
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

表示データ量を検出し、
表示データ量に応じて 維持放電期間の維持パルスの電荷回収用制御信号がオンして

から、 クランプスイッチ用制御信号がオンするま
での遅延時間を制御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。
【請求項２】

表示データ量を検出し、
表示データ量に応じて 維持放電期間の維持パルスのスロープ形成スイッチ用制御信

号がオンしてから、 クランプスイッチ用制御信号
がオンするまでの遅延時間を制御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。
【請求項３】

表示データ量を検出し、
表示データ量に応じて 維持パルスの電荷回収の開始から回収不足分を維持電位へ固

定するタイミングとＧＮＤ電位へ固定するタイミングを制御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。
【請求項４】
各表示セルの点灯あるいは非点灯を決定する書き込み放電期間と、 書き込み放電期間で
の選択放電に基づいて繰り返し発光放電を行う維持放電期間を有し、ライン毎、サブフィ
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ライン毎、サブフィールド毎、又はフィールド毎の単位で 検出し
た該 、

維持電位又はＧＮＤ電位にクランプする

ライン毎、サブフィールド毎、又はフィールド毎の単位で 検出し
た該 、

維持電位又はＧＮＤ電位にクランプする

ライン毎、サブフィールド毎、又はフィールド毎の単位で 検出し
た該 、

該



ールド毎、 で表示負荷量を検出する手段と、 前記表示
負荷量に応じて 前記維持放電期間の維持パルスの

クランプタイミングの制御手段を具備することを特徴とするプラズマ
ディスプレイ。
【請求項５】
前記表示負荷量が小さい場合、前記維持パルスの電荷回収開始から維持電位又はＧＮＤ電
位にクランプする迄の時間を長く設定 、前記表示負荷量が相対的に大きいい場合
、前記維持パルスの電荷回収開始から維持電位又はＧＮＤ電位にクランプする迄の時間を
相対的に短く設定することを特徴とする請求項 に記載のプラズマディスプレイ。
【請求項６】
前記維持パルスの電荷回収開始から維持電位又はＧＮＤ電位に固定する迄の時間を、先頭
の維持パルスからｎ番目の維持パルスの順に徐々に長くなるようにしたことを特徴とする
請求項 に記載のプラズマディスプレイ。
【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の駆動方法および に
関し、特に高精細、大表示容量のプラズマディスプレイパネルを用いて、高コントラスト
の情報表示端末や平面型テレビ等を実現するプラズマディスプレイパネルの駆動方法およ
び に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、プラズマディスプレイパネル（以下、ＰＤＰと略す）は薄型構造でちらつきがな
く表示コントラスト比が大きく、また比較的に大画面にすることが可能であり、応答速度
が速く、自発光型で蛍光体の利用により多色発光も可能であることなど、多くの特徴を有
している。このため、近年コンピュータ関連の表示装置の分野、およびカラー画像表示の
分野等において、広く利用されつつある。
【０００３】
このＰＤＰには、その動作方式により、電極が誘電体で被覆されて間接的に交流放電の状
態で動作させる交流放電型のものと、電極が放電空間に露出して直流放電の状態で動作さ
せる直流放電型のものとがある。更に交流放電型には、駆動方式として放電セルのメモリ
機能を利用するメモリ動作型と、それを利用しないリフレッシュ動作型とがある。なお、
ＰＤＰの輝度は放電回数、即ちパルス電圧の繰り返し数に比例する。上記のリフレッシュ
動作型は、表示容量が大きくなると輝度が低下するため、主として小表示容量のＰＤＰに
対して使用されている。
【０００４】
図１９は、交流放電メモリ動作型ＰＤＰの一つの表示セルの構成を示す断面図である。こ
の表示セルは、ガラスより成る背面および前面の二つの絶縁基板１および２と、絶縁基板
２上に形成される透明な走査電極３および透明な維持電極４に重なるように配置されるト
レース電極５、６と、絶縁基板１上に、走査電極３および維持電極４と直交して形成され
るデータ電極７と、絶縁基板１および２の空間に、Ｈｅ、ＮｅおよびＸｅ等またはそれら
の混合ガスから成る放電ガスが充填される放電ガス空間８と、この放電ガス空間８を確保
するとともに表示セルを区切るための隔壁９と、上記放電ガスの放電により発生する紫外
線を可視光１０に変換する蛍光体１１と、走査電極３および維持電極４を覆う誘電体膜１
２と、この誘電体膜１２を放電から保護する酸化マグネシウム等から成る保護層１３と、
データ電極を覆う誘電体膜１４とを備えている。
【０００５】
次に、図１９を参照して、選択された表示セルの放電動作について説明する。走査電極３
とデータ電極７との間に放電しきい値を越えるパルス電圧を印加して放電を開始させると
、このパルス電圧の極性に対応して、正負の電荷が両側の誘電体膜１２および１４の表面
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又はフィールド毎の単位 検出された
、 電荷回収開始から維持電位又はＧＮＤ

