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(57)【要約】
【課題】動画データを配信するネットワークの負荷を低
減する。
【解決手段】再生制御装置１２が、各々が時系列のデー
タである複数の動画データ５５の各々を時系列に応じて
複数に分割してセグメントファイルを生成する。端末装
置１８は、セグメントファイルを再生する再生順に擬似
セグメントファイル名が定義された擬似定義ファイル５
９に基づいて分割ファイルを再生する。端末装置１８は
、擬似セグメントファイル名と実セグメントファイル名
との対応関係を表す対応表３７に基づき擬似セグメント
ファイル名を実セグメントファイル名に変換する。端末
装置１８は、実セグメントファイル名を送信することで
、セグメントファイルの配信を再生制御装置１２に要求
する。再生制御装置１２は、配信の要求があった際に、
実セグメントファイル名がセグメントファイル名として
付与されたセグメントファイルを、動画データ５５から
選択して端末装置１８に配信する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルの識別情報を特定し、
　記憶部に記憶された、再生順が規定された所定の複数の分割ファイルの識別情報を参照
して、再生順に、前記複数の分割ファイルの各識別情報と、前記所定の複数の分割ファイ
ルの識別情報とを対応づけた対応関係データを生成し、
　生成した前記対応関係データを端末装置に送信し、
　前記端末装置から、前記対応関係データに基づき、再生順が規定された前記所定の複数
の分割ファイルに対応する分割ファイルの要求を受け付けると、受け付けた分割ファイル
を前記端末装置に送信する
　処理をコンピュータに実行させることを特徴とする再生制御プログラム。
【請求項２】
　前記対応関係データを前記端末装置に送信し、
　前記送信する処理は、前記端末装置からの前記対応関係データに基づく前記複数の分割
ファイルの各識別情報の取得依頼に応じて再生対象の分割ファイルを送信する
　ことを特徴とする請求項１記載の再生制御プログラム。
【請求項３】
　コンピュータに、
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報を付与し、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置から動画データの配信要求があった際に、再生制御プ
ログラムを実行するコンピュータの外部の装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と前記
識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複数の
動画データの分割ファイルの中から選択して配信する、
　ことを含む処理を実行させる再生制御プログラム。
【請求項４】
　前記外部の装置は前記端末装置であり、前記配信要求は前記対応関係情報に基づいて前
記擬似識別情報から変換した前記識別情報であり、
　分割ファイルを配信する処理では、前記複数の動画データの分割ファイルの中から前記
配信要求である前記識別情報が付与された分割ファイルを選択して配信する、
　請求項３に記載の再生制御プログラム。
【請求項５】
　前記端末装置から再生対象とする分割ファイルの条件を受信し、
　前記複数の動画データ各々の時系列が同一である分割ファイルの中から、受信した条件
を満たす分割ファイルを選択し、
　分割ファイルに付与された識別情報を特定するための情報を前記外部の装置に送信する
、
　請求項３または請求項４に記載の再生制御プログラム。
【請求項６】
　前記複数の動画データの各々は、撮影対象を異なるアングルで撮影して得られた動画デ
ータである、
　請求項３から請求項５のいずれか１項に記載の再生制御プログラム。
【請求項７】
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与されており、
　コンピュータに、
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　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルの配信要求を行う際に、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
表す対応関係情報に基づき前記擬似識別情報を前記識別情報に変換し、
　変換した前記識別情報を配信要求として送信する、
　ことを含む処理を実行させる変換プログラム。
【請求項８】
　配信要求先の装置に再生対象とする分割ファイルの条件を送信し、
　前記条件を満たす分割ファイルに付与された前記識別情報を特定するための情報を前記
装置から受信し、
　前記識別情報を特定するための情報に基づいて特定された前記識別情報を前記擬似識別
情報に対応付けて前記対応関係情報を作成する、
　請求項７に記載の変換プログラム。
【請求項９】
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報を付与する付与部と、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置から動画データの配信要求があった際に、再生制御プ
ログラムを実行するコンピュータの外部の装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と前記
識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複数の
動画データの分割ファイルの中から選択して配信する配信部と、
　を備えた再生制御装置。
【請求項１０】
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与されており、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルの配信要求を行う際に、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
表す対応関係情報に基づき前記擬似識別情報を前記識別情報に変換し、変換した前記識別
情報を配信要求として送信する変換部と、
　前記対応関係情報を記憶する記憶部と、
　を備えた端末装置。
【請求項１１】
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報を付与する付与部と、分割ファイルを再生する再生順に擬似
識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づいて分割ファイルを再生する端末装置から
動画データの配信要求があった際に、前記端末装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と
前記識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複
数の動画データの分割ファイルの中から選択して配信する配信部と、を備えた再生制御装
置と、
　前記擬似定義ファイルに基づいて分割ファイルの配信要求を行う際に、前記対応関係情
報に基づき前記擬似識別情報を前記識別情報に変換し、変換した前記識別情報を配信要求
として送信する変換部と、前記対応関係情報を記憶する記憶部と、を備えた前記端末装置
と、
　を備えた動画再生システム。
【請求項１２】
　コンピュータにより、
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
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番を表す情報を含む識別情報を付与し、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置から動画データの配信要求があった際に、再生制御プ
ログラムを実行するコンピュータの外部の装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と前記
識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複数の
動画データの分割ファイルの中から選択して配信する、
　ことを含む処理を実行させる再生制御方法。
【請求項１３】
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与されており、
　コンピュータにより、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルの配信要求を行う際に、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
表す対応関係情報に基づき前記擬似識別情報を前記識別情報に変換し、
　変換した前記識別情報を配信要求として送信する、
　ことを含む処理を実行させる変換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生制御プログラム、変換プログラム、再生制御装置、端末装置、動画再生
システム、再生制御方法、及び変換方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　時系列的に一連の動画データを時系列に応じて分割した複数の分割ファイルをネットワ
ークを介して動画データの再生機能を有する端末装置に配信することにより端末装置にお
ける動画データの再生を制御する技術がある。
【０００３】
　このような技術として、再生制御装置が複数の動画データの各々について分割した分割
ファイルから選択された分割ファイルを順次選択して端末装置に送信する技術がある。
【０００４】
　当該技術によれば例えば、複数の撮影装置で異なるアングルから撮影された、いわゆる
マルチアングル撮影により得られた複数の動画データを、端末装置で動画を視聴するクラ
イアントの好みに応じて端末装置毎に配信することが可能となる。
【０００５】
　このような技術として、映像データにリンクしたリンク名により映像データの配信順を
