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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段となる容量性負荷に維持放電電圧を印加して画像表示を行うプラズマディスプ
レイパネルと、
　上記容量性負荷に形成された電極に対して時間経過とともに電圧値が増大するスロープ
波を供給するスロープ波形発生回路と、
　上記スロープ波形発生回路を制御する制御信号を出力する制御回路とを備え、
　上記スロープ波形発生回路は、
　上記電極に電圧を供給する定電流回路と、
　互いに異なる電圧を供給する複数の電源と、
　上記制御信号に応じて上記複数の電源の接続を変えて、何れか１つの電源と上記定電流
回路とを接続するスイッチング回路とを備え、
　上記スイッチング回路は、上記制御信号に応じて、上記電極に供給する電圧と基準電位
との電位差が小さい順に使用する電源の接続を順次変えることを特徴とするプラズマディ
スプレイ装置。
【請求項２】
　表示手段となる容量性負荷に維持放電電圧を印加して画像表示を行うプラズマディスプ
レイパネルと、
　上記容量性負荷に形成された電極に対して時間経過とともに電圧値が減少するスロープ
波を供給するスロープ波形発生回路と、
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　上記スロープ波形発生回路を制御する制御信号を出力する制御回路とを備え、
　上記スロープ波形発生回路は、
　上記電極に電圧を供給する定電流回路と、
　互いに異なる電圧を供給する複数の電源と、
　上記制御信号に応じて上記複数の電源の接続を変えて、何れか１つの電源と上記定電流
回路とを接続するスイッチング回路とを備え、
　上記スイッチング回路は、上記制御信号に応じて、上記電極に供給する電圧と基準電位
との電位差が小さい順に使用する電源の接続を順次変えることを特徴とするプラズマディ
スプレイ装置。
【請求項３】
　上記スイッチング回路は、使用している電源が供給可能な電圧に、上記電極に供給され
ている電圧が達した場合に、使用する電源の接続を変えることを特徴とする請求項１又は
２記載のプラズマディスプレイ装置。
【請求項４】
　上記電源の数はＮ個（Ｎは２以上の自然数）であり、
　各電源が供給可能な電圧は、上記スロープ波での最終到達電圧をＮ等分した各電圧にそ
れぞれ対応することを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のプラズマディスプレ
イ装置。
【請求項５】
　上記スロープ波形発生回路は、
　上記スロープ波での最終到達電圧の（ｉ／Ｎ）（ｉは１～（Ｎ－１）の自然数）の電圧
を供給する第ｉの電源と、第ｉのスイッチング素子と、当該第ｉの電源と当該第ｉのスイ
ッチング素子の一端との間に直列に接続された第ｉのダイオードを１組として、
　第（ｉ＋１）のスイッチング素子の一端と第（ｉ＋１）のダイオードとの相互接続点に
、上記第ｉのスイッチング素子の他端を接続し、
　第（Ｎ－１）のスイッチング素子の他端を、上記最終到達電圧を供給する第Ｎの電源に
接続して構成されていることを特徴とする請求項４記載のプラズマディスプレイ装置。
【請求項６】
　表示手段となる容量性負荷に維持放電電圧を印加して画像表示を行うプラズマディスプ
レイパネルと、上記容量性負荷に形成された電極に対して時間経過とともに電圧値が増大
するスロープ波を定電流回路を介して供給するスロープ波形発生回路とを備えたプラズマ
ディスプレイ装置の駆動方法であって、
　互いに異なる複数の電源電圧の上記定電流回路への供給を、上記電極に供給する電圧と
基準電位との電位差が小さい順に、順次変えるようにすることを特徴とするプラズマディ
スプレイ装置の駆動方法。
【請求項７】
　表示手段となる容量性負荷に維持放電電圧を印加して画像表示を行うプラズマディスプ
レイパネルと、上記容量性負荷に形成された電極に対して時間経過とともに電圧値が減少
するスロープ波を定電流回路を介して供給するスロープ波形発生回路とを備えたプラズマ
ディスプレイ装置の駆動方法であって、
　互いに異なる複数の電源電圧の上記定電流回路への供給を、上記電極に供給する電圧と
基準電位との電位差が小さい順に、順次変えるようにすることを特徴とするプラズマディ
スプレイ装置の駆動方法。
【請求項８】
　上記電極に供給されている電圧が、供給している電源電圧が供給可能な電圧に達した場
合に、電源電圧の接続を変えることを特徴とする請求項６又は７記載のプラズマディスプ
レイ装置の駆動方法。
【請求項９】
　上記スロープ波での最終到達電圧をＮ等分した各電圧を供給可能なＮ個の電源電圧の上
記定電流回路への供給を変えることを特徴とする請求項６～８の何れか１項に記載のプラ
