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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ方向に延在するストライプ状の走査電極とデータ電極によりアドレスを行うマトリク
ス型ディスプレイ駆動装置において、
　データ電極と基板の間に、光導電層と、透明電極と、Ｘ方向に延在するストライプ状で
互いに異なる波長の光を透過する複数種類のフィルタと、前記Ｘ方向と直交しＹ方向に延
在するストライプ状の導波路を設け、
　前記データ電極を前記導波路とフィルタの交点位置のサブピクセル毎に分割し、
　前記導波路に入射した波長の光が前記複数種類のフィルタのいずれかを透過し前記光導
電層に入射して抵抗値を減少させ、前記透明電極に印加されたデータ電圧を所望のデータ
電極に印加することを特徴とするマトリクス型ディスプレイ駆動装置。
【請求項２】
　請求項１記載のマトリクス型ディスプレイ駆動装置において、
　前記導波路に入射する光を多波長とすることを特徴とするマトリクス型ディスプレイ駆
動装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載のマトリクス型ディスプレイ駆動装置の前記データ電極上に冷陰
極エミッタを設け、
　前記冷陰極エミッタが露出する開口部を持つ前記走査電極としてのゲート電極を設け冷
陰極を構成し、
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　前記冷陰極に対向する面にアノード電極および蛍光体を設けたことを特徴とする電界放
出型ディスプレイ。
【請求項４】
　請求項１または２記載のマトリクス型ディスプレイ駆動装置の前記データ電極を囲む障
壁を設け、前記障壁に囲まれた箇所に蛍光体を設け、
　前記データ電極に対向する面に前記走査電極としての走査・維持電極および維持電極を
設けたことを特徴とする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、マトリクス型ディスプレイ駆動装置、それを用いた電界放出型ディスプレイ
、およびプラズマディスプレイパネルに関し、特に、ＦＥＤ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ：電界放出型ディスプレイ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ　Ｐａｎｅｌ：プラズマディスプレイパネル）、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＥＬＤ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　Ｄｉｓｐ
ｌａｙ）等のマトリクス型ディスプレイを駆動するマトリクス型ディスプレイ駆動装置、
それを用いた電界放出型ディスプレイ、およびプラズマディスプレイパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的なマトリクス型ディスプレイでは、走査電極とデータ電極が直交している。ＦＥ
Ｄでは、例えばゲート電極を走査電極、カソード電極をデータ電極として走査が行われて
いる。この場合、ゲート電極に走査電圧が印加されているときに、カソード電極にデータ
電圧が印加されると、冷陰極から電子が放出して発光する。ＦＥＤでは、通常、走査電極
１本を選択し、走査電極に走査電圧が印加されているときに、各データ電極にデータ電圧
を印加することにより表示を行っている。
【０００３】
　ＰＤＰでは、時分割階調表示方式が用いられている。画像を２５６階調で表示するため
には、１フィールドに少なくとも８つのＳＦ（サブフィールド）が必要になる。各ＳＦは
、全サブピクセルの放電空間の状態を一様にするための初期化期間、各サブピクセルに発
光の選択をする書き込み期間、発光する表示期間から構成される。
【０００４】
