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(57)【要約】
【課題】指向性の強い光源を利用した場合あるいはモジ
ュールを薄型化した場合でも、被照明体に対する照明を
ムラなく均一に行うことが可能な光源モジュールを提供
する。
【解決手段】この光源モジュール１００は、ＬＥＤパッ
ケージ２０と、ＬＥＤパッケージ２０からの光を部分的
に遮るライティングカーテン５０と、ライティングカー
テン５０に設けられ、ライティングカーテン５０よりも
小さい平面形状を有する反射シート片６０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源からの光を部分的に遮るライティングカーテンと、
　前記ライティングカーテンに設けられ、前記ライティングカーテンよりも小さい平面形
状を有する反射層とを備えることを特徴とする、光源モジュール。
【請求項２】
　前記ライティングカーテンは開口によって透過部が設けられた反射板からなることを特
徴とする、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項３】
　前記反射層には、前記ライティングカーテンの開口と重なる開口孔が設けられているこ
とを特徴とする、請求項２に記載の光源モジュール。
【請求項４】
　前記反射層は粘着層を介して前記ライティングカーテンに固定され、
　前記粘着層が前記反射層の開口孔を避けた領域に設けられることを特徴とする、請求項
３に記載の光源モジュール。
【請求項５】
　前記ライティングカーテンの開口の少なくとも一部が前記反射層と重なることを特徴と
する、請求項２～４のいずれか１項に記載の光源モジュール。
【請求項６】
　前記ライティングカーテンは、反射材の印刷により透過部と遮光部とが設けられた板状
部材からなることを特徴とする、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項７】
　前記ライティングカーテンは、
　透明板と、
　前記透明板の両面に前記反射材が印刷されることによって形成された印刷層とを含むこ
とを特徴とする、請求項６に記載の光源モジュール。
【請求項８】
　前記反射層が独立したシート状に形成されており、
　シート状の前記反射層が粘着層を介して前記ライティングカーテンに固定されているこ
とを特徴とする、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項９】
　前記粘着層はシート状の前記反射層に粘着材が印刷されることによって形成されること
を特徴とする、請求項８に記載の光源モジュール。
【請求項１０】
　前記粘着層は前記ライティングカーテンに粘着材が印刷されることによって形成される
ことを特徴とする、請求項８に記載の光源モジュール。
【請求項１１】
　前記粘着層が耐紫外線性を有することを特徴とする、請求項８～１０のいずれか１項に
記載の光源モジュール。
【請求項１２】
　前記粘着層が透明であることを特徴とする、請求項８に記載の光源モジュール。
【請求項１３】
　前記粘着層が白色であることを特徴とする、請求項８に記載の光源モジュール。
【請求項１４】
　シート状の前記反射層が、前記粘着層を有する両面テープによって前記ライティングカ
ーテンに固定されることを特徴とする、前記請求項８に記載の光源モジュール。
【請求項１５】
　前記両面テープが白色の基材を有することを特徴とする、請求項１４に記載の光源モジ
ュール。



(3) JP 2012-174634 A 2012.9.10

10

20

30

40

50

【請求項１６】
　前記両面テープが透明の基材を有することを特徴とする、請求項１４に記載の光源モジ
ュール。
【請求項１７】
　前記両面テープが基材を有さない構成であることを特徴とする、請求項１４に記載の光
源モジュール。
【請求項１８】
　前記反射層は、基材に反射材が印刷された第１反射部材からなることを特徴とする、請
求項１に記載の光源モジュール。
【請求項１９】
　前記反射層は、成形された反射シートに反射材が印刷された第２反射部材からなること
を特徴とする、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項２０】
　前記光源は前記ライティングカーテンの一方の面側に配されており、
　前記反射層は前記ライティングカーテンにおける前記光源側の面に設けられていること
を特徴とする、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項２１】
　前記光源は前記ライティングカーテンの一方の面側に配されており、
　前記反射層は前記ライティングカーテンにおける前記光源とは反対側の面に設けられて
いることを特徴とする、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項２２】
　前記光源は前記ライティングカーテンの一方の面側に配されており、
　前記反射層は前記ライティングカーテンにおける前記光源側の面および前記光源とは反
対側の面にそれぞれ設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の光源モジュール
。
【請求項２３】
　前記反射層は、
　前記ライティングカーテンに固定される第１反射層と、
　前記第１反射層よりも小さい平面形状を有し、前記第１反射層に固定される第２反射層
とを含むことを特徴とする、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項２４】
　前記反射層は、平面的に見て、略円形状であることを特徴とする、請求項１に記載の光
源モジュール。
【請求項２５】
　前記反射層は、平面的に見て、略四角形状であることを特徴とする、請求項１に記載の
光源モジュール。
【請求項２６】
　前記反射層は、前記ライティングカーテンよりも小さい厚みを有することを特徴とする
、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項２７】
　前記反射層は、前記ライティングカーテンに印刷にて形成および固定されることを特徴
とする、請求項２に記載の光源モジュール。
【請求項２８】
　前記反射層が白色インクにより形成されることを特徴とする、請求項２７に記載の光源
モジュール。
【請求項２９】
　前記反射層が金属インクにより形成されることを特徴とする、請求項２８に記載の光源
モジュール。
【請求項３０】
　前記反射層の少なくとも一部が封止材により封止されることを特徴とする、請求項１に
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記載の光源モジュール。
【請求項３１】
　前記光源は発光ダイオードからなることを特徴とする、請求項１に記載の光源モジュー
ル。
【請求項３２】
　前記光源を複数有することを特徴とする、請求項１に記載の光源モジュール。
【請求項３３】
　光を部分的に遮るライティングカーテンと、
　前記ライティングカーテンに設けられ、前記ライティングカーテンよりも小さい平面形
状を有する反射層とを備えることを特徴とする、光学部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源モジュールおよびその光源モジュールに用いられる光学部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、面状の照明光を生成して被照明体を照明する光源モジュールが知られており、液
晶表示装置に設置されるバックライトユニットなどとして使用されている（たとえば、特
許文献１参照）。
【０００３】
　従来では、光源モジュールの光源として、水銀やキセノンを蛍光管の内部に封入したＣ
ＣＦＬ（冷陰極蛍光ランプ）などが主に使用されていた。しかし、ＣＣＦＬを光源モジュ
ールの光源とした場合、発光輝度や寿命が不十分であった。さらに、低圧側の輝度が低く
なることで均整のとれた発光が得られ難くなるという不都合もあった。そこで、このよう
な不都合を解消するために、ＣＣＦＬに代えてＬＥＤ（発光ダイオード）パッケージを光
源とした光源モジュールが提案されている。
【０００４】
　以下に、図４３を参照して、従来の提案された光源モジュールの構成の一例について簡
単に説明する。
【０００５】
　従来の提案された光源モジュールでは、図４３に示すように、光出射用の開口を持つ筐
体７１０の内部に光源である複数のＬＥＤパッケージ７２０が収容されている。また、筐
体７１０の内部には、光の反射を行う反射シート７３０も収容されている。反射シート７
３０には露出穴が形成されており、この露出穴からＬＥＤパッケージ７２０が露出（突出
）されている。
【０００６】
　また、筐体７１０の開口にはライティングカーテン７４０が取り付けられており、この
ライティングカーテン７４０によって筐体７１０の開口が塞がれている。そして、ライテ
ィングカーテン７４０の所定面（ＬＥＤパッケージ７２０に向けられた面とは反対側の面
）上には、光の拡散を行う拡散板７５０が配置されている。
【０００７】
　ここで、ＬＥＤパッケージ７２０から出射されてライティングカーテン７４０に入射さ
れる光の強度は、ライティングカーテン７４０の部位により異なる。このため、ライティ
ングカーテン７４０のうちの光の入射量が多い部分には、光の透過量が少なくなるような
処理が施されている。その一方、ライティングカーテン７４０のうちの光の入射量が少な
い部分には、光の透過量が多くなるような処理が施されている。これにより、ライティン
グカーテン７４０から出射される面状光には輝度ムラが発生し難くなる。そして、ライテ
ィングカーテン７４０の所定面から出射された光は、拡散板７５０によって拡散された後
、照明光として被照明体を照明することになる。
【０００８】
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　なお、部位により透過率が異なるようにライティングカーテンを構成する方法としては
、種々の方法が知られている。たとえば、特許文献２では、反射材が塗布された透明板か
らライティングカーテンを構成し、反射材の塗布パターンによって透過率を調整している
。また、特許文献３では、開口を有する反射板からライティングカーテンを構成し、その
開口によって透過率を調整している。さらに、特許文献２と類似の方法として、特許文献
４には、特許文献２の透明板に代えて拡散板を用いた構成が開示されている。この特許文
献４では、複数のライティングカーテンが積層されて用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭６４－７２１９３号公報
【特許文献２】特開２０１０－１９２３０１号公報
【特許文献３】特開２００９－１１０６９６号公報
【特許文献４】特開２００２－３１３１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　光源モジュールの光源としてＬＥＤパッケージを用いた場合、光源としてのＬＥＤパッ
ケージはＣＣＦＬに比べて指向性が強いため、光源の直上付近により多くの光が集まる。
この傾向は光源モジュールの厚みが減少するにしたがい顕著となる。すなわち、光源モジ
ュールを薄型化することにより、光源の直上付近により強い光が照射される。このように
、ライティングカーテンの特定部分に際だって多くの光が照射される場合、ライティング
カーテンにはその光を十分に遮るための遮光能力が要求される。
【００１１】
　しかしながら、特許文献１～３に記載のライティングカーテンはその遮光能力が必ずし
も十分なものではない。そのため、従来の光源モジュールに特許文献１～３に記載のライ
ティングカーテンを用いた場合、遮光能力が不十分となり、遮光されるべき部分から光が
過剰に透過してしまう。そのため、光が過剰に透過することによってその部分が明るくな
ってしまうので、面状の照明光に輝度ムラが生じる。
【００１２】
　なお、特許文献３に記載のライティングカーテンにおいて、ライティングカーテンを構
成する反射板の厚みを大きくすれば高い遮光能力を得ることは可能である。しかしながら
、この場合、ライティングカーテンの厚みが大きくなることに起因して、光源モジュール
の厚みが増加するという不都合が生じる。また、反射板（ライティングカーテン）の厚み
が大きくなると開口の加工も困難になるため、輝度ムラを効果的に抑制することが可能な
ライティングカーテン（光源モジュール）を得ることが困難になるという不都合も生じる
。
【００１３】
