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(57)【要約】
　環境を照明するためのシステム及び方法が開示される
。照明システムは、少なくとも１つの光源と、少なくと
も１つの光源と通信する制御システムとを有する。光源
は、複数の放射特性を有する光を放射するように構成さ
れている。制御システムは、光源により放射された光の
少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させるよう
に構成されている。環境を照明するための方法は、光源
からの光を放射することと、放射された光の少なくとも
１つの放射特性をランダムに変化させることと、を含む
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明システムであって、
　複数の放射特性を有する光を放射するように構成されている、少なくとも１つの光源と
、
　前記少なくとも１つの光源と通信する制御システムであって、前記光源により放射され
た前記光の少なくとも１つの前記放射特性をランダムに変化させるように構成されている
、制御システムと、を備える、
　照明システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記光源は、１又は複数の固体照明要素を備
える、照明システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の照明システムであって、前記光源は、２又はそれ以上の固体照明要素
を備え、前記２又はそれ以上の固体照明要素は、異なる放射特性を有する光を放射するよ
うに構成されている、照明システム。
【請求項４】
　請求項２に記載の照明システムであって、前記光源は、蛍光照明要素及び白熱照明要素
から構成されるグループから選択された少なくとも１つの照明要素をさらに備える、照明
システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記複数の放射特性は、強度、スペクトルパ
ワー密度、空間勾配から構成されるグループから選択された少なくとも１つの特性を含む
、照明システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記少なくとも１つの光源は、複数の光源を
備え、前記制御システムは、１又はそれ以上の前記複数の光源と通信する、照明システム
。
【請求項７】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記少なくとも１つの光源は、複数の光源を
備え、前記複数の光源のそれぞれは、関連する制御システムを有する、照明システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の照明システムであって、雑音信号源をさらに備え、前記制御システム
は、雑音信号を使用して前記少なくとも１つの放射特性についてランダム変化を生成する
、照明システム。
【請求項９】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記雑音信号は、ピンク雑音信号である、照
明システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記雑音信号は、フリッカー雑音信号である
、照明システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記制御システムは、所定の時間の間、前記
少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させるように構成されている、照明システム
。
【請求項１２】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記制御システムは、所定の時間又は所定の
周波数のうちの１つで、少なくとも１つの放射特性を変化させるようにさらに構成されて
いる、照明システム。
【請求項１３】
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　請求項１に記載の照明システムであって、前記制御システムは、所定の範囲内の値にお
いて、前記少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させるように構成されている、照
明システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の照明システムであって、前記所定の範囲は、所定の時間又は所定の
周波数のうちの１つで変化する、照明システム。
【請求項１５】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記制御システムは、前記光源により放射さ
れた前記光の所定の範囲の周波数にわたって、前記少なくとも１つの放射特性をランダム
