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はじめに

このマニュアルでは、Solaris™ Xサーバーについて詳しく説明します。サーバーアー
キテクチャの概要や詳しい情報の記載場所についても説明しています。

また、Solaris Xサーバーとのインタフェースに関与するソフトウェア開発者向けの詳
細な情報も記載してあります。

対象読者
Solaris X環境でプログラムを作成するにはツールキットの使用が不可欠であり、場合
によってはサーバーやそのプロトコルとのインタフェースをとることも必要です。こ
のプロトコルとツールキットについては他のマニュアルで解説されています (9ペー
ジの「関連マニュアル」を参照)。次の項目について詳細な情報が必要な方は、このマ
ニュアルをお読みください。

� Solaris Xサーバーの機能
� Xコンソーシアムサンプルサーバーとの相違点と拡張機能
� DPSイメージ処理システム
� サポートされている表示デバイス
� サーバー接続用の認証方法とプロトコル

前提条件
このマニュアルでは、読者はプログラミングの経験と知識があるか、あるいは以下の
内容に関する適切なマニュアルを読まれていることを前提としています。

� Solaris 7およびその互換バージョン
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� X Window System™
� Cプログラミング言語
� PostScript™
� Display PostScript™システム (DPS)
� olwmウィンドウマネージャ
� XView™ツールキット

内容の紹介
このマニュアルは先頭から順に読んでも、必要な章だけ拾い読みしてもかまいませ
ん。概要を知るための、また参照のためのドキュメントのどちらにもご利用いただけ
ます。

第 1章では、Solaris Xサーバーのアーキテクチャ、Xと DPSの拡張機能、Sunが X
コンソーシアムライブラリと拡張機能に対して行った強化、カラーに関する問題点、
およびサーバー上で実行できるアプリケーションについて説明します。

第 2章では、Solaris特有の DPS機能と、標準 DPSの拡張機能として提供されるオペ
レータの構成について説明します。

第 3章では、Solaris環境におけるビジュアルを説明し、ビジュアルによるウィンドウ
プログラミングのヒントを示します。

第 4章では、提供されるフォントセットと、フォントを管理する方法について説明し
ます。

第 5章では、透明オーバーレイウィンドウと比較しながら、サーバーオーバーレイに
ついて説明します。

第 6章では、透明オーバーレイウィンドウのための、アプリケーションプログラムイ
ンタフェース (API)を説明します。

第 7章では、Solaris環境のセキュリティ機能を説明します。

付録Aでは、Solaris環境での基準デバイスとして提供されるグラフィックスデバイス
を説明します。
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関連マニュアル
Solaris環境でアプリケーションを書くための詳しい情報については、次のマニュアル
を参照してください。

� 『ToolTalkユーザーズガイド』
� 『OpenWindowsデスクトップリファレンスマニュアル』
� 『Solaris X Window Systemリファレンスマニュアル』
� 『X Server Device Developer’s Guide』
� 『フォントの管理』
� 『XView開発ガイド』
� 『OLITプログラミングの手引き』
� 『OLITリファレンスマニュアル』

Xに関する次のマニュアルは、お近くの書店でお求めになれます。

� 『XView ver.3リファレンス・マニュアル』(ソフトバンク発行)
� 『XViewプログラミング・マニュアル』(ソフトバンク発行)
� 『Xlibリファレンス・マニュアル』(ソフトバンク発行)
� 『Xlib Programming Manual』(O’Reilly & Associates発行)
� 『Xプロトコル・リファレンス・マニュアル』(ソフトバンク発行)
� 『X11 Release 5増補版』(ソフトバンク発行)
� 『Xツールキット・イントリンシクス・プログラミング・マニュアル』(ソフトバ
ンク発行)

� 『X Window System, Third Edition』(Digital Press発行)
� 『The X Window System Server, X Version 11, Release 5』(Digital Press発行)

PostScriptと DPSに関する次のマニュアルは、お近くの書店でお求めになれます。

� 『PostScript Language Reference Manual, Second Edition』(Adobe®社発行)
� 『PostScript Language Tutorial and Cookbook』(Adobe社発行)
� 『Programming the Display PostScript System with X』(Adobe社発行)
� 『PostScriptプログラム・デザイン』(アスキー発行)
� 『Adobe Type I Font Format』(Adobe社発行)

Sunのオンラインマニュアル
http://docs.sun.comでは、Sunが提供しているオンラインマニュアルを参照するこ
とができます。マニュアルのタイトルや特定の主題などをキーワードとして、検索を
おこなうこともできます。
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表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用しま
す。

表 P–1表記上の規則

字体または記号 意味 例

AaBbCc123 コマンド名、ファイル名、ディレク
トリ名、画面上のコンピュータ出
力、コード例を示します。

.loginファイルを編集します。

ls -a を使用してすべてのファイル
を表示します。

system%

AaBbCc123 ユーザーが入力する文字を、画面上
のコンピュータ出力と区別して示し
ます。

system% su

password:

AaBbCc123 変数を示します。実際に使用する特
定の名前または値で置き換えます。

ファイルを削除するには、rm
filenameと入力します。

『』 参照する書名を示します。 『コードマネージャ・ユーザーズガ
イド』を参照してください。

「」 参照する章、節、ボタンやメニュー
名、強調する単語を示します。

第 5章「衝突の回避」を参照してく
ださい。

この操作ができるのは、「スーパー
ユーザー」だけです。

\ 枠で囲まれたコード例で、テキスト
がページ行幅を超える場合に、継続
を示します。

sun% grep ‘^#define \
XV_VERSION_STRING’

コード例は次のように表示されます。

� Cシェルプロンプト

system% command y|n [filename]

� Bourneシェルおよび Kornシェルのプロンプト

system$ command y|n [filename]

� スーパーユーザーのプロンプト

system# command y|n [filename]

[ ]は省略可能な項目を示します。上記の例は、filenameは省略してもよいことを示し
ています。
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|は区切り文字 (セパレータ)です。この文字で分割されている引数のうち 1つだけを
指定します。

キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shiftキーを押しま
す)。ただし、キーボードによっては Enterキーが Returnキーの動作をします。

ダッシュ (-)は 2つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-Dは
Controlキーを押したまま Dキーを押すことを意味します。

一般規則
� このマニュアルでは、「IA」という用語は、Intel 32ビットのプロセッサアーキテ
クチャを意味します。これには、Pentium、Pentium Pro、Pentium II、Pentium II
Xeon、Celeron、Pentium III、Pentium III Xeonの各プロセッサ、およびAMD、
Cyrixが提供する互換マイクロプロセッサチップが含まれます。
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第 1章

Solaris Xサーバーの概要

この章では、Solaris Xサーバーの概要を説明します。Solaris Xサーバーにより、
Solaris製品で X Window Systemのクライアント/サーバーモデルが実現されます。
この章では、次の内容について説明します。

� 今回のリリースで Solaris Xサーバーに追加された新機能

� Xコンソーシアムがサポートする拡張機能や Display PostScript拡張機能など、
Solaris Xサーバーの機能

� サポートされる X11アプリケーションとサポートされない X11アプリケーション

� OpenWindows™のディレクトリ構造

Solaris Xサーバーの概要
Solaris Xサーバー、XSunは、Display PostScript (DPS)イメージシステム拡張機能を
持つ Xコンソーシアムの X11R6サンプルサーバー、Xコンソーシアムのその他の X
拡張機能、および Sunが独自に追加した機能からなっています。Solaris Xサーバー
は、共通デスクトップ環境 (CDE)の基礎となるもので、CDEデスクトップの下に位
置付けられます。このサーバーは、クライアントアプリケーション、表示ハード
ウェア、入力デバイス間の通信を処理します。デフォルトでは、Solaris Xサーバーで
は CDE dtloginおよびウィンドウマネージャ (dtwm)が実行されますが、ICCCM (ク
ライアント間通信規約マニュアル)準拠の X Window Systemマネージャであれば、ど
んなものでもこのサーバーで実行できます。ソフトウェア開発者は、Xlibライブラリ
だけでなく、Motifツールキットや Xtツールキットなど、さまざまなツールキットを
使用して、Solaris環境用のアプリケーションを作成できます。

図 1–1は、Solaris Xサーバー、複数のデスクトップクライアントアプリケーション、
ディスプレイ、入力デバイス間の関係を示します。
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図 1–1 Solaris Xサーバー

X11R6サンプルサーバー
Xコンソーシアムの X11R6サンプルサーバーは、Solaris Xサーバーの重要な構成要
素です。X11R6サンプルサーバーは、移植性を持つように設計され実装されたので、
クライアントアプリケーションではハードウェアの違いを意識する必要がありませ
ん。このサンプルサーバーはすべての描画を処理し、デバイスドライバとのインタ
フェースにより入力を受け取り、見えない画面領域のメモリ、フォント、カーソル、
カラーマップを管理します。

サンプルサーバーには、次の各部、つまり層が含まれています。

� デバイス独立層 (DIX) –クライアント要求のディスパッチ、イベント待ち行列の管
理、クライアントへのイベント分配、表示用データ構造の管理を行います。この層
には、グラフィックスハードウェア、入力デバイス、またはホストオペレーティン
グシステムに依存しない機能が含まれます。

� デバイス依存層 (DDX) –ピックスマップ、クリッピング処理用領域、カラー
マップ、画面、フォント、グラフィックスコンテキストを生成し、操作します。ま
た、DDX層は入力デバイスからイベントを収集し、DIX層に渡します。この層に
は、サーバーで使用するグラフィックスハードウェアと入力デバイスに依存する
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ルーチンが入っています。

� オペレーティングシステム層 (OS) –クライアント接続と接続認証機構を管理し、
メモリの割り当て、解放用ルーチンを提供します。OS層には、ホストのオペレー
ティングシステムに依存する機能が入っています。

� フォント管理用ライブラリ –フォント管理用ライブラリにより、サーバーはフォー
マットの異なるフォントファイルを使用したり、Xフォントサーバーからフォント
をロードしたりできます。サーバーのフォント機能については、第 4章で説明しま
す。

図 1–2は、サーバーの構造を示します。このマニュアルでは、サーバーは Solaris X
サーバーを意味し、サンプルサーバーは Xコンソーシアムの X11R6サンプルサーバー
を意味するので注意してください。

図 1–2 Solaris Xサーバーのアーキテクチャ

DPS拡張機能
Solaris Xサーバーには、X11R6サンプルサーバーの他に、Display PostScriptシステ
ムが組み込まれています。DPSは、PostScriptイメージングモデルとAdobe Type
Libraryへのアクセスを Xアプリケーションに提供します。Display PostScriptシステ
ムは、クライアント/サーバーネットワークアーキテクチャの一部として、X Window
Systemの拡張機能により組み込まれています。この拡張機能は、DPS/X1と呼ばれる
ことがあります。

DPSシステムには、Xサーバーの拡張機能として PostScriptインタプリタが実装され
ており、各アプリケーションがクライアントとなります。アプリケーションは、1つ
のオペレータを呼び出すことにより PostScript言語コードをサーバーに送信するの

1 この節は、Adobe Systems Incorporatedの『Programming the Display PostScript System with X』(Addison-Wesley Publishing
Company, Inc.、1993年刊)の第 2章をもとに記述してあり、著作権所有者の承諾を得て使用しています。
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で、サーバーからはデータを出力引数形式で返すことができます。DPSのクライアン
ト/サーバー通信は、X Window Systemが提供する低水準通信プロトコルを使用して
透過的に実行されます。DPSシステムについての詳細は、第 2章を参照してくださ
い。

Xコンソーシアム拡張機能
Solaris Xサーバーでは、Xコンソーシアムによって定義された X拡張機能がサポート
されます。これらの拡張機能については、次の各節で簡単に説明します。各節には、
拡張機能ごとの仕様名の他に、(ftp.x.orgマシン上の)関連ファイル名を括弧で囲
んで掲載してあります。標準 X拡張機能のメカニズムについての詳細は、『The X
Window System Server』と『Xlib Programming Manual』を参照してください。

以降の各節で説明する Xコンソーシアムの X11規格は、World Wide Web上のシステ
ムで簡単に参照できます。URLは http://www.rdg.opengroup.orgです。X11マ
ニュアルは、ftp.x.orgマシン上の /pub/R6untarred/mit/doc/extensions
ディレクトリに入っています。ファイル転送プロトコル (ftp)を使用して、このシス
テムからファイルをダウンロードしてください。ftpの使用方法に関するヘルプが必
要な場合は、ftp(1)のマニュアルページを参照してください。自分のシステムがイ
ンターネットに接続されているかどうかは、システム管理者に問い合わせてくださ
い。

XInput拡張機能
XInput拡張機能は、MITの Xコンソーシアム標準「X11入力拡張機能プロトコル仕
様」(/pub/X11/R6.1/xc/doc/specs/Xi/protocol.ms)を Sunが実現したもの
です。この拡張機能によって、代替入力デバイス (キーボードおよびポインタ以外の
デバイス)に対するアクセスを制御することが可能になり、クライアントプログラム
は相互に独立して、またコアデバイスに依存することなく、各デバイスからの入力を
選択することができます。

ダブルバッファ拡張機能
ダブルバッファ拡張機能 (DBE)は、Xコンソーシアムの規格を Sunが実現したもので
す。ダブルバッファリングは、アプリケーションが完全にレンダリングされたフレー
ムだけを表示できるようにすることで、ちらつきがないアニメーション機能を提供し
ます。フレームは非表示バッファにレンダリングされた後、表示バッファに移動され
ます。

SHAPE拡張機能
SHAPE拡張機能は、Xコンソーシアム標準「X11非矩形ウィンドウ形状拡張機能」
(shape.ms)を Sunが完全に実現したものです。この拡張機能により、Xプロトコル
の範囲内で任意のウィンドウおよび境界線の形状を作成することができます。
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共有メモリ拡張機能
MIT-SHM (共有メモリ)拡張機能は、Xコンソーシアムの実験的な「MIT共有メモリ
拡張機能」(mit-shm.ms)を Sunが完全に実現したものです。この拡張機能により、
クライアントは、実際の画像データを共有メモリに格納するという方法でメモリの
XImagesおよびピックスマップを共有できます。メモリの共有によって Xlibプロセ
ス間通信チャネルを介したデータ転送が不要になるため、大きな画像の場合はシステ
ムパフォーマンスが向上します。ただし、この拡張機能が有用とされるのは、クライ
アントアプリケーションがサーバーと同じマシン上で実行される場合だけです。

XTEST拡張機能
XTEST拡張機能は、MITの Xコンソーシアムの標準案「X11入力統合拡張機能案」
(xtest1.mm)を Sunが完全に実現したものです。この拡張機能により、ユーザーが
いなくても、クライアントでユーザー入力を生成したり、ユーザー入力動作を制御し
たりできます。この拡張機能を使用するには、サーバーの DDX層を変更する必要が
あります。

その他の拡張
MIT-SUNDRY-NONSTANDARD拡張機能はMITで開発されたため、ftp.x.orgの
マシン上での標準ではありません。この拡張機能は、X11R3以前のクライアントが出
すさまざまな間違ったプロトコル要求を処理します。特定の誤った要求が処理される
ようにバグ互換モードを有効にするか、誤った要求についてはエラーを返すようにバ
グ互換モードを無効にする要求を出します。また、この拡張機能は、現在のモードの
状態を取得する要求も出します。

この拡張機能は、xsetで動的に有効、無効を切り替えることも、openwinでサーバー
起動時に指定することもできます。詳細は、xset(1)と openwin(1)のマニュアル
ページ (特に -bcオプション)を参照してください。

XC-MISC
この Xコンソーシアムの標準拡張機能により、アプリケーションは XIDを再利用でき
ます。アプリケーションによっては、XIDの作成と破棄がただちに行われるため、決
められた XIDの範囲を超える場合があります。ほとんどのアプリケーションではこの
拡張機能は必要ありません。この仕様は、/pub/X11/xc/doc/specs/Xect/xc-
misc.msにあります。

Xイメージング拡張機能
Xイメージング拡張機能 (X Imaging Extension、XIE)は、Xコンソーシアム標準を
Sunが実装したものです。
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AccessX
また、Solaris Xサーバーでは、American Disabilities Act (ADA)準拠のキーボード機
能もサポートされます。これらの機能は、AccessXというサーバー拡張機能を通じて
利用できます。AccessX拡張機能は、スティッキーキー、スローキー、トグルキー、
マウスキー、バウンスキー、リポートキーなどの機能を提供します。クライアントプ
ログラム accessxを使用して、これらの機能の有効と無効を切り替えてください。
accessxクライアントは、トグルキー、バウンスキー、リピートキーとその設定を制
御します。スティッキーキー、スローキー、マウスキーは、Shiftなどのキーを使用し
て有効にすることができます。AccessXの使用方法についての詳細は、『Solarisユー
ザーズガイド』を参照してください。

accessxを実行する前に、/usr/openwin/lib/app-defaults/accessx.uidに
UIDPATH環境変数を設定してください。

accessxクライアントは、SUNWxwacxパッケージの一部です。このクライアントを
インストールするには、All Clusterをインストールする必要があります。

共有メモリのトランスポート
Solaris Xサーバーには、Sunの拡張機能 SUN_SMEが組み込まれています。これは、
Sunが共有メモリトランスポートメカニズムを実装したものです。この拡張機能によ
り、共有メモリ経由でクライアント要求をサーバーに送信できます。共有メモリは、
クライアント要求専用です。サーバーからの応答とイベントは、デフォルトのトラン
スポートメカニズム経由で送信されます。このトランスポートメカニズムを有効にす
るには、DISPLAY環境変数を :x.yに設定します。この場合、xはディスプレイ番号
で、yは画面番号です。また、環境変数 XSUNTRANSPORTを shmemに設定してくだ
さい。環境変数 XSUNSMESIZEを希望の Kバイト数に設定すれば、セグメントのサイ
ズを設定できます。デフォルトでは、XSUNSMESIZEは 64に設定されます。

ビジュアルオーバーレイウィンドウ
Solaris Xサーバーには、透明オーバーレイウィンドウを有効にするアプリケーション
プログラマ用インタフェース (API)も組み込まれています。オーバーレイとは、グラ
フィックスを描画できるピクセルバッファ (物理的に、またはソフトウェアによりシ
ミュレート)です。アプリケーションでは、オーバーレイを使用してディスプレイ
ウィンドウに一時イメージを表示できます。オーバーレイAPIについての詳細は、
第 5章および第 6章を参照してください。

X11ライブラリ
表 1–1に Xライブラリを示します。これらライブラリの構成要素である .soと .a
ファイルは、 /usr/openwin/libにあります。

18 Solaris X Window System開発ガイド • 2002年 12月



表 1–1 X11ライブラリ

ライブラリ 説明
Xコンソーシア
ムからの入手 Sunでの改良点

libX11 Xlib 可 マルチスレッド対応

ロケールの動的ロード

/usr/openwinを含むサーチパス

新しいキーシム

libXau X認証ライブラリ 可 なし

libXaw アテナ widgetセットライ
ブラリ

可 なし

libXext X拡張ライブラリ 可 バグの修正、透明オーバーレイ

libXinput 以前の入力拡張機能とのバ
イナリ互換ライブラリ

不可 Sunライブラリ

libXi Xinput拡張ライブラリ 可 バグの修正

OpenWindows X拡張機能のサ
ポート

libXmu X各種ユーティリティライ
ブラリ

可 /usr/openwinを含むサーチパス

libXol OLITライブラリ 不可 Sunの製品— OLITに関するマ
ニュアルは「はじめに」を参照
(USLからは可)

libXt Xt Intrinsicsライブラリ 可 なし

libxview XViewライブラリ 可 Xコンソーシアムに寄贈した Sun
の製品

X11R6の libxviewに入っていな
いバグの修正を実施

64ビットの X11ライブラリ
/usr/openwin/lib/sparcv9には 64ビット Solarisのインストール用に、以下のよう
な 64ビットバージョンの共有ライブラリがあります。

libX11.so.4

libXext.so.0

libICE.so.6

libSM.so.6
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libXt.so.4

libXaw.so.5

libXmu.so.4

libXtst.so.1

libXi.so.5

libXinput.so.0

libdps.so.5

libdga.so.1

libowconfig.so.0

さらに、/usr/openwin/lib/sparcv9には以下のようなプログラマ用の 64ビットバー
ジョンの lintライブラリがあります。

llib-lX11.ln

llib-lXaw.ln

llib-lXext.ln

llib-lXmu.ln

llib-lXt.ln

Solaris Xサーバーで実行されるアプリ
ケーション
Solaris Xサーバーでは、次のアプリケーションを実行できます。

� 次のツールキットを使用して作成されたアプリケーション

� OpenWindowsツールキット: OLITと XView
� Motifツールキット
� Xtツールキット

� Xプロトコルに準拠して作成したアプリケーション

� SPARC SunOS 4.0/4.1およびその互換バージョン上でコンパイルした
OpenWindowsバージョン 3の X11アプリケーション
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注 – OpenWindowsバージョン 3の X11アプリケーションは、システムのバイナ
リ互換パッケージに従う必要があります。詳細は『バイナリ互換性ガイド』を参照
してください。

� 次のインタフェースを使用して作成したアプリケーションはサポートされません。

� TNT、NeWS、XVPS
� SunView、SunWindows、Pixrect

サポートされている X11アプリケーション
Solaris X環境には、Xコンソーシアムから入手できる次のようなクライアントアプリ
ケーションがあります。

� xterm端末エミュレータ
� twmウィンドウマネージャ
� xdmディスプレイマネージャ
� bitmapビットマップエディタ
� xfdフォントディスプレイユーティリティ
� xauthアクセス制御プログラム
� xhostアクセス制御ユーティリティ
� xrdbリソース制御プログラム
� xsetユーザープリファレンス設定プログラム
� xsetrootルートウィンドウの外観設定ユーティリティ
� xmodmapキーボード制御ユーティリティ
� xlsfonts サーバーフォント一覧表示ユーティリティ
� xfontsel フォント選択ユーティリティ
� xlswins ウィンドウ一覧表示ユーティリティ
� xwininfo ウィンドウ情報ユーティリティ
� xlsclients クライアントアプリケーション情報ユーティリティ
� xdpyinfo サーバー情報表示ユーティリティ
� xprop ウィンドウとフォントの属性ユーティリティ

サポートされていないアプリケーション
次のアプリケーションおよびライブラリは、すべて Xコンソーシアムから提供されて
いるものであり、サーバー上で動作しますが、 Sun社からは提供もサポートもされて
いません。

