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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体のペッパーズ・ゴースト像を生成する方法で投影を行うのに適したフィルムを生
成するように該被写体を撮影する方法であって、
　該方法は、被写体の前部を照明するための一以上の第１のライトと、該被写体の後部及
び側部の少なくとも一方を照明するための一以上の第２のライトとを有する照明構成の下
で該被写体を撮影する工程を含み、
　該第１及び第２のライトの輝度は、該被写体の周囲に光の縁を形成して該被写体の輪郭
を鮮明にするように制御され、
　該被写体は、反射性又は半反射性の上げ台の上で撮影されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　該第１及び第２のライトは、該被写体が立方形体積内を水平方向に移動するとき、該被
写体への照明の性質が実質的に同じままであるように、該立方形体積を照明するように構
成されていることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　該被写体は、２０メートル未満の奥行きを有するスタジオの内部で撮影されることを特
徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　該被写体は、後部スクリーンの前で撮影され、該後部スクリーンは、黒、青、緑又は銀
色の何れかであり、該被写体は、光吸収性のバックの前で撮影され、該被写体を撮影する
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ために使用されるカメラは、閾値以下の光源を黒色として処理するように構成されている
ことを特徴とする請求項１から３の何れか一に記載の方法。
【請求項５】
　該被写体の位置にて測定された該一以上の第１のライトの総輝度が、該被写体の位置に
て測定された該一以上の第２のライトの総輝度と略同じ又はそれよりも小さいことを特徴
とする請求項１から４の何れか一に記載の方法。
【請求項６】
　該一以上の第２のライト、該一以上の第１のライト、及び一以上のサイドライトは、該
被写体の（主に）異なる部分を照明するための様々なランプを有し、
　該異なる部分は、該被写体の縦方向の部分からなることを特徴とする請求項１から５の
何れか一に記載の方法。
【請求項７】
　該一以上の第１のライトは、
　（ｉ）該被写体の頭部を照明するためのプロフィール・スポットライト、
　（ｉｉ）該被写体の胴部を照明するためのプロフィール・スポットライト、
　（ｉｉｉ）該被写体の脚部及び足部を照明するためのプロフィール・スポットライト、
及び
　（ｉｖ）（ｉ）から（ｉｉｉ）の任意の組合せ
のうちの一を備え、
　該一以上の第２のライトは、
　（ｉ）該被写体の頭部を照明するためのプロフィール・スポットライト、
　（ｉｉ）該被写体の胴部を照明するためのプロフィール・スポットライト、
　（ｉｉｉ）該被写体の脚部及び足部を照明するためのプロフィール・スポットライト、
及び
　（ｉｖ）（ｉ）から（ｉｉｉ）の任意の組合せ
のうち一を備えることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　(1)該照明構成は、実質的に該被写体の真上に位置する頭上ライトを更に備え、
　(2)該一以上の第１のライトは、該被写体の眼部を照明するためのプロフィール・スポ
ットライトを更に備え、
　(3)該一以上の第１のライトは、該被写体を下から照明するためのフィルランプを更に
備え、
　(4)該照明構成は、一以上のフロアライトを更に含み、該被写体は、該一以上のフロア
ライトによって下から照明されるように、該一以上のフロアライトの真上に位置し、該フ
ロアライトは、該被写体の脚部の下側を照明するように構成され、
　(1)から(4)のうちの少なくとも一を有していることを特徴とする請求項１から７の何れ
か一に記載の方法。
【請求項９】
　(i)該ライトは、撮影される該被写体に対する照明効果が、投影されたペッパーズ・ゴ
ースト像の場所における照明効果に一致するように制御され、
　(ii)該ライトは、該投影されたペッパーズ・ゴースト像の場所において変化する照明環
境に応じて制御され、
　(iii)該ライトは、該投影されたペッパーズ・ゴースト像の該場所における人又は物体
の色温度と実質的に一致する、撮影中の該被写体の色温度を生成するように制御され、
　(iv)撮影される該被写体の「昼光」温度（およそ５５００ケルビン）を作成するように
制御され、
　(i)から(iv)のうちの少なくとも一を有することを特徴とする請求項１から８のうちの
何れか一に記載の方法。
【請求項１０】
　(1)フィルムを生成するためにカメラで被写体を撮影する工程を有し、該カメラのシャ
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ッター速度が１／２５秒と１／１２０秒との間であり、さらに、ペッパーズ・ゴースト投
影システムに対して該フィルムを提供する工程を有し、
　(2)カメラで該被写体を撮影してフィルムを生成する工程を有し、該カメラの目線がペ
ッパーズ・ゴースト像を見ている観衆の目線と実質的に対応するように、該カメラは配置
され、該カメラは該被写体から少なくとも４メートル離れ、該上げ台は、１フィート（０
．３メートル）の高さであり、該カメラのレンズは、地上から２フィート（０．６メート
ル）離れて位置し、
　該(1)及び該(2)の少なくとも一方を有することを特徴とする請求項１から９のうち何れ
か一に記載の方法。
【請求項１１】
　一以上の照明器具を有する照明構成の下で該被写体を撮影する工程を有し、
　該照明器具は、一以上の隙間を有する出力面と反対側の後部反射面と、２つの側部反射
面とを有する筐体室内にＬＥＤのアレイを有し、
　該ＬＥＤによって発せられた光が、該側部反射面の一方または該後部反射面の何れかに
向けて該出力面から離れて指向されるように、該ＬＥＤは、該出力面の内側に取り付けら
れ、
　該光は、該出力面に向けて反射され、該一以上の隙間を介して該筐体室から発せられる
ことを特徴とする請求項１から１０の何れか一に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１のうちの何れか一に記載の方法を実行するように構成されたことを特
徴とする照明システム。
【請求項１３】
　請求項１から１１のうちの何れか一により作成されるペッパーズ・ゴースト像として投
影されることを特徴とする被写体のフィルム。
【請求項１４】
　請求項１から１１のうちの何れか一に記載の方法を実行するように、該照明構成を制御
するように構成されたことを特徴とする制御システム。
【請求項１５】
　請求項１から１１のうちの何れか一に記載の方法を実行するためのインストラクション
を保存していることを特徴とするデータキャリヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペッパーズ・ゴースト像として投影される被写体を撮影するための方法及び
システムに関し、特に、しかし限定する訳ではないが、ペッパーズ・ゴースト・システム
、例えば特許文献１に記載されるペッパーズ・ゴースト・システムにおいてペッパーズ・
ゴースト像として投影するために撮影される被写体、特に人を照明する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特にインタビューやプレゼンテーション用に人を撮影するための照明構成は、３
点照明方法による。そのような方法では、撮影される人は、被写体の前部を直接照らし、
主要な照明器として機能するキーライトと、これも被写体の前部を直接照らし、影面を照
明して明暗対比効果を減らすことによってキーライトとのバランスをとるフィルライトと
、背景から被写体を分ける被写体周りの光の縁を生成するために被写体を後ろから照明す
るバックライトとによって照らされる。典型的には、キーライト及びフィルライトは、カ
メラから被写体に向かう線に対して４５度（互いに対して９０度）で置かれ、フィルライ
トは、キーライトの輝度の略半分である。バックライトの総輝度は、キーライト及びフィ
ルライトによって得られる前部照明の総輝度よりもかなり小さい。
【０００３】
　そのような照明構成をペッパーズ・ゴースト像として投影される被写体の撮影に用いる
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と、ペッパーズ・ゴースト像が平坦又は「切り取られた」ように見える結果となり、ペッ
パーズ・ゴースト像によって作られる本物らしさの印象を損ねることが分かっている。
【０００４】
　更に、ペッパーズ・ゴースト像が半透明に見えるのを避けるためには、ペッパーズ・ゴ
ースト像の被写体を非常に明るく照明することが必要である。しかしながら、被写体を照
明するのに非常に明るい光を用いると、被写体に微妙な影が付き、ペッパーズ・ゴースト
像の本物らしさが失われる結果となり得る。
【０００５】
　伝統的に、撮影の照明は、タングステンランプのような白熱光ランプによって提供され
てきた。そのようなランプは、かなりの電力を消費して過剰な熱を発生する場合があるし
、それ自体、スタジオ環境、とりわけ小規模／移動スタジオ環境に特に適している訳では
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００７／０５２００５号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、ペッパーズ・ゴースト像として投影されるように被写体を撮
影する方法であって、該方法は、被写体の前部を照明するための一以上のフロントライト
と一以上のバックライトとを有する照明構成の下で被写体を撮影する工程を含み、ライト
は、被写体にて測定された該一以上のフロントライトの総輝度が、被写体にて測定された
一以上のバックライトの総輝度よりも小さいか又は略同じとなるように制御される方法が
提供される。
【０００８】
　本明細書においては、用語「バックライト」は、被写体の後部及び／又は側部を照明す
るライトを含む。用語「サイドライト」は、被写体の側部を照明するライトを呼ぶのに用
いられ、用語「リヤライト」は、被写体の後部を照明するのに用いられるライトに使用さ
れる。
【０００９】
　用語「被写体の前部」は、被写体のカメラを向く側を指し、用語「被写体の後部」は、
被写体のカメラとは反対の側を指す。実施形態によっては被写体がカメラに目を合わせて
おくことが重要であるから、大抵の場合、本発明は、被写体の前部が被写体の顔を含むこ
とに限定されない。
【００１０】
　前部照明に対する後部照明の輝度を増すことにより、投影されるペッパーズ・ゴースト
像は、従来の三点照明法を用いて被写体を撮影して生成された画像よりも、丸みがあり、
奥行きがあるように見える。特に、観衆が、スクリーンの後ろ側の背景における「ゴース
ト」として画像をとらえるように、投影器と観衆との目線に対して４５度で設けられた半
透明箔等の半透明スクリーン上に画像を投影することによって、ペッパーズ・ゴースト像
が生成される。しかしながら、半透明スクリーンは、投影される画像の光の一部しか反射
せず、従来の照明構成を用いて撮影された画像が背景よりも暗く見えるという結果となる
ことが多い。本発明は、物体が、輝度が低いものと対比されるとより明るく見えるという
心理学的効果を利用してこの問題を克服する。本発明では、フロントライトを、バックラ
イトよりも輝度が低いか又は略同じ輝度とすることによって、被写体の縁が通常より明る
く見えるようにし、これによって、画像をより丸みを帯び、奥行きが増すようにする。更
に、被写体の影が、明るいフロントライトによってかき消されないため、よりはっきりす
る。
【００１１】
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　一実施形態では、用語「略同じ輝度」は、フロントライトの総輝度に対するバックライ
トの総輝度の比が２／３よりも大きく、より好ましくは３／４よりも大きいことを意味す
る。即ち、バックライトの総輝度がフロントライトの総輝度よりも小さくてもよく、それ
でも、フロントライトの輝度がバックライトの輝度の１５０％よりも小さい限り、先行技
術に対して有利である。一般的に、バックライトの輝度に対するフロントライトの輝度の
比が減少するほど、これらの利点が大きくなり、例えば、フロントライトの輝度は、好ま
しくはバックライトの輝度の１２０％以下であり、より好ましくはバックライトの輝度の
