
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 主走査方向を長手方向とし、この主走査方向と直交する副走査方向を幅狭としたライン
照明装置であって、このライン照明装置は、長手方向の一端が光源ユニットに対向する鏡
面となった棒状透明導光体をケース内に収納するとともに、前記光源ユニットをそれぞれ
が単独で点灯される複数の点光源にて構成してなり、前記棒状透明導光体の形状は、前記
主走査方向と直交する方向に切断した断面が多角形状で一角に長手方向に沿って光出射面
となる面取り部が形成され、この光出射面と対向する面の前記光出射面の法線と交わる部
分に主光散乱パターンが形成され、この主光散乱パターンと前記光源ユニットの間で前記
光出射面と対向する面に、副光散乱パターンが設けられ、この副光散乱パターンは、前記
主光散乱パターンの長手方向の中心線から外れた位置に設けられ、更に、 副光散乱パ
ターンの長手方向中心線を通る 副光散乱パターンの法線と、前記複数の点光源のいず
れかの長手方向に伸びる中心線とが交差することを特徴とするライン照明装置。
【請求項２】
 請求項１に記載のライン照明装置において、前記副光散乱パターン スポット状パター
ンからなることを特徴とするライン照明装置。
【請求項３】
 請求項１に記載のライン照明装置において、前記複数の点光源は３つの点光源からなり
、また前記副光散乱パターンは前記棒状透明導光体の幅方向に離間した２つまたは３つの
スポット状パターンからなることを特徴とするライン照明装置。
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【請求項４】
 請求項１乃至請求項３に記載のライン照明装置において、前記主光散乱パターンの長手
方向の中心線は、 棒状透明導光体の中心線よりも前記面取り部側に寄っており、前記
主光散乱パターンの形状は、前記光源ユニットが配置される長手方向の一端から他端に向
かって徐々に面積が増加する第１の部分と、この第１の部分に連続し前記第１の部分より
も前記他端に向かって面積の増加する割合が大きくなった第２の部分と、この第２の部分
に連続し前記第２の部分の最大幅のまま前記他端に向かって伸びる第３の部分とからなる
ことを特徴とするライン照明装置。
【請求項５】
 請求項 に記載のライン照明装置において、前記主光散乱パターンの 第１の部分は
、前記主光散乱パターンが不連続に点在する部分と、前記主光散乱パターンが連続する部
分からなることを特徴とするライン照明装置。
【請求項６】
 請求項１乃至請求項 に記載のライン照明装置において、前記棒状透明導光体の長手方
向の他端は粗面となっていることを特徴とするライン照明装置。
【請求項７】
 請求項 に記載のライン照明装置において、前記棒状透明導光体の前記他端には白色塗
料が塗布されていることを特徴とするライン照明装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は例えばファクシミリ、コピー機、ハンドスキャナ等に用いる画像読み取り装置
に組み込むライン照明装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　ファクシミリ、コピー機、ハンドスキャナなどの機器には、原稿を読み取るための装置
として、イメージセンサなどの画像読み取り装置が用いられている。イメージセンサのタ
イプとしては、縮小型、密着型、完全密着型などの種類がある。そのなかで、密着型イメ
ージセンサは、照明装置、等倍結像光学装置、センサなどから構成されている。そして、
このような密着型イメージセンサは、一般的に、縮小型のイメージセンサに比べて、光路
長が短く、機器を小型化でき、また、煩わしい光学調整も無く、機器への組み込みが容易
である等のメリットがあり、縮小型にかわって、多く使用されるようになってきた。
【０００３】
　このような密着型イメージセンサにおける照明装置は、原稿面をセンサによる読み取り
が可能な照度以上に照明しなければならない。そして、この照明装置により照明すべき範
囲は線状であって、主走査方向（長手方向）にはかなり長く、一方この主走査方向と直交
する副走査方向ではきわめて狭くてよい。例えば、ファクシミリに使用されるＡ４サイズ
の場合は、その長手方向の長さは２１６ｍｍ以上必要とされる。また、長手方向において
