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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
走査電極および維持電極とデータ電極との交差部に放電セルを形成してなるプラズマディ
スプレイパネルの駆動方法であって、１フィールド期間が初期化期間、書込み期間および
維持期間を有する複数のサブフィールドから構成され、前記複数のサブフィールドの初期
化期間には、画像表示を行う全ての放電セルに対して初期化放電を発生させる全セル初期
化動作を行わせるか、または直前のサブフィールドにおいて維持放電を発生した放電セル
に対して選択的に初期化放電を発生させる選択初期化動作を行わせ、全セル初期化動作を
行わせる初期化期間において、前記走査電極に上り傾斜波形電圧を印加して、前記走査電
極を陽極とし前記維持電極および前記データ電極を陰極とする第１の初期化放電を行う初
期化期間前半部と、前記走査電極に前記初期化期間前半部に印加した電圧と同極性の電圧
から逆極性の電圧までの下り傾斜波形電圧を印加して、前記走査電極を陰極とし前記維持
電極および前記データ電極を陽極とする第２の初期化放電を行う初期化期間後半部と、前
記走査電極に前記初期化期間前半部に印加した電圧と同極性の矩形波形電圧を印加してか
ら前記初期化期間前半部に印加した電圧と逆極性の矩形波形電圧を印加する異常電荷消去
部とを設けた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２】
異常電荷消去部では矩形波形電圧を印加するときには前記維持電極には電圧を印加しない
ことを特徴とする請求項１記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項３】



(2) JP 4055740 B2 2008.3.5

10

20

30

40

50

走査電極および維持電極とデータ電極との交差部に放電セルを形成してなるプラズマディ
スプレイパネルの駆動方法であって、１フィールド期間が初期化期間、書込み期間および
維持期間を有する複数のサブフィールドから構成され、前記複数のサブフィールドの初期
化期間には、画像表示を行う全ての放電セルに対して初期化放電を発生させる全セル初期
化動作を行わせるか、または直前のサブフィールドにおいて維持放電を発生した放電セル
に対して選択的に初期化放電を発生させる選択初期化動作を行わせ、全セル初期化動作を
行わせる初期化期間において、前記走査電極に上り傾斜波形電圧を印加して、前記走査電
極を陽極とし前記維持電極および前記データ電極を陰極とする第１の初期化放電を行う初
期化期間前半部と、前記走査電極に下り傾斜波形電圧を印加して、前記走査電極を陰極と
し前記維持電極および前記データ電極を陽極とする第２の初期化放電を行う初期化期間後
半部と、前記走査電極に矩形波形電圧を印加して、過剰な壁電圧を蓄積している放電セル
に対して自己消去放電を発生させる異常電荷消去部とを設け、前記異常電荷消去部では、
前記維持電極に電圧を印加せずに前記走査電極に正極性の矩形波形電圧と負極性の矩形波
形電圧を続けて印加する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】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプラズマディスプレイパネルの駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマディスプレイパネル（以下、「パネル」と略記する）として代表的な交流面放
電型パネルは、対向配置された前面板と背面板との間に多数の放電セルが形成されている
。前面板は、１対の走査電極と維持電極とからなる表示電極が前面ガラス基板上に互いに
平行に複数対形成され、それら表示電極を覆うように誘電体層および保護層が形成されて
いる。背面板は、背面ガラス基板上に複数の平行なデータ電極と、それらを覆うように誘
電体層と、さらにその上にデータ電極と平行に複数の隔壁がそれぞれ形成され、誘電体層
の表面と隔壁の側面とに蛍光体層が形成されている。そして、表示電極とデータ電極とが
