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(57)【要約】
【課題】光源で発生した熱を筐体に逃がす場合に、筐体
の温度上昇により筐体自身の放熱性が低下しても、所要
の放熱性を確保することができるようにする。
【解決手段】光源２１と、この光源が発する光を所要の
方向に導く導光体２２と、光源及び導光体を収容する筐
体２３とを備えた照明装置２において、光源が発する熱
を放熱する放熱体２４を備え、この放熱体が光源から離
間した位置で筐体に対して固定されて、その連結部にお
いて放熱体と筐体とが熱的に接続されると共に、光源の
近傍で筐体を介して放熱体が光源と重なり合うように配
置されて、そのサンドイッチ構造部７３において放熱体
と光源とが熱的に接続されるようにする。
【選択図】図４



(2) JP 2011-81996 A 2011.4.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、この光源が発する光を所要の方向に導く光学系部品と、前記光源及び前記光学
系部品を収容する筐体とを備えた照明装置であって、
　前記光源が発する熱を放熱する放熱体を備え、
　この放熱体が前記光源から離間した位置で前記筐体に対して固定されて、その連結部に
おいて前記放熱体と前記筐体とが熱的に接続されると共に、前記光源の近傍で前記筐体を
介して前記放熱体が前記光源と重なり合うように配置されて、そのサンドイッチ構造部に
おいて前記放熱体と前記光源とが熱的に接続されるようにしたことを特徴とする照明装置
。
【請求項２】
　前記光源は、前記筐体の側壁部の内面に重なり合うように配置され、
　前記放熱体は、前記筐体の側壁部及び底壁部に沿って屈曲した略Ｌ字形状の断面をなす
ことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記光源は、前記筐体の側壁部の内面に重なり合うように配置され、
　前記放熱体は、前記筐体の底壁部に沿って設けられた第１の放熱部材と、前記筐体の側
壁部に沿って設けられた第２の放熱部材とからなり、この第１・第２の放熱部材を、互い
重なり合った状態で、前記側壁部に直交する向きに突出させたことを特徴とする請求項１
に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記サンドイッチ構造部において、前記筐体と前記放熱体との間に、柔軟な樹脂材料か
らなる熱伝達シートが介装されたことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記
載の照明装置。
【請求項５】
　前記サンドイッチ構造部において、前記光源と前記筐体との間に、柔軟な樹脂材料から
なる熱伝達シートが介装され、
　前記光源は、樹脂材料からなる保持部材を介して前記筐体に対して固定されたことを特
徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の照明装置。
【請求項６】
　前記連結部において、前記放熱体と前記筐体とが、金属材料からなる締結ビスで連結さ
れ、この締結ビスを介して前記放熱体と前記筐体とが熱的に接続されたことを特徴とする
請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の照明装置。
【請求項７】
　前記光学系部品は、前記光源が発する光を長手方向の一端側の光入射面から入射させて
長手方向に延びた光出射面から出射させるために、前記光出射面に対向して光反射部が設
けられた導光体であることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の照明装
置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の照明装置を備えたことを特徴とする原稿読取
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源と、この光源が発する光を所要の方向に導く光学系部品と、光源及び光
学系部品を収容する筐体とを備えた照明装置及びこれを備えた原稿読取装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　原稿面の画像を読み取る原稿読取装置では、主走査方向に延在する照明装置で照明され
