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要　　旨

アクティブマトリクス型液晶表示素子は高品位表示が可能なディスプレイである。本方式では，
各画素に印加された電圧をフレーム周期間減衰なく保持することが重要であり，これにより表示
品位が決定付けられると言っても過言ではない。
本稿では上記電圧保持率に対する液晶材料，配向膜材料，表示モード，駆動方式の影響をレ
ビューする。

Active-matrix LCDs can provide high quality display. Here, it is quite important to hold
the applied voltage without attenuation during a frame period, and this voltage holding
ratio (VHR)  influences the display quality significantly.

Influences of liquid crystals, alignment materials, display modes, and driving schemes
on VHR are reviewed in this paper.

まえがき

コンピュータ関連技術の発展に伴って，高度情報化
社会におけるマン－マシンインターフェースの一つで
あるディスプレイの役割はますます大きくなってきて
いる。なかでも液晶表示素子（LCD）は，薄型，軽量，
低消費電力を特徴としたディスプレイであり，環境保
全・省エネルギの観点よりますますその重要性が増し
てきている。
各画素に薄膜トランジスタ（TFT）素子が配置され

たアクティブ型液晶表示素子は高品位な表示が可能で
あり，平板型大画面ディスプレイに向けての研究開発
が盛んに行われている。
図１は典型的な TFT-LCDの画素構成を示してい

る。TFTを用いたアクティブマトリクス型液晶表示素
子においては，TFTがオンになった時，信号電圧Vs
はTFTを通じてドレイン電圧Vdとして画素電極に印
加される。この時，電極間に充電された電荷量は，
種々の要因にて時間とともに減衰し，液晶層に所定の
電圧が印加されなくなるという問題が起こる。この
時，充電された電荷が１フレーム（16.7ms）の間にど
れくらい保持されるかを示すのが電圧保持率

（Voltage Holding Ratio：以下，VHRと略す）であり，
電荷保持率（Charge Retaintivity）とも言う。

この現象は，駆動電圧の上昇，消費電力の増加，コ
ントラストの低下，信頼性の低下等を引き起こすのみ
ならず，表示むら，あるいは色変わりの原因にもなる
ため，様々な角度から問題解決に向けての取り組みが
行われている。

図１　TFT-LCD画素の等価回路

Fig. 1    Equivalent circuit of a TTF-LCD pixel.



 12

シャープ技報 第92号・2005年8月

１ . 電圧保持率(VHR)の定義

液晶セルに印加する駆動電圧V0と電極間電位Vと
の関係を図２に示す。
ここにおいてVHRは，１フレーム期間中に充電さ

れた電荷が保持される割合であり，下式（1）で定義
される。

また，VHR測定回路を図３に示す。評価セルには，
各フレーム毎に選択期間（一般には60μs）の間のみ
所定の電圧が印加され，非選択期間の間電極間電位が
モニタされる。

２ . 電圧保持率に影響を及ぼす諸要因

液晶表示素子の評価項目の一つとして，VHRが提
案１）されてから17年が経過している。この間，VHR
に影響を及ぼす多くの要因が報告されてきた（図４参
照）が、現象を統一的に解釈出来るモデルは、まだ提
案されていない。

図２　印加電圧波形と電極間電位の変化

Fig. 2    Change of electric potential between electrodes with

an applied voltage.

図３　電圧保持率測定システム

Fig. 3    VHR measurement system.

これまでのところ、充電電荷減衰のメカニズムは、
大別して図５のごとく考えられている。即ち，①バル
ク液晶層のCR時定数に基づくもの，②液晶－配向膜
界面に吸着された液晶分子による配向分極２），あるい
はイオン性不純物等により界面に形成された電気二重
層による逆電場３）に基づくもの，③前記界面での液
晶分子が，バルク中央での液晶層に遅れて動く，いわ
ゆる誘電損失４）に基づくものの３つである。

図４　電圧保持率に及ぼす諸要因

Fig. 4    Factors which influence on the voltage holding ratio.

