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　本稿では、前述の2つの技術トレンドに沿って、NECおよび
NEC液晶テクノロジーで開発を進めてきたSOGディスプレイ
技術を紹介します。

2. 高画質・高機能SOGディスプレイ技術

2.1 高輝度・高色度域SOG-LCD

　PDA、映像機器などに用いられるディスプレイの高画質化
へのニーズに応えるため、小型LCDとしては業界最高水準と
なる、NTSC比110%の広色度域と400cd/m2の高輝度を実現す

1. はじめに

　ブロードバンド化の急速な進展とともに、フォトメール、ビ
デオメール、モバイルデジタルTVなどのサービスをパーソナ
ル/モバイル機器で楽しむ環境が整備され、高精細、狭額縁、
コンパクトなディスプレイが求められるようになってきていま
す。低温ポリシリコン薄膜トランジスタ(以下、p-Si TFT)を用
いたシステムオングラス(以下、SOG)液晶ディスプレイ(以下、
LCD)は、液晶表示部とドライバLSIを一体形成することが可
能なため、パーソナル/モバイル機器用ディスプレイに求めら
れる高精細、狭額縁、コンパクトというニーズを同時に満た
すことができます。そのため、SOG-LCDは、携帯電話、スマー
トフォン、デジタルカメラ、PDA、ポータブルメディアプレー
ヤなどのディスプレイ用に、急速に普及が進んできています。
　このような環境・市場動向のなかで、NEC液晶テクノロジー
では、図1に示すように、2つの大きな技術トレンドに沿って、
SOG-LCDの技術開発、製品化を進めています。技術トレンド
の1つは、高画質化、高機能化を進める技術で、具体的には
高精細化、高輝度・高色度域化、3Dディスプレイなどの技術
が挙げられます。もう1つの技術トレンドは、表示制御用ドラ
イバ回路/システムをディスプレイガラス基板上に集積化する
技術です。当社では、将来的には、これら2つの大きな技術
の流れを統合することにより、ユビキタス時代のディスプレイ
のニーズに応えられるSOG統合ソリューションデバイスへ展
開していく予定です。

液晶表示機能とドライバLSI機能をガラス基板上に一体形成したSOG-LCDは、ブロードバンド時代のパー
ソナル/モバイル機器に最適なディスプレイとして期待されています。本稿では、高画質/高機能化とドラ
イバ集積化という2つの大きな技術トレンドに沿って、NECおよびNEC液晶テクノロジーで開発した最先
端のSOG-LCD技術を紹介します。これらSOG-LCD技術は、ユビキタス時代に求められるディスプレイ
を支える基盤技術として発展していくものと期待されます。
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る対角4.1型、ワイドVGA(800×480画素)表示対応のSOG-
LCDモジュールを開発しました(写真1)1)。
　本SOG-LCDモジュールでは、高透過率のSOG-LCDパネル
をベースに、バックライトシステムとカラーフィルタの最適化
により、NTSC比110%の広い色再現範囲と400cd/m2の高透過
率とを両立させています。これまでの小型液晶では表現でき
なかった鮮やかで明るい画面表示を実現しています。
　また、LCDと同じガラス基板上に周辺駆動回路を一体形成
することにより、LCDモジュールの狭額縁化とともに、本SOG-
LCDを組み込む機器の部品点数の削減も図れますので、機器
のコンパクト化と組み込みやすさに貢献します。

2.2 高精細2D/3D SOG-LCD

　TVゲーム、GPS(Global Positioning System)用電子地図、電
子商品カタログなどを、よりリアルに楽しく見たいというニー
ズに応えるために、世界最高の精細度で3D表示できる、2.5型
HVGA(320×480画素)のSOG-LCDを開発しました2)。開発し
た2D/3D SOG-LCDは、従来の3D表示の高精細化の限界を打
ち破るHDDP(Horizontally Double-Density Pixels)構成という
独自の3D向け表示構造の開発とレンチキュラーレンズの組合
せにより、精細度235 ppi(pixel per inch)の3D表示を実現した
ものです(図2)。
　HDDPの構成は、図2(b)に示すように、横ストライプの
RGBカラー配置と、横方向の解像度を2倍(470ppi)にした画素
から成っています。HDDP構成では、1つの正方画素は、縦長の
左目用画素と右目用画素で構成されています。
　従来の画素構成では、3D表示の解像度は2D表示の解像度

の半分に低下してしまいますが、このHDDP構成では、2D表
示と同じ解像度で3D表示することができます。すなわち、2D
表示の場合には、隣り合った2つの長方形画素に同じ画像デー
タを書き込み、3D表示時には、隣り合った2つの長方形画素に
左右の目に対応する異なる画像データをそれぞれ書き込むこ
とにより、2D表示、3D表示ともに同じ235ppiの解像度で表示す
ることができます。この表示方式の場合、2D表示と3D表示を
ソフト的に切り替えられるため、2D表示画面中の一部を3D表
示するなど、画面上に2D表示と3D表示を混在させることも可
能です。
　このHDDP構成とレンチキュラーレンズを組み合わせて開
発したSOG-LCDモジュールは、従来の3D表示方式よりも薄く
簡単な構造で、より明るく自然な3D表示を実現しています。