� Andrew、InterViews
� uwmおよび wmウィンドウマネージャ
� CLX Common Lispインタフェース
� contrib Xコンソーシアムクライアント
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OpenWindowsのディレクトリ構造
図 1–3は、OpenWindowsのディレクトリ構造を示します。これには、Solaris Xサー
バーの実行可能ファイルと X11コアディストリビューションライブラリが含まれてい
ます。/openwin/etcは /openwin/share/etcへのシンボリックリンクで、
/openwin/includeは /openwin/share/includeへのリンクで、
/openwin/manは /openwin/share/manへのリンクなので注意してください。
/shareディレクトリには、アーキテクチャに依存しないファイルが入っています。

/openwin/lib内の X11ライブラリについての詳細は、18ページの「X11ライブラ
リ」を参照してください。

図 1–3 OpenWindowsのディレクトリ構造

表 1–2では、OpenWindowsディレクトリ構造の最上位ディレクトリの内容を簡単に
説明します。

表 1–2 OpenWindowsのディレクトリ

ディレクトリ サブディレクトリ 内容

/etc /keytables 米国と各国対応のキーテーブル、keytable.map

/tt ToolTalk®のデータファイル

/workspace /patterns (.xbmファイルと属性)

/include /X11 X11ヘッダファイル、/DPS、/Xaw、/Xmu、/bitmaps、
/extensions
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表 1–2 OpenWindowsのディレクトリ (続き)
ディレクトリ サブディレクトリ 内容

/Xau /include/X11へのシンボリックリンク

/Xol OLITヘッダファイル

/config generic.hヘッダファイル

/desktop 分類機構ヘッダファイル

/dga dga.hヘッダファイル

/help libhelpヘッダファイル

/images 各種ビットマップファイル

/olgx olgxヘッダファイル

/pixrect Pixrectヘッダファイル

/portable ヘッダファイル c_varieties.hと portable.h

/xview XViewヘッダファイル

/lib /X11 サーバーサポートファイル、/fonts、DPS .uprファイ
ル

/Xol OLITデータファイル

/app-
defaults

Xアプリケーションのデフォルトファイル

/cetables 分類機構テーブル

/config imakeファイル

/help /locale/C/helpへのシンボリックリンク

/libp プロファイルライブラリ

/locale ロケールライブラリ (/C、/iso_8859_1)

/xdm Xdm構成ファイル

/sparcv9 64ビットの Xライブラリ

/man /man1, /man1m OpenWindowsコマンドのマニュアルページ

/man3 XView、OLIT、Xt、Xlibなどのライブラリのマニュアル
ページ

/man4 AnswerBookのマニュアルページ

/man5 ファイル形式のマニュアルページ

/man6 デモのマニュアルページ

/man7 コマンド以外のマニュアルページ
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表 1–2 OpenWindowsのディレクトリ (続き)
ディレクトリ サブディレクトリ 内容

/server 内部使用のためのサーバー専用ファイル

/share /etc /etc内でのファイルの位置

/images /PostScript、/fish、/raster

/include /include内のファイルの位置

/locale /lib/locale内のファイルの位置

/man /man内のファイルの位置

/src /dig_samples、/extensions、/fonts、/olit、
/tooltalk、/xview

/xnews /client

X11プログラミングに関する注意
X11プログラミングに関する一般的な問題について以下に説明します。

Composeキーのサポート
Xlibの OpenWindowsのバージョンは、XLookupStringの呼び出しによる
Composeキー処理をサポートしています。

IAのみ – IAキーボード上では、Ctrl-Shift-F1キーを使用して Composeキーの機能を
実行できます。

NumLockキーのサポート
Xlibの OpenWindowsバージョンは、XLookupStringの呼び出しによる NumLock
キー処理をサポートしています。この変更は、XView、OLIT、Motif、Xアプリケー
ション内の NumLock処理には影響しません。
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IAのみ – IAキーボードの場合、NumLockキーはキーボードのキーパット部分の最上
部にあります。

カラー名データベース
ASCIIカラー名と RGBカラー値との対応関係がカラー名データベースによって与えら
れます。このデータベースは、カラー表示プログラムの移植性を向上させ、プログラ
ミング作業を容易にする効果があります。ただし、この対応関係は主観的に決定した
もので、科学的な客観性に基づいたものではないということに注意してください。

このデータベースのソースは /usr/openwin/lib/X11/rgb.txtです。このファイ
ルは、Xコンソーシアムの X11R6で提供されるファイルと同じものです。rgb.txtをコ
ンパイルすることによって、dbm(3)データベースファイル rgb.dirおよび rgb.pag
が作成されます。サーバーは、最初にスタートアップされた時点で、それらのファイ
ルの内部表現を生成します。この内部表現を参照することによって、カラー名からカ
ラー値へのマッピングが実行されます。

X11クライアントは、カラー名からカラー値へのマッピングに XLookupColorまた
は XAllocNamedColorを使用します。これらのルーチンに渡されるカラー名文字列
は、それがデータベース中で検索される前に、小文字に変換されます。

カラーに関する推奨事項
Solaris Xサーバーのカラーサポート機能を使用するプログラマは以下の点について考
慮する必要があります。プログラムの移植性および色の共有を最大限可能にするため
のヒントを以下に示します。

� デフォルト PseudoColorカラーマップ中の白と黒が特定の位置にあると仮定する
ことはできません。必ず XAllocColorを用いて描画のためのピクセルを割り当
てます。

注 –白と黒が特定のピクセル位置にあると仮定しないことが、プログラミングの
上で重要です。Solaris Xサーバーの今後のバージョンや他ベンダのサーバーで
は、これらの色の位置が現在のサーバーと異なることも考えられます。移植性と互
換性をできるだけ高くするために、X11クライアントは常に XAllocColor関数で
描画用の色を割り当てるようにしてください。

� ビジュアルを使用する前に、サポートされているビジュアルの種類をすべて確認し
なければなりません。これには XGetVisualInfoまたは XMatchVisualInfo
を使用できますが、XGetVisualInfoはクラスおよびデプスが同じビジュアルを
区別できるため、その使用を推奨します。
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� カラーマップフラッシングを減少させるため、最初にデフォルトカラーマップから
色を割り当てる方法が一般に有効とされます。専用カラーマップを作成するのは、
この割り当てに失敗した場合だけに限ってください。

� ポータブルな X11カラー表示クライアントの作成方法については 45ページ
の「ビジュアルに関するプログラミング上のヒント」の節を参照してください。

関連マニュアル
Xと X Window Systemのさまざまな側面に関して多数の書籍が発行されています。X
Window Systemについての詳細は、9ページの「関連マニュアル」の推奨マニュアル
を参照してください。これらのマニュアルは、SunExpressまたは最寄りの書店で入手
できます。Solaris Xサーバーと Xコンソーシアムサンプルサーバーについての詳細
は、次のマニュアルページを参照してください。

� Xsun(1) – Solaris Xサーバー
� Xserver(1) – Xコンソーシアムサンプルサーバー
� openwin(1) – OpenWindows起動コマンド
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第 2章

DPSの機能と拡張

この章では、Solaris Xサーバーの Display PostScript (DPS)拡張機能について、次の
項目を簡単に説明します。

� DPSシステムの概要
� DPSの Solarisフォント拡張
� DPSのセキュリティ
� DPS合成オペレータ

DPSについて
Display PostScriptシステムは、プリンタやタイプセッタ1で標準となっている
PostScript言語と同じイメージ処理モデルを使用して、コンピュータの画面上にグラ
フィック情報を表示します。Xアプリケーションは PostScript言語を使用することに
より、高い精度で線分や曲線を描画したり、イメージの回転や拡大・縮小処理を
行ったり、入力データをグラフィックオブジェクトとして扱ったりできます。また、
Display PostScriptシステムを使用する Xアプリケーションは、Adobeタイプライブ
ラリをすべて使用できます。

PostScriptを搭載したプリンタやタイプセッタの特長は、デバイスや解像度に依存し
ない点です。対話処理用の画面でも、Display PostScriptシステムを使用すればこの恩
恵にあずかります。DPSシステムを利用するアプリケーションは、DPSシステムがサ
ポートするディスプレイ上であれば、プログラムを変更することなく同じ動作や表示
を行えます。

1 この節は、Adobe社『Programming the Display PostScript System with X』(Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1993)
の第 4章を基に記述してあり、著作権所有者の許可を得ています。
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DPSの動作
DPSシステムにはいくつかのコンポーネントがあり、その中には PostScriptインタプ
リタ、クライアントライブラリ、pswrapトランスレータがあります。クライアント
ライブラリは、アプリケーションと PostScriptインタプリタ間のリンクを行うもので
す。

DPS拡張機能を使用する各アプリケーションは、「コンテキスト」を 1つ生成しま
す。コンテキストは、ウィンドウが見えない画面領域のピックスマップに出力する一
種の仮想 PostScriptプリンタと考えることができ、専用のスタック、入出力機能、メ
モリー空間を備えています。PostScriptインタプリタはサーバー中で単一のプロセス
として動作しますが、コンテキストが別々になっているため複数のアプリケーション
で共有できます。

DPSシステムでは 1つのアプリケーションで複数のコンテキストを使用できますが、
1つのコンテキストで多くの描画領域を扱えるため、通常はコンテキストが 1つあれ
ばそのアプリケーション内の全描画処理を十分まかなえます。しかし、1つのクライ
アント内でコンテキストを 2つ以上使用する方が好ましい場合もあります。たとえ
ば、Encapsulated PostScript (EPS)ファイルを読み込む場合は、コンテキストを別に
する方がよいでしょう。読み込んだ EPSファイルに PostScriptに関するエラーが
あった場合、コンテキストを別にしておけばエラー回復処理が簡単になります。

アプリケーションは、クライアントライブラリの手続きを呼び出すことによって、画
面上に描画します。この手続きは、PostScriptインタプリタに送られて処理される
PostScript言語コードを生成します。DPSシステムには、クライアントライブラリの
他に pswrapトランスレータが組み込まれています。pswrapは、PostScript言語の
オペレータを使用して「ラップ」という C言語手続きを生成します。「ラップ」は、
アプリケーションプログラムから呼び出すことができます。

PostScriptインタプリタは、タイムスライス単位でコンテキスト実行に関連するスケ
ジューリングを行います。このインタプリタはコンテキスト間で切り替えられるの
で、複数のアプリケーションがインタプリタにアクセスできます。各コンテキスト
は、PostScriptの仮想メモリー空間 (VM)の専用部分にアクセスします。VMに
は「共有 VM」と呼ばれる追加部分もあり、これは全コンテキスト間で共有され、シ
ステムフォントや他の共用リソースに使用します。「専用 VM」には、各コンテキス
ト専用のフォントを入れることができます。図 2–1に DPSのコンポーネントと Xと
の関係を示します。
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図 2–1 DPS拡張機能と X

アプリケーションは、次のような手順で DPSシステムとやり取りします。

1. アプリケーションは PostScript実行コンテキストを 1つ生成し、サーバーとの通信
チャネルを 1つ確立します。

2. アプリケーションは、クライアントライブラリの手続きとラップをコンテキストに
送り、その応答を受け取ります。

3. アプリケーションは終了する際、コンテキストを消滅させ、通信チャネルをクロー
ズし、セッション中に使用したリソースを解放します。

コンテキストの構造は、全 DPSプラットフォーム間で共通です。ただし、コンテキス
トの作成と管理はプラットフォームごとに異なります。コンテキストとそれを処理す
るルーチンについては、『Client Library Reference Manual』と『Client Library
Supplement for X』を参照してください。Display PostScriptの開発者向けユーティリ
ティについては、『Display PostScript Toolkit for X』を参照してください。
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Solarisサーバーの DPSに対するフォン
ト拡張項目
サーバーでは、DPSシステムに対して次のようなフォントを拡張しています。

� F3のラテン系文字フォントとアジア系文字フォントのサポート
� TrueTypeフォントのサポート

詳細は、第 4章を参照してください。

DPSライブラリ
DPSライブラリを表 2–1に示します。これらライブラリの構成要素である .so
ファイルと .aファイルは、/usr/openwin/libと /usr/openwin/lib/libpの
ディレクトリに入っています。これらのライブラリの詳細については、
『Programming the Display PostScript System with X』および『PostScript Language
Reference Manual』を参照してください。

表 2–1 DPSライブラリ

ライブラリ 説明

libdps DPSクライアントライブラリ

libdpstk DPSツールキットライブラリ

libpsres PostScript言語用リソース配置ライブラリ

libdpstkXm DPS Motifツールキットライブラリ

Adobe NXエージェントのサポート
libdpsのコンテキスト作成ルーチン (XDPSCreateSimpleContextと
XDPSCreateContext)は、DPS/Xの拡張機能に接続できない場合には、DPS NX
エージェントへの接続を試みるようになっています。NXクライアントは、通常、
ブート時または Xウィンドウの起動処理中に手動で起動しなければなりません。

Adobe Systems Inc.から入手できるAdobe DPS NXエージェントは、Xウィンドウ
サーバーや DPS/Xクライアントとは別のプロセスです。DPS NXエージェントに接
続すると、クライアントの DPS呼び出しは中断され、標準の Xプロトコル要求に変
換されます。したがって、DPSの拡張機能がサポートされない Xウィンドウサーバー
上でも、DPSクライアントを実行することができます。
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DPSのセキュリティ
Solaris環境では、少なくとも Xコンソーシアムの X11R5サンプルサーバーのセ
キュリティレベルが得られます。ただし、これを保証するために DPSでは、
PostScriptのファイルオペレータからシステムファイルをアクセスできないようにす
ると同時に、機密保護コンテキストを生成する機能も提供しています。以下でこの 2
つの機能を説明します。

システムファイルのアクセス
PostScript言語ではファイル操作によりディスクファイルなどのシステムデバイスに
ユーザーがアクセスできますが、これがセキュリティ上の重大な問題になります。そ
のため Solaris環境ではデフォルト時、PostScriptのファイルオペレータでシステム
ファイルをオープンしたり、アクセスしたりできないようにしています。

アプリケーションの場合は、サーバーではなくクライアントでファイル操作を実行す
る必要があります。したがって、クライアントには、サーバーに必要な全アクセス特
権が必要というわけではありません。PostScriptのファイルオペレータでシステム
ファイルをアクセスしたい場合は、サーバー起動時に -dpsfileopsオプションを指
定してください (Xsun(1)のマニュアルページを参照)。このオプションを指定しない
でシステムファイルをアクセスすると、PostScriptの「undefinedfilename」とい
うエラーになります。サーバープロセスはスーパーユーザーによって所有されるの
で、この問題は CDEや xdm環境では特に重要です。

機密保護コンテキストの生成
DPSのコンテキストは通常グローバルデータを使用できるため、あるコンテキストか
ら別のコンテキストの動作を見ることができます。たとえば、あるコンテキストが作
成中のドキュメントを、別のコンテキストから横取りすることもできるでしょう。こ
の節では、Solaris環境での機密保護コンテキストの生成方法を説明します。

『PostScriptリファレンスマニュアル、第 2版』の 7.1.1節「コンテキストの作成」
は、コンテキストが VMを共有するための方法として、次の 3つを記載しています。

1. 「ローカル VMとグローバル VMは、そのコンテキストに完全に固有である。」
この機能はレベル 2の新しいものですが、これに従って生成したコンテキスト
を「機密保護コンテキスト」といいます。

2. 「ローカル VMはそのコンテキストに固有であるが、グローバル VMは他のコン
テキストと共有されている。」XDPSCreateContextや
XDPSCreateSimpleContextでコンテキストを生成すると、通常こうなりま
す。
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3. 「ローカル VMとグローバル VMは、他のコンテキストと共有されている。」
XDPSCreateContextや XDPSCreateSimpleContextで、パラメータの
spaceに NULL以外を指定してコンテキストを生成するとこうなります。

機密保護コンテキストを生成するには、XDPSCreateSecureContext を次のよ
うに使用してください。

XDPSCreateSecureContext

DPSContext XDPSCreateSecureContext(dpy,
drawable, gc, x, y, eventmask,

grayramp, ccube, actual, textProc, errorProc, space)
Display *dpy;

Drawable drawable; GC gc; int x; int y;
unsigned int eventmask;

XStandardColormap *grayramp; XStandardColormap *ccube;
int actual;

DPSTextProc textProc; DPSErrorProc errorProc; DPSSpace

space;

パラメータの意味はすべて XDPSCreateContextのものと同じですが、生成される
コンテキストは専用グローバル VMを 1つ持ちます。パラメータの spaceに NULL
を指定しない場合は、機密保護コンテキストと一緒に生成する空間を指定しなければ
なりません。機密保護コンテキストと一緒に生成した空間を、非機密保護コンテキス
トの生成時に使用することはできません。機密保護コンテキストで非機密保護空間を
指定したり、非機密保護コンテキストで機密保護空間を指定したりすると、アクセス
エラーになります。

DPSで内部エラーが発生したときの対策
DPSは実行中に整合性検査を実施します。まれに内部エラーが発生する場合がありま
すが、そのような場合には、DPSアプリケーションはサーバーに接続することができ
ません。このような状態になった場合は、Solaris環境を再起動する必要があります。
この状態でクライアントが DPS拡張機能を使用してサーバーに接続しようとすると、
次のエラーメッセージが表示されることがあります。

XError:

130 Request Major code 129

(Adobe-DPS_Extension)
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Adobe社からの情報の入手方法
インターネットまたは UUCP電子メールを使用してAdobeの公開ファイルにアクセ
スできる場合は、Adobe社の一般アクセス用ファイルサーバーを使用して、ソース
コード例、AMF (Adobe Metric Font)ファイル、ドキュメンテーション、PPP
(PostScript printer description)ファイル、プレスリリースを入手できます。

インターネットを利用する場合は、ファイル転送プログラム (ftp)を使用して、
ftp.mv.us.adobe.comマシンからファイルをダウンロードしてください。入手し
たファイルの詳細については、README.firstファイルを参照してください。電子
メールで情報を取得する方法については、『Programming the Display PostScript System
with X』の「Preface」に記載されている「Public Access File Server」の節を参照して
ください。

DPS合成オペレータ

注意 –この節で定義するオペレータは、Display PostScript言語の拡張機能です。標
準 DPSの一部ではないので、どの DPS実装でも使用できるとは限りません。これら
のオペレータに依存するアプリケーションには移植性がなく、これらのオペレータを
サポートしないサーバー上では表示できません。

合成とは、Display PostScriptシステムを OpenStep™において拡張した機能です。合
成により、別々に描画されたイメージを組み合わせて最終的なイメージを生成できま
す。この拡張機能により、次のようにさまざまなイメージ処理機能が提供されます。

� ある場所から別の場所へというように、PostScriptを使用してイメージを単純にコ
ピーする。

� 2つのイメージを追加して、相互に重なり合って混ぜたように表示する。
� 組み合わせたイメージの一方または両方の透明部分を活用する多数の処理を定義す
る。イメージが合成されると、一方のイメージが透明なので、他方のイメージの一
部を表示できる。

合成機能は、同じウィンドウ内でスクロールしてコピーするとき、またはあるドロア
ブル内で描画したイメージを取り出して別の領域に転送するときに使用できます。
OpenStepアプリケーションでは、一般にイメージはピックスマップに格納され、必
要に応じてウィンドウに合成されます。
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イメージが部分的に透明な場合は、そのイメージの透明部分によって他方のどの部分
が表示されるかを合成により調整できます。合成の各操作において、さまざまな方法
で透明部分を利用します。通常の操作では、あるイメージが他のイメージの背景また
は前景となります。イメージの一部が透明な場合は、不透明な背景の上で合成できま
す。これにより、上になったイメージにある透明の「穴」を通して見えるようになり
ます。また、操作によっては、あるイメージの透明部分を使用して、合成したイメー
ジの対応部分を「消去」できます。ほとんどの処理では、両方のイメージの透明部分
に基づいて合成を計算します。

透明部分を利用する合成では、さまざまな視覚効果を生み出すことができます。一部
が透明な均一のグレイ領域を淡彩のように使用すると、一緒に合成したイメージの色
を濃くすることができます。一部が透明なグレイのパッチを使用すると、別のイメー
ジに陰を追加できます。2つのイメージの透明部分を段階的に変更しながら繰り返し
合成すると、一方からもう一方へのグラデーションを表示できます。また、固定した
背景上で動画を合成できます。

イメージを合成する前に、それを描画しなければなりません。合成時に透明を活用す
るには、少なくとも 1つのイメージを透明ペイントで描画する必要があります。

次の PostScriptプログラムの抜粋は、合成オペレータの使用方法を示しています。こ
のプログラムは、2つの単純なイメージを作成して合成します。第 1のイメージであ
る宛先は、白地に作成される 0.8のグレイの三角形です。第 2のソースは、透明の背
景上に作成される 0.6のグレイの三角形です。

%

宛先三角形の作成 0.8 setgray 100 100 moveto 100 0 rlineto 0

-100 rlineto fill % ソースの背景を透明にする 0

setalpha 0 0 100 100 rectfill % ソース三角形の描画 1 setalpha 0.6

setgray 0 0 moveto 0 100 rlineto 100 0 rlineto fill % 結果の
計算

0 0 100 100 null 100 0 Sover composite

8番目の合成オペレータ、Soverでは、ソースピクセルと宛先ピクセルの組み合わせ
方が定義されます。この例では、ソースイメージのうち不透明な部分が宛先イメージ
上に配置されます。結果的に生成されるイメージは、図 2–2のようになります。
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図 2–2合成オペレータのサンプルプログラム

オペレータについて
この節では、新しい DPSオペレータについて説明します。この情報は、PostScriptの
マニュアル『PostScript Language Reference Manual』と『Display PostScript System with
X』で使用されている形式で掲載してあります。

setalpha coverage setalpha

現在のグラフィックス状態の coverageパラメータを coverageに設定します。coverage
は 0から 1までの数値で、0は透明に対応し、1は不透明な状態に対応し、その間の
値は部分的なカバレージに対応します。デフォルトは 1です。これにより、合成によ
り透けて見える背景の量が設定されます。カバレージ値が 0より小さければ、coverage
パラメータは 0に設定されます。この値が 1より大きければ、coverageパラメータは
1に設定されます。

カバレージ値は、PostScriptのマーキング操作によってペイントされる色に影響しま
す。現在の色は、描画前にアルファ値によってあらかじめ乗算されます。この乗算
は、現在の色が RGB空間に変形された後で実行されます。

