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(57)【要約】
【課題】切り貼り原稿や、原稿の端部で発生する異常画
像の発生を抑制できる小型で高効率な照明ユニットと、
それを用いた画像読取装置及び画像形成装置を提供する
こと。
【解決手段】発光強度に角度特性を有する発光源１が所
定の間隔で配置された光源部と、前記光源部からの射出
光を原稿面に反射して照明する反射部と、原稿１１で反
射した反射光が伝搬するための開口部７と、を備え、前
記反射部は、前記光源部に対して近い側に配置された第
１の反射面３と、前記光源部に対して遠い側に配置され
た第２の反射面４と、を有し、前記第２の反射面４は、
前記第１の反射面３よりも、可視光領域において屈性率
に対する消衰係数の比が大きいことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光強度に角度特性を有する発光源が所定の間隔で配置された光源部と、
　前記光源部からの射出光を原稿面に反射して照明する反射部と、
　原稿で反射した反射光が伝搬するための開口部と、を備え、
　前記反射部は、前記光源部に対して近い側に配置された第１の反射面と、前記光源部に
対して遠い側に配置された第２の反射面と、を有し、
　前記第２の反射面は、前記第１の反射面よりも、可視光領域において屈性率に対する消
衰係数の比が大きいことを特徴とする照明ユニット。
【請求項２】
　前記発光源は、発光面の法線方向の発光強度が最も強いＬＥＤを用いてなることを特徴
とする請求項１に記載の照明ユニット。
【請求項３】
　前記可視光領域は、波長４３０ｎｍ～７００ｎｍの範囲であることを特徴とする請求項
１に記載の照明ユニット。
【請求項４】
　前記発光源は、配列方向に対して中心から端部に向かって間隔が密になるように配列し
てなることを特徴とする請求項１に記載の照明ユニット。
【請求項５】
　前記第１の反射面及び／または前記第２の反射面は、前記発光部に対して凹面を向けた
凹面鏡であることを特徴とする請求項１に記載の照明ユニット。
【請求項６】
　画像読取部と、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の照明ユニットと、を備え、
　当該画像読取装置と、読み取られる原稿とが相対的に移動することで走査して画像情報
を読み取ることを特徴とする画像読取装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像読取装置を備えることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明ユニット、並びに該照明ユニットを用いた画像読取装置及び画像形成装
置に関するものであり、より詳しくは、原稿を照明する証明ユニット、該照明ユニットを
備え、原稿の画像情報をライン状に素子を配列した撮像素子上に結像させ、該撮像素子に
より画像情報を読み取るようにした画像読取装置、及び該画像読取装置を備えたデジタル
複写機、ファクシミリ等の画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来用いられる一般的なキセノンランプ、ハロゲンランプ等の管灯は、消費電力が大き
く、また、発熱が大きいことから、装置全体の温度を上昇させてしまう。画像読取装置内
の温度上昇は、光学系の共役関係を崩し、光電変換素子（撮像素子）からピントがずれて
結像しなくなり、良好な画像を得られなくなるため問題になってきている。
　また、小型の画像読取装置では、これらの代わりに冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）が用
いられることが多いが、ＣＣＦＬは照明光量が安定するまでの時間が掛かることにより、
原稿読み取りに時間を要する。また、ＣＣＦＬはＨｇを含有していることからリサイクル
の際の環境面における課題がある。
　そこで、これら管灯に替わる新しい照明光源として、電力消費及び発熱が少なく、長寿
命で、リサイクルの際の環境面において優れているＬＥＤ光源を用いた照明ユニットが注
目されるようになってきている。
【０００３】
　ＬＥＤを用いた照明ユニットとしては、例えば特許文献１～６に、ＬＥＤを配列した照
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明ユニットが提示されている。
