縮小画像を横方向にスクロールして表示
する。
【００４０】
　詳細には、サムネイル表示部２０８は、検出部２０６によりサムネイル一覧表示時に、
リンクテーブルＴＢ１に基づいて横長画像に対応した縮小画像があると検出した場合に、
横長画像に対応した縮小画像を表示させる各表示エリアにて、リンクテーブルＴＢ１に応
じて、サムネイル生成部２０１により生成され記憶装置１０６に記憶されている、横長画
像に対応した動画サムネイルを表示する。
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【００４１】
　画像選択処理部２０９は、サムネイル一覧表示中に、たとえばキー操作部１０２により
、その一覧表示された複数のサムネイルの中から所望のサムネイルを選択させる指示信号
が入力された場合に、その指示信号およびリンクテーブルＴＢ１を基に、選択されたサム
ネイルに関連付けられている元の画像を記憶装置１０６から読み出して、表示部１０１に
表示させる。
【００４２】
　本実施形態に係る画像表示装置１００は、予めサムネイル生成部２０１が縮小画像（サ
ムネイル）を生成して記憶装置１０６に記憶し、サムネイル表示時に記憶装置１０６から
読み出したサムネイルを一覧表示する。
　まず、サムネイルを生成する動作について説明する。
【００４３】
　図４は、図２に示した画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）生成時の動作の一
具体例を説明するためのフローチャートである。
　図４を参照しながら画像表示装置１００のサムネイル生成時の動作を、制御部２００の
動作を中心に説明する。
【００４４】
　ステップＳＴ１において、制御部２００は、一覧表示を終了するか否かを判断する。た
とえば制御部２００は、キー操作部１０２から入力された信号を基に、一覧表示を終了す
るか否かを判断し、判断の結果一覧表示を終了しないと判断した場合に、ステップ２の処
理に進み、終了すると判断した場合に縮小画像（サムネイル）生成に関する処理を終了す
る。
【００４５】
　ステップＳＴ２において、制御部２００は、たとえば記憶装置１０６に記憶されている
画像から一覧表示する画像を特定する。
【００４６】
　ステップＳＴ３において、サムネイル生成部２０１は、元の画像が予め規定されたサイ
ズと異なる画像であるか否を判断し、元の画像が予め規定されたサイズと異なる画像であ
ると判断した場合にステップＳＴ４の処理に進み、元の画像が予め規定されたサイズであ
ると判断した場合にステップＳＴ６の処理に進む。
【００４７】
　詳細には、サムネイル生成部２０１は、たとえば元の画像が予め規定されたサイズ、た
とえば縦横比が３：４の画像と異なる横長画像（縦横比が１：５等）であるか否かを判断
し、横長画像であると判断した場合にステップＳＴ４の処理に進み、横長画像でないと判
断した場合にステップＳＴ６の処理に進む。
【００４８】
　ステップＳＴ４において、第１の動画サムネイル生成部２０２ａは、たとえば図２に示
すように、横長画像３０１に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア（サムネイル表
示枠１０）内に表示させる、横長画像３０１に対応した縮小画像４０１を生成する。
　この際、第１の動画サムネイル生成部２０２ａは、横長画像３０１に対応する縮小画像
４０１の縦サイズが、サムネイル表示枠１０の縦サイズ以下となるように、横長画像３０
１の縦横比をそのままに縮小して縮小画像４０１を生成する。
　つまり、第１の動画サムネイル生成部２０２ａは、元画像とサムネイル表示枠１０の大
きさの比から演算される縮小率で元画像を縮小して縮小画像（サムネイル）を生成する。
　この際、第１の動画サムネイル生成部２０２ａは、画像内の被写体を認識できる範囲内
でサムネイル（縮小画像４０１）を生成することが好ましい。
【００４９】
　ステップＳＴ５において、第１の動画サムネイル生成部２０２ａは、横長画像３０１に
対応した縮小画像４０１を表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、横長
画像３０１に対応した縮小画像４０１を長手方向（横方向）にスクロールした縮小動画像



(8) JP 4494196 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

４０２を生成して、ステップＳＴ７の処理に進む。この縮小動画像４０２を動画サムネイ
ルともいう。
　また、第１の動画サムネイル生成部２０２ａは、縮小動画像４０２を生成する際に、縮
小画像４０１をスクロールすることで縮小画像４０１の全体を見渡せる縮小動画像４０２
を生成する。
【００５０】
　ステップＳＴ６において、サムネイル生成部２０１は、元の画像が予め規定されたサイ
ズ、つまり縦横比が３：４である通常の画像であると判断した場合（横長画像でないと判
