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プロジェクト概要 
作成日 平成 20 年 8 月 17 日 

プログラム（又は施策）

名 
高度情報通信機器・デバイス基盤プログラム 
省エネルギー技術開発プログラム  

プロジェクト名 高機能化システムディスプレイプラ

ットフォーム技術開発 
プロジェク

ト番号 Ｐ０５０１７ 

担当推進部/担当者 電子・情報技術開発部 秋山純一 

０．事業の概要 

フラットパネルディスプレイの分野は、国際的にも競争が激化しており、我が国の

優位性を確実なものとするためにも競争力強化を図ることが喫緊の課題となってい

る。このような観点から、高機能・低消費電力の革新的ディスプレイ実現に向けた共

通基盤技術を早急に確立することが必要である。機能の面では、単なる情報表示デバ

イスから、それぞれの機器の使われ方に応じた情報インターフェース機能を持つ高機

能化システムディスプレイへの進化が求められている。本プロジェクトでは、高機能

化システムディスプレイ実現に向け、NEDO の助成事業「エネルギー使用合理化液晶

デバイスプロセス研究開発」によって構築された「所望の粒径のシリコン結晶薄膜を

ガラス基板上の必要な位置に形成する技術」と「低温・高品位ゲート絶縁膜成膜技術」

を活用して、ディスプレイ基板上に高機能集積システムを実現するためのプラットフ

ォーム技術を開発した。 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

高度な情報通信（ＩＴ）社会の実現及びＩＴ産業の国際競争力強化を図るためには、

その基盤となる、半導体技術、ヒューマンインターフェースとしてのディスプレイ等

の入出力デバイス技術、相互運用性やセキュリティ機能の向上技術などの研究開発が

必要である。フラットパネルディスプレイは、薄型テレビ、デジタルカメラ、携帯電

話や PDA（Personal Digital Assistant）などのモバイル機器、車載機器など、さま

ざまな分野への応用が見込まれ、高度なＩＴ社会の実現に不可欠なキー・デバイスで

ある。またこの分野は、国際的にも競争が激化しており、我が国の優位性を確実なも

のとするためにも競争力強化を図ることが喫緊の課題である。このような観点から、

本プロジェクトは、高機能・低消費電力の革新的ディスプレイ実現に向けた共通基盤

技術を平成 19 年度までに確立するために、「高度情報通信機器・デバイス基盤プログ

ラム」および「省エネルギー技術開発プログラム」の一環として実施する。 
Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 

平成 19 年度までに、ディスプレイ基板上での 0.5μm ルール回路設計・機能集積の

技術課題を解決する。ディスプレイ基板上の D-フリップフロップ、全加算器、

8bitSRAM 等の基本機能回路を 0.5μm ルールで設計・回路集積し、250MHz 動作の

確認を行う。開発技術によりディスプレイ基板上の機能集積システムを設計・試作し

性能実証を行う。 
主な実施事項 H17fy H18fy H19fy  

①機能回路設計技術の開

発及び回路集積実証     事業の計画内容 
②機能回路集積技術の開

発     

会計・勘定 H17fy H18fy H19fy 総額 

一般会計     

特別会計（高度化） 532 630 440 1602 

開発予算 
（会計・勘定別に事

業費の実績額を

記載） 
（単位：百万円） 

総予算額 532 630 440 1602 
経産省担当原課 商務情報政策局 情報通信機器課 

プロジェクトリーダー なし 
開発体制 

助成先 株式会社 液晶先端技術開発センター 

 

 

情勢変化への対応 
平成 18 年度の TFT 特性評価の結果、本プロジェクトによって作成された TFT に

よって低ノイズ・低消費電力信号伝送回路実現の可能性があることが判ったので、平

成 19 年度の加速テーマとして実施することとした。 
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【事業全体】 
平成 17・18 年度に開発した 0.5μm 要素プロセス・結晶化技術、高性能 TFT デバイ

