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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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
ングさせるよう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
に対して投影を行う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、
　前記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カットするよ
うに前記照射光信号を補正する第１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１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。
【請求項２】
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　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１に記載の照明装置。
【請求項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1又は請求項２に記載の照明装置。
【請求項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、
　前記被照射物体を観察する観察者の視点の位置及び姿勢を入力する視点位置姿勢入力手
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歪ませるように前
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
１乃至請求項３の何れか一項に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記照射光投影手段は、１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。
【請求項６】
　前記被照射物体のうちで予め設定された大きさ以下の領域にはコーティング光を投影し
ないように前記照射光信号を補正する漏れ光抑制手段を備えることを特徴とする請求項１
乃至請求項５の何れか一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記被照射物体のう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
射物体から漏れて前記被照射物体の背景に投影された漏れ光を目立たなくする漏れ光抑制
手段を備えることを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れか一項に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記漏れ光抑制手段は、前記輪郭部分の所定幅における内側から外側に向かうに従って
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。
【請求項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
漏れて前記被照射物体の背景に投影された漏れ光を目立たなくする漏れ光抑制手段を備え
ることを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、任意形状の被制御機器の表面を覆うように照射光を照射する照明装置に関す
る。
【背景技術】
【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、下記の非特許文献１，２に
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記載されているように、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ベー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
ら出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、空間演出を行う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、動画として変化させ
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、ベース形状を用いて、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、下記の特許文献１に記載された技術が知られている
。
【非特許文献１】http://www.egghouse.com/gobo/about.htm
【非特許文献２】http://www.ushiolighting.co.jp/product/productimage/pdf/dl2.pdf
【特許文献１】特開２００６－３３８１８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【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
照射光の輪郭を変更できるものの、丸、三角、四角などで構成されるフィルタによって照
射光の輪郭をベー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。
【課題を解決するための手段】
【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】
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　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カットするように照射光信号を補正する第１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１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。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、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
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
係に基づいて、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。
【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１に示すように構成された照明制御装置１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に示すよう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うに被照射物体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亘って単色の照射光をプロジェクタから出射すると、図３
に示すように、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
きてしまう。これに対し、コーティング照明装置は、図２に示すように、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に示したような被照射物体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（ａ）に示すように、任意形状の立体物である。この被照射物
体２０は、図４（ｂ）に示すように、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１に供給されて、後述の第１のコーディング補正部１２及び第２
のコーディング補正部１３における補正処理に用いられる。
【００１６】
　後述するように、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しい。
【００１７】
　照射光投影部２は、照明制御装置１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１は、照射光生成部１１と、第１のコーティング補正部１２と、第２のコ
ーティング補正部１３とを備える。なお、図１に示した照明制御装置１は、ＣＰＵ、ＲＯ
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Ｍ、ＲＡＭ、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１においては便宜的に機能ブロック毎に分けて、説明を行う。
【００１９】
　照射光生成部１１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１１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に示すよう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１１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１
