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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光体の光により画像を表示する表示装置であって、
　上記発光体は、４４５ｎｍから４８０ｎｍの範囲の波長域の光を発し、
　使用者を覚醒させる時間を任意に設定するための入力手段と、
　上記使用者を覚醒させる時間には、上記波長域の光の強度を、上記波長域以外の光の強
度に比べて強くするよう制御する制御手段とを備えていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　上記発光体の発光強度を制御する複数の制御パターンを保持する記憶手段を備え、
　上記入力手段は、上記複数の制御パターンの中から一つを選択することで上記使用者を
覚醒させる時間を設定するものであることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　発光体の光により画像を表示する表示装置であって、
　上記発光体は、４４５ｎｍから４８０ｎｍの範囲の波長域の光を発し、
　使用者を鎮静させる時間を任意に設定するための入力手段と、
　上記使用者を鎮静させる時間には、上記波長域の光の強度を、上記波長域以外の光の強
度に比べて弱くするよう制御する制御手段とを備えていることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　上記発光体の発光強度を制御する複数の制御パターンを保持する記憶手段を備え、
　上記入力手段は、上記複数の制御パターンの中から一つを選択することで上記使用者を
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鎮静させる時間を設定するものであることを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　上記発光体の発光色に対して略補色となる光を発光する補色発光体を含んでいることを
特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　画像を表示する画像表示部に対して、光源からの光を照射することにより画像を表示す
る表示装置であって、
　上記光源は、４４５ｎｍから４８０ｎｍの範囲の波長域の光を発し、
　使用者を覚醒させる時間を任意に設定するための入力手段と、
　上記使用者を覚醒させる時間には、上記光源から上記画像表示部に照射される光におけ
る上記波長域の透過率が、上記波長域以外の透過率より高くなるよう変更する発光量制御
手段とを備えていることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　画像を表示する画像表示部に対して、光源からの光を照射することにより画像を表示す
る表示装置であって、
　上記光源は、４４５ｎｍから４８０ｎｍの範囲の波長域の光を発し、
　使用者を鎮静させる時間を任意に設定するための入力手段と、
　上記使用者を鎮静させる時間には、上記光源から上記画像表示部に照射される光におけ
る上記波長域の透過率が、上記波長域以外の透過率より低くなるよう変更する発光量制御
手段とを備えていることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、光が生体リズムに与える影響を考慮した表示装置に関するものである。
【背景技術】
　生体は体内に計時機構を持ち、生体機能に関する周期現象を制御していることが知られ
ている。そのような周期現象の一つとして、サーカディアンリズムと呼ばれる２４から２
５時間周期のリズムがある（「モデリングを通じた生体系特徴の時間生物学的理解」、計
測と制御　第４１巻　第１０号、２００２年１０月）。サーカディアンリズムを示す代表
的なものとしては睡眠、覚醒、体温変化などがあり、これらのリズムを１日の周期である
２４時間周期に同調させる主要因子として、社会的要因や光環境を挙げることができる。
　現代社会においては、室内で過ごす時間が増加しているだけでなく、照明の発達により
生活の夜型化が進んでおり、昼夜であまり明暗変化のない光環境となっている。このため
、生体リズムが２４時間周期へ上手く同調されず、睡眠障害など健康を害する結果につな
がることが危惧される。健康で快適な生活を送るためには、この生体リズムの位相が周囲
の時間的な流れと一致し、振幅が大きく確保されることが必要とされており、生体リズム
を整えるために様々な方法が提案されている。
　たとえば、特開平５－３９２０号公報（１９９３年１月１４日公開）に記載の「生体リ
ズム調整装置」は、被験者の直腸温などの深部体温をもとに生体リズムを測定、評価し、
結果に応じて光などの刺激を与えてリズムの調整を行うものである。その具体的な構成は
、図２２に示すように、生体リズムを生体リズム曲線測定手段により測定し、生体リズム
曲線評価手段により理想となる生体リズムとの評価を行い、生体リズム調整装置により生
体リズムの調整を行う構成である。
　また、特開２０００－２９４３８７号公報（２０００年１０月２０日公開）に記載の「
照明制御方法および照明システム」は、色温度の低い照明と色温度の高い照明とを備え、
これを朝や夜などの時間帯に応じて切り替え、あるいは同時点灯を行うものである。その
他にも、低照度、中照度、高照度の少なくとも３つの光発生手段を持ち、起床時間に向け
て徐々に照度を上げていく、特開平７－３１８６７０号公報（１９９５年１２月８日公開
）に記載の「目覚まし装置」などが提案されている。
　また、睡眠と覚醒とのリズムにおいては、メラトニンの分泌量が深く関係しており、覚
醒時には分泌量は抑えられている。さらに、このメラトニンの分泌量には光が影響してい
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る。すなわち、波長４４０ｎｍから６００ｎｍの光に対するメラトニンの抑制度について
調査したところ、特に波長４７０ｎｍ近傍の光がメラトニンの抑制効果が最も高いという
実験結果が得られている（「Ａｃｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｆｏｒ　Ｍｅｌａｔｏｎ
ｉｎ　Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｈｕｍａｎｓ：Ｅｖｉｄｅ－ｎｃｅ　ｆｏｒ　ａ　
Ｎｏｖｅｌ　Ｃｉｒｃａｄｉａｎ　Ｐｈｏｔｏｒｅｃｅｐｔｏｒ」、Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎ
ａｌ　ｏｆ　Ｎｅｕｒｏｓｃｉｅｎｃｅ、Ａｕｇｕｓｔ　１５、２００１）。このことを
利用した技術として、特開平２－３０２２７６号公報（１９９０年１２月１４日公開）に
記載の「光治療器」がある。
　このように、様々な生体リズム調整装置が提案されているが、従来の提案は室内におけ
る照明装置に関するものであり、ディスプレイなどの表示装置については考慮されていな
かった。しかしながら、人間の光に関する情報はそのほとんどを視覚から得ているため、
表示装置が発する光も生体リズムに影響をおよぼす。
　特に昨今では、コンピュータの普及により、ディスプレイを用いた作業時間が多くなっ
ている。そして、このようなＶＤＴ（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）
作業中には、使用者からディスプレイまでの距離が近いために、使用者の目が多くの光を
受けることになり、照明の光以上にディスプレイの光の方が生体リズムに与える影響が強
い。
　また、テレビを含めた表示装置全般の光源から発せられる光は、照明光のような間接光
とは異なり、使用者に直接視認される光であるので、生体リズムに与える影響が間接光よ
りも大きい。
　このように、ディスプレイが生体リズムに与える影響を考慮すると、ディスプレイの光
を調整する必要がある。
【発明の開示】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、生体リズムを
調整可能な表示装置を提供することにある。
　上記目的を達成するため、本発明の表示装置は、発光体の光により画像を表示する表示
装置であって、上記発光体は生体リズムに影響を与える波長の光を発し、上記波長の光の
強度を制御することによって、生体リズムを調整するとともに上記画像を表示することを
特徴としている。
　また、上記目的を達成するため、本発明の表示装置は、画像を表示する画像表示部の画
素が、複数の発光体で構成される表示装置であって、上記複数の発光体は生体リズムに影
響を与える波長の光を発する第１発光体を含み、上記画像表示部に入力される映像信号に
対する上記第１発光体の発光強度の特性を切り替えることを特徴としている。
　また、上記目的を達成するため、本発明の表示装置は、画像を表示する画像表示部に対
して、光源からの光を照射することにより画像を表示する表示装置であって、上記複数の
発光体は生体リズムに影響を与える波長の光を発光する第１発光体を含み、上記画像表示
部に入力される映像信号に対する上記第１発光体の発光強度を切り替えることを特徴とし
ている。
　上記構成によれば、生体リズムに影響を与える波長の光の強度を制御することによって
、生体リズムを調整することができる。また、第１発光体の発光強度を変更することによ
り、生体リズムに影響を与える波長の光の強度を調整することができる。これにより、生
体リズムを調整することが可能となる。
　特に、表示装置は、照明装置に比べて使用者との距離が近い位置で使用されることが多
いので、発光体または第１発光体からの光は、使用者の目に直接的に届き、使用者の生体
リズムに与える影響が大きい。また、画像を表示する表示装置は、照明装置に比べて使用
頻度が高い。
　したがって、表示装置においては、発光体の発光強度が使用者の生体リズムに与える影
響が照明装置に比べて大きいので、本発明によれば、効果的に使用者の生体リズムを調整
することができる。
　本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わか
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るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう
。
【図面の簡単な説明】
　図１（ａ）は、本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す図であり、図１（ｂ）
は、図１（ａ）に示す表示装置の各セル内における構成を示す断面図である。
　図２は、光源の主波長とスペクトル軌跡との関係を示す図である。
　図３は、生体リズムに関する波長とメラトニン抑制強度との関係を示す図である。
　図４は、図１の表示装置における、有機層９の入力映像信号値と発光強度との関係を示
す図である。
　図５は、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す図である。
