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(57)【要約】
【課題】人工雰囲気を創出する直観的なやり方及びその
物理的実現化のためのシステムを提供することにある。
【解決手段】照明システム１００が、少なくとも１つの
属性を備えた光を提供するよう構成された少なくとも１
つの制御可能な光源１２５と、少なくとも１つの画像を
表現するよう構成された画像表現装置１３５と、選択さ
れた属性に一致する画像を選択するよう構成されたシス
テム制御装置１１０とを有する。システム制御装置１１
０は、種々の光属性、例えば種々の光度又は輝度レベル
と関連した少なくとも１つのスクリプトを受け取り、ス
クリプトに従う光属性の変化に応答して画像を変更する
よう構成されているのが良い。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの光の少なくとも１つの属性のレベルに各々関する低条件、高条件、及び前記
低条件と前記高条件との間の中間条件を提供するよう構成された入力装置と、
　前記入力装置の前記低条件、前記高条件、及び前記中間条件に応答して画像をレンダリ
ングするよう構成された画像レンダリング装置であって、前記低条件に応答する第１画像
は、低いレベルの輝度を有し、前記高条件に応答する第２画像は、前記低いレベルの輝度
よりも高いレベルの輝度を有する、画像レンダリング装置と、
を有するイメージングシステム。
【請求項２】
　前記中間条件のうちの１つに応答する中間レベル画像は、前記低いレベルの輝度と前記
高いレベルの輝度との間の中間のレベルの輝度を有する、
　請求項１記載のイメージングシステム。
【請求項３】
　前記中間のレベルの輝度は、前記低条件から前記中間条件のうちの１つの中間条件に変
えられている前記入力装置に応答して前記低いレベルの輝度から増大し、前記中間のレベ
ルの輝度は、前記高条件から前記中間条件のうちの１つの中間条件に変えられている前記
入力装置に応答して前記高いレベルの輝度から減少する、
　請求項２記載のイメージングシステム。
【請求項４】
　コンピュータにより読み取り可能なコードが具現化された、コンピュータにより読み取
り可能な媒体であって、
　前記コンピュータにより読み取り可能なコードは、実行時に、
　光源からの光の少なくとも１つの属性のレベルのそれぞれと関連した少なくとも１つの
スクリプトを受け取るステップ、
　前記少なくとも１つのスクリプトに従う前記レベルの変化に応答して少なくとも１つの
画像を選択するステップ、及び
　前記少なくとも１つの画像をレンダリングするステップを含む、
　コンピュータにより読み取り可能な媒体。
【請求項５】
　光源からの光の少なくとも１つの属性のレベルに各々関する最小位置及び最大位置を含
む複数の位置を備えた入力装置と、
　前記複数の位置に応答して互いに異なる画像をレンダリングする画像レンダリング装置
とを有し、前記互いに異なる画像のうちの第１の画像は、前記最大位置に応答してレンダ
リングされた第１のシーンを含み、前記互いに異なる画像のうちの第２の画像は、前記最
小位置に応答してレンダリングされた第２のシーンを含み、
　前記第１のシーンは、高い照明レベルと関連し、前記第２のシーンは、前記高い照明レ
ベルよりも低い照明レベルと関連している、
　ことを特徴とする制御システム。
【請求項６】
　前記入力装置は、前記少なくとも１つの属性に関する前記最小位置と前記最大位置との
間の中間位置を更に有し、前記画像レンダリング装置は更に、前記中間位置と関連した日
時に対応するよう前記互いに異なる画像を変更する、
　請求項５記載の制御システム。
【請求項７】
　前記複数の位置と関連した少なくとも１つの属性を備える光を提供する少なくとも１つ
の制御可能な光源を更に有する、
　請求項５記載の制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、照明システム及び照明方法、特にプライベートルーム並びに公共の場所、例
えば列車及びバスステーション、空港、飛行機、バス、列車、船舶、劇場及び他の娯楽施
設等に人工の雰囲気を創出するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エジソンによる照明用の電球の発明以来、照明システムは、人々の日常の生活において
もはや昔に逆戻りできない部分になっている。現代社会においては、照明システムは、絶
えず開発され続けている。
【０００３】
