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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信装置に接続される映像デ
ータ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、
　前記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された
映像データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装
置に送信する第２送信手段と、
　を有し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記第１送信手段によって送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信
手段と、
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　前記ライブ映像を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記第２送信手段によって送信された映像データを受信する第２受信手段と、
　前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された映像データを記録する第２
記録手段と、
　を有し、
　前記映像データ送信装置は、
　前記映像データを複数のセグメントデータに分割する分割手段と、
　各セグメントデータ又は外部入力信号からイベントを検知するイベント検知手段と、
　過去から各セグメントデータが撮影されるまでの間にイベントが検知されたセグメント
データの数の累計をカウントするイベントカウント手段と、
　イベントが検知されたセグメントデータに、増加済みのカウンタの累計を示すイベント
カウンタ情報とイベントが検知されたことを示すイベントフラグとを付加し、イベントが
検知されていないセグメントデータにイベントカウンタ情報を付加する付加手段と、
　を更に有し、
　前記第１記録手段は、前記付加手段による付加処理がなされた各セグメントデータを記
録し、
　前記第１送信手段は、前記付加手段による付加処理がなされた各セグメントデータを送
信し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記第１受信手段によって受信された各セグメントデータのイベントカウンタ情報が示
すカウントの累計の変化と、セグメントデータに付帯されているイベントフラグの有無と
に応じて、セグメントデータの送信要求を前記映像データ送信装置に対して行う制御手段
を更に有する、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項２】
　映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信装置に接続される映像デ
ータ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、
　前記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された
映像データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装
置に送信する第２送信手段と、
　を有し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記第１送信手段によって送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信
手段と、
　前記ライブ映像を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記第２送信手段によって送信された映像データを受信する第２受信手段と、
　前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された映像データを記録する第２
記録手段と、
　を有し、
　前記映像データ送信装置は、
　前記映像データを複数のセグメントデータに分割する分割手段と、
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　各セグメントデータ又は外部入力信号からイベントを検知するイベント検知手段と、
　過去から各セグメントデータが撮影されるまでの間にイベントが検知されたセグメント
データの数の累計をカウントするイベントカウント手段と、
　イベントが検知されたセグメントデータに、増加前のカウンタの累計を示すイベントカ
ウンタ情報とイベントが検知されたことを示すイベントフラグとを付加し、当該イベント
が検知されたセグメントデータの次のセグメントデータから、増加済みのカウンタの累計
を示すイベントカウンタ情報を付加する付加手段と、
　を更に有し、
　前記第１記録手段は、前記付加手段による付加処理がなされた各セグメントデータを記
録し、
　前記第１送信手段は、前記付加手段による付加処理がなされた各セグメントデータを送
信し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記第１受信手段によって受信された各セグメントデータのイベントカウンタ情報が示
すカウントの累計の変化と、セグメントデータに付帯されているイベントフラグの有無と
に応じて、セグメントデータの送信要求を前記映像データ送信装置に対して行う制御手段
を更に有する、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の映像データ管理システムであって、
　前記制御手段は、前記第１受信手段によって受信された第１のセグメントデータのイベ
ントカウンタ情報が示すカウントの累計が、前記第１のセグメントデータの直前に前記第
１受信手段によって受信された第２のセグメントデータのイベントカウンタ情報が示すカ
ウントの累計よりも増加し、かつ、前記第１のセグメントデータにイベントフラグが付帯
されていない場合に、イベントが検知されたセグメントデータを含む１個又は複数個の連
続したセグメントデータが欠落したと判断し、前記欠落したセグメントデータの送信要求
を前記映像データ送信装置に対して行う、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の映像データ管理システムであって、
　前記制御手段は、前記第１のセグメントデータが撮影された時間と前記第２のセグメン
トデータが撮影された時間との間の時間に撮影された１個又は複数個の連続した第３のセ
グメントデータを前記欠落したセグメントデータとして送信要求を行う、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項５】
　請求項３又は請求項４に記載の映像データ管理システムであって、
　前記制御手段は、欠落した一連のセグメントデータがイベント検知されたセグメントデ
ータを含む場合に、イベント検知されたセグメントデータを含まない欠落した一連のセグ
メントデータよりも優先して送信要求する、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項６】
　映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信装置に接続される映像デ
ータ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
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送信手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、
　前記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された
映像データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装
置に送信する第２送信手段と、
　を有し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記第１送信手段によって送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信
手段と、
　前記ライブ映像を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記第２送信手段によって送信された映像データを受信する第２受信手段と、
　前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された映像データを記録する第２
記録手段と、
　を有し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記通信回線の障害期間の長さが予め設定された第１閾値以上となる場合に、前記通信
回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像データの送信要求を前記映像デ
ータ送信装置に対して行う制御手段を更に有し、
　前記第１閾値は、イベントが発生していると想定される時間の長さである、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項７】
　映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信装置に接続される映像デ
ータ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、
　前記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された
映像データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装
置に送信する第２送信手段と、
　を有し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記第１送信手段によって送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信
手段と、
　前記ライブ映像を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記第２送信手段によって送信された映像データを受信する第２受信手段と、
　前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された映像データを記録する第２
記録手段と、
　を有し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記通信回線の障害期間の前後に受信した映像データの差が予め設定された第２閾値以
上となる場合に、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像デー
タの送信要求を前記映像データ送信装置に対して行う制御手段を更に有し、
　前記第２閾値は、イベントが発生したと想定される程度の映像データの差である、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
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【請求項８】
　映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信装置に接続される映像デ
ータ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、
　前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、
　前記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された
映像データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装
置に送信する第２送信手段と、
　を有し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記第１送信手段によって送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信
