
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力端子、帰還入力端子及び出力端子を有するアンプと、
前記アンプの前記入力端子に択一的に接続される複数の第１の接続ポイントを有し、両端
に電圧が印加される第１の抵抗器と、
前記アンプの前記出力端子に一端が接続され、前記アンプの前記帰還入力端子に択一的に
接続される複数の第２の接続ポイントを有する第２の抵抗器と、
前記アンプの出力端子の電圧が一定となるように、前記複数の第１の接続ポイントの一つ
を前記入力端子に、前記複数の第２の接続ポイントの一つを前記帰還入力端子に、それぞ
れ接続する接続切り換え回路と、
を有し、

前記第１，第２の抵抗器の各々は、少なくとも１種の基準長さをそれぞれ有する複数の基
準抵抗器を、配線により接続して形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
請求項 において、
前記複数の基準抵抗器は、前記半導体基板上の前記一領域内に規則的に配列されているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
請求項 において、
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前記第１，第２の抵抗器が配置される前記一領域の周囲に、複数のダミーパターンが配置
されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
請求項 において、
前記複数のダミーパターンは、配線により接続されない前記複数の基準抵抗器にて形成さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
請求項１乃至 のいずれかにおいて、
前記複数の第１の接続ポイントに接続された複数の第１の配線と、
前記複数の第２の接続ポイントに接続された複数の第２の配線と、
前記複数の第１の配線の一つを前記アンプの前記入力端子に択一的に接続する第１のスイ
ッチ群と、
前記複数の第２の配線の一つを前記アンプの前記帰還入力端子に択一的に接続する第２の
スイッチ群と、
をさらに有することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
請求項１乃至 のいずれかにおいて、
前記第１の抵抗器の一端に接続され、第１の温度勾配特性を有する電圧を出力する第１の
電源回路と、
前記第１の抵抗器の他端に接続され、前記第１の温度勾配特性とは異なる第２の温度勾配
特性を有する電圧を出力する第２の電源回路と、
をさらに有することを特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、入力抵抗値と帰還抵抗値とをそれぞれ可変としたアンプを内蔵した半導体装置
に関する。
【０００２】
【背景技術及び発明が解決しようとする課題】
半導体装置に内蔵されたアンプの入力端子と帰還入力端子とに、それぞれ可変抵抗器を接
続するものがある。可変抵抗器は、所定の長さを持つ抵抗層途中に複数の接続ポイントを
有し、いずれか一つの接続ポイントが選択されることで、抵抗値が可変される。
【０００３】
この種のアンプでは、入力抵抗値と帰還入力抵抗値とを切り換えた時に、アンプの出力電
圧が許容値を外れて変動してしまい、回路機能に支障をきたすという問題があった。
【０００４】
この要因は、アンプの入力端子と帰還入力端子とに接続される可変抵抗器の抵抗値のばら
つきである。
【０００５】
通常この種の可変抵抗器は、トランジスタ形成に邪魔とならない領域に抵抗層を引き回し
て形成している。また、アンプの入力端子に接続される抵抗器と、帰還入力端子に接続さ
れる抵抗器とは、離れた場所にそれぞれ形成されていた。
【０００６】
そこで、本発明の目的は、アンプの入力端子に接続される第１の抵抗器の一端から各接続
ポイントまでの各長さとその抵抗器の全長との比である分圧比率と、アンプの帰還入力端
