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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放電空間を介して対向される一対の基板と、この一対の基板の間に配置されて行方向に
延び列方向に並設された複数の行電極対、および、列方向に延び行方向に並設されて行電
極対とともに放電空間内に単位発光領域を構成する複数の列電極とを備えたプラズマディ
スプレイパネルにおいて、
　前記行電極対を構成する一対の行電極の各単位発光領域に対向する部分が、それぞれ放
電ギャップを介して対向され、
　パネルの周辺部に位置する各単位発光領域に対向する部分の行電極が、パネルの中央部
に位置する各単位発光領域に対向する部分の行電極の電極面積よりも小さい電極面積を有
しているとともに、
　パネルの周辺部に位置する各単位発光領域に対向する部分の行電極の放電ギャップに対
向する部分が、パネルの中央部に位置する各単位発光領域に対向する部分の行電極の放電
ギャップに対向する部分の行方向の幅よりも大きい行方向の幅を有している、
　ことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記行電極対を構成する行電極が、それぞれ、行方向に延びる行電極本体部と、この行
電極本体部から単位発光領域に対向する部分毎に対になっている他方の行電極側に列方向
に突出して互いに放電ギャップを介して対向する複数の行電極突出部とを備え、
　この行電極突出部が、放電ギャップに対向される行方向において幅広の先端部分と、こ
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の先端部分と行電極本体部とを連結する行方向において幅狭の連結部分とを有し、
　前記パネルの中央部に位置する各単位発光領域に対向する行電極突出部の先端部分の行
方向の幅よりも、パネルの周縁部に位置する各単位発光領域に対向する行電極突出部の先
端部分の行方向の幅が大きくなっている請求項１に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記パネルの中央部に位置する各単位発光領域に対向する行電極突出部の先端部分の面
積よりも、パネルの周縁部に位置する各単位発光領域に対向する行電極突出部の先端部分
の面積が大きく、パネルの中央部に位置する各単位発光領域に対向する行電極突出部の連
結部分の面積よりも、パネルの周縁部に位置する各単位発光領域に対向する行電極突出部
の連結部分の面積が小さくなっている請求項２に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記パネルの中央部に位置する各単位発光領域に対向する行電極突出部の先端部分の行
方向および列方向の幅よりも、パネルの周縁部に位置する各単位発光領域に対向する行電
極突出部の先端部分の行方向および列方向の幅が、何れも大きくなっている請求項２に記
載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記パネルの中央部に位置する各単位発光領域に対向する行電極突出部の先端部分の面
積の行電極突出部の電極面積に対する比率が、パネルの周縁部に位置する各単位発光領域
に対向する行電極突出部の先端部分の面積の行電極突出部の電極面積に対する比率よりも
小さくなっている請求項２に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項６】
　前記パネル面が、中央部とこの中央部を囲む一または二以上の周縁部に区分されて、中
央部から外側の周縁部にゆくほど、単位発光領域に対向される行電極突出部の電極面積が
小さくなっているとともに、先端部分の行方向の幅が大きくなっている請求項２に記載の
プラズマディスプレイパネル。
【請求項７】
　前記各単位発光領域内に赤，緑，青の何れかの色の蛍光体層が形成されて、赤色の蛍光
体層が形成された赤色単位発光領域と緑色の蛍光体層が形成された緑色単位発光領域と青
色の蛍光体層が形成された青色単位発光領域のうちの、少なくとも何れか一つの色の単位
発光領域に対向する行電極突出部の電極面積が、他の色の単位発光領域に対向する行電極
突出部の電極面積よりも小さくなっている請求項２に記載のプラズマディスプレイパネル
。
【請求項８】
　前記面積が小さい行電極突出部の電極面積に対する他の行電極突出部の電極面積の比率
が、パネルの中央部の単位発光領域に対向される行電極突出部における場合よりも、パネ
