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ま支術分野

０００1 本発明は、任意形状の被制御機器の表面を覆ぅよぅに照射光を照射する照明装置

に関する。

背月立支 術

０００2 従来より、任意形状の照射光を照射する照明装置としては、h p www eggho s e

com gobo abo h r 、h p : www u s o g n g co p p oduc p oduc m a g e p d d

2 ・p d 、に記載されているよぅに、投影機器にゴボやマスクなどと呼ばれるフィルタを設

置し、当該投影機器から照射光が出射される投影部を遮光している。これにより、フィ

ルタを通過した照射光は、特定の形に切り抜かれた状態となる。具体的には、従来の

照明システムでは、丸、三角、四角などで構成されるべ一ス形状で切り抜かれたフィ

ルタ (ゴボなど) を投影機器に取り付けて、照射光の輪郭に形をつけている。

０００3 また、従来の照明システムにおいて、被照射物体だけに照射したい場合は、投影

機器から日射された照射光の投影位置を被照射物体の位置に合わせた後、投影機

器の絞り機能やズーム機能によって大まかな照射光の輪郭を被照射物体の形状に

合わせる動作を行っている。

０００4 更に、従来においては、投影機器であるプロジェクタを照明器具 (ライト) の代わりに

使用して、空間演出を行ぅ照明システムがある。この照明システムに使用される照明

器具は、ムービングプロジェクタとも呼ばれる。このムービングプロジェクタは、照射光

として映像光を出射する。このため、照射光の形、色を自由に設定して、動画として

変ィヒさせることが可能である。

０００5 しかしながら、この照明システムであっても、照射光に形をつける場合は、従来の照

明システムと同様に、べ一ス形状を用いて、大まかに被照射物体の形状に照射光の

輪郭を合わせる手法が採用されている。

０００6 更にまた、従来においては、立体形状モデルに物体の表面テクスチャを効果的に

表現することができる立体表示装置として、特開2 ００6 8 号公報に記載され



た技術が知られている。

０００7 しかしながら、上述した従来の照明システムにおいては、被照射物体の形状に合わ

せて照射光の輪郭を変史できるものの、丸、三角、四角などで構成されるフィルタに

よって照射光の輪郭をべ一スとしているために、被照射物体の輪郭に大まかに照射

光の形状を合わすことはできるものの、正確に被照射物体の輪郭に照射光の形状を

合わせることは困難であった。すなわち、従来の照明システムにおいては、任意形状

の被照射物体に合わせて照射光の輪郭を変更することは困難であった。

０００8 そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、任意形状の被照

射物体を高い精度で照射光によってコーティングすることができる照明装置を提供す

ることを目的とする。

発明の開ぅ示

０００9 本発明は、任意形状の被照射物体に向けて照射光を投影する照明装置であって、

照射光信号を入力する照射光信号入力手段と、被照射物体に照射光を照射させた

ときに、被照射物体を照射光でコーティングさせるように照射光信号入力手段により

入力した照射光信号を補正するコーティング補正手段と、コーティング補正手段によ

って補正処理された照射光信号を用いて被照射物体に対して投影を行う照射光投

影手段とを備える。このような照明装置において、照射光は、被照射物体をコーティ

ングするコーティング光と、被照射物体の背景となる背景光とを含むものとする。

００1０ コーティング補正手段は、上述の課題を解決するために、照射光のうちのコーティ

ング光の輪郭を補正するように照射光信号を補正するものであり、被照射物体の形

状に合わせて照射光のうちのコーティング光の輪郭をヵットするように照射光信号を

補正する第 のコーティング補正手段と、被照射物体の原点位置と照射光投影手段

との位置関係に応じて、第 のコーティング補正手段により補正されたコーティング光

の輪郭を補正する第2のコーティング補正手段とを備えることを特徴とする。

図面の簡単な刮 明

００11 図 図 は、本発明を適用したコーティング照明装置の構成を示すブロック図である

図2 図2は、本発明を適用したコーティング照明装置によって任意形状の被照射物



体をコーテインクした様子を示す図てある。

図3 図3は、照射光投影範囲の全体に光を照射した様子を示す図てある。

図4 図4は、本発明を適用したコーテインク照明装置における被照射物体の形状テ

ータについて説明する図てある。

図5 図5は、本発明を適用したコーテインク照明装置における第 のコーテインク補

正部のマノピンク処理について説明する図てある。

図6 図6は、本発明を適用したコーテボノク照明装置により照射光バターンを選択し

て、被照射物体をコーテインクした様子を示す図てある。

図7 図7は、本発明を適用したコーテインク照明装置の他の構成を示すフロノク図

てある。

図8 図8は、本発明を適用したコーテインク照明装置において、平板状の被照射物

体に対するユーザの視点位置、視野角及ひ距離を示す図てある。

図9 図9は、本発明を適用したコーテインク照明装置において、ユーザから平板状

の被照射物体を見たときにユーザか視甜する映像について説明する図てある。

図1０図 ０は、本発明を適用したコーテインク照明装置において、平板状の被照射

物体に対する照射光投影部の投影位置、投影画角及ひ距離を示す図てある。

図11 図 は、本発明を適用したコーテインク照明装置において、照射光投影部か
ら平板状の被照射物体に光投影する様子を説明する図てある。

図12 図 2は、本発明を適用したコーテインク照明装置において、ユーザからト一ム

型の被照射物体を見たときにユーザか視甜する映像について説明する図てある。

図13 図 3は、本発明を適用したコーテインク照明装置において、照射光投影部か

らト一ム型の被照射物体に光投影する様子を説明する図てある。

図14 図 4は、本発明を適用したコーテインク照明装置において、被照射物体から

背面に侃れる侃れ光を抑制する構成を示すフロノク図てある。

図15 図 5は、本発明を適用したコーテインク照明装置において、所定の大きさ以

下の領城にはコーテインク光を投影しないことを示す図てある。

図16 図 6ほ、本発明を適用したコーテボノク照明装置において、被照射物体の輪

郭部分にはコーテインク光を投影しないことを示す図てある。



図17 図 7は、本発明を適用したコーティング照明装置において、被照射物体の輪

