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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿の読み取り面を照明する照明ユニットと、
　前記照明ユニットにより照明された前記原稿からの反射光を電気信号へと変換する光電
変換素子とを有する原稿読取装置であって、
　前記照明ユニットは、
　　　金属製の基板と、
　　　前記金属製の基板にアレイ状に実装された複数の発光素子と、
　　　前記複数の発光素子から出力された光を前記原稿に向けて導光するライトガイドと
、を備えるライトガイドユニットと、
　前記ライトガイドユニットを支持するベース部と、を有し、
　前記ライトガイドの光の入射面は前記複数の発光素子の発光面と対向し、前記ライトガ
イドは前記金属製の基板に固定されており、前記ライトガイドユニットにおける前記金属
製の基板を構成する複数の面のうち、第１面に前記複数の発光素子が設けられており、前
記第１面の反対側の面である第２面の一部が前記ベース部と当接しており、前記金属製の
基板と前記ベース部との当接軸は、前記ライトガイドユニットの長手方向と平行であり、
前記当接軸を回動軸として、前記ライトガイドユニットが前記ベース部に対して回動する
ことで、当該ライトガイドの光軸が調整された後で、前記ライトガイドユニットが前記ベ
ース部に対して固定されていることを特徴とする原稿読取装置。
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【請求項２】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿の読み取り面を照明する照明ユニットと、
　前記照明ユニットにより照明された前記原稿からの反射光を電気信号へと変換する光電
変換素子とを有する原稿読取装置であって、
　前記照明ユニットは、
　　　金属製の基板と、
　　　前記金属製の基板にアレイ状に実装された複数の発光素子と、
　　　前記複数の発光素子から出力された光を前記原稿に向けて導光するライトガイドと
、を備えるライトガイドユニットと、
　前記ライトガイドユニットを支持するベース部と、を有し、
　前記ライトガイドの光の入射面は前記複数の発光素子の発光面と対向し、前記ライトガ
イドは前記金属製の基板に固定されており、前記ライトガイドユニットにおける前記金属
製の基板を構成する複数の面のうち、第１面に前記複数の発光素子が設けられており、前
記第１面の反対側の面である第２面の一部が前記ベース部と当接しており、前記金属製の
基板と前記ベース部との当接軸は、前記ライトガイドユニットの長手方向と平行であり、
前記当接軸を回動軸として、前記ライトガイドユニットが前記ベース部に対して回動する
ことで、前記金属製の基板と前記ベース部との間に生じる隙間が調整されることを特徴と
する原稿読取装置。
【請求項３】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿の読み取り面を照明する照明ユニットと、
　前記照明ユニットにより照明された前記原稿からの反射光を電気信号へと変換する光電
変換素子とを有する原稿読取装置であって、
　前記照明ユニットは、
　　　金属製の基板と、
　　　前記金属製の基板にアレイ状に実装された複数の発光素子と、
　　　前記複数の発光素子から出力された光を前記原稿に向けて導光するライトガイドと
、を備えるライトガイドユニットと、
　前記ライトガイドユニットを支持するベース部と、を有し、
　前記ライトガイドの光の入射面は前記複数の発光素子の発光面と対向し、前記ライトガ
イドは前記金属製の基板に固定されており、前記ライトガイドユニットにおける前記金属
製の基板を構成する複数の面のうち、第１面に前記複数の発光素子が設けられており、前
記第１面の反対側の面である第２面の一部が前記ベース部と当接しており、前記金属製の
基板と前記ベース部との当接軸は、前記ライトガイドユニットの長手方向と平行であり、
前記当接軸は、前記金属製の基板の長手方向に延在する端部の稜線と前記ベース部とが当
接することで形成されていることを特徴とする原稿読取装置。