手段と、
　前記ライブ映像を表示手段に表示させる表示制御手段と、
　前記第２送信手段によって送信された映像データを受信する第２受信手段と、
　前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された映像データを記録する第２
記録手段と、
　を有し、
　前記映像データ管理装置は、
　前記通信回線の障害期間の長さが予め設定された第１閾値以上となり、かつ、前記通信
回線の障害期間の前後に受信した映像データの差が予め設定された第２閾値以上となる場
合に、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像データの送信要
求を前記映像データ送信装置に対して行う制御手段を更に有し、
　前記第１閾値は、イベントが発生していると想定される時間の長さであり、
　前記第２閾値は、イベントが発生したと想定される程度の映像データの差である、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　前記通信回線の障害期間中、前記撮像手段によって取得されライブ映像として送信され
る予定の映像データを、前記第１送信手段に送信させない手段を更に有する、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　前記送信される予定の映像データが前記第１送信手段によって送信されない場合、前記
第１記録手段に記録されている映像データのうち前記第１送信手段によって送信されない
映像データと同一の映像データに未送信のマークを付与する手段を更に有する、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項１１】
　請求項９又は請求項１０に記載の映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　前記送信される予定の映像データが前記第１送信手段によって送信されない場合、前記
第１記録手段に記憶されている映像データのうち前記第１送信手段によって送信されない
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映像データと同一の映像データを未送信ディレクトリに移動させる手段を更に有する、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の映像データ管理システムであって、
　前記映像データ送信装置は、
　映像データを暗号化する暗号化手段と、
　を更に有し、
　前記第１記録手段は、暗号化された映像データを記録し、
　前記第１送信手段は、暗号化された映像データをライブ映像として前記映像データ管理
装置に送信し、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって新たに取得されて暗号化さ
れた映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信し、
　前記第２送信手段は、前記通信回線の障害期間中の暗号化された映像データを前記第１
記録手段から取得して前記映像データ管理装置に送信し、
　前記映像データ管理装置は、
　暗号化された映像データを復号する復号手段を更に有し、
　前記表示制御手段は、復号された映像データに基づくライブ映像を表示手段に表示させ
、
　前記第２記録手段は、前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信され暗号化
された映像データを記録する、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の映像データ管理システムであって、
　前記映像データ管理装置は、
　暗号化された映像データを復号するための復号プログラムを生成するプログラム生成手
段と、
　前記第２記録手段に記録され暗号化された映像データと前記復号プログラムとを可搬性
記録媒体に書き込む書込手段と、
　を更に有し、
　前記復号プログラムは、仮想ファイルシステムを用いて映像データの再生を可能とする
、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の映像データ管理システムであって、
　前記書込手段は、暗号化された映像データを本来の映像データ格納用ディレクトリとは
異なるディレクトリに格納する、
　ことを特徴とする映像データ管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置から離れた場所に設置された装置に、撮像装置によって取得された
映像データを送信する装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　監視カメラを用いた監視システムにより、防犯や事故防止等を監視することが行われて
いる。この種の監視システムは、監視対象となる場所に設置された監視カメラと、監視カ
メラから映像データを取得する監視センタとを含み、複数地点の映像を監視センタにおい
て人が集中的に監視することが可能となっている。
【０００３】
　ところで、監視カメラと監視センタとが近接していれば、それらを専用線で接続するこ
とも考えられるが、監視センタから遠く離れた場所に監視カメラを設置する場合、専用線
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を設置するとコストが増大し、現実的ではない。そこで、インターネット等の公衆通信回
線を利用して監視システムを構築することが検討されている。通信プロトコルには、例え
ばＴＣＰ／ＩＰ等が一般的に利用されている。
【０００４】
　しかしながら、インターネット等の公衆通信回線を用いる場合、回線が混み合ってネッ
トワーク負荷が増大し、映像データが欠落することがある。また、回線が切断される場合
もあり、その場合にはライブ映像を監視センタに送ることができないため、リアルタイム
での監視が不可能となる。
【０００５】
　ネットワークの不備に対処するものとして、例えば特許文献１には、ネットワークを介
して送られたデジタル動画像に欠落が生じた場合、欠落した動画像を記録装置から取得す
る装置が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、端末装置と監視センタとの間に通信リンクが形成されるまでの
期間における映像データを記録し、記録映像又はリアルタイム映像のいずれかを、端末装
置から送信するシステムが開示されている。
【０００７】
　また、特許文献３には、高品位視聴が可能なデータの中から通信回線の伝送速度に合わ
せてリアルタイムで視聴することが可能なデータを選択してリアルタイムで転送し、リア
ルタイム視聴が終了した時点で、リアルタイム転送時に送信しなかったデータを送り、後
から視聴する時には高品位の視聴を可能とする装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－２６４７９０号公報
【特許文献２】特開２００５－１１７３３３号公報
【特許文献３】特許第４５２６２９４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、通信回線に障害が発生した場合に未送信データを保持し続け、通信回線が復
旧した後、保持しておいた未送信データから優先的に送信するよう規定された通信プロト
コルがある。例えば、信頼性が比較的高いＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）が、その通信プロトコルに該当する。このような通信プロト
コルを監視システムに採用すると、通信回線が復旧した後、保持しておいた未送信分の映
像データが、ライブ映像に優先して古い順から監視センタに送られることになる。しかし
ながら、通信障害時の古い映像データがライブ映像に優先して監視センタに送られると、
ユーザは過去の映像を閲覧することになり、ライブ映像によってリアルタイムで監視をす
ることができなくなる。一方で、通信障害時に発生したイベントを確認したい場合等には
、その通信障害時の映像データが必要となることがある。
【００１０】
　本発明の目的は、通信回線に障害が発生した場合に未送信データを保持し続けるよう規
定された通信プロトコルに従って映像データを送信する場合に、通信回線の復旧後にライ
ブ映像を送信するとともに、通信障害中の映像データを送信することが可能な映像データ
送信装置及び映像データ管理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　請求項１に係る発明は、映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信
装置に接続される映像データ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、前
記映像データ送信装置は、対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と



(8) JP 6180780 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

、前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、前
記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像
データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装置に
送信する第２送信手段と、を有し、前記映像データ管理装置は、前記第１送信手段によっ
て送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信手段と、前記ライブ映像を
表示手段に表示させる表示制御手段と、前記第２送信手段によって送信された映像データ
を受信する第２受信手段と、前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された
映像データを記録する第２記録手段と、を有し、前記映像データ送信装置は、前記映像デ
ータを複数のセグメントデータに分割する分割手段と、各セグメントデータ又は外部入力
信号からイベントを検知するイベント検知手段と、過去から各セグメントデータが撮影さ
れるまでの間にイベントが検知されたセグメントデータの数の累計をカウントするイベン
トカウント手段と、イベントが検知されたセグメントデータに、増加済みのカウンタの累
計を示すイベントカウンタ情報とイベントが検知されたことを示すイベントフラグとを付
加し、イベントが検知されていないセグメントデータにイベントカウンタ情報を付加する
付加手段と、を更に有し、前記第１記録手段は、前記付加手段による付加処理がなされた
各セグメントデータを記録し、前記第１送信手段は、前記付加手段による付加処理がなさ
れた各セグメントデータを送信し、前記映像データ管理装置は、前記第１受信手段によっ
て受信された各セグメントデータのイベントカウンタ情報が示すカウントの累計の変化と
、セグメントデータに付帯されているイベントフラグの有無とに応じて、セグメントデー
タの送信要求を前記映像データ送信装置に対して行う制御手段を更に有する、ことを特徴
とする映像データ管理システムである。
【００３７】
　請求項２に係る発明は、映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信
装置に接続される映像データ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、前
記映像データ送信装置は、対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と
、前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、前
記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像
データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装置に
送信する第２送信手段と、を有し、前記映像データ管理装置は、前記第１送信手段によっ
て送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信手段と、前記ライブ映像を
