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(57)【要約】
【課題】本発明は、光学検出器触発装置及び該触発装置
を備えた光学検出器を提供する。
【解決手段】当該光学検出器触発装置は、触発される時
に光学検出を開始させて検出光を発するための触発スイ
ッチと、検出光がその内部キャビティから通過して被検
出物に到達するための、触発スイッチと固定した相対的
な位置を有する中空の光通過軸と、触発スイッチを触発
又は触発スイッチを復帰させるように光通過軸に対して
触発スイッチに接離して移動する移動触発器とを備える
。この光学検出器触発装置は、移動触発器の触発スイッ
チに対する移動により、光学検出器の検出操作を自動的
に触発させる及び検出操作をタイミング中止することで
、触発装置の触発速度及び効率を向上できるとともに、
検出操作の複雑性を低減し、触発と復帰操作の誤操作に
よる損失を防止することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
触発される時に光学検出を開始させて検出光を発するための触発スイッチと、
検出光がその内部キャビティから通過して被検出物に到達するための、触発スイッチと
固定した相対的な位置を有する中空の光通過軸と、
触発スイッチを触発・復帰させるように、光通過軸に対して触発スイッチに接離し移動
する移動触発器と、
を備える光学検出器触発装置。
【請求項２】
前記移動触発器は、光通過軸の外壁にかぶせ、且つ光通過軸に対して触発スイッチから
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近接・離間するように摺動可能である伸縮スリーブを備える
請求項１に記載の光学検出器触発装置。
【請求項３】
前記伸縮スリーブは、被検出物または被検出物を収容する容器に当接することで伸縮ス
リーブを触発スイッチに向かって摺動させる当接部を有する
請求項２に記載の光学検出器触発装置。
【請求項４】
前記移動触発器は、更に、伸縮スリーブを、当接部が前記被検出物または被検出物を収
容する容器から離脱する時に、触発スイッチから離間し移動させるように回復力を与える
復帰弾性部材を備える
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請求項３に記載の光学検出器触発装置。
【請求項５】
前記移動触発器は、更に触発板ばねを備え、
前記伸縮スリーブは、触発スイッチに向かって摺動する場合、触発板ばねが触発スイッチ
を触発するように前記触発板ばねを圧迫する
請求項１〜４の何れか１項に記載の光学検出器触発装置。
【請求項６】
前記光通過軸の出光口に透明窓口が設けられている
請求項１〜４の何れか１項に記載の光学検出器触発装置。
【請求項７】
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更に触発スイッチを遮蔽するための、前記伸縮スリーブを取り囲んで光学検出器のハウ
ジングに固定されている装飾カバーを備える
請求項１〜４の何れか１項に記載の光学検出器触発装置。
【請求項８】
前記移動触発器は、更にガイド部材を備え、前記光通過軸の外壁には前記ガイド部材に
対応するガイド溝が設けられており、前記ガイド部材の一端が伸縮スリーブの内壁中に嵌
められ、他端がそれに対応するガイド槽に挿入され、且つ前記ガイド部材はそれに対応す
るガイド槽中を摺動可能である
請求項１〜４の何れか１項に記載の光学検出器触発装置。
【請求項９】
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更に、光通過軸を固定するための光通過軸ホルダーと、触発スイッチを固定するための
スイッチホルダーとを備え、前記光通過軸ホルダーとスイッチホルダーは、光学検出器の
ハウジングに対して固定保持されている
請求項１〜４の何れか１項に記載の光学検出器触発装置。
【請求項１０】
前記伸縮スリーブが触発スイッチを触発させて移動する行程は、検出光のフォーカス位
置によって決まる。
請求項１〜４の何れか１項に記載の光学検出器触発装置。
【請求項１１】
前記移動触発器は、被検出物を支持するパレットを備え、
