
JP 2009-529826 A 2009.8.20

10

(57)【要約】
本発明は、サムネールイメージ（ｔｈｕｍｂｎａｉｌ　
ｉｍａｇｅ）基盤のビデオブラウジング（ｖｉｄｅｏ　
ｂｒｏｗｓｉｎｇ）に関するものである。代表イメージ
に基づいて動画データが選択されると、選択された動画
データから生成されたサムネールイメージを連続してデ
ィスプレイする。サムネールイメージは、代表イメージ
がディスプレイされるウィンドウ（ｗｉｎｄｏｗ）に設
定された時間間隔を持って順次にディスプレイされる。
サムネールイメージは拡大されて連続ディスプレイされ
ることもできる。連続してディスプレイされるサムネー
ルイメージによって該当動画内容を要約して認識するこ
とができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画データの選択のための情報がディスプレイされるステップと、
　ディスプレイされた動画データの選択された動画データから生成されたサムネールイメ
ージを連続してディスプレイするステップと、
　を含むことを特徴とするビデオブラウジング方法。
【請求項２】
　前記動画データの選択のための情報は、動画データから抽出されたイメージ、サムネー
ルイメージ、リストのうち、少なくともどれか１つまたは２つ以上を含むことを特徴とす
る請求項１に記載のビデオブラウジング方法。
【請求項３】
　前記動画データの選択のための情報は、複数個の動画データのうちのどれか１つを選択
するための情報であるとか、動画データの再生区間を選択するための情報であることを特
徴とする請求項１に記載のビデオブラウジング方法。
【請求項４】
　前記サムネールイメージは、動画データのランダムアクセスポイントからリアルタイム
でデコーディングして生成されることを特徴とする請求項１に記載のビデオブラウジング
方法。
【請求項５】
　前記サムネールイメージは、動画データのランダムアクセスポイントから生成されて格
納されたサムネールイメージを再生してディスプレイすることを特徴とする請求項１に記
載のビデオブラウジング方法。
【請求項６】
　前記連続してディスプレイされるサムネールイメージは拡大されてディスプレイされる
ことを特徴とする請求項１に記載のビデオブラウジング方法。
【請求項７】
　前記連続してディスプレイされるサムネールイメージは段階的に拡大されてディスプレ
イされることを特徴とする請求項１に記載のビデオブラウジング方法。
【請求項８】
　前記サムネールイメージの生成間隔がユーザにより設定されることを特徴とする請求項
１に記載のビデオブラウジング方法。
【請求項９】
　前記サムネールイメージのディスプレイ間隔がユーザにより設定されることを特徴とす
る請求項１に記載のビデオブラウジング方法。
【請求項１０】
　前記サムネールイメージは、動画データのイントラフレーム（Ｉｎｔｒａ　Ｆｒａｍｅ
）から選択されたり、イントラフレーム（Ｉｎｔｒａ　Ｆｒａｍｅ）を含むフレーム配列
から選択されることを特徴とする請求項１に記載のビデオブラウジング方法。
【請求項１１】
　動画データを代表するイメージがディスプレイされるステップと、
　ディスプレイされた動画データの中から選択された動画データから生成されたサムネー
ルイメージを前記選択された動画データを代表するイメージのディスプレイウィンドウに
連続してディスプレイするステップと、
　を含むことを特徴とするビデオブラウジング方法。
【請求項１２】
　携帯機器に格納された動画データを代表するサムネールイメージがディスプレイされる
ステップと、
　ディスプレイされたサムネールイメージに基づいて動画データが選択されるステップと
、
　選択された動画データに該当するサムネールイメージのディスプレイウィンドウを拡大
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し、選択された動画データから生成されたサムネールイメージを前記拡大されたディスプ
レイウィンドウに連続してディスプレイするステップと、
　を含むことを特徴とするビデオブラウジング方法。
【請求項１３】
　前記サムネールイメージのディスプレイウィンドウは、サムネールイメージが連続して
ディスプレイされる時、段階的に拡大されることを特徴とする請求項１２に記載のビデオ
ブラウジング方法。
【請求項１４】
　動画データを代表するサムネールイメージをディスプレイするステップと、ディスプレ
イされたサムネールイメージに基づいて動画データが選択されると、該当動画の要約ブラ
ウジングを遂行するステップとを含み、かつ前記動画の要約ブラウジングは選択されたサ
ムネールに該当する動画データのランダムアクセスポイントから生成されたサムネールイ
メージを要約ブラウジングのためのディスプレイウィンドウに連続して再生することを特
徴とするビデオブラウジング方法。
【請求項１５】
　格納部と、
　動画及びイメージデータ再生のためのデコーディング部と、
　前記格納部に格納された動画データからサムネールイメージを生成するサムネール生成
部と、
　前記格納部に格納された動画データの選択のための情報をディスプレイし、ディスプレ
イされた動画データの中から選択された動画データのサムネールイメージを連続してディ
スプレイするディスプレイ部と、
　選択された動画データから生成されたサムネールイメージの連続再生を制御する制御部
と、
　を含むことを特徴とするモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項１６】
　前記サムネールイメージは、選択された動画データからサムネール生成部によってリア
ルタイムで生成されることを特徴とする請求項１５に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項１７】
　前記動画データの選択のための情報は、動画データから抽出されたイメージ、サムネー
ルイメージ、リストのうち、少なくともどれか１つまたは２つ以上を含むことを特徴とす
る請求項１５に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項１８】
　前記動画データの選択のための情報は、複数個の動画データのうちのどれか１つを選択
するための情報であるとか、動画データの再生区間を選択するための情報であることを特
徴とする請求項１５に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項１９】
　格納部と、
　前記格納部に格納された動画データをリアルタイムデコーディングしてランダムアクセ
スポイントからサムネールイメージを生成するデコーディング部と、
　前記格納部に格納された動画データを代表するイメージをディスプレイし、選択された
動画データのサムネールイメージを前記代表イメージのディスプレイウィンドウに連続し
てディスプレイするディスプレイ部と、
　選択された動画データから生成されたサムネールイメージの連続再生を制御する制御部
と、
　を含むことを特徴とするモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項２０】
　前記動画データを代表するイメージは、サムネールイメージであることを特徴とする請
求項１９に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
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【請求項２１】
　前記サムネールイメージの生成間隔がユーザにより設定されることを特徴とする請求項
１９に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項２２】
　前記サムネールイメージのディスプレイ間隔がユーザにより設定されることを特徴とす
る請求項１９に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項２３】
　格納部と、
　前記格納部に格納された動画データをリアルタイムデコーディングしてランダムアクセ
