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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像データを生成するカメラ端末装置と、
　ネットワークと、
　前記ネットワークを通して前記カメラ端末装置に接続される動画像蓄積サーバを有し、
　前記カメラ端末装置は、生成した動画像データをパケットに変換してリアルタイムに前
記動画像蓄積サーバに送信し、
　前記動画像蓄積サーバは、受信されるパケットを蓄積し、受信パケットの情報を前記カ
メラ端末装置に通知し、
　前記カメラ端末装置は、更に前記受信パケットの情報に基づき、欠落パケットを蓄積し
ておき、前記蓄積された送信時の欠落パケットを前記パケットのリアルタイム送信の終了
後に前記動画像蓄積サーバに供給することを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラ
システム。
【請求項２】
　動画像データを生成するカメラ端末装置と、
　ネットワークと、
　前記ネットワークを通して前記カメラ端末装置に接続される動画像蓄積サーバを有し、
　前記カメラ端末装置は、生成した動画像データをパケットに変換してリアルタイムに前
記動画像蓄積サーバに送信し、
　前記動画像蓄積サーバは、受信されるパケットを蓄積し、受信パケットの情報を前記カ
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メラ端末装置に通知し、
　前記カメラ端末装置は、更に前記受信パケットの情報に基づき、欠落パケットを蓄積し
ておき、前記蓄積された送信時の欠落パケットを前記パケットのリアルタイム送信と並行
して別回線ルートで前記動画像蓄積サーバに供給する
　ことを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記動画像蓄積サーバは、前記パケットのリアルタイムの送信時に蓄積したパケットと
、前記カメラ端末装置からリアルタイム送信の終了後に供給される欠落パケットにより前
記動画像データを復元することを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記カメラ端末装置に、パケットのリアルタイム送信の終了後に前記動画像蓄積サーバ
に供給される前記送信時の欠落パケットを記憶する記憶媒体を受けるドライブ機構を有し
、
　前記動画像蓄積サーバに、前記記憶媒体を受け、記憶されている前記送信時の欠落パケ
ットを読み出すドライブ機構を有することを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラ
システム。
【請求項５】
　請求項１又は２において、
　前記カメラ端末装置は、送信時に送信されるパケットを保持する記憶手段を有し、前記
動画像蓄積サーバから通知される受信パケットの情報に基づき、前記動画像蓄積サーバで
受信されたパケットを前記記憶手段から削除することにより、前記パケットのリアルタイ
ム送信の終了後に前記動画像蓄積サーバに供給する欠落パケットを求めることを特徴とす
るネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム即ち、ビデオカメラで撮影した映像
や音声データを、有線或いは無線の通信ネットワークにより伝送し、ネットワーク上のサ
ーバに蓄積保存するシステムに関するものである。
【０００２】
さらに、本発明は、カメラで撮像された動画像データをネットワーク上に蓄積する際、録
画終了時の欠損データを修復可能とするネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムに関す
る。
【０００３】
【従来の技術】
近年の動画像圧縮技術及びハードウエアデバイス技術の進歩により、デジタル動画像デー
タを扱える民生機器が増えてきている。これらの機器では、大量の動画像データを蓄積す
るために大容量のハードディスク（ＨＤＤ）を装備して長時間録画を意図するものがある
。一方、逆に数１０ＭＢのフラッシュ（FLASH）メモリを蓄積媒体とすることで小型化を
図ったものがある。
【０００４】
しかし、前者は大容量ＨＤＤの搭載のため小型化が難しく、後者は録画時間が短く、記録
時間を延ばすためには画質を犠牲にして圧縮率を上げる必要があるといった問題があり、
一長一短である。
【０００５】
そこで、カメラ端末の小型化と長時間録画の両立のための解決策として、画像蓄積を、端
末に内蔵される記録デバイスに行うのではなく、通信機能により接続した外部の記録デバ
イスに蓄積することが考えられる。記録デバイスを外部に置くことで、カメラ端末の小型
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化が実現する。また記録デバイスの容量を十分大きいものとすることで、長時間の録画が
可能となる。
【０００６】
しかし、無線網のようにビットエラーが多く信頼性の低いネットワークを用いて正確にデ
ータを転送するためには、データをパケット化し、通信経路の両端でパケットの到着を監
視する。そして、到着していないパケットがあった場合は再送処理を行って、転送の前後
でのデータの同一性の保証をする必要がある。
【０００７】
これを実現する手段としてＡＲＱ（Automatic Repeat Request:自動再送要求）技術があ
る。ＡＲＱはデータをフレームに分割して送信し、誤りフレームがあった場合に再送信の
依頼を出すエラーフリー技術である。
【０００８】
しかし、ＡＲＱ技術により再送処理を行った場合、パケット消失が多い場合は、再送処理
によりネットワーク上を再送パケットが頻繁に転送されて帯域を圧迫する。場合によって
は輻輳を起こしてデータ転送そのものが不可能になってしまう。このためにＡＲＱ技術は
、リアルタイムデータ転送には適さないとされている。
【０００９】
特にデジタルビデオカメラが生成するデジタル動画像データは、実時間で、且つ絶え間な
く生成されるものである。このために輻輳に至らなくても実時間でのデータ転送完了が保
証されなければ、送信できないデータがカメラ端末上に溜まってしまい、通信がボトルネ
ックとなり、録画そのものが不可能となる。
【００１０】
逆にデータの正確さを犠牲にして実時間での転送を保証するなら、消失したパケットを再
送しなければよい。しかし、その場合はカメラが符号化したデータを正確に転送出来ない
ので、ネットワーク上のサーバに蓄積された動画像データは正確に再生することができな
くなる。このことは、デジタルビデオカメラの目的である動画像の記録機能を完全に実現
