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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽極及び蛍光体を内面に有する前面基板と、
　一方向に延在し前記一方向に交差する他方向に並設され、かつ電子源を有する複数本の
陰極配線と、表示領域内で前記陰極配線と非接触で交差し、かつ前記他方向に延在し前記
一方向に並設されて前記電子源からの電子を前記前面基板側に放出させる複数本の帯状電
極素子を平行配列した制御電極を内面に有して前記前面基板と所定の間隔をもって対向す
る背面基板と、
　前記前面基板と前記背面基板の間で前記表示領域を周回して介挿され、前記所定の間隔
を保持するための枠体とを有する表示装置であって、
　前記陰極配線は延在する一端側を前記表示領域外でかつ前記枠体より内側で終端させ、
この終端と前記陽極間に該陽極より低電位の電極からなる遮蔽体を介挿させたことを特徴
とする表示装置。
【請求項２】
　前記遮蔽体が前記電子通過孔の無い帯状電極素子と同一形状であることを特徴とする請
求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記遮蔽体が前記電子通過孔を有する帯状電極素子と同一形状であることを特徴とする
請求項１に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、前面基板と背面基板の間に形成される真空中への電子放出を利用した表示装置
に係り、特に、電子源を有する陰極配線及び電子源からの電子の引き出し量（放出量）を
制御する制御電極を設置すると共に前面基板と背面基板の間を真空に保って安定した表示
特性を有する表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高輝度、高精細に優れたディスプレイデバイスとして従来からカラー陰極線管が広く用い
られている。しかし、近年の情報処理装置やテレビ放送の高画質化に伴い、高輝度、高精
細の特性をもつと共に軽量、省スペースの平板状ディスプレイ（パネルディスプレイ）の
要求が高まっている。
【０００３】
その典型例として液晶表示装置、プラズマ表示装置などが実用化されている。又、特に、
高輝度化が可能なものとして、電子源から真空への電子放出を利用した表示装置（以下、
電子放出型表示装置、または電界放出型表示装置と呼ばれる）や、低消費電力を特徴とす
る有機ＥＬディスプレイなど、種々の型式のパネル型表示装置の実用化も図られている。
【０００４】
このようなパネル型の表示装置のうち、上記電界放出型表示装置には、Ｃ．Ａ．Ｓｐｉｎ
ｄｔらにより発案された電子放出構造をもつもの、メタル－インシュレータ－メタル（Ｍ
ＩＭ）型の電子放出構造をもつもの、量子論的トンネル効果による電子放出現象を利用す
る電子放出構造（表面伝導型電子源とも呼ばれる）をもつもの、さらにはダイアモンド膜
やグラファイト膜、カーボンナノチューブによる電子放出現象を利用するもの、等が知ら
れている。
【０００５】
電界放出型の表示装置の一種は、内面に電界放出型の電子源を有する陰極配線と制御電極
を形成した背面基板と、この背面基板と対向する内面に陽極と蛍光体を形成した前面基板
を有し、両者の内周縁に封止枠を介挿して貼り合わせ、その内部を真空にして構成される
。又、背面基板と前面基板との間の間隔を所定値に保持するために、両基板間に間隔保持
部材を設けているものもある。
【０００６】
図１６は電界放出型の表示装置の概略構成を説明する背面基板の平面図であり、図示しな
い前面基板側から見た模式図となっている。背面基板１はガラスあるいはアルミナ等を好
適とする絶縁基板の上に電子源をもつ複数本の陰極配線２と複数本の帯状電極素子からな
る板部材の制御電極４を有する。陰極配線２は背面基板１上の一方向に延在し、この一方