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前記触発装置は、パレットを支持する摺槽ベースを更に備え、
前記パレットは、パレットに支持される被測定物が触発スイッチから近接・離間して移
動するように、摺槽ベースに沿って移動可能である
請求項１に記載の光学検出器触発装置。
【請求項１２】
前記触発スイッチはスイッチホルダーに固定されており、検出光を射出させるための光
通過軸の出光口は、前記スイッチホルダーの触発スイッチよりも下方の位置に設けられて
いる
請求項１１に記載の光学検出器触発装置。
【請求項１３】
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前記パレットは遮光板を設けており、前記遮光板はパレットにつれて光通過軸の出光口
から近接・離間して移動可能である
請求項１２に記載の光学検出器触発装置。
【請求項１４】
前記摺槽ベースは、遮光板と触発スイッチとが所定距離にある場合に触発スイッチをオ
フさせるためのリミットスイッチを設けている
請求項１３に記載の光学検出器触発装置。
【請求項１５】
前記パレットは、被検出物を収容するための被検出物パッド又は窪みを設けている
請求項１１〜１４の何れか１項に記載の光学検出器触発装置。
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【請求項１６】
請求項１〜１５の何れか１項に記載の光学検出器触発装置を備える光学検出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光学検出器分野、特に光学検出器触発装置及び光学検出器に関する。
【背景技術】
【０００２】
光学検出器、例えば、分光計は、工業では広く使用されている検出設備であり、液体、
気体、大塊の固体、粉末などの各種の検出対象の多種性質を検出するものである。光学検
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出器を用いて物品を検出する際、通常、触発装置で光学検出過程を開始させ、例えばレー
ザの発射を触発すること及び検出モジュールがデータを受信及び処理することを開始させ
る必要がある。
【０００３】
従来の光学検出器において、主に光ファイバ探触子とボタンスイッチ又は押しキーでレ
ーザの発射を制御したが、このような方式では、毎回の検出を単独に手動触発しなければ
ならず、検出量の多く、検出速度の迅速さが要求される場合に適用しない。
【０００４】
このため、触発速度が速く、操作が便利で連続的、効率が高い触発装置を提供すること
が要望されている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の目的は、触発速度が速く、操作が便利且つ連続的で、効率が高い触発装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するために、本発明の技術方案は以下の形態により実現される。
【０００７】
本発明の一形態によれば、触発される時に光学検出を開始させて検出光を発するための
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触発スイッチと、
検出光がその内部キャビティから通過して被検出物に到達するための、触発スイッチと
固定した相対的な位置を有する中空の光通過軸と、
触発スイッチを触発させ又は触発スイッチを復帰させるように光通過軸に対して触発ス
イッチに接離して移動する移動触発器とを備える光学検出器触発装置を提供する。
【０００８】
更に、前記移動触発器は、伸縮スリーブを備えてよく、前記伸縮スリーブは光通過軸の
外壁にかぶせ、且つ光通過軸に対して触発スイッチに向かって又は触発スイッチから離間
するように摺動する。
【０００９】
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また、更に、前記伸縮スリーブは当接部を有してよく、前記当接部は被検出物または被
検出物を収容する容器に当接することで伸縮スリーブを触発スイッチに向かって摺動させ
るためである。
【００１０】
もっと更に、前記移動触発器は、更に、伸縮スリーブを、当接部が前記被検出物または