ス構造設計技術並びに基本機能回路設計技術の成果を基に開発を進め、平成 19 年度

は絶縁性基板上に機能回路並びに機能集積システムを設計・試作し、性能を検証した。

その結果、すべての回路・機能集積システムにおいて目標性能達成を実証した。又、

要素プロセス・結晶化技術並びに TFT デバイス構造の開発では更なる技術の高度化

を進めた。 
 
【個別テーマ】 
① 機能回路設計技術の開発 
・0.5μm ルール TFT まで適用できる TFT モデルを構築した。基本機能回路設に活

用し、良いフィッティングが得られ、このモデルの有用性を検証した。 
・システムディスプレイに搭載される回路のビルディングブロックである NAND、

NOR、D-フリップフロップ、シフトレジスタ、全加算器､8bitSRAM を、0.5μm
ルールで開発した TFT を用いて設計･試作し、透明絶縁性基板の上の動作実証と、

シフトレジスタの目標性能を大きく上回る 400MHz 以上の性能確認に成功した。

・画像信号の伝送に効果的な LVDS(Low Voltage Differential Signaling)レシーバを

設計･試作し、性能を検証した。 
② 機能回路集積技術の開発 
・(デバイス技術)デバイスシミュレーションを駆使した 0.5 μm ルール TFT の構造

最適化により性能目標を大幅に上回る伝達遅延時間 70 ps を達成した。また、最高

発振周波数として 20 GHz を超える優れた性能を確認した。更に、結晶性の不均一

や欠陥が特性のばらつきに与える影響を解明した。 
・(プロセス技術)0.5μm ルールプロセスを構築し、デバイス開発に適用するとともに、

課題であった不純物の低温活性化では、B イオンの注入の前に Si をイオン注入して

アモルファス化することにより、従来困難であった 500℃の低温でほぼ全ての不純物

が活性化できることを確認した。 
・(結晶化技術)良質で大粒径な結晶の位置と TFT を形成する位置を一致させることが

可能な位相変調レーザ結晶化技術（PMELA 技術）を安定したプロセスに高度化する

ことによって高性能 TFT 開発試作と機能回路開発試作を可能とした。また、「単一成

長核結晶化技術」と名付けた新しい結晶化技術を創出し、結晶粒内部に TFT 特性を

劣化させるランダム粒界が少ない大きな結晶を成長させることに成功した。 
③ 回路集積実証 
・①によって開発された全加算器 2 個とラッチ回路 3 個によって 2 ビットの情報を加

算する機能集積システムを設計・試作し、2 ビット全ての組み合わせについて加算

結果が出力されることを確認した。 
 
投稿論文 16 件 「査読付き」10 件、「その他」70 件（口頭発表：64 件） 

Ⅲ．研究開発成果につ

いて 

特  許 
「出願済」のべ 109 件、「登録」0 件、「実施」0 件（うち国際出願のべ

32 国・件） 

Ⅳ．実用化、事業化の

見通しについて 

本プロジェクトによって高機能化システムディスプレイプラットフォームとしての

回路･デバイス・結晶化の要素技術開発を完了し、量産技術への展開可能性の見極め

ができた。開発技術と研究参加各社の独自技術との融合化ならびに開発成果実用化の

ための量産装置の開発を引き続き推進する。本プロジェクトの成果活用により、高機

能な「ユビキタス」商品向け中小型ディスプレイ市場の拡大と研究参加会社の事業成

果の最大化に貢献する。 
事前評価 平成 18 年度 12 月実施  担当部 電子・情報技術開発部  

Ⅴ．評価に関する事項 中間評価以降 平成 21 年度 事後評価実施予定 

作成時期 平成 18 年 3 月策定  
Ⅵ．基本計画に関する

事項 変更履歴 無し 
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NEDO技術開発機構

株式会社　液晶先端技術開発センター（ALTEDEC)