電位にクランプする

する一方

４

５

プラズマディスプレイパネル

プラズマディスプレイ



に吸引されて電荷の堆積を生じる。この電荷の堆積に起因する等価的な内部電圧、即ち、
壁電圧は、上記パルス電圧と逆極性となるために、放電の成長とともにセル内部の実効電
圧が低下し、上記パルス電圧が一定値を保持していても、放電を維持することができず、
遂には放電を停止する。この後に、隣接する走査電極３と維持電極４との間に、壁電圧と
同極性のパルス電圧である維持パルスを印加すると、壁電圧の分が実効電圧として重畳さ
れるため、維持パルスの電圧振幅が低くても、放電しきい値を越えて放電することができ
る。従って、維持パルスを走査電極３と維持電極４との間に印加し続けることによって、
放電を維持することが可能となる。この機能が上述のメモリ機能である。また、走査電極
３または維持電極４に、壁電圧を中和するような、幅の広い低電圧パルス、または、幅の
狭い維持パルス電圧程度のパルスである消去パルスを印加することにより、上記の維持放
電を停止させることができる。
【０００６】
次に従来のＰＤＰの駆動装置の構成を説明する。図２０は、従来のＰＤＰの駆動装置の一
例を示すブロック図である。ＰＤＰは、その一方の面に、互いに平行な維持電極群４２及
び走査電極群５３が設けられ、対向面にこれら電極と直角な方向にデータ電極群３２が設
けられている。この交点の位置に表示セル２２が形成される。維持電極Ｘは各走査電極Ｙ
１、Ｙ２、Ｙ３、…、Ｙｎ（ｎは任意の正の整数）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。
【０００７】
次に表示セル２２を駆動するための複数種のドライバ回路や、これらドライバ回路を制御
するための制御回路の構成を説明する。表示セル２２のアドレス放電を目的として１ライ
ン分のデータ電極群３２のデータ駆動を行うデータドライバ３１と、上記表示セル２２の
維持放電を目的として維持電極群４２に対し共通の維持放電を行う維持側ドライバ回路４
０と、走査電極群５３に対して共通の維持放電を行う走査側ドライバ回路５０とが設けら
れている。維持側ドライバ回路４０、走査側ドライバ回路５０は、図２１のように、低イ
ンピーダンス回路、高インピーダンス回路で構成されている。さらに、アドレス期間にお
いて選択書き込み放電を行う目的として、走査電極Ｙ１～Ｙｎの走査電極群５３に対して
順次走査を行う走査ドライバ５５が設けられている。走査ドライバ５５は、走査側ドライ
バ回路５０によって自身の供給電源に維持パルスを印加して維持放電を行う。制御回路６
１はデータドライバ３１、維持側ドライバ回路４　０、走査側ドライバ回路５０、走査ド
ライバ５５、及びＰＤＰ２１の動作全てを制御する。制御回路６１の主要部は、表示デー
タ制御部６２、駆動タイミング制御部６３から構成される。表示データ制御部６２は、外
部から入力される表示データを、ＰＤＰ２１を駆動するためのデータに並び替える機能と
、並び替えた表示データ列を一旦格納しておき、アドレス放電時に走査ドライバ５５の順
次走査に合わせてデータドライバ３１に表示データＤＡＴＡとして転送する。駆動タイミ
ング制御部６３は、外部から入力されるドットクロック等の各種信号を、ＰＤＰ２１を駆
動するための内部制御信号に変換し、各ドライバ、ドライバ回路を制御する。
【０００８】
次に駆動シーケンスについて説明する。図２２は従来のＰＤＰの駆動装置における複数の
サブフィールドを形成した状態を示す図である。例えば１６．７ｍｓの期間を有する１つ
のフィールドを分割して形成されるサブフィールド（ＳＦと略す）の数は８に設定してい
る。これらサブフィールドを適当に組み合わせて駆動シーケンスを規定することより２５
６階調を表示できるようにしている。各々のサブフィールドは、このサブフィールドの重
みに応じた表示データの書き込みを行う走査期間と、書き込み指定がなされた表示データ
を表示する維持放電期間とに分かれており、各サブフィールドを重ね合わせて１フィール
ドの画像を表示している。
【０００９】
図２３は、ある重みのサブフィールドの詳細を示す図である。維持電極Ｘに印加する共通
の維持電極駆動波形Ｗｘと、走査電極Ｙ１～Ｙｎに印加する走査電極駆動波形Ｗｙ１～Ｗ
ｙｎとデータ電極Ｄ１～Ｄｋに印加するデータ電極駆動波形Ｗｄｉ（１≦ｉ≦ｋ）とを示
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す。サブフィールドの一周期は、走査期間、維持放電期間とで形成され、走査期間は予備
放電期間、書き込み放電期間とで形成され、これを繰り返して所望の映像表示を得る。尚
、予備放電期間は、必要に応じて使用するものであり、省略してもよい。
【００１０】
予備放電期間は、書き込み放電期間において安定した書き込み放電を得るために、放電ガ
ス空間内に活性粒子および壁電荷を生成するための期間であり、ＰＤＰの全表示セルを同
時に放電させる予備放電パルスと、予備放電パルスの印加によって生成された壁電荷のう
ち、書き込み放電および維持放電を阻害する電荷を消滅させるための予備放電消去パルス
から成る。
【００１１】
維持放電期間は、書き込み放電期間において書き込み放電を行った表示セルを、所望の輝
度を得るために維持放電し、発光させる期間である。
【００１２】
予備放電期間においては、先ず維持電極Ｘに対して予備放電パルスＰｐを印加し、全ての
表示セルにおいて放電を起こす。その後、走査電極Ｙ１～Ｙｎに予備放電消去パルスＰｐ
ｅを印加して消去放電を発生させ、予備放電パルスにより堆積した壁電荷を消去する。
【００１３】
続いて書き込み放電期間では、走査電極Ｙ１～Ｙｎに走査パルスＰｗを線順次に印加し、
更に映像表示データに対応してデータ電極Ｄｉ（１≦ｉ≦ｋ）にデータパルスＰｄを選択
的に印加し、表示すべきセルにおいては書き込み放電を発生させて壁電荷を生成する。
【００１４】
続いて維持放電期間において、書き込み放電を起こした表示セルのみが、維持パルスＰｃ
およびＰｓによって継続的に維持放電を起こす。最後の維持放電が最終維持パルス　Ｐｃ
ｅによって行われた後、維持放電消去パルスＰｓｅによって、形成された壁電荷を消去し
、維持放電を停止させて１面の発光動作が完了する。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の第１の目的は、表示負荷量の大小に関わらず、良好な画質が得られるプラズマデ
ィスプレイパネルを提供することである。
【００１６】
まず、従来のプラズマディスプレイパネルの駆動方法では、電荷回収開始から維持電位、
ＧＮＤ電位にクランプする迄の時間を一定の時間に固定するようにしていたので、電荷回
収開始から維持電位、グランド電位へクランプする迄の時間を短く設定した場合には気体
放電強度が強すぎるため、特に、表示負荷量が少ない時に輝度飽和が発生して良好な表示
画像が得られないという欠点があり、又、電荷回収開始から維持電位、グランド電位へク
ランプする迄の時間を長く設定した場合には気体放電強度が弱すぎるため、表示負荷量が
多い場合、必要とする輝度が得られないという欠点があった。
【００１７】
また、従来のＰＤＰの駆動方法では、維持電極群の維持電極Ｘと、走査電極群の各走査電
極Ｙ１～Ｙｎにより構成される電極対によって、１ラインで複数の表示セルを駆動してい
た。この場合、各ラインの表示データに対応した表示用電流は表示セル中の表示データ量
（負荷量）にほぼ比例する。各々の電極には抵抗成分が分布しており、電極が長くなるほ
ど電極の抵抗値も大きくなる。従って、この電極の抵抗成分により、表示用電流を供給す
る際に電圧降下が生じる。この電圧降下量は、表示データ量に依存することになる。さら
に、電極間には元々浮遊容量が存在するので、この浮遊容量により電荷が不必要に蓄積さ
れていくために、同様に電圧降下が生じる。
【００１８】
さらに、従来の維持側ドライバ回路４０、走査側ドライバ回路５０は、図２１のように、
低インピーダンス回路＋高インピーダンス回路、または低インピーダンス回路単独にて構
成され、全出力、各制御信号ともに共通であり、図２３の維持パルスの立ち下がり部分で
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あるＡ部を拡大した図２４のように低インピーダンス回路用制御信号のＯＮになる時点は
、固定されている。この場合、放電電流は、常に低インピーダンス回路から供給されるた
め、上記同様、表示データ量に依存して、電圧降下を生じる。
【００１９】
このため、表示データ量が少ないと電圧降下も小さいが、表示データ量が多くなってくる
と、電圧降下も大きくなり、ライン間での表示輝度に差異が生じる。すなわち、図８の表
示負荷量に対する輝度グラフの実線のように、表示データ量が少ない場合は、輝度が必要
以上に上昇し、表示データ量が多い場合は、輝度が低下してくる。従って、本来、なだら
かでなければ成らない階調表示に乱れを生じ、不連続な輝度特性になってしまうという問
題が発生する。
【００２０】
本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、プラズマディスプレイの駆動方法、駆
動装置において、表示データ量が少ない場合には、輝度の上昇を抑えられ、表示データ量
が多い場合には、輝度の低下を防止することにより、表示負荷量の大小に関わらず、表示
データの階調を忠実に表示することができる、表示品位の優れたプラズマディスプレイの
駆動方法、および を提供することを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記した目的を達成するため、基本的には、以下に記載されたような技術構成を
採用するものである。
【００２２】
請求項１記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動方法に係り、

