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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの一部または全部を記憶装置に格納し、当該記憶装置からクライアントにコ
ンテンツを配信しながら、該コンテンツの保持していない部分をオリジンサーバから取得
して前記記憶装置に追加するプロキシサーバにおいて、
　各コンテンツの前記クライアントへの配信レートと、該コンテンツの前記オリジンサー
バからの取得レートの履歴に基づいて、各コンテンツの受信バッファ閾値を決定し、
　コンテンツの受信バッファ量が該コンテンツの前記受信バッファ閾値を上回るもののコ
ンテンツ取得には、低優先のトランスポート層プロトコルを使用し、
　前記受信バッファ量が前記受信バッファの閾値を下回る量が大きいものほどコンテンツ
配信レートより高い取得レートとし、かつ、各コンテンツの取得レートを合計したレート
がネットワークの空き帯域を越えないように、各コンテンツの取得レートを制御し、
　各コンテンツの前記受信バッファ閾値と、各コンテンツの現在の受信バッファ量から、
各コンテンツの希望取得レートを決定し、
　現在配信を行っている全コンテンツの希望取得レートの合計が、前記オリジンサーバと
当該プロキシサーバの間のネットワークの空き帯域を越えない場合には、各コンテンツの
取得レートを、前記希望取得レートとし、
　そうでない場合には、あらかじめ決められたコンテンツの優先度の高い順に、前記希望
取得レートを、希望取得レートの合計が、前記ネットワークの空き帯域を越えないコンテ
ンツまで割り当てることを特徴とするプロキシサーバ。
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【請求項２】
　コンテンツの一部をバッファに蓄積し、前記バッファからクライアントにコンテンツを
配信しながら、該コンテンツの現在のバッファへの蓄積位置より後続のコンテンツ部分を
、コンテンツを分割した断片としてオリジンサーバから取得し、バッファに追加するプロ
キシサーバにおいて、
　現在より先の時刻での各クライアントの見込みバッファ量を、現在の取得レート、およ
び、視聴レートから求め、
　前記見込みバッファ量がゼロ以下のコンテンツは取得を中止し、
　前記見込みバッファ量があらかじめ決められたバッファ閾値を下回ったコンテンツにつ
いて、
　前記ストリームの過去のオリジンサーバからのコンテンツ取得レートの履歴から決めら
れる予測取得レートが、前記オリジンサーバと当該プロキシサーバの間のネットワークの
空き帯域を越えない場合には、該コンテンツ取得を行い、
　そうでない場合には、バッファ量が前記閾値を越えているストリームのコンテンツ取得
を、低優先のトランスポート層プロトコルを用いて行うことを特徴とするプロキシサーバ
。
【請求項３】
　前記低優先のトランスポート層プロトコルとして、TCP Vegasを用いて行うことを特徴
とする請求項２に記載のプロキシサーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンテンツの一部または全部を記憶装置に溜め、そこからクライアントにコン
テンツをストリーム配信しながら、該コンテンツの保持していないコンテンツ断片をオリ
ジンサーバから取得して記憶装置に追加するストリームプロキシサーバに関し、特にネッ
トワークを流れる他のトラヒックへの影響を抑えてオリジンサーバからのコンテンツの取
得を実現するストリームプロキシサーバおよびネットワーク技術に関する。
【従来の技術】
図３４に従来のストリームプロキシサーバを用いたネットワークの構成図を示す。従来の
ストリームプロキシサーバ200は、クライアント100-1～100-nのn台のクライアントに対し
て、m台のオリジンサーバ400-1～400-mの保持するコンテンツについてn本のストリームプ
ロキシサービスを行っているものとする。またプロキシサーバと、オリジンサーバ400-1
～400-mへはルータ300、リンク700、ネットワーク500を経由して接続されているとする。
リンク700には、ネットワーク500と600の間のトラヒックも流れている。
【０００２】
ストリーム配信とは、クライアント100-1～100-nから要求のあったコンテンツについて、
クライアントから要求されたコンテンツ内の位置から、要求された速度（配信レート）で
コンテンツをクライアントに送信する事である。ストリーミングによって、クライアント
100-1～100-nは、受け取ったコンテンツの部分から順にコンテンツを再生（あるいは利用
）する事によって、コンテンツ全体を受け取るまで待つ必要がなくなり、再生を開始する
までの時間が短縮出来る。
【０００３】
ストリームプロキシサービスとは、ネットワーク内の要素C（例えば、クライアント100-1
～100-n）からの視聴リクエストを受け取り、視聴リクエストのあったコンテンツについ
て、ストリームプロキシサーバ200が保持している部分については、ストリームプロキシ
サーバ200自身から、保持していない部分については、コンテンツを保持しているネット
ワーク内の要素S（例えば、オリジンサーバ400-1～400-m）から取得して、ネットワーク
内の要素C（例えば、クライアント100-1～100-n）に対して、コンテンツをストリーム配
信するサービスである。ネットワーク内の要素S(例えば、オリジンサーバ）から取得した
コンテンツについては、ストリームプロキシサーバ200は一部または全部を記憶装置に保
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存しておく。次回同じコンテンツへ、ネットワーク内の要素C（例えば、クライアント100
-1～100-n）からの視聴リクエストがあった場合に、保存した部分についてはネットワー
ク内の要素S(例えば、オリジンサーバ）から取得する事をせず、自身の記憶装置から読み
出して要素C（例えば、クライアント）にストリーミングでコンテンツ配信する。ネット
ワーク内の要素Cとして、ストリーミング配信を行うオリジンサーバをとり、ネットワー
ク内の要素Sとして、ディスク装置をとる事も可能である。
【０００４】
図３５に、従来のストリームプロキシサーバ200の内部構成図を示す。各構成要素を説明
する。
【０００５】
ストリーム配信制御部201は、クライアントからのコンテンツの視聴リクエストを受け取
り、視聴要求のあったコンテンツを記憶部204から読み出してクライアントへとストリー
ム配信する機能を持つ。また、視聴リクエストを、先読み制御部202へと伝える機能も持
つ。
【０００６】
先読み制御部202は、ストリーム配信制御部201から、視聴リクエストを受け取り、クライ
アントから視聴リクエストがあったコンテンツに関して、記憶部204に保持していないコ
ンテンツ断片（コンテンツの全部又は一部分）がある場合には、オリジンサーバとのコネ
クションをトランスポート層制御部205へ指示して開設する。また、コンテンツ取得要求
（コンテンツの識別子、取得すべき各コンテンツ断片の開始位置と終わりの位置から成る
）を、前記の開設したコネクション上に送信する（トランスポート層制御部が提供する、
書き込みのインターフェースを使う）。サーバは、同コネクションに、該当コンテンツ断
片を送り返してくるので、先読み制御部202はこれを同コネクションから読み出して（ト
ランスポート層制御部が提供する、読み出しのインターフェースを使う）、記憶部204へ
と書き込む。コンテンツ断片は記憶装置の容量が許す限り書き込まれるが、容量がなくな
った場合、コンテンツの中ですでに配信が終わっている部分を削除し、書き込む容量を確
保する。
【０００７】
記憶部204は、オリジンサーバのコンテンツの一部または全部のコピーを保存している。
ストリームの任意の位置への書き込みと、任意の位置からの読み出しのインターフェース
、および、各コンテンツについて保持している位置情報を、ストリーム配信制御部、先読
み制御部へ提供する。
【０００８】
トランスポート層制御部205は、トランスポート層プロトコル（例えばTCP)を使ったデー
タ通信を制御する部分である。先読み制御部202からの指示に従って、オリジンサーバと
のコネクションの開設、切断、およびデータ送受信に必要なトランスポート層の終端処理
（例えばトランスポート層がTCPならTCPの送受信のプロトコル処理）を行う。また、開設
した各コネクションについて、先読み制御部からのデータの読み出し、書き込みのインタ
ーフェースを持つ。
【０００９】
次に、従来のストリームプロキシサーバの動作の概要を説明する。クライアントが送信す
る視聴リクエストには、視聴初期化（コンテンツ識別子が指定される）、視聴開始(コン
テンツ内での位置が指定される、例えば再生時間での先頭から何秒目などを指定する）、
視聴停止、視聴終了、が含まれる。視聴の際、クライアントは、まず「視聴初期化」の視
聴リクエストをストリームプロキシサーバに送信し、ストリームプロキシサーバと、クラ
イアントとの間に、リクエスト内のコンテンツ識別子で指定されたコンテンツの配信サー
ビスのためのコネクションを開設する。ストリームプロキシサーバは、その後、「視聴開
始」（任意の開始位置と配信レートが指定出来る）や、「視聴停止」（一時停止）、の視
聴リクエストを使ってコンテンツ視聴を行い、視聴を終えると、「視聴終了」の視聴リク
エストでストリームプロキシサーバに視聴を終える旨を通知する。
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【００１０】
図３６に、前記の視聴リクエストを利用した典型的なコンテンツ視聴のタイミングチャー
トを示す。図３６の例では、クライアントはコンテンツの最初から視聴開始し、最後まで
見終わってから視聴終了するとする。また、リクエストされたコンテンツの先頭部分(0秒
～Ta秒）、コンテンツの途中部分(Tb秒～Tc秒）をストリームプロキシサーバが保持して
いるとする。
【００１１】
図３７にこの例でのストリームプロキシサーバが保持しているコンテンツの位置を示す。
現在クライアントに対して送信を行っている位置（配信位置）から、それ以降のコンテン
ツ部分で最初に記憶部に保持していないコンテンツの位置を送信するまでの時間的な差を
、視聴の（あるいは、クライアントをターゲットとする）ストリームバッファ余裕（ある
いはバッファ余裕）と呼ぶ。例えば、あるコンテンツについて、記憶部に保持されている
部分が、図３７のような場合で、現在の配信位置がT1ならストリームバッファ余裕はTa－
T1秒、現在の視聴位置がT2なら、ストリームバッファ余裕は0秒である。
【００１２】
図３６には、ストリームプロキシサーバが、リクエストされたコンテンツの保持している
以外の部分（Ta～Tb秒、および、Tc～Td秒）をオリジンサーバから取得しながら、クライ
アントへとストリーミングでコンテンツ配信している様子を示している。以下、この動作
を説明する。図３６のXT-10において、クライアントが、「視聴初期化」のリクエストを
プロキシサーバに送り、ストリーム配信のためのコネクションが、クライアントとストリ
ームプロキシサーバとの間に開設される。次に、XT-20において、クライアントは「視聴
開始」（位置は先頭(0秒)からとする。配信レート(Kbps等)も指定される）の視聴リクエ
ストを送ってくるので、コンテンツスイッチは、記憶部に保持している該当コンテンツの
指定された位置(0秒)から、ストリーム配信を開始する(XT-30)。また、オリジンサーバへ
、コンテンツの保持している以外の部分を取得するために、コネクションを開設し(XT-40
)、取得要求を出す(XT-50)。そしてサーバから後続のコンテンツ部分を取得し始める（XT
-60)。取得は記憶部の容量が許す限り行われ、取得した部分は記憶部にためられてゆく。
要求を出した取得が完了すると(XT-65)、現在の配信位置以降で保持していない部分があ
れば、さらに取得要求を出す(XT-70)。ストリームプロキシサーバは、オリジンサーバか
ら、コンテンツを取得しながら(XT-63およびXT-73)、記憶装置に保持しているコンテンツ
読み込んで、クライアントへとストリーム配信してゆく。このとき、コンテンツがまだ取
得出来ていない場合（ストリームバッファ余裕が0秒になった場合）には、取得出来るま
での間（ストリームバッファ余裕が正の値になるまで）、配信は一時的に中断され、クラ
イアントには視聴が不連続に飛ぶ（映像がとぎれる、あるいは、音がとぎれるなど）、視
聴品質が低下する。クライアントは全コンテンツを取得し終えると、「視聴終了」の視聴
リクエストを送り(XT-110)、ストリームプロキシサーバは、それを受けて、サーバとのコ
ネクションを切断する(XT-120)。
【００１３】
次に、図３６のタイミングチャートの中で、ストリーム配信制御部201、先読み制御部202
、記憶部204、トランスポート層制御部205がどのように動作するのかを説明する。ストリ
ーム配信制御部201は、クライアントからの視聴リクエストを受け取ると、それが「視聴
終了」の場合、ストリーム配信を停止し、先読み制御部に該当コンテンツの識別子と視聴
終了であることを通知する。「視聴初期化」の場合、記憶部204の該当コンテンツを検索
し、記憶部内のアドレスを得る。みつからない場合、先読み制御部202へ指示して、記憶
部204に記憶領域を確保させ、記憶部内のアドレスを通知してもらう。また、先読み制御
部202に「視聴初期化」である事と、コンテンツの識別子を通知する。「視聴開始」の場
合、指定された視聴開始位置が、記憶部内にある場合には、配信の先頭を指定された位置
に調整する動作を行う。また、先読み制御部に、「視聴開始」である事を通知する。その
後、記憶部からコンテンツを読み出してストリーム配信を行う。オリジンサーバからの取
得が間に合わず、記憶部に読み出したいコンテンツの部分がない場合(バッファ余裕が0秒
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になった場合）には、その部分のコンテンツは配信されず、クライアントには、視聴が不
連続に飛んだ（映像がとぎれる、あるいは、音がとぎれるなど）ようにみえる。また、ス
トリーム配信制御部201は、先読み制御部202からのリクエストに応じて、現在の視聴位置
、現在のコンテンツ配信レートを返す事も行う。
【００１４】
先読み制御部202では、ストリーム配信制御部から「視聴終了」の通知を受け取ると、該
当のコンテンツに関してオリジンサーバとのコネクションを切断する。「視聴初期化」の
場合には、該当コンテンツについて、トランスポート層制御部205へ指示して、オリジン
サーバへとコネクションを張る処理を行う。また、「視聴初期化」の場合に、該当コンテ
ンツが記憶部にない場合に記憶領域を確保してそのアドレスをストリーム配信制御部へと
通知する。「視聴開始」の場合、視聴開始位置以降のコンテンツについて、記憶部内にな
い部分を、トランスポート層制御部を介してオリジンサーバから取得して、記憶部の容量
が許す限り記憶部へ書き込む。記憶部の容量がなくなった場合、コンテンツの中ですでに
配信が終わっている部分などを削除して容量を空ける動作を行う。
【００１５】
【本発明が解決しようとする課題】
従来のストリームプロキシサーバでは、クライアントの視聴が始まると、保持していない
コンテンツ部分をオリジンサーバから取得するが、現在の配信位置以降の部分の取得（以
下、「先読み」と呼ぶ）については、実際にクライアントに配信を行うのは、配信位置が
そこに達した時であり、取得の緊急度は低い。これに対して、一般にネットワークを流れ
るトラヒックには緊急度の高いものが含まれており、先読みは、これらのトラヒックより
優先度を低くすべきである。例えば、図２７ではリンク700は、ネットワーク500と600の
間の通信にも使われているが、従来のストリームプロキシサーバは、このリンク700の輻
輳度を考慮していないため、ネットワーク500と600の間の通信によってこのリンクが輻輳
している時に、先読みによって発生するトラヒックで、このリンク700をさらに輻輳させ
てしまう。
【００１６】
また、従来のストリームプロキシサーバでは、オリジンサーバからのコンテンツ取得レー
トを制御しておらず、トランスポート層プロトコルが達成するデータ送信レートがコンテ
ンツ取得レートとなっている。このため、同一ボトルネックを経由してオリジンサーバか
らの取得を行っている複数のコンテンツがある場合に、一時的にボトルネックが輻輳し、
ボトルネックの空き帯域が、配信レートの合計を下回るような場合に、ストリームバッフ
ァ余裕の少ないものに対して、優先してオリジンサーバからのコンテンツ取得帯域を割り
当てることが出来ず、ストリームバッファ余裕が0に達して視聴品質が悪化してしまう視
聴が発生する確率が高い。
【００１７】
例えば、同じ配信レートの2つのコンテンツ視聴に対して、ストリームプロキシサービス
を行っている状況で、それぞれの視聴に対して、オリジンサーバから同一のボトルネック
を経由して先読みを行っているとする。このとき、一時的にボトルネックが輻輳し、コン
テンツ取得に使えるボトルネックの空き帯域が1つの配信レート分の空き帯域しかない状
況になったとする。また、このとき2つの視聴の、バッファ余裕が1秒と100秒だったとす
る。従来のストリームプロキシサーバでは、空き帯域を2つの先読みによって均等に配分
するため、各コンテンツ取得は、配信レートの半分のレートでオリジンサーバからの取得
を行う事になる。このため、2秒後に片方の視聴のストリームバッファ余裕が0となり、そ
の視聴の視聴品質が悪化してしまう。もし、100秒のストリームバッファ余裕がある視聴
について、オリジンサーバからの取得を一時的に停止し、1秒のストリームバッファ余裕
の視聴について、オリジンサーバからの取得帯域を割り当てれば、いずれかの視聴のスト
リームバッファ余裕が0になるまでの時間を延ばすことが出来、それまでの間に一時的な
輻輳が解消すれば、クライアントの視聴品質の悪化をなくすことが可能であるが、従来の
ストリームプロキシサーバではこれは出来ない。
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【００１８】
また、バッファ余裕以外の要因（視聴しているクライアントやコンテンツなど）に依存し
て、取得レートを決定する事を行う事が出来ない。このため、特定のクライアントやコン
テンツについての取得レートをより高く設定して、そのクライアントやコンテンツの視聴
品質の悪化を防ぐという事が出来ない。
【００１９】
本発明の第１の目的は、ネットワークを流れる他のトラヒックへの影響を極力抑えてオリ
ジンサーバからのコンテンツの取得を実現することができるプロキシサーバ、プロキシ制
御プログラムを提供することにある。
【００２０】
本発明の第２の目的は、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを制御し、同一のボ
トルネックを共有するコンテンツの間で帯域の割り当て制御を行うことにより、視聴品質
の悪化が起こる可能性を極力抑えることを可能としたプロキシサーバ、プロキシ制御プロ
グラムを提供することにある。
【００２１】
本発明の第３の目的は、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを制御することによ
り、優先度の高い視聴に関して視聴品質の悪化が起こる可能性を最小限に抑えることを可
能とするプロキシサーバ、プロキシ制御プログラムを提供することにある。
【００２２】
【課題を解決するための手段】
　本発明のプロキシサーバは、コンテンツの一部または全部を記憶装置に格納し、記憶装
置からクライアントにコンテンツを配信しながら、コンテンツの保持していない部分をオ
リジンサーバから取得して記憶装置に追加するプロキシサーバにおいて、各コンテンツの
クライアントへの配信レートと、コンテンツのオリジンサーバからの取得レートの履歴に
基づいて、各コンテンツの受信バッファ閾値を決定し、コンテンツの受信バッファ量がコ
ンテンツの受信バッファ閾値を上回るもののコンテンツ取得には、低優先のトランスポー
ト層プロトコルを使用し、受信バッファ量が受信バッファの閾値を下回る量が大きいもの
ほどコンテンツ配信レートより高い取得レートとし、かつ、各コンテンツの取得レートを
合計したレートがネットワークの空き帯域を越えないように、各コンテンツの取得レート
を制御し、各コンテンツの受信バッファ閾値と、各コンテンツの現在の受信バッファ量か
ら、各コンテンツの希望取得レートを決定し、現在配信を行っている全コンテンツの希望
取得レートの合計が、オリジンサーバとプロキシサーバの間のネットワークの空き帯域を
越えない場合には、各コンテンツの取得レートを、前記希望取得レートとし、そうでない
場合には、あらかじめ決められたコンテンツの優先度の高い順に、前記希望取得レートを
、希望取得レートの合計が、前記ネットワークの空き帯域を越えないコンテンツまで割り
当てることを特徴とする。
【００２５】
　請求項２の本発明のプロキシサーバは、コンテンツの一部または全部を記憶装置に格納
し、当該記憶装置からクライアントにコンテンツを配信しながら、該コンテンツの保持し
ていない部分をオリジンサーバから取得して前記記憶装置に追加するプロキシサーバにお
いて、各コンテンツの前記クライアントへの配信レートと、該コンテンツの前記オリジン
サーバからの取得レートの履歴に基づいて、各コンテンツの受信バッファ閾値を決定し、
コンテンツの受信バッファ量が該コンテンツの前記受信バッファ閾値を上回るもののコン
テンツ取得には、低優先のトランスポート層プロトコルを使用し、前記受信バッファ量が
前記受信バッファの閾値を下回る量が大きいものほどコンテンツ配信レートより高い取得
レートとし、かつ、各コンテンツの取得レートを合計したレートがネットワークの空き帯
域を越えないように、各コンテンツの取得レートを制御することを特徴とする。
【００２６】
　請求項３の本発明のプロキシサーバは、各コンテンツの前記受信バッファ閾値と、各コ
ンテンツの現在の受信バッファ量から、各コンテンツの希望取得レートを決定し、現在配
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信を行っている全コンテンツの希望取得レートの合計が、前記オリジンサーバと当該プロ
キシサーバの間のネットワークの空き帯域を越えない場合には、各コンテンツの取得レー
トを、前記希望取得レートとし、そうでない場合には、あらかじめ決められたコンテンツ
の優先度の高い順に、前記希望取得レートを、希望取得レートの合計が、前記ネットワー
クの空き帯域を越えないコンテンツまで割り当てることを特徴とする。
【００３４】
　請求項４の本発明のプロキシサーバは、コンテンツの一部をバッファに蓄積し、前記バ
ッファからクライアントにコンテンツを配信しながら、該コンテンツの現在のバッファへ
の蓄積位置より後続のコンテンツ部分を、コンテンツを分割した断片としてオリジンサー
バから取得し、バッファに追加するプロキシサーバにおいて、現在より先の時刻での各ク
ライアントの見込みバッファ量を、現在の取得レート、および、視聴レートから求め、前
記見込みバッファ量がゼロ以下のコンテンツは取得を中止し、前記見込みバッファ量があ
らかじめ決められたバッファ閾値を下回ったコンテンツについて、前記ストリームの過去
のオリジンサーバからのコンテンツ取得レートの履歴から決められる予測取得レートが、
前記オリジンサーバと当該プロキシサーバの間のネットワークの空き帯域を越えない場合
には、該コンテンツ取得を行い、そうでない場合には、バッファ量が前記閾値を越えてい
るストリームのコンテンツ取得を、低優先のトランスポート層プロトコルを用いて行うこ
とを特徴とする。
【００３５】
　請求項５の本発明のプロキシサーバは、前記低優先のトランスポート層プロトコルとし
て、TCPVegasを用いて行うことを特徴とする。
【００３８】
　請求項６の本発明のプロキシ制御プログラムは、コンピュータ上で実行され、コンテン
ツの一部または全部を記憶装置に格納し、当該記憶装置からクライアントにコンテンツを
配信しながら、該コンテンツの保持していない部分をオリジンサーバから取得して前記記
憶装置に追加するプロキシ制御プログラムにおいて、各コンテンツの前記クライアントへ
の配信レートと、該コンテンツの前記オリジンサーバからの取得レートの履歴に基づいて
、各コンテンツの受信バッファ閾値を決定し、コンテンツの受信バッファ量が該コンテン
ツの受信バッファ閾値を上回るコンテンツの取得には、低優先のトランスポート層プロト
コルを使用することを特徴とする。
【００５３】
【作用】
ネットワーク情報収集手段によって、ネットワークの残余帯域の情報を収集し、取得レー
ト決定手段において、この残余帯域に基づいて、オリジンサーバからの取得レートを決定
し、受信レート制御手段や、オリジンサーバへコンテンツの送信レートを指示する手段を
用いて、決定した取得レートでのコンテンツ取得を行う事によって、本発明の第１の目的
である、オリジンサーバからのコンテンツの取得をネットワークを流れる他のトラヒック
への影響を抑えて実現する事が可能となる。
【００５４】
また、ネットワークがトランスポート層プロトコル決定手段によって、複数の異なる帯域
共有特性を持つトランスポート層プロトコルから、ネットワークを流れる他のトラヒック
への影響の小さいトランスポート層プロトコルを決定し、複数の異なる帯域共有特性を持
つトランスポート層プロトコルを用いたデータ送受信が出来るトランスポート層プロトコ
ル制御手段を用いて、コンテンツ取得を行う事によって、本発明の第１の目的である、オ
リジンサーバからのコンテンツの取得をネットワークを流れる他のトラヒックへの影響を
抑えて実現する事が可能となる。
【００５５】
また、バッファ余裕測定手段によって、各コンテンツのバッファ余裕の大きさを求め、そ
れに基づいて、オリジンサーバからの取得レートを決定し、受信レート制御手段や、オリ
ジンサーバへコンテンツの送信レートを指示する手段を用いて、決定した取得レートでの
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コンテンツ取得を行う事によって、本発明の第２の目的である、ストリームプロキシサー
バにおいて、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを制御し、同一ボトルネックを
共有するコンテンツの間で帯域を融通して、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくする
事が可能となる。
【００５６】
また、指定優先度を考慮した取得レートを決定する手段によって、オリジンサーバからの
取得レートを指定優先度も考慮して決定し、優先度の高い視聴に関してより高い取得レー
トを割り当て、受信レート制御手段や、オリジンサーバへコンテンツの送信レートを指示
する手段を用いて、決定した取得レートでのコンテンツ取得を行う事によって、本発明の
第３の目的である、ストリームプロキシサーバにおいて、指定優先度に従い、優先度の高
い視聴に関して、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくする事が可能となる。
【００５７】
また、バッファ余裕に基づいてオリジンサーバからのコンテンツ取得要求を送出する先読
み手段を用いることで、過剰な先読み要求の送出が抑制され、さらにコンテンツを部分的
なコンテンツ断片として取得要求を行う先読み制御手段を用いてコンテンツを時間的に分
割して取得することで、ネットワーク本発明の第１の目的である、オリジンサーバからの
コンテンツ取得をネットワークに流れる他のトラヒックへの影響を抑えて実現することが
可能となる。
【００５８】
また、ネットワーク情報収集手段と、同時に実行される取得要求間の優先度を判別する手
段と、優先度に基づき実行中の要求を中止する手段により、バッファ余裕のある取得要求
の実行が抑制されることで、本発明の第２の目的である、ストリームプロキシサーバにお
いて、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを抑制し、同一ボトルネックを共有す
るコンテンツの間で帯域を融通して、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくすることが
可能となる。
【００５９】
また、優先度をバッファ余裕の大小で決定する手段とその判別された優先度に基づき実行
中の要求を中止する手段により、バッファ余裕のある取得要求の実行が抑制され、本発明
の第２の目的である、ストリームプロキシサーバにおいて、オリジンサーバからのコンテ
ンツ取得レートを抑制し、同一ボトルネックを共有するコンテンツの間で帯域を融通して
、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくすることが可能となる。
【００６０】
また、優先度を要求が取得しようとするコンテンツを蓄積しているオリジンサーバにより
決定する手段により、コンテンツが蓄積されているオリジンサーバを基準とした優先付け
が可能となり、さらにその判別された優先度に基づき実行中の要求を中止する手段により
、バッファ余裕のある取得要求の実行が抑制され、本発明の第３の目的である、ストリー
ムプロキシサーバにおいて指定優先度に従い、優先度の高い視聴に関して視聴品質の悪化
が起こる可能性を小さくすることが可能となる。
【００６１】
また、優先度を要求により獲得したコンテンツ断片のデータをストリーム配信するクライ
アントにより決定する手段により、配信対象となるクライアントを基準とした優先付けが
可能となり、さらにその判別された優先度に基づき実行中の要求を中止する手段により、
バッファ余裕のある取得要求の実行が抑制され、本発明の第３の目的である、ストリーム
プロキシサーバにおいて指定優先度に従い、優先度の高い視聴に関して視聴品質の悪化が
起こる可能性を小さくすることが可能となる。
【００６２】
また、優先度を要求したコンテンツにより決定する手段により、コンテンツを基準とした
優先付けが可能となり、さらにその判別された優先度に基づき実行中の要求を中止する手
段により、バッファ余裕のある取得要求の実行が抑制され、本発明の第３の目的である、
ストリームプロキシサーバにおいて指定優先度に従い、優先度の高い視聴に関して視聴品
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質の悪化が起こる可能性を小さくすることが可能である。
【００６３】
また、バッファ余裕の変化を予測し、バッファ余裕が将来不足しそうな場合に、後続のコ
ンテンツ断片の取得要求を送出する先読み制御手段により、より時間的な余裕を持った要
求間での帯域の融通が可能となり、本発明の第２の目的である、ストリームプロキシサー
バにおいて、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを抑制し、同一ボトルネックを
共有するコンテンツの間で帯域を融通して、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくする
ことが可能となる。
【００６４】
また、後続のコンテンツ断片の取得を通信速度の異なる複数のデータ送受信手段を使い分
けて実行する手段により、ネットワークの輻輳を抑制した取得を選択できる可能性がより
高くなり、本発明の第２の目的である、ストリームプロキシサーバにおいて、オリジンサ
ーバからのコンテンツ取得レートを抑制し、同一ボトルネックを共有するコンテンツの間
で帯域を融通して、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくすることが可能となる。
【００６５】
また、後続のコンテンツ断片の取得を通信速度の異なる複数のデータ送受信手段として優
先制御をもったネットワーク層プロトコルを利用する手段により、Diffserv等既存のプロ
トコルの採用することで比較的容易に本発明の第２の目的である、ストリームプロキシサ
ーバにおいて、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを抑制し、同一ボトルネック
を共有するコンテンツの間で帯域を融通して、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくす
ることが可能となる。
【００６６】
また、後続のコンテンツ断片の取得を通信速度の異なる複数のデータ送受信手段として異
なるトランスポート層プロトコルを使い分けて実行する手段により、TCP RenoとTCP Vega
sを使い分けるなど既存のプロトコルを使い分けることで比較的容易に本発明の第２の目
的である、ストリームプロキシサーバにおいて、オリジンサーバからのコンテンツ取得レ
ートを抑制し、同一ボトルネックを共有するコンテンツの間で帯域を融通して、視聴品質
の悪化が起こる可能性を小さくすることが可能となる。
【００６７】
また、後続のコンテンツ断片要求を送出する間隔をネットワーク状況に応じて調整する手
段により、ネットワークの輻輳状況に応じて、先読みに伴うトラヒックの調整を行い、ネ
ットワークの輻輳を抑制することで、本発明の第２の目的である、ストリームプロキシサ
ーバにおいて、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを抑制し、同一ボトルネック
を共有するコンテンツの間で帯域を融通して、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくす
ることが可能となる。
【００６８】
また、同一配信対象のための先読みを複数同時に実行する手段と、ネットワークの輻輳を
招かない適切な同時実行数を判断し同時実行数を制御する手段により、１つの取得要求が
データを取得するために使える実効帯域が限定されている場合でも、１人のクライアント
をターゲットする取得要求を同時に複数実行することで空き帯域を活用した積極的な取得
を実現し、より多くのクライアントが配信品質を維持するために十分なバッファ余裕を確
保することが可能となる。
【００６９】
【本発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
図１に本発明の第１の実施の形態の構成を示す。ストリームプロキシサーバ20Aは、クラ
イアント10-1～10-nのn台のクライアントに対して、m台のオリジンサーバ40-1～40-mの保
持するコンテンツのについてn本のストリームプロキシサービスを行っているものとする
。またストリームプロキシサーバ20Aと、オリジンサーバ40-1～40-mは、ルータ30、リン
ク70とネットワーク50を経由して接続されているとする。リンク70には、ネットワーク50
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と60の間のトラヒックも流れている。クライアントが視聴リクエストを出す動作は、従来
の技術で説明したものと同等とする。
【００７０】
図２に本発明の第１の実施の形態のプロキシサーバ20Aの内部構成図を示す。
【００７１】
ストリーム配信制御部201Aは、クライアントからのコンテンツの視聴リクエストを受け取
り、視聴リクエストの合ったコンテンツを記憶装置から読み出してクライアントへとスト
リーム配信する機能を持つ。また、視聴リクエストを、先読み制御部202Aへと伝える機能
も持つ。さらに、現在の配信位置、現在の配信レート情報を先読み制御部202Aへと伝える
機能も持つ。
【００７２】
先読み制御部202Aは、ストリーム配信制御部201Aから、視聴リクエストを受け取り、クラ
イアントが視聴したいコンテンツに関して、現在の配信位置以降で、記憶部204Aに保持し
ていないコンテンツ断片（コンテンツの全部又は一部分）がある場合には、オリジンサー
バへのコネクションをトランスポート層制御部へ指示して開設し、コンテンツ取得要求（
コンテンツの識別子、取得すべき各コンテンツ断片の開始位置と終わりの位置から成る）
をトランスポート層制御部に出す。また、受信レート制御部206Aへ目標レートを指示する
。この目標レートに従って、受信レート制御部206Aはトランスポート層制御部205Aからコ
ンテンツを読み出す。また、先読み制御部202Aは、受信レート制御部206Aがトランスポー
ト層制御部205Aから読み出したコンテンツを受け取る。受け取ったコンテンツは記憶部20
4Aへと書き込む。また、先読み制御部202Aは、コンテンツ取得要求で指定しなければなら
ない、コンテンツ断片の位置（開始位置と終わり位置）、記憶部のコンテンツの中で削除
する部分の決定も行う。さらに、オリジンサーバからのコンテンツ取得の目標レートは、
記憶部204Aが保持しているコンテンツ断片の位置の情報、ストリーム配信制御部201Aから
得られる現在の配信位置と配信レート、および、ネットワーク情報取得部207Aから得られ
る情報を基に決定する。この決定のアルゴリズムを「受信レート決定アルゴリズム」と呼
ぶ。先読み制御部202Aの動作の詳細はフローチャートを使って後述する。また、「受信レ
ート決定アルゴリズム」の詳細についても後述する。
【００７３】
記憶部204Aは、オリジンサーバのコンテンツの一部または全部のコピーを保存している。
ストリームの任意の位置への書き込みと読み出しのインターフェース、および、ストリー
ムのどの位置を保持しているかの情報を、ストリーム配信制御部201A、先読み制御部202A
へ提供する。
【００７４】
トランスポート層制御部205Aは、フロー制御機能を持つトランスポート層プロトコル（例
えばTCP(Transport Control Protocol)）を使ったデータ通信を制御する部分である。フ
ロー制御機能とは、受信者が、受信バッファの現在の空き状況を送信者へ伝え、送信者は
伝えられた空き状況に基づいて送信レートを調節する事によって、受信側の受信バッファ
があふれるのを防ぐ機能の事である。例えばTCPはこの機能を持っている。また、トラン
スポート層制御部205Aは、先読み制御部202Aからの指示に従って、オリジンサーバとのコ
ネクションの開設、切断、およびデータ送受信に必要なトランスポート層の終端処理（例
えばトランスポート層がTCPならTCPの送受信のプロトコル処理）を行う。また、開設した
各コネクションについて、先読み制御部からのデータ書き込み、および、受信レート制御
部からのデータの読み出し、の2つのインターフェースを持つ。
【００７５】
受信レート制御部206Aは、先読み制御部202Aから指定される目標レートに従って、オリジ
ンサーバから取得したコンテンツをトランスポート層制御部205Aから読み出し、先読み制
御部202Aへと渡す。トランスポート層制御部205Aが用いるトランスポート層プロトコルは
フロー制御機構を持つため、受信レート制御部206Aが、データの読み出しレートを目標レ
ートに制限すると、オリジンサーバからのデータ転送レートの上限も、その読み出しレー
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トに制限される。この原理を用い、データの読み出しレートを目標レートにすることによ
って、オリジンサーバからのデータ転送レートを目標レート以下に制御する事が出来る。
【００７６】
ネットワーク情報取得部207Aは、先読み制御部からの指示に従い、先読み制御部へネット
ワーク情報（輻輳情報等の混み具合を表す情報）を通知する。ネットワーク情報とは、例
えば、リンク70の現在の残余帯域情報（ネットワーク50からルータ30へ向かう方向の残余
帯域情報）等のネットワークの混み具合を表す情報であり、一定時間毎に、リンク70に接
続されているルータ30から、ルータ30のリンク70からの受信バイト数をSNMP(Simple Netw
ork Management Protocol)等を使って集め、転送バイト数を前記の一定時間で割る事で、
使用帯域を求め、リンク70の物理帯域から使用帯域を減算する事によって求める事が出来
る。このとき、SNMP等を使って集めた転送バイト数を何倍かして、70の物理帯域から使用
帯域を減算することで、残余帯域情報を少な目に見積もる事を行ってもよい。この他にも
、オリジンサーバへ試験パケットを送出してRTT(round trip time)を計測して、ボトルネ
ック帯域を求める事も可能である。
【００７７】
次に先読み制御部202Aの動作をフローチャート図３から図７を用いて説明する。
【００７８】
先読み制御部202Aは、図示しないタイマー（設定された時間が経過すると信号を発生する
装置）に設定された時間が経過した場合（あるいはカウンタによって設定された値を計数
した場合）、あるいは、ストリーム配信制御部からの視聴リクエスト（視聴終了、視聴初
期化、視聴開始、取得完了）によって、待ち状態から起動される。本実施の形態では、タ
イマーの時間であるタイマＴに所定の時間Ｔ０が設定されて起動され、タイマＴが０にな
ると先読み制御部202Aが起動される。
【００７９】
視聴リクエストが「視聴終了」であった場合、図３に示すように、該当視聴コンテンツを
取得しているオリジンサーバとのコネクションを切断する指示をトランスポート層制御部
205Aへ出す（ステップＡ１０）。
【００８０】
視聴リクエストが「視聴初期化」の場合、図４に示すように、クライアントが視聴したい
コンテンツに関して、記憶部204Aに保持していないコンテンツ断片がある場合には、オリ
ジンサーバへコネクションをトランスポート層制御部へ指示して開設する（ステップＡ２
０）。また、ストリーム配信制御部201Aから、記憶部に領域を確保する指示があれば、記
憶領域を確保してアドレスをストリーム配信制御部201Aへと返す（ステップＡ３０）。
【００８１】
視聴リクエストが「視聴開始」の場合、図５に示すように、コンテンツの中で現在視聴し
ている位置以降で、保持していないコンテンツの部分から、取得する部分を決定し（ステ
ップＡ４０）、取得要求（コンテンツの識別子、取得すべき各コンテンツ断片の開始位置
と終わりの位置から成る）をトランスポート層制御部に指示する（ステップＡ５０）。ま
た、タイマＴを「0」に設定し（ステップＡ６０）、タイマＴが「0」の場合の処理である
、該当コンテンツへの目標レートの設定処理が実行されるようにする。
【００８２】
視聴リクエストがコンテンツ断片の「取得完了」である場合、図６に示すように、タイマ
Ｔを「0」に設定し（ステップＡ７０）、タイマＴが「0」の場合の処理である、該当コン
テンツへの目標レートの設定処理が実行されるようにする。そして、次に取得するコンテ
ンツの位置を決定し（ステップＡ７０）、取得要求を送出する（ステップＡ８０）。
【００８３】
タイマＴが「0」の場合、図７に示すように、現在オリジンサーバからコンテンツ取得を
行っている全コンテンツについて、記憶部204Aが保持しているコンテンツ断片の位置の情
報、ストリーム配信制御部から得られる現在の再生位置情報と視聴レート情報、および、
ネットワーク情報取得部207Aから得られる情報を基に、そのコンテンツに関する目標取得
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ンテンツに対する目標レートが決まると、その値を受信レート制御部206Aに通知する（ス
テップＡ１００）。また、これ以降、受信レート制御部206Aが取得したコンテンツは先読
み制御部202Aが受け取って、記憶部206Aへの書き込みを行う。この書き込み動作を実行し
ながら、タイマＴを規定値の時間「T0」にリセットし（ステップＡ１１０）、待ち状態と
なる。
【００８４】
（受信レート決定アルゴリズム）
次に、受信レート決定アルゴリズムを示す。
【００８５】
まず以下を定義する。
（１）現時点での（新たに視聴開始するクライアントは加えず、視聴終了するクライアン
トは含める）視聴を行っているクライアントの集合を、ｐＭ＝｛ｐＭ１，ｐＭ２，．．．
，ｐＭｍ｝とする。
（２）ｐＭに新たな視聴を開始するクライアントを加え、視聴を終了するクライアントを
除いたクライアントの集合をＭ＝｛Ｍ１，Ｍ２，．．．，Ｍｎ｝とする。
（３）クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）への、時刻tでの配信レートをｒｉ