１１０％未満であり、更により好ましくはバックライトの輝度の１００％以下である。
【００１２】
　一以上のフロントライトの総輝度が、一以上のバックライトの総輝度よりも小さくても
よい。
【００１３】
　照明構成は、被写体の側部（即ち、カメラと被写体とを結ぶ線に対して約９０度の一以
上のライト）を照明するための一以上のサイドライトを更に備えてもよい。一以上のサイ
ドライトは、被写体の両側部を照明するためのものであってもよい。一以上のサイドライ
トは、被写体にて測定された一以上のバックライトの総輝度よりも小さいとして被写体に
て測定された総輝度で、該側部又は各側部を照明してもよい。一以上のサイドライトは、
フロントライトの総輝度よりも小さい総輝度で、該側部又は各側部を照明してもよい。
【００１４】
　一以上のサイドライトは、被写体がサイドライトに接近及び離間するように移動する際
に輝度が変化するように制御されてもよい。特に、一以上のサイドライトは、被写体がサ
イドライトに接近するように移動する際に照明の輝度を減少させ、被写体がサイドライト
から離間するように移動する際に輝度を増加させるように制御されてもよい。
【００１５】
　一以上のバックライト、一以上のフロントライト及び一以上のサイドライトは、被写体
の（主に）異なる部分を照明するための異なるランプを備えてもよい。即ち、ランプは、
被写体の異なる部分に方向付けられ又は向けられる。
【００１６】
　一実施形態において、異なる部分は被写体の縦方向の部分であり、例えば、被写体が人
である場合、髪、頭部、胴部、脚部及び足部という５つの縦方向部分である。利用可能な
機器及び時間といった実際上の理由から、これらの部分を照明することが可能でない場合
もあり、例えば頭部、胴部及び脚部／足部という３つの縦方向部分のように、異なる数の
縦方向部分を用いてもよい。更に、人ではなく、動物等の他の物体である場合、或いは、
人が衣服又は機器を身に付けていて、髪、頭部、胴部、脚部及び／又は足部が類似した色
となってしまう場合には、他の部分を用いるのが適切となるかもしれない。一実施形態で
は、左及び右の部分を用いてもよい。移動する被写体に対しては、ライトがステージ全体
にわたって被写体を追跡することが必要となろう。
【００１７】
　ランプは、照明が厳密に制御できることから、主にプロフィール（楕円体）スポットラ
イトを含んでもよい。好ましくは、照明の約６０％がプロフィール・スポットライトによ
って提供される。
【００１８】
　一以上のフロントライトは、被写体の頭部を照明するためのプロフィール・スポットラ
イト、被写体の胴部を照明するためのプロフィール・スポットライト、及び／又は、被写
体の脚部及び足部を照明するためのプロフィール・スポットライトを含んでもよい。一以
上のフロントライトは、被写体を下から照明するためのフレネルランプ等のフィルランプ
を更に含んでもよい。このフィルランプは、緩くフィットした衣服、ボタンをかけていな
いジャケット等によって生じる深い影を補充するのに役立つ。一以上のフロントライトは
、被写体の眼部を照明するためのプロフィール・スポットライトを更に含んでもよい。こ
れは、被写体の前部を過剰に照明することなく、深く窪んだ眼部を目立たせるのに用いら
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れる。
【００１９】
　一以上のバックライトは、被写体の頭部を照明するためのプロフィール・スポットライ
ト、被写体の胴部を照明するためのプロフィール・スポットライト、及び／又は、被写体
の脚部及び足部を照明するためのプロフィール・スポットライトを含んでもよい。
【００２０】
　照明構成は、被写体の真上に位置する一以上の頭上ライトを更に備えてもよい。そのよ
うなライトは、例えば被写体が暗い色の髪である場合に、被写体の髪の輝度を増すように
使用することができる。頭上ライトは、キノフロー・ライティング・システムズ（Ｋｉｎ
ｏＦｌｏ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）によって提供されるような蛍光ランプを
含んでもよい。しかしながら、一以上の頭上ライトは一以上のＬＥＤを含むのが好都合で
ある。
【００２１】
　一以上のフロント、サイド及びバックライトは、被写体が立方形体積内で水平方向に移
動する際に、被写体に対する照明の特質が実質的に同じままであるように、立方形体積を
照明するように配置されてもよい。
【００２２】
　一実施形態において、ライトは、撮影される被写体に対する照明効果が、被写体のペッ
パーズ・ゴースト像が投影される場所における照明効果に一致するように制御される。ラ
イトは、被写体のペッパーズ・ゴースト像が投影される場所における人／物体の色温度と
一致する色温度を生成するように制御されてもよい。これは、適切な色のライトで、例え
ば適切な色のジェルをライトに使用して、被写体を照明することによって達成される。
【００２３】
　被写体のペッパーズ・ゴースト像が投影される場所における照明効果に一致するように
、被写体に対して他の照明効果を与えてもよい。例えば、もし特徴的な光パターンを生成
するペッパーズ・ゴースト像の場所に高反射面が存在すれば、被写体を照明するライトに
よって、類似又は一致する照明パターンを生成することができる。
【００２４】
　このように、撮影される被写体の画像とペッパーズ・ゴースト像が投影される場所での
照明状態とで照明特性が一致すれば、ペッパーズ・ゴースト像の本物らしさが増す。
【００２５】
　ペッパーズ・ゴースト像として被写体を「ライブ」投影する（しばしば「テレプレゼン
ス」と呼ばれる）実施形態において、該方法は、ペッパーズ・ゴースト像が投影される場
所において変化する照明環境に応じて、被写体を照明するライトを制御する工程を含んで
もよい。例えば、コンサートその他のショーでよくあるように、ペッパーズ・ゴースト像
が投影される場所で照明が変化する場合があり、該方法は、ペッパーズ・ゴースト像が投
影される場所にける照明環境の変化に応じて、被写体を照明するライトを制御する工程を
含んでもよい。
【００２６】
　本明細書で用いられる用語「照明環境」は、フィルムの投影によらずにペッパーズ・ゴ
ースト像が投影される場所又はその近傍における照明を意味する。例えば、ペッパーズ・
ゴーストが現れるステージを照明するライトや、ペッパーズ・ゴーストが投影される場所
又はその近傍に光を入射させる反射面である。
【００２７】
　本発明の一態様によれば、ペッパーズ・ゴースト像として投影されるように被写体を撮
影する方法であって、該方法は、一以上のフロアライトを有する照明構成の下で被写体を
撮影する工程を含み、被写体は、該一以上のフロアライトによって下から照明されるよう
に、一以上のフロアライトの真上に位置する方法が提供される。
【００２８】
　被写体を下から照明する一以上のフロアライトと有することの考え得る利点は、フロン
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ト、バック又はサイドライトによっては照明されない領域が照明されることである。例え
ば、被写体の靴又は足部の下側を、フロアライトによって照明することができる。通常は
照明されない被写体の領域を照明することによって、ペッパーズ・ゴーストとしての被写
体の投影は、より本物らしく見える。例えば、被写体が足を上げたときには、フロアライ
トが足の底を照明するため、照明がないために足の底が黒く見えるのではなく、投影され
るフィルムに足の底が記録される。
【００２９】
　一実施形態では、一以上のフロアライトは、一以上のフロアライトによって発せられた
光が、被写体を撮影するのに使用されるカメラに直接入射しないように、一以上のフロア
ライトによって発せられた光をコリメートするマスクを備える。
【００３０】
　光が出射する位置から光が入射する位置までの光の透過に関して、用語「直接」は、光
が出射する位置から光が入射する位置まで見通せる線があることを意味する。
【００３１】
　ペッパーズ・ゴーストの投影にフロアライトを含めると、ペッパーズ・ゴーストの幻影
の本物らしさにとって不利益となる。マスクは、一以上のフロアライトによって発せられ
た実質的な量の光が一以上のフロアライトに対して上方を向くように、一以上のフロアラ
イトによって発せられた光をコリメートする。一以上のフロアライトによって発せられた
光を上方にコリメートすることの利点は、被写体がペッパーズ・ゴーストとして撮影され
るカメラの視角にフロアライトが入ることを防止できる点である。例えば、マスクは、円
錐台状の不透明面を備えていてもよい。
【００３２】
　一実施形態では、一以上のフロアライトは、複数の個別フロアライトを備え、個別フロ
アライトの各々は、個別フロアライトの各々によって発せられた実質的な量の光が個別フ
ロアライトの各々に対して上方を向くように、個別フロアライトの各々によって発せられ
た光をコリメートするマスクを備える。例えば、マスクは、円錐台状の不透明面を備えて
いてもよい。
【００３３】
　本発明の一態様によれば、ペッパーズ・ゴースト像として投影されるように被写体を撮
影する方法であって、一以上のＬＥＤを含む一以上のライトを有する照明構成の下で該被
写体を撮影する工程を含み、被写体にて測定される被写体の相当量の照明は、一以上のＬ
ＥＤによって提供される方法が提供される。
【００３４】
　用語「被写体の相当量の照明」とは、一以上のＬＥＤが、被写体に入射する照明エネル
ギーのうち少なくとも１０％、好ましくは照明エネルギーのうち少なくとも５０％、最も
好ましくは照明エネルギーのうち少なくとも９０％を提供することを意味する。一実施形
態では、照明構成のランプの全てがＬＥＤランプであり、従って、照明エネルギーのうち
１００％がＬＥＤランプによって生成される。
【００３５】
　実施形態によっては、ペッパーズ・ゴースト像として被写体を「ライブ」投影すること
があり、しばしば「テレプレゼンス」と呼ばれる。用語「ライブ」は、演技（演奏）時に
送信されるという従来の意味を持つと理解すべきである。当業者であれば、通信リンクが
幾らかの遅延を生じうることは理解するだろう。そのような遅延は、観衆にとって無視で
きるか又は感知できないものであるが、例えば通信リンクに中継が用いられる場合は、数
秒の遅延が生じることもある。
【００３６】
　説明する実施形態では、低消費電力ＬＥＤの「環境に優しい」照明機器が使用される。
これらの控えめな照明機器は高効率であり、従来のタングステン照明に対して多くの利点
を有するため、移動スタジオ等の小さな領域で使用するのに適している。テレプレゼンス
を生成するのに用いられる移動スタジオは、本明細書ではテレプレゼンスブースと呼ばれ
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る。テレプレゼンスブースの特徴は、先願である英国特許出願第０８２１９９６．６号に
、より詳細に説明されている。最も重要な点として、ライトは、小さなスペースで、最小
限の消費電力、最小限の放熱、及び、フィルム被写体に焦点を合わせた際の最も自然な昼
光に見える肌温度となるように動作することが要求される。
【００３７】
　ＬＥＤランプは、例えば、被写体を照明するのに、フラッドランプ又はスポットランプ
として使用されてもよい。ＬＥＤランプは、白熱光ランプよりもはるかに消費電力が少な
く、ランプが、バッテリ電力で動作することが可能となり、色ずれに関してより安定的で
ある（即ち、ＬＥＤランプによって発せられた光の色は、輝度の変化に伴って、実質的に
変化しない）。更に、ＬＥＤランプは低い温度で動作するため、空調の必要がなくなり、
火災の危険が減る。従って、この方法では、照明構成を冷却する空調を設けなくてもよい
。
【００３８】
　実施形態によっては、ペッパーズ・ゴースト像として投影されるように被写体を撮影す
る工程は、テレプレゼンスを投影する工程を含み、ＬＥＤの光出力特性が、実質的にリア
ルタイムで制御される。そのようなペッパーズ・ゴースト像としての被写体の「ライブ」
投影において、該方法は、ペッパーズ・ゴースト像が投影される場所において変化する照
明環境に応じて、被写体を照明するライトを制御する工程を含んでもよい。ＬＥＤランプ
は従来の白熱光ランプよりも高速で切り替えることが可能であり、高周波数で動作できる
から、このような方法においてＬＥＤを用いると有利である。実施形態によっては、ＬＥ
Ｄは、パルス幅変調（ＰＷＭ）を用いて、或いは、ダイオードの順方向電流を下げること
によって調光することができる。
【００３９】
　一実施形態では、該方法は、一以上のＬＥＤのうち少なくとも一つに取り付けられた少
なくとも一つのフード又はバッフルを用いて、一以上のＬＥＤ又は一以上のＬＥＤのうち