断した場合）に、元の画像を、サムネイル表示枠１０内に収まるように、予め規定された
縦横サイズが３：４の縮小画像（サムネイル）を生成し、ステップＳＴ７の処理に進む。
【００５１】
　ステップＳＴ７において、元画像関連付け部２０４は、サムネイル生成部２０１や第１
の動画サムネイル生成部２０２ａにより生成されたサムネイル（縮小動画像４０２）に元
画像へのリンクを付けてリンクテーブルＴＢ１を生成する。
【００５２】
　ステップＳＴ８において、サムネイル記憶部２０５は、サムネイル生成部２０１や第１
の動画サムネイル生成部２０２ａにより生成されたサムネイル（縮小動画像４０２）を、
リンクテーブルＴＢ１に基づいて記憶装置１０６に保存（記憶）し、ステップＳＴ１の処
理に戻る。
【００５３】
　次に、生成したサムネイル（縮小画像、縮小動画像）を表示する動作を説明する。
　図５は、図２に示した画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）表示時の動作の一
具体例を説明するためのフローチャートである。
　図５を参照しながら画像表示装置１００のサムネイル表示時の動作を、制御部２００の
動作を中心に説明する。
【００５４】
　ステップＳＴ１１において、制御部２００は、たとえばキー操作部１０２からサムネイ
ル表示指示を示す信号が入力されたか否かを判断し、表示指示を示す信号が入力されたと
判断した場合に、ステップＳＴ１２の処理に進む。
【００５５】
　ステップＳＴ１２において、検出部２０６は、たとえば、メモリ１０５に記憶されてい
るリンクテーブルＴＢ１に基づいて、表示部１０１にて一覧表示を行う対象の複数の縮小
画像のうちに横長画像に対応した縮小画像があるか否かを検出し、横長画像に対応した縮
小画像があると検出した場合にステップＳＴ１３の処理に進み、検出しない場合にステッ
プＳＴ１４の処理に進む。
【００５６】
　ステップＳＴ１３において、サムネイル表示部２０８は、検出部２０６により横長画像
３０１に対応した縮小画像があると検出した場合に、表示部１０１の表示画面内において
、横長画像３０１に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０
）にて、横長画像３０１に対応した縮小画像を長手方向（横方向）に順次ずらした（スク
ロールした）画像を表示する。
【００５７】
　詳細には、サムネイル表示部２０８は、メモリ１０５に記憶されているリンクテーブル
ＴＢ１を基に、記憶装置１０６に記憶されている第１の動画サムネイル生成部２０２ａに
より生成されたサムネイル（縮小動画像４０２）を読み出して、表示部１０１の表示画面
内の各表示エリアにて、本発明に係るサムネイル（縮小動画像４０２）を一覧表示する。
【００５８】
　ステップＳＴ１４において、検出部２０６において、横長画像に対応した縮小画像がな
いと検出した場合、詳細には予め規定されたサイズの画像、具体的には縦横比が３：４の
通常画像に対応するサムネイル（静止画縮小画像）を記憶装置１０６から読み出して、リ
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ンクテーブルＴＢ１に基づいて、表示部１０１のサムネイル表示枠１０にて、一覧表示を
行い、ステップＳＴ１５の処理に進む。
【００５９】
　ステップＳＴ１５において、制御部２００は、たとえばキー操作部１０２から、表示部
１０１に一覧表示されたサムネイルの中から、所望のサムネイルを選択させる指示を示す
信号が入力されたか否かを判断し、その選択指示を示す信号が入力された場合にステップ
ＳＴ１６の処理に進み、選択指示を示す信号が入力されていないと判断した場合に一連の
処理を終了する。
【００６０】
　ステップＳＴ１６において、制御部２００は、たとえばキー操作部１０２により入力さ
れた選択指示信号およびリンクテーブルＴＢ１に基づいて、その選択されたサムネイル（
縮小動画像）に対応する元の画像を記憶装置１０６から読み出して、表示部１０１に表示
する。
【００６１】
　以上、説明したように、本実施形態では、表示部１０１にて一覧表示を行う対象の複数
の縮小画像のうち横長画像３０１に対応した縮小画像があるか否かを検出する検出部２０
６と、複数の縮小画像を表示画面１０１ａの表示エリア群（サムネイル表示枠）に一覧表
示し、検出部２０６により横長画像３０１に対応した縮小画像があると検出した場合に、
横長画像３０１に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠）にて
、横長画像３０１に対応した縮小画像を長手方向にスクロールした画像を表示する表示部
１０１およびサムネイル表示部２０８とを設けたので、規定された画像サイズと異なるサ
イズの画像の縮小画像がある場合であっても、煩雑な操作を行うことなく、視認性のよい
縮小画像の一覧表示を行うことができる。
【００６２】
　詳細には、横長画像に対応した縮小画像を表示させる前記各表示エリアにて、前記横長
