
FUJITSU. 64, 4, p. 393-399 （07, 2013） 393

あ ら ま し

富士通フロンテックは表示装置の開発・製造に長年の歴史と実績があり，特に公共分

野における日本の主要施設の情報表示システムを多く手掛けてきた。近年では野球場向

けスコアボードシステムや空港向けFIDS（Flight Information Display System），および
医療向け診察案内システムが代表的な情報表示システムである。野球場向けスコアボー

ドシステムでは，主力製品である磁気反転式スコアボードのほか，そのノウハウを生か

し専用に開発したフルカラー LED式スコアボードが実績を伸ばしている。FIDSでは専
用のカラー液晶ユニットを開発して，運航情報を一目で認識することが可能な表示器を

実現した。本システムは，高い視認性から国内だけでなく中国や韓国の主要空港でも採

用されている。医療向け診察案内システムでは汎用の液晶モニタを採用し，外来案内業

務の効率化と外来患者へのサービス向上を実現している。いずれの装置も豊富な実績と

蓄積した技術ノウハウを生かすことで，使用環境や市場の要求に応じた機能や利便性な

ど多様なニーズに対応している。

本稿では，これらの概要と特長について述べる。

Abstract

Fujitsu Frontech has a long history and proven track record over the years in the 
development and manufacturing of display devices.  It has worked on a large number 
of information display systems of major facilities in Japan especially in the public 
field.  Recently, scoreboard systems for ballparks, flight information display systems 
(FIDSs) for airports and patient guidance systems for medical services have become 
representative of information display systems.  Among scoreboard systems for ballparks 
are magnetic inversion method scoreboards, which are our flagship products, and full-
color LED scoreboards that take advantage of our know-how and are developed for 
special purposes, and they are producing good results.  For FIDSs, a dedicated color 
LCD unit has been developed to realize a display that allows at-a-glance recognition of 
flight information.  This system features high visibility and is used at major airports 
in China and South Korea as well as in Japan.  In relation to patient guidance systems 
for medical services, general-purpose LCD monitors are adopted to achieve higher 
efficiency of outpatient guidance operations and improved services for outpatients.  
All of these devices take advantage of our abundant past results and accumulated 
technological know-how to meet a variety of needs including functions and convenience 
according to the use environments and market demands.  This paper gives an overview 
of these devices and their features. 
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コアボードもフルカラー LED化が急速に増えてい
る。そこでFTECでは，長年スコアボードシステム
を手掛けた豊富なノウハウを生かし，野球場向け
にLEDユニットを専用開発し2010年にフルカラー
LEDスコアボードをリリースした。フルカラー
LEDスコアボードは主にプロ野球の本拠地などで
採用されていたが，LED市場の高まりと普及によ
るコストダウンにより，現在では全国の球場での
採用も広がりを見せている。
● 表示ユニットの特長
（1） 磁気反転式ユニット
磁気反転式素子は，鉄芯に銅線を巻いた電磁石
の原理を使った素子である。1ドットの中で2色に
塗り分けされた反転翼を，一瞬の電流で磁力を発
生，保持させることにより180度回転させ，表示の
ON/OFFを表現する（図-1）。8×8ドットマトリッ
クスで1ユニットを構成し，そのユニットを複数組
み合わせることにより16×16ドットフォントなど
の文字を表現する。
最大の特長は，反転翼回転時しか電力を使用し
ない圧倒的な省電力性である。特に野球のような
得点時や選手交代時にしか表示が変化しない競技
については電流を加える時間が極めて短く済むた
め，主に昼間に試合を行う球場での評価が高い。
また，自発光方式ではないため，表示色に蛍光
イエロー色の反射型シートを採用することにより
昼間の視認性を格段に向上させている。一般的に
背景になる地色と文字の色との明度差が大きい方
が見やすくなる。同じ光のもとで，同じ大きさ同
じ図形のものが同じ距離からハッキリ見えるか，