表示データ量を検出し、 表示データ
量に応じて 維持放電期間の維持パルスの電荷回収用制御信号がオンしてから、

クランプスイッチ用制御信号がオンするまでの遅延時間を
制御することを特徴としている。
【００２３】
また、請求項２記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動方法に係り、

表示データ量を検出し、 表示
データ量に応じて 維持放電期間の維持パルスのスロープ形成スイッチ用制御信号がオン
してから、 クランプスイッチ用制御信号がオンす
るまでの遅延時間を制御することを特徴としている。
【００２４】
また、請求項３記載の発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動方法に係り、

表示データ量を検出し、 表示
データ量に応じて 維持パルスの電荷回収の開始から回収不足分を維持電位へ固定するタ
イミングとＧＮＤ電位へ固定するタイミングを制御することを特徴としている。
【００２５】
また、請求項４記載の発明は、プラズマディスプレイに係り、各表示セルの点灯あるいは
非点灯を決定する書き込み放電期間と、 書き込み放電期間での選択放電に基づいて繰り
返し発光放電を行う維持放電期間を有し、ライン毎、サブフィールド毎、

で表示負荷量を検出する手段と、 前記表示負荷量に応じて 前記維持
放電期間の維持パルスの クラン
プタイミングの制御手段を具備することを特徴としている。
【００２６】
また、請求項５記載の発明は、プラズマディスプレイに係り、前記表示負荷量が小さい場
合、前記維持パルスの電荷回収開始から維持電位又はＧＮＤ電位にクランプする迄の時間
を長く設定 、前記表示負荷量が相対的に大きいい場合、前記維持パルスの電荷回
収開始から維持電位又はＧＮＤ電位にクランプする迄の時間を相対的に短く設定すること
を特徴としている。
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【００２７】
さらにまた、請求項６記載の発明は、プラズマディスプレイに係り、前記維持パルスの電
荷回収開始から維持電位又はＧＮＤ電位に固定する迄の時間を、先頭の維持パルスからｎ
番目の維持パルスの順に徐々に長くなるようにしたことを特徴としている。
【００２９】
【発明の実施の形態】
本発明の第１の実施の形態に係るプラズマディスプレイの駆動方法は、維持パルスの電荷
回収の開始から回収不足分を維持電位へ固定するタイミングとＧＮＤ電位へ固定するタイ
ミングを各サブフィールドの維持期間内で可変するように構成している。
【００３０】
図１に、本発明による維持パルス制御タイミング図を示す。従来の駆動方法では、電荷回
収開始から維持電位、ＧＮＤ電位へクランプする迄の時間を一定にしていたが、本発明で
は、前記維持パルスの電荷回収の開始時点から維持電位へ固定する迄の時間Ｔとグランド
電位へ固定する迄の時間Ｔとを可変する。即ち電荷回収終了から維持電位、ＧＮＤ電位に
クランプする迄の時間を維持期間内で複数の時間（ｔａ１≠ｔａ２≠ｔａ３、ｔｂ１≠ｔ
ｂ２≠ｔｂ３）に設定するように構成している。
【００３１】
このように構成することで、ＰＤＰの発光負荷量が小さく且つ集中して発光する時、駆動
パワーが小さい表示エリアに集中して発生する輝度飽和を防止し、更に、発光負荷量が大
きい場合、維持電位又はＧＮＤ電位へクランプするタイミングを可変することで、発光輝
度不足にならないように発光を制御する。
【００３２】
従って、表示負荷量に依存せず、常に、輝度飽和のない良好な表示が得られるものである
。
【００３３】
本発明の第２の実施の形態のプラズマディスプレイパネルの駆動装置においては、図１０
に示すＰＤＰ内の第１の電極群４２を構成する維持電極Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、…、Ｘｎと走
査電極群５３を構成する走査電極Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、…、Ｙｎが表示ライン毎に対を成し
、かつ表示ライン毎に独立に駆動するようにしている。そして、走査期間の書き込み放電
期間に、書き込み放電を行う表示データを検出する手段に入力され、１ライン毎に書き込
み放電を行う表示データ量を検出し、その検出量を一旦記憶しておくようにしている。さ
らに、維持放電期間の維持パルスのスイッチング時に、一旦記憶していた１ライン毎に書
き込み放電を行う表示データ量の検出量ＤＡＣが遅延時間制御回路に入力されて、その出
力が、図７のように各電極ごとに低インピーダンス回路４７と高インピーダンス回路４８
で構成されている維持放電を行うための維持側ドライバ回路、走査側ドライバ回路に入力
される。このとき、表示データ量（表示負荷量）が大きい場合には、図９の点線ように、
遅延時間を短くして、低インピーダンス回路から、より維持放電電流を供給して電圧降下
を抑え、表示データ量（表示負荷量）が小さい場合には、図９の太点線のように、遅延時
間を長くして、高インピーダンス回路から、より維持放電電流を供給することにより、表
示データ量（表示負荷量）がライン毎に異なっても、維持放電電流がライン毎に、一定に
なるように制御する。これより、書き込み放電を行う表示データ量（表示負荷量）が変化
しても、図８の点線のように、輝度を補正して、ライン間輝度の変動を少なくできる。
【００３４】
【実施例】
以下に、本発明に係わるプラズマディスプレイパネルの駆動装置と駆動方法の具体例を図
面を参照しながら詳細に説明する。
（第１の実施の形態）
（実施例１）　図３は、本発明 プラズマディス
プレイパネルの駆動装置と駆動方法の具体例を示す回路図、図２は動作を説明する図であ
って、これらの図には、ｎ個の維持パルスを用いて所定の階調でサプフィールドを発光さ
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せるプラズマディスプレイパネルの駆動方法であって、前記維持パルスの電荷回収の開始