（ｔ）　bps(bit per second)とする。
（４）クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）の視聴に対する、時刻tでのストリ
ームバッファ余裕（バッファ余裕とも呼ぶ）を、ｂｉ（ｔ）秒とする。
（５）時刻tでの、クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）の視聴の為に行う、オ
リジンサーバからのコンテンツ取得（先読み）のレートの目標値（目標レート）をｇｉ（
ｔ）とする。
（６）時刻tでの、クライアントｐＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｍ）の視聴のために行う
、オリジンサーバからのコンテンツ取得（先読み）の実際の取得レートをｇｉ

＊（ｔ）と
する。
（７）クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）の視聴に対する、現在の目標のバッ
ファ余裕をＴｈｉ

Ｖ（ｔ）とする。Ｔｈｉ
Ｖ（ｔ）はクライアントの再生の飛びが生じる

確率が許容範囲内に納めるために必要なストリームプロキシサーバのバッファ余裕である
。この値は、経験値として固定的に与えてもよいし、動的に決定してもよい。例えば、過
去のコンテンツ取得レートｇｉ

＊（ｔ）の履歴と配信レートｒｉ（ｔ）の履歴から、視聴
開始時からのｒｉ（ｔ）－ｇｉ

＊（ｔ）の積分値の履歴を求め、その最大値（すなわち、
過去で最もバッファ余裕が少なくなった状況を救うバッファ余裕としている）等に決めて
もよい。あるいは、以下のステップ４において、Ａ（ｔ）－Ｐ（ｔ）＞０の状態が続けば
、ボトルネックの使用可能帯域が余っている事を意味するので、Ｔｈｉ

Ｖ（ｔ）を増加さ
せ、Ａ（ｔ）－Ｐ（ｔ）＜０の状態が続けば、Ｔｈｉ

Ｖ（ｔ）をある規定値にまで減少さ
せる、といった方法をとってもよい。
（８）クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）の視聴に関して、バッファ余裕が0
の時に、現在の配信レートのｓｉ倍でコンテンツ取得を行う、としてｓｉを決定する。例
えば、全ターゲットコンテンツ一律にｓｉ=3などと決めてもよいし、配信レートｓｉ倍が
リンク70の帯域になるように（バッファ余裕が0の時は最大リンク70の帯域全部を使える
ように）決めてもよい。
【００８６】
ステップ１：まず、実取得レートの合計と現在のリンク70の空き帯域Ｘ（ｔ）が、ターゲ
ットコンテンツの集合Ｍがオリジンサーバからのコンテンツ取得に使える帯域（使用可能
帯域）であると考え、その帯域
【数１】
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を求める。
【００８７】
ステップ２：クライアント集合Ｍの各クライアントの視聴について、　現在のバッファ余
裕に依存して、希望レートｇｉ

０（ｔ）を決定する。例えば、
ｇｉ

０（ｔ）＝ｍａｘ｛０，ｒｉ（ｔ）＋（Ｔｈｉ
Ｖ（ｔ）－ｂｉ（ｔ））（ｓｉ／Ｔｈ

ｉ
Ｖ（ｔ））｝を計算して決定する。ここで、ｍａｘ｛ａ，ｂ｝とは、ａ，ｂのうちの大

きい方を意味する（図８を参照）。
【００８８】
ステップ３：
【数２】

を求める。
【００８９】
ステップ４：Ｐ（ｔ）≦Ａ（ｔ）ならば、目標レートｇｉ（ｔ）＝ｇｉ

０（ｔ）として終
了。
そうでないならば、ステップ５へ
ステップ５：目標レートｇｉ（ｔ）を、Ａ（ｔ）をｇｉ

０（ｔ）に比例して配分したもの
とする。終了。
【００９０】
なお、ステップ５において、目標レートｇｉ（ｔ）を、バッファ余裕ｂｉ（ｔ）を出来る
だけ平均化するように割り当ててもよい。あるいは、目標レートｇｉ（ｔ）を、ｇｉ

０（
ｔ）の大きいものから順に、ｇｉ（ｔ）の合計がＡ（ｔ）を越えない範囲で割り当て、越
えるものについては、目標レートとして0を割り当てる方式でもよい。すなわち、ｇｉ

０

（ｔ）の大きいもの順に並べ変えてｇｉ
１（ｔ）とし、Kを、

【数３】

を満たす整数として、
【数４】

とする方式でもよい。また、管理者の設定する、指定優先度（視聴コンテンツやクライア
ントに依存して決まる優先度）に従って、優先度の高いものから順にＡ（ｔ）から目標レ
ートｇｉ（ｔ）をｇｉ

