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(57)【要約】
プラズマディスプレイパネルは、表示領域と、表示領域
の周囲に形成された非表示領域とを有する。背面板は、
背面板に駆動電圧を与えるデータ電極と、データ電極と
平行であり、かつ、背面板に駆動電圧を与えないダミー
電極と、データ電極およびダミー電極を覆う絶縁体層と
、絶縁体層上に形成されデータ電極と直交する複数の横
隔壁とを、有する。データ電極は、表示領域および非表
示領域に配置される。ダミー電極は、非表示領域に配置
される。最外の横隔壁は、非表示領域に配置される。最
外の横隔壁は、絶縁体層を介してデータ電極と対向し、
かつ、ダミー電極と対向しない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
前面板と、前記前面板と対向配置された背面板とを有する、プラズマディスプレイパネル
を、備え
　前記プラズマディスプレイパネルは、表示領域と、前記表示領域の周囲に形成された非
表示領域とを有し、
　前記背面板は、前記背面板に駆動電圧を与える電極と、前記電極と平行であり、かつ、
前記背面板に駆動電圧を与えないダミー電極と、前記電極および前記ダミー電極を覆う絶
縁体層と、前記絶縁体層上に形成され前記電極と直交する複数の隔壁とを、有し
　　前記電極は、前記表示領域および前記非表示領域に配置され、
　　前記ダミー電極は、前記非表示領域に配置され、
　　前記絶縁体層は、前記表示領域および前記非表示領域に配置され、
　　最外の隔壁は、前記非表示領域に配置され、
　　　前記最外の隔壁は、前記絶縁体層を介して前記電極と対向し、かつ、前記ダミー電
極と対向しない、
プラズマディスプレイ装置。
【請求項２】
請求項１に記載のプラズマディスプレイ装置であって、さらに、前記電極の一端に接続さ
れた駆動回路を備え、
　前記電極の前記駆動回路に接続されない他端側は、前記絶縁体層を介して前記最外の隔
壁と対向する、
プラズマディスプレイ装置。
【請求項３】
請求項２に記載のプラズマディスプレイ装置であって、
　前記電極の前記駆動回路に接続されない他端側と、前記絶縁体層を介して対向する最外
の隔壁は、前記ダミー電極と対向しない、
プラズマディスプレイ装置。
【請求項４】
請求項２または３のいずれか１項に記載のプラズマディスプレイ装置であって、
　前記電極の前記駆動回路に接続されない他端側は、前記最外の隔壁と前記絶縁体層を介
して対向する位置で終端する、
プラズマディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示された技術は、表示デバイスなどに用いられるプラズマディスプレイ装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマディスプレイパネル（以下、ＰＤＰと称する）を表示デバイスとして用いるプ
ラズマディスプレイ装置は、アルミニウムなどの金属製のシャーシ部材の前面側にＰＤＰ
を保持している。さらに、プラズマディスプレイ装置は、ＰＤＰを発光させるための駆動
電圧を発生させる駆動回路を構成する駆動回路基板を有する（例えば、特許文献１参照）
。
【０００３】
　ＰＤＰは、前面板と背面板とで構成される。前面板は、ガラス基板と、ガラス基板の一
方の主面上に形成された表示電極と、表示電極を覆ってコンデンサとしての働きをする誘
電体層と、誘電体層上に形成された酸化マグネシウム（ＭｇＯ）からなる保護層とで構成
されている。一方、背面板は、ガラス基板と、ガラス基板の一方の主面上に形成されたデ
ータ電極と、データ電極を覆う絶縁体層と、絶縁体層上に形成された隔壁と、各隔壁間に
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形成された赤色、緑色および青色それぞれに発光する蛍光体層とで構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１３１５８０号公報
【発明の概要】
【０００５】
　プラズマディスプレイ装置は、前面板と、前面板と対向配置された背面板とを有するＰ
ＤＰを、備える。ＰＤＰは、表示領域と、表示領域の周囲に形成された非表示領域とを有