【請求項４】
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿の読み取り面を照明する照明ユニットと、
　前記照明ユニットにより照明された前記原稿からの反射光を電気信号へと変換する光電
変換素子とを有する原稿読取装置であって、
　前記照明ユニットは、
　　　金属製の基板と、
　　　前記金属製の基板にアレイ状に実装された複数の発光素子と、
　　　前記複数の発光素子から出力された光を前記原稿に向けて導光するライトガイドと
、を備えるライトガイドユニットと、
　前記ライトガイドユニットを支持するベース部と、を有し、
　前記ライトガイドの光の入射面は前記複数の発光素子の発光面と対向し、前記ライトガ
イドは前記金属製の基板に固定されており、前記ライトガイドユニットにおける前記金属
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製の基板を構成する複数の面のうち、第１面に前記複数の発光素子が設けられており、前
記第１面の反対側の面である第２面の一部が前記ベース部と当接しており、前記金属製の
基板と前記ベース部との当接軸は、前記ライトガイドユニットの長手方向と平行であり、
前記当接軸は、前記金属製の基板に対する前記ベース部の対向面に設けられ、当該金属製
の基板の長手方向に延在する凸部と、前記ベース部に対する前記金属製の基板の対向面と
が当接することで形成されていることを特徴とする原稿読取装置。
【請求項５】
　前記金属製の基板に対する前記ライトガイドの対向面と、当該ライトガイドに対する前
記金属製の基板の対向面とが粘着部材によって固着していることを特徴とする請求項１な
いし４のいずれか一項に記載の原稿読取装置。
【請求項６】
　前記粘着部材は、両面に粘着剤が塗布された両面テープであることを特徴とする請求項
５に記載の原稿読取装置。
【請求項７】
　前記粘着部材は、接着剤であることを特徴とする請求項５に記載の原稿読取装置。
【請求項８】
　前記隙間が調整された後で、当該隙間を維持したまま、前記ライトガイドユニットが前
記ベース部に対して固定されることを特徴とする請求項２に記載の原稿読取装置。
【請求項９】
　前記隙間には、当該隙間の高さを維持するための高さ調整部材が配置されることを特徴
とする請求項８に記載の原稿読取装置。
【請求項１０】
　前記高さ調整部材は、１枚以上のシート部材であり、当該シート部材とともに前記ライ
トガイドユニットが前記ベース部に対して接着されることを特徴とする請求項９に記載の
原稿読取装置。
【請求項１１】
　前記ライトガイドにはボスが設けられており、
　前記ベース部には、前記ボスが嵌装される穴部が設けられていることを特徴とする請求
項１ないし１０のいずれか１項に記載の原稿読取装置。
【請求項１２】
　前記ライトガイドの長手方向に延在する端部であって、前記複数の発光素子に対して対
向する端部には１枚以上の鍔部が設けられており、当該鍔部が前記金属製の基板に対して
固定されることを特徴とする請求項１に記載の原稿読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は原稿を読取る原稿読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、ファクシミリ、イメージスキャナ等の原稿読取装置は、一般に原稿台ガラス上
に載置された原稿に照明を当て、原稿の画像を読み取る。特許文献１には、細長いプリン
ト配線基板上においてその長手方向に複数のＬＥＤを実装し、複数のＬＥＤからの光をラ
イトガイドにより集光して原稿を照明することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１２３７６６号公報、図１、図２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかし、特許文献１に記載の発明には次の課題が存在する。特許文献１の図１、図２が
示すように、ライトガイドは偏肉の断面形状でかつ長手方向（図１、図２のＸ軸方向）に
長く、透明な樹脂で成形される。そのため、特許文献１に記載の発明では、成形条件（型