被検出物を収容する容器から離脱する時に、触発スイッチから離し移動するように回復力
を与える復帰弾性部材を備えてよい。
【００１１】
具体的には、前記移動触発器は、更に触発板ばねを備えてよく、前記伸縮スリーブは触
発スイッチに向かって摺動する場合、触発板ばねが触発スイッチを触発するように前記触
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発板ばねを圧迫する。
【００１２】
具体的には、前記光通過軸の出光口には透明窓口が設けられていてもよい。
【００１３】
具体的には、前記光学検出器触発装置は、更に触発スイッチを遮蔽するための装飾カバ
ーを備えてよく、前記装飾カバーは前記伸縮スリーブを取り囲んで光学検出器のハウジン
グに固定されている。
【００１４】
具体的には、前記移動触発器は、更にガイド部材を備えてもよく、前記光通過軸の外壁
には前記ガイド部材に対応するガイド溝が設けられており、前記ガイド部材の一端が伸縮
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スリーブの内壁中に嵌められ、他端がそれに対応するガイド槽に挿入され、且つ前記ガイ
ド部材は、それに対応するガイド槽中を摺動可能である。
【００１５】
具体的には、前記光学検出器触発装置は、更に、光通過軸を固定するための光通過軸ホ
ルダーと、触発スイッチを固定するためのスイッチホルダーとを備えてよく、前記光通過
軸ホルダーとスイッチホルダーは、光学検出器のハウジングに対して固定保持されている
。
【００１６】
具体的には、前記伸縮スリーブが触発スイッチを触発させて移動する行程は検出光のフ
ォーカス位置によって決定し得る。
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【００１７】
更に、前記移動触発器は、被検出物を支持するパレットを備えてもよく、前記触発装置
は、パレットを支持する摺槽ベースを更に備え、前記パレットはパレットに支持される被
測定物が触発スイッチに向かって又は触発スイッチから離間して移動するように、摺槽ベ
ースに沿って移動可能である。
【００１８】
更には、前記触発スイッチはスイッチホルダーに固定されてよく、検出光を射出させる
ための光通過軸の出光口は、前記スイッチホルダーの触発スイッチよりも下方の位置に設
けられてよい。
【００１９】
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また、更に、前記パレットは遮光板を設けていてもよく、前記遮光板はパレットにつれ
て光通過軸の出光口に向かって又は光通過軸の出光口から離間して移動可能である。
【００２０】
具体的には、前記摺槽ベースはリミットスイッチを設けていてもよく、前記リミットス
イッチは遮光板と触発スイッチが所定距離にある場合に触発スイッチをオフさせるためで
ある。
【００２１】
具体的には、パレットは被検出物を収容する被検出物パッド又は窪みを設けていてもよ
い。
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【００２２】
本発明の別の形態によれば、上記の何れか１つに記載の光学検出器触発装置を備える光
学検出器を提供することである。
【発明の効果】
【００２３】
本発明の上記技術方案中の少なくとも一つの形態では、移動触発器の触発スイッチに対
する移動により、光学検出器の検出操作を自動的に触発させる及び検出操作を時間内に（
timely）中止することで、触発装置の触発速度及び効率を向上できるとともに、検出操作
の複雑性を低減し、触発と復帰操作の誤操作による損失を防止することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
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【００２４】
【図１】本発明の一実施例による触発装置の模式斜面図である。
【図２】図１に示すような触発装置の模式側面図である。
【図３】図２に示すような触発装置のＡ−Ａ線に沿ってカットし取った部分を模式的に示
す断面図である。
【図４】本発明の別の実施例による触発装置の模式側面図である。
【図５】図４に示すような触発装置のＡ

