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コミュニケーションと思考の媒体となる分散型仮想環境の作成支援法
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教師と学習者が現実的，記号的，抽象的世界を共有することにより，分散型仮想環境（ Distributed
Virtual Environment; DVE ）をコミュニケーションと思考の媒体として遠隔教育に応用できるよう
に，ネットワーク上の情報資源を利用して分散型仮想環境を構築する仮想環境作成支援の新しいフレー
ムワークを提案した．そして，並列離散事象シミュレーションのプロトコルを導入して，DVE シミュ
レーションの因果関係を制御する新しい方法を考案して，このフレームワークに基づく遠隔教育シス
テムの基盤ソフトウェア MALIONET を開発した．MALIONET を利用して 2 種類の教材を実例と
して作成した結果，効果的な遠隔教育の場となる仮想環境の作成支援では，開発した MALIONET
が十分に有効であることを確認した．

A New Framework for Constructing Distributed Virtual Environment
for Communication and Thinking Media
Michiya Yamamoto,† Yoshihiro Osaka,††,☆
Takashi Kobayashi,†† Hirotake Ishii,†† Tetsuo Tezuka††
and Hidekazu Yoshikawa††
A new framework for constructing distributed virtual environment (DVE) by utilizing online
information resources has been proposed so that the DVEs can be utilized as a communication and thinking media for distant education, in which a teacher and students share the
worlds of realism, abstract and symbol. Introduction of a new method to control causality
of DVE simulation by adopting the protocol of parallel discrete event simulation has enabled
to develop a base software MALIONET for the proposed DVE-based distant education system. Two example practices were conducted for constructing educational materials by using
MALIONET, and they resulted in that the developed MALIONET has enough possibility to
support construction of eﬀective environment for distant education.

DVE 技術の遠隔教育の分野への応用では，本やビ

1. は じ め に

デオを利用する従来の通信教育の教材や web ベース

近年，人工現実感（ Virtual Reality; VR ）技術と

のインターネット教育と比較して，臨場感を活用した

ネットワーク技術を高度に融合したネットワーク VR

新しい形態の遠隔教育が期待される．具体的には，教

技術の研究開発がさかんに進められている1) ．特に，

師や学習者たちが同一の仮想環境を利用して，能動的

地理的に分散した複数の利用者がネットワークを利

に仮想環境とインタラクションすることによって体験

用して同一の仮想環境を共有する技術は分散型仮想

的・発見的学習を行う同期分散型の協調学習を実現で

環境（ Distributed Virtual Environment; DVE ）と

きると期待されている4) ．現在，このような遠隔教育

呼ばれ 2) ，コミュニケーションや CSCW（ Computer

システムは研究開発の途上にあり，たとえば野村総合

Supported Collaborative Work ）の場を提供する新

研究所は，語学教育の協調学習システム 3D-IES によ

たな技術として研究が進められている3) ．

る実験教育を進めている5) ．著者らも，すでに原子力
発電プラントの保守作業訓練システム NETCOM を
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開発し 6) ，体験学習の場を提供する技術として有効性
を示した7) ．
これら遠隔教育システムの研究では，DVE 技術を
用いることが学習者の効率的な理解の促進につながっ
ているかど うかはまだ十分に検討されていない．こ
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の理由として，DVE 技術そのものが研究開発の途上
にあり，それを利用する計算機やネットワークの基盤
整備も不十分であった点があげられる．しかし ，数

GFLOPS の性能を備える PC と数 Mbps の帯域を持
つ ADSL が普及しつつある今日，“わかる” 遠隔教育
の原点を探り，それを支援する DVE 技術に発展させ
るべきである．
本研究では，“わかる” 遠隔教育の観点から，まず

図 1 思考の媒体としての DVE
Fig. 1 DVE for thinking media.

“コミュニケーションと思考の媒体” となる DVE シス
テムに対する機能要求を分析し，それを必要とする人

する伝達の正確さを高め，誤解の可能性（解釈の

が DVE システムを用いて教材を容易に作成できるよ

曖昧性）を極力排除したもの．正しい理解には深

うな仮想環境の作成支援のフレームワークを提案する．

い知識が必要である．

そして，このフレームワークに基づく DVE システム
の基盤ソフトウェア MALIONET を試作する．最後
に，実例として風力発電とプラスチックリサイクル技

DVE 教育システムを利用して，教師は，頭の「中」
のイメージを「かたち」あるいは「しるし 」として頭
の「外」に描き出し，3 つの世界を自由に行き来でき

術について学ぶ仮想環境を作成し，提案したフレーム

るように教える．学習者は，頭の「外」の「かたち」

ワークの有効性を明らかにする．

あるいは「しるし 」から，頭の「中」にイメージをつ

2. “わかる”DVE 教育システム
2.1 思考の媒体としての DVE

くり，それを変形して「意味」をとらえる．つまり，3
つの世界を自由に行き来できるようになる．これが，
学習者が “わかる” こと，すなわち DVE による学習

1985 年頃から，学校教育の現場でコンピュータが利
用され始めた．佐伯は，当時のコンピュータありきの

つの世界を体験できるようにすれば，DVE システム

風潮を喩えて “黒船の到来” と表現し，コンピュータ

はコミュニケーションの媒体だけではなく思考の媒体

と教育のかかわりの在り方について深く議論されてい

としても機能する．

者への「思考の伝達」と考えた．つまり，これらの 3

ない点を問題視した．そして “学びたいことがあるか

この要点を図 1 に示す．教師が足し算について “お

らこそ，コンピュータを使う，という発想に変えるべ

しえる” ために，現実的世界では 2 つのリンゴ ，略図

きだ ” と唱え，思考すなわち “頭の「外」に何らかの

的世界では個数を表した略図，記号的世界では数字を

「かたち」あるいは「しるし 」を描き出しながら頭の

描き，これらの世界を行き来することを教えることに

「中」にイメージをつくり，それを様々に変形して「意

より，学習者は足し算の意味を学ぶことができる．

味」をとらえようとする” ことを助ける道具として，

2.2 DVE 教育システムに対する機能要求

コンピュータを位置付けた8) ．つまり，人間の思考の

人間と仮想環境のインタラクションは，DVE シス

特性として，意味をとらえるためには何らかの「しる

テムでの，(1) 人間から仮想環境への入力，(2) 仮想環

し 」と，
「しるし 」を伝達する媒体を必要とする．
この人間の思考の特性を考慮すると，遠隔教育を支

境から人間への出力，(3) 仮想環境のシミュレーショ
ン，(4) 仮想環境を共有するネットワーク，の 4 つの

援する DVE システム（以下，DVE 教育システム）で

要素技術により実現される．“わかる” DVE 教育シス

は，まず以下の 3 つの仮想の世界を体験できるように

テムでは，学習する内容に合わせて 3 つの仮想環境を

すべきである．

表現（情報を適宜可視化し，仮想環境を動的にシミュ

• 現実的世界：頭の「外」の世界である．これを見
て何を考えるかは観察者に依存するが，新たな発
見をもたらす可能性がある．

レーション ）しなければならない．そこで (3) の仮想
環境のシミュレーション技術への機能要求を分析する．
まず 2.1 節で述べた視点から，これまでの DVE 教