エラー stackunderflow, typecheck

参照 composite, currentalpha

currentalpha -currentalpha coverage

現在のグラフィックス状態の coverageパラメータを返します。

エラーなし

参照 composite, setalpha

composite srcx srcy width height srcgstate destx desty op composite
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2つのイメージ、ソースと宛先に含まれるピクセルのペア間で、opで指定された合成
操作を実行します。ソースピクセルは srcgstateグラフィックス状態によって参照され
るドロアブル内にあり、宛先ピクセルは現在のグラフィックス状態で指定されるドロ
アブル内にあります。srcgstateが NULLの場合、現在のグラフィックス状態が想定さ
れます。

srcx、srcy、width、heightで指定された矩形は、ソースイメージを定義します。この矩
形の輪郭は、部分的な座標、縮尺、または回転軸によりピクセル境界をまたぐことが
できます。ソースに含まれるピクセルは、矩形の輪郭に囲まれるすべてのピクセルと
なります。

宛先イメージは、ソースと同じサイズ、形状、向きを持っています。destxと desty
は、ソースに対応する宛先の位置イメージを示します。2つのグラフィックス状態の
向きが異なる場合も、イメージの向きは同じで、合成してもイメージは回転されませ
ん。

両方のイメージは、それぞれのドロアブルの枠の矩形にクリップされます。宛先イ
メージは、現在のグラフィックス状態のクリッピングパスにさらにクリップされま
す。合成操作の結果によって宛先イメージが置換されます。

opは合成操作を指定します。操作後の各宛先イメージのピクセル (アルファ値)の色、
dst’ (dstA’)は、次のように与えられます。

dst’ = src *

Fs(srcA, dstA, op) + dst * Fd(srcA, dstA, op)

dstA’ = srcA *

Fs(srcA, dstA, op) + dstA * Fs(srcA, dstA, op)

この場合、srcと srcAはソースの色とアルファ値、dstと dstAは宛先の色とアル
ファ値、Fsと Fdは表 2–2に示す関数です。

表 2–2は合成 opの選択肢を示します。各操作結果については、図 2–3を参照してく
ださい。

エラー rangecheck, stackunderflow, typecheck

参照 compositerect, setalpha, setgray, sethsbcolor, setrgbcolor

表 2–2合成式の係数

Op Fs Fd

Clear 0 0

Copy 1 0

Sover 1 1 - srcA

Sin dstA 0
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表 2–2合成式の係数 (続き)
Op Fs Fd

Sout 1 - dstA 0

Satop dstA 1 - srcA

Dover 1 - dstA 1

Din 0 srcA

Dout 0 1 - srcA

Datop 1 - dstA srcA

Xor 1 - dstA 1 - srcA

PlusD1 N/A N/A

PlusL2 1 1
1PlusDは一般の式には準拠していません。この式は dst’=(1-dst)+(1-src)です。この結果が 0 (黒)より小さい場合、
結果は 0となります。
2PlusLの場合、加算によって飽和状態 (1)になります。つまり、(src+dst) >white)の場合、結果は白になります。

図 2–3は、合成操作の結果を示します。
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図 2–3合成操作の結果

compositerect destx desty width height op compositerect -

一般に、このオペレータは合成オペレータと同じですが、現実のソースイメージはあ
りません。宛先イメージは現在のグラフィックス状態になっています。destx、desty、
width、heightは、そのグラフィックス状態の現在の座標系で宛先イメージを記述しま
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す。宛先イメージに及ぼす効果は、これらがグラフィックス状態の現在の色とカバ
レージパラメータで指定された色とカバレージで塗りつぶされたソースイメージと同
じです。opには、合成オペレータの opオペランドと同じ意味がありますが、さらに
Highlight操作を実行できます。

Highlightにより、ピクセルのカバレージ値に関係なく、宛先矩形内の白の各ピクセ
ルがライトグレイになり、ライトグレイの各ピクセルが白になります。ライトグレイ
は 2/3として定義されます。これと同じ操作を繰り返すと、効果が逆転します (モノ
クロディスプレイ上では、Highlightによって各ピクセルが反転され、白は黒に、黒
は白になります)。

注 – Highlight操作では、ピクセルのカバレージ構成要素の値は変化しません。ピク
セルの色とカバレージの組み合わせを引き続き有効にしておくには、Highlight操作
を一時的なものにして、さらに合成する前に元に戻す必要があります。

compositerectの場合、宛先イメージに含まれるピクセルは、指定された矩形の輪郭で
囲まれるピクセルです。宛先イメージは、現在のグラフィックス状態のウィンドウの
枠の矩形とクリッピングパスにクリップされます。

エラー rangecheck, stackunderflow, typecheck

参照 composite, setalpha, setgray, sethsbcolor, setrbgcolor

dissolve srcx srcy width height srcgstate destx desty delta dissolve -

この操作には、ソースイメージと宛先イメージを混ぜる効果があります。最初の 7つ
の引数では、合成するソースピクセルと宛先ピクセルを選択します。正確な混合割合
は deltaで指定されます。deltaは、0.0から 1.0までの浮動小数点数です。混合される
イメージは次のようになります。

delta * source + (1-delta) * destination

srcgstateが NULLの場合、現在のグラフィックス状態が想定されます。

エラー stackunderflow, typecheck

参照 composite

合成 opの値は、PostScriptの systemdict内のアプリケーションに使用できます。定義
は次のとおりです。

/Clear 0 def

/Copy 1 def

/Sover 2 def

/Sin 3 def
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/Sout 4 def

/Satop 5 def

/Dover 6 def

/Din 7 def

/Dout 8 def

/Datop 9 def

/Xor 10 def

/PlusD 11 def

/Highlight 12 def

/PlusL 13 def

実装に関する注と制限

部分的に透明 (半透明)なアルファ
完全に不透明でない (1)か完全に透明でない (0)アルファ値は、慎重に使用する必要が
あります。半透明による合成操作では、DPSのカラーキューブとグレイランプ内で多
数の色を使用できる場合にのみ、最高のイメージ品質が得られます。つまり、イメー
ジ品質は、24ビット TrueColorまたは 8ビット StaticGrayビジュアルのときに最高
で、8ビットの PseudoColorビジュアルでは貧弱になります。また、半透明ピクセル
の場合は、余分な計算が必要になるので、合成操作の性能は大幅に低下します。

インデックスカラービジュアル
Highlight opで最高の結果を得るには、DPSのコンテキストのグレイランプ内のカ
ラー数を次のようにする必要があります。

fract(((float) numgrays - 1)* 2. / 3.) == 0

つまり、(numgrays = 4, 7, 6, 8, 16, ....)となります。これにより、カラー 2/3グレイは
ハーフトーンになりません。

DPSのカラーキューブとグレイランプ内で一般に使用可能なカラー数は限られている
ので、完全に不透明でない (1)か、完全に透明でない (0)アルファ値を持つイメージで
は、最高のイメージ品質が得られません。

合成操作は、gstateで指定されたグレイランプまたはカラーキューブ内のピクセル値
についてのみ定義されます。カラーキューブとグレイランプに含まれない値を持つピ
クセルを合成しても、期待した結果が得られないことがあります。
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モノクロディスプレイ
アルファ値が 0または 1に等しくない 1ビットのドロアブルの場合、合成操作の結果
は不定です。

op Highlightにより、1ビットのドロアブル上のピクセルの色が反転されます。

X描画操作との対話
不透明ではないアルファを使用して描画されたドロアブルには、アルファチャネルと
いう余分のピクセルが関連付けられています。X Window Systemの操作はアル
ファチャネルには影響しませんが、次の例外があります。

� アルファチャネルを持つウィンドウが露出されているときに、そのウィンドウの X
背景が定義されている場合 (background != None)、背景がペイントされると露出
したピクセルのアルファ構成要素は alpha = 1でペイントされる。

� ウィンドウのサイズが変更されると、アルファチャネル記憶域のサイズが変更され
る。

アルファチャネルの削除
erasepageオペレータは、グラフィックス状態の現在のドロアブルを不透明な白でペ
イントします。したがって、ドロアブル内のすべてのピクセルのアルファ値は 1に等
しくなり、アルファチャネル記憶域は削除されます。

デプスが等しくないドロアブル
デプスが等しくないドロアブルの合成は不定です。
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第 3章

Solaris Xサーバー上のビジュアル

この章では、Solaris Xサーバー上の Xウィンドウのビジュアルを説明します。この章
で説明する内容は次のとおりです。

� デフォルトのビジュアル
� 複数デプスデバイス上のビジュアル
� ガンマ補正されたビジュアル
� ビジュアルによるウィンドウプログラミングのヒント

ビジュアル
1つの表示デバイスで、1つ以上の表示フォーマットをサポートできます。Xウィンド
ウシステムでは、ウィンドウサーバーがサポートする表示フォーマットを「ビジュア
ル」という形式でクライアントアプリケーションに通知します。ビジュアルとは、表
示デバイスがサポートする表示フォーマットを記述したデータ構造体です。

X11クライアントがウィンドウを作成する場合、そのウィンドウのビジュアルを指定
します。ビジュアルは、ウィンドウ内の各ピクセルの表示特性を記述します。つま
り、ウィンドウのビジュアルは表示デバイスのビデオハードウェアに対して、ウィン
ドウのピクセル値を解釈する方法を指示します。

システム内に構成されたディスプレイごとに、1つずつ X11スクリーンがあります。
スクリーンごとに、サポートされるビジュアルのリストがサーバーによってクライア
ントアプリケーションにエクスポートされます。このビジュアルリストは、どの表示
フォーマットをウィンドウの作成に使用できるかをクライアントアプリケーションに
伝えます。

サーバーによって表示スクリーン用にエクスポートされるビジュアルは一定ではな
く、スクリーンのデバイスハンドラに依存します。ビジュアルのエクスポートはデバ
イスハンドラに制御されるので、クライアントアプリケーションは、1、8、24ビット
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のように従来のデプスとは異なるデプスを持つビジュアルなど、さまざまなビジュア
ルを処理できるように準備しなければなりません。デプスが 4、16、および奇数のビ
ジュアルはエクスポートできない可能性があり、クライアントでそれを処理するよう
に準備しなければなりません。

クライアントアプリケーションでは、Xlibルーチン XGetVisualInfo(3)または
XMatchVisualInfo(3)を呼び出して、スクリーン用にサポートされるビジュアル
のリストを照会したり、ユーティリティ xdpyinfo(1)を使用してサポートされるビ
ジュアルのリストを照会したりできます。X11の色とビジュアルの概要については、
このマニュアルの「はじめに」に掲載されている X11のマニュアルを参照してくださ
い。

デフォルトビジュアル
X11スクリーンごとに、スクリーン用にエクスポートされるビジュアルのいずれかが
デフォルトビジュアルとして指定されています。デフォルトビジュアルとは、スク
リーンのルートウィンドウに割り当てられたビジュアルのことで、ほとんどのアプリ
ケーションではこのビジュアルを使用してウィンドウを作成します。クライアントア
プリケーションが起動すると、アプリケーションで別のビジュアルを指定しない限
り、そのウィンドウにはデフォルトビジュアルが割り当てられます。

「組み込みデフォルトビジュアル」とは、Solaris Xサーバー内でハードコード化され
たビジュアルです。スクリーンごとに、そのスクリーンの表示デバイスの特性に
よって異なるデフォルトビジュアルがあります。openwin(1)の実行時に別のデ
フォルトビジュアルを指定しない限り、これがデフォルトビジュアルとなります。

ウィンドウサーバーが X11接続ブロック内で返すデフォルトビジュアルを変更したい
ことがあります。デフォルトビジュアルでは実行できないクライアントプログラムを
特定のビジュアルで実行させる場合などです。たとえば、TrueColorビジュアルがデ
フォルトビジュアルとなっている 24ビットデバイス上では、24ビットカラーで実行
できないアプリケーションを PseudoColorビジュアルで実行させることができます。

複数デプスデバイスの開発担当者にとっては、デフォルトビジュアルを変更すると、
アプリケーションの機能をさまざまな構成でテストできるので便利です。デフォルト
ビジュアルを変更する方法についての詳細は、xsun(1)のマニュアルページを参照し
てください。サーバーによってエクスポートされるデフォルトビジュアルとサポート
されるビジュアルのリストは、XGetVisualInfo(3)を使用して X11から検証でき
ます。

複数デプスデバイスのビジュアル
Solaris Xサーバーでは、同時に複数ピクセルデプスのウィンドウを表示できるデバイ
スがサポートされます。これらのデバイスを、「複数デプス」デバイスといいます。
このようなデバイスのほとんどがデプスごとにビットプレーングループを持っている
ため、しばしば「複数プレーングループ (MPG)」デバイスと呼ばれます。
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デプスごとに、1つまたは複数のビジュアルがエクスポートされることがあります。
ほとんどのMPGデバイスでは、エクスポートされた任意のビジュアルを使用して
ウィンドウを作成できます。TrueColorビジュアルを推奨するアプリケーションの場
合、開発担当者は TrueColorビジュアルが使用可能かどうかを判断する必要がありま
す。これは、PseudoColorがデフォルトビジュアルの場合でも、TrueColorビジュア
ルを使用できることがあるからです。

ビジュアルに関するプログラミング上のヒント
この節では、さまざまなビジュアルをサポートするデバイスを対象に X11アプリケー
ションのプログラムを作成する際、発生する問題について説明します。

デフォルトビジュアルに関する仮定
X11クライアントのプログラミングにおいて多い間違いは、デフォルトビジュアルに
インデックスクラス (たとえば PseudoColorまたは StaticColor)があると仮定するこ
とです。しかし、デフォルトビジュアルがデバイスによっては 24ビット TrueColor
である可能性もあります。これらのデバイス上で実行する必要があるクライアントに
ついては、そのデフォルトビジュアルの種類に対処できるように準備しておかなけれ
ばなりません。

よくある誤りを以下に示します。

� デフォルトデプスが 8であると仮定する。
� カラーマップが書き込み可能と仮定する。

� XGetVisualInfoを使用して適切なビジュアルを探索せず、不適切なデフォルト
ビジュアルを使用する。

デバイスがクライアントから要求されたビジュアルをサポートしない場合は、次のエ
ラーメッセージが戻されます。このエラーメッセージのうち、#は要求されたデプス
番号を表し、nは要求された表示デバイスを表します。表A–1に示すサポートされる
ビジュアルとデバイスの組み合わせで、このメッセージが戻される場合は、インス
トールに問題があります。

Error:

cannot provide a default depth #for device

/dev/fbs/n

一般に、各種のデフォルトビジュアルが存在する中でクライアントの移植性を高める
ためには、部分的な変更が必要とされます。
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境界ピクセルの設定
デフォルトビジュアル以外のビジュアルを使用してウィンドウを作成するときに、ア
プリケーションがウィンドウ属性構造内で border_pixel値を設定しなければ、
BadMatchエラーが発生します。これは一般的なプログラミングエラーで、デバッグ
が困難な場合があります。境界ピクセルの設定についての詳細は、XCreateWindow
のマニュアルページを参照してください。

注 –グラフィックスとダブルバッファリングの性能が十分に得られない場合 (加速不
足など)は、OpenWindowsが rootとしてインストールされていない可能性がありま
す。

ガンマ補正ビジュアル
ビジュアルの線形性属性に応じて、表示されるカラーの彩度応答は異なります。ブラ
ウン管 (CRT)モニターでは、表示されるカラーは実際に要求されたカラーよりも暗く
なります。このような暗化現象の原因は、モニターの物理的構造にあります。デバイ
スによってはこの暗化現象を補正するビジュアルをサポートしています。これを「ガ
ンマ補正」と呼びます。

ガンマ補正は、フレームバッファから出る色を変更し、モニターの応答を反転させる
ことによって行われます。ガンマ補正ビジュアル全体の彩度は直線的に変化するの
で、ガンマ補正ビジュアルのことを線形ビジュアルといいます。ガンマ補正されてい
ないビジュアルを非線形ビジュアルといいます。

線形性は、X11ビジュアルの標準属性ではありません。しかし、一部のアプリケー
ションでは、視覚的な悪影響を避けるために線形ビジュアルが必要になります。たと
えば、平滑化された線分を使用するグラフィックスアプリケーションでは、線形ビ
ジュアルを使用しなければ、好ましくない「ローピング」アーティファクトが生じる
ことがあります。このようなアプリケーションは線形アプリケーションと呼ばれま
す。カラーの最適な表示に非線形ビジュアルを必要とするアプリケーションは、非線
形アプリケーションと呼ばれます。ほとんどの X11アプリケーションは、非線形アプ
リケーションです。

ほとんどのデバイス上のデフォルトビジュアルは非線形です。したがって、線形アプ
リケーションはデフォルトビジュアルを使用せず、線形ビジュアルを常に明示的に探
索しなければなりません。同様に、非線形アプリケーションの場合も、非線形ビ
ジュアルを明示的に検索するとよいでしょう。これは一般にほとんどのデバイスのデ
フォルトなので不可欠ではありませんが、望ましい方針ということができます。

ビジュアルが線形かどうかを判断するには、アプリケーションはインタフェース
XSolarisGetVisualGamma(3)を使用できます。ガンマ補正についての詳細は、
Foley and Van Dam著『Fundamentals of Computer Graphics』を参照してください。
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ビジュアル選択の代替方法
ビジュアルを選択する方法としては、各種のビジュアル構成を処理できるようなアプ
リケーションを作成することをお勧めします。GXのような一部のデバイスでは、線
形ビジュアルがサポートされません。また、単一の線形 24ビット TrueColorビ
ジュアルだけをサポートするデバイスがあります。さらに、線形ビジュアルと非線形
ビジュアルが同時にサポートされるデバイスもあります。一般に、移植性のあるアプ
リケーションを作成する最も賢明な方法は、これらすべての構成を細かく操作するこ
とです。希望の線形性を持つビジュアルが見つからない場合は、警告メッセージを出
力するようにします。あるいは、線形アプリケーションで線形ビジュアルが見つから
ない場合は、便利なトリックとして、X11に与えられたカラーをアプリケーション内
で手作業で暗くする方法もあります。これは独自のガンマ補正を実行するのと同じこ
とです。カラーをどの程度暗くするかは、XSolarisGetVisualGammaで戻されるガ
ンマ値から判断できます。

注 – XSolarisGetVisualGammaは、Solarisの「公開」インタフェースで、全面的
にサポートされます。将来は、カラー管理システムでもこの機能が提供される可能性
があります。そうすれば、この情報を取得する上で望ましい方法となります。しか
し、それまでは XSolarisGetVisualGammaを使用してガンマ値を調べてくださ
い。このカラー管理システムが導入されると、XSolarisGetVisualGammaを使用す
るアプリケーションは修正しなくても引き続き動作し、実際にはカラー管理システム
によって精度が高くなるという利点が得られます。
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第 4章

フォントのサポート

この章では、Solaris Xサーバーでのフォントのサポートについて説明します。この章
で説明する内容は以下のとおりです。

� Xフォントサーバー
� 使用できるフォントフォーマット
� アウトラインフォントとビットマップフォント
� フォントの位置

Solaris Xサーバーでのフォントのサポー
ト
Solaris X Window Systemは、X11サーバーと Display PostScript (DPS)拡張機能に
フォントのサポートを提供します。さまざまなベンダ製のフォントフォーマットを使
用して、英語やアジア系言語などの外国語のテキストを表示できます。シンボル
フォントを使用すると、数学の方程式も表示できます。Solaris環境では、欧文テキス
ト用のラテン系フォントを 55種類、シンボルフォントを 2種類用意しています。
Solarisに付属のフォント管理の GUIツールまたはコマンドラインツールを使用し
て、その他のフォントもシステムに追加できます。

Xフォントサーバー
Solaris Xサーバーは Xフォントサーバー xfsのクライアントにできます。Xフォン
トサーバーは Xサーバーにフォントを提供します。Solaris Xフォントサーバーは、標
準の Xフォントサーバーと同じフォントに加えて、Sunの TrueTypeフォントもサ
ポートします。Sun独自の F3フォントフォーマットはサポートしていません。Type1
フォントは、Xコンソーシアムに寄贈された Type1インタプリタによりサポートされ
ます。
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xfsは手動または自動で起動できます。詳細は xfs(1)のマニュアルページを参照し
てください。

使用できるフォントフォーマット
ベンダが異なればフォントのフォーマットも異なります。Solaris環境でサポートする
フォントフォーマット、ベンダ、対応するファイルタイプを、表 4–1と表 4–2に示し
ます。表 4–1はアウトラインフォント、表 4–2はビットマップフォントをリストしま
す。

表 4–1アウトラインフォントフォーマット

フォントフォーマット ベンダ ファイルタイプ

TrueType その他のメーカ .ttf

Type1 (ASCII) Adobe社、その他のメーカ .pfa

Type1 (バイナリ) Adobe社、その他のメーカ .pfb

Type3 Adobe社、その他のメーカ .ps

Speedo Bitstream社 .spd

F3 SunSoft .f3b

表 4–2ビットマップフォントフォーマット

フォントフォーマット ベンダ ファイルタイプ

可搬コンパイル済形式 MIT .pcf

ビットマップ配布形式 Adobe社 .bdf

ビックエンディアン可搬形式 Adobe社 (sparc) .bepf

リトルエンディアン可搬形式 Adobe社 (IAおよび ppc) .lepf

Solarisサーバーによって提供されるフォントは、/usr/openwin/lib/X11/fonts
ディレクトリに入っています。ディレクトリ構造の詳細については、後述の 54ペー
ジの「フォントの探索」を参照してください。

Solaris環境では、DPSからでも X11フォントの大部分を使用できるようになってい
ます (表 4–3を参照)。ただし、DPSでサポートするフォントは X11とは少し異なって
います。
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表 4–3利用できるフォントファイル

フォント名 X11での使用 DPSでの使用

TrueType 可 可

Type1アウトラインフォント (ASCII) 可 可

Type1アウトラインフォント (バイナリ) 可 可

Type3 可 可

Speedo 可 不可

F3 可 可

可搬コンパイル済形式 可 可

ビットマップ配付形式 可 不可

ビックエンディアン可搬形式 不可 可

リトルエンディアン可搬形式 不可 可

オプションのフォントパッケージ
エンドユーザーアプリケーションが必要とするフォントはエンドユーザークラスタで
インストールされます。しかし、一部の特殊なアプリケーションではデベロッパクラ
スタのフォントが必要になります。このようなアプリケーションに対応するために追
加するパッケージは SUNWxwoftパッケージです。デベロッパクラスタ全体をインス
トールする必要はありません。

