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1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめに    
近年，バーチャルリアリティ(VR)システムの実用化に伴い，

VRシステムにおけるデータベース機能の必要性が認識され
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つつある．実際に，ウォークスルーに伴う検索機能[4]や仮想
世界オブジェクトの永続的管理機能[3]なども開発されてき
ている．これらのシステムはアプリケーションの用途に合わ
せてデータベース機能の一部を利用しているが，データベー
スシステムはVRシステムをサポートするために必要と考え
られる有用な機能を数多く備えており，これらのデータベー
ス機能を完全に備え持つVRシステムを開発することは大変
意義あることと考えられる． 我々はこのようなバーチャル
リアリティをデータベースにしたシステムの実現を目指し，
VRシステムとDBシステムをシステム連携したVirtual 
World Database System (VWDB)の開発を進めてきた[6][7]． 

VWDBは当初一台のVRシステムと一台のデータベースシ
ステムをシステム連携してプロトタイピングが行われたが，
最新のバージョンでは複数台のVRシステムと一台のデータ
ベースシステムを統合してプロトタイプが構築されている．
このような構成のVWDB2は，共有型作業環境(Shared Work 
Environment)の支援に有効に働くと考えられる．ここに，
共有型作業環境とは，複数のVRシステムによるネットワー
クVR (NVR)システム[9]によって共有化された仮想世界オ
ブジェクトを,同じ空間に没入した複数のユーザが共同で編
集出来る環境である．これらは，従来のNVRシステムで実現
されるシミュレーションシステムやチャットシステムに比
べて規模は小さく（2～数十人），共有する仮想世界オブジ
ェクトの管理が重要となる．しかし，共有型作業環境におけ
るオブジェクト管理機能の研究は未だ初期段階にあり，加え
て多数の作業の同時実行や障害時回復機能の実現を考える
と，共有型作業環境の実現技術はまだ確立されているとは言
いがたい．そこで，我々は文献[11]にて，VWDB2上でのデ
ータベース機能を根底にした共有型作業環境の実現を目指
し,仮想世界の一貫性を管理するためのVWDBトランザクシ
ョンを導入した. 
本論文では，文献[11]にて提案されたVWDBトランザクシ
ョンで仮想世界の一貫性を高く保持しつつ，仮想世界のスケ
ーラビリティと同期性を保つための仮想世界同期法の提案
を行う．第2章でVWDB2における共有型作業環境のシステム
構成と文献[11]で提案したトランザクション概念について概
略を述べた後，第3章にて同期性が低下した場合に起こりう
る問題点を明確にし，それを回避するためにゴーストオブジ
ェクトという概念を導入した同期法を提案する． 
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VWDB2は，複数台のVRクライアントとバックエンドの
オブジェクト指向データベースシステムによる仮想世界集
中管理方式[8]で共有型作業環境を実現している(図1)．VRク
ライアントはJAVA言語用の仮想世界構築APIである
JAVA3Dを用いて実装し，バックエンドDBは商用のオブジ
ェクト指向DBであるエクセロン社のObjectStoreを利用し
JAVA言語で実装している．クライアントとサーバ間の通信
プログラムはHORB[9]を用い，マルチキャストはHORB 
extentionメッセージングサービスを用いている． 

VWDB2でVRクライアントのアプリケーションを起動す
ると，VR クライアントはデータベース中にある仮想世界の
コピーをローカルに作成し，VR システム上に表示する．そ
して，各 VRクライアントの持つ仮想世界とデータベース中
に格納されている仮想世界との同期を取ることで全てのク
ライアントが「同じ仮想世界を共有している」感覚で VRシ
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ステムを利用することができる． 
VWDB2 では仮想世界における問合せや更新要求はすべ