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た原稿面からの反射光をＣＣＤなどの受光素子を備えた読取センサに受光させて画像信号
を出力させるようになっている。この原稿読取装置の照明装置には、従来、ＣＣＦＬ（冷
陰極管）等の蛍光管を用いたものが一般的であったが、近年、省エネルギーなどの観点か
ら、光源にＬＥＤを用いたものが普及しつつある。
【０００３】
　このような光源にＬＥＤを用いた照明装置では、輝度を高くするのに応じてＬＥＤの発
熱が顕著となり、その熱によるＬＥＤの熱破壊や断線などの問題を避けるために、ＬＥＤ
で発生した熱を空気中に放熱する放熱機構が必要となる。そこで、ＬＥＤで発生した熱を
、熱伝導率の高い金属材料で形成された伝熱部材を介して、筐体に逃がす技術が知られて
いる（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２６９１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかるに、前記従来の技術では、筐体が、熱伝導率の高い金属材料で形成されると共に
、大きな放熱面積を確保することができることから、光源で発生した熱を筐体に逃がす構
成とすることで、高い放熱性を確保することができるが、筐体の温度が上昇すると、筐体
自身の放熱性が低下して、光源の温度上昇を十分に抑制することができないという問題が
生じる。この場合、光源が発する熱を放熱する放熱体を筐体とは別に設けることが考えら
れるが、放熱体の温度が上昇すると、その余剰の熱を逃がすことができずに、十分な放熱
性を確保することができない場合がある。
【０００６】
　また、前記従来の技術では、光源が、熱流路を構成する伝熱部材で支持された状態とな
るため、伝熱部材の熱変形が光源の位置や姿勢を変化させて、光軸ずれを発生させて、光
照射面での照度分布が変化するという問題が生じる。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の問題点を解消するべく案出されたものであり、その主
な目的は、光源で発生した熱を筐体に逃がす場合に、筐体の温度上昇により筐体自身の放
熱性が低下しても、所要の放熱性を確保することができるように構成された照明装置及び
これを備えた原稿読取装置を提供することにある。さらに本発明は、部材の熱変形に伴う
光源の光軸ずれを抑制することができるように構成することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の照明装置は、光源と、この光源が発する光を所要の方向に導く光学系部品と、
前記光源及び前記光学系部品を収容する筐体とを備えた照明装置であって、前記光源が発
する熱を放熱する放熱体を備え、この放熱体が前記光源から離間した位置で前記筐体に対
して固定されて、その連結部において前記放熱体と前記筐体とが熱的に接続されると共に
、前記光源の近傍で前記筐体を介して前記放熱体が前記光源と重なり合うように配置され
て、そのサンドイッチ構造部において前記放熱体と前記光源とが熱的に接続されるように
した構成とする。
【０００９】
　また、本発明の原稿読取装置は、前記の照明装置を備えた構成とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、光源で発生した熱が筐体に伝達されてその筐体から空気中に放熱され
る熱流路と、光源で発生した熱が放熱体に伝達されてその放熱体から空気中に放熱される
熱流路とが形成される。そして、光源から離間した連結部で、放熱体と筐体との温度の高
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低に応じて、放熱体と筐体との間で熱の受け渡しが行われる。このため、筐体の温度上昇
により筐体自身の放熱性が低下しても、筐体から放熱体に余剰の熱が伝達され、また放熱
体の温度が上昇すると、その余剰の熱が筐体に伝達されるため、高い放熱性を確保するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明が適用される原稿読取装置を示す模式図
