
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体で覆われた電極を有するプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、画像
表示のための１フィールドを複数のサブフィールドで構成し、前記サブフィールドが、全
セルを自己消去放電させる第１のリセット期間を持つ第１のサブフィールドと、前のサブ
フィールドで放電していたセルのみ自己消去放電させる第２のリセット期間を持つ第２の
サブフィールドとの少なくとも２種類のサブフィールドからなり、前記第１のリセット期
間で印加されるパルスはライン走査により印加され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】
　前記第１のリセット期間で印加されるパルスは行方向の線順次走査により印加されるこ
とを特徴とする請求項１に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】
　誘電体で覆われた電極を有するプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、画像
表示のための１フィールドを複数のサブフィールドで構成し、前記サブフィールドが、全
セルを放電させる第１のリセット期間を持つ第１のサブフィールドと、前のサブフィール
ドで放電していたセルのみ放電させる第２のリセット期間を持つ第２のサブフィールドと
の少なくとも２種類のサブフィールドからなり、前記第１のサブフィールドを、前記プラ
ズマディスプレイパネルの１行置きあるいは数行置きに実行し、残りの行には、前記第２
のサブフィールドを実行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。
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【請求項４】
　１行置きあるいは数行置きに実行される前記第１のサブフィールド及び前記第２のサブ
フィールドは、任意のタイミングで入れ替わることを特徴とする請求項３に記載のプラズ
マディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項５】

