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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象者に光線療法を提供するためのシステムであって、前記システムは、
　電磁放射を放出する光源であって、放出される電磁放射が、変更可能な強度を有する電
磁放射を含む、光源と、
　コンピュータプログラムモジュールを実行する１つ又は複数の処理装置と、
　前記対象者の瞼が開いているか又は閉じているかを検出する瞼検出器と、
を備え、前記コンピュータプログラムモジュールが、
　　前記対象者のための光線療法レジームを取得する療法モジュールを備え、前記光線療
法レジームが、第１の段階及び第２の段階を含む段階を規定し、前記第１の段階が、１日
又は複数日中の第１の期間に関連付けられ、前記第２の段階が、前記第１の期間とは異な
る１日又は複数日中の第２の期間に関連付けられ、前記光線療法レジームが、
　　　前記第１の段階中に、前記対象者が、第１の波長範囲を有する電磁放射を含むパル
ス電磁放射を受け取り、パルス中の電磁放射が第１の強度であり、前記第１の波長範囲及
び前記第１の強度が、前記対象者の閉じた瞼への投射時に前記対象者のＳ錐体受容体を刺
激するように選択され、前記第１の期間中に受け取られた前記パルス電磁放射が、１０分
までのパルス持続時間と、０．１秒～１０分のパルス間隔とを有し、
　　　前記第２の段階中に、前記対象者が電磁放射を受け取り、前記第２の段階中の前記
電磁放射の１つ又は複数のパラメータが、前記第１の段階中の前記パルス電磁放射から変
更され、従って、前記第１の段階中に提供される光線療法が、前記第２の段階中に提供さ
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れる光線療法とは異なるように構成され、
　前記コンピュータプログラムモジュールが、
　　前記光線療法レジームに従って前記１つ又は複数の光源からの放出を制御する光制御
モジュール
を備え、
　前記瞼検出器による前記対象者の瞼が開いているか又は閉じているかという検出に応じ
て、前記電磁放射の照射レベルを変更する、
システム。
【請求項２】
　前記第１の段階中の前記パルス電磁放射が、所定の波長範囲内にあり、前記所定の波長
範囲が、４１０ｎｍ～５１０ｎｍの範囲に及ぶ、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記光線療法レジームが、前記対象者の概日リズムの段階を修正することによって、睡
眠相後退症候群（ＤＳＰＳ）を治療するためである、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記光線療法レジームが、前記対象者の概日リズムの段階を修正することによって、睡
眠相前進症候群（ＡＳＰＳ）を治療するためである、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第２の段階中に受け取られた電磁放射は、メラトニン生成を抑制することなく前記
対象者によるコルチゾール生成が刺激されるように、５９０ｎｍ～７００ｎｍの範囲に及
ぶ第２の波長範囲を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第２の段階中に受け取られた電磁放射は、前記対象者の概日リズムの段階が修正さ
れるように、５００ｎｍ～５３０ｎｍの範囲に及ぶ第２の波長範囲を有する、請求項１に
記載のシステム。
【請求項７】
　前記第２の段階中に受け取られた電磁放射は、前記対象者によるコルチゾール生成を刺
激し、且つメラトニン生成を抑制する、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　概日リズムを有する対象者に光線療法を提供するシステムであって、前記システムは、
　前記対象者のための光線療法レジームを取得するための手段であって、前記光線療法レ
ジームが、第１の段階及び第２の段階を含む段階を規定し、前記第１の段階が、１日又は
複数日中の第１の期間に関連付けられ、前記第２の段階が、前記第１の期間とは異なる１
日又は複数日中の第２の期間に関連付けられ、前記光線療法レジームが、前記対象者のた
めの光線療法を提供するために、電磁放射が前記対象者の閉じられた瞼に投射することを
含む、手段と、
　前記第１の段階中に、第１の波長範囲を有する電磁放射を含むパルス電磁放射を放出す
るための手段であって、パルス中の電磁放射が第１の強度であり、前記第１の波長範囲及
び前記第１の強度が、投射時に前記対象者のＳ錐体受容体を刺激するように選択され、前
記第１の期間中に放出された前記パルス電磁放射が、１０分までのパルス持続時間と、０
．１秒～１０分のパルス間隔とを有する、手段と、
　前記第２の段階中に、電磁放射を放出するための手段であって、前記第２の段階中の前
記電磁放射の１つ又は複数のパラメータが、前記第１の段階中の前記パルス電磁放射から
変更され、従って、前記第１の段階中に提供される光線療法が、前記第２の段階中に提供
される光線療法とは異なる、手段と、
　前記対象者の瞼が開いているか又は閉じているかを検出する手段であって、前記対象者
の瞼が開いているか又は閉じているかという検出に応じて、前記電磁放射の照射レベルを
変更する手段と、
を備える、システム。
【請求項９】
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　前記光線療法レジームが、前記対象者の前記概日リズムの段階を修正することによって
、睡眠相後退症候群（ＤＳＰＳ）を治療するためである、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記光線療法レジームが、前記対象者の前記概日リズムの段階を修正することによって
、睡眠相前進症候群（ＡＳＰＳ）を治療するためである、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第２の段階中に放出される電磁放射は、メラトニン生成を抑制することなく前記対
象者によるコルチゾール生成が刺激されるように、５９０ｎｍ～７００ｎｍの範囲に及ぶ
第２の波長範囲を有する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第２の段階中に放出される電磁放射は、前記対象者の前記概日リズムの段階が修正
されるように、５００ｎｍ～５３０ｎｍの範囲に及ぶ第２の波長範囲を有する、請求項８
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第２の段階中に放出される電磁放射は、前記対象者によるコルチゾール生成を刺激
し、且つメラトニン生成を抑制する、請求項８に記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、光線療法によって対象者の概日リズムを修正するためのシステム及び方法に
関し、特に、特定のそのような修正を達成するために特定の波長範囲内の電磁放射のパル
スを使用することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　概日リズムに影響を及ぼすため、及び／又は光不足障害に対処するために、対象者に放
射を投射することが既知であり得る。一般に、これらの治療は、季節性情動障害（ＳＡＤ
：Seasonal Affective Disorder）、概日睡眠障害、及び例えばジェットラグ及びシフト
勤務に関連付けられる概日リズム障害を含めた光不足障害を緩和又は治癒するために、患
者が起きている状態で患者の眼に向けて直接光を照らすことを含む。
【０００３】
　現在利用可能な２つのタイプの光線療法デバイスが存在する。１つのタイプのデバイス
は、サイズが大きく、床又は机に取付け可能である。これらのデバイスは、蛍光灯又は発
光ダイオードの大型アレイからなる光源を含む。それらのデバイスはある位置から別の位
置に移動され得るが、一般には携帯可能ではなく、１日のうちの活動時間中にスケジュー
ルされた、静止していなければならない期間を必要とする。更に、この光源は、かなり壊
れやすい。第２の種類の光線療法デバイスは、頭に取付け可能である。これらのデバイス
は、アイガラス又はバイザとして形成される。それらは携帯可能であるが、頭に着用され
る時に見た目が奇妙であるため、公共の場で使用するには患者に一般に受け入れられない
。これらのデバイスは、一般に、それらが睡眠中に使用されて作用するのを可能にする機
能を備えていない。この第２のタイプのデバイスは、大抵は、高輝度の光を眼に向けるた
めに集束又は非拡散光源を使用していた。
【０００４】
　更に、これらのライトは、患者が起きている状態で患者の眼に光のビームを放出するよ
うに位置決めされる。この手法は、対象者に対する治療の快適さに影響を及ぼし得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　従って、本発明の１つ又は複数の実施形態の目的は、対象者に光線療法を提供するため
のシステムを提供することである。システムは、異なる強度での及び／又は異なるパラメ
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ータを有する電磁放射を放出するように構成された１つ又は複数の光源を備える。システ
ムは、更に、コンピュータプログラムモジュールを実行するように構成された１つ又は複
数の処理装置を備える。コンピュータプログラムモジュールは、療法モジュールと、光制
御モジュールとを備える。療法モジュールは、対象者のための光線療法レジームを取得す
るように構成される。光線療法レジームは、第１の段階及び第２の段階を含む段階を規定
する。第１の段階は、１日又は複数日中の第１の期間に関連付けられる。第２の段階は、
第１の期間とは異なる１日又は複数日中の第２の期間に関連付けられる。光線療法レジー
ムは、第１の段階中に、対象者が、第１の波長範囲を有する電磁放射を含むパルス電磁放
射を受け取り、パルス中の電磁放射が第１の強度であり、第１の強度が、投射時に対象者
のＳ錐体受容体を刺激するのに十分であるように構成される。第１の期間中に受け取られ
たパルス電磁放射は、約１０分までのパルス持続時間と、約０．１秒～約１０分のパルス
間隔とを有する。光線療法レジームは、更に、第２の段階中に対象者が電磁放射を受け取
るように構成される。第２の段階中の電磁放射の１つ又は複数のパラメータは、第１の段
階中のパルス電磁放射から変更され、従って、第１の段階中に提供される光線療法は、第
２の段階中に提供される光線療法とは異なる。光制御モジュールは、光線療法レジームに
従って１つ又は複数の光源からの放出を制御するように構成される。
【０００６】
　本発明の１つ又は複数の実施形態の更に別の態様は、対象者に光線療法を提供するため
の方法を提供することである。この方法は、対象者のための光線療法レジームを取得する
