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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源の照明パラメータを設定するための照明ツールであり、
　前記複数の光源に接続可能な処理装置であって、前記複数の光源の各々の照明パラメー
タを制御するよう構成される処理装置と、
　前記処理装置に接続される位置記憶ユニットであって、前記複数の光源の取得される空
間位置を記憶するための位置記憶ユニットと、
　前記処理装置に接続されるカメラ装置であって、前記複数の光源によって照明される風
景の少なくとも一部のビューを供給するためのカメラ装置とを有する照明ツールであり、
　前記処理装置が、前記カメラ装置のビューエリアと、前記複数の光源のうちの１つ以上
の取得される空間位置とを相互に関連付けるよう構成される照明ツールであって、
　前記処理装置が、前記複数の光源のうちの選択される１つ、又は前記複数の光源のうち
の前記選択される１つが効果を生成するエリアにズームさせることによって、前記カメラ
装置の前記ビューエリアを制御するよう構成されることを特徴とする照明ツール。
【請求項２】
　前記処理装置が、前記複数の光源のうちの１つ以上の前記取得される空間位置のうちの
どれが前記ビューエリア内にあるのかを検出し、前記複数の光源のうちの適合するものの
制御をユーザに供給するよう構成される請求項１に記載の照明ツール。
【請求項３】
　前記カメラ装置が、調節可能な視野を備えるカメラを有する請求項１又は２に記載の照
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明ツール。
【請求項４】
　前記カメラ装置が、複数のカメラを有する請求項１又は２に記載の照明ツール。
【請求項５】
　前記処理装置が、更に、前記カメラ装置から得られるデータを処理するよう構成される
請求項１又は２のいずれか一項に記載の照明ツール。
【請求項６】
　前記処理装置が、更に、前記複数の光源の前記空間位置を受け取り、前記空間位置を前
記位置記憶ユニットに記憶するよう構成される請求項１又は２に記載の照明ツール。
【請求項７】
　前記カメラ装置が、更に、前記複数の光源の空間位置を決定するよう構成される請求項
１又は２に記載の照明ツール。
【請求項８】
　前記照明ツールが、前記処理装置に接続される位置決定ユニットであって、前記複数の
光源の前記空間位置を決定するための位置決定ユニットを更に有する請求項１又は２に記
載の照明ツール。
【請求項９】
　前記照明ツールが、前記処理装置に接続されるオペレータ入力ユニットを更に有し、前
記オペレータ入力ユニットが、前記複数の光源から選択される光源を受け取るよう構成さ
れ、前記処理装置が、前記選択される光源の空間位置を前記位置記憶ユニットから取得す
るよう構成される請求項１又は２に記載の照明ツール。
【請求項１０】
　複数の光源の照明パラメータを設定する方法であり、
　前記複数の光源のうちの１つ以上の空間位置を取得するステップと、
　取得される前記空間位置と、カメラ装置のビューエリアであって、前記複数の光源によ
って照明される風景の少なくとも一部を有するビューエリアを相互に関連付けるステップ
と、
　前記複数の光源のうちの前記１つ以上の照明パラメータを制御するステップとを有する
方法であって、
　前記複数の光源のうちの選択される１つに応じて、前記カメラ装置の前記ビューエリア
を、前記複数の光源のうちの前記選択される１つ、又は前記複数の光源のうちの前記選択
される１つが効果を生成するエリアにズームさせるステップを更に有することを特徴とす
る方法。
【請求項１１】
　前記処理装置が、更に、前記複数の光源のうちの１つ以上の前記取得される空間位置の
うちのどれが前記ビューエリア内にあるのかを検出し、前記複数の光源のうちの適合する
ものの制御をユーザに供給するよう構成される請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記カメラ装置から得られるデータを処理するステップを更に有する請求項１０又は１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数の光源の空間位置を受け取るステップと、前記空間位置を記憶するステップと
を更に有する請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１４】
　処理装置が、請求項１０又は１１に記載の方法を実行することを可能にする実行可能な
命令を有するコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光源の照明パラメータを設定する照明ツール及び方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　米国特許公報US-B-7,502,034は、環境における光源の空間位置を自動的に捕らえるマッ
ピング機能と、前記光源を用いて照明ショーを構成する照明システムコンポーザとを有す