ルの周縁部の単位発光領域に対向される行電極突出部における場合の方が大きくなってい
る請求項７に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項９】
　前記面積が小さい行電極突出部の電極面積に対する他の行電極突出部の電極面積の比率
が、パネルの周縁部の単位発光領域に対向される行電極突出部における場合よりも、パネ
ルの中央部の単位発光領域に対向される行電極突出部における場合の方が大きくなってい
る請求項７に記載のプラズマディスプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、プラズマディスプレイパネルの構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来のプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）の行電極の構成を示している。
【０００３】
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　この図１において、行電極対を構成する行電極ＸとＹは、それぞれ、行方向に延びるバ
ス電極Ｘａ，Ｙａと、このバス電極Ｘａ，Ｙａの等間隔位置からそれぞれ他の行電極に向
かって突出して互いに放電ギャップｇを介して対向される短冊状の透明電極Ｘｂ１，Ｘｂ
２，Ｙｂ１，Ｙｂ２とによって構成されている。
【０００４】
　この図１において、左側の対になっている透明電極Ｘｂ１とＹｂ１がＰＤＰのパネルの
中央部に配置されている透明電極であり、右側の対になっている透明電極Ｘｂ２とＹｂ２
がＰＤＰのパネルの周縁部に配置されている透明電極である。
【０００５】
　そして、このＰＤＰのパネルの中央部に配置された透明電極Ｘｂ１とＹｂ１の電極面積
よりも、パネル面の周縁部に配置された透明電極Ｘｂ２とＹｂ２の電極面積が小さくなる
ように設定されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　この従来のＰＤＰは、パネル周縁部に配置される透明電極Ｘｂ２，Ｙｂ２の電極面積が
小さくなっていることによって、視認性が低いパネル周縁部における輝度が抑制されて消
費電力が抑制されるが、一方、このパネル周縁部における放電特性に悪影響を与えてしま
うという問題が発生する。
【０００７】
【特許文献１】特許第３４４３１６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　この発明は、上記のような従来のＰＤＰにおける問題点を解決することをその技術的課
題の一つとしている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明（請求項１に記載の発明）によるＰＤＰは、上記課題を達成するために、放電
空間を介して対向される一対の基板と、この一対の基板の間に配置されて行方向に延び列
方向に並設された複数の行電極対、および、列方向に延び行方向に並設されて行電極対と
ともに放電空間内に単位発光領域を構成する複数の列電極とを備えたＰＤＰにおいて、前
記行電極対を構成する一対の行電極の各単位発光領域に対向する部分が、それぞれ放電ギ
ャップを介して対向され、パネルの周辺部に位置する各単位発光領域に対向する部分の行
電極が、パネルの中央部に位置する各単位発光領域に対向する部分の行電極の電極面積よ
りも小さい電極面積を有しているとともに、パネルの周辺部に位置する各単位発光領域に
対向する部分の行電極の放電ギャップに対向する部分が、パネルの中央部に位置する各単
位発光領域に対向する部分の行電極の放電ギャップに対向する部分の行方向の幅よりも大
きい行方向の幅を有していることを特徴としている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　この発明は、行電極対を構成する一対の行電極の各放電セルに対向する部分が、それぞ
れ放電ギャップを介して対向され、パネルの周辺部に位置する各放電セルに対向する部分
の行電極が、パネルの中央部に位置する各放電セルに対向する部分の行電極の電極面積よ
りも小さい電極面積を有しているとともに、パネルの周辺部に位置する各放電セルに対向
する部分の行電極の放電ギャップに対向する部分が、パネルの中央部に位置する各放電セ
ルに対向する部分の行電極の放電ギャップに対向する部分の行方向の幅よりも大きい行方
向の幅を有しているＰＤＰを、その最良の実施形態としている。
【００１１】
　上記実施形態のＰＤＰは、パネル中央部の放電セル内でのサステイン放電の放電量を維
