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†　現在，ネットワークテクニカルオペレーシ
ョンセンター

＊1 VGA：IBM社が開発したディスプレイの
表示回路規格であり，代表的な表示モー
ドは画面解像度が640×480pix，16色であ
る．そのため，640×480pixサイズの画面
解像度はVGAサイズまたは単にVGAと呼
ばれることが多い．

1. まえがき
近年，防犯・防災意識の高まりか

ら，監視カメラ映像による遠隔監視

が広く普及している．監視カメラが

設置されるケースとして，防犯用で

は，侵入者や不審者の監視・記録を

目的とした，商店街，金融機関や公

共交通機関への設置がある．また，

防災用では，異常監視を目的とし

た，河川，火山や道路への設置な

ど，幅広い分野が挙げられるが，よ

り高精細・高画質な映像により，さ

らに細かい状況を把握したいという

ニーズも高まっている．

そのような市場のニーズを受け

て，監視カメラのハイビジョン化も

進んでおり，さまざまな製品が開

発・販売されるようになってきた．

これまでの監視カメラは，30万画素

程度の画素数でVGA（Video Graph-

ics Array）＊1もしくはQVGA（Quar-

ter VGA）程度の標準画質のものが

主流だったが，近年では100万画素

以上のメガピクセルカメラを搭載

し，高精細なハイビジョン映像の配

信が可能なネットワーク対応型監視

用カメラが増えている．

一方で，携帯電話においては，画

面の高画素化やモバイルネットワー

クの高速・大容量化が進み，携帯電

話とネットワークを用いたハイビジ

ョン画質相当の遠隔監視も実現可能

となりつつある．

移動端末からのハイビジョン画質

による遠隔監視システムは，従来の

監視卓のような集中監視システムと

比較して，どこからでも高精細な映

像での遠隔監視が可能となることか

ら，監視要員の拘束を減らすことが

できる．また，ある場所で緊急事態

が発生した際に，監視要員が移動端

末を持っているだけで，その緊急事

態がメールで通知され，それを契機

に現場の高精細な映像を共有しなが

ら現地へ駆けつけることが可能とな

るため，工事現場や公共施設におけ

る事件や事故，河川の氾濫や火山の

噴火など，緊急時に迅速な情報共有

が必要な場面で有用である．

本稿では，ハイビジョン化の流

れ，モバイルネットワークの高速・

大容量化にかんがみた，移動端末か

らのハイビジョン監視カメラの制
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近年，ハイビジョン対応の監視カメラの普及，またそ

の動画を伝送するモバイルネットワークの高速・大容
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め，ハイビジョン映像の撮影が可能な監視カメラと，ト

ランスコーダ・カメラ制御GWを用いて，ハイビジョン

監視カメラシステムのプロトタイプを試作した．これに

より，移動端末からハイビジョン相当の高画質映像の遠
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＊2 パン：カメラの向きを左右方向に移動さ
せること．

＊3 チルト：カメラの向きを上下方向に移動
させること．

＊4 MobileMP4：MP4ファイルフォーマット
の中でも特に移動端末に用いられている
動画ファイルフォーマット形式．3GPPフ
ァイルフォーマットとしても採用されて
いる．

NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル Vol. 17 No. 4

移動端末からの高精細・高画質な遠隔監視を実現するハイビジョン監視カメラ向けトランスコーダ・カメラ制御GW

御，映像監視を可能とするシステム

の実現方式の検討結果について解説

する．また，提案方式の検証として，

ハイビジョン監視カメラとリアルタ

イム動画エンコーダを用いた，移動

端末からのハイビジョン相当の高画

質映像による遠隔監視が可能とな

る，ハイビジョン監視カメラシステ

ムのプロトタイプについて解説する．

2. 移動端末による
ハイビジョン遠隔監視
システムの方式検討

2.1 要求条件
本検討では，高速・大容量な

FOMAハイスピードネットワーク移

動端末とハイビジョン監視カメラの

組合せによる遠隔監視システムの要

求条件として，次の項目を挙げた．

①画質

FOMAシリーズ端末に搭載さ

れている最大WVGA（Wide

VGA）相当のディスプレイサイ

ズに合わせた映像が閲覧できる

こと．

②端末対応

スマートフォンだけでなく

FOMAシリーズの端末で利用で

きること．

③カメラ制御

映像の閲覧だけでなく監視カ

メラのパン＊2・チルト＊3・ズー

ムなどの制御ができること．

④拡張性

将来的な移動端末の画面サイ

ズの拡大やネットワークの高

速・大容量化に対応できること．

これらの要求条件を基に，最適な

実現方式の検討を行った．

2.2 方式検討
携帯電話で映像配信する方式とし

ては，大きく分けてiアプリ，TV電

話，iモーションでの独自方式によ

る映像配信が考えられる．各方式を

「画質」，「対応端末」，「カメラ制御」，

「拡張性」の4つの観点で比較評価し

た（表1）．

�画質

iアプリの描画領域は，端末に

依存するが，WVGA相当（854×

480pix）の映像を表示することがで

きる．TV電話の映像に関しては，

機種に関係なくQCIF（Quarter Com-

mon Intermediate Format）（176×

144pix）までの大きさとなる．また，

iモーションの映像は，MobileMP4

（MobileMPEG-4）＊4バージョン7に

よりQVGAで30fps（frames per sec-

ond）までの動画配信が可能である．

�対応端末

iアプリの場合，大容量の動画デ

ータを利用することを想定し，メガ

iアプリ対応端末を対象とする．TV

電話の場合，らくらくホンSを除く

すべてのFOMA端末で対応してい

る．iモーションの無制限ストリー

ミングを行う場合は，FOMAハイス

ピード対応のFOMA端末が必要と

なる．

�カメラ制御

カメラ制御の実現性に関して比較

すると，iアプリの場合，パケット

通信によりパン，チルト制御が実現

可能であり，TV電話でもDTMF

（Dual-Tone Multi -Frequency）信号

により制御が可能である．iモーシ

ョンの場合は映像閲覧のみとなり，

カメラの制御を同時に行うことはで

きない．

�拡張性

iアプリやiモーションでは，移動

端末の画面サイズに合わせた高画質

化が進むが，TV電話については，

画面サイズに合わせたタイムリーな

高画質化は実施されない．

iアプリ 

画質 

対応 
端末 

カメラ 
制御 

拡張性 

TV電話 iモーション 

○ 
ディスプレイサイズに合わせ 
た高精細な映像閲覧が可能 

○ 
メガiアプリ対応機種 

○ 
パケット通信によりパン， 
チルト制御が可能 

○ 
移動端末の画面サイズに 
合わせて高画質化が進む 

× 
機種に関係なくQCIF 
（176×144pix）まで 

○ 
らくらくホンSを除く 
すべてのFOMAに対応 

○ 
DTMF（プッシュ）信号 
により制御可能 

× 
画面サイズに合わせたタイム 
リーな高画質化はされない 

○ 
QVGA 30fpsまでの配信が可 
能．同時に音声の配信も可能 

× 
FOMAハイスピード対応端末 
（無制限ストリーミング） 

× 
映像閲覧のみ 

○ 
高画質化は進むが，ネイティブ 
プレイヤーによる映像閲覧のみ 

表１　映像配信方式の比較評価
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＊5 トランスコーダ：動画データなどを別の
動画形式に変換する機能をもつ装置やシ
ステム．

＊6 H.264：動画データの符号化方式の1つ．
従来のMPEG-2やMPEG-4と比較して高
圧縮化が図られており，ハイビジョン放

送など広い用途に対応している．
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これらの4項目の比較評価から，

