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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数のセルで構成され、かつ前記セルを発光させるための表示電極および前記表示電極
と交差する前記セルの発光を制御するためのアドレス電極が配列された画像表示面をもち
、
　前記画像表示面における１画素分の表示区画が、前記表示電極に沿って並ぶ２以上のＭ
個のセルで構成され、
　前記表示区画における２以上のＭ個のセルに配置されかつ同一方向に延びる計Ｍ本のア
ドレス電極が、前記画像表示面の外側で共通接続されており、
　前記表示区画におけるＭ個のセルは、非発光を含めて少なくとも（Ｍ＋１）通りの発光
量制御を可能にするような部分的に互いに異なった構造をもつ
　ことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記表示区画における同じ発色の２以上のＭ個のセルは、これらのセルに対して共通の
電圧を印加する電圧印加によって、当該表示区画における発光量を非発光の値を含む少な
くとも（Ｍ＋１）個の値のいずれかにする発光量制御を可能にするような部分的に互いに
異なった構造をもつ
　請求項１記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項３】
　発色が赤の蛍光体をもつＲのセル、発色が緑の蛍光体をもつＧのセル、および発色が青
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の蛍光体をもつＢのセルで構成され、かつ前記セルを発光させるための表示電極と前記セ
ルの発光を制御するためのアドレス電極とが配列された画像表示面をもち、
　前記画像表示面における１画素分の表示区画が、Ｒのセル、Ｇのセル，およびＢのセル
を少なくとも１個ずつ含みかつ少なくとも２個のセルの発色が同一である４個以上のセル
で構成され、
　前記表示区画における同じ発色の２以上のＭ個のセルに配置される計Ｍ本のアドレス電
極が、前記画像表示面の外側で共通接続されており、
　前記表示区画における同じ発色の２以上のＭ個のセルは、非発光を含めて少なくとも（
Ｍ＋１）通りの発光量制御を可能にするような互いに異なった構造をもつ
　ことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記表示区画における同じ発色の２以上のＭ個のセルに配置される計Ｍ本のアドレス電
極の面積が互いに異なる
　請求項３記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記表示電極を被覆する誘電体層を有し、
　前記表示区画における同じ発色の２以上のＭ個のセルに配置される誘電体層の厚さが互
いに異なる
　請求項３記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項６】
　前記表示区画における同じ発色の２以上のＭ個のセルは、互いに広さの異なる放電空間
をもつ
　請求項３記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項７】
　発色が赤の蛍光体をもつＲのセル、発色が緑の蛍光体をもつＧのセル、および発色が青
の蛍光体をもつＢのセルで構成され、かつ前記セルを発光させるための表示電極と前記セ
ルの発光を制御するためのアドレス電極とが配列された画像表示面をもち、
　前記画像表示面における１画素分の表示区画が、Ｒのセル、Ｇのセル，およびＢのセル
を２個ずつ合わせた計６個のセルで構成され、
　前記表示区画における同じ発色の２個のセルに配置される計２本のアドレス電極の面積
が互いに異なりかつ前記画像表示面の外側で共通接続されてなる
　ことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
【請求項８】
　並べて配置された複数のプラズマディスプレイパネルを備え、
　前記プラズマディスプレイパネルのそれぞれが、発色が赤の蛍光体をもつＲのセル、発