−Ａ

線に沿ってカットし取った部分を模式的

に示す断面図である。
【図６】図４に示すような触発装置を模式的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
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以下は、実施例により、図面を結合して本発明の技術方案を更に具体的に説明する。明
細書において、同一の又は類似の図面標記は同一の又は類似の部材を表している。以下の
図面を参照する本発明の実施形態に対する説明は、本発明の全体の発明構想を解釈するこ
とを趣旨とし、本発明に対する制限であると理解され得ない。
【００２６】
図１〜３は、本発明の一実施例による光学検出器触発装置１００を模式的に示している
。該触発装置１００は触発スイッチ１、光通過軸２と移動触発器３を備える。触発スイッ
チ１は触発されると光学検出を開始させて検出光を発するためである。光通過軸２は中空
のものであり、検出過程において検出光が光通過軸２の内部キャビティから通過して被検
出物に到達するために設けられる。移動触発器３は、光通過軸２に対して触発スイッチ１
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に接離して移動することにより触発スイッチ１を触発させ又は触発スイッチ１を復帰させ
、これにより、光学検出を開始又は中止させる。触発装置１００は移動触発器３の移動に
より触発スイッチ１の触発及び復帰を直接的に制御するが、ボタンなどの触発器を別に設
ける必要がなくなる。
【００２７】
図１〜３に示す実施例において、移動触発器３は伸縮スリーブ３１を備える。前記伸縮
スリーブ３１は光通過軸２の外壁にかぶせ、且つ光通過軸２に対して触発スイッチ１に向
かって又は触発スイッチ１から離間して摺動する。触発スイッチ１に向かう伸縮スリーブ
３１の摺動は、触発スイッチ１を触発させるのに用いられるが、触発スイッチ１から離間
する摺動は、触発スイッチ１を復帰させるのに用いられ、逆もまた然りである。例示とし
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て、前記伸縮スリーブ３１は当接部３２を有してよく、前記当接部３２は被検出物または
被検出物を収容する容器に当接することで伸縮スリーブ３１を触発スイッチ１に向けて摺
動させる。当接部３２により、伸縮スリーブ３１の触発スイッチ１に対する触発は、一の
簡単の動作により実現し得、光通過軸２と被検出物の位置決め操作と合せて完成されても
よく、別の複雑な操作が要らない。例示として、該当接部３２は伸縮スリーブの前端に設
けることができ、且つ光通過軸２を衝突から保護するように光通過軸２の出光口端を延長
し超えることができる。伸縮スリーブ３１は、必要に応じて、円柱状、円錐状、四角状、
角錐状又は角柱状などの多種の形状にしてよい。当接部３２は、平面、斜面、段差、突起
などの形状にしてもよい。図１〜３に示す実施例において、伸縮スリーブ３１前端の端面
と外壁の錐面は、いずれも当接部３２とすることができる。
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【００２８】
しかしながら、被検出物または被検出物を収容する容器が当接部３２に当接して触発す
ることは必須ではなく、他の形態によって伸縮スリーブ３１を移動させて触発させてもよ
く、例えば、磁力、電力などにより伸縮スリーブ３１を移動させる。具体的な実際の操作
において、当接部３２は被検出物または被検出物を収容する容器に当接するのみに限られ
ず、例えば、他の工具、ひいては操作者の手で伸縮スリーブ３１を移動させるように当接
部３２を推し進め、これにより、触発操作を完成させる。
【００２９】
光通過軸２の内部キャビティは、検出光線の出入に設けられており、内部キャビティの
前端には出光口を設けることで検出光を出光口から射出して被検出物に到達させ、かつ光
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通過軸２の内部キャビティに戻させる。光通過軸２の内部キャビティ内には光学素子、例
えば集光レンズなどを設けてもよい。勿論、光学素子を光通過軸２の内部キャビティ内に
設けていなくてもよい。光通過軸２の外壁は平滑であってもよいし、移動触発器３（例え
ば伸縮スリーブ３１）の取り付け要求から外壁上にはフィレット（軸の肩）、段差、突起
又は窪みを設けてもよい。
【００３０】
一例示において、移動触発器３は、更に復帰弾性部材４を備えてよく、例えば、コイル
スプリング、蝶形状スプリングとラインスプリングといったスプリングが挙げられる。復
帰弾性部材４は、伸縮スリーブ３１を、当接部３２が前記被検出物または被検出物を収容
する容器から離脱する時に触発スイッチ１から離して移動させるように回復力を提供する

30

。図１に示す例示において、復帰弾性部材４は伸縮スリーブの後端と光通過軸２のフィレ
ットとの間に設けられたばねである。伸縮スリーブ３１が触発スイッチ１に向ける圧迫を
受けた（例えば、それに当接する被検出物または被検出物を収容する容器の圧迫を受けた
）場合、伸縮スリーブ３１はばねの弾力に抗して触発スイッチ１に近接又は接触してそれ
を触発させる。伸縮スリーブ３１は圧迫されなくなる（例えば、被検出物または被検出物
を収容する容器から脱離する）場合、ばねは回復力を提供して伸縮スリーブ３１が触発ス
イッチ１から離れるように押し進むことで、それを復帰させる。しかしながら、復帰弾性
部材４の構造はこれに限られず、例えば板ばね又は本分野の既知の回復力を提供可能な他
の弾性部材によっても実現し得る。
【００３１】