• 略図的世界：図案化した「かたち」の世界である．
現実的世界に関して，真に知りたい，あるいは第

とえば 3D-IES では仮想のキャンパス5) ，NETCOM

三者に伝えたい部分を抽出したもので，個人的な

では仮想の原子力発電プラント 6) のように，3 つの世

育システムでの仮想環境の利用の仕方を考えると，た

思い入れ・情緒等を含む．対象の「 イメージ」を

界のうち「現実的世界」をコミュニケーションの媒体

表す．

として利用している．しかし，コミュニケーションと

• 記号的世界：「しるし 」の世界である．他人に対

思考の双方を伝える媒体とするには，学習の内容に合
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わせて略図的世界と記号的世界も作成して，それら 3
つの世界をシミュレーションし，自由に行き来できる
ようにする必要がある．つまり，効果的に学習を支援
するためには，教師が 3 つの世界を容易に作成できる

DVE 教育システムにしなければならない．そのため
に DVE 教育システムには，以下の機能を具備するこ
とが求められる．

(1)

作成支援機能：教師が思い描く現実的，略図的，
記号的世界を仮想環境で体験できるように，そ
れぞれの世界の作成を支援する機能

(2)

可視化・体験機能：DVE 教育システムを利用
して教師と学習者が現実的世界，略図的世界，

図 2 ネットワーク情報資源活用型 DVE の概要
Fig. 2 Framework for simulating DVE by utilizing online
information resources.

記号的世界の 3 つの可視化された世界を共有し

(3)

体験する機能

ミュレーションし世界を拡大することができる，新し

計算処理機能：DVE 教育システムが世界を可

い仮想環境の作成支援のフレームワークを提案する．

視化するうえで，学習の内容に合わせて 3 つの

(4)

このフレームワークの概要を図 2 に示す．図中で，

世界のシミュレーションを計算処理する機能

ネットワーク構成はクライアント・サーバ構成の DVE

学習支援機能：教師と学習者が 3 つの世界を自

システムで，DVE サーバは，データベースやシミュ

由に行き来して効率的に学習ができるように支

レータが提供するデータや処理結果を取り込み，デー

援する機能
そこで，次節以降では，これらの機能をどのように

タ可視化サービスによって仮想環境に反映させる仕組
みを備える．このようなデータベース，シミュレータ，

して実現すればよいかについて議論を進める．

データ可視化サービス等のインターネット上の情報資

2.3 作成支援のフレームワーク
2.2 節で述べたように，“わかる” DVE 教育システ
ムの実現には，このような遠隔教育システムを必要と

源を外部モジュール，そして外部モジュールと DVE

する人が，自ら思い描く仮想の世界を容易に作成でき
るようにすることが重要である．
このための仮想環境の作成支援方法として，本研究

サーバの通信路を情報リンクと呼ぶ．
次に，2.2 節に示した DVE 教育システムに必要な

4 つの機能は，それぞれ次のようにして実現すること
を考える．
(1)

作成支援機能：DVE の機能の一部を提供する

では，今後のインターネット利用の在り方の変化に着

ネットワークサービスを組み合わせて，仮想環

目した．現在，インターネットは主に web ページや

境をシミュレーションできるようにする．仮想

cgi 等を用いた情報検索の手段として用いられている
が，通信インフラの高度化によるインターネットの広

環境の作成では，複雑なプログラミング言語は
用いずに，テキストベースのスクリプト言語に

帯域化とその低価格化にともない，大容量コンテンツ

よる記述で，外部モジュールではどの情報資源

の入手等を目的とする趣味や娯楽の手段としても利

を利用してデータを処理するのか，情報リンク

用されるようになると総務省は予想している9) ．この

ではその結果をどのように仮想環境に反映させ

変化は，インターネット利用の成熟とともに，ネット
ワークサービス（ インターネット上で提供される各種

るかを設定するだけでよいようにする．

(2)

可視化・体験機能：DVE サーバが仮想環境を

サービス）の拡充を促すと考えられる．そして，この

シミュレーションして，現実，略図，記号の 3

発展として DVE の機能の一部を提供するネットワー

つの世界を可視化する．教師や学習者は DVE

クサービスが登場すれば，それらを組み合わせて仮想

クライアントを DVE サーバに接続して仮想環

環境を作成できるようになると期待できる．
そこで本研究では，“ネットワーク情報資源活用型

境を利用・体験する．

(3)

計算処理機能：学習すべき内容に応じて必要な

DVE” と名付ける，現在のインターネット上のデータ
ベースの情報や各種コンテンツにとどまらず，将来の

データベースやシミュレータは，インターネッ

ネットワークサービス等，ネットワーク上の様々な情

等を利用して計算処理する．これらの情報資源

報資源を活用して格別の負担も要せずに仮想環境をシ

から取得した数値や文字データ等は，データ可

ト上の外部モジュールである web ページや cgi

Vol. 43

No. 9

コミュニケーションと思考の媒体となる分散型仮想環境の作成支援法

2917

視化サービ スで用いる．

(4)

学習支援機能：DVE クライアント側で，シミュ
レーションされた 3 つの世界を自由に行き来す
る学習支援用インタフェース機能を作成する．

2.4 本研究の範囲と課題
本研究では，2.3 節で提案したフレームワークに基
づき機能 ( 1 ) と機能 ( 3 ) を中心に DVE システムの
基盤ソフトウェアを構成し，これにより容易に教材を
作成できるようにすることを第 1 のステップとし，特
定の教育目的に即して実際に現実的，略図的，記号的
世界の 3 つの仮想の世界を自由に行き来する機能をど

図 3 スクリプト言語の仕様
Fig. 3 Specifications of script language.

