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(57)【要約】
　例えば、人工天窓としての、照明設備において、（０
．３７、０．３４）、（０．３５，０．３８）、（０．
１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ
、ｙ色度座標によって画定される領域内の光が第１のラ
イトエンジンから出て、（０．２９、０．３２）、（０
．３２、０．２９）、（０．４１、０．３６）、（０．
４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４
０、０．４１）、および（０．３５、０．３８）の座標
によって画定される領域内の光が第２のライトエンジン
から出る。また、照明設備において、第２のライトエン
ジンが側壁を備え、第１のライトエンジンから出る光が
、側壁によって画定される空間を通過し；照明設備にお
いて、第１および第２のライトエンジンが、１つのルミ
ナンスで異なるＣＳ値を提供する光を出力することがで
きる；照明設備において、照明設備の表面上に入射する
光、および照明設備から出る累積的な光が、異なるカラ
ーポイントを有する；照明設備において、ライトエンジ
ンの光分布特性が異なる；ならびに／あるいは、他の特
徴。さらには、方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジン
を備え、
　前記第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　前記照明設備に電気を供給するとき、
　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．３８）、（
０．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有す
る四辺形エリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、前記第１の光出口
表面を通って前記第１のライトエンジンから出て、
　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．２９）、（
０．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４０
、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア
内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、前記第２のライトエンジンから出
て、
　前記第１のライトエンジンおよび前記第２のライトエンジンが、前記第１の光出口表面
から出る少なくとも一部の光を一領域まで移動させ、前記第２のライトエンジンから出る
少なくとも一部の光をその前記一領域まで移動させるように、位置決めされて方向付けら
れる、
照明設備。
【請求項２】
　前記第２のライトエンジンが前記第１のライトエンジンを基準として移動可能である、
請求項１に記載の照明設備。
【請求項３】
　前記第１のライトエンジンから出る光が第１の遠視野光分布を有し、
　前記第２のライトエンジンから出る光が第２の遠視野光分布を有し、
　前記第１の遠視野光分布が前記第２の遠視野光分布とは異なる、
請求項１に記載の照明設備。
【請求項４】
　第１の平面が前記第１の光出口領域上の少なくとも３つのポイントによって画定され、
　前記第１のライトエンジンから出る光が前記第１の平面を基準として第１のピーク強度
角を有し、
　前記第２のライトエンジンから出る光が前記第１の平面を基準として第２のピーク強度
角を有し、
　前記第１のピーク強度角が前記第２のピーク強度角とは異なる、
請求項１に記載の照明設備。
【請求項５】
　前記照明設備が少なくとも第１の側壁をさらに備え、
　前記第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が前記空間の境界のところにあり、
　前記第１のライトエンジンが、前記第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を前
記空間の少なくとも一部を通過させて前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すよ
うに、位置決めされて方向付けられ、
　前記第２のライトエンジンが、前記第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光
を前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すように、位置決めされて方向付けられ
る、
請求項１に記載の照明設備。
【請求項６】
　照明設備であって、前記照明設備が：
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　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジン
を備え、
　前記第２のライトエンジンが少なくとも第１の側壁を備え、
　前記第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　前記第１の側壁が少なくとも第２の光出口表面を備え、
　前記照明設備に電気を供給するとき、
　　光が前記第１の光出口表面を通って前記第１のライトエンジンから出て、
　　光が前記第２の光出口表面を通って前記第１の側面から出て、
　前記第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が前記空間の境界のところにあり、
　前記第１のライトエンジンが、前記第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を前
記空間の少なくとも一部を通過させて前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すよ
うに、位置決めされて方向付けられ、
　前記第１の側壁が、前記第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を前記第１
の光出口領域を通して前記空間から出すように、位置決めされて方向付けられる、
照明設備。
【請求項７】
　前記第１の側壁が少なくとも第１の導波管を備え、
　前記第１の導波管が、前記第１のライトエンジンを基準として前記第１の導波管の幾何
学的配置および／または位置を変化させることを目的として、前記第１のライトエンジン
を基準として移動可能である、
請求項６に記載の照明設備。
【請求項８】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジン
を備え、
　前記第１のライトエンジンが少なくとも第１および第２の固体状態の発光素子を備え、
　前記第２のライトエンジンが少なくとも第３および第４の固体状態の発光素子を備え、
　前記第１のライトエンジンが前記第２のライトエンジンから離間され、
　前記第１のライトエンジンが、第１のルミナンスで第１のＣＳ値を提供する光を出力す
る能力を有し、
　前記第２のライトエンジンが、前記第１のルミナンスで第２のＣＳ値を提供する光を出
力する能力を有し、
　前記第１のＣＳ値が前記第２のＣＳ値とは異なる
照明設備。
【請求項９】
　前記照明設備に電気を供給するとき、
　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．３８）、（
０．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有す
る四辺形エリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、前記第１のライト
エンジンから出て、
　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．２９）、（
０．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４０
、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア
内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、第２のライトエンジンから出る、
請求項８に記載の照明設備。
【請求項１０】
　前記照明設備が少なくとも第１の制御要素を備え、
　前記少なくとも第１の制御要素が、少なくとも、前記第１のライトエンジンから出る光
の輝度、および前記第２のライトエンジンから出る光の輝度を独立して制御する、
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請求項８に記載の照明設備。
【請求項１１】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンと、
　少なくとも第１の表面と
を備え、
　前記照明設備が、前記照明設備に電気が供給されるときに、
　　第１のカラーポイントを有する光を前記第１の表面の少なくとも一部分に入射させる
ように、および
　　前記照明設備から出る光に第２のカラーポイントの累積色を有させるように、
　構成され、
　前記第１のカラーポイントが前記第２のカラーポイントから離間される、
照明設備。
【請求項１２】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１および第２のライトエンジン
を備え、
　前記第１のライトエンジンが、第１のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　前記第２のライトエンジンが、第２のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　前記第１のカラーポイントが前記第２のカラーポイントから離間され、
　前記第１および第２のライトエンジンの光分布特性が互いに異なる、
照明設備。
【請求項１３】
　前記第１のライトエンジンが、第１の平面を基準として第１のピーク強度角を有する光
を出力するように構成され、
　前記第２のライトエンジンが、前記第１の平面を基準として第２のピーク強度角を有す
る光を出力するように構成され、
　前記第１のピーク強度角が前記第２のピーク強度角とは異なる、
請求項１２に記載の照明設備。
【請求項１４】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンと；
　第１の側壁と
を備え、
　前記第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　前記第１の側壁が空間を画定し、
　前記第２のライトエンジンが前記空間内にあり、
　少なくとも第１の光出口領域が前記空間の境界のところにあり、
　前記第１のライトエンジンが、前記第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を前
記空間の少なくとも一部を通過させて前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すよ
うに、位置決めされて方向付けられ、
　前記第２のライトエンジンが、前記第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光
を前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すように、位置決めされて方向付けられ
る、
照明設備。
【請求項１５】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　第１の側壁と；
　少なくとも第１の制御要素と
を備え、
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　前記第１の側壁が空間を画定し、
　第１のライトエンジンが、前記第１のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を前
記第１の側壁を通過させて前記空間に入れるように、位置決めされて方向付けられ、
　少なくとも第１の制御要素が：
　　（１）前記側壁の第１の部分から出る光の輝度および前記側壁の第２の部分から出る
光の輝度を独立して制御し、ならびに／あるいは、
　　（２）前記側壁の第１の部分から出る光のカラーポイントおよび前記側壁の第２の部
分から出る光のカラーポイントを独立して制御する
照明設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の主題は、照明設備および照明方法に関する。いくつかの態様では、本発明の主
題は、天窓の外観および／または効果を模擬する、ならびに／あるいは一部の事例におい
て任意の窓またはドアからの外部光がない状態においても屋内空間に「屋外」のフィーリ
ングを与える、照明設備（１つまたは複数の光源、ならびに／あるいは１つまたは複数の
ライトエンジンを備える）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　天窓は、住宅建築物、商業建築物、および他の建築部で、さらには他の構造物で、自然
光（すなわち、日光）を提供するのに使用される。
【０００３】
　従来の天窓は、漏水、熱損失、曇りの日または荒天の日における光の欠乏、設置が困難
であるかまたは設置が不可能／非実際的であること（例えば、複数階構造物の１階におい
て）、を含めた、複数の問題を呈する可能性がある。加えて、従来の天窓（窓と同様）は
、通常、濁り、筋がつき、および／または汚れが付着し、その結果として、しばしば、天
窓を洗浄することを所望される（または、必要とされる）ことが頻繁となる。加えて、場
合によっては直射日光が、例えばコンピュータスクリーンなどの、物品表面および他のア
イテムの上に眩しいグレアを発生させる可能性があり、そのようなグレアは、通常、反生
産的なものであり、および／または煩わしいものである（例えば、グレアは、作業者が自
分のコンピュータスクリーンを見ることを困難または不可能なものとする可能性がある）
。また、直射日光（および／または、それにより発生するグレア）が眼精疲労を増大させ
る可能性がある（短時間の後であっても、また継続的に露出されることを含めた長時間の
露出、さらには長期間にわたる断続的な露出においては、より一層そのような事態となる
）。
【０００４】
　このような問題を解消し、また、従来の天窓の利点を提供し、および／または、提供さ
れている光に対しての制御が存在し得るのを可能にすることができる、天窓を提供するこ
とが有益である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の態様で、本発明の主題が、従来の天窓の問題を回避し、従来の天窓によって提供
される利益を提供する、照明設備（人工天窓）に関連する。
　従来の天窓は以下のものを含む複数の利益を提供する：
　・フルスペクトルである光（高品質で、演色性を有する）。
　・空からの散光と太陽からの方向性を有する光との組み合わせにより視覚的に複雑であ
る光（これは、一般に、多様な色を有する）。
　・時間（すなわち、概日的な時間、季節的な時間）および天候に応じて自然に変化する
光。
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　・結果として、一般に、魅力的であり、気持ちおよび健康状態を向上させることができ
るような、屋外との視覚的繋がり（ｖｉｓｕａｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）を提供するこ
と。
【０００６】
　本発明の主題の第１の態様によると、第１のライトエンジンの少なくとも一部分が空に
類似し（例えば、第１のライトエンジンの表面が観察者にとって空のように見える）、第
２のライトエンジンから出る光が、太陽によって放射される（太陽から受け取られる）光
の少なくとも一部分の特性に類似する１つまたは複数の特性を有する。
【０００７】
　本発明の主題の第１の態様によるいくつかの照明設備では、多くの利点が提供され、こ
れには、漏水を回避または低減しながら（従来の天窓などの他のデバイスと比較して）光
を供給する能力（住宅建築物、商業建築物、他の建築物、および他の構造物）と、低熱損
失を実現することと、曇りの日または荒天の日に光を提供することと、設置を単純化する
ことと、設置能力を提供することと（例えば、例として、複数階構造物の１階、または屋
根が天井からから長い距離で離間されるような建築物などの、天窓を設置することが厄介
であるかまたは不可能であるようなロケーションにおいて）、デバイスから出て、オフィ
ス、部屋、または任意の他の空間に入る光を制御する能力を提供することと（例えば、照
明設備から出る光の輝度および／または色を制御する）、が含まれる。加えて、本発明の
主題の第１の態様による照明設備が、洗浄を単純化することができる（例えば、デバイス
がより容易にアクセスされ得、および／またはデバイスを設置しているところの構造物か
ら取り外され得る）。
【０００８】
　第２の態様では、本発明の主題が、第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジン
を備える照明設備に関連し、ここでは、第２のライトエンジンが側壁を備え、側壁から光
が出る。
【０００９】
　第３の態様では、本発明の主題が、特定の特性を有する光を出力する照明設備に関連す
る。例えば、いくつかの実施形態が、例えば、人間のサーカディアンリズムを調整するこ
とを目的として、人間のサーカディアンリズムの不調を改善することを目的として、およ
び／または人間の警戒感を調整することを目的として（例えば、１日のうちの何時間かに
おいて人間の警戒感を向上させ、および／または１日にうちの他の時間において人間の眠
気を向上させる）、人間の生物学的メラトニンレベルを所望の手法（例えば、２４時間に
わたって）で調整することなどの、特定の生物学的効果を達成することができる光放射を
実現する。
【００１０】
　本発明の主題が、本明細書で説明される任意の照明設備に電気を供給することを含む方
法をさらに含む。このような実施形態のうちのいくつかの実施形態では、照明設備から出
る光の色および輝度が、従来の天窓を通過する自然の日光の錯覚を提供するように独立し
て制御される。
【００１１】
　本発明の主題が、本明細書で説明される任意の照明設備内で別のライトエンジンを基準
として少なくとも１つのライトエンジンを移動させることを含む方法をさらに含む。
【００１２】
　本発明の主題は、添付図面および本発明の主題の以下の詳細な説明を参照することによ
り完全に理解され得る。
　本特許および出願は、カラーで実行された図面を少なくとも１つ含む。カラーの図面を
有する本特許または特許出願公開のコピーは、申請および手数料の支払いにより、当局に
よって提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の主題による照明設備内で使用される第１のライトエンジンのためのカラ
ーポイントの第１の代表的な範囲が中に位置しているところの領域を示すグラフである（
１９３１ＣＩＥ色度図）。
【図２】本発明の主題による照明設備内で使用される第２のライトエンジンのためのカラ
ーポイントの第１の代表的な範囲が中に位置しているところの領域を示すグラフである（
１９３１ＣＩＥ色度図）。
【図３Ａ】本発明の主題による照明設備内で使用される第１のライトエンジンのためのカ
ラーポイントの第２の代表的な範囲が中に位置しているところの領域を示すグラフである
（１９３１ＣＩＥ色度図）。
【図３Ｂ】本発明の主題による照明設備内で使用される第２のライトエンジンのためのカ
ラーポイントの第２の代表的な範囲が中に位置しているところの領域を示すグラフである
（１９３１ＣＩＥ色度図）。
【図４】本発明の主題による照明設備内の構成要素として使用され得るエッジリットパネ
ル（ｅｄｇｅ－ｌｉｔ　ｐａｎｅｌ）の代表的な実施例を示す概略図である。
【図５】本発明の主題による照明設備内の構成要素として使用され得るバックリットパネ
ル（ｂａｃｋ－ｌｉｔ　ｐａｎｅｌ）の代表的な実施例を示す概略図である。
【図６】本発明の主題による照明設備内の構成要素として使用され得るサイドリットパネ
ル（ｓｉｄｅ－ｌｉｔ　ｐａｎｅｌ）の代表的な実施例を示す概略図である。
【図７】天井の中に設置された状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を示す概
略断面図である。
【図８】天井の中に設置された状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を示す概
略断面図である。
【図９Ａ】従来の天窓によって作られる視覚的インプレッションを示す概略図である。
【図９Ｂ】本発明の主題による照明設備の代替的な実施形態によって作られる視覚的イン
プレッションを示す図である。
【図９Ｃ】本発明の主題による照明設備の代替的な実施形態によって作られる視覚的イン
プレッションを示す図である。
【図１０】天井の中に３つの照明設備（各照明設備が図７に描かれる照明設備に類似する
）が設置されている部屋を示す図である。
【図１１】天井の中に設置されている状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を
示す概略断面図である。
【図１２】天井の中に設置されている状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を
示す概略断面図である。
【図１３】天井の中に設置されている状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を
示す概略断面図である。
【図１４】天井の中に設置されている状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を
示す概略断面図である。
【図１５】天井の中に設置されている状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を
示す概略断面図である。
【図１６】天井の中に設置されている状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を
示す概略断面図である。
【図１７】本発明の主題による照明設備の中の構成要素として使用され得る側壁の一部分
を示す概略断面図である。
【図１８】本発明の主題による照明設備の中の構成要素として使用され得る側壁の一部分
を示す概略断面図である。
【図１９】本発明の主題による照明設備の中の構成要素として使用され得る側壁の一部分
を示す概略断面図である。
【図２０】本発明の主題による照明設備の中の構成要素として使用され得る側壁の一部分
を示す概略断面図である。
【図２１】天井の中に設置された状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を示す
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概略断面図である。
【図２２】天井の中に設置された状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を示す
概略断面図である。
【図２３】本発明の主題による照明設備の実施形態を示す概略断面図である。
【図２４Ａ】図１６に描かれる照明設備の実施形態に類似する照明設備を使用して測定さ
れる、視角にわたるＣＣＴのプロットを示すグラフである。
【図２４Ｂ】図１６に描かれる照明設備の実施形態に類似する照明設備を使用して測定さ
れる、視角にわたる測定ＣＣＴのプロットを示すグラフである。
【図２５】天井に設置された状態の、本発明の主題による照明設備の実施形態を示す概略
断面図である。
【図２６】本発明の主題に従って使用されるのに適するバッフル要素２６０の代表的な実
施例を示す概略図である。
【図２７】本発明の主題に従って使用されるのに適するバッフル要素２７０の代表的な実
施例を示す概略図である。
【図２８】第１のライトエンジン（「空」）の制作で使用される２つの種類のＬＥＤの代
表的な実施例によって放射される光と、ＣＩＥ色度図（ＣＩＥ　１９３１　Ｃｈｒｏｍａ
ｔｉｃｉｔｙ　Ｄｉａｇｒａｍ）の一部分上にプロットされる、第２のライトエンジン（
「太陽」）の制作で使用される２種類のＬＥＤによって放射される光と、のカラーポイン
トを示すグラフである。
【図２９】本発明の主題による人工天窓の実施形態を示す写真であり、ここでは、空（「
第１のライトエンジン」）が（０．３１３５、０．３２３７）のカラーポイントを有し、
太陽（「第２のライトエンジン」）が（０．３４５１、０．３５１６）のカラーポイント
を有する。
【図３０】本発明の主題による人工天窓の実施形態を示す写真であり、ここでは、空（「
第１のライトエンジン」）が（０．２３８３、０．２４７２）のカラーポイントを有し、
太陽（「第２のライトエンジン」）が（０．３４５１、０．３５１６）のカラーポイント
を有する。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の主題の実施形態を示している添付図面を参照して本明細書において以下で本発
明の主題をより完全に説明する。しかし、本発明の主題は本明細書に記載される実施形態
のみに限定されるものとして解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、本
開示を徹底的で完全なものとするように、また本開示により本発明の主題の範囲を当業者
に完全に伝えるように、提供されるものである。全体を通して同様の参照符号が同様の要
素を示す。
【００１５】
　本明細書で使用される場合の「および／または」という用語は、関連の列記されるアイ
テムのうちの１つまたは複数のアイテムの任意のおよびすべての組み合わせを含む。
【００１６】
　本明細書で使用される「複数の」という用語は２つ以上を意味し、つまり２つ、３つ、
４つ、５つなどを包含する。例えば、「複数の位置」という表現は、２つの位置、３つの
位置、４つの位置などを包含する。
【００１７】
　本明細書で使用される専門用語が特定の実施形態を説明することのみを目的とし、本発
明の主題を限定することを意図されない。本明細書で使用される単数形の「ａ」、「ａｎ
」および「ｔｈｅ」は、文脈において別の意味を明確に示されない限りにおいて、複数形
も含むことが意図される。
【００１８】
　本明細書で使用される場合の「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」および／または「ｃｏｍｐｒｉｓ
ｉｎｇ」という用語は、記載される特徴、動作、要素、および／または構成要素の存在を
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明示するが、１つまたは複数の他の特徴、動作、要素、構成要素、および／またはそのグ
ループの存在または追加を排除するわけではない。あるものが要素（例えば、１つの種類
のまたはグループのうちの１つの要素）を備えるという記述は、同様の種類の追加の要素
の存在を排除するわけではない（例えば、照明設備が「第１のライトエンジンを備える」
という記述は、照明設備が第２のライトエンジンまたは他のライトエンジンを有すること
を排除するわけではない）。また、「ｉｎｃｌｕｄｅ」（または、例えば「ｉｎｃｌｕｄ
ｉｎｇ」など）という用語は列記されるアイテムの存在を明示するが、他のアイテムの存
在または追加を排除するわけではない（例えば、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」は含むを意味し
、限定されることを意味しない）。
【００１９】
　層、領域、または基板などの要素が別の要素の「上に」あるものとして本明細書で意味
される場合、それらの層、領域、または基板は他の要素の中にまたは上にあってもよく、
ならびに／あるいは、それらの層、領域、または基板は他の要素の上に直接あってもよく
、またそれらの層、領域、または基板は他の要素に直接または間接的に接触してもよい（
例えば、介在する要素が存在してもよい）。対照的に、要素が本明細書で別の要素の「直
接上に」あるものとして意味される場合、介在する要素は存在しない。第１の要素が第２
の要素の「上に」あるという記述は、第２の要素が第１の要素の「上に」あるという記述
と同義である。
【００２０】
　要素が本明細書において他の要素に「接続される」ものとして意味される場合、その要
素が他の要素に直接接続されてよいかまたは介在する要素が存在してもよい。対照的に、
要素が本明細書において別の要素に「直接接続される」ものとして意味される場合、これ
らの要素を接続しているところの少なくとも１つのロケーションに介在する要素が存在し
ない。
【００２１】
　本明細書で使用される「接触する」という表現は、第２の構造に接触している第１の構
造が、第２の構造に直接接触しているかまたは第２の構造に間接的に接触している、こと
を意味する。「間接的に接触する」という表現は、第１の構造が第２の構造に直接接触し
ているわけではないことを意味するが、複数の構造（第１および第２の構造を含む）が存
在してそれらの複数の構造の各々がそれらの複数の構造のうちの少なくとも１つの他の構
造に直接接触している、ことを意味する（例えば、第１および第２の構造が１つのスタッ
ク内にあり、１つまたは複数の介在する層によって分離される）。本明細書で使用される
場合の「直接接触する」という表現は、第２の構造に「直接接触する」第１の構造が第２
の構造に触れており、少なくとも一部のロケーションにおいて第１および第２の構造の間
に介在する構造が存在しない、ことを意味する。
【００２２】
　デバイスの２つの構成要素が「電気的に接続される」という本明細書における記述は、
デバイスによって提供される機能に影響を与えるような電気的な構成要素がそれらの２つ
の構成要素の間に存在しない、ことを意味する。例えば、デバイスによって提供される機
能に実質的には影響を与えないような小さい抵抗器を２つの要素の間に有する可能性があ
る場合でも、２つの構成要素が電気的に接続されるということを意味され得る（実際的に
は、２つの構成要素を接続するワイヤが小さい抵抗器とみなされてよい）；同様に、追加
の構成要素を有さないことを除いて同一の１つのデバイスによって提供される機能に実質
的に影響を与えないが、デバイスが追加の機能を実施するのを可能にするような追加の電
気的構成要素を２つの構成要素の間に有する可能性がある場合でも、２つの構成要素が電
気的に接続されるということを意味され得る；同様に、互いに直接接続されるかまたはワ