温度条件や樹脂の射出条件）を最適化してもライトガイドにはＺ軸方向とＹ軸方向とに大
きな反りが発生する。反りが発生すると、照明特性が低下し、いわゆるカブリやテカリが
発生する。カブリは照明光量が不足すると発生する現象である。カブリが発生すると、画
像には周囲よりも黒ずんだ部分が生じる。また、テカリは照明光量のピークとなる位置が
設計位置からずれてしまうと発生する現象である。テカリが発生すると、画像には白とび
が発生する。これらは、特に、本を見開いて読み取るときに、原稿台ガラスから原稿まで
の距離が一定とならない部分で顕著となりやすい。図１２（ａ）～図１２（ｄ）には、本
などの見開きの厚手の原稿を読み取ったときに生じるカブリとテカリの一例を示している
。図１２（ａ）が示すように、原稿台ガラス１４０の上に見開きの厚手の原稿Ｐを載置す
ると、原稿の中央付近は原稿台ガラス１４０から離れてしまう。図１２（ｂ）が示すよう
に、ライトガイドに反りが生じていない場合は、設計通りの読み取り結果が得られる。一
方で、ライトガイドに反りが発生すると、図１２（ｃ）が示すように画像の中央にカブリ
が発生したり、図１２（ｄ）が示すように画像の中央付近にテカリが発生したりすること
がある。
【０００５】
　また、近年は、原稿読取装置の高速化や高画質化に伴い、ＬＥＤの光量が増加している
。ＬＥＤは昇温により寿命や発光量が低下するため、効率よく放熱させる必要がある。特
許文献１の発明ではプリント配線基板上にＬＥＤとライトガイドが設けられているため、
ＬＥＤの寿命が短くなりやすく、発光量も低下しやすい。
【０００６】
　そこで、本発明は、ライトガイドの反りを抑制しつつ、発光素子の昇温を効率よく抑制
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、たとえば、
　原稿を載置する原稿台と、
　前記原稿の読み取り面を照明する照明ユニットと、
　前記照明ユニットにより照明された前記原稿からの反射光を電気信号へと変換する光電
変換素子とを有する原稿読取装置であって、
　前記照明ユニットは、
　　　金属製の基板と、
　　　前記金属製の基板にアレイ状に実装された複数の発光素子と、
　　　前記複数の発光素子から出力された光を前記原稿に向けて導光するライトガイドと
、を備えるライトガイドユニットと、
　前記ライトガイドユニットを支持するベース部と、を有し、
　前記ライトガイドの光の入射面は前記複数の発光素子の発光面と対向し、前記ライトガ
イドは前記金属製の基板に固定されており、前記ライトガイドユニットにおける前記金属
製の基板を構成する複数の面のうち、第１面に前記複数の発光素子が設けられており、前
記第１面の反対側の面である第２面の一部が前記ベース部と当接しており、前記金属製の
基板と前記ベース部との当接軸は、前記ライトガイドユニットの長手方向と平行であり、
前記当接軸を回動軸として、前記ライトガイドユニットが前記ベース部に対して回動する
ことで、当該ライトガイドの光軸が調整された後で、前記ライトガイドユニットが前記ベ
ース部に対して固定されていることを特徴とする原稿読取装置が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、金属製の基板に複数の発光素子が搭載されているため、複数の発光素
子からの熱が金属製の基板に拡散する。つまり、基板が放熱板として機能するため、効率
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よく昇温が抑制される。また、ライトガイドが金属製の基板に固定されているため、ライ
トガイドの反りが抑制される。ライトガイドの反りが抑制されるため、ライトガイドから
原稿までの距離が所望の距離に維持され、読み取られた画像におけるカブリやテカリも発
生しにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】リーダー部の概略断面図
【図２】光学ボックスの概略断面図
【図３】照明ユニットを説明する図
【図４】ライトガイドユニットを説明する図
【図５】ライトガイドユニットの下面斜視図
