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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め設定されている表示期間内に用いられる表示信号のパルス数を制御することにより
、表示すべき画像の発光輝度を制御する表示制御装置において、
　表示すべき前記画像に対応した画像信号における平均輝度の変化に対する前記パルス数
の変化を特定するための特性情報であって、相互に異なる特性情報を複数記憶する記憶手
段と、
　前記記憶されている特性情報を選択するための選択手段と、
　前記画像を表示する際に外部から入力される前記画像信号における前記平均輝度を検出
する輝度検出手段と、
　前記検出された平均輝度に基づき前記選択された特性情報を参照して前記画像の表示に
用いるべき前記パルス数を設定する設定手段と、
　前記設定されたパルス数の前記表示信号を表示手段に印加することで当該表示手段上に
前記画像を表示する駆動手段と、
　を備え、
　複数の前記特性情報は、前記表示手段における消費電力が予め設定された値となるよう
に前記パルス数が設定されている第一特性情報と、前記第一特性情報により設定された前
記消費電力よりも低い値の消費電力となるように前記パルス数が設定されている第二特性
情報と、前記消費電力を予め設定された値以下とするように前記パルス数が常に一定とさ
れている第三特性情報と、を含むことを特徴とする表示制御装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載の表示制御装置と、
　前記表示手段と、
　を備えることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示制御装置及び表示装置の技術分野に属し、より詳細には、ＰＤＰ（Plasma
　Display　Panel）等の如く、予め設定されている表示期間に印加される表示信号のパル
ス数を変化させることにより表示する画像の発光輝度を制御する方式の表示制御装置及び
当該表示制御装置を含む表示装置の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、自発光型で発光輝度の高い表示装置としてＰＤＰが脚光を浴びている。
【０００３】
このとき、当該ＰＤＰにおいては、例えば１フィールド期間等の予め設定された期間内に
印加される表示信号のパルス数を変化させることによりその表示上の発光輝度を制御する
方式が取られている場合が多い。
【０００４】
そして、当該方式を採用するＰＤＰにおいては、表示すべき画像に対応して外部から入力
されてくる画像信号における平均輝度レベル（当該平均輝度レベルは、一般にはＡＰＬ（
Average　Pulse　Level）と称される場合が多い）が予め設定された閾値以上のときには
、当該画像信号に対応する画像をＰＤＰ上で表示する際の発光輝度を制限する、いわゆる
ＡＢＬ(Automatically　Brightness　Limit)処理を行う場合が多い。ここで、当該ＡＢＬ
処理を行うのは、主としてＰＤＰにおける消費電力軽減のためである。
【０００５】
そして、具体的な発光輝度の制限方法としては、ＡＰＬが上記閾値以上となっている範囲
では１フィールド期間内にＰＤＰに印加するいわゆるサステインパルスの数、すなわち、
当該１フィールド期間を分割した各サブフィールド期間内に印加されるサステインパルス
数の合計数をＡＰＬが増大するに従って徐々に減少させることにより行う。また、ＡＰＬ
が上記閾値未満の時は、ＡＢＬ処理は行わず、１フィールド期間内のサステインパルス数
を一定としていた。
【０００６】
このとき、従来のＰＤＰ用の表示制御装置においては、上述したＡＢＬ処理に用いられる
ＡＰＬとサステインパルス数の数の関係は、そのＰＤＰの製造時等において一通りに固定
して設定されていた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した構成の従来の表示制御装置によると、ＡＢＬ処理に用いられるＡ
ＰＬとサステインパルス数の数の関係が一通りに固定されていたため、ＰＤＰにおけるい
わゆる焼き付きを防止してその寿命を延伸させる場合、或いはＰＤＰとしての消費電力の
