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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
ネットワーク上の複数の場所にあるストリームサーバのうち特定の場所にあるストリー
ムサーバにユーザ端末からのアクセスを振り分けるアクセス振り分け装置が実行する方法
であって、
前記アクセス振り分け装置が、前記ユーザ端末にコンテンツ選択画面を表示するステッ
プと、
前記アクセス振り分け装置が、ユーザがコンテンツを選択することによって前記ユーザ
端末から送信されたリクエストデータから前記ユーザ端末の属するＩＳＰの識別子を取得
するステップと、
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前記アクセス振り分け装置が、前記ユーザ端末のアクセス先となるストリームサーバの
場所を前記ユーザ端末に通知する通知ステップとを有し、
前記アクセス振り分け装置は、
各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、ストリームサーバへの累積アクセス総数を所定の時
間間隔で記録しておき、前記ユーザ端末からのリクエストデータを受けた時点で、各ＩＳ
Ｐのストリームサーバ毎に、ストリームサーバへの当該時点の累積アクセス総数から、予
め定めた１コネクション当たりのコネクション継続想定時間前の累積アクセス総数を引く
ことによりみなしコネクション数を求め、
前記通知ステップにおいて、前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバのみな
しコネクション数が予め定めた閾値を超えない場合に、前記ユーザ端末のアクセス先とな
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るストリームサーバの場所として前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバの場
所を前記ユーザ端末に通知し、
前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバのみなしコネクション数が前記予め
定めた閾値を超えた場合に、各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、予め定められた最大コネ
クション数からみなしコネクション数を引いた値を求め、その値が最大となるストリーム
サーバの場所を前記ユーザ端末に通知することを特徴とする方法。
【請求項２】
前記特定の場所にあるストリームサーバは１つ又は複数であり、複数である場合に、前
記アクセス振り分け装置は、ラウンドロビンを用いて１つのストリームサーバを選択する
請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
ネットワーク上の複数の場所にあるストリームサーバのうち特定の場所にあるストリー
ムサーバにユーザ端末からのアクセスを振り分けるアクセス振り分け装置であって、
前記ユーザ端末にコンテンツ選択画面を表示する手段と、
ユーザがコンテンツを選択することによって前記ユーザ端末から送信されたリクエスト
データから前記ユーザ端末の属するＩＳＰの識別子を取得する手段と、
前記ユーザ端末のアクセス先となるストリームサーバの場所を前記ユーザ端末に通知す
る通知手段とを有し、
前記通知手段は、
各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、ストリームサーバへの累積アクセス総数を所定の時
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間間隔で記録しておき、前記アクセス振り分け装置が前記ユーザ端末からのリクエストデ
ータを受けた時点で、各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、ストリームサーバへの当該時点
の累積アクセス総数から、予め定めた１コネクション当たりのコネクション継続想定時間
前の累積アクセス総数を引くことによりみなしコネクション数を求め、
前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバのみなしコネクション数が予め定め
た閾値を超えない場合に、前記ユーザ端末のアクセス先となるストリームサーバの場所と
して前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバの場所を前記ユーザ端末に通知し
、
前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバのみなしコネクション数が前記予め
定めた閾値を超えた場合に、各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、予め定められた最大コネ
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クション数からみなしコネクション数を引いた値を求め、その値が最大となるストリーム
サーバの場所を前記ユーザ端末に通知することを特徴とするアクセス振り分け装置。
【請求項４】
前記特定の場所にあるストリームサーバは１つ又は複数であり、複数である場合に、前
記通知手段は、ラウンドロビンを用いて１つのストリームサーバを選択する請求項３に記
載のアクセス振り分け装置。
【請求項５】
ネットワーク上の複数の場所にあるストリームサーバのうち特定の場所にあるストリー
ムサーバにユーザ端末からのアクセスを振り分ける処理をコンピュータに実行させるプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記プログラムは、前
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記コンピュータを、
前記ユーザ端末にコンテンツ選択画面を表示する手段、
ユーザがコンテンツを選択することによって前記ユーザ端末から送信されたリクエスト
データから前記ユーザ端末の属するＩＳＰの識別子を取得する手段、
前記ユーザ端末のアクセス先となるストリームサーバの場所を前記ユーザ端末に通知す
る通知手段として機能させるためのプログラムであり、
前記通知手段は、
各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、ストリームサーバへの累積アクセス総数を所定の時
間間隔で記録しておき、前記コンピュータが前記ユーザ端末からのリクエストデータを受
けた時点で、各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、ストリームサーバへの当該時点の累積ア

50

(3)

