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航空機搭載用液晶ディスプレイパネルの開発
Liquid Crystal Display Panels for Commercial Airplanes

当社では，以前より防衛庁向けに航空機用液晶ディスプレイパネルの開発，および生産を行っている。近年

軍事用ばかりでなく，民間航空機にも液晶ディスプレイパネルが採用され始め，需要が拡大している。

今回，防衛向けに蓄積した液晶ディスプレイ技術を基に，民間航空機搭載用液晶ディスプレイパネルを開発

した。民間航空機のコックピットに要求される光学特性を満足し，使用環境に適合するための最適設計を行い，

広視野角で昼夜の視認性の高い，液晶ディスプレイパネルを実現した。
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We have developed and manufactured liquid crystal display panels for aircrafts exclusively for the

Defense Agency. The liquid crystal display panels have been required for not only the military aircrafts

but also the commercial airplanes recently, so that the demand of the panels has been increasing.

We have developed the liquid crystal panels for commercial airplanes, based on our expertise in the

liquid crystal display technology especially for the defense business. We have designed the liquid

crystal display panels to meet the requirement of optical and environmental conditions in the cockpit of

commercial airplanes, so that the panels achieve a good performance in wide viewing angle day and

night.

図1　 液晶ディスプレイパネル表示装置の外観
（画面は表示例）

1. は  じ  め  に

最近の航空機のコックピットは，従来のCRT表示器か

ら液晶表示器に置き換わってきている。液晶ディスプレ

イ（LCD）パネルは，スペースファクター，太陽光下およ

び夜間での視認性，重さ，信頼性，消費電力等で，CRT

表示器に比較し優位性があるため，軍用機の分野はもち

ろん，民間航空機の分野でも採用されはじめ，現在の新

型旅客機では液晶表示器が主流になってきている。航空

機用として使用される液晶ディスプレイパネルの構造は，

ノートパソコン等に使用されている液晶表示器と基本的

には同じであるが，温度，気圧，振動，衝撃等において，

厳しい環境で使用される。さらに，航空機のコックピッ

トとしての特有の表示性能も必要となる。今回は，これ

らの特性を満たすための対策を実施し，民間航空機に搭

載可能な液晶ディスプレイパネルを開発した。本報告で

は，民間航空機のコックピット環境と表示デバイスに要

求される特性，および液晶ディスプレイパネルの性能に

ついて紹介する。

今回開発した航空機用液晶ディスプレイ表示装置の外

観を，図1に示す。（画面表示内容は一例である。）
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2. コックピット用液晶ディスプレイパネルへの要
求特性