のように設計すべきかは第 2 のステップと考える．そ
して本論文では，特に第 1 ステップの段階を本研究の
範囲としている．しかし，第 1 ステップの研究におい
ても第 2 ステップをどのように構成すべきかをあらか
じめ考えておく必要がある．

3. 因果関係の自動制御法
本章では，まず仮想環境の作成を支援するスクリプ
ト言語の仕様について述べる．スクリプト言語は，作

そこで第 2 ステップについて考えると，教えようと

成者の作業負担を軽減できるように，どの情報資源を

する学習内容に合わせてどのような仮想世界を作成す

利用してデータを処理し，その結果をどのように仮想

るかを決めるのは教師の役割である．また，仮想の世

環境に反映させるかのみを記述する仕様とし，ネット

界の作成は，教師が自ら行うことが望ましいが，技術

ワーク遅延に関して記述しないようにする．

者が教師のシステム開発に協力する場合もある．第 2

この言語仕様を前提に考えると，DVE サーバと外部

ステップは実際に “わかる” 教育を効果的に行うため

モジュールの通信で必ず処理遅れが生じ，その結果と

の本質的部分であるので，教師ないし技術者が第 2 ス

して仮想環境のシミュレーションで因果関係に不整合

テップの学習環境作成を効率的に行えるように第 1 ス

が生じうる．そこで，基盤ソフトウェアでは因果関係の

テップの基盤ソフトウェアを設計する必要がある．

制御法の導入が必要である．このような因果関係を自

つまり第 1 ステップでは，DVE 教育システムの教材

動的に制御する方法として，並列離散事象シミュレー

作成者にとって，作成に要する作業負担が少ない仮想

ション（ Parallel Discrete Event Simulation; PDES ）

環境作成支援法の提供が必要である．次いで，利用者

の手法の導入を検討する．

と仮想環境とのインタラクションではシミュレーショ

最後に，DVE システムにおける即時性とネットワー

ンの即時性が求められる．しかし，ネットワーク利用

ク遅延のトレードオフを克服する方法として，本研究

にともない，通信処理に遅れが必然的に生じるので，

で提案した因果関係の自動制御法について述べる．

DVE システムの基盤ソフトウェアでは，仮想環境の

3.1 スクリプト 言語の仕様

インタラクションの即時処理の要求とネットワーク利

本研究では，独自のスクリプト言語により仮想環境

用による遅延のトレード オフをどのように妥協させる

を定義すれば，基盤ソフトウェアが DVE サーバ上で

かが設計上の課題となる10) ．
以上より，本研究ではネットワーク情報資源活用型

仮想環境のシミュレーションを実行できるようにする．
この仕組みは，HTML で web ページを作成すれば ，

DVE システムの基盤ソフトウェア開発における次の

web ブラウザで閲覧できるようになるのと同様で，複

2 つの課題を検討する．
• 作成者の作業負担を軽減する仮想環境作成支援法

雑なプログラミング言語による開発は必要としない．
このスクリプト言語の仕様と記述例を図 3 に示す．

• 仮想環境シミュレーションの即時性とネットワー
ク遅延のトレードオフを克服するネットワーク情
報資源活用型シミュレーションの手法

仮想物体の規定，3. 外部モジュールと仮想物体の可視

次章では，これら 2 つの課題を解決するために基盤

化変数の対応付け，である．1. では，名前と入出力の

スクリプト言語で定義するのは，1. 外部モジュールの
名称および入出力変数の設定，2. 仮想環境を構成する

ソフトウェアに導入する因果関係の自動制御法につい

変数を設定して，仮想環境のシミュレーションに利用

て述べる．

する外部モジュールが，どのような入出力変数を用い
るかを記述する．2. では，VRML による仮想物体の
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に送信．
Step 4： EM2 が操作入力 Data A と仮想物体名

Data B を元に新しいアバタの位置を計算し，そ
の計算結果を Data C として DVE サーバに送信．
このように，利用者の入力でそのアバタが移動し ，
仮想環境内で他の仮想物体と衝突するというように，
図 4 因果関係の例
Fig. 4 An example of causality.

仮想環境のシミュレーションでは，1 つの事象がもう

1 つの事象を引き起こすことがある．2 つの事象の間
で成立するこのような関係を因果関係と呼ぶ．3.1 節

形状の規定と可視化に必要な変数（可視化変数）名を

の 3. で述べたスクリプト言語の記述は，外部モジュー

記述して，目に見える仮想環境がどのような仮想物体

ルの入出力変数と仮想物体の可視化変数の対応付けに

で構成されるかを規定する．3. では，外部モジュール

よって，このような因果関係を定義している．

の入出力変数と仮想物体の可視化変数の対応付けを記

ところが，外部モジュールの処理あるいは DVE シ

述する．すなわち，入力変数は外部モジュールで処理

ステムと外部モジュールの通信では，必ず処理遅れが

したデータをどのように仮想環境に反映させるか，出

生じる可能性を考慮すると，この処理遅れにより図 4

力変数は仮想環境のデータをどのように外部モジュー

に示す手順のいずれかの Step を飛び越したり，ある

ルに処理させるかを定義する．

事象の処理が終わるまでに次に処理するべき事象が生

3.2 因果関係と処理遅れの取扱い
仮想環境をシミュレーションするには，スクリプト
言語に記述された内容を元に外部モジュールの入出力

起すれば，想定していない事象が生起し うる．これを

変数と仮想物体の可視化変数の間で成立するデータの
入出力の流れに従って DVE サーバがデータを入出力

3.2 節で述べた因果関係の不整合を回避するために
は，外部モジュールど うしの接続関係を把握したうえ

すればよい．

で，事象の生起時刻の前後関係が正し くなるように

図 3 中の例では，スクリプト言語では 2 つの外部モ

因果関係の不整合と呼ぶ．

3.3 因果関係の制御方法

データを入出力すればよい．ここでは，このようにし

ジュール，1 つの仮想物体，2 つの情報リンクを記述

て因果関係を制御する方法について考える．

している．これを元にデータの入出力の流れを図 4 の
上側に示す．図中の矢印は，外部モジュールと DVE

DVE の分野では，従来，仮想環境の同期性および一
貫性の管理を対象に，事象の生起を制御する研究が進

サーバの間のデータの流れの方向を表す．

められてきた．表 1 に示すように，同期性とは，各ク

これに基づいて外部モジュールと DVE サーバがデー

ライアントでの状態変化がほぼ同時であること，一貫

タを入出力する手順を 4 つのステップに分けて，図 4

性とは，各クライアントで見ている世界が同一である

の下側に示す．そして，説明のために，図 3 の具体

ことを意味する11) ．いずれもネットワークの遅延の影

例としてアバタと他の仮想物体との衝突判定を処理す

響が大きくならないように管理する必要があるが，特

る手順を考える．図 4 で EM1 を利用者のアバタと他

にクライアントとサーバの間で通信するデータが多い

の仮想物体との接触を判定する接触判定モジュール，

場合の同期性の管理では，そのために適切な手法を導

EM2 をアバタの位置を決定するモジュールとし，仮
想物体を利用者のアバタ，Data A を利用者の操作入
力，Data B を接触中の仮想物体名，Data C をアバ

