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(57)【要約】
【課題】投稿動画を他の情報と共に効果的に配信する投
稿動画配信サーバ及び投稿動画配信方法を提供する。
【解決手段】ユーザから投稿された投稿動画を視聴者端
末へ配信する投稿動画配信サーバが、視聴者端末から投
稿動画の視聴要求を受信する要求受信手段と、この要求
受信手段により受信された視聴要求の対象となる投稿動
画が表示される動画表示部とこの動画表示部を囲むよう
に配置され第１広告データが表示される動画フレームと
この動画表示部上及びこの動画フレーム上の少なくとも
一方に配置され第２広告データが表示される選択可能な
表示部であって選択された際には所定の関連情報が別に
表示される表示部とを有する投稿動画表示画面に関する
データを生成する画面生成手段と、この画面生成手段に
より生成された投稿動画表示画面に関するデータを視聴
者端末に送信する送信手段とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザから投稿された投稿動画を視聴者端末へ配信する投稿動画配信サーバにおいて、
　前記視聴者端末から前記投稿動画の視聴要求を受信する要求受信手段と、
　前記要求受信手段により受信された視聴要求の対象となる投稿動画が表示される動画表
示部と、この動画表示部を囲むように配置され第１広告データが表示される動画フレーム
と、この動画表示部上及びこの動画フレーム上の少なくとも一方に配置され第２広告デー
タが表示される選択可能な表示部であって選択された際には所定の関連情報を別に表示さ
せる表示部とを有する投稿動画表示画面に関するデータを生成する画面生成手段と、
　前記画面生成手段により生成された投稿動画表示画面に関するデータを前記視聴者端末
に送信する送信手段と、
　を備えることを特徴とする投稿動画配信サーバ。
【請求項２】
　広告主端末から、広告データとして、前記関連情報の存在場所、前記第１広告データ及
び前記第２広告データのうちの少なくとも１つを受信し、更に、この広告データを表示さ
せる投稿動画を指定する動画指定情報として投稿動画の識別情報、投稿動画の内容に応じ
たカテゴリ情報又は投稿動画を投稿したユーザ情報を受信する広告受信手段と、
　前記広告受信手段により受信された広告データを同じく受信された動画指定情報と関連
付けて記憶する広告記憶手段と、
　前記要求受信手段により視聴要求が受信された場合に、この視聴要求の対象となる投稿
動画を示す識別情報と関連付けられて記憶されている広告データか、この視聴要求の対象
となる投稿動画の内容に応じたカテゴリ情報と関連付けられて記憶されている広告データ
か、この視聴要求の対象となる投稿動画を投稿したユーザ情報と関連付けられて記憶され
ている広告データかのいずれかを抽出する広告抽出手段と、
　を更に備え、
　前記画面生成手段は、前記広告抽出手段により抽出された第１広告データが前記動画フ
レームに表示され、同じく抽出された第２広告データが前記選択可能な表示部に表示され
、前記所定の関連情報が同じく抽出された関連情報の存在場所から取得され表示されるよ
うに、前記投稿動画表示画面に関するデータを生成する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の投稿動画配信サーバ。
【請求項３】
　前記投稿動画と共に広告データを表示させる広告掲載権を広告主に入札させる入札画面
に関するデータを前記広告主端末へ送信し、この入札画面を介して入力される入札金額を
この広告主を識別する広告主識別情報と共に受信する入札データ受信手段と、
　前記投稿動画に関し、最高金額を入札している広告主を識別する広告主識別情報及び入
札期間を管理する入札管理手段と、
　を更に備え、
　前記画面生成手段は、前記入札期間が終了し前記投稿動画が落札された場合に、この落
札された投稿動画に関する視聴要求が前記要求受信手段により受信された場合には、この
落札された投稿動画に関し前記入札管理手段により管理される広告主識別情報の示す広告
主の第１広告データが前記動画フレームに表示され、この広告主の第２広告データが前記
選択可能な表示部に表示されるように前記投稿動画表示画面に関するデータを生成する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の投稿動画配信サーバ。
【請求項４】
　前記入札データ受信手段は、前記広告掲載権として投稿動画の内容に応じたカテゴリ単
位若しくは投稿動画を投稿したユーザ単位で前記広告主に入札させる入札画面に関するデ
ータを送信し、
　前記入札管理手段は、前記カテゴリ単位若しくはユーザ単位で最高金額を入札している
広告主を識別する広告主識別情報を管理し、
　前記画面生成手段は、前記入札期間が終了し前記カテゴリ単位若しくはユーザ単位で落
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札された場合に、この落札されたカテゴリに含まれる投稿動画若しくは落札されたユーザ
により投稿された投稿動画に関する視聴要求が前記要求受信手段により受信された場合に
は、この落札されたカテゴリに含まれる投稿動画若しくは落札されたユーザにより投稿さ
れた投稿動画に関し前記入札管理手段により管理される広告主識別情報の示す広告主の第
１広告データが前記動画フレームに表示され、この広告主の第２広告データが前記選択可
能な表示部に表示されるように前記投稿動画表示画面に関するデータを生成する、
　ことを特徴とする請求項３に記載の投稿動画配信サーバ。
【請求項５】
　前記画面生成手段は、前記視聴要求の対象となる投稿動画の内容に関連する商品を電子
商取引するための電子商取引サーバのアドレスを含み、この電子商取引サーバから取得さ
れた商品情報が前記動画表示部上の電子商取引画面に表示され、この電子商取引画面を介
して入力される購入商品情報、決済情報が電子商取引サーバへ送信されることでユーザが
投稿動画の内容に関連する商品を購入可能となるように前記投稿動画表示画面に関するデ
ータを生成することを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の投稿動画配信サーバ
。
【請求項６】
　ユーザから投稿された投稿動画を視聴者端末へ配信する投稿動画配信方法において、
　サーバが、前記視聴者端末から前記投稿動画の視聴要求を受信するステップと、
　前記サーバが、前記受信された視聴要求の対象となる投稿動画が表示される動画表示部
と、この動画表示部を囲むように配置され第１広告データが表示される動画フレームと、
この動画表示部上及びこの動画フレーム上の少なくとも１つに配置され第２広告データが
表示される選択可能な表示部であって選択された際には所定の関連情報が別に表示される
表示部とを有する投稿動画表示画面に関するデータを生成するステップと、
　前記サーバが、前記生成された投稿動画表示画面に関するデータを前記視聴者端末に送
信するステップと、
　からなる投稿動画配信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザからの投稿動画を効果的に配信する投稿動画配信サーバ及び投稿動画
配信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、インターネット上において、ユーザから投稿される動画を管理し、要求に応じて
これら管理される投稿動画を配信する投稿動画配信サービスが存在する。ユーザは、自分
の作成した複数の動画ファイルをこの投稿動画配信サービスを提供する投稿動画配信シス
テムに投稿し、自分のホームページやブログ中に所望の投稿動画を表示させたり、複数の
投稿動画のうち所望の投稿動画を好きなときに視聴したりすることができる。
【０００３】
　投稿動画配信システムは、様々な手法により投稿動画をユーザ端末に配信する。この投
稿動画配信手法として、例えば、投稿動画ファイルがＷＥＢサーバからユーザ端末上に全
てダウンロードされた後にそのユーザ端末上の動画プレイヤにより再生させる手法（ダウ
ンロード手法）、投稿動画ファイルがＷＥＢサーバ又はストリーミングサーバからユーザ
端末上にダウンロードされながら略同時に再生させる手法（プログレッシブダウンロード
手法）、投稿動画ファイルが視聴タイミングに応じてストリーミングサーバからデータパ
ケットとしてユーザ端末へ順次送られることによりリアルタイムに再生させる手法（スト
リーミング手法）が利用される。
【０００４】
　ユーザは、インターネット上の投稿動画配信サーバにアクセスし、視聴を希望する投稿
動画を選択することにより、このような手法で配信される投稿動画をＷＥＢブラウザ等に
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より視聴することができる。このとき、ＷＥＢブラウザ上では、プラグインとして動作す
る動画プレイヤがロードされこの動画プレイヤにより投稿動画ファイルが再生される。
【０００５】
　図１２は、従来の投稿動画表示画面の例を示す図である。ユーザ端末のＷＥＢブラウザ
上において、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）等で生成された投稿動画表示画面
１０００が表示され、その中でロードされた動画プレイヤにより投稿動画表示エリア１０
０３及び投稿動画フレーム１００１が表示される。ユーザは、この投稿動画フレーム１０
０１内の再生操作部１００２（再生ボタン、停止ボタン等）を操作することにより、投稿
動画表示エリア１００３に表示される投稿動画を視聴することができる。
【０００６】
　なお、本願発明に関連する先行技術文献として以下のような開示文献がある。
【特許文献１】特開２００２－３２５９０号公報
【特許文献２】特開２００２－９２４７１号公報
【特許文献３】特開２００３－２９５８０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の投稿動画表示画面内に表示される投稿動画フレームは、図１２に
示されるように、単に表示操作部１００２を有する程度の味気ないものであった。せいぜ
い、投稿動画フレームより外側の空きエリアに、利用するユーザに関連する情報が表示さ
れるに過ぎないものであった。
【０００８】