フィールドは互いに維持放電期間の異なる複数のサブフィールドで構成され、前記複
数のサブフィールドのうち、最も維持放電期間が短いサブフィールドとその次に実行され
るサブフィールドとを、第１及び第２のサブフィールドのうち異なるサブフィールドとし
たことを特徴とする請求項 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】
　最も維持放電期間が短いサブフィールドと２番目に維持放電期間が短いサブフィールド
との間に少なくとも１つのサブフィールドを設け、前記２番目に維持放電期間が短いサブ
フィールドとその次に実行されるサブフィールドとを、第１及び第２のサブフィールドの
うち異なるサブフィールドと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
イパネルの駆動方法。
【請求項７】
　１フィールドは互いに維持放電期間の異なる複数のサブフィールドで構成され、前記複
数のサブフィールドのうち、最も維持放電期間が長いサブフィールドを第１のサブフィー
ルドとしたことを特徴とする請求項 記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項８】
　２番目に維持放電期間が長いサブフィールドを第１のサブフィールドとしたことを特徴
とする請求項 に記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項９】
　前記最も維持放電期間が長いサブフィールドと、２番目に維持放電期間が長いサブフィ
ールドとは、相互の時間間隔が最大になるように配置され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パネルの駆動方法。
【請求項１０】
　請求項１～ のいずれかに記載のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を用いて駆動
することを特徴とする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】
この発明は交流型プラズマディスプレイのうち、特に面放電型の交流型プラズマディスプ
レイパネルの駆動方法及びその駆動方法を実現するプラズマディスプレイに関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１８に、例えば特開平７－１４０９２２号公報や特開平７－２８７５４８号公報に示さ
れた、従来の交流型プラズマディスプレイの１つである面放電型交流型プラズマディスプ
レイの構造を説明する一部斜視図を示す。図のように、面放電型プラズマディスプレイパ
ネル１００は次のように構成される。表示面である前面ガラス基板１０２と背面ガラス基
板１０３とが放電空間を挟んで対向配置され、前記前面ガラス基板１０３上に互いに対と
なるように第１の行電極１０４（Ｘ１～Ｘｎ）及び第２の行電極１０５（Ｙ１～Ｙｎ）が
形成され、これら行電極１０４、１０５上に誘電体層１０６、さらにその上にＭｇＯ（酸
化マグネシウム）１０７が被覆されている。背面ガラス基板１０３上には行電極１０４、
１０５と直交するように形成された列電極１０８（Ｗ１～Ｗｍ）が形成され、さらに列電
極１０８上に列電極毎にそれぞれ赤，緑，青に発光する蛍光体層１０９が順序よくストラ
イプ状に設けられている。ここで、互いに対となる行電極１０４、１０５と直交する列電
極１０８の交点の放電セルが画素となり、この放電セルを分離し、放電空間を維持する隔
壁１１０が設けられている。
【０００３】
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次に、動作について説明する。第１の行電極１０４と第２の行電極１０５との間に交互に
電圧パルスを印加し、半周期毎に極性の反転する放電を起こし、セルを発光させる。カラ
ー表示では、各セルに形成された蛍光体層１０９が放電からの紫外線によって励起され発
光する。表示用の放電を行う第１の行電極１０４と第２の行電極１０５が誘電体層１０６
で被覆されているので、各セルの電極間で一度放電が起こると放電空間中で生成された電
子やイオンは印加電圧の方向に移動し、誘電体層１０６の上に蓄積する。この誘電体層１
０６上に蓄積した電子やイオンなどの電荷を壁電荷と呼ぶ。この壁電荷が形成する電界が
、印加電界を弱める方向に働くため、壁電荷の形成にともない、放電は急速に消滅する。
放電が消滅した後、先の放電と極性の反転した電界が印加されると、壁電荷を形成する電
界と印加電界が重畳するため、先の放電に比べ低い印加電圧で放電可能となる。それ以降
はこの低い電圧を半周期毎に反転させることによって、放電を維持することができる。こ
のような機能をメモり機能と呼ぶ。このメモリ機能を利用して低い印加電圧で維持する放
電を維持放電と呼び、半周期毎に第１の行電極及び第２の行電極に印加される電圧パルス
を維持パルスと呼ぶ。この維持放電は壁電荷が消滅されるまで、維持パルスが印加される
限り持続される。壁電荷を消滅させることを消去と呼び、一方、最初に壁電荷を誘電体上
に形成することを書き込みと呼ぶ。
【０００４】
次に、交流型プラズマディスプレイの階調表示方法について簡単に説明する。図１９は例
えば特開平７－１６０２１８号公報に示された階調表示を行う場合の１フィールドの構成
図である。１フィールドとは画面に１枚の絵を出力するための時間で、ＮＴＳＣの場合は
約１６．７ｍｓｅｃ（６０Ｈｚ）である。図において表示ラインとは交流型プラズマディ
スプレイの第１及び第２の行電極からなる行方向のラインであり、図の横方向は時間の流
れを示す。１フィールドはいくつかのサブフィールドに分割され、各サブフィールドはそ
れぞれ、リセット期間・アドレス期間・維持放電期間で構成される。例えば、２５６階調
（２ 8階調）表示を行う場合、１フィールド内のサブフィールドは８個となり、各々のサ
ブフィールドの維持放電期間の時間を２ n（ｎ＝０～７）の割合とする。
【０００５】
図２０は、例えば特開平７－１６０２１８号公報に示された、従来のプラズマディスプレ
イパネルの駆動方法の１サブフィールド内の電圧波形を示す図である。この従来例では第
１の行電極Ｘは共通に接続されており、全ての第１の行電極Ｘについて同一の電圧が印加
される。一方、第２の行電極Ｙ及び列電極Ｗは各ライン毎に個別の電圧を印加することが
できる。図の電圧波形は上から順に列電極Ｗｊ、第１の行電極Ｘ、第２の行電極Ｙ１，Ｙ
２，Ｙｎの印加電圧波形である。
【０００６】
まず、リセット期間とは交流型プラズマディスプレイの全セルを同じ状態にする期間で、
リセット期間の初めの図２０中ａで全画面に共通に接続された第１の行電極Ｘに全面書き
込みパルスＰｐ（プライミングパルス）が印加される。この全面書き込みパルスＰｐは第
１の行電極Ｘと第２の行電極Ｙ間の放電開始電圧以上に設定されているので、前のサブフ
ィールドの発光・非発光に関係なく全セルが放電発光する。このとき列電極Ｗにも電圧パ
ルスが印加されているが、これは第１の行電極Ｘと列電極Ｗの間で放電が起こらないよう
に、Ｘ－Ｗ電極間の電位差を小さくするためのもので、Ｘ－Ｙ電極間電圧のおよそ１／２
の値に設定される。全面書き込みパルスＰｐが印加されるとＸ－Ｙ電極間で強い放電が起
こり、Ｘ－Ｙ電極間に多量の壁電荷が蓄積し放電が終了する。次に図中ｂで全面書き込み
パルスＰｐが立ち下がり、第１の行電極Ｘ及び第２の行電極Ｙの印加電圧がなくなると、
Ｘ－Ｙ電極間には先の全面書き込みパルスＰｐで蓄積した壁電荷による電界が残る。この
電界は大きく、それ自体で再び放電を開始することができるので、再びＸ－Ｙ電極間で放
電が起こる。しかし、外部印加電圧は無いので、この放電で生じた電子やイオンは行電極
Ｘ，Ｙに引きつけられることなく、中和されて消滅する。このように前のサブフィールド
での壁電荷の“有り”“無し”に関係なく、全セルを書き込みそして消去することにより
全画面のセルの壁電荷を“無し”の状態にすることができ、リセットが行われる。この外
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部印加電圧が無くても蓄積した壁電荷だけで放電し、壁電荷の消去が行われる放電を自己
消去放電という。
【０００７】
リセット期間が終わり図中ｃのときには第１の行電極及び第２の行電極には壁電荷は殆ど
残っていない。一方、放電セル内には前の全面書き込みパルスＰｐによる放電で生じた荷
電粒子が微量に残っている。この荷電粒子は次の書き込みでの放電を確実にするためのも
ので、書き込み放電の種火の役割をし、プライミング（種火）効果と消去の効果を一つの
パルスで兼ね備えている。
【０００８】
アドレス期間とは画面の任意のセルを行電極と列電極のマトリクス選択により、各セルの
壁電荷の“有り”と“無し”を制御する期間で、上記の書き込みもこのアドレス期間に行
われる。このアドレス期間になると独立した第２の行電極Ｙ１～Ｙｎに順に負のスキャン
パルスＳｃｐが印加され、走査が行われる。一方、列電極Ｗには画像データ内容に応じて
正のアドレスパルスＡｐが印加される。この第２の行電極Ｙに印加されるスキャンパルス
Ｓｃｐと、列電極Ｗに印加されるアドレスパルスＡｐによって、画面の任意のセルをマト
リクス選択できる。スキャンパルスＳｃｐとアドレスパルスＡｐの合計電圧値は、セルの
Ｙ－Ｗ電極間の放電開始電圧以上に設定されているので、スキャンパルスＳｃｐとアドレ
スパルスＡｐが同時に印加されたセルはＹ－Ｗ電極間で放電が起こる。またアドレス期間
中、共通の第１の行電極Ｘは正の電圧値に保たれている。この電圧値はスキャンパルスＳ
ｃｐの電圧値と合計してもＸ－Ｙ電極間で放電しないが、Ｙ－Ｗ電極間で放電が起こった
とき、この放電をトリガにして、同時にＸ－Ｙ電極間でも放電が起こるような電圧値に設
定されている。このＹ－Ｗ電極間の放電をトリガにして起こるＸ－Ｙ電極間の放電は書き
込み維持放電と呼ばれることがある。この書き込み維持放電によって第１及び第２の行電
極上には壁電荷が蓄積される。
【０００９】
そして、全画面の走査が終わった後、維持放電期間になる。この維持放電期間はアドレス
期間後に壁電荷“有り”となったセルのみ維持放電を行う。この維持放電による発光が表
示に利用され、１フィールド内に維持放電で発光する時間が長いセルほど明るく光る。こ
のように、各セルについて発光時間を制御することにより階調表示を行うことができる。
まず、全画面一斉に維持パルスＳｐが印加され、アドレス期間でアドレスされ壁電荷を蓄
積したセルのみ維持放電を行う。そして、再び次のサブフィールドとなりリセット期間で
全セルに全面書き込みパルスＰｐが印加されリセットが行われる。このように各サブフィ
ールド前に全セルを放電させ全セルに壁電荷を蓄積させた後、自己消去放電により全セル
の壁電荷を“無し”にするリセットを行うので、常に同じ状態でアドレスを行うことがで
きる反面、毎サブフィールドで発光させるため、例えば２５６階調表示の場合、全面書き
込みパルスの立ち上がりと立ち下がりで放電が起こるので、２×８＝１６で１フィールド
に最低１６回は発光してしまい、黒表示の輝度が高くなり、コントラストの低い画面にな
ってしまう。
【００１０】
上記のように、交流型プラズマディスプレイの画面全体でアドレス期間と維持放電期間を
分離する駆動方法は「アドレス・表示（維持）分離法」と呼ばれる。
【００１１】
上記の全面書き込みによる種火効果は比較的長時間持続されるので、必ずしも毎サブフィ
ールドで行う必要はない。全面書き込みによる黒表示の輝度の上昇を押さえる方法として
、１フィールドあたりの全面点灯の回数を減らす方法がある。図２１及び２２は例えば特
開平５－３１３５９８号公報、特開平７－４９６６３号公報に示された、１フィールドあ
たりの全面書き込みの回数を減らした、従来のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を
示す図である。この例では１フィールドに１回だけ全面書き込みを行っているが、１フィ
ールドに数回、例えば全部で８サブフィールドの内４サブフィールドに全面書き込みを設
けてもよい。
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【００１２】
図２２は、全面書き込みを設けたサブフィールド（第１サブフィールド）と全面書き込み
を設けていないサブフィールド（第２サブフィールド）の電圧波形を示したものである。
全面書き込みを設けたサブフィールドも、設けていないサブフィールドも全面消去には同
一の消去パルスＥｐが印加される。また、全面書き込みパルスＰｐの後には１回維持放電
を行うパルスＳｐが印加されている。これは、全面書き込み放電と維持放電では放電の強
度が異なるので、全面書き込みを行ったサブフィールドと、全面書き込みを行わないサブ
フィールドで、同じ消去パルスＥｐによる消去を行うために、放電により蓄積される壁電
荷を同じにするためである。消去パルスには細幅消去パルス（維持パルスと同程度の電圧
値でパルス幅が０．５μｓｅｃ程度のパルス）と太幅消去パルス（維持パルスと同程度の
パルス幅で電圧値が低いパルス）のいずれを使用してもよいようであるが、実際細幅消去
パルスと太幅消去パルスの両方を印加することが多い。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
上記第１の従来例の駆動方法ではリセット期間の消去に自己消去を用いるので、消去マー
ジンが広く確実にリセットできるが、全サブフィールドが発光してしまい黒表示の輝度が
上昇してしまうという問題点があった。
【００１４】
一方、上記第２の駆動方法では従来知られている細幅消去や太幅消去では実用的な消去マ
ージンは狭く、リセットが不完全になるという問題点があり、さらに全面書き込みパルス
を設けたサブフィールドも消去パルスでの消去条件を同じにするため、数回維持放電を行
わなければならず、そのため黒表示の輝度を十分に押さえることができないという問題点
もあった。また全面書き込みを設けるサブフィールドには自己消去による消去法を用い、
他のサブフィールドに太幅・細幅消去法を用いる方法も考えられるが、消去法が異なるた
め、サブフィールドによってリセット後（消去後）の状態も異なり、すなわち壁電荷の消
滅具合が異なり、それにより次のサブフィールドの書き込み電圧が異なり、アドレスマー
ジンが変化してしまうという問題点があった。
【００１５】
この発明は上述のような問題点を解決するためになされたもので、プライミングパルス（
全面書き込みパルス）の役割を、プライミング効果の担い手である微量な荷電粒子を供給
する役割と、壁電荷を消去してリセットを行う役割とに分離し、黒表示における発光輝度
を低く押さえることのできるプラズマディスプレイ及びそのパネルの駆動方法を提供する
こと目的とする。
【００１６】
すなわち、プライミングパルスにより全面書き込みを行うサブフィールド数を減少し、黒
表示における発光輝度を低く押さえ、しかも、プライミングパルスによる自己消去を利用
したサブフィールドと、消去パルスを印加して全面書き込みを行わないサブフィールドの
両者のリセット後の状態を同じにし、消去・アドレス・維持の各動作を安定に行い、良好
な表示画面を得ることを目的とする。
【００１７】
また、プライミングパルスをプラズマディスプレイパネルの１行置きあるいは数行置きに
行い、プライミングパルスによる放電で発生した荷電粒子が近傍の行にも広がることを利
用し、全画面にプライミング効果を持たせながら、プライミングパルスによる黒表示の輝
度を半分あるいは数分の１にすることを目的とする。さらに、プライミングパルスを印加
して、プライミングパルスによる自己消去によりリセットを行う行と、プライミングパル
スを印加せず消去パルスを印加してリセットを行う行の、両者のリセット後の状態を同じ
にし、消去・アドレス・維持の各動作を安定に行い、良好な表示画面を得ることを目的と
する。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
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　本発明に係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、誘電体で覆われた電極を有
するプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、画像表示のための１フィールドを
複数のサブフィールドで構成し、前記サブフィールドが、全セルを 放電させる第
１のリセット期間を持つ第１のサブフィールドと、前のサブフィールドで放電していたセ
ルのみ 放電させる第２のリセット期間を持つ第２のサブフィールドとの少なくと
も２種類のサブフィールドからなり、前記第１のリセット期間で印加されるパルスはライ
ン走査により印加されるものである。
【００２０】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、