研究所

第２研究部

第１研究グループ

第２研究グループ

試作・安全グループ

大阪大学　酒井教授

島根大学　土屋教授

九州大学　浅野教授

東北大学　中島教授

広島大学　三浦教授

①機能回路設計技術の開発
③回路集積実証

②機能回路集積技術の開発
 ・TFT構造設計技術
 ・TFT構造設計用要素プロセス技術

助成率：１／２

②機能回路集積技術の開発
 ・位置制御結晶化Si薄膜技術

大阪大学　谷口教授

試作検証

第３研究グループ

共同研究

委託研究

TFT回路設計

TFT信頼性

シリサイドソース・ドレイン

結晶化機構

結晶方位制御

TFTモデルプログラム
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「高機能化システムディスプレイプラットフォーム技術開発」

（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
本研究開発は高機能・低消費電力の革新的システム・ディスプレイ実現に向けて、

複数のデバイスメーカーと装置メーカーが参画し、産学連携もうまく機能して、各

組織の英知を集めて最先端の基盤技術開発が進められたと評価できる。また、目標

とするディスプレイ基板上に機能集積システムを実現するために、0.5μmTFT 作成

のための低温制御結晶化薄膜形成技術を開発して、実際にデバイスを作成し回路動

作の性能確認を行い、多くの知見も得られ、特許出願や研究成果論文発表も積極的

に行い、高い評価を受けた。 
なお、この分野における市場の動きは非常に速く、技術も急速に進歩しているた

め、 本プロジェクトの各参加企業は培われた開発技術の速やかなる実用化を実現す

ることによって、その優位性を確保すべきである。このために、Si 薄膜の結晶化技

術のさらなる向上、TFT の特性バラツキの改善、および、より高性能な露光装置な

どの開発が今後必要である。 
 

２）今後に対する提言 
将来の高性能システム・ディスプレイを目標に、今後の事業化と製品化は民間企

業で取り組む課題である。「画像を征するものはエレクトロニクスを征する」という

状況が形成されつつある現在、今回得られた成果をもとに、いかに企業の競争力に

結びつけるかという戦略を立案し、実用化の研究開発が進められることを期待する。

また、特許を含む知的財産については十分に活用をすることが望まれる。 
なお、TFT 微細化技術の完全な実用化のためには、TFT 特性のバラツキ抑制がカ

ギを握っていることから、プロジェクト参加会社が Si 薄膜の結晶化技術等の完成度

を高める研究開発を継続し、実用化のための不確定要素を低減する必要がある。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
将来の高性能システム・ディスプレイを目標にした TFT 微細化技術研究開発は、

情報化社会におけるディスプレイの位置付け、普及の広がりなどを考慮すれば、的

を射たテーマである。共通のプラットフォームを各企業が個別に開発することは多
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大な労力と時間を要し、それをカバーして技術開発全体の効率を上げることができ

る点では、事業実績のある企業組合を組織し、各企業の英知を結集して各社共通の

基盤技術を開発したことは NEDO 事業として妥当である。 
なお、本プロジェクトは高性能システム・ディスプレイのためのプラットフォー

ム技術の開発を目指すもので、その目的･目標に鑑み、基盤技術開発的色彩が濃いこ

とは否めず、本プロジェクト期間内では実用化技術への展開が十分でない面があっ

た。本プロジェクト以後、基盤技術に留まることなく参加企業への技術移転が進め

られたことから、今後の実用化に向けては、各研究参加会社の固有技術との融合を

はかり研究開発を推進する必要がある。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
内外の技術動向、市場動向等を踏まえ 0.5μm ルールの TFT 回路の実現を目指し