【図２】本発明の第１の実施形態に係る照明装置の断面図
【図３】図２に示した照明装置の斜視図
【図４】図２に示した照明装置の要部断面図
【図５】図２に示した照明装置の要部斜視図
【図６】図２に示した照明装置の要部を分解して示す斜視図
【図７】本発明の第２の実施形態に係る照明装置の要部断面図
【図８】図７に示した照明装置の要部斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　上記課題を解決するためになされた第１の発明は、光源と、この光源が発する光を所要
の方向に導く光学系部品と、前記光源及び前記光学系部品を収容する筐体とを備えた照明
装置であって、前記光源が発する熱を放熱する放熱体を備え、この放熱体が前記光源から
離間した位置で前記筐体に対して固定されて、その連結部において前記放熱体と前記筐体
とが熱的に接続されると共に、前記光源の近傍で前記筐体を介して前記放熱体が前記光源
と重なり合うように配置されて、そのサンドイッチ構造部において前記放熱体と前記光源
とが熱的に接続されるようにした構成とする。
【００１３】
　これによると、光源で発生した熱が筐体に伝達されてその筐体から空気中に放熱される
熱流路と、光源で発生した熱が放熱体に伝達されてその放熱体から空気中に放熱される熱
流路とが形成される。そして、光源から離間した連結部で、放熱体と筐体との温度の高低
に応じて、放熱体と筐体との間で熱の受け渡しが行われる。このため、筐体の温度上昇に
より筐体自身の放熱性が低下しても、筐体から放熱体に余剰の熱が伝達され、また放熱体
の温度が上昇すると、その余剰の熱が筐体に伝達されるため、高い放熱性を確保すること
ができる。
【００１４】
　前記課題を解決するためになされた第２の発明は、第１の発明において、前記光源は、
前記筐体の側壁部の内面に重なり合うように配置され、前記放熱体は、前記筐体の側壁部
及び底壁部に沿って屈曲した略Ｌ字形状の断面をなす構成とする。
【００１５】
　これによると、放熱体が筐体の側壁部及び底壁部に沿って設けられるため、省スペース
化を図ることができる。
【００１６】
　この場合、放熱体において筐体の側壁部に沿う部分が、光源からの熱が伝達される入熱
部となり、筐体の底壁部に沿う部分が放熱部となり、この放熱部を、筐体の底壁部と離間
するように設けた構成とすると、放熱をより一層促進することができる。
【００１７】
　前記課題を解決するためになされた第３の発明は、第１の発明において、前記光源は、
前記筐体の側壁部の内面に重なり合うように配置され、前記放熱体は、前記筐体の底壁部
に沿って設けられた第１の放熱部材と、前記筐体の側壁部に沿って設けられた第２の放熱
部材とからなり、この第１・第２の放熱部材を、互い重なり合った状態で、前記側壁部に
直交する向きに突出させた構成とする。
【００１８】
　これによると、放熱体の突出部を、筐体を装置本体を固定するための取付部に兼用する
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ことができ、取付部を側壁部の幅方向に突出させた構成と比較して、側壁部の幅方向に関
する寸法を短くする利点が得られる。
【００１９】
　前記課題を解決するためになされた第４の発明は、第１～第３の発明において、前記サ
ンドイッチ構造部において、前記筐体と前記放熱体との間に、柔軟な樹脂材料からなる熱
伝達シートが介装された構成とする。
【００２０】
　これによると、熱伝達シートが筐体及び放熱体に密着するので、サンドイッチ構造部に
おける筐体から放熱体への熱伝達が促進されるため、放熱性をより一層向上させることが
できる。
【００２１】
　前記課題を解決するためになされた第５の発明は、第１～第４の発明において、前記サ
ンドイッチ構造部において、前記光源と前記筐体との間に、柔軟な樹脂材料からなる熱伝
達シートが介装され、前記光源は、樹脂材料からなる保持部材を介して前記筐体に対して
固定された構成とする。
【００２２】
　これによると、熱伝達シートが光源及び筐体に密着するので、サンドイッチ構造部にお
ける光源から筐体への熱伝達が促進されるため、放熱性をより一層向上させることができ
る。しかも、柔軟な熱伝達シートを介して筐体が光源に重なり合うため、筐体や放熱体の
熱変形が光源の位置や姿勢に影響を及ぼすことを抑制することができ、さらに、光源の保