原稿面の照度にむらがあると読み取りエラーの原因になるから、前記照度はできるだけ一
様であることが望ましい。
【０００４】
　このような照明装置として、従来からプリント配線基板上に数十個（例えば、３０個）
のＬＥＤを、ワイヤボンディングや半田付けにより一列に実装したＬＥＤアレイ型照明装
置が知られている。そして、この照明装置を組み込んだ密着型イメージセンサにあっては
、照明装置から出射した光は、原稿台ガラス兼用のカバーガラスを通して、被読み取り原
稿に入射し、その反射光をロッドレンズアレイを介して、光電変換素子にて原稿の像が読
み取られる。
【０００５】
　このようなＬＥＤを多数個配列した従来装置では、実際に有効な光は被読み取り原稿の
細い読み取りラインに当たった光のみであり、その他の光は無駄な光となっている。また
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、照明装置をできるだけ被読み取り原稿側に近づけて、読み取り原稿ラインの照度を明る
くし、その分搭載しているＬＥＤ数を減らす方法もあるが、しかしこの場合は、大きな照
度むらが発生してしまう。また、このような構成の光源装置では、基本的にＬＥＤの実装
ピッチで、多かれ少なかれ光量むらが発生する。さらには、使用しているＬＥＤ間でＬＥ
Ｄ自身の製造ばらつきによる明るさのばらつきが発生する。したがって１つの照明装置に
搭載するＬＥＤ数を減じると、被読み取り原稿の読み取りラインの明るさの光量むらが大
きくなる。
【０００６】
　そこで、本発明者等は棒状の透明体の両端部に発光素子（ＬＥＤ）を設け、また前記透
明体表面の一部を光散乱面とした技術を特開平６－１４８４３５号公報や特開平７－１４
４１４号公報に提案した。
【０００７】
　これら公報に開示されるライン照明装置は棒状の透明体の両端部に発光素子を設けてい
るので、一方の発光素子を削減することが可能である。そこで、本発明者等は棒状透明体
の一端部に発光素子を設けたライン照明装置を特開平８－１６３３２０号公報及び特開平
８－１７２５１２号公報に提案している。これら公報に開示されるライン照明装置は棒状
透明体の一端のみに発光素子を配置することでコスト低減を図るとともに、長手方向に沿
って均一な照度を得るために棒状の透明体の表面に形成される光散乱パターンの形状を、
発光素子からの光が入射する一端から他端に向かって徐々に光散乱パターンの面積が拡大
するものとしている。
【０００８】
　他方、特開平７－１８３９９４号には、発光波長の異なる少なくとも２つの発光体を有
し、該発光体は該散乱反射領域の中心を通る法線からずらし、前記散乱反射領域に入射す
る光量が長手方向に均一となるように配置された照明手段を有する画像読取装置が開示さ
れている。
【０００９】
　更に、本発明者等は、特開平１０－１２６５８１号公報で以下の開示をしている。即ち
、一端部に光源を設けたライン照明装置において、光源を設けた反対側の導光体の他端部
状態を粗面のままにしても、光散乱パターンを工夫することで、入射した光が他端部に行
き着くまでに、照射光として消費し尽くすようにし、照度を高く且つ均一さを維持するこ
とを可能としたものである。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
　上述したライン照明装置では、特にカラー原稿の読み取りの問題は検討されていない。
【００１１】
　即ち、カラー原稿の読み取りに際しては、異なる発光波長（例えば、ＲＧＢに対応する
）を有する発光素子（例えば、ＬＥＤ）を順次点灯させ、それぞれの波長における反射強
度をセンサーで検出することになる。
【００１２】
　このときカラー対応の最小限度の光源を考えると、３つの異なる発光波長を有するＬＥ
Ｄチップからなる光源が考えられる。他方、画像読み取り装置には小型化の要請がある。
したがって、それに用いるライン照明装置もまた小型化の必要がある。
【００１３】
　前記特開平１０－１２６５８１号公報に示したライン照明装置に、上述した３つの異な
る発光波長を有するＬＥＤチップからなる光源を適用すると、以下のようなさらなる改良
すべき点があった。
【００１４】
　即ち、個々に点灯するＬＥＤの位置によっては、光源近傍の照度の均一性を更に向上さ
せる必要がある。
【００１５】