行方向の線順次走査 印加されることを規定するものである。
【００２１】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、誘電体で覆われた

プラズマディスプレイパネルの駆動方法において、画像表示のための

第１のサブフィールド

前記第１のサブフィールド 、前記プラズマディスプレイパネルの１行
置きあるいは数行置きに実行 も
のである。
【００２３】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、

ものである。
【００２９】

らに、本発明に係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、前記各駆動方法に
おいて、１フィールドは互いに維持放電期間の異なる複数のサブフィールドで構成され、
前記複数のサブフィールドのうち、最も維持放電期間が短いサブフィールドとその次に実
行されるサブフィールドとを、第１及び第２のサブフィールドのうち異なるサブフィール
ドとしたことを規定するものである。
【００３０】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、 において、最も
維持放電期間が短いサブフィールドと２番目に維持放電期間が短いサブフィールドとの間
に少なくとも１つのサブフィールドを設け、前記２番目に維持放電期間が短いサブフィー
ルドとその次に実行されるサブフィールドとを、第１及び第２のサブフィールドのうち異
なるサブフィールドとしたことを規定するものである。
【００３１】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、 において、１
フィールドは互いに維持放電期間の異なる複数のサブフィールドで構成され、前記複数の
サブフィールドのうち、最も維持放電期間が長いサブフィールドをプライミングパルスを
有する第１のサブフィールドとしたことを規定するものである。
【００３２】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、 において、さら
に、２番目に維持放電期間が長いサブフィールドをプライミングパルスを有する第１のサ
ブフィールドとしたことを規定するものである。
【００３３】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法は、 において、１フ
ィールドは繰り返し連続して実行され、前記１フィールドを構成する前記最も維持放電期
間が長いサブフィールドと、２番目に維持放電期間が長いサブフィールドとは、相互の時
間間隔が最大になるように配置されることを規定するものである。
【００３４】
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自己消去

自己消去

明に 前記第１のリセット期間で印
加されるパルスが により

明に 電極を有す
る １フィールドを複
数のサブフィールドで構成し、前記サブフィールドが、全セルを放電させる第１のリセッ
ト期間を持つ と、前のサブフィールドで放電していたセルのみ放電
させる第２のリセット期間を持つ第２のサブフィールドとの少なくとも２種類のサブフィ
ールドからなり、 を