できていないことを意味する。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の目的は、動画像データをネットワーク上のサーバに蓄積するネット
ワーク蓄積型ビデオカメラシステムであって、特に信頼性の低いネットワーク上にあるサ
ーバであっても、実時間で動画像データの蓄積を可能にすると同時に、完全な画像データ
をサーバ上に復元できるネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムを提供することにある
。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
上記本発明の課題を解決する本発明に従うネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムは、
第１の態様として、動画像データを生成するカメラ端末装置と、
ネットワークと、前記ネットワークを通して前記カメラ端末装置に接続される動画像蓄積
サーバを有し、前記カメラ端末装置は、生成した動画像データをパケットに変換してリア
ルタイムに前記動画像蓄積サーバに送信し、前記動画像蓄積サーバは、受信されるパケッ
トを蓄積し、受信パケットの情報を前記カメラ端末装置に通知し、更に、前記カメラ端末
装置は、通知された受信パケットの情報に基づき、送信時の欠落パケットを前記パケット
のリアルタイム送信の終了後に前記動画像蓄積サーバに供給することを特徴とする。
【００１３】
上記本発明の課題を解決する本発明に従うネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムは、
第２の態様として、動画像データを生成するカメラ端末装置と、
ネットワークと、前記ネットワークを通して前記カメラ端末装置に接続される動画像蓄積
サーバを有し、前記カメラ端末装置は、生成した動画像データをパケットに変換してリア
ルタイムに前記動画像蓄積サーバに送信し、前記動画像蓄積サーバは、受信されるパケッ
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トを蓄積し、受信パケットの情報を前記カメラ端末装置に通知し、更に、前記カメラ端末
装置は、通知された受信パケットの情報に基づき、送信時の欠落パケットを前記パケット
のリアルタイム送信と並行して別回線ルートで前記動画像蓄積サーバに供給することを特
徴とする。
【００１４】
上記本発明の課題を解決する本発明に従うネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムは、
第３の態様として、前記第１又は第２の態様において、前記動画像蓄積サーバは、前記パ
ケットのリアルタイムの送信時に蓄積したパケットと、前記カメラ端末装置からリアルタ
イム送信の終了後に供給される欠落パケットにより前記動画像データを復元することを特
徴とする。
【００１５】
上記本発明の課題を解決する本発明に従うネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムは、
第４の態様として、前記第１の形態において、前記カメラ端末装置に、パケットのリアル
タイム送信の終了後に前記動画像蓄積サーバに供給される前記送信時の欠落パケットを記
憶する記憶媒体を受けるドライブ機構を有し、前記動画像蓄積サーバに、前記記憶媒体を
受け、記憶されている前記送信時の欠落パケットを読み出すドライブ機構を有することを
特徴とする。
【００１６】
上記本発明の課題を解決する本発明に従うネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムは、
第５の態様として、前第１又は第２の態様において、前記カメラ端末装置は、送信時に送
信されるパケットを保持する記憶手段を有し、前記動画像蓄積サーバから通知される受信
パケットの情報に基づき、前記動画像蓄積サーバで受信されたパケットを前記記憶手段か
ら削除することにより、前記パケットのリアルタイム送信の終了後に前記動画像蓄積サー
バに供給する欠落パケットを求めることを特徴とする。
【００１７】
上記本発明の課題を解決する本発明に従うネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムは、
第６の態様として、前記第５の態様において、前記カメラ端末装置は、ユーザにより撮像
指示が入力されるユーザインタフェースを有し、前記カメラ端末装置の記憶手段の記憶可
能残容量と、前記動画像蓄積サーバのパケット蓄積残容量と、前記ネットワークにおける
過去のデータ転送速度及びデータ欠損率とに基づいて録画可能時間を推定し、前記推定さ
れる録画可能時間を前記ユーザインタフェースに表示することを特徴とする。
【００１８】
上記本発明の課題を解決する本発明に従うネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムは、
第７の態様として、前記第６の形態において、時刻Ｔにおける、前記カメラ端末装置の記
憶手段の記憶可能残容量をＲｓ（Ｔ）バイト、前記動画像蓄積サーバのパケット蓄積残容
量をＲｃ（Ｔ）バイト、時刻Ｔまでの一定時間に前記ネットワーク上で転送しようとする
送信バイト数をＰｓ（Ｔ）バイト／秒とし、更に、前記ネットワーク上の欠損データ量を
Ｐｌ（Ｔ）バイト／秒とする時、前記録画可能時間Ａ（Ｔ）を
Ａ（Ｔ）＝ＭＩＮ（Ａｓ（Ｔ），Ａｃ（Ｔ））
但し、Ａｓ（Ｔ）＝Ｒｓ（Ｔ）／（Ｐｓ（Ｔ）－Ｐｌ（Ｔ））
Ａｃ（Ｔ）＝Ｒｃ（Ｔ）／Ｐｌ（Ｔ）
により推定することを特徴とする。
【００１９】
上記本発明の課題を解決する本発明に従うネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムは、
第８の態様として、前記第３の態様において、さらに、前記動画像蓄積サーバにネットワ
ークを通して、動画像再生端末が接続され、前記リアルタイム録画時には蓄積される動画
像を前記動画像再生端末装置に配信し、録画終了後は復元されたデータ欠損のない動画像
を配信することを特徴とする。
【００２０】
本発明の更なる特徴は、以下に図面に従い説明される実施の形態から明らかになる。
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【００２１】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。なお、以下の説明において、同一又
は類似の機能を有するものには、図において同一の参照数字又は記号を付して説明する。
【００２２】
なお、ここで本発明の理解を容易とするために、発明の実施の形態例に先だって先に言及
した従来のシステム例を、図面を参照して説明する。
［実時間転送を保証するシステム例］
