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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ユニットを備える画像読取装置であって、
　前記発光ユニットは、
　　発光部と、
　　前記発光部が実装される基板であって一対の位置決め孔を有する基板と、
　　前記発光部に一端部が対向すると共に主走査方向に沿って配置される棒状の導光部材
であって、外周面の一部に主走査方向に延びるように形成され外部に光を照射する光照射
部を有する導光部材と、
　　前記発光部及び前記導光部材を保持する保持部材と、
　　前記保持部材を位置決めした状態で収容するケース部材と、を備え、
　前記保持部材は、
　　前記導光部材における前記光照射部側とは反対側の外周面に対向して配置される光反
射部と、
　　前記基板の一対の前記位置決め孔と嵌合する一対の位置決め突起であって、前記発光
部に前記導光部材の一端部が対向するように前記発光部を間接的に位置決め保持する一対
の位置決め突起を有する第１保持部と、
　　前記導光部材における前記一端部又は両端部を位置決め保持する第２保持部と、を有
し、
　前記第２保持部は、前記保持部材に形成された孔状部であり、
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　前記導光部材は、前記孔状部に嵌合されることにより前記導光部材の回転が規制された
状態で位置決め保持される
画像読取装置。
【請求項２】
　前記ケース部材は、導光部材を露出させるように開口した本体枠から形成される外側壁
部であって主走査方向における両外側に互いに対向して配置される外側壁部を有し、
　前記保持部材は、前記外側壁部に当接又は係合して位置決めされる
請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記導光部材は、前記第２保持部により、主走査方向における前記両端部が保持される
と共に、前記光反射部とは離間した状態で前記保持部材に位置決め保持される
請求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の画像読取装置を有する
画像形成装置。
【請求項５】
　発光部と、
　前記発光部が実装される基板であって一対の位置決め孔を有する基板と、
　前記発光部に一端部が対向すると共に主走査方向に沿って配置される棒状の導光部材で
あって、外周面の一部に主走査方向に延びるように形成され外部に光を照射する光照射部
を有する導光部材と、
　前記発光部及び前記導光部材を保持する保持部材と、
　前記保持部材を位置決めした状態で収容するケース部材と、を備え、
　前記保持部材は、
　　前記導光部材における前記光照射部側とは反対側の外周面に対向して配置される光反
射部と、
　　前記基板の一対の前記位置決め孔と嵌合する一対の位置決め突起であって、前記発光
部に前記導光部材の一端部が対向するように前記発光部を間接的に位置決め保持する一対
の位置決め突起を有する第１保持部と、
　　前記導光部材における前記一端部又は両端部を位置決め保持する第２保持部と、を有
し、
　前記第２保持部は、前記保持部材に形成された孔状部であり、
　前記導光部材は、前記孔状部に嵌合されることにより前記導光部材の回転が規制された
状態で位置決め保持される
画像読取装置用発光ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置及び画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題を背景に光源としてＬＥＤが採用された画像読取装置が存在する。
　光源としてＬＥＤが用いられる場合、例えば、複数のＬＥＤを主走査方向に所定間隔で
配置された画像読取装置が存在する。
　しかし、この画像読取装置の場合、複数のＬＥＤが必要であり、コスト面からは不利に
なる場合があった。
【０００３】
　これに対し、主走査方向の一端側に輝度が高いＬＥＤを配置すると共に主走査方向に長
いアクリルやポリカーボネートで構成された棒状の導光部材を有する画像読取装置が存在
する（例えば、特許文献１参照）。



(3) JP 5470310 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

　この場合、ＬＥＤが１つ（又は少数）ですむので、コスト面からは有利になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－７５１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に開示された画像読取装置において、原稿に均一に光を照射させる
ためには、関連する部材である反射部材との位置関係を含めて棒状の導光部材が高い精度
で位置決めされる必要がある。
【０００６】
　本発明は、簡易な構成で導光部材を高い精度で位置決め可能な画像読取装置を提供する
ことを目的とする。
　また、本発明は、上記画像読取装置を備える画像形成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】
【０００７】
　本発明は、発光ユニットであって、発光部と、前記発光部に一端部が対向すると共に主
走査方向に沿って配置される棒状の導光部材であって、外周面の一部に主走査方向に延び
るように形成され外部に光を照射する光照射部を有する導光部材と、前記発光部及び前記
導光部材を保持する保持部材であって、前記導光部材における前記光照射部側と反対側の
外周面に対向して配置される光反射部と、前記発光部を直接又は間接的に位置決め保持す
る第１保持部と、前記導光部材における一端又は両端を位置決め保持する第２保持部と、
を有する保持部材と、前記保持部材を位置決めした状態で収容するケース部材と、を有す
る発光ユニットを備える画像読取装置に関する。
【０００８】
　上記画像読取装置において、前記ケース部材は、垂直方向に延びる外側壁部を有し、前
記保持部材は、前記外側壁部に当接又は係合して位置決めされることが好ましい。
【０００９】
　上記画像読取装置において、前記導光部材は、前記第２保持部により主走査方向におけ
る両端部が保持されると共に、前記光反射部とは離間した状態で前記保持部材に位置決め
保持されることが好ましい。
【００１０】
　上記画像読取装置において、前記第２保持部は、前記保持部材に形成された孔状部であ
り、前記導光部材は、前記孔状部に勘合して位置決め保持されることが好ましい。
【００１１】
　上記画像読取装置は、前記発光部が実装される基板を有し、前記基板が前記保持部材に
取り付けられることで、前記発光部は、前記保持部材に位置決め保持されることが好まし
い。
【００１２】
　また、本発明は、上記画像読取装置を有する画像形成装置に関する。
【００１３】
　また、本発明は、発光部と、前記発光部に一端部が対向すると共に主走査方向に沿って
配置される棒状の導光部材であって、外周面の一部に主走査方向に延びるように形成され
外部に光を照射する光照射部を有する導光部材と、前記発光部及び前記導光部材を保持す
る保持部材であって、前記導光部材における前記光照射部側と反対側の外周面に対向して
配置される光反射部と、前記発光部を直接又は間接的に位置決め保持する第１保持部と、
前記導光部材における一端又は両端を位置決め保持する第２保持部と、を有する保持部材
と、前記保持部材を位置決めした状態で収容するケース部材と、を有する画像読取装置用
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発光ユニットに関する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、簡易な構成で導光部材を高い精度で位置決め可能な画像読取装置を提