画像に対応した縮小画像を長手方向に順次ずらした縮小動画像を生成する第１の動画サム
ネイル生成部２０２ａと、第１の動画サムネイル生成部２０２ａが生成した縮小動画像を
記憶する記憶装置１０６と、その横長画像に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア
にて、記憶装置１０６に記憶されている横長画像に対応した縮小動画像を表示する表示部
１０１とを設けたので、ユーザは、表示部１０１に一覧表示されたサムネイルの中で、横
長画像に対応した縮小動画像を見ることで、全体像および細部を簡単に把握することがで
き、かつ複数の画像から所望の画像を短時間で判別することできる。
【００６３】
　また、上述したように、予め規定された縦横比と異なる横長画像を、横長画像の縦横比
をそのままに予め規定されたサムネイル枠内に収まるように縮小して、小さなサムネイル
（縮小画像）を生成せずに、サムネイルの一部分を表示するので、画像の詳細な部分が見
えやすい利点がある。
　また、横長画像などの静止画像を適度に縮小したサムネイルをスクロールさせてサムネ
イル表示を行うので、元の画像の全体を把握しやすい利点がある。
【００６４】
　また、動画サムネイル切替部２０７により、動画サムネイルと通常のサムネイルの表示
を切り替えることで、ユーザが各画像にどのように表示するかを選択することができ、さ
まざまな用途に対応することができる。
【００６５】
　また、予め全画像のサムネイル表示の表示形式を動画サムネイルまたは静止画サムネイ
ルに設定することで、各画像にいちいち設定しなくともよい利点がある。
【００６６】
〔第２実施形態〕
　図６は、本発明の第２実施形態に係る画像表示装置１００のサムネイル表示時の動作を
説明するための図である。
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　第２実施形態と第１実施形態との相違点を中心に説明する。
　第２実施形態に係る画像表示装置１００では、たとえば図２に示すように、元画像が所
定の画素数以上の高精細画像５０１の場合に、高精細画像５０１に対応した縮小画像５０
２を順次ずらした（スライドした）画像５０３を、サムネイル表示枠１０内に表示させる
。
【００６７】
　本実施形態に係る画像表示装置１００の機能ブロックは図２に示した機能ブロックと略
同様であり、同様な機能を有する機能ブロックについては説明を省略し、相違点を中心に
説明する。
【００６８】
　サムネイル生成部２０１は、第２の動画サムネイル生成部２０２ｂを有する。
【００６９】
　第２の動画サムネイル生成部２０２ｂは、たとえば図６に示すように、高精細画像５０
１に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、高精細
画像５０１に対応した縮小画像５０２を順次ずらした（スライドした）縮小動画像５０４
を生成する。
【００７０】
　元画像関連付け部２０４は、第２の動画サムネイル生成部２０２ｂが生成した縮小動画
像５０４と元の画像とを関連付けるリンクテーブルＴＢ１を生成する。
　また、サムネイル記憶部２０５は、リンクテーブルＴＢ１に基づいて、第２の動画サム
ネイル生成部２０２ｂが生成した縮小動画像５０４を記憶装置１０６に記憶する。
【００７１】
　また、本実施形態に係る検出部２０６は、表示部１０１にて一覧表示を行う縮小画像に
所定の画素数以上の高精細画像に対応した縮小画像があるか否かを検出する。
　本実施形態に係る検出部２０６は、本発明に係る高精細画像検出手段の一例に相当する
。
【００７２】
　サムネイル表示部２０８は、検出部２０６により高精細画像５０１に対応した縮小画像
があると検出した場合に、高精細画像に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア（サ
ムネイル表示枠１０）にて、その高精細画像に対応した縮小画像５０２を順次ずらした縮
小動画像５０３を表示する。
【００７３】
　図７は、図６に示した画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）生成時の動作の一
具体例を説明するためのフローチャートである。
　図７を参照しながら、画像表示装置１００のサムネイル生成時の動作を、第１実施形態
との相違点を中心に説明する。
【００７４】
　ステップＳＴ１において、制御部２００は、一覧表示を終了するか否かを判断する。た
とえば制御部２００は、キー操作部１０２から入力された信号を基に、一覧表示を終了す
るか否かを判断し、判断の結果一覧表示を終了しないと判断した場合に、ステップ２の処
理に進み、終了すると判断した場合に縮小画像（サムネイル）生成に関する処理を終了す
る。
【００７５】
　ステップＳＴ２において、制御部２００は、たとえば記憶装置１０６に記憶されている
画像から一覧表示する画像を特定する。
【００７６】
　ステップＳＴ３ａにおいて、サムネイル生成部２０１は、元の画像が所定の画素数以上