スポイントからサムネールイメージを生成するデコーディング部と、
　前記格納部に格納された動画データを代表するサムネールイメージをディスプレイし、
選択された動画データから生成されるサムネールイメージを前記代表サムネールイメージ
ウィンドウに連続してディスプレイするディスプレイ部と、
　選択された動画データから生成されたサムネールイメージの連続再生を制御する制御部
と、
　を含むことを特徴とするモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項２４】
　前記連続してディスプレイされるサムネールイメージは、拡大されてディスプレイされ
ることを特徴とする請求項２３に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項２５】
　前記サムネールイメージの生成間隔がユーザにより設定されることを特徴とする請求項
２３に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【請求項２６】
　前記サムネールイメージのディスプレイ間隔がユーザにより設定されることを特徴とす
る請求項２３に記載のモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サムネールイメージ（ｔｈｕｍｂｎａｉｌ　ｉｍａｇｅ）基盤のビデオブラ
ウジング（ｖｉｄｅｏ　ｂｒｏｗｓｉｎｇ）に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　サムネールイメージは、ユーザに元の映像より小さなサイズの映像で、ビデオの全体内
容や特定区間に対する内容を含蓄して表現する方法を提供する。サムネールイメージを生
成する方法は、ＭＰＥＧに基づいて符号化されたビデオのフレームを復号化した後、その
復元されたフレームを直接縮小する方法と、イントラフレーム（Ｉｎｔｒａ　Ｆｒａｍｅ
）のＤＣ値を用いる方法を使用することができる。前者の場合は、該当フレームの全画素
を復号化しなければならず、これは可変長復号化器（ｖａｒｉａｂｌｅ　ｌｅｎｇｔｈ　
ｄｅｃｏｄｅｒ）を必要とする。後者の場合は、イントラフレームのＤＣを用いてサムネ
ールイメージを作るため、可変復号化器を必要とせず、構成も簡単である。
【０００３】
　図１には２つ形態のサムネールイメージ表示方法を示している。１つの方法は、画面１
０に複数個のサムネールイメージ（＃１－＃９）のみ配置した形態であり、他の１つの方
法は、画面１２にサムネールイメージ（＃１－＃５）とサムネールイメージ（＃１－＃５
）の各々に対応するファイル名１１を共に表示した形態である。どの場合でもサムネール
イメージは停止画（ｓｔｉｌｌ　ｐｉｃｔｕｒｅ）である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　映画またはミュージックビデオのような動画データにおける検索情報として提供される
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サムネールイメージは停止画面だけで構成される。一枚の停止画面だけで表示されるサム
ネールイメージは、動画データを識別したり代表することが困難であり、ユーザに該当プ
ログラムの内容を正確に伝達することが困難である。
【０００５】
　１つの動画データに対して多数個のサムネールイメージを表示する方法もある。この方
法は、１つの動画データに対して多数個のサムネールイメージを画面上に羅列する方法で
ある。サムネールイメージの個数が多いほど伝えられる内容は豊富になりえるだろうが、
厖大な分量のサムネールイメージが発生するので格納媒体の負担が大きくなり、ユーザが
必要とする内容を検索するにあっても不要なサムネールイメージが多く介入されるため、
不便である。また、モバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）の場合には、大抵の場
合、制限されたサイズのディスプレイ装置を使用するため、１画面に表示できるサムネー
ルイメージの個数が制限される。したがって、動画データの全体や一部区間に対する内容
を効率良く含蓄して表現することが困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、動画データからサムネールイメージを生成し、生成されたサムネールイメー
ジを連続してディスプレイすることで、動画データの内容をサムネールイメージ基盤に要
約してブラウジングする方法及びその装置を提供する。
【０００７】
　本発明は、動画データの特定の再生区間からサムネールイメージを生成し、生成された
サムネールイメージを連続してディスプレイすることで、動画データの特定の再生区間の
内容をサムネールイメージ基盤に要約してブラウジングする方法及びその装置を提供する
。
【０００８】
　本発明の実施形態に係るビデオブラウジング方法は、動画データの選択のための情報が
ディスプレイされるステップと、ディスプレイされた動画データの選択された動画データ
から生成されたサムネールイメージを連続してディスプレイするステップと、を含む。
【０００９】
　本発明の実施形態に係るビデオブラウジング方法は、動画データを代表するイメージが
ディスプレイされるステップと、ディスプレイされた動画データの中から選択された動画
データから生成されたサムネールイメージを前記選択された動画データを代表するイメー
ジのディスプレイウィンドウに連続してディスプレイするステップと、を含む。
【００１０】
　本発明の実施形態に係るビデオブラウジング方法は、携帯機器に格納された動画データ
を代表するサムネールイメージがディスプレイされるステップと、ディスプレイされたサ
ムネールイメージに基づいて動画データが選択されるステップと、選択された動画データ
に該当するサムネールイメージのディスプレイウィンドウを拡大し、選択された動画デー
タから生成されたサムネールイメージを前記拡大されたディスプレイウィンドウに連続し
てディスプレイするステップと、を含む。
【００１１】
　本発明の実施形態に係るビデオブラウジング方法は、動画データを代表するサムネール
イメージをディスプレイするステップと、ディスプレイされたサムネールイメージに基づ
いて動画データが選択されると、該当動画の要約ブラウジングを遂行するステップとを含
み、かつ前記動画の要約ブラウジングは選択されたサムネールに該当する動画データのラ
ンダムアクセスポイントから生成されたサムネールイメージを要約ブラウジングのための
ディスプレイウィンドウに連続して再生する。
【００１２】
　本発明の実施形態に係るモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）は、格納部と、
動画及びイメージデータ再生のためのデコーディング部と、前記格納部に格納された動画
データからサムネールイメージを生成するサムネール生成部と、前記格納部に格納された
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動画データの選択のための情報をディスプレイし、ディスプレイされた動画データの中か
ら選択された動画データのサムネールイメージを連続してディスプレイするディスプレイ
部と、選択された動画データから生成されたサムネールイメージの連続再生を制御する制
御部と、を含む。
【００１３】
　本発明の実施形態に係るモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）は、格納部と、
前記格納部に格納された動画データをリアルタイムデコーディングしてランダムアクセス
ポイントからサムネールイメージを生成するデコーディング部と、前記格納部に格納され
た動画データを代表するイメージをディスプレイし、選択された動画データのサムネール
イメージを前記代表イメージのディスプレイウィンドウに連続してディスプレイするディ
スプレイ部と、選択された動画データから生成されたサムネールイメージの連続再生を制
御する制御部と、を含む。
【００１４】