　本発明は、このような問題点に鑑み、投稿動画を他の情報と共に効果的に配信する投稿
動画配信サーバ及び投稿動画配信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述した課題を解決するために以下の構成を採用する。即ち、本発明は、ユ
ーザから投稿された投稿動画を視聴者端末へ配信する投稿動画配信サーバに関し、視聴者
端末から投稿動画の視聴要求を受信する要求受信手段と、この要求受信手段により受信さ
れた視聴要求の対象となる投稿動画が表示される動画表示部とこの動画表示部を囲むよう
に配置され第１広告データが表示される動画フレームとこの動画表示部上及びこの動画フ
レーム上の少なくとも一方に配置され第２広告データが表示される選択可能な表示部であ
って選択された際には所定の関連情報を別に表示させる表示部とを有する投稿動画表示画
面に関するデータを生成する画面生成手段と、この画面生成手段により生成された投稿動
画表示画面に関するデータを視聴者端末に送信する送信手段とを備えるというものである
。
【００１０】
　本発明では、視聴者端末から所定の投稿動画の視聴要求が受信されると、この視聴要求
の対象となる投稿動画が表示される投稿動画表示画面に関するデータが生成され、このデ
ータが当該視聴者端末に送信される。この投稿動画表示画面は、投稿動画が表示（再生）
される動画表示部と、この動画表示部を囲むように配置される動画フレームと、動画表示
部上及び動画フレーム上の少なくとも一方に配置される選択可能な表示部とから構成され
る。ここで選択可能とはこの投稿動画表示画面が表示される視聴者端末上で操作（クリッ
ク、実行等）することができる意である。
【００１１】
　これにより、投稿動画表示画面が表示される視聴者端末では、この動画フレームには第
１広告データが表示され、選択可能な表示部には第２広告データが表示される。
【００１２】
　従って、本発明によれば、従来味気のないものであった動画フレームに広告データが掲
載され視聴者端末に配信されるため、視聴者は、華やかに飾られた動画フレームに囲まれ
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た状態で投稿動画を視聴することができる。
【００１３】
　更に、第２広告データが表示される選択可能な表示部が視聴者端末上で選択された場合
には所定の関連情報が別に表示されるため、視聴者は、投稿動画を視聴しながら関連する
情報を見ることができる。
【００１４】
　広告主の観点からも、視聴者の目に触れる動画フレームに広告データを表示させること
ができるため、有効な広告配信を行うことが可能となる。更に、広告主は、広告データが
選択可能な表示部に掲載された場合には、更に詳細広告情報を提供することができるため
、より効果的な広告配信を行うことができる。
【００１５】
　すなわち、本発明によれば、投稿者にとっては自己の投稿動画を効果的に視聴すること
ができ更に他の視聴者にも自己の投稿動画を効果的に視聴させることができ、広告主にと
っては広告データを視聴者に効果的に配信することができるという相乗的な利益をもたら
すことができる。
【００１６】
　本発明において好ましくは、上記投稿動画配信サーバが、広告主端末から、広告データ
として、上記関連情報の存在場所、上記第１広告データ及び上記第２広告データを受信し
、更に、この広告データを表示させる投稿動画を指定する動画指定情報として投稿動画の
識別情報、投稿動画の内容に応じたカテゴリ情報又は投稿動画を投稿したユーザ情報を受
信する広告受信手段と、この広告受信手段により受信された広告データを同じく受信され
た動画指定情報と関連付けて記憶する広告記憶手段と、上記要求受信手段により視聴要求
が受信された場合に、この視聴要求の対象となる投稿動画を示す識別情報と関連付けられ
て記憶されている広告データか、この視聴要求の対象となる投稿動画の内容に応じたカテ
ゴリ情報と関連付けられて記憶されている広告データか、この視聴要求の対象となる投稿
動画を投稿したユーザ情報と関連付けられて記憶されている広告データかのいずれかを抽
出する広告抽出手段と、を更に備え、上記画面生成手段が、上記広告抽出手段により抽出
された第１広告データが上記動画フレームに表示され、同じく抽出された第２広告データ
が上記選択可能な表示部に表示され、上記所定の関連情報が同じく抽出された関連情報の
存在場所から取得され表示されるように、上記投稿動画表示画面に関するデータを生成す
るように構成する。
【００１７】
　このような構成によれば、広告主は、掲載させたい広告データを自分でデザインするこ
とができ、選択されて表示される関連情報を指定することができ、更に、広告データを表
示させる投稿動画を指定することができる。よって、投稿動画と共に魅力的な広告データ
を配信することが可能となる。
【００１８】
　更に、広告データの掲載対象となる投稿動画を特定させる方法として、その投稿動画の
内容に応じたカテゴリ情報やその投稿動画を投稿したユーザ情報を用いることができる。
よって、広告主にとっては、所望のカテゴリ（スポーツ等）若しくは所望のユーザを選択
することにより、その選択されたカテゴリに属する投稿動画若しくはその選択されたユー
ザにより投稿された投稿動画に自己の広告データを掲載させることができる。
【００１９】
　本発明において好ましくは、上記投稿動画配信サーバが、投稿動画と共に広告データを
表示させる広告掲載権を広告主に入札させる入札画面に関するデータを広告主端末へ送信
し、この入札画面を介して入力される入札金額をこの広告主を識別する広告主識別情報と
共に受信する入札データ受信手段と、投稿動画に関し、最高金額を入札している広告主を
識別する広告主識別情報及び入札期間を管理する入札管理手段と、を更に備え、上記画面
生成手段が、上記入札期間が終了し投稿動画が落札された場合に、この落札された投稿動
画に関する視聴要求が上記要求受信手段により受信された場合には、この落札された投稿
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動画に関し上記入札管理手段により管理される広告主識別情報の示す広告主の第１広告デ
ータが前記動画フレームに表示され、この広告主の第２広告データが前記選択可能な表示
部に表示されるように上記投稿動画表示画面に関するデータを生成するように構成する。
【００２０】
　このような構成によれば、広告主は、配信（再生）回数の多いすなわち視聴率の高い投
稿動画を選んで自己の広告データを掲載させることができる。よって、投稿者も自己の投
稿動画に鮮やかな広告データが掲載されるようにより魅力的な動画を投稿するようになり
、ひいては投稿動画を効果的に配信することができる。
【００２１】
　また、このような視聴率の高い投稿動画への広告掲載権を競売することにより同一投稿
動画への複数の広告主からの広告掲載要求を排他制御することができ、入札金額を利益と
することもできる。
【００２２】
　本発明において好ましくは、上記入札データ受信手段が、上記広告掲載権として投稿動
画の内容に応じたカテゴリ単位若しくは投稿動画を投稿したユーザ単位で広告主に入札さ
せる入札画面に関するデータを送信し、上記入札管理手段が、カテゴリ単位若しくはユー
ザ単位で最高金額を入札している広告主を識別する広告主識別情報を管理し、上記画面生
成手段が、上記入札期間が終了しカテゴリ単位若しくはユーザ単位で落札された場合に、
この落札されたカテゴリに含まれる投稿動画若しくは落札されたユーザにより投稿された
投稿動画に関する視聴要求が上記要求受信手段により受信された場合には、この落札され
たカテゴリに含まれる投稿動画若しくは落札されたユーザにより投稿された投稿動画に関
し上記入札管理手段により管理される広告主識別情報の示す広告主の第１広告データが上
記動画フレームに表示され、この広告主の第２広告データが上記選択可能な表示部に表示
されるように上記投稿動画表示画面に関するデータを生成するように構成する。
【００２３】
　このような構成によれば、入札単位を投稿動画単位によらずカテゴリ単位や投稿者たる
ユーザ単位にすることができ、広告主にとっては自由度を持って投稿動画を選択すること
ができ、ひいては広告主からの入札希望を増やすことができる。
【００２４】
　本発明において好ましくは、上記画面生成手段が、視聴要求の対象となる投稿動画の内
容に関連する商品を電子商取引するための電子商取引サーバのアドレスを含み、この電子
商取引サーバから取得された商品情報が上記動画表示部上の電子商取引画面に表示され、
この電子商取引画面を介して入力される購入商品情報、決済情報が電子商取引サーバへ送
信されることでユーザが投稿動画の内容に関連する商品を購入可能となるように上記投稿
動画表示画面に関するデータを生成するように構成する。
【００２５】
　このような構成では、視聴者端末上では、投稿動画配信画面の動画表示部上に投稿動画
の再生終了後などに電子商取引画面が表示される。視聴者は、視聴者端末上で投稿動画の
視聴を楽しんだ後、同一画面上に表示される電子商取引画面を操作することにより、その
視聴した投稿動画に関連する商品を購入することができる。
【００２６】
　従って、このような構成によれば、視聴者に魅力的な投稿動画配信画面を提供するだけ
でなく、その同一画面上で更に電子商取引の機会を提供することができるため、より効果
的に投稿動画の配信をすることができる。更に、広告主及び電子商取引業者にとっても効
果的な広告配信及び商取引を提供することができる。
【００２７】
　なお、本発明は、上述した投稿動画配信サーバと同様の特徴を有する投稿動画配信方法
、情報処理装置（コンピュータ）を投稿動画配信サーバとして機能させるプログラム、或
いは、当該プログラムを記録したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体としても実現可
能である。
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【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、投稿動画を他の情報と共に効果的に配信する投稿動画配信サーバ及び
投稿動画配信方法を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態としての投稿動画配信システム（本発明の投