の高精細画像５０２であるか否かを判断し、元の画像が高精細画像５０２であると判断し
た場合にステップＳＴＳＴ５ａの処理に進み、高精細画像５０２でないと判断した場合に
ステップＳＴ４の処理に進む。
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【００７７】
　ステップＳＴ５ａにおいて、第２の動画サムネイル生成部２０２ｂは、たとえば図６に
示すように、高精細画像５０１に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア（サムネイ
ル表示枠１０）にて、高精細画像５０１に対応した縮小画像５０２を順次ずらした（スラ
イドした）縮小動画像５０４を生成する。
　この際、第２の動画サムネイル生成部２０２ｂは、画像内の被写体を認識できる範囲内
でサムネイル（縮小画像５０１）を生成することが好ましい。
【００７８】
　以下、ステップＳＴ６～ＳＴ８については、図４に示した第１実施形態と略同様であり
、横長画像を高精細画像と読み替えればよいので説明を省略する。
【００７９】
　サムネイル（縮小画像、縮小動画像）を表示する動作に関しても、図５に示した第１実
施形態と略同様であり、横長画像を高精細画像と読み替えればよいので説明を省略する。
【００８０】
　相違点は、検出部２０６が、表示部１０１にて一覧表示を行う縮小画像に所定の画素数
以上の高精細画像５０１に対応した縮小画像があると検出した場合に、図６に示すように
、サムネイル表示部２０８は、高精細画像５０１に対応した縮小画像を表示させる各表示
エリア（サムネイル表示枠１０）にて、高精細画像５０１に対応した縮小画像５０２を順
次ずらした画像５０３を表示部１０１に表示する点である。
【００８１】
　詳細には、サムネイル表示部２０８は、高精細画像５０１に対応した縮小画像を表示さ
せる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、メモリ１０５に記憶しているリンクテ
ーブルＴＢ１に基づいて、記憶装置１０６に記憶されている高精細画像に対応した縮小動
画像５０３を表示する。
【００８２】
　以上、説明したように本実施形態に係る画像表示装置１００は、予め規定されたサイズ
、たとえば所定の画素数以上の高精細画像をサムネイル一覧表示する場合であっても、各
表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、高精細画像５０１に対応した縮小画像５０２
をスクロールした縮小動画像５０３を表示部１０１に表示するので、ユーザは、高精細画
像のサムネイルの全体像と細部を簡単に把握することができ、かつ複数の画像から所望の
画像を短時間で判別することできる。
【００８３】
〔第３実施形態〕
　図８は、本発明の第３実施形態に係る画像表示装置１００のサムネイル表示時の動作を
説明するための図である。
　第３実施形態と第１実施形態との相違点を中心に説明する。
　第３実施形態に係る画像表示装置１００では、たとえば図８に示すように、サムネイル
の処理対象として横長画像３０１がある場合に、その横長画像３０１に対応した縮小画像
を表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、横長画像３０１に対応した縮
小画像を順次拡大する表示または横長画像３０１に対応した縮小画像を拡大した画像を順
次縮小表示する。
　つまり縮小画像を徐々に拡大表示または縮小画像を拡大した画像を徐々に縮小表示する
。
【００８４】
　詳細には、図８に示すように、本実施形態に係る画像表示装置１００は、横長画像３０
１に対応した縮小画像６０１１、縮小画像６０１１の中央部を拡大した画像６０１２、さ
らに縮小画像６０１２の中央部を拡大した画像６０１３、さらに縮小画像６０１３の中央
部を拡大した画像６０１４を順次表示する。
【００８５】
　また、逆に、図８に示すように、本実施形態に係る画像表示装置１００は、画像６０１
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４，画像６０１３，画像６０１２，画像６０１１を順次表示する。
　この際、画像表示装置１００は、上述した順次拡大表示と順次縮小表示を交互に行うこ
とで、横長画像３０１のサムネイルのズームアップおよびズームダウン表示を行ってもよ
い。
【００８６】
　本実施形態に係る画像表示装置１００の機能ブロックは図２に示した機能ブロックと略
同様であり、同様な機能を有する機能ブロックについては説明を省略し、相違点を中心に
説明する。
　サムネイル生成部２０１は、第３の動画サムネイル生成部２０２ｃを有する。
【００８７】
　第３の動画サムネイル生成部２０２ｃは、たとえば図８に示すように、横長画像３０１
に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、横長画像
