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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３４．５～４３．６モル％の酸化ケイ素、８．６～１４．６モル％の酸化アルミニウム
、１０．０～１７．０モル％のアルカリ金属酸化物及び２４～３４モル％の酸化ホウ素を
含有し、かつ、アルカリ土類金属酸化物の含有率が０．５～２．９モル％及び酸化亜鉛の
含有率が０．５～１０モル％の低軟化点ガラス粉末と、
　有機成分と、を含有する、隔壁ペースト。
【請求項２】
　前記低軟化点ガラス粉末におけるアルカリ土類金属酸化物の含有率が０．５～２．０モ
ル％である、請求項１記載の隔壁ペースト。
【請求項３】
　前記有機成分として、感光性有機成分を含有する、請求項１又は２記載の隔壁ペースト
。
【請求項４】
　基板上に、請求項１～３のいずれか一項記載の隔壁ペーストを塗布し、焼成して隔壁を
形成する、隔壁を有する部材の製造方法。
【請求項５】
　基板上に、請求項３記載の隔壁ペーストを塗布し、露光し、現像し、焼成して隔壁を形
成する、隔壁を有する部材の製造方法。
【請求項６】
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　低軟化点ガラスを主成分とする隔壁を有する部材であり、
　前記低軟化点ガラスは、３４．５～４３．６モル％の酸化ケイ素、８．６～１４．６モ
ル％の酸化アルミニウム、１０．０～１７．０モル％のアルカリ金属酸化物及び２４～３
４モル％の酸化ホウ素を含有し、かつ、アルカリ土類金属酸化物の含有率が０．５～２．
９モル％及び酸化亜鉛の含有率が０．５～１０モル％である、隔壁を有する部材。
【請求項７】
　請求項６記載の部材を具備するプラズマディスプレイ。
【請求項８】
　請求項６記載の部材を具備する放射線撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、隔壁ペースト、隔壁を有する部材の製造方法及び隔壁を有する部材に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プラズマディスプレイ、フィールドエミッションディスプレイ、蛍光表示管、液
晶表示装置、エレクトロルミネッセンスディスプレイ、発光ダイオード等の平面ディスプ
レイの開発が急速に進められている。これら平面ディスプレイのうち、プラズマディスプ
レイは、前面ガラス基板と背面ガラス基板との間に設けられた放電空間内で対向するアノ
ード電極とカソード電極との間にプラズマ放電を生じさせ、放電空間内に封入されている
放電ガスから発生した紫外線を、放電空間内に設けた蛍光体に照射することにより表示を
行うものである。プラズマディスプレイや蛍光表示管等のガス放電タイプの平面ディスプ
レイは、放電空間を仕切るための絶縁性の隔壁を必要とする。また、フィールドエミッシ
ョンディスプレイ等の電界放射タイプの平面ディスプレイは、ゲート電極とカソード電極
とを隔絶するための絶縁性の隔壁を必要とする。
【０００３】
　また、医療分野においても、隔壁を有する部材に注目が集まっている。従来、医療現場
において、フィルムを用いたアナログ方式の放射線撮像装置が広く用いられてきたが、近
年、コンピューテッドラジオグラフィや平板Ｘ線検出装置等のデジタル方式の放射線撮像
装置が開発されている。平板Ｘ線検出装置においては、放射線をＸ線蛍光体により可視光
に変化するシンチレーターパネルが使用されるが、Ｘ線蛍光体発光光が散乱するため、Ｓ
／Ｎ比が低いという問題があった。そこで、Ｘ線蛍光体を隔壁で仕切り、光散乱を抑制す
る方法が提案されている。
【０００４】
　これらの隔壁を形成する方法として、隔壁ペーストをスクリーン印刷版によりパターン
状に繰り返し塗布、乾燥した後、焼成を行うスクリーン印刷法、乾燥させた隔壁材料の層
上にレジストでマスキングし、サンドブラスト処理により削った後、焼成を行うサンドブ
ラスト法、隔壁ペーストの塗布膜にパターンを有する金型を押し当てて隔壁パターンを形
成した後、焼成を行う型転写法（インプリント法）、感光性ペースト材料からなる隔壁材
料を塗布、乾燥し、露光、現像処理を行った後、焼成を行う感光性ペースト法（フォトリ
ソグラフィー法）等が知られている。これらの隔壁形成法はいずれも低軟化点ガラス粉末
と有機成分とを含むペーストを用いて隔壁パターンを形成し、焼成することによって有機
成分を除去して低軟化点ガラスを含む絶縁性パターンである隔壁を形成する方法である。
中でも感光性ペースト法は、高精細で大面積化に対応できる方法であり、また、コストメ
リットの高い手法である。
【０００５】
　従来の隔壁形成方法では、低軟化点ガラス粉末と有機成分とを含む隔壁ペーストを用い
て隔壁パターンを形成し、その後焼成して隔壁を形成するため、焼成後の隔壁中に炭素残
渣が残存してしまっていた。この炭素残渣が多く残存すると、隔壁が着色し反射率が低下
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するため、輝度等の表示特性や信頼性に影響を与えるという問題があった。
【０００６】
　そこで、輝度等の表示特性に優れ、信頼性の高い平面ディスプレイ用パネル及びシンチ
レーターパネル等の隔壁を有する部材を製造するため、焼成後の炭素残渣を低減する手法
が種々提案されている（特許文献１～３）。特許文献１は、隔壁ペースト中の有機成分と
して水酸基及び重合性不飽和基を含有する樹脂、例えば、高温時の熱分解性に優れるポリ
オールを用いる点が特徴である。特許文献２は、有機成分の熱分解性を上げるため、有機
成分として酸素原子含有率の高いポリアルキレンオキシドセグメントを有するアクリル系
共重合体を用いる点が特徴である。特許文献３は、有機成分分解物がガラス中に残存しな
いように、有機成分の減量率が８０％に達する温度よりもガラス転移点が１０℃以上高い
低軟化点ガラスを用いる点が特徴である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－３０５７２９号公報
【特許文献２】特開２００８－５０５９４号公報
【特許文献３】特開平１１－５２５６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、このような従来の手法では、隔壁ペースト中又は隔壁パターン形成工程
において、有機成分がガラス中の成分と反応して熱分解性不良となることに起因する炭素
残渣は低減できないため、隔壁中の炭素残渣の低減は不十分なものであった。そこで本発
明は、焼成時における有機成分の熱分解性に優れ、焼成後の隔壁中の炭素残渣が少なく、
反射率が高い隔壁を形成可能な隔壁ペーストを提供することを目的とする。また、炭素残
渣が少なく、反射率が高い隔壁を有し、輝度等の表示特性に優れた、信頼性の高い平面デ
ィスプレイ用パネル及びシンチレーターパネル等の隔壁を有する部材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】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の（１）～（８）の構成を有する。
（１）３４．５～４３．６モル％の酸化ケイ素、８．６～１４．６モル％の酸化アルミニ
ウム、１０．０～１７．０モル％のアルカリ金属酸化物及び２４～３４モル％の酸化ホウ
素を含有し、かつ、アルカリ土類金属酸化物の含有率が０．５～２．９モル％及び酸化亜
鉛の含有率が０．５～１０モル％の低軟化点ガラス粉末と、有機成分と、を含有する、隔
壁ペースト。
（２）上記低軟化点ガラス粉末におけるアルカリ土類金属酸化物の含有率が０．５～２．
０モル％である、（１）記載の隔壁ペースト。
（３）上記有機成分として、感光性有機成分を含有する、（１）又は（２）記載の隔壁ペ
ースト。
（４）基板上に、（１）～（３）のいずれか一項記載の隔壁ペーストを塗布し、焼成して
隔壁を形成する、隔壁を有する部材の製造方法。
（５）基板上に、（３）記載の隔壁ペーストを塗布し、露光し、現像し、焼成して隔壁を
形成する、隔壁を有する部材の製造方法。
（６）低軟化点ガラスを主成分とする隔壁を有する部材であり、上記低軟化点ガラスは、
３４．５～４３．６モル％の酸化ケイ素、８．６～１４．６モル％の酸化アルミニウム、
１０．０～１７．０モル％のアルカリ金属酸化物及び２４～３４モル％の酸化ホウ素を含
有し、かつ、アルカリ土類金属酸化物の含有率が０．５～２．９モル％及び酸化亜鉛の含
有率が０．５～１０モル％である、隔壁を有する部材。
（７）（６）記載の部材を具備するプラズマディスプレイ。
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（８）（６）記載の部材を具備する放射線撮像装置。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、焼成時の有機成分の熱分解性に優れ、炭素残渣が少なく、反射率が高
い隔壁を形成可能な隔壁ペーストを提供できる。また、炭素残渣が少なく反射率の高い隔
壁を有し、輝度等の表示特性に優れた、信頼性の高い平面ディスプレイ用パネル及びシン
チレーターパネル等の隔壁を有する部材を安定的に提供できる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　隔壁ペーストとは、スクリーン印刷法、サンドブラスト法、エッチング法、型転写法（
インプリント法）又は感光性ペースト法（フォトリソグラフィー法）等の方法により隔壁
形成を行うことが可能な、無機成分と有機成分との混合物をいう。
【００１２】
　本発明の隔壁ペーストは、３４．５～４３．６モル％の酸化ケイ素、８．６～１４．６
モル％の酸化アルミニウム、１０．０～１７．０モル％のアルカリ金属酸化物及び２４～