し、残りの行には、前記第２のサブフィールドを実行する

明に 前記駆動方法において、１行
置きあるいは数行置きに実行される前記第１のサブフィールド及び前記第２のサブフィー
ルドが、任意のタイミングで入れ替わる

　さ

明に 前記駆動方法

明に 前記各駆動方法

明に 前記駆動方法

明に 前記駆動方法



　本発明に係わるプラズマディスプレイは、前記各駆動方法のいずれかを用いて駆動され
るものであ
【００３５】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
以下、本発明の一実施の形態を図について説明する。図１はこの発明の一実施の形態であ
るプラズマディスプレイパネルの駆動方法が適用される面放電型プラズマディスプレイパ
ネルのセルの一部断面図である。図のように、面放電型プラズマディスプレイパネルのセ
ル１は以下のように構成される。表示面である前面ガラス基板２と放電空間を挟んで背面
ガラス基板３とが対向配置され、前記前面ガラス基板２上に第１行電極４（Ｘｉ）及び第
２の行電極（Ｙｉ）が配置される。これら行電極４、５上には誘電体層６、さらにその上
にはＭｇＯ７が形成される。背面ガラス基板３上に行電極４、５（Ｘｉ，Ｙｉ）と直交す
るように列電極８（Ｗｊ）が設けられ、その上に蛍光体層９が形成される。前面ガラス基
板２と背面ガラス基板３との間の放電空間にはＮｅ－Ｘｅ混合ガスあるいはＨｅ－Ｘｅ混
合ガスなどの放電用ガスが封入される。
【００３６】
図２はこの発明の一実施の形態であるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す電圧
波形（タイミングチャート）で、図において電圧波形は上から順に、列電極Ｗｊ、第１の
行電極Ｘｉ、第２の行電極Ｙｉに印加される電圧波形である。またサブフィールドＡはプ
ライミングパルスＰｐが印加されるサブフィールド、サブフィールドＢは消去パルスＥｐ
が印加されるサブフィールドである。Ｐｐは全面書き込み及び自己消去を行うプライミン
グパルス（全面書き込みパルス）、Ｅｐは壁電荷を消去する消去パルス、Ｓｐは維持放電
を行う維持パルス、Ｓｃｐは走査用のスキャンパルス、Ａｐは表示データ内容に応じて印
加されるアドレスパルスである。本実施の形態においては、例えば、プライミングパルス
Ｐｐはパルス幅３μｓｅｃ、電圧２９０Ｖ、消去パルスＥｐはパルス幅１μｓｅｃ、電圧
２９０Ｖに設定されている。また維持パルスＳｐは約１８０Ｖ、スキャンパルスＳｃｐは
約－１８０Ｖ、アドレスパルスＡｐは約６０Ｖに設定されている。また、本実施の形態で
は、プライミングパルスＰｐと消去パルスＥｐが同じ電圧値とし、駆動回路の同一のＭＯ
Ｓ－ＦＥＴのスイッチング信号を制御することで、両者を出力させている。
【００３７】
次に動作を説明する。なお、本実施の形態では、１フィールドは上記プライミングパルス
Ｐｐを持つ第１種類目のサブフィールド（以下、サブフィールドＡと呼ぶ）と、上記消去
パルスＥｐを持つ第２種類目のサブフィールド（以下、サブフィールドＢと呼ぶ）で構成
されるものについて説明する。サブフィールドＡとサブフィールドＢは互いに順序よく実
行される必要はなく、任意の順序で実行されてもよい。例えば、サブフィールドＢを２回
実行した後、サブフィールドＡを２回実行し、その後再びサブフィールドＢを３回実行し
、再びサブフィールドＡを１回実行して、１フィールドの合計サブフィールド数を８回と
してもよい。また、１フィールドのサブフィールド数は８回に限るものではなく、６４階
調（２ 6階調）であれば６回、５１２階調（２ 9）階調であれば９回としてよい。すなわち
、この発明はプライミングパルスＰｐが印加され全面書き込みが行われるサブフィールド
Ａと、消去パルスＥｐが印加され全面書き込みが行われないサブフィールドＢで、壁電荷
を消去したリセット状態を同じにするものである。本実施の形態ではサブフィールドＡの
後にサブフィールドＢがある場合の動作について説明する。
【００３８】
サブフィールドＡで第１の行電極ＸｉにプライミングパルスＰｐが印加されると、前のサ
ブフィールドの点灯・非点灯に関わらず第１の行電極Ｘｉと第２の行電極Ｙｉ間で放電が
起こる。このとき両行電極間には多量の壁電荷が蓄積し放電が停止する。また、列電極Ｗ
ｊにも電圧パルスが印加されるが、これは第１の行電極と列電極との間の放電を防ぎ、セ
ルの発光を小さく押さえるように作用する。しかし、この電圧パルスは無くてもよい。
【００３９】
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次に、プライミングパルスＰｐが立ち下がり、全ての電極が０Ｖになると、両行電極間に
蓄積した壁電荷だけで自己消去放電が起き、壁電荷が消滅される。次にアドレス期間にな
りスキャンパルスＳｃｐ及びアドレスパルスＡｐが第１の行電極Ｘｉ及び列電極Ｗｊに印
加され、マトリクス状に配置されたセルのうち選択されたセルは、第１の行電極Ｘｉと列
電極Ｗｊの間で放電が起きると同時に、第１の行電極Ｘｉと第２の行電極Ｙｉの間で書き
込み維持放電も起こり、第１および第２行電極上に壁電荷を形成する。また、スキャンパ
ルスＳｃｐとアドレスパルスＡｐにより選択されなかったセルは壁電荷を形成しない。ア
ドレス期間で全セルをスキャンし、任意のセルに壁電荷を蓄積した後、維持放電期間にな
ると全セル一斉に維持パルスＳｐが印加される。このとき壁電荷を形成したセルは維持放
電を行い、壁電荷を形成していないセルは維持放電を行わない。
【００４０】
サブフィールドＡの維持期間が終わり、サブフィールドＢのリセット期間になると、消去
パルスＥｐが印加される。この消去パルスＥｐはプライミングパルスＰｐと同じ電圧値で
あるが、パルス幅が１μｓｅｃと狭いため、前のサブフィールドで発光していたセルのみ
放電し、壁電荷を消去する。一方、前のサブフィールドで発光していなかったセルには影
響を与えない。これで、再び全セルの壁電荷が無い状態にり、リセットが行われる。続い
て、アドレス期間及び維持期間はサブフィールドＡと同じ動作が行われる。
【００４１】
次に、この発明の上記消去パルスの作用について詳しく述べる。この発明の主たる特徴は
プライミングパルスＰｐの自己消去による消去後の壁電荷のリセット状態と、同じ壁電荷
のリセット状態を実現する消去パルスＥｐを得ることである。図３は図２と同様の電圧波
形で消去パルスＥｐのパルス幅と電圧値を変えて、前のサブフィールドが発光していたと
き、その壁電荷を消去できる消去パルスＥｐのパルス幅と電圧値の範囲と、前のサブフィ
ールドが消えているとき発光してしまう、すなわちプライミングパルスと同様、全面書き
込みが起きる消去パルスＥｐのパルス幅と電圧値との関係を示したもので、実験的に得ら
れたものである。
【００４２】
図中、斜線部分の領域が前のサブフィールドで放電していたセルは放電し壁電荷の消去を
行うが、前のサブフィールドで放電していないセルには何も起こらない、すなわち発光し
ないパルス幅及び電圧値の範囲である。一方、図中点々のハッチング領域は前のフィール
ドでの放電の有無に依らず発光させるパルス幅及び電圧値の範囲、すなわち全面書き込み
をして自己消去をする領域である。これら、斜線部分の領域と、点々のハッチング領域と
を合わせた領域が消去領域である。図よりプライミングパルスとして働く、すなわち、消
えているセルについても発光させるパルス幅は概ね２μｓｅｃ 以上あれ 圧
値に依存 ほぼ一定で、それ以下のパルス幅ではパルス幅が小さくなるに従って、高
い電圧が必要になってくることが分かる。また、パルス幅２μｓｅｃ以上のパルスでもプ
ライミングとして働く電圧と消去として働く電圧に差があることが分かる。これはプライ
ミングが起きない程度の電圧でも前のサブフィールドで壁電荷の蓄積があると、電圧値が
高いため自己消去放電が発生し、壁電荷を消滅させるためである（図中領域Ｂ）。
【００４３】
本実施の形態では図中Ｘでの消去パルス（パルス幅１μｓｅｃ、電圧値が２９０Ｖ）であ
り、維持放電していたセルに対しては自己消去放電は起こるが、維持放電していなかった
セルに対しては放電しない電圧値（点線Ｙ上）である。図より、プライミングパルスＰｐ
と消去パルスＥｐを同じ電圧値としても、プライミングパルス幅が概ね２μｓｅｃ以上、
消去パルス幅が概ね１．５μｓｅｃ以下（図中Ｃ領域）のものを用いれば、プライミング
パルスＰｐを持つサブフィールドＡは全面書き込みを行った後、全セルの壁電荷を消去し
リセットを行い、消去パルスＥｐを持つサブフィールドＢは前のサブフィールドで壁電荷
を蓄積していたセルのみ放電を起こし壁電荷を消去し、リセットを行うことができる。な
お、プライミングパルス幅は長い方が良いが、表示特性上サブフィールドの時間を考慮す
ると高々５０μｓｅｃであろう。
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【００４４】
一方、パルス幅が１μｓｅｃ以下、例えば０．５μｓｅｃ程度になると、自己消去による
消去可能範囲が大幅に広がっている。これは自己消去による消去の部分と、パルス幅０．
５μｓｅｃという細幅の電圧パルスの細幅消去による消去の部分が重なっているためであ
る。この場合も消去パルスの電圧値が高い方が安定した消去動作が可能で、好ましくは維
持パルスＳｐの電圧値以上が良い。本実施の形態におけるＳｐを図中に記した。なお、消
去パルスはパルス幅が０でなければ、十分小さくても構わない。
【００４５】
パルス幅０．５μｓｅｃ程度では自己消去部分と細幅消去部分が重なり、かなり広い消去
マージンがあるが、面放電型構造では、直接維持放電には関係していない列電極について
もリセットを行う必要が生じてくる。列電極は維持放電には直接関係ないが、アドレス時
に書き込み放電を行う、あるいは維持放電中に放電にさらされるため、前のサブフィール
ドで維持放電を行っているセルは、列電極にも壁電荷が蓄積している。すなわち、両行電
