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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス細管の中に放電ガスと蛍光体とを封入してなる発光糸を複数本並べたガス放電管
アレーと、各発光糸の長手方向に沿ったアドレス電極と、発光糸の長手方向と交差する方
向に延びる複数の表示電極対とを有するガス放電表示装置の駆動方法であって、
　前記駆動方法は、階調表現のできるよう１フレームをそれぞれアドレス期間とサステイ
ン期間を含んだ複数のサブフィールドで構成し、
　各サブフィールドの前記サステイン期間は、表現すべき階調に応じて前記対となる表示
電極に交互にパルス電圧を印加することにより当該表示電極対の間で行われる少なくとも
１回の面放電で発光する第１発光形態と、表示電極対の内の一方とアドレス電極に交互に
パルス電圧を印加することにより当該一方の表示電極とアドレス電極との間で行われる前
記面放電よりも弱い少なくとも１回の対向放電で発光する第２発光形態と、表示電極対に
交互にパルス電圧を印加することにより行われる少なくとも１回の面放電とそれに続いて
表示電極対の内の一方の表示電極とアドレス電極に交互にパルス電圧を印加することによ
り行われる少なくとも１回の対向放電との両方で発光する第３発光形態から選択され、
　かつ前記第２発光形態及び第３発光形態のサステイン期間において表示電極対の一方の
表示電極とアドレス電極との間で対向放電が行われる間、前記対となる表示電極の他方の
表示電極に一方の表示電極と同極性の電圧を同時に印加して表示電極対間の面放電の発生
を防止するようにしたことを特徴とするガス放電表示装置の駆動方法。
【請求項２】
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　請求項１に記載のガス放電表示装置の駆動方法において、前記第２発光形態及び第３発
光形態のサステイン期間中に前記アドレス電極に正極性のパルスを印加することにより対
となる表示電極の内のいずれか一方の表示電極と前記アドレス電極との間に対向放電を生
じさせることを特徴とするガス放電表示装置の駆動方法。
【請求項３】
　請求項２に記載のガス放電表示装置の駆動方法において、前記アドレス電極に印加する
パルスの波高値は、アドレス期間にアドレス電極に印加するアドレスパルスの波高値と同
等以上であることを特徴とするガス放電表示装置の駆動方法。
【請求項４】
　前記ガス放電表示装置が表示電極対の一方の表示電極に共通に接続されたＸドライバと
、他方の表示電極に一括してパルス電圧を印加するＹ共通ドライバ、およびアドレス電極
に接続されたアドレスドライバを備え、前記ＸドライバとＹ共通ドライバおよびアドレス
ドライバから前記パルス電圧を印加することにより請求項１乃至請求項３のいずれか１項
に記載の駆動方法を行うことを特徴とするガス放電表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放電ガスと蛍光体とを封入し、放電空間を備えた管構造を有する発光糸を多
数並べてその発光糸の外部に表示電極を形成したガス放電表示装置の駆動方法とガス放電
表示装置とに関し、より詳しくは、表示電極対とこの表示電極対に直交して配置されるア
ドレス電極とが前記放電空間を介して対向し、前記蛍光体を発光させるために、表示電極
対とアドレス電極に電圧を印加するガス放電表示装置の駆動方法とガス放電表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ガス放電表示装置の１つとして、ガス放電管を利用した表示装置が特開２００３－２０
３６０３号公報に記載されている。このガス放電管は、ガラス等の細管内に蛍光体、放電
ガスを封入した構造であり、このガス放電管を複数配列して表示装置を形成するので、大
型ディスプレイ用として、組み立て工数が少ない、軽量で低コスト、画面サイズの変更が
容易などの特徴を有している。
【０００３】
　この表示装置は、３電極放電構造を有し、前面側のガラス基板内面に、基板面に沿った
放電を生じさせるための一対の表示電極が、マトリクス表示のライン毎に一対ずつ配列さ
れ、これらの表示電極対に直交する方向に背面側のガラス基板の内面には、アドレス電極
が配列さている。そして、アドレス電極の上部を含めて、背面側のガラス基板を被覆する
ように、蛍光体層が設けられている。
【０００４】
　上記したガス放電管を利用した表示装置では、一対の表示電極とアドレス電極とで定ま
る発光領域（以下、セルと称する）を発光させるが、この発光強度は、一対の表示電極の
１回の放電（維持放電と称する）強度によって定まるので、蛍光体からの発光強度は同じ
になる。この様に１回の維持放電によって１回の発光強度が決まるので、どのようにして
