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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛍光膜に励起エネルギを照射し発光させる励起手段を備える画像表示装置において、前
記蛍光膜を形成する蛍光体の少なくとも一部に、Ｌｎ付活（Ｍ１‐ｙＳｃｙ）２ＳｉＯ５

で表される蛍光体（ただし、式中のＬｎはＴｂ及びＣｅのうち少なくとも一つの元素を表
し、式中のＭはＬａ、Ｌｕ、Ｙ、及Ｇｄのうち少なくとも一つの元素を表し、式中のｙは
０＜ｙ＜１を満たす）を含むことを特徴とする画像表示装置。
【請求項２】
　蛍光膜に励起エネルギを照射し発光させる励起手段を備える画像表示装置において、前
記蛍光膜を形成する蛍光体の少なくとも一部に、Ｌｎ付活（Ｌａ１‐ｚＭｚ）２ＳｉＯ５

で表され（ただし、式中のＬｎはＴｂ及びＣｅのうち少なくとも一つの元素を表し、式中
のＭはＳｃ及びＬｕのうち少なくとも一つの元素を表し、式中のｚは０＜ｚ＜１を満たす
）であり、かつ、Ｘ線回折において、位置が２θ=２９°以上３０°以下にあらわれる回
折ピークの強度が、最も強く現れる回折ピーク強度の１／２以下である蛍光体を含むこと
を特徴とする画像表示装置。
【請求項３】
　蛍光膜に励起エネルギを照射し発光させる励起手段を備える画像表示装置において、前
記蛍光膜を形成する蛍光体の少なくとも一部に、Ｌｎ付活（Ｌａ１‐ｚＭｚ）２ＳｉＯ５

で表され（ただし、式中のＬｎはＴｂ及びＣｅのうち少なくとも一つの元素を表し、式中
のMはＳｃ、Ｌｕ、Ｙ、及びＧｄのうち少なくとも一つの元素を表し、式中のｚは０＜ｚ
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＜１を満たす）であり、かつ、Ｘ線回折において、位置が２θ=２９°以上３０°以下に
あらわれる回折ピークの強度が、最も強く現れる回折ピーク強度の１／２以下である蛍光
体を含むことを特徴とする画像表示装置。
【請求項４】
　請求項１記載の画像表示装置において、前記蛍光体の組成式における構成元素の比率ｙ
が、０＜ｙ＜０．２５であることを特徴とする画像表示装置。
【請求項５】
　請求項２又は３に記載の画像表示装置において、前記蛍光体の組成式における構成元素
の比率ｚが、０＜ｚ＜０．５であることを特徴とする画像表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記蛍光膜を形成する蛍光体の
、粒径重量分布の４分位偏差値（ＱＤ）の値が、０．２５を越える値であることを特徴と
する画像表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記蛍光体の組成式におけるＳ
ｉのモル比を、全体のモル比に対し０．８～１．２の範囲としたことを特徴とする画像表
示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記蛍光体が、Ｓｉ以外の構成
元素を同時に含む化合物を、Ｓｉを含む化合物と混合し、加熱焼成する事により得られた
ものである事を特徴とする画像表示装置。
【請求項９】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記蛍光体が、全ての構成元素
を同時に含む化合物を加熱焼成する事により得られたものである事を特徴とする画像表示
装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記蛍光膜の膜厚の範囲が、０
．５μｍ以上４０μｍ以下である事を特徴とする画像表示装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記蛍光膜が、他の蛍光体の一
種類もしくは複数の種類と混在することを特徴とする画像表示装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記蛍光膜に電子線を照射し発
光させることを特徴とする画像表示装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記画像表示装置は、前記蛍光
膜が形成されたフェイスプレート及び前記蛍光膜に画像情報に基づいて電子ビームを照射
し発光させる電子源を有する投射型陰極線管と、前記投射型陰極線管から投影される画像
を表示するスクリーンとを備えた投射型テレビジョンであることを特徴とする画像表示装
置。
【請求項１４】
　請求項１乃至４いずれか記載の画像表示装置において、前記画像表示装置は、前記蛍光
膜が形成された基体と、前記蛍光膜に画像情報に基づいて励起エネルギを照射し発光させ
る励起手段とを有する平面画像表示パネルを備えることを特徴とする画像表示装置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の画像表示装置において、前記蛍光膜に画像情報に基づいて励起エネル
ギを照射し発光させる励起手段は、前記基体に形成された蛍光膜に対向して電界放出型電
子源を備えると共に、前記電界放出型電子源が前記画像情報に基づいて発生する電子線を
励起エネルギとして前記蛍光膜に照射し発光させる手段を含むことを特徴とする画像表示
装置。
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【請求項１６】
　請求項１４記載の画像表示装置において、前記蛍光膜に画像情報に基づいて励起エネル
ギを照射し発光させる励起手段は、ガス放電用電極と放電用希ガスとを含むプラズマ発生
手段を備えると共に、前記プラズマ発生手段が前記画像情報に基づいてプラズマ放電を起
こすことにより発生する光を前記蛍光膜に照射し発光させる手段を含むことを特徴とする
画像表示装置。
【請求項１７】
　蛍光膜が形成されたフェイスプレート及び前記蛍光膜に画像情報に基づいて電子ビーム
を照射し発光させる電子源を有する赤信号用、緑信号用、青信号用の３本の投射型陰極線
管と、前記投射型陰極線管から投影される画像を表示するスクリーンとを備えた投射型カ
ラーテレビジョンであって、前記緑信号用投射型陰極線管のフェイスプレートに形成され
た蛍光膜は、請求項１乃至３いずれか記載の蛍光膜であることを特徴とする画像表示装置
。
【請求項１８】
　蛍光膜を有する光源と、液晶パネルとを備えた画像表示装置において、前記蛍光膜が、
請求項１乃至３いずれか記載の蛍光膜であることを特徴とする画像表示装置。
【請求項１９】
　請求項１８記載の画像表示装置において、前記画像表示装置は、前記光源として、赤色
発光蛍光体、緑色発光蛍光体及び青色発光蛍光体を含む蛍光膜を有する冷陰極管構造の白
色発光蛍光ランプと、前記蛍光ランプをバックライトとする液晶パネルとを備えた画像表
示装置であって、前記蛍光膜が、請求項１乃至３いずれか記載の蛍光膜であることを特徴
とする画像表示装置。
【請求項２０】
　蛍光膜を有する蛍光ランプにおいて、前記蛍光膜が、請求項１乃至３いずれか記載の蛍
光膜であることを特徴とする蛍光ランプ。
【請求項２１】
　請求項１９記載の蛍光ランプにおいて、前記蛍光ランプは、赤色発光蛍光体、緑色発光
蛍光体及び青色発光蛍光体を含む蛍光膜を有する冷陰極線構造の白色発光蛍光ランプ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，画像表示に好適な，高精細，長寿命，高輝度かつ色再現性が良い蛍光膜に関