低減を図ろうとする時にはそれらを機能的に選択することができなかった。
【０００８】
よって、上記従来の表示制御装置の構成では、ＰＤＰとしての機能選択の自由度が低く、
結果としてＰＤＰとしての利便性が低いという問題点があった。
【０００９】
そこで、本発明は、上記の問題点に鑑みて為されたもので、その課題は、ＰＤＰとしての
機能選択の自由度及び使い易さがより向上した表示制御装置及びこれを含んだ表示装置を
提供することにある。
【００１０】
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　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、予め設定されている表示期間
内に用いられる表示信号のパルス数を制御することにより、表示すべき画像の発光輝度を
制御する表示制御装置において、表示すべき前記画像に対応した画像信号における平均輝
度の変化に対する前記パルス数の変化を特定するための特性情報であって、相互に異なる
特性情報を複数記憶する特性記憶部等の記憶手段と、前記記憶されている特性情報を選択
するための選択部等の選択手段と、前記画像を表示する際に外部から入力される前記画像
信号における前記平均輝度を検出するＡＰＬ検出部等の輝度検出手段と、前記検出された
平均輝度に基づき前記選択された特性情報を参照して前記画像の表示に用いるべき前記パ
ルス数を設定する制御部等の設定手段と、前記設定されたパルス数の前記表示信号をＰＤ
Ｐ等の表示手段に印加することで当該表示手段上に前記画像を表示するサステインドライ
バ等の駆動手段と、を備え、複数の前記特性情報は、前記表示手段における消費電力が予
め設定された値となるように前記パルス数が設定されている第一特性情報と、前記第一特
性情報により設定された前記消費電力よりも低い値の消費電力となるように前記パルス数
が設定されている第二特性情報と、前記消費電力を予め設定された値以下とするように前
記パルス数が常に一定とされている第三特性情報と、を含むように構成される。
【００１１】
　よって、検出された平均輝度に基づいて画像の発光輝度を制御する際に用いられる特性
情報を選択することができるので、使用者が当該表示制御装置を含む表示装置を用いる場
合における機能選択の自由度を向上させることができる。
　また、消費電力の低減及び表示手段の寿命延伸について複数種類の特性情報を選択する
ことができるので、表示装置としての寿命を更に延伸することができると共に消費電力の
低減をも図ることができる。
【００１４】
　上記の課題を解決するために、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の表示制御装
置と、前記表示手段と、を備える。
【００１５】
　よって、複数種類の特性情報から使用者の意思より任意にいずれかの特性情報を選択で
きるので、機能選択の自由度及び使い易さがより向上した表示装置を実現することができ
る。
　また、消費電力の低減及び表示手段の寿命延伸について複数種類の特性情報を選択する
ことができるので、表示装置としての寿命を更に延伸することができると共に消費電力の
低減をも図ることができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。
【００１７】
なお、以下に説明する実施の形態は、外部から入力されてくる画像信号に基づいてＰＤＰ
に対して駆動信号を印加することで当該ＰＤＰを表示駆動する表示制御装置に対して本発
明を適用した場合の実施の形態である。
【００１８】
また、図１は実施形態に係る表示制御装置を含む表示装置の概要構成を示すブロック図で
あり、図２は当該表示制御装置における画像表示の原理を説明する図であり、図３は当該
表示制御装置によりＰＤＰに印加される駆動信号の波形を例示するタイミングチャートで
あり、図４は実施形態の特性情報を説明する図であり、図５はいずれかの特性情報を選択
するための選択画面例を示す図である。
【００１９】
図１に示すように、実施形態に係る表示装置Ｓは、Ａ／Ｄ(Analog/Digital)コンバータ１
と、表示用データ生成部２と、輝度検出手段としてのＡＰＬ検出部３と、メモリ４と、表
示手段としてのＰＤＰ５と、設定手段としての制御部６と、記憶手段としての特性記憶部