ステップであって、光線療法レジームが、第１の段階及び第２の段階を含む段階を規定し
、第１の段階が、１日又は複数日中の第１の期間に関連付けられ、第２の段階が、第１の
期間とは異なる１日又は複数日中の第２の期間に関連付けられ、光線療法レジームが、対
象者のための光線療法を提供するために、電磁放射が対象者の閉じられた瞼に投射するこ
とを含む、ステップと、第１の段階中に、第１の波長範囲を有する電磁放射を含むパルス
電磁放射を放出するステップであって、パルス中の電磁放射が第１の強度であり、第１の
強度が、投射時に対象者のＳ錐体受容体を刺激するのに十分であり、第１の期間中に放出
されたパルス電磁放射が、約１０分までのパルス持続時間と、約０．１秒～約１０分のパ
ルス間隔とを有する、ステップと、第２の段階中に、電磁放射を放出するステップであっ
て、第２の段階中の電磁放射の１つ又は複数のパラメータが、第１の段階中のパルス電磁
放射から変更され、従って、第１の段階中に提供される光線療法が、第２の段階中に提供
される光線療法とは異なる、ステップとを含む。
【０００７】
　１つ又は複数の実施形態の更に別の態様は、対象者に光線療法を提供するように構成さ
れたシステムを提供することである。このシステムは、対象者のための光線療法レジーム
を取得するための手段であって、光線療法レジームが、第１の段階及び第２の段階を含む
段階を規定し、第１の段階が、１日又は複数日中の第１の期間に関連付けられ、第２の段
階が、第１の期間とは異なる１日又は複数日中の第２の期間に関連付けられ、光線療法レ
ジームが、対象者のための光線療法を提供するために、電磁放射が対象者の閉じられた瞼
に投射することを含む、手段と、第１の段階中に、第１の波長範囲を有する電磁放射を含
むパルス電磁放射を放出するための手段であって、パルス中の電磁放射が第１の強度であ
り、第１の強度が、投射時に対象者のＳ錐体受容体を刺激するのに十分であり、第１の期
間中に放出されたパルス電磁放射が、約１０分までのパルス持続時間と、約０．１秒～約
１０分のパルス間隔とを有する、手段と、第２の段階中に、電磁放射を放出するための手
段であって、第２の段階中の電磁放射の１つ又は複数のパラメータが、第１の段階中のパ
ルス電磁放射から変更され、従って、第１の段階中に提供される光線療法が、第２の段階
中に提供される光線療法とは異なる、手段とを備える。
【０００８】
　本発明のこれら及び他の目的、特徴、及び特性、また、関連の構造要素の操作方法及び
機能、並びに部品の組合せ及び製造の経済性は、添付図面を参照して以下の説明及び添付
の特許請求の範囲を考慮すればより明らかになろう。添付図面は全て、本明細書の一部を
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成し、図面中、同様の参照番号は、様々な図中の対応する部品を表す。しかし、図面は、
例示及び説明目的のものに過ぎず、本発明の範囲の規定とは意図されていないことを明確
に理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１－３】１つ又は複数の実施形態による、対象者に光線療法を提供するように構成さ
れたシステムを示す図である。
【図４】１つ又は複数の実施形態によるシステムを示す図である。
【図５】波長に対する（対数スケールでの）ヒトの瞼の透過率を示すグラフである。
【図６Ａ－Ｃ】光源を担持する器具に関する変形形態を示す図である。
【図７】１つ又は複数の実施形態による光線療法を提供するためのシステムの構成要素を
概略的に示す図である。
【図８】１つ又は複数の実施形態による、対象者の閉じられた瞼に放射を放出することに
よって対象者を起こす方法を示す図である。
【図９Ａ】電磁放射の波長に対する一定のメラトニン抑制に必要とされる照射を示すグラ
フである。
【図９Ｂ】波長に対する網膜錐体受容体の相対応答時間を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書で使用される時、単数詞は、文脈上明確に断りがない限り、複数への言及も含
む。本明細書で使用される時、２つ以上の部品又は構成要素が「結合されている」という
言明は、連係が生じている限り、部品が直接的に又は間接的に（即ち少なくとも１つ又は
複数の中間部品又は構成要素を介して）一体に接合されている、又は一緒に動作すること
を意味する。本明細書で使用される時、「直接結合されている」は、２つの要素が互いに
直接接触していることを意味する。本明細書で使用される時、「固定して結合されている
」又は「固定されている」は、２つの構成要素が、互いに対して一定の向きを保ちながら
一体として動くように結合されていることを意味する。本明細書で使用される時、用語「
単体」は、構成要素が、単一部片又はユニットとして作成されていることを意味する。即
ち、個別に作成され、次いでユニットとして一体に結合された部片を含む構成要素は、「
単体」構成要素又は物体でない。本明細書で採用される時、２つ以上の部品又は構成要素
が互いに「係合」しているという言明は、部品が、直接、又は１つ若しくは複数の中間部
品又は構成要素を介して互いに力を及ぼしていることを意味するものとする。本明細書で
採用される際、用語「数」は、１、又は１よりも大きい整数（即ち、複数）を意味するも
のとする。本明細書で使用される時、用語「含む」は、限定はせずに例として、リストの
任意の要素及び／又はそのリスト内の要素の任意の組合せを可能な範囲で意味するために
、包含的に使用されるものとする。
【００１１】
　本明細書で使用される方向を表す語句、例えば、限定はしないが、上、下、左、右、上
側、下側、前、後、及びそれらの語形変化は、図面に示される要素の向きに関し、特に明
記されない限り、特許請求の範囲を限定しない。
【００１２】
　哺乳類の概日系は、地球上の局所的な位置での動物の生理学的及び行動的機能のタイミ
ングを調整する。概日系は、主に、網膜に入射する２４時間の明暗パターンに依存する。
ヒトの概日光シグナル伝達を司る光シグナル伝達メカニズムは、十分に良く解明されてお
り、幾つかのデバイスは、この理解を利用して、必要に応じて概日タイミングを調節する
ことができる。
【００１３】
　概日光シグナル伝達に関する中心的な光感知体は、内因性光感受性網膜神経節細胞（ｉ
ｐＲＧＣ：intrinsically photosensitive Retinal Ganglion Cells）として知られてい
るニューロンの１クラスである。これらのニューロンは、光シグナル伝達メカニズムの一
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部である。また、より多くの末梢杆体及び錐体光受容体が、アマクリン細胞及び双極細胞
を介してこのプロセスに関与する。これらの末梢光受容体によって発生された光情報は、
内因性光感受性網膜神経節細胞に直接は通信されないことがあり、網膜ニューロンの神経
叢を介して通信され得る。ヒトの色覚の根底にあるスペクトル対立ニューロンも、概日光
シグナル伝達メカニズムの一部である。特に、短波長感受性（Ｓ）錐体は、青－黄（ｂ－
ｙ）のスペクトル対立双極細胞を介して、内因性光感受性網膜神経節細胞に脱分極入力を
提供することができる。概日光シグナル伝達メカニズムの神経生理学により、約５１０ｎ
ｍ（これらのｂ－ｙ双極細胞による単色光に対する脱分極応答と過分極応答との交点）よ
りも短い波長に対するｂ－ｙ双極細胞による応答は、内因性光感受性網膜神経節細胞によ
る光応答に加わることがあるが、約５１０ｎｍよりも長い波長ではあり得ない。本開示の
他の箇所で述べるように、Ｓ錐体、Ｍ錐体、及び／又はＬ錐体受容体が感受性を有する波
長を有する様々なタイプの電磁放射が、一般に光線療法を提供するため、特に対象者の概
日リズムを修正するために複合及び／又は交番され得る。
【００１４】
　網膜内の末梢光受容体に比べて、内因性光感受性網膜神経節細胞の直接の光刺激は高い
閾値を示すことがあり、刺激される時に応答が遅いことがある。刺激されると、内因性光
感受性網膜神経節細胞は、光が消滅された十分に後に、光に対する持続的な応答を示すこ
とがある。例えば、ｂ－ｙ双極細胞を介して作用するＳ錐体は、比較的低い強度であって
短いパルスの光に応答することがあり、このような光は、必ずしも、内因性光感受性網膜
神経節細胞を刺激しない。Ｓ錐体が概日光シグナル伝達に関与するため、短波長の光（＜
５１０ｎｍ）の短いパルスの列は、直接、及び／又は内因性光感受性網膜神経節細胞の持
続的な過渡刺激によって、概日系を活性化及び／又は刺激することが可能であり得る。後
者の場合、内因性光感受性網膜神経節細胞による応答の固有の持続性により、Ｓ錐体入力
からの内因性光感受性網膜神経節細胞の間歇的な刺激が、これらのニューロンによる長期
の応答を提供することがある。
【００１５】
　幾つかの実施形態では、光線療法の幾つかのタイプ及び／又は段階に関して、放出され
た電磁放射が、内因性光感受性網膜神経節細胞及び／又はＳ錐体受容体を刺激することが
ある。内因性光感受性網膜神経節細胞は、網膜内の神経細胞の１タイプである。内因性光
感受性網膜神経節細胞は、像形成をしないことがあり得て、及び／又は周囲光強度の安定
した表現を提供することができる。その結果、内因性光感受性網膜神経節細胞は、限定は
しないが、少なくとも以下の３つの領域に関与することがある：（１）これらの細胞は、
昼の長さ、夜の長さ、夜から昼及び昼から夜の移行情報を提供することによって、明暗サ
イクルに概日リズムを同期させる役割を果たすことがある、（２）これらの細胞は、瞳孔
の大きさの調整に寄与することがある、及び（３）これらの細胞は、メラトニンホルモン
の解放の光調整及び急激な光抑制に寄与することがある。可視スペクトル内の電磁放射に
関する内因性光感受性網膜神経節細胞の感度プロファイルにより、従来の光線療法システ
ム、特に開いた眼のために意図されているシステムは、４８０ｎｍ付近の波長帯域に焦点
を当てており、連続的な照明を利用して、（好ましくはピーク感度での）内因性光感受性
網膜神経節細胞の直接の刺激を狙いとすることがある。便宜上、本開示では、用語「睡眠
サイクル」は、対象者に関する概日リズム、及び／又はメラトニンの生成、抑制、及び／
又は解放を表すために使用される。
【００１６】
　図１～図３は、１つ又は複数の実施形態による、対象者１０６に光線療法を提供するよ
うに構成されたシステム１０を示す。システム１０は、（図１に示されるような）睡眠マ
スク１２として、対象者１０６の眼の近く及び／又は眼の中に着用されるように及び／又
は対象者１０６の適切な近位で光源を担持するように構成された器具１１として、及び／
又は他の方法／デバイスで実装され得る。睡眠マスク１２を使用する実装形態は、何ら限
定を意図されていない。例えば、追加の実装形態が、図６Ａ～Ｃに関係して説明される。
図１～図３に戻ると、図１～図２は、システム１０の対象者１０６とは逆に面する側を示
