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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】サイズや画素数が異なる複数のディスプレイを
用いるマルチディスプレイ装置において、映像を見る者
に対して与える違和感を緩和する。
【解決手段】マルチディスプレイ装置であって、単位面
積当たりの画素数が第１画素数である第１ディスプレイ
、単位面積当たりの画素数が前記第１画素数よりも多い
第２画素数であり、前記第１ディスプレイに隣接して配
置される第２ディスプレイを備え、前記第２ディスプレ
イは、単位面積当たりの画素数を前記第１ディスプレイ
と前記第２ディスプレイとの間の境界部分に近づくにし
たがって前記第２画素数から前記第１画素数に向かって
低下させる変換処理を施した映像を表示する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のディスプレイを有するマルチディスプレイ装置であって、
　単位面積当たりの画素数が第１画素数である第１ディスプレイ、
　単位面積当たりの画素数が前記第１画素数よりも多い第２画素数であり、前記第１ディ
スプレイに隣接して配置される第２ディスプレイ、
　を備え、
　前記第２ディスプレイは、単位面積当たりの画素数を前記第１ディスプレイと前記第２
ディスプレイとの間の境界部分に近づくにしたがって前記第２画素数から前記第１画素数
に向かって低下させる変換処理を施した映像を表示する
　ことを特徴とするマルチディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記第１ディスプレイは、
　　単位面積当たりの画素数を表す画素数データを保持する画素数提示デバイスを、前記
第１ディスプレイの外表面部分に備え、
　前記第２ディスプレイは、
　　前記画素数提示デバイスから前記画素数データを読み取ることができるリーダ装置を
、前記第２ディスプレイの外表面部分に備え、
　　前記リーダ装置を介して取得した前記画素数データが表す単位面積当たりの画素数が
前記第２画素数よりも少ない場合は前記変換処理を実施し、前記第２画素数以上である場
合は前記変換処理を実施しない
　ことを特徴とする請求項１記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記第２ディスプレイは、前記変換処理において、
　　前記第２ディスプレイの映像表示面の中心から前記リーダ装置を備えている位置に向
かうにつれて、前記第２ディスプレイが表示する映像の単位面積当たりの画素数を前記第
２画素数から前記第１画素数に向かって低下させる
　ことを特徴とする請求項２記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記マルチディスプレイ装置は、
　　前記第１および第２ディスプレイの動作を制御する制御装置を備え、
　前記制御装置は、
　　前記第１ディスプレイの単位面積当たりの画素数を表す画素数データを取得し、
　　取得した前記画素数データが表す単位面積当たりの画素数が前記第２画素数よりも少
ない場合は、前記変換処理を実施するよう前記第２ディスプレイに指示するかまたは前記
第２ディスプレイが表示する映像に対して前記変換処理を施した上で前記第２ディスプレ
イに対して供給し、
　　取得した前記画素数データが表す単位面積当たりの画素数が前記第２画素数以上であ
る場合は、前記変換処理を実施させないよう前記第２ディスプレイに指示するかまたは前
記第２ディスプレイが表示する映像に対して前記変換処理を施さずに前記第２ディスプレ
イに対して供給する
　ことを特徴とする請求項１記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記制御装置は、
　　前記境界部分を特定する境界特定情報を取得する入力部を備え、
　　前記入力部を介して取得した前記境界特定情報に基づき、前記変換処理を実施するよ
う前記第２ディスプレイに指示するかまたは前記第２ディスプレイが表示する映像に対し
て前記変換処理を施した上で前記第２ディスプレイに対して供給する
　ことを特徴とする請求項４記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項６】
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　前記第２ディスプレイは、