７と、選択手段としての選択部１３と、により構成されている。
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【００２０】
また、ＰＤＰ５は、ＰＤＰとしての一般的な構成を備えており、具体的には、アドレスド
ライバ１０と、駆動手段としてのサステインドライバ１１及び１２と、により構成されて
おり、アドレスドライバ１０からはＰＤＰ５の表示領域における垂直方向に列電極Ｄ１乃
至Ｄｍが設けられており、更にサステインドライバ１１からはＰＤＰ５の表示領域におけ
る水平方向に行電極Ｙ１乃至Ｙｎが設けられており、サステインドライバ１２からはＰＤ
Ｐ５の表示領域における水平方向に行電極Ｘ１乃至Ｘｎが設けられている。そして、行電
極Ｙ１乃至Ｙｎと行電極Ｘ１乃至Ｘｎとは対応する行電極同士平行に形成されており、一
の列電極Ｄと一の行電極Ｘと一の行電極Ｙとが交差する領域に発光体としてのセルＣＬが
形成されている。
【００２１】
次に、ＰＤＰ５の駆動原理について図２を用いて説明する。
【００２２】
図２に示すように、実施形態の表示装置Ｓでは、表示すべき画像に対応する画像信号を構
成する一つのフィールドＦを六つのサブフィールドＳＦ１乃至ＳＦ６に分割して構成して
いる。そして、当該画像信号に対応する表示用データを後述するように６ビットで構成し
、その各ビット毎に予め設定された重み付けを設けて当該各ビットに対応するサブフィー
ルドＳＦの長さを設定している。
【００２３】
また、一のサブフィールドＳＦに相当する期間を、直前の発光により各セルＣＬに残留し
ている電荷をリセットするためのリセット期間、ＰＤＰ５内の各列電極Ｄを選択するため
のアドレス期間及び発光させるセルＣＬに対応する行電極Ｘ及びＹに対してサステインパ
ルスを印加するためのサステイン期間に分割して階調表示を行いつつＰＤＰ５を駆動して
いる。ここで、上記した重み付けは、各サブフィールドＳＦにおけるサステイン期間の長
さ（換言すれば、各サステイン期間に印加されるサステインパルスの数）を図２に示すよ
うに順次長くすることにより行っている。そして、一のフィールドＦの最後尾（すなわち
、サブフィールドＳＦ６におけるサステイン期間の直後）には、全セルＣＬの壁電荷を初
期化するための消去期間Ｒを設けている。
【００２４】
次に、図１に示す表示装置Ｓの具体的な動作を説明する。
【００２５】
先ず、ＰＤＰ５を用いて表示すべき画像に対応する画像信号Ｓinは、Ａ／Ｄコンバータ１
において例えば８ビットにディジタル化され、ディジタル画像信号Ｓdとして表示用デー
タ生成部２及びＡＰＬ検出部３へ出力される。
【００２６】
そして、表示用データ生成部２は、当該ディジタル画像信号Ｓdに対して２ビット分の圧
縮処理（より具体的には、例えば誤差拡散処理又はディザ処理等）を施し、図２に示した
各サブフィールドＳＦに対応する６ビットの表示用データＳdtを生成してメモリ４に一時
的に格納する。
【００２７】
これにより、メモリ４からは、各サブフィールドＳＦにおけるアドレス期間（図２参照）
において、対応するビットの表示用データＳdtがＰＤＰ５における一水平ライン分毎に読
み出され、アドレスドライバ１０に供給される。
【００２８】
そして、アドレスドライバ１０は、当該一ライン分の表示用データＳdtに夫々対応するデ
ータパルスを生成して各列電極Ｄ１乃至Ｄｍに印加する。
【００２９】
一方、ＡＰＬ検出部３は、入力されたディジタル画像信号ＳdにおけるＡＰＬを検出し、
検出信号Ｓapとして制御部６へ出力する。
【００３０】
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他方、特性記憶部７には、図３に示す如きＡＰＬとサステインパルス数（一つのフィール
ドＦ内に印加されるサステインパルスの総数）との関係を示す特性曲線が特性情報として
記憶されている。そして、使用者が所望する特性曲線を後述するように選択部１３におい
て選択すると、その選択内容を示す選択信号Ｓslが特性記憶部７に出力され、これにより
特性記憶部７は、使用者により選択された特性情報を特性情報Ｓmとして制御部６内の制
御テーブルＴに格納する。
【００３１】
より具体的には、工場出荷時においては、標準状態の特性曲線として図３中符号Ａで示す
特性曲線を特性情報Ｓmとして制御テーブルＴ内に格納するように設定されているが、各