関連ファイル
Solaris環境では、次のような拡張子のファイルを提供します。これらの内容を編集し
ないでください。

� .afmカーニング情報を入手するためにクライアントが読むAdobeフォントメト
リックファイル

� .mapエンコーディング用に X11と DPSが読む F3ファイル

� .trans複合フォント作成用に DPSが読む F3ファイル

� .ps複合フォントと PostScriptリソースを作成するための PostScriptファイル

� .enc X11と DPSが使用するエンコーディング用ファイル

� .upr Display PostScriptリソースファイル

� .ttmap TrueTypeフォント用のエンコーディングファイル
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アウトラインフォントとビットマップ
フォント
Solarisのフォントの表現方法には、「アウトライン」フォントと「ビットマップ」
フォントの 2種類があります。アウトラインフォントから文字を表示する際、サー
バーは文字の輪郭線だけについて拡大・縮小と回転処理を行います。こうして形を整
えられた輪郭線は、ピクセル形式 (ビットマップ)で「描画」され、画面上に表示され
ます。このビットマップは、再使用のためにグリフキャッシュにも格納されます。

頻繁に使用されるのは一部のフォントサイズであるため、そのビットマップはプリレ
ンダリング済みビットマップ形式の別のファイルにも格納されます。これによりサー
バーは、拡大・縮小やレンダリングの処理を行う手間が省けます。ただし、結果とし
て得られるビットマップフォントはサイズと方向が一意に決まってしまうため、「手
で調整」することによって見映えよく読みやすくするフォントもあります。これらの
ビットマップもグリフキャッシュに格納されます。推奨するビットマップフォー
マットは、可搬コンパイル済形式 (.pcf)です。

/usr/openwin/binというディレクトリには、さまざまなビットマップフォー
マット間だけでなく、アウトラインフォントとビットマップフォント間の変換も行う
ツールとして次のものが入っています。詳細については、それぞれのマニュアルペー
ジを参照してください。

� makebdf – F3アウトラインフォントファイル (.f3b)からビットマップ配付形式
フォーマットのファイル (.bdf)を生成する。

� bdftopcf – .bdfフォーマットから可搬コンパイル済形式 (.pcf)にフォントを
変換する。

表 4–4に示すように、ビットマップフォントのファイルフォーマットの多くは、アー
キテクチャに依存したバイナリファイルです。これらは、アーキテクチャの異なるマ
シン間 (SPARCと IA間など)では共有できません。

表 4–4ビットマップフォントのフォーマット

フォントフォーマット バイナリ形式 アーキテクチャに依存

ビットマップ配付形式 いいえ いいえ

可搬コンパイル済形式 はい いいえ

リトルエンディアン可搬形式 はい はい (IAおよび ppc)

ビッグエンディアン可搬形式 はい はい (SPARC)
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Solaris 環境には圧縮形式の .pcf ファイル (拡張子は .pcf.Z) があり、必要に応じて
展開できます。システムにフォントを追加する際、フォントファイルは圧縮してもし
なくてもかまいません。フォントをより高速で表示したい場合は、非圧縮形式の
ファイルを使用してください。ディスク領域をより多く確保するには、圧縮ファイル
を使用してください。詳細については、compress(1)のマニュアルページを参照し
てください。

アウトラインからビットマップへのフォントの置
き換え
アウトラインフォントによっては、フォントサイズが合えば Solaris環境がビット
マップフォントに自動的に置き換えるものもあります。これにより性能が向上し、場
合によってはテキストも美しく読みやすくなります。1つのアウトラインフォントに
対して、置き換えが発生するサイズにはいくつかあります。

フォントの置き換えが発生する条件
現在の DPSでは、F3アウトラインフォント、Type1、および TrueTypeフォントは
.pcfビットマップフォーマットで置き換えられます。置き換えが発生するのは、正
立で、要求された 1ピクセルのサイズが .pcfフォントサイズの 1ピクセルの半分以
下であり、.pcfフォントが .upr (PostScriptリソース)ファイル中のリソースに
なっている場合です。上記のすべてのスケーラブルフォントは .pcfフォーマットで
置き換えられます。

DPSで TrueTypeおよび F3フォントを
使用する場合
/FontTypeが TrueTypeについては 42、F3フォントについては 7を返すことを除い
て、TrueTypeおよび F3フォントは Type1フォントと同様に動作します。たとえば、
次の PostScriptコードは、フォントの種類にかかわらず同じように動作します。

/Helvetica
findfont 50 scalefont setfont 10 10 moveto (ABC)

show

しかし、次のコードを実行すると、TrueTypeフォントでは 42、F3フォントでは 7、
Type1フォントでは 1が戻されます。

currentfont

/FontType get ==
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戻されるフォントの種類は、DPSの現在の内部リソースパスによって決まります。

フォントの探索
デフォルト時 Solarisサーバーは、/usr/openwin/lib/X11/fontsというディレク
トリに入っているディレクトリの中からフォントを探索します。フォントのディレク
トリ構造全体については、次の表 4–5を参照してください。ディレクトリ名には
/usr/openwin/lib/X11/fontsというパス名がつきます。

表 4–5フォントのディレクトリ構造

ディレクトリ サブディレクトリ ファイル拡張子 内容

/TrueType .ttf TrueTypeフォント

/TrueType /ttmap .ttmap TrueType文字セット仕様

/TTbitmaps .pcf ビットマップフォント

/100dpi .pcf ビットマップフォント

/75dpi .pcf ビットマップフォント

/F3 /afm .f3b F3フォーマットのスケーラブル
フォント

/map .map F3文字セット仕様

/F3bitmaps .pcf ビットマップフォント

/Speedo .spd Bitstream Speedoフォーマットのア
ウトラインフォント

/Type1 .pfa, .pfb Type1スケーラブルフォント

/afm .afm Adobeフォントメトリック

/outline .pfa, .pfb Type1スケーラブルフォント

/prebuilt .bepf, .lepf SPARC Solarisと IA用ビット
マップ

/Xt+ .pcf ビットマップフォント

/Type3 .ps PostScriptアウトラインフォント

/encodings .enc エンコーディング情報

/misc .pcf ビットマップフォント
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X11でのデフォルトフォントパスの変更
X11でのデフォルトフォントパスは、次のようになっています。

/usr/openwin/lib/X11/fonts/F3、
/usr/openwin/lib/X11/fonts/F3bitmaps、
/usr/openwin/lib/X11/fonts/Type1、
/usr/openwin/lib/X11/fonts/Speedo、
/usr/openwin/lib/X11/fonts/misc、
/usr/openwin/lib/X11/fonts/75dpi、
/usr/openwin/lib/X11/fonts/100dpi

ディレクトリパスは絶対パスでなければなりません。

デフォルトのフォントパスを変更するには、Solarisに付属のフォント管理 GUIツー
ルまたはコマンドラインツールを使用します。フォント管理ツールについての詳細
は、『フォントの管理』を参照してください。

フォントのインストールおよび管理
ワークステーションまたは NeWSprint™プリンタのフォントをインストール、削
除、表示したり、フォントパスやフォント属性を編集するには、Solarisに付属の管理
GUIツールまたはコマンドラインツールを使用します。フォント管理ツールについて
の詳細は、『フォントの管理』を参照してください。
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第 5章

サーバーオーバーレイウィンドウ

この章では、以下の項目について説明します。

� サーバーオーバーレイと Solaris透明オーバーレイ
� オーバーレイ実装時のヒント
� サーバーオーバーレイの説明

サーバーオーバーレイと透明オーバーレ
イ
オーバーレイウィンドウに透明なピクセルを描画する場合、2つのAPIを使用できま
す。透明オーバーレイ拡張機能は Sun独自の方法で X Window Systemにオーバーレ
イ機能を提供します。透明オーバーレイは、ハードウェアのオーバーレイサポートが
ない場合でもオーバーレイ機能を提供できます。ハードウェアがサポートしている場
合には、サーバーオーバーレイというもう 1つの方法を使用できます。

透明オーバーレイ拡張機能は完全な X拡張機能で、透過性の効果を得るために拡張機
能を呼び出す必要があります。この方法は確実であり、ハードウェアが実際にオー
バーレイをサポートしていない場合でも、ほとんどのシステムで透過性をエミュレー
トできます。しかし、ハードウェアでサポートされていない場合には、透明なウィン
ドウの操作は非常に遅くなります。

サーバーオーバーレイは X拡張機能ではなく、代わりにAPIが Xクライアントに対
して、オーバーレイであるビジュアルと、透過性のために使用するピクセル値を判断
するための方法を提供します。このAPIはハードウェアサポートを必要とします。
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透明オーバーレイ拡張機能およびサーバーオーバーレイは同じスクリーン上で使用で
きますが、同じウィンドウ内で使用しないでください。結果は未定義となります。
サーバーオーバーレイ専用に設計されたビジュアル内で透明オーバーレイウィンドウ
を作成しようとすると、BadMatchが発生します。透明オーバーレイでは、適切な手
順に従ってパートナオーバーレイビジュアルを特定することによりこれを回避できま
す。第 6章を参照してください。

オーバーレイのプログラミングのヒント
以下の情報は、使用するモデルとスタッキングの処理方法を決めるときに役立ちま
す。

親子モデル
すべての透過性およびオーバーレイの設計において、アンダーレイ (下層)が親、オー
バーレイが子という単純なモデルを使用することをお勧めします。アンダーレイ
ウィンドウを最初に作成した後、アンダーレイの子としてオーバーレイを作成しま
す。オーバーレイはアンダーレイの唯一の子です。これにより、Xサーバーの多くの
奇妙な状況が回避され、アンダーレイとオーバーレイの間に誤ってウィンドウが挿入
されることがなくなります。

Xlibを使用したり、これらの呼び出しについて独自の XCreateWindowをプログラ
ミングしたりする場合、親と異なるビジュアルを持つウィンドウを作成するときには
クライアントはより多くの情報を提供しなければなりません。ビジュアルがデフォル
トのビジュアルでない場合、カラーマップを指定するか、カラーマップが同じ場合は
親のビジュアルのカラーマップを子に割り当てなければなりません。デプスが異なる
場合は、BorderPixelまたは BorderPixmapを指定しなければなりません。そうしない
と、ウィンドウ作成の結果として BadMatchが返されることがあります。

カラーマップの等価性については、『X Server Device Developer’s Guide』を参照してく
ださい。

スタッキング
ウィンドウを手前に配置する場合、そのウィンドウがオーバーレイウィンドウである
かどうかに関係なく、スタックの一番上に配置されます。ウィンドウを後ろに配置す
る場合、そのウィンドウがオーバーレイウィンドウであるかどうかに関係なく、ス
タックの一番下に配置されます。
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これにより、オーバーレイウィンドウがアンダーレイウィンドウの下になるという混
乱が生じます。実際に、このようなことは頻繁に発生します。これは Xサーバーが単
純なスタッキングポリシーを使用するためで、ソフトウェアでクリップしなければな
らない場合でも、あらゆる処理を行ってオーバーレイウィンドウを他のウィンドウの
下に表示します。

アンダーレイが親、オーバーレイが子というモデルを使用することにより、この問題
を解決できます。これにより、アンダーレイとオーバーレイのペアは、親ウィンドウ
のアプリケーションとして処理され、一緒に手前および後ろに移動されます。

サーバーオーバーレイ
サーバーオーバーレイAPIにより、アプリケーションは簡単にオーバーレイビジュア
ルと対応する透明なピクセル値を見つけることができます。オーバーレイビジュアル
はオーバーレイウィンドウを作成するために使用され、透明なピクセルは下にあるア
ンダーレイが見えるようにするためにクライアントが使用する特殊なピクセル値で
す。このピクセル値は、すべての描画操作での一般的な前景や背景、またはオーバー
レイウィンドウの背景で使用されます。

サーバーオーバーレイAPIは、ルートウィンドウの SERVER_OVERLAY_VISUALSプ
ロパティに以下の情報が含まれていることを指定しています。サーバーにより返され
る情報のサイズにより、返されるこの構造体のインスタンスの数 (リストされた各ビ
ジュアルについて 1つのインスタンス)が決まります。

typedef struct {

unsigned int visualid; unsigned int

trans_type; unsigned int

value; unsigned int

layer; } ServerOverlaysInfoRec;

visualid Xサーバーにより参照されるビジュアル ID。通常、
XGetVisualInfoによりクライアントに返される。

trans_type 透過性のタイプ。0は None、1は Transparent Pixel、2は
Transparent Mask。

value 透明なピクセル値またはマスク値。

layer 透過性の効果に関するビジュアルの相対的なハードウェアレ
イヤ。
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trans_typeの値は、仕様では一般的ではない他の透過性のタイプがある、という前提
で存在しています。透明なピクセルが使用できない場合 trans_typeはゼロになります
が、これは Xサーバーが、通常のウィンドウとは異なるプレーングループのセットに
存在することを、知らせようとするためです。

通常のウィンドウの場合 layerは普通ゼロですが、実際には相対的な数値で、数値の
大きいプレーングループは数値の小さいプレーングループよりも上であることを示し
ます。負の数値の場合もあります。

SERVER_OBERLAY_VISUALSプロパティにリストされていないビジュアルは、レイヤ
が 0、透過性が noneであるとみなされます。これらのデフォルト値は、サーバーオー
バーレイ操作にのみ適用されます。

透明なピクセルは次のレイヤの最初のウィンドウに通過して表示されます。レイヤは
スタック順序に影響せず、透過性の効果にのみ適用されます。対象となるアンダーレ
イの直接かつ唯一の子としてオーバーレイを使用することをお勧めします。これによ
り、最適のパフォーマンスが得られ、混乱が少なくなります。

サーバーオーバーレイのサポートはデバイスに依存し、完全なハードウェア移植や部
分的なソフトウェアエミュレーション、またはソフトウェアとハードウェアの組み合
わせの場合があります。

サーバーオーバーレイは、『The X Journal』July/August 1993号のMark J. Kilgurad
による「Programming X Overlay Window」で定義されています。
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第 6章

透明オーバーレイウィンドウ

この章では、Solaris OpenWindows環境で透明オーバーレイウィンドウ機能を提供す
る、透明オーバーレイ拡張機能アプリケーションプログラミングインタフェース
(API)について説明します。

� オーバーレイウィンドウと標準 Xウィンドウの違い
� オーバーレイウィンドウの作成方法と描画方法

� 透明オーバーレイウィンドウを使用するアプリケーションについて、さまざまなデ
バイスへの移植性を保証する方法

注 –ハードウェアでサポートされている場合はサーバーオーバーレイを使用すること
をお勧めします。サーバーオーバーレイは FFBデバイス上でサポートされます。サー
バーオーバーレイについての詳細は、第 5章を参照してください。

透明オーバーレイウィンドウとは
透明オーバーレイ拡張機能により、透明オーバーレイウィンドウを作成し、操作でき
ます。このようなウィンドウは、ピクセル単位で操作することによりユーザーが背景
のウィンドウを見ることができる Xウィンドウです。透明オーバーレイウィンドウを
作成し、使用する機能はソフトウェアに実装されているので、特別なハードウェアは
不要です。単純なハードウェア上で複雑な透明オーバーレイを操作するには時間がか
かりますが、Xサーバーが使用可能であれば特殊なオーバーレイハードウェアが使用
できるので、クライアントは正しいビジュアルを選択します。ハードウェアやニーズ
によっては、透明オーバーレイウィンドウに合わせてクライアントのカラー割り当て
を調整しなければならないことがあるので注意してください。
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オーバーレイウィンドウを使用すると、アプリケーションの表示ウィンドウに一時イ
メージを表示できます。オーバーレイを提供するアプリケーションのユーザーは、イ
メージにテキストや図表の注釈を付けたり、イメージの一部分を一時的に強調表示し
たり、イメージの上に動画を作成したりできます。オーバーレイ上のグラフィックス
を消去しても、その下にあるグラフィックを生成し直す必要はありません。

透明オーバーレイ拡張機能により、クライアントは標準 X要求を使用して不透明ペイ
ントまたは透明ペイントでプリミティブを描画できます。不透明ペイントは標準的な
描画方法の名称で、透明ペイントはピクセルを隠します。ペイント型は、標準 Xグラ
フィックスコンテキストに関連付けられています。ウィンドウの背景も透明ペイント
に設定できます。透明オーバーレイウィンドウは、すべての正規ウィンドウ規則と操
作手順に準拠しています。たとえば、透明オーバーレイウィンドウは、それが関連付
けられているハードウェアに関係なく、ウィンドウの重なり順序のどこにでも配置で
きます。これは、Solaris Xサーバーの複数プレーングループ (MPG)機能と一緒にソ
フトウェアに実装されています。

サーバーの複数プレーングループ機能により、異なるハードウェアから表示される
ウィンドウを共存させることができます。各ウィンドウにはビジュアルが関連付けら
れており、ビジュアルはハードウェアに関連付けられています。一部のハードウェア
は「層」の数が限定されるように物理的に作成されていますが (たとえば、ハード
ウェアのオーバーレイプレーン内で作成されたウィンドウは、常に正規ウィンドウの
上に表示されるものと想定される)、MPGはソフトウェア内でこの制限を解決しま
す。MPGにより、ウィンドウの重なり順序はハードウェアの物理的制限の影響を受
けなくなります。その結果、重なりは単に標準サーバー内と同じになります。オー
バーレイハードウェアが使用可能であり、要求される場合は、MPGによって作業を
最小限度に抑え性能を高めることができます。

一般に、オーバーレイはグラフィックスを描画できるピクセルバッファ (物理的また
はソフトウェアによりシミュレート)です。オーバーレイが物理的なものである (つま
り、ソフトウェアでシミュレートされたものではない)場合は、オーバーレイ上のグ
ラフィックスを消去しても、その下にあるグラフィックスは損傷を受けません。この
ため、下にあるグラフィックスが複雑で再描画に時間がかかる場合は、性能の向上に
役立ちます。オーバーレイがソフトウェアに含まれる場合は、オーバーレイ上のグラ
フィックスを消去すると Exposeイベントが生成されることがあります。

透明オーバーレイウィンドウの基本的な
特性
透明オーバーレイウィンドウは、ピクセルを透明に描画できる X InputOutput
ウィンドウの特殊なクラスです。透明オーバーレイウィンドウのハンドルは、X
ウィンドウの型 Windowを持っています。標準の Xウィンドウと同様に、オーバーレ
イウィンドウは描画可能であり、オーバーレイウィンドウのハンドルは Drawableを
取る任意の Xlib描画ルーチンに渡すことができます。
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透明オーバーレイウィンドウによって、ペイント型の属性を含むグラフィックコンテ
キスト属性のセットが拡張されました。透明オーバーレイ拡張機能を使用すると、不
透明ペイントまたは透明ペイントを使用して透明オーバーレイウィンドウを描画でき
ます。

ペイント型
標準 X InputOutputウィンドウや他のドロアブル (ピックスマップなど)には不透明
ペイントしか使用できませんが、透明オーバーレイウィンドウでは透明ペイントを使
用してピクセルを描画できます。ペイントされた有効なピクセル値により、背後の
ウィンドウ内のピクセルは不透明に隠されます。このようなピクセルには、表示され
るカラー値が関連付けられています。透明に描画されたピクセルは固有のカラーを持
たず、下にあるピクセルから表示カラーを継承します。

不透明にペイントされたピクセルに有効なピクセル値は、XAllocColor()または別
の標準ピクセル割当メカニズムを介して取得されます。ビジュアルに有効なカラー
マップエントリの範囲外の値など、有効でないピクセル値を使用して不透明にペイン
トすると、透明オーバーレイウィンドウの場合も標準 X InputOutputウィンドウの
場合も結果は不定になります。

ペイント型は、データ構造体 XSolarisOvlPaintTypeで定義されます。デフォル
トでは、GCのペイント型は不透明です。XSolarisOvlPaintTypeデータ構造体は
次のように定義されます。

typedef

enum { XSolarisOvlPaintTransparent, XSolarisOvlPaintOpaque, }

XSolarisOvlPaintType;

可視性
透明オーバーレイウィンドウは、すべてのピクセルが透明であっても可視的であると
みなされます。透明オーバーレイウィンドウ内の完全に透明な可視ピクセルについて
は、その下にあるアンダーレイのピクセルが表示されます。

オーバーレイウィンドウがアンマップされたり移動されたりすると、その下のアン
ダーレイがエクスポージャーイベントを受け取る場合があります。たとえば、このよ
うな状況は、異なるプレーングループ内にあるオーバーレイウィンドウとアンダーレ
イウィンドウを同時に表示することができないデバイス上で発生します。
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透明オーバーレイウィンドウのその他の
特性
ほとんどの場合、透明オーバーレイウィンドウは標準 X InputOutputウィンドウと
似ています。特に、透明オーバーレイウィンドウには次のような特性があります。

� オーバーレイウィンドウに対してもマップとアンマップができます。そのために、
XMapWindow、XUnmapWindow、XMapSubwindows、XUnmapSubwindowsの各
ルーチンが利用できます。

� オーバーレイウィンドウは独自のカーソルを所有するか、親ウィンドウのカーソル
を使用します。すなわち、XDefineCursorと XUndefineCursorは、オーバー
レイウィンドウにも適用されます。

� オーバーレイウィンドウは、XQueryTreeの出力に表示されます。

� ウィンドウ属性の event_maskと do_not_propogate_maskは、正常に動作し
ます。オーバーレイウィンドウは、任意の型のイベントを処理の対象とすることが
できます。

� XTranslateCoordinatesと XQueryPointerは、オーバーレイウィンドウに
適用されます。

� 標準の Xウィンドウについては、save_underが適用されます。

� 標準の Xウィンドウについては、override_redirectが適用されます。

また、透明オーバーレイウィンドウには、ウィンドウを固有のものにする特性があり
ます。以下の節ではこのような特性について説明します。

背景
X仕様で定義されているように、ウィンドウには背景を設定できます。ウィンドウの
背景の主な目的は、クライアントがウィンドウの露出領域を再描画するのに時間がか
かる場合に、何か適当なものをその領域に表示することです。ウィンドウが Expose
イベントを受信する度に背景が描画されます。背景が描画された後で、Exposeイベ
ントがクライアントに送信されます。クライアントが XClearArea要求または
XClearWindow要求を発行したときにも背景が描画されます。

標準の X InputOutputウィンドウと同様に、透明オーバーレイウィンドウにも背景
を設定できます。通常のウィンドウと同様に、透明オーバーレイウィンドウの背景
は、Exposeイベント、XClearArea要求、XClearWindow要求に応答して描画さ
れます。標準タイプの背景 (None、pixmap、pixel、ParentRelative)の他に、透明
オーバーレイウィンドウでは transparentという新しいタイプの背景を設定すること
もできます。透明 (transparent)の背景を指定する場合は、
XSolarisOvlSetWindowTransparentという新しいルーチンを使用します。
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デフォルトでは、透明オーバーレイウィンドウの背景は透明ですが、アプリケー
ション内では、表 6–1に示されているように、通常の Xタイプの背景 (None、ピック
スマップ XID、ピクセル値、ParentRelative)を指定することもできます。

