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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明デバイスであって、
　光を発生する１つ以上の光源と、
　少なくとも一部が半透明であり、前記１つ以上の光源を収納する外部境界を有する収納
デバイスと、
　前記１つ以上の光源に接続されたコントローラと、を備え、
　前記外部境界の第１部分および前記１つ以上の光源は、前記外部境界の前記第１部分を
通して前記光の少なくとも一部を提供し、よって、あるカラーおよび第１の光度を有する
第１のタイプの光の第１光束を発生し、
　前記外部境界の第２部分および前記１つ以上の光源は、前記外部境界の前記第２部分を
通して前記光の少なくとも一部を提供し、よって、白色光に対応すると共に第２の光度を
有する第２のタイプの光の第２光束を発生し、
　前記コントローラは、トリガー信号を受信するためのトリガー入力を備え、前記トリガ
ー信号を受信した後に前記第１タイプの光の前記第１の光度を高め、前記第１タイプの光
のカラーは、最初に５８０～７７０ｎｍの範囲の主要波長を有し、前記コントローラは、
第２タイプの光の第２の光度をその後高めるように構成され、
　前記コントローラは、黒体輻射体のカラー温度ラインに向かって移動するように前記第
１タイプの光のカラーを制御するように構成されている、照明デバイス。
【請求項２】
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　前記コントローラは、前記第１タイプの光がオンに切り換えられた後に、第２タイプの
光の前記第２の光度を高めるように構成されている、請求項１に記載の照明デバイス。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記第２タイプの光がオンに切り換えられた後に、前記第１タイ
プの光の光束をオフに切り換えるように構成されている、請求項１又は２に記載の照明デ
バイス。
【請求項４】
　前記コントローラは、５～４５分の範囲の時間内に前記第１の光度を１～５０ルクスの
範囲内の値に高め、５～３０分の範囲のその後の時間内に前記第２の光度を５０～８００
ルクスの範囲内の値まで高めるように構成されている、請求項１～３のいずれか１項に記
載の照明デバイス。
【請求項５】
　前記照明デバイスは、この照明デバイスに対して実質的に異なる方向に前記第１タイプ
の光および前記第２タイプの光を発生するように構成されている、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の照明デバイス。
【請求項６】
　前記１つ以上の光源は、第１の光源および第２の光源を備え、前記第１の光源および前
記外部境界の第１部分は、前記第１タイプの光を発生するように構成され、前記第２光源
および前記外部境界の第２部分は、前記第２タイプの光を発生するように構成されている
、請求項１～５のいずれか１項に記載の照明デバイス。
【請求項７】
　前記第１の光源は、１つ以上のＬＥＤを備え、前記第２の光源は、フィラメントランプ
、蛍光ランプ、ハロゲンランプ、低圧ガス放電ランプ、高圧ガス放電ランプ、ＬＥＤおよ
びＯＬＥＤから成る群から選択された１つ以上のランプを備える、請求項１～６のいずれ
か１項に記載の照明デバイス。
【請求項８】
　前記コントローラは、ユーザー入力デバイス、クロックデバイス、センサおよび前記コ
ントローラのメモリからのメモリ設定から成る群から選択されたデバイスから取り出され
た１つ以上の入力信号に応じて、１つ以上の照明パラメータのうちの１つ以上を制御する
ように構成されている、請求項１～７のいずれか１項に記載の照明デバイス。
【請求項９】
　前記照明デバイスは、前記コントローラと通信するセンサを更に備え、このセンサは、
外部温度、外部光の強度、昼光の色温度および気象条件から成る群から選択された１つ以
上の検出パラメータを検出するように構成され、前記コントローラは、前記１つ以上の検
出パラメータに応じて、前記第１タイプの光の光束および前記第２タイプの光の光束を制
御するように構成されている、請求項１～８のいずれか１項に記載の照明デバイス。
【請求項１０】
　前記照明デバイスは、前記１つ以上の光源の前記光の一部をフィルタにかけて、前記第
１のタイプの光を発生するように構成された光フィルタを更に備える、請求項１に記載の
照明デバイス。
【請求項１１】
　前記照明デバイスは、ユーザー入力信号を発生するためのユーザー入力デバイスを備え
、前記コントローラは、前記ユーザー入力信号の制御により、前記第２の光度を変更する
ように構成されている、請求項１～１０のいずれか１項に記載の照明デバイス。
【請求項１２】
　前記照明デバイスは、可聴アラーム信号を検出し、前記トリガー信号を発生するための
サウンドセンサを備える、請求項１～１１のいずれか１項に記載の照明デバイス。
【請求項１３】
　照明デバイスであって、
　光を発生する１つ以上の光源と、
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　前記１つ以上の光源に接続されたコントローラと、を備え、
　前記１つ以上の光源は、あるカラーおよび第１の光度を有する第１タイプの光の第１光
束を提供すると共に、白色光に対応し第２の光度を有する第２タイプの光の第２光束を提
供するように構成され、
　前記コントローラは、トリガー信号を受信するためのトリガー入力を備え、前記トリガ
ー信号を受信した後に前記第１タイプの光の前記第１の光度を高め、前記第１タイプの光
のカラーは、最初に５８０～７７０ｎｍの範囲の主要波長を有し、前記コントローラは、
第２タイプの光の第２の光度をその後高めるように構成され、
　前記コントローラは、黒体輻射体のカラー温度ラインに向かって移動するように前記第
１タイプの光のカラーを制御するように構成されている、照明デバイス。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載の照明デバイスにより目覚まし刺激を提供する方
法であって、
　トリガー信号を受信した後に、最初に５８０～７７０ｎｍの範囲内の主要波長のカラー
を有し次第に増加する第１の光度を有する第１タイプの光の第１光束を発生するステップ
と、
　その後、白色光に対応するカラーを有し次第に増加する第２の光度を有する第２タイプ
の光の第２光束を発生するステップと、を備え、
　前記第１タイプの光のカラーが黒体輻射体のカラー温度ラインに向かって移動するよう
に制御される、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目覚まし刺激を発生するための照明デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　明るい光を浴びると、目覚めを促進できることが分かっている。光は健康体内のコルチ
ゾールレベルを高める。夜明けシミュレータが市販されている。これら照明デバイスは、
目覚めの前の１５～１２０分の範囲の時間にわたり、光の強度を約３０～４００ルクスに
高める。そして、可聴警告音が鳴る。夜明けのシミュレーションは、目覚めの間のコルチ
ゾール応答およびムードを改善するものである。
【０００３】
　米国特許出願第US2003/0095476号は、目覚め制御システムのための装置について述べて
いる。この装置は、予定した起床時間より前に光のような刺激を徐々に与え、個人を徐々
に目覚めさせ、健康を促進するようになっている。上記米国特許出願は、更に、日にちに