持してこのパネル中央部における輝度を低下させることなく視認度の低いパネル周縁部の
放電セル内でのサステイン放電の放電量を低下させて、このパネル周縁部における輝度を
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低下させる輝度分布の調整が可能になり、これによって、ＰＤＰの消費電力を低減するこ
とが可能になるとともに、放電が発生し難いパネル周辺部において、サステイン放電が確
実に発生されるようになり、これによって、ＰＤＰの放電特性をパネル中央部とほぼ同等
に維持することが出来るようになる。
【００１２】
　そして、上記実施形態のＰＤＰにおいて、行電極対を構成する行電極が、それぞれ、行
方向に延びるバス電極と、このバス電極から放電セルに対向する部分毎に対になっている
他方の行電極側に列方向に突出して互いに放電ギャップを介して対向する複数の透明電極
とを備え、この透明電極が、放電ギャップに対向される行方向において幅広の頭部と、こ
の頭部とバス電極とを連結する行方向において幅狭の脚部とを有し、パネルの中央部に位
置する各放電セルに対向する透明電極の頭部の行方向の幅よりも、パネルの周縁部に位置
する各放電セルに対向する透明電極の頭部の行方向の幅が大きくなっている場合に、放電
が発生し難いパネル周辺部において、サステイン放電がさらに確実に発生されるようにな
る。
【００１３】
　また、上記ＰＤＰにおいて、パネルの中央部に位置する各放電セルに対向する透明電極
の頭部の面積の透明電極の電極面積に対する比率が、パネルの周縁部に位置する各放電セ
ルに対向する透明電極の頭部の面積の透明電極の電極面積に対する比率よりも小さくなっ
ている場合に、黒輝度を決定するリセット放電が透明電極の先端部で発生されることによ
って、パネル中央部における黒輝度の上昇を抑制することが出来るようになる。
【００１４】
　また、上記ＰＤＰにおいて、各放電セル内に赤，緑，青の何れかの色の蛍光体層が形成
されて、赤色の蛍光体層が形成された赤色放電セルと緑色の蛍光体層が形成された緑色放
電セルと青色の蛍光体層が形成された青色放電セルのうちの、少なくとも何れか一つの色
の放電セルに対向する透明電極の電極面積が、他の色の放電セルに対向する透明電極の電
極面積よりも大きくなっている場合に、透明電極の構成によるホワイト・バランスの調整
が可能になる。
【実施例１】
【００１５】
　図２ないし４は、この発明の実施形態におけるＰＤＰの第１実施例を示しており、図２
はこの第１実施例におけるＰＤＰの中央部分の正面図，図３は図２のＶ１－Ｖ１線におけ
る断面図、図４は図２のＶ２－Ｖ２線における断面図である。
【００１６】
　図２ないし４において、この第１実施例のＰＤＰは、表示面である前面ガラス基板１の
背面に、複数の行電極対（Ｘ１，Ｙ１）が、それぞれ前面ガラス基板１の行方向（図２の
左右方向）に延びるとともに列方向（図２の上下方向）に等間隔に並設されている。
【００１７】
　この行電極対（Ｘ１，Ｙ１）を構成する行電極Ｘ１は、金属製のバス電極Ｘ１ａが行方
向に帯状に延び、このバス電極Ｘ１ａの等間隔位置に略Ｔ字形状の第１透明電極Ｘ１ｂ１
が接続されている。
【００１８】
　そして、この図２には図示されていないが、バス電極Ｘ１ａのＰＤＰの周縁部分に位置
する部分には、後述する図６に示されるような第１透明電極Ｘ１ｂ１の電極面積よりも小
さい電極面積を有する第２透明電極Ｘ１ｂ２が等間隔に接続されている。
【００１９】
　行電極Ｙ１も同様に、金属製のバス電極Ｙ１ａが行方向に帯状に延び、このバス電極Ｙ
１ａの等間隔位置に略Ｔ字形状の第１透明電極Ｙ１ｂ１が接続されていて、各第１透明電
極Ｙ１ｂ１の幅広の頭部が、それぞれ対になっている行電極Ｘ１の第１透明電極Ｘ１ｂ１
の幅広の頭部と放電ギャップｇ１を介して対向されている。
【００２０】
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　そして、この図２には図示されていないが、バス電極Ｙ１ａのＰＤＰの周縁部分に位置
する部分には、後述する図６に示されるような第１透明電極Ｙ１ｂ１よりも小さい電極面
積を有する第２透明電極Ｙ１ｂ２が等間隔に接続されており、各第２透明電極Ｙ１ｂ２の
幅広の頭部が、それぞれ対になっている行電極Ｘ１の第２透明電極Ｘ１ｂ２の幅広の頭部
と放電ギャップｇ２を介して対向されている。
【００２１】
　前面ガラス基板１の背面には、さらに誘電体層２が形成されて、この誘電体層２によっ
て行電極対（Ｘ１，Ｙ１）が被覆されている。
【００２２】