極間で弱い細幅消去を行ったのであれば、列電極に蓄積している壁電荷を消去することが
できず、リセット後のアドレス電圧に影響を与えてしまう。
【００４６】
図４は、図２と同様の電圧波形でプライミングパルスＰｐの自己消去による消去でリセッ
トを行った後の正常動作するアドレスパルスＡｐの電圧範囲（アドレスマージン）と、パ
ルス幅０．５μｓｅｃの消去パルスＥｐでリセットを行った後のアドレスマージンを比較
したものである。消去パルスＥｐの電圧値を変化させて、プライミングパルスＰｐによる
リセットと比較した。スキャンパルスＳｃｐの電圧値は－１８０Ｖ一定で行った。図より
消去パルスＥｐの電圧値が高いほど、アドレス電圧が低下し、プライミングパルスＰｐに
よるリセット後のアドレスマージンに近づくことが分かる。アドレス電圧が大きく低下し
出す消去パルスＥｐの電圧値は、およそ自己消去が起き出す電圧値である（図３中の自己
消去領域Ｂの下限での電圧に相当し、図４中→で示す）。この電圧値はおよそプラズマデ
ィスプレイパネルの最小維持電圧の１．５倍程度である。最小維持電圧は維持放電を行っ
ている交流型プラズマディスプレイの維持パルスの電圧値を徐々に下げていき、維持放電
しなくなる電圧値を測定することで求められる。また、消去パルスＥｐの電圧値がこの電
圧値より低くなるにしたがって、アドレス電圧は上昇し、プライミングパルスＰｐによる
リセットから大きくずれてしまう。消去パルスＥｐの電圧値が維持パルスＳｐの電圧値以
下（図中点線より左側の領域）になると、極端に高くなってしまい、安定動作が難しくな
る（これが上述した、消去パルスＥｐの電圧値が好ましくは維持パルスＳｐの電圧値以上
の方が良い理由である）。このような結果が得られるのは、たとえパルス幅０．５μｓｅ
ｃの細幅消去であっても、その消去放電が小さいと、そこで発生する空間電荷量が少ない
ので、列電極に蓄積した壁電荷を中和する空間電荷の絶対量が少ないためであると考えら
れる。以上のことから、消去パルスＥｐの電圧値は維持パルスＳｐの電圧値より高い方が
よく、さらに自己消去放電が起こる電圧より高い方がよりよいことになる。
【００４７】
以上のような理由から、本実施の形態で述べたような好ましいパルス幅及び電圧範囲の消
去パルスＥｐを用いれば、プライミングパルスＰｐによる自己消去と同じリセット状態の
消去が行えるので、広い消去マージン及びアドレスマージンが得られ、サブフィールドＡ
とサブフィールドＢでアドレス及び維持期間に同一駆動条件で安定した動作が行うことが
でき、また、サブフィールドＢは黒表示であれば全く発光しないので、黒表示の輝度を押
さえることができるので、コントラストの良い画面を提供することができる。
【００４８】
なお、本実施の形態においては、プライミングパルスＰｐと自己消去パルスＥｐを同一電
圧として、同一駆動回路からの出力とし、パルス幅のみ制御して動作させたので、回路構
成が簡便となったが、上記の条件を満たせば、プライミングパルスＰｐと自己消去パルス
Ｅｐを同一電圧にする必要はないことは言うまでもない。
【００４９】
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また、本実施の形態においては１フィールドがサブフィールドＡとサブフィールドＢとか
ら構成されるものについて示したが、少なくともサブフィールドＡとサブフィールドＢと
とを備えていれば、他のサブフィールドを備えていてもよい。
【００５０】
実施の形態２．
以下、本発明の別の実施の形態を図について説明する。本発明の形態では、上記実施の形
態１において、特にアドレス期間にライン走査を行う場合の例について説明する。図５は
この発明の他の実施の形態のプラズマディスプレイパネルの駆動方法の電圧波形を示す図
である。図６は、上記実施の形態１と同様の構造（図１）のプラズマディスプレイパネル
装置の構成を示した図で、特に周辺駆動回路を含めた構成を示す図である。第１の行電極
Ｘ１～Ｘｎは共通に接続され、一つのＸ側駆動回路１１に接続されている。第２の行電極
Ｙ１～Ｙｎ及び列電極Ｗ１～Ｗｍは、それぞれ電極毎に独立に電圧が印加できるＹ側駆動
回路１２及びＷ側駆動回路１３に接続される。図５の電圧波形は上から順に列電極Ｗｊ、
第１の行電極Ｘ、第２の行電極Ｙ１、Ｙ２、Ｙｎに印加される電圧波形である。サブフィ
ールドＡ及びサブフィールドＢは上記実施の形態１と同様、プライミングパルスＰｐ及び
消去パルスＥｐによるリセットを行うサブフィールドである。また、１フィールドを構成
する各サブフィールドの数及び順序は、先の実施例と同様、任意の数及び順序でよい。
【００５１】
サブフィールドＡのリセット期間で第１の行電極に、Ｘ側駆動回路からプライミングパル
スＰｐが印加されると、交流型プラズマディスプレイパネルの全画面の全セルで放電が生
じ、その後、全ての電極の電位を０Ｖとすることで、自己消去放電がおき、全てのセルの
壁電荷が消去され、リセットが行われる。その後アドレス期間になると第２の行電極に１
ライン目からｎライン目まで順にスキャンパルスＳｃｐが印加され、ライン走査が行われ
る。このとき第１の行電極は第２の行電極との間で書き込み維持放電を起こすことができ
る電圧値Ｖ 1に設定されている。スキャンパルスＳｃｐにより選択されたとき、列電極に
アドレスパルスＡｐを印加する。この時、スキャンパルスＳｃｐが印加されている第２の
行電極と、アドレスパルスＡｐが印加された列電極との間で放電が生じ、同時に第１の行
電極と第２の行電極との間でも放電が生じ、壁電荷が形成される。この動作を順次繰り返
して、Ｙ１～Ｙｎまで全画面について任意のセルに壁電荷を形成した後、維持期間に移る
。維持期間では、第１の行電極Ｘと、第２の行電極Ｙ１～Ｙｎに維持パルスＳｐが交互に
印加され、アドレス期間で選択したセルのみ維持放電を行うことができる。所望の時間維
持放電を行った後、サブフィールドＢのリセット期間に移る。サブフィールドＢのリセッ
ト期間に移ると、第１の行電極に消去パルスＥｐが印加され、先の実施の形態と同様、前
のサブフィールドで維持放電していたセルのみ放電し、壁電荷の消去が行われる。リセッ
トが行われた後は全セル同じ状態になり再び、アドレス動作が行われる。
【００５２】
上記のように、アドレス期間で順次ライン毎の走査でアドレス（書き込み）を行うものの
、全面同時にリセットするので、駆動方法が簡便で、上記実施の形態１と同様高コントラ
スト化も可能である。
【００５３】
このような場合においても、プライミングパルスＰｐ及び消去パルスＥｐに対して好まし
いパルス幅及び電圧値は実施の形態１で述べた範囲であり、これを使用すれば実施の形態
１と同様の効果が得られる。
【００５４】
実施の形態３．
以下、本発明の別の実施の形態を図について説明する。本発明の形態では、上記実施の形
態１において、特にリセットを行うプライミングパルスＰｐをライン走査して印加する場
合の例について説明する。図７は本実施の形態のプラズマディスプレイパネルの駆動方法
の電圧波形を示す図、図８は周辺駆動回路を含めた構成を示すプラズマディスプレイパネ
ル装置の構成図である。図において、第１の行電極４は共通に接続され、第２の行電極５
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及び列電極８はそれぞれ独立となっている。また、第１及び第２の行電極４、５の０行目
にそれぞれ１つの電極を増設し、第１の行用リセット電極４ａ、第２の行用リセット電極
５ａを設けて、リセット電極対を構成する。また、リセット電極５ａはリセット電極を駆
動するためのリセット電極用駆動回路１４に接続される。このリセット電極対は表示には
影響を与えない行電極対である。
【００５５】
本実施の形態においては、リセットを行うプライミングパルスＰｐをライン走査で印加し
、その後にスキャンパルスＳｃｐをライン走査しながら印加していくので、リセット期間
とアドレス期間の区別はプラズマディスプレイパネル画面全体ではなく、ライン毎に分か
れている。一方、維持期間は全ラインのアドレスが終わった後に、画面全体に一斉に行わ
れる。プライミングパルスＰｐは近傍のラインが放電した後であれば、その荷電粒子が周
りのセルにも広がるので低い電圧パルスで行うことができる。本実施の形態はこれを利用
して、低い電圧値でプライミングパルスＰｐをライン走査するものである。プライミング
パルスＰｐの電圧値を低くすることは、全面書き込みの発光を小さく押さえることができ
、さらなる黒表示の輝度の低下が可能である。０行目のリセット電極対は近傍のラインか
ら荷電粒子をもらうことができないので、走査するプライミングパルスＰｐより高い電圧
値が必要となる。または、０行目のリセット電極対の電極間隔を表示に使用する第１及び
第２の行電極対の電極間隔より狭くするなど構造自体を変えて、放電開始電圧を下げ、走
査されるプライミングパルスＰｐと同じ電圧値を使用することもできる。ここではリセッ
ト電極対が第１及び第２の行電極と同じ構造の場合について述べる。すなわち表示には無
関係な０行目ラインで、その一方の電極は第１の行電極と共通に接続され、他方の電極は
リセット電極用駆動回路に接続されているものとする。
【００５６】
以下、図７を用いて動作について説明する。図７の電圧波形は上から順に、列電極Ｗｊ、
第１の行電極Ｘ、リセット電極、第２の行電極Ｙ１、Ｙ２、Ｙｎに印加される電圧波形で
ある。リセット電極にはリセット電極用駆動回路よりリセットパルスＲｐが印加される。
リセットパルスＲｐはプライミングパルスＰｐより高い電圧値に設定される。サブフィー
ルドＡ及びサブフィールドＢは上記実施例と同様、プライミングパルスＰｐによるリセッ
トを行うサブフィールドと消去パルスＥｐによるリセットを行うサブフィールドである。
これらサブフィールドの組み合わせ方も上記実施例と同様、任意の数及び順序でよい。
【００５７】
前のサブフィールドが終わりサブフィールドＡが始まると、まずリセット電極用駆動回路