時点から維持電位へ固定する迄の時間ｔ１～Ｔ３、ｔ５～ｔ６、ｔ９～ｔ１０とグランド
電位への固定する迄の時間ｔ３～ｔ４、ｔ７～ｔ８、ｔ１１～ｔ１２とを可変することを
特徴とするプラズマディスプレイパネルの駆動方法が示されている。
【００３５】
又、前記維持パルスの電荷回収の開始時点から維持電位へ固定する迄の時間とグランド電
位への固定する迄の時間とを、先頭の維持パルスからｎ番目の維持パルスの順に長くした
プラズマディスプレイパネルの駆動方法が示されている。
【００３６】
以下に、 更に詳細に説明する。
【００３７】
図２は、本具体例の維持パルスの制御タイミング図である。維持期間内で電荷回収開始か
ら維持電位、ＧＮＤ電位にクランプするまでの時間が維持パルス数の増加に伴って大きく
なる例を示している。
【００３８】
図中の駆動タイミング周期を示す模式図において、まず、ＰＤＰの全表示セルを同時に発
光させ、書き込みに必要なプライミング粒子を形成する予備放電期間があり、次いで斜線
にて示されるアドレス期間が存在する。この期間はＰＤＰの先頭の走査ラインから順に書
き込みパルスを印加し、書き込みが行われる。書き込みが終了した後に、書き込みしたセ
ルを同時に維持放電させる維持期間が存在する。この維持期間内において、先頭から最終
のｎ番目の順に維持パルスは電荷回収開始から維持電位、ＧＮＤ電位にクランプする迄の
時間を徐々に大きく設定し、維持放電する。このように一連の駆動シーケンスを繰り返し
て行うことにより、所望の表示画像が得られる。
【００３９】
図３に第１の具体例を実現するための駆動回路の模式図を示す。同図における構成は、電
圧クランプ部１と電荷回収部２とスイッチ素子を制御する制御部３に大別される。電圧ク
ランプ部１は出力ラインを維持電圧（ＶＳ＜０）に固定するスイッチ素子Ｓ２とＧＮＤ電
位に固定するスイッチ素子Ｓ１と逆流防止のダイオードＤ１、Ｄ２とから少なくとも構成
される。また、電荷回収部２は電荷回収の充放電電流を流すスイッチ素子Ｓ３、Ｓ４と電
流の逆流を防止する逆流防止ダイオードＤ３、Ｄ４と電荷を貯める回収コンデンサＣと共
振用の回収コイルＬとから少なくとも構成される。
【００４０】
次に、図３に示す駆動回路の模式図と図２のタイミング図を用いて本具体例の動作を説明
する。先ず、時刻ｔ１のタイミングで制御回路３から出力されるコントロール信号３によ
ってスイッチ素子Ｓ３をオンさせｔ２に至るまでの期間、回収コイルＬ、スイッチ素子Ｓ
３、ダイオードＤ３を通して回収コンデンサＣに充電電流を供給する。
【００４１】
ＰＤＰの気体放電は電圧印加から数百ナノ秒の遅れ時間を必要とするため、回収動作が終
了する時刻ｔ２の時点では放電しない。次に、制御回路３から出力されるコントロール信
号２によってスイッチ素子Ｓ２をオンさせ、時刻ｔ３のタイミングの直前までに至るまで
の期間ダイオードＤ２を通して出力ラインを維持電圧レベルにクランプする。クランプが
完了した後に前述の数百ナノ秒が経過し、ＰＤＰ気体放電が発生する。このときの放電は
維持電圧が十分に印加された後に発生したものであるため、強度が強い放電であり、発光
輝度も高めである。
【００４２】
次に、時刻ｔ３のタイミングで制御回路３から出力されるコントロール信号４によってス
イッチ素子Ｓ４をオンさせ、回収コンデンサＣ、ダイオードＤ４、スイッチング素子Ｓ４
、回収コイルＬを通してＰＤＰ表示セルに放電電流を供給する。その後、時刻ｔ４で制御
回路３から出力されるコントロール信号１によってスイッチ素子Ｓ１をオンさせ、ダイオ
ードＤ１を通して出力ラインをＧＮＤレベルにクランプする。この時、図３のＡ点の維持
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パルスが維持電圧にクランプされているため、気体放電が発生する。この放電も前述のよ
うに強放電である。
【００４３】
以上の動作を繰り返し行うことで維持パルスの生成を行うが、本具体例の場合、先頭から
最終のｎ番目の順に維持パルスは、電荷回収開始から維持電位、ＧＮＤ電位へクランプす
る迄の時間が徐々に大きくなるように設定しているため、気体放電発生時の実効印加電圧
が徐々に低くなり、放電の強度自体も徐々に弱くすることが可能となる。
【００４４】
なお、本発明は発光負荷量に応じて維持期間内の維持パルス数を制御する駆動方式（負荷
最大→維持パルス数少、負荷最小→維持パルス数多）に特に有効である。
（実施例２）
本発明の 第２の具体例として、維持パルス制御タイミング図を図
４、５に、駆動回路の模式図を図６に示す。
【００４５】
この具体例は、発光負荷量に応じて維持期間内の維持パルス数を制御する駆動方式にて駆
動する場合に特に有効な方式で、前述の輝度飽和、輝度不足をさらに改善したものであり
、映像信号から表示負荷量を検出し、検出結果をスイッチ素子のコントロールを制御する
制御回路に入力して、検出結果に応じて維持パルスの電荷回収開始から維持電位、ＧＮＤ
電位へクランプする迄の時間を可変するものである。
【００４６】
第１の具体例と重複する内容、また、容易に類推できる内容については説明を省略する。
【００４７】
図４は第２の具体例における表示負荷量が少ない場合、すなわち維持パルス数が多い場合
のタイミング図であり、この場合、電荷回収開始から維持電位、ＧＮＤ電位へクランプす
る迄の時間が長く設定している。これにより、気体放電強度を弱めて駆動することが可能
となり輝度飽和を抑制することができる。また、表示負荷量が多い場合、即ち、維持パル
ス数が少ない場合は、図５のタイミング図に示すように、電荷回収開始から維持電位、Ｇ
ＮＤ電位へクランプする迄の時間を短く設定する。これにより、気体放電強度を強くして
駆動することが可能となって十分な発光輝度を得ることができる。図４、５に示したタイ
ミングは両極端の場合を例に示したが、このようなタイミング設定を複数設定して駆動す
ることで、輝度飽和、輝度不足に対する改善度は高まることは言うまでもない。
【００４８】
なお、表示負荷量に応じた各スイッチ素子のコントロールは、図６の演算回路４と制御回
路３Ａとで行う。演算回路４は入力される映像信号から負荷量を検出して、負荷量に応じ