10

20

30

40

50

(3) JP 4004178 B2 2007.11.7



　これは光源近傍において、点灯するＬＥＤと照光散乱パターン、さらには出射面との位
置・角度関係が変化するためと考えられる。ＬＥＤチップといえども、少なからず大きさ
を有しているので、同じ場所に配置するのが不可能だからである。
【００１６】
　そこで本発明は、一端側にのみ異なる発光波長を有する複数の光源を配置したライン照
明装置において、長さ方向における照度の均一性を維持できる安価なライン照明装置の提
供を目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　本願に係るライン照明装置は、 走査方向を長手方向とし、 走査方向と直交する
副走査方向を幅狭としたライン照明装置であって、このライン照明装置は、長手方向の一
端が光源ユニットに対向する鏡面となった棒状透明導光体をケース内に収納するとともに
、前記光源ユニットをそれぞれが単独で点灯 複数の点光源にて構成してなり、前記
棒状透明導光体の形状は、 断面が多角形状で一
角に長手方向に沿って光出射面となる面取り部が形成され、この光出射面と対向する面の
前記光出射面の法線と交わる部分に主光散乱パターンが形成され、この主光散乱パターン
と前記光源ユニットの間 に、副光散乱パターンが設けられ、
この副光散乱パターンは、前記主光散乱パターンの長手方向の中心線から外れた位置に設
けられ、更に、 副光散乱パターン 法線と
、前記複数の点光源のいずれかの長手方向に伸びる中心線とが交差する構成とした。
　

