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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の放電セルと、
　１フレームを複数のサブフィールドに分割し、前記各サブフィールドにおける発光セル
の比率を示すサブフィールド負荷率に応じて前記各サブフィールドにおけるアドレス期間
及び維持期間を設定する制御部と、
　前記制御部によって設定された前記アドレス期間中に前記複数の放電セルのうち発光セ
ルを選択し、設定された前記維持期間中に前記発光セルを維持放電させる駆動部と
　を含み、
　前記複数の放電セルは複数の第１放電セルと複数の第２放電セルとを含み、
　前記制御部は、前記アドレス期間を前記複数の第１放電セルに対する第１アドレス期間
と前記複数の第２放電セルに対する第２アドレス期間とに分割し、前記第１アドレス期間
と前記第２アドレス期間との間に前記維持期間のうち第１維持期間を設定し、前記第２ア
ドレス期間の後に前記維持期間のうちの残りの第２維持期間を設定し、
　前記サブフィールド負荷率に基づいて、前記第１維持期間を設定することを特徴とする
プラズマ表示装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記フレーム内に入力される映像信号に基づいて前記各サブフィールドのサブフィール
ド負荷率を計算するサブフィールド負荷率計算部と、
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　前記各サブフィールドのサブフィールド負荷率に基づいて、前記各サブフィールドにお
ける前記アドレス期間を設定し、前記設定されたアドレス期間に応じて前記維持期間を設
定する期間設定部と
　を含むことを特徴とする請求項１に記載のプラズマ表示装置。
【請求項３】
　前記駆動部は、
　前記アドレス期間中に前記発光セルにアドレスパルスを印加し、前記維持期間中に前記
発光セルに維持放電パルスを印加し、
　前記複数のサブフィールドのうちの第１サブフィールドにおけるアドレスパルスの幅を
、前記第１サブフィールドよりもサブフィールド負荷率の大きい第２サブフィールドにお
けるアドレスパルスの幅より狭くすることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
プラズマ表示装置。
【請求項４】
　前記駆動部は、
　前記アドレス期間中に前記発光セルにアドレスパルスを印加し、前記維持期間中に前記
発光セルに維持放電パルスを印加し、
　前記複数のサブフィールドのうちの第１サブフィールドにおける維持放電パルスの幅を
、前記第１サブフィールドよりもサブフィールド負荷率の大きい第２サブフィールドにお
ける維持放電パルスの幅より広くすることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
プラズマ表示装置。
【請求項５】
　複数の放電セルを含み、１フレームを複数のサブフィールドに分割し、前記複数のサブ
フィールドがそれぞれアドレス期間と維持期間とを含んでいるプラズマ表示装置の駆動方
法であって、
　前記１フレーム内に入力される映像信号に基づいて前記各サブフィールドにおけるサブ
フィールド負荷率を計算する段階と、
　前記計算されたサブフィールド負荷率に基づいて前記各サブフィールドにおけるアドレ
ス期間と維持期間のうちの少なくとも一つの期間を設定する段階と、
　前記設定された各アドレス期間中に前記複数の放電セルのうち発光セルを選択する段階
と、
　前記設定された各維持期間中に当該サブフィールドの加重値に対応する回数だけ前記発
光セルを維持放電させる段階と、
　前記複数の放電セルは複数の第１放電セルと複数の第２放電セルとを含み、
