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タイル型ディスプレイへの画像表示インターフェイスの開発 

The Development of Interface to Display images onto Tiled displays 

We've developed an interface system to display images onto tiled displays. It is an extension system to SAGE system 
which can display the icon image on the operation window as well as the original image on the tiled display. Using the 
system, users can find out their own images easily among over fifty images. We plan to use it as an assist tool with 
open-ended discussion in school. 
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1. はじめに 

大規模データ可視化の課題の１つにディスプレイの解

像度不足が挙げられる[1]。その解決方法の１つは、高解
像度のプロジェクタやディスプレイだが、放送用を志向

しているので高価であり、スーパーハイビジョンの 3,300
万画素（7,680x4,320）をターゲットにしている。これを
超える高解像度のディスプレイを実現する安価な方法と

して、ディスプレイをタイル状に並べて、１つ大きな高

解像度のディスプレイとして扱うタイル型ディスプレイ

がある(図１)。これはディスプレイの数を変更することで、
任意の解像度にできるスケーラビリティを持つが、ディ

スプレイの繋ぎ目を消すことができないという欠点があ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ タイル型ディスプレイの例（SC2006米国タンパ、
大阪大学ブース） 

 
このタイル型ディスプレイの全面に１つの表示を行う

か、個別のディスプレイとして複数の表示を行うか、あ

るいは、それらを任意に使い分けるか、また、それを如

何に容易に切り替えるかは、ソフトウエア的な課題であ

る。ここでは、まず、タイル型ディスプレイに跨ってソ

フトウエアを動作させるいくつかのミドルウエアの紹介

をし、その中で我々が注目した SAGE(Scalable Adaptive 
Graphics Environment)[2]のインターフェイス開発につい
て報告する。 

 

2. タイル型ディスプレイへの表示方法 

ここでは、タイル型ディスプレイへ表示する方法につい

て紹介する。 
(1) 映像拡大器 
 映像拡大器[3]は入力として１つのビデオ信号を受け、
４面、９面、１６面といった複数のディスプレイにビデ

オ信号を分配するハードウエアである。分配時に補間処

理を行ったり、輝度調整が行えたり、の機能を持ってい

る。 
 この拡大器と映像分配装置（スイッチャ）を組み合わ

せることで、１つの映像をタイル型ディスプレイ全体に

拡大表示したり、複数の画像を並べて表示することが可

能となる。また、その切り替えを PCの制御用ソフトウ
エアから行うことでユーザフレンドリなユーザインタ

ーフェイスを提供することができる。 
 しかし、高解像度の表示には、高解像度出力が可能な

１台のコンピュータを使うか、複数の PCに跨って画面
分割で大きな画像を生成するソフトウエアが別途必要

となる。 
(2) DMX（Distributed Multi-head X） 
 X Window Systemの機能として Linuxのパッケージの
一部としても提供されている。DMX は分散サーバとし
て仮想的な大きなウインドウ領域を持つ[4]。クライアン
トソフトウエアは、ディスプレイがタイル型に分割され

ていることを意識することなく巨大な仮想ウインドウ

を自由に使うことができる。OpenGL拡張機能もサポー



トしているので３次元グラフィックスもディスプレイ

を跨って動作する。 
 カーソルやマウスは DMXの管轄下にあるので、その
大きなウインドウを見ながら一人が操作することにな

る(図２)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        図２ DMXの概要 
 
(3) Chromium 
 Chromiumは、OpenGLを使って記述された３次元表示
に特化してタイル型ディスプレイに表示をするミドル

ウエアである[5]。 
 GL DLL Replacementの技術を使い、ソフトウエアが出
力する OpenGLコマンドをキャプチャし、そのコピーを
複数の計算機に流し、それぞれの計算機にて並列処理さ

せる。クラスタ環境が並列グラフィックスボードとして

扱われていると解釈できる。クラスタノード側には SPU 
(Streaming Processing Unit）という仕組みでレンダラが実
装されている。SPUは追加可能なフィルタ処理で、グラ
フィックスボード内で動作するシェーダーに対応する