１４よりリセット電極５ａにリセットパルスＲｐが印加され、リセット電極４ａ、５ａ間
で放電が生じる。この放電によって生じた荷電粒子は近傍に広がり、１ライン目の行電極
付近にも達する。リセットパルスＲｐが立ち下がると、１行目の第２の行電極５（Ｙ１）
に、Ｙ側駆動回路１２よりプライミングパルスＰｐが印加され、１行目の全セルが放電し
、自己消去によるリセットが行われる。この１行目の放電で生じた荷電粒子は２行目に広
がり、すると今度は２行目の第２の行電極５（Ｙ２）に、Ｙ側駆動回路１２よりプライミ
ングパルスＰｐが印加され、２行目の全セルが放電し、自己消去によるリセットが行われ
る。このようにして画面の最終ラインであるｎ行目まで荷電粒子の転送を行いながら、ラ
イン走査でプライミングパルスＰｐを印加していく。
【００５８】
また、各ラインのマトリクス選択を行うためのスキャンパルスＳｃｐは、各ラインのプラ
イミングパルスＰｐが印加されて数１０μｓｅｃ程度経った後に順に印加される。プライ
ミングパルスＰｐが印加された直後はセル内に多量の空間電荷が残存しており、そこでア
ドレスを行うと、放電しやすいためアドレス電圧が低くなる。これはアドレス電圧を低下
させるためには良いことであるが、プライミングパルスＰｐを印加せずに消去パルスＥｐ
を印加するサブフィールドＢとのアドレス電圧の差を生じてしまう。この観点からは、好
ましくはプライミングパルスＰｐが印加されてから５０μｓｅｃ以上経っていることが望
ましい。
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【００５９】
以上のような走査を全ラインについて行い、所望のセルに壁電荷を蓄積した後、維持期間
になり全画面一斉に維持パルスが印加され、維持放電が行われる。その後サブフィールド
Ｂで、消去パルスＥｐが第２の行電極Ｙ１～Ｙｎに全画面一斉に印加され、壁電荷の消去
を行いリセットが行われる。消去パルスＥｐはライン走査してもよいが、近傍ラインの荷
電粒子の影響を利用する訳ではないので、全画面に一斉に印加しても良い。
【００６０】
上記のように、表示に関係しないリセット電極を設け、このリセット電極間でのリセット
用放電を種火として、リセットパルスより小さい電圧でプライミングパルスを発生させ、
さらにプライミングパルスにより発生した荷電粒子を、順次ライン毎の走査（線順次走査
）で転送するので、プライミングパルスの電圧値が低くても全面書き込みを行うことがで
きる。従って、プライミングパルスによる放電の発光を小さくでき、さらなる高コントラ
スト化が可能となる。
【００６１】
上記実施の形態３においても、プライミングパルスＰｐ及び消去パルスＥｐに対して好ま
しいパルス幅及び電圧値は実施の形態１で述べた範囲であり、これを使用すれば実施の形
態１と同様の効果が得られる。
【００６２】
実施の形態４．
以下、本発明の一実施の形態を図について説明する。図９は本実施の形態のプラズマディ
スプレイパネルの駆動方法の電圧波形を示す図、図１０は周辺駆動回路を含めた構成を示
すプラズマディスプレイパネル装置の構成図である。図において、プラズマディスプレイ
パネルの第１の行電極４は奇数行目ラインと偶数行目ラインで分けてそれぞれ共通に接続
され、それぞれ奇数行目用Ｘ側駆動回路１１ａ、奇数行目用Ｘ側駆動回路１１ｂに接続さ
れ、奇数行目ラインと偶数行目ラインには個別の電圧が印加できるようになっている。ま
た第２の行電極５及び列電極８は独立してＹ側駆動回路１２及びＷ側駆動回路１３に接続
されており、それぞれ独立した電圧が印加できるようになっている。
【００６３】
そもそも、プライミングパルスは、放電セル内に微量の荷電粒子を発生させ、アドレス時
にアドレスミスを抑制し、書き込み放電が確実に起こせるようにするためのものである。
従って、プライミングによる放電はアドレスミスの抑制の観点から必要最小限行えばよい
。
【００６４】
本発明の実施の形態においては、奇数行目ラインと偶数行目ラインでプライミング放電を
行うサブフィールドと、プライミング放電を行わないサブフィールドとを交互に繰り返す
ことにより、先の実施の形態と同様、プライミング放電により生じた荷電粒子が近傍ライ
ンにまで広がるので、プライミング放電を行わなかったラインにも荷電粒子が供給される
ことになる。すなわち奇数行目ラインにプライミング放電を行った場合でも、そのとき生
じた荷電粒子は偶数行目ラインにも供給されることになり、種火効果を利用できる。
【００６５】
図９に従って、動作について説明する。第１のサブフィールド期間において、第１の行電
極のうち奇数行目ラインはサブフィールドＡが実行され、偶数行目ラインはサブフィール
ドＢが実行される。また、次の第２のサブフィールドの期間では、逆に奇数行目ラインは
サブフィールドＢが実行され、偶数行目ラインはサブフィールドＡが実行される。このよ
うに、プライミングパルスＰｐと消去パルスＥｐを印加するサブフィールドを奇数行目ラ
インと偶数行目ラインで分けて、これが順次繰り返される。このように、奇数行目ライン
と偶数行目ラインで分けても、前記実施の形態と同様に、プライミングパルスによる放電
により生じた荷電粒子が近傍のラインにまで広がるので、プライミング放電を行わなかっ
た隣接するラインにも供給される。例えば、奇数行目ラインにプライミング放電を行った
場合でも、その時生じた荷電粒子は偶数行目ラインにも供給されることになる。なお、本
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実施の形態では奇数行毎あるいは偶数行毎に、プライミングパルスＰｐによる一斉書き込
みを行うので、全面書き込みと呼ばず、プライミング放電と呼ぶが、奇数行毎あるいは偶
数行毎に、プライミングパルスＰｐによる一斉書き込みを行うことの他、作用等は先の実
施の形態の全面書き込みと同様である。
【００６６】
このようにプライミング放電を奇数行目ラインと偶数行目ラインに分けて交互に行うと、
全てのラインに全面書き込み（プライミング放電）を行う場合に対し、黒表示の輝度を半
分に押さえることができ、十分なプライミング効果を持たせながら、コントラストの良い
画面を提供することができる。
【００６７】
また本実施の形態では、奇数行目ラインと偶数行目ラインとに分け、すなわち１行置きに
プライミング放電を、１サブフィールド毎に行うとしたが、２行置きあるいは３行置きに
プライミング放電を行い、２サブフィールド置きあるいは３サブフィールド置きに行って
もよい。また、複数のラインで群を形成し、奇数行目ライン群と偶数行目ライン群とにわ
けてプライミング放電をおこなってもよい。図１１に２本ずつ群を形成し、２行目おきに
プライミング放電を行う場合の電圧波形を示す。また、図１２にそのときの周辺駆動回路
を含めた構成を示すプラズマディスプレイパネル装置の構成図を示す。
【００６８】
さらに、本実施の形態ではあるサブフィールドの期間に奇数行目のラインがサブフィール
ドＡで偶数行目のラインがサブフィールドＢで、その次の期間には奇数行目のラインがサ
ブフィールドＢで偶数行目のラインがサブフィールドＡになるというように、奇数行と偶
数行で交互に繰り返されることについて述べたが、例えば、奇数行目のラインにだけサブ
フィールドＡが実行され、偶数行目のラインはサブフィールドＢのみしか実行されない場
合であってもよ。さらに、偶数行目のラインはサブフィールドＢのみを実行し、奇数行目
のラインは上記実施の形態のようにサブフィールドＡとサブフィールドＢの両者を用いて
実行してもよい。奇数行目のラインと偶数行目のラインを入れ替えても同様であることは
言うまでもない。
【００６９】
また、上記実施の形態のサブフィールドＡ、Ｂはそれぞれ、実施の形態１で示されたもの
を用いているが、実施の形態２（図５）や実施の形態３（図７）で用いた電圧波形のパタ
ーンを用いてもよいことは言うまでもない。
【００７０】
なお、ここでは上記実施例と同様のプライミングパルスと消去パルスを用いる駆動方法に
ついて述べたが、この発明は１行置きあるいは数行置きにプライミングパルスを印加し、
黒表示における輝度を２分の１あるいは数分の１にするものであれば、特にプライミング
パルス及び消去パルスが制限されるものではない。
【００７１】
また、プライミングパルス及び消去パルスの条件は上記実施の形態１で記載したのと同様
な条件を用いればよい。
【００７２】
実施の形態５．
以下、本発明の一実施の形態を図について説明する。図１３は、本発明の実施の形態のプ
ラズマディスプレイパネルの駆動方法を示すもので、２５６階調表示の１フィールド内の
サブフィールドの構成を示す図である。なお、本実施の形態ではリセット期間を全画面一
斉に行う場合（実施の形態１、２の例）について述べるが、プライミングパルスＰｐをラ
イン走査して行うリセット方法（実施の形態３の例）にも適用できる。図において、サブ
フィールド番号“２ n（ｎ＝０～７）”はサブフィールドの発光時間の比に対応している
。すなわち“２ 0”のサブフィールドが最も維持放電期間の短いサブフィールド、“２ 7”
のサブフィールドが最も維持放電期間の長いサブフィールドである。全サブフィールドの
内、最も維持放電期間の短いサブフィールドはＬＳＢ（ Least Significant Bit）、最も
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維持放電期間の長いサブフィールドはＭＳＢ（ Most Significant Bit）と呼ばれる。また
、上記実施の形態と同様、図でサブフィールドＡはプライミングパルスＷｐによる全面書
き込みを行った後、自己消去放電により壁電荷を消去するリセットを行うサブフィールド
、サブフィールドＢは消去パルスＥｐにより壁電荷を蓄積していたセルのみ放電させ、壁
電荷を消去するリセットを行うサブフィールドである。図１３においては、ＬＳＢをサブ
フィールドＡとし、ＬＳＢの次のサブフィールドをサブフィールドＢ（すなわちプライミ