　先行技術は、照明システムの多くの改良例を提供している。例えば、米国特許出願公開
第２００５／００４１１６１号公報は、ビデオディスプレイ及び照明機器を含む娯楽（ゲ
ーム）系の方法及び装置を開示しており、この場合、コンピュータビデオディスプレイは
、装置構造の必要な部分である。なお、この特許文献を参照により援用し、その開示内容
全体を本明細書の一部とする。照明システム用のスクリーンは、照明システムによって生
じる照明を反射することができるような仕方で提供される。
【０００４】
　別の米国特許出願公開第２００５／００２３９９６号明細書は、少なくとも１つの入力
装置から制御信号を受け取るプロセッサと、プロセッサが制御信号に基づいて出力信号を
生じさせることができるようにするコンピュータ関連プログラムコードと、プロセッサと
関連していて、多数の照明器具を調節する調節器のうちの少なくとも１つを構成するイン
ターフェイスとを有する制御システムを記載しており、この特許文献を参照により援用し
、その記載内容全体を本明細書の一部とする。この米国特許出願公開明細書は、照明を薄
暗くして壁に投影された芸術を見やすくするシーン制御を可能にするために、「例えば、
大きな部屋の中の照明を共有雰囲気から壁上への芸術の上映に変化させる」ために使用で
きるということを記載している。
【０００５】
　国際公開第０１／０５１９５号パンフレットによって提供される別の解決策は、もっぱ
ら、照明順序の創出及び設計のためのシステム及び方法に関し、かかるシステム及び方法
は、プロセッサと、多くの照明ユニットを制御する照明制御装置によって実行可能な多数
の照明順序から成る場合があるプログラムを作成するソフトウェアインターフェイスとを
有し、この特許文献を参照により援用し、その記載内容全体を本明細書の一部とする。照
明順序は、メモリに記憶されていて、照明効果を表すオブジェクトから組み立てられ、又
は、アナログ、ディジタル、マニュアル又は別の外部源、例えばユーザ、センサ、サウン
ドレベル検出装置、ＲＦ若しくはＩＲ信号、照明システムからのフィードバックからの入
力を含む場合がある。
【０００６】
　先行技術は又、国際公開第０２／０９２１８３号パンフレットに開示されたリアルワー
ルド表示システムを提供しており、このリアルワールド表示システムは、各々が１つ又は
２つ以上のパラメータ、例えば、オーディオ特性及びビジュアル特性を提供する１組のマ
ーク付け言語割り込み可能装置を有し、この特許文献を参照により援用し、その開示内容
全体を本明細書の一部とする。マーク付け言語割り込み可能装置は、種々の表示、照明、
オーディオ及び暖房装置と、表示機能を備えた壁及び床と、アニマトロニック（animatro
nic）機器、電子機器及びロボット機器と、インタラクティブピクチャとを含む場合があ
る。これら装置のうちの少なくとも１つは、マーク付け言語から成る命令セットの形態を
したリアルワールド記述を受け取ることができ、これら装置は、記述に従って動作される
。リアルワールド記述は、ブロードキャスト信号、ウェブリンク等を介して装置に伝達さ
れる。これら装置は、これら装置の物理的パラメータを調整する一種の制御装置（これは
、国際公開第０２／０９２１８３号パンフレットでは、「調整手段」と呼ばれている）を
更に含む。装置は、記述の読み取りを可能にするブラウザ部分によって提供される。この
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国際公開パンフレットは、「リアルワールド記述が〈ＦＯＲＥＳＴ〉、〈ＳＵＭＭＥＲ〉
、〈ＥＶＥＮＩＮＧ〉となっている場合、ブラウザ部分は、・・・これを色調及び輝度レ
ベルに関連した特定の命令に解釈する」ことを教示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　また、照明レベルは、人の健康、感情及び気分に影響を及ぼすことが知られている。例
えば、光療法は、特に人が太陽光にあまり当たっていない期間の間、気分を高めると共に
憂鬱さを緩和するために用いられる。特定の波長／光度の光源が用いられることが通例で
ある。さらに、照明は、所望の機能及び美観並びに健康上の利益、例えば目の疲労の軽減
及び気分の向上を提供するために家庭及び商業ビル、例えば、小売店を含むインテリア設
計において必要不可欠になっている。
【０００８】
　美観は、特に人の直観から引き出されるということに注目すべきである。したがって、
照明の所望の物理的特性と、太陽、空、緑の葉及び他の自然の現象の画像に関連する場合