　図６は、図５の液晶表示装置の色合いを変えた場合の色度図上の変化を示す図である。
　図７は、図５の液晶表示装置における基準白色光の色温度を５０００Ｋに設定した場合
のＬＥＤの発光強度を示す図である。
　図８は、図５の液晶表示装置における基準白色光の色温度を１２０００Ｋに設定した場
合のＬＥＤの発光強度を示す図である。
　図９は、図５の液晶表示装置における、入力画像信号に対するＬＥＤ１４の光量の関係
を示す図である。
　図１０は、本発明のさらに他の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す図である。
　図１１は、図１０の液晶表示装置においてＬＥＤの発光強度を制御する手順を示すフロ
ーチャートである。
　図１２は、本発明のさらに他の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す図である。
　図１３は、図１２の液晶表示装置におけるＬＥＤ１４の補色の波長を説明するための図
である。
　図１４は、図１２および図１５の液晶表示装置における、ＬＥＤ１４とＬＥＤ３２の発
光強度の関係を示すグラフである。
　図１５は、本発明のさらに他の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す図である。
　図１６は、図１５の液晶表示装置の変形例である自発光型表示装置の画素の構成を示す
断面図である。
　図１７は、本発明のさらに他の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す図である。
　図１８は、本発明のさらに他の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す図である。
　図１９は、図１８の液晶表示装置における冷陰極管２２の発光スペクトルを示す図であ
る。
　図２０は、図１８の液晶表示装置における誘電体多層膜フィルタ７２の透過特性を示す
図である。
　図２１は、図１８の液晶表示装置における誘電体多層膜フィルタ７３の透過特性を示す
図である。
　図２２は、従来の生体リズム調整装置を説明するための図である。
【発明を実施するための最良の形態】
　　〔実施の形態１〕
　以下、図１を参照して、本発明の表示装置に係る実施形態の１つを説明する。図１（ａ
）に示すように、本実施の形態の表示装置１は、画像などの情報を表示する有機ＥＬ（エ
レクトロルミネッセンス）パネル２（画像表示部）と、有機ＥＬパネル２における各画素
に付与する電流を制御する制御手段３と、現在の時刻を示す時刻情報を制御手段３に出力
する時刻出力手段４から構成される。
　有機ＥＬパネル２は多数のセルで構成されるものである。各セルは、図１（ｂ）に示す
ように、ガラス基板５と、陽極６と、赤色に発光する有機層（第２発光体）７と、緑色に
発光する有機層（第３発光体）８と、主波長が４６４ｎｍ近傍となる光を発する有機層（
第１発光体）９と、陰極１０とで構成される。
　ここで、「主波長」の意味について説明する。図２に示すように、ＸＹＺ表色系におけ
るｘ、ｙ座標が（ｘ、ｙ）＝（１／３、１／３）の白色点Ｗと、発光体から発せられる光
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の色度点Ｆとを結んだ直線が、スペクトル軌跡と点Ｄにおいて交わるとする。色度点Ｆで
表される発光体の主波長とは、点Ｄにより表される光の単色光刺激の波長を意味している
　なお、図２において、太線で表された曲線はスペクトル軌跡を表しており、スペクトル
軌跡上の点はそれぞれ単色光刺激の波長を示す。また、ここで示した白色点Ｗは光源色に
対する基準となる。
　上記構成により、表示装置１は、有機ＥＬパネル２における各セルを１画素として構成
し、有機層７・８・９からそれぞれ発せられる光を混色することでカラー表示を行う。
　特に、有機層９を発光させると、主波長４６４ｎｍ近傍の光が発生するので、表示装置
１の使用者のメラトニン分泌量が抑制され、使用者を覚醒する作用がもたらされる。この
メラトニン分泌量の抑制効果について、以下に詳細に説明する。
　図３は、発光波長とメラトニンの抑制効果との関係を示すグラフである。なお、図３の
グラフにおいて、横軸は発光波長、縦軸はメラトニン抑制の強度を示している。
　図３に示すように、青色にあたる波長域でメラトニン抑制効果が強いことがわかる。よ
り具体的には、波長が４４５ｎｍから４８０ｎｍの範囲においてメラトニンの抑制効果が
大きいので、有機層９をこの範囲の主波長を持つ発光体として用いることにより、使用者
を覚醒する効果を容易に得ることができる。
　特に、図３に示すように、波長４６４ｎｍの光は最もメラトニンの抑制効果が強いので
、有機層９を、主波長の値が４６４ｎｍである光を発する発光体として用いることにより
、使用者を覚醒する効果を最も効率的に得ることができる。もちろん、有機層９により発
光される光の波長が、４４５ｎｍから４８０ｎｍの範囲にある場合でも、十分に使用者を
覚醒する効果を得ることができる。
　この覚醒作用をもたらすため、図１（ａ）に示した制御手段３は、時刻出力手段４から
得た時刻情報に基づき現在時刻が日中であると判断される場合、図１（ｂ）に示す有機層
９に付与する電流を上げることにより、有機層９が入力画像信号に基づき発光する光の強
度を強める。これにより、有機層７～９により発せられる光のうち、４６４ｎｍの波長成
分における光量の割合が増加するので、使用者を覚醒させることが可能となる。
　また、制御手段３は、時刻出力手段４から得た時刻情報に基づき現在時刻が夜間である
と判断される場合、有機層９に付与する電流の上限を下げることにより、有機層９が入力
画像信号に基づき発光する光の強度を下げる。これにより、有機層７～９により発せられ
る光のうち、４６４ｎｍの波長成分における光量の割合が低減されるので、有機ＥＬパネ
ル２により発せられる光が生体リズムに与える影響を低減することができる。
　このように、現在時刻が日中であるか夜間であるかに応じて、制御手段３が有機層９の
発光強度を制御する処理について、図４を用いてより具体的に説明する。なお、図４は、
入力画像信号に対する有機層９の発光特性を表したものであり、横軸が青色の映像信号値
、縦軸は発光強度を示している。
　図４において、実線Ａで示すグラフが、生体リズムへの影響を考慮しない発光を有機層
９にて行う場合の、映像信号値と発光強度との関係を示しているとする。
　たとえば日中など、使用者を覚醒させるべき時間においては、図４中点線Ｂにより示す
ように、映像信号値が最大となる場合および最小となる場合の発光強度が実線Ａにて示さ
れる発光強度と変わらないよう、制御手段３を用いて有機層９の発光強度を調整する。さ
らに、図４中点線Ｂにて示すように、映像信号値が中間調を示す範囲において、実線Ａに
て示される発光強度よりも強い発光強度にて有機層９が発光するように、制御手段３を用
いて有機層９の発光強度を調整する。
　このように制御手段３を用いて有機層９の発光強度を調整すれば、有機層７～９により
発せられる光のうち、４６４ｎｍの波長成分における光量の割合が増加するので、使用者
を覚醒させることが可能となる。
　一方、たとえば夜間など、使用者を覚醒させるべきではない時間においては、図４中点
線Ｃにて示すように、映像信号値が中間調を示す範囲での有機層９の発光強度を、実線Ａ
にて示される発光強度よりも弱くする。これにより、有機層７～９により発せられる光の
うち、４６４ｎｍの波長成分における光量の割合が低減されるので、有機ＥＬパネル２に
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より発せられる光が生体リズムに与える影響を低減することができる。
　なお、図４においては、映像信号値が最大値を示す際の有機層９の発光強度は、生体リ
ズムへの影響を考慮した発光を行うか否かに関わらず、常に一定であるように記載してい
るが、必ずしもこのように発光強度を設定する必要はない。
　たとえば、生体リズムへの影響を考慮した発光を行うか否かに応じて、映像信号値が最
大となる際の有機層９の発光強度を変化させるとともに、映像信号値が中間調および低階
調を示す範囲においては、映像信号値と発光強度との関係が比例関係となるように設定し
てもよい。このように、有機層９の発光強度の特性としては、種々の特性を採用すること
ができる。
　なお、図１においては、理解を容易にするために各部品の大小関係を誇張して記載して
いるので、各部品の大きさは実際とは異なる。また、図１（ｂ）に示す有機ＥＬパネル２
は、異なる３色を有機層７・８・９のそれぞれにより独立して発光するセル構造を採用し
ているものとして説明したが、有機ＥＬパネル２の構成は必ずしもこれに限定されるもの
ではない。
　たとえば、有機ＥＬパネル２は、発光体として用いる有機層が青色光などの単色光を発
し、その単色光が呈する色を蛍光体により色変換する構成のものであってもよい。または
、有機ＥＬパネル２は、発光体としての有機層が白色光を発し、その白色光により呈され
る色をフィルタによって赤、緑、青の３色に変換するカラーフィルタ方式のものであって
もよい。
　また、有機ＥＬパネル２は、有機層７・８・９の代わりに無機ＥＬを発光体として用い
る構成であってもよい。さらに、有機ＥＬパネル２を、各色を発光する発光体としてＬＥ
Ｄ（発光ダイオード）を用いたＬＥＤディスプレイにより代用しても構わない。
　また、本実施形態では時刻出力手段４が出力する時刻情報を用いて有機層９の発光強度
を変化させる構成について説明したが、表示装置１の使用を開始した時からの現在まで時
間を示す経過情報や、映像信号に基づき表示される映像がどのような内容の番組であるか
を示すコンテンツ情報に応じて、以下のように有機層９の発光強度を制御してもよい。
　より具体的に説明すると、経過情報に基づき有機層９の発光強度を調整する場合、制御
手段３により、表示装置１の使用を開始した直後は覚醒効果がもたらされるよう有機層９
の発光強度を通常よりも高く設定し、時刻の経過に従って有機層９の発光強度を下げてい
くようにするとよい。
　これにより、表示装置１を用いた作業、たとえば、表示装置１により表示される文字の
編集作業を使用者が開始した直後においては、有機層９の発光強度が高く設定されている
ことから使用者は覚醒される。よって、使用者が作業にのめりこむことができない傾向が
ある表示装置１を用いた作業の開始直後において、使用者の作業の効率を向上させること
ができる。
　そして、表示装置１を用いた作業を開始してからある程度時間が経過すれば、使用者も
自然とその作業に没頭しているので、使用者を覚醒させなくても使用者の作業効率は低下
しない。したがって、時刻の経過に従って有機層９の発光強度を下げていくようにすれば
、表示装置１の消費電力を低減することができる。
　また、作業を開始して長時間が経過すると、使用者の集中力が途切れ、眠くなり作業効
率が低下することもある。そこで、ある一定の時間が経過した場合は、再度有機層９の発
光強度を上げてもよい。このように経過情報の使用方法も様々なパターンがある。