　前記アドレス期間を前記複数の第１放電セルに対する第１アドレス期間と前記複数の第
２放電セルに対する第２アドレス期間とに分割する段階と、
　前記第１アドレス期間と前記第２アドレス期間との間に前記維持期間のうち第１維持期
間を設定し、前記第２アドレス期間の後に前記維持期間のうちの残りの第２維持期間を設
定する段階と、
　前記サブフィールド負荷率に基づいて、前記第１維持期間を設定する段階と
　を含むことを特徴とするプラズマ表示装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記サブフィールド負荷率は、当該サブフィールドにおける放電セル全体の個数と発光
セルの個数との比率から計算されることを特徴とする請求項５に記載のプラズマ表示装置
の駆動方法。
【請求項７】
　前記設定する段階は、
　前記サブフィールド負荷率に基づいて、前記アドレス期間を設定する段階と、
　前記設定されたアドレス期間に応じて前記維持期間を設定する段階と
　を含むことを特徴とする請求項５または請求項６に記載のプラズマ表示装置の駆動方法
。
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【請求項８】
　前記複数のサブフィールドのうち少なくとも一つのサブフィールドは、複数の放電セル
のうちの少なくとも一つの放電セルを初期化するリセット期間を更に含み、
　前記設定する段階は、
　前記サブフィールド負荷率に基づいて、前記アドレス期間を設定する段階と、
　前記設定されたアドレス期間に応じて前記維持期間及び前記リセット期間のうちの少な
くとも一つの期間を設定する段階と
　を含むことを特徴とする請求項５または請求項６に記載のプラズマ表示装置の駆動方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はプラズマ表示装置及びその駆動方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマ表示装置は、気体放電によって生成されたプラズマを用いて、文字又は映像を
表示する装置である。一般にプラズマ表示装置は、１フレームが複数のサブフィールドに
分割されて駆動されている。各サブフィールドのアドレス期間中に発光するセルと発光し
ないセルとを選別し、維持期間中に実際に映像を表示するために発光するセルに対して維
持放電が行われる。そして、セルが発光するサブフィールドの加重値の組み合わせによっ
て階調が表現される。
【０００３】
　このようなプラズマ表示装置は１フレーム内に入力される映像信号から画面負荷率を計
算し、この画面負荷率によってＡＰＣ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）レベルを算出する。そして、算出されたＡＰＣレベルによってアドレス期間及び維持
期間における駆動を制御している。ところで、ＡＰＣレベルは、プラズマ表示パネルにお
けるセルの発光面積と輝度には比例するが、各サブフィールドの放電特性とは相関関係が
少ない。例えば、階調は低くて発光する面積が広い場合と階調は高くて発光する面積が広
い場合ではＡＰＣレベルは同じであることもある。しかしながら、前者の場合は発光セル
が少なくて放電遅延が大きくなるのに対して、後者の場合には発光セルが多くて放電遅延
が小さくなる。このように、ＡＰＣレベルが同じであっても各サブフィールドでの放電特
性が変わることがある。このように放電特性が異なるフレームで同一の駆動方法を用いれ
ば、放電遅延によって放電が不安定になる問題があり、輝度低下を招く心配もある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の課題は、画面の放電特性を考慮して、放電安定化及び輝度を改善できるプラズ