する。背面板は、背面板に駆動電圧を与える電極と、電極と平行であり、かつ、背面板に
駆動電圧を与えないダミー電極と、電極およびダミー電極を覆う絶縁体層と、絶縁体層上
に形成され電極と直交する複数の隔壁とを、有する。電極は、表示領域および非表示領域
に配置される。ダミー電極は、非表示領域に配置される。絶縁体層は、表示領域および非
表示領域に配置される。最外の隔壁は、非表示領域に配置される。最外の隔壁は、絶縁体
層を介して電極と対向し、かつ、ダミー電極と対向しない。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は実施の形態に係るＰＤＰの構造を示す斜視図である。
【図２】図２は同ＰＤＰの電極配列図である。
【図３】図３は実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置のブロック回路図である。
【図４】図４は同プラズマディスプレイ装置の駆動電圧波形図である。
【図５】図５は実施の形態に係るＰＤＰの放電セル構成を示す断面図である。
【図６】図６は同ＰＤＰの放電セル構造を示す平面図である。
【図７】図７は同ＰＤＰの表示領域と非表示領域との境界部分の要部を示す平面図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　［１．ＰＤＰ１００の構成］
　本実施の形態に係るＰＤＰ１００は、交流面放電型ＰＤＰである。図１に示すように、
ＰＤＰ１００は、一例として、ガラス製の前面基板１と背面基板２とを、その間に放電空
間を形成するように対向配置することにより構成されている。前面基板１上には表示電極
を構成する走査電極３と維持電極４とが間に放電ギャップを設けて互いに平行に対をなし
て複数形成されている。そして、走査電極３および維持電極４を被覆するガラス材料など
からなる誘電体層５が形成されている。誘電体層５上には酸化マグネシウム（ＭｇＯ）か
らなる保護層６が形成されている。走査電極３は、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）などの
透明電極３ａと、透明電極３ａに積層された銀（Ａｇ）などからなるバス電極３ｂとから
構成されている。維持電極４は、ＩＴＯなどの透明電極４ａと、透明電極４ａに積層され
たＡｇなどからなるバス電極４ｂとから構成されている。前面板５０は、前面基板１に上
述の構成物が形成されたものである。
【０００８】
　背面基板２上には、駆動電圧を印加する複数のデータ電極８と、データ電極８を被覆す
る絶縁体層７が設けられている。絶縁体層７上には、井桁状の隔壁９が設けられている。
隔壁９は、前面基板１と背面基板２との間の放電空間を放電セルとして区画する。絶縁体
層７の表面および隔壁９の側面に赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）に発光する蛍光体
層１０が設けられている。背面板６０は、背面基板２に上述の構成物が形成されたもので
ある。
【０００９】
　また、走査電極３および維持電極４とデータ電極８とが交差するように前面板５０と背
面板６０とが対向配置されている。前面板５０と背面板６０の間に形成される放電空間に
は、放電ガスとして、例えばネオン（Ｎｅ）とキセノン（Ｘｅ）の混合ガスが５３ｋＰａ
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（４００Ｔｏｒｒ）～８０ｋＰａ（６００Ｔｏｒｒ）の圧力で封入されている。
【００１０】
　なお、本実施の形態において、放電空間に封入される放電ガスは、１０体積％以上３０
％体積以下のＸｅを含む。
【００１１】
　［２．プラズマディスプレイ装置２００の構成］
　図２および図３に示すように、プラズマディスプレイ装置２００は、ＰＤＰ１００を有
する。図２に示すように、ＰＤＰ１００は、行方向に延伸して配列されたｎ本の走査電極
ＳＣ１、ＳＣ２、ＳＣ３・・・ＳＣｎ（図１における３）を有する。ＰＤＰ１００は、行
方向に延伸して配列されたｎ本の維持電極ＳＵ１、ＳＵ２、ＳＵ３・・・ＳＵｎ（図１に
おける４）を有する。ＰＤＰ１００は、列方向に延伸して配列されたｍ本のデータ電極Ｄ
１・・・Ｄｍ（図１における８）を有する。そして、１対の走査電極ＳＣ１および維持電