　また、特許文献４に記載のように、複数のライティングカーテンを積層した場合には、
高い遮光能力を得ることができるものの、この場合も、ライティングカーテンの厚みが増
加するため、光源モジュールの厚みが増加するという不都合が生じる。また、この場合、
ライティングカーテン間の位置ズレや、組立工数が増加するなどの不都合が新たに生じる
。このため、特許文献３および４に記載のライティングカーテンの構成では、十分な解決
策とはならない。
【００１４】
　このように、従来の光源モジュールでは、指向性の強い光源を利用した場合あるいはモ
ジュールを薄型化した場合に均一な照明光を得ることが困難であるという問題点がある。
また、従来の光源モジュールでは、指向性の強い光源を利用した場合に均一な照明光を得
ようとすると、モジュールの薄型化が困難になるという問題点もある。
【００１５】
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　特に、液晶テレビでは厚みが薄い商品が好まれるため、バックライトユニットとして使
用する光源モジュールも薄く構成することが望まれる。しかしながら、光源モジュールを
薄くすることにより輝度ムラの問題が深刻となる。
【００１６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、指向性の強い光源を利用した場合あるいはモジュールを薄型化した場合でも、
被照明体に対する照明をムラなく均一に行うことが可能な光源モジュールを提供すること
である。
【００１７】
　この発明のもう１つの目的は、指向性の強い光源を用いた場合でも、モジュールの薄型
化を図りつつ、輝度ムラの抑制された均一な照明光を発することが可能な光源モジュール
を提供することである。
【００１８】
　この発明のさらにもう１つの目的は、十分な遮光能力を有し、光の均一性を向上させる
ことが可能な光学部材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の局面による光源モジュールは、光源と、そ
の光源からの光を部分的に遮るライティングカーテンと、ライティングカーテンに設けら
れ、ライティングカーテンよりも小さい平面形状を有する反射層とを備えている。
【００２０】
　第１の局面による光源モジュールでは、上記のように、ライティングカーテンに反射層
を設けることによって、ライティングカーテンの一部の領域に光源から多量の光が照射さ
れた場合に、その光を反射層とライティングカーテンとの両方で遮光することができる。
このため、十分な遮光能力を得ることができるので、ライティングカーテンの特定部分に
際だって多くの光が照射される場合でも、その光を十分に遮光することができる。そのた
め、指向性の強い光源を利用した場合あるいはモジュールを薄型化した場合でも、ライテ
ィングカーテンを通して出射される光（照明光）に輝度ムラを生じ難くすることができる
。
【００２１】
　また、第１の局面では、反射層をライティングカーテンよりも小さい平面形状とするこ
とによって、光源から多量の光が照射される一部の領域のみに反射層を設けることができ
る。これにより、ライティングカーテンの遮光能力を向上させるために、ライティングカ
ーテンの厚みを大きくしたり、複数のライティングカーテンを積層したりする場合に比べ
て、素材コストの増加および重量の増加等を抑制することができる。また、ライティング
カーテンに反射層を設けた場合には、ライティングカーテン自体の厚みは増加しないため
、ライティングカーテンの厚みが増加することに起因して、光源モジュールの厚みが増加
するという不都合が生じるのを抑制することもできる。
【００２２】
　このように、第１の局面による光源モジュールでは、指向性の強い光源を利用した場合
でも、モジュールの薄型化を図ることができる。また、そのように構成した場合でも、輝
度ムラの抑制された均一な照明光を発することができる。
【００２３】
　さらに、第１の局面では、上記のように構成することによって、複数のライティングカ
ーテンを用いることなく遮光能力を向上させることができる。このため、複数のライティ
ングカーテンを用いた場合に生じる不都合を回避することができる。たとえば、光源モジ
ュールの組立時に複数のライティングカーテンを取り付けかつ各ライティングカーテンの
位置合わせを考慮する必要がなくなる。そのため、ライティングカーテンの取り付け精度
の向上、取り付け工程のコスト削減、取り付け工程のスループット向上等を実現すること
が可能となる。
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【００２４】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、ライティングカーテンには、開口によ
って透過部が設けられた反射板からなるライティングカーテンを用いることができる。こ
のようなライティングカーテンに反射層を設けることによって、容易に、被照明体に対す
る照明をムラなく均一に行うことが可能な光源モジュールを得ることができる。
【００２５】
　この場合において、反射層には、ライティングカーテンの開口と重なる開口孔を設ける
こともできる。このように構成すれば、高い遮光能力を持つ部分を開口と隣接させること
ができるので、開口の周囲にわたって遮光能力を高めることができる。
【００２６】
　上記反射層は粘着層を介してライティングカーテンに固定することができる。また、反
射層に開口孔が設けられる場合、粘着層は反射層の開口孔を避けた領域に設けられるのが
好ましい。
【００２７】
　上記ライティングカーテンに、開口によって透過部が設けられた反射板からなるライテ
ィングカーテンを用いる場合、ライティングカーテンの開口の少なくとも一部が反射層と
重なるように構成されていてもよい。このように構成すれば、たとえば、ライティングカ
ーテンでは透過されるが反射層では反射される中間的な遮光能力を持つ領域を形成するこ
とができる。これにより、光源モジュールの設計自由度を向上させることができる。
【００２８】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、ライティングカーテンは、反射材の印
刷により透過部と遮光部とが設けられた板状部材から構成することもできる。このような
ライティングカーテンに反射層を設けることによっても、容易に、被照明体に対する照明
をムラなく均一に行うことが可能な光源モジュールを得ることができる。
【００２９】
　この場合において、ライティングカーテンは、透明板と、この透明板の両面に反射材が
印刷されることによって形成された印刷層とを含む構成とされているのが好ましい。この
ように構成すれば、透明板の両面に印刷層が形成されるので、ライティングカーテンの遮
光能力を向上させることができる。この際、光源から出射される光のうち一定以上の強度
となる角度へ出射される光が、透明板のいずれかの面に印刷された反射材（印刷層）また
は反射層に照射されるように各面の反射材の印刷パターンならびに反射層の位置および形
状が設定されているとより好ましい。
【００３０】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、反射層が独立したシート状に形成され
ており、シート状の反射層が粘着層を介してライティングカーテンに固定されているのが
好ましい。
【００３１】
　この場合、粘着層はシート状の反射層に粘着材が印刷されることによって形成されてい
てもよいし、ライティングカーテンに粘着材が印刷されることによって形成されていても
よい。また、粘着層（粘着材）は耐紫外線性を有しているのが好ましい。さらに、粘着層
（粘着材）は透明あるいは白色であるのが好ましい。
【００３２】
　また、シート状の反射層は粘着層を有する両面テープによってライティングカーテンに
固定することもできる。この両面テープは、基材を有する両面テープであってもよいが、
基材を有しない両面テープであればより好ましい。両面テープが基材を有する場合、その
基材は透明あるいは白色であるのが好ましい。
【００３３】
　また、上記第１の局面による光源モジュールにおいて、反射層は基材に反射材が印刷さ
れた第１反射部材から構成されているのが好ましい。このように構成すれば、光を反射さ
せる領域（反射材が印刷された反射領域）を複雑なパターンや微細なパターンに形成する
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ことができる。このため、遮光性を高める必要のある領域に精度よく反射材を形成するこ
とができるので、その領域の遮光性を容易に高めることができる。
【００３４】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、反射層は成形された反射シートに反射
材が印刷された第２反射部材から構成されていてもよい。このように構成すれば、反射層
が、反射シートとその上に印刷された反射材とによって構成されるので、反射層が複数の
層から構成されることになる。このため、反射層の反射能力を容易に高めることができる
ので、反射層が設けられたライティングカーテンの遮光能力も容易に高めることができる
。
【００３５】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、光源はライティングカーテンの一方の
面側に配することができる。この場合、反射層はライティングカーテンにおける光源側の
面に設けてもよいし、ライティングカーテンにおける光源とは反対側の面に設けてもよい
。また、反射層はライティングカーテンにおける光源側の面および光源とは反対側の面の
それぞれに設けてもよい。
【００３６】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、好ましくは、反射層は、ライティング
カーテンに固定される第１反射層と、第１反射層よりも小さい平面形状を有し、第１反射
層に固定される第２反射層とを含む。このように構成すれば、遮光能力をさらに高めるこ
とができる。
【００３７】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、反射層は、平面的に見て、略円形状あ
るいは略四角形状であるのが好ましい。このように構成すれば、反射層の形状の設計にお
いて、反射層への照射の判定の計算を高速に行うことができるため、設計効率の向上が見
込める。また、反射層の厚みが小さい場合、反射層の厚みを０（ゼロ）として効率的に上
記計算を行うことができる。そのため、反射層の厚みはライティングカーテンよりも小さ
く構成されているのが好ましい。
【００３８】
　また、上記ライティングカーテンが、開口によって透過部が設けられた反射板から構成
されている場合、反射層は、ライティングカーテンに印刷にて形成および固定されている
のが好ましい。このように構成すれば、簡易な手段にて局所的にライティングカーテンの
遮光能力を高めることができる。
【００３９】
　この場合において、ライティングカーテンに白色インクを印刷することにより反射層を
形成および固定するのが好ましい。このように、印刷に白色インクを用いることにより、
その後の光線の色の変化を抑制して遮光能力を高めることができる。また、白色インク以
外にたとえば金属インクをライティングカーテンに印刷することにより反射層を形成およ
び固定してもよい。印刷に金属インクを用いることにより、薄い印刷であっても（印刷層
の厚みが小さい場合でも）、高い遮光能力を得ることができる。
【００４０】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、好ましくは、反射層の少なくとも一部
が封止材により封止される。このように構成すれば、反射層の脱落を容易に防止すること
ができる。
【００４１】
　上記第１の局面による光源モジュールにおいて、上記光源は発光ダイオードから構成さ
れているのが好ましい。
【００４２】
　また、上記第１の局面による光源モジュールは、複数の光源を有しているのが好ましい
。
【００４３】
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　本発明の第２の局面による光学部材は、光を部分的に遮るライティングカーテンと、こ
のライティングカーテンに設けられ、ライティングカーテンよりも小さい平面形状を有す
る反射層とを備える。このように構成すれば、光学部材の一部の領域において、遮光能力
を高めることができるので、一部の領域に多量の光が照射された場合でも、その光を十分