　この誘電体層２の背面は、ＭｇＯ等の高γ材料によって形成された保護層３によって被
覆されている。
【００２３】
　一方、前面ガラス基板１と平行に対向される背面ガラス基板４の内面（前面ガラス基板
１に対向される面）上には、列方向に延びる複数の列電極Ｄが、それぞれ行電極対（Ｘ１
，Ｙ１）の放電ギャップｇ１，ｇ２を介して対向して対になっている第１透明電極Ｘ１ｂ
１とＹ１ｂ１，第２透明電極Ｘ１ｂ２とＹ１ｂ２に対向する位置に形成されている。
【００２４】
　この背面ガラス基板４の内面上には、さらに列電極保護層５が形成されて、この列電極
保護層５によって列電極Ｄが被覆されている。
【００２５】
　さらに、この列電極保護層５上には、各行電極対（Ｘ１，Ｙ１）に対応する位置毎に、
それぞれ隣接する列電極Ｄの中間位置に対向する位置において列方向に帯状に延びる複数
の縦壁６Ａと、各バス電極Ｘ１ａとＹ１ａに対向する位置において行方向に帯状に延びる
二本の横壁６Ｂとを有し、この二本の横壁６Ｂ間において縦壁６Ａの両端部がそれぞれ横
壁６Ｂに接続されていることによって、略梯子形状に成形された隔壁６が形成されている
。
【００２６】
　そして、列方向に並設された各隔壁６の互いに背中合わせに対向する横壁６Ｂ間にスリ
ットＳＬが形成されている。
【００２７】
　この隔壁６によって、前面ガラス基板１と背面ガラス基板４の間の放電空間Ｓが、各行
電極対（Ｘ１，Ｙ１）の放電ギャップｇ１を介して互いに対向する第１透明電極Ｘ１ｂ１
とＹ１ｂ１，放電ギャップｇ２を介して互いに対向する第２透明電極Ｘ１ｂ２とＹ１ｂ２
に対向する部分毎に区画されて、それぞれ方形の放電セルＣが形成されている。
【００２８】
　各放電セルＣ内には、それぞれ、放電セルＣ毎に色分けされた赤，緑，青の蛍光体層７
が形成されている。
　そして、放電空間Ｓ内は、キセノンを含む放電ガスが封入されている。
【００２９】
　なお、図２ないし４中、８は、前面ガラス基板１の背面の隣接する行電極対（Ｘ１，Ｙ
１）の互いに背中合わせに位置しているバス電極Ｘ１ａ，Ｙ１ａおよびこの背中合わせの
バス電極Ｘ１ａ，Ｙ１ａ間の領域部分に形成された黒色または暗色の光吸収層であり、９
は、前面ガラス基板１の背面の隔壁６の縦壁６Ａに対向する部分に形成された黒色または
暗色の光吸収層である。
【００３０】
　図５は、ＰＤＰの中央部に配置される第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１を示しており、
図６は、ＰＤＰの中央部に配置される第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２を示している。
【００３１】
　この図５において、第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１は、それぞれ、放電ギャップｇ１
を介して互いに対向される行方向に幅広の頭部Ｘ１ｂ１ｈ，Ｙ１ｂ１ｈと、この頭部Ｘ１
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ｂ１ｈ，Ｙ１ｂ１ｈとバス電極Ｘ１ａ，Ｙ１ａとをそれぞれ連結する行方向に幅狭の脚部
分Ｘ１ｂ１ｆ，Ｙ１ｂ１ｆとによって、略Ｔ字形状に成形されている。
【００３２】
　この図５中、Ｈｄ１は、第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１の頭部Ｘ１ｂ１ｈ，Ｙ１ｂ１
ｈのそれぞれの列方向の幅を示し、Ｈｗ１は、頭部Ｘ１ｂ１ｈ，Ｙ１ｂ１ｈのそれぞれの
行方向の幅を示し、Ｆｗ１は、脚部分Ｘ１ｂ１ｆ，Ｙ１ｂ１ｆのそれぞれの列方向の幅を
示しており、その値がＨｗ１＞Ｆｗ１となるように設定されている。
【００３３】
　図６において、第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２は、それぞれ、放電ギャップｇ２を介
して互いに対向される行方向に幅広の頭部Ｘ１ｂ２ｈ，Ｙ１ｂ２ｈと、この頭部Ｘ１ｂ２
ｈ，Ｙ１ｂ２ｈとバス電極Ｘ１ａ，Ｙ１ａとをそれぞれ連結する行方向に幅狭の脚部分Ｘ
１ｂ２ｆ，Ｙ１ｂ２ｆとによって、略Ｔ字形状に成形されている。
【００３４】
　この図６中、Ｈｄ２は、第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２の頭部Ｘ１ｂ２ｈ，Ｙ１ｂ２
ｈのそれぞれの列方向の幅を示し、Ｈｗ２は、頭部Ｘ１ｂ２ｈ，Ｙ１ｂ２ｈのそれぞれの
行方向の幅を示し、Ｆｗ２は、脚部分Ｘ１ｂ２ｆ，Ｙ１ｂ２ｆのそれぞれの列方向の幅を
示しており、その値がＨｗ２＞Ｆｗ２となるように設定されている。
