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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力された画像信号に基づいて画像の階調に対応する複数の駆動パルスを選択的に印加
するディスプレイパネルの駆動方法であって、
　前記ディスプレイパネルを構成する各セルにおける所定時間内の総発光回数を求め、当
該総発光回数を累積して累積発光回数を算出し、前記累積発光回数に基づいて、ディスプ
レイパネルの発光特性の変化を打ち消すように、前記駆動パルスの電圧値又は前記駆動パ
ルスの印加タイミングのいずれか一方を制御することを特徴とするディスプレイパネルの
駆動方法。
【請求項２】
　１フィールド内の前記画像信号の平均輝度レベルと１フィールド内の前記駆動パルスの
総数を乗算して求めた前記総発光回数を累積して前記累積発光回数を算出することを特徴
とする請求項１に記載のディスプレイパネルの駆動方法。
【請求項３】
　入力された画像信号に基づいて画像の階調に対応する複数の駆動パルスを選択的に印加
するディスプレイパネルの駆動装置であって、
　前記ディスプレイパネルを構成する各セルにおける所定時間内の総発光回数を求め、当
該総発光回数を累積して累積発光回数を算出する累積発光回数算出手段と、
　前記累積発光回数に基づいて、ディスプレイパネルの発光特性の変化を打ち消すように
、前記駆動パルスの電圧値又は前記駆動パルスの印加タイミングのいずれか一方を制御す
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る制御手段と、
　を備えることを特徴とするディスプレイパネルの駆動装置。
【請求項４】
　前記累積発光回数算出手段は、１フィールド内の前記画像信号の平均輝度レベルと１フ
ィールド内の前記駆動パルスの総数を乗算して求めた前記総発光回数を累積して前記累積
発光回数を算出することを特徴とする請求項３に記載のディスプレイパネルの駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、入力された画像信号に基づいて画像の階調に対応する複数の駆動パルスを選択
的に印加するディスプレイパネルの駆動方法及びプラズマディスプレイパネルの駆動装置
の技術分野に属するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、プラズマディスプレイパネル等の表示デバイスが注目され、ディスプレイの更なる
大画面化と薄型化が期待されている。こうした表示デバイスを用いた映像表示装置では、
長期間にわたって安定な画質特性を保持することが必要とされる。一般に、プラズマディ
スプレイの寿命として３０００～５０００時間程度が想定されるので、この期間において
はプラズマディスプレイパネルの放電特性を均一に維持し良好な画質を確保することが望
まれる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、プラズマディスプレイパネルを構成する放電セルを長期間にわたって繰り
返し発光させた場合には、その放電特性に経年変化が生じることは避けられない。例えば
、プラズマディスプレイを長期間使用し続けることにより、放電セルにおける放電電圧が
低下して十分な発光を行うことができなくなると、表示画面の画質劣化を招くことになる
。このように、プラズマディスプレイパネル等の表示デバイスを用いる場合、初期状態で
は良好な画質であったとしても、経年変化に起因して長期間の使用時に良好な画質を維持
し続けることが困難であるという問題があった。
【０００４】
そこで、本発明は、このような問題に鑑みなされたものであり、ディスプレイパネルにお
ける表示デバイスの特性が経年変化する場合に対応して駆動量を適切に制御することによ
り、ディスプレイパネルを長期間使用する場合に良好な画質を維持し続けることが可能な
ディスプレイパネルの駆動方法等を提供することを目的とする。
【０００５】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載のディスプレイパネルの駆動方法は、入力さ
れた画像信号に基づいて画像の階調に対応する複数の駆動パルスを選択的に印加するディ
スプレイパネルの駆動方法であって、前記ディスプレイパネルを構成する各セルにおける
所定時間内の総発光回数を求め、当該総発光回数を累積して累積発光回数を算出し、前記
