
富士時報　Vol.79 No.5 2006

特  

集

390（46）

256ビットPDPアドレスドライバ IC

野見山 貴弘（のみやま　たかひろ） 川村　一裕（かわむら　かずひろ） 佐藤 憲一郎（さとう　けんいちろう）

野見山 貴弘

CMOSICの開発に従事。現在，富 
士電機デバイステクノロジー株式
会社半導体事業本部情報・電源事
業部技術開発部。SID会員。

川村　一裕

CMOSICの開発に従事。現在，富 
士電機デバイステクノロジー株式
会社半導体事業本部情報・電源事
業部技術開発部。

佐藤 憲一郎

CMOSICの開発に従事。現在，富 
士電機デバイステクノロジー株式
会社半導体事業本部情報・電源事
業部技術開発部。

　まえがき

　PDP（Plasma Display Panel）テレビや液晶テレビなど

の薄型テレビ市場は急速に成長しており，その中でも高解
像度テレビへの需要が急激に増加している。近年各 PDP
メーカーは，大型パネルや高解像度パネルの製品化に成功
しているが，今後液晶テレビとの競争はますます激しくな

り，PDPテレビに対しては，より一層の低価格化，低消
費電力化，高品質化が要求されている。

　これらの要求に応えるためのキーデバイスの一つに，パ

ネルの発光を直接制御する PDPアドレスドライバ ICが

ある。アドレスドライバ ICは PDPの縦方向の電極を制
御するため使用個数が多く，1パネルあたり 10個以上の

ICが使用されている。このため ICの出力数を増加させ，

ICの使用個数および周辺回路の部品削減による PDPの低
コスト化が強く要求されている。

　これまでに富士電機では，第四世代までの PDPアド

レスドライバの技術を確立し，192ビット出力の ICを製
品化してきた

（1）～（4）

。本稿では，第四世代技術をベースとした

PDPアドレスドライバ IC技術について述べ，それらの技
術を適用して 256ビット出力を実現した「FCE3273K」の

概要について紹介する。

　PDPアドレスドライバ ICの特徴

　PDPの動作は大きく分けてアドレス動作，サステイン

動作，リセット動作の三つがある。このうちアドレスド

ライバ ICはアドレス動作時に出力ビット数に等しい数の

データを取り込み，IC内でデータを転送した後に Hレ

ベルまたは Lレベルを出力して発光する画素を指定する。

実動作電圧は約 70Vであり，1出力あたり 50〜 100mA
の電流が必要とされる。PDPアドレスドライバ ICの最も

重要な特性の一つとして，スイッチング時間（出力電圧
の立上り・立下り時間）が挙げられる。アドレス動作はパ

ネルの輝度に寄与しないため，アドレスドライバ ICのス

イッチング時間は短くし，サステイン動作の時間を長くと

ることが理想である。しかしながらこのスイッチング時間
は速すぎると EMI（Electromagnetic Interference）悪化
の問題があり，遅すぎると誤発光を起こすため，＋－ 10 ns
以下の精度での回路設計が必要とされる。

　PDPアドレスドライバ IC技術

3.1　プロセス・デバイス技術

　第四世代の PDPアドレスドライバ ICは 0.6 µmルール

の微細加工を用い，3層メタル配線プロセスを採用してい

る。また，高圧部には埋込みエピタキシャルウェーハを用
いた pn接合分離技術を適用し， CDMOS（Complementary 
Double-diffused Metal-Oxide-Semiconductor）デバイス

を形成している。これにより SOI（Silicon On Insulator）
分離技術と比べてコスト低減に成功している。また，PDP
アドレスドライバ ICでは高圧部がチップ面積の 50%以
上を占めるため，小型の高圧素子が必要不可欠である。こ

れに対してはチャネル領域形成法の改良やチャネル長の縮
小などにより，第四世代のものは従来と比べて PMOS（p
チャネルMOS），NMOS（nチャネルMOS）ともに 10%
以上の小型化を達成している。