た制御信号を制御回路３Ａに出力する。制御回路３Ａはその出力信号に応じたタイミング
で各スイッチ素子Ｓ１～Ｓ４のコントロール信号を出力する。
【００４９】
（第２の実施の形態）
（実施例１）
以下、図面を参照し、 について説明する。
図１０は、本発明の 構成を示すブロック図である。
ＰＤＰ 21において、維持電極群 4 2を構成する維持電極Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、…、Ｘｎ及び
走査電極群 53を構成する走査電極Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、…、Ｙｎが表示ライン毎に対になっ
て平行に配置される。さらに、データ電極群 32を構成するデータ電極Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、
…、Ｄｋが維持電極Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、…、Ｘｎと走査電極Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、…、Ｙｎ
との電極対と対向する位置にあって、かつ直交する状態に配置される。このような電極対
とデータ電極との交点にマトリクス状の複数の表示セル 22が形成される。
さらに、ＰＤＰ 21を駆動するための維持側ドライバ回路 41、走査側ドライバ回路 51、走査
ドライバ 55、データドライバ 31の構成、およびこれらの回路を制御するための制御回路部
61の構成を説明する。
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【００５０】
複数の表示セル２２のアドレス放電を目的として１ライン分のデータ電極群３２のデータ
駆動を行うデータドライバ３１が設けられている。さらに、表示セル２２の維持放電を目
的として維持電極群４２の維持電極Ｘ１～Ｘｎに対し各電極独立に維持駆動を行う維持側
ドライバ回路４１が設けられている。さらに、選択書き込み放電を行う走査期間では、走
査電極群５３の各走査電極Ｙ１～Ｙｎに対して上記データドライバ３１にセットされた１
ライン分の表示データに関して順次走査を行い、維持放電期間になると各電極独立に維持
駆動を行う走査側ドライバ回路５１を設けられている。維持側ドライバ回路４１、走査側
ドライバ回路５１は、図１１のように各電極独立に動作するクランプ回路４５と各電極共
通に動作する電荷回収回路４４で構成されている。図１１の具体例を図１２（Ａ）及び（
Ｂ）に示す。
【００５１】
クランプ回路においては、維持電圧ＶＳに直列に接続されたダイオードとスイッチと、グ
ランドに直列に接続されたダイオードとスイッチが接続されており、スイッチにより電圧
の切り替えが行われる。一方、電荷回収回路は、パネルをコンデンサとして用いる場合（
Ａ）と、他のコンデンサを用いて、電荷の回収を行う場合（Ｂ）とがある。
【００５２】
さらに、上記データドライバ３１、維持側ドライバ回路４１、走査側ドライバ回路５１、
走査ドライバ５５等を含むプラズマディスプレイパネルの駆動装置の動作をすべて制御す
る制御回路部６１が設けられている。この制御回路部６１の主要部は、従来の場合と同じ
ように表示データ制御部６２、駆動タイミング制御部６３から構成されている。表示デー
タ制御部６２は、外部から入力される表示データをＰＤＰ２１を駆動するためのデータに
並び替える機能と、並び替えた表示データ列を一旦格納しておき、アドレス放電時に走査
ドライバ５５の順次走査に合わせてデータドライバ３１に表示データＤＡＴＡとして転送
する。駆動タイミング制御部６３は、外部から入力されるドットクロック、ブランキング
信号等の各種信号（図示略）を、ＰＤＰ２１を駆動するための内部制御信号に変換し、デ
ータクロックＣＬＫをデータドライバ３１に、スキャンデータＳＤＡＴＡ、スキャンクロ
ックＳＣＬＫを走査ドライバにそれぞれ出力し、維持側ドライバ回路４１に、維持側クラ
ンプスイッチ用制御信号１～ｎ、維持側電力回収スイッチ用制御信号を、走査側ドライバ
回路５１に、走査側クランプスイッチ用制御信号１～ｎ、走査側電力回収スイッチ用制御
信号を出力して制御している。
【００５３】
さらに、表示データ制御部６２から出力された表示データＤＡＴＡは、本発明の特徴であ
る表示データ量検出回路８１にも入力される。表示データ量検出回路８１は、走査期間の
書き込み放電期間において、１ライン毎に書き込み放電を行う表示データ量を検出し、そ
の検出量ＤＡＣを出力する。検出量ＤＡＣは、遅延時間制御回路９１に入力され、その検
出量が変化すると、図１４のように、電荷回収スイッチ用制御信号がＯＮしてからクラン
プスイッチ用制御信号ｎがＯＮするまでの遅延時間を制御して、表示データ量（表示負荷
量）が大きい場合には、点線のように遅延時間を短くして、低インピーダンスのクランプ
回路から、より維持放電電流を供給して電圧降下を抑え、表示データ量（表示負荷量）が
小さい場合には、太点線のように遅延時間を長くして、高インピーダンスの電荷回収回路
から、より維持放電電流を供給することにより、表示データ量（表示負荷量）が変化して
も維持放電電流がライン毎に、一定になるように制御する。これより、書き込み放電を行
う表示データ量（表示負荷量）が変化しても、図８の点線のように、輝度を補正して、ラ
イン間輝度の変動を少なくでき、表示データの階調を忠実に表示することができ、優れた
表示品位が得られる。
【００５４】
次に駆動シーケンスついて説明する。従来と同じように、図２２はＰＤＰの駆動装置にお
ける複数のサブフィールドを形成した状態を示す図である。例えば１６．７ｍＳの期間を
有する１つのフィールドを分割して形成されるサブフィールド（ＳＦと略す）の数は８に
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設定している。これらサブフィールドを適当に組み合わせて駆動シーケンスを規定するこ