１によって入力又は生成された照射光信号は、第１のコーティング補正部１２及び第２の
コーティング補正部１３に供給される。
【００２１】
　第１のコーティング補正部１２及び第２のコーティング補正部１３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うに照射
光生成部１１から供給された照射光信号を補正する。第１のコーティング補正部１２及び
第２のコーティング補正部１３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うに照射光信号を補正するものである。
【００２２】
　第１のコーティング補正部１２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カットするように照射光信号を補正する。これにより、第１のコ
ーティング補正部１２は、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２
０以外には背景光を投影するように、コーティング光の照射範囲をカッティング処理する
。
【００２３】
　このような第１のコーティング補正部１２は、図５（ａ）に示すように、照射光生成部
１１によって作成された平面映像１００を入力する。次に第１のコーティング補正部１２
は、図５（ｂ）に示すよう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１００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
理を行う。このマッピング処理は、ユーザの視点位置から被照射物体２０を見たときに、
平面映像１００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１のコーティング補正部１２は、平面映像１００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１００は、図５（ｃ）のように、形状データ２０’によって座標
変換された３次元映像１００’となる。ここで、平面映像１００のうち、形状データ２０
’外の映像部分は除外されて、形状データ２０’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１００’は、第１のコーティング補正部１２によって図５（ｄ）のよう
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体２０の座標と平面映像１００の各画素との対応関係とか
ら、照射光投影部２の投影面と平面映像１００の各画素との対応関係を求める。これによ
り、第１のコーティング補正部１２は、平面映像１００を変換して、図５（ｅ）に示す平
面映像１００’’に再構成する。なお、この処理は、図８～図１３を参照して更に詳しく
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説明する。
【００２６】
　このようなマッピング処理を行うことにより、第１のコーティング補正部１２は、照射
光生成部１１から供給された平面映像１００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１のコーティング補正部１２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１の
コーティング補正部１２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１３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１のコーティング補正部１２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１３によって、さらに照射光信号に対
して補正処理を行う。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
移動変換及び回転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うに、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１３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１３は、補
正パラメータに基づいて、平行移動変換及び回転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と被照射物体２０との位置関係の他に
、照射光投影部２の投影画角、光軸シフト量等の照射光投影部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２０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２０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。
【００３１】
　更に、このような補正テーブルを、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１３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、上述したように映像のコーティング光を被照射物
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体２０に投影する場合には、図７に示すように、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う第３のコーティング補正部２１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２１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２１は、第２のコー
ティング補正部１３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歪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２１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２１は、視点位置の移動後も、視点位置から歪みなく観賞で
きるように被照射物体２０をコーティングするコーティング光を生成できる。
【００３５】
　以上説明したように、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２
０の形状に基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２０との位
置関係に基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うに予め補正された映像を投影することができる。例えば
、車の形をした被照射物体２０に車の映像を投影することで、車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のよう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に示すように、任意形状の被照射物体２０として、ユーザＵに対して距離Ｌ
だけ離間し、ユーザＵ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Ｕの視点位置Ｐ１から視野角θ１で視認される。ユーザＵ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Ｕまでは、距離Ｌ１だけ離間して
いる。
【００３９】
　視点位置Ｐ１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
うに、図９（ｂ）に示す格子状の平面映像１００（コーティング光）を、ユーザＵから見
る映像面４０Ｕ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４０Ｕ
に図９（ｂ）に示す平面映像１００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４０Ｕ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４０Ｕ上の点ｂ１，ｂ２，ｂ
３，ｂ４，ｂ５は、平板状物体３０上の点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，ａ５に対応している
。したがって、平板状物体３０上の点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，ａ５に表示された映像は
、ユーザＵからは映像面４０Ｕ上における点ｂ１，ｂ２，ｂ３，ｂ４，ｂ５として視認さ
れる。
【００４０】
　また、図１０に示すように、ユーザＵ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、Ｌ２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θ２の範囲で投影光を投影する。
