
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示電極の配列とアドレス電極の配列とで構成される電極マトリクスを有した３電極面
放電ＡＣ型のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
　表示面を構成する全てのセルの壁電圧を設定値に揃える初期化、表示データに応じて各
セルの壁電圧を制御するアドレッシング、および点灯すべきセルのみで表示放電を生じさ
せる点灯維持を行い、
　　前記初期化の操作として、少なくとも１つの電極の電位を単調に上昇または降下させ
る操作である鈍波印加を全てのセルに対して３回行い、
　１回目の鈍波印加では、当該初期化の以前に行われた最後の点灯維持において点灯した
セルである前点灯セルのみで 放電を生じさせて、その壁
電圧を前記最後の点灯維持において点灯しなかったセルである前消灯セルの壁電圧に近づ
け、
　２回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルで 放電を生
じさせて、これらセルの壁電圧を 範囲内の値に変化させ、
　３回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルで放電を生じさせて、これらセル
の壁電圧を前記設定値へ変化させる
　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。
【請求項２】
　１回目の鈍波印加では、前点灯セルにおいて、アドレス電極と表示電極との間の放電を
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生じさせ、
　２回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルにおいて、表示電極どうしの間の
放電を生じさせ、
　３回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルにおいて、アドレス電極と表示電
極との間の放電および表示電極どうしの間の放電を生じさせる
　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回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルにおいて、アドレッシングのため
の走査電極を兼ねる表示電極を陽極とする表示電極どうしの間の放電を生じさせ、
　３回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルにおいて、アドレッシングのため
の走査電極を兼ねる表示電極を陰極とするアドレス電極と表示電極との間の放電および表
示電極どうしの間の放電を生じさせる
　請求項２記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項４】
　表示電極の配列とアドレス電極の配列とで構成される電極マトリクスを有した３電極面
放電ＡＣ型のプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、
　表示面を構成する全てのセルの壁電圧を設定値に揃える初期化、表示データに応じて各
セルの壁電圧を制御するアドレッシング、および点灯すべきセルのみで表示放電を生じさ
せる点灯維持を行い、
　　前記初期化の操作として、少なくとも１つの電極の電位を単調に上昇または降下させ
る操作である鈍波印加を全てのセルに対して３回行い、
　１回目の鈍波印加では、当該初期化の以前に行われた最後の点灯維持において点灯した
セルである前点灯セルおよび点灯しなかったセルである前消灯セルで放電を生じさせて、
前点灯セルの壁電圧を適正範囲に近づけるとともに、前消灯セルの壁電圧を

範囲内の値に変化させ、
　２回目の鈍波印加では、前点灯セルのみで放電を生じさせて、その壁電圧を前消灯セル
の壁電圧に近づけ、
　３回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルで放電を生じさせて、これらセル
の壁電圧を前記設定値へ変化させる
　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。
【請求項５】
　１回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルにおいて、表示電極どうしの間の
放電を生じさせ、
　２回目の鈍波印加では、前点灯セルにおいて、アドレス電極と表示電極との間の放電を
生じさせ、
　３回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルにおいて、アドレス電極と表示電
極との間の放電および表示電極どうしの間の放電を生じさせる
　請求項 記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項６】
　１回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルにおいて、アドレッシングのため
の走査電極を兼ねる表示電極を陽極とする表示電極どうしの間の放電を生じさせ、
　３回目の鈍波印加では、前点灯セルおよび前消灯セルにおいて、アドレッシングのため
の走査電極を兼ねる表示電極を陰極とするアドレス電極と表示電極との間の放電および表
示電極どうしの間の放電を生じさせる
請求項５記載の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、プラズマディスプレイパネル（ Plasma Display Panel：ＰＤＰ）の駆動方法に
関し、面放電形式のＡＣ型ＰＤＰの駆動に好適である。ここでいう面放電形式は、輝度を
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確保する表示放電において陽極および陰極となる表示電極（第１電極および第２電極）を
、前面側または背面側の基板の上に平行に配列する形式である。ＡＣ型ＰＤＰの問題の１
つに画面内の非発光であるべき領域の発光、すなわち背景発光がある。
【０００２】
【従来の技術】
図１は、典型的な面放電型ＰＤＰのセル構造を示す。ＰＤＰ１は一対の基板構体（基板上
にセル構成要素を設けた構造体）からなる。前面側の基板構体はガラス基板１１を有し、
その内面に２本１組の表示電極Ｘ，Ｙがマトリクス表示の１行に１組ずつ配置される。表
示電極Ｘ，Ｙは、面放電ギャップを形成する透明導電膜４１とその端縁部に重ねられた金
属膜４２とからなり、低融点ガラスからなる誘電体層１７およびマグネシアからなる保護
膜１８で被覆されている。背面側の基板構体はガラス基板２１を有し、その内面にアドレ