よって決定される、考慮すべき季節的な光量について述べている。英国特許第GB2422447
号は、夜明けシミュレータアラームクロックについて述べている。
【０００４】
　日本国特許第JP6314595号は、照明システムについて述べている。この照明システムは
、照明ランプをオンに切り換え、関連する色温度を６０００ケルビン以上に制御しながら
、照度を２０００ルクス以上に制御している。
【０００５】
　これら照明デバイスは、１つのランプを使用しており、発生される光は白色光であると
いう共通する特徴を有している。
【０００６】
　当技術分野では、異なるカラーの異なるタイプの光を発生できる１つ以上の光源を含む
照明デバイスが知られている。
【０００７】
　例えばベルギー特許第BE1015507号は、少なくとも１つがディミング可能である２つ以
上の白色ライトを有する照明アセンブリについて述べおり、各ライトに対し、片側に別個
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のカラーフィルタが設けられているが、反対側にはカラーフィルタは全く設けられていな
いし、異なるカラーのフィルタも設けられていない。
【０００８】
　米国特許第6,688,753号は、第１の照明要素、好ましくはコンパクトな蛍光放電容器と
、好ましくは複数のＬＥＤを含む第２の照明要素とを備える照明デバイスについて述べて
いる。作動中、第１の照明要素は、比較的高い光出力を有する。作動時、第２の照明要素
は、第１の照明要素の光出力と比較して比較的低い光出力を有する。第１の照明要素また
は第２の照明要素、もしくはその双方を、オンにするように切り換えできる。この照明デ
バイスは、照明デバイス内のトグル機能を使用して、配向光（ナイトランプ）と通常の光
とに遠隔制御で切り換えできるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願第US2003/0095476号
【特許文献２】英国特許第GB2422447号
【特許文献３】日本国特許第JP6314595号
【特許文献４】ベルギー特許第BE1015507号
【特許文献５】米国特許第6,688,753号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、目覚まし刺激を発生するための改良された照明デバイスを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の様相によれば、照明デバイスは、
　ａ）光を発生する１つ以上の光源と、
　ｂ）少なくとも一部が半透明であり、１つ以上の光源を収納する外部境界を有する収納
デバイスと、
　ｃ）１つ以上の光源に接続されたコントローラと、を備え、
　・外部境界の第１部分および１つ以上の光源は、外部境界の第１部分を通して光の少な
くとも一部を提供し、よって、あるカラーおよび第１の光度を有する第１のタイプの光の
第１フラックスを発生し、
　・外部境界の第２部分および１つ以上の光源は、外部境界の第２部分を通して光の少な
くとも一部を提供し、よって、白色光に対応すると共に第２の光度を有する第２のタイプ
の光の第２フラックスを発生し、
　・コントローラは、トリガー信号を受信するためのトリガー入力を備え、トリガー信号
を受信した後に第１タイプの光の第１の光度を高め、第１タイプの光のカラーは、最初に
５８０～７７０ｎｍの範囲の主要波長を有し、コントローラは、第２タイプの光の第２の
光度をその後高めるようになっている。
【００１２】
　目覚まし刺激を発生するための別の照明デバイスをこのように提供することが好ましい
。実際に、数分～３０分の範囲の時間スケールで、夜明けおよび夕暮れの間にスペクトル
の変動が生じる。これら照明条件は、人の体内時計および目覚めの挙動に影響を与える。
従って、光の非視覚的な生物学的作用を受ける光受容系は、これら時間スケール中に生じ
る照明パラメータの変動に対する最適な感度を発生することが予想される。
【００１３】
　（眠気の警告、位相シフト（時差ボケ）および抑制に類似する）光の多くの非視覚的な
生物学的効果によって生じる光受容系の感度は、スペクトルのうちの短い（青色）波長レ
ンジ（約４８０ｎｍ）でピークとなる。白色光のうちの青色部分の強度は、人体内でのメ
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ラトニンの生成を抑制する。メラトニンとは、体内時計またはサルカディアンリズム（２
４時間バイオリズム）に密接に関連するホルモンのことである。通常、体内のメラトニン
レベルは、夕方に上昇し、夜間、睡眠中ではほとんど高いままであり、朝、起床時に低下
する。青色光に露出される前に赤色光（約６２０ｎｍ）に露出されると、青色光に対する
このような光受容系の感度が高くなることが分かっている。
【００１４】
　本発明に係わる照明デバイスは、光のスペクトルのチューニングおよびタイミングによ
り、光の目覚まし効果を改善するよう、これら特徴を活用するものである。照明デバイス
は、光受容系の感度を改善するように赤色光の発生を開始し、次にメラトニンの生成を抑
制しながら光受容系に刺激を与えるよう、白色光の強度を高める。睡眠サイクルの終了時
に、人は段階１、２に入るか、またはレム（急速眼球運動）睡眠段階に入る。この段階の
間、光が存在することにより、人を目覚めさせることができる。瞼は赤色の通過フィルタ
として見なすことができる。赤色だけを加えることにより、この光は瞼を通して光受容系
に達し、このことは青色光に対する感度を高める。光が存在することに起因して人が目覚
めると、人はこれをリラックスした状態として感じる。瞼を開けることにより、白色光の
青色部分は、光受容系に到達できる。赤色に似た光は既に加えられているので、青色光に
対する光受容系の感度が高くなればなるほど、体内のメラトニンの量もより急速に低下し
、このことは目覚めの時間を短くする。
【００１５】
　光の強度が大きくなる間、周波数スペクトルの赤色部分に主要波長を有する光のカラー
を黒体色温度ライン上の白色光に向けて移動できる。このように、赤色波長レンジ内のフ
ォトンの寄与分（％を単位とする）は、正午の昼光に対する寄与分（％を単位とする）に
向かって変化する。このようにして、ランプは光受容系を活性化し、メラトニンの生成を
抑制するのに必要な青色光を発生する。
【００１６】
　一実施形態では、コントローラは、第１タイプの光がオンに切り換えられた後に、第２
タイプの光の第２の光度を高める。この実施形態は、２つの固定されたタイプの光、すな
わち赤色に類似する光および白色光を発生する照明デバイスの使用を可能にする。光受容
系の感度を改善するのに赤色に類似する光を使用し、白色光は必要な青色光を供給する。
一実施形態では、コントローラは、第２の光度が所定の光度を越えた後に、第１タイプの
光のフラックスをオフに切り換える。
【００１７】
　一実施形態では、コントローラは、５～４５分の範囲の時間内に第１の光度を１～５０
ルクスの範囲内の値に高め、その後の５～３０分の範囲の時間内に第２の光度を５０～８
００ルクスの範囲内の値まで高める。これらの特徴により、目覚まし刺激のうちの、発生
される光のスペクトルレンジおよびタイミングを、個人ごとにチューニングし、朝、最適
な目覚め効果を得ることが可能になる。
【００１８】
　一実施形態では、照明デバイスは、この照明デバイスに対して実質的に異なる方向に第
１タイプの光および第２タイプの光を発生する。この特徴により、夜明けのシミュレーシ
ョン中の光のスペクトル強度だけでなく、角度分布を変更することができる。例えば白色
