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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査電極ラインと維持電極ラインとが平行に形成され、アドレス電極ラインが前記走査
電極ライン及び維持電極ラインと間隔をおいて及び交差して形成されるプラズマディスプ
レイパネルに対して、複数のサブフィールドを単位フレームに含ませて、時分割駆動によ
って階調表示を行うが、リセット期間、アドレス期間及び維持放電期間を有する駆動信号
により駆動されるプラズマディスプレイパネルの駆動方法において、
　前記単位フレームごとに平均信号レベルを検出して、
　前記平均信号レベルが所定値未満であれば、前記維持放電期間で上昇傾斜を有して正極
性の第１電圧に到達し、下降傾斜を有してグラウンド電圧に到達する第１維持パルス及び
第２維持パルスは、それぞれ前記走査電極ラインと維持電極ラインとに交互に印加されて
、前記第１維持パルスが上昇傾斜を有して正極性の第１電圧に到達するタイミングで第２
維持パルスが下降傾斜を有してグラウンド電圧に到達し、前記第２維持パルスが上昇傾斜
を有して正極性の第１電圧に到達するタイミングで前記第１維持パルスが下降傾斜を有し
てグラウンド電圧に到達し、前記第１維持パルスと前記第２維持パルスとで、前記第１電
圧が印加される区間を時間的に互いに重ね、第１維持パルス及び第２維持パルスの周期を
前記平均信号レベルが所定値以上のときより短くし、放電周波数を高くし、前記平均信号
レベルが所定値以上であれば、前記第１維持パルスと前記第２維持パルスとで、前記第１
電圧が印加される区間が時間的に互いに重ねず、前記平均信号レベルが所定値未満の時よ
り維持放電の周期を大きくし、放電周波数を低くする、
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　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】
　前記リセット期間で、
　前記走査電極ラインに、前記第１電圧で上昇ランプ信号が印加されて、第２電圧ほど上
昇して最終的に第３電圧に到達し、その後第1電圧を印加し、前記第１電圧で下降ランプ
信号が印加されて下降して、最終的に第４電圧に到達し、前記維持電極ラインには、前記
下降ランプ信号の印加前は、前記グラウンド電圧が印加され、前記下降ランプ信号の印加
時から第５電圧が印加され、前記アドレス電極ラインには、前記グラウンド電圧が印加さ
れ、前記アドレス期間で、前記走査電極ラインには第６電圧の印加中に順次に負極性の第
７電圧を有する走査パルスが印加され、前記アドレス電極ラインには、前記走査パルスに
合わせて第８電圧を有する表示データ信号が印加され、前記維持電極ラインには前記第５
電圧が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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマディスプレイパネルの駆動方法に係り、より詳細には、平均信号レ
ベル（Ａｖｅｒａｇｅ Ｓｉｇｎａｌ Ｌｅｖｅｌ：以下、ＡＳＬ）を検出して、前記ＡＳ
Ｌで維持放電期間に重畳波形の維持パルスまたは非重畳波形の維持パルスを印加すること
により、放電効率の向上及び寿命延長、また温度低減のためのプラズマディスプレイパネ
ルの駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、通常のプラズマディスプレイパネルの構造が開示されている。すなわ
ち、通常のプラズマディスプレイパネルの前面と背面基板との間には、アドレス電極ライ
ン、誘電体層、走査電極ライン、維持電極ライン、蛍光体層、隔壁及び一酸化マグネシウ
ム（ＭｇＯ）保護層が設けられている。
【０００３】
　アドレス電極ラインは、背面基板の前側に一定のパターンで形成される。後方誘電体層
は、アドレス電極ラインの前側に塗布される。後方誘電体層の前側には、隔壁がアドレス
電極ラインと平行した方向に形成される。その隔壁は、各放電セルの放電領域を区画し、
各放電セルの間の光学的干渉を防止する機能を行う。蛍光体層は、隔壁の間でアドレス電
極ライン上の後方誘電体層の前側に塗布され、順次、赤色発光蛍光体層、緑色発光蛍光体
層、及び青色発光蛍光体層が配置される。
【０００４】
　維持電極ラインと走査電極ラインは、アドレス電極ラインと直交するように、前面基板
の後側に一定のパターンで形成される。各交差点は、相応するディスプレイセルを設定す
