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あらまし 本稿では，複数のディスプレイをシームレスに利用できるミドルウェアを提案する．これは，2 種類の

サーバと複数のクライアント，さらに，これらクライアントに接続された複数の移動可能なディスプレイから構成

される．そして，利用者の視点に正対して情報を表示し，複数のディスプレイ間をまたいで連続して認識されるよ

うに表示する．これに加えて，複数のディスプレイ間を連続的に移動するポインタカーソルを用いることで，1 台

のディスプレイ環境と同様の情報表示や操作を，複数ディスプレイ環境において提供できる．さらに，このミドル

ウェア上では，さまざまな OS 上で実行できる既存の多くのアプリケーションを利用することができる．また，実

装したシステムのレスポンス時間を測定し，タスク効率に与える影響や，利用可能性などを検討した． 
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Abstract We propose a middleware for seamless and effective use of multiple-display environments. The environment 
composes displays that can be located at different locations from and different angles to users in a room. With the system using 
the proposed middleware, a user can observe perspective corrected GUI objects as if they were perpendicular to her/him. 
Moreover, the user can observe the objects seamlessly even if they spread over several displays. Also, a cursor moves beyond 
displays seamlessly; it allows the user to interact with the multiple displays in the similar way as an ordinary desktop 
environment. In addition, the user can use most of existing applications implemented on various operating systems with this 
middleware. It consists of two types of servers, a type of clients, and displays connected to the clients. We implement a 
prototype system and measure the performance of the system, then discuss availabilities of the proposed middleware. 
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1. はじめに  

コンピュータで扱う情報量の増加やディスプレイ

の低価格化に伴って，複数のディスプレイを同時に利

用する機会が増えている．また，卓上型や壁掛け型の

大画面ディスプレイを備えた会議室なども増えてきて

おり，これらとノート PC などの小型端末を併用して

会議を行うことも珍しい光景ではなく，このような機

会は今後ますます増えると考えられる．  
このようにディスプレイが複数存在する環境では，

ディスプレイを連携して利用することで，作業を効率

的に行うことができる．そのため，これらを効率的に



 

 