郭部分の照明効果を次第に変更することを説明する図である。

図18 図 8は、本発明を適用したコーティング照明装置において、被照射物体の鋭

角部分に対して丸みを持たせたコーティング光を投影することを示す図である。

図19 図 9は、被照射物体をコーティングする照射光投影部とは別に、被照射物体

の背面に背景光を投影する照射光投影部の配置を説明する正面図である。

図2０図2０は、被照射物体をコーティングする照射光投影部とは別に、被照射物体

の背面に背景光を投影する照射光投影部の配置を説明する上面図である。

図2 1 図2 は、本発明を適用したコーティング照明装置によって被照射物体をコー

ティング光でコーティングすると共に背面に背景光を投影した状態を示す図である。

図22 図22は、比較例としての照明効果を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

００12 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

００13 本発明は、例えば図 に示すよぅに構成された照明制御装置 及び照射光投影部

2からなるコーティング照明装置に適用される。このコーティング照明装置は、任意形

状の被照射物体2０に向けて照射光を投影することによって、図2に示すよぅに単色

の照射光が被照射物体2０をコーティングしているよぅに被照射物体2０を観察させる

ものである。また、コーティング照明装置は、単色の照射光に限らず、複数色、若しく

は映像の照射光によって被照射物体2０をコーティングしても良い。

００14 通常、照射光投影範囲全体に丘って単色の照射光をプロジェクタから出射すると、

図3に示すよぅに、被照射物体2０以外にも照射光が照射され被照射物体2０の背後

に影ができてしまぅ。これに対し、コーティング照明装置は、図2に示すよぅに、被照射

物体2０の表面のみに単色の照射光を投影し、被照射物体2０の背景には背景色の

照射光を投影する。これによって、単色の照射光によって被照射物体2０をコーティ

ングする。なお、以下の説明では、図2に示したよぅな被照射物体2０をコーティング

するための照射光を「コーティング光」と呼び、被照射物体2０の背景となる照射光を「

背景光」と呼ぶ。

００15 被照射物体2０は、図4 に示すよぅに、任意形状の立体物である。この被照射物



体2０は、図4 に示すよぅに、コンピュータグラフィック技術によって、3次元的に再

現され、あらゆる方向の形状データが解析される。また、画像センシング技術により、

被照射物体2０の撮影画像から被照射物体2０を3次元的に再現しても良い。この形

状データは、照明制御装置 に供給されて、後述の第 のコーディング補正部 2及

び第2のコーディング補正部 3における補正処理に用いられる。

００16 後述するよぅに、コーティング照明装置は、被照射物体2０を照射光によってコーテ

ィングするために、照射光信号に歪み補正処理を施して照射光を照射光投影部2か
ら出力するものである。従って、被照射物体2０は、特に限定するものではなく、凹凸

物体や、一様な平面 (または曲面)で構成される空間でもよい。ただし、照射光投影

部2から投影された照射光の色身の再現性を向上させるために、被照射物体2０の表

面は、スクリーン素材などで加工されていることが望ま 、。

００17 照射光投影部2は、照明制御装置 から送信された照射光信号を受信して、コーテ

ィング光と背景光とからなる照射光を出射するプロジェクタからなる。

００18 照明制御装置 は、照射光生成部 と、第 のコーティング補正部 2と、第2のコ

ーティング補正部 3とを備える。なお、図 に示した照明制御装置 は、CP

、R A 、ストレージ装置などを備えたコンピュータによるハードウエアで構成されて

いるが、図 においては便宜的に機能ブロック毎に分けて、説明を行ぅ。

００19 照射光生成部 は、照射光信号を入力する照射光信号入力手段として機能する

。照射光生成部 は、外部のパーソナルコンピュータから照射光信号を入力しても

良く、単色光の色が指定されたことによって単色の照射光信号を生成しても良い。ま

た、この照射光信号は、平面映像として生成されている。

００2０ この照射光信号は、例えば、図3に示すよぅに単色の照明光をコーティング光とする

場合、照射光投影範囲の全体が単色の映像信号である。また、照射光生成部 は

、複数色のパターン画像又は映像となっている照射光をコーティング光とする場合に

も、照射光投影範囲の全体がパターン画像又は映像となっている映像信号である。

この照射光生成部 によって人カ又は生成された照射光信号は、第 のコーティン

グ補正部 2及び第2のコーティング補正部 3に供給される。

００2 1 第 のコーティング補正部 2及び第2のコーティング補正部 3は、被照射物体2０



に照射光を照射させたときに、被照射物体2０を照射光でコーティングさせるよぅに照

射光生成部 から供給された照射光信号を補正する。第 のコーティング補正部 2

及び第2のコーティング補正部 3は、照射光に含まれるコーティング光の輪郭を被

照射物体2０の輪郭と合致するよぅに照射光信号を補正するものである。

００22 第 のコーティング補正部 2は、被照射物体2０の形状に合わせて照射光に含ま

れるコーティング光の輪郭をヵットするよぅに照射光信号を補正する。これにより、第

のコーティング補正部 2 、被照射物体2０のみにコーティング光を投影し、被照射

物体2０以外には背景光を投影するよぅに、コーティング光の照射範囲をヵッティング

処理する。

００23 このよぅな第 のコーティング補正部 2は、図5 (a) に示すよぅに、照射光生成部

によって作成された平面映像 ００を入力する。次に第 のコーティング補正部 2は、

図5 に示すよぅな座標パラメータとして被照射物体2０の形状データ2０を入力し

、平面映像 ００を被照射物体2０の形状データ2０に貼り付けるマッピング処理を行

ぅ。このマッピング処理は、ュ一ザの視点位置から被照射物体2０を見たときに、平面

映像 ００の各画素が被照射物体2０のどの部分に投影されるかを演算する。このマッ

ピング処理によって、第 のコーティング補正部 2は、平面映像 ００の各画素と被照

射物体2０上の座標との対応関係を決定する。

００24 これにより、平面映像 ００は、図5 (c) のよぅに、形状データ2０によって座標変換さ

れた3次元映像 ０ となる。ここで、平面映像 ００のぅち、形状データ2０外の映像

部分は除外されて、形状データ2 上にマッピングできる映像部分のみが残されるこ