　また、コンテンツ情報に基づき有機層９の発光強度を調整する場合には、映像信号に基
づき表示される映像がたとえば映画であるとコンテンツ情報を用いて判断される場合、制
御手段３により、有機層９の発光強度を上げて使用者を覚醒するとよい。これにより、表
示装置１により表示される映画を、有機層９の発光強度を上げない場合に比べて、より印
象深いものとすることができる。なお、どのような内容の映像で覚醒効果を得たいかを、
使用者が予め表示装置１に設定しておくことも可能である。
　また、表示装置１の周囲の明るさを測定する測定手段（図示せず）を表示装置１に設け
、該測定手段により測定される明るさに応じて、制御手段３により有機層９の発光強度を
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制御してもよい。たとえば、表示装置１の周囲が明るい時は有機層９の発光強度を上げる
ことにより使用者を覚醒する一方、周囲が暗い時は有機層９の発光強度を下げるというよ
うに、制御手段３を用いて有機層９の発光強度を調整する。
　　〔実施の形態２〕
　次に、図５から９を参照して、本発明の表示装置に係るさらに他の実施形態を説明する
。図５に示すように、本実施形態の液晶表示装置（表示装置）１１は、画像などの情報を
表示する液晶パネル（画像表示部）１２と、導光板１３と、主波長４６４ｎｍ近傍の光を
発するＬＥＤ（第１発光体）１４と、赤色（Ｒ）の光を発するＬＥＤ（第２発光体）１５
と、緑色（Ｇ）の光を発するＬＥＤ（第３発光体）１６とを備えている。
　なお、ＬＥＤ１４・１５・１６は、導光板１３の発光体として機能する。そして、導光
板１３は、ＬＥＤ１４・１５・１６により発せられる光を液晶パネル１２まで伝達する。
　また、上述の実施の形態と同一の機能を有する部材に関しては、同一の参照番号を付し
ている。また、図５において、理解を容易にするために各部品の大小関係を誇張して記載
しており、各部品の大きさは実際とは異なる。
　また、液晶表示装置１１は、発光体としてのＬＥＤ１４・１５・１６の発光強度を制御
する制御手段１７と、時刻情報を出力する時刻出力手段１８と、ＬＥＤ１４・１５・１６
の発光強度の制御パターンを複数保持する記憶手段１９と、複数の制御パターンの中から
使用する制御パターンを選択する選択手段２０とを備えている。なお、「制御パターン」
とは、ここではＬＥＤの発光強度を時刻と対応づけて格納した情報の意味である。
　以下、発光体の発光強度を制御する手順について説明する。まず、液晶表示装置１１の
使用時においては、ＬＥＤ１４、ＬＥＤ１５、およびＬＥＤ１６のうち少なくとも１つを
点灯した状態とする。そして、ＬＥＤ１４・１５・１６のそれぞれの発光強度を調整する
ことにより、ＬＥＤ１４・１５・１６のそれぞれから発せられる光の色を導光板１３内で
混合して白色とすることができる。
　そして、ＬＥＤ１４・１５・１６のそれぞれから発せられる光を導光板１３内で混合す
ることにより、基準となる白色光が生成されるときの、ＬＥＤ１４の発光強度を基準値に
設定する。そして、この基準値に設定された発光強度に対して、ＬＥＤ１４の発光強度を
強くしたり弱くしたりという制御を制御手段１７により行う。
　この時の基準となる白色光としては、テレビやモニタ等で基準色として使用されている
ことが多い、相関色温度が約６５００Ｋ（ケルビン）の昼光色を用いることができる。な
お、この昼光色は、国際照明委員会（ＣＩＥ）で定められた標準の光Ｄ６５と呼ばれるも
のである。
　また、基準として用いる白色光としては、相関色温度が６７７４Ｋである標準の光Ｃや
、相関色温度が約５０００Ｋである補助標準の光Ｄ５０など、種々の相関色温度を有する
光を用いることができる。
　本実施形態では、基準となる白色光の色温度を８５００Ｋに設定し、この色温度の白色
光が導光板１３内で生成されるように、ＬＥＤ１４・１５・１６のそれぞれの発光強度が
設定されているとする。
　さらに、選択手段２０により、記憶手段１９を参照して発光体の制御パターンを決定す
る。記憶手段１９が保持する発光体の制御パターンとしては、使用者が通常寝起き状態で
ある早朝の時間帯や、眠くなりやすい昼食後の時間帯にＬＥＤ１４から強い光を出してお
くパターン、あるいは夜間勤務者を想定した夜間にＬＥＤ１４を強く発光するパターンな
ど、複数の制御パターンがある。制御手段１７は、その選択された制御パターンと、時刻
出力手段１８からの時刻情報とを基に発光体の発光強度を制御する。
　ここで、使用者を覚醒する効果を得たい場合には、制御手段１７を用いてＬＥＤ１４の
発光強度が強くなるよう、その発光強度を制御する。しかしながら、ＬＥＤ１４の発光強
度が変わると、ホワイトバランスが変動することとなる。しかし、以下に説明するように
液晶表示装置１１においては用途に応じて様々なホワイトバランスに設定されているので
、ホワイトバランスが変動しても、実際に液晶表示装置１１を使用する上で問題はない。
　たとえば、製版並びに印刷用の表示装置では、画像表示の基準となる白色光の相関色温
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度が５０００Ｋに設定されている。また、一般のテレビやモニタでは、基準の白色光の相
関色温度を９３００Ｋといった高い値に設定している場合が多い。さらに、ハイビジョン
では、基準の白色光の相関色温度が６５００Ｋに規定されている。最近では、１２０００
Ｋという高い相関色温度に基準の白色光が設定されたテレビ製品もある。
　したがって、基準の白色光の相関色温度が、５０００Ｋ～１２０００Ｋの範囲にあれば
、印刷された色の評価をする時のように正確な色再現性が求められない限り、ホワイトバ
ランスが変動しても液晶表示装置１１を使用する上で問題はない。
　図６は、液晶表示装置１１における表示の基準となる白色光の色温度を５０００Ｋから
１２０００Ｋまで変化させた場合における、色度図上で基準白色光の色度点が変化する様
子を示している。なお、図６において、横軸はＸＹＺ表色系にわけるｘを、縦軸はｙの値
を示している。
　また、図７は液晶表示装置１１における相関色温度を５０００Ｋに設定した場合におけ
る、ＬＥＤ１４・１５・１６の発光強度を示すグラフである。一方、図８は液晶表示装置
１１における相関色温度を１２０００Ｋに設定した場合における、ＬＥＤ１４・１５・１
６の発光強度を示すグラフである。
　なお、図７および図８において、横軸は波長を示しており、縦軸はＬＥＤの発光強度を
示している。また、図７と図８とにおいて、縦軸の尺度は同じである。
　これら２つのグラフを比較すると、青色を呈するＬＥＤ１４の発光強度が、基準白色光
の相関色温度を５０００Ｋに設定した場合と１２０００Ｋに設定した場合とにおいて大き
く異なっていることがわかる。具体的には、相関色温度が１２０００Ｋに設定されている
場合に比べると、相関色温度が５０００Ｋに設定されている場合のＬＥＤ１４の発光強度
は約半分になっている。よって、相関色温度を実使用で用いられる範囲で変えた場合でも
、ＬＥＤ１４の発光強度は大きく変わる為、メラトニンの抑制を制御することが可能とな
り、生体リズムの調整が可能となる。
　赤色を呈するＬＥＤ１５の発光強度も図７と図８で異なっているが、これは相関色温度
を黒体放射軌跡上の５０００Ｋ、１２０００Ｋに合わせた場合であり、黒体放射軌跡上に
白色点を合わせる必要がない場合は、ＬＥＤ１５は調整しなくてもよい。
　つまり、色温度は、黒体と呼ばれる物質を熱した時の色を、そのときの温度で表したも
のであり、黒体放射軌跡とは色度図上でこの黒体を熱した時の色度の変化のラインを表し
たものである。色度図上で黒体放射軌跡からは外れるが、黒体放射軌跡に近い見え方をす
る場合、その色温度を相関色温度という。相関色温度だけを合わせる場合には、ＬＥＤ１
４を制御するだけで調整が可能である。
　使用者を覚醒する効果を得るために、相関色温度が１２０００Ｋ程度になるまでＬＥＤ
１４の発光強度を強くした場合、ＬＥＤ１４の発光強度を急激に変化させると画面の色合
いが急激に変化し液晶表示装置１１の使用者に不快感を与える場合がある。そのため、Ｌ
ＥＤ１４を強く点灯する場合は、徐々にＬＥＤ１４の出力を上げることで、急激に画面の
色合いが変化するのを防ぐ。
　たとえば、ＬＥＤの出力をＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）
制御を用いて発光時間に応じて制御をしているのであれば、デューティー比を一定時間（
たとえば５分）をかけて上げることにより、急激に画面の色合いが変化することを防ぐこ
とができる。また、ＬＥＤ１４の出力を上げるのと同時に、ＬＥＤ１５・１６の出力も同
時に上げることにより、画面の色合い変化をより効果的に防ぐことができる。
　一方、睡眠に悪影響を及ぼさない為に、ＬＥＤ１４の強度を弱める場合、基準色の相関
色温度が５０００Ｋ程度になるようにＬＥＤ１４の発光強度を弱めることになる。この時
も同様に、ＰＷＭ制御であれば、デューティー比を一定期間（たとえば５分）かけて下げ
ることで、徐々にＬＥＤ１４の出力を弱めることができ、急激に画面の色合いが変化する
ことを防止することができる。また、ＬＥＤ１４の出力を下げるのと同時に、２つのＬＥ
Ｄ１５・１６の出力も徐々に下げることで、これら３つのＬＥＤにおける発光強度の比を
一定に保てるので画面の色合い変化をより効果的に防ぐことができる。
　ＬＥＤ１４の発光強度を変えた際に、表示装置の使用者が受光する光の量と映像信号値
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との間の関係について説明する。
　図９は、使用者が受光する光の量と、映像信号値との関係を示すグラフである。同図中
においては、通常時の発光強度が実線Ａにより示されており、覚醒期の発光強度が点線Ｂ
により示されており、睡眠前など睡眠に悪影響を及ぼしたくない時期である鎮静期の発光
強度が点線Ｃにより示されている。なお、「通常時」とは、使用者を覚醒させてもさせな
くてもよい時間帯のことであり、「覚醒期」とは、使用者を覚醒させるべき時間帯を意味
している。
　なお、通常時において基準白色光の色温度が８５００Ｋに設定されている際のＬＥＤ１
４の発光強度を１００％とした場合、覚醒期に色温度が１２０００Ｋに設定された時には
、ＬＥＤ１４の発光強度は通常時の１２０％となるように設定されている。また、鎮静期
において基準白色光の色温度を５０００Ｋとした時に、ＬＥＤ１４の発光強度は通常時の
８０％になるように設定されている。
　なお、ＬＥＤ１４・１５・１６は、バックライトとして用いられるものであるので、通
常時・覚醒期・鎮静期のそれぞれの状況下においては発光強度が常に一定に設定されてい
る。すなわち、たとえばＬＥＤ１４については、覚醒期において常にＬＥＤ１４の発光強
度は１２０％で一定である。
　そして、図９に示すように、たとえば覚醒期においては、表示装置の使用者に届く光の
光量も、ＬＥＤの発光強度と同様に、通常時の受光量に比べて２０％上昇している。また
、鎮静期においては、表示装置の使用者に届く光の光量も、ＬＥＤの発光強度と同様に、
通常時の受光量に比べて２０％低下している。このように、使用者に届く光の受光量が変