立体交差するように前面板と背面板とが対向配置されて密封され、内部の放電空間には放
電ガスが封入されている。ここで表示電極とデータ電極とが対向する部分に放電セルが形
成される。このような構成のパネルにおいて、各放電セル内でガス放電により紫外線を発
生させ、この紫外線でＲＧＢ各色の蛍光体を励起発光させてカラー表示を行っている。
【０００３】
　パネルを駆動する方法としてはサブフィールド法、すなわち、１フィールド期間を複数
のサブフィールドに分割した上で、発光させるサブフィールドの組み合わせによって階調
表示を行う方法が一般的である。また、サブフィールド法の中でも、階調表示に関係しな
い発光を極力減らして黒輝度の上昇を抑え、コントラスト比を向上した新規な駆動方法が
特許文献１に開示されている。
【０００４】
　以下にその駆動方法について簡単に説明する。各サブフィールドはそれぞれ初期化期間
、書込み期間および維持期間を有する。また、初期化期間には、画像表示を行う全ての放
電セルに対して初期化放電を行わせる全セル初期化動作、または直前のサブフィールドに
おいて維持放電を行った放電セルに対して選択的に初期化放電を行わせる選択初期化動作
のいずれかの動作を行う。
【０００５】
　まず、全セル初期化期間では、全ての放電セルで一斉に初期化放電を行い、それ以前の
個々の放電セルに対する壁電荷の履歴を消すとともに、つづく書込み動作のために必要な
壁電荷を形成する。加えて、放電遅れを小さくし書込み放電を安定して発生させるための
プライミング（放電のための起爆剤＝励起粒子）を発生させるという働きをもつ。つづく
書込み期間では、走査電極に順次走査パルスを印加するとともに、データ電極には表示す
べき画像信号に対応した書込みパルスを印加し、走査電極とデータ電極との間で選択的に
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書込み放電を起し、選択的な壁電荷形成を行う。そして維持期間では、走査電極と維持電
極との間に輝度重みに応じた所定の回数の維持パルスを印加し、書込み放電による壁電荷
形成を行った放電セルを選択的に放電させ発光させる。
【０００６】
　このように、画像を正しく表示するためには書込み期間における選択的な書込み放電を
確実に行うことが重要であるが、そのためには書込み動作のための準備となる初期化動作
を確実に行うことが重要となる。
【特許文献１】特開２０００－２４２２２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　全セル初期化期間においては、走査電極を陽極とし維持電極およびデータ電極を陰極と
する初期化放電を発生させる必要があるが、データ電極側には電子放出係数の小さい蛍光
体が塗布されているため、データ電極を陰極とする初期化放電の放電遅れが大きくなり、
初期化放電が不安定となることがあった。
【０００８】
　また、近年、パネルに封入されている放電ガスのキセノン分圧を増加させてパネルの発
光効率を向上させる検討がなされているが、キセノン分圧を増加させると放電、特に初期
化放電が不安定になり、つづく書込み期間に書込み不良を生じるおそれがある等、書込み
動作の駆動電圧マージンが狭くなるという課題があった。
【０００９】
　本発明は、これらの課題に鑑みなされたものであり、初期化放電を安定化させることに
よって、良好な品質で画像表示させることができるパネルの駆動方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、走査電極および維持電極とデータ
電極との交差部に放電セルを形成してなるプラズマディスプレイパネルの駆動方法であっ
て、１フィールド期間が初期化期間、書込み期間および維持期間を有する複数のサブフィ
ールドから構成され、複数のサブフィールドの初期化期間には画像表示を行う全ての放電
セルに対して初期化放電を発生させる全セル初期化動作を行わせるかまたは直前のサブフ
ィールドにおいて維持放電を発生した放電セルに対して選択的に初期化放電を発生させる
選択初期化動作を行わせ、全セル初期化動作を行わせる初期化期間において、走査電極に
上り傾斜波形電圧を印加して走査電極を陽極とし維持電極およびデータ電極を陰極とする
第１の初期化放電を行う初期化期間前半部と、走査電極に下り傾斜波形電圧を印加して走