ス電極Ａが１列に１本ずつ配置される。アドレス電極Ａは誘電体層２４で被覆され、誘電
体層２４の上に放電空間を列毎に区画する隔壁２９が設けられる。誘電体層２４の表面お
よび隔壁２９の側面はカラー表示のための蛍光体層２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂによって被覆
される。図中の斜体文字（Ｒ，Ｇ，Ｂ）は蛍光体の発光色を示す。色配列は各列のセルを
同色とするＲ，Ｇ，Ｂの繰り返しパターンである。蛍光体層２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂは、
放電ガスが放つ紫外線によって局部的に励起されて発光する。１行内の１列分の構造体が
セルであり、３個のセルが表示画像の１画素を構成する。セルは２値発光素子であるので
、カラー表示をするにはフレームごとに個々のセルの積分発光量を制御する必要がある。
【０００３】
図２はカラー表示のためのフレーム分割の一例を示す。カラー表示は階調表示の一種であ
って、表示色はＲ，Ｇ，Ｂの３色の輝度の組み合せによって決まる。階調表示には、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で構成する方法が用いられる。図２で
は１フレームが８つサブフレーム (図および以下の説明ではＳＦと略す）からなる。これ
らＳＦの積分発光量の比率、すなわち輝度の重みの比率を１：２：４：８：１６：３２：
６４：１２８またはこれに近い値にすると、２ 8  (＝２５６）階調の再現が可能となる。
例えば階調レベル１０を再現する場合には、重み２のＳＦ２と重み８のＳＦ４とでセルを
点灯させ、残りのＳＦではセルを点灯させない。
【０００４】
各ＳＦには初期化期間、アドレス期間、およびサステイン期間が割り当てられる。初期化
期間に全てのセルの壁電圧を均等にする初期化が行われ、アドレス期間に表示データに応
じて各セルの壁電圧を制御するアドレッシングが行われる。そして、サステイン期間にお
いて、点灯すべきセルのみで表示放電を生じさせる点灯維持が行われる。１フレームは、
初期化、アドレッシング、および点灯維持を繰り返すことで表示される。ただし、通常は
サブフレームごとにアドレッシングの内容が異なる。また、点灯維持の長さは共通ではな
く、輝度の重みに対応する。さらに、初期化は背景輝度を低減してコントラスト向上を図
るために、全てのサブフレームを対象とせず、特定のサブフレーム（例えば最初のサブフ
レーム）だけで実行する場合もある。
【０００５】
図３は従来の駆動波形を示す。画面の列数と同数のアドレス電極Ａにはアドレス期間を除
いて共通の波形が適用され、行数ｎと同数の表示電極Ｘには全ての期間において共通の波
形が適用される。図はアドレス電極Ａおよび表示電極Ｘに対する波形を総括的に示してい
る。また、行数ｎと同数の表示電極Ｙはアドレス期間に行を選択するスキャン電極として
用いられる。したがって、これら表示電極Ｙには、アドレス電極Ａと同様にアドレス期間
を除いて共通の波形が適用される。図は代表として先頭行の表示電極Ｙ（１）および最終
行の表示電極Ｙ（ｎ）に対する波形を示している。
【０００６】
従来の初期化期間の操作は２段階である。第１段階では、表示電極Ｙに対して正の鈍波が
印加される。すなわち、表示電極Ｙの電位を単調に上昇させるバイアス制御が行われる。
このとき、所定電位への到達を早めるために、表示電極Ｙに正のオフセットバイアスが与

10

20

30

40

50

(3) JP 3683223 B2 2005.8.17



えられ、表示電極Ｘに負のオフセットバイアスが与えられる。続いて、第２段階では表示
電極Ｙに対して負の鈍波が印加される。すなわち、表示電極Ｙの電位を単調に降下させる
バイアス制御が行われる。アドレス期間においては、表示電極Ｙに対して１本ずつ順にス
キャンパルスを印加することによって行選択が行われる。行選択に同期して、選択行にお
ける点灯すべきセルに対応したアドレス電極Ａにアドレスパルスが印加される。これによ
り、点灯すべきセルでアドレス放電が生じて所定の壁電荷が形成される。サステイン期間
においては、表示電極Ｙと表示電極Ｘとに交互に正のサステインパルスが印加される。印
加ごとに点灯すべきセルの表示電極間（以下、これをＸＹ電極間という）で表示放電が生
じる。
【０００７】
初期化期間の開始時点、すなわち注目するＳＦの１つ前のＳＦ（以下、前ＳＦという）に
おけるサステイン期間の終了時点では、壁電荷が比較的に多く残存するセルとそうでない
セルとが混在する。前ＳＦで正しく点灯したセル（以下、これを“前点灯セル”という）
には多くの壁電荷が残留し、前ＳＦで正しく消灯を保ったセル（以下、これを“前消灯セ
ル”という）にはほとんど壁電荷が残存していない。ここで、正しいとは、表示データど
おりということである。このようにセル間で帯電量が異なる状態でアドレッシングを行う
と、点灯すべきでないセルでアドレス放電が生じるという誤りが生じ易い。アドレッシン
グの信頼性を高める準備操作として、初期化は重要である。
【０００８】
図４は従来の初期化原理の説明図である。ここで説明する初期化とは、前点灯セルと前消
灯セルの壁電圧を均等にし、さらにアドレッシングに適した設定値に制御することを目的
とした操作である。初期化波形には、正鈍波と負鈍波の組み合わせた波形が用いられる。
ここでは原理を簡単に説明するために、αとβの２つの電極の間に限った初期化動作につ
いて述べる。電極αと電極βとの間（以下、αβ電極間と表現する）に印加される電圧は
、電極αと電極βとの電位差であり、電極αの電位に対する電極βの電位の相対値である
。上述した図３の初期化部分の波形は、表示電極Ｙを基準としてＸＹ電極間またはＡＹ電
極間のどちらかの動作に注目すると、図４と同じ波形になる。
【０００９】
αβ電極間には最初に振幅Ｖｒ１の負の鈍波を印加し、次に振幅Ｖｒ２の正の鈍波を印加
する。実線が電極間に印加する電圧の推移を表し、破線および点線がセルの帯電量（壁電
圧）の推移を表す。ただし、壁電圧については正負を反転させてプロットしてあることに
注意が必要である。鈍波印加の作用には、前ＳＦが終了した時点のセルの状態が深く関係
する。前ＳＦでセルが点灯していた場合の壁電圧（以下、前点灯セルの壁電圧）を破線で
表し、前ＳＦでセルが点灯していなかった場合の壁電圧（以下、前消灯セルの壁電圧）を
点線で示す。
【００１０】
ＡＣ型ＰＤＰでは帯電による電圧成分が印加電圧成分に加わるので、放電空間に加わる実
効的な電圧（以下  セル電圧）は、
セル電圧＝印加電圧＋壁電圧
となる。壁電圧の符号を反転してあるので、図４では任意の時点のセル電圧の大きさが、
点線（または破線）と実線との距離で表される。実線が下で破線（点線）が上の場合のセ
ル電圧は負であり、実線が上で破線（点線）が下の場合のセル電圧は正である。したがっ