少なくとも一つによって発せられた光を調節する工程を更に含む。フード／バッフルは、
ＬＥＤの側部から来る光（即ち、意図した被写体以外に向かう光）の量を減少／遮蔽し、
さもなくばＬＥＤで生成された光の発散を減少させるのに用いられる。好ましくは、ＬＥ
Ｄからの光が通過するフードの内側面は、高い光吸収性を有する。
【００４０】
　本発明の一態様によれば、ペッパーズ・ゴースト像として投影されるように被写体を撮
影する方法であって、一以上の照明器具を有する照明構成の下で被写体を撮影する工程を
含み、照明器具は、少なくとも一つの反射面を有する光透過部材、複数のＬＥＤ、少なく
とも一つの出力面、及び、ＬＥＤによって発せられた光が少なくとも一つの出力面に直接
到達するのを防止するように、ＬＥＤによって発せられた光を遮蔽するためのマスクを備
え、ＬＥＤによって発せられた光は、少なくとも一つの反射面での反射によって該少なく
とも一つの出力面に到達する方法が提供される。
【００４１】
　一実施形態では、照明器具は、ＬＥＤによって発せられた光が少なくとも一つの反射面
へ向かうように構成される。マスクは、光が少なくとも一つの出力面に直接到達するのを
防止するために、ＬＥＤの側部に位置する不透明面を備えていてもよい。
【００４２】
　照明器具を用いることの考えうる一つの利点として、発せられた光が照明器具を出る前
に反射されるため、発せられた光の輝度は、光が照明器具を出射する全角度に関して略均
一である。これは、均一な輝度で被写体の領域を照明するのに役立つ。例えば、照明器具
は、２つの大平面と４つの小平面とを有する細い立方体形状であってもよく、照明器具に
よって発せられた光は、大平面のうちの１つから少なくとも略垂直に向けられる。
【００４３】
　照明器具を用いることの別の利点として、寸法が小さいため、より大型の従来のライト
が入らない場所の多くでも使用できるという点がある。
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【００４４】
　一実施形態において、照明器具は、厚さ８ｍｍ（０．３インチ）の立方体形状であり、
７６ｍｍ×７６ｍｍ（３インチ×３インチ）、７６ｍｍ×１５２ｍｍ（３インチ×６イン
チ）、１５２ｍｍ×１５２ｍｍ（６インチ×６インチ）、７６ｍｍ×３０５ｍｍ（３イン
チ×１２インチ）、１５２ｍｍ×３０５ｍｍ（６インチ×１２インチ）及び３０５ｍｍ×
３０５ｍｍ（１２インチ×１２インチ）という６つの基本サイズがあり、最大サイズ１，
２２０×２，４４０ｍｍ（４８インチ×９６インチ）までの任意の他の寸法とすることが
できる。或いは、円から複雑な幾何学的形状まで多岐にわたる形状であってもよい。
【００４５】
　本発明の一態様によれば、ペッパーズ・ゴースト像として投影されるように被写体を撮
影する方法であって、フィルムを生成するためにカメラで被写体を撮影する工程であって
、カメラのシャッター速度が１／２５秒と１／１２０秒との間であり、好ましくは１／６
０秒と１／１２０秒との間であり、好ましくは１／６０秒と１／１００秒との間である工
程と、ペッパーズ・ゴースト投影システムに対してフィルムを提供する工程とを含む方法
が提供される。本発明のこの態様は、本発明の他の態様及び実施形態と容易に組み合わせ
ることができる。
【００４６】
　これらのシャッター速度では、より高いシャッター速度で発生しうるストロボ効果をも
たらすことなく、モーションブラーが十分に低減されることが分かっている。
【００４７】
　フィルムを提供する工程では、例えば「ライブ」上演のため、ペッパーズ・ゴースト投
影システムへ直ちにフィルムを送ってもよいし、又は、完了後に、例えば電子信号又はＣ
Ｄ－ＲＯＭ等のようなデータ記憶媒体にフィルムを記録して届けてもよい。
【００４８】
　本発明の一態様によれば、本発明の上記態様によって生成されたペッパーズ・ゴースト
像として投影される被写体のフィルムが提供される。
【００４９】
　本発明の一態様によれば、ペッパーズ・ゴースト像を提供する方法であって、本発明の
前述の態様及び実施形態によって被写体を撮影する工程と、フィルム像がスクリーンに対
する背景に重なるように観衆が視認できるように、投影されるフィルムと観衆との目線に
対してある角度、好ましくは４５度で置かれた半透明スクリーンを通してフィルムを投影
する工程とを含む方法が提供される。
【００５０】
　用語「半透明」は、入射光の全部ではなく一部を通過させる（即ち、部分的に透明）と
いう通常の意味を持つと理解すべきである。
【００５１】
　該方法は、被写体のペッパーズ・ゴースト像が現実の被写体と同じ高さで見えるように
、フィルムを投影する工程を含んでもよい。一実施形態において、撮影工程は、被写体が
実質的にカメラによって記録された像の全高にわたって延びるように、カメラ及び被写体
を配置する工程を含む。特に、頭部からつま先までの被写体は、実質的にカメラによって
記録された像の全高にわたって延びる。これによって、被写体の画素数が有利に最適化さ
れる。
【００５２】
　被写体（一般的には人）を照明するためには、「自然な」性質の光を生成するのが望ま
しい。この被写体は、最適且つ現実的な肌の色調を可能とする「本物らしく」自然に見え
る光を幻影に与えるように、箔上に記録及び投影されるから、演出は重要である。これら
の制限された空間では、特定されたライト及びその設定及び制御によって所望の結果がも
たらされる。それらの色温度は、昼光（絶対温度５５００度）とすることができ、これに
よって際立った結果がもたらされる。
【００５３】
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　テレプレゼンスブースは、最適となるように多種多様の大きさをとることができるが、
高品質な画像記録のための所望の被写体領域及び被写体照明を達成しつつ、できるだけブ
ースを小さくするのが一般的には好都合である。
【００５４】
　被写体が人である場合、カメラのマスク無しプレート撮影の大きさ（即ち、被写体の位
置にてカメラで記録され、カメラの目線に垂直な長方形平面の大きさ）は、約２ｍ×３．
６ｍである。使用する画素数を減らすため、カメラをマスクすることもできる。これは、
種々のカバー、例えばこの目的のために作られたカバーによって（又は単にテープによっ
て）行うことができる。
【００５５】
　本発明の一態様によれば、照明構成を制御するための照明制御システムであって、照明
構成は、撮影時に被写体を照明するための一以上のランプを含み、被写体のフィルムは、
ペッパーズ・ゴースト像として投影するためのものであり、照明制御システムは、撮影さ
れる被写体の特徴に関する情報を受け取るための入力装置と、ランプに対する必要設定を
情報から決定し、ランプのうち少なくとも一つに対して、ランプが必要設定に適応するよ
うに制御信号を送るように構成されるコントローラとを備える照明制御システムが提供さ
れる。
【００５６】
　本発明の一態様によれば、処理装置によって実行される際に、ペッパーズ・ゴースト像
として投影するため、撮影される被写体の特徴に関する情報を処理装置に受け取らせ、撮
影時に被写体を照明するための照明構成のランプに対する必要設定を情報から決定し、ラ
ンプのうち少なくとも一つに対して、ランプが必要設定に適応するように制御信号を送る
命令を記憶したデータ記憶媒体が提供される。
【００５７】
　このように、制御システムは、撮影される被写体の特徴によって要求されるように、ラ
ンプを自動的に設定することができ、時間が節約できるとともに、専門の照明技師の必要
性が減る。
【００５８】
　照明制御システムは、被写体の異なる特徴に対するランプの必要設定に関するデータを
内部に記憶したメモリを備えてもよく、必要設定の決定は、被写体の特徴の情報とメモリ
に記憶された情報とを比較することによって実行されてもよい。
【００５９】
　被写体の特徴は、肌の色、髪の色、及び、被写体の衣服及び靴の色であってもよい。必
要設定は、ランプの輝度を含んでもよい。一実施形態では、必要設定の各々において、被
写体にて測定された一以上のフロントライトの総輝度は、被写体にて測定された一以上の
バックライトの総輝度よりも小さくてもよい。
【００６０】
　必要設定はランプの色を含んでもよい。
【００６１】
　必要設定はランプの位置を含んでもよい。特に、要求されるランプの位置は、被写体の
脚部、胴部、頭部の高さ及び／又は全高など、被写体の高さによって決定されてもよい。
【００６２】
　情報は、例えばロー・キー照明又はハイ・キー照明等の様式的要件に関する情報を更に
含んでもよく、必要設定は、被写体の特徴に関する情報と様式的要件とから決定される。
【００６３】
　本発明の一態様によれば、照明構成を制御するための照明制御システムであって、照明
構成は、撮影時に被写体を照明するための一以上のランプを含み、被写体のフィルムは、
ペッパーズ・ゴースト像として投影するためのものであり、照明制御システムは、ランプ
の設定を変えるようにランプの各々を制御するためのコントローラを含み、コントローラ
は、被写体のフィルムがペッパーズ・ゴースト像として投影されている場所における照明
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環境に関するデータを提供するデータリンクに接続され、コントローラは、ランプが照明
環境における変化に関するデータに応じて撮影時に設定を調整するように、ランプの各々
に対して制御信号を送る照明制御システムが提供される。
【００６４】
　本発明の一態様によれば、撮影時に被写体を照明するための一以上のライトを含む照明
制御システムの処理装置によって実行される際に、処理装置に、被写体のフィルムがペッ
パーズ・ゴースト像として投影されている場所における照明環境に関するデータを受け取
らせ、ライトに照明環境における変化に関するデータに応じて撮影時に設定を調整させる
ように各ライトに対して制御信号を送らせる命令を記憶したデータ記憶媒体が提供される
。
【００６５】
　このように、ライトは、被写体の「ライブ」のペッパーズ・ゴースト像が投影されてい
る照明環境の変化に応じて自動的に調整される。
【００６６】
　データ記憶媒体は、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ／ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ／
ＲＡＭ、ブルーレイディスク、ＨＤＤＶＤ－ＲＯＭ、テープ、ハードドライブ、メモリ（
ＵＳＢメモリースティック、メモリーカード等を含む）、信号（インターネットによるダ
ウンロード、ＦＴＰ転送等を含む）、電線又はその他の任意の適切な媒体）のうちの何れ
でもよい。
【００６７】
　本発明の一態様によれば、ペッパーズ・ゴースト像として投影されるように被写体を撮
影する方法であって、該方法は、被写体の前部を照明するための一以上の第一ライトと、
被写体の後部及び／又は側部を照明するための一以上の第二ライトとを有する照明構成の
下で被写体を撮影する工程を含み、ライトは、一以上の第一ライトの総輝度が、一以上の
第二ライトの総輝度よりも小さいか又は略同じとなるように制御される方法が提供される
。
【００６８】
　ペッパーズ・ゴースト像として投影されるように被写体を撮影する方法であって、該方
法は、被写体の前部を照明するための一以上のフロントライトと、被写体の後部を照明す
るための一以上のバックライトとを有する照明構成の下で被写体を撮影する工程を含み、
ライトは、被写体にて測定された一以上のフロントライトの総輝度が、被写体にて測定さ
れた一以上のバックライトの総輝度よりも小さいか又は略同じとなるように制御され、ラ
イトによる被写体の主要な照明は、ＬＥＤによって提供される。
【００６９】
　該方法は、幅６メートル未満及び／又は奥行き２０メートル未満の部屋で実行すること
ができる。幅６メートル及び奥行き２０メートルよりも大きなスタジオについては、従来
のタングステンランプも使用可能である。
【００７０】
　ＬＥＤランプは、米国特許出願公開第２００８／２５９６００号、米国特許出願公開第
２００６／１８１８６２号、欧州特許第１６７７１４３号及び米国特許出願公開第２００
５／２５９４０９号に記載されているものを用いることができる。
【００７１】
　本発明の一態様によれば、ペッパーズ・ゴースト像として投影される被写体を撮影する
方法であって、該方法は、被写体の前部を照明するための一以上のフロントライトを有す
る照明構成の下で後部スクリーンの前で被写体を撮影する工程を含み、フロントライトの
ドロップオフ（減衰）距離は、フロントライトと後部スクリーンとの距離よりも小さい方
法が提供される。
【００７２】