セルＣＬにおいて発生するいわゆる焼き付きを防止することを使用者が所望するときは図
３中符号Ｃで示す一定パルス数である特性曲線を特性情報Ｓmとして制御テーブルＴ内に
格納する。また、消費電力の低減を使用者が所望するときは図３中符号Ｂで示す特性曲線
を特性情報Ｓmとして制御データＴ内に格納する。なお、図３中符号Ｂで示す特性曲線は
、ＰＤＰ５におけるピーク輝度は落とさずに図３中符号Ａで示す標準状態よりも消費電力
を低減させるべく予め設定されている特性曲線である。
【００３２】
これらにより、制御部６は、そのときに制御テーブルＴ内に格納されている特性情報Ｓm
に対応する特性曲線に則って検出信号Ｓapにより示されているＡＰＬに対応する一のフィ
ールドＦの期間中に印加されるサステインパルスの総数を算出し、当該算出した総数に基
づいて各サブフィールドＳＦ内に印加するサステインパルスの数を算出し、当該算出した
結果に基づいて後述する波形でサステインパルスを生成すべく各サステインドライバ１１
及び１２用の駆動信号Ｓdl及びＳdrを生成し、夫々サステインドライバ１１及び１２に出
力する。
【００３３】
次に、上述した列電極Ｄ１乃至Ｄｍ及び列電極Ｘ１乃至Ｘｎ及びＹ１乃至Ｙｎに夫々印加
される信号の波形について、図４を用いて説明する。
【００３４】
図４に示すように、先ず各サブフィールドＳＦにおけるリセット期間内においては、図４
上から二段目に示す負極性のリセットパルスＲＰxが全ての行電極Ｘに同時に印加され、
これと並行して、図４上から三段目に示す正極性のリセットパルスＲＰyが全ての行電極Y
に同時に印加されることで、一の水平ラインを構成する対となった行電極Ｘと行電極Ｙと
の間で全てのセルＣＬについて一斉にリセット放電が生じ、当該リセット放電が終了した
後、全てのセルＣＬに壁電荷が形成される。
【００３５】
次に、アドレス期間においては、先ず図４上から三段目に示す走査パルスＳＰが、水平ラ
イン毎に行電極Ｙに順次印加され、当該走査パルスＳＰの印加に同期してその水平ライン
に対応するデータパルスＤＰ（図４最上段参照）が列電極Ｄ１乃至Ｄmに印加される。な
お、データパルスＤＰは、セルＣＬを点灯させる場合には出力されず、消灯する場合に出
力される。そして、走査パルスＳＰに同期してデータパルスＤＰが供給されたセルＣＬで
は、選択消去放電が発生することでリセット期間で形成された壁亀荷が消滅し、セルＣＬ
が消灯した状態に設定される。
【００３６】
一方、走査パルスＳＰに同期してデータパルスＤＰが供給されなかったセルＣＬにおいて
は、上記選択消去放電が発生せず、リセット期間において形成された壁電荷が残留してそ
のセルＣＬが点灯した状態に設定される。
【００３７】
次に、全水平ラインに対するセルＣＬの選択動作が終了した後には、サステイン期間とな
り、行電極Ｘ及びＹに上述した各サブフィールドＳＦの重みに応じた数のサステインパル
スＩＰx又はＩＰyが夫々印加される。そして、壁電荷が残留していることで点灯状態とな
っているセルＣＬでは、当該サステインパルスＩＰx又はＩＰyが印加される毎にサステイ
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ン放電発光が生じて発光状態が継続される。一方、壁画荷が消滅して消灯状態となってい
るセルＣＬでは、サステインパルスＩＰx又はＩＰyが印加されても最早放電が生じること
はない。
【００３８】
上述したリセット期間、アドレス期間及びサステイン期間からなる駆動行程を各サブフィ
ールドＳＦ毎に繰り返し行うことで、ＰＤＰ５上で画像信号Ｓinに対応した階調表示を実
行されるのである。
【００３９】
そして、本実施形態では、上述したサステイン期間に印加されるサステインパルスＩＰx
又はＩＰyの数を、制御テーブルＴに格納されている特性曲線を参照することにより上記
検出されたＡＰＬに対応させて変更するのである。
【００４０】
次に、特性記憶部７内に格納されている特性曲線を選択する際の処理について、図５を用
いて説明する。
【００４１】
当該選択処理時においては、初めに、選択部１３上の図示しない表示部に、図５に示す如
き選択画面Ｇが表示される。このとき、当該選択画面Ｇ内には、当該選択処理以外の他の
処理に移行する際に操作される移行ボタンＢと、実際に選択処理を実行する際に操作され