０（ｔ）として割り当てる方式でもよい。
【００９１】
次に、第１の実施の形態のストリームプロキシサーバ20Aの全体の動作を説明する。従来
のストリームプロキシサーバとの大きな違いは、主に以下の点である。まず、先読み制御
部202Aがオリジンサーバからのコンテンツを取得する際に、目標受信レートを、ストリー
ム配信制御部から得られる現在の再生位置情報と視聴レート情報、および、ネットワーク
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情報取得部207Aから得られる情報を基に決定すること。また、その目標レートに従って、
受信レート制御部206Aが、トランスポート層制御部からデータを読み出すことにより、オ
リジンサーバからストリームプロキシサーバへのデータ送信レートが目標レートに抑制さ
れる事である。
【００９２】
クライアントが送信する視聴リクエストには、視聴初期化（コンテンツ識別子が指定され
る）、視聴開始(コンテンツ内での位置が指定される、例えば再生時間での何秒目などを
指定する）、視聴停止、視聴終了が含まれるのは、従来のストリームプロキシサーバの場
合と同様である。また、視聴の際の動作も同様で、クライアントは、まず「視聴初期化」
の視聴リクエストをプロキシサーバに送信し、プロキシサーバと、クライアントとの間に
、リクエスト内のコンテンツ識別子で指定されたコンテンツについての配信サービスのた
めのコネクションを開設する。ストリームプロキシサーバは、その後、「視聴開始」（任
意の開始位置が指定出来る）や、「視聴停止」（一時停止）、の視聴リクエストを使って
コンテンツ視聴を行い、視聴を終えると、「視聴終了」の視聴リクエストでプロキシサー
バに視聴を終える旨を通知する。
【００９３】
図９に典型的なコンテンツ視聴のタイミングチャートを示す。
【００９４】
図９の例では、クライアントはコンテンツの最初から視聴開始し、最後まで見終わってか
ら視聴終了するとする。また、ストリームプロキシサーバ20Aは、視聴開始時点で、リク
エストされたコンテンツの先頭部分(0秒～Ta秒）、コンテンツの途中部分(Tb秒～Tc秒）
を保持しているとする。図９では、保持している以外の部分（Ta～Tb秒、および、Tc～Td
秒）をオリジンサーバから取得しながら、クライアントへとストリーム配信している様子
を示している。図１０にこの例で、視聴開始時にストリームプロキシサーバが保持してい
るコンテンツの位置を示す。
【００９５】
図９のAT-10において、クライアントが、「視聴初期化」のリクエストをプロキシサーバ
に送り、サーバが肯定応答(OK)）を返す事で、視聴リクエストの配信のためのコネクショ
ンが、クライアントとストリームプロキシサーバとの間に開設される。次に、AT-20にお
いて、クライアントは「視聴開始」（位置は先頭(0秒)から）の視聴リクエストを送って
くるので、ストリームプロキシサーバは、記憶部に保持している該当コンテンツの先頭部
分からコンテンツのストリーム配信を開始する(AT-30)。また、オリジンサーバへに、コ
ンテンツの保持している以外の部分を取得するために、コネクションを開設し(AT-40)、
後続のコンテンツ部分の取得要求を出す(AT-50)。そしてサーバから後続のコンテンツ断
片を取得し始める（AT-60)。取得した部分は記憶部にためられてゆく。ストリームプロキ
シサーバは、オリジンサーバから、後続のコンテンツを取得しながら(AT-65およびAT-70)
、記憶装置に保持しているコンテンツ読み込んで、クライアントへとストリーム配信して
ゆく。このとき、コンテンツがまだ取得出来ていない場合（バッファ余裕が0秒になった
場合）には、取得出来るまでの間（バッファ余裕が正の値になるまで）、配信は一時的に
中断され、クライアントには視聴が不連続に飛んだ（画面が飛ぶ、あるいは、音がとぎれ
るなど）ようにみえる。クライアントは全コンテンツを取得し終えると、「視聴終了」の
視聴リクエストを送り(AT-8)、それを受けて、サーバ側とのコネクションを切断する(AT-
9)。
【００９６】
次に、図９タイミングチャートの中で、ストリーム配信制御部201A、先読み制御部202A、
記憶部204A、トランスポート層制御部205A、受信レート制御部206A、ネットワーク情報収
集部207Aがどのように動作するのかを説明する。ストリーム配信制御部201Aは、クライア
ントからの視聴リクエストを受け取ると、それが「視聴終了」の場合、ストリーム配信を
停止し、先読み制御部に該当コンテンツの識別子と視聴終了であることを通知する。「視
聴初期化」の場合、記憶部204Aの該当コンテンツを検索し、記憶部内のアドレスを得る。
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みつからない場合、先読み制御部202Aへ指示して、記憶部204Aに記憶領域を確保させ、記
憶部内のアドレスを通知してもらう。また、先読み制御部202Aに「視聴初期化」である事
と、コンテンツの識別子を通知する。「視聴開始」の場合、指定された視聴開始位置が、
記憶部内にある場合には、配信の先頭を指定された位置に調整する動作を行う。また、先
読み制御部に、「視聴開始」である事を通知する。その後、記憶部からコンテンツを読み
出してストリーム配信を行う。オリジンサーバからの取得が間に合わず、記憶部に読み出
したいコンテンツの部分がない場合(バッファ余裕が0秒になった場合）には、その部分の
コンテンツは配信されず、クライアントには、視聴が不連続に飛んだ（映像がとぎれる、
あるいは、音がとぎれるなど）ようにみえ、視聴品質が悪化する。また、ストリーム配信
制御部201Aは、先読み制御部202Aからのリクエストに応じて、現在の視聴位置、現在のコ
ンテンツ視聴レートを返す事も行う。
【００９７】
先読み制御部202Aでは、前述のフローチャート（図３から図７）に従った動作をする。す
なわち、ストリーム配信制御部から「視聴終了」の通知を受け取ると、該当のコンテンツ
に関してオリジンサーバとのコネクションを切断する。「視聴初期化」の場合には、該当
コンテンツについて、トランスポート層制御部205Aへ指示して、オリジンサーバへとコネ
クションを張る処理を行う。また、「視聴開始」の場合、視聴開始位置以降のコンテンツ
について、記憶部内にない部分を、トランスポート層制御部を介してオリジンサーバから
取得して、記憶部へ書き込む。このとき、前述記憶部の容量がなくなった場合、コンテン
ツの中ですでに配信が終わっている部分などを削除して容量を空ける動作を行う。また取
得に関して、目標受信レートを、ネットワーク情報収集部207Aからのネットワーク情報、
ストリーム配信制御部201Aからの現在の配送レート、現在の配信位置、記憶部204A内のコ
ンテンツ断片の位置情報、過去の実際の受信レートの履歴から、受信レート決定アルゴリ
ズムに従って決定し、受信レート制御部206Aに目標受信レートを指示して取得を行う。
【００９８】
次に、本発明の第１の実施の形態の効果を説明する。
【００９９】
受信レート制御アルゴリズムでは、ステップ１で現在のオリジンサーバからの取得レート
の合計と、ネットワーク情報収集部から得られるボトルネックの空き帯域の和を、次にオ
リジンサーバからのコンテンツ取得に使用出来るレートとして計算し、ステップ４、ステ
ップ５で、このレート以下に目標レートの合計を制限している。また、受信レート制御ア
ルゴリズムで決めた目標レートを受信レート制御部に指示する事によって、オリジンサー
バからのコンテンツ取得レートを目標レート以下に抑えている。以上の事から、実際のオ
リジンサーバからのコンテンツ取得レートの合計は、ネットワークの空いている帯域以下
に抑えられるため、オリジンサーバからのコンテンツの取得をネットワークの他のトラヒ
ック（ボトルネックを共有している他のトラヒック）への影響を抑えて実現する事が出来
る。これによって本発明の第１の目的を達成する事が出来る。
【０１００】
また、受信レート制御アルゴリズムのステップ２では、各クライアントの視聴のためのオ
リジンサーバからのコンテンツ取得（先読み）の希望レートを、バッファ余裕が少なくな
るほど高く、バッファ余裕が大きければ低くなるように決めている。また、ステップ４で
希望レートの合計が、使用可能帯域を越えなければ、希望レートが目標レートとなり、越
えていれば、ステップ５で使用可能帯域を希望レートで比例配分したものにしているため
、同一ボトルネックを共有するコンテンツの間で、バッファ余裕が少ないものに、より多
くの帯域を割り当てる事が可能となり、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくする事が
可能となり、本発明の第２の目的を達成することが可能となる。
【０１０１】
さらに、ステップ５において、輻輳時に、指定優先度に従って、使用可能帯域の中から、
より多くの帯域を割り当てる事が出来る。これによって、指定優先度に従って、優先度の
高い視聴の、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくする事が可能となり、本発明の第３
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の目的を達成することが可能となる。
【０１０２】
（第２の実施の形態）
図１１に本発明の第２の実施の形態の構成を示す。ストリームプロキシサーバ20Bは、ク
ライアント10-1～10-nのn台のクライアントに対して、m台のオリジンサーバ40-1～40-mの
保持するコンテンツのについてn本のストリームプロキシサービスを行っているものとす
る。またストリームプロキシサーバと、オリジンサーバ40-1～40-mは、ルータ30、リンク
70とネットワーク50を経由して接続されているとする。リンク70には、ネットワーク50と
60の間のトラヒックも流れている。クライアントが視聴リクエストを出す動作は、従来の
技術で説明したものと同等とする。
【０１０３】
図１２に本発明の第２の実施の形態のプロキシサーバ20Bの内部構成図を示す。ストリー
ム配信制御部201B、記憶部204B、ネットワーク情報収集部207Bについては、本発明の第１
の実施の形態の、ストリーム配信制御部201A、記憶部204A、ネットワーク情報収集部207A
と、それぞれ同じ動作をする。本発明の第１の実施の形態と動作が異なる、先読み制御部
202Bと、トランスポート層制御部205B、受信レート制御部のみについて説明する。
【０１０４】
先読み制御部202Bは、ストリーム配信制御部201Bから、視聴リクエストを受け取り、クラ
イアントが視聴したいコンテンツに関して、現在の配信位置以降で、記憶部204Bに保持し
ていないコンテンツ断片がある場合には、オリジンサーバへ、複数のコネクション（それ
ぞれ、帯域共有特性の異なるトランスポート層プロトコルを用いる）をトランスポート層
制御部205Bへ指示して開設する。また、コンテンツ取得要求（コンテンツの識別子、取得
すべき各コンテンツ断片の開始位置と終わりの位置から成る）と、そのコンテンツ取得を
、前記の複数のトランスポート層プロトコルを用いたコネクションのうち、どれを使用し
て行うかを決定し（この決定方法を、「トランスポート層プロトコル決定アルゴリズム」
と呼び、詳細は後述する）、トランスポート層制御部205Bに指示する。コンテンツ取得要
求したコンテンツを受け取っている最中にトランスポート層を切り替える必要がある場合
には、現在の取得を中断し、現在までに受け取ったデータ量から、残りのコンテンツ断片
を取得するためのコンテンツ断片の開始位置と終わりの位置を計算し、次のリクエストを
切り替えたいトランスポート層プロトコルのコネクションを使ってオリジンサーバへと転
送する。また、受信レート制御部206Bへ、目標レートを指示し、受信レート制御部206Bが
トランスポート層制御部205Bから取得したコンテンツを読み出す速度を指定して読み出さ
せ、受信レート制御部206Bからコンテンツを受け取る。受け取ったコンテンツは記憶部20
6Bへと書き込む。また、コンテンツ取得要求で指定するコンテンツ断片の位置（開始位置
と終わり位置）、記憶部のコンテンツの中で削除する部分の決定も行う。さらに、オリジ
ンサーバからのコンテンツ取得の目標レートは、記憶部204Bが保持しているコンテンツ断
片の位置の情報、ストリーム配信制御部から得られる現在の再生位置情報と視聴レート情
報、および、ネットワーク情報取得部207Bから得られる情報を基に決定する。この決定の
アルゴリズムを「受信レート決定アルゴリズム」と呼ぶ。先読み制御部202Bの動作の詳細
はフローチャートを使って後述する。また、「受信レート決定アルゴリズム」の詳細につ
いても後述する
【０１０５】
トランスポート層制御部205Bは、フロー制御機能を持つトランスポート層プロトコル（例
えばTCP）を使ったデータ通信を制御する部分である。トランスポート層プロトコルとし
て、帯域共有の特性が異なる複数の種類のトランスポート層プロトコルのコネクションの
終端を行う事が出来る。先読み制御部202Bからの指示に従って、オリジンサーバとのコネ
クションの開設、切断、およびデータ送受信に必要なトランスポート層の終端処理（例え
ばトランスポート層がTCPならTCPの送受信のプロトコル処理）を行う。また、開設した各
コネクションについて、先読み制御部からのデータ書き込み、および、受信レート制御部
からのデータの読み出しのインターフェースを持つ。帯域共有特性の異なるトランスポー
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ト層プロトコルとしては、例えば、TCP RenoとTCP Vegas等がある。TCP Vegas は、TCP R
enoと帯域を共有した場合、TCP Renoに帯域を譲る特性が知られている。
【０１０６】
受信レート制御部206Bは、先読み制御部202Bから指定される目標レートに従って、オリジ
ンサーバから取得したコンテンツをトランスポート層制御部205Bから読み出し、先読み制
御部202Bへと渡す。トランスポート層制御部205Bのトランスポート層はフロー制御機構を
持つため、受信レート制御部でデータの読み出しレートを制限すると、オリジンサーバか
らのデータ転送レートもその読み出しレートに制約される。これを用いてオリジンサーバ
からのデータ転送レートを制御する事が出来る。
【０１０７】
次に先読み制御部202Bの動作を図８、フローチャートである図１３から図１７を用いて説
明する。
（受信レート決定アルゴリズム）
まず以下を定義する。
（１）現時点での（新たに視聴開始するクライアントは加えず、視聴終了するクライアン
トは含める）視聴を行っているクライアントの集合を、ｐＭ＝｛ｐＭ１，ｐＭ２，．．．
，ｐＭｍ｝とする。
（２）ｐＭに新たな視聴を開始するクライアントを加え、視聴を終了するクライアントを
除いたクライアントの集合をＭ＝｛Ｍ１，Ｍ２，．．．，Ｍｎ｝とする。
（３）クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）への、時刻tでの配信レートをｒｉ

（ｔ）　bps(bit per second)とする。
（４）クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）の視聴に対する、時刻tでのストリ
ームバッファ余裕（バッファ余裕とも呼ぶ）を、ｂｉ（ｔ）秒とする。
（５）時刻tでの、クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）の視聴の為に行う、オ
リジンサーバからのコンテンツ取得（先読み）のレートの目標値（目標レート）をｇｉ（
ｔ）とする。
（６）時刻tでの、クライアントｐＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｍ）の視聴のために行う
、オリジンサーバからのコンテンツ取得（先読み）の実際の取得レートをｇｉ

＊（ｔ）と
する。
（７）クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）の視聴に対する、現在の目標のバッ
ファ余裕をＴｈｉ

Ｖ（ｔ）とする。Ｔｈｉ
Ｖ（ｔ）はクライアントの再生の飛びが生じる

確率が許容範囲内に納めるために必要なストリームプロキシサーバのバッファ余裕である
。この値は、経験値として固定的に与えてもよいし、動的に決定してもよい。例えば、過
去のコンテンツ取得レートｇｉ

＊（ｔ）の履歴と配信レートｒｉ（ｔ）の履歴から、視聴
開始時からのｒｉ（ｔ）－ｇｉ

＊（ｔ）の積分値の履歴を求め、その最大値（すなわち、
過去で最もバッファ余裕が少なくなった状況を救うバッファ余裕としている）等と決めて
もよい。あるいは、以下のステップ４において、Ａ（ｔ）－Ｐ（ｔ）＞０の状態が続けば
、ボトルネックの使用可能帯域が余っている事を意味するので、Ｔｈｉ

Ｖ（ｔ）を増加さ
せ、Ａ（ｔ）－Ｐ（ｔ）＜０の状態が続けば、Ｔｈｉ

Ｖ（ｔ）をある規定値にまで減少さ
せる、といった方法をとってもよい。
（８）クライアントＭｉ（ｉ＝１，２，．．．，ｎ）の視聴に関して、バッファ余裕が0
の時に、現在の配信レートのｓｉ倍でコンテンツ取得を行う、としてｓｉを決定する。例
えば、全ターゲットコンテンツ一律にｓｉ=3などと決めてもよいし、配信レートｓｉ倍が
リンク70の帯域になるように（バッファ余裕が0の時は最大リンク70の帯域全部を使える
ように）決めてもよい。
【０１０８】
先読み制御部202Bは、第１の実施の形態と同様に、図示しないタイマー（設定された時間
が経過すると信号を発生する装置）に設定された時間が経過した場合（あるいはカウンタ
によって設定された値を計数した場合）、あるいは、ストリーム配信制御部からの視聴リ
クエスト（視聴終了、視聴初期化、視聴開始、取得完了）によって、待ち状態から起動さ
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れる。
【０１０９】
視聴リクエストが「視聴終了」であった場合、図１３に示すように、該当視聴コンテンツ
を取得しているオリジンサーバとのコネクションを切断する指示をトランスポート層制御
部205Bへ送る（ステップＢ１０）。
【０１１０】
視聴リクエストが「視聴初期化」の場合、図１４に示すように、クライアントが視聴した
いコンテンツに関して、記憶部204Bに保持していないコンテンツ断片がある場合には、オ
リジンサーバへのコネクションをトランスポート層制御部205Bへ指示して開設する（ステ
ップＢ２０）。このとき、帯域共有特性の異なる複数のトランスポート層プロトコルのコ
ネクションが開設される。また、ストリーム配信制御部201Bから、記憶部204Bに領域を確
保する指示があれば、記憶領域を確保してアドレスをストリーム配信制御部201Bへと返す
（ステップＢ３０）。
【０１１１】
視聴リクエストが「視聴開始」の場合、図１５に示すように、コンテンツの中で現在視聴
している位置以降で、保持していないコンテンツの部分から、取得するコンテンツの位置
を決定し（ステップＢ４０）、トランスポート層プロトコル決定アルゴリズム(後述する
）によって使用するトランスポート層プロトコルを決定し、取得要求（コンテンツの識別
子、取得すべき各コンテンツ断片の開始位置と終わりの位置から成る）と使用するトラン
スポート層プロトコルをトランスポート層制御部205Bに指示する（ステップＢ５０）。ま
た、タイマＴを「0」に設定し（ステップＡ６０）、タイマＴが「0」の場合の処理である
、該当コンテンツへの目標レートの設定処理が実行されるようにする。
【０１１２】
視聴リクエストがコンテンツ断片の「取得完了」である場合、図１６に示すように、次に
取得するコンテンツの位置を決定し（ステップＢ７０）、トランスポート層プロトコル決
定アルゴリズム(後述する）によって使用するトランスポート層プロトコルを決定し、取
得要求（コンテンツの識別子、取得すべき各コンテンツ断片の開始位置と終わりの位置か
ら成る）と使用するトランスポート層プロトコルをトランスポート層制御部205Bに指示す
る（ステップＢ８０）。
【０１１３】
タイマＴが「0」の場合、図１７に示すように、現在オリジンサーバからコンテンツ取得
を行っている全コンテンツについて、記憶部204Bが保持しているコンテンツ断片の位置の
情報、および、ストリーム配信制御部201Bから得られる現在の配信位置の情報に基づいて
、トランスポート層プロトコル決定アルゴリズム(後述する）によって使用すべきトラン
スポート層プロトコルを決定する（ステップＢ９０）。トランスポート層プロトコルに変
更がある場合（ステップＢ１００）、現在の取得を終了し（ステップＢ１１０）、現在ま
でに取得した断片のサイズから、現在の取得要求で取得するはずであった残りのコンテン
ツの位置を決定し、残りのコンテンツに対する取得要求（コンテンツの識別子、取得すべ
き各コンテンツ断片の開始位置と終わりの位置から成る）と使用するトランスポート層プ
ロトコルをトランスポート層制御部205Bに指示する（ステップＢ１２０）。
【０１１４】
次に、記憶部204Bが保持しているコンテンツ断片の位置の情報、および、ストリーム配信
制御部201Bから得られる現在の配信位置の情報と、ストリーム配信レート制御部201Bから
得られる現在の配信レート情報、および、ネットワーク情報取得部207Bから得られる情報
を基に、そのコンテンツに関する目標取得レートを決定する（ステップＢ１３０）。目標
取得レートの決定アルゴリズムについては後述する。全コンテンツに対する目標レートが
決まると、その値を受信レート制御部206Bに通知する（ステップＢ１４０）。このとき、
トランスポート層が切り替わる場合には、また、これ以降、受信レート制御部が取得した
コンテンツは先読み制御部202Bが受け取って、記憶部204Bへの書き込みを行う。この書き
込み動作を実行しながら、タイマを規定値のT0にリセットし（ステップＢ１５０）、待ち
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状態となる。
【０１１５】
（トランスポート層プロトコル決定アルゴリズム）
以下に前述のトランスポート層プロトコル決定アルゴリズムを示す。
【０１１６】
ストリーム配信制御部201Bから得られる現在の配信位置と、記憶部204Bから得られるスト
リームのどの位置を保持しているかの情報から、現在のバッファ余裕ｂｉ（ｔ）を求め、
これと、ネットワーク情報収集部207Bから得られる現在のネットワーク状況に基づいて、
使用するトランスポート層プロトコルを決定する。例えば、2つの閾値Ｔｈｉ

Ｕ（ｔ）と
Ｔｈｉ

Ｍ（ｔ）（Ｔｈｉ
Ｕ（ｔ）＜Ｔｈｉ

Ｍ（ｔ）とする）を決め、ｂｉ（ｔ）＜Ｔｈｉ
Ｕ（ｔ）なら、トランスポート層をTCP Reno、ｂｉ（ｔ）＞Ｔｈｉ

Ｍ（ｔ）ならば、TCP 
Vegasとする。Ｔｈｉ

Ｕ（ｔ）≦ｂｉ（ｔ）≦Ｔｈｉ
Ｍ（ｔ）の場合、前回のトランスポ

ート層の変更がTCP RenoからTCP Vegasへの変更であったならばTCP Vegasに、TCP Vegas
からTCP Renoへの変更であったならばTCP Renoとする。前回の変更がない場合（まだ一度
も切り替えていない場合）、例えば、TCP Vegasとする。閾値Ｔｈｉ

Ｕ（ｔ）とＴｈｉ
Ｍ

（ｔ）は、ネットワーク情報収集部から得られる、ネットワークの輻輳の度合いの変動が
大きい場合には大きく、小さい場合には小さく設定する。
【０１１７】
次に受信レート決定アルゴリズムを示す(第１の実施の形態の受信レートアルゴリズムと
同じである)。
【０１１８】
（受信レート決定アルゴリズム）
ステップ１：まず、実取得レートの合計と現在のリンク70の空き帯域Ｘ（ｔ）が、ターゲ
ットコンテンツの集合Ｍがオリジンサーバからのコンテンツ取得に使える帯域（使用可能
帯域）であると考え、その帯域
【数５】