て、図４における前半の負鈍波印加時のセル電圧は負であり、後半の正鈍波印加時のセル
電圧は正である。
【００１１】
初期化を始める前の時刻ｔ０で、前点灯セルおよび前消灯セルのどちらにおいても壁電圧
は負である（符号が反転しているので、０Ｖ（ゼロボルト）を示す線より上にある点線お
よび破線は負の壁電圧を表す）。そして、例示では前点灯セルの方がより負の壁電圧が高
い。この状態の両セルに加わる負の電圧が徐々に増大するにつれて、セル電圧が増大して
いく。前点灯セルの方がより多く負に帯電しているので、前点灯セルで前消灯セルよりも
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早く時刻ｔ１に放電が始まる。いったん放電が始まると、電極αが陰極である場合の放電
開始閾値－Ｖｔ１にセル電圧を保つように壁電荷の帯電が起こり、帯電量に応じた壁電圧
が発生する（以下、この現象を“壁電圧が書きこまれる”と表現する）。前点灯セルで放
電が始まってから少し経った時刻ｔ２に前消灯セルで放電が始まる。放電がいったん始ま
ると、前消灯セルにおいてもセル電圧を閾値－Ｖｔ１に保つように、壁電圧が書きこまれ
る。時刻ｔ３で負の鈍波印加が終了する。この時点で前点灯セルでも前消灯セルでも同じ
ように壁電圧が値－Ｖｒ１＋Ｖｔ１になっている。
【００１２】
次に印加電圧の極性が反転し、正鈍波がαβ電極間に印加される。上述した負鈍波によっ
て前点灯セルおよび前消灯セルの壁電圧が同じ値に揃えられているので、両方のセルで同
じ時刻ｔ４に放電が始まる。放電は壁電圧を変化させながら、正鈍波の後端まで続く。セ
ル電圧は電極αが陽極である場合の放電開始閾値Ｖｔ２に保たれる。放電が終了した時刻
ｔ５での壁電圧は、Ｖｒ２－Ｖｔ２である。
閾値Ｖｔ２は、αβ電極の間の放電に固有の定数であるので、正鈍波の印加が終了した後
の壁電圧は、予め設定された印加電圧の振幅Ｖｒ２によって決まる。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
表示のコントラストの改善には、初期化における発光、特に前消灯セルでの発光を低減す
るのが有効である。静止画でも動画でも、画面のうちの黒色または暗い色を表示するセル
に注目すると、あるＳＦからそれ以後の１つまたは複数のＳＦまで当該セルが前消灯セル
になるという状況が頻繁に発生する。つまり、注目するＳＦの初期化において、注目する
セルが点灯すべきセルよりも初期化での発光の影響の大きい点灯すべきでないセル（消灯
セル）であるとすると、当該セルが前消灯セルである場合は多い。したがって、前消灯セ
ルでの発光を低減すれば、コントラスト比は大きくなる。コントラスト比は、前点灯セル
の総発光量と前消灯セルでの不要な発光の光量とで決まる。
【００１４】
一方、初期化を確実に行うには、第１、第２の鈍波の振幅を大きくすることによって、正
・負の壁電圧の書き込み量を増やす必要がある。しかし、振幅を大きくすると、不要な発
光の光量が増えるので、コントラスト比が低下してしまう。
【００１５】
従来では、前消灯セルの壁電圧書き込み量について、確実な初期化を行うことと背景発光
を低減することとを両立させるような最適値の見極めが難しいという問題があった。２つ
の電極のみをもつセルであれば、その動作が単純であって印加電圧と動作との関係が予想
し易い。これに対して、セルが３つの電極をもつ実用のプラズマディスプレイパネルでは
、３つの電極が相互に関係し合って動作が複雑なので、試行錯誤によって駆動条件を最適
化しなければならなかった。以下に、壁電圧書き込み量の最適化が難しいことを詳しく説
明する。
【００１６】
図５は従来における適正な初期化を示し、図６は従来の不適正な初期化を示す。３電極構
造のＰＤＰにおいては、３つの電極のうち２つについて解析すれば、３つの電極の相対関
係が明らかになる。実際の駆動では主としてＸＹ電極間およびＡＹ電極間の放電を制御す
るので、ＸＹ電極間およびＡＹ電極間の電圧に注目して解析するのが好ましい。
【００１７】
図５，６の印加電圧波形は一見すると図３の波形に対応しないようだが、実質的には両者
は対応する。図３のように表示電極Ｙのみに正・負の鈍波を印加する場合であっても、Ｘ
Ｙ電極間の初期化期間の電圧波形は図５，６の波形と同様である。図５，６において、実
線は印加電圧の推移を示し、破線は前点灯セルにおける壁電圧の推移を示し、点線は前消
灯セルにおける壁電圧の推移を示す。壁電圧についは図４と同様に正負を反転してプロッ
トしてあるので、図５，６においても実線と破線または点線との距離を該当する電極間の
セル電圧として読み取ることができる。
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【００１８】
鈍波印加による放電では放電開始閾値が重要なパラメータである。そこで、３電極構造に
おける放電開始閾値を次のように定義する。
Ｖｔ X Y：ＸＹ電極間のセル電圧が正のときのＸＹ電極間の放電開始閾値
Ｖｔ Y X：ＸＹ電極間のセル電圧が負のときのＸＹ電極間の放電開始閾値
Ｖｔ A Y：ＡＹ電極間のセル電圧が正のときのＡＹ電極間の放電開始閾値
Ｖｔ Y A：ＡＹ電極間のセル電圧が負のときのＡＹ電極間の放電開始閾値
Ｖｔ A X：ＡＸ電極間のセル電圧が正のときのＡＸ電極間の放電開始閾値
Ｖｔ X A：ＡＸ電極間のセル電圧が負のときのＡＸ電極間の放電開始閾値
ここでは一例として、初期化を始める直前（すなわち時刻ｔ０）のＸＹ電極間の壁電圧が
、前点灯セルでは負、前消灯セルでは正であり、ＡＹ電極間の壁電圧が前点灯セルではゼ
ロ、前消灯セルでは正の場合で説明する（図では壁電圧の正負が反転していることに注意
）。
【００１９】
図５において、ＸＹ電極間およびＡＹ電極間の印加電圧（負）がともに増加すると、まず
先に前点灯セルのセル電圧が時刻ｔ１で閾値に達し、前点灯セルでＸＹ電極間の放電（以
下、ＸＹ放電という）が始まる。この放電は、印加電圧が負のピーク値に達するまで続き
、ＸＹ電極間のセル電圧を－Ｖｔ Y Xに保つ。つまり、印加電圧の変化に対応して壁電圧も
変化する。時刻ｔ１よりも後の時刻ｔ２で前消灯セルでＸＹ放電が始まる。前消灯セルで
も前点灯セルと同様に、印加電圧が負のピーク値に達するまで放電が続き、ＸＹ電極間の
セル電圧が－Ｖｔ Y Xに保たれる。したがって、第１段階の鈍波印加が終了した時刻ｔ３で
、前点灯セルでも前消灯セルでもＸＹ電極間の壁電圧は－Ｖｔ Y Xである。
【００２０】
一方、ＡＹ電極間に注目すると、前点灯セルおよび前消灯セルのどちらでも、ＸＹ放電が
始まった後、ＡＹ電極間の壁電圧が変化する。ただし、この変化は、ＡＹ電極間の放電（
以下、ＡＹ放電という）で生じるのではなく、ＸＹ電極間の壁電圧の変化に伴う相対的な
変化である。したがって、ＡＹ電極間のセル電圧は閾値－Ｖｔ Y Aに保たれずに、単調に負