　特許文献１、特許文献２及び特許文献３では、ＬＥＤの配列方向への光の広がりを抑制
し効率良く原稿面を照明する方法が提示されている。特許文献１、特許文献２では、原稿
に対してある特定の方向から直接原稿を照明する方式において、ＬＥＤの配列構成に応じ
た照明ムラを低減する方法が提示されている。しかしながら、例えば元原稿に切り取った
別の原稿を糊付けて貼り付けた切り貼り原稿の様に、照明ユニットの走査方向（原稿の走
査方向）と直交する方向に段差を有する原稿を読む場合、その段差の部分で光が蹴られて
影ができ、読み取った原稿情報に黒い縦線が発生してしまい、異常画像になることが問題
となる。また、原稿の端部において、原稿とその原稿を押さえる圧板部材との界面でも上
記した切り貼り原稿の場合と同様の現象が発生するため問題となる。
【０００４】
　これらの問題の発生を低減する方法としては、特許文献３のように別方向からも照明す
る方法が有効であるが、この方法では、照明ユニットを２個設ける必要があるためコスト
高となる。
　また、ＬＥＤの個数を少なくして効率良く照明する場合には、ＬＥＤから原稿面までを
ある一定の距離を離間させて配置する必要があることから、照明ユニットは原稿面の法線
方向に対する大きさが必要になり、画像読取装置全体の高さ方向において大型化してしま
う。
【０００５】
　一方、特許文献４、特許文献５及び特許文献６では、原稿の照射位置に対して光源と反
対側にミラーを配置して、ミラーの反射光によって光源の反対側からも照明する方式が提
示されているが、いずれも後述するような諸問題を抱えるため改善が望まれている。
　特許文献４では、直接原稿側にＬＥＤが向いているため、ミラーが反射する光量は少な
い。従って、上記した切り貼り原稿の場合、元原稿の側（別原稿を貼り付けた側とは反対
側）から照射した場合と、別原稿を貼り付けた側から照射した場合とでは、影の発生が異
なるため問題となる。
【０００６】
　特許文献５では、直接照明用のＬＥＤと反射照明用のＬＥＤをそれぞれ別々に設けてい
るためコスト高となる。また、砲弾型のＬＥＤをそのまま配置しているため、ＬＥＤは発
光の角度特性は、面発光型のＬＥＤよりも狭角であるため、ＬＥＤの配列ピッチに応じた
照明ムラが発生し易い。さらに、直接原稿面にＬＥＤを照射する光路長と、反射面を介し
て原稿面を照射する場合の光路長が異なる為、それぞれの側からの光量は、光路長の長さ
によって異なってしまう。
【０００７】
　特許文献６は、ＬＥＤに向かって凹面を向けた反射面を２面配して、原稿面を照明する
照明ユニットである。しかしながら、かかる照明ユニットの構成であっても特許文献５と
同様に、広ピッチでＬＥＤを配置すると、ＬＥＤの配列間隔に応じた原稿読取面上で配列
方向の照明むらが発生してしまうため、ＬＥＤを狭ピッチで配置する必要がある。または
、ＬＥＤから反射面までの距離を長く取る構成とすれば、照明ムラを低減することは可能
であるが、かかる構成にすると反射面が大きくなり、照明ユニット自体も大きくしなくて
はならなくなる。
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２４１６８１号公報
【特許文献２】特開２００６－０４２０１６号公報
【特許文献３】特開２００６－０６７５５１号公報
【特許文献４】特開２００４－１５７２１３号公報
【特許文献５】特開２００５－０２７０８２号公報
【特許文献６】特開２００２－１４２０８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
　本発明は、上記に提示した従来技術における問題を鑑みて、切り貼り原稿や、原稿の端
部で発生する異常画像の発生を抑制できる小型で高効率な照明ユニットと、それを用いた
画像読取装置及び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】
【００１０】
　上記課題を解決するために本発明に係る照明ユニット、並びに該照明ユニットを用いた
画像読取装置及び画像形成装置は、具体的には下記（１）～（７）に記載の技術的特徴を
有する。
【００１１】
（１）：発光強度に角度特性を有する発光源が所定の間隔で配置された光源部と、前記光
源部からの射出光を原稿面に反射して照明する反射部と、原稿で反射した反射光が伝搬す
るための開口部と、を備え、前記反射部は、前記光源部に対して近い側に配置された第１
