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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　舞台演出装置であって、
　舞台が行われる空間の天井、壁、または床のうちの少なくとも１つに設置されたスポッ
トライトと、
　吊り下げ線に接続され、前記スポットライトからの光を反射する反射部材と、
　複数の前記反射部材を複数の前記吊り下げ線を用いて、前記舞台が行なわれる空中にお
いて上下方向に移動させる昇降手段と、
　前記反射部材を前記舞台が行なわれる空中において回動させる回動手段と
を有する舞台演出装置。
【請求項２】
　各反射部材は少なくとも１台のスポットライトからの光を反射することを特徴とする請
求項１に記載の舞台演出装置。
【請求項３】
　前記スポットライトは、舞台が行われる空間の天井、壁、または床のうちの少なくとも
２つの異なる位置に設置され、
　前記反射部材は、異なる位置に設置された異なる方向からの前記スポットライトからの
光を、前記舞台が行なわれる空中において両面で反射することを特徴とする請求項１に記
載の舞台演出装置。
【請求項４】
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　前記反射部材は、固定された電球をさらに備えることを特徴とする請求項１から３のい
ずれか一項に記載の舞台演出装置。
【請求項５】
　前記昇降手段と前記回動手段における各反射部材の昇降及び回動を独立して制御する制
御手段をさらに有することを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の舞台演出
装置。
【請求項６】
　前記反射部材は複数の吊り下げ線により前記昇降手段に接続されており、
　前記制御手段は、複数の吊り下げ線の巻き上げまたは巻き下げの制御を行なうことによ
り１つの反射部材の前記昇降及び回動を制御することを特徴とする請求項５に記載の舞台
演出装置。
【請求項７】
　前記制御手段はさらに、前記スポットライトの照射タイミング、照射量、及び照射方向
を制御することを特徴とする請求項５または６に記載の舞台演出装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、経時的に変化する情報に基づいて、前記反射部材の昇降及び回動の制
御と、前記スポットライトの前記照射タイミング、照射量、及び照射方向の制御とを動的
に行うことを特徴とする請求項７に記載の舞台演出装置。
【請求項９】
　前記反射部材は、アクリルミラーであることを特徴とする請求項１から８のいずれか一
項に記載の舞台演出装置。
【請求項１０】
　前記反射部材は、前記スポットライトのスポット径に対応した形状であることを特徴と
する請求項１から９のいずれか一項に記載の舞台演出装置。
【請求項１１】
　舞台演出装置であって、
　舞台が行われる空間の天井、壁、または床のうちの少なくとも１つに設置されたスポッ
トライトと、
　前記スポットライトからの光を反射する反射部材と、
　複数の前記反射部材を前記舞台が行われる空中の所定位置に移動させる移動手段と、
　前記反射部材を前記空中の所定位置において回動させる回動手段と
を有する舞台演出装置。
【請求項１２】
　吊り下げ線に接続され、舞台が行われる空間の天井、壁、または床のうちの少なくとも
１つに設置されたスポットライトからの光を反射する反射部材と、複数の前記反射部材を
複数の前記吊り下げ線を用いて、前記舞台が行なわれる空中において上下方向に移動させ
る昇降装置とを用いた舞台演出方法であって、
　前記昇降装置による前記吊り下げ線の上下動により、前記舞台が行なわれる空中におい
て前記反射部材の位置及び角度を動的に制御する制御工程を有する、舞台演出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、劇場、コンサートホールまたはテレビスタジオ等の舞台において用いられる
舞台演出装置及び舞台演出方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　劇場、コンサートホールまたはテレビスタジオ等の舞台の天井部分に、出演者および道
具等に光を照射する複数の照明装置を吊るし、その吊るした複数の照明装置を昇降させる
演出システムがある（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１３５２７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、照明装置は重量があり、照明装置を吊りおろす機構も照明装置を支える
ために丈夫な機構となっている。従って、舞台の演出中に頻繁に照明装置を昇降させて演