に変化させるように構成されている、照明システム。
【請求項１６】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記制御システムは、前記少なくとも１つの
光源により照明される環境の態様を検出するように構成されている少なくとも１つのセン
サを備え、
　前記制御システムは、前記少なくとも１つのセンサにより検出された前記環境の前記態
様に基づいて、前記少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させるように構成されて
いる、照明システム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の照明システムであって、前記少なくとも１つのセンサは、前記環境
の周囲の光を検出するように構成されている、照明システム。
【請求項１８】
　請求項１に記載の照明システムであって、前記少なくとも１つの光源により照明される
環境内の少なくとも１つの対象の態様を検出するように構成されている少なくとも１つの
センサをさらに備え、
　前記制御システムは、前記センサにより検出された前記少なくとも１つの対象の前記態
様に基づいて、前記少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させるように構成されて
いる、照明システム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の照明システムであって、前記少なくとも１つのセンサは、前記環境
内の前記少なくとも１つの対象の動きを検出するように構成されている、照明システム。
【請求項２０】
　請求項１７に記載の照明システムであって、前記少なくとも１つのセンサは、前記少な
くとも１つの対象の１又は複数の生理学的特徴を検出するように構成されている、照明シ
ステム。
【請求項２１】
　環境を照明する方法であって、
　光源から光を放射するステップであって、前記放射された光は、複数の放射特性を有す
る、ステップと、
　前記放射された光の少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させるステップと、
　を含む、方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法であって、
　前記ランダムに変化させるステップは、強度、スペクトルパワー密度及び空間勾配から
構成されるグループから選択された少なくとも１つの特性をランダムに変化させることを
含む、方法。
【請求項２３】
　請求項２１に記載の方法であって、
　前記ランダムに変化させるステップは、雑音信号を使用して前記少なくとも１つの放射
特性をランダムに変化させることを含む、方法。
【請求項２４】
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　請求項２３に記載の方法であって、前記雑音信号は、ピンク雑音信号である、方法。
【請求項２５】
　請求項２１に記載の方法であって、前記ランダムに変化させるステップは、所定の時間
の間、前記少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させることを含む、方法。
【請求項２６】
　請求項２１に記載の方法であって、前記ランダムに変化させるステップは、所定の範囲
内の値において、前記少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させることを含む、方
法。
【請求項２７】
　請求項２１に記載の方法であって、前記環境の態様を検出するステップをさらに備え、
　前記ランダムに変化させるステップは、前記環境の前記態様に基づいて、前記少なくと
も１つの放射特性をランダムに変化させることを含む、方法。
【請求項２８】
　請求項２１に記載の方法であって、前記環境内の少なくとも１つの対象の態様を検出す
るステップをさらに含み、
　前記ランダムに変化させるステップは、前記センサにより検出された前記少なくとも１
つの対象の態様に基づいて、前記少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させること
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、内容がその全体として参照により本明細書に組み込まれる、２０１４年６月
１６日に「スマートヒューマン照明」と題して出願された米国特許出願６２／０１２５７
９号の優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、概して、照明システムに関し、より詳細には、環境を可変的に照明するため
のシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　照明システムは、現代社会のユビキタスな側面である。そのような照明システムが照明
する生物学的実体への影響に関して、多くの研究が行われてきた。これらの研究は、動的