色が緑の蛍光体をもつＧのセル、および発色が青の蛍光体をもつＢのセルで構成され、か
つ前記Ｒ，Ｇ，Ｂの各色のセルを発光させるための表示電極および前記表示電極と交差す
る前記各色のセルの発光を制御するためのアドレス電極が配列された画像表示面をもち、
　前記画像表示面における１画素分の表示区画が、Ｒのセル、Ｇのセル，およびＢのセル
を少なくとも１個ずつ含みかつ少なくとも２個のセルの発色が同一である前記表示電極に
沿って並ぶ４個以上のセルで構成され、
　前記表示区画における発色が同一の複数のセルに配置されかつ同一方向に延びる複数の
アドレス電極が、前記画像表示面の外側で共通接続されており、
　前記表示区画における同じ発色の２以上のＭ個のセルは、非発光を含めて少なくとも（
Ｍ＋１）通りの発光量制御を可能にするような部分的に互いに異なった構造をもつ
　ことを特徴とするプラズマ表示装置。
【請求項９】
　請求項３記載のプラズマディスプレイパネルによる表示に際して、
　前記表示区画における同じ発色のセルに配置されたアドレス電極に加える電圧を切り換
えることによって、前記同じ発色のセルのうちの発光させるセルの数を制御する
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　ことを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項１０】
　請求項７記載のプラズマディスプレイパネルによる表示に際して、
　表示対象のフレームを輝度の重み付けをした複数のサブフレームに分割し、サブフレー
ムごとに前記表示区画における同じ発色の２個のセルについて、一方のみの発光、両方の
発光、および両方の非発光のいずれかを選択する３値発光制御によって階調表示を行う
　ことを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項１１】
　請求項７記載のプラズマディスプレイパネルによる表示に際して、
　表示対象のフレームを２以上のＫ個のサブフレームに分割し、かつ前記Ｋ個のサブフレ
ームのそれぞれに輝度の重みとしてｎ（０≦ｎ≦Ｋ－１）をもちいて表される１×３ｎと
２×３ｎの２つの値を付し、
　サブフレームごとに前記表示区画における同じ発色の２個のセルについて、一方のみの
発光、両方の発光、および両方の非発光のいずれかを選択する３値発光制御によって階調
表示を行う
　ことを特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カラー表示デバイスおよびその駆動方法に関する。
大画面のテレビジョン表示デバイスとしてプラズマディスプレイパネル（Plasma Display
 Panel：ＰＤＰ）が用いられている。ＰＤＰは視認性に優れ公衆表示にも適していること
から、複数のＰＤＰを組み合わせてマルチ画面として利用されることも多い。
【０００２】
【従来の技術】
表示電極が誘電体で被覆されたＡＣ型ＰＤＰによる表示では、表示データに応じてセルの
壁電圧を設定するライン順次のアドレッシングを行い、その後にセルに点灯維持電圧パル
スを印加するサステインを行う。すなわち、アドレッシングで点灯または非点灯を決め、
サステインで表示すべき明るさに応じた回数の表示放電を生じさせる。ＰＤＰのセルは基
本的には２値発光素子であるので、画素ごとに明るさの異なる画像を１回のアドレッシン
グで表示することはできない。このため、表示対象であるフレームを複数のサブフレーム
に分割し、サブフレームごとにアドレッシングおよびサステインを行う。なお、インタレ
ース表示の場合にはフレームを構成する複数のフィールドのそれぞれをサブフィールドに
分割する。簡単な例として、図１２（Ａ）のようにサブフレーム分割数Ｋを３とし、計３
回のサステインについて輝度重み（つまり発光量）の比を１：２：４とする。第１のサブ
フレーム（ＳＦ１）、第２のサブフレーム（ＳＦ２）、および第３のサブフレーム（ＳＦ
３）について、図１２（Ｂ）のように点灯／非点灯を選択することにより、階調レベルが
「０」～「７」の８階調の表示が可能である。このような階調表示をＲ（赤）、Ｇ(緑）
