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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視カメラによって撮影される所定サイズの画像に応じた画像データを順次記憶する第
１の記憶手段と、表示手段及び操作手段を有するブラウザ装置との間で情報の送受信を行
うサーバ手段と、第２の記憶手段とを備え、
　前記サーバ手段は、
　前記ブラウザ装置からの第１の要求に応じて、前記第１の記憶手段に記憶されている画
像データが所定サイズの画像として再生される再生画面を前記ブラウザ装置の表示手段に
表示するための情報を前記ブラウザ装置に送信する処理と、
　前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記再生画面において再生される任意の画像
が前記ブラウザ装置の操作手段により注目画像に指定され、そのことを示す指定情報が前
記ブラウザ装置から送信されてきたときに、前記指定情報を前記第２の記憶手段に記憶す
る処理と、
　前記ブラウザ装置からの第２の要求に応じて、前記第１の記憶手段に記憶されている画
像データのうち、前記第２の記憶手段に記憶されている全ての前記指定情報に基づいて選
択された画像データが、それぞれ前記所定サイズより小さいサイズのサムネイル画像とし
て一覧表示される注目画像一覧画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示するための情報
を前記ブラウザ装置に送信する処理と、
　前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記注目画像一覧画面において一覧表示され
た前記サムネイル画像の中から任意の一の前記サムネイル画像が前記ブラウザ装置の操作
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手段により選択されたときに、選択された前記サムネイル画像に対応する前記画像データ
が最初に再生される前記再生画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示するための情報を
前記ブラウザ装置に送信する処理とを、実行するように構成された画像記録装置。
【請求項２】
　前記第２の記憶手段に記憶される前記指定情報は、前記任意の画像が前記注目画像に指
定されたことを示すマーカである請求項１に記載の画像記録装置。
【請求項３】
　前記サーバ手段は、
　前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記再生画面において前記ブラウザ装置の操
作手段により文字情報を記入できるコメント記入欄が表示され、前記操作手段により前記
任意の画像が前記注目画像に指定され、かつ、前記コメント記入欄に文字情報が記入され
、この記入された文字情報が前記ブラウザ装置から送信されてきたときに、前記指定情報
のマーカに対応させて前記文字情報を前記第２の記憶手段に記憶し、
　前記ブラウザ装置からの前記第２の要求に応じて、前記文字情報が前記サムネイル画像
とともに一覧表示される前記注目画像一覧画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示する
ための情報を前記ブラウザ装置に送信するように構成された請求項２に記載の画像記録装
置。
【請求項４】
　前記サーバ手段は、
　前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記再生画面において前記ブラウザ装置の操
作手段により文字情報を記入できるコメント記入欄が表示され、前記操作手段により前記
コメント記入欄に文字情報が記入されたときに前記再生画面において再生されている画像
が前記注目画像に指定され、前記コメント記入欄に記入された前記文字情報が前記指定情
報として前記ブラウザ装置から送信されてきたときに、前記文字情報を前記第２の記憶手
段に記憶し、
　前記ブラウザ装置からの前記第２の要求に応じて、前記文字情報が前記サムネイル画像
とともに一覧表示される前記注目画像一覧画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示する
ための情報を前記ブラウザ装置に送信するように構成された請求項１に記載の画像記録装
置。
【請求項５】
　前記サーバ手段は、さらに、
　前記ブラウザ装置からの第３の要求に応じて、前記第２の記憶手段に記憶された前記文
字情報に対してキーワード検索を行うためのキーワードを入力する検索画面を前記ブラウ
ザ装置の表示手段に表示するための情報を前記ブラウザ装置に送信する処理と、
　前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記検索画面において前記操作手段によりキ
ーワードが入力され、このキーワードが前記ブラウザ装置から送信されてきたときに、前
記第１の記憶手段に記憶されている画像データのうち、前記キーワードを含む前記文字情
報に基づいて選択された画像データが、それぞれ前記所定サイズより小さいサイズのサム
ネイル画像として一覧表示される検索結果表示画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示
するための情報を前記ブラウザ装置に送信する処理と、
　前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記検索結果表示画面において一覧表示され
た前記サムネイル画像の中から任意の一の前記サムネイル画像が前記ブラウザ装置の操作
手段により選択されたときに、選択された前記サムネイル画像に対応する前記画像データ
が最初に再生される前記再生画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示するための情報を
前記ブラウザ装置に送信する処理とを、実行するように構成された請求項３または４に記
載の画像記録装置。
【請求項６】
　前記検索結果表示画面に、前記キーワードを含む前記文字情報が前記サムネイル画像と
ともに一覧表示される請求項５に記載の画像記録装置。
【請求項７】
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　前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記再生画面において、前記再生画面に前記
最初に再生される画像データから、順次新しい画像データを再生する機能と、順次古い画
像データを再生する機能とを含む複数の機能のそれぞれを、前記ブラウザ装置の操作手段
により選択的に有効にできる請求項１～６のいずれかに記載の画像記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークに接続された監視カメラで撮影された画像を記録する画像記録