３４モル％の酸化ホウ素を含有し、かつ、アルカリ土類金属酸化物の含有率が０．５～２
．９モル％及び酸化亜鉛の含有率が０．５～１０モル％の低軟化点ガラス粉末と、有機成
分と、を含有することを特徴とする。
【００１３】
　無機成分である低軟化点ガラス粉末とは、軟化点が５７０～６２０℃のガラス、すなわ
ち低軟化点ガラスの粉末をいう。軟化点がこの範囲にあることで、焼成工程における溶融
性が適切となる。また、特にガラス基板上に隔壁を形成する場合に、ガラス基板の歪み等
の問題が発生しないように比較的低温で焼結させた場合でも十分軟化が起こるため、表面
粗さの小さい隔壁を得ることができる。
【００１４】
　軟化点は、示差熱分析装置（以下、「ＤＴＡ」）を用いて測定することができ、ガラス
粉末を測定して得られるＤＴＡ曲線から、吸熱ピークにおける吸熱終了温度を接線法によ
り外挿して求めることができる。
【００１５】
　隔壁ペーストが感光性隔壁ペーストである場合には、低軟化点ガラス粉末の屈折率は、
１．４５～１．６５であることが好ましい。無機成分と有機成分との屈折率を整合させ、
光散乱を抑制することにより、高精度の隔壁パターン加工が容易になる。ここで屈折率と
は、ベッケ線検出法により測定した、２５℃での波長４３６ｎｍ（水銀ランプのｇ線）に
おける屈折率をいう。
【００１６】
　低軟化点ガラス粉末の粒子径は、作製する隔壁の形状にも依るが、重量分布曲線におけ
る５０％粒子径（以下、「平均粒子径」）ｄ５０が０．１～３．０μｍであることが好ま
しく、最大粒子径ｄｍａｘが２０μｍ以下であることが好ましい。
【００１７】
　低軟化点ガラス粉末を構成する各成分について、以下に説明する。
【００１８】
　酸化ケイ素は、ガラス骨格を形成する成分である。ガラスの緻密性、強度又は化学的安
定性を向上させる効果を有し、さらにガラスの屈折率を低下させる効果を有する。また、
基材としてガラス基板を用いる場合には、熱膨張係数をコントロールすることで、ガラス
基板とのミスマッチによる隔壁の剥離等を防ぐこともできる。低軟化点ガラス粉末に占め
る酸化ケイ素の含有率は、３０～４８モル％が好ましく、３３～４２モル％がより好まし
い。酸化ケイ素の含有率を３０モル％以上とすることで、熱膨張係数を小さく抑えガラス
基板に焼き付けたときにクラックを生じ難くできる。さらに、屈折率を低下させることが
できる。また、４８モル％以下とすることで、ガラスの軟化点を低下させてガラス基板へ
の焼き付け温度を低下させることができる。
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【００１９】
　酸化アルミニウムは、ガラスの化学的安定性を向上させる効果を有する。低軟化点ガラ
ス粉末に占める酸化アルミニウムの含有率は、ガラスの化学的安定性を向上させるため、
２～１５モル％が好ましく、９～１５モル％がより好ましい。
【００２０】
　アルカリ金属酸化物は、ガラスの熱膨張係数のコントロールを容易にするのみならず、
軟化点を低下させる効果を有する。ここでアルカリ金属酸化物とは、酸化リチウム、酸化
ナトリウム、及び酸化カリウムをいい、アルカリ金属酸化物を含有するとは、これらのう
ち一つ以上を含有することをいう。低軟化点ガラス粉末に占める、三つのアルカリ金属酸
化物の含有率の合計値は、７～１７モル％が好ましく、１０～１７モル％がより好ましい
。７モル％以上とすることで、ガラスの軟化点を低下させることができる。また、１７モ
ル％以下とすることで、ガラスの化学的安定性を維持しながら、熱膨張係数を小さく抑え
、屈折率を低下させることができる。また、銀イオンのマイグレーションによる黄変を低
減できることから、低軟化点ガラス粉末に占める、酸化ナトリウムの含有率は３．５モル
％以下にすることが好ましい。
【００２１】
　酸化ホウ素は、ガラス骨格を形成する成分であり、ガラスの軟化点及び屈折率を低下さ
せる効果を有する。低軟化点ガラス粉末に占める酸化ホウ素の含有率は、ガラス組成のバ
ランス及び化学的安定性を好適に維持するため、２４～３７モル％である必要がある。ガ
ラスの化学的安定性を向上させ、軟化点を低下させてガラス基板への焼き付け温度を低下
させ、さらに屈折率を低下させるために、２４～３４モル％が好ましく、２９～３４モル
％がより好ましい。
【００２２】
　アルカリ土類金属酸化物とは、酸化マグネシウム、酸化カルシウム、酸化ストロンチウ
ム及び酸化バリウムをいう。アルカリ土類金属酸化物は、熱膨張係数のコントロールを容
易にするのみならず、軟化点を低下させる効果を有する。しかしながらその一方で、隔壁
ペースト中又は隔壁パターン形成工程において、有機成分と反応して、有機成分の熱分解
性不良、さらにはそれに起因する炭素残渣の主な原因となる成分である。有機成分とアル
カリ土類金属元素との反応とは、より具体的には、有機成分中のヒドロキシル基若しくは
カルボキシル基等の官能基と、アルカリ土類金属イオンとの塩又はイオン架橋形成反応で
ある。アルカリ土類金属イオンは２価イオンであり、強固なイオン架橋を有機成分と形成
できるため、ガラス中の他成分と比べ、有機成分の熱分解性への影響が大きいと推定され
る。このため、ガラス粉末に占める四つのアルカリ土類金属元素酸化物の含有率の合計値
は、４モル％以下である必要があるが、２．９モル％以下が好ましく、２モル％以下がよ
り好ましい。
【００２３】
　酸化亜鉛は、ガラスの熱膨張係数を大きく変化させることなく軟化点を低下させる効果
を有する。しかしながらその一方でペースト粘度安定性を悪化させるため、低軟化点ガラ
ス粉末に占める酸化亜鉛の含有率は１０モル％以下である必要があるが、５モル％以下が
好ましい。
【００２４】
　低軟化点ガラス粉末のその他の成分として、ガラスの化学的安定性を向上させる効果を
有する酸化チタン又は酸化ジルコニウム等を含有させたり、軟化点を低下させる効果を有
する酸化ビスマス又は酸化鉛を含有させても構わない。
【００２５】
　低軟化点ガラス粉末の作製法としては、例えば、構成成分である酸化リチウム、酸化カ
リウム、酸化ケイ素、酸化ホウ素、酸化亜鉛、酸化バリウム、酸化マグネシウム及び酸化
アルミニウム等の原料を所定の含有率となるように混合し、９００～１２００℃で溶融後
、冷却し、ガラスフリットにしてから粉砕、分級して２０μｍ以下の微細な粉末にする方
法が挙げられる。原料は高純度の炭酸塩、酸化物又は水酸化物等を使用できる。また、ガ
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ラス粉末の種類や組成によっては９９．９９％以上の超高純度なアルコキシド又は有機金
属の原料を使用し、ゾルゲル法で均質に作製した粉末を使用すると、高電気抵抗かつ緻密
で気孔の少ない、高純度な焼成膜が得られるので好ましい。
【００２６】
　本発明において、低軟化点ガラス粉末の構成成分及びその含有率は、低軟化点ガラス粉
末作製時の各原料及びその含有率から特定及び算出することができるが、低軟化点ガラス
粉末、隔壁ペースト又は隔壁のサンプル分析からも特定及び算出が可能である。サンプル
がガラス粉末の場合は、原子吸光分析又は誘導結合プラズマ（以下、「ＩＣＰ」）発光分
光分析を行うことにより定量的に決定できる。サンプルが隔壁の場合は、オージェ電子分
光分析により定量的に決定できる。より具体的には、隔壁断面を走査型電子顕微鏡（以下
、「ＳＥＭ」）により観察し、ＳＥＭ画像の濃淡の差で低軟化点ガラスを区別し、オージ
ェ電子分光により元素分析することにより定量的に決定できる。また、サンプルが隔壁の
場合は、隔壁より低軟化点ガラスを選択的に削り出し、原子吸光分析又はＩＣＰ発光分光
分析を行うというような他の公知の分析手段を補助的に用いることもできる。サンプルが
隔壁ペーストの場合は、隔壁ペーストをろ過、洗浄等の操作に供してガラス粉末を単離し
てから、ガラス粉末と同様の分析をするか、隔壁ペーストを塗布及び焼成して隔壁を形成
してから、隔壁と同様の分析をすることができる。
【００２７】
　元素分析結果から各構成成分の含有率を算出する方法は以下のとおりである。元素分析
では、低軟化点ガラス粉末に含まれる元素の質量比の情報が得られるので、原子量、構成
成分の式量、構成成分の組成式中の陽イオン数を基に、酸化物換算の質量比、つまり、構
成成分の質量比を計算できる。得られた構成成分の質量比は、Ｒｉ：構成成分ｉの質量％
、Ｆｉ：構成成分ｉの式量、Σ：全成分の和とする場合、以下の式１に基づいてモル比へ
換算することができる。
（Ｒｉ／Ｆｉ）／Σ（Ｒｉ／Ｆｉ）×１００　（モル％）　・・・　式１
　本発明の隔壁ペーストには、低軟化点ガラス粉末以外の無機成分として、フィラーを添
加しても構わない。ここでフィラーとは、隔壁の強度を改善するために添加されるもので
あり、焼成温度でも溶融流動しにくい無機粉末をいう。より具体的には、軟化点、融点及
び分解温度が６５０℃以上であり、６５０℃において固体として存在する、無機粉末をい
う。フィラーとしては、例えば、軟化点が６５０～１２００℃である高軟化点ガラス粉末
又はコーディエライト、アルミナ、シリカ、マグネシア若しくはジルコニア等のセラミッ
クス粉末が挙げられるが、平均粒子径ｄ５０や屈折率のコントロールのし易さの点から、
高軟化点ガラス粉末が好ましい。フィラーの隔壁ペースト中への分散性や充填性、露光時
の光散乱の抑制を考慮し、フィラーの平均粒子径ｄ５０は０．１～３．０μｍが好ましく
、フィラーの最大粒子径ｄｍａｘは２０μｍ以下が好ましい。
【００２８】
　無機成分としてフィラーを添加する場合、無機成分に占める低軟化点ガラス粉末の含有
率は、５０～９８体積％が好ましい。無機成分に占める低軟化点ガラス粉末の含有率が５
０体積％以上であると、焼成時の焼結が容易になり、焼成後の隔壁の空隙率を小さいまま
維持することができる。また、無機成分に占める低軟化点ガラス粉末の含有率が９８体積