　フロントライトと後部スクリーンとの距離よりも小さいドロップオフ距離を有するフロ
ントライトを用いることの利点は、後部スクリーンに入射する必要以上の光がないという
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ことである。もし後部スクリーンに必要以上の光が入射すると、これによって後部スクリ
ーンが灰色に見え、被写体と後部スクリーンとのコントラストが減少する。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の一実施の形態による照明構成用のスタジオ構成を示す断面図。
【図２】図１に示されるスタジオ構成の概略平面図。
【図３】図１及び２のスタジオ構成に配置されたカメラによって記録された撮影の概略図
。
【図４】図１から３に示されるスタジオ構成の照明を自動的に調整するための照明制御シ
ステムの概略図。
【図５】照明構成はＬＥＤランプを含む、本発明の別の実施形態による第一の照明構成用
のスタジオ構成を示す斜視図。
【図６】図５のスタジオ構成を示す平面図。
【図７】照明構成はＬＥＤランプを含む、本発明の別の実施形態による第二の照明構成用
のスタジオ構成を示す斜視図。
【図８】被写体の顔及び上体を照らすように配置された光パネルから出る光路を図示した
、図７のスタジオ構成を示す斜視図。
【図９】被写体のより暗い特徴を照らすように配置された光パネルから出る光路を図示し
た、図７のスタジオ構成を示す斜視図。
【図１０】被写体の下部を照らすように配置された光パネルから出る光路を図示した、図
７のスタジオ構成を示す斜視図。
【図１１】被写体の大体肩までを照らすように配置された光パネルから出る光路を図示し
た、図７のスタジオ構成を示す斜視図。
【図１２】被写体の頭／耳及び上体を照らすように配置された光パネルから出る光路を図
示した、図７のスタジオ構成を示す斜視図。
【図１３】頭／耳を照らすように配置された光パネルから出る光路を図示した、図７のス
タジオ構成を示す斜視図。
【図１４】被写体の頭に縁が得られるように配置された頭上光パネルから出る光路を図示
した、図７のスタジオ構成を示す斜視図。
【図１５】図７のスタジオ構成を示す平面図。
【図１６】照明構成はＬＥＤランプを含む、本発明の別の実施形態による第三の照明構成
用のスタジオ構成を有するスタジオを示す平面図。
【図１７】照明構成はＬＥＤランプを含む、本発明の別の実施形態による第四の照明構成
用のスタジオ構成を有するスタジオを示す斜視図。
【図１８】図１７のスタジオ構成を示す平面図。
【図１９】本発明の実施形態による光フードを示す図。
【図２０】本発明の実施形態による光バッフル／フードを備えるＬＥＤ列を示す図。
【図２１】本発明の別の実施形態による照明構成用のスタジオ構成を示す断面図。
【図２２】本発明の実施形態による光マスク付きＬＥＤ列を備えるフロアライトを示す図
。
【図２３】本発明の実施形態による反射面を備える部屋内部にあるＬＥＤ列を含む照明器
具を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００７４】
　添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
【００７５】
　図１及び２に示されるように、スタジオ構成には、ステージ１が備えられ、ステージ１
上では、ペッパーズ・ゴースト像として投影するため、人等の被写体が、標準レンズ（例
えばキャノンＨＪ２１又は２２）を有するソニーＨＤＷ－７５０Ｐ、ソニーＨＤＷ－９０
０Ｐ又はＨＤＣ－Ｆ９５０等のカメラ２によって撮影される。撮影の際、人の前部を照明
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するためのフロントライト３～９と、人の後部を照明するためのリヤライト１０～１４と
、人の側部を照明するためのサイドライト１５及び１６とを含む照明構成によって、人が
照明される。
【００７６】
　「人の前部」という用語は、人の側のうちカメラの方に向く側を言い、「人の後部」と
いう用語は、カメラとは反対の側を言う。
【００７７】
　以下に説明する実施形態において、ライトのうち幾つかは、白熱光又は蛍光ランプ（例
えば、タングステンランプ）であってもよいが、後に詳述するように、ライトのうち少な
くとも幾つかはＬＥＤランプであるのが好都合である。
【００７８】
　フロントライト３～９は、人の異なる部分を照明するためのライトを含む。一実施形態
において、一対の高所フロントライト３及び４は、人の頭部及び胴部を照明するためにス
タンド、例えば１４フィートのスタンドに取り付けられ、一対の低所フロントライト５及
び６は、人の脚部及び足部を照明するためのものである。フロントライトは、更に、人の
眼部を照明するための高所眼部ライト７と、人の衣服における影を上げるための２個のフ
ロアフィルライト８及び９とを含む。
【００７９】
　フロントライト３～７は、２２～２５ｍｍのレンズを有する電子制御可能な２ｋＷプロ
フィール（楕円体）スポットライトであり、その照明領域は、必要に応じて正確に制御す
ることが可能である。特に、ライト３～７は、必要に応じて光線を制限するため適切に制
御される開き戸を有してもよく、スポットライト３～７の色及び輝度は、要求される肌の
色や胴部上側を覆う衣服の色など、人のその部分の要求される色温度に基づき選択される
。例えば、非常に暗い色の肌を有する人に対しては、フロントライト３及び４の出力は、
１．８ｋＷでよいだろう。非常に明るい色の肌を有する人に対しては、フロントライト３
及び４の出力は、１．３ｋＷでよいだろう。フロントライト３及び４は、その人の肌の色
／衣服がどれくらい明るいか又は暗いかによって、１．３ｋＷと１．８ｋＷとの間の適切
な出力レベルに設定してよい。眼部ライト７の色もまた、その人の肌の色によって決まっ
てもよい。
【００８０】
　低所フロントライト５及び６の色及び輝度は、脚部を覆う衣服及び足部を覆う靴の色に
よって決まる。低所フロントライト５及び６の出力もまた、被写体の衣服及び靴がどれく
らい明るい／暗いかによって、１．３と１．８ｋＷとの間に設定される。
【００８１】
　フロアフィルライト８及び９は、被写体の衣服及び肌の色調に依存する輝度及び色を有
する６５０Ｗフレネルライトである。
【００８２】
　フロントライト３～７は、フロントライト３～７から発せられる光の大部分が、被写体
の後ろにある後部壁１９によって直接反射されないような角度となっている。このように
すれば、反射された前部光が、被写体に対して望ましくない後部照明として現れない。
【００８３】
　バックライト１０～１４は、２２～２５ｍｍのレンズを有する電子制御可能な２ｋＷプ
ロフィール（楕円体）スポットライトであり、人の異なる部分を照明するためのライトを
含む。この実施形態では、一対の高所バックライト１０及び１１は、人の頭部及び胴部を
照明するためにスタンド、例えば１４フィートのスタンドに取り付けられ、一対の低所バ
ックライト１２及び１３は、人の脚部及び足部を照明するためのものである。フロントラ
イトは、更に、人の頭部及び腰部を照明するための高所中央バックライト１４を含む。
【００８４】
　ＬＥＤライトは、フロント、バック及び／又はサイドライトとして用いることができる
。例えば、５６００Ｋ（ケルビン）のＬＥＤランプが使われる。ＬＥＤランプは、白熱光
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ランプよりもはるかに消費電力が少なく、ランプが、バッテリ電力又は比較的小さい電力
供給で動作することが可能となる。バッテリの使用により、スタジオ内のケーブルの数が
減り、作業環境の安全性が向上する。またＬＥＤは、色ずれに関してより安定的である（
即ち、ＬＥＤランプによって発せられた光の色は、輝度の変化に伴って、実質的に変化し
ない）。更に、ＬＥＤランプは低い温度で動作するため、空調の必要がなくなり、火災の
危険が減る。
【００８５】
　ＬＥＤランプは、白熱光ランプよりもずっと低い電圧で動作し、一般的に、撮影用に被
写体を照明するための電圧は、大体、数ボルトから数十ボルトの範囲内であろう。ＬＥＤ
ランプは、比較的低い電圧で動作し、固体素子であるから、電子制御との統合により適し
ている。このことは、フロント、サイド及びリヤライトの光出力の制御によって、様々な
技術的利点を達成可能な本発明にとって有用である。特に、ＬＥＤランプは、従来の白熱
光ランプよりも素速く切り替えることが可能であり、それによって、ランプを迅速に暗く
することができる。また、ＬＥＤによって生成される光の強度も、パルス幅変調を用いて
制御することができる。
【００８６】
　固体素子であるＬＥＤランプは、（蛍光及び白熱光電球と対照的に）一般的に頑丈であ
り、ショックに強い。このことは、特にスタジオ環境において好都合であり、定期的な移
動という過酷さにランプがさらされる移動スタジオ環境においては更に好都合である。Ｌ
ＥＤは、比較的長い耐用年数を有し、およそ３５，０００から５０，０００時間の推定故
障時間が報告されている（これに対して、白熱光電球は約１，０００～２，０００時間で
ある）。ＬＥＤは故障がゆっくりであり、即ち、白熱光電球のように突然消えるのではな
く、大抵は、故障するときは時間をかけて暗くなっていく。これらの特性の全てが意味す
るのは、持ち運ぶ必要のある予備ランプの数が、白熱光電球照明システムで必要となる数
よりもずっと少ないということである。このことは、スペース及び重量の容量が限られる
移動スタジオ環境にとって、重要な利点である。
【００８７】
　上述したＬＥＤの利点は、照明システムのランプのうち一部又は全部についてＬＥＤラ
ンプを用いることによって実現可能である。そこで、例えばランプの２５％がＬＥＤであ
ったら、（例えば、照明システム等に必要とされる電力の低減など）ＬＥＤランプを用い
ることによって得られる利点が、それに対応する／伴う分だけ実現されるであろう。換言
すれば、ＬＥＤを用いることの完全な利益は、照明システムで使用される実質的に全ての
ランプがＬＥＤランプである場合に実現されるが、照明システムにおいてランプの一部の
みが使用される場合であっても、程度は少ないものの、同じ利益を実現することができる
。
【００８８】
　バックライト１０～１４の輝度及び色は、人の肌、衣服及び靴の色によって決まる。
【００８９】
　例えば、非常に暗い色の肌を持つ人に対しては、バックライト１０及び１１の出力を１
．７ｋＷに設定すればよい。非常に明るい色の肌を持つ人に対しては、バックライト１０
及び１１の出力を９００Ｗに設定すればよい。中央バックライト１４の色もまた、人の肌
の色によって決まる。
【００９０】
　低所バックライト１２及び１３の色及び輝度は、脚部を覆う衣服及び足部を覆う靴の色
によって決まる。暗い色の衣服及び靴に対しては、低所バックライト１２及び１３の出力
は、被写体が明るい色の衣服及び靴を有する場合よりも大きくなる。
【００９１】
　フロントライト３～７及びバックライト１０～１４は、被写体から約１．５～２ｍの所
に置かれる。
【００９２】
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　サイドライト１５及び１６は、人の側部を照明するためのプロフィール（楕円体）スポ
ットライトであり、サイドライト１５及び１６の輝度及び色もまた、人の肌、衣服及び靴
の色によって決まる。
【００９３】
　一実施形態では、サイドライト１５及び１６の出力レベルが、ステージ上の人の移動に
応じて調整される。ライト１５、１６の出力レベルは、人がライトの方へ移動すると下げ
られ、人がライトから離れるように移動すると上げられる。
【００９４】
　また、人の髪を照明するために、頭上蛍光ライト１７及び１８（この実施形態ではキノ
フロー・ライティング・システムズ（ＫｉｎｏＦｌｏ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
ｓ）によって提供される蛍光ライト）によって人を照明してもよい。これらのライト１７
及び１８は、人が暗い色の髪である場合に特に好都合である。図５から２０を参照して詳
述するように、頭上照明１７のうち少なくとも一部を、ＬＥＤランプにするのが好都合で
ある。
【００９５】
　スタジオは無地の背景が得られるように配置され、特に、後部壁１９は、黒、青、緑又
は銀色のスクリーン等、ペッパーズ・ゴースト像の撮影に適した「無地」の背景を提供す
る。
【００９６】
　そのような後部壁１９は、被写体に反射される光を減少させる。可能であれば、被写体
の色を、背景の色と一致しないように選ぶべきである。青／緑色のスクリーン背景が好ま