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、それぞれ被監視場所を撮影する監視カメラを有する複数のカメラユニットと、監
視カメラで撮影された画像を表示するための表示装置を有する監視ユニットとが、パケッ
ト通信網等のネットワークを介して接続された監視システムがある。さらに、このような
監視システムでは、上記ネットワークに画像記録装置としてネットワークデジタルレコー
ダが接続され、このレコーダに、監視カメラにより撮影された画像が記録（記憶）され、
その記録画像を監視ユニットの表示装置で再生できるように構成されている。
【特許文献１】特開２００３－９１３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来の監視システムでは、監視ユニットの表示装置で、記録画像を再生する場合、
再生したい画像を、ネットワークデジタルレコーダに記録されている膨大な記録画像の中
から、例えば撮影された日時によって検索し、検索結果をサムネイル画像として表示でき
る機能が備えられている。しかしながら、再生しようとする都度、日時を指定して検索し
、さらにその検索された多数のサムネイル画像の中から再生したい画像を探し出さなけれ
ばならず、再生したい画像を見つけ出して表示するまでに長時間を要することになる。
【０００４】
　本発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、多数の記録画像の中から
再生したい画像を短時間で見つけ出して表示手段（表示装置）に表示することが可能にな
る画像記録装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る画像記録装置は、監視カメラによって撮影さ
れる所定サイズの画像に応じた画像データを順次記憶する第１の記憶手段と、表示手段及
び操作手段を有するブラウザ装置との間で情報の送受信を行うサーバ手段と、第２の記憶
手段とを備え、前記サーバ手段は、前記ブラウザ装置からの第１の要求に応じて、前記第
１の記憶手段に記憶されている画像データが所定サイズの画像として再生される再生画面
を前記ブラウザ装置の表示手段に表示するための情報を前記ブラウザ装置に送信する処理
と、前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記再生画面において再生される任意の画
像が前記ブラウザ装置の操作手段により注目画像に指定され、そのことを示す指定情報が
前記ブラウザ装置から送信されてきたときに、前記指定情報を前記第２の記憶手段に記憶
する処理と、前記ブラウザ装置からの第２の要求に応じて、前記第１の記憶手段に記憶さ
れている画像データのうち、前記第２の記憶手段に記憶されている全ての前記指定情報に
基づいて選択された画像データが、それぞれ前記所定サイズより小さいサイズのサムネイ
ル画像として一覧表示される注目画像一覧画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示する
ための情報を前記ブラウザ装置に送信する処理と、前記ブラウザ装置の表示手段で表示さ
れる前記注目画像一覧画面において一覧表示された前記サムネイル画像の中から任意の一
の前記サムネイル画像が前記ブラウザ装置の操作手段により選択されたときに、選択され
た前記サムネイル画像に対応する前記画像データが最初に再生される前記再生画面を前記
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ブラウザ装置の表示手段に表示するための情報を前記ブラウザ装置に送信する処理とを、
実行するように構成されている。
【０００６】
　この構成によれば、ブラウザ装置の操作者は、表示手段に注目画像一覧画面を表示させ
て、注目画像一覧画面に表示されたサムネイル画像の中から再生したい画像を見つけ出し
て、それを選択することで所定サイズの画像で再生することができる。したがって、特に
注目すべき画像、情報として公開したい画像などを一度再生したときに注目画像に指定し
ておくことで、次に再生したいときには注目画像一覧画面を表示させることにより、再生
したい画像を短時間で見つけ出して再生することが可能になる。
【０００７】
　また、前記第２の記憶手段に記憶される前記指定情報は、前記任意の画像が前記注目画
像に指定されたことを示すマーカであるように構成してもよい。
【０００８】
　さらに、この場合、前記サーバ手段は、前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記
再生画面において前記ブラウザ装置の操作手段により文字情報を記入できるコメント記入
欄が表示され、前記操作手段により前記任意の画像が前記注目画像に指定され、かつ、前
記コメント記入欄に文字情報が記入され、この記入された文字情報が前記ブラウザ装置か
ら送信されてきたときに、前記指定情報のマーカに対応させて前記文字情報を前記第２の
記憶手段に記憶し、前記ブラウザ装置からの前記第２の要求に応じて、前記文字情報が前
記サムネイル画像とともに一覧表示される前記注目画像一覧画面を前記ブラウザ装置の表
示手段に表示するための情報を前記ブラウザ装置に送信するように構成されてあってもよ
い。
【０００９】
　この構成により、注目画像一覧画面においてサムネイル画像に文字情報が付加されて表
示されるので、再生しようとする画像の特定が容易となる。
【００１０】
　また、前記サーバ手段は、前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記再生画面にお
いて前記ブラウザ装置の操作手段により文字情報を記入できるコメント記入欄が表示され
、前記操作手段により前記コメント記入欄に文字情報が記入されたときに前記再生画面に
おいて再生されている画像が前記注目画像に指定され、前記コメント記入欄に記入された
前記文字情報が前記指定情報として前記ブラウザ装置から送信されてきたときに、前記文
字情報を前記第２の記憶手段に記憶し、前記ブラウザ装置からの前記第２の要求に応じて
、前記文字情報が前記サムネイル画像とともに一覧表示される前記注目画像一覧画面を前
記ブラウザ装置の表示手段に表示するための情報を前記ブラウザ装置に送信するように構
成されてあってもよい。
【００１１】
　この構成により、注目画像一覧画面においてサムネイル画像に文字情報が付加されて表
示されるので、再生しようとする画像の特定が容易となる。
【００１２】
　また、前記サーバ手段は、さらに、前記ブラウザ装置からの第３の要求に応じて、前記
第２の記憶手段に記憶された前記文字情報に対してキーワード検索を行うためのキーワー