わることにより生体リズムの調整が可能となる。
　なお、発光体の数については、各色のＬＥＤの最大発光強度の違いにあわせて弱い発光
強度のＬＥＤの数を増やしてもよく、基準とする白色点に応じて必要となるＬＥＤの数を
増やしてもよい。例えば、色温度の高い青みがかった白色点に合わせる場合には、青のＬ
ＥＤを増やす。なお、合わせる色によってＬＥＤの数は異なって構わない。
　さらに、同一色のＬＥＤを２つ、あるいは複数並べてもよい。ＬＥＤの配置についても
、全てのＬＥＤを図５に示すように一列に配置する必要はなく、１つおきに場所をずらし
て配置してもよいし、ＬＥＤを各色について分類し、分類された同一色のＬＥＤを一列に
配置してもよい。また、図５に示すように、ＬＥＤ１４、ＬＥＤ１５、およびＬＥＤ１６
をこの順番で並べる必要はなく、ＬＥＤの配列順は任意に選択することができる。
　また、ここでは基準白色光の相関色温度を５０００Ｋから１２０００Ｋとしたが、この
値は一般的な値を示したものであり、より高い色温度に基準白色光の相関色温度が設定さ
れる場合もある。したがって、液晶表示装置１１の画面における色の見え方を気にせず、
使用者の覚醒効果をより顕著にしたい場合には、上述の値より低い色温度または高い色温
度の範囲で、基準白色光の設定を行ってもよい。
　また、ＬＥＤ１４の発光強度に関しては、通常時を１００％とした場合において覚醒期
は１２０％、鎮静期は８０％となるように設定したが、必ずしもこの値に限定されるもの
ではない。ＬＥＤの発光強度は、生体リズムの調整効果を顕著にしたい場合には、よりメ
リハリのある設定にすると良く、またＬＥＤの発光効率や、基準白色光の色温度などに応
じて適宜変更するこ況ができる。
　　〔実施の形態３〕
　以下、図１０および図１１を参照して、本発明の表示装置に係る他の実施の形態を説明
する。本実施の形態の液晶表示装置（表示装置）２１は、画像などの情報を表示する液晶
パネル１２と、液晶パネル１２を背面から照射する導光板１３と、その発光体である冷陰
極管（白色発光体）２２と、４６４ｎｍ近傍の主波長を持つＬＥＤ１４と、ＬＥＤ１４の
発光強度を制御する制御手段１７と、現在の時刻情報を出力する時刻出力手段１８とで構
成される。
　上記構成の液晶表示装置２１における発光強度の制御について説明する。なお、表示装
置の使用時には発光体は常に冷陰極管２２が点灯している状態とする。冷陰極管２２の白
色光により、導光板１３は白色を呈する。
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　発光強度の制御が開始される際、制御手段１７は、時刻出力手段１８により現在の時刻
情報を得る。発光体の制御を行う制御手段１７は、この時刻情報を基に以下のように発光
体の制御を行う。
　すなわち、現在の時刻が日中である場合、制御手段１７は、ＬＥＤ１４を発光させる。
また、現在時刻が夜間であったならば、ＬＥＤからの光により睡眠に影響がでることを防
ぐために、ＬＥＤ１４は消灯させておく。
　なお、発光波長４６４ｎｍ近傍の発光体としてＬＥＤを使用しているのは、たとえば図
７から明らかなように、ＬＥＤは急峻なスペクトルを持つため、発光波長域を限定しやす
いからである。つまり、ＬＥＤを用いることにより、発光体から発せられる光の波長を生
体リズムへの影響が強い４６４ｎｍ付近に限定できるので、効果的に生体リズムの調整が
可能なためである。
　上述の発光制御を図１１のフローチャートを用いて説明する。ここでは日中を８時から
１８時と仮定している。図１１に示すように、制御手段１７は現在の時刻情報を時刻出力
手段１８より得る（ステップ１、以下単にステップは「Ｓ」と略記する）。
　その後、制御手段１７は、現在時刻が８時から１８時までの間であるか否かを判断する
（Ｓ２）。なお、この８時から１８時までの時間は、日中の時間帯として設定された時間
の一例に過ぎず、他の時間帯であってもよい。
　Ｓ２にて現在時刻が８時から１８時までの時間であると判断された場合、ＬＥＤ１４を
点灯してメラトニンの分泌を抑制する（Ｓ３）。一方、Ｓ２にて現在時刻が８時から１８
時までの時間帯外であると判断された場合、ＬＥＤ１４を消灯し（Ｓ４）、生体リズムへ
の影響を低減する。
　なお、図１０においては、理解を容易にするために各部品の大小関係を誇張して記載し
ており、各部品の大きさは実際とは異なる。また、発光体の配置や数については、両端に
配置されているＬＥＤ１４を中央にしてもよく、数を増やしてもよい。冷陰極管２２につ
いても、２つのＬＥＤ１４間の中央でなく外側に配置してもよく、複数設けてもよい。さ
らに、冷陰極管２２の代わりに、白色ＬＥＤや有機ＥＬを用いてもよい。
　さらに、４６４ｎｍの主波長を持つＬＥＤ１４の代わりに、それとは異なる波長を主波
長とする光源からの光を、蛍光体により波長変換して４６４ｎｍにした発光体を用いても
よい。また、ここでは液晶のバックライトを例に取っているが、フロントライトであって
もよく、大型の液晶などで用いられる導光板を用いない直下型であってもよい。
　　〔実施の形態４〕
　次に、図１２から図１４に基づき、本発明の表示装置に係るさらに他の実施形態を説明
する。図１２に示すように、本実施形態の液晶表示装置（表示装置）３１は、液晶パネル
１２と、液晶パネル１２を照射する導光板１３と、発光体となる冷陰極管２２と、主波長
４６４ｎｍ近傍のＬＥＤ１４と、このＬＥＤ１４に対して補色となる主波長を有するＬＥ
Ｄ（補色発光体）３２と、各発光体の発光強度を制御する制御手段１７と、現在の時刻情
報を出力する時刻出力手段１８とから構成される。
　なお、上述の実施の形態と同一の機能を有する部材に関しては、同一の参照番号を付し
ている。また、図１２において、理解を容易にするために各部品の大小関係を誇張して記
載しており、各部品の大きさは実際とは異なる。
　本実施の形態においては、液晶表示装置３１は、実施形態３と同様、使用時に冷陰極管
２２が点灯状態とされる。そして、制御手段１７は、時刻出力手段１８から現在時刻の情
報を得るとともに、この情報をもとに発光体の発光強度を制御する。
　たとえば、液晶表示装置３１の使用者が夜間勤務であることを想定した発光体の制御パ
ターンが制御手段１７に入力されていたとすると、制御手段１７は、勤務開始前や勤務時
にＬＥＤ１４を点灯してメラトニンの分泌量を抑制して、使用者を覚醒させる。たとえば
、使用者が２０時以降に勤務をすると仮定すると、その数時間前の１８時からＬＥＤ１４
を点灯して、使用者を覚醒させるとよい。
　このとき、ＬＥＤ１４が点灯されることにより導光板１３上の色合いが変わり、画面の
色合いも変わることとなる。そこで、ＬＥＤ１４と隣り合って配置された、主波長４６４
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ｎｍ近傍の光の色に対して補色となる光を発光するＬＥＤ３２を点灯する。ＬＥＤ１４の
色と、ＬＥＤ３２の色とは補色の関係にあるので、これら２つのＬＥＤから発せられる光
を混合すると白色光となる。これによって、波長成分が４６４ｎｍの光を増やしつつ、ホ
ワイトバランスが大きく崩れるのを防ぐことができ、画面上の色合いの変化を低減するこ
とが可能となる。
　具体的には、ＬＥＤ１４から発せられる光と、ＬＥＤ３２から発せられる光とを混合す
ることにより得られる白色光の相関色温度が、冷陰極管２２の発光色の相関色温度とでき
る限り一致するように、ＬＥＤ３２の発光強度を制御する。
　たとえば、冷陰極管２２の発光色の色温度が９０００Ｋであったと仮定すると、ＬＥＤ
１４からの光とＬＥＤ３２からの光とを混色した光が９０００Ｋになる為には、ＬＥＤ３
２からの光の主波長は５６８ｎｍである必要がある。
　図１３は、ＬＥＤ１４の主波長、冷陰極管２２の白色点、およびＬＥＤ１４に対して補
色となるＬＥＤ３２の主波長の関係を示している。横軸はＸＹＺ表色系におけるｘ、縦軸
はｙを表している。
　図１３において太線で示された曲線は、スペクトル軌跡であり、曲線上の各点は波長に
対応している。ＬＥＤ１４の主波長４６４ｎｍを示す点（図中●印で示す）と、冷陰極管
２２の色温度を示す点（図中■印でしめす）とを結ぶ直線が、スペクトル軌跡と交わる点
（図中▲印で示す）が、４６４ｎｍの光と混色した際の色温度が冷陰極管の色温度９００
０Ｋに一致する場合の、ＬＥＤ３２の主波長を示している。
　このようにして、ＬＥＤ３２の主波長は５６８ｎｍを設定すれば、ＬＥＤ１４・３２の
発光強度を調整することにより、これら２つのＬＥＤから発せられる光を混合した光の色
を、冷陰極管２２と同じ９０００Ｋとすることが可能である。
　また、仮眠をとる前や、明け方の勤務終了時ではＬＥＤ１４を消灯し生体リズムを整え
る、あるいは自動車などで帰宅するのであれば勤務終了時までＬＥＤ１４を点灯しておく
など、制御手段１７は種々の制御パターンを用いることができる。このとき、ＬＥＤ１４
が点灯している際にはＬＥＤ３２も点灯し、ＬＥＤ１４が消灯しているときはＬＥＤ３２
も消灯することとなる。
　なお、ＬＥＤ１４・３２を点灯する際、これらのＬＥＤを瞬時に点灯すると、急激に画
面の輝度が変わることとなるので、実施形態３と同様に徐々に出力を変化させて点灯する
とよい。
　図１４はＬＥＤ１４とＬＥＤ３２とを点灯させた際の、それぞれの発光強度の変化を表
したものである。横軸はＬＥＤ１４の発光強度を表しており、縦軸はＬＥＤ３２の発光強
度を表している。
　図１４中、Ｎｏ１の実線にて示すように、ＬＥＤ１４の強度の変化に応じて、ＬＥＤ３
２の強度も変化させていくよう、制御手段１７はＬＥＤ１４・３２の発光強度を変化させ
る。また、ＬＥＤ１４が消灯するとき、ＬＥＤ３２も消灯するよう、制御手段１７はＬＥ
Ｄ１４・３２の発光強度を変化させる。なお、ＬＥＤ１４およびＬＥＤ３２の発光強度は
、それぞれの最大発光強度に対して同じ比率の強度で発光されている場合に、ホワイトバ
ランスが適正になるものとした。
　しかし、このようにＬＥＤ１４およびＬＥＤ３２の発光強度を強くすると、画面全体の
輝度が上昇してまぶしく感じられる場合がある。これを防ぐ為に、ＬＥＤ１４とＬＥＤ３
２との発光強度を強める際には、冷陰極管２２の発光強度を弱める。これにより、輝度の
上昇を抑えることができ、消費電力の低減が可能となる。
　なお、図１４において２つのＬＥＤ１４・３２の発光強度の関係は比例関係としている
が、放熱特性やその他ＬＥＤの性質の違いにより、比例とはならず、２次関数などの曲線
になる場合もある。
　また、ここでは冷陰極管２２の発光色を９０００Ｋとしたが、９０００Ｋに限らず様々
な相関色温度を冷陰極管２２の発光色の色温度として設定してよい。したがって、ＬＥＤ
３２の主波長も、冷陰極管の色温度やＬＥＤ１４の波長によって様々な波長を設定するこ
とができる。
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　また、理想的には、ＬＥＤ３２の主波長は、ＬＥＤ１４の発光色に対して補色となる波
長に設定されていることが好ましいが、上記補色となる波長から多少ずれている波長であ
っても、冷陰極管２２に近い白色光を発光することができるため、そのような波長を発す