の多い人による日光の知覚とを組み合わせるような仕方で人工照明システムを設計するこ
とがますます重要になっている。
【０００９】
　上述の全ての解決策及び多くの他の解決策では、従来型照明システムは、これらの主要
な機能、即ち、或る特定のレベル、色及び形態の提供を実行している。照明度を調節する
多くの形式の手動、電子及び他の入力装置が存在する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　人工雰囲気を創出する直観的なやり方及びその物理的実現化のためのシステムを提供す
ることが望ましい。したがって、人工雰囲気をもたらす照明システムが提供され、この場
合、照明レベルは、それぞれの或る特定の画像、所望に応じてオーディオを含む太陽、空
等のスチル（静止）又はストリーミングビデオに対応している。画像は、特定の照明レベ
ルが生じ又は変更されたのと同時に又は単にスイッチ／画像制御装置位置が変更されたと
きに、適当な表示手段（例えば、天井、床、壁、モニタスクリーン等）上に投影され又は
表示される。
【００１１】
　かかる照明システム及び方法は、或る特定の照明レベルが各々、表示された望ましい又
は所望の画像、例えば、太陽、月、青い空、緑の葉、花、鳥、山、丘、滝及び自然の他の
画像及び（又は）エンドユーザにより選択され提供される個人的な画像又は他の画像に対
応している場合、ユーザにとって良好な美的効果及び健康上の効果を生じさせることがで
きるという見識に基づいている。本明細書において説明する画像又はピクチャは、所望に
応じてオーディオを更に含む場合がある１つの又は一連の静止画像／ピクチャ及び（又は
）ストリーミングビデオを含むことは理解されるべきである。
【００１２】
　一例を挙げると、シーンの画像は、日中も太陽光のそれぞれの段階を再現する好ましく
は互いに異なる輝度を備えた画像並びに自然の現象、例えば、空、月光、緑の植物、鳥、
水源、種々の地球上の風景等の他の画像内における種々の座標位置における太陽の画像を
含む。画像をスクリプトのリストの形態又は別の形態でメモリ（ハードドライブ、チップ
、カード等）に記憶するのが良い。
【００１３】
　適当な入力装置、例えば回転可能な若しくは摺動可能なノブ若しくはスイッチ又は例え
ば光レベル及び（又は）表示された画像の変更のために用いられるハードウェア、ソフト
ウェア若しくはファームウェアにより具体化される任意他のユーザインターフェイスが提
供され、かかるユーザインターフェイスとしては、グラフィカルユーザインターフェイス
が挙げられ、このグラフィカルユーザインターフェイスは、例えばスタンドアロン型であ
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っても良く、任意形式の適当な制御装置又はディスプレイの一部、例えばコンピュータの
一部、携帯型情報端末（ＰＤＡ）の一部、遠隔制御装置の一部であって良く、或いはこれ
らと関連するものであっても良い。例えば、ユーザインターフェイスは、タッチスクリー
ン、キーボード、マウス等であっても良い。照明／画像システムは、入力装置からの信号
に応答して光レベルを変更し、実質的にそれと同時に、選択されたレベル、例えば選択さ
れた光レベル又は選択された画像と関連した画像を表示するよう構成されている。例えば
、画像は、光／画像レベルと関連したスクリプトによって選択されて制御でき、また、こ
の場合、特定の光／画像レベルの設定の結果として、スクリプトに従う特定の光／画像レ
ベルと関連した画像が表示される。エンドユーザは、特定のスクリプトを選択して特定の
画像を特定の光／画像レベルに関連付けることができ（例えば、ユーザによりセットアッ
プされた回転又は回転可能又は摺動可能なノブの位置を調節することにより設定される）
、したがって、光／画像レベルの提供又は選択に応答して、所望の関連画像が表示される
ようになっている。
【００１４】
　本発明の利用可能性の別の分野は、以下に提供される詳細な説明から明らかになろう。
詳細な説明及び特定の例は、本発明の例示の実施形態を示しているが、説明の目的のため
に過ぎず、本発明の範囲を限定するものではないことは理解されるべきである。本発明の
装置及び方法の上述の特徴、観点及び利点並びに他の特徴、観点及び利点は、以下の説明
、特許請求の範囲及び添付の図面から良く理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明による照明及び人工雰囲気の創出のためのシステムの略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　或る特定の例示の実施形態についての以下の説明は、性質上例示に過ぎず、本発明の内