【００３５】
　そして、この第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１と第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２とは
、第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１の頭部Ｘ１ｂ１ｈ，Ｙ１ｂ１ｈの列方向の幅Ｈｄ１お
よび行方向の幅Ｈｗ１よりも、第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２の頭部Ｘ１ｂ２ｈ，Ｙ１
ｂ２ｈの列方向の幅Ｈｄ２および行方向の幅Ｈｗ２の方が、それぞれ大きくなるように設
定されており（Ｈｄ１＜Ｈｄ２，Ｈｗ１＜Ｈｗ２）、第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１の
脚部分Ｘ１ｂ１ｆ，Ｙ１ｂ１ｆの行方向の幅Ｆｗ１は、脚部分Ｘ１ｂ２ｆ，Ｙ１ｂ２ｆの
行方向の幅Ｆｗ２よりも大きくなるように設定されている（Ｆｗ１＞Ｆｗ２）。
【００３６】
　頭部の行方向および列方向の幅はそれぞれ第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２の方が大き
いが、脚部の行方向の幅は第１透明電極Ｘ１ｂ１とＹ１ｂ１の方が大きくなるように設定
されているので、第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１の電極面積Ａ１が第２透明電極Ｘ１ｂ
２，Ｙ１ｂ２の電極面積Ａ２よりも大きくなっている（Ａ１＞Ａ２）。
【００３７】
　上記ＰＤＰは、第１透明電極Ｙ１ｂ１，第２透明電極Ｙ１ｂ２と列電極Ｄとの間で選択
的にアドレス放電が発生され、このアドレス放電が発生された放電セルＣ内において、第
１透明電極Ｘ１ｂ１とＹ１ｂ１間または第２透明電極Ｘ１ｂ２とＹ１ｂ２間でサステイン
放電が発生され、放電空間Ｓ内の放電ガス中のキセノンから発生する真空紫外線によって
赤，緑，青の蛍光体層７が発光することにより、マトリクス表示による画像形成を行う。
【００３８】
　上記ＰＤＰは、パネルの中央部に配置された第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１が、その
電極面積Ａ１がパネルの周縁部に配置された第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２の電極面積
Ａ２よりも大きくなるように設定されていることにより、パネル中央部の放電セルＣ内で
のサステイン放電の放電量を維持してこのパネル中央部における輝度を低下させることな
く、視認度の低いパネル周縁部の放電セルＣ内でのサステイン放電の放電量を低下させる
ことによって、このパネル周縁部における輝度を低下させる輝度分布の調整が可能になり
、これによって、ＰＤＰの消費電力を低減することが可能になる。
【００３９】
　そして、これと同時に、第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１の頭部Ｘ１ｂ１ｈ，Ｙ１ｂ１
ｈの列方向の幅Ｈｄ１よりも、第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２の頭部Ｘ１ｂ２ｈ，Ｙ１
ｂ２ｈの列方向の幅Ｈｄ２の方が大きくなっている（Ｈｄ１＜Ｈｄ２）ことによって、放
電が発生し難いパネル周辺部において、サステイン放電が確実に発生されるようになり、
これによって、ＰＤＰの放電特性をパネル中央部とほぼ同等に維持することが出来るよう
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になる。
【００４０】
　さらに、上記ＰＤＰは、パネル中央部に配置される第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１の
頭部Ｘ１ｂ１ｈ，Ｙ１ｂ１ｈの面積の電極面積Ａ１に対する比率が、パネル周縁部に配置
される第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２の頭部Ｘ１ｂ２ｈ，Ｙ１ｂ２ｈの面積の電極面積
Ａ２に対する比率よりも小さくなっていることにより、パネル中央部における黒輝度の上
昇を抑制することが出来るようになる。
　これは、黒輝度を決定するリセット放電が、透明電極の先端部で発生されるためである
。
【００４１】