マ表示装置及びその駆動方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明のプラズマ表示装置は、複数の放電セルと、１フレ
ームを複数のサブフィールドに分割し、前記各サブフィールドにおける発光セルの比率を
示すサブフィールド負荷率に応じて前記各サブフィールドにおけるアドレス期間及び維持
期間を設定する制御部と、前記制御部によって設定された前記アドレス期間中に前記複数
の放電セルのうち発光セルを選択し、設定された前記維持期間中に前記発光セルを維持放
電させる駆動部とを含むことを特徴としている。
【０００６】
　本発明の他の特徴によれば、プラズマ表示装置を駆動する方法が提供される。この駆動
方法は、複数の放電セルを含み、１フレームを複数のサブフィールドに分割し、前記複数
のサブフィールドがそれぞれアドレス期間と維持期間とを含んでいるプラズマ表示装置の
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駆動方法であって、前記１フレーム内に入力される映像信号に基づいて前記各サブフィー
ルドにおけるサブフィールド負荷率を計算する段階と、前記計算されたサブフィールド負
荷率に基づいて前記各サブフィールドにおけるアドレス期間と維持期間のうちの少なくと
も一つの期間を設定する段階と、前記設定された各アドレス期間中に前記複数の放電セル
のうち発光セルを選択する段階と、前記設定された各維持期間中に当該サブフィールドの
加重値に対応する回数だけ前記発光セルを維持放電させる段階とを含むことを特徴として
いる。
【０００７】
　本発明のまた他の特徴によれば、プラズマ表示装置を駆動する方法が提供される。この
駆動方法は、複数の放電セルを含むプラズマ表示装置において１フレームを複数のサブフ
ィールドに分割して駆動する方法であって、前記１フレーム内に入力される映像信号に基
づいて前記各サブフィールドのサブフィールド負荷率を計算する段階と、前記サブフィー
ルド負荷率に応じて前記各サブフィールドにおけるアドレスパルスの幅を決める段階と、
前記各サブフィールドのアドレス期間中に、前記複数の放電セルのうちの発光セルに対し
て前記幅が決められたアドレスパルスを印加する段階とを含むことを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　このように本発明のプラズマ表示装置によれば、サブフィールドの負荷率に応じてアド
レス期間及び維持期間を再設定するので、安定的に放電を起こすことができ、輝度を改善
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の好ましい実施例について当業者が容易に実施
できるように詳細に説明する。しかしながら、本発明は多様に異なる形態で実現できるの
で、ここで説明する実施例に限定されるものではない。そして、図面で本発明を明確に説
明するために説明と関係ない部分は省略し、明細書全体を通じて類似した部分については
類似した図面符号で示すものとする。
【００１０】
　さて、本発明の実施例に係るプラズマ表示装置及びその駆動方法について図面を参照し
て詳細に説明する。
【００１１】
　図１は本発明の実施例に係るプラズマ表示装置の概略的な概念図である。
【００１２】
　図１に示すように、本発明の実施例に係るプラズマ表示装置は、プラズマ表示パネル１
００、制御部２００、アドレス電極駆動部３００、維持電極駆動部４００及び走査電極駆
動部５００を含んでいる。
【００１３】
　プラズマ表示パネル１００は、列方向に延びている複数のアドレス電極（以下、“Ａ電
極”という）（Ａ１～Ａｍ）と、行方向に互いに対を構成しながら延びている複数の維持
電極（以下、“Ｘ電極”という）（Ｘ１～Ｘｎ）及び走査電極（以下、“Ｙ電極”という