図１は、既存技術の組み合わせにより実現した動画像のネットワークサーバ蓄積システム
の一例である。図１において、デジタルビデオカメラ端末装置１が、動画像伝送ネットワ
ーク２を通して動画像蓄積サーバ装置３に接続されている。
【００２３】
図１に示すシステムは、デジタルビデオカメラ端末装置１と動画像蓄積サーバ装置３の間
で動画像転送を実時間で行うことに主眼を置いた構成である。この場合は、動画像蓄積サ
ーバ装置３に蓄積されるデータが完全であることを保証しない。
【００２４】
図１において、デジタルビデオカメラ端末装置１は、画像入力部１１及び音声入力部１２
から入力される画像と音声データを、動画像符号化部１３により圧縮された動画像データ
に符号化し、送信プロトコル処理部１４に送る。
【００２５】
画像入力部１１はＣＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子を持ったカメラデバイスであり、音声
入力部１２は、マイクロフォンとＡ／Ｄ変換デバイスにより実現される。動画像符号化部
１３では、ＭＰＥＧ－４などの動画像圧縮形式により音声と画像データを圧縮し、バイナ
リデータを生成する機能を有するものである。
【００２６】
送信プロトコル処理部１４及び、動画像蓄積サーバ装置３内部の受信プロトコル処理部３
２は、リアルタイム・データ転送用プロトコルであって、欠損データ再送無しに、データ
転送を行う。例えば、インターネット上のプロトコルであるＲＴＰ（Real-time Transpor
t Protocol）とＵＤＰ（User Datagram Protocol）を組み合わせることによって、これら
のリアルタイム・データ転送用プロトコルとして適用できる。
【００２７】
送信プロトコル処理部１４は、データをパケットに変換するデータ／パケット変換部１４
１、送信パケットバッファ１４２、パケット送信部１４３により構成される。データ／パ
ケット変換部１４１は符号化されたバイナリデータを転送プロトコル用のパケット形式に
変換し、送信パケットバッファ１４２に格納する。
【００２８】
送信パケットバッファ１４２はＦＩＦＯの構造を持ち、パケット送信部１４３は送信パケ
ットバッファ１４２から最古のパケットを読み出し、送受信手段１５によりネットワーク
２へと送信する。
【００２９】
動画像蓄積サーバ装置３では、送受信手段３１によってネットワーク２から送られてくる
パケットを受信し、受信プロトコル処理部３２によってパケットをバイナリデータに変換
し、動画像蓄積部３３に格納する。受信プロトコル処理部３２は、パケット受信部３２１
、受信パケットバッファ３２２、パケット／データ変換部３２３から構成されている。受
信プロトコル処理部３２は、送信プロトコル処理部１４と対になってデータの転送を行う
。
【００３０】
上記の構成の場合、動画像転送ネットワーク２によってパケットの欠損が起きても、欠損
をデジタルビデオカメラ端末装置１に通知する仕組みがない。また送信済みのパケットは
送信パケットバッファ１４２から送信の都度削除されてしまうため、欠損したパケットを
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復元することができず、符号化した動画像のバイナリデータを完全な形で動画像データ蓄
積部３３に格納できる保証はない。
［動画像データの欠落がないことを保証するシステム例］
図２は、別の既存技術の組み合わせにより実現した動画像のネットワークサーバ蓄積シス
テムの一例であり、動画像蓄積サーバ装置３に蓄積されるデータが完全であることを保証
するが、実時間の転送を保証しないシステム構成である。
【００３１】
図２の（Ａ）と（Ｂ）は、それぞれ図１のシステムにおける（Ａ）と（Ｂ）に対応してお
り、送信プロトコル処理部１４，受信プロトコル処理部３２を除いて、図１と図２は同様
の構造をとる。したがって、図２において、画像入力部１１，音声入力部１２及び動画像
データ蓄積部３３は、図示省略されている。以下に図１の構成と比較しながら図２の構成
の特徴について説明する。
【００３２】
図１の場合と基本的に同様に動作するが、図１における欠損パケットの再送を行わない送
信プロトコル処理部１４及び受信プロトコル処理部３２の代わりに、図２の例では再送処
理を行う送信プロトコル処理部１４及び受信プロトコル処理部３２を用いる。再送処理を
行う信頼性の高い伝送プロトコルとしては、例えばコネクション型のＴＣＰ(Transmissio
n Control Protocol)などが適用できる。
【００３３】
データ／パケット変換部１４１は、動画像のバイナリデータからパケットを生成し、送信
パケットバッファ１４２に格納する。パケットにはパケットの順番を示すシーケンス番号
が含まれている。パケットはパケット送信部１４３によって送受信手段１５に送られる。
同時に、再送パケットバッファ１４４にコピーされる。
【００３４】
動画像蓄積サーバ装置３側の送受信手段３１を通して受信されたパケットについて、パケ
ット受信部３２１は受信したパケットのシーケンス番号を参照し、パケットの欠損を検出
する。
【００３５】
シーケンス番号が連番であるときはパケットの欠損がないものとして受信パケットバッフ
ァ３２２にパケットを格納する。また、定期的に最後に受信したシーケンス番号（受信済
みシーケンス番号）を、送信プロトコル処理部１４の受信通知処理部１４５に通知する。
【００３６】
受信通知処理部１４５は、受信済みシーケンス番号を参照して、そのシーケンス番号とそ
れ以前のシーケンス番号を持つパケットを、再送パケットバッファ１４４から削除する。
【００３７】
一方、パケット受信部３２１でシーケンス番号の不連続が検知された場合は、最後に連続
して受信したシーケンス番号を受信通知処理部１４５に通知すると共に、パケットの再送
要求を通知する。
【００３８】
受信通知処理部１４５は受信済みシーケンス番号以前のパケットを再送パケットバッファ
１４から削除する。同時に、パケット再送部１４６により再送パケットバッファ１４４か
らのパケットの再送を行う。この時、パケットはパケット再送部１４６に送られると共に
、再び再送パケットバッファ１４４に格納され、パケット受信部３２１から受信確認が通
知されるまでバッファに留められる。
【００３９】
以上のように、図２にシステムでは、パケットの欠損の監視手段と欠損パケットの再送機
構を設けることで、動画像バイナリデータは欠落なく動画像データ蓄積部３３に格納され
る。しかし再送処理を行っている間にも送信パケットバッファ１４２には送信すべきパケ
ットが蓄積される。これにより、動画像転送ネットワーク２の帯域が十分に広くない場合
は、送信パケットバッファ１４２のオーバフローが生じるという欠点がある。
