
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素によって構成される表示領域を有する表示パネルと、この表示パネルの背面
側に配置されて前記表示パネルに向けてＲＧＢ３原色に対応する成分を含む光を発する光
源ユニットと、前記複数の画素の各々において前記光源ユニットから前記表示パネルを透
過して前記表示パネルの表面側に発せられる光のＲＧＢ３原色に対応する成分の強度を制
御して前記表示領域にフルカラー画像を表示させる表示制御手段とを備えたフルカラー表
示装置において、

ことを特徴とするフルカラー表示装置。
【請求項２】
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　前記表示制御手段は、前記表示領域の少なくとも一部分を占める所定領域において、Ｒ
ＧＢ３原色の１つまたはこの１つに近い光を透過させる単色表示と、前記単色表示以外の
表示との間で切り替える制御を行い、
　前記光源ユニットは、前記単色表示の表示色またはこの表示色に近い所定の色で発光す
る第１光源と、前記単色表示以外の表示へ切り替える場合に点灯させる第２光源とを備え
、
　前記表示制御手段は、前記所定領域において前記単色表示へ切り替える場合に、前記第
１光源を点灯させる

　前記表示制御手段は、前記単色表示以外の表示へ切り替える場合には、前記第２光源を
点灯させ、前記単色表示へ切り替える場合には、前記第２光源に追加して前記第１光源を
点灯させることを特徴とする請求項１記載のフルカラー表示装置。



【請求項３】

【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各画素においてＲＧＢ３原色の光の強度を制御することによりフルカラー画像
を表示するフルカラー表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
フルカラー表示装置として、従来より、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマディスプ
レイ（ＰＤＰ）、エレクトロルミネセントディスプレイ（ＥＬＤ）などが知られている。
例えば、受光型（非発光型）ディスプレイであるＬＣＤの場合、液晶パネルは複数の画素
によって構成される表示領域を有しており、図１１に示すように、各画素は赤色Ｒ（Ｒ e
ｄ）領域、緑色Ｇ（Ｇ reen）領域、および青色Ｂ（Ｂ lue）領域に分割されている。具体
的には、これらの領域に対応してそれぞれ赤色フィルタ、緑色フィルタ、および青色フィ
ルタを備えており、これらのフィルタによりバックライト・ユニットからの白色光のＲＧ
Ｂ成分を選択的に透過させる。ＬＣＤでは、各画素のＲＧＢ各領域に対応する液晶セルに
印加する電圧を制御することにより光のＲＧＢ成分のバランスを調整して、フルカラー表
示を実現する。
【０００４】
このような従来のフルカラー表示装置を車両に搭載してメータ表示やウォーニング表示、
さらにカーナビゲーション・システムからのナビゲーション情報の表示など多目的に用い
ることが提案されている（特開平１１－９１４６１号公報）。このようなフルカラー表示
装置において、エンジン油圧不足や燃料残量不足などをユーザに対して警告するための表
示を行う場合、赤色あるいは橙色での単色表示が用いられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来のフルカラー表示装置において赤色または橙色などのようなＲＧＢ
３原色の一つに近い色で単色表示を行うと、その単色表示の各画素において、ＲＧＢ３原
色のうちの単色表示色以外の他の２色は、

輝度は白色表示の場合のほぼ１／３となり、従って、重要な情報であるウォーニン
グの表示にユーザが気づきにくいという問題があった。
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　前記所定の色は赤色または橙色であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
のフルカラー表示装置。

　前記表示パネルは液晶層を有する液晶パネルであることを特徴とする請求項１ないし請
求項３のいずれか一項に記載のフルカラー表示装置。

　前記光源ユニットはその中に白色光源を有しており、前記表示パネル内に前記白色光源
からの光を選択的に透過させる赤色フィルタ、緑色フィルタ、および青色フィルタを前記
複数の画素の各々に対応して有していることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいず
れか一項に請求項４記載のフルカラー表示装置。

