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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１のクライアントシステムがコンピュータネットワークを介して接続された
少なくとも１のサーバシステムにおいて、該サーバシステムによって提供される三次元仮
想空間上でクライアントシステムのユーザに関連付けられた第１のアバターとサーバシス
テムによって提供される施設との間で取引を行うための方法において、
　前記サーバシステムが、施設内に前記第１のアバターが入るためのユーザ要求を前記ク
ライアントシステムから受信することに応じて、該サーバシステムの記憶装置に格納され
た、該要求された施設内の空間（以下、施設のオリジナル空間という）のためのオブジェ
クトデータ並びに第１のアバターデータ及び必要に応じて前記施設に関連付けられた第２
のアバターデータを前記クライアントシステムに送信するステップと、
　前記サーバシステムが、前記施設のオリジナル空間をコピーして前記施設のコピー空間
を生成するためのユーザ要求を前記クライアントシステムから受信することに応じて、前
記記憶装置に格納された、前記施設のコピー空間のためのアクセス権リストに従い、前記
第１のアバター及び前記第２のアバターが前記コピー空間内に入ることができるかどうか
を確認するステップと、
　上記入ることができる場合に、前記サーバシステムが、該サーバシステムの記憶装置に
格納された、前記施設のコピー空間のためのオブジェクトデータ並びに第１のアバターデ
ータ及び第２のアバターデータを前記クライアントシステムに送信するステップと
　を含み、
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　前記第２のアバターデータを前記クライアントシステムに送信するステップ、前記確認
するステップ、及び前記オブジェクトデータ並びに前記第１のアバターデータ及び前記第
２のアバターデータを前記クライアントシステムに送信するステップを実行することによ
って前記第１のアバター及び前記第２のアバターが前記施設のコピー空間上で取引をする
ことが可能になる、前記方法。
【請求項２】
　前記サーバシステムが、前記施設又は前記施設を提供するサーバシステムが真正である
かどうかを確認するためのユーザ要求を前記クライアントシステムから受信するステップ
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アクセス権リストが、前記第１のアバターに関連付けられた許可されている動作項
目及び許可されていない動作項目、並びに前記第２のアバターに関連付けられた許可され
ている動作項目及び許可されていない動作項目を含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記サーバシステムが、前記第１のアバターが前記施設のコピー空間における施設から
出ることに応じて又は前記コピー空間から前記オリジナル空間へ戻るためのユーザ要求を
前記クライアントシステムから受信することに応じて、前記施設のコピー空間のための前
記オブジェクトデータ並びに前記第１のアバターデータ及び前記第２のアバターデータを
前記記憶装置内から削除するステップをさらに含む、請求項１～３のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項５】
　前記施設のオリジナル空間のためのオブジェクトデータが、オブジェクトの夫々に関連
付けられたオブジェクト番号並びにオブジェクトの夫々の位置及び向きのデータを含み、
前記施設のオリジナル空間のためのアバターデータが、アバターの夫々に関連付けられた
アバター番号並びにアバターの夫々の位置及び向きのデータを含み、
　前記施設のコピー空間のためのオブジェクトデータが、オブジェクトの夫々に関連付け
られたオブジェクト番号並びにオブジェクトの夫々の位置及び向きのデータを含み、前記
施設のコピー空間のためのアバターデータが、アバターの夫々に関連付けられたアバター
番号並びにアバターの夫々の位置及び向きのデータを含む、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記サーバシステムが、前記第１のアバターに関連付けられた第３のアバターが前記施
設のコピー空間に入るための第２のユーザ要求を他のクライアントシステムから受信する
ことに応じて、前記記憶装置に格納された、前記施設のコピー空間のためのアクセス権リ
ストに従い、前記第３のアバターが前記コピー空間内に入ることが出来るかどうかを確認
するステップと、
　前記第３のアバターが前記施設のコピー空間内に入ることができる場合に、前記サーバ
システムが、該サーバシステムの記憶装置に格納された、前記施設のコピー空間のための
オブジェクトデータ並びに第１のアバターデータ、第２のアバターデータ及び第３のアバ
ターデータを前記他のクライアントシステムに送信し、且つ前記施設のコピー空間のため
の第３のアバターデータを前記クライアントシステムに送信するステップと
　をさらに含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記施設のコピー空間が前記施設のオリジナル空間とともに前記クライアントシステム
に接続された表示装置上に表示され、該表示装置上に表示された前記施設のコピー空間の
表示又は前記施設のオリジナル空間の表示を選択することによって、フォーカスされる空
間を切り替えることが可能である、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のアバターが前記クライアントシステムに接続された表示装置上に表示された
前記施設のコピー空間内及び前記施設のオリジナル空間内のいずれにも表示され、フォー
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カスされる空間の切り替えによって、フォーカスのある空間において前記第２のアバター
が前記第１のアバターとコミュニケーションすることが可能になる、請求項１～６のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１のクライアントシステムがコンピュータネットワークを介して接続された
少なくとも１のサーバシステムであって、該サーバシステムによって提供される三次元仮
想空間上で、クライアントシステムのユーザに関連付けられた第１のアバターとサーバシ
ステムによって提供される施設との間で取引を行うためのサーバシステムにおいて、
　施設内に前記第１のアバターが入るためのユーザ要求を前記クライアントシステムから
受信することに応じて、該要求された施設内の空間（以下、施設のオリジナル空間という
）のためのオブジェクトデータ並びに第１のアバターデータ及び必要に応じて前記施設に
関連付けられた第２のアバターデータを前記クライアントシステムに送信する手段と、
　前記施設のオリジナル空間をコピーして前記施設のコピー空間を生成するためのユーザ
要求を前記クライアントシステムから受信することに応じて、前記施設のコピー空間のた
めのアクセス権リストに従い、前記第１のアバター及び前記第２のアバターが前記コピー
空間内に入ることができるかどうかを確認する手段と、
　上記入ることができる場合に、前記施設のコピー空間のためのオブジェクトデータ並び
に前記第１のアバターデータ及び前記第２のアバターデータを前記クライアントシステム
に送信する手段と、
　前記施設のオリジナル空間のための前記オブジェクトデータ並びに前記第１のアバター
データ及び前記第２のアバターデータと、前記施設のコピー空間のための前記オブジェク
トデータ並びに前記第１のアバターデータ及び前記第２のアバターデータと、前記施設の
コピー空間のためのアクセス権リストとを記憶する記憶装置と
　を含み、
　前記第２のアバターデータを前記クライアントシステムに送信すること、前記確認する
こと、及び前記オブジェクトデータ並びに前記第１のアバターデータ及び前記第２のアバ
ターデータを前記クライアントシステムに送信することを実行することによって前記第１
のアバター及び前記第２のアバターが前記施設のコピー空間上で取引をすることが可能に
なる、前記サーバシステム。
【請求項１０】
　前記サーバシステムが、前記施設又は前記施設を提供するサーバシステムが真正である
かどうかを確認するためのユーザ要求を前記クライアントシステムから受信する手段をさ
らに含む、請求項９に記載のサーバシステム。
【請求項１１】
　前記アクセス権リストが、前記第１のアバターに関連付けられた許可されている動作項
目及び許可されていない動作項目、並びに前記第２のアバターに関連付けられた許可され
ている動作項目及び許可されていない動作項目を含む、請求項９又は１０に記載のサーバ
システム。
【請求項１２】
　前記サーバシステムが、前記施設のコピー空間のための前記オブジェクトデータ並びに
前記第１のアバターデータ及び前記第２のアバターデータを前記記憶装置内から削除する
手段をさらに含む、請求項９～１１のいずれか一項に記載のサーバシステム。
【請求項１３】
　前記施設のオリジナル空間のためのオブジェクトデータが、オブジェクトの夫々に関連
付けられたオブジェクト番号並びにオブジェクトの夫々の位置及び向きのデータを含み、
前記施設のオリジナル空間のためのアバターデータが、アバターの夫々に関連付けられた
アバター番号並びにアバターの夫々の位置及び向きのデータを含み、
　前記施設のコピー空間のためのオブジェクトデータが、オブジェクトの夫々に関連付け
られたオブジェクト番号並びにオブジェクトの夫々の位置及び向きのデータを含み、前記
施設のコピー空間のためのアバターデータが、アバターの夫々に関連付けられたアバター
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番号並びにアバターの夫々の位置及び向きのデータを含む、
