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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光出射面と前記光出射面と反対側の光反射面とを有する導光板と、
　前記導光板の前記光反射面に対向するように配置された反射シートと、
　前記導光板と前記反射シートとの間に、前記光反射面に沿って互いに離隔して配置され
た複数の光散乱部とを有し、
　前記複数の光散乱部のそれぞれは、前記導光板の前記光反射面に固着された散乱層と、
前記散乱層上に形成された反射層と備える、導光ユニット。
【請求項２】
　前記散乱層は粘着性を有する、請求項１に記載の導光ユニット。
【請求項３】
　前記複数の光散乱部のそれぞれは、
　前記反射層の表面に形成された粘着層をさらに有し、
　前記粘着層は、前記反射シートに固着してある、請求項２に記載の導光ユニット。
【請求項４】
　前記導光板と前記散乱層との間の粘着力は、前記反射シートと前記粘着層との間の粘着
力より大きい、請求項３に記載の導光ユニット。
【請求項５】
　前記反射層と前記反射シートとは間隙を空けて配置されている、請求項１または２に記
載の導光ユニット。
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【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の導光ユニットと、前記導光ユニット
へ光を入射させる光源部とを備える、光源装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の光源装置と、前記光源装置が出射する光を透過させる表示パネルとを
備える、表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導光板の表面から光を出射する導光ユニット、該導光ユニットを備える光源
装置及び該光源装置を備える表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンなどの携帯電話機、タブレット端末、パーソナルコンピュータ、あるい
は液晶テレビ等には、液晶表示装置が用いられている。液晶表示装置は、液晶表示パネル
及びバックライトなどを備える。バックライトは、例えば、液晶表示パネルの裏面側に、
ＬＥＤ（発光ダイオード）からの光を拡散させる拡散板を設けた直下ライト方式のもの、
あるいは、液晶表示パネルの裏面側に配置された導光板及び導光板の端面に対向配置した
ＬＥＤを備えたエッジライト方式のものがある。ＬＥＤから発せられた光は、導光板の端
面から導光板内部に入射し、導光板の光出射面を通って液晶表示パネルの裏面側から液晶
表示パネルの内部に入射される。また、導光板の光出射面と反対側の光反射面には、導光
板から出た光を再び導光板に戻すための反射板を対向配置してある。
【０００３】
　このような導光板の光反射面には、導光板の内部で全反射する光を散乱させて光出射面
から出射させるとともに、光出射面における輝度を均一にするためドットパターン、プリ
ズム状の溝などの光散乱部を設けている。
【０００４】
　一方で、導光板と反射板とを固着した場合、導光板の光反射面が屈折率の小さい空気を
接触しなくなり、全反射条件を充足しなくなり導光板の光出射面における輝度が不均一に
なる。そこで、ドットパターンに粘着性を持たせて、導光板と反射板とを貼り付けた導光
板ユニット及び液晶表示装置が開示されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－９３１９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１のような従来の液晶表示装置において、反射板の線膨張係数に対し
て線膨張係数の大きい導光板を用いた場合には、温度変化に応じて反射板が縮み、逆に反
射板の線膨張係数に対して線膨張係数の小さい導光板を用いた場合には、温度変化に応じ
て導光板が縮むことになる。
【０００７】
　図１２は従来の導光板及び反射板の伸縮の様子の一例を示す模式図である。図１２Ａは
導光板に比べて反射板が縮んだ状態を示し反射板の両側が剥がれる。図１２Ａでは、粘着
性を有するドットパターンの反射板側が剥がれている（符号Ｐ１、Ｐ２参照）。また図１
２Ｂは反射板に比べて導光板が縮んだ状態を示し導光板の中央部が剥がれる。図１２Ｂで
