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概要

ChOWDER(Collaborative workspace driver) は、複数の表示デバイスを一つの仮想ピクセルワークスペース
として構築し、それをクライアント（ユーザ）間で共有する、webベースのマルチプラットホーム協調作業環境シ
ステムである。ChOWDERは通常の Tiled Display Wall(TDW) を始めとして、ユーザ PC・タブレットなど任
意複数の表示デバイスを仮想ピクセルスペースに組み入れることができ、webベースのユーザインターフェイスで
簡便な操作を提供する。また、ユーザ PCで動作するアプリケーションとの連携動作のための APIを提供し、多様
な利用方法が考えられる。本稿では、しくみの概略と利用方法について報告する。

1 はじめに

ディスプレイ技術は進化を続け、HD から 4K ある
いは 8K ディスプレイが利用可能になってきている。
しかしながら、ピクセル数の多い表示デバイスは非常
に高価である。また、ピクセルを描画するグラフィク
スボードも高性能化を図っているが、最新のグラフィ
クスカードでも 8K程度の解像度までしか対応してい
ない。それより高い解像度に対しては、複数のディス
プレイをタイル状に配置し、それらを一つのディスプ
レイとして機能させる TDW システムを利用するこ
とになる。
このような高解像度ピクセル空間は非常に多くの情
報を提示できる能力があるので、多種の情報の比較・
取捨選択・吟味を経て、深い議論や迅速な意思決定に
役立つ。工業製品の設計においては複数の要因が絡む
複雑な問題を扱うことが多く、様々な情報を並置・比
較しながら複数の評価軸を高度に摺り合わせせ、検討
を進めることは非常に有効である。また、教育におい
ても、新しいアイデアを生み出すブレインストーミン
グや生徒とのインタラクションを図ることなど多方面
の利用事例が考えられる。
本研究では、簡便な操作で超高解像度ピクセル空間

を構築し、その上でユーザが提供する様々な情報を共
有し、さらにリアルタイムにデータを修正しながら議
論を進め、効率的な意思決定を支援するシステムを構
築し、その可能性を探る。

2 従来研究

コラボレーションシステムは、これまで主に遠隔地
におけるコミュニケーションツールという観点から
システムの提案がある。例えば、Google Hangouts,

WebEx, Skype, 最近では JavaSacript と HTML5 の
みを使用した appear.in [1] などのコミュニケーショ
ンツールがある。これらのツールは基本的にシングル
システムであり、1 ユーザがビデオカンファレンスに
よりリモートユーザと協調作業を行うという利用シ
ナリオを想定している。また、ビデオカンファレンス
と PC ディスプレイの共有という機能を提供するが、
ディスプレイ解像度が低く、多くの情報を共有でき
ない。
これに対して、クラスタ型のシステムがある [4]。

SAGE/SAGE-2 [2] は巨大なピクセルスペースを駆動
する並列レンダリングとビデオカンファレンスを組
み合わせ、遠隔地間でのグループコミュニケーション
の手段を提供している。SAGE は 2004年から開発さ



れ、2014 年にはよりモダンな web 技術を用いて以前
の SAGEをブラシアップしている。
Display Cluster [3] は TACC で開発された大規模
ピクセルをインタラクティブに駆動するソフトウェア
環境で、高解像度画像やビデオを表示したり、リモー
トの映像ソースをストリーミングできる。また、複数
の利用者が Display Cluster を同時に操作することも
できる特徴をもつ。
SAGE と Display Cluster はともに大規模なピクセ
ル空間を共有可能であるが、一方で、ユーザ PCで動
作するアプリケーションと連携して情報共有を行うこ
とはできない。より効果的なコラボレーションのため
には、もちろん大規模なピクセル空間は必須である。
加えて、単に映像ソースを共有するだけでなく、ユー
ザ PCのアプリケーションとの連携が効果的である。
このような背景のもと、多人数の PCのディスプレ
イ上のコンテンツを共有する大規模ピクセル空間の構
築と、ユーザアプリケーションとの連携が可能なシス
テムを構築した。

3 ChOWDERシステム

協調作業環境 ChOWDER は、マルチプラットホー
ムで動作する簡便な操作のアプリケーションとして開
発を進めた。ユーザ PCで動作させるために必要なモ
ジュールを最小限に抑え、最新のソフトウェア技術を
用いて実装を行っている。また、比較的帯域の狭い環
境でも利用可能なようにストリーミングは行わず、必
要な画像データを必要なタイミングで送信し、オンメ
モリデータベースに保持し、そのデータを用いて表示
する方式を採用した。
SAGE や Display Cluster の場合には、参加者 (協
調作業) のデータは全てクラスタのマスターノードに
送られ処理されるのに対し、ChOWDERは単体型 (独
立型) で各 PC がマスターにもクライアントにもなれ
る柔軟性がある点が特長の一つである。
3.1 システム構成
本システムは node.js 及び WebsSocket を用いた
サーバークライアント型のプログラムであり、複数の
アプリケーションや、複数のユーザが共同作業を行え
る、巨大なスクリーンを仮想ディスプレイとして提供
する。構成図を図 1に示す。ChOWDER を構成する
コンポーネントとして、マスターサーバ、クライアン
トコントローラ、クライアントディスプレイ、データ
ベースサーバがある。また、外部プログラムとの連携
動作を行うため、APIを提供している。

図 1 System configuration of ChOWDER.