、Ｂ(青）のセルに適用することにより、カラー表示を行うことができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述のサブフレーム分割による階調表示では、分割数Ｋを大きくするほど表現可能な階調
数が増大する。しかし、サブフレームごとに１画面のアドレッシングが必要なので、フレ
ームレートで決まる時間（一般に１／３０秒）に行うことのできるアドレッシングの回数
には限りがあり、必然的にサブフレーム分割も制限される。実際上は８分割による２５６
階調が上限である。
【０００４】
この問題に対し、特開２０００－１００３３３号公報には、１画素に同じ色の複数個のセ
ルを対応づけることによって階調数の増大を図る手法が開示されている。すなわち、Ｒ、
Ｇ、Ｂの各色に２個ずつ計６個のセルで１画素を表示する。２個のセルの一方または両方
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を点灯させることで発光量が変わるので、１回のアドレッシングで設定可能な発光量が非
点灯を合わせて３通りとなる。
【０００５】
しかし、上記公報のプラズマディスプレイパネルでは、駆動制御の上で全てのセルの特性
が同一であり、全てのセルに同等に電極が配置されていた。つまり、Ｒ、Ｇ、Ｂの各色に
１個ずつ計３個のセルで１画素を表示する一般的な構成と同様に、各セルの点灯／非点灯
の制御を行うように電極が配置されていた。このため、１画素に対応する同じ色のセルが
増えた分だけ電極数が増え、それに見合った数の出力端子をもつ駆動デバイス(集積回路
モジュール）が必要であるという問題があった。
【０００６】
本発明は、駆動デバイスの端子数を増やさずに表示可能の階調数を増大させることを目的
としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明においては、画像表示面における１画素分の表示区画に同一発色の２以上のＭ個の
セルを配置し、これらセルの構造を部分的に異ならせることによって、非発光を含めて少
なくとも（Ｍ＋１）通りの発光量制御を可能にする。つまり、Ｍ個のセルの制御に対する
応答特性を意図的に異ならせる。これによって、Ｍ個のセルに配置される電極を電気的に
共通接続したとしても、電極の電位を切り換えることで、より低い電位で感応するセルか
ら順に１からＭまでの任意の数のセルを選択することができる。非選択を含めると選択肢
は（Ｍ＋１）通りとなる。
【０００８】
気体放電によって発光するプラズマディスプレイパネルにおいては、次の要素の選定によ
って構造を異ならせることができる。
（１)アドレッシングに係る電極の面積
（２)放電空間の広さ
（３）ＡＣ型における誘電体層の厚さまたは材質
（４)カラー表示のための蛍光体層の厚さまたは材質
【０００９】
【発明の実施の形態】
図１は本発明に係るプラズマ表示装置の概略構成図である。プラズマ表示装置１００は、
ＰＤＰ１、筐体７１、および駆動ユニットから構成される。ＰＤＰ１は一対の基板構体１
０，２０からなる。基板構体とは、画面サイズ以上の大きさの板状の支持体と他の少なく
とも１種のパネル構成要素とからなる構造体である。基板構体１０，２０は重ね合わせる
ように対向配置され、対向領域の周囲が封止材３５で接合されている。筐体７１はＰＤＰ
１および駆動ユニットを収納する。ただし、筐体７１は画面サイズの窓７１０を有してお
り、ＰＤＰ１の前面の一部である表示面６０を隠さない。駆動ユニットはＰＤＰ１の電極
に接続されるドライバ５５，５６，５７を有している。図では便宜的にドライバ５５，５
６，５７がＰＤＰ１の周囲に配置されているが、実際にはこれらはＰＤＰ１の後ろに配置
される。駆動ユニットはＰＤＰ１の背面に貼り付けられ、この駆動ユニットを筐体７１に
取り付けることによってＰＤＰ１が筐体７１に固定される。
【００１０】
図２は表示面のセル配列を示す。例示の表示面６０は、カラー画像の１画素分の表示区画
６２が水平方向および垂直方向に並ぶ正方配列型である。各表示区画６０は、Ｒ，Ｇ，Ｂ
の各色に２個ずつ計６個のセル６４，６５，６６，６７，６８，６９で構成される。図中
