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(54)【発明の名称】背景捨象撮像方法及び装置
(57)【要約】
【課題】

コンピューター処理によらないで、光学的手

段のみによって、被写体や他の共同生活者への影響を極
力抑えつつ、被写体の背景を映らないように撮像する方
法、及び、その方法を実施する装置を提供すること。
【解決手段】

被写体の背景に偏光を照射する背景用偏

光照射手段と、その背景用偏光照射手段による照射偏光
の偏光方位と異なる偏光方位の偏光を受光して、被写体
の背景からの反射光を遮蔽しつつ被写体を撮像する偏光
撮像手段で、被写体を撮像すると同時に被写体の背景を
捨象する。

独立

( 2 )
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【特許請求の範囲】

い。顔だけにスポットライトを当てれば、背景を相対的

【請求項１】被写体の背景に偏光を照射する背景用偏光

に暗く映すことが可能であるが、映像の不鮮明さや、設

照射手段と、

備のコスト増、同居他者への影響などの問題が派生す

その背景用偏光照射手段による照射偏光の偏光方位と異

る。

なる偏光方位の偏光を受光して、被写体の背景からの反

【０００３】一方、コンピューター処理を利用すると、

射光を遮蔽しつつ被写体を撮像する偏光撮像手段とを備

予め背景だけの映像を撮像しておき、被写体が加わった

えることを特徴とする背景捨象撮像装置。

場合との差分を基にして、背景の映像を捨象することが

【請求項２】被写体の所望部位に偏光を照射する被写体

可能である。また、静的画像である背景と動的画像であ

用偏光照射手段を備え、
背景用偏光照射手段は、被写体用偏光照射手段による照

る被写体との差分を基にしても、背景の映像を捨象する
10

ことが可能である。しかし、これらには、膨大なデータ

射偏光の偏光方位とは異なる偏光方位の偏光を、被写体

処理が必要である。そのため、その処理に伴い、通信に

の背景に照射し、

おける即時応答性が疎外され、対面対話に臨場感を失わ

偏光撮像手段は、被写体用偏光照射手段による照射偏光

せる結果を招く。また、その処理精度や処理速度の他

の偏光方位と等しい偏光方位の偏光を受光して、被写体

に、設備のコスト的問題が伴う。また、予め背景だけの

の所望部位に照射した偏光の反射を撮像する請求項１に

映像を撮像しておき、被写体が加わった場合との差分を

記載の背景捨象撮像装置。

基にする方法によると、振動等でカメラが動いた場合の

【請求項３】背景用偏光照射手段が、発光部材に偏光フ

補正が困難であり、静的画像である背景と動的画像であ

ィルターを取り付けたものである請求項１または２に記

る被写体との差分を基にする方法によると、被写体の動

載の背景捨象撮像装置。

静の判別が困難である。

【請求項４】偏光撮像手段が、撮像手段に偏光フィルタ

20

【０００４】

ーを取り付けたものである請求項１ないし３に記載の背

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明は、コ

景捨象撮像装置。

ンピューター処理によらないで、光学的手段のみによっ

【請求項５】被写体用偏光照射手段が、発光部材に偏光

て、被写体や他の共同生活者への影響を極力抑えつつ、

フィルターを取り付けたものである請求項１ないし４に

被写体の背景を映らないように撮像する方法、及び、そ

記載の背景捨象撮像装置。

の方法を実施する装置を提供することを目的とする。

【請求項６】被写体用偏光照射手段が、通信相手の映像

【０００５】

を表示する相手表示モニターである請求項１ないし５に

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため

記載の背景捨象撮像装置。

に、本発明の背景捨象撮像方法及び装置は、次の構成を

【請求項７】相手表示モニターが、発光部材に偏光フィ

備える。すなわち、被写体の背景に偏光を照射する背景

ルターを取り付けたものである請求項６に記載の背景捨

30

用偏光照射手段と、その背景用偏光照射手段による照射

象撮像装置。

偏光の偏光方位と異なる偏光方位の偏光を受光して、被

【請求項８】相手表示モニターが、偏光を発光する部材

写体の背景からの反射光を遮蔽しつつ被写体を撮像する

で構成される請求項６に記載の背景捨象撮像装置。

偏光撮像手段で、被写体を撮像すると同時に被写体の背

【請求項９】背景用偏光照射手段で、被写体の背景に偏

景を捨象する。

光を照射し、

【０００６】ここで、被写体の所望部位に偏光を照射す

偏光撮像手段で、背景用偏光照射手段による照射偏光の

る被写体用偏光照射手段を設け、背景用偏光照射手段

偏光方位と異なる偏光方位の偏光を受光して、被写体の

で、被写体用偏光照射手段による照射偏光の偏光方位と

背景からの反射光を遮蔽しつつ被写体を撮像することを

は異なる偏光方位の偏光を、被写体の背景に照射し、偏

特徴とする背景捨象撮像方法。
【発明の詳細な説明】

光撮像手段で、被写体用偏光照射手段による照射偏光の
40

偏光方位と等しい偏光方位の偏光を受光して、被写体の

【０００１】

所望部位に照射した偏光の反射を撮像するようにして、

【発明の属する技術分野】本発明は、テレビ電話などの

被写体等に悪影響を及ぼすことなく、撮像用の光量不足

撮像手段で人物等を撮像する時、被写体の背景を光学的

の補完に寄与させてもよい。

に映らないようにする撮像方法、及び、その方法を実施

【０００７】背景用偏光照射手段を、発光部材に偏光フ

する装置に関する。

ィルターを取り付けたものとして、非撮像時における背

【０００２】

景用偏光照射手段の汎用性に寄与させてもよい。

【従来の技術】テレビ電話などの撮像手段で人物等を撮

【０００８】偏光撮像手段を、撮像手段に偏光フィルタ

像する場合、被写体の背景が映ることが避けられない。

ーを取り付けたものとして、構成の簡易化に寄与させて

例えば、家の中で自分の姿をテレビ電話で映すと、背景

もよい。

として部屋内の細部などが伝送されてしまい好ましくな

50

【０００９】被写体用偏光照射手段を、発光部材に偏光
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フィルターを取り付けたものとして、構成の簡易化に寄