JP 3725401 B2 2005.12.14

クセス総数から、予め定めた１コネクション当たりのコネクション継続想定時間前の累積
アクセス総数を引くことによりみなしコネクション数を求め、
前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバのみなしコネクション数が予め定め
た閾値を超えない場合に、前記ユーザ端末のアクセス先となるストリームサーバの場所と
して前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバの場所を前記ユーザ端末に通知し
、
前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバのみなしコネクション数が前記予め
定めた閾値を超えた場合に、各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、予め定められた最大コネ
クション数からみなしコネクション数を引いた値を求め、その値が最大となるストリーム
サーバの場所を前記ユーザ端末に通知することを特徴とするプログラムを記録したコンピ
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ュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項６】
前記特定の場所にあるストリームサーバは１つ又は複数であり、複数である場合に、前
記通知手段は、ラウンドロビンを用いて１つのストリームサーバを選択する請求項５に記
載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項７】
ネットワーク上の複数の場所にあるストリームサーバと、それらストリームサーバのう
ち特定の場所にあるストリームサーバにユーザ端末からのアクセスを振り分けるアクセス
振り分け装置とを有するアクセス振り分けシステムであって、
前記アクセス振り分け装置は、
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前記ユーザ端末にコンテンツ選択画面を表示する手段と、
ユーザがコンテンツを選択することによって前記ユーザ端末から送信されたリクエスト
データから前記ユーザ端末の属するドメインを取得する手段と、
前記ユーザ端末のアクセス先となるストリームサーバの場所を前記ユーザ端末に通知す
る通知手段とを有し、
前記通知手段は、
各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、ストリームサーバへの累積アクセス総数を所定の時
間間隔で記録しておき、前記アクセス振り分け装置が前記ユーザ端末からのリクエストデ
ータを受けた時点で、各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、ストリームサーバへの当該時点
の累積アクセス総数から、予め定めた１コネクション当たりのコネクション継続想定時間
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前の累積アクセス総数を引くことによりみなしコネクション数を求め、
前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバのみなしコネクション数が予め定め
た閾値を超えない場合に、前記ユーザ端末のアクセス先となるストリームサーバの場所と
して前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバの場所を前記ユーザ端末に通知し
、
前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバのみなしコネクション数が前記予め
定めた閾値を超えた場合に、各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、予め定められた最大コネ
クション数からみなしコネクション数を引いた値を求め、その値が最大となるストリーム
サーバの場所を前記ユーザ端末に通知することを特徴とするアクセス振り分けシステム。
【請求項８】
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前記特定の場所にあるストリームサーバは１つ又は複数であり、複数である場合に、前
記アクセス振り分け装置はラウンドロビンを用いて１つのストリームサーバを選択する請
求項７に記載のアクセス振り分けシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ネットワーク上のコンテンツへのアクセスを振り分ける技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネット上でデータストリームを送信して番組を配信するインターネット放
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送が普及してきている。一般的に、ユーザはストリームサーバにアクセスすることによっ
てインターネット放送を受信する。インターネット放送では、一時に多くのユーザが同一
の番組の受信を希望することがあり、そのような場合に備え、インターネット放送提供側
は複数のストリームサーバを複数拠点に設置することが多い。
【０００３】
また、インターネット放送に限らず、データダウンロードのためのＦＴＰサーバを負荷分
散のために複数拠点に設置すること等が一般的に行われている。
【０００４】
従来の技術においては、ユーザがどのサーバからサービスを受けるかどうかを、例えばＷ
ＷＷブラウザ画面上でサーバの拠点を選択することによって決定していた。
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の技術によると、特定のサーバにアクセスが集中し、アクセスが多い
場合にはそのサーバが過負荷となり、ユーザに十分なサービスが提供できないという問題
点がある。また、サーバの同時アクセス数にライセンス数等の制限が設けられている場合
には、そのライセンス数に達した後にアクセスしたユーザはサービスを受けられない。
【０００６】
また、特定のサーバからのデータストリームが集中することによってインターネットの輻
輳をもたらし、一般のユーザに迷惑をかける恐れがある。更に、ユーザと、そのユーザが
たまたま選択したサーバ間の経路がデータ伝送のために十分な容量をもたない場合には、
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インターネット放送を十分に視聴できなかったり、データダウンロードに長時間かかった
りする等の問題点がある。
【０００７】
本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、ユーザからのアクセスを適切にコンテン
ツサーバに振り分ける方法、装置、記録媒体を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために本発明は次のように構成される。
【０００９】
請求項１に記載の発明は、