ドを入力する検索画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示するための情報を前記ブラウ
ザ装置に送信する処理と、前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記検索画面におい
て前記操作手段によりキーワードが入力され、このキーワードが前記ブラウザ装置から送
信されてきたときに、前記第１の記憶手段に記憶されている画像データのうち、前記キー
ワードを含む前記文字情報に基づいて選択された画像データが、それぞれ前記所定サイズ
より小さいサイズのサムネイル画像として一覧表示される検索結果表示画面を前記ブラウ
ザ装置の表示手段に表示するための情報を前記ブラウザ装置に送信する処理と、前記ブラ
ウザ装置の表示手段で表示される前記検索結果表示画面において一覧表示された前記サム
ネイル画像の中から任意の一の前記サムネイル画像が前記ブラウザ装置の操作手段により



(5) JP 4376217 B2 2009.12.2

10

20

30

40

50

選択されたときに、選択された前記サムネイル画像に対応する前記画像データが最初に再
生される前記再生画面を前記ブラウザ装置の表示手段に表示するための情報を前記ブラウ
ザ装置に送信する処理とを、実行するように構成されてあってもよい。
【００１３】
　この構成により、ブラウザ装置の操作者は、表示手段に検索画面を表示させて、文字情
報に対してキーワード検索を行い、検索結果表示画面に表示されたサムネイル画像の中か
ら再生したい画像を見つけ出して、それを選択することで所定サイズの画像で再生するこ
ともできる。したがって、キーワード検索の結果、表示されたより少ないサムネイル画像
の中から再生したい画像を探し出せばよいので、より短時間で見つけ出すことが可能にな
る。
【００１４】
　この場合、前記検索結果表示画面に、前記キーワードを含む前記文字情報が前記サムネ
イル画像とともに一覧表示されるようにしてもよい。
【００１５】
　この構成により、検索結果表示画面においてサムネイル画像に文字情報が付加されて表
示されるので、再生しようとする画像の特定が容易となる。
【００１６】
　また、前記ブラウザ装置の表示手段で表示される前記再生画面において、前記再生画面
に前記最初に再生される画像データから、順次新しい画像データを再生する機能と、順次
古い画像データを再生する機能とを含む複数の機能のそれぞれを、前記ブラウザ装置の操
作手段により選択的に有効にできるように構成されてあってもよい。
【００１７】
　この構成により、最初に再生される画像を起点とした連続自動再生や連続逆転再生等が
可能になる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、以上に説明した構成を有し、多数の記録画像の中から再生したい画像を短時
間で見つけ出して表示手段に表示することが可能になる画像記録装置を提供することがで
きるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施の形態の監視システムの構成を示すブロック図である。この監視
システムでは、それぞれの被監視場所に設置されている複数のカメラユニット２と、例え
ば監視室に設置されているブラウザ装置である監視ユニット３と、所定場所に設置されて
いる画像記録装置であるネットワークデジタルレコーダ（以下、単にレコーダという）４
とが、それぞれネットワーク１に接続されている。これらの複数のカメラユニット２、監
視ユニット３及びレコーダ４のそれぞれにＩＰアドレスが割り当てられている。また、監
視ユニット３及びレコーダ４もそれぞれ複数設けられる場合があるが、本実施の形態では
、説明の簡単化のため、監視ユニット３及びレコーダ４がそれぞれ１つ設けられている場
合について説明する。
【００２１】
　ネットワーク１は、ここではイーサーネット型のＬＡＮを用いるものとするが、ＬＡＮ
の他、ＷＡＮやインターネット等からなるパケット通信網を用いた構成とすることも可能
である。
【００２２】
　複数のカメラユニット２はそれぞれ同じ構成であり、各カメラユニット２には、トラン
スミッタで構成される通信処理部２１と、画像を撮影する監視カメラ２２とを備えている
。通信処理部２１は、ネットワーク１に接続され、例えば、監視カメラ２２から入力され
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る画像信号を、パケットに変換してネットワーク１へ送出する。
【００２３】
　監視ユニット３には、ネットワーク１を介してカメラユニット２及びレコーダ４と通信
（信号、データ等の送受信）等を行うための通信処理部３１と、ＣＰＵ等で構成される制
御部３２と、ＲＯＭ及びＲＡＭ等で構成され、ＯＳ（オペレーティングシステム）及びウ
ェブブラウザのソフトウエア等が記憶される記憶部３３と、キーボード及びマウス等の入
力装置３４（操作手段）と、ＬＣＤ等のモニタディスプレイである表示装置３５（表示手
段）とを備えている。制御部３２によって、監視ユニット３全体の動作が制御される。ま
た、制御部３２が、記憶部３３に記憶されているウェブブラウザのソフトウエアを実行す
ることにより、監視ユニット３はウェブブラウザ（ブラウザ装置）として機能する。
【００２４】
　また、レコーダ４には、ネットワーク１を介してカメラユニット２及び監視ユニット３
と通信（信号、データ等の送受信）等を行うための通信処理部４１と、ＣＰＵ等で構成さ
れる制御部４２と、ハードディスクで構成された画像記憶部４３と、同じくハードディス
クで構成された画像データベース記憶部４４と、ＲＯＭ及びＲＡＭ等で構成され、ＯＳ、
ウェブサーバのソフトウエア及びＨＴＭＬ形式の複数のウェブページのプログラム等が記
憶されるプログラム記憶部４５とを備えている。制御部４２によって、レコーダ４全体の
動作が制御される。また、制御部４２が、プログラム記憶部４５に記憶されているウェブ
サーバのソフトウエアを実行することにより、レコーダ４はウェブサーバ（サーバ手段）
として機能する。
【００２５】
　次に、この監視システムの動作を説明する。
【００２６】
　監視ユニット３では、各カメラユニット２の監視カメラ２２で撮影される画像を表示装
置３５の画面に表示することができ、その場合には、カメラユニット２から送信されてき
た画像データを通信処理部３１で受信し、制御部３２の制御によって表示装置３５の画面
に表示する。
【００２７】
　各々のカメラユニット２では、監視カメラ２２から出力される画像信号を、通信処理部
２１において、例えばＪＰＥＧ形式により符号化（Ａ/Ｄ変換して圧縮する処理）して所
定サイズの静止画像の画像データ（撮影日時のデータを含む）を生成し、ネットワーク１
を介してレコーダ４へ送信する。これにより、監視カメラ２２で順次、連続的に撮影され
る静止画像の画像データがレコーダ４へ送信される。また、前述のように、監視ユニット