容、その利用分野又は用途を限定するものではない。
  上述したように、光レベルがエンドユーザにとって望ましい画像に対応する場合、ユー
ザにとって良好な美的及び健康上の効果を作ることができ、かかる画像は、ユーザによっ
て提供され又はあらかじめ定められた組をなす画像からユーザによって選択できる。スク
リプトが、画像を種々の光／画像レベルに関連付けるために用いられる。エンドユーザは
、互いに異なるスクリプト若しくは互いに異なる画像を選択でき、又はスクリプト並びに
関連の画像及び光／画像レベルを所望に応じて改変できる。一例を挙げると、高い照明レ
ベルは、輝いている太陽、明るい青空及び他のそれぞれの画像を含む太陽が照り輝く日の
ピクチャに対応する。低レベルから増大した中間照明レベルは、例えば日の出に相当する
場合があり、照明レベルの増大と実質的に同時に又はその後、画像又はそのレベルの変更
、例えば、太陽の画像が一層輝く真昼の位置に向かう太陽の運動が生じる。中間照明レベ
ルは、高いレベルからの光／画像レベルの減少によって達成された場合、例えば、日没及
び（又は）日没位置に向かう太陽の運動に相当する場合がある。低い照明レベルは、月の
光が湖面上に当たり、星が見える夜の空に相当している場合がある。当然のことながら、
多くの種々の組をなす画像が、職業設計者によって設計され又は創作されて消費者に提供
される場合がある。当然のことながら、消費者は又、所望の画像を提供して画像又はこれ
らのレベルを任意所望の光／画像レベルに関連付けることができる。
【００１７】
　図１は、照明及び人工雰囲気の創出のためのシステム１００の実施形態を示している。
システム１００は、システム制御装置１１０と連絡状態にあり、光／画像レベルの変更の
ために用いられる手動スイッチ、回転可能なノブ、スライダ又は任意他のユーザインター
フェイスによって制御できる入力装置１０５を有し、かかる入力装置としては、例えば、
タッチスクリーン、キーボード、マウス、そしてマイクロホン、タイマ及びセンサ、光を
オン又はオフにする運動センサを含むその他が挙げられる。さらに、入力装置１０５は、
グラフィカルユーザインターフェイスを含む場合があり、かかるグラフィカルユーザイン



(6) JP 2013-47820 A 2013.3.7

10

20

30

40

50

ターフェイスは、システム制御装置１１０と関連したスタンドアロン型装置であっても良
く、或いは、ディスプレイ、例えばコンピュータ、ＰＤＡ、遠隔制御装置等であっても良
い。
【００１８】
　例えば、ユーザ入力に応答して又は部屋の中の居住検出時若しくはタイマによる起動時
に、入力装置１０５は、例えばユーザによって選択された光／画像レベル又はあらかじめ
設定されたレベルを表す選択信号１１５を出す。選択信号１１５は、ランプ制御装置１２
０に提供されて光源又はランプ１２５、例えば照明器具内のランプの照明レベル及び照明
構成を選択し又は制御する。
【００１９】
　選択信号１１５は、照明源１２５から出る光の種々の属性を制御すると共に画像表現装
置１３５によって所望の画像又は画像レベルを表示するために使用できる。光源１２５は
、任意形式の光源、例えば白熱型、蛍光型、高輝度放電（ＨＩＤ）型並びに発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）であるのが良い。ランプ制御装置１２０は、例えば、幾つかの又は全ての光
源１２５と関連しているのが良く、更に、任意形式の制御装置、例えば当該技術分野にお
いて周知である或る特定の形式のランプのための安定器であるのが良い。ランプ制御装置
１２０は、入力装置１０５、例えば回転可能又は摺動可能なノブの一部であって良く、か
かるノブは、ノブの運動に応答して光度（光の強さ）レベルを変化させるよう構成されて
いる。ランプ制御装置１２０は、ＬＥＤが種々の属性の光を提供するのに好適である場合
、ランプ１２５から放出された光の種々の属性、例えば光度、色、色相、彩度等を制御す
る照明信号１３０を出すように構成されている。
【００２０】
　選択信号１１５に応答して、ランプ制御装置１２０は、ランプ１２５から出る光属性を
変化させるために照明信号１３０をランプ１２５に送る。単純化のために、光属性を光の
レベル又は強さ（光度）と称するが、理解されるべきこととして、任意の光属性を変更し