稿動画配信サーバに相当）について説明する。以下に示す各実施形態の構成はそれぞれ例
示であり、本発明は各実施形態の構成に限定されるものではない。
【００３０】
　［第一実施形態］
　以下、本発明の第一実施形態としての投稿動画配信システムについて説明する。第一実
施形態における投稿動画配信システムは、インターネット１を介して接続されるユーザ端
末に対して投稿動画配信サービスを提供する。すなわち、本実施形態における投稿動画配
信システムは、ユーザの動画データをユーザ端末から受信し、その動画データを保存、管
理する。また、本投稿動画配信システムは、管理されている投稿動画をユーザ端末からの
要求により配信する。なお、本発明は、ユーザ端末と投稿動画配信システムとを接続する
ネットワークをインターネット１に限定するものではない。
【００３１】
　ユーザ端末は、例えば、パーソナルコンピュータ３１、携帯電話３３等である。ユーザ
端末は、本実施形態における投稿動画配信システムにアクセスし動画配信を受け得る一般
的な通信機能、配信された投稿動画を再生することができる一般的な再生機能等を有する
ものであればよく、本発明はこのユーザ端末のハードウェア構成を限定するものでもない
。
【００３２】
　更に、第一実施形態における投稿動画配信システムは、投稿動画をユーザへ配信する際
に、広告主が所望する投稿動画に広告データを掲載して共に配信するサービスも提供する
。各広告主Ａ及びＢは、インターネット１に接続される広告主端末２１及び２２をそれぞ
れ用いて、掲載したい広告データ及びその広告データを掲載したい投稿動画に関する情報
を本投稿動画配信システムへそれぞれ送る。本発明は、これら広告主端末２１及び２２の
ハードウェア構成を限定するものではなく、掲載したい広告データを作成するアプリケー
ション、この広告データを本投稿動画配信システムで決められた通信手法により広告デー
タ管理サーバ１５へ送ることのできる通信機能を持つものであればよい。
【００３３】
　〔システム構成〕
　図１は、第一実施形態における投稿動画配信システムのシステム構成例を示す図である
。図１に示されるように、本実施形態における投稿動画配信システムは、投稿動画配信Ｗ
ＥＢサーバ（以降、単にＷＥＢサーバと表記する）１０、投稿動画配信ストリーミングサ
ーバ（以降、単にストリーミングサーバと表記する）１１、投稿動画管理サーバ１３、広
告データ管理サーバ１５等を有する。このうち、ＷＥＢサーバ１０、ストリーミングサー
バ１１及び広告データ管理サーバ１５は、インターネット１に接続（公開）される。また
、ＷＥＢサーバ１０とストリーミングサーバ１１とがネットワークで接続され、ＷＥＢサ
ーバ１０と投稿動画管理サーバ１３及び広告データ管理サーバ１５とがネットワークで接
続される。
【００３４】
　ユーザは、ユーザ端末３１又は３３を利用して、ＷＥＢサーバ１０にアクセスすること
により、動画を投稿したり、所望の投稿動画を選択し視聴したりする。投稿動画視聴時に
は、ユーザ端末では、ＷＥＢサーバ１０から供給されるＷＥＢページ（投稿動画表示画面
）を介して投稿動画が選択されると、ストリーミングサーバ１１からその選択された投稿
動画の配信を受け、ユーザ端末上の動画プレイヤによりその投稿動画が再生される。
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【００３５】
　なお、本実施形態では、各サーバをそれぞれ別ハードウェアで実現しているが、いくつ
かのサーバをまとめて少ない数のサーバとして実現するようにしてもよい。また、本実施
形態における投稿動画配信システムは、動画配信手法としてプログレッシブダウンロード
手法若しくはストリーミング手法のいずれかが利用可能なように、ＷＥＢサーバ１０とス
トリーミングサーバ１１とを設けるが、動画配信手法に応じてストリーミングサーバ１１
を設けないようにしてもよい。
【００３６】
　〔装置構成〕
　次に、第一実施形態における投稿動画配信システムを構成する各装置について図２を用
いてそれぞれ説明する。図２は、第一実施形態における投稿動画配信システムを構成する
各装置の機能概念構成例を示すブロック図である。本実施形態における投稿動画配信シス
テムを構成する各装置は、ハードウェア構成として、ＣＰＵ（Central Processing Unit
）、メモリ、入出力インタフェース等をそれぞれ備える。これらＷＥＢサーバ１０、スト
リーミングサーバ１１、投稿動画管理サーバ１３及び広告データ管理サーバ１５はそれぞ
れパーソナルコンピュータ等のような汎用コンピュータで構築されてもよいし、専用コン
ピュータで構築されるようにしてもよい。本発明は、このような各装置のハードウェア構
成を限定するものではない。各装置は、例えば、ハードディスク等のメモリに記憶される
アプリケーションプログラムがＣＰＵにより読み出され実行されることにより、図２に示
す各機能部を実現する。
【００３７】
　〈ＷＥＢサーバ〉
　ＷＥＢサーバ１０は、投稿動画配信サービスをユーザ端末に提供するための窓口となる
。すなわち、ＷＥＢサーバ１０は、当該投稿動画配信サービスの提供を行うためのメニュ
ー画面をユーザ端末に提供し、このメニュー画面の操作に基づくユーザ要求を受け付ける
。ＷＥＢサーバ１０によりユーザ端末へ提供される画面は、例えばＷＥＢページである。
【００３８】
　ＷＥＢサーバ１０は、当該メニュー画面の操作に基づくユーザからの投稿要求により、
動画データをユーザ端末から受信し、その投稿動画データを投稿動画管理サーバ１３に保
存、管理させる。また、ＷＥＢサーバ１０は、投稿動画管理サーバ１３で管理される複数
の投稿動画のうちユーザにより選択された投稿動画を所定の広告データと共に当該ユーザ
の端末に配信する。本実施形態の投稿動画配信システムは、動画配信手法としてストリー
ミングを用いるため、この投稿動画再生時にはストリーミングサーバ１１が利用される。
もちろん、本発明は、この動画配信手法を限定するものではない。
【００３９】
　ＷＥＢサーバ１０は、このような機能を実現するために、通信部１０１、動画データア
クセス制御部１０２、動画データ変換部１０３、配信画面生成部１０５等を備える。以下
、ＷＥＢサーバ１０の各機能部についてそれぞれ説明する。
【００４０】
　通信部１０１は、ネットワークインタフェースカード等を制御し、ＨＴＴＰ（Hypertex
t Transfer Protocol）等のプロトコルによりユーザ端末とやりとりされるデータの送受
信を行う。通信部１０１は、動画データアクセス制御部１０２から送られるＷＥＢページ
等のデータをユーザ端末へ送信する。また、通信部１０１は、当該ＷＥＢページがユーザ
端末上で操作されることに伴いユーザ端末から送信されるデータを受けると、そのデータ
を動画データアクセス制御部１０２へ送る。なお、図２では、説明の便宜のため、通信部
１０１はユーザ端末との通信のみ行うように図示されるが、投稿動画管理サーバ１３、広
告データ管理サーバ１５、ストリーミングサーバ１１との通信も行う。
【００４１】
　動画データアクセス制御部１０２は、投稿動画配信サービスに関するユーザからのアク
セス及びユーザへのアクセスを制御する（本発明の要求受信手段及び送信手段に相当する
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）。具体的には、動画データアクセス制御部１０２は、投稿動画配信サービスを提供する
ためのメニュー画面等を提供するべく、これら画面データを通信部１０１を介してユーザ
端末へ送信したり、これら画面操作に伴うユーザ要求を受信する。
【００４２】
　投稿動画配信サービスを提供するためのメニュー画面には、例えば、ユーザに動画デー
タを投稿させるための画面、ユーザを識別するためのユーザＩＤを入力させるための画面
、ユーザが見たい投稿動画を選択するための投稿動画リスト画面等がある。動画データア
クセス制御部１０２は、当該メニュー画面を介してユーザが入力したユーザＩＤを受け、
このユーザＩＤに応じて投稿動画配信サービスに関するアクセスを制御する。
【００４３】
　動画データアクセス制御部１０２は、当該メニュー画面を介して動画データが投稿され
る際には、そのユーザから投稿されてきた動画データ（以降、投稿動画データと表記する
）と共にその投稿動画に対してユーザの設定したタイトル情報、キーワード情報等を受け
る。タイトル情報は、その投稿動画に対しユーザにより設定されたタイトルであり、キー
ワード情報は、例えば投稿動画リスト画面で各投稿動画をカテゴリ分類して表示する場合
の分類キーとして利用される。
【００４４】
　動画データアクセス制御部１０２は、投稿動画データを受けるとその投稿動画データを
識別するための識別子としてシステムでユニークな動画ＩＤを付与する。動画データアク
セス制御部１０２は、動画データ投稿時には、投稿動画データ、動画ＩＤ、ユーザＩＤ、
タイトル情報、キーワード情報等を動画データ変換部１０３へ送る。なお、上記動画ＩＤ
は、ＷＥＢサーバ１０により付与されず、投稿動画管理サーバ１３により付与されるよう
にしてもよい。
【００４５】
　一方で、動画データアクセス制御部１０２は、ユーザから投稿動画の視聴が要求されて
きた場合には、その要求された投稿動画を識別するための動画ＩＤを通信部１０１から受
ける。この場合、動画データアクセス制御部１０２は、この動画ＩＤに関連するデータの
抽出を投稿動画管理サーバ１３へ要求する。動画データアクセス制御部１０２は、この要
求に応じて配信画面生成部１０５により生成された投稿動画配信画面データを受け、通信
部１０１を介してその投稿動画配信画面データをユーザ端末へ送信する。このとき、動画
データアクセス制御部１０２は、この投稿動画配信画面により再生されるべき配信用の投
稿動画データ（以降、動画配信データと表記する）を配信画面生成部１０５から受け、ス
トリーミングサーバ１１へ送る。なお、この投稿動画配信画面の詳細については後述する
。
【００４６】
　動画データ変換部１０３は、動画データアクセス制御部１０２から投稿動画データ、ユ
ーザＩＤ、キーワード情報等を受けると、その投稿動画データを配信用に所定の形式でエ
ンコードすることにより、動画配信データを生成する。このとき、ユーザから投稿される
投稿動画データは、例えば、ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）、ＭＰＥＧ４等