％以下であると、焼成時の無機成分全体の流動性を制御することができ、隔壁の形状の変
形を防ぐことができる、焼成後隔壁の機械的強度を改善し、衝撃によって欠けにくい隔壁
を形成できる、等の利点があるため好ましい。
【００２９】
　無機成分に占める低軟化点ガラス粉末及びフィラーの含有率は、隔壁ペースト作製時の
各原料の含有率から算出することができる。あるいは、隔壁ペーストを塗布、乾燥して得
られる隔壁ペースト乾燥膜又は乾燥膜を焼成して得られる隔壁ペースト焼成膜の膜面に垂
直な断面をＳＥＭにより観察し、ＳＥＭ画像の濃淡の差で無機成分の種類を区別し、画像
解析を行えばよい。ＳＥＭ画像の濃淡と無機成分の関係は、Ｘ線による元素分析により特
定することができる。ＳＥＭの評価エリアとしては、２０μｍ×１００μｍ程度の面積を
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対象とし、１０００～３０００倍程度で観察ができる。
【００３０】
　好ましく使用できる高軟化点ガラス粉末は例えば酸化物表記で下記の組成を有するもの
である。
酸化リチウム、酸化ナトリウム
　及び酸化カリウムの合計量　　　　　　　　　０～　５モル％
酸化ケイ素　　　　　　　　　　　　　　　　３０～７０モル％
酸化ホウ素　　　　　　　　　　　　　　　　　５～２５モル％
酸化亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　０～１０モル％
酸化アルミニウム　　　　　　　　　　　　　　５～２５モル％
酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　０～　５モル％
酸化マグネシウム及び酸化カルシウムの合計量　１～２０モル％
酸化バリウム及び酸化ストロンチウムの合計量　０～１０モル％
　隔壁ペーストが感光性隔壁ペーストである場合、フィラーの屈折率は、１．４５～１．
６５であることが好ましい。フィラーと低軟化点ガラスと有機成分との屈折率を整合させ
、光散乱を抑制することにより、高精度の隔壁パターン加工が容易になる。
【００３１】
　隔壁ペーストの固形分中に占める無機成分の含有率は、合計で３５～８０体積％が好ま
しく、４０～７０体積％がより好ましい。ここで固形分とは、隔壁ペースト中に含まれる
溶媒を除く有機成分、及び、無機成分をいう。隔壁ペーストの固形分に占める無機成分の
含有率が３５体積％未満であると、焼成による隔壁パターンの収縮が大きくなる。また、
８０体積％を超えると均一に塗布することが困難となる。
【００３２】
　固形分に占める無機成分の含有率（体積％）は、隔壁ペースト作製時に無機成分及び有
機成分の密度を考慮して、添加率（質量％）で制御できる。また、無機成分の含有率を分
析する方法としては、熱重量測定（以下、「ＴＧＡ」）、隔壁ペースト乾燥膜の密度測定
及び隔壁ペースト焼成膜の密度測定により求める方法や、隔壁ペーストを塗布、乾燥して
得られる隔壁ペースト乾燥膜の透過型電子顕微鏡（以下、「ＴＥＭ」）観察像の画像解析
により求める方法が挙げられる。ＴＧＡ、隔壁ペースト乾燥膜の密度測定及び隔壁ペース
ト焼成膜の密度測定により求める場合、例えば、隔壁ペースト１０ｍｇ程度をサンプルと
して、室温～６００℃の重量変化をＴＧＡ（例えば、ＴＧＡ－５０；株式会社島津製作所
製）により評価する。通常、１００～１５０℃で隔壁ペースト中の溶媒が蒸発するので、
溶媒蒸発後の重量に対する６００℃まで昇温した後の重量（有機成分が除去されるため無
機成分の重量に相当する）の割合から、無機成分と有機成分の質量比を求める。一方、隔
壁ペースト乾燥膜の膜厚、面積と質量をもとに乾燥膜密度を評価し、隔壁ペースト焼成膜
の膜厚、面積と質量を基に無機成分の密度を評価すれば、無機成分の含有率（体積％）を
評価できる。また、ＴＥＭ観察により含有率を求める場合は、隔壁ペースト乾燥膜の膜面
に垂直な断面を、ＴＥＭ（ＪＥＭ－４０００ＥＸ；日本電子株式会社製）により観察し、
像の濃淡により無機成分と有機成分を区別し、画像解析を行えばよい。ＴＥＭの評価エリ
アとしては、２０μｍ×１００μｍ程度の面積を対象とし、１０００～３０００倍程度で
観察ができる。
【００３３】
　本発明の隔壁ペーストは、有機成分を含有する。ここで、有機成分は、隔壁ペーストを
塗布する際に適度な粘度を有し、隔壁ペーストを塗布、必要に応じて乾燥した際に、隔壁
パターン形状を保つようなものを、隔壁形成プロセスによって適宜選択すればよい。有機
成分としては、例えば、エチルセルロースに代表されるセルロース化合物、ポリイソブチ
ルメタクリレートに代表されるアクリル系共重合体又はポリビニルアルコール、ポリビニ
ルブチラール若しくはα－メチルスチレン重合体等の樹脂が挙げられる。
【００３４】
　隔壁ペーストが感光性隔壁ペーストである場合は、感光性有機成分を含有することが特
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徴となる。感光性有機成分としては、感光性モノマ、感光性オリゴマ又は感光性ポリマが
挙げられる。また、必要に応じて、非感光性ポリマ成分、酸化防止剤、有機染料、光重合
開始剤、増感剤、増感助剤、可塑剤、増粘剤、分散剤、有機溶媒又は沈殿防止剤等の有機
成分を加えても構わない。隔壁ペーストをプラズマディスプレイの隔壁等の高精細な隔壁
の形成に用いる場合は、有機成分として感光性有機成分を含む感光性隔壁ペーストとする
ことが好ましい。
【００３５】
　ここで感光性隔壁ペーストとは、塗布、乾燥を行った後の塗膜に対し活性光線を照射す
ることによって、光架橋、光重合、光解重合又は光変性等の反応が起こり、照射部分の化
学構造が変化して現像液による現像が可能になるような隔壁ペーストをいう。活性光線の
照射により照射部分が現像液に不溶となり、しかる後現像液によって非照射部分のみを除
去することによって隔壁パターン形成が可能なネガ型感光性隔壁ペーストとすることによ
り、良好な特性を得ることができる。ここで活性光線とは、このような化学反応を起こさ
せる２５０～１１００ｎｍの波長領域の光線をいい、より具体的には、超高圧水銀灯、メ
タルハライドランプ等の紫外光線、ハロゲンランプ等の可視光線、ヘリウム－カドミウム
レーザー、ヘリウム－ネオンレーザー、アルゴンイオンレーザー、半導体レーザー、ＹＡ
Ｇレーザー、炭酸ガスレーザー等の特定波長のレーザー光線等を挙げることができる。
【００３６】
　感光性ポリマとしては、アルカリ可溶性のポリマが好ましい。感光性ポリマがアルカリ
可溶性を有することで、現像液として環境に負荷のある有機溶媒ではなく、アルカリ水溶
液を用いることができるためである。アルカリ可溶性のポリマとしては、構成モノマとし
て不飽和カルボン酸等の不飽和酸を含むアクリル系共重合体が好ましい。ここでアクリル
系共重合体とは、共重合成分に少なくともアクリル系モノマを含む共重合体をいう。ここ
でアクリル系モノマとしては、例えば、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ｎ－
プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、ｓｅｃ－
ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、ｔｅｒｔ－ブチルアクリレート、ｎ－ペ
ンチルアクリレート、アリルアクリレート、ベンジルアクリレート、ブトキシエチルアク
リレート、ブトキシトリエチレングリコールアクリレート、シクロへキシルアクリレート
、ジシクロペンタニルアクリレート、ジシクロペンテニルアクリレート、２－エチルへキ
シルアクリレート、グリセロールアクリレート、グリシジルアクリレート、ヘプタデカフ
ロロデシルアクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレート、イソボニルアクリレート
、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、イソデシルアクリレート、イソオクチルアクリ
レート、ラウリルアクリレート、２－メトキシエチルアクリレート、メトキシエチレング
リコールアクリレート、メトキシジエチレングリコールアクリレート、オクタフロロペン
チルアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、ステアリルアクリレート、トリフロ
ロエチルアクリレート、アクリルアミド、アミノエチルアクリレート、フェニルアクリレ
ート、１－ナフチルアクリレート、２－ナフチルアクリレート若しくはチオフェノールア
クリレート、ベンジルメルカプタンアクリレート等のアクリル系モノマ又はこれらのアク
リレートをメタクリレートに置換したものが挙げられる。アクリル系モノマ以外の共重合
成分としては、炭素－炭素二重結合を有する化合物が使用可能であるが、そのような化合
物としては、例えば、スチレン、ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチルスチレン、ｐ－メチル
スチレン、α－メチルスチレン、クロロメチルスチレン若しくはヒドロキシメチルスチレ
ン等のスチレン類、１－ビニル－２－ピロリドン若しくは酢酸ビニルが挙げられる。
【００３７】
　アルカリ可溶性を付与する不飽和酸としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イ
タコン酸、クロトン酸、マレイン酸若しくはフマル酸又はこれらの酸無水物が挙げられる
。アルカリ可溶性ポリマの酸価は、５０～１５０の範囲であることが好ましい。
【００３８】
　アクリル系共重合体を用いる場合、感光性隔壁ペーストの露光による硬化反応の反応速
度を大きくするためには、側鎖又は分子末端に炭素－炭素二重結合を有するアクリル系共