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ズマディスプレイ装置の駆動方法。
【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装置及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマディスプレイ装置では、アドレス指定により各表示セルの点灯又は非点灯を選
択するのに先んじて、表示セルの初期化が行われる。表示セルの初期化では表示セルに対
する書き込み動作や消去動作が行われるが、背景発光によるコントラスト低下を抑制する
ために微弱放電による書き込みや消去が行われている。この各表示セルにおける微弱放電
は、一般に、時間の経過に伴って電圧が変化する傾斜波形（スロープ波形）を用いて実現
される（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】国際公開第９７／２０３０１号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のプラズマディスプレイ装置においては、通常、傾斜波形（スロープ波形）での最
終到達電圧を出力可能な１つの電源から、定電流回路を介して表示セルの電極に電力を供
給することによりスロープ波形を生成する。そのため、駆動回路には、電源電圧と電極の
電圧との差が印加される。
【０００５】
　ここで、プラズマディスプレイ装置にて表示パネルが大型化すると、その駆動に係る負
荷が増大する。一方、上述したようなスロープ波形において最終到達電圧に達するまでの
時間は、表示パネルの大きさにかかわらずほぼ同じ時間が規定される。したがって、表示
パネルが大型化されると、上述したようなスロープ波形の印加に要する電流が増加し、無
効電力（損失）の増加による部品温度の上昇等の問題がある。また、表示パネルの大型化
に伴って、表示パネルにおける表示セルの均一性が損なわれた場合も、表示セルを初期化
するためのスロープ波形の印加回数が増加することにより、無効電力の増加による部品温
度の上昇等の問題がある。
【０００６】
　本発明は、スロープ波形の印加に係る駆動回路の損失を低減することができるプラズマ
ディスプレイ装置及びそ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】
【０００７】
　本発明のプラズマディスプレイ装置は、表示手段となる容量性負荷に維持放電電圧を印
加して画像表示を行うプラズマディスプレイパネルと、上記容量性負荷に形成された電極
に対して時間経過とともに電圧値が増大又は減少するスロープ波を供給するスロープ波形
発生回路と、上記スロープ波形発生回路を制御する制御信号を出力する制御回路とを備え
、上記スロープ波形発生回路は、上記電極に電圧を供給する定電流回路と、互いに異なる
電圧を供給する複数の電源と、上記制御信号に応じて上記複数の電源の接続を変えて、何
れか１つの電源と上記定電流回路とを接続するスイッチング回路とを備え、上記スイッチ
ング回路は、上記制御信号に応じて、上記電極に供給する電圧と基準電位との電位差が小
さい順に使用する電源の接続を順次変えることを特徴とする。
　本発明のプラズマディスプレイ装置の駆動方法は、表示手段となる容量性負荷に維持放
電電圧を印加して画像表示を行うプラズマディスプレイパネルと、上記容量性負荷に形成
された電極に対して時間経過とともに電圧値が増大又は減少するスロープ波を定電流回路
を介して供給するスロープ波形発生回路とを備えたプラズマディスプレイ装置の駆動方法
であって、互いに異なる複数の電源電圧の上記定電流回路への供給を、上記電極に供給す
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る電圧と基準電位との電位差が小さい順に、順次変えるようにすることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、時間経過とともに電圧が変化するスロープ波を電極に供給する場合に
、供給する電圧と基準電位との電位差が小さい順に使用する電源の接続を順次変えて電極
に電圧を供給するので、駆動回路にかかる電源の電圧と電極の電圧との差を従来よりも小
さくし、駆動回路の損失を低減することができる。したがって、スロープ波の供給に係る
無効電力の増加を抑制し、無効電力による発熱を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成例を示す図である。
本実施形態におけるプラズマディスプレイ装置１は、第１の基板に互いに平行な走査電極
Ｙ１～Ｙｎ及び共通電極Ｘが設けられるとともに、第１の基板に対向する第２の基板にこ
れらの電極Ｙ１～Ｙｎ、Ｘと直交する方向に（交差するように）アドレス電極Ａ１～Ａｍ