定義した配信リストに基づいて端末装置が再生制御装置に映像データの配信を要求し、要
求された映像データを再生制御装置から配信する技術がある。この技術では、リンク名と
映像データファイル名とを対応付けたリンクリストを再生制御装置が生成して端末装置に
提供する。この技術では、端末装置が、提供されたリンクリストの映像データ名を他の映
像データファイル名に更新することで、配信する映像データを変更することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ＷＯ２００２／０８２８１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　複数の端末装置が、各端末装置で動画を視聴するクライアントの好みに応じた動画デー
タ（分割ファイル）の配信を再生制御装置に対して、ネットワークを介して要求すること
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がある。このような場合、セグメントを定義したＨＴＭＬ（HyperText Markup Language
）を更新する回数が増大することにより、ネットワークを介して配信される動画データの
データ量が増加し、ネットワーク負荷が増大する。
【０００８】
　一つの側面では、本発明は、動画データを配信するネットワークの負荷を低減すること
が目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、１つの態様として、各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を
時系列に応じて複数に分割した分割ファイルに対し、複数の動画データのいずれであるか
を表す情報及び時系列の順番を表す情報を含む識別情報を付与する。分割ファイルを再生
する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づいて分割ファイルを再生
する端末装置からは、動画データの配信要求が行われる。配信要求があった際に、再生制
御プログラムを実行するコンピュータの外部の装置に記憶され、かつ擬似識別情報と識別
情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、複数の動画デー
タの分割ファイルの中から選択して配信する。
【発明の効果】
【００１０】
　一つの側面では、動画データを配信するネットワークの負荷を低減することができる、
という効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態に係る動画再生システム全体の概略構成の一例を表すブロック図で
ある。
【図２】マルチアングル撮影の具体例を説明する図である。
【図３】第１実施形態に係る動画再生システムの概略構成を表す機能ブロック図である。
【図４】動画データの具体例を表す図である。
【図５】視聴アングル選択表の具体例を表す図である。
【図６】第１実施形態に係る再生制御装置を実現するハードウエアの概略構成を示すブロ
ック図である。
【図７】第１実施形態に係るキャッシュサーバを実現するハードウエアの概略構成を示す
ブロック図である。
【図８】第１実施形態に係る端末装置を実現するハードウエアの概略構成を示すブロック
図である。
【図９】第１実施形態に係る端末装置で実行される対応表作成処理の一例のフローチャー
トである。
【図１０】第１実施形態に係る対応表作成処理における初期化処理の一例のフローチャー
トである。
【図１１】第１実施形態に係る対応表作成処理における更新処理の一例のフローチャート
である。
【図１２】第１実施形態に係る再生制御装置で実行されるアングル選択処理の一例のフロ
ーチャートである。
【図１３】第１実施形態に係るアングル選択処理における初期化処理の一例のフローチャ
ートである。
【図１４】第１実施形態に係るアングル選択処理における更新処理の一例のフローチャー
トである。
【図１５】第１実施形態に係る対応表を作成するために再生制御装置と、キャッシュサー
バと、端末装置との間でやり取りされる処理の流れを表したシーケンス図である。
【図１６】対応表の具体例を示す図である。
【図１７】セグメントファイルを配信するために再生制御装置と、キャッシュサーバと、
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端末装置との間で要求及び配信されるセグメントファイルの流れの概略を説明する説明図
である。
【図１８】セグメントファイルを配信するために再生制御装置と、キャッシュサーバと、
端末装置との間でやり取りされる処理の流れを表したシーケンス図である。
【図１９】第１実施形態の端末装置で実行される変換処理の例のフローチャートである。
【図２０】擬似定義ファイルの具体例を示す図である。
【図２１】第１実施形態のキャッシュサーバで実行される配信処理の例のフローチャート
である。
【図２２】第１実施形態の再生制御装置で実行される配信処理の例のフローチャートであ
る。
【図２３】第２実施形態に係る動画再生システムの概略構成を表す機能ブロック図である
。
【図２４】第３実施形態に係る動画再生システムの概略構成を表す機能ブロック図である
。
【図２５】比較例となる動画再生システムにおける再生制御装置と、キャッシュサーバと
、端末装置との間で要求及び配信されるセグメントファイルの流れの概略を説明する説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して開示の技術の一例を詳細に説明する。
【００１３】
［第１実施形態］
　図１に示すように、本実施形態の動画再生システム１０Ａは、再生制御装置１２、撮影
装置１４１～１４ｍ（ｍは正の整数）、キャッシュサーバ１６、及び端末装置１８１～１
８ｎ（ｎは正の整数）を備える。以下、撮影装置１４１～１４ｍは、撮影装置１４１～１
４ｍの個々を区別せずに総称する場合、個々を表す１～ｍの記載を省略して「撮影装置１
４」と記載される。また、端末装置１８１～１８ｎは、端末装置１８１～１８ｎの個々を
区別せずに総称する場合、個々を表す１～ｎの記載を省略して「端末装置１８」と記載さ
れる。
【００１４】
　図１に示すように、再生制御装置１２及び撮影装置１４は、ネットワーク１３を介して
互いに接続されている。再生制御装置１２及びキャッシュサーバ１６は、ネットワーク１
５を介して互いに接続されている。また、キャッシュサーバ１６及び端末装置１８は、ネ
ットワーク１９を介して互いに接続されている。
【００１５】
　なお、ネットワーク１３、１５、１９はそれぞれ別々のネットワークであっても同じネ
ットワークであってもよい。
【００１６】
　撮影装置１４は、動画像を撮影する機能を有するものであり、いわゆるカメラ等である
。本実施形態の撮影装置１４は、具体例として図２に示すように、撮影対象を複数のアン
グルで撮影する、いわゆるマルチアングルの撮影を行う。図２に示した具体例では、動画
再生システム１０Ａが５台（ｍ＝５）の撮影装置１４を備え、マルチアングルで野球中継
を行う場合を示している。撮影装置１４は、撮影した動画像の画像データ（以下、「動画
データ」という）をネットワーク１３を介して再生制御装置１２に送信する。動画データ
の各々は、データが時系列に連続した時系列データである。
【００１７】
　再生制御装置１２は、撮影装置１４から受信した動画データをキャッシュサーバ１６を
介して端末装置１８に配信することにより、端末装置１８における動画像の再生を制御す
る。
【００１８】
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　本実施形態の再生制御装置１２は、一連の動画データを所定時間（例えば、１０秒）毎
に分割したセグメントファイルをHypertext Transfer Protocol（ＨＴＴＰ）により順次
配信する方式により端末装置１８に配信する。配信方式は、例えば、HTTP Live Streamin
g（ＨＬＳ）やMoving Picture Experts Group - Dynamic Adaptive Streaming over HTTP
（ＭＰＥＧ－ＤＡＳＨ）等がある。なお、本実施形態において「一連」とは、時系列的に
連続していることを表す。セグメントファイルは、開示の技術の分割ファイルの一例であ
る。
【００１９】
　端末装置１８は、再生制御装置１２に動画データの配信を要求し、要求した動画データ
を受信して表示する。
【００２０】
　図３は、第１実施形態に係る動画再生システムの概略構成を表す機能ブロック図である
。
【００２１】
　本実施形態の端末装置１８は、再生制御装置１２に動画データ５５の配信を要求し、要
求した動画データ５５を受信する変換装置２２と、動画データを表示装置（図示省略）に
表示させる再生装置と、を備える。なお、動画データを表示させる表示装置は、いわゆる
ディスプレイ等であり、端末装置１８が備えていてもよいし、端末装置１８に接続されて
端末装置１８の外部に設けられていてもよい。
【００２２】
　なお、端末装置１８は、端末装置１８から再生制御装置１２へ配信を要求する等の各種
の信号を送信する場合、再生制御装置１２が送信元の端末装置１８を識別するための識別
情報を、当該信号に付加して送信する。これにより、再生制御装置１２は、受信した信号
の送信元の端末装置１８がいずれであるかを識別することができる。
【００２３】
　図３に示すように再生制御装置１２は、アングル選択部５０、配信部５２、記憶部５４
、及び記憶部５６を備える。
【００２４】
　記憶部５４には、撮影装置１４で撮影された動画データ５５が記憶される。なお、本実
施形態の再生制御装置１２では、図４に示すように、各撮影装置１４（アングルｋ、図２
の具体例ではｋ＝Ａ～Ｅのいずれか）毎に、動画データを所定時間毎に分割したセグメン
トファイルを記憶部５４に記憶する。
【００２５】
　記憶部５６には、端末装置１８（端末装置１８で動画を視聴するクライアント）毎の視
聴条件に応じた視聴アングル選択表５７（図５参照、詳細後述）が記憶される。
【００２６】