の方式で圧縮されたデータファイルである。また、動画データ変換部１０３により生成さ
れる動画配信データは、例えば、ＡＳＦ（Advanced Streaming Format）、ＦＬＶ（Flash
 Video）である。なお、本発明は、投稿動画データの形式及び動画配信データの形式を限
定するものではないが、説明を分かり易くするため、以下の説明では動画配信データのフ
ァイル形式としてＦＬＶ形式を用いた場合を例に挙げるものとする。動画データ変換部１
０３は、投稿動画データが変換された動画配信データをユーザＩＤ、キーワード情報等と
共に投稿動画管理サーバ１３へ送る。
【００４７】
　配信画面生成部１０５は、投稿動画管理サーバ１３から、ユーザにより視聴が要求され
る投稿動画に関するデータ（動画配信データ、ユーザＩＤ、タイトル情報、キーワード情
報等）を受ける。配信画面生成部１０５は、これらデータのうち、動画配信データを除く
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他のデータを広告データ管理サーバ１５へ送る。これにより、配信画面生成部１０５は、
この投稿動画に掲載することが望まれた広告データ及びこの広告データに関連する情報を
広告データ管理サーバ１５から受ける。
【００４８】
　配信画面生成部１０５は、広告データ管理サーバ１５から送られた広告データ及び広告
データに関連するデータ、並びに投稿動画管理サーバ１３から送られた投稿動画に関する
データに基づいて、対象の投稿動画をユーザ端末の画面に表示させるための投稿動画配信
画面を生成する。配信画面生成部１０５は、この生成された投稿動画配信画面に関するデ
ータを動画データアクセス制御部１０２へ送る。この配信画面生成部１０５は、本発明の
画面生成手段に相当する。
【００４９】
　この投稿動画配信画面に関するデータとは、この画面がＷＥＢページとして生成されて
いる場合には、例えば、ＨＴＭＬファイル、このＨＴＭＬファイルから呼び出されＷＥＢ
ページ上に投稿動画フレームを表示させ投稿動画を再生させるためのデータファイル、こ
の投稿動画フレーム内で再生されるべき動画配信データファイル、同投稿動画フレーム内
で表示されるべき広告データファイル等がある。なお、これらのデータファイルは、投稿
動画配信画面を生成するための最低限のものに過ぎず、その他この投稿動画配信画面を彩
るピクチャファイル等が含まれていても良い。このうち、ＷＥＢページ上に投稿動画フレ
ームを表示させるためのデータファイルとしては、例えば、ＳＷＦ（Shockwave Flash）
ファイルがある。広告データファイルについては後述する。
【００５０】
　図３は、投稿動画配信画面の例を示す図である。図３の例による投稿動画配信画面３０
０は、投稿動画表示部３０１を有する。投稿動画表示部３０１は、ユーザが視聴したいと
選択した投稿動画が表示される動画表示部３０６と、この動画表示部３０６を囲む投稿動
画フレーム部３０５と、その投稿動画に付随する他の情報が表示される投稿動画情報表示
部等から構成される。この投稿動画情報表示部には例えば表示される投稿動画のタイトル
、視聴ユーザによる評価及びコメント等が表示される。なお、本発明は、投稿動画フレー
ム部３０５より外側のエリアに表示される情報を限定するものではない。
【００５１】
　投稿動画フレーム部３０５上にはこれに重なるようにして、更に、再生操作部３０７、
第１選択部３１１、第３選択部３１３等が表示される。動画表示部３０６上にはこれに重
なるようにして、第２選択部３１２が更に表示される。これら再生操作部３０７、第１選
択部３１１、第２選択部３１２、第３選択部３１３及び投稿動画フレーム部３０５は、動
画表示部３０６に表示される投稿動画に対し広告主によりデザインされた広告データが表
示される。以降、これら再生操作部３０７、第１選択部３１１、第２選択部３１２、第３
選択部３１３及び投稿動画フレーム部３０５の総称として符号を用いない形で投稿動画フ
レームと表記する。
【００５２】
　動画表示部３０６及び投稿動画フレームは、ユーザ端末のＷＥＢブラウザ上でプラグイ
ンとして動作する動画プレイヤにより表示される。動画プレイヤとしては、Ｗｉｎｄｏｗ
ｓＭｅｄｉａＰｌａｙｅｒ（Ｗｉｎｄｏｗｓは登録商標）、Ｆｌａｓｈプレイヤ等がある
。本発明は、動画表示部３０６及び投稿動画フレームをユーザ端末上に表示させる仕組み
、アプリケーション等を限定するものではないが、本実施形態では動画配信データのファ
イル形式としてＦＬＶ形式を用いた例を示すため、Ｆｌａｓｈプレイヤにより投稿動画フ
レームは表示される。投稿動画フレームは、上述の配信画面生成部１０５により生成され
るＳＷＦファイルがＦｌａｓｈプレイヤにより読み込まれることで表示される。
【００５３】
　動画表示部３０６には、ユーザにより選択された投稿動画が表示（再生）される。動画
表示部３０６では、ユーザにより選択された投稿動画に対応する動画配信データ（ＦＬＶ
データ）が上述のＳＷＦから呼び出され、ストリーミングサーバ１１からそのユーザの端
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末にストリーミング送信されることにより当該投稿動画が表示される。
【００５４】
　再生操作部３０７、第１選択部３１１、第２選択部３１２、第３選択部３１３、及び投
稿動画フレーム部３０５にはそれぞれ広告主によりデザインされたデータ（広告データ）
が表示される。これらの広告データはそれぞれ上述のＳＷＦから呼び出されるピクチャフ
ァイルであり、例えばＰＮＧ（Portable Network Graphics）ファイル、ＧＩＦ（Graphic
 Interchange Format）ファイル、ＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）ファ
イル等で実現される。広告データは、広告データ管理サーバ１５で保存、管理されている
。
【００５５】
　第１選択部３１１、第２選択部３１２及び第３選択部３１３は、それぞれユーザ端末に
より選択可能なエリアとなっている。ここで選択可能とは、例えばマウスで操作されるポ
インタによりクリックされ得ること或いはキーボードでフォーカスが操作され実行され得
ること等をいう。これら各選択部が選択されるとその選択された表示部に関連付けられた
情報がＵＲＬ（Uniform Resource Locator）等により特定され表示される。第１選択部３
１１は、投稿動画フレーム部３０５上のいずれかの位置に配置される。図３の例では、こ
の第１選択部３１１は動画表示部３０６より上方に配置されている。なお、本発明は、こ
の第１選択部３１１の数及び配置場所を限定するものではないため、投稿動画フレーム部
３０５上の上方、右横、左横にそれぞれ設けられるようにしてもよいし、投稿動画フレー
ム部３０５全体を選択可能な第１選択部３１１としてもよい。
【００５６】
　第２選択部３１２は、動画表示部３０６上のいずれかの位置に、表示されている投稿動
画に重なるように配置される。図３の例では、第２選択部３１２は動画表示部３０６上の
下方部に配置されている。なお、本発明は、この第２選択部３１２の数及び配置場所を限
定するものではないため、動画表示部３０６上の上方部、中央部及び下方部にそれぞれ設
けられるようにしてもよい。
【００５７】
　第３選択部３１３は、再生操作部３０７よりも下方部に配置され、例えばティッカーと
して実現される。この場合には第３選択部３１３は、広告主から提供された文字列をその
範囲内に流れるように表示する。しかしながら、第３選択部３１３は、ティッカーとして
ではなくピクチャ情報が表示されるようにしてもよい。
【００５８】
　また、図３の例では、これら選択可能なエリアとしての選択部を３つ用意しているが、
本発明はこの選択可能なエリアの数及び配置を限定するものではない。
【００５９】
　〈ストリーミングサーバ〉
　ストリーミングサーバ１１は、通信部１１１、ストリーミング配信部１１２等を備え、
動画配信データのストリーミング配信を行う。
【００６０】
　通信部１１１は、ネットワークインタフェースカード等を制御し、ＲＴＰ（Real-time 
Transport Protocol）、ＲＴＣＰ（RTP Control Protocol）等のプロトコルによりユーザ
端末とデータをやりとりすることにより動画データのストリーミング通信を実行する。通
信部１１１は、その他、ＷＥＢサーバ１０との通信も行う。
【００６１】
　ストリーミング配信部１１２は、ＷＥＢサーバ１０の動画データアクセス制御部１０２
から送られる動画配信データが対象のユーザ端末に対してストリーミング配信されるよう
に通信部１１１を制御する。
【００６２】
　〈投稿動画管理サーバ〉
　投稿動画管理サーバ１３は、動画データ管理部１３１、動画データＤＢ（データベース
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）１３２等を備え、ＷＥＢサーバ１０から送られる動画配信データを保存し、ＷＥＢサー
バ１０から要求される投稿動画に対応する動画配信データをＷＥＢサーバ１０へ送る。
【００６３】
　動画データ管理部１３１は、動画データＤＢ１３２への動画配信データの格納及び抽出
を制御する。動画データ管理部１３１は、ＷＥＢサーバ１０の動画データ変換部１０３か
ら送られる動画配信データ、ユーザＩＤ、キーワード情報等を動画データＤＢ１３２に格
納する。一方で、動画データ管理部１３１は、ＷＥＢサーバ１０の動画データアクセス制
御部１０２から動画ＩＤを受けると、その動画ＩＤに対応する動画配信データ、タイトル
、キーワード情報等を動画データＤＢ１３２から抽出し、抽出された動画配信データ、タ
イトル、キーワード情報等をＷＥＢサーバ１０の配信画面生成部１０５へ送る。
【００６４】
　図４は、動画データＤＢ１３２の例を示す図である。動画データＤＢ１３２には、投稿
動画ごとに、動画ＩＤ、ユーザＩＤ、動画データ、タイトル情報、キーワード情報等が記
憶される。
【００６５】
　動画ＩＤは、投稿動画を識別する識別子である。ユーザＩＤは、その動画を投稿したユ
ーザを識別するための識別子である。動画データとしては、投稿動画データが配信用に変
換された動画配信データが格納される。タイトル情報はその投稿動画に設定されたタイト