　前記光源ユニット内の光源は、ＬＥＤまたは冷陰極管であることを特徴とする請求項１
ないし請求項５のいずれか一項に記載のフルカラー表示装置。

　前記表示制御手段が行う前記単色表示の表示色は、赤色または橙色であることを特徴と
する請求項１ないし請求項６のいずれか１つに記載のフルカラー表示装置。

　前記表示制御手段が行う前記単色表示は、ウォーニング表示であることを特徴とする請
求項１ないし請求項７のいずれか１つに記載のフルカラー表示装置。

ＬＣＤの場合は液晶層により透過を抑えられる
ため、



【０００６】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、３原色の一つに近い色で単色表示す
る際の輝度の低下を抑えたフルカラー表示装置を提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１記載のフルカラー表示装置は、複数の画素によって
構成される表示領域を有する表示パネルと、この表示パネルの背面側に配置されて表示パ
ネルに向けてＲＧＢ３原色に対応する成分を含む光を発する光源ユニットと、複数の画素
の各々において光源ユニットから表示パネルを通して表示パネルの表面側に発せられる光
のＲＧＢ３原色に対応する成分の強度を制御して表示領域にフルカラー画像を表示させる
表示制御手段とを備えており、

このようにして、

３原色の１つ
に近い色で単色表示を行う際に表示輝度 ユーザは単色表示された情

報を見落とすことなく認識することができる。
【００１０】
　所定領域における単色表示が３原色の１つ で行われるような場合は
、 記載のように、 このような構成
のフルカラー表示装置の場合、単色表示以外の表示 場合には所定の色の光源
を除く 光源を点灯させ、単色表示 場合には
所定の色の第１光源を追加して点灯させるようにする 、単色表示の際の表示
輝度の低下をより効果的に補うことができる。
【００１１】
　車両に搭載されるフルカラー表示装置などの場合は、ウォーニングなどの重要な情報が
赤色あるいは橙色で表示されることが多いため、 記載のように、単色表示の際に
点灯させる光源として赤色または橙色の光源を備えているとよい。従来のフルカラー表示
装置では赤色や橙色での単色表示の場合は表示輝度が大きく低下するため、このような色
の光源を追加して点灯させると、効果的に表示輝度を補うことができる。
【００１２】
　

赤色または橙色の光源（ＬＥＤまたは冷陰極管
）を所定領域に対応して備えて、赤色または橙色での単色表示の際には、白色光源に追加
して赤色または橙色の光源を点灯させるようにするとよい。このようにして、白色光源を
備えた液晶表示装置において、従来であると表示輝度が大きく低下する赤色または橙色で
の単色表示の際に、効果的に表示輝度を補うことができる。
【００１５】
　また、車両に搭載されるフルカラー表示装置などの場合は、上記のように、ウォーニン
グなどの重要な情報が赤色あるいは橙色で表示されることが多く、また赤色や橙色での単
色表示の場合は従来のフルカラー表示装置では表示輝度が大きく低下するため、
記載のように、単色表示の表示色が赤色または橙色の場合に のいずれかに記
載の方法により表示輝度を確保すると効果的である。
【００１６】
　さらに、 記載のように、ＲＧＢ３原色の１つに近い単色で所定領域に単色表示
される情報がユーザに対するウォーニングである場合は、このような単色表示の際の表示
輝度を確保することは特に有効である。ユーザにとって重要な情報であるウォーニングが
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表示制御手段は、表示領域の少なくとも一部分を占める所
定領域において、ＲＧＢ３原色の１つまたはこの１つに近い光を透過させる単色表示と、
単色表示以外の表示との間で切り替える制御を行い、光源ユニットは、単色表示の表示色
またはこの表示色に近い所定の色で発光する第１光源と、単色表示以外の表示へ切り替え
る場合に点灯させる第２光源とを備え、表示制御手段は、所定領域において単色表示へ切
り替える場合に、第１光源を点灯させる。 単色表示を行う場合に、この
単色表示の表示色またはこれに近い所定の色で発光する第１光源を点灯させるため、単色
表示の際の表示輝度の低下を効果的に抑えることができる。これにより、 ま
たはこれ が確保され、

