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　ノートPCはどこでも使える携帯機器という用途だけでなく，近年ではデスク上のス

ペースを有効に使用できる省スペース機器としての用途も広がってきている。このため

その表示デバイスであるTFT-LCDに対して，薄型，軽量，省電力といった本来の要求性

能に加えて，大画面，高精細，フルカラー化などの高性能化の要求が強くなっている。

　これらの要求に応えて，12.1型（画面対角31 cm）の大容量，800 × 600ドットの高精

細，表示色26万色で，電力2.1 W，厚さ6.2 mm，重さ420 gと省電力，薄型，軽量のLCD

を開発した。

　このLCDの開発により，容易にマルチウインドウで高画質な表示が得られ，しかも携

帯性に優れたノートPCの実現に寄与できた。

　本稿では，このLCDのために開発した要素技術について述べる。
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Abstract

ノートPC用省電力 /薄型 /軽量TFT-LCD

Thin-Film Transistor Liquid Crystal Displays are playing a critical role in the evolution of today's
notebook PCs.  Today's large screen，thin-module，lightweight，low power consumption TFT-LCDs
have made it possible to realize the functionality of a desk-top PC's large，high-resolution screen in
a lightweight notebook PC that has an extended battery life.
Fujitsu's contributions to notebook PC evolution include the development and manufacture of

advanced TFT-LCDs.  Fujitsu's latest development is a new TFT-LCD that combines a large-screen
（12.1-inch），high-resolution （800 × 600）display with a full 260K color palette.  This TFT-LCD
consumes only 3.55 W， weighs a mere 420 grams， and is only 6.2 mm thick.
Fujitsu believes that this display will play an important role in the evolution of tomorrow's advanced

notebook PCs.

特
　
　
　
　
集� Low Power Consumption,  Thin-module,  Lightweight TFT-LCDs for

Notebook PCs



FUJITSU.49, 3, (05,1998)

ノートPC用省電力 /薄型 /軽量TFT-LCD

181

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ま　え　が　き

　今日のノートPCの普及には，高機能，省電力のCPU

や，小型で大容量，高速なハードディスクドライブ，CD-

ROMドライブ，および小型で大容量のバッテリなどの開

発が進んだことが重要なファクタを占めている。しか

し，フルカラー，マルチウインドウ対応まで可能となっ

た高性能なLCDがなかったなら，ここまでの普及はな

かったと言って過言ではない。

　TFT（Thin Film Transistor）-LCD（Liquid Crystal Display ）

の高性能化の内容としては，大画面，高精細，フルカ

ラー化が挙げられる。

　大画面LCDを効率良く作るためには，大型ガラス基板 (1)