する。また，それを用いた電子線励起ディスプレイ等の画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本特許における画像表示装置とは，電子線照射や光照射により蛍光体を励起し，発光さ
せて画像情報を表示する装置のことである。これは，低速電子線ディスプレイパネル（フ
ィールドエミッタ-ディスプレイ(ＦＥＤ)等），陰極線管(特に投射型陰極線管)，プラズ
マディスプレイパネル（ＰＤＰ）などをいう。また，前記陰極線管やパネルを表示部とし
て，駆動装置や画像処理回路等を組込み画像を表示させるシステム全体も画像表示装置に
含める。さらに、上記に示したような自発光の画像表示装置と共に、液晶などの非発光な
表示部に、バックライトやサイドライトとして光源を備えた非自発光の画像表示装置も含
む。
【０００３】
　以下、画像表示装置のうち、主に電界放出型ディスプレイ(ＦＥＤ)を取り上げ説明する
。
【０００４】
　カラー画像を表示する薄型の画像表示装置である，電界放出型ディスプレイ(ＦＥＤ)等
では，１５ｋV以下の電圧で加速した電子線により蛍光膜を励起して画像を表示する。こ
のようなディスプレイに用いられる低速電子線励起用蛍光膜では，表面に電子が溜まり，
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電子同士の反発により蛍光体への電子の侵入が妨げられる現象(チャージアップ)が少なく
なるように、電気抵抗が低いことが求められる。現在このような条件を満たす蛍光膜とし
ては，ZnS：Ag等の硫化物系蛍光体を用いた膜が知られている。しかし，これらの硫化物
系蛍光体は電子線の照射のダメージにより分解しやすく，S元素を含んだ気体を放出する
ことで，蛍光体の輝度の低下及び電子源カソードの劣化を招く。これらはディスプレイの
寿命を短くする。
【０００５】
　特に，緑色発光蛍光体は，白色画面上で70%の輝度を占めるため，電子線の照射量が多
く，劣化特性の改善が重要である。分解しにくく，輝度の劣化の少ない蛍光体は，たとえ
ば，Y2SiO5:Tbの組成を有する蛍光体が知られている。この蛍光体の特徴は，高電流密度
による励起で輝度飽和が少ないことであり，実用的な蛍光体として一般に用いられてきた
。
【０００６】
　この蛍光体の特性向上では，特開平2-289679（特許文献１）に開示されているように，
原料にGd，Tm,Sm及びEuのうち少なくともいずれか1つを含む化合物を混合し焼成すること
で，輝度及び輝度劣化の改善を図っている。また，特公昭61-21505（特許文献２）で開示
されているように，原料にMnを含む添加物を混合し焼成することで，輝度の向上を図って
いる。また，特公平06-60354（特許文献３）に開示されているように，組成の一部をDy, 
Prで置換することにより，輝度の向上を図っている。また，特開2003-115481（特許文献
４）に開示されているように，SiO2組成を過剰にすることによって，劣化の低減を図って
いる。また，特開2002-105450（特許文献５）に開示されているように，粒子形状を改善
することで，輝度及び解像度の改善を図っている。また，特開2004-51931（特許文献６）
に開示されているように，粒径分布を狭くすることで，輝度向上及び輝度劣化の低減を図
っている。また，特開2002-105449（特許文献７）に開示されているように，Gdなどの元
素を加えることで，輝度向上を図っている。
【０００７】
　また，分解しにくく，輝度の劣化の少ない他の蛍光体としては，Y3(Al,Ga)5O12:Tbなど
も挙げられる。
【０００８】
　しかし，上記分解しにくく，輝度の劣化の少ない蛍光体で形成された従来技術の蛍光膜
では，発光色が黄色味がかり，色再現性が悪く画像表示装置に用いて良好な画質を得るこ
とができない。従来にある蛍光体を用いた蛍光膜では，輝度が高く，分解しにくく輝度劣
化が少なく，かつ色再現性のよい蛍光膜は得られなかった。
【０００９】
【特許文献１】特開平2-289679
【特許文献２】特公昭61-21505
【特許文献３】特公平06-60354
【特許文献４】特開2003-115481
【特許文献５】特開2002-105450
【特許文献６】特開2004-51931
【特許文献７】特開2002-105449
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記従来の画像表示装置には，長寿命，高輝度，及び良好な色再現性の全てを満たすこ
とが出来ないという問題があった。本発明の目的は，長寿命，高輝度かつ色再現性のよい
蛍光膜を用いた，画質の良い画像表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的は，蛍光膜を形成する蛍光体の少なくとも一部に、組成が一般式(La1-x-y-zLn
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xScyMz)2SiO5で表され、ただし、式中のLnはTb及びCeのうち少なくとも一つの元素を表し
、式中のMはLu、Y、及Gdのうち少なくとも一つの元素を表し、式中のｘ、ｙ、及びzは0＜
x＜1、0＜ｙ＜1、0≦z＜1を満たす蛍光体を含む画像表示装置により達成することが出来
る。
【００１２】
　また，別の構成として，蛍光膜を形成する蛍光体の少なくとも一部に、組成が一般式(L
a1-x-ｚLnxMz)2SiO5で表され、ただし、式中のLnはTb及びCeのうち少なくとも一つの元素
を表し、式中のMはSc及びLuのうち少なくとも一つの元素を表し、式中のｘ及びｚは0＜x
＜1、0＜z＜1を満たし、かつ、X線回折において、位置が2θ=29°以上30°以下にあらわ
れる回折ピークの強度が，最も強く現れる回折ピーク強度の1/2以下である蛍光体を含む
画像表示装置により，上記目的を達成することが出来る。
【００１３】
　さらに，別の構成として，蛍光膜を形成する蛍光体の少なくとも一部に、組成が一般式
(La1-x-ｚTbxMz)2SiO5で表され、ただし、式中のLnはTb及びCeのうち少なくとも一つの元
素を表し、式中のMはSc、Lu、Y、及びGdのうち少なくとも一つの元素を表し、式中のｘ及
びｚは0＜x＜1、0＜z＜1を満たし、かつ、X線回折において、位置が2θ=29°以上30°以
下にあらわれる回折ピークの強度が，最も強く現れる回折ピーク強度の1/2以下である蛍
光体を含む画像表示装置により上記目的を達成することが出来る。
【００１４】
　また，上記蛍光体の組成式における構成元素の比率zを，0＜z＜0.5の範囲とすれば，よ
り望ましい特性を得られる。
【００１５】
　さらに，前記蛍光膜を形成する蛍光体の，粒径重量分布の4分位偏差値(QD)の値が，0.2
5を越える値とすれば，より望ましい特性を得られる。
【００１６】
　さらに，前記蛍光膜を形成する蛍光体の，前記蛍光体の組成式におけるSiのモル比を，
全体のモル比に対し0.8～1.2の範囲とすれば，より望ましい特性を得られる。
【００１７】
　このような蛍光体は，Si以外の構成元素を同時に含む化合物を，Siを含む化合物と混合
し，加熱焼成する事でより望ましい特性を得られる。
【００１８】