て VWDB2 トランザクションとしてバックエンドサーバで
処理される．我々は文献[11]にて定義した VWDB トランザ
クション概念を基に，データベースの一貫性保障や同一の仮
想空間に没入した複数のユーザ間の同時実行制御を行う．
VWDB トランザクションでは，図 2 に示すような移動トラ
ンザクションのようにインタラクションがある時間間隔で
（不定回）複数連続して実行されることによって一連の意味
のある操作が行われるとき，これを連続操作トランザクショ
ンという 2階層のトランザクションとして管理する．例えば
移動トランザクションは，移動の開始から終了までのトップ
トランザクションと，ある時間間隔で実行される位置更新サ
ブトランザクションとで構成される連続操作トランザクシ
ョンである．VWDB トランザクションは，共有型作業環境
の特徴を考慮し緩和された ACID 特性を保証する．例えば，
「操作の途中経過をできるだけリアルタイムに他ユーザに
公開する必要があるという」性質を考慮して分離性を緩和し，
サブトランザクションがコミットする毎に他クライアント
にサブトランザクションの結果をマルチキャストさせてい
る．    

 

  
図 1  VWDB2のシステム構成 

    

 
図 2  移動トランザクション 

 
3. 3. 3. 3. 共有型作業環境における仮想世界同期法共有型作業環境における仮想世界同期法共有型作業環境における仮想世界同期法共有型作業環境における仮想世界同期法    
共有型作業環境では，仮想世界での同時作業人数（スケー
ラビリティ）及び仮想世界の同期間隔（同期性）が重要とな

る[1]．VWDB2では連続操作トランザクションのサブトラン
ザクションがコミットされた時点で他クライアントへのマ
ルチキャストによって同期が行われるため，同期間隔とはす
なわちサブトランザクションの発行間隔となり，発行間隔が
短くなるほど同期性が高い． 
共有型作業環境ではスケーラビリティ及び同期性ともに
高いほど良いが，我々が採用している仮想世界集中管理方式
ではバックエンドデータベースサーバの負荷が高くなり全
体のパフォーマンスが低下するという問題がある．VWDB2
は同時作業人数が2人～数十人という比較的小規模なアプリ
ケーションを対象としているが，例えば 10 人同時にオブジ
ェクトを移動した場合，サブトランザクション発行間隔が 10
ミリ秒ならば 1秒間に 1000ものアクセスが集中することに
なる． 
そこで本章では「ゴーストオブジェクト」という概念を導
入することによって，適切な同期性を保ちながらサブトラン
ザクション発行間隔を（描画サイクルと比べて）長くし，ア
クセス集中を軽減する仮想世界同期法を提案する．  
3.1 3.1 3.1 3.1 同期性の低下に伴う問題点同期性の低下に伴う問題点同期性の低下に伴う問題点同期性の低下に伴う問題点    
まず同期性の低下に伴って生じる問題点を明らかにする．
図3は仮想共同作業空間上でクライアントAとクライアント
Bが各々同時にオブジェクトOAとオブジェクトOBを移動す
るトランザクション TA，TBを実行している様子である．各
トランザクションTA,TBでは発行間隔 aでサブトランザクシ
ョンが発行される．このとき発行間隔が広がることによって
以下のような現象が起きる場合がある． 
現象現象現象現象 1:1:1:1:    TAの位置更新サブトランザクションはある時間ごと
に発行され，他のクライアントにマルチキャストされる
ため，クライアント CB上ではオブジェクト OAが急に動
くように感じられる． 

現象現象現象現象 2:2:2:2:オブジェクト間の衝突検出はバックエンドデータベ
ースで行われるため，クライアント側で起こったはずの
衝突が検出されない場合がある．（図 3） 

現象現象現象現象 3333::::現象 2と同じ理由で，クライアント側では起こってい
ないはずの衝突がバックエンドデータベース側で検出さ
れてしまう場合がある（図 4）． 
ここでは特に現象 2と現象 3を図 3と図 4を用いて説明す