階調表示を行うかを表示の１フィールドの構成を示す図１を参照して説明する。表示する
画像を例えば２５６階調表示する場合には、画面（１フレーム）に例えば１つのフィール
ド６００を対応づけ、１つのフィールドを８つのサブフィールドｓｆに分割し、各サブフ
ィールドｓｆを、リセット期間、アドレス期間、及びサステイン期間に区分する。ここで
、リセット期間は、それ以前のサステイン期間中の点灯状態の影響を防ぐため、表示画面
の壁電荷の消去を行い、各セルの荷電状態を揃える期間である。アドレス期間は、発光さ
せるべきセルを選択する期間であり、そのセルに対応するアドレス電極と一対の表示電極
の一方の電極との間でアドレス放電（対向放電）を行い、この一方の表示電極近傍に電荷
を蓄積させる。そして、階調表示を行うためには、各サブフィールドｓｆにおけるサステ
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イン期間における一対の表示電極間の発光回数を１：２：４：８：１６：３２：６４：１
２８となる様に設定し、輝度の相対比率が１：２：４：８：１６：３２：６４：１２８と
なるようにしている。つまり、各サブフィールドｓｆは、１つの階調レベルの画面表示期
間である。
【０００５】
　図１のサステイン期間の詳細を図２に示す。図２は、従来のサステイン期間中のサステ
インパルス波形図であり、アドレス電極Ａおよび１対の表示電極を構成するサステイン電
極Ｘとサステイン電極Ｙの各々に印加する電圧波形の一例である。この図２では、サステ
イン電極Ｘにパルス６６０を印加する時点では、サステイン電極Ｘ近傍（サステイン電極
Ｘ近傍の誘電体）にはプラスの壁電荷が蓄積されており、一方サテイン電極Ｙの近傍（サ
ステイン電極Ｙ近傍の誘電体）にはマイナスの壁電極が蓄積されているので、パルス６６
０を印加した場合には、サステイン電極Ｘに実行的に印加される電圧はパルス６６０のパ
ルス電圧値と壁電荷との和になり、サステイン電極Ｙの実行的な電圧はマイナスの壁電荷
によって負電位になっている。従って、サステイン電極Ｘ、Ｙ間には、パルス６６０の波
高値以上の電圧が掛かることになり、サステイン電極Ｘ、Ｙ間で維持放電が生じる。この
放電後に、サステイン電極Ｘ近傍にはマイナスの壁電荷が蓄積され、サステイン電極Ｙ近
傍にはプラスの壁電荷が蓄積され、サステイン電極Ｙにパルス６７０が印加されると、サ
ステイン電極Ｘ、Ｙ間で維持放電が生じることになり、以下、パルス６６２、６７２、６
６４、６７４、６６６、６７６が各電極に交番して印加される毎に、維持放電が生じ、維
持放電で生じた紫外線によって、蛍光体が順次発光する。
【特許文献１】特開２００３－２０３６０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記した様に、３電極面放電構造のガス放電表示装置では、一対の表示電極の間の発光
回数によって、階調表示を行っている。しかし、表示電極間の放電強度が一定であるため
、表現しようとする輝度が一回の放電の輝度の整数倍しか表現できない。そのため、従来
のガス放電表示装置の階調表現は、一発の放電で得られる輝度をベースに階段状的な階調
表現しかできない。つまり、アナログ的にスムーズな階調表現しようとするとできない。
したがって、従来の駆動方法では、２階調や３階調を表現しようとすればできるが、２．
５階調など非整数場合的な輝度を表現できない。そこで、従来の段階状的な階調表現をよ
り拡張して、よりきめの細かい階調表現が可能になる駆動方法およびガス放電表示装置を
本発明の課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、ガラス細管の中に放電ガスと蛍光体とを封入してなる発光糸を複数本並べ
たガス放電管アレーと、各発光糸の長手方向に沿ったアドレス電極と、発光糸の長手方向
と交差する方向に延びる複数の表示電極対とを有するガス放電表示装置の駆動方法であっ
て、前記駆動方法は、階調表現のできるよう１フレームをそれぞれアドレス期間とサステ
イン期間を含んだ複数のサブフィールドで構成し、各サブフィールドの前記サステイン期
間は、表現すべき階調に応じて前記対となる表示電極に交互にパルス電圧を印加すること
により当該表示電極対の間で行われる少なくとも１回の面放電で発光する第１発光形態と
、表示電極対の内の一方とアドレス電極に交互にパルス電圧を印加することにより当該一
方の表示電極とアドレス電極との間で行われる前記面放電よりも弱い少なくとも１回の対
向放電で発光する第２発光形態と、表示電極対に交互にパルス電圧を印加することにより
行われる少なくとも１回の面放電とそれに続いて表示電極対の内の一方の表示電極とアド
レス電極に交互にパルス電圧を印加することにより行われる少なくとも１回の対向放電と