側に増加し続ける。ＡＹ電極間に印加する第１段階の鈍波の振幅が十分に大きい値でなけ
れば、前点灯セルおよび前消灯セルのどちらでもＡＹ電極間の放電が始まらない。このた
め、第１段階の鈍波印加が終了した時刻ｔ３で、前点灯セルと前消灯セルとでＡＹ電極間
の壁電圧が異なる。前点灯セルの壁電圧は前消灯セルの壁電圧よりも大きい。
【００２１】
第２段階の鈍波印加が始まると、印加電圧の極性が反転する。まず、前点灯セルにおいて
時刻ｔ４でＡＹ放電が始まる。放電中は、前点灯セルのＡＹ電極間のセル電圧をＶｔ A Yに
保つようにＡＹ電極間の壁電圧が変化する。そして、この変化に呼応してＸＹ電極間のセ
ル電圧も変化する。しかし、ＸＹ電極間の変化はＡＹ電極間の放電によって相対的にＸＹ
電極間の壁電圧が変化する現象であって、ＸＹ電極間の壁電圧は直接には制御されていな
い。直接の制御が始まるのは、ＸＹ電極間の放電が始まる時刻ｔ６である。
【００２２】
前消灯セルでは、時刻ｔ５でＸＹ放電が始まり、放電中はＸＹ電極間のセル電圧をＶｔ X Y

に保つようにＸＹ電極間の壁電圧が変化する。そして、ＡＹ電極間の壁電圧も変化する。
しかし、これはＸＹ放電によって相対的にＡＹ電極間の壁電圧が変化することで起きる現
象であって、ＡＹ電極間の壁電圧がＡＹ放電によって直接に制御されることで起きる現象
ではない。直接の制御が始まるのは、ＡＹ電極間の放電が始まる時刻ｔ７である。
【００２３】
第２段階の鈍波印加が終了した時点では、前点灯セルおよび前消灯セルの双方で、ＸＹ電
極間の壁電圧はＶｒ X Y２－Ｖｔ X Y、ＡＹ電極間の壁電圧はＶｒ A Y２－Ｖｔ A Yである。つま
り、ＸＹ電極間の壁電圧およびＡＹ電極間の壁電圧を所望値に制御するための必要条件は
、第２段階の鈍波印加によってＸＹ電極間とＡＹ電極間の双方で放電が生じ、かつそれぞ
れの放電期間が時間的に重なることである。以下、ある時期に２つ電極間（２箇所）で放
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電が生じる現象を、“同時放電”と呼称する。
【００２４】
なお、ここで説明したセルの振る舞いは、あくまでも一例であり、他の例もある。例えば
、第２段階の鈍波印加によって前点灯セルにおいてＸＹ放電が生じた後にＡＹ放電が生じ
る場合もある。ＸＹ電極間とＡＹ電極間のどちらで先に放電が起こるかは、初期化の直前
における壁電圧の状態、第１および第２の鈍波の設定電圧に依存する。ただし、どちらの
放電が先に起こるにしても、第２段階の鈍波印加中にＸＹ電極間とＡＹ電極間の同時放電
が生じるように駆動電圧を設定しなければならない。
【００２５】
図６においては、第１鈍波の振幅を小さくすることによって、前消灯セルの発光量が低減
されている。しかし、第２鈍波の印加中に前点灯セルで同時放電が生じない。第２鈍波の
印加終了時刻の前点灯セルにおけるＸＹ電極間の壁電圧は、制御目標値ではない。このこ
とは、前点灯セルに対するアドレッシングを不確実とし、誤点灯または誤消灯を発生させ
る。
【００２６】
以上の説明のとおり、３電極構造における複雑な放電を制御しながら、前消灯セルの壁電
圧書き込み量の下限を見極めることは非常に難しいので、ＰＤＰの表示で暗室コントラス
ト比を十分に改善することができなかった。また、暗室コントラスト比の改善だけを重視
した場合には、点灯ミスが発生しやすくなり、表示の乱れが顕著になった。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
第１の解決手段として、本発明においては、アドレッシングの準備操作として次の３つの
操作を順に行う。（１）前点灯セルの帯電状態を前消灯セルの帯電状態に近づける。より
詳しくは、セル電圧平面での前点灯セルの壁電圧点を前消灯セルの壁電圧点を通る傾き１
／２の直線の近傍に移動させる。（２）鈍波印加によって前点灯セルおよび前消灯セルで
放電を生じさせて、セル電圧平面上でのこれらセルの壁電圧点を同時初期化確定領域の中
に入れる。同時初期化確定領域とは、適切な鈍波印加によって同時放電を確実に生じさせ
ることができる条件範囲である。（３）鈍波印加によって同時放電を生じさせて前点灯セ
ルおよび前消灯セルの壁電圧を設定値に揃える。このように、（２）の操作の前処理とし
て（１）の操作を行うことにより、（２）の操作の目的を達成する鈍波の振幅が小さくな
る。鈍波の振幅が小さいと、前消灯セルの壁電圧書き込み量（つまり、発光量）が少ない
。したがって、（１）および（２）の操作を行うことにより、背景発光の輝度を従来と比
べて低くすることができる。
【００２８】
第２の解決手段として、本発明においては、アドレッシングの準備操作として次の３つの
操作を順に行う。（１）鈍波印加によってセル電圧平面での前点灯セルの壁電圧点を同時
初期化確定領域の中に入らないように当該領域に近づける。（２）前点灯セルのみで放電
を生じさせて前点灯セルの壁電圧点を同時初期化確定領域の中に入れる。（３）鈍波印加
によって同時放電を生じさせて前点灯セルおよび前消灯セルの壁電圧を設定値に揃える。
これら操作のうち、（１）の操作の目的を達成する鈍波の振幅は、壁電圧点を同時初期化
確定領域の中に入れる場合よりも小さい。鈍波の振幅が小さいと、前消灯セルの壁電圧書
き込み量（つまり、発光量）が少ない。（２）の操作では前消灯セルは発光しない。した
がって、（１）および（２）の操作を行うことにより、背景発光の輝度を従来と比べて低
くすることができる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
〔セルの動作解析〕
まず、鈍波印加によるアドレッシング準備の過程をセルの状態に注目して解析する手法を
説明する。図１のように第１電極（表示電極Ｘ）、第２電極（表示電極Ｙ）および第３電
極（アドレス電極Ａ）の３つの電極をもつセルにおける放電に係わる状態は、ＸＹ電極間
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のセル電圧とＡＹ電極間のセル電圧で記述することができる。アドレス電極Ａと表示電極
Ｘとの電極間（これをＡＸ電極間という）のセル電圧は、ＸＹ電極間のセル電圧とＡＹ電
極間のセル電圧の差として表すことができるので、ＸＹ電極間およびＡＹ電極間の電圧で
セルの状態が決まる。セルの状態を記述するセル電圧の組み合せは、これ以外に、ＡＸ電
極間のセル電圧とＡＹ電極間のセル電圧の組、ＡＸ電極間のセル電圧とＸＹ電極間のセル
電圧の組がある。どの組を選ぶかは任意である。だたし、一般にはＸＹ電極間で表示放電
を起こし、ＡＹ電極間でアドレス放電を起こすので、ＸＹ電極間のセル電圧とＡＹ電極間
のセル電圧の組を選ぶのが好ましい。
【００３０】
〔セル電圧平面の説明〕
３電極構造のＰＤＰの動作解析にセル電圧平面を用いる。ここで想定するセル電圧平面は
