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(57)【要約】
【課題】ストリーム再生中のパノラマ映像と選択領域と
を同期して再生する。
【解決手段】再生端末から受信した配信要求の内容を確
認し、前記再生端末からの配信要求内容が、前記再生端
末において現在ストリーム再生中のパノラマ映像から選
択した領域を表示する選択領域符号化映像データの配信
要求である場合に、前記再生端末から配信要求のあった
選択領域符号化映像データを符号化映像データ格納部か
ら検索し、さらに、符号化映像データ格納部から検索し
た選択領域符号化映像データを、選択領域を抽出したパ
ノラマ映像の再生端末に現在配信中のパノラマ符号化映
像データと同じ再生時間から読み出し、現在配信中のパ
ノラマ符号化映像データと同一映像にして、再生端末に
対してストリーム配信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生端末からの配信要求を受信する受信部と、
　前記再生端末に前記配信要求のあった符号化映像データを送信する送信部と、
　パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データを格納している符号化映像デー
タ格納部とを備える配信サーバにおける選択領域符号化映像データ配信方法であって、
　前記再生端末から受信した配信要求の内容を確認するステップ１と、
　前記ステップ１において、前記再生端末からの配信要求内容が、前記再生端末において
現在ストリーム再生中のパノラマ映像から選択した領域を表示する選択領域符号化映像デ
ータの配信要求である場合に、前記再生端末から配信要求のあった選択領域符号化映像デ
ータを前記符号化映像データ格納部から検索し、さらに、前記符号化映像データ格納部か
ら検索した選択領域符号化映像データを、前記選択領域を抽出したパノラマ映像の前記再
生端末に現在配信中のパノラマ符号化映像データと同じ再生時間から読み出し、現在配信
中のパノラマ符号化映像データと同一映像にするステップ２と、
　前記送信部から前記再生端末に対して、同一映像である現在配信中のパノラマ符号化映
像データと前記ステップ２で抽出した選択領域符号化映像データとをストリーム配信する
ステップ３とを有することを特徴とする選択領域符号化映像データ配信方法。
【請求項２】
　再生端末からの配信要求を受信する受信部と、
　前記再生端末に前記配信要求のあった符号化映像データを送信する送信部と、
　パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データを格納している符号化映像デー
タ格納部と、
　要求判断部とを備える配信サーバであって、
　前記要求判断部は、前記再生端末から受信した配信要求の内容を確認する機能１と、
　前記機能１において、前記再生端末からの配信要求内容が、前記再生端末において現在
ストリーム再生中のパノラマ映像から選択した領域を表示する選択領域符号化映像データ
の配信要求である場合に、前記再生端末から配信要求のあった選択領域符号化映像データ
を前記符号化映像データ格納部から検索し、さらに、前記符号化映像データ格納部から検
索した選択領域符号化映像データを、前記選択領域を抽出したパノラマ映像の前記再生端
末に現在配信中のパノラマ符号化映像データと同じ再生時間から読み出し、現在配信中の
パノラマ符号化映像データと前記抽出した選択領域符号化映像データとを同一映像にして
前記送信部に送信する機能２とを有し、
　前記送信部は、前記再生端末に対して、前記要求判断部の前記機能２から送信された同
一映像である現在配信中のパノラマ符号化映像データと前記選択領域符号化映像データと
をストリーム配信することを特徴とする配信サーバ。
【請求項３】
　映像を表示する表示部と、
　配信サーバへ配信要求を行う再生要求部と、
　前記配信要求を前記配信サーバへ送信する送信部と、
　前記配信サーバから符号化映像データを受信する受信部とを有する再生端末における符
号化映像データ復号方法であって、
　前記配信サーバは、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを同一映
像で配信し、
　前記受信部において同一映像で受信した符号化映像データを、振り分け部でそれぞれパ
ノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとに振り分け、
　前記振り分けた符号化映像データを、それぞれ２つの復号部で復号することを特徴とす
る符号化映像データ復号方法。
【請求項４】
　映像を表示する表示部と、
　配信サーバへ配信要求を行う再生要求部と、
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　前記配信要求を前記配信サーバへ送信する送信部と、