）（Ｙ１～Ｙｎ）とを含んでいる。一般にＸ電極（Ｘ１～Ｘｎ）は各Ｙ電極（Ｙ１～Ｙｎ

）に対応して形成されており、Ｙ電極（Ｙ１～Ｙｎ）とＸ電極（Ｘ１～Ｘｎ）はＡ電極（
Ａ１～Ａｍ）と直交するように配置されている。ここで、Ａ電極（Ａ１～Ａｍ）とＸ及び
Ｙ電極（Ｘ１～Ｘｎ、Ｙ１～Ｙｎ）との交差部にあたる放電空間が放電セル１１０を形成
する。
【００１４】
　制御部２００は、外部から映像信号を受信してＡ電極駆動制御信号、Ｘ電極駆動制御信
号及びＹ電極駆動制御信号を出力する。そして、制御部２００は１フレームを複数のサブ
フィールドに分割して駆動し、各サブフィールドは時間的な動作変化で表現すればリセッ
ト期間、アドレス期間及び維持期間から構成されている。また、制御部２００は入力され
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る映像信号によって各サブフィールドのサブフィールド負荷率を計算し、計算された各サ
ブフィールド負荷率に応じてアドレス期間及び維持期間を設定する。
【００１５】
　アドレス電極駆動部３００は、制御部２００からのＡ電極駆動制御信号に応じてＡ電極
（Ａ１～Ａｍ）に表示データ信号を印加する。
【００１６】
　維持電極駆動部４００は、制御部２００からのＸ電極駆動制御信号に応じてＸ電極（Ｘ

１～Ｘｎ）に駆動電圧を印加する。
【００１７】
　走査電極駆動部５００は、制御部２００からのＹ電極駆動制御信号に応じてＹ電極（Ｙ

１～Ｙｎ）に駆動電圧を印加する。
【００１８】
　次に、図２及び図３を参照して本発明の第１実施例に係るプラズマ表示装置の駆動方法
を具体的に説明する。
【００１９】
　図２は本発明の第１実施例に係るサブフィールド配列を示す図面であり、図３は本発明
の第１実施例に係るプラズマ表示装置の駆動波形を示す図面である。図３では説明の便宜
のために図２に示す複数のサブフィールド（ＳＦ１～ＳＦ８）のうち第１サブフィールド
（ＳＦ１）だけを示し、第１サブフィールド（ＳＦ１）の維持期間では３回の維持放電が
起こるものとして示した。また、図３では説明の便宜のために一つのＸ電極と一つのＹ電
極及び一つのＡ電極だけを示した。
【００２０】
　図２を参照すると、制御部２００は１フレームを、それぞれの輝度加重値を有する複数
のサブフィールド（ＳＦ１～ＳＦ８）に分割し、各サブフィールド（ＳＦ１～ＳＦ８）に
割り当てられた時間をリセット期間（Ｒ１～Ｒ８）、アドレス期間（Ａ１～Ａ８）及び維
持期間（Ｓ１～Ｓ８）に割り当てる。この時、各サブフィールド（ＳＦ１～ＳＦ８）の加
重値は、当該サブフィールドの維持期間（Ｓ１～Ｓ８）における維持放電の回数によって
決定される。
【００２１】
　リセット期間（Ｒ１～Ｒ８）では複数の放電セルのうちの少なくとも一つの放電セルを
初期化し、アドレス期間（Ａ１～Ａ８）では発光セルと非発光セルを選択する。そして、
維持期間（Ｓ１～Ｓ８）では発光セルを維持放電させる。
【００２２】
　このようなリセット期間、アドレス期間及び維持期間の動作のために、図３に示すよう
に、リセット期間（Ｒ１）中にはアドレス電極駆動部３００及び維持電極駆動部４００は
Ａ電極及びＸ電極にそれぞれ基準電圧（図３では０Ｖ）を印加し、走査電極駆動部５００
はＡ電極及びＸ電極に基準電圧が印加されている間にＹ電極の電圧をＶｓ電圧からＶｓｅ
ｔ電圧まで漸進的に増加させる。その後、維持電極駆動部４００はＸ電極にＶｂ電圧を印
加し、走査電極駆動部５００はＸ電極にＶｂ電圧が印加されている間にＹ電極の電圧をＶ
ｓ電圧からＶｎｆ電圧まで漸進的に減少させる。このようにすれば、Ｙ電極の電圧が増加
する間にＹ電極とＸ電極との間で微弱なリセット放電が起こりながら、放電セルに壁電荷
が形成され、その後のＹ電極の電圧が減少する間にＹ電極とＸ電極との間で微弱なリセッ