ま　え　が　き

富士通フロンテック（FTEC）は，前身である富
士通機電の時代から表示装置を主力製品とし，半
世紀にわたり表示デバイスの開発・製造，システ
ム設計，メンテナンスまでをワンストップで提供
してきた。特に公共施設において，情報化社会の
黎
れい

明期に国立競技場などの大型表示盤や東京証券
取引所の株価ボード，交通施設の行き先案内表示
盤など日本の主要施設の情報表示システムを手掛
けており，その経験とノウハウは長きにわたり蓄
積されている。当初の表示デバイスは，電球や磁
気反転式ユニット，フラップ型反転ユニットなど
の専用に開発したデバイスが主力であり，簡易な
構造と機構ながらも高品質と抜群の耐久性を備え，
高い信頼性を要求される公共分野に長年採用され
てきた。
しかし，技術革新による大型ディスプレイの低
価格化や高輝度フルカラーLEDの商用化など，ネッ
トワーク社会のIT化により，表示システムも大き
な転換期となっており，それまでの専用製品から
画一化された汎用製品を素材とする商品へと変わ
りつつある。
本稿では，FTECが開発した専用デバイスを用
いた野球場向けスコアボードシステムおよび空港
向けFIDS（Flight Information Display System），
そして汎用デバイスを使用した医療向け診察案内
システムについて，技術背景や特長を述べる。

野球場向けスコアボード

スコアボードシステムは単に得点などを表示す
るだけでなく，競技を盛り上げる効果を担い，高
い視認性が要求される。FTECは以前から電球式，
磁気反転式，CRT式，3色LED式と時代のニーズ
に応える製品を提供してきた。特に磁気反転式の
歴史は，1960年代に端を発し，1980年代に野球場
向けスコアボードで，得点を表示する7セグメン
ト磁気反転式ユニット，選手名を表示する30 mm
角式磁気反転式ユニットが完成した。昼間の視認
性と運用コストに優れた磁気反転式スコアボード
は根強い支持を得ており，現在でも全国で稼働中
であり新規導入も行われている。近年は，高輝度
LEDユニットなど汎用デバイスの普及により，ス

ま　え　が　き

野球場向けスコアボード

図-1　磁気反転式素子
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（1） 視認性：文字高さ576 mm
1ドットの素子の大きさは磁気反転式ユニット，
フルカラー LEDユニットともに36 mm角を採用し
ている。16×16ドットで文字を構成すると文字の
高さと幅はともに36×16＝576 mmとなる。この
文字の大きさは，道路標識設置基準（2）に照らして
計算すると160 mの距離から明瞭な複雑漢字の視認
を可能とし，文字フォントは得点表示に使用する
数字などが見やすい形状と線の太さを適用した専
用フォントを採用することで球場全体からの視認
性を高めている（図-4）。
（2） 省電力性
磁気反転式ユニットは反転動作するときにしか
電力を消費しない。一般的なスコアボード使用時
におけるコストは1 kWh＝16円換算，1試合3時間
として計算した場合の電気料金は85円となり，自
発光型のシステムと比較し1/2の消費電力となる。
一方のフルカラー LEDスコアボードは部分的な
使用など使用目的に合わせた給電システムや環境
照度に合わせた64段階の自動輝度可変機能，リア
ルタイムにLED発光輝度を制御し，規定された電

見えにくいかという度合を視認度（1）と言うが，白
と黒との組合せより，黄色と黒色の組合せの方が
視認度は高く，特に夕方の薄暮環境ではその効果
は大きい。この黄色と黒色の配色は工事現場や踏
切などで使われており，遠くからでも視認可能と
なる最適な配色である。この配色を採用すること
で視認性を向上させている。
（2） フルカラー LEDユニット
スコアボード専用に開発したLEDユニットは磁
気反転式ユニットと同サイズの36 mmピッチであ
る。開発に当たっては，FTECの磁気反転式スコア
ボードユーザが更新時期を迎え，LEDスコアボー
ドにリプレースすることを想定し，既設建屋と既
存レイアウトをそのまま踏襲し，表示部筐体のみ
を交換改修するだけでリプレースが可能となるよ
うに同サイズのLEDユニットとした（図-2）。
ユニットに採用するLED素子は36 mmという大
きい画素ピッチのため，従来の素子では輝度が不
足する懸念があったが，高輝度LED素子の採用と
素子の縦列配置を行うことで十分な輝度性能を確
保した。
本ユニットを使用したスコアボード開発では，
従来より培ったLED大型映像装置の技術ノウハウ
を流用することにより，短期間でかつ開発投資を
抑えたフルカラー LEDスコアボードを実現した
（図-3）。