扱うためのシステムに関する研究 [1][7][10][15]が数多

く行われているが，利用者の視点とディスプレイの位

置姿勢の相対的な関係は考慮されておらず，アプリケ

ーションも実験用の単純なものであることが多い．  
本稿では，動的に移動する利用者の視点やディスプ

レイの位置姿勢に応じて，複数のディスプレイ上でシ

ームレスに GUI を利用できるミドルウェアを提案し，

その実現方法を検討する．また，実装したシステムの

レスポンス時間を測定し，タスクに与える影響や，シ

ステムの有効性などについて考察する．  

2. 複数ディスプレイ上でのシームレスな GUI 
複数のディスプレイを同時に扱う際には，各ディス

プレイが利用者に正対しているとは限らず，利用者の

視点やディスプレイの相対的な位置姿勢は動的に変化

する．そのため，これらの位置関係によっては情報の

視認性が低下し [4]，特に，情報がディスプレイ間で分

断された場合は，正しく把握することが難しい．そこ

で我々は，利用者の視点から見て，ディスプレイ同士

が連続的に繋がっているように認識される情報表示と

操作を提供し， 1 台のディスプレイ上の GUI と同じよ

うに利用できる環境について研究を進めている．  
一般的な GUI 環境は，1 つのディスプレイを正面か

ら垂直に見るものとして実現されている．それに対し

て，我々は，複数のディスプレイに 1 つの連続的な GUI
環境を構築するシームレスな GUI 環境を提案している

[12]．これは，図 1(a)のように，利用者の視点に垂直

な仮想平面上にウィンドウやカーソルがあるものとし

て，これらをディスプレイに投影した位置に表示する．

これにより，利用者の視点やディスプレイの位置姿勢

に依らず，図 1(b)のように利用者に正対した歪みのな

い情報を提供することができる．また，表示情報がデ

ィスプレイをまたぐ場合でも，ディスプレイ間でシー

ムレスに認識される．  

また，利用者の視点位置やノート PC などのディス

プレイが移動した場合，センサでそれを検知して，図

1(a)に示す関係を保つようディスプレイの表示情報を

即座に更新する．  
また，カーソルやウィンドウを，視点を中心とした

仮想球面上で移動させることで，利用者はディスプレ

イ間でシームレスかつ一定の CD 比でこれらを操作す

ることができる [11]．図 1(c)はディスプレイ間をカー

ソルが移動している様子を示している．  

3. サーバクライアント型トポロジを用いたシ

ステム構成  
3.1. システム構成の検討  

複数ディスプレイ上でのシームレスな GUI 環境を実

現するためのミドルウェアは，ノート PC のディスプ

レイなどを含む複数のディスプレイを扱うため，複数

のコンピュータをネットワークで接続した環境で実現

する必要がある．また，このミドルウェアは，利用者

の視点とディスプレイの 3 次元位置姿勢から，仮想平

面とその上にあるウィンドウやカーソルの 3 次元位置

姿勢を算出し，各ディスプレイ上に投影してレンダリ

ングする必要がある．さらに，利用者の視点やディス

プレイは，位置姿勢が動的に変化するため，これらを

常にセンサにより取得し，表示情報を更新する必要が

ある．これらの 3 次元位置姿勢情報は，システム全体

で整合性を持って管理され，処理される必要があるこ

とから，サーバクライアント型のトポロジを用い，サ

ーバで一元管理することが適切と考えられる．そこで，

この機能を持つソフトウェアを 3D サーバソフトとし

て定義する．これは，利用者の視点とディスプレイ，

カーソルやウィンドウの 3 次元位置姿勢情報を管理し，

クライアントマシンへ送信する．また，クライアント

マシン上でレンダリングを行うソフトウェアをクラ

イアントソフトと定義する．これは，主にレンダリン

グだけを行うので，ノート PC などの比較的性能が高

くないコンピュータ上で実行できる．  
一方，シームレスな GUI 環境で現実的な作業を行う

ためには，既存のエディタやウェブブラウザなど，さ

まざまなアプリケーションを利用できる必要がある．

これらのアプリケーション画面を表示したウィンドウ

は，ディスプレイ間を移動したり，複数のディスプレ

イをまたいで表示されたりするため，1 台のサーバマ

シン上でアプリケーションを実行し，実行画面をクラ

イアントソフトへ送信することが適切と考えられる．

そこで，この機能を持つソフトウェアをアプリケーシ

ョンサーバソフトとして定義する．これと 3D サーバ

ソフトを分離することで，アプリケーションサーバソ

フトの機能はリモートデスクトップ環境を提供する

VNC[17]サーバを用いて実装可能となる．このように，

3 次元位置姿勢情報の処理とアプリケーションの処理

 
(a)シームレスな GUI の概念図  

    
(b)シームレスな情報表示  (c) シームレスな操作  

図 1. 複数ディスプレイのシームレスな利用 



 

 

