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要　　旨

世界最大級の解像度，524万画素（2560×RGB×
2048）を有する超高精細TFT液晶ディスプレイ「28型
QSXGA」を開発した。本ディスプレイは，2000本を
越える走査線と28型大画面による大容量情報表示能
力と，8bit256階調（1670万色）によるグラビア並み
の画像表現能力を有し，更にディジタルインタフェー
スの採用による歪みのない忠実な画像再現を可能とし
ており，美術品等のディジタルアーカイブ用モニタ，
医療画像用モニタ，航空管制用モニタなどの超高精細
高品位画像を扱う分野への応用が期待されている。今
回は，この超高精細TFT液晶ディスプレイ技術につい
て紹介する。

The super High Definition TFT-LCD“28 inch
QSXGA”that has 5.24 milion pixels (2560*RGB*2048)
has been developed. The display has great abilities in
representation of images, which are high resolution of
more than 2000 scanning lines, large size of 28"diagonal,
and 24bit full color. In addition, the digital interface has
been adopted to realize the reproduction of images without
any noises. The display was developed based on the
demand of super high definition application of digital
archives, medical images, air traffic control systems, and
so on. This paper explains the technology for the super high
definition TFT-LCD.

まえがき

これまでのTFT液晶ディスプレイ生産技術の進展
には目覚しいものがあり，画面サイズとしては28型
（TV用　走査線768本）までが，精細度としてはUXGA
（PCモニタ用　走査線1200本）までが商品化される
に至っている。これらは同仕様のCRTと比較し，薄
型－軽量－低消費電力という液晶ディスプレイならで
はの付加価値が認められ市場に受け入れられてきた。
近年，CRTでは実現不可能な新たな高付加価値領域
として，高精細化への取り組みがスタートした。その
１つが超高画素密度ディスプレイであり，すでに
CRTの限界と言われている110PPI （Pixel Per Inch）を
大きく超える200PPIが開発されており，電子ペーパ，
高画質ノートPC，PDA，携帯電話などへの応用が始
まっている。もう１つが今回開発した超高解像度ディ
スプレイであり，ディジタルアーカイブ，医療，航空
管制などの走査線2000本を越える大容量画像データ
を扱う市場への応用が期待されている１）２）。

超高解像度ディスプレイとしては，既にCRTで30

写真１　超高精細TFT液晶ディスプレイ（28型QSXGA）

Photo 1    Super High Definition TFT-LCD (28"QSXGA).
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型 2048× 2048のカラーモニタが製品化されている
が，電子ビームサイズの問題で，輝度は100cd/m2程度，
また地磁気の影響が大きいために設置調整が難しいな
どの技術的な課題と，奥行き80cm，重量100kgとい
う実用面での課題があり，新たな超高精細ディスプレ
イの開発が望まれている。このように，TFT液晶ディ
スプレイの高精細化，薄型軽量化，地磁気のノイズレ
スなどの利点を生かせば，CRTを遥かに凌駕した超
高精細ディスプレイの実現と，新たな超高精細市場の
創出が期待できる。

図１　応用製品MAP（対角サイズ―解像度）

Fig. 1    Application Map (Diagonal Size-Resolution).

１ . 高精細ディスプレイに要求される性能

図1にTFT-LCDの画面サイズと解像度による応用
製品のマップを示す。従来の高精細ディスプレイは
PCモニタ用の13インチ～20インチサイズで，解像度
はXGA（走査線1024本）～UXGA（走査線1200本）
が一般的である。しかし，ディジタルアーカイブ，医

表１　超高精細ディスプレイの要求性能

Table 1    Target Characteristics.

療，航空管制用のモニタなどの超高品位画像を扱う
ディスプレイには，解像度は何れも走査線2000本以
上，またサイズも20インチ～30インチの大画面が要
求される。表１にこれらの超高精細ディスプレイに要
求される仕様をまとめる。解像度，サイズ以外に，輝
度，コントラスト，色数， 階調特性などにも通常モニ
タ以上の特性が要求される。

２ . パネル設計

表２に，各解像度別の１走査線選択可能時間（1H）
をまとめる。走査線数が2048本と多いため，当然の
結果として，1H時間は従来の高精細機種と比較し半
分程度となる。更に，TFTを介しての絵素電極への信
号充電に寄与する時間（Ton）は，1H時間から走査線
と信号線の遅延時間を除いた時間であり，28インチ
という大型による配線抵抗の増大と，QSXGAという
高解像度による配線容量の増大により遅延時間が大き
くなるため，絵素への信号充電が非常に厳しくなるこ
とが予想される。図２に従来設計でのシミュレーショ
ン結果を示す。この結果から，従来設計では既存プロ
セスでのパネル開発が困難であり，例えば，銅配線プ
ロセス（比抵抗2μΩcm）の開発，a-Si TFT移動度の
大幅向上（1.0cm2/Vs以上）などの大きなブレイクス