子に接続される第２の抵抗器の一端から各接続ポイントまでの各長さとその抵抗器の全長
との比である分圧比率とを、それぞれ設計通りに設定することのできる半導体装置を提供
することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
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本発明に係る半導体装置は、
入力端子、帰還入力端子及び出力端子を有するアンプと、
前記アンプの前記入力端子に択一的に接続される複数の第１の接続ポイントを有し、両端
に電圧が印加される第１の抵抗器と、
前記アンプの前記出力端子に一端が接続され、前記アンプの前記帰還入力端子に択一的に
接続される複数の第２の接続ポイントを有する第２の抵抗器と、
前記アンプの出力端子の電圧が一定となるように、前記複数の第１の接続ポイントの一つ
を前記入力端子に、前記複数の第２の接続ポイントの一つを前記帰還入力端子に、それぞ
れ接続する接続切り換え回路と、
を有し、
前記第１，第２の抵抗器の各々は、少なくとも１種の基準長さをそれぞれ有する複数の基
準抵抗器を、配線により接続して形成されていることを特徴とする。
【０００８】
本発明によれば、第１，第２の抵抗器の各々は、少なくとも１種の基準長さをそれぞれ有
する複数の基準抵抗器を配線により接続して形成されるので、各抵抗器の一端からいずれ
か一つの接続ポイントまでの抵抗長さは、すくなと１種の基準抵抗器の長さの整数倍とな
る。従って、第１の抵抗器の一端から各接続ポイントまでの各長さとその抵抗器の全長と
の比である分圧比率と、第２の抵抗器の一端から各接続ポイントまでの各長さとその抵抗
器の全長との比である分圧比率とを、それぞれ設計通りに設定することができる。このた
め、接続切り換え回路は、アンプの出力端子の電圧が一定となるように、複数の第１の接
続ポイントの一つを入力端子に、複数の第２の接続ポイントの一つを帰還入力端子に、そ
れぞれ接続することができる。
【０００９】
本発明では、記前記第１，第２の抵抗器は、半導体基板上の一領域内にて互いに隣接して
形成されていることが好ましい。
【００１０】
こうすると、第１，第２の抵抗器を作成するために必要なエッチングプロセスにて、エッ
チング個所に依存する不均一処理が一領域内では生じにくくなり、少なくとも一種の基準
抵抗器の形状がばらつかないように加工することができる。
【００１１】
本発明では、前記複数の基準抵抗器は、前記半導体基板上の前記一領域内に規則的に配列
されていることを特徴とする。
【００１２】
こうすると、第１，第２の抵抗器を作成するために必要なエッチングプロセスにて、エッ
チングパターンの粗密に起因して生ずる不均一処理が一領域内にて生じにくくなり、少な
くとも一種の基準抵抗器の形状のばらつきをより低減することができる。
【００１３】
本発明では、前記第１，第２の抵抗器が配置される前記一領域の周囲に、複数のダミーパ
ターンが配置されていることが好ましい。
【００１４】
こうすると、第１，第２の抵抗器を作成するために必要なエッチングプロセスにて、中央
の有効抵抗領域とその周辺のダミー抵抗領域との間で不均一処理が生じたとしても、中央
の有効抵抗領域内では均一処理が確保される。
【００１５】
この複数のダミーパターンは、前記複数の基準抵抗器にて形成することができ、これらの
ダミーパターンは配線により接続されない。
【００１６】
本発明の半導体装置は、
前記複数の第１の接続ポイントに接続された複数の第１の配線と、
前記複数の第２の接続ポイントに接続された複数の第２の配線と、
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前記複数の第１の配線の一つを前記アンプの前記入力端子に択一的に接続する第１のスイ
ッチ群と、
前記複数の第２の配線の一つを前記アンプの前記帰還入力端子に択一的に接続する第２の
スイッチ群と、
をさらに有することができる。
【００１７】
こうすると、第１，第２のスイッチ群の中からのスイッチ選択によって、アンプの出力端
