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あらまし 我々はデジタルシティの 3 次元インタフェースとして，仮想空間ソフトウェアを開発した．このソ
フトウェアは，現実と同じ構造をもつ仮想空間の中で数百体の人体型エージェントと数十人のアバタとが映像や
音声によりインタラクションを行うことで，サイバースペース上に新しいコミュニティを形成することを目的
としている．この目的のうち，仮想空間は VRML で作成された現実の都市と同じ構造をもつ空間の構造データ
を 3 次元コミュニケーションツールに読み込むことで実現した．一方，アバタやエージェントに関しては，アニ
メーションにより 2 足歩行を行い，混雑した場所での歩行時は他者を自然に回避し，更に発話時には空間内の音
場を再現する機能を実装することで現実感や操作性を増した．こうした高度な機能をもつ 3 次元空間を実現する
には，従来は高い性能をもつ計算機の使用が前提とされてきた．しかし，デジタルシティは一般の市民が自宅の
計算機環境から気軽に参加できるものでなければならず，更に，できるだけ多くの市民が同時に空間を共有でき
ることが望まれる．そのためには，インタフェースに必要とされる計算機の性能やネットワーク帯域を抑えなけ
ればならない．この問題を解決するため，我々はマルチユーザ環境における効率的な音場生成技術を開発し，仮
想空間上に実装した．評価の結果，提案技術は仮想空間ソフトウェアが消費する計算機資源を抑える目的に対し
て有効であることがわかった．
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1. ま え が き

しかし，サイバースペースへの都市の拡張には，その

3 次元空間を用いたコミュニケーションは，従来の

る [3]〜[5]．

インタフェースとして 3 次元空間の利用が効果的であ

ビデオ会議やチャットシステムと比較し，よりカジュ

3 次元空間上で現実の都市を再現するには，実空間

アルで，より現実に近い性質をもつ [1]．こうした 3 次

と同様の構造をもつ仮想空間をつくるとともに，そう

元空間を使用し，現実に存在する地域コミュニティが

した仮想空間において，現実の都市で発生する人と人

もつ情報の再構成や情報発信を行ったり，地域に生活

のインタラクションを再現しなければならない．ここ

する人々の日常的な活動をネットワーク上に再現する

で “コミュニケーション” ではなく “インタラクショ

ことで，現実の都市をサイバースペースへと拡張する

ン” と述べた理由は，都市の日常生活で無意識に引き

ことを目的としたものがデジタルシティである．

起こされる人間行動を，仮想空間内で再現するという

このうち，情報提供に関しては必ずしも 3 次元のイ
ンタフェースを必要とせず，地図やテキストへのハイ
パリンクといった，既存の Web 技術で実現できる [2]．
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ト [6] や，役割に応じて会話を行うエージェント [7]，初
対面のユーザ同士の会話を支援するエージェント [8]，
あるいは人間関係に影響を与えるエージェント [9] に
関する研究などである．しかし，これら先行研究で
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扱うインタラクションは，人とエージェントが 1 対 1
か，それに近い状況に限ったものである．その一方，
我々はデジタルシティにおいて多数の人と多数のエー
ジェントが入り交じった状態で，人もエージェントも
同じようにインタラクションを行う空間の研究を行っ
ている．
更に，こうしたデジタルシティの実用的な応用例と
しては，実際には行うことが難しい大規模な集団行
動の仮想空間上での再現が挙げられる [10]．例えば，

1000 人の避難者が参加する避難訓練を現実に行うこ
とは難しい．しかし，デジタルシティの仮想空間では，

1000 人の避難者のうちの 900 人をソフトウェアエー
ジェントでシミュレートし，残り 100 人が家庭からイ

図 1 3D 京 都
Fig. 1 3D Kyoto-city.

ンターネットを介して参加することで，こうした大規
模な避難訓練を行い，地域の危機管理に貢献すること
も可能となる．
このようなデジタルシティを実現するため，仮想空
間において，現実と同じ外見をもつ都市や，その都市
における人間行動を再現するためのインタフェースを
実装した．

2. デジタルシティとそのインタフェース
2. 1 設

計

我々が考えるデジタルシティのインタフェースとし

Fig. 2

図 2 通信方式の比較
Comparison between client-server and clientclient communication.