が設けられている。共通電極Ｘは、各走査電極Ｙ１～Ｙｎに対応してこれに接近して設け
られ、一端が互いに共通に接続されている。
【００１０】
　表示パネルＰは、ｎ行ｍ列のマトリクス状に配置された複数のセルを備える。各セルＣ
ｉｊは、アドレス電極Ａｉ及び走査電極Ｙｊの交点並びにそれに対応して隣接する共通電
極Ｘにより形成される。このセルＣｉｊが表示画像の１画素に対応し、表示パネルＰは２
次元画像を表示することができる。
【００１１】
　共通電極Ｘの共通端は、共通電極Ｘに所定の電圧（駆動パルス）を供給するＸ側回路２
の出力端に接続されている。また、各走査電極Ｙ１～Ｙｎは、走査電極Ｙ１～Ｙｎに所定
の電圧（駆動パルス）を供給するＹ側回路３の出力端に接続されている。アドレス電極Ａ
１～Ａｍは、アドレス電極Ａ１～Ａｍに所定の電圧（駆動パルス）を印加するアドレス側
回路４の出力端に接続されている。
【００１２】
　Ｘ側回路２は放電を繰り返す回路からなり、Ｙ側回路３は線順次走査する回路と放電を
繰り返す回路とからなる。また、アドレス側回路４は表示すべき列を選択する回路からな
る。Ｘ側回路２、Ｙ側回路３、及びアドレス側回路４は、制御回路５から供給される制御
信号により制御される。Ｙ側回路３内の線順次走査する回路とアドレス側回路４とにより
どこのセルを点灯させるかを決め、Ｘ側回路２とＹ側回路３内の放電を繰り返す回路とに
より放電を繰り返すことによって、プラズマディスプレイ装置の表示動作を行う。
【００１３】
　制御回路５は、外部からの表示データＤ、表示データＤの読み込みタイミングを示すク
ロックＣＬＫ、水平同期信号ＨＳ、及び垂直同期信号ＶＳに基づいて、上記制御信号を生
成し、Ｘ側回路２、Ｙ側回路３、及びアドレス側回路４に供給する。
【００１４】
　図２は、図１に示したプラズマディスプレイ装置の駆動回路の構成例を示す図である。
図２に示す駆動回路は、図１におけるＸ側回路２及びＹ側回路３に対応するものである。
【００１５】
　図２において、表示手段となる容量負荷（以下、「負荷」と称す。）１０は、１つの共
通電極Ｘと１つの走査電極Ｙとの間に形成されているセルの合計の容量である。負荷１０
には、共通電極Ｘ及び走査電極Ｙが形成されている。ここで、走査電極Ｙとは、上述した
複数の走査電極Ｙ１～Ｙｎの中の任意の走査電極である。
【００１６】
　走査電極Ｙを駆動するためのＹ側回路は、１つのコンデンサＣＹ１と５つのスイッチＳ
ＷＹ１～ＳＷＹ５を備える。また、Ｙ側回路は、スロープ波形発生回路２０を備える。
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　スイッチＳＷＹ１、ＳＷＹ２は、電源から供給される電圧Ｖｓの電源ライン（電源線）
と基準電位としてのグランド（ＧＮＤ）との間に直列に接続される。２つのスイッチＳＷ
Ｙ１、ＳＷＹ２の相互接続点にはコンデンサＣＹ１の一方の端子が接続され、コンデンサ
ＣＹ１の他方の端子とグランドとの間にはスイッチＳＷＹ３が接続される。なお、コンデ
ンサＣＹ１の一方の端子に接続される信号ラインを第１の信号ラインＯＵＴＡＹとし、他
方の端子に接続される信号ラインを第２の信号ラインＯＵＴＢＹとする。
【００１７】
　スイッチＳＷＹ４、ＳＷＹ５は、コンデンサＣＹ１の両端に直列に接続される。すなわ
ち、スイッチＳＷＹ４、ＳＷＹ５は、第１及び第２の信号ラインＯＵＴＡＹ、ＯＵＴＢＹ
間に直列接続される。２つのスイッチＳＷＹ４、ＳＷＹ５の相互接続点は、出力ラインＯ
ＵＴＣＹを介して負荷１０の走査電極Ｙに接続される。
【００１８】
　スロープ波形発生回路２０は、第２の信号ラインＯＵＴＢＹに接続され、信号レベル（
電圧）が時間の経過とともに変化するスロープ波（傾斜波、ランプ波、鈍波ともいう。）
を生成し出力する。なお、本実施形態では、スロープ波における信号レベルの変化率は、
経過時間にかかわらず一定とする。
【００１９】
　共通電極Ｘを駆動するためのＸ側回路は、１つのコンデンサＣＸ１と５つのスイッチＳ
ＷＸ１～ＳＷＸ５を備える。
　スイッチＳＷＸ１、ＳＷＸ２は、電源から供給される電圧Ｖｓの電源ラインと基準電位
としてのグランド（ＧＮＤ）との間に直列に接続される。２つのスイッチＳＷＸ１、ＳＷ
Ｘ２の相互接続点にはコンデンサＣＸ１の一方の端子が接続され、コンデンサＣＸ１の他
方の端子とグランドとの間にはスイッチＳＷＸ３が接続される。なお、コンデンサＣＸ１
の一方の端子に接続される信号ラインを第３の信号ラインＯＵＴＡＸとし、他方の端子に
接続される信号ラインを第４の信号ラインＯＵＴＢＸとする。
【００２０】
　スイッチＳＷＸ４、ＳＷＸ５は、コンデンサＣＸ１の両端に直列に接続される。すなわ
ち、スイッチＳＷＸ４、ＳＷＸ５は、第３及び第４の信号ラインＯＵＴＡＸ、ＯＵＴＢＸ
間に直列接続される。２つのスイッチＳＷＸ４、ＳＷＸ５の相互接続点は、出力ラインＯ