は捨象される。

与させてもよい。

【００１７】カメラ（４１）に使用するレンズは、Ｆ値

【００１０】被写体用偏光照射手段を、通信相手の映像

の小さなレンズが好ましい。Ｆ値が小さいと、明るいの

を表示する相手表示モニターとして、通信の利便性と構

で小光量で撮像できると共に、被写界深度が浅いので背

成の簡易化に寄与させてもよい。

景（１１）をぼかす効果もある。

【００１１】相手表示モニターを、発光部材に偏光フィ

【００１８】なお、被写体用ライト（２０）は、撮像用

ルターを取り付けたものとして、構成の簡易化に寄与さ

の光量不足を補完するものであって、必須の構成要素で

せてもよい。

はない。設置するならば、本実施例のような偏光を照射

【００１２】相手表示モニターを、偏光を発光する部材
で構成される液晶モニター等として、簡素な構成に寄与

するものが好ましい。非偏光であると、偏光撮像機（４
10

０）の偏光フィルター（４２）で光量が低下してしまう

させてもよい。

ので、それを補うために被写体用ライト（２０）の光量

【００１３】

を上げると、被写体の人物や共同生活者を眩しくさせて

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施形態を図面

しまうからである。

を用いて説明する。図１は、本発明による背景捨象撮像

【００１９】偏光撮像機（４０）と相手表示モニター

装置の要部説明図である。被写体の所望部位としての人

（５０）は、通信回線（６０）を介して、データ処理伝

物の顔（１０）に、その正面やや上方から、被写体用偏

送装置や通信相手側の表示モニターや偏光撮像機に接続

光照射手段としての被写体用ライト（２０）で、所定の

されている。

方位に偏光された偏光が照射される。被写体用ライト

【００２０】図２は、別実施例の背景捨象撮像装置を示

（２０）は、従来公知の発光部材（２１）の出力端に、

す要部説明図である。この実施例では、被写体（１０）

偏光フィルター（２２）を取り付けることで、簡易に構

20

の正面に配置されたテレビ電話等の相手表示モニター

成できる。

（５０）には、相手画像を表示するブラウン管等の発光

【００１４】被写体の背景（１１）には、その上方か

面（５１）の周囲に、ライト（５２）が設けられてい

ら、背景用偏光照射手段としての背景用ライト（３０）

る。ライト（５２）には、ブラウン管等の一部を充当し

で、被写体用ライト（２０）から照射される偏光の偏光

ても、蛍光灯など他の発光部材を付設してもよい。ま

方位とは異なる偏光方位の偏光が照射される。背景用ラ

た、ライト（５２）が単体では偏光を発光することが不

イト（３０）は、室内用蛍光灯など従来公知の発光部材

可能な光源である場合は、それに偏光フィルターを装着

（３１）の出力端に、偏光フィルター（３２）を取り付

させて偏光を照射できるようにしてもよい。この実施例

けたものが、非撮像時における汎用性と、構成の簡易さ

による相手表示モニター（５０）の正面図を図６に示

の点で好ましい。

し、図５に前記実施例による相手表示モニター（５０）

【００１５】図３及び４は、背景用ライト（３０）の正

30

の正面図を示す。本実施例によると、相手表示モニター

面断面図及び側面断面図である。蛍光灯（３１）の反射

（５０）の発光面（５１）の外周部分を活用して、相手

板（３３）の下部から外方に延設された支持体（３４）

表示モニター（５０）に被写体用の光照射手段を付加で

に、樹脂製の偏光フィルム（３２）が装着されている。

きるので、簡素な構成でありながら通信の利便が図れ

偏光フィルム（３２）は、着脱自在であり、通常は外さ

る。特に図示したような環状のライト（５２）である

れていて、蛍光灯（３１）が露出している。図示の例で

と、被写体の人物の顔（１０）に四方から光が照射され

は、偏光フィルム（３２）による偏光方位は、蛍光灯

るので、顔（１０）に濃い影を落とすことを緩和する効

（３１）の長軸方向である一方、被写体用ライト（２

果がある。

０）による偏光方位は、それに垂直な水平方向であっ