ネットワーク上の複数の場所にあるストリームサーバのう
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ち特定の場所にあるストリームサーバにユーザ端末からのアクセスを振り分けるアクセス
振り分け装置が実行する方法であって、前記アクセス振り分け装置が、前記ユーザ端末に
コンテンツ選択画面を表示するステップと、前記アクセス振り分け装置が、ユーザがコン
テンツを選択することによって前記ユーザ端末から送信されたリクエストデータから前記
ユーザ端末の属するＩＳＰの識別子を取得するステップと、前記アクセス振り分け装置が
、前記ユーザ端末のアクセス先となるストリームサーバの場所を前記ユーザ端末に通知す
る通知ステップとを有し、前記アクセス振り分け装置は、各ＩＳＰのストリームサーバ毎
に、ストリームサーバへの累積アクセス総数を所定の時間間隔で記録しておき、前記ユー
ザ端末からのリクエストデータを受けた時点で、各ＩＳＰのストリームサーバ毎に、スト
リームサーバへの当該時点の累積アクセス総数から、予め定めた１コネクション当たりの
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コネクション継続想定時間前の累積アクセス総数を引くことによりみなしコネクション数
を求め、前記通知ステップにおいて、前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバ
のみなしコネクション数が予め定めた閾値を超えない場合に、前記ユーザ端末のアクセス
先となるストリームサーバの場所として前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサー
バの場所を前記ユーザ端末に通知し、前記ユーザ端末の属するＩＳＰのストリームサーバ
のみなしコネクション数が前記予め定めた閾値を超えた場合に、各ＩＳＰのストリームサ
ーバ毎に、予め定められた最大コネクション数からみなしコネクション数を引いた値を求
め、その値が最大となるストリームサーバの場所を前記ユーザ端末に通知することを特徴
とする方法である。なお、ストリームサーバのことをコンテンツサーバとも呼ぶ。
【００１０】
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本発明によれば、ほとんどの場合にユーザ端末からネットワーク的に近いコンテンツサー
バにアクセスできるので、ネットワーク的に遠いコンテンツサーバにアクセスした場合の
ようにコンテンツデータが多数の回線区間を流れることがなくなり、ネットワークの混雑
を削減することができる。また、コンテンツがコンテンツサーバからユーザ端末に流れる
際にネットワークの混雑に遭遇する機会が削減されるので、ユーザは高速にコンテンツを
取得でき、また、コンテンツがストリーム番組である場合には、高品質の番組を視聴でき
る。更に、特定のコンテンツサーバにアクセスが集中することも回避できる。
【００１３】
また、本発明によれば、アクセスしようとするストリームサーバの既存コネクション数
がライセンス数上限に近い場合であっても、他のストリームサーバに振り分けるので、ユ
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ーザは待たずにコンテンツを取得できる。また、ストリームサーバの負荷分散を図ること
ができ、結果として、より多くのユーザにサービスを提供することが可能となる。
【００１４】
また、本発明によれば、コネクション継続時間を予め定め、それを同時コネクション数
の算定に用いることとしたため、実際にユーザのコネクション時間を調べなくてもコネク
ション数を算定でき、容易かつ高速に処理を行うことが可能となる。ここで、コネクショ
ン継続時間は、例えば、経験上得た値を用いることができる。また、コンテンツの種類に
よってコネクション継続時間を設定により変更してもよい。
【００１５】
なお、ユーザ端末とコンテンツサーバ間のホップ数を求め、該ホップ数が所定の値より
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小さいコンテンツサーバの場所をユーザ端末に通知するステップを有するようにしてもよ
い。
【００１６】
本発明によれば、ホップ数の小さいコンテンツサーバに振り分けることができ、ユーザ端
末からネットワーク的に近いコンテンツサーバにアクセスできるので、ネットワークの混
雑が削減され、また、ユーザは高品質のサービスを受けることができる。
【００１７】
また、ユーザ端末からコンテンツサーバまでのネットワークの回線区間毎の帯域を求め
、回線区間毎に該帯域に応じて重み付けをし、重み付けされた回線区間の和が所定の値よ
り小さいコンテンツサーバの場所をユーザ端末に通知するステップを有するようにしても
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よい。
【００２０】
請求項２に記載の発明は、請求項１の記載において、前記特定の場所にあるコンテンツ
サーバは１つ又は複数であり、複数である場合に、前記アクセス振り分け装置は、ラウン
ドロビンを用いて１つのコンテンツサーバを選択する。本発明によれば、特定の場所にあ
るコンテンツサーバ内の負荷分散を行うことができる。
請求項３〜請求項４に記載された発明は、本発明の方法の実施に適した装置であり、上
記と同様の作用効果を奏する。請求項５〜請求項６に記載された発明は、本発明の方法の
実施に適したプログラムを記録した記録媒体であり、そのプログラムをコンピュータ上で