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【００４０】
したがって、本発明は、上記図１，図２のシステム例における欠点を解消するネットワー
ク蓄積型ビデオカメラシステムを提供することを目的とする。本発明の解決原理は、実時
間での動画像蓄積と欠損のない完全な動画像データを得るために、リアルタイムのデータ
蓄積と欠損データの復元を分けて処理することで課題を解決するものである。
【００４１】
すなわち、データの蓄積はリアルタイムに行う必要があるので、ネットワーク上でのパケ
ット欠損を無視してパケット再送なしで転送を行う。そして、欠損したパケットの情報を
送信側に通知する。
【００４２】
送信側では通知される欠損したパケットをローカルに保存しておき、リアルタイム録画が
終了した後に欠損パケットと受信できたパケットを用いて元データを復元するものである
。
【００４３】
図３は、上記本発明の解決原理を適用するネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムの実
施の形態例を示す図である。
【００４４】
図３に上記本発明の解決原理を適用した動画像のネットワークサーバ蓄積システムの構成
例を示す。図３におけるネットワークサーバ蓄積システムは、デジタルビデオカメラ端末
装置１、動画像転送ネットワーク２、動画像蓄積サーバ装置３及び、欠損パケット転送手
段４を有して構成される。
【００４５】
デジタルビデオカメラ端末装置１において、画像入力部１１、音声入力部１２から入力し
た画像及び音声は、動画像符号化部１３によってバイナリデータへと変換される。変換さ
れたバイナリデータは、送信プロトコル処理部１４に読み込まれる。送信プロトコル処理
部１４に読み込まれたバイナリデータは、データ／パケット変換部１４１により連番とな
るシーケンス番号の付されたパケットに分割される。
【００４６】
分割されたパケットは、送信パケットバッファ１４２に順次に格納される。送信パケット
バッファ１４２は複数のパケットを格納し、ＦＩＦＯ(First　In First Out)の順番でデ
ータをパケット送信部１４３に送出する。これと同時に、送出したパケットのコピーを欠
損パケットバッファ１４７に格納する。
【００４７】
パケット送信部１４３から出力されるパケットは、送受信手段１５により動画像転送ネッ
トワーク２に送り出される。動画像転送ネットワーク２は、有線公衆網や無線公衆網、無
線ＬＡＮやインターネットなどが想定される。したがって、送受信手段１５及び動画像蓄
積サーバ装置３側の送受信手段３１として、適宜のネットワーク２の形態に対応する通信
に必要な機能装置が選択される。
【００４８】
動画像蓄積サーバ装置３において、受信したパケットはパケット受信部３２１によって受
信される。そして、受信されたパケットは受信パケットバッファ３２２に格納され、次い
でＦＩＦＯ順に読み出されて受信パケット蓄積部３４に格納される。
【００４９】
同時にパケット受信部３２１は、パケットのシーケンス番号をチェックする。シーケンス
番号に不連続が発見されない場合は、パケット受信部３２１は定期的に最後に受信したシ
ーケンス番号（受信済みシーケンス番号）を、デジタルビデオカメラ端末装置１側の受信
通知処理部１４８に通知する。
【００５０】
受信通知処理部１４８は、受信済みシーケンス番号により、この受信済みシーケンス番号
より前のパケットは、動画像蓄積サーバ装置３側で受信できていることが確認できるので



(8) JP 4767443 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

、これらのパケットを欠損パケットバッファ１４７から削除する。
【００５１】
一方、パケット受信部３２１がパケットシーケンス番号の不連続を発見した場合、シーケ
ンス番号の不連続区間の最後となるシーケンス番号（欠損シーケンス番号）を受信通知処
理部１４８に通知する。受信通知処理部１４８は、欠損シーケンス番号より小さい、即ち
欠損シーケンス番号を含む欠損シーケンス番号以前のシーケンス番号のパケットを、欠損
パケット蓄積部１６にコピーすると同時に欠損パケットバッファ１４７から削除する。
【００５２】
以上の動作によりデータ／パケット変換部１４１が生成したパケットは、すべて受信パケ
ット蓄積部３４もしくは欠損パケット蓄積部１６に格納されたことになる。また、再送処
理を行わないため受信パケット蓄積部３４に対し、リアルタイム録画処理が実現可能とな
る。
【００５３】
一方、録画終了後等、リアルタイムの動画像転送が終了した後に受信パケット蓄積部３４
と欠損パケット蓄積部１６に格納されたパケットにより動画像データを復元処理を行う。
すなわち、復元処理を開始すると、パケット／データ変換部３２３は、受信パケット蓄積
部３４と欠損パケット蓄積部１６からシーケンス番号順にパケットを読み出し、バイナリ
データに変換してから動画像データ蓄積部３３に格納する。
【００５４】
欠損パケット蓄積部１６からのパケットは欠損パケット転送手段４を経由してパケット／
データ変換部３２３により参照される。欠損パケット転送手段４としてはケーブル接続、
ＴＣＰなどの信頼性の高いネットワークなどであり、データの欠損が生じない手段であれ
ばよく、リアルタイム性は問わない。
【００５５】
以上の処理により最終的に動画像データ蓄積部３３に欠損なく動画像データが蓄積される
ことが保証され、図１及び図２における課題が解消される。
【００５６】
図４は、本発明を動画像ライブ配信システムに適用したときの、実施例構成図である。図
５は、図４のシステムの録画開始までの処理フローである。
【００５７】
本システムはネットワークカメラ端末１、メモリカード２、ネットワーク３、動画像サー
バ４、ネットワーク５、クライアント再生端末６から構成される。本システムの目的は、
ネットワークカメラ端末１が撮影した画像を、リアルタイムに動画像サーバ３に録画する
機能とともに、クライアント再生端末６に配信する機能を提供することである。
【００５８】
また動画像サーバ３上に録画した動画像を、クライアント再生端末６からの要求に応じて
再配信する機能も有する。
【００５９】
かかる機能実現のためにネットワークカメラ端末１は、ネットワーク２を通して動画像サ
ーバ３に接続し、複数のクライアント再生端末６が、ネットワーク２又は別個のネットワ
ーク５を通して、動画像サーバ３に接続される。
【００６０】
図５の処理フローを参照して図４のシステムの動作を以下に説明する。先ず、ネットワー
クカメラ端末１において、ユーザインタフェース１０１からユーザの録画指示を受けると
（処理工程Ｐ１）、端末制御部１０２は無線通信装置１０３を起動する（処理工程Ｐ２）
。
【００６１】
