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1 はじめに
ネットワーク型リアルタイムゲームに関する研究が

盛んに行われている. この種のゲームに力覚メディアを
用いることで, 利用者は仮想空間内のオブジェクトに触
ることができ, ゲームへの没入感を高めることができる
と期待されている.
しかし, インターネットなどのQoS (Quality of Ser-

vice)保証のないネットワークを介してゲームを行うと,
ネットワーク遅延やその揺らぎ, パケット欠落等の影響
により, 端末間の状態の一貫性や公平性が損なわれる可
能性がある. 特に, 端末間で共有オブジェクトの一貫性
が損なわれると, ゲーム自体が成立しなくなり, ユーザ
体感品質 (Quality of Experience: QoE)が大きく劣化
する恐れがある.
端末間の一貫性や公平性の問題を解決するため, 適

応型Dead-Reckoningを用いた適応型∆因果順序制御
[1]等の QoS制御が提案されている. そして, 文献 [1]
の制御は, 力覚を利用しないネットワーク型のレーシン
グゲームやシューティングゲームにおいて, 端末間にお
ける状態の一貫性を良好に保つことができると示され
ている. しかし, QoE評価は行われておらず, その効果
は十分には明らかでない. さらに, 適応型∆因果順序
制御は, 端末間で出力タイミングを合わせるため, 相手
端末から受信した情報だけでなく, 自端末の情報も出力
を遅らせる. そのため, インタラクティブ性が劣化する
という問題がある.
一方, 端末間における共有オブジェクトの一貫性を保

つことを目的とした研究として, 文献 [2], [3]がある. こ
れらの文献では, ネットワーク型エアホッケーゲームを
対象に, 共有オブジェクトであるパックの管理手法を提
案し, その効果を明らかにしている. しかし, 出力品質
の劣化の問題が指摘されているが, QoE評価は行われ
ていない. さらに, 力覚も利用されていない.
本論文では, 力覚を利用したネットワーク型リアルタ

イムゲームに適応型 Dead-Reckoningを用いた適応型
∆因果順序制御を実装し, ネットワーク遅延やパケット
欠落がQoE に及ぼす影響を調査する. また, 共有オブ
ジェクトの管理権の競合回避方法がQoEに及ぼす影響
も明らかにする. さらに, インタラクティブ性を改善す
るために, 予測を用いた適応型∆因果順序制御を提案
し, その効果を調べる.
2 ネットワーク遅延とパケット欠落が QoEに及ぼす
影響
本章では, 力覚を利用したネットワーク型リアルタイ

ムゲームとして, エアホッケーゲームに適応型 Dead-
Reckoningを用いた適応型 ∆因果順序制御を実装し,
ネットワーク遅延とパケット欠落がQoEに与える影響
を調査する. 力覚を利用したネットワーク型エアホッ
ケーゲームのシステム構成と共有空間の表示例を図 1
に示す. このゲームでは, 二人の利用者が対戦する. 図
1 の共有空間の手前と奥にあるオブジェクトがマレッ
トで, 円形の薄いオブジェクトがパックである. 二人
の利用者は, それぞれ触覚インタフェース装置として
PHANToM Omni(以下, PHANToM と略す)を用い
て自分のマレットを操作し, パックを打ち合う. 一貫
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図 1: システム構成と共有空間の表示例

性と因果関係 (時間的な前後関係)を保つために適応型
Dead-Reckoningを用いた適応型∆因果順序制御を使
用する. 第 3章と第 4章でも同様のゲームを扱う.
評価システムでは, 2台の端末はネットワークエミュ

レータ (NIST Net)を介して接続された. QoE評価で
は, 端末間にネットワーク遅延やパケット欠落を発生さ
せ, 二人の利用者がゲームを行った.
その結果, 平均ネットワーク遅延またはパケット欠落

率が増加するにつれて, MOS (Mean Opinion Score)
が低下することを確認した. また, 平均ネットワーク遅
延が 0msから約 60msまでのとき, 最大許容遅延∆H[1]
を 100msにすることで, 端末間で公平性を良好に保ち
つつ, MOSを高く維持できることもわかった. さらに,
パケット欠落率が 20%程度以下のとき許容できること
も明らかとなった. しかし, 平均ネットワーク遅延やパ
ケット欠落率が大きくなると, 端末間での公平性が損な
われる問題が発生した.
3 共有オブジェクトの管理権の競合回避方法がQoEが
に及ぼす影響
本章では, 前章で明らかとなった公平性の問題を解

決するために, 端末間でパックの管理者が異なる場合
に, 管理権の競合回避方法として, 二つの方式を QoE
評価によって比較する. 一つ目は予め決められた優先
度に従って管理者を決定する優先方式, 二つ目はAtoZ
(Allocated Topographical Zone)[2] と CDP (Count
Down Protocol)[3]を組み合わせた方式 (AtoZ + CDP
と呼ぶ)である. また, ネットワーク遅延の影響も調査
する.
評価システムは第 2章と同様で, QoE評価ではネッ

トワーク遅延のみを発生させた. その結果, 優先方式で
は, 平均ネットワーク遅延が大きいときに端末間の公平
性が損なわれるのに対し, AtoZ + CDPでは, 公平性を
良好に保ちつつ, MOSを高く維持できることがわかっ
た. しかし, AtoZ + CDPを用いた場合でも, 適応型∆
因果順序制御は, 端末間で出力タイミングを合わせるた
め, 相手端末から受信した情報だけでなく, 自端末の情
報も出力を遅らせるので, ∆Hが 100msの場合, インタ
ラクティブ性が劣化してしまった.
4 予測を用いた適応型∆因果順序制御の効果
本章では, 前章で判明したインタラクティブ性の劣化