３０１に対応した縮小画像６０１１が順次拡大する縮小動画像６０２、または横長画像３
０１に対応した縮小画像６０１１を拡大した画像６０１４を順次縮小する縮小動画像６０
２を生成する。
【００８８】
　記憶制御部２０３は、第３の動画サムネイル生成部２０２ｃが生成した縮小動画像６０
２を記憶装置１０６に記憶する。
　詳細には、元画像関連付け部２０４は、第３の動画サムネイル生成部２０２ｃが生成し
た縮小動画像６０２と元画像とを関連付けるリンクテーブルＴＢ１を生成してメモリ１０
５に記憶する。
　サムネイル記憶部２０５は、元画像関連付け部２０４により生成されたリンクテーブル
ＴＢ１を基に、第３の動画サムネイル生成部２０２ｃが生成した縮小動画像６０２を記憶
装置１０６に記憶する。
【００８９】
　サムネイル表示部２０８は、横長画像３０１に対応した縮小画像を表示させる各表示エ
リア（サムネイル表示枠１０）にて、記憶装置１０６に記憶されている横長画像３０１に
対応した縮小動画像６０２を表示する。
【００９０】
　図９は、本発明の第３実施形態に係る画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）生
成時の動作の一具体例を説明するためのフローチャートである。
　図９を参照しながら画像表示装置１００のサムネイル生成時の動作を、第１実施形態と
の相違点を中心に説明する。
【００９１】
　ステップＳＴ１において、制御部２００は、一覧表示を終了するか否かを判断する。た
とえば制御部２００は、キー操作部１０２から入力された信号を基に、一覧表示を終了す
るか否かを判断し、判断の結果一覧表示を終了しないと判断した場合に、ステップ２の処
理に進み、終了すると判断した場合に縮小画像（サムネイル）生成に関する処理を終了す
る。
【００９２】
　ステップＳＴ２において、制御部２００は、たとえば記憶装置１０６に記憶されている
画像から一覧表示する画像を特定する。
【００９３】
　ステップＳＴ２３において、サムネイル生成部２０１は、たとえば元の画像が予め規定
されたサイズ、たとえば縦横比が３：４の画像と異なる横長画像（縦横比が１：５等）で
あるか否かを判断し、横長画像であると判断した場合にステップＳＴ２４の処理に進み、
横長画像でないと判断した場合にステップＳＴ２６の処理に進む。
【００９４】
　ステップＳＴ２４において、第３の動画サムネイル生成部２０２ｃは、たとえば図８に
示すように、画像の大きさから画像をサムネイル表示枠に収まる第１の縮小率と、被写体
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を確認できるように元画像とサムネイル表示枠の大きさの比から計算される第２の縮小率
を求める。
【００９５】
　ステップＳＴ２５において、第３の動画サムネイル生成部２０２ｃは、第１および第２
の縮小率の範囲内で横長画像３０１のズームアップ／ズームダウンする縮小動画像６０２
を生成する。
　詳細には第３の動画サムネイル生成部２０２ｃは、図８に示すように、画像６０１（画
像６０１１～６０１４）を生成して、その画像６０１１～６０１４をまとめて縮小動画像
６０２を生成する。
【００９６】
　ステップＳＴ２６において、サムネイル生成部２０１は、画像が横長画像でなければ、
サムネイル表示枠１０に収まるように画像を縮小してサムネイル（縮小画像）を生成し、
ステップＳＴ２７の処理に進む。
【００９７】
　ステップＳＴ２７において、元画像関連付け部２０４は、サムネイル生成部２０１や第
３の動画サムネイル生成部２０２ｃにより生成されたサムネイル（縮小動画像６０２）に
元画像へのリンクを付けてリンクテーブルＴＢ１を生成する。
【００９８】
　ステップＳＴ２８において、サムネイル記憶部２０５は、サムネイル生成部２０１や第
３の動画サムネイル生成部２０２ｃにより生成されたサムネイル（縮小動画像６０２）を
、リンクテーブルＴＢ１に基づいて記憶装置１０６に保存（記憶）し、ステップＳＴ１の
処理に戻る。
【００９９】
　次に、生成したサムネイル（縮小画像、縮小動画像）を表示する動作を説明する。
　サムネイル（縮小画像、縮小動画像）を表示する動作に関しても、図５に示した第１実
施形態と略同様であるので、同様な点については説明を省略する。
【０１００】
　相違点は、検出部２０６は、一覧表示を行う対象の複数の縮小画像のうちに横長画像に
対応した縮小画像があるか否かを検出し、サムネイル表示部２０８は、検出部２０６によ
り横長画像３０１に対応した縮小画像があると検出した場合に、横長画像３０１に対応し
た縮小画像を表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、横長画像３０１に
対応した縮小画像を順次拡大する表示または横長画像３０１に対応した縮小画像を拡大し
た画像を順次縮小表示する点である。
【０１０１】
　詳細には、サムネイル表示部２０８は、横長画像３０１に対応した縮小画像を表示させ