を求める。
【０１１９】
ステップ２：クライアント集合Ｍの各クライアントの視聴について、　現在のバッファ余
裕に依存して、希望レートｇｉ

０（ｔ）を決定する。例えば、
ｇｉ

０（ｔ）＝ｍａｘ｛０，ｒｉ（ｔ）＋（Ｔｈｉ
Ｖ（ｔ）－ｂｉ（ｔ））（ｓｉ／Ｔｈ

ｉ
Ｖ（ｔ））｝を計算して決定する。ここで、ｍａｘ｛ａ，ｂ｝とは、ａ，ｂのうちの大

きい方を意味する（図８を参照）。
ステップ３：
【数６】

を求める。
【０１２０】
ステップ４：Ｐ（ｔ）≦Ａ（ｔ）ならば、目標レートｇｉ（ｔ）＝ｇｉ

０（ｔ）として終
了。
そうでないならば、ステップ５へ
【０１２１】
ステップ５：目標レートｇｉ（ｔ）を、Ａ（ｔ）をｇｉ

０（ｔ）に比例して配分したもの
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とする。終了。
【０１２２】
なお、ステップ５において、目標レートｇｉ（ｔ）を、バッファ余裕ｂｉ（ｔ）を出来る
だけ平均化するように割り当ててもよい。あるいは、目標レートｇｉ（ｔ）を、ｇｉ

０（
ｔ）の大きいものから順に、ｇｉ（ｔ）の合計がＡ（ｔ）を越えない範囲で割り当て、越
えるものについては、目標レートとして0を割り当てる方式でもよい。すなわち、ｇｉ

０

（ｔ）の大きいもの順に並べ変えてｇｉ
１（ｔ）とし、Kを、

【数７】

を満たす整数として、
【数８】

とする方式でもよい。また、管理者の設定する、指定優先度（視聴コンテンツやクライア
ントに依存して決まる優先度）に従って、優先度の高いものから順にＡ（ｔ）から目標レ
ートｇｉ（ｔ）をｇｉ

０（ｔ）として割り当てる方式でもよい。
【０１２３】
次に、第２の実施の形態のストリームプロキシサーバ20Bの全体の動作を説明する。第１
の実施の携帯のストリームプロキシサーバ20Aとの大きな違いは、主に以下の点である。
まず、トランスポート層制御部は、帯域共有特性の異なる複数のトランスポート層プロト
コルを使って、複数のコネクションをサーバとの間に持っている。そして、先読み制御部
202Bがオリジンサーバからのコンテンツを取得する際に、目標受信レートとともに、使用
するトランスポート層プロトコルを、ストリーム配信制御部から得られる現在の再生位置
情報と視聴レート情報、および、ネットワーク情報取得部207Bから得られる情報を基に変
える点が異なる。
【０１２４】
クライアントが送信する視聴リクエストには、視聴初期化（コンテンツ識別子が指定され
る）、視聴開始(コンテンツ内での位置が指定される、例えば再生時間での何秒目などを
指定する）、視聴停止、視聴終了が含まれるのは、従来のストリームプロキシサーバの場
合と同様である。また、視聴の際の動作も同様で、クライアントは、まず「視聴初期化」
の視聴リクエストをプロキシサーバに送信し、プロキシサーバと、クライアントとの間に
、リクエスト内のコンテンツ識別子で指定されたコンテンツについての配信サービスのた
めのコネクションを開設する。ストリームプロキシサーバは、その後、「視聴開始」（任
意の開始位置が指定出来る）や、「視聴停止」（一時停止）、の視聴リクエストを使って
コンテンツ視聴を行い、視聴を終えると、「視聴終了」の視聴リクエストでプロキシサー
バに視聴を終える旨を通知する。
【０１２５】
図１８に、前記の視聴リクエストを利用した典型的なコンテンツ視聴のタイミングチャー
トを示す。図１８では、クライアントはコンテンツの最初から視聴開始し、最後まで見終
わってから視聴終了するとする。また、図１９に示すように、視聴開始の時点で、ストリ
ームプロキシサーバはコンテンツの最初の部分(0秒～Ta秒）、コンテンツの途中部分(Tb
秒～Tc秒）をストリームプロキシサーバが保持しているとする。図１８では、保持してい
る以外の部分（Ta～Tb秒、および、Tc～Td秒）をオリジンサーバから取得しながら、クラ
イアントへとストリーム配信している様子を示している。
【０１２６】
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図１８のBT-10において、クライアントが、「視聴初期化」のリクエストをプロキシサー
バに送り、サーバが肯定応答(OK)）を返す事で、視聴リクエストの配信のためのコネクシ
ョンが、クライアントとストリームプロキシサーバとの間に開設される。次に、BT-20に
おいて、クライアントは「視聴開始」（位置は先頭(0秒)から）の視聴リクエストを送っ
てくるので、コンテンツスイッチは、記憶部に保持している該当コンテンツの先頭部分か
らコンテンツのストリーム配信を開始する(BT-30)。また、オリジンサーバへに、コンテ
ンツの保持している以外の部分を取得するために、コネクションを開設し(BT-40)、後続
のコンテンツ部分の取得要求を出す(BT-50)。そしてサーバから後続のコンテンツ部分を
取得し始める（BT-60)。取得した部分は記憶部にためられてゆく。ストリームプロキシサ
ーバは、オリジンサーバから、後続のコンテンツを取得して記憶部204Bに保存しながら、
記憶部204Bに保持しているコンテンツをストリーム配信してゆく(BT-90)。このとき、配
信したい位置のコンテンツがまだ取得出来ていない場合（バッファ余裕が0秒になった場
合）には、取得出来るまでの間（バッファ余裕が正の値になるまで）、配信は一時的に中
断され、クライアントには視聴が不連続に飛んだ（映像がとぎれる、あるいは、音がとぎ
れるなど）ようにみえ、視聴品質が悪化する。ストリームプロキシサーバは、コンテンツ
断片の取得が終わると(BT-65)、現在の配信位置以降で、次に保持していないコンテンツ
断片の取得要求を出す(BT-70)。コンテンツの取得に関しては、受信レート制御部によっ
て、トランスポート層からの読みとりレートを制御することでコンテンツの取得レートの
制御を行う。また、コンテンツ取得を行うトランスポート層についても、トランスポート
層プロトコル決定アルゴリズムに従って決定し、それを用いてコンテンツ取得を行う。こ
の例では、最初の後続のコンテンツ断片要求(BT-50)はTCP Renoのトランスポート層プロ
トコルを用いており、次の後続のコンテンツ断片(時間Tc～Td)については、TCP Vegasを
使った取得を行うが(BT-73、BT-83)、途中(BT-75)で、トランスポート層決定プロトコル
によってTCP Renoへと切り替える判断がなされる。BT-75までに取得出来たコンテンツ断
片が、時間Tc～Txの部分であり、現在の配信位置がTxより前であるため、さらに後続のコ
ンテンツ断片(Tx～Td)については、TCP Renoを使ってコンテンツの取得要求を出し(BT-80
)、TCP Renoを使ったコンテンツ取得を行う（BT-83)。　クライアントは全コンテンツを
取得し終えると、「視聴終了」の視聴リクエストを送り(BT-130)、それを受けて、サーバ
側とのコネクションを切断する(BT-140)。
【０１２７】
次に、図１８のタイミングチャートの中で、ストリーム配信制御部201B、先読み制御部20
2B、記憶部204B、トランスポート層制御部205B、受信レート制御部206B、ネットワーク情
報収集部207Bがどのように動作するのかを説明する。ストリーム配信制御部201Bは、クラ
イアントからの視聴リクエストを受け取ると、それが「視聴終了」の場合、ストリーム配
信を停止し、先読み制御部に該当コンテンツの識別子と視聴終了であることを通知する。
「視聴初期化」の場合、記憶部204Bの該当コンテンツを検索し、記憶部内のアドレスを得
る。みつからない場合、先読み制御部202Bへ指示して、記憶部204Bに記憶領域を確保させ
、記憶部内のアドレスを通知してもらう。また、先読み制御部202Bに「視聴初期化」であ
る事と、コンテンツの識別子を通知する。「視聴開始」の場合、指定された視聴開始位置
が、記憶部内にある場合には、配信の先頭を指定された位置に調整する動作を行う。また
、先読み制御部202Bに、「視聴開始」である事を通知する。その後、記憶部からコンテン
ツを読み出してストリーム配信を行う。オリジンサーバからの取得が間に合わず、記憶部
に読み出したいコンテンツの部分がない場合(バッファ余裕が0秒になった場合）には、そ
の部分のコンテンツは配信されず、クライアントには、視聴が不連続に飛んだ（映像がと
ぎれる、あるいは、音がとぎれるなど）ようにみえ、視聴品質が悪化する。また、ストリ
ーム配信制御部201Bは、先読み制御部202Bからのリクエストに応じて、現在の視聴位置、
現在のコンテンツ視聴レートを返す事も行う。
【０１２８】
先読み制御部202Bでは、前述のフローチャート(図B-3)に従った動作をする。すなわち、
ストリーム配信制御部から「視聴終了」の通知を受け取ると、該当のコンテンツに関して
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オリジンサーバとのコネクションを切断する。「視聴初期化」の場合には、該当コンテン
ツについて、トランスポート層制御部205Bへ指示して、オリジンサーバへとコネクション
を張る処理を行う。また、「視聴開始」の場合、視聴開始位置以降のコンテンツについて
、記憶部内にない部分を、トランスポート層制御部205Bを介してオリジンサーバから取得
して、記憶部へ書き込む。このとき、前述記憶部の容量がなくなった場合、コンテンツの
中ですでに配信が終わっている部分などを削除して容量を空ける動作を行う。また取得に
関して、目標受信レートを、ネットワーク情報収集部207Bからのネットワーク情報、スト
リーム配信制御部201Bからの現在の配送レート、現在の配信位置、記憶部204B内のコンテ
ンツ断片の位置情報、過去の実際の受信レートの履歴から、受信レート決定アルゴリズム
に従って決定し、受信レート制御部206Bに目標レートを指示して取得を行う。また、使用
するトランスポート層プロトコルを、ストリーム配信制御部201Bからの現在の配信位置情
報と、記憶部204Bからの現在のコンテンツを保持している位置情報を基に計算される現在
のバッファ余裕をもとに判断して決定する(トランスポート層プロトコル決定アルゴリズ
ムに従う)。
【０１２９】
次に、本発明の第２の実施の形態の効果を説明する。
【０１３０】
受信レート制御アルゴリズムでは、ステップ１で現在のオリジンサーバからの取得レート
の合計と、ネットワーク情報収集部から得られるボトルネックの空き帯域の和を、次にオ
リジンサーバからのコンテンツ取得に使用出来るレートとして計算し、ステップ４、ステ
ップ５で、このレート以下に目標レートの合計を制限している。また、受信レート制御ア
ルゴリズムで決めた目標レートを受信レート制御部に指示する事によって、オリジンサー
バからのコンテンツ取得レートを目標レート以下に抑えている。以上の事から、実際のオ
リジンサーバからのコンテンツ取得レートの合計は、ネットワークの空いている帯域以下
に抑えられるため、オリジンサーバからのコンテンツの取得をネットワークの他のトラヒ
ック（ボトルネックを共有している他のトラヒック）への影響を抑えて実現する事が出来
る。これによって本発明の第１の目的を達成する事が出来る。
【０１３１】
また、トランスポート層決定アルゴリズムによって、バッファ余裕が大きい場合には、TC
P Vegasを用いてオリジンサーバからコンテンツ取得を行う。他のトラヒックがTCP Reno
で送信されているような環境においては、TCP VegasがTCP Renoと帯域を共有すると、TCP
 Renoに帯域を譲るという効果があるため、他のトラヒックとコンテンツ取得を行ってい
るトラヒック帯域共有をしているような場所（例えば、リンク70)において、他のトラヒ
ックに対して帯域を譲る効果があり、他のトラヒックに対する影響を抑える事が出来、発
明の第１の目的を達成することが可能となる。
【０１３２】
また、受信レート制御アルゴリズムのステップ２では、各クライアントの視聴のために行
うオリジンサーバからのコンテンツ取得（先読み）の希望レートをバッファ余裕が少なく
なるほど高く、バッファ余裕が大きければ低くなるように決めている。また、ステップ４
で希望レートの合計が、使用可能帯域を越えなければ、希望レートが目標レートとなり、
越えていれば、ステップ５で使用可能帯域を希望レートで比例配分したものにしているた
め、同一ボトルネックを共有する先読みの間で、バッファ余裕が少ないものに、より多く
の帯域を割り当てる事が可能となり、視聴品質の悪化が起こる可能性を小さくする事が可
能となり、本発明の第２の目的を達成することが可能となる。
【０１３３】
さらに、ステップ５において、輻輳時に、指定優先度の高い特定のクライアントやコンテ
ンツについて、使用可能帯域の中から、より多くの帯域を割り当てる事が出来る。これに
よって、特定のクライアントやコンテンツについて、視聴品質の悪化が起こる可能性を小
さくする事が可能となり、本発明の第３の目的を達成することが可能となる。
【０１３４】
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（第３の実施の形態）
図２０に本発明の第３の実施の形態のストリームプロキシサーバC1000の内部構成図示す
。
本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバ20Aとほぼ同じ構成であるが、サ
ーバからのコンテンツ送信レートを制御する方式が異なるため、受信レート制御部206Aが
、受信レート制御部206Cへとおき変わっている。また、トランスポート層制御部205Cが用
いるトランスポート層プロトコルは、フロー制御機能を持っている必要はない点が異なる
。
【０１３５】
受信レート制御部206Cについて、本発明の第１の実施の形態の受信レート制御部205Aとの
違いを説明する。
【０１３６】
受信レート制御部206Cは、本発明の第１の実施の形態の受信レート制御部205Aは、トラン
スポート層制御部205Aからのコンテンツの読み出しレートを制御していたが、受信レート
制御部206Cはオリジンサーバに対して送信レートを明示的に指定する。例えば、オリジン
サーバからのコンテンツ取得を、トランスポート層制御部205Cで、RTCPプロトコルを用い
て行い、受信レート制御部206Cが、オリジンサーバに対して、RTCPプロトコルのSpeedと
いうヘッダフィールドを用いることによって送信レートを明示的に設定する事が可能であ
る。
【０１３７】
その他の、ストリーム配信制御部201C、先読み制御部202C、記憶部204C、トランスポート
層制御部205C、ネットワーク情報収集部207Cの機能、動作は本発明の第１の実施の形態の
ストリームプロキシサーバ20Aのストリーム配信制御部201A、先読み制御部202A、記憶部2
04A、トランスポート層制御部205A、ネットワーク情報収集部207Aと同様であり、全体の
動作も受信レート制御部206Cが、先読み制御部202Cから指示される目標レートをオリジン
サーバに伝えて、オリジンサーバが送信レートを目標レートにする点以外は同じである。
【０１３８】
次に、本発明の第３の実施の形態の効果を説明する。
【０１３９】
本発明の第３の実施の形態では、オリジンサーバからのコンテンツを取得するために使用
するネットワーク帯域の制御を、明示的にオリジンサーバに指示している。第１の実施の
形態では、同じ制御を、受信レート制御部がトランスポート層制御部からコンテンツを読
み出すレートを抑制することで、トランスポート層のフロー制御を働かせ間接的に行って
いた。第３の実施の形態では、第１の実施の形態より正確な制御が可能になり、第１の実
施の形態でも実現出来ていた本発明の第１、２、３の目的をより精度高く達成することが
出来る。
【０１４０】
（第４の実施の形態）
図２１に本発明の第４の実施の形態のストリームプロキシサーバ20Dの内部構成図を示す
。
本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバ20Bとほぼ同じ構成であるが、サ
ーバからのコンテンツ送信レートを制御する方式が異なるため、受信レート制御部206Bが
、受信レート制御部206Dへとおき変わっている。また、トランスポート層制御部が用いる
トランスポート層プロトコルは、フロー制御機能を持っている必要はない点が異なる。
【０１４１】
受信レート制御部206Dについて、本発明の第２の実施の形態の受信レート制御部206Bとの
違いを説明する。
【０１４２】
受信レート制御部206Dは、本発明の第２の実施の形態の受信レート制御部206Bは、トラン
スポート層制御部205Bからのコンテンツの読み出しレートを制御していたが、受信レート
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制御部206Dはオリジンサーバに対して送信レートを明示的に指定する。例えば、オリジン
サーバからのコンテンツ取得を、トランスポート層制御部で、RTCPプロトコルを用いて行
い、受信レート制御部206Dが、オリジンサーバに対して、RTCPプロトコルのSpeedという
ヘッダフィールドを用いることによって送信レートを明示的に設定する事が可能である。
【０１４３】
その他の、ストリーム配信制御部201D、先読み制御部202D、記憶部204D、トランスポート
層制御部205D、ネットワーク情報収集部207Dの機能、動作は本発明の第２の実施の形態の
ストリームプロキシサーバ20Bのストリーム配信制御部201B、先読み制御部202B、記憶部2
04B、トランスポート層制御部205B、ネットワーク情報収集部207Bと同様であり、全体の
動作も受信レート制御部206Dが、先読み制御部202Dから指示される目標レートをオリジン
サーバに伝えて、オリジンサーバが送信レートを目標レートにする点以外は同じである。
【０１４４】
本発明の第４の実施の形態では、オリジンサーバからのコンテンツを取得するために使用
するネットワーク帯域の制御を、明示的にオリジンサーバに指示している。第２の実施の
形態では、同じ制御を、受信レート制御部がトランスポート層制御部からコンテンツを読
み出すレートを抑制することで、トランスポート層のフロー制御を働かせ間接的に行って
いた。本発明の第４の実施の形態の方がより正確な制御が可能になり、第２の実施の形態
でも実現出来ていた本発明の第１、　２、　３の目的をより精度高く達成することが出来
る。
【０１４５】
（第５の実施の形態）
図２２に本発明の第５の実施の形態における接続構成を示す。ストリームプロキシサーバ
20Eは、クライアント10-1～10-nのｎ台のクライアント、ｍ台のオリジンサーバ40-1～40-
mの保持するコンテンツについてｎ本のストリームのプロキシ配信を行っているものとす
る。ストリームプロキシサーバ20Eとオリジンサーバ40-1～40-mは、リンク120、ルータ30
、リンク110、ネットワーク50を経由して接続されているとする。また、ルータ30には、
リンク130を通して他のネットワーク80からのトラヒックや、ストリームプロキシサーバ2
0Eを介さずにクライアント10-1～10-nが送受信するトラヒックも流れているものとする。
【０１４６】
次に、図２３に本発明の第５の実施の形態におけるストリームプロキシサーバの構成を示
す。
【０１４７】
本実施の形態の構成において従来の構成と異なる点はない。ストリームプロキシサーバと
しての動作は従来例とほぼ同じである。先読み制御アルゴリズムのみが異なる。第５の実
施の形態では、バッファ余裕が基準値を下回らないようにコンテンツの断片取得を行うこ
とでクライアントへ配信するデータが常にストリームプロキシサーバに蓄積されているこ
とと、後続のデータ全体を要求するのではなく、要求する範囲を分割して細切れに要求す
ることで限られたネットワーク帯域をできるだけ公平にシェアすることを実現する。バッ
ファ余裕は従来例と同様に、クライアントの現在の視聴位置とクライアントが視聴中のコ
ンテンツ断片の末尾位置の差として定義される。
【０１４８】
本実施の形態における先読み制御部202Eが行う先読み制御アルゴリズムを動作フローチャ
ートの図２４と構成図の図２３を用いて説明する。
【０１４９】
コンテンツの先読み要求は、クライアントからの視聴リクエストがストリーム配信制御部
201Eを通じて先読み制御部202Eに到着したとき、またはクライアントに配信中のコンテン
ツのバッファ余裕が指定閾値（取得要求送出バッファ余裕値）以下になった場合に発生す
る（ステップＣ１０）。現在の視聴位置のコンテンツのデータが記憶部204Eに記憶されて
いない場合は０となる。バッファ余裕は、クライアントの視聴位置により決まる値である
ので、当然コンテンツ毎にではなく、クライアント毎に定まる値である。例えば、図２５
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を用いて説明すると、クライアント１の現在の視聴位置がS1、クライアント２の視聴位置
がS2、クライアント３の視聴位置がS3とすると、クライアント１のバッファ余裕は、Sa-S
1、クライアント２のバッファ余裕は０、クライアント３のバッファ余裕は、Sc-Sbとなる
。
【０１５０】
本実施の形態では、取得要求送出バッファ余裕値はクライアント毎にパラメータとして与
えられるとし、クライアントiに対しての取得要求送出バッファ余裕値は、THLiと表記さ
れるとする。
【０１５１】
現在時刻tでのクライアントiに対するバッファ余裕が、bi(t)であるとすると、bi(t)≦TH
Liとなると、次のコンテンツ断片の要求が生成され送出されることになる。
【０１５２】
クライアントiのバッファ余裕がbi(t)≦THLiとなったことを契機に発生したコンテンツ断
片の取得要求は、クライアントiへの配信を目的とした先読みである。以後、クライアン
トiへの配信を目的としたコンテンツ断片の取得要求を、クライアントiをターゲットとし
た取得要求と表現することにする。
【０１５３】
クライアントiをターゲットとしたコンテンツ取得要求の送出が決定すると、先読み制御
部202Eは、先読みを要求するコンテンツ断片の範囲（開始位置と終了位置）を決定する（
ステップＣ２０）。本実施の形態では、コンテンツ断片の幅（開始位置と終了位置の差）
はクライアント毎のパラメータとして与えられるとする。クライアントiに対しての幅はP
FRiで与えられるとする。クライアントiが視聴中のコンテンツ断片の末尾位置を開始位置
、開始位置にPFRiを加えた位置を終了位置とする。（PFRiを動的に変更する方式について
は他の実施の形態として説明している。）範囲内のコンテンツが既にコンテンツ断片とし
て記憶部204Eに保持されている場合は、その範囲を除いた範囲を要求する。図２５を用い
て説明すると、クライアントiの視聴位置がS1の場合、開始位置はSaとなる。終了位置は
、Sa+PRFi≦Sbならば、Sa+PRFiとなり、Sa+PFRi＞SbならばSbからのコンテンツ断片との
重複を除くのでSbとなる。視聴位置がS2の場合、開始位置はS2となり、S2+PRFi≦Sbなら
ば終了位置はS2+PRFiとなり、S2+PFRi＞SbならばSbからのコンテンツ断片との重複を除く
ので終了位置はSbとなる。視聴位置がS3の場合、開始位置はScとなり、終了位置は、以降
はコンテンツ断片が無いので、Sc+PFRiとコンテンツの末尾の小さい方となる。
【０１５４】
そして先読み制御部202Eは、トランスポート層制御部205Eに、先のステップで決定した範
囲を指定したコンテンツ取得要求をオリジンサーバに送出してコンテンツ断片を受信する
ように指示する（ステップＣ３０）。そしてステップＣ１０に戻る。コンテンツ断片の取
得を指示されたトランスポート層制御部205Eは、オリジンサーバとの間にコネクションが
存在しなければ開設、既に存在すればそれを再利用し、コンテンツ断片の取得を実行する
。
【０１５５】
以上の処理フローは、クライアントiからの視聴終了リクエストがストリーム配信制御部2
01Eを通じて、先読み制御部202Eに届くと中止される。先読み制御部202Eは、視聴終了リ
クエストを受けると、トランスポート層制御部205Eに対して、オリジンサーバへ取得中止
の要求を送出するように指示する。また、必要があればオリジンサーバとストリームプロ
キシサーバ間のコネクションの切断も指示する。
【０１５６】
この第５の実施の形態は、以下のような効果を発揮する。
【０１５７】
クライアントが視聴中のコンテンツに対する先読みのみが発生するので、帯域を浪費しな
い。
【０１５８】
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先読みを分割することにより、特定のコンテンツの取得が帯域を長期間独占することを回
避できる。
【０１５９】
バッファ余裕のあるクライアントをターゲットとしたコンテンツ断片の取得が抑制される
。そのため、バッファ余裕のないクライアントをターゲットとしたコンテンツ断片の取得
が帯域を利用できる確率が増える。そのためバッファが枯渇する（バッファ余裕が０とな
る）クライアントが減り、より多くのクライアントに安定した品質で配信できる。
【０１６０】
（第６の実施の形態）
しかし第５の実施の形態では、ネットワークの輻輳状況に適応した制御が実現されていな
い。例えば、図２２のリンク120が輻輳している場合は、バッファ余裕のないクライアン
トをターゲットとしたコンテンツ断片の取得が優先的に実行され、バッファ余裕のあるク
ライアントをターゲットとしたコンテンツ断片の取得は抑制されるべきである。また、リ
ンクの帯域使用率が低い場合は、バッファ余裕があっても、ストリームプロキシサーバ上
の記憶部204Eの領域を圧迫しない範囲ならば、積極的にコンテンツ断片の取得を実行して
良いはずである。そこで第６の実施の形態では、ネットワークの輻輳状況に適応してコン
テンツ断片の取得要求の送出頻度を調整する方法を導入する。
【０１６１】
特定のネットワークリンク部がボトルネックとなることがわかっている場合、そのリンク
部の輻輳状況をピンポイントに把握し、その情報を適切に反映した制御が望ましい。その
ボトルネックとなるリンク部の帯域使用状況を測定し、その情報を利用した制御を行う。
【０１６２】
このようにボトルネックリンクがわかっている場合に対応するために、ボトルネックリン
クの帯域使用幅の監視と、各コネクションの取得レートの監視を行う。ボトルネックリン
クの帯域使用幅を監視するために、図２６に示す構成図のように、図２３の構成にネット
ワーク情報収集部207Eを加える。さらに各コンテンツ断片の取得レートを受信状況監視部
202E-1で監視する。受信状況監視部202E-1は、オリジンサーバとストリームプロキシサー
バ間のコネクション毎に以下のパラメータを測定し記憶する。
（１）コンテンツ取得要求を発してから開始位置のデータを受信するまでのラウンドトリ
ップタイム（RTT）
（２）コンテンツのオリジンサーバからの取得レート
【０１６３】
本実施の形態では、ボトルネックとなるリンクを使用してコンテンツ断片を取得できる要
求を、バッファ余裕を基に決定する。ターゲットとするクライアントのバッファ余裕が小
さい要求を優先して処理することで、バッファが枯渇するクライアントが無くなり、安定
した配信が実現できる。新規取得要求を送出する際に、ボトルネックリンクの輻輳により
必要な取得レートを確保できないと判断した場合は、実行中の要求のバッファ余裕を調べ
、新規取得要求よりもバッファ余裕の大きい要求が実行中ならば、それを中止することで
必要な取得レートを確保する。
【０１６４】
第６の実施の形態の詳細を図２７のフローチャートと図２６の構成図を用いて説明する。
【０１６５】
コンテンツ断片の取得要求は、第５の実施の形態と同様に、クライアントからの視聴リク
エストがストリーム配信制御部201Eを通じて先読み制御部202Eに到着したとき、またはク
ライアントのバッファ余裕が取得要求送出バッファ余裕閾値以下になった場合に発生する
。このどちらかのイベントの発生を待ち、新たなコンテンツ断片の取得要求のターゲット
となるクライアントj（以下新規ターゲットクライアント）を先読み制御部202Eは決定す
る（ステップＤ１０）。新たなコンテンツ断片の取得要求を以下では新規取得要求と呼ぶ
。バッファ余裕の算出法は従来例と同様である。
【０１６６】
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まず、先読み制御部202Eはネットワーク情報収集部207Eから、ボトルネックリンクの現在
時刻tの帯域使用幅RA(t)を取得する（ステップＤ２０）。その際、ネットワーク情報収集
部207Eがどこの帯域使用幅を測定すれば良いのかを、図２２に示されるネットワーク構成
を用いて説明する。ストリームプロキシサーバ20Eに接続されたリンク120がボトルネック
であり、ストリームプロキシサーバ20Eがトランスペアレントキャッシュとして接続され
ている場合は、ボトルネックの帯域使用幅はトランスポート層制御部205Eが測定し、ネッ
トワーク情報収集部207Eがトランスポート層制御部205Eに問い合わせを行うことになる。
ストリームプロキシサーバ20Eを介して流れるトラヒック以外のトラヒックも流れるリン
ク、例えば図２２においては、リンク110がボトルネックの場合は、ルータ30で帯域使用
幅を測定する。ネットワーク情報収集部207Eは、ルータ30にSNMP等を利用して問い合わせ
をすることで、ボトルネックの現在の帯域使用幅を知ることができる。
【０１６７】
各コンテンツ断片の取得レートは受信状況監視部202E-1で測定されている。時刻tでのク
ライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得レートをrj(t)で表すことにする。
【０１６８】
次に、新規取得要求を実行し、コンテンツ断片をオリジンサーバからストリームプロキシ
サーバが受信する際の取得レートを先読み制御部202Eが推定する（ステップＤ３０）。こ
れを先読み取得予測レートと呼び、z＊j(t)で表すことにする。もし新規取得要求が要求
するコンテンツの一部が既にコンテンツ断片として記憶部204Eに蓄積された経歴があれば
、受信状況監視部202E-1がその際の取得レートを記憶している。そのときのレートでz＊j
(t)を近似することができる。または、クライアントがコンテンツを視聴する際の平均視
聴レート、ピーク視聴レートと言った情報をコンテンツのメタデータ等として、オリジン
サーバから先読み制御部202Eが取得し、それらの値を先読み予測レートz＊j(t)として設
定する、としても良い。
【０１６９】
次に、新規取得要求を送出した場合に、ボトルネックリンクが輻輳しないかを先読み制御
部202Eは判別する（ステップＤ４０）。具体的には、先読み予測取得レートをz＊j(t)、
ボトルネックの帯域使用幅をRA(t)とした場合に、要求を新たに送出した場合の見込み帯
域使用幅RA(t)+z＊j(t)が、閾値RBを超えるか超えないかで判断する。この閾値RB（ボト
ルネック限界レート）は、ボトルネックリンクの帯域幅を指定しても良いし、安全側に倒
すために帯域幅の80％値などにしても良い。また、実効帯域幅を取得する手段があれば、
その手段により取得した実効帯域に動的に設定する、としても良い。
【０１７０】
見込み帯域使用幅RA(t)+z＊j(t)がボトルネック限界レートRB以下の場合は、先読み制御
部202Eは取得要求を行うコンテンツ断片の範囲を算出する（ステップＤ５０）。コンテン
ツ断片の範囲の算出方法は第５の実施の形態と同様である。
【０１７１】
そして先読み制御部202Eは、トランスポート層制御部205Eに、先のステップで決定した範
囲を指定したコンテンツ取得要求をオリジンサーバに送出してコンテンツ断片を受信する
ように指示する（ステップＤ６０）。コンテンツ断片の取得を指示されたトランスポート
層制御部205Eは、オリジンサーバとの間にコネクションが存在しなければ開設、既に存在
すればそれを再利用し、コンテンツ断片の取得を実行する。
【０１７２】
そして先読み制御部202Eは、コンテンツ断片の取得要求を送出後、以下のいずれかのイベ
ントが発生するのを待つ（ステップＤ７０）。
【０１７３】
すなわち、クライアントjをターゲットとした取得要求の完了（ステップＤ８０）とクラ
イアントjをターゲットとした取得要求の中止（ステップＤ９０）である。
【０１７４】
取得要求が完了のイベントがトランスポート層制御部205Eから到着すると（ステップＤ８
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０）、先読み制御部202Eは取得要求送出バッファ余裕値THLjを初期値に戻す（ステップＤ
１００）。そしてステップＤ１０に戻る。
【０１７５】
取得要求の中止を検出した場合（ステップＤ９０）、先読み制御部202Eは取得要求送出バ
ッファ余裕値THLjを現在のクライアントjのバッファ余裕より小さい値に設定する（ステ
ップＤ１１０）。例えば、現在のバッファ余裕bj(t)のadj倍(adj＜1)などとする。つまり
、THLj=adj×bj(t)とする。そしてステップＤ１０に戻る。これは、中止した要求がター
ゲットとしていたクライアントjを対象とするコンテンツ断片取得の次回取得要求が発生
するまでの時間間隔をあけるためである。現在のバッファ余裕より大きい値が取得要求送
出バッファ余裕値として指定されると直ちに取得要求が生成されるので、現在のバッファ
余裕よりも小さい値を設定する必要がある。
【０１７６】
ステップＤ１１０で初期値に戻すのは、ステップＤ１１０で小さくなった取得要求送出バ
ッファ余裕値をリセットするためである。
【０１７７】
見込み帯域使用幅RA(t)+z＊j(t)がRBより大きい場合は、新たなコンテンツ取得要求を送
出するとボトルネックリンクの輻輳を招く。それを回避するために、クライアントjをタ
ーゲットとする新規取得要求の送出を中止するか、送出する代わりに他の実行中のコンテ
ンツ取得要求を中止する必要がある。そこで中止可能な取得要求があるか先読み制御部20
2Eは確認し、存在すれば中止候補として選択する（ステップＤ１２０）。最も単純なやり
方としては、ターゲットクライアントのバッファ余裕の大きい取得要求から順に中止候補
としていくことである。新規ターゲットクライアントjのバッファ余裕よりも大きなバッ
ファ余裕を持つクライアントをターゲットとする取得要求が存在する場合、先読み制御部
202Eはこれらを中止候補として選択する。ただし、相対的なバッファ余裕の大小のみで取
得要求を中止して行くと、全ての要求のバッファ余裕が単調に減少し、結局全てのクライ
アントの視聴品質が劣化する恐れがある。そこで、ターゲットクライアントの見込みバッ
ファ余裕値が、設定した最低バッファ余裕閾値以下の取得要求は中止候補としないとする
。
【０１７８】
そして先読み制御部202Eは、これら中止候補の取得要求を中止することでボトルネックの
見込み帯域使用幅をボトルネック限界レート以下にできるか計算する（ステップＤ１３０
）。例えば、実行中の取得要求の対象であるクライアントのバッファ余裕を調べたところ
、バッファ余裕がクライアントjよりも大きいクライアントが、k1、k2、…、kvだけあっ
たとする。つまり、bj(t)＜bki(t) (i=1、2、…、v)であったとする。これらの要求を全
て中止しても見込み帯域使用幅がボトルネック限界レート以下にならないならば、先読み
制御部202Eはクライアントjをターゲットとする新規取得要求の送出を中止する（ステッ
プＤ１５０）。具体的に示すと、オリジンサーバからストリームプロキシサーバ20Eへの
取得レートが受信状況監視部202E-1での測定結果から、zki(t) (i=1、…、v)と与えられ
ているとして、
【数９】