る．まず，現象 2では，ユーザ Aはオブジェクト OAを移動
し，時刻 tiに地点 P1で SiAを発行し，時刻 ti+aに地点 P3で
Si+1Aを発行している．またユーザ Bはオブジェクト OBを移
動し時刻 tjに地点 P2で SjBを発行している．ユーザ B は更
に移動を続け，時刻 tj+b(b<a, ti+a=tj+b)には地点 P3まで移
動させている．この時点でクライアント B上の仮想世界では，
オブジェクト OAと OBが衝突しているように見える．しか
し，この時刻では，オブジェクト OBのサブトランザクショ
ンは発行されておらず，データベース上では衝突していない
ため，そのまま OBはオブジェクト OAを通り抜ける結果と
なる．また現象 3では，ユーザ Aはオブジェクト OAを図 3
の右上方向に移動し，時刻 tiに地点 P1への位置更新サブト
ランザクション SiAを，さらに時刻 ti+a に地点 P3への位置
更新サブトランザクションSi+1Aを発行している．そのあと，
A は OAを移動しつづけ，時刻 t1+a+b（b<a）には地点 P4
まで持っていったとする．一方，ユーザ B はオブジェクト
OBを図 4の左上方向に移動し，時刻 ti+bに地点 P2への位置
更新サブトランザクション SiBを，さらに時刻 ti+a+bに地点
P3への位置更新サブトランザクション SiBを発行している．
このとき，クライアント CAではユーザ Aが OAを P4まで移
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動させていたのにもかかわらず，地点 P3 での衝突計算が行
われ，ユーザ Aが意図しない方向に移動してしまう． 

 

3.2 3.2 3.2 3.2 ゴーストオブジゴーストオブジゴーストオブジゴーストオブジ
 前節の現象は，各連
ザクションが一定間隔
よって起こる．つまり
刻 tから次に発行される
ジェクトの位置とデー
ブジェクトの位置が同
の矛盾をなくすために
法もある．しかし，各
間に実行されるローカ
であり，データベース
隔をそこまで狭めるの
での状態を統一するた
されるローカル操作を
てしまう．そこで，我
ンに「ゴーストオブジ
解決を図った． 
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 ゴーストオブゴーストオブゴーストオブゴーストオブ
クライアントで連続
るとき，サブトランザ
トの状態とデータベー
なっている場合，これ
合，データベース上で
を「オリジナルオブジ
クトの状態を表示した
る．移動トランザクシ

例を図 5 に示す．サブトランザクション発行間隔を 500ms
とし，VR クライアントでの描画サイクルを 50ms 間隔とす
る．また，クライアント上で行われる処理の時間は
p(p<50ms)，共有型作業環境における操作の処理時間は
q(50<q<500)であるとする．この場合，オブジェクト OA の
移動トランザクション TAを開始すると，ゴーストオブジェ
クト OA’が生成される．ユーザは基本的にこのゴーストオブ
ジェクト OA’を移動させることになる．時刻 t0に開始サブト
ランザクション S1 が発行された後，位置更新サブトランザ
クション S2が実行されるまでの間，50ms間隔でゴーストオ
ブジェクト OA’の位置更新操作が実行される．これは，VR
クライアントのみで完結する操作である．そして，時刻
t0+500(ms)に S2 が実行され，ゴーストオブジェクトの位置
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CA 
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図 3．現象 2  

 
図 4．現象 3 
ェクトの導入ェクトの導入ェクトの導入ェクトの導入    
続操作トランザクションのサブトラン
（前節では a）毎に発行されることに
サブトランザクションが発行された時
時刻 t+a までクライアント側のオブ
タベース及び他クライアント側のオ
期されていないことが原因となる．こ
表示をどちらかの状態に統一する方
クライアントでサブトランザクション
ル操作は描画サイクル毎（約 50ms）
へ発行するサブトランザクションの間
には限界がある．また，データベース
めにサブトランザクション間に実行
止めてしまうと，対話性が極端に落ち
々は各クライアントのアプリケーショ
ェクト」を導入することによってその