たことは戦略的であり、サブテーマの３つの事業課題の相互連携を保ちつつ推進し

たことは評価できる。研究開発計画、スケジュール、予算、目標達成に必要な要素

技術、研究開発実施の事業体制なども概ね妥当である。また、競合各社の研究員か

ら構成された研究チームでありながら、互いが良い意味で刺激しあう環境を形成し

た。 
なお、早い技術の進展と激しい競争の中で本技術開発の優位性を明確とするため

には、競合技術、市場動向、および、参加各社の事業部門の意見を踏まえて、基盤

技術とする部分、目標設定を常に見直す柔軟なマネジメントが必要であった。例え

ば、Si 薄膜の結晶化技術など研究比率の高い課題面からは、TFT の移動度、閾値電

圧、ｓファクタなど TFT 特性のバラツキを数値目標として研究開発をするべきであ

った。 
 
３）研究開発成果について 
薄膜 Si 結晶化技術の実証において、薄膜 Si の溶融結晶化における基本的な結晶

化メカニズムについての基礎的で根本的な知見が多く得られ、当初設定した目標は

クリアしており、そのレベルも国際学会等で世界的に高い評価を受けて世界最高水

準にある。また、0.5μm ルールによる TFT 回路の動作特性は、今後の微細化 TFT
特性における規範となり、これら多くの技術成果は普及が期待される。特許につい

ても多く出願しており、論文発表件数も十分であり、投入された予算に見合った成

果が得られていると評価できる。プロジェクト参加会社には、従来の poly-SiTFT
技術を凌駕するサブミクロン TFT の高性能を実証した本プロジェクトの成果を活

用し、技術競争力を一層高めることにより、新市場の創造、新たな技術領域の開拓

を期待する。 
なお、均一性の問題はすべての集積回路技術に内在する本質的課題であるため、

プロジェクト参加会社は LSI 技術における先行技術を参照しつつ、バラツキがあっ
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ても大規模メモリなどの回路開発が可能となるバラツキへの対応設計技術を開発す

ることが必要である。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 

実用化、事業化に関しては、各企業の機密事項に属することが多く、競合技術と

のコスト議論や設備投資の可否など不透明ではあるが、非常に多くの特許が造出さ

れているので、参加各社が、それをテコに今後展開することに期待したい。また、

本プロジェクトにより培った技術や人材は、今後の研究開発に十分波及する効果は

ある。 
なお、今後の事業化に向けては、プロジェクト参加各社がガラス基板上に形成し

た TFT 集積回路の大面積にわたる TFT 特性のバラツキを抑制し、技術およびコス

トで優位性を持つ高性能システム・ディスプレイ開発が進められることが求められ

る。また、0.5μm ルールを実現する 730mmX920mm 対応の大型露光装置の実用化

も必須である。 
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個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