向に交差する他方向に多数本並設される。この陰極配線２は銀などを含む導電ペーストの
印刷等でパターニングされ、その表面（前面基板側）に電子源が配置される。又、陰極配
線２の延在した一端部は陰極配線引出し線２０として封止枠を構成する枠体９０の外側に
引き出され、他の一端部は前記枠体９０の内側でかつ表示領域ＡＲの外側の終端２２迄延
在している。
【０００７】
一方、制御電極４は別部材として製作され、後述する位置で背面基板１に設置される。す
なわち、電子源を有する陰極配線２の上方（前面基板側）に近接し、かつ当該陰極配線２
に対して表示領域ＡＲの全域にわたって所定の間隔をもって対向して設置される。この制
御電極４を構成する多数本の帯状電極素子４１は、上記他方向に延在し上記一方向に多数
並設されている。この帯状電極素子４１は前記陰極配線２上の電子源との交差部に電子通
過孔となる開孔を有し、この電子通過孔を陰極配線２の電子源から放出された電子が前面
基板側（陽極側）に通過し、この交差部に画素が形成される。
【０００８】
前記制御電極４は、例えばアルミニウム系あるいは鉄系などの薄板（例えば、０．０５ｍ
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ｍ程度）をフォトリソグラフィー技法を用いたエッチング加工で多数のストライプ状の薄
板に多数の電子通過孔を有するように形成するのが好適である。又、制御電極４は表示領
域ＡＲの外側に設けた固定部でガラス材などの絶縁体からなる押さえ部材６０等によって
背面基板１に固定される。この固定部の近傍あるいは封止枠９０の近傍で制御電極４に引
出し線（制御電極引出し線）４０が接続されて表示装置の外縁に引き出されている。なお
、枠体９０に押さえ部材６０の機能を持たせることもできる。そして、陰極配線２と制御
電極４との間の電位差で陰極配線２に有する電子源からの電子の放出量（オン・オフを含
む）を制御する。
【０００９】
一方、図示しない前面基板はガラス等の光透過性を有する絶縁材料で形成され、その内面
に陽極と蛍光体とを有する。蛍光体は陰極配線２と制御電極４の交差部に形成される画素
に対応して配置される。なお、図中、ｘは制御電極４の延在方向、ｙは陰極配線２の延在
方向、ｚは背面基板および前面基板の基板面と直交する方向を示す。
【００１０】
上述した構成の背面基板１と前面基板とが枠体９０を介して封止され、その封止された内
部空間を排気孔１１から真空吸引し、例えば１０-5～１０-7Ｔｏｒｒの真空に排気して電
界放出型の表示装置が形成される。又、上記電子源は、例えばカーボンナノチューブ（Ｃ
ＮＴ）、あるいはダイアモンドライクカーボン（ＤＬＣ）、その他の電界放出カソード物
質あるいは電界放出形状で構成される。
【００１１】
なお、この種の電界放出型の表示装置に関する従来技術を開示したものとしては、前記帯
状電極素子からなる制御電極の構成を除き、例えば特開平７－３２６３０６号公報、特開
平１１－１４４６５２号公報、特開２０００－３２３０７８号公報、更には特開２００１
－３３８５２８号公報などを挙げることができる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
前述した電界放出型の表示装置では、電子源からの電子が制御電極の開孔を通過して陽極
の蛍光体に射突し、これを励起、発光させて表示を行う型式で、高輝度、高精細の特性を
もつと共に軽量、省スペースの平板状ディスプレイを可能とする優れた構成である。
【００１３】
ところが、この様な優れた構成にかかわらず解決すべき課題を有している。すなわち、前
述の図１６に示す様な陰極配線を有する電界放出型の表示装置では、背面基板上の陰極配
線と前面基板上の陽極との間隔が数ｍｍに設定され、この構成の下で陰極電圧を０Ｖ、陽
極に数ＫＶ～１０数ＫＶの陽極電圧を、又制御電極には１００Ｖ前後のグリット電圧をそ
れぞれ印加して動作させるが、陰極配線の終端が制御電極より外側で表示領域ＡＲの外側