るＬＥＤをＬＥＤ３２の変わりに用いてもよい。
　また、ＬＥＤ３２は急峻な一つのピークを持つスペクトルをもつ単色光であるが、複数
のピークをもつ発光スペクトルであらわされる、単色光でない光源であっても、主波長が
補色の波長となる光源であれば、ＬＥＤ３２の代わりに使用することが可能である。
　　〔実施の形態５〕
　以下、図１５に基づき、本発明の表示装置に係るさらに他の実施形態を説明する。図１
５に示すように、本実施の形態の液晶表示装置（表示装置）４１は、液晶パネル１２と、
導光板１３と、ＬＥＤ１４と、赤色（Ｒ）のＬＥＤ１５と、緑色（Ｇ）のＬＥＤ１６と、
ＬＥＤ５２とを備えている。なお、ＬＥＤ１４は、主波長が４６４ｎｍ近傍のものであり
、ＬＥＤ３２は波長が４６４ｎｍの光に対して補色となる光を発光するものである。また
、これらのＬＥＤ１４・１５・１６・３２は、導光板１３の発光体として機能する。
　さらに、液晶表示装置４１は、これらの発光体を制御する制御手段１７と、時刻情報を
出力する時刻出力手段１８と、発光体の制御パターンを保持する記憶手段１９と、ディス
プレイの使用者が任意で制御パターンを入力可能とするパターン入力手段４２と、複数の
制御パターンの中から使用する制御パターンを選択する選択手段２０とを備えている。
　また、上述の実施の形態と同一の機能を有する部材に関しては、同一の参照番号を付し
ている。また、図１５において、理解を容易にするために各部品の大小関係を誇張して記
載しており、各部品の大きさは実際とは異なる。
　以下、発光体の発光強度を制御する手順について説明する。まず、液晶表示装置４１の
使用時においては、白色光を出すべく、ＬＥＤ１４と、Ｒ色のＬＥＤ１５と、Ｇ色のＬＥ
Ｄ１６とが点灯した状態とする。この時の白色光は、ＣＩＥで定められたＤ６５に設定す
る。さらに、選択手段２０により、記憶手段１９を参照して発光体の制御パターンを決定
する。
　ここで、記憶手段１９が保持する発光体の制御パターンとしては、上述のように複数あ
るが、そのすべてをあらかじめ保持しておくことは困難である。しかしながら、液晶表示
装置４１にパターン入力手段４２を設けるとともに、該パターン入力手段４２を介して使
用者が入力した制御パターンを使用者指示情報として記憶手段１９に記憶させておく。こ
れにより、液晶表示装置４１の使用者が、自身の生活スタイルに合わせて自由に制御パタ
ーンを記憶手段１９に記憶させておくことが可能となる。
　なお、使用者指示情報とは、使用者により設定される、ＬＥＤ１４の発光強度を時刻に
応じてどのように制御するかに関する情報である。したがって、使用者指示情報には、上
述の発光体の制御パターンも含まれる。
　使用者によって設定された制御パターンを含む、記憶手段１９に保持される制御パター
ンから、使用者は選択手段２０を通して制御パターンをひとつ選択する。その選択された
制御パターンと、時刻出力手段１８からの時刻情報とを基に、制御手段１７は発光体の制
御を行う。
　また、使用者の覚醒効果を得るべくＬＥＤ１４の発光強度を徐々に強くすると、画面上
の色合いが変化する。このような色合いの変化を防ぐために、ＬＥＤ１４に対して補色と
なるＬＥＤ３２をＬＥＤ１４の発光強度に合わせて点灯させることにより、ホワイトバラ
ンスを保つことができる。
　本実施の形態におけるＬＥＤ１４の発光強度とＬＥＤ３２の発光強度との関係を、図１
４におけるＮｏ２の点線で示す。なお、ＬＥＤ１４の発光強度とＬＥＤ３２の発光強度と
は比例関係になるように設定し、基準白色光はＤ６５に設定した。
　ＬＥＤ１４の発光強度がたとえば４０％の時点で、ＬＥＤ１４、ＬＥＤ１５、およびＬ
ＥＤ１６の間でホワイトバランスが取れている、すなわち基準白色光であるＤ６５が発光
されているとすると、ＬＥＤ１４の強度が所定強度、たとえば４０％に達するまではＬＥ
Ｄ３２の発光強度を０％としておく。
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　一方、ＬＥＤ１４の発光強度が上記所定強度を超えた場合、ＬＥＤ１４の発光強度の増
加に伴い、ＬＥＤ１４と補色の関係にあるＬＥＤ３２の発光強度も増加させるように制御
する。これにより、ホワイトバランスを適正に保つことができるので、画面の色合い変化
を抑えることができる。
　また、色合いの変化を抑える方法としては、ＬＥＤ１４の発光強度に合わせて、残り２
つのＬＥＤ１５・１６の出力を調整することでも、ホワイトバランスを調整することがで
きる。これらの色合い変化を抑える方法はそれぞれ単独でも、両方同時に行うことも可能
である。ただし、補色のＬＥＤ３２を用いる場合が、制御が最も簡易で精度も高い。
　また、ＬＥＤ１４とＬＥＤ３２とを隣り合わせて配置することで、これらのＬＥＤから
の光の混色が効率よく行われ、色むらの低減につながり、ホワイトバランスをより適正に
保つことができる。
　なお、ＬＥＤの発光効率や基準となるホワイトバランスの違いによって、グラフの傾き
等は変化する。ＬＥＤ１４の発光強度に合わせて、ＬＥＤ３２の発光強度の変える際の関
係の一例を、図１４においてＮｏ３の点線に示す。Ｎｏ３の点線は、ＬＥＤ３２の発光効
率がＬＥＤ１４よりも高く、ＬＥＤ１４の発光強度に対して低い発光強度にてＬＥＤ３２
を発光させればホワイトバランスが取れる場合における、ＬＥＤ１４とＬＥＤ３２との間
における発光強度の関係を示すものである。
　ＬＥＤ１４とＬＥＤ３２との間における発光強度の関係に関しては、図１４で示した関
係以外にも、ＬＥＤ１４の発光強度が５０％になるまでＬＥＤ３２の発光強度を０％にす
るなど、種々の関係を用いることができる。
　なお、ＬＥＤ１４とその補色となるＬＥＤ３２とに関しては、これらのＬＥＤからの光
を効率良く混合するため、本実施形態では隣り合うように配置されているものとして説明
したが、離れて配置されていてもよい。
　また、本実施形態では、表示装置の実施例としての液晶表示装置４１の構成について説
明したが、補色を含めた４色で画素を形成する自発光型ディスプレイについても、本実施
形態の液晶表示装置４１と同様の手法によりホワイトバランスを調整することができる。
　すなわち、図１６に示すように、ガラス基板５と、陽極６と、赤色に発光する有機層７
と、緑色に発光する有機層８と、主波長が４６４ｎｍ近傍となる光を発する有機層９と、
陰極１０とで構成される自発光型ディスプレイにおいて、有機層９の補色となる光を発す
る有機層（補色発光体）５１を設けたものでもよい。
　また、以下の表１は、上述した各実施形態におけるＬＥＤ１４の発光状態を様々な制御
パターンごとに示したものである。
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　パターン１は実施の形態３で説明した発光体の制御パターンであり、ＬＥＤ１４の発光
状態を時間とともに示したものである。実施の形態３に係る液晶表示装置２１では、発光
体として冷陰極管２２を用いているため（図１０参照）、ＬＥＤ１４を常に点灯しなくて
も白色光を出すことが可能である。したがって、ＬＥＤ１４のパターンは点灯と消灯のパ
ターンになっている。
　また、パターン２およびパターン３は、３色のＬＥＤのみを発光体としている場合にお
ける、ＬＥＤ１４の制御パターンである。これらのパターンにおいては、白色光を作り出
すためにＬＥＤ１４は常時点灯しておかなければならないので、発光状態の強弱を用いて
制御パターンを示している。
　また、パターン２は、通常の生活パターンにあわせたもので、パターン３は、夜間勤務
者などの生活パターンにあわせたものである。すなわち、パターン２では、日中の時間帯
においてＬＥＤ１４を強く点灯させている。一方、パターン３では、深夜の時間帯におい
てＬＥＤ１４を強く点灯させている。
　なお、表１に示した制御パターン以外にも、表示装置の使用者の生活状況に応じて様々
な制御パターンを設定可能である。また、表１では２時間毎に発光状態の強弱・点灯非点
灯を記載してあるが、発光状態を変更する時間の間隔は任意に設定可能である。
　　〔実施の形態６〕
　次に、図１７に基づき、本発明の表示装置に係るさらに他の実施形態を説明する。図１
７に示すように、本実施形態の液晶表示装置（表示装置）６１は、液晶パネル１２と、導
光板１３と、主波長４６４ｎｍ近傍のＬＥＤ１４と、冷陰極管２２とを備えている。なお
、ＬＥＤ１４と冷陰極管２２とは、導光板１３の発光体として機能する。また、本実施の
形態の液晶表示装置６１は、ＬＥＤ１４からの光で励起されＬＥＤ１４の補色となる光を
発する蛍光体６２を備えている。
　また、液晶表示装置６１は、これらの発光体（ＬＥＤ１４・冷陰極管２２・蛍光体６２
）の発光強度を制御する制御手段１７と、時刻情報を出力する時刻出力手段１８と、発光
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体としてのＬＥＤ１４の制御パターンを保持する記憶手段１９と、複数の制御パターンの
中から使用する制御パターンを選択する選択手段２０を備えている。
　なお、上述の実施の形態と同一の機能を有する部材に関しては、同一の参照番号を付し
ている。また、図１７において、理解を容易にするために各部品の大小関係を誇張して記
載しており、各部品の大きさは実際とは異なる。
　以下、発光体の発光強度を制御する手順について説明する。まず、液晶表示装置６１の
使用時においては、白色光を出すために、冷陰極管２２が点灯した状態とする。なお、冷
陰極管２２により発せられる光の相関色温度は、ここでは９０００Ｋとする。
　さらに、選択手段２０により、記憶手段１９を参照して発光体の制御パターンを決定す
る。記憶手段１９が保持する発光体の制御パターンとしては、使用者が通常寝起き状態で
あると考えられる早朝の時間帯や、眠くなりやすい昼食後の時間帯にＬＥＤ１４から強い
光を出しておくなど、複数の制御パターンがある。
　使用者は選択手段２０を通して、複数の制御パターンの中から一つを選択する。制御手
段１７は、その選択された制御パターンと、時刻出力手段１８からの時刻情報とを基に発
光体の発光強度を制御する。たとえば、使用者が８時から１８時を日中としてＬＥＤ１４
を強く発光するパターンを選択していた場合、ＬＥＤ１４の発光強度は図１１に示すフロ
ーチャートに従って制御される。
　また、冷陰極管２２により発せられる光と、ＬＥＤ１４により発せられる光とが単純に
混合された混色光の色は、冷陰極管２２だけを発光させた光の色に比べ、青みがかった色
となる。したがって、本実施の形態の液晶表示装置６１において、使用者の覚醒効果を得
るためにＬＥＤ１４を単に強く点灯すると、ホワイトバランスが崩れてしまう。
　そこで、蛍光体６２を、ＬＥＤ１４と導光板１３との間であってＬＥＤ１４からの光の
一部があたる位置に配置する。これにより、ＬＥＤ１４から発せられる光の一部は、蛍光
体６２によってＬＥＤ１４の補色の光となる。また、ＬＥＤ１４から発せられる光のうち
蛍光体６２を透過しない光は、波長変換を起こさないので、蛍光体６２を透過した光と混
ざり合うことにより、白色を呈することとなる。
　このように蛍光体６２を設けることにより、ＬＥＤ１４の強度を強めつつ、補色の光源