　　前記変換処理によって複数の画素の画素値を平均化することにより単位面積当たりの
画素数を低下させた映像を表示する
　ことを特徴とする請求項１記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記第２ディスプレイは、
　　前記境界部分に近づくにしたがって前記平均化の対象とする画素の個数を増やすこと
により、単位面積当たりの画素数を前記境界部分に近づくにしたがって低下させる
　ことを特徴とする請求項６記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記第２ディスプレイは、
　　前記マルチディスプレイ装置のいずれかの端部から計測して５０ｃｍから２５０ｃｍ
の範囲内に、前記第２ディスプレイの映像表示面の少なくとも一部が含まれるように配置
されている
　ことを特徴とする請求項１記載のマルチディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記第２ディスプレイは、
　　前記第２ディスプレイの映像表示面が前記マルチディスプレイ装置の映像表示面の中
心を含むように配置されている
　ことを特徴とする請求項１記載のマルチディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のディスプレイを有するマルチディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばデジタルサイネージシステムなどの大画面を有する映像表示システムにおいて、
複数のディスプレイを並べて配置し各ディスプレイがそれぞれ協調して映像の一部を表示
することにより、仮想的に１つの大画面を形成する場合がある。このような映像表示シス
テムのことを、マルチディスプレイ装置などと呼ぶ。
【０００３】
　下記非特許文献１は、サイズや画素数が異なるディスプレイを組み合わせ、角度や配置
を自由にレイアウトすることができるマルチディスプレイシステムについて、その概略機
能を記載している。
【０００４】
　下記非特許文献２は、ピクセル数の異なるパーソナルコンピュータのディスプレイを複
数並べて配置することにより、マルチディスプレイ表示とすることができる使用法につい
て記載している（ＰｂｙＰに関する記述を参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】「複数のディスプレイを自在にレイアウトでき、多彩な映像演出を可能
にするビデオウォール型デジタルサイネージシステム　“Ziris Canvas（ザイリス　キャ
ンバス）” を発売」、ＵＲＬ：http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201011/10
-151/（２０１５年０６月０５日取得）
【非特許文献２】「今そこにあるディスプレイの問題を解決して新世界へ――これがEIZO
「4K」モデルの実力だ！」、ＵＲＬ：http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1409/
18/news007.html（２０１５年０６月０５日取得）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　マルチディスプレイシステムにおいては一般に、映像表示面の単位面積当たりの画素数
が同一であるディスプレイを複数並べるのが通常である。ただし上記非特許文献１～２に
記載されているように、サイズや画素数が異なるディスプレイを組み合わせてマルチディ
スプレイシステムを構築することも技術的には可能である。
【０００７】
　サイズや画素数が異なるディスプレイを隣接して配置した場合、各ディスプレイがそれ
ぞれ異なる映像を表示しているのであれば視覚的な違和感はあまりないように思われる。
しかし隣接するディスプレイがそれぞれ単一の映像の一部分を表示し、マルチディスプレ
イシステム全体としてその単一の映像を表示している場合、ディスプレイ間の境界部分に
おいて映像の解像度が急峻に変化し、映像を見る者にとって違和感が生じる可能性がある
と考えられる。
【０００８】
　本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであり、サイズや画素数が異なる複
数のディスプレイを用いるマルチディスプレイ装置において、映像を見る者に対して与え