　また，このような蛍光体は，全ての構成元素を同時に含む化合物を加熱焼成する事でよ
り望ましい特性を得られる。
【００１９】
　さらに，前記蛍光膜を形成する蛍光体の，前記蛍光膜の膜厚の範囲が，0.5μm以上40μ
m以下とすれば，より望ましい特性を得られる。
【００２０】
　また，該蛍光膜が，他の蛍光体の一種類もしくは複数の種類と混在することにより，よ
り望ましい特性を得ることも出来る。
【００２１】
　そして，該蛍光膜に電子線を照射し発光させることを特徴とする画像表示装置により，
上記目的を達成することが出来る。
【００２２】
　具体例としては，該蛍光膜を備えた投射管，もしくは該蛍光膜を備えた投射管を含む投
射型テレビジョンにより，上記目的を達成することができる。また，該蛍光膜を備えたフ
ィールドエミッターディスプレイにより，上記目的を達成することができる。
【００２３】
　また，該蛍光膜に，本発明の蛍光体が発光する波長範囲である，波長500nm以下の光を
照射し発光させることを特徴とする画像表示装置により，上記目的を達成することができ
る。
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【００２４】
　具体例としては，該蛍光膜を備えたプラズマディスプレイにより，上記目的を達成する
ことができる。
【００２５】
　また，該蛍光膜を少なくとも一部に含む光源を備えたことを特徴とする画像表示装置に
より，上記目的を達成することが出来る。
【００２６】
　具体例としては，該蛍光膜を少なくとも一部に含む光源を用いて表示を行う液晶ディス
プレイにより，上記目的を達成することが出来る。
【００２７】
　また，赤色発光，青色発光，緑色発光の3色の蛍光膜によりカラー表示を行う画像表示
装置において，3色の蛍光膜のうち緑色発光蛍光膜を本発明とすることにより，上記目的
を達成することが出来る。
【００２８】
　さらに，赤色発光，青色発光，緑色発光の3色の蛍光膜によりカラー表示を行う画像表
示装置において，赤色発光蛍光膜の少なくとも一部にY2O3もしくはY2O2Sを成分とする蛍
光体のうちいずれか1つもしくは両者を含み，かつ青色発光蛍光膜の少なくとも一部にZnS
を成分とする蛍光体を含み，かつ緑色発光の蛍光膜を本発明とした画像表示装置により，
より望ましい特性を得ることが出来る。
【００２９】
　上記本発明の作用について以下に詳述する。
【００３０】
　従来技術の蛍光体は，Tbxで付活された母材Y2-2xSiO5の原料を，Gd, Sc, Yb, Eu, Sm, 
Tm，Mn，Dy，Prなどを含む別の原料と混合し焼成することによって，組成Yの一部を置換
し，特性の改善を図ってきた。
【００３１】
　それに対し，本発明は，Tbxで付活された母材La2-2xSiO5を元とし，Sc，Lu，Gd，及びY
などによって，Laの一部を置換する。
【００３２】
　このことによって，(La1-x-zTbxMz)2SiO5（ただし、式中のLnはTb及びCeのうち少なく
とも一つの元素を表し、式中のMはSc、Lu、Y、及びGdのうち少なくとも一つの元素を表し
、式中のｘ及びｚは0＜x＜1、0＜z＜1を満たす数）で表され，かつ従来技術と異なる結晶
を持つ蛍光体を得ることが出来る。この蛍光体は，寿命，輝度，及び色再現性に関して良
好な特性を示すことを見いだした。
【００３３】
　本発明の蛍光体は，従来技術である，特開平2-289679（特許文献１），特公昭61-21505
（特許文献２），特公平06-60354（特許文献３），特開2003-115481（特許文献４），特
開2002-105450（特許文献５），特開2004-51931（特許文献６），特開2002-105449（特許
文献７）で示されている蛍光体とは，異なる結晶となる。このことは，X線回折において
、位置が2θ=29°以上30°以下にあらわれる回折ピークの強度が，最も強く現れる回折ピ
ーク強度の1/2以下となる特徴で示される。
【００３４】
　また，従来技術の特開2003-115481（特許文献4）とは異なり，Siを化学量論に一致する
組成とすることで，高い輝度を得ることが出来る。
【００３５】
　また，La，Tb，及びSc等の置換元素を同時に含む化合物を，Siを含む化合物と混合し，
加熱焼成する事，または，La，Tb，Sc等の置換元素，及びSiを同時に含む化合物を加熱焼
成する事により合成を行うことで，より望ましい特性を得ることが出来る。
【００３６】
　本発明の蛍光体の形態は，特に限定されず，単結晶でも多結晶でもよい。また，形状は
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，焼結体，粉体等いずれの形でも良い。ただし，画像表示装置に用いる場合，高温で反応
させた粉体が良く用いられる。この場合，粉体の粒径は1μm～20μm程度のものが用いら
れる。
【００３７】
　さらに，本発明の蛍光膜において，Y3(Al,Ga)5O12:Tb，Zn2SiO4:Mn，LaOCl:Tb，InBO3:
Tb，LaPO4:Tb,Ce，Y2O3:Eu，BaMgAl10O17:Euなど，他の蛍光体の一種類もしくは複数の種
類と混在させて使用することにより，より輝度を高めること，もしくは色再現性をよくす
ること，もしくは色を変更すること，もしくは寿命特性を向上することができる。
【００３８】
　また，従来技術の蛍光膜は，輝度を高くするため，40μmを越える厚みが必要であった
。しかし，上記蛍光体を用いることにより，40μm以下でも十分実用に用いることができ
る高い輝度を得ることが出来る。本発明では，上記蛍光体を40μm以下の膜厚で用いるこ
とにより，高精細かつ高輝度の画像表示装置を得ることが出来る。
【００３９】
　実用に供する場合の使用方法として，本発明の蛍光体を含む蛍光膜を有する画像表示装
置を用いることにより，画質のよい画像表示装置を提供することができる。
【００４０】
　本発明の蛍光体を含む蛍光膜を，フィールドエミッターディスプレイ（ＦＥＤ）等の，
低速電子線を用いる画像表示装置に用いることによって，寿命が良く，輝度が高く，かつ
色再現性が良い，良好な特性を示す画像表示装置を作成することができる。
【００４１】
　また，本発明を投射型ディスプレイに用いることにより，良好な特性を示す画像表示装
置を得ることが出来る。投射型ディスプレイはRBG三色の三本の投射管によって構成され
る。このうち，緑色投射管のフェイスプレートに塗布する蛍光体として，本発明の蛍光体
を単独で，もしくは本発明の蛍光体を含む緑色蛍光体混合物を用いることによって，良好
な特性を示す画像表示装置を作成することができる。
【００４２】
　また，直視型ディスプレイ用ブラウン管（以下直視管と略）においても，フェイスプレ
ートに塗布する三色の蛍光体のうち，緑色蛍光体として，本発明の蛍光体を単独もしくは
混合物で用いることによって，良好な特性を示す画像表示装置を作成することができる。
【００４３】
　本発明は，高精細であり，かつ高電流励起における輝度が高く，また輝度劣化特性が優
れているため，投射管用及びＦＥＤ用蛍光体としての用途に最適である。
【００４４】
　また，本発明の蛍光体を含む蛍光膜を，プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）等の，
紫外線励起による発光を行う画像表示装置に用いることによって，良好な特性を示す画像