光が部屋全体を照明している間、壁または天井を介して人の顔に赤色状の光を直接または
間接的に入射させる。
【００１９】
　白色光と赤色光とを同時に発生してもよい。更に白色光源とカラー光源の発光および角
度分布は、異なる方向となり得る。目覚まし刺激だけでなく機能的／作業用照明のために
、白味がかった直接光を使用できる。オブジェクトとして設計されたルミネール（照明器
具）は、より伝統的なルミネールと比較して、より魅力的な形状ファクターを有する。例
えば伝統的な白味がかった、ベッドサイドのルミネールを、本明細書で提案する白色およ
び赤色発光オブジェクトに置換できる。白色光は快適なベッド内での読書を可能にするが
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、別個にチューニングできるライトは目覚まし刺激のための赤色状の光を発生できるだけ
でなく、特殊なベッドルームの雰囲気も創出する。
【００２０】
　一実施形態では、第１タイプの光のカラーポイントは、初期の赤色光から黒体軌跡に移
る。特に実質的に白色光である第２タイプの光のカラーポイントは、黒体軌跡（プランキ
アンまたはプランキアン軌跡）上にあるか、または特に１０ＳＤＣＭ（カラーマッチング
の標準偏差）内、更により詳細には、黒体軌跡から５ＳＤＣＭ内にある、黒体軌跡に近似
する。「ＳＤＣＭ」および黒体軌跡またはプランキアンなる用語は、当技術分野で周知の
用語である。
【００２１】
　一実施形態では、照明デバイスは、この照明デバイスに対して実質的に異なる方向に第
１タイプの光および第２タイプの光を発生する。例えば第２タイプの光は、照明デバイス
の外部境界（光の少なくとも一部はこの境界を透過する）の一部しか照明せず、よって白
色発光オブジェクトとなるが、他方、第１タイプの光は光ビームとして特別に発生され、
人の眼または壁、もしくは天井（照明デバイスの外部）を直接照明し、赤色光で人を間接
的に照明し、特殊な部屋の雰囲気を発生する。光ビームは光受容系の感度を改善するため
の目覚まし刺激の発生中に、必要な赤色光を発生する。かかる場合、第２タイプの光は、
照明デバイスの少なくとも一部の周辺を囲むフラックスとして分散するが、他方、第１タ
イプの光は、例えば６０°の開口角を有するビームとなる。
【００２２】
　照明デバイスは１つ以上の光源を収納できる。特に好ましい実施形態では、１つ以上の
光源は、（複数の第１光源を含むことができる）第１の光源および（複数の第２光源を含
むことができる）第２の光源を備え、第１の光源および外部境界の第１部分は、第１タイ
プの光を発生し、第２光源および外部境界の第２部分は、第２タイプの光を発生する。こ
のように、あるタイプの光源が第１タイプの光を発生し、別のタイプの光源が第２タイプ
の光を発生するようになっている。このような機能の区別によって、デバイスを比較的容
易に制御することが可能となるので、より有効な目覚まし刺激を発生するための照明デバ
イスおよび部屋の雰囲気を制御するための照明デバイスを提供できる。ここで「光源」な
る用語は、複数の光源も含むことに留意すべきである（下記を参照）。
【００２３】
　「外部境界の第１部分および１つ以上の光源は、外部境界の第１部分を通して光の少な
くとも一部を提供し、よって第１タイプの光の第１フラックスを提供する」および「第１
光源および外部境界の第１部分は、第１タイプの光を発生する」なるフレーズ、および本
明細書における同様なフレーズは、第１タイプの光のカラーが１つ以上の光源によって発
生される、光のカラーの組み合わせによって実質的に決定されるような実施形態だけでな
く、第１タイプのカラーが第１光源によって発生される光のカラーと外部境界の第１部分
の光学的特性との組み合わせによって実質的に決定されるような実施形態も考慮するもの
である。例えば、後者の光はカラーとなり、よって第１タイプの光のカラーに影響を与え
る。同様に、このことは、第２タイプの光および外部境界の第２部分に関する同様なフレ
ーズにも当てはまる。当業者には明らかとなるように、オプションのカラーフィルタも第
１タイプおよび／または第２タイプの光のカラーに影響を与える。
【００２４】
　本明細書における「外部境界」なる用語は、ハウジングの外壁を意味する。この用語は
、デバイスの外側を示し、実質的に完全なデバイスを使用しているときに観察者が観るこ
とのできるデバイスの外側部分（単数または複数）を示す。
【００２５】
　コントローラは、ユーザー入力デバイス、クロック、センサおよびコントローラのメモ
リからのメモリ設定から成る群から選択されたデバイスから取り出された１つ以上の入力
信号に応じ、例えば一方または双方のタイプの光の光度および／またはカラーポイントの
ような１つ以上の照明パラメータを制御する機能を少なくとも含む、多数の機能（下記参
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照）を有することができる。更に、照明オブジェクトは、本明細書に記載した１つ以上の
照明パラメータの独立した制御を可能にする、オプションの遠隔制御されるユーザーイン
ターフェース（ユーザー入力デバイス）を伴うことができる。従って、コントローラは、
（使用中に）１つ以上の光源と通信できる。
【００２６】
　特定の実施形態では、コントローラは第１タイプの光の第１の光度、第２タイプの光の
第２の光度、第１タイプの光のカラーポイントおよび第２タイプの光のカラーポイントか
ら成る群から選択された１つ以上の照明パラメータを制御する。従って、請求項１に記載
されているような、コントローラによって制御される最小の数の照明パラメータに加えて
、コントローラはそれより多い数のパラメータを制御できる。このことには、例えば特定
の作業（目覚まし刺激、その他の機能的光）、一日のうちの時間、ムード（心の状態）な
ど専用の、より広範な照明機能のためにもデバイスを使用できるという利点がある。この
ように、カラーおよび光度に関して双方のタイプの光を制御できる。特定の実施形態では
、コントローラは、少なくとも第１タイプの光のカラーポイントと、第１タイプの光の第
１の光度、第２タイプの光の第２の光度、および第２タイプの光のカラーポイントから成
る群から選択された１つ以上の照明パラメータとを制御する。より特定の実施形態では、
コントローラは赤色状光から黒体軌跡に移るように、少なくとも第１タイプの光のカラー
ポイントを制御し、更に第１タイプの光の第１の光度、第２タイプの光の第２の光度およ
び第２タイプの光のカラーポイントを制御する。
【００２７】
　上記のように、照明デバイスは目覚まし刺激を発生する作業および作業照明を実行でき
、オプションとして、ユーザー（またはその他のパラメータ）は本明細書に記載するよう
に、照明パラメータに影響を与えることができる。特定の実施形態では、本発明に係わる
照明デバイスは、（使用中に）コントローラと通信するセンサを更に備え、このセンサは
、外部温度、外部光の強度、昼光の色温度および気象条件から成る群から選択された１つ
以上の検出パラメータを検出し、コントローラは、１つ以上の検出パラメータに応じて、
第１タイプの光のフラックスおよび第２タイプの光のフラックスを制御する。別の実施形
態では、照明デバイスは可聴アラーム信号を検出し、トリガー信号を発生するためのサウ
ンドセンサを含む。「センサ」なる用語は１つ以上のセンサを含むことができ、すなわち
１つのセンサまたは複数のセンサを含むことができる。このセンサは、照明デバイス内に
組み込んでもよいし、または別個の状態、すなわち照明デバイスから分離した状態に配置
してもよい。これによって、本明細書に記載するよう、センサ信号に応じ、１つ以上の照