ユーザインタフェース１０１は、図６に実施例として示されるように液晶ディスプレイ１
１１を有し、その上にメニュー１１２と画像表示領域１１３に撮影している画像を表示す
る。また、液晶ディスプレイ１１１に重ねて透明なタッチパネル１１４が配置され、タッ
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チペン１１５で画面をタップすると、その位置はタッチパネルドライバ１１６により検知
され、コマンド処理部１１７によってタップした位置と選択したメニューに相当する処理
が実行される。
【００６２】
端末制御部１０２は制御ソフトウエア及びマイクロプロセッサにより構成される。無線通
信装置１０３は端末制御部１０２から出力する通信コマンド（ＡＴコマンド等）を解釈し
、指定された無線ゲイトウエイ３０２との間に無線網３０１上に無線経路を接続する。こ
れにより、端末制御部１０２はネットワーク通信装置４０２を通してサーバ制御部４０１
と通信を確立し（処理工程Ｐ３）、サーバ制御部４０１は端末制御部１０２と通信を確立
する（処理工程Ｐ４）。
【００６３】
ついで、端末制御部１０２はネットワーク２を構成する、無線網３０１と無線ゲイトウエ
イ３０３及び有線ネットワーク３０３を経由して動画像サーバ４のサーバ制御部４０１と
の間で、録画に関するネゴシエーションを行う。
【００６４】
ネゴシエーションは次の手順で行われる。端末制御部１０２からサーバ制御部４０１に端
末ＩＤを送信する（処理工程Ｐ５）。サーバ制御部４０１で端末ＩＤ確認を行い成功する
と、認証成功が端末制御部１０２側に通知される（処理工程Ｐ６）。認証が成功すると、
端末制御部１０２から録画開始要求がサーバ制御部４０１に送られる（処理工程Ｐ７）。
【００６５】
ついで、サーバ制御部４０１は録画するコンテンツＩＤを端末制御部１０２に送信する（
処理工程Ｐ８）。コンテンツＩＤは、録画する動画像を識別するための番号であり、動画
像データ毎に一意に設定されるものである。
【００６６】
このようにして、ネゴシエーションが終了すると、次いで端末制御部１０２とサーバ制御
部４０１は動画像リアルタイム送信用セッションを開始する（処理工程Ｐ９）。端末制御
部１０２は、動画像符号化装置１３と送信プロトコル処理部１４を起動する（処理工程Ｐ
１０，Ｐ１１）。一方、サーバ制御部４０１は受信プロトコル処理部３２を起動する（処
理工程Ｐ１２）。
【００６７】
端末制御部１０２から送信プロトコル処理部１４に、先に処理工程Ｐ８でサーバ制御部４
０１から通知されたコンテンツＩＤを送り（処理工程Ｐ１３）、サーバ制御部４０１から
受信プロトコル処理部３２に同様にコンテンツＩＤを送り（処理工程Ｐ１４）録画を開始
する（処理工程Ｐ１５）。
【００６８】
ここで、上記カメラ１１はＣＭＯＳやＣＣＤデバイスを用いたビデオカメラであり、撮影
したデジタルＹＵＶ信号を動画像符号化装置１３に送る。マイクロフォン１２も同様に音
声をサンプリングしたＰＣＭ信号を生成し、動画像符号化装置１３に送る。動画像符号化
装置１３は、ＭＰＥＧ-4やＨ.263などのフォーマットで動画像を符合化する装置であり、
ハードウエアにより構成してもよいし、ソフトウエアで実現することも可能である。
【００６９】
送信プロトコル処理部１４と受信プロトコル処理部３２の機能構成を図７に示す。図７に
おいて、送信プロトコル処理部１４と受信プロトコル装置３２の機能構成以外の部分は省
略して示している。図７の左側部が送信プロトコル処理部１４の機能構成であり、右側部
が受信プロトコル処理部３２の機能構成である。
【００７０】
動画像符号化装置１３が生成した動画像データのビットストリームは、ＲＴＰパケットジ
ェネレータ１５１によりＲＴＰ（Real-time Transport Protocol）パケットに変換される
。ＲＴＰパケットはヘッダ部分にパケットの送信順に振られた自然数のシーケンス番号（
１６bit）と、パケットの先頭バイトが送信された時間を示すタイムスタンプ（３２bit）
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を持つ。
【００７１】
ＲＴＰパケットの構造を図８に示す。タイムスタンプＩは録画時刻を示し、タイムスタン
プジェネレータ１５２により管理され、シーケンス番号はパケットの順序を示し、シーケ
ンス番号ジェネレータ１５３により管理され、それぞれ適宜パケットに付加される。
【００７２】
ＲＴＰパケットは送信ＲＴＰパケットバッファ１５４に格納される。パケットバッファ１
５４はＦＩＦＯ構造をとり、最初に書込まれたパケットが最初に読みだされる構造であり
、読み出されたパケットはパケットバッファ１５４から消去されるように動作する。
【００７３】
送信ＲＴＰパケットバッファ１５４は、パケット送信部１５５によりパケットが読み出さ
れるときに、同時に欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６にパケットのコピーを書き込む。
これにより動画像サーバ３に送信されたＲＴＰパケットのコピーは、一時的に欠損ＲＴＰ
パケットバッファ１５６にバックアップ保存される。
【００７４】
パケット送信部１５５から受信プロトコル処理部３２のパケット受信部４３１へ、ネット
ワーク２及び通信装置１０３，４０２を介してＲＴＰパケット転送を行う。パケット受信
部４３１は受信したＲＴＰパケットを受信ＲＴＰパケットバッファ４３２に格納する。格
納されたＲＴＰパケットは、順次ハードディスク装置（ＨＤＤ）４０３に転送保存される
。
【００７５】
受信ＲＴＰパケットバッファ４３２の出力は、同時にパケットメモリ４３３にも保存され
る。パケットメモリ４３３には、最新のパケットを２個だけ格納するように制御されてい
る。シーケンスチェッカ４３４は、パケットバッファ４３３に新しいパケットが格納され
ると、２つのＲＴＰパケットのヘッダ部のシーケンス番号とタイムスタンプを比較し、そ
れらが連続していればパケット欠損なし、不連続であればパケットの欠損ありと判断する
。
【００７６】
受信パケットカウンタ４３５は受信したパケットの数をカウントしており、一定数Ｐ（Ｐ
＜欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６に格納できるパケット数）に達すると、シーケンス
チェッカ４３４に割り込みをかける。割り込みが発生するとシーケンスチェッカ４３４は
パケットメモリ４３３を参照し、最新のＲＴＰパケットのタイムスタンプＴaとシーケン
ス番号Ｓaから、図９に例示する受信通知情報を作成する。この受信通知情報が受信通知
処理部１５７に送信されると共に、受信パケットカウンタ４３５が０にクリアされる。
【００７７】