供することができる。
　また、本発明によれば、上記画像読取装置を備える画像形成装置を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】画像形成装置としてのコピー機１の各構成要素の配置を説明するための図である
。
【図２】画像読取装置３００に組み込まれる発光ユニット４００の斜視図である。
【図３】図２の状態からカバー部材３１１ｂ及びカバー部材３１１ｃを取り外した発光ユ
ニット４００の斜視図である。
【図４】導光部材３４０及びＬＥＤ基板４３０を保持させた状態の保持部材４２０におけ
る斜視図である。
【図５】保持部材４２０の基端側部材４２５と第１枠体３１１の外側壁部３１１１との位
置決め構造を示す斜視図である。
【図６】保持部材４２０の先端側部材４２７と第１枠体３１１の外側壁部３１１２との位
置決め構造を示す斜視図である。
【図７】保持部材４２０の先端側部材４２７とＬＥＤ基板４３０との位置決め構造を説明
するための図である。
【図８】導光部材３４０における斜視図である。
【図９】保持部材４２０の基端側部材４２５に形成された基端側孔状部４２３ａと導光部
材３４０の基端部との位置決め構造を説明するための図である。
【図１０】保持部材４２０の先端側部材４２７に形成された先端側孔状部４２３ｂと導光
部材３４０の先端部との位置決め構造を説明するための図である。
【図１１】図４のＡ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して、本発明の画像形成装置の実施形態を説明する。
　図１により、本実施形態における画像形成装置としてのコピー機１における全体構造を
説明する。図１は、画像形成装置としてのコピー機１の各構成要素の配置を説明するため
の図である。
【００１７】
　図１に示すように、画像形成装置としてのコピー機１は、コピー機１における上下方向
Ｚの上方側に配置される画像読取装置３００と、コピー機１における上下方向Ｚの下方側
に配置され画像読取装置３００により読み取られた画像情報に基づいてシート状の被転写
材としての用紙Ｔにトナー画像を形成する装置本体Ｍと、を備える。
　なお、コピー機１の説明において、副走査方向Ｘをコピー機１の「左右方向」ともいい
、主走査方向Ｙ（図１を貫く方向、図２参照）をコピー機１の「前後方向」ともいう。コ
ピー機１の上下方向Ｚは、副走査方向Ｘ及び主走査方向Ｙと直交する。
【００１８】
　まず、画像読取装置３００について説明する。
　図１に示すように、画像読取装置３００は、原稿Ｇの画像を読み取る読取部３０１と、
読取部３０１の上方側に配置され読取部３０１に原稿Ｇを搬送する原稿搬送部７０と、を
備える。
【００１９】
　読取部３０１は、筐体３０６と、筐体３０６の上方側に配置される第１読取面３０２Ａ
及び第２読取面３０２Ｂと、を備える。また、読取部３０１は、筐体３０６の内部空間３
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０４に、光源となる発光部から受けた光を第１読取面３０２Ａ又は第２読取面３０２Ｂの
原稿Ｇに照射する導光部材３４０と、複数のミラー３２１、３２２及び３２３と、副走査
方向Ｘに移動するケース部材である第１枠体３１１及び第２枠体３１２と、結像レンズ３
５７と、読取手段としてのＣＣＤ３５８と、ＣＣＤ３５８により読み取られた画像情報に
対して所定の処理をすると共に該画像情報を装置本体Ｍ側に出力させるＣＣＤ基板３６１
と、を備える。導光部材３４０及び第１ミラー３２１は、第１枠体３１１に収容される。
第２ミラー３２２及び第３ミラー３２３は、第２枠体３１２に収容される。
【００２０】
　導光部材３４０や光源となる発光部は、ケース部材である第１枠体３１１に組み付けら
れて１つにユニット化された発光ユニット４００（図２参照）として、筐体３０６に取り
付けられる。
　発光ユニット４００の詳細については後述する。
【００２１】
　原稿搬送部７０は、読取部３０１に対して不図示の連結部により開閉可能に連結されて
いる。原稿搬送部７０は、上方側に原稿載置部７１を有し、内部に送りローラー（図示せ
ず）を有する。原稿搬送部７０は、読取部３０１の第１読取面３０２Ａ及び第２読取面３
０２Ｂを保護する機能を有する。
【００２２】
　第１読取面３０２Ａは、原稿搬送部７０により搬送される原稿Ｇを読み取る場合に用い
られる読取面である。第１読取面３０２Ａは、原稿Ｇが搬送される第１コンタクトガラス
３３５Ａの上面に沿って形成される。第１読取面３０２Ａは、筐体３０６における左側面
近傍に位置する。なお、図１に示すこの位置を「第１読取位置」ともいう。
【００２３】
　第２読取面３０２Ｂは、原稿搬送部７０を用いずに原稿Ｇを読み取る場合に用いられる
読取面である。第２読取面３０２Ｂは、原稿Ｇが載置される第２コンタクトガラス３３５
Ｂの上面に沿って形成される。第２読取面３０２Ｂは、第１読取面３０２Ａよりも右側で
あって、読取部３０１における副走査方向Ｘの大部分に亘っている。
　第１読取面３０２Ａ及び第２読取面３０２Ｂは、副走査方向Ｘ及び主走査方向Ｙと直交
する方向に拡がる。
【００２４】
　原稿搬送部７０により搬送される原稿Ｇを読み取る場合、原稿Ｇは、原稿載置部７１に
載置される。原稿載置部７１に載置された原稿Ｇは、原稿搬送部７０の内部に設けられた
前記送りローラーにより、読取部３０１の第１読取面３０２Ａへ搬送される。この場合、
第１枠体３１１及び第２枠体３１２は、前記第１読取位置に配置され、移動しない。そし
て、原稿搬送部７０により原稿Ｇが第１読取面３０２Ａの上をスライドするように搬送さ
れることで、ＣＣＤ３５８により、原稿Ｇの表面に形成された画像が読み取られる。
【００２５】
　また、原稿搬送部７０が開状態の場合、原稿Ｇは、第２読取面３０２Ｂに載置される。
この場合、第１枠体３１１及び第２枠体３１２それぞれは、後述する光路Ｈの長さ（光路
長）を一定に保持しながら副走査方向Ｘに移動する。これにより、第２読取面３０２Ｂに
載置された原稿Ｇの画像が読み取られる。
【００２６】
　筐体３０６の内部空間３０４において、複数のミラー３２１、３２２及び３２３は、原
稿Ｇからの光を結像レンズ３５７に入光させるための光路Ｈを形成する。また、第１枠体
３１１が副走査方向Ｘに一定速度Ａで移動すると共に、第２枠体３１２が副走査方向Ｘに
一定速度Ａ／２で移動するため、画像読み取り動作時においても、光路Ｈの長さは一定に
維持される。
【００２７】
　次に、装置本体Ｍについて説明する。
　装置本体Ｍは、所定の画像情報に基づいて用紙Ｔに所定のトナー画像を形成する画像形



(6) JP 5470310 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

成部ＧＫと、用紙Ｔを画像形成部ＧＫに給紙すると共にトナー画像が形成された用紙Ｔを
排紙する給排紙部ＫＨとを有する。
　装置本体Ｍにおける外形は、筐体としてのケース体ＢＤにより構成される。
【００２８】
　図１に示すように、画像形成部ＧＫは、像担持体（感光体）としての感光体ドラム２ａ
、２ｂ、２ｃ、２ｄと、帯電部１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄと、露光ユニットとして
のレーザースキャナユニット４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄと、現像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ
、１６ｄと、トナーカートリッジ５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄと、トナー供給部６ａ、６ｂ、