又は制御することができる。さらに、１つのランプ制御装置及び１つのランプと称する場
合、１つのランプ制御装置は、２個以上のランプを制御することができ又は数個のランプ
制御装置は、数個のランプ又はランプ群を制御するために使用でき、この場合、スクリプ
トは、ランプ制御装置のうちの所望の１つと関連することは理解されるべきである。当然
のことながら、種々のスクリプトを種々のランプ制御装置及びランプと関連させることが
でき、その結果、例えば、互いに異なる画像を特定のランプ制御装置及び関連ランプと関
連したスクリプト及び（又は）画像表現装置１３５に従って種々の表面又はディスプレイ
上に表示される。
【００２１】
　入力装置１００からの選択信号１１５は又、システム制御装置１１０に提供され、この
システム制御装置は、画像を表面又はディスプレイ装置１５０上に表示する少なくとも１
つの表現装置１３５を制御するよう構成されており、かかる制御装置としては、プレイバ
ック装置、ディスプレイ及び（又は）プロジェクタが挙げられる。当然のことながら、２
つ以上の表現装置１３５を単一の表現装置に代えて用いることができ、画像は、ネットワ
ーク、例えばインターネット又はイントラネットを含むローカル又はワイドエリアネット
ワークを介してローカルな又はリモートの記憶装置からダウンロードできる。代替的に又
は追加的に、画像を記憶媒体、磁気、ソリッドステート、光又は任意他の形式のメモリ、
例えばＤＶＤ上に記憶させることができる。
【００２２】
　例えば光／画像強度のレベル又は他の光属性を起動するのと実質的に同時に、システム
制御装置１１０は、表現装置１３５を制御して光レベルと関連した画像を表示させる。種
々の光／画像レベルと関連した画像を有するスクリプトを用いることができ、この場合、
例えば、手動スイッチ、マイクロホン、センサ、タイマ等を含む入力装置１００を介して
ユーザにより選択された光／画像レベルに応答して、対応の照明レベルに関連付けられた
画像又は画像群を表現装置１３５によって表示する。各画像又は画像群は、上述の照明レ
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ベルの範囲内にある所定の照明レベルと関連したあらかじめ設計された組から選択できる
。
【００２３】
　システム制御装置１１０と関連したユーザインターフェイス１１２は、１つ又は２つ以
上のスクリプトを選択すると共に１つ又は２つ以上のスクリプトを１つのライト１２５又
は１つのライト１２５又は一群をなすライト１２５の光／画像レベル及び（又は）１つ又
は種々のランプ制御装置１２０及び（又は）システム制御装置１１０によって制御される
表現装置１３５に関連させる種々のスクリプトのメニューをユーザに提供するよう構成さ
れているのが良い。ユーザインターフェイス１１２及び（又は）システム制御装置１１０
は又、ユーザのスクリプトを変更し若しくは書き換え又は新しいスクリプトを作って任意
所望の画像を任意の光／画像レベルに関連させることができるよう構成されているのが良
い。当然のことながら、ユーザインターフェイス１１２は、入力装置１０５又はスタンド
アロン型ユニットの一部であって良く、かかるスタンドアロン型ユニットとしては、例え
ば、ディスプレイが挙げられ、かかるディスプレイは、タッチセンサ、キーボード、マウ
ス、遠隔制御装置、ＰＤＡ等であるのが良い。
【００２４】
　図１に示すように、システム制御装置１１０は、プログラムを記憶したメモリ１４０と
連絡状態にあり、かかるプログラムは、スクリプトの形態で提供でき（又は、変形例とし
て、ダウンロード可能なJava（登録商標） appletとして又は異なる技術を用いて若しく
は別のプログラミング言語で書かれた）、この場合、各スクリプトは、或る特定の画像又
は画像群と関連している。システム制御装置１１０は、必要とされるデータを記憶するそ
れ自体のメモリ（例えば、ＲＯＭ、ＲＡＭ等）、例えば当該技術分野において周知である
作動システムを有するのが良い。当然のことながら、代替的に又は追加的に、幾つかのス
クリプトをオーディオ表現装置又は組み合わせ型オーディオ／ビデオ表現装置を介して表
現された一連のサウンド、例えば水のさざ波の音、鳥のさえずり等に関連させても良い。
スクリプトを適当なコンピュータチップ、カードに記憶し、データベース等を用いて有利
に組織化された画像化ファイルとしてハードドライブに記憶し若しくはメモリ１４０への
記憶に加えて又はこれに代えてウェブサイト上に記憶しても良い。システム制御装置１１