とより２５６階調を表示できるようにしている。各々のサブフィールドは、このサブフィ
ールドの重みに応じた表示データの書き込みを行う走査期間と、書き込み指定がなされた
表示データを表示する維持放電期間とに分かれており、各サブフィールドを重ね合わせて
１フィールドの画像を表示している。
【００５５】
図１３は、ある重みのサブフィールドの詳細を示す図である。維持電極Ｘ１～Ｘｎに印加
する共通の維持電極駆動波形Ｗｘ１～ｎと、走査電極Ｙ１～Ｙｎに印加する走査電極駆動
波形Ｗｙ１～Ｗｙｎとデータ電極Ｄ１～Ｄｋに印加するデータ電極駆動波形Ｗｄｉ（１≦
ｉ≦ｋ）とを示す。サブフィールドの一周期は、走査期間、維持放電期間とで形成され、
走査期間は予備放電期間、書き込み放電期間とで形成され、これを繰り返して所望の映像
表示を得る。尚、予備放電期間は、必要に応じて使用するものであり、省略してもよい。
【００５６】
予備放電期間は、書き込み放電期間において安定した書き込み放電を得るために、放電ガ
ス空間内に活性粒子および壁電荷を生成するための期間であり、ＰＤＰの全表示セルを同
時に放電させる予備放電パルスＰｐと、予備放電パルスＰｐの印加によって生成された壁
電荷のうち、書き込み放電および維持放電を阻害する電荷を消滅させるための予備放電消
去パルスＰｐｅから成る。
【００５７】
維持放電期間は、書き込み放電期間において書き込み放電を行った表示セルを、所望の輝
度を得るために維持放電し、発光させる期間である。
【００５８】
予備放電期間においては、先ず維持電極Ｘ１～Ｘｎして予備放電パルスＰｐを印加し、全
ての表示セルにおいて放電を起こす。その後、走査電極Ｙ１～Ｙｎに予備放電消去パルス
Ｐｐｅを印加して消去放電を発生させ、予備放電パルスＰｐにより堆積した壁電荷を消去
する。
【００５９】
続いて書き込み放電期間では、走査電極Ｙ１～Ｙｎに走査パルスＰｗを線順次に印加し、
更に映像表示データに対応してデータ電極Ｄｉ（１≦ｉ≦ｋ）にデータパルスＰｄを選択
的に印加し、表示すべきセルにおいては書き込み放電を発生させて壁電荷を生成する。こ
のとき、表示データ量検出回路８１により、各ラインの書き込み放電を行う表示データ量
が検出され、維持放電期間まで一旦記憶される。
【００６０】
続いて維持放電期間において、書き込み放電を起こした表示セルのみが、維持パルスＰ c
およびＰ sによって継続的に維持放電を起こす。最後の維持放電が最終維持パルス　Ｐ ce
によって行われた後、維持放電消去パルスＰ seによって、形成された壁電荷を消去し、維
持放電を停止させて１面の発光動作が完了する。このとき、図１４のように、維持パルス
Pc、 Psは、電荷回収用スイッチ制御信号、クランプスイッチ用制御信号ｎにより生成され
、前記の一旦記憶された検出された表示データ量 DACは、遅延時間制御回路 91に入力され
、検出された表示データ量 DACに応じて、ラインごとに、電力回収スイッチ用制御信号が
ＯＮしてから、クランプスイッチ用制御信号ｎがＯＮするまでの遅延時間を制御すること
で、各ラインに一定の維持放電電流を流すことにより、書き込み放電を行う表示データ量
（表示負荷量）が変化しても、図８の点線のように、輝度を補正して、ライン間輝度の変
動を少なくでき、表示データの階調を忠実に表示することができ、優れた表示品位が得ら
れる。
【００６１】
（実施例２）
図１５は、本発明の 実施例の構成を示すブロック図である
。ＰＤＰ 21において、維持電極群 42を構成する維持電極Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、…、Ｘｎ及び
走査電極群 53を構成する走査電極Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、…、Ｙｎが表示ライン毎に対になっ
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て平行に配置される。さらに、データ電極群３２を構成するデータ電極Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３
、…、Ｄｋが維持電極Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、…、Ｘｎと走査電極Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３、…、Ｙ
ｎとの電極対と対向する位置にあって、かつ直交する状態に配置される。このような電極
対とデータ電極との交点にマトリクス状の複数の表示セル 22が形成される。
さらに、ＰＤＰ 21を駆動するための維持側ドライバ回路 43、走査側ドライバ回路 54、走査
ドライバ 55、データドライバ 31の構成、およびこれらのドライバ回路、ドライバを制御す
るための制御回路部 61の構成を説明する。
【００６２】
従来の場合と同じように、複数の表示セル２２のアドレス放電を目的として１ライン分の
データ電極群３２のデータ駆動を行うデータドライバ３１が設けられている。さらに、表
示セル２２の維持放電を目的として維持電極群４２の維持電極Ｘ１～Ｘｎに対し各電極独
立に維持駆動を行う維持側ドライバ回路４３が設けられている。さらに、選択書き込み放
電を行う走査期間では、走査電極群５３の各走査電極Ｙ１～Ｙｎに対して上記データドラ
イバにセットされた１ライン分の表示データに関して順次走査を行い、維持放電期間にな
ると各電極独立に維持駆動を行う走査側ドライバ回路５４を設けられている。維持側ドラ
イバ回路４３、走査側ドライバ回路５４は、図１６のように各電極独立に動作するクラン
プ回路４５と各電極に共通に動作するスロープ回路４６で構成されている。
【００６３】
図１６の具体例を図１７に示す。クランプ回路は、図１２と同一であり、スロープ回路は
、維持電圧ＶＳに直列に接続されたダイオードとスイッチ、抵抗と、グランドに直列に接
続されたダイオードとスイッチ、抵抗とが接続されており、スイッチにより切り替えられ
る。
【００６４】