既存のTV電話やiモーションによる

方式では制約事項があるため，移動

端末からのハイビジョン監視カメラ

の制御・映像監視を可能とするシス

テムの実現方式として，iアプリで

の独自方式による映像配信を提案

する．

3. 携帯電話による
ハイビジョン遠隔監視
システムの設計

3.1 システム構成
提案方式によるハイビジョン監視

カメラシステムの構成を図1に示

す．本システムの構成は，ハイビジ

ョンカメラ，トランスコーダ＊5・カ

メラ制御GateWay（以下，本GW）

および移動端末から構成される．監

視カメラから本GWまではH.264＊6

によるハイビジョン動画転送が行わ

れ，本GWと移動端末はモーション

JPEGによる動画転送を行う．本

GWでは，H.264からモーション

JPEGへリアルタイムに変換する．

監視カメラのパン・チルト・ズーム

の制御プロトコルとしてはPUCC

（P2P Universal Computing Consor-

tium）プロトコル[1]を用いた．

3.2 動画転送方式
本システムは主に監視用途を想定

しているため，細かな物体の動きよ

りもフレーム画質が要求されると想

定し，モーションJPEGによる動画

転送方式を採用した．また，iアプリ

の制限として，1回のHTTPシーケ

ンスでのデータ転送サイズが150kB

までとなるため，フレームを送るた

びにHTTPコネクションの確立・解

放が必要となる．そのため，1回の

HTTPコネクションで，できるだけ

多くのフレームを入れて転送するこ

とで，フレームレート向上を図った

（図2）．図のように，1回のコネク

ションで最大150kBとなるように複

数のフレームを送信し，コネクショ

ンを解放する．以降，フレームが続

く限りこのシーケンスを繰り返す．

1回のHTTPシーケンスに格納する

フレーム数を画像品質に応じて変更

可能とすることで，低画質で高フレ

ームレートにする，高画質で低フレ

ームレートにするなど，用途や状況

に応じて画像品質とフレームレート

を柔軟に変更できるようにした．

3.3 カメラ制御プロトコル
本システムのカメラ制御用プロト

コルとしてPUCCプロトコルを用い

カメラ制御プロトコル（PUCCプロトコル） 

映像ストリーミング（モーションJPEG） 

TCP/IP

HTTP

TCP/IP

動画 
プレイヤ 

カメラ制御 
アプリケーション 監視カメラ 

TCP/IP

カメラ制御アプリケーション 

本GW

iアプリ 

HTTPRTP

H.264 M-JPEG

RTP

H.264

RTP：Real-time Transport Protocol 
SOE：Serial over Ethernet

PUCC M-JPEG PUCC

携帯電話 

インターネット／FOMA網 Ethernet

映像ス
トリー

ミング
（H.2

64） 

カメラ
制御プ

ロトコ
ル（S

OEプロ
トコル

） 

ハイビジョンカメラ 

図1 ハイビジョン監視カメラシステム構成
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＊7 XML：マークアップ言語の1つ．文書や
データなどの情報をタグと呼ばれる要素
の階層構造により記述する．
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た．PUCCプロトコルとは，PUCC