の両方で発光する第３発光形態から選択され、かつ前記第２発光形態及び第３発光形態の
サステイン期間において表示電極対の一方の表示電極とアドレス電極との間で対向放電が
行われる間、前記対となる表示電極の他方の表示電極に一方の表示電極と同極性の電圧を
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同時に印加して表示電極対間の面放電の発生を防止するようにしたことを特徴とするガス
放電表示装置の駆動方法を提供するものである。
【０００８】
　また、上記ガス放電表示装置の駆動方法において、前記第２発光形態及び第３発光形態
のサステイン期間中に前記アドレス電極に正極性のパルスを印加することにより対となる
表示電極の内のいずれか一方の表示電極と前記アドレス電極との間に対向放電を生じさせ
ることを特徴とする。
【０００９】
　また、上記ガス放電表示装置の駆動方法において、前記アドレス電極に印加するパルス
の波高値は、アドレス期間にアドレス電極に印加するアドレスパルスの波高値と同等以上
であることを特徴とする。
【００１４】
　また、この発明は、前記ガス放電表示装置が表示電極対の一方の表示電極に共通に接続
されたＸドライバと、他方の表示電極に一括してパルス電圧を印加するＹ共通ドライバ、
およびアドレス電極に接続されたアドレスドライバを備え、前記ＸドライバとＹ共通ドラ
イバおよびアドレスドライバから前記パルス電圧を印加することにより請求項１乃至請求
項３のいずれか１項に記載の駆動方法を行うことを特徴とするガス放電表示装置を提供す
るものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、従来のサステイン電極間の面放電に加えて、サステイン電極およびアドレス
電極間での対向放電をも蛍光体の発光に寄与できる様に、電極駆動方法およびガス放電表
示装置を構成したので、従来のガス放電表示装置よりもより細かな階調表示が可能になる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　〔実施の形態１〕
　本発明の実施形態に好適なガス放電管表示アレーを図３に示す。ガス放電管アレー１０
０は、放電ガスと蛍光体とを封入し、放電空間を備えた管構造を有する発光糸を多数並べ
てその発光糸の外部に表示電極を形成したものであり、この発光糸に使用するガス放電管
１０は、直径０．５ｍｍ～５ｍｍ程度のガラス管内壁に二次電放出膜（例えば、ＭｇＯ膜
）を形成し、管内に蛍光体、放電ガス（例えば、Ｎｅ：９６％、Ｘｅ：４％）を配し、こ
のガラス管の両端部を封止したものである。ガス放電管表示アレー１００は、ガス放電管
１０を前面側基板２０と背面側基板３０との間に複数配列して構成される。前面側基板２
０には、一対の表示電極対１５がガス放電管１０の長手方向と直交する方向に複数配置さ
れ、各表示電極対１５間には、非発光領域１６が設けられている。背面側基板３０には、
各ガス放電管１０の長手方向にアドレス電極１２が設けられている。表示電極対１５及び
アドレス電極１２は、ガス放電管表示アレー１００を組み立てする際に、ガス放電管１０
の上側外周面、及び下側外周面とそれぞれ密着する様に接触させるが、密着性を良くする
ために、表示電極対１５、アドレス電極１２とガス放電管１０との間に導電性接着剤を介
在させて接着しても良く、この導電性接着剤は、透明なものが好ましい。
【００１７】
　また、前面側基板２０の基板材としては、ガラス板等の透明な基板材を使用することが
好ましく、ガス放電管１０と表示電極対１５との密着性をより良くするために、ＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタレート）樹脂等の可撓性を有した透明な基板材が好ましい。背面側
基板３０の基板材をして、同様にガラス板、ＰＥＴ樹脂が使用できるが、ガス放電管１０
とアドレス電極１２との密着性を向上させるために、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレー
ト）樹脂等の基板材が好ましい。前面側基板２０、背面側基板３０の両基板をＰＥＴ樹脂
などフレキシブルな基板材を使用するのが好ましいが、前面側基板２０、背面側基板３０
の一方のみにフレキシブルな基板材をしても良い。さらに、ガス放電管１０と前面側基板
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２０、背面側基板３０とを密着させるために、透明な絶縁性接着剤を介在させて接着する
ことが好ましい。
【００１８】
　このガス放電管表示アレー１００を平面的にみた場合、アドレス電極１２と表示電極対
１５との交差部が単位発光領域であるセルとなる。表示は、表示電極対１５のいずれか一