ＵＴＣＸを介して負荷１０の共通電極Ｘに接続される。
【００２１】
　図２に示した駆動回路のＹ側において、スイッチＳＷＹ１、ＳＷＹ３、及びＳＷＹ４を
オンにし、スイッチＳＷＹ２、ＳＷＹ５をオフにすることで、コンデンサＣＹ１にスイッ
チＳＷＹ１、ＳＷＹ３により与えられる電圧Ｖｓに応じた電荷が蓄積されるとともに、第
１の信号ラインＯＵＴＡＹの電圧Ｖｓが出力ラインＯＵＴＣＹを介して負荷１０に印加さ
れる。
【００２２】
　また、コンデンサＣＹ１に電圧Ｖｓに応じた電荷が蓄積された状態で、スイッチＳＷＹ
２、ＳＷＹ５をオンにし、スイッチＳＷＹ１、ＳＷＹ３、ＳＷＹ４をオフにすることで、
第２の信号ラインＯＵＴＢＹの電圧が（－Ｖｓ）となり、その電圧（－Ｖｓ）が出力ライ
ンＯＵＴＣＹを介して負荷１０に印加される。
【００２３】
　このようにして、負荷１０の走査電極Ｙに対して正の電圧Ｖｓと負の電圧（－Ｖｓ）と
を交互に印加する。同様に、負荷１０の共通電極Ｘに対しても、同様のスイッチング制御
を行うことにより、正の電圧Ｖｓと負の電圧（－Ｖｓ）とを交互に印加する。このとき、
走査電極Ｙ及び共通電極Ｘに印加する電圧（±Ｖｓ）は、互いに位相が逆の関係となるよ
うにする。すなわち、走査電極Ｙに正の電圧Ｖｓが印加されている場合には、共通電極Ｘ
に負の電圧（－Ｖｓ）を印加するようにする。これにより、走査電極Ｙと共通電極Ｘとの
間に維持放電を行うことが可能な電位差を生じさせることができる。
【００２４】
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　図３は、図１に示したプラズマディスプレイ装置の基本動作例を示す波形図である。図
３は、１フレームを構成する複数のサブフィールドのうちの１つのサブフィールド分にお
いて、共通電極Ｘ、走査電極Ｙ、アドレス電極Ａに対して印加する駆動パルス（電圧）の
波形例を示している。１つのサブフィールドは、全面書き込み期間及び全面消去期間から
なるリセット期間Ｔｒと、アドレス期間Ｔａと、維持放電期間Ｔｓとに区分される。リセ
ット期間Ｔｒでは、表示セルの初期化を行い、アドレス期間Ｔａでは、アドレス指定によ
り各表示セルの点灯又は非点灯を選択することができる。選択されたセルはサステイン期
間Ｔｓで発光を行う。
【００２５】
　リセット期間においては、まず、共通電極Ｘに印加する電圧が基準電位としてのグラン
ドレベルから（－Ｖｓ）に引き下げられる。一方、スロープ波形発生回路２０により走査
電極Ｙに印加される電圧が時間経過とともに徐々に上昇して、最終的に書き込み電圧Ｖｗ
が走査電極Ｙに印加される。
【００２６】
　このようにして、共通電極Ｘと走査電極Ｙにリセットパルスが印加されて電極間の電位
差が（Ｖｓ＋Ｖｗ）となり、以前の表示状態にかかわらず、全表示ラインの全セルで放電
が行われ、壁電荷が形成される（全面書き込み）。
【００２７】
　次に、共通電極Ｘ及び走査電極Ｙの電圧をグランドレベルに戻した後、共通電極Ｘに対
する電圧がグランドレベルからＶｓまで引き上げるとともに、走査電極Ｙに対する電圧が
印加される電圧が、スロープ波形発生回路２０により時間経過とともに徐々に下降し最終
的に電圧（－Ｖｗ）に引き下げられる。これにより、全セルにおいて壁電荷自身の電圧が
放電開始電圧を越えて放電が開始され、蓄積されていた壁電荷が消去される（全面消去）
。
【００２８】
　次に、アドレス期間においては、入力映像信号（表示データ）に応じて各セルのオン／
オフを行うために、線順次でアドレス放電が行われる。このとき、共通電極Ｘには、電圧
Ｖｓが印加される。また、ある表示ラインに相当する走査電極Ｙに電圧を印加するときに
は、線順次により選択された走査電極Ｙには（－Ｖｓ）レベルのスキャンパルス、非選択
の走査電極Ｙにはグランドレベルの電圧が印加される。
【００２９】
　このとき、各アドレス電極Ａ１～Ａｍ中の維持放電を起こすセル、すなわち点灯させる
セルに対応するアドレス電極Ａｊには、電圧Ｖａのアドレスパルスが選択的に印加される
。この結果、点灯させるセルのアドレス電極Ａｊと線順次で選択された走査電極Ｙとの間
で放電が起こり、これをプライミング（種火）として共通電極Ｘ及び走査電極Ｙの上のＭ
ｇＯ保護膜面に、次の維持放電が可能な量の壁電荷が蓄積される。
【００３０】
　その後、維持放電期間になると、各表示ラインの共通電極Ｘと走査電極Ｙとに互いに極
性の異なる電圧（＋Ｖｓ、－Ｖｓ）を交互に印加して維持放電を行い、１サブフィールド
の映像を表示する。なお、互いに極性の異なる電圧を交互に印加する動作は、サステイン
動作と呼ばれ、サステイン動作中の電圧（＋Ｖｓ、－Ｖｓ）のパルスはサステインパルス
と呼ばれる。
【００３１】
　以下に、本発明の実施形態におけるスロープ波形発生回路２０について説明する。スロ
ープ波形発生回路２０は、上述したように信号レベル（電圧）が経過時間にかかわらず一
