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3.9 商用 Web3Dを利用したシミュレータ聞コラボレーション

Collaboration system for simulation using commercial 

Web3D 
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The Web-3D system has been widely used in出einternet. It can show the 3D environment easily and 

企iendly.In order to develop the network collaboration system， the Web-3D system is used as the front end 

of the visualization too1. The 3D geometries have been transferred仕omthe server using HTTP with the 

viewpoint， one ofthe commercialized Web-3D. The simulation resu1ts are directly transferred to the client 

using the TCP/IP socket with JAVA. The viewpoint can be con住olledby the J A V A， so the transferred 

simulation data are displayed on the web，出real-time.The mu1ti~lient system enables the visualization of 

the real-time simulation results with remote site. The same results are shown on the remote web site， 

simultaneously. This means the remote collaboration can be archievable for the real-time simulation. Also， 

由esystem has the feedback system， which control the simulation p紅 ameterremotely. In出isprototype 

system， the key feature of出ecollaboration system are discussed using the viewpoint as the frontend. 

Keywords:明Teb-3D，Server-dient， Collaboration， Visualization， Real-time communication 

1.はじめに

コンビュータネットワークの普及、家庭用コンビュータの高性能化、低価格化の流れの中で、計

算機によるシミュレーションの応用範囲が大きく広がろうとしている。しかしながら、非常に有

用なシミュレーション手法が開発されたとしても、それが多くの人々に利用されるためには、技

術的、金銭的な面でまだまだ多くの障壁がある。 1)2)一方で、 3次元 CGやそのアニメーションを

一般ユーザが閲覧するための環境が、商業的な需要を受けて目覚しく進歩している。シミュレー

ション結果の表現手法として、 3次元CGはよく利用される。今回特に注目するのは、 Web3Dと

呼ばれているシステムである。 Web3Dとは、この数年で急速に普及したインターネット上の

様々な通信技術のうち、ユーザがある程度自由に回転や視点移動の操作ができるような 3DCGの

処理系の総称である。 3)

研究者のための可視化システムと、商業向けの 3DCGシステム、従来全く別々の目的の元に開

発されてきたこれら 2つの技術を組み合わせることができれば、一般者向けのシミュレータ・コ

ラボレーションという、全く新たな可能性を生み出すことができる。本研究では、実際に連携シ

ステムを設計、開発し、その実用性を検証する。
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2.コラポレーション・システム

2. 1 システム概要
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本システムは、大型計算機上で稼動しているシミュレーション・システムの表示・操作端末とし