査電極を陰極とし維持電極およびデータ電極を陽極とする第２の初期化放電を行う初期化
期間後半部と、走査電極に矩形波形電圧を印加して過剰な壁電圧を蓄積している放電セル
に対して自己消去放電を発生させる異常電荷消去部とを設けたことを特徴とする。この方
法によって、初期化放電を安定化させ、良好な品質で画像表示させることができるプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法を提供することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、初期化放電を安定化させることによって、良好な品質で画像表示させ
ることができるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の一実施の形態におけるパネルの駆動方法について、図面を用いて説明す
る。
【００１３】
　（実施の形態）
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　図１は本発明の一実施の形態に用いるパネルの要部を示す斜視図である。パネル１は、
ガラス製の前面基板２と背面基板３とを対向配置して、その間に放電空間を形成するよう
に構成されている。前面基板２上には表示電極を構成する走査電極４と維持電極５とが互
いに平行に対をなして複数形成されている。そして、走査電極４および維持電極５を覆う
ように誘電体層６が形成され、誘電体層６上には保護層７が形成されている。保護層７と
しては安定した放電を発生させるために二次電子放出係数が大きくかつ耐スパッタ性の高
い材料が望ましく、本発明の実施の形態においてはＭｇＯ薄膜が用いられている。背面基
板３上には絶縁体層８で覆われた複数のデータ電極９が付設され、データ電極９の間の絶
縁体層８上にデータ電極９と平行して隔壁１０が設けられている。また、絶縁体層８の表
面および隔壁１０の側面に蛍光体層１１が設けられている。そして、走査電極４および維
持電極５とデータ電極９とが交差する方向に前面基板２と背面基板３とを対向配置してお
り、その間に形成される放電空間には、放電ガスとして、たとえばネオンとキセノンの混
合ガスが封入されている。本実施の形態においてはパネルの発光効率を向上させるために
、パネルに封入されている放電ガスのキセノン分圧を１０％に増加させている。
【００１４】
　図２は本発明の実施の形態におけるパネルの電極配列図である。行方向にｎ本の走査電
極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎ（図１の走査電極４）およびｎ本の維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎ（
図１の維持電極５）が交互に配列され、列方向にｍ本のデータ電極Ｄ１～Ｄｍ（図１のデ
ータ電極９）が配列されている。そして、１対の走査電極ＳＣＮｉおよび維持電極ＳＵＳ
ｉ（ｉ＝１～ｎ）と１つのデータ電極Ｄｊ（ｊ＝１～ｍ）とが交差した部分に放電セルが
形成され、放電セルは放電空間内にｍ×ｎ個形成されている。
【００１５】
　図３は本発明の実施の形態におけるパネルの駆動方法を使用するプラズマディスプレイ
装置の構成図である。このプラズマディスプレイ装置は、パネル１、データ電極駆動回路
１２、走査電極駆動回路１３、維持電極駆動回路１４、タイミング発生回路１５、ＡＤ（
アナログ・デジタル）変換器１８、走査数変換部１９、サブフィールド変換部２０、ＡＰ
Ｌ（アベレージ・ピクチャ・レベル）検出部３０および電源回路（図示せず）を備えてい
る。
【００１６】
　図３において、画像信号ｓｉｇはＡＤ変換器１８に入力される。また、水平同期信号Ｈ
および垂直同期信号Ｖはタイミング発生回路１５、ＡＤ変換器１８、走査数変換部１９、
サブフィールド変換部２０に入力される。ＡＤ変換器１８は、画像信号ｓｉｇをデジタル
信号の画像データに変換し、その画像データを走査数変換部１９およびＡＰＬ検出部３０
に出力する。ＡＰＬ検出部３０は画像データの平均輝度レベルを検出する。走査数変換部
１９は、画像データをパネル１の画素数に応じた画像データに変換し、サブフィールド変
換部２０に出力する。サブフィールド変換部２０は、各画素の画像データを複数のサブフ