  
(a) 座標系 G，Dn         (b)座標系 A 
図 3. 提案ミドルウェア内で利用される座標系  

をそれぞれのサーバへ分散する．  
マウスなどによるカーソル入力は，全てのクライア

ントマシンの位置から行えることが望ましい．そこで，

クライアントマシンに接続されたデバイスへの入力を，

クライアントソフトが 3D サーバソフトに転送し，仮

想的なウィンドウやカーソルへ反映させる．また，カ

ーソルがウィンドウ上にある場合は，入力をアプリケ

ーションサーバソフトへ転送する．キーボード入力に

ついても，フローの一貫性のため 3D サーバソフトを

経てアプリケーションサーバソフトへ転送する．  
これらを考慮したシステム構成を図 2 に示す．クラ

イアントソフトはディスプレイと 1 対 1 に対応してお

り，1 台のクライアントマシン上でディスプレイの数

だけ実行させる．これは，各サーバソフトから GUI の
座標とアプリケーション画面を受信し，レンダリング

と入力の転送のみを行う．3D サーバソフトは，システ

ム内に 1 台だけ用意した 3D サーバマシンで実行され

る．これは，利用者の視点やディスプレイの 3 次元位

置姿勢を計測して保持し，仮想平面上のウィンドウと

カーソルの 3 次元位置姿勢を算出する．また，クライ

アントソフトから受信した入力を処理し，必要に応じ

てアプリケーションサーバソフトへ転送する．アプリ

ケーションサーバソフトは，システム内に 1 つだけ用

意したアプリケーションサーバマシン上でアプリケー

ションとともに実行される．これは，3D サーバソフト

から受信した入力をアプリケーションに反映させ，ア

プリケーション画面をデスクトップ画面ごとクライア

ントソフトへ送信する．  

3.2. 通信方式の検討  
クライアントソフトから 3D サーバソフトへは，カ

ーソルとキーボード入力が送信される．一方，3D サー

バソフトからクライアントソフトへは，ウィンドウや

カーソルの位置姿勢情報や色などの属性に関する情報，

および，これらをディスプレイ上から削除する通知が

主に送信される．これらのうち，位置姿勢に関する通

信は，ディスプレイと視点の位置姿勢が変化した際や，

カーソルを移動する際に送信され続けるため，1 秒間

に数十回以上発生することもある．そのため，データ

の一部がロスしても直ちに次のデータが送られ，ロス

の影響は小さい．また，受信の確認が行われるプロト

コルでは，データをロスした際に再送を行い，受信が

確認されるまで次のデータが送信されないため，リア

ルタイムなインタラクションが阻害される可能性があ

る．これらのことから，位置姿勢に関するデータ通信

は，UDP のように，受信の確認や再送を行わず，高速

な方式が適している．一方，その他の通信は，パケッ

トの到着や到着順が保障される必要がある．そのため，

TCP のように，到着順を保障し，パケットロスが起き

た際には再送が行われる方式が適している．  
アプリケーションサーバソフトからクライアント

ソフトへは，アプリケーションサーバマシンのデスク

トップ画面が変化した際に，該当部分を画像として送

信する．これは，VNC サーバの機能により適切に圧縮

され，送信される．  
3D サーバソフトからアプリケーションサーバソフ

トへは，カーソルとキーボード入力を転送する．これ

は VNC 接続により適切に行われる．  

4. 3 次元空間上での GUI オブジェクトの処理  
本節では，3 次元空間内での GUI オブジェクトの管

理法と，ディスプレイへのレンダリング法について検

討する．  
複数ディスプレイ上でのシームレスな GUI 環境を実

現するミドルウェアは，複数の座標系間で適切に GUI
オブジェクトの座標を変換し，処理する必要がある．

本稿では，重要な座標系として，ディスプレイが実在

する実空間の座標系を G とし，クライアントソフトが

描画を行う際の，ディスプレイの左上端を原点とした

3 次元座標系を Dn(n = 1, 2,…)とする．図 3(a)はディス

プレイが 2 つ存在する環境での座標系 G および Dn を

示している．また，図 3(b)に示すように，アプリケー

ションサーバマシンのデスクトップ画面のピクセル座

標系を A とする．  

4.1. 複数ディスプレイ上でのシームレスな情報表示  
4.1.1. 3D サーバソフト内での座標計算  

3D サーバソフトは，実空間内のディスプレイと，利

用者の位置姿勢から仮想的なウィンドウとカーソルの

位置姿勢を算出する必要がある．そのため，3D サーバ

 
図 2. 提案ミドルウェアのシステム構成  

 



 

 

