
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一定間隔をおいて互いに対向する一対の基板と、前記一対の基板のうち一つに配列され
た複数の透明電極と、前記透明電極に少なくとも部分的に重なって形成されたバス電極と
からなる各維持電極対と、

前記各維持電極対と交差するように配列された各アドレス電極と、前記各維持電極対及
びアドレス電極の交差点に形成される複数のセルと、前記一対の基板の間に形成され、前
記複数のセルを区画する各隔壁及び前記セル内面に配置された螢光層と、を含むプラズマ
ディスプレイパネルにおいて、
　前記セルの内部に向いている前記バス電極の表面に、前記セルに形成された螢光層の光
を吸収する光吸収層が備えられたことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記光吸収層は酸化ルテニウムと酸化鉛を混合及び焼成して形成することを特徴とする
請求項１記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項３】
　前記光吸収層は ボンを焼成して形成したことを含むことを特徴とする請求項１記載
のプラズマディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記光吸収層は導電性を持つことを特徴とする請求項１記載のプラズマディスプレイパ
ネル。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はプラズマディスプレイパネルに係り、さらに詳しくは紫外線がセルの内部で螢光
層を励起して可視光を発光させ、蛍光層が発光した時、その螢光層で発生した光がバス電
極により反射しないようにすることにより、色純度とコントラストを向上させたプラズマ
ディスプレイパネルに関する。
【０００２】
【徒來の技術】
図１及び図２は一般的なプラズマディスプレイパネルの前面基板と背面基板とを分離した
状態で示す斜視図と、電極の配列状態を示す断面図とをそれぞれ示している。
【０００３】
図２に示す背面基板２０は、説明の便宜上、前面基板１０に対して９０°回転させた状態
で示している。
【０００４】
プラズマディスプレイパネルは、画像がディスプレイされる表示面としての前面基板１０
と、その裏側で背面となっている背面基板２０とが一定距離をおいて平行に結合されてい
る。
【０００５】
　前面基板１０の表面、背面基板側には、周知のように、共通維持電極（Ｘ）とスキャン
維持電極（Ｙ）が対をなして配列されている。一つの画素を構成する一つのセル毎にこの
電極対が一定の間隔で配置されており、両者間の相互放電によってセルの発光を維持する
。維持電極対は、双方とも透明なＩＴＯ物質から形成された透明電極（またはＩＴＯ電極
）（Ｘａ、Ｙａ）と、金属材質から製作されたバス電極（Ｘｂ、Ｙｂ）とから構成され、
ＩＴＯ電極とバス電極との間には酸化ルテニウムと酸化鉛又は ボン系列から製作され
たブラック層（Ｂ）が形成されている。
【０００６】
　上記構成になる共通維持電極とスキャン維持電極（Ｘ，Ｙ）は放電電流を制限し、電極
対の を絶縁させる誘電層１２により覆われ、その上面には保護層１３が形成される。
【０００７】
共通維持電極とスキャン維持電極（Ｘ，Ｙ）には放電時に交流電圧を交互に印加させて相
互間の放電を継続させる。
【０００８】
　背面基板２０には、ストライプタイプ（又はドットタイプ）の隔壁２１が一定の間隔で
平行に多数配列され放電空間、すなわちセル（Ｃ）を分離している。隔壁２１によるセル
の分離は図示の例では一定方向のみであるが、それと直交する方向にも隔壁を形成させて
個々のセルを完全に分離するようにしても良い。隔壁２１の間には隔壁２１に平行にアド
レス電極（Ａ）が配置され、それに直交している維持電極対１１と交差する部位（セル内
）でアドレス放電を行 になっているのは周知の通りである。アドレス電極（Ａ）の
上側には誘電層２２が形成されている。
【０００９】
アドレス電極（Ａ）、誘電層２２、隔壁を形成させた背面基板２０の表面に、隔壁２１の
上端面のみを除いて画素表示のための可視光を放出する赤色、緑色、青色の螢光層２３が
塗布されている。
【００１０】
前記のように構成された従来技術に係るプラズマディスプレイ（ＰＤＰ）におけるセルの
画像表示過程を以下概略的に説明する。
【００１１】
最初に特定の放電セル内にあるスキャン維持電極（Ｙ）とアドレス電極（Ａ）との問に１
５０Ｖ～３００Ｖの電圧が供給されると、スキャン維持電極（Ｙ）とアドレス電極（Ａ）
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との問に位置しているセル内部に書き込み放電が起こり、該当放電空間の内部に接した誘