　本発明の実施形態に係るモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）は、格納部と、
前記格納部に格納された動画データをリアルタイムデコーディングしてランダムアクセス
ポイントからサムネールイメージを生成するデコーディング部と、前記格納部に格納され
た動画データを代表するサムネールイメージをディスプレイし、選択された動画データか
ら生成されるサムネールイメージを前記代表サムネールイメージウィンドウに連続してデ
ィスプレイするディスプレイ部と、選択された動画データから生成されたサムネールイメ
ージの連続再生を制御する制御部と、を含む。
【００１５】
　本発明に対する１つまたはその以上の目的や利点は、添付された図面と詳細な説明によ
り詳細に説明され、他の特徴は、詳細な説明、図面、請求範囲から明らかになるはずであ
る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る動画情報提供のためのサムネール再生方法及びこれを用いた端末機による
と、動画データに含まれたランダムアクセスポイントを抽出し、リアルタイムデコーディ
ングして、サムネールイメージが再生されるように出力することによって、ユーザが動画
データの情報を容易に要約して認識することができる。また、どれか１つのサムネールイ
メージが選択されると共に拡大させて、サムネールイメージが出力されるようにすること
で、選択されたサムネールイメージを選択されていないサムネールイメージと容易に区別
することができ、選択されたサムネールイメージの認識をより容易にする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の実施形態によると、格納装置に格納された動画データのうちのどれか１つを選
択する情報がディスプレイされる。格納された動画データが１つであれば、その１つの動
画データを選択する情報がディスプレイされる。格納された動画データが２つ以上であれ
ば２つ以上の動画データのうちのどれか１つを選択する情報がディスプレイされる。動画
データを選択する情報は、動画データから抽出されたイメージ、動画データから生成され
たサムネールイメージ、及びリストのうちのどれか１つ、またはその以上の情報を共に含
む形態で表現されることができる。ディスプレイされた動画データのうちのどれか１つが
選択されると、その選択された動画データから生成されたサムネールイメージが連続して
再生される。
【００１８】
　本発明の他の実施形態によると、格納装置に格納された動画データのうちのどれか１つ
の動画データに対し、その動画データの再生区間を代表する情報がディスプレイされる。
例えば、動画データの再生区間別に抽出されたサムネールイメージがディスプレイされる
。ディスプレイされたサムネールイメージはそれぞれの再生区間を代表する。ディスプレ
イされたサムネールイメージのうちのどれか１つが選択されると、その選択されたサムネ
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ールイメージが代表する再生区間から生成されたサムネールイメージが連続して再生され
る。
【００１９】
　以下、本発明の実施形態に従って、動画データのうちのどれか１つを選択する場合につ
いて説明するが、動画データの再生区間が選択される場合にも本発明の実施形態に従うビ
デオブラウジング方法とモバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｄｅｖｉｃｅ）は同一な動作がな
され、目的及び効果が達成される。
【００２０】
　図２は、本発明の実施形態に係るサムネールイメージが表示された画面の構成を示す図
である。図２には、２つ形態のサムネールイメージ表示方法を示している。１つの方法は
、画面ウィンドウ２０に複数個のサムネールイメージ（＃１－＃９）のみ配置した形態で
あり、他の１つの方法は、画面ウィンドウ２２にサムネールイメージ（＃１－＃５）とサ
ムネールイメージ（＃１－＃５）の各々に対応するファイル名２１を共に表示した形態で
ある。
【００２１】
　画面ウィンドウ２０に表示されるサムネールイメージ（＃１～＃９）は、これと対応す
る動画データに含まれている最初のイントラフレームピクチュア（Ｉｎｔｒａ　Ｆｒａｍ
ｅ　Ｐｉｃｕｔｒｅ）をデコーディングしてサムネールイメージを生成し、生成されたサ
ムネールイメージをアイコンビュー（ｖｉｅｗ）形態で表示したものである。アイコンビ
ュー形態で表示されたサムネールイメージのうち、どれか１つが選択されると、選択され
たサムネールイメージを所定のサイズに拡大させ、同時に該当動画データから抽出された
ランダムアクセスポイントをリアルタイムデコーディングしてサムネールイメージを生成
し、生成されたサムネールイメージを再生させて、その動画データの要約情報を提供する
。選択されていない残りのサムネールイメージは、サイズの変化無しで、最初のＩフレー
ムが表示された状態を維持する。前述した説明、そして以後に説明される実施形態で、動
画データを代表するイメージが必ず最初のＩフレームから選択されなければならないので
はない。本実施形態では、説明と理解を助けるために、該当動画データの最初のＩフレー
ムをデコーディングしてサムネールイメージを生成し、これを代表イメージとして表現す
る場合を挙げただけである。例えば、動画データを代表するイメージが事前に、あるいは
リアルタイムで該当動画データ内の適当なフレームピクチュアの中から選択される場合も
ある。
【００２２】
　前述した説明及び以下に説明される本発明の実施形態で使われるランダムアクセスポイ
ント（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）は、場合によってキーフレーム（Ｋｅ
ｙ　Ｆｒａｍｅ）として理解されることもできる。映像ＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　ｏｆ　Ｐｉ
ｃｔｕｒｅｓ）構造を参照して時間的な映像流れで通常の一定の間隔を置いてＩフレーム
を選択して、これをランダムアクセスポイントとして指定するか、映像を予測して復元及
び再生できるフレーム配列（Ｉ／Ｐ／Ｂ　ｐｉｃｔｕｒｅ）で構成された一定区間を選択
してランダムアクセスポイントとして指定することができる。
【００２３】
　ランダムアクセスポイントは、ＭＰＥＧシリーズ、Ｈ．２６１、Ｈ．２６４等で一定の
間隔で挿入されて、独立的映像再生が可能なＩフレームまたは一定区間の映像を復元して
再生できるフレーム配列（Ｉ／Ｐ／Ｂ　Ｆｒａｍｅ　ｐｉｃｔｕｒｅ）を指称し、これに
限定されず、動画圧縮方式に関わらず、独立的に復元されるフレームまたは映像を予測し
て復元再生できるフレーム配列は、全てランダムアクセスポイントとして理解されること
ができる。
【００２４】
　本発明の実施形態において、Ｉフレームは前後フレームに対する予測無しで画面その自
体の情報だけで符号化されたフレームであり、Ｐｒｅｄｉｃｔｅｄ　Ｆｒａｍｅ　Ｐｉｃ
ｔｕｒｅはＩフレームピクチュア、または以前Ｐフレームピクチュアから予測を通じて生
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成されたフレームである。Ｂｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｆｒａｍｅ　Ｐｉｃｔｕｒｅは
、Ｉフレームピクチュア及びＰフレームピクチュアのそれぞれの両方向予測を通じて生成
されたフレームである。
【００２５】
　図２において、他の形態の画面ウィンドウ２２は複数個のサムネールイメージ（＃１～
＃５）とサムネールイメージ（＃１～＃５）に対応する動画データのファイル名（２１）
が含まれて構成され、それぞれのサムネールイメージ（＃１～＃５）はそれに対応する動
画データに含まれている最初のＩフレームをデコーディングしてサムネールイメージで表
示したものであり、動画データのファイル名がリストビュー（ｖｉｅｗ）形態で表示され
る。
【００２６】