明パラメータに自動的に適合するようなインテリジェントデバイスを有利に提供できる。
【００２８】
　特に有利な実施形態では、第１タイプの光の光度およびカラーポイントから成る群から
選択された１つ以上の照明パラメータのうちの１つ以上は、第２タイプの光の光度および
カラー温度から成る群から選択された１つ以上の照明パラメータに応じて決まる。これに
よって、例えば１つ以上の作業を実行するための高強度の白色光（第２タイプの光）に、
第１タイプの光のクールなカラーが付随するという効果を有利に提供できる。このことは
、ユーザーにとっては好ましいように思われる。同様に、白色光の強度を低下させるとき
、すなわち光度を低下させるとき、このことに対して第１タイプの光の比較的暖かいカラ
ーが伴う。例えば本を読んでいる夕方に強度を低下させるときには、雰囲気光のような暖
かいカラーが一般に好まれるようである。「制御」および「制御する」なる用語は、当技
術分野で知られた用語である。本明細書において、光度を制御することは、特に光度が複
数の異なる値、特に少なくとも３つの異なる値、例えば最大値の１００％、７０％および
３０％、より詳細には、少なくとも１０個の異なる値を有することができるような実施形
態を示す。一実施形態では、光度をステップ状に変更できる。別の実施形態では、光度を
実質的に連続的に変更してもよい。本明細書において、カラーポイントを制御するという
ことは、特にカラーポイントが複数の異なる値、特に少なくとも２つの異なる値、より詳
細には少なくとも１０個の異なる値を有し得る実施形態を意味する。一実施形態では、カ
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ラーポイントをステップ状に変えてもよい。別の実施形態ではカラーポイントを実質的に
連続的に変えてもよい。
【００２９】
　特定の実施形態では、１つの光源または１つのタイプの光源を使用できる。この特定の
実施形態では、照明デバイスは、１つ以上の光源の光の一部をフィルタにかけ、よって可
変カラーを有する第１タイプの光および白色光である第２タイプの光を発生する可変光フ
ィルタを更に含む。かかるカラーフィルタまたは例えばカラーフィルタホイールは、当技
術分野で公知となっている。好ましくはあるタイプの光源およびその光学的に付随する周
辺機器を使用しなければならない。
【００３０】
　本発明の別の様相によれば、請求項のいずれか１つに記載の照明デバイスにより、目覚
まし刺激を提供する方法は、最初に５８０～７７０ｎｍの範囲内の主要波長を有するカラ
ーを有し、トリガー信号を受信した後に、第１の光度が次第に増加する第１タイプの光の
第１フラックスを発生するステップと、その後、白色光に対応するカラーを有し、第２の
光度が次第に増加する第２タイプの光の第２フラックスを発生するステップとを備える。
この方法は、白色光に徐々に変化するような赤色状のカラーをまず提供することにより、
部屋内で、夜明けの改善された雰囲気を提供するものである。
【００３１】
　以下、添付した略図を参照し、単なる例により、本発明の実施形態について説明する。
図中、対応する参照記号は対応する部品を示す。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係わる照明デバイスの一実施形態を略図で示す。
【図２ａ】本発明の実施形態に係わる別の照明デバイスを略図で示す。
【図２ｂ】本発明の実施形態に係わる別の照明デバイスを略図で示す。
【図３】ベッドルーム内の照明デバイスを略図で示す。
【図４】本発明に係わる照明デバイスの一般的実施形態を略図で示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１、図２ａおよび図２ｂは、本発明の実施形態を示す。これら図は、１つ以上の光源
１０を含む照明デバイス１を略図で示しており、光源１０は、光を発生するようになって
いる。光は参照番号１１で表示されている。照明デバイス１は、外部境界、すなわち壁２
を有する収納デバイス、すなわちハウジング５を備え、壁２は、少なくとも一部が半透明
であり、１つ以上の光源１０を収納するようになっている。デバイス１の境界、すなわち
壁２は、一体的な部品でもよいし、または（収納デバイス５となるように組み立てられた
）１つ以上の部品から構成してもよい。収納デバイス５は、１つ以上の光源１０の周辺を
囲むようになっている。収納デバイス５は任意の形状とすることができる。一実施形態で
は、境界２は、次のように配置されており、すなわち、１つ以上の光源の実質的にすべて
の光１１、又はすべての光１１が、この境界２を通過することなしには、照明デバイス１
から逃れられないように配置されている。従って、収納デバイス５および境界２は、１つ
以上の光源１０の周辺を囲んでいる。
【００３４】
　照明デバイス１、より詳細には収納デバイス５の境界または壁２は、１つ以上の光源１
０の光の一部が収納デバイス５の外部へ逃れることを可能にする第１部分２１、すなわち
外部境界２の第１部分２１を備え、１つ以上の光源１０は、外部境界２の第１部分２１を
通して光１１の少なくとも一部を提供し、よって第１タイプの光１１１の第１フラックス
を提供する。この第１タイプの光１１１は、可変カラーと第１の光度（この光度も可変に
できる）を有する。
【００３５】
　更に、照明デバイス１、より詳細には収納デバイス５の境界または壁２は、１つ以上の
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光源１０の光の一部が収納デバイス５の外部へ逃れることを可能にする第２部分２２、す
なわち外部境界２の第２部分２２を備え、１つ以上の光源１０が外部境界２の第２部分２
２を通して光１１の少なくとも一部を提供し、よって第２のタイプの光１１２の第２フラ
ックスを提供するようになっている。この第２タイプの光１１２は、白色光であり、第２
の光度（この光度も可変にできる）を有する。
【００３６】
　少なくとも１つ以上の光源１０は、１つ以上のランプを含むことができ、これらランプ
は、フィラメントランプ、蛍光ランプ（特に管状ルミネッセント（ＴＬ）ランプおよびコ
ンパクト蛍光ランプ（ＣＦＬ））、ハロゲンランプ、低圧ガス放電ランプ、高圧ガス放電
ランプ、ＬＥＤおよびオプションとしてＯＬＥＤから成る群から選択されたものである。
一実施形態では、ランプ１０は、低圧ガス放電ランプ（ＣＦＬ、ＴＬ）およびＬＥＤから
成る群から選択された１つ以上のランプを含む。「ＬＥＤ（発光ダイオード）」なる用語
は、本明細書ではＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）を含まないものと解する。本明細書に
記載の光源は、当業者に知られているランプとすることができる。一実施形態では、１つ
以上の光源１０は、ＬＥＤまたはＬＥＤとハロゲンランプとの組み合わせを含む。
【００３７】
　「光」なる用語は、本明細書では特に可視放射線（ＶＩＳ）、すなわち約３８０～７８
０ｎｍのレンジ内の放射線を含む。例えば青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤおよび赤色ＬＥＤの一
組を光源１０として使用できる。（発生される光の）それぞれの多数のカラーの、かかる
多数の光源を光源１０として使用するとき、これら光源は（カラー混合により）白色光を
発生できる。同様に、このような白色光の発生は、当業者に知られているように、青色発
光光源の青色光と黄色発光光源の黄色光とを混合することによって行うことができる（青