ト放電が起こりながら、放電セルに形成された壁電荷が消去されて、非発光セルを初期化
することができる。
【００２３】
　アドレス期間（Ａ１）では、走査電極駆動部５００はＹ電極にＶｓｃＬ電圧を有する走
査パルスを印加する。この時、アドレス電極駆動部３００はＶｓｃＬ電圧が印加されたＹ
電極とＸ電極によって定義される複数の放電セルのうち発光セルを通過するＡ電極にＶａ
電圧を印加する。そうすれば、走査パルスが印加されたＹ電極とアドレスパルスが印加さ
れたＡ電極との間でアドレス放電が起こる。本発明の第１実施例ではアドレス放電が起こ
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るセルを発光セルとして選択したが、本発明はこれに限定されるわけではなく、アドレス
放電が起こったセルを非発光セルとして選択することもできる。そして、走査電極駆動部
５００はＶｓｃＬ電圧が印加されないＹ電極にＶｓｃＬ電圧より高いＶｓｃＨ電圧を印加
し、アドレス電極駆動部３００は非発光セルのＡ電極に０Ｖ電圧を印加する。
【００２４】
　維持期間（Ｓ１）では、走査電極駆動部５００はＹ電極にハイレベル電圧（図３ではＶ
ｓ）とローレベル電圧（図３では０Ｖ）とを有する維持放電パルスを第１サブフィールド
（ＳＦ１）の加重値に相当する数だけ印加する。そして、維持電極駆動部４００はＹ電極
に印加される維持放電パルスと反対位相で維持放電パルスをＸ電極に印加する。このよう
にすれば、Ｙ電極とＸ電極との間の電位差が、Ｖｓ電圧と－Ｖｓ電圧とを交互に有し、こ
れによって発光セルでは維持放電が所定回数だけ繰り返し起こることになる。
【００２５】
　そして、残りのサブフィールド（ＳＦ２～ＳＦ８）の各リセット期間（Ｒ２～Ｒ８）、
アドレス期間（Ａ２～Ａ８）及び維持期間（Ｓ２～Ｓ８）では、図３に示す駆動波形を同
様に適用する。但し、維持期間においてＹ電極とＸ電極に印加される維持放電パルスの個
数が各サブフィールドの加重値に応じて異なることになる。
【００２６】
　次に、制御部２００がサブフィールド負荷率に応じてアドレス期間及び維持期間を設定
する方法について図４及び図５を参照して詳細に説明する。
【００２７】
　図４は、本発明の実施例に係る制御部２００の概略的なブロック図であり、図５は本発
明の実施例に係る制御部２００の動作を示すフローチャートである。
【００２８】
　図４に示すように、制御部２００は、画面負荷率計算部２１０、サブフィールド生成部
２２０、維持放電制御部２３０、サブフィールド負荷率計算部２４０及び期間設定部２５
０を含んでいる。図４では制御部２００のうち本発明の第１実施例の説明に関係ない部分
については図示することを省略した。
【００２９】
　図４を参照すれば、画面負荷率計算部２１０は１フレーム内に入力される映像信号から
当該フレームの画面負荷率を計算する（Ｓ５１０）。例えば、画面負荷率計算部２１０は
式（１）に示すような１フレーム内の映像信号の平均信号レベル（ＡＳＬ）に基づいて画
面負荷率を計算することができる。
【数１】

【００３０】
　ここで、Ｒｎ、Ｇｎ、ＢnはそれぞれＲ、Ｇ、Ｂ映像データの階調レベルであり、Ｖは
１フレームであり、３Ｎは１フレーム内に入力されたＲ、Ｇ、Ｂ映像データのデータ個数
である。
【００３１】
　サブフィールド生成部２２０は複数の映像信号を複数のサブフィールドデータに変換す
る（Ｓ５２０）。
【００３２】
　維持放電制御部２３０は、計算された画面負荷率に応じて１フレームに割り当てられる
維持放電パルスの総個数を設定する（Ｓ５３０）。そして、各サブフィールドの加重値に
応じて各サブフィールドに維持放電パルスを割り当てる。この時、維持放電パルスの総個
数は画面負荷率に対応するデータをロジック演算して計算することができ、ルックアップ