まで延在して存在し、当該終端部では陽極と陰極配線とが直接対面する構成となっている
。しかも終端はエッジ部を呈することから、この終端と陽極間でスパ－クや暗電流が発生
しやすい要因を有している。スパ－クや暗電流が発生すると、表示が不安定となると共に
表示劣化が生じて表示の信頼性が損なわれ、又表示に寄与しない不要電流が流れて長寿命
化を阻害する原因となる等の問題を有し、解決策が求められている。
【００１４】
本発明の目的は、陰極配線の終端と陽極間のスパ－クや暗電流の発生を防止し、高精細表
示が可能で信頼性の高い長寿命の表示装置を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、陰極配線の終端と陽極間に遮蔽体を介挿して終端
と陽極間を遮蔽する構成としたことを特徴とする。以下、本発明の表示装置の代表的な構
成を記述する。
【００１６】
本発明の表示装置は、陽極及び蛍光体を内面に有する前面基板と、一方向に延在し前記一
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方向に交差する他方向に並設され、かつ電子源を有する複数本の陰極配線と、表示領域内
で前記陰極配線と非接触で交差し、かつ前記他方向に延在し前記一方向に並設されて前記
電子源からの電子を前記前面基板側に通過させる電子通過孔を有する複数本の帯状電極素
子を平行配列した制御電極と、この制御電極及び前記陰極配線を内面に有して前記前面基
板と所定の間隔をもって対向する背面基板と、前記前面基板と前記背面基板の間で前記表
示領域を周回して介挿され、前記所定の間隙を保持するための枠体とを有する。
【００１７】
そして、前記陰極配線を、当該陰極配線の延在する一端側を前記表示領域外で、かつ前記
枠体より内側で終端させ、この終端と前記陽極間に遮蔽体を介挿させて前記終端と前記陽
極間を遮蔽した。
【００１８】
上記の遮蔽体を前記電子通過孔の無い帯状電極素子と同一形状のもの、または前記帯状電
極素子と同一形状のものを用いたことができる。また、前記遮蔽体を前記終端を被覆する
絶縁層とすることができ、前記遮蔽体を前記枠体と略同じ高さを有する別の枠体とするこ
ともできる。
【００１９】
上記のような構成により、陰極配線の終端と陽極間に遮蔽体を介挿して陰極配線の終端と
陽極間を遮蔽した事で、スパ－クや不要電流の発生を阻止し、信頼性が高く長寿命の表示
装置を提供できる。
【００２０】
また、本発明の表示装置は、陽極及び蛍光体を内面に有する前面基板と、一方向に延在し
前記一方向に交差する他方向に並設され、かつ電子源を有する複数本の陰極配線と、表示
領域内で前記陰極配線と非接触で交差し、かつ前記他方向に延在し前記一方向に並設され
て前記電子源からの電子を前記前面基板側に通過させる電子通過孔を有する複数本の帯状
電極素子を平行配列した制御電極と、この制御電極及び前記陰極配線を内面に有して前記
前面基板と所定の間隔をもって対向する背面基板と、前記前面基板と前記背面基板の間で
前記表示領域を周回して介挿され、前記所定の間隙を保持するための枠体とを有する。
【００２１】
上記の陰極配線は、その延在する一端側を前記表示領域外でかつ前記枠体と重畳する位置
で終端させ、この終端と前記陽極間を前記枠体で遮蔽することができ、遮蔽のために別部
材を追加する必要も無く、原価的にも安価となる。
【００２２】
なお、本発明は、上記の構成および後述する実施例の構成に限定されるものではなく、本
発明の技術思想を逸脱することなく種々の変更が可能であることは言うまでもない。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、実施例の図面を参照して詳細に説明する。図１は本
発明による表示装置の第１の実施例を説明する背面基板側の要部構成を模式的に示す平面
図、図２は図１のＡ－Ａ線で切断した要部断面図である。なお、図２には前面基板２１、