表 6–1透明オーバーレイウィンドウの背景値

背景 説明

透明 透明オーバーレイウィンドウの背景はデフォルトで透明に描画される。

なし オーバーレイウィンドウ内で背景の描画を起動する条件が検出される
と、描画は実行されない。透明ペイントも不透明ペイントも描画されな
い。

ピックスマップ ID 背景は不透明ペイントで描画される。描画されるピクセル値は X仕様で
定義されたピックスマップから継承される。

単一のピクセル値 背景は不透明ペイントで一様なペイントのカラーで描画される。

ParentRelative ParentRelativeの背景の動作は、親ウィンドウの背景とタイプに
よって異なる。親ウィンドウがアンダーレイである場合、オーバーレイ
ウィンドウである子の背景は不透明ペイントで描画され、ピクセルは X
仕様の定義に従って描画される。親ウィンドウがオーバーレイの場合、
オーバーレイウィンドウの子の背景は、その親ウィンドウの背景と同じ
になり、透明ペイントまたは不透明ペイントで描画される。

XSolarisOvlSetTransparentを使用してオーバーレイ以外のウィンドウの背景を
設定しようとすると、BadMatchエラーが発生します。アンダーレイウィンドウの背
景が ParentRelativeであり、親ウィンドウが透明な背景を持つオーバーレイであ
る場合、アンダーレイウィンドウである子は Noneの背景を持つものとして取り扱わ
れます。

ウィンドウの境界
オーバーレイウィンドウの境界は不透明です。境界は常に不透明なペイントで描画さ
れます。標準の X InputOutputウィンドウと同様に、境界の幅は
XSetWindowBorderWidthを使用して制御することができます。

バッキングストア
バッキングストアはオーバーレイウィンドウについては無効です。

第 6章 •透明オーバーレイウィンドウ 65



ウィンドウのグラビティ
ビットとウィンドウのグラビティ属性 (bit_gravityと win_gravity)は透明オー
バーレイウィンドウにも適用されますが、グラビティによってピクセルの移動が必要
になる場合は、ピクセルのカラー情報とともに透明かどうかという情報も移動されま
す。

カラーマップ
オーバーレイのカラーマップは、Xの規則に従ってインストールされます。ピクセル
を共有するオーバーレイ/アンダーレイのペアをアプリケーション内で使用する場合
は、各ウィンドウごとに 1つのカラーマップを作成してください。ピクセルを共有す
るウィンドウの問題については、68ページの「オーバーレイ/アンダーレイに使用す
るビジュアルの選択」と 84ページの「アプリケーションの移植性の設計」を参照し
てください。

オーバーレイ/アンダーレイのペアがハードウェアカラー LUTを共有しないことがわ
かっている場合は、それらの両ウィンドウに別々のカラーマップを安全に割り当てる
ことができ、カラーマップフラッシングは発生しません。

注 –アプリケーションの移植性を高め、カラーのフラッシングを最小限に抑えるため
に、オーバーレイとアンダーレイのカラーマップ内で同じカラーを使用してくださ
い。それができない場合は、フラッシングを発生させることなく異なるカラーマップ
を割り当てられるかどうかを、ビジュアル問い合わせルーチンを使用して調べてくだ
さい。

入力配送モデル
オーバーレイウィンドウは、標準の Xウィンドウと同様にイベントを処理の対象とす
ることができます。オーバーレイウィンドウは、その実際に目に見える範囲内で発生
する任意のイベントを受信します。イベントが発生する位置のピクセルのペイント型
は問題ではありません。たとえば、オーバーレイウィンドウがウィンドウ進入イベン
トを処理の対象としている場合に、ポインタがウィンドウの実際に目に見える範囲内
に入ると、ピクセルが透明であっても不透明であっても、オーバーレイウィンドウは
ウィンドウ進入イベントを受信します。

このことは、アプリケーション内でグラフィカルオブジェクトの対話的なピッキング
(選択)をどのように実装するかという問題に影響を与えます。すなわち、アンダーレ
イウィンドウに描画されたグラフィカルオブジェクトの上にあるオーバーレイウィン
ドウに対して、別のグラフィカルオブジェクトを描画するアプリケーションは、オー
バーレイウィンドウ内またはアンダーレイウィンドウ内のどちらかのイベントを処理
の対象とする必要がありますが、その両方のウィンドウ内のイベントを処理の対象と
する必要はありません。入力イベントを受け取ったアプリケーションは、オーバーレ
イ/アンダーレイの階層構造に関する知識を利用して、どちらのグラフィカルオブ
ジェクトが選択されたかを確定しなければなりません。
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たとえば、アプリケーションがアンダーレイウィンドウ内のイベントを処理の対象と
していると想定します。このアプリケーションが座標 (x,y)でイベントを受信すると、
まず最初にオーバーレイ内のその座標にグラフィカルオブジェクトが存在するかどう
かが調べられます。存在すれば、そこで探索処理は終了します。存在しなければ、ア
プリケーションは、アンダーレイ内のその座標にグラフィカルオブジェクトが存在す
るかどうかを確認しなければなりません。

印刷用イメージの取り出し
グラフィカルイメージが Xウィンドウに描画されると、ユーザーはウィンドウの表示
内容を取り出してプリンタに送信し、ハードコピーを取ることができます。そのため
の最も一般的な方法は、画面のダンプを実行することです。すなわち、XGetImage
を使用してウィンドウピクセルを読み取り、そのイメージをプリンタに送信します。
印刷ページのサイズにイメージを合わせるために、イメージの拡大・縮小が必要にな
る場合もあります。このため、イメージ内にピクセル単位の拡大・縮小によるがたつ
きが生じることがあります。

X11の利用者の間で一般的になりつつあるもう一つの方法は、特殊なプリンタグラ
フィックスAPIを通じてグラフィックスを再描画することです。このAPIは標準の
Xlibグラフィックスコールをサポートし、これらの関数呼び出しをページ記述言語
(PDL)形式に変換して適切なプリントスプーラに送信します。この方法の利点は、走
査変換が適用された後のピクセルではなく座標自身を拡大・縮小することによって、
グラフィックスを印刷ページに合わせられることです。したがって、イメージのがた
つきが最小限に抑えられます。

ただし、プリンタAPIを使用する方法は、オーバーレイ/アンダーレイウィンドウの
ペアに適用するときには重大な障害があります。大部分の PDLでは、不透明なペイン
トの概念だけがサポートされ、透明なペイントはサポートされません。たとえば
PostScript PDLの場合、以前に出力されたピクセルは新たに出力されたピクセルに
よって常に置き換えられます。このような制限があるため、プリンタAPIを使用する
方法では、オーバーレイ/アンダーレイウィンドウの組み合わせ中のイメージを完全
に取り出せるとは限りません。特に、オーバーレイの背景が完全に透明で、不透明な
ペイントだけがそれに描画されるような特殊なアプリケーションでは、アンダーレイ
が最初に出力された後、オーバーレイが出力されます。ただし、透明なペイントが
オーバーレイに描画されて、そのオーバーレイ内の他の不透明なペイントが消去され
ると、上記の仕組みはうまく動作しません。

このような問題が解決されるまでは、XReadScreenと拡大・縮小処理を使用して、
オーバーレイウィンドウ内のイメージの取り出しとプリンタへの送信を行ってくださ
い。あるいは、プリントする予定の情報を描画するときは、オーバーレイを使用しな
いでください。
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オーバーレイ/アンダーレイに使用する
ビジュアルの選択
Solaris透明オーバーレイAPIでは、複数プレーングループ (MPG)デバイスと単一プ
レーングループ (SPG)デバイスがサポートされます。表示デバイスにはさまざまな構
成があります。表示デバイスによっては、複数プレーングループを持つものがありま
す。複数のハードウェアカラールックアップテーブル (LUT)を持つものもあります。
また、特定のプレーングループ専用にカラー LUTを使用するものもあれば、複数の
プレーングループ間でカラー LUTを共有するものもあります。このような広範な構
成のために、アプリケーション開発者が移植性のあるオーバーレイアプリケーション
を作成するのが困難になっています。

特定のタイプのアンダーレイウィンドウについては、高性能の描画能力を持つオー
バーレイウィンドウが、特定のデバイスによって提供される場合がありますが、それ
より描画速度の遅い従来のオーバーレイウィンドウを提供するデバイスもあります。
デバイスの中には、数多くのカラーを持つオーバーレイをサポートできるものもあれ
ばサポートできないものもあります。また、すべてのタイプのオーバーレイとアン
ダーレイのカラーを同時に表示できるデバイス、特定のオーバーレイ/アンダーレイ
の組み合わせについてはカラーの同時表示ができないデバイス、カラーの同時表示に
若干の制限があるデバイスなどがあります。これらのデバイスは、複数のハード
ウェアカラー LUTをサポートします。ただし、ハードウェア内のカラー LUTの数が
足りないために、アプリケーションによってはカラーを同時に表示できない場合があ
ります。

Solaris Visual Overlay Window APIでは、アプリケーションがオーバーレイ/アン
ダーレイの最適なビジュアルの組み合わせについてシステムと折衝できるように、次
の 2つのユーティリティルーチンが提供されています。

� XSolarisOvlSelectPartner
� XSolarisOvlSelectPair

これらのルーチンについての詳細は、84ページの「アプリケーションの移植性の設
計」を参照してください。

システムとの折衝では、各アプリケーションについて、ウィンドウとカラーの理想的
な構成があることが前提とされます。アプリケーションはまず最初に、オーバーレ
イ/アンダーレイの「最適な」組み合わせを要求します。最初は理想的なペアを要求
するという点で、アプリケーションは「最適」の定義について非常に大胆です。この
要求がデバイスによって満足されれば、折衝は成立し、アプリケーションは選択され
たオーバーレイ/アンダーレイのビジュアルに基づいてウィンドウを作成します。要
求を満たすビジュアルの組み合わせが存在しない場合、アプリケーションは要求を緩
和し、「2番目に最適な」組み合わせを指定します。たとえば、アプリケーションは
表示可能な色数の少ないビジュアルを選択したり、特定のビジュアルについては要求
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する描画性能水準を落としたりします。このような手続きは、満足のゆくビジュアル
が見つかるか、特定の条件が満たされない現在の環境で実行するのは意味がないとア
プリケーションが判断するまで続けられます。

透明オーバーレイAPIには、アプリケーションがこのような折衝を単一のサブルーチ
ン呼び出しで実行できるようにするルーチンがあります。アプリケーションは、オー
バーレイビジュアルとアンダーレイビジュアルの一方またはそれら両方について満足
する条件を指定します。広範囲のグラフィックス装置に対する移植性を保障するため
に、アプリケーション内ではこれらのルーチンを使用することをお薦めします。

プログラム例
以下のプログラムは、透明オーバーレイの単純な例を示しています。このプログラム
は透明オーバーレイウィンドウを作成し、ウィンドウのボーダを白で描画し、テキス
ト文字列を白で表示し、白で塗りつぶされた矩形を描画します。ペイント型はデ
フォルトで不透明に描画され、ウィンドウの背景はデフォルトで透明に描画されま
す。次の Makefileを使用して、このプログラムをコンパイルし、リンクしてくださ
い。

simple:

simple.c cc -I../ -I/usr/openwin/include -o simple simple.c \

-L/usr/openwin/lib -lX11 -lXext

例 6–1透明オーバーレイのプログラム例

#include <stdio.h> #include
<X11/Xlib.h> #include “X11/Xmd.h” #include

<X11/extensions/transovl.h> #include

<X11/extensions/transovlstr.h> Display *display; Window

window; XSetWindowAttributes attribs; GC gc; XGCValues

gcvalues; main() { display = XOpenDisplay(““);

attribs.override_redirect = True;

attribs.border_pixel = WhitePixel(display,0);

window = XSolarisOvlCreateWindow(display, DefaultRootWindow(display),

100, 100, 500, 500, 10, CopyFromParent, InputOutput, CopyFromParent,

CWBorderPixel | CWOverrideRedirect, &attribs); gcvalues.font =
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例 6–1透明オーバーレイのプログラム例 (続き)

XLoadFont(display, “fixed”);

gcvalues.foreground = WhitePixel(display, 0);

gc = XCreateGC(display, window, GCFont | GCForeground, &gcvalues);

XMapWindow(display, window); XDrawString(display, window,

gc, 50, 50, “This is a test”, 14);

XFillRectangle(display, window, gc, 70, 70, 100, 100);

XFlush(display); while (1);}

Solaris透明オーバーレイウィンドウAPI
の概要
透明オーバーレイウィンドウAPIには、表 6–2に示すルーチンが含まれています。こ
れらのルーチンは libXext.soによって提供されます。Solarisオーバーレイルーチ
ンを使用するには、次の操作を実行してください。

� /usr/openwin/include/X11/extensions/transovl.hファイルをインク
ルードする。

� /usr/openwin/lib/libXext.soライブラリにライブラリのデバイスハンドラ
をリンクする。

表 6–2透明オーバーレイウィンドウルーチンのリスト

名前 説明

XSolarisOvlCreateWindow オーバーレイウィンドウを作成する。

XSolarisOvlIsOverlayWindow ウィンドウがオーバーレイウィンドウかどう
かを示す。

XSolarisOvlSetPaintType 後続の Xlib描画によって描画されるペイント
の型を指定する。

XSolarisOvlGetPaintType 現在のペイント型を取得する。

XSolarisOvlSetWindowTransparent オーバーレイウィンドウの背景の状態を透明
に設定する。
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表 6–2透明オーバーレイウィンドウルーチンのリスト (続き)
名前 説明

XSolarisOvlCopyPaintType ソースドロアブル内のピクセルのペイント型
属性に基づいて、宛先ドロアブルに不透明ペ
イントと透明ペイントを描画する。

XSolarisOvlCopyAreaAndPaintType あるドロアブルのペアから別のペアに領域と
ペイント型をコピーする。

XReadScreen 画面の矩形に表示されるカラーを戻す。

XSolarisOvlSelectPartner 既存のビジュアルに最適のオーバーレイビ
ジュアルまたはアンダーレイビジュアルを戻
す。

XSolarisOvlSelectPair オーバーレイビジュアルとアンダーレイビ
ジュアルに定義された基準セットに最適の
オーバーレイ /アンダーレイのペアを選択す
る。

この章の残りの節では、透明オーバーレイ API のルーチンについて説明します。

透明オーバーレイウィンドウの作成
XSolarisOvlCreateWindowを使用すると、透明オーバーレイウィンドウを作成で
きます。このルーチンは、XCreateWindowと同様に動作しますが、生成されるのは
透明オーバーレイウィンドウです。新しく作成されたウィンドウを不透明ペイントと
透明ペイントで描画でき、オーバーレイウィンドウの背景は透明になります。

XSolarisOvlCreateWindowの class引数は、InputOutputにする必要がありま
す。オーバーレイウィンドウは InputOnlyウィンドウとして作成できますが、その
場合は標準 InputOnlyウィンドウと同様に動作します。オーバーレイと非オーバー
レイに違いがあるのは、InputOutputウィンドウだけです。

XSolarisOvlCreateWindowの構文と引数を次に示します。

Window

XSolarisOvlCreateWindow(Display *display, Window parent, int x, int y,

unsigned int width, unsigned int height, unsigned int border_width, int

depth, unsigned int class, Visual *
visual, unsigned long valuemask,

XSetWindowAttributes * attr)
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このルーチンの引数は、XCreateWindowと同じです。

表 6–3

display Xサーバーへの接続を指定する。

parent 親ウィンドウを指定する。

x, y ウィンドウの左上隅のピクセルの座標を親ウィンドウに対す
る相対座標で指定する。

width, height ウィンドウの幅と高さをピクセル単位で指定する。

border_width ウィンドウの境界の幅をピクセル単位で指定する。

depth ウィンドウのデプスを指定する。

class ウィンドウのクラスを指定する。クラスが InputOutputで
ない場合、ウィンドウはオーバーレイウィンドウにはならな
い。

visual ウィンドウのビジュアル構造体へのポインタを指定する。

valuemask attr引数でどのウィンドウ属性を定義するかを指定する。

attr ウィンドウ属性を指定する。

任意のビジュアルを使用してオーバーレイを作成できます。ただし、どのオーバーレ
イ /アンダーレイのペアでも最適であるとは限りません。画面ごとに、最適のオー
バーレイ /アンダーレイビジュアルのペアのセットを定義します。これらは、特定の
アンダーレイビジュアルを使用して作成できるオーバーレイウィンドウの最適のビ
ジュアルを定義します。また、特定のオーバーレイビジュアルを使用して作成できる
アンダーレイウィンドウの最適のビジュアルも定義します。
XSolarisOvlSelectPairと XSolarisOvlSelectPartnerを使用すると、最適
のペアを設定できます。

「最適」の定義はデバイスごとに異なりますが、通常はデバイスでアンダーレイ
ウィンドウとは異なるプレーングループ内にオーバーレイウィンドウを作成できるか
どうかを指します。オーバーレイ /アンダーレイビジュアルのペアについての詳細
は、89ページの「オーバーレイ/アンダーレイビジュアルの最適なペアの選択」を参
照してください。

オーバーレイウィンドウは、Xlibルーチンである XDestroywindowまたは
XDestroySubwindowsによって削除されます。
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グラフィックスコンテキストのペイント
型の設定
XSolarisOvlSetPaintTypeルーチンを使用して、GCのペイント型を設定できま
す。XSolarisOvlSetPaintTypeでは、指定された GCを使用して後続の Xlib描画
によって描画されるペイントの型を指定します。このルーチンは、この GCを使用す
る Xlib描画ルーチンによってオーバーレイウィンドウ上に不透明ピクセルが生成され
るか、透明ピクセルが生成されるかを制御します。指定したペイント型は、このルー
チンの別の呼び出しによって変更されるまで、GCに適用されます。ペイント型属性
は、前景と背景の GC属性に適用されます。構文と引数を次に示します。

void

XSolarisOvlSetPaintType (Display *display, GC gc, XSolarisOvlPaintType

paintType)

display Xサーバーへの接続を指定する。

gc 対象の GCを指定する。

paintType 指定された GCを使用して、以降の Xlib描画ルーチンで描画
されるペイントの型を指定する。

paintTypeの値として、XSolarisOvlPaintOpaque、
XSolarisOvlPaintTransparentのどちらかを指定できます。

� paintTypeの値が XSolarisOvlPaintOpaqueの場合は、指定された GCを使
用する Xlib描画ルーチンで生成されるピクセルは不透明になります。した
がって、下にあるピクセルは上のピクセルによって隠されます。これは、デフォル
トです。

� paintTypeの値が XSolarisOvlPaintTransparentである場合は、指定され
た GCを使用する Xlib描画ルーチンで生成されるピクセルは透明になります。し
たがって、下にあるピクセルの色が表示されます。
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透明オーバーレイウィンドウの背景の設
定
XSolarisOvlSetWindowTransparentルーチンを使用して、透明オーバーレイ
ウィンドウの背景状態を透明に設定できます。この要求の後に描画される背景は、す
べて透明になります。背景状態を他の値に変更するには、
XChangeWindowAttributes()、XSetWindowBackground()、または
XSetWindowBackgroundPixmap()のいずれかを使用します。

XSolarisOvlSetWindowTransparentの構文と引数を次に示します。

void

XSolarisOvlSetWindowTransparent (Display *display, Window

w)

display Xサーバーへの接続を指定する。

w 透明オーバーレイウィンドウを指定する。

注 – wが透明オーバーレイウィンドウでない場合は、BadMatchエラーが発生しま
す。

透明オーバーレイウィンドウへの描画
透明オーバーレイウィンドウの作成が終わったら、XDrawLinesや
XFillRectanglesなど、すべての標準 Xlibプリミティブ描画ルーチンを使用して
ウィンドウに描画できます。透明オーバーレイウィンドウに描画するときには、GC
のペイント型属性を使用して、描画されるピクセルの品質が制御されます。ペイント
型属性は、前景と背景の GC属性に適用されます。ペイント型を設定するには、
XSolarisOvlSetPaintTypeルーチンを使用します。このルーチンについての詳細
は、73ページの「グラフィックスコンテキストのペイント型の設定」を参照してくだ
さい。
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GCのペイント型は、XPutImageで描画されるピクセルの型も制御します。引数 GC
のペイント型が XSolarisOvlPaintOpaqueの場合は、ソースイメージからのカ
ラー情報が使用され、ピクセルは不透明ペイントで描画されます。ただし、ペイント
型が XSolarisOvlPaintTransparentの場合は、ソースカラー情報が無視され、
ピクセルは透明ペイントで描画されます。

ペイント型が XSolarisOvlPaintTransparentである GCを使用して、アンダー
レイウィンドウやピックスマップなど、透明オーバーレイウィンドウ以外のドロアブ
ルに描画する場合は、GCペイント型が無視され、ピクセルは不透明ペイントで描画
されます。

透明オーバーレイウィンドウの特性の問
い合わせ
XSolarisOvlIsOverlayWindowルーチンを使用して、ウィンドウがオーバーレイ
ウィンドウかどうかを判断できます。また、XSolarisOvlGetPaintTypeルーチン
を使用して、GCの現在のペイント型を判断できます。

ウィンドウがオーバーレイウィンドウかどうかの
判断
XSolarisOvlIsOverlayWindowルーチンを使用して、ウィンドウがオーバーレイ
ウィンドウかどうかを判断できます。このルーチンは、指定されたウィンドウ wが
オーバーレイウィンドウの場合は Trueを戻し、それ以外の場合は Falseを戻しま
す。

Bool

XSolarisOvlIsOverlayWindow (Display *display, Window

w)

display Xサーバーへの接続を指定する。

w ウィンドウを指定する。

グラフィックスコンテキストのペイント型の判断
XSolarisOvlGetPaintTypeルーチンは、GCの現在のペイント型を戻します。
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XSolarisOvlPaintType