持部材を熱変形の小さな樹脂材料で形成して、光源の保持部材に熱変形が生じにくくすれ
ば、保持部材の熱変形に起因する光源の位置や姿勢の変化を抑制することができ、これに
より、光源の光軸ずれを抑制することができる。
【００２３】
　この場合、光源と光学系部品との位置関係が変化しないように、保持部材によって光源
と光学系部品とが一体的に支持される構成とすると良い。
【００２４】
　前記課題を解決するためになされた第６の発明は、第１～第５の発明において、前記連
結部において、前記放熱体と前記筐体とが、金属材料からなる締結ビスで連結され、この
締結ビスを介して前記放熱体と前記筐体とが熱的に接続された構成とする。
【００２５】
　これによると、放熱体を筐体に固定するための締結ビスが熱伝達部材となるため、特別
な熱伝達部材が必要なく、部品点数の増大を避けることができる。
【００２６】
　前記課題を解決するためになされた第７の発明は、第１～第６の発明において、前記光
学系部品は、前記光源が発する光を長手方向の一端側の光入射面から入射させて長手方向
に延びた光出射面から出射させるために、前記光出射面に対向して光反射部が設けられた
導光体である構成とする。
【００２７】
　これによると、筐体が細長い形状となるため、大きな放熱面積を確保することができ、
さらに放熱体を、筐体に沿って長く延在させることで、放熱体でも大きな放熱面積を確保
することができ、高い放熱性を実現することができる。
【００２８】
　前記課題を解決するためになされた第８の発明は、原稿読取装置であって、第１～第７
の発明に係る照明装置を備えた構成とする。
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００３０】
　図１に示すように、本発明が適用される原稿読取装置１は、原稿Ａを照明するために主
走査方向に延在する照明装置２と、原稿Ａからの反射光を受光して画像信号を出力する読
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取センサ３と、原稿Ａからの反射光を読取センサ３に導く縮小光学系４とを有している。
【００３１】
　読取センサ３では、光を電気信号に変換する受光素子（ＣＣＤ）がＲＧＢの各色ごとに
主走査方向に配列されてラインセンサを構成している。原稿Ａは、搬送ローラ５により原
稿ガラス６と原稿ガイド７との間に送り込まれ、原稿Ａを搬送することで副走査方向の走
査が行われる。
【００３２】
　縮小光学系４は、複数のミラー１１と、スリット１２と、レンズ１３とを有している。
スリット１２は、不要光をカットするものである。レンズ１３は、原稿Ａからの反射光を
、読取センサ３の受光面上で結像させると共に、読取センサ３の幅に適合するように主走
査方向に縮小するものである。
【００３３】
＜第１の実施形態＞
　図２に示すように、本発明の第１の実施形態に係る照明装置２は、光源２１と、この光
源２１が発する光を原稿Ａの読取面に導く導光体２２と、光源２１及び導光体２２を収容
する筐体２３と、光源２１で発生した熱を放熱する放熱体２４とを有している。
【００３４】
　導光体２２は、読取領域の略全幅に渡って延在するように設けられ、光源２１が発する
光を長手方向の一端側の光入射面３１から入射させて長手方向に延びた光出射面３２から
出射させるために、光出射面３２に対向して光反射部３３が設けられている。この導光体
２２は、アクリル樹脂（ＰＭＭＡ）などの透光性を有する樹脂材料にて形成され、光源側
から反光源側に向けて断面積が次第に小さくなるテーパー形状をなしている。
【００３５】
　光入射面３１は平面をなし、光出射面３２は、断面が楕円形状の曲面をなしている。光
反射部３３では、平面あるいは緩やかに湾曲した曲面上に、断面が三角形状あるいは台形
状をなす突起状のプリズムが、導光体２２の長手方向に対して直交する向きに延びた状態
で、導光体２２の長手方向に複数配列されている。
【００３６】
　導光体２２の光源側の端部は第１の保持部材２５に保持され、反光源側の端部は第２の
保持部材２６に保持されている。導光体２２の光源側の端部には、光源２１から出射され
た光を導光体２２の光入射面３１に導く光反射体２８が設けられている。導光体２２の反
光源側の端部を保持する第２の保持部材２６の内部には、導光体２２の端面３４に当接可