の斜体アルファベットＲ，Ｇ，Ｂは発色を示す。６個のセル６４～６９は水平方向に並び
、色配列パターンは同じ色が隣り合うＲＲＧＧＢＢである。表示面６０内の全ての表示区
画６２は同一の色配列パターンをもつ。つまり、水平方向の色配列はＲＲＧＧＢＢの繰り
返しパターンであり、垂直方向の色配列は同じ色のみが並ぶパターンである。
【００１１】
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図３は本発明に係るＰＤＰのセル構造を示す図である。図３ではＰＤＰ１のうち、１つの
表示区画（つまり１画素分）に対応した部分を、内部構造がよくわかるように一対の基板
構体を分離させて描いてある。
【００１２】
１つの表示区画において、６個のセルに跨る一対の表示電極Ｘ，Ｙと、セルごとに配列さ
れた計６本のアドレス電極Ａ１，Ａ２とが交差する。表示電極Ｘ，Ｙは、前面側のガラス
基板１１の内面に配列されており、それぞれが面放電ギャップを形成する透明導電膜４１
と導電性を高める金属膜（バス電極）４２とからなる。表示電極対を被覆するように壁電
荷形成のための厚さ３０～５０μｍ程度の誘電体層１７が設けられ、誘電体層１７の表面
には保護膜１８としてマグネシア（ＭｇＯ）が被着されている。アドレス電極Ａ１，Ａ２
は、背面側のガラス基板２１の内面に配列されており、絶縁体層２４によって被覆されて
いる。絶縁体層２４の上には、高さ１４０μｍ程度の平面視帯状の隔壁２９がアドレス電
極Ａ１，Ａ２の配列間隙ごとに１つずつ設けられている。これらの隔壁２９によって放電
空間がマトリクス表示の行（ｒｏｗ）に沿った方向に列（ｃｏｌｕｍｎ）ごとに区画され
、且つ放電空間の前後の寸法が規定される。放電空間のうちの各列に対応した列空間３１
は全ての行に跨がって連続している。そして、アドレス電極Ａ１，Ａ２の上方および隔壁
２９の側面を含めて背面側の内面を被覆するように、カラー表示のためのＲ，Ｇ，Ｂの３
色の蛍光体層２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂが設けられている。図中の斜体アルファベットＲ，
Ｇ，Ｂは蛍光体の発光色を示す。放電ガスはネオン（Ｎｅ）９０％とキセノン（Ｘｅ）１
０％の混合ガスであり、封入圧力は５００トルである。
【００１３】
ＰＤＰ１による表示においては、全てのセルの壁電荷量を均等化するリセット処理を行い
、それに続けてアドレッシングを行う。アドレッシングでは、表示電極Ｙを行選択電位に
バイアスするとともに、アドレス放電を生じさせるべきセルに対応したアドレス電極Ａ１
，Ａ２のみをアドレス電位にバイアスする。例えば書き込み形式のアドレッシングの場合
には、点灯させるべきセルでアドレス放電を生じさせる。表示電極Ｘを含めた３本の電極
の電位関係を適切にすることで、表示電極Ｙとアドレス電極Ａ１，Ａ２との電極間のアド
レス放電が表示電極Ｙと表示電極Ｘとの電極間に拡がり、それによって面放電ギャップ近
傍の誘電体に適量の壁電荷が帯電する。つまり、所定の壁電圧が形成される。アドレッシ
ングの後、サステイン処理として、全てのセルに放電開始電圧より低い振幅のサステイン
パルスを印加する。より具体的には、表示電極Ｙと表示電極Ｘとを交互にサステイン電位
にバイアスし、それによって表示電極間に交流電圧を加える。サステインパルスの電圧に
所定の壁電圧が重畳するセル（上述の点灯すべきセル）のみで表示放電として基板面に沿
った面放電が生じる。このとき、放電ガスが放つ紫外線によって蛍光体層２８Ｒ，２８Ｇ
，２８Ｂが局部的に励起されて発光する。面放電によって壁電圧の極性は反転し、次のサ
ステインパルス印加で再び表示放電が生じる。表示の輝度は、パルス周期の断続的な点灯
の総発光量(積分発光量）に依存する。
【００１４】
図４はアドレス電極の平面形状を示す図である。１つの表示区画６２には同一発色のセル
の組が３個ある。第１の組はセル６４とセル６５とが属するＲの組であり、第２の組はセ
ル６６とセル６７とが属するＧの組であり、第３の組はセル６８とセル６９とが属するＢ
の組である。これらの組のそれぞれにおける一方のセル６４，６６，６８にはアドレス電