表示手段に表示させる表示制御手段と、前記第２送信手段によって送信された映像データ
を受信する第２受信手段と、前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された
映像データを記録する第２記録手段と、を有し、前記映像データ送信装置は、前記映像デ
ータを複数のセグメントデータに分割する分割手段と、各セグメントデータ又は外部入力
信号からイベントを検知するイベント検知手段と、過去から各セグメントデータが撮影さ
れるまでの間にイベントが検知されたセグメントデータの数の累計をカウントするイベン
トカウント手段と、イベントが検知されたセグメントデータに、増加前のカウンタの累計
を示すイベントカウンタ情報とイベントが検知されたことを示すイベントフラグとを付加
し、当該イベントが検知されたセグメントデータの次のセグメントデータから、増加済み
のカウンタの累計を示すイベントカウンタ情報を付加する付加手段と、を更に有し、前記
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第１記録手段は、前記付加手段による付加処理がなされた各セグメントデータを記録し、
前記第１送信手段は、前記付加手段による付加処理がなされた各セグメントデータを送信
し、前記映像データ管理装置は、前記第１受信手段によって受信された各セグメントデー
タのイベントカウンタ情報が示すカウントの累計の変化と、セグメントデータに付帯され
ているイベントフラグの有無とに応じて、セグメントデータの送信要求を前記映像データ
送信装置に対して行う制御手段を更に有する、ことを特徴とする映像データ管理システム
である。
【００３８】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は請求項２に記載の映像データ管理システムであっ
て、前記制御手段は、前記第１受信手段によって受信された第１のセグメントデータのイ
ベントカウンタ情報が示すカウントの累計が、前記第１のセグメントデータの直前に前記
第１受信手段によって受信された第２のセグメントデータのイベントカウンタ情報が示す
カウントの累計よりも増加し、かつ、前記第１のセグメントデータにイベントフラグが付
帯されていない場合に、イベントが検知されたセグメントデータを含む１個又は複数個の
連続したセグメントデータが欠落したと判断し、前記欠落したセグメントデータの送信要
求を前記映像データ送信装置に対して行う、ことを特徴とする。
【００３９】
　請求項４に係る発明は、請求項３に記載の映像データ管理システムであって、前記制御
手段は、前記第１のセグメントデータが撮影された時間と前記第２のセグメントデータが
撮影された時間との間の時間に撮影された１個又は複数個の連続した第３のセグメントデ
ータを前記欠落したセグメントデータとして送信要求を行う、ことを特徴とする。
【００４０】
　請求項５に係る発明は、請求項３又は請求項４に記載の映像データ管理システムであっ
て、前記制御手段は、欠落した一連のセグメントデータがイベント検知されたセグメント
データを含む場合に、イベント検知されたセグメントデータを含まない欠落した一連のセ
グメントデータよりも優先して送信要求する、ことを特徴とする。
【００４１】
　請求項６に係る発明は、映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信
装置に接続される映像データ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、前
記映像データ送信装置は、対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と
、前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、前
記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像
データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装置に
送信する第２送信手段と、を有し、前記映像データ管理装置は、前記第１送信手段によっ
て送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信手段と、前記ライブ映像を
表示手段に表示させる表示制御手段と、前記第２送信手段によって送信された映像データ
を受信する第２受信手段と、前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された
映像データを記録する第２記録手段と、を有し、前記映像データ管理装置は、前記通信回
線の障害期間の長さが予め設定された第１閾値以上となる場合に、前記通信回線の障害期
間中に前記撮像手段によって取得された映像データの送信要求を前記映像データ送信装置
に対して行う制御手段を更に有し、前記第１閾値は、イベントが発生していると想定され
る時間の長さである、ことを特徴とする映像データ管理システムである。
【００４２】
　請求項７に係る発明は、映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信
装置に接続される映像データ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、前



(10) JP 6180780 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

記映像データ送信装置は、対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と
、前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、前
記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像
データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装置に
送信する第２送信手段と、を有し、前記映像データ管理装置は、前記第１送信手段によっ
て送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信手段と、前記ライブ映像を
表示手段に表示させる表示制御手段と、前記第２送信手段によって送信された映像データ
を受信する第２受信手段と、前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された
映像データを記録する第２記録手段と、を有し、前記映像データ管理装置は、前記通信回
線の障害期間の前後に受信した映像データの差が予め設定された第２閾値以上となる場合
に、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像データの送信要求
を前記映像データ送信装置に対して行う制御手段を更に有し、前記第２閾値は、イベント
が発生したと想定される程度の映像データの差である、ことを特徴とする映像データ管理
システムである。
【００４３】
　請求項８に係る発明は、映像データ送信装置と、通信回線を介して前記映像データ送信
装置に接続される映像データ管理装置と、を備えた映像データ管理システムであって、前
記映像データ送信装置は、対象エリアを撮影することで映像データを取得する撮像手段と
、前記撮像手段によって取得された映像データをライブ映像として前記通信回線を介して
前記映像データ管理装置に送信する第１送信手段であって、前記通信回線に障害が発生し
、その後、前記通信回線が復旧した場合、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によ
って取得された映像データを送信せずに、前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって
新たに取得された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信する第１
送信手段と、前記撮像手段によって取得された映像データを記録する第１記録手段と、前
記通信回線の復旧後、前記通信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像
データを前記第１記録手段から取得し、前記通信回線を介して前記映像データ管理装置に
送信する第２送信手段と、を有し、前記映像データ管理装置は、前記第１送信手段によっ
て送信された映像データをライブ映像として受信する第１受信手段と、前記ライブ映像を
表示手段に表示させる表示制御手段と、前記第２送信手段によって送信された映像データ
を受信する第２受信手段と、前記第１受信手段及び前記第２受信手段によって受信された
映像データを記録する第２記録手段と、を有し、前記映像データ管理装置は、前記通信回
線の障害期間の長さが予め設定された第１閾値以上となり、かつ、前記通信回線の障害期
間の前後に受信した映像データの差が予め設定された第２閾値以上となる場合に、前記通
信回線の障害期間中に前記撮像手段によって取得された映像データの送信要求を前記映像
データ送信装置に対して行う制御手段を更に有し、前記第１閾値は、イベントが発生して
いると想定される時間の長さであり、前記第２閾値は、イベントが発生したと想定される
程度の映像データの差である、ことを特徴とする映像データ管理システムである。
【００４７】
　請求項９に係る発明は、請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の映像データ管理
システムであって、前記映像データ送信装置は、前記通信回線の障害期間中、前記撮像手
段によって取得されライブ映像として送信される予定の映像データを、前記第１送信手段
に送信させない手段を更に有する、ことを特徴とする。
　請求項１０に係る発明は、請求項９に記載の映像データ管理システムであって、前記映
像データ送信装置は、前記送信される予定の映像データが前記第１送信手段によって送信
されない場合、前記第１記録手段に記録されている映像データのうち前記第１送信手段に
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よって送信されない映像データと同一の映像データに未送信のマークを付与する手段を更
に有する、ことを特徴とする。
　請求項１１に係る発明は、請求項９又は請求項１０に記載の映像データ管理システムで
あって、前記映像データ送信装置は、前記送信される予定の映像データが前記第１送信手
段によって送信されない場合、前記第１記録手段に記憶されている映像データのうち前記
第１送信手段によって送信されない映像データと同一の映像データを未送信ディレクトリ
に移動させる手段を更に有する、ことを特徴とする。
【００４８】
　請求項１２に係る発明は、請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の映像データ
管理システムであって、前記映像データ送信装置は、映像データを暗号化する暗号化手段
と、を更に有し、前記第１記録手段は、暗号化された映像データを記録し、前記第１送信
手段は、暗号化された映像データをライブ映像として前記映像データ管理装置に送信し、
前記通信回線の復旧後に前記撮像手段によって新たに取得されて暗号化された映像データ
をライブ映像として前記映像データ管理装置に送信し、前記第２送信手段は、前記通信回
線の障害期間中の暗号化された映像データを前記第１記録手段から取得して前記映像デー
タ管理装置に送信し、前記映像データ管理装置は、暗号化された映像データを復号する復
号手段を更に有し、前記表示制御手段は、復号された映像データに基づくライブ映像を表
示手段に表示させ、前記第２記録手段は、前記第１受信手段及び前記第２受信手段によっ
て受信され暗号化された映像データを記録する、ことを特徴とする。
【００４９】
　請求項１３に係る発明は、請求項１２に記載の映像データ管理システムであって、前記
映像データ管理装置は、暗号化された映像データを復号するための復号プログラムを生成
するプログラム生成手段と、前記第２記録手段に記録され暗号化された映像データと前記
復号プログラムとを可搬性記録媒体に書き込む書込手段と、を更に有し、前記復号プログ
ラムは、仮想ファイルシステムを用いて映像データの再生を可能とする、ことを特徴とす
る。
【００５０】