(9) JP 6244910 B2 2017.12.13

10

20

30

40

50

重合体とすることが好ましい。炭素－炭素二重結合を有する基としては、例えば、ビニル
基、アリル基、アクリル基又はメタクリル基が挙げられる。このような官能基をアクリル
系共重合体に付加させるには、アクリル系共重合体中のメルカプト基、アミノ基、水酸基
又はカルボキシル基に対して、グリシジル基若しくはイソシアネート基と、炭素－炭素二
重結合とを有する化合物又はアクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライド若しくはア
リルクロライドを付加反応させてつくる方法がある。
【００３９】
　グリシジル基と炭素－炭素二重結合とを有する化合物としては、例えば、グリシジルメ
タクリレート、グリシジルアクリレート、アリルグリシジルエーテル又はグリシジルエチ
ルアクリレート、クロトニルグリシジルエーテル、グリシジルクロトネート、グリシジル
イソクロトネートが挙げられる。イソシアネート基と炭素－炭素二重結合とを有する化合
物としては、例えば、アクリロイルイソシアネート、メタクリロイルイソシアネート、ア
クリロイルエチルイソシアネート又はメタクリロイルエチルイソシアネートが挙げられる
。
【００４０】
　さらに本発明の感光性隔壁ペーストは、有機成分として非感光性のポリマ成分、例えば
メチルセルロース、エチルセルロース等のセルロース化合物、高分子量ポリエーテル等を
含有しても構わない。
【００４１】
　感光性モノマとは、炭素－炭素二重結合を含有する化合物をいい、例えば、メチルアク
リレート、エチルアクリレート、ｎ－プロピルアクリレート、イソプロピルアクリレート
、ｎ－ブチルアクリレート、ｓｅｃ－ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、ｔ
ｅｒｔ－ブチルアクリレート、ｎ－ペンチルアクリレート、アリルアクリレート、ベンジ
ルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、ブトキシトリエチレングリコールアクリ
レート、シクロヘキシルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、ジシクロペン
テニルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、グリセロールアクリレート、グ
リシジルアクリレート、ヘプタデカフロロデシルアクリレート、２－ヒドロキシエチルア
クリレート、イソボニルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、イソデシ
ルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ラウリルアクリレート、２－メトキシエチ
ルアクリレート、メトキシエチレングリコールアクリレート、メトキシジエチレングリコ
ールアクリレート、オクタフロロペンチルアクリレート、フェノキシエチルアクリレート
、ステアリルアクリレート、トリフロロエチルアクリレート、アリル化シクロヘキシルジ
アクリレート、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，３－ブチレングリコールジ
アクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレー
ト、トリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペ
ンタアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート、グリセロールジアク
リレート、メトキシ化シクロヘキシルジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリ
レート、プロピレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレー
ト、トリグリセロールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、アク
リルアミド、アミノエチルアクリレート、フェニルアクリレート、フェノキシエチルアク
リレート、ベンジルアクリレート、１－ナフチルアクリレート、２－ナフチルアクリレー
ト、ビスフェノールＡジアクリレート、ビスフェノールＡ－エチレンオキサイド付加物の
ジアクリレート、ビスフェノールＡ－プロピレンオキサイド付加物のジアクリレート、チ
オフェノールアクリレート若しくはベンジルメルカプタンアクリレート又はこれらモノマ
の芳香環の水素原子の１～５個を塩素若しくは臭素原子に置換したモノマ、あるいは、ス
チレン、ｐ－メチルスチレン、ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチルスチレン、塩素化スチレ
ン、臭素化スチレン、α－メチルスチレン、塩素化α－メチルスチレン、臭素化α－メチ
ルスチレン、クロロメチルスチレン、ヒドロキシメチルスチレン、カルボシキメチルスチ
レン、ビニルナフタレン、ビニルアントラセン又はビニルカルバゾールが挙げられる。ま
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た、上記の炭素－炭素二重結合を含有する化合物の分子内のアクリレートの一部若しくは
すべてをメタクリレートに置換したもの、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラ
ン又は１－ビニル－２－ピロリドンも挙げられる。また、多官能モノマにおいては、アク
リル基、メタクリル基、ビニル基又はアリル基が混在していても構わない。
【００４２】
　本発明の感光性隔壁ペーストは、さらにウレタン化合物を含有することが好ましい。ウ
レタン化合物を含有することにより、感光性隔壁ペースト乾燥膜の柔軟性が向上し、焼成
時の応力を小さくでき、亀裂や断線等の欠陥を効果的に抑制できる。また、ウレタン化合
物を含有することにより、熱分解性が向上し、焼成工程において有機成分が残存しにくく
なる。ウレタン化合物としては、例えば、下記一般式（１）で示される化合物が挙げられ
る。
【００４３】
【化１】