さらに、上記データドライバ３１、維持側ドライバ回路４３、走査側ドライバ回路５４、
走査ドライバ５５等を含むプラズマディスプレイパネルの駆動装置の動作をすべて制御す
る制御回路部６１が設けられている。この制御回路部６１の主要部は、従来の場合と同じ
ように表示データ制御部６２、駆動タイミング制御部６３から構成されている。表示デー
タ制御部６２は、外部から入力される表示データをＰＤＰ２１を駆動するためのデータに
並び替える機能と、並び替えた表示データ列を一旦格納しておき、アドレス放電時に走査
ドライバ５５の順次走査に合わせてデータドライバ３１に表示データＤＡＴＡとして転送
する。駆動タイミング制御部６３は、外部から入力されるドットクロック、ブランキング
信号等の各種信号（図示略）を、ＰＤＰ２１を駆動するための内部制御信号に変換し、デ
ータクロックＣＬＫをデータドライバ３１に、スキャンデータＳＤＡＴＡ、スキャンクロ
ックＳＣＬＫを走査ドライバにそれぞれ出力し、維持側ドライバ回路４３に、維持側クラ
ンプスイッチ用制御信号１～ｎ、維持側スロープ形成スイッチ用信号を、走査側ドライバ
回路５４に、走査側クランプスイッチ用制御信号１～ｎ、走査側スロープ形成スイッチ用
信号を出力して制御している。
【００６５】
さらに、表示データ制御部６２から出力された表示データＤＡＴＡは、本発明の特徴であ
る表示データ量検出回路８１にも入力される。表示データ量検出回路８１は、走査期間の
書き込み放電期間において、１ライン毎に書き込み放電を行う表示データ量を検出し、そ
の検出量ＤＡＣを出力する。検出量ＤＡＣは、遅延時間制御回路９１に入力され、その検
出量が変化が変化すると、図１４のように、スロープ形成スイッチ用制御信号がＯＮして
からクランプスイッチ用制御信号がＯＮするまでの遅延時間を制御して、表示データ量（
表示負荷量）が大きい場合には、点線のように遅延時間を短くして、低インピーダンスの
クランプ回路から、より維持放電電流を供給して電圧降下を抑え、表示データ量（表示負
荷量）が小さい場合には、太点線のように遅延時間を長くして、高インピーダンスのスロ
ープ形成回路から、より維持放電電流を供給することにより、表示データ量（表示負荷量
）が変化しても維持放電電流がライン毎に、一定になるように制御する。これより、書き
込み放電を行う表示データ量（表示負荷量）が変化しても、図８の点線のように、輝度を
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補正して、ライン間輝度の変動を少なくでき、表示データの階調を忠実に表示することが
でき、優れた表示品位が得られる。
【００６６】
次に駆動シーケンスについて説明する。従来と同じように、図２２はＰＤＰの駆動装置に
おける複数のサブフィールドを形成した状態を示す図である。例えば１６．７ｍＳの期間
を有する１つのフィールドを分割して形成されるサブフィールド（ＳＦと略す）の数は８
に設定している。これらサブフィールドを適当に組み合わせて駆動シーケンスを規定する
ことより２５６階調を表示できるようにしている。各々のサブフィールドは、このサブフ
ィールドの重みに応じた表示データの書き込みを行う走査期間と、書き込み指定がなされ
た表示データを表示する維持放電期間とに分かれており、各サブフィールドを重ね合わせ
て１フィールドの画像を表示している。
【００６７】
図１３は、ある重みのサブフィールドの詳細を示す図である。維持電極Ｘ１～Ｘｎに印加
する共通の維持電極駆動波形Ｗｘ１～ｎと、走査電極Ｙ１～Ｙｎに印加する走査電極駆動
波形Ｗｙ１～Ｗｙｎとデータ電極Ｄ１～Ｄｋに印加するデータ電極駆動波形Ｗｄｉ（１≦
ｉ≦ｋ）とを示す。サブフィールドの一周期は、走査期間、維持放電期間とで形成され、
走査期間は予備放電期間、書き込み放電期間とで形成され、これを繰り返して所望の映像
表示を得る。尚、予備放電期間は、必要に応じて使用するものであり、省略してもよい。
【００６８】
予備放電期間は、書き込み放電期間において安定した書き込み放電を得るために、放電ガ
ス空間内に活性粒子および壁電荷を生成するための期間であり、ＰＤＰの全表示セルを同
時に放電させる予備放電パルスＰｐと、予備放電パルスＰｐの印加によって生成された壁
電荷のうち、書き込み放電および維持放電を阻害する電荷を消滅させるための予備放電消
去パルスＰｐｅから成る。
【００６９】
維持放電期間は、書き込み放電期間において書き込み放電を行った表示セルを、所望の輝
度を得るために維持放電し、発光させる期間である。
【００７０】
予備放電期間においては、先ず維持電極Ｘ１～Ｘｎに対して予備放電パルスＰｐを印加し
、全ての表示セルにおいて放電を起こす。その後、走査電極Ｙ１～Ｙｎに予備放電消去パ
ルスＰｐｅを印加して消去放電を発生させ、予備放電パルスＰｐにより堆積した壁電荷を
消去する。
【００７１】
続いて書き込み放電期間では、走査電極Ｙ１～Ｙｎに走査パルスＰｗを線順次に印加し、
更に映像表示データに対応してデータ電極Ｄｉ（１≦ｉ≦ｋ）にデータパルスＰｄを選択
的に印加し、表示すべきセルにおいては書き込み放電を発生させて壁電荷を生成する。こ
のとき、表示データ量検出回路８１により、各ラインの書き込み放電を行う表示データ量
が検出され、維持放電期間まで一旦記憶される。
【００７２】
続いて維持放電期間において、書き込み放電を起こした表示セルのみが、維持パルスＰｃ
およびＰｓによって継続的に維持放電を起こす。最後の維持放電が最終維持パルス　Ｐｃ
ｅによって行われた後、維持放電消去パルスＰｓｅによって、形成された壁電荷を消去し
、維持放電を停止させて１面の発光動作が完了する。このとき、図８のように、維持パル
スＰｃ、Ｐｓは、スロープ形成スイッチ制御信号、クランプスイッチ用信号ｎにより生成
され、前記の一旦記憶された検出されたデータ量ＤＡＣは、遅延時間制御回路９１に入力
され、検出された表示データ量ＤＡＣに応じて、ラインごとに、スロープ形成スイッチ用
制御信号がＯＮしてから、クランプスイッチ用制御信号がＯＮするまでの遅延時間を制御
することで、各ラインに一定の維持放電電流を流すことにより、書き込み放電を行う表示