定の変化率で、時間の経過とともに変化するスロープ波を生成し出力する。以下では一例
として、図３に示したリセット期間Ｔｒにおいて走査電極Ｙに印加される、最終到達電圧
がＶｗ又は（－Ｖｗ）のスロープ波を生成出力するスロープ波形発生回路２０について説
明する。
【００３２】
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（第１の実施形態）
　図４は、本発明の第１の実施形態におけるスロープ波形発生回路２０の一例を示す図で
ある。第１の実施形態におけるスロープ波形発生回路２０は、最終到達電圧が基準電圧に
対して正の電圧Ｖｗのスロープ波を生成出力する。
【００３３】
　図４（Ａ）は、第１の実施形態におけるスロープ波形発生回路の構成例を示している。
　図４（Ａ）において、１０１は電圧Ｖ１を供給する第１の電源であり、１０２は電圧Ｖ
２を供給する第２の電源である。ここで、電圧Ｖ２は、スロープ波の最終到達電圧Ｖｗに
等しく、電圧Ｖ１は電圧Ｖ２の略（１／２）の電圧である。なお、電圧Ｖ１は、後述する
ように無効電力（損失）を最小とするために電圧Ｖ２の（１／２）の電圧であることが望
ましい。
【００３４】
　１０３はスイッチング回路である。スイッチング回路１０３の第１の端子ＴＡが第１の
電源１０１に接続され、第２の端子ＴＢが第２の電源１０２に接続される。また、スイッ
チング回路１０３の第３の端子ＴＣが定電流回路１０５を介して走査電極Ｙ１０４に接続
される。スイッチング回路１０３は、電源切替信号ＶＣＰにより制御され、第１の端子Ｔ
Ａと第３の端子ＴＣ、あるいは第２の端子ＴＡと第３の端子ＴＣが選択的に接続される。
【００３５】
　定電流回路１０５は、走査電極Ｙ１０４に電力供給するためのものであり、スロープ波
を発生させるための駆動信号ＤＲＰにより制御される。
　ここで、電源切替信号ＶＣＰ及び駆動信号ＤＲＰは、図１に示した制御回路５より供給
される。
【００３６】
　図４（Ｂ）は、図４（Ａ）に示したスロープ波形発生回路の動作例を示している。
　走査電極Ｙ１０４に図４（Ｂ）に示す最終到達電圧Ｖ２のスロープ波を印加する場合、
まず、駆動信号ＤＲＰがオンとなり定電流回路１０５がオンとなる。このとき、スイッチ
ング回路１０３では、供給される電源切替信号ＶＣＰに応じて、第１の端子ＴＡと第３の
端子ＴＣとが接続されている。したがって、走査電極Ｙ１０４には、定電流回路１０５を
介して第１の電源１０１から電力が供給される（時刻Ｔ１１）。
【００３７】
　そして、時間の経過とともに走査電極Ｙ１０４に印加される電圧が上昇し電圧Ｖ１に達
すると（時刻Ｔ１２）、電源切替信号ＶＣＰが切り替えられ、その電源切替信号ＶＣＰに
応じて、スイッチング回路１０３では第２の端子ＴＢと第３の端子ＴＣとが接続される。
したがって、走査電極Ｙ１０４には、定電流回路１０５を介して第２の電源１０２から電
力が供給される。そして、走査電極Ｙ１０４に印加される電圧が最終到達電圧Ｖ２に達し
た後、駆動信号ＤＲＰがオフとなり定電流回路１０５がオフとなる（時刻Ｔ１３）。
【００３８】
　このように、本実施形態では電圧Ｖ１、Ｖ２をそれぞれ供給する電源１０１、１０２を
用い、電源１０１により電圧Ｖ１を印加した後、それに引き続いて電源１０２により電圧
Ｖ２を印加することにより、最終到達電圧Ｖ２のスロープ波を走査電極Ｙ１０４に印加す
る。つまり、供給する電圧と基準電位（グランドレベル）との電位差が小さい電源１０１
、１０２の順で電圧を供給することにより最終到達電圧Ｖ２のスロープ波を走査電極Ｙ１
０４に印加する。この間、駆動回路には電源電圧と走査電極Ｙの電圧との差がかかるが、
走査電極Ｙ１０４の印加電圧に応じて電力供給する電源１０１、１０２を切替制御するこ
とで、図４（Ｂ）に示すように損失ＰＡが低減される。例えば、電圧Ｖ１が電圧Ｖ２の１
／２の電圧である場合には、従来と比較して損失を１／２に低減することができる。なお
、図４（Ａ）において、ハッチングを施した領域の面積が本実施形態における損失ＰＡに
相当し、各軸を示す線とＰＢにより形成される三角形の面積が従来の損失ＰＢに相当する
。
【００３９】
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　図５は、第１の実施形態におけるスロープ波形発生回路の具体例を示す図である。図５
（Ａ）は、第１の実施形態におけるスロープ波形発生回路の具体的な構成例を示している
。１１１は電圧Ｖ１を供給する第１の電源であり、１１２は電圧Ｖ２を供給する第２の電
源である。ここで、電圧Ｖ２は、スロープ波の最終到達電圧Ｖｗに等しく、電圧Ｖ１は電
圧Ｖ２の１／２の電圧である。
【００４０】
　ＴＲ１はスイッチング素子としてのＭＯＳトランジスタであり、Ｄ１はダイオードであ
る。このＭＯＳトランジスタＴＲ１及びダイオードＤ１は、図４（Ａ）に示したスイッチ