【００２１】なお、ライト（５２）の前面に、スライド

て、両者の偏光方位は直交している。
【００１６】被写体の人物の顔（１０）の正面には、偏

式のフィルター等を付設して、ライト（５２）の光量を
40

適宜調節できるようにしてもよい。また、相手表示モニ

光撮像手段としての偏光撮像機（４０）が配置される。

ター（５０）を液晶モニター等で構成して、相手画像を

偏光撮像機（４０）は、カメラ（４１）のレンズに偏光

表示する発光面から照射される光を偏光にして、これで

フィルター（４２）が取り付けられている。偏光フィル

被写体用ライト（２０）を兼用させてもよい。

ター（４２）の偏光方位は、被写体用ライト（２０）の

【００２２】

偏光フィルター（２２）の偏光方位と等しく設計され

【発明の効果】本発明は、上述の構成を備えることによ

る。そのため、カメラ（４１）は、被写体の人物の顔

って、次の効果を奏する。請求項９に記載の背景捨象撮

（１０）に照射されて反射された偏光は受光するが、背

像方法、または、請求項１に記載の装置によると、偏光

景用ライト（３０）から照射された偏光は受光しない。

撮像手段の受光する偏光が、被写体の背景に照射された

従って、偏光撮像機（４０）には、被写体の人物の顔

偏光の偏光方位と異なるので、光学的手段のみによっ

（１０）が撮像されると同時に、被写体の背景（１１）

50

て、被写体の背景を捨象して被写体の所望部位のみを撮
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像することができる。

る。

【００２３】請求項２に記載の背景捨象撮像装置による

【図面の簡単な説明】

と、被写体の所望部位に照射する被写体用偏光の偏光方

【図１】本発明による背景捨象撮像装置の要部説明図

位が、撮像手段が受光する偏光の偏光方位と等しいと同

【図２】別実施例の背景捨象撮像装置を示す要部説明図

時に、被写体の背景に照射する背景用偏光の偏光方位と

【図３】背景用ライトの正面断面図

異なるので、被写体等に悪影響を及ぼすことなく、撮像

【図４】同、側面断面図

用の光量不足を補完することができる。

【図５】相手表示モニターの正面図

【００２４】請求項３に記載の背景捨象撮像装置による

【図６】発光面の周囲にライトを設けた実施例における

と、背景用偏光照射手段が、発光部材に偏光フィルター
を取り付けて構成されるので、非撮像時には背景用偏光

相手表示モニターの正面図
10

【符号の説明】

照射手段を通常の室内灯として利用できる。

１０

被写体の所望部位

【００２５】請求項４に記載の背景捨象撮像装置による

１０

相手表示モニターに映った被写体

と、偏光撮像手段が、撮像手段に偏光フィルターを取り

１１

背景

付けて構成されるので、簡易に形成できる。

１１

相手表示モニターに映った背景

【００２６】請求項５に記載の背景捨象撮像装置による

２０

被写体用ライト

と、被写体用偏光照射手段が、発光部材に偏光フィルタ

２１、３１

ーを取り付けて構成されるので、簡易に形成できる。

２２、３２、４２

【００２７】請求項６に記載の背景捨象撮像装置による

３０

背景用ライト

と、被写体用偏光照射手段が、通信相手の映像を表示す

３３

反射板

る相手表示モニターで構成されるので、通信の利便性と

20

発光部材
偏光フィルター

３４

支持体

共に簡易に形成できる。

４０

偏光撮像機

【００２８】請求項７に記載の背景捨象撮像装置による

４１

カメラ

と、相手表示モニターが、発光部材に偏光フィルターを

５０

相手表示モニター

取り付けて構成されるので、簡易に形成できる。

５１

発光面

【００２９】請求項８に記載の背景捨象撮像装置による

５２

ライト

と、相手表示モニターが、偏光を発光する部材で構成さ

６０

通信回線

れる液晶モニター等で構成されるので、簡素に形成でき
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