は、粘着性を有するドットパターンの反射板側が剥がれている（符号Ｐ３参照）。また図
１２Ｃは導光板に比べて反射板が縮んだ状態を示し反射板の両側が剥がれる。図１２Ｃで
は、粘着性を有するドットパターンの導光板側が剥がれている（符号Ｐ４、Ｐ５参照）。
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また図１２Ｄは反射板に比べて導光板が縮んだ状態を示し導光板の中央部が剥がれる。図
１２Ｄでは、粘着性を有するドットパターンの導光板側が剥がれている（符号Ｐ６参照）
。また図１２Ｅはドットパターンが剥がれない程度の強い粘着性を有する場合を示し、導
光板及び反射板の線膨張係数の違いにより反射板が縮み、導光板及び反射板が反った状態
を示す。
【０００８】
　図１３は従来の導光板での光の伝搬の様子の一例を示す模式図である。図１３Ａは導光
板及び反射板の伸縮がなくドットパターンが剥がれていない状態を示す。この場合、導光
板内部を伝播する光の一部が光反射面を透過してドットパターンへ入射する。ドットパタ
ーンは光散乱性を有しているので、ドットパターンへ入射した光は、ドットパターンで散
乱して再び導光板へ入射する。すなわち、導光板内部を伝播する光の一部がドットパター
ンで散乱されると、散乱した光は導光板の光出射面の方へ比較的均等に伝播される。光源
から離れた位置にあるほど、導光板内部を伝播する光の量は少なくなるが、ドットパター
ンは、光源から離れるにつれて高密度に設けられているので、ドットパターンで散乱され
る光の量は比較的多くなり、導光板の光出射面における輝度を均一にすることができる。
【０００９】
　図１３Ｂは、図１２Ａ及び図１２Ｂの符号Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３で示したように、ドットパ
ターンの反射板側が剥がれている状態を示す。この場合には、ドットパターンと反射板と
が離れ、反射板と導光板との距離が長くなる。そして、ドットパターンで散乱した光が導
光板に入射する位置がずれて広がってしまう。このため、図１３Ａで示したような本来の
輝度分布とは異なる輝度分布となり、導光板の光出射面に明暗の境界が発生する。
【００１０】
　また、図１３Ｃは、図１２Ｃ及び図１２Ｄの符号Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６で示したように、ド
ットパターンの導光板側が剥がれている状態を示す。この場合には、導光板とドットパタ
ーンとが離れてしまうので、導光板の光反射面は空気層と接することになり、光反射面で
全反射することになる。このため、図１３Ａで示したような本来の散乱光を取り出すこと
ができず、輝度が低下し、導光板の当該ドットパターンに対応する箇所及びその周辺の光
出射面が暗くなる。
【００１１】
　上述のように、従来の液晶表示装置では、導光板及び反射板それぞれの線膨張係数の違
いにより反射板の撓み、あるいは導光板の弛みなどが生じ、導光板の光出射面の輝度ムラ
が生じるという問題がある。
【００１２】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、導光板の輝度ムラを防止することが
できる導光ユニット、光源装置及び表示装置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】
【００１３】
　本発明に係る導光ユニットは、導光板と、該導光板の一面に対向配置された反射シート
とを備え、前記導光板の他面から光を出射する導光ユニットにおいて、散乱層及び反射層
の順に積層した光散乱部を、前記散乱層を前記一面側に配置させて前記一面に沿って複数
離隔して設けてあることを特徴とする。
【００１４】
　本発明にあっては、導光ユニットは、導光板、導光板の一面（光反射面）に対向配置さ
れた反射シートを備え、導光板の他面（光出射面）から光を出射する。導光ユニットは、
散乱層及び反射層の順に積層した光散乱部を、散乱層を導光板の一面側に配置させて、導
光板の一面に沿って複数離隔して設けてある。すなわち、導光板の光反射面には、複数の
光散乱部をお互いに離隔して設けてある。なお、光散乱部は、導光板の端面に光源を配置
した場合、光源からの距離が長くなるにつれて光散乱部の寸法を大きくし、あるいは隣接
する光散乱部の離隔寸法を短くするなどして、光散乱部の密度を大きくしてある。