入する必要があった12) ．ところが，本研究で提案する
ようなネットワーク上の外部の情報資源を多く取り入
れて仮想環境のシミュレーションを行わせる方法では，

タの位置とすると，図 4 の各ステップで以下のように

因果関係の制御は閉じたシステムとしての DVE シス

処理すればよい．

テムでの同期性の制御と比べると，さらに通信データ

Step 1： 利用者の操作入力で Data A が変化する
と，DVE サーバが Data A を EM1 と EM2 に
送信．

が多く，通信の頻度も高くなることを前提として考え

Step 2： 操作入力 Data A に対して，接触し うる
仮想物体名 Data B を EM1 が計算し DVE サー

その方法として本研究では，PDES の研究で提案さ

バに送信．

Step 3： DVE サーバが仮想物体名 Data B を EM2

ておく必要があり，従来と異なる新しい方法が求めら
れる．
れている因果関係の制御方法の導入を検討した．PDES
では，離散事象のシミュレ ーションを論理プ ロセス
（ Logical Process; LP ）と呼ぶ複数の処理単位に分割
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表 1 事象の生起を制御する対象と制御手法の特徴
Table 1 When and how to control event occurrence.

制御対象
同期性
一貫性

因果関係

定義
各クライアントでの状態変化
がほぼ同時であること
各クライアントで見ている世
界が同一であること
DVE サーバでシミュレーショ
ンする事象の生起時刻の前後
関係が正しいこと

内容
ある利用者が生起させた事象を他の
利用者の仮想環境にも生起させる
同時に事象を生起させないよう，利
用者の権限を管理する

送受信対象の数
受信：1（サーバ ）
送信：クライアントの数
受信：数クライアント
送信：数クライアント

DVE サーバのデータと外部モジュー
ルのシステム全体を管理する

受信：外部モジュール数
送信：外部モジュール数

送受信の頻度
描画速度程度
低

描画速度以上

ることはできない．
したがって，本研究では PDES の基本的手法を参考
に，独自に因果関係の制御方法を検討する．そこでま
ず，図 5 の上部のような，LP どうしでメッセージを交
換する PDES のモデルを参考に，DVE サーバと外部
モジュールの間でメッセージを交換するように定めた．
図 5 の下部は，図 4 に示した例をこの方法に適用し
た結果である．ネットワーク情報資源活用型 DVE で
は，外部モジュールの 1 つ 1 つを LP ととらえ，情報
リンクが DVE サーバと外部モジュール間でタイムス
タンプ付きのメッセージ交換を司るものと考えた（図
図 5 メッセージ交換手法の比較
Fig. 5 Comparison of message exchange mechanism.

中の矢印の線の種類の相違については後述する）
．

3.4 リアルタイム処理に向けた検討
因果関係の制御では，メッセージを交換した後，得

してモデル化して処理を並列化するが，この際，図 5

られたデータとタイムスタンプを利用して，どのよう

の上部に示すように，LP どうしでタイムスタンプ（時

な取り決め（プロトコル）に基づき処理を進めるかが

刻を記録したデータ）を付加したデータ（以下，メッ

問題となる．PDES の研究では，代表的なプロトコル

セージ ）を交換し，各 LP でタイムスタンプを比較し

として，保守的プロトコルと楽観的プロトコルが提案

ながら処理を進めることにより，システム全体で事象

されている．

の因果関係を保ちながら処理する13) ．LP の数が多く

保守的プロトコルは，つねに最小のタイムスタンプ

メッセージの交換頻度が高い場合にも因果関係を保っ

を持つ事象（最も古い事象）から処理し，因果関係に

て処理できる PDES の手法は，ネットワーク情報資

矛盾が生じる（因果律エラーと呼ばれる）ことがない

源活用型 DVE の因果関係の制御においても有効と考

ようにする方法である．この方法では，処理する事象

えられる．

のタイムスタンプが最小であることが保証されるまで

PDES の研究成果を VR の分野に応用する研究は，
すでに Hybinette らにより発表されている14) ．この

待ってから処理するため，デッド ロック（処理の停止）
が発生し うる16) ．

手法は，並列計算機を利用してリアリティの高い画面

楽観的プロトコルは，最小タイムスタンプが保証さ

を提示するシングルユーザの VR システムを対象とし

れなくても事象の推移処理を行う方法である．そして

た手法であり，マルチユーザの環境を対象としていな

因果律エラーが発生した場合は，そのタイムスタンプ

いため制御する事象の数が少ない．国内でも，“仮想

の時刻まで戻るロールバックと呼ばれる処理を行う．

劇場” と呼ぶ 3D アニメーションの描画処理の並列化

この方法の場合は，ロールバック処理を行うまでの時

に応用した例があるが，そこでは利用者のインタラク

刻のすべてのデータの履歴データの保存が必要であり，

ションが考慮されておらず，制御する事象はあらかじ

多くのメモリを消費する17) ．

め定められている

15)

．このように制御する事象の数が

そこで，これらのプロトコルがネットワーク情報資

少ない場合は，制御する事象が多い場合と比べて因果

源活用型 DVE のシミュレーションに適用可能かど う

関係に不整合が生じた場合（ロールバックと呼ぶ，詳

かを検討するため，図 5 の下部で示したメッセージ

細は次節で述べる）の取扱い方が異なるため，これを

交換を例に，双方のプロトコルで因果関係がどのよう

そのままネットワーク情報資源活用型 DVE に適用す

に管理されるかを検討した．その結果を図 6 に示す．
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図 7 実際の時刻とシミュレーション時刻の関係
Fig. 7 Relationship between real time and simulated time.

その時間遅れは，最大で点線で示した保守的プロトコ
ルのシミュレーション時刻と同じになる．いずれのプ
図 6 保守的プロトコルと楽観的プロトコルの比較
Fig. 6 Comparison between conservative protocol and
optimistic protocol.