色ＬＥＤおよび黄色発光蛍光体に基づく白色ＬＥＤを含む）。
【００３８】
　外部境界２の第１部分２１および第２部分２２は、半透明材料を含む。この半透明材料
は、凹凸をつけた又は粗面の透明材料とすることができる。このような半透明材料を製造
する方法は、当技術分野で公知である。光源１０を収納するのに使用できる適当な透明材
料の例は、例えばガラス、ポリメチルアクリレート（ＰＭＡ）、ポリメチルメタクリレー
ト（ＰＭＭＡ）（プレキシグラスまたはペルスペックス）（PlexiglasまたはPerspex）、
セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ）、ポリカーボネート、塩化ポリビニール（Ｐ
ＶＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）およびグリコール変性ポリエチレンテレ
フタレート（ＰＥＴＧ）から成る群から選択でき、これら材料は透明シートとして提供さ
れる。別の実施形態では、シート材料は、アクリレート、例えばＰＭＡまたは特にＰＭＭ
Ａを含む。かかる材料も、当技術分野では透明プラスチックとして知られている。更に別
の実施形態では、シート材料は、PERSPEX（登録商標）またはPRISMEX（登録商標）として
業務上知られている透明プラスチックを含む。当業者に知られている実質的に透明な他の
材料も使用できる。これら２つ（またはそれより多い）の材料の組み合わせも使用できる
。
【００３９】
　外部境界２の内部では、デバイス１は、ディフューザー、ミラー、光フィルタ、光ファ
イバー、レフレクタなどを更に含むことができるが、これらは図示されていない。デバイ
ス１は、外部電源または内部電源、例えば（ペンライト）電池を使用できるが、これらも
図示されていない。
【００４０】
　照明デバイス１は、光源１０に接続されたコントローラ４０を更に含む。このコントロ
ーラ４０は、収納デバイス５の内部または外部に配置でき、この収納デバイス５の内部ま
たは外部に配置された複数のコントローラ部品を含むことができる。コントローラ４０は
、第１タイプの光１１１の第１の光度、第２タイプの光１１２の第２の光度、第１タイプ
の光１１１のカラーポイントおよび第２タイプの光１１２のカラーポイントから成る群か
ら選択された１つ以上の照明パラメータを制御する。コントローラ４０は、センサ信号に
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応答し、またはユーザーにより、これら照明パラメータのうちの１つ以上、好ましくは少
なくとも２つを制御できる（下記参照）。このコントローラ４０は、１つ以上の別の照明
デバイス１と通信するようにできる。この通信は、有線接続または無線接続を介して実現
できる。
【００４１】
　提案する照明デバイス１により、２つの機能、すなわち（直接的な）白味がかった光１
１２による作業用照明と、（特に間接的な）カラー光１１１による雰囲気照明との組み合
わせを可能にする。例えば図３は、使用中のデバイス１を略図で示す。この照明デバイス
１は、ベッドルーム２００内のベッドサイドの照明装置として配置されている。更にこの
ベッドルーム２００内のベッドに横になっている人も表示されている。例えばこの人物は
、ユーザー入力デバイス４３、例えばリモートコントローラを有する。ベッドルーム２０
０内には１つ以上のセンサ３００が存在してもよいが、収納デバイスは、これらセンサの
代わりに、またはこれらセンサに加えて、１つ以上のセンサ３００も収納できる。
【００４２】
　このように照明デバイス１を設けることが好ましく、この実施形態によって特に、例え
ば部屋２００内の壁の照明（第１タイプの光１１１）が可能となり、ムード、アンビアン
ス（環境）、または雰囲気光機能を提供するが、第２のタイプの光１１２は機能的照明を
行うので、読書などのような作業を行うことを可能にする。前者の機能は、非機能的照明
であり、本明細書では照明を単に雰囲気機能または雰囲気照明と称す。通常、ビジュアル
作業のためにはカラー光は評価されないので、本発明のデバイスの一実施形態は、一方で
雰囲気光機能を提供し、他方で読書、作業などのようなビジュアル作業のために使用でき
るルミネーションまたは照明機能を提供する。「ルミナンス（輝度）」および「ルミネー
ション」なる用語は、当技術分野で知られている用語であり、表面の明るさの尺度を意味
する。「イルミナンス（照度）」および「イルミネーション」なる用語も当技術分野で知
られており、ある表面に入射する光量を示す。
【００４３】
　これまで述べたように、かつ図４に更に示されるように、照明デバイス１は、１つ以上
の光源１０（これら光源の一実施形態は１つ以上の光源１０１および１つ以上の光源１０
２からそれぞれ成る。図２ａおよび図２ｂと比較しながら以下参照）に接続されたコント
ローラ（または制御手段）４０を含む。特定の実施形態では、コントローラ４０は、例え
ば実行可能な命令に基づき、１つ以上の入力信号を１つ以上の出力信号に処理するように
なっているプロセッサ４４を含むことができ、これら実行可能な命令はプロセッサ４４に
接続されたメモリ４１内に記憶できる。更に、プロセッサ４４は入出力ユニット４２に接
続でき、この入出力ユニット４２は、（ｉ）（１）１つ以上のセンサ３００、（２）リモ
ートクロックデバイス（図示せず）、（３）別の照明デバイス１、および（４）ユーザー
入力デバイス４３から成る群から選択された１つ以上のデバイスからの１つ以上の入力信
号を受信し、（ｉｉ）２つのタイプの光１１１、１１２の強度および／またはカラーを制
御するよう、１つ以上の出力信号を送るように構成されている。プロセッサ４４は、時間
に応じてプロセッサ４４がデバイス１をドライブできるようにするクロック４５（コント
ローラ４０の内部に示されているが、外部クロックでも可能である）にも接続できる。
【００４４】
　本発明によれば、コントローラ４０はトリガー信号を受信するためのトリガー入力を備
えている。好ましい実施形態では、このトリガー信号は、照明デバイス内に組み込まれる
か、または照明デバイスと通信するクロックデバイスによって発生される。ユーザーは、
起床時間を入力することによってクロックにプログラムを組むことができる。起床時間の
前の所定の時間の間にトリガー入力が発生される。この所定の時間は、ユーザーがプログ
ラムすることができ、０～９０分の範囲とすることができる。コントローラ４０は、トリ
ガー信号を受信した後に第１タイプの光１１１の第１の光度を高めるようになっている。
第１タイプの光１１１のカラーは、最初、６００～７５０ｎｍの範囲の主要波長を有する
。所定の時間の後、第２タイプの光の第２の光度は、例えば０～５ルクスの範囲内にある
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極めて低い強度から、５０～８００ルクスの範囲の強度まで、徐々に増加される。これら
第１タイプの光１１１および第２タイプの光１１２の強度の増加は、リニアでもよいし、
指数関数的でもよいし、または他の所定の曲線に従ってもよい。コントローラ４０は、更
に第２タイプの光１１２が発生されたとき、または所定の強度に達したときに、可聴アラ
ームを更に発生するようにもできる。
【００４５】
　ユーザー入力デバイス４３は、収納デバイス５と物理的に接触するようにしてもよいし
、または収納デバイス５内に一体化してもよい。しかしながら、図３に略図で示されるよ
うに、ユーザー入力デバイスを外部ユーザー入力デバイス４３、例えばリモコンとしても
よい。
【００４６】