が成り立たないならば、新規取得要求は中止される。そして先読み制御部202Eはクライア
ントjの取得要求送出バッファ余裕値THLjを現在のバッファ余裕よりも小さく設定し（ス
テップＤ１６０）、ステップＤ１０に戻る。これは、ターゲットをクライアントjとする
コンテンツ断片取得要求が発生するまでの時間間隔をあけるためである。
【０１７９】
【数１０】
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が成り立つならば、先読み制御部202Eは見込み帯域使用幅がボトルネック限界レート以下
にするのに必要なだけの要求を中止する（ステップＤ１４０）。具体的には、
【数１１】

が成り立つなら、このw個の要求を先読み制御部202Eは中止する。先読み制御部202Eはト
ランスポート層制御部205Eに対して、オリジンサーバへ取得中止の要求を送出するように
指示する。また、必要があればオリジンサーバとストリームプロキシサーバ間のコネクシ
ョンの切断も指示する。
【０１８０】
以上の処理フローは、クライアントjからの視聴終了リクエストがストリーム配信制御部2
01Eを通じて、先読み制御部202Eに届くと中止される。先読み制御部202Eは、視聴終了リ
クエストを受けると、トランスポート層制御部205Eに対して、オリジンサーバへ取得中止
の要求を送出するように指示する。また、必要があればオリジンサーバとストリームプロ
キシサーバ間のコネクションの切断も指示する。
【０１８１】
第６の実施の形態の効果は、ネットワークの輻輳状況に適応した制御が実現できることで
ある。ボトルネック帯域の使用状況を監視することで、ネットワークを輻輳させないよう
に送出する要求の数を調整することができる。その際にバッファ余裕の小さい要求を優先
することで、より多くの取得要求のバッファ余裕の枯渇を防ぐことができる。それにより
より多くのクライアントに安定して高品質のストリーム配信を実現できることである。
【０１８２】
（第７の実施の形態）
第６の実施の形態で、中止取得要求の候補を選択するときに、ターゲットクライアントの
バッファ余裕が大きいものから候補として行った。これを別の指標により取得要求間に優
先度を設定し、その優先度の低い順に中止候補として選択して行くという方式がある。例
えば、以下のような例を挙げることができる。
（１）要求するコンテンツの位置するオリジンサーバ毎に優先度を設定する。
（２）要求を実行したクライアント毎に優先度を設定する。
（３）コンテンツ毎に優先度を設定する。
【０１８３】
第７の実施の形態の効果は、要求間にバッファ余裕以外の差別化を導入できることである
。ターゲットとするクライアントのバッファ余裕が小さくなれば、新たな要求を送出すべ
きであるので要求生成のタイミングを決定するのに不可欠であるが、実行する要求間の優
先順位は必ずしもバッファ余裕で決定する必要は無い。中止取得要求間の候補を上記指標
で決定することで、要求の優先順位付けが実現できる。
【０１８４】
（第８の実施の形態）
第５、第６、第７の実施の形態では、コンテンツの取得要求は、クライアントからの視聴
リクエストがストリーム配信制御部201Eを通じて先読み制御部202Eに到着したとき、また
はクライアントのバッファ余裕が取得要求送出バッファ余裕閾値以下になった場合に発生
する、としていた。その時のバッファ余裕から取得要求を行うコンテンツ断片を決定して
いた。
【０１８５】
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しかしこの方法では、現在はバッファ余裕があっても、コンテンツを取得中のストリーム
プロキシサーバ20Eとオリジンサーバの間に張られたコネクションのパス上に位置する特
定のリンクが急激に輻輳して来ている場合は、バッファ余裕が少なくなってからコンテン
ツ断片の取得要求を送出するのでは取得が間に合わず、バッファの枯渇、それに伴うクラ
イアントの視聴品質の劣化が起こる可能性がある。
【０１８６】
この問題を回避するには、バッファ余裕を取得レートや視聴レートも考慮した尺度として
定義し直し、その新たに定義されたバッファ余裕を基にした制御を行えば良い。そこでバ
ッファ余裕に代わる指標として、見込みバッファ余裕を定義する。見込みバッファ余裕と
は、現在時刻よりも先の指定時刻において期待されるバッファ余裕と定義される。
【０１８７】
見込みバッファ余裕を算出する指定時刻と現在時刻の差をDT（秒）とする。現在時刻tか
らＤＴ先の指定時刻までにオリジンサーバからプロキシストリームサーバ20Eが獲得でき
るコンテンツの範囲をCT（秒）とする。現在のバッファ余裕をbi(t)とすると、見込みバ
ッファ余裕b＊i(t)は、b＊i(t)=bi(t)-DT+CTで算出できる。
【０１８８】
この第８の実施の形態では、コンテンツ断片を取得する際のレートとクライアントの視聴
レートの大小関係と、現在のバッファ余裕から、定義した見込みバッファ余裕を算出し、
それに基づいた制御を行う。以下大まかな方針を示す。
【０１８９】
バッファが枯渇寸前の場合（バッファ余裕が０に近い場合）は、コンテンツ断片取得を行
うべきかどうかはコンテンツ断片を取得する際のレートとユーザの視聴レートの大小関係
で決定される。取得レートが視聴レートよりも低ければ、バッファ余裕が回復する見込み
は無い。見込みバッファ余裕は０と算出される。この場合、すぐにクライアントへの配信
は中断されるのでコンテンツ断片を取得することは帯域の輻輳を助長するだけである。よ
ってさらなるコンテンツ断片の要求は中止する。それに対して、取得レートがクライアン
トの視聴レートよりも大きければ、バッファが枯渇寸前であってもバッファ余裕を回復す
ることが可能である。つまり見込みバッファ余裕がある程度の値になることを期待できる
。そのため、ある程度広い範囲のコンテンツ断片を要求することにより、現在確保できる
取得レートをできるだけ長期間維持し、バッファ余裕の回復を行うべきである。
【０１９０】
次にバッファ余裕が（枯渇寸前というほどではないが）あまり無い場合を考える。取得レ
ートが視聴レートより大きい場合は上記と同様に、見込みバッファ余裕がある程度の値に
なることを期待できる。ある程度広い範囲のコンテンツ断片を要求することで、現在確保
できる取得レートをできるだけ長期間維持し、バッファ余裕の回復を行うべきである。取
得レートが視聴レートよりも小さい場合は、バッファ余裕はさらに減少する。つまり見込
みバッファ余裕は０に近くなる。このままではバッファが枯渇してしまうのでできるだけ
早く適切な取得レートを確保したい。そのためには、ターゲットとするクライアントのバ
ッファ余裕が大きい要求があれば、取得を中断させ、その要求が使っていた帯域を譲り受
け、必要な取得レートを確保したい。しかし他の要求を中断させることが可能なのは、よ
り大きなバッファ余裕を持つ要求が存在する場合である。そのような要求が存在しない場
合は、必要とする取得レートを確保することは不可能である。しかし、必要な取得レート
が確保できるまで全くコンテンツ断片を取得しないと、すぐにバッファが枯渇してしまう
（見込みバッファ余裕が０となる）。よってとりあえず可能な取得レートでコンテンツ断
片を取得してバッファが枯渇するまでの時間を引き延ばす必要がある。しかし、そのまま
の取得レートが長期間続いても、ターゲットとするクライアントのバッファ余裕が枯渇す
るのも明らかである。取得レートが視聴レートを上回る場合に比べて、短い期間でコンテ
ンツ断片の取得を終了させ、必要な取得レートを確保できないか確認すべきである。そこ
で、この小さな取得レートで確保する期間、つまり要求するコンテンツ断片の範囲を小さ
くする。
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【０１９１】
次にバッファ余裕が十分にある場合を述べる。バッファ余裕が十分にあれば一般には今す
ぐコンテンツ断片を取得する必要は無い。よってコンテンツ断片要求の送出は先送りして
よい。しかし、取得レートが視聴レートに比べ、著しく低くなっている場合はその限りで
ない。この場合、ネットワークが著しく輻輳してきていることを意味する。この場合、現
在は十分にあるバッファ余裕がすぐになくなることを意味する。つまりコンテンツ断片取
得を行わなければ、見込みバッファ余裕は０に近くなる。この場合は、確保できる取得レ
ートで良いのでコンテンツ断片を取得し、ネットワークの輻輳が解消するまでバッファが
枯渇しないように凌ぐべきである。
【０１９２】
以上がおおまかな方針である。
【０１９３】
以下この見込みバッファ余裕を用いた制御による第８の実施の形態の詳細をフローチャー
トである図２８と構成図である図２６を用いて説明する。
【０１９４】
コンテンツ取得要求の生成は、クライアントからの視聴リクエストの到着、または以下で
説明するクライアント毎に設定されるコンテンツ断片取得要求送出時刻に発生する。先読
み制御部202Eは、ストリーム配信制御部201Eからの視聴リクエストの到着、コンテンツ断
片取得要求送出時刻のイベントを監視し、新規取得要求の生成を待つ。そして新規ターゲ
ットクライアントjを決定する（ステップＥ１０）。
【０１９５】
まず、現在時刻での実際のクライアントjのバッファ余裕を確認する（ステップＥ２０）
。もしバッファ余裕bj(t)がクライアント毎に指定された希望バッファ余裕値THSjより大
きく(bj(t)＞THSj)、かつクライアントjをターゲットとした要求の取得レートが、クライ
アントjの視聴レートを超えている場合は、まだ余裕があると判断し、新規取得要求の送
出を中止する（ステップＥ１６０）。そして、コンテンツをクライアントが視聴中なら、
次回要求生成時刻を設定する（ステップＥ１７０）。次回要求生成時刻の設定法は、後述
するステップ（ステップＥ１４０）で説明する。バッファ余裕がTHSj以下、またはバッフ
ァ余裕はTHSjを超えるがクライアントjをターゲットとした要求の取得レートが、クライ
アントjの視聴レートを下回る場合は、ステップＥ３０に進む。
【０１９６】
bj(t)≦THMjの場合は、先読み制御部202Eは、ネットワーク情報収集部207Eからボトルネ
ックリンクの帯域使用幅RA(t)を得る（ステップＥ３０）。ネットワーク情報収集部207E
のRA(t)を得る方法は、第５の実施の形態と同様である。
【０１９７】
先読み制御部202Eは、クライアントjをターゲットとした新規取得を実行した際のストリ
ームプロキシサーバ20Eがオリジンサーバからコンテンツを取得する際のレートを予測す
る（ステップＥ４０）。このレートを先読み取得予測レートと呼び、z＊j(t)で表すこと
にする。このz＊j(t)の推定方法は第６の実施の形態と同様とする。
【０１９８】
ボトルネックリンクにその先読み取得予測レートのトラヒックが加わった際の見込み帯域
使用幅RA(t)+z＊j(t)がボトルネック限界レートRBを超えないか確認する（ステップＥ５
０）。超えない場合は、ステップＥ６０に進む。
【０１９９】
見込み帯域使用幅RA(t)+z＊j(t)がRBより大きい場合は、新規取得要求を送出するとボト
ルネックリンクの輻輳を招く。それを回避するために、新規取得要求の送出をやめるか、
送出する代わりに他の実行中のコンテンツ断片の取得要求を中止する必要がある。そこで
先読み制御部202Eは中止可能な取得要求があるか確認し、存在すれば中止候補として選択
する（ステップＥ１８０）。最も単純なやり方としては、見込みバッファ余裕の大きいも
のから順に中止候補としていくことである。
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【０２００】
指定時間幅PT先の見込みバッファ余裕を比較するとする。要求を送出してから実際に中止
されるまでには、プロキシストリームサーバ20Eからオリジンサーバまでパケットが届く
時間だけかかる。クライアントiをターゲットとしたコンテンツ断片の取得要求を中止す
るために要する時間をRCSiで表すことにする。ここで、RCSiは、受信状況監視部202E-1で
測定されているクライアントiをターゲットとする取得要求のRTTであるRTTiの半分などと
近似すればよい。
【０２０１】
説明を簡単にするために、クライアントiをターゲットとしたコンテンツ断片の取得レー
トがほぼ変動なくziであり、視聴レートもCBRでriだったとする。すると、クライアントi
への要求を中止した場合の見込みバッファ余裕b＊i(t)は、現在のバッファ余裕をbi(t)と
すると、
b＊i(t)=bi(t)-PT+(zi-ri)×RCSiとされる。
【０２０２】
新たなコンテンツ取得要求を行うクライアントjの見込みバッファ余裕b＊j(t)よりも大き
な見込みバッファ余裕を持つクライアントをターゲットとする取得要求が実行中の場合、
これらを中止候補として選択する。ただし、相対的な見込みバッファ余裕の大小のみで取
得要求を中止して行くと、全ての要求のバッファ余裕が単調に減少し、結局全てのクライ
アントへの配信品質が劣化する恐れがある。そこで、ターゲットクライアントの見込みバ
ッファ余裕値が、設定した最低見込みバッファ余裕閾値以下の取得要求は中止候補としな
いとする。
【０２０３】
そしてこれら中止候補の取得要求を中止することでボトルネックの見込み帯域使用幅をボ
トルネック限界レート以下にできるか調べる（ステップＥ１９０）。例えば、実行中の取
得要求の対象であるクライアントの見込みバッファ余裕を調べたところ、見込みバッファ
余裕がクライアントjよりも大きいクライアントが、k1、k2、…、kvだけいたとする。つ
まり、b＊j(t)＜b＊ki(t) (i=1、2、…、v)であったとする。そして、クライアントk1、k
2、…、kvの現在時刻ｔでの取得レートが、zk1(t)、zk2(t)、…、zkv(t)であるとする。
これらの要求を全て中止しても見込み帯域使用幅がボトルネック限界レート以下にならな
い、つまり
【数１２】