ロトコルを導入した場合にも因果関係は正しく制御さ
れるようになるが，デッド ロックやロールバックが発
生すると，利用者に提示する画面では事象が止まった
り逆戻りするように見えてしまい，リアリティのある

図中，横軸が時刻，縦方向の矢印のついた直線はメッ
セージの交換を示し，線の種類は図 5 の下部の情報リ
ンクでのそれぞれの直線に対応する．
以下，図 6 中のデータ A が，時刻 t = t1 で変化す

DVE のシミュレーションに適していない．
3.5 連続的なロールバックの抑制
仮想環境シミュレーションの即時性とネットワーク
遅延のトレードオフを克服するために，まずデッドロッ

る事象が発生したと仮定し，その後の処理について具

クとロールバックがどのようにして発生するかを考え

体的に比較する．まず，データ A は外部モジュール

る．図 4 に示す 4 つの Step を具体例とすれば，保守

1，2 に送信される．
その後，保守的プロトコルでは，外部モジュール 1

的プロトコルの場合，Step 1 から Step 4 のすべての
処理が終わるまで待って処理結果を仮想環境の状態変

では入力データがデータ A しかないため，そのメッ

化に反映させる．そのため，それぞれの Step で遅延

セージが最小であると保証され，すぐに処理される．

があると，その時間の合計分のデッドロックが生じる．

外部モジュール 2 では，t = t4 までデータ A の処理を

一方，楽観的プロトコルの場合は，Step 2 と Step 4

行わず待機する．そして t = t5 になって初めて，デー

を同時に実行することになり，Step 2 が終わる時点で

タ A の変更がデータ C に反映される．
一方，楽観的プロトコルでは，タイムスタンプが最

Step 4 の “仮の” 処理結果を反映させる．そして Step
3 と Step 4 が終わり，Step 4 の “仮の” 処理結果と正

小であることが確定しなくても処理を行うため，外部

しい手順の処理結果が異なれば，正しい手順の処理結

モジュール 1 は，すぐに処理を行う．外部モジュール

果を仮想環境に反映させ，Step 3 と Step 4 の処理時

2 も，受け取ったデータ A と過去のデータ B を用い

間の合計分のロールバックが生じる．つまり，仮想環

て，同様にすぐ処理を行う．したがって，データ A は

境のシミュレーションでは，保守的プロトコルで因果

t = t2 でデータ C に反映される．しかし ，データ B

律エラーがない点で正確なシミュレーションを追求す

を t = t3 で受け取れば再計算し ，正しい因果関係の

ると，必然的に遅延時間が大きくなるデッド ロックが

処理結果は t = t5 で得られる．

生じ，一方，楽観的プロトコルでシミュレーションの

以上の議論を基に，実際の時刻と，保守的プロトコ

即時処理を追求するとロールバックが生じる．

ルと楽観的プロトコルによりシミュレーションされる

DVE システムではネットワーク遅延が避けられない

時刻（以下，シミュレーション時刻）の変化を図 7 に

ことを考慮すれば，できるだけインタラクションの即

示す．図中，点線で示した保守的プロトコルでは実際

時処理の要求に応えられる必要がある．そこで，ロー

の時刻は進んでもシミュレーション時刻は止まったま

ルバックはあるが実際の時刻とシミュレーション時刻

まというデッド ロックの状態が発生する．一方で，実

の全体的な差の少ない楽観的プロトコルに基づいて，

線で示した楽観的プロトコルの場合は，因果律エラー

連続的なロールバックを抑制できるような新しいプロ

が発生すれば，シミュレーションの時間遷移がロール

トコルを考案した．

バックする．そしてロールバックの発生に応じてシミュ
レーションの時間遷移が逆転して処理時間が遅れる．

さて，PDES では，このようなプロトコルの違いの
特徴を aggressiveness と risk という 2 つのパラメー
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タで表している18) ．aggressiveness とは最小タイムス
タンプが保証されなくても処理する度合い，risk とは
処理した結果を最小タイムスタンプが保証されない間
に他に伝える度合いを意味しており，保守的プロトコ
ルは aggressiveness と risk が 0，楽観的プロトコルは

aggressiveness と risk が∞（ 無限大）と表せる．
ここで，aggressiveness と risk を調整するために，
ロールバックの原因となる因果律エラーを起こしうる

図 8 連続的なロールバックを抑制する例
Fig. 8 An example of reducing succession of roll-backing.

かど うかを基準に，DVE サーバで送受信するデータ
を以下の 3 通りに分類する．

て，ロールバックが発生してもロールバックする時間

(a)

が短くなる．時刻 t = t3 では，時刻 t = t1 の事象を
4 が再び生起す
処理中に，データ A が変化する事象 

確実なデータ：最小タイムスタンプが保証され
たデータ

(b)
(c)

不確実なデータ：最小タイムスタンプが保証さ
れない，“仮の” 処理結果を送受信するデータ

るという，因果律エラーが起きている．したがって，
2 は間違ったデータで
時刻 t = t4 で受信したデータ 

間違ったデータ：最小タイムスタンプが保証さ

2 は描画
ある．aggressiveness の調整によりデータ 

れないデ ータのうち，すでに因果律エラーの

されず，ロールバックは生じない．

データ

また aggressiveness の調整により，利用者に提示す

このようにすると，aggressiveness は ( b )，( c ) の

る画面を更新するのは図 8 中の時刻 t = t1，t3，t5

データを描画処理する割合，risk は ( b )，( c ) のデー

のみである．これによって，描画のフレームレート以

タを外部モジュールに通信する割合に対応することに

内で処理できるロールバックは利用者には見えず，見

なる．

かけ上はロールバックを回避できる．

そこで，本研究で検討する DVE システムでのプロ

仮想環境のシミュレーションでは，“人間の解釈・

トコルは，楽観的プロトコルの即時的処理で aggres-

理解過程を推定し，それに基づき，仮想世界の情報の

siveness と risk の双方を 0 に近づける方法が望まし
い．考案したプロトコルは，即時処理の要求に応える

提示方法を改良” すればよいといわれている19) ．した
がって，aggressiveness と risk の調整では，人間の認

観点から，DVE サーバでは，(1) aggressiveness を調

知特性を考慮する必要がある．

整して，すぐには処理を行わず処理開始時刻を遅らせ
て全体としてのロールバックの発生頻度を減らす，(2)

risk を調整して，局所的なロールバックを抑えロール

4. MALIONET：ネット ワーク情報資源活
用型 DVE システム

バックのカスケーディングを減らす，という方法であ

4.1 システムの構成

る．一方，外部モジュールど うしでメッセージを交換

前章で提案した因果関係の自動制御法に基づき，ネッ

しないので，外部モジュールでは，aggressiveness と

トワーク情報資源活用型 DVE システムの基盤ソフ

risk をそれぞれを∞にする．
そして，(1) 一定のフレームレートで不確実なデー

トウェア MALIONET（ Multiple Access of Linked

Information Over NETwork ）を構築した．システム

タと確実なデータを描画するように aggressiveness を

の構成を図 9 に示す．DVE クライアントと DVE サー

調整する，(2) 不確実なデータは一定の時間だけ送信

バ，HTTP サーバ，LAN，そして複数の外部モジュー

せず保留し，確実なデータはただちに送信するように

ルで構成される．

risk を調整して，DVE サーバの処理を進めるように
する．

DVE サーバは，図 9 に示す 5 つのプロセスで動作
する．それぞれの役割は以下のとおりである．

まず，図 8 中の時刻 t = t1 で，データ A が変化す

• 通信プロセス：外部モジュールと通信する．外部
モジュールごとのマルチスレッドで実装し，処理
を並列化している．各スレッドは，外部モジュール

る事象が生起して，データ A が外部モジュール 1 と

からデータを受信すると，ただちに外部モジュー

外部モジュール 2 に送信される．次に，t = t2 で不確

ル管理プロセスにデータを渡す．外部モジュール

1 を受信する．risk の調整により，図中の
実なデータ

矢印 5 に示す時間だけ処理を保留する．これによっ

管理プロセスから受け取るデータも，それぞれの

このプロトコルで因果関係を制御する場合を，図 5
の下部の例を用いて，図 6 と同じ形式で図 8 に示す．

スレッドでただちに送信する．
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図 9 MALIONET のシステム構成
Fig. 9 System configuration of MALIONET.