　前記配信サーバから符号化映像データを受信する受信部とを有する再生端末における符
号化映像データ復号方法であって、
　前記配信サーバは、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを同一映
像で配信し、
　前記受信部において同一映像で受信した符号化映像データを、振り分け部でそれぞれパ
ノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとに振り分け、
　前記振り分けた符号化映像データを、１つの復号部で復号することを特徴とする符号化
映像データ復号方法。
【請求項５】
　映像を表示する表示部と、
　配信サーバへ配信要求を行う再生要求部と、
　前記配信要求を前記配信サーバへ送信する送信部と、
　前記配信サーバから符号化映像データを受信する受信部とを有する再生端末であって、
　前記配信サーバは、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを同一映
像で配信し、
　前記受信部において同一映像で受信した符号化映像データを、それぞれパノラマ符号化
映像データと選択領域符号化映像データとに振り分ける振り分け部と、
　前記振り分け部で振り分けられたパノラマ符号化映像データを復号する第１の復号部と
、
　前記振り分け部で振り分けられた選択領域符号化映像データを復号する第２の復号部と
を有することを特徴とする再生端末。
【請求項６】
　映像を表示する表示部と、
　配信サーバへ配信要求を行う再生要求部と、
　前記配信要求を前記配信サーバへ送信する送信部と、
　前記配信サーバから符号化映像データを受信する受信部とを有する再生端末であって、
　前記配信サーバは、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを同一映
像で配信され、
　前記同一映像で受信した符号化映像データを、それぞれパノラマ符号化映像データと選
択領域符号化映像データとに振り分ける振り分け部と、
　前記振り分け部で振り分けられたパノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像デー
タとを、それぞれ復号する復号部を有することを特徴とする再生端末。
【請求項７】
　請求項１に記載の選択領域符号化映像データ配信方法を、コンピュータに実行させるた
めのプログラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、選択領域符号化映像データ配信方法、符号化映像データ復号方法、配信サー
バ、再生端末、プログラムおよび記録媒体に係り、特に、ストリーム再生中のパノラマ映
像（複数カメラ合成符号化映像データ）から選択した領域（以下、選択領域という）をス
トリーム再生中のパノラマ映像と同期して再生する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ストリーム再生中のパノラマ映像（複数カメラ合成符号化映像データ）から選択
した領域を表示する場合、以下の方法で行っていた。
（１）選択領域に必要な映像情報と一緒に、領域を選択した時の再生時間を配信サーバに
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送信し、その時間から選択領域符号化映像データを配信サーバから配信している。
（２）受信した各映像は、それぞれ時刻が違うため、バッファリングを行って同期を取っ
て再生していた。
　なお、前述した技術については、例えば、下記特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２２３８２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述した従来の方法は、以下のような問題点があった。
（１）パノラマ映像は継続してストリーム再生をしているため、選択領域の映像は、パノ
ラマ映像再生より数フレーム遅れた再生となる。
（２）バッファが溢れた場合、同期が取れない。バッファ溢れが起こらないようにするた
めには、大きいサイズのバッファが必要になる。
　本発明は、前記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、本発明の目的
は、選択領域符号化映像データ配信方法および配信サーバにおいて、ストリーム再生中の
パノラマ映像と選択領域とを同期して再生することにある。
　また、本発明の他の目的は、前述の選択領域符号化映像データ配信方法で配信された符
号化データを復号する符号化映像データ復号方法と再生端末を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、前述の選択領域符号化映像データ配信方法をコンピュータ
に実行させるプログラムと、当該プログラムが記述された記録媒体を提供することにある
。