シーケンスチェッカ４３４はパケットの欠損を発見した場合、以下の処理を行う。まずパ
ケットメモリ４３３に格納されている古いＲＴＰパケット（シーケンス番号及びタイムス
タンプの値が小さい方のパケット）のタイムスタンプＴb, シーケンス番号Ｓbから、図１
０の受信通知情報を作成し、受信通知処理部１５７に送信する。
【００７８】
次にパケットメモリ４３３中の新しいＲＴＰパケット（シーケンス番号及びタイムスタン
プの値が大きい方のパケット）のタイムスタンプＴc, シーケンス番号Ｓcから、図１１の
受信通知情報を作成し、受信通知処理部１５７に送信する。
【００７９】
以上、２個の受信通知情報（図１０，図１１）を受信通知処理部１５７に送信した後、シ
ーケンスチェッカ４３４は受信パケットカウンタ４３５をクリアする。
【００８０】
受信通知処理部１５７は、シーケンスチェッカ４３４が生成する２種類の受信通知情報に
応じて、次の処理を行う。
【００８１】
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受信通知情報の第１ワード（Word）の１Bit目が０で、受信通知情報のタイムスタンプを
Ｔd、シーケンス番号をＳdとした場合の処理を図１２に示す。このとき受信通知処理部１
５７は、欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６を参照して、Ｔd、Ｓdのタイムスタンプとシ
ーケンス番号を持つＲＴＰパケットを探す。
【００８２】
該当のＲＴＰパケット及び、ＦＩＦＯ上で前記該当のパケットよりも先に格納されている
ＲＴＰパケット分（図１２のａ参照）は送信成功とみなし、欠損ＲＴＰパケットバッファ
１５６から削除する。したがって、パケット削除後の欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６
の内容は、図１２のｂに示す如くになる。
【００８３】
なお、該当パケットがみつからない場合、すでに欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６から
消去されているとみなし処理を行わない。
【００８４】
受信通知の第１ワード（Word）の１Bit目が１、受信通知情報のタイムスタンプをＴe、シ
ーケンス番号をＳeとした場合の処理を図１３に示す。このとき受信通知処理部１５７は
、欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６を参照して、Ｔe、Ｓeのタイムスタンプとシーケン
ス番号を持つＲＴＰパケットを探す。
【００８５】
そして、該当のＲＴＰパケットだけを欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６から削除し（図
１３のａ参照）、ＦＩＦＯ上で該当のパケットよりも先に格納されているＲＴＰパケット
は受信失敗したものとみなしてカードスロット１０４に挿入されているメモリカード１０
に格納する（図１３のｂ、図４参照）。したがって、欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６
の内容は、図１３のｃに示す如くになる。
【００８６】
なお、該当パケットがみつからない場合、すでに欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６から
消去されているとみなし処理を行わない。
【００８７】
パケットバッファ監視部１５８は、欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６に関して、バッフ
ァオーバフローとＲＴＰパケットのタイムアウトを監視している。
【００８８】
欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６のバッファ残容量が一定割合（例えば、１０％）を下
回った場合、オーバーフローを防ぐために、一定数（例えば、１０％）のＲＴＰパケット
を読み出し、メモリカード１０に格納する。また格納されているＲＴＰパケットのタイム
スタンプを監視しており、一定時間（例えば、１秒）以上古いパケットをメモリカード１
０に格納する。
【００８９】
メモリカード１０は、メモリカードスロット１０４によってネットワークカメラ端末１と
接続している。メモリカード１０は、コンテンツＩＤとＲＴＰパケットを格納するもので
あり、例えばスマートメディア、コンパクトフラッシュ、メモリスティック（商標）など
の記録デバイスが適用出来る。
【００９０】
ここで、ネットワークカメラ端末１の録画時間は、ネットワーク上の蓄積媒体であるＨＤ
Ｄ４０４の容量及び、メモリカード１０の容量に依存する。ネットワークカメラ端末１の
録画時間は、ネットワーク２におけるＲＴＰパケットの欠損率によって決定する。しかし
将来におけるパケット欠損率は不明であるため、正確に残りの録画時間を算出することが
できない。そこで残りの録画時間を以下の処理によって算出してユーザに表示する。
【００９１】
時刻ＴにおけるＨＤＤ４０４の書き込み可能容量をＲｓ(Ｔ)(Byte)、メモリカード１０の
書き込み可能容量をＲｃ(Ｔ)(Byte)とし、時刻Ｔまでの一定時間（例えば、１０秒）にお
ける１秒あたりのＲＴＰパケットの総送信バイト数をＰｓ(Ｔ)(Byte/sec)、１秒あたりの
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ＲＴＰパケットの欠損バイト数Ｐｌ(Ｔ)(Byte/sec)とする。このとき、このパケット欠損
比率で録画が行われるならば、ＨＤＤ４０４が録画出来る時間は、下記の式により計算さ
れるＡｓ（Ｔ）秒である。すなわち、Ａｓ（Ｔ）秒に録画不能となる。
【００９２】
Ａs（Ｔ）＝Ｒs（Ｔ）／(Ｐs(Ｔ)-Ｐl(Ｔ))　・・・式１
同様にメモリカード１０に欠損パケットが蓄積不可能になるのは時間Ａc（Ｔ）秒後であ
る。
【００９３】
Ａc（Ｔ）＝Ｒc（Ｔ）／Ｐl（Ｔ）　　　　　・・・式２
したがって、時刻Ｔにおける残り録画時間Ａ(Ｔ)（秒）は、Ａs（Ｔ）又は、Ａc（Ｔ）の
いずれか小さい方の時間であり、次式の関係で示される。
【００９４】
Ａ(Ｔ)＝ＭＩＮ（Ａs(Ｔ),Ａc(Ｔ)）　　　　・・・式３
ネットワーク２におけるパケットの欠損率の変動に伴い、残り録画時間も変動する。ネッ
トワーク２が切断された場合は、すべてのパケットをメモリカード１０に蓄積するため、
ローカル録画に相当する時間が残り録画時間となる。
【００９５】
また、パケット欠損がまったくない場合はＨＤＤ４０４にすべてのパケットを格納するこ
とになるので、録画時間はメモリカード１０の容量に依存しなくなる。
【００９６】