本を走査電極として用い、その走査電極と各アドレス電極１２との交差部で選択放電を発
生させて発光領域であるセルを選択し、その放電に伴って当該領域の管内面に形成された
壁電荷を利用して、表示電極対１５で維持放電を発生させる。選択放電は、上下方向に対
向する走査電極とアドレス電極１２との間のガス放電管１０内で発生される対向放電であ
り、表示放電は、平面上に平行に配置される２本の表示電極対１５のサステイン電極Ｘ１
３とサステイン電極Ｙ１４との間の面放電である。
【００１９】
　以上に説明したガス放電管表示アレー１００を使用した発明に係るガス放電表示装置２
００の概略構成を示す図４に基づいて説明する。ガス放電表示装置２００は、ガス放電管
アレー１００と駆動ユニット２１０とから構成されている。本実施の形態では、表示電極
対１５は表示画面の行方向に延び、各表示電極対１５のサステイン電極Ｙ１４は放電すべ
きセルをアドレッシングに際して行単位にセルを選択するためのスキャン電極として用い
られる。アドレス電極１２は列方向に延びており、列単位にセルを選択するための電極と
して用いられる。駆動ユニット２１０は、コントローラ２１２、データ処理回路２１４、
Ｘドライバ２１６、スキャンドライバ２１８、Ｙ共通ドライバ２２０、及びアドレスドラ
イバ２２２及び図示していない電源回路等を有している。駆動ユニット２１０にはＴＶチ
ューナ、コンピュータなどの外部装置から輝度レベル（階調レベル）（カラー表示の場合
にはＲ，Ｇ，Ｂの各色の輝度レベル）を示す画素単位のフィールドデータＤＦが、各種の
同期信号とともに入力される。このフィールドデータＤＦは、データ処理回路２１４にお
けるフレームメモリ２２４に一旦格納された後、階調表示を行うための処理がなされた後
にフレームメモリ２２４に格納され、適時、アドレスドライバ２２２に転送される。
【００２０】
　Ｘドライバ２１６は、全てのサステイン電極Ｘ１３に駆動電圧を印加する。スキャンド
ライバ２１８はアドレッシングにおいて各サステイン電極Ｙ１４に個別に駆動電圧を印加
する。Ｙ共通ドライバ２２０は点灯維持に際して全ての表示電極Ｙに一括に駆動電圧を印
加する。
【００２１】
　次に、図５はサブフィールド３０２における、アドレス電極１２（アドレス電極Ａとも
表示する。）、表示電極対１５のサステイン電極Ｘ１３、サテイン電極Ｙ１４に印加され
る印加電圧の波形図である。この図５と図４を参照して、印加電圧の詳細について説明す
る。
【００２２】
　図５のリセット期間３０４において、駆動ユニット２１０は、一対の表示電極の１つで
あるサステイン電極Ｘに面放電開始電圧（対となるサステイン電極Ｙとの放電開始電圧）
を越える波高値の正極性の書込みパルス３２０を印加する。同時に全てのアドレス電極Ａ
に正極性のパルス３１０を印加する。書込みパルス３２０の立上がりに呼応して全てのラ
インで強い面放電が生じ、前面側基板２０側の誘電体層（本実施の形態ではガス放電管１
０の前面側基板２０に接するガラス管近傍に相当する）に一旦、壁電荷が蓄積する。しか
し、書込みパルス３２０の立下がりに呼応して、壁電荷によるいわゆる自己放電が生じ、
誘電体層の壁電荷が消失する。パルス３１０は、背面側基板３０の壁面（本実施の形態で
はガス放電管１０の背面側基板３０に接するガラス管近傍に相当する）への壁電荷の蓄積
を抑えるために印加される。
【００２３】
　アドレス期間３０６は、ライン順次のアドレッシングを行う期間である。サステイン電
極Ｘを接地電位に対して正電位（例えば＋５０ボルト）にバイアスし、一対の表示電極対
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１５の一方の電極であるサステイン電極Ｙ１４全てに負電位（例えば-７０ボルト）にバ
イアスする。この状態で、先頭のラインＬ（サステイン電極Ｙ１に相当する）から１ライ
ンずつ順に各ラインＬを選択し、サステイン電極Ｙ１４に負極性のスキャンパルスを印加
する。選択されたラインＬのサステイン電極Ｙ１４の電位は、一時的に負電位（例えば-
１７０ボルト）にバイアス（パルス３３０、３４０、・・・・、３５０）される。ライン
Ｌの選択と同時に、点灯すべきセルに対応したアドレス電極Ａに対して波高値（例えば＋
６０ボルト）の正極性のアドレスパルス３１２を印加する。選択されたラインＬにおいて
、アドレスパルス３１２の印加されたセルでは、サステイン電極Ｙ１４とアドレス電極Ａ
１２との間でアドレス放電が起こる。サステイン電極Ｘ１３がアドレスパルス３１２と同
極性の電位にバイアスされているので、そのバイアスでアドレスパルス３１２が打ち消さ
れ、サステイン電極Ｘ１３とアドレス電極Ａ１２との間では放電は起きない。
【００２４】
　また、サステイン電極Ｘ１３のバイアス電位は、ラインＬ内の非選択のセルに壁電荷が
蓄積するのを防止するため、サステイン電極Ｘ１３とサステイン電極Ｙ１４との相対電圧