６ｃ、６ｄと、ドラムクリーニング部１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄと、除電器１２ａ
、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄと、中間転写ベルト７と、１次転写ローラー３７ａ、３７ｂ、
３７ｃ、３７ｄと、２次転写ローラー８と、対向ローラー１８と、定着部９と、を備える
。
【００２９】
　図１に示すように、給排紙部ＫＨは、給紙カセット５２と、手差し給紙部６４と、用紙
Ｔの搬送路Ｌと、レジストローラー対８０と、第１排紙部５０ａと、第２排紙部５０ｂと
を備える。なお、搬送路Ｌは、後述するように、第１搬送路Ｌ１と、第２搬送路Ｌ２と、
第３搬送路Ｌ３と、手差し搬送路Ｌａと、戻り搬送路Ｌｂと、後処理搬送路Ｌｃとの集合
体である。
【００３０】
　以下、画像形成部ＧＫ及び給排紙部ＫＨの各構成について詳細に説明する。
　まず、画像形成部ＧＫについて説明する。
　画像形成部ＧＫにおいては、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面に沿
って順に、上流側から下流側に順に、帯電部１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄによる帯電
、レーザースキャナユニット４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄによる露光、現像器１６ａ、１６ｂ
、１６ｃ、１６ｄによる現像、中間転写ベルト７及び１次転写ローラー３７ａ、３７ｂ、
３７ｃ、３７ｄによる１次転写、除電器１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄによる除電、及
びドラムクリーニング部１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄによるクリーニングが行われる
。
　また、画像形成部ＧＫにおいては、中間転写ベルト７、２次転写ローラー８及び対向ロ
ーラー１８による２次転写、並びに定着部９による定着が行われる。
【００３１】
　感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれは、円筒形状の部材からなり、感光体又
は像担持体として機能する。感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれは、中間転写
ベルト７の進行方向に対して直交する方向に延びる回転軸を中心に矢印の方向に回転可能
に配置される。感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれにおける表面には、静電潜
像が形成され得る。
【００３２】
　帯電部１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄそれぞれは、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、
２ｄそれぞれの表面に対向して配置される。帯電部１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄそれ
ぞれは、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面を一様に負（マイナス極性
）又は正（プラス極性）に帯電させる。
【００３３】
　レーザースキャナユニット４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄは、露光ユニットとして機能するも
のであり、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面から離間して配置される
。レーザースキャナユニット４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄそれぞれは、不図示のレーザー光源
、ポリゴンミラー、ポリゴンミラー駆動用モーター等を有して構成される。
【００３４】
　レーザースキャナユニット４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄそれぞれは、読取部３０１により読
み込まれた画像に関する画像情報に基づいて感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞ
れの表面を走査露光する。レーザースキャナユニット４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄそれぞれに
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より走査露光されることで、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面の露光
された部分の電荷が除去される。これにより、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれ
ぞれの表面に静電潜像が形成される。
【００３５】
　現像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄそれぞれは、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、
２ｄにそれぞれ対応して設けられ、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄの表面に対向し
て配置される。現像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄそれぞれは、感光体ドラム２ａ、
２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面に形成された静電潜像に各色のトナーを付着させて、カ
ラーのトナー画像を感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面に形成する。現
像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄそれぞれは、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラッ
クの４つの色に対応する。現像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄそれぞれは、感光体ド
ラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄの表面に対向配置された現像ローラー、トナー攪拌用の攪拌
ローラー等を有して構成される。
【００３６】
　トナーカートリッジ５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄそれぞれは、現像器１６ａ、１６ｂ、１６
ｃ、１６ｄそれぞれに対応して設けられており、現像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄ
それぞれに対して供給される各色のトナーを収容する。トナーカートリッジ５ａ、５ｂ、
５ｃ、５ｄそれぞれは、イエローのトナー、シアンのトナー、マゼンタのトナー、ブラッ
クのトナーを収容する。
【００３７】
　トナー供給部６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄそれぞれは、トナーカートリッジ５ａ、５ｂ、５
ｃ、５ｄ及び現像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄにそれぞれ対応して設けられており