ィールドに対応する複数のビットに分割し、サブフィールド毎の画像データをデータ電極
駆動回路１２に出力する。データ電極駆動回路１２は、サブフィールド毎の画像データを
各データ電極Ｄ１～Ｄｍに対応する信号に変換し各データ電極Ｄ１～Ｄｍを駆動する。
【００１７】
　タイミング発生回路１５は、水平同期信号Ｈおよび垂直同期信号Ｖをもとにしてタイミ
ング信号を発生し、各々走査電極駆動回路１３および維持電極駆動回路１４に出力する。
走査電極駆動回路１３は、タイミング信号に基づいて走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに駆動
波形を供給し、維持電極駆動回路１４は、タイミング信号に基づいて維持電極ＳＵＳ１～
ＳＵＳｎに駆動波形を供給する。ここで、タイミング発生回路１５はＡＰＬ検出部３０か
ら出力されるＡＰＬに基づいて駆動波形を制御する。具体的には後述するように、ＡＰＬ
に基づいて１フィールドを構成する各々のサブフィールドの初期化動作を全セル初期化か
選択初期化かのいずれかに決定して、１フィールド内の全セル初期化動作の回数を制御す
る。
【００１８】
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　つぎに、パネルを駆動するための駆動波形とその動作について説明する。実施の形態に
おいては、１フィールドを１０のサブフィールド（第１ＳＦ、第２ＳＦ、・・・、第１０
ＳＦ）に分割し、各サブフィールドはそれぞれ（１、２、３、６、１１、１８、３０、４
４、６０、８０）の輝度重みをもつものとする。このように、後ろのサブフィールドほど
輝度重みが大きくなるように構成している。
【００１９】
　図４は本発明の実施の形態におけるパネルの各電極に印加する駆動波形図であり、全セ
ル初期化動作を行う初期化期間を有するサブフィールド（以下、「全セル初期化サブフィ
ールド」と略記する）と選択初期化動作を行う初期化期間を有するサブフィールド（以下
、「選択初期化サブフィールド」と略記する）に対する駆動波形図である。図４は説明の
ため第１ＳＦを全セル初期化サブフィールド、第２ＳＦを選択初期化サブフィールドとし
て示している。
【００２０】
　まず、全セル初期化サブフィールドの駆動波形とその動作について説明する。全セル初
期化期間を以下のように、前半部、後半部、異常電荷消去部の３つの期間に分けて説明す
る。
【００２１】
　初期化期間の前半部では、維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎおよびデータ電極Ｄ１～Ｄｍを
０（Ｖ）に保持し、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに対して放電開始電圧以下となる電圧Ｖ
ｐ（Ｖ）から放電開始電圧を超える電圧Ｖｒ（Ｖ）に向かって緩やかに上昇する上り傾斜
波形電圧を印加する。すると、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎを陽極とし維持電極ＳＵＳ１
～ＳＵＳｎおよびデータ電極Ｄ１～Ｄｍを陰極とする微弱な初期化放電が発生する。こう
して、全ての放電セルにおいて１回目の微弱な初期化放電を発生し、走査電極ＳＣＮ１～
ＳＣＮｎ上に負の壁電圧を蓄えるとともに維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎ上およびデータ電
極Ｄ１～Ｄｍ上に正の壁電圧を蓄える。ここで、電極上の壁電圧とは、電極を覆う誘電体
層あるいは蛍光体層上に蓄積した壁電荷により生じる電圧をあらわす。
【００２２】
　初期化期間の後半部では、維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎを正の電圧Ｖｈ（Ｖ）に保ち、
走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに電圧Ｖｇ（Ｖ）から電圧Ｖａ（Ｖ）に向かって緩やかに下
降する下り傾斜波形電圧を印加する。すると、全ての放電セルにおいて、走査電極ＳＣＮ
１～ＳＣＮｎを陰極とし維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎおよびデータ電極Ｄ１～Ｄｍを陽極