　書き込み期間では、走査・維持電極とデータ電極によりアドレスが行われる。すなわち
、走査・維持電極に走査電圧、データ電極にデータ電圧を順次印加して書き込み放電を行
い、全てのサブピクセルにおいて発光または非発光の選択を行う。その後、表示期間にお
いて、全ての走査・維持電極と維持電極に交互に電圧を印加して表示放電を行う。
【０００５】
　なお、特許文献１には、液晶表示装置に用いられ、走査信号を光で入力する光入力装置
が記載されている。
【特許文献１】特開平６－８８９６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＦＥＤでは、通常、走査電極１本を選択し、走査電極に走査電圧が印加されているとき
に、各データ電極にデータ電圧を印加することにより表示を行っているため、各走査線の
発光期間は１水平走査周期（１Ｈ）になる。このため、ディスプレイの高精細化に伴い走
査線本数が増加すると、１水平走査周期が短くなり、表示輝度が低下するという問題があ
った。
【０００７】
　ＰＤＰでは、ディスプレイの高精細化に伴い走査線本数が増加すると、各ＳＦでの書き
込み期間が長くなる。１フィールド内で初期化、書き込み、表示を行うためには、書き込
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み期間が長くなった分だけ表示期間を短くしなければならず、輝度が低下する。
【０００８】
　また、書き込み放電を生じさせる電圧パルスは所定の時間が必要である。例えば電圧パ
ルス幅を１μｓｅｃとして、走査線本数が４０００本、ＳＦ数が８のＰＤＰを駆動する場
合、書き込み期間は３２ｍｓｅｃ必要になる。通常１フィールドは１６．７ｍｓｅｃであ
るため、１フィールド内で全てのサブピクセルに書き込み放電を行うことが困難であると
いう問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたもので、走査線本数が増加しても輝度が低下せず、
また、従来方法では走査が困難なほどの走査線本数においても走査が可能なマトリクス型
ディスプレイ駆動装置、それを用いた電界放出型ディスプレイ、およびプラズマディスプ
レイパネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、Ｘ方向に延在するストライプ状の走査電極とデータ電極によりアドレスを行
うマトリクス型ディスプレイ駆動装置において、
　データ電極と基板の間に、光導電層と、透明電極と、Ｘ方向に延在するストライプ状で
互いに異なる波長の光を透過する複数種類のフィルタと、前記Ｘ方向と直交しＹ方向に延
在するストライプ状の導波路を設け、
　前記データ電極を前記導波路とフィルタの交点位置のサブピクセル毎に分割し、
　前記導波路に入射した波長の光が前記複数種類のフィルタのいずれかを透過し前記光導
電層に入射して抵抗値を減少させ、前記透明電極に印加されたデータ電圧を所望のデータ
電極に印加することにより、走査線本数が増加しても輝度が低下せず、また、従来方法で
は走査が困難なほどの走査線本数において走査が可能となる。
【００１１】
　また、前記マトリクス型ディスプレイ駆動装置において、前記導波路に入射する光を多
波長とすることができる。
【００１２】
　また、本発明は、前記マトリクス型ディスプレイ駆動装置の前記データ電極上に冷陰極
エミッタを設け、
　前記冷陰極エミッタが露出する開口部を持つ前記走査電極としてのゲート電極を設け冷
陰極を構成し、
　前記冷陰極に対向する面にアノード電極および蛍光体を設けたことにより、電界放出型
ディスプレイの走査線本数が増加しても輝度が低下しなくなる。
【００１３】
　また、本発明は、前記マトリクス型ディスプレイ駆動装置の前記データ電極を囲む障壁
を設け、前記障壁に囲まれた箇所に蛍光体を設け、
　前記データ電極に対向する面に前記走査電極としての走査・維持電極および維持電極を
設けたことにより、プラズマディスプレイパネルの走査線本数が増加しても走査が可能と