に遮光することができる。そのため、このような光学部材を光源モジュールに用いた場合
、光源モジュールから出射される光の均一性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００４４】
　以上のように、本発明によれば、指向性の強い光源を利用した場合あるいはモジュール
を薄型化した場合でも、被照明体に対する照明をムラなく均一に行うことが可能な光源モ
ジュールを容易に得ることができる。
【００４５】
　また、本発明によれば、指向性の強い光源を用いた場合でも、モジュールの薄型化を図
りつつ、輝度ムラの抑制された均一な照明光を発することが可能な光源モジュールを容易
に得ることができる。
【００４６】
　さらに、本発明によれば、十分な遮光能力を有し、光の均一性を向上させることが可能
な光学部材を容易に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の第１実施形態による光源モジュールの断面図である。
【図２】図１の一部を拡大して示した断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態による光源モジュールを模式的に示した斜視図（光源モジ
ュールをバックライトユニットとして用いた液晶表示装置の斜視図）である。
【図４】本発明の第１実施形態による光源モジュールを一部破断して示した平面図である
。
【図５】本発明の第１実施形態による光源モジュールの反射シート片の斜視図である。
【図６】本発明の第１実施形態による光源モジュールの光学部材の一部を示した平面図で
ある。
【図７】本発明の第１実施形態による光源モジュールの光学部材の一部を示した斜視図で
ある。
【図８】ＣＣＦＬを光源として用いた場合の配光特性を説明するための断面図である。
【図９】ＣＣＦＬを光源として用いた場合の配光特性を説明するための特性図である。
【図１０】ＬＥＤパッケージを光源として用いた場合の配光特性を説明するための断面図
である。
【図１１】ＬＥＤパッケージを光源として用いた場合の配光特性を説明するための特性図
である。
【図１２】本発明の第２実施形態による光源モジュールの断面図である。
【図１３】図１２の一部を拡大して示した断面図である。
【図１４】本発明の第２実施形態による光源モジュールにおける反射シート片の斜視図で
ある。
【図１５】本発明の第２実施形態による光源モジュールにおけるライティングカーテンの
一部を示した平面図である。
【図１６】本発明の第３実施形態による光源モジュールの断面図である。
【図１７】図１６の一部を拡大して示した断面図である。
【図１８】本発明の第３実施形態による光源モジュールにおける反射シート片の斜視図で
ある。
【図１９】本発明の第３実施形態による光源モジュールにおけるライティングカーテンの
一部を示した平面図である。
【図２０】本発明の第４実施形態による光源モジュールの断面図である。
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【図２１】図２０の一部を拡大して示した断面図である。
【図２２】本発明の第４実施形態による光源モジュールにおけるライティングカーテンの
一部を示した平面図である。
【図２３】本発明の第５実施形態による光源モジュールの断面図である。
【図２４】図２０の一部を拡大して示した断面図である。
【図２５】本発明の第５実施形態による光源モジュールにおけるライティングカーテンの
一部を拡大して示した断面図である。
【図２６】本発明の第６実施形態による光源モジュールの断面図である。
【図２７】図２６の一部を拡大して示した断面図である。
【図２８】本発明の第６実施形態による光源モジュールにおける反射シート片を示した斜
視図である。
【図２９】本発明の第６実施形態による反射シート片の取り付け状態を示した断面図であ
る。
【図３０】本発明の第７実施形態による光源モジュールの断面図である。
【図３１】図３０の一部を拡大して示した断面図である。
【図３２】本発明の第８実施形態による光源モジュールの光学部材の一部を示した断面図
である。
【図３３】本発明の第８実施形態による光源モジュールの光学部材の一部（他の例）を示
した断面図である。
【図３４】本発明の第９実施形態による光源モジュールの断面図である。
【図３５】図３４の一部を拡大して示した断面図である。
【図３６】本発明の第１０実施形態による光源モジュールの断面図である。
【図３７】図３６の一部を拡大して示した断面図である。
【図３８】本発明の第１１実施形態による光学部材の一部を示した平面図である。
【図３９】本発明の第１１実施形態による光学部材の一部を示した平面図である。
【図４０】本発明の第１１実施形態による光学部材の一部を示した平面図である。
【図４１】本発明の第１１実施形態による光学部材の一部を示した平面図である。
【図４２】本発明の第１２実施形態による光学部材の一部を示した平面図である。
【図４３】従来の提案された光源モジュールの構成の一例を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００４９】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態による光源モジュールの断面図である。図２は、図１の
一部を拡大して示した断面図である。図３は、本発明の第１実施形態による光源モジュー
ルを模式的に示した斜視図である。図４～図７は、本発明の第１実施形態による光源モジ
ュールを説明するための図である。まず、図１～図７を参照して、本発明の第１実施形態
による光源モジュールについて説明する。
【００５０】
　第１実施形態による光源モジュール１００は、図１～図３に示すように、筐体１０、Ｌ
ＥＤパッケージ２０、反射シート３０および光学部材４０を含んで構成されている。光学
部材４０は、ライティングカーテン５０とこのライティングカーテン５０に固定される複
数の反射シート片６０とを有している。また、ライティングカーテン５０の上方には、光
を拡散させる拡散板７０が配されている。なお、ＬＥＤパッケージ２０は、本発明の「光
源」の一例であり、反射シート片６０は、本発明の「反射層」の一例である。
【００５１】
　筐体１０は、光出射用の開口１１を有する略箱状の部材であり、底部１２とその底部１
２の外周に設けられた側部１３とを含む。この筐体１０は、たとえば、金属製の板状部材
を加工することによって形成されている。そして、その底面にＬＥＤパッケージ２０およ
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び反射シート３０を敷き詰めることで、これらを収容する。また、筐体１０の側部１３で
囲まれた領域は略長方形形状（略矩形形状）となっており、その略長方形形状の領域がＬ
ＥＤパッケージ２０および反射シート３０を収容する収容領域とされている。
【００５２】
　光源としてのＬＥＤパッケージ２０は、実装基板（図示せず）上に実装された状態で筐
体１０の内部に収容されている。実装基板は、板状かつ矩形状の基板であり、その実装面
上に複数の電極が配列されている。そして、これらの電極上にＬＥＤパッケージ２０が取
り付けられている。また、複数のＬＥＤパッケージ２０は同一の実装基板に実装されるこ
とでモジュール化されている。
【００５３】
　ＬＥＤパッケージ２０は、実装基板における実装面に形成された電極上に実装されるこ
とで電流の供給を受けて光を発する。また、図３に示すように、光源としてのＬＥＤパッ
ケージは、筐体１０の収容領域に複数搭載されている。これら複数のＬＥＤパッケージ２
０は、それぞれ、その発光面から白色の光が発せられる構造になっている。また、複数の
ＬＥＤパッケージ２０は、筐体１０の収容領域（筐体１０の底面１２上）に、二次元状（
たとえば、格子状）に配置されている。
【００５４】
　ＬＥＤパッケージ２０は、トップビュータイプである。このタイプのＬＥＤパッケージ
は直上方向に強い指向性を有するものが多い。そのため、ＬＥＤパッケージ２０の配光特
性もこれに準ずるものとする。
【００５５】
　なお、ＬＥＤパッケージ２０の構造としては、特に限定されるものではないが、たとえ
ば、青色光を黄色に変換する蛍光体と青色ＬＥＤ素子とを組み合わせたものとされている
。あるいは、青色光を緑色および赤色にそれぞれ変換する蛍光体と青色ＬＥＤ素子とを組
み合わせてもよいし、赤色ＬＥＤ素子、緑色ＬＥＤ素子および青色ＬＥＤ素子の３種類の
ＬＥＤ素子を組み合わせてもよい。
【００５６】
　反射シート３０は、光を反射させる機能を有しており、たとえば、樹脂製のシート部材
を加工することによって形成されている。また、反射シート３０は、底部３１とこの底部
３１の外周に設けられた側部３２とを有している。反射シート３０の底部３１には、複数
の露出穴３３が設けられている。これら露出穴３３は、二次元状に配置されたＬＥＤパッ
ケージ２０と対応するように形成されている。
【００５７】
　そして、図２～図４に示すように、上記反射シート３０は、ＬＥＤパッケージ２０の一
部が露出穴３３から露出（突出）するようにして、複数のＬＥＤパッケージ２０とともに
筐体１０の収容領域に収容されている。これにより、筐体１０の底面１２および実装基板
の実装面が反射シート３０の底部３１によって覆われ、筐体１０の内側面が反射シート３
０の側部３２によって覆われる。このように、上記反射シート３０を筐体１０の内部に設
けることによって、反射シート３０で光の反射が行われるため、被照明体側に進行する光
が増大する。そのため、光の利用効率が向上する。
【００５８】
　光学部材４０を構成するライティングカーテン５０は、筐体１０の開口部分に、この開
口１１を塞ぐように取り付けられている。このライティングカーテン５０は、ＬＥＤパッ
ケージ２０の上方に、筐体１０の底部１２と面するように取り付けられている。このため
、ＬＥＤパッケージ２０から光が発せられると、その光がライティングカーテン５０に入
射される。ライティングカーテン５０は、ＬＥＤパッケージ２０からの光を部分的に遮る
ことで、輝度ムラの発生を抑制する機能を有する。
【００５９】
　第１実施形態では、上記ライティングカーテン５０は板状の反射材（反射板５１）に円
形状の開口５２を複数設けることによって構成されている。開口５２が設けられた部分は
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光を透過させる透過部となっており、開口５２が設けられていない部分は光を反射させる
反射部となっている。複数の開口５２は互いに連結しないように分散配置されている。
【００６０】
　また、第１実施形態では、光源モジュール１００の薄型化を図るために、ライティング
カーテン５０は、筐体１０の底部１２（底面）からの高さＨ１（図２参照）がたとえば約
３ｍｍの位置に取り付けられている。
【００６１】
　筐体１０の内部に配置されたＬＥＤパッケージ２０は、その発光面の中心部が被照明体
側（ライティングカーテン５０側）に向けられている。ＬＥＤパッケージ２０は直上方向
に強い光を出射するため、ライティングカーテン５０において、ＬＥＤパッケージ２０の
直上付近（直上部分を含む領域）に入射される光量が多く、直上付近から離れるにしたが
って徐々に光量が少なくなる。このように、ＬＥＤパッケージ２０から出射されてライテ
ィングカーテン５０に入射される光の強度は、ライティングカーテン５０の部位により異
なる。そのため、ライティングカーテン５０の開口５２は、形成される部位によって開口
率が変えられており、この開口５２によって光の透過が調整されている。すなわち、複数
の開口５２の各大きさ（開口面積）は、均一にはなっておらず、配置位置によって異なっ
ている。
【００６２】
　具体的には、ライティングカーテン５０は、直上付近から離れるにしたがってその開口
率が徐々に高くなるように、複数の開口５２の各大きさが設定されている。換言すると、
ライティングカーテン５０の複数の開口５２の各大きさは、ＬＥＤパッケージ２０の直上
付近から離れるにしたがって徐々に大きくなっている。さらに、ライティングカーテン５
０は、ＬＥＤパッケージ２０からの光の照射が強い部分（たとえば、ＬＥＤパッケージ２
０の直上付近）については開口５２が設けられておらず、照射された光を反射する構成と
されている。
【００６３】
　なお、ライティングカーテン５０に入射される光の強度の分布は、ＬＥＤパッケージ２
０の配光特性以外に、光源モジュールの形状、寸法、取り付け位置等（たとえば、ＬＥＤ
パッケージ２０が並べられるピッチ、反射シート３０とライティングカーテン５０との間