能なミラー部材２７が収容されている。このミラー部材２７には導光体２２の端面３４側
に反射面が形成され、導光体２２の内部にて屈折反射を繰り返しながら導光体２２の端面
３４まで到達した光が、ミラー部材２７の反射面で反射されて導光体２２の内部に戻され
る。
【００３７】
　なおここでは、導光体２２が、互いに平行となる態様で２つ設けられており（図１参照
）、光源２１も、２つの導光体２２に対応して２つ設けられている。
【００３８】
　図３に示すように、筐体２３は、導光体２２を収容し、導光体２２の光出射面３２側に
開放部を有する細長い箱状をなし、底壁部３５と、導光体２２の長手方向に沿って延在す
る１対の側壁部３６・３７と、導光体２２の長手方向の一端側及び他端側に設けられた１
対の側壁部３８・３９とを有している。この筐体２３は、アルミニウム合金などの金属材
料からなる板材の打抜き及び曲げ加工により得られる。
【００３９】
　光源側の側壁部３８の近傍には、導光体２２の長手方向に対して直交する向きに突出し
た取付部４０が設けられている。この取付部４０には本体取付ビス４１が挿通される孔が
開設されており、この本体取付ビス４１により筐体２３が原稿読取装置の本体（図示せず
）に固定される。



(7) JP 2011-81996 A 2011.4.21

10

20

30

40

50

【００４０】
　図４に示すように、光源２１は、セラミック製の基板４３上にＬＥＤチップ４４が設け
られると共に、このＬＥＤチップ４４を覆うように半球状のレンズ４５が設けられたもの
である。この光源２１は、いわゆる１チップ型白色ＬＥＤであり、ＬＥＤチップ４４は青
色光を発し、レンズ４５は、透明のシリコンなどからなるボンディング材中に黄色蛍光体
を分散させたものであり、ＬＥＤチップ４４が発する青色光が、レンズ４５内の黄色蛍光
体により黄色光に変換され、レンズ４５を透過した青色光と黄色蛍光体が発する黄色光と
が混じり合うことで白色光となる。
【００４１】
　この光源２１は、基板４３の裏面を光源支持板４６に固着した状態で、光源支持板４６
に支持されている。光源支持板４６は、熱伝導性に優れたアルミニウム合金などの金属材
料からなる。この光源支持板４６は、第１の保持部材２５の本体部５１に保持されており
、これにより光源２１が、筐体２３の側壁部３８の内面に重なり合うように配置される。
【００４２】
　第１の保持部材２５は、光源２１と共に導光体２２を保持するものであり、図５・図６
に示すように、導光体２２を狭持する狭持片５２が本体部５１から突出形成されている。
この狭持片５２は、導光体２２に形成されたリブ５５に係合しており、これにより導光体
２２の狭持片５２からの離脱と軸線周りの回転が規制される。
【００４３】
　また、第１の保持部材２５には、これを筐体２３に固定するための取付片５３・５４が
設けられている。この取付片５３・５４は、本体部５１の両側に１対ずつ設けられており
、筐体２３の底壁部３５及び側壁部３８を両側から挟み込むように係合する。第１の保持
部材２５は、熱特性（耐熱性及び低熱膨張率）に優れたＡＢＳなどの樹脂材料からなる。
【００４４】
　図４に示したように、放熱体２４は、筐体２３の側壁部３８及び底壁部３５に沿って屈
曲した略Ｌ字形状の断面をなしており、筐体２３の底壁部３５に連結される基部６１と、
この基部６１からＬ字形状に折り曲げられて筐体２３の側壁部３８に沿うように設けられ
た入熱部６２と、基部６１から入熱部６２と相反する側に延出されて筐体２３の底壁部３
５に沿うように設けられた放熱部６３とを有している。この放熱体２４は、アルミニウム
合金などの金属材料からなる板材の打抜き及び曲げ加工により得られる。
【００４５】
　なお、放熱体２４の材料には、熱抵抗が筐体２３と同等なものを用いれば放熱は十分で
あるが、熱抵抗が筐体２３より小さいものを用いると、放熱体２４に伝達される熱量が筐
体２３より大きくなり、放熱体２４からの放熱をより一層促進することができる。
【００４６】
　放熱体２４の基部６１は、締結ビス６４により筐体２３の底壁部３５と連結されており
、この連結部６５により放熱体２４が筐体２３に対して固定される。締結ビス６４は、放
熱体２４の基部６１に開設された挿通孔６６を通って、筐体２３の底壁部３５に開設され
たねじ孔６７に螺合する。締結ビス６４は、熱伝導性に優れた金属材料からなり、この締