【図６】ベース部の上面斜視図
【図７】ベース部とライトガイドユニットの合体状態を説明する図
【図８】ベース部に対するライトガイドユニットの位置の調整の仕方を説明する図
【図９】ベース部とライトガイドユニットの合体状態を説明する図
【図１０】ライトガイドを平面部材に固定する手法を説明する図
【図１１】ライトガイドユニットの位置をシート部材により調整する手法を説明する図
【図１２】カブリとテカリを説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１において、原稿読取装置のリーダー部１５０は、光学ボックス１５１、リーダーフ
レーム１４１、原稿台ガラス１４０を備えている。光学ボックス１５１は、図示しないワ
イヤによって、不図示のモータと結合され、モータの回転により原稿台ガラス１４０に対
して平行に移動する。これにより、光学ボックス１５１は原稿台ガラス１４０上に載置さ
れた原稿を光学的に副走査方向に走査する。このように副走査方向は光学ボックス１５１
の移動方向と平行である。
【００１１】
　図２において、光学ボックス１５１は、光学部品等を支持するボックスフレーム１５２
を備えている。照明ユニット１５３は、原稿の読み取り面に対して光を照射する。照明ユ
ニット１５３は、２つのライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒを備えている。ライト
ガイドユニット２０２Ｌから出力された光Ｌ１と、ライトガイドユニット２０２Ｒから出
力された光Ｌ２は、原稿の読み取り面で反射される。原稿からの反射光Ｌ３は、ミラー１
４３、１４４、１４５、１４６、１４７、および、複数のレンズ１５８を介して、ＣＣＤ
１５９に結像する。ＣＣＤ１５９は光電変換素子であり、原稿の画像に応じた反射光Ｌ３
を受光し、電気信号に変換し、電子的な画像信号として出力する。
【００１２】
　図３（Ａ）は照明ユニット１５３の全体を示している。照明ユニット１５３は、図３（
Ｃ）が示す金属製のプレート部材であるベース部２０１と、図３（Ｂ）に示すライトガイ
ドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒとを備えている。ライトガイドユニット２０２Ｌから出力
された光Ｌ１の光軸と、ライトガイドユニット２０２Ｒから出力された光Ｌ２の光軸とが
それぞれ所望の位置となるように、照明ユニットを組み立て時に、ベース部２０１に対し
ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒは位置決めされて、固定される。ベース部２０
１に対する、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒの位置を適切に調整することによ
り、光Ｌ１の光軸と光Ｌ２の光軸とを調整することができ、原稿読み取り位置における光
量を所望の光量にすることができる。よって、テカリやカブリの発生を抑制できる。図３
（Ａ）における丸印１５４は、ＵＶ接着剤の塗布位置を示している。
【００１３】
　図４（Ａ）ないし図４（Ｄ）はライトガイドユニット２０２Ｌを示している。図４（Ａ
）が示すように、ＬＥＤ基板２０７は、直線上に実装された複数のＬＥＤ２０４と、金属
製の平面部材２０５と、ＬＥＤと電気的配線でつながれたコネクタ部２０６とを有する。
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【００１４】
　ＬＥＤ基板２０７が金属製である理由は、放熱を促し、ＬＥＤの昇温を抑制するためで
ある。なお、平面部材２０５の上面（密着面）と複数のＬＥＤ２０４の下面（密着面）と
の間には、放熱を促すために、熱伝導シートやシリコンペーストが配置されてもよい。
【００１５】
　平面部材２０５は、たとえば、放熱性と加工性に優れたアルミを材質として使用するこ
とができる。複数のＬＥＤ２０４からの熱を効率よく放熱できる素材（例：アルミ系の合
金、鉄、銅、ステンレス）であれば、他の金属製の基板が平面部材２０５として採用され
てもよい。複数のＬＥＤ２０４は、平面部材２０５の長手方向（ｘ方向）に沿ってアレイ