　リストビュー形態で羅列されたサムネールイメージのうちのどれか１つが選択されると
、選択されたサムネールイメージを所定のサイズに拡大させ、同時に該当動画データから
抽出されたランダムアクセスポイントをリアルタイムデコーディングしてサムネールイメ
ージを生成し、生成されたサムネールイメージを再生させてその動画データの要約情報を
提供する。選択されていない残りのサムネールイメージは、サイズの変化無しで最初のＩ
フレームが表示された状態を維持する。
【００２７】
　本発明の実施形態において、アイコンビュー形態の画面構成とリストビュー形態の画面
構成は図２に表示された形態に制限されず、サムネールイメージが再生されるように多様
な形態と配列で表示することができる。
【００２８】
　本発明の実施形態では、所定のステップ（ｓｔｅｐ）間隔を置いて、そのステップに該
当されるだけ移動しながらＩフレームをランダムアクセスポイントとして抽出し、抽出さ
れたランダムアクセスポイントをサムネールイメージとして生成して順次または非順次に
連続して出力するか、所定のステップ（ｓｔｅｐ）間隔を置いて移動しながら一定時間の
フレーム配列をランダムアクセスポイントとして抽出し、抽出されたフレーム配列をサム
ネールイメージとして再生することをサムネール再生と指称して説明する。ここで、ラン
ダムアクセスポイントは抽出された順序でない任意の（ｒａｎｄｏｍ）順序でサムネール
再生が可能である。
【００２９】
　本発明の実施形態によると、移動通信端末機に格納されている動画データに対する要約
情報表示命令が入力されると、サムネールイメージで動画データのリストを羅列して画面
ウィンドウに表示する。このために、動画データに含まれている最初のＩフレームを抽出
し、これをサムネールイメージとして生成して画面ウィンドウに羅列される動画データの
代表映像として出力する。この際、サムネールイメージの選択窓を移動させて、どれか１
つのサムネールイメージが選択されると、そのサムネールイメージは所定のサイズに拡大
されると共に、選択された動画データが記録された位置に移動して、所定のステップ間隔
でランダムアクセスポイントを抽出し、これをリアルタイムデコーディングしてサムネー
ルイメージを生成してサムネール再生を遂行する。また、選択されていないサムネールイ
メージは、サイズの変化無しで、停止したサムネールイメージ状態を維持して出力する。
【００３０】
　本発明の実施形態によると、サムネールイメージのサイズが拡大されると共に、そのサ
ムネールに対応する動画データのランダムアクセスポイントを一定またはランダムな時間
間隔で抽出してリアルタイムでデコーディングし、これをサムネールイメージとして生成
してサムネール再生を遂行する。
【００３１】
　本発明の実施形態によると、生成されたサムネールイメージを再生して画面ウィンドウ
に表示することにより、動画データの要約情報を提供し、ユーザは提供される要約情報を
通じて動画データの内容を容易に把握して、希望する動画データを容易に探すことができ
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る。
【００３２】
　本発明で提案する動画情報提供のためのサムネール再生方法及び装置を移動通信端末機
を実施形態として挙げて説明する。
【００３３】
　図３は、本発明の実施形態に係るサムネールイメージ表示方法を示すフローチャートで
ある。
【００３４】
　動画データに対する要約情報表示命令が入力されると、移動通信端末機に格納されてい
る動画データを検出する（Ｓ１１）。動画データは移動通信端末機に備えられたカメラで
リアルタイム撮影して取得したり、カメラで撮影された動画データを格納して置いたもの
でありうる。または、有線あるいは無線通信手段を用いて他の機器やサーバーなどから動
画データをダウンロードして格納して置いたものでありうる。検出された動画データの最
初のＩフレームを動画データの代表映像として羅列されるように出力する。この代表映像
はサムネールイメージ形態を有する。複数個の動画データに対し、それぞれの動画データ
の最初のＩフレームをサムネールイメージとして羅列させると、例えば、図２に示した実
施形態のような画面が構成される。この画面は動画ブラウジングインターフェースの初期
画面になる。それぞれのサムネールイメージに該当する動画データの位置情報が認識及び
記録される。
【００３５】
　動画データに基づいて構成されたサムネールからなる画面上で、サムネールイメージの
選択ウィンドウを移動させて、どれか１つのサムネールイメージが選択されると、そのサ
ムネールイメージに対応する動画データが格納された位置を把握する。例えば、図２で１
番サムネールイメージ（＃１）が選択されると、その選択されたサムネールイメージ（＃
１）に対応する動画データが格納された位置を把握する。
【００３６】
　選択されたサムネールイメージは選択されていないサムネールイメージと差別化される
ように画面に浮上させるためにサイズを拡大させることができる。例えば、画面に羅列さ
れた代表サムネールイメージのうちのどれか１つが選択されると、選択されたサムネール
イメージのサイズが拡大されると共に、それに対応する動画データのランダムアクセスポ
イントをリアルタイムデコーディングしてサムネールイメージを再生する。例えば、選択
されたサムネールイメージのサイズを徐々に拡大させることができるが、選択されていな
いサムネールイメージのサイズを‘１’とすれば、時間が過ぎるにつれて‘１→１．２５
→１．５→１．７５→２’形態にサイズを徐々に拡大させる。ここで、サムネールイメー
ジが拡大できる最大サイズは調節可能であり、漸進的な拡大方法に限定されず、所定のサ
イズに一度に拡大されることもできる。即ち、選択されたサムネールイメージは、所定の
サイズに拡大されると共に、再生されながら画面に表示され、選択されていないサムネー
ルイメージはサイズの変化無しで出力される。サムネールイメージ選択ウィンドウを移動
させると、移動される前のサムネールイメージは元のサイズに縮小され、移動された位置
の新たなサムネールイメージが拡大される。したがって、選択されたサムネールイメージ
を選択されていないサムネールイメージと差別化されるように画面に浮上させることがで
きるので、ユーザが容易に動画データの内容を確認することができる。端末機ディスプレ
イ装置のサイズが小さくてもユーザが選択したサムネールイメージが拡大されて表現され
るため、イメージをより容易に認識できる利点がある。
【００３７】
　次に、サムネールイメージに対応する動画データに移動して所定のステップ間隔でラン
ダムアクセスポイントを抽出する（Ｓ１２）。ランダムアクセスポイントを抽出するステ
ップ間隔は、例えばフレーム数単位であるとか、再生時間に基づいた時間単位が使われる
ことができる。
【００３８】
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　抽出されたランダムアクセスポイントをリアルタイムデコーディングしてサムネールイ
メージを生成し、そのサイズを調節して再生することによって、端末機のディスプレイ装
置にサムネールイメージがディスプレイされる（Ｓ１３、Ｓ１４）。以後に生成及びディ
スプレイされるサムネールイメージは、選択された１つの動画データからリアルタイムで
生成されるサムネールイメージであり、該当動画データの内容を要約するイメージ情報と
なる。
【００３９】
　サムネールイメージを生成して再生する方法に、動画データのヘッダ情報を分析して動
画データのコーデック情報を抽出し、そのコーデック情報を用いてランダムアクセスポイ
ントをリアルタイムでデコーディングする方法を使用する。例えば、動画データに含まれ
たランダムアクセスポイントがＭＰＥＧシリーズ、Ｈ．２６１、Ｈ．２６４などを基盤に
圧縮されているとすれば、ヘッダ情報から抽出されたコーデック情報を用いて、それに対
応するデコーディング方法により抽出されたランダムアクセスポイントをリアルタイムで
デコーディングして再生する。
【００４０】
　再生されるサムネールイメージは、所定の時間間隔で画面に出力させることができる。