る選択ボタンＳＴと、現在選択されている特性曲線を表示する確認画面Ｍと、が含まれて
いる。そして、選択ボタンＳＴを操作する度にサイクリックに特性曲線が変更される。こ
れに伴い、図４に符号Ａ乃至Ｃで示す特性曲線を夫々示す名称が選択ボタンＳＴを操作す
る度に順次確認画面Ｍに表示され、当該操作により選択されている特性曲線がいずれの特
性曲線であるかが確認できることとなる。
【００４２】
以上説明したように、実施形態の表示装置Ｓの動作によれば、検出されたＡＰＬに基づい
て特性曲線を選択することができるので、使用者がＰＤＰ５を用いる場合における機能選
択の自由度を向上させることができる。
【００４３】
また、消費電力の低減及びＰＤＰ５の寿命延伸（焼き付き防止）について複数種類の特性
曲線を選択することができるので、ＰＤＰ５としての寿命を更に延伸することができると
共に消費電力の低減をも測ることができる。
【００４４】
なお、上記図３に示した例では選択可能な特性曲線が三通りある場合について説明したが
、これ以外に、サステインパルス数の最大値が図３に示す場合よりも更に高い特性曲線や
、図３に示す場合とは変化率が異なる変化を示す特性曲線を更に設け、これらを選択肢の
一部として用いてサステインパルス数を更にきめ細かく変更制御することも可能である。
【００４５】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１に記載の発明によれば、検出された平均輝度に基づいて画
像の発光輝度を制御する際に用いられる特性情報を選択することができるので、使用者が
当該表示制御装置を含む表示装置を用いる場合における機能選択の自由度を向上させるこ
とができる。
【００４６】
従って、機能選択の自由度及び使い易さがより向上した表示装置を実現することができる
。
【００４７】
請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明の効果に加えて、消費電力の低減
及び表示手段の寿命延伸について複数種類の特性情報を選択することができるので、表示
装置としての寿命を更に延伸することができると共に消費電力の低減をも図ることができ
る。
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【００４８】
請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２に記載の発明の効果に加えて、複数種類
の特性情報から使用者の意思より任意にいずれかの特性情報を選択できるので、機能選択
の自由度及び使い易さがより向上した表示装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態の表示装置の概要構成を示すブロック図である。
【図２】ＰＤＰの動作原理を説明する図である。
【図３】実施形態に係る特性曲線の例を示す図である。
【図４】駆動波形の具体例を示すタイミングチャートである。
【図５】選択動作の具体例を示す図である。
【符号の説明】
Ｓ…表示装置
１…Ａ／Ｄコンバータ
２…表示用データ生成部
３…ＡＰＬ検出部
４…メモリ
５…ＰＤＰ
６…制御部
７…特性記憶部
１３…選択部
１０…アドレスドライバ
１１、１２…サステインドライバ
Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄm-１、Ｄｍ…列電極
Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘｎ、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、Ｙｎ…行電極
ＣＬ…セル
ＳＦ１、ＳＦ２、ＳＦ３、ＳＦ４、ＳＦ５、ＳＦ６…サブフィールド
Ｆ…フィールド
Ｒ…消去期間
Ｓin…画像信号
Ｓd…ディジタル画像信号
Ｓdt…表示用データ
Ｓap…検出信号
Ｓsl…選択信号
Ｓm…特性情報
Ｔ…制御テーブル
Ｓdl、Ｓdr…駆動信号
ＲＰx、ＲＰy…リセットパルス
ＤＰ…データパルス
ＳＰ…走査パルス
ＩＰx、ＩＰy…サステインパルス
Ｇ…選択画面
Ｂ…移行ボタン
ＳＴ…選択ボタン
Ｍ…確認画面
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