【００１８】
　前記副光散乱パターンとしては、例えば、棒状透明導光体の 方向に離間した２つ
のスポット状パターンが考えられる。尚、スポット状パターンの数については、点光源の
数に合せて３つにしてもよい。
【００１９】
　また、前記棒状透明導光体の他端面は粗面としてもよい。粗面とすることで製作は容易
になるが、一端面から入射した光が当該粗面まで届くと、粗面故に反射しにくくなる。そ
こで、当該粗面に白色塗料を塗布しておけば、反射しやすくなり、照射光の有効利用が図
れる。
【００２０】
　また、前記主光散乱パターンとしては、その長手方向の中心線が、棒状透明導光体の中
心線よりも前記面取り部側に寄っており、また前記主光散乱パターンの形状としては、光
源ユニットが配置される一端から他端に向かって徐々に面積が増加する第１の部分と、こ
の第１の部分に連続し第１の部分よりも他端に向かって面積の増加する割合が大きくなっ
た第２の部分と、この第２の部分に連続し第２の部分の最大幅のまま他端に向かって伸び
る第３の部分とからなるようにすることができる。このような構成とすることで、他面を
粗面としても、照度を高く且つ均一さを維持できる。
【００２１】
　また、前記主光散乱パターンの第１の部分は、光散乱パターンが不連続に点在する部分
と、光散乱パターンが連続する部分からなるようにしてもよい。特に、棒状透明導光体の
一部にケースとの凹凸係合部を形成している場合には、当該凹凸係合部に対応した箇所に
パターン欠落部を設けることで、均一さを維持することができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下に本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。ここで、図１は本発明に係
るライン照明装置を 走査方向と直交する方向に切断した断面図、図２は同ライン照明装
置を構成する棒状透明導光体を収納したケースの斜視図、図３は同棒状透明導光体を収納
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したケースを 走査方向に沿って切断した断面図、図４は同棒状透明導光体を収納したケ
ースの端面図、図５は棒状透明導光体の光散乱パターンを形成した面を示す図、図６は棒
状透明導光体の要部拡大平面図、 、図８は棒状透明
導光体の要部拡大斜視図である。
【００２３】
　ライン照明装置はフレーム１に凹部２，３を形成し、凹部２内には棒状透明導光体４を
収納したケース５を配置し、凹部２の開口部はガラス板６にて閉じ、また凹部３にはセン
サ７を設けた基板８を取り付け、更にはフレーム１内にはロッドレンズアレイ９を保持し
ている。
【００２４】
　而して、ケース５の一端に取り付けた ユニット１０からの光は棒状透明導光体４内
に入り、棒状透明導光体４の一側面に形成した主光散乱パターン１１にて散乱光として棒
状透明導光体４から出射し、この出射した光が原稿１３に当てられ、原稿１３からの反射
光をロッドレンズアレイ９を介してセンサ７にて検出することで原稿を読み取る。
【００２５】
　前記棒状透明導光体４の一部には凹部４ｄを形成し、ケース５の内面に当該凹部４ｄに
嵌合する凸部５ｄを形成し、接着剤などを用いなくともケース５から導光体４の一部が食
みでないようにしている。
【００２６】
　ここで、前記棒状透明導光体４の材質としては、例えば、アクリルやポリカーボネート
などの光透過性の高い樹脂、あるいは光透過性の高い光学ガラス等が好ましい。
【００２７】
　また、棒状透明導光体４の断面形状は、長方形の対向する１角を出射面となる面取り部
４ａとした５角形形状が好ましいが、長方形の対向する２角をカットした６角形でもよい
。このほか、その断面が長方形の任意の２角をカットした６角形も考えられる。また、棒
状透明導光体４の形状は、元になる４角柱の互いに対向する２組の側面が残されていれば
、その断面が長方形の任意の３角をカットした７角形でも、すべての角をカットした８角
形でもよい。
【００２８】
　棒状透明導光体４を収納したケース５は、光反射率の高いものが好ましく、反射率の高
い白色着色材を調合した白色樹脂、表面に白色塗料を塗布した部材等を用いる。勿論、色
は白色に限られることはなく、用いる光の波長に応じて種々の色を選択することができ、
また、元来反射率の高い金属の板、例えばアルミニウム板やステンレス板などを挙げるこ
とができ、鏡にて構成してもよい。このような構成とすることで、ケース５内面で反射し
た光は再び透明導光体４に入り込み、透明導光体４内を伝搬していく。このように、透明
導光体４をできるだけ光反射率の高い物質で覆うことで、より効率の高い照明装置の実現
に役立つ。
【００２９】
　また、図３に示すように、棒状透明導光体４の発光ユニット１０側の端部には突起４ｂ
が形成され、ケース５には当該突起４ｂが嵌合する凹部５ａが形成されている。このよう
に棒状透明導光体４をケース５に収納する際に、発光ユニット１０側の端部を正確に位置
決めすることで、発光ユニット１０の発光体１４と棒状透明導光体４の一端面との間に形
成される空気層１５の厚みを一定にするようにしている。
【００３０】
　また、ケース５がポリカーボネイトで作られ、棒状透明導光体４が透明アクリルで作ら
れている場合には、例えば８０℃，２４時間、高温放置されると、ケースは殆ど収縮しな
いが、棒状透明導光体４は収縮し、図３の右側部に示すように、ケース内壁と棒状透明導