る各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、メモリ１０５に記憶しているリンクテー
ブルＴＢ１に基づいて、記憶装置１０６に記憶されている横長画像に対応した縮小動画像
６０３を表示する。
【０１０２】
　以上、説明したように、本実施形態に係る画像表示装置１００は、表示部１０１にて一
覧表示を行う対象の複数の縮小画像のうちに横長画像３０１に対応した縮小画像があるか
否かを検出する検出部２０６と、検出部２０６により横長画像３０１に対応した縮小画像
があると検出した場合に、横長画像３０１に対応した縮小画像を表示させる各表示エリア
（フレイム表示枠１０）にて、横長画像３０１に対応した縮小画像を順次拡大する表示ま
たは横長画像に対応した縮小画像を拡大した画像を順次縮小表示する、つまり縮小画像を
ズームアップ／ズームダウンする表示部１０１とを設けたので、ユーザは、サムネイルが
縮小した場合に全体像を把握することができ、サムネイルが拡大した場合に細部を把握す
ることができ、かつ複数の画像から所望の画像を短時間で判別することできる。
【０１０３】
〔第４実施形態〕



(14) JP 4494196 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

　図１０は、本発明の第４実施形態に係る画像表示装置１００のサムネイル表示時の動作
を説明するための図である。
　第４実施形態と第１実施形態との相違点を中心に説明する。
　第４実施形態に係る画像表示装置１００では、たとえば図１０に示すように、サムネイ
ルの処理対象として横長画像３０１がある場合に、横長画像３０１に対応した縮小画像を
表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、横長画像３０１に対応した縮小
画像７０２と当該縮小画像を拡大した画像７０１とを規定されたタイミングで切り替え表
示および／または回転表示する。たとえば画像中を通る回転軸ＣＬを基準として順次回転
表示する。
【０１０４】
　詳細には、本実施形態に係る画像表示装置１００は、図１０に示すように、一覧表示の
サムネイル表示枠１０内で、たとえば画像７０１と画像７０２それぞれの背面を、あたか
も張り合わせて画像中心を通る縦軸を回転軸ＣＬとして回転しているかのように表示させ
る。
【０１０５】
　この際、回転方向は逆でもよいし、画像の中心を通る横軸を回転軸としてあたかも回転
しているかのように画像７０１，７０２を表示させてもよい。
【０１０６】
　本実施形態に係る画像表示装置１００の機能ブロックは図２に示した機能ブロックと略
同様であり、同様な機能を有する機能ブロックについては説明を省略し、相違点を中心に
説明する。
　サムネイル生成部２０１は、第４の動画サムネイル生成部２０２ｄを有する。
【０１０７】
　第４の動画サムネイル生成部２０２ｄは、横長画像３０１に対応した縮小画像７０２を
表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、横長画像３０１に対応した縮小
画像７０２と当該縮小画像７０２を拡大した画像と規定されたタイミングで切り替えかつ
画像中心を通る縦軸を回転軸として順次回転表示する。
　ここで、本実施形態では、タイミングによる切り替え表示と共に回転表示を行う例を示
したが、単に切り替え表示または回転表示のみを行う態様であってもかまわない。
【０１０８】
　具体的には、第４の動画サムネイル生成部２０２ｄは、たとえば図１０に示すように、
横長画像３０１に対応した縮小画像７０２と、その縮小画像７０２の図に向かって右側を
手前に、左側を奥になるように画像中心を通る縦軸を中心に回転させた画像７０２１と、
その縮小画像７０２の図に向かって右側を奥に、左側を手前になるように画像中心を通る
縦軸を中心に回転させた画像７０２２と、縮小画像７０２を拡大した画像７０１と、その
画像７０１の図に向かって右側を手前に、左側を奥になるように画像中心を通る縦軸を中
心に回転させた画像７０１１と、その縮小画像７０１の図に向かって右側を奥に、左側を
手前になるように画像中心を通る縦軸を中心に回転させた画像７０１２とを生成して、画
像７０１，７０１１，７０２２，７０２，７０２１，７０１２を合わせて画像７０３を生
成し、そして画像７０１，７０１１，７０２２，７０２，７０２１，７０１２，７０１，
…と順次表示するような縮小動画像７０４を生成する。
【０１０９】
　記憶制御部２０３は、第４の動画サムネイル生成部２０２ｄが生成した縮小動画像７０
４を記憶装置１０６に記憶する。
　詳細には、元画像関連付け部２０４は、第４の動画サムネイル生成部２０２ｄが生成し
た縮小動画像７０４と元画像とを関連付けるリンクテーブルＴＢ１を生成してメモリ１０
５に記憶する。
　サムネイル記憶部２０５は、元画像関連付け部２０４により生成されたリンクテーブル
ＴＢ１を基に、第４の動画サムネイル生成部２０２ｄが生成した縮小動画像７０４を記憶