とになる。すなわち、コーティング光とはならない部分は背景光となる。

００25 この3次元映像 ０ は、第 のコーティング補正部 2によって図5 (d)のよぅに照射

光投影部2であるプロジェクタの表示面上に投影される処理がなされる。この処理は

、照射光投影部2の設置位置から被照射物体2０にコーティング光を投影した時に、

照射光投影部2の投影面が被照射物体2０のどの部分に投影されるかを演算する。

そして、この処理は、照射光投影部2の投影面と被照射物体2０の座標との対応関係

と、上記のマッピング処理で求めた被照射物 の座標と平面映像 ００の各画索と

の対応関係とから、照射光投影部2の投影面と平面映像 ００の各画素との対応関係



を求める。これにより、第 のコーティング補正部 2は、平面映像 ００を変換して、図

5 に示す平面映像 ００ に再構成する。なお、この処理は、図8～図 3を参照し

て更に詳しく説明する。

００26 このよぅなマッピング処理を行ぅことにより、第 のコーティング補正部 2は、照射光

生成部 から供給された平面映像 ００を、任意形状の被照射物体2０上のみにマッ

ピングし、被照射物体2０以外の部分にはマッピングしていない映像とすることができ

る。このマッピング処理を施した映像は、第 のコーテボノグ補正部 2によってコーテ

ィング光を被照射物体2０に投影するための映像信号となる。コーティング光に対す

る背景光は、コーティング光に相当する映像部分以外の映像部分となる映像信号と

なる。第 のコーティング補正部 2は、被照射物体2０上に投影されるコーティング光

の映像信号と背景光の映像信号とを含む照射光信号を第2のコーティング補正部 3

に供給する。

００27 ここで、照射光投影部2の投影範囲の中心軸と被照射物体2０の中心位置 (原点位

置) とが一致する正対状態である場合には、上記のマッピング処理により補正した照

射光信号によって、高い精度で被照射物体2０をコーティング光によってコーティング

することができる。しかし、被照射物体2０の原点位置と照射光投影部2の投影範囲

の中心軸との配置関係が正対していない場合は、第 のコーティング補正部 2だけ

では、高い精度で被照射物体2０をコーティング光するのに十分な補正ができない。

すなわち、照射光投影部2の光軸が、被照射物体2０の原点位置からずれている場

合には、照射光投影部2の位置をパラメータとして照射光信号に補正をする必要が

ある。

００28 このために、コーティング照明装置は、被照射物体2０の原点位置と照射光投影部

2の位置との関係に応じて、第2のコーティング補正部 3によって、さらに照射光信

号に対して補正処理を行ぅ。この補正処理は、映像作成の際に必要な映像表示パラ

メータに平行移動変換及び回伝移動変換を施して映像表示パラメータを変更する。

この場合、照射光投影範囲に沿って映像表示パラメータを上下左右方向に非対称

な値に変換して映像表示パラメータを変更する。これによって、被照射物体2０に対し

て照射光投影部2から照射光を任意の方向から投射しても、コーティング照明装置は



、コーティング光を被照射物体2０上のみに高精度に投影させるよぅに、更にコーティ

ング光の輪郭を補正する。

００29 具体的には、第2のコーティング補正部 3は、予め、被照射物体2０の位置、照射

光投影部2の位置を入力しておき、照射光投影部2に対する被照射物体2０の姿勢

パラメータである補正パラメータを取得しておく。そして、第2のコーティング補正部

3は、補正パラメータに某づいて、平行移動変換及び回伝移動変換を実行する。

００3０ また、コーティング照明装置は、照射光投影部2と被照射物 との位置関係の

他に、照射光投影部2の投影画角、光軸シフト呈等の照射光投影部2の性能や観察

者の位置も考慮して照射光信号の補正をしても良い。具体的には、コーティング照明

装置は、予め設定しておいた観察者位置と、被照射物体2０の形状と、照射光投影

部2と被照射物体2０との相対的な位置及び姿勢とを入力し、照射光を被照射物体2

0に投影した時に高い精度でコーティングできる補正パラメータとして、補正テーブル

を作成しておく。この補正テーブルは、平面の投影面と任意形状である被照射物体2

0の投影面のメッシュモデルとの対応マップである。この対応マップは、当該補正テー

ブルに従って座標変換を行い、照射光信号の画素ごとに、平面表示用の映像信号

を任意形状への表示用の出力映像信号に変換するためのものである。

００3 1 更に、このよぅな補正テーブルを、観察者位置、被照射物体2０の形状、照射光投

影部2と被照射物体2０との相対的な位置及び姿勢ごとに作成しておいて、第2のコ

ーティング補正部 3によって選択させて、補正を行わせても良い。

００32 更に、このコーティング照明装置は、上述したよぅに映像のコーティング光を被照射

物体2０に投影する場合には、図7に示すよぅに、観察者の視点位置を補正パラメー

タとした映像歪み補正処理を行ぅ第3のコーティング補正部2 を備えていることが望

ましい。

００33 この第3のコーティング補正部2 は、予め推奨される被照射物体2０の視点位置が

ある場合には、当該視点位置から被照射物体2０を観察した時の映像歪みを補正す

るための補正テーブルが格納されている。そして、第3のコーティング補正部2 は、

第2のコーティング補正部 3から照射光信号が供給された場合に、補正テーブルに

従って照射光信号の各画素を座標変換して、映像歪みがない映像とする。これによ



り、コーティング照明装置は、観察者の視点位置から被照射物体2０に投影された映

像を視認した場合に当該映像が歪みなく観察させるために映像光を盃ませることが

できる。

００34 また、この第3のコーティング補正部2 は、観察者の視点位置を計測した値が入力

される場合には、当該計測された値から視点位置パラメータを算出しても良い。これ

により、第3のコーティング補正部2 は、視点位置の移動後も、視点位置から歪みな

く観賞できるよぅに被照射物体2０をコーティングするコーティング光を生成できる。

００35 以上説明したよぅに、本発明を適用したコーティング照明装置によれば、被照射物

体2０の形状に某づいて照射光信号を補正し、更に、照射光投影部2と被照射物体2

0との位置関係に某づいて照射光信号を補正するので、高い精度で被照射物体2０

のみにコーティング光を照射することができる。

００36 また、このコーティング照明装置によれば、家具などを含む凹凸形状で構成される

被照射物体2０に歪みがなくなるよぅに予め補正された映像を投影することができる。

例えば、亜の形をした被照射物体2０に亜の映像を投影することで、亜両デザインの