40

一例示として、移動触発器３は、更に触発板ばね３３を備えてよい。該触発板ばね３３
は伸縮スリーブ３１の触発スイッチ１に対する触発を寄付することができる。伸縮スリー
ブ３１は触発スイッチに向かって摺動する際に、前記触発板ばね３３を圧迫することで触
発板ばね３３により触発スイッチ１を触発させる。伸縮スリーブ３１により触発スイッチ
１を直接的に触発するのではなく、触発板ばね３３により触発スイッチ１を触発すること
で、触発の正確さを向上させ、触発スイッチ１を過大な衝撃から防止することが可能とな
る。
【００３２】
一例示として、光通過軸２は出光口に透明窓口が設けられている。該透明窓口は、塵埃
などの汚染物や気流が光通過軸２の内部キャビティ内に進入して光路に悪影響を及ぼすこ
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とを防止できるとともに、検出光が該窓口を通過して被検出物に照射すること及び光通過
軸２の内部キャビティ内に戻ることを確保できる。該窓口は、ゲル接着又はネジ締まりに
より光通過軸２に連結固定することができる。
【００３３】
例示として、触発装置１００は、更に、触発スイッチ１を遮蔽する装飾カバー５を備え
てよく、装飾カバー５は伸縮スリーブ３１を取り囲んで光学検出器のハウジング６に固定
されてもよい。装飾カバー５は円状、錘状、四角状などの形状を有してもよい。装飾カバ
ー５は計器外部の物体が触発スイッチ１に衝突することを防止でき、計器の見かけを改善
することもできる。装飾カバー５と伸縮スリーブ３１との間は隙間を設けてもよく、当該
隙間により、伸縮スリーブ３１が光通過軸２に沿って円滑に運動することを確保できる。

10

該隙間は、各種の異なる伸縮スリーブ３１の需要に応じて、可変に設けられる。
【００３４】
一例示において、移動触発器３０は、更にガイド部材３４を備えてもよく、相応的に、
光通過軸２の外壁にはガイド部材３４に対応するガイド槽２１が設けられており、前記ガ
イド部材３４の一端が伸縮スリーブ３１の内壁に嵌められ、他端がそれに対応するガイド
槽２１内に挿入され、且つ前記ガイド部材３４はそれに対応するガイド槽２１を摺動可能
である。ガイド部材３４はガイド溝２１と配合することで、伸縮スリーブ３１がリラック
ス状態（即ち被検出物に当接されない又は他の物体に圧迫されない復帰状態）において脱
落しないを確保できるし、伸縮スリーブ３１が光通過軸２に対して所望の方向に沿って摺
動することも案内できる。ガイド槽２１は光通過軸２の軸方向に沿って開設することがで

20

き、直槽又は環状槽であってよい。触発スイッチ１を触発させるために伸縮スリーブ３１
が移動する行程は、ガイド槽２１の長さによって決定される。ガイド部材３４はガイド釘
、ガイドピン、ガイド軸又はガイドブロックなどであってもよい。
【００３５】
上記移動触発器３を用いた構造では、光学検出器の被検出物に対する位置決め操作と触
発操作とに対して１つの動作で完成させることができる。光学検出器について、測定の正
確性を向上させるために、通常、検出ヘッドと被検出物とは特定の位置を有さなければな
らない。例えば、光学検出器は、常に、検出光を被測定物の測定点に集束させ、良好なＳ
Ｎ比を取得する必要がある。光学検出器の集光素子（例えばレンズ）と被検出物との間の
距離は、検出光の集光位置に対する要求を満たさなければならず、両者の距離は遠すぎる

30

又は近すぎると、検出光が集光できないことを招き、ＳＮ比が足りない及び検出精度が低
下することが引き起こすことがある。これに対して、上記移動触発器３を用いた構造では
、伸縮スリーブ３１と光通過軸２との相対的な位置及び伸縮スリーブ３１の行程により検
出光路中の光学素子（例えば集光レンズ）と被測定物との間の距離を決定することができ
る。一例示において、触発スイッチ１を触発させるように伸縮スリーブ３１が移動する行
程は、検出光の集光位置によって決定される。このように、伸縮スリーブ３１が触発スイ
ッチ１を触発すると同時に、検出光路における光学素子と被検出物との間に集光位置の要
求を満たす距離を有するようになり、光学検出が時間内に且つ潤滑に行なえるようになっ
た。そこで、光学検出器は、単独の位置決め操作を先に完成してから、単独の触発方式に
より触発を完成する必要がなくなる。したがって、光学検出器の構造も操作も簡略化がな

