
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単位表示要素からなるマトリクスの 配列された表示電極と、放電空間
を前記マトリクスの各列毎に区画す 数の隔壁とを有し、前記各列の中では前記単位表
示要素の発光色が同一となるように前記隔壁の間に蛍光体が配置されたプラズマディスプ
レイパネルであって、
　前記各隔壁は、平面視 規則的に蛇行する 状であって、隣接する隔壁との距離
が前記列方向に沿って周期的 さくなるように配置されており、
　前記各表示電極は、前記 距離 きい範囲の で放電が生じるように
配列されている
　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】
　単位表示要素からなるマトリクスの 配列された面放電のための
表示電極と、放電空間を前記マトリクスの各列毎に区画す 数の隔壁とを有し、前記各
列の中では前記単位表示要素の発光色が同一となるように前記隔壁の間に蛍光体が配置さ
れたプラズマディスプレイパネルであって、
　前記各隔壁は、平面視形状が規則的に蛇行する帯状であって、隣接する隔壁との距離

るように配置
されており、
　前記各表示電極は、 距離
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に面放電ギャップが対応するように配列されている
　ことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
【請求項３】
　隣接する前記表示電極どうしの配列間隔が前記面放電ギャップであり、配列方向の両端
を覗いた前期表示電極が、前記マトリクスにおける隣接した２つの行に対応する
　請求項２記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項４】
　発光色の異なる３種の蛍光体が、前記マトリクスの各列毎に１色ずつ順に配置されてお
り、
　第１色、第２色、及び第３色の前記単位発光要素が三角配列形式で配列されている
　請求項１乃至請求項３ 記載プラズマディスプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、マトリクス表示方式のプラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）に関する。
【０００２】
ＰＤＰは、視認性に優れ、高速表示が可能であり、しかも比較的に大画面化の容易な薄型
表示デバイスである。特に面放電型のＰＤＰは、駆動電圧の印加に際して対となる表示電
極を同一の基板上に配列したＰＤＰであり、蛍光体によるカラー表示に適している。
【０００３】
【従来の技術】
図５は従来のＰＤＰ８０の分解斜視図であり、１つの画素（ピクセル）ＥＧに対応する部
分の構造を示している。また、図６は従来の表示電極の配列形態を示す平面図である。
【０００４】
ＰＤＰ８０は、カラー表示の可能な面放電形式のＡＣ型のＰＤＰであり、前面側のガラス
基板１１、第１及び第２の表示電極Ｘ，Ｙ、誘電体層１７、保護膜１８、背面側のガラス
基板２１、アドレス電極Ａ、隔壁２６、蛍光体層２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂ、及び放電空間
３０に封入された放電ガスから構成されている。各表示電極Ｘ，Ｙは、幅の広い透明電極
４１とその導電性を補う幅の狭い金属電極（バス電極）４２とからなる。
【０００５】
表示電極Ｘ，Ｙに対して所定の電圧を印加すると、誘電体層１７の表面に沿った面放電が
起こり、放電ガスの放つ紫外線によって蛍光体層２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂが励起されて発
光する。アドレス電極Ａは、表示電極Ｙとの間で放電を生じさせて誘電体層１７の壁電荷
を制御するための列方向の電極である。
【０００６】
隔壁２６は、平面視において直線状であり、表示電極Ｘ，Ｙの延長方向（表示画面の行方