状（一直線状）に実装されている。複数のＬＥＤ２０４のそれぞれの光の出力方向はｙ方
向である。平面部材２０５の長手方向の端部には、複数のＬＥＤ２０４に電力を供給する
ための配線と接続されたコネクタ部２０６が設けられている。
【００１６】
　図４（Ｂ）に示すように、ＬＥＤ基板２０７の組み立て時に、ＬＥＤ基板２０７におけ
るＬＥＤ２０４が実装されている端部に、両面テープ２０９が張り付けられる。この両面
テープ２０９は、平面部材２０５にライトガイド２０８を貼り付け固定するための粘着部
材である。
【００１７】
　両面テープ２０９は、ＬＥＤ基板２０７の長手方向に細長い形状をしている。複数のＬ
ＥＤ２０４の発光面２４１とライトガイド２０８の入射面２８１が対向し、かつ、近接す
るように、ライトガイド２０８は、両面テープ２０９によって、ＬＥＤ基板２０７上に固
定される。ライトガイド２０８は、アクリルやＦＲＰなど透光性を有する樹脂により構成
されている。ライトガイド２０８に反りが発生していたとしても、樹脂性のライトガイド
よりも硬度が高い金属製の平面部材であるＬＥＤ基板２０７に、ライトガイド２０８を貼
り付け固定することにより、ライトガイド２０８の反りを矯正することができる。
【００１８】
　図４（Ｃ）は、ライトガイド２０８がＬＥＤ基板２０７上に固定された状態を示してい
る。複数のＬＥＤ２０４はライトガイド２０８側に発光面２４１を有するサイドビュータ
イプのＬＥＤである。図４（Ｄ）が示すように、ライトガイドユニット２０２Ｌは、金属
製の平面部材２０５を有するＬＥＤ基板２０７と、複数のＬＥＤ２０４と、ライトガイド
２０８とを一体化したものである。ライトガイドユニット２０２Ｒも同様の構成である。
また、図４（Ｄ）の点線が示すように、複数のＬＥＤ２０４から発光された光は、入射面
２８１から入射し、ライトガイド２０８の内部（反射部２８２などの境界面）で反射し、
出射部２８３から出射する。このように、ライトガイド２０８は、複数の発光素子である
ＬＥＤ２０４から出力された光を原稿に向けて導光する導光部材として機能する。
【００１９】
　図２に示したように、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒは、反射光Ｌ３の光軸
に対して対称な形状をしている。したがって、同一の部品をライトガイドユニット２０２
Ｌ、２０２Ｒとして使用することができ、ライトガイドユニットを同一の部品として量産
することができる。
【００２０】
　図５ないし図７を用いてベース部２０１に対するライトガイドユニット２０２Ｌ、２０
２Ｒの位置の調整と固定に関して説明する。図５は、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２
０２Ｒの下面方向からの斜視図である。図５において、ライトガイドユニット２０２Ｌ、
２０２Ｒのそれぞれのライトガイド２０８には、位置決めのための複数のボスが設けられ
ている。ライトガイド２０８の長手方向の中央部にはボス部２８４ａ、２８４ｂ、両端部
にはボス部２８４ｃ、２８４ｄ、２８４ｅ、２８４ｆが設けられている。ボス部２８４ａ
、２８４ｂ、２８４ｃ、２８４ｄ、２８４ｅ、２８４ｆは、ライトガイド２０８とともに
成形されたものであってもよいし、ライトガイド２０８とは別工程で製造され、接着によ
り固定されたものであってもよい。なお、金属製の平面部材２０５には、ボス部２８４ａ
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、２８４ｂに対応した穴や溝、スリットなどの開口部が設けられている。これは、ボス部
２８４ａ、２８４ｂと金属製の平面部材２０５とが干渉しないようにするためである。ボ
ス部２８４ａ、２８４ｂの位置によっては、開口部は不要となろう。たとえば、ボス部２
８４ｃ、２８４ｄ、２８４ｅ、２８４ｆは、金属製の平面部材２０５と干渉しない位置に
存在するため、平面部材２０５の両端部には開口部は設けられていない。
【００２１】
　図６において、ベース部２０１の中央付近には丸穴部２１１ａ、２１１ｂが設けられて
おり、両端部にはスリット部２１３ａ、２１３ｂ、２１３ｃ、２１３ｄが設けられている