が面放電開始電圧より低くなるように設定されている。通常、面放電開始電圧は、サステ
イン電極Ｙとアドレス電極Ａとの間の放電開始電圧より高い。
【００２５】
　サステイン期間３０８は、階調レベルに応じた輝度を確保するために、アドレッシング
によって設定された点灯状態を維持する期間である。図５で点線で囲った以外のサステイ
ン電極Ｘ１３とサステイン電極Ｙ１４（サステイン電極Ｙ１～Ｙｎ）への印加電圧波形は
、従来の維持電極への印加電圧波形と同様であり、アドレッシングされたセルのサステイ
ン電極Ｙ１４とサステイン電極Ｘ１３とに交互に正極性のパルス（例えば３３２、３４２
、・・・、３５２と３２４）が印加され、アドレシングされたセルで面放電が行われる。
【００２６】
　次に、本実施形態の特徴部の説明をする。この特徴部は図５の点線で囲った箇所での、
サステイン電極Ｘとアドレス電極Ａとの間の対向放電を、サステイン期間３０８で行う点
にある。この点線で囲った時刻直前では、正極性のパルス３３６、３４６、・・・・、３
５６が印加された各々サステイン電極Ｙ１～Ｙｎと各々対になるサステイン電極Ｘとの間
で面放電が生じている。この面放電によってアドレッシングされているセルのサステイン
電極Ｘ近傍にはプラスの壁電荷が蓄積されており、一方、アドレッシングされているセル
のサステイン電極Ｙ１～Ｙｎ近傍にはマイナスの壁電荷が蓄積されている。この状態で、
サステイン電極Ｘに正極性のパルス３２８を印加すると、プラスの壁電荷とこのパルス３
２８が重畳され、対向放電開始電圧を越え、アドレシングされているセルのサステイン電
極Ｘと対向するアドレス電極Ａとの間で対向放電が生じる。
【００２７】
　一方、同時刻のサステイン電極Ｙ１～Ｙｎには各々正極性のパルス３３８、３４８、・
・・・、３５８を印加することによって、これらサステイン電極Ｙ１～Ｙｎ近傍に蓄積さ
れているマイナスの壁電荷の影響を相殺または減少させることができ、サステイン電極Ｙ
１～Ｙｎの各々と対になるサステイン電極Ｘとの間の面放電の発生を防止できる。
【００２８】
　従って、点線で囲った箇所での対向放電に基づいて、アドレッシングされたセルでの発
光が生じる。この対向放電は、サステイン電極Ｘとアドレス電極間の距離が表示電極対１
５間のサステイン電極ＸおよびＹよりも離れていることと、アドレス電極Ａの近傍には蛍
光体が位置し、アドレス電極Ａ近傍のガラス管内壁には壁電極が蓄積し難いので、アドレ
ス電極Ａとサステイン電極Ｘとの間の対向放電による発光強度は、表示電極対１５での維
持放電による発光強度に比べて、小さい。
【００２９】
　即ち、図５に示した様に対向放電を利用して、蛍光体を発光させることによって、通常
の表示電極対１５による維持放電に基づく発光強度よりも小さな発光強度を得る事が可能
になる。本発明では、従来の駆動法ではアドレッシングのアドレス放電に利用したアドレ
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ス電極１２を階調表示に使うことで中間的な階調表示を可能にしている。即ち、本実施の
形態ではアドレス電極１２と表示電極対の内のサステイン電極Ｘとの間で対向放電させ、
その１回の放電で得られる輝度が表示電極対間の維持放電とは違う現象を利用としている
。本発明では、サステイン期間中における一対の表示電極間の放電で得られる発光輝度を
１とした場合に、一対の表示電極間の距離よりも間隔が離れるとともに、放電に際して電
極の近傍に蓄積される荷電量が少ないアドレス電極と一対の表示電極の一方との間の放電
による蛍光体からの発光強度は一般に一対の表示電極間の発光強度よりも小さい。
【００３０】
  ここで、表示電極対１５のサステイン電極ＸとＹとの間の１回の放電で得られる発光強
度を１とした場合に、表示電極対１５の内の一方の電極（本実施の形態ではサステイン電
極Ｘ）とアドレス電極Ａとの間の放電で得られる発光強度は１よりも小さくなり、例えば
、０．５程度であるとすれば、サステイン期間中での表現する階調（輝度）と従来の表示
電極対間の表示回数（面放電回数）、表示電極間の表示回数と本発明に掛かる表示電極の
一方とアドレス電極間の放電を組み合わせた場合には表１に示すように、従来の発光強度
の中間値を得ることができる。即ち、従来の駆動方法では得られなかった発光強度を実現
できるとともに、階調数を増すことが可能になる。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　この表１から分かる様に、本発明の階調表現手法の方が細かい（スムーズ）階調を表現
でき、且つ、本発明による駆動方法によって、特に低階調側での効果が大きい。即ち、例
えば、高階調側の輝度２５４と２５５の輝度差と輝度２５４と２５４．５の輝度差は分か