【００４４】
ここで、Ｒ１及びＲ２はエチレン性不飽和基を含む置換基、水素、炭素数１～２０のアル
キル基、アリール基、アラルキル基及びヒドロキシアラルキル基からなる群から選ばれた
ものであり、それぞれ同じであっても異なっていてもよい。Ｒ３はアルキレンオキサイド
基又はアルキレンオキサイドオリゴマー、Ｒ４はウレタン結合を含む有機基である。ｎは
１～１０の整数である。
【００４５】
　このようなウレタン化合物としては、エチレンオキサイド単位を含む化合物が好ましい
。また、一般式（１）中、Ｒ４がエチレンオキサイド単位（以下、「ＥＯ」）とプロピレ
ンオキサイド単位（以下、「ＰＯ」）を含むオリゴマであり、かつ、該オリゴマに占める
ＥＯ含有率が８～７０質量％の範囲内である化合物がより好ましい。ＥＯ含有率が７０質
量％以下であることにより、柔軟性がさらに向上し、焼成応力を小さくできるため、欠陥
を効果的に抑制できる。さらに、熱分解性が向上し、後の焼成工程において、有機成分が
残存しにくくなる。また、ＥＯ含有率が８％以上であることにより、他の有機成分との相
溶性が向上する。
【００４６】
　また、ウレタン化合物が炭素－炭素二重結合を有することも好ましい。ウレタン化合物
の炭素－炭素二重結合が他の架橋剤の炭素－炭素二重結合と反応して架橋体の中に含有さ
れることにより、さらに重合収縮を抑制することができる。
【００４７】
　ウレタン化合物としては、例えば、ＵＡ－２２３５ＰＥ（分子量１８０００、ＥＯ含有
率２０％）、ＵＡ－３２３８ＰＥ（分子量１９０００、ＥＯ含有率１０％）、ＵＡ－３３
４８ＰＥ（分子量２２０００、ＥＯ含有率１５％）若しくはＵＡ－５３４８ＰＥ（分子量
３９０００、ＥＯ含有率２３％）（いずれも新中村化学株式会社製）又はこれらの混合物
が挙げられる。
【００４８】
　溶媒を除く有機成分に占めるウレタン化合物の含有率は、０．１～２０質量％であるこ
とが好ましい。含有率を０．１質量％以上とすることで、隔壁ペースト乾燥膜の柔性を向
上することができ、隔壁ペースト乾燥膜を焼成する際の焼成収縮応力を緩和することがで
きる。一方で含有率が２０質量％を超えると、有機成分と無機成分の分散性が低下し、ま
た相対的にモノマ及び光重合開始剤の濃度が低下するので、欠陥が生じやすくなる。
【００４９】
　光重合開始剤としては、活性光源の照射によってラジカルを発生する光ラジカル開始剤
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が好ましい。光ラジカル開始剤としては、例えば、ベンゾフェノン、ｏ－ベンゾイル安息
香酸メチル、４，４－ビス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン、４，４－ビス（ジエチル
アミノ）ベンゾフェノン、４，４－ジクロロベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４－メチ
ルジフェニルケトン、ジベンジルケトン、フルオレノン、２，２－ジエトキシアセトフェ
ノン、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル
プロピオフェノン、ｐ－ｔ－ブチルジクロロアセトフェノン、チオキサントン、２－メチ
ルチオキサントン、２－クロロチオキサントン、２－イソプロピルチオキサントン、ジエ
チルチオキサントン、ベンジル、ベンジルジメチルケタール、ベンジルメトキシエチルア
セタール、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、アント
ラキノン、２－ｔ－ブチルアントラキノン、２－アミルアントラキノン、β－クロルアン
トラキノン、アントロン、ベンズアントロン、ジベンゾスベロン、メチレンアントロン、
４－アジドベンザルアセトフェノン、２，６－ビス（ｐ－アジドベンジリデン）シクロヘ
キサノン、２，６－ビス（ｐ－アジドベンジリデン）－４－メチルシクロヘキサノン、２
－フェニル－１，２－ブタジオン－２－（ｏ－メトキシカルボニル）オキシム、１－フェ
ニル－プロパンジオン－２－（ｏ－エトキシカルボニル）オキシム、１，３－ジフェニル
－プロパントリオン－２－（ｏ－エトキシカルボニル）オキシム、１－フェニル－３－エ
トキシ－プロパントリオン－２－（ｏ－ベンゾイル）オキシム、ミヒラーケトン、２－メ
チル－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルホリノ－１－プロパノン、ナフタレン
スルホニルクロライド、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェ
ニル）－１－ブタノン、キノリンスルホニルクロライド、Ｎ－フェニルチオアクリドン、
４，４－アゾビスイソブチロニトリル、ジフェニルジスルフィド、ベンズチアゾールジス
ルフィド、トリフェニルホスフィン、カンファーキノン、四臭化炭素、トリブロモフェニ
ルスルホン若しくは過酸化ベンゾイン又はエオシン若しくはメチレンブルー等の光還元性
の色素とアスコルビン酸若しくはトリエタノールアミン等の還元剤との組合せがあげられ
る。光重合開始剤は、感光性モノマと感光性ポリマの合計量に対し、０．０５～２０質量
％添加されることが好ましく、０．１～１８質量％添加されることがより好ましい。重合
開始剤の量が少なすぎると、光感度が不良となるおそれがあり、光重合開始剤の量が多す
ぎれば、露光部の残存率が小さくなりすぎるおそれがある。
【００５０】
　また、光重合開始剤と共に増感剤を使用し、感度を向上させたり、反応に有効な波長範
囲を拡大させたりすることができる。増感剤としては、例えば、２，４－ジメチルチオキ
サントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２－イソプロピルチオキサントン、２，３
－ビス（４－ジエチルアミノベンザル）シクロペンタノン、２，６－ビス（４－ジメチル
アミノベンザル）－４－メチルシクロヘキサノン、ミヒラ－ケトン、４，４－ビス（ジエ
チルアミノ）カルコン、ｐ－ジメチルアミノシンナミリデンインダノン、ｐ－ジメチルア
ミノベンジリデンインダノン、２－（ｐ－ジメチルアミノフェニルビニレン）イソナフト
チアゾール、１，３－ビス（４－ジメチルアミノベンザル）アセトン、１，３－カルボニ
ルビス（４－ジエチルアミノベンザル）アセトン、３，３－カルボニルビス－（７－ジエ
チルアミノクマリン）、トリエタノールアミン、メチルジエタノールアミン、トリイソプ
ロパノ－ルアミン、Ｎ－フェニル－Ｎ－エチルエタノールアミン、Ｎ－フェニルエタノー
ルアミン、Ｎ－トリルジエタノールアミン、４－ジメチルアミノ安息香酸メチル、４－ジ
メチルアミノ安息香酸エチル、ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、ジエチルアミノ安息
香酸イソアミル、安息香酸（２－ジメチルアミノ）エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸
（ｎ－ブトキシ）エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸－２－エチルへキシル、３－フェ
ニル－５－ベンゾイルチオテトラゾール又は１－フェニル－５－エトキシカルボニルチオ
テトラゾール等が挙げられる。なお、増感剤の中には光重合開始剤としても使用できるも
のがある。増感剤を本発明の感光性隔壁ペーストに添加する場合には、感光性モノマと感
光性ポリマの合計量に対し、０．０５～１０質量％添加されることが好ましく、０．１～
１０質量％添加されることがより好ましい。増感剤の添加量をこの範囲内とすることによ
り、露光部の残存率を保ちつつ良好な光感度を得ることができる。
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【００５１】
　本発明の感光性隔壁ペーストには、酸化防止剤を添加しても構わない。ここで酸化防止
剤とは、ラジカル連鎖禁止作用、三重項の消去作用及びハイドロパーオキサイドの分解作
用を持つ化合物をいう。感光性隔壁ペーストに酸化防止剤を添加すると、酸化防止剤がラ
ジカルを捕獲したり、励起された光重合開始剤や増感剤のエネルギー状態を基底状態に戻
したりすることにより散乱光による余分な光反応が抑制され、現像液への溶解コントラス
トを高くすることができる。酸化防止剤としては、例えば、ｐ－ベンゾキノン、ナフトキ
ノン、ｐ－キシロキノン、ｐ－トルキノン、２，６－ジクロロキノン、２，５－ジアセト
キシ－ｐ－ベンゾキノン、２，５－ジカプロキシ－ｐ－ベンゾキノン、ヒドロキノン、ｐ
－ｔ－ブチルカテコール、２，５－ジブチルヒドロキノン、モノ－ｔ－ブチルヒドロキノ
ン、２，５－ジ－ｔ－アミルヒドロキノン、ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、ヒドロキ
ノンモノメチルエーテル、α－ナフトール、ヒドラジン塩酸塩、トリメチルベンジルアン
モニウムクロリド、トリメチルベンジルアンモニウムオキザレート、フェニル－β－ナフ
チルアミン、パラベンジルアミノフェノール、ジ－β－ナフチルパラフェニレンジアミン
、ジニトロベンゼン、トリニトロベンゼン、ピクリン酸、キノンジオキシム、シクロヘキ
サノンオキシム、ピロガロール、タンニン酸、トリエチルアミン塩酸塩、ジメチルアニリ
ン塩酸塩、クペロン、２，２’－チオビス（４－ｔ－オクチルフェノレート）－２－エチ
ルへキシルアミンニッケル（ＩＩ）、４，４’－チオビス－（３－メチル－６－ｔ－ブチ
ルフェノール）、２，２’－メチレンビス－（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）
、トリエチレングリコール－ビス［３－（ｔ－ブチル－５－メチル－４－ヒドロキシフェ
ニル）プロピオネート］、１，６－ヘキサンジオール－ビス［（３，５－ジ－ｔ－ブチル
－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］又は１，２，３－トリヒドロキシベンゼン
が挙げられる。酸化防止剤は、感光性モノマと感光性ポリマの合計量に対し、０．０１～
３０質量％添加されることが好ましく、０．０５～２０質量％添加されることがより好ま
しい。酸化防止剤の添加量をこの範囲内とすることにより、感光性隔壁ペーストの露光感
度を維持し、また重合度を保ちパターン形状を維持しつつ、露光部と非露光部のコントラ
ストを大きくとることができる。
【００５２】
　本発明の感光性隔壁ペーストには、紫外線吸収剤を添加しても構わない。紫外線吸収剤
添加により、露光光による隔壁ペースト内部の散乱光を吸収し、散乱光を弱めることがで
きる。ここで紫外線吸収剤としては、ｇ線、ｈ線及びｉ線付近の波長の吸光性が優れる化
合物をいい、例えば、ベンゾフェノン系化合物、シアノアクリレート系化合物、サリチル
酸系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物、インドール系化合物又は無機系の微粒子酸化
金属が挙げられるが、ベンゾフェノン系化合物、シアノアクリレート系化合物、ベンゾト
リアゾール系化合物又はインドール系化合物が好ましい。ベンゾフェノン系化合物等とし
ては、例えば、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベ
ンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシベンゾフェノン、２，２
’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシ－５－スルホベンゾフェノン、２－ヒドロキシ
－４－メトキシ－２’－カルボキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシ－５
－スルホベンゾフェノントリヒドレート、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキシベンゾフ
ェノン、２－ヒドロキシ－４－オクタデシロキシベンゾフェノン、２，２’，４，４’－
テトラヒドロキシベンゾフェノン、４－ドデシロキシ－２－ヒドロキシベンゾフェノン、
２－ヒドロキシ－４－（２－ヒドロキシ－３－メタクリロキシ）プロポキシベンゾフェノ
ン、２－（２’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ベンゾトリアゾー
ル、２－（２’－ヒドロキシ－３’－ｔ－ブチル－５’－メチルフェニル）－５－クロロ
ベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔ－ブチルフェニル）
－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－４’－ｎ－オクトキシフェ
ニル）ベンゾトリアゾール、２－エチルへキシル－２－シアノ－３，３－ジフェニルアク
リレート若しくは２－エチル－２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレート、インドー
ル系の紫外線吸収剤であるＢＯＮＡＳＯＲＢ　ＵＡ－３９０１、ＢＯＮＡＳＯＲＢ　ＵＡ