• 外部モジュール管理プロセス：因果関係を自動的
に制御する．制御済みのデータを仮想環境シミュ

図 10 動作環境の例
Fig. 10 An example of setup.

の Silicon Graphics 320 Visual Workstation と Gate-

レーションプロセスと交換する．3.5 節で述べた

way 社の GP7-800 である．それぞれ，OpenGL にハー

aggressiveness を調整するために，このデータ交

ド ウェアで対応するデ ィスプレ イアダプタ SGI 社の

換は 100 msec ごとに処理する．1 回のデータ交換

Cobalt チップセットと nVidia 社の Quadro 2 Pro を
搭載している．また，利用者のインタフェースとして
音声会話用にマイクとスピーカを接続する．

につき，最終的に仮想環境の 1 フレームが描画さ
れる．一方，risk の調整では，通信プロセスから
タを保留する．つまり，保留時間は 100 msec 未

ソフト ウェアの 開発には Microsoft 社の Visual
C++を用いた．DVE サーバと外部モジュールはコ

満である．通信プロセスとのデータ交換では，描

ンソールアプリケーション，DVE ブラウザは GUI ア

画のフレーム番号をタイムスタンプとして付加す

プリケーションである．通信プロトコルは TCP/IP を

受け取ってから次のデータ交換まで不確実なデー

る．確実なデータ，不確実なデータ，間違ったデー

利用して，外部モジュールとのデータの受信で HTTP，

タの分類には，このタイムスタンプを利用する．

データの送信で FTP を併用する．DVE サーバと DVE

• 仮想環境シミュレーションプロセス：外部モジュー

クライアントの間の仮想物体の位置データの共有と，

ル管理プ ロセスと仮想物体管理プ ロセスの間で
想環境の 1 フレーム分の仮想環境がシミュレー

DVE クライアントでの仮想環境のレンダリングには，
三菱電機（ 株 ）が開発した基盤ソフトウェア Spline
3.0 Beta-320) を利用した．形状ファイルは VRML 形

ションされる．

式で作成した．

データを交換する．1 回のデータ交換により，仮

• 仮想物体管理プロセス：仮想環境を構成する仮想
物体のデータを管理する．

利用者の画面上には，仮想環境を提示する 3 次元画
面ウィンドウと，チャットやパラメータ入力等に利用す

• 描画プロセス：更新された仮想物体の位置データ

る 2 次元画面ウィンドウを提示する．2 次元画面ウィン

を DVE クライアントに送信し，仮想環境を提示で

ド ウは Microsoft 社の Internet Explorer を ActiveX

きるようにする．aggressiveness が調整されてい

Control で実装しており，HTTP サーバと cgi を利用

るため，描画のフレームレートは 10 fps（ frames

して外部モジュールの 1 つとして動作する．

per second ）になる．
DVE サーバや DVE クライアント，外部モジュー

4.3 仮想環境の作成
仮想環境の作成では，まず形状ファイルと外部モ

ルで利用する，仮想環境の定義ファイルや仮想物体の

ジュールを作成し，次に 3.1 節で述べたスクリプト言

形状ファイル等の静的なデータは，HTTP サーバに

語で以下の 3 種類のファイルを記述する．ファイルの

格納しておき，必要に応じてダウンロードできるよう

実例を図 11 に示す．

にする．

(a)

4.2 動 作 環 境
MALIONET の動作環境の例を図 10 に示す．
ハード ウェアは，標準的な Windows NT ベースの
PC と，100BASE-TX の LAN を用いる．DVE サーバ

外部モジュールの処理内容の定義ファイル：図
1 ．3.1 節の 1. に対応し ，外部モジュール
中
の名称と入出力変数を設定する．外部モジュー
ルの数だけ作成する．

(b)

2 ．3.1 節の 2.
仮想物体の定義ファイル：図中 

用の PC は，Pentium III 750 MHz の CPU，256 MB

に対応し，仮想環境を構成する仮想物体を規定

の メモリを搭載し た IBM 社の ThinkPad A20p で

する．1 つのテキストファイルに複数の仮想物

ある．DVE クライアント用の PC は，Pentium III

体の定義を記述する．

800 MHz の CPU，256 MB のメモリを備えた SGI 社

(c)

3 ．3.1 節の
情報リンクの定義ファイル：図中 
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図 11 仮想環境を作成する手順
Fig. 11 Steps for constructing VE.

3. に対応し，外部モジュールと仮想物体の可視
化変数を対応付ける．情報リンクの数だけ作成
する．
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図 12 風力発電機をシミュレーションする外部モジュールの論理的
な関係
Fig. 12 Logical relationships between multiple external
modules for simulation of wind turbine.

数の外部モジュールを用いる．外部モジュールの内訳
，イ
は，アバタの移動が 2 個（ 位置管理，衝突判定）
ンタフェースの提示が 3 個（ DVE クライアント，入

そして，作成したファイルを図 9 中の HTTP サー

出力処理，入出力データ管理）
，シミュレータが 3 個

バにアップロードし，MALIONET のシステム全体を

（ 吹き流し，風車，灯台）
，web ページが 3 個（ 3 地点

起動すれば，3 次元画面ウィンド ウで仮想環境を利用

の風速と風向）
，風車のデータベースが 3 個（ 3 機種）

できるようになる．

の計 14 個である．これらの外部モジュールを用いて

また，2 次元画面ウィンドウを利用する場合は，web
ページを記述する HTML でファイルを記述して，図 9
中の HTTP サーバにアップロード する．

5. 基盤ソフト ウェアの機能評価
5.1 因果関係の自動制御の評価

仮想環境をシミュレーションすることにより，因果関
係の制御状況を確認する．
因果関係の制御性能は ，DVE サーバで処理でき
る メッセージ 数の限界を測定する．DVE サーバで
風速と風向のランダムな数値を 100 msec，200 msec，