【００１５】
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　光散乱部は、導光板側に散乱層を有し、反射シート側に反射層を有するので、導光板か
ら光散乱部へ入射した光は反射層で反射され反射シート側には透過しない。このため、導
光板及び反射シートの線膨張係数の違いにより、仮に光散乱部が反射シートから剥がれた
としても、導光板の光反射面と反射層との距離が一定であるので、散乱層で散乱される散
乱光の広がりに差がないようにすることができる。これにより、導光板の光出射面に明暗
の境界が発生することを抑制して輝度ムラを防止することができる。
【００１６】
　本発明に係る導光ユニットは、前記光散乱部は、前記反射層の表面に粘着層を積層して
あり、前記散乱層は、粘着性を有し、前記散乱層を前記導光板に固着してあり、前記粘着
層を前記反射シートに固着してあることを特徴とする。
【００１７】
　本発明にあっては、光散乱部は、反射層の表面に粘着層を積層してあり、散乱層は、粘
着性を有し、散乱層を導光板に固着してあり、粘着層を反射シートに固着してある。光散
乱部は、粘着性を有する散乱層を導光板の光反射面に固着してあり、粘着層を反射シート
に固着してあるので、光散乱部を介して導光板と反射シートとを貼り付けることができる
。また、導光板及び反射シートの線膨張係数の違いにより、仮に光散乱部が反射シートか
ら剥がれたとしても、導光板の光反射面と反射層との距離が一定であるので、散乱層で散
乱される散乱光の広がりに差がないようにすることができる。これにより、導光板の光出
射面に明暗の境界が発生することを抑制して輝度ムラを防止することができる。
【００１８】
　本発明に係る導光ユニットは、前記導光板と散乱層との間の粘着力は、前記反射シート
と粘着層との間の粘着力より大きいことを特徴とする。
【００１９】
　本発明にあっては、導光板と散乱層との間の粘着力は、反射シートと粘着層との間の粘
着力より大きい。導光板及び反射シートの線膨張係数の違いにより、導光板と反射シート
の伸縮度合が異なった場合、導光板と光散乱部の散乱層との間の粘着力が比較的大きいの
で、導光板と光散乱部とは剥がれることを防止する。一方、反射シートと光散乱部の粘着
層との間の粘着力が比較的小さいので、導光板と反射シートの伸縮度合が異なった場合、
反射シートと光散乱部とが剥がれるようにすることができる。これにより、導光板と反射
シートの反り又は撓みを防止することができる。また、導光板と反射シートとのズレが大
きくなった場合には、光散乱部は反射シートから剥がれるようにすることができるので、
導光板の光出射面に明暗の境界が発生することを抑制して輝度ムラを防止することができ
る。また、光散乱部と導光板とが剥がれることを防止することができるので、散乱光を取
り出すことができず、輝度が低下して、導光板の光出射面が暗くなることを防止すること
ができる。
【００２０】
　本発明に係る光源装置は、前述の発明のいずれか１つに係る導光ユニットと、該導光ユ
ニットへ光を入射する光源部とを備えることを特徴とする。
【００２１】
　本発明にあっては、導光板の輝度ムラを防止することができる光源装置を提供すること
ができる。
【００２２】
　本発明に係る表示装置は、前述の発明に係る光源装置と、該光源装置が出射する光を透
過させる表示パネルとを備えることを特徴とする。
【００２３】
　本発明にあっては、導光板の輝度ムラを防止することができる表示装置を提供すること
ができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、導光板から出射する光の輝度ムラを防止することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態１の表示装置の一例を示す外観斜視図である。
【図２】実施形態１の表示装置の要部の一例を示す説明図である。
【図３】実施形態１の表示装置の光散乱部付近における光の伝播の様子の第１例を示す模
式図である。
【図４】実施形態１の表示装置の反射シートが導光板から剥がれた状態の一例を示す模式
図である。
【図５】実施形態１の表示装置の光散乱部付近における光の伝播の様子の第２例を示す模
式図である。
【図６】実施形態１の表示装置の反射シートが導光板から剥がれた状態の他の例を示す模
式図である。
【図７】実施形態２の表示装置の要部の一例を示す説明図である。