● スコアボードシステムの特長
FTECのスコアボードはシステム構成を共通化
し，磁気反転式，フルカラー LED式，どちらでも
お客様の使用環境に最適なシステムが提供可能と
なっている。以下にその特長について記述する。

図-2　LEDユニット

図-3　フルカラー LEDスコアボード
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図-4　得点専用フォント
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（2） 緊急メッセージ表示ボード
野球場がある運動公園は災害時に緊急避難所と
なる場合が多く，防災無線システムなどの連携に
より緊急時のメッセージ表示にも応用が可能であ
る。上記の太陽光発電との組合せにより，電力が
絶たれた際のバッテリ運用も可能とする。災害時
の情報表示など，安心・安全な都市づくりにも貢
献する。

空港向けFIDS（FSC-LCDユニット）

FIDSでは空港を利用する全ての人に見やすく
表示される情報サービスの実現が要求される。近
年では液晶パネルのマルチモニタ化など多様化し
てきているが，大型FIDSの場合常に運航便の情
報提供が必要とされるため，利用者にとって確実
なフライト情報が一目で認識できる形態が望まれ
る。FTECでは独自の表示デバイスユニットを開発
しFIDSに搭載してきた。これまでFIDS用にモノ
クロLCDユニット，マルチカラー LCDユニット，
FSC-LCD（Field Sequential Color-LCD）ユニッ
ト（図-5）の開発を行ってきている。ここでは最
新のFSC-LCDユニットについて記述する。
● FSC-LCDユニットの原理

FSC-LCDユニットの構成はこれまでに開発して
きたユニットと同様に，液晶パネルとその後ろ側
にバックライトを配置した構造となる。マルチカ
ラー LCDユニットは1ユニットの中に多色を同時
に表示させることが不可能であったが，FSC-LCD

空港向けFIDS（FSC-LCDユニット）

力供給量の範囲で運用を行うオートパワーコント
ロール機能など豊富な節電機能により使用環境に
合わせた節電が可能となっている。
（3） 操作性
基本的な専用操作盤で得点入力および表示の操
作が可能である。近年の流れとしては，選手名登
録などの操作性を考慮し，専用操作盤と同時にPC
を利用することが多くなってきている。

FTECでは操作性を追求した専用アプリケーショ
ンを構築し，画面上での直感的な操作を可能とし
ている。また，無線携帯操作器を使用することに
より操作室に入らなくてもダッグアウトからの操
作も可能である。更に，グラウンドでの操作には
堅ろう性が求められるため，FTEC製ハンドヘルド
ターミナルに専用アプリケーションを搭載した専
用機を提供している。無線を利用するため，配線
工事が不要という利点もある。そのほかにも公式
記録操作盤などの専用操作機をそろえ，少年野球
からプロ野球まであらゆる野球競技に対応できる
操作性を提供している。
（4） 拡張性と演出機能
現在打者位置のリバース表示（背景色と文字色
を逆に表示する）など，競技表示としての機能に
加え，来場者サービスの拡張機能としてメッセー
ジ表示機能を実装している。ファウルボールへの
注意喚起や他球場の試合結果なども簡便に表示可
能である。更にLEDスコアボードは演出機能とし
て映像表示機能や選手紹介，交代時のアクション
機能などにより大型ビジョンとして活用すること
も可能であり，来場者へのファンサービスやイベ
ント演出などでの活用も可能である。
● 今後の展開