　請求項１４に係る発明は、請求項１３に記載の映像データ管理システムであって、前記
書込手段は、暗号化された映像データを本来の映像データ格納用ディレクトリとは異なる
ディレクトリに格納する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明によると、通信回線が復旧した場合、通信回線の障害期間中に撮像手段によって
取得された映像データを送信せずに、通信回線の復旧後に撮像手段によって取得された映
像データを送信することで、通信回線の復旧後にライブ映像を送信することが可能となる
。また、撮像手段によって取得された映像データを記録しておくことで、通信回線の障害
期間中に取得された映像データを送信することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態に係る映像データ送信システムの一例を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る撮像装置の一例を示すブロック図である。
【図３】本実施形態に係る切捨て部の一例を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る映像データ管理装置の一例を示すブロック図である。
【図５】変形例に係る撮像装置の一例を示すブロック図である。
【図６】セグメントデータのデータ構造の一例を示す模式図である。
【図７】イベントカウンタの変化の流れの一例を示す模式図である。
【図８】変形例に係る映像データ管理装置の一例を示すブロック図である。
【図９】ＢＤ規格の説明図である。
【図１０】オーサリング部の一例を示すブロック図である。
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【図１１】暗号化の説明図である。
【図１２】ＢＤにおけるＶＦＳ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）の説明図で
ある。
【図１３】復号化の説明図である。
【図１４】復号化の説明図である。
【図１５】汎用再生装置の画面の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　図１に、本発明の実施形態に係る映像データ管理システムの一例を示す。映像データ管
理システム１は、撮像装置１０及び映像データ管理装置５０を含み、撮像装置１０及び映
像データ管理装置５０は、通信回線としてのネットワークＮを介して接続されている。例
えば、インターネット等の公衆通信回線がネットワークＮとして利用される。通信プロト
コルは一例としてＴＣＰである。撮像装置１０は監視カメラの一例に相当し、映像データ
管理装置５０は監視センタの一例に相当する。撮像装置１０によって取得された映像デー
タが、ネットワークＮを介して映像データ管理装置５０に送信され、映像データ管理装置
５０においてユーザが映像データに基づいて監視することが可能となっている。なお、図
１に示す例では、１つの撮像装置１０がネットワークＮに接続されているが、複数の撮像
装置１０がネットワークＮに接続されていてもよい。複数の撮像装置１０をネットワーク
Ｎに接続することで、複数地点の映像を映像データ管理装置５０にて集中的に管理し、複
数地点の映像を用いて監視することが可能となる。
【００５４】
（撮像装置１０）
　図２に、撮像装置１０の一例を示す。撮像装置１０は、撮像部１２、エンコーダ１４、
分割部１６、暗号化部１８、切捨て部２２、送受信部２４、記録処理部２６、ローカルス
トレージ２８、読み出し部３０、再送受信部３２及び回線障害検出部３８を含む。なお、
撮像装置１０は、ＣＰＵ等のプロセッサ、メモリ及びデータバス等を備え、メモリに記憶
されたプログラムをＣＰＵが実行することにより、各部の機能が実現される。
【００５５】
　撮像部１２は例えば監視カメラであり、対象エリアを撮像して映像データを取得する。
【００５６】
　エンコーダ１４は、撮像部１２によって取得された映像データをストリームファイルに
変換する。
【００５７】
　分割部１６は、ストリームファイルを複数のセグメントデータに分割する。例えば、分
割部１６は、ストリームファイルを単位時間長さの複数のセグメントデータに分割する。
単位時間の長さは任意であり、例えば、ストリームファイルを１０秒間隔（単位時間）で
分割することで、再生時間が１０秒間の複数のセグメントデータを生成する。また、分割
部１６は、例えば、複数のセグメントデータに連続した通し番号を与える。各セグメント
データのファイル名に番号を含ませてもよいし、各セグメントデータのメタデータに番号
を含ませてもよい。
【００５８】
　暗号化部１８は、予め与えられた暗号化鍵２０（パスワード等）を用いて、複数のセグ
メントデータを暗号化して切捨て部２２及び記録処理部２６に出力する。暗号化部１８に
よる暗号化処理は、分割部１６による分割処理の前に実行されてもよいし、後に実行され
てもよい。なお、暗号化部１８を設けず、セグメントデータの暗号化を行わなくてもよい
。
【００５９】
　切捨て部２２は、ネットワークＮに障害が発生し、ライブ映像用の映像データの送信が
完了できない場合、暗号化部１８にて暗号化されたストリームファイルをセグメントデー
タ単位で破棄（削除）する。ネットワークＮの障害として、例えば回線の断線や一時的な
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帯域不足等が考えられる。ネットワークＮが復旧した場合、切捨て部２２は、ライブ映像
用のストリームファイルをセグメントデータ単位で送受信部２４に出力する。
【００６０】
　送受信部２４は、切捨て部２２によって破棄されていないストリームファイルをセグメ
ントデータ単位で映像データ管理装置５０に送信する。送受信部２４は、当該ストリーム
ファイルをライブ映像として映像データ管理装置５０に送信する。
【００６１】
　記録処理部２６は、ストリームファイル（セグメントデータ）をローカルストレージ２
８に記憶させる。記録処理部２６は、撮像部１２によって取得されたすべてのストリーム
ファイルをローカルストレージ２８に記憶させてもよいし、切捨て部２２によって破棄さ
れて送受信部２４によって送信されなかったストリームファイルのみをローカルストレー
ジ２８に記憶させてもよい。記録処理部２６は、切捨て部２２によって破棄されて送受信
部２４によって送信されなかったストリームファイルに未送信のマークを付与してもよい
。また、記録処理部２６は、切捨て部２２によって破棄されて送受信部２４によって送信
されなかったストリームファイルを、ローカルストレージ２８の未送信ディレクトリに記
憶させてもよい。
【００６２】
　読み出し部３０は、ネットワークＮが復旧した後、ネットワークＮの障害期間中に撮像
部１２によって取得されたストリームファイルの再送要求を映像データ管理装置５０から
受けた場合、再送要求対象のストリームファイルをローカルストレージ２８から読み出し
、再送受信部３２に出力する。
【００６３】
　再送受信部３２は、セグメントデータの再送要求を映像データ管理装置５０から受信し
、当該再送要求を読み出し部３０に出力する。また、再送受信部３２は、読み出し部３０
によって読み出されたストリームファイルをセグメントデータ単位で映像データ管理装置
５０に送信する。なお、再送受信部３２は、再送要求対象のセグメントデータに再送であ
ることを示すマークを付与してもよい。ネットワークＮが復旧しているため、送受信部２
４及び再送受信部３２はそれぞれ並行してセグメントデータを映像データ管理装置５０に
送信する。再送受信部３２によって再送対象のセグメントデータの送信が完了した場合、
記録処理部２６は、当該再送対象のセグメントデータをローカルストレージ２８から削除
してもよい。ローカルストレージ２８は撮像装置１０に設置された記録装置であり、記録
容量が比較的小さい場合があるため、送信済みのセグメントデータを削除することで、記
録容量が節約される。または、記録処理部２６は、映像データ管理装置５０に記録が完了
したセグメントデータをローカルストレージ２８から削除してもよい。例えば、記録処理
部２６は、ローカルストレージ２８に記憶されているセグメントデータのファイル名等の
リストと、後述する映像データ管理装置５０の記録装置５６に記録されているセグメント
データのファイル名等のリストとを比較し、両リストにてファイル名が一致するセグメン
トデータを、ローカルストレージ２８から削除する。
【００６４】
　回線障害検出部３８は、ネットワークＮの障害（回線障害）を検出し、また、ネットワ
ークＮの復旧（回線復旧）を検出する。例えば、回線障害検出部３８は、送受信されるデ
ータのパケットを監視して整合性を確認したり、必要に応じて監視用パケットの送受信を
行ってネットワークＮと通信相手の状態を確認したり、回線障害と回線復旧を検出して撮
像装置１０内の必要な各部に検出結果を出力したりする。
【００６５】
　図３に、切捨て部２２の具体的な構成を示す。切捨て部２２は、例えば、第１バッファ
２２Ａ、第２バッファ２２Ｂ及びスイッチ２２Ｃ，２２Ｄを含む。第１バッファ２２Ａ及
び第２バッファ２２Ｂは記憶部であり、暗号化されたセグメントデータが一時的に書き込
まれる。スイッチ２２Ｃは、第１バッファ２２Ａ及び第２バッファ２２Ｂの出力側と、送
受信部２４との間に設けられ、第１バッファ２２Ａ又は第２バッファ２２Ｂから送受信部
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２４へのセグメントデータの出力を切り替える。スイッチ２２Ｄは、暗号化部１８の出力
側と、第１バッファ２２Ａ及び第２バッファ２２Ｂの入力側との間に設けられ、第１バッ
ファ２２Ａ又は第２バッファ２２Ｂへのセグメントデータの入力を切り替える。
【００６６】
　例えば図３（ａ）に示すように、スイッチ２２Ｃによって第１バッファ２２Ａと送受信
部２４とが接続されると、送受信部２４は、第１バッファ２２Ａに記憶されているセグメ
ントデータを送信する。その送信が完了するまで、スイッチ２２Ｄによって第２バッファ
２２Ｂと暗号化部１８とが接続され、暗号化されたセグメントデータが第２バッファ２２
Ｂに書き込まれて記憶される。セグメントデータが既に第２バッファ２２Ｂに記憶されて
いる場合、既に記憶されていたセグメントデータに対して新たなセグメントデータを上書
きすることで、新たなセグメントデータを第２バッファ２２Ｂに記憶させる。
【００６７】
　第１バッファ２２Ａからのセグメントデータの送信が完了すると、図３（ｂ）に示すよ
うに、スイッチ２２Ｃの接続が切り替わり、スイッチ２２Ｃによって第２バッファ２２Ｂ
と送受信部２４とが接続される。また、スイッチ２２Ｄによって第１バッファ２２Ａと暗
号化部１８とが接続される。送受信部２４は、第２バッファ２２Ｂに記憶されているセグ
メントデータを送信し、その送信の間、暗号化されたセグメントデータが第１バッファ２
２Ａに書き込まれて記憶される。このとき、第１バッファ２２Ａに既に記憶されているセ
グメントデータは上書きされることになる。このように、送受信部２４によるセグメント
データの送信が完了する度に、セグメントデータの書き込み先を第１バッファ２２Ａと第
２バッファ２２Ｂとで切り替える。
【００６８】
　そして、ネットワークＮに障害が発生すると、第１バッファ２２Ａ又は第２バッファ２
２Ｂからのセグメントデータの送信が滞ることになるため、第１バッファ２２Ａ又は第２
バッファ２２Ｂにセグメントデータが入力し続けてセグメントデータが上書きされ続ける
。これにより、ライブ映像用のセグメントデータが上書きされ続けて破棄されることにな
る。例えば、図３（ａ）に示す状態でネットワークＮに障害が発生した場合、ネットワー
クＮが復旧するまで、第１バッファ２２Ａに記憶されているセグメントデータの送信が完
了することがない。この場合、スイッチ２２Ｃは第１バッファ２２Ａに接続されたままで
あり、スイッチ２２Ｄは第２バッファ２２Ｂに接続されたままである。これにより、切捨
て部２２に後から入力されるセグメントデータによって、第２バッファ２２Ｂに既に記憶
されているセグメントデータが上書きされることになり、その結果、当該既に記憶されて
いるセグメントデータは送信されることなく破棄されることになる。すなわち、ライブ映
像用のセグメントデータは破棄されることになる。
【００６９】
　ネットワークＮが復旧した後は、第１バッファ２２Ａ及び第２バッファ２２Ｂにそれぞ
れ記憶されているセグメントデータが送受信部２４によって送信され、送信完了に伴って