ならば、先読み制御部202Eはクライアントjからの新たな要求の送出を中止する（ステッ
プＥ２１０）。そして、クライアントjをターゲットとするコンテンツ断片の取得要求送
出時刻を、後述のステップＥ１４０で示す方法に従い設定する。
【０２０４】
ステップＥ１９０において、中止候補の要求の幾つかを中止することで見込み帯域使用幅
がボトルネック限界レート以下にできるならば、ステップＥ６０に進み、ステップＥ６０
でバッファ余裕がTHLMINjより大きければ、見込み帯域使用幅がボトルネック限界レート
以下にできるだけの要求を中止する（ステップＥ２００）。この時、
【数１３】

が成り立つなら、このw個の要求を中止する。
【０２０５】
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新規取得要求を送出するために必要な帯域が確保できたとステップＥ５０で判断されると
、先読み制御部202Eは、ステップＥ７０以下の要求するコンテンツ断片の範囲の算出に進
もうとする。しかし、算出された先読み取得予測レートz＊j(t)が小さい場合、先読みを
行ってもバッファの枯渇（バッファ余裕が０となること）が避けられない。このような場
合は、新規取得要求を断念すべきである。その判断をステップＥ６０で行う。具体的には
、バッファ余裕bj(t)が指定された最低バッファ余裕値THLMINj以下であるならば、新規取
得要求の送出を中止するためにステップＥ２１０に進む。バッファ余裕がTHLMINjより大
きければ、ステップＥ２００に進み上記のように候補要求の中止を行うと共に、ステップ
Ｅ７０以下に進み、新規取得要求の送出を行う。
【０２０６】
ステップＥ７０では、新規取得要求のコンテンツ断片の範囲の算出を行う。まず開始位置
は前回要求の終了位置と現在視聴位置のうち大きいほうの値に一致する。これは第５の実
施の形態と同様である。終了位置は、取得要求の実行完了時の見込みバッファ余裕を希望
バッファ余裕値THSjにできる位置とする。例えば、ストリームが固定視聴レートrjのCBR
としてエンコードされていて、プロキシストリームサーバ20Eがオリジンサーバからスト
リームデータを取得するレートがコンスタントにzjである場合の終了位置の算出法を説明
する。プロキシストリームサーバ20Eは、要求した開始位置のデータの到着から、終了位
置のデータの到着までの間、(zj-rj)のレート（bps）でバッファを増加する。これをバッ
ファ余裕に換算すると、単位時間あたりに(zj-rj)/rj秒分のバッファ余裕が生じているこ
とになる。プロキシストリームサーバ20Eが、コンテンツ取得要求を送信してから、終了
位置のデータを受信するまでの時間をSTと置くと、ST後の見込みバッファ余裕b＊j(t+ST)
は、要求送信から開始位置のデータ受信までのRTTであるRTTjも考慮すると、
【数１４】

となる。b＊j(t+ST)=THSjとなるのは、
【数１５】

である。ここで、（データ取得完了予定時刻がRTTよりも短く設定されるのはおかしいの
で）ST＞RTTjでなければならない。よって、THSj＞bj(t)の時は、zj＞rjで無ければなら
ない。THSj＞bj(t)かつzj≦rjの時の対応は別途検討する。THSj≦bj(t)の時は、ステップ
Ｅ２０で、取得レートが視聴レートを超えるケースは除かれているので、必ずzj＜rjとな
っているので、ST＞RTTjが成立している。ST＞RTTjを満たす場合、ST秒後に得られるコン
テンツの範囲CSTは、
【数１６】

となる。よって終了位置は、開始位置＋CSTと設定する。こうすることで、現在時刻からS
T秒後に、クライアントjのバッファ余裕が、THSjになっていることが期待できる。
【０２０７】
しかし、THSj＞bj(t)かつzj≦rjの時は、バッファ余裕をTHSjにすることはできない。し
かし、バッファ余裕を希望バッファ余裕値にできないから全く取得要求を出さないと、さ
らにバッファ余裕は切迫する。適当なコンテンツ断片の範囲を設定して取得を実行すべき
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であるが、あまり長い範囲を要求するのは、取得レートを確保するタイミングを遅らせる
ことになってしまい、バッファ余裕が切迫する原因となる。早めに次回の取得要求が実行
されるように範囲は小さく設定しすることが望ましい。そこで、最低バッファ余裕値THLM
INjを指定し、見込みバッファ余裕がTHLMINjとなる範囲を先読み制御部202Eは設定する。
b＊j(t)=THLMINjとなるのは、
【数１７】

である。ST＞RTTjでなければならない。bj(t)≦THLMINjのケース（最低バッファ余裕値を
確保できないケース）は既にステップＥ６０で除外されているので、必ずST＞RTTjとなっ
ている。bj(t)＞THLMINjの際は、
【数１８】