の反射面と、前記光源部に対して遠い側に配置された第２の反射面と、を有し、前記第２
の反射面は、前記第１の反射面よりも、可視光領域において屈性率に対する消衰係数の比
が大きいことを特徴とする照明ユニット。
【００１２】
　上記（１）に記載の構成によれば、光源部から遠い側の反射面の反射率が、近い側の反
射面の反射率よりも高くなり、光源部から遠い側の反射面からの照明光量を増やし、近い
側の反射面からの照明光量に近付けることができる。即ち、上記（１）に記載の構成によ
れば、開口部の両側の反射面からの照明光を合わせることが可能となる。
【００１３】
（２）：前記発光源は、発光面の法線方向の発光強度が最も強いＬＥＤを用いてなること
を特徴とする上記（１）に記載の照明ユニット。
【００１４】
　上記（２）に記載の構成によれば、発光素子からの射出光の最も発光強度の強い範囲を
反射面に照射することが可能となる。また、光源部と反射面の間に反射面を用いた導光部
材等を用いたとしても、発光強度の強い範囲は、導光部材での反射は無く、反射による劣
化を低減できる。即ち、上記（２）に記載の構成によれば、最も発光強度の強い範囲の減
衰を減らし、光の利用効率を上げることで光の利用効率が高く、省電力に効果がある。ま
た、ＬＥＤの個数等に関係なく、照明むらのない小型な照明ユニットが達成できる。
【００１５】
（３）：前記可視光領域は、波長４３０ｎｍ～７００ｎｍの範囲であることを特徴とする
上記（１）に記載の照明ユニット。
【００１６】
　画像読取装置では、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の色信号として各色信号に対応した光電変換素
子によりカラー原稿を読取り、各色はそれぞれ、６２０ｎｍ、５４０ｎｍ、４５０ｎｍ付
近に感度のピークを有するのが一般的である。一方、白色ＬＥＤは、青の光で蛍光体を励
起し、４５０ｎｍ、５６０ｎｍ付近にピークを持っているのが一般的である。このため、
上記（３）に記載の構成によれば、上記のように波長範囲を設定することにより、反射面
の材質を有効に選択することができる。
【００１７】
（４）：前記発光源は、配列方向に対して中心から端部に向かって間隔が密になるように
配列してなることを特徴とする上記（１）に記載の照明ユニット。
【００１８】
　上記（４）に記載の構成によれば、画像読取装置に用いる画像読取レンズの画角に応じ
て生じる、周辺光量の劣化を照明ユニットで補正することが可能となる。即ち、上記（４
）に記載の構成によれば、画像読取レンズの画角のコサイン４乗則を適切に補正すること
ができ、良好に照明することができる。
【００１９】
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（５）：前記第１の反射面及び／または前記第２の反射面は、前記発光部に対して凹面を
向けた凹面鏡であることを特徴とする上記（１）に記載の照明ユニット。
【００２０】
　上記（５）に記載の構成によれば、反射面で発散する光を原稿の読み取り位置に適切に
集光することにより、照明光を原稿面の読取領域に良好に集めることができ、光の利用効
率をさらに高めることが可能となり、省電力に効果がある。
【００２１】
（６）：画像読取部と、上記（１）乃至（５）のいずれか１項に記載の照明ユニットと、
を備え、当該画像読取装置と、読み取られる原稿とが相対的に移動することで走査して画
像情報を読み取ることを特徴とする画像読取装置。
【００２２】
　上記（６）に記載の構成によれば、切り貼り原稿や、原稿端部で発生する影が写ること
による画像品質の劣化を抑え、良好に画像を読取ることが可能となり、更に小型で、低消
費電力な画像読取装置を達成できる。
【００２３】
（７）：上記（６）に記載の画像読取装置を備えることを特徴とする画像形成装置。
【００２４】
　上記（７）に記載の構成によれば、切り貼り原稿や、原稿端部でも異常画像の発生が少
なく原稿を複写することが可能となり、更に小型で、低消費電力な画像形成装置を達成で
きる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、切り貼り原稿や、原稿の端部で発生する異常画像の発生を抑制できる
小型で高効率な照明ユニットと、それを用いた画像読取装置及び画像形成装置を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
＜照明ユニット＞