る。各維持電極ラインと各走査電極ラインは、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ Ｔｉｎ Ｏｘｉｄｅ
）のような透明な導電性材質の透明電極ラインと、伝導度を上げるための金属電極（バス
電極）ラインとが結合されて形成されうる。前方誘電体層は、維持電極ラインと走査電極
ラインとの後側に全面塗布されて形成される。強い電界からパネルを保護するための保護
層、例えば、ＭｇＯ層は、前方誘電体層の後側に全面塗布されて形成される。放電空間に
は、プラズマ形成用のガスが密封される。
【０００５】
　従来のプラズマディスプレイパネルを駆動するために、一つのサブフィールドは、リセ
ット期間、アドレス期間及び維持放電期間を備え、アドレス電極ライン、維持電極ライン
及び走査電極ラインのそれぞれに駆動信号が印加される。
【０００６】
　まず、リセット期間は、あらゆる走査電極ラインに対してリセットパルスを印加して、
リセット放電を行うことで放電セル全体の壁電荷の状態を初期化する。
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【０００７】
　次いで、アドレス期間には、点灯されるべきセルを選択するために、走査電極ラインに
順次、走査パルスが印加され、アドレス電極ラインには、前記走査パルスに合わせて表示
データ信号が印加される。
【０００８】
　次いで、維持放電期間には、アドレス期間で選択された点灯されるべきセルで維持放電
が行われるように、維持電極ラインと走査電極ラインとに維持パルスが交互に印加される
。
【０００９】
　一方、従来には、維持放電期間に走査電極ラインと維持電極ラインとが印加され、維持
放電電圧を有する維持パルスが、時間的に互いに重畳される区間なしに印加された。すな
わち、非重畳波形の維持パルスが印加され、それにより、続けて発生する維持放電の放電
周波数が小さくなって、維持放電期間が長くなる、或いは放電効率が低下するという問題
点が発生した。
【特許文献１】特開１９９９－１２０９２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、ＡＳＬを検出して、前記ＡＳＬで維持放電期間に重畳波形の維持パルスまた
は非重畳波形の維持パルスを印加することで、放電効率の向上及び寿命延長、また温度を
低減させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明は、走査電極ラインと維持電極ラインとが平行に形
成され、アドレス電極ラインが前記走査電極ライン及び維持電極ラインと間隔をおいて及
び交差して形成されるプラズマディスプレイパネルに対して、複数のサブフィールドを単
位フレームに含ませて、時分割駆動によって階調表示を行うが、リセット期間、アドレス
期間及び維持放電期間を有する駆動信号により駆動されるプラズマディスプレイパネルの
駆動方法において、
　前記単位フレームごとに平均信号レベルを検出して、
　前記平均信号レベルが所定値未満であれば、前記維持放電期間で上昇傾斜を有して正極
性の第１電圧に到達し、下降傾斜を有してグラウンド電圧に到達する第１維持パルス及び
第２維持パルスは、それぞれ前記走査電極ラインと維持電極ラインとに交互に印加されて
、前記第１維持パルスが上昇傾斜を有して正極性の第１電圧に到達するタイミングで第２
維持パルスが下降傾斜を有してグラウンド電圧に到達し、前記第２維持パルスが上昇傾斜
を有して正極性の第１電圧に到達するタイミングで前記第１維持パルスが下降傾斜を有し
てグラウンド電圧に到達し、前記第１維持パルスと前記第２維持パルスとで、前記第１電
圧が印加される区間を時間的に互いに重ね、第１維持パルス及び第２維持パルスの周期を
前記平均信号レベルが所定値以上のときより短くし、放電周波数を高くし、前記平均信号
レベルが所定値以上であれば、前記第１維持パルスと前記第２維持パルスとで、前記第１
電圧が印加される区間が時間的に互いに重ねず、前記平均信号レベルが所定値未満の時よ
り維持放電の周期を大きくし、放電周波数を低くする、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を提供する。
【００１３】
　上記の本発明の更に他の特徴によれば、前記リセット期間で、前記走査電極ラインに、
前記第１電圧で上昇ランプ信号が印加されて、第２電圧ほど上昇して最終的に第３電圧に
到達し、その後第1電圧を印加し、前記第１電圧で下降ランプ信号が印加されて下降して