、図７のように、横軸にＸＹ電極間のセル電圧Ｖｃ X Yをとり、縦軸にＡＹ電極間のセル電
圧Ｖｃ A Yをとった直交座標平面である。セル電圧平面上では、セル電圧、壁電圧、および
印加電圧の関係が点と矢印とによって幾何的に表される。平面上の点であるセル電圧点は
、ＸＹ電極間およびＡＹ電極間のセル電圧の値を表す。印加電圧が０（ゼロ）のときのセ
ル電圧は壁電圧と等しいので、この状態に対応したセル電圧点を“壁電圧点”と呼ぶ。セ
ルに電圧が印加されたり、壁電圧が変化したりすると、セル電圧点は印加電圧の大きさま
たは壁電圧の変化量に応じた距離だけ移動する。この移動が２次元のベクトルとして矢印
で表される。
【００３１】
〔Ｖｔ閉曲線の説明〕
図８はＶｔ閉曲線の説明図である。初期化動作では上述のとおり定義された放電開始閾値
Ｖｔ X Y，Ｖｔ Y X，Ｖｔ A Y，Ｖｔ Y A，Ｖｔ A X，Ｖｔ X Aが重要である。セル電圧平面上に放電
開始閾値点プロットすると六角形が現れる。この六角形が“Ｖｔ閉曲線”と呼ばれる。Ｖ
ｔ閉曲線は放電が生じる電圧範囲を表す。放電が停止している状態のセル電圧点、すなわ
ち壁電圧点は必ずＶｔ閉曲線の内側に位置する。図８のＶｔ閉曲線における６つの辺、Ａ
Ｂ，ＢＣ，ＣＤ，ＤＥ，ＥＦ，ＦＡはそれぞれ次のように１つの電極間の放電に対応する
。
辺ＡＢ：表示電極Ｙを陰極とするＡＹ放電
辺ＢＣ：表示電極Ｘを陰極とするＡＸ放電（ＡＸ電極間の放電）
辺ＣＤ：表示電極Ｘを陰極とするＸＹ放電
辺ＤＥ：アドレス電極Ａを陰極とするＡＹ放電
辺ＥＦ：アドレス電極Ａを陰極とするＡＸ放電
辺ＦＡ：表示電極Ｙを陰極とするＸＹ放電
また、６つの頂点Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆは、２つの放電開始閾値を同時に満たす点（こ
れらを“同時放電点”という）であり、次の組合わせの同時放電に対応する。
点Ａ：表示電極Ｙを共通陰極とするＸＹ電極間およびＡＹ電極間の同時放電
点Ｂ：アドレス電極Ａを共通陽極とするＡＹ電極間およびＡＸ電極間の同時放電
点Ｃ：表示電極Ｘを共通陰極とするＡＸ電極間およびＸＹ電極間の同時放電
点Ｄ：表示電極Ｙを共通陽極とするＸＹ電極間およびＡＹ電極間の同時放電
点Ｅ：アドレス電極Ａを共通陰極とするＡＹ電極間およびＡＸ電極間の同時放電
点Ｆ：表示電極Ｘを共通陽極とするＸＡ電極間およびＸＹ電極間の同時放電
図９はＶｔ閉曲線の実測例を示す図である。図において、ＸＹ放電に関係する部分が直線
でなく少し歪んではいるものの、Ｖｔ閉曲線は六角形に近い形をしている。以下ではＶｔ
閉曲線を六角形とみなして議論する。以上のセル電圧平面とＶｔ閉曲線とを用いれば、鈍
波を印加したときのセルの動作が明らかになる。
【００３２】
〔１つの電極間における放電の解析〕
まず、１つの鈍波でＸＹ放電、ＡＹ放電、およびＡＸ放電のうちのいずれか１つ（例えば
ＸＹ放電）が起こる場合を想定する。図１０は鈍波印加によるＸＹ放電の解析の説明図で
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ある。図１０（Ａ）において点０は鈍波を印加する直前のセル電圧点である。鈍波を印加
すると、セル電圧点が点０から点１へ向かって移動する。この移動においてセル電圧点が
Ｖｔ閉曲線を通り過ぎるとき、ＸＹ電極間のセル電圧が放電開始閾値Ｖｔ X Yを超えるので
、ＸＹ放電が起こる。鈍波印加による放電では、いったんセル電圧が閾値を超えると、セ
ル電圧を閾値に保つように壁電圧が書き込まれる。この書き込みが壁電圧ベクトル１１’
（始点が点１で終点が点１’）で示される。鈍波はその電圧値がピークに達するまで増加
を続けるので、その増加分の印加電圧ベクトル１’２が加わって、セル電圧点は点１’か
ら点２へ移動する。同様の過程は鈍波の電圧値がピークに達するまで繰り返される。ＸＹ
放電が起こっているので、主にＸ電極と表示電極Ｙの間を電荷が移動する。Ｘ電極に＋Ｑ
、表示電極Ｙに－Ｑの壁電荷の移動があったとすると、ＸＹ電極間でＱ－（－Ｑ）＝２Ｑ
、ＡＹ電極間で－（－Ｑ）＝Ｑの壁電荷が移動することになる。したがって、上述のとお
り両軸をとったセル電圧平面では、ＸＹ放電による書き込みの方向が傾き１／２になる。
なお、この傾きは厳密には壁電荷ではなく壁電圧から求めるべきものであり、電極を覆う
誘電体層の形状や材質に依存する。ただし、実測での傾きはほぼ１／２であるので、解析
では傾きを１／２に近似する。
【００３３】
１つの鈍波の印加が終了した時点のセル電圧点および鈍波印加に伴う壁電圧変化の総量は
、図１０（Ｂ）のように幾何学的に求めることができる。その手順は次のとおりである。
初期状態の壁電圧点を起点として印加電圧ベクトルを順に加え、総印加電圧ベクトル０５
を描く。総印加電圧ベクトル０５の終点５を通る傾き１／２の直線を引く。そして、図を
読む。傾き１／２の直線とＶｔ閉曲線との交点５’が移動後のセル電圧点であり、点５か
ら点５’までの距離が壁電圧変化の総量である。図１０（Ｂ）中のベクトル５５’は図１
０（Ａ）の壁電圧ベクトルの総和に相当する。なお、ここで注意すべきことは、実際には
セル電圧は図１０（Ｂ）の点５のような大きな値にはならず、セル電圧点は図１０（Ａ）
のようにＶｔ閉曲線の近傍を移動することである。
【００３４】
図１０ではＸＹ放電を例に挙げたが、ＡＸ放電およびＡＹ放電についても同様に解析する
ことができる。図１１は３種の放電のそれぞれによって書き込まれる壁電圧ベクトルの方
向を示す。図において、白丸は鈍波印加の開始時点の壁電圧点、実線矢印は印加電圧ベク
トル、破線矢印は壁電圧ベクトル、黒丸は鈍波印加の終了時点の壁電圧点である。ＸＹ放
電では壁電圧ベクトルの方向が傾き１／２、ＡＹ放電では傾き２、ＡＸ放電では傾き－１
となる。
【００３５】
〔同時放電の解析〕
次に、１つの鈍波でＸＹ放電、ＡＹ放電、およびＡＸ放電のうちの２つ（例えばＸＹ放電
とＡＹ放電）が同時に起こる場合を想定する。図１２は同時放電の解析の説明図である。
ここでは、ＸＹ放電がＡＹ放電より早く起こり、その後に同時放電が起こる場合について
説明する。図１２のように、ＸＹ放電とＡＹ放電の同時初期化点Ｉを通る傾き１／２の直
線を引く。図１０（Ｂ）と同様に、初期状態の壁電圧点を起点として印加電圧ベクトルを
順に加え、総印加電圧ベクトル０１を描く。総印加電圧ベクトル０１の終点１が傾き１／
２の直線よりも下にある場合は、ＸＹ放電だけが起こる場合である。この場合であれば、
図１０で説明した方法を用いればよい。点１が傾き１／２の直線よりも上にある場合が、
ＸＹ放電が起こった後にＸＹ電極間とＡＹ電極間の同時放電が起こる場合である。この場
合、点１から同時初期化点Ｉへの移動が壁電圧ベクトルになる。この場合には、印加電圧
の上昇に伴って延びる印加電圧ベクトルが傾き１／２の直線との交点１’に達するまでは