隔など）にも依存する。そのため、ライティングカーテン５０のうちの光の入射量が多い
部分には、光の透過量が少なくなるように開口５２が形成されている。その一方、ライテ
ィングカーテン５０のうちの光の入射量が少ない部分には、光の透過量が多くなるように
開口５２が形成されている。
【００６４】
　また、ライティングカーテン５０は、たとえば１ｍｍ程度の厚みを有する反射板５１に
、プレス打ち抜き加工により複数の開口５２を形成することで作製される。プレス打ち抜
き加工は、ランニングコストや生産性に優れるため、大量生産する場合に有効な製造方法
である。開口５２の加工は、プレス打ち抜き加工以外に、たとえば、ドリリング加工、レ
ーザ加工などの手段を用いることもできる。また、ライティングカーテン５０は、たとえ
ば、反射率の高い樹脂を射出成形することによっても得ることができる。
【００６５】
　ライティングカーテン５０の開口５２以外の部分における光反射が少ない（光吸収が多
い）と、輝度ムラの発生が抑制されたとしても、輝度そのものが低くなる。そのため、ラ
イティングカーテン５０を構成する反射板５１は、高い全光反射率を有する反射材から構
成されているのが好ましい。これにより、輝度の低下が抑制される。このような材料とし
ては、たとえば、微発泡ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）樹脂などが挙げられる。
また、微発泡ＰＥＴ樹脂を用いた反射板として、たとえば、古河電工株式会社製の「ＭＣ
ＰＥＴ」（登録商標）が挙げられる。古河電工株式会社製の「ＭＣＰＥＴ」（登録商標）
は、厚みが１．０ｍｍと厚く、高い全光反射率（約９９％）を有している。
【００６６】
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　ここで、第１実施形態では、ライティングカーテン５０の所定領域に、光を反射する上
記反射シート片６０が固定されている。この反射シート片６０は、図１、図６および図７
に示すように、ライティングカーテン５０よりも小さい平面形状（平面積）を有している
。
【００６７】
　反射シート片６０は、反射シートを所定形状に加工した成形品である。この反射シート
片６０は、図２および図５に示すように、独立したシート状に形成されており、粘着層８
０を介して、ライティングカーテン５０に固定されている。すなわち、反射シート片６０
は、粘着層８０を構成する粘着材８０ａによって、ライティングカーテン５０に固定され
ている。
【００６８】
　また、反射シート片６０は、ライティングカーテン５０における光の入射量が多い部分
に取り付けられている。そして、この反射シート片６０がライティングカーテン５０に取
り付けられることにより、ライティングカーテン５０の遮光能力が部分的に向上されてい
る。
【００６９】
　図５～図７に示すように、第１実施形態では、各反射シート片６０は円形状に形成され
ている。そして、図１および図２に示すように、各反射シート片６０は、それぞれ、ＬＥ
Ｄパッケージ２０の直上付近（直上部分を含む領域）に取り付けられている。また、各反
射シート片６０は、ライティングカーテン５０におけるＬＥＤパッケージ２０側の面上（
一方の面上）に、ライティングカーテン５０の開口５２と重ならないように取り付けられ
ている。具体的には、反射シート片６０は、ＬＥＤパッケージ２０の直上付近であって、
開口５２が設けられていない領域に取り付けられている。
【００７０】
　反射シート片６０の厚みは、たとえば、５０μｍ～４００μｍとされていると好ましく
、１００μｍ～２００μｍとされているとより好ましい。ただし、反射シート片６０の厚
みは、反射シート片６０の材質、ＬＥＤパッケージ２０からの光の強度、ＬＥＤパッケー
ジ２０からライティングカーテン５０までの距離等、種々の条件によって異なる。そのた
め、反射シート片６０の厚みは、各種条件を考慮して所望の特性を有する厚みとするのが
好ましい。
【００７１】
　また、反射シート片６０の厚みは、ライティングカーテン５０の厚みより小さく構成さ
れていると好ましい。
【００７２】
　反射シート片６０を構成する反射シートは、特に制限されることはないが、たとえば、
反射材を混入したＰＥＴ製のシート、金属を蒸着したシート部材などを用いることができ
る。
【００７３】
　なお、反射シート片６０は粘着材８０ａによってライティングカーテン５０に固定され
ているため、反射シート片６０とライティングカーテン５０との間には粘着層８０が介在
された状態となっている。この場合、反射シート片６０を透過した光線は粘着層８０（粘
着材８０ａ）に到達し、粘着層８０にて透過や反射が行われる。そのため、粘着層８０（
粘着材８０ａ）の色がその後の光線の色に影響を与える場合があるので、粘着層８０（粘
着材８０ａ）は白色または透明（無色透明）であるのが好ましい。粘着材８０ａ（粘着層
８０）は、特に限定されることはないが、たとえば、乳白色のエマルジョン系接着剤や、
透明なエポキシ系接着剤などを用いるのが好ましい。また、粘着材８０ａ（粘着層８０）
は、紫外線による変色や粘着力の低下を抑制するために、耐紫外線性を有するのが好まし
い。このような構成は、たとえば、紫外線吸収材が配合された粘着材を用いることで容易
に実現される。粘着材８０ａ（粘着層８０）は、接着材（接着層）を含む概念である。
【００７４】
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　拡散板７０は、ライティングカーテン５０に重なる光学シートであり、ライティングカ
ーテン５０を介して入射された光を拡散させる。拡散板７０は、ライティングカーテン５
０の上方に、筐体１０の開口１１を塞ぐように取り付けられている。また、拡散板７０は
、ライティングカーテン５０からの高さＨ２がたとえば約５ｍｍの位置に取り付けられて
いる。
【００７５】
　このように構成された第１実施形態による光源モジュール１００では、ＬＥＤパッケー
ジ２０から光が発せられると、ライティングカーテン５０におけるＬＥＤパッケージ２０
の直上付近に多くの光が入射されるが、ライティングカーテン５０を透過せずに反射シー
ト３０に向かって反射される光も多くなる。一方、ライティングカーテン５０におけるＬ
ＥＤパッケージ２０の直上付近以外の部分においては、直上付近から離れるにしたがって
入射する光は少なくなるが、ライティングカーテン５０を透過する光（開口５２を抜ける
光）が直上付近から離れるにしたがって徐々に多くなる。このため、ライティングカーテ
ン５０におけるＬＥＤパッケージ２０の直上付近（直上部分および直上部分の近傍部分）
から出射される光量と、ライティングカーテン５０におけるＬＥＤパッケージ２０の直上
付近に対して離間された部分から出射される光量との差が小さくなる。これにより、ライ
ティングカーテン５０の所定面（光出射面）から出射される面状の出射光に輝度ムラが発
生し難くなる。
【００７６】
　そして、ライティングカーテン５０の所定面（光出射面）から出射された面状光（輝度
ムラが抑制された面状光）が、拡散板７０に入射される。拡散板７０に入射された面状光
はさらに拡散されて、高品質な面状光として被照明体に出射される。
【００７７】
　上述のように、ＬＥＤパッケージ２０は直上方向（垂直方向）への指向性が強いため、
ライティングカーテン５０におけるＬＥＤパッケージ２０の直上付近には多くの光が照射
される。第１実施形態では、この領域に反射シート片６０が取り付けられているため、こ
の領域の遮光能力が向上されている。すなわち、第１実施形態では、ライティングカーテ
ン５０（光学部材４０）において、多くの光が照射される領域の遮光能力が向上されてい
る。そのため、ライティングカーテン５０の遮光能力が不十分な場合でも、この領域から
の光の透過が抑制されて、輝度ムラの発生が抑制される。
【００７８】
　反射シート片６０が取り付けられた領域の遮光能力（全光透過率）の向上を簡単に計算
する。計算を簡略化するために、粘着材８０ａの光学的な影響は無視する。また、光の反
射は全て反射材表面で行われるものと仮定し、光の反射と透過以外は無視する。反射シー
ト片６０の全光透過率をたとえば５％、ライティングカーテン５０の全光透過率をたとえ
ば１％と仮定すると、反射シート片６０とライティングカーテン５０との両方を透過する
光線は単純計算で０．０５％となり、ライティングカーテン５０のみの場合と比較して２
０分の１と全光透過率が極端に減少する。このように、反射シート片６０を取り付けるこ
とにより、高い遮光能力が実現され、非常に多くの光が所定領域（小さい領域）に照射さ
れる場合でも輝度ムラを効果的に防ぐことが可能となる。
【００７９】
　また、反射シート片６０は反射シートから構成されるため、相応の反射率を有する。反
射シート片６０で反射された光線は反射シート３０やライティングカーテン５０等で何度
かの反射を繰り返した後、ライティングカーテン５０の開口５２を介して拡散板７０に到
達する。したがって、ＬＥＤパッケージ２０の直上付近で反射シート片６０およびライテ
ィングカーテン５０を透過できない光線は単純にロスすることはなく、多くの部分が最終
的に照射光となる。そのため、輝度の低下は限定的となる。
【００８０】
　なお、光源としてＬＥＤパッケージ２０を用いた場合、ＣＣＦＬを用いた場合に比べて
、光源の直上付近に多くの光が集まる。この傾向は、光源モジュールの厚みが減少するに
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したがい顕著となる。この点について、図８～図１１を参照して、より詳細に説明する。
図８および図９は、ＣＣＦＬを光源として用いた場合の配光特性を説明するための図であ
る。図１０および図１１は、ＬＥＤパッケージを光源として用いた場合の配光特性を説明
するための図である。なお、図９および図１１の特性図は、ある角度への出射光の強度を
、最大となる方向への出射の強度を１００％としたときの相対強度で表している。
【００８１】
　従来に主流であった光源であるＣＣＦＬは一般に無指向性であるため、図９に示すよう
に、その配光特性は出射角度に依存しない線光源である。無指向性の光源の場合、全角度
に等しい強度で出射するため全ての角度で相対強度が１００％となる。ここでは、説明を
簡潔にするために光源からライティングカーテン側に照射される成分のみを考慮する。
【００８２】
　たとえば、図８に示すように、光源であるＣＣＦＬ５１０から距離ａ（たとえば１０ｍ
ｍ）である照射面５３０において、光源（ＣＣＦＬ５１０）から図の水平方向に距離ａ（
たとえば１０ｍｍ）以内の位置に照射される（ＣＣＦＬ５１０が線光源であるため、この
照射領域は帯状になる）光は、全照射のうち２５％である。光源からの距離ｂ（たとえば
５ｍｍ）の照射面５４０では、これが３５％となる。
【００８３】
　次に、光源としてＬＥＤパッケージを用いる場合について説明する。ＬＥＤパッケージ
は製品毎に特徴的な配光特性を有するが、ここではランバート分布にしたがった図１１に
示す配光特性を有する点光源である場合について述べる。
【００８４】
　ランバート分布は、法線方向となす角度をθとすると角度θの方向へ照射される光の強
度がｃｏｓθに比例する。このため、ＣＣＦＬのような無指向性の光源と比較すると法線
方向へ光が集まって照射される。すなわち、垂直方向への指向性の強い照射の分布である
。
【００８５】
　図１０に示すように、ＣＣＦＬの場合と同様、光源であるＬＥＤパッケージ１２０から
距離ａ（たとえば１０ｍｍ）である照射面５３０において、光源（ＬＥＤパッケージ１２
０）から図の水平方向に距離ａ（たとえば１０ｍｍ）以内の位置に照射される（ＬＥＤパ
ッケージ１２０が点光源であるため、この照射領域は円形になる）光は、全照射のうち５
０％である。光源からの距離ｂ（たとえば５ｍｍ）の照射面５４０では、これが８０％と
なる。
【００８６】
　このように、ＬＥＤパッケージのような垂直方向（直上方向）への指向性が強い光源を
使用する場合、光源の直上付近に多くの光が集まり、この傾向は光源モジュールの厚みが
減少するにしたがい顕著になる。そのため、ＬＥＤパッケージを光源として用いた場合に
、光源モジュールの薄型化を図ろうとすると、ライティングカーテンの特定部分に際だっ
て多くの光が照射される。そのため、輝度ムラを抑制しながら、光源モジュールの薄型化
を図ることが非常に困難となる。
【００８７】
　しかしながら、第１実施形態による光源モジュール１００では、上記のように、反射シ
ート片６０がライティングカーテン５０に取り付けられた光学部材４０を備えることによ