表示装置を作製することができる。
【００４５】
　また，本発明を，液晶を用いた画像表示装置の，バックライトもしくはサイドライト光
源に用いることによって，良好な特性を示す画像表示装置を作製することができる。
【００４６】
　また，本発明の効果は，励起源の種類に限定されず，様々な電子線源や紫外線源などの
，全ての種類の蛍光体励起を行う励起源において有効である．
【発明の効果】
【００４７】
　以上説明した通り，本発明により所期の目的を達成することができた。すなわち，本発
明により，高精細，高輝度で劣化が少なく，かつ色再現性の良い，高画質の画像表示装置
を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
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　以下，本発明の実施例を図面を用いて詳細に説明する。
【実施例１】
【００４９】
　本発明の構成の画像表示装置に用いる蛍光膜を以下の方法で作製し，その特性を評価し
た。
【００５０】
　本発明に用いる蛍光体は，Scが組成として含まれた，共沈などの手法による化合物を原
料に用いて合成を行った。すなわち，原料として，(La,Sc,Tb)2O3,及びSiO2を用いた。ま
た，他の合成法として，これら全て，すなわちLa，Sc，Tb，Siが含まれた，共沈などの手
法による化合物を用いても，結果としては，同等かもしくはさらによい結果が得られてい
る。
【００５１】
　これらの材料の所定量をよく混合した。この混合物をアルミナるつぼに入れ，1400℃以
上の温度で２時間以上焼成した。良好な特性となるよう，焼成時の雰囲気を制御した。焼
成物を粉砕し，粒径数μm前後の蛍光体粉末を得た。
【００５２】
　このような方法で，組成を変化させて，(La1-x-yTbxScy)2SiO5で表される組成を持つ蛍
光体をそれぞれ作製した。ここで，x，yは，0＜x≦1，0＜y≦1の範囲で変化させた。
【００５３】
　比較対象となる従来品は，Laの珪酸化合物が母体である，Scが含まれない，Tb付活La2S
iO5蛍光体を，最適な組成となるように作製した。
【００５４】
　陰極線による発光特性を測定するために，これらの試料を，金属製の基板上に水沈降塗
布し，40μm厚以下の蛍光膜を作製した。この蛍光膜に，真空度10-5Pa以上の真空中にお
いて，0.1～1000μA/cm2の範囲の電流密度で電子線を照射し，輝度を測定した。加速電圧
の範囲は5～30kVとした。
【００５５】
　輝度は，膜面から20cm離れた位置でフォトトランジスタにより測定した。
【００５６】
　図１に，Sc濃度yを変化させた場合の，輝度のSc量依存性を示す。図には0.5までのグラ
フを示した。従来例(Sc濃度y=0)の輝度を100として示した。Sc濃度yが0を越える範囲で，
輝度において従来例を上回ることがわかる。特に，Sc濃度が0を越え0.25以下の範囲にお
いて，十分な輝度向上を示した。
【００５７】
　さらに，図1に，実施例の発光について，CIE色度座標の色度値yのSc量依存性を同時に
示した。緑色発光蛍光体において，色度値yは値が大きい程良好な色再現性を示す。実用
的には，0.57以上であることが望ましい。図1より，本発明の蛍光体では，Sc濃度を増や
しても大きな色度値yの変化はなく，全体の組成領域で良好な色再現性を示している。
【００５８】
　また，付活剤濃度xが0＜x≦1の範囲における他の組成においても，Sc濃度yを変化させ
た場合，同様の結果となった。
【００５９】
　(La1-x-yTbxScy)2SiO5で表される組成において，さらにLaをLu，Y，Gd，のうち少なく
とも一つの元素で置換した場合，上記と同様，もしくはさらに良好な特性を得ることが出
来た。
【００６０】
　また，本発明の蛍光体における，全体組成1molに対する，含まれるSiのmol量を変化さ
せ発光特性の変化を測定した。Si量が化学量論比に一致する1molの場合に，輝度が最も高
い結果となった。これより，Siのmol量が1であることが望ましいことが示された。
【００６１】
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　また，本発明の蛍光体について，粒径分布と，塗布方法に関して検討を行った。蛍光体
の粒径分布は，コールターメーターを用いて測定を行い，粒径重量分布の4分位偏差値(QD
)の値を粒径分布の拡がりの指標として用いた。蛍光体をペーストに分散し，印刷法で塗
布を行った場合，蛍光膜を形成する蛍光体の，粒径重量分布の4分位偏差値(QD)の値が，0
.25を越える場合に，良好な輝度特性を示した。
【００６２】
　また，本発明の蛍光体について，光励起による検討を行った。500nm以下の光励起によ
り発光し，特に380nm以下の紫外光の励起により強い発光を示した。光励起においても，
従来品より良好な特性を示した。特に，上記したように付活剤としてTbを用いるのみでは
なく，加えてCeを用いることにより，さらに良好な特性を示した。
【００６３】
　上記のように，本発明により，輝度が高く，かつ色再現性の良い蛍光膜を作製すること
が出来，これを用いて画像表示装置を作製することにより，良好な特性の画像表示装置を
得ることが出来る。
【実施例２】
【００６４】
　本発明の構成の画像表示装置に用いる蛍光膜を以下の方法で作製し，その特性を評価し
た。
【００６５】
　本発明に用いる蛍光体は，Luが組成として含まれた，共沈などの手法による化合物を原
料に用いて合成を行った。すなわち，原料として，(La,Lu,Tb)2O3,及びSiO2を用いた。ま
た，他の合成法として，これら全て，すなわちLa，Lu，Tb，Siが含まれた，共沈などの手
法による化合物を用いても，結果としては，同等かもしくはさらによい結果が得られてい
る。
【００６６】
　これらの材料の所定量をよく混合した。この混合物をアルミナるつぼに入れ，1400℃以
上の温度で２時間以上焼成した。良好な特性となるよう，焼成時の雰囲気を制御した。焼
成物を粉砕し，粒径数μm前後の蛍光体粉末を得た。
【００６７】
　このような方法で，組成を変化させて，(La1-x-yTbxLuｚ)2SiO5で表される組成を持つ
蛍光体をそれぞれ作製した。ここで，x，zは，0＜x≦1，0＜z≦1の範囲で変化させた。
【００６８】
　比較対象となる従来品は，Laの珪酸化合物が母体である，Luが含まれない，Tb付活La2S
iO5蛍光体を，最適な組成となるように作製した。
【００６９】
　陰極線による発光特性を測定するために，これらの試料を，金属製の基板上に水沈降塗
布し，40μm厚以下の蛍光膜を作製した。この蛍光膜に，真空度10-5Pa以上の真空中にお
いて，0.1～1000μA/cm2の範囲の電流密度で電子線を照射し，輝度を測定した。加速電圧
の範囲は5～30kVとした。
【００７０】
　輝度は，膜面から20cm離れた位置でフォトトランジスタにより測定した。
【００７１】
　図２に，Lu濃度zを変化させた場合の，輝度のLu量依存性を示す。従来例(Lu濃度z=0)の
輝度を100として示した。Lu濃度zが0を越える範囲で，輝度において従来例を上回ること
がわかる。特に，Lu濃度が0を越え0.5以下の範囲において，十分な輝度向上を示した。
【００７２】
　さらに，図２に，実施例の発光について，CIE色度座標の色度値yのLu量依存性を同時に