り難いが、低階調側の輝度２と３の輝度差と輝度２と２．５の輝度差は識別可能であるの
で、本発明による駆動方法は特に低輝度（低階調側）での効果が顕著である。
【００３３】
　〔実施の形態２〕
　本実施の形態２の特徴部分を図６に示す。図６はサステイン期間中（図５参照）のアド
レス電極１２とサステイン電極Ｘ１３とサステイン電極Ｙ１４の各電極に印加する電圧を
示したものであり、サステイン電極Ｙ１３は、代表的に１つのみ示したが、図６と同様に
、アドレッシングされる複数のサステイン電極Ｙを代表させたものである。
【００３４】
　本実施の形態２においても、使用するガス放電表示アレーやガス放電表示装置は、実施
の形態１で使用したものと同様のものが使用できる。次に実施の形態１との相違点を述べ
る。
【００３５】
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　本実施の形態では、サステイン電極Ｘとサステイン電極Ｙとの間で面放電を行う際に、
これらサステイン電極Ｘ、Ｙとアドレス電極Ａとの間での対向放電を防止するために、ア
ドレス電極Ａを正極性のオフセット電圧４００を印加し、実施の形態１で述べたと同様に
点線で囲んだサステイン電極Ｘとアドレス電極Ａとの間で対向放電を行う際、アドレス電
極Ａに印加している正極性のオフセット電圧を０Ｖとし、サステイン電極Ｘとアドレス電
極Ａとの間の対向放電を確実に生じさせる様にしたものである。
【００３６】
　この実施の形態２の様な駆動方法では、面放電と対向放電とを確実に行える効果を有す
る。
【００３７】
　〔実施の形態３〕
　本実施の形態３の特徴部分を図７に示す。図７はサステイン期間中（図５参照）のアド
レス電極１２とサステイン電極Ｘ１３とサステイン電極Ｙ１４の各電極に印加する電圧を
示したものであり、サステイン電極Ｙ１３は、代表的に１つのみ示したが、図６と同様に
、アドレッシングされる複数のサステイン電極Ｙを代表させたものである。
【００３８】
　本実施の形態３においても、使用するガス放電表示アレーやガス放電表示装置は、実施
の形態１で使用したものと同様のものが使用できる。次に実施の形態１、２との相違点を
述べる。
【００３９】
　実施の形態１、２では対向放電を行う際に、サステイン電極の電圧を正極性のパルスを
使用したが、本実施の形態では、対向放電をさせるサステイン電極に負極性のパルスを使
用しても、対向放電を実施できることを示したものである。図７で点線で囲んだタイミン
グでアドレス電極Ａに印加するパルス４１０とサステイン電極Ｙに印加する４１８によっ
て対向放電をさせている。すなわち、サステイン電極Ｙでパルス４１４を印加させ、サス
テイン電極ＹとＸとの間で維持放電が行われ、このパルス４１４を印加し面放電が生じた
後は、アドレシングされているセルのサステイン電極Ｘ近傍はプラスの壁電荷が蓄積され
ており、一方アドレシングされているセルのサステイン電極Ｙ近傍はマイナスの壁電荷が
蓄積されている。この壁電荷の分布状態で、アドレス電極Ａに正極性のパルス４１０を印
加し、サステイン電極ＸおよびＹに負極性のパルス４１６、４１８を印加する。先に述べ
た様に、サステイン電極Ｙの近傍にはマイナスの壁電荷が蓄積されており、アドレス電極
Ａとサステイン電極Ｙとの間の実効的な電位差は対向放電が開始する電位差以上の電位差
が掛かることになり、対向放電が生じる。一方、サステイン電極Ｘには、同様に負極性の
パルス４１６を印加するが、サステイン電極Ｘの近傍ではプラスの壁電荷が蓄積されてい
るので、このプラスの壁電荷により実効的な電位は低下しており、サステイン電極Ｘとサ
ステイン電極Ｙ，サステイン電極Ｘとアドレス電極Ａとの間で、放電は生じない。
【００４０】
　〔実施の形態４〕
　本実施の形態４の特徴部分を図８に示す。図８はサステイン期間中（図５参照）のアド
レス電極１２とサステイン電極Ｘ１３とサステイン電極Ｙ１４の各電極に印加する電圧を
示したものであり、サステイン電極Ｙ１３は、代表的に１つのみ示したが、図６と同様に
、アドレッシングされる複数のサステイン電極Ｙを代表させたものである。
【００４１】
　本実施の形態４においても、使用するガス放電表示アレーやガス放電表示装置は、実施
の形態１で使用したものと同様のものが使用でき、実施の形態１、２、３との相違点を述
べる。
【００４２】
　実施の形態１、２、３では対向放電を行う際に、サステイン電極に正極性のパルスまた
は負極性のパルスを印加したが、本実施の形態では、アドレス電極Ａに正極性のパルス４
３０を印加し、アドレス電極Ａとサステイン電極Ｙとの間で対向放電をさせることを特徴
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とする。
【００４３】
　サステイン電極Ｙに正極性のパルス４３４を印加するとアドレッシングされているセル