極ＳＵ１と１つのデータ電極Ｄ１とが交差した部分に放電セル３０が形成されている。放
電セル３０は放電空間内にｍ×ｎ個形成されている。走査電極および維持電極は、前面板
の画像表示領域外の周辺端部に設けられた接続端子に接続されている。
【００１２】
　またＰＤＰ１００の表示領域２０の周囲には、非表示領域２１が設けられている。非表
示領域２１には複数のダミー電極１８が形成されている。図２には、一例として、片側に
２本のダミー電極１８が形成されている。ダミー電極１８は、誤放電を防止するために、
電気的に接地されている。
【００１３】
　さらに図２および図３に示すように、プラズマディスプレイ装置２００は、データ電極
駆動回路１３を有する。データ電極駆動回路１３は、データ電極８の一端に接続され、か
つデータ電極８に電圧を供給するための半導体素子からなる複数のデータドライバ１３ａ
を有している。データ電極８は、数本ずつのデータ電極８で１ブロックとして複数のブロ
ックに分割される。さらに、ブロック単位でデータドライバ１３ａに接続されている。つ
まり、プラズマディスプレイ装置２００は、複数のデータドライバ１３ａを備える。
【００１４】
　図３に示すように、プラズマディスプレイ装置２００は、ＰＤＰ１００、画像信号処理
回路１２、データ電極駆動回路１３、走査電極駆動回路１４、維持電極駆動回路１５、タ
イミング発生回路１６および電源回路（図示せず）を備えている。ここで、走査電極駆動
回路１４および維持電極駆動回路１５は、維持パルス発生部１７を備えている。
【００１５】
　画像信号処理回路１２は、画像信号ｓｉｇをサブフィールド毎の画像データに変換する
。データ電極駆動回路１３は、サブフィールド毎の画像データを各データ電極Ｄ１～Ｄｍ
に対応する信号に変換し、各データ電極Ｄ１～Ｄｍを駆動する。タイミング発生回路１６
は、水平同期信号Ｈおよび垂直同期信号Ｖに基づいて各種のタイミング信号を発生し、各
駆動回路ブロックに供給している。走査電極駆動回路１４は、タイミング信号に基づいて
走査電極ＳＣ１～ＳＣｎに駆動電圧波形を供給している。維持電極駆動回路１５は、タイ
ミング信号に基づいて維持電極ＳＵ１～ＳＵｎに駆動電圧波形を供給している。
【００１６】
　次に、ＰＤＰ１００を駆動するための駆動電圧波形とその動作について図４を用いて説
明する。
【００１７】
　［２－１．プラズマディスプレイ装置２００の駆動方法］
　図４に示すように本実施の形態におけるプラズマディスプレイ装置２００は、１フィー
ルドを複数のサブフィールドにより構成する。サブフィールドは、初期化期間と、書込み
期間と、維持期間とを有する。初期化期間は放電セルにおいて初期化放電を発生させる期
間である。書込み期間は、初期化期間のあと、発光させる放電セルを選択する書込み放電
を発生させる期間である。維持期間は、書込み期間において選択された放電セルに維持放
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電を発生させる期間である。
【００１８】
　［２－１－１．初期化期間］
　第１サブフィールドの初期化期間では、データ電極Ｄ１～Ｄｍおよび維持電極ＳＵ１～
ＳＵｎが０（Ｖ）に保持される。また、走査電極ＳＣ１～ＳＣｎに対して放電開始電圧以
下となる電圧Ｖｉ１（Ｖ）から放電開始電圧を超える電圧Ｖｉ２（Ｖ）に向かって緩やか
に上昇するランプ電圧が印加される。すると、全ての放電セルにおいて１回目の微弱な初
期化放電が発生する。初期化放電によって、走査電極ＳＣ１～ＳＣｎ上に負の壁電圧が蓄
えられる。維持電極ＳＵ１～ＳＵｎ上およびデータ電極Ｄ１～Ｄｍ上に正の壁電圧が蓄え
られる。壁電圧とは保護層６や蛍光体層１０上などに蓄積した壁電荷により生じる電圧で
ある。
【００１９】
　その後、維持電極ＳＵ１～ＳＵｎが正の電圧Ｖｈ（Ｖ）に保たれる。走査電極ＳＣ１～
ＳＣｎに電圧Ｖｉ３（Ｖ）から電圧Ｖｉ４（Ｖ）に向かって緩やかに下降するランプ電圧
が印加される。すると、すべての放電セルにおいて２回目の微弱な初期化放電が発生する
。走査電極ＳＣ１～ＳＣｎ上と維持電極ＳＵ１～ＳＵｎ上との間の壁電圧が弱められる。
データ電極Ｄ１～Ｄｍ上の壁電圧が書込み動作に適した値に調整される。
【００２０】
　［２－１－２．書込み期間］
　続く書込み期間では、走査電極ＳＣ１～ＳＣｎが、一旦Ｖｒ（Ｖ）に保持される。次に