ての仮想空間は次の特徴をもつ．
（ 1 ） 現実の都市と同じ構造をもつ
（ 2 ） 多数のアバタが映像と音声で同時にコミュニ
ケーション可能である
（ 3 ） 仮想都市の住人としてのエージェントが存在
（ 4 ） 音源の位置を考慮した音場を合成
すなわち，現実と同じ構造をもつ仮想空間を実装し，

ケーラビリティの確保が特に重要である．
そこでデジタルシティで用いる通信方式について考
察すると，図 2 に示すように通信方式の違いにより，
参加者の増加により負荷のかかる箇所が異なる．
すなわち，図 2 左側で示すサーバ・クライアント方
式では，参加者数の増加に伴いサーバ側の通信量及び

その中で数百体の人体型エージェントを動かすことに

データ処理コストが増加する．一方，図 2 右側のクラ

より，実際の都市に近いリアリティをもつ仮想都市を

イアント間通信では，参加者数に応じて各クライアン

再現する．こうした仮想都市に多数の市民がアバタと

トごとの通信量及びデータ処理コストが増加する．以

して各家庭から参加し，他のアバタやエージェントと

上の考察及び市民が利用できる計算機リソースの制限

インタラクションを行うことで，サイバースペース上

が厳しいことを考慮すれば，通信にはサーバ・クライ

に新しいコミュニティを形成することを目的としたも

アント方式を用い，クライアント側をインタフェース

のが我々が考えるデジタルシティである（図 1）．

とし使用することが好ましい．しかし，それでは参加

デジタルシティは，市民が各家庭から参加すること
を前提としており，したがってそのインタフェースは

者が増加した際にサーバ側の過負荷が問題となること
が考えられる．

一般的に普及した計算機及びネットワーク環境で使用

ところで，デジタルシティで使用する主な通信は音

可能なものでなければならない．更に，そうした限ら

声及び映像通信である．音声通信はアバタ間のコミュ

れたリソースの中で多数の参加者が映像/音声通信を

ニケーションにおいて主要なメディアとして使用され，

利用することを考えると，参加者が増加した際のス

また各クライアントから送られた音声をもとに音場
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の合成処理を行う必要がある．一方の映像通信は，コ
ミュニケーションのメディアとしては補助的な役割を
もち，音場合成のように受信時に特殊な処理を行う必
要はない．よって，音声通信にはサーバ・クライアン
ト方式を使い，狭帯域のユーザでも安定して使用でき
るよう設計し，映像通信ではサーバ側のネットワーク
負荷を考慮してクライアント間通信を使用することに
した．
通信方式で以上の設計を行う際は，音場の合成処理

図 3 システム構成図
Fig. 3 System architecture.