３の表示装置３５で表示する場合には、通信処理部２１は生成した画像データをネットワ
ーク１を介して監視ユニット３へ送信する。
【００２８】
　レコーダ４では、各々のカメラユニット２から送信されてきた画像データを通信処理部
４１で受信し、画像データを画像記憶部４３に記憶するとともに、各々のカメラユニット
２ごとの画像データのデータベースを作成して画像データベース記憶部４４に記憶する。
【００２９】
　図２は、画像データベース記憶部４４に記憶されている任意の１つの監視カメラの画像
データのデータベースの一例を示す。画像データを画像記憶部４３に記憶するときに、そ
の画像データのファイル番号が付されて、撮影日時である日付（年、月、日）及び時刻（
時、分、秒）が画像データベース記憶部４４に記憶される。そして、図２のようなデータ
ベース４４ａが、各々の監視カメラごとに作成される。ただし、このときには、マーカは
付されず（図２ではマーカが付されていないときの値を０とした例を示す）、コメントも
作成されない。
【００３０】
　次に、監視ユニット３からレコーダ４にアクセスして、レコーダ４に記録された画像の
再生等を表示装置３５にて行う場合の動作を説明する。図３はこの場合の監視ユニット３
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の操作及び動作手順を示すフローチャートである。また、図４～図１０は、表示装置３５
の画面の表示例を示す図である。
【００３１】
　まず、監視ユニット３において、操作者が入力装置３４を操作することにより、制御部
３２が記憶部３３に予め記憶されたウェブブラウザを立ち上げ、通信処理部３１を介して
ネットワーク１に接続し、レコーダ４へアクセスしてログイン画面用のウェブページのプ
ログラムを要求する。レコーダ４では、上記の要求に応じ、プログラム記憶部４５に予め
記憶されているログイン画面用のウェブページのプログラムを通信処理部４１を介して、
監視ユニット３へ送信する。
【００３２】
　監視ユニット３では、ログイン画面用のウェブページのプログラムをネットワーク１を
介して通信処理部３１により受信し、記憶部３３へ記憶する（ダウンロードする）。そし
て記憶部３３に記憶されたログイン画面用のウェブページのプログラムに基づいて、表示
装置３５の画面５１には、図４のように、ログイン設定領域５２が示されたログイン画面
が表示される（図３のステップＳ１）。操作者は、入力装置３４を操作してログイン設定
領域５２の所定箇所にユーザ名及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリック
する。ここで制御部３２は、入力されたユーザ名及びパスワードを通信処理部３１を介し
てレコーダ４へ送信する。
【００３３】
　レコーダ４では、制御部４２が、送信されてきた上記のユーザ名及びパスワードを、予
めプログラム記憶部４５に記憶されているユーザ名及びパスワードと照合する。ここで例
えば照合結果が一致していれば、プログラム記憶部４５に予め記憶されているホーム画面
用のウェブページのプログラムを通信処理部４１を介して、監視ユニット３へ送信すると
ともに、画像記憶部４３に記憶されている各々の監視カメラ２２の最新の画像データを順
次、監視ユニット３へ送信する。
【００３４】
　監視ユニット３では、ホーム画面用のウェブページのプログラム、及び各々の監視カメ
ラ２２の最新の画像データをネットワーク１を介して通信処理部３１により受信し、記憶
部３３へ記憶する（ダウンロードする）。そして記憶部３３に記憶されたホーム画面用の
ウェブページのプログラム、及び各々の監視カメラ２２の最新の画像データに基づいて、
表示装置３５の画面５１には、図５に示すようなホーム画面が表示される（図３のステッ
プＳ２）。このホーム画面では、各々の画像表示領域５４に、各監視カメラ２２により撮
影されている最新の画像が順次、表示される（図５の画像表示領域５４では表示画像の図
示を省略し、空白にしている）。ここでは、監視システムにカメラユニット２が３個備え
られている場合を例示しており、３個の各カメラユニット２の監視カメラ２２をカメラＡ
、Ｂ、Ｃとし、各カメラＡ、Ｂ、Ｃで撮影される画像が、それぞれの画像表示領域５４に
表示される。
【００３５】
　そして、図５に示されるように、ホーム画面の左側には、操作メニュー５３が表示され
る。操作者が、入力装置３４を操作して操作メニュー５３のうち「画像検索／再生」ボタ
ンをクリックすると、制御部３２は、通信処理部３１からネットワーク１を介してレコー
ダ４へ検索画面用のウェブページのプログラムの要求を送信する。
【００３６】
　レコーダ４では、上記の要求に応じ、プログラム記憶部４５に予め記憶されている検索
画面用のウェブページのプログラムを通信処理部４１を介して、監視ユニット３へ送信す
る。
【００３７】
　監視ユニット３では、検索画面用のウェブページのプログラムをネットワーク１を介し
て通信処理部３１により受信し、記憶部３３へ記憶する（ダウンロードする）。そして記
憶部３３に記憶された検索画面用のウェブページのプログラムに基づいて、表示装置３５
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の画面５１に、図６に示すような検索画面が表示される（図３のステップＳ３）。この検
索画面では、各カメラＡ、Ｂ、Ｃについて、検索条件指定領域５５が表示される。この例
では、検索条件として、撮影された日時（年、月、日、時、分、秒）を指定することがで
きる。また、例えば「ＡＬＬ」をワイルドカード（ここでは任意の数字）として扱って指
定することができる。検索対象とするカメラについての検索条件指定領域５５に、検索条
件である日時を指定して、「検索実行」ボタンをクリックする（図３のステップＳ４）。
これにより、制御部３２は、通信処理部３１からネットワーク１を介してレコーダ４へ、
指定された検索条件（日時）と検索結果表示画面用のウェブページのプログラムの要求と
を送信する。
【００３８】
　レコーダ４では、制御部４２が、送信されてきた上記の検索条件を、画像データベース
記憶部４４に記憶されているデータと照合し、検索条件に適合する全ての画像ファイル（
画像データ及び撮影日時のデータを含む）を画像記憶部４３から読み出し、通信処理部４
１を介して、監視ユニット３へ送信するとともに、検索結果表示画面用のウェブページの
プログラムの要求に応じて、プログラム記憶部４５に予め記憶されている検索結果表示画
面用のウェブページのプログラムを通信処理部４１を介して、監視ユニット３へ送信する
。
【００３９】
　監視ユニット３では、ネットワーク１を介して通信処理部３１により上記の画像ファイ
ル（画像データ及び撮影日時のデータを含む）及び検索結果表示画面用のウェブページの
プログラムを受信し、記憶部３３へ記憶する（ダウンロードする）。そして、記憶部３３