、１行目の走査電極ＳＣ１に負の走査パルス電圧Ｖａ（Ｖ）が印加される。さらに、デー
タ電極Ｄ１～Ｄｍのうち１行目に表示すべき放電セルのデータ電極Ｄｋ（ｋ＝１～ｍ）に
正の書込みパルス電圧Ｖｄ（Ｖ）が印加される。このときデータ電極Ｄｋと走査電極ＳＣ
１との交差部の電圧は、外部印加電圧（Ｖｄ－Ｖａ）（Ｖ）にデータ電極Ｄｋ上の壁電圧
と走査電極ＳＣ１上の壁電圧とが加算されたものとなる。つまり、データ電極Ｄｋと走査
電極ＳＣ１との交差部の電圧は、放電開始電圧を超える。そして、データ電極Ｄｋと走査
電極ＳＣ１との間および維持電極ＳＵ１と走査電極ＳＣ１との間に書込み放電が発生する
。書込み放電が発生した放電セルの走査電極ＳＣ１上には正の壁電圧が蓄積される。書込
み放電が発生した放電セルの維持電極ＳＵ１上には負の壁電圧が蓄積される。書込み放電
が発生した放電セルのデータ電極Ｄｋ上には負の壁電圧が蓄積される。
【００２１】
　一方、書込みパルス電圧Ｖｄ（Ｖ）が印加されなかったデータ電極Ｄ１～Ｄｍと走査電
極ＳＣ１との交差部の電圧は放電開始電圧を超えない。よって、書込み放電は発生しない
。以上の書込み動作がｎ行目の放電セルに至るまで順次行われる。書込み期間の終了は、
ｎ行目の放電セルの書込み動作が終了したときである。
【００２２】
　［２－１－３．維持期間］
　続く維持期間では、走査電極ＳＣ１～ＳＣｎには第１の電圧として正の維持パルス電圧
Ｖｓ（Ｖ）が印加される。維持電極ＳＵ１～ＳＵｎには第２の電圧として接地電位、すな
わち０（Ｖ）が印加される。このとき書込み放電が発生した放電セルにおいては、走査電
極ＳＣｉ上と維持電極ＳＵｉ上との間の電圧は維持パルス電圧Ｖｓ（Ｖ）に走査電極ＳＣ
ｉ上の壁電圧と維持電極ＳＵｉ上の壁電圧とが加算されたものとなり、放電開始電圧を超
える。そして、走査電極ＳＣｉと維持電極ＳＵｉとの間に維持放電が発生する。維持放電
により発生した紫外線により蛍光体層が励起されて発光する。そして走査電極ＳＣｉ上に
負の壁電圧が蓄積される。維持電極ＳＵｉ上に正の壁電圧が蓄積される。データ電極Ｄｋ
上には正の壁電圧が蓄積される。
【００２３】
　書込み期間において書込み放電が発生しなかった放電セルでは、維持放電は発生しない
。よって、初期化期間の終了時における壁電圧が保持される。続いて、走査電極ＳＣ１～
ＳＣｎには第２の電圧である０（Ｖ）が印加される。維持電極ＳＵ１～ＳＵｎには第１の
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電圧である維持パルス電圧Ｖｓ（Ｖ）が印加される。すると、維持放電が発生した放電セ
ルでは、維持電極ＳＵｉ上と走査電極ＳＣｉ上との間の電圧が放電開始電圧を超える。し
たがって、再び維持電極ＳＵｉと走査電極ＳＣｉとの間に維持放電が発生する。つまり、
維持電極ＳＵｉ上に負の壁電圧が蓄積される。走査電極ＳＣｉ上に正の壁電圧が蓄積され
る。
【００２４】
　以降同様に、走査電極ＳＣ１～ＳＣｎと維持電極ＳＵ１～ＳＵｎとに交互に輝度重みに
応じた数の維持パルス電圧Ｖｓ（Ｖ）が印加されることにより、書込み期間において書込
み放電が発生した放電セルで維持放電が継続して発生する。所定の数の維持パルス電圧Ｖ
ｓ（Ｖ）の印加が完了すると維持期間における維持動作が終了する。
【００２５】
　［２－１－４．第２サブフィールド以降］
　続く第２サブフィールド以降における初期化期間、書込み期間、維持期間の動作も、第
１サブフィールドにおける動作とほぼ同様である。よって、詳細な説明は省略される。な
お、第２サブフィールド以降においては、前のサブフィールドにおいて維持放電を起こし
た放電セルのみで選択的に初期化放電を発生させる選択初期化動作が行われてもよい。全
セル初期化動作と選択初期化動作について、本実施の形態では、第１サブフィールドとそ
の他のサブフィールドとの間で使い分けわれる。しかし、全セル初期化動作が第１サブフ
ィールド以外のサブフィールドにおける初期化期間で行われてもよい。さらに、全セル初
期化動作が、数フィールドに１回の頻度で行われてもよい。
【００２６】
　また、書込み期間、維持期間における動作は、上述した第１サブフィールドにおける動
作と同様である。しかし、維持期間における動作は、上述した第１サブフィールドにおけ