累積発光回数に基づいて、ディスプレイパネルの発光特性の変化を打ち消すように、前記
駆動パルスの電圧値又は前記駆動パルスの印加タイミングのいずれか一方を制御すること
を特徴とする。
【０００６】
　また、請求項３に記載のディスプレイパネルの駆動装置は、入力された画像信号に基づ
いて画像の階調に対応する複数の駆動パルスを選択的に印加するディスプレイパネルの駆
動装置であって、前記ディスプレイパネルを構成する各セルにおける所定時間内の総発光
回数を求め、当該総発光回数を累積して累積発光回数を算出する累積発光回数算出手段と
、前記累積発光回数に基づいて、ディスプレイパネルの発光特性の変化を打ち消すように
、前記駆動パルスの電圧値又は前記駆動パルスの印加タイミングのいずれか一方を制御す
る制御手段と、を備えることを特徴とする。



(3) JP 4669633 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

【０００７】
　請求項１と請求項３にそれぞれ記載の発明によれば、入力された画像信号に基づいてデ
ィスプレイパネルを駆動する場合、印加された複数の駆動パルスに対応する総発光回数を
累積し、得られた累積発光回数に基づいて、ディスプレイパネルの発光特性の変化を打ち
消すように、駆動パルスの電圧値又は駆動パルスの印加タイミングのいずれか一方を制御
し、これによりディスプレイパネルの経年変化を補償するように機能させる。よって、長
期間にわたってディスプレイパネルを使用し続けた場合、その発光特性が時間の経過とと
もに変化する場合であっても、駆動パルスの電圧値又は駆動パルスの印加タイミングのい
ずれか一方を適切に制御することにより安定な発光特性を確保して画質劣化を有効に防止
することができる。
　また、上記の累積発光回数に基づいて、ディスプレイパネルに印加される駆動パルスの
電圧値を制御する場合には、例えば、ディスプレイパネルの発光特性の変化を打ち消すよ
うに電圧値を増減して画質劣化を有効に防止することができる。
　更に、上記の累積発光回数に基づいて、ディスプレイパネルに印加される駆動パルスの
印加タイミングを制御する場合には、例えば、ディスプレイパネルの発光特性の変化を打
ち消すように駆動パルスの印加タイミングを前後に調整して画質劣化を有効に防止するこ
とができる。
【００１７】
　請求項２に記載のディスプレイパネルの駆動方法は、請求項１に記載のディスプレイパ
ネルの駆動方法において、１フィールド内の前記画像信号の平均輝度レベルと１フィール
ド内の前記駆動パルスの総数を乗算して求めた前記総発光回数を累積して前記累積発光回
数を算出することを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項４に記載のディスプレイパネルの駆動装置は、請求項３に記載のディスプ
レイパネルの駆動装置において、前記累積発光回数算出手段は、１フィールド内の前記画
像信号の平均輝度レベルと１フィールド内の前記駆動パルスの総数を乗算して求めた前記
総発光回数を累積して前記累積発光回数を算出することを特徴とする。
【００１９】
　請求項２と請求項４にそれぞれ記載の発明によれば、上記の累積発光回数を算出する場
合、入力された画像信号から１フィールドごとに平均輝度レベルを求め、その平均輝度レ
ベルに１フィールド内の駆動パルスの総数を乗じ、乗算結果を累積するようにしたので、
画像信号から容易に累積発光回数を得ることができるので、効率的な処理によりディスプ
レイパネルの経年変化を補償することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。本実施形態においては、プラ
ズマディスプレイパネルを用いた映像表示装置に対して本発明を適用した場合の実施の形
態を説明する。
【００２１】
図１は、本実施形態に係る映像表示装置の要部構成を示すブロック図である。
図１に示す映像表示装置は、Ａ／Ｄ変換器１０と、表示データ生成部１１と、アドレスド
ライバ１２と、Ｘサスティンドライバ１３と、Ｙサスティンドライバ１４と、ＰＤＰ１５
と、ＡＰＬ算出部１６と、累積発光回数算出部１７と、累積使用時間検出部１８と、制御
部１９とを備えている。
【００２２】
以上の構成において、Ａ／Ｄ変換器１０は、入力されたアナログの画像信号を、所定のタ
イミング信号に同期しつつディジタル化し、ディジタルの画像データに変換する。Ａ／Ｄ
変換器１０から出力された画像データは、表示画面を構成する複数の画素データが配列さ