スイッチ２２Ｃ，２２Ｄが切り替えられるため、ライブ映像用のセグメントデータは破棄
されずに送信されることになる。
【００７０】
（映像データ管理装置５０）
　図４に、映像データ管理装置５０の一例を示す。映像データ管理装置５０は、送受信部
５２、記録処理部５４、記録装置５６、復号部５８、表示制御部６０、オーサリング部６
２、連番確認部６４、ファイル名比較部６６、再送制御部６８、再送受信部７０及び回線
障害検出部７６を含む。なお、映像データ管理装置５０は、ＣＰＵ等のプロセッサ、メモ
リ、データバス、入出力インタフェース、キーボード等の入力デバイス、表示装置等の出
力デバイス及びＢＤレコーダ等を備え、メモリに記憶されたプログラムをＣＰＵが実行す
ることにより、各部の機能が実現される。
【００７１】
　送受信部５２は、ライブ映像として撮像装置１０から送信されたセグメントデータ（ス
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トリームファイル）を受信し、セグメントデータを記録処理部５４及び復号部５８に出力
する。
【００７２】
　記録処理部５４は、送受信部５２によって受信されたセグメントデータを記録装置５６
に記憶させる。また、記録処理部５４は、後述する再送受信部７０によって受信されたセ
グメントデータを記録装置５６に記憶させる。
【００７３】
　復号部５８は、ライブ映像としてのセグメントデータを送受信部５２から受け、予め決
定された復号鍵（パスワード等）を用いて当該セグメントデータを復号し、復号されたセ
グメントデータを表示制御部６０に出力する。なお、セグメントデータを暗号化しない場
合には、復号部５８を設けなくてもよい。
【００７４】
　表示制御部６０は、復号されたセグメントデータに基づく映像を表示装置１００に表示
させる。送受信部５２によって受信されたセグメントデータはライブ映像であるため、そ
のライブ映像が表示装置１００に表示される。これにより、ユーザはリアルタイムで監視
することができる。
【００７５】
　オーサリング部６２は、記録装置５６に記録されているセグメントデータ（ストリーム
ファイル）を読み込み、可搬性記録媒体１１０に書き込む。また、セグメントデータが暗
号化されている場合、オーサリング部６２は、暗号化されたセグメントデータを復号して
再生するための復号プログラムを、セグメントデータとともに可搬性記録媒体１１０に書
き込む。
【００７６】
　連番確認部６４は、撮像装置１０から送信された各セグメントデータに付された番号を
確認し、その確認結果を再送制御部６８に出力する。
【００７７】
　ファイル名比較部６６は、撮像装置１０に記録されているセグメントデータのファイル
名を示すファイル名情報（以下、「第１ファイル名情報」と称する）と、映像データ管理
装置５０の記録装置５６に記録されているセグメントデータのファイル名を示すファイル
名情報（以下、「第２ファイル名情報」と称する）とを比較し、その比較結果を再送制御
部６８に出力する。例えば、後述する再送制御部６８の下、再送受信部７０が第１ファイ
ル名情報の取得要求を撮像装置１０に送信することで、映像データ管理装置５０は第１フ
ァイル名情報を取得するようにしてもよい。なお、映像データ管理装置５０は、連番確認
部６４又はファイル名比較部６６のいずれか一方を備えていればよい。
【００７８】
　再送制御部６８は、セグメントデータの再送要求を行う。例えば、再送制御部６８は連
番確認部６４から確認結果を受け、セグメントデータに付された番号の連続が欠けている
場合、番号が欠けているセグメントデータの再送要求を再送受信部７０に出力する。また
は、再送制御部６８はファイル名比較部６６から比較結果を受け、第１ファイル名情報に
含まれるが第２ファイル名情報に含まれないファイル名のセグメントデータの再送要求を
再送受信部７０に出力してもよい。再送要求には、例えば再送要求対象のセグメントデー
タのファイル名が含まれる。また、再送制御部６８は、ネットワークＮに障害が発生した
時から所定時間が経過した場合、障害期間中に撮像装置１０によって取得されたセグメン
トデータの再送要求を再送受信部７０に出力してもよい。
【００７９】
　別の例として、再送制御部６８は、ネットワークＮの障害期間の長さが予め設定された
第１閾値以上となる場合に、障害期間中に撮像装置１０によって取得された映像データの
再送要求を再送受信部７０に出力してもよい。監視対象となるイベントは、通常、ある程
度の時間に亘って継続するのが一般的である。ここで、例えば、映像データに表された映
像の重要な変化をイベントと称することにする。例えば、温度センサや人感センサ等の外



(16) JP 6180780 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

部センサの作動、特定領域への人の侵入、物の放置、又は、「あばれ検知」等の不自然な
動き等を検知した場合、イベントが発生したものとする。一例として監視エリアへの人の
侵入を考えてみると、監視エリアに人が侵入してから撤退するまでには、ある程度の時間
を要すると考えられる。従って、想定されるイベントの発生時間の長さよりも障害期間が
短いと考えられる場合には、その障害期間中にイベントが発生した可能性は低いと考えら
れるため、イベントの確認という観点からすると、障害期間中の映像データを取得しなく
てもよいと考えられる。このように、障害期間の長さが、イベントが発生しているとは想
定できない時間の長さである場合にまで、障害期間中の映像データを撮像装置１０から映
像データ管理装置５０に送信すると、映像データ管理装置５０は、本来であれば監視に不
要な映像データまでを取得することになってしまい、記録装置５６の記憶容量を無駄に消
費するおそれがある。一方で、想定されるイベントの発生時間の長さよりも障害期間が長
い場合には、その障害期間中にイベントが発生し、その障害期間中の映像データにイベン
トが映されている可能性がある。この場合、障害期間中の映像データが撮像装置１０から
得られないとすると、障害期間中に発生したイベントを発見することができなくなってし
まう。従って、イベントが発生していると想定できる時間の長さを第１閾値として用い、
障害期間の長さが第１閾値以上となった場合に、障害期間中の映像データの再送要求を出
力することで、イベントが映されている可能性が高い映像データを取得することができる
とともに、イベントが映されている可能性が低い映像データを取得しなくて済む。これに
より、映像データ管理装置５０は、障害期間中の映像データのうち、監視に必要な映像デ
ータのみを取得することが可能となる。
【００８０】
　また別の例として、再送制御部６８は、ネットワークＮの障害期間の前後に受信した映
像データを画像解析し、その映像データの差が、予め設定された第２閾値以上となる場合
に、障害期間中に撮像装置１０によって取得された映像データの再送要求を再送受信部７
０に出力してもよい。障害期間中にイベントが発生したことで、障害期間の前後で、監視
エリアの状態が変化する可能性がある。例えば、障害期間中に監視エリアに人が侵入した
場合、監視エリア内の物が移動したり無くなっていたりして、障害期間の前後で状態が変
化している可能性がある。この場合、障害期間の前後に受信した映像データを解析し、そ
の映像データに差がある場合には、障害期間中にイベントが発生した可能性が高いと考え
られる。一方で、障害期間の前後の映像データに差が無い場合には、障害期間中にイベン
トが発生した可能性は低いと考えられるため、イベントの確認という観点からすると、障
害期間中の映像データを取得しなくてもよいと考えられる。このように、障害期間の前後
の映像データの差が、イベントが発生しているとは想定できない差である場合にまで、障
害期間中の映像データを撮像装置１０から映像データ管理装置５０に送信すると、映像デ
ータ管理装置５０は、本来であれば監視に不要な映像データまでを取得することになって
しまい、記録装置５６の記憶容量を無駄に消費するおそれがある。従って、イベントが発
生したと想定できる程度の映像データの差を第２閾値として用い、障害期間の前後の映像
データの差が第２閾値以上となった場合に、障害期間中の映像データの再送要求を出力す
ることで、イベントが映されている可能性が高い映像データを取得することができるとと
もに、イベントが映されている可能性が低い映像データを取得しなくて済む。これにより
、映像データ管理装置５０は、障害期間中の映像データのうち、監視に必要な映像データ
のみを取得することが可能となる。
【００８１】
　また、再送制御部６８は、ネットワークＮの障害期間の長さが第１閾値以上となり、か
つ、障害期間の前後に受信した映像データの差が第２閾値以上となる場合に、障害期間中
の映像データの再送要求を出力するようにしてもよい。
【００８２】
　また別の例として、再送制御部６８は、ネットワークＮの障害期間の直前の映像データ
を画像解析し、その画像解析の結果に基づきイベントを検知した場合に、障害期間中の映
像データの再送要求を出力するようにしてもよい。障害期間の直前の映像データにイベン
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トが映されている場合には、障害期間中の映像データにもイベントが映されている可能性
があるため、障害期間中の映像データを撮像装置１０から映像データ管理装置５０に送信
することで、映像データ管理装置５０にて、障害期間中のイベントの様子を確認すること
が可能となる。一方で、障害期間の直前の映像データにイベントが映されていない場合、
障害期間中の映像データにイベントが映されている可能性は低いと考えられるため、障害
期間中の映像データを撮像装置１０から映像データ管理装置５０に送信しない。これによ
り、映像データ管理装置５０は、障害期間中の映像データのうち、監視に必要な映像デー
タのみを取得することが可能となる。なお、障害期間の直前の時間は、予め設定された時
間であってもよいし、ユーザが任意に変更できるようにしてもよい。また、障害期間の直
前の映像データの意味として、数フレームから数十フレームの映像データとしてもよい。
【００８３】
　再送受信部７０は、ネットワークＮが復旧した後、再送制御部６８から出力された再送
要求を撮像装置１０に送信し、再送要求対象のセグメントデータを撮像装置１０から受信
し、当該セグメントデータを再送制御部６８に出力する。再送制御部６８は、再送受信部
７０によって受信されたセグメントデータを記録処理部５４に出力し、記録処理部５４は
、当該セグメントデータを記録装置５６に記憶させる。
【００８４】
　なお、撮像装置１０に再送制御部を設けてもよい。この再送制御部は、障害期間中に映
像データ管理装置５０に送信できなかった未送信のセグメントデータを自動で映像データ
管理装置５０に再送するように再送受信部３２を制御する。これにより、映像データ管理
装置５０から再送要求を撮像装置１０に送信しなくても、ネットワークＮが復旧して回線
障害検出部３８が回線復旧を検出した場合、送信が完了されなかった映像データが、撮像
装置１０から映像データ管理装置５０に自動で再送されることになる。
【００８５】
　回線障害検出部７６は、ネットワークＮの障害（回線障害）を検出し、また、ネットワ
ークＮの復旧（回線復旧）を検出する。例えば、回線障害検出部７６は、送受信されるデ
ータのパケットを監視して整合性を確認したり、必要に応じて監視用パケットの送受信を
行ってネットワークＮと通信相手の状態を確認したり、回線障害と回線復旧を検出して映
像データ管理装置５０内の必要な各部に検出結果を出力したりする。
【００８６】
（通常時の動作）
　次に、映像データ管理システム１の動作について説明する。まず、ネットワークＮに障
害が発生していない通常時の動作例について説明する。撮像装置１０の撮像部１２が対象
エリアを撮影することで映像データを取得すると、当該映像データはエンコーダ１４でス
トリームファイルに変換され、分割部１６にて複数のセグメントデータに分割され、暗号
化部１８にて暗号化処理が施される。そして、暗号化済みのセグメントデータは切捨て部
２２を介して送受信部２４に出力され、送受信部２４は、暗号化済みのセグメントデータ
を映像データ管理装置５０に送信する。一方、記録処理部２６は、暗号化済みのセグメン
トデータをローカルストレージ２８に記憶させる。
【００８７】
　撮像装置１０から送信された暗号済みのセグメントデータは、映像データ管理装置５０
の送受信部５２によって受信され、復号部５８にて復号され、復号された映像が表示制御