テーブルの形態で保存できる。つまり、発光セルが多くなって、画面負荷率が高くなる場
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合には維持放電パルスの総個数を減らして消費電力が高くなることを防止することができ
る。
【００３３】
　サブフィールド負荷率計算部２４０は、変換されたサブフィールドデータに基づいて各
サブフィールドにおける全体の放電セルの個数と発光セルの個数との比によって当該サブ
フィールドのサブフィールド負荷率を計算する（Ｓ５４０）。
【００３４】
　期間設定部２５０は、計算されたサブフィールド負荷率に基づいて各サブフィールドに
おけるアドレス期間及び維持期間を設定する（Ｓ５５０）。例えば、サブフィールド負荷
率に比例してアドレス期間及び維持期間を設定してもよい。
【００３５】
　具体的には、加重値が低いサブフィールド（以下、低階調サブフィールドという）では
維持放電回数が少なく、放電遅延が大きくなり、アドレッシングされる前までのアドレッ
シング待機時間中に発生する壁電荷の消失も多くなる。その反面、加重値が高いサブフィ
ールド（以下、高階調サブフィールドという）では維持放電回数が多く、放電遅延が小さ
くなり、アドレッシングされる前までの待機時間中に発生する壁電荷の消失も少なくなる
。
【００３６】
　従って、期間設定部２５０はサブフィールド負荷率が小さいサブフィールドにおけるア
ドレス期間を、サブフィールド負荷率が大きいサブフィールドにおけるアドレス期間より
も短く設定する。このようにすれば、サブフィールド負荷率が大きい低階調サブフィール
ドのアドレス期間が、サブフィールド負荷率が小さい高階調サブフィールドのアドレス期
間より長く設定される。アドレス期間が長くなれば、走査パルス及びアドレスパルスの幅
を長くすることができる。そうすれば、放電遅延が大きい低階調サブフィールドでも走査
パルス及びアドレスパルスの幅内でアドレス放電を起こすことができ、アドレス放電によ
る壁電荷を各電極に多く形成できるので、放電を安定化させることができる。
【００３７】
　また、期間設定部２５０は一つのサブフィールドに割り当てられた期間のうち設定され
たアドレス期間によって発生する余裕分だけを維持期間に更に割り当てる。つまり、サブ
フィールド負荷率が小さい高階調サブフィールドではアドレス期間が減った分だけ維持期
間を長く設定することができる。維持期間が長くなれば、維持放電パルスの幅を増加させ
ることができ、維持放電の後に各電極に壁電荷を多く形成することができる。そうすれば
、連結した維持放電を強く起こすことができるので、これによって輝度を向上させること
ができる。
【００３８】
　一方、期間設定部２５０は一つのサブフィールドに割り当てられた期間のうち設定され
たアドレス期間によって発生する余裕分だけを必要に応じてリセット期間に更に割り当て
るようにしてもよい。
【００３９】
　以下、本発明の第１実施例と異なる駆動方法について図６及び図７を参照して詳細に説
明する。
【００４０】
　図６は本発明の第２実施例に係るサブフィールド配列を示す図面であり、図７は本発明
の第２実施例に係るプラズマ表示装置の駆動波形を示す図面である。図７では説明の便宜
のために図６に示す複数のサブフィールド（ＳＦ１～ＳＦ８）のうち第１サブフィールド
（ＳＦ１）だけを示し、グループ毎に一つのＹ電極と一つのＸ電極を示した。
【００４１】
　図６に示すように、制御部２００は複数のＸ電極（Ｘ１～Ｘｎ）と複数のＹ電極（Ｙ１

～Ｙｎ）を複数のグループに分けている。図６及び図７ではプラズマ表示パネル１００の
複数の行電極（Ｘ１～Ｘｎ、Ｙ１～Ｙｎ）を、プラズマ表示パネル１００の上部に位置す
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る複数の行電極（Ｘ１～Ｘｎ/２、Ｙ１～Ｙｎ/２）を含む第１グループ（Ｇ１）と、プラ