イヤの両端部または回路基板上のトレースの両端部に直接接続される２つの構成要素も、
電気的に接続されているものとする。デバイス内の２つの構成要素が「電気的に接続され
る」という本明細書における記述は、２つの構成要素の間に電気的な構成要素が存在しな
いことを意味する、２つの構成要素が「直接電気的に接続される」という記述とは区別可
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能である。
【００２３】
　「第１の」、「第２の」などの用語は、本明細書では、種々の、開口部、光出口領域、
縁部、方向、光源、カラーポイント、ライトエンジン、部品、主表面、側部、波長範囲、
および相関色温度、を説明するため使用され得るが、これらの、開口部、光出口領域、縁
部、方向、光源、カラーポイント、ライトエンジン、部品、主表面、側部、波長範囲、お
よび相関色温度は、これらの用語によって限定されるべきではない。これらの用語は、１
つの、開口部、光出口領域、縁部、方向、光源、カラーポイント、ライトエンジン、部品
、主表面、側部、波長範囲、および相関色温度を、別の、開口部、光出口領域、縁部、方
向、光源、カラーポイント、ライトエンジン、部品、主表面、側部、波長範囲、および相
関色温度から区別するために単に使用される。したがって、以下で考察される、第１の、
開口部、光出口領域、縁部、方向、光源、カラーポイント、ライトエンジン、部品、主表
面、側部、波長範囲、および相関色温度は、本発明の主題の教示から逸脱することなく、
第２の、開口部、光出口領域、縁部、方向、光源、カラーポイント、ライトエンジン、部
品、主表面、側部、波長範囲、および相関色温度と称されてもよい。
【００２４】
　「前部」、「後部」、「後方」などの相対的な用語は、本明細書では、要素または構造
の間での空間的関係を説明するのに使用される。このような相対的な用語は、説明される
幾何学的配置に加えてデバイスの別の幾何学的配置も包含することを意図される。例えば
、デバイスが１８０度回転させられる場合、照明設備の前方にある（または、別の構成要
素の前方にある）要素が、デバイスの１８０度の回転前と同じ視点から見て、照明設備の
後ろ（または、別の構成要素の後方）にくることになる。
【００２５】
　例えば「側壁が空間を画定する（少なくとも部分的に画定する）」という表現などにお
いて使用されるような、「画定する（または、少なくとも部分的に画定する）」という表
現は、構造物（例えば、この例では側壁）によって画定されるかまたは少なくとも部分的
に画定される要素または特徴が、その構造物によって画定されるか、あるいは１つまたは
複数の追加の構造物との組み合わせでその構造物によって画定される、ことを意味する。
【００２６】
　例えば「側壁が、第２の縁部画定領域（ｅｄｇｅ－ｄｅｆｉｎｅｄ　ｒｅｇｉｏｎ）の
少なくとも一部分を画定する第２の縁部を備える」という表現で使用される場合の「少な
くとも一部分を画定する」という表現は、構造物（例えば、この例では側壁）によって画
定されるかまたはその一部分が構造物によって画定される要素または特徴が、その構造物
によって画定されるかまたは１つまたは複数の追加の構造物との組み合わせでその構造物
によって画定される、ことを意味する。
【００２７】
　１つまたは複数の光源（および／または、１つまたは複数のライトエンジン）から出力
される光との関連で本明細書で使用される場合の「光分布の軸」という表現は、光源（お
よび／または、ライトエンジン）からの光の軸、光の分布の最大輝度の方向、または光の
分布の平均方向、を意味する。言い換えると、「光の分布の平均方向」の事例では、（１
）放出される光（または、ライトエンジンから出る光）の輝度の分布を非Ｌａｍｂｅｒｔ
ｉａｎとする光源（または、ライトエンジン）が提供される場合、最大輝度の方向自体が
光源またはライトエンジンの軸上に置かれない場合でも、光分布の軸が光源またはライト
エンジンの軸に一致するとしてよく（例えば、最大輝度の平均方向が光源またはライトエ
ンジンの軸上にあることを理由とする）、あるいは（２）最大輝度が第１の方向にあって
、第１の方向の一方側へ１０度である第２の方向の輝度が、第１の方向の反対側へ１０度
である第３の方向の輝度より大きい場合、第２の方向および第３の方向の輝度の結果とし
て光放射の平均方向が第２の方向へといくらか移動させられることになる。
【００２８】
　「相関色温度（ＣＣＴ：ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　ｃｏｌｏｒ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ
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）」という表現は、その良く知られている意味に従って、明確に定義される意味において
（つまり、当業者により容易に正確に決定され得る）、色における最も近くの黒体の温度
を意味するのに使用される。当業者であれば、相関色温度に精通しており、また、特定の
相関色温度に対応するカラーポイントと、相関色温度の特定の範囲に対応する色度図上の
エリアと、を示す色度図に精通している。光のカラーポイントが黒体軌跡上にある場合で
も光は相関色温度を有するものとして意味され得（つまり、その相関色温度がその色温度
と等しくなる）；つまり、本明細書において相関色温度を有するものとして光に言及する
ことは、黒体軌跡上のカラーポイントを有する光を排除しない。
【００２９】
　構造物の「縁部」という用語（例えば、「第１の側壁の底部縁部」）は、非平坦な表面
的特徴（ｎｏｎ－ｆｌａｔ　ｔｏｐｏｇｒａｐｈｙ）が存在するところの構造物の任意の
部分を意味する（例えば、表面が終端するところのロケーション、第１の平坦な表面が第
２の平坦な表面と交差するところのロケーション、湾曲表面または他の非平坦な表面が平
坦な表面と交差するところのロケーション、あるいは第１の非平坦な表面が第２の非平坦
な表面と交差するところのロケーション、など）。
【００３０】
　「ライトエンジン」は、そこから光が出るところの任意の構造物（または、構造物の組
み合わせ）であってよい。多くの事例において、ライトエンジンが、１つまたは複数の光
源、さらには加えて、１つまたは複数の機械的要素、１つまたは複数の光学的要素、なら
びに／あるいは１つまたは複数の電気的要素、から構成される。多くの事例において、ラ
イトエンジンが照明設備の構成要素であり、つまり、ライトエンジンは完全な照明設備で
はなく、空間的に離隔されてユニットとして制御される個別のグループまたはセットのＬ
ＥＤであってよい。いくつかの実施形態では、例えば、照明設備内のライトエンジンが、
照明設備内の１つまたは複数の他のライトエンジンから分離されるボード（例えば、印刷
回路基板）に設置される個別のセットのＬＥＤ（例えば、ＬＥＤのアレイ）であってよい
。いくつかの実施形態では、大型のボードが、ボートの異なる部分を占有する異なるセッ
トまたはグループのＬＥＤを備えることができ、それにより複数のライトエンジンを備え
ることができる。ライトエンジンは、例えば、チップオンボード、パッケージングされた
ＬＥＤ、二次的なオプティクス、および／または制御／駆動回路を備えることができる。
いくつかの実施形態では、照明設備が、第１のボード上に複数のＬＥＤを備える第１のラ
イトエンジンと、第２のボード上に複数のＬＥＤを備える第２のライトエンジンとを備え
ることができる。いくつかの実施形態では、ライトエンジンが、１つの次元、２つの次元
、または３つの次元において、（集合体内で）互いから離間される複数のＬＥＤを備える
ことができる。例えば、第１のライトエンジンが、第２のライトエンジンと同じ平面上に
あるが側方向において隣接する形でまたは離間される形で設置され得、それにより１つの
次元において離間される。第１のライトエンジンが、第２のライトエンジンから一定の角
度のところに、つまり第２の平面上に配置されるが第２のライトエンジンに隣接する形で
または離間される形で配置され得、それにより２つの次元において離間される。第１のラ
イトエンジンが２つの次元または３つの次元において第２のライトエンジンからオフセッ
トされてよい。第１のライトエンジンが、１つまたは複数の他のライトエンジンの２つの
、３つの、またはそれ以上の次元を基準としてオフセットされるかまたは配置されてよい
。いくつかの実施形態では、ライトエンジンが、単一の光源（例えば、単一のＬＥＤ）、
あるいは光源のアレイ（例えば、複数のＬＥＤ、複数の他の光源、あるいは、１つもしく
は複数のＬＥＤおよび／または１つもしくは複数の他の光源の組み合わせ）を備えること
ができる。いくつかの実施形態では、複数の光源（例えば、複数のＬＥＤ）がボード上に
あって一体に制御され得、例えば、制御デバイス（複数の光源からの光の混合物のカラー
ポイントを制御する、および／あるいは複数の光源のうちの１つまたは複数の光源から放
射される光の輝度を制御する、など）が、ボード上の複数の光源を制御することができる
（および／または、ボート上のすべての光源を制御することができる）。
【００３１】
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　「光出口領域」という表現は（例えば、「少なくとも第１の光出口領域が空間の境界の
ところにある」）、光を通過させるところの任意の領域を意味する（例えば、光が、光出
口領域の一方側にある空間から、光出口領域のもう一方側まで、移動するとき、つまり光
が光出口領域を通って空間からから出るとき）。例えば、照明設備が内部空間（頂部が閉
じられており、底部が開いている）を画定する円筒形表面を有する場合、光が円筒形表面
の底部のところで円形の光出口領域を通って移動することにより空間から出ることができ
る（つまり、このような円形の光出口領域が円筒形表面の下側縁部によって画定される）
。このような光出口領域は開いていてよいか、または少なくとも部分的に光透過性（例え
ば、透明または半透明）である構造物によって部分的にまたは完全に占有されてよい。例
えば、光出口領域が不透明構造物の中にある開口部であってよく（その開口部を通って光
が出ることができる）、光出口領域が、他の不透明構造物の中にある透明領域であってよ
く、光出口領域が、レンズまたは拡散器などによって覆われる、不透明構造物の中にある
開口部であってよい。
【００３２】
　「空間を画定する」という表現（例えば、「第１の側壁が空間を画定する」という表面
の中の）が、空間を画定する記述されている構造物の部分が確認可能な空間を目的をもっ
て画定する、ことを意味する。例示のための単に代表的な実施例として、円筒形表面が円
筒形表面の内部に円筒形空間を画定し；同様に、閉じられた端部を有さず（つまり、頂部
および底部のところに円形領域を有さない）かつ孔および／または隙間を有することを除
いて円筒形である表面が円筒形空間を画定することができ；同様に、１つの領域の周りを
延在する一連の平坦な表面が空間を画定することができる（例えば、直角を画定するよう
に両側の２つの隣接物に当接される個別の縁部を有する４つの平坦な領域が、一体に、長
方形角柱空間または正方形角柱空間を画定することができる）；同様に、１つまたは複数
の不規則な非平坦な表面が空間を一体に画定することができ、ここでは、空間内の各ポイ
ントが、表面のうちの１つまたは複数の表面においてそれぞれのポイントを接続する線分
に沿う、などである。
【００３３】
　「空間の境界」という表現は空間の外側部分の任意の部分を意味する。例えば、円筒形
空間の事例では、「空間の境界」が、空間の外側部分において円形領域であってよいか、
空間の外側部分の湾曲側部であってよいか（つまり、２つの円形領域を除いて、外側部分
の全体）、あるいは円形領域の任意の部分または湾曲側部の任意の部分であってよい。同
様に、正方形角柱または長方形角柱の形状の空間の事例では、「空間の境界」が、角柱の
側部のうちの任意の側部であってよいか、または角柱の側部のうちの任意の側部の任意の
部分であってよい。
【００３４】
　本明細書で使用される場合の「実質的に平坦」という表現（例えば、「第１の光出口表
面が実質的に平坦であって長方形である」という表現の中の）が、実質的に平坦であるこ
とを特徴とする構造物の表面内のポイントのうちの少なくとも９０％が、表面の最大寸法
の２５％以下（また、一部の事例では、表面の最大寸法の１５％以下、１０％以下、また
は５％以下）の距離で互いから離間される平行な一対の平面の間に位置する。
【００３５】
　「視覚的に区別される色」という表現は、通常の視覚を有する人間が光の間（例えば、
第１のライトエンジンから出る光と第２のライトエンジンから出る光との間）での色の違
いを検出することができる、ことを意味する。
【００３６】
　「ライトエンジンから出る光が第１のカラーポイントである」という表現（および、同
様のまたは類似の表現）はライトエンジンから出る光（光の混合物）のカラーポイントを
意味し、つまり、ライトエンジンから出る光のカラーポイントが、すべて、単一のカラー
ポイントである場合（例えば、ライトエンジンが単一の光源のみを有する場合）、ライト
エンジンから出る光がそのカラーポイントであり、またライトエンジンから出る光が異な
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るカラーポイントの光の混合物である場合（例えば、ライトエンジンが、異なるカラーポ
イントの光を放射する２つ以上の光源を有する場合）、ライトエンジンから出る光が、光
のその混合物のカラーポイントである。
【００３７】
　特に明記しない限りにおいて、本明細書で使用されるすべての用語（技術用語および科
学用語を含めて）が、本発明の主題の属する当技術分野の当業者によって通常理解される
意味と同じ意味を有する。一般的に使用される辞書で定義されるものなどの用語は、関連
技術および本開示の文脈でのそれらの意味と矛盾しない意味を有するものとして解釈され
るべきであり、本明細書において特に明記しない限りにおいて、理想化された意味または
過度に形式的な意味で解釈されない、ことをさらに理解されたい。また、別の特徴に「隣
接して」配置される構造物または特徴に対しての言及が、その隣接する特徴に重なるかま
たはその下にある部分も有してよい、ということを当業者であれば認識されよう。
【００３８】
　光源から放射される可視光の色および／または複数の光源から放射される混合可視光（
ｍｉｘｔｕｒｅ　ｖｉｓｉｂｌｅ　ｌｉｇｈｔ）の色は、１９３１ＣＩＥ（Ｃｏｍｍｉｓ
ｓｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｄｅ　Ｉ’Ｅｃｌａｉｒａｇｅ）色度図または
１９７６ＣＩＥ色度図で示され得る。当業者であればこれらのダイアグラムに精通してお
り、これらのダイアグラムは容易に入手可能である（例えば、インターネットで「ＣＩＥ
色度図」を検索することにより）。
【００３９】
　ＣＩＥ色度図は、２つのＣＩＥパラメータ、つまりｘおよびｙ（１９３１のダイアグラ
ムの場合）、またはｕ’およびｖ’（１９７６のダイアグラムの場合）に関しての人間の
色知覚をマップアウトする。それぞれのダイアグラム上の各ポイント（つまり、各「カラ
ーポイント」）が特定の色相に対応する。ＣＩＥ色度図の技術的説明に関しては、例えば
、「Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」、ｖｏｌ．７，２３０～２３１ページ（Ｒｏｂｅｒｔ　Ａ　Ｍｅｙ
ｅｒｓ著、１９８７年）を参照されたい。分光色が輪郭を有する空間の境界の周りに分布
し、これが、人間の目によって感知される色相のすべてを含む。境界は分光色のための最
高彩度を表す。
【００４０】
　１９３１ＣＩＥ色度図は、多様な色相の加重和としての色を定義するのに使用され得る
。１９７６ＣＩＥ色度図は１９３１のダイアグラムに類似するが、ここでは、１９７６の
ダイアグラム上の同様の距離が同様に感知される色の違いを表していることを除く。
【００４１】
　本明細書で使用される「色相」という表現は、ＣＩＥ色度図上の特定のポイントに対応
する色合いおよび彩度を有する光を意味する。つまり、この特定のポイントとは、１９３
１ＣＩＥ色度図のｘ、ｙ座標または１９７６ＣＩＥ色度図のｕ’、ｖ’座標により特徴付
けられ得るポイントである。
【００４２】
　１９３１のダイアグラムでは、ダイアグラム上のポイント（つまり、「カラーポイント
」）からの逸脱がｘ、ｙ座標のいずれかに関して表現され得るか、あるいは別法として、
ＭａｃＡｄａｍ　ｅｌｌｉｐｓｅ（または、ｐｌｕｒａｌ－ｓｔｅｐ　ＭａｃＡｄａｍ　
ｅｌｌｉｐｓｅ）に関して感知される色の違いの程度に関する目安を与える。例えば、１
９３１のダイアグラム上の特定のセットの座標によって画定される指定の色相からの、ｔ
ｅｎ　ＭａｃＡｄａｍ　ｅｌｌｉｐｓｅ（または、「ｔｅｎ－ｓｔｅｐ　ＭａｃＡｄａｍ
　ｅｌｌｉｐｓｅ」としても知られる）であるとして画定されるポイントの軌跡が、一般
的な程度でその指定の色相から異なるものとして各々が感知されるような色相から構成さ
れる（また、ＭａｃＡｄａｍ　ｅｌｌｉｐｓｅの他の量だけ特定の色相から離間されるも
のとして画定されるポイントの軌跡の場合も同様である）。
【００４３】
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　通常の人間の目は、ｓｅｖｅｎ　ＭａｃＡｄａｍ　ｅｌｌｉｐｓｅを超えて互いから離
間される色相を識別することができる（ｓｅｖｅｎ　ＭａｃＡｄａｍ　ｅｌｌｉｐｓｅ以
下で互いから離間される色相を識別することができない）。
【００４４】
　１９７６のダイアグラム上の同様の距離が同様に感知される色の違いを表していること
を理由として、１９７６のダイアグラム上のポイントからの逸脱は、座標ｕ’およびｖ’
に関して表現され得、例えば、ポイントからの距離＝（Δｕ’２＋Δｖ’２）１／２であ
る。この式は、ポイント間の距離に対応する値をｕ’、ｖ’の座標のスケールで与える。
指定のカラーポイントから各々が共通の距離であるポイントの軌跡によって画定される色
相は、指定の色相から共通の程度で異なるものとして各々が感知されるような色相から構
成される。
【００４５】
　ＣＩＥ　Ｄｉａｇｒａｍ上に共通して示される一連のポイントは黒体軌跡と称される。
黒体軌跡に沿って位置するｃｈｒｏｍａｔｉｃｉｔｙ座標（すなわち、カラーポイント）
は、プランク方程式：Ｅ（λ）＝Ａλ－５／（ｅ（Ｂ／Ｔ）－１）、に従う分光分布に対
応する。ここでは、Ｅが発光強度であり、λが発光波長であり、Ｔが黒体の温度であり、
ＡおよびＢが定数である。１９７６のＣＩＥ　Ｄｉａｇｒａｍは黒体軌跡に沿う温度リス
ト（ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｌｉｓｔｉｎｇ）を含む。これらの温度リストは、そのよ
うな温度まで上昇させられる黒体発光体の色経路を示している。加熱される物体が白熱す
ると、最初に物体が赤色調で輝き、次いで黄色調で輝き、次いで白色調で輝き、最後に青
色調で輝く。これは、黒体ラジエータのピーク放射に関連する波長が、Ｗｉｅｎ　Ｄｉｓ
ｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｌａｗに適合して、温度上昇に伴って次第に短くなることが理由で
ある。したがって、黒体軌跡上にあるかまたはその近くにある光を発生させる発光体はそ
れらの色温度に関して描写され得る。
【００４６】
　「主波長」という表現は、本明細書では、よく知られて受け入れられているその意味に
従って使用され、スペクトルの感知される色を意味し、つまり、光源によって放射される
光を見ることにより感知される色感覚に最も類似する色感覚を発生させる光の単一波長を
意味し、これは、光源の分光分布内で最も大きいパワーを有するスペクトル線を意味する
、よく知られている「ピーク波長」とは異なる。人間の目がすべての波長を等しく感知す
るわけではないことを理由として（人間の目は、赤および青よりも黄色および緑を良好に
感知する）、ならびに多くの固体状態の発光素子（例えば、発光ダイオード）によって放
射される光が実際には一定の範囲の波長であることを理由として、感知される色（つまり
、主波長）は、最も大きいパワーを有する波長（ピーク波長）に必ずしも等しいわけでは
ない（しばしば、異なる）。レーザなどの真に単色である光は、そのピーク波長と同じ主
波長を有する。
【００４７】
　「ピーク強度角」という表現は、本明細書では、よく知られて受け入れられているその
意味に従って使用され、光源から放射される光の最大照度が移動するときの、平面を基準
とする、角度を意味し、つまり、所与の平面を基準とした各角度（例えば、整数、つまり
、０度、１度、２度．．．８９度、および９０度）において、平面を基準としてそのよう
な角度で移動する光の照度が決定され、さらに、最大照度として決定される角度が「ピー
ク強度角」となる。
【００４８】
　「第１のライトエンジンから出力される光が第１のＣＳ値を提供する」という記述（ま
たは、同様の記述）は、他の光が一切ない状態において、第１のライトエンジンから出力
される光が第１のＣＳ値を提供する、ことを意味する。つまり、このような記述は、第１
のライトエンジンから出力される光が１つまたは複数の他のライトエンジンからの他の光
と混合しない、ということを示しておらず、つまり、第１のライトエンジンを備える照明
設備から出力される全体の光がこのような第１のＣＳ値を提供する、ということを示して
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いない（例えば、照明設備から出力される光は少なくとも第２のライトエンジンから出力
される光を含むことができ、第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンから出力
される光の混合物が、第１のＣＳ値とは異なる集計ＣＳ値を有することができる。
【００４９】
　よく知られているように、それぞれの異なる色相（２つ以上）の光を放射する光源は、
所望の色相を有する光の混合物を発生させるように組み合され得る（例えば、所望のカラ
ーポイントに対応する非白色光、または所望の色温度の白色光）。やはりよく知られてい
るように、色の混合物によって発生されるカラーポイントは、ＣＩＥ色度図上で単純なジ
オメトリを使用して、容易に予測および／または設計され得る。やはりよく知られている
ように、所望される通りに混合される光のカラーポイントに注目することから始めて、当
業者であれば、混合時にその所望される通りに混合される光のカラーポイントを提供する
ことになるように多様な色相の光源を容易に選択することができる。例えば、当業者であ
れば、第１のライトエンジン（例えば、発光ダイオードおよび蛍光体を備える）を選択し
て、ＣＩＥ色度図上で、第１のライトエンジンから出る光のカラーポイント（すなわち、
第１のカラーポイント）をプロットして、混合される光のための所望の範囲のカラーポイ
ント（または、単一の所望のカラーポイント）をプロットして、混合される光のための所
望の範囲のカラーポイント（または、単一のカラーポイント）を通る１つまたは複数の線
分を引くことができ、その結果、線分が所望のカラーポイントを越えて延在することにな
る。このようにして引かれた各線分が第１のカラーポイントのところに一方の端部を有す
ることになり、所望される通りに混合される光のカラーポイントの範囲（または、所望の
単一のカラーポイント）を通過することになり、第２のカラーポイントのところにそのも
う一方の端部を有することになる。第２のカラーポイントの光をそこから出すための第２
のライトエンジンが提供され得、第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンが作
動されてそこから光が出ると、混合された光のカラーポイントが、第１のカラーポイント
および第２のカラーポイントを接続する線分に沿うように必ず位置するようになり、線分
に沿う、混合された光のカラーポイントのロケーションが、第１および第２のライトエン
ジンから出るそれぞれの光の相対的輝度によって決定されることになる（つまり、比例す
る）。つまり、第２のライトエンジンからの混合された光の割合が大きくなると、混合さ
れた光のカラーポイントが第２のカラーポイントにより近づくことになり；これは幾何学
的な比例関係であり、つまり、混合された光のカラーポイントを第１のカラーポイントか
ら離間しているところの線分の長さの部分が、第２のライトエンジンからの混合された光
の部分と等しくなり（逆も同様）、つまり、幾何学的な見地では、（２）第１のカラーポ
イントから第２のカラーポイントまでの距離によって割られる、（１）第１のカラーポイ
ントから混合された光のカラーポイントまでの距離、の比が、混合された光の中の光の組
み合わせの輝度（ルーメン）によって割られる、第１のライトエンジンの輝度（ルーメン
）、の比と等しくなる。したがって、所望される通りに混合された光のカラーポイントを
通って延在する線分の端点を提供する光源（または、ライトエンジン）を確認することで
、所望される通りに混合された光のカラーポイントに到達するのに必要となる第１および
第２の光源（または、ライトエンジン）の相対輝度を計算することにより、所望される通
りに混合された光のカラーポイントが得られる。
【００５０】
　３つ以上の光源（および／または、ライトエンジン）が使用される場合（例えば、第１
の光源からの第１のカラーポイントの光と、第２の光源からの第２のカラーポイントの光
と、第３の光源からの第３のカラーポイントの光とが混合される場合）、所望される通り
に混合された光のカラーポイントを確実に得るために幾何学的関係が使用され得る（例え
ば、概念的には、第１の光源（または、第１のライトエンジン）および第２の光源（また
は、第２のライトエンジン）からの光のサブ混合物のカラーポイントが決定され得、次い
で、サブ混合物（第１の光源（または、第１のライトエンジン）および第２の光源（また
は、第２のライトエンジン）の組み合わせの輝度の輝度を有する）と、第３の光源（また
は、第３のライトエンジン）と、の混合物のカラーポイントが決定され得、次いで、到達
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し得る混合された光のカラーポイントの範囲が、光源（および／または、ライトエンジン
）のそれぞれのカラーポイントを接続する線を引くことによって得られるペリメータによ
って画定される。
【００５１】
　上述したように、本発明の主題の第１の態様によると、照明設備（人工天窓）が提供さ
れ、ここでは、第１のライトエンジンの少なくとも一部分が空に類似し（例えば、第１の
ライトエンジンの表面が観察者にとって空のように見える）、第２のライトエンジンから
出る光が、太陽によって放射される（太陽から受け取られる）光の少なくとも一部分の特
性に類似する１つまたは複数の特性を有する。
【００５２】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が、少なくとも、第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンを備える
；
　第１のライトエンジンから出る光（つまり、第１のライトエンジンの光源に電気を供給
するとき）が、１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．
３８）、（０．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する
頂点を有する四辺形エリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する（図１は、１
９３１ＣＩＥ色度図上での、このようにして画定される領域１１、つまりこのようなｘ、
ｙ座標を有する頂点を有する四辺形エリアのプロットである）（また、いくつかの実施形
態では、（０．３２、０．３１）、（０．３０、０．３３）、（０．１５、０．１７）、
および（０．１７、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有する四辺形エリア内であり
、図３が、１９３１ＣＩＥ色度図上での、このようにして画定される領域３１のプロット
である）；
　第２のライトエンジンから出る光（つまり、第２のライトエンジンの光源に電気を供給
するとき）が、１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．
２９）、（０．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、
（０．４０、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有
するエリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する（図２は、１９３１ＣＩＥ色
度図上での、このようにして画定される領域２１、つまりこのようなｘ、ｙ座標を有する
頂点を有するエリアのプロットである）（また、いくつかの実施形態では、（０．３０、
０．３４）、（０．３０、０．３０）、（０．３９、０．３６）、（０．４５、０．３９
）、（０．４７、０．４３）、（０．４０、０．４１）および（０．３５、０．３８）の
ｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア内であり、図３ｂが、１９３１ＣＩＥ色度図上で
の、このようにして画定される領域３２のプロットである）；
　第１のライトエンジンから出るカラーポイント（つまり、ｘ、ｙ色度座標の組み合わせ
）が、通常は同じではないが、第２のライトエンジンから出る光のカラーポイントと同じ
である可能性がある。
【００５３】
　本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第１のグループが、第１および第２のライト
エンジンならびに第１の側壁を少なくとも備える照明設備を有し、ここでは：
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え；
　第１の側壁が空間を画定し；
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり；
　第１のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を空間の少な
くとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて
方向付けられ；
　第２のライトエンジンが、第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を光出口
領域を通して空間から出すように、位置決めされて方向付けられる。