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によ
って明らかにする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の
通りである。
（１）本発明は、再生端末からの配信要求を受信する受信部と、前記再生端末に前記配信
要求のあった符号化映像データを送信する送信部と、パノラマ符号化映像データと選択領
域符号化映像データを格納している符号化映像データ格納部とを備える配信サーバにおけ
る選択領域符号化映像データ配信方法であって、前記再生端末から受信した配信要求の内
容を確認するステップ１と、前記ステップ１において、前記再生端末からの配信要求内容
が、前記再生端末において現在ストリーム再生中のパノラマ映像から選択した領域を表示
する選択領域符号化映像データの配信要求である場合に、前記再生端末から配信要求のあ
った選択領域符号化映像データを前記符号化映像データ格納部から検索し、さらに、前記
符号化映像データ格納部から検索した選択領域符号化映像データを、前記選択領域を抽出
したパノラマ映像の前記再生端末に現在配信中のパノラマ符号化映像データと同じ再生時
間から読み出し、現在配信中のパノラマ符号化映像データと同一映像にするステップ２と
、前記送信部から前記再生端末に対して、同一映像である現在配信中のパノラマ符号化映
像データと前記ステップ２で抽出した選択領域符号化映像データとをストリーム配信する
ステップ３とを有する。
（２）また、本発明は、前述の（１）の選択領域符号化映像データ配信方法を実行する配
信サーバである。
【０００６】
（３）また、本発明は、映像を表示する表示部と、配信サーバへ配信要求を行う再生要求
部と、前記配信要求を前記配信サーバへ送信する送信部と、前記配信サーバから符号化映
像データを受信する受信部とを有する再生端末における符号化映像データ復号方法であっ
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て、前記配信サーバは、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを同一
映像で配信し、前記同一映像で受信した符号化映像データを、振り分け部でそれぞれパノ
ラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとに振り分け、前記振り分けた符号化
映像データを、それぞれ２つの復号部で復号する。
（４）映像を表示する表示部と、配信サーバへ配信要求を行う再生要求部と、前記配信要
求を前記配信サーバへ送信する送信部と、前記配信サーバから符号化映像データを受信す
る受信部とを有する再生端末における符号化映像データ復号方法であって、前記配信サー
バは、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを同一映像で配信し、前
記同一映像で受信した符号化映像データを、振り分け部でそれぞれパノラマ符号化映像デ
ータと選択領域符号化映像データとに振り分け、前記振り分けた符号化映像データを、１
つの復号部で復号する。
（５）また、本発明は、前述の（３）の選択領域符号化映像データ配信方法を実行する再
生端末である。
（６）また、本発明は、前述の（４）の選択領域符号化映像データ配信方法を実行する再
生端末である。
（７）また、本発明は、前述の（１）の選択領域符号化映像データ配信方法を、コンピュ
ータに実行させるためのプログラムである。
（８）また、本発明は、前述の（７）のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能
な記録媒体である。
【発明の効果】
【０００７】
　本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、下記の通りである。
　本発明によれば、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データを同一映像に
して、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データを１つのストリームとして
配信するようにしたので、ストリーム再生中のパノラマ映像と選択領域とを同期して再生
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施例の配信サーバが適用される映像配信システムの一例の概略構成と
、本発明の実施例の選択領域符号化映像データ配信方法を説明するためのブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施例の配信サーバが適用される映像配信システムの他の例の概略構成
と、本発明の実施例の選択領域符号化映像データ配信方法を説明するためのブロック図で
ある。