レビューなどをさせることができる。また、任意形状の広告看板や、装飾などにも活用

できる。

００37 つぎに、上述したコーティング照明装置において、任意形状の被照射物体2０に対

して図6又は図7のよぅに映像を投影しても、当該映像が歪み無く見ることができること

の説明をする。

００38 例えば図8に示すよぅに、任意形状の被照射物体2０として、ユーザ に対して距離

だけ離間し、ユーザ に対して斜めに傾斜して配置された平板状物体3０を考える

。この平板状物体3０は、ユーザ の視点位置P から視野角 6 で視認される。ユー

ザ の視野中心と交差する平板状物体3０上の点P2からユーザ までは、距離 だ

け離間している。

００39 視点位置P と平板状物体3０上の点P2との位置関係において、図9 (a) に示すよぅ

に、図9 に示す格子状の平面映像 ００(コーティング光)を、ユーザ から見る映

像面4０ を介して平板状物体3０上で見る場合を考える。この場合、映像面4０ に

図9 に示す平面映像 ００が表示されていると同じ映像を平板状物体3０に表示さ



せる場合、映像面4 上の各座標と平板状物体3０上の各座標との対応関係を取得

する必要がある。模式的に図9 (a) に示しているが、映像面4０ 上の点b b2 b3

b4 b5は、平板状物体3０上の点a a 2 a 3 a4 a 5に対応している。したがって、

平板状物体3０上の点a a 2 a 3 a4 a 5に表示された映像は、ュ一ザ からは映

像面4０ 上における点b b2 b3 b4 b5として視認される。

００4０ また、図 ０に示すよぅに、ュ一ザ の視線と平板状物体3０とが交差する点P2と、

照射光投影部2の投影位置P3とは、 2の距離となっている。また、照射光投影部2

は、所定の投影画角 ０2の範囲で投影光を投影する。

００4 1 この場合、照射光投影部2の映像面4０Pと平板状物体3０との位置関係は、図 に

示すよぅに、平板状物体3０上の点a a 2 a 3 a4 a 5が、映像面4０P上の点 ，c

2，c 3 C4 C5に対応している。すなわち、照射光投影部2の投影位置P3から映像

面4０P上の点c C2 C3 C4 C 5を延長した直線上の点が、平板状物体3０の点a

a 2 a 3 a4 a 5となる。

００42 このよぅなュ一ザ の視点位置P 及び視野角 ０ 、平板状物体3０の位置、照射光

投影部2の投影位置P3及び投影画角 ０2の関係から、図 (a) に示した照射光投

影部2における映像面4０P上の点c C2 C 3 C4 C 5に映像を投影させると、平板

状物体3０上の点a a 2 a 3 a4 a 5に映像が投影される。その結果、平板状物体3

０上の点a a 2 a 3 a4 a 5が、図9における映像面4０ 上の点b b2 b3 b4，b

5として視認されることとなる。したがって、ュ一ザ に平面映像 ００を視認させるため

には、照射光投影部2は、映像面4０ 上の各座標に対応した平板状物体3０上の各

座標と、映像面4０P上の各座標に対応した平板状物体3０上の各座標との対応関係

に某づいて、図 (b) に示すよぅに盃ませた平面映像 ００ を投影する必要がある

００43 このよぅなコーティング光の投影動作を実現するために、照明制御装置 は、図9に

示すよぅに、ュ一ザ の視点位置P を示す視点位置及び視線方向を示す視点位置

姿勢パラメータ及びュ一ザ の視野角 ０ を示す視野角パラメータを取得する。これ

らのュ一ザ のパラメータは、上述した映像面4０ を定める。

００44 また、照射光投影部2から出射されたコーティング光を投影する平板状物体3０の



形状データを取得する。この形状データは、例えばC データである。ここで、視点、

位置姿勢パラメータは、3次元座標空間における、X， ，Z軸上の位置および軸周り

の回伝角度を数値で定義したものである。この視点位置姿勢パラメータは、視点位置

P と平板状物体3０との距離 と、視点位置P に対する平板状物体 の姿勢を一

意に定める。また、平板状物体3０の形状データとは、C 等で作成された電子デ

ータを某に、3次元座標空間における形状領城を定義したものである。この形状デー

タは、視点位置P から見た平板状物体3０の形状を一意に定める。このよぅな平板状

物体3０の形状データとュ一ザ のパラメータとは、映像面4０ の座標と平板状物体

3０上の座標との対応関係を定める。

００45 また、図 ０に示すよぅに照射光投影部2が設置されたことに対し、照明制御装置

は、照射光投影部2の投影位置P3及び当該照射光投影部2の光軸方向を示す位置

姿勢パラメータ及び照射光投影部2の投影画角 ０2を示す投影画角パラメータを取

得する。この照射光投影部2の位置姿勢パラメータ及び投影画角パラメータは、照射

光投影部2が平板状物体3０に対して投影する映像面4０Pを表す。この映像面4０P

が定まると、照射光投影部2から投影されるコーティング光が映像面4０Pを介して平

板状物体3０のどの座標に投影されるかが定められる。すなわち、照射光投影部2の

位置姿勢パラメータ及び投影画角パラメータと、平板状物体3０の位置姿勢パラメー

タ及び形状データとは、照射光投影部2から出射されたコーティング光によって覆わ

れる平板状物体3０の範囲が一意に決まる。照射光投影部2がプロジェクタである場

合、投影位置P3はバックフオーカス及び打ち込み角で定義され、投影画角 ０2は投

影位置P3から一定距離での水平及び垂直方向の投影範囲から算出される。

００46 そして、照明制御装置 は、平板状物体3０に表示されるコーティング光の画素 (a

a 2 a 3 a4 a5) と照射光投影部2の投影位置P3とを結ぶ直線と、映像面4０Pとの

交点 ( C 2 C 3 C4 C 5) に画素を配置して平面映像 ００ を構成し、その平面映

像 ００ を平板状物体3０に投影させる。そして、映像面4０P上の点c C2 C3 C4

C 、平板状物体3０上の点a a 2 a 3 a4 a 5、映像面4０ 上の点b b2 b3，b

4，b5といぅ経路でュ一ザ にとって歪みのない映像を視認させることができる。

００47 同様に、被照射物体2０が平板状物体3０のよぅな形状ではなく、ドーム型のもので



あっても歪みなくコーティングして、被照射物体2０をュ一ザ に視認させることができ

る。図 2 (a) に示すよぅに被照射物体2０がドーム型物体3０であり、図 b に示す

よぅに、ュ一ザ に格子状のコーティング光を視認させる場面を考える。この場合、ュ
一ザ からは、映像面4０ 上の点b b2 b3 b4 b5の延長線上におけるドーム