。ベース部２０１とライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒを合体させるときに、ライ
トガイドユニットの各ボス部は、ベース部における対応する開口部（丸穴部やスリット部
）と位置合わせされる。ボス部２８４ａは丸穴部２１１ａに嵌装される。ボス部２８４ｂ
は丸穴部２１１ｂに嵌装される。ボス部２８４ｃはスリット部２１３ａに嵌装される。ボ
ス部２８４ｄはスリット部２１３ｂに嵌装される。ボス部２８４ｅはスリット部２１３ｃ
に嵌装される。ボス部２８４ｅはスリット部２１３ｃに嵌装される。ボス部２８４ｆはス
リット部２１３ｄに嵌装される。
【００２２】
　図７（Ａ）が示すように、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２ＲのＬＥＤ基板２０
７における複数のＬＥＤの配列方向に平行な辺の１つである稜線２７１、２７２はそれぞ
れベース部２０１の上面２１８、２１９に当接している。組み立て時において、ライトガ
イドユニット２０２Ｌは、ベース部２０１に対して稜線２７１を回動中心として回動可能
である。同様に、ライトガイドユニット２０２Ｒは稜線２７２を回動中心として、ベース
部２０１に対して回動可能である。このように、稜線２７１、２７２は当接軸（当接線）
であり回動軸でもある。ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒが稜線２７１、２７２
を回動軸として回動することにより、ライトガイド２０８は破線の矢印方向に回動する。
ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒを回動することにより、ライトガイド２０８の
光の出射方向（光軸）を調整することができる。
【００２３】
　図７（Ａ）が示すように、ＬＥＤ基板２０７の下面２７３、２７４とベース部２０１の
上面２１８、２１９とは角度をなしている。この角度は、たとえば、３～５°である。各
部品の寸法公差に起因して、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒの回動量を調整す
る際にライトガイド２０８とベース部２０１とが干渉する可能性がある。そこで、干渉が
発生しないように、この角度が設定されている。
【００２４】
　図７（Ａ）および図７（Ｂ）が示すように、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒ
のライトガイド２０８の上面２９０、２９１の角度（測定値）が設計値から所定の範囲と
なるように、組み立て時に工具を用いて、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒの回
動量を調整する。ここでライトガイド２０８の上面２９０、２９１の角度の測定は、長手
方向（図７（Ａ）の紙面に対して垂直方向）に複数の箇所で実行される。長手方向の全域
で、角度が、すべて設計値に対して所定の範囲に収まるように、ライトガイドユニット２
０２Ｌ、２０２Ｒの回動量を調整する。
【００２５】
　上述した角度の調整が終了すると、次に、光量を調整するための角度の微調整を実行す
る。図８（Ａ）が示すように、ライトガイドの長手方向の任意の位置に対応する読み取り
位置において、原稿面（読み取り面）相当位置からＺ方向（上方向）の光量を測定する。
図８（Ｂ）において、横軸は原稿面相当位置からの距離を示し、縦軸に光量比率を示して
いる。光量比率は、原稿面相当位置での光量に対する測定光量の比である。ここでは、原
稿面相当位置での光量を１００としている。ここでは、設計上の上限と下限との範囲に、
測定値が収まるよう、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒを回転させる。たとえば
、測定値が上限を超えている場合には、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２ＲをＲ２
方向に回転させる。一方で、測定値が下限を下回っている場合には、ライトガイドユニッ