またはこれに近い色
請求項２に 第２光源に追加して第１光源を点灯させる。

へ切り替える
第２ へ切り替える この表示色またはこれに近い

。これにより

請求項３

フルカラー液晶表示装置が車両などに搭載してウォーニングなどの表示に用いられる場
合は、請求項２と請求項３記載のように、

請求項７
請求項１、２

請求項８



低い表示輝度で表示されると、ユーザがウォーニング表示を見落としてしまう恐れがある
。そこで、 のいずれかに記載の方法により表示輝度を確保すると、ユーザは
重要な情報であるウォーニングを見落とすことなく認識することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
（第１実施形態）
本発明の第１実施形態に係る表示装置は、サイドライト形ＴＦＴ－ＬＣＤ（ Thin Film Tr
ansistor Liquid Crystal Display）と、このＬＣＤを制御するＬＣＤ　ＥＣＵからなり
、車両の車室内において乗員に様々な情報を表示するためのモニタシステムに組み込まれ
る。図１はモニタシステム１の構成を示す図である。ＬＣＤ２は車室内のインストルメン
トパネルの運転席側などに配設されており、ＬＣＤ　ＥＣＵ３はインストルメントパネル
内でＬＣＤ２に接続されている。ＬＣＤ　ＥＣＵ３には、ＶＩＣＳ受信装置４、オーディ
オＥＣＵ５、ナビゲーションＥＣＵ６、テレビ（ＴＶ）ＥＣＵ７、および後方監視カメラ
８が接続されている。ＬＣＤ２および各ＥＣＵ３～７は、車両のアクセサリ・スイッチが
乗員によりオンにされると電源が投入されて作動する。
【００１８】
ＶＩＣＳ受信装置４はＶＩＣＳ情報を受信して、このＶＩＣＳ情報を示すＶＩＣＳ信号を
ＬＣＤ　ＥＣＵ３に出力する。オーディオＥＣＵ５は、ＣＤプレーヤ、ＭＤプレーヤ、カ
セットプレーヤ、ラジオ等に関する情報を示す信号をＬＣＤＥＣＵ３に出力する。ナビゲ
ーションＥＣＵ６は、ＧＰＳ受信機（図示せず）からの信号に基づいて車両の現在位置を
特定すると共に、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＨＤＤ等（図示せず）から地図データ
を読み出し、車両の現在位置および地図などの情報を示す映像信号をＬＣＤ　ＥＣＵ３に
出力する。ＴＶ　ＥＣＵ７はＴＶチューナー（図示せず）からの映像信号をＬＣＤ　ＥＣ
Ｕ３に出力する。
【００１９】
さらにＬＣＤ　ＥＣＵ３は、各種センサから、例えば車内ＬＡＮ（図示せず）を介して、
車両の走行速度を示す速度信号、エンジンの回転数を示すイグニション信号、ギアがバッ
クポジションに入れられていることを示すＲＥＶ信号など各種センサ信号を受け取り、ま
た、油圧スイッチからのエンジン油圧不足を警告する信号など各種ウォーニング信号を受
け取る。
【００２０】
図２（Ａ）はＬＣＤ２の構成を示す断面図であり、図２（Ｂ）はインストルメントパネル
にはめ込まれたＬＣＤ２を示す正面図である。ＬＣＤ２は、表示パネルであるＴＦＴパネ
ル２１と、その背面からＴＦＴパネル２１に向けて光を照射するバックライト・ユニット
２２とからなる。バックライト・ユニット２２は、光源であるＬＥＤ９０、光源からの光
を導くアクリル導光板９１、導光板９１の下部に配設されて導光板９１から下部に漏れた
光を反射する反射シート９２、輝度むらを低減するために導光板９１の上部に配設される
拡散シート９３、輝度向上のために拡散シート９３の上に配設されるプリズムシート９４
からなる。ＴＦＴパネル２１は、前面ガラス基板９５と背面ガラス基板９６の間に、バッ
クライト・ユニット２２からの光を選択的に透過させるカラーフィルタ層９７、液晶層９
８、および液晶層９８に電圧を印加するための電極９９を有しており、さらにガラス基板
９５、９６の外側にバックライト・ユニット２２からの光を偏光させる偏光板８９を有し
ている。
【００２１】
ＴＦＴパネル２１の最上面には表示領域２３が形成されており、この表示領域２３は図２
（Ｂ）に示すようにインストルメントパネル内にスピードメータに隣接してはめ込まれて
いる。乗員は、リモコン２５を用いて、表示領域２３に表示される情報を切り替えること
ができる。リモコン２５からのリモコンスイッチ信号は、受信機２４により受け取られて
、ＬＣＤ　ＥＣＵ３に入力される。図２（ A）に示すように、カラーフィルタ層９７は表
示領域２３を構成する各画素２６に対応して赤色フィルタ（Ｒ）、緑色フィルタ（Ｇ）、
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請求項１、２