なる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、走査線本数が増加しても輝度が低下せず、また、従来方法では走査が
困難なほどの走査線本数においても走査が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１６】
　＜データ電圧印加部の構造＞
　図１は、本発明装置であるマトリクス型ディスプレイのデータ電圧印加部の一実施形態
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の構造図を示す。同図中、平面の背面基板１０上に、Ｙ方向に延在するストライプ状の複
数の導波路１１ａ，１１ｂ，１１ｃを設ける。導波路１１ａ，１１ｂ，１１ｃは例えば石
英やシリコンなどで構成する。導波路１１ａ，１１ｂ，１１ｃ上に導波路と直交しＸ方向
に延在するストライプ状の複数のフィルタ１２ａ，１２ｂ，１２ｃを設ける。フィルタ１
２ａ，１２ｂ，１２ｃは例えばダイクロイックフィルタなどである。
【００１７】
　フィルタ１２ａ，１２ｂ，１２ｃ上にＩＴＯ（錫をドープした酸化インジウム：Ｉｎ２

Ｏ３：Ｓｎ）などの透明電極１３、更に、アモルファスシリコン、アモルファスセレンな
どの光導電層１４を積層する。光導電層１４は光入射位置の抵抗値が減少する特性を有し
ている。なお、光導電層の代りに、ＰＩＮフォトダイオード、アバランシェフォトダイオ
ードを用いても良い。
【００１８】
　光導電層１４上に、導波路とフィルタの交点位置の各サブピクセルで独立するように複
数のデータ電極１５ａ，１５ｂ，１５ｃ等を設ける。データ電極１５ａ，１５ｂ，１５ｃ
は例えばクロムで形成する。これにより、マトリクス型ディスプレイ駆動装置２０が構成
されている、
　図２（Ａ），（Ｂ）は、導波路に光を入射する構成の側面図、平面図を示す。同図中、
光源４１から放射された波長Ａｗの光は光分配器４４にて分配され、３つの光シャッタ４
７ａ，４７ｂ，４７ｃに入射される。光源４２，４３から放射された波長Ｂｗ，Ｃｗの光
についても同様に光分配器４５，４６にて分配され、各３つの光シャッタ（４８ｃ，４９
ｃのみ図示）に入射される。
【００１９】
　各光シャッタは独立して開閉し、光シャッタ４７ｃ，４８ｃ，４９ｃのうち開成したシ
ャッタを通った波長Ａｗ，Ｂｗ，Ｃｗの光は光結合器５３ｃで結合され、導波路１１ｃに
入射される。同様に３つの光シャッタ（４７ａ，４７ｂのみ図示）のうち開成したシャッ
タを通った波長Ａｗ，Ｂｗ，Ｃｗの光は光結合器５３ａ，５３ｂそれぞれで結合され、導
波路１１ａ，１１ｂに入射される。
【００２０】
　図１を用いてデータ電圧を印加する方法を以下に説明する。各導波路１１ａ，１１ｂ，
１１ｃに入射する光のパルス幅または強度が画像データである。走査線は導波路１１ａ，
１１ｂ，１１ｃと直交する。ここで、３本の走査線を同時に走査することを考える。各導
波路１１ａ，１１ｂ，１１ｃに３波長（波長Ａｗ、Ｂｗ、Ｃｗ）の光を入射する。
【００２１】
　また、順次配列されたフィルタ１２ａは波長Ａｗのみ、フィルタ１２ｂは波長Ｂｗのみ
、フィルタ１２ｃは波長Ｃｗのみを透過し、使用している他の波長を透過しない。透明電
極１３にはデータ電圧を印加する。一方、全てのデータ電極１５には電圧を印加しない。
【００２２】
　図１の中央に示す導波路１１ｂに波長Ａｗの光を入射すると、波長Ａｗの光はフィルタ
１２ａを透過するため、データ電極１５ａ直下の光導電層の抵抗値が減少する。このとき
データ電極１５ａと透明電極が導通し、データ電極１５ａの電圧値は透明電極１３に印加
された電圧値になる。しかし、波長Ａｗの光はフィルタ１２ｂ，１２ｃを透過しないため
データ電極１５ｂ，１５ｃ直下の光導電層の抵抗値は減少しない。そのため、データ電極
１５ｂ，１５ｃの電圧値は透明電極１３に印加された電圧値にならない。
【００２３】
　同様に、導波路１１ｂに波長ＢｗまたはＣｗの光を入射するとデータ電極１５ｂまたは
１５ｃの電圧値が透明電極１３に印加された電圧値になる。従って、導波路１１ｂに入射
する３つの波長の光を制御することにより、データ電極１５ａ，１５ｂ，１５ｃに電圧を
印加するか否かを独立に制御することができる。
【００２４】
　＜本発明装置を用いたＦＥＤの実施形態＞
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　図３は本発明装置を用いたＦＥＤの一実施形態の分解斜視図、図４はＦＥＤの冷陰極の
断面図を示す。本実施形態では、ゲート電極を走査電極とし、カソード電極をデータ電極
とする。
【００２５】
　図３および図４において、マトリクス型ディスプレイ駆動装置２０の光導電層１４上に
形成された各データ電極１５ａ，１５ｂ，１５ｃ等の上に、開口部２３を設けた絶縁層２
１およびＸ方向に延在する複数のゲート電極２２ａ，２２ｂ，２２ｃを積層する。絶縁層
２１は例えば二酸化珪素で形成し、走査電極としてのゲート電極２２ａ，２２ｂ，２２ｃ
はクロムで形成する。
【００２６】
　開口部２３内のデータ電極１５ａ，１５ｂ，１５ｃ等の上には冷陰極エミッタ２４を開
口部２３から露出するように設ける。冷陰極エミッタとしてはカーボンナノチューブやシ
リコン、モリブデンなどで形成する。
【００２７】
　平面の前面基板２５には、アノード電極２６および蛍光体２７を成膜する。前面基板２
５と背面基板１０の間は真空にする。
【００２８】
　図５はＦＥＤの一実施形態の平面図、図６はＦＥＤの駆動波形の一実施形態を示す。図
５には、ゲート電極ｎ～ｎ＋５と、導波路ｍ，ｍ＋１等を示している。　ここでは、各導
波路ｍ，ｍ＋１に入射する光は３波長（波長Ａｗ、Ｂｗ、Ｃｗ）とし、連続する３行のゲ
ート電極ｎ～ｎ＋２を同時に走査する。透明電極１３にはカソード電圧ＶＫを印加する。
【００２９】
　図６の時刻ｔ０において、ゲート電極ｎ～ｎ＋２にゲート電圧ＶＧを印加する。また、
導波路ｍの波長ＡｗおよびＣｗの光源、および導波路ｍ＋１の波長Ｂｗの光源に電圧ＶＬ

を印加して、各導波路にそれぞれの光を入射する。なお、図２に示す光の入射方法を用い
るとすると、光源は常時発光し、光シャッタ４７ａ～４９ｃを用いて各導波路の光入射の
オン／オフを制御することになる。
【００３０】
　これにより、導波路ｍ上のデータ電極１５ａ，１５ｃに対応するカソード電極Ａｅｍ，
Ｃｅｍおよび導波路ｍ＋１上のデータ電極１５ｂに対応するカソード電極Ｂｅｍ＋１に電
圧ＶＫが印加される。
【００３１】
　サブピクセル（ｍ，ｎ）、（ｍ，ｎ＋２）、（ｍ＋１，ｎ＋１）では、冷陰極エミッタ
２４に印加される電圧がＶＧ－ＶＫ＞ＶＥ（ＶＥ：エミッション開始電圧）になるため、
冷陰極エミッタ２４から電子が放出される。サブピクセル（ｍ，ｎ＋１）、（ｍ＋１，ｎ
）、（ｍ＋１，ｎ＋２）では冷陰極エミッタ２４に印加される電圧がＶＧ（＜ＶＥ）のた
め、冷陰極エミッタ２４からは電子は放出されない。このとき、ゲート電極ｎ＋３～ｎ＋
５にはゲート電圧ＶＧが印加されないため、ゲート電極ｎ＋３～ｎ＋５のサブピクセルで
は電子の放出はない。
【００３２】
　次に、時刻ｔ１において、ゲート電極ｎ＋３からｎ＋５にゲート電圧ＶＧを印加する。
また、導波路ｍの波長ＡｗおよびＢｗの光源、および導波路ｍ＋１の波長Ｃｗの光源に電
圧ＶＬを印加して、各導波路にそれぞれの光を入射する。これにより導波路ｍ上のデータ
電極１５ａ，１５ｂに対応するカソード電極Ａｅｍ，Ｂｅｍおよび導波路ｍ＋１上のデー
タ電極１５ｃに対応するカソード電極Ｃｅｍ＋１に電圧ＶＫが印加される。
【００３３】
　サブピクセル（ｍ，ｎ＋３）、（ｍ，ｎ＋４）、（ｍ＋１，ｎ＋５）では、冷陰極エミ
ッタ２４に印加される電圧がＶＧ－ＶＫ＞ＶＥになるため、冷陰極エミッタ２４から電子
が放出される。サブピクセル（ｍ，ｎ＋５）、（ｍ＋１，ｎ＋３）、（ｍ＋１，ｎ＋４）
，ゲート電極ｎ～ｎ＋２のサブピクセルからは電子は放出されない。これを繰り返すこと
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によりＦＥＤを走査することができる。
【００３４】
　ここで、階調表示は図７に示すように、導波路に入射する波長Ａｗ，Ｂｗ，Ｃｗの光源
に印加する電圧ＶＬのパルス幅を調整するパルス幅変調方式を用いて行うことができる。
【００３５】
　上記実施形態では、導波路に入射する光を３波長として連続する３行のゲート電極を同
時に走査している。このため、電子を放出している期間を従来の３倍にすることができる
。発光期間の長さは輝度に比例するため、この駆動方法により輝度は３倍になる。また、
導波路に入射する光の波長をｉ（ｉは２以上の整数）波長とすることで、連続するｉ行の
ゲート電極を同時に走査でき、輝度を更に増加できる。
【００３６】
　図４では絶縁層２１とゲート電極２２ａに開口部２３を設けて、開口部２３内のゲート
電極２２ａ上に冷陰極エミッタ２４を形成した冷陰極を示したが、電子ビームを集束する
ためのフォーカス電極を設けた冷陰極やＭＩＭ型冷陰極、ＳＣＥ型冷陰極などの他の冷陰
極にも適用できる。
【００３７】
　＜本発明装置を用いたＰＤＰの実施形態＞
　図８は本発明装置を用いたＰＤＰの一実施形態の分解斜視図を示す。
【００３８】
　図８において、マトリクス型ディスプレイ駆動装置２０の光導電層１４上にＹ方向に延
在する障壁３０を設け、障壁３０に囲まれた箇所に蛍光体３１を塗布する。
【００３９】
　平面の前面基板３５には導波路１１ａ，１１ｂ，１１ｃと直交しＸ方向に延在するスト
ライプ状の走査・維持電極３６ａ，３６ｂ，３６ｃおよび維持電極３７ａ，３７ｂ，３７
ｃを交互に形成し、更に絶縁層３８およびＭｇＯ層３９を形成する。
【００４０】
　走査電極としての走査・維持電極３６ａ，３６ｂ，３６ｃおよび維持電極３７ａ，３７
ｂ，３７ｃは、金などのバス電極とＩＴＯなどの透明電極である。前面基板３５と背面基
板１０の間は例えばＮｅ－Ｘｅなどの混合ガスを封入する。
【００４１】
　図９はＰＤＰの一実施形態の平面図、図１０および図１１はＰＤＰの駆動波形の一実施
形態を示す。図９には、走査・維持電極ｎ～ｎ＋５および維持電極ｎ～ｎ＋５と、導波路
ｍ，ｍ＋１等を示している。ここでは各導波路ｍ，ｍ＋１に入射する光は３波長（波長Ａ
ｗ、Ｂｗ、Ｃｗ）とし、連続する３行の走査・維持電極ｎ～ｎ＋２を同時に走査する。透
明電極１３にはデータ電圧ＶＤを印加する。
【００４２】
　図１０では時分割階調表示において、１フィールドを８つのＳＦ（サブフィールド）に
分割した場合を示している。各ＳＦは全サブピクセルの放電空間の状態を一様にするため
の初期化期間、各サブピクセルに発光の選択をする書き込み期間、発光する表示期間から
構成され、各ＳＦの初期化期間と書き込み期間は同一であるが、表示期間が１ＳＦから８
ＳＦまで順に２倍とされている。図１１は１つのＳＦのうち、書き込み期間と表示期間の
電圧パルス波形を示す。
【００４３】
　図１１の時刻ｔ１において走査・維持電極ｎ～ｎ＋２に走査電圧ＶＳＣＡＮを印加する
。また、導波路ｍの波長ＡｗおよびＢｗの光源、および導波路ｍ＋１の波長Ｃｗの光源に
電圧ＶＬを印加して、各導波路にそれぞれの光を入射する。これにより導波路ｍ上のデー
タ電極１５ａ，１５ｂに対応するデータ電極Ａｅｍ，Ｂｅｍおよび導波路ｍ＋１上のデー
タ電極１５ｃに対応するデータ電極Ｃｅｍ＋１に電圧ＶＤが印加される。
【００４４】
　サブピクセル（ｍ，ｎ）、（ｍ，ｎ＋１）、（ｍ＋１，ｎ＋２）では、データ電極と走
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査・維持電極間の電位差が－ＶＳＣＡＮ＋ＶＤ＞ＶＢ（ＶＢ：放電開始電圧）になるため
、放電空間内で書き込み放電が起こる。放電により生じた電荷が壁電荷として蓄積される
。サブピクセル（ｍ，ｎ＋２）、（ｍ＋１，ｎ）、（ｍ＋１，ｎ＋１）では放電が起こら
ない。このとき、走査・維持電極ｎ＋３～ｎ＋５に走査電圧ＶＳＣＡＮが印加されないた
め、走査・維持電極ｎ＋３～ｎ＋５のサブピクセルでは書き込み放電は起こらない。
【００４５】
　次に、時刻ｔ２において、走査・維持電極ｎ＋３からｎ＋５に走査電圧ＶＳＣＡＮを印
加する。また、導波路ｍの波長ＡｗおよびＣｗの光源、および導波路ｍ＋１の波長Ｂｗの
光源に電圧ＶＬを印加して、各導波路にそれぞれの光を入射する。これにより、導波路ｍ
上のデータ電極１５ａ，１５ｃに対応するデータ電極Ａｅｍ，Ｃｅｍおよび導波路ｍ＋１
上のデータ電極１５ｂに対応するデータ電極Ｂｅｍ＋１に電圧ＶＤが印加される。サブピ
クセル（ｍ，ｎ＋３）、（ｍ，ｎ＋５）、（ｍ＋１，ｎ＋４）では、データ電極と走査・
維持電極間の電位差が－ＶＳＣＡＮ＋ＶＤ＞ＶＢになるため、放電空間内で書き込み放電
が起こる。放電により生じた電荷が壁電荷として蓄積される。
【００４６】
　サブピクセル（ｍ，ｎ＋４）、（ｍ＋１，ｎ＋３）、（ｍ＋１，ｎ＋５）では放電が起
こらない。また、走査・維持電極ｎ～ｎ＋２に走査電圧ＶＳＣＡＮが印加されないため、
走査・維持電極ｎ～ｎ＋２のサブピクセルでは書き込み放電は起こらない。これを全ての
走査・維持電極に行うことにより、各サブピクセルの発光または非発光の選択を行う。
【００４７】
　時刻ｔ４からｔ５において表示放電を行う。全ての維持電極および走査・維持電極に交
互に放電維持電圧ＶＳＵＳを印加する。壁電荷が蓄積されたサブピクセルでは放電が起こ
り、発光する。これを８ＳＦについて行うことにより階調表示を行うことができる。ここ
では８ＳＦを用いて述べたが、それ以外のＳＦ数でも同様に駆動できる。
【００４８】
　なお、上記実施形態ではＦＥＤやＰＤＰを例に説明したが、本発明はＬＣＤやＥＬＤに
適応しても好適である。
【００４９】
　本発明では、マトリクス型ディスプレイにおいて、複数波長の光を用いてアドレスを行
って複数本のラインを同時に走査することができるため、走査線本数が多いディスプレイ
においても走査を容易に行うことができ、また輝度が向上する。このため、特に走査線本
数の多い超高精細ディスプレイや立体ディスプレイに有効である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明装置であるマトリクス型ディスプレイのデータ電圧印加部の一実施形態の
構造図である。
【図２】導波路に光を入射する構成の側面図、平面図である。
【図３】本発明装置を用いたＦＥＤの一実施形態の分解斜視図である。
【図４】ＦＥＤの冷陰極の断面図である。
【図５】ＦＥＤの一実施形態の平面図である。
【図６】ＦＥＤの駆動波形の一実施形態を示す図である。
【図７】ＦＥＤの階調表示を説明するための図である。
【図８】本発明装置を用いたＰＤＰの一実施形態の分解斜視図である。
【図９】ＰＤＰの一実施形態の平面図である。
【図１０】ＰＤＰの階調表示を説明するための図である。
【図１１】ＰＤＰの駆動波形の一実施形態を示す図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　背面基板
　１１ａ，１１ｂ，１１ｃ　導波路
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　１２ａ，１２ｂ，１２ｃ　フィルタ
　１３　透明電極
　１４　光導電層
　１５ａ，１５ｂ，１５ｃ　データ電極
　２０　マトリクス型ディスプレイ駆動装置
　４１，４２，４３　光源
　４４，４５，４６　光分配器
　４７ａ，４７ｂ，４７ｃ，４８ａ，４９ａ　光シャッタ
　５３ａ，５３ｂ，５３ｃ　光結合器
　２１　絶縁層
　２２ａ，２２ｂ，２２ｃ　ゲート電極
　２３　開口部
　２４　冷陰極エミッタ
　２５，３５　前面基板
　２６　アノード電極
　２７，３１　蛍光体
　３０　障壁
　３６ａ，３６ｂ，３６ｃ　走査・維持電極
　３７ａ，３７ｂ，３７ｃ　維持電極
　３８　絶縁層
　３９　ＭｇＯ層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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