　ユーザー入力デバイス４３は、照明デバイス１の用途、ユーザーのムードなどに応じて
、例えばこれまで説明した照明パラメータのうちの１つ以上、例えば光源１０の強度を制
御したり、または異なるタイプの光１１１、１１２の望みのカラーを選択するよう、例え
ばタッチコントロール、スライドスイッチなどのようなスイッチを含むことができる。照
明デバイス１は、例えば目覚ましランプ、ベッドサイドランプ、ベッドヘッドライト、リ
ラックスランプ、雰囲気ライト、夜明け／夕暮れシミュレーションランプなどとしても使
用できる。
【００４７】
　一実施形態では、ユーザー入力デバイス４３はタッチコントロールを含む。このタッチ
コントロールはユーザーの接触を示す信号を発生する。コントローラ４０は、各タッチの
後で所定の量だけ第２の光度を増減するようになっている。このようにユーザーは、白色
光の強度をステップ状に変えることができる。一実施形態では、この強度は次の強度、す
なわちオフ状態、第１強度、第２強度および第３強度を循環的に通過する。ここで、第１
強度は第２強度よりも小さく、第２強度は第３強度よりも小さく、第３強度は最大強度と
なっている。別の実施形態では、タッチ制御信号は触れている時間の長さを示す。この場
合、短い触れは第２タイプの光をオンオフに切り換えることと解釈され、より長い触れ、
例えば１秒の半分より長い触れは、第２タイプの光の強度を増減する命令と解釈され、時
間の長さが増減の程度を決定する。この実施形態によってユーザーはディミング動作を実
行できるようになる。
【００４８】
　コントローラ４０は、事前設定、またはユーザーが選択できる設定、もしくはその双方
の設定を定めることができる。人の挙動（動き、声、音楽選択、カメラによってモニタさ
れる顔の表情）または活動（起床、読書、睡眠）を照明オブジェクトの所定の設定に自動
的に変換するために、可能な場合にはインテリジェントな生物物理学的入力パラメータを
使用できる。これらパラメータは、１つ以上のセンサ３００によって検出できる。従って
、照明デバイス１は、雰囲気照明の作業および作業用照明を実行し、オプションとしてユ
ーザー（または他のパラメータ）が上記のような照明パラメータに影響を与えてもよい。
従って、特定の実施形態では、照明デバイス１は、ベッド内の人の存在、人のムード、顔
の表情、活動および部屋２００内の人の活動から成る群から選択された１つ以上の検出パ
ラメータを検出するようになっている１つ以上のセンサ３００も含む。
【００４９】
　更に第１タイプの光１１１および第２タイプの光１１２の強度および／またはカラーが
外部パラメータ、例えば時間、温度、外部光源（例えば太陽）の光強度に応じて決まるよ
うにでき、これら外部パラメータは、参照番号３００で示される１つ以上のセンサによっ
て測定できる。コントローラ４０は、かかる光源１０を制御するための公知の手段、例え
ばバラスト（図示されず）により、光源１０のうちの１つ以上の強度を制御してもよい。
【００５０】
　特定の実施形態では、第２タイプの光１１２は、使用時に部屋２００を照明し、よって
人が１つ以上の所望する作業を実行できるようにし、他方、別の実施形態では、特に人の
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眼に向けられた第１タイプの光１１１が、目覚まし刺激を改善するように光ビームを発生
する。
【００５１】
　本発明の照明デバイス１は、人が眠り、一般的な照明および雰囲気光が必要とされ得る
任意の環境、例えばベッドルーム、病院、クリニック、ホテルなどでも使用できる。
【００５２】
　次に、図１、図２ａおよび図２ｂに略図で示された特定の実施形態について説明する。
【００５３】
　図１は、（可変）光フィルタ２０を更に含む一実施形態を略図で示し、この光フィルタ
２０は、１つ以上の光源１０の光１１の一部をフィルタにかけ、（可変）カラーを有する
第１タイプの光１１１および白色光である第２タイプの光１１２を発生するようになって
いる。フィルタ２０は、光１１の一部しかフィルタにかけない。このように、光の一部を
カラーにし、カラー光１１１（第１タイプの光）を発生するが、他方、第２タイプの光１
１２は実質的に白色である。この実施形態では、１つ以上の光源１０が白色光を実質的に
発生する。かかる光源は、白色発光ＬＥＤ、３バンドランプまたはそれ自体、もしくは組
み合わせによって光を発生するタイプの別のランプとすることができる。一実施形態では
、カラーフィルタホイールを使用することによって、光フィルタ２０を可変にできる。こ
のカラーフィルタホイールは、多数のカラーフィルタを含み、これらカラーフィルタで、
光のスペクトルは赤色に類似した光から、黒体軌跡上のカラーに徐々に移動する。黒体の
カラー範囲を通過するように加熱される黒体の温度は、ＣＩＥ１９３１クロマティシティ
ダイヤグラムを通過するように延びるラインとしてグラフィックによって表される。この
ラインは黒体軌跡として知られている。黒体とは、黒体に入射するすべての光を吸収し、
黒体を加熱した温度に応じた異なる波長の光を発光する理論的な物体のことである。
【００５４】
　別の実施形態では、光フィルタ２０は、２つのリールに巻かれた箔（ホイル）である。
このホイルのフィルタ特性は、赤色状の光から黒体軌跡上のカラーとなるよう長さ方向に
移動する。ホイルを一方のリールから他方のリールに巻くことにより、照明デバイス１は
カラースペクトルが赤色状の光から黒体軌跡上のカラーに徐々に移動するような第１タイ
プの光１１１を発生する。
【００５５】
　１つ以上の光源１０と外部境界２の第２部分２２との間の位置には、光源１０の光１１
をブロックすることを可能にする制御可能なデバイス２３が存在してもよい。このように
して、照明デバイス１は、第１タイプの光１１１だけを発生し、外部境界２の第２部分２
２によって第２タイプの光１１２が発生されることはない。制御可能なデバイス２３は、
透明状態と不透明状態とを有するＬＣＤ層とすることができる。このＬＣＤは、透明度を
制御し、ディミング機能を奏することを可能にする。
【００５６】
　この実施形態は、１つのタイプの光源だけの使用を可能にする。第１部分を介して赤色
状の光１１１に露出されることにより目覚まし刺激がスタートする。１つ以上の光源１０
が白色光だけを発生する場合、第１タイプの光１１１が得られるように、白色光をフィル
タにかけるための光フィルタ２２が存在し、強度および／または照明時間が所定の値を越
えると、制御可能なデバイス２３が開けられ、よって第２タイプの光１１２を発生する。
【００５７】
　１つ以上の光源１０が約３８０～７８０ｎｍの範囲の任意の可視放射線を有する光１１
を発生できる場合、目覚まし刺激を発生するための光フィルタ２０は不要である。この場
合、１つ以上の光源１０は、赤色状の光の発生をスタートし、この赤色状の光は、外部境
界２の第１部分２１を透過し、第１タイプの光のフラックスを発生する。コントローラは
、正午の日光における全フォトン密度となるように、第１タイプの光における赤色フォト
ンの比較的高い寄与分（単位％）を徐々に変化させる。全フォトン密度が所定の値を越え
ると、制御可能なデバイス２３は、不透明状態から透明状態に徐々に変化する。
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【００５８】
　しかしながら、図２ａおよび図２ｂに略図で示された実施形態のほうがより好ましい。
これら実施形態では、２つのタイプの光源１０、すなわち第１タイプの光１１１を発生す
るための第１光源１０１および第２タイプの光１１２を発生するための第２光源１０２が