、トナーカートリッジ５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄそれぞれに収容された各色のトナーを、現
像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄそれぞれに対して供給する。トナー供給部６ａ、６
ｂ、６ｃ、６ｄそれぞれと現像器１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄそれぞれとは、不図示
のトナー供給路により結ばれている。
【００３８】
　中間転写ベルト７には、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄに形成された各色のトナ
ー画像が順次１次転写される。中間転写ベルト７は、従動ローラー３５、駆動ローラーか
らなる対向ローラー１８、テンションローラー３６等に掛け渡される。テンションローラ
ー３６が中間転写ベルト７を内側から外側に付勢するため、中間転写ベルト７には所定の
張力が与えられる。
【００３９】
　中間転写ベルト７を挟んで感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄと反対の側には、１次
転写ローラー３７ａ、３７ｂ、３７ｃ、３７ｄそれぞれが対向して配置される。
【００４０】
　中間転写ベルト７における所定部分は、１次転写ローラー３７ａ、３７ｂ、３７ｃ、３
７ｄそれぞれと、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれとにより挟み込まれる。
この挟み込まれた所定部分は、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれにおける表
面に押し当てられる。感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれと１次転写ローラー
３７ａ、３７ｂ、３７ｃ、３７ｄそれぞれとの間で、それぞれ１次転写ニップＮ１ａ、Ｎ
１ｂ、Ｎ１ｃ、Ｎ１ｄが形成される。１次転写ニップＮ１ａ、Ｎ１ｂ、Ｎ１ｃ、Ｎ１ｄそ
れぞれにおいて、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれに現像された各色のトナ
ー画像が中間転写ベルト７に順次１次転写される。これにより、中間転写ベルト７には、
フルカラーのトナー画像が形成される。
【００４１】
　１次転写ローラー３７ａ、３７ｂ、３７ｃ、３７ｄそれぞれには、不図示の１次転写バ
イアス印加部により、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれに形成された各色の
トナー画像を中間転写ベルト７に転写させるための１次転写バイアスが印加される。
【００４２】
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　除電器１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄそれぞれは、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、
２ｄそれぞれの表面に対向して配置される。除電器１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄそれ
ぞれは、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面に光を照射することにより
、１次転写が行われた後の感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面を除電す
る（電荷を除去する）。
【００４３】
　ドラムクリーニング部１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄそれぞれは、感光体ドラム２ａ
、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの表面に対向して配置される。ドラムクリーニング部１１ａ
、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄそれぞれは、感光体ドラム２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄそれぞれの
表面に残存したトナーや付着物を除去すると共に、除去されたトナー等を所定の回収機構
へ搬送して、回収させる。
【００４４】
　２次転写ローラー８は、中間転写ベルト７に１次転写されたフルカラーのトナー画像を
用紙Ｔに２次転写させる。２次転写ローラー８には、不図示の２次転写バイアス印加部に
より、中間転写ベルト７に形成されたフルカラーのトナー画像を用紙Ｔに転写させるため
の２次転写バイアスが印加される。
【００４５】
　２次転写ローラー８は、中間転写ベルト７に対して当接したり離間したりする。具体的
には、２次転写ローラー８は、中間転写ベルト７に当接される当接位置と中間転写ベルト
７から離間する離間位置とに移動可能に構成される。詳細には、２次転写ローラー８は、
中間転写ベルト７の表面に１次転写されたフルカラーのトナー画像を用紙Ｔに２次転写さ
せる場合には当接位置に配置され、他の場合には離間位置に配置される。
【００４６】
　中間転写ベルト７における２次転写ローラー８とは反対側には、対向ローラー１８が配
置される。中間転写ベルト７における所定部分は、２次転写ローラー８と対向ローラー１
８とによって挟み込まれる。そして、用紙Ｔは中間転写ベルト７の外面（トナー画像が１
次転写された面）に押し当てられる。中間転写ベルト７と２次転写ローラー８との間で２
次転写ニップＮ２が形成される。２次転写ニップＮ２において、中間転写ベルト７に１次
転写されたフルカラーのトナー画像が用紙Ｔに２次転写される。
【００４７】
　定着部９は、用紙Ｔに２次転写されたトナー画像を構成する各色のトナーを溶融及び加
圧して、用紙Ｔに定着させる。定着部９は、ヒーターにより加熱される加熱回転体９ａと
、加熱回転体９ａに圧接される加圧回転体９ｂと、を備える。加熱回転体９ａと加圧回転
体９ｂとは、トナー画像が２次転写された用紙Ｔを挟み込んで加圧すると共に、搬送する
。加熱回転体９ａと加圧回転体９ｂとの間に挟まれた状態で用紙Ｔが搬送されることによ
って、用紙Ｔに転写されたトナーは、溶融及び加圧されることで用紙Ｔに定着される。
【００４８】
　次に、給排紙部ＫＨについて説明する。
　図１に示すように、装置本体Ｍの下部には、用紙Ｔを収容する２個の給紙カセット５２
が上下に配列されて配置される。給紙カセット５２は、装置本体Ｍの筐体から水平方向に
引き出し可能に構成される。給紙カセット５２には、用紙Ｔが載置される載置板６０が配
置される。給紙カセット５２には、用紙Ｔが載置板６０の上に積層された状態で収容され
る。載置板６０に載置された用紙Ｔは、給紙カセット５２における用紙送り出し側の端部
（図１において左側の端部）に配置されるカセット給紙部５１により搬送路Ｌに送り出さ
れる。カセット給紙部５１は、載置板６０上の用紙Ｔを取り出すための前送りコロ６１と
、用紙Ｔを１枚ずつ搬送路Ｌに送り出すための給紙ローラー対６３とからなる重送防止機
構を備える。
【００４９】
　装置本体Ｍの右側面（図１において右側）には、手差し給紙部６４が設けられる。手差
し給紙部６４は、給紙カセット５２にセットされる用紙Ｔとは異なる大きさや種類の用紙
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Ｔを装置本体Ｍに供給することを主目的として設けられる。手差し給紙部６４は、閉状態