る違和感を緩和することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係るマルチディスプレイ装置は、ディスプレイ間の境界部分において単位面積
当たりの画素数を段階的に変化させる変換処理を施した映像を表示する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るマルチディスプレイ装置によれば、サイズや画素数が異なる複数のディス
プレイを用いた場合においても、ディスプレイ間の境界部分における視覚的違和感を軽減
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】映像表示面のサイズが同一であり画素数が異なる２つのディスプレイを隣接して
配置したマルチディスプレイ装置の画面構成例を示す図である。
【図２】映像表示面のサイズが異なり画素数は同一である３つのディスプレイを隣接して
配置したマルチディスプレイ装置の画面構成例を示す図である。
【図３】ディスプレイ間の境界部分において映像表示面の単位面積当たりの画素数が急峻
に変化することによる視覚的違和感を例示する映像例である。
【図４】実施形態１に係るマルチディスプレイ装置１００の構成図である。
【図５】単位面積当たりの画素数を境界部分に向かって次第に低下させる様子を模式的に
示す図である。
【図６】図５で説明した画素数を減少させる変換処理を図３の映像に対して施した結果を
例示する図である。
【図７】実施形態２に係るマルチディスプレイ装置１００の構成図である。
【図８】実施形態４に係るマルチディスプレイ装置１００におけるディスプレイ配置を示
す図である。
【図９】実施形態５に係るマルチディスプレイ装置１００におけるディスプレイ配置を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜ディスプレイ間の境界部分における違和感について＞
　以下では本発明の理解を容易にするため、まず初めにマルチディスプレイ装置における
ディスプレイ間の境界部分に関する視覚的違和感について説明する。その後、本発明の実
施形態について説明する。
【００１３】
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　図１は、映像表示面のサイズが同一であり画素数が異なる２つのディスプレイを隣接し
て配置したマルチディスプレイ装置の画面構成例を示す図である。図１（ａ）に示すよう
に、図面に向かって右側のディスプレイの画素数は１０２４×７６８ピクセルであり、左
側のディスプレイの画素数は２０４８×１５３６ピクセルである。図１（ｂ）は、画素数
の違いを白黒モザイクによって模式的に示す図である。両ディスプレイ間の境界部分にお
いて、映像表示面の単位面積当たりの画素数が急峻に変化している。
【００１４】
　図２は、映像表示面のサイズが異なり画素数は同一である３つのディスプレイを隣接し
て配置したマルチディスプレイ装置の画面構成例を示す図である。図２（ａ）に示すよう
に、各ディスプレイの画素数は全て１０２４×７６８ピクセルであるが、映像表示面のサ
イズが異なるので、単位面積当たりの画素数は異なる。図２（ｂ）に示すように、この場
合であっても、図面に向かって左側の２つのディスプレイと右側のディスプレイとの間の
境界部分において、映像表示面の単位面積当たりの画素数が急峻に変化している。
【００１５】
　図３は、ディスプレイ間の境界部分において映像表示面の単位面積当たりの画素数が急
峻に変化することによる視覚的違和感を例示する映像例である。ここでは左右に並べて配
置された２つのディスプレイがそれぞれ単一の映像の一部分を表示し、マルチディスプレ
イ装置全体としてその単一映像を表示している例を示した。
【００１６】
　図３に向かって左側のディスプレイは単位面積当たりの画素数が多く精細な映像を表示
しているのに対し、右側のディスプレイは単位面積当たりの画素数が少なく粗い映像を表
示している。したがってディスプレイ間の境界部分において、映像の解像度が急峻に変化
しているような違和感が生じ、映像を見る者にとって望ましくない。
【００１７】
　本発明は、以上のように単位面積当たりの画素数が異なる複数のディスプレイを用いる
マルチディスプレイ装置において、ディスプレイ間の境界部分に関する上記のような視覚
的違和感を軽減することを図る。
【００１８】
＜実施の形態１＞