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し、一方、図３は、システム１０の対象者１０６に面する側を示すことに留意されたい。
【００１７】
　システム１０は、季節性情動障害（ＳＡＤ：Seasonal Affective Disorder）、睡眠相
後退症候群（ＤＳＰＳ：Delayed Sleep Phase Syndrome）、睡眠相前進症候群（ＡＳＰＳ
：Advanced Sleep Phase Syndrome）、概日睡眠障害、及び／又は、例えばジェットラグ
及び／又はシフト勤務に関連付けられる概日リズム障害を含む光不足障害を治療、緩和、
及び／又は治癒するために使用され得る。
【００１８】
　システム１０は、電磁放射が対象者１０６に投射する、特に対象者１０６の１つ又は複
数の眼及び／又は瞼に投射するように電磁放射を放出することによって光線療法を提供す
るように構成される。本開示の目的で、用語「瞼」は、対象者の「眼」の一部とみなされ
得る。従って、眼に投射する電磁放射は、瞼への投射を含み、及び／又は逆も成り立つ。
システム１０での電磁放射の放出は、対象者１０６の一方又は両方の眼が閉じられている
という判断、及び／又は対象者１０６が眠っている若しくは特定の睡眠段階にあるという
判断に応答することがある。限定はしないが概日リズムの段階を含めた対象者１０６の概
日リズムの特性を修正するためにシステム１０が使用される実施形態では、システム１０
は、放出される電磁放射が対象者１０６の１つ又は複数の閉じられた瞼に投射するように
構成され得る。概日リズムの修正のための一般的な手法は、対象者が起きている間に光線
療法を提供するシステムを含むが、これらの手法は、対象者にとって低レベルの快適さ、
容易さ、及び使い易さを含めた様々な実用上の問題がある。
【００１９】
　システム１０は、１つ又は複数の光源３０、睡眠マスク１２、器具１１、シールド１３
、ストラップ１４、第１の照明モジュール１６、第２の照明モジュール１８、第１のシー
ルド部分２０、第２のシールド部分２２、接続シールド部分２４、クッション層２８、不
浸透性のベース面２６、瞼検出器４１（図１～図３には示されておらず、図４に示される
）、及び／又は他の構成要素を含むことができる。
【００２０】
　幾つかの実施形態では、システム１０は、器具１１として実装される。器具１１は、対
象者の眼の近く及び／又は眼の中に着用されるように構成され得る。本明細書で使用され
る時、「眼の近く」は、眼から２０ｃｍ以内にある、眼から３インチ以内にある、眼から
１インチ以内にある、眼から１ｃｍ～６ｃｍの範囲内にある、眼の何らかの特定の部分か
ら０．５～１．０インチの範囲内にある、角膜から０．２５インチ以内にある、対象者の
眉毛に接触している、及び／又は対象者の眼及び／又は瞼に接触していることを意味する
。器具１１は、１つ又は複数の光源３０、及び／又は１つ又は複数の光源３０を含むよう
に構成されたシステム１０の１つ又は複数の構成部分を担持するように構成される。例え
ば、特定の実施形態では、１つ又は複数の照明モジュール（照明モジュール１６及び／又
は照明モジュール１８など）は、それぞれ１つ又は複数の光源３０を含むことがある。図
３における１つの照明モジュールにつき４つの光源３０の図示は例示に過ぎず、何ら限定
を意図されていないことに留意されたい。幾つかの実施形態では、器具１１は、コンタク
トレンズを含むことがある。幾つかの実施形態では、器具１１は、対象者の上方に立つ又
は取り付けられるランプ器具を含むことがある。
【００２１】
　１つ又は複数の光源３０は、放出される電磁放射が対象者１０６の１つ又は複数の眼及
び／又は瞼に投射するように電磁放射を放出するように構成される。光源３０は、複数の
異なるレベルの強度で電磁放射を放出するように構成され得る。それに対応して、電磁放
射は、複数の異なるレベルの強度で、対象者１０６の１つ又は複数の眼及び／又は瞼に投
射することがある。特に本明細書で述べられるような投射に関して、光線療法の何らかの
タイプ及び／又は段階に関する対象者１０６に対する露出レベルは、Ｓ錐体受容体の刺激
、及び／又は対象者１０６の概日リズムの１つ若しくは複数の特性の修正を決定付けるも
のであり得る。光源３０は、光線療法の様々なタイプ及び／又は段階に関して複数の異な
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る波長及び／又は他の特性パラメータを有する電磁放射を放出するように構成され得る。
【００２２】
　例えば、光線療法の何らかのタイプ及び／又は段階に関して、強度レベルは、限定はし
ないが、少なくとも第１のレベルと第２のレベルを含むことがある。複数の強度レベルは
、交番することがあり、及び／又は順に使用され得る。第２の強度レベルは、第１の強度
レベルよりも低いことがあり得る。光源３０は、電磁放射をパルス化する、例えば第１の
強度レベルと第２の強度レベルとの間で電磁放射をパルス化するために複数の強度レベル
間で交番するように構成され得る。強度レベルの１つ、例えば第２のレベルは、電磁放射
のゼロ又はゼロに近い放出でよい。光線療法の何らかのタイプ及び／又は段階に関する強
度レベルの１つは、投射時に対象者の眼のＳ錐体受容体を刺激するのに十分なものでよい
。光源３０は、光線療法の何らかのタイプ及び／又は段階に関して、対象者の眼のＳ錐体
受容体を刺激するのに十分な強度と、それとは異なるより低い強度との間で電磁放射をパ
ルス化するように構成され得る。
【００２３】
　非限定の例として、１分間のうち２秒だけライトマスクによって送達される、約４８０
ｎｍのピーク強度の波長、約２４ｎｍの半値幅、及び約１１１Ｗ／ｍ２の強度レベルを有
する電磁放射のパルスに、対象者の閉じられた瞼を通して１時間にわたって露出すること
は、概日段階を遅延させ、夜間メラトニンを抑制することが示されている。この電磁放射
は、４８０ｎｍで約０．００２８の瞼透過率に関して、約０．３１Ｗ／ｍ２の平均角膜照
射レベルを有する。角膜照射レベルは、計算された概日刺激（ＣＳ：circadian stimulus
）値に基づくことがある。概日刺激は、２．３ｍｍの固定された瞳孔を通して非フラッシ
ュ光源から網膜（開いた眼）への１時間の露出を行った後の、光誘発される夜間メラトニ
ンの抑制の推定パーセンテージと均等であり得る。この場合、ＣＳ値は、０．３４である
。概日刺激の関数としてのメラトニン抑制は、既知の関数に対応する。夜間メラトニンに
基づく狭帯域スペクトルに対するヒトの概日系のスペクトル感度は、既知の関数に対応す
る。この段落で述べるものとは異なる波長でのピーク強度を有する及び／又はこの段落で
述べるものとは異なる半値幅を有する電磁放射に対する対象者の閉じられた瞼、角膜、又
は網膜での十分な露出レベルは、スペクトル感度関数（非限定の例として図５参照）に従
ってスケーリングすることによって決定され得る。この例での強度レベルの測定が、ライ
トマスクの前方約３９ｍｍの位置で行われたことに留意されたい。この位置は、対象者の
瞼の位置（解剖学的な相違により異なることもある）の推定に対応する。概日系の光刺激
を司る網膜メカニズムは、ヒトの概日光シグナル伝達のモデルによって近似され得る。そ
のようなモデルは、将来の研究に応じて洗練され得る。
【００２４】
　個々の光源３０は、発光ダイオード（ＬＥＤ：light-emitting diode）、有機ＬＥＤ（
ＯＬＥＤ：organic LED）、及び／又は他の電磁放射源、特に非平行又は非集束電磁放射
源の１つ又は複数を含むことがある。幾つかの実施形態では、対象者の閉じられた瞼及び
／又は網膜に対する露出レベルは、約１Ｗ／ｍ２、約１０Ｗ／ｍ２、約１００Ｗ／ｍ２、
約１０００Ｗ／ｍ２、及び／又は、例えば投射時に対象者の眼のＳ錐体受容体を刺激する
のに十分な電磁放射に関する別の強度レベルに対応することがある。光線療法の何らかの
タイプ及び／又は段階に関して、電磁放射は、約４１０ｎｍ～約５１０ｎｍの波長範囲内
にあり得る。
【００２５】
　放出される電磁放射は、狭くないこと、又は例えばレーザのように集束されないことも
ある。そうではなく、放出される電磁放射は、広角を有する（例えば、約１０度、約１５
度、約２０度、及び／又は別の角度よりも大きい）こともある。代替として、及び／又は
同時に、放出される電磁放射２１は、所定の程度に発散していることもある（例えば、そ
れにより、対象者１０６の眼の近くに配設された個々の光源から放出される電磁放射の円
錐の断面の直径は、対象者１０６の個々の眼又は瞼から２ｃｍ未満の距離で、約０．５ｃ
ｍ、約１ｃｍ、約２ｃｍ、約３ｃｍ、約５ｃｍ、及び／又は他の直径よりも大きく、及び
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／又は、同様の程度に発散する電磁放射に対応する、円錐の断面の直径と距離との他の組
合せである）。代替として、及び／又は同時に、放出される電磁放射は、拡散してもよく
及び／又は他の形態で狭くなくてもよい。光源３０は、規則パターン、不規則パターン、
又はそれら両方の組合せで配置され得る。例えば、光源３０は、図４に示されるような規
則的な格子状に配置され得る。
【００２６】
　図１～図３に戻ると、システム１０の光源３０は、制御可能な強度レベル（例えば、個
々の光源に関する利用可能な最大強度レベルのパーセンテージによって示される）、制御
可能な照明方向及び／又は角度、照明スペクトルの制御可能な選択、波長帯域の制御可能
な選択、及び／又は他の制御可能な照明特性及び／又は照明パラメータを有するように構
成され得る。例えば、光源３０の照明パラメータは、光源内部の光学構成要素を調節する
ことによって制御され得て、そのような光学構成要素は、限定はしないが、屈折構成要素
、反射構成要素、レンズ、ミラー、フィルタ、偏光子、回折勾配、光ファイバ、及び／又
は他の光学構成要素を含む。個々の光源３０は、対象者１０６の一部のみが照明されるよ
うに制御され得る。本明細書で使用される時、対象者１０６の「照明」は、交換可能に、
対象者１０６に対する電磁放射の投射と呼ばれることもある。
【００２７】
　少なくとも、光線療法及び／又はデジタル画像処理の実用上の用途に関して、実世界の
光源によって放出される電磁放射は、光源の理論モデルとは異なり、その強度及び／又は
（ビーム）方向の非決定論的分布を有することがあることに留意されたい。それにも関わ
らず、電磁放射は、放出される放射の少なくとも約９０％、少なくとも約９５％、約９９
％、及び／又は別のパーセンテージが直接投射する場合、特定の表面及び／又は位置又は
その付近に「実質的に」直接投射するとみなされ得る。本明細書で使用される時、電磁放
射は、放出される電磁放射の少なくとも約５０％、約７５％、約９０％、約９５％、約９
９％、及び／又は別のパーセンテージが特定の波長帯域内の波長を有する場合に、特定の
波長帯域内に「実質的に」あるとみなされ得る。スペクトルパワーの約９０％超が、４５