示した。緑色発光蛍光体において，色度値yは値が大きい程良好な色再現性を示す。実用
的には，0.57以上であることが望ましい。図２より，本発明の蛍光体では，Lu濃度を増や
しても大きな色度値yの変化はなく，全体の組成領域で良好な色再現性を示している。
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【００７３】
　また，付活剤濃度xが0＜x≦1の範囲における他の組成においても，Lu濃度zを変化させ
た場合，同様の結果となった。
【００７４】
　(La1-x-yTbxLuz)2SiO5で表される組成において，さらにLaをSc，Y，Gd，のうち少なく
とも一つの元素で置換した場合，上記と同様，もしくはさらに良好な特性を得ることが出
来た。
【００７５】
　また，本発明の蛍光体における，全体組成1molに対する，含まれるSiのmol量を変化さ
せ発光特性の変化を測定した。Si量が化学量論比に一致する1molの場合に，輝度が最も高
い結果となった。これより，Siのmol量が1であることが望ましいことが示された。
【００７６】
　また，本発明の蛍光体について，粒径分布と，塗布方法に関して検討を行った。蛍光体
の粒径分布は，コールターメーターを用いて測定を行い，粒径重量分布の4分位偏差値(QD
)の値を粒径分布の拡がりの指標として用いた。蛍光体をペーストに分散し，印刷法で塗
布を行った場合，蛍光膜を形成する蛍光体の，粒径重量分布の4分位偏差値(QD)の値が，0
.25を越える場合に，良好な輝度特性を示した。
【００７７】
　また，本発明の蛍光体について，光励起による検討を行った。500nm以下の光励起によ
り発光し，特に380nm以下の紫外光の励起により強い発光を示した。光励起においても，
従来品より良好な特性を示した。特に，上記したように付活剤としてTbを用いるのみでは
なく，加えてCeを用いることにより，さらに良好な特性を示した。
【００７８】
　上記のように，本発明により，輝度が高く，かつ色再現性の良い蛍光膜を作製すること
が出来，これを用いて画像表示装置を作製することにより，良好な特性の画像表示装置を
得ることが出来る。
【実施例３】
【００７９】
　本発明の構成の画像表示装置に用いる蛍光膜を以下の方法で作製し，その特性を評価し
た。
【００８０】
　本発明に用いる蛍光体は，Luが組成として含まれた，共沈などの手法による化合物を原
料に用いて合成を行った。すなわち，原料として，(La,Y,Tb)2O3,及びSiO2を用いた。ま
た，他の合成法として，これら全て，すなわちLa，Y，Tb，Siが含まれた，共沈などの手
法による化合物を用いても，結果としては，同等かもしくはさらによい結果が得られてい
る。
【００８１】
　これらの材料の所定量をよく混合した。この混合物をアルミナるつぼに入れ，1400℃以
上の温度で２時間以上焼成した。良好な特性となるよう，焼成時の雰囲気を制御した。焼
成物を粉砕し，粒径数μm前後の蛍光体粉末を得た。
【００８２】
　このような方法で，組成を変化させて，(La1-x-yTbxYｚ)2SiO5で表される組成を持つ蛍
光体をそれぞれ作製した。ここで，x，zは，0＜x≦1，0＜z≦1の範囲で変化させた。
【００８３】
　比較対象となる従来品は，Laの珪酸化合物が母体である，Yが含まれない，Tb付活La2Si
O5蛍光体を，最適な組成となるように作製した。
【００８４】
　陰極線による発光特性を測定するために，これらの試料を，金属製の基板上に水沈降塗
布し，40μm厚以下の蛍光膜を作製した。この蛍光膜に，真空度10-5Pa以上の真空中にお
いて，0.1～1000μA/cm2の範囲の電流密度で電子線を照射し，輝度を測定した。加速電圧
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の範囲は5～30kVとした。
【００８５】
　輝度は，膜面から20cm離れた位置でフォトトランジスタにより測定した。
【００８６】
　図３に，Y濃度zを変化させた場合の，輝度のY量依存性を示す。従来例(Y濃度z=0)の輝
度を100として示した。Y濃度zが0を越える範囲で，輝度において従来例を上回ることがわ
かる。Y濃度が高くなる程，輝度向上を示した。
【００８７】
　さらに，図３に，実施例の発光について，CIE色度座標の色度値yのLu量依存性を同時に
示した。緑色発光蛍光体において，色度値yは値が大きい程良好な色再現性を示す。実用
的には，0.57以上であることが望ましい。図３より，本発明の蛍光体では，Y濃度を増や
すと大きく色度値yが低下する。良好な色度値の範囲は，Y濃度が0.5以下の範囲である。
【００８８】
　また，付活剤濃度xが0＜x≦1の範囲における他の組成においても，Y濃度zを変化させた
場合，同様の結果となった。
【００８９】
　(La1-x-yTbxYz)2SiO5で表される組成において，さらにLaをSc，Lu，Gd，のうち少なく
とも一つの元素で置換した場合，上記と同様，もしくはさらに良好な特性を得ることが出
来た。
【００９０】
　また，本発明の蛍光体における，全体組成1molに対する，含まれるSiのmol量を変化さ
せ発光特性の変化を測定した。Si量が化学量論比に一致する1molの場合に，輝度が最も高
い結果となった。これより，Siのmol量が1であることが望ましいことが示された。
【００９１】
　また，本発明の蛍光体について，粒径分布と，塗布方法に関して検討を行った。蛍光体
の粒径分布は，コールターメーターを用いて測定を行い，粒径重量分布の4分位偏差値(QD
)の値を粒径分布の拡がりの指標として用いた。蛍光体をペーストに分散し，印刷法で塗
布を行った場合，蛍光膜を形成する蛍光体の，粒径重量分布の4分位偏差値(QD)の値が，0
.25を越える場合に，良好な輝度特性を示した。
【００９２】
　また，本発明の蛍光体について，光励起による検討を行った。500nm以下の光励起によ
り発光し，特に380nm以下の紫外光の励起により強い発光を示した。光励起においても，
従来品より良好な特性を示した。特に，上記したように付活剤としてTbを用いるのみでは
なく，加えてCeを用いることにより，さらに良好な特性を示した。
【００９３】
　上記のように，本発明により，輝度が高く，かつ色再現性の良い蛍光膜を作製すること
が出来，これを用いて画像表示装置を作製することにより，良好な特性の画像表示装置を
得ることが出来る。
【実施例４】
【００９４】
　本発明の構成の画像表示装置に用いる蛍光体について，従来例との結晶の違いを評価し
た。
【００９５】
　本発明の蛍光体を，実施例１と同様に作製し，(La1-x-yTbxScy)2SiO5で表される組成を
持つ蛍光体をそれぞれ作製した。ここで，x，yは，0＜x≦1，0＜y≦1の範囲で変化させた
。
【００９６】
　比較対象となる従来品は，Yの珪酸化合物が母体である，Scが含まれない，Tb付活Y2SiO

5蛍光体を，最適な組成となるように作製した。
【００９７】
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　X線評価は，CuのKα特性線による回折線を，粉末X線回折装置を用い，θ-2θスキャン
による測定値を用いた。
【００９８】
　図４に，本発明の蛍光体のX線回折における最も強度が強いピーク付近のX線回折強度の