2011年の東日本大震災を契機に更なるエコの気
運が高まってきており，次のような開発検討を開
始している。
（1） 太陽光発電式スコアボード
昼間，太陽光発電を用いて動作させる磁気反転
式スコアボードである。過去にも太陽光パネルを
搭載した同様のシステムを導入した実績があるが，
今般，更なる改良を行い，最新の太陽光発電ユニッ
ト・高性能蓄電池の搭載，および無線方式の改良
を加えCO2削減・工事費削減を実現する。

図-5　FSC-LCDユニット（上）とFIDS（下）
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のことから液晶パネルの応答速度は立上り速度＋
立下り速度が5.5 ms（1/180 s）以下としなければ
ならない。
一般に液晶パネルの応答速度はパネルのセル厚
に大きく影響されるため，セル厚は一般的なパネ
ルの半分程度の2.0～ 2.5 µmの狭ギャップ化が必
要となる。狭ギャップに合わせた，液晶の粘度，
誘電率などを調整し，環境温度を考慮した液晶材
料の選定により高速応答を実現している。
（2） 高開口率の実現
文字の見やすさ，鮮明さを向上させるために，
パネル電極の引回しを高精細化してパネル1ドット
の大きさをマルチカラー LCDと比較して10％以上
大きくした。これにより開口率は約88％を実現し
ている。
（3） 高発色性の実現

FSC-LCDユニットには面発光型バックライトが
必要となる。光源は高発色性，長寿命であるLED
を採用し，LED1パッケージの中に赤・緑・青それ
ぞれのチップが単独で発光可能な3in1タイプを使
用している。各色LED発光体が近接しているため
混色性が良くなり，輝度，色度の面内均一化を達
成している。また混色に必要な距離も短縮できる
ためモジュール全体厚を40 mm以下と薄くするこ
とが可能となった。
（4） ブラックマスクの形成

FSC-LCDユニットは電界OFF時が透過となるポ
ジ型液晶を採用しており，ドット以外の部分はON/
OFFにかかわらず常にバックライトの光が透過し
てしまう問題がある。この透過光をカットする手
段としてブラックマスクの形成がある。価格的に
安価なパネル外部への形成はガラス厚みの視差に
よる斜めからの視野において，光漏れが発生する。
そのことから公共性の高いFIDSの表示品質を考慮
し，ブラックマスクはパネル内部への形成を施し
ている。
● FSC-LCDユニットの特長
上記ポイントを踏まえ開発したFSC-LCDユニッ
トはこれまでのモノクロLCDユニット，マルチカ
ラー LCDユニットと比較し，コントラスト，視野
角，色選択性，消費電力など大幅に特性が向上した。
一般的な特性を表-1に記載する。

FIDSへの搭載において光学的特性が向上し，面図-6　駆動タイミング

ユニットはバックライトを赤・緑・青と順次高速
点灯させ，この同期を取って液晶パネルのドット
のON/OFFを制御して1ユニット内同時多色化を実
現している。
例えば，あるドットを緑表示する場合は，バッ
クライトが緑点灯期間にその部分のドットを透過
状態（液晶OFF）にする。また，あるドットを白
色表示する場合には，赤・緑・青の点灯期間に合
わせその部分のドットを透過状態にする（図-6）。
つまり，人間の目の残像効果を利用して，1ユニッ
ト内での多色化を実現している。駆動タイミング
は1フレームあたり1/60 sが最低でも必要となる。
これはバックライトの点灯周期（赤⇒緑⇒青⇒赤
⇒緑⇒青⇒赤⇒緑⇒青⇒・・・）が，ちらつかず
常時点灯のように見える範囲の最大周期から算出
している。
また，FSC-LCDユニットはバックライトの発光
色で発色を実現しているカラーフィルタレス方式
のため，1画素を赤・緑・青に分割する必要がなく，
全ての表示色が表示面積率100％で一定となり，発
色性に優れ，高輝度，高コントラストの高品位表
示が得られる。
● 開発ポイント
（1） 高速応答液晶パネルの実現