　請求項９～１２のいずれか一項に記載のサーバシステム。
【請求項１４】
　前記第１のアバターに関連付けられた第３のアバターデータについて、前記記憶装置が
、前記施設のオリジナル空間のための第３のアバターデータと、前記施設のコピー空間の
ための第３のアバターデータとをさらに記憶し、前記アクセス権リストが、前記第３のア
バターに関連付けられた許可されている動作項目及び許可されていない動作項目をさらに
含む、請求項９～１３のいずれか一項に記載のサーバシステム。
【請求項１５】
　前記第３のアバターが前記アクセス権リストに従い前記第１のアバターによって作成さ
れた前記施設のコピー空間内に入ることができる場合に、前記クライアントシステムに接
続された表示装置上に表示された前記施設のコピー空間内に前記第３のアバターをさらに
表示する手段をさらに含む、請求項１４に記載のサーバシステム。
【請求項１６】
　少なくとも１のクライアントシステムがコンピュータネットワークを介して接続された
少なくとも１のサーバシステムにおいて、該サーバシステムによって提供される三次元仮
想空間上でクライアントシステムのユーザに関連付けられた第１のアバターとサーバシス
テムによって提供される施設との間で取引を行うためのプログラムであって、前記サーバ
システムに請求項１～８のいずれか一項に記載のステップを実行させる、前記プログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、三次元仮想空間（ネットワークとコンピュータを使って実現する社会、所謂
サイバースペース）上の施設において安全に取引を行うための方法、プログラム及びその
サーバシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　セカンドライフ（Second Life）に代表されるような三次元仮想空間上において、ユー
ザは、アバターと呼ばれるユーザの代わりに行動するユーザの分身を介して、商品の提供
又はサービスの提供を含む様々な取引を行うことができる。しかし、例えば上記セカンド
ライフでは誰でもログインＩＤ及びパスワードを入手することが可能であるので、原則と
して誰でもセカンドライフの三次元仮想空間上に入ることが可能である。よって、該三次
元仮想空間上で店舗を運営する管理者側にとって、店舗を訪れたユーザ（顧客である）が
悪意のないユーザであるかどうかを判断することは難しい。一方、三次元仮想空間上では
三次元仮想空間の管理人から土地を借りることによって誰でも店舗を運営すること可能で
あるので、ユーザ側にとって、店舗（店舗を運営する管理者と同視できる）又は店舗を管
理するサーバシステム（該サーバシステムを運営する管理者と同視できる）が真正なもの
であるかどうかを判断することは難しい。
【０００３】
　また、三次元仮想空間上では、ユーザは、自身のアバター（以下、ユーザアバターとい
う）を介して店舗の店員アバターとコミュニケーションをしているつもりでも、意図せず
に、関係のない第三者アバターに聞こえるようにコミュニケーションしていたり或いは取
引内容が該第三者アバターにわかってしまったりすることがある。さらに、店員アバター
とのコミュニケーション内容が店舗中にアナウンスされていたりすることがある。そのた
めに、取引内容の秘匿性に問題がある。また、悪意のある第三者アバターが店員アバター
のふりをしている場合がある。このような場合、ユーザアバターは悪意のある第三者アバ
ターに話しかけてしまう可能性がある。結果として、ユーザは、悪意のある第三者から間
違った情報を教えられたり或いは高い価格で商品等を購入させられたりといったフィッシ
ング詐欺まがいのことが生じる可能性もある。さらには、店舗そのものがフィッシング詐
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欺をしている可能性もある。
【０００４】
　従来技術として、三次元仮想空間上に既存のウェブサイトへのリンクを設け、商品を購
入する際には該ウェブサイト上で取引をすることが出来るようにしたサイトがある。該ウ
ェブサイト上での取引では、取引者間の情報を暗号化して送受信するプロトコル、例えば
ＳＳＬ（Secure Socket Layer）を使用して、取引の安全性を図っている。しかし、該ウ
ェブサイト上での取引では、三次元仮想空間上での取引と異なり、ユーザは商品を三次元
で見ることができない。また、三次元仮想空間上での取引では、ユーザは、ユーザアバタ
ーを介して店員アバターとリアルタイムでチャットし或いは音声によるコミュニケーショ
ンをすることができるので、現実世界（リアルライフ）の取引で行われるやりとりと同様
の様式で取引をすることができる。一方、該ウェブサイト上での取引では、ユーザはリア
ルタイムに店員から直接話を聞くことができない。さらに、該ウェブサイト上での取引で
は、ユーザは三次元仮想空間からウェブサイトに一旦出なければいけないので、操作上煩
わしい。
【０００５】
　特開2004-192451号公報は、仮想空間遠隔操作システムを開示する。該仮想空間遠隔シ
ステムは、宅内ネットワークに接続されている家電機器を、仮想空間という遊技性を持っ
たユーザインタフェースを用いて制御することを可能にし、且つプライベートな仮想空間
を限定したメンバーだけで共有する。しかし、該プライベートな仮想空間では、利用者の
個人ＩＤ及びパスワードを使用してアクセス制御しているにすぎない。
【０００６】
　特開2002-312612号公報は、仮想生活を実現する仮想空間提供方法を開示する。該仮想
空間提供方法では、仮想的な街空間をネットワーク経由でアクセス可能なサーバ上に予め
形成し、該街空間の中にユーザを象徴するキャラクタの仮想的な部屋を開設する。従って
、該仮想的な部屋は、仮想空間内に建物の一部として部屋を新たに設けたにすぎない。
【０００７】
　特開2001-154966号公報は、共有仮想空間上で複数ユーザが参加可能な仮想会話を支援
するための会話支援システムを開示する。該会話支援システムでは、通信相手が同一の共
有仮想空間上に存在していなくても、アバターが持つ仮想携帯電話に、実世界上の電話、
あるいは別の仮想空間上の電話を接続する。従って、該仮想携帯電話は、別に存在する仮
想空間間に存在するアバター同士が通信できるようにしたにすぎない。
【０００８】
　特開平10-240966号公報は、三次元仮想空間におけるオブジェクトの動作確認方法を開
示する。該動作確認方法では、オブジェクトの動作確認を行うためにリハーサル空間を表
示する。該リハーサル空間では、オブジェクトの動作の際に接触すべき対象となる他オブ
ジェクトやユーザを簡略化したオブジェクトにより表現する。しかし、該リハーサル空間
は、オブジェクトの動作を確認するために設けられたものであって、取引とは何ら関係な
い。
【０００９】
　別の技術として、三次元仮想空間上に商談室を設けている例がある。しかし、商談室の
数には限りがある上、商品を並べるような様式で陳列しておく店舗には適用することがで
きない。
【００１０】
【特許文献１】特開2004-192451号公報
【特許文献２】特開2002-312612号公報
【特許文献３】特開2001-154966号公報
【特許文献４】特開平10-240966号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
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　三次元仮想空間において安全に取引を行う方法が、施設を運営する管理者及びユーザの
いずれ側からも要望されている。さらに、三次元仮想空間での取引における上記秘匿性及
びフィッシング詐欺等の問題を解決することが要望されている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、少なくとも１のクライアントシステムがコンピュータネットワークを介して
接続された少なくとも１のサーバシステムにおいて、該サーバシステムによって提供され
る三次元仮想空間上でクライアントシステムのユーザに関連付けられた第１のアバターと
サーバシステムによって提供される施設との間で取引を行うための方法を提供する。該方
法は、
　上記サーバシステムが、施設内に上記第１のアバターが入るためのユーザ要求を上記ク
ライアントシステムから受信することに応じて、該サーバシステムの記憶装置に格納され
た、該要求された施設内の空間（以下、施設のオリジナル空間という）のためのオブジェ
クトデータ並びに第１のアバターデータ及び必要に応じて上記施設に関連付けられた第２
のアバターデータを上記クライアントシステムに送信するステップと、
　上記サーバシステムが、上記施設のオリジナル空間をコピーして上記施設のコピー空間
を生成するためのユーザ要求を上記クライアントシステムから受信することに応じて、上
記記憶装置に格納された、上記施設のコピー空間のためのアクセス権リストに従い、上記
第１のアバター及び上記第２のアバターが上記コピー空間内に入ることができるかどうか
を確認するステップと、
　上記入ることができる場合に、上記サーバシステムが、該サーバシステムの記憶装置に
格納された、上記施設のコピー空間のためのオブジェクトデータ並びに第１のアバターデ
ータ及び第２のアバターデータを上記クライアントシステムに送信するステップと
　を含む。上記ステップの実行によりコピー空間を作成することによって、上記第１のア
バター及び上記第２のアバターが上記施設のコピー空間上で取引をすることが可能になる
。
　上記施設のオリジナル空間のためのオブジェクトデータ並びに第１のアバターデータ及
び必要に応じて上記施設に関連付けられた第２のアバターデータが上記クライアントシス
テムに送信されることに応じて、上記クライアントシステムは、上記施設のオリジナル空
間のための上記オブジェクトデータ並びに上記第１のアバターデータ及び上記第２のアバ