の範囲を要求する。終了位置をこのCSTを用いて、開始位置＋CSTと設定する。こうするこ
とで、現在時刻からST秒後のクライアントjのバッファ余裕は、THLMINj以下にならないこ
とが期待できる。
【０２０８】
そして先読み制御部202Eは、トランスポート層制御部205Eに、先のステップで決定した範
囲を指定したコンテンツ取得要求をオリジンサーバに送出してコンテンツ断片を受信する
ように指示する（ステップＥ８０）。コンテンツ断片の取得を指示されたトランスポート
層制御部205Eは、オリジンサーバとの間にコネクションが存在しなければ開設、既に存在
すればそれを再利用し、コンテンツ断片の取得を実行する。
【０２０９】
そして、送出した要求の中止（ステップＥ１１０）、または送出した要求によるコンテン
ツ断片の取得完了（ステップ１００）のいずれかのイベントが発生するのを先読み制御部
202Eは待つ（ステップＥ９０）。
【０２１０】
コンテンツ断片の取得が完了した場合（ステップ１００）、先読み制御部202Eはクライア
ントjをターゲットとする取得要求の次回送出時刻を設定する（ステップＥ１２０）。次
回要求送出時刻は、バッファ余裕が取得要求送出バッファ余裕閾値THLjに達すると予測さ
れる時刻を次回の要求生成時刻として設定する。現在のバッファ余裕がbj(t)(≧THLj)と
すると、XT秒先の見込みバッファ余裕b＊j(t+XT)は、b＊j(t+XT)=bj(t)-XTである。これ
がTHLjとなるのは、XT=bj(t)-THLj秒後である。現在時刻＋XTを次回取得要求送出時刻と
して設定する。もしTHLj＞bj(t)ならば、バッファ余裕が十分に無いことを意味するので
、現在時刻を次回要求取得送出時刻として設定し、直ちにステップＥ１０に戻る。
【０２１１】
コンテンツ断片の取得要求の中止の場合（ステップＥ１１０）、先読み制御部202Eはクラ
イアントjをターゲットとする取得要求の次回送出時刻を設定する（ステップＥ１４０）
。中止の場合、次回の要求送出までの間隔をある程度空けなければならない。直ちに再要
求を実行することは、ネットワークの輻輳に拍車をかけることになるからである。現在の
バッファ余裕値が、bj(t)＞THLjの場合は、次回要求生成時刻は、完了時と同様にバッフ
ァ余裕が取得要求送出バッファ余裕閾値THLjに達すると予測される時刻とすればよい。そ
れに対し、現在のバッファ余裕値が、bj(t)≦THLjの場合は、次回要求送出時刻は、見込
みバッファ余裕が最小バッファ余裕値THLMINjに達すると予測される時刻を次回の要求生
成時刻として設定する。現在のバッファ余裕がbj(t)(≧THLMINj)とすると、XT秒先の見込
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みバッファ余裕b＊j(t+XT)は、b＊j(t+XT)=bj(t)-XTである。これがTHLMINjとなるのは、
XT=bj(t)-THLMINj秒後である。現在時刻＋XTを次回取得要求送出時刻として設定する。も
しTHLMINj ＞bj(t)ならば、バッファ余裕が視聴品質を保つのには不十分と判断しクライ
アントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得はあきらめるものとする（ステップＥ
１５０）。
【０２１２】
また、以上の処理フローは、クライアントjからの視聴終了リクエストがストリーム配信
制御部201Eを通じて、先読み制御部202Eに届くと中止される。先読み制御部202Eは、視聴
終了リクエストを受けると、トランスポート層制御部205Eに対して、オリジンサーバへ取
得中止の要求を送出するように指示する。また、必要があればオリジンサーバとストリー
ムプロキシサーバ間のコネクションの切断も指示する。
【０２１３】
第８の実施の形態の効果は、取得レートや視聴レートを考慮してバッファ余裕を予測する
ことでネットワークの急激な状況変化に即応できることである。
【０２１４】
（第９の実施の形態）
これまでの実施の形態では、ネットワーク層において全てのパケットは公平に扱われるこ
とを前提としていた。しかし、ネットワーク層に幾つか通信速度が異なるクラスが存在す
る場合もある。その例として、TCP RenoとTCP Vegasが混在する場合が挙げられる。TCP V
egasはTCP Renoに帯域を譲る傾向が知られている。そのため、TCP RenoとTCP Vegasのど
ちらのプロトコルを利用するかでコンテンツ断片の取得速度が異なる。
【０２１５】
また別の例として、Diffservが挙げられる。Diffservでは、トラヒックをクラス分けし、
クラス毎に異なる優先度で処理する設定が可能である。例えば、EFクラスには、設定され
たPIRと呼ばれる値までのレートと指定されたラウンドトリップタイムを保証し、AF１～A
Fｎのクラスには、設定されたCIR1～CIRnの値の重み付けラウンドロビンでのベストエフ
ォート処理をする、などの設定が可能である。この場合、どのクラスを選択するかにより
、処理速度が異なる。
【０２１６】
第９の実施の形態では、このような複数のクラスが存在しその処理速度が異なる場合に、
クラスを適切に使いこなすことで、より多くのクライアントが配信品質を維持するために
十分なバッファ余裕を確保できる制御方式を示す。第６、７、８の実施の形態では、ボト
ルネックを競合する要求間での調整を、要求の中止、実行いずれかのみで調整していた。
これをクラスを使い分けることでさらに粒度の細かい制御が可能となる。
【０２１７】
図２９のフローチャートと図２６の構成図を用いて、第９の実施の形態を説明する。以下
、説明を一般化するため、トランスポート層には、クラス1からクラスｋまでのｋ種類の
クラスが存在するとする。
【０２１８】
要求の生成のタイミングは、第５、第６、第７の実施の形態のように、クライアントから
の視聴リクエスト到着またはバッファ余裕が取得要求送出バッファ余裕値を下回ったとき
、としても良いし、第８の実施の形態のようにクライアントからの視聴リクエストの到着
時または設定された取得要求送出時刻、としても良い。ここでは、クライアントjからの
視聴リクエスト到着またはクライアントjのバッファ余裕が取得要求送出バッファ余裕値
を下回ったときとして説明する。これらのイベントを検出したとき、先読み制御部202Eは
新規ターゲットクライアントjを決定する（ステップＦ１０）。
【０２１９】
まず先読み制御部202Eはネットワーク情報収集部207Eから現在時刻ｔでのボトルネックリ
ンクの帯域使用幅RA(t)を得る（ステップＦ２０）。ネットワーク情報収集部207Eのボト
ルネックリンクの帯域使用幅RA(t)の取得法は、第７の実施の形態と同様である。
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【０２２０】
次に、各クラスの先読み取得予測レートを算出する（ステップＦ３０）。先読み制御部20
2Eは、この新規取得要求を各クラスで実行した際の取得速度を推定する。クラスqでクラ
イアントjをターゲットとした新規取得要求を実行した際の時刻ｔでの取得予測レートをz
＊j(q、t)で表すことにする。クライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得が
既に実行されたことのあるクラスに対する取得予測レートは、その最新の取得レートで近
似することができる。最新の取得レートは、受信状況監視部202E-1で記録されている。ク
ライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得が既に実行されたことはあるが、
一部のクラスは取得に使われたことがない場合は、取得に使われたクラスにおける最新の
レートから、取得されたことのないクラスでの取得予測レートを換算する。
【０２２１】
この換算法の具体例を１つ示すことにする。Diffservによる優先制御が行われていて、EF
、 AF1、 AF2の３つのクラスがあり、EFはPIRのピークレート保証、AF1とAF２はそれぞれ
重みCIR1、 CIR2でのベストエフォートでの処理がされているとする。EFをクラス1、 AF1
をクラス2、 AF2をクラス3とし、AF1での最新の取得レートzj(2、 s) (s＜t、 tは現在時
刻)のみが受信状況監視部202E-1に記録されているとする。このとき、EFではピークレー
トが保証されているので、先読み制御部202EはEFでの取得予測レートはz＊(1、t)=PIRと
算出できる。AF1で取得予測レートは、この最新値で近似することで、z＊(2、t)=z＊(2、
s)とできる。EF2の取得予測レートは、重み付けを用いて、z＊(3、t)=z＊(2、t)×CIR2/C
IR1と換算することができる。
【０２２２】
クライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得が既に実行されたことのない場
合でも、同一のコンテンツが他のクライアントをターゲットとして取得されたことがあれ
ば、受信状況監視部202E-1に記録されているその最新取得レートで各クラスでの取得予測
レートを近似することができる。全てのクラスでの取得実績が無くても、上記の換算法で
算出することができる。
【０２２３】
同一のコンテンツが他のクライアントをターゲットとして取得されたことも無ければ、先
読み制御部202Eは同一のオリジンサーバからの取得レートが受信状況監視部202E-1に記録
されていないか調べる。そしてこの最新値で各クラスでの取得予測レートを近似すること
ができる。全てのクラスでの取得実績が無くても、上記の換算法で算出することができる
。
【０２２４】
クライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得が既に実行されたことも、同一
のコンテンツが他のクライアントをターゲットとして取得されたことも、同一のオリジン
サーバからの取得実績もない場合、各クラスに対するデフォルト値を用いることで、取得
予測レートを設定することができる。
【０２２５】
次に先読み制御部202Eは、指定時間WT後の見込みバッファ余裕を指定した希望バッファ余
裕値BTHjにできるクラスが存在するか確認する（ステップＦ４０）。例えば、ユーザの視
聴レートが一定でrjであったとすると、
BTHj≦bj(t)+(z＊j(q、t)-rj)×(WT-RTTj、q)
の条件を満たすクラスが存在するかを確認することになる。この条件を満たすクラスが存
在する場合は、条件を満たす最も小さいクラスをhとする。このhを最低必要クラスと呼ぶ
。ここで、RTTj、qは、クラスqでクライアントjをターゲットとする取得要求を送出して
から、開始位置のデータがプロキシサーバに到着するまでの時間である。
【０２２６】
この各クラスでのラウンドトリップタイムRTTj、qは、受信状況監視部202E-1にクライア
ントjをターゲットとした取得がクラスqで行われた実績があれば記録されている。記録さ
れている場合は、この値を用いれば良い。記憶されていない場合は、適当な記録されてい
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るラウンドトリップタイムから換算するか、適当なデフォルト値を用いることになる。
【０２２７】
ラウンドトリップタイムの換算法の具体例を１つ示すことにする。Diffservによる優先制
御が行われていて、EF、 AF1、 AF2の３つのクラスがあり、EFはラウンドトリップタイム
がRTT1以下に保証されていて、AF1とAF２はそれぞれ重みCIR1、 CIR2でのベストエフォー
トでの処理がされているとする。EFをクラス1、 AF1をクラス2、 AF2をクラス3とし、EF1
での最新のRTT、RTTj、2のみが受信状況監視部202E-1に記録されているとする。このとき
、EFではRTTj、1=RTT1と算出できる。AF1でのRTTは、この最新値を用いれば良い。EF2のR
TTは、重み付けを用いて、RTTj、3=RTTj、2×CIR1/CIR2と換算することができる。
【０２２８】
クライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得が既に実行されたことのない場
合でも、同一のコンテンツが他のクライアントをターゲットとして取得されたことがあれ
ば、受信状況監視部202E-1に記録されているその最新RTTで各クラスでの取得予測レート
を近似することができる。全てのクラスでの取得実績が無くても、上記の換算法で算出す
ることができる。
【０２２９】
同一のコンテンツが他のクライアントをターゲットとして取得されたことも無ければ、先
読み制御部202Eは同一のオリジンサーバからのRTTが受信状況監視部202E-1に記録されて
いないか調べる。そしてこの最新値で各クラスでのRTTを近似することができる。全ての
クラスでの取得実績が無くても、上記の換算法で算出することができる。
【０２３０】
クライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得が既に実行されたことも、同一
のコンテンツが他のクライアントをターゲットとして取得されたことも、同一のオリジン
サーバからの取得実績もない場合、各クラスに対するデフォルト値を用いることで、RTT
を設定することができる。
q= h、..、kの中で、(RA(t)+z＊j(q、t))≦RBを満たすものがあるか確認する（ステップ
Ｆ５０）。満たすものがあった場合は、ステップＦ６０以降のステップに進むが、なかっ
た場合はステップＦ１４０以下のステップに進む。
(RA(t)+z＊j(q、t)) ≦RB、 q≧hを満たすクラスqが複数存在する場合、そのいずれかの
クラスを選択する（ステップＦ６０）。選択方法としては、(RA(t)+z＊j(q、t)) ≦RB、 
q≧hを満たすクラスqの中から、
１．最も先読み取得予測レートが大きいクラスを選択、
２．最も先読み取得予測レートが小さいクラスを選択、
３．クライアント毎に与えられている優先度に従い決定する。優先度の高いクライアント
ほど大きい先読み予測取得レートのクラスを選択する、
などのいずれの方法でも良い。
【０２３１】
クラスが選択できた場合は、取得要求範囲を算出する（ステップＦ７０）。開始位置は、
現在の視聴位置もしくはクライアントが視聴中のコンテンツ断片の末尾位置とする。終了
位置は、開始位置に(WT+BTHj-bj(t))を加えた位置となる。このような範囲を要求するこ
とで、指定時間WT後に、バッファ余裕がBTHjになっていることが期待できる。
【０２３２】
そして先読み制御部202Eは、トランスポート層制御部205Eに、先のステップで決定した範
囲を指定したコンテンツ取得要求をオリジンサーバに送出してコンテンツ断片を受信する
ように指示する（ステップＦ８０）。コンテンツ断片の取得を指示されたトランスポート
層制御部205Eは、オリジンサーバとの間にコネクションが存在しなければ開設、既に存在
すればそれを再利用し、コンテンツ断片の取得を実行する。
【０２３３】
コンテンツ断片の取得要求を送出後は、先読み制御部202Eは以下のいずれかのイベントが
発生するのを待つ（ステップＦ９０）。すなわち、クライアントjをターゲットとした取
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得要求の中止（ステップＦ１２０）と、クライアントjをターゲットとした取得要求の完
了（ステップＦ１００）である。
【０２３４】
取得要求が完了のイベントが発生した場合は（ステップＦ１００）、取得要求送出バッフ
ァ余裕値THLjを初期値に戻す（ステップＦ１１０）。そして、ステップＦ１０に戻る。
【０２３５】
取得要求が中止された場合は（ステップＦ１２０）、取得要求送出バッファ余裕値THLjを
、現在のクライアントjのバッファ余裕より小さい値に設定する（ステップＦ１３０）。
例えば、現在の余裕バッファbj(t)のadj倍(adj＜1)などとする。つまり、THLj=adj×bj(t
)とする。そしてステップＦ１０に戻る。これは、中止した要求がターゲットとしていた
クライアントjを対象とするコンテンツ断片取得の次回取得要求が発生するまでの時間間
隔をあけるためである。現在のバッファ余裕より大きい値が取得要求送出バッファ余裕値
として指定されると直ちに取得要求が生成されるので、現在のバッファ余裕よりも小さい
値を設定する必要がある。
【０２３６】
ステップＦ１１０で初期値に戻すのは、ステップＦ１３０で小さくなった取得要求送出バ
ッファ余裕値をリセットするためである。
【０２３７】
クラスが選択できなかった場合は、いずれかの要求送出を中止する、または実行中の取得
の取得レートを引き下げる必要がある。実行中の取得の取得レートを引き下げる際には、
処理速度の低いクラスへの切り替えを行う。この作業をクラス下げと呼ぶ。先読み制御部
202Eはクラス下げ、または中止となる要求の候補を選択する（ステップＦ１４０）。ステ
ップＦ１４０の詳細を示したフローチャートが図３０である。
【０２３８】
まず、実行中の取得要求のクラス下げ、中止により期待できる削減見込みレートを記憶す
るパラメータdrを０に初期化する（ステップＧ１０）。
【０２３９】
そして、クラス下げ候補のレート抑制および中止候補の取得中止を実行し、さらに新規取
得要求を最低必要クラスで実行した場合の見込み使用帯域幅がボトルネック限界レートRB
以下になるかを確認する（ステップＧ２０）。具体的には、最低クラスでの新規取得要求
の予測取得レートをz＊j(h、t)とし、現在の使用帯域幅をRA(t)とすると、RA(t)+z＊j(h
、t)-dr≦RBが満たされるかを確認する。満たされる場合は、ステップＦ１５０へ進む。
満たされない場合は、以下のステップに進む。
【０２４０】
クラス下げ候補／中止候補に含まれない実行中の取得要求の中にターゲットクライアント
のバッファ余裕が新規ターゲットクライアントjよりも大きいものがあるか確認する（ス
テップＧ２０）。ない場合は、クラス下げ候補／中止候補なしとして処理を終了する（ス
テップＧ４０）。
【０２４１】
クラス下げ候補／中止候補に含まれない実行中の取得要求の中にターゲットクライアント
のバッファ余裕が新規ターゲットクライアントjよりも大きいものがが存在する場合、最
も大きいクライアントiをターゲットとする取得要求を選択する（ステップＧ５０）。
【０２４２】
この要求の現在の取得クラスをpi、現在の取得レートをzi(qi、t)として、(RA(t)+z＊j(h
、t)-(zi(pi、t)- z＊i(hi、t)) ≦RB、 hi＜qとなるクラスhiがあるかを確認する。つま
り、見込み使用帯域幅をボトルネックリンク限界レート以下にできるクラスが存在するか
確認する（ステップＧ６０）。
【０２４３】
存在した場合は、この要求とクラスhiの組をクラス下げ候補とし、削減見込みレートdrに
zi(pi,t)-zi(hi,t)を加える（ステップＧ７０）。そして図２９のステップＦ１５０に進
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む。
【０２４４】
もし、(RA(t)+z＊j(h、t)-(zi(pi、t)- z＊i(hi、t)) ≦RB、 hi＜qとなるクラスhiを満
たすクラスが存在しなければ、このクライアントiをターゲットとする取得要求を中止候
補として登録し（ステップＧ８０）、削減見込みレートdrにこの要求の現在の取得レート
z＊i(pi、t)を加え、ステップＧ２０に戻る（ステップＧ９０）。
【０２４５】
ステップＦ１４０でクラス下げ候補／中止候補の選択が終了すると、ステップＦ１５０に
進む。ステップＦ１５０では、クラス下げ候補／中止候補が登録されているか確認する。
登録されていない場合は、新規取得要求の送出を中止し（ステップＦ１７０）、クライア
ントjの取得要求送出バッファ余裕値を現在のバッファ余裕よりも小さく設定する（ステ
ップＦ１８０）。例えば、現在の余裕バッファのadj倍(adj＜1)などとする。つまり、THL
j=adj×bj(t)となどとすればよい。現在のバッファ余裕よりも小さく設定するのは、クラ
イアントjをターゲットとした取得要求が出るまでの間隔を空けるためである。
【０２４６】
もし、クラス下げ候補／中止候補が登録されているならば、候補のクラス下げ、中止を実
行する。そして、ステップＦ７０へ進む。
【０２４７】
以上の処理フローは、クライアントjからの視聴終了リクエストがストリーム配信制御部2
01Eを通じて、先読み制御部202Eに届くと中止される。先読み制御部202Eは、視聴終了リ
クエストを受けると、トランスポート層制御部205Eに対して、オリジンサーバへ取得中止
の要求を送出するように指示する。また、必要があればオリジンサーバとストリームプロ
キシサーバ間のコネクションの切断も指示する。
【０２４８】
第９の実施の形態の形態の効果は、ボトルネックを競合する要求間での調整を、クラスを
使い分けることで第６、７、８の実施の形態に比べより粒度の細かい制御が可能であるこ
とである。より有効に空き帯域を利用でき、より効果的に輻輳回避を実現できる。
【０２４９】
（第１０の実施の形態）
第５～９の実施の形態では、バッファ余裕または見込みバッファ余裕の量に依存して新規
のコンテンツ断片取得要求が生成されていた。そして、生成された要求間で帯域を融通し
あうことにより、ネットワークの輻輳を回避していた。これらの方式はネットワークの輻
輳状況によらず新規取得要求を（後に中止することがあるが）生成してしまう。つまり、
ネットワークの輻輳状況に応じて、要求の送出を抑制する仕組みが第５～第９の実施の形
態では実現されていなかった。要求の中止時に取得要求送出バッファ余裕値を下げる制御
により、輻輳時の要求送出間隔を大きくする制御は第６～第９の実施の形態でも実現はさ
れている。しかしネットワークの輻輳を検知した時点で、要求送出間隔を大きくすること
ができれば、より早期にネットワークの輻輳を回避できるはずである。逆に、ネットワー
クが空いている場合は、要求送出間隔を小さくすれば、ネットワーク帯域に隙間を作るこ
となく、より有効にバッファ余裕を確保することができるはずである。そこで、第１０の
実施の形態では、バッファ余裕または見込みバッファ余裕をネットワークの輻輳に応じて
調整する方式を示す。ここでは、バッファ余裕を調整する方式を示すが、これは見込みバ
ッファ余裕と置き換えても良い。
【０２５０】
エンド－エンドのネットワークの輻輳状況を反映している値が、コンテンツ断片の要求を
送出してからデータが到着するまでのラウンドトリップタイム（Round Trip Time、 以下
RTT）である。そこで受信状況監視部202E-1は、この各コンテンツ断片取得時にRTTを測定
する。このRTTの情報を効果的に活用することで、空き帯域の活用、輻輳時の帯域競合回
避を実現する。
【０２５１】
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本実施の形態の特徴は、ネットワークの輻輳状況をRTTにより捉え、RTTの増加、つまりネ
ットワークが輻輳したと判断されたときには、取得要求送出バッファ余裕値を小さくし、
要求の送出間隔を大きくすることである。この制御により、ネットワークの輻輳の要求送
出を抑制できるため、より早いネットワークの輻輳解消が期待できる。また、RTTの減少
、つまりネットワークが空いていると判断されたときには、取得要求送出バッファ余裕値
を大きくし、要求の送出間隔を小さくする。この制御により空き帯域を積極的に利用した
コンテンツ断片取得が実現される。
【０２５２】
この第１０の実施の形態の処理フローを、図３１のフローチャートと図２３の構成図を用
いて説明する。クライアントからの視聴リクエストがストリーム配信制御部201Eを通じて
先読み制御部202Eに到着すると（ステップＨ１０）、先読み制御部202Eは、その新規ター
ゲットクライアントjの取得要求送出バッファ余裕値THLjを指定されている初期値に初期
化する（ステップＨ２０）。
【０２５３】
クライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得要求が送出されてから開始位置
のコンテンツデータが到着するまでのRTT(以下RTTjと表記)は、視聴開始時には測定履歴
がない。そこでRTTjの初期値を以下のいずれかの方法で設定する（ステップＨ３０）。
（１）同一のコンテンツに対する他のクライアントiをターゲットとしたコンテンツ断片
取得が実行されている場合は、そのクライアントiのRTTを用いる。つまり、RTTj=RTTiと
する。
（２）過去に同一コンテンツに対する要求があった場合は、その最新のRTTを利用する。
（３）適当なデフォルト値として初期設定する。
【０２５４】
そして先読み制御部202Eはコンテンツ断片の取得範囲を算出する（ステップＨ４０）。こ
の範囲の算出法は、第５の実施の形態と同様である。
【０２５５】
そして先読み制御部202Eは、トランスポート層制御部205Eに、先のステップで決定した範
囲を指定したコンテンツ取得要求をオリジンサーバに送出してコンテンツ断片を受信する
ように指示する（ステップＨ５０）。コンテンツ断片の取得を指示されたトランスポート
層制御部205Eは、オリジンサーバとの間にコネクションが存在しなければ開設、既に存在
すればそれを再利用し、コンテンツ断片の取得を実行する。
【０２５６】
要求の送出から要求したコンテンツ断片の開始位置の到着までの時間（RTT）を受信状況
監視部202E-1で測定し、記録する（ステップＨ６０）。この際、古いRTTjはRTTj_oldに保
存しておく。
【０２５７】
そして、第５の実施の形態では固定値として与えていたクライアントjの取得要求送出バ
ッファ余裕値THLjを、クライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得要求が送
出されてから開始位置のコンテンツデータが到着するまでのRTTに依存して動的に変化さ
せる（ステップＨ７０）。受信状況監視部202E-1は、クライアントjをターゲットとした
コンテンツ断片取得のRTTが増加してくると、THLjを小さくする。RTTが小さくなるとTHLj
を大きくする。例えば、前回のコンテンツ断片要求時のRTTをRTTj_old、今回のコンテン
ツ断片要求時のRTTをRTTjとすると、
THLj_old = THLj;
THLj = THLj_old×RTTj_old /RTTj;
としてTHLjを更新する。RTTの増加（減少）に対してTHLjを減少（増加）させるなら、こ
こで示した方法にこだわる必要はない。このようにRTTが増加した場合にTHLjを減少する
ことで、ネットワーク輻輳時に要求送出を行ってしまう可能性を減らすことができる。
【０２５８】
しかし、THLjを小さくしすぎると、ネットワークの輻輳が長引くとバッファが枯渇し、ク
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ライアントの視聴品質が劣化する危険性がある。そこで、THLjは設定された最小値THLmin
-j以下にはならないようにする。また、あまりに大きなバッファ余裕を持つことは記憶部
204Eのスペースを圧迫するという意味で無駄であるため、THLj は指定された最大値THLma
x-j以上にならないようにする。
【０２５９】
そして、先読み制御部202Eはバッファ余裕値bj(t)を監視し、取得要求送出バッファ余裕
値THLj以下になるまで待つ（ステップＨ８０）。なったらステップＨ４０に戻り、再び要
求の送出を行う。
【０２６０】
以上の処理フローは、クライアントjからの視聴終了リクエストがストリーム配信制御部2
01Eを通じて、先読み制御部202Eに届くと中止される。先読み制御部202Eは、視聴終了リ
クエストを受けると、トランスポート層制御部205Eに対して、オリジンサーバへ取得中止
の要求を送出するように指示する。また、必要があればオリジンサーバとストリームプロ
キシサーバ間のコネクションの切断も指示する。
【０２６１】
上記の第１０の実施の形態では、RTTを基にした制御を示した。しかし、ネットワークの
輻輳はRTTのみで検知されるものではない。RTTを他のネットワークの輻輳を検知する指標
に置き換えることも可能である。例えば、ボトルネックリンクの使用率で置き換えた制御
も可能である。より具体的には、ステップＨ７０での取得要求送出バッファ余裕値THLjを
、ボトルネックの使用率に依存して動的に変化させる。このときの構成は、図２６に示さ
れる第６の実施の形態の構成と同様であるとする。先読み制御部202Eは、ネットワーク情
報収集部207Eからボトルネックリンクの使用率を所得する。ボトルネックリンクの使用率
が増加してくると、THLjを小さくする。RTTが小さくなるとTHLjを大きくする。例えば、
ある時間幅のタイムスロット毎に、先読み制御部202Eはネットワーク情報収集部207Eから
ボトルネックリンクの使用率を所得するとする。前回のタイムスロットでのリンク使用率
をUold、今回のタイムスロットでのリンク使用率をUとすると、
THLj_old = THLj;
THLj = THLj_old×Uold /U;
としてTHLjを更新する。ボトルネックリンクの使用率の増加（減少）に対してTHLjを減少
（増加）させるなら、ここで示した方法にこだわる必要はない。このようにボトルネック
リンクの使用率が増加した場合にTHLjを減少することで、ネットワーク輻輳時に要求送出
を行ってしまう可能性を減らすことができる。
【０２６２】
さらに、これまで示した第１０の実施の形態は、第５の実施の形態をベースとしていたが
、ベースとなる制御は第６～第９の実施の形態に置き換えることも容易に可能である。
【０２６３】
第１０の実施の形態の効果は、第５から第９の実施の形態に比較して、より早期にネット
ワークの輻輳を回避できることである。ネットワークの輻輳状況に応じて、要求の送出を
抑制する仕組みを入れることでネットワークの輻輳を検知した時点で、要求送出間隔を大
きく、逆に、ネットワークが空いている場合は、要求送出間隔を小さくすることで、この
効果が実現できる。
【０２６４】
（第１１の実施の形態）
第１０の実施の形態は、ネットワークの輻輳時の要求送出の回避を１つの特徴としている
。しかし、第１０の実施の形態でも触れたように、この制御はネットワークの輻輳が持続
した場合、バッファ余裕の枯渇、配信品質の劣化に繋がる可能性がある。
【０２６５】
ボトルネックリンクは輻輳していないにも関わらず、特定のコネクション（特定のオリジ
ンサーバ）からの取得が輻輳により遅くなっているケースもある。このような場合、第１
０の実施の形態とは逆に、RTTの増加に対しては、積極的に要求送出を行うべきである。
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できるだけ早く取得要求を送出しなければ、取得が間に合わない危険性が高いからである
。
【０２６６】
第１１の実施の形態の特徴は、ネットワークの輻輳状況をRTTにより捉え、RTTの増加、つ
まりネットワークが輻輳したと判断されたときには、バッファ余裕をできるだけ大きく維
持できるように、RTTが小さいときに比べ、より頻繁にコンテンツ断片の取得を行う。こ
の制御により、ネットワークの輻輳に伴うデータの到着遅延に伴うバッファの枯渇（バッ
ファ余裕が０となること）を回避することができる。
【０２６７】
第１０の実施の形態との相違点は、図３１のステップＨ７０での取得要求送出バッファ余
裕値THLjの設定のみである。
【０２６８】
前回のコンテンツ断片要求時のRTTをRTTj_old、今回のコンテンツ断片要求時のRTTをRTTj
とすると、
THLj_old = THLj;
THLj = THLj_old×RTTj/RTTj_old;
としてTHLjを更新する。RTTの増加（減少）に対してTHLjを増加（減少）させるなら、こ
こで示した方法にこだわる必要はない。このようにRTTが増加した場合にTHLjを増加する
ことで、コンテンツ断片取得に時間を要するコンテンツの取得要求ほど頻繁に送出される
。データ取得に時間を要することに伴うバッファの枯渇を抑制できるようになり、より多
くのクライアントへの配信品質を保証できるようになる。
【０２６９】
しかし、あまりに大きなバッファ余裕を持つことは記憶部204Eのスペースを圧迫するとい
う意味で無駄であるため、THLjは指定された最大値THLmax-j以上にならないようにする。
また、THLjを小さくしすぎると、バッファがちょっとしたネットワークの輻輳で枯渇し、
クライアントの視聴品質が劣化する危険性がある。そこで、THLjは設定された最小値THLm
in-j以下にはならないようにする。
【０２７０】
第１１の実施の形態は、第１０の実施の形態同様、基本的な構成は第５～第９のいずれの
実施の形態でも構わない。特に第７～第９の実施の形態をベースとすれば、ボトルネック
リンクの輻輳はある程度回避できるので、第７～第９の実施の形態をベースとすることが
望ましい。
【０２７１】
第１１の実施の形態の効果は、従来防ぐことができなかった、特定のコネクション（取得
パス）の輻輳時のバッファ枯渇を防止できることである。ボトルネックリンクの監視と併
用すればより優れた効果が期待できる。
【０２７２】
（第１２の実施の形態）
これまでの実施の形態では、1人のクライアントをターゲットする取得要求は同時に１つ
しか実行しないとしてきた。しかし、１つの取得要求がデータを取得するために使える実
効帯域が限定されている場合には、この1人のクライアントをターゲットする取得要求は
同時に１つしか実行しないという制約があると、帯域に空きがあってもその空き帯域を活
用した積極的な取得を実現することができない。例えば、オリジンサーバがクライアント
の視聴レートと同じレートでしかデータを送出しないように設計されているような場合が
挙げられる。1人のクライアントをターゲットする取得要求は同時に１つしか実行しない
と、視聴レートでしかデータを取得できないため、バッファ余裕を現在値よりも増やすこ
とが不可能である。この場合、ネットワークの輻輳等でデータの到着が遅れると、直ちに
バッファ余裕が不足し、クライアントに送信されるストリームの品質が劣化する恐れがあ
る。
【０２７３】
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１つの取得要求がデータを取得するために使える実効帯域が限定されている場合でも、1
人のクライアントをターゲットする取得要求を同時に複数実行すれば、空き帯域を活用し
た積極的な取得を実現することができる。
【０２７４】
第１２の実施の形態では、１つの取得要求がデータを取得するために使える実効帯域が限
定されている場合でも、1人のクライアントをターゲットする取得要求を同時に複数実行
することで空き帯域を活用した積極的な取得を実現し、より多くのクライアントが配信品
質を維持するために十分なバッファ余裕を確保できる制御方式を示す。
【０２７５】
図３２のフローチャートと図２６の構成図を用いて、第１１の実施の形態を説明する。以
下の実施の形態は、第８の実施の形態の見込みバッファ余裕を用いた制御をベースとして
いるが、見込みバッファ余裕を用いることは本実施の形態の本質ではない。本実施の形態
の本質は、同一のクライアントをターゲットする取得要求によるデータの取得レートの引
き上げを複数の取得要求の同時実行により実現すること、その際の同時実行数をネットワ
ークの輻輳を引き起こさない範囲に抑えることである。
【０２７６】
ここで、本実施の形態における見込みバッファ余裕を、図３３を参照して定義する。図３
３の301の横軸は視聴時間を表す。クライアントの時刻PT後の視聴位置は302の三角形で示
した位置であるとする。そして、現在３つの同一クライアントをターゲットとした要求が
実行されているとする。1番目の要求(311)は、ストリームプロキシサーバ上に時刻PT後に
303で示される位置から304で示される位置までのデータを取得していると見込まれ、取得
要求を完了する位置は305で示される位置だとする。302と304の間の時間幅をET1とする。
2番目の要求(312)は、ストリームプロキシサーバ上に時刻PT後には305で示される位置か
ら306で示される位置までのデータを取得していると見込まれ、取得要求を完了する位置
は307で示される位置だとする。305と306の間の時間幅をET2とする。3番目の要求(313)は
、ストリームプロキシサーバ上に時刻PT後には307で示される位置から308で示される位置
までのデータを取得していると見込まれ、取得要求を完了する位置は309で示される位置
だとする。307と308の間の時間幅をET3とする。まず、１つの定義としては、見込みバッ
ファ余裕は、現在より時刻PT後の同一クライアントをターゲットとした要求により取得さ
れたデータのうち、クライアントが未視聴のデータの時間という定義ができる。このとき
、見込みバッファ余裕は、ET1+ET2+ET3となる。また別の定義としては、視聴位置から時
刻PT後に取得されているデータ上で、現在の視聴位置から見てデータが途切れるまでの時
間という定義もできる。この場合、図３３の例ではET1が見込みバッファ余裕となる。
【０２７７】
このように幾つか見込みバッファ余裕は定義できるが、以下は現在より時刻PT後の同一ク
ライアントをターゲットとした要求により取得されたデータのうち、クライアントが未視
聴のデータの時間という定義を用いて説明する。このことは本質ではなく、視聴位置から
時刻PT後に取得されているデータ上で、現在の視聴位置から見てデータが途切れるまでの
時間という定義に置き換えてもほぼ同様の実施の形態を実現できる。
【０２７８】
次に本実施の形態の大まかな方針を示す。
【０２７９】
バッファが枯渇寸前の場合（バッファ余裕が０に近い場合）は、コンテンツ断片取得を行
うべきかどうかは取得レートとユーザの視聴レートの大小関係で決定される。取得レート
が視聴レートよりも低ければ、バッファ余裕が回復する見込みは無い。見込みバッファ余
裕は０と算出される。この場合、すぐにクライアントへの配信は中断されるのでコンテン
ツ断片を取得することは帯域の輻輳を助長するだけである。よってさらなるコンテンツ断
片の要求を中止する。これまでの実施の形態では、１つのターゲットクライアントに対す
る取得要求の同時実行数が１と限定されていたため、この判断を１つの取得要求（１コネ
クション）で実現できる取得レートを基に判断してきた。しかし、本実施の形態では、帯
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域に余裕がある範囲で、同一のクライアントをターゲットとする取得要求を複数実行する
ことを許す。空き帯域で並行に複数の取得を実行してもなお、それらの取得要求によるデ
ータの合計取得レートがクライアントの視聴レートよりも小さく、バッファ余裕を回復す
る望みがなければ取得要求の送出を中止する。それらの取得要求によるデータの合計取得
レートがクライアントの視聴レートよりも大きければ、バッファが枯渇寸前であってもバ
ッファ余裕を回復することが可能である。つまり見込みバッファ余裕がある程度の値にな
ることを期待できる。そのため、バッファ余裕を回復するのに必要な合計取得レートを、
帯域が許す範囲で並行に取得要求を実行することで確保し、バッファ余裕の回復を図る。
【０２８０】
次にバッファ余裕が（枯渇寸前というほどではないが）あまり無い場合を考える。同一ク
ライアントをターゲットする取得要求によるデータの取得レートの合計が視聴レートより
大きい場合は上記と同様に、見込みバッファ余裕がある程度の値になることを期待できる
。帯域が許す範囲で平行に取得要求を実行することで確保し、バッファ余裕の増加を図る
。同一クライアントをターゲットする取得要求によるデータの取得レートの合計が視聴レ
ートよりも小さい場合は、バッファ余裕はさらに減少する。つまり見込みバッファ余裕は
０に近くなる。このままではバッファが枯渇してしまうのでできるだけ早く適切な取得レ
ートを確保したい。そのためには、ターゲットとするクライアントのバッファ余裕が大き
い要求があれば、それらの取得を中断させ、それらの要求が使っていた帯域を譲り受け、
必要な取得レートを確保する。その際、後続のコンテンツ断片の取得要求を必要な帯域を
確保できるまで優先的に中止する。他の要求を中断させることが可能なのは、より大きな
バッファ余裕を持つ要求が存在する場合である。そのような要求が存在しない場合は、必
要とする取得レートを確保することは不可能である。しかし、必要な取得レートが確保で
きるまで全くコンテンツ断片を取得しないと、すぐにバッファが枯渇してしまう（見込み
バッファ余裕が０となる）。よってとりあえず可能な取得レートでコンテンツ断片を取得
してバッファが枯渇するまでの時間を引き延ばす必要がある。しかし、そのままの取得レ
ートが長期間続いても、ターゲットとするクライアントのバッファ余裕が枯渇するのも明
らかである。取得レートが視聴レートを上回る場合に比べて、短い期間でコンテンツ断片
の取得を終了させ、必要な取得レートを確保できないか確認すべきである。そこで、この
小さな取得レートで確保する期間、つまり要求する範囲を小さくする。
【０２８１】
次にバッファ余裕が十分にある場合を述べる。バッファ余裕が十分にあれば一般には今す
ぐコンテンツ断片を取得する必要は無い。よってコンテンツ断片要求の送出は先送りして
よい。しかし、取得レートが視聴レートに比べ、著しく低くなっている場合はその限りで
ない。この場合、ネットワークが著しく輻輳してきていることを意味する。この場合、現
在は十分にあるバッファ余裕がすぐになくなることを意味する。つまりコンテンツ断片取
得を行わなければ、見込みバッファ余裕は０に近くなる。この場合は、確保できる取得レ
ートで良いのでコンテンツ断片を取得し、ネットワークの輻輳が解消するまでバッファが
枯渇しないように凌ぐべきである。
【０２８２】
以下詳細な制御をフローチャート図３２と構成図２６を用いて説明する。
【０２８３】
コンテンツ取得要求の生成は、クライアントからの視聴リクエストの到着、または以下で
説明するクライアント毎に設定されるコンテンツ断片取得要求送出時刻、さらにネットワ
ーク情報収集部207Eがボトルネックリンクの帯域に空きが生じたことを検知した時に発生
する。先読み制御部202Eは、ストリーム配信制御部201Eからの視聴リクエストの到着、コ
ンテンツ断片取得要求送出時刻のイベントを監視し、新規取得要求の生成を待つ。そして
新規ターゲットクライアントjを決定する。また、ネットワーク情報収集部207Eはボトル
ネックリンクの帯域に空きが生じたことを検知すると、先読み制御部202Eに新規取得要求
の生成を指示する。先読み制御部202Eは、最も見込みバッファ余裕の少ないターゲットク
ライアントjを新規ターゲットクライアントとして決定する（ステップＫ１０）。
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【０２８４】
まず、現在時刻での実際のクライアントjのバッファ余裕を確認する（ステップＫ２０）
。もしバッファ余裕bj(t)がクライアント毎に指定された希望バッファ余裕値THSjより大
きく(bj(t)＞THSj)、かつクライアントjをターゲットとした実行中の要求全ての合計取得
レートが、クライアントjの視聴レートを超えている場合は、まだ余裕があると判断し、
新規取得要求の送出を中止する（ステップＫ１６０）。そしてコンテンツをクライアント
が視聴中なら、次回要求生成時刻を設定する（ステップＫ１７０）。次回要求生成時刻の
設定法は、後述するステップＫ１４０で説明する。バッファ余裕がTHSj以下、またはバッ
ファ余裕はTHSjを超えるがクライアントjをターゲットとした要求の取得レートが、クラ
イアントjの視聴レートを下回る場合は、ステップＫ３０以下のステップに進む。
【０２８５】
bj(t)≦THSjの場合は、先読み制御部202Eは、ネットワーク情報収集部207Eからボトルネ
ックリンクの帯域使用幅RA(t)を得る（ステップＫ３０）。ネットワーク情報収集部207E
のRA(t)を得る方法は、第５の実施の形態と同様である。
【０２８６】
次に、新規取得要求を幾つの要求として並行に実行するかと、それぞれの要求で期待され
る先読み取得予測レートを算出する（ステップＫ４０）。クライアントjをターゲットと
した取得要求が既にmj個実行中であるとする。取得要求の範囲が手前の順に１からmjまで
のラベル付けがされているとする。そしてこれらの要求がデータを取得しているレートを
zj,h(t) (h=1,..,mj)とする。ここに、新たにクライアントjをターゲットとした取得要求
を増やして行った際に、期待できる先読み予測取得レートを先読み制御部202Eは予測する
。このレートを先読み取得予測レートと呼び、z＊j,mj+k(t) (h=1,…)で表すことにする
。このz＊j,mj+k(t)の推定方法は第６の実施の形態と同様、またはオリジンサーバへ問い
合わせることでわかるものとする。そして、この先読み予測取得レートを基に、新規取得
要求を幾つ実行したいかを算出する。バッファ余裕を希望する値にするために必要なレー
トを何本のコネクションでこのレートを実現できるか、つまり幾つの新規取得要求を並行
に実行する必要があるかを算出する。例えば、現在より時刻PT後に、バッファ余裕を希望
バッファ余裕値THSjにするための取得レートを新規に確保する、という方式が考えられる
。クライアントjが要求を送出してオリジンサーバからデータが届くまでの時間をRGSjと
する。また、クライアントjをターゲットとした、（先に付けたラベル付けで）h番目の要
求の取得完了見込み時刻をTFj,hとする。希望する取得レートは、現在実行中の取得要求
の実行を継続した場合に、これから新規取得要求を送ることで、時刻PT後に希望バッファ
余裕値THSｊを確保するために必要な取得レートである。これは、
【数１９】