る動作と必ずしも同様ではない。画像信号ｓｉｇに対応した輝度が得られるような維持放
電を発生させるために、維持放電パルスＶｓ（Ｖ）の数が変化する。すなわち、維持期間
は、サブフィールド毎の輝度を制御するように駆動される。
【００２７】
　［３．背面板６０の構成］
　［３－１．背面板６０の概要］
　図５から図７に示すように、井桁形状の隔壁９は、放電セル３０を区画する。隔壁９は
、データ電極８と平行に形成された縦隔壁９ａと、縦隔壁９ａに直交するように形成され
た横隔壁９ｂとから構成されている。また、図５に示すように、蛍光体層１０は、青色を
発光する青色蛍光体層１０Ｂ、赤色を発光する赤色蛍光体層１０Ｒおよび緑色を発光する
緑色蛍光体層１０Ｇから構成されている。青色蛍光体層１０Ｂ、赤色を発光する赤色蛍光
体層１０Ｒおよび緑色を発光する緑色蛍光体層１０Ｇは順に配列されている。蛍光体層１
０は、縦隔壁９ａに沿ってストライプ状に塗布されることにより、形成される。
【００２８】
　また、図６に示すように、データ電極８は、縦隔壁９ａと平行にストライプ状に形成さ
れる。さらに、データ電極８は、走査電極３および維持電極４に対向する部分の幅が、他
の部分の幅より広い主電極部８ａを有する。主電極部８ａは、放電セル３０内において、
走査電極３側に片寄っている。つまり、データ電極８は、走査電極３と対向する部分およ
び放電ギャップと対向する部分の全てにおいて主電極部８ａを有する。一方、データ電極
８は、維持電極４の放電ギャップ側の一部と対向する部分において、主電極部８ａを有す
る。
【００２９】
　図７に示すように、ＰＤＰ１００は、複数の放電セル３０を形成した表示領域２０と、
表示領域２０の周囲に設けられた非表示領域２１とを有する。隔壁９は、表示領域２０お
よび非表示領域２１の範囲に形成されている。また、非表示領域２１にデータ電極８と平
行なダミー電極１８が形成されている。データ電極８と隔壁９との関係およびダミー電極
１８と隔壁９との関係については、後に詳しく述べられる。
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【００３０】
　［３－２．データ電極８の形成方法］
　本実施の形態において、データ電極８は、フォトリソグラフィ法によって形成される。
データ電極８の材料には、導電性を確保するための銀（Ａｇ）とＡｇを結着させるための
ガラスフリットと感光性樹脂と溶剤などを含むデータ電極ペーストが用いられる。まず、
スクリーン印刷法などによって、データ電極ペーストが所定の厚みで背面基板２上に塗布
される。次に、乾燥炉によって、データ電極ペースト中の溶剤が除去される。次に、所定
のパターンのフォトマスクを介して、データ電極ペーストが露光される。次に、データ電
極ペーストが現像されることにより、データ電極パターンが形成される。最後に、焼成炉
によって、データ電極パターンが所定の温度で焼成される。つまり、データ電極パターン
中の感光性樹脂が除去される。また、データ電極パターン中のガラスフリットが溶融する
。焼成後にガラスフリットは、再凝固する。以上の工程によって、データ電極８が形成さ
れる。
【００３１】
　ここで、データ電極ペーストをスクリーン印刷する方法以外にも、ダイコート法などで
塗布する方法が用いることができる。また、データ電極ペーストを用いる方法以外にも、
スパッタ法、蒸着法などを用いることにより、導電性膜を形成した後、パターニングする
方法が用いることができる。
【００３２】
　［３－３．絶縁体層７の形成方法］
　本実施の形態において、絶縁体層７は、塗布法により形成される。まず、ダイコータな
どが用いられ、データ電極８が形成された背面基板２上にデータ電極８を覆うように絶縁
体ペーストが塗布される。
【００３３】
　本実施の形態における絶縁体ペーストは、ガラスフリット、フィラー、バインダおよび
溶剤を含む。さらに、ガラスフリットは、実質的に鉛を含まない。
【００３４】
　塗布された絶縁体ペーストは、絶縁体ペースト層を形成する。その後、乾燥炉などによ
り、絶縁体ペースト層が乾燥される。乾燥により、絶縁体ペースト層中の溶剤成分が除去
される。次に、絶縁体ペースト層が焼成される。焼成により絶縁体ペースト層中のバイン
ダが除去される。さらに、ガラスフリットが溶融する。焼成後にガラスフリットが再凝固