ターデータを受信して、該クライアントシステムに接続された表示装置上に表示すること
が可能になる。
　上記施設のコピー空間のためのオブジェクトデータ並びに第１のアバターデータ及び第
２のアバターデータを上記クライアントシステムに送信されることに応じて、上記クライ
アントシステムが、上記施設のコピー空間のための上記オブジェクトデータ並びに上記第
１のアバターデータ及び上記第２のアバターデータを受信して、該受信したデータを該ク
ライアントシステムに接続された表示装置上に表示することが可能になる。
　上記第１のアバター及び上記第２のアバターが上記施設のコピー空間内に入ることがで
きない場合、上記サーバシステムは、上記クライアントシステムに対して、コピー空間を
作成できないエラーメッセージを送信する。そして、該クライアントシステムに接続され
た表示措置上に該エラーメッセージが表示されるか、或いは音声メッセージとしてユーザ
に伝えられる。
【００１３】
　本発明はまた、上記サーバシステムが、上記施設又は上記施設を提供するサーバシステ
ムが真正であるかどうかを確認するためのユーザ要求を上記クライアントシステムから受
信するステップをさらに含む。クライアント側システムからすれば、本発明はまた、上記
クライアントシステムが、上記施設のオリジナル空間をコピーして上記施設のコピー空間
を生成するための上記ユーザ要求に応じて、上記施設又は上記施設を提供するサーバシス
テムが真正であるかどうかを確認するステップをさらに提供する。
【００１４】
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　本発明はまた、上記サーバシステムが、上記第１のアバターに関連付けられた第３のア
バターが上記施設のコピー空間に入るための第２のユーザ要求を他のクライアントシステ
ムから受信することに応じて、上記記憶装置に格納された、上記施設のコピー空間のため
のアクセス権リストに従い、上記第３のアバターが上記コピー空間内に入ることが出来る
かどうかを確認するステップと、
　上記第３のアバターが上記施設のコピー空間内に入ることができる場合に、上記サーバ
システムが、該サーバシステムの記憶装置に格納された、上記施設のコピー空間のための
オブジェクトデータ並びに第１のアバターデータ、第２のアバターデータ及び第３のアバ
ターデータを上記他のクライアントシステムに送信し、且つ上記施設のコピー空間のため
の第３のアバターデータを上記クライアントシステムに送信するステップと
　をさらに含む。上記ステップの実行により、上記他のクライアントシステムが、上記施
設のコピー空間のための上記オブジェクトデータ並びに上記第１のアバターデータ、上記
第２のアバターデータ及び上記第３のアバターデータを受信して、該他のクライアントシ
ステムに接続された表示装置上に表示し、さらに上記クライアントシステムが、上記施設
のコピー空間のための上記第３のアバターデータを受信して、該クライアントシステムに
接続された上記表示装置上に表示することが可能になる。
【００１５】
　上記取引を行うための方法は、コンピュータ読み取り可能なプログラムによって実施さ
れる。該プログラムは、クライアントシステム用或いはサーバシステム用として別個に配
布されてもよく、或いはクライアントシステム用及びサーバシステム用が同梱され頒布さ
れてもよい。いずれにしても、該プログラムは、クライアントシステム或いはサーバシス
テムによって実行されうる。一つの態様として、該プログラムは、記録媒体、例えばＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ内にコンピュータ読み取り可能な様式で記録されて、頒布され
る。他の態様として、該プログラムは、サーバシステムから通信回線を介してダウンロー
ド可能なようにサーバシステムの記憶装置内に記憶され、そしてクライアントシステム或
いはサーバシステムの要求に応じて頒布される。
【００１６】
　本発明はまた、少なくとも１のクライアントシステムがコンピュータネットワークを介
して接続された少なくとも１のサーバシステムであって、該サーバシステムによって提供
される三次元仮想空間上で、クライアントシステムのユーザに関連付けられた第１のアバ
ターとサーバシステムによって提供される施設との間で取引を行うためのサーバシステム
を提供する。
　上記サーバシステムは、
　施設内に上記第１のアバターが入るためのユーザ要求を上記クライアントシステムから
受信することに応じて、該要求された施設内の空間（以下、施設のオリジナル空間という
）のためのオブジェクトデータ並びに第１のアバターデータ及び必要に応じて上記施設に
関連付けられた第２のアバターデータを上記クライアントシステムに送信する手段と、
　上記施設のオリジナル空間をコピーして上記施設のコピー空間を生成するためのユーザ
要求を上記クライアントシステムから受信することに応じて、上記施設のコピー空間のた
めのアクセス権リストに従い、上記第１のアバター及び上記第２のアバターが上記コピー
空間内に入ることができるかどうかを確認する手段と、
　上記入ることができる場合に、上記施設のコピー空間のためのオブジェクトデータ並び
に上記第１のアバターデータ及び上記第２のアバターデータを上記クライアントシステム
に送信する手段と、
　上記施設のオリジナル空間のための上記オブジェクトデータ並びに上記第１のアバター
データ及び上記第２のアバターデータと、上記施設のコピー空間のための上記オブジェク
トデータ並びに上記第１のアバターデータ及び上記第２のアバターデータと、上記施設の
コピー空間のためのアクセス権リストとを記憶する記憶装置と
　を含む。上記コピー空間を作成することによって、上記第１のアバター及び上記第２の
アバターが上記施設のコピー空間上で取引をすることが可能になる。
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　上記クライアントシステムは表示装置に接続され、上記クライアントシステムは、上記
サーバシステムから送信される上記オリジナル空間のためのオブジェクトデータ並びに上
記第１のアバターデータ及び上記第２のアバターデータ、及び／又は上記サーバシステム
から送信される上記コピー空間のためのオブジェクトデータ並びに上記第１のアバターデ
ータ及び上記第２のアバターデータを上記表示装置上に表示する手段を含む。
　上記サーバシステムは、上記第１のアバター及び上記第２のアバターが上記施設のコピ
ー空間内に入ることができない場合、上記クライアントシステムに対して、コピー空間を
作成できないエラーメッセージを送信する手段をさらに含む。該エラーメッセージを受信
したクライアントシステムはさらに、該クライアントシステムに接続された表示措置上に
該エラーメッセージを表示する手段、或いは該エラーメッセージを音声メッセージとして
ユーザに伝える手段をさらに含む。
【００１７】
　本発明はまた、上記サーバシステムが、上記施設又は上記施設を提供するサーバシステ
ムが真正であるかどうかを確認するためのユーザ要求を上記クライアントシステムから受
信する手段をさらに提供する。クライアントシステム側からすれば、本発明はまた、上記
クライアントシステムが、上記施設のオリジナル空間をコピーして上記施設のコピー空間
を生成するための上記ユーザ要求に応じて、上記施設又は上記施設を提供するサーバシス
テムが真正であるかどうかを確認する手段をさらに提供する。
【００１８】
　本発明はまた、上記サーバシステムが、上記第１のアバターに関連付けられた第３のア
バターが上記施設のコピー空間に入るための第２のユーザ要求を他のクライアントシステ
ムから受信することに応じて、上記記憶装置に格納された、上記施設のコピー空間のため
のアクセス権リストに従い、上記第３のアバターが上記コピー空間内に入ることが出来る
かどうかを確認する手段と、
　上記第３のアバターが上記施設のコピー空間内に入ることができる場合に、上記サーバ
システムが、該サーバシステムの記憶装置に格納された、上記施設のコピー空間のための
オブジェクトデータ並びに第１のアバターデータ、第２のアバターデータ及び第３のアバ
ターデータを上記他のクライアントシステムに送信し、且つ上記施設のコピー空間のため
の第３のアバターデータを上記クライアントシステムに送信する手段と
　をさらに含む。上記コピー空間に第３のアバターが入ることができることによって、上
記他のクライアントシステムが、上記施設のコピー空間のための上記オブジェクトデータ
並びに上記第１のアバターデータ、上記第２のアバターデータ及び上記第３のアバターデ
ータを受信して、該他のクライアントシステムに接続された表示装置上に該データを表示
することが可能になる。さらに上記クライアントシステムが、上記施設のコピー空間のた
めの上記第３のアバターデータを受信して、該クライアントシステムに接続された上記表
示装置上に該データを表示することが可能になる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明では、三次元仮想空間上の施設のオリジナル空間のコピー空間を作る。該コピー
空間には該コピー空間に入ることを許されたアバターだけが入ることができるので、施設
（施設を運営する管理者と同視できる）とユーザアバター（ユーザと同視できる）との間
で安全に取引をすることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明では、三次元仮想空間上の施設のオリジナル空間についてコピー空間を作る。以
下に、オリジナル空間及びコピー空間について夫々説明するとともに、オリジナル空間及
びコピー空間の表示装置上での表示方法について説明する。
【００２１】
　オリジナル空間とは、三次元仮想空間に入った際にデフォルトで表示装置上に表示され
る空間である。クライアントシステムに接続された表示装置上でのオリジナル空間の表示