　アングル選択部５０は、セグメント毎に、クライアントの視聴条件に応じたアングルを
選択し、選択結果を記憶部５６に記憶されている視聴アングル選択表５７に記載する。ま
た、本実施形態のアングル選択部５０は、視聴アングル選択表５７に基づいて、端末装置
１８に、対応表３７を更新するための情報を出力する。
【００２７】
　配信部５２は、キャッシュサーバ１６を介して端末装置１８から要求された動画データ
５５として、セグメントファイルを配信する。
【００２８】
　一方、図３に示すようにキャッシュサーバ１６は、配信部４０及び記憶部４２を備える
。
【００２９】
　記憶部４２は、再生制御装置１２の配信部５２から配信されたセグメントファイルをキ
ャッシュデータ４３として一時的に記憶する。
【００３０】
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　配信部４０は、端末装置１８から要求されたセグメントファイル名に応じたセグメント
ファイルがキャッシュデータ４３として記憶されている場合、記憶部４２から読み出して
、端末装置１８に配信する。また、配信部４０は、セグメントファイルがキャッシュデー
タ４３として記憶されていない場合、再生制御装置１２に配信を要求し、再生制御装置１
２から配信されたセグメントファイルを端末装置１８に配信する。なお、本実施形態にお
いて「セグメントファイル名」とは、セグメントファイルを識別する識別情報の一例であ
り、予め定められた規則に基づいて生成される。例えば、詳細は後述するが、実セグメン
トファイル名は、対応表作成部３２が、受信したセグメント番号（ｓ）及びアングルｋを
表す情報から生成する。
【００３１】
　一方、図３に示すように端末装置１８は、再生装置２０及び変換装置２２を備えている
。
【００３２】
　再生装置２０は、再生部３０を備える。再生部３０は、変換装置２２から出力されたセ
グメントファイルを順次表示装置に表示（再生）させる制御を行う。本実施形態の再生部
３０は、具体的には、擬似定義ファイル５９（図２０参照、詳細後述）に基づいて、配信
の要求や再生を行う。そのため擬似定義ファイル５９におけるセグメントファイル名（以
下、「擬似セグメントファイル名」という）に応じたセグメントファイルの配信を要求す
る。
【００３３】
　変換装置２２は、対応表作成部３２、変換部３４、及び記憶部３６を備える。記憶部３
６は、擬似セグメントファイル名と、セグメントファイルに付与されている実際のセグメ
ントファイル名（以下、「実セグメントファイル名」という）との対応関係を表す対応表
３７を記憶する。
【００３４】
　対応表作成部３２は、再生制御装置１２のアングル選択部５０から出力された対応表３
７を更新するための情報に基づいて、対応表３７の作成及び更新を行う。本実施形態の対
応表作成部３２は、開示の技術の付与部の一例である。
【００３５】
　変換部３４は、記憶部３６に記憶されている対応表３７に基づいて、擬似セグメントフ
ァイル名と実セグメントファイル名との変換を行う。
【００３６】
　本実施形態の再生制御装置１２は、例えば図６に示すコンピュータ６０で実現すること
ができる。コンピュータ６０は、ＣＰＵ６１、一時記憶領域としてのメモリ６２、及び不
揮発性の記憶部６３を備える。また、コンピュータ６０は、記録媒体６９に対するデータ
の読み込みと書き込みとを制御するｒｅａｄ／ｗｒｉｔｅ（Ｒ／Ｗ）部６４、及びインタ
ーネット等のネットワークに接続されるネットワークＩ／Ｆ６５を備える。ＣＰＵ６１、
メモリ６２、記憶部６３、Ｒ／Ｗ部６４、及びネットワークＩ／Ｆ６５は、バス６７を介
して互いに接続される。
【００３７】
　記憶部６３は、Hard Disk Drive（ＨＤＤ）、solid state drive（ＳＳＤ）、またはフ
ラッシュメモリ等によって実現できる。記憶媒体としての記憶部６３には、コンピュータ
６０を再生制御装置１２として機能させるための再生制御プログラム７０が記憶される。
再生制御プログラム７０は、アングル選択プロセス７２と、配信プロセス７３と、を有す
る。
【００３８】
　ＣＰＵ６１は、再生制御プログラム７０を記憶部６３から読み出してメモリ６２に展開
し、再生制御プログラム７０が有するプロセスを順次実行する。ＣＰＵ６１は、アングル
選択プロセス７２を実行することで、図３に示すアングル選択部５０として動作する。ま
た、ＣＰＵ６１は、配信プロセス７３を実行することで、図３に示す配信部５２として動
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作する。これにより、再生制御プログラム７０を実行したコンピュータ６０が、再生制御
装置１２として機能することになる。
【００３９】
　また、記憶部６３における視聴アングル選択表記憶領域７４は、視聴アングル選択表５
７（図５参照）が記憶される記憶部５６として機能する。記憶部６３における動画データ
記憶領域７５は、動画データ５５が記憶される記憶部５４（図３参照）として機能する。
【００４０】
　なお、再生制御プログラム７０により実現される機能は、例えば半導体集積回路、より
詳しくはApplication Specific Integrated Circuit（ＡＳＩＣ）等で実現することも可
能である。
【００４１】
　一方、本実施形態のキャッシュサーバ１６は、例えば図７に示すコンピュータ８０で実
現することができる。コンピュータ８０は、ＣＰＵ８１、一時記憶領域としてのメモリ８
２、及び不揮発性の記憶部８３を備える。また、コンピュータ８０は、記録媒体８９に対
するデータの読み込みと書き込みとを制御するＲ／Ｗ部８４、及びインターネット等のネ
ットワークに接続されるネットワークＩ／Ｆ８５を備える。ＣＰＵ８１、メモリ８２、記
憶部８３、Ｒ／Ｗ部８４、及びネットワークＩ／Ｆ８５は、バス８７を介して互いに接続
される。
【００４２】
　記憶部８３は、ＨＤＤ、ＳＳＤ、またはフラッシュメモリ等によって実現できる。記憶
媒体としての記憶部８３には、コンピュータ８０をキャッシュサーバ１６として機能させ
るためのキャッシュプログラム９０が記憶される。キャッシュプログラム９０は、配信プ
ロセス９２を有する。
【００４３】
　ＣＰＵ８１は、キャッシュプログラム９０を記憶部８３から読み出してメモリ８２に展
開し、キャッシュプログラム９０が有するプロセスを実行する。ＣＰＵ８１は、配信プロ
セス９２を実行することで、図３に示す配信部４０として動作する。これにより、キャッ
シュプログラム９０を実行したコンピュータ８０が、キャッシュサーバ１６として機能す
ることになる。
【００４４】
　また、記憶部８３におけるキャッシュデータ記憶領域９４は、キャッシュデータ４３が
記憶される記憶部４２（図３参照）として機能する。
【００４５】
　なお、キャッシュプログラム９０により実現される機能は、例えば半導体集積回路、よ
り詳しくはＡＳＩＣ等で実現することも可能である。
【００４６】
　一方、本実施形態の端末装置１８は、例えば図８に示すコンピュータ１００で実現する
ことができる。コンピュータ１００は、ＣＰＵ１０１、一時記憶領域としてのメモリ１０
２、及び不揮発性の記憶部１０３を備える。また、コンピュータ１００は、記録媒体１０
９に対するデータの読み込みと書き込みとを制御するＲ／Ｗ部１０４、及びインターネッ
ト等のネットワークに接続されるネットワークＩ／Ｆ１０５を備える。また、コンピュー
タ１００は、表示装置及び入力装置等の入出力装置１０８が接続される入出力インターフ
ェース（Ｉ／Ｆ）１０６を備える。ＣＰＵ１０１、メモリ１０２、記憶部１０３、Ｒ／Ｗ
部１０４、ネットワークＩ／Ｆ１０５、及び入出力Ｉ／Ｆ１０６は、バス１０７を介して
互いに接続される。
【００４７】
　記憶部１０３は、ＨＤＤ、ＳＳＤ、またはフラッシュメモリ等によって実現できる。記
憶媒体としての記憶部１０３には、コンピュータ１００を端末装置１８として機能させる
ための変換プログラム１１０及び再生プログラム１１４が記憶される。変換プログラム１
１０は、対応表作成プロセス１１１と、変換プロセス１１２と、を有する。
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【００４８】
　ＣＰＵ１０１は、変換プログラム１１０を記憶部１０３から読み出してメモリ１０２に
展開し、変換プログラム１１０が有するプロセスを順次実行する。ＣＰＵ１０１は、対応
表作成プロセス１１１を実行することで、図３に示す対応表作成部３２として動作する。
また、ＣＰＵ１０１は、変換プロセス１１２を実行することで、図３に示す変換部３４と
して動作する。これにより、変換プログラム１１０を実行したコンピュータ１００が、端
末装置１８の変換装置２２として機能することになる。
【００４９】
　また、ＣＰＵ１０１は、再生プログラム１１４を記憶部１０３から読み出してメモリ１
０２に展開し、再生プログラム１１４が有するプロセスを実行する。ＣＰＵ１０１は、再
生プロセス１１５を実行することで、図３に示す再生部３０として動作する。これにより
、再生プログラム１１４を実行したコンピュータ１００が、端末装置１８の再生装置２０
として機能することになる。
【００５０】
　また、記憶部１０３における対応表記憶領域１１６は、対応表３７が記憶される記憶部
３６（図３参照）として機能する。
【００５１】
　なお、変換プログラム１１０及び再生プログラム１１４により実現される機能は、例え
ば半導体集積回路、より詳しくはＡＳＩＣ等で実現することも可能である。
【００５２】
　次に、本実施形態の動画再生システム１０Ａの作用について説明する。
【００５３】
　本実施形態の動画再生システム１０Ａでは、端末装置１８が動画データ５５の再生を開
始すると、端末装置１８で対応表３７を作成するために、端末装置１８が図９～１１に示
した対応表作成処理を実行する。また、再生制御装置１２が図１２～１４に示したアング
ル選択処理を実行する。図１５は、対応表３７を作成するために再生制御装置１２と、キ
ャッシュサーバ１６と、端末装置１８との間でやり取りされる処理の流れを表したシーケ
ンス図である。なお、図１５では、動画再生システム１０Ａが備える複数の端末装置１８