において装置本体Ｍの右側面の一部を構成する手差しトレイ６５と、給紙コロ６６とを備
える。手差しトレイ６５は、その下端が給紙コロ６６の近傍の装置本体Ｍに回動自在（開
閉自在）に取り付けられる。開状態の手差しトレイ６５には、用紙Ｔが載置される。給紙
コロ６６は、開状態の手差しトレイ６５に載置された用紙Ｔを手差し搬送路Ｌａに給紙す
る。
【００５０】
　装置本体Ｍにおける上方側には、第１排紙部５０ａ及び第２排紙部５０ｂが設けられる
。第１排紙部５０ａ及び第２排紙部５０ｂは、用紙Ｔを装置本体Ｍの外部に排紙する。第
１排紙部５０ａ及び第２排紙部５０ｂの詳細については後述する。
【００５１】
　用紙Ｔを搬送する搬送路Ｌは、カセット給紙部５１から２次転写ニップＮ２までの第１
搬送路Ｌ１と、２次転写ニップＮ２から定着部９までの第２搬送路Ｌ２と、定着部９から
第１排紙部５０ａまでの第３搬送路Ｌ３と、手差し給紙部６４から供給される用紙を第１
搬送路Ｌ１に合流させる手差し搬送路Ｌａと、第３搬送路Ｌ３を上流側から下流側へ搬送
する用紙を表裏反転させて第１搬送路Ｌ１に戻す戻り搬送路Ｌｂと、第３搬送路Ｌ３を上
流側から下流側へ搬送する用紙を第２排紙部５０ｂに接続された後処理装置（図示せず）
に搬送する後処理搬送路Ｌｃとを備える。
【００５２】
　また、第１搬送路Ｌ１の途中には、第１合流部Ｐ１及び第２合流部Ｐ２が設けられてい
る。第３搬送路Ｌ３の途中には、第１分岐部Ｑ１が設けられている。
　第１合流部Ｐ１は、手差し搬送路Ｌａが第１搬送路Ｌ１に合流する合流部である。第２
合流部Ｐ２は、戻り搬送路Ｌｂが第１搬送路Ｌ１に合流する合流部である。
　第１分岐部Ｑ１は、後処理搬送路Ｌｃが第３搬送路Ｌ３から分岐する分岐部である。第
１分岐部Ｑ１には、整流部材５８が設けられている。整流部材５８は、定着部９から搬出
された用紙Ｔの搬送方向を、第１排紙部５０ａに向かう第３搬送路Ｌ３又は第２排紙部５
０ｂに向かう後処理搬送路Ｌｃに整流させる（切り換える）。
【００５３】
　第１搬送路Ｌ１の途中（詳細には、第２合流部Ｐ２と２次転写ローラー８との間）には
、用紙Ｔを検出するためのセンサーと、用紙Ｔのスキュー（斜め給紙）補正や画像形成部
ＧＫにおけるトナー画像の形成と用紙Ｔの搬送のタイミングを合わせるためのレジストロ
ーラー対８０とが配置される。センサーは、用紙Ｔの搬送方向におけるレジストローラー
対８０の直前（搬送方向における上流側）に配置される。レジストローラー対８０は、セ
ンサーからの検出信号情報に基づいて上述の補正やタイミング調整をして用紙Ｔを搬送す
る一対のローラーである。
【００５４】
　戻し搬送路Ｌｂは、用紙Ｔに両面印刷を行う際に、既に印刷されている面とは反対面（
未印刷面）を中間転写ベルト７に対向させるために設けられる搬送路である。戻し搬送路
Ｌｂによれば、第１分岐部Ｑ１から排紙部５０側に搬送された用紙Ｔを表裏反転させて第
１搬送路Ｌ１に戻して、２次転写ローラー８の上流側に配置されたレジストローラー対８
０の上流側に搬送させることができる。戻し搬送路Ｌｂにより表裏反転された用紙Ｔには
、２次転写ニップＮ２において未印刷面に対して所定のトナー画像が転写される。
【００５５】
　第３搬送路Ｌ３における端部には、第１排紙部５０ａが形成される。第１排紙部５０ａ
は、装置本体Ｍにおける上方側に配置される。第１排紙部５０ａは、装置本体Ｍの右側面
側（図１において右側、手差し給紙部６４側）に向けて開口している。第１排紙部５０ａ
は、第３搬送路Ｌ３を搬送される用紙Ｔを装置本体Ｍの外部に排紙する。
【００５６】
　第１排紙部５０ａにおける開口側には、排紙集積部Ｍ１が形成される。排紙集積部Ｍ１
は、装置本体Ｍにおける上面（外面）に形成される。排紙集積部Ｍ１は、装置本体Ｍにお
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ける上面が下方に窪んで形成された部分である。排紙集積部Ｍ１の底面は、装置本体Ｍに
おける上面の一部を構成する。排紙集積部Ｍ１には、所定のトナー画像が形成され第１排
紙部５０ａから排紙された用紙Ｔが積層して集積される。
【００５７】
　後処理搬送路Ｌｃにおける端部には、第２排紙部５０ｂが形成される。第２排紙部５０
ｂは、装置本体Ｍにおける上方側に配置される。第２排紙部５０ｂは、装置本体Ｍの左側
面側（図１において左側、後処理装置が連結される側）に向けて開口している。第２排紙
部５０ｂは、後処理搬送路Ｌｃを搬送される用紙Ｔを装置本体Ｍの外部に排紙する。
　第２排紙部５０ｂにおける開口側には、後処理装置（図示せず）が連結される。後処理
装置は、画像形成装置（コピー機１）から排出される用紙の後処理（ステープル、パンチ
等）を行うものである。
　なお、各搬送路の所定位置には用紙検出用のセンサーが配置される。
【００５８】
　次に、主搬送路Ｌ１～Ｌ３（第１搬送路Ｌ１、第２搬送路Ｌ２及び第３搬送路Ｌ３を合
わせて以下「主搬送路」ともいう）及び戻り搬送路Ｌｂにおける紙詰まり（ＪＡＭ）を解
消するための構造について簡単に説明する。
　図１に示すように、装置本体Ｍの左側面側（図１において左側）には、主搬送路Ｌ１～
Ｌ３及び戻り搬送路Ｌｂが主に上下方向に延びるように並列している。装置本体Ｍの左側
面側（図１において左側）には、装置本体Ｍの側面の一部を形成するように、カバー体４
０が設けられている。カバー体４０は、その下端部において、支点軸４３を介して装置本
体Ｍに連結されている。支点軸４３は、その軸方向が主搬送路Ｌ１～Ｌ３及び戻り搬送路
Ｌｂを横断する方向に沿って配設されている。カバー体４０は、支点軸４３を中心として
閉位置（図１に示す位置）と開位置（図示せず）との間を回動自在に構成されている。
【００５９】
　カバー体４０は、支点軸４３によって装置本体Ｍに回動自在に連結された第１のカバー
部４１と、同じ支点軸４３によって装置本体Ｍに回動自在に連結された第２のカバー部４
２とから構成されている。第１のカバー部４１は、第２のカバー部４２よりも装置本体Ｍ
の外側（側面側）に位置する。なお、図１において、左下がりの破線でハッチングされた
部分が第１のカバー部４１であり、右下がりの破線でハッチングされた部分が第２のカバ
ー部４２である。
【００６０】
　カバー体４０が閉位置に位置する状態において、第１のカバー部４１は、その外面側が
装置本体Ｍの外面（側面）の一部を形成している。
　また、カバー体４０が閉位置に位置する状態において、第２のカバー部４２は、その内
面側（装置本体Ｍ側）が主搬送路Ｌ１～Ｌ３の一部を形成している。
　更に、カバー体４０が閉位置に位置する状態において、第１のカバー部４１の内面側と
第２のカバー部４２の外面側とが、戻り搬送路Ｌｂの少なくとも一部を形成している。つ
まり、戻り搬送路Ｌｂは、第１のカバー部４１と第２のカバー部４２との間に形成されて
いる。
【００６１】
　本実施形態のコピー機１は、このような構成のカバー体４０を備えることにより、主搬
送路Ｌ１～Ｌ３で紙詰まり（ＪＡＭ）が発生した際には、カバー体４０を図１に示す閉位
置から、開位置（図示せず）に回動して主搬送路Ｌ１～Ｌ３を開放することにより、主搬
送路Ｌ１～Ｌ３に詰まった用紙を処理することができる。一方、戻り搬送路Ｌｂで紙詰ま
りが発生した際には、カバー体４０を開位置に回動した後、支点軸４３を中心に第２のカ
バー部４２を装置本体Ｍ側（図１において右側）に回動させて戻り搬送路Ｌｂを開放する
ことにより、戻り搬送路Ｌｂに詰まった用紙を処理することができる。
【００６２】
　次に、図２から図１１により、画像読取装置３００を構成する発光ユニット４００につ
いて説明する。
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　図２は、画像読取装置３００に組み込まれる発光ユニット４００の斜視図である。図３
は、図２の状態からカバー部材３１１ｂ及びカバー部材３１１ｃを取り外した発光ユニッ