れたものであり、それぞれの画素データは例えば８ビットが割り当てられる。
【００２３】
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表示データ生成部１１は、Ａ／Ｄ変換器１０から出力された画像データを蓄積し、１フィ
ールドごとに輝度、γ補正、階調などを適切に調整するとともに、後述のＰＤＰ１５の駆
動方法であるサブフィールド法に適合する表示データを生成する。表示データ生成部１１
では、制御部１９によって指示されたタイミングで表示対象とすべき表示データをアドレ
スドライバ１２に出力する。
【００２４】
アドレスドライバ１２は、表示画面を形成する表示データに基づいて、ＰＤＰ１５に設け
られたｍ個のアドレス電極Ｄ1～Ｄmに対し、画素データに対応して印加すべきデータパル
スを生成する。また、Ｘサスティンドライバ１３は、ＰＤＰ１５に設けられたｎ個のサス
ティン電極Ｘ1～Ｘnに対し所定のタイミングで印加すべき駆動パルスとして、リセットパ
ルスやサスティンパルスを生成する。同様に、Ｙサスティンドライバ１４は、上記のサス
ティン電極Ｘ1～Ｘnと対をなすｎ個のサスティン電極Ｙ1～Ｙnに対し所定のタイミングで
印加すべき駆動パルスとして、リセットパルス、走査パルス、サスティンパルスなどを生
成する。
【００２５】
ＰＤＰ１５は、表示画面に対応する領域において、一方のサスティン電極Ｘ1～Ｘnと他方
のサスティン電極Ｙ1～Ｙnが平行配置され、そこにアドレス電極Ｄ1～Ｄmが交差する３電
極面放電構造を有する表示デバイスである。そして、ＰＤＰ１５において３電極が形成さ
れた層は放電空間に対して誘電体層で被覆されており、各電極の交点にて１画素に対応す
る放電セルが形成され、表示データに対応する各パルスを印加することによりＰＤＰ１５
に所望の画像を表示させることができる。
【００２６】
ここで、図２及び図３を参照して、サブフィールド法に基づくＰＤＰ１５の駆動方法を説
明する。本実施形態に係る映像表示装置では、映像の階調表現を行うために、１フィール
ドを複数のサブフィールドに分割し、１サブフィールド内にてアドレス放電とサスティン
放電を行ってＰＤＰ１５を駆動する。一般にＮＴＳＣ方式では、１秒間に３０フレームの
画像が形成され、１フレームが２フィールドからなるので、１秒間は６０フィールドに対
応する。図２に示すように、各々のフィールドをＮ個のサブフィールド（ＳＦ）で構成し
、各サブフィールドにおいてリセット期間、アドレス期間、サスティン期間をそれぞれ設
けている。そして、先頭のサブフィールドからＮ番目のサブフィールドに至るまで順次サ
スティン期間を長く設定し、放電セルに対し所望の輝度に対応する所定数のサスティンパ
ルスを印加できるようにしている。
【００２７】
図３には、各サブフィールドのリセット期間、アドレス期間、サスティン期間において、
ｉ番目のサスティン電極Ｘi及びサスティン電極Ｙiに対応して印加される各パルスの波形
パターンを示している。まず、リセット期間において、サスティン電極Ｘiに負電圧のリ
セットパルスＲＰXが印加されると同時に、サスティン電極Ｙiに正電圧のリセットパルス
ＲＰyが印加される。すると、ＰＤＰ１５の各放電セルは一斉にリセット放電を起こし、
リセット放電の終了後には各放電セル内に所定量の壁電荷が形成される。
【００２８】
次に、アドレス期間において、アドレス電極Ｄ1～Ｄmに高電圧又は低電圧のデータパルス
ＤＰが印加されるタイミングで、サスティン電極Ｙiに負電圧の走査パルスＳＰが印加さ
れる。このとき、選択消去放電の作用により、高電圧のデータパルスＤＰが印加された放
電セルでは、走査パルスＳＰの印加時に放電が生じてその壁電荷が消滅する。一方、低電
圧のデータパルスＤＰが印加された放電セルでは、走査パルスＳＰの印加時に放電が生じ
ないので、壁電荷が残留した状態を保つ。
【００２９】
次に、サスティン期間において、サスティン電極Ｘiに正電圧のサスティンパルスＩＰxが
印加されるとともに、所定の間隔をおいてサスティン電極Ｙiに正電圧のサスティンパル
スＩＰyが印加される。このように、サスティンパルスＩＰX及びサスティンパルスＩＰY
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が交互に印加される度に、壁電荷が残留した状態にある放電セルにおいて放電発光を繰り
返すことになる。ここで、映像表示装置を長期間使用した場合には、各放電セルの放電特