のうち、１つのみを記載しているが、各端末装置１８は、図示した端末装置１８と同様の
動作を行う。
【００５４】
　再生制御装置１２は、図１５に示すように、クライアントからの指示により動画データ
５５の再生を開始する（ステップＳ１０）と、図９に示すようにステップＳ１００で対応
表作成部３２が、図１０に示す初期化処理を実行する。
【００５５】
　図１０に示すようにステップＳ１３０で対応表作成部３２は、視聴条件を作成する。「
視聴条件」とは、端末装置１８のクライアントが視聴を希望する映像（動画像）の条件で
あり、端末装置１８が撮影対象とするセグメントファイルの条件である。視聴条件は、特
に限定されるものではない。例えば、動画データ５５が野球に関するものである場合は、
クライアントの指定した選手やチーム等が挙げられる。また、視聴条件は、例えば、撮影
装置１４そのものや撮影装置１４が撮影するアングルそのものであってもよい。視聴条件
を生成する方法も特に限定されず、クライアントが上記の視聴条件を図８に示した入出力
装置１０８から入力してもよい。なお、視聴条件を作成するタイミングは本実施形態に限
定されず、例えば、記憶部５４等は、再生を開始する前に作成された視聴条件を予め記憶
することも可能である。
【００５６】
　次のステップＳ１３２で対応表作成部３２は、作成した視聴条件をキャッシュサーバ１
６を介して再生制御装置１２に送信する。再生制御装置１２からは、セグメント番号（ｓ
、ｓ＝整数、本ステップではｓ＝１）と、視聴条件とに基づいて選択されたアングルｋを
表す情報が送信される（図１５参照、詳細後述）。なお、セグメント番号とは、動画像を
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時間で分割されたそれぞれのセグメントファイルに、時間の順に付与される番号である。
【００５７】
　次のステップＳ１３４で対応表作成部３２は、受信したセグメント番号（ｓ）及びアン
グルｋを表す情報を対応表３７に追加した後、対応表作成処理のステップＳ１０２に移行
する。図１６に示すように対応表３７は、擬似セグメントファイル名と、実セグメントフ
ァイル名との対応関係を表す対応関係情報の一例である。具体的には、対応表作成部３２
は、受信したセグメント番号（ｓ）及びアングルｋを表す情報から実セグメントファイル
名を生成し、セグメント番号（ｓ）に応じた擬似セグメントファイル名に対応付けて記憶
部３６に記憶させる。
【００５８】
　ステップＳ１０２で対応表作成部３２は、図１１に示した更新処理を実行する。図１１
に示すようにステップＳ１５０で対応表作成部３２は、セグメントファイル長時間－時間
α（セグメントファイル長時間と時間αとの差）の間、待機する。セグメントファイル長
時間とは、一連の動画データを分割したセグメントファイルの再生時間である。時間αと
は、後述のステップＳ１５２～Ｓ１５８の処理の実行に要する時間である。時間αは、予
め実験等により得ておいてもよい。なお、本ステップは、次のステップＳ１５２の処理を
セグメントファイル長時間毎に実行するために設けられたステップである。そのため、対
応表作成部３２は、本ステップに代えて、ステップＳ１５２を実行してからの経過時間を
タイマ等により計測し、セグメントファイル長時間に達したか否かを判断してもよい。
【００５９】
　次のステップＳ１５２で対応表作成部３２は、再生制御装置１２からキャッシュサーバ
１６を介してアングル変更メッセージを受信したか否かを判断する。対応表作成部３２は
、アングル変更メッセージを受信していない場合、ステップＳ１５２は否定判定となり、
ステップＳ１５４へ移行する。ステップＳ１５４で対応表作成部３２は、同じアングルと
した実セグメントファイル名を生成して、対応表３７に追加した後、ステップＳ１５８へ
移行する。
【００６０】
　一方、対応表作成部３２は、アングル変更メッセージを受信した場合、ステップＳ１５
２で肯定判定となりステップＳ１５６へ移行する。アングル変更メッセージには、セグメ
ント番号（ｓ）及び変更するアングルｋを表す情報が含まれている。ステップＳ１５６で
対応表作成部３２は、変更するアングル（アングル変更メッセージに含まれるアングルｋ
を表す情報）とした実セグメントファイル名を生成して、対応表３７に追加した後、ステ
ップＳ１５８へ移行する。
【００６１】
　ステップＳ１５８で対応表作成部３２は、再生を終了するか否かを判断する。本実施形
態では、クライアントから入出力装置１０８等により、再生の終了を指示された場合、再
生を終了（図１５、ステップＳ１２参照）する。なお、本実施形態では、端末装置１８に
おいて再生を終了する場合、図１５に示すように再生を終了する旨を表す終了情報をキャ
ッシュサーバ１６を介して再生制御装置１２に送信する（ステップＳ１３）。
【００６２】
　対応表作成部３２は、再生を終了しない場合、ステップＳ１５８で否定判定となり、ス
テップＳ１５０に戻り、ステップＳ１５０～Ｓ１５６の処理を繰り返す。一方、対応表作
成部３２は、終了する場合、ステップＳ１５８で肯定判定となり、本更新処理を終了する
。対応表作成部３２は、本更新処理を終了すると、対応表作成処理も終了する。
【００６３】
　一方、再生制御装置１２は、端末装置１８毎に視聴条件を受信すると、図１２に示した
アングル選択処理を実行する。
【００６４】
　ステップＳ２００でアングル選択部５０は、図１３に示した初期化処理を実行する。図
１３に示すようにステップＳ２３０でアングル選択部５０は、視聴条件を受信したクライ
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アント（端末装置１８）を図５に示した視聴アングル選択表５７に追加する。図５に示し
たように視聴アングル選択表５７は、クライアント毎に、クライアント名に対応付けて「
視聴条件」と、「処理セグメント番号」と、「アングル」と、「変更情報」とを含む。本
ステップでは、まず、アングル選択部５０は受信したクライアント名と視聴条件とを視聴
アングル選択表５７に追加する。
【００６５】
　次のステップＳ２３２でアングル選択部５０は、アングル毎に一連の動画データ５５を
分割してセグメントｓのセグメントファイルを生成する。なお、本初期化処理ではセグメ
ントｓのデータは動画データ５５を始めて分割した先頭データに当たるため、セグメント
番号は「１」となる。
【００６６】
　次のステップＳ２３４でアングル選択部５０は、視聴条件からセグメントｓのアングル
ｋを選択する。アングルの選択方法は特に限定されない。例えば、セグメントｓの画像デ
ータに対して画像解析を行い、視聴条件に応じた画像であるか否かを判定した判定結果に
基づいて選択してもよい。具体例としては、特定の野球選手を視聴条件とし、画像解析に
より当該野球選手がよりはっきり（大きく）映っているアングルを選択する方法が挙げら
れる。また、例えば、再生制御装置１２を操作する操作者等がセグメントファイル毎にタ
グ付けを行い、当該タグに基づいて選択してもよい。具体例としては、特定の野球選手を
視聴条件とし、同じセグメント番号の全アングルのセグメントファイルの中から当該野球
選手がよりはっきり（大きく）映っているセグメントファイルに当該野球選手を表すタグ
を操作者等が付与することが挙げられる。
【００６７】
　次のステップＳ２３６でアングル選択部５０は、視聴条件を受信したクライアントの端
末装置１８へセグメント番号（ｓ）及びアングルｋを表す情報を送信した後、本初期化処
理を終了して、アングル選択処理のステップＳ２０２へ移行する。
【００６８】
　ステップＳ２０２でアングル選択部５０は、セグメント番号（ｓ）をインクリメント（
ｓ＝ｓ+１）する。
【００６９】
　次のステップＳ２０４でアングル選択部５０は、図１４に示した更新処理を実行する。
図１４に示すようにステップＳ２５０でアングル選択部５０は、セグメント番号（ｓ）が
最後のセグメントファイルを配信したか否かを判断する。セグメント番号（ｓ）が最後の
セグメントファイルとは、撮影装置１４から受信した動画データ５５の時系列の最後に該
当するセグメントファイルである。セグメント番号（ｓ）が最後のセグメントファイルを
配信した場合、肯定判定となり、本更新処理を終了し、また、本アングル選択処理も終了
する。セグメント番号（ｓ）が最後のセグメントファイルを未だ配信していない場合、否
定判定となりステップＳ２５２へ移行する。
【００７０】
　ステップＳ２５２でアングル選択部５０は、視聴アングル選択表５７にクライアント名
が有る（記憶されている）か否かを判断する。本実施形態では、図１５に示すように、再
生制御装置１２は、端末装置１８から終了情報を受信した場合、視聴を終了したクライア
ントを視聴アングル選択表５７から削除する（ステップＳ２０）。すなわち、視聴アング
ル選択表５７には、視聴を行っているクライアントのみが記憶されている。そのため、視
聴アングル選択表５７にクライアント名が全く記憶されていない場合は、視聴を行ってい
るクライアント（再生を行っている端末装置１８）がいないことを表している。
【００７１】
　アングル選択部５０は、ステップＳ２５２で否定判定となった場合、本更新処理を終了
し、また、本アングル選択処理も終了する。一方、アングル選択部５０は、ステップＳ２
５２で肯定判定となった場合、ステップＳ２５４へ移行する。
【００７２】
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　ステップＳ２５４でアングル選択部５０は、アングル毎に一連の動画データ５５を分割
してセグメントｓのデータを生成し、セグメントファイル名を付与したセグメントファイ
ルとする。
【００７３】
　次のステップＳ２５６でアングル選択部５０は、クライアントｉを視聴アングル選択表
５７の先頭のクライアントとする。図５に示した視聴アングル選択表５７の場合、クライ
アントｉは、クライアント３（ｉ＝３）となる。
【００７４】
　次のステップＳ２５８でアングル選択部５０は、上述した再生制御装置１２における初
期化処理のステップＳ２３４（図１３参照）と同様に視聴条件からクライアントｉのセグ
メントｓのアングルｋを選択する。
【００７５】