2.1 光学要求特性

民間旅客機のコックピットの構成例を，図2に示す。

コックピットには一般的に6台のディスプレイが搭載さ

れており，正操縦士と副操縦士が左右に位置して機器の

操作を行う。この構成の場合の操縦士への正確な情報伝

達手段として，液晶ディスプレイパネルが考慮すべき項

目を下記に示す。

（1）広視野角

正操縦士と副操縦士は，ディスプレイ上の表示情報

を図3に示すように，相互確認（クロスチェック）す

る。その時，正副操縦士は互いの反対側にある両サ

イドのディスプレイ上の表示を，正確に認識するこ

とが必要となる。このため，広い視野角での高いコ

ントラスト（白表示の輝度／黒表示の輝度）の確保が

必要となる。特に黒輝度を小さくすることが，高コ

ントラストの実現のために重要である。

（2）色度

正確な色の識別，認識が飛行情報として重要であり，

航空機用ディスプレイには高い色度精度が要求され

る。各々のディスプレイがフルカラー，特に中間色

において同じ色を表示することが要求され，そのた

めディスプレイごとの色度ばらつきを調整すること

が必要となる。

（3）色度変化

色情報は，クロスチェック時においても重要なパラ

メータとして認識される。正操縦士が正面から見た

ディスプレイの色度と，副操縦士側のディスプレイ

を見た場合の色度が違う場合は，飛行情報の誤認と

なり，安全飛行上大きな問題となるため，広い視野

角で色度が変化しないことが重要となる。このため，

この色調の変化については，国際的なAIRCRAFT

用LCD DISPLAYの規格であるSAE Standards

ARP4256において，詳細に規定されており，一般的

には航空機用液晶ディスプレイパネルは，この規格

に準拠して開発される。

（4）低反射率

コックピットでは，夜間の暗い環境から昼間の太陽

光が差し込む明るい環境まで，良好な視認性を確保

する必要がある。夜間では，液晶ディスプレイパネ

ル裏面のバックライトの輝度を減少させることによ

り，周囲環境に対して最適な明るさを実現できる。

昼間は，バックライトの輝度を明るくして表示輝度

を高くできるが，太陽光がディスプレイに差し込ん

だ場合は，ディスプレイの表面反射で視認性が悪く

なる。このため，表示内容を正確に認識できるよう

にするため，ディスプレイ表面の低反射率の確保が

必須になる。

2.2 環境要求

航空機用のディスプレイは，OA等の一般の液晶ディ

スプレイにはない，過酷な環境での動作を要求される。

（1）温度

民間航空機は世界各国で使用されることから，要求

温度範囲は，遭遇する温度環境すべてが包括され，

低温から高温まで広範囲となっている。飛行中の

コックピット内は空調されているが，事故等で空調

が止まった場合や，寒冷地における起動等，遭遇す

る低温環境での保存や低高温環境において，正確な

表示が求められる。

（2）気圧

コックピット内は与圧されているが，事故等で与圧

が破壊されたとき，急激な減圧または加圧状態とな

る。減圧，加圧環境下でも，正確な表示が必要であ

図2　民間旅客機のコックピットの構成

図3　水平方向の視野角要求
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る。（1）項の温度と共に，高度（気圧）を含めた複合環

境での要求事項も重要である。

（3）振動，衝撃

航空機の正常運用中に遭遇する離着時等の衝撃，振

動に加え，車輪のバースト，エンジンブレード破損

等の事故環境に耐えることも要求される。なお，こ

れらの環境特性は，RTCA DO160で規定される試験

（表1）を満足することが，航空機用LCDにとっては

必須である。

3. 液晶ディスプレイパネルモジュールの構成

液晶ディスプレイパネルモジュールの構成例を，図4

に示す。液晶ディスプレイパネルモジュールは，液晶パ

ネル，フロントガラス，駆動回路部より構成し，裏面よ

りバックライトモジュールにより点灯される。

3.1 液晶パネル部

今回開発したディスプレイパネルの特長は，

（1）高開口率

バックライトへの負荷を軽減するために，液晶パネ

ルには高い開口率が要求される。TFTや配線パター

ンの最適化設計を行い，電極面積を減少させ，高開

口率を実現している。

（2）広視野角化

光学補償フィルムを使用して，広視野角に対応した。

光学補償フィルムの特性を分析し，液晶パネルとの

組み合わせで実現できる最適な設計条件を解析する

ことにより，水平角±60度以上の広視野角で，高コ

ントラストを実現した。

（3）色度変化

カラーフィルタの色度誤差をはじめ，液晶セルを構

成する材料の分光スペクトル分析，セルギャップの

バラツキが色度に与える影響などを解析することに

より，広い視野角においても，色度の変化が少ない

液晶パネルを開発することができた。

（4）低反射化

液晶セル内部の反射率を低減するため，低反射多層

Crコートのブラックマトリクスなど材料面の改良を

行うことで，低反射化に対応している。

（5）液晶材料

一般的に，液晶材料は，高温動作と低温動作の両方

を満たすものは少ない。今回は航空機用の要求を満

たすために，新たな液晶材料を採用し，広い動作温

度範囲を実現した。

3.2 フロントガラス部

コックピット用液晶ディスプレイパネルは，一般の液

晶ディスプレイパネルと違い，液晶パネルを保護する目

的のため，液晶パネルの前面にフロントガラスを設け，

直接液晶パネルに触れることや，コーヒー等の液体によ

るダメージを防止している。しかし，反射率の低減を考

えた場合，液晶パネルの他にフロントガラスの反射も考

慮し，最適設計する必要がある。

反射の発生要因を，図5-1に示す。反射は密度の異な

る界面で発生するので，フロントガラス付の液晶ディス

プレイパネルの場合は，フロントガラスの両面と液晶パ

ネルの偏光板表面が，反射率の大きな要因になる。本液

晶ディスプレイパネルでは，以下に示すような対策案を

表1　環境試験仕様
動作温度�

保存温度�

高度（気圧）�

加圧�

湿度�

振動�

�

衝撃�

－15℃～+55℃�

－55℃～+85℃�

15,000 ft�

170 kPa�

38℃/85% ⇔ 50℃/95%�

ランダム1.48 Grms�

周波数範囲10～2000 Hz�

6 G，11 msec

図4　液晶ディスプレイパネルモジュールの構成
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基に，新たな開発を行い要求を満たす特性を実現した。