実行することによって上記と同様の作用効果を奏する。請求項７〜請求項８に記載された
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発明は、本発明の方法の実施に適したシステムであり、上記と同様の作用効果を奏する。
【００２１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の一実施例におけるアクセス振り分けシステムの構成図である。本発明の
アクセス振り分けシステムは、ユーザからのアクセスの振り分けを行う分散コントロール
センタ１、ユーザにストリーム（コンテンツともいう）を提供するストリームサーバ３、
ユーザ端末５を有し、これらはインターネット７に接続される。なお、本実施例において
ストリームサーバはスプリッタ又はコンテンツサーバともいう。また、本明細書において
、単一のストリームサーバやコンテンツサーバが複数台集まってグループを形成する場合
にも、そのグループを単にストリームサーバ、コンテンツサーバということがある。
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【００２２】
分散コントロールセンタ１は、本実施例では複数台の分散コントロール装置９を有し、ユ
ーザからのアクセスをハブ１１が各分散コントロール装置に振り分ける。これにより、分
散コントロールセンタ内での負荷分散が図られる。なお、各分散コントロール装置が１台
の場合にはハブは無くても良い。分散コントロール装置９はＷＷＷサーバ機能を有し、ま
た、後述する負荷分散プログラム１３、スプリッタグループテーブル１５を有する。スト
リームサーバ３は各ＩＳＰ（インターネットサービスプロバイダ）に設けら、各ＩＳＰで
はアクセス数に応じて複数のストリームサーバが設けられる。なお、本実施例では各ＩＳ
Ｐにおけるストリームサーバ全体をスプリッタグループという。ユーザ端末５は、ＷＷＷ
ブラウザ１７及びストリーム再生プログラム１９を有し、本実施例では、分散コントロー
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ルセンタ１へのアクセスにはＷＷＷブラウザ１７が用いられ、ストリームの再生にはスト
リーム再生プログラム１９が用いられる。
【００２３】
分散コントロール装置としては一般的なコンピュータを用いることができ、その構成を図
２に示す。本コンピュータは、処理を実行するＣＰＵ２１、プログラムやデータを記憶す
るメモリ２２、メモリ２２またはＣＰＵ２１で使用するプログラムやデータを蓄積するハ
ードディスク２３、データを表示するディスプレイ２４、データまたは命令を入力するキ
ーボード２５、ＣＤ−ＲＯＭドライブ２６、ネットワークを介して他のコンピュータシス
テム等と通信を行うための通信処理装置２７から構成される。本発明のアクセス振り分け
を実行するプログラムはＣＤ−ＲＯＭドライブ２６を経由して、ハードディスク２３にロ
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ードされ、プログラムが起動されると、ＣＰＵ２１により実行される。本発明のアクセス
振り分けを実行するプログラムは、コンピュータにプレインストールしてもよいし、ネッ
トワークを介してロードすることもできる。
【００２４】
本実施例では、ストリームサーバは同時接続可能なライセンス数の上限を有している。ま
た、ライセンス数上限はストリームサーバが送信するストリームの総数のみを制限し、１
台のサーバで複数のコンテンツを送信する場合の各コンテンツのストリーム数を制限する
ことはできない。ライセンス数が可変とすることもできる。
【００２５】
まず、図１に示したシステムの動作の概要を説明する。
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【００２６】
ストリーム放送視聴を希望するユーザは分散コントロール装置９にアクセスを行う。分散
コントロール装置９がユーザからのアクセスを受けると、負荷分散プログラム１３がスプ
リッタグループテーブル１５を参照し、どのストリームサーバ（スプリッタ）がアクセス
したユーザに近いかを計算する。そして、現在のストリームサーバのアクセス状況等を計
算し、どのストリームサーバに接続させればよいかを決定し、ユーザのＷＷＷブラウザに
その結果を返す。ユーザのブラウザはその結果を受け取り、その結果に示されたストリー
ムサーバに対してアクセスを実行し、そこからストリーム放送を受ける。
【００２７】
どのストリームサーバ（スプリッタ）がアクセスしたユーザに近いかどうかは、本実施例
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では、ユーザ端末の属するＩＳＰで判断する。すなわち、ユーザ端末の属するＩＳＰを調
べ、そのＩＳＰにあるストリームサーバに原則としてアクセスさせる。ＨＴＴＰプロトコ
ルにおいてＩＳＰを識別するドメイン名を取得することは容易に行うことができる。この
ようにユーザ端末の属するＩＳＰと同一ＩＳＰからストリームデータを受信することによ
って、インターネットにおけるネットワーク負荷の増大を抑えることができる。また、一
般的にＩＳＰを同一とすることによってストリームが通過すべき経路を短くできるので、
ユーザは高い品質のストリームを受信することができる。
【００２８】
ここで、上記のストリームサーバが混雑し、設定したアクセス数の上限に達している場合
には、他のＩＳＰのストリームサーバにアクセスさせる。すなわち、分散コントロール装