　本発明に係る照明ユニットは、発光強度に角度特性を有する発光源１が所定の間隔で配
置された光源部と、前記光源部からの射出光を原稿面に反射して照明する反射部と、原稿
１１で反射した反射光が伝搬するための開口部７と、を備え、前記反射部は、前記光源部
に対して近い側に配置された第１の反射面と、前記光源部に対して遠い側に配置された第
２の反射面と、を有し、前記第２の反射面は、前記第１の反射面よりも、可視光領域にお
いて屈性率に対する消衰係数の比が大きいことを特徴とする。
【００２７】
　以下、本発明に係る照明ユニット、画像読取装置及び画像形成装置の詳細な構成につい
て図面を参照して具体的に説明する。
〔第１の実施の形態；照明ユニット〕
　本発明に係る照明ユニットの第１の実施の形態における構成を示す概略図を図１に示し
、図２は図１における発光源と反射面との構成を示す拡大図である。尚、図１では説明の
ため原稿１１と透明部材からなるコンタクトガラス１０を図示しているが、これらは本発
明に係る照明ユニットを構成するものではない。
【００２８】
（光源部）
　光源部は、面発光型のＬＥＤを発光強度に角度特性を有する発光源１として回路基板２
上に一列に並べた構成である。ここで、発光源１であるＬＥＤ１は、複数が所定の間隔で
配列されてなり、ＬＥＤ１の配列の間隔は一定間隔であっても良く、図３のような画像読
取レンズの画角のコサイン四乗則によって生じる周辺光量の劣化を補正するように、ＬＥ
Ｄ１の配列を中心よりも周辺部が密になるように配列しても良い。
【００２９】
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　また、本発明における発光源１は、発光面の法線方向の発光強度が最も強いＬＥＤを用
いてなることが好ましい。発光面の法線方向の発光強度が最も強いＬＥＤを用いることで
、ＬＥＤの法線方向に距離を離して配置される２つの反射面に対し、ＬＥＤからの射出光
を良好に照射することができるため好ましい。
【００３０】
（反射部、開口部）
　光源部から射出された光は、光源部の前面に配置された反射部を構成する２枚の反射面
３、４によってそれぞれ原稿面を照明するように反射する。原稿面からの反射光は、反射
面３、４の間の開口部７（原稿からの反射光が通過する開口もしくは空間であって、特定
の部材を指すものではない）を通り、不図示の光電変換素子に導かれる。
　ここで、光源部に対して、近い側に配置された反射面が第１の反射面３であり、光源部
に対して、遠い側に配置された反射面が第２の反射面４である。
【００３１】
　反射面３、４の材質は、可視光領域において屈折率と消衰係数が異なる材質である。
　表１～４に反射面に使用する材料の具体例として、アルミニウム、銀、ロジウム、マグ
ネシウムの屈折率ｎと消衰係数ｋとその比ｋ／ｎを可視光範囲内で示す。
【００３２】
【表１】

【００３３】
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【００３４】
【表３】

【００３５】
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【表４】

【００３６】
　材質の表面での反射率は図４に示すように、異なる物質どうしが接する界面では、入射
する光の一部が反射するフレネル反射の法則で導くことができる。
　表１～４の屈折率と消衰係数を用い、入射する側の物質を空気として反射面での反射率
を角度毎に算出すると、図５、図６、図７及び図８に示すようになる。
　ここで、４３０ｎｍ付近のｋ／ｎが最も大きいのがマグネシウムであり、その結果反射
率も最も高くなっている。逆に、ｋ／ｎが最も小さいのがロジウムであり、反射率が最も
低い。
【００３７】
　本発明に係る照明ユニットでは、第２の反射面は、第１の反射面よりも、可視光領域に
おいて屈性率に対する消衰係数の比が大きいことが好ましい。
　従って、例えば、屈性率に対する消衰係数の比（ｋ／ｎ）が小さい材料、ロジウムを光
源部に近い側の反射面に配置し、屈性率に対する消衰係数の比（ｋ／ｎ）が大きい材料、
マグネシウムを遠い側の反射面に配置する構成が好ましい。かかる構成によれば、近い側
よりも遠い側の反射面の方の反射率を大きく取ることができ、遠い側からの照明光を明る
くできるため、両側の照明光の光量を良好に合わせることが可能となる。
【００３８】
　ここで、上記の可視光領域とは、図９にＬＥＤの光強度の波長特性を示すように、本発