と考えられる。 
 カーソルやマウスは、アプリケーションが動作するシ

ステムの管轄下にあるので、手元のマシンに表示された

仮のウインドウ上（ウインドウ領域だけ存在して、内容

が表示されていない）で操作しなければならない(図３)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図３ Chromiumでのタイル型ディスプレイ表示 

(4) SAGE(Scalable Adaptive Graphics Environment) 
 SAGE は複数の画像コンテンツをタイル型ディスプ
レイに表示するミドルウエアである。 
 ウインドウの位置やサイズの情報管理は、Free Space 
Manager(FSM)と呼ばれるプログラムが担当する。これ
は X ウインドウシステムにおけるウインドウマネージ
ャのようなもので、Xサーバのようにウインドウへの描
画やイベント管理は行わない。描画はディスプレイに結

びついた計算機上で動作する Display Managerが担当す
る。タイル型ディスプレイへ描画をしたいアプリケーシ

ョンは、SAGE Libraryを経由して Display Managerへ描
画命令を出す。このとき、SAGE Library と Display 
Managerは Free Space Mangerからウインドウ情報を得
ることで効率の良い描画を行うことができる。 
 ウインドウ操作（リサイズやレイアウト）は、アプリ

ケーションの実体から独立した SAGE UIと呼ばれるア
プリケーションを通して行う。SAGE UIは、Free Space 
Managerから、タイル型ディスプレイ上にいくつのアプ
リケーションがどのように配置しているかの情報を得

て、擬似的なタイル型ディスプレイを UI として表示す
る。利用者が、そのパッドの上でウインドウを移動する

と、その命令は FSM を経由してアプリケーションの実
体と Display Manegerに通知され、新しい分割情報に従
ってアプリケーションは画像を送信し、Display Manager
は、新しい場所にそれをテクスチャとして OpenGLで表
示する。 
 SAGEシステムには、アプリケーションとして画像を
表示する ImageViewer、操作画面をキャプチャして表示
する VNCViewerなどがある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図４ SAGEによるタイル型ディスプレイ表示 
 

3. ｘKインターフェイスの開発 

我々は情報通信研究所からの委託研究「テレ・イマー

シブ・カンファレンス・システムの研究」[6]で、教育用
の電子黒板としてタイル型ディスプレイの活用を考えて

いる。電子黒板には、学生が成果（画像やパワーポイン

ト）を自由に貼り付け、移動、拡大し、ディスカッショ

ンできる。この目的には先述の中で SAGEが適している。 
しかし、既存の SAGE UIでは、まさに図４のように手
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元のユーザインターフェイスには画像の識別番号しか表

示されないという問題があった。例えば、クラス全員の

演習結果をタイル型ディスプレイに張り出してもらうと、

その数は 30～40になる。そのような数になると、タイル
型ディスプレイを見て面白い結果を見つけ、それを拡大

したいと思って、手元に視線を移したとき、それが何番

の画像だったかを特定することが難しい。そこで、我々

は、手元の操作画面にも画像アイコンを表示する新しい

SAGE UIを開発することとし、それを xKと名づけた。 
xKは、次の４つの機能を実装する。 

(1) 仮想的なタイル型ディスプレイの操作画面への表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     図５ 操作画面 GUIの生成 
 
 xKは、まず、対象となるタイル型ディスプレイを管理
する FSMにアクセスし、その構成（枚数、解像度など）
の情報を照会し、そのディスプレイのアイコンを操作

GUIとして表示する(図５)。xKが起動したときに、すで
にタイル型ディスプレイに画像が複数存在する場合は、

それらの画像アイコンを操作 GUIに表示する。 
 
(2) 画像表示 
 ｘK は、画像ファイルを操作画面へドラッグ＆ドロッ
プしたときに、操作画面にアイコンを表示するとともに、

タイル型ディスプレイにも、それを表示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６ ドラッグ＆ドロップされた画像のタイル型ディス