　上記第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１と第２透明電極Ｘ１ｂ２、Ｙ１ｂ２は、例えば、
図７に示されるようなパネル１０において、第１透明電極Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１が中央エリ
アＥ１内に配置され、第２透明電極Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２が周縁エリアＥ２内に配置される
。
【００４２】
　また、上記においては、行電極の透明電極の大きさが二種類の場合の例について説明を
行ったが、これに限らず、例えば図８に示されるように、パネル１０を中央部から外縁部
に向かって中央エリアＥＡ１，中間エリアＥＡ２，周縁エリアＥＡ３の三つのエリアに分
けて、それぞれのエリア内に位置される透明電極の大きさを中央エリアＥＡ１側から順に
小さくなるようにしてもよい。
【００４３】
　さらにまた、パネル１０を中央部から外縁部に向かって４つ以上のエリアに分けて、そ
れぞれのエリア内に位置される透明電極の大きさを中央部側から順に小さくなるようにし
てもよい。
【実施例２】
【００４４】
　図９は、この発明の実施形態の第２実施例において、ＰＤＰの中央部に位置される第１
透明電極を示しており、図１０は、ＰＤＰの周縁部に位置される第２透明電極を示してい
る。
【００４５】
　この図９および１０において、赤色の蛍光体層が形成された放電セルＣＲと、緑色の蛍
光体層が形成された放電セルＣＧと、青色の蛍光体層が形成された放電セルＣＢの三個の
放電セルによって、一個に画素が形成されている。
【００４６】
　そして、図９のパネル中央部において、赤色の放電セルＣＲには行電極Ｘ２，Ｙ２を構
成する第１透明電極Ｘ２ｂ１Ｒ，Ｙ２ｂ１Ｒが対向され、緑色の放電セルＣＧには第１透
明電極Ｘ２ｂ１Ｇ，Ｙ２ｂ１Ｇが対向され、青色の放電セルＣＢには第１透明電極Ｘ２ｂ
１Ｂ，Ｙ２ｂ１Ｂが対向されている。
【００４７】
　図１０のパネル周縁部において、赤色の放電セルＣＲには行電極Ｘ２，Ｙ２を構成する
第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｒ，Ｙ２ｂ２Ｒが対向され、緑色の放電セルＣＧには第２透明電極
Ｘ２ｂ２Ｇ，Ｙ２ｂ２Ｇが対向され、青色の放電セルＣＢには第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｂ，
Ｙ２ｂ２Ｂが対向されている。
【００４８】
　この第１透明電極Ｘ２ｂ１Ｒ，Ｘ２ｂ１Ｇ，Ｘ２ｂ１Ｂ，Ｙ２ｂ１Ｒ，Ｙ２ｂ１Ｇ，Ｙ
２ｂ１Ｂと、第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｒ，Ｘ２ｂ２Ｇ，Ｘ２ｂ２Ｂ，Ｙ２ｂ２Ｒ，Ｙ２ｂ２
Ｇ，Ｙ２ｂ２Ｂとの形状および各部の寸法の関係は、それぞれ、第１実施例の場合と同様
である。
【００４９】
　すなわち、電極面積は、第１透明電極Ｘ２ｂ１Ｒ，Ｘ２ｂ１Ｇ，Ｘ２ｂ１Ｂ，Ｙ２ｂ１
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Ｒ，Ｙ２ｂ１Ｇ，Ｙ２ｂ１Ｂの方がそれぞれ大きく、放電ギャップを挟んで対向する頭部
の行方向の幅は、第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｒ，Ｘ２ｂ２Ｇ，Ｘ２ｂ２Ｂ，Ｙ２ｂ２Ｒ，Ｙ２
ｂ２Ｇ，Ｙ２ｂ２Ｂの方がそれぞれ大きくなるように、設定されている。
【００５０】
　そして、図９に示されるように、パネル中央部においては、第１透明電極Ｘ２ｂ１Ｒ，
Ｘ２ｂ１Ｇ，Ｘ２ｂ１Ｂ，Ｙ２ｂ１Ｒ，Ｙ２ｂ１Ｇ，Ｙ２ｂ１Ｂの電極面積が全て同じ大
きさに形成されているのに対し、図１０に示されるように、パネル周縁部においては、赤
色の放電セルＣＲに対向する第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｒ，Ｙ２ｂ２Ｒの電極面積Ａ２Ｒが、
他の緑色の放電セルＣＧに対向する第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｇ，Ｙ２ｂ２Ｇの電極面積Ａ２
Ｇ，青色の放電セルＣＢに対向する第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｂ，Ｙ２ｂ２Ｂの電極面積Ａ２
Ｂよりも小さくなる（Ａ２Ｒ＜Ａ２Ｇ，Ａ２Ｂ）ように形成されている。
【００５１】
　従って、パネル中央部とパネル周縁部とでは、赤色の放電セルＣＲにおける電極面積の