子の電圧が一定となるように第１，第２の抵抗器の抵抗値を選択することができる。
【００１８】
本発明の半導体装置は、
前記第１の抵抗器の一端に接続され、第１の温度勾配特性を有する電圧を出力する第１の
電源回路と、
前記第１の抵抗器の他端に接続され、前記第１の温度勾配特性とは異なる第２の温度勾配
特性を有する電圧を出力する第２の電源回路と、
をさらに有することを特徴とする。
【００１９】
こうすると、アンプの出力端子より、第１の温度勾配特性と第２の温度勾配特性との間で
変化する温度勾配特性を持つ電圧を得ることができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２１】
（半導体回路の説明）
図１は、本発明の実施形態に係る半導体装置の一部の回路図である。図１には、アンプ１
０と、第１，第２の抵抗器２０，３０が示されている。
【００２２】
アンプ１０は入力端子（プラス入力端子）１２、帰還入力端子（マイナス入力端子）１４
及び出力端子１６を有する。
【００２３】
第１の抵抗器２０の両端には電圧Ｖが印加されている。また、この第１の抵抗器２０は、
アンプ１０の入力端子１２に択一的に接続される複数例えば４つの第１の接続ポイントＡ
１～Ａ４を有する。
【００２４】
第２の抵抗器３０の一端はアンプ１０の出力端子１６に接続され、その他端はグランド電
位ＶＳＳに接地されている。また、第２の抵抗器３０は、アンプ１０の帰還入力端子１４
に択一的に接続される複数の第２の接続ポイントＢ１～Ｂ４を有する。
【００２５】
図２は、第１の接続ポイントＡ１～Ａ４の一つを入力端子１２に、第２の接続ポイントＢ
１～Ｂ４の一つを帰還入力端子１４にそれぞれ接続する接続切り換え回路４０を示してい
る。
【００２６】
この接続切り換え回路４０は、図１及び図２に示すように、第１の接続ポイントＡ１～Ａ
４の一つを入力端子１２に接続する第１の接続切り換え回路４２と、第２の接続ポイント
Ｂ１～Ｂ４の一つを帰還入力端子１４に接続する第２の接続切り換え回路４４とを有する
。
【００２７】
第１の接続切り換え回路４２は、接続ポイントＡ１，Ａ２の一方を選択するスイッチ４２
Ａと、接続ポイントＡ３，Ａ４の一方を選択するスイッチ４２Ｂと、スイッチ４２Ａ，４
２Ｂの一方を選択するスイッチ４２Ｃとを有する。
【００２８】
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同様に、第２の接続切り換え回路４４は、接続ポイントＢ１，Ｂ２の一方を選択するスイ
ッチ４４Ａと、接続ポイントＢ３，Ｂ４の一方を選択するスイッチ４４Ｂと、スイッチ４
４Ａ，４４Ｂの一方を選択するスイッチ４４Ｃとを有する。
【００２９】
この接続切り換え回路４０での接続を切り換え制御する接続制御部５０が設けられている
。この接続制御部５０は、アンプ１０の出力端子の電圧が一定となるように、接続切り換
え回路４０での接続を切り換え制御し、例えばレジスタにて構成される。
【００３０】
ここで、図１に示すように、第１の抵抗器２０の接続ポイントＡ１，Ａ２は、第１の抵抗
器２０の例えば両端に位置するものとする。また、接続ポイントＡ３は全長Ｌ１の第１の
抵抗器２０を２分する中点に位置し、接続ポイントＡ４は接続ポイントＡ１から長さ（３
・Ｌ１／４）の位置にあるものとする。
【００３１】
また、第１の抵抗器２０の各接続ポイントＡ１，Ａ２の電圧を例えば、２．０Ｖ、１．０
Ｖとする。その中間の各接続ポイントＡ３，Ａ４での電圧は、その接続ポイントまでの抵
抗値に基づいて分圧されて、それぞれ１．５Ｖ，１．２５Ｖとなる。すなわち、１．５Ｖ
＝２．０Ｖ－（２．０Ｖ－１．０Ｖ）×１／２であり、１．２５＝２．０Ｖ－（２．０Ｖ
－１．０Ｖ）×３／４であり、１／２，３／４がそれぞれ、第１の抵抗器２０の一端から
接続ポイントまでの長さと該第１の抵抗器２０の全長との比である分圧比率となる。．
ここで、アンプ１０の出力端子１６の電圧を３．０Ｖに保ち、かつ、接続切り換え回路４
０にて選択される接続ポイントの組み合わせを、（Ａ１，Ｂ１）、（Ａ２，Ｂ２）、（Ａ