する。このように、ガラスフリットおよびフィラーからなる絶縁体層７が形成される。
【００３５】
　［３－４．隔壁９の形成方法］
　本実施の形態において、隔壁９は、フォトリソグラフィ法によって、形成される。隔壁
９の材料には、フィラーと、フィラーを結着させるためのガラスフリットと、感光性樹脂
と、溶剤などを含む隔壁ペーストが用いられる。まず、ダイコート法などによって、隔壁
ペーストが所定の厚みで絶縁体層７上に塗布される。次に、乾燥炉によって、所定の温度
範囲で乾燥される。乾燥によって、隔壁ペースト中の溶剤が除去される。次に、所定のパ
ターンのフォトマスクを介して、隔壁ペーストが露光される。次に、隔壁ペーストが現像
され、隔壁パターンが形成される。最後に、焼成炉によって、隔壁パターンが所定の温度
範囲で焼成される。焼成によって、隔壁パターン中の感光性樹脂が除去される。また、隔
壁パターン中のガラスフリットが溶融する。焼成後に、ガラスフリットが再凝固する。こ
のように、隔壁９が形成される。
【００３６】
　［３－４－１．隔壁ペーストの詳細］
　さらに、隔壁ペーストは、他の有機成分として重合開始剤、有機溶媒、さらに必要に応
じて、非感光性ポリマー成分や、酸化防止剤、有機染料、増感剤、増感助剤、可塑剤、増
粘剤、分散剤、沈殿防止剤などの添加剤成分を用いることができる。本実施の形態に係る
隔壁ペーストは、アルカリ現像性の感光性隔壁ペースト層とすることが好ましい。ここで
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、アルカリ現像性とは、ネガ型マスクを用いた露光の場合、露光前の状態ではｐＨが９～
１４のアルカリ性の水系現像液には溶解するがｐＨが６～８の中性の水系現像液には溶解
しない。一方、露光後はｐＨが９～１４のアルカリ性の水系現像液、ｐＨが６～８の中性
の水系現像液のいずれにも溶解しないような性質を有するものを指す。
【００３７】
　感光性ポリマーとしては、アルカリ可溶性のポリマーを用いることが好ましい。感光性
ポリマーがアルカリ可溶性を有することで現像液として環境に問題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ーとしては
、アクリル系共重合体を好ましく用いることができる。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ーを含む共重合体である。
【００３８】
　非感光性ポリマー成分は、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などである。また、感光性モノマーは、炭素－炭素不飽和
結合を含有する化合物である。
【００３９】
　上記の各種成分を所定の組成になるよう調合した後、３本ローラーや混練機で均質に混
合分散することにより、隔壁ペーストを作製することができる。
【００４０】
　隔壁ペーストの塗布装置としては、スクリーン印刷機、ダイコータ、ブレードコータな
どを用いることができる。塗布厚みは、塗布回数、スクリーン版のメッシュ、ペーストの
粘度によって調整できる。乾燥は熱風乾燥炉、赤外線乾燥炉などが用いられる。乾燥温度
および乾燥時間は用いた隔壁ペーストの溶剤や塗布膜厚によって適宜調整される。
【００４１】
　本実施の形態において、感光性樹脂は、ネガ型が用いられた。つまり、露光された部分
の現像液に対する溶解性が増大する。露光に用いるフォトマスクは、ネガ型が選択された
。露光装置としては、ステッパー露光機、プロキシミティ露光機などを用いることができ
る。光の波長は、隔壁ペーストに含まれている光重合開始剤が反応する波長である。一般
的には、２５０ｎｍから４５０ｎｍの波長の光が用いられる。発光デバイスしては、エキ
シマランプ、低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプなどが用いられる。
【００４２】
　ところで露光の際、隔壁ペーストの下層からも光が反射することがある。ここで、隔壁
ペーストの下層にデータ電極８が形成されている場合、隔壁ペーストの下層にデータ電極
８が形成されていない場合と比較して、反射率が低下する。隔壁ペーストの下層からの反
射率が低下すると、隔壁ペーストの底部近傍の露光量が減少する。つまり、隔壁９の底部