減少率が、他の緑色の放電セルＣＧ，青色の放電セルＣＢにおけるよりも大きくなってお
り、第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｒ，Ｙ２ｂ２Ｒの電極面積Ａ２Ｒに対する第２透明電極Ｘ２ｂ
２Ｇ，Ｙ２ｂ２Ｇの電極面積Ａ２Ｇの比（Ａ２Ｇ／Ａ２Ｒ）および電極面積Ａ２Ｒに対す
る第２透明電極Ｘ２ｂ２Ｂ，Ｙ２ｂ２Ｂの電極面積Ａ２Ｂの比（Ａ２Ｂ／Ａ２Ｒ）が、パ
ネル中央部よりもパネル周縁部の方が大きくなっている。
【００５２】
　このＰＤＰによれば、各透明電極の電極面積が上記のように設定されていることによっ
て、周縁部に表示される画像の白色が赤みを帯びるような特性のパネルにおいて、ホワイ
トバランスの調整を行うことが出来るようになる。
【００５３】
　なお、周縁部に表示される画像の白色が緑色を帯びるような特性のパネルにおいては、
パネル周縁部における電極面積の減少率が緑色の放電セルＣＲにおいて他の放電セルＣＲ
，ＣＢよりも大きくなるようにすれば良く、また、周縁部に表示される画像の白色が青み
を帯びるような特性のパネルにおいては、パネル周縁部における電極面積の減少率が青色
の放電セルＣＢにおいて他の放電セルＣＲ，ＣＧよりも大きくなるようにすれば良い。
【実施例３】
【００５４】
　図１１は、この発明の実施形態の第２実施例において、ＰＤＰの中央部に位置される第
１透明電極を示しており、図１２は、ＰＤＰの周縁部に位置される第２透明電極を示して
いる。
【００５５】
　この図１１および１２において、赤色の蛍光体層が形成された放電セルＣＲと、緑色の
蛍光体層が形成された放電セルＣＧと、青色の蛍光体層が形成された放電セルＣＢの三個
の放電セルによって、一個に画素が形成されている。
【００５６】
　そして、図１１のパネル中央部において、赤色の放電セルＣＲには行電極Ｘ３，Ｙ３を
構成する第１透明電極Ｘ３ｂ１Ｒ，Ｙ３ｂ１Ｒが対向され、緑色の放電セルＣＧには第１
透明電極Ｘ３ｂ１Ｇ，Ｙ３ｂ１Ｇが対向され、青色の放電セルＣＢには第１透明電極Ｘ３
ｂ１Ｂ，Ｙ３ｂ１Ｂが対向されている。
【００５７】
　図１２のパネル周縁部において、赤色の放電セルＣＲには行電極Ｘ３，Ｙ３を構成する
第２透明電極Ｘ３ｂ２Ｒ，Ｙ３ｂ２Ｒが対向され、緑色の放電セルＣＧには第２透明電極
Ｘ３ｂ２Ｇ，Ｙ３ｂ２Ｇが対向され、青色の放電セルＣＢには第２透明電極Ｘ３ｂ２Ｂ，
Ｙ３ｂ２Ｂが対向されている。
【００５８】
　この第１透明電極Ｘ３ｂ１Ｒ，Ｘ３ｂ１Ｇ，Ｘ３ｂ１Ｂ，Ｙ３ｂ１Ｒ，Ｙ３ｂ１Ｇ，Ｙ
３ｂ１Ｂと、第２透明電極Ｘ３ｂ２Ｒ，Ｘ３ｂ２Ｇ，Ｘ３ｂ２Ｂ，Ｙ３ｂ２Ｒ，Ｙ３ｂ２
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Ｇ，Ｙ３ｂ２Ｂとの形状および各部の寸法の関係は、それぞれ、第１実施例の場合と同様
である。
【００５９】
　すなわち、電極面積は、第１透明電極Ｘ３ｂ１Ｒ，Ｘ３ｂ１Ｇ，Ｘ３ｂ１Ｂ，Ｙ３ｂ１
Ｒ，Ｙ３ｂ１Ｇ，Ｙ３ｂ１Ｂの方がそれぞれ大きく、放電ギャップを挟んで対向する頭部
の行方向の幅は、第２透明電極Ｘ３ｂ２Ｒ，Ｘ３ｂ２Ｇ，Ｘ３ｂ２Ｂ，Ｙ３ｂ２Ｒ，Ｙ３
ｂ２Ｇ，Ｙ３ｂ２Ｂの方がそれぞれ大きくなるように、設定されている。
【００６０】
　そして、図１２に示されるように、パネル周縁部においては、第２透明電極Ｘ３ｂ２Ｒ
，Ｘ３ｂ２Ｇ，Ｘ３ｂ２Ｂ，Ｙ３ｂ２Ｒ，Ｙ３ｂ２Ｇ，Ｙ３ｂ２Ｂの電極面積が全て同じ
大きさに形成されているのに対し、図１１に示されるように、パネル中央部においては、
赤色の放電セルＣＲに対向する第１透明電極Ｘ３ｂ１Ｒ，Ｙ３ｂ１Ｒの電極面積Ａ１Ｒが
、他の緑色の放電セルＣＧに対向する第１透明電極Ｘ３ｂ１Ｇ，Ｙ３ｂ１Ｇの電極面積Ａ
１Ｇ，青色の放電セルＣＢに対向する第１透明電極Ｘ３ｂ１Ｂ，Ｙ３ｂ１Ｂの電極面積Ａ
１Ｂよりも小さくなる（Ａ１Ｒ＜Ａ１Ｇ，Ａ１Ｂ）ように形成されている。
【００６１】
　従って、パネル中央部とパネル周縁部とでは、赤色の放電セルＣＲにおける電極面積の
減少率が、他の緑色の放電セルＣＧおよび青色の放電セルＣＢにおける電極面積の減少率
よりも小さくなっている。
【００６２】
　このＰＤＰによれば、各透明電極の電極面積が上記のように設定されていることによっ
て、中央部に表示される画像の白色が赤みを帯びるような特性のパネルにおいて、ホワイ
トバランスの調整を行うことが出来るようになる。
【００６３】
　なお、中央部に表示される画像の白色が緑色を帯びるような特性のパネルにおいては、
パネル中央部における緑色の放電セルＣＧに対向する第１透明電極Ｘ３ｂ１Ｇ，Ｙ３ｂ１