の問題を解決するために, 相手端末から受信した位置か
ら将来の位置を予測して出力し, それに合わせて, 自端
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末の位置情報の出力を早める, 予測を用いた適応型 ∆
因果順序制御を提案する. そして, その効果を QoE評
価により調査する.
4.1 予測を用いた適応型∆因果順序制御
適応型∆因果順序制御では, 相手端末から受信した

MUと自端末のMUを期限 (発生時刻+∆)までバッファ
リングした後, 出力する. ただし, ∆には最小値∆Lだ
けでなく, リアルタイム性を損なわないために, 最大値
∆H (∆H ≥ ∆L > 0)が設定されている. ∆の値は, ネッ
トワーク遅延に応じて増減され, 出力タイミングを合わ
せるために, 端末間でこれを共有する.
予測を用いた適応型∆因果順序制御では, インタラ

クティブ性を高く維持するために, 受信したMUの期限
に Tpredict (≥ 0) ms 後の位置を予測して出力する. 簡
単のために, 予測には線形一次予測を用いる. そして,
自端末のMUの出力時刻を Tpredict msだけ早める. ま
た, Tpredictは, フレーム単位 (画面の更新間隔のこと. 1
フレームは 16.7ms)とする.
4.2 評価システムと評価方法
評価システムは, 第 2章, 第 3章と同様に, 2台の端

末と NIST Netから構成される. 評価では, ∆H の値
を 150ms, NIST Netによる付加遅延の平均を 80ms,
130msとし, 予測時間 Tpredict を 0フレームから 12フ
レームまで 3フレーム間隔で変更する. 予測時間が 0フ
レームのとき, 予測を行わない制御になることに注意さ
れたい. なお, 付加遅延の標準偏差を 10msとする. ま
た, ∆Lの値を 10msとする.
被験者には, 自分のマレットのインタラクティブ性,

パックのインタラクティブ性, 自分のマレットの出力品
質, 相手のマレットの出力品質, パックの出力品質, そ
れらの総合品質について, 付加遅延のない状態を基準と
し, 5段階妨害尺度 (5: 劣化がわからない, 4: 劣化が分
かるが気にならない, 3: 劣化が気になるが邪魔になら
ない, 2: 劣化が邪魔になる, 1: 劣化が非常に邪魔にな
る)で評価してもらい, MOSを求めた. 総合品質とは,
その他の五つの品質の加重和である. 評価は, 二人一組
のペアで行われ, 平均付加遅延の値と予測時間の値は,
被験者のペア毎にランダムに提示された. 被験者は 21
歳から 24歳までの男女 20名であり, 1ペア当たりの総
評価時間は 15分程度であった.
4.3 評価結果と考察
予測時間に対する自分のマレットのインタラクティ

ブ性のMOSと総合品質のMOSをそれぞれ図 2, 図 3
に示す.
図 2より, 予測時間が 0フレームから約 6フレームま

では, 自分のマレットのインタラクティブ性のMOSは
高くなり, それ以上ではほぼ一定となっていることがわ
かる. これは, 予測時間が長くなることにより, 自端末
のMUの出力時刻が早くなるためである.
図 3では, 総合品質のMOSは, 平均付加遅延が 80ms

の場合, 予測時間が約 3フレームのとき, 平均付加遅延
が 130msの場合,予測時間が約6フレームのとき, MOS
が最も高くなっている. よって, 平均ネットワーク遅延
が増大しても, 予測を用いることによりMOSを高く維
持することができ, 予測時間には最適値が存在すること
がわかる.
5 まとめ
本論文では, 力覚を利用したネットワーク型エアホッ

ケーゲームにおけるQoS制御を研究対象とした. そし
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図 2: 自分のマレットのインタラクティブ性のMOS
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図 3: 総合品質のMOS

て, その効果やネットワーク遅延等がQoEに及ぼす影
響を主観評価により調査した.
まず, 適応型Dead-Reckoningを用いた適応型∆因

果順序制御を実装し, ネットワーク遅延とパケット欠落
が QoEに与える影響を調査した. その結果, 平均ネッ
トワーク遅延またはパケット欠落率が増加するにつれ
て, MOSが低下することを確認した. また, 平均ネッ
トワーク遅延が 0msから約 60msまでのとき, ∆H を
100msにすることで, 端末間で公平性を良好に保ちつ
つ, MOSを高く維持できることもわかった. さらに, パ
ケット欠落率 20%程度以下が許容範囲であることも明
らかとなった.
次に, 共有オブジェクトの管理権の競合回避方法が

QoEがに及ぼす影響の調査を行った. そして, 優先方
式では, 平均ネットワーク遅延が大きいときに端末間の
公平性が損なわれるのに対し, AtoZ + CDPでは, 公
平性を良好に保ちつつ, MOSを高く維持できることが
わかった.
また, 予測を用いた適応型∆因果順序制御の効果も

調査した. 評価結果から, 平均ネットワーク遅延が増
大しても, 予測を用いた適応型∆因果順序制御により
MOSを高く維持することができ, 予測時間には最適値
が存在することが判明した.
今後の課題として, インターネットを利用した実験を

行うことやダブルスでゲームを行えるように拡張し, 協
調しながら対戦する場合の QoS制御を検討して, その
効果を調べること等が挙げられる.
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