機
能
回
路
設
計
技
術 

ディスプレイ基板上に機能集積シス

テムを実現するために、0.5μm ルール

に従った基本機能回路設計技術、レイ

アウト設計技術を開発している。回路

シミュレーション用 TFT モデルにつ

いては、既存のシミュレーターではフ

ィットしない 2μm 以下の微細領域で

のシミュレーションが可能となった意

義は大きい。また、基本機能回路の記

述パラメーターを明らかにして基本機

能回路群を設計製作後、250MHz 動作

を確認し、さらに、加速テーマで高速

アナログ TFT 回路設計も行い LVDS
による高速シリアル I/Fレシーバ回路、

低ノイズアンプを試作し、動作実証し

たことは評価できる。 
今後、参加会社において本プロジェ

クトでの開発技術を実用化するために

は、しきい値電圧などのデバイス特性

のバラツキを低減する TFT 集積回路

を作るための回路上の工夫を行い、バ

ラツキを十分に考慮した技術として量

産化製造を行うことが必要である。 

回路シミュレーション用TFT
モデルは、0.5μm ルールの TFT
回路設計や回路応答を予測する

優れたツールになる。シミュレ

ーションおよび TEG（Test 
Elementary Group）を駆使した

デバイス設計および基本動作の

確認は、全ての TFT デバイスの

基本であり、デバイスが変わっ

ても適用可能で、この技術は広

く利用していくことが可能であ

る。0.5μm ルールの微細領域で

も、これらの技術の実証性が示

された意義は大きい。 
なお、0.5μm ルールで設計さ

れた基本機能回路では良い特性

が出ており基礎データは得られ

ているが、実用化に向けては大

型基板上での試作・評価が必要

であり、TFT のしきい値電圧な

どのデバイス特性のバラツキを

低減、補償する回路技術の開発

が必要である。 

目標としている第 4 世代ガラス基

板上に回路作成可能な設計指針を確

立し、将来のユビキタス端末として

実現するためには、更に複雑な機能

回路に踏み込み、徹底した評価、回

路設計技術の蓄積を重ねていき、界

面特性や絶縁特性を物理パラメータ

ーとし、また、デバイス特性のバラ

ツキも含めたシミュレーション技術

の確立が必要である。また、実用化・

事業化のためにはコスト競争力のあ

るデバイスの実現が重要である。 
なお、シミュレーターについては、

知財をきちんと押さえたうえで、汎

用デバイスへの適用も含めたツール

としてシミュレーター単体での展開

を考えても良い。TEG(Test Element 
Group)を含めた回路設計技術に関し

ては、各企業のノウハウに属する部

分が多々あり、この手法を特許出願

も含め公開することに対しては慎重

に進めるべきである。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

機
能
回
路
集
積
技
術 

ディスプレイ基板上に高性能な機能回

路を集積するために、高性能デバイス構

造の開発、デバイスモデルの構築、デバ

イスシミュレーション等を行い、0.5μ
mTFT 作成のための低温制御結晶化薄膜

形成技術を開発して、実際にデバイスを

作成・評価し、設計以上の性能を確認し

たことは評価に値する。また、位相制御

結晶化 Si 薄膜に関しては、大粒径化、単

一成長核結晶化の検討と実証、およびプ

ロセスの安定化、低温化が達成され、位

相シフトマスクの設計により結晶が成長

する位置と方向を任意に制御でき、全体

の回路配置との位置的整合性を確保する

設計が可能となった。また、TFT 性能均

一性向上については Slim-PSX-PMELA
の開発により量産バラツキ問題に対して

解決の方向を示すことができた。 
なお、システム化のカギは、TFT 特性

のバラツキ、つまり結晶膜の質のバラツ

キを抑えることにあるので、今後、参加

会社においては、回路配置と結晶化用位

相シフトマスクの統合的設計ツールの開

発を念頭において開発を行うべきであ

る。 

実用化には、競合技術とのコス

ト議論や設備投資の可否など、ま

だ不透明な要素があり、現時点で

の判断は困難であるが、重要な基

盤技術が開発されたことは評価で

き、今後の実用化の道が開けるも

のと期待される。また、ソース・

ドレイン低抵抗化技術など TFT
の回路設計、作製技術の幾つかは、

比較的早く実用化、事業化が可能

であると期待できる。 
一方、プロジェクト参加各社は、

粒界制御・結晶面方位制御による

結晶成長の大面積にわたる再現

性、量産バラツキ問題の克服やプ

ロセスステップ数の削減による低

コスト化などの課題を、実用化に

向けて解決していくことが必要で

ある。また、本結晶化技術は事業

の基幹技術であり、バラツキなど

の課題を解決して、他の技術との

性能差を発揮し、また、TFT 特性

に多少の分布があっても使えるよ

うな新規の応用を見出す取り組み

も望まれる。 

設計技術とプロセス技術の

組み合わせに関する部分は、各

企業に持ち帰った後で、本プロ

ジェクトの成果を有効に活用

していくことを期待する。位相

制御結晶化 Si 薄膜に関しては、

大型装置での展開を図ってい

くために、装置メーカーとデバ

イスメーカーが、今後の開発方

針を詰めていく必要がある。 
また、スリム PMELA 結晶粒

と位置制御大結晶粒の２つの

技術が提案されたが一長一短

がある。出来れば、この２つの

利点を併せ持った更なる研究