ルである。キーワード情報はその投稿動画に設定されたキーワードであり、１つの投稿動
画につき複数設定可能である。このキーワード情報は、ユーザから送られてくるデータを
そのまま利用してもよいし、システム側によりその投稿動画の内容に応じて設定されても
よい。このキーワード情報によりその投稿動画の属するカテゴリが決定される。この投稿
動画の属するカテゴリ情報についても動画データＤＢ１３２に格納されるようにしてもよ
い。
【００６６】
　なお、図４の例では、動画データＤＢ１３２には動画配信データが記憶されるが、サー
バのファイルシステム自体に動画配信データが格納され、この動画データＤＢ１３２には
その動画配信データが格納されるアドレス又はディレクトリなどが格納されるようにして
もよい。
【００６７】
　〈広告データ管理サーバ〉
　広告データ管理サーバ１５は、広告主端末２１及び２２から送られる広告データを受け
付け、管理する。広告データ管理サーバ１５は、通信部１５１、広告データ制御部１５２
、広告データＤＢ（データベース）１５３等を備える。
【００６８】
　通信部１５１は、ネットワークインタフェースカード等を制御し、広告主端末２１及び
２２からの広告データを受けるための所定のプロトコルを実行する。通信部１５１は、例
えば当該広告データを電子メールで受ける場合には、ＰＯＰ３（Post Office Protocol V
ersion 3）を実行する。当該広告データは、ＨＴＴＰで受けるようにしてもよいし、ＦＴ
Ｐ（File Transfer Protocol）で受信するようにしてもよい。通信部１５１は、受信され
た広告データを広告データ制御部１５２へ渡す。その他、通信部１５１は、ＷＥＢサーバ
１０との通信も行う。なお、本発明は、広告データ管理サーバ１５が広告主端末から広告
データを受け取る通信手法を限定するものではない。
【００６９】
　広告データ制御部１５２（本発明の広告受信手段及び広告抽出手段に相当）は、投稿動
画に関連付けて広告データを配信したい広告主からのアクセス及び当該広告主へのアクセ
スを制御する。例えば、広告データ制御部１５２は、広告データの受け付けを行うための
メニュー画面等を通信部１５１を介して広告主端末へ送信するようにしてもよい。広告デ
ータの受け付けを行うためのメニュー画面には、例えば、広告主に広告データを送信させ
るための画面、広告主を識別するための広告主ＩＤを入力させるための画面、広告データ
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を関連付けたい投稿動画を選択するための画面等がある。広告データ制御部１５２は、当
該メニュー画面を介して広告主が入力した広告主ＩＤを受け、この広告主ＩＤに応じた処
理を行うようにしてもよい。
【００７０】
　広告データ制御部１５２は、広告主から広告データを受け付ける際には、その広告主か
ら送られてきた広告データと共にその広告データに関連する情報を受信する。広告データ
に関連する情報には、広告データを掲載させる対象となる投稿動画の情報（対象情報）、
広告データの掲載期間、掲載箇所（例えば図３に示す第１選択部３１１、第２選択部３１
２、第３選択部３１３若しくは投稿動画フレーム部３０５）、掲載箇所が選択可能エリア
（例えば図３に示す第１選択部３１１、第２選択部３１２、第３選択部３１３）である場
合に選択時に表示されるデータのＵＲＬなどがある。
【００７１】
　広告データ制御部１５２は、広告データを受け付けるとその広告データを識別するため
の識別子としてシステムでユニークな広告データＩＤを付与する。広告データ制御部１５
２は、これら広告データ、広告データＩＤ、広告主ＩＤ、及び広告データに関連する情報
を広告データＤＢ１５３（本発明の広告記憶手段に相当）に格納する。このとき、広告デ
ータ制御部１５２は、同一の投稿動画の同一広告掲載箇所に同時期に複数の広告主から広
告掲載要求が来た場合に、それらの排他制御を行う。
【００７２】
　一方で、広告データ制御部１５２は、ユーザから投稿動画の配信が要求されてきた場合
に、その要求された投稿動画に関し、投稿動画管理サーバ１３に格納される全ての情報を
ＷＥＢサーバ１０の配信画面生成部１０５から受ける。広告データ制御部１５２は、これ
ら視聴が要求されている投稿動画に関連する情報に基づいて、関連する広告データ及びこ
の広告データに関連するデータを抽出するように広告データＤＢ１５３へ指示する。広告
データ制御部１５２は、この要求に応じて抽出された広告データ及び広告データに関連す
るデータを当該配信画面生成部１０５へ送る。
【００７３】
　図５は、広告データＤＢ１５３の例を示す図である。広告データＤＢ１５３には、広告
データごとに、広告データＩＤ、広告主ＩＤ、対象種別、対象条件、各広告掲載箇所に表
示されるべき広告データ、選択可能な各掲載箇所のリンク先情報、各広告掲載箇所に表示
される広告データの掲載期間等が記憶される。以降、広告データが格納されるフィールド
、リンク先情報が格納されるフィールド及び掲載期間が格納されるフィールドをその掲載
箇所（投稿動画フレーム部３０５、第１選択部３１１、第２選択部３１２、第３選択部３
１３）ごとに、フレーム部の広告データ、第１選択部の広告データ、第２選択部の広告デ
ータ、第３選択部の広告データ、第１選択部のリンク先情報、第２選択部のリンク先情報
、第３選択部のリンク先情報、フレーム部の掲載期間、第１選択部の掲載期間、第２選択
部の掲載期間、第３選択部の掲載期間と表記する。
【００７４】
　広告データＩＤフィールドには、広告データを識別する識別子としての広告データＩＤ
が格納される。広告主ＩＤフィールドには、広告主を識別するための識別子としての広告
主ＩＤが格納される。
【００７５】
　フレーム部、第１選択部、第２選択部及び第３選択部の各広告データフィールドには、
それぞれの掲載箇所に表示される各広告データがそれぞれ格納される。これら各広告デー
タは、本実施形態における投稿動画配信システムのレギュレーションに合うように広告主
によりそれぞれ生成される。広告データとしては上述したようにＰＮＧファイル、ＧＩＦ
ファイル、ＪＰＥＧファイル等が利用される。第３選択部がティッカーとして実現される
場合には、この第３選択部の広告データにはテキストデータが格納される。なお、これら
各掲載箇所の広告データは全て設定される必要はなく、広告主として必要なデータのみが
設定される。よって、１つの投稿動画に対し、複数の広告主の広告データが関連付けられ
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てもよい。
【００７６】
　第１選択部、第２選択部及び第３選択部の各リンク先情報フィールドには、それぞれの
掲載箇所が選択された場合に表示されるべき各データのＵＲＬがそれぞれ格納される。フ
レーム部、第１選択部、第２選択部及び第３選択部の各掲載期間フィールドには、それぞ
れの掲載箇所に各広告データを表示させる期間がそれぞれ格納される。これら掲載期間は
、広告主から指定されるようにしてもよいし、広告主から支払われる金額等に応じてシス
テムが決定するようにしてもよい。
【００７７】
　対象種別フィールドには、広告データを掲載する投稿動画の選択手法の種別が格納され
る。例えば、広告主が広告データを掲載したいとして投稿動画自体を選ぶ場合に、この対
象種別フィールドには「０」が格納される。広告主がカテゴリを選択してその選択された
カテゴリに含まれる投稿動画に対して広告データの掲載を望む場合には、この対象種別フ
ィールドに「１」が格納される。広告主がユーザを選択してその選択されたユーザの投稿
動画に対して広告データの掲載を望む場合には、この対象種別フィールドに「２」が格納
される。
【００７８】
　対象条件フィールドには、上記の対象種別に関連する投稿動画の選択条件が格納される
。すなわち、対象条件フィールドには、対象種別フィールドに「０（＝動画）」が格納さ
れている場合には選択された動画ＩＤが格納され、対象種別対象条件フィールドには、に
「１（＝カテゴリ）」が格納されている場合には選択されたカテゴリ情報（スポーツ、ビ
ジネス、ペット等）が格納され、対象種別フィールドに「２（＝ユーザ）」が格納されて
いる場合には選択されたユーザＩＤが格納される。対象条件フィールドには更に付加条件
が設定されるようにしてもよい。例えば、対象種別フィールドに「１（＝カテゴリ）」が
格納されている場合にそのカテゴリ内の複数の投稿動画のうち更に再生回数順位何番まで
という情報や、選択されたユーザＩＤが設定されている場合にそのユーザＩＤの投稿動画
のうちのどのカテゴリ情報についてかという絞込み情報である。本発明は、このように広
告データを関連付ける投稿動画の特定手法を限定するものではないため、広告主からどの
ような方法で特定されるようにしてもよい。
【００７９】
　広告データ制御部１５２は、視聴が望まれる投稿動画に関する情報をＷＥＢサーバ１０
の配信画面生成部１０５から受け、広告データＤＢ１５３から例えば以下のように対象の
広告データを抽出する。
【００８０】
　まず、広告データ制御部１５２は、対象種別が「０」であり対象条件に今回の動画ＩＤ
が設定されているレコードを抽出することにより、対象の広告データを抽出する。次に、
広告データ制御部１５２は、対象種別「１」であり対象条件に今回の投稿動画のキーワー
ド情報に基づくカテゴリが設定されているレコードを抽出することにより、対象の広告デ
ータを抽出する。更に、広告データ制御部１５２は、対象種別が「２」であり対象条件に
今回の投稿動画の投稿者であるユーザＩＤが設定されているレコードを抽出することによ
り、対象の広告データを抽出する。
【００８１】
　本実施形態では、配信される投稿動画に掲載される広告データの抽出処理を広告データ
管理サーバ１５で行う例を示したが、広告主から広告データが送られてきた時点で掲載対
象となる投稿動画を判別し、投稿動画管理サーバ１３の動画データＤＢ１３２に広告デー
タＩＤが登録されるようにしてもよい。
【００８２】
　〔動作例〕
　次に、上述の本発明の第一実施形態における投稿動画配信システムの動作例について場
面毎にそれぞれ説明する。
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【００８３】
　〈ユーザからの動画投稿時の動作について〉