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は、サーバシステムから、クライアントシステムに表示情報を送ることによって行われる
。また、オリジナル空間の表示情報は、サーバシステム及びクライアントシステムの各記
憶装置に格納される。
【００２２】
　オリジナル空間には、オブジェクトに加えてアバターが表示される。施設のオリジナル
空間においても、オブジェクトに加えてアバターが表示される。アバターとして、ユーザ
アバター、店員アバターに加えて、第三者アバター、例えば悪意のあるアバターを含む。
【００２３】
　コピー空間とは、ユーザの要求によって作成される新たな空間であって、或る時点にお
けるオリジナル空間のコピーと同じである。コピー空間は、サーバシステムにおいて、主
記憶のメモリ領域をアロケートして、そこに、アバター及びオブジェクトをコピーするこ
とによって、実現される。
【００２４】
　コピー空間が一旦作成されると、コピー空間はオリジナル空間と独立して存在する。た
だし、コピー空間は、三次元仮想空間上に一時的に存在し、永久的には保持されない空間
である。コピー空間には、オブジェクトに加えてアバターが表示される。しかし、下記で
述べるように、コピー空間に入れるアバターはアクセス権リストによって制限されている
点で、オリジナル空間と異なる。
【００２５】
　最初に、オリジナル空間の表示について、施設のオリジナル空間の表示を例として、下
記に説明する。
　施設のオリジナル空間の表示のために、施設のソース空間のデータを作成する。施設の
ソース空間のデータは、施設を運営する管理者が任意の時点における施設のオリジナル空
間のデータ、すなわちオブジェクト及びアバターの各データをコピーする指示を該管理者
のコンピュータシステムからサーバシステムに、或いは該サーバシステムに直接命令する
ことによって作成される。よって、オリジナル空間のデータをコピーした時点において、
コピー元であるオリジナル空間におけるオブジェクトデータ及びアバターデータは、コピ
ー先であるソース空間におけるオブジェクトデータ及びアバターデータと同じでありうる
。該ソース空間のデータは、定期的に或いは任意の時間で自動更新されるようにサーバシ
ステムに設定しうる。該ソース空間のデータ及びオリジナル空間のデータは、サーバシス
テムの記憶装置、例えばハードディスク（ＨＤＤ）、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ
）内に格納される。ソース空間のデータが作成されると、以後、オリジナル空間のデータ
は、ソース空間のデータとの差分データで表される。よって、オリジナル空間の表示のた
めに、ソース空間のデータ（下記に述べるオブジェクトのポリゴンデータ及びアバターの
ポリゴンデータである）と上記差分データ、例えばオブジェクトの位置及び向きのデータ
並びにアバターの位置及び向きのデータを使用する。該差分データを使用することによっ
て、サーバシステムからクライアントシステムに送信するオリジナル空間の表示のための
データ通信量を削減することができる。
【００２６】
　ソース空間のデータとして、オブジェクトデータ及びアバターデータが含まれうる。
　ソース空間のためのオブジェクトデータは、例えば下記に示すようなオブジェクト表で
表すことができる。ソース空間のためのオブジェクト表（下記表１）は、オブジェクトの
夫々に関連付けられたオブジェクト番号、該オブジェクト番号の夫々に関連付けられたポ
リゴンデータ並びに該オブジェクト番号の夫々に関連付けられた位置及び向きのデータを
有する。
　ソース空間のアバターデータは、例えば下記に示すようなアバター表で表すことができ
る。ソース空間のためのアバター表（下記表２）は、アバターの夫々に関連付けられたア
バター番号及び該アバター番号の夫々に関連付けられたポリゴンデータを有する。ソース
空間のためのアバター表は、アバター番号の夫々に関連付けられた位置及び向きのデータ
を有していない。アバター番号の夫々に関連付けられた位置及び向きのデータは、下記に
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述べるように、オリジナル空間のためのアバター表が有している。
　ソース空間のデータは、施設を管理するサーバシステム、他のサーバシステム及びユー
ザのクライアントシステムにおいて、グローバルに共有されうる。施設のソース空間のデ
ータは、例えばユーザが施設内に入ることをサーバシステムに要求することに応じて、他
のサーバシステム及び／又は少なくとも１のクライアントシステムに送信されうる。
【００２７】
【表１】

【００２８】
【表２】

【００２９】
　オリジナル空間のデータとして、オブジェクトデータ及びアバターデータが含まれうる
。
　オリジナル空間のデータとしてさらに、オリジナル空間のためのアクセス権リストが含
まれうる。該アクセス権リストは、オリジナル空間のデータとして含まれていても含まれ
ていなくてもよい。
　オリジナル空間のためのオブジェクトデータは、例えば下記に示すようなオブジェクト
表で表すことができる。オリジナル空間のためのオブジェクト表（下記表３）は、オブジ
ェクトの夫々に関連付けられたオブジェクト番号、並びに該オブジェクト番号の夫々に関
連付けられた位置及び向きのデータを有する。オリジナル空間のためのオブジェクト表は
、ソース空間のためのオブジェクト表と異なり、オブジェクト番号の夫々に関連付けられ
たポリゴンデータを有していない。これは、オリジナル空間の表示において、オブジェク
トのポリゴンデータとして、ソース空間のためのオブジェクト表のポリゴンデータが用い
られるからである。オリジナル空間のためのオブジェクト表の位置及び向きのデータが、
ソース空間のためのオブジェクトデータとの差分データである。よって、オリジナル空間
においてオブジェクトが表示されるために、各オブジェクトについて、ソース空間のため
のオブジェクト表のポリゴンデータと、オリジナル空間のための位置及び向きのデータと
を少なくとも必要とする。
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　オリジナル空間のアバターデータは、例えば下記に示すようなアバター表で表すことが
できる。オリジナル空間のためのアバター表（下記表４）は、アバターの夫々に関連付け
られたアバター番号及び該アバター番号の夫々に関連付けられた位置及び向きのデータを
有する。オリジナル空間のアバター表は、ソース空間のアバター表と異なり、アバター番
号の夫々に関連付けられたポリゴンデータを有していない。これは、オリジナル空間の表
示において、アバターのポリゴンデータとして、ソース空間のためのアバター表のポリゴ
ンデータが用いられるからである。オリジナル空間のためのアバター表の位置及び向きの
データが、ソース空間のアバターデータとの差分データである。よって、オリジナル空間
においてアバターが表示されるために、各アバターについて、ソース空間のためのオブジ
ェクト表のポリゴンデータと、オリジナル空間のための位置及び向きのデータとを少なく
とも必要とする。
　オリジナル空間のためのアクセス権リスト（下記表５）は、アバター番号と、該アバタ
ー番号に関連付けられた許可されている動作項目及び許可されていない動作項目を有する
。一つのアバターに対して、該一つのアバターに固有のアバター番号が付される。アバタ
ーの種類によって、すなわちユーザ（顧客）アバターと店員アバターによって、許可され
ている動作項目と許可されていない動作項目の内容を異ならせることができる。動作項目
として、施設への進入、取引、スクリプトの動作などをあげることができるが、これらに
限定されない。例えば、アクセス制御として、店員アバターには三次元仮想空間のための
スクリプトの動作を許可するが、ユーザアバターにはスクリプトの動作を制限し或いは許
可しない。なぜならば、オリジナル空間内においてユーザアバターによるスクリプトの動
作の制限をしないと、オリジナル空間のオブジェクト或いはオリジナル空間のためのアク
セス権リストが書き換えられる恐れがあり、オリジナル空間の安全が維持されない場合が
あるからである。
【００３０】
【表３】

【００３１】
【表４】

【００３２】
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【表５】

【００３３】
　次に、施設のコピー空間の表示について、下記に説明する。
　施設のコピー空間の表示のために、上記した施設のソース空間のデータを使用する。コ
ピー空間のデータは、ソース空間のデータとの差分データで表される。よって、コピー空
間の表示のために、ソース空間のデータ（上記したオブジェクトのポリゴンデータ及びア
バターのポリゴンデータである）と上記差分データ、例えばオブジェクトの位置及び向き
のデータ並びにアバターの位置及び向きのデータを使用する。該差分データを使用するこ
とによって、サーバシステムからクライアントシステムに送信するコピー空間の表示のた
めのデータ通信量を削減することができる。
　また、コピー空間の表示のためにソース空間を用いない場合、オリジナル空間上で動い
たオブジェクトがコピー空間上でも同時に動いてしまう。そのために、コピー空間上でオ
ブジェクトが勝手に動いてしまうという現象、言い換えれば透明人間がオブジェクトを動
かしているようなミステリー的な現象がおきてしまう。なぜならば、コピー空間のオブジ
ェクト表示のためにオリジナル空間のためのオブジェクトデータを直接的に参照している
場合、オリジナル空間のオブジェクトの移動、すなわちオブジェクトデータの変更が直接
的にコピー空間のオブジェクトデータに反映されてしまうからである。しかし、ソース空
間を導入することによって、オリジナル空間上で移動したオブジェクトがコピー空間上で
も移動するということを防ぐことができる。
【００３４】
　コピー空間のデータとして、オブジェクトデータ、アバターデータ及びアクセス権リス
トが含まれうる。
　コピー空間のためのオブジェクトデータは、例えば下記に示すようなオブジェクト表で