陽極２３、蛍光体２４の配置関係を仮想線で示した。
【００２４】
図１及び図２において、参照符号１は背面基板であり、この背面基板１はガラスあるいは
アルミナ等を好適とする絶縁基板から構成されている。２は陰極配線で、この陰極配線２
は、背面基板１上の一方向（ｙ方向）に延在し、この一方向に交差する他方向（ｘ方向）
に多数本並設されている。この陰極配線２は銀などを含む導電ペーストを印刷等でパター
ニングされ、その表面（前面基板２１側）に電子源２５が配置されている。この電子源２
５は前述のように例えばカーボンナノチューブが用いられている。
【００２５】
又、陰極配線２の延在した一端部は陰極配線引出し線２０として封止枠を構成する枠体９
０の外側迄引き出され、他の一端部は前記枠体９０の内側でかつ表示領域ＡＲの外側の終
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端２２迄延在している。この陰極配線２はこの例では図面上で背面基板１の上下両端にそ
れぞれ１本おきに陰極配線引出し線２０が配置される構成となっている。４は制御電極で
、この制御電極４は電子源２５を有する陰極配線２の上方（前面基板２１側）に近接、す
なわち０．１ｍｍ以下程度に近接し、かつ当該陰極配線２に対して少なくとも表示領域Ａ
Ｒの全域にわたって対向配置されている。
【００２６】
この制御電極４と陰極配線２とは電気的に絶縁されている。参照符号４０は制御電極引出
し線で、この制御電極引出し線４０は図面上で背面基板１の左右両端に引き出す構成とな
っている。参照符号４１は制御電極４を構成する複数本の帯状電極素子で、これらの帯状
電極素子４１は鉄系ステンレス材、あるいは鉄材で形成され、その板厚は、例えば０．０
２５ｍｍ～０．１５０ｍｍ程度の寸法を有している。この帯状電極素子４１をｘ方向に延
在しｙ方向に並設させて制御電極４を構成している。この帯状電極素子４１は前記制御電
極引出し線４０と一体構成が好ましい。参照符号４２は帯状電極素子４１に穿設した開孔
からなる電子通過孔で、この電子通過孔４２は陰極配線２との交差部で前記電子源２５と
同軸の位置に１又は複数個配置され、電子源２５からの電子を陽極２３側に通過させてい
る。この陽極２３と前記制御電極４との間隔は数ｍｍ、例えば３ｍｍ程度に設定される。
【００２７】
参照符号５は帯状の遮蔽体である。この遮蔽体５は陰極配線２の終端２２を陽極２３から
覆う様に最外側の制御電極４に隣接して配置されており、２個の遮蔽体５（５１、５２）
で終端２２と陽極２３とを遮蔽している。この例では遮蔽体５と陽極２３との間隔は、制
御電極４と陽極２３との間隔に一致させてあるが、この間隔は遮蔽体５の形状、電位等で
決めれば良い。
【００２８】
遮蔽体５としては、電子通過孔４２を持たないことを除いて前記帯状電極素子４１と同一
仕様としても良く、又帯状電極素子４１自体をそのまま用いても良い。その際は、電子通
過孔４２と前記終端とが重畳しない配置とすればより一層遮蔽効果を期待出来る。又、こ
の遮蔽体５を制御電極４と電気的に接続すれば、遮蔽効果が高められる。
【００２９】
この様な構成の下に、電子源２５から出た電子は１００Ｖ程度のグリット電圧の印加され
た制御電極４の電子通過孔４２で制御を受けてここを通過し、数ＫＶ～１０数ＫＶの陽極
電圧の印加された前面基板２１の陽極２３上の蛍光体２４に射突してこれを発光させ、所
望の表示を行うものである。この動作時、実施例の構成であれば、陰極配線２の終端２２
と陽極２３とが遮蔽体５によって遮蔽されて陽極電位が終端２２に及ぶことが阻止され、
従って終端２２と陽極２３間のスパ－クや暗電流の発生が抑制され、表示劣化が回避でき
、高精細表示が可能で信頼性の高い長寿命の表示装置を得ることができる。
【００３０】
図３は本発明による表示装置の第２の実施例を説明する背面基板側の要部構成を模式的に
説明する平面図である。また、図４は図３のＢ－Ｂ線で切断した要部断面図である。前述