結ビス６４を介して放熱体２４と筐体２３とが熱的に接続される。
【００４７】
　放熱体２４の放熱部６３は、筐体２３の底壁部３５に当接した基部６１に段差部６８を
介して接続されており、この段差部６８により放熱部６３が筐体２３の底壁部３５から離
間し、筐体２３の底壁部３５との間に間隙が形成される。また、放熱部６３には、筐体２
３の長手方向に延びた切り欠きにより１対の放熱片６３ａが形成されている（図６参照）
。これにより、放熱部６３からの放熱が促進される。
【００４８】
　放熱体２４の入熱部６２は、筐体２３の側壁部３８を介して光源２１と重なり合い、光
源２１が固着された光源支持板４６と筐体２３の側壁部３８との間には熱伝達シート７１
が介装され、また筐体２３の側壁部３８と放熱体２４の入熱部６２との間には熱伝達シー
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ト７２が介装されており、これら部材の積層によりサンドイッチ構造部７３が形成され、
ここでは熱伝達シート７１・７２を介して光源２１と筐体２３の側壁部３８と放熱体２４
の入熱部６２とが熱的に接続される。
【００４９】
　熱伝達シート７１・７２は、柔軟性に富む樹脂系エラストマ材料からなるもの、例えば
低硬度で高い熱伝導性を有するシリコーンゴムの両面にセパレータフィルムを積層した構
造のものが好適である。このようにすると、熱伝達シート７１が光源支持板４６及び筐体
２３の側壁部３８に密着し、また熱伝達シート７２が筐体２３の側壁部３８及び放熱体２
４の入熱部６２に密着するので、サンドイッチ構造部７３における熱伝達が促進されるた
め、放熱性をより一層向上させることができる。
【００５０】
　このように構成された照明装置２においては、図４に示したように、矢印Ｘ、Ｙ、Ｚで
示す３つの熱流路が形成される。矢印Ｘで示す熱流路では、光源２１で発生した熱の一部
が、光反射体２８内の空気層を介して導光体２２に伝達されて、導光体２２から空気中に
放熱される。また、矢印Ｙで示す熱流路では、光源２１で発生した熱の一部が、光源支持
板４６から熱伝達シート７１を介して筐体２３の側壁部３８に伝達されて、筐体２３から
空気中に放熱される。また、矢印Ｚで示す熱流路では、光源２１で発生した熱の一部が、
光源支持板４６から熱伝達シート７１、筐体２３の側壁部３８、及び熱伝達シート７２を
順次介して放熱体２４の入熱部６２に伝達されて、放熱体２４の放熱部６３から空気中に
放熱される。
【００５１】
　さらに、締結ビス６４による筐体２３と放熱体２４との連結部６５は、筐体２３の底壁
部３５と放熱体２４の基部６１との温度の高低に応じて、筐体２３と放熱体２４との間で
熱の受け渡しを行う機能を有する。すなわち、筐体２３の底壁部３５における締結ビス６
４の周辺部分の温度が、放熱体２４の基部６１における締結ビス６４の周辺部分の温度よ
り高い場合には、筐体２３の底壁部３５から放熱体２４の基部６１に熱が伝達され、放熱
体２４の放熱部６３から空気中に放熱される。一方、筐体２３の底壁部３５における締結
ビス６４の周辺部分の温度が、放熱体２４の基部６１における締結ビス６４の周辺部分の
温度より低い場合には、放熱体の基部６１から筐体２３の底壁部３５に熱が伝達され、筐
体２３から空気中に放熱される。
【００５２】
　このように、放熱体２４を光源２１から離間した位置で筐体２３に固定して、その連結
部６５で、放熱体２４と筐体２３との温度の高低に応じて、放熱体２４と筐体２３との間
で熱の受け渡しが行われるようにしたため、筐体２３の温度上昇により筐体２３自身の放
熱性が低下しても、筐体２３から放熱体２４に余剰の熱が伝達され、また放熱体２４の温
度が上昇すると、その余剰の熱が筐体２３に伝達されるため、高い放熱性を確保すること
ができる。
【００５３】
　さらに、柔軟な熱伝達シート７１を介して筐体２３が光源２１に重なり合うため、筐体
２３や放熱体２４の熱変形が光源２１の位置や姿勢に影響を及ぼすことを抑制することが
できる。また、光源２１は、保持部材２５を介して筐体２３に対して固定され、この保持
部材２５は、熱変形の小さな樹脂材料で形成して熱変形が生じにくくしたため、保持部材
２５の熱変形に起因する光源２１の位置や姿勢の変化を抑制することができ、これにより