３，Ｂ３）または（Ａ４，Ｂ４）とする。この場合、第２の抵抗器３０の接続ポイントＢ
１，Ｂ２は、全長Ｌ２の第２の抵抗器３０を３等分する各位置に設定される。接続ポイン
トＢ３は接続ポイントＢ１，Ｂ２の中点となり、接続ポイントＢ４は接続ポイントＢ２，
Ｂ３の中点となる。
【００３２】
アンプ１０の出力端子１６の電圧を３Ｖで一定に維持するのに重要なことは、例えば第１
の抵抗器２０にて接続ポイントＡ１が選択された場合には、全長Ｌ２の第２の抵抗器３０
では出力端子１６側の端部よりＬ２／３の位置にある接続ポイントＢ１が選択されること
である。このとき、帰還入力端子１４の電圧は、３－３×（１／３）＝２．０Ｖとなり、
接続ポイントＡ１を介して入力端子１２に入力される電圧２．０Ｖと一致するからである
。もし、接続ポイントＢ１の位置がずれていると、アンプ１０の出力が３Ｖとはならない
。
【００３３】
他の接続ポイントを選択するときも同様である。例えば接続ポイントＡ３，Ｂ３が選択さ
れる時には、接続ポイントＡ３が全長Ｌ１を有する第１の抵抗器２０の中点に位置し、か
つ、接続ポイントＢ３が全長Ｌ２を有する第２の抵抗器３０の中点に位置することが重要
である。
【００３４】
よって、全長Ｌ１，Ｌ２の長さよりも、第１の抵抗器２０の一端から各接続ポイントＡ１
～Ａ４までの長さの全長Ｌ１に対する分圧比率と、第２の抵抗器３０の一端から各接続ポ
イントＢ１～Ｂ４までの長さの全長Ｌ２に対する分圧比率が重要となる。
【００３５】
（第１，第２の抵抗器の構造）
図３は、第１，第２の抵抗器２０，３０が形成されている半導体装置の一領域の平面図で
ある。図４は図３のＩ－Ｉ断面図である。図５は、図３に示す複数の基準抵抗器を配線に
より接続して構成される第１，第２の抵抗器２０，３０の等価回路図である。
【００３６】
図３には、複数の第１基準抵抗器６１と、第１の基準抵抗器６０の２倍の長さをそれぞれ
持つ複数の第２基準抵抗器６２とが規則的に配列されている状態が図示され、さらに、そ
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れらを接続する上層の配線層７４がハッチングにより図示されている。第１，第２基準抵
抗器６２，６２は例えばポリシリコン層にて形成され、配線層７４は金属例えばアルミニ
ウムにて形成される。なお、抵抗器は必ずしもポリシリコン層にて形成するものに限らず
、他の材質例えば不純物拡散層などにて形成することもできる。
【００３７】
第１，第２の抵抗器２０，３０が形成される有効抵抗領域６０では、第１，第２の基準抵
抗器６１，６２の両端は、図４に示すように、層間絶縁膜７０を介して形成された上述の
配線層７４とビア７２を介してコンタクトされている。
【００３８】
ここで、図３に示す第１基準抵抗器６１の有効長さＬ３は、図５に示す接続ポイント間の
最短の有効抵抗長さ、つまり接続ポイントＢ２，Ｂ４間及び接続ポイントＢ３，Ｂ４間の
各有効抵抗長さに一致している。
【００３９】
また、図３に示す第２基準抵抗器６２の有効長さＬ４は、図５に示す接続ポイント間のう
ちの接続ポイントＢ１，Ｂ３間の有効抵抗長さに一致している。
【００４０】
図３では、２つの第１基準抵抗器６１と一つの第２基準抵抗器６２とを１組とする抵抗器
が横一列に配置され、１組の抵抗器が縦方向にて繰り返し配置されている。
【００４１】
第１，第２の抵抗器２０，３０のうちの接続ポイントＢ２，Ｂ４間、Ｂ３，Ｂ４間及びＢ
１，Ｂ３間以外の領域は、複数の第１基準抵抗器６１及び／または第２基準抵抗器６２を
直列接続して形成されている。
【００４２】
例えば、図１において第２の抵抗器３０の接続ポイントＡ１よりもアンプ１０の出力端子
１２側に位置する抵抗器は、有効抵抗領域６０内の一列に位置する２つの第１基準抵抗器
６１と一つの第２基準抵抗器６２を直列接続することで構成される。第２の抵抗器３０の
接続ポイントＡ２よりも接地端側に位置する抵抗器もまた同様にして形成される。
【００４３】
従って、第２の抵抗器３０を構成する複数の第１，第２の基準抵抗器６１，６２が設計値