０～５１０ｎｍの帯域内にあり、１０％未満のパワーが５１０ｎｍを超えていることが好
ましいことがある。特定の波長を超えるスペクトルパワーは、Ｓ錐体（又は青錐体）の網
膜神経節細胞（ＲＧＣ：Retinal Ganglion Cell）刺激機能を低下するように作用し得る
。網膜神経節細胞（ＲＧＣ）刺激は、ヒトの視覚系内での色対立によって影響を及ぼされ
得る。広帯域及び多帯域の光は、選択される狭帯域源と同様に効果的であり得るが、効力
がより低い。
【００２８】
　幾つかの実施形態では、光線療法の何らかのタイプ及び／又は段階に関して、放出され
る電磁放射は、実質的に、狭い波長帯域内の電磁放射からなる。本明細書で使用される時
、狭い波長帯域は、（特定の狭帯域での最高波長と最低波長との間で）約７０ｎｍ、約６
０ｎｍ、約５０ｎｍ、約４０ｎｍ、約３０ｎｍ、約２０ｎｍ、約１０ｎｍ、約５ｎｍ、及
び／又は他の波長帯域に及ぶものと規定され得る。幾つかの実施形態では、放出される電
磁放射は、実質的に青色光からなる。幾つかの実施形態では、放出される電磁放射は、実
質的に、特定の波長帯域内の電磁放射からなる。特定の波長帯域は、約４１０ｎｍ～約５
１０ｎｍ、約４００ｎｍ～約５００ｎｍ、約４３０ｎｍ～約４９０ｎｍ、約４５０ｎｍ～
約５００ｎｍ、約４６０ｎｍ～約４９０ｎｍ、約４３０ｎｍ～約５１０ｎｍ、約４６０ｎ
ｍ～約５１０ｎｍ、及び／又は他の特定の波長帯域でよい。
【００２９】
　システム１０は、対象者の眼が閉じられているかどうか、睡眠マスク１２が取られてい
るかどうか、対象者１０６が起きているかどうか判断する、及び／又は他の判断を行うよ
うに構成された瞼検出器（図４参照、要素４１）を含むことがある。いずれの状況（又は
それらの任意の組合せ）も、使用時に任意の照明モジュールに関する光源３０をオフに切
り換えるため、及び／又はシステム１０の任意の他の動作パラメータを変更するための適
切な理由となり得る。非限定の例として、図４でのどちらの照明モジュールも、それぞれ



(10) JP 6559666 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

４つの光源３０を備える。
【００３０】
　システム１０は、Ｓ錐体の応答曲線外の帯域内では光源３０がより小さいスペクトルパ
ワーを有する場合、高い効率で動作し得る。Ｓ錐体は、特定のスペクトル帯域内で最大の
応答性を有する。幾つかの実施形態では、全てではないにせよスペクトルパワーの大半は
、Ｓ錐体応答帯域内でよい。例えば、幾つかの実施形態では、光源３０は、Ｓ錐体応答帯
域内の主波長を有する狭帯域の光を使用することがある。幾つかの実施形態では、瞼を閉
じた対象者に関して、約４５０ｎｍ～約４９０ｎｍの波長範囲内など、Ｓ錐体応答帯域内
のより長い波長を有する光の送達が好ましいことがある。
【００３１】
　図１で見られ得るように、シールド１３は、第１のシールド部分２０と、第２のシール
ド部分２２とを含むことがある。第１のシールド部分２０は、対象者の第１の眼を覆うよ
うに構成される。第２のシールド部分２２は、対象者の第２の眼を覆うように構成される
。対象者の第１の眼と第２の眼を快適に覆うために、第１のシールド部分２０と第２のシ
ールド部分２２は、実質的に、対象者１０６の眼の眼球開口部よりも大きい。
【００３２】
　特定の実施形態では、第１のシールド部分２０と第２のシールド部分２２は、接続シー
ルド部分２４によって接合され得る。接続シールド部分２４は、対象者が睡眠マスク１２
を着用している時に、（例えば鼻梁にわたって）対象者の鼻の少なくとも一部の上に位置
するように構成され得る。幾つかの例（図示せず）では、接続シールド部分２４は、図１
～図３に示される実施形態よりも狭い又は厚いこともある。
【００３３】
　特定の実施形態では、シールド１３は、可撓性材料から形成される。シールド１３の可
撓性は、対象者に対するシールド１３の快適性を高めることができる。図３で見られるシ
ールド１３の側は、使用中に対象者に向く。この側に、液体に対して実質的に不浸透性の
ベース面２６が形成され得る。例えば、不浸透性のベース面２６は、ポリカーボネート、
ポリエステル、及び／又は他の材料など可撓性プラスチック材料によって形成され得る。
ベース面２６の不浸透性は、シールド１３内部に担持される睡眠マスク１２の電子構成要
素を水分から保護することができる。
【００３４】
　特定の実施形態では、シールド１３は、ベース面２６上に配設されたクッション層２８
を含むことができる。クッション層２８は、柔らかい弾性の材料から形成され得る。例え
ば、クッション層２８は、発泡材、布地、布地／発泡材の積層体、及び／又は他の材料か
ら形成され得る。使用中、クッション層２８は、対象者に対して最も内側の表面を提供し
、対象者の顔に当たる。従って、クッション層２８の柔らかさは、対象者の顔に対するク
ッションを提供し、対象者に対する睡眠マスク１２の快適性を高める。
【００３５】
　以上のこと及び図１～図３から理解されるように、使用中、シールド１３は、周囲放射
と、対象者１０６の１つ又は複数の眼との間のバリアを提供することができる。特定の実
施形態では、シールド１３は不透明であり、（少なくとも可視スペクトル内の）周囲放射
を遮断し、それにより、対象者１０６の眼を周囲放射から遮蔽する。
【００３６】
　ストラップ１４が、対象者に対して所定位置にシールド１３を保持するように構成され
る。図１～図３に示される実施形態では、ストラップ１４は、第１のシールド部分２０と
第２のシールド部分２２それぞれに取り付けられ、対象者の頭の周りに巻き付いて、対象
者の頭に対して所定位置に睡眠マスク１２を保持する。ストラップ１４は、（例えば異な
る大きさの頭に対応するように）長さを調節可能であり得る。ストラップ１４は、ユーザ
の頭に対応するように伸び、所定位置にシールド１３を保持する弾性（例えば伸縮性）材
料から形成され得る。図１～図３に示される睡眠マスク１２の実施形態でのストラップ１
４の包含は、限定を意図されていないことを理解されたい。対象者に対して（一方又は両
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方の眼の上、近く、周り、及び／又は中で）所定位置に器具１１、睡眠マスク１２、及び
／又はシールド１３を保持するための他のメカニズムも企図される。例えば、より精巧な
ヘッドギアが実装され得る（例えば、フルフェースマスク、又は耳に装着される構造）；
シールド１３を所定位置に保持する又は取り付けるために対象者の皮膚に着脱可能に接着
する接着面がシールド１３に塗布され得る（例えば図６Ｂ参照。図６Ｂでは、取付け機構
６２の接着面が対象者６０の皮膚に着脱可能に接着する）；剛性又は可撓性フレームが実
装され得る（例えば、顔及び／又は耳の側部に同様に載置するアイガラス又はフレーム。
例えば図６Ｃ参照。図６Ｃでは、対象者６０の眼の近くでの放射の放出を可能にする方法
で、剛性フレーム６１が対象者６０によって着用されている）；及び／又は、シールド１
３、照明モジュール１６、照明モジュール１８、光源３０、及び／又は器具１１の他の構
成要素を所定位置に保持するための他のメカニズムが実装され得る。例えば、図６Ａを参
照されたい。そこでは、器具６３が、眼の周りで対象者６０の頭に接着する又は頭に保持
される。図６Ｃに示されるような特定の実施形態では、光源を担持するように構成された
剛性フレーム６１は、対象者の視力を完全には遮断し得ない。
【００３７】
　図３に示されるように、第１の照明モジュール１６と第２の照明モジュール１８は、使
用中に対象者の顔に向くシールド１３の側で、それぞれ第１のシールド部分２０と第２の
シールド部分２２に取り付けられ得る。第１の照明モジュール１６と第２の照明モジュー
ル１８は、背面照明され得て、電磁放射が対象者１０６の顔に及び／又は対象者１０６の
眼の周りに投射するように電磁放射を放出、案内、偏向、フィルタ、及び／又は拡散する
ように構成される。第１の照明モジュール１６と第２の照明モジュール１８によって放出
される電磁放射は、本明細書で述べる所期の動作に従って送達される時、（眠っている）
対象者に対する影響を有する１つの波長（複数の波長、波長帯域、又は波長範囲）を有す
る。幾つかの例では、第１の照明モジュール１６及び第２の照明モジュール１８によって
放出される電磁放射は、対象者によって知覚される時に比較的均一な輝度を有する放射場
で、対象者の眼又は瞼に向けられる。例えば、一実施形態では、第１の照明モジュール１
６及び第２の照明モジュール１８によって放出される電磁放射の輝度は、それぞれの放出
される場にわたって、眼が開いている状態での使用に関しては約１００：１以下の量だけ
変化し、眼が閉じられている用途に関しては１００００：１未満の量だけ変化する。第１
の照明モジュール１６又は第２の照明モジュール１８によって形成される均一な放射場の
大きさは、対象者１０６の眼の大きさに対応することがある。光源３０からの電磁放射は
、対象者１０６に達する前に電磁放射を拡散、（再）指向、（任意選択的に／一時的に）
遮断、並びに／又はフィルタする（導波管）層、構成要素、及び／若しくはモジュールを
通して案内され得る。
【００３８】
　睡眠マスク１２の１つ又は複数の上記の機能を実装する睡眠マスクの一例は、２００８
年１２月３０日出願の「System and Method for Administering Light Therapy」という
名称の米国特許出願第６１／１４１，２８９号で開示されており、その出願の全体を参照
により本明細書に援用する。
【００３９】
　例示として、図５は、波長に対する（対数スケールでの）ヒトの瞼の透過率のプロット
５０を提供する。図５で見ることができるように、瞼を通る透過率は、波長に基づいて変
化する。従って、４６０ｎｍでの電磁放射は、電磁放射を開いた眼に向ける時には、開い
た眼のピーク感度を使用して睡眠サイクルをシフトさせることができるが、（例えば図１
～図３に示される睡眠マスク１２によって行われるように）電磁放射が瞼を通して対象者
の眼に提供される時には、４６０ｎｍでの電磁放射の減衰が、この波長の効率を低下させ
ることがある。図５に示されるように、約４５０ｎｍ～５５０ｎｍの範囲内の光は、光が
瞼を通過する時、より長い波長の光（例えば５７５ｎｍよりも大きい波長）の１０倍以上
減衰され得る。
【００４０】
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　図５は、約５９０ｎｍの波長よりも短い放射が、閉じられた瞼を通る際に、６００ｎｍ
を超える波長よりも顕著に低い透過率を示すことを曲線５０によって示す。従って、この
変化する透過率を補償するために、電磁放射は、必要に応じて、より高いパワーを使用し
て又は有して放出され得る。特定の実施形態は、可視光の範囲内の波長；（例えば燐光に
よって）可視光に変換される非可視光の範囲内の波長；４３０ｎｍよりも長い可視波長で