40

された。
【００３６】
例示として、触発装置１００は、更には、光通過軸２を固定するための光通過軸ホルダ
ー７２と、触発スイッチ１を固定するためのスイッチホルダー７１とを備えてもよく、光
通過軸ホルダー７２とスイッチホルダー７１とは、光学検出器のハウジング６に対して固
定保持されている。一例示において、スイッチホルダー７１は、光通過軸２と共に光通過
軸ホルダー７２上に設けられてもよい。また、光通過軸ホルダー７２は光路ホルダー８に
取り付けられてよい。光路ホルダー８は、更に、検出光路中の他の光学素子も支持できる
。光路ホルダー８と光通過軸ホルダー７２により、光通過軸２は検出光路中の他の光学素
子と適宜な位置関係を保持することができる。
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【００３７】
上記各種の実施例において、触発スイッチ１は行程スイッチ、近接式スイッチ、光電気
スイッチなどであってもよい、移動触発器３は触発スイッチ１の異なる類型に応じて、触
発スイッチ１と接触又は非接触（例えば近接など）の触発形態を用いることができる。
【００３８】
上記実施例において、伸縮スリーブ３１、復帰弾性部材４、光通過軸２、ガイド部材３
４、装飾カバー５と、スイッチホルダー７１、光通過軸ホルダー７２は金属であってもよ
く、非金属であってもよい。
【００３９】
図４〜６は、本発明の別の実施例による触発装置１００
おいて、触発装置１００