が制定した，異なる下位のトランス

ポートネットワークを介して通信す

るデバイス間を相互接続するアプリ

ケーションレイヤプロトコルであ

る．PUCCプロトコルでは，機器の

名称，種類，属性や提供するサービ

スを記述するXML（eXtensible

Markup Language）＊7形式のデバイス

メタデータを利用し，デバイスメタ

データの記述を基に機器の制御を行

う．本検討では，ハイビジョン監視

カメラのデバイスメタデータと，制

御用プロトコルをPUCCの仕様に合

わせて設計を行った．PUCCプロト

コルを利用することにより，カメラ

の機能の違い（例えば，ズーム制御

はできるが，パン・チルト制御がで

きないなど）をデバイスメタデータ

で記述できるため，同じ移動端末側

のアプリケーションでさまざまな機

能をもつカメラを操作することが可

能となる．

PUCCプロトコルのシーケンスを

図3に示す．

①移動端末側iアプリから本GW

へ接続処理とともに認証を行

い，セッションIDを取得する

（Helloメッセージ）．

モーションJPEG

複数の 
フレーム 

HTTP get

150 kB以上の 
場合は繰り返す コネクション解放 

本GWiアプリ 

コネクション確立 

表示 

映像要求 

JPEG 
ファイル 

1コネクション当り 
最大150 kBまで 

図2 動画転送方式

●① Hello Message（） 

●② Discover Message（） 

カメラリスト 

●⑥ Invoke（StopCapture） 

●⑦ Invoke（Release） 

●⑧ Bye Message（） 

●⑤ Invoke（StartCapture） 

●④ Invoke（Control） 

●③ Invoke（GetSupported 
  MonitoringMethods） 

モニタリング方法 

ストリーミングURL

カメラ制御および映像閲覧 

本GWiアプリ 

処理結果応答 

処理結果応答 

処理結果応答 

カメラ制御の要求 

JPEG画像 

画面に画像を表示 

JPEG画像 

JPEG画像 

JPEG画像 

本GWiアプリ 

処理結果応答 

処理結果応答 

認証応答（SessionID） 

キャプチャの開始 

キャプチャの停止 

カメラメタデータの取得 

カメラ使用権解放 

カメラのモニタリング方法取得 

カメラを切断 

ストリーミング再生処理 

カメラに接続（以降の通信では
SessionIDをキーに認証） 

使用するカメラを指定するとともに
選択したカメラの使用権を取得  

５：画像取得（） 

３：画像取得（） 

４：Invoke（パン，チルト，ズーム） 

２：画像取得（） 

 １：画像取得（） 

．
．
．
 

．
．
 

図3 プロトコルシーケンス



41NTT DOCOMOテクニカル・ジャーナル Vol. 17 No. 4

②接続されているカメラデバイス

のメタデータを取得する（Dis-

coverメッセージ）．これによ

り，接続されているカメラのリ

ストが取得できる．

③各カメラがサポートする動画配

信方式の情報を取得する

（InvokeメッセージによるGet-

SupportedMonitoringMethodsコ

マンド送信）．

④ユーザによりカメラが選択され

ると，そのカメラデバイスに対

して，カメラの使用権を取得す

る（Invokeメッセージによる

Controlコマンド送信）．

⑤映像のキャプチャ開始処理を要

求する（Invokeメッセージによ

るStartCaptureコマンド送信）．

Invokeメッセージの応答により

返されるURLに対して，モーシ

ョンJPEG映像の取得を要求す

ることで，カメラ映像が転送さ

れ移動端末上に表示される．

また，カメラ制御処理要求

（Invokeメッセージによるパン，

チルト，ズームコマンド送信）

により，カメラ制御を行う．

⑥カメラ映像閲覧を終了する場

合，映像のキャプチャ停止処理

を要求する（Invokeメッセージ

によるStopCaptureコマンド送

信）．

⑦カメラの使用権を解放する

（Invoke メッセージによる

Releaseコマンド送信）．

⑧移動端末側iアプリから本GW

へ切断処理を行う（Byeメッセ

ージ）．

4. プロトタイプ
システムの実装

前述の方式設計に基づいて，プロ

トタイプシステムの実装を行った．

システムの概要を図4に示す．監視

カメラとしては，H.264ハイビジョ

ン映像を出力できる監視カメラを用

い，出力画像サイズは1,280×720pix

とした．また，移動端末側のアプリ

ケーションはメガiアプリを用いて

実装した．本GWには，1,280×

720pixのH.264ハイビジョン映像か

ら，WVGA相当の832×468pixのモ

ーションJPEGへリアルタイムに変

換するアプリケーションを実装した．

画面遷移シーケンスを図5に示

す．iアプリを起動すると本GWへ

の接続とカメラメタデータの取得を

行い（図5①），接続されているカメ

ラ一覧を表示する（図5②）．ユーザ

によりカメラが選択されると，カメ

ラ起動画面（図5④）において，動

画キャプチャ開始処理が開始され

る．リアルタイムな監視カメラ映像

の閲覧が行え（図5⑤），例えば移動

端末の画面サイズに合わせたモーシ

ョンJPEG映像が閲覧できる（図6）．

本GW

ハイビジョン監視カメラ 

ハイビジョン監視カメラ 

モーションJPEG映像 

H.264ハイビジョン映像 

インターネット 
ブロードバンド 
ルータ 

3G網 

FOMA

IPマルチキャスト転送 

LAN（100Base-T以上） 

H.264 モーションJPEG

変換 
HD 

1,280×720 
プログレッシブ映像 

WVGA相当 
832×468 

プログレッシブ映像 

HD 
1,280×720 

プログレッシブ映像 

WVGA相当 
832×468 

プログレッシブ映像 

図4 プロトタイプシステム概要
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移動端末からの高精細・高画質な遠隔監視を実現するハイビジョン監視カメラ向けトランスコーダ・カメラ制御GW

これらのプロトタイプシステムの

実装により，移動端末から高精細・

高画質な監視カメラ映像が閲覧でき

ることを確認した．

5．あとがき
本稿では，移動端末による高精

細・高画質な遠隔監視を実現するハ

イビジョン監視カメラシステムの方

式設計と，プロトタイプシステムの

実装について述べた．今後も，さら

なるモバイルネットワークの高速

化，移動端末の画面サイズの高精細

化に合わせて，より高精細・高画質

な映像が閲覧できる方式の検討を行

っていく．また，iアプリStarプロ

ファイルを利用したUDP（User

Datagram Protocol）通信による動画

フレームレートの向上についても，

検討を進める予定である．
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図6 表示動画例