表２　1H時間（60Hz～75Hz）

Table 2    1H time ( 60Hz～ 75Hz )

図２　設計シミュレーション（従来設計）

Fig. 2    Simulation Result (Conventional Design).
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ルーが必要になることがわかる。
今回は，開発期間短縮と，既存の製造ラインでの開

発・量産化を可能とするべく，図３に示すようなパネ
ル内分割走査方式を採用した。本方式により，実効的
な1H時間を従来の高精細機種並みにすることができ
る。図４にパネル内分割走査方式での設計シミュレー
ション結果を示す。この結果から，パネル内分割走査
方式を採用することで，既存プロセスにおいても，
QUXGAまでのパネル設計が十分なマージンを持って
可能になることがわかる。
尚，これらの設計は全て，当社独自の高開口率化技

術「UHA技術」を採用している。

図３　パネル走査方式

Fig. 3    Scanning Method.

図４　設計シミュレーション（新規設計）

Fig. 4    Simulation Result (Innovative Design).

３ . 回路設計

図５に回路構成を示す。パネル内分割走査方式の採
用に伴い，画像信号を上画面と下画面に分割して入力
している。また，画像信号の処理・伝送をできるだけ
既存技術・部品にて行えるよう，上画面，下画面とも
に更に左右の２画面に分割して，伝送周波数の低減を
図っており，全体としては，４分割画面それぞれに
SXGA駆動回路が形成される構成となっている。４画

面の駆動タイミングは，１つに同期して，ずれが生じ
ないように設計しており，マザー基板にてコントロー
ルしている。尚，基板内の信号伝送については，大型
パネルに伴う伝送距離の増大に対応するべく，基板内
LVDS伝送を新規採用した。
また，本ディスプレイの開発にあたり，8bitデジタ

ルドライバとコントロール ICの新規開発を行った。
8bitデジタルドライバは，要求仕様のγ値2.2に最適
化した設計となっており，滑らかな階調特性を実現し
ている。図６にディスプレイにて測定したγ特性を示
す。コントロールICについては，UXGA解像度まで
の信号処理能力を持たせており，回路構成全体として
も，QUXGA（走査線2400本）まで対応した設計となっ
ている。
尚，今回のパネル内分割走査方式採用にあたり，上

下画面の分割ラインが視認されないように，極性反転
駆動方法の最適化を行っている。

図５　回路構成

Fig. 5    Circuit Composition.

図６　階調特性

Fig. 6    γ Characteristics.
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４ . バックライトユニット設計

エッジライト方式による薄型バックライトユニット
の開発を行った。従来このような大型高精細パネルに
おいてはパネルの透過率が低く，エッジライト方式の
採用は難しい。当社独自技術であるUHA技術（パネ
ル高開口率技術）の採用により，エッジライト方式を
可能としている。

蛍光管としては，管径 2.6mm，長さ約 600mmの
CCFTを採用し，厚さ8.0mmの導光板上下の長辺側に
各３本づつ，計６本のCCFTをデルタ状に配列するこ
とにより薄型化を図っている。これらの技術により，
28型QSXGAという大型高精細液晶モジュールであ
りながら，モジュール厚37mmという薄型化を達成で
きている。

５ . ディスプレイ仕様

表３に今回開発した超高精細TFT液晶ディスプレ
イの仕様を示す。表１に示した開発目標値を全て達成
する事ができ，更に外形寸法（奥行き），本体重量，消
費電力においても，CRTと比較し圧倒的な優位性を
実現する事ができた。写真２にモジュールの外観写真
を示す。

むすび

これまで培ってきたパネル設計技術，回路設計技
術，機構設計技術を基礎に，新規技術を加えること
で，既存の量産工場で製造可能な超高精細TFT-LCD
「28型QSXGA」を短期間で開発することに成功した。
そして，そのスペックは，既存の超高精細CRTと比
較し，奥行き約1/20，重量約1/10，輝度約２倍，そし
て地磁気ノイズレスなど，CRTの課題点を十分に払
拭するものとなった。これにより本28型QSXGAの開
発は，今後の超高精細ディスプレイシステム市場の新
たな活性化に，大きく貢献することになるであろう。

今後は，量産化に向けた取り組みを行うと共に，よ
り優れた広視野角技術，高速動画技術などの新規技術
を付加させることで，応用市場の更なる拡大に繋げて
いきたい。

表３　ディスプレイ仕様

Table 3    Display Specifications.

写真２　モジュール外観

Photo 2    28"QSXGA TFT-LCD module.
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