実質的なパワーを有する波長；４６０ｎｍよりも長い可視波長で実質的なパワーを有する
波長；４９０ｎｍよりも長い可視波長で実質的なパワーを有する波長；４６０ｎｍ～４９
０ｎｍの可視波長で実質的なパワーを有する波長；４５０ｎｍ～５００ｎｍの可視波長で
実質的なパワーを有する波長；複数の比較的単色の光源によって使用される、本明細書に
記載される任意の波長及び波長帯域内の波長；対象者を起こすため、睡眠段階を変えるた
め、及び／又はリラクゼーションを引き起こすために使用される時変放射パターン；及び
／又は他の波長を使用することができる。閉じられた眼への光線療法の提供による概日リ
ズムの修正のための一般的な手法は、本明細書の他の箇所で述べられる電力要件及び電力
損失の実用上の問題に加えて、瞼での減衰に関する不正確なデータ、及び／又は非可視光
への応答に関連するヒトの系の不完全な理解の問題がある。
【００４１】
　例示として、図９Ａは、グラフ９０を示し、このグラフ９０は、対象者の３つのカテゴ
リー（低（９０ａ）、中（９０ｂ）、及び高（９０ｃ）透過率）に関する、波長に対する
一定のメラトニン抑制に必要とされる（単色光の）相対照射を示す。約１０：１の対象者
のカテゴリー内の範囲は、光線療法が患者特有のものであり得て、効果に関して個別に調
整される必要があり得ることを示すことに留意されたい。他の箇所で述べられる好ましい
実施形態は、図９Ａに鑑みて効率的とみなされないことがあり、その結果、概日リズムの
修正のための一般的な手法で使用されないことがある。
【００４２】
　例として、図９Ｂは、グラフ９１を示し、このグラフ９１は、赤、緑、及び青錐体受容
体（それぞれグラフ９１ａ、９１ｂ、及び９１ｃ）に関して、波長に対する、Ｌ錐体最大
値に正規化された（例えば網膜錐体受容体の）相対生理学的応答を示す。網膜錐体受容体
の光刺激応答（例えば約１０ｍｓ）は、内因性光感受性網膜神経節細胞の直接刺激に対す
る応答（例えば約１５分）よりも速い。従って、それぞれのＲＧＣ活動が実質的に減衰す
る時間は、約３０～１２０分に対応する。幾つかの手法は、開かれた眼に関して約４３０
ｎｍ～約４９０ｎｍの波長帯域を使用する又はその波長帯域が好ましいことがあるが、閉
じられた眼に関する好ましい青錐体受容体応答は、約４６０ｎｍ～約４９０ｎｍの波長帯
域を含むことがある。
【００４３】
　放射の放出が開始されると、放射は、組合せ、パターン、及び／又はシーケンスに従う
ことがあり、それにより、照明モジュール内部の異なる光源が、異なる波長、異なる波長
帯域、異なる照明レベル、又はそれらの任意の（一連の）組合せを使用する。例えば、照
明レベルは、適切な瞬間に対象者１０６を優しく起こすように徐々に増加され得る。
【００４４】
　図４は、システム１０、特に第１の照明モジュール１６を更に詳細に示す。第１の照明
モジュール１６は、１つ又は複数の光源３０を含むことがある。図４の右側に示される実
施形態は、１つの照明モジュールにつき４つの光源３０を含み、図４の左側での第１の照
明モジュール１６のより詳細な図示は、約６×４個の光源３０の組、アレイ、及び／又は
グリッドと、通信コネクタ４２とを含み、通信コネクタ４２は、システム１０の他の構成
要素が第１の照明モジュール１６と通信する及び／又は第１の照明モジュール１６を制御
することができるように構成される。図７を含めた任意の図示は、単に例示に過ぎず、何
ら限定を意図されていないことに留意されたい。睡眠マスク１２は、無線で、従って睡眠
マスク１２を例えば処理装置又は電源に接続するワイヤを必要とせずに制御及び／又は給
電され得る。
【００４５】
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　図７は、１つ又は複数の実施形態によるシステム１０の様々な構成要素を概略的に示す
。図７で見られ得るように、図１～図３に示されて上述された構成要素の１つ又は複数に
加えて、システム１０は、電源７２、１つ又は複数のセンサ１４２、電子記憶装置７４、
ユーザインターフェース７６、及び処理装置／制御装置７８（図７に関して、及び本明細
書の他の箇所で、処理装置７８と呼ばれる）、様々なコンピュータプログラムモジュール
、及び／又は他の構成要素を含むことがある。コンピュータプログラムモジュールは、光
制御モジュール１１１、療法モジュール１１２、パラメータ決定モジュール１１３、及び
／又は他のモジュールを含むことがある。幾つかの実施形態では、図７に示される構成要
素の１つ又は複数は、例えば睡眠マスク１２のレストから着脱可能に取り付けられる及び
／又は接続解除可能であることによって（図１～図３に示される）、睡眠マスク１２のシ
ールド１３及び／又はストラップ１４に担持され得る。これは、それらの構成要素が、所
与のシールド１３及び／又はストラップ１４から取り外され、別のシールド１３及び／又
はストラップ１４に取り付けられることを可能にし、これは、シールド１３及び／又はス
トラップ１４が時間と共に及び／又は使用と共に劣化し、交換されなければならない場合
に有益となり得る。電源７２、電子記憶装置７４、ユーザインターフェース７６、及び／
又は処理装置７８は、以下に論じられるように、第１の照明モジュール１６及び／又は第
２の照明モジュール１８と関連付けられる１つ又は複数の光源３０の動作を制御すること
ができる。図７における１つの照明モジュールにつき８つの光源３０の図示は例示に過ぎ
ず、何ら限定を意図されていないことに留意されたい。
【００４６】
　電源７２は、システム１０の１つ又は複数の構成要素を動作させるための電力を提供し
、そのような構成要素は、限定はしないが、第１の照明モジュール１６及び第２の照明モ
ジュール１８に関連付けられる光源３０、電子記憶装置７４、ユーザインターフェース７
６、及び／又は処理装置７８を含む。電源７２は、ポータブル電源（例えばバッテリ、燃
料電池など）、及び／又は非ポータブル電源（例えば壁ソケット、大型発電機など）を含
むことがある。一実施形態では、電源７２は、充電式のポータブル電源を含む。一実施形
態では、電源７２は、ポータブル電源と非ポータブル電源の両方を含み、対象者は、シス
テム１０に電力を提供するためにどちらの電源が使用されるべきかを選択することが可能
である。システム１０を動作させるのに必要とされる電力のレベルは、一部は、光源３０
に関して使用される照明レベルに依存する。より低い必要な電力レベルは、より小さい及
び／又はより安価なバッテリに対応し得る。光源３０によって照明モジュールで使用され
る波長又は波長帯域を注意深く選択することによって、開いた眼に関しては、特定のタイ
プのＬＥＤを使用した約５０ｍＷに対応し得る例えば２０～３０ルクスなど低い照明レベ
ル及び従って電力（及び／又は対応する照射量）が、本明細書で述べる目的に適切であり
得る。
【００４７】
　一実施形態では、電子記憶装置７４は、情報を電子的に記憶する電子記憶媒体を備える
。電子記憶装置７４の電子記憶媒体は、システム１０と一体に（即ち実質的に着脱不可能
に）提供されるシステム記憶装置、及び／又は例えばポート（例えばＵＳＢポート、Fire
Wireポートなど）若しくはドライブ（例えばドライブディスクなど）を介してシステム１
０に着脱可能に接続可能なリムーバブル記憶装置の一方又は両方を含むことができる。電
子記憶装置７４は、光学的に読み出し可能な記憶媒体（例えば光ディスクなど）、磁気的
に読み出し可能な記憶媒体（例えば、磁気テープ、磁気ハードディスク、フロッピー（登
録商標）ディスクなど）、電荷ベースの記憶媒体（例えば、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、
ＲＡＭなど）、ソリッドステート記憶媒体（例えば、フラッシュドライブなど）、及び／
又は他の電子的に読み出し可能な記憶媒体を含むことがある。電子記憶装置７４は、ソフ
トウェアアルゴリズム、処理装置７８によって決定される情報、ユーザインターフェース
７６を介して受信される情報、及び／又はシステム１０が適切に機能できるようにする他
の情報を記憶することができる。例えば、電子記憶装置７４は、１つ又は複数の照明パラ
メータ（本明細書の他の箇所で論じられる）、及び／又は他の情報を記録又は記憶するこ
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とができる。電子記憶装置７４は、システム１０内部の独立した構成要素でよく、又は電
子記憶装置７４は、システム１０の１つ若しくは複数の他の構成要素（例えば処理装置７
８）と一体に提供され得る。
【００４８】
　ユーザインターフェース７６は、システム１０とユーザ（又は医療専門家、他のデバイ
ス、若しくは他のシステム）との間のインターフェースを提供するように構成され、ユー
ザインターフェース７６を介して、ユーザは、情報を提供及び／又は受信することができ
る。これは、データ、結果、及び／又は命令、並びに任意の他の通信可能な要素（総称し
て「情報」と呼ばれる）がユーザとシステム１０との間で通信されることを可能にする。
対象者に伝達され得る情報の一例は、現在の時間、又はスケジュールされた起床時間であ
る。伝達され得る情報の他の例は、段階及び／又は強度などの概日リズム関連情報、又は
スケジュールされた身体的若しくは精神的パフォーマンスイベントなどのユーザパフォー
マンス関連情報である。ユーザインターフェース７６への包含に適したインターフェース
デバイスの例は、キーパッド、ボタン、スイッチ、キーボード、ノブ、レバー、表示画面
、タッチ画面、スピーカ、マイクロフォン、インジケータライト、可聴アラーム、及びプ
リンタを含む。情報は、ユーザインターフェース７６によって、聴覚信号、視覚信号、触
覚信号、及び／又は他の感覚信号の形態で対象者に提供され得る。
【００４９】
　非限定の例として、ユーザインターフェース７６は、光を放出することが可能な光源を
含むことができる。光源は、例えば、少なくとも１つのＬＥＤ、少なくとも１つの電球、
表示画面、及び／又は他の光源を含むことができる。ユーザインターフェース７６は、光
源を制御して、システム１０の動作に関係付けられる情報を対象者に伝達する方法で光を
放出することができる。対象者１０６とシステム１０のユーザは同一の人でよいことに留
意されたい。
【００５０】
　他のハードワイヤード又はワイヤレス通信技法も本明細書においてユーザインターフェ
ース７６として企図されることを理解されたい。例えば、一実施形態では、ユーザインタ
ーフェース７６は、電子記憶装置７４によって提供されるリムーバブル記憶インターフェ
ースと一体化され得る。この例では、情報は、リムーバブル記憶装置（例えば、スマート
カード、フラッシュドライブ、リムーバブルディスクなど）からシステム１０にロードさ
れ、これは、ユーザがシステム１０の実装をカスタマイズすることを可能にする。ユーザ
インターフェース７６としてシステム１０と共に使用するのに適合された他の例示的な入
力デバイス及び技法は、限定はしないが、ＲＳ－２３２ポート、ＲＦリンク、ＩＲリンク