500 msec，1,000 msec，2,000 msec の 5 通りの間隔で

MALIONET を用いて風力発電について学ぶ仮想
環境を試作して，まず因果関係の制御状況と制御性能

発生させ，吹き流しシミュレータの数を 1 個，5 個，

を確認することにより，基盤ソフトウェアの機能を評

ジの数を変えて，限界のメッセージ数を測定する．

価する．

10 個，20 個と増やすことにより送受信するメッセー
本研究で提案した因果関係の制御方法は，3.5 節で

・作成する仮想環境

述べたように，人間の認知特性を考慮し，インタラク

現実的，抽象的，記号的世界のうちで最も複雑な，

ションの即時処理に重点を置きながら，目に見えて不

現実的世界の仮想環境を作成する．風力発電の動作原

自然な状況を回避するように考案した方法である．そ

理を学ぶために，仮想環境に風力発電機，風速と風向

こで，仮想環境の様子やシミュレーション結果の数値

を可視化する吹き流し，発電量を可視化する灯台を作

を目視することにより，因果関係の制御状況と制御性

成する．また，風力発電機の大きさや形状を確認する

能を確認する．

ために，学習者のアバタがウォークスルーできるよう

・結果

にする．

MALIONET を用いれば因果関係が制御できること

風力発電機のシミュレーションでは，web ページに

を確認した．たとえば図 12 に示すように，気象観測

掲載された風速と風向をシミュレーションに取り込み，

装置で観測したリアルタイムの風速データが web ペー

発電特性データベースに基づいて発電量を算出する．

ジから取り込まれ，風力発電機や吹き流しが，風速に

著者らの研究では，建家の屋上に気象観測装置を設置

応じてシミュレーションされた．この処理は，DVE

し，そのデータを web ページで公開している21) ．こ

サーバの外部モジュール管理プロセスで行われるが，

のような web ページを参照して仮想環境をシミュレー

多くが 100 msec 以内で処理されたため，因果律エラー

ションすることにより，風力発電の実際を体験できる．

が生じる場合も少なく，ロールバックはほとんど生じ

・方法
目的の仮想世界をシミュレーションするために，複

なかった．
ロールバックが生じたのは，風速を取り込む web
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・作成する仮想環境
都市におけるプラスチックリサイクル技術の省エネ
ルギー性と経済性を評価するため，ごみ発電や再生利
用等のリサイクル技術を京都市に導入するシミュレー
ション研究が行われている22) ．これを DVE 教育シス
テムで学べるように，現実的，抽象的，記号的世界と
して，それぞれ 3 次元モデルによる京都市の鳥瞰図，
図 13 DVE サーバの性能
Fig. 13 Performance of DVE server.

棒グラフ，文字情報で提示する．3 次元モデルでは，
ゴミが市内の各所から排出され，トラックで収集され
て，リサイクル工場で処理される様子をアニメーショ

ページを切り替えた直後の吹き流しの動き等，処理の
遅れが大きい外部モジュールと処理の頻度が高い外部
モジュールを組み合わせた場合であった．
因果関係の制御性能は，図 13 に示す結果となった．
縦軸が DVE サーバの描画数，横軸が処理したメッセー

ンで表示する．
・方法
著者らが，教師役と技術者役に分かれて教材を作成
した．教師役は，先行研究22) の研究者である著者の

1 人，技術者役は他の著者 2 人である．

ジ数である．毎分約 2,500 メッセージまでは描画の処

教材は，技術者役が以下のようにして作成する．ま

理速度はそれほど低下しないが，約 3,000 メッセージ

ず，web ページと cgi を組み合わせた WWW ベースの

を上回ると，DVE サーバの処理速度が急速に低下し，

遠隔教育システムを作成する．先行研究では Microsoft

DVE クライアントで提示される画像のフレームレー

社の Excel と Visual Basic を用いて計算していたの

トが約 2〜3 fps になった．

で，この計算式とデータのみを利用して Visual C++

・考察

で cgi を作成する．次に，WWW ベースのシステム

MALIONET を用いて因果関係の制御を自動的に行

を外部モジュールとして利用して，MALIONET ベー

えば，仮想環境をシミュレーションできることを確認

スの DVE 教育システムを作成する．すなわち，2.3

した．即応性のある制御手法を導入したことにより，

節で述べた作成支援フレームワークにおいて，外部モ

風力発電機の回転や吹き流しの動きがスムーズにシ

ジュールは，ネットワーク上の情報資源としてすでに

ミュレーションできた．ネットワーク遅延によりロー

提供されている状況を仮定する．そして，ネットワー

ルバックが生じる場合はあるが，数メッセージ /フレー

ク情報資源の利用の有効性について，これらの教材作

ムの処理速度に相当する約 2,500 メッセージ /分の性能

成に必要な作業量を比較して評価する．

でも，送受信するデータの値が変化したときのみメッ

なお 2.4 節で述べたように，教師が思い描く “わか

セージ処理するように実装したため，因果関係の不整

る” 教育のための理想的な仮想環境の作成は次のステッ

合は回避できた．

プ 2 での仕事と位置付けているため，ここでは教師役

一方で，MALIONET では，タイムスタンプの付加

が必要と思う最低限の機能を有する教材を作成した．

と比較，データの送受信等のメッセージの処理を DVE

・結果

サーバで集中管理しているために，ある閾値を超える

技術者役は，表 2 に示すとおり，トップページ，条件

と処理性能が急激に低下した．閾値が生じた理由とし

設定ページ，結果表示ページから成る WWW ベース

て，タイムスタンプの比較等メッセージ数の 2 乗に比

のシステムをまず作成した．リサイクル技術の導入シ

例して処理が増加すること，通信プロセスを並列化し

ミュレーションは，排出，回収，導入するリサイクル技

ても処理量が増加すると Ethernet で collision が生じ

術の条件を web ページで設定し，シミュレーションモ

ることが考えられる．

ジュールとデータベースから成る cgi でデータを処理

5.2 教材の作成支援の評価
技術者が教師に協力して教材作成に参加する場合を
想定して，プラスチックのリサイクル技術について学

する．この WWW ベースのシステム作成に要した日

ぶ仮想環境を MALIONET を用いて試作し ，ネット

表 2 に示すとおり，リサイクル技術の導入シミュレー

数の目安は約 2 週間である．その詳細を表 2 に示す．
次に，MALIONET ベースのシステムを作成した．

ワーク上の情報資源を活用するフレームワークが教材

ションは，WWW ベースの cgi を外部モジュールと

の作成支援に有効であるかど うかを評価する．

して再利用し，3 次元モデルのアニメーションと棒グ
ラフを表示する外部モジュール等を新たに追加すると
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表 2 作業内容と作業量の比較
Table 2 Comparison of work detail and workload.
WWW