通りに構成されていれば、第２の抵抗器３０の一端から各接続ポイントＢ１～Ｂ４まで長
さの全長Ｌ２に対する分圧比率が設計通りとなる。
【００４４】
次に、第１の抵抗器２０について考察する。第１の抵抗器２０の接続ポイントＡ１，Ａ３
間の抵抗器は、図３又は図４に示すように、５つの第２基準抵抗器６２を直列接続するこ
とで構成される。また、第１の抵抗器２０の接続ポイントＡ３，Ａ４間及びＡ４，Ａ２間
の各抵抗器は、図３又は図４に示すように、５つの第１基準抵抗器６１を直列接続するこ
とで構成される。
【００４５】
従って、第１の抵抗器２０を構成する複数の第１，第２の基準抵抗器６１，６２が設計値
通りに構成されていれば、第１の抵抗器２０の一端から各接続ポイントＡ１～Ａ４まで長
さの全長Ｌ２に対する分圧比率も設計通りとなる。
【００４６】
ここで、有効抵抗領域６０内には、第１の抵抗器２０及び第２の抵抗器３０を形成するた
めの複数の第１，第２基準抵抗器６１，６２が、隣接して配列されている。しかもこの有
効抵抗領域６０には、複数の第１，第２基準抵抗器６１，６２が規則正しく配列され、例
えば領域６０内の左側の第１列には第２基準抵抗器６２が、それに隣接する第２，第３列
には第１基準抵抗器６１が配列されている。また、各抵抗器間の間隔も縦、横方向でそれ
ぞれ等しく設定されている。
【００４７】
この有効抵抗領域６０の周囲にはダミー抵抗領域８０が設けられている。このダミー抵抗
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領域８０にも、複数の第１，第２基準抵抗器６１，６２が配置されるが、これらには配線
が施されない。
【００４８】
以上のことから、有効抵抗領域６０内の複数の第１，第２基準抵抗器６１，６２を設計通
りに形成することが可能となる。この理由について以下に説明する。
【００４９】
第１，第２基準抵抗器６１，６２を微細加工プロセスにより形成する際に、考慮すべき点
の一つとしてエッチングプロセスの均一性を挙げることができる。
【００５０】
エッチングプロセスの均一性が悪化する要因として、離れた２ヶ所でのエッチングの均一
性が悪化したり、エッチング領域の中心と周縁とでエッチングの均一性が悪化するという
位置依存性を挙げることができる。
【００５１】
また、エッチングパターンの粗密に起因して、エッチングに用いられる気体または液体が
、エッチング個所に均一に接触しないことが挙げられる。
【００５２】
これらの問題は、特にウェットエッチング時に顕著となる。これらの均一性阻害原因は、
エッチングプロセスの条件が、エッチング個所またはエッチングパターン形状に依存して
異なるというものである。
【００５３】
本実施の形態では、まず、第１，第２の抵抗器２０，３０を構成するための第１，第２基
準抵抗器６１，６２を、有効抵抗領域６０内に隣接して配置している。このため、エッチ
ング個所の位置に依存したばらつきが低減する。
【００５４】
次に、有効抵抗領域６０には、複数の第１，第２基準抵抗器６１，６２が規則正しく配列
され、領域６０内にエッチングパターンの密度がほぼ均一に配列されている。このため、
エッチングパターンの粗密の配置に起因したエッチングの不均一を防止することができる
。
【００５５】
さらに、有効抵抗領域６０の周囲にはダミー抵抗領域８０が形成されている。このため、
エッチング領域の中心と周縁とでエッチングの均一性が悪化したとしても、中央領域の有
効抵抗領域６０での面内均一性を確保できる。
【００５６】
（半導体装置の適用例）
図６は、図１に示すアンプ１０及び第１，第２の抵抗器２０，３０を含んで構成される温
度補償回路を内蔵した表示用ドライバＩＣ例えば液晶ドライバＩＣの回路図である。
【００５７】
図６において、液晶ドライバＩＣに内蔵される主な機能ブロックとして、下記の各機能ブ
ロックが設けられている。電源回路１００は、液晶駆動に必要な基準電圧を生成する。電
圧生成回路１１０は、電源回路１００からの出力に基づいて液晶駆動に必要な電圧Ｖ L C D