、最終的に第４電圧に到達し、前記維持電極ラインには、前記下降ランプ信号の印加前は
、前記グラウンド電圧が印加され、前記下降ランプ信号の印加時から第５電圧が印加され
、前記アドレス電極ラインには、前記グラウンド電圧が印加され、前記アドレス期間で、
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前記走査電極ラインには第６電圧の印加中に順次に負極性の第７電圧を有する走査パルス
が印加され、前記アドレス電極ラインには、前記走査パルスに合わせて第８電圧を有する
表示データ信号が印加され、前記維持電極ラインには前記第５電圧が印加されることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　以上で説明したように、本発明によれば次のような効果がある。
　本発明は、ＡＳＬを単位フレームごとに検出して、前記ＡＳＬが所定値未満であれば、
維持放電の回数が少ないため、重畳波形の維持パルスを使用しても温度上昇の効果は小さ
く、且つ放電効率及び輝度を向上させる。それに対し、前記ＡＳＬが所定値以上であれば
、維持放電の回数が多いため、非重畳波形の維持パルスを使用して温度上昇を低減させ、
且つパネル寿命を改善する。
【００１５】
　本発明の駆動方法によれば、放電効率が向上し、且つ温度低減及びパネル寿命が改善さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付された図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態における駆動方法を適用するためのプラズマディスプレイパ
ネルを示す分離斜視図である。
　図２は、図１のプラズマディスプレイパネルをII－II線に沿って取り切った平面図であ
る。
【００１７】
　以下で、図１ないし図２を参照して説明する。
　図１のプラズマディスプレイパネル１は、前方パネル１１０と後方パネル１２０とを備
え、前記前方パネル１１０は、前面基板１１１を、前記後方パネル１２０は、背面基板１
２１を備える。前記プラズマディスプレイパネル１は、前記前面基板１１１と背面基板１
２１との間に配置され、画像を表示するために、放電を引き起こして光を発生させる空間
である放電セルＣｅを定義する隔壁１２４を備える。
【００１８】
　前記前方パネル１１０は、前記前面基板１１１の後方、すなわち、前記前面基板の背面
に配置され、後述する走査電極ライン１１２及び維持電極ライン１１３を覆うように配置
される前方誘電体層１１５を備える。前記走査電極ライン１１２及び維持電極ライン１１
３は、伝導度を上げるための金属性材質のバス電極１１２ａ、１１３ａと、ＩＴＯのよう
な透明な導電性材質の透明電極１１２ｂ、１１３ｂを備える。前記走査電極ライン１１２
及び維持電極ライン１１３は、前記放電セルＣｅが延びる一方向に延びるように配置され
る。
【００１９】
　前記前方誘電体層１１５の背面には、前記前方誘電体層１１５を保護するための前方保
護膜１１６が備えられることが好ましい。
【００２０】
　前記後方パネル１２０は、前記背面基板１２１と、前記背面基板１２１上に形成される
後方誘電体層１２３と、を備え得る。前記後方誘電体層１２３内には、前記走査電極ライ
ン１１２及び維持電極ライン１１３が延びる方向と直交する方向にアドレス電極ライン１
２２が配置される。
【００２１】
　また、前記後方パネル１２０は、前記後方誘電体層１２３の上部に放電セルを区画する
隔壁１２４が配置され、前記隔壁１２４によって定義される空間内に配置された蛍光体層
１２５を備える。前記蛍光体層１２５を保護するために、蛍光体層１２５の前面に後方保
護膜１２８を備えることが好ましい。
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【００２２】
　前記前方パネル１１０及び後方パネル１２０は、フリット（図示せず）のような結合部
材により結合されて密封されることが好ましいが、必ずしもフリットのような結合部材に
より結合される必要はなく、前記放電セルＣｅ内にある放電ガスが真空状態である場合、
前記真空状態による圧力で結合されることも可能である。一方、前記放電セルＣｅの内部
には、約１０％のキセノン（Ｘｅ）ガスを含むネオン（Ｎｅ）、ヘリウム（Ｈｅ）、また
はアルゴン（Ａｒ）のうち、何れか一つ、あるいはそれらのうち、二つ以上の混合ガスか
らなる放電ガスが充填される。
【００２３】
　前記前面基板１１１及び背面基板１２１は、ガラスから形成されることが一般的であり
、前記前面基板は、光透過率が高い物質から形成されることが好ましい。一方、前記背面