部６０によって表示装置１００に表示される。これにより、撮像装置１０によって取得さ
れた映像がライブ映像として表示装置１００に表示されることになる。ユーザは、表示装
置１００に表示されたライブ映像によってリアルタイムで監視することができる。一方、
記録処理部５４は、暗号化済みのセグメントデータを記録装置５６に記憶させる。セグメ
ントデータを可搬性記録媒体１１０に書き込む場合、オーサリング部６２は、書き込み対
象のセグメントデータと復号プログラムとを可搬性記録媒体１１０に書き込む。
【００８８】
（通信回線の障害時及び復旧後の動作）



(18) JP 6180780 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

　次に、ネットワークＮに障害が発生し、その後、ネットワークＮが復旧した場合の動作
例について説明する。通常時と同様に、撮像部１２によって取得された映像データは、エ
ンコーダ１４、分割部１６及び暗号化部１８によってそれぞれ処理が施され、その後、切
捨て部２２に出力される。ネットワークＮに障害が発生した場合、切捨て部２２は、障害
期間中に撮像部１２によって取得されたセグメントデータを破棄（削除）することで、ネ
ットワークＮの復旧後に、障害期間中に取得されたセグメントデータがあたかもライブ映
像のようにして送信されないようにする。一方、記録処理部２６は、暗号化済みのセグメ
ントデータをローカルストレージ２８に記憶させる。これにより、障害期間中に撮像部１
２によって取得されたが送受信部２４によって送信されなかった映像データが、ローカル
ストレージ２８に記憶される。
【００８９】
　ネットワークＮに障害が発生し、撮像装置１０からセグメントデータが送信されない場
合、映像データ管理装置５０の送受信部５２は、撮像装置１０からセグメントデータを受
信することはない。この場合、再送制御部６８は、連番確認部６４の確認結果又はファイ
ル名比較部６６の比較結果に基づき、セグメントデータの再送要求を再送受信部７０に出
力する。または、再送制御部６８は、上述した第１閾値及び第２閾値のうち少なくとも１
つを用いて再送要求の要否を判断し、その判断結果に応じて再送要求を再送受信部７０に
出力してもよい。そして、ネットワークＮが復旧して回線障害検出部７６が回線復旧を検
出した場合、再送受信部７０は、セグメントデータの再送要求を撮像装置１０に送信する
。
【００９０】
　撮像装置１０の再送受信部３２は、映像データ管理装置５０から再送要求を受けると、
その再送要求を読み出し部３０に出力する。読み出し部３０は、再送要求対象のセグメン
トデータをローカルストレージ２８から読み出し、再送受信部３２は、再送要求対象のセ
グメントデータを映像データ管理装置５０に送信する。例えば、再送受信部３２は、再送
要求対象のセグメントデータを再送用の送信先に送信する。一例として、映像データ管理
装置５０において、ライブ映像のセグメントデータと再送要求対象のセグメントデータと
で異なる受信ポートを設けておき、送受信部２４は、ライブ映像のセグメントデータをラ
イブ映像用の受信ポートを用いて送信し、再送受信部３２は、再送要求対象のセグメント
データを再送用の受信ポートを用いて送信する。または、ライブ映像のセグメントデータ
と再送要求対象のセグメントデータとで、送信先として異なるＵＲＬを用いることで、ラ
イブ映像のセグメントデータと再送要求対象のセグメントデータとを異なる送信先に送信
してもよい。また、送信するセグメントデータに再送フラグを設定してもよい。
【００９１】
　映像データ管理装置５０の再送受信部７０は、再送要求対象のセグメントデータを撮像
装置１０から受信し、記録処理部５４は当該セグメントデータを記録装置５６に記憶させ
る。
【００９２】
　また、ネットワークＮが復旧した場合、切捨て部２２は、ライブ映像用のセグメントデ
ータを送受信部２４に出力し、送受信部２４は、当該セグメントデータを映像データ管理
装置５０に送信する。このように、送受信部２４及び再送受信部３２は、それぞれ並行し
てセグメントデータを映像データ管理装置５０に送信する。送受信部２４は、ライブ映像
としてのセグメントデータを送信し、再送受信部３２は、障害期間中のセグメントデータ
を送信することになる。一方、映像データ管理装置５０の送受信部５２及び再送受信部７
０は、それぞれ並行してセグメントデータを撮像装置１０から受信する。送受信部５２は
、ライブ映像としてのセグメントデータを受信し、再送受信部７０は、障害期間中のセグ
メントデータを受信することになる。送受信部５２によって受信されたセグメントデータ
は記録装置５６に記憶されるとともに復号部５８にて復号され、ライブ映像として表示装
置１００に表示される。一方、再送受信部７０によって受信されたセグメントデータは、
記録装置５６に記憶される。
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【００９３】
　以上のように、ネットワークＮの障害期間中に取得されたライブ映像用のセグメントデ
ータを破棄することで、ＴＣＰ等のように信頼性が高い通信プロトコルを用いた場合であ
っても、ネットワークＮが復旧した後は、最新の映像データをライブ映像として映像デー
タ管理装置５０に送信することが可能となる。これにより、映像データ管理装置５０にお
いて、最新のライブ映像によってリアルタイムで監視を行うことが可能となる。ＴＣＰを
通信プロトコルに用いた場合、ネットワークＮの障害期間中に取得された映像データが保
持され、ネットワークＮが復旧した後、保持された古い映像データから順に送信されるこ
とになる。しかしながら、本実施形態では、障害期間中に取得されたライブ映像用のセグ
メントデータを破棄することで、古い映像データがライブ映像として送信されないため、
最新のライブ映像によって監視を行うことが可能となる。すなわち、ネットワークＮの復
旧後は、障害期間中のセグメントデータをライブ映像として送信する必要がないため、障
害期間中に取得されたライブ映像用のセグメントデータを破棄することで、ネットワーク
Ｎの復旧後は、最新のライブ映像を送信することができる。
【００９４】
　一方、障害期間中に取得されたセグメントデータをライブ映像用としてではなく記録し
ておくことで、障害期間中に取得されたセグメントデータを映像データ管理装置５０に送
信することができる。これにより、映像データ管理装置５０は、障害期間中に取得された
セグメントデータを回収することが可能となる。例えば、障害期間中に発生したイベント
を、障害期間中に取得された映像データに基づいて検出することが可能となる。
【００９５】
（変形例）
　次に、図５から図８を参照して、変形例に係る映像データ管理システムについて説明す
る。変形例に係る映像データ管理システムは、図５に示す変形例に係る撮像装置１０Ａと
、図８に示す変形例に係る映像データ管理装置５０Ａとを含んで構成される。
【００９６】
（撮像装置１０Ａ）
　図５に、変形例に係る撮像装置１０Ａを示す。撮像装置１０Ａは、図２に示す撮像装置
１０の構成に加え、イベント検知部３４及びイベントカウント部３６を含む。イベント検
知部３４及びイベントカウント部３６以外の構成は、撮像装置１０の構成と同じであるた
め、それらの説明を省略し、以下では、主にイベント検知部３４及びイベントカウント部
３６について説明する。
【００９７】
　イベント検知部３４は、撮像部１２から映像データを受け、映像データ又は外部入力信
号からイベントを検知し、検知結果を分割部１６及びイベントカウント部３６に出力する
。外部入力信号としては、例えば外部センサ、ラジオ、テレビ又はネットワーク経由等か
らの信号が該当する。外部センサとしては、例えば、人感センサ、振動センサ、地震計、
温度センサ、音響センサ等が該当する。例えば、温度センサや人感センサ等の外部センサ
の作動、特定領域への人の侵入、物の放置、又は、「あばれ検知」等の不自然な動き等を
検知した場合、イベントが発生したとし、イベント検知部３４は、イベントを検知したこ
とを示すイベントフラグを分割部１６及びイベントカウント部３６に出力する。イベント
検知部３４は、映像データを映像解析することで、特定領域への人の侵入、物の放置又は
不自然な動き等をイベントとして検知してもよい。また、イベント検知部３４は、イベン
トの種類を示す情報を分割部１６に出力してもよい。
【００９８】
　イベントカウント部３６は、過去から各セグメントデータが撮影されるまでの間にイベ
ントが検知されたセグメントデータの数の累計をカウントし、その累計を示すイベントカ
ウンタを分割部１６に出力する。
【００９９】
　分割部１６は、ストリームファイルを複数のセグメントデータに分割し、各セグメント
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データのメタデータにイベントカウンタを付加する機能（付加機能）を備える。また、分
割部１６は、イベントが検知されたセグメントデータのメタデータにイベントフラグを付
加する機能（付加機能）を備える。また、分割部１６は、イベントが検知されたセグメン
トデータのメタデータに、イベントの種類を示すイベントリストを付加してもよい。図６
に、セグメントデータのデータ構造を示す。セグメントデータ２００は、映像データ２１
０とメタデータ２２０とを含んで構成されている。メタデータ２２０には、イベントフラ
グ２２２、イベントカウンタ２２４及びイベントリスト２２６が含まれる。
【０１００】
　分割部１６は、イベントが検知されたセグメントデータのメタデータに、当該イベント
が検知されたセグメントデータを含む累計（増加済みのカウンタの累計）を示すイベント
カウンタを付加してもよい。または、分割部１６は、イベントが検知されたセグメントデ
ータのメタデータに、当該イベントが検知されたセグメントデータを含まない累計（増加
前のカウンタの累計）を示すイベントカウンタを付加し、当該イベントが検知されたセグ
メントデータの次のセグメントデータから、増加済みのカウンタの累計を示すイベントカ
ウンタを追加してもよい。
【０１０１】
　以上のような構成を備えた撮像装置１０Ａによると、イベントが検知されたセグメント
データのメタデータにはイベントフラグが追加され、すべてのセグメントデータのメタデ
ータには、過去から各セグメントデータが撮像されるまでの間にイベントが検知されたセ
グメントデータの数の累計を示すイベントカウンタが含まれることになる。各セグメント
データは、メタデータにイベントカウンタが含まれた状態でローカルストレージ２８に記
憶され、イベントが検知されたセグメントデータは、メタデータにイベントフラグとイベ
ントカウンタとが含まれた状態でローカルストレージ２８に記憶される。
【０１０２】
　ここで図７を参照して、イベントカウンタの変化の一例を時系列に沿って説明する。例
えばセグメントデータ３００でイベントが最初に検知された場合、セグメントデータ３０
０のメタデータにイベントフラグが追加され、イベントカウンタの値は「１」となる。そ
の次のセグメントデータ３１０でもイベントが検知された場合、セグメントデータ３１０
のメタデータにイベントフラグが追加され、イベントカウンタの値は「２」に更新される
。さらに次のセグメントデータ３２０でもイベントが検知された場合、セグメントデータ
３２０のメタデータにイベントフラグが追加され、イベントカウンタの値は「３」に更新
される。そして、次のセグメントデータ３３０でイベントが検知されなかった場合、セグ
メントデータ３３０のメタデータにはイベントフラグが追加されず、イベントカウンタの
値は「３」のまま維持される。さらに次のセグメントデータ３４０でもイベントが検知さ
れなかった場合、セグメントデータ３４０のメタデータにはイベントフラグが追加されず
、イベントカウンタの値は「３」のまま維持される。そして、次のセグメントデータ３５
０でイベントが検知された場合、セグメントデータ３５０のメタデータにイベントフラグ
が追加され、イベントカウンタの値は「４」に更新される。
【０１０３】
（映像データ管理装置５０Ａ）
　図８に、変形例に係る映像データ管理装置５０Ａを示す。映像データ管理装置５０Ａは
、図４に示す映像データ管理装置５０の構成に加え、フラグ検知部７２及びカウンタ検証
部７４を含む。フラグ検知部７２及びカウンタ検証部７４以外の構成は、映像データ管理
装置５０の構成と同じであるため、それらの説明は省略し、以下では、主にフラグ検知部
７２及びカウンタ検証部７４について説明する。
【０１０４】
　フラグ検知部７２は、送受信部５２からセグメントデータを受け、セグメントデータの