幅が細くなる。隔壁９の底部幅が細くなると、絶縁体層７との密着力が低下する。よって
、隔壁９の剥がれが発生しやすくなる。
【００４３】
　しかし、隔壁ペーストの下層からの反射率が低下したとしても、露光量の設定によって
隔壁９の底部幅は調整できる。したがって、最外の隔壁９が形成される領域の下層には、
データ電極８が達していてもよい。一方、ダミー電極１８には駆動電圧が印加されないた
め、様々な形状が形成されてプロセスマージンの確認などに用いられることがある。よっ
て、最外の隔壁９が形成される領域の下層には、ダミー電極１８が形成されていないこと
が好ましい。言い換えると、最外の隔壁９は、絶縁体層７を介してデータ電極８と対向し
、かつ、ダミー電極１８と対向しないことが好ましい。最外の隔壁９が形成される領域の
下層にダミー電極１８が形成されていると、ダミー電極１８に様々な形状が形成されてい
る場合に、反射率も様々になる。すなわち、壁ペーストの下層にダミー電極が形成されて
いる場合、露光量の設定によって表示領域２０における隔壁９の底部幅を調整したとして
も、非表示領域２１における隔壁９の底部幅が細くなることがある。したがって、非表示
領域２１における隔壁９の剥がれが発生する場合がある。
【００４４】
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　［４．まとめ］
　本実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置２００は、ＰＤＰ１００を備える。ＰＤ
Ｐ１００は、表示領域２０と、表示領域２０の周囲に形成された非表示領域２１とを有す
る。背面板６０は、背面板６０に駆動電圧を与える電極であるデータ電極８と、データ電
極８と平行であり、かつ、背面板６０に駆動電圧を与えないダミー電極１８と、データ電
極８およびダミー電極１８を覆う絶縁体層７と、絶縁体層７上に形成されデータ電極８と
直交する複数の横隔壁９ｂとを、有する。データ電極８は、表示領域２０および非表示領
域２１に配置される。ダミー電極１８は、非表示領域２１に配置される。絶縁体層７は、
表示領域２０および非表示領域２１に配置される。最外の隔壁である最外の横隔壁１９は
、非表示領域２１に配置される。最外の横隔壁１９は、絶縁体層７を介してデータ電極８
と対向し、かつ、ダミー電極１８と対向しない。
【００４５】
　したがって、本実施の形態に開示されたプラズマディスプレイ装置２００は、非表示領
域２１における隔壁９の剥がれを低減できる。
【００４６】
　［５．実施例］
　プラズマディスプレイ装置２００が作製された。作製されたプラズマディスプレイ装置
２００に用いられたＰＤＰ１００は、４２インチクラスのフルハイビジョンテレビに適合
するものである。すなわち、ＰＤＰ１００は、前面板５０と、前面板５０と対向配置され
た背面板６０と、を備える。また、前面板５０と背面板６０の周囲は、封着材で封着され
ている。前面板５０は、複数の走査電極３および複数の維持電極４と誘電体層５と保護層
６とを有する。背面板６０は、データ電極８と、絶縁体層７と、隔壁９と、蛍光体層１０
とを有する。ＰＤＰ１００には、キセノン（Ｘｅ）の含有量が１５体積％のネオン（Ｎｅ
）－キセノン（Ｘｅ）系の混合ガスが、６０ｋＰａの内圧で封入された。また、縦隔壁９
ａの高さは１２０μｍ、幅は４０μｍ、横隔壁９ｂの高さは１１５μｍ、幅は３５μｍで
あった。縦隔壁９ａと縦隔壁９ａとの間隔（セルピッチ）は１５０μｍであった。さらに
、データ電極８の幅は６５μｍであり、ダミー電極１８の幅は６５μｍであった。絶縁体
層７の厚みは１０μｍであった。
【００４７】
　実施例は、図２、図５および図７に示すように、データ電極８の一端に接続された駆動
回路であるデータドライバ１３ａを備え、データ電極８のデータドライバ１３ａに接続さ
れない他端側が、絶縁体層７を介して最外の横隔壁１９と対向する構成を有する。さらに
、実施例は、図２、図５および図７に示すように、データ電極８のデータドライバ１３ａ
に接続されない他端側と絶縁体層７を介して対向する最外の横隔壁１９は、ダミー電極１
８と対向しない構成を有する。さらに、実施例は、図２、図５および図７に示すように、
データ電極８のデータドライバ１３ａに接続されない他端側は、最外の横隔壁１９と絶縁