　図４は、本発明の実施形態１に係るマルチディスプレイ装置１００の構成図である。マ
ルチディスプレイ装置１００は、ディスプレイ１１０および１２０、制御装置１３０を備
える。
【００１９】
　ディスプレイ１１０と１２０は、その映像表示面が左右に隣接するように配置されてい
る。ディスプレイ１１０の映像表示面のサイズとディスプレイ１２０の映像表示面のサイ
ズは、同一である。ディスプレイ１１０の画素数は２０４８×１５３６ピクセルであり、
ディスプレイ１２０の画素数は１０２４×７６８ピクセルである。したがってディスプレ
イ１１０と１２０との間の境界部分において、図１～３で説明したような視覚的違和感が
生じ得る。
【００２０】
　制御装置１３０は、ディスプレイ１１０と１２０の動作を制御する。例えば制御装置１
３０は、単一の映像を分割して各ディスプレイに対してそれぞれ分割部分を割り当て、分
割部分の映像信号を各ディスプレイに対して供給する。
【００２１】
　図５は、単位面積当たりの画素数を境界部分に向かって次第に低下させる様子を模式的
に示す図である。ディスプレイ１１０が表示する映像は、ディスプレイ１２０との間の境
界部分にしたがって、単位面積当たりの画素数が次第に低下している。例えば領域１１１
ａはディスプレイ１１０が本来有する単位面積当たりの画素数を有し、領域１１１ｃはデ
ィスプレイ１２０と同じ単位面積当たりの画素数を有し、領域１１１ｂはこれらの中間で
ある。単位面積当たりの画素数の構成パターンは図５に示す例に限られず、境界部分に向
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かって次第に画素数が減少するのであればその他の構成パターンでもよい。
【００２２】
　単位面積当たりの画素数を減少させる手法としては、例えば隣接する複数の画素値（例
えばＲＧＢ値によって表現されるピクセルであれば各ＲＧＢ値）を平均化することが考え
られる。図５に示す例においては、領域１１１ｂ内では隣接する２つの画素値を平均化し
、領域１１１ｃ内では隣接する４つの画素値を平均化する、などのように、境界部分に近
づくにしたがって平均化する画素の個数を次第に増やすことにより、図５のような効果を
発揮することができる。画素数を減少させる手法はこれに限られるものではなく、同様の
効果を発揮できるのであればその他手法でもよい。
【００２３】
　単位面積当たりの画素数を減少させた映像をディスプレイ１１０が表示するに際して、
その映像は制御装置１３０がディスプレイ１１０に対して供給することもできるし、ディ
スプレイ１１０自身が図５に例示するように画素数を減少させることもできる。すなわち
図５に例示する画素数を変換する処理は、制御装置１３０が実施してもよいしディスプレ
イ１１０が実施してもよい。ディスプレイ１１０が変換処理を実施する場合、ディスプレ
イ１１０自身の判断に基づき実施してもよいし、制御装置１３０からの指示にしたがって
実施してもよい。
【００２４】
　図６は、図５で説明した画素数を減少させる変換処理を図３の映像に対して施した結果
を例示する図である。図面に向かって左側部分は、境界部分に近づくにしたがって単位面
積当たりの画素数を次第に減少させている。したがって図３と比較すると、ディスプレイ
１１０と１２０との間の境界分における画素数の変化が緩やかになっており、映像を見る
者にとっての視覚的違和感が緩和されている。
【００２５】
＜実施の形態１：まとめ＞
　以上のように、本実施形態１に係るマルチディスプレイ装置１００において、ディスプ
レイ１１０はディスプレイ１２０との間の境界部分に近づくにしたがって単位面積当たり
の画素数を減少させた映像を表示する。これにより、境界部分において単位面積当たりの
画素数が急峻に変化することによる視覚的違和感を緩和することができる。さらには単位
面積当たりの画素数が少ないディスプレイ１２０を併用することにより、マルチディスプ
レイ装置１００全体としてのコストを抑えることができる。
【００２６】
　本実施形態１においては、ディスプレイ１１０と１２０は図１と同様に映像表示面のサ
イズが同一であり画素数が異なることを説明したが、図２と同様に映像表示面のサイズが
異なり画素数は同一である場合であっても、単位面積当たりの画素数が多いディスプレイ
の映像について本実施形態１と同様の変換処理を施すことにより同様の効果を発揮するこ
とができる。以下の実施形態においても同様である。
【００２７】
　本実施形態１において、図面に向かってディスプレイ１２０の右側に、ディスプレイ１