出を行うことは困難である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る舞台演出装置は、舞台が行われる空間の天井、壁、または床のうちの少な
くとも１つに設置されたスポットライトと、吊り下げ線に接続され、前記スポットライト
からの光を反射する反射部材と、複数の前記反射部材を複数の前記吊り下げ線を用いて、
前記舞台が行なわれる空中において上下方向に移動させる昇降手段と、前記反射部材を前
記舞台が行なわれる空中において回動させる回動手段とを有する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、あたかも空中にスポットライトがあるような演出を柔軟に行うことが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施例１に係る舞台演出装置の構成の一例を示す図である。
【図２】実施例１に係る昇降装置と反射部材の一部を示す図である。
【図３】実施例１に係る舞台演出の例を示す図である。
【図４】実施例１に係る舞台演出の例を示す図である。
【図５】実施例２に係る昇降装置と反射部材の一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を用いて本発明に係る実施形態を詳細に説明する。ただし、この実施形態に
記載されている構成要素はあくまで例示であり、この発明の範囲をそれらに限定する趣旨
のものではない。
【実施例１】
【０００９】
　図１は、実施例１に係る舞台演出装置の一例を示す図である。舞台演出装置は、劇場、
コンサートホールまたはテレビスタジオ等の舞台において用いられる。また、屋内や屋外
を問わず利用可能である。以下で示す例は屋内のコンサートホールで用いる舞台演出装置
であるものとして説明する。
【００１０】
　図１に示す舞台演出装置は、昇降装置１０１～１０３と、昇降装置１０１～１０３にそ
れぞれ接続される吊り下げ線１１１～１１３と、吊り下げ線１１１～１１３にそれぞれ接
続される反射部材１２１～１２３と、反射部材１２１～１２３に光を照射する光源１３１
～１３３と、昇降装置１０１～１０３及び光源１３１～１３３を制御する制御装置１４１
と、昇降装置を吊るすバトン１５１とを有する。
【００１１】
　なお、ここでは説明を簡潔にするために昇降装置と、反射部材と、光源とがそれぞれ３
つである例を示しているが、本発明はこれに限られるものではない。また、バトン１５１
も１つの例を示しているが、複数のバトンを設け、それぞれに複数の照明装置、反射部材
、及び光源を設けてもよい。また、光源は１つ反射部材に１つの光源が対応するように設
けているが、これに限られるものではない。１つの反射部材に対して複数の光源からの光
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が照射されてもよい。
【００１２】
　昇降装置１０１は、吊り下げ線１１１と接続されている。吊り下げ線１１１は反射部材
１２１を吊り下げるための線である。吊り下げ線１１１は、例えばナイロンテグスなどの
リール線で構成することができる。昇降装置１０１は、制御装置１４１からの制御に従っ
て、モータを駆動して吊り下げ線を巻き上げたり、下げたりすることにより、反射部材１
２１を昇降する。また、昇降装置１０１は、吊り下げ線１１１を介して反射部材１２１を
回動させることにより反射部材から反射する光の角度を調節可能に構成されている。昇降
装置１０２、１０３、吊り下げ線１１２、１１３についても同様である。
【００１３】
　反射部材１２１は、光を反射させる部材で構成されている。反射部材１２１は、例えば
アクリルミラーで構成することができる。また、反射部材１２１は、昇降装置１０１の制
御により上下動される。また、反射部材１２１は、昇降装置１０１の制御により回動する
。この回動動作により、反射部材１２１は反射する光の角度を変更する。反射部材１２２
及び１２３についても同様である。
【００１４】
　光源１３１は、反射部材１２１に光を照射可能に構成されている。もちろん、光源１３
１は他の反射部材１２２、１２３に光を照射してもよいし、舞台上に光を照射してもよく
、光の照射する方向を適宜変更することができる。ここでは、少なくとも光源１３１は反
射部材１２１に光を照射するものとして説明する。光源１３１は例えば舞台用に用いられ
るスポットライトで構成することができる。
【００１５】
　制御装置１４１は、昇降装置１０１～１０３及び光源１３１～１３３を制御する。制御
装置１４１は、例えば昇降装置に対して吊り下げ線の巻き上げ量や、下げ量、及びそのタ
イミングを指示する。昇降装置はこの指示に従って、吊り下げ線の巻き上げや下げを行う
。
【００１６】
　また、制御装置は、昇降装置に対して反射部材の角度を指示する。例えば、水平方向を
０度、天井を９０度、舞台の床を－９０度とし、所定の角度を入力する。また、垂直方向
についても同様に所定の角度を入力する。後述するように、本実施例では反射部材を３本