(17) JP 2020-515023 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

　本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第２のグループが、第１のライトエンジンお
よび少なくとも第１の側壁を備える照明設備を有し、ここでは：
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え；
　第１の側壁が少なくとも第２の光出口表面を備え；
　第１の側壁が空間を画定し；
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり；
　第１のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を空間の少な
くとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて
方向付けられ；
　第１の側壁が、第２の光出口表面から出る少なくとも一部の光を光出口領域を通して空
間から出すように、位置決めされて方向付けられる。
【００５４】
　本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第３のグループが、第１および第２のライト
エンジンを少なくとも備える照明設備を有し、ここでは：
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え；
　第１および第２のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を
一領域（例えば、オフィスまたは部屋の中の）まで移動させ、第２のライトエンジンから
出る少なくとも一部の光をその一領域まで移動させるように、位置決めされて方向付けら
れる。
【００５５】
　上述したように、本発明の主題の第１の態様による実施形態の第１、第２、および第３
のグループの各々が、第１の光出口表面を少なくとも備える第１のライトエンジンを備え
、第１のライトエンジン（つまり、第１のライト出口表面）の少なくとも一部分が、例え
ば青空などの、空の景色に類似する。
【００５６】
　加えて、上述したように、本発明の主題の第１の態様によるいくつかの実施形態では、
第１のライトエンジンから出る光（つまり、第１のライトエンジンの光源に電気を供給す
るとき）が、１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．３
８）、（０．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂
点を有する四辺形エリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する（このエリアが
図１にプロットされている）（また、いくつかの実施形態では、（０．３２、０．３１）
、（０．３０、０．３３）、（０．１５、０．１７）、および（０．１７、０．１４）の
ｘ、ｙ座標を有する頂点を有する四辺形エリア内である）。
【００５７】
　本発明の主題の第１の態様による照明設備が、いくつかの実施形態では、空の景色（つ
まり、空の一部）に類似する少なくとも１つの光出口表面を有する単一のライトエンジン
のみを有することができるか、または任意の数のこのようなライトエンジンを有すること
ができる。したがって、空の景色に類似する光出口表面を備える各ライトエンジンが（こ
のようなライトエンジンを２つ以上備える照明設備内の）、本明細書で説明される、「第
１のライトエンジン」の特徴のうちの任意の特徴を有することができる。いくつかの実施
形態では、第１のライトエンジンが極端には明るくなく、青みがかっており、実質的に一
様であり、光出口領域を越える空間内でそれによって作られるイルミネーションパターン
が、実質的に非指向性である。
【００５８】
　任意の「第１のライトエンジン」（つまり、空の景色に類似する第１の光出口表面を少
なくとも備えるライトエンジン）が、空の景色に類似する単一の光出口表面、または空の
景色に各々が類似する任意の数の光出口表面を有することができる。したがって、空の景
色に類似する各光出口表面が（このような光出口表面を２つ以上備えるライトエンジン内
の）、本明細書で説明される、「第１の光出口表面」の特徴のうちの任意の特徴を有する
ことができる。
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【００５９】
　第１のライトエンジン、および第１のライトエンジンの第１の光出口表面が、各々、任
意適切な形状およびサイズを有することができ、当業者であれば、第１のライトエンジン
のための適切な形状および第１の光出口表面のための適切な形状を容易に選択することが
できる。例えば、第１のライトエンジンおよび／または第１の光出口表面が、平坦（また
は、実施形態に平坦）、湾曲（例えば、凹形、凸形、または凹形領域と凸形領域の組み合
わせ；ドーム形状、楕円形、放物線）、繰り返しパターンを有するか規則的であるかまた
は不規則的である、正方形、長方形、円形、長円形、ステップ状、モザイク、モスアイ（
ｍｏｔｈ’ｓ　ｅｙｅ）、あるいは任意の他の形状、の任意の組み合わせであってよい。
例えば、第１の光出口表面が、実質的に平坦な長方形、実質的に平坦な正方形、実質的に
平坦な円形、ドーム形状の長方形、ドーム形状の正方形、ドーム形状の円形など、であっ
てよい。
【００６０】
　第１のライトエンジンが任意適切なライトエンジン構造を備えることができ、当業者で
あれば、このような適切なライトエンジン構造を容易に選択することができる。第１のラ
イトエンジンの可視表面は、拡散性、鏡面反射性、またはそれらの任意の組み合わせを有
することができる。「鏡面反射性」という表現はそのよく知られている意味に従って使用
され、鏡のような反射性を意味しており、対して「拡散性」（反射性の文脈における）は
、鏡のようではない反射性を意味するように使用される。本明細書で説明される特徴のう
ちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの実施形態を含めた、本発明の主題
によるいくつかの好適な実施形態では、第１のライトエンジンの可視表面が、透明のガラ
ス戸と同様の、鏡面反射性を有するガラス状の仕上げ状態を有する。
【００６１】
　本発明の主題の第１の態様による第１のライトエンジンとして採用され得る適切なライ
トエンジンの１つの代表的な実施例として、トロファーがある。当業者であれば多種多様
なトロファーに精通しており、任意適切なトロファーが採用されてよい。トロファーは、
通常、１つまたは複数の反射性表面（および／あるいは、反射性表面の上に反射性物質が
コーティングされるかまたは反射性表面に１つまたは複数の反射性層が積層される、など
）を有するハウジングを備え、ハウジングに１つまたは複数の光源が取り付けられる。こ
のようなトロファーは、しばしば、好適な分布で光を再誘導する（つまり、入射光を反射
することにより）ために傾斜または湾曲する１つまたは複数の反射性表面を備える。
【００６２】
　本発明の主題の第１の態様による第１のライトエンジンとして採用され得る適切なライ
トエンジンの別の代表的な実施例として、エッジリットパネルがある。当業者であれば多
種多様なエッジリットパネルに精通しており、任意適切なエッジリットパネルが採用され
てよい。よく知られているように、エッジリットパネルは、通常、［１］反射性ハウジン
グおよび／または反射性表面と、［２］両側に第１および第２の主表面を有する概略平坦
な導波管であって、この導波管が、もう一方の主表面からではなく一方の表面からより容
易に光が出るのを可能にするように構成される、概略平坦な導波管と、［３］導波管の縁
部のうちの１つまたは複数の縁部に沿って配置される複数の光源と、を備え、その結果、
光源が導波管の中に光を放射して、光が、反射性ハウジングおよび／または反射性表面か
ら離れる方を向く主表面を通って導波管から出て（一部の事例では、反射性ハウジングお
よび／または反射性表面から離れる方を向く主表面ではない表面を通って導波管から出る
一部の光を含み、その一部の光が、［ａ］反射されるかまたは導波管の中に戻り、最終的
に、反射性ハウジングおよび／または反射性表面から離れる方を向く主表面を通って導波
管から出るか、あるいは［ｂ］反射されて導波管から離れる）。代表的な例のエッジリッ
トパネルは、コンピュータモニタのためのバックライトまたは携帯電話バックライトに類
似し、任意の色の光の放射する１つまたは複数の光源（例えば、発光ダイオード）と、バ
ックリフレクタと、光ガイドパネルと、任意選択の１つまたは複数の拡散フィルムと、任
意選択の１つまたは複数の光学フィルムとを備え（図４に関連する後述の考察も参照され
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たい）；本発明の主題によるいくつかの実施形態では、このようなエッジリットパネルが
バックリフレクタを取り外すことによって修正され得、それにより、パネルの縁部に沿っ
て光源（例えば、発光ダイオード）から放射される光に加えて、光がエッジリットパネル
を通って移動することができるようになり、つまりエッジリットパネルの後方表面を通っ
て中に入ってエッジリットパネルの前方表面を通って外に出ることができる（例えば、本
明細書で定義されるように、第１のライトエンジンが第２のライトエンジンと第１の光出
口領域との間に配置される場合）。エッジリットパネルを採用する本発明の主題による任
意の照明設備では、拡散フィルムが任意選択であり、光学フィルムが任意選択である（拡
散フィルムおよび光学フィルムが不可欠であるようなディスプレイの事例とは異なる）。
【００６３】
　加えて、エッジリットパネルを採用する本発明の主題による照明設備では、拡散フィル
ムの役割を果たす光抽出要素（つまり、拡散を可能にするかまたは強化する）が、任意選
択で、光ガイドパネルの中に直接制作され得、および／あるいは光ガイドパネルの１つま
たは複数の表面上に直接制作され得る。本発明の主題による照明設備で使用されるのに適
するエッジリットパネルの代表的な例として、ノースカロライナ州、ダラム、Ｃｒｅｅ，
Ｉｎｃ．から入手可能であるＥｓｓｅｎｔｉａ　ｆｌａｔ　ｐａｎｅｌがある（本説明に
従って選択されるＬＥＤを有するように修正される）。
【００６４】
　図４がエッジリットパネル４０の代表的な実施例を概略的に描いている。図４を参照す
ると、エッジリットパネル４０が、複数のＬＥＤ４１と、バックリフレクタ４２と、光ガ
イドパネル４３と、複数の拡散フィルム４４（任意選択）と、複数の光学フィルム４５（
任意選択）とを備える。
【００６５】
　一般に、エッジリットパネルを採用し、抽出要素を設けるような、本発明の主題による
照明設備では、光ガイドパネルおよびフィルムの中の／その上の抽出要素が、任意の所望
の光分布を提供するように熟練の専門家に既知の手法で工作され得る。第１のライトエン
ジン（つまり、空）の事例では、特に所望される光分布には、パネルに対してより垂直に
方向付けられるＬａｍｂｅｒｔｉａｎ分布が含まれる。
【００６６】
　本発明の主題の第１の態様による第１のライトエンジンとして採用され得る適切なライ
トエンジンの別の代表的な実施例として、バックリットパネルとしても知られる、ダイレ
クトリットパネル（ｄｉｒｅｃｔ－ｌｉｔ　ｐａｎｅｌ）がある。当業者であれば多種多
様なダイレクトリットパネルに精通しており、任意適切なダイレクトリットパネルが採用
されてよい。代表的な例のダイレクトリットパネルは、任意の色の光を放射する１つまた
は複数の光源（例えば、ＬＥＤ）と、バックリフレクタと、光学ギャップと、拡散器プレ
ートと、任意選択の１つまたは複数の拡散フィルムと、任意選択の１つまたは複数の光学
フィルムと、を備える（図５に関連する後述の考察も参照されたい）。
【００６７】
　本発明の主題による照明設備で使用されるのに適するバックリットパネルの代表的な例
として、ノースカロライナ州、ダラム、Ｃｒｅｅ，Ｉｎｃ．から入手可能であるＬＲシリ
ーズのバックリットパネルがある（本説明に従って選択されるＬＥＤを有するように修正
される）。
【００６８】
　図５がバックリットパネル５０の代表的な実施例を概略的に描いている。図５を参照す
ると、バックリットパネル５０が、複数のＬＥＤ５１と、バックリフレクタ５２と、光学
ギャップ５３と、拡散器プレート５４と、複数の拡散フィルム５５（任意選択）と、複数
の光学フィルム５６（任意選択）とを備える。
【００６９】
　バックリットパネルを採用する本発明の主題による任意の照明設備において、拡散フィ
ルムが任意選択であり、光学フィルムが任意選択である。
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【００７０】
　本発明の主題の第１の態様による第１のライトエンジンとして採用され得る適切なライ
トエンジンの別の代表的な実施例として、サイドリットパネルがある。当業者であれば多
種多様なサイドリットパネルに精通しており、任意適切なサイドリットパネルが採用され
てよい。代表的な例のサイドリットパネルは、任意の色の光を放射する１つまたは複数の
光源（例えば、ＬＥＤ）と、バックリフレクタと、光学ギャップと、拡散器プレートと、
任意選択の１つまたは複数の拡散フィルムと、任意選択の１つまたは複数の光学フィルム
と、を備える。
【００７１】
　図６がサイドリットパネル６０の代表的な実施例を概略的に描いている。図６を参照す
ると、サイドリットパネル６０が、複数のＬＥＤ６１と、バックリフレクタ６２と、光学
ギャップ６３と、拡散器プレート６４と、複数の拡散フィルム６５（任意選択）と、およ
び／または複数の光学フィルム６５（任意選択）とを備える。
【００７２】
　サイドリットパネルを採用する本発明の主題による任意の照明設備では、拡散フィルム
が任意選択であり、光学フィルムが任意選択である。
【００７３】
　上述したように、本発明の主題の第１の態様によるいくつかの実施形態では、第１のラ
イトエンジンが、例えば青空などの、空に類似する第１の光出口表面を少なくとも備える
。本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１のライトエンジン
が典型的な青空以外の空に類似する第１の光出口表面を少なくとも備え、例えば、第１の
光出口表面が、明るい青空、紺碧の空、全曇の空、部分的に曇りの空、荒天の空などに類
似してもよい。
【００７４】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様によるいくつかの実施形態では、第１のラ
イトエンジンから（あるいは、一領域から、またはそのそれぞれの領域から）出る光のカ
ラーポイントは、例えば、１日のうちの時間、ユーザ入力、あるいは第１のライトエンジ
ンによりまたは第１のライトエンジンの１つもしくは複数の領域により提供されることに
なる光の実際の条件（例えば、ユーザがカラーポイントを入力することができる）に基づ
いて、変化可能であってよく、ならびに／あるいはカラーポイント（第１のライトエンジ
ンの、または第１のライトエンジンのそれぞれの領域の）は、１日が進むにつれて自動で
変化することができる。例えば、第１のライトエンジン、または第１のライトエンジンの
それぞれの領域が、例えば黒体軌跡に沿うなどして（または、その近く）、ＣＩＥ色度図
上の曲線に沿って、１日が進むにつれてそのカラーポイントが自動で変化するような光を
提供することができ、例えば、１日が進むにつれて相関色温度を低下させたり、または光
供給の別の色特性を変更したりすることができる。
【００７５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、視認可能である空の画
像は、例えば、１日のうちの時間、ユーザ入力、１つまたは複数のセンサからの入力、あ
るいは任意の他の入力に基づいて、変化可能であってよい。例えば、第１のライトエンジ
ンの第１の光出口表面の外観は、実際の条件の感知に基づいて、ユーザ入力に基づいて（
例えば、ユーザが表示されることになる空画像の種類を入力することができる）、１日の
うちの時間に基づいて（例えば、空画像が、朝の空から、昼間の空まで、午後の空まで、
夕方の空まで、夕暮れの空まで、などといったように、１日が進むにつれて自動で変化す
ることができる）、実際の条件の報告に基づいて（例えば、実際の条件が、無線でまたは
有線接続を介して照明設備まで報告され得、それにより第１のライトエンジンが、実際の
条件と相互に関連する空画像を提示する）、カメラによって捕捉される画像に基づいて（
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例えば、リモートカメラが画像を捕捉することができ、その画像が有線または無線で照明
設備まで送信されて、その実際の画像が第１のライトエンジンによって再現され得る）、
などにより、調整され得る（例えば、複数のデザインされた画像の中から選択される）。
画像（変化不可であっても、任意の所望の頻度で変化可能であってもよい）を表示する１
つまたは複数の光出口表面を有するように構成される構成要素、装置、またはシステムは
多種多様に存在する。このような構成要素、装置、またはシステムの代表的な例には、（
限定しないが）、ＬＥＤバックライト（ＬＥＤ　ｂａｃｋｌｉｇｈｔｉｎｇ）を備えるＬ
ＥＤパネル、プラズマディスプレイ、ＬＥＤディスプレイ、ＯＬＥＤディスプレイ、ＣＲ
Ｔディスプレイ、リアプロジェクションスクリーンなどが含まれる。
【００７６】
　上述したように、本発明の主題の第１の態様による実施形態の第１、第２、および第３
のグループの各々は、第２のライトエンジンを備え、第２のライトエンジンから出る光が
、太陽によって放射される（太陽から受け取られる）光の少なくとも一部分の特性に類似
する１つまたは複数の特性を有する。
【００７７】
　本発明の主題の第１の態様による照明設備は、いくつかの実施形態では、太陽によって
放射される（太陽から受け取られる）光の少なくとも一部分の特性に類似する１つまたは
複数の特性を有する単一のライトエンジンのみを有するか、あるいは任意の数のこのよう
なライトエンジンを有してもよい。したがって、太陽によって放射される（太陽から受け
取られる）光の少なくとも一部分の特性に類似する１つまたは複数の特性を有する各ライ
トエンジンが、本明細書で説明される、「第２のライトエンジン」の特徴のうちの任意の
特徴を有することができる。したがって、本発明の主題の第１の態様による照明設備は、
本明細書で説明される、「第２のライトエンジン」の特徴を有する２つ以上のライトエン
ジンを有することができる。
【００７８】
　上述したように、本発明の主題の第１の態様によるいくつかの実施形態では、第２のラ
イトエンジンから出る光（つまり、第２のライトエンジンの光源に電気を供給するとき）
が、１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２，０．２９）、（
０．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４０
、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア
内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する（このエリアは図２にプロットされてい
る（また、いくつかの実施形態では、（０．３０、０．３４）、（０．３０，０．３０）
、（０．３９、０．３６）、（０．４５、０．３９）、（０．４７、０．４３）、（０．
４０、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエ
リア内である））。つまり、第２のライトエンジンから出る光は黄色がかった白色から橙
色がかった白色であり、したがって太陽に類似する。
【００７９】
　第２のライトエンジンは任意適切な形状を有してよく、当業者であれば第２のライトエ
ンジンに適する形状を容易に選択することができる。
【００８０】
　第２のライトエンジンは任意適切なサイズを有してよく、当業者であれば適切なサイズ
を容易に選択することができる。
【００８１】
　第２のライトエンジンは、そこから光が放射されるところに任意適切な構造物を備えて
よく、当業者であればそのような適切な構造物を容易に選択することができる。
【００８２】
　本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第２のライトエンジンが指向性を有し、
つまり第２のライトエンジンから出る光の少なくとも一部分を、第２のライトエンジン内
の要素の特徴によりおよび／またはそのような特徴の幾何学的配置により（ならびに／あ
るいは、第２のライトエンジンから出る光のために選択される指向性を達成するための、
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照明設備内の１つまたは複数の他の構成要素の特徴により）選択するところの方向、を有
する。当業者であれば、出る光のための特定の指向性特性を達成するようにライトエンジ
ン（さらには、このようなライトエンジンから出た光のための指向性特性を変更するため
の構成要素）を提供することに精通しており、それを容易に実現することができ、このよ
うなすべてのライトエンジンおよび構成要素は本記述に包含される。
【００８３】
　本発明の主題のいくつかの実施形態による第２のライトエンジンとして採用され得る適
切なデバイスの代表的な実施例として、ダウンライト（例えば、投光照明灯またはスポッ
トライト）がある。当業者であれば多種多様なダウンライトに精通しており、任意適切な
ダウンライトが採用され得る。
【００８４】
　本発明の主題のいくつかの実施形態による第２のライトエンジンとして採用され得る適
切なデバイスの別の代表的な実施例として、エッジリットパネルがある（エッジリットパ
ネルの上記の考察、さらには図４を参照する後述の考察を参照されたい）。このようなエ
ッジリットパネルは、第２のライトエンジンから出る光のための選択される指向性を提供
することができ、例えば図４に関連して上記で考察したように、エッジリットパネルは、
特定の指向性の特徴を提供するために、つまり光のうちの１つまたは複数の部分を特定の
方向に提供するようにおよび／または特定の方向特性を達成するように、導波管および／
またはフィルムなどの、特定の要素を有することができる。本発明の主題によるいくつか
の実施形態では、このようなエッジリットパネルがバックリフレクタを取り外すことによ
って修正され得、それにより、パネルの縁部に沿って光源（例えば、ＬＥＤ）から放射さ
れる光に加えて、光がエッジリットパネルを通って移動することができるようになり、つ
まりエッジリットパネルの後方表面を通って中に入ってエッジリットパネルの前方表面を
通って外に出ることができる（例えば、本明細書で定義されるように、第２のライトエン
ジンが第１のライトエンジンと第１の光出口領域との間に配置される場合）。
【００８５】
　本発明の主題のいくつかの実施形態による第２のライトエンジンとして採用され得る適
切なデバイスの別の代表的な実施例として、ダイレクトリットパネルがある（ダイレクト
リットパネルの上記の考察、さらには図５を参照する後述の考察を参照されたい）。
【００８６】
　本発明の主題のいくつかの実施形態による第２のライトエンジンとして採用され得る適
切なデバイスの別の代表的な実施例として、サイドリットパネルがある（サイドリットパ
ネルの上記の考察、さらには図６を参照する後述の考察を参照されたい）。
【００８７】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第２のライトエンジン
（あるいは、一領域から、またはそのそれぞれの領域から）から出る光のカラーポイント
および／または波長分布（例えば、複数の考案される波長分布から選択される）は、例え
ば、１日のうちの時間、ユーザ入力、１つまたは複数のセンサからの入力、あるいは任意
の他の入力に基づいて、変化可能である。例えば、第２のライトエンジンから出る光のカ
ラーポイントおよび／または波長分布は、実際の条件の感知に基づいて、ユーザ入力に基
づいて（例えば、ユーザが提供されることになるカラーポイントおよび／または波長分布
を入力することができる）、１日にうちの時間に基づいて（例えば、１日が進むにつれて
カラーポイントおよび／または波長分布が自動で変化することができる）、調整され得る
。例えば、第２のライトエンジン、または第２のライトエンジンのそれぞれの領域は、１
つまたは複数の設計されるプログラムに従って１日が進むにつれて第２のライトエンジン
から出る光のカラーポイントおよび／または波長分布が自動で変化する、ようなものであ
る。
【００８８】
　上で考察したように、本発明の主題の第１の態様による照明設備のいくつかの実施形態
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が、少なくとも第１の側壁を備える。
【００８９】
　本発明の主題の第１の態様による照明設備のいくつかの実施形態は側壁を有さず、いく
つかの実施形態は単一の側壁のみを有し、いくつかの実施形態は２つ以上の側壁を有する
。単一の側壁を有する任意の照明設備内の側壁、または２つ以上の側壁を有する任意の照
明設備内の側壁のうちの任意の側壁が、本明細書で説明される「第１の側壁」の特徴のう
ちの任意の特徴を有することができる。いくつかの実施形態は側壁を有さないことから、
本明細書で「第１の側壁」などに言及することは少なくとも第１の側壁を有する実施形態
のみに関連し、すべての実施形態が側壁を有していることを示しているわけではない。
【００９０】
　第１の側壁が単一の側壁要素のみを備えることができるか、または任意の数の側壁要素
を備えることができる（このような事例では、第１の側壁が、このような複数の側壁要素
の組み合わせである）。
　第１の側壁が任意適切なサイズおよび形状を有することができる。
【００９１】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１の側壁が環状であ
る。本明細書で使用される場合の「環状」という表現は、空白の領域の周りを延在する構
造物を意味し、これは、それ以外にも、任意の概略形状であってもよく、任意の断面が任
意の形状であってよい。例えば、環状は、その形状から離間されるが同一平面にある軸を
中心として任意の形状を回転させることによって画定され得るリング状の形状を包含する
（１つの例として、形状が丸みを有する縁部を有する矩形であり、矩形の中心が１回転を
通して軸上の単一のポイントから一定の距離である場合があり、ここでは回転の各段階で
、矩形が軸も配置されているところの平面内に位置する；このような形状は、一様な概略
長方形断面を有する「円形環状」形状となる）。同様に、「環状」は、その正方形から離
間されるが同一平面にある軸を中心として正方形（または、任意の他の二次元形状）を回
転させることによって画定され得る形状を包含する。同様に、「環状」は、第１の位置お
よび幾何学的配置から任意の経路に沿って空間を通るように任意の形状を移動させること
によって画定され得る形状を包含し、ここではその形状の任意の部分によって既に占有さ
れている空間をその形状の一部分が占有することになるような位置まで移動することなく
、最終的に第１の位置および幾何学的配置に戻る。同様に、「環状」は、第１の位置およ
び幾何学的配置から任意の経路に沿って区間を通るように任意の形状を移動させることに
よって画定され得る形状を包含し、ここではその形状の任意の部分によって既に占有され
ている空間をその形状の一部分が占有することになるような位置まで移動することなく、
最終的に第１の位置および幾何学的配置に戻り、またここでは、その移動中、形状、およ
び移動させられるその形状のサイズが、任意のロケーションのところで、任意の回数で、
変更され得る。
【００９２】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１の側壁が概略長方
形環状であってよく、実質的に一様の丸みを有する長方形断面であってよい（表面を交差
させるところの縁部が丸みを有し、つまり、その結果、断面が丸みを有する４つの角部を
有し、つまり、底部および頂部を取り外した矩形の段ボールに類似の形状を有する）。
【００９３】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１の側壁が概略長方
形環状であってよく、実質的に一様の長方形断面であってよい（断面が実質的に丸みを有
さない４つの角部を有し、各々が例えば約９０度である）。
【００９４】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
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実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１の側壁（あるいは
、第１の側壁の一部分、または第１の側壁を一体に形成する側壁要素）が実質的に垂直で
あり、および／または垂直方向軸（または、任意の線分）に対して垂直である第１の側壁
の少なくとも一部分の断面が実質的に一様であり、ならびに／あるいは第１の側壁によっ
て画定される空間が、互いに平行でありかつ側壁の領域に対して垂直である第１および第
２の表面を有することになる（例えば、立方体空間、または斜方晶系の空間）。
【００９５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題による他の実施形態では、第１の側壁（あるいは、第１
の側壁の一部分、または第１の側壁を一体に形成する側壁要素）が傾斜しているか（角度
をつけられているか）または湾曲しており、例えば、第１の側壁が、切頂円錐、切頂ピラ
ミッドなどである三次元空間を画定するか、あるいは垂直方向軸（または、任意の線分）
に対して垂直である第１の側壁の少なくとも一部分の断面が、その軸または線分に沿って
一方向に、線形的に幾何学的に、または非線型的に、拡大する。
【００９６】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１の側壁が、例えば
天井構造物内の孔などの、任意適切な空間内に設置されるように構成され（または、第１
の側壁がハウジングに接続されるか、または任意適切な空間内に設置され得るハウジング
の一部分である）、例えば、第１の側壁の外側形状が従来の天井構造物内の孔の内側形状
に対応する。一部の状況では、天井構造物内の孔が任意適切なサイズで作られ得る。
【００９７】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１の側壁が、例えば
、ワンフット空間（ｏｎｅ　ｆｏｏｔ　ｓｐａｃｅ）による２つのフット（ｆｏｏｔ）の
中またはワンフット空間による１つのフットの中などの（または、ワンフットハウジング
（ｏｎｅ　ｆｏｏｔ　ｈｏｕｓｉｎｇ）による例えば２つである複数のフットが、ツーフ
ット空間（ｔｗｏ　ｆｏｏｔ　ｓｐａｃｅ）などによる１つのフットの中に設置され得る
）、商業建築物の天井内に設置されるように構成される（あるいは、第１の側壁がハウジ
ングに接続されるか、またはこのような天井内に設置されるように構成されるハウジング
の一部分である）。
【００９８】
　第１の側壁（または、少なくと一部分）が空間を画定する。言い換えると、空間の境界
の少なくとも一部分が、第１の側壁の少なくとも一部分によって画定される。本明細書で
説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの実施形態を含
めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、空間内の少なくともいくつかのポイ
ントが、第１の側壁（例えば、空間の両側）上のそれぞれのポイントを接続するそれぞれ
の線分に沿う。本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まな
いいくつかの実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１の側
壁が環状であり、空間が、第１の側壁上のそれぞれのペアのポイントの間に位置するすべ
てのポイントを備える（例えば、第１の側壁が円形環状である場合、空間が円筒形であり
；第１の側壁が長方形環状である場合、空間が直線的な角柱である、などである）。本明
細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの実施形
態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第１の側壁および１つまたは
複数の他の構造物が空間を画定し、つまり、空間内の各ポイントが２つのそれぞれのポイ
ントの間にあり、２つのそれぞれのポイントの各々が第１の側壁上にあるか、あるいは１
つまたは複数の他の構造物のうちの１つの構造物上にある。
【００９９】
　第１の側壁が、［１］そこから光が出て空間に入るところの１つまたは複数の領域、［
２］光を反射する１つまたは複数の領域、ならびに／あるいは［３］光を実質的に反射せ
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ず、そこから光が出ない、１つまたは複数の領域、を備えることができる（例えば、側壁
が、部分的に透過性であり、部分的に反射性である）。つまり、第１の側壁が、光を反射
することができ、光を移送することができ、光を送信することができ、および／または光
を放射することができる。
【０１００】
　本発明の主題によるいくつかの実施形態では、観測者には、照明設備から出る光の大部
分が側壁からくるように見える（言い換えると、側壁が光を当てられているように見える
）。このような実施形態のいくつかの実施形態では、側壁が、第１のライトエンジンから
出る光から有意に異なる色を有するように見える（つまり、空に類似する）。このコント
ラストは、天窓の錯覚を提供するのに非常に効果的となり得る。
【０１０１】
　上述したように、本発明の主題の第１の態様によると、照明設備（人工天窓）が提供さ
れ、ここでは、第１のライトエンジンの少なくとも一部分が空に類似し（例えば、第１の
ライトエンジンの表面が観察者にとって空のように見える）、第２のライトエンジンから
出る光が、太陽によって放射される（太陽から受け取られる）光の少なくとも一部分の特
性に類似する１つまたは複数の特性を有し；また：
　［１］本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第１のグループが、第１および第２の
ライトエンジンおよび第１の側壁を少なくとも備える照明設備を有し、ここでは：
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え；
　第１の側壁が空間を画定し；
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり；
　第１のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を空間の少な
くとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて
方向付けられ；
　第２のライトエンジンが、第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を光出口
領域を通して空間から出すように、位置決めされて方向付けられる；
　［２］本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第２のグループが、第１のライトエン
ジンおよび少なくとも第１の側壁を備える照明設備を有し、ここでは：
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え；
　第１の側壁が少なくとも第２の光出口表面を備え；
　第１の側壁が空間を画定し；
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり；
　第１のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を空間の少な
くとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて
方向付けられ；
　第１の側壁が、第２の光出口表面から出る少なくとも一部の光を光出口領域を通して空
間から出すように、位置決めされて方向付けられる、ならびに
　［３］本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第３のグループが、第１および第２の
ライトエンジンを少なくとも備える照明設備を有し、ここでは：
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え；
　第１および第２のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を
一領域（例えば、オフィスまたは部屋の中の）まで移動させ、第２のライトエンジンから
出る少なくとも一部の光をその一領域まで移動させるように、位置決めされて方向付けら
れる。
【０１０２】
　本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第１のグループによるいくつかの実施形態で
は、第１の側壁が、空間の周りを延在して空間を画定する内側壁を備え、第１の側壁の内
側壁の表面の全体が実質的に反射性であり；本発明の主題の第１の態様内の第１のグルー
プまたは第３のグループによるいくつかの実施形態では、光が第１の側壁の一部分から出
て空間の中に入り、つまり、第１の側壁により少なくとも部分的に画定される空間の中に
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入り；本発明の主題の第１の態様による第１または第３のグループによるいくつかの実施
形態では、光が、空間の周りを延在して空間を画定する第１の側壁の表面の全体から出る
（空間の中に入る）；本発明の主題の第１の態様内の第１のグループまたは第３のグルー
プによるいくつかの実施形態では、第１の側壁（内部空間を画定する）の内側壁の一部分
が反射性であり、光が第１の側壁の別の一部分から出て空間の中に入る、などである。
【０１０３】
　１つまたは複数の光出口表面を有するように側壁が構成され得る手法は多数存在する（
つまり、光がその表面の少なくとも一部分からまたはその表面のうちの１つの表面の少な
くとも一部分から出る）。例えば、側壁は、以下により、１つまたは複数の光出口表面を
有するように構成され得る：
　側壁が光を移送し（例えば、半透明または透明であり）、側壁内（例えば、側壁内に埋
設する）にまたは側壁の後方に１つまたは複数の光源を備える；
　側壁が１つまたは複数の導波管を備え、１つまたは複数の導波管に光が提供され得る；
　側壁が、１つまたは複数の導波管と、その導波管に光を提供する１つまたは複数の光源
とを備える；
　側壁が光を移送し、側壁内にまたは側壁の後方に１つまたは複数の導波管を備える（光
が導波管に提供され得る）；
　側壁が光を移送し、側壁が側壁内にまたは側壁の後方に１つまたは複数の導波管を備え
、側壁が、１つまたは複数の導波管に光を提供する１つまたは複数の光源を備える、など
である。
【０１０４】
　１つまたは複数の光出口表面を有する適切な側壁（あるいは、このような側壁を形成す
る側壁要素、またはこのような側壁内の構成要素）の代表的な例には以下のものが含まれ
る：
　１つまたは複数の半透明フィルムと、その任意の部分に付着される半透明コーティング
および／または塗料成分と、を任意選択で備える、導波管（光が導波管に提供される）；
　任意適切な透明または半透明の物質（つまり、少なくとも一部の入射光を通過させるの
を可能にする物質であり、例えば、透明アクリル、拡散器シート、すりガラスまたはすり
アクリル、塗装／コーティングされたガラスまたはアクリル、および、ラミネート）、こ
の物質を通して光が提供される；
　コーティング（いくつかの事例では、白色コーティング）またはフィルム（いくつかの
事例では、白色フィルム）であり、ここでは、側壁から出る光がより一様に分布され、ま
たここでは、側壁から出る光が、照明設備の外側からは、太陽からの「反射」光のように
見える（人工の光源からの光のようには見えない）；
　発光パネル（例えば、ＯＬＥＤパネル）；
　任意適切な光源；ならびに
　これらの任意の組み合わせ（例えば、導波管と、導波管に光を提供する光源との組み合