とする２回目の微弱な初期化放電を起す。そして、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎ上の壁電
圧および維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎ上の壁電圧が弱められ、データ電極Ｄ１～Ｄｍ上の
壁電圧も書込み動作に適した値に調整される。このように、全セル初期化サブフィールド
の初期化動作は全ての放電セルにおいて初期化放電させる全セル初期化動作である。
【００２３】
　初期化期間の異常電荷消去部では、再び維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎを０（Ｖ）に戻す
。そして、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎには放電開始電圧に満たない正の電圧Ｖｍ（Ｖ）
を５～２０μｓの間印加した後、３μｓ以下の短い時間負の電圧Ｖａ（Ｖ）を印加する。
この間、安定した初期化放電を行った放電セルにおいては放電は発生せず、壁電圧も初期
化期間後半部の状態を保持する。しかしながら、走査電極ＳＣＮｉ上に正の異常な壁電荷
が蓄積している放電セルに対しては、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに電圧Ｖｍ（Ｖ）印加
すると放電開始電圧を超えるので強い放電が発生し走査電極ＳＣＮｉ上の壁電圧が反転す
る。そして走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに幅の細い負のパルス電圧Ｖａ（Ｖ）を印加する
と自己消去放電が発生し放電セル内部の壁電圧が消去される。
【００２４】
　つづく書込み期間では、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎを一旦Ｖｓ（Ｖ）に保持する。つ
ぎに、データ電極Ｄ１～Ｄｍのうち、１行目に表示すべき放電セルのデータ電極Ｄｋ（ｋ
＝１～ｍ）に正の書込みパルス電圧Ｖｗ（Ｖ）を印加するとともに、１行目の走査電極Ｓ
ＣＮ１に走査パルス電圧Ｖｂ（Ｖ）を印加する。このとき、データ電極Ｄｋと走査電極Ｓ
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ＣＮ１との交差部の電圧は、外部印加電圧（Ｖｗ－Ｖｂ）（Ｖ）にデータ電極Ｄｋ上の壁
電圧および走査電極ＳＣＮ１上の壁電圧の大きさが加算されたものとなり、放電開始電圧
を超える。そして、データ電極Ｄｋと走査電極ＳＣＮ１との間および維持電極ＳＵＳ１と
走査電極ＳＣＮ１との間に書込み放電が起り、この放電セルの走査電極ＳＣＮ１上に正の
壁電圧が蓄積され、維持電極ＳＵＳ１上に負の壁電圧が蓄積され、データ電極Ｄｋ上にも
負の壁電圧が蓄積される。このようにして、１行目に表示すべき放電セルで書込み放電を
起して各電極上に壁電圧を蓄積する書込み動作が行われる。一方、正の書込みパルス電圧
Ｖｗ（Ｖ）を印加しなかったデータ電極と走査電極ＳＣＮ１との交差部の電圧は放電開始
電圧を超えないので、書込み放電は発生しない。また、初期化期間の異常電荷消去部で放
電を起した放電セルはデータ電極上の壁電圧も消去されているため書込み放電が発生しな
い。以上の書込み動作をｎ行目の放電セルに至るまで順次行い、書込み期間が終了する。
【００２５】
　つづく維持期間では、まず、維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎを０（Ｖ）に戻し、走査電極
ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに正の維持パルス電圧Ｖｍ（Ｖ）を印加する。このとき、書込み放電
を起した放電セルにおいては、走査電極ＳＣＮｉ上と維持電極ＳＵＳｉ上との間の電圧は
、維持パルス電圧Ｖｍ（Ｖ）に走査電極ＳＣＮｉ上および維持電極ＳＵＳｉ上の壁電圧の
大きさが加算されたものとなり放電開始電圧を超える。そして、走査電極ＳＣＮｉと維持
電極ＳＵＳｉとの間に維持放電が起り、走査電極ＳＣＮｉ上に負の壁電圧が蓄積され、維
持電極ＳＵＳｉ上に正の壁電圧が蓄積される。このときデータ電極Ｄｋ上にも正の壁電圧