性の経年変化によってＰＤＰ１５の画質劣化を引き起こす。そのため、本実施形態では、
後述するようにサスティンパルスＩＰx、ＩＰyの電圧値と印加タイミングを制御して、放
電セルの放電特性の経年変化を補償しているが、具体的な方法については後述する。
【００３０】
次に図１において、ＡＰＬ算出部１６は、Ａ／Ｄ変換器１０から出力された画像データに
関し、１フィールドごとに画像データにおける平均輝度レベルであるＡＰＬ (Average Pi
cture Level)値を算出する。輝度レベルの範囲を０～１で表現した場合は、黒色の表示画
面に対してはＡＰＬ値が０に近づき、白色の表示画面に対してはＡＰＬ値が１に近づくこ
とになる。ＡＰＬ算出部１６によって算出されたＡＰＬ値は、累積発光回数算出部１７及
び制御部１９に出力される。
【００３１】
累積発光回数算出部１７は、上記のＡＰＬ値に基づいて１フィールドごとのＰＤＰ１５の
総発光回数を求め、これを累積して累積発光回数を算出する。１フィールドごとのＰＤＰ
１５の総発光回数は、１フィールド内の総サスティンパルス数Ｋに上記のＡＰＬ値を乗じ
て求められる。なお、１フィールド内の総サスティンパルス数Ｋは、それぞれのサブフィ
ールドの重み付けに応じた総サスティンパルス数Ｋ1～ＫNを合計したものである。そして
、本実施形態に係る映像表示装置では、輝度レベルの制限機能を前提とするので、総サス
ティンパルス数Ｋは、予め設定されたＡＢＬ (Automatic Brigtness Limiter)特性に応じ
て決定される。
【００３２】
ここで、図４は、上記のＡＢＬ特性の一例を示す図である。図４においては、ＡＰＬ値を
パーセント表示で横軸に示し、これに対応する１フィールド内の総サスティンパルス数Ｋ
を縦軸に示している。図４に示すように、ＡＰＬ値が所定値以上である場合、ＡＰＬ値が
大きくなるにつれて、総サスティンパルス数Ｋを徐々に減少させるように輝度制限が行わ
れる。このように、総サスティンパルス数Ｋによって表示画面の輝度制限を行うことによ
り、表示画面における適正な輝度を保ちながら消費電力を抑えることができる。
【００３３】
かかるＡＢＬ特性に基づく総サスティンパルス数ＫとＡＰＬ値との乗算結果である上述の
１フィールドごと総発光回数が、累積発光回数算出部１７によって保持される累積発光回
数に加えられ、順次、累積発光回数が更新されていく。この累積発光回数は、例えば不揮
発性のメモリに保持しておけばよい。なお、累積発光回数算出部１７によって保持される
累積発光回数は、後述の駆動制御に用いるべく制御部１９に出力される。
【００３４】
一方、累積使用時間検出部１８は、映像表示装置における使用時間を累積した累積使用時
間を検出する。累積使用時間検出部１８では、映像表示装置の電源を起動してＰＤＰ１５
を駆動する時間を検出するための計時手段（不図示）を利用し、その出力を参照して保持
される累積使用時間を逐次更新する。なお、累積使用時間検出部１８によって検出された
累積使用時間は、上記の累積発光回数の場合と同様に後述の駆動制御に用いるべく制御部
１９に出力される。
【００３５】
次に、制御部１９は、本実施形態に係る映像表示装置の動作を全体的に制御する制御手段
としての役割を担う。制御部１９は、ＰＤＰ１５を駆動するためのＸサスティンドライバ
１３とＹサスティンドライバ１４の動作を制御する。本実施形態においては、上述のよう
に得られた累積発光回数又は累積使用時間を用いて、ＰＤＰ１５に対する所定の駆動量を
適宜変更するように制御する。なお、累積発光回数と累積使用時間のいずれを用いて制御
するかは、制御部１９によって選択的に決定できるものとし、操作手段によって一方をユ
ーザに選択させるように構成してもよい。
【００３６】
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以下、制御部１９における具体的な制御方法として、累積発光回数又は累積使用時間に応
じて、Ｘサスティンドライバ１３又はＹサスティンドライバ１４における所定の駆動量を
制御する場合の具体例を説明する。ここでは、Ｘサスティンドライバ１３又はＹサスティ
ンドライバ１４の各駆動パルス（サスティンパルスＩＰx、ＩＰy、走査パルスＳＰ）の電
圧値を変更する制御方法と、サスティンパルスＩＰx、ＩＰyの印加タイミングを変更する
制御方法について説明する。
【００３７】
図５は、累積発光回数又は累積使用時間に応じて、Ｘサスティンドライバ１３又はＹサス
ティンドライバ１４の各駆動パルスの電圧値を変更する制御方法の一例を示す図である。