り、十分な遮光能力を有するため、ライティングカーテン５０の特定部分に際だって多く
の光が照射される場合でも、輝度ムラが抑制される。このため、輝度ムラを抑制しながら
、光源モジュール１００の薄型化を図ることが可能となる。
【００８８】
　また、ライティングカーテン５０は、反射シート片６０が取り付けられた状態（光学部
材４０）で光源モジュール１００の組立に供される。そのため、光源モジュール１００の
組立においては、従来と同様の工程でライティングカーテン５０（光学部材４０）を取り
付けることができる。したがって、組立工程の工数、スループット、コスト等は従来と同
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等である。なお、反射シート片６０の取り付けは、たとえば、複数一括貼り付けなどを行
うことにより、容易に取り付けることが可能である。
【００８９】
　第１実施形態では、上記のように、ライティングカーテン５０に反射シート片６０を取
り付けることによって、ライティングカーテン５０の一部の領域に光源（ＬＥＤパッケー
ジ２０）から多量の光が照射された場合に、その光を反射シート片６０とライティングカ
ーテン５０との両方で遮光することができる。このため、十分な遮光能力を得ることがで
きるので、ライティングカーテン５０の特定部分に際だって多くの光が照射される場合で
も、その光を十分に遮光することができる。そのため、ＬＥＤパッケージ２０のような指
向性の強い光源を利用した場合あるいはモジュールを薄型化した場合でも、ライティング
カーテン５０を通して出射される光（照明光）に輝度ムラを生じ難くすることができる。
【００９０】
　また、第１実施形態では、反射シート片６０をライティングカーテン５０よりも小さい
平面形状（平面積）とすることによって、光源（ＬＥＤパッケージ２０）から多量の光が
照射される一部の領域のみに反射シート片６０を設けることができる。これにより、ライ
ティングカーテン５０の遮光能力を向上させるために、ライティングカーテンの厚みを大
きくしたり、複数のライティングカーテンを積層したりする場合に比べて、素材コストの
増加および重量の増加等を抑制することができる。また、ライティングカーテン５０に反
射シート片６０を設けた場合には、ライティングカーテン自体の厚みは増加しないため、
ライティングカーテン５０の厚みが増加することに起因して、光源モジュール１００の厚
みが増加するという不都合が生じるのを抑制することもできる。
【００９１】
　このように、第１実施形態では、指向性の強い光源を利用した場合でも、光源モジュー
ル１００の薄型化を図ることができる。また、そのように構成した場合でも、輝度ムラの
抑制された均一な照明光を発することができる。
【００９２】
　さらに、第１実施形態では、上記のように構成することによって、複数のライティング
カーテンを用いることなく遮光能力を向上させることができる。このため、複数のライテ
ィングカーテンを用いた場合に生じる不都合を回避することができる。たとえば、光源モ
ジュール１００の組立時に複数のライティングカーテンを取り付けかつ各ライティングカ
ーテンの位置合わせを考慮する必要がなくなる。そのため、ライティングカーテンの取り
付け精度の向上、取り付け工程のコスト削減、取り付け工程のスループット向上等を実現
することが可能となる。
【００９３】
　また、第１実施形態では、ライティングカーテン５０に、開口５２によって透過部が設
けられた反射板５１からなるライティングカーテンを用いているため、このようなライテ
ィングカーテン５０に反射シート片６０を設けることによって、容易に、被照明体に対す
る照明をムラなく均一に行うことが可能な光源モジュール１００を得ることができる。
【００９４】
　上記した光源モジュール１００は、図３に示すように、たとえば、液晶表示装置３００
のバックライトユニット１００（直下型バックライトユニット）として用いることができ
る。
【００９５】
　この液晶表示装置３００は、液晶表示パネル２００（被照明体）と、この液晶表示パネ
ル２００に対して光を供給する上記バックライトユニット１００（光源モジュール１００
）とを備える。液晶表示パネル２００は、たとえば、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒ
ａｎｓｉｓｔｏｒ）などのスイッチング素子を含むアクティブマトリックス基板２０１と
、このアクティブマトリックス基板２０１に対向する対向基板２０２とをシール材（図示
せず）で貼り合わせることによって構成されている。また、両基板２０１および２０２の
隙間には、液晶（図示せず）が注入されている。そして、アクティブマトリックス基板２
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０１の受光面側および対向基板２０２の出射面側には、それぞれ、偏光フィルム２０３が
取り付けられている。
【００９６】
　このように構成された液晶表示パネル２００は、液晶分子の傾きに起因する透過率の変
化を利用して、画像を表示する。また、液晶表示パネル２００を照明するバックライトユ
ニット１００に上記光源モジュール１００が用いられているため、表示機能の優れた薄型
の液晶表示装置３００を実現することができる。
【００９７】
　（第２実施形態）
　図１２は、本発明の第２実施形態による光源モジュールの断面図であり、図１３は、図
１２の一部を拡大して示した断面図である。図１４は、本発明の第２実施形態による光源
モジュールにおける反射シート片の斜視図であり、図１５は、本発明の第２実施形態によ
る光源モジュールにおけるライティングカーテンの一部を示した平面図である。次に、図
１２～図１５を参照して、本発明の第２実施形態による光源モジュールについて説明する
。なお、各図において、対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説
明は適宜省略する。
【００９８】
　この第２実施形態による光源モジュール１０１（１００）では、図１２および図１３に
示すように、反射シート片６１（６０）がライティングカーテン５０の開口５２の少なく
とも一部を覆うように構成されている。すなわち、第２実施形態では、反射シート片６１
が、ライティングカーテン５０の開口５２の少なくとも一部と重なるように、ライティン
グカーテン５０に取り付けられている。
【００９９】
　ライティングカーテン５０に設けられた複数の開口５２のうち反射シート片６１に覆わ
れた部分（反射シート片６１と重なる部分）は、反射シート片６１のみで遮光される。こ
のため、この部分は、開口５２部分と比べると全光透過率が低くなり、かつ、反射シート
片６１とライティングカーテン５０との両方で遮光される部分（領域）に比べると全光透
過率が高くなる。そのため、反射シート片６１で開口５２が覆われた部分は中間的な全光
透過率となる。
【０１００】
　なお、反射シート片６１の全面に粘着材８０ａ（図１４参照）を塗布した場合、粘着材
８０ａ（粘着層８０）によってライティングカーテン５０の開口５２が塞がれるおそれが
ある。そのため、第２実施形態においては、粘着材８０ａ（粘着層８０）は、ライティン
グカーテン５０の開口５２を避けた領域に塗布（形成）するのが好ましい。この場合、シ
ルク印刷などの印刷法を用いて粘着材８０ａを塗布すれば、所定領域に精度よく、かつ、
容易に粘着材８０ａ（粘着層８０）を塗布（形成）することが可能となる。
【０１０１】
　また、印刷法を用いて粘着材８０ａを塗布する場合、図１４に示すように、反射シート
片６１に粘着材８０ａ（粘着層８０）を塗布（形成）してもよいし、図１５に示すように
、ライティングカーテン５０の所定領域に粘着材８０ａ（粘着層８０）を塗布（形成）し
てもよい。また、反射シート片６１およびライティングカーテン５０の両方に粘着材８０
ａ（粘着層８０）を塗布（形成）してもよい。
【０１０２】
　第２実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１０３】
　第２実施形態では、上記のように、ライティングカーテン５０の開口５２の少なくとも
一部が反射シート片６１と重なるように構成することによって、たとえば、ライティング
カーテン５０では透過されるが反射シート片６１では反射される中間的な遮光能力を持つ
領域を形成することができる。これにより、光源モジュールの設計自由度を向上させるこ
とができる。また、ライティングカーテン５０における透過率のパターン（開口パターン
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）の設計自由度を向上させることもできる。
【０１０４】
　また、本来であればライティングカーテン５０に微細な開口５２が要求される部分に、
上記構成を利用することで、開口サイズを大きくすることができる。開口サイズを大きく
した場合に、その開口５２を反射シート片６１で覆うことで、本来の開口サイズの遮光能
力と同等の遮光能力とすることができる。これにより、ライティングカーテン５０の製造
工程において、開口５２の形成を容易に低コストで実現することができる。
【０１０５】
　たとえば、開口５２の一部の寸法が小さすぎてライティングカーテン５０を射出成形で
製造することが困難な場合でも、開口５２の寸法を大きくすれば製造が可能となる場合も
ある。あるいは、プレス打ち抜き加工によって開口５２を形成する場合においても、開口
５２の寸法が小さければ加工が困難となるおそれがあるものの、開口５２の寸法を大きく
すれば製造が可能となる場合もある。さらに、寸法が大きければ一般に寸法公差を大きく
することができるため、品質や歩留まりの向上にも貢献する。
【０１０６】
　あるいは、たとえば、設計の不適合などにより、ライティングカーテン５０の開口５２
が適正なものより大きくなっている場合や余計な開口５２が設けられた場合に、修復目的
で、開口５２を反射シート片６１で覆うこともできる。また、ライティングカーテン５０
に反射シート片６１の位置合わせを目的とした開口を設け、反射シート片６１の取り付け
時に位置を合わせる、あるいは位置が合っていることを確認する目的で上記構成を用いる
こともできる。
【０１０７】
　第２実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【０１０８】
　（第３実施形態）
　図１６は、本発明の第３実施形態による光源モジュールの断面図であり、図１７は、図
１６の一部を拡大して示した断面図である。図１８は、本発明の第３実施形態による光源
モジュールにおける反射シート片の斜視図であり、図１９は、本発明の第３実施形態によ
る光源モジュールにおけるライティングカーテンの一部を示した平面図である。次に、図
１６～図１９を参照して、本発明の第３実施形態による光源モジュールについて説明する
。なお、各図において、対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説
明は適宜省略する。
【０１０９】
　この第３実施形態による光源モジュール１０２（１００）では、図１６および図１７に
示すように、反射シート片６１（６０）の一部にライティングカーテン５０と共通の開口
孔６１ａが設けられている。すなわち、第３実施形態では、反射シート片６１に、ライテ
ィングカーテン５０の開口５２と重なる開口孔６１ａが設けられている。これにより、反
射シート片６１が設けられた高い遮光能力を持つ部分（反射部）を開口５２と隣接させる
ことができる。その結果、開口５２の周囲にわたって遮光能力を高めることができる。
【０１１０】
　ライティングカーテン５０と反射シート片６１とに同じ形状の開口を設けることは、た
とえば、ライティングカーテン５０に反射シート片６１を貼り付けた後にプレス打ち抜き
加工などを施すことにより、容易に、かつ高精度に実現できる。また、この加工をさらに
容易にするため、開口される部分やその周辺部分は、図１７に示すように、粘着材８０ａ
（粘着層８０）が存在しないことが好ましい。これらの部分に粘着材８０ａ（粘着層８０
）が存在すれば、プレス打ち抜き加工時の金型に粘着材が付着するという不都合が生じる
。あるいは粘着材が開口の周囲に不定形に付着するという不都合が生じる。その一方、上
記のように構成することにより、これらの不都合を解消することができる。
【０１１１】
　また、開口される部分やその周辺部分を避けた領域（開口孔６１ａを避けた領域）に粘
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着層８０（粘着材８０ａ）を設ける場合、シルク印刷などの印刷法を用いて粘着材８０ａ