【図３】図１に示す映像配信システムの符号化映像データ配信方法の処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図４】図２に示す映像配信システムの符号化映像データ配信方法の処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図５】本発明の実施例の選択領域符号化映像データの配信方法を説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け
、その繰り返しの説明は省略する。
　図１は、本発明の実施例の配信サーバが適用される映像配信システムの一例の概略構成
と、本発明の実施例の選択領域符号化映像データ配信方法を説明するためのブロック図で
ある。同図において、１０は符号化映像データを蓄積、ストリーム配信する配信サーバ、
２０は配信サーバに符号化映像データの配信要求と符号化映像デーを再生をする再生端末
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、３０は配信サーバ１０と再生端末２０を接続するネットワークである。
　配信サーバ１０は、再生端末２０からの配信要求を受信する受信部１１と、符号化映像
データを再生端末２０へ配信する送信部１２と、配信要求内容の判断、符号化映像データ
の検索と読み出し制御を行う要求判断部１３と、パノラマ符号化映像データと選択領域符
号化映像データを格納している符号化映像データ格納部１４とを備えている。
　再生端末２０は、視聴したい映像の配信要求を行う再生要求部２１と、配信サーバ１０
に配信要求を送信する送信部２２と、配信サーバ１０から符号化映像データを受信する受
信部２３と、受信した符号化映像データをパノラマ符号化映像データと選択領域符号化映
像データとに分ける振り分け部２４と、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像
データを復号する復号部２５と、復号された映像を再生する表示部２７とを備えている。
【００１０】
　ユーザは、視聴したいパノラマ映像配信要求を配信要求信号５１で、再生端末２０の再
生要求部２１から送信部２２を介して配信サーバ１０ヘ送信する。
　配信サーバ１０は、受信部１１で配信要求信号５１を受信し、受信部１１は、受信した
配信要求信号５１を要求判断部１３へ送信する。
　要求判断部１３は、受信した配信要求信号５１の配信要求内容を確認する。この場合、
パノラマ映像配信要求と判断し、要求判断部１３は、パノラマ読み出し信号５２を符号化
映像データ格納部１４に送信し、配信要求のあったパノラマ符号化映像データを、符号化
映像データ格納部１４から検索、読み出し、映像データ配信信号５４で、検索、読み出し
たパノラマ符号化映像データを送信部１２に送信する。
　送信部１２は、パノラマ符号化映像データを、映像データ配信信号５４で再生端末２０
ヘストリーム配信する。
　再生端末２０は、受信部２３で映像データ配信信号５４を受信し、受信部２３は、映像
データ配信信号５４を振り分け部２４に送信する。振り分け部２４は、受信した映像デー
タ配信信号５４を確認する。この場合、パノラマ符号化映像データのみと判断し、パノラ
マ符号化映像データをパノラマ映像信号５５で復号部２５に送信する。復号部２５は、パ
ノラマ符号化映像データを復号し、復号したパノラマ映像をパノラマ映像信号５５で表示
部２７に送信する。表示部２７は、パノラマ映像をストリーム再生する。
【００１１】
　さらに、ユーザが、現在ストリーム再生中のパノラマ映像から領域を選択し、配信要求
信号５１で再生端末２０の再生要求部２１から送信部２２を介して選択した領域を表示す
るために必要な情報である選択領域映像配信要求を配信サーバ１０ヘ送信する。
　配信サーバ１０は、受信部１１で配信要求信号５１を受信し、受信部１１は受信した配
信要求信号５１を要求判断部１３へ送信する。
　要求判断部１３は、受信した配信要求信号５１の配信要求内容を確認する。この場合、
選択領域映像の配信要求と判断し、要求判断部１３は、選択領域読み出し信号５３を符号
化映像データ格納部１４に送信し、配信要求のあった選択領域符号化映像データを、符号
化映像データ格納部１４から検索し、さらに、符号化映像データ格納部１４から検索した
選択領域符号化映像データを、選択領域を抽出した現在ストリーム再生中（配信中）のパ
ノラマ映像と同じ再生時間から読み出し、現在配信中の選択領域を抽出したパノラマ符号
化映像データと選択領域符号化映像データを、同一映像にして映像データ配信信号５４で
送信部１２に送信する。
　送信部１２は、映像データ配信信号５４で、同一映像であるパノラマ符号化映像データ
と選択領域符号化映像データを再生端末２０ヘストリーム配信する。
　同一映像とは、現在配信中の選択領域を抽出したパノラマ符号化映像データと選択領域
符号化映像データの２つを１つの符号化映像データにしたものである。
【００１２】