XSolarisOvlGetPaintType (Display *display, GC

gc)

display Xサーバーへの接続を指定する。

gc 問い合わせ対象の GCを指定する。

ピクセル転送ルーチン
透明オーバーレイAPIは、次の 3つのピクセル転送ルーチンを提供します。

� XSolarisOvlCopyPaintType –ソースドロアブルのペイント型属性に基づい
て、宛先ドロアブルに不透明ポイントと透明ポイントを描画する。

� XSolarisCopyAreaAndPaintType –ドロアブルの一方のペアから別のペアに領
域とそのペイント型をコピーする。

� XReadScreen –指定された画面領域に表示されるカラーを戻す。

既存の Xlibピクセル転送ルーチン XGetImage、XCopyArea、XCopyPlaneも、
オーバーレイウィンドウに使用できます。これらのルーチンの使用方法については、
以下の節で説明します。

ソースエリアペイント型を使って描画する
XSolarisOvlCopyPaintTypeルーチンは、ソース矩形内の指定された矩形のペイ
ント型情報を使用して、宛先矩形内の指定された矩形の塗りつぶし操作を制御しま
す。ソース矩形と宛先矩形には、任意のタイプのドロアブルを指定できます。ソース
矩形が透明オーバーレイの場合は、そのピクセルのペイント型属性がコピーソースと
して使用され、カラー情報は無視されます。ソース矩形が他のタイプのドロアブルで
あれば、ルーチン内で指定されたビットプレーンはペイント型データであるかのよう
に処理され、コピーに使用されます。この場合、ビットプレーンはビットセットを 1
つだけ持たなければなりません。

構文と引数を次に示します。

void

XSolarisOvlCopyPaintType(Display *display, Drawable src,

Drawable dst, GC gc, int src_x, int src_y,
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unsigned int width, unsigned int height, int dest_x,

int dest_y, unsigned long action, unsigned long

plane)

display Xサーバーへの接続を指定する。

src ペイント型属性に関する情報を取り出すソースのドロアブル
(Drawable)を指定する。

dst 宛先のドロアブルを指定する。

gc GCを指定する。

src_x, src_y ソース矩形の左上隅の xy座標をソースドロアブルの原点に対
する相対座標で指定する。

width, height ソースおよび宛先の矩形の幅と高さを指定する。

dest_x, dest_y 宛先矩形の左上隅の xy座標を宛先ドロアブルの原点に対する
相対座標で指定する。

action コピーするペイント型データを指定する。指定できる値は、
XSolarisOvlCopyOpaque、
XSolarisOvlCopyTransparent、または
XSolarisOvlCopyAllのいずれか。

plane ソースが透明オーバーレイでないときにペイント型情報とし
て使用する srcドロアブルのビットプレーンを指定する。

srcと dstは同じスクリーンを持たなければなりません。そうしないと、BadMatch
エラーが発生します。

表 6–4に、srcと dstの組み合わせとその動作を示します。表の左側は srcの組み合
わせ、表の上側は dstの組み合わせを表します。A1～A4の各動作については、表に
続いて説明します。

表 6–4 XSolarisOvlCopyPaintTypeのソース/宛先の組み合わせと動作

ソース/宛先 オーバーレイ ドロアブル

オーバーレイ A1 A2

ドロアブル A3 A4

� A1 —ソースオーバーレイの不透明ピクセルに対応する宛先ピクセルは、GCの塗
りつぶし属性で指定された不透明カラーで描画されます。ソースオーバーレイの透
明ピクセルに対応する宛先ピクセルは、透明なペイントで描画されます。

� A2 —ソースオーバーレイの不透明ピクセルに対応する宛先ピクセルは、GCの塗
りつぶし属性に従って描画されます。ソースオーバーレイの透明ピクセルに対応す
る宛先ピクセルは、GCの同じ塗りつぶし属性に従って描画されますが、前景と背
景のピクセルが交換されます。
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� A3 —宛先オーバーレイのピクセルは、ソースドロアブルの planeのビット値に
応じて (上記のA1と同様に)不透明ペイントまたは透明ペイントで描画されます。
ソースの 1というビット値は不透明ピクセルとして取り扱われ、0というビット値
は透明ピクセルとして取り扱われます。

� A4 —宛先ドロアブルのピクセルは、ソースドロアブルの planeのビット値に応じ
て (上記のA2と同様に)描画されます。ソースのビットプレーンの 1というビット
値は不透明ピクセルとして取り扱われ、0というビット値は透明ピクセルとして取
り扱われます。

action引数は、不透明ペイント (XSolarisOvlCopyOpaque)、透明ペイント
(XSolarisOvlCopyTransparent)、それら両方 (XSolarisOvlCopyAll)のいずれ
をコピー対象とするかを指定します。これによって、クライアントは不透明ペイント
または透明ペイントを累積することができます。

ソース矩形の一部が、隠れたりソースドロアブルの境界外部にある場合、サーバーは
XCopyAreaと同じセマンティクスを使用して Exposeイベントを生成します。

このルーチンで使用される GC構成要素は、 function、 plane-mask、 fill-style、
subwindow-mode、 graphics-exposures、 clip-x-origin、 clip-y-origin、 clip-maskで
す。また、GCモードに依存する構成要素として、 foreground、 background、 tile、
stipple、 tile-stipple-x-origin、 tile-stipple-y-originが使用される場合もあります。

このルーチンで発生する可能性のあるエラーは、 BadDrawable、 BadGC、
BadMatch、 BadValueです。

エリアとそのペイント型のコピー
XSolarisCopyAreaAndPaintTypeルーチンは、カラー情報のソースとなるドロア
ブルの指定された領域を、カラー情報の宛先イメージとなるドロアブルの指定された
領域にコピーします。宛先イメージとなるドロアブルがオーバーレイでなければ、ペ
イント型情報のソースとなるドロアブル内で指定されたペイント型情報に従って、ペ
イント型情報の宛先イメージとなるドロアブルの指定された領域も塗りつぶします。

XSolarisOvlCopyAreaAndPaintTypeルーチンを使用すれば、カラーまたはペイ
ント型の情報が格納されているクライアントのメモリー空間内のイメージと、指定さ
れたオーバーレイウィンドウの矩形とを結合することができます。その場合は、最初
にイメージとペイント型のデータをサーバーに移動し、XPutImageを使用して、適
切なデプスの 2つのピクセルマップにデータをコピーします。次に、カラーとペイン
ト型のドロアブルを指定した XSolarisOvlCopyAreaAndPaintTypeを呼び出し
て、情報をオーバーレイにコピーします。

このルーチンを使用すれば、特定のドロアブルからピクセル情報 (カラーとペイント
型の情報)を取り出すこともできます。その場合は、最初に 2つの分離可能な宛先ド
ロアブルを指定する XSolarisOvlCopyAreaAndPaintTypeを呼び出します。次
に、各ドロアブルに対して XGetImageを呼び出し、サーバーからクライアントのメ
モリー空間にデータを転送します。

XSolarisCopyAreaAndPaintTypeの構文と引数を次に示します。
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void

XSolarisOvlCopyAreaAndPaintType(Display * display, Drawable colorsrc,

Drawable painttypesrc, Drawable colordst, Drawable painttypedst, GC

colorgc, GC painttypegc, int colorsrc_x, int colorsrc_y, int

painttypesrc_x, int painttypesrc_y, unsigned int width,

unsigned int height, int colordst_x, int colordst_y, int

painttypedst_x, int painttypedst_y, unsigned long action, unsigned long

plane)

display Xサーバーへの接続を指定する。

colorsrc カラー情報のソースとなるドロアブル。colorsrcとして、
任意のデプスのドロアブルまたはオーバーレイウィンドウを
指定できる。

painttypesrc ペイント型情報のソースとなるドロアブル。painttypesrc
として、任意のドロアブルまたはオーバーレイウィンドウを
指定できる。painttypesrcがオーバーレイウィンドウでな
い場合、planeで指定された painttypesrcのビットプ
レーンはペイント型データであるかのように処理され、コ
ピーに使用される。この場合、planeは 1つのビットセット
を持たなければならない。

colordst カラー情報の宛先となるドロアブル。

painttypedst ペイント型情報の宛先となるドロアブル。colordstがオー
バーレイである場合、このドロアブルは無視される。

colorgc カラー情報のコピーに使用する GC。

painttypegc painttypedst内の領域の描画に使用する GC。
colordst/painttypedstがオーバーレイである場合、こ
の GCは無視される。

colorsrc_x

colorsrc_y

カラー情報のソース矩形の左上隅の XY座標を、カラー情報
のソースドロアブルの原点に対する相対座標で指定する。

painttypesrc_x

painttypesrc_y

ペイント型情報のソース矩形の左上隅の XY座標を、ペイン
ト型情報のソースドロアブルの原点に対する相対座標で指定
する。

width, height ソースおよび宛先の矩形の幅と高さをピクセル単位で指定す
る。
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colordst_x

colordst_y

カラー情報の宛先矩形の左上隅の XY座標を、カラー情報の
宛先ドロアブルの原点に対する相対座標で指定する。

painttypedst_x

painttypedst_y

ペイント型情報の宛先矩形の左上隅の XY座標を、ペイント
型情報の宛先ドロアブルの原点に対する相対座標で指定す
る。colordst/painttypedstがオーバーレイである場合
は、colordst_xと colordst_yが使用される。

action どのペイント型データをコピーするかを指定する。指定でき
る値は、XSolarisOvlCopyOpaque、
XSolarisOvlCopyTransparent、 XSolarisOvlCopyAllのいずれ
か。

plane painttypesrcがオーバーレイでないときに、ペイント型情
報として使用する painttypesrcのソースビットプレーンを
指定する。

colordstとして任意のドロアブルを指定できますが、colorsrcと同じデプスで同
じルートを持たないと、BadMatchエラーが発生します。colordstがオーバーレイ
の場合は、painttypedst が無視され、それ以外の場合は painttypedst として任
意のタイプのドロアブルを指定できます。

表 6–5に、ソースと宛先の組み合わせとそれらの動作を示します。表の左側は
colorsrc/paittypesrcの組み合わせ、表の上側は colordst/painttypedstの
組み合わせを表します。A1～A8の各動作については、表に続いて説明します。表の
中で「不可能」と記載された箇所は、colordstがオーバーレイの場合は
painttypedstが無視されるために、その組み合わせが不可能であることを示しま
す。

表 6–5 XSolarisOvlCopyAreaAndPaintTypeのソース/宛先の組み合わせと動作

オーバーレイ/オー
バーレイ

オーバーレイ/ドロ
アブル

ドロアブル/オー
バーレイ ドロアブル/ドロアブル

オーバーレ
イ/オーバーレ
イ

A1 不可能 A5 A5

オーバーレ
イ/ドロアブル

A2 不可能 A6 A6

ドロアブ
ル/オーバーレ
イ

A3 不可能 A7 A7

ドロアブル/ド
ロアブル

A4 不可能 A8 A8

� A1 — painttypesrcのペイント型情報が、colorsrcから colordstにカラー
情報をコピーするためのマスクとして使用されます。painttypesrc内の不透明
ピクセルに対応する colorsrcのピクセルは colordstにコピーされ、透明ピク
セルに対応する colordstのピクセルは透明になります。colorsrcの透明ピク
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セルが colordstにコピーされる場合、実際に転送されるカラーは未定義になり
ます。

� A2 — planeで指定される painttypesrcのビットプレーンからペイント型情報
が抽出される点以外は、A1と同じです。1というビット値は不透明ピクセルを表
し、0というビット値は透明ピクセルを表します。

� A3 —オーバーレイでないドロアブルを使用してカラー情報が取得される点以外
は、A1と同じです。透明ピクセルを原因とする未定義のカラーは生じません。

� A4 — A2と同様に、 planeで指定される painttypesrcのビットプレーンからペ
イント型情報が抽出される点以外は、A3と同じです。

� A5 — A1と同様に、 painttypesrcのペイント型情報が、colorsrcから
colordstにカラー情報をコピーするためのマスクとして使用されます。さら
に、XSolarisOvlCopyPaintTypeの場合のように、このペイント型情報に
よって painttypedstドロアブルに対する描画が制御されます。

� A6 — A2と同様に、planeで指定される painttypesrcのビットプレーンからペ
イント型情報が抽出される点以外は、A5と同じです。

� A7 —カラー情報のソースの透明ピクセルを原因とする未定義のカラーが生じない
点以外は、A5と同じです。

� A8 — A2と同様に、 planeで指定される painttypesrcのビットプレーンからペ
イント型情報が抽出される点以外は、A7と同じです。

action引数は、不透明ペイント (XSolarisOvlCopyOpaque)、透明ペイント
(XSolarisOvlCopyTransparent)、それら両方 (XSolarisOvlCopyAll)のいずれ
をコピー対象とするかを指定します。これによって、クライアントは不透明ペイント
または透明ペイントを累積することができます。

XSolarisOvlCopyPaintTypeと同様の方法で、NoExposeイベントと
GraphicsExposeイベントが生成されます。

colordst引数にオーバーレイを指定すると、painttypedst、painttypegc、
painttypedst_x、painttypedst_yの各引数はすべて無視されます。
painttypegcには NULLポインタ、painttypedstには None値を指定できます。
オーバーレイは、painttypesrcで指定される領域内のピクセルで定義されるのと
まったく同じペイント型を持ちます。カラー情報をコピーしても、宛先のペイント型
は影響を受けません。

このルーチンで使用される colorgcの GC構成要素は、 function、 plane-mask、
subwindow-mode、 graphics-exposure、 clip-x-origin、 clip-y-origin、 clip-maskで
す。

colordstがオーバーレイでない場合は、 painttypegcの GC構成要素として、
function、 plane-mask、 fill-style、 subwindow-mode、 clip-x-origin、 clip-y-
origin、 clip-maskが使用されます。また、GCモードに依存する構成要素として、
foreground、 background、 tile、 stipple、 tile-stipple-x-origin、 tile-stipple-y-origin
が使用される場合もあります。

このルーチンで発生する可能性のあるエラーは、 BadDrawable、 BadGC、
BadMatch、 BadValueです。
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オーバーレイカラー情報の検索
XReadScreenは、スクリーンの矩形に表示されるカラーを戻します。このルーチン
は、指定されたウィンドウの画面に表示されるカラーをアクセスします。

一部の高度な表示デバイス上では、表示されるカラーがデータの複合体として、複数
の異なるフレーム記憶域に格納されており、これらのフレーム記憶域が異なるデプス
やビジュアル型を持つことができます。また、アンダーレイの一部分がオーバーレイ
の下に見えるようなオーバーレイ/アンダーレイのウィンドウペアもあります。デプ
スが異なる矩形については、 XGetImageによって戻されるデータが未定義になるた
め、XGetImageは、ユーザーが実際に画面上で見ている画像を返すには不十分で
す。さらに、ピクセル情報が異なるドロアブルに存在するため、XGetImageはオー
バーレイ/アンダーレイのウィンドウペアに関するピクセル情報を合成することがで
きません。XReadScreenがこのような問題を解決します。

XReadScreenは、ピクセル情報ではなくカラー情報 (画面上に実際に表示される可視
カラー)を戻します。すなわち、指定された矩形の境界内部のすべてのウィンドウに
関するカラー情報を戻します。XGetImageとは違って、指定されたウィンドウのデ
プスとは異なるデプスを持つ下層ウィンドウやオーバラップウィンドウであっても、
その可視領域について戻される情報は未定義にはならず、これらのウィンドウで実際
に表示されるカラーが戻されます。

注 –戻されるカラーは、画面上で利用できるハードウェアカラー LUTの数に制限が
ないと想定した場合には、表示されるカラーとなります。したがって、このカラーは
理論的な表示カラーを意味します。すべてのソフトウェアカラーマップを同時に表示
するのに十分な数のハードウェアカラー LUTがないと、画面上でカラーマップフ
ラッシングが発生しますが、この場合は、戻されるカラーと実際に表示されるカラー
が一致しないことがあります。

このルーチンの構文と引数を次に示します。

XImage

* XReadScreen (Display *display, Window w, int x, int y,

unsigned int width, unsigned int height,

Bool includeCursor)

display Xサーバーへの接続を指定する。

w スクリーンのデータが読み取られるウィンドウを指定する。

x, y 矩形の左上隅の XY座標をウィンドウ wの原点に対する相対
座標で指定する。

width, height 矩形の幅と高さを指定する。
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includeCursor 戻されるカラーにカーソルイメージを含めるかどうかを指定
する。

wがオーバーレイウィンドウである場合、指定された矩形内に不透明なペイントが存
在するすべての領域については、オーバーレイのカラー情報が戻されます。オーバー
レイ内に透明なペイントが存在する領域については、アンダーレイのカラー情報が戻
されます。通常、このアンダーレイは透明ペイントを含むオーバーレイウィンドウに
できるため、透明ペイントを含む (x, y)座標に関するカラー情報は、(x, y)に不透明な
ペイントを持つ最初に出合った上層ウインドウを表します。

カラー情報は、XImageとして戻されます。戻されるイメージの幅と高さは、引数で
指定された値と同じになります。イメージの形式は ZPixmapです。イメージのデプ
スは 24、bits_per_pixelは 32です。各カラーチャネル (赤、緑、青)に関するカラー情
報の最上位 8ビットは、XImage内の red_mask、green_mask、blue_maskで定義
されるビット位置に戻されます。XImageの属性値のうちサーバーに依存するもの
は、byte_order, bitmap_unit, bitmap_bit_order, bitmap_pad,
bytes_per_line, red_mask, green_mask, blue_maskです。

includeCursorが Trueの場合は、戻されるカラーにカーソルイメージが含めら
れ、それ以外の場合は、除外されます。

このルーチンでは、引数のウィンドウ (およびその他のウィンドウ)の境界も読み取ら
れることに注意してください。

問題が発生すると、XReadScreenは NULLを戻します。

既存の Xlibピクセル転送ルーチンを使用する
Xlibピクセル転送ルーチン XGetImage、XCopyArea、XCopyPlaneも、透明オー
バーレイウィンドウに使用できます。

XGetImage
オーバーレイ以外のドロアブル上では、XGetImageルーチンは X11仕様で定義され
たとおりに動作します。オーバーレイウィンドウについても同じことが言えますが、
例外として、これらのウィンドウ上では透明なピクセルについて戻されるカラー情報
は未定義になります。画面上の領域の表示カラーを検索するだけの場合は、
XReadScreenを使用してください。

XCopyAreaおよび XCopyPlane
ソースと宛先のドロアブルが両方ともオーバーレイ以外の場合、これらのルーチンは
X11仕様で定義されたとおりに動作します。ただし、ソースまたは宛先となるドロア
ブルがオーバーレイウィンドウの場合は、次の点に注意してください。
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� ソースのドロアブルがオーバーレイで、宛先のドロアブルがオーバーレイ以外の場
合は、カラー情報だけがコピーされ、ソースのペイント型情報は無視されます。透
明なピクセルに関するカラー情報は未定義になります。

� ソースのドロアブルがオーバーレイ以外で、宛先のドロアブルがオーバーレイであ
る場合は、GCのペイント型で指定されたとおりにコピーが実行されます。すなわ
ち、ペイント型が XSolarisOvlPaintOpaqueの場合は、不透明なペイントを使
用してカラー情報が宛先にコピーされます。ペイント型が
XSolarisOvlPaintTransparentの場合は、カラー情報が無視され、宛先のピ
クセルは透明になります。

� ソースと宛先のドロアブルが両方ともオーバーレイの場合は、ソースのペイント型
が無視され、ソースがオーバーレイでない場合と同じ動作になります。カラーとペ
イント型の両方の情報をコピーしたい場合は、
XSolarisOvlCopyAreaAndPaintTypeを使用してください。

アプリケーションの移植性の設計
SolarisオーバーレイAPIには、デバイス間でアプリケーションの移植性を保証できる
ように、次の 2つのルーチンが用意されています。

� XSolarisOvlSelectPartner –アプリケーションで既存のオーバーレイビ
ジュアルまたはアンダーレイビジュアルに最適の組み合わせになるビジュアルを選
択できるようにする。

� XSolarisOvlSelectPair –アプリケーションで、画面用のすべてのビジュアル
ペアセットから最適のオーバーレイビジュアルとアンダーレイビジュアルのペアを
選択できるようにする。

次に、この 2つのルーチンについて説明します。

オーバーレイ/アンダーレイウィンドウのビジュア
ルの選択
オーバーレイを使用するアプリケーションの移植性を維持するためには、適切なオー
バーレイビジュアルを探索し、指定されたアンダーレイビジュアルに使用できること
が必要です。あるいは適切なアンダーレイビジュアルを探索し、指定されたオーバー
レイビジュアルに使用できることが必要です。オーバーレイ拡張機能をサポートする
各 Xスクリーンでは、アンダーレイウィンドウの子として使用するのに最適なウィン
ドウを持つオーバーレイビジュアルの集合が定義されます。各アンダーレイビジュア
ルごとに最適なオーバーレイビジュアルの集合が存在します。アンダーレイビジュア
ルとそれらに最適なオーバーレイビジュアルの組み合わせによって、各スクリーン
の「オーバーレイ/アンダーレイの最適なペア」が形成されます。最適なペアを形成
するオーバーレイ/アンダーレイの各ビジュアルは、お互いの「パートナ」と呼ばれ
ます。
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ルーチン XSolarisOvlSelectPartnerを使用すれば、アンダーレイビジュアルを
入力として与えて、特定の条件を満たす最適なオーバーレイビジュアルを選択するこ
とができます。またその逆に、オーバーレイビジュアルを入力として与えて、特定の
条件を満たす最適なアンダーレイビジュアルを選択することもできます。オーバーレ
イに関係のない Xエラーは別として、選択されたビジュアルを使用すれば、ウィンド
ウを安全に作成することができます。

このルーチンは、特定のビジュアルの最適なパートナを探索し、条件に合致するビ
ジュアルが見つかったかどうかに応じて成功または失敗を表す状態を戻します。条件
には次の 2つの種類があります。

1. ハード条件 –必ず満たされなければならない条件。ハード条件を満たすビジュアル
だけが最適なペアの候補となります。

2. ソフト条件 –必須ではないが満たされたほうが望ましい条件。

すべてのハード条件と大部分のソフト条件を満たすビジュアルが選択され、そのビ
ジュアルの属性が戻されます。すべてのハード条件および同じ数のソフト条件を満た
すビジュアルが複数見つかった場合は、そのうち 1つのビジュアルが選択されて戻さ
れます。どのビジュアルが選択されるかは、実装状態によって異なります。