および青色フィルタ（Ｂ）を備えており、これらの各フィルタに対応する液晶層９８の液
晶セルに印加する電圧を制御することによりフルカラー表示を実現することができる。
【００２２】
図３は導光板９１におけるＬＥＤ９０の配置を示す図である。複数のＬＥＤ９０が導光板
９１の両側面に列設されており、これらのＬＥＤ９０には白色ＬＥＤ９０ aと赤色ＬＥＤ
９０ｂが含まれている。
【００２３】
ＬＣＤ　ＥＣＵ３は、図１に示すように、ＣＰＵ３１、第１、第２インタフェース回路３
２、３３、グラフィック回路３４、および画像切替インタフェース回路３５を有している
。第１インタフェース回路３２は、受信機２４からのリモコンスイッチ信号、ＶＩＣＳ受
信装置４からのＶＩＣＳ信号、およびオーディオＥＣＵ５からのオーディオ情報信号を受
取って、ＬＣＤ操作データ、ＶＩＣＳ情報、オーディオ情報を生成する。第２インタフェ
ース回路３３は、センサ信号およびウォーニング信号を受け取って、車両速度データ、エ
ンジン回転数データ、警告データなど車両の状態に関するデータを生成する。第１、第２
インタフェース回路３２、３３により生成されたデータはＣＰＵ３１により受け取られる
。ＣＰＵ３１は、乗員によるリモコン２５の操作を示すＬＣＤ操作データや車両の状態な
どに基づいて、ナビゲーション情報、テレビ映像、後方監視カメラの映像、ＶＩＣＳ情報
、オーディオ機器に関する情報、タコメータ、トリップメータなど車両の状態に関する情
報、ウォーニング表示など車両の異常に関する情報等の中から、ＬＣＤ２の表示領域２３
に表示する情報を決定して表示指示信号Ｓ１を画像切替インタフェース回路３５に出力す
る。
【００２４】
グラフィック回路３４は、ＣＰＵ３１からの指示により、車両の異常を知らせるウォーニ
ング表示等の映像信号、車両の状態を示すタコメータ、トリップメータ等の映像信号、Ｖ
ＩＣＳ情報を示す映像信号、オーディオ機器情報を示す映像信号を生成して、画像切替イ
ンタフェース回路３５に出力する。画像切替インタフェース回路３５は、ＣＰＵ３１から
の表示指示信Ｓ１に基づいて、グラフィック回路３４からの映像信号、ナビゲーションＥ
ＣＵ６からの映像信号、ＴＶ　ＥＣＵ７からの映像信号、後方監視カメラからの映像信号
のうちの１つを選択して、ＬＣＤ２に出力する。
【００２５】
このようにして、ＬＣＤ２の表示領域２３には、タコメータやウォーニング表示、ナビゲ
ーション情報などが適宜切り替えて表示される。特に、車両に異常が発生した場合や、あ
るいはＶＩＣＳ受信装置４によって緊急情報が受信された場合は、ＬＣＤ２の表示領域２
３にウォーニング表示あるいは緊急情報を表示するための表示指示信号Ｓ１がＣＰＵ３１
により生成されて、これにより表示が切り替えられる。ウォーニング表示は赤色で単色表
示され、例えばエンジン油圧不足が検出された場合、図４に示すようなウォーニング表示
が赤色で表示される。
【００２６】
図５はＬＣＤ　ＥＣＵ３のＣＰＵ３１によって実行されるＬＣＤ制御処理の手順を示すフ
ローチャートである。この処理は車両のアクセサリ・スイッチがオンにされてＬＣＤ２お
よびＬＣＤ　ＥＣＵ３に電源が投入されると開始され、アクセサリ・スイッチがオフにさ
れるまで処理は継続される。まずステップ１００でＬＣＤ表示処理が実行され、上記のよ
うに、ＬＣＤ２の表示領域２３に表示する情報の決定や必要な画像データの生成を行う。
決定した情報の表示を指示する表示指示信号Ｓ１が画像切替インタフェース回路３５に出
力される。つぎにステップ１１０で、ＬＣＤ２の表示領域２３に表示すると決定した情報
がウォーニングであるかどうか判定される。ウォーニングである場合は、ステップ１２０
に進み、ここで、ＬＣＤ２において白色ＬＥＤ９０ aと赤色ＬＥＤ９０ｂの両方が点灯す
るように制御するための制御信号Ｓ２をＬＣＤ２に出力する。ステップ１１０でＬＣＤ２
の表示領域２３に表示する情報がウォーニングではないと判定した場合は、ステップ１３
０に進み、ここで、ＬＣＤ２において白色ＬＥＤ９０ aのみが点灯するように制御するた