わせ；アクリルシートと、アクリルシート上の白色コーティングと、アクリルシートの後
方にある光源との組み合わせ、など）。
【０１０５】
　側壁の光出口表面から出る光が任意適切な特性を有することができる。本明細書で説明
される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの実施形態を含めた
、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、側壁の光出口表面から出る光が、第２の
ライトエンジンから出る光のための本明細書で説明される１つまたは複数の特性を有する
（そのカラーポイント、さらにはカラーポイントを調整可能とする手法、などの特性を含
む）。
【０１０６】
　側壁の表面の少なくとも一部分において側壁を反射性にするように側壁が構成され得る
手法は多数存在する。このような反射性は、拡散性、鏡面反射性、それらの任意の組み合
わせであってよい。「鏡面反射性」という表現はそのよく知られている意味に従って使用
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され、鏡のような反射性を意味しており、対して「拡散性」（反射性の文脈における）は
、鏡のようではない反射性を意味するように使用される。当業者は多種多様な反射性物質
、ラミネート、コーティングなどに精通しており、例えば、ＭＣＰＥＴ（つまり、日本の
Ｆｕｒｕｋａｗａ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃから入手可能である、非常にきめの細かい発泡ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）で作られる発泡シート）などがあり、したがって、採
用され得る種々の反射性物質の詳細な考察は必要ない。本明細書で説明される特徴のうち
の任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの実施形態を含めた、本発明の主題に
よるいくつかの実施形態では、第１の側壁、または第１の側壁の少なくとも一部分が、石
膏ボード、または乾式壁（例えば、Ｓｈｅｅｔｒｏｃｋ（登録商標））を含むことができ
る。
【０１０７】
　側壁が、他の場所（つまり、屋外の空または太陽）を起源とする光の錯覚を作るのを補
助するような形で、第１および／または第２のライトエンジンからの遠視野イルミネーシ
ョンパターンに影響を与えることができる。
【０１０８】
　本発明の主題による照明設備で採用される光源（例えば、本発明の主題の第１の態様（
上で考察した実施形態の第１のグループ、ならびに後で考察される実施形態の第２および
第３のグループを含む）による、または本発明の主題の第２の態様（後で考察される）に
よる、照明設備内の、第１のライトエンジン、第２のライトエンジン、または側壁のため
のものであるか、あるいは本発明の主題の第３の態様に従って光を発生させるためのもの
である）は、任意適切な光源を含むことができる。当業者であれば、多様な個別の色とし
て光を放射する多種多様な光源に精通しており、容易に入手することができ、任意適切な
光源が採用されてよい。２つ以上の光源を備える任意の照明設備において、光源は類似す
るものであってもまたは異なるものであってもよく、あるいは、類似するいくつかの光源
と、類似しないいくつかの光源とを有することもできる。光源の種類の代表的な例には、
発光ダイオード（ＬＥＤ）（ポリマー発光ダイオード（ＰＬＥＤ）を含めた、無機ＬＥＤ
または有機ＬＥＤ）、白熱灯、蛍光灯、レーザダイオード、薄膜エレクトロルミネセンス
素子、発光ポリマー（ＬＥＰ）、ハロゲンランプ、高輝度放電ランプ、電子刺激ルミネセ
ンスランプ（ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｓｔｉｍｕｌａｔｅｄ　ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　ｌ
ａｍｐ）など、が含まれる。
【０１０９】
　本発明はこれらの光源またはこれらの光源の組み合わせを使用して作られ得るが、ＬＥ
Ｄが特に好都合な光源である。その理由は、ＬＥＤが、（ａ）本発明に関連する多くの色
で利用可能であり、（ｂ）コンパクトであり、（ｃ）エネルギー効率が高い、ことである
。
【０１１０】
　実施形態のうちの多くの実施形態がＬＥＤを備えるものとして説明され、後述の多くの
他の開示もＬＥＤを参照するが、本発明の主題は任意の特定の種類の光源のみに限定され
ず、つまり上述したように、本発明の主題による照明設備は任意適切な光源を含むことが
できる。
【０１１１】
　本発明の主題による実施形態は、本発明の主題の全範囲の範囲内にある、代表的な実施
形態の正確な特徴を提供することを目的として、本明細書において詳細に説明される。本
発明の主題はこれらの細部のみに限定されるものとして理解されるべきではない。
【０１１２】
　また、本発明の主題による実施形態は、本発明の主題の理想化された実施形態の概略図
である断面図（および／または、平面図）を参照して説明される。したがって、例えば製
造テクニックおよび／または公差の結果として、図の形状からの変形が予期されることに
なる。したがって、本発明の主題の実施形態は本明細書で示される領域の特定の形状のみ
に限定されるものとして解釈されるべきではなく、例えば製造により生じる形状の逸脱も
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含むことになる。例えば、長方形として示されるかまたは説明される成形領域が、通常、
丸みを有する特徴または湾曲する特徴を有することになる。したがって、図に示される領
域は本質的に概略的であり、それらの形状はデバイスの領域の正確な形状を示すことを意
図されず、本発明の主題の範囲を限定することも意図されない。
【０１１３】
　図７、８、１１～１６、および２１～２３が、本発明の主題の第１の態様の範囲内にあ
る種々の実施形態を概略的に描いている。これらの実施形態の各々で、照明設備が天井の
中に設置されて描かれており（断面的に）、その結果、照明設備から出る光の平均分布が
概略下向きである。空間的関係の記述はこのような幾何学的配置を参照して本明細書では
説明される（例えば、「底部」、「上側」、「下方」、「上方」などの用語を用いる）。
図７、８、１１～１６、および２１～２３に描かれる照明設備（本発明の主題によるすべ
ての照明設備に類似する）が、任意の幾何学的配置で（および、任意適切な構造物の中に
）設置され得、例えば、垂直壁の中、床の中、傾斜構造物の中などに設置され得、これに
応じて、このような状況での空間的関係が変更されることになる（例えば、照明設備が天
井の中に設置されて照明設備から出る光の平均分布が概して下向きである場合には第２の
構造物の下方にある第１の構造物は、照明設備を床の中に設置して照明設備から出る光の
平均分布を概して上向きにする場合には、代わりに、第２の構造物の上方にあることにな
る）。
【０１１４】
　加えて、図７、８、１１～１６、および２１～２３に描かれる実施形態の各々では、光
線が描かれている。光線の描写は特定であることを意図されず、代わりに、それぞれのラ
イトエンジンから光が出ていることと、照明設備の各々の下方に概略的に描かれている部
屋の中へと光が移動していることと、を示すことを単に意図される。いくつかの特定の実
施形態に関連する光分布の特性を本明細書で逐語的により詳細に説明する。
【０１１５】
　本明細書で使用される「実施形態のグループ」という表現は、指定される要素および／
または特徴の組み合わせを有する任意の実施形態およびすべての実施形態を意味する。例
えば、「本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第１のグループ」は、第１および第２
のライトエンジンおよび第１の側壁を少なくとも備える、照明設備（人口天窓）である実
施形態を意味し、ここでは：
　第１のライトエンジンの少なくとも一部分が空に類似し（例えば、第１のライトエンジ
ンの表面が観察者にとって空のように見える）、
　第２のライトエンジンから出る光が、太陽によって放射される（太陽から受け取られる
）光の少なくとも一部分の特性に類似する１つまたは複数の特性を有し、
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり、
　第１のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を空間の少な
くとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて
方向付けられ、
　第２のライトエンジンが、第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を光出口
領域を通して空間から出すように、位置決めされて方向付けられる。
【０１１６】
　同様に、本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第２のグループ、本発明の主題の第
１の態様内の実施形態の第３のグループ、などが、指定の特徴のそれぞれの組み合わせを
有する任意の実施形態およびすべての実施形態を包含する。
【０１１７】
　上述したように、本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第１のグループが、第１お
よび第２のライトエンジンと、第１の側壁とを少なくとも備える照明設備を有し、ここで
は、第１の側壁が空間を画定する。図７、８、および１１～１５が、本発明の主題の第１
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の態様内の第１のグループの範囲内にある種々の実施形態を概略的に描いている。
【０１１８】
　図７を参照すると、第１のライトエンジン７１と、第２のライトエンジン７２と、空間
（凹部を有する箱の形態であり、つまり、第１の側壁７３を通る水平面が、中空正方形の
パターンで、側壁７３と交差する）を画定する第１の側壁７３とを備える照明設備７０が
示されている。照明設備７０が天井７４の中に設置され、天井７４が壁７５に隣接する。
光のビーム７６が第２のライトエンジン７２から出る。
【０１１９】
　第１のライトエンジン７１がエッジリットパネル（または、ダイレクトリットパネル）
を備え、第２のライトエンジン７２がダウンライトを備える。第１の側壁７３が少なくと
も第１の側壁アパーチャ７７を備える。第２のライトエンジン７２が、第２のライトエン
ジン７２の少なくとも一部分を第１の側壁アパーチャ７７を通るように延在させるように
、および／または第２のライトエンジン７２から出る光を第１の側壁アパーチャ７７を通
過させるように、位置決めされて方向付けられる。
【０１２０】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、１つまたは複数の側壁を備える実施形態において、１つまたは複数の
スクリーン構造が、第２のライトエンジンの少なくとも一部分のところの視界を遮断する
ために、提供される。このようなスクリーン構造物は、設けられる場合、任意適切な材料
であってよく、任意適切なサイズおよび形状を有することができる。１つまたは複数のス
クリーン構造を備える実施形態では、スクリーン構造が、所望される程度で第２のライト
エンジンの大部分を覆うことができ、および／またはスクリーン構造が側壁アパーチャを
部分的にまたは完全に覆うことができる。
【０１２１】
　図８が図７に描かれる照明設備７０に類似の照明設備８０を描いており、ここでは以下
のことが除かれる：照明設備８０が側壁アパーチャ８７を覆うスクリーン８８をさらに備
え、照明設備８０がスクリーン８８の後方にある第２のライトエンジン８２を備え、つま
り側壁アパーチャ８７を通って延在する第２のライトエンジン８２の部分が存在しない。
したがって、照明設備８０が、第１のライトンエンジン８１と、第２のライトエンジン８
２と、凹部を有する箱の形態である空間を画定する第１の側壁８３とを備える。照明設備
８０が天井８４の中に設置され、天井８４が壁８５に隣接する。光のビーム８６が第２の
ライトエンジン８２から出る。第１のライトエンジン８１がエッジリットパネル（または
、ダイレクトリットパネルまたはサイドリットパネル）を備え、第２のライトエンジン８
２がダウンライトを備える。第１の側壁８３が側壁アパーチャ８７を備える。第２のライ
トエンジン８２が、第２のライトエンジン８２から出る少なくとも一部の光を第１の側壁
アパーチャ８７およびスクリーン８８を通過させるように、位置決めされて方向付けられ
る。
【０１２２】
　１つまたは複数のスクリーン構造を提供する実施形態では、スクリーン構造が任意適切
なプロパティを有することができる。１つまたは複数のスクリーン構造を提供するいくつ
かの実施形態では、スクリーン構造が、第１の波長範囲内に大きいパーセンテージの光を
通過させるのを可能にし、第２の波長範囲内に大幅に低いパーセンテージの光を通過させ
るのを可能にし、例えば、スクリーン構造が第２のライトエンジンから出る光をほぼ濾光
せず、スクリーン構造が他の波長の光を高パーセンテージで濾光する。いくつかの実施形
態では、第２のライトエンジンから出る光のグレアを低減するスクリーン構造が提供され
得る。
【０１２３】
　第１のライトエンジン７１の底部表面が天井７４の上方の任意所望の距離（例えば、天
井７４の上方の約１５．２ｃｍ（６インチ）から約２５．４ｃｍ（１０インチ））のとこ
ろにあってよい（この実施形態に対応するそれぞれの実施形態において、第１のライトエ
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ンジン７１の底部表面が天井７４の上方の約１５．２ｃｍ（６インチ）のところにあって
よいか、第１のライトエンジン７１の底部表面が天井７４の上方の約２５．４ｃｍ（１０
インチ）のところにあってよいか、または第１のライトエンジン７１の底部表面が天井７
４の上方の約１５．２ｃｍ（６インチ）から約２５．４ｃｍ（１０インチ）の間の任意の
距離のところにあってよい）。
【０１２４】
　第２のライトエンジン７２から出る光のビーム７６が鋭利な影を提供し、壁７５の一部
分に光を当てる（性質上、壁を洗浄する効果を提供する）。
【０１２５】
　例えば図７に描かれる実施形態（および、本明細書の他の実施形態）などの、本発明の
主題によるいくつかの実施形態によって作られる全体の視覚的インプレッションが、晴れ
の日の従来の天窓から提供される光によって作られる視覚的インプレッションに類似する
。図９Ａが従来の天窓によって作られる視覚的インプレッションを概略的に描いており、
図９Ｂおよび９Ｃが、照明設備の下方のロケーションから側部までの（図９Ｂ）、および
照明設備の下方のロケーションからの（図９Ｃ）、本発明の主題による照明設備の代表的
な実施形態（例えば、図７に描かれる実施形態）によって作られる視覚的インプレッショ
ンを描いている。［１］本発明の主題による照明設備のいくつかの実施形態から提供され
る光によって作られる視覚的インプレッションと、［２］従来の天窓から提供される光に
よって作られる視覚的インプレッションとの間の追加の類似点には以下のことが含まれて
よい：
　従来の天窓内の太陽から提供される黄色がかった白色および／または影（近くの壁）に
類似するような形で、第２のライトエンジンからの光が、黄色がかった白色および／また
は影（近くの壁の上）を提供すること；
　直接見る場合の照明設備の底部表面（例えば、図７に描かれる実施形態の第１のライト
エンジン７１の底部）が、従来の天窓を通して空を見る場合の景色に類似する、一様な青
みかがった白色に見えること；
　照明設備から部屋に提供される光色の全体の色（つまり、平均）が、近くの壁に提供さ
れる光と比較して、より黄色がかっておらず、より白色であり、従来の天窓を通す太陽お
よび空からの光の混合物から提供される光に類似すること。
【０１２６】
　図１０が、３つの照明設備１００（各々が図７に描かれる照明設備７０に類似する）が
天井１０４の中に設置される、作業スペース内におよびさらには壁１０５にイルミネーシ
ョンを提供している、部屋を描いている。作業スペース内のテーブル面上の照度が約６０
０ルクスであり、壁の明るめに照明されている部分上の照度が約２７００ルクスである。
【０１２７】
　図１１が、第１のライトエンジン１１１と、第２のライトエンジン１１２と、空間（凹
部を有する箱の形態）を画定する第１の側壁１１３とを備える照明設備１１０を描いてい
る。照明設備１１０が天井１１４の中に設置され、天井１１４が壁１１５に隣接する。第
１のライトエンジン１１１がトロファーを備え、第２のライトエンジン１１２がダウンラ
イトを備える。この実施形態では、第１のライトエンジン１１１が青空の光を提供するよ
うに構成される。
【０１２８】
　トロファー１１１が少なくとも第１のトロファーアパーチャ１１７を備える。第２のラ
イトエンジン１１２が、第２のライトエンジン１１２の少なくとも一部分を第１のトロフ
ァーアパーチャ１１７を通るように延在させるように、および／または第２のライトエン
ジン１１２から出る光を第１のトロファーアパーチャ１１７を通過させるように、位置決
めされて方向付けられる。
【０１２９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、１つまたは複数のトロファーアパーチャを備えるいくつかの実施形態
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では、１つまたは複数のスクリーン構造が、第２のライトエンジンの少なくとも一部分の
ところの視界を遮断するために、提供される。図７に関連する上記のスクリーン構造の説
明が、例えば図１１に描かれる実施形態の、トロファーアパーチャに関連して採用され得
るスクリーン構造にも適用可能である。
【０１３０】
　図１２が、第１のライトエンジン１２１と、第２のライトエンジン１２２と、空間（凹
部を有する箱の形態）を画定する第１の側壁１２３とを備える照明設備１２０を描いてい
る。照明設備１２０が天井１２４の中に設置され、天井１２４が壁１２５に隣接する。第
１のライトエンジン１２１がエッジリットパネルまたはダイレクトリットパネルを備え、
第２のライトエンジン１２１がダウンライトを備え、第１の側壁１２３によって画定され
る空間内に設置される。この実施形態では、第１のライトエンジン１２１が青空の光を提
供するように構成される。
【０１３１】
　図１３が、第１のライトエンジン１３１と、第２のライトエンジン１３２と、空間（凹
部を有する箱の形態）を画定する第１の側壁１３３と、拡散器１３８とを備える照明設備
１３０を描いている。照明設備１３０が天井１３４の中に設置され、天井１３４が壁１３
５に隣接する。
【０１３２】
　第１のライトンエンジン１３１がエッジリットパネル（または、ダイレクトリットパネ
ル）を備え、第２のライトエンジン１３２がダウンライトを備える。
【０１３３】
　第１の側壁１３３が少なくとも第１の側壁アパーチャ１３７を備える。第２のライトエ
ンジン１３２が、第２のライトエンジン１３２の少なくとも一部分を第１の側壁アパーチ
ャ１３７を通るように延在させるように、および／または第２のライトエンジン１３２か
ら出る光を第１の側壁アパーチャ１３７を通過させるように、位置決めされて方向付けら
れる。照明設備１３０は、照明設備１３０が拡散器１３８を備えることを除いて、図７に
描かれる照明設備７０に類似する。いくつかの実施形態では、拡散器がグレアを低減し、
第２のライトエンジン１３２からの光の分布を拡大することにより影を和らげる。
【０１３４】
　図１３では、拡散器１３８が第１の側壁１３３の底部縁部と実質的に面一となるように
方向付けられるように、また実質的に平坦な頂部表面および底部表面を有するように、ま
た実質的に水平に方向付けられるように、描かれている。代わりに、拡散器１３８が任意
の他の適切な幾何学的配置で設置されてもよく、任意の他の適切な形状を有してもよい（
例えば、天井からの凹部を有してもよく、つまり、側壁を基準としていくらか隆起してい
てもよい）。当業者であれば多種多様な拡散器に精通しており、任意のこのような拡散器
が本発明の主題による照明設備内で使用されてよい。
【０１３５】
　図７に描かれる実施形態に対して拡散器１３８が追加されるときの手法または図１３に
関連して上述した任意の手法に類似する手法で、１つまたは複数の拡散器が図８、１１、
および１２に描かれる実施形態のうちの任意の実施形態に追加され得る。
【０１３６】
　図１４が、第１のライトエンジン１４１と、第２のライトエンジン１４２と、空間（凹
部を有する箱の形態）を画定する第１の側壁１４３とを備える照明設備１４０を描いてい
る。照明設備１４０が天井１４４の中に設置される。第１のライトエンジン１４１が第１
のエッジリットパネル（または、ダイレクトリットパネル）を備え、第２のライトエンジ
ン１４２が第２のエッジリットパネルを備え、ここではそのバックリフレクタが取り外さ
れている。この実施形態では、第１のライトエンジン１４１が青空の光を提供するように
構成される。第２のライトエンジン１４２が、太陽のような、黄色がかった白色を提供す
るように構成される。
【０１３７】
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　本発明の主題によるいくつかの実施形態では（図１４に描かれる実施形態を含む）、第
１および第２のライトエンジンの遠視野光分布特性が互いに異なる。好適な実施形態の代
表的な実施例では、高角度（図１４の垂直線を基準とする）で出る光が、より青みがかっ
た白色である照明設備の真下の光と比較して、より黄色がかった白色である。いくつかの
実施形態では、第２のライトエンジンの遠視野光分布とは異なる第１のライトエンジンの
遠視野光分布を実現することが、第１および第２のライトエンジンにおいて異なる光抽出
要素を有することによって達成され得、熟練の専門家であればこのような異なる遠視野光
分布を達成する手法に精通しており（異なる光抽出要素を用いることを含む）、異なる遠
視野光分布を達成するためのこのような手法のすべてが本開示に含まれる。
【０１３８】
　図１５が、第１のライトエンジン１５１と、第２のライトエンジン１５２と、空間（凹
部を有する箱の形態）を画定する第１の側壁１５３とを備える照明設備１５０を描いてい
る。照明設備１５０が天井１５４の中に設置される。第１のライトエンジン１５１が第１
のエッジリットパネルを備え、第２のライトエンジンが第２のエッジリットパネルを備え
る（または、ダイレクトリットパネル）。この実施形態では、第１のライトエンジン１５
１が青空の光を提供するように構成され、ここではそのバックリフレクタが取り外されて
いる。したがって、照明設備１５０において第１のライトエンジンおよび第２のライトエ
ンジンが入れ替えられていることを除いて、照明設備１５０が照明設備１４０に類似する
（つまり、照明設備１５０では、第１のライトエンジンが第２のライトエンジンの下方に
あり、対して照明設備１４０では、第２のライトエンジンが第１のライトエンジンの下方
にある）。
【０１３９】
　図７に描かれる実施形態に対して拡散器１３８が追加されるときの手法または図１３に
関連して上述した任意の手法に類似する手法で、図１４および１５に描かれる実施形態の
いずれにも１つまたは複数の拡散器が追加されてよい。
【０１４０】
　図７、８、および１１～１５に描かれる実施形態の各々が、光出口表面を一切備えない
側壁を備える。図７、８、および１１～１５に描かれる照明設備のうちの任意の照明設備
内の側壁のうちの任意の側壁（および、照明設備の任意の部分）が、１つまたは複数の側
壁を備える本明細書で開示される任意の照明設備の側壁と同様に、１つまたは複数の光出
口表面を備えてもよく、つまり、側壁（あるいは、側壁のうちの１つまたは複数の側壁）
がライトエンジンの一部分であってよく、ライトエンジンの中で光が放射され、この光（
この光の少なくとも一部分）が光出口表面を通って外に出る。
【０１４１】
　本発明の主題の第１の態様による照明設備の実施形態の第１のグループのうちのいくつ
かの実施形態では：
　第１のライトエンジンから出る光が、第１の光出口領域上の少なくとも３つのポイント
によって画定される第１の平面を基準とした第１のピーク強度角を有し；
　第２のライトエンジンから出る光が、第１の平面を基準として第２のピーク強度角を有
し；
　第１のピーク強度角が第２のピーク強度角とは異なる。
【０１４２】
　上で考察したように、本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第２のグループが、第
１のライトエンジンおよび第１の側壁を少なくとも備える照明設備を有し、ここでは、：
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え；
　第１の側壁が少なくとも第２の光出口表面を備え（つまり、第１の側壁が１つまたは複
数の出口表面を有する）；
　第１の側壁が空間を画定し；
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり；
　第１のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を空間の少な
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くとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて
方向付けられ；
　第１の側壁が、第２の光出口表面から出る少なくとも一部の光を光出口領域を通して空
間から出すように、位置決めされて方向付けられる。
【０１４３】
　上述したように、第１の側壁が第２の光出口表面を備える。つまり、第１の側壁が光が
出るときに通るところの１つまたは複数の表面を有し、例えば、第１の側壁が、その中で
光が放射されるところのライトエンジンの一部であってよく、この放射される光（または
、このような放射される光の少なくとも一部分）が光出口表面を通って外に出て空間に入
り、および／または第１の側壁が光移送構造物（または、光移送構造物の一部分）を備え
ることができ、光移送構造物から光が出て空間の中に入り、ならびに／あるいは第１の側
壁が光送信構造物（または、光送信構造物の一部分）を備えることができ、光送信構造物
から光が出て空間の中に入る。本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかま
たは一切含まないいくつかの実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの好適な実
施形態では、第１の側壁の可視表面が、すりガラスに類似する艶消しの外観、または艶消
しの白色塗装表面を有する。
【０１４４】
　図１６が、本発明の主題の第１の態様内の第２のグループの範囲内にある実施形態を概
略的に描いている。
【０１４５】
　図１６が、内部空間を画定する４つの光出口表面を備える第１の側壁１６２の形態の、
第１のライトエンジン１６１および第２のライトエンジンを備える照明設備１６０を描い
ている。照明設備１６０が天井１６４の中に設置される。
【０１４６】
　第１の側壁１６２が、４つの表面を備える、凹部を有する箱の形態であり、４つの表面
の各々のその全体が光出口表面である。
【０１４７】
　第１のライトエンジン１６１がエッジリットパネル（または、ダイレクトリットパネル
）を備える。第１のライトエンジン１６１が青空の光を提供するように構成され、第２の
ライトエンジンが、太陽によって放射される（太陽から受け取られる）光の少なくとも一
部分の特性に類似する１つまたは複数の特性を有する光を提供するように構成される。
【０１４８】
　図１６に対応する代表的な実施形態では、第１の側壁１６２が１つまたは複数の発光素
子を備えるライトエンジン（または、ライトエンジンの一部分）を備えることができ、こ
のような発光素子によって放射される光が第１の側壁１６２を通って外に出て空間の中に
入り、および／または第１の側壁が光移送構造物（または、光移送構造物の一部分）を備
えることができ、光移送構造物から光が出て空間の中に入り、ならびに／あるいは第１の
側壁が光送信構造物（または、光送信構造物の一部分）を備えることができ、光送信構造
物から光が出て空間の中に入る。
【０１４９】
　図７に描かれる実施形態に対して図１３の拡散器１３８が追加されるときの手法または
図１３に関連して上述した任意の手法に類似する手法で、１つまたは複数の拡散器が図１
６に描かれる実施形態のうちの任意の実施形態（または、本発明の主題の第１の態様内の
第２のグループによる任意の他の実施形態）に追加され得る。
【０１５０】
　図１６に描かれる実施形態では、第１および第２のライトエンジンの遠視野光分布特性
が互いに異なる。図１６に対応する好適な実施形態では、照明設備１６０から高角度（つ
まり、描かれる幾何学的配置内の垂直線を基準とする）で出る光が（これは、ジオメトリ
を理由として、第２のライトエンジンから出る光の大部分である）、より黄色がかった白
色であり、対して、ジオメトリを理由として、第１のライトエンジンからの光の大部分で
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ある、垂直線（描かれる幾何学的配置内の）により近くで外に出る光が、より青みがかっ
た白色である。主要な幾何学的な効果に加えて、一方のまたは両方のライトエンジンから
の光分布は第１および／または第２のライトエンジン内に異なる光抽出要素を有すること
によって工作され得、熟練の専門家であればこのような異なる遠視野光分布を達成する手
法に精通しており（異なる光抽出要素を用いることを含む）、異なる遠視野光分布を達成
するためのこのような手法のすべてが本開示に含まれる。
【０１５１】
　本発明の主題の第１の態様による照明設備の実施形態の第２のグループのうちのいくつ
かの実施形態では：
　第１のライトエンジンから出る光が、第１の光出口領域上の少なくとも３つのポイント
によって画定される第１の平面を基準とした第１のピーク強度角を有し；
　少なくとも第１の側壁から出る光が、第１の平面を基準として第２のピーク強度角を有
し；
　第１のピーク強度角が第２のピーク強度角とは異なる。
【０１５２】
　図１６に描かれる実施形態では、４つの光出口表面を備える第１の側壁１６２が以下の
有利なプロパティを照明設備に提供することができる：
　第１の側壁１６２が実質的に一様なルミナンスを有する（つまり、明らかに人工的であ
る光源が存在せず、例えば、ホットスポットまたは光のパターンが存在しない）；
　第１の側壁１６２が、人工光源を備えるように見えるのではなく、遠くから光を当てら
れているように見える（つまり、第１の側壁１６２が、天窓の外側からその上に日光が入
射しているように見える）；
　第１の側壁１６２から出る光が、第１のライトエンジンから出る光の色とは明確に異な
る色を有する（空に類似する）。
【０１５３】
　いくつかの好適な実施形態では、第１の側壁の各表面において、最小ルミナンスに対し
ての最大ルミナンスの比が２．５：１以下であり（例えば、側壁の各表面において、この
表面が概念的に等しいサイズの１０００個の領域に分割される場合、これらの領域のうち
のいずれかの領域内の最も大きいルミナンスが、これらの領域のうちの任意の他の領域の
ルミナンスの２．５倍以下となる）、ならびに／あるいは平均ルミナンス（表面全体の平
均）に対しての第１の側壁の各表面の最大ルミナンスの比が２：１以下である。
【０１５４】
　好適ないくつかの実施形態では、第１の側壁の４つの表面のうちの１つまたは複数の表
面が、太陽により斜めから第１の側壁に光が当てられているという視覚的錯覚を強化する
ために、直接光をほとんど放射しなくてもよいかまたは光を一切放射しなくてもよい（つ
まり、他の場所から反射される光のみ）（つまり、表面のうちの１つまたは複数の表面が
陰に入っているように見え、対して、残りの部分に光が当てられる）。
【０１５５】
　図１７が、第１の半透明要素１７１と、第１の半透明要素１７１内にある光源１７２と
、不透明反射性バックパネル１７３と、を備える側壁１７０の一部分の断面図を概略的に
描いている。放射される光１７４が側壁１７０から外に出る（図１７に描かれる実施形態
では、放射される光１７４が、反射性バックパネル１７３を設ける側の反対の側壁１７０
の側から外に出る。
【０１５６】
　図１８が、第１の半透明要素１８１と、第１の半透明要素１８１の後方にある光源１８
２と、不透明反射性後壁１８３ａと、不透明反射性側壁１８３ｂと、を備える側壁１８０
の一部分の断面図を概略的に描いており、ここでは、光源１８２から出る光１８４が第１
の半透明要素１８１を通過する（また、図１８に描かれる実施形態では、不透明反射性後
壁１８３ａの反対の側壁１８０の側から、光１８４が外に出る）。
【０１５７】
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　図１９が、第１の導波管１９１と、第１の導波管１９１に光を提供する光源１９２と、
不透明反射性バックパネル１９３と、を備える側壁１９０の一部分の断面図を概略的に描
いており、ここでは、光１９４が側壁１９０から出る（また、図１９に描かれる実施形態
では、不透明反射性後壁１９３の反対の側壁１９０の側から、光１９４が外に出る）。
【０１５８】
　図２０が、第１の半透明要素２０１と、不透明要素２０１に隣接する光源２０２と、不
透明反射性後壁２０３ａと、不透明反射性側壁２０３ｂと、を備える（サイドリット・ダ
イレクトリットの）側壁２００の一部分の断面図を概略的に描いており、ここでは、光２
０４が側壁２００から出る（また、図２０に描かれる実施形態では、不透明反射性後壁２
０３ａの反対の側壁２００の側から、光２０４が外に出る）。
　図１７～２０では、単一の光源が描かれているが、複数の光源が採用されてもよい。
【０１５９】
　上で考察したように、本発明の主題の第１の態様内の実施形態の第３のグループが、第
１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンを少なくとも備える照明設備を有し、こ
こでは、：
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え；
　第１および第２のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を
一領域（例えば、オフィスまたは部屋の中の）まで移動させ、第２のライトエンジンから
出る少なくとも一部の光をその一領域まで移動させるように、位置決めされて方向付けら
れる。
【０１６０】
　図２１～２３が、本発明の主題の第１の態様内の第３のグループの範囲内にある実施形
態を概略的に描いている。
【０１６１】
　図２１が、第１のライトエンジン２１１と、第２のライトエンジン２１２とを備える照
明設備２１０を描いている。照明設備２１０が図１４に描かれる照明設備１４０に類似す
るが、以下のことが除かれる：照明設備１４０では、第２のライトエンジン１４２の下側
表面が天井１４４を基準として窪んでおり、対して図２１に描かれる照明設備２１０では
、第２のライトエンジン２１２の下側表面が天井２１４と実質的に面一である。
【０１６２】
　第２のライトエンジンの表面が天井（または、他の構造物）と実質的に面一であるいく
つかの実施形態では、第１および第２のライトエンジンの遠視野光分布特性が互いに異な
る。このような実施形態では、このような実施形態の異なる遠視野光分布特性は特に重要
である。その理由は、そうではない場合に、青みがかった光および黄色がかった光の組み
合わせが単に白色となり、従来の照明灯と違わないからである。本発明の主題による好適
な実施形態では、高角度（つまり、照明設備の軸を基準とし、例えば、図２１に描かれる
照明設備２１０からの垂直線を基準とする）で出る光が、その大部分が、第２のライトエ
ンジンから出る光であり、より黄色がかった白色であり、対して、垂直線のより近くから
出る光（図２１に描かれるように）が、その大部分が、第１のライトエンジンから出る光
であり、より青みがかった白色である。いくつかの実施形態では、一方のまたは両方のラ
イトエンジンからの光分布は第１および／または第２のライトエンジン内に異なる光抽出
要素を有することによって工作され得、熟練の専門家であればこのような異なる遠視野光
分布を達成する手法に精通しており（異なる光抽出要素を用いることを含む）、異なる遠
視野光分布を達成するためのこのような手法のすべてが本開示に含まれる。
【０１６３】
　別の実施形態が図２１に描かれる実施形態に類似するが、ここでは、第１のライトエン
ジン２１１および第２のライトエンジン２１２が入れ替えられる（ならびに、第２のライ
トエンジン２１２の代わりに第１のライトエンジン２１１からバックリフレクタが取り外
される）ことが除かれる。
【０１６４】
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　図２２が、第１のライトエンジン２２１と第２のライトエンジン２２２とを備える照明
設備２２０を描いている。照明設備２２０は図２１に描かれる照明設備２１０に類似する
が、ここでは以下のことが除かれる：図２１に描かれる照明設備２１０では、第２のライ
トエンジン２１２の下側表面が天井２１４と実質的に面一であるが、対して図２２に描か
れる照明設備２２０では、第１のライトエンジン２２１および第２のライトエンジン２２
２が天井２２４の表面上に設置される。
【０１６５】
　第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンを天井（または、他の構造物）の表
面上に設置するいくつかの実施形態では、第１および第２のライトエンジンの遠視野光分
布特性が互いに異なる。このような実施形態では、このような実施形態の異なる遠視野光
分布特性は特に重要である。その理由は、そうではない場合に、青みがかった光および黄
色がかった光の組み合わせが単に白色となり、従来の照明灯と違わないからである。本発
明の主題による好適な実施形態では、高角度（つまり、照明設備の軸を基準とし、例えば
、図２２に描かれる照明設備２２０からの垂直線を基準とする）で出る光が、その大部分
が、第２のライトエンジンから出る光であり、より黄色がかった白色であり、対して、垂
直線のより近くから出る光（図２２に描かれるように）が、その大部分が、第１のライト
エンジンから出る光であり、より青みがかった白色である。いくつかの実施形態では、一
方のまたは両方のライトエンジンからの光分布は第１および／または第２のライトエンジ
ン内に異なる光抽出要素を有することによって工作され得、熟練の専門家であればこのよ
うな異なる遠視野光分布を達成する手法に精通しており（異なる光抽出要素を用いること
を含む）、異なる遠視野光分布を達成するためのこのような手法のすべてが本開示に含ま
れる。
【０１６６】
　別の実施形態が図２２に描かれる実施形態に類似するが、ここでは、第１のライトエン
ジン２２１および第２のライトエンジン２２２が入れ替えられる（ならびに、第２のライ
トエンジン２２２の代わりに第１のライトエンジン２２１からバックリフレクタが取り外
される）ことが除かれる。
【０１６７】
　図２３が、第１のライトエンジン２３１と、第２のライトエンジン２３２と、第１のラ
イトエンジン２３１を基準とした定位置で第２のライトエンジン２３２を保持するブラケ
ット２３７と、を備える照明設備２３０を描いている。ブラケット２３７（または、本発
明の主題の範囲内にある任意の他の実施形態内のブラケット）が、任意適切なサイズ、形
状、および材料であってよく、当業者であれば、このようなブラケットのための、適切な
材料、サイズ、および形状を容易に選択することができる。
【０１６８】
　図２３に描かれる実施形態は、本明細書で説明される特徴のうちの任意の１つまたは複
数の特徴を提供するために、例えば、既存の側壁内で使用され得る（または、設置され得
る側壁、または設置された側壁と組み合わされ得る）。
【０１６９】
　図７に描かれる実施形態に対して図１３の拡散器１３８が追加されるときの手法または
図１３に関連して上述した任意の手法に類似する手法で、１つまたは複数の拡散器が図２
１～２３に描かれる実施形態のうちの任意の実施形態（または、本発明の主題の第１の態
様内の第３のグループによる任意の他の実施形態）に追加され得る。
【０１７０】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの好適な実施形態では、第１のライトエ
ンジンから出る光の遠視野光分布が、第２のライトエンジンから出る光および／または側
壁から出る光の遠視野光分布とは異なる（本明細書で説明される任意の、第１のライトエ
ンジン、第２のライトエンジン、および／または側壁を含む）。
【０１７１】