【図８】実施形態２の表示装置の光散乱部付近における光の伝播の様子の第１例を示す模
式図である。
【図９】実施形態２の表示装置の反射シートが撓んだ状態の一例を示す模式図である。
【図１０】実施形態２の表示装置の光散乱部付近における光の伝播の様子の第２例を示す
模式図である。
【図１１】実施形態２の表示装置の他の例としての光散乱部の構成を示す説明図である。
【図１２】従来の導光板及び反射板の伸縮の様子の一例を示す模式図である。
【図１３】従来の導光板での光の伝搬の様子の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
（実施形態１）
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。図１は実施形態１の表
示装置１００の一例を示す外観斜視図である。表示装置１００は、例えば、テレビ受像機
、パーソナルコンピュータ、スマートフォンなどの携帯電話機、タブレット端末などに用
いられる。表示装置１００は、台座１０２、一面が表示面となる表示パネル（液晶パネル
）５０、表示パネル５０の周縁部を覆うベゼル１０１、表示パネル５０の背面側（裏側）
に配置され、表示パネル５０と略同寸法を有する矩形状の導光板１０、導光板１０の一の
端面に対向配置された光源部４０（ＬＥＤモジュール４１、及びＬＥＤモジュール４１を
実装した基板４２等を含む）などを備える。
【００２７】
　なお、図１の例では、表示装置１００は、上下左右の４辺で構成されるベゼル１０１を
有し、光源部４０を下辺のベゼル１０１の内側にのみに配置する構成であるが、図１の例
に限定されるものではなく、例えば、左右の２辺のベゼル１０１の内側に光源部を配置す
る構成でもよい。
【００２８】
　図２は実施形態１の表示装置１００の要部の一例を示す説明図である。図２に示すよう
に、表示装置１００は、一面（表面）に表示面を有する表示パネル５０、表示パネル５０
の裏面に配置された光学シート６０、光学シート６０を間にして表示パネル５０の裏面と
対向配置された導光板１０、導光板１０の一面（光反射面）に対向配置された反射シート
２０、導光板１０と反射シート２０との間に配置された複数の光散乱部３０、導光板１０
の光入射面１３に対向配置された光源部４０などを備える。
【００２９】
　なお、導光ユニットは、導光板１０、反射シート２０及び光散乱部３０などを含む。ま
た、光源装置は、導光ユニット及び光源部４０などを含む。
【００３０】
　表示パネル５０は、正面視が矩形状をなし、表面及び裏面にガラス基板を有し、一対の
ガラス基板の間に液晶物質を封入してある。表示パネル５０の各画素を駆動するドライバ
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に電圧を印加して、液晶物質の電気光学特性により決定される光透過率を変えることがで
き、表示パネル５０を透過する光の量を画素毎に制御して画像を階調表示することができ
る。
【００３１】
　光学シート６０は、表示パネル５０の寸法よりも若干小さい矩形状をなす。光学シート
６０は、光の拡散機能を有する光学シート及び光の集光機能を有する光学シートを１又は
複数枚積層したものである。
【００３２】
　導光板１０は、正面視が矩形状をなし、縦横寸法は、表示パネル５０の縦横寸法と略同
じである。導光板１０は、一面としての光反射面１１、他面としての光出射面１２、光源
部４０の光が入射する一端面としての光入射面１３、光入射面１３と反対側の端面１４な
どで画定される。導光板１０の材質は、例えば、アクリル樹脂、ポリスチレン樹脂などで
あるが、これに限定されるものではない。
【００３３】
　反射シート２０は、例えば、ＰＥＴ製であって導光板１０の寸法と同等であり、導光板
１０の光反射面１１から出射した光を反射して、再び導光板１０の内部へ入射させる。
【００３４】
　光源部４０は、複数のＬＥＤモジュール４１、各ＬＥＤモジュール４１を実装する基板
４２などを有する。基板４２は細長状をなし、複数のＬＥＤモジュール４１を適長の間隔
を設けて列置してある。すなわち、複数のＬＥＤモジュール４１を基板４２の長手方向に
沿って線状に配置してある。かかる構成により、導光板１０の光入射面１３にＬＥＤモジ
ュール４１を対向配置してある。基板４２の長さは、例えば、導光板１０の縦寸法又は横
寸法に略等しい。
【００３５】