２０よりも映像表示面の単位面積当たりの画素数が少ないディスプレイが配置される可能
性がある場合、ディスプレイ１２０もディスプレイ１１０と同様の変換処理を施した映像
を表示するように構成することもできる。以下の実施形態においても同様である。
【００２８】
＜実施の形態２＞
　マルチディスプレイ装置１００は大画面を提供するための装置であるので、ディスプレ
イ１１０と１２０を常時並べて載置していると広い収容スペースが必要になって不便であ
る。そこで、運用中のみこれらディスプレイを隣接して配置し、それ以外の間は各ディス
プレイを分離して収容する場合がある。マルチディスプレイ装置１００を運用する際には
改めてこれらディスプレイを隣接して配置する。
【００２９】
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　各ディスプレイを隣接して配置するとき、いずれのディスプレイがいずれの位置に配置
されるかは、必ずしも決まっていない場合がある。例えば実施形態１においては図面に向
かって左側に単位面積当たりの画素数が多いディスプレイ１１０が配置されているが、次
の運用機会においては右側に配置される可能性もある。さらには次の運用機会においてデ
ィスプレイ１１０と同等の単位面積当たりの画素数を有するディスプレイが隣接して配置
され、変換処理が不要になる可能性もある。
【００３０】
　そこで本発明の実施形態２においては、ディスプレイ１１０に隣接して配置されたディ
スプレイの単位面積当たりの画素数およびディスプレイが配置された位置を動的に取得し
てこれを画素数の変換処理に対して反映させる構成例を説明する。
【００３１】
　図７は、本実施形態２に係るマルチディスプレイ装置１００の構成図である。本実施形
態２において、ディスプレイ１１０はＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ）リーダ装置１１２ａ～１１２ｄを備え、ディスプレイ１２０はＲＦＩ
Ｄ１２２ａ～１２２ｄを備える。なお説明の便宜上、図７においてディスプレイ１１０と
１２０は接していないが、実際にマルチディスプレイ装置１００を動作させるときはこれ
らディスプレイは実施形態１と同様に互いに接して配置される。
【００３２】
　ＲＦＩＤ１２２ａ～１２２ｄは、ディスプレイ１２０の映像表示面の単位面積当たりの
画素数を表すデータを格納している。例えば映像表示面のサイズと画素数、または単位面
積当たりの画素数そのものを格納することができる。各ＲＦＩＤ１２２ａ～１２２ｄは、
他のディスプレイと隣接することが予定されている箇所に配置することができる。例えば
映像表示面の左右側面、映像表示面の底面および上面、などに配置することができる。
【００３３】
　ＲＦＩＤリーダ装置１１２ａ～１１２ｄは、ＲＦＩＤ１２２ａ～１２２ｄが格納してい
るデータを読み取ることができる装置である。各ＲＦＩＤリーダ装置１１２ａ～１１２ｄ
は、他のディスプレイと隣接することが予定されている箇所に配置することができる。例
えばＲＦＩＤ１１２ａ～１１２ｄと同様に、映像表示面の上下左右面に配置することがで
きる。
【００３４】
　マルチディスプレイ装置１００を設置する作業者が各ディスプレイを設置する際に、Ｒ
ＦＩＤリーダ装置１１２ａ～１１２ｄのうちディスプレイ１２０に隣接して配置されるも
のが、ＲＦＩＤ１２２ａ～１２２ｄいずれかに接近してデータを読み取ることになる。こ
れにより、運用現場において実際に設置されるディスプレイ１２０の映像表示面の単位面
積当たりの画素数を、動的に取得することができる。
【００３５】
　制御装置１３０が図５で説明した変換処理を実施する場合、制御装置１３０はＲＦＩＤ
リーダ装置１１２が読み取った画素数（またはこれを導き出すことができるデータ）を用
いて、変換処理を実施するか否かおよび変換処理の程度を決定することができる。読み取
った画素数がディスプレイ１１０のものよりも少ない場合は同変換処理を実施し、ディス
プレイ１１０のもの以上であれば実施しなければよい。
【００３６】
　さらには、ＲＦＩＤリーダ装置１１２ａ～１１２ｄのうちいずれがその画素数を読み取
ったのかを識別することにより、変換処理を施す向きを決定することができる。例えばＲ
ＦＩＤリーダ装置１１２ａがその画素数を読み取ったのであれば、ディスプレイ１１０の
映像表示面の中心から図面に向かって右側端に近づくにつれて画素数を減少させればよい