が蓄積される。書込み期間において書込み放電が起なかった放電セルでは維持放電は発生
せず、初期化期間の終了時における壁電圧状態が保持される。つづいて、走査電極ＳＵＳ
１～ＳＵＳｎを０（Ｖ）に戻し、維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎに正の維持パルス電圧Ｖｍ
（Ｖ）を印加する。すると、維持放電を起した放電セルでは、維持電極ＳＵＳｉ上と走査
電極ＳＣＮｉ上との間の電圧は放電開始電圧を超えるので、再び維持電極ＳＵＳｉと走査
電極ＳＣＮｉとの間に維持放電が起り、維持電極ＳＵＳｉ上に負の壁電圧が蓄積され走査
電極ＳＣＮｉ上に正の壁電圧が蓄積される。以降同様に、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎと
維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎとに交互に維持パルスを印加することにより、書込み期間に
おいて書込み放電を起した放電セルでは維持放電が継続して行われる。なお、維持期間の
最後には走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎと維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎとの間に、いわゆる
細幅パルスを印加して、データ電極Ｄｋ上の正の壁電荷を残したまま、走査電極ＳＣＮ１
～ＳＣＮｎおよび維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎ上の壁電圧を消去している。こうして維持
期間における維持動作が終了する。
【００２６】
　つづいて選択初期化サブフィールドの駆動波形とその動作について説明する。
【００２７】
　初期化期間では、維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎをＶｈ（Ｖ）に保持し、データ電極Ｄ１
～Ｄｍを０（Ｖ）に保持し、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎにＶｑ（Ｖ）からＶａ（Ｖ）に
向かって緩やかに下降する下り傾斜波形電圧を印加する。すると前のサブフィールドの維
持期間で維持放電を行った放電セルでは、微弱な初期化放電が発生し、走査電極ＳＣＮｉ
上および維持電極ＳＵＳｉ上の壁電圧が弱められ、データ電極Ｄｋ上の壁電圧も書込み動
作に適した値に調整される。一方、前のサブフィールドで書込み放電および維持放電を行
わなかった放電セルについては放電することはなく、前のサブフィールドの初期化期間終
了時における壁電荷状態がそのまま保たれる。このように、選択初期化サブフィールドの
初期化動作は、前のサブフィールドで維持放電を行った放電セルにおいて初期化放電させ
る選択初期化動作である。
【００２８】
　書込み期間および維持期間については全セル初期化サブフィールドの書込み期間および
維持期間と同様であるため説明を省略する。
【００２９】
　ここで、全セル初期化期間に異常電荷消去部を設けた理由について説明する。初期化期
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間の前半部において、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに緩やかに上昇する上り傾斜波形電圧
を印加したとき、通常は走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎを陽極とし維持電極ＳＵＳ１～ＳＵ
Ｓｎを陰極とする微弱な初期化放電が発生する。しかし、パネルに封入されているキセノ
ン分圧が高くなると放電遅れが大きくなり、特にプライミングが不足している場合には、
たとえ陰極となる維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎの表面が二次電子放出係数の大きい保護層
７で覆われていても放電が大きく遅れることがある。すると、放電発生時には放電開始電
圧を大きく超えているため微弱な放電とはならず強い放電が発生してしまう。あるいはデ