しい。というのは、もし黒色の背景が照明され過ぎると、フィルムから生成されたペッパ
ーズ・ゴースト像の明瞭さが損なわれ、特に、輪郭周辺では、ペッパーズ・ゴースト像が
ぼやけて、ペッパーズ・ゴースト像の本物さが減ずる可能性がある。
【００９７】
　もし青／緑色の背景を準備することができないときは、代替策として、後部壁１９に銀
色スクリーンを準備し、カメラレンズの周りに青色ＬＥＤライトを円形に厳密に形成する
と、それによって、背景を外して被写体を前景に分離するように機能する。
【００９８】
　使用時、人は、カメラ２によって撮影されているとき、ライト２～１８によって照明さ
れる。被写体の何れかのフロアからの正反射性の反射を抑えるために、偏光カメラフィル
タを用いてもよい。
【００９９】
　本照明構成は、国際公開第ＷＯ２００７／０５２００５号に記載されているように、人
を記録したフィルムがシステムで投影された場合に、従来の３点照明法を用いて人を撮影
して生成される画像よりも、その人のペッパーズ・ゴースト像が丸みを帯びて見え、奥行
きが増すように構成される。特に、ライト３～１８は、一以上のフロントライト３～９の
総輝度が、一以上のバックライトの総輝度よりも小さいか又は略同じ（例えば、一以上の
リヤライト１０～１４と一以上のサイドライト１５及び１６とを合わせた総輝度よりも小
さいか又は略同じ）となるように制御される。フロントライト３～９の総輝度は、バック
ライトの総輝度の１５０％よりも少なくてよい。即ち、実施形態によって、フロントライ
トはバックライトよりも明るくてよいが、フロントライトは、バックライトと比べて明る
すぎてはいけない（例えば、フロントライトは、バックライトの輝度の１５０％よりも小
さくすべきである）。一以上のサイドライトは、一以上のリヤライトの総輝度よりも小さ
く、フロントライトの総輝度よりも大きい総輝度で当該側又は両側を照明してよい。
【０１００】
　照明の全体的な目的は、暗い箇所（さもないと、暗い箇所によって画像の一部が見えな
くなるだろう）又は過度に明るい箇所（画像の白とび）をなくして、一様な態様で詳細を
捉えるのに十分に明るくするということである。照明は、異なる質感を拾い出すだけでな
く、被写体を強調する形で影を投げかけ、被写体上を移動するように光を通さなければな
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らない。後部照明は、画像のシャープネスを増すように、被写体の輪郭の周りに縁を形成
しなければならない。
【０１０１】
　被写体のペッパーズ・ゴースト像の色温度は、ペッパーズ・ゴースト像とともに動く人
の肌と類似する色調の色相及び色温度にできるだけ一致させるべきである。所望の色温度
は、フロント、バック及びサイドライトに必要とされる色を選択することによって、例え
ばジェルでライトを色補正することによって得られる。ペッパーズ・ゴースト像が投影さ
れる場所における照明は、そのペッパーズ・ゴースト像近くの他の人から分離して、その
ペッパーズ・ゴースト像を照明するように配置することもできるから、実施形態によって
は、そのような色温度の一致は要求されない。
【０１０２】
　また、ペッパーズ・ゴースト像が投影される場所における他の照明効果によっても、画
像の見かけの本物らしさが増すであろう。例えば、これらのライトの何れもがペッパーズ
・ゴースト像の後ろ側の領域を照明しないことを確保しつつ、ペッパーズ・ゴーストが投
影されるステージに対する背景を照明する。この照明は、ペッパーズ・ゴーストの投影を
圧倒する可能性があるためである。
【０１０３】
　図３に示されるように、カメラは、カメラによって記録される人の画像が、カメラによ
って記録される画像の高さ全体にわたって延びるように人に対して配置されている。この
ことは、人の画素数を最大化し、画像内の人の解像度を有利に最適化する。一実施形態に
おいて、カメラのマスク無しプレート撮影の大きさ（即ち、ステージ１の位置にてカメラ
で記録され、カメラの目線に垂直な長方形平面の大きさ）は、約２ｍ×３．６ｍである。
実施形態によっては、カメラはマスクされる場合もある。
【０１０４】
　カメラは、１／６０秒と１／１２０秒との間のシャッター速度を有するように構成され
ている。これらのシャッター速度では、より高いシャッター速度で発生しうるストロボ効
果をもたらすことなく、モーションブラー（動きによるぼやけ）が十分に低減されること
が分かっている。カメラは、カメラの目線が、ペッパーズ・ゴースト像を見ている観衆の
目線に実質的に一致し、被写体から少なくとも４ｍ離間するように位置する。
【０１０５】
　人を記録したフィルムは、ペッパーズ・ゴースト投影システムに供給され、システムに
よってペッパーズ・ゴースト像として投影され、一実施形態では、観衆にとって、人のペ
ッパーズ・ゴースト像が実際の人と同じ高さに見えるように投影される。フィルムは、フ
ィルムがペッパーズ・ゴースト像として投影される場所へ、遠距離通信によって伝達され
てもよい。このようにして、人のペッパーズ・ゴースト像を、観衆に対して「ライブ」で
放送することができる。そのような方法は、人が、ある場所に「テレプレゼンス」するの
を可能とするのに用いることもできるだろう。これによって、人が、遠隔地から観衆に対
してプレゼンテーションを行ったり、或いは、ビデオ会議の方法で他の人たちと情報交換
したりすることが可能となる。
【０１０６】
　或いは、撮影が完了した後に、フィルム全体を、例えば電子信号又はＤＶＤのようなデ
ータ記憶媒体に記録して届けてもよい。
【０１０７】
　図４に示されるように、ライト３～１８は、照明制御システム１０１の制御の下で調整
される。ライト３～１８の各々は、照明制御１０１からの制御信号に応じて光の輝度、色
及び位置を調整するために、該ライトと関係する制御回路（図示せず）を有してもよい。
システム１０１内に記録されるように使用者が被写体の特徴を入力するための装置、この
例ではマウス１０２、キーボード１０３及びタッチスクリーン１０３’を含む装置１０１
は、ライト３～１８及び処理装置１０４に制御信号を送るために出力を行い、処理装置１
０４は、その入力から、ライト３～１８に必要な設定を決定し、各ライトに制御信号を送
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ってライトが必要設定に適応するように構成される。
【０１０８】
　システム１０１は、照明設定のデータベースが記憶されたメモリ１０５を備えており、
各照明設定は、撮影され、ペッパーズ・ゴースト像として投影される人の特徴の異なる組
合せに対応する。使用時には、使用者は、肌の色、髪の色、及び、被写体の衣服及び靴の
色といった特徴をシステム１０１に入力し、これに応じて、処理装置１０４は、選択され
た特徴のその組合せに対応する照明設定をメモリ１０５から検索する。それから、処理装
置１０４は、ライト３～１８に信号を送って、検索した設定にライト３～１８を適応させ
る。
【０１０９】
　システム１０１は、人を表現する画像を表示するタッチスクリーン１０３’のディスプ
レイを備え、使用者は、入力装置１０２、１０３、１０３’を用いて人の異なる部分を選
択し、選択された人の部分の色を特定することができる。処理装置１０４は、各部分の色
に関する入力を受け取り、人の特徴に適した設定を見付けるため、該入力に基づきメモリ
１０５に記憶された必要設定を探索する。適した設定を見付けると、処理装置１０４は、
ライト３～１８に制御信号を送って、ライト３～１８がその設定に適応するようにさせる
。
【０１１０】
　一実施形態において、異なる部分は人の縦方向の部分であり、例えば、被写体が人であ
る場合、髪、頭部、胴部、脚部及び足部という５つの縦方向部分である。利用可能な機器
及び時間といった実際上の理由から、これらの部分を照明することが可能でない場合もあ
り、例えば頭部、胴部及び脚部／足部という３つの縦方向部分のように、異なる数の縦方
向部分を用いてもよい。更に、人ではなく、動物等の他の物体である場合、或いは、人が
衣服又は機器を身に付けていて、髪、頭部、胴部、脚部及び／又は足部が類似した色とな
ってしまう場合には、他の部分を用いるのが適切となるかもしれない。一実施形態では、
左及び右の部分を用いてもよい。移動する人に対しては、ライトがステージ全体にわたっ
てその人を追跡することが必要となろう。
【０１１１】
　このように、制御システムは、撮影される被写体の特徴によって要求されるように、ラ
イトを自動的に設定することができ、時間が節約できるとともに、専門の照明技師の必要
性が減る。
【０１１２】
　必要設定は、経験的に決定され、その後メモリに記憶される。
【０１１３】
　システム１０１はまた、遠距離通信接続のようなデータリンク１０６によって、被写体
のフィルムがペッパーズ・ゴースト像として投影されている場所における装置１０７に接
続されてもよい。装置１０７は、ペッパーズ・ゴースト像が投影されている場所における
照明環境に基づき、システム１０１にフィードバックを与える。装置１０７は、装置１０
７への入力によって決まるフィードバックを提供してもよく、例えば、装置１０７は、そ
れ自体、ペッパーズ・ゴースト像が投影される場所においてライトを制御するためのシス
テムであって、プログラムされた照明設定に関するフィードバックデータをシステム１０
１に提供してもよく、又は／及び、装置１０７は、ペッパーズ・ゴースト像が投影される
場所における照明環境を検知するための一以上のセンサ１０８、例えば一以上の光検出器
に接続され、検出された照明環境に関するデータを装置１０１に送ってもよい。
【０１１４】
　装置１０７からフィードバック／データを受け取るのに応じて、処理装置１０４は、少
なくとも幾つかの実施形態では、照明環境、又は、ペッパーズ・ゴースト像が投影される
場所における照明環境の少なくとも態様が一致するように、ライト３～１８の照明設定を
制御する。このように、撮影される被写体に対する照明が、被写体がもし実際にペッパー
ズ・ゴースト像が投影される場所にいたとしたら受けるであろう照明と一致するため、ペ
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ッパーズ・ゴースト像の本物らしさが増す。
【０１１５】
　ペッパーズ・ゴースト像が投影されている場所における照明効果に一致させようと試み
るのと同様に、処理装置１０４は、ペッパーズ・ゴースト像が投影されるステージ上の物
体／人に基づいて必要とされる色温度が得られるように、ライトを制御してもよい。更に
、処理装置１０４は、装置１０７からのフィードバックに基づき、ペッパーズ・ゴースト
像の透明さを増減するなど特殊効果が得られるように、ライト３～１８を制御してもよい
。
【０１１６】
　本発明は、上述の照明構成に限定されるものではなく、フロント、バック及びサイドラ
イトの他の組合せを用いてもよい。一実施形態では、前部及びバックライトは、ステージ
１全体にわたる照明について細かい粒度の制御を提供する非常に大型のライト配列を備え
る。
【０１１７】
　一実施形態では、被写体は観衆の一員である。そのような状況では、上述した照明構成
を提供することは不可能である場合もあり、例えば複数の地点から照明を与えるためトラ
スにスポットライトを吊すなど、前部及び後部照明を別の方法で行ってもよい。
【０１１８】
　フロント、バック及び／又はサイドライトにＬＥＤライトを用いてもよい。例えば、５
６００ｋＷのＬＥＤランプを用いることができる。ＬＥＤランプは、白熱光　ランプより
もはるかに消費電力が少なく、ランプがバッテリ電力で動作することが可能となり、色ず
れに関してより安定的である（即ち、ＬＥＤランプによって発せられた光の色は、輝度の
変化に伴って、実質的に変化しない）。更に、ＬＥＤランプは低い温度で動作するため、
空調の必要がなくなり、火災の危険が減る。
【０１１９】
　固体電子部品であり、他の種類の照明と比較して小型であるＬＥＤは、ライト配列に組
み込むのに特に適している。例えば、ＬＥＤの二次元配列を用いてパネルを形成すること
ができ、そのパネルは、平面パネルでもそうでなくてもよい。そのような配列において各
個別のＬＥＤのサイズは小さいため、他の種類のランプによる配列と比較して、配列の粒
度を向上させることができる。
【０１２０】
　好ましくは、テレプレゼンス撮影室又はブースは、典型的には、わずか長さ５メートル
で幅３メートルのものから、幅２０メートルものスタジオ・ステージ構成まで種々の大き
さを有することが望まれる。大規模なステージ構成において、又は、画像サイズが実質的
に幅６メートルを超える場合、及び、スタジオがおそらく２０メートル以上の十分な奥行
きを有する場合、従来のタングステン照明でも満足のいく結果が得られる。
【０１２１】