電層に壁電荷が形成される。
【００１２】
その後、共通維持電極とスキャン維持電極（Ｘ，Ｙ）に１５０Ｖ以上の放電電圧を供給す
ると、書き込まれた放電セル内の共通維持電極とスキャン維持電極（Ｘ，Ｙ）との問に維
持放電が起こる。
【００１３】
すなわち、電極間の放電によりセル内部で電界が発生し、放電ガス中の徴量電子が加速さ
れ、加速された電子とガス中の中性粒子が衝突して電子とイオンとに電離され、さらに電
離された電子と中性粒子との他の衝突によって中性粒子が次第に速いスピードで電子とイ
オンとに電離され、放電ガスがプラズマ状態になると同時に、真空紫外線が発生する。
【００１４】
この紫外線が背面基板２０上の螢光層２３を励起して可視光を発光させ、このようにして
発光した可視光が前面基板１０を透過して外部に放射されると、外部で任意のセルの発光
、すなわち画像表示を認識できるようになる。
【００１５】
しかし、前記のようなプラズマディスプレイパネルの前面基板において、特に前面基板１
０に形成されたバス電極（Ｘｂ、Ｙｂ）では次のような問題点が生じている。
【００１６】
誘電層１２と接するバス電極（Ｘｂ、Ｙｂ）の露出している表面はセル（Ｃ）の内部に向
いており、これらの電極は金属、特に銀（Ａｇ）が用いられることが多いが、銀はその固
有カラーをおびている。
【００１７】
従って、紫外線がセル（Ｃ）内部の螢光層２３を励起して可視光を発光させる時、バス電
極（Ｘｂ、Ｙｂ）の表面が螢光層２３から放射される光を反射し、これによりその反射さ
れた光がセル（Ｃ）の外部である前面基板１０の表示面に表示される。
【００１８】
結論として、バス電極（Ｘｂ、Ｙｂ）を形成する銀（Ａｇ）は固有カラーを有しているが
、そのバス電極（Ｘｂ、Ｙｂ）のカラー特性上Ｒ，Ｇ，Ｂの螢光層から発する光を反射さ
せる時、反射されたカラーの程度が均等には反射されず、特に青の光の反射量が相対的に
少ないので、セル（Ｃ）が「ｏｆｆ」状態で画面を見ると、画面が全体的に若干黄色をお
びるという問題点があった。
【００１９】
このため、螢光層自体から発生する色純度が低下するばかりでなく、外光のある場所に製
品を設置した場合には、コントラストを低下させる直接な要因となってた。
【００２０】
前述した問題点は、例えば５電極駆動方式のように、単一のセル内に複数の維持電極対が
存在した場合、さらに加重されるという問題がある。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明はかかる従来のプラズマディスプレイパネルのバス電極についての問題点
を解決するためのもので、その目的は紫外線がセル内部の螢光層を励起して可視光を発光
させることにより螢光層が発光する時、螢光層から発する光がバス電極の表面によって反
射しないようにすることにより、色純度を向上させるプラズマディスプレイパネルを提供
することにある。
【００２２】
本発明の他の目的は、セルの内部で発生する光をセルの内部に向いているバス電極に吸収
させることにより、コントラストを向上させるプラズマディスプレイパネルを提供するこ
とにある。
【００２３】
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【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明に係るプラズマディスプレイパネルは、一定間隔をお
いて互いに対向する一対の基板と、一対の基板のうち一つに配列された複数の透明電極と
その透明電極に少なくとも部分的に重なって形成されたバス電極とからなる各維持電極対
と、各維持電極対と交差するように配列された各アドレス電極と、各維持電極対及びアド
レス電極の交差点に形成される複数のセルと、一対の基板の問に形成され、前記複数のセ
ルを区画する各隔壁と、セル内面に設けられた螢光層とを含むプラズマディスプレイパネ
ルにおいて、セルの内部に向いているバス電極の表面には、セルに形成された螢光層の光
を吸牧する光吸収層を形成させたことを特徴とする。
【００２４】
好ましい実施態様としては、光吸収層は酸化ルテニウムと酸化鉛を混合焼成して形成した
ものが望ましい。
【００２５】
また好ましくは、光吸収はカーボンを焼成して形成したものが望ましい。
【００２６】
また好ましくは、光吸収は導電性を持つものが望ましい。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、上記目的を達成する本発明の好適な実施形態を添付図を参照して詳しく説明する。
【００２８】
　説明の便宜のため従来と同一の部分、部材には同一の を付して説明する。
【００２９】
図３及び図４は本発明に係るバス電極が前面基板に設置された状態の要部を拡大斜視図と
共に示している。
【００３０】