の吊り下げ線で吊り下げており、各吊り下げ線の高さを調整することで反射部材が回動す
る。従って、制御装置は入力された角度に基づいて各吊り下げ線の高さを昇降装置に指示
する。
【００１７】
　このように、本実施例では、制御装置から昇降装置に対して、反射部材の舞台の空中に
おける高さと、反射部材の角度とに基づいて、吊り下げ線の巻き上げ量や下げ量を指示す
る。また、制御装置は、各昇降装置に対してそれぞれ独立して指示を行う。従って、各昇
降装置は任意のタイミングで反射部材の上下動や回動を行うことができる。
【００１８】
　制御装置はまた、光源に対して光の照射タイミング、照射量、照射方向などを指示する
。
【００１９】
　制御装置から昇降装置及び光源に対する指示は、各装置及び光源に接続された信号線を
介して適宜送られる。なお、これらの装置及び光源に無線モジュールを接続し、制御装置
から昇降装置及び光源に対する指示が無線で行われる構成であっても良い。また、昇降装
置及び光源があらかじめこれらの指示を格納するメモリ等を有しており、制御装置からあ
らかじめメモリ内に格納された指示に従って前述の制御が行われても良い。制御装置は演
出に応じた各種のプログラムに基づいて、反射部材の位置及び角度や、光源の照射方向及
び照射量などを経時的に変化させる。これにより、反射部材の位置や角度が動的に変化す
るとともに、任意のタイミングで光源からの光が反射部材に入射される。もちろん、制御
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装置は、反射部材が所定の時間、所定の位置や角度に固定するように指示をしてもよい。
【００２０】
　次に、本実施例の昇降装置及び反射部材の具体例を説明する。図２は、昇降装置１０１
、吊り下げ線１１１、及び反射部材１２１の具体的な例を示す図である。
【００２１】
　図２に示すように吊り下げ線１１１は、３本の吊り下げ線１１１ａ、１１１ｂ、及び１
１１ｃから構成されている。昇降装置１０１は各吊り下げ線を独立して昇降できるように
、それぞれの吊り下げ線に対応して図示しないモータ等を筐体内に含めている。
【００２２】
　反射部材１２１は、円形のアクリルミラーで構成されており、本例では直径約３０ｃｍ
、厚さ７ｍｍ、重量２００ｇである。反射部材１２１は前面及び背面ともにアクリルミラ
ーとなっている。ここで、光源が反射部材１２１の真下に設置されていると仮定する。こ
の場合、吊り下げ線１１１ｂを他の吊り下げ線よりも低い位置に設定することで、下から
照射された光が図２に示すＢの方向に反射されることになる。また、吊り下げ線１１１ａ
を他の吊り下げ線よりも低い位置に設定することで、下から照射された光が図３に示すＡ
の方向に反射されることになる。また、吊り下げ線１１１ｃを他の吊り下げ線よりも低い
位置に設定することで下から照射された光が図２に示すＣの方向に反射されることになる
。このように３本の吊り下げ線の高さを調整することで、反射部材１２１を回動させるこ
とができ、反射部材から反射される光の角度を自在に調整することができる。また、吊り
下げ線の高さを調整することで反射部材を任意の高さに昇降させることができる。従って
、舞台の空中の任意の位置で任意の角度に光を反射するように設定することができる。
【００２３】
　図３は、本実施例における舞台演出の例を示す図である。ここでは５つの昇降装置と５
つの反射部材と５つの光源とを用いる例を示している。図３に示すように、光源はそれぞ
れ反射部材（すなわち、昇降装置）の下に設定されており、それぞれ上に向けて光を照射
している。各反射部材は、それぞれ接続している昇降装置の制御によって任意の高さに設
置され、さらに、昇降装置の制御によって任意の角度を向いている。このような舞台演出
を実際に行うと、舞台を見ている観客は、あたかも舞台の空中からスポットライトが照射
されているように見える。つまり、実際の光は舞台の下から照射されているが、舞台を見
ている観客には、反射部材から光が照射されているように見えるのである。従って、図３
で示すように任意の空中の位置（反射部材の位置）にあたかもスポットライトが配置され
、その任意の空中の位置からスポットライトが照射されているように見える。
【００２４】
　図３では静止した様子のみを示しているが、実際の舞台においては、制御装置からの指
示に従って各反射部材が頻繁に上下動を繰り返し、かつ回動することにより、様々な位置
から様々な角度に向けて光が照射される。特に、屋内のステージなどのように薄暗い環境
下においては暗がりの空中から突如としてスポットライトが登場するような新感覚な演出
を体感することができる。また、反射部材は光源として用いられるスポットライトと比較
して遥かに軽量であり、吊り下げ線によって自在に位置や角度が変更可能となっている。
従って、反射部材の急上昇や急下降を自在に行うことができるので、空中に擬似的に現れ