明では、４３０ｎｍ～７００ｎｍの範囲のことを示す。この範囲内でｋ／ｎの大小関係を
満足できれば、如何なる材料であっても反射面に用いることが可能である。第１の反射面
と第２の反射面との組み合わせは、第１の反射面をアルミニウム、第２の反射面を銀とす
ることが、特に好ましい組み合わせの例として挙げられる。
【００３９】
　また、図１及び図２に示した構成をすることにより、ＬＥＤ１の個数や間隔によらず小
型化が達成できる。例えば画像読取装置に本実施の形態の照明ユニットを適用した場合、
ＬＥＤ１の個数を減らして配列方向の照明むらを低減する為に、光源部と反射面との間隔
を広くした場合であっても、図１中の原稿面から下方向へは大型化する必要はない。即ち
、画像読取装置の高さ方向は大型化の必要はなく、容易に画像読取装置の小型化が達成で
きる。
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【００４０】
〔第２の実施の形態；照明ユニット〕
　本発明に係る照明ユニットの第２の実施の形態における構成を示す概略図を図１０に示
す。本実施の形態では、光源部側に凹面を向けた反射面を第２の反射面４に適用して配置
した構成である。詳細については図示を省略するが、ＬＥＤ１を配列する方向、つまり図
１０の図示面に対して直交する方向には、曲率を持たない反射面である。尚、第２の反射
面４以外の構成については上記第１の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。
　このような構成にすることにより、ＬＥＤ１に対して遠い側の第２の反射面に対して広
がっていく照明光を、原稿面の読取位置に集めることができるため、第２の反射面からの
照明光量を増やすことができ、光の利用効率を上げることができ、省電力の効果がある。
　また、本実施の形態では第２の反射面にのみ曲面を用いたが第１の反射面にも同様に用
いることができ、光の利用効率をさらに高めることが可能である。
【００４１】
〔第３の実施の形態；照明ユニット〕
　本発明に係る照明ユニットの第３の実施の形態における構成を示す概略断面図を図１１
に示し、本発明に係る照明ユニットの第３の実施の形態における構成を示す概略斜視図を
図１２に示す。尚、上記第１の実施の形態と同一の部材については同一の符号を付し、ま
た、同一の部材については説明を省略する。
【００４２】
　本実施の形態では、更に光の利用効率を挙げる為に、ＬＥＤ１から広がって射出する光
を反射面６で集めて照明光に利用することができる構成である。また、それぞれの反射面
３，４，６を保持部材５ａ、５ｂ、５ｃで保持していて、さらに保持部材５ｂと５ｃとの
間に開口部７を設けている。このような構成をとることにより更に光の利用効率を高める
ことができ、省電力の効果が得られる。尚、保持部材５ｂと５ｃとは、図７に示すように
、ＬＥＤ１を配列する方向の両端部（図１１の図示面垂直方向両端部）においては一体で
構成され、もしくは接合されて構成され、原稿面の幅方向（ＬＥＤ１の配列方向）長さに
対応した分のみ開口部７が設けられている。
　また、保持部材５ａ，５ｂ，５ｃは一体で成形した成形部材で構成することができる。
開口部７は、一体で成形された成形部材である保持部材５ａ，５ｂ，５ｃにおける開口で
あっても良く、高い光透過率を有する透明部材であっても良い。
【００４３】
　反射面３、４、６はシール型の反射部材や、蒸着、塗装等の方法で形成することができ
る。
　さらに反射面３及び反射面６は同一の部材であっても良く、別部材でそれぞれ形成して
も良い。ここでは原稿面を照明する第１の反射面３及び第２の反射面４についてのみ、上
記第１の実施の形態で説明したｋ／ｎの関係を満足するように配置することにより、上記
第１の実施の形態と同様の効果が得られる。
【００４４】
　また、ここでは反射面６は平面の反射面であるが、ＬＥＤ１からの射出光をより集める
ために放物面等の曲面で形成することも可能である。また第２の実施の形態で示したよう
に、第１の反射面３及び／または第２の反射面４を曲面で形成することも可能である。
【００４５】
＜画像読取装置＞
〔第４の実施の形態；画像読取装置〕
　図１３は本発明に係る画像読取装置における実施の形態（第４の実施の形態）である読
取ユニットの構成を示す断面概略図である。
　読取ユニットの実施の形態は、ハウジング２１に反射ミラー２５ａ，２５ｂ，２５ｃと
、結像レンズ２２と、ＣＣＤ等によるラインセンサ２４と、不図示の電気回路と、ライン