図５の例では、累積発光回数又は累積使用時間が増加するに従って、駆動パルスの電圧値
を緩やかに上昇させる場合を示している。これにより、映像表示装置の長期間にわたる使
用により、ＰＤＰ１５の各放電セルの放電電圧が経年変化で低下する場合、これを補償し
得るように各駆動パルスの電圧値が増加することになる。そのため、映像表示装置におけ
る画質の経年劣化を抑えることができる。なお、ＰＤＰ１５では温度条件によって各放電
セルの放電特性が変化するので、例えば、図５に示すように、使用温度の条件に依存して
各駆動パルスの電圧値を上下にシフトさせるように制御してもよい。
【００３８】
なお、制御部１９では、図５に示すような特性をテーブル化して所定のメモリに保持し、
上記の駆動パルスの電圧値を読み出してＸサスティンドライバ１３又はＹサスティンドラ
イバ１４に対し設定すればよい。この場合、Ｘサスティンドライバ１３とＹサスティンド
ライバ１４は、外部からの設定に応じて出力電圧を可変制御できるような構成を具備する
ものとする。
【００３９】
次に図６は、累積発光回数又は累積使用時間に応じて、サスティンパルスＩＰx、ＩＰyの
印加タイミングを変更する制御方法の一例を示す図である。図６の例では、累積発光回数
又は累積使用時間に応じて、サスティンパルスＩＰx、ＩＰyの立ち上りタイミングを変化
させる場合を示している。図６に示すように、サスティンパルスＩＰx、ＩＰyは、実際に
は台形状の波形パターンを有し、所定の立ち上り時間でローレベルからハイレベルに変化
し、一定時間ハイレベルを保持し、さらに所定の立ち下り時間でハイレベルからローレベ
ルに変化することにより、１つのサスティンパルスＩＰx、ＩＰyが構成される。
【００４０】
図６に実線で示すように、初期状態では先行するサスティンパルスＩＰxの立ち下りタイ
ミングｔ０から所定時間をおいて、後続のサスティンパルスＩＰyの立ち上りタイミング
ｔ１が設定される。そして、累積発光回数又は累積使用時間が増加するに従って、後続の
サスティンパルスＩＰyの立ち上りタイミングｔ１を早くし、先行するサスティンパルス
ＩＰxの立ち下りタイミングｔ０に近づけるように制御する。これにより、後述する理由
により、サスティンパルスＩＰyに基づく放電セルの放電電圧を瞬間的に大きくすること
ができ、上述した各駆動パルスの電圧値を上昇させる場合と同様に、ＰＤＰ１５の経年変
化を補償することができる。
【００４１】
なお、図６では、一方のサスティンパルスＩＰｘの立ち上りタイミングを制御する場合を
示しているが、他方のサスティンパルスＩＰｙの立ち上りタイミングを制御する場合も同
様の作用がある。また、サスティンパルスＩＰｘ、ＩＰxの立ち上りタイミングを制御す
る代わりに、その立ち下りタイミングを制御して、サスティンパルスＩＰx及びサスティ
ンパルスＩＰyの相対的関係が図６と同様になるように制御してもよい。また、サスティ
ンパルスＩＰx、ＩＰyの立ち上りタイミング及び／又は立ち下りタイミングを制御して、
パルス幅を変えずに一方のサスティンパルスの立ち上り部と他方のサスティンパルスの立
ち下り部との相対的関係が図６と同様になるように制御してもよい。
【００４２】
ここで、図７と図８を用いて、上記のようにサスティンパルスＩＰyの立ち上りタイミン
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グが早くなるように制御した場合、サスティンパルスＩＰyに基づく放電セルの放電電圧
が瞬間的に大きくなる理由を説明する。図７は、Ｙサスティンドライバ１４のうちサステ
ィンパルスＩＰｙの出力回路の回路構成を示す図である。図７に示すように、サスティン
パルスＩＰｙの出力回路は、２つのコイルＬ１、Ｌ２とコンデンサＣ１とダイオードＤ１
、Ｄ２によって共振回路を形成しており、電源Ｂによって電圧Ｖｓを供給した状態で、４
つのスイッチＳ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４の開閉制御を行うことによりサスティンパルスＩＰ
ｙを発生する。そして、サスティンパルスＩＰyの出力回路は、サスティン電極Ｙ1～Ｙn
のいずれかを介してＰＤＰ１５の所定の放電セルＣに接続されるとともに、この放電セル
Ｃにおいて対になるサスティン電極Ｘ1～Ｘnのいずれかを介してサスティンパルスＩＰx
の出力回路が接続される。なお、図７では省略しているが、他方のサスティンパルスＩＰ
xの出力回路に関しても、同様の回路構成になる。