　次のステップＳ２６０でアングル選択部５０は、視聴アングル選択表５７を参照し、セ
グメントｓ－１とセグメントｓとでアングルが変化したか否かを判断する。アングルが変
化していない場合、アングル選択部５０は、否定判定となりステップＳ２６２へ移行する
。ステップＳ２６２でアングル選択部５０は、視聴アングル選択表５７のクライアントｉ
のデータを更新した後、ステップＳ２６８へ移行する。具体的にはアングル選択部５０は
、「処理セグメント番号」にセグメント番号「ｓ」を、「アングル」に選択したアングル
「ｋ」を、「変更情報」に変更が無いことを表す「無」を各々更新する。
【００７６】
一方、アングルが変化した場合、アングル選択部５０は、ステップＳ２６０で肯定判定と
なりステップＳ２６４へ移行する。ステップＳ２６４でアングル選択部５０は、視聴アン
グル選択表５７のクライアントｉのデータを更新する。具体的にはアングル選択部５０は
、「処理セグメント」にセグメント番号「ｓ」を、「アングル」に選択したアングル「ｋ
」を、「変更情報」に変更が有ることを表す「有」を各々更新する。
【００７７】
次のステップＳ２６６でアングル選択部５０は、クライアントｉの端末装置１８へ、セグ
メント番号（ｓ）及びアングルｋを表す情報を含むアングル変更メッセージを送信する。
【００７８】
次のステップＳ２６８でアングル選択部５０は、クライアントｉが視聴アングル選択表５
７の最後に記憶されたクライアントであるか否かを判断する。クライアントｉが最後のク
ライアントではない場合、否定判定となりアングル選択部５０は、ステップＳ２７０へ移
行する。
【００７９】
ステップＳ２７０でアングル選択部５０は、クライアントｉを視聴アングル選択表５７の
次のクライアントとした後、ステップＳ２５８に戻り、ステップＳ２５８～Ｓ２６８の処
理を繰り返す。図５に示した視聴アングル選択表５７の場合、先頭の次のクライアントｉ
は、クライアント４（ｉ＝４）となる。
【００８０】
　一方、クライアントｉが最後のクライアントである場合、ステップＳ２６８で肯定判定
となり、アングル選択部５０は、ステップＳ２７２へ移行する。ステップＳ２７２でアン
グル選択部５０は、セグメント番号（ｓ）をインクリメント（ｓ＝ｓ+１）した後、ステ
ップＳ２５０に戻り、本更新処理を繰り返す。
【００８１】
　なお、キャッシュサーバ１６は、図１５に示すように端末装置１８で対応表の作成を行
う場合、再生制御装置１２と端末装置１８との間で各種の信号の受け渡しを行うが、これ
ら各種の信号に対して、特に処理は行わない。
【００８２】
　動画再生システム１０Ａでは、対応表３７を作成する処理と並行して、端末装置１８の
要求に応じて、再生制御装置１２から端末装置１８へセグメントファイルを配信する処理
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が行われる。
【００８３】
　図１７は、再生制御装置１２と、キャッシュサーバ１６と、端末装置１８１、１８２と
の間で要求及び配信されるセグメントファイルの流れの概略を説明する図である。図１７
に示した例では、端末装置１８１の変換部３４が、擬似定義ファイル５９１から擬似セグ
メントファイル名として、「Ｓｅｇ１－１．ｔｓ」を選択した場合を示している。なお、
「Ｓｅｇ１－１．ｔｓ」は、セグメント番号が１（ｓ＝１）に対応している。変換部３４
は、対応表３７１に基づいて、擬似セグメントファイル名「Ｓｅｇ１－１．ｔｓ」を、実
セグメントファイル名「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に変換する。なお、「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ
」は、セグメント番号が１（ｓ＝１）でアングルＤのセグメントファイルのセグメントフ
ァイル名である。
【００８４】
　端末装置１８１の変換部３４は、「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」を表すセグメントファイル名
を出力して、セグメントファイルの配信を要求する。キャッシュサーバ１６は、当該要求
を受信すると、記憶部４２に受信したセグメントファイル名「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に対
応するセグメントファイルがキャッシュデータ４３として記憶部４２に記憶されているか
確認する。記憶されていない場合は、再生制御装置１２にセグメントファイル名「Ｓｅｇ
Ｄ－１．ｔｓ」を出力することにより、セグメントファイルの配信を要求する。再生制御
装置１２は、当該要求を受信すると、記憶部５４に記憶した動画データ５５からセグメン
トファイル名「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に対応するセグメントファイルを読み出して、キャ
ッシュサーバ１６に配信する。キャッシュサーバ１６は、再生制御装置１２からセグメン
トファイルを受信した場合、受信したセグメントファイルをキャッシュデータ４３として
記憶部４２に記憶させる。また、キャッシュサーバ１６は、受信したセグメントファイル
を端末装置１８１に配信する。
【００８５】
　一方、端末装置１８２では、変換部３４が、擬似定義ファイル５９２から擬似セグメン
トファイル名として、「Ｓｅｇ２－１．ｔｓ」を選択した場合を示している。なお、「Ｓ
ｅｇ２－１．ｔｓ」は、セグメント番号が１（ｓ＝１）に対応している。変換部３４は、
対応表３７２に基づいて、擬似セグメントファイル名「Ｓｅｇ２－１．ｔｓ」を、実セグ
メントファイル名「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に変換する。
【００８６】
　変換部３４は、「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」を表すセグメントファイル名を出力することに
より、セグメントファイルの配信を要求する。キャッシュサーバ１６は、当該要求を受信
すると、記憶部４２に受信したセグメントファイル名「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に対応する
セグメントファイルがキャッシュデータ４３として記憶部４２に記憶されているか確認す
る。図１７に示すように端末装置１８１に「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に対応するセグメント
ファイルを送信した後は、キャッシュデータ４３として「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に対応す
るセグメントファイルが記憶されている。
【００８７】
　そのため、キャッシュサーバ１６は、キャッシュデータ４３から読み出した「ＳｅｇＤ
－１．ｔｓ」に対応するセグメントファイルを端末装置１８２に配信する。この場合、再
生制御装置１２にセグメントファイルの配信を要求しない。
【００８８】
　このように、端末装置１８が行ったセグメントファイルの配信要求に応じて、セグメン
トファイルが、キャッシュサーバ１６を介して再生制御装置１２から、または、キャッシ
ュサーバ１６から配信される。
【００８９】
　次に、再生制御装置１２、キャッシュサーバ１６、及び端末装置１８（１８１、１８２

）各々の動作について説明する。図１８は、セグメントファイルを配信するために再生制
御装置１２と、キャッシュサーバ１６と、端末装置１８との間でやり取りされる処理の流
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れを表したシーケンス図である。なお、図１８では、動画再生システム１０Ａが備える複
数の端末装置１８のうち、２つのみ（端末装置１８１、１８２）を記載している。なお、
動画再生システム１０Ａが備える複数の端末装置１８は、いずれも同様の動作を行う。
【００９０】
　まず、端末装置１８の動作について説明する。端末装置１８では、図１８に示すように
再生の指示を受け付けると（ステップＳ１０）と、変換装置２２が図１９に示した変換処
理を実行する。
【００９１】
　図１９に示すようにステップＳ３００で変換部３４は、再生制御装置１２に定義ファイ
ルを要求する。当該要求に応えて、再生制御装置１２からは図２０に示した擬似定義ファ
イル５９が配信される。擬似定義ファイル５９は、いわゆるプレイリストである。本実施
形態の動画再生システム１０Ａでは、実セグメントファイル名に代えて、擬似セグメント
ファイル名により再生順が定義された定義ファイルを擬似定義ファイル５９として再生制
御装置１２が端末装置１８に送信する。擬似定義ファイル５９は、端末装置１８によらず
、同一である。
【００９２】
　擬似定義ファイル５９を受信すると、次のステップＳ３０２で変換部３４は、受信した
擬似定義ファイル５９を解析して必要な情報を取り出す、いわゆるパースを行う。
【００９３】
　次のステップＳ３０４で変換部３４は、擬似定義ファイル５９に定義された再生順に従
い、配信を要求する擬似セグメントファイル名を特定する。
【００９４】
　次のステップＳ３０６で変換部３４は、対応表３７に基づいて、擬似セグメントファイ
ル名を実セグメントファイル名に変換する。なお、本ステップでセグメントファイル名の
変換を行う場合、配信を要求する擬似セグメントファイル名と実セグメントファイル名と
の対応関係は対応表３７に追加されていなければならない。そのため、本ステップは、対
応表３７に対応関係が追加された後に実行される。具体例としては、変換部３４は、対応
関係が追加されてから１セグメントファイル長後、または２セグメントファイル長後に、
本ステップを実行することが挙げられる。
【００９５】
　次のステップＳ３０８で変換部３４は、セグメントファイルの配信を要求する。本実施
形態の端末装置１８は、上記ステップＳ３０６で変換した実セグメントファイル名を出力
することにより、実セグメントファイル名に対応するセグメントファイルの配信を要求す
る。
【００９６】
　次のステップＳ３１０で変換部３４は、受信した（配信された）セグメントファイルを