表すことができる。コピー空間のためのオブジェクト表（下記表６）は、オブジェクトの
夫々に関連付けられたオブジェクト番号、並びに該オブジェクト番号の夫々に関連付けら
れた位置及び向きのデータを有する。コピー空間のためのオブジェクト表は、ソース空間
のためのオブジェクト表と異なり、オブジェクト番号の夫々に関連付けられたポリゴンデ
ータを有していない。これは、コピー空間の表示において、オブジェクトのポリゴンデー
タとして、ソース空間のためのオブジェクト表のポリゴンデータが用いられるからである
。コピー空間のためのオブジェクト表の位置及び向きのデータが、ソース空間のためのオ
ブジェクトデータとの差分データである。よって、コピー空間においてオブジェクトが表
示されるために、各オブジェクトについて、ソース空間のためのオブジェクト表のポリゴ
ンデータと、コピー空間のための位置及び向きのデータとを少なくとも必要とする。
　コピー空間のアバターデータは、例えば下記に示すようなアバター表で表すことができ
る。コピー空間のためのアバター表（下記表７）は、アバター夫々に関連付けられたアバ
ター番号及び該アバター番号の夫々に関連付けられた位置及び向きのデータを有する。コ
ピー空間のアバター表は、ソース空間のアバター表と異なり、アバター番号の夫々に関連
付けられたポリゴンデータを有していない。これは、コピー空間の表示において、アバタ
ーのポリゴンデータとして、ソース空間のためのアバター表のポリゴンデータが用いられ
るからである。コピー空間のためのアバター表の位置及び向きのデータが、ソース空間の
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るために、各アバターについて、ソース空間のためのオブジェクト表のポリゴンデータと
、コピー空間のための位置及び向きのデータとを少なくとも必要とする。
　コピー空間のためのアクセス権リスト（下記表８）は、アバター番号と、該アバター番
号に関連付けられた許可されている動作項目及び許可されていない動作項目を有する。上
記したオリジナル空間のためのアクセス権リストとコピー空間のためのアクセス権リスト
は、同じ表にまとめられていてもよく、或いは異なる表であってもよい。動作項目として
、コピー空間の作成、コピー空間への進入、取引、友達アバターのコピー空間への進入、
スクリプトの動作などをあげることができるが、これらに限定されない。コピー空間の作
成として、施設を運営する管理者がコピーを作成することを認めた施設以外の施設をコピ
ーできないように設定できる。アバターの種類によって、すなわちユーザ（顧客）アバタ
ー、店員アバター、下記に述べるユーザアバターの友達アバター及び第三者アバターによ
って、許可されている動作項目と許可されていない動作項目の内容を異ならせることがで
きる。例えば、アクセス制御として、店員アバターには三次元仮想空間のためのスクリプ
トの動作を許可するが、ユーザアバター（及びその友達アバター）にはスクリプトの動作
を制限し或いは許可しない。なぜならば、コピー空間内においてユーザアバター（及びそ
の友達アバター）によるスクリプトの動作の制限をしないと、コピー空間のオブジェクト
或いはコピー空間のためのアクセス権リストが書き換えられる恐れがあり、コピー空間の
安全が維持されない場合があるからである。
【００３５】
【表６】

【００３６】
【表７】

【００３７】
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【表８】

【００３８】
　上記したように、オリジナル空間及びコピー空間の表示において、いずれもソース空間
のデータを用いる。このことによって、両方の空間がユーザのクライアントシステム或い
は施設を運営する管理者のサーバシステムの表示装置上において同時に表示される場合で
あっても、クライアントシステム或いはサーバシステムのメモリペナルティが最小限です
む点で有利である。
【００３９】
　コピー空間は、下記の特徴を有する。
　コピー空間へは、コピー空間のためのアクセス権リスト（表８）で許可されたアバター
しか入ることができない。原則として、一つのコピー空間には、コピー空間を作ることを
要求したユーザアバター一人及び施設を運営する管理者が認めた店員アバターしか入るこ
とができないようにアクセス権リストを設定する。このような制限を設けることで、第三
者アバターがコピー空間へ入ることを制限できる。
　また、ユーザアバターについて許可されている行動は、コピー空間のためのアクセス権
リストの動作項目によって定められている。よって、ユーザアバターのとりうる行動はコ
ピー空間上では制限されており、施設を運営する管理者が認めた行動しか取ることが出来
ない。
　さらに、オリジナル空間とコピー空間とは、独立して存在するのでオリジナル空間に居
るアバターからコピー空間をのぞき見することは出来ない。従って、オリジナル空間のア
バターは、コピー空間での取引を知ることはできない。
　以上の通り、本発明では、上記のコピー空間において取引を行うことによって、上記秘
匿性及びフィッシング詐欺の問題を解決することできるので、三次元仮想空間での取引の
安全性が確保される。
【００４０】
　コピー空間は、ユーザアバター、すなわち顧客アバターの要求に応じていくつでも作る
ことができるので、コピー空間の数は原則として制限されない。よって、三次元仮想空間
で安全に取引可能な空間の数は、従来の商談室のように制限されることはない。ただし、
施設を運営する管理者は、現実世界の店員が店員アバターを制御しうる数を考慮して、コ
ピー空間の数を制限することも可能である。
【００４１】
　以下では、ユーザが三次元仮想空間に入ってから、施設において取引をおこなうまでの
方法を、図１～図９を参照しながら、順次説明をする。
【００４２】
　三次元仮想空間上でのユーザの行為は、ユーザアバターを介して行われる。以下の説明
において、ユーザの行為は、ユーザアバターの三次元仮想空間上での行為でもある場合が
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ある。
【００４３】
　ユーザは、クライアントシステム上でウェブブラウザ或いは三次元仮想空間のための専
用ソフトを起動して、三次元仮想空間にログインする。ログイン方法は、慣用的な方法を
用いて行われる。例えば、ユーザは、ログインする際にユーザに関連付けられたユーザＩ
Ｄ及びパスワードを上記ウェブブラウザ或いは上記専用ソフトの所定の欄に入力装置、例
えばキーボードを介して手動で入力する。或いは、クライアントシステムの記憶装置、例
えばハードディスク（ＨＤＤ）、ソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）内に格納されたユ
ーザＩＤ及びパスワードが、自動で上記ウェブブラウザ或いは上記専用ソフトに入力され
るように制御（例えば、スクリプト制御）してもよい。該ユーザＩＤ及びパスワードは、
好ましくは暗号化して、上記クライアントシステムの記憶装置内に保存されている。入力
したユーザＩＤ及びパスワードが三次元仮想空間への進入（ログイン）を管理するサーバ
システムによって承認されることによって、ユーザは、三次元仮想空間に自身のアバター
を進入（表示）させることができる。該進入した際の三次元仮想区間が、オリジナル空間
である。該三次元仮想空間は、ユーザのクライアントシステムに接続された表示装置上に
表示される。クライアントシステムは、パーソナルコンピュータ、パーソナル・ディジタ
ル・アシスタント（ＰＤＡ）、ゲーム機、携帯電話を含むが、これらに限定されない。
【００４４】
　ユーザが三次元仮想空間上の施設において取引を望む場合に、ユーザアバターを施設内
の空間（施設のオリジナル空間）に進める。施設には、商品の提供を行う小売業、例えば
小売店、スーパーマーケット、百貨店、及びサービスの提供を行う講演会場、オークショ
ン会場、美術館、映画館、銀行などを挙げることができるがこれらに限定されない。取引
には、三次元仮想空間或いは現実世界に存在する商品の提供、或いは三次元仮想空間或い
は現実世界に存在する講演、オークション、美術館、映画館、銀行、場所（例えば、会議
室、体育館、踊りのための練習場）の提供などのサービスの提供を含みうる。三次元仮想
空間上で提供される場所の提供では、その提供数は制限されない。
【００４５】
　ユーザアバターが施設内に入ると、施設内にオブジェクト、ユーザアバター及び該施設
に所属する店員アバターが表示される。店員アバターは、ユーザアバターが施設内に入っ
た直後に施設内に存在しなくともよい。ユーザアバターが店員アバターを呼び出すことに
応じて店員アバターが施設内に呼び出されて、表示されるようにしてもよい。施設内には
、上記ユーザアバター以外に、第三者アバターが存在してもよい。第三者アバターは、他
のユーザアバターを含む。店員アバターは一人に限られず、複数の店員アバターが存在す
るようにしてもよい。施設内のオブジェクトには、施設の家具、電化製品、取引のための
商品、取引のための商品及びサービスに関連したグッズ、例えばパンフレットなどの施設
の内部を構成しうる全てのオブジェクトが含まれる。
【００４６】
　施設のオリジナル空間の表示は、例えば図１に示されているステップに従い行われる。
　クライアントシステムが、ユーザからの施設に入るための要求の入力を受信することに
応じて、施設を管理するサーバシステムに該要求を送信する（ステップ１０１）。上記サ
ーバシステムは、該要求を受信することに応じて、施設のオリジナル空間のためのオブジ
ェクトデータ並びにユーザアバターデータ及び必要に応じて店員アバターデータを、施設
に入ってきたユーザアバターに関連付けられたクライアントシステムに送信する（ステッ
プ１０２）。上記したように、店員アバターユーザアバターが施設内に入った直後に施設
内に存在しない場合があるので、上記サーバシステムは、ユーザからの上記要求に応じて