　図５から２０に、本発明の種々の実施形態による種々の照明プランを示す。これらの実
施形態において、ＬＥＤランプは、被写体に対して相当量の照明を提供するのに使用され
る。
【０１２２】
　図５及び６に、例えばカメラの焦点面から被写体４００までの距離が約１８フィート（
５．５メートル）である照明プランを示す。このような照明プランは、被写体領域内にお
よそ５人が立つことのできるテレプレゼンス・ブースとして実現可能である。このような
設計及び設定は、求められる人数又は被写体領域の大きさに応じて、「規模」を拡大又は
縮小してもよい。
【０１２３】
　カメラと被写体との距離は、レンズの焦点距離及び被写体によって決まる。この場合、
立っている状態で自由に腕を伸ばすことができる人を、フレームから外れることなく、フ
レーム内に縦方向フルスクリーンで記録するために、４０ｍｍ（３５ｍｍフォーマット）
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レンズを使用する。この範囲のレンズは、主観的な視点（「Ｐ．Ｏ．Ｖ．」）の「通常」
の範囲内に入る。被写体を撮影するのに１フィート（０．３メートル）の高さのステージ
上げ台を用いることを仮定すると、レンズを地上から約２フィート（０．６メートル）離
れた位置に置けば、見る人の視点が、僅かに上昇されたステージ上で自然に見えるように
映されたテレプレゼンス画像の通常の視認範囲内に入るだろう。特定の用途又は視認状況
では、より「自然」な視角を得るために、カメラを縦方向に調整することもできる。
【０１２４】
　被写体の真後側には、非反射性、好ましくは光吸収性の材料又は構成を設ける。撮影業
界では、そのような目的のために、黒色ベルベットカーテンが使用されてきた実績がある
。このカーテンの寸法は、幅が約１５フィート（４．６メートル）、高さが１０フィート
（３メートル）である。
【０１２５】
　或いは、「光トラップ」によって、更に反射性の低い背景を得ることもできる。そのよ
うな仕掛けとして、カメラの傾斜角に垂直な角度のルーバー表面でカメラの視界を覆い隠
しつつ、「漏れ」光がルーバーを通過して非反射性領域内で閉じ込められるような角度の
凹部又はルーバーとすることができる。
【０１２６】
　被写体の後ろ側の黒色の背景（例えば、黒色ベルベットカーテン）は、照明効果によっ
て、黒さが減少したように見える場合がある。即ち、背景が灰色に見える場合がある。「
黒を潰す」（ｃｒｕｓｈｉｎｇ　ｔｈｅ　ｂｌａｃｋ）として知られる技術により、この
効果を低減することができる。背景上の光の強度を減らす方法は、背景からフロントライ
トを遠ざけ、又は、逆にフロントライトから背景を遠ざけることによって、フロントライ
トと背景との距離を増やすことである。或いは、被写体を撮影するのに用いられるカメラ
を、一定の閾値未満の光源を黒色として処理するように構成することもできる。例えば、
後部スクリーンで反射された光が１カンデラ未満であれば、カメラがこれを黒色として処
理するようにしてもよい。
【０１２７】
　照明構成中のライトは、フロントライトからの光のドロップオフ距離が、フロントライ
トと被写体の後ろ側の背景（例えば、後部スクリーン又は後部カーテン）との距離よりも
小さいように選択される。これにより、フロントライトからの光が、被写体と後部スクリ
ーンとのコントラストが低下するような高い強度で後部スクリーンに入射することが防止
される。
【０１２８】
　寸法が約４×１２フィート（１．２×３．７メートル）で、高さ約１フィート（０．３
メートル）のプラットフォーム（上げ台）を用いるのが望ましい。これによって、移動す
る数人の人を記録することが可能となり、上げ台のないフロアよりも、黒色ベルベットか
ら足部を良好に分離する。また、一般的に黒色に塗装されるこの上げ台は、ベルベット又
は「ノックアウト」カーテンがフロアに着く背景が見えるという問題を和らげるのにも役
立つ。状況によっては、上げ台の表面が、ある程度反射性又は半反射性であるのが望まし
いかもしれない。例えば、黒色の「マーライト」（Ｍａｒｌｉｔｅ）又は「ＴＶタイル」
（ＴＶ　Ｔｉｌｅ）上げ台には、近くに投影されている仮想的に投影された画像が物理的
なステージに「立っている」という錯覚を助長するように、足部等の微妙な反射が得られ
る。
【０１２９】
　ここで、最も主流のフィルム撮影条件を用いて撮影された被写体の最も本物らしい仮想
的画像を得るという状況に向けた幾つかの照明設定について説明する。
【０１３０】
　図５及び６に図示される照明プランには、幅３メートルまでのステージ用の照明構成が
示されている。そのような　ステージは、他の音声記録及び撮影機器を追加して、従来か
らある３０フィート／４０フィート（９メートル／１２メートル）のトラックコンテナに
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入れることができる。そのようなトラックコンテナは、完璧な外部放送トラックとなる。
図示する実施形態では、幾つかの異なるＬＥＤパネル「デイライト・フラッド・インスツ
ルメント」が、光の立方形を形成するように撮影被写体の周囲に設けられる。
【０１３１】
　多種多様のタイプのＬＥＤパネルユニットを用いることが可能である。まずＬＥＤフラ
ッドパネルであるが、この種のライトは、幅広い平面の照明を発し、高解像度撮影環境に
適した一般的な照明レベルを得るのに使用される。使用可能な二番目のＬＥＤパネルユニ
ットは、ＬＥＤスポットライトである。これは、より焦点を合わせた光路において、より
大きな強度の照明を提供する。三種類目のライトはライトミニパネルであり、これは、被
写体の髪又は靴など、被写体要素のうち小さく焦点を絞った領域を照明するように設計さ
れている。
【０１３２】
　この照明プランによれば、ＬＥＤフラッドパネル１０１Ａは、主に、一般的な投光照明
で体の上部及び被写体の顔を照明し、ＬＥＤパネル１０１Ａの強度及び輝度は、後部壁に
沿う光の滲み又は漏れを最小限にしつつ、フィルム被写体を際立たせるのに十分な照明を
提供するように設定される。ＬＥＤパネルスポットライト１０２Ａ及び１０２Ｂは、必要
に応じて、眼窩、頭髪及び暗い色の衣服／靴など被写体の暗い部分に焦点を当てる照明に
用いられる。光パネル１０２Ａ及び１０２Ｂは、スポットライトの鋭い光線をわずかに和
らげるため、ＬＥＤ配列のすぐ前に半不透明性の拡散パネルを有する。ＬＥＤミニパネル
１０３Ａ及び１０３Ｂは、被写体の体の下部（ズボン、靴、及びステージ上げ台）の光強
度バランスを維持し、適切な光強度を維持しつつフィルム被写体が左右に移動するのを可
能とする。ＬＥＤフラッドパネル１０４Ａ及び１０４Ｂは、撮影される被写体の後ろから
、被写体の肩部までの全体的な領域を照明して、被写体の体の輪郭を明確にするためリム
ライト効果を生じさせる。ＬＥＤフラッドパネル１０５Ａ及び１０５Ｂは、撮影される被
写体の体の上部及び頭部／髪に対して、ＬＥＤフラッドパネル１０４Ａ及び１０４Ｂと同
様の照明効果を与える。１０４Ａ、１０４Ｂ、１０５Ａ及び１０５Ｂの全体的な影響とし
て、劇場又は会議場で見られるような、被写体がライブステージ上で演じるのを見る際に
観衆が典型的に見るような光の幻影が後ろから加えられる。ＬＥＤミニパネル１０６Ａは
、撮影中の被写体の頭部に更なるシャープネス及び明瞭さを加えるためのリムライトを提
供する。なお、このライトは、スタジオの高さが、カメラのフレーム外にこのライトを置
くことが十分可能である場合（典型的には、天井高さが３メートルよりも高い場合）にの
み用いることができる。
【０１３３】
　図６を参照すると、この図における主部は、ライトフラッドパネル２１０、ライトスポ
ットパネル２１１、及びライトミニパネル２１２を表す図である。撮影される被写体４０
０の照明は、髪を際立たせるのに逆主照明が得られるように、天井２０１に取り付けられ
るライト及びフロアライト２０２を含む種々のライトによって提供される。下部照明２０
４、例えばフロアライトは、例えば被写体の靴を際立たせることができる。例えば天井に
取り付けられる前部フィルスポットライト２０６は、被写体を際立たせ、背景に対する光
漏れを最小限にするのに用いられる。フロアスタンド２０５、例えば高さ１ｍのフロアス
タンド上のライトによって、拡散照明を得ることができる。
【０１３４】
　図７～１６に示される照明プランによれば、ＬＥＤフラッドパネル１０７Ａ及び１０７
Ｂは、暗い色の肌色又は暗い色の髪を持つフィルム被写体を照明するように頭上照明を提
供する。パネル上のＬＥＤに角度を付けるという新たな技術が開発されており、この新た
な実施形態による「ＬＥＤパネル」では、部屋の壁及び天井に対して、ユニットをより平
坦又は平行に取り付けることが可能となる。このことは、照明装置が、壁と同一平面に固
定され又は構造内に埋め込まれるように構築されるブースにおいて特に有用である。場合
によっては、被写体の水平領域を補助するために、頭上又はトップライトを加えるのが好
都合かもしれない。これもまた、被写体を、現実のように、「昼光」又は他のより現実ら
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しく劇場的でないように見える環境に置くのが望ましい場合に、多少コントラストを低下
させる。ほとんど「天窓」を設けるかのようである。立っている被写体から頭上ライトま
での距離がわずか数フィート（約１０フィート）であることを考慮すると、十分な「広が
り」を有する浅い形状のクールライトを用いるのが好都合である。ＬＥＤフラッドパネル
の代替としては、２個のキノフロー４×２もまた、２１６拡散（２１６　ｄｉｆｆｕｓｉ
ｏｎ）を有し理想的であろう。
【０１３５】
　図１５に示されるように、天井ライト２０８は、暗い色の髪を持つ人を際立たせるのに
使用される。この図に示される他のライトは、図６に示されるライトのうち少なくとも幾
つかと同一又は類似であるので、同様の参照番号を付す。
【０１３６】
　図１６に示されるように、被写体の上方にある天井ライト２０８ａは、やはり、暗い色
の髪を持つ人を際立たせるのに使用される。被写体の前方（即ちカメラ側）であって、被
写体と並んでいるか又は被写体の側部にある追加の天井ライト（番号がそれぞれ２０８ｂ
及び２０８ｃ）も図示されている。この図に示される他のライトは、図６に示されるライ
トのうち少なくとも幾つかと同一又は類似であるので、同様の参照番号を付す。
【０１３７】
　図１７及び１８に、妥当な仮想画像が現れることを可能とする基本的な設定である照明
プランを示す。４枚のＬＥＤフラッドパネル及び２枚のＬＥＤミニパネルという、合計で
丁度６枚のＬＥＤパネルが使用される。フラッドパネルには全て、エッジの柔らかい光を
立方体へ一方向に広げるための拡散スクリーンが取り付けられており、これは、本発明の
本実施形態では、撮影される被写体の画像記録に必要とされる最大高さ（一般的に、人間
では最大２．２メートル）まで、上げ台の全幅及び奥行きの全体にわたって広がる。
【０１３８】
　被写体の目線上方約２フィート（０．６メートル）の高さ（８フィート／２．４メート
ル）、且つ、全身を照明するのにわずかに下向きの角度で、被写体のステージ前方に置か
れた２枚の１×１ＬＥＤパネルによって、プラットフォームの「活動領域」をカバーする
ことができる。カメラからプラットフォームの縁へ向かう略線上につながる各配列の近く
の水平側に位置している。
【０１３９】
　（ＬＥＤパネル１×１キットと共に）拡散要素ホルダ内で用いられるより軽い拡散要素
の一つを使用すると、この光の柔らかさを良く見せ、照明領域をより均一にするのに役立
つ。図１８に、例えば、フロアスタンド（例えば１．５ｍのフロアスタンド）に設けられ
る拡散器が取り付けられたライトを示す。
【０１４０】
　「昼光」（絶対温度約５５００度）を選択することにより、今日の高解像度カメラ　シ
ステムの多くからの反応が最適化される。拡散ホルダと共に使用される１／４ＣＴＯジェ
ル等のわずかなウォーミングジェル（ｗａｒｍｉｎｇ　ｇｅｌ）を、光の特性（色温度）
を調整して心地よくわずかに暖かみのある肌を演出するため、拡散要素と同時に用いるこ
とができる。
【０１４１】
　「昼光」源のある照明の更なる利点として、撮影環境に近接する窓から入る悪影響又は
「漏れ」があまり目立たなくなり、この照明構成が、事務所又は外部放送トラックのよう
な小規模空間で効率的に機能することが可能となる。
【０１４２】
　更に、このＬＥＤによる照明の解決策の特性により、テント式構造、膨張式構造、又は
他の新規な（おそらく運搬可能な）統合型「画像記録／画像表示」環境に、テレプレゼン
スブースを組み込むことも可能となる。
【０１４３】
　被写体の「フィル」（キーの反対）又は「影」側は、少ない数のライト（２個）及び程