２・１　液晶材料の影響
２・１・１　液晶抵抗率
充電電荷が容量Cと抵抗Rとの績であるCR時定数

のみでもって保持されるとした時，VHRは下式（2）
で表される。

図５　液晶セルにおける充電電荷減衰モデル

Fig. 5    Attenuation model of the stored charge in a liquid

crystal cell.
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いま，液晶セル（容量一定とする）に5Vを印加し
た時の電極間電位の時間変化を液晶材料抵抗率ρをパ
ラメータとして計算した結果を図６に示す。
また，図７は抵抗率ρと電圧保持率VHRとの関係

を，液晶材料誘電率εをパラメータとして計算したも
のである。現行フッ素系液晶材料の誘電率はおよそ5
～8であり，99%以上の電圧保持率を得るためには，
1012Ω cm以上の抵抗率が必要なことが分かる。
イオン性不純物の移動度は2.8×10-10 m2/Vs程度で

あり５），通常の60Hz駆動ではイオンは対向電極に到
達しない６）。セル電圧減衰の動的挙動は、（イオンの
再結合，再解離，配向膜上への吸着を考慮しなくと
も）イオン分極により誘起される内部電場変化と液晶
再配向に起因する容量増加で説明されうる７）が、実
際のLCDではイオン性不純物の配向膜表面への吸着
もあり、これらを含めた計算も行われている８）。

図６，及び図７より高抵抗な液晶材料が高電圧保持
特性を示すことは明かであるが，電圧保持率は液晶材
料と配向膜材料との組み合わせで大きく変わることも
知られている９）10）。このことは，VHRは液晶と配向
膜の界面現象に関係していることを示唆している。
図１の等価回路において蓄積容量Cstの大きさを変

化させた時の電圧保持率の変化を図８に示す。蓄積容
量Cstは，大きければ大きいほどVHR向上に効果はあ
るが，開口率低減，充電が困難になるなどの問題も出
てくるためセル設計の最適化が必要である。

図６　電極間電位の時間変化（計算値）

Fig. 6    Change of the electric potential between electrodes

with time (calculated).

図７　液晶抵抗率と電圧保持率（計算値）

Fig. 7    Relationship between LC resistivity and voltage

holding ratio (calculated).

２・１・２　液晶分子構造
配向膜のないセルでは，VHRはｐ型液晶分子含有

割合（液晶材料誘電率異方性Δεの大きさ）に依存せ
ずCRで決められるが，配向膜付きのセルではΔεと
VHRは相関があり，しかも，CN系に比べF系液晶は
高電圧保持率を示す10）（図９）。F系液晶ではイオン性
不純物の取り込み，及びその拡散係数が小さいことに
よるものと思われる。
更に，F系液晶のなかでも分子内の分極が小さいも

のほど高いVHRを示す。即ち，VHRの大きい順に液
晶構造を並べると，アルキル系＞エーテル系～ジオキ
サン系＞エステル系となる11）。
また，Δεが同じでも液晶の骨格構造（PCH系，エ

ステル系）によりイオン性化合物のVHRに及ぼす影
響が異なる。イオン性化合物が求核性の強い脂肪族ア
ミンの場合，PCH系液晶では漏れ電流は殆ど変化し
ないが，エステル系液晶の場合は，漏れ電流が増大す
る12）。

図８　蓄積容量比と電圧保持率（計算値）

Fig. 8    Relationship between storage capacitance ratio and

voltage holding ratio (calculated).
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図９　誘電率異方性Δεと電圧保持率10）

Fig. 9    Relationship between dielectric anisotropy of LC

materials and voltage holding ratio.

また，極性の強い配向膜表面には，シアノビフェニ
ル系液晶や末端フッ素系液晶などの極性液晶が吸着し
13），強誘電体層が形成される２）ことが知られている。
イオン性不純物や極性液晶により形成されるこのよう
な電気二重層がVHRを低下させている。
一方，強誘電性液晶や反強誘電性液晶のように自発

分極を有する液晶をTFTで駆動する場合には，液晶の
応答時間が書き込み時間よりも大きい場合に，反電場
により保持電圧が低下する現象が起こることが知られ
ている14）15） 。図10に強誘電性液晶ZLI-5014/100（メ
ルク社製 , 25℃, 5V印加）の電圧保持特性を示す。

２・２　配向膜材料の影響
液晶材料抵抗率とVHRとは必ずしも相関が取れな

い１）が，これは配向膜表面に吸着されるイオン性不
純物により形成される電気二重層での逆電場や誘電損
失，及び配向膜材料から液晶中に溶出する不純物の影
響によるものと思われる。

図10　強誘電性液晶の電圧保持特性

Fig. 10    Voltage holding property of ferroelectric  liquid

crystal.

表１は液晶材料としてシアノ系液晶を用いた時の配
向膜材料分子構造とVHRとの関係を示したものであ
る９）。表面極性が大きくなるにつれ，VHRが小さくな
ることが分かる。このことは、配向膜のイミド化率が
高ければ高いほどVHRが高くなることを意味してい
る。

表１　ポリイミドの分子構造と電圧保持率９）

Table 1    Molecular structure of the polyimide and the voltage

holding ratio.