ズマ表示パネル１００の下部に位置する複数の行電極（Ｘ（ｎ/２）＋１～Ｘｎ、Ｙ（ｎ/
２）＋１～Ｙｎ）を含む第２グループ（Ｇ２）とに分けた場合を一例として示した。しか
しながら、本発明はこれに限定されるわけではなく、奇数番目の行電極と偶数番目の行電
極とをそれぞれ複数の行グループに分けるようにしてもよい。
【００４２】
　制御部２００は、各グループ（Ｇ１、Ｇ２）に対応した第１及び第２アドレス期間（Ａ
１１～Ａ８１、Ａ１２～Ａ８２）を設定する。そして、制御部２００は第１及び第２アド
レス期間の間に第１維持期間（Ｓ１１～Ｓ８１）を設定し、第２アドレス期間（Ａ１２～
Ａ８２）の後に第２維持期間（Ｓ１２～Ｓ８２）を設定する。ここで、第１及び第２維持
期間（Ｓ１１～Ｓ８１、Ａ１２～Ａ８２）の各長さの合計は図２に示したそれぞれの維持
期間（Ｓ１～Ｓ８）の長さと同じであり、第１及び第２アドレス期間（Ａ１１～Ａ８１、
Ａ１２～Ａ８２）の各長さの合計は図２に示したそれぞれのアドレス期間（Ａ１～Ａ８）
の長さと同じである。
【００４３】
　リセット期間（Ｒ１～Ｒ８）では複数の放電セルのうち少なくとも一つの放電セルを初
期化して、第１アドレス期間（Ａ１１～Ａ８１）では第１グループ（Ｇ１）の放電セルの
うち発光セルとして設定される放電セルを放電させて壁電荷を形成し、第１維持期間（Ｓ
１１～Ｓ８１）では第１グループ（Ｇ１）の発光セルを維持放電させる。この時、第１維
持期間（Ｓ１１～Ｓ８１）では最小限の維持放電、例えば１回又は２回の維持放電だけが
起こるように設定することができる。次に、第２アドレス期間（Ａ１２～Ａ８２）では第
２グループ（Ｇ２）の放電セルのうち発光セルとして設定される放電セルを放電させて壁
電荷を形成し、第２維持期間（Ｓ１２～Ｓ８２）では第１及び第２グループ（Ｇ１、Ｇ２
）の発光セルに維持放電パルスを印加するが、第１及び第２グループ（Ｇ１、Ｇ２）の維
持放電の回数を同一に設定するために、第１グループ（Ｇ１）の発光セルでは維持放電が
起こらないような状態に設定し、第２グループ（Ｇ２）の発光セルだけを維持放電させる
ようにする。
【００４４】
　このような第１及び第２アドレス期間、第１及び第２維持期間の動作のために、図７に
示すように、第１アドレス期間（Ａ１１）では維持電極駆動部４００は第１及び第２グル
ープ（Ｇ１、Ｇ２）のＸ電極にＶｂ電圧を印加し、この状態で走査電極駆動部５００は第
１グループ（Ｇ１）に属するＹ電極にＶｓｃＬ電圧を有する走査パルスを印加する。走査
パルスが印加されない第１グループ（Ｇ１）の残りのＹ電極にはＶｓｃＬ電圧より高いＶ
ｓｃＨ電圧が印加される。図示していないが、アドレス電極駆動部３００はＶｓｃＬ電圧
が印加されたＹ電極によって形成される放電セルのうち発光セルのＡ電極にアドレスパル
スを印加し、アドレスパルスが印加されないＡ電極には基準電圧を印加する。次に、第１
維持期間（Ｓ１１）では維持電極駆動部４００は第１及び第２グループ（Ｇ１、Ｇ２）に
０Ｖ電圧を印加し、走査電極駆動部５００は第１及び第２グループ（Ｇ１、Ｇ２）のＹ電
極にＶｓ電圧を印加する。これにより、第１グループ（Ｇ１）の発光セルでは維持放電が
起こることになる。
【００４５】
　次に、第２アドレス期間（Ａ１２）では維持電極駆動部４００は第１及び第２グループ
（Ｇ１、Ｇ２）のＸ電極にＶｂ電圧を印加し、この状態で走査電極駆動部５００は第２グ
ループ（Ｇ２）に属するＹ電極にＶｓｃＬ電圧を有する走査パルスを印加する。走査パル
スが印加されない第２グループ（Ｇ２）の残りのＹ電極にはＶｓｃＬ電圧より高いＶｓｃ
Ｈ電圧が印加される。図示していないが、アドレス電極駆動部３００はＶｓｃＬ電圧が印
加されたＹ電極によって形成される放電セルのうち発光セルのＡ電極にアドレスパルスを