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【００４１】
　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１１に
示すように、平板状物体３０上の点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，ａ５が、映像面４０Ｐ上の
点ｃ１，ｃ２，ｃ３，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ｃ１，ｃ２，ｃ３，ｃ４，ｃ５を延長した直線上の点が、平
板状物体３０の点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，ａ５となる。
【００４２】
　このようなユーザＵの視点位置Ｐ１及び視野角θ１、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θ２の関係から、図１１（ａ）に示した照射光投影部
２における映像面４０Ｐ上の点ｃ１，ｃ２，ｃ３，ｃ４，ｃ５に映像を投影させると、平
板状物体３０上の点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，ａ５に映像が投影される。その結果、平板
状物体３０上の点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，ａ５が、図９における映像面４０Ｕ上の点ｂ
１，ｂ２，ｂ３，ｂ４，ｂ５として視認されることとなる。したがって、ユーザＵに平面
映像１００を視認させるためには、照射光投影部２は、映像面４０Ｕ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基づいて、図１１（ｂ）に示すように歪ませた平面映像１００’’
を投影する必要がある。
【００４３】
　このよう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１は、図９に示
すように、ユーザＵの視点位置Ｐ１を示す視点位置及び視線方向を示す視点位置姿勢パラ
メータ及びユーザＵの視野角θ１を示す視野角パラメータを取得する。これらのユーザＵ
のパラメータは、上述した映像面４０Ｕ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ＣＡＤ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，Ｙ，Ｚ軸上の位置および軸周りの回転角
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Ｐ１と平板状
物体３０との距離Ｌ１と、視点位置Ｐ１に対する平板状物体３０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、ＣＡＤ等で作成された電子データを基に、３次
元座標空間における形状領域を定義したものである。この形状データは、視点位置Ｐ１か
ら見た平板状物体３０の形状を一意に定める。このような平板状物体３０の形状データと
ユーザＵのパラメータとは、映像面４０Ｕ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１０に示すように照射光投影部２が設置されたことに対し、照明制御装置１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θ２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はバックフォーカス及び
打ち込み角で定義され、投影画角θ２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１は、平板状物体３０に表示されるコーティング光の画素（ａ１
，ａ２，ａ３，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４
０Ｐとの交点（ｃ１，ｃ２，ｃ３，ｃ４，ｃ５）に画素を配置して平面映像１００’’を
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構成し、その平面映像１００’’を平板状物体３０に投影させる。そして、映像面４０Ｐ
上の点ｃ１，ｃ２，ｃ３，ｃ４，ｃ５、平板状物体３０上の点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，
ａ５、映像面４０Ｕ上の点ｂ１，ｂ２，ｂ３，ｂ４，ｂ５という経路でユーザＵ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のような形状ではなく、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をユーザＵに視認させることができる
。図１２（ａ）に示すように被照射物体２０がドーム型物体３０であり、図１２（ｂ）に
示すように、ユーザＵ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、
ユーザＵからは、映像面４０Ｕ上の点ｂ１，ｂ２，ｂ３，ｂ４，ｂ５の延長線上における
ドーム型物体３０上の点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，ａ５が視認される。これに対し、照射
光投影部２は、図１３（ａ）に示すように映像面４０Ｐに投影光を投影する。この映像面
４０Ｐにおける点ｃ１，ｃ２，ｃ３，ｃ４，ｃ５を通過した投影光は、ドーム型物体３０
における点ａ１，ａ２，ａ３，ａ４，ａ５に投影されて、図１２（ａ）に示す映像面４０
Ｕの点ｂ１，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１３（ｂ）に示すように歪ませた平面映像１００’’を投影す
る。これに対し、ユーザＵは、図１２（ｂ）に示すような歪みのない平面映像１００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１１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に示すよう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）に示すように所定の模様のコ
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
示すよう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。
【００５１】
　このようなコーティング照明装置における照射光生成部１１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基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１１は、選択された照射光パターンを第１のコーティング補正部１２
及び第２のコーティング補正部１３に供給する。
【００５２】
　その後、第１のコーティング補正部１２及び第２のコーティング補正部１３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。
【００５３】
　このよう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】
「漏れ光抑制」
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　また、このコーティング照明装置における照明制御装置１は、図１４に示すように、被
照射物体２０から漏れて背後に投影されてしまう漏れ光を抑制する漏れ光抑制部１４を備
えていても良い。
【００５５】
　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
するよう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うとすると、コーティング光が被照
射物体２０外となり、漏れ光として背後に投影されてしまう。この漏れ光は、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２（プロジェクタ
）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
、漏れ光を発生させないように完璧に被照射物体２０をコーティングするように映像信号
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１のコーティング補正部１２及び第２のコー
ティング補正部１３によって補正した映像信号を加工することにより、漏れ光を発生させ
ないのではなく、発生した漏れ光が目立たないようにする。
【００５７】
　漏れ光抑制部１４は、第１のコーティング補正部１２及び第２のコーティング補正部１
３によって補正された映像信号が供給される。漏れ光抑制部１４は、供給された映像信号
に対して、漏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】
　漏れ光抑制部１４の漏れ光抑制処理としては、被照射物体２０のうちで予め設定された
大きさ以下の領域にはコーティング光を投影しないよう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１５に示すように、人型の被照射物体２０のうちで、所定の大