向）に沿って等間隔に配列されている。これらの隔壁２６によって、放電空間３０が行方
向に単位表示要素（サブピクセル）ＥＵ毎に区画され、且つ放電空間３０の間隙寸法が表
示領域の全域にわたって均一化されている。
【０００７】
ＰＤＰ８０において、画面を構成するピクセルＥＧは、行（ライン）方向に並ぶＲ（赤）
，Ｇ（緑），Ｂ（青）の３つのサブピクセルＥＵからなる。つまり、カラー表示の３色の
配列形式はいわゆるインライン式である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
従来では、図６のように各行（ライン）ｌの間における表示電極Ｘ，Ｙの配列間隔ｄを、
面放電ギャップの寸法ｇよりも十分に大きくし、それによってラインｌ間の放電の干渉を
防止していた。このため、表示画面の中の非発光部分の面積が大きく画面全体の輝度が低
いという問題があった。また、放電が列方向に拡がってピクセルＥＧの輪郭がぼけ易いと
いう問題もあった。さらに、カラー表示の３色のサブピクセルＥＵが一列に並ぶので、ラ
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イン方向における各サブピクセルＥＵの幅ｗがピクセルピッチｐの１／３となる。このた
め、ピクセルピッチｐの縮小が困難であった。
【０００９】
なお、これらの問題を解決するために、特開平３－８４８３１号公報のようにメッシュパ
ターンの隔壁を設けることが考えられる。しかし、その場合には、放電空間３０が行方向
だけでなく列方向にもサブピクセルＥＵ毎に分断されるので、駆動の上で放電制御の信頼
性の確保が難しくなるとともに、製造面においても蛍光体層の形成及び内部の清浄などが
極めて難しくなる。
【００１０】
本発明は、製造及び駆動の容易性を損なうことなく、鮮明な表示を実現することを目的と
している。また、他の目的は表示画面内の非発光部の面積を低減して輝度を高めることに
ある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明に係るＰＤＰは、単位表示要素からなるマトリクスの
配列された表示電極と、放電空間を前記マトリクスの各列毎に区画す 数の隔壁とを有
し、前記各列の中では前記単位表示要素の発光色が同一となるように前記隔壁の間に蛍光
体が配置され、前記各隔壁が、平面視 規則的に蛇行する 状であって、隣接する
隔壁との距離が前記列方向に沿って周期的 さくなるように配置されており、前記各表
示電極が、前記 距離 きい範囲の で放電が生じるように配列された
ＰＤＰである。
【００１２】
　複数の隔壁 放電空間３０の内の各列に対応した部分（以下、列空間という
）は、全ての行に跨って列方向に連続する。ただし、列空間の行方向の寸法（幅）は列方
向に沿って周期的に変化する。
【００１３】
１つの行に注目すると、隣接する２つの列空間の内の一方の幅は狭く、他方の幅は広い。
表示電極は、これらの列空間に跨がって行方向に延びる。表示電極が幅の一様な帯状であ
る場合は、行内の各列空間に放電ギャップが形成される。
【００１４】
しかし、列空間の中で幅の狭い部分では放電が起こりにくいので、実質的には列空間の中
で幅の広い部分のみに放電セルが画定される。放電セルは単位表示要素に対応する。した
がって、各行において１列置き（２列に１列の割合）に単位表示要素が配置される。そし
て、隣接する２つの行に注目すると、単位表示要素の配置される列が１列毎に交互に入れ
替わる。つまり、単位表示要素は、行方向及び列方向の双方に千鳥状に並ぶ。
【００１５】
　請求項１の発明に係るＰＤＰは、単位表示要素からなるマトリクスの
配列された面放電のための 表示電極と、放電空間を前記マトリクスの各列毎に区画
す 数の隔壁とを有し、前記各列の中では前記単位表示要素の発光色が同一となるよう
に前記隔壁の間に蛍光体が配置され、前記各隔壁が、平面視形状が規則的に蛇行する帯状
であって、隣接する隔壁との距離

るように配置されており、前記各表示電極が、 距離
に面放電ギャップが対応するように配

列された面放電型のＰＤＰである。
【００１６】