基板１２１は、必ずしも光が透過される必要はなく、前記前面基板１１１に比べて、材料
の選択幅が広いため、必ずしもガラス等の光透過率が高い物質である必要はない。かえっ
て、光反射率が高いか、または無効電力を減らしうる材料の多様な使用がより好ましい。
【００２４】
　一方、前記プラズマディスプレイパネルの輝度を向上させるために、前記背面基板１２
１の上面または前記後方誘電体層１２３の上面に反射層（図示せず）が配置されるか、ま
たは前記後方誘電体層１２３に光反射物質を含ませて、前記蛍光体で発生する可視光を効
率的に前方に反射させうる。
【００２５】
　前記走査電極ライン１１２及び維持電極ライン１１３のうち、透明電極１１２ｂ、１１
３ｂは、前面基板１１１の背面に配置されるため、前記蛍光体層１２５で発生する可視光
を容易に透過させねばならない。光透過率のよい透明電極１１２の材料としては、ＩＴＯ
、ＳｎＯ２、ＺｎＯ等の材料が使用され、ＩＴＯが使用されることが好ましい。一方、ア
ドレス電極ライン１２２は、光透過率が考慮される必要がないため、電極材料の選択幅が
広く、電気伝導率の高いＡｇ、Ｃｕ、Ｃｒなどが使用されることが好ましい。前方誘電体
層１１５の背面には、前方保護膜１１６が形成され、前記前方保護膜１１６は、前記前方
誘電体層１１５を保護し、２次電子を放出して前記放電が容易に発生できるようにサポー
トする。
【００２６】
　一方、前記前面基板１１１と背面基板１２１との間に配置された隔壁１２４は、前記前
面基板１１１及び背面基板１２１と共に放電セルＣｅを定義するように形成される。図１
には、隔壁１２４が放電セルＣｅをマトリックス状に区画するように図示されているが、
それに限定されるものではなく、ハチの巣状、デルタ状のような多様な形態に区画しても
良い。また、図２には、放電セルＣｅの横断面が四角形で図示されているが、それに限定
されるものではなく、三角形、五角形などの多角形、または円形、楕円形等でも良い。
【００２７】
　前記後方誘電体層１２３の上部には、前記隔壁１２４が形成され、Ｐｂ、Ｂ、Ｓｉ、Ａ
ｌ、及びＯのような元素を含むガラス成分などで形成され、ここに必要に応じて、ＺｒＯ
２、ＴｉＯ２、及びＡｌ２Ｏ３のようなフィラーとＣｒ、Ｃｕ、Ｃｏ、Ｆｅ、ＴｉＯ２の
ような顔料とが含まれうる。隔壁１２４は、蛍光体層１２５が塗布されうる空間を確保す
ると共に、前記前方パネル１１０及び後方パネル１２０の内部に充填される放電ガスの真
空状態（例えば、０.５ａｔｍ）によって発生する圧力に影響されないで前記放電セルＣ
ｅの空間を確保し、前記放電セルＣｅ間のクロストークを防止する役割を行いうる。前記
隔壁１２４により限定される空間には、赤色発光、緑色発光、または青色発光の蛍光体層
１２５が配置され、前記隔壁１２４により前記蛍光体層１２５が区画される。
【００２８】
　前記蛍光体層１２５は、赤色発光蛍光体、緑色発光蛍光体、青色発光蛍光体のうち、何
れか一つの蛍光体、ソルベント、及びバインダが混合された蛍光体ペーストが、後方誘電
体層１２３の前面と後方隔壁１２４とに塗布された後に、乾燥及び焼成工程を経ることで
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形成される。前記赤色発光蛍光体としては、Ｙ（Ｖ，Ｐ）Ｏ４：Ｅｕなどがあり、緑色発
光蛍光体としては、ＺｎＳｉ０４：Ｍｎ、ＹＢＯ３：Ｔｂなどがあり、青色発光蛍光体と
しては、ＢＡＭ：Ｅｕ等がある。
【００２９】
　前記蛍光体層１２５の全面には、ＭｇＯ等からなる後方保護膜１２８が形成されうる。
前記後方保護膜１２８は、前記放電セルＣｅ内で放電が発生する時、放電粒子の衝突によ
って前記蛍光体層が劣化することを防止し、２次電子を放出して、前記放電が容易に発生
できるようにする。
【００３０】
　図３は、図１のプラズマディスプレイパネルの電極配置を簡略に示す図面である。
【００３１】
　図１ないし図３を参考して説明すれば、走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎと維持電極ラ
インＸ１,・・・,Ｘｎとが平行に配置される。すなわち、前方誘電体層１１５内に走査電
極ラインＹ１,・・・,Ｙｎ及び維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎが配置される。前記走査
電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎ及び維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎに直交するようにアド