装置１０６に記憶する。
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【０１１０】
　サムネイル表示部２０８は、横長画像３０１に対応した縮小画像を表示させる各表示エ
リア（サムネイル表示枠１０）にて、記憶装置１０６に記憶されている横長画像３０１に
対応した縮小動画像７０４を表示する。
【０１１１】
　図１１は、本発明の第４実施形態に係る画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）
生成時の動作の一具体例を説明するためのフローチャートである。
　図１１を参照しながら画像表示装置１００のサムネイル生成時の動作を、第１実施形態
との相違点を中心に説明する。
【０１１２】
　ステップＳＴ１において、制御部２００は、一覧表示を終了するか否かを判断する。た
とえば制御部２００は、キー操作部１０２から入力された信号を基に、一覧表示を終了す
るか否かを判断し、判断の結果一覧表示を終了しないと判断した場合に、ステップ２の処
理に進み、終了すると判断した場合に縮小画像（サムネイル）生成に関する処理を終了す
る。
【０１１３】
　ステップＳＴ２において、制御部２００は、たとえば記憶装置１０６に記憶されている
画像から一覧表示する画像を特定する。
【０１１４】
　ステップＳＴ３３において、サムネイル生成部２０１は、たとえば元の画像が予め規定
されたサイズ、たとえば縦横比が３：４の画像と異なる横長画像（縦横比が１：５等）で
あるか否かを判断し、横長画像であると判断した場合にステップＳＴ３４の処理に進み、
横長画像でないと判断した場合にステップＳＴ３６の処理に進む。
【０１１５】
　ステップＳＴ３４において、第４の動画サムネイル生成部２０２ｄは、たとえば図１０
に示すように、画像の大きさから画像をサムネイル表示枠に収まる第１の縮小率と、被写
体を確認できるように元画像とサムネイル表示枠の大きさの比から計算される第２の縮小
率を求め、横長画像３０１を第１の縮小率で縮小した画像７０２と、横長画像３０１を第
２の縮小率で縮小した画像７０１とを生成する。
【０１１６】
　ステップＳＴ３５において、第４の動画サムネイル生成部２０２ｄは、あたかも画像７
０１，７０２の裏面を張り合わせて、張り合わせた画像が画像の中心を通る縦軸を回転軸
として回転しているかのような縮小動画像７０４を生成する。
【０１１７】
　詳細には、上述したように、第４の動画サムネイル生成部２０２ｄは、たとえば図１０
に示すように、横長画像３０１に対応した縮小画像７０２と、その縮小画像７０２の図に
向かって右側を手前に、左側を奥になるように画像中心を通る縦軸を中心に回転させた画
像７０２１と、その縮小画像７０２の図に向かって右側を奥に、左側を手前になるように
画像中心を通る縦軸を中心に回転させた画像７０２２と、縮小画像７０２を拡大した画像
７０１と、その画像７０１の図に向かって右側を手前に、左側を奥になるように画像中心
を通る縦軸を中心に回転させた画像７０１１と、その縮小画像７０１の図に向かって右側
を奥に、左側を手前になるように画像中心を通る縦軸を中心に回転させた画像７０１２と
を生成して、画像７０１，７０１１，７０２２，７０２，７０２１，７０１２を合わせて
画像７０３を生成し、そして画像７０１，７０１１，７０２２，７０２，７０２１，７０
１２，７０１，…と順次表示するような縮小動画像７０４を生成する。
【０１１８】
　ステップＳＴ３６において、サムネイル生成部２０１は、画像が横長画像でなければ、
サムネイル表示枠１０に収まるように画像を縮小してサムネイル（縮小画像）を生成し、
ステップＳＴ３７の処理に進む。
【０１１９】
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　ステップＳＴ３７において、元画像関連付け部２０４は、サムネイル生成部２０１や第
４の動画サムネイル生成部２０２ｄにより生成されたサムネイル（縮小動画像７０４）に
元画像へのリンクを付けてリンクテーブルＴＢ１を生成する。
【０１２０】
　ステップＳＴ３８において、サムネイル記憶部２０５は、サムネイル生成部２０１や第
４の動画サムネイル生成部２０２ｄにより生成されたサムネイル（縮小動画像７０４）を
、リンクテーブルＴＢ１に基づいて記憶装置１０６に保存（記憶）し、ステップＳＴ１の
処理に戻る。
【０１２１】
　次に、生成したサムネイル（縮小画像、縮小動画像）を表示する動作を説明する。
　サムネイル（縮小画像、縮小動画像）を表示する動作に関しても、図５に示した第１実
施形態と略同様であるので、同様な点については説明を省略する。
【０１２２】
　相違点は、検出部２０６は、一覧画面表示を行う対象の複数の縮小画像のうちに横長画
像に対応した縮小画像があるか否かを検出し、サムネイル表示部２０８は、検出部２０６
により横長画像３０１に対応した縮小画像があると検出した場合に、横長画像３０１に対