照明の様々な形態を生み出してきた。それにもかかわらず、従来の照明システムは、照明
対象の心理生理学的パフォーマンスを改善し又は最適化する能力が不足している。既存の
動的照明オプションは、実際、そのような最適化が不可能である。したがって、より堅固
で万能な照明システムのニーズが依然として存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の態様は、環境を照明するためのシステム及び方法に関する。
【０００５】
　本発明の一態様によれば、照明システムが開示される。照明システムは、少なくとも１
つの光源と、当該少なくとも１つの光源と通信する制御システムと、を含む。光源は、複
数の放射特性を有する光を放射するように構成される。制御システムは、光源により放射
された少なくとも１つの光の放射特性をランダムに変化させるように構成される。
【０００６】
　本発明の別の態様によれば、環境を照明するための方法が開示される。方法は、光源か
ら光を放射することと、放射された光の少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させ
ることと、を含む。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は、同様の要素が同じ参照番号を有する添付の図面と関連して読まれるとき、以
下の詳細な説明から最も理解される。複数の同様の要素が存在するとき、特定の要素を参
照する小文字の割り当てとともに、単一の参照番号が複数の同様の要素に対して割り当て
られてもよい。集合的な要素又は不特定の１又は複数の要素を参照するとき、小文字の割
り当てが省略されてもよい。一般的な慣行によれば、特に明記されない限り、図面の様々
な特徴が縮小で描かれていないことを強調する。一方で、様々な特徴の寸法は、明瞭のた
めに拡大又は縮小されてもよい。図面には以下の数字が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の態様による例示的な照明システムを示す図である。
【図２Ａ－２Ｂ】図２Ａ及び２Ｂは、図１の照明システムの例示的なスペクトル制御を示
す画像である。
【図３】本発明の態様による環境を照明するための例示的な方法を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書に記載される例示的な照明システム及び方法は、屋内又は屋外の環境を可変的
に照明するために使用可能である。本明細書に記載されるように、光の特性の任意の数は
、本発明の態様により変化してもよい。開示された実施形態は、生体への照明を変化させ
ることに関して主に記載するが、本発明は、それに限定されないと理解されるだろう。開
示された実施形態は、生体の有無にかかわらず、あらゆる環境を照明するために使用可能
であってもよい。
【００１０】
　本明細書に記載される例示的なシステム及び方法は、照明対象の心理生理学的パフォー
マンスに影響を与えることに特に適しているかもしれない。本発明の照明システム及び方
法は、特定の生理学的目標（例えば、快適性、パフォーマンス及び／又は健康状態の最適
化等）を達成するために、照明対象への光の送達を変化させてもよい。開示された実施形
態を使用して、より健康的で、より効果的な教育、覚醒度の増加、気分の高揚、ストレス
の軽減、生産性又は認知の向上を含むパフォーマンスの向上が達成され得る。特に、開示
された実施形態は、所望の行動又は反応を促進するために、生体の脳波同調を刺激する周
波数で光要素を変化させるために使用されてもよい。
【００１１】
　図面を参照すると、図１は、本発明の態様による例示的な照明システム１００を示す。
システム１００は、環境を照明するために使用可能である。一般に、システム１００は、
少なくとも１つの光源１１０及び制御システム１２０を含む。システム１００の追加的な
詳細が以下に記載される。
【００１２】
　光源１１０は、光を放射するように構成される。光源１１０により放射された光は、複
数の放射特性を有する。
【００１３】
　本明細書で使用されるように、「放射特性」という用語は、ある光の種類と関連し、記
載し又は分類する任意の特徴又は尺度を指す。放射特性は、単一の光源１１０からの光に
適用してもよく、又は、複数の光源１１０からの光に適用してもよい。光源１１０により
放射された光の放射特性は、例として、強度、スペクトルパワー密度及び空間勾配を含む
。光の強度は、１又は複数の光源１１０により生成される放射照度を指す。光のスペクト
ルパワー密度は、電磁スペクトルに沿った各点で１又は複数の光源１１０により放射され
た光のパワーを指す。光の空間勾配は、照明システム１００により照明される環境内の各
点で光源１１０により放射された光の変化を指す。光の他の放射特性は、本明細書の記載
から当業者に知られている。
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【００１４】