、モデム（電話、ケーブル、イーサネット（登録商標）、インターネットなど）を含む。
簡潔に言うと、システム１０と情報を通信するための任意の技法がユーザインターフェー
ス７６として企図される。
【００５１】
　図７でのシステム１０の１つ又は複数のセンサ１４２は、対象者１０６に関係付けられ
る生理学的、環境的、及び／又は患者特有の（医学的）パラメータに関係付けられる情報
、及び／又は他の情報を伝達する出力信号を発生するように構成され得る。システム１０
は、対象者１０６を監視するために、発生された出力信号の任意のものを使用することが
できる。幾つかの実施形態では、伝達される情報は、対象者１０６の状態及び／又は体調
、対象者１０６の呼吸、対象者１０６によって呼吸される気体、対象者１０６の心拍数、
対象者１０６の呼吸数、対象者１０６のバイタルサイン（１つ又は複数の温度、（末梢又
は中枢）動脈の血中酸素飽和度（ＳｐＯ２）を含む）に関連付けられるパラメータ、及び
／又は他のパラメータに関係付けられ得る。
【００５２】
　非限定の例として、１つ又は複数のセンサ１４２は、例えば立体視によって対象者１０
６の位置に関係付けられる情報を伝達する１つ又は複数の出力信号を発生することができ
る。位置は、対象者１０６の３次元位置、対象者１０６の２次元位置、対象者１０６の特
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定の身体部位の位置（例えば、対象者１０６の眼、腕、脚、顔、頭、額、及び／又は他の
解剖学的部位）の位置、対象者１０６の姿勢、対象者１０６の向き又は対象者１０６の１
つ若しくは複数の解剖学的部位の向き、及び／又は他の位置でよい。幾つかの実施形態で
は、１つ又は複数のセンサ１４２は、対象者１０６の眼が開かれているか閉じられている
か、及び／又は対象者１０６の眼がどの方向を向いているかに関係付けられる情報を伝達
する出力信号を発生するように構成され得る。光線療法中、光源３０から放出された電磁
放射は、対象者１０６の開いた眼に実質的に直接投射しないことが好ましいことがある。
センサ１４２は、温度センサ、１つ又は複数の圧力／重量センサ、１つ又は複数の光セン
サ、１つ又は複数の電磁（ＥＭ：electromagnetic）センサ、１つ又は複数の赤外（ＩＲ
：infra-red）センサ、１つ又は複数の静止画カメラ、１つ又は複数のビデオカメラ、及
び／又は他のセンサの１つ又は複数、並びにそれらの組合せを含むことができる。
【００５３】
　図７での１つの部材を含むセンサ１４２の例示は、限定を意図されていない。システム
１０は、１つ又は複数のセンサを含むことができる。図１でのセンサ１４２に関する特定
の記号又はアイコンの例示は、例示的であり、何ら限定を意図されていない。１つ又は複
数のセンサ１４２からの得られた信号又は情報は、処理装置７８、ユーザインターフェー
ス７６、電子記憶装置７４、及び／又はシステム１０の他の構成要素に伝送され得る。こ
の伝送は、有線及び／又は無線でよい。
【００５４】
　処理装置７８は、システム１０での情報処理及び／又はシステム制御機能を提供するよ
うに構成される。従って、処理装置７８は、デジタル処理装置、アナログ処理装置、情報
を処理するために設計されたデジタル回路、情報を処理するために設計されたアナログ回
路、及び／又は情報を電子的に処理するための他のメカニズムの１つ又は複数を含むこと
がある。本明細書における処理装置７８に属する機能を提供するために、処理装置７８は
、１つ又は複数のモジュールを実行することができる。１つ又は複数のモジュールは、ソ
フトウェア；ハードウェア；ファームウェア；ソフトウェア、ハードウェア、及び／又は
ファームウェアの何らかの組合せ；及び／又は他の方法で実装され得る。処理装置７８は
図７では単一の実体として示されているが、これは、例示の目的に過ぎない。幾つかの実
装形態では、処理装置７８は、複数の処理ユニットを含むことができる。これらの処理ユ
ニットは、同じデバイス（例えば睡眠マスク）内部に物理的に位置され得て、又は処理装
置７８は、協働する複数のデバイスの処理機能を表すこともある。
【００５５】
　図７に示されるように、処理装置７８は、１つ又は複数のコンピュータプログラムモジ
ュールを実行するように構成される。１つ又は複数のコンピュータプログラムモジュール
は、光制御モジュール１１１、療法モジュール１１２、パラメータ決定モジュール１１３
、及び／又は他のモジュールの１つ又は複数を含む。処理装置７８は、モジュール１１１
～１１３をソフトウェア；ハードウェア；ファームウェア；ソフトウェア、ハードウェア
、及び／又はファームウェアの何らかの組合せ；及び／又は処理装置７８での処理機能を
構成するための他のメカニズムによって実行するように構成され得る。
【００５６】
　図７では、モジュール１１１～１１３は単一の処理ユニット内部に共に位置されている
ものとして示されているが、処理装置７８が複数の処理ユニットを含む実装形態では、モ
ジュール１１１～１１３の１つ又は複数が他のモジュールから遠隔に位置されてもよいこ
とを理解すべきである。以下に述べる様々なモジュール１１１～１１３によって提供され
る機能の説明は、例示の目的のものであり、限定を意図されていない。モジュール１１１
～１１３の任意のものが、説明されるものよりも多い又は少ない機能を提供し得る。例え
ば、モジュール１１１～１１３の１つ又は複数が除外されてよく、その機能の幾つか又は
全てが、モジュール１１１～１１３の他のものによって提供され得る。処理装置７８が、
１つ又は複数の追加のモジュールを実行するように構成され得て、それらのモジュールが
、以下でモジュール１１１～１１３の１つに属する機能の幾つか又は全てを行うことがで
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きることに留意されたい。
【００５７】
　図７に示されるシステム１０のパラメータ決定モジュール１１３は、ステータスパラメ
ータ、医学的パラメータ、及び／又は１つ又は複数のセンサ１４２によって発生される出
力信号からの他のパラメータを決定するように構成され得る。パラメータは、対象者の生
理学的、環境的、及び／又は患者特有のパラメータに関係付けられるものでよい。１つ又
は複数のステータスパラメータは、対象者１０６の１つ又は複数の眼が開いているか閉じ
られているかに関係付けられ得る。例えば、そのようなステータスパラメータは、（図４
に示される）瞼検出器４１の１つ又は複数の出力信号に基づいて決定され得る。１つ又は
複数の医学的パラメータは、監視される対象者１０６のバイタルサイン、及び／又は対象
者１０６の他の医学的パラメータに関係付けられ得る。例えば、１つ又は複数の医学的パ
ラメータは、対象者１０６が起きているか眠っているか、又は特に対象者１０６の現在の
睡眠段階に関係付けられ得る。他のパラメータは、システム１０付近の環境に関係付けら
れ得て、例えば、空気温度、周囲雑音レベル、周囲光レベル、及び／又は他の環境的パラ
メータなどである。１つ又は複数の生理学的パラメータは、ＥＥＧ測定、ＥＭＧ測定、呼
吸測定、心臓血管測定、ＨＲＶ測定、ＡＮＳ測定、及び／又は他の測定に関係付けられ得
る、及び／又はそれらの測定から導出され得る。この機能の幾つか又は全てが、処理装置
７８の他のコンピュータプログラムモジュールに組み込まれて得る、又は一体化され得る
。
【００５８】
　図７でのシステム１０の光制御モジュール１１１は、１つ又は複数の光源３０の放出を
制御するように構成される。対象者１０６への電磁放射の投射を制御することによって、
システム１０は、対象者１０６に光線療法を提供する。投射の制御は、１つ又は複数の決
定された（動作）パラメータに基づいて１つ又は複数の光源３０を制御することを含むこ
とがある。光制御モジュール１１１による制御は、個々の光源３０、光源３０の１つ又は
複数の部分集合、光源３０の１つ又は複数のグループ、光源３０の１つ又は複数の行及び
／又は列、及び／又はそれらの任意の組合せに基づくことがある。光制御モジュール１１
１による制御は、制御可能な強度レベル、制御可能な照明方向及び／又は角度、照明スペ
クトルの制御可能な選択、及び／又は１つ又は複数の光源３０の他の制御可能な照明特性
及び／又は照明パラメータの制御を含むことがある。光制御モジュール１１１の制御は、
パラメータ決定モジュール１１３からの情報に基づくことがある。
【００５９】
　対象者１０６の概日リズムの１つ又は複数の特性、特に段階を修正するのに十分な強度
レベルでの電磁放射の実質的に連続的な放出は、（限定はしないが約５３０ｎｍを含む適
切な波長でｉｐＲＧＣを刺激するのに効果的であるものの）一般に電力要件及び電力損失
の実用上の問題がある。電力要件は、ポータブル電源の限度を上回ることも下回ることも
ある。関連の電力損失は、対象者１０６への伝熱を生じることがあり、これは不快である
ことがあり、非常に不快なことさえある。本明細書で使用される時、「電磁放射の実質的
に連続的な放出」は、迅速な応答及びより遅い減衰によって提供される受容体の集積特性
により、対象者（対象者の眼及び視覚系を含む。特に、様々な視覚受容体及び非視覚受容
体の応答時間）に対する効果が連続的な放出と同一又は同様であるほど高速でパルスする
放出を含む。
【００６０】
　狭い波長帯域内の実質的に連続的な電磁放射を、フィルタなしで角膜に直接投射させて
使用する光線療法のための幾つかの手法は、一般に、波長帯域での感度プロファイルに依
拠して、約４５０ｎｍ～約４７５ｎｍの波長帯域に焦点を当てている。そのような手法が
、（現在の一般的な技術を使用しても克服できないように思われるが）上述した実用上の
問題を何らかの方法で克服することが可能であった場合でさえ、そのような放出は、メラ
トニン生成レベルの実質的な抑制を引き起こし、従って、場合によっては適切でない時間
に、対象者が眠る及び／又は眠り続けるのを難しくする。幾つかのそのような手法は、内
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因性光感受性網膜神経節細胞の連続的な光活性化のための帯域として、約５００ｎｍ～約
５３０ｎｍの波長帯域に焦点を当てている。メラトニン生成レベルの実質的な抑制が様々
な理由により望ましくないことがあることに留意されたい。
【００６１】
　電磁放射のパルスを使用する光線療法のための幾つかの手法は、一般に、白色光の使用
に焦点を当てている。一般に、そのような手法は、２ｍｓ程の短いパルス期間を使用する
。そのような手法が、（現在の一般的な技術を使用しても克服できないように思われるが
）上述した実用上の問題を何らかの方法で克服し、それと同時に対象者の概日リズムをシ
フトさせることが可能であった場合でさえ、そのような光線療法は、メラトニン生成レベ
ルの実質的な抑制を引き起こし、それにより、場合によっては適切でない時間に対象者を
起こし、及び／又は対象者が眠る及び／又は眠り続けるのを難しくする。光線療法のため