を使用し一度に多数枚の処理を行うことが必須であり，

大型基板で均一なTFTを作り込むことが重要なポイント

となる。高精細化に伴うパネル内配線の狭ピッチ化に対

応するためには，低抵抗配線材料の採用や，製造装置の改

善による位置合わせ精度の向上，設計マージンの見直しが

必要である。フルカラー化に対しては，色再現性の良いカ

ラーフィルタの開発とフルカラー対応駆動ドライバが必要

になる。

　ノートPCのディスプレイとしては，高性能化以外にも

携帯性からの要求事項も満足させる必要がある。

　携帯性重視の観点から，薄型，軽量が，またノートPC

に同じく内蔵されているバッテリの小型，長寿命化のた

めに省電力化が求められている。また薄型形状でも高輝

度が得られる高効率バックライトを開発し，薄型化を

図った。軽量化のためには，各部材の材料レベルから見

直しを行い，LCDの強度を保ちつつ，軽量な材質の採用

や，薄肉化を行った。さらに薄型，軽量化には0.7 mm厚

の薄型ガラスを使用したことも大きく寄与している。省

電力化のためには，駆動電圧を低くするために，低電圧

駆動パネルと専用駆動ドライバの開発を行った。

　本稿では特に本製品を開発するに当たって改善効果の

大きかった低電圧駆動と高効率バックライトについて述

べる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○低電圧駆動

●　LCD駆動の原理

　TFT-LCDパネルの構成と等価回路を図-1に示す。TFT

で表示を行うには，ゲートバスラインにTFTをオン状態

にするための走査信号を順次印加し，同時にデータバス

ラインにも走査信号と同期させて，データ信号を印加

し，1行目から順次データ電圧を1行ごとに表示画素電極

に書き込んでいく。表示画素電極に書き込んだデータ電

圧は，対向電極（コモン電極）との間に挟まれた液晶層を

キャパシタとして，つぎの内容が書き込まれるまで保持

される。全画素電極の書込みを終えると，再び1行目から

順次，つぎの内容を書き込んでいく。液晶は直流電圧が

加わると劣化する特性があるため，データバスラインに

印加する信号は前回の選択時とは逆極性とし，画素電圧

は1フレームごとに交流駆動を行う。しかし，TFTの特性

上正負のデータ電圧に対し，液晶に印加する電圧には非

対称性が生じる。このため，1フレーム内に全面同一極性

の電圧を書き込むと，1/2フレーム周期（約30 Hz）のフリッ

カが発生する。これを低減するため，同一フレーム内画

素の極性を適当に混ぜる必要がある。この極性反転の方

式により，駆動方法が異なってくる。代表的な駆動方法
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図-1　TFT-LCDパネルの構成と等価回路
Fig.1-Structure of LCD panel and equivalance circuit.
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とその特徴を図-2に示す。ドット反転駆動は，隣り合う

画素の極性がすべて異なっているため，表示品質が優れ

ている。しかし，コモン電極の駆動は固定で行うため，

ドライバ出力振幅は液晶駆動電圧の2倍となり，高耐圧の

ドライバが必要である。ライン反転駆動はコモン電極を

反転駆動できるので，ドライバの出力電圧を低減でき

る。しかし，横方向に極性が同一となり，横ラインのむ

らやチラツキが生じる。また容量負荷の大きいコモン電

極を反転させるため，消費電力が大きくなる。縦ライン

反転も同様に縦方向に極性がそろうので，表示品質が低

下し，ドライバの出力振幅も2倍が必要だが，データバス

の反転が1フレームに1回で済むため，消費電力が少なく

て済む。

　表示品質的にはドット反転駆動が優れているが，駆動

電圧の増加が問題となっていた。省電力化を行う上で

も，低電圧で駆動可能な液晶が必要である。

●　低電圧駆動パネル

　LCDパネルの駆動電圧は液晶材料のΔε（比誘電率異方

性）に依存し，Δεが大きい程駆動電圧を下げることがで

きる。従来から用いられている液晶材料は，化学的に安

定性の高いフッ素を末端基に一つあるいは二つ付けたも

の{図-3（a），（b）}を使用している。Δεを大きくするため

には更にフッ素基を増やすことが効果的であり，トリ

フッ素とした液晶材料{図-3（c）}を用いたパネルを新たに

開発した。新規液晶材料により耐汚染性の劣化が懸念さ

れたが，2枚のガラス基板を貼り合わせパネルを封止する

ための有機樹脂の不純物を低減させること，およびガラ

ス表面で液晶分子の配列を行う分子配向膜の新たな形成

方法を開発することにより，高い信頼性を持ち，2.5 Vと

低電圧で駆動可能なLCDパネルを実現した。

●　低電圧駆動回路

　低電圧駆動パネルに合わせて，これを駆動するドライ

バICを開発した。高いドライブ電圧が必要なコモン固定

で駆動する場合でも，ドライバICの出力は5 Vで可能なた

め，従来の5 Vプロセスを使用できた。このことは，ドラ

イバICのチップサイズが大きくならずに済み，LCDの小

型化とコスト低減につながる。ドット反転駆動を行うに

は，偶数出力，奇数出力の電源をそれぞれ別に設け，逆

位相の電圧を加える。さらに，1水平周期ごとに駆動極性

を反転させることで，ドット反転駆動を行った。

　低電圧（2.5 V）駆動パネルを使用する場合，ドライバIC

の出力偏差を小さくする必要がある。これはパネルの輝

度-電圧特性の変化が5 V駆動パネルより急峻なためであ

る。従来ドライバICの多くは出力段がオペアンプで構成

されており，これのオフセットバラツキが出力偏差とし
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図-2　LCDの駆動方法
Fig.2-Method of LCD driving.
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図-3　液晶の分子構造
Fig.3-Molecule structure of liquid crystal.
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て現れ，各ドライバ出力のバラツキとなる。この出力偏