50

(7)

JP 3725401 B2 2005.12.14

置は、ストリームサーバ（スプリッタグループ）毎にアクセス状況を記録しておき、今現
在あるストリームサーバには何人のユーザがいるかを計算しながら、ストリームサーバの
負荷を均等にするようにユーザを適切なストリームサーバに誘導するようコントロールす
る。このアルゴリズムについては後述する。
【００２９】
次に、図３を用いてユーザ端末５、分散コントロール装置９、ストリームサーバ３間のデ
ータシーケンスについて説明する。
【００３０】
まず、ユーザ端末が分散コントロール装置にアクセスすることによって、分散コントロー
ル装置は番組選択画面をＷＷＷブラウザに送信する（ステップ１）。その画面データはコ
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ンテンツ識別子を含む。ユーザが番組選択画面で番組及びデータ転送速度を選択すると、
その番組に対応したコンテンツ識別子が分散コントロール装置にＨＴＴＰリクエストとし
て送信される（ステップ２）。図４に番組選択画面の例を示し、図５には、図４の画面を
表示させるためのＨＴＭＬ表記を示す。なお、図４の例は、既に番組が決定しており、速
度を選択させる画面である。また、図６にはコンテンツ識別子の例を示している。
【００３１】
分散コントロール装置は、ＨＴＴＰリクエストを受信すると、コンテンツ識別子に含まれ
る 情 報 を 引 数 と し て Ｃ Ｇ Ｉ （ Common Gateway Interface） を 動 作 さ せ る 。 図 ６ に 示 す 例 で
はａｂｃｄと６４を引数としてＣＧＩが動作する。
【００３２】
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ＣＧＩによって、コンテンツ識別子取得、ＲＡＭファイル決定、ＲＥＭＯＴＥ＿ＨＯＳＴ
環境変数取得、重み計算、送出スプリッタ決定、ＵＲＬ決定、ＵＲＬの送信を行う。それ
ぞれの処理については後述する。ここで、ＲＡＭファイルとは、一般にはメタファイルと
いい、ユーザ端末のＷＷＷブラウザにヘルパアプリケーション（本実施例ではストリーム
再生プログラム）を起動させ、ヘルパアプリケーションにコンテンツへのアクセスをさせ
るファイルである。
【００３３】
ＲＥＭＯＴＥ＿ＨＯＳＴ環境変数とは、ユーザがどのＩＳＰを使用してアクセスしている
かを識別する識別子である。例えば、ＡＢＣというプロバイダを使っている場合には、Ｒ
ＥＭＯＴＥ＿ＨＯＳＴ環境変数はＡＢＣ．ｎｅ．ｊｐ等の識別子を含む。ＲＥＭＯＴＥ＿
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ＨＯＳＴ環境変数を取得することによりユーザがどのＩＳＰを使用しているかを知ること
ができる。
【００３４】
重み計算とは、各ＩＳＰに設置されたストリームサーバの中で、どのストリームサーバが
空いているかを計算する。上記の使用ＩＳＰ及びサーバの空き状況を勘案して、ユーザを
誘導するストリームサーバのアドレスが決定され、そのアドレスからメタファイルＵＲＬ
を決定する。そして、そのメタファイルＵＲＬをユーザに返す（ステップ３）。
【００３５】
メタファイルＵＲＬは、Ｌｏｃａｔｉｏｎタグに含めてユーザ送信され、ＷＷＷブラウザ
でリダイレクトし、ＷＷＷブラウザからメタファイルＵＲＬにメタファイルの要求を行う
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（ステップ４）。メタファイルはユーザがサービスを受けるストリームサーバが記述され
ている。なお、メタファイルを置く場所はインターネット上であれば特に制限はない。ま
た、リダイレクトさせず、ユーザにメタファイルＵＲＬを表示し、ユーザがそれをクリッ
クすることによってメタファイルＵＲＬを取得することもできる。
【００３６】
ユーザ端末がメタファイルを受信すると（ステップ５）、ストリーム再生プログラムが起
動され（ステップ６）、コンテンツの要求（本実施例ではＰＮＭリクエスト）をメタファ
イルに含まれていたストリームサーバのＵＲＬに向って送信する（ステップ７）。その要
求を受信したストリームサーバ側は、応答（ＰＮＭ．ＲＥＳ）を返し（ステップ８）、そ
の結果、ストリームデータがそのユーザ端末に配信される。
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【００３７】
以下、アクセス振り分けのために分散コントロール装置が行う処理について説明する。下
記のロジックは複数台の分散コントロール装置上で機能するものであり、その台数を多重
度Ｗとしている。複数台の分散コントロール装置を使用することによって多数のアクセス
を処理することができる。
【００３８】
図７は、アクセス振り分けのロジックにおいて使用されるパラメータを示す図である。分
散コントロール装置は、各コンテンツ毎にこれらのパラメータを管理する。
【００３９】
スプリッタグループＰi はスプリッタ（ストリームサーバ）の属するＩＳＰを示す。ア
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クセス数Ｎi は、各スプリッタグループに対してどれだけのアクセスがあったかを管理す
る数値である。例えば、あるユーザからＰ２ のスプリッタグループにあるストリームサー
バにアクセスがあった場合、Ｎ２ が１だけインクリメントされる。コネクション数閾値Ｃ
Ｔ ｉ

は、該当のスプリッタグループにユーザを接続させるか否かを判定するために用いら

れる閾値である。スプリッタ数Ｓi は各スプリッタグループ内に配置されているスプリッ
タ（ストリームサーバ）の数である。最大コネクション数Ｃi は、該当スプリッタグルー
プが供給できるコネクション数の最大値である。Ｍを１スプリッタ当たりの最大同時コネ
クション数とすると、Ｃi ＝Ｍ・Ｓi である。なお、最大コネクション数に対するコネクシ
ョン数の余裕度がα（０＜α＜１）であり、ＣＴ

ｉ

＝αＣi である。

【００４０】
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また、１スプリッタ当たりのライセンス数上限をＬとし、１コネクション当たりのライフ
タイムをΔＴとする。１コネクション当たりのライフタイムとは、１コネクションが継続
すると想定される時間であり、通常５分〜１０分の値をとる。この数値は、ユーザが１つ
の番組を見続けるのは５分〜１０分であるということを意味する。
【００４１】
次に、アクセス振り分け処理について図８のフローチャートを用いて説明する。
【００４２】
フローチャートで示した処理の前提として、分散コントロール装置は、Δｔ（通常は１分
）置きにスプリッタグループ毎にアクセスのあった絶対時刻のタイムスタンプと、そのと
きまでの累計アクセス数を記録する。本実施例では、保持するデータ量を少なくするとい
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う観点から、常に一定時間分ΔＴのデータしか残さないようにしている。すなわち、現在
からΔＴ時間過去より前のデータは消去する。
【００４３】
あるスプリッタグループＰｋ についてアクセス要求があると（ステップ１１）、すなわち
、Ｐｋ に対応するＩＳＰのユーザがアクセスすると、全てのｉ（１≦ｉ≦ｎ）について、
すなわち、全てのスプリッタグループについて、みなしコネクション数を求める（ステッ
プ１２）。
【００４４】
具体的には、現時点からΔＴ過去にさかのぼり、現時点までのアクセス総数Ｎi （Ｔ）か
らΔＴ前のアクセス総数Ｎi （Ｔ−ΔＴ）を引いて現在のみなしコネクション数Ｃi
する。すなわち、Ｃi