3.2　回路技術

　図 1にアドレスドライバ ICの出力部の模式図を示す。

アドレス期間中にアドレスドライバ ICは PDPの電極容
量を充放電し，Hレベルまたは Lレベルを選択する。こ

の容量は隣接する電極間の寄生容量を含むため，隣接電極
の状態によって見かけ上の負荷が変動する。つまり，表示
する画面によって負荷が 2〜 3倍の範囲で変動する。特に

全出力ビットが同じ状態でスイッチングする軽負荷時の

動作の際には出力電圧が急激に立ち上がるため，多量のス

イッチングノイズを発生する。このスイッチングノイズは

EMIを悪化させ，さらには ICの誤動作を引き起こすこと

がある。出力ビット数が増加するほど IC 1個から生じる

ノイズは増加するため，多出力化する際には対策が必要と

なる。
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　これに対して，富士電機ではゲートの充放電電流制御
技術を確立した

（4）（5）

。これはスイッチングノイズが最も発生し

やすい，出力電圧の変化の初期段階に着目した対策であ

る。図 2にこの技術を用いた出力回路の一例を示す。図中
の出力 P1のゲート－ソース間容量の充電時間を遅らせる

ため，N2の飽和電流値を最適化してある。このことによ

り出力立上り時に急激に出力電流が流れることを抑え，ノ

イズを低減している。図 3に電流制御なし品（192ビット

出力），図 4に電流制御あり品について模擬的に PDPの負
荷を想定した実験の結果を示す（全ビットスイッチング波
形）。図 3のノイズ対策なし品では出力電圧波形は急激な

電位変化が起こり，波形のひずみが観測されている。一方，

ゲート電流制御あり品に関しては 256ビット出力であるに

もかかわらず，出力の電位変化が緩やかで，波形のひずみ

もほとんど観測されていない。

　この技術は出力電圧の立下り時にも応用されており，こ

れらによりスイッチングノイズ低減を実現している。

3.3　レイアウト技術

　PDPアドレスドライバ ICは量産時の取扱い利便性，コ

ストの点から TCP（Tape Carrier Package）への実装が

主流となっており，ICのレイアウトの際は TCPのコスト

まで考慮したレイアウト設計が必要である。チップの出力
端子の配置として従来までは出力端子が片側だけに並ぶス

リムタイプ，出力端子がチップ両側に並ぶ 2列タイプと呼
ばれる配置が主流であった

（4）

。今回は上記 2タイプの欠点を

克服するため，新規にセミスリムタイプのレイアウトを

採用した
（5）

。図 5にこのタイプの概略レイアウトを，図 6に

TCP実装時の模式図を示す。このタイプでは出力端子が

チップ長手方向の両側に配置され，入力端子および電源・

GND端子はチップ中央部に集中して配置されている。表

１に各レイアウトタイプの特徴について示し，以下にセミ

スリムタイプの長所について述べる。
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（1）　チップサイズの小型化
　スリムタイプでは，チップの入力側の長手方向に入力端
子がまばらに配置されるためむだな領域が多くなり，チッ

プサイズが大きくなるという問題があった。これに対して

セミスリムタイプでは，入力端子が集中して配置されてい

るため素子間のむだな領域が少ない。このためスリムタイ

プの ICと比較して 15%程度のチップ小型化が可能であ

り，2列タイプのものと同等のチップサイズを実現できる。

（2）　TCP（Tape Carrier Package）の小型化
　TCPの長さはコストに直接関係するため，PDPの実装
可能範囲内で短いほうがよい。2列タイプではチップの