   
(a) 3D サーバソフト内での  (b) 仮想ウィンドウの

GUI の座標                拡大図  
図 4. 3D サーバ内でのウィンドウとカーソルの  

3 次元位置姿勢情報  

 
(a)視点が移動した際の対応  

 
(b)ディスプレイが移動した際の対応  

図 5. 位置姿勢センサのデータの変化に対する  
3D サーバの挙動  

ソフトは実空間座標系 G における利用者の視点と，移

動可能なディスプレイの 3 次元位置姿勢をセンサから

取得し続ける．ただし，固定されたディスプレイの位

置姿勢は初期化時に入力されるものとする．また，初

期化の際に，ディスプレイサイズを入力することで，

3D サーバソフトは利用者の視点と全てのディスプレ

イの四隅の座標を保持し続ける．  
利用者の視点に正対したウィンドウを提示するた

め，3D サーバソフトは座標系 G 内に，視点に正対し

た仮想的なウィンドウを作成する．図 4(a)は 3D サー

バソフト内におけるウィンドウとカーソルに関する情

報を示している．3D サーバソフトは，仮想ウィンドウ

の左上端座標が初期値として与えられると，視点から

仮想ウィンドウまでの距離 d と，視点から仮想ウィン

ドウの左上端を通る直線 I，直線 I とディスプレイの交

点をアンカーとして算出する．また，仮想ウィンドウ

の左上端を通る水平面上で，直線 I と直交する方向成

分をウィンドウの左右方向とする．さらに，直線 I と

仮想ウィンドウの左右方向に直交する方向成分を仮想

ウィンドウの上下方向とする．図 4(b)は仮想ウィンド

ウ周辺の拡大図である．そして，これらと仮想ウィン

ドウのサイズを用いて仮想ウィンドウの四隅の座標を

算出する．このとき，3D サーバソフトは視点から四隅

までの線分を延長し，ディスプレイとの交点を投影点

として算出することで，投影位置にウィンドウをレン

ダリングする必要があるディスプレイを検出する．  
また，3D サーバソフトは仮想的なウィンドウに加え，

仮想的なカーソルを作成する．視点から仮想カーソル

への方向ベクトル v の初期値が与えられると，v を延

長した直線 J と，直線 J とディスプレイとの交点をア

ンカーとして算出する．仮想カーソルに関しては，計

算の簡略化のため，各頂点の座標は算出せず， J と交

差するディスプレイをレンダリングが必要なディスプ

レイとして検出する．  
利用者の視点位置が移動した際，3D サーバソフトは

センサからこれを検知し，直ちに仮想ウィンドウおよ

びカーソルの位置姿勢情報を更新する．このとき，仮

想ウィンドウの頂点位置を固定すると，ディスプレイ

上に投影されるウィンドウの位置が移動してしまうた

め，ウィンドウの左上端をディスプレイ上に投影した

アンカーを固定して仮想ウィンドウの位置姿勢を更新

する．すなわち，アンカー位置と移動後の視点位置か

ら直線 I と，仮想ウィンドウの四隅の頂点を再び算出

し，レンダリングが必要なディスプレイを検出し直す．

このとき，投影されるウィンドウの見かけの大きさを

一定に保つため，距離 d は視点が移動する前後で一定

とする．視点位置の移動に応じて仮想ウィンドウの位

置が更新される様子を図 5(a)に示す．カーソルに関し

ても，アンカーを固定し，アンカー位置と移動後の視

点位置から方向ベクトル v と直線 J，レンダリングが

必要なディスプレイを再計算する．なお，直線 I およ

び J が複数のディスプレイと交差する場合は，視点か

ら も近い交点をアンカーとする．  
一方，ディスプレイが移動した場合は，ウィンドウ

およびカーソルのアンカーをディスプレイに固定し，

ディスプレイと共に移動させる．図 5(b)は仮想ウィン

ドウがディスプレイと共に移動している様子である．  

4.1.2. ディスプレイへのレンダリング  
ディスプレイにウィンドウをレンダリングするに

は，まず 3D サーバソフトが仮想ウィンドウの左上隅

の位置と，左上隅から右上隅へのベクトル，左上隅か

ら左下隅へのベクトル，および視点位置をディスプレ

イのローカル座標系 Dn におけるデータへと変換する．

そして，ウィンドウを描画する必要があるディスプレ

イに対応したクライアントソフトへ，これらデータを

送信する．これらを受信したクライアントソフトは，

図 6(a)に示すように，仮想ウィンドウの内部にアイコ

ンバーとフレーム，クライアント領域を配置する．ア

イコンバーとフレームの幅と高さは一定である．また，



 