光体４と他端粗面４ｅとの間に が生じる。このような隙間が生じると、粗面４ｅに達
した光は粗面４ｅから隙間に入り、ケース５の内面で反射され、再び粗面に戻ってくる。
隙間がない場合に比べると、再び棒状透明導光体４に戻る光量が少なくなる。そこで、粗
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面４ｅに白色塗料を塗布しておけば、斯かる問題はなくなり、粗面付近の照度が高温放置
前に比べて低下することを防げる。
【００３１】
　また、 （ＬＥＤチップ）１４ａ，１４ｂ，１４ｃはプリント基板１６にワイヤー
ボンディングにより実装され、更にその上を透明なエポキシ樹脂１７で保護している。尚
、１８は端子である。本実施例にあっては、 １４ａを青色 とし、 １４
ｂを赤色 とし、 １４ｃを緑色 としている。これら １４ａ，１４
ｂ，１４ｃの配列の順序は、発光強度に応じて配置している。即ち、最も発光強度が弱い
青色 １４ａを主光散乱パターン１１に近くし、最も発光強度が強い緑色 １４
ａを主光散乱パターン１１から遠くに離している。
【００３２】
　そして、 １４ａ，１４ｂ，１４ｃから出た光は棒状透明導光体４の一端から棒状
透明導光体４内に入るが、入射角度が広すぎると、一部の光は棒状透明導光体４から外部
に出てしまう。そこで、上記空気層１５を設けることで、棒状透明導光体４の一端に向か
う光の広がり角度を抑え、照射効率を高めている。
【００３３】
また、図２に示すように、ケース５の棒状透明導光体４の面取り部４ａが臨む上縁部５ｂ
は光の出射を妨げることがないように下縁部に比べて引っ込んでいるが、発光ユニット１
０と反対側の他端部に近い部分の上縁部５ｃは面取り部４ａ側にせりだし、ノイズ光が出
ないようにしている。
【００３４】
　次に、棒状透明導光体４の一側面に形成した光散乱パターンについて図５乃至図８に基
づいて説明する。尚、図５は棒状透明導光体の光散乱パターンを形成した面を示す図、図
６は棒状透明導光体の要部拡大平面図、図８は棒状透明導光体の要部拡大斜視図である。
【００３５】
　主光散乱パターン１１は白色塗料を印刷して形成しているが、色は白色に限られること
はなく、用いる光の波長に応じて種々の色を用いることができる。例えば、ファクシミリ
などでは、５７０ｎｍの波長の光が用いられていることが多いので、この波長の色を用い
ればよい。また、光散乱パターンは塗料を印刷するだけでなく、所定の色を有するフィル
ムを貼付けて形成しても良い。
【００３６】
　主光散乱パターン１１の形状は、光源ユニット１０が配置される一端から他端に向かっ
て徐々に面積が増加する第１の部分１１ａと、この第１の部分１１ａに連続し第１の部分
よりも他端に向かって面積の増加する割合が大きくなった第２の部分１１ｂと、この第２
の部分１１ｂに連続し第２の部分の最大幅のまま他端に向かって伸びる第３の部分１１ｃ
とからなる。
【００３７】
　第１の部分１１ａはその中心線Ｃ２が棒状透明導光体４の中心線Ｃ１よりも面取り部４
ａの側に寄っている。このような構成とすることで、面取り部４ａ（光出射面）の法線ｎ
上に光散乱パターン１１が位置することになり、面取り部４ａから出射する光の照度を高
めることができる。
【００３８】
　また、第１の部分１１ａは発光ユニット１０が当接する端部からの距離に応じて、徐々
に面積が増大している。そして、面積の増大割合については、長手方向の照度を均一にす
るとともに入射した光の大部分を他端に達するまでに散乱させて面取り部４ａから出射す
る条件を満たすように定める。
【００３９】
　本実施例にあっては、第１の部分１１ａは連続した帯状にせず、光源ユニット１０に近
い側の部分を不連続な複数のブロック状の光散乱部１１ａ’にて構成し、更に、光源ユニ
ット１０に対向する一端からの第１の部分１１ａを構成する最初のブロック状の光散乱部
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１１ａ’が始るまでの間に光散乱パターンが存在しない領域Ｄを設けている。
【００４０】
　第１の部分１１ａの他端側の部分は連続した帯状となっているが、その一部をパターン
欠落部１１ａ’’としている。このパターン欠落部１１ａ’’は前記棒状透明導光体４の
凹部４ｄに対応した箇所に設けている。凹部４ｄが存在すると、この凹部４ｄからの反射
で部分的に照度が高くなるが、パターン欠落部１１ａ’’を設けることで、これを緩和し
、照度を均一にすることができる。尚、パターン欠落部１１ａ’’は、第１の部分１１ａ
、第２の部分１１ｂ、第３の部分１１ｃのいずれに設けてもよく、また第１の部分１１ａ
を全て連続した帯状としたものに設けてもよい。
【００４１】
　以上のようにして、第１の部分１１ａの面積を徐々に増大してゆくと、中心線Ｃ２が偏
心しているので、第１の部分１１ａの一方の側縁部をそれ以上広げることができなくなる
。そこで、広げることができなくなった分を反対側のパターン側縁部に足してパターンと
しての必要な面積を確保し、この部分を光散乱パターンの第２の部分１１ｂとしている。
【００４２】
　第２の部分１１ｂは仮想の広がり部分も足すため、棒状透明導光体４の他端に向かって
急激に面積が拡大し、印刷可能な最大幅に達する。そして、印刷可能な最大幅に達した部
分から棒状透明導光体４の他端に向かって最大幅の 第３の部分１１ｃが形成される。
【００４３】