メタデータに含まれるイベントフラグを検知し、その検知結果をカウンタ検証部７４に出
力する。フラグ検知部７２は、イベントフラグを検知した場合はイベントフラグが含まれ
る旨の検知結果をカウンタ検証部７４に出力し、イベントフラグを検知しなかった場合は
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イベントフラグが含まれない旨の検知結果をカウンタ検証部７４に出力する。
【０１０５】
　カウンタ検証部７４は、送受信部５２からセグメントデータを受け、イベントフラグの
検知結果をフラグ検知部７２から受け、セグメントデータのメタデータに含まれるイベン
トカウンタとイベントフラグの検知結果とに基づき、イベントが検知されたと推測される
セグメントデータを含む１個又は複数個の連続したセグメントデータの欠落を検知する。
例えば、カウンタ検証部７４は、送受信部５２から受けたセグメントデータ（「最新のセ
グメントデータ」と称することにする）のイベントカウンタと、当該最新のセグメントデ
ータの直前に送受信部５２から受けたセグメントデータのイベントカウンタとを比較する
。そして、カウンタ検証部７４は、直前のセグメントデータに比べて最新のセグメントデ
ータのイベントカウンタが増加しているにもかかわらず、最新のセグメントデータのメタ
データにイベントフラグが含まれていない場合、イベントが検知されたと推測されるセグ
メントデータを含む１個又は複数個の連続したセグメントデータが欠落していると判断し
、その判断結果を再送制御部６８に出力する。例えば、カウンタ検証部７４は、最新のセ
グメントデータが撮影された時間と直前のセグメントデータが撮影された時間との間の時
間に撮影されたセグメントデータが欠落していると判断し、その判断結果を再送制御部６
８に出力する。最新のセグメントデータのイベントカウンタが、直前のセグメントデータ
のイベントカウンタよりも増加しているのであれば、最新のセグメントデータにてイベン
トが検知されているはずである。しかしながら、最新のセグメントデータのメタデータに
イベントフラグが含まれていないということは、別のセグメントデータにてイベントが検
知されたと推測される。例えば、最新のセグメントデータと直前のセグメントデータとの
間に別のセグメントデータが存在し、その別のセグメントデータにてイベントが検知され
たと推測される。カウンタ検証部７４は、その別のセグメントデータを含む１個又は複数
個の連続したセグメントデータが欠落していることを示す判断結果を再送制御部６８に出
力する。なお、映像データ管理装置５０Ａによるセグメントデータの受信の順番が入れ替
わる場合があることを想定し、映像データ管理装置５０Ａが最新のセグメントデータを受
信してから所定時間後又は所定数のセグメントデータを受信した後の時点で、カウンタ検
証部７４は欠落したセグメントデータの検知を行ってもよい。
【０１０６】
　再送制御部６８は、カウンタ検証部７４から判断結果を受け、欠落しているセグメント
データの再送要求を再送受信部７０に出力する。
【０１０７】
　ここで図７を参照して、カウンタ検証部７４の具体的な処理内容を説明する。例えば図
７に示すように、イベントが検知されたセグメントデータ３２０が欠落した場合について
説明する。この場合、映像データ管理装置５０Ａは、セグメントデータ３００，３１０，
３３０，・・・を順番に受信するものとする。カウンタ検証部７４は、セグメントデータ
３００，３１０，３３０，３４０，・・・を送受信部５２から受け、各セグメントデータ
についてイベントカウンタの変化を検証する。そして、セグメントデータ３４０が送受信
部５２によって受信されると、カウンタ検証部７４は、最新のセグメントデータ３４０を
送受信部５２から受け、イベントフラグの検知結果をフラグ検知部７２から受ける。セグ
メントデータ３４０ではイベントは検知されておらず、メタデータにイベントフラグが含
まれていないため、イベントフラグが含まれない旨の検知結果が、フラグ検知部７２から
カウンタ検証部７４に出力される。カウンタ検証部７４は、最新のセグメントデータ３４
０のイベントカウンタと、セグメントデータ３４０の直前に送受信部５２から受けたセグ
メントデータ３１０のイベントカウンタとを比較する。直前のセグメントデータ３１０の
イベントカウンタは「２」を示しており、最新のセグメントデータ３４０のイベントカウ
ンタは「３」を示しているため、イベントカウンタは増加している。しかしながら、最新
のセグメントデータ３４０のメタデータにはイベントフラグが含まれていない。従って、
別のセグメントデータにてイベントが検知されたと推測される。例えば、最新のセグメン
トデータ３４０が撮影された時間と直前のセグメントデータ３１０が撮影された時間との
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間の時間に別のセグメントデータ（図７ではセグメントデータ３２０，３３０）が撮影さ
れ、その別のセグメントデータのいずれか又はすべてにてイベントが検知されたと推測さ
れる。従って、カウンタ検証部７４は、その別のセグメントデータが欠落していることを
示す判断結果を再送制御部６８に出力する。なお、図７に示す例では、２つのセグメント
データ３２０，３３０が欠落しているものとして説明しているが、３つ以上のセグメント
データが欠落している場合や１つのセグメントデータのみが欠落している場合も考えられ
る。
【０１０８】
　再送制御部６８は、カウンタ検証部７４から判断結果を受けると、欠落したセグメント
データの再送要求を再送受信部７０に出力する。再送制御部６８は、欠落した一連のセグ
メントセグメントデータがイベント検知されたセグメントデータを含む場合、イベント検
知されたセグメントデータを含まない欠落した一連のセグメントデータよりも優先して再
送要求してもよい。イベント検知されたセグメントデータを含む欠落した一連のセグメン
トデータの再送要求の優先度を、イベント検知されたセグメントデータを含まない欠落し
た一連のセグメントデータの再送要求の優先度よりも高くすることで、映像データ管理装
置５０Ａは、イベントが映されていると推測されるセグメントデータを含む一連のセグメ
ントデータを優先的に取得し、イベントが映されている映像をより迅速に表示することが
可能となる。
【０１０９】
　以上のようにイベントカウンタの変化とイベントフラグとを用いることで、イベントが
検知されたと推測されるセグメントデータの欠落を検知することが可能となる。イベント
が含まれるセグメントデータは監視の点からも重要なデータであるため、このセグメント
データを優先して再送要求することで、イベントへの対応の遅れの防止を図ることが可能
となる。
【０１１０】
　なお、撮像装置１０Ａにイベントカウント部３６を設けず、映像データ管理装置５０Ａ
にカウンタ検証部７４を設けなくてもよい。この場合、再送制御部６８は、メタデータに
イベントフラグが含まれる欠落したセグメントデータの再送要求を再送受信部７０に出力
する。
【０１１１】
（可搬性記録媒体１１０への記録形式、オーサリング部６２）
　次に、可搬性記録媒体１１０への記録形式とオーサリング部６２の具体例について説明
する。なお、以下に説明するオーサリング部６２の機能及び記録形式は一例であり、上述
した実施形態及び変形例はこれらに限定されるものではない。映像データを記録する可搬
性記録媒体１１０としては、ＤＶＤ、ＣＤ、Ｂｌｕ－Ｒａｙディスク（ＢＤ）等の光ディ
スク媒体が想定されるが、不揮発性の半導体メモリ等であってもよい。本実施形態では、
一例として、可搬性記録媒体１１０はＢｌｕ－Ｒａｙディスク（ＢＤ）であるとして説明
する。まず、本実施形態において前提となるＢＤ規格について簡単に説明する。
【０１１２】
　図９に、ＢＤ規格で定められたディレクトリ及びファイル構造を示す。主なＢＤファイ
ルは、ルートディレクトリ直下のＢＤＭＶディレクトリの下に格納される。ＢＤＭＶディ
レクトリは、ＰＬＡＹＬＩＳＴ、ＣＬＩＰＩＮＦＯ、ＳＴＲＥＡＭ、ＪＡＲ及びその他の
ディレクトリを含む。
【０１１３】
　ＳＴＲＥＡＭディレクトリは、「０１００．ｍ２ｔｓ」、「０２００．ｍ２ｔｓ」等の
各ストリームファイルを含む。なお、拡張子「ｍ２ｔｓ」は、ＭＰＥＧ－２のＴｒａｎｓ
ｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍであることを示す。
【０１１４】
　ＣＬＩＰＩＮＦＯディレクトリは、クリップ（Ｃｌｉｐ）のデータベースファイルを含
む。ＢＤ規格では、ストリームファイルはクリップ（Ｃｌｉｐ）ストリームファイルと呼
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ばれ、これに関連するデータベースファイルをＣｌｉｐｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎファイル
と呼ぶ。Ｃｌｉｐｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎファイルは、対応するストリームファイルのア
クセスポイントのタイムスタンプを記憶する。このタイムスタンプを用いることで再生装
置はストリームのどこからデータを読み出すべきかを認識する。Ｃｌｉｐストリームファ
イルとＣｌｉｐｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎファイルとの間には１対１の関係がある。図にお
いて、「０１００．ｍ２ｔｓ」ファイルには「０１００．ｃｌｐｉ」ファイルが対応し、
「０２００．ｍ２ｔｓ」ファイルには「０２００．ｃｌｐｉ」ファイルが対応する。
【０１１５】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリは、ＰｌａｙＬｉｓｔのデータベースファイルを含む。
ＰｌａｙＬｉｓｔ（Ｍｏｖｉｅ　ＰｌａｙＬｉｓｔ）は、クリップ（Ｃｌｉｐ）の再生イ
ンターバルリストである。再生インターバルは、クリップ（Ｃｌｉｐ）の再生開始時点と
再生終了時点とから構成される。
【０１１６】
　ＪＡＲディレクトリは、Ｊａｖａ（登録商標）プラットフォームに基づくＪａｖａ（登
録商標）アプリケーションファイルを含む。ＢＤ規格では、Ｊａｖａ（登録商標）プラッ
トフォームに基づくプログラマブルなアプリケーションに対応しており、これを「ＢＤ－
Ｊ」と称する。本実施形態では、このＪＡＲディレクトリに格納されるＪａｖａ（登録商
標）アプリケーションを用いて、暗号化されたストリームファイルの復号と所定位置への
格納とを行うとともに、復号されたストリームファイルをＢＤの映像コンテンツとして認
識させるためにＶＦＳ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）の制御を行う。
【０１１７】
　その他のディレクトリは、サウンドデータファイル、フォントデータファイル及びバッ
クアップファイル等を含む。
【０１１８】
　図１０に、オーサリング部６２のブロック図を示す。オーサリング部６２は、プレイリ
スト作成部６２Ａ、プログラム生成部６２Ｂ及び書込部６２Ｃを含む。オーサリング部６
２の説明の前に、撮像装置１０のエンコーダ１４及び暗号化部１８のそれぞれの処理につ
いて説明する。
【０１１９】
　エンコーダ１４は、映像データに基づき、ストリームファイル（図においてｍ２ｔｓで
示す）とクリップファイル（図においてｃｌｉｐで示す）を作成するものとする。また、
撮像装置１０の暗号化部１８は、パスワード等の暗号化鍵２０を用いて、エンコーダ１４
から供給されたストリームファイルを暗号化して出力する。なお、本実施形態における暗
号化は、セグメントデータの可逆的破壊ということもでき、たとえパーソナルコンピュー
タでセグメントデータ自体を直接開いたとしても、元の映像データを再生できないような
形態で加工される。
【０１２０】
　図９に示すようにストリームファイルは本来であればＳＴＲＥＡＭディレクトリに格納
されるべきところを、オーサリング部６２は、ＢＤ－Ｊアプリケーションからアクセス可
能なディレクトリ、例えばＪＡＲディレクトリの下にＤＡＴＡディレクトリを作成してそ
の下に格納する。暗号化されたストリームファイルの拡張子は例えば「．ｅｎｔｓ」とす
る。不正規入手者がストリームの検索を行ってもストリームファイルが暗号化されている
ため、映像を再生することができない。
【０１２１】
　プレイリスト作成部６２Ａは、ストリームファイル及びクリップファイルに基づき、プ
レイリストファイルを作成して書込部６２Ｃに出力する。
【０１２２】