の幾つかの手法は、赤色光への露出を使用し、これは、警戒応答を引き起こすことがある
。そのような結果は、赤色光の投射に応答するコルチゾールの解放によって引き起こされ
得ると仮説を立てられる。赤色光（約６００ｎｍよりも長い波長）は、感情的に、メラト
ニン生成レベルの抑制を引き起こさず、対象者の概日リズムのシフトも引き起こさないこ
とに留意されたい。
【００６２】
　幾つかの実施形態では、光制御モジュール１１１は、１つ又は複数の光源３０の放出を
制御するように構成され得て、それにより、光線療法の何らかのタイプ及び／又は段階に
関して、実質的に青色の光が特定のパルスで放出されて、光線療法を提供し、及び／又は
対象者１０６の概日リズムの１つ又は複数の特性を修正する。青色光の特定の波長帯域は
、約４３０ｎｍ～約４９０ｎｍ、約４５０ｎｍ～約５００ｎｍ、約４６０ｎｍ～約４９０
ｎｍ、約４３０ｎｍ～約５１０ｎｍ、約４６０ｎｍ～約５１０ｎｍ、及び／又は他の特定
の波長帯域でよい。青色光のパルスは、特定のパルス持続時間、特定のパルス間隔、特定
の波長（帯域）、特定の強度レベル若しくはパワーレベル、及び／又は他の特性を含めた
、特定の特性を有することがある。特定のパルス持続時間は、約１ｍｓ、約１０ｍｓ、約
１００ｍｓ、約０．５秒～約１分の間、約３０秒～約２分の間、約１分、約１０分、及び
／又は他のパルス持続時間になるように制御され得る。特定のパルス間隔は、約１ｍｓ、
約１０ｍｓ、約１００ｍｓ、約０．５秒～約１分の間、約３０秒～約２分の間、約１分、
約１０分、及び／又は他のパルス間隔になるように制御され得る。幾つかの実施形態では
、１つ又は複数の光源３０は、光線療法の提供中、１分間につき約２秒だけ、Ｓ錐体受容
体を刺激するのに十分な強度で青色光を放出する。特に本明細書の他の箇所で述べられる
所定の狭い波長帯域内での本明細書で述べられるパルス電磁放射の使用は、実質的に連続
的な電磁放射と同様の度合いだけ概日リズムの段階をシフトさせるが、上述した実用上の
問題を回避、低減、及び／又は最小化する方法でそれを行う。
【００６３】
　パルスの波形（又は形状）は、正弦波形、方形波形、三角波形、鋸歯波形、及び／若し
くは他の波形、並びに／又はそれらの組合せでよい。幾つかの実施形態では、方形波形及
び／又は完全ではない方形波形が好ましいことがある。完全ではない方形波形は、擬似方
形波形と呼ばれることもある。実用上の制限が、理想的な方形波形を妨げることがある。
波形に関する立ち上がり時間及び立ち下がり時間は、信号がターゲットレベルの１０％か
ら９０％に、又はその逆に移行する時間として規定され得る。通常、ターゲットレベルは
、信号が達する最高レベルである。幾つかの場合、ターゲットレベルは、期間の特定の段
階中の平均及び／又は総計レベルでよい。本明細書で使用される時、光線療法の何らかの
タイプ及び／又は段階に関して、ターゲットレベルは、Ｓ錐体受容体を刺激するのに十分
な強度（又は大きさ）でよい。幾つかの実施形態では、パルスの波形は、約０．０１ｍｓ
、約０．１ｍｓ、約１ｍｓ、約１０ｍｓ、約１００ｍｓ、約１秒の立ち上がり及び／若し
くは立ち下がり時間、並びに／又は他の立ち上がり及び立ち下がり時間を有する方形波形
又は擬似方形波形でよい。幾つかの実施形態では、パルスの波形は、パルス持続時間の約
０．０１％、パルス持続時間の約０．１％、パルス持続時間の約１％、パルス持続時間の
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約１０％、並びに／又はパルス持続時間の別のパーセンテージの立ち上がり及び／若しく
は立ち下がり時間を有する方形波形又は擬似方形波形でよい。幾つかの実施形態では、立
ち上がり時間と立ち下がり時間は異なっていてもよい。例えば、立ち上がり時間が立ち下
がり時間よりも短いことがある。
【００６４】
　幾つかの実施形態では、光制御モジュール１１１は、電磁放射の放出されるパルスが、
対象者１０６の概日リズムの１つ若しくは複数の特性を修正及び／又はシフトすることに
よって光線療法を提供するように構成される。非限定の例として、提供される光線療法は
、対象者１０６の概日リズムの段階をシフトさせることがある。特に、概日リズムの段階
は、対象者１０６によるメラトニン生成レベルが実質的に抑制されないようにシフトされ
得る。本明細書で使用される時、メラトニン生成レベルを「実質的に抑制しない」は、実
質的に連続的な青色光の１／５～１／３だけメラトニン生成を抑制するか、対象者１０６
を起こす可能性がないか、及び／又は対象者１０６を起こすには不十分な量だけメラトニ
ン生成を抑制することを意味する。メラトニン生成の抑制は、一般に、睡眠サイクルの終
了時点又はその近くで、対象者１０６を起こすように作用する。概日リズムの段階の修正
又はシフトは、メラトニン抑制の修正に対応することがある。例えば、３０分だけ概日リ
ズムの段階をシフトさせることは、やはり約３０分だけメラトニン抑制の開始（従って関
連の起床時間）をシフトさせることがある。
【００６５】
　幾つかの実施形態では、光制御モジュール１１１による投射の制御は、電磁放射を遮断
する又は一部遮断するために、修正可能な身体的／機械的構造、例えば開口部を調節する
ことを含むことがある。代替として、及び／又は同時に、１つ又は複数の光源３０と対象
者１０６の１つ又は複数の眼との間に配置された構造又は物体が同じ機能を達成し得る。
例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：liquid crystal display）に含まれ得るような液晶
のアレイは、（例えば１つ又は複数の光源３０から対象者１０６への方向に）通過する電
磁放射の量を調節するように選択的に制御され得る。
【００６６】
　幾つかの実施形態では、光制御モジュール１１１は、対象者の顔に向けて、対象者の眼
又はその周りに第１の照明モジュール１６及び第２の照明モジュール１８によって放出さ
れる電磁放射のタイミングパラメータを制御及び／又は指示するように構成され得る。タ
イミングパラメータは、放出された電磁放射の特定のパルス持続時間、パルス間隔、及び
／又は他のタイミング関連の特性に基づくことがある。例えば、３秒のパルス持続時間及
び９７秒のパルス間隔を使用して、光制御モジュール１１１は、開始時点で１つ又は複数
の光源３０をオンに切り替え、３秒の経過に応答して１つ又は複数の光源３０をオフに切
り替え、１つ又は複数の光源がオフに切り換えられた状態で９７秒待機し、このサイクル
を、推奨される光線療法の所定の期間にわたって繰り返すように構成され得る。幾つかの
実施形態では、システム１０の動作の１つ又は複数の態様は、各対象者毎に調節又はカス
タマイズされ得る。調節及び／又はカスタマイズは、ユーザインターフェース７６を介し
てシステム１０に入力され得る。一実施形態では、電子記憶装置７４は、電磁放射の放出
の複数の異なるパターンを記憶し、対象者１０６（及び／又は介護者）は、ユーザインタ
ーフェース７６を介して、対象者１０６に適したパターンを選択する。幾つかの実装形態
では、電磁放射の１つ又は複数の特定の放出を含むパターンは、２４時間にわたることが
あり、及び／又は毎日繰り返され得る。幾つかの実装形態では、パターンは、１日又は数
日に及んでもよい。例えば、シフト勤務者は、勤務日中に第１のタイプの電磁放射及び／
又は治療を受け、週末には第２のタイプの治療を受けることができる。代替として、及び
／又は同時に、シフト勤務者は、第１のタイプと第２のタイプの間の移行を補助するため
に移行型の治療を使用することもできる。
【００６７】
　特定の実施形態では、光線療法レジームは、システム１０による対象者１０６への電磁
放射の投与のタイミングを指示することができる。そのような実施形態では、システム１
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０は、クロック及び／又はタイマー（本明細書では「クロック」と呼ばれる）を含むこと
がある。光制御モジュール１１１は、クロックに関連して及び／又はクロックに基づいて
動作することができる。クロックは、所与のイベントからの経過時間を監視すること及び
／又は時刻を監視することが可能であり得る。対象者１０６（及び／又は介護者）は、例
えばユーザインターフェース７６を介して、クロックによって発生される時刻を修正する
ことを可能にされ得る。放出される電磁放射は、例えばクロックに基づいて、時間と共に
照明レベル（又は放射強度）を徐々に増分することを含むことがある。例えば、照明レベ
ルは、例えば対象者が起きるまで１分毎に増加され得る（最大照明レベルによって上限を
設定される）。放出される電磁放射は、同様に、例えばクロックに基づいて、時間と共に
放射の波長を変えることもある。更に、複数のタイプ又は種類の放出される電磁放射が、
何らかのシーケンスで組み合わされ得る。
【００６８】
　療法モジュール１１２は、対象者１０６のための光線療法レジームを決定及び／又は取
得するように構成される。例えば、医師などの医療専門家が、光線療法レジームを提供す
ることができる。療法モジュール１１２は、例えばパラメータ決定モジュール１１３によ
って決定されるパラメータなど１つ又は複数のパラメータに基づいて、対象者１０６のた
めの（推奨される）光線療法レジームを決定するように構成され得る。光線療法レジーム
は、光線療法の１つ又は複数の段階を規定することができる。個々の段階は、１日又は複
数日中の個々の期間に関連付けられ得る。例えば、特定の光線療法に関する特定の期間は
、対象者が起きる必要がある時点の前の１時間でよい。幾つかの実装形態では、特定の光
線療法レジームのための光線療法の複数の段階が、相互に排他的な期間に関連付けられ得
る。幾つかの実装形態では、複数の段階が（例えば一部）重畳し得る。
【００６９】
　幾つかの実装形態では、特定の光線療法レジームのための光線療法の複数の段階は、様
々な波長、波長範囲、パルス若しくは連続、パルス期間、デューティサイクル、治療の継
続時間、及び／又は放射の放出の他の様々な特性を使用し得る。例えば、第１のタイプの
光線療法は、開いた又は閉じられた眼に関して適切な照明レベルで、実質的に連続的な青
色又は緑色光（例えば約４３０ｎｍ～約５５０ｎｍの間）を使用することがある。そのよ
うな療法は、メラトニンを抑制し、概日リズムの段階のゼロ点をシフトさせ、及び／又は
より多くのコルチゾールの生成を促すことがある。第２のタイプの光線療法は、開いた又
は閉じられた眼に適した照明レベルで、実質的に連続的なシアン／緑色光（例えば約５０
０ｎｍ～約５３０ｎｍの間）を使用することがある。そのような療法は、メラトニンを抑
制し、概日リズムの段階のゼロ点をシフトさせ、及び／又はより多くのコルチゾールの生
成を促すことがある。第３のタイプの光線療法は、開いた又は閉じられた眼に関して適切
な照明レベルで、実質的に連続的な赤色光（例えば約５９０ｎｍ～約７００ｎｍの間）を