型物体3０上の点a a 2 a 3 a4 a 5が視認される。これに対し、照射光投影部2は

、図 3 (a) に示すよぅに映像面4０Pに投影光を投影する。この映像面4０Pにおける

点 C 2 C 3 C4 C 5を通過した投影光は、ドーム型物体3０における点a a 2 a 3

a4 a に投影されて、図 2 (a) に示す映像面4０ の点b b2 b3 b4 b5として

視認される。したがって、照射光投影部2は、映像面4０Pに対して図 b に示すよ

ぅに盃ませた平面映像 ００ を投影する。これに対し、ュ一ザ は、図 b に示す

よぅな歪みのない平面映像 ００を視認することができる。

００48 つぎに、上述したコーティング照明装置に対して新たな構成を付加したものについ

て説明する。

００49 「照射光パターン」

また、このコーティング照明装置は、照射光生成部 が、照射光パターンの照射光

信号を予め複数格納する照射光パターン格納部と、照射光パターン格納部に格納さ

れた何れかの照射光パターンを選択して照射光信号を読み出す照射光パターン選

択部とを備えていても良い。この照射光パターン格納部は、図示しないストレージか

らなり、照射光パターン選択部は、何れかの照射光パターンを選択する操作インター

フェース等からなる。

００5０ 複数の照射光パターンとしては、図3に示すよぅな単色のコーティング光によって被

照射物体2０をコーティングする照射光パターン、図6 (a) に示すよぅに所定の模様の

コーティング光によって被照射物体2０をコーティングする照射光パターン、図6 (b)