差が大きいと薄い縦スジとなって現れ，表示品質を低下

させてしまう。今回採用した方式は抵抗分割方式で，ド

ライバ内部は抵抗とアナログスイッチで構成される。パ

ネル駆動による配線容量の充放電が十分行えれば，設定

電圧に限りなく近づくため，出力バラツキがオペアンプ

方式の半分以下にできる。これにより縦スジのない良好

な表示が得られた。

　またドライバICや制御ICを含めたすべてのロジック電

圧を3.3 Vに対応させたことも省電力化に効果があった。

●　改善効果

　これらの技術を使って12.1型SVGA-LCDを構成した場

合の電力比較を図-4に示す。比較として11.3型SVGA-

LCDを用いた。11.3型では通常の5 V液晶を使用してお

り，駆動ドライバICには10 V出力可能な高耐圧タイプを

使っている。図-4から分かるように従来1.4 Wの駆動電力

が必要であったが，画面サイズの拡大にもかかわらず，

約75%減の0.45 Wを実現した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○高効率バックライト

（1）　LCDバックライトの構造

　バックライトは液晶パネルの下側に配置され，表示画

面を均一に照射する必要がある。バックライトの構成を

図-5に示す。光源として冷陰極管を用い，アクリルでで

きた導光板の横に配置する。冷陰極管から出た光は導光

板に入射され，内部に入った光は全反射を繰り返しなが

ら伝播する。導光板は入射面の反対側にかけて薄くなる

形状となっている。導光板の下面には白インクによる印

刷がなされ，冷陰極管からの距離に応じて印刷パターン

のピッチが異なっている。これらの処理は冷陰極管から

の光を面内に均一に照らすためのものであり，このイン

ク印刷部に当たった光は，全反射せずに拡散光となって

表示面側に出る。導光板の上面には更に均一化を行うた

めの拡散シートを置く。

（2）　高効率化の検討

　バックライトの輝度を維持しつつ厚さを薄くする検討

を行った。厚さを薄くするためには導光板を薄くする必

要がある。しかし，導光板を薄くすると，その入射端面

の面積が小さくなり，冷陰極管からの光の入射量が減り

表示面輝度が下がってしまう。このため薄い導光板の入

射端面に有効に光が入るよう冷陰極管の細径化を図っ

た。また，冷陰極管の管径を細くすることで，冷陰極管の

表面温度が上がり輝度が高くなるという効果も得られた。

　さらに輝度向上に有効なレンズシートを導光板上面に

配置した。レンズシートはバックライトの拡散シートか

ら出てきた光を集光することによって，輝度を向上させ

るものである。フィルム状のシートに，三角形状の規則

的な溝を切った構造をしている。特性はピッチと頂角で

決まる。ピッチを大きくすると，画素ピッチとの間で縞

状のむらが発生する。頂角は小さくしすぎると画面に虹

状のむらが発生する。これは視野角の範囲内で明るさが

急に上がる領域に入ってしまうからである。このよう

に，ピッチと頂角を最適化したレンズシートを挿入する

ことで明るさの向上が図れた。

（3）　薄型化の実現

　高効率バックライトの採用により，同一輝度の仕様

で，バックライトの厚みを従来5.3 mmのものに対して，

4 mmと25%の薄型化が実現できた。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○製品の特徴および仕様

　今回紹介した技術を使った12.1型SVGA-LCDの仕様を

表-1に，また外観を図-6に示す。従来品よりも大幅な軽

量，薄型，省電力が実現できており，ノートPCや携帯端

末に使用した場合，装置の軽量化，薄型化，動作時間の

延長に寄与できた。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○む　す　び

　LCDを構成しているパネル，ドライバIC，バックライ

トの総合的な改善により，ノートPCに適した製品の開発
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ができた。今後のノートPC用のLCDとしては，さらに携

帯性を重視した，省電力化，軽量化，小型化を追求する

とともに，富士通独自のMVAパネル技術を用いた，高品

質で見やすいディスプレイの開発を目指したい。

参 考 文 献

（1）　和泉ほか : 収益改善が大前提の生産性工場に着手.  フラッ

トパネルディスプレイ1998，1998，pp.164-169.

図-6　FLC31SVC6S-08
Fig.6-FLC31SVC6S-08.
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