と
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＝Ｎi （Ｔ）−Ｎi （Ｔ−ΔＴ）である。ΔＴの定義から、ΔＴ

より近い時間の過去であればユーザはその番組を見ていると考えられるが、ΔＴより遠い
過去であればもうその番組をみていないと考えられる。従って、Ｃi

を現在の見なし

コネクション数とすることができる。
【００４５】
なお、閑散期等のため、ΔＴ前が記録されていなかった場合、現在に近い側に遡ってＮi
（Ｔ−ｓ・Δｔ）（１≦ｓ≦ｍ）を調べ、Ｃi

＝Ｎi （Ｔ）−Ｎi （Ｔ−ｓ・Δｔ）と

する。
【００４６】
次に、アクセスのあったスプリッタグループＰｋ の見なしコネクション数Ｃｋ

が閾値
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を越えるかどうかを調べる（ステップ１３）。見なしコネクション数Ｃｋ
ｋ

が閾

を越えないないときはそのままそのスプリッタグループにユーザを接続させる（

ステップ１４）。すなわち、ストリームサーバのグループに余裕があると考えられるので
、そのグループのうちのどれかのストリームサーバに接続させる。スプリッタグループに
複数のストリームサーバが存在する場合に、どのサーバに接続させるかはラウンドロビン
方式を用いる。これにより、アクセスの均一化を図ることができる。
【００４７】
Ｃｋ

が閾値ＣＴ

ｋ

を超えたときは、まず、全てのｉについて、すなわち全てのスプリ

ッタグループについて見なし空きコネクション数Ｅｉ ＝Ｃｋ −Ｃｋ

を算出する（ステ

ップ１５）。見なし空きコネクション数Ｅｉ チェックすることによって、どのストリーム
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サーバが空いているかの評価が行われる。
【００４８】
ステップ１６にて、全ての見なし空きコネクション数Ｅｉ が負の値かどうかを調べる。全
ての見なし空きコネクション数Ｅｉ が負であれば、全てのストリームサーバについてライ
センス数の上限を超えていると判断し、ｂｕｓｙメッセージを表示して、このユーザはス
トリームサーバに誘導しない（ステップ１７）。
【００４９】
正の値がある場合、正の見なし空きコネクション数Ｅｉ 同士で比較し（ステップ１８）、
最大値を有するスプリッタグループに接続させる（ステップ１９）。すなわち、Ｅｉ が最
大であることは最も空いていることを意味し、そのストリームサーバのグループにユーザ
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を誘導することによって、ユーザに確実にサービスを提供でき、ストリームサーバへの負
荷集中を避けることができる。
【００５０】
その後、振り分けられたスプリッタグループのアクセスカウンタを１増やす。次に、上記
の処理について図９〜図１４を用いてより詳細に説明する。以下で説明する処理は、図３
のステップ２で分散コントロール装置がコンテンツ識別子を受信し、ステップ３でメタフ
ァイルＵＲＬを返すに至るまでの処理である。
【００５１】
まず、ステップ２１〜２６にてユーザが指定したコンテンツと帯域に対応したメタファイ
ルを取得する。なお、ＱＵＥＲＹ＿ＳＴＲＩＮＧにはコネクション識別子に含まれるコン
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テンツ名称と帯域が記述される。ステップ２４及びステップ２５で使用されるコンテンツ
テーブルの例を図１０に示す。図１０は各テーブルの構成及びそれらの関係を示しており
、コンテンツテーブルはコンテンツ名と帯域とからなる。他のテーブルについては追って
説明する。
【００５２】
ステップ２７〜２８にてＲＥＭＯＴＥ＿ＨＯＳＴを取得する。なお、ＲＥＭＯＴＥ＿ＨＯ
ＳＴには前述したようにアクセスしたユーザが使用するプロバイダの識別子が含まれる。
ステップ２９にてＲＥＭＯＴＥ＿ＨＯＳＴに対応するスプリッタグループをスプリッタグ
ループテーブルで確認し、ステップ３０にて、そのスプリッタグループに対応したＩＳＰ
のユーザからアクセスがあった旨のインデックスを設定する（そのスプリッタグループを
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Ｊ＝１に設定）。なお、本実施例では、原則として、スプリッタグループテーブルに登録
されたあるスプリッタグループに対応したＩＳＰのユーザからアクセスがあった場合には
、そのスプリッタグループにユーザを接続させることとしているので、あるスプリッタグ
ループに対応したＩＳＰのユーザから分散コントロールセンタにアクセスがあった場合、
そのスプリッタグループにアクセスがあったという表現を用いる場合がある。図１０に示
すように、スプリッタグループテーブルは、グループ名と、それに対応するドメイン名及
び対応メタファイルＵＲＬからなる。
【００５３】
次に、ステップ３１〜ステップ４０にて、見なしコネクション数を計算する。ここでの平
均接続時間が前述したΔＴである。なお、ステップ３９、４０は、閑散期等のため、ΔＴ
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前が記録されていなかった場合における処理である。ステップ３４におけるＮＬ はスプリ
ッタ（ストリームサーバ）当たりのライセンス総数であり、ＮＬ ×スプリッタ数を分散コ
ントロール装置多重数で除算することによって、分散コントロール装置１台あたりのスプ
リッタグループに対する振り分け数が求められる。なお、図９〜図１４に示すフローチャ
ートにおいては、数をＮ、カウンタ値をＣで表す。例えば、ＮＳ