に記憶された上記の画像ファイルと検索結果表示画面用のウェブページのプログラムに基
づいて、表示装置３５の画面５１に、図７に示すような、サムネイル画像５６（図７では
表示画像の図示を省略し、空白にしている）と撮影日時５７とが貼り付けられた検索結果
表示画面が表示される（図３のステップＳ５）。ここで、表示装置３５では、記憶部３３
に記憶されている画像ファイルの所定サイズの静止画像の画像データから縮小サイズのサ
ムネイル画像のデータを作成してサムネイル画像５６を表示している。図７は、図６の検
索画面において、カメラＡについて検索条件を２００５年に指定し（月、日、時、分、秒
はワイルドカードを使用）、検索実行した場合の検索結果を示した例である。
【００４０】
　操作者は、入力装置３４を操作して、図７の検索結果表示画面に示されたサムネイル画
像のうちのいずれか１つをクリックすることにより、再生したい画像を選択する（図３の
ステップＳ６）。
【００４１】
　上記のようにサムネイル画像の１つをクリックして選択すると、表示装置３５の画面５
１に、図８に示すような再生画面が表示される（図３のステップＳ７）。詳しく説明する
と、ステップＳ６で、サムネイル画像の１つがクリックされると、制御部３２は、通信処
理部３１からネットワーク１を介してレコーダ４へ再生画面用のウェブページのプログラ
ムの要求を送信する。
【００４２】
　レコーダ４では、上記の要求に応じ、プログラム記憶部４５に予め記憶されている再生
画面用のウェブページのプログラムを通信処理部４１を介して、監視ユニット３へ送信す
る。
【００４３】
　監視ユニット３では、再生画面用のウェブページのプログラムをネットワーク１を介し
て通信処理部３１により受信し、記憶部３３へ記憶する（ダウンロードする）。そして記
憶部３３に記憶された再生画面用のウェブページのプログラムと、記憶部３３に記憶され
ているクリックされたサムネイル画像に対応する画像ファイルとに基づいて、図８に示す
ような再生画面が表示される。再生領域５９には、選択されたサムネイル画像に対応する
所定サイズの静止画像が表示される（図８では表示画像の図示を省略し、空白にしている
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）。
【００４４】
　図８の再生画面において、再生コントロール機能表示領域６０に表示されている各機能
のボタンをクリックすることにより、再生領域５９に表示されている静止画像から撮影日
時が新しくなる順に静止画像の再生を連続して行う自動再生、撮影日時が古くなる順に静
止画像の再生を連続して行う逆転再生、停止、１コマ前の静止画像の再生を行うコマ戻し
再生、１コマあとの静止画像の再生を行うコマ送り再生等の機能を行わせることが可能で
ある。また、再生速度調整の設定時間（図８の表示例では、０．５秒）は自動再生、逆転
再生時における静止画像の再生時間間隔であり、この設定時間も調整可能である。なお、
自動再生、逆転再生、コマ戻し再生、コマ送り再生により再生されるのは、再生画面が表
示されたときに最初に再生されている静止画像を撮影した監視カメラ２２と同一の監視カ
メラにより撮影された画像である。また、自動再生、逆転再生、コマ戻し再生、コマ送り
再生を行うときに、上記の検索結果以外の画像データが必要な場合には、制御部３２は必
要な画像ファイルをレコーダ４に要求し、レコーダ４は、要求された画像ファイルを画像
記憶部４３から読み出し、通信処理部４１を介して、監視ユニット３へ送信する。監視ユ
ニット３では、ネットワーク１を介して通信処理部３１により上記の画像ファイルを受信
し、記憶部３３へ記憶し、表示装置３５へ出力する。例えば、「自動再生」ボタンあるい
は「逆転再生」ボタンがクリックされると、記憶部３３から再生すべき画像のデータが順
次、表示装置３５へ出力され、再生領域５９に順次表示される。ここで、「停止」ボタン
がクリックされると、「停止」ボタンがクリックされる直前に表示された静止画像が再生
領域５９に表示された状態が維持される。また、「コマ戻し」ボタンがクリックされると
、そのクリックされる直前に表示されている静止画像より１コマ前の静止画像が再生領域
５９に表示され、その状態が維持される。「コマ送り」ボタンがクリックされると、その
クリックされる直前に表示されている静止画像より１コマあとの静止画像が再生領域５９
に表示され、その状態が維持される。
【００４５】
　次に、「画像選択」ボタン６２について説明する。再生領域５９にある静止画像が表示
された状態が維持されている時、例えば、図７に示されたサムネイル画像の１つをクリッ
クすることにより図８に示す再生画面が表示された最初の状態の時、「自動再生」ボタン
あるいは「逆転再生」ボタンがクリックされてから「停止」ボタンがクリックされた後の
状態の時、「コマ戻し」ボタンあるいは「コマ送り」ボタンがクリックされた後の状態の
時等に、「画像選択」ボタン６２をクリックすると、そのクリックされたときに再生領域
５９に表示されている静止画像について、コメント（文字情報）を作成して保存すること
ができる。具体的には、「画像選択」ボタン６２をクリック（図３のステップＳ８）する
と、図９に示すように、コメント作成欄６３がカメラ画像再生操作欄５８の左側で操作メ
ニュー５３の下側に表示される。操作者は、入力装置３４を操作して、コメント記入領域
６４にコメントを記入し、「ＯＫ」ボタン６５をクリックする（図３のステップＳ９）。
この「ＯＫ」ボタン６５をクリックすると、コメント作成欄６３が消えて、図８に示す再
生画面に戻る。
【００４６】
　上記のステップＳ８からステップＳ９の動作について詳しく説明する。
【００４７】
　図８の「画像選択」ボタン６２をクリックすると、制御部３２は、再生領域５９に表示
されている静止画像に対応する画像ファイルのデータベースのマーカ欄にマーカ（画像が
選択されたことを示すフラグ）を付す旨を通信処理部３１を介してレコーダ４へ送信する
。
【００４８】
　レコーダ４では、上記のマーカを付す旨を受信すると、制御部４２が、画像データベー
ス記憶部４４に記憶されているデータベース中の対応する画像ファイルのマーカ欄にマー
カを付す（値を１に書き換える）。
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【００４９】
　また、「画像選択」ボタン６２をクリックすると、図９に示すようにコメント作成欄６
３が表示される。そのコメント記入領域６４にコメントを記入し、「ＯＫ」ボタン６５を
クリックすると、制御部３２は、記入されたコメントを通信処理部３１を介してレコーダ
４へ送信する。
【００５０】
　レコーダ４では、制御部４２が、送信されてきた上記のコメントを、画像データベース
記憶部４４に記憶されているデータベース中の対応する画像ファイルのコメント欄に記憶