プレイへの表示とアイコン表示（その１） 
 
 ここでアイコンにサムネイル画像を表示することが、

本開発のメインである。画像ファイルがドロップされた

とき、xKは、そのパスを受け取り、その画像を xKロー
カルアイコン DBへ画像 ID（FSMの管理する最大値より
1 大きい値）を付けて登録した後、SAGE の Application 
Launcherに対して、Image Viewerの起動を依頼する。こ
こでは簡単のために Image ViewerとｘKが稼動する２つ
のシステムが SAMBA ファイル共有システムで画像を共
有していることを前提とする。xKには、事前に共有ファ
イルの双方でのパスを定義しておく。そこで、ドロップ

された画像ファイルのパスをｘK は先方でのパスに置き
換えて、画像の表示をApplication Launcherを通じて Image 
Viewer に依頼する。タイル型ディスプレイ上でのデフォ
ルト表示位置とサイズは Application Launcherの定義ファ
イルに規定できる。Image Viewerrは、その規定に従い複
数の Display Managerに担当部分の描画を依頼する(図６)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図７ ドラッグ＆ドロップされた画像のタイル型ディス

プレイへの表示とアイコン表示（その２） 
 
 そのとき、Image Viewerは FSMから、タイル型ディス
プレイの分割情報をネゴシエーションし、画像のどの部

分をどの Display Managerに送信するかを知る。FSMは、
画像情報(位置やサイズ)をデータベースに登録し、接続さ
れている全ての SAGE UIに対して、新しいウインドウが
生成されたことを通知する。FSM は、1 番から番号をイ
ンクリメントしながら ID番号をつけて、画像情報を管理
するので、先にｘK がローカルに付けた ID 番号（FSM
の最大値＋１）と、この画像 IDが一致する。 
 xKは、xKローカルアイコン DBに同じ ID番号のアイ
コン画像があれば、それをサムネイル化し、操作 UIのア
イコンに貼り付け、無い場合にはデフォルトのアイコン

を貼り付ける。 
 
(3) 画像の移動、拡大・縮小操作 
 タイル型ディスプレイ上の画像が、移動、拡大・縮小

された場合、それらの情報は FSMとネゴシエーションし
ながらSAGEアプリケーションがDisplay Managerに描画
を依頼する。xK は、その情報を FSM から受けて操作画
面の更新をする。すでに自分の管理する画像と、それ以

外の画像は区別が付いているので、ここでは自分が操作

した画像と他人が操作した画像を区別する必要はない。 
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 最後に xKが動作している様子を図８に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｘKローカルアイコンDBと FSMの管理するデータベー
スの画像 IDの番号は一致しており、ここでは自分自分が
管理する画像についてはアイコン情報をローカルに持っ 
 
    図８ ｘKが動作している様子 
 
 図８右下はｘK が稼動している画面で、図８左上はタ
イル型ディスプレイに表示されている状態である。図８

の手前の PC モニター内の左上のウインドウが開発した
GUI で、そこには２つのアイコンが表示されている。そ
の中の１つは自分の管理する画像なのでタイル型ディス

プレイ上と操作アイコンの画像が一致している。もう１

つは、他人がタイル型ディスプレイに配置したものなの

で、それを示すアイコンが表示されている。図８のよう

に画面上に画像が２つ程度しか無い場合は、自分の画像

と他人の画像を区別することは容易である。しかし、数

が増えた場合、ｘK インターフェイスでは、自分の画像
を識別するのに有効となる(図９)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図９ 多くの画像が配置されたｘKインターフェイス 
 

4. まとめ 

 教育目的で、タイル型ディスプレイを利用するために

SAGE のユーザインターフェイスを拡張した xK システ
ムを開発した。SAGE UIでは、操作画面ではアイコン画
像が管理されているのに対して、xKでは自分の管理する
画像だけをアイコン画像として表示できるようにした。

これにより、複数の人間でタイル型ディスプレイを共用

で利用し、大量の画像が配置している中でも自分の画像

の位置が容易に識別できるようになったと思われる。今

後は、このシステムを大学の授業で利用して、本当に識

別が容易であるか、また、教育用の電子黒板としてさら

に必要な機能が無いかを調査する予定である。 
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