　光散乱部３０は、導光板１０の光反射面１１と反射シート２０との間に複数離隔して設
けられている。導光板１０の光入射面１３に光源部４０を対向配置した場合、光源部４０
からの距離が長くなるにつれて光散乱部３０の寸法を大きくしてある。また、光源部４０
からの距離が長くなるにつれて、隣接する光散乱部３０の離隔寸法を短くしてある。すな
わち、導光板１０の光入射面１３側に比べて端面１４側の光散乱部３０の設置密度を大き
くしてある。
【００３６】
　図３は実施形態１の表示装置１００の光散乱部３０付近における光の伝播の様子の第１
例を示す模式図である。光散乱部３０は、粘着性を有する散乱層３１、散乱層３１の表面
に積層した反射層３２、反射層３２の表面に積層した粘着層３３を有する。そして、散乱
層３１を導光板１０の光反射面１１に固着してあり、粘着層３３を反射シート２０に固着
してある。
【００３７】
　ＬＥＤモジュール４１から出射した光は導光板１０の光入射面１３に入射する。図３の
符号Ｓ１で示すように、光入射面１３から入射した光の一部は、導光板１０の光反射面１
１及び光出射面１２で全反射を繰返しながら導光板１０内部を端面１４の方へ向かって伝
播する。
【００３８】
　また、図３の符号Ｓ２で示すように、導光板１０の光反射面１１で全反射しない光は、
光反射面１１を透過して導光板１０の外側へ進入するが、反射シート２０で反射されて再
び導光板１０の内部へ入射する。
【００３９】
　また、図３の符号Ｓ３で示すように、導光板１０内部を伝播する光の一部が光反射面１
１を透過して光散乱部３０へ入射する。光散乱部３０の散乱層３１は光散乱性を有し、散
乱層３１の表面には反射層３２を積層しているので、光散乱部３０へ入射した光は、反射
層３２で反射されるとともに散乱層３１を通る過程で散乱して再び導光板１０へ入射する
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。
【００４０】
　すなわち、導光板１０内部を伝播する光の一部が光散乱部３０で散乱されると、散乱し
た光は導光板１０の光出射面１２の方へ比較的均等に伝播される。光源部４０から離れた
位置にあるほど、導光板１０内部を伝播する光の量は少なくなるが、光散乱部３０は、光
源部４０から離れるにつれて高密度に設けられているので、光散乱部３０で散乱される光
の量は比較的多くなり、導光板１０の光出射面１２における輝度を均一にすることができ
る。
【００４１】
　図４は実施形態１の表示装置１００の反射シート２０が導光板１０から剥がれた状態の
一例を示す模式図である。図４の例は、導光板１０に比べて反射シート２０が縮んだ状態
を示し反射シート２０の両側が剥がれている状態を示す。また、光散乱部３０は、反射シ
ート２０側が剥がれている。
【００４２】
　図５は実施形態１の表示装置１００の光散乱部３０付近における光の伝播の様子の第２
例を示す模式図である。図５は、図４の符号Ａで示す箇所の様子を示す。図５の符号Ｓ１
で示すように、光入射面１３から入射した光の一部は、導光板１０の光反射面１１及び光
出射面１２で全反射を繰返しながら導光板１０内部を端面１４の方へ向かって伝播する。
【００４３】
　また、図５の符号Ｓ３で示すように、導光板１０内部を伝播する光の一部が光反射面１
１を透過して、反射シート２０側が剥がれた光散乱部３０へ入射する。光散乱部３０の散
乱層３１は光散乱性を有し、散乱層３１の表面には反射層３２を積層しているので、光散
乱部３０へ入射した光は、反射層３２で反射されるとともに散乱層３１を通る過程で散乱
して再び導光板１０へ入射する。
【００４４】
　すなわち、導光板１０及び反射シート２０の線膨張係数の違いにより、仮に光散乱部３
０が反射シート２０から剥がれたとしても、導光板１０の光反射面１１と反射層３２との
距離が一定であるので、散乱層３１で散乱される散乱光の広がりに差がないようにするこ
とができる。これにより、導光板１０の光出射面１２に明暗の境界が発生することを抑制
して輝度ムラを防止することができる。
【００４５】
　図６は実施形態１の表示装置１００の反射シート２０が導光板１０から剥がれた状態の
他の例を示す模式図である。図６の例では、反射シート２０に比べて導光板１０が縮んだ
状態を示し導光板１０の中央部が剥がれる。また、光散乱部３０は、反射シート２０側が
剥がれている。図６の符号Ｂで示す箇所も、図４の符号Ａで示す箇所、及び図５の例と同
様である。
【００４６】