 

 
図 8. カーソル移動 

  

(a) カーソルの投影       (b) 仮想カーソル  
図 7. クライアントソフトによるカーソル描画  

    
(a) 仮想ウィンドウ      (b) ウィンドウの投影  
図 6. クライアントソフトによるウィンドウ描画  

アプリケーションサーバソフトから送信されるデスク

トップ画面の一部を切り取り，クライアント領域を塗

りつぶす．クライアント領域と切り取られる部分の対

応関係は初期化時に 3D サーバソフトに入力されてお

り，必要に応じて通知されている．その後，図 6(b)に
示すように視点位置に対して仮想ウィンドウをディス

プレイに投影し，描画する．  
描画時に複数のウィンドウが重なる場合は，仮想ウ

ィンドウの 3 次元位置とは無関係に，優先度が高いウ

ィンドウを前面に描画する．この優先度は 3D サーバ

ソフトが管理しており，一般的な GUI と同様にクリッ

ク時などに前面に来るよう設定され，適宜クライアン

トソフトに送信される．  
カーソルを描画する際には，3D サーバソフトが視点

位置とカーソルの方向ベクトル v，座標系 G 内での鉛

直ベクトルを座標系 Dn におけるデータへと変換した

後，クライアントソフトに送信する．これらを受信し

たクライアントソフトは，図 7(a)に示すように，視点

から一定の距離 c の位置を先端として仮想カーソルを

配置し，ディスプレイに投影する．仮想カーソルの形

状とサイズは一定であり，ベクトル v に垂直な平面上

に，座標系 G の垂直ベクトルを基準とした姿勢で配置

される．図 7(b)は仮想カーソルの拡大図である．  
ウィンドウとカーソルの描画は，移動やアプリケー

ション画面の変化によって各サーバソフトから情報が

送信される度に行われる．  

4.2. 複数ディスプレイ上でのシームレスな操作  
クライアントマシンに接続されたマウスが移動し

た際には，クライアントソフトがその x-y 方向への移

動量を送信する．これを受信した 3D サーバソフトは，

利用者の視点の周囲に仮想的な球を生成する．そして，

マウスの x および y 方向への移動量を，仮想球の経度

および緯度方向への回転量に変換し，カーソルの方向

ベクトル v を回転させる．また，視点位置と更新後の

v から直線 J とアンカー位置を更新する．図 8 は 3D サ

ーバソフトがカーソルの情報を更新する様子を示して

いる．これにより，利用者はディスプレイの位置姿勢

に依存せず，見かけ上一定の C-D (control-display)比で

カーソルを操作することができる．  
カーソルがディスプレイ外に出た場合は，アンカー

は一時的に削除される．このときに視点が移動した場

合は，アンカーが存在しないため，3D サーバソフトは

ベクトル v を一定に保ち，視点位置と直線 J を平行移

動させる．  
クリックなどの入力が起きた際には，クライアント

ソフトが入力の種類を 3D サーバソフトへ送信する．

これを受信した 3D サーバソフトは，直線 J と仮想ウ

ィンドウが交差するかを判定し，交差する場合は交点

を算出する．アイコンバーとフレーム，クライアント

領域の配置は 3D サーバソフト内でもクライアントソ

フト内と同様に算出されており，交点がアイコンバー

内にある場合には，ウィンドウのサイズ変更や移動な

どといった各種処理を行う．交点がクライアント領域

にある場合には，アプリケーションサーバマシンのデ

スクトップ画面とクライアント領域との対応関係を用

いて交点の 3 次元座標をアプリケーションサーバマシ