店員アバターデータを上記クライアントシステムに送信する必要はない。ユーザアバター
が店員アバターを呼び出すことの上記クライアントシステムからの要求に応じて、上記サ
ーバシステムは、ユーザからの上記要求に応じて店員アバターデータを上記クライアント
システムに送信する。上記クライアントシステムは、送信されてきた上記施設のオリジナ
ル空間のためのオブジェクトデータ並びにユーザアバターデータ及び店員アバターデータ



(16) JP 5181180 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

に基づいて施設のオリジナル空間を再構築し、上記クライアントシステムに接続された表
示装置上に施設のオリジナル空間を表示する（ステップ１０３）。
【００４７】
　ユーザは、施設との間で安全な取引が必要になった場合に、施設のオリジナル空間をコ
ピーしてコピー空間を作成することを施設、すなわち施設を管理するサーバシステムに要
求できる。コピー空間は、オリジナル空間と同様に、オブジェクトに加えてアバターがい
る空間である。しかし、コピー空間には、アクセス権リストにおいて許可されたアバター
しか存在しない点で、オリジナル空間と異なる。アクセス権リストにおいて許可されたア
バターとは、施設を運営する管理者が認めたアバター（例えば、店員アバター等）、及び
コピー空間を作成することを要求したユーザが認めたアバター（例えば、ユーザアバター
およびその友達アバター等）である。
【００４８】
　施設のコピー空間を表示するための一つの態様を、図２に示されているステップに従い
説明する。
　ユーザが施設との間で取引をしたい場合、ユーザは施設のコピー空間を作成することを
サーバシステムに要求する（ステップ２０１）。一つの態様として、該要求は、ユーザの
クライアントシステムに接続された表示装置上に表示されるメニュー表示、例えば「コピ
ー空間の作成」を入力装置、たとえばマウスによって選択することによって行われる。別
の態様として、該要求は、ユーザの音声によるクライアントシステムへの指示、例えば「
コピー空間を作成」によって行われる。ユーザの該要求は、上記クライアントシステムか
ら施設を管理するサーバシステムに送信される。該ユーザの要求に応じて、サーバシステ
ムは、ユーザアバター及び店員アバターがコピー空間に入ることができる権利を有するか
どうかをコピー空間のためのアクセス権リストに従い確認する（ステップ２０２）。コピ
ー空間にコピーされる店員アバターは、施設を運営する管理者が予め決めておいてもよい
。或いは、施設のコピー空間を作成することを要求する前に、ユーザがコミュニケーショ
ンをしていた店員アバターであってもよい。いずれの場合においても、店員アバターがコ
ピー空間に入ることができる権利を有するかどうかをコピー空間のためのアクセス権リス
トに従い確認する。ユーザアバター及び店員アバターがコピー空間に入ることができる権
利を有する場合、サーバシステムは、コピー空間のデータを作成する（ステップ２０３）
。コピー空間のデータは、サーバシステムの記憶装置に記憶される。一方、ユーザアバタ
ー及び店員アバターの一方或いは両方がコピー空間に入ることができる権利を有していな
い場合、サーバシステムはコピー空間の作成を拒否する。該許否のメッセージがサーバシ
ステムからクライアントシステムに送信され、上記クライアントシステムに接続された表
示装置上にメッセージとして表示されるか、或いは音声としてユーザに知らされる。ステ
ップ２０３に戻り、コピー空間のデータが作成されると、サーバシステムが、施設のコピ
ー空間のためのオブジェクトデータ並びにユーザアバターデータ及び店員アバターデータ
を、施設に入ってきたユーザアバターに関連付けられたクライアントシステムに送信する
（ステップ２０４）。該クライアントシステムは、送信されてきた上記施設のコピー空間
のためのオブジェクトデータ並びにユーザアバターデータ及び店員アバターデータに基づ
いて施設のコピー空間を再構築し、該クライアントシステムに接続された表示装置上に施
設のコピー空間を表示する（ステップ２０５）。
　上記方法によって、施設を運営する管理者は、取引をするユーザの権限に制御を設ける
ことができるために、安全な取引をすることが可能になる。
【００４９】
　施設のコピー空間を表示するための別の態様を、図３に示されているステップに従い説
明する。
　ユーザが施設との間で取引をしたい場合、ユーザは施設のコピー空間を作成することを
サーバシステムに要求する（ステップ３０１）。該要求の態様は、上記で述べたとおりで
ある。該ユーザの要求に応じて、クライアントシステムは、施設、或いは施設を管理する
サーバシステムが真正であるかどうかを確認する（ステップ３０２）。このことによって
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、施設、或いは施設を管理するサーバシステムが真正（本物）であるかどうかの認証を行
うことが可能となるので、施設そのものがフィッシング詐欺をしている場合に有効である
。施設が真正であるかどうかの確認には、認証システム、例えば公開鍵暗号方式を使用す
ることができる。その一例は、下記の通りである。
　　１．クライアントシステムのブラウザが、施設を管理するサーバシステムに、認証す
ることを要求する；
　　２．該要求を受信したサーバシステムは、認証機関のシステムに証明書の発行の申請
を送信する。
　　３．認証機関（ＣＡ）のシステムが、上記サーバシステムからの申請を受けて、認証
機関の秘密鍵で暗号化された証明書をサーバシステムに発行する；
　　４．上記サーバシステムが、上記証明書及び該サーバシステムの公開鍵を上記クライ
アントシステムに送信する；
　　５．上記クライアントシステムのブラウザは、認証機関の公開鍵を使って、上記証明
書を復号化し、上記サーバシステムが信頼できる相手かどうかを判断する。
　なお、任意であるが、施設が真正である場合、上記クライアントシステムと施設を管理
する上記サーバシステムとの間でＳＳＬ通信を行うことの出来るチャネルを同時に張り、
通信内容を暗号化することができる。具体的には、上記１～５の手順に引き続き、下記手
順が行われる。
　　６．上記クライアントシステムが共通鍵をランダムに生成する；
　　７．上記クライアントシステムが、生成した共通鍵を上記サーバシステムの公開鍵で
暗号化して上記サーバシステムに送信する；
　　８．上記サーバシステムが、上記クライアントシステムからの上記暗号化された共通
鍵を、上記サーバシステムの秘密鍵で復号化する；
　　９．上記サーバシステム及び上記クライアントシステムが、上記共通鍵を暗号化鍵と
して用い、通信内容を暗号化して通信する。
　次に、施設が真正である場合、上記サーバシステムは、ユーザアバター及び店員アバタ
ーがコピー空間に入ることができる権利を有するかどうかをコピー空間のためのアクセス
権リストに従い確認する（ステップ３０３）。一方、施設が真正でないことに応じて、す
なわち施設が偽の施設である場合、コピー空間は作成されない。上記クライアントシステ
ムは、施設が真正でないためにコピー空間が作成されないことをユーザのクライアントシ
ステムに接続された表示装置上に（警告として）表示するか、或いは音声としてユーザに
知らせる。
　ユーザアバター及び店員アバターがコピー空間に入ることができる権利を有する場合、
サーバシステムは、コピー空間のデータを作成する（ステップ３０４）。コピー空間のデ
ータは、サーバシステムの記憶装置に記憶される。一方、ユーザアバター及び店員アバタ
ーの一方或いは両方がコピー空間に入ることができる権利を有していない場合、サーバシ
ステムはコピー空間の作成を拒否する。該許否のメッセージがサーバシステムからクライ
アントシステムに送信され、上記クライアントシステムに接続された表示装置上にメッセ
ージとして表示されるか、或いは音声としてユーザに知らされる。ステップ３０４に戻り
、コピー空間のデータが作成されると、サーバシステムが、施設のコピー空間のためのオ
ブジェクトデータ並びにユーザアバターデータ及び店員アバターデータを、施設に入って
きたユーザアバターに関連付けられたクライアントシステムに送信する（ステップ３０５
）。該クライアントシステムは、送信されてきた上記施設のコピー空間のためのオブジェ
クトデータ並びにユーザアバターデータ及び店員アバターデータに基づいて施設のコピー
空間を再構築し、該クライアントシステムに接続された表示装置上に施設のコピー空間を
表示する（ステップ３０６）。
　上記方法によって、施設を運営する管理者は、取引をするユーザの権限に制御を設ける
ことができるので、ユーザとの間で安全な取引をすることが可能になる。一方、ユーザは
、取引をする施設が真正であるかを確認できるので、施設によるフィッシング詐欺等の問
題を心配しなくてすむ。
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【００５０】
　コピー空間におけるオブジェクト表示は、例えば図４に示されているステップに従い行
われる。
　サーバシステムが、ソース空間のデータ及びコピー空間のデータをその記憶装置からク
ライアントシステムに送信する（ステップ４０１）。クライアントシステムは、上記デー
タを受信し、夫々のオブジェクトデータについて差分データがあるかどうかをコピー空間
のための各データから確認する。差分データがある場合（ステップ４０２）、ソース空間
のオブジェクトのポリゴンデータ並びにコピー空間のオブジェクトの位置及び向きのデー
タを用いて、オブジェクトをクライアントシステムに接続された表示装置上に表示する（
ステップ４０３）。一方、差分データがない場合（ステップ４０２）、ソース空間のオブ
ジェクトのポリゴンデータ並びにコピー空間のオブジェクトの位置及び向きのデータを用
いて、オブジェクトをクライアントシステムに接続された表示装置上に表示する（ステッ
プ４０４）。以後、全てのオブジェクトが表示されるまで、ステップを繰り返す（ステッ