XSolarisOvlSelectPartnerの構文と引数を次に示します。

XSolarisOvlSelectStatus

XSolarisOvlSelectPartner (Display *display, int screen, VisualID vid,

XSolarisOvlSelectType seltype, int numCriteria, XSolarisOvlVisualCriteria

*pCriteria, XVisualInfo *visinfoReturn, unsigned long

*unmetCriteriaReturn)

display Xサーバーへの接続を指定する。

screen ビジュアル vidのスクリーンを指定する整数。

vid パートナを探すビジュアルの XID。

seltype 選択対象となるビジュアルの種類を指定する。

numCriteria pCriteria配列の中にあるXSolarisOvlVisualCriteria
構造体の数。

pCriteria ビジュアルを選択するための条件を優先順位の高い順に指定
した XSolarisOvlVisualCriteria構造体の配列。

visinfoReturn 呼び出し側が提供する XVisualInfo構造体へのポインタ。
正常終了の場合は、選択されたビジュアルの属性がこの構造
体に書き込まれる。
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unmetCriteriaReturn 満足されなかった条件を記述するビットマスクへのポイン
タ。この出力引数が意味を持つのは、ルーチンが
XSolarisOvlQualifiedSuccessまたは
XSolarisOvlCriteriaFailureという値を戻すときに限
られる。

引数の型
XSolarisOvlSelectTypeは、XSolarisOvlSelectPartner内で選択できる 2
種類のビジュアルを定義する列挙型です。この構造体は、次のように定義されます。

typedef

enum { XSolarisOvlSelectBestOverlay, XSolarisOvlSelectBestUnderlay, }

XSolarisOvlSelectType;

XSolarisOvlVisualCriteriaはビジュアルの選択時に使用される各種条件と、そ
れらの条件の重要度を定義する構造体です。この構造体は次のように定義されます。

typedef

struct { unsigned long hardCriteriaMask; unsigned

long softCriteriaMask int c_class; unsigned int depth; unsigned

int minColors; unsigned int minRed; unsigned int minGreen;

unsigned int minBlue; unsigned int minBitsPerRGB;

unsigned int minBuffers; }

XSolarisOvlVisualCriteria;

hardCriteriaMaskと softCriteriaMaskは、次に示す任意のビットマスクの論
理和を値とするビットマスクです。

#define

XSolarisOvlVisualClass (1L<<0) #define

XSolarisOvlDepth (1L<<1) #define

XSolarisOvl MinColors (1L<<2) #define

XSolarisOvlMinRed (1L<<3) #define

XSolarisOvl MinGreen (1L<<4) #define

XSolarisOvl MinBlue (1L<<5) #define

XSolarisOvlMinBitsPerRGB (1L<<6) #define
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XSolarisOvl MinBuffers (1L<<7) #define

XSolarisOvlUnsharedPixels (1L<<8) #define

XSolarisOvlUnsharedColors (1L<<9) #define

XSolarisOvlPreferredPartner (1L<<10)

戻り値の型
XSolarisOvlSelectStatusはルーチンがビジュアルの探索に成功したかどうか、
失敗した場合はその理由を示す値です。戻り値は、次のいずれかになります。

typedef

enum { XSolarisOvlSuccess, XSolarisOvlQualifiedSuccess,

XSolarisOvlCriteriaFailure, XSolarisOvlFailure, }

XSolarisOvlSelectStatus;

� 1つの XSolarisOvlVisualCriteria構造体で指定された、すべてのハード条
件とソフト条件を満たすビジュアルが正常に見つかった場合は、
XSolarisOvlSuccessが戻されます。

� 選択されたビジュアルが、1つの XSolarisOvlVisualCriteria構造体で指定
された、すべてのハード条件は満たすが、ソフト条件は満たさない場合は、
XSolarisOvlQualifiedSuccessが戻されます。この場合は、満たされな
かったソフト条件の論理和が unmetCriteriaReturnに書き込まれます。

� XSolarisOvlCriteriaFailureは、XSolarisOvlVisualCriteria構造体
で指定されたハード条件を満たすビジュアルが見つからなかったことを示します。
この場合は、もっとも緩いハード条件を持つ XSolarisOvlVisualCriteria構
造体について、満たされなかったハード条件の論理和が unmetCriteriaReturn
に書き込まれます。

� 条件の不一致以外のエラーが発生した場合は、XSolarisOvlFailureが戻され
ます。

複数の条件集合
このルーチンでは、優先順位の高い順に条件集合を指定することができます。すなわ
ち、単一の呼び出しで複数の条件集合が指定できます。まず、最初の条件集合に合致
するビジュアルの探索がルーチンにより行われ、最初の条件集合のすべてのハード条
件を満たすビジュアルが見つかると、そのビジュアルが選択されます。そのようなビ
ジュアルが見つからない場合は、2番目の条件集合を使用して探索が続けられます。
このような手続きは、特定の条件集合のすべてのハード条件を満たすビジュアルが見
つかるか、すべての条件集合のテストが終了するまで続けられます。すなわち、この
優先順位の仕組みでは、もっとも望ましいビジュアルを最初の条件集合として指定
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し、それより優先度の低いビジュアルについては 2番目以降の条件集合として指定す
ればよいわけです。この仕組みにより、単一のサブルーチン呼び出しで、ビジュアル
に関するユーザーの要求を優先順位の高い順に探索することができます。

特定の条件集合では、任意の条件をハード条件またはソフト条件として指定すること
ができます。特定の条件の hardCriteriaMaskは、探索時にハード条件として指定
する条件ビットマスクの論理和です。同様に、softCriteriaMaskはソフト条件
ビットマスクの論理和です。

条件の中には特定の値を取るものがあります。これらの値は、
XSolarisOvlVisualCriteria構造体の他のデータメンバによって提供されます。
以下の条件の説明では、これらのデータメンバを必要に応じて取り上げます。

� XSolarisOvlVisualClassは、選択されたビジュアルが特定のビジュアルクラ
スを持つことを指定します。そのビジュアルクラスは c_classで指定します。

� XSolarisOvlDepth, XSolarisOvlMinColors, XSolarisOvlMinRed,
XSolarisOvlMinGreen, XSolarisOvlMinBlueの各条件は、相互に関連があり
ます。通常は、これらの条件の一部だけを指定します。

� XSolarisOvlDepthは、選択されたビジュアルのデプスが depthに等しくなる
ことを指定します。

� XSolarisOvlMinColorsは、選択されたビジュアルで表示可能なカラーの総数
が少なくとも minColors個であることを指定します。

� XSolarisOvlMinRed、XSolarisOvlMinGreen、XSolarisOvlMinBlueを使
用すれば、DirectColorビジュアルまたは TrueColorビジュアルについて詳細
なカラー条件を指定することができます。各条件に対応する値はそれぞれ、
minRed、minGreen、minBlueで指定します。これらのデータメンバの値は、選
択されたビジュアルの赤、緑、青の要素値の下限を指定するものです。

� XSolarisOvlMinBitsPerRGBは、選択されたビジュアル上で作成されるカラー
マップからのカラーチャネル出力が少なくとも minBitsPerRGBであることを指
定します。

� XSolarisOvlMinBuffersは、選択されたビジュアルに少なくとも
minBuffers個の高速MBXイメージバッファを割り当てることを指定します。

� XSolarisOvlUnsharedPixelsは、引数のビジュアル vidのウィンドウピクセ
ルとは異なる描画プレーングループ内に存在するウィンドウピクセルを持つパート
ナビジュアルを選択します。この条件下では、引数のビジュアルと同じ描画プレー
ングループを使用するビジュアルは選択されません。

� XSolarisOvlUnsharedColorsは、オーバーレイ/アンダーレイのウィンドウペ
アがカラーマップのフォーカスを保持しているときに、ウィンドウピクセルのカ
ラーを同時に表示できるようなパートナビジュアルを選択します。この条件下で
は、ビジュアルが単一のカラー LUTプールを共有し、そのプール内に引数のビ
ジュアルと同じカラー LUTが 1個しか存在しない場合、そのビジュアルは選択さ
れません。
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条件集合の hardCriteriaMaskをゼロに設定すると、任意のビジュアルがその条件
集合のハード条件を満たすことになります。同様に、条件集合の
softCriteriaMaskをゼロに設定すると、その条件集合のソフト条件は必ず満たさ
れることになります。

オーバーレイ/アンダーレイビジュアルの最適なペ
アの選択
このルーチンは XSolarisOvlSelectPartnerと似ていますが、特定のビジュアル
のパートナビジュアルを見つけるのではなく、特定のスクリーン上のすべてのビ
ジュアルペアから、指定された条件にもっとも合致するオーバーレイとアンダーレイ
のペアを同時に選択します。オーバーレイに関係のない Xエラーは別として、選択さ
れたビジュアルを使用すれば、ウィンドウを安全に作成することができます。

このルーチンは、pCriteriaで指定された条件に基づいて、特定のスクリーンの最
適なビジュアルペアを探索し、それからすべてのビジュアルペア (最適なペアとそれ
以外のペア)を探索します。オーバーレイとアンダーレイに関する条件は、
pCriteriaの各要素で指定されます。このルーチンは、指定された条件に合致する
ペアが見つかったかどうかに応じて成功または失敗を表す状態を戻します。

選択されたペアのオーバーレイビジュアルは、オーバーレイに関するすべてのハード
条件を満たします。また、このペアのアンダーレイビジュアルは、アンダーレイに関
するすべてのハード条件を満たします。オーバーレイビジュアルの属性は
ovVisinfoReturnに戻され、アンダーレイビジュアルの属性は
unVisinfoReturnに戻されます。すべてのハード条件 (オーバーレイとアンダーレ
イ)および同じ数のソフト条件 (オーバーレイまたはアンダーレイ)を満たすビジュア
ルペアが複数見つかった場合は、そのうち 1つのペアが選択されて戻されます。どの
ペアが選択されるかは、実装状態によって異なります。

構文と引数を次に示します。

XSolarisOvlSelectStatus

XSolarisOvlSelectPair (Display *display, int screen, int numCriteria,

XSolarisOvlPairCriteria *pCriteria, XVisualInfo *ovVisinfoReturn,

XVisualInfo *unVisinfoReturn, unsigned long *unmetOvCriteriaReturn,

unsigned long *unmetUnCriteriaReturn)

display Xサーバーへの接続を指定する。

screen ビジュアルの探索場所となるスクリーンを指定する整数。
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numCriteria pCriteria配列の中にある XSolarisOvlPairCriteria
構造体の数。

pCriteria ビジュアルのペアを選択するための条件を優先順位の高い順
から低い順に指定した XSolarisOvlPairCriteria構造体
の配列。

ovVisinfoReturn 呼び出し側が提供する XVisualInfo構造体へのポインタ。
正常終了の場合は、選択されたオーバーレイビジュアルの属
性がこの構造体に書き込まれる。

unVisinfoReturn 呼び出し側が提供する XVisualInfo構造体へのポインタ。
正常終了の場合は、選択されたアンダーレイビジュアルの属
性がこの構造体に書き込まれる。

unmetOvCriteriaReturn オーバーレイビジュアルに関して満足されなかった条件を記
述するビットマスクへのポインタ。この出力引数が意味を持
つのは、ルーチンが XSolarisOvlQualifiedSuccessまた
は XSolarisOvlCriteriaFailureという値を戻すときに
限られる。

unmetUnCriteriaReturn アンダーレイビジュアルに関して満足されなかった条件を記
述するビットマスクへのポインタ。この出力引数が意味を持
つのは、ルーチンが XSolarisOvlQualifiedSuccessまた
は XSolarisOvlCriteriaFailureという値を戻すときに
限られる。

引数の型
XSolarisOvlPairCriteriaはビジュアルの選択時に使用される各種条件と、それ
らの条件の重要度を定義する構造体です。この構造体は次のように定義されます。

typedef

struct { XSolarisOvlVisualCriteria overlayCriteria;

XSolarisOvlVisualCriteria underlayCriteria; }

XSolarisOvlPairCriteria;

XSolarisOvlVisualCriteriaは、XSolarisOvlSelectPartnerの仕様で定義
されています。

戻り値の型
XSolarisOvlSelectStatusはこの型の定義については、
XSolarisOvlSelectPartnerの仕様を参照してください。

� XSolarisOvlPairCriteria構造体の 1つで指定されたすべてのハード条件と
ソフト条件を満たすビジュアルペアが正常に見つかった場合は、
XSolarisOvlSuccessが戻されます。
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� 選択されたビジュアルが XSolarisOvlPairCriteria構造体の 1つで指定され
たすべてのハード条件を満たすが、ソフト条件は満たさない場合は、
XSolarisOvlQualifiedSuccessが戻されます。この場合は、オーバーレイと
アンダーレイに関して満たされなかったソフト条件の論理和が、それぞれ
unmetOvCriteriaReturnと unmetUnCriteriaReturnに書き込まれます。

� XSolarisOvlCriteriaFailureは、XSolarisOvlPairCriteria構造体で指
定されたハード条件を満たすビジュアルペアが見つからなかったことを示します。
この場合は、オーバーレイとアンダーレイに関し、XSolarisOvlPairCriteria
構造体の満たされなかったハード条件のうち、もっとも緩いハード条件の論理和
が、それぞれ unmetOvCriteriaReturnと unmetUnCriteriaReturnに書き
込まれます。

� 条件の不一致以外のエラーが発生した場合は、XSolarisOvlFailureが戻され
ます。

条件集合
XSolarisOvlSelectPartnerと同様に、XSolarisOvlSelectPairでは、優先
順位の高い順に条件集合を指定することができます。すなわち、単一の呼び出しで複
数の条件集合が指定できます。まず、オーバーレイとアンダーレイに関する最初の条
件集合に合致するビジュアルペアの探索がルーチンにより行われ、最初の条件集合の
すべてのハード条件を満たすペアが見つかると、そのペアが選択されます。そのよう
なペアが見つからない場合は、2番目の条件集合を使用して探索が続けられます。こ
のような手続きは、特定の条件集合のすべてのハード条件を満たすペアが見つかる
か、すべての条件集合がテストされるまで続けられます。すなわち、この優先順位の
仕組みでは、もっとも望ましいペアを最初の条件集合として指定し、それより優先度
の低いペアについては 2番目以降の条件集合として指定すればよいわけです。この仕
組みにより、単一のサブルーチン呼び出しで、ペアに関するユーザーの要求を優先順
位の高い順に探索することができます。

指定できる条件マスクの詳細については、84ページの「オーバーレイ/アンダーレイ
ウィンドウのビジュアルの選択」を参照してください。
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第 7章

セキュリティ

Solaris環境は、ユーザーベースとホストベースの 2種類のアクセス制御機構をサポー
トするとともに、MIT-MAGIC-COOKIE-1および SUN-DES-1という 2種類の認証プ
ロトコルをサポートしています。この章では、これらのアクセス制御機構と認証プロ
トコルについて解説するほか、サーバーのアクセス制御を変更する方法およびクライ
アントの実行方法について説明します。その実行方法には、リモートで実行する方法
と別のユーザーとしてローカルで実行する方法の 2種類があります。

この章についての注意

この章の内容が問題となるのは、以下に示すいずれかのコンフィギュレーションでア
プリケーションを実行する場合です。

� OpenWindows 2.0または X11R4より前のバージョンの Xlibとリンクされたアプ
リケーションを実行する。詳細は、94ページの「ホストベース」を参照してくだ
さい。

� OpenWindows 2.0ライブラリに静的にリンクされたアプリケーションを実行し、
かつ SUN-DES-1認証プロトコルを適用しようとする。詳細は、95ページ
の「SUN-DES-1」を参照してください。

� リモートサーバー上でアプリケーションを実行する。詳細は、100ページの「クラ
イアントをリモートで実行する場合とローカルで実行する場合」を参照してくださ
い。

上記のコンフィギュレーションのいずれも使用しない場合は、デフォルトのセキュリ
ティの設定を変更する必要はありません。
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アクセス制御機構
どのクライアント (すなわちアプリケーション)が OpenWindowsサーバーにアクセス
できるかを制御するのがアクセス制御機構です。アクセスが許可されたクライアント
だけがサーバーに接続でき、許可されていない Xクライアントはすべて以下のエラー
メッセージが表示され終了します。

Xlib:

connection to hostname refused by server Xlib:

Client is not authorized to connect to

server

サーバーコンソールに以下のメッセージが表示されます。

AUDIT:

<月日時刻年>: X: client

6 rejected from IP

129.144.152.193 port

3485 Auth name:

MIT-MAGIC-COOKIE-1

アクセス制御機構には、ユーザーベースとホストベースの 2種類があります。
openwinとともに -noauthオプションを指定しなければ、その両方のアクセス制御
機構がアクティブ状態となります。詳細は後述の 97ページの「サーバーに対するア
クセスの操作」を参照してください。

ユーザーベース
ユーザーベース、すなわち認証ベースの制御機構では、あるユーザーに対し、任意の
ホスト上の特定ユーザーに対するアクセスが明示的に許可されます。すなわち、その
ユーザーのクライアントがサーバーに認証データを渡し、そのデータがサーバーの認
証データと一致すれば、アクセスが許可されます。

ホストベース
汎用機構としてのホストベース制御機構では、ユーザーに対して特定ホストへのアク
セスが許可され、そのホスト上の全ユーザーがサーバーに接続できます。これはゆる
やかなアクセス制御方式であり、サーバーに対するアクセス権がホストに与えられて
いれば、そのホスト上の全ユーザーがサーバーに接続できます。
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ホストベース制御機構は、主に旧バージョンとの互換性を目的として使用されます。
OpenWindows 2.0または X11R4より前のバージョンの Xlibとリンクされたアプリ
ケーションは、新しいユーザーベースのアクセス制御機構に対応できません。それら
のアプリケーションがサーバーに接続できるようにするためには、ホストベース機構
に切り換えるか、あるいは新バージョンの Xlibとリンクし直さなければなりませ
ん。

注 –旧バージョンの Xlibとリンクしたクライアントは、できれば新しいバージョンと
リンクし直してください。これにより、新しいユーザーベースのアクセス制御機構の
下でサーバーに接続できるようになります。

認証プロトコル
OpenWindows環境では、MIT-MAGIC-COOKIE-1および SUN-DES-1の 2種類の認
証プロトコルをサポートしています。その 2種類のプロトコルの違いは、使用する認
証データの違いであり、アクセス制御機構に関しては同様です。

ユーザーベース機構を使用するMIT-MAGIC-COOKIE-1プロトコルが OpenWindows
環境のデフォルト設定です。

MIT-MAGIC-COOKIE-1
MIT-MAGIC-COOKIE-1は、MIT (マサチューセッツ工科大学)で開発された認証プロ
トコルです。マジッククッキーは、ランダムな値に生成されるバイナリ形式のパス
ワードです。サーバーのスタートアップ時に、そのサーバーおよびユーザー (システ
ムを起動したユーザー)に関してマジッククッキーが作成されます。接続が要求され
るたびに、そのユーザーのクライアントは、接続パケットの一部として、サーバーに
マジッククッキーを送ります。そのマジッククッキーはサーバーのマジッククッキー
と比較され、2つが一致すれば接続が許可されます。2つのマジッククッキーが一致
しなければ、接続は許可されません。

SUN-DES-1
SUN-DES-1は Sunが開発した認証プロトコルです。Secure RPC (Remote Procedure
Call)が基本になっており、DES (Data Encryption Software)サポートが必要です。認
証データはユーザーのネット名、すなわちマシン独立のネットワーク名です。この
データは暗号化され、接続パケットの一部としてサーバーに送られます。サーバーは
そのデータを暗号解読し、それが既知のネット名であれば接続が許可されます。
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SUN-DES-1認証プロトコルは、MIT-MAGIC-COOKIE-1よりも高度なセキュリ
ティを提供します。特定ユーザーのネット名 (マシン独立)を他のユーザーが使用して
サーバーにアクセスすることは不可能です。しかし、他のユーザーがマジック
クッキーを使用してサーバーにアクセスすることは可能です。

このプロトコルは、OpenWindowsバージョン 3以降の環境に入っているライブラリ
でしか使用できません。それより古い OpenWindows環境の静的ライブラリ (特に
Xlib)とリンクしているアプリケーションは、この認証プロトコルを使用できません。

後述の 99ページの「SUN-DES-1を使用する場合のアクセス許可」で説明するよう
に、特定ユーザーのアクセスリストにネット名を追加することによって、サーバーに
対する他ユーザーのアクセスを許可することができます。

デフォルト認証プロトコルの変更
デフォルト認証プロトコルのMIT-MAGIC-COOKIE-1を他のサポートされている認証
プロトコルに変更することができます。また、ユーザーベースのアクセス制御機構を
使用しないという変更も可能です。このデフォルト設定の変更には、openwinコマン
ドとともにオプションを指定します。詳しくは openwin(1)のマニュアルページを参
照してください。

たとえば、MIT-MAGIC-COOKIE-1から SUN-DES-1に変更するには、OpenWindows
を次のように起動します。

example%

openwin -auth

sun-des

ユーザーベースのアクセス機構なしで OpenWindowsを実行する必要があるときは、
コマンド行オプション -noauthを使用します。

example%

openwin -noauth

注意 – -noauthを使用することによってセキュリティ機能が低下します。ホスト
ベースのアクセス制御機構のみで OpenWindowsを実行することに等しく、サーバー
はユーザーベースのアクセス制御機構を非アクティブ状態とします。そのローカルマ
シン上でアプリケーションを実行できるすべてのユーザーに対してサーバーへのアク
セスが許可されます。
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サーバーに対するアクセスの操作
openwinコマンドで -noauthオプションを指定しなければ (96ページの「デフォル
ト認証プロトコルの変更」を参照)、ユーザーベースとホストベースの両方のアクセス
制御機構がアクティブ状態となります。サーバーは、最初にユーザーベース機構を調
べ、次にホストベース機構を調べます。デフォルトのセキュリティコンフィギュレー
ションでは、ユーザーベース機構としてMIT-MAGIC-COOKIE-1、ホストベース機構
に対して空リストが使用されます。ホストベースのリストが空であるため、アク
ティブになるのはユーザーベース機構です。-noauthオプションを指定すると、サー
バーはユーザーベースのアクセス制御機構をアクティブでない状態とします。また、
ローカルホストを追加することによってホストのベースリストが初期化されます。

サーバーのアクセス制御機構を変更するためのプログラムとして、xhostとxauthの
2つがあります。詳しくは xhostおよび xauthのマニュアルページを参照してくだ
さい。これらのプログラムは、認証プロトコルによって作成された 2つのバイナリ
ファイルにアクセスします。これは、特定セッションの認証データを格納したファイ
ルです。一方のファイルはサーバーが内部的に使用するためのもので、もう一方の
ファイルは下記のファイル名でユーザーの $HOMEディレクトリに配置されます。

表 7–1

.Xauthority (クライアント認証ファイル)