について考察する必要がある．音場の合成をサーバ側
で行う場合，前述のように，空間に存在する音源（エー
ジェント及びアバタ）数の 2 乗のオーダでサーバ側の

のサーバを統括するサーバを一つ置くことにした．な

計算コストが増加する．これではデジタルシティ上で

お，以下では前者のサーバをコミュニケーションサー

数百人のエージェントとアバタを動かす際，サーバ側

バ (CS) と呼び，後者のサーバをディレクトリサーバ

の負荷が問題となる可能性がある．したがって，サー

(DS) と呼ぶことにする．一方，クライアントは，ア

バで音場合成を行う際に必要となる計算コストを抑え

バタとエージェントの二つに分かれる．アバタはユー

る仕組みが必要となる．

ザからの入力をデジタルシティへと反映させると同時

こうした計算機リソースに関する課題とは別に，多

に，デジタルシティの情報をユーザへと出力する．ま

数のエージェントとアバタが空間を共有するデジタル

たエージェントは，デジタルシティを歩行する群集や，

シティのインタフェースではアバタ移動時の操作性が

都市の案内人としてユーザとインタラクションを行う．

問題となることが考えられる．従来の仮想空間を用

仮想空間の構造モデルは VRML の形式で作成され，

いたコミュニケーションツールとは違い，デジタルシ

シーンデータとしてサーバ (CS) からクライアントへ

ティでは現実の繁華街の混雑した様子を数百体のエー

ダウンロードして利用するほか，事前に各クライアン

ジェントを用いて再現し，その中で参加者はアバタを

トのローカルディスクへ保存しておき，そこから読み

操作しなければならない．アバタが他のアバタやエー

込むことも可能である．

ジェントの体をすり抜けることができないのは当然だ

サーバ (CS) は音場の合成処理を行うほか，アバタ

が，キーボードやマウスで操作する際に意識的に他者

やエージェントの衝突判定を行う．この際，単に衝突

を避けて歩くことは利用者の大きな負担となる．した

判定を行うのではなく，磁場モデル [11] を用いること

がって，人体同士では利用者が特に意識せずとも，実

で人体同士の自然な回避行動を実現している．磁場モ

空間で我々が行うのと同様の自然な回避行動をとる機

デルは，群衆の動きをシミュレートする際に使われる

能が望まれる．

モデルであり，歩行者に正の磁極，建物や障害物にも

更にエージェント機能に関しては，数百体ものエー

正の磁極，そして歩行者の歩行目的地に負の磁極を与

ジェントの動作を記述し，制御するための方法を用意

える．これら磁極が周辺に作る磁場から歩行者が受け

しなければならない．

る磁力により，歩行者の新しい位置や速度を決定する．

2. 2 実

装

また，エージェントが起動するクライアントでは，Q

2. 2. 1 システム構成

言語 [12] と呼ばれる言語で記述されたシナリオファイ

まず，システム全体の実装について図 3 に示す．こ

ルをローカルディスクから読み込むことで，エージェ

の図のうち，上半分に位置するのはサーバであり，下

ントの動作を制御する．なお Q 言語の詳細について

半分に位置するのはデジタルシティのインタフェース

は文献 [12] を，またクライアントへ Q 処理系を組み

としてのクライアントである．この図のように，サー

込んだ実装の詳細については文献 [13] を参照して頂き

バはアバタやエージェント，そして都市の構造物によっ

たい．

て構成される空間情報を管理する．また，サーバの負

2. 2. 2 計算量を抑えた音場合成手法の実装

荷を下げるため都市をいくつかの区画に分割してその

3 次元音場は，一般的には水平方向，垂直方向，そ

区画ごとに別々のサーバで管理させるとともに，全体

して音源からの距離の 3 要素により合成されるが，本
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実装ではアバタやエージェントが水平方向にしか移動
しないため，水平方向及び距離のみを考慮した音場を
実装した．具体的には，水平方向の音場は Interaural

である．
（ 1 ） すべての音源（アバタ）を，その位置に基づ
いてグループ分けする．

Intensity Diﬀerence (IID) 及び Interaural Time Difference (ITD) により実現し，距離は音源からの距離
に比例して音量を減衰させることで処理した．IID と

グループごとに保存する．

は，例えば頭の右側に音源を置いたときは，右の耳で

アバタから各グループの重心への距離が十分であった

はより大きな音として聞こえ，左の耳にはソフトな音

ならば，グループの重心に先ほど保存した音声データ

として聞こえる現象であり，実装時は，アバタの両耳

をもつ仮想的な音源があると考えて，アバタと仮想的

から音源までの距離により左右の音量を変更すること

な音源との位置関係に基づいて処理を進める．一方，

（ 2 ） 各グループ内でそれぞれ音声データを合計し，
（ 3 ） すべてのアバタに対し，次の操作を行うもし，

で実現した．また ITD とは，先と同様に頭の右側に音

もしアバタから各グループの重心への距離が十分でな

源を置いた際，音は左の耳より右の耳にわずかに早く

ければ，個別にグループ内のアバタと，聴き手である

到達するという現象のことであり，その時間差は図 4

アバタとの位置関係に基づいて処理を進める．

に示すように，頭の半径を a とし，前方から音源まで

ここで重要となるのは，アバタのグループ分けの方法

の角度を θ，音速を c とすると，IT D =

a
(θ
c

+ sin θ)