ング放電のないフィールド）とした実施の形態を示した図である。残りの６つのサブフィ
ールドについては、サブフィールドＡかサブフィールドＢのどちらかとなる。また、各サ
ブフィールドの順序は維持放電期間が短い順に並べて表記したが、特にこれに限るもので
なく、順は不同である。
【００７３】
上記実施の形態において述べたが、プライミングは毎サブフィールドごとに行わなくても
、実用上問題のない画像表示が行える。プライミングを行うサブフィールド数は少なけれ
ば少ないほど、黒表示の輝度を低く押さえることができ、コントラストの良い画面が得ら
れる。一方、プライミングはアドレスの確実性を確保するために行うもので、プライミン
グを毎サブフィールドで行えば、それだけアドレスの確実性が上がる。このように、コン
トラストの良い画面を得ることと、アドレスが確実な画面を得ることは相反し、どちらか
一方を向上させれば、どちらか一方が犠牲になるという関係にある。しかし、本実施の形
態のように、ＬＳＢ（最小ビット）のサブフィールドの後に、サブフィールドＢを配置し
ても、ＬＳＢは１／２の確率で発光している（通常の動画表示において、ＬＳＢが発光す
る確率が１／２である）ので、ＬＳＢをサブフィールドＡとして確実にアドレスするよう
にすれば、そのすぐ後のサブフィールドは１／２の確率で十分な荷電粒子が供給されるこ
とになる。したがって、ＬＳＢの次のサブフィールドを全面書き込みを行わないサブフィ
ールドＢとしても、１／２の確率で全面書き込みを行ったものと同様なアドレスが行える
。すなわち、少なくともＬＳＢの後のサブフィールドではプライミングパルスは無くても
アドレスの確実性は維持され、同時にプライミングパルスを減らすことができる。
【００７４】
例えば、交流型プラズマディスプレイをテレビジョン受像機として用いる場合、その画面
は常に変化しており、あるサブフィールドが発光するのか発光しないのかということも常
に変化しているので、このような用途に用いれば、プライミングパルスを減らして且つ、
確実なアドレスが行える。
【００７５】
また、ＬＳＢは最も時間が短いので、例えＬＳＢが発光しないときでも、ＬＳＢで行った
全面書き込みによる荷電粒子が次のサブフィールドまで十分残っており、ほぼ確実にアド
レスが行われる。
【００７６】
以上のように、維持放電期間が最も短いサブフィールド（ＬＳＢ）は、維持放電期間に発
光している確率が最も高いので、その次のサブフィールドはプライミングパルスを印加し
なくても、プライミング効果が十分ある確率が高く、アドレスに影響が少ないため、効果
的にプライミング回数を減らすことができ、コントラストを向上させることが可能となる
。
【００７７】
実施の形態６．
上記実施の形態５ではＬＳＢの発光する確率が１／２と高いことから、その次のサブフィ
ールドにプライミングパルスＰｐを印加しなくてよい例について説明したが、２番目に維
持放電期間が短いサブフィールドも発光する確率が１／４と比較的高いので、上記実施の
形態と同様の理由により、２番目に維持放電期間が短いサブフィールドの次のサブフィー
ルドにはプライミングパルスＰｐを印加しなくてもほぼ確実にアドレスが行われる。
【００７８】
従って、ＬＳＢと２番目に維持放電期間が短いサブフィールドの間に、１つ以上のサブフ
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ィールドを置き、  ＬＳＢと２番目に維持放電期間が短いサブフィールドをサブフィール
ドＡ、それらの次に実行されるサブフィールドをサブフィールドＢとすれば、さらに黒表
示の輝度を低くすることができ、実用上問題のないコントラストとすることができる。
【００７９】
実施の形態７．
以下、本発明の他の実施の形態を図について説明する。図１４は、本発明の実施の形態の
プラズマディスプレイパネルの駆動方法を示すもので、２５６階調表示の他の１フィール
ド内のサブフィールドの構成を示す図である。本実施の形態ではＬＳＢを全面書き込みを
行わないサブフィールドＢとしたものである。その他のサブフィールドについては、上記
実施の形態と同様、サブフィールドＡあるいはサブフィールドＢのいずれかである。
【００８０】
ＬＳＢは１フィールド内で最も維持放電期間の短いサブフィールドである。すなわち輝度
が最も低く、アドレスに失敗しても、表示画像に最も影響が少ない。例えば、最大画面輝
度２５６ cd/ｍ 2のプラズマディスプレイパネルであるとすると、ＬＳＢによる輝度分担は
１ cd/ｍ 2である。通常の画像表示では最大輝度を表示することはまれであるから、例えば
１００ cd/ｍ 2の輝度を出したいとする。このとき、もしＬＳＢがアドレスに失敗して発光
しなかったとしても、１００－１＝９９ cd/ｍ 2となるだけで、人の目ではほとんど認識で
きない。従って、ＬＳＢにプライミング放電のないフィールドを割り当てても、表示画像
が大きく劣化することはなく、コントラストを向上させることができる。
【００８１】
上記実施の形態５、６から、ＬＳＢとその次のサブフィールドを異なるサブフィールドの
種類に設定すれば、すなわちＬＳＢをサブフィールドＡとすれば、次のサブフィールドを
Ｂに、ＬＳＢをサブフィールドＢとすれば、次のサブフィールドをＡとすればよいことが
わかる。これにより、プライミングパルス数を減少させることができる。また、同様に、
２番目に維持放電期間が短いサブフィールドとその次のサブフィールドを異なるサブフィ
ールドの種類に設定すればよい。
【００８２】
実施の形態８．
以下、本発明の一実施の形態を図について説明する。図１５は、本発明の実施の形態のプ
ラズマディスプレイパネルの駆動方法を示すもので、２５６階調表示の他の１フィールド
内のサブフィールドの構成を示す図である。なお、本実施の形態ではリセット期間を全画
面一斉に行う場合（実施の形態１、２の例）について述べるが、プライミングパルスＰｐ
をライン走査して行うリセット方法（実施の形態３の例）にも適用できる。図において、
サブフィールド番号“２ n（ｎ＝０～７）”はサブフィールドの発光時間の比に対応して
いる。本実施の形態はＭＳＢを全面書き込みを行うサブフィールドＡとしたものである。
その他のサブフィールドについては、先の実施の形態と同様、サブフィールドＡあるいは
サブフィールドＢのどちらであってもよい。
【００８３】
ＭＳＢは１フィールド内で最も維持放電期間の長いサブフィールドである。このサブフィ
ールドでアドレスミスを生じると、表示画像に大きな影響が生じる。従って、ＭＳＢをサ
ブフィールドＡとして、アドレスを確実に行うものである。
【００８４】
以上のように、維持放電期間が最も長いサブフィールド（ＭＳＢ）は、サブフィールドＡ
とし、それ以外のフィールドは維持放電期間に応じて、プライミングを減らせば、アドレ
スに影響を与えないようにして、効果的にプライミング回数を減らすことができ、コント
ラストを向上させることが可能となる。
【００８５】
実施の形態９．
以下、本発明の他の実施の形態を図について説明する。図１６は、本発明の実施の形態の
プラズマディスプレイパネルの駆動方法を示すもので、２５６階調表示の他の１フィール
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ド内のサブフィールドの構成を示す図である。図１７はプライミングを行ってから、アド
レスを行うまでの時間を変化させ、アドレス電圧を調べたものである。プライミングは頻
繁に行えば行うほどよいが、プライミングの効果は図１７より、１０ｍｓｅｃ程度までは
十分有効であり、それ以内であれば、プライミングなしで、アドレスできることが分かる
。従って、１フィールド（１６．７ｍｓｅｃ）に２回プライミングを行えば、ほとんど問
題なく、アドレスできることになる。これらを考慮したサブフィールドの配列を、図１６
に示す。
【００８６】
アドレスミスが生じ、発光するはずの維持放電が発光しなかったとき最も人の目に不良と
して影響を感じさせるのがＭＳＢである。すなわち発光時間が長いサブフィールドが発光
しなかったとき、輝度が大きく減少するからである。そこで、図のようにＭＳＢと２番目
に発光時間が長いサブフィールドをサブフィールドＡとし、残りのサブフィールドをサブ
フィールドＢとし、ＭＳＢのプライミングから２ 6サブフィールドのプライミングまでの
時間と２ 6サブフィールドのプライミングからＭＳＢのプライミングまでの時間の差を最
小にしたサブフィールドの配列例である。このようにサブフィールドを配列することによ
って、プライミング間隔を一定にできる。また、サブフィールドによる階調表示を行った
場合に発生する疑似輪郭の防止にも役立つ。
【００８７】
なお、本実施の形態のサブフィールドの配列順序はアドレスパルスの幅や画面の走査ライ
ン数によっても変化し、特にこの配列順序に限る物ではなく、ＭＳＢと２番目に維持放電
期間が長いサブフィールドの相互の時間の差が最小になるような配列であればよい。
【００８８】
なお、上記実施の形態５乃至９においては２５６階調表示の場合について述べたが、特に
これに限るものではない。
【００８９】
なお、上記実施の形態においては、図１で代表されるような交流型プラズマディスプレイ
パネルの例について説明したが、いずれの実施の形態もこれに限定されるものではなく、
第１の電極、第２の電極は平行でなくてもよい。また、第３の電極を覆う誘電体や、第３
の電極と蛍光体との間に誘電体があってもよい。また、白黒のディスプレイの場合は蛍光
体がなくてもよいことは言うまでもない。
【００９０】
【発明の効果】
　以上のように、本発明に係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、誘電
体で覆われた電極を有するプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、画像表示の
ための１フィールドを複数のサブフィールドで構成し、前記サブフィールドが、全セルを