存在する。第１光源はＬＥＤで示されている。ここでは、カラーフィルタ２０は示されて
いないことに留意されたい。しかしながら、１つ以上のかかるカラーフィルタをオプショ
ンで設けてもよい。１つ以上の光源１０は、第１光源１０１と、第２光源１０２とを備え
る。この実施形態では、第１光源１０１は第１部分２１および本体４００によって形成さ
れたキャビティ１１０内に配置されている。このキャビティ１１０は、レフレクタ６０２
の形状および特性を有することができる。しかしながら、収納デバイス５は１つ以上の別
個のレフレクタ６０２も収納でき、１つ以上の光源１０、より詳細には１つ以上の第１光
源１０１を収納し、かつ特にこれらそれぞれの光源からの光をコリメートすることもでき
る。本体４００は、冷却要素から成るか、この冷却要素を含むことができる。本体４００
は、更にコントローラ４０も含むことができるか、または一実施形態では本体４００にコ
ントローラ４０を取り付けてもよいが、このコントローラは、この本体４００または収納
デバイス５と必ずしも一体的ではない。照明デバイス１は更に第２タイプの光源１０２を
含み、この第２タイプの光源はこの実施形態では１つ以上の蛍光（白色発光）ランプとす
ることができる。
【００５９】
　この実施形態では、収納デバイス５は少なくとも２つの実質的に分離されたキャビティ
を有するように構成される。第１キャビティ１１０が配置され、第１キャビティ１１０は
、第１光源１０１を収納し、第１光源の光の少なくとも一部が境界２の第１部分２１の少
なくとも一部を通過し、使用中に第１タイプの光１１１を発生できるように構成されてい
る。次に第２キャビティ１２０が配置され、第２キャビティ１２０は、第２光源１０２を
収納し、境界２の第２部分２２の少なくとも一部を第２光源の光の少なくとも一部が通過
し、使用時に第２タイプの光１１２を発生できるように構成されている。一実施形態では
、これら第１キャビティ１１０および第２キャビティ１２０は、収納デバイス５の境界２
内で第１光源１０１の光と第２光源１０２の光との実質的な混合を防止するように構成さ
れている。
【００６０】
　図２ｂに略図で示された実施形態と図２ａに略図で示された実施形態との差は、蛍光ラ
ンプの代わりのハロゲンランプが第２光源１０２として使用されていることだけである。
【００６１】
　より詳細には、第１光源１０１は、カラー光を発生するためのＬＥＤ、例えば３バンド
ＬＥＤであるか、または所望するカラーのための色域（ガムート）をセットアップするの
に使用できる光を有する複数のＬＥＤとなっている。特に第２光源１０２も、例えばＬＥ
Ｄとすることができるが、フィラメントランプ、蛍光ランプ（特に管状ルミネッセント（
ＴＬ）ランプおよびコンパクト蛍光ランプ（ＣＦＬ））、ハロゲンランプ、低圧ガス放電
ランプ、高圧ガス放電ランプ、ＬＥＤおよびオプションとしてのＯＬＥＤの群から選択さ
れた１つ以上の蛍光（白色発光）ランプも使用できる。
【００６２】
　図１、図２ａおよび図２ｂに示されるように第１タイプの光源１０１は、使用中に境界
２の第１部分２１を照明し、第２タイプの光源１０２は、収納デバイスの境界２の第２部
分２２を照明する。境界２は、ある総表面積を有する外部表面２５を有する。一実施形態
では、外部境界２の第１部分２１の外部表面積は、外部境界２の総表面積のうちの約２％
～５０％の間、好ましくは約５％～３３％の間をカバーする。別の実施形態では、外部境
界２の第２部分２２の外部表面積は、外部境界２の総表面積のうちの３０％～９８％の間
、好ましくは４４％～９５％の間をカバーする。図１、図２ａおよび図２ｂに示されたこ
れらの例は、基本的には第１部分２１と第２部分２２から成る外部境界２を有する。しか
しながら、別の実施形態では、外部境界２の一部を不透明としてもよい。
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【００６３】
　外部境界２は、更に不透明または非半透明である部分を更に有することができる。外部
境界２の面積２５の総表面積は、第１部分２１の外部表面積と、第２部分２２の外部表面
積と、不透明または非半透明とすることができる他のオプションの部分の外部表面積との
実質的な合計である。一実施形態では、外部境界２の照明デバイス１から外部境界２の第
１部分および第２部分を通って逃れる光以外に、１つ以上の光源１０から収納デバイス５
を通って逃れる光がないように、照明デバイス１が構成されている。したがって、かかる
実施形態では、収納デバイス５を実質的に閉じられたハウジングとして記述できる。
【００６４】
　以下、コントローラ４０によって実行される目覚まし刺激発生アルゴリズムのための特
定の実施形態について、より詳細に説明する。
【００６５】
　目覚まし刺激発生アルゴリズムの第１実施形態は、次の動作を行う。
　１．ｔ＝０において：第１タイプの光１１１を極めて低い強度、例えば０.００１～０.
１ルクスでオンにする。
　２．ｔ＝０～ｔ＝ｙ分（ここで、ｙは５～４５分の範囲内）において：第１タイプの光
１１１の光強度を徐々に１～５０ルクスに高める；オプションとして第１タイプの光１１
１の周波数スペクトルが黒体軌跡に向かって徐々に移動する。
　３．ｔ＝ｙ分において：第２タイプの光１１２を低強度、好ましくは第１タイプの光１
１１の強度に対応する強度でオンにする。
　４．ｔ＝ｙ分～ｔ＝ｙ＋ｚ分（ここで、ｚは５～４５分の範囲内）において：第２タイ
プの光１１２を５０～８００ルクスの範囲内の強度まで高め、オプションとして別のスペ
クトル成分を追加することにより、白色光の色温度を高める。
　５．ｔ＝ｙ＋ｚ分において：可聴刺激、例えば警告サウンド、オーディオまたはビデオ
を発生する。
【００６６】
　目覚まし刺激発生アルゴリズムの第１実施形態は、非常にリラックスした目覚めの体験
をするのに極めて適している。所望する起床時刻の前の所定の時間の間（ｙ＋ｚ分）に、
デバイス１はまず赤色状の光を発生し、この光は高い強度の白色光に徐々に変化する。こ
の赤色状の光は、瞼を通過して光受容系の感度を高める。目覚めの瞬間の前の時間、人は
極めて深い睡眠状態にはなく、光によって目覚めることができる。このことが起きるとき
、光は最大強度となっているわけではなく、このことは人が眼を開けるのに快適である。
この瞬間に、白色光のうちの青色部分が光受容系に到達でき、この青色部分は赤色状の光
が光受容系の感度を高めるにつれて、より効果的となる。ユーザーはゆっくりと目覚め、
可聴信号を聞いた後にベッドを離れることができる。
【００６７】
　第１実施形態に実質的に類似する第２実施形態では、第１タイプの光１１１をオンにす
るのと同時であるｔ＝０において、人が深い眠りから目覚めるよう、可聴刺激が与えられ
る。この後、人は軽い眠りにつくことができる。このアルゴリズムにより、ユーザーは早
期に目覚めることができ、リラックスした目覚め時間を有することができる。ユーザーの
可聴刺激に対する応答の後に、ユーザーはベッドに留まることができる。ユーザーは通常
、すぐに深い眠りに入ることはないので、ユーザーに対してより自然な目覚め体験を与え
るのに、第１タイプの光１１１または第２タイプの光１１２の強度で十分である。組み込
みクロックデバイスまたは外部クロックデバイスにより、可聴刺激を発生してもよい。後
者の外部クロックデバイスを用いる場合、照明デバイスは可聴警告信号を検出し、ｔ＝０
を表すトリガー信号を発生するためのサウンドセンサ（３００）を含むことができる。
【００６８】
　目覚まし刺激発生アルゴリズムの第３実施形態は、次の動作を行う。
　１．ｔ＝０において：第１タイプの光１１１を極めて低い強度、例えば０.００１～０.