（1）低反射表面処理（図5-2）

表面での反射を抑えるための表面処理は，一般的に

AG（Anti-Glare）処理とAR（Anti-Reflection）処理があ

る。AG処理は，鏡面反射は抑えることができるが，

拡散反射が大きくなるため，太陽光下では画面全体

が白くなり，著しく視認性が低下してしまう。AR処

理は，表面に反射防止用の光学薄膜を蒸着する処理

であり，航空機用の場合には，このAR処理が一般

的である。フロントガラスと偏光板にAR処理を施

すことで，大幅な低反射率化が可能である。

（2）AR処理＋偏光フィルム（図5-3）

フロントガラスの裏に偏光フィルムを貼り付けるこ

とで，光量を@1にできることから，偏光フィルム表

面の反射も@1に抑えることができ，更なる低反射率

化が可能となる。

（3）AR処理＋フロントガラス接着（図5-4）

屈折率を考慮した光学用接着剤でフロントガラスと

偏光板を接着することで，最も反射率の少ない構成

を実現できるが，製造コストや信頼性について，十

分な評価を行う必要がある。

このような表面での反射以外に，液晶パネルの内部構

造や材料まで考慮した低反射率化の設計を行うことで，

太陽光下でも良好な視認性を確保した。

3.3 駆動回路部

（1）高電圧駆動

高コントラストを実現するためには，黒表示の輝度

を小さくすることが必要となる。液晶パネルに印加

する電圧を高くすることにより，液晶素子は光を遮

断し，黒輝度を低く抑えることができる。高電圧液

晶駆動用ドライバーICを採用し，高コントラスト化

に対応した。ドライバーICは，TAB（Tape Automatic

Bonding）方式により，液晶パネルと接続する構成と

した。

（2）ガンマ補正

各液晶パネルが，中間調表示（アンバー，マジェンタ

等）において同じ色度を表示するためには，各々のガ

ンマ値が同じでなくてはならない。しかし，液晶パ

ネルはセルギャップ，液晶材料の⊿n値（光学異方

性）のばらつきにより，同一ガンマ値を持つことは，

容易ではない。そのため，これら製造上の個体差を

吸収する手段として，個々のパネルのガンマ値を駆

動回路で補正を行うことで，パネル間での色度誤差

を解消した。

4. 民間航空機用液晶ディスプレイパネルの仕様

今回開発した液晶ディスプレイパネルの仕様を，表2

にまとめる。画素寸法は，70μm（×RGB）×210μmの

ファインピクセルとし，航空機用ディスプレイの高品位，

高精細表示に対応した。コントラストは，セルギャップ

の最適化，高電圧駆動などにより，民間航空機に要求さ

れる視野角範囲内で，高コントラストを実現した。耐環

境特性は，先述のRTCA DO160の試験を実施し，満足す

る結果を得た。

5. 液晶ディスプレイパネルのモジュール化工程

今回開発した液晶パネルは，高精細のため表示ドット

が70μm× 210μmと小さく，温度や振動などの耐環

境性能の観点からも，液晶パネルとTABとのファイン

ピッチ接続の信頼性が重要となる。TABと液晶パネル

は，ACF（異方性導電膜）を介して，熱圧着接合する。

今回，パネル開発と平行して高精度TAB接続装置の開

発を進め，高精度で高信頼性のTAB接続を可能にした。

6. お  わ  り  に

以上，航空機用液晶ディスプレイパネルに要求される

特性，その実現手段，民間航空機用に開発した液晶ディ

スプレイパネルの特性について紹介した。現在液晶ディ

スプレイパネルに変わる新しい表示デバイスの開発が盛

んに行われているが，新デバイスにはまだ一長一短があ

り，航空機用表示デバイスとして採用するには，時期尚

早である。したがって，当面は，液晶パネルが航空機用

ディスプレイの主流となると考えられる。

今回開発した液晶ディスプレイパネルは，エアバスの

新型機A340-600等に搭載される予定であるが，今後本製

品を皮切りに，民間航空機市場への参入拡大を図ってい

きたいと考える。
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表2　液晶ディスプレイパネルの仕様
表示領域�

ピクセル構成�

ピクセルピッチ�

諧調�

液晶モード�

約160 mm × 160 mm�

RGB ストライプ�

70 μm（×RGB） × 210 μm�

RGB フルカラー�

ノーマリーホワイト�


