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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも３個のサブピクセルよりなる複数のピクセルを備えたプラズマディスプレイ
パネルにおいて、
　前記プラズマディスプレイパネルは、
　相互平行に離隔配置された前面基板及び背面基板と、
　前記前面基板と背面基板との間に配置され、前記前面基板及び背面基板と共に放電セル
を限定し、誘電体より形成された第１隔壁と、
　前記放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置された前方放電電極と、
　前記放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置され、前記前方放電電極から離隔され
た後方放電電極と、
　前記放電セル内に配置された蛍光体層と、
　前記放電セル内にある放電ガスと、を備え、
　前記前方放電電極及び後方放電電極それぞれは、一列の放電セルに沿って延びたはしご
の形状を有し、
　一つのサブピクセルを駆動する前方放電電極は、同じ端子に連結され、
　一つのサブピクセルを駆動する後方放電電極は、他の同じ端子に連結され、
　一つのサブピクセルは、少なくとも二つの放電セルを備えるプラズマディスプレイパネ
ル。
【請求項２】
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　少なくとも３個のサブピクセルよりなる複数のピクセルを備えたプラズマディスプレイ
パネルにおいて、
　前記プラズマディスプレイパネルは、
　相互平行に離隔配置された前面基板及び背面基板と、
　前記前面基板と背面基板との間に配置され、前記前面基板及び背面基板と共に放電セル
を限定し、誘電体より形成された第１隔壁と、
　前記放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置された前方放電電極と、
　前記放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置され、前記前方放電電極から離隔され
た後方放電電極と、
　前記放電セル内に配置された蛍光体層と、
　前記放電セル内にある放電ガスと、を備え、
　一つのサブピクセルを駆動する前方放電電極と後方放電電極それぞれは、多列の放電セ
ルに沿って延びた多重はしごの形状を有し、
　一つのサブピクセルは、少なくとも二つの放電セルを備えるプラズマディスプレイパネ
ル。
【請求項３】
　少なくとも３個のサブピクセルよりなる複数のピクセルを備えたプラズマディスプレイ
パネルにおいて、
　前記プラズマディスプレイパネルは、
　相互平行に離隔配置された前面基板及び背面基板と、
　前記前面基板と背面基板との間に配置され、前記前面基板及び背面基板と共に放電セル
を限定し、誘電体より形成された第１隔壁と、
　前記放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置された前方放電電極と、
　前記放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置され、前記前方放電電極から離隔され
た後方放電電極と、
　前記放電セル内に配置された蛍光体層と、
　前記放電セル内にある放電ガスと、を備え、
　前記前方放電電極は、一方向に延び、前記後方放電電極は、前記前方放電電極と交差す
るように延び、
　一つのサブピクセルは、少なくとも二つの放電セルを備えるプラズマディスプレイパネ
ル。
【請求項４】
　少なくとも３個のサブピクセルよりなる複数のピクセルを備えたプラズマディスプレイ
パネルにおいて、
　前記プラズマディスプレイパネルは、
　相互平行に離隔配置された前面基板及び背面基板と、
　前記前面基板と背面基板との間に配置され、前記前面基板及び背面基板と共に放電セル
を限定し、誘電体より形成された第１隔壁と、
　前記放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置された前方放電電極と、
　前記放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置され、前記前方放電電極から離隔され
た後方放電電極と、
　前記放電セル内に配置された蛍光体層と、
　前記放電セル内にある放電ガスと、を備え、
　前記前方放電電極及び後方放電電極は、一方向に延び、
　前記前方放電電極及び後方放電電極と交差するように延びたアドレス電極をさらに備え
、
　一つのサブピクセルは、少なくとも二つの放電セルを備えるプラズマディスプレイパネ
ル。
【請求項５】
　前記アドレス電極は、背面基板と蛍光体層との間に配置され、前記蛍光体層とアドレス
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電極との間には、誘電体層が配置されることを特徴とする請求項４に記載のプラズマディ
スプレイパネル。
【請求項６】
　前記一つのサブピクセルは、二つの放電セルを備えることを特徴とする請求項１～５の
いずれか一項に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項７】
　前記第１隔壁と共に放電セルを限定する第２隔壁をさらに備え、
　前記蛍光体層は、第２隔壁と同じレベルに配置されることを特徴とする請求項１～６の
いずれか一項に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項８】
　少なくとも前記第１隔壁の側面は、保護膜によって覆われていることを特徴とする請求
項１～７のいずれか一項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】
　本発明は、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）に係り、さらに詳細には、基板の対
向面にそれぞれの電極を形成し、基板間の空間に放電ガスを注入した状態で所定の電源を
印加して、放電空間に発生する紫外線によって発光された光を利用して、画像を具現する
平板表示パネルであるＰＤＰに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、平板ディスプレイ装置としてＰＤＰを採用した装置は、大画面を有しつつ、高画
質、超薄型、軽量化及び広視野角の優秀な特性を有しており、他の平板ディスプレイ装置
に比べて製造方法が簡単であり、かつ大型化が容易であって次世代の大型平板ディスプレ
イ装置として注目を浴びている。
【０００３】
　このようなＰＤＰは、印加される放電電圧によって直流（ＤＣ）型、交流（ＡＣ）型及
び混合型に分類され、放電構造によって対向放電型及び面放電型に分類される。
【０００４】
　ＤＣ型ＰＤＰは、全ての電極が放電空間に露出される構造であって、対応する電極間に
電荷の移動が直接的になされる。ＡＣ型ＰＤＰは、少なくとも一つの電極が誘電体層より
包まれ、対応する電極間に直接的な電荷の移動がなされない代わりに、壁電荷の電界によ
って放電が行われる。
【０００５】
　ＤＣ型ＰＤＰでは、対応する電極間に電荷の移動が直接的になされるので、電極の損傷
が甚だしくなるという問題点があるため、最近には、ＡＣ型、特に、３電極面放電構造を
有するＡＣ型ＰＤＰが一般的に採用されてきた。
【０００６】
　特許文献１に記載された従来の通常的なＡＣ型３電極面放電ＰＤＰが図１に示されてい
る。図１に示されたように、従来のＡＣ型３電極面放電ＰＤＰ１０は、前面基板２０と背
面基板３０とを備える。
【０００７】
　背面基板３０には、アドレス放電を発生させるアドレス電極３３と、前記アドレス電極
を埋め込んだ背面誘電体層３５と、放電セルを区画した隔壁３７と、前記隔壁の両側及び
前記隔壁が形成されていない背面基板３０上に塗布された蛍光体層３９と、が形成される
。
【０００８】
　前記背面基板と離隔・対向されるように配置された前面基板２０には、維持放電を発生
させるＸ、Ｙ電極２２，２３と、前記Ｘ、Ｙ電極２２，２３を埋め込んだ前面誘電体層２
５と、保護膜２９と、が備えられる。この場合、このＸ電極２２は、透明Ｘ電極２２ａと
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前記透明Ｘ電極の一側に配置されて前記透明Ｘ電極２２ａの電圧損失を補償するバスＸ電
極２２ｂとを備え、Ｙ電極２３は、透明Ｙ電極２３ａと前記透明Ｙ電極２３ａの一側に配
置されて前記透明Ｙ電極２３ａの電圧損失を補償するバスＹ電極２３ｂとを備えうる。
【０００９】
　しかし、従来のＰＤＰ１０では、放電空間の蛍光体層３９から発光した可視光線が通過
する前面基板２０に、透明Ｘ電極２２ａ、バスＸ電極２２ｂ、透明Ｙ電極２３ａ、バスＹ
電極２３ｂ、前面誘電体層２５及び保護膜２９が存在している。このような要素が原因で
可視光線の透過率が６０％ほどになるという重大な問題点を有している。
【００１０】
　また、従来の面放電ＰＤＰ１０では、放電を起こす電極が放電空間の上面、すなわち、
可視光線が通過する前面基板２０の内側面に形成される。これにより、放電が前面基板２
０の内側面から発生して広がるので、発光効率が低くなるという本質的な問題点を有して
いる。
【００１１】
　さらに、従来の面放電ＰＤＰ１０では、長時間使用する場合、電界によって放電ガスの
荷電粒子が蛍光体にイオンスパッタリングを起こすことによって永久残像をもたらすとい
う問題点がある。
【特許文献１】米国特許６７５３６４５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明が解決しようとする課題は、開口率及び透過率が画期的に向上し、放電面が大幅
に拡大して放電領域が画期的に拡大し、全放電領域で均等に放電されうるＰＤＰを提供す
ることである。
【００１３】
　また、本発明が解決しようとする他の課題は、プラズマの空間電荷を効率的に利用でき
、発光効率が画期的に改善され、永久残像現象が画期的に減少するＰＤＰを提供すること
である。
【００１４】
　これと共に、本発明が解決しようとするさらに他の課題は、放電応答速度が速くて高速
駆動が可能なＰＤＰを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の望ましい実施例によるＰＤＰは、少なくとも３個のサブピクセルよりなる複数
のピクセルを備え、一つのサブピクセルは、少なくとも二つの放電セルを備える。
【００１６】
　この場合、前記ＰＤＰは、前面基板と、背面基板と、第１隔壁と、前方放電電極と、後
方放電電極と、蛍光体層と、放電ガスと、を備える。前面基板及び背面基板は、相互平行
に離隔配置される。第１隔壁は、前記前面基板と背面基板との間に配置され、前記前面基
板及び背面基板と共に放電セルを限定し、誘電体より形成される。前方放電電極は、前記
放電セルを取り囲むように第１隔壁内に配置される。後方放電電極は、前記放電セルを取
り囲むように第１隔壁内に配置され、前記前方放電電極から離隔される。蛍光体層は、前
記放電セル内に配置される。放電ガスは、前記放電セル内に存在する。
【００１７】
　ここで、前記一つのサブピクセルは、二つの放電セルを備えることが望ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のＰＤＰによれば、次の効果がある。
【００１９】
　第一に、可視光線が通過する前面基板の部分には、基板以外に他の要素が存在していな
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いので、開口率が画期的に向上し、透過率を従来の６０％以下から約９０％まで向上させ
うる。
【００２０】
　第二に、放電セルの縦方向及び横方向のサイズが同様になることにより、放電領域が均
等に拡大され、中央に電界集中が可能であり、異常放電が発生せず、発光効率が向上する
。これと共に、放電が放電空間を形成する側面から発生して放電空間の中央部に広がり、
それにより、プラズマも放電空間の中央部に集中し、側面に形成された放電電極に印加さ
れた電圧による電界の影響によってプラズマが放電空間の中央部に集まる傾向を有するこ
とにより、空間電荷を放電に活用できる。
【００２１】
　第三に、プラズマの体積及び量を大幅増加させうる。本発明のＰＤＰでは、放電が放電
空間を形成する側面から発生して放電空間の中央部に広がるので、放電によるプラズマの
体積が顕著に大きくなってプラズマの量が大幅増加することにより、それほどの紫外線を
多く放出しうる。
【００２２】
　第四に、発光効率が大幅向上しうる。本発明のＰＤＰでは、前述したような効果を有す
るので、低い電圧でも駆動が可能になって発光効率を画期的に向上させうる。
【００２３】
　第五に、高濃度Ｘｅガスを放電ガスとして使用する場合にも、発光効率を向上させうる
。発光効率を高めるために、高濃度Ｘｅガスを放電ガスとして使用する場合、低電圧駆動
が難しくなるが、本発明のＰＤＰでは、前述したように低電圧駆動が可能であるので、高
濃度Ｘｅガスを放電ガスとして使用しても、低電圧駆動が可能になって発光効率を向上さ
せうる。
【００２４】
　第六に、放電応答速度が速く、かつ低電圧駆動が可能になる。本発明のＰＤＰでは、放
電電極は、可視光線が透過する前面基板に配置されておらず、放電空間の側面に配置され
ているので、放電電極として高抵抗の透明電極を使用する必要がなく、抵抗が低い電極、
例えば、金属電極を放電電極として使用できるため、放電応答速度が速くなり、波形の歪
曲なしに低電圧駆動が可能になる。
【００２５】
　第七に、永久残像を基本的に防止しうる。本発明のＰＤＰでは、放電空間の側面に形成
された放電電極に印加された電圧による電界がプラズマを放電空間の中央部に集中させて
集まるようにするので、長時間放電されても、放電によって生成されたイオンが電界によ
って蛍光体に衝突することを防止することにより、イオンスパッタリングによる蛍光体の
損傷に起因して発生する永久残像の問題点を基本的に防止しうる。特に、高濃度Ｘｅガス
を放電ガスとして使用する場合、永久残像の問題は非常に深刻になるが、本発明の場合、
このような永久残像を基本的に防止しうる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、添付された図面を参照して本発明をさらに詳細に説明する。
【００２７】
　図２は本発明の望ましい実施例によるＰＤＰを示す斜視図、図３は図２のＩＩＩ－ＩＩ
Ｉ線に沿って切開した断面図、図４は図２のＩＶ－ＩＶ線に沿って切開した断面図、図５
Ａは一つのピクセル内に形成されたサブピクセルを示す断面図、図５Ｂは一つのピクセル
内に形成された放電セルを示す断面図、図６は図２のＰＤＰに備えられた電極の形状を示
す斜視図である。
【００２８】
　図２ないし図４を参照すれば、本発明の実施例によるＰＤＰ１００は、前面基板１２０
と、前方放電電極１２２と、後方放電電極１２３と、背面基板１３０と、第１隔壁１２７
と、蛍光体層１３９と、放電ガス（図示せず）と、を備える。
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【００２９】
　可視光線が通過して画像が投影されるように、透明な前面基板１２０は、背面基板１３
０と平行に配置される。このような前面基板１２０と背面基板１３０とは、通常的にガラ
スを主成分とする材料より製造される。
【００３０】
　前記前面基板と背面基板との間には、第１隔壁１２７が形成される。前記第１隔壁１２
７は、非放電部に配置されて放電セルＣを区画する。前記第１隔壁内には、前方放電電極
１２２と後方放電電極１２３とが放電セルを取り囲むように形成される。
【００３１】
　ここで、一つのピクセルは、３個以上、通常は３個のサブピクセルＳＰよりなる。すな
わち、一つのピクセルは、赤色の可視光線をパネル外部に排出する赤色発光サブピクセル
、緑色の可視光線をパネル外部に排出する赤色発光サブピクセル及び青色の可視光線をパ
ネル外部に排出する青色発光サブピクセルよりなる。
【００３２】
　本発明は、二つ以上の放電セルＣが一つのサブピクセルＳＰをなす。したがって、放電
セルＣを限定する第１隔壁１２７が一つのサブピクセルを貫通するように、少なくとも一
つ以上形成される。前記第１隔壁１２７は、隣接する放電セルＣを区画すると同時に、誘
電体より形成されて維持放電時、後方放電電極１２３と前方放電電極１２２とが直接通電
されることを防止し、荷電粒子が前記電極１２２，１２３に直接衝突してこれらを損傷さ
せることを防止し、荷電粒子を誘導して壁電荷を蓄積する機能を行う。
【００３３】
　前記第１隔壁１２７と背面基板１３０との間には、第２隔壁１３７が形成されうる。こ
の場合、前記第２隔壁１３７は、第１隔壁１２７と背面基板１３０との間に配置され、第
１隔壁と共に放電セルを限定し、放電セルＣ間に誤放電が生じることを防止する。図２に
は、第２隔壁１３７が放電セルをマトリックス状に区画するものとして示されたが、これ
に限定されず、正六角形のような他の形態に区画することもある。また、図２には、前記
第２隔壁１３７によって限定される放電セルＣの横断面が四角形であると示されているが
、これに限定されず、三角形、五角形のような多角形、または円形、楕円形になるように
形成されうる。
【００３４】
　一方、前記第１隔壁１２７と第２隔壁１３７とは、一体に形成されることもある。
【００３５】
　前記第１隔壁内に前方放電電極１２２及び後方放電電極１２３が形成される。前記後方
放電電極１２３と前方放電電極１２２とは、アルミニウム、銅、銀のような導電性金属よ
り形成されうる。
【００３６】
　前記前方放電電極１２２と後方放電電極１２３とは、相互交差するように配置されうる
。すなわち、前方放電電極１２２は、一方向の放電セルＣに沿って延び、前記後方放電電
極１２３は、前記放電セルの一方向に交差する他の一方向の放電セルに沿って延長されう
る。この場合には、前記前方放電電極１２２と後方放電電極１２３のうち何れか一つは、
アドレス放電を起こすアドレス電極の役割及び維持放電を起こす維持電極の役割を同時に
行える。
【００３７】
　一方、前記前方放電電極１２２と後方放電電極１２３とが相互平行に一方向（ｘ方向）
に延び、前記前方放電電極１２２及び後方放電電極１２３と交差する方向（ｙ方向）にア
ドレス電極１３３が延長されうる。前記前方放電電極１２２及び後方放電電極１２３がア
ドレス電極と交差するように延びているというのは、アドレス電極が通過する放電セルＣ
の列と、前方放電電極１２２及び後方放電電極１２３が通過する放電セルＣの列とが交差
するという意味である。また、前方放電電極１２２が前記後方放電電極１２３と平行に延
びているというのは、前方放電電極が後方放電電極と一定間隔で離隔されて共に配置され
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るという意味である。
【００３８】
　この場合、前記後方放電電極１２３と前方放電電極１２２とは、維持放電のための電極
であって、この電極間でＰＤＰの画像を具現する維持放電が発生する。
【００３９】
　前記アドレス電極１３３は、前記後方放電電極１２３と前方放電電極１２２との間の維
持放電をさらに容易にするためのアドレス放電を起こすためのものであって、さらに具体
的には、維持放電が開始される維持放電開始電圧を低める役割を行う。
【００４０】
　この場合には、前記アドレス電極１３３が背面基板１３０と蛍光体層１３９との間に配
置され、前記アドレス電極１３３と蛍光体層１３９との間には、誘電体層１３５が形成さ
れることが望ましい。ここで、前記背面基板１３０は、アドレス電極１３３、誘電体層１
３５を支持する。
【００４１】
　ここで、後方放電電極１２３がＹ電極の機能を行い、前方放電電極１２２がＸ電極の機
能を行うと仮定すれば、アドレス放電とは、後方放電電極１２３とアドレス電極１３３と
の間に発生する放電であって、アドレス放電が終了すれば、後方放電電極１２３側に陽イ
オンが蓄積され、前方放電電極１２２側に電子が蓄積され、結果的に、後方放電電極１２
３と前方放電電極１２２との間の維持放電がさらに容易になる。
【００４２】
　図２では、後方放電電極１２３と前方放電電極１２２とがそれぞれ一つの電極より形成
されているが、これと違って、後方放電電極と前方放電電極とがそれぞれ二つ以上の副電
極を備えることもある。
【００４３】
　前記のように、アドレス電極１３３は、誘電体層１３５によって埋め込まれうる。この
誘電体層１３５は、放電時、陽イオンまたは電子がアドレス電極１３３に衝突してアドレ
ス電極１３３を損傷させることを防止しつつも電荷を誘導できる誘電体として形成される
が、このような誘電体としては、ＰｂＯ、Ｂ２Ｏ３、ＳｉＯ２がある。
【００４４】
　前記第１隔壁１２７は、保護膜１２９によって覆われていることが望ましい。前記保護
膜１２９は、必須的な構成要素ではないが、荷電粒子が第１隔壁１２７に衝突して第１隔
壁を損傷させることを防止し、放電時に２次電子を多く放出する機能を行うので形成され
ることが望ましい。
【００４５】
　前記放電セルには、蛍光体層１３９が形成される。特に、ＰＤＰに第２隔壁１３７が備
えられれば、前記第２隔壁１３７によって限定される空間内には、蛍光体層１３９が配置
される。この場合、前記蛍光体層１３９は、第２隔壁１３７と同じレベルに配置されるこ
とが望ましい。すなわち、第１隔壁は、誘電体よりなり、維持放電が容易に発生し、優秀
なメモリ特性を発揮させ、前記第１隔壁１２７の下側に形成された第２隔壁１３７に蛍光
体層１３９が形成されて可視光線を広い領域で発生させることが望ましい。
【００４６】
　この場合、前記前方放電電極１２２と後方放電電極１２３とは、放電セルＣの上側を取
り囲むように配置されることが望ましいが、前記放電セルの上側とは、本発明が第２隔壁
１３７を備える場合、第２隔壁１３７上に形成された蛍光体層１３９より高い部分を意味
する。
【００４７】
　前記蛍光体層１３９は、前記維持放電によって発散された紫外線を受けて可視光線を放
出する成分を含むが、赤色発光サブピクセルに形成された蛍光体層は、Ｙ（Ｖ,Ｐ）Ｏ４

：Ｅｕのような蛍光体を含み、緑色発光サブピクセルに形成された蛍光体層は、Ｚｎ２Ｓ
ｉＯ４：Ｍｎ、ＹＢＯ３：Ｔｂのような蛍光体を含み、青色発光サブピクセルに形成され
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た蛍光体層は、ＢＡＭ：Ｅｕのような蛍光体を含む。
【００４８】
　前記放電セル内には、放電ガス（図示せず）が存在する。前記放電セル内に充填される
放電ガスは、Ｘｅ－Ｎｅ、Ｘｅ－Ｈｅ、Ｘｅ－Ｎｅ－Ｈｅなどのぺニング混合ガスを使用
している。Ｘｅを主放電ガスとして利用する理由は、前記Ｘｅが化学的に安定した希ガス
であるため、放電によって解離されず、原子番号が大きいため、励起電圧が低下し、発光
する光の波長が長くなるためである。ＨｅやＮｅをバッファガスとして利用する理由は、
Ｘｅによるぺニング効果による電圧減少効果及び高圧力化によるスパッタリング効果が低
減するためである。
【００４９】
　本発明では、一つのサブピクセルＳＰが少なくとも二つの放電セルＣを備える。すなわ
ち、特に、図５Ａに示されたように、通常、一つのピクセルの横長さＷと縦長さＬの比で
ある縦横比は、約１：１である。したがって、一つのピクセルが赤色、緑色、青色の発光
サブピクセルである３個のサブピクセルＳＰよりなれば、一つのサブピクセルＳＰの横長
さＷｓと縦長さＬｓの比である縦横比は、３：１である。これにより、図５Ａに示された
ように、一つの放電セルＣが一つのサブピクセルＳＰをなす場合には、放電セルの端部Ｃ
ｅに比べて放電セルの中央部Ｃｃの領域が大きくなる。
【００５０】
　ここに、前方放電電極１２２’及び後方放電電極１２３’が前記放電セルＣを限定する
第１隔壁１２７内に配置され、前記放電セルの端部Ｃｅに前記電極が角を形成すれば、こ
れにより、放電電圧が低い場合には、放電が放電セルの端部Ｃｅに集中するという問題点
があり、放電電圧が高い場合には、前記放電セルの端部Ｃｅで誘電体が破損されるという
問題点が発生する。これは、結果的に異常放電が発生し、放電領域の拡大が容易にならな
いという問題点がある。
【００５１】
　したがって、本発明では、図５Ｂに示されたように、一つのサブピクセルＳＰが少なく
とも二つの放電セルＣを備える。この場合、さらに望ましくは、一つのサブピクセルＳＰ
が二つの放電セルＣを備える。すなわち、一つのサブピクセルＳＰの横長さＷｓと縦長さ
Ｌｓの比である縦横比が約３：１であるので、１サブピクセルＳＰが二つの放電セルＣよ
りなれば、一つの放電セルの横長さＷｃと縦長さＬｃの比である縦横比は、約１：１.２
となる。これにより、一つの放電セルＣで放電電圧の高低に関係なく放電されない部分が
なくなることによって、結果的に、荷電粒子が均等に放電されるという長所がある。
【００５２】
　この場合、前方放電電極１２２及び後方放電電極１２３それぞれは、図６に示されたよ
うに、一列の放電セルＣに沿って一方向（ｘ方向）に延びた一列のはしごの形状を有しう
る。すなわち、一つのサブピクセルＳＰで、前方放電電極１２２が一列に延びた放電セル
Ｃごとに分離されて延長されうる。これと共に、一つの後方放電電極１２３が放電セルご
とに分離されて延長されうる。
【００５３】
　しかし、前記一つのサブピクセルＳＰでは、同じ時期に同じ放電及び発光が行われねば
ならない。したがって、一つのサブピクセルＳＰを駆動し、互いに分離されて延びた前方
放電電極１２２は、同じ端子１２２ａに連結される一つの前方放電電極群１２２Ｇをなし
て一つのサブピクセルを駆動する。これと同じ構造で一つのサブピクセルＳＰを駆動し、
互いに分離されて延びた後方放電電極１２３も同じ端子１２３ａを有する後方放電電極群
１２３Ｇよりなる。
【００５４】
　したがって、隣接するサブピクセルＳＰの間を区画する第１隔壁１２７（図２参照）内
の前方放電電極１２２それぞれは、互いに分離されて配置される。また、隣接するサブピ
クセルＳＰの間を区画する第１隔壁１２７（図２参照）内の後方放電電極１２３それぞれ
も、互いに分離されて配置される。
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【００５５】
　この場合、図４に示されたように、一つのサブピクセルＳＰに備えられた複数の放電セ
ルＣの間を区画する第１隔壁１２７内に配置された前方放電電極１２２がそれぞれ分離配
置され、これと共に一つのサブピクセルＳＰに備えられた複数の放電セルＣの間を区画す
る第１隔壁１２７内に配置された後方放電電極１２３がそれぞれ分離されるように配置さ
れれば、一つのサブピクセル内の複数の放電セルの間を区画する第１隔壁の厚さＫは、隣
接するサブピクセルの間を区画する第１隔壁の厚さと大きい差が生じない。これは、結果
的に、一つのサブピクセルでの放電領域が、前記サブピクセルを貫通して放電セルの間を
区画する第１隔壁によって減少することとなる。
【００５６】
　図７は図２の変形例、図８は、図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿って切開した断面図で