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－３９０２、ＢＯＮＡＳＯＲＢ　ＵＡ－３９１１若しくはＳＯＭ－２－０００８（いずれ
もオリエント化学工業株式会社製）又はベーシックブルー、スダンブルー、スダンＲ、ス
ダンＩ、スダンＩＩ、スダンＩＩＩ、スダンＩＶ、オイルオレンジＳＳ、オイルバイオレ
ット若しくはオイルイエローＯＢ（いずれもアルドリッチ社製）あるいはこれら紫外線吸
収剤の骨格にメタクリル基等を導入し反応型としたものが挙げられる。
【００５３】
　紫外線吸収剤としては、光褪色性化合物を用いても構わない。ここで光褪色性化合物と
は、活性光線の波長領域の光を照射したときに、活性光線の波長領域の光を吸収し、光分
解や光変性等の化学構造の変化を通し、活性光源の波長領域での吸光度が照射前に比べて
小さくなる化合物をいう。通常、感光性ペースト法では、超高圧水銀灯のｇ線（４３６ｎ
ｍ）、ｈ線（４０５ｎｍ）、ｉ線（３６５ｎｍ）を利用して露光がなされているので、光
褪色性化合物はｇ線、ｈ線及びｉ線領域に吸収があることが好ましい。光褪色性化合物を
感光性隔壁ペーストに添加することによって、隔壁パターン設計上、非露光部への露光光
の侵入を防ぎ、隔壁パターンの底部太りを抑制することができる。また、露光部において
は光褪色性化合物が露光光のエネルギーを吸収し、光分解や光変性を経て次第に吸光しな
くなるため、下層まで十分な露光光が到達しやすくなる。従って、非露光部と露光部の光
硬化のコントラストが明確となり、露光マージンを確実に向上させることができる。光褪
色性化合物としては、例えば、光褪色性染料、光酸発生剤、光塩基発生剤若しくはニトロ
ン化合物等の光分解性化合物又はアゾ系染料若しくはフォトクロミック化合物等の光変性
化合物が挙げられる。光酸発生剤としては、例えば、オニウム塩、ハロゲン含有化合物、
ジアゾメタン化合物、スルホン化合物、スルホン酸エステル化合物、スルホンイミド化合
物又はジアゾケトン化合物が挙げられる。
【００５４】
　紫外線吸収剤は、感光性モノマと感光性ポリマの合計量に対し、０．００１～２０質量
％添加されることが好ましく、０．０１～１０質量％添加されることがより好ましい。紫
外線吸収剤の添加量をこの範囲にすることにより、散乱光を吸収して、隔壁パターンの底
部太りを抑制すると共に、露光光に対する感度を保つことができる。
【００５５】
　本発明の感光性隔壁ペーストには、露光、現像の目印として有機染料を添加しても構わ
ない。有機染料を添加して着色することにより視認性が良くなり、現像時に隔壁ペースト
が残存している部分と除去された部分との区別が容易になる。有機染料としては、焼成後
の絶縁膜中に残存しないものが好ましい。焼成後の絶縁膜中に残存しない有機染料として
は、例えば、アントラキノン系染料、インジゴイド系染料、フタロシアニン系染料、カル
ボニウム系染料、キノンイミン系染料、メチン系染料、キノリン系染料、ニトロ系染料、
ニトロソ系染料、ベンゾキノン系染料、ナフトキノン系染料、フタルイミド系染料又はペ
リノン系染料等が挙げられるが、ｈ線とｉ線付近の波長の光を吸収する、ベーシックブル
ー等のカルボニウム系染料が好ましい。有機染料は、感光性モノマと感光性ポリマの合計
量に対し、０．００１～１質量％添加されることが好ましい。
【００５６】
　隔壁ペーストを基板に塗布する時の粘度を塗布方法に応じて調整するために、有機溶媒
を添加することも好ましい。有機溶媒としては、例えば、メチルセロソルブ、エチルセロ
ソルブ、ブチルセロソルブ、ブチルカルビトール、エチルカルビトール、ブチルカルビト
ールアセテート、エチルカルビトールアセテート、メチルエチルケトン、ジオキサン、ア
セトン、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、イソブチルアルコール、イソプロピルア
ルコール、テトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、γ－ブチロラクトン、ブロモベ
ンゼン、クロロベンゼン、ジブロモベンゼン、ジクロロベンゼン、ブロモ安息香酸又はク
ロロ安息香酸が挙げられる。
【００５７】
　本発明の隔壁ペーストは、無機成分の各成分及び有機成分の各成分を所定の組成となる
ように調合した後、３本ローラー等の混練機器を用いて本混練を行って、隔壁ペーストを
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作製する。また、本混練を終えた隔壁ペーストを適宜、濾過、脱泡しておくことも好まし
い。
【００５８】
　本発明の隔壁を有する部材の製造方法は、基板上に上述の隔壁ペーストを塗布し、焼成
して隔壁を形成することを特徴とする。これによって、焼成後の炭素残渣が少なく、かつ
着色のない隔壁を形成することができるため、輝度等の表示特性に優れ、信頼性の高い平
面ディスプレイ用パネル及びシンチレーターパネル等の隔壁を有する部材を得ることがで
きる。
【００５９】
　また、本発明の隔壁を有する部材の製造方法は、基板上に上述の感光性隔壁ペーストを
塗布し、露光し、現像し、焼成して隔壁を形成することを特徴とする。これによって、焼
成後の炭素残渣が少なく、かつ着色のない隔壁を形成することができるだけではなく、高
精細な隔壁を高精度に形成することができるため、輝度等の表示特性に優れ、信頼性の高
い平面ディスプレイ用パネル及びシンチレーターパネル等の隔壁を有する部材を安定に、
低コストで得ることができる。
【００６０】
　本発明の隔壁を有する部材は、低軟化点ガラスを主成分とする隔壁を有し、上記低軟化
点ガラスは、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、アルカリ金属酸化物及び２４～３７モル％
の酸化ホウ素を含有し、かつ、アルカリ土類金属酸化物の含有率が４モル％以下及び酸化
亜鉛の含有率が１０モル％以下であることを特徴とする。
【００６１】
　隔壁の主成分である低軟化点ガラスの組成を上記範囲とすることによって、輝度等の表
示特性に優れ、信頼性が高い平面ディスプレイ用パネル及びシンチレーターパネル等の隔
壁を有する部材とすることができる。低軟化点ガラス成分に占める酸化ホウ素の含有率は
、２４～３４モル％が好ましく、２９～３４モル％がより好ましい。低軟化点ガラス成分
に占めるアルカリ土類金属酸化物の含有率は２．９モル％以下が好ましく、２％以下がよ
り好ましい。低軟化点ガラス成分に占める酸化亜鉛の含有率は、５％以下が好ましい。
【００６２】
　さらに、低軟化点ガラス成分に占める酸化ケイ素の含有率は、３０～４８モル％が好ま
しく、３４～３７モル％がより好ましい。低軟化点ガラスに占める酸化アルミニウムの含
有率は、２～１５モル％が好ましく、１３～１５モル％がより好ましい。低軟化点ガラス
に占めるアルカリ金属酸化物の含有率は、７～１７モル％が好ましく、１０～１７モル％
がより好ましい。低軟化点ガラスに占める酸化ナトリウム含有率は、３．５モル％以下が
好ましい。
【００６３】
　ここで主成分とは、隔壁全体の固体成分のうち体積分率が最大の成分をいう。低軟化点
ガラスの含有率は、隔壁の断面を電子顕微鏡で観察し、固体成分の総断面積に占める低軟
化点ガラスの断面積を画像解析することにより求めることができる。低軟化点ガラスとそ
の他の固体成分は画像の濃淡の差により区別できる。また、エネルギー分散型Ｘ線分光分
析装置を備えたＳＥＭ（ＳＥＭ－ＥＤＸ）等の手法により原子をマッピングすることによ
り、成分を厳密に区別することもできる。
【００６４】
　隔壁の主成分である低軟化点ガラスの構成成分及びその含有率は、オージェ電子分光分
析により定量的に決定できる。具体的には、隔壁断面のＳＥＭ画像の濃淡の差で低軟化点
ガラスを区別し、オージェ電子分光により元素分析するというものである。また、隔壁よ
り低軟化点ガラスを選択的に削り出し、原子吸光分析、ＩＣＰ発光分光分析を行うという
ような他の公知の分析手段を補助的に用いることもできる。
【００６５】
　隔壁の主成分である低軟化点ガラスの軟化点は、隔壁より低軟化点ガラスを選択的に削
り出し、ＤＴＡを用いて測定することができる。測定して得られるＤＴＡ曲線から、吸熱
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ピークにおける吸熱終了温度を接線法により外挿して求めることができる。
【００６６】
　以下に隔壁を有する部材の作製手順として、感光性ペースト法を用いたプラズマディス
プレイ部材及びプラズマディスプレイパネルの作製手順を述べるが、必ずしもこれに限定
されない。また、ここでは、プラズマディスプレイとして最も一般的な交流（ＡＣ）型プ
ラズマディスプレイを例に取りその基本的構造等について説明する。
【００６７】
　プラズマディスプレイパネルは、前面ガラス基板及び／又は背面ガラス基板に形成され
た蛍光体層が内部空間、すなわち放電空間内に面するように、前面ガラス基板と該背面ガ
ラス基板とを封着し、放電空間内にＸｅ－Ｎｅ、Ｘｅ－Ｎｅ－Ｈｅ等の放電ガスが封入し
た部材である。前面ガラス基板には、表示面側の基板上に表示用放電のための透明電極（
サスティン電極、スキャン電極）が形成されているが、より低抵抗な電極を形成する目的
で、透明電極の背面ガラス基板側にバス電極を形成しても構わない。ただし、バス電極は
材質がＡｇ、Ｃｒ／Ｃｕ／Ｃｒ等で構成されていており不透明であることが多く、セルの
表示の邪魔となるので、表示面の外縁部に設けることが好ましい。ＡＣ型プラズマディス
プレイの場合、電極の上層に透明誘電体層及びその保護膜としてＭｇＯ薄膜が形成される
場合が多い。背面ガラス基板には、表示させるセルをアドレス選択するための電極（アド
レス電極）が形成されている。セルを仕切るための隔壁や蛍光体層は前面ガラス基板及び
背面ガラス基板の両方に形成しても構わないが、背面ガラス基板のみに形成される場合が
多い。
【００６８】
　まず、パネル製造工程に関し、前面板の作製方法について述べる。厚みが１～５ｍｍの
ガラス基板としては、ソーダガラスやプラズマディスプレイパネル用の耐熱ガラスである
ＰＰ８（日本電気硝子株式会社製）、ＰＤ２００（旭硝子株式会社製）を用いることがで
きる。
【００６９】
　まず、ガラス基板上に、インジウム－スズ酸化物（ＩＴＯ）をスパッタし、フォトエッ
チング法によりパターン形成する。次いで、黒色電極用の黒色電極ペーストを印刷する。
黒色電極ペーストは、有機バインダー、黒色顔料及び導電性粉末が主成分であるが、フォ
トリソグラフィ法で用いる場合はさらに感光性成分が主成分となる。黒色顔料としては、
金属酸化物が好ましい。金属酸化物としては、チタンブラックや、銅、鉄若しくはマンガ
ンの酸化物又はそれらの複合酸化物あるいはコバルト酸化物等があるが、ガラスと混合し
て焼成したときに退色が少ない点で、コバルト酸化物が好ましい。導電性粉末としては、
金属粉末又は金属酸化物粉末が挙げられる。金属粉末としては、例えば、電極材料として
通常用いられる金、銀、銅又はニッケルが挙げられる。この黒色電極は抵抗率が大きいの
で、抵抗率の小さい電極を作製してバス電極を形成するため、アドレス電極で用いるよう
な導電性の高い電極用ペースト（例えば、銀を主成分とするもの）を、黒色電極ペースト
の印刷面上に印刷する。そして、一括露光／現像してバス電極パターンを作製する。導電
性を確実に確保するため、現像前に導電性の高い電極ペーストを再び印刷し、再露光後一
括現像しても構わない。バス電極パターンを形成後、焼成する。その後、コントラスト向
上のため、ブラックストライプやブラックマトリクスを形成するのが好ましい。焼成後の
黒色電極ペースト及び焼成後の導電性ペーストの膜厚はそれぞれ、１～５μｍの範囲であ
ることが好ましい。また、焼成後の線幅は２０～１００μｍであることが好ましい。
【００７０】
　次に、透明誘電体ペーストを用いて透明誘電体層を形成する。透明誘電体ペーストは、
有機バインダー、有機溶剤及びガラスが主成分であるが、適宜可塑剤等の添加物を加えて
も構わない。透明誘電体層の形成方法としては、例えば、スクリーン印刷、バーコーター
、ロールコーター、ダイコーター、ブレードコーター若しくはスピンコーター等により、
電極形成基板上に透明誘電体ペーストを全面塗布又は部分的に塗布した後に、通風オーブ
ン、ホットプレート、赤外線乾燥炉又は真空乾燥等を用いて乾燥し、厚膜を形成する方法
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、あるいは、透明誘電体ペーストをグリーンシート化し、これを電極形成基板上にラミネ
ートする方法が挙げられる。透明誘電体層の厚みは、１０～３０μｍが好ましい。
【００７１】
　次に焼成炉にて焼成を行う。焼成雰囲気や温度は、ペーストや基板の種類により異なる
が、空気中、窒素又は水素等の雰囲気下で焼成する。焼成炉としては、バッチ式の焼成炉
やローラー搬送式の連続型焼成炉を用いることができる。焼成温度は、使用する樹脂が十
分に熱分解する温度が好ましい。通常、アクリル系樹脂を用いる場合は４３０～６５０℃
での焼成を行う。焼成温度が低すぎると樹脂成分が残存しやすく、高すぎるとガラス基板
に歪みが生じ割れてしまうことがある。
【００７２】
　さらに、保護膜を形成する。保護膜の成分としては、例えば、ＭｇＯ、ＭｇＧｄ２Ｏ４