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ト２０２Ｌ、２０２ＲをＲ１方向に回転させる。長手方向の複数個所について光量を測定
し、すべての個所で設計上の範囲内に光量が収まるように、ライトガイドユニット２０２
Ｌ、２０２Ｒの角度の微調整を実行する。
【００２６】
　図７（Ｂ）が示すように、ライトガイド２０８の足部２９２、２９３とベース部２０１
の上面２２０、２２１との間には、設計上、隙間が設けられている。ライトガイド２０８
の長手方向の反対側も同様な構成である。角度の微調整は、この隙間の間隔を調整するこ
とにより実現される。角度の確定したライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒは、ＵＶ
接着剤等の接着剤により、ベース部２０１に対して固定される。接着箇所は、たとえば、
図３（Ａ）において丸印１５４を付した個所である。
【００２７】
　本実施例によれば、金属製の平面部材２０５上に複数のＬＥＤ２０４が搭載されている
ため、複数のＬＥＤ２０４からの熱が金属製の平面部材２０５に拡散し、平面部材２０５
が放熱板として機能する。よって、複数のＬＥＤ２０４の昇温が効率よく抑制される。ま
た、ライトガイド２０８の対向面と金属製の平面部材２０５の対向面とが平行となるよう
に、ライトガイド２０８が金属製の平面部材２０５上に固定される。そのため、ライトガ
イド２０８の反りが抑制される。ライトガイド２０８の反りが抑制されるため、ライトガ
イド２０８から原稿までの距離が所望の距離に維持され、読み取られた画像におけるカブ
リやテカリも発生しにくくなる。
【００２８】
　本実施例では、ライトガイド２０８の対向面と金属製の平面部材２０５の対向面とが粘
着部材によって固着している。これにより、ライトガイド２０８の反りが長期にわたって
抑制される。また、ライトガイド２０８の材質（樹脂）が平面部材２０５の材質（金属）
に対して十分剛性が低いため、ライトガイド２０８の反りが平面部材２０５により矯正さ
れる。粘着部材としては、両面に粘着剤が塗布された両面テープや接着剤などを採用でき
る。とりわけ、両面テープは、即座にライトガイド２０８の対向面と金属製の平面部材２
０５の対向面とを固定できるため、作業性の面で有利であろう。
【００２９】
　また、本実施例では、このようにライトガイド２０８が金属製の平面部材２０５に固定
されることによりライトガイド２０８が真直に維持された状態で、ライトガイドユニット
２０２Ｌ、２０２Ｒの角度調整が実行される。ここで、ライトガイドユニット２０２Ｌ、
２０２Ｒは、ベース部２０１によって支持されている。ライトガイドユニット２０２Ｌ、
２０２Ｒにおける金属製の平面部材２０５を構成する複数の面のうち、第１面に複数のＬ
ＥＤ２０４が設けられている。また、第１面の反対側の面である第２面の一部（一辺）が
ベース部２０１と当接している。金属製の平面部材２０５とベース部２０１との当接軸は
、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒの長手方向と平行である。本実施例によれば
、当接軸は、金属製の平面部材２０５の長手方向に延在する端部の稜線２７１、２７２と
ベース部２０１とが当接することで形成されている。当接軸を端部の稜線２７１、２７２
で実現できるため、ベース部２０１側に特別の加工を施さずに済む利点がある。この当接
軸を回動軸として、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒがベース部２０１に対して
回動することで、ライトガイド２０８の光軸（角度）が調整される。また、金属製の平面
部材２０５とベース部２０１との間に生じる隙間を調整することで、角度を微調整できる
。この際に、カブリやテカリなどの画像不良が発生しにくくなるように、ライトガイドユ
ニット２０２Ｌ、２０２Ｒの長手方向の数個所について光量を測定し、隙間を調整する。
このように、隙間を維持したまま、ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒがベース部
２０１に対して、接着剤等で、固定される。