データ量（表示負荷量）が変化しても、図８の点線のように、輝度を補正して、ライン間
輝度の変動を少なくでき、表示データの階調を忠実に表示することができ、優れた表示品
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位が得られる。（実施例３）
実施例１、２において、ライン毎に書き込み放電を行う表示データ量を検出して、維持放
電期間に維持パルス用回路のインピーダンスの変化点を、検出した表示データ量に応じて
、ライン毎にダイナミックに可変制御していたのを、サブフィールド毎に書き込み放電を
行う表示データ量を検出して、維持放電期間に維持パルス用回路のインピーダンスの変化
点を、検出した表示データ量に応じて、サブフィールド毎にダイナミックに可変制御して
も、同様の効果がある。
【００７３】
また、実施例１、２において、ライン毎に書き込み放電を行う表示データ量を検出して、
維持放電期間に維持パルス用回路のインピーダンスの変化点を、検出した表示データ量に
応じて、ライン毎にダイナミックに可変制御していたのを、フィールド毎に書き込み放電
を行う表示データ量を検出して、維持放電期間に維持パルス用回路のインピーダンスの変
化点を、検出した表示データ量に応じて、フィールド毎にダイナミックに可変制御しても
、同様の効果がある。
【００７４】
【発明の効果】
本発明に係わる によれば、表示負荷量が大き
い時、所定の輝度が得られ、表示負荷量が小さい時、輝度飽和が生じない。この為、表示
負荷量の大小に関わらず良好な画質が得られる。
【００７５】
そして、ライン毎に書き込み放電を行う表示データ量が変化しても、輝度を補正して、ラ
イン間輝度差を少なくでき、表示データの階調を忠実に表示することができ、表示品位の
優れたプラズマディスプレイパネルの駆動方法および を実現
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係わるプラズマディスプレイパネルの駆動装置と駆動方法の維持パルス
の波形と各コントロール信号の制御タイミングを示す図
【図２】第１の実施の形態の動作を説明する維持パルスの波形と各コントロール信号の制
御タイミングを示す図
【図３】第１の実施の形態の実施例１の要部の回路図
【図４】第１の実施の形態の実施例２の、表示負荷量が小さい場合の動作を説明する維持
パルスの波形と各コントロール信号の制御タイミングを示す図
【図５】第１の実施の形態の実施例２の、表示負荷量が大きい場合の動作を説明する維持
パルスの波形と各コントロール信号の制御タイミングを示す図
【図６】第１の実施の形態の実施例２の要部の回路図
【図７】本発明の第２の実施の形態の原理を示すドライバ回路のブロック図
【図８】表示負荷量に対する輝度のグラフ
【図９】本発明の第２の実施の形態の原理を説明するための維持パルス波形形成図
【図１０】本発明の第２の実施の形態の実施例１を示すブロック図
【図１１】本発明の第２の実施の形態の実施例１の維持側、走査側ドライバ回路の内部ブ
ロック図
【図１２】図１１の具体例を示す回路図
【図１３】本発明の第２の実施の形態のサブフィールドの詳細図
【図１４】本発明の第２の実施の形態の実施例１の場合の１３のＡ部拡大図
【図１５】本発明の第２の実施の形態の実施例２を示すブロック図
【図１６】本発明の第２の実施の形態の実施例２の維持側、走査側ドライバ回路の内部ブ
ロック図
【図１７】図１６の具体例を示す回路図
【図１８】本発明の第２の実施の形態の実施例２の場合の図１３のＡ部拡大図
【図１９】ＰＤＰの断面図
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【図２０】従来のＰＤＰの駆動装置のブロック図
【図２１】従来の維持側、走査側ドライバ回路の内部ブロック図
【図２２】複数のサブフィールドを形成した状態を示す図
【図２３】従来のサブフィールドの詳細図
【図２４】従来の場合の図１５のＡ部拡大図
【符号の説明】
１０１…電圧クランプ部
１０２…電荷回収部
１０３、１０３Ａ…制御部（制御回路）
１０４…演算回路
Ｓ１～Ｓ４…スイッチ素子
Ｄ１～Ｄ４…ダイオード
Ｃ…回収コンデンサ
Ｌ…回収コイル
ＰＤＰ…表示セル
ｔａ１～ｔａ３…維持クセランプ期間
ｔｂ１～ｔｂ３…ＧＮＤクランプ期間
１，２…絶縁基板
３…走査電極
４…維持電極
５，６…トレース電極
７…データ電極
８…放電ガス空間
９…隔壁
１０…可視光
１１…蛍光体
１２，１４…誘電体膜
１３…保護層
２１…ＰＤＰ
２２…表示セル
３１…データドライバ
３２…データ電極群
４０…従来の維持側ドライバ回路
４１…本発明による維持側ドライバ回路
４２…維持電極群
４３…本発明による維持側ドライバ回路
４４…電荷回収回路
４５…クランプ回路
４６…スロープ形成回路
４７…低インピーダンス回路
４８…高インピーダンス回路
５０…従来の走査側ドライバ回路
５１…本発明による走査側ドライバ回路
５３…走査電極群
５４…本発明による走査側ドライバ回路
５５…走査ドライバ
６１…制御回路部
６２…表示データ制御部
６３…駆動タイミング制御部
８１…表示データ量検出回路
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９１…遅延時間制御回路
ＤＡＣ…検出量
Ｙ１，Ｙ２，Ｙ３，…Ｙｎ…走査電極
Ｘ…従来の維持電極
Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３，…Ｘｎ…本発明による維持電極
Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３，…Ｄｋ…データ電極
Ｐｐ…予備放電パルス
Ｐｐｅ…予備放電消去パルス
Ｐｗ…走査パルス
Ｐｃ，Ｐｓ…維持パルス
Ｐｃｅ…最終維持パルス
Ｐｓｅ…維持放電消去パルス
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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