、ＢａＧｄ２Ｏ４、Ｓｒ０．６Ｃａ０．４Ｇｄ２Ｏ４、Ｂａ０．６Ｓｒ０．４Ｇｄ２Ｏ４

、ＳｉＯ２、ＴｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３又は低軟化点ガラス挙げられるが、ＭｇＯが好ましい
。保護膜の作製方法としては、例えば、電子ビーム蒸着又はイオンプレーティング法等が
挙げられる。
【００７３】
　続いて背面板の作製方法を説明する。ガラス基板は、前面ガラス基板の場合と同様に、
ソーダガラスであるＰＤ２００、ＰＰ８等を用いることができる。ガラス基板上に銀、ア
ルミニウム、クロム又はニッケル等の金属により、アドレス用のストライプ状電極パター
ンを形成する。ストライプ状電極パターンの形成方法としては、例えば、金属粉末と有機
バインダーとを主成分とする電極ペーストをスクリーン印刷でパターン印刷する方法、有
機バインダーとして感光性有機成分を用いた感光性電極ペーストを塗布した後に、フォト
マスクを用いてパターン露光し、不要な部分を現像工程で溶解除去し、さらに通常３５０
～６００℃に加熱・焼成して電極を形成する感光性ペースト法、又は、ガラス基板上にク
ロムやアルミニウムを蒸着した後に、レジストを塗布し、レジストをパターン露光・現像
した後にエッチングにより不要な部分を取り除く、エッチング法が挙げられる。さらに、
放電の安定性を向上させることや、誘電体層上に形成する隔壁の倒れや剥がれを抑止する
ことができるため、アドレス電極上に誘電体層を設けることが好ましい。誘電体層を形成
する方法としては、ガラス粉末や高軟化点ガラス粉末等の無機成分と有機バインダーを主
成分とする誘電体ペーストをスクリーン印刷、スリットダイコーター等で全面印刷又は塗
布した後、焼成する方法等がある。
【００７４】
　次に、感光性隔壁ペースト法による隔壁の形成方法について説明する。隔壁パターンと
しては、格子状又はワッフル状等が好ましい。まず、誘電体層を形成したガラス基板上に
、感光性隔壁ペーストを塗布する。塗布方法としては、例えば、バーコーター、ロールコ
ーター、スリットダイコーター、ブレードコーター又はスクリーン印刷等が挙げられる。
塗布厚みは、所望の隔壁の高さと隔壁ペーストの焼成による収縮率を考慮して決めること
ができ、塗布回数、スクリーンのメッシュ又は隔壁ペーストの粘度等によって調整できる
。十分な放電空間を確保し、蛍光体の塗布範囲を広げてプラズマディスプレイパネルの輝
度を向上することができるため、隔壁高さを１００μｍ以上とすることが好ましい。
【００７５】
　塗布した感光性隔壁ペーストを乾燥後、露光を行う。露光は通常のフォトリソグラフィ
で行われるように、フォトマスクを介して露光する方法が一般的である。また、フォトマ
スクを用いずに、レーザー光等で直接描画する方法を用いても構わない。露光装置として
は、例えば、ステッパー露光機又はプロキシミティ露光機が挙げられる。この際使用され
る活性光源としては、例えば、近紫外線、紫外線、電子線、Ｘ線又はレーザー光等が挙げ
られるが紫外線が好ましい。紫外線の光源としては、例えば、低圧水銀灯、高圧水銀灯、
超高圧水銀灯、ハロゲンランプ又は殺菌灯が挙げられるが、超高圧水銀灯が好ましい。露
光条件は感光性隔壁ペーストの塗布厚みにより異なるが、通常、１～１００ｍＷ／ｃｍ２

出力の超高圧水銀灯を用いて、０．０１～３０分間露光を行う。
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【００７６】
　露光後、露光部分と非露光部分の現像液に対する溶解度の差を利用して現像を行う。現
像の方法としては、例えば、浸漬法、スプレー法又はブラシ法が挙げられる。現像液とし
ては、感光性隔壁ペースト中の有機成分を溶解できる有機溶媒が用いられるが、感光性隔
壁ペースト中にカルボキシル基等の酸性基を持つ化合物が存在する場合、アルカリ水溶液
を用いることができる。アルカリ水溶液としては、例えば、水酸化ナトリウム、炭酸ナト
リウム又は水酸化カリウムの水溶液が挙げられる。あるいは、テトラメチルアンモニウム
ヒドロキサイド、トリメチルベンジルアンモニウムヒドロキサイド、モノエタノールアミ
ン又はジエタノールアミン等の一般的なアミン化合物を有機アルカリとして用いても構わ
ない。
【００７７】
　アルカリ水溶液の濃度は、低すぎれば可溶部が除去されにくく、一方で高すぎれば隔壁
パターンを剥離させたり腐食させたりするおそれがあるため、０．０５～５質量％が好ま
しく、０．１～１質量％がより好ましい。また、現像温度は工程管理上、２０～５０℃が
好ましい。
【００７８】
　また、隔壁は２層以上で構成されていても構わない。隔壁を２層以上の構造体とするこ
とで、隔壁形状の構成範囲を３次元的に拡大することができる。例えば、２層構造の場合
、１層目を塗布し、ストライプ状に露光した後、２層目を塗布し、１層目とは垂直方向の
ストライプ状に露光し、現像を行うことで、段違い状の井桁構造を有する隔壁の形成が可
能である。次に、焼成炉にて５７０～６２０℃の温度で１０～６０分間保持して焼成を行
い、隔壁を形成する。
【００７９】
　隔壁は、未焼成の電極パターン及び誘電体層上に隔壁パターンを形成し、一括焼成する
ことにより、電極、誘電体、隔壁を形成しても構わない。
【００８０】
　次に、蛍光体ペーストを用いて蛍光体を形成する。蛍光体の形成方法としては、例えば
、フォトリソグラフィ法、ディスペンサー法又はスクリーン印刷法が挙げられる。蛍光体
の厚みは１０～３０μｍが好ましく、１５～２５μｍがより好ましい。蛍光体ペーストの
一成分である蛍光体粉末としては、発光強度、色度、色バランス又は寿命等の観点から、
以下の蛍光体が好ましい。青色では、２価のユーロピウムを賦活したアルミン酸塩蛍光体
（例えば、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ）又はＣａＭｇＳｉ２Ｏ６が好ましい。緑色で
は、パネル輝度の点から、Ｚｎ２ＳｉＯ４：Ｍｎ、ＹＢＯ３：Ｔｂ、ＢａＭｇ２Ａｌ１４

Ｏ２４：Ｅｕ、Ｍｎ、ＢａＡｌ１２Ｏ１９：Ｍｎ又はＢａＭｇＡｌ１４Ｏ２３：Ｍｎが好
ましく、Ｚｎ２ＳｉＯ４：Ｍｎがより好ましい。赤色では、同様に、（Ｙ、Ｇｄ）ＢＯ３

：Ｅｕ、Ｙ２Ｏ３：Ｅｕ、ＹＰＶＯ：Ｅｕ又はＹＶＯ４：Ｅｕが好ましく、（Ｙ、Ｇｄ）
ＢＯ３：Ｅｕがより好ましい。焼成工程を経て蛍光体を形成する場合には、上述の誘電体
層及び隔壁と同時に焼成をしても構わない。
【００８１】
　次にプラズマディスプレイパネルの製造方法について説明する。背面板と前面板とを封
着後、２枚のガラス基板の間に形成された放電空間を加熱しながら真空排気を行った後に
、Ｈｅ、Ｎｅ又はＸｅ等から構成される放電ガスを封入して封止する。放電電圧と輝度の
両面から、放電ガスとしてはＸｅが５～１５体積％のＸｅ－Ｎｅ混合ガスが好ましい。な
お、紫外線の発生効率を大きくするために、さらにＸｅを３０体積％程度まで高くしても
構わない。
【００８２】
　最後に、駆動回路を装着し、エージングすることによって、プラズマディスプレイパネ
ルを作製できる。
【実施例】
【００８３】
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　以下に、本発明を実施例及び比較例を挙げてより具体的に説明する。ただし、本発明は
これらに限定されるものではない。なお、実施例１３、１５、１８、２１－２４、２６－
２８、３０は、現在は比較例であり、実施例１－１２、１４、１６－１７、１９－２０、
２５、２９が本発明の実施例である。
 