した図１、図２と同一機能部分には同一記号を付してある。なお、図４には前面基板２１
、陽極２３、蛍光体２４の配置関係を図２と同様に仮想線で示した。
【００３１】
図３及び図４において、参照符号３５は遮蔽体である。この遮蔽体３５はフリットガラス
のような絶縁体から構成され、終端２２を覆うように塗布、配置されている。遮蔽体３５
は真空雰囲気中に配置されるため、ガス放出の少ない物質で構成すれば良い。又、フリッ
トガラスのような高温処理を必要とする物質の場合は電子源２５の形成前に焼成すれば電
子源２５への悪影響を軽減できる効果も期待できる。
【００３２】
本実施例の構成としたことにより、遮蔽体３５で終端２２を完全に遮蔽できることから、
電界の廻り込みによる問題も解決でき、前述したスパ－クや暗電流の発生の抑制効果は勿
論の事、遮蔽体３５を背面基板１と一体に取り扱うことが可能で作業性の向上が期待でき
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、高精細表示が可能で信頼性の高い長寿命の表示装置を得ることができる。
【００３３】
図５は本発明による表示装置の第３の実施例を説明する背面基板側の要部構成を模式的に
説明する平面図である。また、図６は図５のＣ－Ｃ線で切断した要部断面図である。図５
と図６において、前述した図１～図４と同一機能部分には同一記号を付してある。なお、
図６には前面基板２１、陽極２３、蛍光体２４の配置関係を図２、図４と同様に仮想線で
示した。
【００３４】
図５及び図６において、参照符号４５は枠状の遮蔽体である。この遮蔽体４５はガラス板
あるいはセラミックス板から構成され、封止枠を構成する枠体９０の内側で下端面が終端
２２を覆うように配置されている。遮蔽体４５の高さは枠体９０以下に設定されている。
表示領域ＡＲはこの遮蔽体４５の内側に設定されている。
【００３５】
本実施例の構成としたことで、遮蔽体４５で終端２２を完全に遮蔽できることから、電界
の廻り込みによる問題も解決でき、前述したスパ－クや暗電流の発生の抑制効果は勿論の
事、遮蔽体４５が枠体９０と共働して背面基板１と前面基板２１との間隔を一定に保持し
て表示劣化を防止することが可能となり、高精細表示が可能で信頼性の高い長寿命の表示
装置を得ることができる。
【００３６】
図７は本発明による表示装置の第４の実施例を説明する背面基板側の要部構成を模式的に
説明する平面図である。又、図８は図７のＤ－Ｄ線で切断した要部断面図である。図７と
図８において、前述した図１～図６と同一機能部分には同一記号を付してある。なお、図
８には前面基板２１、陽極２３、蛍光体２４の配置関係を図２、図４、図６と同様に仮想
線で示した。
【００３７】
図７及び図８に示す第４の実施例では、陰極配線２の陰極配線引出し線２０が背面基板１
の一端面側のみに配置されたもので、前述の各実施例と異なる構成となっている。この陰
極配線２の陰極配線引出し線２０の配置から、終端２２もｙ方向で一列に整列した構成と
なっており、遮蔽体５５も１本のみ配置して陽極２３との遮蔽を行っている。遮蔽体５５
の構成及び配置位置等は、前述の図１、図２で説明した第１の実施例と同一構成とした。
【００３８】
本実施例の構成としたことで、前述したスパ－クや暗電流の発生の抑制効果は勿論の事、
陰極配線引出し線２０が背面基板１の一端面側のみに引き出されているため、外部回路と
の接続が容易となる等の効果を奏することができ、高精細表示が可能で信頼性の高い長寿
命の表示装置を得ることができる。
【００３９】
次に、図９は本発明による表示装置の第５の実施例を説明する背面基板側の要部構成を模
式的に説明する平面図で、前述した図１～図８と同じ部分には同一記号を付してある。図
９に示す実施例では、陰極配線２の陰極配線引出し線２０が前述の図７、図８と同様に背
面基板１の一端面側のみに配置されたもので、この構成で終端２２を前述の図３、図４で