，Ｖ１～Ｖ４を生成する。液晶駆動回路１５０は、画素信号に基づいて電圧値Ｖ L C D，Ｖ
１～Ｖ４またはグランド電圧Ｖ G N Dの中から電圧を選択して信号電極に供給する。
【００５８】
図７は、液晶駆動回路１７０より信号電極に供給される信号電位を示している。図７は液
晶に印加される電圧がフレーム毎に極性反転される場合の波形を示している。図７に示す
「１Ｈ」は一水平走査期間である。第１フレームでは１Ｈに対して電圧がＶ L C Dとなるパ
ルス幅Ｗの割合（デューティ比）によって階調値が決定される。同様に、第２フレームで
は１Ｈの期間に対して電圧がＶ G N Dとなるパルス幅Ｗの割合（デューティ比）によって階
調値が決定される。
【００５９】
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本実施の形態では、液晶パネルの特性に応じて、図７に示す電圧Ｖ L C D，Ｖ１～Ｖ４の各
電圧値の補正が可能となっている。
【００６０】
図６に示す電源回路１００は、第１の温度－電圧特性を有する第１の電源回路１００Ａと
、第２の温度－電圧特性を有する第１の電源回路１００Ｂと、第１，第２の電源回路１０
０Ａ，１００Ｂからの出力電圧に基づいて、所望の温度勾配を有する電圧特性に従った電
圧を出力する温度勾配選択回路１０６とを有する。
【００６１】
第１の電源回路１００Ａは、図８に示す第１の温度勾配（例えば－０．２％／℃）の温度
－電圧特性に従って変化する電圧Ａを出力する。一方、第２の電源回路１００Ｂは、図８
に示す第２の温度勾配（例えば－０．５％／℃）の温度－電圧特性に従って変化する電圧
Ｂを出力する。そして、温度勾配選択回路１１０は、図８に示す第１，第２の温度勾配の
電圧Ａ，Ｂ間の所望の温度勾配の電圧Ｃを選択して出力する。
【００６２】
第１の電源回路１００Ａは、第１の温度勾配特性を有する定電圧源１０２Ａからの電圧を
アンプ１０４Ａにて所定のゲインにて増幅して出力する。アンプ１０４Ａの出力線とグラ
ンドとの間には抵抗器Ｒ１が接続されている。この抵抗器Ｒ１の途中位置をアンプ１０４
Ａのマイナス端子に接続することで、アンプ１０４Ａの帰還経路に帰還抵抗器Ｒ１Ａが形
成される。
【００６３】
第２の電源回路１００Ｂは、第２の温度勾配特性を有する定電圧源１０２Ｂからの電圧を
アンプ１０４Ｂにて所定のゲインにて増幅して出力する。アンプ１０４Ｂの出力線とグラ
ンドとの間には抵抗器Ｒ２が接続されている。この抵抗器Ｒ２の途中位置をアンプ１０４
Ｂのマイナス端子に接続することで、アンプ１０４Ｂの帰還経路に帰還抵抗器Ｒ２Ａが形
成される。
【００６４】
なお、上述した第１，第２の温度勾配は、第１の定電圧源１０２Ａ，第２の定電圧源１０
２Ｂを構成するＭＯＳトランジスタのプロセス特性に依存して決定される。
【００６５】
温度勾配選択回路１０６は、図１及び図２に示す構成を含んで構成される。この温度勾配
選択回路１０６は、第１，第２のアンプ１０４Ａ，１０４Ｂの出力線同士を接続する接続
線途中に挿入接続された第１の抵抗器２０と、その抵抗器２０途中の任意の位置に接続さ
れる第１の接続切り換え回路４２と、第１の接続切り換え回路４２での接続を制御する接
続制御部５０とを有する。この接続制御部５０は、例えば、第１の接続切り換え回路４２
での接続位置情報を記憶する温度勾配選択レジスタを含んで構成することができる。
【００６６】
温度勾配選択レジスタはプログラマブルレジスタで、自由に温度勾配を選択することがで
きる。ただし、使用される液晶パネルが特定されれば、製品出荷時にその液晶パネルに固
有の温度勾配が選択され、それ以降は変更されることはない。本実施の形態では、温度勾
配選択レジスタの設定により、電源回路１００からの出力電圧は、例えば図８の電圧特性
Ｃを選択できる。
【００６７】
温度勾配選択回路１０６にはアンプ１０が設けられている。このアンプ１０の入力端子１
２は第１の接続切り換え回路４２に接続され、その出力端子１６とグランドとの間には第
２の抵抗器３０が接続されている。この第２の抵抗器３０の途中位置をアンプ１０の帰還
入力端子１４に接続することで、アンプ１０の帰還経路に帰還抵抗器が接続される。
【００６８】
また、アンプ１０の帰還入力端子１４が第２の抵抗器３０に接続される位置は第２の接続