　すなわち、導光板１０及び反射シート２０の線膨張係数の違いにより、仮に光散乱部３
０が反射シート２０から剥がれたとしても、導光板１０の光反射面１１と反射層３２との
距離が一定であるので、散乱層３１で散乱される散乱光の広がりに差がないようにするこ
とができる。これにより、導光板１０の光出射面１２に明暗の境界が発生することを抑制
して輝度ムラを防止することができる。
【００４７】
　また、光散乱部３０は、粘着性を有する散乱層３１を導光板１０の光反射面１１に固着
してあり、粘着層３３を反射シート２０に固着してあるので、光散乱部３０を介して導光
板１０と反射シート２０とを貼り付けることができる。
【００４８】
　また、本実施の形態において、導光板１０と散乱層３１との間の粘着力は、反射シート
２０と粘着層３３との間の粘着力より大きい。導光板１０及び反射シート２０の線膨張係
数の違いにより、導光板１０と反射シート２０の伸縮度合が異なった場合、導光板１０と
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光散乱部３０の散乱層３１との間の粘着力が比較的大きいので、導光板１０と光散乱部３
０とは剥がれることを防止する。
【００４９】
　一方、反射シート２０と光散乱部３０の粘着層３３との間の粘着力が比較的小さいので
、導光板１０と反射シート２０の伸縮度合が異なった場合、反射シート２０と光散乱部３
０とが剥がれるようにすることができる。これにより、導光板１０と反射シート２０の反
り又は撓みを防止することができる。また、導光板１０と反射シート２０とのズレが大き
くなった場合には、光散乱部３０は反射シート２０から剥がれるようにすることができる
ので、導光板１０の光出射面１２に明暗の境界が発生することを抑制して輝度ムラを防止
することができる。また、光散乱部３０と導光板１０とが剥がれることを防止することが
できるので、散乱光を取り出すことができず、輝度が低下して、導光板１０の光出射面１
２が暗くなることを防止することができる。
【００５０】
（実施形態２）
　図７は実施形態２の表示装置１００の要部の一例を示す説明図である。図７に示すよう
に、実施形態２の表示装置１００も、実施形態１の場合と同様に、一面（表面）に表示面
を有する表示パネル５０、表示パネル５０の裏面に配置された光学シート６０、光学シー
ト６０を間にして表示パネル５０の裏面と対向配置された導光板１０、導光板１０の一面
（光反射面）に対向配置された反射シート２０、導光板１０と反射シート２０との間に配
置された複数の光散乱部７０、導光板１０の光入射面１３に対向配置された光源部４０な
どを備える。
【００５１】
　第１実施形態との相違点は、第２実施形態では、導光ユニットは、散乱層及び反射層の
順に積層した光散乱部７０を、散乱層を導光板１０の光反射面１１側に配置させて、導光
板１０の一面に沿って複数離隔して設けてある。また、光散乱部７０と反射シート２０と
の間は隙間を設けてある。以下、詳細に説明する。
【００５２】
　図８は実施形態２の表示装置１００の光散乱部７０付近における光の伝播の様子の第１
例を示す模式図である。光散乱部７０は、粘着性を有する散乱層７１、散乱層７１の表面
に積層した反射層７２を有する。そして、散乱層７１を導光板１０の光反射面１１に固着
してある。また、反射層７２と反射シート２０との間は、所定の離隔距離を設けて離隔し
てある。
【００５３】
　ＬＥＤモジュール４１から出射した光は導光板１０の光入射面１３に入射する。図８の
符号Ｓ１で示すように、光入射面１３から入射した光の一部は、導光板１０の光反射面１
１及び光出射面１２で全反射を繰返しながら導光板１０内部を端面１４の方へ向かって伝
播する。
【００５４】
　また、図８の符号Ｓ２で示すように、導光板１０の光反射面１１で全反射しない光は、
光反射面１１を透過して導光板１０の外側へ進入するが、反射シート２０で反射されて再
び導光板１０の内部へ入射する。
【００５５】
　また、図８の符号Ｓ３で示すように、導光板１０内部を伝播する光の一部が光反射面１
１を透過して光散乱部７０へ入射する。光散乱部７０の散乱層７１は光散乱性を有し、散
乱層７１の表面には反射層７２を積層しているので、光散乱部７０へ入射した光は、反射
層７２で反射されるとともに散乱層７１を通る過程で散乱して再び導光板１０へ入射する
。
【００５６】
　図９は実施形態２の表示装置１００の反射シート２０が撓んだ状態を示す。