させる。図２のファイル番号５１の例では、図９のコメント記入領域６４に、「こちらは
異常ありません。」と記入された場合を示している。なお、コメント記入領域６４にコメ
ントを記入しないで、「ＯＫ」ボタン６５をクリックすると、データベースには前述の「
画像選択」ボタン６２のクリックにより、マーカ欄にマーカが付されるのみとなる。また
、「キャンセル」ボタン６６をクリックすると、コメント作成欄６３が消えて、「画像選
択」ボタン６２をクリックする直前の状態に戻る。したがって、前述の「画像選択」ボタ
ン６２のクリック操作に基づいてデータベースのマーカ欄に付されたマーカは消去される
（値が０に書き換えられる）。
【００５１】
　なお、上記において、図８の「画像選択」ボタン６２をクリックしたときには、監視ユ
ニット３からデータベースのマーカ欄にマーカを付す旨をレコーダ４へ送信しないで、図
９のコメント作成欄６３の「ＯＫ」ボタン６５をクリックしたときに、記入されたコメン
トとともにデータベースのマーカ欄にマーカを付す旨をレコーダ４へ送信するようにして
もよい。
【００５２】
　次に図３のステップＳ１０について説明する。図５、図６、図７、図８に示された表示
画面において、操作メニュー５３の「選択画像一覧」ボタンをクリックすると、図１０に
示すような選択画像一覧画面（注目画像一覧画面）が表示される。操作メニュー５３の「
選択画像一覧」ボタンをクリックすると、制御部３２は、選択画像の送信要求と選択画像
一覧画面用のウェブページのプログラムの要求とを通信処理部３１を介してレコーダ４へ
送信する。
【００５３】
　レコーダ４では、制御部４２が、監視ユニット３からの選択画像の送信要求に応じて、
画像データベース記憶部４４に記憶されているデータの中からマーカの付されている画像
ファイルを選択し、選択した画像ファイルのコメントを読み出すとともに、選択した画像
ファイルを画像記憶部４３から読み出して、それらを通信処理部４１を介して、監視ユニ
ット３へ送信するとともに、選択画像一覧画面用のウェブページのプログラムの要求の要
求に応じて、プログラム記憶部４５から選択画像一覧画面用のウェブページのプログラム
を読み出して、通信処理部４１を介して、監視ユニット３へ送信する。
【００５４】
　監視ユニット３では、ネットワーク１を介して通信処理部３１により上記のコメント、
画像ファイル及び選択画像一覧画面用のウェブページのプログラムを受信し、記憶部３３
へ記憶する（ダウンロードする）。そして、記憶部３３に記憶されている上記のコメント
、画像ファイル及び選択画像一覧画面用のウェブページのプログラムに基づいて、表示装
置３５の画面５１に、図１０に示すような選択画像一覧画面が表示される（図３のステッ
プＳ１０）。この選択画像一覧画面では、テキスト情報であるコメント６７と画像情報で
あるサムネイル画像６８（図１０では表示画像の図示を省略し、空白にしている）とが対
応して一覧表示される。なお、図１０の例では、前述の画像選択処理（ステップＳ８、Ｓ
９）が行われた年月日を投稿日とし、各カメラＡ、Ｂ、Ｃによる監視場所を投稿者として
予め定めており、便宜的に付与されたＮｏ（画像選択番号）、投稿日、投稿者、コメント
６７、及びサムネイル画像６８がセット（以下、「画像選択セット」という）になって表
示される。ここで、表示装置３５では、記憶部３３に記憶されている画像ファイルの所定
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サイズの静止画像の画像データから縮小サイズのサムネイル画像のデータを作成してサム
ネイル画像６８を表示している。なお、図９のコメント記入領域６４にコメントを記入し
ないで、「ＯＫ」ボタン６５をクリックしたものについては、図１０の選択画像一覧画面
のコメント欄が空欄で表示される。
【００５５】
　図１０の選択画像一覧画面において、ある１つのサムネイル画像６８をクリックすると
、図７の検索結果表示画面において、ある１つのサムネイル画像５６をクリックした場合
と同様、図８の再生画面が表示され、その再生領域５９には、選択されたサムネイル画像
に対応する所定サイズの静止画像が表示される。この静止画像を起点として、自動再生、
逆転再生、コマ戻し再生、コマ送り再生等を行うことができるのは前述した通りである。
なお、選択画像一覧画面において、画像選択セットのうち、サムネイル画像６８のみに限
られず、Ｎｏ（画像選択番号）、投稿日、投稿者、コメントのいずれかの枠内をクリック
することで、図８の再生画面が表示されるようにしてもよい。あるいは、コメントの枠内
をクリックすることで、その枠内のコメント（未記入の場合も含む）を更新（訂正及び削
除等）可能な状態とし、その枠内に直接（あるいは図９に示すようなコメント作成欄６３
を表示させてそのコメント記入領域６４に）、入力装置３４を操作してコメントを追加記
入あるいは訂正できるようにしてもよい。また、図１０の選択画像一覧画面では、選択画
像セットが投稿日の古い順に表示されているが、投稿日の新しい順に表示されるようにし
てもよい。また、投稿日の古い順と新しい順とを切り替えて表示できるようにしてもよい
。また、投稿日の代わりに、あるいは、投稿日とともに、画像ファイルのデータに含まれ
る撮影日を表示するようにしてもよい。また、各監視カメラごとに、選択画像セットの一
覧表示を行えるようにしてもよい。なお、投稿日を表示する場合には、図９のコメント作
成欄６３の「ＯＫ」ボタン６５がクリックされ、レコーダ４でコメントが記憶されるとき
に、そのときの日付（投稿日）がコメントとともに画像データベース記憶部４４に記憶さ
せるようにすればよい。図２では示していないが、例えば、コメントの欄の隣に投稿日の
欄を設けて記憶させるようにしてもよい。
【００５６】
　また、それぞれの選択画像セットには、「削除」ボタン６９が表示されており、この「
削除」ボタン６９をクリックすることにより、それに対応する選択画像セットを削除でき
る。すなわち、「削除」ボタン６９がクリックされると、制御部３２の制御により表示装
置３５では、それに対応する選択画像セットの表示を削除し、Ｎｏ（画像選択番号）が並
び順に付け替えられる。さらに、制御部３２は、その選択画像セットのコメントとマーカ
を削除する旨を通信処理部３１を介してレコーダ４へ送信する。これを受けて、レコーダ
４では、制御部４２が、削除する選択画像セットに対応する、画像データベース記憶部４
４に記憶されているデータベースのコメント欄のコメントを削除するとともに、マーカ欄
のマーカを消去する（値を０に書き換える）。
【００５７】
　また、図６、図７、図８、図１０に示された表示画面において、操作メニュー５３の「
ホーム」ボタンをクリックすると、図５に示されたホーム画面が表示される。図７、図８
、図１０に示された表示画面において、操作メニュー５３の「画像検索／再生」ボタンを
クリックすると、図６に示された検索画面が表示される。
【００５８】