る照明システムマネージャを開示している。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明によれば、複数の光源の照明パラメータを設定するための照明ツールであり、前
記複数の光源に接続可能な処理装置であって、前記複数の光源の各々の照明パラメータを
制御するよう構成される処理装置と、前記処理装置に接続される位置記憶ユニットであっ
て、前記複数の光源の空間位置を記憶するための位置記憶ユニットと、前記処理装置に接
続されるカメラ装置であって、前記複数の光源によって照明される風景の少なくとも一部
のビューを供給するためのカメラ装置とを有する照明ツールであって、前記処理装置が、
前記カメラ装置のビューエリアと、前記複数の光源のうちの１つ以上の取得される空間位
置とを相互に関連付けるよう構成される照明ツールが提供される。例えば、前記処理装置
は、前記取得される空間位置に依存して、前記カメラ装置の前記ビューエリアを制御する
よう構成されることができる。この実施例は、光源を選択すること、及びそれの照明パラ
メータを調節することだけでなく、その光源によって照明されるエリアが前記照明ツール
のオペレータの真正面に見えない場合であっても、なされる前記調節の視覚的なフィード
バックを供給することも可能にする。他の実施例においては、前記カメラを用いてビュー
エリアを選択することが可能であり、その後、前記システムは、このビューエリアを、前
記複数の光源のうちの１つ以上の取得される空間位置と相互に関連付け、適合する光源の
制御をユーザに供給する。
【０００４】
　他の態様においては、本発明は、複数の光源の照明パラメータを設定する方法であって
、前記複数の光源のうちの１つ以上の空間位置を取得するステップと、取得される前記空
間位置と、カメラ装置のビューエリアであって、前記複数の光源によって照明される風景
の少なくとも一部を有するビューエリアを相互に関連付けるステップと、前記複数の光源
のうちの前記１つ以上の照明パラメータを制御するステップとを有する方法に関する。
【０００５】
　以下、添付図面を参照し、多数の例示的実施例を用いて、本発明についてより詳細に述
べる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明による照明ツールの第１実施例の概略図を示す。
【図２】前記照明ツールの第２実施例の概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　照明風景を作成するために、又はただ、ランプなどの光源にパラメータを割り当てるた
めに用いられるソフトウェアツールが多く存在する。これらのツールは、一般に、各タイ
ルがランプを表わす一連のタイルを示す。このようなソフトウェアを用いると、ユーザは
、どの実際のランプがどのタイルに属しているかを前記ユーザが知っているように、「マ
ップ」を覚えておかなければならない。前記ユーザが、どのランプの設定を変更している
かを、前記ユーザが思い出すことができる場合であっても、ランプが前記ユーザの視線上
にない場合には、照明風景に対して前記ユーザがなす変更の効果を認識することは容易で
はない。
【０００８】
　照明パラメータを設定する照明ツール又は方法の本発明による実施例によって提供され
る解決策は、動作させるのがずっと簡単である。
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【０００９】
　図１においては、本照明ツールの実施の応用例の概略図が示されている。照明ツールは
、光源１によって照明される環境、例えば部屋において、照明風景を作成するために、複
数の光源１の照明パラメータを設定するために用いられる。光源１は、処理装置２によっ
て、例えば、強度、色、色相、彩度、照明方向、開口などを含むが、これらに限定されな
いパラメータのうちの１つ以上を制御することによって、個々に制御される。
【００１０】
　位置記憶ユニット３は、処理装置２と通信し、複数の光源１の各々の空間位置データを
記憶することができる。位置データは、空間座標又は他の関連パラメータの形態であり得
る。
【００１１】
　カメラ装置４も、光源１によって照明される風景のビューを得るために、処理装置２と
通信する。図１の実施例におけるカメラ装置４には、単一の制御可能なカメラ５が設けら
れている。カメラ５は、例えば、調節可能な視野を備えるカメラであってもよく、照明さ
れる風景の様々なビューを供給するよう、パン、ズーム及び／又はチルト制御されること
ができる。カメラ５には、これらのカメラパラメータを（遠隔）制御するために（電気）
モータが装備され得る。
【００１２】
　図２に概略的に示されている実施例においては、カメラ装置４が、複数のカメラ５を制
御する。或る変形例においては、カメラ５は、各々、固定された視野を持ち、処理装置２
は、複数のカメラ５のうちの１つを選択して、カメラ装置４のビューエリアを制御するこ
とができる。他の実施例においては、カメラ５は、１つ以上のパラメータ（パン、チルト