に示すよぅに映像のコーティング光によって被照射物体2０をコーティングする照射光

パターンなどが挙げられる。

００5 1 このよぅなコーティング照明装置における照射光生成部 は、例えばコーティング

照明装置の管理者や観察者によって、照射光パターンを選択する操作インターフェ
ースを備え、当該操作インターフェースの操作に某づいて何れかの照射光パターン



を選択する。そして、照射光生成部 は、選択された照射光パターンを第 のコーテ

ィング補正部 2及び第2のコーティング補正部 3に供給する。

００5 2 その後、第 のコーティング補正部 2及び第2のコーティング補正部 3は、照射光

パターン選択部により選択された照射光パターンの照射光信号を補正する。照射光

投影部2は、当該補正された照射光信号を投影して、照射光パターン選択部により

選択された照射光パターンのコーティング光により被照射物体2０をコーティングする

ことができる。

００5 3 このよぅなコーティング照明装置は、予め複数の照射光パターンを用意しておくこと

により、使用する照射光パターンを簡単且つ瞬時に切り換えることができる。

００54 「洞れ光抑制」

また、このコーティング照明装置における照明制御装置 は、図 4に示すよぅに、

被照射物体2０から洞れて背後に投影されてしまぅ洞れ光を抑制する洞れ光抑制部

4を備えていても良い。

００5 5 ここで、上述したコーティング照明装置は、任意形状の被照射物体2０をコーティン

グするよぅにコーティング光を投影するものである。したがって、被照射物体2０の縁

部まで精度良くコーティング光によってコーティングしよぅとすると、コーティング光が

被照射物体2０外となり、洞れ光として背後に投影されてしまぅ。この洞れ光は、照射
。

光投影部2や被照射物体2０の位置姿勢パラメータの微小ズレ、照射光投影部 (フ

ロジェクタ) の個体差に起因して発生する。しかし、このパラメータや機器精度には限

界があるので、洞れ光を発生させないよぅに完壁に被照射物体2０をコーティングする

よぅに映像信号を補正することは至難となる。

００56 そこで、このコーティング照明装置は、第 のコーティング補正部 2及び第2のコー

ティング補正部 3によって補正した映像信号を加工することにより、洞れ光を発生さ

せないのではなく、発生した洞れ光が 目立たないよぅにする。

００5 7 洞れ光抑制部 4は、第 のコーティング補正部 2及び第2のコーティング補正部

3によって補正された映像信号が供給される。洞れ光抑制部 4は、供給された映像

信号に対して、洞れ光を抑制する処理を施して照射光投影部2に供給する。

００58 洞れ光抑制部 4の洞れ光抑制処理としては、被照射物体2０のぅちで予め設定さ



れた大きさ以下の領城にはコーティング光を投影しないよぅに照射光信号を補正する

ことが挙げられる。具体的には、図 5に示すよぅに、人型の被照射物体2０のぅちで、

所定の大きさより大きい領城2０aにはコーティング光を投影するが、所定の大きさ以

下の手先部分及び足部分などの領城2０bにはコーティング光を投影しない。これに

より、コーティング照明装置は、照射光投影部2から被照射物体2０に向けて投影され

たコーティング光が、当該被照射物体2０から洞れて被照射物体2０の背景に投影さ

れることを抑制することができる。なお、図 5には、ュ一ザインターフェースとして、実

際にコーティング光をどのよぅに投影するかをュ一ザが確認できるモニタ装置3を備

え、当該モニタ装置3に投影状態3aを表示させている。

００59 また、洞れ光抑制部 4は、図 6に示すよぅに、被照射物体2０のぅち所定幅の輪郭

部分2０cに投影するコーティング光の照明効果を変化させても良い。例えば、輪郭

部分2０cには、コーティング光を投影しないことが挙げられる。

００6０ これにより、照明制御装置 は、照射光投影部2から被照射物体2０に向けて投影さ

れたコーティング光が、当該被照射物体2０から洞れて被照射物体2０の背景に投影

されることを目立たなくする。このよぅにコーティング照明装置は、被照射物体2０のぅ

ちの細い部分や細かい部分にコーティング光の投影領城を設定すると洞れ光の発

生確率が高くなるので、予め設定された大きさ以下の領城2０bを、コーティング光の

投影領城から除外する。

００6 1 更に、洞れ光抑制部 4は、図 7に示すよぅに、輪郭部分2０の所定幅における内

側から外側に向かぅに従って次第にコーティング光の照明効果を変ィヒさせても良い。

これによっても、照明制御装置 は、照射光投影部2から被照射物体2０に向けて投

影されたコーティング光が、当該被照射物体2０から洞れて被照射物体2０の背景に

投影されることを目立たなくすることができる。

００62 具体的には、輪郭部分2０dにおいて変ィヒさせる照明効果としては、照度、輝度、光

度、光束、色温度、旗色性などが挙げられる。そして、洞れ光抑制部 4は、被照射

物体2０から洞れた洞れ光が背景に投影されても目立たなくなるよぅに輪郭部分2０d

におけるコーテボノグ光の照明効果を変更する。例えば洞れ光抑制部 4ほ、被照射

物体2０における輪郭部分2０dでのコーティング光の照度を下げることによって、洞れ



光を目立たなくする。また、洞れ光抑制部 4は、照度をゼロに設定した輪郭部分2０

dの幅を大きくすることでコーティング光の投影領城を徐々に 、さくして、洞れ光を徐

々に減少させることができる。さらに、洞れ光抑制部 4は、洞れ光が消えるまで輪郭

部分2０dの幅を大きくしてもよい。なお、洞れ光を少なくするために設定する輪郭部

分2０dは、コーティング光の投影領城の減少面積に応じて決定することが望ましい。

００63 更にまた、洞れ光抑制部 4は、図 8に示すよぅに、兄型の被照射物体2０における

鋭角部分にほコーテホノグ光を投影しないように映像信号を補正しても良い。この場

合、洞れ光抑制部 4は、コーティング光の鋭角部分を丸めるよぅに加工する。これに

よって、当該鋭角部分は、コーティング光が投影されない領城2０fとなる。このよぅに

鋭角部分では洞れ光が発生しやすいことに対し、コーティング光に丸みを持たせて、

洞れ光の発生を抑制する。

００64 更にまた、洞れ光抑制部 4は、照射光投影部2により投影するコーティング光を所

定幅で振動させても良い。これにより、被照射物体2０に投影されないコーティング光

が洞れ光として発生していても、振動によって、ュ一ザ から視認される照度を低くす

ることができる。したがって、洞れ光抑制部 4によれば、照射光投影部2から被照射

物体2０に向けて投影されたコーティング光が、当該被照射物体から洞れて被照射

物体の背景に投影されることを目立たなくすることができる。

００65 更にまた、洞れ光を抑制する構成としては、図 9に示すよぅに、被照射物体2０に

対してコーティング光を投影する照射光投影部2の他に、被照射物体2０の背面2

に洞れ光を抑制する背景光を投影する照射光投影部2 を備えていても良い。この照

射光投影部2 は、図2０に示すよぅに、その投影範囲52が被照射物体2０には含ま

れないよぅに設置されている。これにより、照射光投影部2のコーティング光の投影範

囲5 が被照射物体2０からずれて洞れ光が背面2 発生しても、背景光によって洞

れ光を目立たなくすることができる。

００66 この背面2 に投影する光は、洞れ光を目立たなくするよぅに設定された照明効果

(照度、輝度、光度、光束、色温度、旗色性 )であれば良い。例えば、照射光投影部2

ほ、背面2 にホワイトライトなどを照射する。これにより、色が重なることで白い光に

なる性質を利用して、洞れ光を目立たなくすることができる。



００67 このよぅに背面2 に背景光を投影することにより、図2 に示すよぅに、被照射物体

2０に対してはコーティング光をコーティングした上で、背面2 を背景光の投影範囲

52によって照明偵出することもできる。この図2 に示す例は、2台の照射光投影部2

を用いて、各被照射物体2０の背面2 の照明偵出を行っている。また、この図2

に示す例では、図22に示すよぅに、各被照射物体2０に対して2台の照射光投影部2

を用いて照明偵出を行っていることに対し、被照射物体2０ごとに2台の照射光投影

部2を用いて、各被照射物体2０をコーテボノグすることができる。

００68 「反射鏡」

更に、このコーティング照明装置は、照射光投影部2と被照射物体2０との間の光軸

上に反射鏡を配置して、照射光の投影距離を長く調整することができ、又は、照射光

投影部2を見えない位置に配置することもできる。更に、照射光投影部2をコンパクト

な構成にする場合であっても、反射鏡によって照射光の投影距離を長くして、比較的

大きいザイズの被照射物体2０をコーティングすることができる。