開発検討が望まれる。 
なお、0.5μm レベルの解像

度を持つ露光装置の開発等の

周辺、製造技術の開発などの必

要性がありながら、企業として

の採算ベースに乗りにくいの

であれば、国プロ等の別途方策

が望まれる。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

回
路
集
積
実
証 

0.5μmルールTFT技術を用いて

全加算器やラッチによる集積回路

をディスプレイ上に実装し全論理

機能が正しく動作することを実証

したことは評価に値する。しかし、

２ビット加算器と３ビットラッチ

回路では、あまりにも小規模回路で

あり、集積化技術が検証されたとは

言い難く、今後の商品設計にどのよ

うに結び付くのかが不明である。今

後、回路実証に関しては、動作確認

された回路以外の種々の必要回路

構成も含めた統合的な動作保証、製

造タクトタイムを考慮したコスト

アドバンテージの確認が必要であ

る。 
なお、確認したシステムは基板上

の一部であり、やはり基板全面では

どうなのか、また、基板を幾つも作

った時の特性はどうなのか、さらに

は、730 mm x 920 mm のガラス上

で作製した時はどうなのかなど、大

面積化に対応した特性確認も必要

である。 

簡単な回路であるが、

0.5μm 技術での集積回路

の実用化への見通しが得

られ、液晶表示素子ドライ

バーの内蔵回路技術とし

て実用化が期待できるが、

バラツキデータが不足し

ていることや、250MHz
動作とアプリケーション

の整合性など不明要素も

あり、実用化、波及効果に

関しては不透明である。こ

のため、実証すべきディス

プレイの制御回路搭載に

当たって、何がコア回路か

を考え、集積化する回路を

考えるべきであった。 
なお、実用化に当って

は、多くの回路動作やシス

テム化された回路全体で

の動作保証が求められ、大

型化への対応など検討す

べき点の道筋が求められ

る。 

全ての種類の回路実証が不可能な現状下

において、独自技術を生かした回路、実用

化・事業化の可能性を確実にする回路実証の

企画立案が重要であり、より大面積での動作

バラツキの検討や、より多くの多段加算器や

ラッチを作製し動作証明することが望まれ

る。また、関係企業が得たノウハウを整理し、

設計マージンとプロセスマージンのすり合

わせや、生産技術上の課題の解決などに取り

組んで行く必要がある。これらの課題を解決

しながら、本技術が製品に搭載され、各企業

の差異化技術として成果を上げていくこと

を期待する。 
なお、TFT 回路の課題としては、バラツ

キを押さえ、歩留まりを上げていくための工

夫や努力も必要であり、より大規模なメモリ

が本当に大きなバラツキの下で作れるかの

シミュレーション技術、回路設計技術などの

より一層の研究開発が必要である。また、本

プロジェクトは基本技術の開発に傾注して

おり、実用化、事業化のシナリオを描くまで

には時間を要するため、これを積極的に支援

することが求められる。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.3

2.1

2.1

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.3  A A B B B C A

２．研究開発マネジメントについて 2.1  A B B A C C A

３．研究開発成果について 2.1  A B B A B C B

４．実用化、事業化の見通しについて 1.3  B B C B C D C
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D
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評点結果〔個別テーマ〕 

 

機能回路設計技術 

2.3

1.9

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果

 
機能回路集積技術 

1.4

2.1

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果

 
機能回路集積技術 

1.3

2.1

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化、事業化の見通し

１．研究開発成果
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個別テーマ名と評価項目 平均値 素点（注） 

機能回路設計技術 
 １．研究開発成果について 2.3 A B A A B D 
 ２．実用化、事業化の見通しについて 1.9 B B B B B D 
機能回路集積技術 
 １．研究開発成果について 2.1 A B B A B C 
 ２．実用化、事業化の見通しについて 1.4 B B B B C D 
回路集積実証 
 １．研究開発成果について 2.1 A B B B B C 
 ２．実用化、事業化の見通しについて 1.3 B C C B C D 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
〈判定基準〉 

 
 

 (１)研究開発成果について (２)実用化、事業化の見通しについて

・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D