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めの制御信号Ｓ２をＬＣＤ２に出力する。
【００２７】
このように本実施形態では、ＬＣＤ２の表示領域２３にウォーニングが赤色で単色表示さ
れる際に、白色のＬＥＤ９０ aに追加して赤色のＬＥＤ９０ｂを点灯させることにより、
ユーザがウォーニング表示を見落とすことなく認識できるように表示輝度を確保する。
【００２８】
本実施形態のＴＦＴパネル２１は本発明の表示パネルに対応しており、バックライト・ユ
ニット２２は本発明の光源ユニットに対応しており、ＬＣＤ　ＥＣＵ３は本発明の表示制
御手段に対応している。また、ＴＦＴパネル２１の表示領域２３は、本発明におけるパネ
ルの所定領域に対応している。
【００２９】
（第２実施形態）
第１実施形態ではウォーニング表示の際に光源として追加して点灯するための赤色ＬＥＤ
９０ｂをＬＣＤ２が有していたのに対して、本実施形態ではＬＣＤ２は図６に示すように
白色ＬＥＤ９０ aのみを光源として有している。これらの白色ＬＥＤ９０ aは最大輝度の８
０％の輝度で点灯させれば通常のフルカラー表示時には十分な表示輝度を確保することが
できるような発光能力を備えたものである。そこで、通常は白色ＬＥＤ９０ aを最大輝度
の８０％で点灯させ、ウォーニング表示の際には白色ＬＥＤ９０ aを１００％の輝度で点
灯させる。
【００３０】
具体的には、ＬＣＤ　ＥＣＵ３は図７に示す手順で表示処理を実行する。まずステップ２
００でＬＣＤ表示制御を実行して、ＬＣＤ２の表示領域２３に表示する情報の決定や必要
な画像データの生成を行う。つぎにステップ２１０で、減光率（各白色ＬＥＤ９０ aの発
光輝度を所定の発光輝度から下げる割合）を設定する。本実施形態では、ＬＣＤ　ＥＣＵ
３はＬＣＤ２の周囲の明るさを示す照度信号をこのＬＣＤ２またはその周辺に設けた図示
していない光センサから受け取り、これに基づいてステップ２１０で減光率を設定する。
このようにして減光率を設定する狙いは、ＬＣＤ２の周囲の明るさとＬＣＤ２の表示輝度
が所定の関係となるように白色ＬＥＤ９０ aの発光輝度を抑制して、乗員がＬＣＤ２の表
示を見やすくすることにある。ステップ２２０では、ＬＣＤ２の表示領域２３に表示する
と情報がウォーニングであるかどうか判定する。ウォーニングである場合は、ステップ２
３０に進み、ここで、白色ＬＥＤ９０ aの発光輝度を、最大輝度×（１００－減光率）％
に決定し、ＬＣＤ２において白色ＬＥＤ９０ aがその発光輝度で点灯するように制御する
ための制御信号 S２をＬＣＤ２に出力する。ステップ２２０でＬＣＤ２に表示される情報
がウォーニングではないと判定した場合は、ステップ２４０に進み、ここで、白色ＬＥＤ
９０ aの発光輝度を、最高輝度×８０％×（１００－減光率）％に決定し、ＬＣＤ２にお
いて白色ＬＥＤ９０ aがその発光輝度で点灯するように制御するための制御信号 S２をＬＣ
Ｄ２に出力する。
【００３１】
本実施形態によると、白色ＬＥＤ９０ aの輝度を制御することによりウォーニング表示の
場合の表示輝度を確保するため、ＬＣＤ２は赤色ＬＥＤを光源の一部として備える必要が
ない。また、本実施形態はウォーニングを赤色以外の色で単色表示する場合、およびウォ
ーニングが特定の色ではなく任意の色で単色表示される場合にも適用することができる。
但し、本実施形態はウォーニングが３原色の１つに近い色で単色表示される場合に適用す
ると効果的である。ここで、３原色の 1つに近い色とは、ＲＧＢ３原色の 1つである色であ
るか、３原色の 1つにより低い明るさでもう１つの原色を合わせることにより得られる混
色である。従来の液晶表示装置において、このような３原色の 1つに近い色で単色表示を
行うと、白色表示に比較して大きく表示輝度が低下するため、このような場合に本実施形
態を適用すると効果的である。
【００３２】