請求項３の発明に係るＰＤＰでは、隣接する前記表示電極どうしの間隙が前記面放電ギャ
ップであり、配列方向の両端を除いた前記表示電極が、前記マトリクスにおける隣接した
２つの行に対応する。
【００１７】
請求項４の発明に係るＰＤＰでは、発光色の異なる３種の蛍光体が、前記マトリクスの各
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列毎に１色ずつ順に配置されており、第１色、第２色、及び第３色の前記単位発光要素が
三角配列形式で配列されている
【００１８】
【発明の実施の形態】
図１は本発明に係るＰＤＰ１の要部の分解斜視図、図２はマトリクス構成を示す平面図、
図３は隔壁と電極との配置関係を示す平面図である。
【００１９】
ＰＤＰ１は、図５のＰＤＰ８０と同様に、マトリクス表示の単位表示要素ＥＵに第１及び
第２の表示電極Ｘ，Ｙとアドレス電極Ａとが対応する３電極構造をもつ、面放電形式のＡ
Ｃ型ＰＤＰである。すなわち、前面側のガラス基板１１の上に表示電極Ｘ，Ｙ、誘電体層
１７及び保護膜１８が設けられ、背面側のガラス基板２１の上にアドレス電極Ａ、隔壁２
９及び蛍光体層２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂが設けられている。
【００２０】
ＰＤＰ１には構造上の特徴点が２つある。第１は、放電空間３０を列毎に区画する隔壁２
９の平面視形状が規則的に蛇行する帯状である点である。第２は、表示電極Ｘ，Ｙが一定
の間隔（面放電ギャップ）を隔てて交互に配列されている点である。以下、これらの特徴
点についてさらに詳しく説明する。
【００２１】
図２のように、各隔壁２９は、平面視において一定の周期及び振幅で波打っており、隣接
する隔壁２９との距離が列ｒの方向（以下、列方向という）に沿って周期的に一定値より
小さくなるように配置されている。一定値とは放電の抑止が可能な寸法であり、ガス圧な
どの放電条件によって定まる。なお、隔壁２９の形成方法としては、低融点ガラスなどの
隔壁材料の一様な層を設け、フォトリソグラフィによってレジストパターンを設けた後に
サンドブラストでパターニングする方法が好適である。
【００２２】
各隔壁２９が互いに隔てて配置されているので、各隔壁２９の間の空間（列空間）は、表
示画面の全てのラインｌに跨がって連続している。これにより、スクリーン印刷法を用い
て列空間に蛍光体を均等に配置することができる。ＰＤＰ１では、Ｒ（赤）の蛍光体層２
８Ｒ、Ｇ（緑）の蛍光体層２８Ｇ、及びＢ（青）の蛍光体層２８Ｂが各列ｒ毎に１色ずつ
ＲＧＢの順に配置されている。列ｒ内の各ラインｌの発光色は同一である。
【００２３】
ここで、列空間の内、ラインｌの方向（ライン方向）の幅の小さい部分３１ｂでは面放電
が生じず、幅の広い部分３１ａが実質的に発光に寄与する。したがって、各行ｌにおいて
１列置きにサブピクセルＥＵが配置される。そして、隣接する２つの行ｌに注目すると、
サブピクセルＥＵの配置される列ｒが１列毎に交互に入れ替わる。つまり、サブピクセル
ＥＵは、行方向及び列方向の双方に千鳥状に並ぶ。ＰＤＰ１では、隣接するＲＧＢの計３
つのサブピクセルＥＵによって１つのピクセルＥＧが構成される。つまり、カラー表示の
３色の配列形式は、三角（デルタ）配列形式で配列されている。三角配列は、ライン方向
においてサブピクセルＥＵの幅ｗがピクセルピッチｐの１／３より大きく、インライン配
列に比べて高精細化に有利である。
【００２４】
図３のように、表示電極Ｘ，Ｙは、各列空間内の幅の広い部分３１ａに面放電ギャップが
対応するように配列されている。ただし、表示電極Ｘ，Ｙは全ての列空間に跨がって行方
向に延びるので、隣接する列では面放電ギャップは列空間内の幅の狭い部分３１ｂに対応
する。
【００２５】
実際には表示電極Ｘ，Ｙの本数は合計で数百本（ライン数＋１）である。これらの表示電
極Ｘ，Ｙの内、配列方向の両端を除いたものが、サブピクセルＥＵからなるマトリクスに
おける隣接した２つの行ｌに対応する。両端の表示電極Ｘ（又はＹ）は１つの行ｌに対応