である．基本的には，なるべく距離の近いアバタごと
に集まるようグループに分ければよい．しかし，アバ

により計算した．
更に，CG の分野で使用されている Level Of Detail

タは刻々と移動する可能性があるため，移動後のアバ

(LOD) の技術をこうした音場の合成処理に適用する

タの位置によって，グループを動的に変更しなければ

ことで，音源が増加した際の計算コストの抑制を図る

ならない．だが，こうしたグループの再構成の計算コ

ことにした．LOD とは，同じ物体でもユーザの近く

ストが大きければ，提案手法で音場合成自体の計算コ

にあるものは丁寧に，遠くにあるものは粗く描画する

ストを抑えても，アプリケーション全体では逆効果に

ことでリアリティと描画速度の両立を図る手法である．

なる可能性もある．そこで，我々は空間データベース

この LOD のアイデアを音源のグループ化に適用し，

のインデクシング手法である R-tree [15] を応用する

聞き手から遠くにある複数の音源を一つにまとめて処

ことで，この問題を解決した．

理することで計算コストの抑制を図る．
文献 [14] によれば，人が音源の位置を判別できる精

R-tree は，空間的な多次元データにインデックスを
付けるために用いられる手法であり，図 5 及び図 6

度は水平方向において，前方で 2 度，横には 10 度，後

はそれぞれ R-tree の木構造及び，それに対応する各

方では 6 度ほどである．こうした聴覚精度の誤差を利

ノードがつくる短形領域である．これらの図で示され

用し，仮想空間において距離的に近い複数の音源をま

る R-tree では，一つのノードがもつエントリの最大

とめて一つの音源として処理することで，適切な音場

値は 3 であり，合計 12 個のデータへインデックスを

を合成しながら，音場合成にかかる計算コストを減ら

付けている．

す技術を開発した．そのアルゴリズムは，次のとおり

Fig. 4

図 4 両耳間時間差
Interaural time diﬀerence.

Fig. 5

図 5 R-tree の階層構造
Hierarchical structure of R-tree.

595

電子情報通信学会論文誌 2003/8 Vol. J86–D–I No. 8

図 7 R-tree による分割
Fig. 7 R-tree clustering.

Fig. 6

図 6 R-tree による短形領域
Clusters made with R-tree method.

このように，R-tree は平衡木による階層構造をも
つ．更に，葉ノードは検索対象とするデータへのポイ
ンタをもち，それ以外のノードは子ノードへのポイン
タと，より階層が下のノードのエントリがもつすべて
の短形領域を含む短形領域をもつ．また木へデータを
追加する際にはデータの検索性能を上げるため，でき

図 8 MAXLENGTH 付き R-tree による分割
Fig. 8 R-tree clustering with MAXLENGTH restriction.

るだけ空間的にかたまるよう，すなわち図 6 において
同じ短形領域にはなるべく近いデータ同士が含まれる

グループの 1 辺の長さの最大値を MAXLENGTH と

ように操作される．我々は，この性質を位置的に近い

して定義し，この長さ以上のグループを作るような

音源をグループにまとめる際に利用した．

ノードへの挿入を行わないよう R-tree のアルゴリズ

こうした目的で R-tree を使用するメリットは，階

ムを修正した．この修正済み R-tree により，図 7 と

層構造をもつために音源の移動による木構造の更新処

同じ配置のアバタをクラスタリングした結果が図 8 で

理を素早く行える点にある．例えば，グループ R4 に

ある．このように，MAXLENGTH を設定した図 8

含まれる音源が移動しグループ R5 の場所に近づいた

では，合成される音場が不自然になるほど離れた音源

際，グループ R4 及びグループ R5 の短形領域が変わ

同士はグループ化されない．

る可能性があるが，これは主に図 5 における R4，R5

なお，実装の際には二つのことに注意する必要があ

の二つのエントリより下の木構造のみに影響する．こ

る．一つは処理の対象をグループ化することにより，

うした R-tree の性質は，仮想空間におけるアバタの

生成される音場が不自然にならないことであり，もう

ように対象データが頻繁に移動する可能性があるアプ

一つはグループ化の処理に要するコストが，グループ

リケーションで毎回木全体を計算しなおす必要がなく，

化により低減できる処理コストを上回らないことであ

計算量を抑える目的に有効である．

る．これに関する詳細な議論は後ほど評価の節で行う．

しかし，音場の合成にこの R-tree をそのまま適用
するわけにはいかない．例えば，図 7 は平面に配置さ

3. 音場合成手法の評価

れた 11 個のアバタを R-tree アルゴリズムによりクラ

まず提案手法によりどの程度サーバの計算コストを

スタリングした結果である．しかし，この図の上半分

減らすことができるのかをシミュレーションで検証し

を占めるような大きなグループを一つの音源として扱

た．次に，提案手法が従来手法と比較しどの程度正確

うと，正確な音場を再現することはできない．そこで，

な音場を合成できるのかを調べるため被験者を用いて
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評価を行った．