レス電極ラインＡ１、Ａ２,・・・,Ａｍが配置される。前記走査電極ラインＹ１,・・・,
Ｙｎ及び維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎと前記アドレス電極ラインＡ１、Ａ２,・・・,
Ａｍとが交差する領域に放電セルＣｅが区画される。
【００３２】
　図４は、図１のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を実現するためのプラズマディ
スプレイパネルの駆動装置を簡略に示すブロック図である。
【００３３】
　図３及び図４を参照して説明すれば、プラズマディスプレイパネルの駆動装置は、映像
処理部４００、論理制御部４０２、Ｙ駆動部４０４、アドレス駆動部４０６、Ｘ駆動部４
０８及びプラズマ表示パネル１を備える。
【００３４】
　映像処理部４００は、外部からＰＣ信号、ＤＶＤ信号、ビデオ信号、及びＴＶ信号など
の外部映像信号を入力されて、アナログ信号をデジタル信号に変換し、デジタル信号を映
像処理して内部映像信号に出力する。内部映像信号は、それぞれ８ビットの赤色（Ｒ）、
緑色（Ｇ）、及び青色（Ｂ）の映像データ、クロック信号、垂直及び水平同期信号である
。
【００３５】
　論理制御部４０２は、映像処理部４００からの内部映像信号を入力されて、ガンマ補正
、ＡＰＣ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｐｏｗｅｒ Ｃｏｎｔｒｏｌ）ステップなどを経て、それ
ぞれ、アドレス駆動制御信号ＳＡ、Ｙ駆動制御信号ＳＹ、及びＸ駆動制御信号ＳＸを出力
する。本発明と関連して論理制御部４０２は、内部映像信号で単位フレームごとにＡＳＬ
を検出して。前記ＡＳＬが所定値未満であれば、重畳波形の維持パルスを生成させる駆動
制御信号ＳＸ、ＳＹを出力し、ＡＳＬが所定値以上であれば、非重畳波形の維持パルスを
生成するように駆動制御信号ＳＸ、ＳＹを出力する。
【００３６】
　Ｙ駆動部４０４は、論理制御部４０２からのＹ駆動制御信号ＳＹを入力されて、リセッ
ト期間（図６のＰＲ）に初期化放電のために消去電圧を有する消去パルスと、アドレス期
間（図６のＰＡ）に正極性のスキャンハイ電圧（図６のＶｓｃｈ）の印加中に、パネル１
の上下方向に沿って、順次に負極性のスキャンロー電圧（図６のＶｓｃｌ）を有する走査
信号と、維持放電期間（図６のＰＳ）で正極性の維持放電電圧（図６のＶＳ）及びグラウ
ンド電圧（図６のＶｇ）を有する維持パルスを、プラズマ表示パネル１の走査電極ライン
Ｙ１,・・・,Ｙｎに印加する。
【００３７】
　アドレス駆動部４０６は、論理制御部４０２からのアドレス駆動制御信号ＳＡを入力さ
れて、アドレス期間（図６のＰＡ）に全体セルのうち、点灯されるべきセルに、アドレス
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電圧（図６のＶａ）を有する表示データ信号をプラズマ表示パネル１のアドレス電極ライ
ンに出力する。また、本発明と関連して、維持放電期間（図６のＰＳ）にショットパルス
を印加する。前記ショットパルスの電圧は、アドレス電圧（図６のＶａ）より小さいか、
または同じ電圧でありうる。
【００３８】
　Ｘ駆動部４０８は、論理制御部４０２からのＸ駆動制御信号ＳＸを入力されて、リセッ
ト期間（図６のＰＲ）及びアドレス期間ＰＡでバイアス電圧（図６のＶｂ）と、維持放電
で正極性の維持放電電圧（図６のＶＳ）及びグラウンド電圧（図６のＶｇ）とを有する維
持パルスを、プラズマ表示パネル１の維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎに印加する。
【００３９】
　図５は、図１のプラズマディスプレイパネルの駆動方法の一例であって、走査電極ライ
ンに対するアドレスディスプレイ分離駆動方法を示す。
【００４０】
　図３及び図５を参照すれば、単位フレームは、時分割階調表示を実現するために、所定
個数、例えば、８個のサブフィールドＳＦ１,・・・,ＳＦ８に分割されうる。また、各サ
ブフィールドＳＦ１、・・・ＳＦ８は、リセット区間（図示せず）と、アドレス区間Ａ１
,・・・,Ａ８、及び維持放電区間Ｓ１,・・・,Ｓ８に分割される。
【００４１】
　各アドレス区間Ａ１,・・・,Ａ８では、アドレス電極ラインＡ１,Ａ２,・・・,Ａｍに
表示データ信号が印加されると同時に、各走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎに相応する走