、光源２１の光軸ずれを抑制することができる。また、保持部材２５によって光源２１と
導光体２２とが一体的に支持されているため、光源２１と導光体２２との位置関係が変化
することを避けることができる。
【００５４】
＜第２の実施形態＞
　図７・図８に示すように、本発明の第２の実施形態に係る照明装置８１では、第１の実
施形態と同様に、光源２１が、筐体８２の側壁部８３の内面に重なり合うように配置され
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ている。一方、放熱体９１は、筐体８２の底壁部８４に沿って設けられた第１の放熱部材
９２と、筐体８２の側壁部８３に沿って設けられた第２の放熱部材９３とからなり、この
第１・第２の放熱部材９２・９３を、互い重なり合った状態で、筐体８２の側壁部８３に
直交する向きに突出させた突出部９４を有している。
【００５５】
　第２の放熱部材９３は、筐体８２の側壁部８３の外面に重なり合う入熱部９５からこれ
に直交する向きに放熱部９６が突出された略Ｌ字形状の断面をなしている。第１の放熱部
材９２は、筐体８２の底壁部８４の外面と、これに面一となるように配置された第２の放
熱部材９３の放熱部９６の一面とに沿うように略平板状をなしている。第１の放熱部材９
２及び第２の放熱部材９３は、アルミニウム合金などの金属材料からなる。
【００５６】
　第１の放熱部材９２は、締結ビス９７により筐体８２の底壁部８４と連結されており、
この連結部９８により第１の放熱部材９２が筐体８２に対して固定される。締結ビス９７
は、筐体８２の底壁部８４に開設された挿通孔９９を通って、第１の放熱部材９２に開設
されたねじ孔１００に螺合する。締結ビス９７は、熱伝導性に優れた金属材料からなり、
この締結ビス９７を介して第１の放熱部材９２と筐体８２の底壁部８４とが熱的に接続さ
れる。
【００５７】
　第２の放熱部材９３は、締結ビス１０１により第１の放熱部材９２と連結されており、
この連結部１０２により第２の放熱部材９３が第１の放熱部材９２を介して筐体８２に対
して固定される。締結ビス１０１は、第２の放熱部材９３に開設された挿通孔１０３を通
って、第１の放熱部材９２に開設されたねじ孔１０４に螺合する。締結ビス１０１は、熱
伝導性に優れた金属材料からなり、この締結ビス１０１を介して第１の放熱部材９２と第
２の放熱部材９３とが熱的に接続される。
【００５８】
　第２の放熱部材９３の入熱部９５は、筐体８２の側壁部８３を介して光源２１と重なり
合い、光源２１が固着された光源支持板４６と筐体８２の側壁部８３との間には熱伝達シ
ート１０５が介装され、また筐体８２の側壁部８３と第２の放熱部材９３の入熱部９５と
の間には熱伝達シート１０６が介装されており、これら部材の積層により第１の実施形態
と同様のサンドイッチ構造部１０７が形成され、ここでは熱伝達シート１０５・１０６を
介して光源２１と筐体８２の側壁部８３と第２の放熱部材９３の入熱部９５とが熱的に接
続される。
【００５９】
　また、放熱体９１の突出部９４は、筐体８２を原稿読取装置の本体に固定するための取
付部に兼用されており、突出部９４には本体取付ビス１０８が挿通される孔が開設されて
いる。このようにすると、第１の実施形態のように、取付部４０を側壁部３８の幅方向に
突出させた構成と比較して、筐体の幅方向に関する寸法を短くする利点が得られる。
【００６０】
　このように構成された照明装置８１においては、図７に示したように、矢印Ｘ、Ｙ、Ｚ
で示す３つの熱流路が形成される。すなわち、矢印Ｘで示す熱流路では、光源２１で発生
した熱の一部が、光反射体２８内の空気層を介して導光体２２に伝達されて、導光体２２
から空気中に放熱される。また、矢印Ｙで示す熱流路では、光源２１で発生した熱の一部
が、光源支持板４６から熱伝達シート１０５を介して筐体８２の側壁部８３に伝達されて
、筐体８２から空気中に放熱される。また、矢印Ｚで示す熱流路では、光源２１で発生し
た熱の一部が、光源支持板４６から熱伝達シート１０５、筐体８２の側壁部８３、及び熱
伝達シート１０６を順次介して第２の放熱部材９３の入熱部９５に伝達されて、第２の放
熱部材９３の放熱部９６から空気中に放熱される。
【００６１】
　また、締結ビス１０１による第１の放熱部材９２と第２の放熱部材９３との連結部１０