極Ａ１が配置され、他方のセル６５，６７，６９にはアドレス電極Ａ２が配置されている
。アドレス電極Ａ１およびアドレス電極Ａ２はどちらも帯状の金属膜であるが、これらの
電極の形状については、アドレス電極Ａ１の幅が一定であるのに対し、アドレス電極Ａ２
の幅は表示電極Ｙとの交差部分のみ大きいという差異がある。アドレス電極Ａ２の方がア
ドレス電極Ａ１よりも表示電極Ｙとの対向面積が大きい。すなわち、アドレス電極Ａ２と
表示電極Ｙとの間の放電は、アドレス電極Ａ１と表示電極Ｙとの間の放電よりも起こり易
い(放電開始電圧が低い）。このことは、アドレス電極Ａ２と表示電極Ｙとの電極間、お
よびアドレス電極Ａ１と表示電極Ｙとの電極間に等しい電圧を印加したとしても、電圧値
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が一定値以下であればセル６５，６７，６９のみで放電が起こり、電圧値が一定値を越え
れば全てのセル６４～６９で放電が起こることを意味する。上述の組ごとにアドレス電極
Ａ１とアドレス電極Ａ２とを共通接続して端子数を減らしても、組ごとに点灯させるセル
の数を０，１，２から選ぶ３値発光制御が可能である。
【００１５】
図５は電極マトリクスの模式図である。プラズマ表示装置１００では、各アドレス電極Ａ
１がその隣のアドレス電極Ａ２と表示面６０の外側で共通接続されている。これにより、
ドライバ５７の必要端子数がアドレス電極Ａ１およびアドレス電極Ａ２の合計本数の１／
２になっている。なお、図の例では、基板構体２０において電極パターン設計によって共
通接続を行っているので、基板構体２０上の端子と背面側駆動回路５０とを接続するフレ
キシブルケーブルの圧着の位置合わせが容易であり、圧着パッドを大きくして圧着の信頼
性を高めることができる。ただし、この形態に限らない。フレキシブルケーブルまたは駆
動回路基板の配線パターン設計によって共通接続を行うこともできる。
【００１６】
図６は本発明に係るプラズマ表示装置の駆動回路の構成図である。駆動ユニット５０は、
コントローラ５１、データ変換回路５２、電源回路５３、およびドライバ５５，５６，５
７を有している。駆動ユニット５０には、ＴＶチューナ、コンピュータなどの外部装置か
らＲ，Ｇ，Ｂの３色の輝度レベルを示すフレームデータＤｆが、同期信号ＣＬＯＣＫおよ
び他の制御信号とともに入力される。フレームデータＤｆは、１画素当り３色合わせて２
４ビットのフルカラーデータである。データ変換回路５２は、フレームデータＤｆを階調
表示のためのサブフレームデータＤｓｆに変換する。サブフレームデータＤｓｆの各ビッ
トの値は該当する１つのサブフレームにおけるセルの発光の有無、厳密にはアドレス放電
の要否を示す。なお、インタレース表示の場合には、フレームを構成する複数のフィール
ドのそれぞれが複数のサブフィールドで構成され、サブフィールド単位の発光制御が行わ
れる。ただし、発光制御の内容はプログレッシブ表示の場合と同様である。ドライバ５５
は表示電極Ｘの電位を制御し、ドライバ５６は表示電極Ｙの電位を制御する。ドライバ５
７は、データ変換回路５２からのサブフレームデータＤｓｆに基づいて、アドレス電極Ａ
１，Ａ２の電位を制御する。これらドライバ５５～５７にはコントローラ５１から制御信
号が入力され、電源回路５３から所定の電力が供給される。特にドライバ５７には、３値
発光制御のために２つのアドレス電圧Ｖａ１，Ｖａ２が与えられる。
【００１７】
次に、プラズマ表示装置１００におけるＰＤＰ１の駆動方法を説明する。
ＰＤＰ１のセル６４～６９は２値発光素子であるので、カラー表示を行うために従来と同
様に１フレームを輝度の重み付けをした複数のサブフレーム（インタレース表示の場合は
サブフィールド）で構成し、サブフレーム単位の発光（点灯）の有無の組合せによってフ
レーム期間における積分発光量を制御する。駆動シーケンスは、リセット、アドレッシン
グ、およびサステインの繰り返しである。リセットおよびアドレッシングの所要時間は輝
度重みに係わらず一定であるが、サステインを行う時間は輝度重みが大きいほど長い。駆
動シーケンスのうち、アドレッシングに本発明が適用される。
【００１８】