Ｐ ， Ｊ ＝ １

はＪ＝１と設

定したスプリッタグループのスプリッタの数であり、ＮＬ はスプリッタ１台当たりのライ
センス数上限値であり、ＣＴ

１

,Ｊ ＝ １

は最終（最新）のカウンタ値である。

【００５４】
ステップ３５で参照するカウンタテーブルの例は図１０に示されている。Δｔ間隔時間毎
のアクセス総数（カウンタ数値）からなる。このカウンタテーブルはスプリッタグループ
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毎に存在する。
【００５５】
ステップ４１で、ライセンス使用率と見なし空きコネクション数を計算する。ステップ４
２で、ライセンス使用率が使用率閾値より大きいかどうかをチェックする。
【００５６】
図９において、ステップ２７又はステップ２９で

いいえ

の場合、スプリッタグループ

テーブルに登録されたグループとは別のＩＳＰのユーザと判断し、図１１に示した処理を
行う。
【００５７】
ステップ４３にて、スプリッタテーブルの最初のスプリッタグループを、Ｊ＝１に設定す
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る。これは、アクセスしたユーザに対応するＩＳＰがテーブル内にない場合、原則として
テーブルの最初のスプリッタグループをアクセス先とすることとしたものである。ステッ
プ４３〜ステップ５４は、図９のステップ３１〜ステップ４１の処理と同様である。なお
、ステップ５４では、ステップ５１と異なりライセンス使用率の計算は行わない。
【００５８】
ステップ５４の後、もしくは、図９のステップ４２でライセンス使用率が使用率閾値より
大きい場合、図１２に示した処理を行う。すなわち、図１２に示す処理は、スプリッタグ
ループとして分散コントロール装置に登録されていないＩＳＰのユーザからのアクセスが
あった場合、又は、指定スプリッタグループが混雑している場合に行われる処理である。
【００５９】
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まず、ステップ５５〜ステップ６６の処理にて、全てのスプリッタグループについて見な
し空きコネクション数を求める。なお、ＮＩ はスプリッタグループの数である。続いて、
ステップ６７にて見なし空きコネクション数が最大であるスプリッタグループを特定する
（ ス プ リ ッ タ グ ル ー プ イ ン デ ッ ク ス を J=ｋ に 設 定 す る ） 。
【００６０】
次に図１３に示す処理を行う。ステップ６８にて、上記特定されたスプリッタグループに
おけるストリームサーバ数が１か複数かを調べ、１であれば当該スプリッタグループの対
応メタファイルＵＲＬを送信し（ステップ６９）、複数であればラウンドロビンで選択し
たサーバの対応メタファイルＵＲＬを送信する（ステップ７０）。その後、ステップ７１
〜ステップ７５にて、現在時刻における当該スプリッタグループに対応するアクセスカウ