、ズーム）のために制御されることができ、処理装置２は、受け取ったデータを処理する
ことができる。前記データの処理は、様々な形態をとることができ、他の実施例において
は、これは、様々なカメラ５のビューのマージを含む。更に他の実施例においては、これ
は、様々なカメラ５のビューのマージと組み合わせて、カメラ５のうちの１つ以上のパン
、チルト、ズームのパラメータを更に制御することによって、拡張されることができる。
【００１３】
　図１及び図２の両方の実施例において、ディスプレイ６は、処理装置２と通信する。前
記ディスプレイは、カメラ装置４の制御されるビューエリアを表示するよう構成される。
別の実施例においては、ディスプレイ６は、カメラ装置４に接続され、表示される画像は
、カメラ装置４を介して処理装置２によって制御される。
【００１４】
　記載されているような照明ツールは、複数の光源１のうちの１つ以上の空間位置の取得
、複数の光源１によって照明される風景の少なくとも一部のビューを得るための、カメラ
装置４のビューエリアと、取得した空間位置との相互の関連付け、及び複数の光源１の各
々の照明パラメータの制御などの、複数の光源１の照明パラメータの設定をするのに用い
られることができる。
【００１５】
　空間位置は、照明ツールが、（例えば、ディスプレイ６上の又はオペレータ入力ユニッ
ト８の一部としての）各ランプのユーザインタフェース表現を、空間内のその座標にマッ
プするために用いる（例えば位置記憶ユニット３内の）ルックアップテーブルに記憶され
ることができる。ユーザが、前記ユーザが編集したいランプ１のＵＩ表現を選択する場合
、照明ツールは、このルックアップテーブルを用いて、そのランプ１、又は前記ランプ１
が効果を生成するエリアに、電動カメラ５をズーム及びパンさせる。カメラ５の「リアル
タイム」ビューが、ユーザに対して示され、前記ユーザが直接的になす如何なる変更の効
果も前記ユーザが見ることを可能にする。
【００１６】
　逆に言えば、照明ツールは、ユーザが、カメラ５のビューを変更する、又はカメラのビ
ューの中の特定のエリアを選択する場合、そのランプの対応するユーザインタフェース表
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現（即ち、光源位置とユーザインタフェースとの間の同じ関連付け）がユーザに示される
ように構成され得る。
【００１７】
　本照明ツールは、ソフトウェアにおける（即ち、処理装置２のメモリに記憶される）照
明プランを、このプランが複数の光源１の現実世界取り付けと同期されるように、更新す
るために、見つけられる座標が用いられるように、機能的に拡張されることができ、ソフ
トウェアにおいて、実際の状況に関する最新のものではない照明プランを持つという問題
を解決する。
【００１８】
　処理装置２は、複数の光源１のうちの１つ以上の空間位置を取得し、取得した位置デー
タに依存してカメラ装置４のビューエリアを制御することが可能である。
【００１９】
　処理装置２は、カメラ装置４と通信し、画像データを受け取る。この画像データは、例
えば、ビューエリアの特定の部分の拡大・縮小、多数のカメラ５のビューの結合などのた
めに、処理装置２によって更に処理され得る。ビューエリアの特定の部分の拡大・縮小は
、ズームイン及びズームアウトを含み得る。更に、画像データの処理は、異なる視野角の
カメラ５から作り出される様々な画像をマージすることを可能にするために、スキュー動
作を含んでもよい。
【００２０】
　位置記憶ユニット３内のデータ、即ち、複数の光源１の空間位置は、予めプログラムさ
れ得る。他の実施例においては、処理装置２は、例えば、図２の実施例に示されているよ
うな処理装置２に接続されるオペレータ入力ユニット８を用いて、空間位置データを受け
取り、記憶するよう構成される。別の実施例においては、処理装置は、例えば、カメラ装
置４の１つ以上のカメラ５によって得られる画像において画像処理技術を用いて、複数の
光源１の空間位置を決定するよう構成される。この後者の実施例は、どの光源１が（選択
された）カメラ５の視野内にあるのかを検出するためにも用いられることができる。これ
は、オペレータによって、特定のカメラを用いて（例えば、カメラのビューを変更するこ
とによって、又はカメラのビューの中の特定のエリアを選択して）光源１を選択するため
に用いられてもよい。処理装置２は、このビューを、光源１の記憶されている空間位置と
相互に関連付け、最も適合するものを選択するよう構成される。その場合、処理装置２は
、その特定の光源１の照明パラメータを制御するためのユーザインタフェース（及び場合
によっては、カメラ装置４の更新されるビューエリア）をオペレータに供給することがで
きる。
【００２１】
　具体例においては、処理装置２は、光を放射するよう複数の光源１の各々を制御し、こ
の光源１が、環境におけるどこで、カメラ５のどれによって、見えるのかを検出する。こ
の技術は、ダークルームキャリブレーションと呼ばれ、暗い部屋において、ランプ１が、