ト４００の斜視図である。図４は、導光部材３４０及びＬＥＤ基板４３０を保持させた状
態の保持部材４２０における斜視図である。図５は、保持部材４２０の基端側部材４２５
と第１枠体３１１の外側壁部３１１１との位置決め構造を示す斜視図である。図６は、保
持部材４２０の先端側部材４２７と第１枠体３１１の外側壁部３１１２との位置決め構造
を示す斜視図である。図７は、保持部材４２０の先端側部材４２７とＬＥＤ基板４３０と
の位置決め構造を説明するための図である。図８は、導光部材３４０における斜視図であ
る。図９は、保持部材４２０の基端側部材４２５に形成された基端側孔状部４２３ａと導
光部材３４０の基端部との位置決め構造を説明するための図である。図１０は、保持部材
４２０の先端側部材４２７に形成された先端側孔状部４２３ｂと導光部材３４０の先端部
との位置決め構造を説明するための図である。図１１は、図４のＡ－Ａ断面図である。
【００６３】
　発光ユニット４００は、発光部としてのＬＥＤ４１０（図７参照）と、導光部材３４０
と、保持部材４２０と、保持部材４２０を所定の位置に位置決めした状態で収容するケー
ス部材である第１枠体３１１と、を備える。
【００６４】
　第１枠体３１１は、図２及び図３に示すように、上部が開口した略箱状の本体枠３１１
ａと、本体枠３１１ａにおける上部の開口を覆う２つのカバー部材３１１ｂ，３１１ｃと
を備える。
　カバー部材３１１ｂとカバー部材３１１ｃとは、図２に示すように、第１枠体３１１の
上面に主走査方向Ｙに沿って延在する開口部３１１ｄが形成されるように、副走査方向Ｘ
に離間して本体枠３１１ａの上部に取り付けられる。
【００６５】
　開口部３１１ｄは、保持部材４２０を介して本体枠３１１ａに組み付けられる導光部材
３４０を露出させる開口である。開口部３１１ｄは、導光部材３４０から出射する光を遮
蔽せず、第１読取面３０２Ａ又は第２読取面３０２Ｂ側に照射させるための開口である。
【００６６】
　本体枠３１１ａは、図３に示すように、主走査方向Ｙにおける両外側に互いに対向して
配置される外側壁部３１１１，３１１２を有する。
　外側壁部３１１１及び外側壁部３１１２における上面には、保持部材４２０が載置され
ると共に位置決めされた状態で保持される。
　ここで、外側壁部３１１１は、保持部材４２０における基端側に対応する部分である。
また、外側壁部３１１２は、保持部材４２０における先端側に対応する部分である。
【００６７】
　具体的には、外側壁部３１１１には、図５に示すように、保持部材４２０の基端側に係
合する位置決めピン５１１が設けられる。
　保持部材４２０における基端側が外側壁部３１１１上に載置されると共に、保持部材４
２０の基端側に配置される基端側部材４２５に形成された位置決め孔４２６に位置決めピ
ン５１１が嵌合される。これにより、保持部材４２０における基端側は、本体枠３１１ａ
における外側壁部３１１１上の所定位置に位置決めされる（係合される）。
【００６８】
　また、外側壁部３１１２には、図６に示すように、保持部材４２０の先端側に係合する
位置決め突起５１２が設けられる。
　保持部材４２０における先端側が外側壁部３１１２上に載置されると共に、保持部材４
２０の先端側に配置される先端側部材４２７に形成された切り欠き部４２８に位置決め突
起５１２が嵌合される。これにより、保持部材４２０における先端側は、本体枠３１１ａ
における外側壁部３１１１上の所定位置に位置決めされる。
　保持部材４２０における基端側は、本体枠３１１ａにおける外側壁部３１１１上の所定
位置に位置決めされる（係合される）。
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【００６９】
　上述の通り、保持部材４２０は、本体枠３１１ａに位置決めされた状態で取り付けられ
る。
　ここで、保持部材４２０には、図４に示すように、導光部材３４０及びＬＥＤ基板４３
０（ＬＥＤ４１０）が所定の位置関係に位置決めされる。そして、保持部材４２０に位置
決めされた導光部材３４０やＬＥＤ４１０は、保持部材４２０が本体枠３１１ａに位置決
め保持されることで、所定の位置に位置決めされる。
【００７０】
　続けて、ＬＥＤ４１０、ＬＥＤ基板４３０、導光部材３４０及び保持部材４２０につい
て詳述する。
【００７１】
　ＬＥＤ４１０は、発光部として機能するＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉ
ｏｄｅ）である。本実施形態において、ＬＥＤ４１０は、１つである。
　ＬＥＤ４１０は、導光部材３４０における先端３４０ｂ側に配置される。具体的には、
ＬＥＤ４１０は、発光面が導光部材３４０における先端３４０ｂの端面に対向して配置さ
れる。ＬＥＤ４１０は、先端３４０ｂの端面に向けて光を照射する。
【００７２】
　ＬＥＤ４１０は、図７に示すように、ＬＥＤ基板４３０上に実装されている。
　ＬＥＤ基板４３０は、保持部材４２０の一端側に形成される第１保持部４２２により、
保持部材４２０における所定の位置（所定の向き）に位置決め保持される。
【００７３】
　第１保持部４２２は、図６及び図７に示すように、一対の位置決め突起４２２ａ，４２
２ｂを有する。位置決め突起４２２ａ，４２２ｂは、板状の先端側部材４２７における外
表面に突設される。
　位置決め突起４２２ａ，４２２ｂは、ＬＥＤ基板４３０の位置決め孔４３５ａ、４３５
ｂに嵌入する突起である。位置決め突起４２２ａ，４２２ｂは、ＬＥＤ基板４３０の位置
決め孔４３５ａ、４３５ｂに嵌合することで、ＬＥＤ基板４３０に実装されたＬＥＤ４１
０を発光面が後述の導光部材３４０の先端３４０ｂ側の端面と主走査方向Ｙ方向において
対向するように位置決めする。
　位置決め突起４２２ａ，４２２ｂ（第１保持部４２２）は、ＬＥＤ基板４３０を介して
間接的にＬＥＤ４１０を位置決め保持する。
【００７４】
　導光部材３４０は、図２に示すように、主走査方向Ｙに沿って配置される棒状の導光性
の部材である。導光部材３４０は、図９から図１１に示すように、横断面形状が略多角形
状に形成される。導光部材３４０は、アクリル樹脂等で構成される導光性の部材である。
【００７５】
　導光部材３４０は、保持部材４２０により両端が位置決め保持される。
　具体的には、導光部材３４０は、保持部材４２０に形成された第２保持部４２３（先端
側孔状部４２３ｂ）に先端３４０ｂが位置決め保持されると共に、第２保持部４２３（基
端側孔状部４２３ａ）に基端３４０ａが位置決め保持されることで、保持部材４２０に位
置決め保持される。
【００７６】
　導光部材３４０は、先端３４０ｂ側の端面がＬＥＤ４１０における発光面に対向して配
置される。
　導光部材３４０は、先端３４０ｂ側に配置されたＬＥＤ４１０から照射された光を当該
導光部材３４０の長手方向（主走査方向）に導光すると共に、後述する光照射部３４１に
導光する。
【００７７】
　導光部材３４０は、外周面の一部に主走査方向Ｙに沿って形成される光照射部３４１を
有する。光照射部３４１は、内部で導光した光を外部に光を照射する部分である。
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　光照射部３４１は、導光部材３４０が保持部材４２０を介して第１枠体３１１に保持さ
れた状態において、第１読取面３０２Ａ又は第２読取面３０２Ｂに光路Ｈを照射可能とな
るように所定方向を向いて配置される。
【００７８】
　また、導光部材３４０は、図８に示すように、外周に長手方向（主走査方向Ｙ）に沿っ
て延びるように形成される凸状部３４２，３４３，３４４を有する。凸状部３４２，３４
３，３４４は、導光部材３４０を保持部材４２０に保持させる際に、導光部材３４０が誤
った向きで取り付けられることを防止するためのものである。
【００７９】