再生装置２０の再生部３０に出力する。本処理により、再生部３０により、セグメントフ
ァイルの再生が実行される。
【００９７】
　次のステップＳ３１２で変換部３４は、再生を終了するか否かを判断する。再生を終了
しない場合、否定判定となり、変換部３４は、ステップＳ３０４に戻り、ステップＳ３０
４～Ｓ３１０の処理を繰り返す。一方、変換部３４は、再生を終了する場合、肯定判定と
なり、本変換処理を終了する。
【００９８】
　次に、キャッシュサーバ１６の動作について説明する。キャッシュサーバ１６では、図
１８に示すように端末装置１８からセグメントファイルの要求を受信すると、図２１に示
した配信処理を実行する。
【００９９】
　図２１に示すようにステップＳ４００で配信部４０は、記憶部４２を参照して、端末装
置１８から受信したセグメントファイル名に対応するキャッシュデータ４３が有るか否か
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を判断する。キャッシュデータ４３が無い場合、否定判定となりステップＳ４０２へ移行
する。
【０１００】
　ステップＳ４０２で配信部４０は、再生制御装置１２にセグメントファイル名を出力す
ることにより、セグメントファイルの配信を要求する。当該要求に応じて、再生制御装置
１２からは、セグメントファイルが配信される。
【０１０１】
　次のステップＳ４０４で配信部４０は、受信したセグメントファイルをキャッシュデー
タ４３として記憶部４２に記憶させた後、ステップＳ４０８へ移行する。
【０１０２】
　一方、受信したセグメントファイル名に対応するキャッシュデータ４３が有る場合、配
信部４０は、ステップＳ４００で肯定判定となりステップＳ４０６へ移行する。
【０１０３】
　ステップＳ４０６で配信部４０は、記憶部４２のキャッシュデータ４３から受信したセ
グメントファイル名に対応するキャッシュデータ４３をセグメントファイルとして読み出
す。
【０１０４】
　次のステップＳ４０８で配信部４０は、セグメントファイルを端末装置１８に送信する
。
【０１０５】
　次のステップＳ４１０で配信部４０は、全クライアントが視聴を終了したか（全端末装
置１８が再生を終了したか）否かを判断する。配信部４０は、例えば、端末装置１８が再
生を終了する場合（図１８、ステップＳ１２参照）に送信する終了情報（図１８、ステッ
プＳ１３参照）に基づいて全クライアント（端末装置１８）が再生を終了したか否かを判
断する。
【０１０６】
　視聴を行っているクライアント（再生している端末装置１８）が有る場合、否定判定と
なり配信部４０は、ステップＳ４００に戻り、本配信処理を繰り返す。一方、全クライア
ントが視聴を終了している場合、肯定判定となり、配信部４０は、本配信処理を終了する
。
【０１０７】
　次に、再生制御装置１２の動作について説明する。再生制御装置１２は、図１８に示す
ように端末装置１８から定義ファイルの要求を受信すると、図２２に示した配信処理を実
行する。
【０１０８】
　図２２に示すようにステップＳ５００で配信部５２は、要求に応じて擬似定義ファイル
５９をキャッシュサーバ１６を介して端末装置１８に送信する。この後、上述したように
、キャッシュサーバ１６を介して端末装置１８から、またはキャッシュサーバ１６から実
セグメントファイル名を受信することにより、当該実セグメントファイル名に対応するセ
グメントファイルの配信が要求される。
【０１０９】
　次のステップＳ５０２で配信部５２は、記憶部５４に記憶されている動画データ５５の
セグメントファイルから、要求された実セグメントファイル名に対応するセグメントファ
イルを読み出す。
【０１１０】
　次のステップＳ５０４で配信部５２は、読み出したセグメントファイルを配信する。
【０１１１】
　次のステップＳ５０６で配信部５２は、全クライアントが視聴を終了したか（全端末装
置１８が再生を終了したか）否かを判断する。判断方法は、上述したキャッシュサーバ１
６における配信処理のステップＳ４１０（図２１参照）と同様にすればよい。
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【０１１２】
　視聴を行っているクライアント（再生している端末装置１８）が有る場合、否定判定と
なり配信部５２は、ステップＳ５００に戻り、本配信処理を繰り返す。一方、全クライア
ントが視聴を終了している場合、肯定判定となり、配信部５２は、本配信処理を終了する
。
【０１１３】
　このように本実施形態の動画再生システム１０Ａでは、端末装置１８が、擬似定義ファ
イル５９に基づいてセグメントファイルの再生を行う。端末装置１８の記憶部３６には、
擬似セグメントファイル名と実セグメントファイル名との対応関係を表す対応表３７が記
憶される。端末装置１８の対応表作成部３２は、再生制御装置１２のアングル選択部５０
から出力された対応表３７を更新するための情報に基づいて、対応表３７の作成及び更新
を行う。端末装置１８の変換部３４は、配信を要求する擬似定義ファイル５９の擬似セグ
メントファイル名を、対応表３７に基づいて実セグメントファイル名に変換し、実セグメ
ントファイル名を送信することでセグメントファイルの配信を要求する。再生制御装置１
２は、受信した実セグメントファイル名に対応するセグメントファイルを記憶部５４から
読み出して端末装置１８に配信する。
【０１１４】
　また、本実施形態の動画再生システム１０Ａでは、キャッシュサーバ１６を介して、再
生制御装置１２と端末装置１８との間でセグメントファイルの要求及び配信を行う。キャ
ッシュサーバ１６は、再生制御装置１２から配信されたセグメントファイルをキャッシュ
データ４３として記憶部４２に記憶する。
【０１１５】
　そのため、複数の端末装置１８が同一のセグメントファイルの配信を要求する場合、後
から要求した方には、キャッシュデータ４３として記憶されている当該セグメントファイ
ルをキャッシュサーバ１６が配信する。この場合、再生制御装置１２からセグメントファ
イルが配信されないため、ネットワーク、特に再生制御装置１２とキャッシュサーバ１６
とが接続されたネットワーク１５の負荷が低減される。
【０１１６】
　本実施形態の動画再生システム１０Ａと異なり、対応表３７を再生制御装置１２が備え
る場合、ネットワーク１５の負荷が動画再生システム１０Ａよりも増大する。
【０１１７】
　例えば、動画再生システム１０００では、再生制御装置１０１２が各端末装置１０１８
（１０１８１、１０１８２）毎に作成した対応表３７１、３７２を備えた動画再生システ
ム１０００の例を図２５に示す。
【０１１８】
　図２５に示した例では、端末装置１０１８１が、擬似定義ファイル５９１から擬似セグ
メントファイル名として、「Ｓｅｇ１－１．ｔｓ」を選択して、「Ｓｅｇ１－１．ｔｓ」
の配信を要求する。キャッシュサーバ１０１６は、再生制御装置１０１２に「Ｓｅｇ１－
１．ｔｓ」の配信を要求する。再生制御装置１０１２は、対応表３７１を参照して、擬似
セグメントファイル名「Ｓｅｇ１－１．ｔｓ」を実セグメントファイル名「ＳｅｇＤ－１
．ｔｓ」に変換する。そして再生制御装置１０１２は、動画データ５５からセグメントフ
ァイル名「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に対応するセグメントファイルを読み出して、キャッシ
ュサーバ１０１６に配信する。キャッシュサーバ１０１６は、受信したセグメントファイ
ルをキャッシュデータ４３として記憶させる。ここで、キャッシュデータ４３のファイル
名は、端末装置１０１８１から要求されたセグメントファイル名「Ｓｅｇ１－１．ｔｓ」
になる。
【０１１９】
　また、図２５に示した例では、端末装置１０１８２が、擬似定義ファイル５９２から擬
似セグメントファイル名として、「Ｓｅｇ２－１．ｔｓ」を選択して、「Ｓｅｇ２－１．
ｔｓ」の配信を要求する。キャッシュサーバ１０１６は、再生制御装置１０１２に「Ｓｅ
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ｇ２－１．ｔｓ」の配信を要求する。再生制御装置１０１２は、対応表３７２を参照して
、擬似セグメントファイル名「Ｓｅｇ２－１．ｔｓ」を実セグメントファイル名「Ｓｅｇ
Ｄ－１．ｔｓ」に変換する。そして再生制御装置１０１２は、動画データ５５からセグメ
ントファイル名「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」に対応するセグメントファイルを読み出して、キ
ャッシュサーバ１０１６に配信する。キャッシュサーバ１０１６は、受信したセグメント
ファイルをキャッシュデータ４３として記憶させる。ここで、キャッシュデータ４３のフ
ァイル名は、端末装置１０１８２から要求されたセグメントファイル名「Ｓｅｇ２－１．
ｔｓ」になる。
【０１２０】
　このように、セグメントファイル「Ｓｅｇ１－１．ｔｓ」及びセグメントファイル「Ｓ
ｅｇ２－１．ｔｓ」は、同一内容のセグメントファイル（「ＳｅｇＤ－１．ｔｓ」）であ
りながら、セグメントファイル名が異なる。そのため、図２５に示したように、キャッシ
ュサーバ１０１６では、同一のセグメントファイルをキャッシュデータ４３として記憶す
ることになる。また、配信を要求されたセグメントファイルがキャッシュデータ４３とし
てキャッシュサーバ１０１６に記憶されているにもかかわらず、再生制御装置１０１２か
ら当該セグメントファイルが配信されることになる。
【０１２１】
　従って、図２５に示した動画再生システム１０００では、本実施形態の動画再生システ
ム１０Ａに比べて、再生制御装置１０１２が接続されるネットワークの負荷が増大してし
まう。また、キャッシュサーバ１０１６のキャッシュデータ４３に同一のデータを重複し
て記憶させることになる。
【０１２２】
　これに対して本実施形態の動画再生システム１０Ａは、上述したように、ネットワーク
、特に再生制御装置１２とキャッシュサーバ１６とが接続されたネットワーク１５の負荷
が低減される。
【０１２３】
［第２実施形態］
　次に、開示の技術の第２実施形態を説明する。なお、本実施形態と同一の部分には同一