を塗布すれば、所定領域に精度よく、かつ、容易に粘着材８０ａ（粘着層８０）を塗布（
形成）することが可能となる。
【０１１２】
　また、印刷法を用いて粘着材８０ａを塗布する場合、図１８に示すように、反射シート
片６１に粘着材８０ａ（粘着層８０）を塗布（形成）してもよいし、図１９に示すように
、ライティングカーテン５０の所定領域に粘着材８０ａ（粘着層８０）を塗布（形成）し
てもよい。また、反射シート片６１およびライティングカーテン５０の両方に粘着材８０
ａ（粘着層８０）を塗布（形成）してもよい。
【０１１３】
　なお、反射シート片６１はライティングカーテン５０の一部の領域に貼り付けられてい
るため、ライティングカーテン５０全体の厚みを大きくなることはない。すなわち、反射
シート片６１が設けられることで厚みが大きくなる領域は限定的である。そのため、プレ
ス打ち抜き加工により、ライティングカーテン５０と反射シート片６１とに開口を設ける
場合でも、厚みの大きいライティングカーテンに開口を設ける場合などと比べて、プレス
に加える応力（荷重）が小さくてすむので、開口の加工が容易となる。
【０１１４】
　第３実施形態のその他の構成および効果は、上記第１および第２実施形態と同様である
。
【０１１５】
　（第４実施形態）
　図２０は、本発明の第４実施形態による光源モジュールの断面図である。図２１は、図
２０の一部を拡大して示した断面図である。図２２は、本発明の第４実施形態による光源
モジュールにおけるライティングカーテンの一部を示した平面図である。次に、図２０～
図２２を参照して、本発明の第４実施形態による光源モジュールについて説明する。なお
、各図において、対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明は適
宜省略する。
【０１１６】
　第４実施形態による光源モジュール１０３（１００）は、上記第１～第３実施形態とは
ライティングカーテンの構成が異なる。すなわち、第４実施形態では、図２０および図２
１に示すように、透明板１５１に反射材１５２が塗布されることによって形成されたライ
ティングカーテン１５０を備えている。より具体的には、ライティングカーテン１５０は
、たとえば、ポリカーボネート製の透明板１５１に、白色インクや金属インクなどの全光
透過率の低いインク（反射材１５２）を塗布することで形成されている。なお、透明板１
５１は、本発明の「板状部材」の一例である。
【０１１７】
　反射材１５２の塗布には、印刷法を用いることができる。このように、反射材１５２を
印刷する方法は、単価や初期費用が安価で生産性が高いという長所を有する。また、印刷
法を用いることで、微細なパターンや他の成形方法では実現が難しい形状（たとえば、多
数のドットの集合など）を容易に実現できるため、設計自由度が高いという長所も有する
。
【０１１８】
　反射材１５２の印刷は、シルク印刷が好ましい。ただし、シルク印刷以外に、たとえば
、インクジェット法やオフセット印刷などであってもよい。
【０１１９】
　また、ライティングカーテン１５０のうちの光の入射量が多い部分には、光の透過量が
少なくなるように反射材１５２が印刷されている。その一方、ライティングカーテン１５
０のうちの光の入射量が少ない部分には、光の透過量が多くなるような反射材１５２が印
刷されている。たとえば、透明板１５１に、図２２に示すようなパターンで反射材１５２
が印刷されている。図２２において、反射材１５２が印刷された部分は、光を反射する反
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射部Ａ（遮光部）とされており、反射材１５２が印刷されていない部分は、光を透過する
透過部Ｂとされている。すなわち、透明板１５１は光を透過するが、反射材１５２に照射
された光は大部分が反射される。そのため、反射材１５２の印刷によって、透過部Ｂと反
射部Ａ（遮光部）とが形成されている。これにより、第４実施形態によるライティングカ
ーテン１５０も上記第１～第３実施形態で示したライティングカーテンと同様の機能を備
える。
【０１２０】
　また、図２１に示すように、高い遮光能力が要求される領域（光源から多量の光が照射
される領域）には、透明板１５１に反射材１５２が塗布され、かつ、反射シート片６０が
貼り付けられている。
【０１２１】
　上記第１実施形態と同様に、反射シート片６０が取り付けられた領域の遮光能力（全光
透過率）の向上を簡単に計算する。計算を簡略化するために、粘着材８０ａの光学的な影
響は無視する。また、光の反射は全て反射材表面で行われると仮定し、光の反射と透過以
外は無視する。反射シート片６０の全光透過率をたとえば５％、反射材１５２の全光透過
率をたとえば１０％と仮定すると、反射シート片６０と反射材１５２との両方を透過する
光線は単純計算で０．５％となり、反射材１５２のみ、あるいは反射シート片６０のみの
場合と比較して遮光能力が高い。
【０１２２】
　一般に、印刷によってライティングカーテンを形成する手法は安価であるものの、全光
透過率が高くなりがちである。しかしながら、遮光能力が不十分な部分に反射シート片６
０を設けることで、その部分の遮光能力を反射シート片６０で補うことができる。これに
より、印刷法によって作製されたライティングカーテン１５０を用いた場合でも、十分な
遮光能力が得られる。
【０１２３】
　なお、第４実施形態では、一例として、透明板１５１の上面（反射シート片６０が設け
られている面と反対側の面）に反射材１５２を印刷した例を示している。また、反射材１
５２の印刷によって、透明板１５１には反射材１５２からなる印刷層１５２ａが形成され
ている。
【０１２４】
　（第５実施形態）
　図２３は、本発明の第５実施形態による光源モジュールの断面図である。図２４は、図
２０の一部を拡大して示した断面図である。図２５は、本発明の第５実施形態による光源
モジュールにおけるライティングカーテンの一部を拡大して示した断面図である。次に、
図２３～図２５を参照して、本発明の第５実施形態による光源モジュールについて説明す
る。なお、各図において、対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する
説明は適宜省略する。
【０１２５】
　この第５実施形態による光源モジュール１０４（１００）では、図２３～図２５に示す
ように、ライティングカーテン１５０を構成する透明板１５１の両面に反射材１５２が塗
布（印刷）されている。このため、透明板１５１の上面上および下面上のそれぞれに、反
射材１５２の印刷による印刷層１５２ａが形成されている。
【０１２６】
　ここで、ある程度以上の強度の光がライティングカーテン１５０によっても反射シート
片６０によっても反射されずに光出射面から直接的に出射されると輝度ムラの原因となる
場合がある。そのため、ある程度以上の強度の光については、透明板１５１のいずれかの
面に印刷された反射材１５２（印刷層１５２ａ）または反射シート片６０により反射され
た後に出射されるように、反射材１５２（印刷層１５２ａ）の印刷パターンや反射シート
片６０の形状および位置が設定されているのが好ましい。
【０１２７】
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　具体的には、反射材１５２の各印刷パターンは、少なくともＬＥＤパッケージ２０の直
上（直上付近）からの距離が比較的小さい領域（照射される光の強度がある程度大きな領
域）においては、ＬＥＤパッケージ２０からの光が少なくとも一方の面に印刷（塗布）さ
れた反射材１５２（印刷層１５２ａ）に照射されるように構成されているのが好ましい。
すなわち、ＬＥＤパッケージ２０からの光が反射材１５２（印刷層１５２ａ）に照射され
ることなくライティングカーテン１５０を透過することがないように、反射材１５２（印
刷層１５２ａ）が形成されているのが好ましい。
【０１２８】
　たとえば、図２５に示すように、各印刷パターンは、透明板１５１の一方の面（たとえ
ば上面）における反射材１５２（印刷層１５２ａ）が形成されていない部分（領域）を、
他方の面（たとえば下面）における反射材１５２（印刷層１５２ａ）で覆うように形成さ
れる。
【０１２９】
　このように構成されていれば、光源（ＬＥＤパッケージ２０）から発生する光は必ず反
射材１５２あるいは周辺の反射シート３０等の何らかに照射される。そして、反射や透過
を経て初めて光出射面へと至る。これにより、強い光が直接的に出射されることに起因す
る輝度ムラが抑制される。また、直上付近の領域（遮光能力を高める必要がある領域）に
反射シート片６０を備えることで、その領域の遮光能力を十分に高めることができる。
【０１３０】
　第５実施形態のその他の構成は、上記第４実施形態と同様である。また、第５実施形態
のその他の効果は、上記第１～第４実施形態と同様である。
【０１３１】
　（第６実施形態）
　図２６は、本発明の第６実施形態による光源モジュールの断面図であり、図２７は、図
２６の一部を拡大して示した断面図である。図２８は、本発明の第６実施形態による光源
モジュールにおける反射シート片を示した斜視図であり、図２９は、本発明の第６実施形
態による反射シート片の取り付け状態を示した断面図である。次に、図２６～図２８を参
照して、本発明の第６実施形態による光源モジュールについて説明する。なお、各図にお
いて、対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明は適宜省略する
。
【０１３２】
　この第６実施形態による光源モジュール１０５（１００）では、反射シート片の構成が
上記第１実施形態と異なる。具体的には、第６実施形態では、図２６～図２９に示すよう
に、反射シート片１６０（６０）が、基材１６１上に反射材１６２が印刷（塗布）される
ことによって形成されている。すなわち、第６実施形態の反射シート片１６０は、基材１
６１上に反射材１６２が形成された反射部材（第１反射部材）からなる。
【０１３３】
　第１実施形態で示した反射シート片は、反射シートを特定の形状に加工することによっ
て形成されるため、要求される形状が複雑であったり微細であったりする場合、反射シー
トを複雑・微細に加工する必要がある。これに対し、第６実施形態では、基材１６１に反
射材１６２を印刷することで反射シート片１６０が形成されるため、遮光性を高める必要
のある領域（形状）を印刷にて形成することができる。このため、形状の自由度が非常に
高いため、複雑な形状や微細な形状であっても容易に形成することが可能となる。
【０１３４】
　第６実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１３５】
　第６実施形態では、上記のように、反射シート片１６０を、基材１６１に反射材１６２
が印刷された反射部材から構成することによって、光を反射させる領域（反射材１６２が
印刷された反射領域）を複雑なパターンや微細なパターンに形成することができる。この
ため、遮光性を高める必要のある領域に精度よく反射材１６２を塗布することができるの
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で、その領域の遮光性を容易に高めることができる。
【０１３６】
　なお、反射シート片１６０を構成する基材１６１には、たとえば、透明のポリカーボネ
ート板などを用いることができる。基材１６１にポリカーボネート板を用いることにより
、透明部に十分な透過性を持たせることができる。また、反射材１６２には、たとえば、
白色インクや金属インクなどを用いることができる。
【０１３７】
　また、上記基材１６１を反射シートから構成することもできる。すなわち、上記反射シ
ート片１６０を、反射シート（基材１６１）にさらに反射材１６２が印刷された反射部材
（第２反射部材）から構成することもできる。このように構成すれば、反射シート片１６
０が、反射シートとその上に印刷された反射材１６２とによって構成されるので、反射シ
ート片１６０が複数の層から構成されることになる。このため、反射シート片１６０の反
射能力をさらに高めることができるので、反射シート片１６０が設けられたライティング
カーテン５０の遮光能力もさらに高めることができる。
【０１３８】
　第６実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【０１３９】
　（第７実施形態）
　図３０は、本発明の第７実施形態による光源モジュールの断面図である。図３１は、図