本発明は上記実施例に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載した発明の範囲内で
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つぎのように種々の変形が可能である。
【００３３】
上記第１実施形態ではウォーニングがＬＣＤ２の表示領域２３全体に表示される場合に本
発明を適用したが、ウォーニングが表示領域２３の一部分に形成されているウォーニング
エリア２７に表示される場合に対して本発明を適用することもできる。図８（Ａ）は本変
形例の表示装置における光源（ LED）の配置を示す図であり、図８（Ｂ）は図８（Ａ）に
示す線 IIX－ IIXにおける断面図である。導光板９１の両側面には白色ＬＥＤ９０ aが配置
されており、さらにウォーニングエリア２７に対応する部分には導光板９１の背面側に赤
色ＬＥＤ９０ｂが配置されている。赤色ＬＥＤ９０ｂの周囲には漏光を防止するための遮
光板９１ aが取り付けられている。図５に示した上記第１実施形態のＬＣＤ表示処理と同
様の処理により、ウォーニング表示時には白色ＬＥＤ９０ aに加えて赤色ＬＥＤ９０ｂを
点灯するように制御する。但し、上記第 1実施形態では、ウォーニングを表示する必要が
ある場合には、ステップ１００の表示制御処理において、ＬＣＤ２の表示領域２３に表示
する情報としてウォーニングのみが選択され、従ってウォーニングのみが表示領域２３に
表示された。これに対して、本変形例では、ステップ１００の表示制御処理において、ウ
ォーニングエリア２７に表示する情報としてはウォーニングが選択され、それ以外の領域
に表示する情報としてウォーニング以外の情報が選択される。このようにして、ウォーニ
ング表示と他の情報の表示を同時に行うことが可能である。本変形例のウォーニングエリ
アは本発明におけるパネルの所定領域に対応している。
【００３４】
上記実施形態ではＴＦＴ－ＬＣＤに本発明を適用したが、ＴＦＴ－ＬＣＤ以外のＬＣＤに
本発明を適用することもできる。また上記実施形態ではサイドライト式ＬＣＤに本発明を
適用したが、光源（白色ＬＥＤ）がＴＦＴパネル（ＬＣＤパネル）の真下に配置される直
下バックライト式ＬＣＤに本発明を適用することもできる。ウォーニングがＬＣＤ２の表
示領域２３全体に表示される直下バックライト式ＬＣＤに上記第１実施形態を適用する場
合は、白色ＬＥＤに追加して配設される赤色ＬＥＤはＬＣＤ２の表示領域２３全体に対応
する部分に平均的に配置される。所定のウォーニングエリア２７のみにウォーニングが表
示される直下バックライト式ＬＣＤに上記第１実施形態を適用する場合は、白色ＬＥＤに
追加して配設される赤色ＬＥＤはウォーニングエリア２７に対応する部分にのみ配置され
る。
【００３５】
また、ウォーニングがＬＣＤ２の表示領域２３全体に表示される直下バックライト式 LＣ
Ｄに上記第２実施形態を適用する場合は、通常は８０％の発光輝度で点灯すれば十分な表
示輝度が得られるような発光能力を備えた白色ＬＥＤがＬＣＤ２の表示領域２３全体に対
応する部分に配設される。この場合、ＬＣＤ　ＥＣＵ３は図６に示すのと同様なＬＣＤ表
示処理を実行する。一方、所定のウォーニングエリア２７にウォーニングが表示される直
下バックライト式ＬＣＤに上記第２実施形態を適用する場合、通常は８０％の発光輝度で
点灯すれば十分な表示輝度が得られるような発光能力を備えた白色ＬＥＤはウォーニング
エリア２７に対応する部分のみに配設され、ウォーニングエリア２７以外の領域に対応す
る部分には１００％の発光輝度で点灯した場合に通常の表示輝度が得られるような発光能
力の白色ＬＥＤが配設される。この場合、ＬＣＤ　ＥＣＵ３は図６に示すのと同様なＬＣ
Ｄ表示処理を実行するが、但しステップ２４０では、ウォーニングエリア２７以外の領域
の白色ＬＥＤの発光輝度は最大輝度×（１００－減光率）％に決定し、ウォーニングエリ
ア２７の白色ＬＥＤの発光輝度は最大輝度×８０％×（１００－減光率）％に決定する。
このようにして、ウォーニングエリア２７以外の領域の白色ＬＥＤは常に最大輝度×（１