例えば、抽出されたランダムアクセスポイントをリアルタイムデコーディングして、所定
時間間隔で再生させる。例えば、時間間隔を１秒に設定する場合、ランダムアクセスポイ
ントとして抽出されたＩフレームはサムネールイメージとして生成されて出力され、１秒
後にその次のサムネールイメージが出力される。ランダムアクセスポイントとして抽出さ
れた一定時間のイメージフレーム列を再生し、１秒後にその次に抽出されたイメージフレ
ーム列を再生することもできる。
【００４１】
　次に、ランダムアクセスポイントが最後のランダムアクセスポイントであるか否かを確
認する（Ｓ１５）。最後のランダムアクセスポイントでなければ、次のランダムアクセス
ポイントに移動し（Ｓ１６）、移動した後にランダムアクセスポイントをリアルタイムデ
コーディングしてサムネールを生成する（Ｓ１３）。例えば、現在サムネールイメージと
して生成されるｎ（ｎ＞２の定数）番目のランダムアクセスポイントが最後のランダムア
クセスポイントでなければ、現在出力されるｎ番目のランダムアクセスポイントの次のラ
ンダムアクセスポイントであるｎ＋１番目のランダムアクセスポイントに移動する。
【００４２】
　ｎ番目のランダムアクセスポイントが最後のランダムアクセスポイントであれば、また
最初のランダムアクセスポイントに移動し（Ｓ１７）、ステップＳ１２からステップＳ１
４を遂行して、ランダムアクセスポイントを抽出してリアルタイムデコーディングし、サ
ムネールイメージを再生させる。最後のランダムアクセスポイントの場合には、最後のラ
ンダムアクセスポイントを抽出してリアルタイムデコーディングし、サムネールイメージ
を再生させた後、ブラウジングを終了することもできる。
【００４３】
　サムネール再生のための他の実施形態によると、動画データから抽出されたランダムア
クセスポイントをデコーディングしてサムネールイメージを生成し、生成されたサムネー
ルイメージを端末機の格納装置に格納する。図２に示すように、画面に羅列されたサムネ
ールイメージのうちのどれか１つが選択されると、上記格納されたサムネールイメージを
読取って再生させる。
【００４４】
　サムネール再生のための他の実施形態によると、動画データから抽出されたランダムア
クセスポイントをデコーディングしなくて格納する。図２に示すように、画面に羅列され
たサムネールイメージのうちのどれか１つが選択されると、格納されたランダムアクセス
ポイントをリアルタイムデコーディングしてサムネールイメージを生成し、生成されたサ
ムネールイメージを再生させる。
【００４５】
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　本発明の実施形態によると、動画データに含まれたランダムアクセスポイントを抽出し
てデコーディングし、サムネールイメージを再生させることによって、ユーザが動画デー
タの要約情報をイメージに基づいた認識を通じて容易に確認することができる。また、ど
れか１つのサムネールイメージが選択されると共に、そのサムネールイメージを拡大させ
て出力することにより、ユーザが動画データの情報を容易に認識することができる。
【００４６】
　本発明の実施形態によると、サムネールイメージが再生される際、そのサムネールイメ
ージをまた選択すると、全体画面ウィンドウにサイズを拡大し、そのサムネールイメージ
に該当する動画データを初めから、あるいはそのサムネールイメージに該当するランダム
アクセスポイント位置から再生させる。また、選択されたサムネールイメージのみ再生さ
せたり、画面ウィンドウに羅列される全てのサムネールイメージを同時に再生させること
もできる。
【００４７】
　図４は、本発明の第１実施形態に係る移動通信端末機の構成を示す図である。
【００４８】
　図４を参照すると、本発明に係る移動通信端末機は、基地局との無線通信のための無線
処理部３１と、移動通信端末機の使用のための機器操作とサムネールイメージと関連した
命令の入力を受ける入力部３２と、被写体撮影のためのカメラ３３と、上記撮影された動
画やダウンロードした動画などのデータを格納する格納部３４と、動画データのコーデッ
ク情報とランダムアクセスポイントを抽出するサムネール処理部３５と、抽出されたラン
ダムアクセスポイントをデコーディングしサムネールイメージを生成するデコーダ３６と
、サムネールイメージを画面に出力するディスプレイ部３７と、ランダムアクセスポイン
トの抽出とサムネールイメージ生成、再生、及び格納を制御する制御部３８とを含む。制
御部３８は、選択されたサムネールイメージを所定サイズに拡大するサムネール拡大部３
８１、及びランダムアクセスポイントを抽出するステップ間隔とサムネールイメージの再
生間隔を調節するサムネールタイマー部３８２を含む。
【００４９】
　無線処理部３１は、移動通信基地局との通信を遂行して、文字、音声、映像データなど
の送信及び受信を担当する。入力部３２は、機器操作を始めとしてユーザから動画ブラウ
ジングに関連した命令の入力を受ける。本発明の実施形態では、サムネールイメージ処理
に関連したユーザ命令の入力を受ける装置として、動画データの要約情報をサムネールイ
メージで出力されるようにする要約情報出力命令と、サムネールイメージのうちのどれか
１つを選択する選択命令など、サムネールイメージと関連した命令の入力を受ける。カメ
ラ３３は、被写体を撮影して、これを電気的な信号として入力を受ける装置であって、停
止画または動画などを撮影することができ、照明などのカメラ補助装置を含んで構成され
ることができる。
【００５０】
　格納部３４は、プログラムメモリとデータメモリとから構成されることができ、フラッ
シュメモリ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＨＤＤのような多様な格納媒体の中から選択されることが
できる。プログラムメモリは、携帯端末機の一般的な動作を制御するためのプログラムを
含み、データメモリは動画データと、動画データから抽出されたランダムアクセスポイン
ト、及びランダムアクセスポイントをデコーディングして生成したサムネールイメージを
含んで格納する。
【００５１】
　ディスプレイ部３７は、カメラ３３により撮影された映像データまたは既に格納されて
いる映像データ、無線処理部３１を通じて転送された映像データなどを画面に表示する。
また、格納部３４に格納された少なくとも１つの動画データをユーザが容易に認識できる
ように、サムネールイメージに再生させて画面に表示する。
【００５２】
　サムネール処理部３５は、動画データのコーデック情報を抽出し、動画データからラン
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ダムアクセスポイントを抽出する。ユーザから入力部３２を通じて動画データの要約情報
出力命令が入力されると、格納部３４に格納されている動画データを検出し、最初のＩフ
レームを出力して動画データの代表映像に画面に羅列する。画面に表示される形態の例は
図２に示した通りである。
【００５３】
　制御部３８は、ユーザから入力部３２を通じてどれか１つのサムネールイメージを選択
する選択命令が入力されると、選択されたサムネールイメージに対応する動画データの格
納位置を把握し、サムネール処理部３５は、動画データのヘッダを分析してコーデック情
報を抽出し、動画データから所定のステップ間隔でランダムアクセスポイントを抽出する
。
【００５４】
　ここで、サムネールイメージが選択できるようにサムネールイメージの選択ウィンドウ
を入力部３２の方向キーなどを用いて移動させることができ、所定のステップ間隔は一定
時間間隔になることができ、制御部３８の制御下にサムネールタイマー部３８２をチェッ
クしてステップ間隔の指定を受ける。例えば、画面に羅列された最初のＩフレームから１
０分間隔で位置したＩフレームを抽出してランダムアクセスポイントとして利用する。ま
たは、画面に羅列された最初のＩフレームから１０分間隔で移動しながら５秒再生できる
フレーム配列を抽出してランダムアクセスポイントとして利用する。サムネールイメージ