ンのデスクトップ座標系 A 上におけるピクセル座標へ

変換し，入力の種類と共にアプリケーションサーバソ

フトへ送信する．これを受信したアプリケーションサ

ーバソフトは，入力をアプリケーションへリダイレク

トし，デスクトップ画面に変化があった場合には，そ

の領域をクライアントソフトへ送信する．  

5. 試作システム  
本章では，3 章と 4 章で検討したミドルウェアを試

作した結果について述べる．また，リアルタイムなイ

ンタラクションの実現性を検証するため，レスポンス

時間を測定した結果について述べる．  

5.1. 実装  
クライアントソフトおよび 3D サーバソフトの実装

は Microsoft Windows XP SP2 上で Microsoft Visual C++ 
2005 を用いて行った．また，クライアントソフトでの

レンダリングには，高速な 3D レンダリングが可能な

OpenGL を用いた．アプリケーションサーバソフトに

は VNC の 1 種である RealVNC[22]を利用した．これは，

Windows， Mac OS，各種 Linux 用のソフトウェアがそ



 

 

れぞれオープンソース配布されている．  
クライアントソフトと 3D サーバソフトの通信には，

3.2.1 節で検討した通信方式を比較的容易に実装でき

る DirectPlay[19]を利用した．  
また，利用者の視点とディスプレイの 3 次元位置姿

勢は，Intersense 社の IS-600 Mark 2 を用いて計測した．  

5.2. ミドルウェアの利用例  
我々は，提案したミドルウェアの利用例として，複

数ディスプレイ上でのシームレスな GUI に加え，ディ

スプレイ外にあるカーソルの halo[14]による手がかり

や，ウィンドウの所有権などを実現した協調作業環境

E-conic[12]を提案している．図 9 はこれを用いて 2 人

の利用者がエディタとウェブブラウザ，メディアプレ

イヤ，地図閲覧ソフトを複数のディスプレイ上に自由

に配置して利用している風景である．また，図 10 は

Windows，Mac OS，Linux の各 OS が動作している PC
をアプリケーションサーバマシンとした場合に，ある

ディスプレイに表示された画面を示している．なお，

図 10 では，OS の違いをわかりやすくするため，デス

クトップ全体を 1 つのウィンドウに表示している．  

5.3. レスポンス時間の測定  
提案したミドルウェアでは，入出力がネットワーク

を介して行われるため，常に遅延が発生する．システ

ムのレスポンス速度はタスクの効率に影響を及ぼすた

め，実装システムのレスポンス時間を測定した．これ

には，リアルタイムインタラクションにおいて特に重

要なものとして，クライアントマシンへの入力からデ

ィスプレイ上のカーソル位置が更新されるまでの時間

と，アプリケーション画面が更新されるまでの時間を

測定した．  

5.3.1. 測定環境  
測定環境として，アプリケーションサーバソフトお

よび 3D サーバソフトを 2 台のデスクトップ PC (CPU: 
Xeon 2.8 GHz，Mem: 2.0 GB，OS: Windows XP SP2)上
で実行した．クライアントソフトは測定条件に応じて

デスクトップ PC (CPU: Xeon 2.2 GHz，Mem: 2.0 GB，

OS: Windows 2000 SP4)上で 1 台につき 1 つまたは 2 つ

実行し，ノート PC (CPU: Core Duo 1.66 GHz，Mem: 1.0 
GB，OS: Windows XP SP2)上で 1 台に 1 つ実行した．