査パルスが順次に印加される。
【００４２】
　各維持放電区間Ｓ１,・・・,Ｓ８では、走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎと維持電極ラ
インＸ１,・・・,Ｘｎとに維持パルスが交互に印加されて、アドレス区間Ａ１,・・・,Ａ
８で壁電荷が形成された放電セルで維持放電を引き起こす。
【００４３】
　プラズマディスプレイパネルの輝度は、単位フレームで占める維持放電区間Ｓ１,・・
・,Ｓ８内の維持放電パルスの個数に比例する。１画像を形成する一つのフレームが、８
個のサブフィールド及び２５６階調で表現される場合に、各サブフィールドには、順次に
１、２、４、８、１６、３２、６４、１２８の割合で相異なる維持パルス数が割り当てら
れうる。もし、１３３階調の輝度を得るには、サブフィールド１期間、サブフィールド３
期間及びサブフィールド８期間の間にセルをアドレッシングして維持放電すればよい。
【００４４】
　各サブフィールドに割り当てられる維持放電数は、ＡＰＣステップによるサブフィール
ドの加重値によって可変的に決定されうる。また、各サブフィールドに割り当てられる維
持放電数は、ガンマ特性やパネル特性を考慮して多様に変形することが可能である。例え
ば、サブフィールド４に割り当てられた階調度を８から６に下げ、サブフィールド６に割
り当てられた階調度を３２から３４に上げうる。また、一つのフレームを形成するサブフ
ィールドの数も、設計仕様によって多様に変形することが可能である。
【００４５】
　図６は、図１のプラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号を説明するタイ
ミング図であり、図７は、図６の維持放電期間の重畳波形の維持パルスを詳細に説明する
ためのタイミング図であり、図８は、図６の維持放電期間の非重畳波形の維持パルスを詳
細に説明するためのタイミング図である。
【００４６】
　以下では、図６ないし図８を参考して説明する。
【００４７】
　まず、サブフィールドＳＦは、リセット期間ＰＲ、アドレス期間ＰＡ、及び維持放電期
間ＰＳから構成される。
【００４８】
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　リセット期間ＰＲで、走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎに、まず、グラウンド電圧Ｖｇ

が印加される。次に、第１電圧の維持放電電圧ＶＳが急激に印加され、前記第１電圧ＶＳ

から上昇ランプ信号が印加されて、第２電圧である上昇電圧Ｖｓｅｔほど上昇した第３電
圧である最高上昇電圧Ｖｓｅｔ＋ＶＳに到達する。急激でない傾斜を有する上昇ランプ信
号が印加されることによって弱放電が発生し、前記弱放電が発生しつつ、走査電極ライン
Ｙ１,・・・,Ｙｎの付近に負電荷がたまり始める。次いで、前記第１電圧ＶＳまで急激に
下降した後、下降ランプ信号が印加されて、第４電圧である最低下降電圧Ｖｎｆまで到達
する。急激でない傾斜を有する下降ランプ信号が印加されることによって弱放電が発生し
て、前記弱放電が発生しつつ、走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎの付近にたまった負電荷
の一部が放出される。結局、走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎの付近には、アドレス放電
が発生するに適当な量の負電荷が残留する。前記走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎに前記
下降ランプ信号の印加時から、維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎには、第５電圧のバイア
ス電圧Ｖｂが印加される。アドレス電極ラインＡ１、Ａ２,・・・,Ａｍには、リセット期
間ＰＲの間にグラウンド電圧Ｖｇが印加される。
【００４９】
　次いで、アドレス期間ＰＡにおいて、点灯されるべきセルを選択するために、走査電極
ラインＹ１,・・・,Ｙｎに、まず第６電圧であるスキャンハイ電圧Ｖｓｃｈの印加し、そ
の後、順次に走査電極ライン別に第７電圧であるスキャンロー電圧Ｖｓｃｌを有する走査
パルスが印加される。アドレス電極ラインＡ１、Ａ２,・・・,Ａｍに、第８電圧であるア
ドレス電圧Ｖａを有する表示データ信号が前記走査パルスに合うように印加される。維持
電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎには、前述のリセット期間から続けて前記第５電圧Ｖｂが印