では、サステイン電極ＸとＹとの間で面放電が生じ、図中の点線で囲んだ時刻では、サス
テイン電極Ｘの４３６の部分（４３６で示される時刻範囲）では、サステイン電極Ｘの近
傍にはプラスの壁電荷が蓄積されており、サステイン電極Ｙの４３８の部分（４３８で示
される時刻範囲）では、サステイン電極Ｙの近傍にはマイナスの壁電荷が蓄積されている
。この様な、壁電荷によって、サステイン電極Ｙは実効的には負電位になっており、この
タイミングでアドレス電極Ａに正極性のパルス４３０を印加する。このパルス４３０の波
高値は、サステイン電極Ｙの実効的な電位とパルス４３０の電位の差が対向放電開始電圧
以上になる様に設定されている。従って、パルス４３０を印加すると、アドレス電極Ａと
サステイン電極Ｙとの間で対向放電が生じる。一方、サステイン電極Ｘの４３６部分では
サステイン電極Ｘの近傍にはプラスの壁電荷が蓄積されており、サステイン電極Ｘの実効
的な電位は正であり、パルス４３０をアドレス電極Ａに印加しても、サステイン電極Ｘと
アドレス電極Ａとの間では対向放電は生じない。従って、この駆動方法によっても、通常
の面放電による発光強度と異なる発光強度、通常は小さな発光強度を得ることが可能にな
る。
【００４４】
　〔実施の形態５〕
　本実施の形態５の特徴部分を図９に示す。図９はサステイン期間中（図５参照）のアド
レス電極１２とサステイン電極Ｘ１３とサステイン電極Ｙ１４の各電極に印加する電圧を
示したものであり、サステイン電極Ｙ１３は、代表的に１つのみ示したが、図６と同様に
、アドレッシングされる複数のサステイン電極Ｙを代表させたものである。
【００４５】
　本実施の形態５においても、使用するガス放電表示アレーやガス放電表示装置は、実施
の形態１で使用したものと同様のものが使用でき、実施の形態１、２、３、４との相違点
を述べる。
【００４６】
　実施の形態１、２、３、４では、対向放電をサステイン期間中に例示的に１回発生させ
る場合を示したが、開示した内容に基づいて、同一サステイン期間中に複数回の対向放電
を実施することは可能であるが、本実施の形態５の特徴は、サステイン期間中に、連続し
た対向放電での発光を行う場合を例示したものである。
【００４７】
　図９の点線で囲んだ範囲で対向放電させているが、パルス４６０を印加するまでに、サ
ステイン電極Ｘの近傍にプラスの壁電荷が蓄積されており、パルス４７０を印加するまで
にサステイン電極Ｙの近傍にマイナスの壁電荷が蓄積されている場合を説明する。この状
態で、サステイン電極Ｘに正極性のパスル４６０が印加されると、プラスの壁電荷が重畳
され実効的なサステイン電極Ｘは、アドレス電極Ａとサステイン電極Ｘの対向放電開始電
圧以上とすることができ、この両電極間で対向放電が起こり、対応するセルでの発光が生
じる。一方、サステイン電極Ｙの電位は、近傍のマイナスの壁電荷が重畳することになる
ので、サステイン電極Ｙに掛かる実効的な電位は、アドレス電極Ａとの対向放電開始電圧
以下となり放電は生じない。
【００４８】
　パルス４６０による対向放電が終了した時刻４６１付近では、サステイン電極Ｘ近傍に
マイナスの壁電荷が蓄積し、この時刻４６１付近では、サステイン電極Ｘの実効的な電位
は負の電位になっており、このタイミングでアドレス電極Ａに正極性のパルス４５０を印
加すると、アドレス電極Ａとサステイン電極Ｘとの間の電位差を対向放電開始電圧以上に
でき、アドレス電極Ａとサステイン電極Ｘとの間で対向放電が生じ、対応するセルで発光
が生じる。
【００４９】
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　一方、時刻４６１に相当するサステイン電極Ｙでの時刻４７１付近では、サステイン電
極Ｙ近傍の壁電荷はマイナスの電荷が蓄積されているが、その量はサステイン電極Ｘの４
６１付近での電荷量より少なく、アドレス電極Ａとサステイン電極Ｙとの間の電位差は、
対向放電開始電圧には達しない。
【００５０】
　なお、アドレス電極Ａとサステイン電極Ｙとの対向放電を完全に防止するためには、パ
ルス４５０に対応して、サステイン電極Ｙに正極のパルスを印加することも可能である。
但し、この正極のパルスの波高値はサステイン電極ＸとＹとの間での維持放電が生じない
値とする。
【００５１】
　上記した様な作用によってアドレス電極Ａとサステイン電極Ｘとの間で複数回の連続し
た対向放電を繰り返し生じさせることが可能になり、対応した発光強度の階調が得られる
。
【００５２】
　〔実施の形態６〕
　本実施の形態６の特徴部分を図１０に示す。図１０はサステイン期間中（図５参照）の
アドレス電極１２とサステイン電極Ｘ１３とサステイン電極Ｙ１４の各電極に印加する電
圧を示したものであり、サステイン電極Ｙ１３は、代表的に１つのみ示したが、図６と同
様に、アドレッシングされる複数のサステイン電極Ｙを代表させたものである。