。ＲＦＩＤリーダ装置１１２ａ～１１２ｄのうちいずれがその画素数を読み取ったかを識
別するためには、例えば各ＲＦＩＤリーダ装置１１２の番号などを併せて取得すればよい
。ＲＦＩＤリーダ装置１１２と制御装置１３０との間の通信は、適当な通信ネットワーク
を介して実施すればよい。
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【００３７】
　ディスプレイ１１０自身が図５で説明した変換処理を実施する場合、制御装置１３０は
変換処理を施していない映像をディスプレイ１１０に対して供給し、ディスプレイ１１０
自身が上述の制御装置１３０と同様の処理を実施すればよい。変換処理を実施するか否か
およびその向きについては、制御装置１３０がＲＦＩＤリーダ装置１１２から取得したデ
ータに基づき指示してもよいし、ディスプレイ１１０自身がＲＦＩＤリーダ装置１１２か
ら取得したデータに基づき判断してもよい。
【００３８】
＜実施の形態２：まとめ＞
　以上のように、本実施形態２に係るマルチディスプレイ装置１００は、ディスプレイ１
２０の映像表示面の単位面積当たりの画素数を格納したＲＦＩＤ１２２を備え、さらにこ
れを読み取るＲＦＩＤリーダ装置１１２を備える。これにより、ディスプレイ１１０が表
示する映像に対して画素数変換処理を実施するか否か、および変換処理の向きを、動的に
調整することができる。
【００３９】
　図７においては、ディスプレイ１１０は上下左右面それぞれにＲＦＩＤリーダ装置１１
２を備え、ディスプレイ１２０は上下左右面それぞれにＲＦＩＤ１２２を備えているが、
必ずしもこれらデバイスを４面全てに設けなくともよい。例えばＲＦＩＤリーダ装置１１
２ａとＲＦＩＤ１２２ｃのみが設けられている場合、少なくとも図７のような配置関係が
生じたときには本発明の効果を発揮することができる。
【００４０】
　本実施形態２においては、ディスプレイ１２０の画素数を格納するデバイスとしてＲＦ
ＩＤを用いているが、ＲＦＩＤ以外のデバイスであっても同様の効果を発揮することがで
きる。ただし設置作業時における利便性を考慮すると、リーダ装置とＩＤチップを互いに
接近させるのみで読み取りがなされるＲＦＩＤが便宜であると考えられる。
【００４１】
　ＲＦＩＤ以外のデバイスとしては、例えばＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ）により通信するデバイスおよびそのリーダ装置が考えられる。あるい
はディスプレイ１２０の画素数を表すデータをバーコード（この場合における画素数提示
デバイス）上に記述してディスプレイ１２０の各側面に貼り付け、ディスプレイ１１０は
そのバーコードを読み取るバーコードリーダを備えるようにしてもよい。これら構成によ
っても、本実施形態２と同様の効果を発揮することができる。
【００４２】
　ＲＦＩＤはリーダ装置を接近させる（あるいはＲＦＩＤをリーダ装置に接近させる）こ
とによりデータを読み取るものであるため、設置作業時にディスプレイが互いに接近する
際にデータを読み取らせることができる観点から便宜である。これに対し例えば無線ＬＡ
Ｎデバイスのようにリーダ装置を必要としない無線方式を用いた場合、画素数の少ないデ
ィスプレイがいずれの側に隣接して配置されたのか判断する処理が複雑になる（例えば電
波強度などを用いて位置を判断する必要がある）。したがって、ＲＦＩＤに対してリーダ
装置を接近させる本実施形態２の方式がより便宜であると考えられる。
【００４３】
　本実施形態２において、ディスプレイ１１０はＲＦＩＤリーダ装置１１２を備え、ディ
スプレイ１２０はＲＦＩＤ１２２を備えているが、例えば図面に向かってディスプレイ１
１０の左側に単位面積当たりの画素数がより多いディスプレイが配置される可能性がある
のであれば、ディスプレイ１１０の左側面にディスプレイ１１０の映像表示面の単位面積
当たりの画素数を格納したＲＦＩＤを配置してもよい。同様に例えばディスプレイ１２０
の右側面にＲＦＩＤリーダ装置を配置してもよい。各ディスプレイのその他の面について
も同様である。
【００４４】
　本実施形態２においては、ディスプレイ１２０はその画素数を提示する何らかのデバイ
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スを外表面部分に備え、ディスプレイ１１０はそのリーダ装置を備えることを説明した。
実際の運用場面において様々なディスプレイが設置される可能性があることを考慮し、デ