きさより大きい領域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域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から漏れて被照射物体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１５には、ユーザインターフェースとして、実際にコーティング光
をどのように投影するかをユー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、漏れ光抑制部１４は、図１６に示すように、被照射物体２０のうち所定幅の輪郭
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１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から漏れて被照射物体２０の背景に投影される
ことを目立たなくする。このようにコーティング照明装置は、被照射物体２０のうちの細
い部分や細かい部分にコーティング光の投影領域を設定すると漏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域２０ｂを、コーティング光の投影領域から除外
する。
【００６１】
　更に、漏れ光抑制部１４は、図１７に示すように、輪郭部分２０ｄの所定幅における内
側から外側に向かうに従って次第にコーティング光の照明効果を変化させても良い。これ
によっても、照明制御装置１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から漏れて被照射物体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において変化させる照明効果としては、照度、輝度、光度
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、光束、色温度、演色性などが挙げられる。そして、漏れ光抑制部１４は、被照射物体２
０から漏れた漏れ光が背景に投影されても目立たなくなるように輪郭部分２０ｄにおける
コーティング光の照明効果を変更する。例えば漏れ光抑制部１４は、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、漏れ光を目立たな
くする。また、漏れ光抑制部１４は、照度をゼロに設定した輪郭部分２０ｄの幅を大きく
することでコーティング光の投影領域を徐々に小さくして、漏れ光を徐々に減少させるこ
とができる。さらに、漏れ光抑制部１４は、漏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、漏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
ング光の投影領域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、漏れ光抑制部１４は、図１８に示すように、星型の被照射物体２０における
鋭角部分にはコーティン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、
漏れ光抑制部１４は、コーティング光の鋭角部分を丸めるように加工する。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域２０ｆとなる。このように鋭角部
分では漏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、漏れ光の発
生を抑制する。
【００６４】
　更にまた、漏れ光抑制部１４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漏
れ光として発生していても、振動によって、ユーザＵ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、漏れ光抑制部１４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漏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、漏れ光を抑制する構成としては、図１９に示すように、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２０’に漏
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に示すように、その投影範囲５２が被照射物体２０には含まれないよう
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５１が被照
射物体２０からずれて漏れ光が背面２０’発生しても、背景光によって漏れ光を目立たな
くすることができる。
【００６６】
　この背面２０’に投影する光は、漏れ光を目立たなくするように設定された照明効果（
照度、輝度、光度、光束、色温度、演色性）であれば良い。例えば、照射光投影部２’は
、背面２０’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、漏れ光を目立たなくすることができる。
【００６７】
　このように背面２０’に背景光を投影することにより、図２１に示すように、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２０’を背景光の投影範
囲５２によって照明演出することもできる。この図２１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２０’の照明演出を行っている。また、この図２
１に示す例では、図２２に示すように、各被照射物体２０に対して２台の照射光投影部２
を用いて照明演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をコーティン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、比較的大きいサイズ
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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１１によって生成し、それぞれの照射光信号に
対して、第１のコーティング補正部１２、第２のコーティング補正部１３、及び第３のコ
ーティング補正部２１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
向が異なる偏光メガネを装着させて、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異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異なる右
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、１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光との出射タイミングと液晶シャッタメガネの右眼及び
左眼シャッタの切り替えタイミングとの同期を取る。
【００７１】
　これにより、このコーティング照明装置によれば、高い精度で任意形状の被照射物体２
０上のみにコーティング光を投影し、且つ、当該被照射物体２０上の立体映像を歪み無く
観察者に観察させることができる。
【００７２】
「照射光投影範囲、コーティング範囲の変更」
　コーティング照明装置は、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。このようなコーティング照明装置は、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をコーティン
グ光でコーティングすることができる。
【００７３】
　また、コーティング照明装置は、被照射物体２０内においてコーティングを実施したい
空間領域を指定しても良い。このようなコーティング照明装置において、被照射物体２０
内においてコーティングする部分には、コーティング光を投影し、被照射物体２０内にお
いてコーティングしない部分には、背景光を投影することになる。このように、被照射物
体２０内においてコーティング光によってコーティングする部分とコーティングしない部
分とを区別する信号は、コーティング照明装置に予め供給される。そして、コーティング
照明装置は、照射光生成部１１から第１のコーティング補正部１２に供給する照射光信号
を、被照射物体２０内でコーティングする部分のみをコーティング光とし、それ以外を背
景光とする照射光信号に修正して、第１のコーティング補正部１２に供給する。
【００７４】
　また、このコーティングすることができる部分とコーティングしない部分とは、観察者
によって変更するようにしても良い。例えば、被照射物体２０の内のコーティングする領
域は、被照射物体２０の全体がコーティングされている状態を１００％として、被照射物
体２０の形状パラメータで指定された原点位置（基点）からの３次元方向のパーセンテー
ジで設定することができる。
【００７５】
「複数の被照射物体２０に対するコーティング」
　更に、複数の被照射物体２０に対してコーティングすることができる部分を選択する場
合、全ての被照射物体２０を同様にコーティングしても良く、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