センサ２４と電気回路の位置調整と固定をする保持機構２３、さらに本発明に係る照明ユ
ニットとで構成される。本実施の形態では、上記第３の実施の形態の照明ユニットを適用
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した。本実施の形態の読取ユニットは、コンタクトガラス１０の近傍を図の左右方向に走
査しながらコンタクトガラス１０上に配置された原稿１１を照明ユニットで照明し、原稿
からの反射光を反射ミラー２５ａ，２５ｂ，２５ｃで反射して結像レンズ２２で縮小結像
してラインセンサ２４で光電変換しながら原稿情報を読み取る。本発明に係る照明ユニッ
トを本実施の形態の読取ユニットに用いることで、切り貼り原稿や、原稿端部での影によ
る異常画像を低減することができる。また、光源部からの光の射出方向は、原稿面ではな
く、反射面に向かっているため、ＬＥＤ１と反射面の間隔を広く取った場合でも高さ方向
には大型化せずに小型で、低消費電力で照明むらの無い照明が可能となる。
【００４６】
　また、図３に示すようにＬＥＤ１の配列ピッチをＬＥＤ１の配列の中心付近より、端部
付近を密にすることにより、画像読取レンズ２４の画角に応じて発生する原稿端部の光量
低下を照明ユニットで補うことが可能となり、原稿読取領域全域で良好な読み取りが可能
となる。
　さらに、本実施の形態では、読取ユニット（照明ユニット）が原稿に対して移動するこ
とで原稿の画像情報を走査して読み取ることを例に挙げたが、もちろん読取ユニット（照
明ユニット）は固定して、原稿自体を原稿読取位置に対して移動させる構成としても同様
の効果を奏することは言うまでもない。即ち、当該画像読取装置と、読み取られる原稿と
が相対的に移動することで走査して画像情報を読み取る構成であれば、如何なる構成であ
っても良い。
【００４７】
〔第５の実施の形態；画像形成装置〕
＜画像形成装置＞
　図１４は本発明に係る画像形成装置における実施の形態（第５の実施の形態）の構成を
示す断面概略図である。
　この画像形成装置は、装置上部に位置する画像読取装置２００と、その下位に位置する
「画像形成部」とを有する。画像読取装置２００の部分は、図１３に示した本発明に係る
画像読取装置（第４の実施の形態）をそのまま適用した。
【００４８】
　画像読取装置２００の３ラインのラインセンサ２４から出力される画像信号は画像処理
部１２００に送られ、画像処理部１２００において処理されて「書込み用の信号（イエロ
ー・マゼンタ・シアン・黒の各色を書込むための信号）」に変換される。
【００４９】
　画像形成部は、「潜像担持体」として円筒状に形成された光導電性の感光体１１００を
有し、その周囲に、帯電手段としての帯電ローラ１１１０、リボルバ式の現像装置１１３
０、転写ベルト１１４０、クリーニング装置１１５０が配設されている。帯電手段として
は帯電ローラ１１１０に代えて「コロナチャージャ」を用いることもできる。
【００５０】
　信号処理部１２００から書込み用の信号を受けて光走査により感光体１１００に書込み
を行う光走査装置１１７０は、帯電ローラ１１１０と現像装置１１３０との間において感
光体１１００の光走査を行うようになっている。
【００５１】
　符号１１６０は定着装置、符号１１８０はカセット、符号１１９０はレジストローラ対
、符号１２２０は給紙コロ、符号１２１０はトレイ、符号Ｓは「記録媒体」としての転写
紙を示している。
【００５２】
　画像形成を行うときは、光導電性の感光体１１００が時計回りに等速回転され、その表
面が帯電ローラ１１１０により均一帯電され、光走査装置１１７０のレーザビームの光書
込による露光を受けて静電潜像が形成される。形成された静電潜像は所謂「ネガ潜像」で
あって画像部が露光されている。
【００５３】
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　「画像の書込み」は、感光体１１００の回転に従い、イエロー画像、マゼンタ画像、シ
アン画像、黒画像の順に行われ、形成された静電潜像はリボルバ式の現像装置１１３０の
各現像ユニットＹ（イエロートナーによる現像を行う）、Ｍ（マゼンタトナーによる現像
を行う）、Ｃ（シアントナーによる現像を行う）、Ｋ（黒トナーによる現像を行う）によ
り順次反転現像されてポジ画像として可視化され、得られた各色トナー画像は、転写ベル
ト１１４０上に、転写電圧印加ローラ１１４Ａにより順次転写され、上記各色トナー画像