3. ドライバ集積SOG-LCD技術

　表示制御ドライバの集積化のレベルにより、SOG-LCD技術
の世代を第1世代～第3世代まで定義することができます(図
1)。現在、表示サイズ2～4型の小型LCD市場を中心に広く普
及しているSOG-LCDのほとんどは、ゲートドライバとデータ
ドライバの一部を担うデマルチプレクサ(スイッチ)を集積化し
たもので、第1世代のSOG-LCDに相当します。
　本章では、NECおよびNEC液晶テクノロジーで開発を進め
てきた最先端の第2、第3世代SOG-LCD技術について紹介し
ます。

図2　高精細2D/3D SOG-LCD

写真1　高輝度・高色度域SOG-LCD
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3.1 低消費電力フル機能集積SOG-LCD

　パーソナル/モバイル機器のコンパクト化、低消費電力化の
ニーズに同時に応えるために、2.1型QCIF+(176×234画素)で
5mWという低消費電力のフル機能集積SOG-LCDを開発しま
した(図3)3） 。本SOG-LCDには、ゲートドライバ、6ビットDAC、
電源回路(DC/DCコンバータ)などのドライバLSIの基本機能
がすべて集積されており、2.5V単一電源で表示動作させること
ができます。低消費電力化を図るために、6ビットDACと電源
回路に独自の低消費電力アーキテクチャを導入しました。
　6ビットDACは、抵抗ストリング型DAC(R-DAC)とプリチャー
ジバッファを組み合わせた構成となっています。この構成の
場合、抵抗ストリングからのデータ線駆動能力としては、プリ
チャージバッファのオフセット電圧を補正するだけの能力があ
ればよいため、抵抗ストリングに流すDC電流を非常に小さく
抑えることができます。その結果、6ビットDACの消費電力を、
従来に比べて約半分まで低減することができました。
　一方、電源回路については、電流値が映像によって変化す
るデータドライバの電源電圧はレギュレータから供給し、電
流値が映像によってほとんど変化しないゲートドライバの負
側電源電圧はチャージポンプ回路から供給する構成としまし
た。このアーキテクチャにより、実際のSOG-LCDにおいて、
電源回路の効率が73% という高い効率を実現しました。

3.2 510KビットSOG-DRAM

　携帯機器の小型・薄型化、低消費電力化、低コスト化が可
能な、画像フレームメモリ内蔵ディスプレイを実現するために、
ガラス基板上に画像フレームメモリを集積化したSOG画像フ
レームメモリを世界に先駆けて開発しました(写真2)4） 。フレー
ムメモリ内蔵ディスプレイが実現できれば、携帯機器システ
ムのなかのプロセッサとダイレクトに接続できるようになりま
す。その結果、ディスプレイモジュールの実装が簡便で,小型
になることに加えて、外付けのドライバLSIがまったく必要な
くなります。
　開発したSOG画像フレームメモリは、QCIF+(176×240画素)
画像、4,096色相当の階調データを記憶する510KビットDRAM
と、SPC(Smart Pixel-data Codec)と呼ぶ独自アルゴリズムによ
る画像圧縮/伸張回路で構成されています。このシステム構
成により、メモリに記憶された4,096色相当の圧縮階調データ
から、26万色相当の表示を再生することが可能です。SOG画像フ
レームメモリから読み出した実際の再生画像を図4に示します。

図3　低消費電力フル機能集積SOG-LCD

写真2　SOG画像フレームメモリのチップ

図4　SOG-DRAMから読み出した再生画像
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3.3 トランジスタの高性能化技術

　前述の画像フレームメモリやコントローラなどの、より高度
で大規模な機能回路/システムを実用的な面積、回路スピード、
消費電力でガラス基板上に集積化するためには、デザインルー
ルの縮小だけでなく、p-Si TFTの性能を向上させる必要があり
ます。当社では、第3世代SOG技術として、p-Si薄膜の結晶粒
を拡大することによりp-Si TFTの性能を大幅に向上させる手
法を開発しました。Siの結晶化には、エキシマレーザアニール
(ELA)法が従来から利用されています。今回、レーザビーム
の形状を図5(a)に示すような独自の櫛型細線ビーム形状にす
ることで、幅2μmの途切れない帯状結晶粒を形成することに
成功しました5）。これは、櫛型細線ビーム形状により、溶融結
晶化時の2次元の熱勾配をコントロールし、ランダムに発生す
る亜粒界の発生を抑えたため実現できたものです。実際に得
られた位置制御結晶粒を用いてTFTを試作した結果、nチャネ
ルTFTで677cm2/Vs、pチャネルTFTで230cm2/Vsの高移動度
を達成しました(nチャネルTFTの従来移動度は100～150 cm2/ 
Vs)。この移動度は、第3世代SOG-LCDを構成するTFTの移
動度として、十分高いものです。

4. おわりに

　高画質/高機能化、ドライバ集積化という2つの大きな技術
トレンドに沿って、NECおよびNEC液晶テクノロジーで開発し
たSOG-LCD技術について紹介しました。NEC液晶テクノロ
ジーでは、2006年度、SOG-LCDの事業化を予定しており、本稿
で紹介したSOG-LCD技術を、順次製品に導入していく予定
です。そして、それらSOG-LCD技術が、ユビキタス時代に求

図5　連続結晶成長Si薄膜とトランジスタ特性

められるディスプレイを支える基盤技術として発展していくこ
とを期待しています。