、ＸＹ放電によって傾き１／２の壁電圧ベクトルが延びるように壁電圧は書き込まれてい
く。印加電圧がちょうど交点１’に対応する値になると、セル電圧点は同時放電点 Iに達
する。この点は、ＸＹ放電とＡＹ放電が同時に起こるので、ＸＹ電極間のセル電圧がＶｔ

X Yに、ＡＹ電極間のセル電圧がＶｔ A Yに保たれる。つまり、いったん印加電圧ベクトルが
交点１’に達したら、セル電圧点は同時放電点にクリップされる。
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〔２段階の鈍波印加による初期化の解析〕
以上を踏まえて、図５および図６の動作の解析を試みる。図１３は図５の動作を示すセル
電圧平面図であり、図１４は図６の動作を示すセル電圧平面図である。これらの図におい
て（Ａ）が前点灯セル、（Ｂ）が前消灯セルの動作を示す。図５，図６の各時刻のセル電
圧位置をｔ０，ｔ１，・・・を使って示してある。
【００３６】
〔適正な初期化〕
図１３（Ａ）において、初期化開始時点の前点灯セルのセル電圧点は点Ａである。図５の
波形では初期化の最初に印加電圧が階段状に変化するので、セル電圧点は点Ｂに移動する
。負の第１鈍波の印加により、点Ｃで放電が始まって壁電圧が書き込まれる。放電はＸＹ
放電なので、書き込みの方向は傾き１／２の方向である。第１鈍波が終了したときのセル
電圧点は点Ｅである。第１鈍波から第２鈍波へ移る時点での印加電圧の急激な変化に伴っ
て、セル電圧点は点Ｆに移動する。第２鈍波の印加により、点Ｇで放電が始まって壁電圧
が書き込まれる。放電はＡＹ放電なので、壁電圧は傾き２の方向に書き込まれる。ＡＹ放
電が始まると、セル電圧点はＶｔ閉曲線に沿って右に移動する。これは、ＡＹ電極間のセ
ル電圧をＶｔ A Yに保ちながら、ＸＹ電極間のセル電圧が増加していることを意味する。Ｘ
Ｙ電極間のセル電圧が増加して閾値Ｖｔ X Yに達すると、Ｙ電極間とＡＹ電極間の同時放電
が起こる。同時放電が続く間は印加電圧の増加分だけ壁電圧が書きこまれるので、セル電
圧点は点 Iに固定される。つまり、図１３（Ａ）からは前点灯セルについては適正に初期
化が行われることが判る。
【００３７】
このように初期化が適正に行われると、初期化が終了した直後のセル電圧点は、六角形で
あるＶｔ閉曲線の右上の頂点、すなわち同時放電の条件を表す同時初期化点になる。
【００３８】
図１３（Ｂ）において、初期化開始時点の前消灯セルのセル電圧点は点 Jである。図５の
波形では初期化の最初に印加電圧が階段状に変化するので、セル電圧点は点Ｋに移動する
。負の第１鈍波の印加により、点Ｌで放電が始まって壁電圧が書き込まれる。放電はＸＹ
放電なので、書き込みの方向は傾き１／２の方向である。第１鈍波が終了した時点のセル
電圧点は点Ｎである。第１鈍波から第２鈍波へ移る時点での印加電圧の急激な変化に伴っ
て、セル電圧点は点Ｏに移動する。第２鈍波の印加により、点Ｐで放電が始まって壁電圧
が書き込まれる。放電はＸＹ放電なので、壁電圧は傾き１／２の方向に書きこまれる。Ｘ
Ｙ放電が始まると、セル電圧点はＶｔ閉曲線に沿って上に移動する。これは、ＸＹ電極間
のセル電圧をＶｔ X Yに保ちながら、ＡＹ電極間のセル電圧が増加していることを意味する
。ＡＹ電極間のセル電圧が増加して閾値Ｖｔ A Yに達すると、ＸＹ電極間およびＡＹ電極間
の同時放電が起こる。同時放電が続く間は印加電圧の増加分だけ壁電圧が書きこまれるの
で、セル電圧点は点Ｒに固定される。つまり、図１３（Ｂ）から前消灯セルについて適正
に初期化が行われることが判る。
【００３９】
〔適正でない初期化〕
図１４（Ａ）においても図１３（Ａ）と同様に、初期化開始時点の前点灯セルのセル電圧
点は点Ａである。図６の波形では初期化の最初に印加電圧が階段状に変化するので、セル
電圧点は点Ｂに移動する。負の第１鈍波の印加により、点Ｃで放電が始まって壁電圧が書
き込まれる。ここまでの状態遷移は図１３（Ａ）と同じである。第１鈍波が終了した時点
のセル電圧点は図１３（Ａ）の点Ｅよりも少し上の点Ｅ’である。第１鈍波から第２鈍波
へ移る時点での印加電圧の急激な変化に伴って、セル電圧点は点Ｆ’に移動する。第２鈍
波の印加により、点Ｇ’で放電が始まって壁電圧が書き込まれる。放電はＡＹ放電なので
、壁電圧は傾き２の方向に書き込まれる。ＡＹ放電が始まると、セル電圧点はＶｔ閉曲線
に沿って右に移動する。これは、ＡＹ電極間のセル電圧をＶｔ A Yに保ちながら、ＸＹ電極
間セル電圧が増加していることに対応する。しかし、印加電圧が十分に大きくならないの
で、ＸＹ電極間のセル電圧は閾値Ｖｔ X Yに達しない。つまり、同時初期化点までセル電圧
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点が移動しない。この場合の初期化の結果は、ＡＹ電極間の壁電圧は設定どおりだが、Ｘ
Ｙ電極間の壁電圧は設定どおりではない。図１４（Ａ）からは前点灯セルについては適正
に初期化が行われないことが判る。
【００４０】
図１４（Ｂ）においても図１３（Ｂ）と同様に、初期化開始時点の前点灯セルのセル電圧
点は点Ｊである。図６の波形では初期化の最初に印加電圧が階段状に変化するので、セル
電圧点は点Ｋに移動する。負の第１鈍波の印加により、点Ｌで放電が始まって壁電圧が書
き込まれる。ここまでの状態遷移は図１３（Ｂ）と同じである。第１鈍波が終了した時点
のセル電圧点は点Ｎ’である。第１鈍波から第２鈍波へ移る時点での印加電圧の急激な変
化に伴って、セル電圧点は点Ｏ’に移動する。第２鈍波の印加により、点Ｐ’で放電が始
まって壁電圧が書き込まれる。放電はＸＹ放電なので、壁電圧は傾き１／２の方向に書き
こまれる。ＸＹ放電が始まると、セル電圧点はＶｔ閉曲線に沿って上に移動する。これは
、ＸＹ電極間のセル電圧をＶｔ X Yに保ちながら、ＡＹ電極間のセル電圧が増加しているこ
とを意味する。ＡＹ電極間のセル電圧が増加して閾値Ｖｔ A Yに達すると、ＸＹ／ＡＹ同時
放電が起こる。同時放電が続く間、セル電圧点は点Ｒ（同時初期化点）に固定される。つ
まり、図１４（Ｂ）からは消灯セルについては適正に初期化が行われることが判る。
【００４１】
〔適正な初期化の条件〕
次に、鈍波を用いた初期化で期待どおりに壁電圧が設定されたりされなかったりする理由
について考察する。
【００４２】
図１５は適正な初期化の条件の説明図である。ここでは、図３の駆動波形を適用した２段
階の鈍波印加による初期化を想定する。最後の鈍波印加（図３の２段目）において、その
終了時点のＸ電極の電位を＋Ｖｒ X  、表示電極Ｙの電位を－Ｖｒ Y  とする。
【００４３】
初期化が期待どおりであれば、終了時点のセル電圧点は同時初期化点である。したがって
、同時初期化点から左方へＶｒ X＋Ｖｒ Yの分だけずれ、下方へＶｒ Yの分だけずれた点が