３０の一部を拡大して示した断面図である。次に、図３０および図３１を参照して、本発
明の第７実施形態による光源モジュールについて説明する。なお、各図において、対応す
る構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明は適宜省略する。
【０１４０】
　この第７実施形態による光源モジュール１０６（１００）では、図３０および図３１に
示すように、ライティングカーテン５０に反射シート片６０が粘着材８０ａにて取り付け
られており、反射シート片６０にさらに別の反射シート片６０が粘着材８０ａにて取り付
けられている。すなわち、第７実施形態では、複数の反射シート片が重ねて取り付けられ
ている。このため、第７実施形態の反射シート片６０ａは、ライティングカーテン５０に
直接取り付けられる第１の反射シート片６０（第１反射層）と、この反射シート片６０に
取り付けられる第２の反射シート片６０（第２反射層）とを含んだ構成となっている。
【０１４１】
　第７実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１４２】
　第７実施形態では、反射シート片６０ａを上記のように構成することによって、極めて
高い遮光能力が要求される場合、あるいは反射シート片６０を遮光能力が比較的低い素材
から構成する場合でも対応することができる。
【０１４３】
　第７実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【０１４４】
　（第８実施形態）
　図３２は、本発明の第８実施形態による光源モジュールの光学部材の一部を示した断面
図である。図３３は、本発明の第８実施形態による光源モジュールの光学部材の一部（他
の例）を示した断面図である。次に、図３２および図３３を参照して、本発明の第８実施
形態による光源モジュールについて説明する。なお、各図において、対応する構成要素に
は同一の符号を付すことにより、重複する説明は適宜省略する。
【０１４５】
　この第８実施形態では、上記第１～第７実施形態とは異なり、反射シート片６０が両面
テープ１８０でライティングカーテン５０（１５０）に取り付けられている。両面テープ
１８０は、図３２に示すように、基材１８１と、その両面に塗布された粘着層８０（粘着
材）とから構成されている。
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【０１４６】
　このように、反射シート片６０の取り付けに両面テープ１８０を用いることも可能であ
る。しかしながら、両面テープ１８０を用いた場合、反射シート片６０を透過した光は粘
着層８０（粘着材）に照射されるが、そこを透過した光はさらに基材１８１に照射される
。そして、この光がさらに透過・反射を繰り返した後に外部に出射される。このため、両
面テープ１８０を用いた場合には、その粘着層８０（粘着材）のみならず、基材１８１も
光学的に光源モジュールからの照射に影響を与えるおそれがある。したがって、反射シー
ト片６０の取り付けに両面テープ１８０を用いる場合、その粘着層８０（粘着材）だけで
はなく、基材１８１についても白色または透明（無色透明）であるのが好ましい。このよ
うな両面テープの一例として、ＰＥＴやＰＭＭＡを基材１８１とした両面テープが挙げら
れる。
【０１４７】
　また、図３３に示すように、反射シート片６０の取り付けに、基材レスの両面テープ１
８０を用いることもできる。このような基材レスの両面テープ１８０を用いることにより
、基材の影響を考慮する必要がなくなるのでより好ましい。なお、この場合、上記第１実
施形態で示したように、粘着材にて反射シート片６０を取り付ける場合と同様となる。
【０１４８】
　また、両面テープを用いる場合であっても、その粘着層（粘着材）は光源からの光の影
響を受ける。そのため、両面テープにおいても、その粘着層（粘着材）は耐紫外線性を有
しているのが好ましい。これは、紫外線吸収剤が配合された粘着材を用いることで容易に
実現できる。
【０１４９】
　（第９実施形態）
　図３４は、本発明の第９実施形態による光源モジュールの断面図である。図３５は、図
３４の一部を拡大して示した断面図である。次に、図３４および図３５を参照して、本発
明の第９実施形態による光源モジュールについて説明する。なお、各図において、対応す
る構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明は適宜省略する。
【０１５０】
　この第９実施形態による光源モジュール１０７（１００）では、図３４および図３５に
示すように、反射シート片に代えて、反射層２６０がライティングカーテン５０の所定領
域に形成されている。この反射層２６０は、反射材２６１がライティングカーテン５０に
印刷されることで形成されている。すなわち、この第９実施形態は、反射層２６０がライ
ティングカーテン５０に印刷にて形成および固定されている点で、別体で形成された反射
シート片が粘着材で固定された上記第１実施形態と異なる。
【０１５１】
　反射層２６０の形成は、シルク印刷、オフセット印刷、インクジェット法などの種々の
印刷法を用いて行うことができるが、なかでも、シルク印刷が好ましい。また、反射層２
６０の形成（反射材２６１の印刷）は、ライティングカーテン５０に開口５２を設ける加
工を実施する前であってもよいし、加工を実施した後であってもよい。
【０１５２】
　反射材２６１としては、たとえば、白色インクや金属インクを用いることができる。金
属インクは、白色インクと比較すると反射率が劣ることが多いため輝度のロスが増すもの
の、薄い厚みで高い遮光能力を実現することができる。また、印刷に白色インクを用いる
ことにより、その後の光線の色の変化を抑制して遮光能力を高めることができる。
【０１５３】
　また、反射材２６１が塗布された領域（反射層２６０が形成された領域）は、塗布され
ない領域（反射層２６０が形成されていない領域）と比較すると、反射材２６１（反射層
２６０）によってより光を反射する構成となる。そのため、その領域の遮光能力が向上す
る。すなわち、上記構成によって、簡易な手段にて局所的にライティングカーテン５０の
遮光能力を高めることができる。反射層２６０の厚みは、どの程度、遮光能力を向上させ
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る必要があるかにもよるが、たとえば、２０μｍ～１００μｍとすることができる。
【０１５４】
　さらに、第９実施形態では、ライティングカーテン５０に対して印刷を行うことで反射
層２６０の形成（遮光能力の向上）が実現できるため、上記第１実施形態に比べて、さら
にコストを低減できる可能性がある。
【０１５５】
　なお、図３４および図３５では、ライティングカーテン５０のＬＥＤパッケージ２０側
の面に反射層２６０を形成した例を示しているが、ＬＥＤパッケージ２０と反対側の面に
反射層２６０を形成してもよい。すなわち、反射層２６０の形成（反射材２６１の印刷）
は、ライティングカーテン５０のいずれか一方の面に行うことができる。また、ライティ
ングカーテン５０の両面に反射層２６０を形成してもよい。
【０１５６】
　片面のみに反射層２６０を形成した場合に遮光能力が不足する場合、ライティングカー
テン５０の両面に反射層２６０を形成するのが好ましい。この場合、両面に必ずしも同一
のパターンを印刷する必要はなく、異なるパターンを印刷することも可能である。このよ
うに、異なるパターンを印刷した場合、両面の反射層２６０（反射材２６１）にて反射さ
せる領域と旗面の反射層２６０（反射材２６１）のみで反射させる領域とを設けることに
より、中間的な反射率を有する領域を形成することができる。そのため、印刷パターンの
設計自由度を高めることができる。
【０１５７】
　第９実施形態のその他の構成および効果は、上記第１実施形態と同様である。
【０１５８】
　（第１０実施形態）
　図３６は、本発明の第１０実施形態による光源モジュールの断面図である。図３７は、
図３６の一部を拡大して示した断面図である。次に、図３６および図３７を参照して、本
発明の第１０実施形態による光源モジュールについて説明する。なお、各図において、対
応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明は適宜省略する。
【０１５９】
　この第１０実施形態による光源モジュール１０８（１００）では、上記第９実施形態の
構成において、反射層２６０の一部にライティングカーテン５０の開口５２と共通の開口
孔２６０ａが設けられている。すなわち、第１０実施形態では、図３６および図３７に示
すように、反射層２６０に、ライティングカーテン５０の開口５２と重なる開口孔２６０
ａが設けられている。
【０１６０】
　この構成により、開口５２の周囲にわたって反射材２６１が塗布されていない場合と比
較して、反射部（反射層２６０が形成された部分）の遮光能力を高めることができる。
【０１６１】
　また、上記構成は、ライティングカーテン５０に反射材２６１を印刷（反射層２６０を
形成）した後、開口５２を形成する加工を行うことで容易に実現することができる。
【０１６２】
　（第１１実施形態）
　図３８～図４１は、本発明の第１１実施形態による光学部材の一部を示した平面図であ
る。次に、図３８～図４１を参照して、この第１１実施形態では反射シート片（反射層）
の形状についてより具体的に説明する。
【０１６３】
　図３８に示すように、光学部材４０を構成する反射シート片６０は、たとえば、円形と
することができる。反射シート片６０は反射シートから構成されているためその全面が反
射部となっている。このような反射シート片６０は、たとえば、反射シートの片面の全面
に粘着材を塗布した後、円形に切り抜き加工することで得られる。切り抜き加工された後
の状態はシール状の形態となっているため、ライティングカーテン５０に容易に貼り付け
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ることが可能となる。
【０１６４】
　印刷により反射層２６０とする場合は、反射材を円形に印刷することにより、上記形状
が容易に実現できる。
【０１６５】
　他の例として、図３９に示すように、光学部材４０を構成する反射シート片６０を、た
とえば、複数のリング状の反射部１２０を有する円形とすることができる。このような反
射シート片６０は、たとえば、透明板に反射材を同心円の反射部１２０のパターンに印刷
し、透明板の反対面に粘着材を塗布することで実現できる。
【０１６６】
　このような形状の反射層（反射シート片）を、反射シートの切り抜き加工で作製する場
合、複数の反射シート片が必要となる。また、ライティングカーテンへの貼り付け加工も
複数に分けて実施され、かつ各反射シート片の間で位置合わせが必要となる。このため、
上記のように、印刷により反射部１２０を形成することで、図３９に示したような複数の
反射部１２０にて反射部のパターンが形成される場合も、容易に、かつ、低コストで実現
できる。したがって、形状によっては加工が困難な微細または複雑な反射層の形状であっ
ても実現できる。また、印刷により反射層２６０とする場合も、同様に、上記形状を容易
に実現できる。
【０１６７】
　さらに他の例として、図４０に示すように、光学部材４０を構成する反射シート片６０
を、たとえば、矩形状（正方形状）とすることもできる。この場合、たとえば、ライティ
ングカーテン５０の開口５２を覆うように配することもできる。反射シート片６０に覆わ
れる開口部分は、ライティングカーテン５０に開口５２がなく反射シート片６０に覆われ
る部分と比較して、透過率が高い。一方、ライティングカーテン５０に開口５２があり反
射シート片６０に覆われていない部分と比較するとその透過率が低い。すなわち、反射シ
ート片６０に覆われる開口部分は、中間的な透過率を有する部分として使用できる。これ
により、透過率のパターンの設計自由度が増す。
【０１６８】
　また、ライティングカーテン５０に微細な開口が要求される部分に上記構成を利用する
ことで、開口のサイズを大きくすることができる。したがって、ライティングカーテン５
０の開口５２の加工を容易にすることでコストダウンや生産性の向上が見込める。あるい
は、たとえば、設計や生産の不適合などにより、ライティングカーテンの開口が適正なも
のより大きくなっている場合、修復目的で反射シート片を用いることもできる。
【０１６９】
　さらに他の例として、図４１に示すように、光学部材４０を構成する反射シート片６０
を、たとえば、その一部にライティングカーテン５０の開口５２と同一形状の開口孔が設