の符号を付し、説明を省略する。
【０１２４】
　図２３に示すように、本実施形態の動画再生システム１０Ｂは、キャッシュサーバ１６
を備えていない点で第１実施形態の動画再生システム１０Ａと異なっている。
【０１２５】
　この場合、キャッシュサーバ１６を介さずに端末装置１８と再生制御装置１２とが通信
を行うため、端末装置１８が要求したセグメントファイルは、全て、再生制御装置１２か
ら直接、端末装置１８へ配信される。
【０１２６】
　なお、再生制御装置１２及び端末装置１８の動作は、第１実施形態と同様である。
【０１２７】
［第３実施形態］
　次に、開示の技術の第３実施形態を説明する。なお、本実施形態と同一の部分には同一
の符号を付し、説明を省略する。
【０１２８】
　図２４に示すように、本実施形態の動画再生システム１０Ｃは、端末装置１８Ｃに代わ
りキャッシュサーバ１６Ｃが変換装置２２を備えている点で第１実施形態の動画再生シス
テム１０Ａと異なっている。
【０１２９】
　この場合、キャッシュサーバ１６Ｃにおいて、変換装置２２による処理が行われる。具
体的には、第１実施形態における対応表作成処理（図９参照）、初期化処理（図１０参照
）、更新処理（図１１参照）、及び変換処理（図１９参照）をキャッシュサーバ１６Ｃの
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変換装置２２が実行する。
【０１３０】
　その他の、再生制御装置１２、キャッシュサーバ１６Ｃ、及び端末装置１８Ｃの動作は
、第１実施形態と同様である。
【０１３１】
　以上説明したように、上記各実施形態の動画再生システム１０Ａ～１０Ｃでは、再生制
御装置１２が、各々が時系列のデータである複数の動画データ５５の各々を時系列に応じ
て複数に分割してセグメントファイルを生成する。再生制御装置１２は、動画データ５５
のいずれであるかを表す情報及び時系列の順番を表す情報を含むセグメントファイル名を
セグメントファイルに付与する。
【０１３２】
　端末装置１８（またはキャッシュサーバ１６）は、セグメントファイルを再生する再生
順に擬似セグメントファイル名が定義された擬似定義ファイル５９に基づいて分割ファイ
ルを再生する。
【０１３３】
　端末装置１８（またはキャッシュサーバ１６）は、擬似セグメントファイル名と実セグ
メントファイル名との対応関係を表す対応表３７に基づき擬似セグメントファイル名を実
セグメントファイル名に変換する。
【０１３４】
　端末装置１８（またはキャッシュサーバ１６）は、実セグメントファイル名を送信する
ことで、セグメントファイルの配信を再生制御装置１２に要求する。
【０１３５】
　再生制御装置１２は、配信の要求があった際に、実セグメントファイル名がセグメント
ファイル名として付与されたセグメントファイルを、動画データ５５から選択して端末装
置１８に配信する。
【０１３６】
　このように、上記各実施形態の動画再生システム１０Ａ～１０Ｃでは、再生制御装置１
２に記憶されているセグメントファイルに付与されているセグメントファイル名と等しい
実セグメントファイル名により、セグメントファイルの配信が要求される。そのため、再
生制御装置１２は、複数の端末装置１８から同一のセグメントファイルの配信を要求され
る場合に、端末装置１８毎にセグメントファイルを配信しなくてもよい。
【０１３７】
　従って、上記各実施形態の動画再生システム１０Ａ～１０Ｃによれば、動画データ５５
（セグメントファイル）を配信するネットワークの負荷を低減することができる。ネット
ワークの負荷が低減されるため、上記各実施形態の動画再生システム１０Ａ～１０Ｃによ
れば、データの転送効率を向上させることができる。
【０１３８】
　また、上記各実施形態の動画再生システム１０Ａ～１０Ｃでは、対応表３７が、端末装
置１８（クライアント）毎に視聴条件に応じて選択されたセグメントファイルの実セグメ
ントファイル名と擬似セグメントファイル名とが対応付けられている。そのため、クライ
アントは、自身の好みに応じて選択された動画を端末装置１８により視聴することができ
る。
【０１３９】
　なお、上記各実施形態では、配信する動画データ５５が、複数の撮影装置１４によりマ
ルチアングルで撮影された動画データ５５である場合について説明したが動画データ５５
はこれに限定されない。動画データ５５は、時系列的に一連の動画データであり、時系列
的に同一の動画データを複数含んでいればよい。例えば、同時間帯に放送される野球中継
に応じた動画データと、アーティストによるライブ映像に応じた動画データと、を含んで
いてもよい。
【０１４０】
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　また、動画データ５５は、リアルタイムで放送する、いわゆるライブ放送の動画データ
に限らず、予め取得された動画データ（例えば、映画の動画データ等）であってもよい。
【０１４１】
　また、上記各実施形態では、動画再生システム１０Ａ～１０Ｃが複数の端末装置１８を
備える場合について説明したが、本発明は、１つの端末装置１８を備える動画再生システ
ムに対しても適用可能である。
【０１４２】
　また、上記各実施形態では、開示の技術の識別情報の一例としてセグメントファイル名
及び実セグメントファイル名を用い、擬似識別情報の一例として擬似セグメントファイル
名を用いたが、各々これらに限定されない。識別情報及び擬似識別情報は、動画データ５
５に含まれる一連の動画データのうちの何れであるかを表す情報及び時系列の順番（再生
順）を表す情報が含まれていれば特に限定されない。
【０１４３】
　また、本発明は、動画データ５５が一連の動画データを一つしか含まない場合であって
も、当該動画データを予め有る程度の時間以上記憶しておけば適用可能である。例えば、
四コマ漫画における「起」、「承」、「転」、「結」の各々に対応する動画データを動画
データ５５として予め記憶しておく場合、端末装置１８の要求に応じて、順序を変えて、
例えば「結」、「起」、「承」、「転」の順で配信することが可能となる。
【０１４４】
　また、上記各実施形態では、再生制御プログラム７０がコンピュータ６０の記憶部６３
に予め記憶（インストール）されている状態を説明した。しかしながら、再生制御プログ
ラム７０を記録媒体６９に記録された形態で提供することも可能である。また同様に、キ
ャッシュプログラム９０がコンピュータ８０の記憶部８３に予め記憶（インストール）さ
れている状態を説明した。しかしながら、キャッシュプログラム９０を記録媒体８９に記
録された形態で提供することも可能である。また同様に、変換プログラム１１０及び再生
プログラム１１４がコンピュータ１００の記憶部１０３に予め記憶（インストール）され
ている状態を説明した。しかしながら、変換プログラム１１０及び再生プログラム１１４
の少なくとも一方を記録媒体１０９に記録された形態で提供することも可能である。記録
媒体６９、８９、１０９としては、例えば、Compact Disc Read Only Memory（ＣＤ－Ｒ
ＯＭ）、Digital Versatile Disk Read Only Memory（ＤＶＤ－ＲＯＭ）、及びUniversal
 Serial Bus（ＵＳＢ）メモリ等が挙げられる。また、インターネット等の通信回線を介
して、外部装置等から再生制御プログラム７０、キャッシュプログラム９０、変換プログ
ラム１１０、及び再生プログラム１１４を各々ダウンロードすることも可能である。
【０１４５】
　以上の上記実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
【０１４６】
　　（付記１）
　コンピュータに、
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報を付与し、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置から動画データの配信要求があった際に、再生制御プ
ログラムを実行するコンピュータの外部の装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と前記
識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複数の
動画データの分割ファイルの中から選択して配信する、
　ことを含む処理を実行させる再生制御プログラムまたはプログラムを記録した記録媒体
。
【０１４７】
　　（付記２）
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　前記外部の装置は前記端末装置であり、前記配信要求は前記対応関係情報に基づいて前
記擬似識別情報から変換した前記識別情報であり、
　分割ファイルを配信する処理では、前記複数の動画データの分割ファイルの中から前記
配信要求である前記識別情報が付与された分割ファイルを選択して配信する、
　付記１に記載の再生制御プログラムまたはプログラムを記録した記録媒体。
【０１４８】
　　（付記３）
　前記端末装置から再生対象とする分割ファイルの条件を受信し、
　前記複数の動画データ各々の時系列が同一である分割ファイルの中から、受信した条件
を満たす分割ファイルを選択し、
　分割ファイルに付与された識別情報を特定するための情報を前記外部の装置に送信する
、
　付記１または付記２に記載の再生制御プログラムまたはプログラムを記録した記録媒体
。
【０１４９】
　　（付記４）
　前記複数の動画データの各々は、撮影対象を異なるアングルで撮影して得られた動画デ
ータである、
　付記１から付記３のいずれか１つに記載の再生制御プログラムまたはプログラムを記録
した記録媒体。
【０１５０】
　　（付記５）
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与されており、
　コンピュータに、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルの配信要求を行う際に、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