 
【００８４】
　（実施例１～３０、比較例１～５）
　Ａ．ガラス粉末の粒度分布評価
　粒度分布測定装置（ＭＴ３３００；日機装株式会社製）を用いて、ガラス粉末の平均粒
子径ｄ５０と、最大粒子径ｄｍａｘを評価した。水を満たした試料室にガラス粉末を投入
し、３００秒間、超音波処理を行った後に測定を行った。
【００８５】
　Ｂ．ガラス粉末の軟化点評価
　ＤＴＡ（差動型示差熱天秤ＴＧ８１２０；株式会社リガク製）を用いて、アルミナ粉末
を標準試料として室温から２０℃／分で昇温して得られたＤＴＡ曲線より、吸熱ピークに
おける吸熱終了温度を接線法により外挿して軟化点Ｔｓを求めた。
【００８６】
　Ｃ．隔壁ペーストの作製
　以下の手順で隔壁ペーストを作製した。
ａ．有機成分
以下の原料からなる有機固形分を表１に示す重量比で秤量、混合し、有機固形分３５．２
重量部に対して有機溶媒（γ－ブチロラクトン）４２重量部を加え、混合、撹拌して有機
ビヒクルを作製した。
有機固形分の組成：
感光性モノマＭ－１（トリメチロールプロパントリアクリレート）
感光性モノマＭ－２（テトラプロピレングリコールジメタクリレート）
感光性ポリマ（メタクリル酸／メタクリル酸メチル／スチレン＝４０／４０／３０からな
る共重合体のカルボキシル基に対して０．４当量のグリシジルメタクリレートを付加反応
させたもの；重量平均分子量４３０００；酸価１００）
光重合開始剤（２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）－
１－ブタノン；ＩＣ３６９；ＢＡＳＦ社製）
増感剤（２，４－ジエチルチオキサントン）
酸化防止剤（１，６－ヘキサンジオール－ビス［（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロ
キシフェニル）プロピオネート］）
紫外線吸収剤（スダンＩＶ；東京応化工業株式会社製；吸収波長；３５０ｎｍ及び５２０
ｎｍ）
【００８７】
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【表１】

【００８８】
ｂ．無機成分
以下の組成の低軟化点ガラス粉末８０体積％と高軟化点ガラス粉末２０体積％とを混合し
、無機成分として用いた。
低軟化点ガラス粉末：表２～４記載の組成、軟化点、粒度分布のガラス粉末（なお、表中
の記号はそれぞれ以下の意味を有する。ＳｉＯ２：酸化ケイ素、Ｂ２Ｏ３：酸化ホウ素、
ＺｎＯ：酸化亜鉛、Ｌｉ２Ｏ：酸化リチウム、Ｎａ２Ｏ：酸化ナトリウム、Ｋ２Ｏ：酸化
カリウム、ＭｇＯ：酸化マグネシウム、ＣａＯ：酸化カルシウム、ＳｒＯ：酸化ストロン
チウム、ＢａＯ：酸化バリウム、ＴｉＯ２：酸化チタン、ＺｒＯ２：酸化ジルコニウム、
Ａｌ２Ｏ３：酸化アルミニウム）
高軟化点ガラス粉末（酸化ケイ素：５４．５モル％、酸化ホウ素：１９モル％、酸化アル
ミニウム：１１モル％、酸化マグネシウム：９モル％、酸化カルシウム：５．５モル％、
酸化バリウム：０．５モル％、酸化チタン：０．５モル％、軟化点Ｔｓ：８００℃、ｄ５

０：２μｍ、ｄｍａｘ：１９μｍ）
ｃ．ペーストの作製
　作製した有機ビヒクルと無機成分とを、有機溶媒を除いた全固形分に占める有機固形分
の含有率が４２体積％、無機成分の含有率が５８体積％となるよう混合した後、３本ロー
ラー混練機にて混練し、感光性隔壁ペーストとした。
【００８９】
　Ｄ．ガラスの化学的安定性評価
　表２～４記載のガラス粉末を再溶融してブロック状とし、７５℃の０．５％炭酸ナトリ
ウム水溶液に１０時間浸漬し、試料の浸漬前後における重量減少率を求めた。重量減少率
が０．７％未満である場合をＡ、０．７％以上０．９％未満である場合をＢ、０．９％以
上１．２％未満である場合をＣ、１．２％以上である場合をＥとした。Ａ～Ｃ判定の場合
はガラスの化学的安定性が良好であり、Ａ判定が最も良好である。Ｅ判定の場合はガラス
の化学的安定性が悪く不適である。
【００９０】
　Ｅ．評価用基板の作製
　評価用基板は以下の手順にて作製した。ガラス基板ＰＤ－２００（旭硝子株式会社製；
４２インチ）上に、感光性銀ペーストを用いてフォトリソグラフィ法によりアドレス電極
パターンを形成した。次いで、アドレス電極が形成されたガラス基板上に誘電体層をスク
リーン印刷法により２０μｍの厚みで形成した。しかる後、アドレス電極パターン及び誘
電体層が形成された背面ガラス基板上に感光性隔壁ペーストをスクリーン印刷・乾燥を数
回以上繰り返し、厚み１５０μｍの隔壁ペースト乾燥膜を形成した。途中の乾燥は１００
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℃で１０分行った。次に露光マスクを介して露光を行った。露光マスクは、縦ピッチ１５
０μｍ、縦開口幅２５μｍ、横ピッチ４５０μｍ、横開口幅２５μｍ、プラズマディスプ
レイにおける格子状の隔壁形成が可能になるように設計したクロムマスクである。露光は
、５０ｍＷ／ｃｍ２出力の超高圧水銀灯を用いて露光時間を変更することによって２５０
～３７５ｍＪ／ｃｍ２の範囲内で２５ｍＪ／ｃｍ２間隔で８点露光を行った。その後、炭
酸ナトリウムの０．４質量％水溶液を１５０秒間シャワーすることにより現像、水洗浄し
て光硬化していないスペース部分を除去した。さらに、５９０℃で３０分保持して焼成す
ることにより隔壁を形成し、評価用基板を作製した。
【００９１】
　Ｆ．反射率評価
　Ｅで作製した基板のうち、隔壁底部幅が４５μｍとなる箇所を分光測色計（ＣＭ－２０
０２；コニカミノルタ社製）ＳＣＥモードで測定し、５３０ｎｍにおける反射率を評価し
た。反射率が５０％以上である場合をＡ、４７％以上５０％未満である場合をＢ、４５％
以上４７％未満である場合をＣ、４５％未満である場合をＥとした。Ａ～Ｃ判定の場合は
形成した隔壁の反射率が高く良好であり、Ａ判定が最も良好である。Ｅ判定の場合は反射
率が低く不適である。
【００９２】
　Ｇ．粘度安定性
　デジタル演算機能付きＢ型粘度計（ＤＶ－ＩＩ；米国ブルックフィールド製）を用いて
、Ｃで作製した隔壁ペーストの温度２５℃、回転数３ｒｐｍにおける粘度を測定した。隔
壁ペースト粘度を作製初日と２３℃下７日間保管後の２回測定し、作製初日の粘度を基準
に、７日間保管後の粘度の上昇率を計算し、粘度安定性の指標とした。粘度上昇率が３％
未満である場合をＡ、３％以上８％未満である場合をＢ、８％以上である場合をＥとした
。Ａ～Ｂ判定の場合は粘度安定性が良好であり、Ａ判定が最も良好である。Ｅ判定の場合
は粘度安定性が悪く不適である。
【００９３】
　Ｈ．黄変評価
　Ｅで作製した基板のうち、隔壁底部幅が４５μｍとなる箇所を分光測色計（ＣＭ－２０
０２；コニカミノルタ社製）ＳＣＥモードで測定し、ｂ＊値を評価した。ｂ＊値が４未満
である場合をＡ、４以上１０未満である場合をＢ、１０以上である場合をＤとした。ｂ＊

値が小さいほど、黄変の程度が軽く好ましい。
【００９４】
　Ｉ．最小隔壁底部幅
　Ｅで作製した基板の隔壁を観察し、はがれが発生しなかった隔壁底部幅を測定し、その
最小値を最小隔壁底部幅とした。Ｅの作製条件では隔壁頂部幅は約３８μｍとなるので、
最小隔壁底部幅が３８μｍ以上の範囲で小さいほど矩形の隔壁が形成されることになるた
め好ましい。最小隔壁底部幅が４０μｍ未満である場合をＡ、４０以上５０μｍ未満であ
る場合をＢとした。
【００９５】
　実施例１～３０、及び比較例１～５で得られた隔壁ペーストの評価結果を表２～４に示
す。
【００９６】
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【表２】

【００９７】
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【表３】

【００９８】
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【表４】

【００９９】
　実施例１～２８では、酸化ケイ素、酸化アルミニウム、アルカリ金属酸化物を含有し、
かつ、酸化ホウ素含有率が２４～３７モル％の範囲内であり、アルカリ土類金属酸化物含
有率が４モル％以下であり、酸化亜鉛含有率が１０モル％以下であるため、いずれの場合
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も形成した隔壁の反射率が高く良好であった。
【０１００】
　酸化ナトリウムを含有する実施例２９、３０ではｂ＊値がやや大きくなったが、酸化ケ
イ素、酸化アルミニウム、アルカリ金属酸化物を含有し、かつ、酸化ホウ素含有率が２４
～３７モル％の範囲内であり、アルカリ土類金属酸化物含有率が４モル％以下であり、酸
化亜鉛含有率が１０モル％以下であるため、形成した隔壁の反射率が高く良好であった。
【０１０１】
　比較例１、２では、酸化ホウ素含有率が２４～３７モル％の範囲内にないため、化学的
安定性が悪く不可であった。
【０１０２】
　比較例３、５では、アルカリ土類金属酸化物含有率が４モル％より大きいため、反射率
が低く不可であった。
【０１０３】
　比較例４では、酸化亜鉛含有率が１０モル％より大きいため、粘度安定性が悪く不可で
あった。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、炭素残渣が少なく反射率の高い隔壁を形成するための隔壁ペーストとして有
効に利用できる。
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