　凸状部３４２は、図９に示すように、外周面において光照射部３４１とは略反対側（対
向する位置）に形成される。
　凸状部３４２は、図１０及び図１１に示すように、導光部材３４０の長手方向における
全域に形成される。凸状部３４２の先端面３４２ａは、凸状部３４２の突出方向（図９の
矢印Ｒ１方向）と直交する平坦面である。
【００８０】
　凸状部３４３及び凸状部３４４は、外周面において光照射部３４１と凸状部３４２との
間に形成される。凸状部３４３及び凸状部３４４は、互いに対向する位置に形成される。
凸状部３４３及び凸状部３４４の突出方向は、図９に示すように、凸状部３４２の突出方
向（矢印Ｒ１方向）とは直交する方向（矢印Ｒ２方向）である。
【００８１】
　凸状部３４３，３４４は、図８に示すように、導光部材３４０における基端３４０ａ側
に形成される。
　具体的には、凸状部３４３，３４４は、基端３４０ａを始端として所定長さの範囲のみ
に形成され、先端３４０ｂ側には形成されていない。
　そして、凸状部３４３，３４４それぞれは、図８に示すように、基端３４０ａから離れ
るに従って、導光部材３４０の径方向外方への突出長が徐々に減少するテーパー状の隆起
構造になっている。また、凸状部３４３，３４４の先端面３４３ａ，３４４ａは、図９に
示した突出方向（矢印Ｒ２方向）に直交する平坦面である。
【００８２】
　保持部材４２０は、図４に示すように、光反射部４２１と、第１保持部４２２と、第２
保持部４２３と、を有する。保持部材４２０は、ＬＥＤ４１０及び導光部材３４０を、所
定の位置及び向きに位置決めして保持する部材である。
【００８３】
　光反射部４２１は、図４及び図１１に示すように、導光部材３４０における光照射部３
４１側と反対側の外周面に対向して配置される部材である。光反射部４２１は、図４に示
すように、導光部材３４０に対して長手方向（主走査方向Ｙ）の全域にわたって対向して
配置される。
【００８４】
　光反射部４２１は、図１１に示すように、導光部材３４０における外周に対向する内面
４２１ａを有する。内面４２１ａは、光を反射する反射面になっている。内面４２１ａは
、導光部材３４０の外周面から内面４２１ａに向かって出射された光（導光部材３４０か
ら漏れた光）を、導光部材３４０に向けて反射させる。内面４２１ａは、導光部材３４０
から漏れた光を光照射部３４１における光の出射方向と同じ方向に反射して、導光部材３
４０における照射効率を向上させる。
【００８５】
　第１保持部４２２は、図６及び図７に示すように、先端側部材４２７に形成された一対
の位置決め突起４２２ａ，４２２ｂを有して構成される。
　位置決め突起４２２ａ，４２２ｂは、ＬＥＤ基板４３０の位置決め孔４３５ａ、４３５
ｂに嵌合することで、ＬＥＤ基板４３０を位置決め保持する。
　位置決め突起４２２ａ，４２２ｂ（第１保持部４２２）は、ＬＥＤ基板４３０を介して
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、ＬＥＤ基板４３０に実装されたＬＥＤ４１０を導光部材３４０における先端３４０ｂ側
の端面に対向した状態で位置決め保持する。
【００８６】
　第２保持部４２３は、基端側孔状部４２３ａと、先端側孔状部４２３ｂとを有して構成
される。
　第２保持部４３２は、基端側孔状部４２３ａが導光部材３４０の基端３４０ａ側に被嵌
すると共に、先端側孔状部４２３ｂが導光部材３４０の先端３４０ｂ側に被嵌して、導光
部材３４０を位置決め保持する。
【００８７】
　基端側孔状部４２３ａは、図４に示すように、保持部材４２０の基端側部材４２５に形
成された概略六角形状の貫通孔である。
　基端側孔状部４２３ａは、図９に示すように、導光部材３４０の凸状部３４２が主走査
方向Ｙに摺動可能に嵌合するガイド溝４２３１と、凸状部３４３の先端面３４３ａが主走
査方向Ｙに摺動可能に面接触する第１平坦縁４２３２と、凸状部３４４の先端面３４４ａ
が主走査方向Ｙに摺動可能に面接触する第２平坦縁４２３３と、内周縁におけるガイド溝
４２３１と対向する部分であって導光部材３４０の外周面と非接触となる非接触縁部４２
３４とを備える。
【００８８】
　基端側孔状部４２３ａは、ガイド溝４２３１と凸状部３４２との嵌合、第１平坦縁４２
３２と凸状部３４２との面接触、及び第２平坦縁４２３３と凸状部３４４との面接触によ
り、導光部材３４０における基端３４０ａを、回転及び主走査方向Ｙへの移動を規制した
状態で位置決めする。
　ここで、ガイド溝４２３１は、導光部材３４０の移動をガイドすると共に、導光部材３
４０が本来と異なる態様（異なる回転角度）で挿入されることを抑制する機能を奏する。
【００８９】
　先端側孔状部４２３ｂは、図１０に示すように、保持部材４２０の先端側部材４２７に
形成された概略四角形状の貫通孔である。
　先端側孔状部４２３ｂは、図１０に示すように、導光部材３４０の凸状部３４２が主走
査方向Ｙに摺動可能に嵌合するガイド溝４２３６と、導光部材３４０の外周を形成する第
１外周平面３４６が主走査方向Ｙに摺動可能に面接触する第３平坦縁４２３７と、第１外
周平面３４６と対向する第２外周平面３４７が主走査方向Ｙに摺動可能に面接触する第４
平坦縁４２３８と、ガイド溝４２３６と対向する部分であって導光部材３４０の外周面と
非接触となる非接触縁部４２３９とを備える。
【００９０】
　先端側孔状部４２３ｂは、ガイド溝４２３６と凸状部３４２との嵌合、第３平坦縁４２
３７と第１外周平面３４６との面接触、及び第４平坦縁４２３８と第２外周平面３４７と
の面接触により、導光部材３４０の先端３４０ｂを、回転及び主走査方向Ｙへの移動を規
制した状態で位置決めする。
【００９１】
　上述の通り、導光部材３４０は、第２保持部４２３により主走査方向Ｙにおける両端部
が保持部材４２０に保持される。保持部材４２０に保持された導光部材３４０は、図１１
に示すように、光反射部４２１とは離間した状態で保持部材４２０に位置決め保持される
。導光部材３４０は、両端のみが保持部材４２０に接触し、導光部材３４０の中間部は保
持部材４２０から離間した状態に維持される。そのため、導光部材３４０が熱膨張等で変
形した場合でも、導光部材３４０が光反射部４２１に接触することが抑制される。これに
より、導光部材３４０が熱膨張したことに起因する光反射部４２１の変形が抑制される。
【００９２】
　本実施形態において、ＬＥＤ４１０は、第１保持部４２２によりＬＥＤ基板４３０を介
して保持部材４２０に位置決め保持される。また、導光部材３４０は、第２保持部４２３
により保持部材４２０に位置決め保持される。
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　つまり、保持部材４２０は、ＬＥＤ４１０及び導光部材３４０を位置決め保持する。
　そして、保持部材４２０は、位置決めピン５１１及び位置決め突起５１２により、本体
枠３１１ａ（第１枠体３１１）に位置決め保持される。
　これにより、簡易な構成でＬＥＤ４１０及び導光部材３４０が高精度に位置決めされた
画像読取装置３００（発光ユニット４００）が得られる。
【００９３】
　続けて、発光ユニット４００の組み立て手順について説明する。
　まず、図４に示すように、作業者は、先端３４０ｂを前側にして導光部材３４０を保持
部材４２０における基端側孔状部４２３ａに挿入する。具体的には、作業者は、凸状部３
４２がガイド溝４２３１に嵌入されるようにして先端３４０ｂを基端側孔状部４２３ａに
挿入する。
【００９４】
　続けて、作業者は、導光部材３４０を矢印ｆ方向に更に挿入する。そして、作業者は、
導光部材３４０における先端３４０ｂを先端側孔状部４２３ｂに嵌合させると共に、基端
３４０ａを基端側孔状部４２３ａに嵌合させる。
　これにより、導光部材３４０は、光反射部４２１との位置関係や光照射部３４１の向き
が調整された状態で保持部材４２０に位置決め保持される。