アドレッシングの概略は次のとおりである。サブフレームごとに設けられるアドレス期間
において、選択行に対応した表示電極Ｙを一時的に行選択電位にバイアスする（スキャン
パルスの印加）。この行選択に同期させて、選択行のうちのアドレス放電を生じさせる選
択セルに対応したアドレス電極Ａ１、Ａ２をアドレス電位Ｖａ１またはアドレス電位Ｖａ
２（Ｖａ２＜Ｖａ１）にバイアスする（アドレスパルスの印加）。非選択セルに対応した
アドレス電極Ａ１、Ａ２については接地電位（通常、０ボルト）にする。同様の操作を全
ての行について順に行う。図４で説明したようにアドレス電極Ａ２と表示電極Ｙとの対向
面積は大きいので、この電極間では比較的にアドレス放電が起こりやすい。具体的にはセ
ル６５，６７，６９でのアドレス放電に必要な最低限の印加電圧は４３ボルト～４６ボル
トである。一方、アドレス電極Ａ１と表示電極Ｙとが対向するセル６４，６６，６８での
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アドレス放電に必要な最低限の印加電圧は５３ボルト～５６ボルトである。したがって、
セル６４とセル６５、セル６６とセル６７、またはセル６８とセル６９といった１つの表
示区画６２に属する同一発色のセル対について、両方のセルを点灯させる場合はアドレス
電極Ａ１およびアドレス電極Ａ２に(厳密にはアドレス電極と接地ラインとの間に）６０
ボルトの電圧を印加し、片方のセル（セル６５，６７，６９)だけを点灯させる場合は、
アドレス電極Ａ１およびアドレス電極Ａ２に５０ボルトの電圧を印加すればよい。以下、
３値発光量制御による階調表示についてさらに詳しく説明する。
【００１９】
図７はフレーム分割および輝度の重み付けの一例を示す図、図８は階調とアドレス電圧と
の対応を示す図、図９はアドレス電極の制御を示す波形図である。
ここでは、図１２の従来例との差異がわかりやすいようにフレームを３個のサブフレーム
(図ではＳＦ１，ＳＦ２，ＳＦ３）に分割する場合を挙げる。輝度の重みとして、第１の
サブフレーム（ＳＦ１）には１と２を、第２のサブフレーム（ＳＦ２）には３と６を、第
３のサブフレーム（ＳＦ３）には９と１８とを付す。重みが１、３、９といった１×３n

（０≦ｎ≦２）で表される値の場合には表示区画６２に属する同一発色のセル対における
片方のセルのみを点灯させ、重みが２、６、１８といった２×３n で表される値の場合に
は同一発色のセル対における両方のセルを点灯させる。どちらの場合も放電回数を重みに
比例させる。ただし、厳密に比例させる必要はなく、階調の連続性が崩れない範囲の多少
のずれがあってもよい。図８のように階調ごとに重みの組み合わせを決め、各サブフレー
ムについて、一方のみの点灯、両方の点灯、および両方の非点灯のいずれをアドレッシン
グで設定するかを決めておく。一方の点灯の場合は低いアドレス電圧Ｖａ２(図ではＬ）
を印加し、両方点灯の場合は高いアドレス電圧Ｖａ１(図ではＨ）を印加する。このよう
な駆動によれば、階調０から階調２６までの２７階調の表示が可能である。従来例では３
分割フレーム構成で８階調なので、本発明の適用によって大幅に階調性の高まることがわ
かる。しかも、アドレス電極Ａ１とアドレス電極Ａ２とを共通接続することによって、配
線の端子数の増加を避けることができる。
【００２０】
なお、アドレス電極Ａ１およびアドレス電極Ａ２の電位制御の変形として、１サブフレー
ムのアドレス期間内でアドレス電圧を切り換えず、アドレス期間にわたって高いアドレス
電圧Ｖａ１または低いアドレス電圧Ｖａ２のどちらかに固定する制御がある。高輝度の画
素が多いフレームでは高いアドレス電圧Ｖａ１を印加することでセル対の両方を点灯させ
、逆に低輝度の画素が多いフレームでは低いアドレス電圧Ｖａ２を印加することでセル対
の片方を点灯させる。また、アドレス電圧Ｖａ１，Ｖａ２の値はＲ，Ｇ，Ｂの３色に共通
である必要はなく、例えばＲについては４５ボルトと５０ボルト、Ｇについては５０ボル
トと５５ボルト、Ｂについては５５ボルトと６０ボルトというようにＲ，Ｇ，Ｂの色ごと
にアドレス電圧Ｖａ１，Ｖａ２の値を個別に決めてもよい。さらに、１つの表示区画６２