サーバー中のホストベースアクセスリストを変更するには、xhostプログラムを使用
します。これにより、アクセスリストに対するホストの追加および削除が可能です。
最初にデフォルトのコンフィギュレーションである空のホストベースアクセスリスト
を使用し、xhostによってマシン名を追加するという方法は、セキュリティレベルを
低下させます。すなわち、追加されたホストがアクセスを許可されるだけでなく、デ
フォルト認証プロトコルを指定するすべてのユーザーもアクセスが許可されます。ホ
ストベースアクセス制御機構のセキュリティレベルが低いと見なされる理由は前述の
94ページの「ホストベース」の項で説明した通りです。

xauthプログラムは、.Xauthorityクライアントのファイル中の認証プロトコル
データにアクセスします。アクセスを操作する側のユーザーは自分の .Xauthority
ファイルからデータを抽出して、他のユーザーが自分の .Xauthorityファイルにそ
のデータを併合できるようにすることができます。これにより、操作側ユーザーの
サーバーまたはそのユーザーが接続しているサーバーに対して他のユーザーがアクセ
ス可能になります。

xhostおよび xauthの使用例は後述の99ページの「MIT-MAGIC-COOKIE-1を使
用する場合のアクセス許可」に示してあります。
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クライアント認証ファイル
クライアント認証ファイル .Xauthorityのエントリには以下の形式があります。

表 7–2

connection-protocol auth-protocol auth-data

デフォルト設定では、.Xauthorityに auth-protocolとしてMIT-MAGIC-COOKIE-1
が格納され、ローカル表示に関するエントリが connection-protocolおよび auth-dataと
してのみ格納されます。たとえば、ホスト anyhost上で .Xauthorityファイルに以
下のエントリが格納されているという場合が考えられます。

表 7–3

anyhost:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 82744f2c4850b03fce7ae47176e75

localhost:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 82744f2c4850b03fce7ae47176e75

anyhost/unix:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 82744f2c4850b03fce7ae47176e75

クライアントのスタートアップ時に、connection-protocolに対応するエントリが
.Xauthorityから読み取られ、auth-protocolおよび auth-dataが接続パケットの一部
としてサーバーに送られます。デフォルトのコンフィギュレーションでは、xhostに
よって空のホストベースアクセスリストが戻され、認証が実行可能な状態であること
を示します。

認証プロトコルをデフォルトから SUN-DES-1に変更した場合、.Xauthorityには
auth-protocolとして SUN-DES-1が格納され、auth-dataとしてユーザーのネット名が
格納されます。ネット名の形式は次の通りです。

unix.userid@NISdomainname

たとえば、ホスト anyhost上で、.Xauthorityファイルに以下のエントリが格納さ
れているという場合が考えられます。

表 7–4

anyhost:0 SUN-DES-1 “unix.15339@EBB.Eng.Sun.COM”

localhost:0 SUN-DES-1 “unix.15339@EBB.Eng.Sun.COM”

anyhost/unix:0 SUN-DES-1 “unix.15339@EBB.Eng.Sun.COM”

この unix.15339@EBB.Eng.Sun.COMは、マシン独立であるユーザーのネット名です。
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注 –自分のネットワーク名、またはマシン独立のネット名が不明のときは、システム
管理者に照会してください。

MIT-MAGIC-COOKIE-1を使用する場合のアクセ
ス許可
MIT-MAGIC-COOKIE-1認証プロトコルを使用している場合、次の手順により、自分
のサーバーに他のユーザーがアクセスできるようにすることができます。

1. サーバーを走らせているマシン上で xauthを実行し、hostname: 0に対応するエント
リを抽出してファイルに入れる。

例として、hostnameが anyhost、ファイルが xauth.infoである場合を示します。

myhost%$OPENWINHOME/bin/xauth

nextract - anyhost:0 >

$HOME/xauth.info

2. エントリが入っているファイルを、アクセスを要求しているユーザーに送る (メール
ツール、rcpまたはその他のファイル転送プロトコルを使用する)。

注 –認証情報が格納されたファイルの転送には、rcpよりもメールを使用した方がよ
り安全です。rcpを使用する場合は、他のユーザーが容易にアクセスできるディレク
トリにそのファイルを入れないようにしなければなりません。

3. 他のユーザーはエントリを自分の .Xauthorityファイルに併合しなければならな
い。

例として、userhostが xauth.infoを自分の .Xauthorityファイルに併合する場合
を示します。

userhost%$OPENWINHOME/bin/xauth nmerge - <xauth.info

注 – auth-dataは特定セッションに対応します。したがって、それが有効とされるのは
サーバーが再起動されるまでの間です。

SUN-DES-1を使用する場合のアクセス許可
SUN-DES-1認証プロトコルを使用している場合、次の手順により、自分のサーバーに
他のユーザーがアクセスできるようにすることができます。
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1. サーバーを走らせているマシン上で xhostを実行し、サーバーに新しいユーザーを
通知する。

例として、新しいユーザー somebodyに myhost上での実行を許可する場合を示しま
す。

myhost%xhost +somebody@

2. 新しいユーザーは、xauthを使用してエントリを自分の .Xauthorityファイルに追
加しなければならない。

例として、新しいユーザー somebodyのマシン独立のネット名が
unix.15339@EBB.Eng.Sun.COMである場合を示します。

userhost%echo ’addmyhost:0SUN-DES-1

“unix.15339@EBB.Eng.Sun.COM”’

| $OPENWINHOME/bin/xauth

クライアントをリモートで実行する場合
とローカルで実行する場合
Xクライアントは、接続するサーバーの名前を取り出すために、環境変数 DISPLAY
の値を使用します。

クライアントをリモートで実行するか、またはローカルで他ユーザーとして実行する
場合の手順は次の通りです。

1. サーバーを走らせているマシン上で、他のユーザーにアクセスを許可する。

使用するプロトコルに応じて、前述の99ページの「MIT-MAGIC-COOKIE-1を使用す
る場合のアクセス許可」または99ページの「SUN-DES-1を使用する場合のアクセス
許可」で説明した手順を実行します。

2. DISPLAYの値として、サーバーを実行しているホストの名前に設定する。

例として、ホストが remotehostである場合を示します。

myhost%setenv DISPLAYremotehost:0

3. クライアントプログラムを実行する。

クライアントはリモートマシン remotehost上に表示されます。

myhost%client_program&
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付録 A

基準表示デバイス

この付録では、Solaris基準表示デバイスと、それによってエクスポートされるビ
ジュアルについて説明します。ビジュアルについての詳細は、第 3章を参照してくだ
さい。

Solaris基準表示デバイス
Solaris環境では、特定の表示デバイスが基準デバイスと見なされます。このようなデ
バイスには、Solaris Device Developer Kit (DDK)で提供されるサンプルデバイスハン
ドラが付いています。基準デバイスハンドラのコード例をテンプレートとして使用
し、独自のデバイスハンドラを作成できます。

デバイスハンドラを作成して構成するプロセスについては、『X Server Device
Developer’s Guide』を参照してください。Solaris Xサーバーでは、有効なデバイスハ
ンドラが作成され、システムに対して構成されているデバイスについてはすべてサ
ポートしています。

Solaris基準デバイスとビジュアル
表A–1は、基準表示デバイスとそれによってエクスポートされるビジュアルを示しま
す。デバイス名はサーバーに対してディスプレイアダプタを指定し、製品名はディス
プレイカードのタイプを指定します。1つのデバイスに別の製品名が付いている場合
は、その製品名が CGnデバイス名の代わりに使用されているので注意してください
(たとえば、CG8ではなく TCが使用されている)。

エクスポートされるデプスは、この特殊なデバイスタイプの画面用にサーバーに
よって広告 (advertise)されるビジュアルのデプスを指定します。MPG (複数プレーン
グループ)は、デバイスで複数デプスのビジュアルがサポートされることを示しま
す。この表で使用している用語についての詳細は、用語集を参照してください。
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表 A–1 Solaris基準表示デバイス

デバイス名 製品名 デバイスドライバ バス
エクスポートされ
るデプス

BW2 なし /dev/fbs/bwtwoX SBus,
VME/obio, P4

1ビット

CG3 なし /dev/fbs/cgthreeX SBus 8ビット

CG6 GX /dev/fbs/cgsixX SBus, P4 8ビット

CG6 GXplus/

TurboGXplus

/dev/fbs/cgsixX SBus 8ビット

CG8 TC /dev/fbs/cgeightX SBus, P4 1ビット、24
ビット (MPG)

leo LEO /dev/fbs/leo0 SBus 1ビット、24
ビット (MPG)

ffb FFB /dev/fbs/ffb0 SBus 1ビット、24
ビット (MPG)

m64 PGX /dev/fbs/m64X PCI 8ビット

vga4 VGA 該当なし ISA, EISA,
MCA

8ビット

vga8 VGA 該当なし ISA, EISA,
MCA

8ビット

i8514 8514/A 該当なし ISA, EISA,
MCAS

8ビット

注 –サーバーは、最大 16のディスプレイをサポートするように構成されています。
制限があるとすれば、ハードウェアでサポートされるフレームバッファ数によるもの
です。

SPARC: SPARCでサポートされる基準デバイス

BW2
BW2は、モノクロモニタをサポートする単純な 1ビットのフレームバッファです。こ
のデバイスのデバイスハンドラは、1ビットの StaticGrayビジュアルのみをエクス
ポートします。したがって、これは組み込みデフォルトビジュアルです。サードパー
ティ製品を含む各種のバスと画面解像度に合わせて、さまざまな BW2フレーム
バッファが販売されています。
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CG3
CG3は、SBusシステム用の 8ビットインデックスカラーのダムフレームバッファで
す。このデバイスのデバイスハンドラは、複数の 8ビットビジュアル (後述)をエクス
ポートします。組み込みデフォルトビジュアルは 8ビット PseudoColorです。

GXファミリーのデバイス
GXは、2次元と 3次元のワイヤフレーム、均一にシェーディングされたポリゴン、全
般的なウィンドウシステムの高速化を目的とする 8ビットインデックスカラー表示ア
クセラレータです。ウィンドウシステムの高速化は自動的に実行され、その他の高速
化機能は SolarisのグラフィックスAPIを介して指定できます。複数の 8ビットビ
ジュアルがサポートされ、組み込みデフォルトビジュアルは 8ビット PseudoColorで
す。GXは SBusと P4バス用として提供されます。

GXPlusデバイスは、基本的には SBusシステム上のダブルバッファリング機能と画面
解像度向上のために使用できるメモリーを GXに追加したようなものです。この
GXplusを使用できる場合、SolarisXサーバーは見えない画面領域を使用して X11
ピックスマップを自動的に高速化します。

TC (CG8)
TCデバイスは、2種類のメモリーバッファ、つまり、1ビットモノクロと 24ビット
カラーというプレーングループを保有しています。どちらのプレーングループ内でも
ウィンドウを作成できるので、MPGデバイスです。1ビットと 24ビットのすべての
ビジュアルがサポートされます。

一部の (以前の) X11クライアントアプリケーションの中には、カラーフレーム
バッファが 8ビットの組み込みデフォルトビジュアルを使用するものと見なし、TC
上でカラー表示しないものがあります。このような結果を防ぐため、組み込みデ
フォルトビジュアルは 1ビットの StaticGrayです。

TCのプレーングループは、完全に別々なメモリーバッファになっているため、相互
に衝突することはありません。OpenWindowsでは、デフォルト時にこれを利用する
ことにより、1ビットのウィンドウと 24ビットのウィンドウが互いに干渉し合わない
ようにして、システムの性能を向上させます。この動作を「最小の露出」といいま
す。この動作は、openwin(1)の -nominexpオプションを使用すれば無効にできま
す。このオプションを使用すると、1ビットのウィンドウと 24ビットのウィンドウは
互いに干渉し合うようになります。

Solaris Xサーバーは、可能であれば他のMPGデバイスにも最小のエクスポージャを
適用します。これらのデバイスでは、openwinの -nominexpオプションを使用して
ください。
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注 – Xプロトコルは、任意にカーソルの構成要素を変形させることができます。シス
テムの性能を全般的に向上させるため、OpenWindowsサーバーは常にカーソルを
TCの 1ビットのプレーングループにして描画します。

IA: IAでサポートされる基準デバイス

VGA
VGAはカラーのダムフレームバッファです。サーバーは、すべてのビジュアル型とデ
フォルトの PseudoColor (vga8)を備えた 8ビットのインデックスカラー、または 4
ビットの StaticColor (vga4)として VGAをサポートします。8ビットモードを使用す
る場合、通常の解像度は 1024 x 768になります。4ビットモードはすべての VGAデ
バイス上で利用できる基本的な VGAグラフィックスモードなので、通常の解像度は
640 x 480に制限されます。大部分の VGAの bitsPerRGBは 6です。vga8サーバーに
も、XGAをダムフレームバッファとしてサポートする機能があります。

4ビットの VGAモードでは、VGAパンニングがサポートされます。パンニングモー
ドでは、より大きい仮想ディスプレイに物理ウィンドウをマップできます。仮想
ディスプレイ内で移動する場合は、画面の縁の外側にマウスを「押し出して」くださ
い。物理ウィンドウが仮想ディスプレイの境界に当たるまで、仮想ディスプレイ内の
物理ウィンドウがマウスの押された方向に自動的に移動します。

OpenWindowsを十分に使い慣れたユーザー以外は、パンニングを使用しないでくだ
さい。メッセージによる通知なしで、アイコンやポップアップボックス (メニュー /
ダイアログボックスなど)が画面の外側に表示される場合があります。このような状
況を把握し、隠れたウィンドウオブジェクトを探して通常の状態に回復できる程度の
使用経験が必要です。パンニングを使用するときは、できるだけポップアップポイン
タをジャンプさせるようにしてください。olvwmや tvwmなどの仮想ウィンドウマ
ネージャを使用すると混乱する危険性が大きいため、これらは使用しないでくださ
い。

8514/A
8514/Aは、ウィンドウシステムを全体的に高速化する 8ビットのインデックスカ
ラーグラフィックスアクセラレータです。このデバイスを使用すると、VGAに比べて
性能を大幅に改善できます。サーバーで 8514/Aを使用する場合は、8ビットのイン
デックスカラーで、解像度は 1024x768または 1280x1024に制限されます。サーバー
では 8ビットのすべてのビジュアルがサポートされます。組み込みビジュアルは 8
ビットの PseudoColorです。ほとんどの 8514/Aアクセラレータの bitsPerRGBは 6
です。
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用語集

RGB R、G、Bはそれぞれ赤、緑、青のモニターガンを駆動する電圧レベル
です。

アウトラインフォント アウトラインフォントとは、理想的な形状をした文字の集まりです。
各形状は、形状の内部と外部とを分離する連続曲線の線分によって数
値的に定義されます。この方法は写真植字機のような高解像度デバイ
スで使用されています。

アクセス制御機構 アクセス制御機構とは、どのクライアントまたはアプリケーションが
OpenWindowsサーバーにアクセスできるかを決定する手段です。ア
クセス制御機構には、ユーザーベースとホストベースの２種類ありま
す。

ウィンドウ ウィンドウはクライアントがテキストとグラフィックスを描く描画面
となります。１つのクライアントは複数のウィンドウを使用できま
す。

ウィンドウサーバー Solaris Xサーバーのようなウィンドウサーバーまたはティスプレイ
サーバーは、マシンの表示機能を処理し、ユーザーデバイスと他のク
ライアントからの入力を集め、イベントをクライアントに送信するプ
ログラムです。Solaris Xサーバーはウィンドウマネージャとのすべて
の通信を処理します。

ウィンドウマネージャ スクリーン上でのウィンドウの操作とユーザーインタフェース (方針)
の大半は一般に、ウィンドウマネージャクライアントによって提供さ
れます。ウィンドウマネージャはウィンドウサーバーとのみ通信しま
す。

ウィンドウ IDテーブル
記述子

ウィンドウ ID (WID)テーブルにはピクセルのビジュアル面、例え
ば、8ビットピクセルであるか 24ビットピクセルであるか、ピクセル
を表示するときにはどのルックアップテーブル (LUT)を使用すべき
か、ピクセルがダブルバッファされているか、といった記述が含まれ
ています。

拡張 システムの機能性を拡張するためにコアプロトコルに対する拡張を定
義できます。
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仮想カラーマップ ハードウェアカラー LUTにインストールされるまで不可視であるソフ
トウェアカラーマップです。

カラールックアップテー
ブル

カラールックアップテーブルとは、ピクセル値と RGBカラー値の間の
マッピングを提供するハードウェアデバイスです。ルックアップテー
ブル (LUT)とも呼ばれます。

カラーマップフラッシン
グ

クライアントのカラーマップはある時点で１つだけインストールされ
ます。インストールされたカラーマップに関連づけられたウィンドウ
には、その正しいカラーが表示されます。その他のカラーマップに関
連づけられたウィンドウには、誤ったカラーが表示されます。この
誤ったカラーの表示はカラーマップフラッシングと呼ばれます。

クライアント クライアントとは、あるプロセス間通信によってウィンドウサーバー
に接続されるアプリケーションプログラムです。ウィンドウサーバー
のクライアントと呼ばれます。クライアントはウィンドウサーバーと
同じマシンで実行でき、またはネットワークの別のマシンで実行され
ているサーバーに接続できます。Solaris Xサーバーのクライアントは
X11プロトコルを介して通信しなければなりません。

クライアントサーバーモ
デル

分散アプリケーションを作成するときにもっとも一般的に使用される
パラダイムは、クライアントサーバーモデルです。このモデルでは、
クライアントはウィンドウサーバープロセスにサービスを要求しま
す。クライアントとサーバーは、接続の両端で実現されなければなら
ないプロトコルを必要とします。Solaris Xサーバーは X11プロトコル
を実現します。

グラフィックスアクセラ
レータ

イメージをフレームバッファに描く速度を高めるために、回路に組み
込まれる表示デバイスのことをアクセラレータまたはグラフィックス
アクセラレータと呼びます。グラフィックスアクセラレータにはメモ
リーおよび追加カラー、3Dイメージ、アニメーションの表示など機能
性を強化するような回路が含まれることがよくあります。

グラフィックスアダプタ 表示デバイスを参照。

サーバー用デフォルトの
カラーマップ

特別な指定がない限り、サーバーの起動時には PseudoColorビジュア
ルが作成されます。このカラーマップはサーバー用デフォルトのカ
ラーマップです。

処理の対象とする
(Express Interest)

クライアントがあるイベントについての通知を特に要求したときに、
クライアントはそのイベントを処理の対象としたことになります。

スクリーン スクリーンとは、物理的なモニターとハードウェアのことで、カラー
と白黒があります。一般的な構成は、複数のスクリーン間で１つの
キーボードとマウスを共有する形です。

製品名 製品名は、ディスプレイカードのタイプを識別します。

接続 クライアントとサーバーの間の通信経路です。

ソフトウェアカラー
マップ

ソフトウェアカラーマップとは、カラー LUTが提供するカラーマッピ
ングの過程をソフトウェアで抽象化したものです。ソフトウェアカ
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ラーマップはハードウェアカラー LUTにロード、またはインストール
できます。カラーマップとも呼ばれます。

デバイスドライバ デバイスドライバとは、UNIXファイルシステム内のデバイスの名前
です。この場合、Xは、システム上の特定のデバイスの番号です。た
とえば、システムに 2つの CG3があれば、第 1の CG3の名前は
/dev/fbs/cgthree0で、第 2の CGSは /dev/fbs/cgthree1と
なります。システムに CG3と GXが 1つずつある場合は、CG3が
/dev/fbs/cgthree0となり、GXは /dev/fbs/cgsix0となりま
す。

デフォルトビジュアル デフォルトビジュアルとは、表示デバイスに対して使用可能なビ
ジュアルの１つです。クライアントプログラムを開始すると、プログ
ラムは別のビジュアルを指定しない限り、デフォルトビジュアルで実
行されるのが普通です。デフォルトビジュアルには組み込み、サー
バー、許可可能の数種類があります。

ハードウェアカラー
マップ

ハードウェアカラーマップとは、カラー LUTです (カラールック
アップテーブルも参照)。

バス バスとは、システムにおける入出力 (I/O)のリンクです。表示デバイ
スは、バスによってシステムに物理的および論理的に接続されます。
SBus、VME、P4バスは、SPARCシステム内で使用されます。サード
パーティのシステムでは、この 3つのバスとは異なるバスが使用され
ることがあります。

ビジュアル ビジュアルはピクセル値を解釈する方法を記述します。ビシュアルク
ラスとピクセルサイズ属性がひとまとめになってビジュアルを記述し
ます。

ビジュアルカテゴリ ビジュアルカテゴリとは、特定のピクセルサイズのすべてのビジュア
ルクラスのグループです。Solaris Xでサポートされているビジュアル
カテゴリは、1ビット、4ビット、8ビット、および 24ビットです。

ビジュアルクラス ビジュアルクラスとは、ピクセルをカラーとしてどのように表示する
かという方法です。Solaris Xでサポートされているビジュアルクラス
は、PseudoColor、StaticColor、GrayScale、StaticGray、TrueColor、
および DirectColorです。

ピックスマップ ピックスマップとは、サーバー中のスクリーン以外のメモリーのブ
ロックです。つまり、ピクセル値の配列です。

ビットマップ ビットマップとは、四角形をした要素の配列であり、各要素には内部
値または外部値のどちらかが入ります。

ビットマップフォント ビットマップフォントとは、ビットマップの集まりとビットマップが
どのように使われるかを定義した情報 (例えば、文字の間隔)を合わせ
たものです。

表示デバイス ユーザーのモニターは、モニターに表示される内容を制御する表示デ
バイスに接続されています。表示デバイスには表示情報の保存専用の
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メモリー (フレームバッファと呼ばれる)も含まれています。表示デバ
イスはグラフィックスアダプタとも呼ばれます。

複合フォント 複合フォントとは、階層的に構成されたベースフォントの集まりで
す。

複数デプスデバイス TC表示デバイスは、さまざまなデプスのビジュアルを提供するの
で、複数プレーングループ (MPG)または複数デプスデバイスと呼ばれ
ます。

複数プレーングループ 複数のビジュアルカテゴリを同時にサポートできる表示デバイスは、
複数プレーングループ (MPG)デバイスと呼ばれます。

プレーングループ ピクセルデータが保存されている表示デバイス上の物理メモリーは、
一般にプレーングループと呼ばれます。

フレームバッファ 通常、ピクセルデータは、フレームバッファまたはビデオメモリーと
呼ばれる専用のコンピュータメモリーに保存されます。

要求 要求とは、接続を介してサーバーに送信されるコマンドです。

ルックアップテーブル カラールックアップテーブルを参照。
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