を用いなくてもホワイトバランスを調整することが可能となる。このような蛍光体として
は、白色ＬＥＤなどで用いられる、青色光によって励起され黄色光を発するＹＡＧ（イッ
トリウム・アルミニウム・ガーネット）などを用いることができる。
　このように液晶表示装置６１を構成することにより、ＬＥＤ３２のように補色の発光体
を用いる液晶表示装置３１（図１２参照）に比べ、同じ輝度の光を生成するための光源の
数を少なくできる。さらに、蛍光体６２を利用した場合には、ＬＥＤ１４のきわめて近い
部分に蛍光体６２が配置されることになるので、液晶パネル１２による表示に、色むらや
輝度むらが生じにくくなる。
　また、たとえば液晶表示装置３１のように、補色の発光体を用いた場合には、ＬＥＤ１
４に加え、補色の発光体の発光強度も制御する必要がある。しかしながら本実施形態の液
晶表示装置６１のように、蛍光体６２を使用する場合は、蛍光体６２は発光強度を制御す
る必要が無いので、補色の発光体を用いる場合に比べ発光強度の制御が単純化することが
できる。
　なお、本実施形態では、蛍光体６２をＬＥＤ１４の真上に配置する構成について説明し
たが、蛍光体６２の配置場所はこれに限定されるものではない。たとえば、ＬＥＤ１４を
覆うように蛍光体６２を設けたり、ＬＥＤ１４の横に蛍光体６２を設けるというように、
ＬＥＤ１４からの光が届く範囲内で様々な場所に蛍光体６２を配置することができる。
　また、ＬＥＤ１４および蛍光体６２の代わりに、波長４６４ｎｍの光を発するＬＥＤと
蛍光体とが一体成型された白色ＬＥＤを用いてもよい。
　また、ここでは白色光源として冷陰極管を用いたが、白色ＬＥＤやＥＬを用いてもよい
。また、蛍光体は、実施形態２に示すように、それぞれ異なる色を発光するＬＥＤ１４・
１５・１６を発光体として用いる液晶表示装置１１についても使用可能である。
　　〔実施の形態７〕
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　次に、図１８に基づき、本発明の表示装置に係るさらに他の実施形態を説明する。図１
５に示すように、本実施形態の液晶表示装置（表示装置）７１は、液晶パネル１２と、導
光板１３と、冷陰極管２２とを備えている。なお、冷陰極管２２は、導光板１３の発光体
として機能する。
　また、液晶表示装置７１は、青色波長域の透過率が低い誘電体多層膜フィルタ７２と、
青色波長域の透過率が高い誘電体多層膜フィルタ７３とを備えている。なお、これらの誘
電体多層膜フィルタ７２・７３は、冷陰極管２２と、冷陰極管２２の光が入射される導光
板１３の入射端面との間に配置され、冷陰極管２２から導光板１３に入射される光の透過
率を、発光波長ごとに制御するものである。
　さらに、液晶表示装置７１は、フィルタ切替手段７４を備えている。フィルタ切替手段
７４は、誘電体多層膜フィルタ７２および誘電体多層膜フィルタ７３のうちいずれを使用
するか、またはどちらも使用しないかを切り替えるものである。
　また、液晶表示装置７１は、冷陰極管２２の発光強度を制御する制御手段１７を備えて
いる。
　なお、上述の実施の形態と同一の機能を有する部材に関しては、同一の参照番号を付し
ている。また、図１８において、理解を容易にするために各部品の大小関係を誇張して記
載しており、各部品の大きさは実際とは異なる。
　以下、生体リズムに影響を与える、４４０～４７０ｎｍの範囲における波長の光の光量
を制御する方法について説明する。
　図１９は冷陰極管２２の発光スペクトルであり、横軸は波長、縦軸は発光強度を示して
いる。ここで、図３を用いて説明したように、青色波長域の光にメラトニン抑制の効果が
ある。図１９を参照すると、冷陰極管２２から発せられる光は、その波長域の光を含んで
いることがわかる。
　また、図２０は青色波長域の透過率の低い誘電体多層膜フィルタ７２の透過率特性を示
すものであり、図２１は青色波長域の透過率の高い誘電体多層膜フィルタ７３の透過率特
性を示すものである。図２０および図２１においては、横軸が波長、縦軸が透過率を示し
ている。
　ここで、誘電体多層膜フィルタとは、光の屈折率が異なる２つの絶縁膜を交互に積み重
ねたものであり、酸化ケイ素と酸化チタンなどが絶縁膜として使用される。絶縁膜の物質
を変えたり、積層する層の数を変えることで、様々な透過スペクトルを持つ誘電体多層膜
フィルタを実現できる。誘電体多層膜の作成方法は公知である。
　図２０に示すように、誘電体多層膜フィルタ７２の透過スペクトルは、青色波長域で低
く、それ以外の波長域では高い透過率を示している。このため、睡眠前などの覚醒するこ
とを避けたい時間帯には、フィルタ切替手段７４を用いて、使用するフィルタを誘電体多
層膜フィルタ７２に切り替えることにより、メラトニン抑制効果のある青色波長域の光の
光量を少なくすることが可能となる。
　また、図２１に示すように、誘電体多層膜フィルタ７３の透過スペクトルは、青色波長
域で高く、その他の波長域で低くなっている。そのため、昼間などの覚醒の効果を得たい
時間には、フィルタ切替手段７４を用いて、使用するフィルタを誘電体多層膜フィルタ７
３に切り替える。
　ただし、この誘電体多層膜フィルタ７３を使用しただけでは、青色波長域とそれ以外の
波長域で減少の割合は異なるものの、どの波長域でも発光量は下がることになる。そのた
め、誘電体多層膜フィルタ７３を使用する際には、制御手段１７を用いて冷陰極管２２の
発光強度を強くすることが好ましい。これにより、使用者の覚醒の効果を得たい時には、
青色波長域の光量を増加させ、メラトニン分泌を抑制することができる。
　さらに、表示装置の使用者は、誘電体多層膜フィルタの切替、および使用の有無に関す
る情報を、使用者指示情報としてフィルタ切替手段７４を用いて決定することが可能であ
る。
　たとえば、使用者が睡眠前であり睡眠に悪影響を及ぼしたくない際には、フィルタ切替
手段７４を用いて、青色波長域の透過率の低い誘電体多層膜フィルタ７２を使用するよう
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に、使用者指示情報を設定する。これにより、メラトニン分泌が抑制されることを防ぐこ
とができる。
　また、使用者を覚醒する効果を得たい際には、フィルタ切替手段７４を用いて、青色波
長域の透過率の高い誘電体多層膜フィルタ７３を使用するように、使用者指示情報を設定
する。
　この場合、フィルタ切替手段７４は、制御手段１７に対して、冷陰極管２２の発光強度
を強くする旨の制御信号を出力する。これにより、青色波長域の光の光量が増加するので
、使用者を覚醒する効果が得られる。
　また、これらのフィルタを使うと、青の光量が変わることから、液晶表示装置７１の表
示画面における色合いが変化してしまう場合がある。そのため、表示画像の色合いを重要
視する場合は、使用者は、フィルタ切替手段７４を用いて、フィルタを使用しないように
使用者指示情報を設定することが好ましい。これにより、液晶パネル１２により表示され
る画像の色合いが、青みがかったりすることを防ぐことができる。
　このように、フィルタ切替手段７４を用いて使用者指示情報を設定することにより、使
用者が望む状態に設定することが可能となる。
　ここでは、光の発光量を波長域ごとに制御するために、任意の透過スペクトルに設計す
ることが可能であることから、誘電体多層膜フィルタを用いたが、ゲストホスト液晶を用
いて発光量を制御するなど、様々な方法により光の発光量を波長域ごとに制御することが
できる。
　なお、ゲストホスト液晶とは、分子の長軸方向と短軸方向とで光の吸収に異方性をもつ
２色性色素を液晶に混ぜたものである。ゲストホスト液晶に電圧をかけることで、２色性
色素の配向が変化し、液晶透過時の光吸収特性が変化する為、光の透過量を電気的に制御
することができる。２色性色素として青色の光を吸収するものが用いられたゲストホスト
液晶ならば、青色の光の透過量を制御することができる。
　また、冷陰極管２２に関しても、青色波長域に発光成分を持つ有機ＥＬや無機ＥＬを、
冷陰極管２２の代わりに用いてもよい。また、冷陰極管２２は、単数でも複数でも構わな
い。
　また、本実施形態においては、使用フィルタを誘電体多層膜フィルタ７２または誘電体
多層膜フィルタ７３のいずれかに切り替えるための構成として、フィルタ切替手段７４を
設ける構成について説明した。これと同様に、上記した実施形態において青色の光を発光
する有機層９やＬＥＤ１４の発光強度を変更するボタンなどを用意して、使用者が自由に
発光強度を切り替えられるようにしてもよい。
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で
種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合
わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
　以上のように、本発明の表示装置は、発光体の光により画像を表示する表示装置であっ
て、上記発光体は生体リズムに影響を与える波長の光を発し、上記波長の光の強度を制御
することによって、生体リズムを調整するとともに上記画像を表示するものである。
　上記構成によれば、生体リズムに影響を与える波長の光の強度を制御することによって
、生体リズムを調整することができる。
　特に、表示装置は、照明装置に比べて使用者との距離が近い位置で使用されることが多
いので、発光体からの光は、使用者に直接的に届き、使用者の生体リズムに与える影響が
大きい。また、画像を表示する表示装置は、照明装置に比べて使用頻度が高い。
　したがって、表示装置においては、発光体の発光強度が使用者の生体リズムに与える影
響が照明装置に比べて大きいので、本発明によれば、効果的に使用者の生体リズムを調整
することができる。
　また、上記構成の表示装置は、時間情報に基づき、上記波長の光の強度を制御すること
が好ましい。なお、時間情報とは、上述した現在の時刻を示す時刻情報や、表示装置の使
用を開始した時からの現在まで時間を示す経過情報を含む情報である。
　上記構成によれば、時間情報に基づき、生体リズムに影響を与える波長の光の強度が自
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動的に調整されるので、使用者が意識的に表示装置を操作することなく、生体リズムを調
整することが可能となる。
　また、上記構成の表示装置は、使用者により設定された情報である使用者指示情報に基
づき、上記波長の光の強度を制御することが好ましい。
　上記構成によれば、使用者の設定する使用者指示情報に基づいて、生体リズムに影響を
与える波長の光の強度が制御される。したがって、使用者の好みに合わせて生体リズムに
影響を与える波長の光の強度を制御することができ、所望のリズムに使用者の生体リズム
を適合させることできる。
　また、使用者指示情報として、生体リズムに影響を与える波長の光の強度が時刻と対応
付けられた制御パターンを設定し、この使用者指示情報に基づき生体リズムに影響を与え
る波長の光の強度を制御するようにしてもよい。これにより、本発明の表示装置の使用者