グラフを示す。本発明は，従来例とは異なる結晶による異なる回折パターンを示し，新た
な結晶を形成していることがわかる。例えば，本発明で最も強度が強い主ピークは2θ=27
～28°の範囲に存在する場合が多いが，従来例では30～31°の範囲に存在する。
【００９９】
　本発明の蛍光体の結晶の，従来例と異なる特徴として，2θ=29～30°の範囲にあるピー
クの強度が挙げられる。本発明では，最も強度が強いピークに対して，この範囲にあるピ
ークの強度は，1/2以下である。それに対し，従来例では最も強度が強いピークに対して
，この範囲にあるピークの強度は，8割程度である。この範囲にあるピークの強度により
，本発明の従来例と異なる結晶を特徴づけることができる。
【０１００】
　図５に，本発明の実施例と，従来例との，紫外線励起による発光スペクトルの比較を示
す。540nm付近での，緑色発光ピークを比較すると，本発明の実施例の方が，従来例より
も，短波長側にある。これは，緑色発光としては純色に近くなる方向である。また，480n
m付近での，青色発光ピークを比較すると，本発明の実施例の方が，従来例よりも，ピー
ク強度が小さい。これは，緑色発光以外の発光が少なくなる方向である。
【０１０１】
　これらの差異により，緑色発光の色再現性は，本発明の方が，従来例より良好である。
これらの発光スペクトルの相違は，主に，本発明の蛍光体の結晶が，前記したように，従
来例と異なることに起因している。
【０１０２】
　上記のように，本発明により，色再現性の良い蛍光膜を作製することが出来，これを用
いて画像表示装置を作製することにより，良好な特性の画像表示装置を得ることが出来る
。
【実施例５】
【０１０３】
　本発明の構成の画像表示装置を，蛍光膜の膜厚を変化させて作製し，特性を評価した。
【０１０４】
　実施例１で示したScを含む蛍光体による，本発明の画像表示装置に使用される蛍光膜を
，膜厚を5～50μmの範囲で変化させ作製した。この蛍光体に電子線を照射し，実施例１の
測定法に準じ，輝度を測定した。また，精細度の指標となるスポット径を測定した。
【０１０５】
　スポット径とは，電子線が一点に照射された場合に，光って見える点の直径のことであ
る。通常は，電子線を走査しながら測定する。走査して移動する発光点を，スリットによ
り移動方向に分解し発光強度の時間変化を測定した。その結果から，発光点内における位
置による発光強度の変化を算出した。今回は，最大の発光強度(発光点の中心)に対して，
発光強度が10%になる位置までを発光点と見て，10%となる位置間の距離をスポット径と定
義した。
【０１０６】
　スポット径は画面上での画素の大きさと関係しており，ある程度の大きさ以下としない
と画像の精細度が失われる。望ましいスポット径は200μm以下，さらに望ましくは170～1
80μm程度以下である。また，ハイビジョン等の高精細画像に十分対応するためには，150
～160μm程度以下が望ましい。
【０１０７】
　蛍光体の膜厚は，蛍光膜の断面の厚さを走査電子顕微鏡を用いて測定した。また，非接
触式の段差計を用い，基板やフェースパネルからの蛍光膜の厚さ測定も併せて実施した。
これらの結果より，妥当な値を蛍光膜の膜厚とした。
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【０１０８】
　図６に，本発明における，蛍光膜の膜厚に対する，スポット径及び輝度の変化を示す。
膜厚を薄くすると共に，スポット径が小さくなることがわかる。図より，前記したスポッ
ト径を得るための膜厚は，40μm以下，望ましくは30μm以下，さらに望ましくは21μm未
満であることがわかる。
【０１０９】
　また，図６より，膜厚を薄くすると共に，輝度が低下することがわかる。従来品輝度を
100前後としているが，実用的に使用するためには，輝度80以上が望ましい。また，輝度9
0以上がさらに望ましい。図より，輝度90以上を得るための膜厚は10μm以上であることが
わかる。
【０１１０】
　上記のように，本発明により，精細度の高い蛍光膜を作製することが出来，これを用い
て画像表示装置を作製することにより，高精細かつ高輝度の画像表示装置を得ることが出
来る。
【実施例６】
【０１１１】
　画像表示を行う緑色蛍光膜として，本発明の蛍光体による蛍光膜を有する，対角18cmサ
イズの緑色画像用投射型陰極線管を作製した。
【０１１２】
　図７に，投射型陰極線管の断面の概念図を示す。同図において，投射型陰極線管は，ネ
ック端に電子銃４を備え，フェイスプレート１の内面に，蛍光膜２及びメタルバック３を
備えている。投射型陰極線管の蛍光膜は単色膜で構成されている。本発明の手段を用い，
７インチバルブ中で水沈降により蛍光膜２を形成し，フィルミング，アルミバック蒸着を
行い，電子銃等の部品を取り付け，排気，封止を行って陰極線管を完成させた。
【０１１３】
　これらの本発明の陰極線管を用い，30kVの電圧を加え，TVスキャンにより102x76mmの大
きさで照射される，0.1～10mAの陰極線で励起した。以下に示す方法で，発光特性を測定
した。
【０１１４】
　輝度は，数十cm離れた位置から輝度計を用いて計測した。また，実施例２に準じた方法
により，スポット径を測定した。
【０１１５】
　これらの評価の結果，今回作製した陰極線管は，精細度において，従来品を上回った。
かつ，輝度特性においても，従来品と同等以上であった。すなわち，本発明により，高精
細かつ高輝度である，画質の良い画像表示装置を得た。
【実施例７】
【０１１６】
　画像表示を行う緑色蛍光膜として，本発明の蛍光体による蛍光膜を有する，投射型テレ
ビ画像表示装置を作製した。
【０１１７】
　実施例６に示すように，本発明による対角18cmサイズの緑色画像用投射型陰極線管を作
製した。さらに，他の青色画像用投射型陰極線管，及び赤色画像用投射型陰極線とを組み
合わせて，投射型テレビ画像表示装置を作製した。
【０１１８】
　図８に，本発明による投射型テレビ画像表示装置の模式図を示す。同図において，５は
赤色画像用陰極線管，６は本発明の緑色画像用陰極線管，７は青色画像用陰極線管であり
，これらに対向して一定距離はなした位置に映写スクリーン８が配置されている。また，
前記各々の投射型陰極線管には，これらの中心軸と同一線上に投射レンズ系９が配置され
，前記各々の投射型陰極線管のフェイスプレートに再生された単色の画像が集光拡大され
て前記映写スクリーン８に投射され，３色が重ね合い合成されたカラー画像が得られる。
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【０１１９】
　実際には，投射型テレビ画像表示装置は，上記に示す各画像用陰極線管，映写スクリー
ン，及び投射レンズ系の外に，テレビ用チューナー，陰極線管駆動回路，画像信号処理回
路等の画像表示用装置，また，音響用スピーカー，アンプなどの音響装置，また，スイッ
チやボリュームなどの操作用装置，また，全体を収める外装や，支えるフレームや台等に
よって構成されている。
【０１２０】
　ここで，本実施例において，以下に示す各方法で，発光特性を測定した。輝度は，数十
cm離れた位置から輝度計を用いて計測し，従来用いられている現行標準品の輝度を100と
して相対輝度で表した。測定は，30kVの電圧を加え，102x76mmの大きさで照射される，0.