ング回路１０３に対応する。ＴＲ２は定電流回路としてのトランジスタであり、図４（Ａ
）に示した定電流回路１０５に対応する。ダイオードＤ１は、カソードがトランジスタＴ
Ｒ２のコレクタに接続され、アノードが電源１１１に接続される。
【００４１】
　ＭＯＳトランジスタＴＲ１は、ゲートに電源切替信号ＶＣ１が供給され、電源切替信号
ＶＣ１に応じてオン／オフ制御される。トランジスタＴＲ２は、ベースに駆動信号ＤＲ１
が供給され、駆動信号ＤＲ１に応じてオン／オフ制御される。これら電源切替信号ＶＣ１
及び駆動信号ＤＲ１は、図４（Ａ）に示した電源切替信号ＶＣＰ及び駆動信号ＤＲＰにそ
れぞれ対応する。
【００４２】
　次に、図５（Ａ）に示したスロープ波形発生回路の動作例を図５（Ｂ）を参照して説明
する。
　走査電極Ｙ１１３に最終到達電圧Ｖ２のスロープ波を印加する場合、まず、駆動信号Ｄ
Ｒ１がオンとなり、電源切替信号ＶＣ１はオフを維持する。これにより、トランジスタＴ
Ｒ２がオンとなる。したがって、ダイオードＤ１及びトランジスタＴＲ２を介して、第１
の電源１１１から走査電極１１３に電力が供給される（時刻Ｔ２１）。
【００４３】
　そして、時間の経過とともに走査電極Ｙ１１３に印加される電圧が上昇し電圧Ｖ１に達
すると（時刻Ｔ２２）、電源切替信号ＶＣ１がオンとなり、ＭＯＳトランジスタＴＲ１が
オンとなる。このとき、トランジスタＴＲ２のコレクタの電位は、電圧Ｖ１より高いので
ダイオードＤ１はカットオフ状態となる。したがって、ＭＯＳトランジスタＴＲ１及びト
ランジスタＴＲ２を介して、第２の電源１１２から電力が供給される。
【００４４】
　そして、走査電極Ｙ１１３に印加される電圧が最終到達電圧Ｖ２に達した後、駆動信号
ＤＲ１及び電源切替信号ＶＣ１がオフとなる（時刻Ｔ２３）。
【００４５】
　このように、ＭＯＳトランジスタＴＲ１をオフしたままトランジスタＴＲ２をオンにし
て電源１０１から走査電極Ｙ１１３に電力を供給する。そして、走査電極Ｙ１１３に印加
される電圧がＶ１に達すると、ＭＯＳトランジスタＴＲ１をオンにして、電源切替を行い
、電源１０２から走査電極Ｙ１１３に電力を供給する。これにより、駆動回路における損
失を低減することができる。
【００４６】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　第２の実施形態におけるスロープ波形発生回路２０は、最終到達電圧が基準電圧に対し
て負の電圧（－Ｖｗ）のスロープ波を生成出力するものである。
【００４７】
　図６は、第２の実施形態におけるスロープ波形発生回路の構成例を示す図である。
　図６において、１２１は電圧Ｖ３を供給する第３の電源であり、１２２は電圧Ｖ４を供
給する第４の電源である。ここで、電圧Ｖ４は、スロープ波の最終到達電圧（－Ｖｗ）に
等しく、電圧Ｖ３は電圧Ｖ４の略（１／２）の電圧である。なお、電圧Ｖ３も、無効電力
（損失）を最小とするために電圧Ｖ４の（１／２）の電圧であることが望ましい。
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【００４８】
　１２３はスイッチング回路である。スイッチング回路１２３の第１の端子ＴＤが第３の
電源１２１に接続され、第２の端子ＴＥが第４の電源１２２に接続される。また、スイッ
チング回路１２３の第３の端子ＴＦが定電流回路１２５を介して走査電極Ｙ１２４に接続
される。スイッチング回路１２３は、電源切替信号ＶＣＮにより制御され、第１の端子Ｔ
Ｄと第３の端子ＴＦ、あるいは第２の端子ＴＤと第３の端子ＴＦが選択的に接続される。
【００４９】
　定電流回路１２５は、走査電極Ｙ１２４に電力供給するためのものであり、スロープ波
を発生させるための駆動信号ＤＲＮにより制御される。
　ここで、電源切替信号ＶＣＮ及び駆動信号ＤＲＮは、図１に示した制御回路５より供給
される。
【００５０】
　まず、駆動信号ＤＲＮがオンとなり定電流回路１２５がオンとなる。このとき、スイッ
チング回路１２３では、供給される電源切替信号ＶＣＮに応じて、第１の端子ＴＤと第３
の端子ＴＦとが接続されている。したがって、走査電極Ｙ１２４から、定電流回路１２５
を介して第３の電源１２１に電力が供給される。
【００５１】
　そして、走査電極Ｙ１２４の電圧が電圧Ｖ３に達すると、電源切替信号ＶＣＮが切り替
えられ、その電源切替信号ＶＣＮに応じて、スイッチング回路１２３では第２の端子ＴＥ
と第３の端子ＴＦとが接続される。したがって、走査電極Ｙ１２４から、定電流回路１２
５を介して第４の電源１２２に電力が供給される。その後、駆動信号ＤＲＮがオフとなり
定電流回路１２５がオフとなる。
　このように構成することで、走査電極Ｙ１０４に最終到達電圧Ｖ４のスロープ波を印加
する場合の駆動回路における損失を低減することができる。
【００５２】