印加し、アドレスパルスが印加されないＡ電極には基準電圧を印加する。そして、第２維
持期間（Ｓ１２）のうちの一部期間（Ｓ１２１）では維持電極駆動部４００は第１及び第
２グループ（Ｇ１、Ｇ２）のＸ電極に０Ｖを印加し、走査電極駆動部５００は第１及び第
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２）中の残りの一部期間（Ｓ１２２）では維持電極駆動部４００は第１及び第２グループ
（Ｇ１、Ｇ２）のＸ電極にＶｓ電圧を印加し、走査電極駆動部５００は第１グループ（Ｇ

１）の発光セルでは維持放電が起こらないようにするために第１グループ（Ｇ１）のＹ電
極の電圧をＶｓ電圧に維持したままで、第２グループ（Ｇ２）のＹ電極には０Ｖ電圧を印
加する。そうすることにより、第２グループ（Ｇ２）の発光セルだけで維持放電が起こる
ことになる。従って、第２維持期間（Ｓ１２）中の残りの一部期間（Ｓ１２２）において
第２グループ（Ｇ２）の発光セルで維持放電が起こる回数は第１維持期間（Ｓ１１）で第
１グループ（Ｇ１）の発光セルで維持放電が起こる回数と同一になる。
【００４６】
　この時、第１及び第２アドレス期間（Ａ１１～Ａ８１、Ａ１２～Ａ８２）及び第１及び
第２維持期間（Ｓ１１～Ｓ８１、Ｓ１２～Ｓ８２）を設定する方法は第１実施例で説明し
た方法を同様に適用することができる。
【００４７】
　また、制御部２００は第１維持期間（Ｓ１１）についても、各サブフィールドのサブフ
ィールド負荷率に比例して設定することができる。つまり、サブフィールド負荷率が大き
い低階調サブフィールドにおける第１、第２アドレス期間及び第１維持期間が、サブフィ
ールド負荷率が小さい高階調サブフィールドにおける第１、第２アドレス期間及び第１維
持期間よりも長く設定することができる。第１維持期間（Ｓ１１）が長くなれば、アドレ
ッシング待機時間中に壁電荷が消失しても第１維持期間（Ｓ１１）内に維持放電が十分に
立ち上がることができ、発光セルに壁電荷を十分に形成できるようになる。
【００４８】
　このように、本発明の第１及び第２実施例では各サブフィールド負荷率に応じてアドレ
ス期間及び維持期間を再設定するので、不必要に設定された期間を減らすとともに、必要
な期間に割り当てて安定的にアドレス放電を起こすことができ、輝度を改善させることが
できる。
【００４９】
　以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲と発明の詳細な説明及び添付した図面の範囲内で多様
に変形させて実施することが可能であり、これもまた本発明の範囲に属することは当然で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施例に係るプラズマ表示装置の構成を示す図面である。
【図２】本発明の第１実施例に係るサブフィールド配列を示す図面である。
【図３】本発明の第１実施例に係るプラズマ表示装置の駆動波形を示す図面である。
【図４】本発明の実施例に係る制御部の概略的な構成を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施例に係る制御部の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第２実施例に係るサブフィールド配列を示す図面である。
【図７】本発明の第２実施例に係るプラズマ表示装置の駆動波形を示す図面である。
【符号の説明】
【００５１】
　２００　制御部
　２１０　画面負荷率計算部
　２２０　サブフィールド生成部
　２３０　維持放電制御部
　２４０　サブフィールド負荷率計算部
　２５０　期間設定部
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