Ｇの電極面積Ａ１Ｇが他の放電セルＣＲ，ＣＢに対向する第１透明電極の電極面積よりも
小さくなるようにすれば良く、また、中央部に表示される画像の白色が青みを帯びるよう
な特性のパネルにおいては、パネル中央部における青色の放電セルＣＢに対向する第１透
明電極Ｘ３ｂ１Ｂ，Ｙ３ｂ１Ｂの電極面積Ａ１Ｂが他の放電セルＣＲ，ＣＧに対向する第
１透明電極の電極面積よりも小さくなるようにすれば良い。
【００６４】
　上記各実施例のＰＤＰは、行電極対を構成する一対の行電極の各放電セルに対向する部
分が、それぞれ放電ギャップを介して対向され、パネルの周辺部に位置する各放電セルに
対向する部分の行電極が、パネルの中央部に位置する各放電セルに対向する部分の行電極
の電極面積よりも小さい電極面積を有しているとともに、パネルの周辺部に位置する各放
電セルに対向する部分の行電極の放電ギャップに対向する部分が、パネルの中央部に位置
する各放電セルに対向する部分の行電極の放電ギャップに対向する部分の行方向の幅より
も大きい行方向の幅を有しているＰＤＰを、その上位概念としている。
【００６５】
　この上位概念を構成するＰＤＰは、パネル中央部の放電セル内でのサステイン放電の放
電量を維持してこのパネル中央部における輝度を低下させることなく、視認度の低いパネ
ル周縁部の放電セル内でサステイン放電の放電量を低下させることによって、このパネル
周縁部における輝度を低下させる輝度分布の調整が可能になり、これによって、ＰＤＰの
消費電力を低減することが可能になるとともに、放電が発生し難いパネル周辺部において
、サステイン放電が確実に発生されるようになり、これによって、ＰＤＰの放電特性をパ
ネル中央部とほぼ同等に維持することが出来るようになる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】従来例を示す説明図である。
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【図２】この発明の実施形態の第１実施例を示す正面図である。
【図３】図２のＶ１－Ｖ１線における断面図である。
【図４】図２のＶ２－Ｖ２線における断面図である。
【図５】同実施例のパネル中央部に配置される透明電極を示す正面図である。
【図６】同実施例のパネル周縁部に配置される透明電極を示す正面図である。
【図７】同実施例におけるパネルのエリア区分を示す説明図である。
【図８】同実施例におけるパネルのエリア区分の他の例を示す説明図である。
【図９】この発明の実施形態の第２実施例のパネル中央部に配置される透明電極を示す正
面図である。
【図１０】この発明の実施形態の第２実施例のパネル周縁部に配置される透明電極を示す
正面図である。
【図１１】この発明の実施形態の第３実施例のパネル中央部に配置される透明電極を示す
正面図である。
【図１２】この発明の実施形態の第３実施例のパネル周縁部に配置される透明電極を示す
正面図である。
【符号の説明】
【００６７】
　  １　　　　　　　　　　　…前面ガラス基板（基板）
　　４　　　　　　　　　　　…背面ガラス基板（基板）
　　Ｃ　　　　　　　　　　　…放電セル（単位発光領域）
　　ＣＲ　　　　　　　　　　…放電セル（赤色単位発光領域）  
　　ＣＧ　　　　　　　　　　…放電セル（緑色単位発光領域）
　　ＣＢ　　　　　　　　　　…放電セル（青色単位発光領域）
　　Ｅ１　　　　　　　　　　…中央エリア（パネルの中央部）
　　Ｅ２　　　　　　　　　　…周縁エリア（パネルの周縁部）
　　ＥＡ１　　　　　　　　　…中央エリア（パネルの中央部）
　　ＥＡ２　　　　　　　　　…中間エリア（パネルの周縁部）
　　ＥＡ３　　　　　　　　　…周縁エリア（パネルの周縁部）
　　Ｘ１，Ｙ１，Ｘ２，Ｙ２　…行電極
　　Ｘ１ａ，Ｙ１ａ，Ｘ２ａ，Ｙ２ａ
　　　　　　　　　　　　　　…バス電極（電極本体部）
　　Ｘ１ｂ１，Ｙ１ｂ１，Ｘ２ｂ１，Ｙ２ｂ１，Ｘ２ｂ１Ｒ，Ｙ２ｂ１Ｒ，Ｘ２ｂ１Ｇ，
Ｙ２ｂ１Ｇ，Ｘ２ｂ１Ｂ，Ｙ２ｂ１Ｂ，Ｘ３ｂ１Ｒ，Ｙ３ｂ１Ｒ，Ｘ３ｂ１Ｇ，Ｙ３ｂ１
Ｇ，Ｘ３ｂ１Ｂ，Ｙ３ｂ１Ｂ
　　　　　　　　　　　　　　…第１透明電極（電極突出部）
　　Ｘ１ｂ２，Ｙ１ｂ２，Ｘ２ｂ２，Ｙ２ｂ２，Ｘ２ｂ２Ｒ，Ｙ２ｂ２Ｒ，Ｘ２ｂ２Ｇ，
Ｙ２ｂ２Ｇ，Ｘ２ｂ２Ｂ，Ｙ２ｂ２Ｂ，Ｘ３ｂ２Ｒ，Ｙ３ｂ２Ｒ，Ｘ３ｂ２Ｇ，Ｙ３ｂ２
Ｇ，Ｘ３ｂ２Ｂ，Ｙ３ｂ２Ｂ
　　　　　　　　　　　　　　…第２透明電極（電極突出部）
　　ｇ１，ｇ２　　　　　　　…放電ギャップ
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