００69 「立体映像」

更に、このコーティング照明装置は、立体映像を表示させるための照射光信号を照

射光投影部2に供給して、被照射物体2０に投影されるコーティング光を立体映像と

して観察させても良い。このコーティング照明装置は、相互に視差が与えられた右眼

用の照射光信号と左眼用の照射光信号とを照射光生成部 によって生成し、それ

ぞれの照射光信号に対して、第 のコーティング補正部 2、第2のコーティング補正

部 3、及び第3のコーティング補正部2 による補正処理を施す。

００7０ この場合、コーティング照明装置は、観察者に右眼と左眼とで透過する映像光の偏

光方向が典なる偏光メガネを装若させて、偏光方式又は時分割方式で照射光投影

部2から相互に視差が与えられ且つ偏光方向が典なる複数種の照射光を出射する。

偏光方式で被照射物体2０に立体映像を表示する場合、被照射物体2０の表面材料

として映像光の偏光方向を保持する素材のものを使用し、照射光投影部2の2個の

光出射 口から偏光方向が典なる右眼用照射光と左眼用照射光を出射させる。また、

時分割方式で被照射物体2０に立体映像を表示する場合、 個の光出射 口から右眼

用照射光と左眼用照射光とを時分割で交互に出射し、右眼用照射光と左眼用照射



クとの同期を取る。

００7 1 これにより、このコーテインク照明装置によれは、高い桔度て任首形状の被照射物

体2０上のみにコーテインク光を投影し、且つ、当核被照射物体2０上の立体映像を

歪み無く観察者に観察させることかてきる。

００72 「照射光投影範囲、コーテインク範囲の変更」

コーテインク照明装置は、照射光投影部2の画角を調整することにより、照射光投

影部2の照射光投影範囲を変更させても良い。このようなコーテインク照明装置は、

照射光投影部2の画角を調整した照射光投影範囲の空間内において、被照射物体

2０をコーテインク光てコーテインクすることかてきる。

００73 また、コーテインク照明装置は、被照射物体2０内においてコーテインクを実施した

い空間領域を指定しても良い。このようなコーテホノク照明装置において、被照射物

体2０内においてコーテインクする部分には、コーテインク光を投影し、被照射物体2

０内においてコーテインクしない部分には、背景光を投影することになる。このように、

被照射物体2０内においてコーテインク光によってコーテインクする部分とコーテイン

クしない部分とを区別する信号は、コーテインク照明装置に予め供給される。そして

、コーテインク照明装置は、照射光生成部 から第 のコーテインク補正部 2に供

給する照射光信号を、被照射物体2０内てコーテインクする部分のみをコーテインク

光とし、それ以外を背景光とする照射光信号に修正して、第 のコーテインク補正部

2に供給する。

００74 また、このコーテインクすることかてきる部分とコーテインクしない部分とは、観察者

によって変更するようにしても良い。例えは、被照射物体2０の内のコーテボノクする

領城は、被照射物体2０の全体かコーテインクされている状態を ００ として、被照

射物体2０の形状パラメータて指定された原点位置 (某点 )からの3次元方向のパー

センテーシて設定することかてきる。

００75 「複数の被照射物体2０に対するコーテインク」

更に、複数の被照射物体2０に対してコーテインクすることかてきる部分を選択する

場合、全ての被照射物体2０を同様にコーテインクしても良く、個々の被照射物体2０



に対してコーティングする部分を指定しても良い。例えば、単一の照射光投影部2の

照射光投影範囲に複数の被照射物体2０が存在する場合には、照射光投影範囲に

複数のコーティング光の投影領城を設けて、照射光投影範囲の個々の被照射物体2

0をコーティングすることができる。この場合、第 のコーティング補正部 2は、単一の

平面映像 ００に対して、複数の被照射物体2０の形状データ2 をマッピング処理す

る必要がある。

００76 また、コーテホノグ照明装置は、複数の被照射物体2０に対して、個別の照射光バ

ターンを選択しても良い。このようなコーティング照明装置は、上述の照射光パターン

を選択する操作インターフェースによって、個々の被照射物体2０に照射光パターン

が割り当てられる。そして、照射光投影部2に対する個々の被照射物体2０の概略位

置に対応して個々の選択された照射光パターンを含む平面映像 ００を照射光生成

部 によって生成し、第 のコーティング補正部 2によって、照射光投影範囲内の

個々の被照射物体2０の形状にマッピング処理される。

００77 更に、コーティング照明装置は、複数の被照射物体2０に対して、個別に照射光パ

ターンを割り当てるために、複数の被照射物体2０を個々に識別する被照射体識乃り

手段 (カメラ等)を備えていても良い。そして、コーティング照明装置は、各被照射物

体2０ごとに予め設定された照射光パターンのいずれかを指定して、その照射光パタ

ーンでコーティングする。また、コーティング照明装置は、照射光投影部2と被照射物

体2０との距離を距離センザによって検出し、当該距離に墓づいて、照射光投影部2

からの距離が所定の範囲内にある被照射物体2０に対してコーティングしても良い。

なお、照射光投影部2と被照射物体2０との距離は、照射光投影部2の固定点と被照

射物体2０の固定点の距離を、各固定点に磁気センザをつけて検出できる。

００78 「被照射物体2０の形状変化」

コーティング照明装置においては、被照射物体2０が予め設定された形状パターン

に従って形状変ィヒさせることができても良い。なお、被照射物体2０の位置は固定と

する。

００79 このようなコーテホノグ照明装置は、観察者等の操作インターフェースに対する操

作に従って被照射物体2０の形状を変ィヒさせる駆動機構等を備える。このコーティン



グ照明装置は、予め駆動機構により変更される被照射物体2０の形状パターンを設

定しておき、被照射物体2０の形状パターンに対応した形状パラメータを格納してい
る。

００8０ そして、駆動機構によって被照射物体2０の形状パターンを変ィヒさせた場合、コー

ティング照明装置は、当該形状パターンの形状パラメータを呼び出して、図5に示し

たように第 のコーティング補正部 2によって照射光信号のマッピング処理を行う。こ

れにより、コーティング照明装置は、被照射物体2０の形状パターンを予め形状パラメ

ータとして記憶しておくことにより、被照射物体2０の形状パターンを変ィヒさせても、簡

単に第 のコーティング補正部 2によって補正処理をすることができ、当該形状を照

射光によってコーティングすることができる。

００8 1 更に、コーティング照明装置は、被照射物体2０の任意の形状変化に追従して、第

のコーティング補正部 2によってマッピング処理を行っても良い。このようなコーテ

ィング照明装置は、観察者が操作する操作インターフェースによって被照射物体2０

の形状が任意に変化していることを検出するカメラ等の検出手段と、当該被照射物

体2０の輪 M(形状パラメータ)を検出する輪郭検出手段が必要となる。

００82 このようなコーティング照明装置は、輪郭検出手段によって、照射光投影部2から被

照射物体2０を見たときの形状が更新された場合には、第 のコーティング補正部 2

によって、当該輪郭検出手段によって検出された輪郭 (形状パラメータ) の被照射物

体2０をコーティングするようにマッピング処理を行う。

００83 これによって、コーティング照明装置は、被照射物体2０が任意形状に変化するとき

でも、形状パラメータを更新して、マッピング処理を行うことができる。

００84 「シンボルの表示」

コーティング照明装置は、被照射物体2０上にコーティングを実施している時に、当

該コーティングされている被照射物体2０上に文字や記号などのシンボルをカッティン

グ挿入しても良い。なお、照射光投影部2と被照射物体2０との間の位置関係の変ィヒ

はさせない。

００85 このようなコーテホノグ照明装置は、白黒等の2色で構成される文字又は記号、図

柄などのシンボルを格納するシンボル格納手段と、格納されたシンボルを選択する



操作インターフェース等のシンボル選択手段と、コーティングされた被照射物体2０上

ルの大きさを指定するシンボル径設定手段と、シンボルのカット対象 (2色のどちらか

をカットする)を切り替えるカット対象切り替え手段とを備える。このシンボル挿入箇所

指定手段は、シンボルの挿入箇所を、被照射物体2０の形状パラメータで指定された

原点位置 (某点 )から3次元方向の距離で設定する。

００86 このよぅなコーティング照明装置は、上述の照射光パターンとは典なり、照射光の指

定された場所に、指定された大きさのシンボルを挿入することができる。