ータ電極Ｄ１～Ｄｍを陰極とする強い放電が先行して発生してしまう。そして走査電極Ｓ
ＣＮ１～ＳＣＮｎ上に過剰な負の壁電荷を蓄積してしまう。すると、初期化期間の後半部
において、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに下り傾斜波形電圧を印加中に再び強い放電を発
生し、そして走査電極ＳＣＮ１～ＳＣＮｎ上に過剰な正の壁電荷を蓄積することになる。
【００３０】
　あるいは、全セル初期化サブフィールドの前のサブフィールドの書込み期間において発
生した書込み放電が弱く、走査電極、維持電極あるいはデータ電極上に蓄積されるべき壁
電圧が不足し、維持期間において維持放電を起すことができなかった放電セルには異常な
壁電荷が残留することになる。また、書込み放電自体は正常に行われた場合であっても何
らかの理由で走査電極、維持電極あるいはデータ電極上に蓄積した壁電圧が減少した場合
も同様に異常な壁電荷が残留する場合がある。そして、この異常な壁電圧をもつ放電セル
は維持期間において維持放電を起すことになる。
【００３１】
　したがって全セル初期化を行う初期化期間には、異常電荷消去部を備え走査電極上に異
常な壁電荷を蓄積した放電セルの異常電荷を消去し、その放電セルが維持期間において誤
放電することを防止している。
【００３２】
　つぎに、本発明の実施の形態における駆動方法のサブフィールド構成について説明する
。上述したように本実施の形態においては、１フィールドを１０のサブフィールド（第１
ＳＦ、第２ＳＦ、・・・、第１０ＳＦ）に分割し、各サブフィールドはそれぞれ（１、２
、３、６、１１、１８、３０、４４、６０、８０）の輝度重みをもつものとして説明する
が、サブフィールド数や各サブフィールドの輝度重みが上記の値に限定されるものではな
い。
【００３３】
　図５は、本発明の実施の形態におけるパネルの駆動方法のサブフィールド構成を示す図
であり、表示すべき画像信号のＡＰＬに基づいてサブフィールド構成を切替えている。図
５（ａ）は、ＡＰＬが０～１．５％の画像信号時に使用する構成であり、第１ＳＦの初期
化期間のみ全セル初期化動作を行い、第２ＳＦ～第１０ＳＦの初期化期間は選択初期化動
作を行うサブフィールド構成である。図５（ｂ）は、ＡＰＬが１．５～５％の画像信号時
に使用する構成であり、第１ＳＦおよび第４ＳＦの初期化期間が全セル初期化動作を行い
、第２ＳＦ、第３ＳＦと第５ＳＦ～第１０ＳＦの初期化期間は選択初期化動作を行うサブ
フィールド構成となっている。図５（ｃ）は、ＡＰＬが５～１０％の画像信号時に使用す
る構成であり、第１ＳＦ、第４ＳＦ、第１０ＳＦは全セル初期化サブフィールド、第２Ｓ
Ｆ、第３ＳＦ、第５ＳＦ～第９ＳＦは選択初期化サブフィールドとなっている。図５（ｄ
）は、ＡＰＬが１０～１５％の画像信号時に使用する構成であり、第１ＳＦ、第４ＳＦ、
第８ＳＦ、第１０ＳＦは全セル初期化サブフィールド、第２ＳＦ、第３ＳＦ、第５ＳＦ～
第７ＳＦ、第９ＳＦは選択初期化サブフィールドとなっている。図５（ｅ）は、ＡＰＬが
１５～１００％の画像信号時に使用する構成であり、第１ＳＦ、第４ＳＦ、第６ＳＦ、第
８ＳＦ、第１０ＳＦは全セル初期化サブフィールド、第２ＳＦ、第３ＳＦ、第５ＳＦ、第
７ＳＦ、第９ＳＦは選択初期化サブフィールドとなっている。表１に上述のサブフィール
ド構成とＡＰＬとの関係を示した。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
　このように、本発明の実施の形態においては、ＡＰＬの高い画像表示時においては黒表
示領域が無いかわずかの面積であると考えられるので、全セル初期化回数を増やしプライ
ミングを増やすことによって放電の安定化を図っている。逆に、ＡＰＬの低い画像表示時
においては黒の画像表示領域が広いと考えられるため全セル初期化回数を減らし、黒表示
の輝度を下げ黒表示品質を向上している。したがって、輝度の高い領域があってもＡＰＬ
が低ければ黒表示領域の輝度が低くコントラストの高い画像表示が可能となる。
【００３６】
　また、１フィールドあたりの全セル初期化動作の回数はＡＰＬに依存して決定するが、
全セル初期化期間には、走査電極に矩形波形電圧を印加して、過剰な壁電圧を蓄積してい
る放電セルに対して自己消去放電を発生させる異常電荷消去部とを設けたことにより、不