　例示的な実施形態において、光源１１０は、発光ダイオード（ＬＥＤ）のような固体照
明要素を備える。光源１１０は、全て同じ種類の照明要素（同じ放射特性を有する光を放
射する）であってもよく、又は、１又は複数の光源１１０は、異なる種類の照明要素（異
なる放射特性を有する光を放射する）であってもよい。
【００１５】
　好適な実施形態において、各光源１１０は、固体照明要素のセットから形成される。セ
ット内の各個体照明要素は、異なるスペクトルパワー密度を有する光を放射するように適
合される。異なるスペクトル密度は、可視領域内にあってもよく、又は、電磁スペクトル
全体にわたってもよい。図２Ａに示すように、１つの光源１１０ａは、主に青色固体光１
１２ａ、主に緑色固体光１１４ａ及び主に赤色固体光１１６ａを含めてもよい。図２Ｂに
示すように、別の光源１１０ｂは、主に紫外固体光１１２ｂ、主に可視固体光１１４ｂ及
び主に赤外固体光１１６ｂを含めてもよい。システム１００は、各スタイルの１又は複数
の光源１１０を含めてもよく、又は、光源１１０は、本明細書の記載から当業者に理解さ
れるように、複数の固体光の他の組合せを含めてもよい。
【００１６】
　各光源１１０における照明要素の数は、説明目的で提供され、限定されることを意図さ
れない。各光源１１０は、単一の照明要素を含めてもよく、又は、複数の照明要素を含め
てもよい。光源１１０は、１０～１２個程度の固体照明要素を、又は、それ以上の固体照
明要素を本発明の範囲から逸脱することなく、含めてもよい。
【００１７】
　一実施形態において、光源１１０は、固体照明要素を組み込むものとして記載されるが
、本発明はそれに限定されないと理解されるだろう。反対に、光源１１０は、本明細書の
記載から当業者に知られている任意の種類の照明要素を含めてもよい。光源１１０は、例
えば、白熱灯、蛍光灯、エレクトロルミネセンス灯、レーザー灯又はこれらの任意の組み
合わせを含めてもよい。光源１１０の種類及び数は、照明される環境のサイズ、所望の照
明の照度、システム１００により作られる所望の効果に基づいて、又は、本明細書の記載
から当業者に知られている任意の他の要因に基づいて、選択されてもよい。
【００１８】
　一実施形態において、光源１１０は、一般に可視光を放射するものとして記載されるが
、本発明はそれに限定されないと理解されるだろう。例えば、１又は複数の光源１１０は
、電磁スペクトルの赤外又は紫外部分の任意の点の波長を有する光を放射するように構成
されてもよい。
【００１９】
　図１に示す光源１１０の数は、説明目的で提供され、限定されることを意図されない。
任意の数の光源１１０は、本発明の範囲を逸脱することなく使用されてもよい。光源１１
０の数は選択されてもよく、例えば、照明される環境のサイズ、照明の所望の照度、シス
テム１００により作られる所望の効果に基づいて、又は、本明細書の記載から当業者に知
られている任意の他の要因に基づいて、選択されてもよい。
【００２０】
　制御システム１２０は、少なくとも１つの光源１１０と通信する。システム１００が複
数の光源１１０を含む場合、制御システム１２０は、各光源１１０と通信してもよい。さ
らに、単一の制御システム１２０が図１に示されるが、本発明はそれに限定されないと理
解されるだろう。反対に、複数の制御システム１２０が実装され得る。
【００２１】
　一実施形態において、各光源１１０は、関連する制御システムを含めてもよい。本実施
形態において、制御システムは、関連の光源１１０のみを制御するように独立して動作し
てもよく、又は、互いに通信するように動作してもよい。さらに例示的な実施形態におい
て、各光源１１０は、マスター制御システム１２０と通信する関連の制御システムを含む
。マスター制御システム１２０は、本明細書の記載による全ての光源１１０のグローバル
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制御を実行し、一方で分散制御システムは、それぞれの光源１１０のより細かい制御を提
供する。
【００２２】
　制御システム１２０は、本明細書に列記される機能を実行するための１又は複数のコン
ポーネントを含む。制御システム１２０は、数々の方法で実装されてもよい。例えば、ハ
ードウェア・コンポーネント、開示された機能を実行するソフトウェアを用いてプログラ
ムされた１又は複数のマイクロプロセッサ、又は、本明細書に記載の機能を実行する関連
の回路とともに、ハードウェア・コンポーネント及びプログラムされたマイクロプロセッ
サの組合せを含む。
【００２３】
　制御システム１２０は、光源１１０により放射された光の放射特性を制御する。特に、
制御システム１２０は、光源１１０により放射された光の少なくとも１つの放射特性をラ
ンダムに変化させるように構成される。本明細書で使用する場合、「ランダムに変化する
」又は「ランダム変化」という語句は、１又は複数の変化の要因がランダムに決定される
少なくとも１つの放射特性に対する任意の変化を指す。ランダム変化は、例えば、変化の