また，酸無水物としてTCAやNDAを用いた脂肪族
系ポリイミドは，酸無水物としてPMDAやBTDAな
どを用いた芳香族系ポリイミドに比べ，優れたVHR
特性を示す16）ことが報告されている。
一方，ジアミン成分としては，中央基が-C（CF3）2-，

-CONH-， -O-，-CH2-の順にVHRが大きくなるとの報
告もなされている17）。
一般に，ラビング回数増加でVHRは低下するが，こ

れは膜表面の汚染が原因であり，メタノール洗浄によ
り回復する４）。
高温高湿処理によりシール部より進入した水分によ

りポリイミド配向膜が加水分解され，ポリアミック酸
が生成されシール部周辺でVHRが低下し，輝度ムラ
となる報告例もあり18），シール材料，及びシール部構
造にも注意が必要である。

２・３　駆動方式の影響
液晶表示素子の消費電力Pは駆動周波数をf，セル

の容量をC，抵抗をR，印加電圧をVとすると，P=f･
C･V2＋V2/R で表されるので，駆動周波数を低減する
ことで液晶表示素子の低消費電力化が可能となる。多
層誘電体モデルによれば，εpi・ρpi=εlc・ρlcとなる
ように材料設計することにより液晶層に印加される実
効電圧を一定にすることが出来る（充電電荷の減衰を
無くすことが出来る）19）。
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IPSセルはTNセルに比べて，高い電圧保持特性を
示す20）。図11はIPSセルの等価回路モデルである。TN
セルでの電圧保持率は液晶／配向膜の相互作用や配向
膜の分極特性も大いに関連あるものの，液晶の抵抗と
容量の積である蓄積電荷の緩和の時定数で決定され
る。これに対してIPSセルではガラス基板の容量が液
晶層と電気的には並列に存在すると見なすことが出来
る。即ち，これら絶縁層が蓄積容量としての機能を果
たすため，IPSセルはTNセルに比べて，高い電圧保
持特性を示す。図12にIPSセルとTNセルの電圧保持
率を比較する。

２・４　液晶分子配列（表示モード）の影響
ｐ型液晶，ｎ型液晶をTN型セル，及びホモジニア

スセルに封入しVHRを測定した結果を図13に示す。
同一の液晶－配向膜系でありながらも表示モードによ
りVHRが異なっている。測定温度によりVHRが低下

図11　IPSモードLCD画素の等価回路

Fig. 11    Equivalent circuit of a pixcel of the IPS mode LCD.

図12　TNセルと IPSセルでの電圧保持率比較20）

Fig. 12    Comparison of the voltage holding ratio of a TN cell

with that of an IPS cell.

図13　電圧保持率の印加電圧依存性

Fig. 13    VHR change with an applied voltage.

する（極小値を示す）電圧値が異なるが，この現象は
配向膜界面に形成された電気二重層での誘電損失によ
るものと考えられる。極小値の観測される領域は，セ
ルのdC/dVが大きく変化する領域であり，誘電損失に
よるVHR減少が強く示唆される21）。
ｎ型液晶をホモジニアスセル，あるいはTNセルに

封入した場合には，電圧を印加してもセル容量に変化
はなく，これらの差は，もっぱら液晶－配向膜界面と
バルク中央での液晶挙動に位相遅れがあることによる
ものと思われる。

一方，図14は磁場（1.26T）下で液晶の配向を変化
させながらVHRを測定した結果である。電界により
液晶中を流れるイオンの流れの方向が分子長軸に平行
な場合に比べて，垂直な場合のほうが大きなVHRを
示す21）。

図14　液晶分子傾き角によるVHR変化21）

Fig. 14    VHR change with the tilt angle of the LC molecules.
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むすび

電圧保持率には多くの要因が影響を及ぼすが，表示
性能からの要求よりパネル設計・駆動方式が決められ
るため，実質的には材料設計により高電圧保持特性を
目指さなければならない。高電圧保持率を得るには，
（１）高抵抗な液晶材料，配向膜材料を用いる。（２）
極性の大きな骨格構造，分子鎖を持たない液晶材料，
配向膜材料を用いる。（３）ラビング等の配向処理後
には，充分な洗浄を行い，不純物を完全に除去する，
などの取組を行うことが重要である。
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