０は、ユーザに（例えば入力装置１０５の一部又は別個のユニットであって良い関連のユ
ーザインターフェイス１２０を介して）プログラム選択手段及び（又は）変更手段を与え
てユーザが対応のランプ１１５の対応の光／画像レベルを備えた画像を有するスクリプト
を選択し、変更し又は創出することができるように構成されているのが良い。
【００２５】
　照明信号１３０及び選択信号１１５は、或る特定の照明レベルを確立するための各一連
の照明信号が、最終的に或る特定の画像又は画像群若しくは画像レベルに相当する或る特
定の種類（又は一連の）選択信号に実質的に関連する（又は、ユーザによって関連可能で
ある）ように生じる。
【００２６】
　次に、所定の又は選択されたスクリプトをシステム制御装置１１０によって解釈し、特
定の光／画像レベルに相当する画像（又は画像群）を画像表現装置１３５によって表現し
、ディスプレイ装置１５０、例えば、モニタスクリーン又は画像を部屋の壁、床及び（又
は）天井に投影するプロジェクタを介してユーザに示される。画像表現装置１３５は、プ
ロセッサ又はシステム制御装置１１０によって実行されるプログラムの出力を、ディスプ
レイ装置１５０が画像を表示し、又は画像をプライベートルーム内又は公共の場所に配置
された天井、床、壁又は特定のスクリーン上で見えるように投影することができるように
する適当なディスプレイ制御信号に変換するインターフェイスを有する。表示は、例えば
、入力装置１００を介してユーザにより入力された所望の照明レベルの照明を光源１２５
によって生じさせることと実質的に同時に行われる。
【００２７】
　別の実施形態では、選択信号１１５は、例えば、入力装置１０５から受け取った選択信
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号１１５と関連していて、入力装置１０５の一部であり又はこれとは別体であって良いタ
イマを介してユーザにより作り出されたタイマ信号を含むのが良い。かかるタイマ信号に
応答して、システム制御装置１１０及びかくして画像表現装置１３５は、現在の画像（画
像群）の展示を制限することができ又は画像を別の所定の画像（画像群）に変更し若しく
は任意所望のやり方で作用することができる。これは、一連の画像の設計に利用でき、か
かる設計は、例えば太陽の位置、空の明るさ、太陽の動きに続く花の開閉、日光の種々の
段階で異なる鳥の鳴き声等を自動的に（又はユーザの要求に応じて）変化させる。
【００２８】
　別の実施形態では、入力装置１０５は、回転可能な又は摺動可能なノブ又はスイッチを
作動させる代わりに（又は、これに加えて）入力装置１０５の一部であって良く又はこれ
とは別体であって良いマイクロホンからユーザボイス指令を受け取っても良く、次に、か
かるユーザボイス指令を、入力装置１０５内に設けられた適当な周知の変換手段、例えば
ボイス認識モジュールによってコンピュータアプリケーション指令の状態に合成するのが
良い。一例を挙げると、ボイス指令は、「高」、「中」及び「低」を含む。代替的に又は
追加的に、ボイス指令は、光／画像レベルの細かい変化を提供するよう例えば１～１０の
数値であって良く、この場合、例えば、１は、低照明レベルと関連し、１０は、高照明レ
ベルと関連する。ボイスに代えて、入力装置は、光をオンにしたりオフにしたりするよう
サウンドに応答しても良い。
【００２９】
　ボイス指令は、例えばボイス認識モジュールに送られてユーザにより所望される照明レ
ベル（指令に示されるように）制御し又は選択するために選択信号１１５及び照明レベル
１３０に影響を及ぼす信号の状態に変換され、この場合、選択信号１１５は、更に所望の
／関連の画像表示のための表現装置１３５を制御するシステム制御装置１１０に処理のた
めに送られる。選択信号１１５は又、例えば照明レベルに対応した画像を選択するために
任意所望の画像又は画像強度レベルと関連した任意所望の光レベルの選択又は例えばユー
ザによるスクリプトの選択及び（又は）変更のためにユーザインターフェイス１１２を起
動させることができる。これら仕事のうちの幾つかを達成する１つの手法は、国際公開第
０２／０９２１８３号パンフレットに開示された上述のリアルワールド表示システムを使
用することである。
【００３０】
　上述の実施形態は、画像の静的又は動的コンテンツ及び照明順序を提供する。静的コン
テンツの場合、コンテンツは、常時、入力装置１０５によって受け取られる指令によって
定められた予測可能な仕方で動作する。ユーザの経験を予測不能にすると共に一層刺激あ