説明した第２の実施例と同様にフリットガラスのような絶縁体からなる遮蔽体６５で被覆
して遮蔽したものである。
【００４０】
本実施例の構成としたことにより、前述した第２、第４実施例の効果を併せもち、高精細
表示が可能で信頼性の高い長寿命の表示装置を得ることができる。
【００４１】
図１０は本発明による表示装置の第６の実施例を説明する背面基板側の要部構成を模式的
に説明する平面図であり、前述した図１～図９と同一機能部分には同一記号を付してある
。図１０に示す実施例では、陰極配線２の陰極配線引出し線２０が前述の図７～図～９と
同様に背面基板１の一端面側のみに配置されたもので、この構成で終端２２を前述の図５
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、図６で説明した第３の実施例と同様にガラス板あるいはセラミックス板から構成された
板状の遮蔽体７５で覆い、陽極２３との間を遮蔽したものである。
【００４２】
本実施例の構成としたことにより、前述した第３、第４実施例の効果を併せもち、高精細
表示が可能で信頼性の高い長寿命の表示装置を得ることができる。
【００４３】
図１１は本発明による表示装置の第７の実施例を説明する背面基板側の要部構成を模式的
に説明する平面図である。又、図１２は図１１のＥ－Ｅ線で切断した要部断面図である。
図１１と図１２において、前述した図１～図１０と同一機能部分には同一記号を付してあ
る。なお、図１２には前面基板２１、陽極２３、蛍光体２４の配置関係を図２、図４、図
６、図８と同様に仮想線で示した。
【００４４】
図１１及び図１２に示す第７の実施例では、陰極配線２の終端２２を封止枠を構成する枠
体９０の下迄延在して重畳させ、この枠体９０に遮蔽体としての作用を持たせ終端２２と
陽極２３とを遮蔽したものである。なお、この実施例では陰極配線２の陰極配線引出し線
２０は背面基板１の両端面にそれぞれ１本おきに配置されている。
【００４５】
本実施例の構成としたことにより、既存の構成部材で遮蔽体を兼用できる事から、前述し
たスパ－クや暗電流の発生の抑制効果は勿論の事、作業性及び原価の点からも効果が期待
でき、高精細表示が可能で信頼性の高い長寿命の表示装置を得ることができる。
【００４６】
図１３は本発明による表示装置の第８の実施例を説明する背面基板側の要部構成を模式的
に説明する平面図であり、前述した図１～図１２と同一機能部分には同一記号を付してあ
る。図１３に示す第８の実施例では、陰極配線２の陰極配線引出し線２０が背面基板１の
一端面側のみに配置され、かつ終端２２もｙ方向で一列に整列して封止枠を構成する枠体
９０の下迄延在してこれと重畳させたものである。
【００４７】
本実施例の構成としたことにより、既存の構成部材で遮蔽体を兼用できる事から、前述し
たスパ－クや暗電流の発生の抑制効果は勿論の事、作業性及び原価の点からも効果が期待
でき、更には第４の実施例の効果も併せ持つ高精細表示が可能で信頼性の高い長寿命の表
示装置を得ることができる。
【００４８】
図１４は本発明の表示装置の全体構成を模式的に説明する展開斜視図である。図１４に示
す表示装置は、前述した図５及び図６に示す本発明の第３の実施例の構成に基づくもので
ある。図１４において、背面基板１の内面には一方向（ｙ方向）に延在し前記一方向に交
差する他方向（ｘ方向）に並設された多数本の陰極配線２を有する。この陰極配線２の前
面基板２１側の表面にはカーボンナノチューブ等の電子源を有する。そして、陰極配線２
と交差する他方向（ｘ方向）に延在し上記一方向（ｙ方向）に並設された複数の帯状電極
素子４１からなる制御電極４が設置されている。この図では電子通過孔は図示を省略して
ある。又、前面基板２１の内面には陽極および蛍光体を有する。背面基板１と前面基板２
１は枠体９０を介して封止されている。
【００４９】
枠体９０の内側には遮蔽体４５を有し、この遮蔽体４５で陰極配線２の終端２２と前面基