端末制御部１０２は定期的に上記の残り録画時間を計算し、ユーザインタフェース１０１
の液晶ディスプレイ１１１上の状態表示領域１１８にテキストもしくはグラフで表示する
。
【００９７】
ＨＤＤ４０３は、受信したコンテンツＩＤとＲＴＰパケットをリアルタイムで格納する。
このＲＴＰパケットは、同時にネットワーク配信装置４０５により、リアルタイムにネッ
トワーク５を通してクライアント再生端末６に配信される（ライブ配信サービス）。
【００９８】
ネットワーク５に接続したクライアント再生端末６は、動画像サーバ３に対して端末ＩＤ
を送る。動画像サーバ３は接続認証手段４０４により端末ＩＤを認証し、認証成功した場
合はコネクションを確立し、ＲＴＰセッションによる動画像配信を開始する。
【００９９】
ユーザインタフェース１０１で、ユーザがメニュー１１２から録画終了のメニューを選択
すると、端末制御部１０２がサーバ制御部４０１に録画の終了を通知する。その後、動画
像通信を行っていたＲＴＰセッションを終了し、無線通信装置１０３が接続していた回線
を切断する。
【０１００】
欠損ＲＴＰパケットバッファ１５６（図７）にＲＴＰパケットが残っている場合、パケッ
トをメモリカード１０に保存して、すべての処理を終了する。
【０１０１】
動画像サーバ３では、サーバ制御部４０１が録画終了を受信すると、受信ＲＴＰバッファ
４３２に格納されたＲＴＰパケットを全てＨＤＤ４０３に格納し、ＲＴＰセッションの終
了処理を行い、録画処理を終了する。
【０１０２】
リアルタイム録画が終了した後、メモリカード１０はネットワークカメラ１のメモリカー
ドスロット１０４から取り外され、動画像サーバ３のメモリカードスロット４０６に接続
されると、欠損パケット復元部４０７が起動する。
【０１０３】
欠損パケット復元部４０７はメモリカード１０に格納されているコンテンツＩＤを参照し
、同じコンテンツＩＤを持つＲＴＰパケット群をＨＤＤ４０３から検索する。メモリカー
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ド１０中のＲＴＰパケットとタイムスタンプ及びシーケンス番号参照して、パケットの生
成された順にソートを行う。
【０１０４】
ソートされたＲＴＰパケットからペイロードを抽出して動画像のビットストリームに構成
し直し、ＨＤＤ４０８に格納する。このビットストリームは、動画像符号化装置１０４が
生成したものに等しい。
【０１０５】
ＨＤＤ４０８に格納されたビットストリームをクライアント再生端末６に配信する時は、
配信プロトコル処理部４０９が、ビットストリームをＲＴＰパケットに変換する。変換さ
れたＲＴＰパケットは、ライブ配信時と同様にネットワーク配信装置４０５から配信され
るが、欠損パケットの修復後のビットストリームからＲＴＰパケットが生成されている。
このため、ネットワーク５による欠損を除き、欠損のない動画像を配信することができる
。
【０１０６】
上記実施例において、メモリカード１０を物理的に動画像サーバ３のメモリカードスロッ
ト４０６に接続する代わりに、録画終了後にネットワーク経由で欠損パケットを動画像サ
ーバ３に転送するように構成しても良い。また録画終了後ではなく、録画中に欠損パケッ
トの転送処理を行っても良い。
【０１０７】
図１４は、上記の録画終了後にネットワーク経由で欠損パケットを動画像サーバ３に転送
する場合及び、欠損パケット５の転送処理を録画中に行う場合の実施例を説明する構成図
である。
【０１０８】
ネットワークカメラ１は先に説明した図４の実施例の構成に加え、欠損パケット転送手段
１０７を有する。また、動画像サーバ３は欠損パケット受信手段４１０とＨＤＤ４１１を
有する。メモリカード１０に蓄積されている欠損パケットは、録画中に、欠損パケット転
送手段１０７と欠損パケット受信手段４１０の間でネットワーク２を介してＴＣＰ／ＩＰ
などのコネクション型転送プロトコルにより転送される。
［録画終了後に欠損パケットを転送する場合］
録画終了後、欠損パケット転送手段１０７と欠損パケット受信手段４１０によりメモリカ
ード１０の欠損パケットとコンテンツＩＤがＨＤＤ４１１に転送される。
【０１０９】
転送が終了した時点で、欠損パケット復元部４０８７起動し、ＨＤＤ４０３とＨＤＤ４１
１に蓄積されたパケットのうち、同じコンテンツＩＤのパケットをタイムスタンプとシー
ケンス番号を参照してソートして、ＲＴＰパケットからペイロードを抽出して動画像のビ
ットストリームに構成し直し、ＨＤＤ４０８に格納する。
【０１１０】
これにより物理的に離れた動画像サーバ３に対しても、メモリカード１０の差し替えなし
に動画像データの復元を行うことができる。
［録画中に欠損パケットを転送する場合］
録画中にも欠損パケット１０７と欠損パケット受信手段４１０によりメモリカード１０の
欠損パケットとコンテンツＩＤがＨＤＤ４１１に転送してもよい。この転送はリアルタイ
ム性を必要とせず、またリアルタイム転送を行っているＲＴＰセッションを圧迫しない程
度の帯域で行われる。
【０１１１】
送信された欠損パケットは、メモリカード１０から削除され、ＨＤＤ４１１に蓄積される
。メモリカード１０からＨＤＤ４１１に転送されたパケット分だけ、先に示した式２によ
り計算される、ネットワークカメラ端末１にローカル録画可能な残り録画時間が長くなる
。録画可能な残り時間は先の式１，２，３により適宜計算されユーザインタフェース１０
１に表示される。
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【０１１２】
録画終了時点でメモリカード１０上に欠損パケットがある場合は、メモリカード１０をメ
モリカードスロット４０６に挿入して欠損パケットを復元してもよいし、ネットワーク２
を経由して復元してもよい。
【０１１３】
（付記１）
動画像データを生成するカメラ端末装置と、
ネットワークと、
前記ネットワークを通して前記カメラ端末装置に接続される動画像蓄積サーバを有し、
前記カメラ端末装置は、生成した動画像データをパケットに変換してリアルタイムに前記
動画像蓄積サーバに送信し、
前記動画像蓄積サーバは、受信されるパケットを蓄積し、受信パケットの情報を前記カメ
ラ端末装置に通知し、
更に、前記カメラ端末装置は、通知された受信パケットの情報に基づき、送信時の欠落パ
ケットを前記パケットのリアルタイム送信の終了後に前記動画像蓄積サーバに供給する
ことを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【０１１４】
（付記２）
動画像データを生成するカメラ端末装置と、
ネットワークと、
前記ネットワークを通して前記カメラ端末装置に接続される動画像蓄積サーバを有し、
前記カメラ端末装置は、生成した動画像データをパケットに変換してリアルタイムに前記