作業日数

メイン画面

概要を説明するトップページ

1日

条件設定画面

排出，回収，導入する技術の
条件設定ページ

2日

結果表示画面

導入する技術，省エネルギー
性，経済性を文字とグラフで
表示する結果表示ページ

3日

シミュレーション
モジュール
データベース

排出，回収，導入する技術の
3 種類（ 処理技術に応じて複
数作成）
排出，回収，導入する技術の
各段階で利用するデータ

5日
3日

MALIONET
仮想環境（京都市の 3 次元モ
デル ）
排出，回収，導入する技術の
条件を設定する web ベース
インタフェース 3 枚
京都市の 3 次元モデルと棒グ
ラフを表示する仮想環境，文
字情報を表示する web ベー
スインタフェース
排出，回収，導入する技術の
3 種類（ 処理技術に応じて複
数作成）
排出，回収，導入する技術の
各段階で利用するデータ

追加作業の内容
標高データから 3D 形状ファ
イルを作成
web ベースインタフェースで
見やすいように画面構成を修
正

追加日数

2日
1日

3 次元モデルのアニメーショ
ンと棒グラフを表示する外部
モジュールを作成

5日

アニメーション表示用のパラ
メータを出力させる

2日

同一のデータを利用

1日

トワーク情報資源の利用は有効であった．

WWW ベースの教育システムを MALIONET ベー
スに拡張することにより，図 14 の画面例に示すとお
り，単独で web ページを閲覧するのではなく，京都
，棒グラフ（ 抽象的
市の 3 次元モデル（ 現実的世界）
世界）
，文字情報（ 記号的世界）3 つの世界を複数の
利用者が同時に体験し，これらの世界を行き来する仕
方を教師役から学ぶことにより，本研究で提案してい
る “わかる” 教材として利用することができるように
なった．
図 14 プラスチックリサイクル教育システムの画面例
Fig. 14 Snapshots of plastic recycle education system.

DVE 化に要する作業量も，2.3 節で述べたように
教師役と技術者役以外の第三者が DVE 化にかかわる
外部モジュールをネットワークサービスとしてオンラ

いう方法で作成した．追加作業の日数は，約 10 日で

インで提供するようになれば，さらに減少できると考

あった．図 14 に作成した WWW ベースの教育シス

えられる．

テムと DVE 教育システムの双方の画面例を示す．
上記の作業日数には，聞き取り調査の日数は含めて

5.3 考
察
以上，2 つの試行実験での基盤ソフトウェアの機能

いない．しかし 現実には，技術者役が先行研究の内

評価を通じて，2.3 節で提案したフレームワークの有

容を把握していなかったため，作業を開始するまでに

効性は十分に確認できた．検討課題として，因果関係

教師と技術者で数回のディスカッションを行い，スケ

の制御手法に関しては，外部モジュールに応じて因果

ジュール調整も含めると 1 カ月程度の日数を要した．
なお，この DVE 教育システムの仮想環境のシミュ
レーションでは，因果関係の不整合は生じなかった．

律エラーを予測し aggressiveness と risk を調整する
適応的プ ロトコルの開発，および 被験者実験とログ
解析を併用したプロトコルの評価・改良手法の確立，

・考察

があげられる．仮想環境の作成支援については，外部

WWW ベースの教材を作成するうえでは，シミュ

モジュールや仮想物体の数が多いと，スクリプト言語

レーションモジュールの作成に要する作業量が多かっ

のデバッグ作業に時間がかかった．この問題は，GUI

た．また，結果表示の画面の作成にもある程度の作業

ベースの作業支援システムの導入により解決できると

を要した．結果として，WWW ベースの教材作成の

考えられる．

日数は約 2 週間であった．一方，MALIONET ベー

従来技術に対する本研究の優位性について考えると，

スの教材作成は，WWW ベースの教材作成より短い

まず遠隔教育システムの視点では，すでに報告されて

約 11 日間で完了した．これは，WWW ベースの教材

いる DVE ベースの遠隔教育システムと比べ，人間の

をネットワーク上の情報資源として活用することによ

思考特性から “わかる” 仮想の世界の在り方を提案し，

り，プログラム開発に要する手間が削減できた結果で

その仮想の世界を提供するための作成支援法を提案し

ある．したがって，DVE 教材の作成において，ネッ

基盤ソフトウェアを構成して提案手法の有効性を示し
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ている点で優位である．また，現在広範に利用されて
いる WWW ベースのシステムと比較しても，教材作
成に要する労力がそれほど大きくないことが確かめら
れた．

DVE 技術の研究では，最近，一般の利用者の手で
仮想環境を作成できる “個人発信型”DVE システムが
報告され始め23),24) ，商業ベースで個人用の仮想環境
を提供するサービスも始まっている25) ．本研究は，こ
のような方面への応用にも発展できるものと期待して
いる．

6. 結

論

本研究では，遠隔教育を行う DVE システムの在り
方として，現実的，記号的，抽象的世界を教師と学習者
が共有し，コミュニケーションと思考の媒体とするべ
きであると考え，それを実現する第 1 のステップとし
て，ネットワーク上の情報資源を活用して仮想環境を
シミュレーションし教材の作成を支援するネットワー
ク情報資源活用型 DVE という新しいフレームワーク
を提案した．
教材の作成支援では，並列離散事象シミュレーショ
ンの楽観的プロトコルを改良し，連続的なロールバッ
クの抑制により DVE のシミュレーションの因果関係
を自動的に制御するアルゴ リズムを考案し，DVE シ
ステムでは不可避な処理遅れを考慮せず教材を作成で
きるようにした．また，ネットワーク情報資源活用型

DVE の基盤ソフトウェア MALIONET を試作した．
そして，基盤ソフトウェアの機能評価を行い，風力
発電とプラスチックリサイクルについて学ぶ教育用の
仮想環境を作成することにより，因果関係の制御方法
とネットワーク上の情報資源の活用の有効性をそれぞ
れ確認した．以上より，提案したフレームワークの有
用性を確認できた．
今後の課題として，因果関係の制御手法の改良や

GUI ベースの作業支援システムの導入によるネット
ワーク情報資源活用型の DVE システムの改良が必要
である．次のステップとして，現実的，記号的，抽象
的世界をどのように表現すべきかという大きな問題の
解決に取り組み，様々な専門分野の教育者が仮想環境
を作成し教育現場で利用されるようになれば，遠隔教
育の場を広げることも大いに期待できるであろう．
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