【００５３】
　本実施の形態６においても、使用するガス放電表示アレーやガス放電表示装置は、実施
の形態１で使用したものと同様のものが使用でき、実施の形態１、２、３、４、５との相
違点を述べる。
【００５４】
　実施の形態１、２、３、４では、対向放電を例示的にサステイン期間で１回発生させる
場合を示したが、開示した内容に基づいて、同一サステイン期間中に複数回の対向放電を
実施することは可能である。本実施の形態の特徴は、サステイン期間中に、面放電と複数
の対向放電とを発生させ発光を行う場合を例示したものである。
【００５５】
　図１０でサステイン電極Ｙに正極性のパルス４９７を印加し、サステイン電極ＸとＹと
の間で面放電を行う。この後、点線で囲んだ部分で対向放電を複数回行う。パルス４９７
を印加した後に、サステイン電極ＸおよびＹに負極性のパルス４９３、４９８を各々印加
する。パルス４９７を印加し面放電が終了すると、サステイン電極Ｙの近傍はマイナスの
壁電荷が蓄積されており、一方サステイン電極Ｘの近傍はプラスの壁電荷が蓄積されてい
る。従って、サステイン電極Ｘの実効的な電位はパルス４９３の波高値よりも小さく、一
方サステイン電極Ｙの実効的な電位はパルス４９８の波高値よりも更にマイナス側に大き
くなっている。この時点で、アドレス電極Ａに正極性のパルス４９０を印加すると、アド
レス電極Ａの電位とサステイン電極Ｙの電位差が対向放電開始電圧以上になり（この対向
放電開始電圧以上となる様に、アドレス電極Ａのパルス４９０の波高値を設定している。
）アドレス電極Ａとサステイン電極Ｙとの間で対向放電が生じる。
【００５６】
　この対向放電が終了するとサステイン電極Ｙの近傍は、プラスの壁電荷が蓄積し、次に
印加するパルス４９９の実効的な電位は、パルス４９９の波高値よりも高くなり、この実
効的な電位がアドレス電極Ａとの面放電開始電圧を越えると、アドレス電極Ａとサステイ
ン電極Ｙとの間で対向放電が生じる。
【００５７】
　一方、サステイン電極Ｘについては、パルス４９７によって、サステイン電極ＸとＹと
の間の面放電後にサステイン電極Ｘの近傍にはマイナスの壁電荷が蓄積されており、印加
されるパルス４９３の実効的な電位は印加されたパルス４９３の電位より下がり（０Ｖ電
位に近づき）、アドレス電極Ａ及び、サステイン電極Ｙとの間での放電は生じない。
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　なお、以上の実施例の説明においては、ガス放電管を用いた表示装置について詳細に説
明したが、ガス放電管に配置する蛍光体をＲ、Ｇ、Ｂの各発光色を発生する蛍光体とし、
３本の所定のセルを１画素とするカラー表示装置に適用することは容易に可能である。ま
たガス放電管アレーに変えて、従来の前面側基板と背面側基板間に隔壁を設け、隔壁間に
蛍光体を配置し、前面基板側に表示電極対を設け、この表示電極対と直交する方向であっ
て隔壁間にアドレス電極を配置し、放電ガスをこの基板間に導入した３電極面放電構造を
有するＰＤＰ及びプラズマ表示装置に適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、従来のサステイン電極間の面放電に加えて、サステイン電極およびアドレス
電極間での対向放電をも蛍光体の発光に寄与できる様に、電極駆動方法およびガス放電表
示装置を構成したので、従来のガス放電表示装置よりもより細かな階調表示が可能になる
。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】フィールドの構成図。
【図２】従来のサステイン期間中のサステインパルス波形図。
【図３】ガス放電管アレーの例を示す図。
【図４】本発明に掛かるガス放電表示装置の概略構成を示す図。
【図５】印加電圧の波形図。
【図６】第２の実施例を示す図。
【図７】第３の実施例を示す図。
【図８】第４の実施例を示す図。
【図９】第５の実施例を示す図。
【図１０】第６の実施例を示す図。
【符号の説明】
【００６１】
       １０   ガス放電管
       １２   アドレス電極
       １３   サステイン電極Ｘ
       １４   サステイン電極Ｙ
       １５   表示電極対
       ２０   前面側基板
       ３０   背面側基板
       １００ ガス放電管表示アレー
       ２００ ガス放電表示装置
       ２１０　駆動ユニット
       ３００ 印加波形図
       ３０２ サブフィールド
       ３０４ リセット期間
       ３０６ アドレス期間
       ３０８ サステイン期間
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