ユーザは、投稿動画配信サービスの提供を受ける場合には、ユーザ端末を利用してＷＥＢ
サーバ１０へアクセスする。これにより、例えばＷＥＢサーバ１０の動画データアクセス
制御部１０２は、当該ユーザ端末へ投稿動画配信サービスのメニュー画面等を送信する。
ユーザは、ユーザ端末に表示された画面を操作することにより、所望のサービスを受ける
ことができる。このとき、ユーザは、例えばログイン操作等により自己の識別子（ユーザ
ＩＤ等）をＷＥＢサーバ１０へ通知している。
【００８４】
　ユーザは、ユーザ端末に表示される画面を操作することによりユーザ動画を投稿する。
このとき、ユーザ端末は、投稿動画データ、タイトル情報、キーワード情報等がＷＥＢサ
ーバへ送信される。
【００８５】
　ＷＥＢサーバ１０では、通信部１０１により受信されたユーザＩＤ、投稿動画データ、
タイトル情報、キーワード情報等は、動画データアクセス制御部１０２へ送られる。動画
データアクセス制御部１０２は、ユーザ要求が動画投稿であることを認識すると、その投
稿動画に対応する識別子として動画ＩＤを付与し、この動画ＩＤと共にそれらデータを動
画データ変換部１０３へ送る。
【００８６】
　動画データ変換部１０３は、投稿動画データを所定の形式でエンコードすることにより
その投稿動画データに関する動画配信データを生成する。動画データ変換部１０３は、こ
の生成された動画配信データを動画ＩＤ、ユーザＩＤ、タイトル情報、キーワード情報等
と共に投稿動画管理サーバ１５へ送る。
【００８７】
　投稿動画管理サーバ１５は、動画データ変換部１０３から送られるデータを動画データ
ＤＢ１３２へ登録する。これにより、以降、動画データアクセス制御部１０２からユーザ
端末へ供給される投稿動画のリスト画面にはこの投稿された動画が掲載される。
【００８８】
　〈広告主からの広告データ掲載依頼時の動作について〉
　広告主は、本投稿動画配信システムにより提供される投稿動画配信画面３００により所
望の投稿動画と共にユーザ端末へ配信される広告データをデザインする。広告主は、本投
稿動画配信システムのレギュレーションに沿って図３の例に示す投稿動画フレーム部３０
５、第１選択部３１１、第２選択部３１２、第３選択部３１３に表示すべき広告データを
作成する。広告主が投稿動画フレーム部３０５と第１選択部３１１と第３選択部３１３に
広告データを表示させたい場合には、投稿動画フレーム部３０５と第１選択部３１１とに
表示させたいピクチャファイルと第３選択部３１３に表示させたいテキストデータを作成
する。
【００８９】
　広告主は、この広告データに関連する情報として、広告データの掲載期間、広告データ
を掲載したい投稿動画に関する情報、広告データを表示させるエリアとして選択可能な掲
載箇所（第１選択部、第２選択部、第３選択部）を選んでいる場合には選択時に表示され
るべきデータのＵＲＬ等を決定する。なお、このような広告データに関連する情報は、広
告データ管理サーバ１５の広告データ制御部１５２から広告主端末へ提供される画面によ
り作成され、広告データ管理サーバ１５へ送られるようにしてもよい。
【００９０】
　広告主は、広告主端末２１及び２２を利用して広告データ管理サーバ１５へこれら広告
データとこの広告データに関連する情報を送信する。これら広告データ及び広告データに
関連する情報は、本投稿動画配信システムにより決められている送信手法（電子メール、
ＦＴＰ等）により広告主端末２１及び２２から広告データ管理サーバ１５へ送信される。
このとき、広告主は、例えばログイン操作等により自己の識別子（広告主ＩＤ等）を広告
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データ管理サーバ１５へ通知している。
【００９１】
　広告データ管理サーバ１５では、通信部１５１により受信された広告主ＩＤ、広告デー
タ、広告データに関連する情報は、広告データ制御部１５２へ送られる。広告データ制御
部１５２は、これらデータを受けると、この広告データに対応する識別子として広告デー
タＩＤを付与し、この広告データＩＤと共にそれらデータを広告データＤＢ１５３へ登録
する。
【００９２】
　〈ユーザから投稿動画の配信が要求された時の動作について〉
　ユーザは、ユーザ端末を用いて視聴したい投稿動画を選択する。これにより、ＷＥＢサ
ーバ１０は、ユーザ端末からこのユーザにより選択された投稿動画を特定する動画ＩＤを
受信する。ＷＥＢサーバ１０の動画データアクセス制御部１０２は、通信部１０１により
受信された動画ＩＤと共に投稿動画配信要求を受けると、投稿動画管理サーバ１３にこの
動画ＩＤを送る。
【００９３】
　投稿動画管理サーバ１３では、動画データ管理部１３１が動画データＤＢ１３２からこ
の動画ＩＤに対応するレコードを抽出する。抽出された動画ＩＤ、ユーザＩＤ、動画配信
データ、タイトル情報、キーワード情報等は、ＷＥＢサーバ１０の配信画面生成部１０５
に送られる。これらデータのうち動画配信データ以外のデータは、広告データ管理サーバ
１５にも送られる。
【００９４】
　広告データ管理サーバ１５では、広告データ制御部１５２がこれら対象の投稿動画に対
し掲載が望まれる広告データ及びこの広告データに関連するデータを広告データＤＢ１５
３から抽出する。広告データには、その掲載箇所ごとにそのピクチャファイル若しくはテ
キストデータが含まれる。広告データに関連するデータには、掲載箇所として選択可能エ
リアが選ばれている場合に選択時に表示されるデータのＵＲＬ等が含まれる。広告データ
ＤＢ１５３から抽出された広告データ及びこの広告データに関連するデータは、ＷＥＢサ
ーバ１０の配信画面生成部１０５へ送られる。
【００９５】
　ＷＥＢサーバ１０の配信画面生成部１０５は、投稿動画管理サーバ１３から送られる投
稿動画に関する情報と広告データ管理サーバ１５から送られるその投稿動画に掲載が望ま
れる広告データとをそれぞれ受信する。配信画面生成部１０５は、これら受信されたデー
タに基づいて図３に示されるような投稿動画配信画面３００に関するデータを生成する。
【００９６】
　具体的には、配信画面生成部１０５は、投稿動画配信画面３００内の投稿動画フレーム
を表示させるためのデータファイル（ＳＷＦ等）、投稿動画フレームより外側のエリアを
表示させるためのＨＴＭＬデータ等を生成する。ＳＷＦファイルには、対象の動画配信デ
ータ（ＦＬＶファイル等）を呼び出せるようにその動画配信データのファイル名、存在場
所としてストリーミングサーバ１１のアドレス等が含まれる。更に、第１選択部、第２選
択部、第３選択部、投稿動画フレーム部３０５に表示されるべき広告データが呼び出せる
ように各広告データのファイル名及び存在場所としてＷＥＢサーバ１０のアドレス等がそ
れぞれ含まれる。更に、第１選択部、第２選択部、第３選択部に広告データ掲載が望まれ
ている場合には選択時に表示されるデータのＵＲＬが含まれる。
【００９７】
　配信画面生成部１０５は、このように生成された投稿動画配信画面３００に関するデー
タ、動画配信データ及び広告データを動画データアクセス制御部１０２へ送る。動画デー
タアクセス制御部１０２は、動画配信データをストリーミングサーバ１１へ送り、広告デ
ータをＷＥＢサーバ１０に格納し、投稿動画配信画面３００に関するデータを通信部１０
１を介してユーザ端末へ送信する。
【００９８】
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　ユーザ端末では、投稿動画配信画面３００に関するデータ（ＨＴＭＬファイル等）がＷ
ＥＢブラウザにロードされることにより投稿動画配信画面３００が表示される。この投稿
動画配信画面３００内の投稿動画フレームは、このデータ中のＳＷＦがＷＥＢブラウザの
プラグインとして動作する動画プレイヤにより読み込まれることで表示される。更に、動
画表示部３０６には、このＳＷＦがストリーミングサーバ１１上の動画配信データを呼び
出しこの動画配信データがストリーミング配信されることにより投稿動画が再生される。
同様に、広告掲載エリア（投稿動画フレーム部３０５、第１選択部３１１、第２選択部３
１２、第３選択部３１３）には、このＳＷＦがＷＥＢサーバ１０から広告データを呼び出
すことにより各広告データがそれぞれ表示される。
【００９９】
　ユーザ端末において、ユーザがこれら第１選択部３１１、第２選択部３１２、第３選択
部３１３を選択すると、これらに関連付けられたＵＲＬ上の各データがそれぞれ表示され
る。例えば、第１選択部３１１等に表示されている広告の詳細情報等のＷＥＢページが表
示される。
【０１００】
　〈第一実施形態における作用及び効果〉
　ここで、上述した第一実施形態における投稿動画配信システムの作用及び効果について
述べる。
【０１０１】
　本実施形態における投稿動画配信システムでは、ユーザからの動画投稿時には、ＷＥＢ
サーバ１０において投稿動画データ、その投稿動画に関するキーワード情報及びそのユー
ザを識別するユーザＩＤが受信される。続いて、ＷＥＢサーバ１０では、動画データアク
セス制御部１０２によりその投稿動画を識別するための動画ＩＤが付与され、動画データ
変換部１０３によりその受信された投稿動画データから配信用の動画配信データに変換さ
れる。結果として、ユーザからの投稿動画毎に、動画ＩＤ、ユーザＩＤ、動画配信データ
、キーワード情報等が投稿動画管理サーバ１５の動画データＤＢ１３２に格納される。
【０１０２】
　一方で、広告データ管理サーバ１５において、広告主によりデザインされた広告データ
及びこの広告データに関連する情報が受信され、広告データ制御部１５２によりこの受信
された広告データを識別するための広告データＩＤが付与される。結果として、広告主か
ら送られた広告データ毎に、広告データＩＤ、広告主ＩＤ、各掲載箇所に表示されるべき
広告データ、掲載箇所が選択可能エリアである場合に選択時に表示されるデータのＵＲＬ
情報、各掲載箇所の広告データ掲載期間等が広告データＤＢ１５３に格納される。
【０１０３】
　ＷＥＢサーバ１０において、ユーザからの投稿動画の視聴要求が受信されると、その視
聴要求の対象となる投稿動画に関するデータが動画ＩＤに基づいて投稿動画管理サーバ１
５の動画データＤＢ１３２から抽出される。更に、広告データ管理サーバ１５の広告デー
タＤＢ１５３からはこの動画ＩＤに関連する投稿動画に掲載されるべき広告データ及び広