プ４０５）。
　オリジナル空間におけるオブジェクトの表示も、上記したコピー空間におけるオブジェ
クト表示と同様の方法に従い行われる。
【００５１】
　コピー空間におけるアバターの表示は、下記に説明するステップに従い行われる。
　サーバシステムが、ソース空間のデータ及びコピー空間のデータをその記憶装置からク
ライアントシステムに送信する。クライアントシステムは、上記データを受信し、ソース
空間のアバターのポリゴンデータ並びにコピー空間のアバターの位置及び向きのデータを
用いて、アバターをクライアントシステムに接続された表示装置上に表示する。
　オリジナル空間におけるアバターの表示も、上記したコピー空間におけるアバター表示
と同様の方法に従いに行われる。
【００５２】
　オリジナル空間とコピー空間との関係について、以下に説明する。
　図５に見られるように、コピー空間が作成されている場合、コピー空間を作成すること
を要求したユーザアバターは、コピー空間にのみ存在し、オリジナル空間には存在しない
。一方、店員アバターは、オリジナル空間及びコピー空間の両方に存在することができる
。
　オリジナル空間で起きた事象のうち、アバターに関する事象はコピー空間及びソース空
間のデータに影響を及ぼさない。例えば、オリジナル空間に第三者アバターが表れたとし
てもコピー空間に該第三者のアバターは表示されない。なぜならば、該第三者のアバター
は、コピー空間に入るアクセス権限を有しないためである。しかし、オリジナル空間で起
きた事象のうち、例えば商品が品切れして表示されないというオブジェクトに関する事象
はコピー空間に反映されうる。そうしないと、商品がないにもかかわらず、コピー空間で
の取引がおこなわれてしまうという不都合があるためである。また、コピー空間で起きた
事象のうち、アバターに関連する事象もオリジナル空間及びソース空間のデータに影響を
及ぼさない。しかし、コピー空間で起きた事象のうち、例えば商品が品切れして表示され
ないというオブジェクトに関する事象はオリジナル空間に反映されうる。そうしないと、
商品がないにもかかわらず、オリジナル空間で該商品が表示され、取引がおこなわれてし
まうという不都合があるためである。
　また、コピー空間上でオブジェクトが作成された場合、ソース空間のデータとして該オ
ブジェクトに関連付けられた番号及び該オブジェクトのポリゴンデータが追加され、且つ
コピー空間のデータとして該オブジェクトに関連付けられた番号並びに該オブジェクトの
位置及び向きのデータが追加される。しかし、コピー空間上で作成されたオブジェクトは
オリジナル空間上に反映されないので、オリジナル空間のデータは変更されない。
【００５３】
　アクセス権リストは、施設を運営する管理者によって予め設定されうる。また、施設を
運営するサーバシステムが、コピー空間を作成することを要求したユーザが所謂ブラック
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リストに掲載されているかどうかを所定のサーバシステム格納されたブラックリスト・デ
ータベースを使用して確認し、それによってコピー空間のためのアクセス権リストを変更
してもよい。例えば、コピー空間を作成することを要求したユーザが所謂ブラックリスト
に掲載されていれば、施設を運営するサーバシステムは、コピー空間へ入ることを許可し
ないようにコピー空間のためのアクセス権リストを動的に変更可能であるようにできる。
コピー空間には、オリジナル空間とは異なるアクセス制御をかけることができる。
【００５４】
　コピー空間のためのアクセス権リストの動作項目として、コピー空間の作成、コピー空
間への進入、取引、ユーザアバターに関連付けられた他のアバター、例えばユーザアバタ
ーの友達アバターのコピー空間への進入、スクリプトの動作等をあげることができるがこ
れらに制限されない。
【００５５】
　コピー空間において、ユーザアバターは、現実世界と同様に店員アバターとコミュニケ
ーションをし、取引を進めることができる。コミュニケーションの方法として、表示装置
上でのチャット形式、或いは音声入力装置及び出力装置を介する形式をとりうる。
【００５６】
　ユーザアバターが作成したコピー空間に、該ユーザアバターの友達アバターが入ること
を可能にすることができる。友達アバターが、ユーザアバターによって作成されたコピー
空間に入る方法を、図６Ａに従い説明する。
　友達アバターが施設に訪れる（ステップ６０１）。友達アバターはユーザアバターとと
もに施設に入ってもよく、或いはユーザアバターに遅れて入ってもよい。しかし、友達ア
バターはユーザアバターがコピー空間を作成すること又はコピー空間を作成していること
を、何らかの手段、例えばメール、現実世界の電話等により予め知っている必要がある。
友達は、ユーザアバターによって既に作成されたコピー空間に入ることをサーバシステム
に要求する（ステップ６０２）。一つの態様として、該要求は、友達のクライアントシス
テムに接続された表示装置上に表示されるメニュー表示（図６Ｂを参照）、例えば「空間
１に入る」を入力装置、たとえばマウスによって選択することによって行われる。別の態
様として、該要求は、友達の音声によるクライアントシステムへの指示、例えば「コピー
空間１に入る」によって行われる。友達の該要求は、友達のクライアントシステムから施
設を管理するサーバシステムに送信される。該友達の要求に応じて、サーバシステムは、
友達アバターが、友達アバターによって要求されたコピー空間、すなわちユーザによって
既に作成されているコピー空間に入ることができる権利を有するかどうかを、コピー空間
のためのアクセス権リストに従い確認する（ステップ６０３）。ユーザアバターは、自身
が作成したコピー空間に友達アバターを入ることが出来ることを施設に予め伝えておくこ
とによって、施設はアクセス権リストの友達アバターに関する動作項目を更新することが
できる。或いは、施設を運営するサーバシステムの管理者は、友達アバターがコピー空間
に入ることができることをデフォルトでアクセス権リストに設定でき、そしてコピー空間
に入ることを要求した友達が上記したブラックリストに掲載されているかどうかを所定の
サーバシステム格納されたデータベースを使用して確認し、それによってコピー空間のた
めのアクセス権リストの上記動作項目を変更してもよい。このようにすることによって、
ユーザアバターがコピー空間に友達アバターを勝手に連れ込むこと、或いは友達アバター
がユーザアバターの作成したコピー空間に勝手に入ることを防ぐことができる。友達アバ
ターがコピー空間に入ることができる権利を有する場合、サーバシステムは、施設のコピ
ー空間のためのオブジェクトデータ並びにユーザアバターデータ及び店員アバターデータ
に加えて、コピー空間のための友達アバターデータを友達のクライアントシステムに送信
する（ステップ６０５）。一方、友達アバターが、友達アバターによって要求されたコピ
ー空間に入ることができる権利を有しない場合、サーバシステムはコピー空間に入ること
を拒否する。該許否のメッセージがサーバシステムから友達のクライアントシステムに送
信され、友達のクライアントシステムの表示装置上にメッセージとして表示されるか、或
いは音声として友達に知らされる。ステップ６０５では、友達のクライアントシステムは
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、送信されてきた上記コピー空間のためのオブジェクトデータ並びにユーザアバターデー
タ、友達アバターデータ及び店員アバターデータに基づいて施設のコピー空間を再構築し
、友達のクライアントシステムに接続された表示装置上に施設の該コピー空間を表示する
。友達のクライアントシステムに接続された表示装置上に施設の該コピー空間が表示され
ると、コピー空間内にユーザアバターの友達アバターも表示される。また、上記ユーザア
バターのクライアントシステムに接続された表示上のコピー空間内にも、友達アバターが
表示される。なお、ユーザアバターと友達アバターのアクセス権リストの許可されている
動作項目及び許可されていない動作項目は異なりうる。例えば、ユーザアバターは取引の
動作項目を許可されているが、友達アバターは取引の動作項目を許可されないように設定
することができる。
【００５７】
　コピー空間における施設の店員アバターについて、下記に説明する。
　オリジナル空間の店員アバターをコピー空間に移動させてしまうと、オリジナル空間に
店員がいなくなってしまう。そこで、店員アバターは、ユーザアバターと異なり、施設の
オリジナル空間とコピー空間との間を自由に行き来できるようにすることが好ましい。さ
らには、施設内に複数のユーザアバターが存在し、そのために施設のコピー空間が複数存
在する場合、店員アバターは、施設のオリジナル空間と複数のコピー空間との間を必要に
応じて自由に行き来できるようにすることが好ましい。そのために、店員アバターは、オ
リジナル空間及び１以上のコピー空間に表示されうる。現実世界の店員は、オリジナル空
間の店員アバターと１以上のコピー空間の店員アバターの全てを取り扱うが、複数の空間
上の店員アバターを同時に取り扱うことは困難である。そこで、店員アバターの属する一
つ空間にフォーカスをあて、他の空間には店員アバターを表示するが、該空間にフォーカ
スをあてないようにすることができる。フォーカスのある空間に属する店員アバターは、
該空間上で話しかけられたユーザアバターとコミュニケーションをすることができる。し
かし、フォーカスのない空間に属する店員アバターは、該空間上で話しかけられたユーザ
アバターとコミュニケーションをすることができない。
【００５８】
　同一の店員アバターが施設のオリジナル空間と複数のコピー空間とに存在する場合、オ
リジナル空間上だけでなく、コピー空間上においても、ユーザアバターから話しかけられ
る。このような場合、話しかけられた店員アバターの属する空間にフォーカスをうつす必
要がある場合がある。以下に、同一の店員アバターが複数の空間に存在する場合に、話し