るものにする画像の動的コンテンツ又はこれらの順序を提供できる。例えば、システムは
、国際公開第０３／１００５４８号パンフレットに開示されたＸＭＬ系マーク付け言語ド
キュメントを生じさせる方法と関連して働くことができる。なお、この特許文献を参照に
より援用し、その開示内容全体を本明細書の一部とする。本方法は、アクティブなマーク
付け言語フラグメントをプール内に収集し、プールに設計し、少なくとも１つの所定の要
因（時間、コンテンツ等）を用いてフラグメントを処理し、動的コンテンツをマーク付け
言語ドキュメントを作成することによって動的コンテンツを提供する。
【００３１】
　かかるフラグメントを確立するため、例えば手動スイッチ、マイクロホン（ユーザボイ
ス指令）、タイマ及びセンサ（室温センサ、開始照明度センサ等）からの入力装置１０５
への種々の入力を入力装置１０５により選択信号１１５のうちの特定の選択信号に変換し
、更に例えば上述の国際公開第０３／１００５４８号パンフレットに記載されていて、メ
モリ１４０に記憶されたプログラムに結合されたインターフェイス手段によって入力によ
ってセットアップされる特定の即時パラメータに関連したかかるフラグメントに変換され
る。上述の方法に従って例えば、コンテンツを所定の要因として有するシステム制御装置
１１０によって更にパーズしプールし、そして処理する。その結果、システムは、動的コ
ンテンツドキュメントを生じさせ、かかる動的コンテンツドキュメントは、更に、画像表
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現装置１３５によって解釈されて表現され、そして表示装置１５０によって動的に変化す
る画像の形態で表示される。このように、画像の位置、形態、色及び画像それ自体を「オ
ンザフライ（on-the-fly）」で変更して照明レベルに対応した多種多様な再現不能なシー
ンを生じさせることができる。
【００３２】
　ユーザインターフェイス１１２及びシステム制御装置１１０は、特にこの用途向きに設
計された個別仕様の単一目的型照明制御パネルであるのが良く、又は、変形例として、ユ
ーザインターフェイス１１２及びシステム制御装置１１０が、所望の照明制御論理を実行
するよう必要に応じてプログラムされたパーソナルコンピュータの形態で提供されても良
いことは理解されよう。
【００３３】
　システム制御装置１１０の作動システム及び他のデータを含むかかるスクリプト又は他
のソフトウェアは、当然のことながら、コンピュータにより読み取り可能な媒体、例えば
集積チップ、システム制御装置１１０に結合された周辺装置又はメモリ中に格納でき、か
かるコンピュータにより読み取り可能な媒体は、本発明に従って働く専用プロセッサを含
み又は汎用目的プロセッサであっても良く、この場合、多くの機能のうちのたった１つの
機能は、本発明に従って働くよう動作する。プロセッサは、プログラム部分、多数のプロ
グラムセグメントを利用して動作でき又は専用又は多目的集積回路を利用したハードウェ
アデバイスであっても良い。光／画像制御のために利用される上述のシステムは各々、別
のシステムと関連して利用できる。
【００３４】
　入力装置１０５は、光源１２５を制御する必要なく、システム制御装置１１０を介して
画像表現装置１３５を制御すれば良いだけである。例えばハードウェア、ソフトウェア又
はファームウェア実行スイッチの特定の位置を回転させ、摺動させ又はつつくことにより
（例えば、任意の位置決め装置、例えばマウス、ポインタ、フィンガを用いて位置決めす
ることにより又はキーボード又はタッチスクリーンであるのが良いスクリーン等を用いる
ことによって）、例えば、入力装置１０５は、オン状態、オフ状態及びオン状態とオフ状
態との間の中間状態を提供するよう構成されているのが良い。
【００３５】
　選択されたスイッチ状態に応答して、画像表現装置１３５は、例えばシステム制御装置
１１０を介して制御されて例えば特定の強度又は輝度レベルを有する特定の画像を表現す
る。一例を挙げると、オフ又は低照明レベル状態に応答する第１の画像は、低強度画像、
又は第１のシーン、例えば夜のシーン、日の出、日没、星のある夜又はくすぶっている残
り火のある暖炉のある画像を含み、オン又は高照明レベル状態に応答した第２の画像は、
これよりも高い強度の画像、低強度画像よりも高い画像、又は第２のシーン、例えば日中
のシーン、明るい太陽を有する画像、若しくは火が燃えさかっている暖炉の画像を含む。
第３の表現された画像（又は多くの中間画像）は、入力装置１０５の中間状態又は位置の