も、触発スイッチ１

る。ここで、移動触発器３
００
チ１

、光通過軸２

と移動触発器３

は被検出物を支持するパレット３１

は、更にパレット３１

は、パレット３１

を示している。この実施例に

を支持する摺槽ベース４

を備え

を備える。触発装置１

を備える。前記パレット３１

に支持される被検出物が触発スイッチ１

に離間して移動させるように、摺槽ベース４

10

に向かって又は触発スイッ

に沿って移動可能である。

【００４０】
一例示において、触発スイッチ１

はスイッチホルダー７１

る。検出光を射出させるための光通過軸２
において、触発スイッチ１

に固定されることができ

の出光口は、前記スイッチホルダー７１

上

よりも下方の位置に設けられることができる。更なる具体的

な例示において、スイッチホルダー７１

は光学検出器のハウジング６

とができ、光通過軸２

に固定連結することができ、且つスイッチホル

ダー７１

は摺槽ベース４

に固定されるこ

20

と固定の位置関係を保持する。

【００４１】
一例示において、パレット３１
、且つ触発スイッチ１
えば、パレット３１
ット３１

はスイッチホルダー７１

よりも下方に位置してよく

に垂直に運動する。しかしながら、本発明はこれに限られず、例
はスイッチホルダー７１

の上方又は側方に位置してもよい。パレ

は、その上に設けられた触発部（例えば、突起、段差、透過率又は反射率が一

部変化する領域など）により触発スイッチ１

を触発することができ、あるいは、その上

に支持された被検出物により触発スイッチ１

を触発することもできる。本実施例におい

て、図１〜３に示す実施例と同様、触発スイッチ１

は行程スイッチ、近接式スイッチ、

光電気スイッチなどであってよい。移動触発器3'は触発スイッチ１
て、触発スイッチ１

30

の異なる類型に応じ

と接触又は非接触（例えば近接など）の触発形態を用いることがで

きる。
【００４２】
一例示において、パレット３１
、パレット３１

は遮光板３２

につれて光通過軸２

の出光口に向かって又は光通過軸２

ら離れて移動可能である。前記遮光板３２
スイッチ１

と光通過軸２

を設けてもよい。前記遮光板３２

は

の出光口か

は、光学検出が行なわれない場合では、触発

の出光口に近づける位置に移動してそれらを遮蔽して検出空

間を閉じさせることができ、これにより、空間を節約し、触発スイッチが意外に衝突され
ることを防止できる。また、遮光板３２

は、光通過軸２

の出光口から射出した光ビー

40

ムを遮断するものに設けてもよく、これにより、光ビームが操作者の目を傷害するのを防
止する。できる限り省スペースするために、遮光板３２

は、パレット３１

の端部（図

６に示すように）に設けられてもよい。しかしながら、これは必須ではなく、遮光板３２
はパレット３１

のその他の位置に設けられてもよい。

【００４３】
遮光板３２

が触発スイッチ１

付近まで移動した際に触発スイッチ１

くことを防止するために、一例示として、摺槽ベース４

の誤触発を招

にリミットスイッチ５

は、遮光板３２

離（例えば該予定距離が触発スイッチ１

の触発距離よりも大きい）にある場合、触発ス

イッチ１

と触発スイッチ１

が設け

られてもよく、前記リミットスイッチ５

をオフさせる。より具体的な例示において、リミットスイッチ５

が予定距
はパレット
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によって励起されることができ、リミットスイッチ５

触発スイッチ１

付近まで移動する前に、パレット３１

ミットスイッチ５

を励起することで触発スイッチ１

もよい。一例示において、リミットスイッチ５

の位置は、遮光板３２

の摺動座４

が

中にある部分がリ

をオフさせるように、設けられて

はリミットスイッチホルダー５１

によ

って支持されることができる。
【００４４】
上記実施例では、パレット３１

には、被検出物を収容する被検出物パッド又は窪みを

設けることができる。触発スイッチ１
レット３１

の触発距離に基づき被検出物パッド又は窪みのパ

での位置を設けることができる。
10

【００４５】
上記実施例では、光通過軸２
光通過軸ホルダー７２

も光通過軸ホルダー７２

は光路ホルダー８

に固定されてもよく、また、

に固定されてもよく、光路ホルダー８

は摺

動座４と一体に連結する。
【００４６】
上記実施例では、遮光板３２
ットスイッチホルダー６

、パレット３１

、光通過軸ホルダー７２

、スイッチホルダー７１

、ハウジング３

、摺動座４

、リミ

、被検出物パッド９'、光通過軸２

又は光路ホルダー８

は、金属であってもよく、非金属であ

ってもよい。
【００４７】
上記各種の実施例において、触発スイッチ１、１

は接触式触発スイッチであってもよ

20

く、非接触式触発スイッチであってもよく、具体的には、例えば、行程スイッチ、接近式
スイッチ、機械スイッチ、光電気スイッチなどであってよい。
【００４８】
本発明は、更には、上記触発装置１００、１００

を有する光学検出器を提供する。こ

の光学検出器において、触発装置１００、１００

と光学検出器中の検出実行部材（例え

ば、レーザ制御回路、信号収集及び処理モジュールなど）は接続及び制御関係を形成する
。触発装置１００、１００

は、移動触発器３、３

に触発される際、これらの検出実行

部材はレーザを開始させて検出光を発させ、信号収集及び処理モジュールを開始させて光
学検出に所要の各種の操作を実行する。上記触発装置１００、１００

によれば、光学検

出器は、光学検出操作を便利で、迅速且つ正確に行なえ、検出量の多く検出効率に対する
要求が高い応用場合には特に優位を占めている。該光学検出器は、例えば、分光計又は他
の光ビームを検出する計器であってよい。
【００４９】
図面を結合して本発明を説明したが、図面に記載された実施例は、本発明の具体的な実
施例を例示的に説明することを趣旨とするが、本発明に対する制限と理解され得ない。
【００５０】
本発明の全体的な構想の些かの実施例は、既に示され、説明されたが、当業者であれば
、本発明の全体的な発明構想の原理及び精神から逸脱しない限り、これらの実施例を変更
し、本発明の範囲を請求項及びそれらの同等物によって限定することができる。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図５】

【図６】

【図４】
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