【００３０】
　＜変形例＞
　（ベース部２０１の形状）
　図７（Ａ）では、ＬＥＤ基板２０７の長手端部の稜線２７１、２７２を当接軸（回動軸
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）としたが、他の部分に当接軸を設けてもよい。図９に示すように、ベース部２０１の長
手方向にＬＥＤ基板２０７側に突出した凸部としてリブ部２２３、２２４を設けてもよい
。リブ部２２３、２２４に対してＬＥＤ基板２０７の下面２７３、２７４が当接する。よ
って、ベース部２０１の長手方向に直線状に延在する当接部（当接軸２７５、２７６）を
回転中心として、ベース部２０１に対するライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒの角
度を調整できる。
【００３１】
　図９に示した構成は、図７（Ａ）に示した構成と比較して、ベース部２０１とＬＥＤ基
板２０７の当接する箇所の長手方向の真直度を確保しやすい。図７（Ａ）に示したベース
部２０１については、上面２１８、２１９面にて真直度を出す必要がある。一方で、図９
に示したベース部２０１について、リブ部２２３、２２４の箇所のみで真直度を出せばよ
い。よって、図９に示す構成は図７の構成と比較して真直度を出しやすいといえる。
【００３２】
　（ＬＥＤ基板２０７とライトガイド２０８の固定）
　図４（Ｄ）では、ＬＥＤ基板２０７とライトガイド２０８とを両面テープ２０９にて固
定すると説明したが、もちろん他の固定方法を採用してもよい。図１０（Ａ）が示すよう
に、ＬＥＤ基板２０７の上部に延出した鍔部２９４ａ、２９４ｂ、２９４ｃ、２９４ｄ、
２９４ｅをライトガイド２０８に設ける。さらに、図１０（Ｂ）が示すように、太線点線
部３０１に接着剤（ＵＶ接着剤など）を塗布する。これにより、ライトガイド２０８の鍔
部２９４ｃをＬＥＤ基板２０７の上面に固定できる。他の鍔部２９４ａ、２９４ｂ、２９
４ｄ、２９４ｅも同様にＬＥＤ基板２０７の上面に固定される。
【００３３】
　このように、ライトガイド２０８の長手方向に延在する端部であって、複数のＬＥＤ２
０４に対して対向する端部には１枚以上の鍔部２９４ｃを設け、鍔部２９４ｃを金属製の
平面部材２０５に対して固定する。図４（Ａ）ないし図４（Ｄ）に示した両面テープ２０
９による固定方法と比較し、図１０に示した接着剤による固定方法は、組立工数の削減や
自動化の観点で有利であろう。なぜなら、両面テープ２０９では、剥離紙の除去や貼り付
け処理が必要となるからである。
【００３４】
　（ＬＥＤ基板２０７とライトガイド２０８の固定）
　図７（Ｂ）ではライトガイド２０８の足部２９２、２９３とベース部２０１の上面２２
０、２２１との間には隙間を設け、この隙間を調整することで、ベース部２０１に対する
ライトガイドユニット２０２Ｌ、２０２Ｒの角度を調整するものとして説明した。一方で
、図１１に示すようにライトガイド２０８の足部２９２、２９３とベース部２０１の上面
２２０、２２１との間に、シート部材２５１、２５２を挟み込んでもよい。なお、シート
部材２５１、２５２は、ベース部２０１の上面２２０、２２１に両面テープや接着剤によ
り固定される。シート部材２５１、２５２の枚数を調整したり、それぞれ厚みの異なるシ
ート部材から適切な厚みのシート部材２５１、２５２を選択したりすることで、隙間を調
整できる。また、シート部材２５１、２５２によって隙間のサイズを確実に維持した状態
で、シート部材２５１、２５２とライトガイド２０８の足部２９２、２９３を固定できる
。この固定にも、ＵＶ接着剤を使用してもよい。このように、高さ調整部材としてシート
部材２５１、２５２を隙間に配置することで、隙間の高さを維持してもよい。
【００３５】
　図１１に示した固定方法では、ライトガイド２０８とベース部２０１が突き当たった状
態で接着される。よって、図７（Ｂ）に示した固定方法と比較して、接着強度を強く確保
することが可能である。また、物流において加わる振動によって発生しうる調整のずれを
抑制できる利点がある。
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