ある。
【００５７】
　放電領域を改善するために、上記図２の例に対し、図７及び図８に示されたように、前
記前方放電電極１２２及び後方放電電極１２３がそれぞれ一つのサブピクセルＳＰごとに
一体で連結されて形成されることもある。すなわち、一つのサブピクセルＳＰを駆動する
前方放電電極１２２及び後方放電電極１２３それぞれは、多列の放電セルＣに沿って延び
た多重はしごの形状を有するように形成されうるが、この場合が一つのサブピクセルＳＰ
での放電領域を大きくできてさらに望ましい。
【００５８】
　すなわち、一つのサブピクセルＳＰに備えられた複数の放電セルの間を区画する第１隔
壁１２７内に形成された前方放電電極１２２及び後方放電電極１２３がそれぞれ一体に形
成される。したがって、一つのサブピクセルＳＰに備えられた複数の放電セルの間を区画
する第１隔壁１２７の厚さＫが薄くなることによって、前記第１隔壁を境界とする放電セ
ルが大きくなることによって、一つのサブピクセルでの放電領域が大きくなる。
【００５９】
　ここで、多重はしごの形状とは、図７に示されたように、一つの放電セルＣに対応する
一つのはしごの形状の放電電極と、これと隣接する放電セルに対応する一つのはしごの形
状の放電電極とが互いに重畳されて連結される形状が連続することを意味する。
【００６０】
　一方、前記前面基板１２０は、ガラスのように透光性の良好な材料より製造される。前
記前面基板１２０の放電セルＣには、図１に示された従来のＰＤＰの前面基板に存在する
ＩＴＯ膜より形成された透明Ｘ電極２２ａと透明Ｙ電極２３ａ、金属より形成されたバス
Ｘ電極２２ｂとバスＹ電極２３ｂ、前記電極２２ａ，２２ｂ，２３ａ，２３ｂを覆う前面
誘電体層２５及び保護膜２９が存在しないようになって、可視光線の前方透過率が従来の
６０％から９０％ほどまで顕著に向上する。したがって、従来のレベルの輝度で画像を具
現すれば、前記電極１２２，１２３を相対的に低い電圧で駆動し、したがって、発光効率
が向上する。
【００６１】
　この場合、Ｘ電極及びＹ電極の役割をそれぞれ行う前方放電電極１２２及び後方放電電
極１２３が可視光線が透過する前面基板１２０に配置されておらず、放電空間の側面に配
置されているので、放電電極として抵抗の大きい透明電極を使用する必要がなく、抵抗が
低い電極、例えば、金属電極を放電電極として使用できるため、放電応答速度が速くなり
、波形の歪曲なしに低電圧駆動が可能になる。
【００６２】
　本発明は、前記実施例に限定されず、特許請求の範囲で定義された発明の思想及び範囲
内で当業者によって変形及び改良されうる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、基板間の空間に放電ガスを注入した状態で所定の電源を印加することによっ
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て発生する紫外線によって発光した光を利用して画像を具現する平板ディスプレイ装置に
適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】従来の通常的なＰＤＰを示す斜視図である。
【図２】本発明の望ましい実施例によるＰＤＰを示す斜視図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿って切開した断面図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線に沿って切開した断面図である。
【図５Ａ】一つのピクセル内に形成されたサブピクセルを示す断面図である。
【図５Ｂ】一つのピクセル内に形成された放電セルを示す断面図である。
【図６】図２のＰＤＰに備えられた電極の形状を示す斜視図である。
【図７】図２の変形例である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿って切開した断面図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１００…ＰＤＰ、
　１２０…前面基板、
　１２２…前方放電電極、
　１２２Ｇ…前方放電電極群、
　１２３…後方放電電極、
　１２７…第１隔壁、
　１２９…保護膜、
　ＳＰ…サブピクセル、
　Ｃ…放電セル、
　１３０…背面基板、
　１３３…アドレス電極、
　１３５…誘電体層、
　１３７…第２隔壁、
　１３９…蛍光体層。
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