　プログラム生成部６２Ｂは、ストリームファイル、クリップファイル及び復号鍵（パス
ワード）に基づき、Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーションを作成して書込部６２Ｃに出
力する。この復号鍵（パスワード）は、暗号化部１８で暗号化する際に用いられたパスワ
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ードであり、復号化の際に用いられるパスワードである。
【０１２３】
　書込部６２Ｃは、図９に示されたディレクトリ構造に従って各ファイルをそれぞれのデ
ィレクトリに格納し、ＢＤとしての可搬性記録媒体１１０に書き込む。但し、本実施形態
では上記のように、ストリームファイルは暗号化された上でＳＴＲＥＡＭディレクトリで
はなくＪＡＲディレクトリに格納される。
【０１２４】
　次に、本実施形態におけるストリームファイルの暗号化処理及び復号処理について詳細
に説明する。
【０１２５】
　図１１に、本実施形態に係るディレクトリ及びファイル構造の一部を示す。ストリーム
ファイルとして、説明の都合上、簡略化して、
００００１．ｍ２ｔｓ
００００２．ｍ２ｔｓ
が存在するものとする。本来であれば、これらのストリームファイルは、エンコードされ
てＳＴＲＥＡＭディレクトリに格納される。
【０１２６】
　本実施形態では、入力されたパスワード（暗号化鍵）に基づき、ストリームファイルを
暗号化部１８で暗号化を実施する。例えば、
００００１．ｍ２ｔｓ
００００２．ｍ２ｔｓ
を暗号化し、オーサリング部６２は、これらをＪＡＲディレクトリ下のＤＡＴＡディレク
トリの下に
００００１．ｅｎｔｓ
００００２．ｅｎｔｓ
として格納する。なお、ＪＡＲディレクトリにおける
００００１．ｊａｒ
００００２．ｊａｒ
は、Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーションである。
【０１２７】
　以上のようにしてストリームファイルを暗号化してＳＴＲＥＡＭディレクトリからＪＡ
Ｒディレクトリ下のＤＡＴＡディレクトリに移動して格納すると、このままでは汎用の再
生装置では元の映像を再生することができない。このため、本実施形態では、ＢＤ規格に
おいて定められているＶＦＳを利用して汎用の再生装置での再生を可能としている。
【０１２８】
　図１２にＶＦＳの概念図を示す。ＶＦＳは、ＢＤ内のファイルと、再生装置内のローカ
ルストレージのデータエリア（Ｂｉｎｄｉｎｇ　Ｕｎｉｔ　Ｄａｔａ　Ａｒｅａ：ＢＵＤ
Ａ）内に保存されたファイルを組み合わせて、１つの仮想的なディクスパッケージに見立
ててコンテンツを更新する仕組みである。
【０１２９】
　図１２（ａ）はＢＤ内のファイル構造であり、上述したようにＰＬＡＹＬＩＳＴディレ
クトリ、ＣＬＩＰＩＮＦＯディレクトリ、ＳＴＲＥＡＭディレクトリ及びＪＡＲディレク
トリが存在する。一方、図１２（ｂ）はＢＵＤＡ内のファイル構造であり、同様に、ＰＬ
ＡＹＬＩＳＴディレクトリ、ＣＬＩＰＩＮＦＯディレクトリ、ＳＴＲＥＡＭディレクトリ
及びＪＡＲディレクトリが存在する。ＶＦＳでは、Ｂｉｎｄｉｎｇ　Ｕｎｉｔ　Ｍａｎｉ
ｆｅｓｔ　Ｆｉｌｅ（ＢＵＭＦ）というＸＭＬファイルで、更新するファイルのマッピン
グを定義する。すなわち、ＢＤ内のファイルとＢＵＤＡ内のファイルとを組み合わせた新
たなファイルを定義する。
【０１３０】
　図１２（ｃ）に、ＢＤ内のファイルとＢＵＤＡ内のファイルとを組み合わせたＶｉｒｔ
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ｕａｌ　Ｐａｃｋａｇｅのファイル構造を示す。ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには、Ｂ
Ｄ内のＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリに格納されていたプレイリストファイル００００１
．ｍｐｌｓと、ＢＵＤＡ内のＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリに格納されていたプレイリス
トファイル００００２．ｍｐｌｓとが組み合わされ、
００００１．ｍｐｌｓ
００００２．ｍｐｌｓ
の２つのファイルが格納される。
【０１３１】
　同様に、ＣＬＩＰＩＮＦＯディレクトリには、ＢＤ内のＣＬＩＰＩＮＦＯディレクトリ
に格納されていたクリップファイル００００１．ｃｌｐｉと、ＢＵＤＡ内のＣＬＩＰＩＮ
ＦＯディレクトリに格納されていたクリップファイル００００２．ｃｌｐｉとが組み合わ
され、
００００１．ｃｌｐｉ
００００２．ｃｌｐｉ
の２つのファイルが格納される。
【０１３２】
　同様に、ＳＴＲＥＡＭディレクトリには、ＢＤ内のＳＴＲＥＡＭディレクトリに格納さ
れていたストリームファイル００００１．ｍ２ｔｓと、ＢＵＤＡ内のＳＴＲＥＡＭディレ
クトリに格納されていたストリームファイル００００２．ｍ２ｔｓとが組み合わされ、
００００１．ｍ２ｔｓ
００００２．ｍ２ｔｓ
の２つのファイルが格納される。
【０１３３】
　また、ＪＡＲディレクトリには、ＢＤ内のＪＡＲディレクトリに格納されていたＪａｖ
ａ（登録商標）アプリケーションファイル００００１．ｊａｒと、ＢＵＤＡ内のＪＡＲデ
ィレクトリに格納されていたＪａｖａ（登録商標）アプリケーションファイル００００２
．ｊａｒとが組み合わされ、
００００１．ｊａｒ
００００２．ｊａｒ
の２つのファイルが格納される。
【０１３４】
　なお、ＢＤ内のファイル名とＢＵＤＡ内のファイル名とが同一である場合、２つを組み
合わせる結果、ＢＤ内のファイルがＢＵＤＡ内のファイルで置換されることでコンテンツ
がアップデートされる。
【０１３５】
　このようなＶＦＳにおいて、Ｖｉｒｔｕａｌ　ＰａｃｋａｇｅのＳＴＲＥＡＭディレク
トリに着目すると、ＢＤ内のＳＴＲＥＡＭディレクトリにストリームファイルが存在して
いなくても、ＢＵＤＡ内のＳＴＲＥＡＭディレクトリにストリームファイルが存在してい
れば、Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐａｃｋａｇｅ内のＳＴＲＥＡＭディレクトリにはストリームフ
ァイルが存在することがわかる。これは、ネットワークからのダウンロードによるコンテ
ンツの追加・更新を想定した仕組みである。本実施形態では、この仕組みを利用する。す
なわち、暗号化されたストリームファイルの復号を行い、ＢＵＤＡ内のＳＴＲＥＡＭディ
レクトリに格納することで、暗号化されたストリームファイルを再生可能としている。
【０１３６】
　図１３に、本実施形態の復号処理を模式的に示す。図１３（ａ）に、暗号化された後の
ＢＤのファイル構造の一部を示す。ＪＡＲディレクトリ下のＤＡＴＡディレクトリに、
００００１．ｅｎｔｓ
００００２．ｅｎｔｓ
の２つの暗号化されたストリームファイルが存在する。このようなファイル構造を有する
ＢＤを図示しない汎用再生装置に装着すると、ＪＡＲディレクトリに格納されたＪａｖａ
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（登録商標）アプリケーションが起動して、汎用再生装置のユーザにパスワードを要求す
る。入力されたパスワードが一致すると、Ｊａｖａ（登録商標）アプリケーションは、復
号処理を開始し、ＪＡＲディレクトリ下のＤＡＴＡディレクトリに格納されたファイルの
うち、暗号化された
００００１．ｅｎｔｓ
００００２．ｅｎｔｓ
を抽出し、これらを復号した上で汎用再生装置のＢＵＤＡ内のＳＴＲＥＡＭディレクトリ
に格納する。図１３（ｂ）に、ＢＵＤＡ内のファイル構造の一部を示す。ＢＤ内のＪＡＲ
ディレクトリ下のＤＡＴＡディレクトリに格納されているストリームファイルが、ＢＵＤ
Ａ内のＳＴＲＥＡＭディレクトリに格納される様子を矢印で示す。本実施形態における復
号処理は、入力されたパスワードに応じて、ＢＤ内のＪＡＲディレクトリ下のＤＡＴＡデ
ィレクトリに格納された暗号化済みのストリームファイルを復号した上で、ＢＵＤＡ内の
ＳＴＲＥＡＭディレクトリに移動する処理と表現することができる。なお、ＢＤに書き込
まれたファイルは消去することができないので、ストリームファイルの移動とは、実際に
はストリームファイルをコピーしてＢＵＤＡ内のＳＴＲＥＡＭディレクトリに格納するこ
とを意味する。
【０１３７】
　図１４に、ＢＤ内のファイル構造とＢＵＤＡ内のファイル構造とを組み合わせたＶｉｒ
ｔｕａｌ　Ｐａｃｋａｇｅのファイル構造の一部を示す。ＳＴＲＥＡＭディレクトリには
、ＢＤ内のストリームファイルと、ＢＵＤＡ内のストリームファイルとが組み合わされ、
００００１．ｍ２ｔｓ
００００２．ｍ２ｔｓ
のストリームファイルが格納されることになり、元の映像データを再生することが可能と
なる。
【０１３８】
　図１５に、汎用再生装置の表示装置に表示される画面の一例を示す。ＢＤを汎用再生装
置に装着すると、ＪＡＲディレクトリに格納されたＪａｖａ（登録商標）アプリケーショ
ンが起動し、パスワードの入力を要求する画面を表示装置に表示させる。この要求に応じ
、ユーザがリモコン等の入力デバイスを操作してパスワードを入力すると、Ｊａｖａ（登
録商標）アプリケーションは、入力されたパスワードが暗号化時に用いられたパスワード
と一致するか否か、又は暗号化時のパスワードに対応する復号パスワードであるか否かを
判定する。入力されたパスワードが一致又は対応する場合、Ｊａｖａ（登録商標）アプリ
ケーションは、図１３に示す復号処理を実行し、ストリームファイルを再生可能とする。
この後は通常のＢＤの再生処理と同様であり、プレイリストファイルに従ってクリップフ
ァイルを順次再生していく。
【０１３９】
　入力されたパスワードが一致しない又は対応しない場合、Ｊａｖａ（登録商標）アプリ
ケーションは図１３に示す復号処理を実行しない。この場合、汎用再生装置では元の映像
を再生することができない。また、仮に第三者がＢＤを入手したとしても、ＳＴＲＥＡＭ
ディレクトリには完全なストリームファイルが存在しないため、これを直接開いても元の
映像を再生することができない。従って、パスワードを入手した正規のユーザのみが汎用
再生装置を用いて元の映像を再生することができ、映像コンテンツの保護が図られる。
【０１４０】
　なお、図１１に示すＢＤ規格のファイル構造の作成は、映像データ管理装置５０のオー
サリング部６２によって行われてもよいし、撮像装置１０の暗号化部１８によって行われ
てもよい。すなわち、暗号化部１８がオーサリング部６２の機能を備えていてもよい。例
えば、暗号化部１８によって暗号化処理のみがなされた場合、オーサリング部６２が、図
１１に示すＢＤ規格のファイル構造を作成する。一方、暗号化部１８が図１１に示すＢＤ
規格のファイル構造を作成した場合、当該ファイル構造を有するストリームファイルをそ
のままの形式でオーサリング部６２によって可搬性記録媒体１１０に書き込むだけで、Ｂ
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Ｄ規格のストリームファイルを可搬性記録媒体１１０で配布することができる。または、
暗号化部１８によって図１１に示すＢＤ規格のファイル構造を作成し、オーサリング部６
２によって、ストリームファイルと復号プログラムとを可搬性記録媒体１１０に書き込ん
でもよい。復号プログラムを撮像装置１０にてストリームファイルに付与するよりも、映
像データ管理装置５０にて付与することで、映像データの安全性が更に向上する。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　映像データ管理システム、１０　撮像装置、１２　撮像部、１４　エンコーダ、１
６　分割部、１８　暗号化部、２０　暗号化鍵、２２　切捨て部、２２Ａ　第１バッファ
、２２Ｂ　第２バッファ、２２Ｃ，２２Ｄ　スイッチ、２４，５２　送受信部、２６，５
４　記録処理部、２８　ローカルストレージ、３０　読み出し部、３２，７０　再送受信
部、３４　イベント検知部、３６　イベントカウント部、３８，７６　回線障害検出部、
５０　映像データ管理装置、５６　記録装置、５８　復号部、６０　表示制御部、６２　
オーサリング部、６２Ａ　プレイリスト作成部、６２Ｂ　プログラム生成部、６２Ｃ　書
込部、６４　連番確認部、６６　ファイル名比較部、６８　再送制御部、７２　フラグ検
知部、７４　カウンタ検証部、１００　表示装置、１１０　可搬性記録媒体。
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