(37) JP 2020-515023 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

　それぞれの遠視野光分布の一態様では、第１のライトエンジンから出る光の分布が、第
２のライトエンジンから出る光の分布と比較して、側壁によって画定される空間から、光
出口領域によって画定される平面に対して垂直な方向により近い（例えば、図７および１
１～１５に描かれる実施形態の各々で、第１のライトエンジンから出る光の分布が、第２
のライトエンジンから出る光の分布と比較して、垂直線により近い）。
【０１７２】
　第２のライトエンジンから出る光と比較して第１のライトエンジンから出る光が垂直方
向により近いような代表的な実施例は以下のことを含む：
　［１］第１のライトエンジンから出る光の６０％がこのような方向を基準として０度か
ら４５度の角度を画定し、第１のライトエンジンから出る光の４０％がこのような方向を
基準として４５度から９０度の間の角度を画定し、第２のライトエンジンから出る光の３
０％がこのような方向を基準として０度から４５度の間の角度を画定し、第２のライトエ
ンジンから出る光の７０％がこのような方向を基準として４５度から９０度の間の角度を
画定し、または、
　［２］第１のライトエンジンから出る光の３０％がこのような方向を基準として０度か
ら２５度の角度を画定し、第１のライトエンジンから出る光の６５％がこのような方向を
基準として２５度から９０度の間の角度を画定し、第２のライトエンジンから出る光の２
０％がこのような方向を基準として０度から２５度の間の角度を画定し、第２のライトエ
ンジンから出る光の８０％がこのような方向を基準として２５度から９０度の間の角度を
画定する、などである。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、第１のライトエンジンから出る光と比較して、第２のライト
エンジンから出る光の分布が光出口領域に対して垂直な方向を基準としてより大きい角度
を有することが、反射する比較的明るい日光と、可視であって明るくない空との錯覚に寄
与する。
【０１７４】
　それぞれの遠視野光分布の別の態様では、第１のライトエンジンから出る光の分布が、
側壁から出る光の分布と比較して、側壁によって画定される空間から、光出口領域によっ
て画定される平面に対して垂直により近い（例えば、図１６に描かれる実施形態で、第１
のライトエンジンから出る光の分布が、側壁から出る光の分布と比較して、垂直線により
近い）。
【０１７５】
　上記の考察では、光の分布が、側壁によって画定される空間から、光出口領域によって
画定される平面に対して垂直な方向を基準として説明される。いくつかの実施形態では、
光の分布が、照明設備の最も大きい周縁部によって画定される平面に対して垂直な方向を
基準として、回転対称軸を基準として、対称性を有する２つの平面の交差位置を基準とし
て、第１のライトエンジンの光出口表面によって画定される平面に対して垂直な方向を基
準として、第１のライトエンジンの湾曲形状またはドーム形状の光出口表面に接する平面
に対して垂直な方向を基準として、あるいは例えば天井、壁、床、傾斜構造物などの、中
に照明設備を設置しているところの表面によって画定される平面を基準として、説明され
る。
【０１７６】
　それぞれの遠視野光分布の別の態様では、第１のライトエンジンから出る光の分布が、
第２のライトエンジンから出る光の分布と比較して、第１のライトエンジンの光出口領域
によって画定される平面（または、第１のライトエンジンの湾曲形状またはドーム形状の
光出口表面に接する平面）に対して垂直な方向により近い（例えば、図２１～２３に描か
れる実施形態の各々で、第１のライトエンジンから出る光の分布が、第２のライトエンジ
ンから出る光の分布と比較して、垂直線により近い）。
【０１７７】
　本発明の主題の第１の態様による照明設備の実施形態の第３のグループのうちのいくつ
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かの実施形態では、
　第１のライトエンジンから出る光が、第１の光出口表面上の少なくとも３つのポイント
によって画定される第１の平面を基準とした第１のピーク強度角を有し；
　第２のライトエンジンから出る光が、第１の平面を基準として第２のピーク強度角を有
し；
　第１のピーク強度角が第２のピーク強度角とは異なる。
【０１７８】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題による照明設備および／または方法のいくつかの実施形
態では、照明設備から出る光の中での光の色に少なくともいくらかのばらつきが存在し、
例えば、光分布の軸を基準として第１の角度で移動する光のカラーポイントが、光分布の
軸を基準として第２の角度で移動する光のカラーポイントとは異なる。カラーポイントの
このような差異は比較的小さくてもまたは比較的大きくてもよく、例えば、１９３１ＣＩ
Ｅ色度図上での、少なくとも０．０５ユニットの、また、１９３１ＣＩＥ色度図上での、
少なくとも０．１０（あるいは０．１５、０．２０、０．２５、０．３０、０．３５、０
．４０、０．４５、０．４５、または０．５０）ユニットの、１０－ｓｔｅｐ　ＭａｃＡ
ｄａｍ　ｅｌｌｉｐｓｅ、２０－ｓｔｅｐ　ＭａｃＡｄａｍ　ｅｌｌｉｐｓｅである。
【０１７９】
　このような実施形態のうちのいくつかの実施形態では（つまり、照明設備から出る光の
中で光の色に少なくともいくらかのばらつきがあるような実施形態では）、このようなカ
ラーポイントのばらつきの少なくとも一部が、第１のライトエンジン（空に類似する）か
らのおよび第２のライトエンジン（太陽に類似する）からの異なる遠視野分布の寄与から
生じるものである。本明細書は照明設備および方法に関連する複数の記述を含み、ここで
は、第１および第２のライトエンジンの遠視野光分布特性が互いに異なる。
【０１８０】
　従来の光では、角度における色のばらつきが（つまり、光分布の軸を基準として多様な
角度で移動する光のカラーポイントの有意な差異が存在するような照明が、光分布の軸を
基準として第２の角度で移動する光のカラーポイントとは異なる）、一般には、所望され
る特徴ではない。しかし、色のばらつきは自然な天窓の重要な要素であり、したがって、
人工天窓の錯覚を作るかまたは強化することにおいて所望されるものである。（１）典型
的な天窓の基本的なジオメトリを理由として（つまり、中央窓を有する天井内の凹部を有
する箱）、（２）１日のうちの時間に応じた特定の角度のみにおいて太陽が可視であるこ
とを理由として、および（３）比較的大きい範囲の角度にわたって空が可視であることを
理由として、天窓から空間の中に提供される光は、通常、高ＣＣＴの領域（つまり、青み
がかった白色）および低ＣＣＴの領域（つまり、黄色がかった光）を有する。本発明のい
くつかの実施形態はこの特徴を提供する。
【０１８１】
　図２４Ａが図１６に類似する照明設備およびゴニオ分光光度計を使用して測定される、
視角にわたるＣＣＴのプロットを示しており、ここでは、検出器が照明設備から約２．０
ｍ（６．５フィート）離れたところに位置する。照明設備が天井の中にある場合の照明設
備の真下に相当するゼロ度の角度では、ＣＣＴが約６５００Ｋである。７５度の視角では
ＣＣＴが約４７００Ｋまで低下する。概して言うと、このような特性は、太陽が空の低い
ところにある場合の自然な天窓からの光に類似する。これらのＣＣＴ値および範囲は代表
的なものであり、本発明の主題はこれらのＣＣＴ値および範囲のみに限定されず、当業者
であれば、本発明の主題が他のＣＣＴ範囲を包含することと、多様なＣＣＴ範囲が採用さ
れ得、所望される可能性があることと、を認識するであろう。
【０１８２】
　自然な日光の別の特徴は、自然な日光が、約１００の演色評価数（ＣＲＴ：ｃｏｌｏｒ
　ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　ｉｎｄｅｘ）を有する非常に高品質の光を一般に提供することで
ある。これは、通常、日光はフルスペクトル光であること（さらには、ＣＲＴの定義を反
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映していること）が理由である。また、ＣＣＴに関係なく、非常に高いＣＲＩが維持され
る。したがって、人工天窓の所望の特徴は、高いＣＲＩを有する光を提供することである
。
【０１８３】
　図２４Ｂが上述したものと同じセットアップを使用して測定される、視角にわたる測定
ＣＲＴのプロットを示す。提供される光が、ＣＣＴに関係なく、全視角にわたって高いＣ
ＲＩ（約８５）を有する。その結果、天窓の錯覚に追加される、照明されている空間内で
感知される光の品質が高くなる。本発明の主題によるいくつかの実施形態では、照明設備
によって提供される光のＣＲＩがすべての角度で少なくとも約８０である（また、これら
の実施形態のうちのいくつかの実施形態では、照明設備によって提供される光のＣＲＩが
少なくとも８５である）。ＣＲＩに対しての代替の色品質メトリクスが使用されてもよい
（例えば、ＴＭ３０－１５で記載される）。
【０１８４】
　当業者であれば高ＣＲＩ値を達成する手法に精通しており、高ＣＲＩ値を達成するため
に適切な構成要素（例えば、ＬＥＤ構成要素）を選択することが容易であり、したがって
、このような高ＣＲＩ値を達成する多くの手法の考察は必要ない。
【０１８５】
　上述したように、第２の態様では、本発明の主題は第１および第２のライトエンジンを
備える照明設備に関連し、ここでは、第２のライトエンジンが少なくとも第１の側壁を備
え、第１の側壁から光が出る。
【０１８６】
　第２の態様によるいくつかの実施形態では、少なくとも第１の側壁が空間を画定し、第
１のライトエンジンが空間に光を提供し、少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のと
ころにある。
【０１８７】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第２の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、第１のライトエンジンが第１の平面を画定する光出口表面を備え、光出口領域が第２の
平面を画定し、第１の平面および第２の平面が実質的に平行であり：
【０１８８】
　第１の平面が第２の平面から少なくとも７．６２ｃｍ（３インチ）離間され、またいく
つかの実施形態では少なくとも１０．２ｃｍ（４インチ）離間され、またいくつかの実施
形態では少なくとも１５．２ｃｍ（６インチ）離間され、および／または第１の側壁の少
なくとも１つの表面が、第１の平面を基準としてかつ第２の平面を基準として、少なくと
も７５度（またいくつかの実施形態では、少なくとも８０度、またいくつかの実施形態で
は少なくとも８５度、またいくつかの実施形態では少なくとも９０度）の角度を画定する
平面を画定する。
【０１８９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第２の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、第１のライトエンジンが光出口表面を備え、第１の平面が光出口表面に接し、光出口領
域が第２の平面を画定し、第１の平面および第２の平面が実質的に平行であり：
【０１９０】
　第１の平面が第２の平面から少なくとも７．６２ｃｍ（３インチ）離間され、またいく
つかの実施形態では少なくとも１０．２ｃｍ（４インチ）離間され、またいくつかの実施
形態では少なくとも１５．２ｃｍ（６インチ）離間され、および／または、
【０１９１】
　第１の側壁の少なくとも１つの表面が、第１の表面を基準としてかつ第２の表面を基準
として、少なくとも７５度（またいくつかの実施形態では、少なくとも８０度、またいく
つかの実施形態では８５度、またはいくつかの実施形態では約９０度）の角度を画定する
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平面を画定する。
【０１９２】
　本発明の主題の第２の態様に関連して、第１のライトエンジンから出る光および第２の
ライトエンジンから出る光のそれぞれの特性が、第１のライトエンジンから出る光および
第２のライトエンジンから出る光のそれぞれの特性の上記の説明のみに限定されない。本
発明の主題の第１の態様による１つまたは複数の光出口表面を有する側壁を作るのに適す
る構成要素および材料の上記の説明が、本発明の主題の第２の態様による１つまたは複数
の光出口表面を有する側壁にも適用可能である。
【０１９３】
　図２５が、本発明の主題の第２の態様による代表的な実施形態を概略的に描いている。
図２５が、第１のライトエンジン２５１と、４つの光出口表面を備える第１の側壁２５２
と、を備える照明設備２５０を描いている。照明設備２５０が天井２５４の中に設置され
る。
【０１９４】
　第１の側壁２５２が、４つの表面を備える、凹部を有する箱の形態であり、４つの表面
の各々のその全体が光出口表面である。
　第１のライトエンジン２５１がエッジリットパネル（または、ダイレクトリットパネル
）を備える。
【０１９５】
　図７に描かれる実施形態に対して図１３の拡散器１３８が追加されるときの手法または
図１３に関連して上述した任意の手法に類似する手法で、１つまたは複数の拡散器が図２
５に描かれる実施形態（または、本発明の主題の第１の態様内の第２のグループによる任
意の他の実施形態）に追加され得る。
【０１９６】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様または第２の態様によるいくつかの実施形
態では、第１のライトエンジンの周縁部が側壁の周縁部に実質的に類似する（あるいは、
第１のライトエンジンの周縁部の少なくとも一部分が側壁の周縁部または側壁の周縁部の
一部分に実質的に類似する）。例えば、本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を
含むかまたは一切含まないいくつかの実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの
実施形態では、側壁が概略長方形環状であり、第１のライトエンジンの周縁部が概略長方
形である（例えば、その結果、第１のライトエンジンが、環状側壁によって画定される空
間の比較的薄い周縁部境界を除いて、環状側壁によって画定される空間の実質的にすべて
を覆う）；本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないい
くつかの実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、側壁が実質的
に円形環状であり、第１のライトエンジンの周縁部が概略円形である。
【０１９７】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様または第２の態様によるいくつかの実施形
態では、側壁が空間の側部を画定し（また、一部の事例では、空間の側部の周りを延在す
る）、側壁が、空間の頂部境界を画定する（また、一部の事例では、空間の頂部境界の周
りを延在する）第１の縁部を有し、側壁が、空間の底部境界を画定する（また、一部の事
例では、空間の底部境界の周りを延在する）第２の縁部を有し（頂部および底部が相対的
であり、側壁が任意の幾何学的配置であってよく、したがって、「頂部」および「底部」
の幾何学的配置がそれに応じて影響を受ける、ことを認識されたい）。このような実施形
態では、底部境界が光出口領域であってよく（この光出口領域を通って、第１のライトエ
ンジンから出る光および第２のライトエンジンから出る光が通過する）、頂部境界が第１
のライトエンジンを収容することができる空間であってよく（例えば、第１のライトエン
ジンが部分的に空間内にある）、および／または頂部境界を通って、第１のライトエンジ
ンから出る光が空間に入ることができ（例えば、第１のライトエンジンが部分的にまたは
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完全に空間の外側にある）、ならびに／あるいは頂部境界内に第１のライトエンジンが配
置される（例えば、第１のライトエンジンが完全にこの空間内にある）。
【０１９８】
　上記の考察から明らかなように、本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含む
かまたは一切含まないいくつかの実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様および第
２の態様によるいくつかの実施形態では、第１のライトエンジンの寸法の少なくとも一部
が、側壁の寸法または側壁によって（少なくとも一部分）画定される空間の寸法の一部と
関係を有する。
【０１９９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様または第２の態様による照明設備のいくつ
かの実施形態では、第１のライトエンジンが側壁を基準として任意適切な位置に配置され
得る。
【０２００】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様または第２の態様による照明設備のいくつ
かの実施形態では、照明設備が後壁をさらに備えることができ、つまり、空間の「頂部」
境界を部分的にまたは完全に覆う構造物をさらに備えることができる（また、このような
実施形態では、第１のライトエンジンが部分的にまたは完全に空間の内側にあってよい）
。
【０２０１】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様または第２の態様による照明設備のいくつ
かの実施形態では、照明設備が１つまたは複数の熱放出構造物および／または１つまたは
複数の熱伝達構造物をさらに備えることができ、例えば、空間の反対側の後壁（含まれる
場合）の側にヒートフィンまたはヒートピンが設けられ得る。
【０２０２】
　第１のライトエンジンの光出口表面が、光出口領域および／または側壁を基準として任
意適切な距離でまたは所望の距離で窪んでいてよい。例えば、第１のライトエンジンまた
は照明設備の全体のサイズを基準としての第１のライトエンジンの窪みの距離の比は限定
されない。加えて、後述するように、本発明の主題の照明設備は拡大縮小可能である（つ
まり、照明設備または照明設備の任意の部分のサイズが、任意の程度で拡大または縮小さ
れることにより、修正され得る）（後述の「拡大縮小可能」の定義および考察を参照され
たい）。凹部の代表的な距離として、本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含
むかまたは一切含まないいくつかの実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実
施形態では、第１のライトエンジンの光出口表面が、約２．５４ｃｍ（１インチ）から約
１０２ｃｍ（４０インチ）以上（特に拡大縮小可能性の観点では、凹部の距離はより大幅
に大きくてもよい）、また一部の事例では約７．６２ｃｍ（３インチ）から約２２．９ｃ
ｍ（９インチ）で（例えば、約１２．７ｃｍ（５インチ））、窪んでよく、例えば、いく
つかの実施形態の第１のライトエンジンの光出口表面と光出口領域との間の距離が約７．
６２ｃｍ（３インチ）から約２２．９ｃｍ（９インチ）であり、またいくつかの実施形態
では、約１２．７ｃｍ（５インチ）、約１５．２ｃｍ（６インチ）、約１７．８ｃｍ（７
インチ）、約７．６２ｃｍ（３インチ）から約１２．７ｃｍ（５インチ）、約７．６２ｃ
ｍ（３インチ）から約１７．８ｃｍ（７インチ）、または約１２．７ｃｍ（５インチ）か
ら約１７．８ｃｍ（７インチ）、である。
【０２０３】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様または第２の態様による照明設備のいくつ
かの実施形態では、空間の「頂部」境界が、空間の「底部」境界の形状に実質的に類似す
る形状および／サイズを有し、ならびに／あるいは空間の「頂部」境界が空間の「底部」
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境界に実質的に位置合わせされる（例えば、垂直面が境界の「頂部」を二分し、さらに境
界の「底部」を二分する）。
【０２０４】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１の態様または第２の態様によるいくつかの実施形
態では、照明設備が少なくとも１つのバッフル要素をさらに備えることができる。このよ
うな実施形態では、バッフル要素が、第２のライトエンジンから出る光のコリメーション
を拡大するように、位置決めされて方向付けられる。１つまたは複数のバッフル要素を設
ける実施形態では、バッフル要素が任意適切な形状を有してよく（例えば、直線グリッド
パターンであるか、概略円筒形形状であるか、および／またはハニカム形状である）、所
望される場合、反射性または光吸収性を有してよい（例えば、いくつかの例では、バッフ
ル要素が黒色を有してよく（または、黒色で塗装されてよい）、その結果、オフ角の光が
吸収されることになり、実質的に平行な光（例えば、光分布の軸に位置合わせされる）の
みがバッフル要素を通過することになる。加えて、スピルライトを制限または遮断するた
めにリフレクタが使用され得る。バッフル要素の代表的な実施例が図２６および２７に描
かれている。
【０２０５】
　図２６が、本発明の主題に従って使用されるのに適するバッフル要素２６０の代表的な
実施例を概略的に描いている。
　図２７が、本発明の主題に従って使用されるのに適するバッフル要素２７０の代表的な
実施例を概略的に描いている。
【０２０６】
　上で言及したように、第３の態様では、本発明の主題は、特定の特性を有する光を出力
する照明設備に関連する。後でより詳細に考察されるように、本発明の主題の第３の態様
（つまり、「第３の態様」）は、概して、第３の態様に関連して本明細書で説明される特
徴を備える、および／または第３の態様に関連して本明細書で説明される効果を提供する
、任意の照明設備に関連する。本発明の主題の第１および第２の態様（さらには、後で考
察される、本発明の主題の第４から第７の態様）に関連して本明細書で説明される照明設
備のうちのいくつかの照明設備が、このような特徴を備え、および／またはこのような効
果を提供するが、第３の態様は、第１および第２の態様（または、第４から第７の態様）
による照明設備のみに限定されない。つまり、第３の態様による照明設備の範囲は、本発
明の主題の第１および第２の態様（または、本発明の主題の第４から第７の態様）の特徴
のうちのいずれかにも限定されない。
【０２０７】
　本発明の主題の第３の態様による照明設備が、例えば、人間のサーカディアンリズムを
調整することを目的として、人間のサーカディアンリズムの不調を改善することを目的と
して、および／または人間の警戒感を調整することを目的としてこと（例えば、１日のう
ちの何時間かにおいて人間の警戒感を向上させ、および／または１日にうちの他の時間に
おいて人間の眠気を向上させる）、人間の生物学的メトロニンレベルを所望の手法（例え
ば、２４時間にわたって）調整することなどの、特定の生物学的効果を達成することがで
きる光出力を提供することができる。
【０２０８】
　動物では、ホルモンメラトニン（Ｎ－アセチル－５－メトキシトリプタミン）の循環レ
ベルが、通常、１日のサイクルで変化する。メラトニン信号が、眠気を化学的に生じさせ
て体温を低下させることにより睡眠・覚醒サイクルを管理するシステムの一部を形成する
。
【０２０９】
　ルクスは人間の目によって区別されるイルミネーションの強さの測定尺度である。この
値は、放射または反射されるエネルギーの客観的な値と相互に関連しない。その理由は、
可視スペクトル内の異なる波長が、目により、多様な感度で感知されるからである。ルク
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スは、この変数を考慮して光強度を評価することによって定量化される。
【０２１０】
　人間のサーカディアンシステムの見掛け上の感度は、ルクスを決定するのに使用される
光度関数とは異なる。
【０２１１】
　いかなる理論にも拘束されることを望むわけではないが、物体を露出している光の波長
に対しての、人間のメラトニン生成の相対的な抑制に、何かかが相互に関連している。こ
のような相互関連の１つの代表的な例は以下のようなものである可能性がある：
　約４１０ｎｍの波長の光が約０．３５の人間の相対的なメラトニン抑制を実現する；
　約４２５ｎｍの波長の光が約０．７の人間の相対的なメラトニン抑制を実現する；
　約４３７ｎｍから約４６２ｎｍの波長の光が約０．９５の人間の相対的なメラトニン抑
制を実現する；
　約４７５ｎｍの波長の光が約０．８の人間の相対的なメラトニン抑制を実現する；
　約５００ｎｍの波長の光が約０．４の人間の相対的なメラトニン抑制を実現する；
　約６００ｎｍの波長の光が約０の人間の相対的なメラトニン抑制を実現する。
【０２１２】
　物体を露出している光の波長に対しての、人間のメラトニン生成の相対的な抑制のプロ
ットの例が、ＲｅａらのＪｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｉｒｃａｄｉａｎ　Ｒｈｙｔｈｍｓ、
２０１０年で、８：２であることを見ることができる（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｃｉｒ
ｃａｄｉａｎｒｈｙｔｈｍｓ．ｃｏｍ／ｃｏｎｔｅｎｔ／８／１／２）（図３を参照）。
【０２１３】
　光源のＣＳ値（「サーカディアン刺激値」）は、光源に対して露出されている（つまり
、目のところで照度を受けている）ときのメラトニン抑制のパーセンテージの測定尺度で
ある（つまり、０．２のＣＳ値が２０％メラトニン抑制に相互に関連し、０．４のＣＳ値
が４０％メラトニン抑制に相互に関連し、０．６のＣＳ値が６０％メラトニン抑制に相互
に関連し、０．８のＣＳ値が８０％メラトニン抑制に相互に関連する、などである。ＣＳ
値は、Ｍ．Ｓ．Ｒｅａらの「Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｓｅｎｓｉ
ｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｃｉｒｃａｄｉａｎ　ｓｙｓｔｅｍ」、２０
１２年に記述されている：また、計算機のためのオンラインリンク（ｈｔｔｐ：／／ｗｗ
ｗ．ｌｒｃ．ｒｐｉ．ｅｄｕ／ｐｒｏｇｒａｍｓ／ｌｉｇｈｔＨｅａｌｔｈ／ｉｎｄｅｘ
．ａｓｐ．）も参照されたい。
【０２１４】
　サーカディアンリズムの不調は、夜行性活動の変化（夜間シフトの労働者）、経度の変
化（例えば、時差ボケ）、および／または光の継続時間の季節的変化（例えば、憂鬱状態
を含む兆候のある、季節的情動障害）、にいくらかの程度で関連している。２００７年に
、世界保健機構が、深夜シフトの労働を可能性のあるがん誘発因子に指定した。
【０２１５】
　メラトニンレベルおよび人間のサーカディアンサイクルに関連する概要が、米国特許第
９，０３０，１０３号、米国特許第９，０３９，７４６号、米国特許出願公開第２０１５
／０１９５８５５号、および米国特許出願公開第２０１６／０２８６６１６号に記述され
ており、これらは、いかにも完全に本明細書に記載されているかのようなものとして、そ
の内容全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０２１６】
　本発明の主題の第３の態様によると、第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジ
ンを少なくとも備える照明設備が提供され、ここでは：
　第１のライトエンジンが所与の照度で第１のＣＳ値を提供する光を出力する能力を有し
、
　第２のライトエンジンが同じ照度で第２のＣＳ値を提供する光を出力する能力を有し、
　第１のＣＳ値が第２のＣＳ値とは異なる。
【０２１７】
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　本発明の主題の第３の態様によるいくつかの実施形態では、所与の明所視の照度でメラ
トニンの強い抑制（および／または、高いＣＳ値）を実現する光を出力する１つまたは複
数のライトエンジン、さらには、メラトニンの強い抑制を実現しない光を出力する１つま
たは複数のライトエンジン、を備える照明設備（ならびに／あるいは、（１）例えば所与
の明所視の照度でメラトニンの強い抑制（および／または、高いＣＳ値）を実現する光と
、（２）例えば上記所与の明所視の照度でメラトニンの強い抑制を実現しない光と、を選
択的に出力するように制御または調整され得る１つまたは複数のライトエンジンを備える
照明設備）が提供される。本発明の主題が、このような照明設備から出力される光に対し
て、例えば人間である、物体を露出することを含む方法をさらに含む。本発明の主題の第
３の態様によるいくつかの実施形態では、照明設備によって出力される光に対して晒され
る人間に対して実現されるメラトニン抑制の程度を調整することを目的として（および／
または、このような光によって提供されるＣＳ値を調整することを目的として）、照明設
備によって出力される光を調整するための制御装置が提供される。例えば、照明設備が、
複数のメラトニン抑制設定（および／または、ＣＳ値設定）、漸進的なメラトニン抑制設
定（および／または、ＣＳ値設定）、または実質的に連続する範囲のメラトニンの抑制能
力（および／または、ＣＳ値設定）、を有することができる。このような照明設備のメラ
トニン抑制（および／または、出力される光のＣＳ値）が自動で制御され得る（例えば、
１日のサイクル、または複数の選択可能な１日のサイクルのうちの１つの選択肢に従うか
、ユーザ入力に従うか、人間の生物学的メロトニンレベルのフィードバックに反応するか
、１つまたは複数の感知された条件に反応する、などである）。制御信号が、例えば、無
線で、または有線接続を介して、任意適切な手法で照明設備によって受信され得る。本発
明の主題が、このような照明設備から出力される光に対して、例えば人間である、物体を
露出することを含む方法をさらに含む。
【０２１８】
　本発明の主題の第３の態様による照明設備が、固体状態の発光素子（例えば、ＬＥＤ）
または任意の他の光源を備えることができ、光源のうちの任意の光源が、異なる時間にお
いて異なるカラーポイントの光を出力する能力を提供するための波長変換物質（例えば、
蛍光体）を任意選択で有する。このような照明設備が、異なる時間で異なるカラーポイン
トの光を出力することを目的として光源を制御するための制御装置を備えることができる
（例えば、本発明の主題の第３の態様による照明設備が任意のＬＥＤライトを備えること
ができ、個別のＬＥＤおよび／または異なる色を有するＬＥＤ（例えば、波長変換有色Ｌ
ＥＤまたは白色ＬＥＤ、ならびに／あるいは非波長変換ＬＥＤ）のグループが、本発明の
主題の第３の態様に関連して説明される効果のうちの一部またはすべてを実現するための
光の多様な混合物を発生させるように制御され、ここでは例えば、一人または複数人の人
間のサーカディアンリズムを調整することと、一人または複数人の人間のサーカディアン
リズムの不調を改善することと、一人または複数人の人間の警戒感を調整することと、被
験者に特定のＣＳ値を提供するかまたは被験者のＣＳ値を特定のＣＳ値より高くするかも
しくは低くすることと、ならびに／あるいは所望のメラトニン抑制を実現するかまたは特
定の抑制程度よりメラトニン抑制を強くしたりもしくは弱くしたりすることと、を目的と
する）。
【０２１９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１のライトエンジンが第１のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　第２のライトエンジンが第２のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　第１のカラーポイントが第２のカラーポイントから離間される。
【０２２０】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
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、照明設備に電気を供給すると；
　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．３８）、（０
．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有する
四辺形エリア内（また、いくつかの実施形態では、（０．３２、０．３１）、（０．３０
、０．３３）、（０．１５、０．１７）、および（０．１７、０．１４）のｘ、ｙ座標を
有する頂点を有する四辺形エリア内）にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が
、第１のライトエンジンから出て、
　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．２９）、（０
．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４０、
０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア内
（また、いくつかの実施形態では、（０．３０、０．３４）、（０．３０、０．３０）、
（０．３９、０．３６）、（０．４５、０．３９）、（０．４７、０．４３）、（０．４
０、０．４１）および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア
内）にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、第２のライトエンジンから出る
。
【０２２１】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、
　第１のライトエンジンが、３００ルクス（以上）の照度で少なくとも０．３のＣＳ値を
提供する光を出力する能力を有し、
　第２のライトエンジンが、２００ルクス（未満）の照度で０．１５未満のＣＳ値を提供
する光を出力する能力（および／または、３００ルクスの照度で０．２未満のＣＳ値を提
供する光を出力する能力を）を有する。
【０２２２】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、照明設備が提供され、ここでは：
　照明設備が第１の側壁をさらに備え、
　第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり；
　第１のライトエンジンが、第１のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を空間の
少なくとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めさ
れて方向付けられ、
　第２のライトエンジンが、第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を第１の
光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて方向付けられる。このような実
施形態のいくつかの実施形態では、第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光が
第１の側壁から出る。
【０２２３】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第２のライトエンジンが第１の側壁を備え、
　第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり、
　第１のライトエンジンが、第１のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を空間の
少なくとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めさ
れて方向付けられ、
　第２のライトエンジンが、第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を第１の
光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて方向付けられる。
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　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　少なくとも第１の制御要素が、少なくとも、第１のライトエンジンから出る光の輝度お
よび第２のライトエンジンから出る光の輝度を独立して制御する。
【０２２４】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　少なくとも第１の制御要素が、照明設備から出力される光のＣＳ値を変更するように構
成される。
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　少なくとも第１の制御要素が、１日の時間に基づいて、ＣＳ値を変更するように構成さ
れる。
【０２２５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　第１の制御要素が、１日のうちの第１の部分において、３００ルクスの照度で少なくと
も０．３のＣＳ値を有する光を照明設備により出力させるように構成され、
　第１の制御要素が、１日のうちの第２の部分において、２００ルクスの照度で０．１５
未満のＣＳ値を有する光を照明設備により出力させる（および／または、３００ルクスの
照度で０．２未満のＣＳ値を有する光を照明設備により出力させる）ように構成される。
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　第１の制御要素が、第２のライトエンジンから出力される光の輝度に対しての、第１の
ライトエンジンから出力される光の輝度の比を変更するように構成される。
【０２２６】
　このような実施形態のいくつかの実施形態では：
　少なくとも第１の制御要素が、第２のライトエンジンから出力される光の輝度に対して
の、第１のライトエンジンから出力される光の輝度の比を、１日のうちの第１の部分にお
いて少なくとも第１の値にし、
　少なくとも第１の制御要素が、第２のライトエンジンから出力される光の輝度に対して
の、第１のライトエンジンから出力される光の輝度の比を、１日のうちの第２の部分にお
いて第２の値より大きくしないようにし、
　第１の値が第２の値より大きい。
【０２２７】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、照明設備が、３００ルクスの明所視の照度で少なくとも０．３のＣＳ値を提供する光を
出力することができる。このような実施形態のうちのいくつかの実施形態では、照明設備
がまた、２００ルクスの明所視の照度で０．１５未満のＣＳ値を提供する光を出力するこ
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とができる。
【０２２８】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１のライトエンジンが、第１の明所視の照度でメラトニンの第１の抑制を実現する光
を出力する能力を有し、
　第２のライトエンジンが、上記第１の明所視の照度でメラトニンの第２の抑制を実現す
る光を出力する能力を有し、
　メラトニンの第１の抑制がメラトニンの第２の抑制とは異なる。
【０２２９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第３の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、照明設備が、１日のうちの少なくとも第１の部分において少なくとも０．３のＣＳ値（
少なくとも一部の人間）を提供する光を出力すること、および１日のうちの少なくとも第
２の部分において０．１５未満のＣＳ値（少なくとも一部の人間）を提供する光を出力す
ることができ、１日のうちの第２の部分において出力される明所視のルクスが、１日のう
ちの第１の部分において出力される明所視のルクスの少なくとも５０％（また、いくつか
の実施形態では、少なくとも６０％、７０％、８０％、または９０％）を有する。
【０２３０】
　本発明の主題の第１の態様または第２の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、人間の生物学的メラトニンレベルに所望の手法で影響を与えるのに使用されるのに特に
良好に適する。このような実施形態のうちのいくつかの実施形態では、例えば、照明設備
（人工天窓）が、メラトニンの強い抑制を実現する光を出力する１つまたは複数のライト
エンジン（例えば、空に類似する第１のライトエンジン）、さらには、メラトニンの弱め
の抑制を実現する光を出力する１つまたは複数のライトエンジン（例えば、太陽によって
放射される（太陽から受け取られる）光の少なくとも一部分の特性に類似する１つまたは
複数の特性を有する、第２のライトエンジン）を備える。言い換えると、本発明の主題の
第３の態様による照明設備が、本発明の主題の第１および／または第２の態様に関連して
本明細書で説明される特徴を有することができる。これらの実施形態のいくつかの実施形
態では、照明設備によって出力される光に晒される人間に対して実現されるメラトニン抑
制の予測される程度を調整することを目的として（ならびに／あるいは、特定の値のＣＳ
値を提供するかまたは特定の値より大きいもしくは小さいＣＳ値を提供することを目的と
して）、照明設備によって出力される光を調整するための制御装置が提供される。例えば
、照明設備が、複数の予測されるメラトニン抑制設定（および／または、ＣＳ値設置また
は範囲設定）、漸進的な、予測されるメラトニン抑制設定（および／または、ＣＳ値設定
または範囲設定）、あるいは実質的に連続する範囲の予測されるメラトニンの抑制能力（
および／または、ＣＳ値設定）、を有することができる。このような照明設備の予測され
るメラトニン抑制（および／または、ＣＳ値）は自動で制御され得る（例えば、１日のサ
イクル、または複数の選択可能な１日のサイクルのうちの１つの選択肢に従うか、ユーザ
入力に従うか、人間の生物学的メロトニンレベルのフィードバックに反応するか、１つま
たは複数の感知された条件に反応するか、などである）。制御信号が、例えば、無線で、
または有線接続を介して、任意適切な手法で照明設備によって受信され得る。
【０２３１】
　本発明の主題の第４の態様によると、照明設備が提供され、この照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンと
　少なくとも第１の表面と
を備え、
　照明設備が、照明設備に電気を供給するときに：
　　第１のカラーポイントを有する光を第１の表面の少なくとも一部分の上に入射させる