うちの１つ（又は多く）に応答するのが良い。中間画像は、低強度と高強度との間の中間
強度を有し、又は、中間シーン、例えば入力装置１０５の中間位置又は火炎の強度が変化
している又はちらついている暖炉画像と関連した種々の強度（例えば、高い強度よりも日
中の遅い方の時間の日中の種々の時期、しかしながら、低い強度よりも日中の早い時期、
例えば、朝の薄明又は日没等に相当する時期）を有する種々の位置にある太陽を含む画像
を有する。
【００３６】
　当然のことながら、低い強度と関連した朝の薄明又は日没ではなく、日の出が、低い強
度と関連していても良く、この場合、中間強度及び（又は）シーン（例えば、種々の強度
を備えた種々の位置にある太陽）は、高い強度よりも日中の早い方の時間の日中の種々の
時期、しかしながら、低い強度よりも日中の遅い時期等、例えば、入力装置１０５の中間
位置と関連した日の出等又は火炎の強度が変化している又はちらついている暖炉画像に対
応している。
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【００３７】
　システム制御装置１１０及び入力装置１０５又は雰囲気スイッチは、実際には、入力装
置１０５から選択された光レベルと一致した環境変化を実施するよう環境条件、例えば暖
房及び（又は）エアコンデショニングを制御するよう構成されているのが良い。かくして
、例えば、入力装置１０５が明るい太陽の表示された関連の画像及び（又は）暖炉画像中
の燃えさかっている火に加えて明るい光を提供するよう最大まで設定されている場合、暖
房システムを高レベル状態にして環境を暖めると共に（或いは）エアコンデショニングを
低下させて冷却度を減少させるのが良い。これとは逆に、夜空、日の出／日没又は燃えて
いる木材又は消えつつある燃えさしが残っている暖炉に表示画像を変化させることに加え
て、入力装置１０５を例えば低レベルに低下させて低い光強度レベル及び低い温度を提供
することに応答して暖房を低レベル状態にする（且つ（或いは）エアコンデショニングを
増加させて冷却度を一段と提供する）のが良い。
【００３８】
　中間シーン及び（又は）中間強度は、現在の中間条件に先立つ条件で決まる場合がある
。例えば、中間状態が増大により低条件から達成されると（即ち、低状態（又は、中間状
態よりも低い任意の状態）が中間状態の直前の状態である）、第１の中間画像を表現する
と共に（或いは）中間画像の強度が低強度から増大する。同様に、第２の中間画像を表現
すると共に（或いは）中間画像の強度は、中間状態が減少により、中間状態よりも高い状
態から達成されると高い強度から減少する（例えば、中間状態の直前の状態が、中間状態
よりも高い状態である場合）。
【００３９】
　最後に、上記説明は、本発明の単なる例示に過ぎず、特許請求の範囲に記載された発明
を任意特定の実施形態又は一群の実施形態に限定するものと解されてはならない。かくし
て、特定の例示の実施形態を参照して本発明を詳細に説明したが、特許請求の範囲に記載
された本発明の広い又は意図された精神及び範囲から逸脱することなく実施形態の多くの
改造例又は変更例を想到できることも又、理解されるべきである。したがって、明細書及
び図面は例示として解されるべきであって、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲を
限定するものではない。
【００４０】
　原文の特許請求の範囲（請求項）の解釈にあたり、次のことが理解されるべきである。
　ａ）"comprising"という単語は、所与の請求項に記載された要素又は動作の存在以外の
要素又は動作の存在を排除するものではない。
　ｂ）要素の前に位置する"ａ"又は"ａｎ"という冠詞は、かかる要素が複数存在すること
を排除するものではない。
　ｃ）請求項に記載された参照符号は、本発明の範囲を限定するものではない。
　ｄ）幾つかの"means"は、同一のアイテム又はハードウェア若しくはソフトウェアによ
り具体化される構造又は機能によって表される場合がある。
　ｅ）開示した要素の各々は、ハードウェア部分（例えば、ディスクリート電子回路）、
ソフトウェア部分（例えば、コンピュータプログラミング）及びこれらの任意の組み合わ
せで構成される場合がある。
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【図１】
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