加される。第８電圧Ｖａと、第７電圧Ｖｓｃｌと、走査電極Ｙの付近の負電荷による壁電
圧と、アドレス電極Ａの付近の正電荷による壁電圧とによりアドレス放電が行われる。前
記アドレス放電が行われた後、走査電極Ｙの付近には正電荷が蓄積され、維持電極Ｘの付
近には負電荷が蓄積される。
【００５０】
　維持放電期間ＰＳでは、前記図４の論理制御部４０２で単位フレームごとにＡＳＬを検
出して、前記ＡＳＬが所定値未満であれば、上昇傾斜を有して第１電圧ＶＳに到達し、下
降傾斜を有してグラウンド電圧Ｖｇに到達する第１維持パルス及び第２維持パルスが、そ
れぞれ走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎと維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎとに交互に印
加される。前記第１維持パルス及び第２維持パルスで、前記第１電圧ＶＳを有する区間が
時間的に重畳されるように印加される。そのような第１維持パルス及び第２維持パルスを
重畳波形の維持パルスという。
【００５１】
　重畳波形の維持パルスについて、図７を参照して以下で詳細に説明する。時間ｔ１ない
しｔ２で、走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎに印加される第１維持パルスは上昇傾斜を有
して、最終的に第１電圧ＶＳに到達する。その時、維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎに印
加される第２維持パルスは、グラウンド電圧Ｖｇを有する。時間ｔ２ないしｔ４で、第１
維持パルスは第１電圧ＶＳを続けて有する。一方、第２維持パルスは、時間ｔ２ないしｔ

３でグラウンド電圧Ｖｇを続けて有し、時間ｔ３ないしｔ４で上昇傾斜を有し、最終的に
第１電圧ＶＳに到達する。結局、時間ｔ４で、第１維持パルスと第２維持パルスとが第１
電圧ＶＳを重畳して有する。次いで、時間ｔ４ないしｔ５で、第１維持パルスは下降傾斜
を有し、最終的にグラウンド電圧Ｖｇに到達する。時間ｔ４ないしｔ７で、第２維持パル
スは第１電圧ＶＳを有する。時間ｔ５ないしｔ６で、第１維持パルスはグラウンド電圧Ｖ

ｇを有する。時間ｔ６ないしｔ７で、第１維持パルスは上昇傾斜を有し、最終的に第１電
圧Ｖｓに到達し、前記過程を繰り返す。時間ｔ７ないしｔ８で、第２維持パルスは下降傾
斜を有し、最終的にグラウンド電圧Ｖｇに到達し、前記グラウンド電圧Ｖｇを時間ｔ８な
いしｔ９で続けて有する。前記の上昇傾斜と下降傾斜は、一般的にエネルギーの充填及び
回復のために使用される。
【００５２】
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　維持放電期間ＰＳでの重畳波形は、走査電極Ｙに印加される第１維持パルスと、維持電
極Ｘに印加される第２維持パルスとで、第１電圧ＶＳを有する区間が互いに重畳されるこ
とを意味し、図７のように、時間ｔ４で重畳されるもののみに限定されず、更に長い時間
重畳されることも可能である。重畳区間が長くなるほど、第１維持パルス及び第２維持パ
ルスの周期が短くなり、また、維持放電の間隔が短くなることが可能である。すなわち、
放電周波数が多くなれば、維持放電で空間電荷をよく活用できるため、非重畳波形の維持
パルスより放電効率を向上させうる。
【００５３】
　壁電荷の観点で維持放電を説明すれば、第１維持パルスが第１電圧ＶＳを有する場合に
、走査電極Ｙに印加された正極性の第１電圧ＶＳと、維持電極Ｘに印加されたグラウンド
電圧Ｖｇと、走査電極Ｙの付近にたまっていた正電荷による壁電圧と、維持電極Ｘの付近
にたまっていた負電荷による壁電圧とによって維持放電が行われて、走査電極Ｙの付近に
は負電荷をため、維持電極Ｘの付近には正電荷をためる。
【００５４】
　次いで、第２維持パルスが第１電圧を有する場合に、維持電極Ｘに印加された正極性の
第１電圧ＶＳと、走査電極Ｙに印加されたグラウンド電圧Ｖｇと、維持電極Ｘの付近にた
まっていた正電荷による壁電圧と、走査電極Ｙの付近にたまっていた負電荷による壁電圧
とによって、維持放電が行われて、走査電極Ｙの付近には正電荷をため、維持電極Ｘの付
近には負電荷をためる。前記のステップを続けて繰返し、それにより維持放電が続けて行
われる。
【００５５】
　一方、前記図４の論理制御部４０２で単位フレームごとにＡＳＬを検出して、前記ＡＳ
Ｌが所定値以上であれば、維持放電期間ＰＳでは、上昇傾斜を有して第１電圧ＶＳに到達