００－減光率）％で点灯するように構成する。
【００３６】
上記実施形態のＬＣＤ２では、バックライト・ユニット２２内の光源はＬＥＤ９０であっ
たが、 CCT（冷陰極管）でもよい。
【００３７】
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上記実施形態では、カラーフィルタ層９７を有する構成のＬＣＤ２に本発明を適用したが
、ゲストホスト（ＧＨ）モードでフルカラー表示を実現するＬＣＤに本発明を適用するこ
ともできる。このようなＬＣＤは、カラーフィルタ層９７を有しておらず、代わりに、赤
色光を吸収する層、緑色光を吸収する層、および青色光を吸収する層からなる液晶層を有
しており、これらの各層に印加する電圧を制御することによりフルカラー表示を実現する
。また、カラーフィルタ層９７を有しておらず、代わりに、バックライト・ユニット２２
が各画素に対応して赤色光源、緑色光源、および青色光源を備えた構成のＬＣＤに本発明
を適用することも可能である。
【００３８】
上記実施形態では、ウォーニングが赤色で単色表示される場合に本発明を適用したが、ウ
ォーニングが橙色で単色表示される場合にも本発明を適用することができる。特に上記第
１実施形態をウォーニングが橙色で単色表示される場合に適用する場合、上記第 1実施形
態ではＬＣＤ２はウォーニング表示の際に追加して点灯するための光源として赤色ＬＥＤ
９０ｂを備えていたのに対して、本変形例のＬＣＤは、ウォーニング表示の際に追加して
点灯するための光源として橙色ＬＥＤを備えているとよい。このように、ウォーニング表
示時に白色ＬＥＤに追加して点灯するＬＥＤの発光色が、ウォーニングの単色表示に用い
られる色と近いほど、ウォーニング表示時の表示輝度の低下をより効率的に補うことがで
きる。
【００３９】
なお、上記第２実施形態は、ＬＣＤ２に限らず、発光型ディスプレイであるプラズマディ
スプレイ（ＰＤＰ）あるいはエレクトロルミネセントディスプレイ（ＥＬＤ）にも適用す
ることができ、また、ＰＤＰあるいはＥＬＤの表示領域全体にウォーニングが表示される
場合にも、所定のウォーニングエリアに表示される場合にも適用することができる。ＰＤ
Ｐは、その表示領域を構成する複数の画素の各々に対応して、例えば、赤色で発光する放
電セル、緑色で発光する放電セル、青色で発光する放電セルを備えている。図９は赤色で
発光する放電セル７０の構成を示す図である。放電セル７０にはキセノン混合ガス７１が
封入されており、放電セル７０はキセノン混合ガス７１に電圧を印加するための電極７２
を有している。キセノン混合ガス７１に電圧を印加すると放電により紫外線７３を放射し
、この紫外線７３が赤色蛍光体７４を励起させることにより赤色で発光する。ＰＤＰでは
、ＲＧＢの光をそれぞれ発する放電セル７０が表示セルとして前面ガラス基板７５と背面
ガラス基板７６の間に各画素に対応して配設されており、これらの各放電セル７０の発光
輝度を表示制御手段に相当するＰＤＰ　ＥＣＵが制御することによりフルカラー表示を実
現する。このようなＰＤＰにおいて、通常は最大輝度の８０％ほどの発光輝度で発光させ
れば充分な表示輝度が得られるような放電セル７０を採用し、ウォーニング表示以外の表
示の際には各放電セル７０を８０％の発光輝度で発光させ、ウォーニング表示の際にはウ
ォーニング表示に対応する放電セル７０を１００％の発光輝度で発光させることにより表
示輝度を確保する。
【００４０】
図１０はＥＬＤの表示領域を構成する複数の画素の各々に対応して配設されるＥＬ素子８
０の例を示す構成図である。ＥＬ素子８０は、赤色蛍光体層８１と青緑色蛍光体層８２、
および青緑色蛍光体層８２からの光を選択的に透過させるカラーフィルタ層８３を有して
いる。電極８４に電圧を印加することにより蛍光体層８１、８２を励起させると、これら
の蛍光体層８１、８２はそれぞれの色で発光する。ＥＬＤでは、ＥＬ素子８０が前面ガラ