1～10mAの陰極線で励起し測定した。
【０１２１】
　蛍光体の発光色は，数十cm離れた位置から色度計を用いて測定した。発光色の比較は，
x-yの色度座標の色度値yの比較により行った。
【０１２２】
　輝度劣化特性の測定は，102x76mmの大きさで照射される，0.5mA前後の陰極線を1000時
間照射連続照射し，その前後での輝度比により比較した。
【０１２３】
　また，ハイビジョンなどの高精細画像を表示し，精細度を詳細に評価した。
【０１２４】
　これらの評価の結果，今回作製した投射型テレビ画像表示装置は，精細度において，従
来品を上回った。かつ，輝度及び輝度劣化特性においても，従来品と同等以上であった。
すなわち，本発明により，長寿命，高精細かつ高輝度である，画質の良い画像表示装置を
得た。
【実施例８】
【０１２５】
　画像表示を行う緑色蛍光膜として，本発明の蛍光体による蛍光膜を有する，投射型テレ
ビ画像表示装置を作製した。
【０１２６】
　実施例６に示すように，本発明による対角18cmサイズの緑色画像用投射型陰極線管を作
製した。さらに，他の青色画像用投射型陰極線管として，ZnS:Ag,Al蛍光体を含んだ蛍光
膜による陰極線管を用いた。また，赤色画像用投射型陰極線として，Y2O3:Eu蛍光体を含
む蛍光膜による陰極線管を用いた。これらを組み合わせて，投射型テレビ画像表示装置を
作製した。
【０１２７】
　実施例７と同様の構成により，同様の評価を実施した。
【０１２８】
　これらの評価の結果，今回作製した投射型テレビ画像表示装置は，精細度において，従
来品を上回った。かつ，輝度及び輝度劣化特性においても，従来品と同等以上であった。
三色を合わせた評価における色調や画質において，特に良好な結果を得た。すなわち，本
発明により，長寿命，高精細かつ高輝度である，画質の良い画像表示装置を得た。
【０１２９】
　また，青色画像用投射型陰極線管として，ZnSを成分とする蛍光体を含んだ上記以外の
蛍光膜による陰極線管を用いた場合も同様の結果を得た。また，赤色画像用投射型陰極線
として，少なくとも一部にY2O3もしくはY2O2Sを成分とする蛍光体のうちいずれか1つもし
くは両者を含む上記以外の蛍光膜による陰極線管を用いた場合も同様の結果を得た。これ
らを組み合わせることにより，画質の良い画像表示装置を得た。
【実施例９】
【０１３０】
　画像表示を行う緑色蛍光膜として，Zn2SiO4:Mn蛍光体を混在させた本発明の蛍光膜を用
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いて，対角18cmサイズ緑色画像用投射型陰極線管を作製した。さらに，本発明の技術を用
いた該緑色画像用投射型陰極線管と，他の青色画像用投射型陰極線管，及び赤色画像用投
射型陰極線とを組み合わせて，投射型テレビ画像表示装置を作製した。装置の構成及び特
性の測定方法は実施例７と同様である。
【０１３１】
　上記混合膜において，全体に対するZn2SiO4:Mn蛍光体の重量比を，0～1まで変化させ，
CIE色度座標の色度値y及び相対輝度を測定した。緑蛍光体においては，色度値yが大きい
ほどいろ再現性が良く，良好な画像が得られる。Zn2SiO4:Mn蛍光体の重量比が増えるにし
たがって，色度値yが増加し，良好な色再現性を示すことがわかる。一方，Zn2SiO4:Mn蛍
光体の重量比が増えるにしたがって，輝度が低下する。色再現性の上では，Zn2SiO4:Mn蛍
光体の重量比は多い方が良いが，実用に供する輝度を得るためには，重量比0.4以下の方
が良い。この範囲での混合蛍光体を用いることで，良好な特性を持つ画像表示装置を提供
することが出来る。
【０１３２】
　また，Zn2SiO4:Mn蛍光体に替えて，LaOCl:Tb蛍光体やInBO3:Tb蛍光体など，本発明と発
光の色度が異なるその他の蛍光体を本発明に混在させ陰極線管を作製した。その結果，上
記と同様の結果が得られた。
【実施例１０】
【０１３３】
　画像表示を行う緑色蛍光膜として，Y3(Al,Ga)5O12:Tb 蛍光体を混在させた本発明の蛍
光膜を用いて，対角18cmサイズ緑色画像用投射型陰極線管を作製した。さらに，本発明の
技術を用いた該緑色画像用投射型陰極線管と，他の青色画像用投射型陰極線管，及び赤色
画像用投射型陰極線とを組み合わせて，投射型テレビ画像表示装置を作製した。装置の構
成及び特性の測定方法は実施例７と同様である。
上記混合膜において，全体に対するY3(Al,Ga)5O12:Tb蛍光体の重量比を，0～1まで変化さ
せ，色度値y，相対輝度及び輝度劣化特性を測定した。それにより，Y3(Al,Ga)5O12:Tb蛍
光体の重量比を増やすと，相対輝度及び輝度劣化特性が向上するが，色度値yが低下する
という結果を得た。実用に供することのできる色度値は，Y3(Al,Ga)5O12:Tb蛍光体の重量
比0.6以下で得る事ができる。この範囲での混合蛍光体を用いることで，輝度が高く輝度
劣化の少ない，良好な特性を持つ画像表示装置を提供することが出来る。
【０１３４】
　また，Y3(Al,Ga)5O12:Tb蛍光体に替えて，本発明と輝度や劣化特性が異なるその他の蛍
光体を本発明に混在させ陰極線管を作製した。その結果，上記と同様の結果が得られた。
【実施例１１】
【０１３５】
　本発明の構成の含む蛍光膜を，プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）に適用した。図
９にプラズマディスプレイパネルのセル構造を示す。また，図１０に，プラズマディスプ
レイパネルの構成を示す。このような構造の本発明によるプラズマディスプレイを作製し
た。
【０１３６】
　特性を評価した結果，今回作製した本発明によるプラズマディスプレイは，寿命，及び
輝度において，従来品を上回った。かつ，色再現性おいても，従来品と同等以上であった
。すなわち，本発明により，特性の良い画像表示装置を得た。
【実施例１２】
【０１３７】
　本発明の構成の蛍光膜を，低速電子線による励起を行うフィールドエミッターディスプ