ィスプレイ１１０と１２０いずれも画素数提示デバイスとそのリーダ装置を備えるように
してもよい。
【００４５】
＜実施の形態３＞
　実施形態２においては、ＲＦＩＤリーダ装置１１２およびＲＦＩＤ１２２によってディ
スプレイ１２０の映像表示面の単位面積当たりの画素数を取得することとしたが、ＲＦＩ
Ｄリーダ装置１１２とＲＦＩＤ１２２を用いることに代えて、例えばマニュアル入力によ
り単位面積当たりの画素数を指定することもできる。例えばディスプレイ１１０自身の設
定インターフェースによってセットすることによりこれを実現してもよいし、制御装置１
３０の操作インターフェースによって同様のことを実施してもよい。
【００４６】
　画素数を変換する処理を実施する向きについても上記と同様に、マニュアル入力により
指定することもできる。例えばディスプレイ１１０の中心から（図面に向かって）右側端
部に向かう方向に画素数を減少させるように指定することができる。変換処理の向きその
ものを指定してもよいし、画素数が少ないディスプレイとの間の境界部分の位置を指定す
るようにしてもよい。この指定はディスプレイ１１０自身の設定インターフェースによっ
てセットすることにより実現してもよいし、制御装置１３０の操作インターフェースによ
って同様のことを実施してもよい。
【００４７】
＜実施の形態４＞
　図８は、本発明の実施形態４に係るマルチディスプレイ装置１００におけるディスプレ
イ配置を示す図である。マルチディスプレイ装置１００の映像表示面を鉛直に配置する場
合において、例えば屋外に設置する大型ディスプレイのように、人間の身長よりもマルチ
ディスプレイ装置１００全体のディスプレイサイズのほうが大きいケースを考える。
【００４８】
　この場合、人間の視線は概ね自身の身長の範囲内に集中するであろうと想定される。し
たがって、単位面積当たりの画素数が多いディスプレイをその範囲内に配置することによ
り、視線が集中する箇所をその他箇所よりも高精細に表示することができる。具体的には
、単位面積当たりの画素数が多いディスプレイの映像表示面のうち少なくとも一部が、マ
ルチディスプレイ装置１００の設置面から鉛直方向に概ね５０ｃｍ～２５０ｃｍの範囲内
に含まれることが望ましい。
【００４９】
＜実施の形態５＞
　図９は、本発明の実施形態５に係るマルチディスプレイ装置１００におけるディスプレ
イ配置を示す図である。実施形態３で説明したような大型ディスプレイであっても、映像
を見る者がマルチディスプレイ装置１００から離れている場合や、変化の激しい映像を表
示する場合は、視線がマルチディスプレイ装置１００の映像表示面の中央付近に集中する
と想定される。例えばコンサート会場における演奏模様を表示するディスプレイ、競馬場
におけるレース進行を表示するディスプレイ、などがこれに相当する。
【００５０】
　この場合、単位面積当たりの画素数が多いディスプレイの映像表示面が、マルチディス
プレイ装置１００の映像表示面の中心を含むように、各ディスプレイを配置することが望
ましい。これにより、視線が集中する箇所をその他箇所よりも高精細に表示することがで
きる。
【００５１】
＜本発明の変形例について＞
　本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば
、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必
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ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の
構成の一部を他の実施例の構成に置き換える事が可能であり、また、ある実施例の構成に
他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について他の
構成の追加・削除・置換をすることができる。
【００５２】
　例えば以上の実施形態において、ディスプレイ１１０の画素数は２０４８×１５３６ピ
クセルであり、ディスプレイ１２０の画素数は１０２４×７６８ピクセルであることを例
示したが、ディスプレイの画素数はこれらに限られない。
【符号の説明】
【００５３】
　１００：マルチディスプレイ装置、１１０～１２０：ディスプレイ、１３０：制御装置
。

【図１】 【図２】
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