また，ネットワーク環境として，デスクトップ PC を

有線 (1000 BASE-T)で接続し，ノート PC を無線 (IEEE 
802.11g)で接続した．  

5.3.2. カーソル位置の更新時間  
クライアントマシンでマウス入力が行われてから，

カーソル位置が更新され，クライアントソフトへ通知

されるまでの時間を測定した．図 11 はクライアントソ

フト数と接続形態ごとに 100 回ずつ計測した平均と標

準偏差を示す．図中の G1～G4 は，デスクトップ PC
でクライアントソフトをそれぞれ 1～4 つ実行した際

の結果を表している．また，W2 および W5 は，デス

クトップ PC 上でクライアントソフトを 1 つおよび 4
つ実行し，ノート PC 上のクライアントソフトを 1 つ

実行した際に，ノート PC から入出力を行った結果で

ある．ただし，クライアントソフトのレンダリングは

全ての条件において 60 Hz(16 msec/frame)で行われて

いたため，実際の遅延はグラフに 8 msec 程度加えたも

のとなる．  

5.3.3. アプリケーション画面の更新時間  
クライアントマシンで入力を行ってから，アプリケ

ーション画面が更新されるまでの時間を測定するため，

アプリケーションサーバマシンで画像ビューアを実行

し，クライアントソフトでウィンドウ内に表示した．

そして，クライアントマシンで行ったキーボード入力

によって表示した画像を切り替えた際に，クライアン

トソフトが画面の更新を完了するまでの時間を測定し

た．画面の転送が完了した時刻はシステム内部で正確

にわからないため，33 fps のビデオカメラでディスプ

レイを撮影し，フレーム数を数えることで測定した．

    (a) カーソル移動の          (b) 画面更新の  
レスポンス時間           レスポンス時間  

図 11. レスポンス時間の計測結果  

  
(a) Window XP    (b) Max OS X    (c) Fedora Core 6

図 10. 各種 OS 上でアプリケーションサーバ  
ソフトを実行した際のディスプレイ画面 

 
図 9. 2 人の利用者が試作システムを  

利用している状況の写真  



 

 

表示する画像には RealVNC での圧縮効率が低いフル

カラーの風景写真を用い，画像のサイズは，一般的な

エディタ上で 1 文字程度のサイズである 16 × 16 ピク

セルから，1 つのウィンドウ全体程度の 1024 × 1024
ピクセルまでを用いた．図 11(b)は，接続形態および画

像のサイズごとに 5 回ずつ測定した平均と標準偏差を

示しており，接続形態は前項の実験と同様である．  

6. 考察  
6.1. 実用可能性  

6.2 節の結果から，複数ディスプレイ上でのシーム

レスな GUI 環境が実現できていることと，さまざまな

OS 上でアプリケーションサーバソフトを利用できて

いることがわかる．我々は既に，GUI オブジェクトを

視点に対して正対して表示させることの有効性を実験

により示している [23]．ただし，複数のディスプレイ

をシームレスに接続することの有効性は，今後検証し

ていく必要がある．  

6.2. 遅延の影響  
6.3.2 項で述べたように，入力に対するカーソルの位

置更新が，全ての接続形態において平均 20 msec 以下

で完了していることがわかる．カーソル操作やタイピ

ングのレスポンス時間は，50～150 msec 以下望ましい

とされており [2]，カーソル操作においては十分な速度

が実現されていると言える．表示情報の位置姿勢更新

は，センサの変化を検知した際にも発生するが，実装

システムで用いたセンサの遅延は 50 msec 程度である

ため，このときの遅延の合計は 70 msec 程度となる．

VR の分野において，非透過型 HMD を装着した利用者

の視点を追従する場合，80 msec 以上の遅延がタスク

効率を下げる可能性が指摘されている [16]．これ以下

の遅延の影響はわかっていないが，実際に作業を行う

際には，利用者の視点位置が頻繁に変わることは少な

いため，センサの遅延の影響は小さいと考えられる．  
一方，6.3.3 項で述べたように，入力から 16 × 16

ピクセルの領域を更新するための遅延は，いずれも

100 msec 以内である．これは，タイピングを行うには

十分なレスポンス速度と言える．しかし，1024 × 1024
ピクセルなど，広い領域を更新するためには，有線で

大 1000 msec 程度，無線で 2500 msec 程度の遅延が

見られる．そのため，動画の再生のように画面全体が

毎秒 1 回以上更新されるアプリケーションを利用する

のは困難であり，利用するアプリケーションに応じて

接続形態を吟味する必要がある．これは，複数のクラ

イアントソフトへデスクトップ画像を，より効率的に

転送できるアプリケーションサーバソフトを各 OS 上

で実装することで，改善できると考えられる．  

6.3. ミドルウェアの拡張  
実装システムでは，全てのクライアントソフトは 60 

Hz でレンダリングを完了できていたため，クライアン

トソフトはグラフィックス用ハードウェアを持たない

一般的なノート PC 上で十分に実行できると言える．

ただし，PDA などの，さらに低性能な端末でレンダリ

ングを行うことは困難となる可能性もあるため，3D サ

ーバソフトでレンダリングを行い，クライアントソフ

トへ送信する手法が考えられる．また，近年は OpenGL 
ES[21]など，モバイルデバイス上で動作する高速な 3D
レンダリングエンジンも開発されており，これらを利