を生成する間隔やサムネールイメージを再生してディスプレイする間隔は事前に設定され
た値であるとか、入力部３２を用いてユーザが設定した値を使用することができる。
【００５５】
　動画データにランダムアクセスポイントが指定されて挿入されることもできるが、この
場合には、サムネール処理部３５で動画データのヘッダを分析して、挿入されたランダム
アクセスポイントを抽出することができる。即ち、ヘッダ情報を分析して動画データに含
まれたランダムアクセスポイント個数情報、ランダムアクセスポイント位置情報を抽出し
、これを用いてランダムアクセスポイントを抽出することができる。
【００５６】
　このように抽出されたランダムアクセスポイントはデコーダ３６に出力される。デコー
ダ３６は、ランダムアクセスポイントとコーデック情報の入力を受けてランダムアクセス
ポイントをリアルタイムデコーディングし、サムネールイメージを生成してディスプレイ
部３７に出力する。ここで、抽出されたランダムアクセスポイントは実際のフレームデー
タをデコーダ３６に出力したり、フレーム位置であるファイルポインタのみをデコーダ３
６に出力することもできる。
【００５７】
　制御部３８は、選択されたサムネールイメージをサムネール拡大部３８１を用いて所定
のサイズに拡大し、サムネールタイマー部３８２を用いて一定時間間隔でデコーダ３６か
ら出力されるサムネールイメージをディスプレイ部３７に出力する。サムネール拡大部３
８１及びサムネールタイマー部３８２は、制御部３８に一体で構成されたり分離されて構
成されることができる。
【００５８】
　サムネールイメージが再生される時、そのサムネールイメージが選択されると、制御部
３８の制御により全体画面ウィンドウにサイズが拡大され、選択されたサムネールイメー
ジに該当する動画データを格納部３４から読取ってデコーダ３６を通じてデコーディング
して、初めから再生したり、選択された位置から再生する。
【００５９】
　本発明の実施形態によると、画面に羅列されたサムネールイメージを選択すると共に、
ランダムアクセスポイントを抽出してリアルタイムデコーディングし、サムネールイメー
ジを所定のサイズに拡大して再生させてディスプレイ部３７に表示することで、動画デー
タの内容をユーザが容易に認識することができる。
【００６０】
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　サムネール処理に関する本発明の他の実施形態が次の通りなされることもできる。
【００６１】
　ユーザから入力部３２を通じて動画データの要約情報出力命令が入力されると、格納部
３４に格納されている動画データを検出し、最初のＩフレームを出力して動画データの代
表映像として画面に羅列する。サムネール処理部３５は、羅列される動画データのヘッダ
を分析してコーデック情報を抽出し、所定のステップ間隔でランダムアクセスポイントを
抽出する。ランダムアクセスポイントは、デコーダ３６でデコーディングされた後、サム
ネールイメージが生成され、生成されたサムネールイメージは格納部３４に格納される。
【００６２】
　動画データを代表するサムネールイメージのうちのどれか１つのサムネールイメージが
選択されると、その動画データに対して予め生成されて格納されたサムネールイメージを
格納部３４から読み取って再生させてディスプレイ部３７に表示する。
【００６３】
　サムネール処理に関する本発明の更に他の実施形態が次の通りなされることもできる。
【００６４】
　ユーザから入力部３２を通じて動画データの要約情報出力命令が入力されると、格納部
３４に格納されている動画データを検出し、最初のＩフレームを出力して動画データの代
表映像として画面に羅列する。サムネール処理部３５は、羅列される動画データのヘッダ
を分析してコーデック情報を抽出し、所定のステップ間隔でランダムアクセスポイントを
抽出して、これを格納部３４に格納する。即ち、画面に羅列される動画データのランダム
アクセスポイントを抽出し、これを格納部３４に格納する。
【００６５】
　動画データを代表するサムネールイメージのうちのどれか１つのサムネールイメージが
選択されると、格納部３４に格納されたランダムアクセスポイントを読み取ってデコーダ
３６に出力し、ランダムアクセスポイントをリアルタイムデコーディングしてサムネール
イメージを生成し、生成されたサムネールイメージをディスプレイ部３７に出力する。
【００６６】
　前述した実施形態において、動画データを代表して選択されたサムネールイメージのサ
イズが拡大されると共に、その動画データに該当するサムネールイメージが再生されてデ
ィスプレイ部３７に出力される。ディスプレイ部３７に出力されるサムネールイメージは
、設定されたステップ間隔で連続して出力される。ディスプレイ部３７に出力されるサム
ネールイメージは、上記拡大されたサイズのウィンドウでステップ間隔で連続して出力さ
れることができる。動画データを代表して選択されたサムネールイメージのサイズを拡大
しなければ、ディスプレイ部３７に出力されるサムネールイメージは選択されたサムネー
ルイメージウィンドウでステップ間隔で連続して出力される。ディスプレイ部３７に出力
されるサムネールイメージは１つの画面に少なくとも２つ以上羅列された形態で連続して
表示されることもできるが、携帯端末機のディスプレイ装置のサイズを勘案する時、選択
されたサムネールウィンドウを拡大したサイズの１つのイメージウィンドウに連続して出
力する。このようなサムネールイメージディスプレイ方法は、前述した全ての実施形態に
適用され、また後述する他の実施形態にも適用される。
【００６７】
　ディスプレイ部３７にサムネールイメージが連続して出力されるので、ユーザは該当動
画の内容をより容易に要約された形態で認識することができる。連続して再生されるサム
ネールイメージを選択すると、それに該当する動画データを再生させる。動画データが再
生される画面のサイズはディスプレイ部３７の全画面サイズに切換えて使用することがで
きる。
【００６８】
　図５は、本発明の第２実施形態に係る移動通信端末機の構成を示す図である。図５にお
いて、無線処理部４１、入力部４２、カメラ４３、格納部４４、ディスプレイ部４７、制
御部４８、サムネール拡大部４８１、タイマー部４８２は、各々図４における無線処理部
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３１、入力部３２、カメラ３３、格納部３４、ディスプレイ部３７、制御部３８、サムネ
ール拡大部３８１、タイマー部３８２に対応し、その動作も対応するので、この構成要素
については、前述した図４の実施形態を参照し、その説明を省略する。
【００６９】
　図５に示した実施形態に係る移動通信端末機において、デコーダ４６は動画データをデ
コーディングし、サムネールイメージのデコーディングはサムネール生成部４５で遂行す
る。このために、サムネール生成部４５は、動画データのランダムアクセスポイントのコ
ーデック情報を抽出するヘッダ分析部４５１と、動画データからランダムアクセスポイン
トを抽出するサムネール抽出部４５２と、抽出されたランダムアクセスポイントをデコー
ディングし、サムネールイメージを生成するサムネールデコーダ４５３とを含む。サムネ
ールデコーダ４５３は、サムネールイメージを生成するためのサムネール生成器の実施形
態である。
【００７０】
　図５に示した実施形態に従う移動通信端末機は、動画デコーディングのための第１デコ
ーダとサムネール生成のための第２デコーダを各々具備した場合である。ここで、第１デ
コーダはデコーダ４６であり、第２デコーダはサムネール生成部４５である。
【００７１】
　ユーザから入力部４２を通じて動画データの要約情報出力命令が入力されると、格納部
４４に格納されている動画データを検出し、最初のＩフレームを出力して動画データの代
表映像として画面に羅列する。ユーザから入力部４２を通じてどれか１つのサムネールイ
メージを選択する選択命令が入力されると、格納部４４で上記選択されたサムネールイメ
ージに対応する動画データの位置を把握し、サムネール生成部４５のヘッダ分析部４５１