ス基板８５と背面ガラス基板８６の間に各画素に対応して配設されており、これらの各Ｅ
Ｌ素子８０の各蛍光体層８１、８２の発光輝度を表示制御手段に相当するＥＬＤ　ＥＣＵ
が制御することによりフルカラー表示を実現する。このようなＥＬＤにおいて、通常は最
大輝度の８０％ほどの発光輝度で発光させれば充分な表示輝度が得られるようなＥＬ素子
８０を採用し、ウォーニング表示以外の表示の際には各ＥＬ素子８０の蛍光体層８１、８
２を８０％の発光輝度で発光させ、ウォーニング表示の際にはウォーニング表示に対応す
るＥＬ素子８０の蛍光体層８１、８２を１００％の発光輝度で発光させることにより表示
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輝度を確保する。
【００４１】
上記実施形態において、単色表示される情報はウォーニング以外の情報でもよい。但し、
本発明はユーザにとって重要な情報が単色表示される場合に適用すると効果的である。
【００４２】
上記実施形態において、本発明の表示装置は、車室内のインストルメントパネルにその表
示領域２３を乗員に向けて配設されていたが、表示領域２３に表示された画像がハーフミ
ラーにより虚像として乗員に表示されるように配置されていてもよい。
【００４３】
また、本発明の表示装置は車両に搭載して用いられる車両用表示装置に限らず、家庭用電
化製品に搭載して用いられる表示装置としてなど、様々な目的に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る表示装置が組み込まれる車両用モニタシステムの構
成図である。
【図２】（Ａ）は図１に示すＬＣＤの構成を示す断面図であり、（Ｂ）はインストルメン
トパネルにはめ込まれたＬＣＤを示す正面図である。
【図３】図１に示すＬＣＤにおける光源（ＬＥＤ）の配置を示す図である。
【図４】図１に示すＬＣＤの表示領域にウォーニングが表示されている例を示す図である
。
【図５】図１に示すＬＣＤ　ＥＣＵによって実行される表示制御処理の手順を示すフロー
チャートである。
【図６】本発明の第２実施形態に係る表示装置における光源（ＬＥＤ）の配置を示す図で
ある。
【図７】本発明の第２実施形態に係る表示装置においてＬＣＤ　 ECUにより実行される表
示制御処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】（Ａ）は第 1実施形態の一変形例に係る表示装置における光源（ＬＥＤ）の配置
を示す図であり、（Ｂ）は（Ａ）中の線 IIＸ－ IIＸにおける断面図である。
【図９】プラズマディスプレイ（ＰＤＰ）における表示セル（放電セル）の例を示す構成
図である。
【図１０】エレクトロルミネセントディスプレイ（ＥＬＤ）における発光素子（ＥＬ素子
）の例を示す構成図である。
【図１１】従来のフルカラー液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）の構成を示す図である。
【符号の説明】
２　液晶表示装置（ＬＣＤ）　（フルカラー表示装置）
３　ＬＣＤ　ＥＣＵ　（表示制御手段）
２１　ＴＦＴパネル　（表示パネル）
２２　バックライト・ユニット　（光源ユニット）
２３　表示領域　（所定領域）
２６　画素
２７　ウォーニングエリア　（所定領域）
７０　ＰＤＰの放電セル　（発光ユニット内の放電セル）
７３　紫外線
７４　蛍光体
８０　ＥＬ素子　（発光ユニット）
８１　赤色蛍光体層
８２　青緑色蛍光体層
９０　ＬＥＤ　（光源）
９０ a　白色ＬＥＤ　（白色光源、第２光源）
９０ｂ　赤色ＬＥＤ　（第 1光源）
９７　　カラーフィルタ層
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９８　　液晶層

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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