　更に、本発明にあっては、棒状透明導光体４の主光散乱パターン１１を形成した面と同
じ面で、光源ユニット１０に寄った部分には、副光散乱パターン２１を設けている。この
副光散乱パターン２１は、前記主光散乱パターン１１の長手方向の中心線から外れた位置
で、 方向に離間して設けられた２つのスポット状パターン２１ａ，２１ｂからなる
。そして、副光散乱パターン２１を構成する２つのスポット状パターン２１ａ，２１ｂの
法線と、前記複数の点光源１４ａ，１４ｂ，１４ｃのいずれかの長手方向に沿って伸びる
中心線が交差するようにしている。この実施例にあっては、 色の点光源１４ａと緑色の
点光源１４ｃの中心線とスポット状パターン２１ａ，２１ｂの法線とが交差するようにし
ている。
【００４４】
　スポット状パターンの数については、図７に示すように、点光源１４ａ，１４ｂ，１４
ｃの夫々に応じて、スポット状パターン２１ａ，２１ｂ，２１ｃを各スポット状パターン
の法線と各点光源の中心線が交差するようにしてもよい。
【００４５】
　次に、光散乱パターンの全長に沿った相対照度について実験した結果を、以下の実験例
及び比較例に示す。
【００４６】
（実施例）条件は以下の通りである。
　副光散乱パターン：有り
　 光散乱パターンの全長：１７２．８ｍｍ
　入射光照度：６５０μＷ
（評価）図９は縦軸を相対照度（Ｖ：ボルト）とし、横軸を光散乱パターンの光源からの
距離としたものであり、この図９に示すように、棒状透明導光体の一端部から他端部に亘
って均一な照度が得られることが分る。また、赤色 光源については、相対照度の最大値
は１．４４３Ｖ、最小値は１．１７５Ｖ、平均値は１．３２４Ｖであり、緑色 光源につ
いては、相対照度の最大値は１．９８６Ｖ、最小値は１．６９４Ｖ、平均値は１．８５０
Ｖであり、青色 光源については、相対照度の最大値は１．０５４Ｖ、最小値は０．９１
２Ｖ、平均値は０．９８２Ｖであった。
【００４７】
（比較例）条件は以下の通りである。
　副光散乱パターン：なし
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　 光散乱パターンの全長：１７２．８ｍｍ
　入射光照度：６５０μＷ
（評価）図１０は図９と同様に縦軸を相対照度（Ｖ：ボルト）とし、横軸を光散乱パター
ンの光源からの距離としたものであり、赤色 光源については、相対照度の最大値は１．
８０１Ｖ、最小値は１．４６３Ｖ、平均値は１．５９０Ｖであり、緑色 光源については
、相対照度の最大値は２．０５３Ｖ、最小値は１．６７３Ｖ、平均値は１．８５１Ｖであ
り、青色 光源については、相対照度の最大値は１．５２２Ｖ、最小値は１．１８８Ｖ、
平均値は１．３０６Ｖであった。図１０から、棒状透明導光体の一端部から約１０ｍｍを
過ぎて他端部に亘る領域では均一な照度が得られているが、点光源を設けた一端部から約
１０ｍｍまでの丸で囲った領域では、赤色と青色の相対照度が不均一になっている。これ
は副光散乱パターンがないことが原因していると考えられる。
【００４８】
【発明の効果】
　以上に説明したように本発明に係るライン照明装置は、棒状透明導光体の所定箇所に主
光散乱パターンを設けるとともに、この主光散乱パターンと複数の点光源からなる光源ユ
ニットの間に、副光散乱パターンを設けたので、点光源を棒状透明導光体の幅方向に離間
して配置しても均一な照度を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るライン照明装置を走査方向と直交する方向に切断した断面図
【図２】同ライン照明装置の一部を構成する棒状透明導光体を収納したケースの斜視図
【図３】同棒状透明導光体を収納したケースを走査方向に沿って切断した断面図
【図４】同棒状透明導光体を収納したケースの端面図
【図５】棒状透明導光体の光散乱パターンを形成した面を示す図
【図６】棒状透明導光体の要部拡大平面図
【図７】別実施例を示す図６と同様の図
【図８】棒状透明導光体の要部拡大斜視図
【図９】実施例の照度と光散乱パターンとの関係を示すグラフ
【図１０】比較例の照度と光散乱パターンとの関係を示すグラフ
【符号の説明】
１…フレーム、４…棒状透明導光体、４ａ…棒状透明導光体の面取り部、４ｂ…突起、５
…ケース、５ａ…凹部、５ｂ…ケースの上縁部、１０… ユニット、１１…主光散乱パ
ターン、１１ａ… 光散乱パターンの第１の部分、１１ｂ… 光散乱パターンの第２の部
分、１１ｃ… 光散乱パターンの第３の部分、１４… 、１５…空気層、２１…副光
散乱パターン、２１ａ，２１ｂ…副光散乱パターンを構成するスポット状パターン、Ｃ１
…棒状透明導光体の中心線、Ｃ２…第１の部分１１ａの中心線、ｎ…出射面の法線。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(10) JP 4004178 B2 2007.11.7



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N  1/04      -  1/207
              G03B 27/52      - 27/56
              H04N  1/024     -  1/036

(11) JP 4004178 B2 2007.11.7


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