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度の高い拡散を利用し、被写体の影側により柔らかく比較的薄暗い「フィル」を加えるこ
とによって、「キー側」と類似の方法で照明することができる。ＬＥＤパネル１×１（又
は類似の機器）に組み込まれた組込型調光器によって、被写体に対するフィルの最適レベ
ルへの微調整が可能となる。もちろん、キーのレベルも同じく制御可能である。これらの
距離において、達成される光のレベルは、求められるレンズの最適性能と両立する。この
レベルは、３２０ＡＳＡで約Ｔ２．８～Ｔ４である。
【０１４４】
　被写体を背景から「分離する」ために、ＬＥＤパネル１×１を、「バックライト」とし
て、更に、おそらく多少サイドライトの位置においても利用することができる。
【０１４５】
　背景からディテールを得、被写体の寸法的な外見の助けとするためには、被写体の後ろ
から被写体の髪／頭部、肩部、胴部及び末端部を照明するのが最適である。この場合、黒
色カーテンのステージ直ぐ手前（約１フィート）に２枚のＬＥＤパネル１×１を用いるの
が最適であろう。もし光パネル（１×１フラッド）のうち１つが、（１５フィート）カー
テンの端部近くに、天井又はカーテン　高の最上部にそろうように位置し、別のＬＥＤパ
ネル１×１が被写体（３．５フィート／１．０メートル）の中心に向かって半分の所に位
置している場合、これらのライトは、互いに角度が調和した状態で、心地よく且つ及び効
率的なサイド／バックライト位置において被写体を照明することができる。反対側にも同
一設定で同一の照明機器をもう一組用いることによって、この重要な照明で被写体全体を
カバーできる。
【０１４６】
　黒色ベルベットカーテンは、この照明計画の方向性及び角度と指定されるライトの特性
とのため、あまり照明されることなく、被写体のかなり近く（ステージ後方に約９フィー
ト／２．７メートル）に設けることができる。背景から発せられる光の一部を「トップ」
又は「サイド」で抑えるための「フラッグ」を追加するのが望ましい。また、光の方向性
／漏れを抑制するために、状況によっては蜂の巣状「エッグクレート」を使用するのも望
ましいが、そのような（ＬＥＤパネル）機器は、説明されるそれらの機能を十分に果たす
。
【０１４７】
　これらのＬＥＤによるライトのわずかな色変化に加え、素速い拡散及び色ジェルスロッ
トシステムを組み合わせて即座に調光を行うことによって、撮影ディレクター又は照明技
師が、光の特性、量及び色を迅速且つ容易に調節して、様々な被写体での結果を最適化す
ることが可能となる。異なる画角、色温度、及び角度のＬＥＤを組み込んだＬＥＤパネル
に対して改良がなされており、これらは、特にバックライト位置において様々な被写体に
「スポットを当て」又は「暖かみを与える」点で特に有用であろう。この照明計画が設置
されると、この空間内の無数の被写体に対して最適な画像記録が可能となる。ほぼあらゆ
る被写体に対して変更なしで良い結果をもたらす基本的な「外観」を作り出す。劇的な効
果を加えたり、肌の色調を柔らかみ及び暖かみを与えたり、キー、フィル又はバックライ
ト等を増減したりして、特定の被写体又は所望の結果に合った光を用意する機能は、全て
数秒でなすことができる。高出力、低消費電力、長ランプ寿命、非常に格好が良く、高品
質且つ素晴らしいＣＲＩ（カラー・レンダリング・インデックス）のため設計された統合
型制御が、この用途に対してこれらの発光体を理想的なものとしている。
【０１４８】
　ＬＥＤランプは、一般的に発散光を生成する傾向があり、このためランプの側部から光
が漏れる。この光漏れを減らすために、本発明の実施形態によれば、ＬＥＤランプで作ら
れた光を方向付けるのにフード又はバッフルを使用してもよい。図１９（ａ）及び図１９
（ｂ）にフード３００の例を示す。図示されるフード３００は円錐台状であるが、フード
３００は他の形状（例えば円筒状）をとってもよい。一般的に、フード３００は、使用時
にＬＥＤからの光を受容するように配置される第一開口部を有する第一端３０１と、前記
受容された光がフード３００から逃げるのを許容するように配置される第二開口部を有す
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る第二端３０２とを有する。実施形態によっては、例えばフード３００が円錐台状である
場合、第二開口部は第一開口部よりも小さい。
【０１４９】
　図２０に示されるように、ＬＥＤ３１０配列の光出力に対して、フード３００又はフー
ド配列が配置されていてもよい。ＬＥＤ３２０ａのうち１つが、このＬＥＤの光出力３４
０の概略図と共に、フード３００なしで図示されている。また、フード３００が取り付け
られたＬＥＤ３２０ｂに対して、光出力３４２が概略的に示されている。一般的に、フー
ドとＬＥＤとには一対一の対応関係があり、各ＬＥＤがそれ自身のフード３００を有する
。そのような構成は図１９に示されている。実施形態によっては、フード３００又はフー
ド配列は、ＬＥＤ又はＬＥＤ配列に改造取り付けされるように構成される。フード３００
は、実質的にプラスチック、ゴム、又は他の光吸収材料から形成されていてもよいし、或
いは、フード３００は他の種類の材料から形成され、（ＬＥＤからの光が入射する）フー
ド３００の内面が実質的にプラスチック、ゴム、又は他の光吸収材料から形成されていて
もよい。
【０１５０】
　また図２０に示される光線コリメータ３３０は、光線コリメータ３３０のＬＥＤ側の開
口部３３２の第一配列と、コリメータ３３０の被写体側の開口部の第二配列３３４とを備
える。開口部３３２及び３３４の配列のうち一方又は両方は、整列の助けとなるように互
いに対してスライド可能（又は他の方法で平行移動可能）である。同様に、光線コリメー
タ３３０は、ＬＥＤ３１０の配列に対してスライド可能である。配列のうち一方又は両方
をスライド／平行移動することによって、或いは、ＬＥＤ配列に対して光線コリメータ３
３０を平行移動することによって、ＬＥＤ配列によって作られる光線に与えられる有効な
開口部を調整することができる。このようにして、被写体に向けられる光線のサイズを調
整することができ、また、光を弱めることができる。
【０１５１】
　開口部３３２及び３３４の２つの配列が、互いに且つＬＥＤ３１０の配列に対して整列
された場合に、コリメータの被写体側の光が実質的にコリメートされる。
【０１５２】
　更に別の実施形態を図２１及び２２に示す。図２１及び２２に示される実施形態は、フ
ロアライト４２１を含む点で、図１から３に示される実施形態と異なる。図２１及び２２
に示される実施形態の特徴のうち、図１から３に示される特徴と同一又は類似であるもの
については、更に説明することなく、４００番台の対応する参照番号を付ける。
【０１５３】
　フロアライト４２１は、ステージ４０１において、カメラ４０２で撮影されている人の
真下に位置している。フロアライトは、フロアライト４２１によって発せられた光が人の
下側に入射するように、発せられた光がステージ４０１のフロアから略垂直に真上に向か
うように配置されている。フロアライト４２１は、もしこれがなければ、フロントライト
４０３～４０９、リヤライト４１０～４１４、サイドライト４１５～４１６、又は頭上ラ
イト４１７～４１８の何れによっても照らされない人の領域を照明する。例えば、人の足
部の下側をフロアライト４２１によって照明することができる。
【０１５４】
　フロアライト４２１によって発せられた光が上方向であるため、フロアライト４２１か
らの光がカメラ４０２に入ることが防止される。もしフロアライト４２１からの光がカメ
ラ４０２に入ると、フロアライト４２１が投影画像として現れることがあり、幻影にとっ
て不利益となろう。
【０１５５】
　フロアライト４２１を拡大した図を図２２に示す。フロアライト４２１は、筐体４２５
内にＬＥＤ４２３の配列を備える。マスク４２７の配列が、ＬＥＤ４２３の発光端に取り
付けられている。マスク４２７は、プラスチック、ゴム、又は他の光吸収材料から形成さ
れ、光がマスク４２７によってコリメートされ、実質的に平行であってＬＥＤの発光面に
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垂直な方向の光線となるように、円錐台状である。フロアライト４２１によって発せられ
た光を示す図２２において、マスク４２７のコリメート効果が点線４２９で示されている
。
【０１５６】
　他の実施形態では、フロアライト４２１は、幾つかの異なる種類のライトを含んでもよ
い。例えば、フロアライト４２１は、ステージ４０１のフロアの上面の下に位置するスポ
ットライトであってもよい。
【０１５７】
　図２３は、被写体を照明するのに用いられる照明器具５０１の概略図を示す。例えば、
照明器具５０１は、図１～２又は５から図５～１８に示されるフロントライト、リヤライ
ト、サイドライト、頭上ライト又はフロアライトとして用いられる。照明器具５０１は、
筐体室５０５内に配置されるＬＥＤ５０３の配列を備え、筐体室５０５は、出力面５０９
の反対側の後部反射面５０７と２つの側部反射面５１１とを備える。ＬＥＤ５０３は、筐
体室５０５内で、出力面５０９から出て、後部反射面５０７又は一方の側部反射面５１１
に向かう光を発するように、出力面５０９の内側に取り付けられている。出力面５０９は
、後部反射面５０７又は側部反射面５１１で反射された光が隙間５１３を通って筐体室５
０５を出るように幾つかの隙間５１３を有する。ＬＥＤ５０３の後側は、光が、後部反射
面５０７又は一方の側部反射面５１１で反射されることなく照明器具５０１から出るのを
防止するように不透明となっている。これによって、光が出力面５０９の隙間５１３を通
って出る角度に関して略均一である照明器具５０１からの光出力が生成される。
【０１５８】
　本明細書において、方法、装置、照明構成、照明制御、及び照明システムとして説明さ
れる本発明の態様及び実施形態は、互いに交換可能である。例えば、方法として説明され
る本発明の実施形態及び態様は、装置としても実施可能であり（また逆も可能である）、
そのように開示されているものと解釈される。同様に、照明制御又は照明構成として説明
される本発明の実施形態又は態様は、照明システムの一部としても実施可能である。よっ
て、何れかの特定のカテゴリーにおける本発明の実施形態又は態様の開示は、他のカテゴ
リーにおいても開示されているものと解釈すべきである。
【０１５９】
　本発明の幾つかの態様及び実施形態は相補的であって相乗効果を有し、幾つかの態様、
実施形態は、単独又は他の実施形態と組み合わせて実現することができる。例えば、照明
構成にＬＥＤを使用することは、それ自身の利点を有し、一方、種々の入力に応じて照明
構成を設定する制御は、それ自身の、一般的に異なる利点を有する。ＬＥＤ照明で得られ
る素早い応答時間、小さなサイズ、及び固体の組込みは、確実な制御及びリアルタイム／
ライブ制御が容易に行えることを意味するから、ＬＥＤ照明及び照明制御の組合せは、更
なる相乗的な利点を有する。
【符号の説明】
【０１６０】
１・・・ステージ、２・・・カメラ、３・・・高所フロントライト、
５・・・低所フロントライト、７・・・眼部ライト、８・・・フロアフィルライト、
１０・・・高所バックライト、１２・・・低所バックライト、
１４・・・中央バックライト、１５・・・サイドライト、
１７・・・頭上蛍光ライト、１９・・・後部壁、
１０１・・・照明制御システム、１０２・・・マウス、１０３・・・キーボード、
１０３’・・・タッチスクリーン、１０４・・・処理装置、
１０５・・・メモリ、１０６・・・データリンク、１０７・・・装置、
１０８・・・センサ、１０１Ａ、１０４Ａ、１０５Ａ、１０７Ａ・・・フラッドパネル、
１０２Ａ・・・パネルスポットライト、１０６Ａ・・・ミニパネル、
２０１・・・天井、２０２・・・フロアライト、２０４・・・下部照明、
２０５・・・フロアスタンド、２０６・・・前部フィルスポットライト、
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２０８、２０８ａ・・・天井ライト、２１０・・・ライトフラッドパネル、
２１１・・・ライトスポットパネル、２１２・・・ライトミニパネル、
３００・・・フード、３３０・・・光線コリメータ、３３２・・・開口部、
３４０、３４２・・・光出力、４００・・・被写体、４０１・・・ステージ、
４０２・・・カメラ、４２１・・・フロアライト、４２５・・・筐体、
４２７・・・マスク、４２９・・・点線、５０１・・・照明器具、
５０５・・・筐体室、５０７・・・後部反射面、５０９・・・出力面、
５１１・・・側部反射面、５１３・・・隙間。
 