　図７は、第２の実施形態におけるスロープ波形発生回路の具体的な構成例を示す図であ
る。１３１は電圧Ｖ３を供給する第３の電源であり、１３２は電圧Ｖ４を供給する第４の
電源である。ここで、電圧Ｖ４は、スロープ波の最終到達電圧（－Ｖｗ）に等しく、電圧
Ｖ３は電圧Ｖ４の１／２の電圧である。
【００５３】
　ＴＲ３は定電流回路としてのＭＯＳトランジスタであり、Ｒ１は抵抗である。このＭＯ
ＳトランジスタＴＲ３及び抵抗Ｒ１は、図６に示した定電流回路１２５に対応する。また
、ＴＲ４はスイッチング素子としてのＭＯＳトランジスタであり、Ｄ２はダイオードであ
る。このＭＯＳトランジスタＴＲ４及びダイオードＤ２は、図６に示したスイッチング回
路１２３に対応する。
【００５４】
　ＭＯＳトランジスタＴＲ３は、ソースに駆動信号ＤＲ２が供給され、駆動信号ＤＲ２に
応じてオン／オフ制御される。ＭＯＳトランジスタＴＲ４は、ゲートに電源切替信号ＶＣ
２が供給され、電源切替信号ＶＣ２に応じてオン／オフ制御される。これら駆動信号ＤＲ
２及び電源切替信号ＶＣ２は、図６に示した駆動信号ＤＲＮ及び電源切替信号ＶＣＮにそ
れぞれ対応する。
【００５５】
　走査電極Ｙ１３３に最終到達電圧Ｖ４のスロープ波を印加する場合、まず、駆動信号Ｄ
Ｒ２がオンとなり、電源切替信号ＶＣ２はオフを維持することで、ＭＯＳトランジスタＴ
Ｒ３のみをオンにする。したがって、ダイオードＤ２及びＭＯＳトランジスタＴＲ３を介
して、走査電極１３３から第３の電源１３１に電力が供給される。
【００５６】
　そして、走査電極Ｙ１３３の電圧が電圧Ｖ３に達すると、電源切替信号ＶＣ２がオンと
なり、ＭＯＳトランジスタＴＲ４がオンとなり、ダイオードＤ２がカットオフ状態となる
。したがって、ＭＯＳトランジスタＴＲ３及びＭＯＳトランジスタＴＲ４を介して、走査
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電極１３３から第４の電源１３２に電力が供給される。そして、走査電極Ｙ１１３に印加
される電圧が最終到達電圧Ｖ４に達した後、駆動信号ＤＲ２及び電源切替信号ＶＣ２がオ
フとなる。
　これにより、走査電極Ｙ１３３に最終到達電圧Ｖ４のスロープ波を印加する場合の駆動
回路における損失を低減することができる。
【００５７】
（その他の実施形態）
　上述した実施形態では、スロープ波の最終到達電圧に対応する電圧を供給する電源と、
その電圧の略１／２の電圧を供給する電源との２つの電源を用いた場合について説明した
が、本発明はこれに限定されず、電源の数は任意である。
【００５８】
　図８は、本発明のその他の実施形態におけるスロープ波形発生回路の一例を示す図であ
る。図８に示すスロープ波形発生回路は、供給する電圧が互いに異なる３つの電源を用い
たものであり、最終到達電圧が基準電圧に対して正の電圧Ｖｗのスロープ波を生成出力す
る。
【００５９】
　図８において、１４１は電圧ＶＡを供給する電源Ａであり、１４２は電圧ＶＢを供給す
る電源Ｂであり、１４３は電圧ＶＣを供給する電源Ｃである。ここで、電圧ＶＣは、スロ
ープ波の最終到達電圧Ｖｗに等しく、電圧ＶＡは電圧ＶＣの略（１／３）の電圧であり、
電圧ＶＢは電圧ＶＣの略（２／３）の電圧である。なお、電圧ＶＡ、ＶＢは、無効電力（
損失）を最小とするために電圧ＶＣの（１／３）、（２／３）の電圧であることが望まし
い。
【００６０】
　１４４、１４５はスイッチング素子である。スイッチング素子１４４は、電源切替信号
ＶＣＡによりオン／オフ制御され、スイッチング素子１４５は、電源切替信号ＶＣＢによ
りオン／オフ制御される。Ｄ３、Ｄ４はダイオードである。１４７は走査電極Ｙ１４６に
電力を供給するための定電流回路であり、駆動信号ＤＲＡにより制御される。電源切替信
号ＶＣＡ、ＶＣＢ及び駆動信号ＤＲＡは、制御回路５より供給される。
【００６１】
　電源Ａ１４１はダイオードＤ３及び定電流回路１４７を介して走査電極Ｙ１４６に接続
され、電源Ｂ１４２はダイオードＤ４、スイッチング素子１４４及び定電流回路１４７を
介して走査電極Ｙ１４６に接続される。また、電源Ｃ１４３は、スイッチング素子１４５
、１４４及び定電流回路１４７を介して走査電極Ｙ１４６に接続される。
【００６２】
　次に、図８（Ａ）に示したスロープ波形発生回路の動作例を図８（Ｂ）を参照して説明
する。走査電極Ｙ１４６に最終到達電圧ＶＣのスロープ波を印加する場合、まず、駆動信
号ＤＲＡがオンとなり、電源切替信号ＶＣＡ、ＶＣＢはオフを維持する。これにより、定
電流回路１４７が動作し、ダイオードＤ３及び定電流回路１４７を介して、電源Ａ１４１
から走査電極１４６に電力が供給される（時刻Ｔ３１）。
【００６３】
　そして、時間の経過とともに電圧が上昇し走査電極Ｙ１４６の電圧がＶＡに達すると（
時刻Ｔ３２）、電源切替信号ＶＣＡがオンとなり、スイッチング素子１４４がオンとなる