切り換え回路４４により切り換え可能であり、この接続位置は接続制御部５０により上述
の通り制御される。
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【００６９】
従って、アンプ１０の出力端子１６からは、図４に示す温度勾配を有する電圧特性Ｃに従
った電圧が出力される。
【００７０】
なお、第１，第２の抵抗器２０，３０の接続ポイントを変更することで、アンプ１０の出
力端子１６から得られる電圧の温度勾配特性Ｃは、図８の特性Ａから特性Ｂの範囲で変更
することができる。この変更は、図８に示すように、温度ｔ０の時にアンプ１０の出力端
子１６からの電圧が一定電位を維持するようにして実施される。
【００７１】
電子ボリュームスイッチＳＷ１は、第２の抵抗器３０途中の任意位置に接続されるスイッ
チである。ここで、電子ボリュームスイッチＳＷ１の接続位置を変更することで、図８に
示す電圧特性Ｃをさらに補正することができる。
【００７２】
この電子ボリュームスイッチＳＷ１の後段に設けられた電圧生成回路１１０は、電子ボリ
ュームスイッチＳＷ１を介して電圧が入力されるアンプ１１２と、その出力線とグランド
との間に接続された抵抗器Ｒ３とを有する。そして、アンプ１１２の出力が電圧Ｖ L C Dと
され、その電圧が抵抗器Ｒ３を用いて抵抗分割されることで各電圧Ｖ１～Ｖ４が生成され
る。
【００７３】
本実施の形態では、環境温度に応じて、電子ボリュームスイッチＳＷ１を制御することで
、図８に示す電圧特性Ｃを環境温度に応じてさらに補正している。
【００７４】
このために本実施の形態では、図８に示す２種の温度勾配特性Ａ，Ｂを利用して環境温度
を検出する温度検出部１２０を備えている。この温度検出部１２０は、図６に示すように
、発振回路１２１の発振出力を分周する分周回路１２２と、分周回路１２２からのクロッ
クをカウントし、所定カウント値毎にリセットされるカウンタ１２４と、第１の電源回路
１００Ａ内の第１のアンプ１０４Ａに接続された帰還抵抗器Ｒ１Ａに接続される温度検出
用スイッチＳＷ２と、第２の電源回路１００Ｂ内の第２のアンプ１０４Ｂに接続された帰
還抵抗器Ｒ２Ａに接続される温度検出用スイッチＳＷ３と、温度検出用スイッチＳＷ２，
ＳＷ３を介して入力される電圧を比較する比較器１２６と、比較器１２６の出力が変化し
たときのカウンタ１２４の出力に基づいて、実温度に対応するデータを出力する温度設定
用レジスタ１２８とを有する。
【００７５】
こうして、温度検出部１２０は、電源回路１００自体の温度勾配特性を利用して実温度を
検出することが可能となる。このように、電源回路１００に２種の温度勾配を有する定電
圧源１００Ａ，１００Ｂを設け、その２種の温度勾配を利用して検出された実温度に基づ
いて液晶印加電圧を補正しているので、より正確な補正が可能となる。
【００７６】
次に、検出された実温度に基づいて、電子ボリュームスイッチＳＷ１を制御する電子ボリ
ュームスイッチ制御部１４０は、液晶パネルメーカの希望により補正値が設定される例え
ばＲＯＭ、ＰＲＯＭなどにて形成される補正テーブル１４２と、同様に液晶パネルメーカ
の希望により設定された電子ボリュームスイッチＳＷ１の制御基準値が格納されたレジス
タ１４４と、それら両者のディジタル値を加算して出力する加算器１４６とを有する。
【００７７】
図９は、電子ボリュームスイッチ制御部１４０により制御された電子ボリュームスイッチ
ＳＷ１からの出力に基づいて得られる液晶印加電圧Ｖ L C Dの温度依存特性を示している。
図９では、液晶印加電圧Ｖ L C Dが低温領域Ｔａ、中間温度領域Ｔｂ，高温領域Ｔｃにて異
なる温度勾配を有する温度依存特性を示している。低温領域Ｔａ及び高温領域Ｔｃは、補
正テーブル１４２からの出力によって制御される電子ボリュームスイッチＳＷ１によって
設定される。低温領域Ｔａは、低温になるほど、電子ボリュームスイッチＳＷ１にて選択
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される抵抗値が小さく設定される（接点をアンプ１０の出力側に近づける）。これに対し
て、高温領域Ｔｃでは、高温になるほど抵抗値が大きく設定される（接点をグランドＧＮ