3.1.1 マスターサーバ
サーバは、node.js を使用して socket.io 及び Web-

Socket による通信に対応し、以下の役割を果たす。

• HTTP通信　クライアントに対して HTML ペー
ジなどを送信する。

• Socket.IO 通信　 node.js による通信機能で、ク
ライアントのコントローラとの間で通信を行う。

• WebSocket 通信　 WebSocket プロトコルによ
り、クライアントコントローラ及びディスプレイ
との間で通信を行う。

• データベース入出力　クライアントから送信され
た画像データやテキストデータを redisに保存し、
永続化する。

• サーバサイドレンダリング　送信された URL の
ウェブサイトを PhantomJS を用いてサーバサイ
ドでレンダリングし、png 画像として保存する。

3.1.2 クライアントコントローラ
クライアントコントローラ（図 2）は、socket.io を
用いてサーバと通信し、仮想ディスプレイに対してコ
ンテンツの追加登録等の操作を担当し、以下の機能を
提供する。

• ディスプレイの登録、削除。
• ディスプレイの移動、拡縮などのメタデータ編集
操作。

• コンテンツ (画像データ、テキスト、URL) の登
録、削除。

• コンテンツの移動、拡縮などのメタデータ編集



操作。
• ディスプレイの分割数の設定。
• コンテンツデータのダウンロード。

図 2 Client display controller.

3.1.3 クライアントディスプレイ
クライアントディスプレイ（図 3）は、コントローラ
で設定したコンテンツを表示し、以下の機能を提供す
る。HTML5 の機能である WebSocket を用いてサー
バと通信している。

• 自身のウィンドウをディスプレイとしてサーバへ
登録する。

• コントローラで設定されたとおりにコンテンツを
表示する。

図 3 Client display.

3.1.4 データベースサーバ
データベースサーバには、オンメモリデータベース
の redis を使用し、高速なレスポンスを実現している。

3.2 サーバとクライアント間の通信
図 4 に通信のしくみを示す。サーバではクライア
ントから WebSocket または socekt.io でメタバイナ
リを受け取り、メタデータに記載されているコマン
ドによって処理を行う。処理を実行した後、クライ

アントに対してレスポンスを含んだメタバイナリを
WebSocket または soceket.io にて送信する。データ
の更新が発生した際は、更新通知をクライアントに対
してブロードキャストする。ディスプレイは、更新通
知を受け取ると、サーバへコンテンツ/ウィンドウ情
報取得リクエストを送り、コンテンツ/ウィンドウ情
報を取得する。また、ディスプレイ新規表示時には、
ディスプレイからサーバへディスプレイ登録リクエス
トを発行し、自身のディスプレイを登録する。

図 4 Connection between a server and clients.

4 活用事例

ChOWDERの活用事例として、ブレインストーミ
ング、工業製品の設計支援、授業での活用、リモート
コラボレーションについて示す。
4.1 Tiled Display Wall

まず、通常の TDWとしての利用方法がある。図??

のように大画面を活用して、全体の様子と細部の様子
を同時に提示できる。

図 5 Display device as a tiled display wall.



4.2 ブレインストーミング
アイデアのディスカッションとして、ブレインス
トーミングがある。アイデアや todo などをポスト
イットに書き込み、それをスクリーン上に貼り付ける。
このようなアプリケーションは、広いワークスペース
での利用が効果的であり、複数ユーザの同時作業もで
きるとよい。
具体的なアプリケーションとして、例えば、trelloな
どを活用できる。図 6に示す trello はチームで共有し
て使えるカードを含んだリストの集まりで、それ自体
が複数ユーザで書き込み、共同作業ができるボードを
提供している。

図 6 Collaboration with trello.

4.3 製品設計支援
工業製品の概念設計時には、製品開発要件やユーザ
層、技術情報など、非常に多岐にわたる情報が必要と
なる。まず、開発に必要な情報にどのようなものがあ
るかを把握する必要があり、次に各カテゴリの詳細な
情報が文書や図、あるいは具体的なアプリケーション
のデータとして提示できると全体像の把握に役立つ。
この場合にも、広大なワークスペースは利便性を提
供できるインフラとなる。加えて、アプリケーション
との連携が有用である。例えば、あるユーザ Aが PC

上で行うエクセルの作業を ChOWDER の仮想スク
リーンに貼り付け、同時に関連する項目をユーザ Bの
PC から情報共有する。議論に応じてエクセルの数値
を編集し、リアルタイムにデータを変更しながら検討
を進めることができる。
4.4 授業における生徒とのインタラクション
授業で先生がコントローラを制御し、学生がディス
プレイを担当して、情報を共有することができる。通
常のプロジェクタを利用したプレゼンテーションとは
異なり、学生が能動的にディスプレイにデータを送り、
それを皆と共有することも可能となり、双方向のイン
タラクションが期待できる。

4.5 リモートコラボレーション
冒頭に紹介した Skype, WebEx などのビデオカン
ファレンスアプリと相互補完的に利用し、ホワイト
ボードの代わりに ChOWDERを利用することが考え
られる。画面情報のストリーミングではなく、必要な
時にデータを更新するしくみのため、通信データ量を
抑えることができるため、狭い帯域のネットワークで
の利用が期待される。

5 おわりに

マルチプラットホームで動作する仮想ピクセルワー
クスペースのドライバと、ワークスペースをユーザ間
で共有するアプリケーション ChOWDER の設計開
発を実施した。現時点では、ユーザが集まり、その場
所で大ピクセルディスプレイを共有するという使い方
を想定しているが、遠隔地での利用についても、今後
実証を進めていく。また、タッチパネルを装備した小
規模の Tiled Display Wall の活用も興味深い課題で
ある。
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