に属する同一発色のセル数を３以上として階調数をより多くしてもよい。色配列はＲＲＧ
ＧＢＢのように同一発色のセルどうしが隣接するものに限らず、ＲＧＢＲＧＢのように発
色の異なるセルどうしが隣接するものでもよい。表示区画６２の配列は正方配列に限らず
、例えば隣り合う区画どうしが半ピッチずれる三角配列でもよい。
【００２１】
〔他の実施形態〕
図１０はセル構造の変形例を示す図である。図１０（Ａ）のＰＤＰ１ｂでは、同一発色の
セル対の一方に配置する蛍光体層２８Ｒｂ，２８Ｇｂ，２８Ｂｂを他方に配置する蛍光体
層２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂよりも厚くすることで、セル対におけるアドレス放電開始電圧
が異なっている。全てのセルに対して同じ形状のアドレス電極Ａ１が配置される。図１０
（Ｂ）のＰＤＰ１ｃでは、同一発色のセル対の一方と他方とで厚さが異なる誘電体層１７
ｂを設けることで、セル対におけるアドレス放電開始電圧が異なっている。図１０（Ｃ）
のＰＤＰ１ｄでは、隔壁２９のピッチＰ１，Ｐ２を変えて隔壁２９を配置し、気体放電が
生じる列空間３１，３１ｂの広さを異ならせることで、セル対におけるアドレス放電開始
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【００２２】
本発明は、図１１に示すように同一構成の４個のＰＤＰ１，２，３，４を組み合わせた４
面マルチ面面表示装置２００、同一構成の９個のＰＤＰ１，２，３，４，５，６，７，８
，９を組み合わせた９面マルチ面面表示装置３００にも好適である。マルチ画面の解像度
をシングル画面と同等とする場合、１画素分の表示区画のサイズはシングル画面の整数倍
となる。このような場合に上述のとおりアドレス電極Ａ１，Ａ２を共通接続したＰＤＰ１
を図１１（Ａ）のように４個並べて４面マルチ画面を構成すると、アドレス電極Ａ１，Ａ
２と駆動回路との接続に必要な端子数は１個のＰＤＰ１の列数と同じ値となる。したがっ
て、従来の列ごとに独立したアドレス電極をもつＰＤＰ用の駆動回路基板をマルチ画面の
駆動に流用することができ、マルチ画面表示装置を安価に作製することができる。
【００２３】
さらに、本発明を適用したＰＤＰ１における、同一発色のセルの構造を部分的に異ならせ
ること、および端子数を増やさないために電極を共通化することは、液晶、ＦＥＤ（フィ
ールドエミッションディスプレイ）、有機エレクトロルミネッセンス、およびＤＭＤ（デ
ジタルミラーデバイス）を含むＰＤＰ以外のデバイスを用いた表示装置にも応用すること
ができる。
【００２４】
【発明の効果】
　請求項１ないし請求項１１の発明によれば、駆動デバイスの端子数を増やさずに表示可
能の階調数を増大させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るプラズマ表示装置の概略構成図である。
【図２】表示面のセル配列を示す図である。
【図３】本発明に係るＰＤＰのセル構造を示す図である。
【図４】アドレス電極の平面形状を示す図である。
【図５】電極マトリクスの模式図である。
【図６】本発明に係るプラズマ表示装置の駆動回路の構成図である。
【図７】フレーム分割および輝度の重み付けの一例を示す図である。
【図８】階調とアドレス電圧との対応を示す図である。
【図９】アドレス電極の制御を示す波形図である。
【図１０】セル構造の変形例を示す図である。
【図１１】マルチ画面表示装置の概略構成図である。
【図１２】従来の階調表示の説明図である。
【符号の説明】
１　ＰＤＰ（表示デバイス）
１００　プラズマ表示装置
６４，６５，６６，６７，６８，６９　セル
６０　表示面（画像表示面）
６２　表示区画
２８Ｒ，２８Ｒｂ　蛍光体層（発色が赤の蛍光体）
２８Ｇ，２８Ｇｂ　蛍光体層（発色が緑の蛍光体）
２８Ｂ，２８Ｂｂ　蛍光体層（発色が青の蛍光体）
Ｘ，Ｙ　表示電極
Ａ１，Ａ２　アドレス電極
３１，３１ｂ　列空間（放電空間）
２００，３００　マルチ画面表示装置
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