(48) JP 2020-515023 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

ように、および
　　照明設備から出る光に第２のカラーポイントの累積色を有させるように、
　構成され、
　第１のカラーポイントが第２のカラーポイントから離間される。
　本発明の主題の第４の態様による照明設備が、照明設備（例えば、本明細書で考察され
る側壁）の表面（すなわち、第１の表面）上に入射する第１のカラーポイントの光を人間
（例えば、このような照明設備を中に設置している部屋の中にいる人間）が見ることがで
き、このようなカラーポイントを有する、照明設備から出る光を感知しているという感覚
を人間が感じることができる、という現象を引き起こすことができる。しかし、照明設備
から出力される実際の累積的な光が異なるカラーポイントを有する（「照明設備から出力
される累積的な光」は、照明設備から出力される光のすべて、またはこのような光の実質
的にすべて、あるいはこのような光の少なくとも９０％、の混合物を意味する）。したが
って、このような照明設備が所望されるときにこのような現象を達成することができ、例
えば、いくつかの例では、審美的に魅力の低いカラーポイントを有する（集合的または累
積的な）光を照明設備が実際には出力する場合でも、審美的に魅力の高いカラーポイント
の光を照明設備が出力しているという感覚を人間に提供することが有利である可能性があ
る。代表的な例では、５３００Ｋの累積的な色温度（または、相関色温度）を有する、照
明設備から出力される光が、頻繁に、審美的に魅力的ではないとみなされる。本パラグラ
フ（および、本パラグラフの前のパラグラフ）で説明される照明設備によると、人間の視
覚が、照明設備から出力される光がより魅力の高い色温度（つまり、より「温かい」光の
感覚を提供するような、より低い色温度）を有していると思うように「騙され」得る。こ
れは、より魅力の高い色温度の光をその上に入射されるような、照明設備の少なくとも第
１の表面を有することによってなされる（また、通常、このような光の大部分は第１の表
面によって反射される）。本パラグラフで説明される説明される現象は、少なくとも第１
の表面上に入射する光が比較的高い光度を有する場合に、つまり、人間の視覚的な輝度感
知を比較的高くするような波長（および／または、波長範囲）を有する場合に、強化され
得る；当業者にはよく知られているように、明所視の光度関数（比視感度関数としても知
られる）は、人間の視覚的な輝度感知の平均スペクトル感度を説明するものであり、これ
は一対の異なる色の光のいずれがより明るいかを客観的に判断することに基づき、異なる
波長の光に対する比感度係数を表す。より魅力的であると通常みなされる色温度は、一般
には高い光度を有し、それにより、やはり高い光度を有する審美的に魅力の高い色温度の
光を少なくとも第１の表面に入射させる場合に本パラグラフで説明される現象がさらに強
化される。
【０２３２】
　上述したように、本発明の主題の第４の態様によると、照明設備が提供され、この照明
設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンと
　少なくとも第１の表面と
を備え、
　照明設備が、照明設備に電気を供給するときに：
　　第１のカラーポイントを有する光を第１の表面の少なくとも一部分の上に入射させる
ように、および
　　照明設備から出る光に第２のカラーポイントの累積色を有させるように、
　構成され、
　第１のカラーポイントが第２のカラーポイントから離間される。
【０２３３】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第４の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　上記第１のカラーポイントが第１の相関色温度を有し、
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　上記第２のカラーポイントが第２の相関色温度を有し、
　上記第１の相関色温度が上記第２の相関色温度より低い。
【０２３４】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第４の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が少なくとも第１の側壁をさらに備え、
　第１の表面が第１の側壁上にある。
【０２３５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第４の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が第２のライトエンジンをさらに備え、
　第１の表面上に入射する上記光が、第１のライトエンジンから出力される光に対しての
、第２のライトエンジンから出力される光の第１の比（無限大に高くてもよい）を有し、
　照明設備から出る上記光が、第１のライトエンジンから出力される光に対して、第２の
ライトエンジンから出力される光の第２の比（ゼロ程度まで低くてもよい）を有し、
　上記第１の比が上記第２の比より高い。
【０２３６】
　本発明の主題の第３の態様によるいくつかの実施形態では、本発明の第１の態様に関連
して上記で説明した特徴のうちの少なくとも一部の特徴を有する照明設備が提供され、こ
れは例えば、第１のライトエンジンの少なくとも一部分が空に類似するような（例えば、
第１のライトエンジンの表面が観察者にとって空のように見える）、ならびに第２のライ
トエンジンから出る光が、太陽によって放射される（太陽から受け取られる）光の少なく
とも一部分の特性に類似する１つまたは複数の特性を有するような、照明設備（人口天窓
）である。このような実施形態のうちのいくつかの実施形態では、本発明の主題の第１の
態様に従って上で考察したように：
　照明設備が少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンを備え；
　第１のライトエンジンから出る光が（つまり、第１のライトエンジンの光源に電気を供
給するとき）、１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．
３８）、（０．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する
頂点を有する四辺形エリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有し（図１は、１９
３１ＣＩＥ色度図上での、このようにして画定される領域１１の、つまり、このようなｘ
、ｙ座標を有する頂点を有する四辺形エリアの、プロットである）（また、いくつかの実
施形態では、第１のライトエンジンから出る光が、（０．３２、０．３１）、（０．３０
、０．３３）、（０．１５、０．１７）、および（０．１７、０．１４）のｘ、ｙ座標を
有する頂点を有する四辺形エリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する）；
　第２のライトエンジンから出る光が（つまり、第２のライトエンジンの光源に電気を供
給するとき）、１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．
２９）、（０．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、
（０．４０、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有
するエリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有し（図２は、１９３１ＣＩＥ色度
図上での、このようにして画定される領域２１の、つまり、このようなｘ、ｙ座標を有す
る頂点を有するエリアの、プロットである）（また、いくつかの実施形態では、（０．３
０、０．３４）、（０．３０、０．３０）、（０．３９、０．３６）、（０．４５、０．
３９）、（０．４７、０．４３）、（０．４０、０．４１）および（０．３５、０．３８
）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア内）；
　第１のライトエンジンから出る光のカラーポイント（つまり、ｘ、ｙ色度座標の組み合
わせ）が、通常は同じではないが、第２のライトエンジンから出る光のカラーポイントと
同じである可能性がある。
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【０２３７】
　本発明の主題による第５の実施形態によると、照明設備が提供され、この照明設備が：
　少なくとも第１および第２のライトエンジン
を備え、
　第１のライトエンジンが第１のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　第２のライトエンジンが第２のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　第１のカラーポイントが第２のカラーポイントから離間され、
　第１および第２のライトエンジンの光分布特性が互いに異なる。
【０２３８】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１のライトエンジンが少なくとも１つの発光素子を備え、および／または
　第２のライトエンジンが少なくとも１つの発光素子を備える。
【０２３９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１のライトエンジンが少なくとも１つのＬＥＤを備え、および／または
　第２のライトエンジンが少なくとも１つのＬＥＤを備える。
【０２４０】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１のライトエンジンが少なくとも２つの発光素子を備え、および／または
　第２のライトエンジンが少なくとも２つの発光素子を備える。
【０２４１】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１のライトエンジンが少なくとも２つのＬＥＤを備え、および／または
　第２のライトエンジンが少なくとも２つのＬＥＤを備える。
【０２４２】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、第１のライトエンジンが、第２のライトエンジンを基準として横方向および／または垂
直方向において、第２のライトエンジンから離間される。「第１のライトエンジンが第２
のライトエンジンを基準として横方向に離間される」という表現は、第２のライトエンジ
ンの光分布の軸に対して垂直な平面において第１のライトエンジンが第２のライトエンジ
ンから離間される、ことを意味する。「第１のライトエンジンが第２のライトエンジンを
基準として垂直方向に離間される」という表現は、第２のライトエンジンの光分布の軸に
沿う方向において第１のライトエンジンが第２のライトエンジンから離間される、ことを
意味する。したがって、「第１のライトエンジンが第２のライトエンジンを基準として横
方向および／または垂直方向において第２のライトエンジンから離間される」という表現
は、第１のライトエンジンが、［１］第２のライトエンジンの光分布の軸に対して垂直な
平面において第２のライトエンジンから離間されるか、［２］第２のライトエンジンの光
分布の軸に沿って第２のライトエンジンから離間されるか、または［３］第２のライトエ
ンジンの光分布の軸から離間されかつ平行な線に沿って第２のライトエンジンから離間さ
れる、ことを意味する。例えば、このような実施形態のうちのいくつかの実施形態では、
複数のライトエンジンが提供され得（ここでは、このようなライトエンジンンのうちの少
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なくとも２つのライトエンジンが、それぞれ異なるカラーポイントの光を出力するように
構成される）、ここでは、このようなライトエンジンの第１のライトエンジンが第１のロ
ケーションにあり、このようなライトエンジンの他のライトエンジンが第１のライトエン
ジンの周りで横方向に離間される（例えば、第１のライトエンジンが、出力される光を第
１のライトエンジンから出すときに通るところの概略正方形表面を有し、他のライトエン
ジンが第１のライトエンジンの周りにあるリングとして配置される）（つまり、第１のラ
イトエンジンが第２のライトエンジンから離間され、横方向において他のライトエンジン
から離間されるような実施例として）。
【０２４３】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、照明設備が少なくとも第３のライトエンジンをさらに備える。
【０２４４】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、
　第１のライトエンジンが、光分布の第１の軸を有する光を出力するように構成され、
　第２のライトエンジンが、光分布の第２の軸を有する光を出力するように構成され、
　光分布の第１の軸が光の分布の第２の軸とは異なる。このような実施形態のうちのいく
つかの実施形態では、第１の平面を基準とした光分布の第１の軸の角度が、第１の平面を
基準とした光分布の第２の軸の角度とは異なり、このような実施形態のうちの実施形態で
は、第１および第２のライトエンジンが、第１のライトエンジンから出力される光の少な
くとも一部が通るところおよび第２のライトエンジンから出力される少なくとも一部の光
が照明設備から出るときに通るところの領域により、第１の平面が画定されるように、構
成されて方向付けられる。
【０２４５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１のライトエンジンが、第１の平面を基準として第１のピーク強度角を有する光を出
力するように構成され、
　第２のライトエンジンが、第１の平面を基準として第２のピーク強度角を有する光を出
力するように構成され、
　第１のピーク強度角が第２のピーク強度角とは異なる。このような実施形態のいくつか
の実施形態では、第１および第２のライトエンジンが、第１のライトエンジンから出力さ
れる光の少なくとも一部が通るところおよび第２のライトエンジンから出力される少なく
とも一部の光が照明設備から出るときに通るところの領域により、第１の平面が画定され
るように、構成されて方向付けられる。
【０２４６】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　少なくとも第１の制御要素が、少なくとも、第１のライトエンジンから出る光の輝度お
よび第２のライトエンジンから出る光の輝度を独立して制御する。
【０２４７】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
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　少なくとも第１の制御要素が、少なくとも、第１のライトエンジンから出る光の輝度お
よび第２のライトエンジンから出る光の輝度を制御する。このような実施形態のうちのい
くつかの実施形態では：
　第１の制御要素が、第１のライトエンジンから出る光の輝度に基づいて、第２のライト
エンジンから出る光の輝度を制御するか、または、
　第１の制御要素が、（１）照明設備から出る光の混合物のカラーポイント、（２）照明
設備から出る光の輝度、（３）１日のうちの時間、および（４）メラトニン抑制設定、の
うちから選択されるパラメータに基づいて、第１のライトエンジンおよび第２のライトエ
ンジンのうちの少なくとも一方から出る光の輝度を制御する。
【０２４８】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、照明設備が、第１および第２のライトエンジンのうちの少なくとも一方から出る光の光
分布特性に影響を与える少なくとも第１の光抽出要素をさらに備える。
【０２４９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第５の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、照明設備が、第１および第２のライトエンジンのうちの少なくとも一方から出る光の光
分布特性に影響を与える少なくとも第１の拡散器をさらに備える。
【０２５０】
　本発明の主題による第６の態様によると、照明設備が提供され、この照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンと；
　第１の側壁と
を備え、
　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり、
　第１のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を空間の少な
くとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて
方向付けられ、
　第２のライトエンジンが、第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を第１の
光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて方向付けられる。
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第６の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１のライトエンジンが第１のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　第２のライトエンジンが第２のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　第１のカラーポイントが第２のカラーポイントから離間される。
【０２５１】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第６の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１の側壁上に入射する光が、第１のライトエンジンから出力される光に対しての、第
２のライトエンジンから出力される光の第１の比（無限大に高くてもよい）を有し、
　照明設備から出力される光が、第１のライトエンジンから出力される光に対しての、第
２のライトエンジンから出力される光の第２の比（ゼロ程度まで低くてもよい）を有し、
　第１の比が第２の比より高い。
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第６の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、第２のライトエンジンが第１のライトエンジンおよび第１の側壁を基準として移動可能
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である。
【０２５２】
このような実施形態のうちのいくつかの実施形態では、
　第１のライトエンジンを基準とした第２のライトエンジンの移動が時間の経過に対応し
、
　第１のライトエンジンを基準として第２のライトエンジンの第１の位置が、少なくとも
２つの連続する日において１日のうちの第１の時間で実質的に等しく、
　第１のライトエンジンを基準として第２のライトエンジンの第２の位置が、上記少なく
とも２つの連続する日において１日のうちの第２の時間で実質的に等しく、
　上記第１の位置が上記第２の位置とは異なり、
　上記１日のうちの第１の時間が上記１日のうちの第２の時間とは異なる。
【０２５３】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第６の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１の側壁が少なくとも第１の側壁アパーチャを有し、
　第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光が第１の側壁アパーチャを通って空
間に入る。
【０２５４】
このような実施形態のいくつかの実施形態では、
　照明設備が少なくとも第１のスクリーンをさらに備え；
　第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光が第１のスクリーンを通過する。
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第６の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、第２のライトエンジンが空間内にある。
【０２５５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第６の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１の側壁が少なくとも第２の光出口表面を備え、
　照明設備に電気を供給するとき、光が第２の光出口表面から出る。
このような実施形態のうちのいくつかの実施形態では、［Ａ］、［Ｂ］、［Ｃ］、または
［Ｄ］（以下）のうちの少なくとも１つが満たされる：
　［Ａ］第１の側壁が少なくとも第１の発光素子を備え、
　　　　第１の側壁が少なくとも１つの光移送構造物を備え、および／または、
　　　　第１の側壁が少なくとも１つの光送信構造物を備え、
　［Ｂ］照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　　　　少なくとも第１の制御要素が、少なくとも、第１の光出口表面から出る光の輝度
および第２の光出口表面から出る光の輝度を独立して制御し、
　［Ｃ］照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　　　　少なくとも第１の制御要素が、少なくとも、第１の光出口表面から出る光のカラ
ーポイントおよび第２の光出口表面から出る光のカラーポイントを独立して制御し、ある
いは、
　［Ｄ］照明設備が少なくとも第１の制御要素をさらに備え、
　　　　少なくとも第１の制御要素が：
　　　　　側壁の少なくとも第１の部分から出る光の輝度、
　　　　　第１のライトエンジンから出る光のカラーポイント、および
　　　　　第２のライトエンジンから出る光のカラーポイント
　　　　のうちの少なくとも１つ制御する。
【０２５６】
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　本発明の主題による第７の態様によると、照明設備が提供され、照明設備が：
　第１の側壁；および
　少なくとも第１の制御要素
を備え、
　第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり、
　第１のライトエンジンが、第１のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を第１の
側壁を通過させて空間の中に入れるように、位置決めされて方向付けられ、
　少なくとも第１の制御要素が：
　　（１）側壁の第１の部分から出る光の輝度および側壁の第２の部分から出る光の輝度
を独立して制御し、ならびに／あるいは
　　（２）側壁の第１の部分から出る光のカラーポイントおよび側壁の第２の部分から出
る光のカラーポイントを独立して制御する。
【０２５７】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第７の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、第１の制御要素が、１日のうちの時間に基づいて（例えば、繰り返しの２４時間サイク
ルに従う）、側壁の第１の部分から出る光の輝度および側壁の第２の部分から出る光の輝
度を調整するように構成される。
【０２５８】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第７の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、第１の制御要素が、１日のうちの時間に基づいて（例えば、繰り返しの２４時間サイク
ルに従う）、側壁の第１の部分から出る光のカラーポイントおよび側壁の第２の部分から
出る光のカラーポイントを調整するように構成され、（１）１日のうちの第１の時間にお
いて側壁の第１の部分から出る光のカラーポイントが、１日のうちの第２の時間において
側壁の第１の部分から出る光のカラーポイントとは異なり、（２）１日のうちの第１の時
間において側壁の第２の部分から出る光のカラーポイントが、１日のうちの第２の時間に
おいて側壁の第２の部分から出る光のカラーポイントとは異なり、（３）１日のうちの第
１の時間における側壁の第１のポイントから出る光のカラーポイントが、１日のうちの第
１の時間における側壁の第２の部分から出る光のカラーポイントとは異なる。
【０２５９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第７の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
、第１の制御要素が、１日のうちの時間に基づいて（例えば、繰り返しの２４時間サイク
ルに従う）、側壁の第１の部分から出る光の輝度およびカラーポイントと、側壁の第２の
部分から出る光の輝度およびカラーポイントとを調整するように構成される。
【０２６０】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第７の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
：
　第１の側壁が少なくとも第１の側壁アパーチャを有し、
　第１のライトエンジンから出る少なくとも一部の光が第１の側壁アパーチャを通って空
間に入る。
【０２６１】
このような実施形態のいくつかの実施形態では、
　照明設備が少なくとも第１のスクリーンをさらに備え；
　第１のライトエンジンから出る少なくとも一部の光が第１のスクリーンを通過する。
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第７の態様による照明設備のいくつかの実施形態では
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：
　第１の側壁が少なくとも上記第１のライトエンジンを備え、
　第１の側壁が少なくとも１つの光移送構造物を備え、および／または
　第１の側壁が少なくとも１つの光送信構造物を備える。
【０２６２】
　本発明の主題の第８の態様が光を供給するための方法を対象とし、この方法が：
　照明設備に電気を提供することであって、照明設備が：
　　少なくとも１つの第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジン、ならびに
　　第１の側壁を
　を備え
　　第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．３８）、
（０．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有
する四辺形エリア内（また、いくつかの実施形態では、（０．３２、０．３１）、（０．
３０、０．３３）、（０．１５、０．１７）、および（０．１７、０．１４）のｘ、ｙ座
標を有する頂点を有する四辺形エリア内）にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する
光が、第１の光出口表面を通って第１のライトエンジンから出て、
　　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．２９）、
（０．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４
０、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリ
ア内（また、いくつかの実施形態では、（０．３０、０．３４）、（０．３０、０．３０
）、（０．３９、０．３６）、（０．４５、０．３９）、（０．４７、０．４３）、（０
．４０、０．４１）および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエ
リア内）にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、第２のライトエンジンから
出て、
　　第１の側壁が空間を画定し、
　　少なくとも第１の光出口領域が空間の境界のところにあり、
　　第１のライトエンジンが、第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を空間の少
なくとも一部を通過させて第１の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされ
て方向付けられ、
　　第２のライトエンジンが、第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を第１
の光出口領域を通して空間から出すように、位置決めされて方向付けられる
ことを含む。
【０２６３】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第８の態様による方法のいくつかの実施形態では、こ
の方法が、第１のライトエンジンから出力される光の輝度を調整し、および／または第２
のライトエンジンから出力される光の輝度を調整することを任意選択でさらに含むことが
でき、その結果、物体が、１日のうちの第１の部分において３００ルクスの照度で少なく
とも０．３のＣＳ値、ならびに１日のうちの第２の部分において２００ルクスの照度で０
．１５未満のＣＳ値（および／または、３００ルクスの照度で０．２未満のＣＳ値）を提
供する光を受け取る。
【０２６４】
　本発明の主題の第９の態様が光を供給する方法を対象にし、この方法が：
　第１のライトエンジンを基準として第２のライトエンジンを移動させることであって、
第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備える、ことと、
　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．３８）、（０
．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有する
四辺形エリア内（また、いくつかの実施形態では、（０．３２、０．３１）、（０．３０
、０．３３）、（０．１５、０．１７）、および（０．１７、０．１４）のｘ、ｙ座標を
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有する頂点を有する四辺形エリア内）にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光を
、第１のライトエンジンから第１の光出口表面を通して出力することと、