。このとき、ダイオードＤ１がカットオフ状態となり、ダイオードＤ４及びスイッチング
素子１４４を介して、電源Ｂ１４２から走査電極１４６に電力が供給される。
【００６４】
　続いて、時間の経過とともに電圧が上昇し走査電極Ｙ１４６の電圧がＶＢに達すると（
時刻Ｔ３３）、さらに電源切替信号ＶＣＢがオンとなり、スイッチング素子１４５がオン
となる。このとき、ダイオードＤ１、Ｄ２がカットオフ状態となり、スイッチング素子１
４５、１４４を介して、電源Ｃ１４３から走査電極１４６に電力が供給される。
【００６５】
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　そして、走査電極Ｙ１４６に印加される電圧が最終到達電圧ＶＣに達した後、駆動信号
ＤＲＡ及び電源切替信号ＶＣＡ、ＶＣＢがオフとなる（時刻Ｔ３４）。
【００６６】
　このように、電圧の互いに異なる３つの電源を用いてスロープ波形発生回路を構成して
も、所定の電圧に達する毎に電力を供給する電源を順次切替えることで、駆動回路におけ
る損失を低減することができる。
【００６７】
　以上、説明したように、時間経過とともに信号レベル（電圧）が変化するスロープ波を
電極に印加する場合に、その電極に供給されている電圧に応じて電源を順次切り替えて電
圧を供給することで、従来よりも駆動回路の両端にかかる電位差を小さくし、駆動回路の
損失を低減することができ、無効電力による発熱を抑制することができる。
【００６８】
　なお、上述した各実施形態では、Ｙ側回路３内にスロープ波形発生回路２０を設けて、
走査電極Ｙに時間の経過とともに変化するスロープ波を印加する場合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。例えば、共通電極Ｘに時間経過とともに変化
するスロープ波を印加する場合には、Ｘ側回路２内にスロープ波形発生回路を設ければ良
いし、共通電極Ｘ及び走査電極Ｙともにスロープ波を印加する場合にはＸ側回路２及びＹ
側回路３の双方にスロープ波形発生回路を設ければ良い。
【００６９】
　また、各実施形態において定電流回路及びスイッチング素子として示したトランジスタ
は一例であり、各定電流回路及びスイッチング素子として任意のトランジスタを使用可能
である。
【００７０】
　なお、上記実施形態における低電圧側電源から高電圧側電源へ切り替えるスイッチング
回路の切り替えタイミングは、電極に供給されている電圧に基づくものである。これは、
電極に供給されている電圧を検出し、この検出電圧に基づいて切り替える、或いはこの検
出電圧と低電圧側電源電圧又は高電圧側電源電圧との比較結果に基づいて切り替えるよう
に構成しても良い。更には、電圧の上昇と時間との関係が既知である場合には、スイッチ
ング回路をスロープ波形のスタート時点からの時間に基づいて動作させても良く、本願発
明は、スイッチング回路の動作タイミングを特に限定するものではない。
【００７１】
　なお、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化のほんの一例を示
したものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならない
ものである。すなわち、本発明はその技術思想、またはその主要な特徴から逸脱すること
なく、様々な形で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の実施形態によるプラズマディスプレイ装置の構成例を示す図である。
【図２】図１に示したプラズマディスプレイ装置の駆動回路の構成例を示す図である。
【図３】図１に示したプラズマディスプレイ装置の動作例を示す波形図である。
【図４】第１の実施形態におけるスロープ波形発生回路の一例を示す図である。
【図５】第１の実施形態におけるスロープ波形発生回路の具体例を示す図である。
【図６】第２の実施形態におけるスロープ波形発生回路の構成例を示す図である。
【図７】第２の実施形態におけるスロープ波形発生回路の具体的な構成例を示す図である
。
【図８】その他の実施形態におけるスロープ波形発生回路の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００７３】
　１０１　第１の電源
　１０２　第２の電源
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　１０３　スイッチング回路
　１０４　電極
　１０５　定電流回路
　ＤＲＰ　駆動信号
　ＶＣＰ　電源切替信号

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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