初期化後の壁電圧点である。なお、消灯セルではアドレス期間およびサステイン期間に壁
電圧がほとんど変化しないので、あるサブフレームのアドレッシング準備としての初期化
を開始する時点で、前消灯セル（１つ前のサブフレームでの消灯セル）の壁電圧点は同時
初期化点またはその近傍である。
【００４４】
初期化が期待どおりになるには、最後の鈍波で放電が起こらなければならない。この条件
を満たす領域は、初期化後の壁電圧点より右上の領域である。さらに最後の鈍波による放
電を分類すると、同時放電まで進む場合、ＸＹ放電だけで同時放電まで進まない場合、お
よびＡＹ放電だけで同時放電まで進まない場合がある。これら３つの場合のそれぞれに対
応する領域を図中に III、 II、Ｉで示す。３つの領域は、初期化後の壁電圧点を通る傾き
２と傾き１／２の２つの直線で決まる。最後の鈍波で適正な初期化が確実に行われるのは
、図中の IIIの領域だけである。この領域を“同時初期化確定領域”と呼称する。
【００４５】
〔２段階の初期化の限界〕
上述の考察から、最後の鈍波印加を始めるまでに、何らかの操作で前点灯セルおよび前消
灯セルの両方の壁電圧点を同時初期化確定領域に移動させなければならないことが判明し
た。そこで、従来と同様の２段階の鈍波波形での問題解決を検討する。
【００４６】
図１６は２段階の鈍波印加による初期化において、１段目の鈍波で前点灯セルの壁電圧点
を同時初期化確定領域に移動させる操作の説明図である。１段目の鈍波印加の開始時点で
、前点灯セルのセル電圧点は点１、前消灯セルのセル電圧点は点２である。点１を通る傾
き１／２の直線は同時初期化確定領域と点３で交わる。
【００４７】
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前点灯セルのセル電圧点がＸＹ放電によって点１から同時初期化確定領域に移動するとき
のベクトルは、ベクトル a（＝ベクトル１３）よりも大きくなければならない。この条件
を満たし、前点灯セルのセル電圧点を同時初期化確定領域に移動させる印加電圧ベクトル
は、点１から点４までのベクトルｂである。これは、その終点４からベクトルａだけ移動
するとＶｔ閉曲線における左端辺（閾値－Ｖｔ X Yの辺）に達するようなベクトルである。
このベクトルｂは前消灯セルにも加わるので、第１鈍波で前消灯セルに多くの壁電圧が書
き込まれる。書き込まれる壁電圧ベクトル量は、前点灯セルの壁電圧点を通る傾き１／２
の直線と、前消灯セルの壁電圧点を通る傾き１／２の直線との距離に比例する。つまり、
２段階の初期化では、前点灯セルのセル電圧点を同時初期化確定領域に移動させることで
前消灯セルの発光量が多くなってしまう。
【００４８】
〔本発明の駆動方法による初期化〕
〔第１の形態〕
上述の考察によって課題を解決するための１つの効果的な操作が導かれた。その操作とは
、２段階の鈍波印加を始める以前に、前点灯セルの壁電圧点を前消灯セルの壁電圧点を通
る傾き１／２の直線に近づくように移動させておくことである。この操作は、２段の鈍波
の前にもう１つ鈍波を加えることで実現される。加える波形は必ずしも鈍波に限らず高周
波でもよいが、駆動回路を複雑にしないためには鈍波が最適である。新たな鈍波を加える
ので、初期化の構成は３段階となる。以下では、本発明に特有の操作に係る鈍波を、他の
２つの鈍波と区別するため、“付加鈍波”ということがある。
【００４９】
図１７は本発明の原理の説明図である。前点灯セルの壁電圧を上記直線に近づけるには、
ＡＹ放電またはＡＸ放電を生じさせるしかない。どちらの放電が好ましいかは、サステイ
ン期間の最後の表示放電で決まる。例えば最後の表示放電の陽極がＸ電極であれば、サス
テイン期間に続く初期化期間の開始時点において、前点灯セルの壁電圧点はセル電圧平面
における縦軸の左側に位置する。この場合にはＡＸ放電の方がＡＹ放電よりも効率的に前
点灯セルの壁電圧点を上記直線に近づけることができる。ＡＸ放電は図中の実線矢印で示
される印加電圧ベクトルによって起こり、傾き－１の方向の壁電圧書き込みを生じさせる
。印加電圧ベクトルの消失、すなわち電圧印加の終了は、図では壁電圧ベクトルが実線矢
印の逆方向に平行移動することである。したがって、ＡＸ放電によって前点灯セルの壁電
圧点は点１から点２へ移動し、それによって前消灯セルの壁電圧点を通る傾き１／２の直
線に近づくとともに、必然的に前消灯セルの壁電圧点にも近づく。ＡＸ放電を生じさせる
印加電圧ベクトルは前消灯セルにも加わる。しかし、印加電圧ベクトルがＶｔ閉曲線に達
しなければ、放電は起こらないし無用の発光もない。ＡＸ放電を生じさせる印加電圧ベク
トルの大きさを選定する際には、前消灯セルで放電が起こらないように留意すべきである
。ＡＸ放電によって前点灯セルの壁電圧点を上記直線に近づけておけば、２段目の鈍波印
加では点２から同時初期化確定領域までの移動を達成すればよい。達成に必要な印加電圧
ベクトルは点１から同時初期化確定領域への移動に必要な印加電圧ベクトルよりも小さい
。つまり、前消灯セルを発光させずに、前点灯セルおよび前消灯セルの壁電圧点を同時初
期化確定領域へ移動させることが可能である。壁電圧点が同時初期化確定領域にあれば、
最後 (３段目 )の鈍波で確実に壁電圧を所望値に設定することができる。
【００５０】
図１８は本発明の初期化の手順を示す。第１ステップとして、前点灯セルの壁電圧点１を
点２に移動させて前消灯セルの壁電圧点１ｂに近づける。第２ステップとして、前点灯セ
ルの壁電圧点２を同時初期化確定領域内の点３に移動させる。このとき、前消灯セルの壁
電圧点１ｂは同時初期化確定領域内の点２ｂに移動する。最後に第３ステップとして、同
時放電を生じさせて、前点灯セルおよび前消灯セルの壁電圧点を点４に揃える。
【００５１】
　〔第２の形態〕
　上述の第１の形態では３段階の初期化における最初の操作として付加鈍波を印加するの
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に対し、第２の形態では３段階における２段目の操作として付加鈍波を印加する。すなわ
ち、図１９のように、１段目の鈍波印加で前点灯セルの壁電圧点を点１からそれよりも同
時初期化確定領域に近い点２へ移動させておき、その後に付加鈍波の印加で点 から同時
初期化確定領域へ前点灯セルの壁電圧点を移動させる。これは第１の形態における１段目
と２段目の順序を入れ替えた形態といえる。この第２の形態は、図１６の操作とは違って
１回のＸＹ放電で無理やり前点灯セルの壁電圧点を同時初期化確定領域へ移動させるもの
ではない。１段目のＸＹ放電と２段目のＡＸ放電（またはＡＹ放電）とによって、前点灯
セルの壁電圧点は同時初期化確定領域へ移動する。２段目の印加電圧ベクトルについては
、前消灯セルで放電が起こらない大きさのベクトルであることが必須である。
【００５２】