るスポットライトの位置をダイナミックに変更させるといった新しい演出表現を行うこと
が可能となる。
【００２５】
　図４は、本実施例における舞台演出の他の例を示す図である。図３の例では、一つのバ
トンに直線状に反射部材が配置された例を説明した。しかしながら、本発明は図３の例に
限られるものではなく、演出目的・効果等に応じて多様な態様を採用することができる。
図４の例では、円形状に反射部材を配置する例を示している。なお、図示していないが、
バトンを複数用いることでこのような円形状の配置も可能である。図４では、説明の簡略
化のため、昇降装置、バトン、及び吊り下げ線については記載を省略している。図４の例
では、中央においてアーティストが歌を歌ったり演技をしたりする。そして、その周りを
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囲むように配置された円形状の反射部材により、前述したような効果的な演出を行うこと
も可能である。
【００２６】
　なお、前述したように、本実施例で用いる反射部材は重量２００ｇほどの軽量のアクリ
ルミラーであり、照明装置自体を上下動させることと比較してはるかに高速でかつ柔軟な
位置に仮想のスポットライトを登場させることが可能となる。また、このようなアクリル
ミラーは安全面においても優れており、舞台上のアーティストにより近い位置に配置する
こともできるので、多様な演出を実現することができる。
【００２７】
　本実施例では、３本の吊り下げ線を用いて反射部材の角度を変更する例を説明したが、
この例に限られるものではない。反射部材の角度を変更できる構成であればいずれの形態
であってもよい。
【００２８】
　また、光源は反射部材の下に配置される例を説明したが、天井に配置されてもよい。ま
た、舞台横に配置されてもよい。また、光源は反射部材に一対一で対応する例を示してい
るが、必ずしも１つの反射部材に対して１つの光源が配置されていなくてもよい。
【００２９】
　また、本実施例では、反射部材は円形である例を説明した。この円形は、光源のスポッ
トライトのスポット径に対応する形となっているが、この形に限られるものではない。ま
た、反射部材に凹凸面が形成されていてもよい。凹凸面が上下面に形成されている反射部
材に対して例えば反射部材の上下（天井と床）に配置された光源から光を入射することに
より、上下面で異なった光の反射をするので、より多様な演出を行うこともできる。
【実施例２】
【００３０】
　実施例１では、昇降装置から吊り下げ線を用いて反射部材が吊り下げされる例を説明し
た。実施例２では、反射部材に光源（照明素子）が備えられている例について説明する。
【００３１】
　図５は、実施例２における昇降装置と反射部材の一部を示す図である。図５は、図２で
示す例に加えて照明素子５０１が反射部材に設けられている。照明素子５０１は、例えば
ＬＥＤの電球を用いることができる。
【００３２】
　反射部材に照明素子が設けられていることにより、より多様な演出を行うことができる
。例えば、暗がりで照明素子を点灯させることにより、反射部材を用いた仮想的なスポッ
トライトが空中のどの位置から照射されるかの目印として用いることもできる。
【００３３】
　また、昇降装置から吊り下げされるものとして、（１）照明素子のみ、（２）反射部材
のみ、（３）照明素子が設けられた反射部材、の３通りを組み合わせてもよい。なお、照
明素子のみの場合は、例えば図５に示す一つの吊り下げ線に照明素子を吊り下げればよい
。このような組み合わせにより、例えば本出願人が特許第５１７３２３１号明細書で開示
しているような動的な仮想オブジェクトの作成にさらに加えて仮想的なスポットライトの
演出を併せて行うことも可能となる。
【００３４】
＜その他の実施例＞
　前述の実施例１及び実施例２では、反射部材が昇降装置から吊り下げ線を用いて吊り下
げられる例を説明した。しかしながら、必ずしも吊り下げ線を介して行わなくても良い。
例えば、反射部材にヘリコプターのプロペラのような浮遊部材を設けて前述の上下動を実
現してもよい。また、ホバリング時の角度を変えることで前述の回動動作を実現してもよ
い。
【要約】
【課題】あたかも空中にスポットライトがあるような演出を柔軟に行うこと。
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【解決手段】吊り下げ線に接続され、スポットライトからの光を反射する複数の反射部材
を舞台の空中の所定位置において上下方向に移動させるとともに、反射部材を所定の角度
に調整する。反射部材による反射により、観客はあたかも空中からスポットライトが照射
されているように見える。
【選択図】図３

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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