体層７を介して対向する位置で終端する構成を有する。
【００４８】
　本発明者らは、実施例の非表示領域２１において、隔壁９の剥がれは発生しなかったこ
とを確認した。さらに、実施例の構成においては、ダミー電極１８の設計自由度を広くす
ることができる。
【００４９】
　なお、最外の横隔壁１９からＰＤＰ１００の外周方向にさらに縦隔壁９ａを形成したと
しても、データ電極８は最外の横隔壁１９と絶縁体層７を介して対向する位置で終端して
いるので、反射率の低下を抑制できる。よって、実施例の構成においては、隔壁９用フォ
トマスクの設計マージンを広くすることができる。
【００５０】
　ところで、プラズマディスプレイ装置２００のコストダウンをするために、ＰＤＰ１０
０のコストダウンのほか、ＰＤＰ１００を駆動させる駆動回路のコストダウンも一つの方
法である。駆動回路のコストダウンを実現するための方法として、駆動回路を構成する部
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品点数を減らす方法がある。部品点数を減らす方法の１つとして、データ電極駆動回路１
３を減らすことが上げられる。具体的には、図２に示すように、データ電極駆動回路１３
がデータ電極８の一端のみに接続される、いわゆるシングルスキャン方式を採用すること
である。シングルスキャン方式においては、データ電極駆動回路１３への負荷を低減させ
るためにデータ電極８に流れるデータ電流を低減させることが求められる。
【００５１】
　本実施の形態におけるデータ電極８は、上述のように、主電極部８ａを有する。よって
、ＰＤＰ１００の放電に用いられる主電極部８ａ以外の部分の幅を細くすることにより、
書込み期間にデータ電極８に流れるデータ電流を低減させることができる。したがって、
本実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置２００は、シングルスキャン方式を実現で
きる。よって、本実施の形態に係るプラズマディスプレイ装置２００は、低消費電力化を
実現できる。
【００５２】
　［６．その他の実施の形態］
　なお、図７には、一例として、非表示領域２１には、データ電極８の長手方向において
、放電セル３０の１区画分の隔壁９が形成されている形態が示された。さらに、データ電
極８の配列方向において、放電セル３０の４区画分の隔壁９が形成されている形態が示さ
れた。しかし、非表示領域２１に形成される隔壁９の数は、本実施の形態に限られない。
つまり、例えば、データ電極８の長手方向および配列方向に９区画分の隔壁９を形成して
もよい。また、ダミー電極１８の本数は、３本に限られず、１本でもよい。あるいは、ダ
ミー電極１８の本数は、５本や６本であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　以上のように本実施の形態に開示された技術は、高品質のプラズマディスプレイ装置を
実現する上で有用である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　前面基板
　２　　背面基板
　３　　走査電極
　４　　維持電極
　３ａ，４ａ　　透明電極
　３ｂ，４ｂ　　バス電極
　５　　誘電体層
　６　　保護層
　７　　絶縁体層
　８　　データ電極
　９　　隔壁
　９ａ　　縦隔壁
　９ｂ　　横隔壁
　１０　　蛍光体層
　１２　　画像信号処理回路
　１３　　データ電極駆動回路
　１３ａ　　データドライバ
　１４　　走査電極駆動回路
　１５　　維持電極駆動回路
　１６　　タイミング発生回路
　１７　　維持パルス発生部
　１８　　ダミー電極
　１９　　最外の横隔壁
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　２０　　表示領域
　２１　　非表示領域
　３０　　放電セル
　５０　　前面板
　６０　　背面板
　１００　　ＰＤＰ
　２００　　プラズマディスプレイ装置

【図１】 【図２】



(12) JP WO2011/096179 A1 2011.8.11

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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