FSC-LCDユニットを実現するには，高速応答可
能なTN（Twisted Nematic）液晶パネルが必要で
ある。図-6のように1フレームが1/60 sとすると，
各色バックライトの点灯時間は1/180 sとなる。そ

1/180　s
1/60　s（1フレーム）

液晶点灯時間：1/180　s

バックライト
赤点灯

バックライト
緑点灯

バックライト
青点灯

LCD点灯
表示例：白

LCD点灯
表示例：緑

赤

緑

青

OFF OFF OFF

ON ONOFF
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一般的になっている（図-7）。
（1） コストパフォーマンス
安価な汎用の液晶モニタとコントローラを組み
合わせた表示盤である。液晶モニタを利用してい
ることから多彩な映像表現が可能であり，更に院
内の静寂性を確保するため，ファンレス，ハード
ディスクレスの産業用の専用コントローラを適用
し，安価でありながら動画表示の安定性も向上さ
せている。
（2） 保守性
天井吊り下げ型と壁掛け型を基本とし，標準

化により設置工事を安価にできる構造としてい
る。更に専用コントローラや電源などのメンテナ
ンスを容易にするために引出し構造としている
（図-8）。

● 今後の課題
汎用モニタを利用することで機能面での差別化
が難しくなってきている。表示盤の品質面での差

内同時多色化が実現したことで情報表示としての
多様性も向上している。例えば，各航空会社のロ
ゴマーク表示や，天気マークの配色，メッセージ
の強調部分への配色など情報表示に幅ができ，利
用者により分かりやすい情報提供が可能となった。

医療向け診察案内システム

病院で外来患者が来院から病院を離れるまでに
必要な院内の情報を提供するシステムである。こ
のシステムは電子カルテシステムや医事会計シス
テムなどと連動し，外待合表示盤，中待合表示盤，
投薬表示盤，会計表示盤などそれぞれに番号表示
とチャイム音により患者の待ち順番の目安を伝え
て導線誘導するとともに，診察業務の効率アップ
を図ることができる。
● 案内表示盤の特長
以前は表示デバイスとして蛍光表示管や3色LED
が一般的であったが，現在では汎用液晶モニタが

医療向け診察案内システム

図-7　液晶モニタ表示盤の例 図-8　メンテナンス容易な引出し構造

表-1　FSC-LCDユニットの一般的特性
項目 FSC-LCDユニット マルチカラー LCDユニット 備考

画素数 24×24ドット 24×24ドット
外形寸法 95（W）×125（H）×37.7（D） mm 95（W）×125（H）×80.8（D） mm
質量 約230 g 約380 g
ドットサイズ 3.36（W）×4.28（H） mm 2.97（W）×4.28（H） mm
コントラスト比 400：1 200：1 暗室，正面

輝度 700 cd/m2 700 cd/m2

発色数 8色以上 8色以上
ユニット内色数 8色以上 2色（黒/ほか1色）
消費電力 3 W 7 W
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応した商品開発を進め，差別化製品のレベルアッ
プとラインナップの拡充を図っていく。また，高
い信頼性と優れた機能を持った公共向け表示シス
テムの技術ノウハウを生かし，今後は民間施設な
どへの提供も検討していく。
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図-9　多彩なコンテンツ

液晶モニタ 携帯端末

別化は当然のことながら，院内の更なる利便性の
向上を目指し，各種システム連携からシステム全
体としての機能拡充を図ることが課題である。具
体的には携帯端末との連携や，デジタルサイネー
ジのようなコンテンツの充実である（図-9）。

む　　す　　び

本稿で述べた野球場向けスコアボードやFIDS，
医療向け診察案内システムは，長年の実績とノウ
ハウにより開発した高いシェアを誇るFTECの主力
表示製品である。今後も顧客ニーズの多様化に対

む　　す　　び
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