　再生端末２０は、受信部２３で映像データ配信信号５４を受信し、受信部２３は、映像
データ配信信号５４を振り分け部２４に送信する。
　振り分け部２４は、受信した映像データ配信信号５４を確認する。この場合、パノラマ
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符号化映像データと選択領域符号化映像データの両データを受信したと判断し、パノラマ
符号化映像データと選択領域符号化映像データに振り分ける。さらに、パノラマ符号化映
像データをパノラマ映像信号５５で復号部２５に送信し、また、選択領域符号化映像デー
タを選択領域映像信号５６で復号部２５に送信する。
　復号部２５は、パノラマ映像信号５５で受信したパノラマ符号化映像データと、選択領
域映像信号５６で受信した選択領域符号化映像データをそれぞれに復号する。さらに、復
号したパノラマ映像をパノラマ映像信号５５で復号部２５から表示部２７に送信し、また
、復号した選択領域符号化映像を選択領域映像信号５６で復号部２５から表示部２７に送
信する。
　表示部２７は、パノラマ映像と選択領域映像の２映像を同じ再生時刻からストリーム再
生を開始する。
【００１３】
　図３は、図１に示す映像配信システムの選択領域符号化映像データ配信方法の処理手順
を示すフローチャートである。
　ステップ１０１で、ユーザは、視聴したいパノラマ映像配信要求を、再生端末２０の再
生要求部２１から、配信要求信号５１で送信部２２に送信する。
　ステップ１０２で、送信部２２からパノラマ映像配信要求を、配信要求信号５１で配信
サーバ１０ヘ送信する。
　ステップ１０３で、配信サーバ１０は、受信部１１で配信要求信号５１を受信し、受信
部１１は、受信した配信要求信号５１を要求判断部１３へ送信する。
　ステップ１０４で、要求判断部１３は、受信した配信要求信号５１の配信要求内容を確
認する。この場合、パノラマ映像配信要求と判断し、要求判断部１３は、パノラマ読み出
し信号５２を符号化映像データ格納部１４に送信する。
　ステップ１０５で、要求判断部１３は、パノラマ読み出し信号５２により、符号化映像
データ格納部１４から配信要求のあったパノラマ符号化映像データを検索、読み出し、読
み出したパノラマ符号化映像データを映像データ配信信号５４で送信部１２に送信する。
　ステップ１０６で、送信部１２は、映像データ配信信号５４でパノラマ符号化映像デー
タを再生端末２０ヘストリーム配信する。
　ステップ１０７で、再生端末２０は、受信部２３で映像データ配信信号５４を受信し、
受信部２３は、映像データ配信信号５４を振り分け部２４に送信する。
　ステップ１０８で、振り分け部２４は受信した映像データ配信信号５４を確認する。こ
の場合、パノラマ符号化映像データのみと判断し、パノラマ符号化映像データをパノラマ
映像信号５５で復号部２５に送信する。
　ステップ１０９で、パノラマ符号化映像データを復号部２５で復号し、パノラマ映像信
号５５で復号したパノラマ映像を表示部２７に送信する。
　ステップ１１０で、表示部２７はパノラマ映像をストリーム再生する。
【００１４】
　さらに、ステップ１１１で、現在ストリーム再生中のパノラマ映像から領域を選択し、
配信要求信号５１で再生要求部２１から選択した領域を表示するために必要な情報である
選択領域映像配信要求を送信部２２に送信する。
　ステップ１０２で、送信部２２から選択領域映像配信要求を配信サーバ１０ヘ送信する
。
　ステップ１０３で、配信サーバ１０は、受信部１１で配信要求信号５１を受信し、受信
部１１は、受信した配信要求信号５１を要求判断部１３へ送信する。
　ステップ１０４で、要求判断部１３は、受信した配信要求信号５１の配信要求内容を確
認する。この場合、選択領域映像の配信要求と判断し、要求判断部１３は、選択領域読み
出し信号５３を符号化映像データ格納部１４に送信する。
　ステップ１１２で、要求判断部１３は、選択領域読み出し信号５３により、配信要求の
あった選択領域符号化映像データを符号化映像データ格納部１４から検索し、さらに、符
号化映像データ格納部１４から検索した選択領域符号化映像データを、選択領域を抽出し
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た現在ストリーム再生中（配信中）のパノラマ映像と同じ再生時間から読み出し、現在配
信中の選択領域を抽出したパノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを同
一映像にして映像データ配信信号５４で送信部１２へ送信する。
　ステップ１０６で、送信部１２は、映像データ配信信号５４により、同一映像でパノラ
マ符号化映像データと選択領域符号化映像データを再生端末２０ヘストリーム配信する。
【００１５】
　ステップ１０７で、再生端末２０は受信部２３で映像データ配信信号５４を受信し、受
信部２３は、映像データ配信信号５４を振り分け部２４に送信する。
　ステップ１０８で、振り分け部２４は受信した映像データ配信信号５４を確認する。こ
の場合、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データの両データ受信と判断し
、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データに振り分ける。さらに、パノラ
マ符号化映像データをパノラマ映像信号５５で復号部２５に送信し、また、選択領域符号
化映像データを選択領域映像信号５６で復号部２５に送信する。
　ステップ１０９で、復号部２５は、パノラマ映像信号５５で受信したパノラマ符号化映
像データと、選択領域映像信号５６で受信した選択領域符号化映像データをそれぞれに復
号する。さらに、復号したパノラマ映像をパノラマ映像信号５５で復号部２５から表示部
２７に送信し、また、復号した選択領域符号化映像を選択領域映像信号５６で復号部２５
から表示部２７に送信する。
　ステップ１１０で、表示部２７は、パノラマ映像と選択領域映像の２映像を同じ再生時
刻からストリーム再生を開始する。
【００１６】
　図２は、本発明の実施例の配信サーバが適用される映像配信システムの他の例の概略構
成と、本発明の実施例の選択領域符号化映像データ配信方法を説明するためのブロック図
である。図２は、再生端末２０に復号部が２つある場合の映像配信システムの構成図であ
る。
　図２において、１０は符号化映像データを蓄積、ストリーム配信する配信サーバ、２０
は配信サーバに符号化映像データの配信要求と符号化映像データを再生をする再生端末、
３０は配信サーバ１０と再生端末２０を接続するネットワークである。
　配信サーバ１０は、再生端末２０から配信要求を受け取る受信部１１と、符号化映像デ
ータを再生端末２０へ配信する送信部１２と、配信要求内容の判断、符号化映像データの
検索と読み出し制御を行う要求判断部１３と、パノラマ符号化映像データと選択領域符号
化映像データを格納している符号化映像データ格納部１４とを備えている。
　再生端末２０は、視聴したい映像の配信要求をする再生要求部２１と、配信サーバ１０
に配信要求を送信する送信部２２と、配信サーバ１０から符号化映像データを受信する受
信部２３と、受信した符号化映像データをパノラマ符号化映像データと選択領域符号化映
像データとに分ける振り分け部２４と、パノラマ符号化映像データを復号する復号部２５
と、選択領域符号化映像データを復号する復号部２６と、復号された映像を再生する表示
部２７とを備えている。
【００１７】
　ユーザは、視聴したいパノラマ映像配信要求を配信要求信号５１で、再生端末２０の再
生要求部２１から送信部２２を介して配信サーバ１０ヘ送信する。
　配信サーバ１０は、受信部１１で配信要求信号５１を受信し、受信部１１は受信した配
信要求信号５１を要求判断部１３へ送信する。
　要求判断部１３は、受信した配信要求信号５１の配信要求内容を確認する。この場合、
パノラマ映像配信要求と判断し、要求判断部１３は、パノラマ読み出し信号５２を符号化
映像データ格納部１４に送信し、符号化映像データ格納部１４から配信要求のあったパノ
ラマ符号化映像データを検索、読み出し、映像データ配信信号５４で検索、読み出したパ
ノラマ符号化映像データを送信部１２に送信する。
　送信部１２は、映像データ配信信号５４で、パノラマ符号化映像データを再生端末２０
ヘストリーム配信する。
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　再生端末２０は、受信部２３で映像データ配信信号５４を受信し、受信部２３は、映像
データ配信信号５４を振り分け部２４に送信する。振り分け部２４は、受信した映像デー
タ配信信号５４を確認する。この場合、パノラマ符号化映像データのみと判断し、パノラ
マ符号化映像データをパノラマ映像信号５５で復号部２５に送信する。復号部２５は、パ
ノラマ符号化映像データを復号し、復号したパノラマ映像をパノラマ映像信号５５で表示
部２７に送信する。表示部２７は、パノラマ映像をストリーム再生する。
【００１８】
　さらに、ユーザは、現在ストリーム再生中のパノラマ映像から領域を選択し、配信要求
信号５１で再生要求部２１から送信部２２を介して選択した領域を表示するために必要な
情報である選択領域映像配信要求を配信サーバ１０ヘ送信する。
　配信サーバ１０は、受信部１１で配信要求信号５１を受信し、受信部１１は受信した配
信要求信号５１を要求判断部１３へ送信する。
　要求判断部１３は、受信した配信要求信号５１の配信要求内容を確認する。この場合、
選択領域映像の配信要求と判断し、要求判断部１３は、選択領域読み出し信号５３を符号
化映像データ格納部１４に送信し、配信要求のあった選択領域符号化映像データを符号化
映像データ格納部１４から検索し、さらに、符号化映像データ格納部１４から検索した選
択領域符号化映像データを、選択領域を抽出した現在ストリーム再生中（配信中）のパノ
ラマ映像と同じ再生時間から読み出し、現在配信中の選択領域を抽出したパノラマ符号化
映像データと選択領域符号化映像データを、同一映像にして映像データ配信信号５４で送
信部１２に送信する。
　送信部１２は、映像データ配信信号５４により、同一映像でパノラマ符号化映像データ
と選択領域符号化映像データを再生端末２０ヘストリーム配信する。
【００１９】
　再生端末２０は、受信部２３で映像データ配信信号５４を受信し、受信部２３は、映像
データ配信信号５４を振り分け部２４に送信する。
　振り分け部２４は、受信した映像データ配信信号５４を確認する。この場合、パノラマ
符号化映像データと選択領域符号化映像データの両データを受信したと判断し、パノラマ
符号化映像データと選択領域符号化映像データに振り分ける。さらに、パノラマ符号化映
像データをパノラマ映像信号５５で復号部２５に送信し、また、選択領域符号化映像デー
タを選択領域映像信号５６で復号部２６に送信する。
　復号部２５は、パノラマ映像信号５５で受信したパノラマ符号化映像データを復号し、
復号部２６は、選択領域映像信号５６で受信した選択領域符号化映像データを復号する。
さらに、復号したパノラマ映像をパノラマ映像信号５５で復号部２５から表示部２７に送
信し、また、復号した選択領域符号化映像を選択領域映像信号５６で復号部２６から表示
部２７に送信する。
　また、表示部２７は、パノラマ映像と選択領域映像の２映像を同じ再生時刻からストリ
ーム再生を開始する。
【００２０】
　図４は、図２に示す映像配信システムの選択領域符号化映像データ配信方法の処理手順
を示すフローチャートである。
　ステップ２０１で、ユーザは、視聴したいパノラマ映像配信要求を、再生端末２０の再
生要求部２１から、配信要求信号５１で送信部２２に送信する。
　ステップ２０２で、送信部２２からパノラマ映像配信要求を配信要求信号５１で配信サ
ーバ１０ヘ送信する。
　ステップ２０３で、配信サーバ１０は、受信部１１で配信要求信号５１を受信し、受信
部１１は受信した配信要求信号５１を要求判断部１３へ送信する。
　ステップ２０４で、要求判断部１３は受信した配信要求信号５１の配信要求内容を確認
する。この場合、パノラマ映像配信要求と判断し、要求判断部１３は、パノラマ読み出し
信号５２を符号化映像データ格納部１４に送信する。
　ステップ２０５で、要求判断部１３は、パノラマ読み出し信号５２により、符号化映像
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データ格納部１４から配信要求のあったパノラマ符号化映像データを検索、読み出し、読
み出したパノラマ符号化映像データを映像データ配信信号５４で送信部１２に送信する。
　ステップ２０６で、送信部１２は、映像データ配信信号５４でパノラマ符号化映像デー
タを再生端末２０ヘストリーム配信する。
　ステップ２０７で、再生端末２０は、受信部２３で映像データ配信信号５４を受信し、
受信部２３は、映像データ配信信号５４を振り分け部２４に送信する。
　ステップ２０８で、振り分け部２４は、受信した映像データ配信信号５４を確認する。
この場合、パノラマ符号化映像データのみと判断し、パノラマ符号化映像データをパノラ
マ映像信号５５で復号部２５に送信する。
　ステップ２０９で、パノラマ符号化映像データを復号部２５で復号し、パノラマ映像信
号５５で復号したパノラマ映像を表示部２７に送信する。
　ステップ２１１で、表示部２７は、パノラマ映像をストリーム再生する。
【００２１】
　さらに、ステップ２１２で、現在ストリーム再生中のパノラマ映像から領域を選択し、
配信要求信号５１で再生要求部２１から選択した領域を表示するために必要な情報である
選択領域映像配信要求を送信部２２に送信する。
　ステップ２０２で、送信部２２から選択領域映像配信要求を配信サーバ１０ヘ送信する
。
　ステップ２０３で、配信サーバ１０は、受信部１１で配信要求信号５１を受信し、受信
部１１は受信した配信要求信号５１を要求判断部１３へ送信する。
　ステップ２０４で、要求判断部１３は、受信した配信要求信号５１の配信要求内容を確
認する。この場合、選択領域映像の配信要求と判断し、要求判断部１３は、選択領域読み
出し信号５３を符号化映像データ格納部１４に送信する。
　ステップ２１３で、要求判断部１３は、選択領域読み出し信号５３により、配信要求の
あった選択領域符号化映像データを符号化映像データ格納部１４から検索し、さらに、符
号化映像データ格納部１４から検索した選択領域符号化映像データを、選択領域を抽出し
た現在ストリーム再生中（配信中）のパノラマ映像と同じ再生時間から読み出し、現在配
信中の選択領域を抽出したパノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを、
同一映像にして映像データ配信信号５４で送信部１２へ送信する。
　ステップ２０６で、送信部１２は、映像データ配信信号５４により、同一映像でパノラ
マ符号化映像データと選択領域符号化映像データを再生端末２０ヘストリーム配信する。
【００２２】
　ステップ２０７で、再生端末２０は、受信部２３で映像データ配信信号５４を受信し、
受信部２３は、映像データ配信信号５４を振り分け部２４に送信する。
　ステップ２０８で、振り分け部２４は受信した映像データ配信信号５４を確認する。こ
の場合、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データの両データ受信と判断し
、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データに振り分ける。さらに、パノラ
マ符号化映像データをパノラマ映像信号５５で復号部２５に送信し、また、選択領域符号
化映像データを選択領域映像信号５６で復号部２６に送信する。
　ステップ２０９で、復号部２５は、パノラマ映像信号５５で受信したパノラマ符号化映
像データを復号し、復号したパノラマ映像をパノラマ映像信号５５で復号部２５から表示
部２７に送信する。
　ステップ２１０で、復号部２６は、選択領域映像信号５６で受信した選択領域符号化映
像データを復号し、復号した選択領域符号化映像を選択領域映像信号５６で復号部２６か
ら表示部２７に送信する。
　ステップ２１１で、表示部２７は、パノラマ映像と選択領域映像の２映像を同じ再生時
刻からストリーム再生を開始する。
【００２３】
　図５は、本発明の実施例の選択領域符号化映像データの配信方法を説明するための図で
ある。以下、図５を用いて、本発明の実施例の選択領域符号化映像データの配信方法につ
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いて詳細に説明する。
（１）要求判断部１３は、配信要求信号５１で受信した配信要求をパノラマ映像配信要求
と判断した場合、パノラマ読み出し信号５２を符号化映像データ格納部１４に送信する。
（２）要求されたパノラマ符号化映像を検索、読み出す。
（３）映像データ配信信号５４でパノラマ符号化映像データを映像データ配信信号５４で
送信部１２に送信する。
（４）送信部１２は、映像データ配信信号５４でパノラマ符号化映像データを再生端末２
０ヘストリーム配信する。
（５）要求判断部１３は、配信要求信号５１で受信した配信要求を選択領域映像配信要求
と判断した場合、選択領域読み出し信号５３を符号化映像データ格納部１４に送信する。
（６）要求判断部１３は、つぎに、選択領域読み出し信号５３で配信要求のあった選択領
域符号化映像データを符号化映像データ格納部１４から検索する。
（７）要求判断部１３は、つぎに、検索した選択領域符号化映像データを、選択領域を抽
出した現在ストリーム再生中（配信中）のパノラマ符号化映像データと同じ再生時間から
読み出す。
（８）要求判断部１３は、さらに、現在配信中の選択領域を抽出したパノラマ符号化映像
データと選択領域符号化映像データとを、同一映像にして映像データ配信信号５４で送信
部１２に送信する。
（９）送信部１２は、映像データ配信信号５４により、同一映像でパノラマ符号化映像デ
ータと選択領域符号化映像データを再生端末２０ヘストリーム配信する。
【００２４】
　以上説明したように、本実施例によれば、ストリーム再生中（配信中）の選択領域を抽
出したパノラマ符号化映像データと同じ再生時間から選択領域符号化映像データを配信す
るとともに、パノラマ符号化映像データと選択領域符号化映像データとを１つのストリー
ムとして配信するようにしたので、ストリーム再生中のパノラマ映像と選択領域とを同期
して再生することが可能となる。
　なお、本発明の配信サーバは、コンピュータで実行することも可能である。この場合、
本発明の選択領域符号化映像データ配信方法は、コンピュータ内のハードディスクなどに
格納されるプログラムを、コンピュータが実行することにより行われる。そして、このプ
ログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは、ネットワークを介したダウンロードにより供給さ
れる。
　以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本
発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々
変更可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【００２５】
　１０　配信サーバ
　１１，２３　受信部
　１２，２２　送信部
　１３　要求判断部
　１４　符号化映像データ格納部
　２０　再生端末
　２１　再生要求部
　２４　振り分け部
　２５，２６　復号部
　２７　表示部
　３０　ネットワーク
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