第２の形態の２段目の操作において前消灯セルは発光しない。２段目で前点灯セルおよび
前消灯セルの壁電圧点が同時初期化確定領域に移動するので、３段目では同時放電が生じ
て期待どおりの初期化が達成される。
〔駆動波形の実施例〕
図２０は駆動波形の実施例１を示す。１つのサブフレームに対して、初期化期間、アドレ
ス期間、およびサステイン期間において、初期化、アドレッシング、および点灯維持が行
われる。アドレス期間およびサステイン期間の駆動波形は、図３の従来例と同様である。
【００５３】
初期化は３段階に分かれる。１段目ではＸ電極に対して漸増バイアスが行われ、それによ
ってＸＹ電極間およびＡＸ電極間に鈍波が加わる。２段目および３段目では表示電極Ｙに
対して漸増バイアスが行われ、それによってＸＹ電極間およびＡＹ電極間に鈍波が加わる
。３段階のうち、１段目の鈍波が本発明に特有の付加鈍波である。すなわち、実施例１は
上述した第１の形態の初期化に適用される。１段目において、表示電極Ｘに対する負の鈍
波の印加により、前点灯セルのみでＡＸ放電が生じる。この放電によって、前点灯セルの
壁電圧点が前消灯セルの壁電圧点を通る傾き１／２の直線に近づき、２段目において加え
なければならない印加電圧が下がる。すなわち、付加鈍波の印加によって、前消灯セルの
初期化に伴う発光を低減することができる。
【００５４】
図２１は駆動波形の実施例２を示す。実施例２および以下の実施例において、アドレス期
間およびサステイン期間の駆動波形は図３の従来例と同様であるので、図示は初期化期間
の波形のみである。実施例２においても、３段階のうち１段目の鈍波が本発明に特有の付
加鈍波である。１段目において、アドレス電極Ａに対する正の鈍波の印加により、前点灯
セルのみでＡＸ放電が生じる。
【００５５】
図２２は駆動波形の実施例３を示す。実施例３においても、３段階のうち１段目の鈍波が
本発明に特有の付加鈍波である。１段目において、表示電極Ｘに対する負の鈍波の印加お
よびアドレス電極Ａに対する正の矩形波の印加により、前点灯セルのみでＡＸ放電が生じ
る。
【００５６】
図２３は駆動波形の実施例４を示す。実施例４においても、３段階のうち１段目の鈍波が
本発明に特有の付加鈍波である。１段目において、アドレス電極Ａに対する正の鈍波の印
加および表示電極Ｘに対する負の矩形波の印加により、前点灯セルのみでＡＸ放電が生じ
る。
【００５７】
図２４は駆動波形の実施例５を示す。実施例５は実施例４の変形例である。実施例５では
、１段目および２段目において表示電極Ｘに印加する負の矩形波の振幅が共通である。共
通化により駆動に必要な電源の数が減り、駆動回路が安価になる。
【００５８】
図２５は駆動波形の実施例６を示す。実施例６は実施例３の変形例である。実施例６では
、１段目で表示電極Ｘに印加する負の鈍波と２段目で表示電極Ｘに印加する負の矩形波と
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で振幅が共通である。共通化により駆動に必要な電源の数が減り、駆動回路が安価になる
。
【００５９】
図２６は駆動波形の実施例７を示す。実施例７において、３段階のうち２段目の鈍波が本
発明に特有の付加鈍波である。すなわち、実施例７は上述した第２の形態の初期化に適用
される。１段目において、表示電極Ｙに対する正の鈍波の印加により、前点灯セルおよび
前消灯セルでＸＹ放電が生じる。この放電では前点灯セルの壁電圧点を同時初期化領域ま
で移動させる必要はないので、鈍波の振幅を小さくすることで、前消灯セルの背景発光を
低減することができる。２段目において、表示電極Ｘに対する負の矩形波の印加により、
前点灯セルのみで壁電圧点を同時初期化確定領域に移動させるためのＡＸ放電が生じる。
【００６０】
図２７は駆動波形の実施例８を示す。実施例８においても、３段階のうち２段目の鈍波が
本発明に特有の付加鈍波である。２段目において、表示電極Ｘに対する負の鈍波の印加お
よびアドレス電極Ａに対する正の矩形波の印加により、前点灯セルのみでＡＸ放電が生じ
る。
【００６１】
図２８は駆動波形の実施例９を示す。実施例９においても、３段階のうち２段目の鈍波が
本発明に特有の付加鈍波である。２段目において、アドレス電極Ａに対する正の鈍波の印
加および表示電極Ｘに対する負の矩形波の印加により、前点灯セルのみでＡＸ放電が生じ
る。
【００６２】
【発明の効果】
請求項１ないし請求項６の発明によれば、前消灯セルの発光量を最小限に抑え、かつ前点
灯セルおよび前消灯セルの初期化を確実に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】典型的な面放電型ＰＤＰのセル構造を示す図である。
【図２】カラー表示のためのフレーム分割の一例を示す図である。
【図３】従来の駆動波形を示す図である。
【図４】従来の初期化原理の説明図である。
【図５】従来における適正な初期化を示す図である。
【図６】従来の不適正な初期化を示すである。
【図７】セル電圧平面の説明図である。
【図８】Ｖｔ閉曲線の説明図である。
【図９】Ｖｔ閉曲線の実測例を示す図である。
【図１０】鈍波印加によるＸＹ放電の解析の説明図である。
【図１１】鈍波印加による放電において壁電圧が書き込まれる方向を示す図である。
【図１２】同時放電の解析の説明図である。
【図１３】図５の動作を示すセル電圧平面図である。
【図１４】図６の動作を示すセル電圧平面図である。
【図１５】適正な初期化の条件の説明図である。
【図１６】２段階の鈍波印加による初期化において、１段目の鈍波で前点灯セルの壁電圧
点を同時初期化確定領域に移動させる操作の説明図である。
【図１７】本発明の原理の説明図である。
【図１８】本発明の初期化の手順を示す図である。
【図１９】本発明の原理の説明図である。
【図２０】駆動波形の実施例１を示す図である。
【図２１】駆動波形の実施例２を示す図である。
【図２２】駆動波形の実施例３を示す図である。
【図２３】駆動波形の実施例４を示す図である。
【図２４】駆動波形の実施例５を示す図である。
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【図２５】駆動波形の実施例６を示す図である。
【図２６】駆動波形の実施例７を示す図である。
【図２７】駆動波形の実施例８を示す図である。
【図２８】駆動波形の実施例９を示す図である。
【符号の説明】
Ｘ，Ｙ　表示電極
Ａ　アドレス電極
１　ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

(17) JP 3683223 B2 2005.8.17



【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】
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