が制御パターンを一旦設定すれば、それ以降は使用者の希望に応じた強度で生体リズムに
影響を与える波長の光が発せられるので、所望のリズムに使用者の生体リズムを容易に適
合させることができる。
　また、上記構成の表示装置は、表示する画像がどのような内容の番組であるかを示す情
報であるコンテンツ情報に基づき、上記波長の光の強度を制御することが好ましい。
　上記構成によれば、コンテンツ情報に基づき、生体リズムに影響を与える波長の光の強
度が制御されるので、表示画像の内容に応じて上記波長の光の強度が制御される。したが
って、表示画像の内容に応じて生体リズムを調整することが可能となる。たとえば、表示
画像が映画である場合には、上記波長の光の強度を上げて使用者を覚醒させることにより
、映画をより印象深いものとすることができる。
　また、上記構成の表示装置は、上記波長の光に対して略補色となる光を発光する補色発
光体を含んでいることが好ましい。
　すなわち、生体リズムに影響をあたえる波長の光の強度を強めた際に、画像の表示画面
の色合いが崩れてしまう場合がある。しかしながら、上記構成においては補色発光体を備
えているので、発光体および補色発光体のそれぞれから発せられる光を混合することによ
り、白色光を生成して、表示画面の色合いが崩れるのを防止することができる。
　また、上記構成の表示装置は、上記波長の光の強度に応じて、上記補色発光体の発光強
度を制御することが好ましい。
　上記構成によれば、上記波長の光の強度に応じて補色発光体の発光強度が制御される。
ここで、補色発光体は、上記波長の光に対して補色となる光を発するので、補色発光体の
発光強度を上記波長の光の強度に応じて制御すれば、これら２つの発光体からの光が混合
されることにより生成される白色光の色合いを適切に制御できる。
　したがって、上記波長の光の強度の高低によって表示画面の色合いが崩れてしまうこと
を、より適切に防止することができる。
　また、本発明の表示装置は、画像を表示する画像表示部の画素が、複数の発光体で構成
される表示装置であって、上記複数の発光体は生体リズムに影響を与える波長の光を発す
る第１発光体を含み、上記画像表示部に入力される映像信号に対する上記第１発光体の発
光強度の特性を切り替えるものである。
　上記構成によれば、画素自体が発光体として発光する自発光型の表示装置において、第
１発光体の発光強度特性が制御される。これにより、生体リズムに影響を与える波長の光
の強度が調整されるので、生体リズムを調整することができる。
　特に、表示装置は、照明装置に比べて使用者との距離が近い位置で使用されることが多
いので、第１発光体からの光は、使用者に直接的に届き、使用者の生体リズムに与える影
響が大きい。また、画像を表示する表示装置は、照明装置に比べて使用頻度が高い。
　したがって、表示装置においては、第１発光体の発光強度が使用者の生体リズムに与え
る影響が照明装置に比べて大きいので、本発明によれば、効果的に使用者の生体リズムを
調整することができる。
　また、本発明の表示装置は、画像を表示する画像表示部の画素が、複数の発光体で構成
される表示装置であって、上記複数の発光体は、４４５ｎｍから４８０ｎｍまでの間に主
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波長を有する光を発光する第１発光体を含み、上記画像表示部に入力される映像信号に対
する上記第１発光体の発光強度の特性を切り替えるものであってもよい。
　上記構成によれば、メラトニンの抑制効果が高い４４５ｎｍから４８０ｎｍまでの範囲
に、主波長を有する光を発するものを、第１発光体として用いる。したがって、第１発光
体から発せられる光をメラトニン抑制効果が高いものとすることができるので、より効果
的に生体リズムの調整を行うことが可能となる。
　さらに、上記構成の表示装置は、上記映像信号に対する上記第１発光体の発光強度の特
性を、時間情報に基づき切り替えることが好ましい。
　上記構成によれば、時間情報に基づき第１発光体の発光強度特性が自動的に調整される
ので、使用者が意識的に表示装置を操作することなく、生体リズムを調整することが可能
となる。
　さらに、上記構成の表示装置は、上記映像信号に対する上記第１発光体の発光強度の特
性を、使用者により設定された情報である使用者指示情報に基づき切り替えることが好ま
しい。
　上記構成によれば、使用者の設定する使用者指示情報に基づいて、生体リズムに影響を
与える波長の光の発光強度特性が制御される。したがって、使用者の好みに合わせて第１
発光体の発光強度特性を制御することができ、所望のリズムに使用者の生体リズムを適合
させることできる。
　また、使用者指示情報として、第１発光体の発光強度特性が時刻と対応付けられた制御
パターンを設定し、この使用者指示情報に基づき第１発光体の発光強度特性を制御するよ
うにしてもよい。これにより、本発明の表示装置の使用者が制御パターンを一旦設定すれ
ば、それ以降は使用者の希望に応じた発光強度で第１発光体は発光するので、所望のリズ
ムに使用者の生体リズムを容易に適合させることができる。
　さらに、上記構成の表示装置は、上記映像信号に対する上記第１発光体の発光強度の特
性を、表示する画像がどのような内容の番組であるかを示す情報であるコンテンツ情報に
基づき切り替えることが好ましい。
　上記構成によれば、コンテンツ情報に基づき第１発光体の発光強度特性が制御されるの
で、表示画像の内容に応じて第１発光体の発光強度特性が制御される。したがって、表示
画像の内容に応じて生体リズムを調整することが可能となる。たとえば、表示画像が映画
である場合には、第１発光体の発光強度を上げて使用者を覚醒させることにより、映画を
より印象深いものとすることができる。
　さらに、上記複数の発光体は、赤色光を発光する第２発光体と、緑色光を発光する第３
発光体とを含んでいることが好ましい。
　すなわち、第１発光体により発光される生体リズムに影響を与える光は、ほぼ青色を呈
する。したがって、上記構成のように第２発光体および第３発光体を設ければ、第１発光
体により発せられるほぼ青色の光、第２発光体により発せられる赤色の光、および第３発
光体により発せられる緑色の光により、自発光型の表示装置においてカラー表示を行うこ
とできる。
　さらに、上記複数の発光体は、上記第１発光体の発光色に対して略補色となる光を発光
する補色発光体を含んでいることが好ましい。
　すなわち、生体リズムに影響をあたえる波長の光の強度を強めた際に、画像の表示画面
の色合いが崩れてしまう場合がある。しかしながら、上記構成においては補色発光体を備
えているので、第１発光体および補色発光体のそれぞれから発せられる光を混合すること
により、白色光を生成して、表示画面の色合いが崩れるのを防止することができる。
　さらに、上記構成の表示装置は、上記第１発光体の発光強度に応じて、上記補色発光体
の発光強度を制御することが好ましい。
　上記構成によれば、第１発光体の発光強度に応じて補色発光体の発光強度が制御される
。ここで、補色発光体は、第１発光体の発光色に対して補色となる光を発するので、その
発光強度を第１発光体の発光強度に応じて制御すれば、これら２つの発光体からの光が混
合されることにより生成される白色光の色合いを適切に制御できる。
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　したがって、第１発光体の発光強度の高低によって表示画面の色合いが崩れてしまうこ
とを、より適切に防止することができる。
　さらに、上記補色発光体は、上記第１発光体と隣り合うように配置されていることが好
ましい。
　上記構成によれば、第１発光体と補色発光体が隣り合うことにより、それぞれの発光体
から発せられる光を効率良く混合し、白色光を効率良く生成することができる。したがっ
て、第１発光体の発光強度の高低によって表示画面の色合いが崩れてしまうことを、より
適切に防止することができる。
　さらに、上記複数の発光体のうち少なくとも１つの発光体は、発光ダイオードであって
もよい。
　上記構成によれば、画素がＬＥＤにより構成された自発光型のＬＥＤディスプレイにお
いて、生体リズムの調整が可能となる。
　さらに、上記複数の発光体のうち少なくとも１つの発光体は、エレクトロルミネッセン
スであってもよい。
　上記構成によれば、画素がエレクトロルミネッセンスにより構成された自発光型の有機
ＥＬディスプレイにおいて、生体リズムの調整が可能となる。
　また、本発明の表示装置は、画像を表示する画像表示部に対して、光源からの光を照射
することにより画像を表示する表示装置であって、上記複数の発光体は生体リズムに影響
を与える波長の光を発光する第１発光体を含み、上記画像表示部に入力される映像信号に
対する上記第１発光体の発光強度を切り替えるものである。
　上記構成によれば、画像表示部に対して光源からの光を照射する構成の表示装置におい
て、第１発光体の発光強度が制御される。これにより、生体リズムに影響を与える波長の
光の強度が調整されるので、生体リズムを調整することができる。
　特に、表示装置は、照明装置に比べて使用者との距離が近い位置で使用されることが多
いので、第１発光体からの光は使用者に直接的に届く。また、画像を表示する表示装置は
、照明装置に比べて使用頻度が高い。
　したがって、表示装置においては、第１発光体の発光強度が使用者の生体リズムに与え
る影響が照明装置に比べて大きいので、本発明によれば、効果的に使用者の生体リズムを
調整することができる。
　また、本発明の表示装置は、画像を表示する画像表示部に対して、光源からの光を照射
することにより画像を表示する表示装置であって、上記複数の発光体は４４５ｎｍから４
８０ｎｍまでの間に主波長を有する光を発光する第１発光体を含み、上記画像表示部に入
力される映像信号に対する上記第１発光体の発光強度を切り替えるものであってもよい。
　上記構成によれば、メラトニンの抑制効果が高い４４５ｎｍから４８０ｎｍまでの範囲
に、主波長を有する光を発するものを、第１発光体として用いる。したがって、第１発光
体から発せられる光をメラトニン抑制効果が高いものとすることができるので、より効果
的に生体リズムの調整を行うことが可能となる。
　さらに、上記構成の表示装置において、上記第１発光体の発光強度を、時間情報に基づ
き制御することが好ましい。
　上記構成によれば、時間情報に基づき第１発光体の発光強度が自動的に調整されるので
、使用者が意識的に表示装置を操作することなく、生体リズムを調整することが可能とな
る。
　さらに、上記構成の表示装置において、上記第１発光体の発光強度を、使用者により設
定された情報である使用者指示情報に基づき制御することが好ましい。
　上記構成によれば、使用者の設定する使用者指示情報に基づいて、生体リズムに影響を
与える波長の光の発光強度が制御される。したがって、使用者の好みに合わせて第１発光
体の発光強度を制御することができ、所望のリズムに使用者の生体リズムを適合させるこ
とできる
　また、使用者指示情報として、第１発光体の発光強度が時刻と対応付けられた制御パタ
ーンを設定し、この使用者指示情報に基づき第１発光体の発光強度を制御するようにして