タイミング、継続時間、量及び又は速度がランダムに決定される、少なくとも１つの放射
特性の変化についてカバーする。信号のランダム（又は確率論的）変化は、光源１１０に
より放射された光の所定のスペクトル分布により特徴付けられ又はそれに依存してもよい
。開示されたランダム変化をもたらすためにランダムに決定されることができる、放射特
性の変化の他の態様は、本明細書の記載から当業者に知られるだろう。少なくとも１つの
変化の要因がランダムに決定されるが、変化の他の要因は依然として既定され又は選択さ
れてもよいと理解されるだろう。
【００２４】
　複数の制御システムが使用される場合、異なる放射特性は、異なる制御システム１２０
によりランダムに変化してもよい。例示的な実施形態において、システム１００は、中央
制御システム１２０と、それぞれの光源１１０を割り当てる複数の分散制御システムとを
含む。分散制御システムは、関連の光源１１０の強度及び／又はスペクトルパワー密度を
ランダムに変化させるように構成され、一方で中央制御システム１２０は、照明システム
１００により照明される環境内の光の空間勾配をランダムに変化させるように構成される
。
【００２５】
　同様に、複数の光源１１０が使用されるとき、各光源１１０の放射特性は、同期又は非
同期の方法で制御されてもよい。一実施形態において、各光源１１０の放射特性のランダ
ム変化は、同時に発生するように調整され又は制御されてもよい。別の実施形態において
、各光源の放射特性のランダム変化は、非協調で及び互いに他の光源から独立していても
よい。
【００２６】
　システム１００は、雑音源１３０をさらに備えてもよい。雑音源１３０は、制御システ
ム１２０に提供される雑音信号を生成する。好適な雑音源は、本明細書の記載から当業者
に知られるだろう。
【００２７】
　例示的な実施形態において、雑音信号は、ピンク雑音（又は１／ｆ雑音）信号である。
ピンク雑音は、雑音の周波数に反比例するスペクトルパワー密度を有する。好適な実施形
態において、ランダム変化を生成するために使用されるピンク雑音は、１／ｆaの式に従
い、ｆが変化の周波数であり、ａが不等式０．８＜ａ＜１．３を満たす定数である。雑音
信号は、さらにフリッカー雑音信号であってもよい。他の適切な雑音信号は、本明細書の
記載から当業者に知られるだろう。
【００２８】
　制御システム１２０は、雑音源１３０からの雑音信号を使用して、少なくとも１つの放
射特性についてランダム変化を生成する。一例では、制御システム１２０は、雑音信号が
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特定の範囲の内部又は外部に収まるとき、又は、特定の値と等しいとき、少なくとも１つ
の放射特性を変化させてもよい。別の例では、制御システム１２０は、雑音信号の値（例
えば、雑音信号の振幅又は周波数）を使用してもよく、少なくとも１つの放射特性の値を
計算する。少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させるために雑音源１３０から雑
音信号を組み込む他の制御スキームは、本明細書の記載から当業者にとって明らかである
。
【００２９】
　以下に、制御システム１２０により生成され得るランダム変化の特定の実施形態を列挙
する。これらの実施形態は、説明目的で提供され、限定することを意図されないことが当
業者により理解されるだろう。反対に、これらの任意の実施形態は、本発明の範囲から逸
脱することなく、異なる種類のランダム変化となるように変更され又は組み合わされても
よい。
【００３０】
　制御システム１２０は、所定の時間の間、光の少なくとも１つの放射特性をランダムに
変化させるように構成されてもよい。例えば、照明システム１００により照明される環境
内で、どの時間の範囲に、生体が存在することが予想されているかが既定されてもよい。
そして、制御システム１２０は、この時間の間のみ、光のスペクトルパワー密度及び／又
は強度をランダムに変化させてもよい。この所定の時間が終了すると、制御システム１２
０は、少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させることを止める。
【００３１】
　上記の実施形態において、所定の時間は、必ずしもそうである必要はないが、一定の時
間であってもよい。時間は、それ自体が所定の周波数で変化してもよい。例えば、所定の
時間は、一方の日数又は一方の時間の間が、他方の日数又は他方の時間の間より長くなっ
てもよい。
【００３２】
　制御システム１２０は、所定の周波数で、光の少なくとも１つの放射特性をランダムに
変化させるように構成されてもよい。例えば、放射された光の強度は、徐々に（１日のう
ちに）変化すべきであること、及び／又は、放射された光のスペクトル電源密度は、直ぐ
に（例、毎分又は毎秒）変化すべきであることが既定されてもよい。そして、制御システ
ム１２０は、これらの異なる周波数に基づいて強度及び／又はスペクトルパワー密度をラ