００87 また、コーティング照明装置は、文字や図柄など任意のシンボルを読み込み、挿入

することができる。このコーティング照明装置は、文字や図柄などの任意のシンボル

を読み込むシンボル読込手段 (例えば、スキャナ) と、読み込まれたシンボルを白黒

など2色で構成される画像に変換するシンボル画像変換手段とを備える。このコーテ

ィング照明装置は、被照射物体2０をコーティングしている照射光の一部に、読み込

まれたシンボルをカットして挿入することができる。このコーティング照明装置は、例え

ばスキャナで読み込んだ紙に手菩きされた文字や図柄、又は手持ちの画像を挿入

することができる。

００88 更に、コーティング照明装置は、カットデザインをリアルタイムに更新するために、手

菩きされた文字や図柄を2色で構成される画像としてリアルタイムに読み込むリアルタ

イムシンボル読込手段 (例えば、タブレット C)を備える。コーティング照明装置は、

被照射物体2０をコーティングしている照射光の一部に、手菩きされたシンボルをカッ
トして挿入する。これにより、その場で菩いた文字や図柄を挿入でき、レビューなどが

できる。

００89 「照射光投影部2と被照射物体2０との位置関係の更新」

コーティング照明装置は、移動可能な載置台に被照射物体2０が搭載されている場

合においては、被照射物体2０の移動に自動的に追従して、被照射物体2０をコーテ

ィングしても良い。このコーティング照明装置は、被照射物体2０を移動させる被照射

物体可動手段と、被照射物体2０の位置、姿勢を取得する被照射物体位置姿勢セン

シング手段と、位置姿勢センシングの出力値から位置姿勢パラメータを算出する被照



射物体位置姿勢パラメータ算出手段とを備える。

００9０ このよぅなコーティング照明装置は、被照射物体2０の位置を変化させた場合に、被

照射物体2０の位置、姿勢を取得し、取得した被照射物体2０の照射光投影部2に対

する位置、姿勢から位置姿勢パラメータを算出する。これにより、コーティング照明装

置は、被照射物体2０が移動しても、第2のコーティング補正部 3によって照射光投

影部2と被照射物体2０との配置に某づいて照射光信号を補正して、高い精度で被

照射物体2０をコーティングすることができる。

００9 1 また、コーティング照明装置は、移動可能な載置台に照射光投影部2が搭載されて

いる場合においては、照射光投影部2の移動に自動的に追従して、被照射物体2０

をコーティングしても良い。このコーティング照明装置は、照射光投影部2を移動させ

る照射光投影部可動手段と、照射光投影部2の位置、姿勢を取得する照射光投影

部位置姿勢センシング手段と、位置姿勢センシングの出力値から位置姿勢パラメー

タを算出する照射光投影部位置姿勢パラメータ算出手段とを備える。

００92 このよぅなコーティング照明装置は、照射光投影部2の位置を変化させた場合に、

照射光投影部2の位置、姿勢を取得し、取得した被照射物体2０の照射光投影部2

に対する位置、姿勢から位置姿勢パラメータを算出する。これにより、コーティング照

明装置は、照射光投影部2が移動しても、第2のコーティング補正部 3によって照射

光投影部2と被照射物体2０との配置に某づいて照射光信号を補正して、高い精度

で被照射物体2０をコーティングすることができる。例えば、観察者が照射光投影部2

と被照射物体2０の間に立ってし 、刊 、照射光を遮ってしまぅ(影ができる)状況にお

いて、影が回避される方向に照射光投影部2を動かした場合でも、照射光投影部2

の位置を追従するよぅにセンシングして、コーティング光で被照射物体2０をコーティ

ングし続けられる。

００93 なお、上述したよぅに、照射光投影部2と被照射物体2０との光軸上に反射鏡を設け

た構成においては、反射鏡で反射することを考慮した照射光投影部2の仮想位置を

照射光投影部2の位置姿勢パラメータとして第2のコーティング補正部 3に入力して

、照射光信号の補正を行わせる。

００94 なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実



施形態に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術

的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは

勿論である。

産業上の禾 用可能，吐

本発明によれば、被照射物体の形状に合わせて照射光のぅちのコーティング光の

輪郭をカットし、更に、被照射物体の原点位置と照射光投影手段との位置関係に応

じてコーティング光の輪郭を補正するので、被照射物体の形状、被照射物体と照射

光投影部との位置関係に某づいて、被照射物体を高い精度で照射光によってコー

ティングすることができる。



請求の範囲

任意形状の被照射物体に向けて照射光を投影する照明装置であって、

照射光信号を入力する照射光信号入力手段と、

前記被照射物体に前記照射光を照射させたときに、前記被照射物体を照射光でコ

ーティングさせるよぅに前記照射光信号入力手段により入力した照射光信号を補正

するコーティング補正手段と、

前記コーティング補正手段によって補正処理された照射光信号を用いて前記被照

射物体に対して投影を行ぅ照射光投影手段とを備え、

前記照射光は、前記被照射物体をコーティングするコーティング光と、前記被照射

物体の背景となる背景光とを含み、

前記コーティング補正手段は、前記照射光のぅちのコーティング光の輪郭を補正す

るよぅに照射光信号を補正するものであり、

前記被照射物体の形状に合わせて照射光のぅちのコーティング光の輪郭をヵットす

るよぅに前記照射光信号を補正する第 のコーティング補正手段と、

前記被照射物体の原点位置と前記照射光投影手段との位置関係に応じて、前記

第 のコーティング補正手段により補正されたコーティング光の輪郭を補正する第2

のコーティング補正手段とを備えること

を特徴とする照明装置。

2 前記照射光信号入力手段で生成される照射光パターンの照射光信号を予め複数

格納する照射光パターン格納手段と、

前記照射光パターン格納手段に格納された何れかの照射光パターンを選択して照

射光信号を読み出す照射光パターン選択手段とを備え、

前記コーティング補正手段は、前記照射光パターン選択手段により選択された照

射光パターンの照射光信号を補正し、前記照射光投影手段は、当該補正された照

射光信号を投影して、前記照射光パターン選択手段により選択された照射光パター

ンのコーティング光により前記被照射物体をコーティングすることを特徴とする請求項

に記載の照明装置。

3 前記照射光投影手段と前記被照射物体との間に反射鏡を配置したことを特徴とす



る請求項 は請求項2に記載の照明装置。

4 前記コーティング光は、時間軸上で画像を更新する映像であり、

前記照射光信号入力手段に映像信号を入力可能とし、

勢入力手段と、

前記視点位置姿勢入力手段により入力した観察者の視点から前記被照射物体に

投影された映像を視認した場合に当該映像が歪みなく観察させるために映像光を盃

ませるよぅに前記映像光信号に補正をする第3のコーティング補正手段を備えること

を特徴とする請求項 乃至請求項3の何れか一項に記載の照明装置。

5 前記照射光投影手段は、 又は複数の映像光出射部から相互に視差が与えられ

た映像光を出射して、前記被照射物体に立体映像を表示させることを特徴とする請

求項4に記載の照明装置。

6 前記被照射物体のぅちで予め設定された大きさ以下の領城にはコーティング光を

投影しないよぅに前記照射光信号を補正する洞れ光抑制手段を備えることを特徴と

する請求項 乃至請求項5の何れか一項に記載の照明装置。

7 前記被照射物体のぅちの所定幅の輪郭部分に投影する照明光の照明効果を変化

させて、前記照明光投影手段から前記被照射物体に向けて投影されたコーティング

光が、当該被照射物体から洞れて前記被照射物体の背景に投影された洞れ光を目

立たなくする洞れ光抑制手段を備えることを特徴とする請求項 乃至請求項6の何れ

か一項に記載の照明装置。

8 前記洞れ光抑制手段は、前記輪郭部分の所定幅における内側から外側に向かぅ

に従って次第にコーティング光の照明効果を変化させることを特徴とする請求項7に

記載の照明装置。

9 前記照射光投影手段により投影するコーティング光を所定幅で振動させて、前記

照明光投影手段から前記被照射物体に向けて投影されたコーティング光が、当該被

照射物体から洞れて前記被照射物体の背景に投影された洞れ光を目立たなくする

洞れ光抑制手段を備えることを特徴とする請求項請求項 乃至請求項5の何れか一

項に記載の照明装置。
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