が転写ベルト１１４０上で重ね合わせられてカラー画像となる。また、本発明に係る画像
形成装置には、上記したリボルバ式の現像装置１１３０に限らず、タンデム式の現像装置
等の公知の現像装置を適用しても良い。
【００５４】
　転写紙Ｓを収納したカセット１１８０は、画像形成装置本体に脱着可能であり、図のご
とく装着された状態において、収納された転写紙Ｓの最上位の１枚が給紙コロ１２２０に
より給紙され、給紙された転写紙Ｓはその先端部をレジストローラ対１１９０に捕えられ
る。
【００５５】
　レジストローラ対１１９０は、転写ベルト１１４０上の「トナーによるカラー画像」が
転写位置へ移動するのにタイミングを合わせて転写紙Ｓを転写部へ送り込む。送り込まれ
た転写紙Ｓは、転写部においてカラー画像と重ね合わせられ、転写ローラ１１４Ｂの作用
によりカラー画像を静電転写される。転写ローラ１１４Ｂは、転写時に転写紙Ｓをカラー
画像に押圧させる。
【００５６】
　カラー画像を転写された転写紙Ｓは定着装置１１６０へ送られ、定着装置１１６０にお
いてカラー画像を定着され、図示されないガイド手段による搬送路を通り、図示されない
排紙ローラ対によりトレイ１２１０上に排出される。各色トナー画像が転写されるたびに
、感光体１１００の表面はクリーニング装置１１５０によりクリーニングされ、残留トナ
ーや紙粉等が除去される。
　尚、画像形成部の構成は、周知の単色画像形成用の構成に変えることができる。
　また、本発明に係る画像形成装置は、上記した種々の限定に何ら制限されるものではな
く、本発明の効果を損なわない範囲で公知の画像形成装置の構成を適用することができる
。
【００５７】
　以上説明した第１～５の実施の形態における照明ユニット、画像読取装置、画像形成装
置によれば、切り貼り原稿や、原稿の端部で発生する異常画像の発生を抑制でき、小型で
高効率である。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明の活用例としては、原稿読取面上を走査する原稿を照明、もしくは原稿読取面上
に配置された原稿近傍を走査しながら原稿面を照明する照明ユニットと、それを用いた画
像読取装置、画像形成装置が挙げられる。より詳しくは、原稿の画像情報をライン状に素
子を配列した撮像素子上に結像させ、該撮像素子により該画像情報を読み取るようにした
デジタル複写機、ファクシミリ等に使用される照明ユニットに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明に係る照明ユニットの第１の実施の形態における構成を示す概略図である
。を図２に示す。
【図２】図１における発光源と反射面との構成を示す拡大図である
【図３】本発明に係る照明ユニットの第１の実施の形態に適用可能な発光源の配列構成を
示す概略図である。
【図４】材質の表面での反射率について説明するための説明図である。
【図５】アルミニウム表面での入射角と反射率の関係を示すグラフである。
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【図６】銀表面での入射角と反射率の関係を示すグラフである。
【図７】ロジウム表面での入射角と反射率の関係を示すグラフである。
【図８】マグネシウム表面での入射角と反射率の関係を示すグラフである。
【図９】ＬＥＤの光強度の波長特性を示すグラフである。
【図１０】本発明に係る照明ユニットの第２の実施の形態における構成を示す概略図であ
る。
【図１１】本発明に係る照明ユニットの第３の実施の形態における構成を示す概略断面図
である。
【図１２】本発明に係る照明ユニットの第３の実施の形態における構成を示す概略斜視図
である。
【図１３】本発明に係る画像読取装置における実施の形態である読取ユニットの構成を示
す断面概略図である。
【図１４】本発明に係る画像形成装置における実施の形態の構成を示す断面概略図である
。
【符号の説明】
【００６０】
　　１　ＬＥＤ（発光源）
　　２　回路基板
　　３　第１の反射面
　　４　第２の反射面
　　５ａ，５ｂ，５ｃ　保持部材
　　６　反射面
　　７　開口部
　１０　コンタクトガラス
　１１　原稿
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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