【００９５】
　続けて、作業者は、ＬＥＤ基板４３０を保持部材４２０に取り付ける。具体的には、作
業者は、ＬＥＤ基板４３０に形成される位置決め孔４３５ａ、４３５ｂを保持部材４２０
に形成される位置決め突起４２２ａ，４２２ｂ（第１保持部４２２）に被嵌させることで
、ＬＥＤ基板４３０を保持部材４２０に取り付ける。
　これにより、ＬＥＤ４１０は、ＬＥＤ基板４３０を介して、発光面が導光部材３４０の
基端３４０ａ側の端面に対向した状態で位置決め保持される。
【００９６】
　続けて、作業者は、ＬＥＤ４１０及び導光部材３４０を位置決め保持する保持部材４２
０を本体枠３１１ａ（第１枠体３１１）に取り付ける。
　具体的には、作業者は、図３に示すように、保持部材４２０を第１枠体３１１における
本体枠３１１ａの両外側壁部３１１１，３１１２に載置する。
　作業者は、図４に示すように、保持部材４２０における先端３４０ｂ側に形成された位
置決め孔４２６を保持部材４２０における位置決めピン５１１に被嵌されると共に、基端
３４０ａ側に形成された切り欠き部４２８を位置決め突起５１２が被嵌させる。
　これにより、保持部材４２０は、本体枠３１１ａ（第１枠体３１１）に位置決め保持さ
れる。
【００９７】
　続けて、作業者は、図２に示すように、本体枠３１１ａの上部開口部を覆うように２つ
のカバー部材３１１ｂ，３１１ｃを配置する。
　これにより、本実施形態における発光ユニット４００が組み立てられる。
【００９８】
　本実施形態における発光ユニット４００を含む画像読取装置３００によれば、例えば、
次の効果が奏される。
　本実施形態の画像読取装置３００は、内部に備える発光ユニット４００が、ＬＥＤ４１
０と、ＬＥＤ４１０に一端部が対向すると共に主走査方向Ｙに沿って配置される棒状の導
光部材３４０であって、外周面の一部に主走査方向Ｙに延びるように形成され外部に光を
照射する光照射部３４１を有する導光部材３４０と、ＬＥＤ４１０及び導光部材３４０を
保持する保持部材４２０と、保持部材４２０を位置決めした状態で収容する第１枠体３１
１と、を備える。そして、保持部材４２０は、導光部材３４０における光照射部３４１側
と反対側の外周面に対向して配置される光反射部４２１と、ＬＥＤ４１０を位置決め保持
する第１保持部４２２と、導光部材３４０における一端又は両端を位置決め保持する第２
保持部４２３と、を有する。
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【００９９】
　これにより、作業者は、保持部材４２０に導光部材３４０とＬＥＤ４１０とを保持させ
、次いで、導光部材３４０及びＬＥＤ４１０を保持した保持部材４２０を第１枠体３１１
に収容保持させることで、導光部材３４０を高い精度で位置決めした発光ユニット４００
を完成させることができる。
　そして、この発光ユニット４００を画像読取装置３００に組み付けることで、構成の繁
雑化を招かずに、画像読取装置３００における導光部材３４０の位置決め精度を向上させ
ることができる。
　従って、本実施形態によれば、簡易な構成で導光部材を高い精度で位置決め可能な画像
読取装置を提供することができる。
【０１００】
　また、本実施形態の画像読取装置３００において、第１枠体３１１は、図３に示すよう
に垂直方向に延びる外側壁部３１１１，３１１２を有する。そして、保持部材４２０は、
図５及び図６に示すように、外側壁部３１１１，３１１２に載置（係合）して位置決めさ
れる。
　そのため、保持部材４２０は、第１枠体３１１の外形を構成する両外側壁部３１１１，
３１１２に位置決めされ、高い精度で安定して位置決めされる。
【０１０１】
　また、本実施形態の画像読取装置３００において、導光部材３４０は、第２保持部４２
３により主走査方向Ｙにおける両端部が保持されると共に、光反射部４２１とは離間した
状態で前記保持部材４２０に位置決め保持される。
　つまり、保持部材４２０に保持された導光部材３４０は、両端のみが保持部材４２０に
接触し、導光部材３４０の中間部は保持部材４２０から離間した状態に維持される。その
ため、導光部材３４０が熱膨張等で変形した場合でも、導光部材３４０が光反射部４２１
に接触することが抑制される。これにより、導光部材３４０が熱膨張したことに起因する
光反射部４２１の変形が抑制される。
【０１０２】
　また、本実施形態の画像読取装置３００において、第２保持部４２３は、保持部材４２
０に形成された孔状部である。そして、導光部材３４０は、該孔状部に勘合して位置決め
保持される。
　本実施形態によれば、導光部材３４０の位置決め・保持は、第２保持部４２３としての
孔状部に導光部材３４０を挿通させるという簡単な操作で実現される。これにより、画像
読取装置３００（発光ユニット４００）は、組み立て作業性を向上される。
【０１０３】
　また、本実施形態の画像読取装置３００において、ＬＥＤ基板４３０が保持部材４２０
に取り付けられることで、ＬＥＤ４１０は、保持部材４２０に位置決め保持される。
　本実施形態によれば、ＬＥＤ４１０と比較して大型の部品であるＬＥＤ基板４３０を用
いてＬＥＤ４１０の位置決めを行うため、作業性が向上されると共に、ＬＥＤ４１０の位
置決め精度が向上される。
【０１０４】
　また、本実施形態の画像読取装置３００を含む画像読取装置も上述の効果と同様の効果
を奏する。
【０１０５】
　なお、本発明に係る発光ユニットにおいてケース部材が保持部材を位置決めする構造は
、上記実施形態に示した構造に限らない。例えば、上記実施形態では、ケース部材である
第１枠体３１１は、垂直方向に延びる外側壁部３１１１，３１１２を有し、これらの外側
壁部３１１１，３１１２に形成された位置決めピン５１１や位置決め突起５１２を、保持
部材４２０の両端の位置決め孔４２６及び位置決め用の切り欠き部４２８に係合させるこ
とで、保持部材４２０の位置決めを行っているが、ピンや突起の係合構造ではなく、複数
の突き合わせ面の当接等の構造によって両者の位置決めを果たすようにしてもよい。
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　また、保持部材をケース部材に位置決めする構造は、ねじ止めを利用する締結構造であ
ってもよい。
【０１０７】
　更に、保持部材における導光部材の保持は、上記実施形態に示した両端支持ではなく、
片端のみを保持する構造であってもよい。
【０１０８】
　また、本実施形態において、ＬＥＤ４１０がＬＥＤ基板４３０を介して保持部材４２０
に取り付けられているが、これに限定されず、ＬＥＤ４１０は、保持部材４２０に直接取
り付けられていてもよい。
【０１０９】
　また、本発明の画像形成装置の種類は、特に限定がなく、コピー機、プリンター、ファ
クシミリ、又はこれらの複合機等であってもよい。
　シート状の被転写材は、用紙に制限されず、例えば、フィルムシートであってもよい。
【符号の説明】
【０１１０】
　１……コピー機（画像形成装置）、３００……画像読取装置、３０１……読取部、３１
１……第１枠体（ケース部材）、３４０……導光部材、３４１……光照射部、４００……
発光ユニット、４１０……ＬＥＤ（発光部）、４２０……保持部材、４２１……光反射部
、４２２……第１保持部、４２３……第２保持部、４２３ａ……基端側孔状部（孔状部）
、４２３ｂ……先端側孔状部（孔状部）、４３０……ＬＥＤ基板（基板）、３１１１，３
１１２……外側壁部、Ｙ……主走査方向

【図１】 【図２】
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【図７】
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【図１０】 【図１１】
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