し、下降傾斜を有してグラウンド電圧Ｖｇに到達する第１維持パルス及び第２維持パルス
が、それぞれ走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎと維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎとに交
互に印加される。前記第１維持パルス及び第２維持パルスで、前記第１電圧ＶＳを有する
区間が時間的に重畳されないように印加される。そのような第１維持パルス及び第２維持
パルスを、非重畳波形の維持パルスという。
【００５６】
　非重畳波形の維持パルスについて、図８を参照して以下で詳細に説明する。時間ｔａな
いしｔｂで、走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎに印加される第１維持パルスは上昇傾斜を
有し、最終的に第１電圧ＶＳに到達し、維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘｎに印加される第
２維持パルスはグラウンド電圧Ｖｇを有する。時間ｔｂないしｔｃで、第１維持パルスは
第１電圧ＶＳを続けて有し、第２維持パルスはグラウンド電圧Ｖｇを続けて有する。時間
ｔｃないしｔｄで、第１維持パルスは下降傾斜を有し、最終的にグラウンド電圧Ｖｇに到
達し、第２維持パルスは続けてグラウンド電圧Ｖｇを有する。時間ｔｄないしｔｅで、第
１維持パルスはグラウンド電圧Ｖｇを有し、第２維持パルスは上昇傾斜を有し、最終的に
第１電圧ＶＳに到達する。時間ｔｅないしｔｆで、第１維持パルスは続けてグラウンド電
圧Ｖｇを有し、第２維持パルスは第１電圧ＶＳを有する。時間ｔｆないしｔｇで、第１維
持パルスは続けてグラウンド電圧Ｖｇを有し、第２維持パルスは下降傾斜を有し、最終的
にグラウンド電圧Ｖｇに到達する。前記の過程を繰り返して、第１維持パルス及び第２維
持パルスがそれぞれ走査電極ラインＹ１,・・・,Ｙｎ及び維持電極ラインＸ１,・・・,Ｘ

ｎに印加される。前記の上昇傾斜及び下降傾斜は、通常的にエネルギー充填及び回数のた
めに使用される。
【００５７】
　非重畳波形の維持パルスを印加すれば、維持放電の周期が大きくなって、放電周波数が
小さくなり、重畳波形に比べて放電効率が低下する。しかし、重畳波形で発生する温度上
昇及びパネル寿命を改善できる。
【００５８】
　本発明は、図面に示された実施形態を参考に説明されたが、これは例示的なものに過ぎ
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ず、当業者ならば、これから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であるということ
が理解できるであろう。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は、特許請求の範囲の
技術的思想によって決らねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、プラズマディスプレイパネルに関連した技術分野に好適に適用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の実施形態における駆動方法を適用するためのプラズマディスプレイパネ
ルを図示する分離斜視図である。
【図２】図１のプラズマディスプレイパネルをII－II線に沿って切り取った平面図である
。
【図３】図１のプラズマディスプレイパネルの電極配置を簡略に示す図面である。
【図４】図１のプラズマディスプレイパネルの駆動方法を実現するためのプラズマディス
プレイパネルの駆動装置を簡略に示すブロック図である。
【図５】図１のプラズマディスプレイパネルの駆動方法の一例として、走査電極ラインに
対するアドレス－ディスプレイ分離駆動方法を示す図面である。
【図６】図１のプラズマディスプレイパネルを駆動するための駆動信号を説明するタイミ
ング図である。
【図７】図６の維持放電期間の重畳波形の維持パルスを詳細に説明するためのタイミング
図である。
【図８】図６の維持放電期間の非重畳波形の維持パルスを詳細に説明するためのタイミン
グ図である。
【符号の説明】
【００６１】
　Ｘ１～Ｘｎ　維持電極ライン
　Ｙ１～Ｙｎ　走査電極ライン
　Ａ１～Ａｍ　アドレス電極ライン
　ＰＳ　維持放電期間
　Ｖｇ　グラウンド電圧
　ＶＳ　第１電圧
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