動画像蓄積サーバに送信し、
前記動画像蓄積サーバは、受信されるパケットを蓄積し、受信パケットの情報を前記カメ
ラ端末装置に通知し、
更に、前記カメラ端末装置は、通知された受信パケットの情報に基づき、送信時の欠落パ
ケットを前記パケットのリアルタイム送信と並行して別回線ルートで前記動画像蓄積サー
バに供給する
ことを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【０１１５】
（付記３）付記１又は２において、
前記動画像蓄積サーバは、前記パケットのリアルタイムの送信時に蓄積したパケットと、
前記カメラ端末装置からリアルタイム送信の終了後に供給される欠落パケットにより前記
動画像データを復元することを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【０１１６】
（付記４）付記１において、
前記カメラ端末装置に、パケットのリアルタイム送信の終了後に前記動画像蓄積サーバに
供給される前記送信時の欠落パケットを記憶する記憶媒体を受けるドライブ機構を有し、
前記動画像蓄積サーバに、前記記憶媒体を受け、記憶されている前記送信時の欠落パケッ
トを読み出すドライブ機構を有することを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラシ
ステム。
【０１１７】
（付記５）付記１又は２において、
前記カメラ端末装置は、送信時に送信されるパケットを保持する記憶手段を有し、前記動
画像蓄積サーバから通知される受信パケットの情報に基づき、前記動画像蓄積サーバで受
信されたパケットを前記記憶手段から削除することにより、前記パケットのリアルタイム
送信の終了後に前記動画像蓄積サーバに供給する欠落パケットを求めることを特徴とする
ネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【０１１８】
（付記６）付記５において、
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前記カメラ端末装置は、ユーザにより撮像指示が入力されるユーザインタフェースを有し
、
前記カメラ端末装置の記憶手段の記憶可能残容量と、前記動画像蓄積サーバのパケット蓄
積残容量と、前記ネットワークにおける過去のデータ転送速度及びデータ欠損率とに基づ
いて録画可能時間を推定し、
前記推定される録画可能時間を前記ユーザインタフェースに表示することを特徴とするネ
ットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【０１１９】
（付記７）付記６において、
時刻Ｔにおける、前記カメラ端末装置の記憶手段の記憶可能残容量をＲｓ（Ｔ）バイト、
前記動画像蓄積サーバのパケット蓄積残容量をＲｃ（Ｔ）バイト、時刻Ｔまでの一定時間
に前記ネットワーク上で転送しようとする送信バイト数をＰｓ（Ｔ）バイト／秒とし、更
に、前記ネットワーク上の欠損データ量をＰｌ（Ｔ）バイト／秒とする時、前記録画可能
時間Ａ（Ｔ）を
Ａ（Ｔ）＝ＭＩＮ（Ａｓ（Ｔ），Ａｃ（Ｔ））
但し、Ａｓ（Ｔ）＝Ｒｓ（Ｔ）／（Ｐｓ（Ｔ）－Ｐｌ（Ｔ））
Ａｃ（Ｔ）＝Ｒｃ（Ｔ）／Ｐｌ（Ｔ）
により推定することを特徴とするネットワーク蓄積型ビデオカメラシステム。
【０１２０】
（付記８）付記３において、
さらに、前記動画像蓄積サーバにネットワークを通して、動画像再生端末が接続され、前
記リアルタイム録画時には蓄積される動画像を前記動画像再生端末装置に配信し、録画終
了後は復元されたデータ欠損のない動画像を配信することを特徴とするネットワーク蓄積
型ビデオカメラシステム。
【０１２１】
【発明の効果】
上記に図面に従い説明したように、本発明により動画像及び音声をリアルタイムにネット
ワーク上のサーバに録画することができる。これにより、ネットワーク上のサーバにリア
ルタイム録画を行うためにビデオカメラの小型化と長時間録画を同時に実現することがで
きる。
【０１２２】
さらに、録画時間の残りをネットワークのパケット欠損率より推定して表示するため、不
確定なネットワーク状態を意識させずにユーザに録画時間の残りを通知でき、ユーザ利便
性が向上する。
【０１２３】
また、本発明によれば、リアルタイム録画すると同時にライブ配信を行うことができる。
ライブ配信のように画質クオリティよりもリアルタイム性が要求される用途のみならず、
動画像のＶＯＤ（Video On Demand）配信やダウンロードサービスなどのように画像品質
が重要なサービス向けのコンテンツも作成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】既存技術の組み合わせにより実現した動画像のネットワークサーバ蓄積システム
の一例を示す図である。
【図２】別の既存技術の組み合わせにより実現した動画像のネットワークサーバ蓄積シス
テムの一例を示す図である。
【図３】上記本発明の解決原理を適用するネットワーク蓄積型ビデオカメラシステムの実
施の形態例を示す図である。
【図４】本発明を動画像ライブ配信システムに適用したときの、実施例構成図である。
【図５】図４のシステムの処理フローを示す図である。
【図６】ユーザインタフェース１０１の実施例を示す図である。
【図７】送信プロトコル処理部１４と受信プロトコル処理部３２の機能構成を示す図であ
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る。
【図８】ＲＴＰパケットの構造を示す図である。
【図９】受信通知情報の一例（その１）を示す図である。
【図１０】受信通知情報の一例（その２）を示す図である。
【図１１】受信通知情報の一例（その３）を示す図である。
【図１２】受信通知情報のタイムスタンプをＴd、シーケンス番号をＳdとした場合の送信
成功時の処理を示す図である。
【図１３】受信通知情報のタイムスタンプをＴe、シーケンス番号をＳeとした場合の送信
失敗時の処理を示す図である。
【図１４】録画終了後に欠損パケットを動画像サーバ３に転送する場合及び、欠損パケッ
ト５の転送処理を録画中に行う場合の実施例を説明する構成図である。
【符号の説明】
１　デジタルビデオ端末装置
２　ネットワーク
３　動画像蓄積サーバ装置
４　欠損パケット転送手段
１１　画像入力部
１２　音歳入力部
１４　送信プロトコル処理部
１５、３１　送受信手段
３２　受信プロトコル処理部

【図１】 【図２】
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【図１２】

【図１３】
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