板２１の内面の陽極とを遮蔽している。陰極配線２には陰極配線引出し線２０から映像信
号が供給される。制御電極４には、その制御電極引出し端子４０から制御信号（走査信号
）が供給される。
【００５０】
図１５は本発明の表示装置の等価回路例の説明図である。図中に破線で示した領域は表示
領域であり、この表示領域に陰極配線２と制御電極４（帯状電極素子（４１）が互いに交
差して配置されてｎ×ｍのマトリクスが形成されている。マトリクスの各交差部は単位画
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素を構成し、図中の“Ｒ”，“Ｇ”，“Ｂ”の１グループでカラー１画素を構成する。陰
極配線２は陰極配線引出し線２０（Ｘ１，Ｘ２，・・・Ｘｎ）で映像駆動回路２００に接
続され、制御電極４は制御電極引出し線４０（Ｙ１，Ｙ２，・・・Ｙｍ）で走査駆動回路
４００に接続されている。
【００５１】
映像駆動回路２００には外部信号源から映像信号２０１が入力され、走査駆動回路４００
には同様に走査信号（同期信号）４０１が入力される。これにより、帯状電極素子４１と
陰極配線２とで順次選択された所定の画素が所定の色光で発光し、２次元の映像を表示す
る。本構成例の表示装置により、比較的低電圧で高効率のフラットパネル型の表示装置が
実現される。
【００５２】
【発明の効果】
以上、実施例により説明したように、本発明によれば、陰極配線の終端を遮蔽体で陽極か
ら遮蔽する構成としたことにより、スパ－クや暗電流の発生を阻止し、表示の不安定や表
示劣化を回避出来、長寿命で信頼性の高い表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による表示装置の第１の実施例を説明する背面パネル側の要部構成を模式
的に示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線で切断した要部断面図である。
【図３】本発明による表示装置の第２の実施例を説明する背面パネル側の要部構成を模式
的に示す平面図である。
【図４】図３のＢ－Ｂ線で切断した要部断面図である。
【図５】本発明による表示装置の第３の実施例を説明する背面パネル側の要部構成を模式
的に示す平面図である。
【図６】図５のＣ－Ｃ線で切断した要部断面図である。
【図７】本発明による表示装置の第４の実施例を説明する背面パネル側の要部構成を模式
的に示す平面図である。
【図８】図７のＤ－Ｄ線で切断した要部断面図である。
【図９】本発明による表示装置の第５の実施例を説明する背面パネル側の要部構成を模式
的に示す平面図である。
【図１０】本発明による表示装置の第６の実施例を説明する背面パネル側の要部構成を模
式的に示す平面図である。
【図１１】本発明による表示装置の第７の実施例を説明する背面パネル側の要部構成を模
式的に示す平面図である。
【図１２】図１１のＥ－Ｅ線で切断した要部断面図である。
【図１３】本発明による表示装置の第８の実施例を説明する背面パネル側の要部構成を模
式的に示す平面図である。
【図１４】本発明の表示装置の全体構成を模式的に示す展開斜視図である。
【図１５】本発明の表示装置の等価回路例の説明図である。
【図１６】電界放出型の表示装置の概略構成を説明する背面基板の平面図である。
【符号の説明】
１　背面基板
２　陰極配線
２０　陰極配線引出し線
２２　終端
４　制御電極
４０　制御電極引出し線
４１　帯状電極素子
４２　電子通過孔
５、３５、４５、５５、６５、７５　遮蔽体
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２１　前面基板
２３　陽極
２４　蛍光体
２５　電子源
９０　枠体
ＡＲ　表示領域。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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