１ルクスでオンにする。
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　２．ｔ＝０～ｔ＝ｙ分（ここで、ｙは５～４５分の範囲内である）において：第１タイ
プの光１１１の光強度を徐々に１～５０ルクスに高める。オプションとして、第１タイプ
の光１１１の周波数スペクトルは黒体軌跡に向かって徐々に移動する。
　３．ｔ＝ｙ分において：可聴刺激、例えば警告サウンド、オーディオまたはビデオを発
生する。
　４．ｔ＝ｙ分において：第２タイプの光１１２を低い強度、好ましくは第１タイプの光
１１１の強度に対応する強度でオンにする。
　５．ｔ＝ｙ分～ｔ＝ｙ＋ｚ分（ここで、ｚは５～４５分の範囲内である）において：第
２タイプの光１１２を５０～８００ルクスの範囲内の強度に増加し、オプションとして他
のスペクトル成分を加えることにより、白色光の色温度を高める。
【００６９】
　第３実施形態は、時間的に効率的な目覚まし刺激を与えるものである。第３動作に先立
ち、光受容系は白色光のうちの青色部分に対して既に感度がより高くなっている。可聴目
覚まし刺激の後すぐに、十分な白色光が発生され、人の内部のメラトニンを減少させ、目
覚め期間を短縮できる。この第３の実施形態は、不規則な時間に睡眠をとる人、または睡
眠時間が短い人、例えばトラックドライバー、バスドライバーまたはパイロットに対して
極めて適している。第３の実施形態は、活性化効果を改善し、必要な目覚め期間を短縮す
るような目覚ましデバイスを提供するものである。更に、この照明デバイスをナイトラン
プまたは旅行中の読書ランプとしても使用できる。
【００７０】
　上記実施形態では、強度は徐々に高めるようになっている。この増加量は、光を低強度
から高強度に高めるようにリニア状でもよいし、ステップ状でもよいし、指数関数状でも
よいし、または他の任意の適当な曲線に従ってもよい。
【００７１】
　人の眼が開いたかどうかをセンサ３００が検出する場合、白色光の発生をスタートする
トリガー信号として前記信号を使用できる。
【００７２】
　窓または家の外にセンサを設け、目覚まし信号のスペクトルおよびダイナミック設定を
操作するようにしてもよい。検出するパラメータを外部温度、日中の光の光強度および／
または色温度、気象状態および夜明け、日暮れ／薄明かり／日の出、日の入りの間のカラ
ーの変化とすることができる。
【００７３】
　上記実施形態では、第２タイプの光をオンに切り換えるのを決定する時間は、瞬時的な
時間である。第２タイプの光をオンに切り換えるのに、時間の代わりに第１のタイプの光
１１１の強度を使用できる。この場合、照明デバイス１は第１タイプの光の強度を測定す
るセンサを含む。一実施形態では、１つ以上の光源１０１の強度を直接測定するように、
照明デバイス内にセンサが取り付けられる。このアルゴリズムは、第１タイプの光の強度
が所定の値を越えたときに、第２タイプの光をオンに切り換えるようになっている。所定
の強度を１～５０ルクスの範囲とすることができる。
【００７４】
　上記のように、照明デバイス１（または物体）は、白色光１１２とカラー光１１１を近
くの人の顔の上で同時に発生できる。すなわち照明デバイス１は、外部壁２の部分２２に
て、基本的には（作業用照明のための）白色光１１２を発光し、外部壁２の他の部分２１
において、（特に間接的または直接的に）赤色状の光１１１を発生する。可能な変形例と
して、次の例がある。
　ａ）白色光１１２とカラー光１１１とを固定した設定にする。
　ｂ）白色光１１２の強度（および／または色温度）を調節可能とし、カラー光１１１を
固定にする。
　ｃ）カラー光１１１の明るさおよびカラー（色相および飽和度）を調節可能とし、白色
光１１２を固定する。
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　ｄ）白色光１１２の強度（および／または色温度）を調節可能とし、カラー光１１２の
明るさおよびカラー（色相および飽和度）を調節可能とする。
　ｅ）（図３に示されるように）デバイス１をフロア、ベッドサイドテーブルまたはテー
ブルに立てるようにしてもよいし、吊り下げるようにしてもよい。本発明の好ましい実施
形態では、天井または壁により、カラー光によってユーザーの頭部が直接または間接的に
照明されるが、すべての方向に輝く作業用の光は、基本的には白色である。
【００７５】
　ユーザーインターフェース、すなわちユーザー入力デバイス４３は、ユーザーが選択し
た発光体によって発生された照明を（ローカルもしくはリモート）制御する。インターフ
ェースすなわち入力デバイス４３は、エンドユーザーが利用できる設定をナビゲートでき
るような直感的方法で、図示されている制御動作ボタンを含むことができる。インテリジ
ェントマイクロプロセッサは、ユーザーがアルゴリズムを通してダイナミックな効果を発
生できるようにする。単一ユーザーのインターフェースデバイス、すなわちユーザー入力
デバイス４３を通して２つ以上の照明デバイス１を操作できる。
【００７６】
　人の挙動（動き、声、音楽選択、顔の表情）または活動（起床、読書、就寝）を、照明
オブジェクトまたはそのダイナミクスの所定の設定に自動変換するのに、インテリジェン
ト（生物）物理学的入力パラメータおよび／またはオーディオ／ビデオモニタリングを使
用できる。下記に要約されるような種々の可能性が存在する。
　・ユーザーのムード／感情を検出するために、１つ以上のセンサ３００を別個のデバイ
スとして使用し、および／またはユーザーインターフェース４３内へこれらセンサを組み
込むことができる。この方法とは異なり、声および／または顔の表情（微笑み、悲しみ、
笑い、瞬き、目覚め、うたた寝、眠たさ）を検出するのに、ビデオ／オーディオの記録を
使用できる。
　・（ダイナミックな）照明効果による起床／就寝プロセスをアシストするのに、（アラ
ーム）クロック４５への接続が使用される。照明デバイス１のスイッチを（徐々に）オン
にするためのトリガーとして、（アラーム）クロック４５によって発生される聴覚信号も
使用できる。
　・家庭で演奏される音楽の選択を分類するサウンド検出器が照明デバイス１に装備され
る。このデバイス１は、照明デバイス１の設定を、演奏されている音楽のジャンルに調節
する。
【００７７】
　照明デバイス（照明オブジェクト）の一部は、白色光１１２を発生するが、照明オブジ
ェクトの一部は、所望した場合、同時にカラー光１１１を発生する。カラー光の強度およ
びカラーをセットできる。更に白色光の強度および色温度をカラー光の設定と別個にセッ
トすることもできる。
【００７８】
　従って、一実施形態では、本発明は、光１１１、１１２を発生する１つ以上の光源１０
と、少なくとも一部が半透明であり、１つ以上の光源１０を収納するようになっている外
部境界２を有する収納デバイス５とコントローラ４０とを備える照明デバイス１を提供す
る。この照明デバイス１は、２つのタイプの光１１１、１１２を発生できる。第１タイプ
の光１１１の第１の光度と、第２タイプの光１１２の第２の光度と、第１タイプの光１１
１のカラーポイントと、第２タイプの光１１２のカラーポイントから成る群から選択され
た１つ以上の照明パラメータを制御することができる。これによってデバイス１は、本発
明に従って目覚まし刺激を発生できるようにし、作業照明および雰囲気照明を行う。
【００７９】
　上記実施形態は、発明を限定するのではなく、発明を説明するためのものであり、当業
者であれば、特許請求の範囲から逸脱することなく、別の実施形態を多数設計できると理
解すべきである。特許請求の範囲において、括弧内に記載された参照符号は、特許請求の
範囲を限定するものと見なしてはならない。「含む」または「備える」なる動詞およびそ
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が存在することを否定するものではない。要素の前に記載される定冠詞「１つの」、「あ
る」または「この」または「その」は、かかる要素が複数存在することを否定するもので
はない。本発明は、いくつかの別個の要素を含むハードウェアにより、更に適当にプログ
ラムされたコンピュータにより、実施できる。いくつかの手段を列挙するデバイスの請求
項において、これら手段のいくつかは、ハードウェアの１つの同じアイテムによって具現
化できる。互いに異なる従属請求項において所定の手段を記載したことは、これら手段の
組み合わせを有利に使用できないことを意味するものではない。
【符号の説明】
【００８０】
　　１　　照明デバイス
　　２　　壁
　　５　　ハウジング
　１０　　光源
　１１　　光
　２０　　光フィルタ
　２１　　第１部分
　２２　　第２部分
　２３　　制御可能なデバイス
　２５　　外部表面
　４０　　コントローラ
　４１　　メモリ
　４２　　入出力ユニット
　４３　　ユーザー入力デバイス
　４４　　プロセッサ
　１０１、１０２　　光源
　１１０　第１キャビティ
　１１１　第１タイプの光
　１１２　第２タイプの光
　１２０　第２キャビティ
　２００　ベッドルーム
　３００　センサ
　４００　本体
　６０２　レフレクタ
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