放電させる第１のリセット期間を持つ第１のサブフィールドと、前のサブフィー
ルドで放電していたセルのみ 放電させる第２のリセット期間を持つ第２のサブフ
ィールドとの少なくとも２種類のサブフィールドからなり、前記第１のリセット期間で印
加されるパルスはライン走査により印加されるので、アドレス及び維持放電の条件を変え
ることなくプライミングパルスを減少させて駆動することができ、黒表示の輝度を低下さ
せてコントラストを向上させても、安定して動作し、良好な画像表示が行える。
【００９２】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、

行方向の線順次走査 印加されるので、プライミングパルス
の電圧値が低くても全面書き込みを行うことができるので、プライミングパルスによる放
電の発光を小さくでき、さらなる高コントラスト化ができる。
【００９３】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、誘電体で覆われた

プラズマディスプレイパネルの駆動方法において、画像表示のための
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自己消去
自己消去

明に 前記第１のリセット期
間で印加されるパルスが により

明に 電極
を有する １フィール
ドを複数のサブフィールドで構成し、前記サブフィールドが、全セルを放電させる第１の



第１のサブフィールド

前記第１のサブフィールド 、前記プラズマディスプレイパネル
の１行置きあるいは数行置きに実行

ので、プライミングパルス数が減少し、プライミングパルスの放電による黒表示の画
面輝度が２分の１あるいは数分の１になり高コントラスト化が実現できる。

【０１０１】
　本発明に係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、前記駆動方法におい
て、１フィールドは互いに維持放電期間の異なる複数のサブフィールドで構成され、前記
複数のサブフィールドのうち、最も維持放電期間が短いサブフィールドとその次に実行さ
れるサブフィールドとを、第１及び第２のサブフィールドのうち異なるサブフィールドと
し で、維持放電期間が最も短いサブフィールドは、維持放電期間に発光している確率
が最も高いので、その次のサブフィールドはプライミングパルスを印加しなくても、プラ
イミング効果が十分ある確率が高く、アドレスに影響が少ないため、効果的にプライミン
グ回数を減らすことができる。また、最も維持放電期間が短いサブフィールドはアドレス
ミスが生じても目立たないので、最も維持放電期間が短いサブフィールドにプライミング
パルスを与えなくても、その次のサブフィールドにプライミングパルスを与えれば、表示
画面に影響を与えず、全面書き込みの回数を減らすことができる。
【０１０２】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、 において
、最も維持放電期間が短いサブフィールドと２番目に維持放電期間が短いサブフィールド
との間に少なくとも１つのサブフィールドを設け、前記２番目に維持放電期間が短いサブ
フィールドとその次に実行されるサブフィールドとを、第１及び第２のサブフィールドの
うち異なるサブフィールドとしたので、維持放電期間が最も短いサブフィールドと、２番
目に短いサブフィールドの、それぞれの次のサブフィールドの全面書き込みをなくすこと
ができるので実用上問題のないコントラストとすることができる。
【０１０３】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、 におい
て、１フィールドは互いに維持放電期間の異なる複数のサブフィールドで構成され、前記
複数のサブフィールドのうち、最も維持放電期間が長いサブフィールドをプライミングパ
ルスを有する第１のサブフィールドとしたので、最も維持放電期間が長いサブフィールド
は全面書き込みが行われ、確実にアドレスされ表示画面に影響を与えない。
【０１０４】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、 において
、さらに、２番目に維持放電期間が長いサブフィールドをプライミングパルスを有する第
１のサブフィールドとしたので、２番目に維持放電期間が長いサブフィールドは全面書き
込みが行われ、アドレスの確実性がさらに向上する。
【０１０５】
本発 係わるプラズマディスプレイパネルの駆動方法によれば、 において
、１フィールドは繰り返し連続して実行され、前記１フィールドを構成する前記最も維持
放電期間が長いサブフィールドと、２番目に維持放電期間が長いサブフィールドとは、相
互の時間間隔が最大になるように配置されるので、確実にアドレスできる頻度で全面書き
込みを行い、黒表示の輝度を押さえるので、良好な画像が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法が適用
される面放電型交流型プラズマディスプレイパネルのセルの一部断面図を示す図である。
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リセット期間を持つ と、前のサブフィールドで放電していたセルの
み放電させる第２のリセット期間を持つ第２のサブフィールドとの少なくとも２種類のサ
ブフィールドからなり、 を

し、残りの行には、前記第２のサブフィールドを実行
する

また、プライミングパルスにより発生した荷電粒子が近傍ラインのセルにも広がり、プラ
イミングパルスが印加されなかったセルにもプライミングの効果が及び、全画面にプライ
ミング効果が及び、確実にアドレスすることができ、良好な表示画面を得ることができる
。

たの

明に 前記駆動方法

明に 前記各駆動方法

明に 前記駆動方法

明に 前記駆動方法



【図２】　この発明の実施の形態１によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す
電圧波形（タイミングチャート）である。
【図３】　この発明の消去パルスＥｐが消去パルスとして働くパルス幅と電圧値の範囲を
示す図である。
【図４】　この発明の消去パルスＥｐによるリセットとプライミングパルスＰｐによるリ
セット後のアドレスマージンを比較する図である。
【図５】　この発明の実施の形態２によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す
電圧波形である。
【図６】　この発明の実施の形態２によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法が適用
される面放電型交流型プラズマディスプレイパネルの構成を示す図で、周辺回路を含む図
である。
【図７】　この発明の実施の形態３によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す
電圧波形である。
【図８】　この発明の実施の形態３によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法が適用
される面放電型交流型プラズマディスプレイパネルの構成を示す図で、周辺回路を含む図
である。
【図９】　この発明の実施の形態４によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す
電圧波形である。
【図１０】　この発明の実施の形態４によるプラズマディスプレイパネルの駆動方法が適
用される面放電型交流型プラズマディスプレイパネルの構成を示す図で、周辺回路を含む
図である。
【図１１】　この発明の実施の形態４による別のプラズマディスプレイパネルの駆動方法
を示す電圧波形である。
【図１２】　この発明の実施の形態４による別のプラズマディスプレイパネルの駆動方法
が適用される面放電型交流型プラズマディスプレイパネルの構成を示す図で、周辺回路を
含む図である。
【図１３】　この発明の実施の形態５のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を用いた
１フィールド内のサブフィールドの構成を示す図である。
【図１４】　この発明の実施の形態７のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を用いた
１フィールド内のサブフィールドの構成を示す図である。
【図１５】　この発明の実施の形態８のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を用いた
１フィールド内のサブフィールドの構成を示す図である。
【図１６】　この発明の実施の形態９のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を用いた
１フィールド内のサブフィールドの構成を示す図である。
【図１７】　プライミングからアドレスまでの時間とアドレス電圧の関係を示す図である
。
【図１８】　従来の面放電型プラズマディスプレイパネルを示す一部斜視図である。
【図１９】　従来のプラズマディスプレイの階調表示方法を示す１フィールド内の構成を
示す図である。
【図２０】　第１の従来例であるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す電圧波形
である。
【図２１】　第２の従来例であるプラズマディスプレイパネルの駆動方法における１フィ
ールド内の構成を示す図である。
【図２２】　第２の従来例であるプラズマディスプレイパネルの駆動方法を示す電圧波形
である。
【符号の説明】
１　プラズマディスプレイパネルのセル、　２　前面ガラス基板、
３　背面ガラス基板、　　４　第１の行電極（Ｘ電極）、
４ａ　第１の行用リセット電極、　５　第２の行電極（Ｙ電極）、
５ａ　第２の行用リセット電極、　　　６　誘電体層、
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７　ＭｇＯ（酸化マグネシウム）、　　８　列電極（Ｗ電極）、
９　蛍光体層、　　　１０　隔壁、
１１　Ｘ側駆動回路、　１１ａ　Ｘ側駆動回路（奇数行用）、
１１ｂ　Ｘ側駆動回路（偶数行用）、
１２　Ｙ側駆動回路、　１３　Ｗ側駆動回路、
１４　リセット電極用駆動回路、
Ｐｐ　プライミングパルス（全面書き込みパルス）、
Ｅｐ　消去パルス、
Ａｐ　アドレスパルス、
Ｓｐ　維持パルス、
Ｓｃｐ　スキャンパルス、
Ｖ１　書き込み維持電圧
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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