２は、第１の放熱部材９２と第２の放熱部材９３との間で熱の受け渡しを行う機能を有し
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、この締結ビス１０１を介して、第２の放熱部材９３から第１の放熱部材９２に熱が伝達
されて、第１の放熱部材９２における突出部９４を形成する部分から空気中に放熱され、
また、第１の放熱部材９２における筐体８２の底壁部８４に沿う部分から空気中に放熱さ
れる。
【００６２】
　さらに、締結ビス９７による第１の放熱部材９２と筐体８２の底壁部８４との連結部９
８は、第１の放熱部材９２と筐体８２の底壁部８４との温度の高低に応じて、第１の放熱
部材９２と筐体８２の底壁部８４との間で熱の受け渡しを行う機能を有する。すなわち、
筐体８２の底壁部８４における締結ビス９７の周辺部分の温度が、第１の放熱部材９２に
おける締結ビス９７の周辺部分の温度より高い場合には、筐体８２の底壁部８４から第１
の放熱部材９２に熱が伝達されて、第１の放熱部材９２から空気中に放熱される。一方、
筐体８２の底壁部８４における締結ビス９７の周辺部分の温度が、第１の放熱部材９２に
おける締結ビス９７の周辺部分の温度より低い場合には、第１の放熱部材９２から筐体８
２の底壁部８４に熱が伝達されて、筐体８２から空気中に放熱される。
【００６３】
　なお、この例でも、第１の実施形態と同様に、光源２１が固着された光源支持板４６が
、保持部材１１１の本体部１１２に保持されており、また保持部材１１１には、導光体２
２を狭持する狭持片１１３が本体部１１２から突出形成されると共に、筐体８２に固定す
るための取付片１１４・１１５が設けられている。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明にかかる照明装置及びこれを備えた原稿読取装置は、光源で発生した熱を筐体に
逃がす場合に、筐体の温度上昇により筐体自身の放熱性が低下しても、所要の放熱性を確
保することができる効果を有し、光源と、この光源が発する光を所要の方向に導く光学系
部品と、光源及び光学系部品を収容する筐体とを備えた照明装置及びこれを備えた原稿読
取装置などとして有用である。
【符号の説明】
【００６５】
１　原稿読取装置
２　照明装置
２１　光源
２２　導光体
２３　筐体
２４　放熱体
２５　保持部材
３１　光入射面
３２　光出射面
３３　光反射部
３５　底壁部
３８　側壁部
６１　基部
６２　入熱部
６３　放熱部
６４　締結ビス
６５　連結部
６８　段差部
７１・７２　熱伝達シート
７３　サンドイッチ構造部
８１　照明装置
８２　筐体
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８３　側壁部
８４　底壁部
９１　放熱体
９２　第１の放熱部材
９３　第２の放熱部材
９４　突出部
９５　入熱部
９６　放熱部
９７　締結ビス
９８　連結部
１０１　締結ビス
１０２　連結部
１０５・１０６　熱伝達シート
１０７　サンドイッチ構造部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】



(14) JP 2011-81996 A 2011.4.21

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｆ２１Ｖ  29/00    １１０　          　　　　　

(72)発明者  須山　宏平
            福岡市博多区美野島４丁目１番６２号　パナソニックコミュニケーションズ株式会社内
(72)発明者  真田　崇史
            福岡市博多区美野島４丁目１番６２号　パナソニックコミュニケーションズ株式会社内
Ｆターム(参考) 2H109 AA02  AA52  AA94  CA12 
　　　　 　　  3K014 AA01  LA01  LB02  LB04 
　　　　 　　  5C051 AA01  BA03  DA03  DB22  DB24  DB29  DB34  DC04  DC05  DC07 
　　　　 　　  5C072 AA01  BA12  CA05  CA09  CA10  DA17  DA21 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