　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．２９）、（０
．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４０、
０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア内
（また、いくつかの実施形態では、（０．３０、０．３４）、（０．３０、０．３０）、
（０．３９、０．３６）、（０．４５、０．３９）、（０．４７、０．４３）、（０．４
０、０．４１）および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア
内）にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光を、第２のライトエンジンから出力
することと、
を含み、
　第１の光出口表面から出る光の少なくとも一部の光が、空間の少なくとも一部分を通過
し、第１の光出口領域を通って空間から出て、
　第２のライトエンジンから出る光の少なくとも一部の光が、第１の光出口領域を通って
空間から出る。
【０２６５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第９の態様による方法のいくつかの実施形態では、
　第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンが、上記空間を画定する第１の側壁
をさらに備える照明設備内にある。
【０２６６】
　本発明の主題の第１０の態様が光を供給する方法を対象とし、この方法が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンから光を出力することで
あって、少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンが照明設備内にあ
る、こと
を含み、
　第１のライトエンジンから出力される光が所与の照度で第１のＣＳ値を提供し、
　第２のライトエンジンから出力される光が同じ照度で第２のＣＳ値を提供し、
　第１のＣＳ値が第２のＣＳ値とは異なる。
【０２６７】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１０の態様による方法のいくつかの実施形態では：
　第１のライトエンジンから出力される光が第１のカラーポイントであり、
　第２のライトエンジンから出力される光が第２のカラーポイントであり、
　第１のカラーポイントが第２のカラーポイントから離間される。
【０２６８】
　本発明の主題の第１１の態様が、被験者（例えば、人間の）生物学的メラトニンレベル
に影響を与える方法を対象とし、この方法が、本発明の主題による照明設備（本明細書で
説明されるものであり、限定しないが、第１、第２、第４、第５、第６、および第７の態
様による照明設備を含む）から出力される光に対して被験者を露出することを含む。
【０２６９】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１１の態様による方法のいくつかの実施形態では、
この方法が、３００ルクスの照度で少なくとも０．３のＣＳ値を上記被験者内に提供する
ことを目的として、照明設備（例えば、本発明の主題による照明設備）から出力される光
に対して被験者を露出することを含む。
【０２７０】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１１の態様による方法のいくつかの実施形態では、
この方法が、１日のうちの一部分において、３００ルクスの照度で少なくとも０．３のＣ
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Ｓ値を上記被験者内に提供することを目的として、照明設備（例えば、本発明の主題によ
る照明設備）から出力される光に対して被験者を露出することと、１日のうちの別の部分
において、０．３未満のＣＳ値（例えば、３００ルクスの照度で、および／または、２０
０ルクスの照度で０．２５未満のＣＳ値（一部の事例では０．２未満））を上記被験者内
に提供することを目的として上記照明設備から出力される光に対して上記被験者を露出す
ることと、を含む。
【０２７１】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１１の態様による方法のいくつかの実施形態では、
この方法が、１日のうちの一部分において、３００ルクスの照度で少なくとも０．３のＣ
Ｓ値を上記被験者内に提供することを目的として、照明設備（例えば、本発明の主題によ
る照明設備）から出力される光に対して被験者を露出することと、１日のうちの別の部分
において、２００ルクスの照度で０．１５未満（および／または、３００ルクスの照度で
０．２未満）のＣＳ値を上記被験者内に提供することを目的として上記照明設備から出力
される光に対して上記被験者を露出することと、を含む。
【０２７２】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題の第１１の態様による方法のいくつかの実施形態では、
この方法が、１日のうちの少なくとも第１の部分において、３００ルクスの照度で少なく
とも０．３のＣＳ値を上記被験者内に提供することを目的として、照明設備（例えば、本
発明の主題による照明設備）から出力される光に対して被験者を露出することと、１日の
うちの少なくとも第２の部分において０．１５未満のＣＳ値を上記被験者の中に提供する
ことを目的として上記照明設備から出力される光に対して露出することと、を含み、１日
のうちの第２の部分において出力されるルーメンが、１日のうちの第１の部分において出
力されるルーメンの少なくとも５０％（また、いくつかの実施形態では、少なくとも６０
％、７０％、８０％、または９０％）を含む。
【０２７３】
　よく知られているように、日光のＣＣＴまたは色は、１日が進むにつれて、季節が変わ
るのにつれて、天候などを理由として、変化する。上の２つのセンテンスで説明した実施
形態のうちのいくつかの実施形態では、第１のライトエンジンから出る光のＣＣＴ（ＣＣ
Ｔ１）が第２のライトエンジンから出る光のＣＣＴ（ＣＣＴ２）とは異なり、それにより
、照明設備から出る全体の光のＣＣＴが、少なくとも、第１のライトエンジンからのＣＣ
Ｔ１の寄与と、第２のライトエンジンからのＣＣＴ２の寄与とを含む。このような実施形
態では、日中のＣＣＴの変化が、「空」（第１のライトエンジン）からの光の寄与に対す
る、「太陽」（第２のライトエンジン）からの光の寄与の比を変化させることにより、達
成され得る。
【０２７４】
　やはりよく知られているように、太陽の色および日光の空部分の色は、１日が進むにつ
れて、季節が変わるにつれて、天候などを理由として、変化する。上述の実施形態のいく
つかの実施形態では、第１のライトエンジンから出る光のＣＣＴ（ＣＣＴ１）が、その制
作時に、その出力を独立して制御されるような少なくとも２つの異なる色の発光源を含む
ことにより、調整可能となるように作られ得る。同様に、第２のライトエンジンから出る
光のＣＣＴ（ＣＣＴ２）が、その制作時に、その出力を独立して制御されるような少なく
とも２つの異なる色の発光源を含むことにより、調整可能となるように作られ得る。
【０２７５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題による照明設備のいくつかの実施形態では：
　第１のライトエンジン（または、その任意の部分）から出る光、
　第２のライトエンジン（または、その任意の部分）から出る光、ならびに／あるいは
　側壁から出る光
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の色および／または輝度が、自動で（例えば、１日のパターンに従うか、月のパターンに
従うか、感知される条件に基づくかなどにより、プログラムされる）、またはユーザによ
り手動で（例えば、無線でまたは有線接続を介して信号を提供する制御装置にコマンドを
入力することにより）、経時的に（例えば、１日が進むにつれて）変更され得る。例えば
、プログラム可能な相関色温度および／または強度の設定を有する色変化ＬＥＤテクノロ
ジーがこれらの目的のために採用され得る。
【０２７６】
　１つの構成要素（例えば、第１のライトエンジン）から出る光の色および／または輝度
が、別の構成要素（例えば、第２のライトエンジンまたは側壁）から出る光の色および／
または輝度から独立して、制御され得る。
【０２７７】
　第１の光出口表面を備える１つまたは複数の側壁を備えるいくつかの実施形態では、側
壁の種々の部分から出る光が１日が進むにつれて調整され得（例えば、箱形状の側壁を用
い、ここでは一方側が、朝の時間においてより強く光を当てられ得、夕方の時間において
より弱く光を当てられ得、反対側が、朝の時間においてより弱く光を当てられ得、夕方の
時間においてより強く光を当てられ得、それにより、日中の太陽の動きの外観を提供する
かまたは強化する）。
【０２７８】
　上で考察したように、よく知られているように、（２つ以上の）それぞれの異なる色相
の光を放射する光源が、所望の色相を有する光の混合物を発生させるように組み合わされ
得る。本明細書で説明される任意の光が、異なるカラーポイントであってよい光の２つ以
上の部分の混合物として提供され得る。例えば、第１のライトエンジン（および／または
第２のライトエンジン、ならびに／あるいは任意の他のライトエンジン）が、２つ以上の
それぞれのカラーポイントの光を放射する複数のＬＥＤを備えることができる。２つ以上
のそれぞれのカラーポイントの光を放射する２つ以上の発光素子を備えるライトエンジン
が、それぞれの異なるカラーポイントの光を放射する２つ以上の発光素子の各々からの寄
与を変化させることにより、一定範囲のカラーポイントにわたって調節され得る。
【０２７９】
　本発明の主題による照明設備のいくつかの実施形態が制御要素を備え、この制御要素（
または、制御要素の各々）が以下のうちの１つまたは複数を制御することができる：
　側壁（含まれる場合）の少なくとも第１の部分から放射される光の輝度、
　側壁（含まれる場合）の少なくとも第２の部分から放射される光の輝度、
　第１のライトエンジンから放射される光の輝度、
　第２のライトエンジン（含まれる場合）から放射される光の輝度、
　側壁（含まれる場合）の少なくとも第１の部分から放射される光のカラーポイント、
　側壁（含まれる場合）の少なくとも第２の部分から放射される光のカラーポイント、
　第１のライトエンジンから放射される光のカラーポイント、および
　第２のライトエンジン（含まれる場合）から放射される光のカラーポイント。
【０２８０】
　複数の発光素子を備える光源の第１の代表的な実施形態として、第１のライトエンジン
が第１のＬＥＤおよび第２のＬＥＤを備えることができ、ここでは、第１のＬＥＤが第１
のカラーポイントの光を放射し、第２のＬＥＤが第２のカラーポイント（第１のカラーポ
イントとは異なる）の光を放射し、第１のＬＥＤによって放射される光と第２のＬＥＤに
よって放射される光の混合物である、第１のライトエンジンから出力される光が、第２の
ＬＥＤからの寄与に対しての第１のＬＥＤからの寄与を変更することにより調整され得る
（第１のカラーポイントから第２のカラーポイントまで延在するタイラインに沿う任意の
ポイントまで）。
【０２８１】
　複数の発光素子を備える光源の第２の代表的な実施形態として、第１のライトエンジン
が第１のＬＥＤ、第２のＬＥＤ、および第３のＬＥＤを備えることができ、ここでは、第
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１のＬＥＤが第１のカラーポイントの光を放射し、第２のＬＥＤが第２のカラーポイント
（第１のカラーポイントとは異なる）の光を放射し、第３のＬＥＤが第３のカラーポイン
ト（第１および第２のカラーポイントとは異なる）の光を放射し、第１のＬＥＤによって
放射される光と、第２のＬＥＤによって放射される光と、第３のＬＥＤによって放射され
る光との混合物である、第１のライトエンジンから出力される光が、互いを基準とした、
第１のＬＥＤ、第２のＬＥＤ、および第３のＬＥＤからの寄与を変更することにより調整
され得る（第１、第２、および第３のカラーポイントをその頂点として有するエリア内の
任意のポイントまで）。
【０２８２】
　２つ以上のそれぞれの光源からの光が任意適切な手法で混合され得、例えば、それぞれ
の光源のうちの１つ以上の光源からの光が、等しいまたは異なる光移送要素、光送信要素
などを任意選択で通って移動することができる。
【０２８３】
　２つ以上のそれぞれのカラーポイントの光を放射する発光素子を備え、それぞれのカラ
ーポイントの光のそれぞれの寄与が調整され得るような、光源の代表的な例には、ノース
カロライナ州、ダラム、Ｃｒｅｅ，Ｉｎｃ．から入手可能であるＴｒｕｅＷｈｉｔｅ　ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙの製品が含まれる。
【０２８４】
　２つ以上のそれぞれのカラーポイントの光を放射する発光素子を備えるライトエンジン
を提供することにより、このようなライトエンジンにより、例えば、図１、図２、および
図３に描かれるそれぞれの領域内にある複数のポイントである（これは例えば、図１、図
２、および図３に描かれるそれぞれの領域内のポイントのうちの一部またはすべて）、多
様なカラーポイントの光の混合物を放射することが可能であり、これが、このようなライ
トエンジン内の複数の発光素子の各々のから寄与を変更することによってなされる。
　本発明の主題の第１の態様または第２の態様による照明設備の代表的な実施例が：
　エッジリットフラットパネル（ｅｄｇｅ－ｌｉｔ　ｆｌａｔ　ｐａｎｅｌ）（例えば、
第１のライトエンジンとして、青色発光ＬＥＤ（例えば、４７５ｎｍの主波長を有する光
を放射する青色ＬＥＤ）および白色発光ＬＥＤ（例えば、約５０００Ｋの相関色温度を有
する光を放射するＬＥＤ）を備える、例えば、ノースカロライナ州、ダラム、Ｃｒｅｅ，
Ｉｎｃ．から入手可能であるＥｓｓｅｎｔｉａ　ｆｌａｔ　ｐａｎｅｌ）、および、
　第２のライトエンジンとして、クールホワイトの発光ＬＥＤ（例えば、約６５００Ｋの
相関色温度を有する光を放射するＬＥＤ）およびウォームホワイトの発光ＬＥＤ（例えば
、約３０００Ｋの相関色温度を有する光を放射するＬＥＤ）を備える、図１８による、バ
ックリットライトの箱（ｂａｃｋ－ｌｉｔ　ｌｉｇｈｔ　ｂｏｘ）を備える４つの側壁
を備える。
【０２８５】
　図２８が、第１のライトエンジン（「空」）の制作で使用される２つの種類のＬＥＤの
代表的な実施例によって放射される光と、ＣＩＥ１９３１色度図の一部分上にプロットさ
れる、第２のライトエンジン（「太陽」）の制作で使用される２種類のＬＥＤによって放
射される光と、のカラーポイントを示す。各ＬＥＤの種類に対して、複数のデータポイン
トが図２８に示されており、各ポイントがＬＥＤに供給される多様なパワーに対応する。
図２８にはさらに、天窓全体の４つの設定のためのカラーポイントが示されており、ここ
では、４つのＬＥＤの種類の各々に対してのパワーが、１つのユニットとして天窓により
、所望の輝度、色、および視覚的外観を提供することになるように、調整される。これら
の４つの設定は約３２００Ｋから５２００ＫのＣＣＴ値に対応し、これは１日のうちの多
様な時間に天窓の視覚的インプレッションを提供することを意図され、実際にそれを行う
。
【０２８６】
　表１が、４つのＬＥＤの種類の各々に提供される電力を含めた、４つの天窓の設定のた
めの関連の特性をまとめている。
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【０２８７】
【表１】

【０２８８】
表１および図２８の結果は積分球で測定されたものである。
　図２８に示される、この事例では、天窓によって提供される光がＢＢＬ（黒体軌跡）の
わずかに下方の白色のカラーポイントを有するように調整されている。いくつかの実施形
態では、提供される光の色がＢＢＬの上方にあってもよく、ＢＢＬ上にあってもよく、ま
たはＢＢＬの下方にあってもよい。
【０２８９】
　この事例では４つのＬＥＤの種類が使用されていることから、所与のカラーポイントを
有する光を提供するのに使用され得る解決策（つまり、供給されるパワーのセット）が一
般には複数存在する。したがって、表１に列記されるパワーは多くの可能性のあるセット
のうちの１つのセットであり、他のセットが所望される可能もある（例えば、ＣＲＩ、効
率、または空の青さを最大にするために）。
【０２９０】
　プリセットの数は４つのみに限定されない。適切な制御を用いて、４つのＬＥＤの種類
によって画定される色域内にある可能性のあるカラーポイントの数は実質的に制限されな
い。
　他の実施形態では、ＬＥＤの種類の数は４つより多くてもよい。
【０２９１】
　好適な実施形態では、太陽のライトエンジンが３つ（または、それより多くの）ＬＥＤ
の種類を備えることができ、その結果、太陽のライトエンジンから放射される光が二次元
の色空間内で正確に制御され得るようになる（例えば、任意の達成可能なＣＣＴ値におい
てＢＢＬ上に留まらせる）。
【０２９２】
　他の実施形態では、選択されるＬＥＤの種類の色域は図２８で示されているよりも大き
くてもよく、その結果、それに対応して、達成可能であるＣＣＴ／色範囲が大きくなる。
具体的には、限定しないが、ＢＳＹ＋ＢＳＹ＋ＲＤＯの組み合わせなどを含めた、太陽の
ライトエンジン内のウォームホワイトのＬＥＤの選択肢が、Ｃｒｅｅ　Ｔｒｕｅ　Ｗｈｉ
ｔｅの設備などで見ることができる（「ＢＳＹ」および「ＲＤＯ」は後で定義する）。例
えば、非常に低いＣＣＴ（＜２７００Ｋ）を有することができる、夕日の周りの自然な光
に類似するカラーポイントを有する光を天窓設備により提供するのを可能にすることが所
望される可能性がある。
【０２９３】
　「ＢＳＹ」は、以下のうちの一方または両方の範囲内にポイントを画定するｘ、ｙ色度
座標（１９３１ＣＩＥ色度図上）を有する光として定義される：
　１９３１ＣＩＥ色度図上での、第１、第２、第３、第４、および第５の線分によって囲
まれる第１のエリアであって、第１の線分が第１のポイントを第２のポイントに接続し、
第２の線分が第２のポイントを第３のポイントに接続し、第３の線分が第３のポイントを
第４のポイントに接続し、第４の線分が第４のポイントを第５のポイントに接続し、第５
の線分が第５のポイントを第１のポイントに接続し、第１のポイントが０．３２、０．４
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０のｘ、ｙ座標を有し、第２のポイントが０．３６、０．４８のｘ、ｙ座標を有し、第３
のポイントが０．４３、０．４５のｘ、ｙ座標を有し、第４のポイントが０．４２、０．
４２のｘ、ｙ座標を有し、第５のポイントが０．３６、０．３８のｘ、ｙ座標を有する、
エリア；ならびに、
　１９３１ＣＩＥ色度図上での、第６、第７、第８、第９、および第１０の線分によって
囲まれる第２のエリアであって、第５の線分が第５のポイントを第６のポイントに接続し
、第７の線分が第７のポイントを第８のポイントに接続し、第８の線分が第８のポイント
を第９のポイントに接続し、第９の線分が第９のポイントを第１０のポイントに接続し、
第１０の線分が第１０のポイントを第６のポイントに接続し、第６のポイントが０．２９
、０．３６のｘ、ｙ座標を有し、第７のポイントが０．３２、０．３５のｘ、ｙ座標を有
し、第８のポイントが０．４１、０．４３のｘ、ｙ座標を有し、第９のポイントが０．４
４、０．４９のｘ、ｙ座標を有し、第１０のポイントが０．３８、０．５３のｘ、ｙ座標
を有する、エリア（１９７６ＣＩＥ色度図では、第６のポイントが０．１７、０．４８の
ｕ’、ｖ’座標を有し、第７のポイントが０．２０、０．４８のｕ’、ｖ’座標を有し、
第８のポイントが０．２２、０．５３のｕ’、ｖ’座標を有し、第９のポイントが０．２
２、０．５５のｕ’、ｖ’座標を有し、第１０のポイントが０．１８、０．５５のｕ’、
ｖ’座標を有する）。
【０２９４】
　「ＲＤＯ」は、６００ｎｍから６３０ｎｍの間の主波長で放射される光に対応する赤色
～橙色として定義される。
【０２９５】
　上述したように、図２９が本発明の主題による人工天窓の実施形態の写真であり、ここ
では、空（「第１のライトエンジン」）がカラーポイント（０．３１３５、０．３２２７
）を有し、太陽（「第２のライトエンジン」）がカラーポイント（０．３４５１、０．３
５１６）を有し、図３０が本発明の主題による人工天窓の実施形態の写真であり、ここで
は、空（「第１のライトエンジン」）がカラーポイント（０．２３８３、０．２４７２）
を有し、太陽（「第２のライトエンジン」）がカラーポイント（０．３４５１、０．３５
１６）を有する。図２９および図３０が、従来の天窓の問題を回避し、従来の天窓によっ
て提供される利益を提供する、人工天窓（つまり、天窓のように見える）である本発明の
主題による実施形態を示す。図２９および３０に示される実施形態の各々で、第１のライ
トエンジンが空に類似し（例えば、第１のライトエンジンの表面が観察者にとって空のよ
うに見える）、第２のライトエンジンから出る光が、太陽によって放射される（太陽から
受け取られる）光の特性に類似する特性を有する。したがって、図２９および３０に示さ
れる人工天窓は、漏水を回避または低減しながら（従来の天窓などの他のデバイスと比較
して）光を供給する能力（住宅建築物、商業建築物、他の建築物、および他の構造物に）
を提供することと、低熱損失を実現することと、曇りの日または荒天の日に光を提供する
ことと、設置を単純化することと、設置能力を提供することと（例えば、例として、複数
階構造物の１階、または屋根が天井からから長い距離で離間されるような建築物などの、
天窓を設置することが厄介であるかまたは不可能であるようなロケーションにおいて）、
デバイスから出て、オフィス、部屋、または任意の他の空間に入る光を制御する能力を提
供すること（例えば、照明設備から出る光の輝度および／または色を制御する）と、が可
能である。加えて、図２９および３０に示される人口天窓は、洗浄を単純化することがで
きる（例えば、従来の天窓と比較して、図２９および３０に示される天窓はより容易にア
クセスされ得、および／または天窓を設置しているところの構造物から取り外され得る）
。
【０２９６】
　本明細書で開示される任意の照明設備は、所望される場合、１つまたは複数の発光材料
を備えることができる。発光材料は、励起放射線の供給源によって励起されるときに応答
放射線（例えば、可視光線）を放射する材料である。多くの例で、応答放射線が、励起放
射線の波長（または、色相）とは異なる波長（または、色相）を有する。当業者であれば
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、所望のピーク発光波長および／または主発光波長を、あるいは所望の色相を、有する光
を放射する多様な発光材料に精通しており、容易に入手することができ、所望される場合
、このような発光材料のうちの任意の発光材料、またはこのような発光材料の任意の組み
合わせが、採用され得る。
【０２９７】
　発光材料の１つの種類は蛍光体であり、蛍光体は容易に入手可能であり、当業者にはよ
く知られている。発光材料の他の例には、シンチレータ、デイグローテープ（ｄａｙ　ｇ
ｌｏｗ　ｔａｐｅ）、紫外線光を当てられるときに可視スペクトルで光るインクが含まれ
る。
【０２９８】
　当業者であれば、よく知られた範囲内の発光波長（主波長またはピーク波長）を有する
光を放射する多様な発光材料に精通しており、容易に入手することができ、本発明の主題
に従って、このような発光材料のうちの任意の発光材料、またはこのような発光材料の任
意の所望の組み合わせが、採用され得る。
【０２９９】
　本発明の主題で採用され得る発光材料のいくつかの非限定の代表的な例には、セリウム
ドープイットリウムアルミニウムガーネット（別名「ＹＡＧ：Ｃｅ」または「ＹＡＧ」）
、ＣａＡｌＳｉＮ：Ｅｕ２＋（別名「ＣＡＳＮ」または「ＢＲ０１」）、ＢＯＳＥ、量子
ドット、窒化物蛍光体（（Ｓｒ，Ｃａ）ＳｉＡｌＮ３：Ｅｕ２＋など）、および狭帯域の
蛍光体（Ｋ２ＳｉＦ６：Ｍｎ４＋など）が含まれる。
【０３００】
　含まれる場合の発光材料は任意適切な形態であってよい。例えば、発光要素が、シリコ
ーン材料などの樹脂（つまり、高分子基質）、エポキシ材料、ガラス材料、または金属酸
化物材料に埋設され得、および／または樹脂の１つまたは複数の表面に付着され得る。
【０３０１】
　上述したように、本発明の主題の第１の態様によると、照明設備（人口天窓）が提供さ
れ、ここでは、第１のライトエンジンの少なくとも一部分が空に類似し（例えば、第１の
ライトエンジンの表面が観察者にとって空のように見える）、第２のライトエンジンから
出る光が、太陽によって放射される（太陽から受け取られる）光の少なくとも一部分の特
性に類似する１つまたは複数の特性を有する。
【０３０２】
　本発明の主題による照明設備の特性は多種多様な手法で評価され得る。本発明の主題に
よる照明設備を評価するための手法の１つの例は、複数の試験被験者（「観測者」、つま
り、人間であり、例えば一度に１０人）が、本発明の主題による照明設備を観察すること
、（および、任意選択で、同時にまたは順番に）別の照明設備および／または従来の天窓
を観察すること、ならびに、例えば以下のような複数の特性の各々に関して各試験被験者
からスコア（後で示されるそれぞれのスケールで））を得ること、が可能である：
　［Ａ］影：（ｉ）直接的な、および（ｉｉ）壁の近くの試験被験者の手により映される
、壁上の影の外観；太陽の存在の視覚的な合図である直射日光による鋭利な影；拡散器を
備える天窓が発生させるより落ち着いたより一様な影－スケール：１（明確に人工的であ
る）；４（普通の天窓のようである）；２および３（１から４の間であり、２がより人工
的である）、
　［Ｂ］太陽の強さ；太陽が当たる場所と、特には壁を見るときの全体の周囲光との間の
輝度のコントラストによって作られる光の指向性のインプレッション；直射日光は強く、
高い指向性を有し、天窓または窓を通して入ってくるときにコントラストを作る－スケー
ル：１（明確に人工的である）；４（ちょうど普通の天窓のようである）；２および３（
１から４の間であり、２がより人工的である）、
　［Ｃ］壁上の光の一様性：天窓が異なる指向性を有する２つの色を有する場合、照明さ
れる空間のいくらかの程度の色の非一様性が回避不可である；目立つ？、邪魔である？；
自然光は、常にというわけではないが、通常、良好な色の一様性を実現する－１（明確に
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人工的である）；４（ちょうど普通の天窓のようである）；２および３（１から４の間で
あり、２がより人工的である）、
　［Ｄ］グレア：多様な位置から天窓を直接見る場合の基準の快適レベル；直射日光は本
来は非常に眩しいが、照明設備からはあまり眩しくなく、それにより天窓がより広範囲に
配備可能となる、ということが前提となる－スケール：１（許容可能）；－１（許容不可
）、
　［Ｅ］青空の深さ（Ｓｋｙ　Ｂｌｕｅ　Ｄｅｐｔｈ）：天窓を直接見るときの空の成分
の離れた起源の青色の外観および感知；実際の空からの光を使用する天窓では、垂直方向
のオープンスペースがしばしば使用され、拡散器を用いる場合でもその下方で空の色を見
ることができる－スケール１：（感知不可能）：４（ちょうど普通の天窓のようである）
；２および３（１から４の間であり、２がより感知不可能に近い）、
　［Ｆ］最初の／遅延の天窓のインプレッション：最初のインプレッションは重要である
：人によっては部屋の中に天窓が存在するかどうかに気付くのに時間がかからない；しか
し、人は約３０秒から数分にわたって照明条件に順応することから、これらの感知は変化
する可能性がある－スケール：１（明確に人工的である）；４（普通の天窓のようである
）；２および３（１から４の間であり、２がより人工的である）。
【０３０３】
　別の試験モデルでは、各観察者が複数の照明設備の各々を比較して評価することができ
、例えば、異なる３日（３つの異なる設備構成を評価するために）のうちの１日につき１
つの照明設備を評価し、ここでは各設備構成の各ライトエンジンの輝度を特定の値に設定
し、各ライトエンジンの相関色温度を特定の値に設定する。各々の試験において、各観察
者が約１０分間一人で部屋の中に入っていてよく、その時間の後、観察者がその設備構成
の複数の特性の各々をランク付けすることができ、三日目に各観察者がすべての３つの設
備構成の自分のランキングを精査することができ、任意の所望の調整を行うことができる
。各照明設備の設備構成のための代表的な比較試験として、観察者がスケール１から４ま
での評価を行うことを求められ得る（１は「明確に人工的であり、決して天窓ではない」
；２は「天窓と比較してより人工的な光に見える」；３は「人工的な光よりは天窓のよう
に見える」；４は「ちょうど普通の天窓のようである」）、これは以下の特性の各々のた
めのものである：
　［Ａ］部屋の中の照明をどのように感じるか？
　［Ｂ］入口の近くで、照明が天窓に類似しているかどうかを評価する、
　［Ｃ］椅子に座って上方を見ないとき、照明が天窓に類似するかどうかを評価する、
　［Ｄ］自由に移動して光を見上げるとき、照明が天窓に類似するかどうかを評価する、
　［Ｅ］影（壁または物体の上に映される）が天窓からの影に類似しているか？
　［Ｆ］光が、太陽の強さを有する光に類似する光を有するか？
　［Ｇ］壁上の色の一様性が、天窓からの光の一様性に類似するか？
　［Ｈ］照明設備の第１のライトエンジンがその色および強さにおいて青空に類似するか
？
【０３０４】
　各特性（［Ａ］～［Ｈ］）において、観察者の中から平均が計算され得る（および／ま
たは、任意の他の統計解析が実施されてもよく、例えば、１つまたは複数の高いスコアお
よび低いスコアを取り除くこと、標準偏差、など）。
【０３０５】
　加えて、観察者が、「許容可能」または「許容不可」として照明設備からのグレアを特
徴付けるように求められ得る。
【０３０６】
　加えて、各観察者が、自分のオフィスで照明設備を使用することになるかどうかを質問
され得る（「はい」、「いいえ」、または「わからない」）。
【０３０７】
　加えて、各観察者が、自分の家で照明設備を使用することになるかどうかを質問され得
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【０３０８】
　加えて、各観察者が、部屋の中の他の照明と比較して部屋の中の照明をどのように感じ
ているかの状態を質問され得る（例えば、いかなる違いがあるか、光がより良いか、より
悪いか、天窓により多くの光があるか、より高いグレアを有するか、など）。
【０３０９】
　このような試験から記録された値の間の関係は興味深いものとなり得る。例えば、［Ｃ
］からの値より大幅に低い［Ｄ］からの値（例えば、１以上、例えば、１．２、または１
．３）が、第１のライトエンジンからの青空が好ましいが、第２のライトエンジンを直接
見ることがこのような好ましい視点を大幅に損ねる。
【０３１０】
　下記は、第１のライトエンジン（「１ｓｔ」）および第２のライトエンジン（「２ｎｄ