　なお、図８の再生画面には、再生領域５９に表示されている静止画像を電子メールに添
付して携帯電話やパソコンへ送信するための「メール送信」ボタン６１が表示されている
が、このようなメール送信機能は周知の技術であり、詳しい説明は省略する。
【００５９】
　また、レコーダ４のプログラム記憶部４５に記憶されているホーム画面用、検索画面用
、検索結果表示画面用、再生画面用、選択画像一覧画面用のそれぞれのウェブページのプ
ログラムは、ログイン後に、一度、監視ユニット３の記憶部３３にダウンロードされた後
は、ダウンロードされない。例えば、ログイン後に、１回目に図６の検索画面が表示され
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るとき、すなわち操作メニュー５３の「画像検索／再生」ボタンのクリック操作が最初（
１回目）の時には、監視ユニット３からレコーダ４へ検索画面用のウェブページのプログ
ラムの要求が送信されて、検索画面用のウェブページのプログラムがレコーダ４からダウ
ンロードされるが、２回目以降に図６の検索画面が表示されるとき、すなわち、操作メニ
ュー５３の「画像検索／再生」ボタンのクリック操作が２回目以降の時には、監視ユニッ
ト３からレコーダ４へ検索画面用のウェブページのプログラムの要求を送信せずに、すで
にダウンロードされて記憶部３３に記憶されている検索画面用のウェブページのプログラ
ムに基づいて検索画面が表示される。
【００６０】
　なお、本実施の形態の場合、図９のコメント作成欄６３の表示用のプログラムは、図８
の再生画面用のウェブページのプログラムに組み込まれている。
【００６１】
　本実施の形態では、特に注目すべき画像、情報として公開したい画像など、あとで再生
が必要となる画像に対してマーカを付しておくことで、選択画像一覧画面を呼び出して選
択画像セットとして表示させることができ、再生したい画像を短時間で見つけ出して再生
表示することが可能になる。例えば、ログイン後、図５のホーム画面の操作メニュー５３
の「選択画像一覧」ボタンをクリックすると、図１０の選択画像一覧画面が表示され、そ
の中から再生したい画像（サムネイル画像）をクリックすると、図８の再生画面で表示で
きる。なお、マーカを付すために一度画像を再生する必要があるが、マーカが付された後
は、上述のように、選択画像一覧画面を呼び出すことで、再生したい画像を短時間で見つ
け出すことが可能になる。例えば撮影された日時によって検索し、その検索結果として表
示された多数のサムネイル画像の中から再生したい画像を見つけ出す場合と比べ、非常に
効率的である。
【００６２】
　なお、本実施の形態において、図８の再生画面および図９のコメント作成欄６３をそれ
ぞれ別ウインドウを開いて表示するようにしてもよい。この場合、例えば、図８の再生画
面のカメラ画像再生操作欄５８を、図１１（ａ）に示されるようにカメラ画像再生操作ウ
インドウ５８Ａとして表示し、図９に示されたコメント作成欄６３を、図１１（ｂ）に示
されるようにコメント作成ウインドウ６３Ａとして表示すればよい。
【００６３】
　また、本実施の形態では、例えば図２に示すように、マーカ及びコメントの両方をデー
タベースに記憶するようにしたが、いずれか一方のみを記憶するようにしてもよい。コメ
ントを記憶せずに（すなわちデータベースにコメント欄を設けない）、マーカのみを記憶
させる場合には、図８の再生画面において、「画像選択」ボタン６２をクリックすると、
制御部３２は、マーカを付す旨を通信処理部３１を介してレコーダ４へ送信する。レコー
ダ４では、画像データベース記憶部４４に記憶されているデータベース中の対応する画像
ファイルのマーカ欄にマーカを付す（値を１に書き換える）。この場合、操作メニュー５
３の「選択画像一覧」ボタンがクリックされることにより、監視ユニット３から送信され
てくる選択画像の送信要求に応じて、レコーダ４では制御部４２が、画像データベース記
憶部４４に記憶されているデータの中からマーカの付されている画像ファイルを選択し、
選択した画像ファイルを画像記憶部４３から読み出して監視ユニット３へ送信する。また
、「選択画像一覧」ボタンがクリックされることにより、監視ユニット３から送信されて
くる選択画像一覧画面用のウェブページのプログラムの要求に応じて、プログラム記憶部
４５から選択画像一覧画面用のウェブページのプログラムを読み出して監視ユニット３へ
送信する。監視ユニット３では、送信されてきた画像ファイル及び選択画像一覧画面用の
ウェブページのプログラムに基づいて、表示装置３５の画面５１に、選択画像一覧画面が
表示される。この場合の選択画像一覧画面では、例えば図１０の表示画面において、コメ
ント欄が削除された表示となる。
【００６４】
　また、マーカを記憶せずに（すなわちデータベースにマーカ欄を設けない）、コメント
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のみを記憶させる場合には、図８の再生画面において、「画像選択」ボタン６２をクリッ
クすると、図９に示すようにコメント作成欄６３が表示される。操作者は、入力装置３４
を操作して、コメント記入領域６４にコメントを記入し、「ＯＫ」ボタン６５をクリック
すると、制御部３２は、記入されたコメントを通信処理部３１を介してレコーダ４へ送信
する。レコーダ４では、送信されてきたコメントを、画像データベース記憶部４４に記憶
されているデータベース中の対応する画像ファイルのコメント欄に記憶させる。この場合
、監視ユニット３から送信されてくる選択画像の送信要求に応じて、レコーダ４では制御
部４２が、画像データベース記憶部４４に記憶されているデータの中からコメント欄にコ
メントが記憶されている画像ファイルを選択する。ここで、例えば、コメント欄に対し、
キーワードにワイルドカードのみを使用したキーワード検索を行うことにより、コメント
が記憶されている画像ファイルのみを選択することができる。そして、選択した画像ファ
イルのコメントを読み出すとともに、選択した画像ファイルを画像記憶部４３から読み出
して、それらを監視ユニット３へ送信する。また、監視ユニット３から送信されてくる選
択画像一覧画面用のウェブページのプログラムの要求に応じて、プログラム記憶部４５か
ら選択画像一覧画面用のウェブページのプログラムを読み出して、監視ユニット３へ送信
する。監視ユニット３では、送信されてきたコメント、画像ファイル及び選択画像一覧画
面用のウェブページのプログラムに基づいて、表示装置３５の画面５１に、選択画像一覧
画面が表示される。この場合の選択画像一覧画面は、例えば図１０の表示画面と同様であ
る。
【００６５】
　また、マーカ及びコメントのうち少なくともコメントを記憶させるようにした場合には
、ステップＳ３、Ｓ４の検索を行う際に、データベースのコメント欄に対しキーワード検
索を行えるようにしてもよい。この場合、例えば、図６の検索画面において、各カメラの