自動的に一つずつオンに切り換えられ、それらの位置が、画像分析を用いて検出されるこ
とを含む。この方法は、完全に自動的なものであるが、暗い部屋を必要とする。このよう
なシステム及び方法は、例えば、米国特許公報US-B-7,502,034において開示されている。
【００２２】
　ルックアップテーブルに記憶されるデータ（座標）（例えば、記憶される空間位置デー
タ）が持ち得る２つの基本的な形式は、例えば部屋若しくは他の環境に関する空間座標（
例えば、X、Y、Z）、又はカメラ５のうちの１つ以上と関連するカメラビュー座標（例え
ば、水平パン、垂直パン、ズーム）である。カメラ５の位置が固定される場合には、後者
の座標系が好ましい。その場合には、ランプ１、又はランプ１によって生成されるあらゆ
る効果にズーム及びパンするよう、カメラ５に、直接、これらの座標が供給され得る。
【００２３】
　方法実施例においては、オペレータは、例えばオペレータ入力ユニット８を用いて、手
入力で照明ツールに座標を供給する。例えば、前記オペレータは、カメラ５が特定のラン



(6) JP 5701900 B2 2015.4.15

10

20

30

40

プ１にパン及びズームするようカメラ５をセットアップする。次いで、前記オペレータは
、照明ツールを用いて、そのランプ１のユーザインタフェース表現を選択する。最後に、
前記オペレータは、カメラ５の現在の座標をランプ１（「あなたが今見ているのはランプ
１である」）と結びつける（又は関連付ける）よう照明ツールに命令する。この実施例は
、簡単であり、ランプ１ごとに一度しか実施される必要がなく、増分法でランプの各々に
対して別々に実施されることができ、オペレータが完全に制御することを可能にする、即
ち、ユーザが好むカメラ５の正確なズーム係数及びパン設定が各ランプ１に対して記憶さ
れる。
【００２４】
　別の実施例においては、画像分析が用いられる。これは、例えば、前述のダークルーム
キャリブレーションと組み合わせて行われることができる。
【００２５】
　照明ツールが作動されたら、ユーザは、制御されるべきランプ１を、ユーザインタフェ
ースからそれを選択することによって、又は（ディスプレイ６において表示されるような
）カメラ画像中のそれの位置においてクリックすることによって、選択することができる
。次いで、適切なランプ制御が、ユーザインタフェースにおいて利用可能になる。
【００２６】
　他の実施例においては、照明ツールは、処理装置２に接続される位置決定ユニット７を
有する。この位置決定ユニット７は、複数の光源の空間位置を決定するために上述の実施
例のうちの１つを実施することができる。他の変形例として、位置決定ユニット７は、各
光源１が人間の目には見えない異なるコードを放射する場合には「コード化光」に基づい
て、又は光源の各々と同じ位置に配置される、ＲＦ又は他の無線技術を用いるビーコンに
基づいて、空間位置を検出することができる。コード化光システムの例は、例えば国際特
許出願公開公報WO2009/136312において開示されている。
【００２７】
　「コード化光」を用いる実施例においては、（例えば、図２における位置決定ユニット
７の一部としての）コード化光受信機が、部屋にわたってパンし、光源１の識別子を読み
出す。部屋の端から端まで進行させながら、照明ツールは、各光源１の座標を学習する。
【００２８】
　更に別の実施例は、１つのカメラ５（又は複数のカメラ５）を基準としたランプ１のマ
ップを生成するために（例えば、超音波、ＲＦ信号強度、ＲＦ往復時間、インパルス無線
を用いる）測距技術をランプ１において用いる。
【００２９】
　図２に示されているような実施例においては、照明ツールは、処理装置２に接続される
オペレータ入力ユニット８を有する。オペレータ入力ユニット８は、複数の光源のうちの
１つの選択を受け取るために用いられることができ、その後、処理装置２が、関連空間位
置を位置記憶ユニット３から取得する。
【００３０】
　本発明は、実行可能な命令を有する、例えば、光ディスク（ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ）、半
導体メモリユニット（ＵＳＢスティック、ＳＤカードなど）のような媒体に記憶されるソ
フトウェアコードの形態の、コンピュータプログラム製品としても実施され得る。実行可
能な命令は、処理装置（例えば、インタフェース回路を具備する汎用コンピュータ）が上
記のような方法実施例を実行することを可能にする。
【００３１】
　上では、添付の図面を参照して、実施例の詳細な説明を用いて、本発明を説明している
。これらの実施例においては、要素は、同様の機能を供給する同等の要素と置き換えられ
てもよい。本発明の範囲は、添付されている請求項の言葉及びそれの同等物によって決定
される。用いられている参照符号は、上記の実施例を参照し、如何なる方法でも請求項の
範囲を限定することを目的としていない。
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