Ｄ側に近づける）。
【００７８】
これにより、２種の温度勾配特性Ａ，Ｂを持つ電源回路１００の出力電圧から、液晶パネ
ルに固有の温度依存性を有する液晶印加電圧Ｖ L C D，Ｖ１～Ｖ４を生成することができる
。
【００７９】
なお、図９に示す温度依存特性は、３分割領域にて異なる傾きを持つ直線補間としたが、
分割数、補間形式は他に種々の変形実施が可能であり、例えば曲線補間を用いても良い。
【００８０】
なお、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で
種々の変形実施が可能である。例えば、上記実施形態では、第１または第２基準抵抗器を
直列接続して第１，第２の抵抗器２０，３０を形成したが、一部に並列接続を用いても良
い。等しい抵抗値Ｒを持つ例えば２つの基準抵抗器を並列接続すると、その等価抵抗値は
Ｒ／２となるので、これを利用して接続ポイント間の抵抗値を設計しても良い。
【００８１】
図１０は、一種類の基準抵抗器６１のみを複数用いて、図１に示す第１，第２の抵抗器２
０，３０を形成する例を示している。こうすると、基準抵抗器６１が縦、横に等間隔で規
則正しく配列されるので、エッチング加工時の処理の均一性がより高く確保できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る半導体装置の一部を示す回路図である。
【図２】図１に示す接続切り換え回路の回路図である。
【図３】図１に示す第１，第２の抵抗器を構成する第１，第２基準抵抗器が配列された有
効抵抗領域とその周囲のダミー抵抗領域を示す平面図である。
【図４】図３のＩ－Ｉ断面図である。
【図５】図３に示す有効抵抗領域内の等価回路図である。
【図６】図１の回路を用いて構成される液晶ドライバＩＣのブロック図である。
【図７】図６に示す液晶駆動回路より信号電極に供給される信号電位を示す波形図である
。
【図８】図６に示す電源回路の出力電圧の温度勾配を示す特性図である。
【図９】図６に示す電子ボリュームスイッチの調整によって得られる液晶印加電圧Ｖ L C D

の温度依存特性を示す特性図である。
【図１０】図１に示す第１，第２の抵抗器を構成する１種類の基準抵抗器が配列された有
効抵抗領域を示す平面図である。
【符号の説明】
１０　アンプ
１２　入力端子
１４　帰還入力端子
１６　出力端子
２０　第１の抵抗器
３０　第２の抵抗器
４０　接続切り換え回路
４２　第１の接続切り換え回路
４４　第２の接続切り換え回路
５０　接続制御部
６０　有効抵抗領域
６１　第１基準抵抗器
６２　第２基準抵抗器
７０　層間絶縁膜

10

20

30

40

50

(10) JP 3539373 B2 2004.7.7



７２　ビア
７４　配線層
８０　ダミー抵抗領域
Ａ１～Ａ４　複数の第１の接続ポイント
Ｂ１～Ｂ４　複数の第２の接続ポイント

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(13) JP 3539373 B2 2004.7.7



フロントページの続き

(56)参考文献  特開昭６０－１５１７２６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０３－０２９３５９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－０８７６６４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－０６９９７２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２１８７３１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H01L 27/04
              H01L 21/822
              G09G  3/20
              G09G  3/36
              G02F  1/133

(14) JP 3539373 B2 2004.7.7


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