【００４３】
このように構成されるサスティンパルスＩＰyの出力回路に対し、図８に示すようにスイ
ッチＳ１～Ｓ４が開閉制御される。すると、コイルＬ１、Ｌ２とコンデンサＣ１の共振特
性の作用に基づき、サスティンパルスＩＰyの波形は、スイッチＳ１がオンのときに立ち
上り、スイッチＳ２がオンのとき電圧Ｖｓを保ち、スイッチＳ２がオンのときに立ち下が
るように変化する。この間、図８に示すように、スイッチＳ４がオフの状態で保たれる。
【００４４】
一方、図８のサスティンパルスＩＰyの立ち上りタイミングｔ１を、図６に示すように、
先行するサスティンパルスＩＰxの立ち下りタイミングｔ０に近づけけるものとし、この
場合を図８においてサスティンパルスＩＰy’として示す。このとき、図８に示すように
、先行するサスティンパルスＩＰxの出力回路では上記スイッチＳ４に対応するスイッチ
Ｓ４’がオフとなる期間は、後続のサスティンパルスＩＰｙ’の立ち上りの期間と部分的
に重なることになる。
【００４５】
これにより、サスティンパルスＩＰyの出力回路は、容量性の放電セルＣを介して結合さ
れたサスティンパルスＩＰxの出力回路のスイッチＳ４’が接地状態となるため、共振特
性によって瞬間的に放電セルＣにおける放電電流が増大する。この場合、図８の下側に示
すように、サスティンパルスIＰy’が立ち上るときに瞬間的に本来の電圧値Ｖｓを超えて
変化する。そして、先行するサスティンパルスＩＰxの立ち下りの期間と、後続のサステ
ィンパルスＩＰyの立ち上りの期間の重なりが長くなるほど、サスティンパルスＩＰyにお
ける電圧変化が大きくなるので、その分だけ放電セルＣの放電電圧を大きくすることがで
きる。
【００４６】
なお、累積発光回数又は累積使用時間と、サスティンパルスＩＰx、ＩＰyの印加タイミン
グに対する実際の制御量の関係は、回路構成や各放電セルの放電特性に依存して適宜に設
定すればよい。また、制御部１９では、上述の駆動パルスの電圧値と同様、サスティンパ
ルスＩＰx、ＩＰyの印加タイミングの制御量をテーブル化して所定のメモリに保持し、所
定の条件に従ってＸサスティンドライバ１３又はＹサスティンドライバ１４を駆動する際
にテーブル値を読み出して制御を行えばよい。
【００４７】
なお、本実施形態では、表示デバイスとしてＰＤＰ１５を用いる場合を説明したが、これ
に限らず、様々な表示デバイスを用いて構成される映像表示装置に対し広く本発明を適用
することができる。
【００４８】
　以上説明したように本発明によれば、ディスプレイパネルを駆動する際、累積発光回数
に基づいて、ディスプレイパネルの経年変化を補償するように駆動パルスの電圧値又は駆
動パルスの印加タイミングのいずれか一方を制御するようにしたので、ディスプレイパネ
ルを長期間使用する場合の画質劣化を防止し、良好な画質を維持することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本実施形態に係る映像表示装置の要部構成を示すブロック図である。
【図２】サブフィールド法に基づくＰＤＰの駆動方法を説明する図であり、各フィールド
がＮ個のサブフィールドで構成された状態を示す図である。
【図３】サブフィールド法に基づくＰＤＰの駆動方法を説明する図であり、各サブフィー
ルドのリセット期間、アドレス期間、サスティン期間において印加される各パルスの波形
パターンを示す図である。
【図４】ＡＢＬ特性の一例を示す図である。
【図５】累積発光回数又は累積使用時間に応じて、Ｘサスティンドライバ又はＹサスティ
ンドライバの各駆動パルスの電圧値を変更する制御方法の一例を示す図である。
【図６】累積発光回数又は累積使用時間に応じて、サスティンパルスＩＰx、ＩＰyの印加
タイミングを変更する制御方法の一例を示す図である。ある。
【図７】ＹサスティンドライバのうちサスティンパルスＩＰｙの出力回路の回路構成を示
す図である。
【図８】図７に示す出力回路における各部の波形パターンを示す図である。
【符号の説明】
１０…Ａ／Ｄ変換器
１１…表示データ生成部
１２…アドレスドライバ
１３…Ｘサスティンドライバ
１４…Ｙサスティンドライバ
１５…ＰＤＰ
１６…ＡＰＬ算出部
１７…累積発光回数算出部
１８…累積使用時間検出部
１９…制御部
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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