を満たすvj(t)を算出することで求まる。ここでｍｉｎ（ｘ，ｙ）は、ｘとｙの小さい方
の値を返す関数である。
【数２０】

と算出される。これを実現するために、幾つの新規取得要求を送出すべきか（同時実行数
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【数２１】

を満たす、最小のkを求める。もし、そのようなkが存在しない（同時実行数を増やしても
、希望取得レートを確保できない）場合は、もっともvj(t)に近づく値を同時実行数kとし
て選択する。
ボトルネックリンクにそれらの先読み取得予測レートのトラヒックが加わった際の見込み
帯域使用幅がボトルネック限界レートRBを超えないか確認する（ステップＫ５０）。つま
り、
【数２２】

とならないかチェックする。ならない場合は、ステップＫ６０以下のステップに進む。
【数２３】

の場合は、新規取得要求を全て送出するとボトルネックリンクの輻輳を招く。それを回避
するために、新規取得要求の送出を幾つか（もしくは全て）やめるか、送出する代わりに
他の実行中のコンテンツ断片の取得要求を中止する必要がある。そこで先読み制御部202E
は、新規取得要求も含めて、中止可能な取得要求があるか確認し、存在すれば中止候補と
して選択する（ステップＫ１８０）。最も単純なやり方としては、実行中の取得要求に関
しては、実行を中止した場合の見込みバッファ余裕（中止バッファ余裕）を、新規取得要
求の場合は、その要求を実行しなかった場合の見込みバッファ余裕（未送出時バッファ余
裕）を算出し、中止バッファ余裕および未送出時バッファ余裕の大きい要求から、中止候
補としていくことである。
【０２８７】
ここで、中止バッファ余裕の算出法の一例を挙げることにする。該要求を中止した場合の
、現在時刻から指定時間幅PT先の見込みバッファ余裕を中止バッファ余裕と定義する。要
求を送出してから実際に中止されるまでには、プロキシストリームサーバ20Eからオリジ
ンサーバまでパケットが届く時間だけかかる。クライアントiをターゲットとしたコンテ
ンツ断片の取得要求を中止するために要する時間をRCSiで表すことにする。ここで、RCSi
は、受信状況監視部202E-1で測定されているクライアントiをターゲットとする取得要求
のRTTであるRTTiの半分などと近似すればよい。該要求が、クライアントiをターゲットと
した要求の（先のラベル付けで）mi番目であるとする。mi番目が中止候補となる場合、mi
+1番目以降の要求が存在したとしても、後続要求から中止候補となるため、すでにそれら
は中止候補となっている。そのため、該要求を中止した場合、mi-1番目以下の要求が実行
されている状況での見込みバッファ余裕が、中止バッファ余裕となる。具体的に示すと、
クライアントiをターゲットとするmi番目の取得要求の中止バッファ余裕は、
【数２４】
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と算出される。ここでTFi,hは、クライアントiをターゲットとするh番目の取得要求がデ
ータ取得を完了すると見込まれる時間である。
【０２８８】
次に未送出時バッファ余裕の算出法の一例を挙げることにする。新規取得要求が先のラベ
ル付けで、クライアントiをターゲットとするmi+h番目の要求であったとすると、未送出
バッファ余裕は、mi+(h-1)番目までの新規要求を送出した際のバッファ余裕に相当する。
つまり、
【数２５】

と未送出時バッファ余裕は算出される。
【０２８９】
各要求に対して、中止バッファ余裕、未送出バッファ余裕を算出する。そしてその値の大
きい順に中止候補として行く。中止候補は、中止候補にならなかった実行中の要求を継続
し、さらに中止候補とならなかった新規取得要求を実行しても、実行中の要求の取得レー
トと新規要求による予測取得レートの合計が、ボトルネック限界レート以下となるまで選
択される。
【０２９０】
ただし、相対的な見込みバッファ余裕の大小のみで取得要求を中止して行くと、全ての要
求のバッファ余裕が単調に減少し、結局全てのクライアントへの配信品質が劣化する恐れ
がある。そこで、ターゲットクライアントの見込みバッファ余裕値が、設定した最低見込
みバッファ余裕閾値以下となった時点で中止候補の選択は打ち切る。
そして選択された中止候補の取得要求を中止することでボトルネックの見込み帯域使用幅
をボトルネック限界レート以下にできるか調べる（ステップＫ１９０）。クライアントi
をターゲットとした、要求hの現在時刻ｔでの取得レートをzi,h(t)で表す。ターゲットと
なっているクライアントの数がMであり、クライアントiをターゲットとした中止候補とな
っていない要求がmi個(i=1,…,M)あり、中止候補となっていない新規取得要求がそれぞれ
ni個（i=1,…M）だけあるとする。これらの要求を全て中止しても見込み帯域使用幅がボ
トルネック限界レート以下にならない、つまり
【数２６】

ならば、先読み制御部202Eはクライアントjからの新たな要求の送出を中止する（ステッ
プＫ２１０）。そして、クライアントjをターゲットとするコンテンツ断片の取得要求送
出時刻を、後述のステップＫ１４０で示す方法に従い設定する。ここで1(ni1)は、ni＞1
の時に１、それ以外には０となる変数である。また、中止候補として選択されている要求
の実行は中止してもしなくても良いが、本実施の形態のフローチャートでは中止しないと
してある。
【０２９１】
ステップＫ１９０において、中止候補を中止することで見込み帯域使用幅がボトルネック
限界レート以下にできるならば、ステップＫ６０に進み、ステップＫ６０でバッファ余裕
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がTHLMINjより大きければ、実行中の中止候補の要求は実行を中止し、中止候補に含まれ
る新規取得要求は破棄する（ステップＫ２００）。
【０２９２】
新規取得要求を送出するために必要な帯域が確保できたとステップＫ５０で判断されると
、先読み制御部202Eは、ステップＫ７０以下の要求するコンテンツ断片の範囲の算出に進
もうとする。
【０２９３】
しかし、実行中の取得要求と算出された新規取得要求の先読み取得予測レートの合計（以
下合計取得予測レート）
【数２７】

が小さい場合、先読みを行ってもバッファの枯渇（バッファ余裕が０となること）が避け
られない。このような場合は、新規取得要求を断念すべきである。その判断をステップＫ
６０で行う。具体的には、見込みバッファ余裕b＊j(t)が指定された最低バッファ余裕値T
HLMINj以下であるならば、新規取得要求の送出を中止するためにステップＫ２１０に進む
。バッファ余裕がTHLMINjより大きければ、ステップＫ２００に進み上記のように候補要
求の中止を行うと共に、ステップＫ７０以下に進み、新規取得要求の送出を行う。
【０２９４】
ステップＫ７０では、新規取得要求のコンテンツ断片の範囲の算出を行う。まず先頭の新
規取得要求の開始位置は前回要求の終了位置と現在視聴位置のうち大きいほうの値に一致
する。これは第５、第６の実施の形態と同様である。最後尾（クライアントjをターゲッ
トとする要求の中で最後の要求）の取得要求の終了位置は、取得要求の実行完了時の見込
みバッファ余裕を希望バッファ余裕値THSjにできる位置とする。例えば、ストリームが固
定視聴レートrjのCBRとしてエンコードされていて、プロキシストリームサーバ20Eがオリ
ジンサーバからストリームデータを取得する合計取得予測レートがコンスタントにzjであ
る場合の終了位置の算出法を説明する。プロキシストリームサーバ20Eは、要求した開始
位置のデータの到着から、終了位置のデータの到着までの間、(zj-rj)のレート（bps）で
バッファを増加する。これをバッファ余裕に換算すると、単位時間あたりに(zj-rj)/rj秒
分のバッファ余裕が生じていることになる。プロキシストリームサーバ20Eが、コンテン
ツ取得要求を送信してから、終了位置のデータを受信するまでの時間をSTと置くと、ST後
の見込みバッファ余裕b＊j(t+ST)は、要求送信から開始位置のデータ受信までのRTTであ
るRTTjも考慮すると、
【数２８】

となる。b＊j(t)=THSjとなるのは、
【数２９】

である。ここで、（データ取得完了予定時刻がRTTよりも短く設定されるのはおかしいの
で）ST＞RTTjでなければならない。よって、THSj＞bj(t)の時は、zj＞rjで無ければなら
ない。THSj＞bj(t)かつzj≦rjの時の対応は別途検討する。THSj≦bj(t)の時は、ステップ
Ｅ２０で、取得レートが視聴レートを超えるケースは除かれているので、必ずzj＜rjとな
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っているので、ST＞RTTjが成立している。ST＞RTTjを満たす場合、ST秒後に得られるコン
テンツの範囲CSTは、
【数３０】

となる。よって最後尾の要求の終了位置は、開始位置＋CSTと設定する。こうすることで
、現在時刻からST秒後に、クライアントjのバッファ余裕が、THSjになっていることが期
待できる。各要求の要求範囲は、開始位置＋CSTの幅を均等に分担するのが最も単純であ
る。他にも、後続の要求から中止されることも考えると、後続の要求ほど短くする、とい
う方式もあり得る。また、完全に異なる部分を分担するのではなく、ある程度重複がある
ように分担する、という方式でも良い。
【０２９５】
しかし、THSj＞bj(t)かつzj≦rjの時は、バッファ余裕をTHSjにすることはできない。し
かし、バッファ余裕を希望バッファ余裕値にできないから全く取得要求を出さないと、さ
らにバッファ余裕は切迫する。適当なコンテンツ断片の範囲を設定して取得を実行すべき
であるが、あまり長い範囲を要求するのは、取得レートを確保するタイミングを遅らせる
ことになってしまい、バッファ余裕が切迫する原因となる。早めに次回の取得要求が実行
されるように範囲は小さく設定することが望ましい。そこで、最低バッファ余裕値THLMIN
jを指定し、見込みバッファ余裕がTHLMINjとなる範囲を先読み制御部202Eは設定する。b
＊j(t)=THLMINjとなるのは、
【数３１】

である。ST＞RTTjでなければならない。bj(t)≦THLMINjのケース（最低バッファ余裕値を
確保できないケース）は既にステップＫ６０で除外されているので、必ずST＞RTTjとなっ
ている。bj(t)＞THLMINjの際は、
【数３２】

の範囲を要求する。終了位置をこのCSTを用いて、開始位置＋CSTと設定する。こうするこ
とで、現在時刻からST秒後のクライアントjのバッファ余裕は、THLMINj以下にならないこ
とが期待できる。各要求の要求範囲は、開始位置＋CSTの幅を均等に分担するのが最も単
純である。他にも、後続の要求から中止されることも考えると、後続の要求ほど短くする
、という方式もあり得る。
【０２９６】
そして先読み制御部202Eは、トランスポート層制御部205Eに、先のステップで決定した範
囲を指定した中止候補とならなかったni個の新規コンテンツ取得要求をオリジンサーバに
送出してコンテンツ断片を受信するように指示する（ステップＫ８０）。
【０２９７】
そして、送出した要求の中止（ステップＫ１１０）、または送出した要求によるコンテン
ツ断片の取得完了（ステップＫ１００）のいずれかのイベントが発生するのを先読み制御
部202Eは待つ（ステップＫ９０）。
【０２９８】
コンテンツ断片の取得が完了した場合（ステップＫ１００）、先読み制御部202Eはクライ
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アントjをターゲットとする取得要求の次回送出時刻を設定する（ステップＫ１２０）。
次回要求送出時刻は、バッファ余裕が取得要求送出バッファ余裕閾値THLjに達すると予測
される時刻を次回の要求生成時刻として設定する。現在のバッファ余裕がbj(t)(≧THLj)
とすると、XT秒先の見込みバッファ余裕b＊j(t+XT)は、クライアントjをターゲットとし
た実行中の要求がmi個あるとすると、XT後のバッファ余裕は、
【数３３】

として算出される。この式を満たすXTを求め、現在時刻＋XTを次回取得要求送出時刻とし
て設定する。もしTHLj ＞bj(t)ならば、バッファ余裕が十分に無いことを意味するので、
現在時刻を次回要求取得送出時刻として設定し、直ちにステップＥ１０に戻る。
【０２９９】
コンテンツ断片の取得要求の中止の場合（ステップＫ１１０）、先読み制御部202Eはクラ
イアントjをターゲットとする取得要求の次回送出時刻を設定する（ステップＫ１４０）
。中止の場合、次回の要求送出までの間隔をある程度空けなければならない。直ちに再要
求を実行することは、ネットワークの輻輳に拍車をかけることになるからである。現在の
バッファ余裕値が、bj(t)＞THLjの場合は、次回要求生成時刻は、完了時と同様にバッフ
ァ余裕が取得要求送出バッファ余裕閾値THLjに達すると予測される時刻とすればよい。そ
れに対し、現在のバッファ余裕値が、bj(t)≦THLjの場合は、次回要求送出時刻は、見込
みバッファ余裕が最小バッファ余裕値THLMINjに達すると予測される時刻を次回の要求生
成時刻として設定する。現在のバッファ余裕がbj(t)(≧THLMINj)とすると、XT秒先の見込
みバッファ余裕b＊j(t+XT)は、中止後のクライアントjをターゲットとする実行中の要求
数をkiとすると、
【数３４】

である。この式を満たすXTを求め、現在時刻＋XTを次回取得要求送出時刻として設定する
。もしTHLMINj ＞bj(t)ならば、バッファ余裕が視聴品質を保つのには不十分と判断しク
ライアントjをターゲットとしたコンテンツ断片の取得はあきらめるものとする（ステッ
プＫ１５０）。
【０３００】
また、以上の処理フローは、クライアントjからの視聴終了リクエストがストリーム配信
制御部201Eを通じて、先読み制御部202Eに届くと中止される。先読み制御部202Eは、視聴
終了リクエストを受けると、トランスポート層制御部205Eに対して、オリジンサーバへ取
得中止の要求を送出するように指示する。また、必要があればオリジンサーバとストリー
ムプロキシサーバ間のコネクションの切断も指示する。
【０３０１】
第１２の実施の形態の効果は、１つの取得要求がデータを取得するために使える実効帯域
が限定されている場合でも、1人のクライアントをターゲットする取得要求を同時に複数
実行することで、空き帯域を活用した積極的な取得を実現することができることである。
【０３０２】
なお、上記各実施の形態のストリームプロキシサーバは、ストリーム配信制御部、先読み
制御部、受信レート制御部、トランスポート層制御部、ネットワーク情報収集部、その他
の機能をハードウェア的に実現することは勿論として、各機能を備えるプロキシ制御プロ
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グラムを、コンピュータ処理装置のメモリにロードすることでソフトウェア的に実現する
ことができる。このプロキシ制御プログラム１０００は、磁気ディスク、半導体メモリそ
の他の記録媒体に格納される。そして、その記録媒体からコンピュータ処理装置にロード
され、コンピュータ処理装置の動作を制御することにより、上述した各機能を実現する。
【０３０３】
以上好ましい実施の形態及び実施例をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも上記
実施の形態及び実施例に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々
に変形して実施することができる。
【０３０４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、以下に述べるような効果が実現される。
【０３０５】
第１に、プロキシサーバにおいて、ネットワークを流れる他のトラヒックへの影響を極力
抑えてオリジンサーバからのコンテンツの取得を実現することができる。
【０３０６】
第２に、プロキシサーバにおいて、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを制御し
、同一のボトルネックを共有するコンテンツの間で帯域の割り当て制御を行うことにより
、視聴品質の悪化が起こる可能性を極力抑えることを可能する。
【０３０７】
第３に、プロキシサーバにおいて、オリジンサーバからのコンテンツ取得レートを制御す
ることにより、優先度の高い視聴に関して視聴品質の悪化が起こる可能性を最小限に抑え
ることを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバを使ったネットワーク
構成を示す図である。
【図２】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバの内部構成を示すブロ
ック図である。
【図３】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動作
フローチャートである。
【図４】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動作
フローチャートである。
【図５】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動作
フローチャートである。
【図６】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動作
フローチャートである。
【図７】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動作
フローチャートである。
【図８】　本発明による希望レートの決定方法を説明する図である。
【図９】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバの動作を説明するタイ
ミングチャートである。
【図１０】　本発明の第１の実施の形態のストリームプロキシサーバ保持しているストリ
ーム断片を説明する図である。
【図１１】　本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバを使ったネットワー
ク構成を示す図である。
【図１２】　本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバの内部構成を示すブ
ロック図である。
【図１３】　本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
【図１４】　本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
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【図１５】　本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
【図１６】　本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
【図１７】　本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
【図１８】　本発明の第２の実施の形態のストリームプロキシサーバの動作を説明するタ
イミングチャートである。
【図１９】　本発明の第２ストリームプロキシサーバが保持しているストリーム断片を説
明する図である。
【図２０】　本発明の第３の実施の形態のストリームプロキシサーバの内部構成を示すブ
ロック図である。
【図２１】　本発明の第４の実施の形態のストリームプロキシサーバの内部構成を示すブ
ロック図である。
【図２２】　本発明の第５、第６の実施の形態のネットワーク接続状況を示すための構成
を示す図である。
【図２３】　本発明の第５の実施の形態のストリーミングプロキシサーバの内部構成を示
すブロック図である。
【図２４】　本発明の第５の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
【図２５】　本発明の第５の実施の形態における要求するコンテンツ断片の範囲の算出法
を説明するための図である。
【図２６】　本発明の第６の実施の形態のストリーミングプロキシサーバの内部構成を示
すブロック図である。
【図２７】　本発明の第６の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
【図２８】　本発明の第８の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
【図２９】　本発明の第９の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の動
作フローチャートである。
【図３０】　本発明の第９の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部のク
ラス下げ／中止候補選択の動作フローチャートである。
【図３１】　本発明の第１０の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の
動作フローチャートである。
【図３２】　本発明の第１２の実施の形態のストリームプロキシサーバの先読み制御部の
動作フローチャートである。
【図３３】　本発明の第１２の実施の形態における見込みバッファの定義を説明する図で
ある。
【図３４】　従来のストリームプロキシサーバを用いたネットワーク構成を示す図である
。
【図３５】　従来のストリームプロキシサーバの内部構成を示すブロック図である。
【図３６】　従来のストリームプロキシサーバの動作を説明するタイミングチャートであ
る。
【図３７】　従来のストリームプロキシサーバが保持しているストリーム断片を示す図で
ある。
【符号の説明】
10-1－10-n　　クライアント
20A、20B、20C、20D、20E　ストリームプロキシサーバ
30　ルータ
50、60、80　ネットワーク
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70、110、120、130　ネットワーク
40-1－40m　オリジンサーバ
201A、201B、201C、201D、201E　ストリーム配信制御部
202A、202B、202C、202D、202E　先読み制御部
202E-1　受信状況監視部
204A、204B、204C、204D、204E　記憶部
205A、205B、205C、205D、205E　トランスポート層制御部
206A、206B、206C、206D、206E　受信レート制御部
207A、207B、207C、207D、207E　ネットワーク情報収集部

【図１】 【図２】
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