安定な初期化放電に伴う誤放電を防止することができる。
【００３７】
　なお、本実施の形態においては、１フィールドを１０ＳＦで構成し、全セル初期化回数
を１～５回に制御する例について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
表２、表３に他の実施例を示す。
【００３８】
【表２】

【００３９】
【表３】

【００４０】
　表２には全セル初期化回数を１～４回の範囲で制御し、全セル初期化を行うサブフィー
ルドも変化させた例を示した。また、表３には全セル初期化回数を１～３回の範囲で制御
し、先頭に近いサブフィールドの初期化を優先する例を示した。
【００４１】
　また、本実施の形態の全セル初期化期間の異常電荷消去部は、走査電極ＳＣＮ１～ＳＣ
Ｎｎに放電開始電圧に満たない正の電圧Ｖｍ（Ｖ）を５～２０μｓの間印加した後、３μ
ｓ以下の短い時間負の電圧Ｖａ（Ｖ）を印加するものとしたが、本発明はこれに限定され
るものではない。図６は異常電荷消去部における他の駆動電圧波形図である。図６（ａ）
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に示す駆動電圧波形は、維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎを０（Ｖ）に戻し、走査電極ＳＣＮ
１～ＳＣＮｎに放電開始電圧に満たない正の電圧Ｖｍ（Ｖ）を３μｓ以下の短い間印加し
て壁電荷を消去する、いわゆる細幅消去波形である。この方法は電圧印加時間が短いため
、異常な壁電圧が蓄積している放電セルに対して放電を発生させない確率がやや高くなる
が、異常電荷消去部に要する時間を非常に短くすることができるという利点がある。図６
（ｂ）に示す駆動電圧波形は、維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎを０（Ｖ）に戻し、走査電極
ＳＣＮ１～ＳＣＮｎに放電開始電圧に満たない正の電圧Ｖｍ（Ｖ）を５μｓ程度の時間印
加して異常な壁電圧が蓄積している放電セルに対して放電を発生させ、壁電圧を反転させ
る。つぎに、維持電極ＳＵＳ１～ＳＵＳｎをＶｈ（Ｖ）に保持し、走査電極ＳＣＮ１～Ｓ
ＣＮｎには下り傾斜波形電圧を印加することにより反転した壁電圧を減少させる。この方
法は傾斜波形電圧を用いるため異常電荷消去部に要する時間が長くなるという短所がある
ものの、各電極の壁電圧調整を行うため、つづく書込み期間において正常な書込み動作が
可能となる。
【００４２】
　さらに、図４、あるいは図６に示した異常電荷消去部を全セル初期化期間に複数回繰り
返し設けることにより、異常な壁電荷を蓄積している放電セルに対して確実に異常壁電荷
を消去することができる。
【００４３】
　このように、本発明の実施の形態のパネルの駆動方法によれば、パネルに封入されてい
る放電ガスのキセノン分圧を増加させたパネルであっても、全セル初期化期間において、
過剰な壁電圧を蓄積している放電セルに対して自己消去放電を発生させる異常電荷消去部
を設けたことにより、良好な品質で画像表示させることが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明のパネルの駆動方法は、初期化放電を安定化させることによって、良好な品質で
画像表示させることができ、プラズマディスプレイパネルを用いた画像表示装置等として
有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施の形態に用いるパネルの要部を示す斜視図
【図２】本発明の実施の形態におけるパネルの電極配列図
【図３】同パネルの駆動方法を用いたプラズマディスプレイ装置の構成図
【図４】同パネルの各電極に印加する駆動波形図
【図５】同パネルの駆動方法のサブフィールド構成を示す図
【図６】本発明の他の実施の形態におけるパネルの各電極に印加する駆動波形図
【符号の説明】
【００４６】
　１　　パネル
　２　　前面基板
　３　　背面基板
　４　　走査電極
　５　　維持電極
　９　　データ電極
　１５　　タイミング発生回路
　３０　　ＡＰＬ検出部
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