告データに関連する情報が抽出される。これら各データベースから抽出されたデータはそ
れぞれＷＥＢサーバ１０の配信画面生成部１０５へ送られる。
【０１０４】
　配信画面生成部１０５では、この視聴要求の対象となる投稿動画が動画表示部３０６に
表示され、この投稿動画に掲載されるべき各広告データが投稿動画フレーム部３０５、第
１選択部３１１、第２選択部３１２及び第３選択部３１３のいずれかに表示されるように
、投稿動画配信画面３００のデータが生成され、このデータがユーザ端末に送信されるこ
とにより投稿動画配信画面３００がユーザ端末に表示される。
【０１０５】
　このように、本実施形態によれば、従来味気のないものであった投稿動画フレームに広
告データを掲載することができるため、広告データが華やかな絵柄を持つような場合投稿
動画を華やかに彩った状態でユーザに視聴させることができる。
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【０１０６】
　更に、投稿動画フレーム上には第１選択部３１１、第２選択部３１２及び第３選択部３
１３のような選択された際に他のデータを表示させることができる表示部が備えられてい
るため、ユーザは、これらを選択することにより投稿動画を視聴しながら興味のある情報
を表示させることができる。
【０１０７】
　広告主の観点からも、視聴者たるユーザの目に触れる投稿動画フレームに広告情報を表
示させることができるため、有効な広告配信を行うことが可能となる。更に、広告主は、
広告データを掲載する箇所を選択することができる。広告を掲載する箇所として第１選択
部３１１、第２選択部３１２及び第３選択部３１３を選択すれば、更に詳細情報をユーザ
に提供することができるため、より効果的な広告配信を行うことができる。
【０１０８】
　従って、本実施形態によれば、投稿者たるユーザは自己の投稿動画を効果的に視聴する
ことができ更に他のユーザにも自己の投稿動画を効果的に視聴させることができ、広告主
は自社等の広告情報を視聴者たるユーザに効果的に配信することができるという相乗効果
を得ることができる。
【０１０９】
　また、本実施形態における投稿動画配信システムでは、広告データの掲載対象となる投
稿動画を特定させる方法として、その投稿動画の内容に応じたカテゴリ情報やその投稿動
画を投稿したユーザ情報を用いることができるように広告データＤＢ１５３に対象種別フ
ィールド及び対象条件が設けられる。
【０１１０】
　これにより、広告主は、所望のカテゴリ（スポーツ等）若しくは所望のユーザを選択す
ることにより、その選択されたカテゴリに属する投稿動画若しくはその選択されたユーザ
により投稿された投稿動画に自己の広告データを掲載させることができる。よって、広告
データを掲載させる投稿動画の選択手法の幅が広がり、広告主にとって使いやすいシステ
ムとなる。
【０１１１】
　〔変形例〕
　上述の第一実施形態では、広告主が広告データと共にこの広告データを掲載したい投稿
動画に関する情報や掲載期間や掲載箇所について広告データ管理サーバ１５へ送信すると
していたが、広告主は単に広告データを送るのみとし、その広告データを掲載する投稿動
画や掲載期間や掲載箇所については本実施形態における投稿動画配信システム側で決定す
るようにしてもよい。これら情報はシステムが自動で決定するようにしてもよいし、手動
で設定されるようにしてもよい。
【０１１２】
　［第二実施形態］
　以下、本発明の第二実施形態としての投稿動画配信システムについて説明する。第二実
施形態における投稿動画配信システムは、同一の投稿動画に対して複数の広告主が広告デ
ータの掲載を要求する場合に、オークション（競売）方式によりこの投稿動画を広告主に
落札させる機能を持つものである。以降、この機能を投稿動画オークションと表記するも
のとする。
【０１１３】
　〔システム構成〕
　第二実施形態における投稿動画配信システムのシステム構成は、図１に示すような第一
実施形態と変わるところがないため、ここでは説明を省略する。
【０１１４】
　〔装置構成〕
　図６は、第二実施形態における投稿動画配信システムを構成する各装置の機能概念構成
例を示すブロック図である。第二実施形態における投稿動画配信システムは、第一実施形
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態の機能構成に加えて更に広告データ管理サーバ１５に投稿動画オークション機能を持た
せるものである。それ以外のＷＥＢサーバ１０、ストリーミングサーバ１１及び投稿動画
管理サーバ１３の機能構成については第一実施形態と同様である。以下、広告データ管理
サーバ１５の上記投稿動画オークション機能に関連する機能部のみについて説明する。な
お、各装置のハードウェア構成は第一実施形態と同様である。
【０１１５】
　〈広告データ管理サーバ１５〉
　広告データ管理サーバ１５は、第一実施形態の機能構成に加えて、入札データ管理部６
０１及び入札データＤＢ（データベース）６０２を有する。
【０１１６】
　入札データＤＢ６０２は、入札データ管理部６０１から送られる入札データを格納する
。図７は、入札データＤＢ６０２の例を示す図である。入札データＤＢ６０２には、各投
稿動画に対してそれぞれ入札した広告主のうち入札金額が最も高額な広告主からの入札に
関する情報が格納される。
【０１１７】
　対象種別フィールド及び対象条件フィールドに格納される情報は、入札対象の種別及び
この対象種別に関連する選択条件が格納される。入札対象の種別として、投稿動画自体が
入札対象となる場合とカテゴリが入札対象となる場合と投稿者であるユーザが入札対象と
なる場合とがある。投稿動画自体が入札対象となる場合には対象種別フィールドには「０
（＝動画）」が格納され、対象条件フィールドにはその対象の投稿動画を示す動画ＩＤが
格納される。カテゴリが入札対象となる場合には対象種別フィールドには「１（＝カテゴ
リ）」が格納され、対象条件フィールドにはその対象のカテゴリを示す情報が格納される
。投稿ユーザが入札対象となる場合には対象種別フィールドには「２（＝ユーザ）」が格
納され、対象条件フィールドにはその対象のユーザを示すユーザＩＤが格納される。対象
条件フィールドには、第一実施形態における広告データＤＢ１５３の対象条件フィールド
と同様に更に付加条件が格納されるようにしてもよい。
【０１１８】
　広告主ＩＤフィールドには、現時点で入札金額が最も高額な広告主の広告主ＩＤが格納
される。入札金額フィールドには、その入札金額が格納される。入札期間フィールドには
、落札確定日までの期間が格納される。この入札期間フィールドに格納される期間は、入
札データ管理部６０１により更新及び監視される。
【０１１９】
　入札データ管理部６０１（本発明の入札管理手段及び入札データ受信手段に相当）は、
広告主に入札したい投稿動画を選択させるための投稿動画オークション画面を通信部１５
１を介して広告主端末へ提供する。図８は、投稿動画オークション画面の例を示す図であ
る。図８の例の投稿動画オークション画面８００は、表示選択部８０１でオークション状
況を見たい投稿動画を絞り込むためのデータが入力され、リスト表示部８０３で絞り込ま
れた投稿動画に関するオークション情報のリストが表示される。投稿動画を絞り込むため
のデータとしては例えばカテゴリ情報や再生回数やユーザＩＤ等がある。図８の例では、
カテゴリが「スポーツ」であり再生回数が「４０」回以上の投稿動画が抽出されている。
リスト表示部８０３には、投稿動画毎に、投稿動画に関するデータとしてタイトル、ユー
ザ情報、投稿日及び再生回数が表示され、オークション状況に関するデータとしてその時
点での最高金額での入札者の情報（入札希望者）、残り入札期間が表示される。
【０１２０】
　広告主は、広告主端末に表示される図８の例のような投稿動画オークション画面により
、広告データを掲載したい投稿動画を選択し競売に参加する。競売に参加する場合には、
広告主は、リスト表示部８０３の広告を掲載したい投稿動画を表示するレコードの申込ボ
タン８０５を選択する。その後、広告主は、その投稿動画に対し入札金額を決定し入力す
る。これにより、その広告主が最高金額を入札した者となり、入札希望者の欄がこの広告
主に関する情報に変更される。
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【０１２１】
　なお、本発明は、この投稿動画オークション画面に表示されるべきデータを限定するも
のではないため、入札金額等、他の情報が表示されていてもよい。また、図８の例では、
投稿動画に対して入札の申込みを行っているが、入札対象となるカテゴリやユーザを対象
したリスト画面が設けられてもよい。この場合には、落札されたカテゴリに含まれる投稿
動画又は落札されたユーザにより投稿された投稿動画に対してその広告主の広告データが
掲載されるようにすればよい。
【０１２２】
　入札データ管理部６０１は、入札期間を管理及び監視する。入札期間の初期値はシステ
ムとして所定の期間が設定されてもよいし、投稿動画毎に投稿ユーザが決定するようにし
てもよい。入札データ管理部６０１は、入札データＤＢ６０２の入札期間を更新する（減
らす）。
【０１２３】
　入札データ管理部６０１は、残り入札期間がなくなる（落札確定日になる）と、そのと
きの最高金額を入札している広告主を落札者とし、その投稿動画に対する広告データの掲
載を許可する。入札データ管理部６０１は、この落札者となった広告主ＩＤを広告データ
ＤＢ１５３のその対象の投稿動画に関するレコードに反映する。
【０１２４】
　これにより、広告データ制御部１５２は、この落札者以外の広告主から対象の投稿動画
に対して掲載要求がきた場合にはその要求を排除する。一方で、広告データ制御部１５２
は、広告データＤＢ１５３の各掲載期間フィールドをそれぞれ管理し、この掲載期間が終
了するとそれに伴う広告データを広告データＤＢ１５３から削除し、その投稿動画を新た
に入札データＤＢ６０２に追加する。
【０１２５】
　なお、上述の説明では、投稿動画自体、カテゴリ及びユーザを入札対象とすることを述
べたが、投稿動画フレーム内の広告掲載箇所（第１選択部、第２選択部、第３選択部及び
投稿動画フレーム部）ごとに入札対象とするようにしてもよい。この場合には、入札デー
タＤＢ６０２内に広告掲載箇所についての情報を持つようにすればよい。
【０１２６】