ンダムに変化させてもよい。
【００３３】
　制御システム１２０は、所定の範囲内の値において、光の少なくとも１つの放射特性を
ランダムに変化させるように構成されてもよい。例えば、特定の環境又は当該環境内で生
ずる特定のタスクについて、適切な値の範囲（例、適切な強度値の範囲）及び／又は平均
若しくは中間の値が既定されてもよい。放射された光の強度値の適切な範囲は、（照明工
学協会により提唱されるように）照明環境に関する様々な基準から既定されてもよい。例
示的な実施形態において、放射された光の範囲は、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）によ
って作成された「視聴者への健康リスクを軽減するための高輝度ＬＥＤにおける電流変調
のためのＩＥＥＥ推奨実施法」に基づいて既定されてもよく、これらの内容が全体として
参照により本明細書に組み込まれる。そして、制御システム１２０は、所定の範囲内又は
平均若しくは中間の値からの所定の距離内でのみ、光の強度をランダムに変化させてもよ
い。制御システム１２０は、所定の範囲外の値又は所定の平均若しくは中間から十分に離
れた値について光の強度をランダムに変化させることを防止してもよい。
【００３４】
　上記の実施形態において、所定の範囲は、必ずしもそうである必要はないが、一定の範
囲であってもよい。所定の範囲は、それ自体が所定の時間及び／又は所定の周波数で変化
してもよい。例えば、放射特性についての所定の範囲は、１日のある時間の方が１日の別
の時間より広範であってもよい。
【００３５】
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　制御システム１２０は、少なくとも所定の量で、光の少なくとも１つの放射特性をラン
ダムに変化させるように構成されてもよい。例えば、変化が照明対象にとって知覚可能で
あるには、放射特性に対してどの程度の変化量が必要であるかが既定されてもよい。そし
て、制御システム１２０は、変化が照明対象にとって知覚可能であるには、少なくともこ
の所定の量で、光のスペクトルパワー密度及び／又は強度をランダムに変化させてもよい
。
【００３６】
　制御システム１２０は、光源１１０により放射された光の所定の範囲の周波数にわたっ
て、光の少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させるように構成されてもよい。例
えば、放射された光の可視部分（又は可視部分のいくつかの下位部分）を変更させること
のみを所望してもよく、一方で赤外又は光の他の不可視部分は変更しないままとしてもよ
い。したがって、制御システム１２０は、光の可視部分についてのみ（又は可視部分の下
位部分）、光のスペクトルパワー密度及び／又は強度をランダムに変更させてもよい。
【００３７】
　例示的な実施形態において、光源１１０は、制御システム１２０によりランダムに変化
する光の周波数の範囲毎に特定のドライバを含む。例えば、光源１１０ａは、主に青色固
体光１１２ａを駆動するための第１ドライバ１１１ａ、主に緑色固体光１１４ａを駆動す
るための第２ドライバ１１３ａ及び主に赤色固体光１１６ａを駆動するための第３ドライ
バ１１５ａを含めてもよい。この例では、制御システム１２０は、光源１１０ａにより放
射された光のスペクトルパワー密度及び／又は所望の周波数の範囲の強度をランダムに変
化させるために、特定のドライバ１１１ａ、１１３ａ、１１５ａと通信してもよい。別の
例では、光源１１０ｂは、主に紫外固体光１１２ｂを駆動するための第１ドライバ１１１
ｂ、主に可視固体光１１４ｂを駆動するための第２ドライバ１１３ｂ及び主に赤外固体光
１１６ｂを駆動するための第３ドライバ１１５ｂを含めてもよい。この例では、制御シス
テム１２０は、光源１１０ｂにより放射された光のスペクトルパワー密度及び／又は所望
の周波数の範囲の強度をランダムに変化させるために、特定のドライバ１１１ｂ、１１３
ｂ、１１５ｂと通信する。
【００３８】
　制御システム１２０は、所定の領域内の光の少なくとも１つの放射特性をランダムに変
化させるように構成されてもよい。例えば、照明システム１００により照明される環境内
のどの部分に生体を含むと予想されているかが既定されてもよい。そして、制御システム
１２０は、環境の領域内でのみ放射特性をランダムに変化させてもよい。制御システム１
２０は、この所定の領域外で、少なくとも１つの放射特性をランダムに変化させない。
【００３９】
　上記のランダム変化に加えて、制御システム１２０は、所定の又は非ランダムの方法で
少なくとも１つの放射特性を変化させるように、さらに構成されてもよい。少なくとも１
つの放射特性の所定の分散は、所定の時間又は所定の周波数で発生してもよい。例えば、
ランダム変化に加えて、制御システム１２０は、概日リズム又はサイクルで少なくとも１
つの放射特性を変化させてもよい。
【００４０】
　制御システム１２０は、少なくとも１つのセンサ１４０をさらに備えてもよい。センサ