応した縮小画像を表示させる各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、横長画像３０
１に対応した縮小画像７０２と当該縮小画像７０２を拡大した画像とを規定されたタイミ
ングで切り替え表示および／または回転表示する点である。
【０１２３】
　詳細には、サムネイル表示部２０８は、横長画像３０１に対応した縮小画像を表示させ
る各表示エリア（サムネイル表示枠１０）にて、メモリ１０５に記憶しているリンクテー
ブルＴＢ１に基づいて、記憶装置１０６に記憶されている横長画像に対応した縮小動画像
７０４を表示する。
【０１２４】
　以上、説明したように、本実施形態に係る画像表示装置１００は、横長画像３０１に対
応した縮小画像７０２と当該縮小画像７０２を拡大した画像とを規定されたタイミングで
切り替えかつ画像中心を通る縦軸を回転軸として順次回転表示するので、横長画像３０１
のサムネイルの全体像と細部を簡単に把握することができ、かつ複数の画像から所望の画
像を短時間で判別することできる。
【０１２５】
　また、あたかも回転しているように表示するので、横長画像のサムネイルを表示してい
ることをユーザに確実に報知することができる。
【０１２６】
　なお、本発明は本実施の形態に限られるものではなく、任意好適な種々の改変が可能で
ある。
　上述した第３および第４実施形態では、横長画像について説明したがこの形態に限られ
るものではない。高精細画像について同様に各実施形態の動作を行ってもよい。
　また、上述した実施形態では横長画像や高精細画像に対応する縮小画像をスクロールし
て表示する縮小動画像を表示したが、この形態に限られるものではない。たとえば、複数
の静止画を、あたかも上述したスクロール表示を行うような複数個の縮小画像を生成して
、その複数個の縮小画像を切り替えて表示することで、スクロール表示を行うように表示
してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明は、たとえば、画像のサムネイル（縮小画像）を一覧表示する画像表示装置に適
用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】本発明に係る画像表示装置を採用した携帯電話の一具体例を示す図である。
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【図２】図１に示した本発明に係る画像表示装置を採用した携帯電話の機能ブロック図で
ある。
【図３】本発明に係るサムネイル表示の動作の一具体例を説明するための図である。
【図４】図２に示した画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）生成時の動作の一具
体例を説明するためのフローチャートである。
【図５】図２に示した画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）表示時の動作の一具
体例を説明するためのフローチャートである。
【図６】本発明の第２実施形態に係る画像表示装置１００のサムネイル表示時の動作を説
明するための図である。
【図７】図６に示した画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）生成時の動作の一具
体例を説明するためのフローチャートである。
【図８】本発明の第３実施形態に係る画像表示装置１００のサムネイル表示時の動作を説
明するための図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る画像表示装置１００のサムネイル（縮小画像）生成
時の動作の一具体例を説明するためのフローチャートである。
【図１０】本発明の第４実施形態に係る画像表示装置のサムネイル表示時の動作を説明す
るための図である。
【図１１】図１０に示した画像表示装置のサムネイル表示時の動作を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１２】一般的なサムネイル表示を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１００…画像表示装置、１０１…表示部、１０２…キー操作部、１０３…撮像部、１０
４…通信部、１０５…メモリ、１０６…記憶装置、２００…制御部（ＣＰＵ：Central pr
ocessing unit）、２０１…サムネイル生成部、２０２ａ…第１の動画サムネイル生成部
、２０２ｂ…第２の動画サムネイル生成部、２０２ｃ…第３の動画サムネイル生成部、２
０２ｄ…第４の動画サムネイル生成部、２０３…記憶制御部、２０４…元画像関連付け部
、２０５…サムネイル記憶部、２０６…検出部、２０７…動画サムネイル切替部、２０８
…サムネイル表示部、２０９…画像選択処理部。
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