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もよい。これにより、本発明の表示装置の使用者が制御パターンを一旦設定すれば、それ
以降は使用者の希望に応じた発光強度で第１発光体は発光するので、所望のリズムに使用
者の生体リズムを容易に適合させることができる。
　さらに、上記構成の表示装置において、上記第１発光体の発光強度の特性を、表示する
画像がどのような内容の番組であるかを示す情報であるコンテンツ情報に基づき切り替え
ることが好ましい。
　上記構成によれば、コンテンツ情報に基づき第１発光体の発光強度が制御されるので、
表示画像の内容に応じて第１発光体の発光強度が制御される。したがって、表示画像の内
容に応じて生体リズムを調整することが可能となる。たとえば、表示画像が映画である場
合には、第１発光体の発光強度を上げて使用者を覚醒させることにより、映画をより印象
深いものとすることができる。
　さらに、上記光源は、赤色光を発光する第２発光体と、緑色光を発光する第３発光体と
を含んでいることが好ましい。
　すなわち、第１発光体により発光される生体リズムに影響を与える光は、ほぼ青色を呈
する。したがって、上記構成のように第２発光体および第３発光体を設ければ、第１発光
体により発せられるほぼ青色の光、第２発光体により発せられる赤色の光、および第３発
光体により発せられる緑色の光を混合することにより、白色光を生成することができる。
　そして、白色光は、一般的な表示装置において用いられる光源の光である。したがって
、上記のように第１発光体、第２発光体、および第３発光体を設けるという簡易な構成に
より、一般的な表示装置の光源としてこれらの発光体を機能させることができる。
　さらに、上記光源は、白色光を発光する白色発光体を含んでいるものであってもよい。
　すなわち、白色光は、一般的な表示装置で用いられている光源により発せられる光であ
る。したがって、上記構成によれば、一般的な光源として利用される白色発光体を含んで
いる表示装置に、第１発光体を設けるという簡易な構成で、生体リズムを調整することが
可能となる。
　さらに、上記光源は、上記第１発光体の発光色に対して略補色となる光を発光する補色
発光体を含んでいることが好ましい。
　すなわち、生体リズムに影響をあたえる波長の光の強度を強めた際に、画像の表示画面
の色合いが崩れてしまう場合がある。しかしながら、上記構成においては補色発光体を備
えているので、第１発光体および補色発光体のそれぞれから発せられる光を混合すること
により、白色光を生成して、表示画面の色合いが崩れるのを防止することができる。
　さらに、上記構成の表示装置において、上記第１発光体の発光強度に応じて、上記補色
発光体の発光強度を制御することが好ましい。
　上記構成によれば、第１発光体の発光強度に応じて補色発光体の発光強度が制御される
。ここで、補色発光体は、発光体の発光色に対して補色となる光を発するので、その発光
強度を第１発光体の発光強度に応じて制御すれば、これら２つの発光体からの光が混合さ
れることにより生成される白色光の色合いを適切に制御できる。
　したがって、第１発光体の発光強度の高低によって表示画面の色合いが崩れてしまうこ
とを、より適切に防止することができる
　さらに、上記補色発光体は、上記第１発光体と隣り合うように配置されていることが好
ましい。
　上記構成によれば、第１発光体と補色発光体が隣り合うことにより、それぞれの発光体
から発せられる光を効率良く混合し、白色光を効率良く生成することができる。したがっ
て、第１発光体の発光強度の高低によって表示画面の色合いが崩れてしまうことを、より
適切に防止することができる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記第１発光体の発光色に対して略補色となる光を発光
する蛍光体を含んでいることが好ましい。
　上記構成によれば、蛍光体により第１発光体の発光色に対して略補色となる光が発光さ
れるので、上述したような補色発光体を設けた場合と同様の効果を得ることができる。ま
た、蛍光体は発光強度を制御する必要がないので、表示装置の構成を簡略化することがで
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きる。
　さらに、上記光源を構成する発光体のうち少なくとも１つは、発光ダイオードまたはエ
レクトロルミネッセンスであってもよい。
　上記構成によれば、発光ダイオードまたは面発光するエレクトロルミネッセンスを光源
として用いた表示装置において、液晶パネル等の画像表示部に対して該光源から光を照射
することにより、生体リズムを調整することが可能となる。
　なお、本発明の表示装置は、生体に影響を与える波長の光を発する第１発光体と、時刻
出力手段からの時刻情報に基づいて上記第１発光体の発光強度を制御する制御手段とを備
えているものであってもよい。
　上記構成によれば、時刻出力手段によって得られる時刻情報に基づき、生体に影響を与
える波長の光の強度を制御することが可能となる。
　したがって、時刻に応じて生体に影響を与える光の発光強度を調整することにより、生
体リズムを調整することが可能となる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、上記第１発光体から発せ
られる光は、４４５ｎｍから４８０ｎｍまでの間にピーク波長を有することを特徴として
いる。
　４４５ｎｍから４８０ｎｍ近傍のピーク波長を有する光を強く発光すると、メラトニン
の分泌量が抑制されることが知られている。上記構成によれば、第１発光体により上記範
囲のピーク波長を有する光が発せられるので、メラトニン分泌を調整し、生体リズムをよ
り効果的に調整することができる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、赤色光を発光する第２発
光体と、緑色光を発光する第３発光体とを備えているものであってもよい。
　上記構成によれば、第１発光体、第２発光体、および第３発光体により、鮮やかなカラ
ー表示を行うことができる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、上記第１発光体の発光色
に対する補色を発光する第４発光体を備えているものであってもよい。
　上記構成によれば、第４発光体により、第１発光体から発せられる光の色に対して補色
となる光が発せられる。よって、第１発光体を強く発光したときでも、第４発光体を第１
発光体の発光強度に対応した強い強度にて発光することで、画面上の色合いの変化を抑え
ることが可能となる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、上記第４発光体が、上記
第１発光体と隣り合うように配置されていてもよい。
　上記構成によれば、第１発光体と、第４発光体とが隣り合って配置されるので、これら
２つの発光体から発光される光の混色を効率よく行うことができ、画面上の色むらを防ぐ
ことが可能となる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、上記制御手段が、上記第
１発光体の発光強度に対応させて、上記第４発光体の発光強度を制御するものであっても
よい。
　上記構成によれば、第１発光体の発光強度に対応させて、第４発光体の発光強度を制御
することにより、第１発光体と第４発光体との混色の割合を調整することができ、画面上
の色合いをより理想的にすることができる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、上記第１発光体が、画像
を表示する画像表示手段を照明する照明手段に含まれているものであってもよい。
　上記構成によれば、一般的に画像表示手段として広く用いられている液晶ディスプレイ
等に、照明手段として用いられるバックライトの光源として第１発光体を設けることによ
り、生体リズムの調整を実現する表示装置を容易に提供することができる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、上記第１発光体、上記第
２発光体、および上記第３発光体の少なくとも３つにより、画像を表示する画像表示手段
の画素が形成されているものであってもよい。
　上記構成によれば、第１発光体、第２発光体、および第３発光体により、赤色光、緑色
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ことができる。よって、生体リズムの調整が可能な自発光型ディスプレイを提供すること
ができる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、上記制御手段が、記憶手
段に記憶された複数の制御パターンから、選択手段により選択された制御パターンにした
がい、上記第１発光体の発光強度を変化させるものであってもよい。
　上記構成によれば、記憶手段に、種々の発光強度の制御パターンを記憶しておくととも
に、使用者の生活リズムに最適な制御パターンを選択手段に選択せしめ、選択された制御
パターンにしたがって第１発光体の発光強度を変化させることができる。
　よって、表示装置の使用者毎に制御パターンを設定し、生体リズムをより効果的に調整
することができる。
　さらに、本発明の表示装置は、上記構成の表示装置において、上記制御手段が、利用者
の起床時および日中において上記第１発光体の発光強度を強め、夜間において上記第１発
光体の発光強度を弱めるように制御するものであってもよい。
　上記構成によれば、利用者の起床時および日中には利用者をより効果的に覚醒させるこ
とができ、睡眠前には発光強度が弱められるので、生体リズムへの影響を低減できる。よ
って、生体リズムをより効果的に調整することができる。
　なお、上述の第１発光体、第２発光体、第３発光体、および第４発光体は、ＬＥＤであ
ることが好ましい。発光体がＬＥＤであれば、発光波長を絞ることができるので、生体に
影響を与える波長を的確に選択する選択することが可能となる。
　また、第１発光体、第２発光体、第３発光体および第４発光体は、エレクトロルミネッ
センスでも構わない。発光体をエレクトロルミネッセンスにて形成することにより、生体
リズムの調整が可能な有機ＥＬディスプレイを提供することができる。
　なお、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施形態は、あく
までも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定し
て狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する特許請求の範囲内で
、いろいろと変更して実施することができるものである。
【産業上の利用の可能性】
　本発明は、モニタやテレビといった用途の他、モバイル機器向けのディスプレイや、大
画面のディスプレイなど様々な表示装置において適用可能である。
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