て Web3Dを利用しようとするものである。図 lにシステムの概要を示す。内部的な大きな特徴

の1つは、クライアントへ送信する情報を、計算結果の数値データでも 2次元化された画像でも

なく、 3次元空間上のモデルとしたことである。これにより、利用者側のみならず、開発者側、

システム全体にとって多くのメリットを生み出すことができる。特徴を整理すると、以下のよう

になる。

日利用者へのメリット

商用に開発されたWeb3Dシステムのほとんどは、マシンへの導入も含めて操作が非常に容易である。

回転などの視点操作は端末マシン内で処理されるため、軽快である。また、 Web3Dシステムの閲覧側

ソフトウェアは大抵が無料で提供されており、これも、複数のマシンを連携させるシステムを実際に構成

する上で大きな利点である。

日開発者へのメリット

3D レンタ"リングーと座標変換に関するあらゆる処理をWeb3Dfこ任せることが出来る。端末側が3Dモデル

の情報を持つことにより、容易に個々の3DオブPジェクトへの操作を認識することが出来る。

日システム全体のパフォーマンス向上

サーバ側で2次元の静止画や動画を生成するのと比較して、本システムでは端末側の計算量が増大

するが、近年の家庭用コンピュータの処理速度に対してはほぼ適正な負荷と言える。その分、サーバ

側の負荷は大幅に軽減される。また、通信されるデータ量も最適化される。

2. 2 システムの構造

商用 Web3Dには多くの規格が存在するが、今回はその中から、 Viewpoint4lというシステムを用

いる。 Viewpointには、 JavaScriptを介して 3Dオブジェクトを操作する機能が備わっている。

Viewpoint自体は、端末側で独立して動作している。これを制御するための専用ソフトウェアを

Java Appletとして開発し、一般的な HTTPプロトコルで導入、実行できるようにした。サーバ・

マシン上で、構想の可能性を実証するための簡単な剛体力学問題のシミュレーションを実行し、

計算結果の座標値を TCP/IPのソケット通信で送信した。端末側では、受け取った座標値をもと

に、 3Dオブジェクトを再配置、再描画することを繰り返すプログラム(JavaApplet)を実行させ

た。実際に 2機の端末から同時にサーバへアクセスし、それぞれの端末から視点移動などの操作

を行った。以下に、クライアントーサーバー方式でもちいた、それぞれの特徴を列挙して示す。

日サーバ・マシン

シミュレーションの計算及びデータ通信を担当する計算サーバ、及び、システム始動への手続

きを担うHTTPサーバ、が動作する。形状情報は、 HTTPで通信を行い、シミュレーション結果に

関しては、別途ソケットを開くことで通信を行った。

日クライアント・マシン(端末)

まず、 Webフ守ラウザ、そしてその上で、 Viewpointプラグイン、 JavaAppletが動く。 Viewpoint

の機能上の制限により JavaAppletと直接の連携が出来ないため、 JavaScriptを仲介に用いた。

端末側では、一般的なWebブラウザを用いて、通常のWeb閲覧とほぼ変わらぬ容易さですべての
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システムが準備され、実行される。

開発したシステムで実際にデータをやり取りし、実用的な速度でリアルタイムな可視化が可能で

あることを確認した。現在家庭用として普及している性能のコンビュータで、余裕を持って動作

した。サーバ・マシンに対して複数の端末から接続要求を出すと、それぞれ独立に視点の変更や

拡大縮小ができることを確認した。

2. 3 端末側からのフィードパックと複数端末間の連携

前項で構築したシステムは、サーノ〈からクライアントへの単方向の通信であった。本項では、端末側でユ

ーザからの入力を受け取り、それをサーバ側に送信することにした。ユーザの入力に応じて計算がリアル

タイムに影響を受けることになる。

ユーザが、 1つの球体を選択し、そこに外力を加えることが出来るようにした。加える外力の

ベクトルはJavaAppletのGUIで入力できるようにし、球体の認識にはViewpointのイベントハン

ドリング機構を利用した。ユーザの操作は、リアルタイムでサーバ側へ送られ、サーバ側では、

受け取ったデータを即座に計算結果に反映するようにした。

この結果、システムのパフォーマンスを損ねることなく、端末からのフィードパックをサーバ

に送信することが出来た。前項の実験と同じく、複数の端末で独立して視点の変更や拡大縮小が

出来た。その状態で、 1台の端末から 3Dオブジェクトの操作をすると、即座に他の全ての端末

に反映されることを確認した。

3.結論及び今後の展望

実際にシステムを構築し動作させた結果、研究用の可視化エンジンとして Web3Dが利用できる

ことがわかった。本システムを用いることで、ネットワーク経由でのリアルタイム閲覧、複数端

末からの同時閲覧、端末からのリアルタイムなフィードパックによる端末間コラボレーションが、

実用的な速度で実現可能であることが立証された。

現システムの通信手順では端末数 10程度が限界であり、同時に操作されることに対する排他

制御も完全ではない。 100人規模の端末を想定し、実際のインターネット上でシステムを稼動さ

せるには、ストリーミング通信、及び、何らかの排他制御アルゴリズムを導入する必要がある。

Web3Dの表現力及び、本システムの利点を生かした応用として、以下のようなものが挙げら

れる。

日粒子法とパーティクノレ・トレース

日非格子空間のオートマトン、ンミュレーション(単純化した生物モデルの挙動など)

日教育分野への導入(小中学校や図書館、博物館等へ導入が進んでいる家庭用コンピュータからの

利用)

日研究発表(参加者が最新の研究成果を実際に操作、体験することが非常に容易となる。)

なお、当分の問、本システムは下記 URLにて公開の予定である。

[httn :/lrose.Q. t.u -tokvo.ac.in: 18080/-koheiI] 
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