【００５７】
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　図１０は実施形態２の表示装置１００の光散乱部７０付近における光の伝播の様子の第
２例を示す模式図である。図１０は、図９の符号Ｃで示す箇所の様子を示す。図１０の符
号Ｓ１で示すように、光入射面１３から入射した光の一部は、導光板１０の光反射面１１
及び光出射面１２で全反射を繰返しながら導光板１０内部を端面１４の方へ向かって伝播
する。
【００５８】
　また、図１０の符号Ｓ３で示すように、導光板１０内部を伝播する光の一部が光反射面
１１を透過して、光散乱部７０へ入射する。光散乱部７０の散乱層７１は光散乱性を有し
、散乱層７１の表面には反射層７２を積層しているので、光散乱部７０へ入射した光は、
反射層７２で反射されるとともに散乱層７１を通る過程で散乱して再び導光板１０へ入射
する。
【００５９】
　光散乱部７０は、導光板１０側に散乱層７１を有し、反射シート２０側に反射層７２を
有するので、導光板１０から光散乱部７０へ入射した光は反射層７２で反射され反射シー
ト２０側には透過しない。このため、反射シート２０が撓んだとしても、導光板１０の光
反射面１１と反射層７２との距離が一定であるので、散乱層７１で散乱される散乱光の広
がりに差がないようにすることができる。これにより、導光板１０の光出射面１２に明暗
の境界が発生することを抑制して輝度ムラを防止することができる。
【００６０】
　図１１は実施形態２の表示装置１００の他の例としての光散乱部８０の構成を示す説明
図である。光散乱部８０は、導光板１０の光反射面１１に固着された散乱層８１、散乱層
８１を覆うように積層された反射層８２を有する。光散乱部８０は、導光板１０の光反射
面１１に沿って複数離隔して設けてある。また、光散乱部８０と反射シート２０との間は
隙間を設けてある。
【００６１】
　図１１に例示する構成の場合にも、光散乱部８０は、導光板１０側に散乱層８１を有し
、反射シート２０側に反射層８２を有するので、導光板１０から光散乱部８０へ入射した
光は反射層８２で反射され反射シート２０側には透過しない。特に、反射層８２は、散乱
層８１の反射シート２０に対向する面だけでなく、側面にも積層されているので、光散乱
部８０に入射した光を反射シート２０側へ透過させないようにすることができる。
【００６２】
　そして、反射シート２０が撓んだとしても、導光板１０の光反射面１１と反射層８２と
の距離が一定であるので、散乱層８１で散乱される散乱光の広がりに差がないようにする
ことができる。これにより、導光板１０の光出射面１２に明暗の境界が発生することを抑
制して輝度ムラを防止することができる。
【００６３】
　上述の実施形態１、２によれば、反射シートが導光板から剥がれた箇所、あるいは反射
シートが撓んだ箇所に対応する導光板の光出射面での輝度ムラを防止することができる。
また、導光板と反射シートのズレが大きい場合でも、光散乱部の反射シート側が剥がれる
ようにするので、導光板の反りを防止することができる。そして、反射シートが剥がれた
としても、導光板と光散乱部とは剥離しないので、導光板の光出射面での輝度ムラを防止
することができる。
【００６４】
　上述の実施形態１、２によれば、導光板の輝度ムラを防止することができる光源装置及
び表示装置を提供することができる。また、本実施の形態の光源装置を用いて面発光の照
明装置を提供することもでき、この場合、照明装置の発光面の輝度ムラを防止することが
できる。
【符号の説明】
【００６５】
　１００　表示装置
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　１０　導光板
　１１　光反射面（一面）
　１２　光出射面（他面）
　１３　光入射面
　１４　端面
　２０　反射シート
　３０、７０、８０　光散乱部
　３１、７１、８１　散乱層
　３２、７２、８２　反射層
　３３　粘着層
　４０　光源部
　４１　ＬＥＤモジュール
　４２　基板
　５０　表示パネル
　６０　光学シート

【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】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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