する。図３（Ｂ）のように、ある列ｒでは表示電極Ｘ，Ｙの一方の側に面放電セルＣ１が
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画定され、その隣の列ｒでは他方の側に面放電セルＣ１が画定される。また、各列ｒにお
いて表示電極Ｙとアドレス電極Ａとの交差部にアドレス放電セルＣ２が画定される。なお
、表示電極Ｘ，Ｙにおいて列方向の両側が面放電に係わるので、図１のようにバス電極４
２は透明電極４１の列方向の中央部に重ねられている。
【００２６】
ＰＤＰ１による表示に際しては、従来と同様に１画面の表示期間をアドレス期間とサステ
イン期間とに分ける。アドレス期間において表示電極Ｙを走査電極とするライン順次の画
面走査によって、表示内容に応じた特定のサブピクセルＥＵに選択的に壁電荷を蓄積させ
る。その後、サステイン期間において、全ての表示電極Ｘと全ての表示電極Ｙとに交互に
サステインパルスを印加する。上述のように表示電極Ｘ，Ｙは面放電ギャップを隔てて隣
接するが、列空間の内の幅の狭い部分３１ｂでは放電が抑制されるので、列方向に並ぶサ
ブピクセルＥＵ間における面放電の干渉は生じない。
【００２７】
上述の実施形態によれば、サブピクセルＥＵの列方向の両側に隔壁間隙の狭い部分３１ｂ
が存在するので、ピクセルＥＧの輪郭の鮮明な表示を実現することができる。サブピクセ
ルＥＵが個々に分断されないので、列単位のプライミングによる駆動の容易化、蛍光体層
の印刷状態の均一化、及び排気の容易化の効果がある。また、隔壁２９が直線状の場合と
比べて倒れにくいので、隔壁形成の歩留りが高まるとともに、組立て後の機械的強度が向
上する。
【００２８】
実施形態として反射型のＰＤＰ１を例示したが、蛍光体を前面側のガラス基板１１の内面
に設ける透過型のＰＤＰにも本発明を適用することができる。アドレス電極Ａは、表示電
極Ｘ，Ｙと同一のガラス基板１１に配置してもよい。また、フルカラー用に限定されず、
多色表示用であってもよい。例えば、２色の蛍光体を設ける場合などにおいて、図４のよ
うに各色の単位領域の面積が異なるように隔壁２９ｂの平面視形状（蛇行形態）を選定す
ることができる。
【００２９】
さらに、３電極構造だけでなく、表示電極Ｘ，Ｙが互いに交差するいわゆる単純マトリク
ス構造のＰＤＰにも適用可能である。なお、単純マトリクス構造には、表示電極Ｘと表示
電極Ｙとが放電空間３０を介して対向する形態、及び表示電極Ｘと表示電極Ｙとが同一基
板上で絶縁体を挟んで対向する形態がある。
【００３０】
【発明の効果】
請求項１乃至請求項４の発明によれば、製造及び駆動の容易性を損なうことなく、単位表
示要素の輪郭が鮮明な高品質の表示を実現することができる。また、隔壁に機械的強度を
高めることができる。
【００３１】
請求項２の発明によれば、非発光部の面積を低減して輝度を高めることができる。
請求項３の発明によれば、表示電極の数を最小にすることができる。
【００３２】
請求項４の発明によれば、鮮明なカラー表示を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るＰＤＰの要部の分解斜視図である。
【図２】マトリクス構成を示す平面図である。
【図３】隔壁と電極との配置関係を示す平面図である。
【図４】隔壁構造の変形例を示す平面図である。
【図５】従来のＰＤＰの分解斜視図である。
【図６】従来の表示電極の配列形態を示す平面図である。
【符号の説明】
１、２　ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）
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２８Ｒ，２８Ｇ，２８Ｂ　蛍光体層
２９　隔壁
３０　放電空間
ＥＵ　サブピクセル（単位表示要素）
ｒ　列
Ｘ，Ｙ　表示電極

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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