40

ンタを１増加させ（ステップ７１、７２）、一定時間以前の時刻とカウンタ値を消去する
（ステップ７３〜ステップ７５）。
【００６１】
図９におけるステップ４２で使用率が使用率閾値以下である場合には、図１４の処理を行
う。図１４に示す処理は図１２に示した処理と同様であるので説明は省略する。
【００６２】
図１５はコンテンツテーブルの管理を行うための画面表示例である。識別番号をクリック
することによって、新規のコンテンツ名、そのコンテンツ提供のための帯域を入力するこ
とができ、入力によってコンテンツがコンテンツテーブルに登録される。
【００６３】
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図１６はスプリッタグループテーブルの管理を行うための画面表示例である。グループ名
、グループに対応したドメイン（要求先ドメイン）及びメタファイルＵＲＬを設定する。
アクセスしたユーザの属するドメインが要求先ドメインの中に存在すれば、原則としてそ
の要求先ドメインが属するグループのストリームサーバに接続される。その要求先ドメイ
ンが属するグループのストリームサーバが混雑している場合には、上述したアルゴリズム
で別の接続先が選択される。また、サーバ当たりのライセンス数上限、分散コントロール
装置の多重度、最大コネクション数に対する閾値、平均コネクション時間（ΔＴ）を設定
することができる。
【００６４】
これまでに説明した実施例では、ユーザの属するドメイン名及びΔＴを用いたコネクショ
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ン数の管理によってユーザのアクセス振り分けを行うが、コンテンツが流れるネットワー
クの状態を振り分け判断の要素として用いることも可能である。
【００６５】
例えば、ユーザからストリームサーバまでのホップ数（経由ルータ数）を判断の要素に加
え、ホップ数の少ないストリームサーバを選択することとしてもよい。ホップ数による判
断は、ドメイン名による振り分けの代りに行ってもよいし、ドメイン名による振り分けに
加えた判断要素としてもよい。ホップ数は種々の方法で取得することができる。
【００６６】
また、ユーザ端末からコンテンツサーバまでのネットワークにおける回線区間の帯域を重
み 因 子 と し て 考 慮 す る こ と も で き る 。 例 え ば 、 あ る 回 線 区 間 （ ル ー タ ‑ル ー タ 間 ） の 帯 域
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が少なければその区間は他より大きな値で重み付けする等の方法で重み付けし、重み付け
された回線区間の総和をメトリック値として振り分けの判断に使用することができる。
【００６７】
本発明の振り分け方法はストリーミングに限らず適用できる。特に、ＦＴＰ等、データダ
ウンロードに用いられるアプリケーションのように、ある程度コネクション時間が保たれ
るアプリケーションに効果的に適用できる。ＦＴＰの場合、ＦＴＰサーバに同時接続の上
限を設定する場合も多く、その数をストリームサーバのライセンス数と同様に処理するこ
とにより、アクセス振り分けが可能となり、負荷分散が可能となる。また、ＦＴＰの場合
には、端末側においてストリーミング再生プログラム立ち上げのような処理は行う必要が
無く、ブラウザのみでデータ受信が可能である。従って、図３のシーケンス図において、

30

例えば、ステップ３で目的データのＵＲＬを含ませ、ステップ４でＦＴＰサーバにデータ
を要求し、ステップ５でデータ取得を開始することができる。
【００６８】
また、ライセンス数を設定によって可変とし、スプリッタ１台当たりのコネクション数を
増加させ、アクセスの増大に対応することも可能である。また、上記の実施例では見なし
接続時間ΔＴを用いて接続数を把握したが、コンテンツサーバに分散コントロール装置が
アクセスして、コンテンツサーバの負荷を取得し、振り分けに使用することもできる。す
なわち、負荷の高いコンテンツサーバにはユーザを誘導しないようにする。更に、見なし
接続時間ΔＴを用いず、ユーザがコネクションを終了した旨の情報を取得し、それにより
コネクション数を把握して、振り分けを行うことも可能である。
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【００６９】
また、ドメイン名による振り分けを行わずに、同時コネクション数で振り分けを行うよう
にすることもできる。複数のコネクションサーバがネットワーク的に近くにある場合にお
ける、負荷分散に効果的である。
【００７０】
更に、本発明は、ネットワーク上の複数のコンテンツサーバのうちどのサーバにアクセス
するかを決定する場面であれば、インターネットに限らずどのようなネットワークにも適
用できる。
【００７１】
本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種
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々変更可能である。
【００７２】
【発明の効果】
上述したように、本発明によれば、ネットワーク的に近いサーバにユーザをアクセスさせ
ることが可能となり、ネットワーク内の混雑の発生を抑え、なおかつ、ユーザに高品質の
サービスを提供することが可能となる。
【００７３】
また、コンテンツサーバにコネクション数の制限がある場合に、コネクション数の上限に
達したコンテンツサーバへのアクセスを回避し、空きコネクション数に余裕のあるコンテ
ンツサーバに接続させることが可能となるので、コンテンツサーバ間の負荷分散、及び、
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より多くのユーザへのサービス提供が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例におけるアクセス振り分けシステムの構成図である。
【図２】コンピュータの構成図である。
【図３】ユーザ端末、分散コントロール装置、ストリームサーバ間のデータシーケンスを
示す図である。
【図４】番組選択画面の例を示す図である。
【図５】図４の画面を表示させるためのＨＴＭＬ表記である。
【図６】コンテンツ識別子の例を示す図である。
【図７】アクセス振り分けのロジックにおいて使用されるパラメータを示す図である。
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【図８】アクセス振り分け処理を示すフローチャートである。
【図９】アクセス振り分け処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１０】テーブル構成を示す図である。
【図１１】アクセス振り分け処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１２】アクセス振り分け処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１３】アクセス振り分け処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１４】アクセス振り分け処理を詳細に示すフローチャートである。
【図１５】コンテンツテーブルの管理を行うための画面表示例である。
【図１６】スプリッタグループテーブルの管理を行うための画面表示例である。
【符号の説明】
１

分散コントロールセンタ

３

ストリームサーバ

５

ユーザ端末

７

インターネット

９

分散コントロール装置

１１

ハブ

１３

負荷分散プログラム

１５

スプリッタグループテーブル

１７

ＷＷＷブラウザ

１９

ストリーム再生プログラム

２１

ＣＰＵ

２２

メモリ

２３

ハードディスク

２４

ディスプレイ

２５

キーボード

２６

ＣＤ−ＲＯＭドライブ

２７

通信処理装置
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図７】

【図６】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】

【図１６】

【図１５】
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