検索条件指定領域５５内に、キーワードの入力欄を設けて、日時あるいはキーワード、あ
るいは日時とキーワードの両方で検索条件を指定できるようにすればよい。例えば、キー
ワードとして「不審者」を入力し検索実行すれば、コメント欄に「不審者」の文字が記載
されている画像ファイルが検索される。また、キーワードとしてワイルドカード（任意の
文字）のみを入力して検索実行すれば、コメント欄に何らかのコメントが記載されている
画像ファイルが検索される。このようにキーワードを用いて検索を行った場合、検索結果
表示画面は、図７のようにサムネイル画像が一覧表示されるようにしてもよいし、あるい
は、図１０の選択画像一覧画面と同様、少なくともコメントとサムネイル画像とが対応し
て一覧表示されるようにしてもよい。
【００６６】
　また、マーカ及びコメントのうち少なくともマーカを記憶させるようにした場合には、
ステップＳ３、Ｓ４の検索を行う際に、データベースのマーカ欄に対し検索を行えるよう
にしてもよい。例えば、図６の検索画面において、各カメラの検索条件指定領域５５内に
「マーカ検索」ボタンを設け、その「マーカ検索」ボタンをクリックすることで、データ
ベースのマーカ欄にマーカが付されている画像ファイルの検索が実行されるようにすれば
よい。この場合、検索結果表示画面は、図７のようにサムネイル画像が一覧表示されるよ
うにしてもよいし、あるいは、コメントも記憶させるようにしている場合には図１０の選
択画像一覧画面と同様、少なくともコメントとサムネイル画像とが対応して一覧表示され
るようにしてもよい。また、マーカ検索による検索結果表示画面において、マーカ及びコ
メントの両方を記憶させるようにしている場合で、コメントを記入せずに（データベース
のコメント欄が空欄）、マーカのみが付されている画像ファイルに対応するサムネイル画
像をクリックして、図８の再生画面を表示させ、さらに「画像選択」ボタン６２をクリッ
クして、図９のようにコメント作成欄６３を表示させ、コメント記入領域６４にコメント
を記入し、「ＯＫ」ボタン６５をクリックすることで、マーカのみが付されている画像フ
ァイルに対しコメントを付加することができる。これと同様の手順によって、既にコメン
トが記憶されている画像ファイルに対し、コメントを更新（訂正及び削除等）できるよう
にしてもよい。
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【００６７】
　なお、本実施の形態では、マーカ及びコメントを、各々のカメラユニット２からの画像
データを画像記憶部４３に記憶する時に作成されるデータベースに付加して記憶するよう
にしたが、別テーブルを作成して記憶するようにしてもよい。
【００６８】
　また、本実施の形態では、監視カメラ２２を有するカメラユニット２が複数設けられて
いる監視システムを用いて説明したが、本実施の形態のレコーダ４は、カメラユニット２
（監視カメラ２２）が１つしかない監視システムについても当然適用することができる。
本実施の形態のように、カメラユニット２が複数設けられている場合には、１つしか設け
られていない場合に比べ、画像記憶部４３に記憶される画像データがより膨大な量となる
ので、本実施の形態のようにマーカ及び／又はコメントを記憶させて、選択画像一覧画面
を表示するようにすることは、再生したい画像を短時間で見つけ出すために、より有効で
ある。
【００６９】
　また、本実施の形態では、各々のカメラユニット２からレコーダ４へ送信される画像デ
ータを例えばＪＰＥＧ形式により符号化された静止画像の画像データとしたが、カメラユ
ニット２の通信処理部２１において、監視カメラ２２から出力される画像信号を、例えば
ＭＰＥＧ４形式により符号化して動画像の画像データ（撮影日時のデータを含む）を生成
し、レコーダ４へ送信するようにしてもよい。この場合、レコーダ４では、画像記憶部４
３に動画像の画像ファイルが記憶される。また、レコーダ４で記憶された画像データを監
視ユニット３の表示装置３５で再生する場合には、例えば、図８の再生領域５９に動画像
が表示される。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、記録画像をネットワークを介して接続されたブラウザ画面で再生表示する画
像記録装置等として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施の形態の監視システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態のネットワークデジタルレコーダに記憶されたデータベース
の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態の監視ユニットにおける操作及び動作手順を示すフローチャ
ートである。
【図４】本発明の実施の形態の監視ユニットの表示装置の画面の表示例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態の監視ユニットの表示装置の画面の表示例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態の監視ユニットの表示装置の画面の表示例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態の監視ユニットの表示装置の画面の表示例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態の監視ユニットの表示装置の画面の表示例を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態の監視ユニットの表示装置の画面の表示例を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態の監視ユニットの表示装置の画面の表示例を示す図である
。
【図１１】本発明の実施の形態の監視ユニットの表示装置の画面の他の表示例を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００７２】
１　ネットワーク
２　カメラユニット
３　監視ユニット
４　ネットワークデジタルレコーダ
２１　通信処理部
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２２　監視カメラ
３１　通信処理部
３２　制御部
３３　記憶部
３４　入力装置
３５　表示装置
４１　通信処理部
４２　制御部
４３　画像記憶部
４４　画像データベース記憶部
４５　プログラム記憶部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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