【図１】 【図２】



(26) JP 6114774 B2 2017.4.12

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(27) JP 6114774 B2 2017.4.12

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(28) JP 6114774 B2 2017.4.12

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(29) JP 6114774 B2 2017.4.12

【図１８】 【図１９】

【図２０】

【図２１】 【図２２】



(30) JP 6114774 B2 2017.4.12

【図２３】



(31) JP 6114774 B2 2017.4.12

10

20

30

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  0910117.1
(32)優先日　　　　  平成21年6月12日(2009.6.12)
(33)優先権主張国　  英国(GB)

(72)発明者  オコンネル、イアン、クリストファ
            イギリス国、ロンドン　ダブリュ１ビー　１キューエフ、ポートランド　プレイス　３５番地、ウ
            ェストコット　ハウス
(72)発明者  フィン、ブルース
            イギリス国、ロンドン　ダブリュ１ビー　１キューエフ、ポートランド　プレイス　３５番地、ウ
            ェストコット　ハウス

    審査官  辻本　寛司

(56)参考文献  特開平０５－２１２１５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－２５３１８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５９－１２１０２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０９１２３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０４６４１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２２７１５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１８１６１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－００５０６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０５－５０９２４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５２１００５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５３１０３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５５５９６３２（ＵＳ，Ａ）　　　
              中国実用新案第２０１０７５１６２（ＣＮ，Ｙ）　　　
              中国実用新案第２０１０７５１６１（ＣＮ，Ｙ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２５　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１５／０２　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１５／０７　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２３８　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