レイ（ＦＥＤ）に適用した。図１１にフィールドエミッターディスプレイのセル構造を示
す。このような構造の本発明によるフィールドエミッターディスプレイを作製した。
【０１３８】
　特性を評価した結果，今回作製した本発明によるフィールドエミッターディスプレイは
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，寿命，及び輝度において，従来品を上回った。かつ，色再現性においても，従来品と同
等以上であった。すなわち，本発明により，特性の良い画像表示装置を得た。
【０１３９】
　また，ここでは，スピント型と呼ばれる電子線源による例を示したが，メタル－インシ
ュレータ－メタル(MIM)型の電子線源や，カーボンナノチューブ(CNT)を用いた電子線源な
ど，全ての種類の電子線源に於いても，本発明は有効である．
【実施例１３】
【０１４０】
　本発明の構成の蛍光膜を，液晶ディスプレイのバックライトに適用した。バックライト
に用いた冷陰極線管(CCFL)の構造の模式図を図１２に示す。また，本発明のその他の構成
のバックライトとして用いた希ガス(キセノン)ランプの構造の模式図を図１３に示す。ま
た，本発明のその他の構成のバックライトとして用いた平面(キセノン)ランプの構造の模
式図を図１４に示す。
【０１４１】
　これらのバックライトの蛍光膜として，本発明による蛍光膜を用いた。蛍光膜には，Y2
O3:Eu蛍光体，及びBaMgAl10O17:Eu蛍光体を混在させることにより，白色の発光を得た。
また，LaPO4:Tb,Ce蛍光体，及び一般的にSCA:Euと呼称される蛍光体のいずれか，もしく
は両者を，上記蛍光体のいずれか，もしくは両者と共に，もしくは別途に混在させたもの
も作製した。
【０１４２】
　これらのバックライトを用いて，液晶ディスプレイを作製した。図１５に，冷陰極管を
用いた場合の，液晶ディスプレイの構造を分解斜視図として模式的に示した図を示す。
【０１４３】
　特性を評価した結果，今回作製した本発明による液晶ディスプレイは，輝度において，
従来品を上回った。かつ，色再現性においても，従来品と同等以上であった。すなわち，
本発明により，高輝度かつ画質の良い画像表示装置を得た。
【０１４４】
　また，本発明の構成によれば，光源の種類はここに示したものに限らず他のものでも十
分な効果を上げることが出来る。例えば，熱陰極管(HCFL)(Hot Cathode Fluorescent Lam
p)などにおいて特に効果を上げることが出来る。また，バックライトに限らず，サイドラ
イトや，フロントプロジェクションの光源として用いても十分な効果を上げることが出来
る。
【０１４５】
　本発明により，従来品より輝度が高く，画質の良い液晶ディスプレイを作製することが
できた。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】本発明の実施例となる画像表示装置に含まれる蛍光体のSc濃度yと，蛍光体の輝
度との関係について示した本発明の特性曲線である。
【図２】本発明の実施例となる画像表示装置に含まれる蛍光体のSc濃度yによる，蛍光体
のX線回折ピークの変化について示した図である。
【図３】従来技術となる画像表示装置に含まれる蛍光体のSc濃度yによる，蛍光体のX線回
折ピークの変化について示した図である。
【図４】本発明の実施例となる蛍光体と，従来例とのX線回折ピークの比較を示した図で
ある。
【図５】本発明の実施例となる蛍光体と，従来例との発光スペクトルの比較を示した図で
ある。
【図６】本発明の実施例となる画像表示装置に含まれる蛍光膜の膜厚と，スポット径及び
輝度との関係について示した本発明の特性曲線である。
【図７】本発明の実施例となる陰極線管の断面構造を模式的に示した構成図である。
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【図８】本発明の実施例となる投射型テレビ画像装置の構造を模式的に示した構成図であ
る。
【図９】本発明の実施例となる，プラズマディスプレイパネルのセル構造を模式的に示し
た図である。
【図１０】本発明の実施例となる，プラズマディスプレイパネルの構造を模式的に示した
図である。
【図１１】本発明の実施例となる，フィールドエミッタディスプレイパネルのセル構造を
模式的に示した図である。
【図１２】本発明の実施例となる，液晶ディスプレイに用いられる冷陰極管(CCFL)の構造
を模式的に示した図である。
【図１３】本発明の実施例となる，液晶ディスプレイに用いられる希ガスランプの構造を
模式的に示した図である。
【図１４】本発明の実施例となる，液晶ディスプレイに用いられる平面バックライトの構
造を模式的に示した図である。
【図１５】本発明の実施例となる，液晶ディスプレイの構造を分解斜視図として模式的に
示した図である。
【符号の説明】
【０１４７】
１　フェイスプレート、２　蛍光膜、３　メタルバック、４　電子銃、５　赤色画像用陰
極線管、６　緑色画像用陰極線管、７　青色画像用陰極線管、８　映写スクリーン、９　
投射レンズ系、１０　蛍光体、１１　隔壁、１２　アドレス電極、１３　背面基板ガラス
、１４　前面基板ガラス、１５　誘電体層、１６　保護膜MgO、１７　表示電極、１８　
緑蛍光体層、１９　赤蛍光体層、２０　青蛍光体層、２１　フェイスプレート、２２　蛍
光膜、２３　リアプレート、２４　陰極、２５　抵抗膜、２６　絶縁膜、２７　ゲート、
２８　円錐型金属、２９　FED型電子源、
３０　ガラス管、３１　蛍光体、３２　電極、３３　放電媒体、３４　密閉容器（背面ガ
ラス３４Ａ、前面ガラス３４Ｂ）、３５　誘電体、３６　バックライトユニット、３７　
液晶素子、３８　筐体（下）、３９　反射板
４０　白色光源（例えばCCFL）、４１　拡散板、４２　プリズムシート、４３　偏光反射
板、４４　インバータ、４５　筐体（上）。
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