が動画データのヘッダを分析してコーデック情報を抽出し、サムネール抽出部４５２が動
画データから所定のステップ間隔でランダムアクセスポイントを抽出する。
【００７２】
　サムネールイメージが選択できるようにサムネールイメージの選択ウィンドウを入力部
３２の方向キーなどを用いて移動させることができ、所定のステップ間隔は一定時間間隔
になることができ、制御部４８の制御下にサムネールタイマー部４８１をチェックしてス
テップ間隔の指定を受ける。サムネールイメージを生成する間隔やサムネールイメージを
再生してディスプレイする間隔は事前に設定された値であるとか、入力部４２を用いてユ
ーザが設定した値を使用することができる。
【００７３】
　抽出されたランダムアクセスポイントは、サムネールデコーダ４５３に出力される。サ
ムネールデコーダ４５３はランダムアクセスポイントとコーデック情報の入力を受けてラ
ンダムアクセスポイントをリアルタイムデコーディングし、サムネールイメージを生成し
てディスプレイ部４７に出力する。
【００７４】
　サムネール拡大部４８１は、選択されたサムネールを所定のサイズに拡大し、サムネー
ルタイマー部４８２の時間情報を用いて制御部４８から一定時間間隔でサムネールデコー
ダ４５３から出力されるサムネールイメージをディスプレイ部４７に出力する。
【００７５】
　図５に示した本発明の実施形態によると、ランダムアクセスポイントをリアルタイムデ
コーディングしてサムネール再生するサムネールデコーダ４５３と、選択されたサムネー
ルイメージに該当する動画データをデコーディングして再生するデコーダ４６を各々用い
てサムネール再生と動画再生を処理する。
【００７６】
　図６は、本発明の実施形態に従うサムネールイメージが移動通信端末機に表示された例
を示す図である。
【００７７】
　ここでは、９個の動画データの各々に対応する９個のサムネールイメージが画面ウィン
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ドウ５１に３×３格子形態で表示されている。表示されたサムネールイメージのうちのど
れか１つが選択される。ここでは、動画データ（ｆａｆａｎ＿０１．ｍｐ４）を代表する
サムネールイメージ５２１が選択された。サムネールイメージ５２１が選択されると、そ
の選択されたサムネールイメージ５２１に該当する動画データ（ｆａｆａｎ＿０１．ｍｐ
４）に含まれているランダムアクセスポイントが抽出される。抽出されたランダムアクセ
スポイントのサムネールイメージが生成され、生成されたサムネールイメージ５２１、５
２２、５２３が連続して再生される。したがって、動画データ（ｆａｆａｎ＿０１．ｍｐ
４）の内容が要約された形態でディスプレイされる。サムネールイメージが予め生成され
て格納された場合には、その格納されたサムネールイメージが所定のステップ間隔で再生
されて連続して表示される。動画データに対して事前に抽出されたランダムアクセスポイ
ントが格納された場合には、その格納されたランダムアクセスポイントに該当するサムネ
ールイメージをリアルタイムでデコーディングして生成し、生成されたサムネールイメー
ジが所定ステップ間隔で連続して表示される。
【００７８】
　図６において、Ｓ１１０は生成された最初のサムネールイメージ５２１が拡大されて表
示されたステップであり、Ｓ１２０は生成された２番目のサムネールイメージ５２２が拡
大されて表示されたステップであり、Ｓ１３０は生成された３番目サムネールイメージ５
２３が拡大されて表示されたステップである。この実施形態に従うサムネール再生及びデ
ィスプレイ画面では、選択された動画を代表するサムネールイメージウィンドウに所定の
時間間隔でその動画データに対して生成されたサムネールイメージが連続して表示される
。選択された動画に対してリアルタイムで生成されるサムネールイメージは、このように
拡大されて連続して表示されることもでき、拡大されていないサイズで連続して表示され
ることもできる。選択された動画に対してリアルタイムで生成されるサムネールイメージ
は、画面上で他の位置に表示されることもできる。
【００７９】
　図６を参照して、本発明の実施形態に係る動画ブラウジング動作の例を説明する。ユー
ザにより選択されたｆａｆａｎ＿０１．ｍｐ４動画データのヘッダ情報を分析して３個の
Ｉフレームがランダムアクセスポイントとして抽出されたと仮定する。ヘッダ情報から抽
出されたコーデック情報を基盤にして、それに該当するデコーディング方法によりそれぞ
れのランダムアクセスポイントをデコーディングしてサムネールイメージを生成する。デ
コーディングされたランダムアクセスポイントは、動画データｆａｆａｎ＿０１．ｍｐ４
のサムネールイメージ５２１が選択されると共に、サイズが徐々に拡大されながら、生成
されたサムネールイメージ５２１～５２３を再生させて動画データ　ｆａｆａｎ＿０１．
ｍｐ４に対する要約情報をユーザに提供する。
【００８０】
　選択されたサムネールイメージのサイズに対する拡大倍率が‘２’と設定されたと仮定
すると、時間が過ぎるにつれてサムネールイメージのサイズが‘１→１．２５→１．５→
１．７５→２’形態で徐々に拡大され、サムネールイメージが出力される時間間隔を１秒
とすれば、抽出された３個のサムネールイメージはサイズが拡大されると共に、１秒間隔
で連続して出力される。前述した拡大倍率とその段階は例に過ぎないものであり、これに
制限されないことは当然である。
【００８１】
　図６に示した動画ブラウジング画面の実施形態によると、選択されたサムネールイメー
ジに該当する動画のファイル名５３、格納された日付５４、及び動画ファイルのサイズ５
５を表示することができる。また、画面ウィンドウに羅列されるサムネールイメージの個
数が表示でき、オプション（ｏｐｔｉｏｎ）、ビュー（ｖｉｅｗ）、削除（ｄｅｌ）など
のメニュー５７を含むことができる。
【００８２】
　メニュー５７のビュー（ｖｉｅｗ）は、現在再生されるサムネールイメージに該当する
動画データを全体画面に拡大させながらその動画データを再生させる。オプション（ｏｐ
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ｔｉｏｎ）メニューは再生間隔などを選択し、削除（ｄｅｌ）は該当動画を削除させる。
このようなメニュー５７はここで説明される項目に制限されず、動画ブラウジングと管理
に関連した多様な必要によって当該技術分野で自由に採択されることができる。
【００８３】
　本発明の実施形態では、動画データを代表するサムネールイメージのうちのどれか１つ
のサムネールイメージが選択されると共に、その動画データに対してリアルタイムで生成
されるサムネールイメージを徐々に拡大させてディスプレイする。このために、動画デー
タに含まれたランダムアクセスポイントをリアルタイムデコーディングしてサムネールイ
メージを生成し再生する。選択されたサムネールイメージを選択されていないサムネール
イメージと差別化されるように画面に浮上させることによって、ユーザが動画データ情報
を容易に認識することができる。
【００８４】
　本発明は、移動通信端末機に限定されず、ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ
　ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、ＰＭＰ（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｐｌａ
ｙｅｒ）などの携帯端末機及び動画再生機能がある動画再生装置に適用される。
【００８５】
　以上、本発明に対してその実施形態を中心として説明したが、本発明が属する技術分野
で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的な技術範囲内で上記本発明の詳細な説
明と他の形態の実施形態を具現することができる。ここで、本発明の本質的技術範囲は特
許請求範囲に表れており、それと同等の範囲内にある全ての差異点は本発明に含まれるこ
とと解釈されるべきである。
【００８６】