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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
グ光の投影領域を設けて、照射光投影範囲の個々の被照射物体２０をコーティングするこ
とができる。この場合、第１のコーティング補正部１２は、単一の平面映像１００に対し
て、複数の被照射物体２０の形状データ２０’をマッピング処理する必要がある。
【００７６】
　また、コーティング照明装置は、複数の被照射物体２０に対して、個別の照射光パター
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１００を照射光生成部１１によって生成し
、第１のコーティング補正部１２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別手段（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
離センサによって検出し、当該距離に基づいて、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
固定点に磁気センサ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
って形状変化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】
　このようなコーティング照明装置は、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の形状を変化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化させた場合、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１のコーティング補正部１２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化させても、簡単に第１の
コーティング補正部１２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。
【００８１】
　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１の
コーティング補正部１２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の輪郭（
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１のコーティング補正部１２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。
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【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化はさせな
い。
【００８５】
　このようなコーティング照明装置は、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上におけるシン
ボルを挿入する場所を指定するシンボル挿入箇所指定手段と、シンボ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（基点）から３次
元方向の距離で設定する。
【００８６】
　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とは異なり、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
だ紙に手書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
書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ＰＣ）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、手書きされたシンボルをカットし
て挿入する。これにより、その場で書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】
　このよう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１３によって照射光投影部２と被
照射物体２０との配置に基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
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ーティングすることができる。
【００９１】
　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】
　このよう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１３によって照射光投影部２と被
照射物体２０との配置に基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
立ってしまい、照射光を遮ってしまう（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うにセンシン
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、上述したように、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１３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。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】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】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
ィングした様子を示す図である。
【図３】照射光投影範囲の全体に光を照射した様子を示す図である。
【図４】本発明を適用したコーティング照明装置における被照射物体の形状データについ
て説明する図である。
【図５】本発明を適用したコーティング照明装置における第１のコーティング補正部のマ
ッピング処理について説明する図である。
【図６】本発明を適用したコーティング照明装置により照射光パターンを選択して、被照
射物体をコーティングした様子を示す図である。
【図７】本発明を適用したコーティング照明装置の他の構成を示すブロック図である。
【図８】本発明を適用したコーティング照明装置において、平板状の被照射物体に対する
ユーザの視点位置、視野角及び距離を示す図である。
【図９】本発明を適用したコーティング照明装置において、ユーザから平板状の被照射物
体を見たときにユーザが視認する映像について説明する図である。
【図１０】本発明を適用したコーティング照明装置において、平板状の被照射物体に対す
る照射光投影部の投影位置、投影画角及び距離を示す図である。
【図１１】本発明を適用したコーティング照明装置において、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である。
【図１２】本発明を適用したコーティング照明装置において、ユーザからドーム型の被照
射物体を見たときにユーザが視認する映像について説明する図である。
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【図１３】本発明を適用したコーティング照明装置において、照射光投影部からドーム型
の被照射物体に光投影する様子を説明する図である。
【図１４】本発明を適用したコーティング照明装置において、被照射物体から背面に漏れ
る漏れ光を抑制する構成を示すブロック図である。
【図１５】本発明を適用したコーティング照明装置において、所定の大きさ以下の領域に
はコーティング光を投影しないことを示す図である。
【図１６】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には
コーティング光を投影しないことを示す図である。
【図１７】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】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】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】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２１】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】比較例としての照明効果を示す図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１　照明制御装置
　２　照射光投影部
　３　モニタ装置
　１１　照射光生成部
　１２　第１のコーディング補正部
　１３　第２のコーディング補正部
　１４　漏れ光抑制部
　２０　被照射物体
　２１　第３のコーティング補正部
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