１４０は、光源１１０により照明される（又は隣接する）環境の態様を検出するように構
成されてもよい。例えば、センサ１４０は、１又は複数の環境の周囲の条件、例えば、照
明レベル、温度、湿度、気圧及び／又は雑音を検出してもよい。センサ１４０のように、
使用に適した周囲の条件センサは、本明細書の条件から当業者に理解されるであろう。
【００４１】
　センサ１４０は、光源１１０により照明される（又は隣接する）環境内の少なくとも１
つの生体の態様を検出するように構成されてもよい。例えば、センサ１４０は、環境内の
生体のいかなる動きをも検出するように構成されている動作センサであってもよい。別の
例では、センサ１４０は、対象の１又は複数の生理学的特徴を検出するように構成されて
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いる生理学的センサであってもよい。生理学的センサ１４０は、非接触又は非侵襲である
ことが望ましいが、従来の接触式センサであってもよい。センサ１４０により感知された
生理学的特徴は、例えば、体温、心拍数、呼吸数、血圧、酸素飽和度、脳活動、目の追跡
、身体化学、皮膚電位活動等を含めてもよい。センサ１４０のように、使用に適した動作
又は生理学的センサは、本明細書の条件から当業者に知られるだろう。
【００４２】
　センサ１４０により感知された条件は、光源１１０の制御で用いるために制御システム
１２０に対して通信される。特に、制御システム１２０は、センサ１４０により感知され
た環境及び／又は対象の態様に基づいて、光源１１０により放射された光の少なくとも１
つの放射特性をランダムに変化させてもよい。一例で、センサ１４０は、周囲の光レベル
を検出してもよく、及び、制御システム１２０は、検出された周囲の光のレベルに基づい
て、放射された光の強度の範囲を調整してもよい。別の例で、センサ１４０は、生体が以
前には存在しなかった部屋又は環境内に、現在は存在することを検出してもよい。そして
、制御システム１２０は、対象が存在するという検出に応じて、光源１１０の強度及び／
又はスペクトルパワー密度をランダムに変化させ始めてもよい。制御システム１２０は、
望ましくは、センサ１４０からのフィードバックに基づいてリアルタイムで放射特性を変
化させるように構成されてもよい。
【００４３】
　図３は、本発明の態様による環境を照明するための例示的な方法２００を示す。一般に
、方法２００は、光を放射し、放射された光を変化させることを含む。方法２００の追加
的な詳細は、システム１００のコンポーネントに関して以下に記載される。
【００４４】
　ステップ２１０において、光は、光源から放射される。例示的な実施形態において、１
又は複数の光源１１０は、光を放射する。光は、複数の放射特性、例えば、上記に記載し
たような、強度、スペクトルパワー密度及び勾配を有する。
【００４５】
　ステップ２２０において、放射された光は、ランダムに変化させられる。例示的な実施
形態において、制御システム１２０は、放射された光の少なくとも１つの放射特性をラン
ダムに変化させる。制御システム１２０は、システム１００に関して上記で説明した任意
の実施形態に基づいて放射特性をランダムに変化させてもよい。
【００４６】
　ステップ２２０は、光源１１０より放射された光の強度、スペクトルパワー密度及び／
又は空間勾配をランダムに変化させることを含めてもよい。ステップ２２０は、タイミン
グ、種類、変化量を制御するためのピンク雑音を使用して、放射特性をランダムに変化さ
せることをさらに含めてもよい。ステップ２２０は、システム１００に関して上記で説明
したように、所定の時間の間、所定の範囲の値にわたって、光の所定の範囲の周波数にわ
たって、又は、所定の領域内において、放射特性を変化させるステップをさらに含めても
よい。
【００４７】
　方法２００は、上記のステップに限定されないが、本明細書の記載から当業者に理解さ
れるように、代替又は追加のステップを含めてもよい。
【００４８】
　方法２００は、センサを用いて環境の態様を検出するステップをさらに含めてもよい。
このステップは、環境の周囲の特性を検出すること及び／又は環境内の生体の態様を検出
することを含めてもよい。そして、方法は、センサを用いて検出された環境又は対象の態
様に基づいて放射特性をランダムに変化させてもよい。
【００４９】
　本発明は、特定の実施形態に関して本明細書に説明され及び記載されたが、本発明は、
示される詳細に限定されることを意図するわけではない。むしろ、クレームの等価物の目
的及び範囲内であって、且つ、本発明から逸脱することなく、詳細において様々な修正が
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なされてもよい。

【図１】 【図２Ａ－２Ｂ】
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【図３】
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