用して低性能な小型端末をクライアントマシンとする

手法も考えられる．  
提案したミドルウェアは，複数のクライアントマシ

ンへの同時入力に対し，3D サーバソフトが適切に処理

を行うことで，複数のカーソルを同時に操作すること

もできる．ただし，現行の OS は，複数カーソルによ

るインタラクションを提供しないため，複数のカーソ

ルでアプリケーションを同時に操作することができな

い．アプリケーションサーバマシンを複数用意し，ウ

ィンドウごとに対応させる手法も考えられるが，シス

テム構成が大規模になり，1 つのウィンドウ内に対し

て同時に操作することはできない．しかし，近年は，

多人数で同時に操作できる大画面ディスプレイに関す

る研究が多く行われており，Microsoft Surface[20]や
EnterTaible[6]のように複数点同時入力に対応したコン

ピューティング環境も発表されている．そのため，今

後はアプリケーションサーバマシンの OS が，複数人

による入力に対応する可能性は高いと考えられる．  

7. 関連研究  
本章では，複数のディスプレイを同時に利用できる

既存のシステムや研究について述べる．  
単一のインタフェースから，複数のディスプレイを

同時に操作できるシステムがいくつか提案されている．

PointRight[3]や mighty mouse[9]は，ネットワークを通

じて入力を他のコンピュータに転送することで，1 つ

のマウスから複数のコンピュータに対して入力を行う

ことができる．しかし，これらは入力を転送するだけ

であり，各コンピュータは独立して動作しているため，

コンピュータ間でアプリケーション画面を移動したり，

コピーしたりはできない．  
入力だけでなく，アプリケーションを複数のディス

プレイ間で自由に移動させ，実行できるシステムも提

案されている．Mouse ether[13]は，グラフィックカー

ドに接続された複数のディスプレイ間の解像度やサイ

ズの差を吸収し，シームレスなカーソル操作ができる．

また，Distributed Multihead X[18]は，X window system
を拡張し，ネットワークを介して描画命令を転送する

ことで，アレイ状に並べたディスプレイを 1 つの巨大

なディスプレイとして動作させることができる．しか

し，これらはディスプレイがアレイ上に並んでいる必

要があり，その位置も固定されている．Wincuts[5]は，



 

 

ネットワークを通じて，個人用のディスプレイ画面の

一部をコピーして公共のディスプレイに表示できるが，

他の利用者に見せることだけを目的としている．  
一方，さまざまな位置に配置された複数のコンピュ

ータをネットワークで接続し，複数のディスプレイを

連携して利用できる OS やミドルウェアを備えた環境

も い く つ か 提 案 さ れ て い る ． i-Room[15] や

EasyLiving[1]のミドルウェア，ARIS[7]，Gaia[10]は，

複数のディスプレイ間でのアプリケーションの移動や

入力のリダイレクトを実現している．しかし，ディス

プレイ間の繋がりは論理的なものであり，空間的にシ

ームレスなものではない．  
Augmented Surface[8]はモバイルデバイスなどの移

動可能な小型ディスプレイと，大画面ディスプレイ間

を動的かつシームレスに接続するが，利用者の視点位

置を考慮しない．  

8. まとめ  
本稿では，複数のディスプレイ上でシームレスに利

用できる GUI を提案し，ミドルウェアとして実現する

方法を検討した．さらに，実際に試作したシステムを

用いて，既存のさまざまなアプリケーションを利用で

きることを確認した．また，試作システムのレスポン

ス時間を測定して，その利用可能性について検討した．

今後は，ユーザビリティの詳細な評価や，アーキテク

チャの改良，インタラクションデザインの洗練などを

行う予定である．  
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