クラックを防止するためにチップの長手方向を TCPリー

ルの巻取り方向と垂直に配置しなければならないため，

TCPの長さが必然的に長くなるという問題があった。こ

れに対してセミスリムタイプでは，スリムタイプと同程度
の TCP長さを実現できる。

（3）　GND配線の強化
　PDPアドレスドライバ ICは過渡的に 5A以上の電流を

流すため，IC内の配線抵抗が起因して誤動作を起こすこ

とがある。高圧 GND配線の配線抵抗を抑えるためには配
線を太くすればよいが，単純にそれだけではチップサイズ

が大きくなるため，レイアウトでの工夫が必要である。

　TCPは多層配線の実装法ではないため，2列タイプで

は GND配線の両端から GND端子を取り出していた。一
方で，セミスリムタイプのレイアウトでは GND配線の両
端および中央部から計三つの GND端子を TCPに引き出
すことができるため，配線抵抗を抑えることができ，誤動
作抑制に効果的である。

3.4　寄生電流対策技術

　PDPドライバ ICは動作中に高電圧・大電流のサージが

しばしば印加されるが，この際にも ICが破壊せず，その

後も正常に動作することが必要とされる。例えば PDPの

動作中に異常放電が起き，図 7のように PDPアドレスド

ライバ ICの出力より電源に向かって最大 1A程度のサー

ジ電流が流れることがある。PN接合分離で ICを作製す

る場合，上側 pチャネルMOSFETは寄生 PNPバイポー

ラトランジスタを含むため，上述した経路で電流が流れる

際に出力から高圧電源を経由して GNDへ寄生電流が流れ

てしまう。このため，バイポーラトランジスタの電流増幅
率（hfe）の値が大きい場合，電源－GND間へ大量の電流
が瞬時に流れ，破壊に至ってしまう。SOI分離構造の場合
にはこの寄生電流は問題とはならないが，ウェーハが高価
であるため，コストアップとなってしまう。

　この問題に対して富士電機では，高濃度拡散層および独
自のレイアウト技術により PN接合分離方式であるにもか

かわらず hfeを 5%以下に低減している。これによりサー

ジ耐量は，1出力あたり 2A以上と高い破壊耐量を実現し

ている。

　 PDPアドレスドライバ IC「FCE3273K」へ
の適用

4.1　製品の概要

　これまでに述べた技術を搭載し，多出力化・低価
格化・高品質化を実現した PDPアドレスドライバ IC

「FCE3273K」について製品の外観を図 8に示す。以下に

表1　各レイアウトタイプの特徴

※チップコスト，TCP長さは相対比
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製品の概要を紹介する。

（1）　256ビット高耐圧プッシュプル出力
（2）　最大定格（高圧電源）：90V
（3）　出力電流：－ 52mA/＋ 35mA（ソース/シンク）

（4）　高速データ転送：60MHz（クロック周波数）

（5）　3.3V，5.0V CMOS入力インタフェース

（6）　8ビットパラレルデータ入力
（7）　クロックのシングルエッジ，ダブルエッジ切替，およ

び双方向切替シフトレジスタ

（8）　TCP用金バンプ電極
（9）　セミスリムタイプチップ形状
　また，チップ面積を出力ビット数で割った値としては

0.067（mm2/bit）であり，従来のスリムタイプ型第四世代
機種と比較して 15%の小型化を実現している。

4.2　回路構成

　図 9に本製品のブロック図を示す。256ビット出力であ

るため，データの入力は 8ビットパラレル入力としている。

そのほかは 256ビット双方向シフトレジスタ回路，ラッチ

回路，全ビット出力制御用のゲート回路を備え，低消費電
力を実現したレベルシフト回路を備えている。

　なお，図 9のレベルシフト回路には本稿で紹介した出力
ゲート充放電電流制御技術が含まれている。

　あとがき

　富士電機では PDPアドレスドライバ ICについて，低
価格化・高品質・高機能化を促進する技術を確立してき

た。今回紹介した多出力化およびレイアウト技術は，周辺
回路・部材まで含めた低価格化の一例であるが，今後も

IC単体だけでなく PDP全体として価値向上を促進するド

ライバ ICが必要とされている。富士電機ではこれらの要
求に応える製品を速やかに供給し，薄型テレビ市場での

PDPの普及をさらに加速させていく所存である。
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