表す対応関係情報に基づき前記擬似識別情報を前記識別情報に変換し、
　変換した前記識別情報を配信要求として送信する、
　ことを含む処理を実行させる変換プログラムまたはプログラムを記録した記録媒体。
【０１５１】
　　（付記６）
　配信要求先の装置に再生対象とする分割ファイルの条件を送信し、
　前記条件を満たす分割ファイルに付与された前記識別情報を特定するための情報を前記
装置から受信し、
　前記識別情報を特定するための情報に基づいて特定された前記識別情報を前記擬似識別
情報に対応付けて前記対応関係情報を作成する、
　付記５に記載の変換プログラムまたはプログラムを記録した記録媒体。
【０１５２】
　　（付記７）
　コンピュータに、
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与さており、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置が、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
表す対応関係情報に基づいて前記擬似識別情報から変換した前記識別情報を動画データの
配信要求として受信し、
　受信した前記識別情報を、前記識別情報に基づいて前記複数の動画データの分割ファイ
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ルの中から選択した分割ファイルを配信する再生制御装置へ送信し、
　前記再生制御装置が配信した分割ファイルを記憶する、
　ことを含む処理を実行させるキャッシュプログラムまたはプログラムを記録した記録媒
体。
【０１５３】
　　（付記８）
　前記端末装置から前記識別情報を受信した際に、受信した前記識別情報が付与された分
割ファイルを記憶しているか否か判断し、
　記憶されている場合は、前記端末装置に記憶されている分割ファイルを配信し、変換し
た識別情報を前記再生制御装置へ送信しない、
　付記７に記載のキャッシュプログラムまたはプログラムを記録した記録媒体。
【０１５４】
　　（付記９）
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報を付与する付与部と、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置から動画データの配信要求があった際に、再生制御プ
ログラムを実行するコンピュータの外部の装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と前記
識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複数の
動画データの分割ファイルの中から選択して配信する配信部と、
　を備えた再生制御装置。
【０１５５】
　　（付記１０）
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与されており、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルの配信要求を行う際に、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
表す対応関係情報に基づき前記擬似識別情報を前記識別情報に変換し、変換した前記識別
情報を配信要求として送信する変換部と、
　前記対応関係情報を記憶する記憶部と、
　を備えた端末装置。
【０１５６】
　　（付記１１）
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与さており、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置が、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
表す対応関係情報に基づいて前記擬似識別情報から変換した前記識別情報を動画データの
配信要求として受信する受信部と、
　受信した前記識別情報を、前記識別情報に基づいて前記複数の動画データの分割ファイ
ルの中から選択した分割ファイルを配信する再生制御装置へ送信する送信部と、
　前記再生制御装置が配信した分割ファイルを記憶する記憶部と、
　を備えたキャッシュサーバ。
【０１５７】
　　（付記１２）
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
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番を表す情報を含む識別情報を付与する付与部と、分割ファイルを再生する再生順に擬似
識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づいて分割ファイルを再生する端末装置から
動画データの配信要求があった際に、前記端末装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と
前記識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複
数の動画データの分割ファイルの中から選択して配信する配信部と、を備えた再生制御装
置と、
　前記擬似定義ファイルに基づいて分割ファイルの配信要求を行う際に、前記対応関係情
報に基づき前記擬似識別情報を前記識別情報に変換し、変換した前記識別情報を配信要求
として送信する変換部と、前記対応関係情報を記憶する記憶部と、を備えた前記端末装置
と、
　を備えた動画再生システム。
【０１５８】
　　（付記１３）
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報を付与する付与部と、分割ファイルを再生する再生順に擬似
識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づいて分割ファイルを再生する端末装置から
動画データの配信要求があった際に、前記端末装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と
前記識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複
数の動画データの分割ファイルの中から選択して配信する配信部と、を備えた再生制御装
置と、
　前記端末装置が、前記対応関係情報に基づいて前記擬似識別情報から変換した前記識別
情報を動画データの配信要求として受信する受信部と、受信した前記識別情報を、前記再
生制御装置へ送信する送信部と、前記再生制御装置が配信した分割ファイルを記憶する記
憶部と、を備えたキャッシュサーバと、
　前記擬似定義ファイルに基づいて分割ファイルの配信要求を行う際に、前記対応関係情
報に基づき前記擬似識別情報を前記識別情報に変換し、変換した前記識別情報を配信要求
として送信する変換部と、前記対応関係情報を記憶する記憶部と、を備えた前記端末装置
と、
　を備えた動画再生システム。
【０１５９】
　　（付記１４）
　コンピュータにより、
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報を付与し、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置から動画データの配信要求があった際に、再生制御プ
ログラムを実行するコンピュータの外部の装置に記憶され、かつ前記擬似識別情報と前記
識別情報との対応関係を表す対応関係情報に基づいて定まる分割ファイルを、前記複数の
動画データの分割ファイルの中から選択して配信する、
　ことを含む処理を実行させる再生制御方法。
【０１６０】
　　（付記１５）
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与されており、
　コンピュータにより、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルの配信要求を行う際に、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
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　変換した前記識別情報を配信要求として送信する、
　ことを含む処理を実行させる変換方法。
【０１６１】
　　（付記１６）
　コンピュータにより、
　各々が時系列のデータである複数の動画データの各々を時系列に応じて複数に分割した
分割ファイルに対し、前記複数の動画データのいずれであるかを表す情報及び時系列の順
番を表す情報を含む識別情報が付与さており、
　分割ファイルを再生する再生順に擬似識別情報が定義された擬似定義ファイルに基づい
て分割ファイルを再生する端末装置が、前記擬似識別情報と前記識別情報との対応関係を
表す対応関係情報に基づいて前記擬似識別情報から変換した前記識別情報を動画データの
配信要求として受信し、
　受信した前記識別情報を、前記識別情報に基づいて前記複数の動画データの分割ファイ
ルの中から選択した分割ファイルを配信する再生制御装置へ送信し、
　前記再生制御装置が配信した分割ファイルを記憶する、
　ことを含む処理を実行させるキャッシュ方法。
【符号の説明】
【０１６２】
１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ　動画再生システム
１２　再生制御装置
１４　撮影装置
１６、１６Ｃ　キャッシュサーバ
１８、１８Ｃ　端末装置
２０　再生装置
２２　変換装置
３０　再生部
３２　対応表作成部
３４　変換部
３６、４２、５４、５６　記憶部
３７　対応表
４０　５２　配信部
４３　キャッシュデータ
５０　アングル選択部
５５　動画データ
６１、８１、１０１　ＣＰＵ
６２、８２、１０２　メモリ
６３、８３、１０３　記憶部
６９、８９、１０９　記録媒体
７０　再生制御プログラム
９０　キャッシュプログラム
１１０　変換プログラム
１１４　再生プログラム
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