　本発明は、動画再生機能がある移動通信端末機、ＰＤＡ、ＰＭＰなどの端末機に適用可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】サムネールイメージが表示された画面の例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係るサムネールイメージが表示された画面を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るサムネールイメージ表示方法を示すフローチャートであ
る。
【図４】本発明の実施形態に係る移動通信端末機の構成を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係る移動通信端末機の構成を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係るサムネールイメージが移動通信端末機に表示された例を
示す図である。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画ブラウジング方法であって、該方法は、
　複数の動画ファイルの中から選択するために用いられる情報を表示するステップと、
　該複数の動画ファイルのうちの少なくとも１つのためのそれぞれのイメージのうちの少
なくとも１つを表示するステップと、
　該複数の動画ファイルの中から動画ファイルを選択するための入力を受信するステップ
と、
　複数のサムネールイメージを表示するステップであって、該複数のサムネールイメージ
は、該選択された動画ファイルに含まれており、所定の間隔で離間されている、ステップ
と
　を含む、方法。
【請求項２】
　複数のサムネールイメージを表示する前記ステップは、
　前記選択された動画ファイルから少なくとも１つのランダムアクセスポイントを抽出す
るステップと、
　該少なくとも１つのランダムアクセスポイントをデコーディングし、該複数のサムネー
ルイメージを生成するステップと、
　該生成された複数のサムネールイメージを表示するステップと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のサムネールイメージを表示する前記ステップは、
　格納装置から前記選択された動画ファイルの少なくとも１つの予め格納されたランダム
アクセスポイントを読み出すステップと、
　該少なくとも１つの予め格納されたランダムアクセスポイントをデコーディングし、該
複数のサムネールイメージを生成するステップと、
　該複数のサムネールイメージを出力するステップと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　表示する前記ステップは、
　前記選択された動画ファイルのための複数の予め生成されたサムネールイメージを読み
出すステップと、
　該複数の予め生成されたサムネールイメージを出力するステップと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　選択するために用いられる前記情報は、前記複数の動画ファイルの各々を代表する文字
、または該複数の動画ファイルの各々のためのファイル名のリストを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記複数のサムネールイメージを表示する前記ステップは、
　前記選択された動画ファイルを代表するアイコンを拡大するステップ
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
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　前記代表的なイメージのうちの前記少なくとも１つは、前記選択された動画ファイルの
Ｉフレームである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ランダムアクセスポイントの各々は、所定の間隔で挿入されて独立的なイメージを
再生することが可能なＩフレームのうちの１つであるか、またはＭＰＥＧシリーズ、Ｈ．
２６１またはＨ．２６４における所定のセクションにおいてイメージを復元および再生す
ることが可能なフレーム配列である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の動画ファイルは、リアルタイムにカメラから取得される、請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記選択された動画ファイルを再選択するための入力を受信するステップと、
　該選択された動画ファイルを再生するステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記再生する前記ステップの前に、
　前記複数のサムネールイメージのサイズを拡大するステップ
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　モバイル機器であって、
　格納ユニットと、
　動画ファイルをデコードおよび再生するための第１のデコーディングユニットと、
　該選択された動画ファイルから複数のサムネールイメージをデコードおよび生成するた
めの第２のデコーディングユニットであって、該複数のサムネールイメージは所定の間隔
で離間されている、第２のデコーディングユニットと、
　該再生された動画と該生成された複数のサムネールイメージとを表示するディスプレイ
ユニットと、
　複数の動画ファイルの中から動画ファイルを選択するためのコマンドを受信する入力ユ
ニットと、
　制御ユニットであって、該格納ユニット、該第１のデコーディングユニット、該第２の
デコーディングユニットおよび該ディスプレイユニットを制御する制御ユニットと
　を含む、モバイル機器。
【請求項１３】
　前記生成されたサムネールイメージは、前記選択された動画ファイルから抽出された少
なくとも１つのランダムアクセスポイントから、リアルタイムに前記第２のデコーディン
グユニットによって生成される、請求項１２に記載のモバイル機器。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのランダムアクセスポイントは、前記選択された動画ファイルおよ
から予め抽出され、前記格納ユニットに格納されている、請求項１２に記載のモバイル機
器。
【請求項１５】
　前記複数のサムネールイメージは、前記選択された動画ファイルから予め生成され、前
記格納ユニットに格納されている、請求項１２に記載のモバイル機器。
【請求項１６】
　カメラをさらに含み、前記選択された動画ファイルは、リアルタイムに該カメラから取
得される、請求項１２に記載のモバイル機器。
【請求項１７】
　前記選択された動画ファイルは、前記ユーザに対する前記複数の動画ファイルの各々を
代表する文字または該複数の動画ファイルの各々を代表するファイル名のリストの中から
のコマンドによって選択される、請求項１２に記載のモバイル機器。
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【請求項１８】
　動画ファイルが選択されたときに、該選択された動画ファイルを代表するアイコンが拡
大される、請求項１７に記載のモバイル機器。
【請求項１９】
　前記コントローラは、前記選択された動画ファイルを再選択するための入力が前記ユー
ザによって受信されたときに、該選択された動画ファイルをデコードおよび再生するよう
に前記第１のデコーダに命令する、請求項１２に記載のモバイル機器。
【請求項２０】
　前記コントローラは、前記選択された動画ファイルを再生する前に、前記複数のサムネ
ールイメージのサイズを拡大するように前記ディスプレイユニットに命令する、請求項１
９に記載のモバイル機器。
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【国際調査報告】
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