使用することがある。そのような療法は、メラトニンを抑制せず、概日リズムの段階のゼ
ロ点をシフトさせないが、より多くのコルチゾールの生成を促すことがある。
【００７０】
　第４のタイプの光線療法は、開いた又は閉じられた眼に適した照明レベルで、パルス青
色光（例えば約４６０ｎｍ～約４９０ｎｍの間）を使用することがある。そのような療法
は、連続的な青色／緑色光の１／５～１／３だけメラトニンを抑制し、概日リズムの段階
のゼロ点をシフトさせ、連続的な青色／緑色光程ではないが、より多くのコルチゾールの
生成を促すことができる。第５のタイプの光線療法は、開いた又は閉じられた眼に適した
照明レベルで、パルスシアン／緑色光を使用することがある。そのような療法は、メラト
ニンを抑制し、概日リズムの段階のゼロ点をシフトさせ、及び／又はより多くのコルチゾ
ールの生成を促すことがある。第６のタイプの光線療法は、開いた又は閉じられた眼に適
した照明レベルで、パルス赤色光を使用することがある。そのような療法は、メラトニン
を抑制せず、概日リズムの段階のゼロ点をシフトさせないが、より多くのコルチゾールの
生成を促すことがある。
【００７１】
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　光線療法レジームは、対象者１０６の大きさ／体積／重量に関係付けられる情報、対象
者１０６の現在の睡眠習慣に関係付けられる情報、対象者１０６の現在の概日リズムに関
係付けられる情報、対象者１０６の年齢に関係付けられる情報、対象者１０６に以前に投
与された光線療法に関係付けられる情報、対象者１０６のステータスに関する医学的パラ
メータに関係付けられる情報、ユーザ１０８、対象者１０６、介護者、臨床医の入力、ガ
イドライン、チャートからの記載及び／又は提供された情報、及び／又は他の情報の１つ
又は複数に基づくことがある。例えば、推奨される光線療法は、実行中の光線療法の約３
０分、約１時間、約９０分、約２時間、及び／又は他の期間にわたる青色光のパルスの放
出を含むことがある。推奨される光線療法は、対象者１０６の睡眠期間の様々な時点又は
段階でスケジュールされ得る。例えば、光線療法は、睡眠の開始の１時間後、概日リズム
の段階の（予想される）ゼロ点の１時間前、概日リズムの段階の（予想される）ゼロ点の
１時間後、（予想される）起床時点の１時間前、及び／又は他の決定された時点及び／又
は期間に提供され得る。１時間のサンプルオフセットは例示に過ぎず、何ら限定を意図さ
れていないことに留意されたい。
【００７２】
　幾つかの実装形態では、本明細書で開示される複数の光線療法が、光線療法レジームと
して組み合わされ得る。幾つかの実装形態では、光線療法レジームは、対象者の概日リズ
ムの段階を修正することによって、睡眠相後退症候群（ＤＳＰＳ）を治療するために設計
され得る。幾つかの実装形態では、光線療法レジームは、対象者の概日リズムの段階を修
正することによって、睡眠相前進症候群（ＡＳＰＳ）を治療するために設計され得る。幾
つかの実装形態では、光線療法レジームは、眠るのが早過ぎる及び／又は起きるのが早過
ぎるという障害を有しているティーンエージャーを治療するために設計され得る。幾つか
の実装形態では、光線療法レジームは、週末と勤務日との異なるスケジュール間での人々
の移行を助けるために設計され得る。幾つかの実装形態では、光線療法レジームは、ジェ
ットラグのある旅行者を助けるために設計され得る。幾つかの実装形態では、光線療法レ
ジームは、ブルーマンデー症候群の人々を助けるように設計され得る。
【００７３】
　例えば、ＤＳＰＳであるが、概日リズムの段階（のゼロ点）が分かっていないティーン
エージャーの治療は、以下の段階を含むことがある。まず、起床を支援するために（上述
された）第３のタイプの光線療法を提供する。治療は、夜に眠る前及び／又は青色遮断サ
ングラスをかける前に更にメラトニンを摂取することによって強化され得る。数日後、第
４の光線療法（上述）を、適切な起床時間の約１時間前に提供する。
【００７４】
　例えば、第３直で働くシフト勤務者は、以下の段階を使用して治療され得る。まず、勤
務日には、仕事前の昼寝中に第２のタイプの光線療法（上述）が提供され得て、概日リズ
ムの段階のゼロ点を、朝のより遅い時間にシフトさせる。勤務日が始まる前には、就寝時
間前に、概日リズムの段階のゼロ点まで第２のタイプの光線療法が提供され得る。（特定
の勤務日に関して）シフト勤務の最後の１夜又は２夜には、帰宅時に昼前に第４のタイプ
の光線療法（上述）が使用され得る。週末には（前の例と同様）、睡眠セッションの終了
時又は終了付近に、第３のタイプの光線療法（上述）が使用され得て、概日リズムの段階
を変えずに、コルチゾールの増加によってパフォーマンスを改善する。本開示の範囲内で
、様々な組合せ、順列、変形、順序、及び／又は代替シナリオが考慮される。実装形態は
、上記の６つの光線療法からの選択に限定されることは意図されず、特定の光線療法レジ
ームでの２タイプのみの光線療法の組合せにも限定されることは意図されない。
【００７５】
　幾つかの実装形態では、療法モジュール１１２は、測定、及び／又はユーザ又は介護者
、医療専門家、及び／又は医師からの入力に基づいて光線療法レジームを修正するように
構成され得る。幾つかの実装形態では、療法モジュール１１２は、上記の目標及び／又は
目的に基づいて光線療法レジームを自動的及び／又は自律式に調節することができる。例
えば、患者が特定の睡眠スケジュールに到達する及び／又はそれを維持するまで、調節が
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行われ得る。
【００７６】
　光線療法のスケジュール設定は、１つ又は複数のセンサ１４２の１つ又は複数の出力信
号、パラメータ決定モジュール１１３によって決定される１つ又は複数のパラメータ、療
法モジュール１１２によって／を介して取得される情報、概日リズムの段階の予想／測定
されるゼロ点と概日リズムの段階の所望の／推奨されるゼロ点と間の差、及び／又はそれ
らの任意の組合せに基づくことがある。推奨される光線療法レジームは、更に、光制御モ
ジュール１１１による動作及び／又は調節のための基礎として使用され得る。処理装置７
８は、推奨される光線療法に従って、第１の照明モジュール１６と第２の照明モジュール
１８を制御することができる。
【００７７】
　図８は、対象者１０６に光線療法を提供するための方法８００を示す。以下に表される
方法８００の操作は、例示として意図される。幾つかの実施形態では、方法８００は、説
明されていない１つ又は複数の追加の操作を伴って、及び／又は論じられる操作の１つ又
は複数を伴わずに達成され得る。更に、方法８００の操作が図８に示されて以下に述べら
れる順序は、限定を意図されていない。
【００７８】
　幾つかの実施形態では、方法８００は、１つ又は複数の処理デバイス（例えば、デジタ
ル処理装置、アナログ処理装置、情報を処理するために設計されたデジタル回路、情報を
処理するために設計されたアナログ回路、及び／又は情報を電子的に処理するための他の
メカニズム）で実装され得る。１つ又は複数の処理デバイスは、電子記憶媒体に電子的に
記憶されている命令に応答して、方法８００の操作の幾つか又は全てを実行する１つ又は
複数のデバイスを含むことができる。１つ又は複数の処理デバイスは、方法８００の操作
の１つ又は複数を実行するように特に設計されるように、ハードウェア、ファームウェア
、及び／若しくはソフトウェアによって構成された１つ又は複数のデバイスを含むことが
ある。
【００７９】
　操作８０２で、光線療法レジームが対象者のために取得される。光線療法レジームは、
第１の段階及び第２の段階を含む段階を規定する。第１の段階は、１日又は複数日中の第
１の期間に関連付けられる。第２の段階は、第１の期間とは異なる１日又は複数日中の第
２の期間に関連付けられる。光線療法レジームは、対象者のための光線療法を提供するた
めに、電磁放射が対象者の閉じられた瞼に投射することを含む。幾つかの実施形態では、
操作８０２は、療法モジュール１１２（図７に示され、本明細書で述べられる）と同一又
は同様の療法モジュールによって行われる。
【００８０】
　操作８０４で、第１の段階中、パルス電磁放射が放出され、これは、投射時に対象者の
Ｓ錐体受容体を刺激するのに十分な第１の強度での、約４１０ｎｍ～約５１０ｎｍの第１
の波長範囲を有する電磁放射を含む。第１の期間中に放出されるパルス電磁放射は、約１
０分までのパルス持続時間と、約０．１秒～約１０分のパルス間隔とを有する。幾つかの
実施形態では、操作８０４は、光源３０及び光制御モジュール１１１（図７に示され、本
明細書で述べられる）と同一又は同様の光源及び／又は光制御モジュールによって行われ
る。
【００８１】
　操作８０６で、第２の段階中、電磁放射が放出され、ここで、放出される電磁放射の１
つ又は複数のパラメータは、第１の段階中のパルス電磁放射から変更され、従って、第１
の段階中に提供される光線療法は、第２の段階中に提供される光線療法とは異なる。幾つ
かの実施形態では、操作８０６は、光源３０及び光制御モジュール１１１（図７に示され
、本明細書で述べられる）と同一又は同様の光源及び／又は光制御モジュールによって行
われる。
【００８２】
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　特許請求の範囲において、括弧で括られた任意の参照符号は、特許請求の範囲を限定す
るものとは解釈されないものとする。用語「備える」又は「含む」は、特許請求の範囲に
列挙されるもの以外の要素又はステップの存在を除外しない。幾つかの手段を列挙するデ
バイスクレームにおいて、これらの手段の幾つかは、ハードウェアの同一の要素によって
具現化され得る。ある要素に先立つ語「１つの（a）」及び「１つの（an）」は、複数の
そのような要素の存在を除外しない。幾つかの手段を列挙する任意のデバイスクレームに
おいて、これらの手段の幾つかは、ハードウェアの同一の要素によって具現化され得る。
特定の要素が互いに異なる従属請求項に記載されていることだけでは、これらの要素が組
み合わせて使用され得ないことを示さない。
【００８３】
　最も実用的であり好ましいと現在考えられているものに基づいて例示の目的で実施形態
を詳細に述べてきたが、そのような詳細は、単に例示の目的に過ぎず、本開示は、開示さ
れる実施形態に限定されず、逆に、添付の特許請求の範囲の趣旨及び範囲に入る修正形態
及び均等な構成を網羅することが意図されることを理解されたい。例えば、本開示は、可
能な範囲で、任意の実施形態の１つ又は複数の特徴が任意の他の実施形態の１つ又は複数
の特徴と組み合わされ得ることを企図されることを理解されたい。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６Ｃ】
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