1 度だけであり，それ以降はある音源が自分の属する

3. 1 音場合成の計算コストの評価

グループの領域より外に移動した際，移動した音源へ

シミュレーションでは，1 辺が 64m の正方形の地形

のエントリ近くの R-tree の一部に対しポインタの挿

に n × 10(n = 1 . . . 10) 人のアバタをランダムに配置

入・削除といった操作を行うだけでよく，この操作は

し，全アバタが発話した際に要する総計算コストを，

O(log n) で実行可能であること，更に文献 [1] から仮

従来手法と提案手法との 2 通りの方法でそれぞれ 100

想空間ではアバタは比較的一定個所に静止する傾向が

回計算した後平均をとり，結果の比較を行った．なお，

強いという結果が得られていること，という三つの理

実験に使用した MAXLENGTH は 10 m である．ま

由により，提案手法の有効性を検証する上で影響はな

た音場合成の計算コストは，音源間の角度計算や距離

いと考えられる．

の計算，左右の耳に届くまでの遅延の計算，及び距離
による減衰等に要した計算回数を合計したものである．

3. 2 音場の再現性に関する評価
前述した，音源のグループ化技術により生成される

また，R-tree の 1 ノードが含むエントリの数の最大

音場の精度を評価するため，次に述べる内容の実験を

値を 5 とし，最小値を 2 とした．このシミュレーショ

行った．実験は合計 27 名の学生に，提案手法を用い

ンの結果を，図 9 に示す．この結果，従来手法では人

て生成された音場と従来の手法により生成された音場

数の増加に伴って O(n2 ) で計算回数が増加する一方，

の両方を聞かせることで進められた．

提案手法では，その増加の割合が数分の 1 に抑えられ

まず仮想空間において，被験者のアバタの前方，32m

ており，提案手法により大幅な計算コストの削減が見

四方のランダムな位置に 35 体の音源となるアバタを

込めることがわかった．

配置する．この音源アバタには，図 10 のように，そ

この評価は，純粋に音場合成に要する処理コストの

れぞれ A〜Z，1〜8 までのラベルを付ける．被験者に

比較であり，提案手法において R-tree を使用する際

は実験の前に 3 分間，各アバタからの音がどのよう

に生じるコストは含まれていない．しかし，これらコ

に聞こえるかを実際に体験してもらった後，本実験を

ストは次の三つの理由により提案手法の有効性に影響

行った．なお，提案手法における MAXLENGTH は

は与えないと思われる．すなわち，R-tree の生成及び

5 m とした．本実験では，35 体のいずれかのアバタか

音源の移動に伴う R-tree の更新に要する計算コスト

ら音を鳴らし，被験者は音源であると思われるアバタ

に関して，
（1）R-tree の生成コストは O(n log n) で

をラベルで回答する．そして，被験者が選んだアバタ

あり，これは音場合成自体のコスト O(n2 ) に比較し

と音を出したアバタとの距離を計算し，ずれの大きさ

十分小さいこと，
（2）文献 [15] に示されるデータ挿入

により従来手法と提案手法の音場の再現能力を比較し

に要する計算時間の評価から，数百程度のデータ数で

た．その際，水平及び遠近感の音場の合成能力を別々

は十分高速に木構造の生成を行うことができるといえ

に評価するため，以下の三つの実験をまとめて 1 セッ

ること，
（3）前述のように，提案システムで R-tree を

トとし，1 人の被験者で従来手法と提案手法により各

生成する必要があるのは実行時の適当なタイミングの

Fig. 9

図 9 性能比較（音場合成処理回数）
Performance comparison: Number of sound
events.

Fig. 10

図 10 評価に用いた仮想空間
Screen shot of the virtual space for the experiment.
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Table 1

表 1 実験結果の統計量
Descriptive statistics of the experiment result.

従来手法（水平）
提案手法（水平）
従来手法（遠近）
提案手法（遠近）
従来手法（全体）
提案手法（全体）

N
46
46
52
52
50
50

Mean
5.29
5.94
5.84
5.77
4.35
5.66

Min.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Max.
14.87
14.22
18.03
18.25
13.04
17.80

Std. Dev.
4.26
4.81
5.29
5.77
3.58
4.97

加者数の 2 乗のオーダでサーバ側の音場合成に要する
負荷が増加する問題があった．そこで，LOD のアイ
デアを音源のグループ化に適用し，音場合成の計算コ
ストを抑える手法を提案した．更に，提案手法を仮想
空間で実装し，その評価を行った．
シミュレーション及び被験者実験による評価の結果，
提案手法では従来と大差のない精度の音場を，従来手
法より少ない計算コストにより生成でき，提案手法の
有効性が示された．

1 セットずつ実験を行った．すなわち，一つ目の実験
は，音源とするアバタをある横 1 列のみに限定した実

石田亨教授には，親身になって御指導を頂いた．また，

験であり，これで水平方向の音場の精度を評価した．

アバタの歩行動作の実装では，京都大学人間生活環境

また，二つ目は音源とするアバタをある縦 1 列に限定

工学講座の岡崎甚幸教授による磁気モデルのアイデア

した実験であり，これにより音の遠近感の再現精度を

を使用させて頂いた．
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