　〈第二実施形態における作用及び効果〉
　ここで、上述した第二実施形態における投稿動画配信システムの作用及び効果について
述べる。
【０１２７】
　本実施形態における投稿動画配信システムでは、広告データ管理サーバ１５の入札デー
タ管理部６０１により、広告主に入札したい投稿動画を選択させるための投稿動画オーク
ション画面が提供される。この投稿動画オークション画面では、投稿動画毎、投稿動画の
属するカテゴリ毎又は投稿動画の投稿者であるユーザ毎に、広告主が広告掲載権を入札す
ることができるようになっている。
【０１２８】
　この投稿動画オークション画面により入力される入札金額、広告主情報等は、入札デー
タＤＢ６０２に格納され、入札データ管理部６０１により落札が決定される。落札が確定
されると、この投稿動画に関し落札者たる広告主の広告主ＩＤが広告データＤＢ１５３に
反映される。以降、広告主から送られる広告データを管理する広告データ制御部１５２に
より、落札された投稿動画に関してはその落札者たる広告主以外の広告主からの広告デー
タは受け付けられなくなる。
【０１２９】
　広告主は、配信（再生）回数の多いすなわち視聴率の高い投稿動画へ広告を掲載するこ
とを望む。本実施形態によれば、このような視聴率の高い投稿動画への広告掲載権を競売
することにより同一投稿動画への複数の広告主からの広告掲載要求を排他制御することが
できる。更に、本投稿動画配信システムにおいてこの入札金額を利益とすることができる
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。
【０１３０】
　［第三実施形態］
　以下、本発明の第三実施形態としての投稿動画配信システムについて説明する。上述の
第一実施形態及び第二実施形態における投稿動画配信システムは、投稿動画に広告データ
を掲載して配信するものであったが、第三実施形態における投稿動画配信システムは、更
に配信されている投稿動画の内容に関連する商品をその動画表示部内で電子商取引（以降
、ＥＣと表記する）することができる機能を有するものである。以降、この機能をＥＣ機
能と表記する。
【０１３１】
　〔システム構成〕
　図９は、第三実施形態における投稿動画配信システムのシステム構成例を示す図である
。図９に示されるように、第三実施形態における投稿動画配信システムは、第一実施形態
の構成に加えて、ＥＣ機能を実現するために、ＥＣサーバ９１、決済サーバ９２、製造元
サーバ９３等を有する。これらＥＣサーバ９１、決済サーバ９２、製造元サーバ９３はそ
れぞれ通信可能にネットワークに接続され、ここではインターネット１にそれぞれ接続さ
れる。なお、本実施形態では、各サーバをそれぞれ別ハードウェアで実現しているが、い
くつかのサーバをまとめて少ない数のサーバとして実現するようにしてもよい。
【０１３２】
　〔装置構成〕
　第三実施形態における投稿動画配信システムでは、ＥＣ機能を実現するために、第一実
施形態及び第二実施形態に比べ、ＷＥＢサーバ１０の配信画面生成部１０５の機能が異な
る。
【０１３３】
　なお、ＥＣサーバ９１、決済サーバ９２、製造元サーバ９３については基本的には一般
的なＥＣを行うための装置であればよく、このようなＥＣシステムは一般的に広く知られ
ている。よって、これらＥＣを行うための各装置については、本発明に特化する機能以外
は説明を簡略化する。ＥＣサーバ９１がＥＣサイトを提供し、決済サーバ９２がＥＣサー
バ９１上のＥＣサイトで商取引が行われた際の決済を行い、製造元サーバ９３がＥＣサー
バ９１及び決済サーバ９２から送られてくる商品の購入情報に基づいて消費者に購入され
た商品を届けるように手配を行う。
【０１３４】
　本発明に特化する機能として、ＥＣサーバ９１は、後述するユーザ端末上で投稿動画配
信画面を生成するデータからのＥＣ要求により、管理している商品情報をそのユーザ端末
に送信する機能を有する。この商品情報とはＥＣサーバ９１のＥＣサイト上で表示される
商品情報であり、商品の画像情報、商品についてのテキスト情報等がある。ユーザ端末か
ら送られるＥＣ要求には、例えば再生された投稿動画のキーワード情報等が含まれる。
【０１３５】
　更に、ＥＣサーバ９１は、ユーザ端末から商品購入情報を受信することで通常の取引時
と同様に決済サーバ９２にその商品購入情報のうちの決済情報を送り、製造元サーバ９３
に当該購入された商品に関する情報を送る機能を有する。ユーザ端末から送られる商品購
入情報には、購入された商品の識別情報や決済情報等が含まれる。
【０１３６】
　第三実施形態におけるＷＥＢサーバ１０では、投稿動画配信画面を実現するデータにこ
のようなＥＣ機能を実現するデータが付加される。以下、この付加処理を行うＷＥＢサー
バ１０の配信画面生成部１０５について説明する。なお、以下では第一実施形態及び第二
実施形態と異なる部分についてのみ説明するものとする。
【０１３７】
　ＷＥＢサーバ１０の配信画面生成部１０５は、投稿動画配信画面３００内の投稿動画フ
レーム及び動画表示部３０６を表示させるためのデータ（ＳＷＦ等）を生成する際に、動
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画表示部３０６に所定のタイミングでＥＣ画面が表示されるようにこのデータを生成する
。すなわち、配信画面生成部１０５は、ＥＣサーバ９１のアドレス、再生される投稿動画
のキーワード情報等をこのデータファイルに含ませる。このデータファイルはユーザ端末
上の動画プレイヤに読み込まれると、ＥＣサーバ９１にその投稿動画のキーワード情報が
送信されると共にＥＣの商品情報が要求される。これにより、ＥＣサーバ９１から提供さ
れるＥＣの商品情報に基づいてＥＣ画面が動画表示部３０６上に投稿動画に重なるように
所定の位置に表示される。このＥＣ画面が表示されるタイミングは例えば投稿動画の再生
が完了した後である。
【０１３８】
　図１０は、ＥＣ画面の例を示す図である。図１０の例によれば、動画表示部３０６上の
中央部にＥＣ画面９００が表示されている。ユーザは、このＥＣ画面９００を参照するこ
とで購買意欲がわくと、そのＥＣ画面９００を操作することにより希望の商品を選択する
。これにより、その選択された商品の詳細情報が更にＥＣサーバ９１に要求され、その商
品の詳細情報画面が同様に表示される。
【０１３９】
　図１１は、ＥＣ画面の画面が遷移したことを示す図である。図１１の例によれば、動画
表示部３０６内に更に商品の詳細情報が表示される画面９０１が表示されている。ユーザ
は、この画面９０１の購入ボタンを選択し、その後表示される決済情報入力画面等に決済
情報を入力することで、この選択された商品を購入することができる。このとき、この購
入された商品に関する情報及び決済情報がＥＣサーバ９１へ送られる。
【０１４０】
　〈第三実施形態における作用及び効果〉
　ここで、上述した第三実施形態における投稿動画配信システムの作用及び効果について
述べる。
【０１４１】
　本実施形態における投稿動画配信システムでは、ＷＥＢサーバ１０の配信画面生成部１
０５により、投稿動画の再生終了後等に動画表示部３０６上にＥＣ画面が表示されるよう
に投稿動画配信画面が生成され、ユーザ端末へ提供される。
【０１４２】
　ユーザは、ユーザ端末上で投稿動画の視聴を楽しんだ後、同一画面上に表示されるＥＣ
画面を操作することにより、その視聴した投稿動画に関連する商品をＥＣにより購入する
ことができる。
【０１４３】
　従って、本実施形態によれば、ユーザに魅力的な投稿動画配信画面を提供するだけでな
く、その同一画面上で更にＥＣ機会を提供することができる。よって、ユーザはより効果
的に投稿動画の配信を受けることができ、広告主及びＥＣサイト主についても効果的な広
告配信及びＥＣ機能を提供することができる。
【０１４４】
　このとき、ユーザ端末は、当該投稿動画配信画面を表示させるデータによりＥＣサーバ
９１との間で所定の通信が行われるに過ぎず、その他のＥＣサーバ９１、決済サーバ９２
、製造元サーバ９３の間のやりとりは一般的なＥＣ時と同様な機能により実現することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
【図１】第一実施形態における投稿動画配信システムのシステム構成例を示す図である。
【図２】第一実施形態における投稿動画配信システムを構成する各装置の機能概念構成例
を示すブロック図である。
【図３】投稿動画配信画面の例を示す図である。
【図４】動画データＤＢの例を示す図である。
【図５】広告データＤＢの例を示す図である。
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【図６】第二実施形態における投稿動画配信システムを構成する各装置の機能概念構成例
を示すブロック図である。
【図７】入札データＤＢの例を示す図である。
【図８】投稿動画オークション画面の例を示す図である。
【図９】第三実施形態における投稿動画配信システムのシステム構成例を示す図である。
【図１０】ＥＣ画面の例を示す図である。
【図１１】ＥＣ画面の画面が遷移したことを示す図である。
【図１２】従来の投稿動画表示画面の例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４６】
１０　投稿動画配信ＷＥＢサーバ（ＷＥＢサーバ）
１１　投稿動画配信ストリーミングサーバ（ストリーミングサーバ）
１３　投稿動画管理サーバ
１５　広告データ管理サーバ
９１　電子商取引（ＥＣ）サーバ
９２　決済サーバ
９３　製造元サーバ
１０１、１１１、１５１　通信部
１０２　動画データアクセス制御部
１０３　動画データ変換部
１０５　配信画面生成部
１１２　ストリーミング配信部
１３１　動画データ管理部
１３２　動画データＤＢ
１５２　広告データ制御部
１５３　広告データＤＢ
３００　投稿動画配信画面
３０１　投稿動画表示部
３０５　投稿動画フレーム部
３０６　動画表示部
３０７　再生操作部
３１１　第１選択部
３１２　第２選択部
３１３　第３選択部
６０１　入札データ管理部
６０２　入札データＤＢ
８００　投稿動画オークション画面
８０１　表示選択部
８０２　参照ボタン
８０３　リスト表示部
９００、９０１　電子商取引（ＥＣ）画面
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