同図に示すように、本発明に係るプラズマディスプレイパネルは、画像がディスプレイさ
れる表示面としての前面基板１０と、背面になっている背面基板２０とが一定距離をおい
て平行に結合されている。
【００３１】
　前面基板１０の表面には、一つの画素において相互放電によりセルの発光を維持するた
めの維持電極、すなわち共通維持電極（Ｘ）とスキャン維持電極（Ｙ）が対とされて配列
されている。この維持電極対は、双方とも透明なＩＴＯ物質からなる透明電極（またはＩ
ＴＯ電極）（Ｘａ、Ｙａ）と、金属材質から製作されたバス電極（Ｘｂ、Ｘｂ）とから構
成されている。透明電極とバス電極との問には酸化ルテニウムと酸化鉛または ボン系
列から製作されたブラック層（Ｂ）が形成される。さらに、バス電極（Ｘｂ、Ｙｂ）上に
は酸化ルテニウムと酸化鉛を混合焼成して形成した光吸収層３０を形成する。
【００３２】
共通維持電極とスキャン維持電極（Ｘ，Ｙ）は放電電流を制限し、電極対の問を絶縁させ
る誘電層１２により覆われ、その上面には保護層１３が形成される。
【００３３】
共通維持電極とスキャン維持電極（Ｘ，Ｙ）は、放電時に交流電圧をくわえることによっ
て放電を維持させるのは従来同様である。
【００３４】
背面基板２０には、複数の放電空間、すなわちセル（Ｃ）を形成させるためのストライプ
タイプ（又はドットタイプ）の隔壁２１が平行に配列され、維持電極１１と交差する部位
でアドレス放電を行い、真空紫外線を発生させる多数のアドレス電極（Ａ）が、隔壁２１
に対して平行に配置され、その上側には誘電層２２が形成される。
【００３５】
また、背面基板の表面には、隔壁２１の上端面を除いて、アドレス放電時に画像表示のた
めの可視光を放出するＲ、Ｇ、Ｂ螢光層２３が塗布される。以上の構成は、維持電極対の
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構造を除いて、一般的なプラズマディスプレイパネルの構成と格別変える必要がない。
【００３６】
本発明の特徴は、セル（Ｃ）の内部に向いているバス電極（Ｘｂ）（Ｙｂ）の表面に、セ
ル（Ｃ）に形成された螢光層２３の光を吸収する光吸収層３０が備えられるという点であ
る。
【００３７】
　光吸収層３０は酸化ルテニウムと酸化鉛を混合焼成して形成するのが望ましいが、その
代わりに、 ボンを焼成して形成することもできる。
【００３８】
また、光吸収層３０は導電性を持つ物質で製作したほうが、バス電極の機能上さらに好ま
しい。
【００３９】
前記のような構成を有する本発明の画像表示過程は、一般的なプラズマディスプレイパネ
ルの画像表示過程と同じであるので、これについての重複説明は省略し、本発明の特徴部
と関連された部分に限定して説明する。
【００４０】
共通維持電極とスキャン維持電極（Ｘ，Ｙ）に維持放電電圧を交互に印加すると、セル（
Ｃ）内で放電が生じて紫外線が発生し、この紫外線がセル（Ｃ）の内部の螢光層２３を励
起して可視光を発光させる。この際、セル（Ｃ）の内部に向いているバス電極（Ｘｂ、Ｙ
ｂ）の表面にはブラック層（Ｂ）と同一の材質の光吸収層３０が形成されているので、バ
ス電極（Ｘｂ、Ｙｂ）の表面に形成された光吸収層３０が蛍光層２３から反射される光を
吸牧し、バス電極による光の乱反射を防止する。
【００４１】
従って、螢光層２３で発生した光が光吸収層３０に吸収されることにより、それぞれのＲ
，Ｇ，Ｂ螢光層で発生する表現色純度が向上するだけでなく、これによるコントラストも
向上する。
【００４２】
一方、以上の説明では本発明に係る好適な実施形態を中心に図示し説明したが、本発明は
上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の権利範囲に属する限度内で多様な変更
が可能なのは当該分野で通常の知識を有する者には明らかなことである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一般的なバス電極の備えられたプラズマディスプレイパネルを示すための分解
斜視図である。
【図２】　一般的なバス電極の備えられたプラズマディスプレイパネルの結合状態を示す
断面図である。
【図３】　本発明で適用されるバス電極の備えられたプラズマディスプレイパネルを示す
分解斜視図である。
【図４】　本発明で適用されるバス電極の備えられたプラズマディスプレイパネルの結合
状態を示す断面図である。
【符号の説明】
Ｘ　共通維持電極、Ｙ　スキャン維持電極、Ｘａ、Ｙａ　ＩＴＯ電極、Ｘｂ、Ｙｂ　バス
電極、Ｂ　ブラック層、３０　光吸収層
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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