」）を各々備える種々の組み合わせを示す表であり、加えて垂直方向の照度（「ｖ」）お
よび水平方向の照度（「ｈ」）のそれぞれのルクス値も示しており、ここでは、水平方向
および垂直方向の照度をほぼ一定にするように輝度が調整される。照度測定はＫｏｎｉｃ
ａ－Ｍｉｎｏｌｔａ　Ｔ１０の照度計を用いて実施した。水平方向の照度が、地面から０
．７６ｍ（２．５フィート）の概略のテーブル面のところで天井に平行な表面上で、照明
設備の真下で測定された。垂直方向の照度が、地面から１．５２ｍ（５フィート）の高さ
で、天井に対して垂直な表面上で測定された。第１および第２のライトエンジンの設備構
成は図７に示される実施形態に類似し、２．４ｍ（８’）の高さの天井の中に設置した。
第１のライトエンジン内の複数のＬＥＤストリングに供給されたパワーが、第１のライト
エンジンにより、（１）３０００Ｋの相関色温度を有する光を放射する（１０１ルクスの
垂直方向の照度および２２０ルクスの水平方向の照度を有する）、（２）４０００Ｋの相
関色温度を有する光（９８ルクスの垂直方向の照度および２１０ルクスの水平方向の照度
）、（３）５０００Ｋの相関色温度を有する光を放射する（１０２ルクスの垂直方向の照
度および２１９ルクスの水平方向の照度を有する）、（４）６０００Ｋの相関色温度を有
する光を放射する（１０２ルクスの垂直方向の照度および２２０ルクスの水平方向の照度
を有する）、（５）９３００Ｋの相関色温度を有する光を放射する（１０２ルクスの垂直
方向の照度および２２１ルクスの水平方向の照度を有する）、（６）１７，０００Ｋの相
関色温度を有する光を放射する（１０３ルクスの垂直方向の照度および２２３ルクスの水
平方向の照度を有する）、ように、選択される。第２のライトエンジン内の２つのＬＥＤ
ストリングに供給されるパワーは、第２のライトエンジンにより、（１）５０００Ｋの相
関色温度を有する光を放射する（９０１ルクスの垂直方向の照度および２３４ルクスの水
平方向の照度を有する）、（２）４０００Ｋの相関色温度を有する光を放射する（９２９
ルクスの垂直方向の照度および２３７ルクスの水平方向の照度を有する）、および（３）
３０００Ｋの相関色温度を有する光を放射する（９５５ルクスの垂直方向の照度および２
３５ルクスの水平方向の照度を有する）、ように、選択される。
【０３１１】
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【表２】

【０３１２】
　上記から分かるように、「＊ｖ」および「＊ｈ」により表２に示される好ましい結果は
表の右下側にある傾向にあり、これは、いくつかの実施形態では、空色（ＣＣＴ）が太陽
の色（ＣＣＴ）より青みがかっている（より高い）ことが有利であることを示している。
【０３１３】
　特に好ましい結果を提供する表２からの代表的な組み合わせには、１７，０００Ｋの第
１のライトエンジンおよび５０００Ｋの第２のライトエンジン；９０００Ｋの第１のライ
トエンジンおよび３０００Ｋの第２のライトエンジン；６０００Ｋの第１のライトエンジ
ンおよび３０００Ｋの第２のライトエンジン；９０００Ｋの第１のライトエンジンおよび
４０００Ｋの第２のライトエンジン；１７，０００の第１のライトエンジンおよび４００
０Ｋの第２のライトエンジン；５０００Ｋの第１のライトエンジンおよび３０００Ｋの第
２のライトエンジン；ならびに、１７，０００Ｋの第１のライトエンジンおよび３０００
Ｋの第２のライトエンジン、が含まれる。
【０３１４】
　本発明の主題の照明設備は拡大縮小可能である（つまり、照明設備または照明設備の任
意の部分のサイズが、任意の程度で拡大または縮小されることにより、修正され得る）。
例えば、大型の（または、非常に大きい）照明設備は、１つまたは複数の構成要素のサイ
ズを増大させることによりならびに／あるいは構成要素の数を増やすことにより、作られ
得る（例えば、ダイレクトリットパネルのアレイおよびダウンライトのアレイを提供する
、など）。本発明の主題の拡大縮小可能性を考慮すると、輝度（例えば、提供されるルク
スおよび／またはルーメンの品質）も同様に拡大縮小可能であり、したがって実質的に制
限がない。
【０３１５】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、第２のライトエンジン
が第１のライトエンジンおよび／または側壁を基準として移動可能である。このような実
施形態のいくつかの実施形態では、照明設備が、第１のライトエンジンおよび／または側
壁を基準として、第２のライトエンジンを移動させるように、および／または第２のライ
トエンジンの幾何学的配置を変化させるように（例えば、第２のライトエンジンを保持す
るように構成される支持体を移動させ、および／またはその幾何学的配置を変化させるこ
とにより）、構成されるモータをさらに備え、例えば、本発明の主題の第１の態様による
デバイスでは、１日が進むにつれておよび／または１年のうちで季節が変わるにつれて日
光の変化を模擬する（例えば、１日が進むにつれて太陽に起こる変化に類似するように、
第２のライトエンジンから出る光の少なくとも一部の角度を変化させる）。第１のライト
エンジンおよび側壁を基準として第２のライトエンジンが移動可能である実施形態では、



(66) JP 2020-515023 A 2020.5.21

10

20

30

40

50

このような移動が自動であってよく、および／または手動の入力であってよい（例えば、
使用者による）。
【０３１６】
　本明細書で説明される特徴のうちの任意の特徴を含むかまたは一切含まないいくつかの
実施形態を含めた、本発明の主題によるいくつかの実施形態では、照明設備が、少なくと
も、第１の導波管および／または第１のライトガイドをさらに備え、第２のライトエンジ
ンが第１の導波管および／または第１のライトガイドを基準として配置され、その結果、
第２のライトエンジンから出る光が第１の導波管（および／または、第１のライトガイド
）に入る。このような実施形態のいくつかの実施形態では、第１の導波管（および／また
は、第１のライトガイド）が第２のライトエンジンを基準として移動可能であり、それに
より、第２のライトエンジンを基準として第１の導波管（および／または、第１のライト
エンジン）の幾何学的配置および／または位置を変化させる。例えば、いくつかの実施形
態では、照明設備が、導波管ブラケット（第１の導波管を保持するように構成される）お
よび／またはライトガイドブラケット（第１のライトガイドを保持するように構成される
）、ならびに第２のライトエンジンを基準として第１の導波管（および／または、第１の
ライトガイド）の幾何学的配置および／または位置を変化させるように構成されるモータ
をさらに備える。
【０３１７】
　照明設備が少なくとも第１の導波管および／または第１のライトガイドを備えるいくつ
かの実施形態では、第１の導波管（および／または、第１のライトガイド）が、第２のラ
イトエンジンを基準とした第１の導波管（および／または、第１のライトガイド）の幾何
学的配置および／または位置を変化させるときに、第２のライトエンジンから出る少なく
とも一部の光の移動する方向を変化させるように構成される。
【０３１８】
　照明設備が少なくとも第１の導波管および／または第１のライトガイドを備えるいくつ
かの実施形態では、第２のライトエンジンを基準とした第１の導波管（および／または、
第１のライトガイド）の移動（幾何学的配置および／または位置の変化）が時間の経過に
対応し、例えば、第１の導波管（および／または、第１のライトガイド）を通過した後の
第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光の移動方向（例えば、放射の軸）が１
日が進むにつれて変化し、これが１日が進むにつれての太陽の移動と相互に関連する（ま
たは、模倣する）。
【０３１９】
　照明設備が少なくとも第１の導波管および／または第１のライトガイドを備え、第１の
導波管（および／または、第１のライトガイド）が第２のライトエンジンを基準として移
動可能であるような、実施形態では、このような移動が自動であってよいか、および／ま
たは手動の入力であってよい（例えば、ユーザによる）。
【０３２０】
　本発明の主題による照明設備は、天窓として、および／または壁洗浄照明（例えば、照
明設備から出る光の大部分を１つまたは複数の壁に当てるように、構成されるおよび／ま
たは方向付けられる照明設備）として、あるいはアクセントライティング（例えば、特定
のエリアまたは物体に対して大量の光を投射するように、構成されるおよび／または方向
付けられる照明設備）として、使用され得る。
【０３２１】
　本発明の主題による照明設備内の光源は任意適切な手法で電気を供給され得る。熟練し
た技術者であれば、光源に電気を供給するための多種多様な装置および／または構成要素
に精通しており、本発明の主題に関連して任意のこのような装置および／または構成要素
が採用され得る。本発明の主題による照明設備が任意適切な電源に電気的に接続され得（
または、選択的に接続され得）、当業者であればこのような多様な電源に精通している。
【０３２２】
　本発明の主題による照明設備は、所望される場合、任意適切な回路構成要素を有するこ
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とができ、例えば、照明設備内の任意の光源を通過する電流を供給および制御するための
ドライブエレクトロニクスを有することができる。当業者であれば、光源を通過する電流
を供給および制御するための多種多様な手法に精通しており、本発明の主題による照明設
備では任意のこのような手法が採用されてよい。例えば、このような回路が、少なくとも
１つの接点、少なくとも１つのリードフレーム、少なくとも１つの電流調整器、少なくと
も１つの出力制御装置、少なくとも１つの電圧制御装置、少なくとも１つのブースト、少
なくとも１つのコンデンサ、および／または少なくとも１つのブリッジ整流器を有するこ
とができ、当業者であればこのような構成要素に精通しており、所望されるいかなる電流
特性にも合わせるように適切な回路を容易に設計することができる。
【０３２３】
　本発明の主題による照明設備が任意適切な電気コネクタをさらに備えることができ、当
業者であれば多種多様な電気コネクタに精通しており、例えば、Ｅｄｉｓｏｎ　ｃｏｎｎ
ｅｃｔｏｒ（Ｅｄｉｓｏｎ　ｓｏｃｋｅｔに挿入される）、ＧＵ２４　ｃｏｎｎｅｃｔｏ
ｒなどがあり、あるいは照明設備が電気分岐回路に直接繋がれてもよい。
【０３２４】
　ライトエンジン（例えば、第１のライトエンジンまたは第２のライトエンジン）から出
る光の感知される色（相関色温度を含む）が確実に正確なもの（特定の許容誤差の範囲内
にある）とするのを補助するための補償回路が提供され得る。このような補償回路（含ま
れる場合）は、（例えば）、１つの色の光を放射する光源に供給される電流を調整するこ
とができ、および／または異なる色の光を放射する光源に供給される電流を別個に調整す
ることができ、それにより、混合される光の色を調整する。このような調整は、（１）１
つまたは複数の温度センサ（含まれる場合）によって感知される温度に基づき、および／
または（２）１つまたは複数の光センサ（含まれる場合）によって感知される光に基づき
（例えば、（ｉ）ライトエンジンおよび／または光源から出る光の色、（ｉｉ）１つまた
は複数の光源から放射される光の輝度、ならびに／あるいは（ｉｉｉ）色の１つまたは複
数の特定の色相の光の輝度、を検出する１つまたは複数のセンサに基づく）、ならびに／
あるいは任意の他のセンサ（含まれる場合）、ファクタ、現象などに基づく、ものであっ
てよい。
【０３２５】
　多種多様な補償回路が知られており、本発明の主題による照明設備内で任意の補償回路
が使用されてよい。例えば、補償回路が、デジタル制御装置、アナログ制御装置、または
デジタル制御装置およびアナログ制御装置の組み合わせを備えることができる。例えば、
補償回路は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、マイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、個別の構成要素の集合体、またはその組み合わせを備えることができる。いくつ
かの実施形態では、補償回路は１つまたは複数の光源を制御するようにプログラムされ得
る。いくつかの実施形態では、１つまたは複数の光源の制御装置が補償回路の回路設計に
よって提供され得、したがって製造時に固定される。別の実施形態では、基準電圧または
抵抗値などの、補償回路の態様が、プログラミングまたは制御コードを必要とすることな
く、１つまたは複数の光源の制御装置を調整するのを可能にするために、製造時に設定さ
れ得る。
【０３２６】
　例えば、グリッド（線間電圧）、１つまたは複数のバッテリ、１つまたは複数の太陽光
発電エネルギー収集デバイス（つまり、太陽からのエネルギーを電気エネルギーに変換す
る１つまたは複数の太陽電池を有するデバイス）、１つまたは複数の風車などの、任意の
供給源または供給源の組み合わせから、エネルギーが少なくとも１つの光源に供給され得
る。
【０３２７】
　本発明の主題による照明設備が、規制を順守するのに所望されるかまたは必要である場
合にならびに／あるいは照明設備およびその中の構成要素（例えば、発光ダイオード）の
長い耐用寿命を実現するのを補助するのに所望されるかまたは必要である場合に、任意適
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または冷却要素を備えることができる。当業者であれば、多種多様な、熱伝達または熱放
出の、要素、構造物、構成要素、および／または物質、ならびにそれらの配備スキーム、
さらには多種多様な冷却要素、およびそれらの配備スキーム、に精通しており、本発明の
主題に従って、任意のこのような熱伝達または熱放出の、要素、構造物、構成要素、およ
び／または物質、ならびに／あるいは冷却要素、さらにはスキーム、またその組み合わせ
および構成が採用され得る。
【０３２８】
　本発明の主題の趣旨および範囲から逸脱することなく、本開示の利益を前提として、多
くの代替形態および修正形態が当業者によって作られ得る。したがって、示される実施形
態が単に例示を目的として記載されていること、および示される実施形態が、以下の特許
請求の範囲によって定義される本発明の主題を限定するものとして解釈されるべきではな
いこと、を理解しなければならない。したがって、以下の特許請求の範囲は、実際に記載
される要素の組み合わせを含むことに加えて、実質的に等しい結果を得ることを目的とし
て実質的に等しい手法で実質的に等しい機能を果たすためのすべての等価の要素も含むも
のとして読まれるものとする。したがって、特許請求の範囲は、上記で具体的に示されて
説明されるものと、概念的に等価であるものと、さらには本発明の主題の本質的な着想を
組み込むものと、を含むと理解されるべきである。
【０３２９】
　本明細書で説明される照明設備の任意の２つ以上の構造的部品は一体化され得る。本明
細書で説明される照明設備の任意の構造的部品は２つ以上の部品としても提供され得る（
例えば、接着剤、ねじ、ボルト、リベット、ステープルなどを用いて、任意の既知の手法
で一体に保持され得る）。同様に、任意の２つ以上の機能が同時に実行され得、および／
または任意の機能が一連のステップで実行され得る。

【図１】 【図２】



(69) JP 2020-515023 A 2020.5.21

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(70) JP 2020-515023 A 2020.5.21

【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(71) JP 2020-515023 A 2020.5.21

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】



(72) JP 2020-515023 A 2020.5.21

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】

【図２３】



(73) JP 2020-515023 A 2020.5.21

【図２４Ａ】 【図２４Ｂ】

【図２５】

【図２６】

【図２７】



(74) JP 2020-515023 A 2020.5.21

【図２８】 【図２９】

【図３０】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年11月13日(2019.11.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジン
を備え、
　前記第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　前記照明設備に電気を供給するとき、
　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．３８）、（
０．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有す
る四辺形エリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、前記第１の光出口
表面を通って前記第１のライトエンジンから出て、
　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．２９）、（
０．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４０
、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア
内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、前記第２のライトエンジンから出
て、
　前記第１のライトエンジンおよび前記第２のライトエンジンが、前記第１の光出口表面
から出る少なくとも一部の光を一領域まで移動させ、前記第２のライトエンジンから出る
少なくとも一部の光をその前記一領域まで移動させるように、位置決めされて方向付けら
れる、
照明設備。
【請求項２】
　前記第２のライトエンジンが前記第１のライトエンジンを基準として移動可能である、
請求項１に記載の照明設備。
【請求項３】
　前記第１のライトエンジンから出る光が第１の遠視野光分布を有し、
　前記第２のライトエンジンから出る光が第２の遠視野光分布を有し、
　前記第１の遠視野光分布が前記第２の遠視野光分布とは異なる、
請求項１または２に記載の照明設備。
【請求項４】
　第１の平面が前記第１の光出口領域上の少なくとも３つのポイントによって画定され、
　前記第１のライトエンジンから出る光が前記第１の平面を基準として第１のピーク強度
角を有し、
　前記第２のライトエンジンから出る光が前記第１の平面を基準として第２のピーク強度
角を有し、
　前記第１のピーク強度角が前記第２のピーク強度角とは異なる、
請求項１から３の何れか１項に記載の照明設備。
【請求項５】
　前記照明設備が少なくとも第１の側壁をさらに備え、
　前記第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が前記空間の境界のところにあり、
　前記第１のライトエンジンが、前記第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を前
記空間の少なくとも一部を通過させて前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すよ
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うに、位置決めされて方向付けられ、
　前記第２のライトエンジンが、前記第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光
を前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すように、位置決めされて方向付けられ
る、
請求項１から４の何れか１項に記載の照明設備。
【請求項６】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジン
を備え、
　前記第２のライトエンジンが少なくとも第１の側壁を備え、
　前記第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　前記第１の側壁が少なくとも第２の光出口表面を備え、
　前記照明設備に電気を供給するとき、
　　光が前記第１の光出口表面を通って前記第１のライトエンジンから出て、
　　光が前記第２の光出口表面を通って前記第１の側面から出て、
　前記第１の側壁が空間を画定し、
　少なくとも第１の光出口領域が前記空間の境界のところにあり、
　前記第１のライトエンジンが、前記第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を前
記空間の少なくとも一部を通過させて前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すよ
うに、位置決めされて方向付けられ、
　前記第１の側壁が、前記第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を前記第１
の光出口領域を通して前記空間から出すように、位置決めされて方向付けられる、
照明設備。
【請求項７】
　前記第１の側壁が少なくとも第１の導波管を備え、
　前記第１の導波管が、前記第１のライトエンジンを基準として前記第１の導波管の幾何
学的配置および／または位置を変化させることを目的として、前記第１のライトエンジン
を基準として移動可能である、
請求項６に記載の照明設備。
【請求項８】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジン
を備え、
　前記第１のライトエンジンが少なくとも第１および第２の固体状態の発光素子を備え、
　前記第２のライトエンジンが少なくとも第３および第４の固体状態の発光素子を備え、
　前記第１のライトエンジンが前記第２のライトエンジンから離間され、
　前記第１のライトエンジンが、第１のルミナンスで第１のＣＳ値を提供する光を出力す
る能力を有し、
　前記第２のライトエンジンが、前記第１のルミナンスで第２のＣＳ値を提供する光を出
力する能力を有し、
　前記第１のＣＳ値が前記第２のＣＳ値とは異なる
照明設備。
【請求項９】
　前記照明設備に電気を供給するとき、
　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．３７、０．３４）、（０．３５，０．３８）、（
０．１５、０．２０）、および（０．２０、０．１４）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有す
る四辺形エリア内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、前記第１のライト
エンジンから出て、
　　１９３１ＣＩＥ色度図上に、（０．２９、０．３２）、（０．３２、０．２９）、（
０．４１、０．３６）、（０．４８、０．３９）、（０．４８、０．４３）、（０．４０
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、０．４１）、および（０．３５、０．３８）のｘ、ｙ座標を有する頂点を有するエリア
内にポイントを画定するｘ、ｙ色度座標を有する光が、第２のライトエンジンから出る、
請求項８に記載の照明設備。
【請求項１０】
　前記照明設備が少なくとも第１の制御要素を備え、
　前記少なくとも第１の制御要素が、少なくとも、前記第１のライトエンジンから出る光
の輝度、および前記第２のライトエンジンから出る光の輝度を独立して制御する、
請求項８または９に記載の照明設備。
【請求項１１】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンと、
　少なくとも第１の表面と
を備え、
　前記照明設備が、前記照明設備に電気が供給されるときに、
　　第１のカラーポイントを有する光を前記第１の表面の少なくとも一部分に入射させる
ように、および
　　前記照明設備から出る光に第２のカラーポイントの累積色を有させるように、
　構成され、
　前記第１のカラーポイントが前記第２のカラーポイントから離間される、
照明設備。
【請求項１２】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１および第２のライトエンジン
を備え、
　前記第１のライトエンジンが、第１のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　前記第２のライトエンジンが、第２のカラーポイントの光を出力するように構成され、
　前記第１のカラーポイントが前記第２のカラーポイントから離間され、
　前記第１および第２のライトエンジンの光分布特性が互いに異なる、
照明設備。
【請求項１３】
　前記第１のライトエンジンが、第１の平面を基準として第１のピーク強度角を有する光
を出力するように構成され、
　前記第２のライトエンジンが、前記第１の平面を基準として第２のピーク強度角を有す
る光を出力するように構成され、
　前記第１のピーク強度角が前記第２のピーク強度角とは異なる、
請求項１２に記載の照明設備。
【請求項１４】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　少なくとも第１のライトエンジンおよび第２のライトエンジンと；
　第１の側壁と
を備え、
　前記第１のライトエンジンが少なくとも第１の光出口表面を備え、
　前記第１の側壁が空間を画定し、
　前記第２のライトエンジンが前記空間内にあり、
　少なくとも第１の光出口領域が前記空間の境界のところにあり、
　前記第１のライトエンジンが、前記第１の光出口表面から出る少なくとも一部の光を前
記空間の少なくとも一部を通過させて前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すよ
うに、位置決めされて方向付けられ、
　前記第２のライトエンジンが、前記第２のライトエンジンから出る少なくとも一部の光
を前記第１の光出口領域を通して前記空間から出すように、位置決めされて方向付けられ
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る、
照明設備。
【請求項１５】
　照明設備であって、前記照明設備が：
　第１の側壁と；
　少なくとも第１の制御要素と
を備え、
　前記第１の側壁が空間を画定し、
　第１のライトエンジンが、前記第１のライトエンジンから出る少なくとも一部の光を前
記第１の側壁を通過させて前記空間に入れるように、位置決めされて方向付けられ、
　少なくとも第１の制御要素が：
　　（１）前記側壁の第１の部分から出る光の輝度および前記側壁の第２の部分から出る
光の輝度を独立して制御し、ならびに／あるいは、
　　（２）前記側壁の第１の部分から出る光のカラーポイントおよび前記側壁の第２の部
分から出る光のカラーポイントを独立して制御する
照明設備。
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