ジェクトジェクトジェクトジェクト    
操作トランザクションを実行してい
クション間でローカルでのオブジェク
ス上でのオブジェクトの状態とが異
らを両方表示することとした．この場
のオブジェクトの状態を表示したもの
ェクト」，クライアント上のオブジェ
ものを「ゴーストオブジェクト」とす
ョンにおけるゴーストオブジェクトの

である P2 地点にオリジナルオブジェクトを移動させるよう
位置更新サブトランザクションを発行する．これにより，オ
リジナルオブジェクトは時刻 t0+500+qに p2地点に移動する．
ゴーストオブジェクトとオリジナルオブジェクトは線でつ
ながれ，ゴーストオブジェクトを使ってオリジナルオブジェ
クトを引っ張る感覚で移動を行うことができる． 

 
図 5．ゴーストオブジェクト 

3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 ゴーストオブジェクトの共有ゴーストオブジェクトの共有ゴーストオブジェクトの共有ゴーストオブジェクトの共有    
ゴーストオブジェクトを用いて 4.1節で挙げた現象を緩和
させるために，我々は近隣で連続トランザクションを実行し
ているクライアント同士が互いのゴーストオブジェクトを
共有させる方法を用いる．例えば，クライアント CＡ，CＢ，
CＣから各々ユーザ A，B，Cがログインしてオブジェクト O
Ａ，OＢ，OＣの移動トランザクションを実行し，現在，デー
タベース上の仮想世界が図 6(a)に示す状態になっていると
する．このとき，次のサブトランザクションまでの移動可能
距離を rとし，操作中のオブジェクトを中心とした半径 rの
球状の範囲をオブジェクトの「近隣」であると考える．図 6(a)
では OAと OB，OAと OCがそれぞれ近隣となる．このとき，
OAの移動トランザクションTAを発行しているクライアント
CAと，OBの移動トランザクション TBを発行しているクラ
イアント CBとの間に P2P のネットワーク通信路を確保し，
OAのゴーストオブジェクト OA’と OBのゴーストオブジェク
ト OB’を共有する(図 6(b))．なお，P2P 通信で共有するゴー
ストオブジェクトはあくまでオリジナルオブジェクトに対
する仮の姿なので，オリジナルオブジェクトに比べて一貫性
を厳密に確保する必要性は低いため，楽観的な一貫性管理手
法[13]を取り入れる．  
3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 ゴーストオブジェクトの共有による解決策ゴーストオブジェクトの共有による解決策ゴーストオブジェクトの共有による解決策ゴーストオブジェクトの共有による解決策    
前節で述べたようにゴーストオブジェクトを近隣にいる
クライアント同士で共有することによって，4.1 節で挙げた
現象を最小限に抑えることが出来る．まず現象 1は，近隣オ
ブジェクトのゴーストを他のクライアントが見られるよう
にすることで，次のサブトランザクションで更新されるオブ
ジェクトの状態を予測することが出来るため，解消される．  
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図6
現象 2は以下

が近隣にあり，
ジェクト OA’と
ジェクト OA’と
す．CAと CBの
一定間隔（ここ
が，ゴーストオ
上で検出された
更新を受信した
を発行する．こ
リジナルオブジ
なる．また，各
後，ゴーストオ
ストオブジェク
各クライアント
突，及びオリジ
なり，現象 2は
また現象 3に

にクライアント
場合はその衝突
出来る． 

図 7.ゴー

4. 4. 4. 4. まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題    
VWDB 上で実現する共有型作業環境が適切なスケーラビ

リティと同期性を保つために，ゴーストオブジェクトを用い
た仮想世界同期法を提案した．今後の課題としては今回提案
したゴーストオブジェクトによる仮想世界同期法を用いて
どの程度のスケーラビリティと同期性を保つことができる
かの評価を行う予定である． 
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