けられた矩形状（正方形状）とすることもできる。
【０１７０】
　このような反射シート片６０は、たとえば、反射シート片６０を固定後にライティング
カーテンをプレス打ち抜き加工にて形成することで同時に反射シート片６０へも開口の加
工がなされることで生産できる。この構成によれば、必要となる部分だけに反射シート片
６０を貼り付けることで、ライティングカーテンをより遮光能力の高い素材で作成したと
きと同様の効果を得ることが出来る。また、印刷により反射層２６０を形成する場合も、
同様に、上記構成を容易に実現できる。
【０１７１】
　なお、図３８～図４１に示した構成は、上記第１～第１０実施形態に適宜適用すること
ができる。
【０１７２】
　反射シート片の形状や反射材のパターンを円形、または円形の集合とすることで、光学
的な計算を幾分か少ない計算量で実現できる。このように、反射シート片または反射層の
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形状を円形とすることで、入射の判定を簡単に行うことができる。
【０１７３】
　具体的には、入射を判定する円形のｘｙ平面上の座標を（ｘ0，ｙ0）、半径をｒ、ｚが
入射面と同一となるｘｙ平面への光線の座標を（ｘ1，ｙ1）とする。この場合に、以下の
（１）式を満たすと、光線は円の内部へ照射され、満たさないとき光線は円の外部に照射
されないと判定できる。
【０１７４】
　（ｘ0－ｘ1）

2＋（ｙ0－ｙ1）
2≦ｒ2・・・・（１）

【０１７５】
　同じ理由で、反射シート片の形状や反射材のパターン（反射層の形状）が四角形（矩形
状）であってもよい。この四角形がｘ軸とｙ軸に２辺が平行な長方形であり、ｘ軸方向の
辺の長さをＬ0、ｙ軸方向の辺の長さをＬ1とする。また、入射を判定する四角形の中心の
ｘｙ平面上の座標を（ｘ0，ｙ0）、ｚが入射面と同一となるｘｙ平面への光線の座標を（
ｘ1，ｙ1）とする。この場合に、以下の（２）式を満たすと、光線は四角形内へ入射され
、満たさないとき光線は四角形外に照射されないと判定できる。
【０１７６】
　｜ｘ0－ｘ1｜≦Ｌ0／２　かつ　｜ｙ0－ｙ1｜≦Ｌ1／２・・・・（２）
【０１７７】
　その他の一般的な形状であれば、光線と反射シート片または印刷された反射材の入射の
判定は複雑になり、したがって計算量が増加しがちである。しかし上述のように円形や四
角形といった単純な形状であれば、検証の計算量を低減できる。検証の計算量を低減する
ことで、設計の精度向上や期間短縮といった効果を得ることができる。したがって、反射
シート片または反射層の形状は、円形または四角形（矩形状）であるのが好ましい。
【０１７８】
　また、反射シート片は薄い形状であるほうが計算量の観点からは望ましい。十分に薄い
場合、反射シート片の厚みを無視して計算することができる。このため、反射シート片側
面への入射の計算を省略し、かつ、反射シート片の高さをライティングカーテンの一方の
面の高さと同じとすることで、さらに計算を省略できる。すなわち、反射シート片の厚み
を０（ゼロ）として効率的に計算することができる。このためには、反射シート片が少な
くともライティングカーテンよりも薄いことが好ましい。反射材が印刷される場合、一般
的には厚みが非常に薄いので、この好ましい特徴を得ることは容易である。したがって、
反射シート片または反射層の厚みは、所望の光学特性が得られる範囲内において、できる
だけ小さく構成されているのが好ましい。
【０１７９】
　（第１２実施形態）
　以上に説明した実施形態において、反射シート片や印刷されたインクなどにより形成さ
れる反射層は脱落の可能性がある。そのため、反射シート片や反射層の脱落を防止するた
めに、図４２に示すように、反射シート片６０や反射層２６０を、封止材１３０で封止す
ることもできる。封止材１３０としては光学的な影響を最小限に抑えるために透明なシリ
コーン製の封止材を使用するのが好ましい。ただし、たとえば、白色の封止材等を用いる
ことにより、この封止材によって遮光能力を高めることも可能である。封止材による封止
は、たとえば、ポッティングなどの手法を用いて、反射シート片または反射層を封止材で
覆うようにすればよい。
【０１８０】
　今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によ
って示され、さらに、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含ま
れる。
【０１８１】
　たとえば、上記した実施形態では、反射シート片または反射層をライティングカーテン
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の光源側（ＬＥＤパッケージ側）に設けた例について説明したが、光源とは反対側の面に
設けることでも同様の効果が得られる。反射シート片または反射層を光源側に貼り付けた
場合には、光源に近い部分に反射シート片または反射層を追加することになるため、遮光
できる面積が大きくなる。また、ライティングカーテンの有する光の拡散機能により反射
シート片または反射層の形状がぼやけて拡散板に至るため、反射シート片または反射層の
影に起因する輝度ムラの発生が抑制される。一方、光源の反対側に反射シート片または反
射層を設けた場合には、反射シート片等がライティングカーテンから剥離したとしても、
ＬＥＤパッケージ側への脱落が防止される。このため、ライティングカーテンから剥離し
た反射シート片等がＬＥＤの電極等に接する機会が少なくなる。また、この場合、反射シ
ート片または反射層は、光源からの距離が遠くなるため、反射シート片または反射層の遮
光能力を比較的低い遮光能力で済ませることができる。反射シート片または反射層は、機
構上または光学的な理由から好ましい側に設ければよい。また、遮光能力を十分に確保し
たい場合は、両側に設けることも有効である。
【０１８２】
　また、上記実施形態では、ライティングカーテンに、開口によって透過部が設けられた
反射板からなるライティングカーテンまたは透明板に反射材を印刷したライティングカー
テンを用いた例を示したが、ライティングカーテンには、上記実施形態で示した以外のラ
イティングカーテンを用いてもよい。また、ライティングカーテンが、反射板に開口が設
けられることによって構成されている場合、その開口のパターンや開口の形状は適宜変更
することができる。たとえば、開口の形状は円形以外の形状（たとえば、楕円形状や多角
形状など）とすることができる。また、ライティングカーテンの複数の開口の各大きさが
互いに同じにされ、直上部分の領域から離れるにしたがって、隣り合う開口同士の間隔が
徐々に狭くされた構成とすることができる。さらに、ライティングカーテンが、透明板に
反射材を印刷することによって構成されている場合、その印刷パターンは適宜変更するこ
とができる。また、透明板以外にたとえば拡散板に反射材を印刷することでライティング
カーテンを構成することもできる。
【０１８３】
　また、上記実施形態では、反射シート片（反射層）の形状を円形状または矩形状とした
例を示したが、本発明はこれに限らず、反射シート片（反射層）の形状は上記以外の形状
であってもよい。反射シート片（反射層）の形状は、光源から強い光が入射される領域（
遮光能力が不足する領域）の遮光能力を向上させることが可能な形状であれば、たとえば
、三角形や五角形以上の多角形形状、楕円形状、十字形状、星形形状等の種々の形状を採
用することが可能である。ただし、複雑な形状であれば、入射の判定の計算が煩雑になる
ため、円形状や矩形状（正方形）などの計算し易い形状が好ましい。また、遮光能力が不
足する領域は、ライティングカーテンの開口パターンや反射材の印刷パターン等によって
も変わる場合がある。そのような場合、開口パターンや印刷パターン等に応じて、反射シ
ート片（反射層）の形状や大きさ、取り付け位置等を適宜設定するのが好ましい。
【０１８４】
　反射シート片（反射層）の大きさについても、光源から強い光が入射される領域（遮光
能力が不足する領域）の遮光能力を向上させることが可能な大きさであればよい。通常、
ＬＥＤパッケージの直上付近の領域に強い光が入射されるため、反射シート片（反射層）
の大きさは、その領域を覆うことが可能な大きさであるのが好ましい。なお、直上付近の
周辺領域であって、その領域の遮光能力が高すぎても問題がない場合は、反射シート片の
大きさを意図的に大きくすることも可能である。このように、反射シート片の大きさを大
きくすることにより、反射シート片を取り付け易くすることができる。
【０１８５】
　また、上記実施形態では、反射シート片（反射層）をＬＥＤパッケージの直上付近に取
り付けた例を示したが、反射シート片（反射層）は、強い光が入射される領域（遮光能力
が不足する領域）に取り付けられ、その領域はＬＥＤパッケージの直上付近の領域に限ら
れない。通常は、ＬＥＤパッケージの直上付近の領域に強い光が入射されるが、ライティ
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ングカーテンに入射される光の強度の分布は、ＬＥＤパッケージの配光特性以外に、光源
モジュールの形状、寸法、ＬＥＤパッケージのピッチ、ＬＥＤパッケージの種類、反射シ
ートからライティングカーテンまでの距離などにも依存する。そのため、強い光が入射さ
れる領域（遮光能力が不足する領域）に応じて、反射シート片（反射層）の取り付け位置
等が設定される。
【０１８６】
　また、上記実施形態では、ＬＥＤパッケージを光源として用いた例を示したが、光源モ
ジュールの光源はＬＥＤパッケージ以外の光源（点光源）であってもよい。本発明によれ
ば、ＬＥＤパッケージ以外の光源（点光源）を用いた場合でも、輝度ムラの発生を抑制す
ることができる。
【０１８７】
　また、上記第１１実施形態では、開口によって透過部が設けられた反射板からなるライ
ティングカーテンを用いた例を示したが、本発明はこれに限らず、ライティングカーテン
は、たとえば、透明板に反射材を印刷したライティングカーテン用いることもできる。
【０１８８】
　なお、上記実施形態において、たとえば、反射シート片をライティングカーテンの一方
の面に貼り付け固定し、ライティングカーテンのもう一方の面に反射材を印刷するように
してもよい。ライティングカーテンへ反射材を印刷し、その上から反射シート片を貼り付
け固定してもよい。すなわち、複数の実施例の構成を組み合わせるようにしてもよい。
【０１８９】
　また、上記第２～第１２実施形態の光源モジュールにおいても、上記第１実施形態と同
様、液晶表示装置のバックライトユニットとして用いることができる。
【０１９０】
　なお、上記で開示された技術を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の
技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１９１】
　１０　　　　　　　　　　　　　　　　　筐体
　２０　　　　　　　　　　　　　　　　　ＬＥＤパッケージ（光源）
　３０　　　　　　　　　　　　　　　　　反射シート
　４０　　　　　　　　　　　　　　　　　光学部材
　５０、１５０　　　　　　　　　　　　　ライティングカーテン
　５１　　　　　　　　　　　　　　　　　反射板
　５２　　　　　　　　　　　　　　　　　開口
　６０、６０ａ、６１、１６０　　　　　　反射シート片（反射層）
　６１ａ　　　　　　　　　　　　　　　　開口孔
　７０　　　　　　　　　　　　　　　　　拡散板
　８０　　　　　　　　　　　　　　　　　粘着層
　８０ａ　　　　　　　　　　　　　　　　粘着材
　１００　　　　　　　　　　　　　　　　光源モジュール
　１３０　　　　　　　　　　　　　　　　封止材
　１５１　　　　　　　　　　　　　　　　透明板（板状部材）
　１５２　　　　　　　　　　　　　　　　反射材
　１５２ａ　　　　　　　　　　　　　　　印刷層
　１６１　　　　　　　　　　　　　　　　基材
　１６２　　　　　　　　　　　　　　　　反射材
　１８０　　　　　　　　　　　　　　　　両面テープ
　１８１　　　　　　　　　　　　　　　　基材
　２６０　　　　　　　　　　　　　　　　反射層
　２６０ａ　　　　　　　　　　　　　　　開口孔
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　２６１　　　　　　　　　　　　　　　　反射材
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