かけられた店員アバターの属する空間にフォーカスをうつす方法を、図７に従い説明する
。
　現実世界の店員が操作していない店員アバターが、オリジナル空間或いはコピー空間に
おいてユーザアバターから話しかけられる又は話をすることを要求される場合がある（ス
テップ７０１）。この場合、店員アバターを操作する現実世界の店員は、表示装置上でフ
ォーカスをあてたい空間、すなわちオリジナル空間又はコピー空間のいずれか、或いはオ
リジナル空間又は複数のコピー空間のうちの一つのいずれかを選択することによって、フ
ォーカスのある空間を切り替えることができる。フォーカスのある空間に属する店員アバ
ターは、該空間上で話しかけられたユーザアバターとコミュニケーションをすることがで
きる。話しかけられた又は話をすることを要求された空間が、現実世界の店員が現在操作
している店員アバターが存在する空間（すなわちフォーカスのある空間）である場合（ス
テップ７０２）、該空間はすでにフォーカスされている。よって、店員アバターは、話し
かけてきた又は話をすることを要求したユーザアバターとそのままコミュニケーションを
することができる（ステップ７０３）。一方、話しかけられた又は話をすることを要求さ
れた空間が、現実世界の店員が現在操作している店員アバターが存在しない空間（すなわ
ちフォーカスのない空間）である場合（ステップ７０２）、店員アバターが該ユーザアバ
ターと他の空間で既に話をしているかどうかを確認する（ステップ７０４）。店員アバタ
ーが該ユーザアバターと他の空間で既に話をしている場合、話しかけられた他の空間にフ
ォーカスをうつし（ステップ７０５）、話しかけてきた又は話をすることを要求したユー
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ザアバターと話をする（ステップ７０３）。一方、店員アバターが該ユーザアバターと他
の空間で既に話をしていない場合、店員アバターは話しかけてきた又は話をすることを要
求したユーザアバターを待たせるかどうかを選択する（ステップ７０６）。該選択は、現
実世界の店員が見ている表示装置の画面上に表示される選択メニューで選択することがで
きる。該ユーザアバターを待たせない場合、店員アバターは現在話をしているユーザアバ
ターを待たせ（ステップ７０７）、話しかけてきた又は話をすることを要求したユーザア
バターと話をする（ステップ７０３）。一方、該ユーザアバターを待たせる場合、店員ア
バターは、現在話をしているユーザアバターと話を続け、該ユーザアバターとの話が終わ
り次第、話しかけてきた又は話をすることを要求したユーザアバターの存在する空間にフ
ォーカスを移動する（ステップ６０８）。そして、店員アバターは、話しかけてきた又は
話をすることを要求したユーザアバターと話をする（ステップ７０３）。
【００５９】
　図８に、現実世界の店員が見ている表示装置の画面を示す。現実世界の店員が見ている
表示装置は、サーバシステムに直接接続された表示装置、或いは、該サーバシステムにコ
ンピュータネットワークを介して接続された店員用のクライアントシステムに接続された
表示装置でありうる。
　図８では、該表示装置上に、オリジナル空間、２つのコピー空間（コピー空間１、コピ
ー空間２）、及びチャットスペースが表示されている。コピー空間１は、ユーザ１によっ
て作成されたコピー空間である。コピー空間２は、ユーザ２によって作成されたコピー空
間である。現在、オリジナル空間にフォーカスがあたっているので、該オリジナル空間は
２つのコピー空間に比べて大きく表示されている。現実世界の店員は、チャットスペース
を介してフォーカスの当たっている空間（図８ではオリジナル空間）に存在するユーザア
バターとコミュニケーションをすることができる。現実世界の店員は、フォーカスの当た
っていない空間のユーザアバターから話しかけられた又は話をすることを要求されたこと
を表示装置の画面上に表示されるメッセージ（アラート）により知ることができる。現実
世界の店員は、フォーカスを当てたい空間が表示されている画面上の領域を入力装置、例
えばマウスでのクリックにより選択することによって或いはメニューからフォーカスを当
てたい空間の番号、例えばコピー空間１を選択することによって、フォーカスの当たって
いる空間を変更することができる。そして、現実世界の店員は、フォーカスの当たってい
る空間の店員アバターを操作することができるようになる。このようにして、同一の店員
アバターが複数の空間に存在していても、現実世界の店員は、該店員アバターを夫々の空
間で操作することが可能になる。
　なお、現実世界のユーザが見ている表示装置の画面も、現実世界の店員が見ている表示
装置の画面とほぼ同じように構成される。すなわち、該ユーザのクライアントに接続され
た表示装置上には、オリジナル空間、コピー空間及びチャットスペースが表示される。た
だし、該ユーザが見ている表示装置の画面では、コピー空間として、該ユーザが作成した
コピー空間、或いは友達が作成したコピー空間であって且つ該コピー空間内に該ユーザが
入っているコピー空間しか表示されない。
【００６０】
　取引の対象が三次元仮想空間上での商品又はサービスである場合に、コピー空間におい
て取引が成立すると、施設を管理するサーバシステムは、コピー空間での取引内容を三次
元仮想空間のオリジナル空間に反映することができる。例えば、ユーザアバターが、コピ
ー空間において三次元仮想空間上に存在する商品を購入した場合、該商品は、コピーされ
てユーザアバターの所有物となる。或いは、ユーザアバターが、コピー空間において三次
元仮想空間上で提供されるサービスを購入した場合、ユーザアバターは、オリジナル空間
上又は該サービスが提供されるコピー空間上で該サービスの提供を受けることができる。
一方、取引の対象が現実の商品又はサービスである場合、施設は、現実の商品又はサービ
スをユーザに配送し又は提供するために、現実の店舗（を管理するサーバシステム）に取
引内容を伝える。
【００６１】
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　ユーザアバターが施設から出ること、すなわち施設のコピー空間における施設から出る
ことに応じて又はコピー空間からオリジナル空間へ戻るためのユーザの要求をクライアン
トシステムから受信することに応じて、施設を管理するサーバシステムは、コピー空間の
データ、すなわちコピー空間のためのオブジェクトデータ並びにユーザアバターのデータ
及び店員アバターのデータを削除する。そして、ユーザのクライアントシステム及び施設
のクライアントシステムは、夫々に接続された表示装置上からコピー空間の表示を削除す
る。或いは、上記サーバシステムは、コピー空間から、ユーザアバター、店員アバターな
どのアバターが誰もいなくなった場合に、コピー空間を消滅させることができる。一つの
態様として、該要求は、ユーザのクライアントシステムに接続された表示装置上に表示さ
れるメニュー表示、例えば「コピー空間の消滅」を入力装置、たとえばマウスによって選
択することによって行われる。別の態様として、該要求は、ユーザの音声によるクライア
ントシステムへの指示、例えば「コピー空間を消滅」によって行われる。ユーザの該要求
は、施設を管理するサーバシステムに送信される。
【００６２】
　本発明において、本発明を実現するための取引システムは、図９に示すように、三次元
仮想空間、施設を実現するための少なくとも１のサーバシステム、及び該サーバシステム
に接続されたユーザの少なくとも１のクライアントシステムを含む。該サーバシステムと
該クライアントシステムとは、コンピュータネットワーク、例えば有線によるネットワー
ク、無線によるネットワークを介して接続される。ネットワークには、ＬＡＮ(Local Are
a Network)、ＷＡＮ(Wide Area Network)、ＭＡＮ(Metropolitan Area Network)などが含
まれる。
　サーバシステムは典型的には、ＣＰＵ、メインメモリを有し、これらはバスに接続され
ている。該バスに、ディスプレイ・コントローラを介して、ＬＣＤモニタなどの表示装置
が接続されている。また、該バスに、ＩＤＥまたはＳＡＴＡコントローラを介して、記憶
装置、例えばハードディスク、ＣＤ又はＤＶＤの各種ドライブが接続されている。クライ
アントシステムも、サーバシステムと同様の内部構成を有する。
【００６３】
　サーバシステムの記憶装置は、三次元仮想世界を提供する仮想空間構成アプリケーショ
ンと、三次元仮想空間を実現するためのデータベースを記憶している。該仮想世界構成ア
プリケーションは、クライアントシステムからの種々の要求に応じて、必要なデータを該
データベースから取得する。データベースは、施設の外観を表示するためのデータ、並び
に上記に述べたソース空間のデータ、オリジナル空間のデータ、及びコピー空間のデータ
を含む。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】施設のオリジナル空間の表示のフローチャートである。
【図２】施設のコピー空間の表示のフローチャートである。
【図３】施設のコピー空間におけるオブジェクトの表示のフローチャートである。
【図４】施設のコピー空間の表示のフローチャートである。
【図５】オリジナル空間とコピー空間との関係を示す図である。
【図６Ａ】友達アバターがコピー空間に入るフローチャートである。
【図６Ｂ】コピー空間に入るためのメニューを示す図である。
【図７】話しかけられた店員アバターの空間にフォーカスをうつすフローチャートである
。
【図８】現実世界の店員が見ている表示装置の画面である。
【図９】本発明の取引システムの図である。
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【図６Ｂ】 【図７】
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