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最終頁に続く
(54)【発明の名称】赤外線検出装置
(57)【要約】
【課題】

高衝撃・高旋転が加わっても光学系に設けら

れたレンズが移動しないようにすること。
【解決手段】

レンズ１２側面は厚み方向にテーパ状と

なっており、このレンズ１２と同一のテーパ状の孔が形
成されたアダプタ１３にレンズ１２を密着させることで
アダプタ１３はレンズ１２を保持している。レンズ１２
及びアダプタ１３のテーパ角度は想定される衝撃の度合
いを考慮してあらかじめ設定しておく。レンズ１２で集
光した赤外線をフォトダイオード８が検知する。

( 2 )
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【特許請求の範囲】

虞れがあった。また高衝撃が加わった場合は、レンズ６

【請求項１】

高衝撃・高旋転の環境下におかれる赤外

下縁部に大きな衝撃が加わるため、レンズ６が損傷しや

線検出装置において、赤外線を集光する、側面がテーパ

すいという問題があった。本発明は、このような背景の

面に形成されたレンズと、

下になされたもので、高衝撃・高旋転が加わった場合に

前記レンズのテーパ面が係合するテーパ面が内側に形成

おいても、光学軸に狂いが生じることがなく、また、そ

され、該テーパ面によって前記レンズを保持するアダプ

の光学軸の調整工程が不要であり、かつ、レンズを破損

タと、

する虞れがない赤外線検出装置を提供することを目的と

前記レンズによって集光された赤外線を電気信号に変換

している。

する光電変換手段とを具備してなる赤外線検出装置。
【請求項２】前記レンズの受光面の周辺部を係止する環

【０００６】
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【問題を解決するための手段】請求項１記載の発明は、

状部材を具備することを特徴とする請求項１記載の赤外

赤外線を集光する、側面がテーパ面に形成されたレンズ

線検出装置。

と、前記レンズのテーパ面が係合するテーパ面が内側に

【発明の詳細な説明】

形成され、該テーパ面によって前記レンズを保持するア

【０００１】

ダプタと、前記レンズによって集光された赤外線を電気

【発明の属する技術分野】本発明は高衝撃・高旋転の環

信号に変換する光電変換手段とを具備してなるものであ

境下で用いられる装置内に設けられ、精密な光軸合わせ

る。また、請求項２記載の発明は、請求項１に記載の赤

が要求される赤外線検出装置に関する。

外線検出装置において、レンズの受光面の周縁部を係止

【０００２】

する環状部材を設けたことを特徴とする。

【従来の技術】赤外線検出装置の走査線上に赤外線を強

【０００７】この発明によれば、レンズに形成されたテ

く輻射する物体があると、その物体から輻射される赤外

20

ーパ面とアダプタに形成されたテーパ面とが係合するの

線を赤外線検出装置で検出し、これにより赤外線検出装

で、高衝撃・高旋転が加わった場合においても、レンズ

置が物体の位置を認識することができる。しかし、その

がアダプタ内においてずれる虞れがなく、これにより、

物体の位置を正確に計測するためには赤外線検出装置の

レンズの光学軸がずれる虞れが全くない。また、レンズ

光軸の精度が極めて重要である。しかし、高衝撃・高旋

をアダプタの面で受けるようになっているので、線で受

転を受けた（又は、受けている）赤外線検出装置では、

けていた従来のものと異なり、高衝撃・高旋転が加わっ

内部に設けられた光学系の光軸ずれが生ずる。光軸ずれ

ても容易に破損することがない。

が生じると、赤外線検出装置は赤外線検出装置の視野内

【０００８】

に物体が位置すると認識してしまい、実際の物体の位置

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の

を誤って検出してしまう。ここでは、そのような高衝撃

一実施例について説明する。図１は本発明の一実施例の

・高旋転の環境下においても光軸ずれを問題としない赤
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構成を示す図である。この図において、１２は赤外線を

外線検出装置を以下で説明する。

集光するレンズであり、上面が凸面に、下面が凹に形成

【０００３】図２は従来の高衝撃・高旋転用赤外線検出

され、さらに、側面がテーパ面１２ａとなっている。１

装置の構成を示す平面図及び断面図である。この図にお

３は前記レンズ１２を保持するアルミニウム製のアダプ

いて、６は集光レンズであり、上面が凸状、下面が凹状

タであり、内部に、上部が円形で下方にいくに従い内径

の形状をしている。７はレンズ６を保持するアダプタ

が小さくなる略円錐台形状のテーパ面１３ａが形成され

で、中空円柱形をしており、内周壁に複数の段部が設け

ている。このテーパ面１３ａの傾斜角度はレンズ１２の

られている。そしてレンズ６は上方の段部７ａ上に載置

テーパ面１２ａの傾斜角度と一致しており、レンズ１２

され、環状リング１０によって固定されている。８はレ

はそのテーパ面１２ａがアダプタ１３のテーパ面１３ａ

ンズ６で集光された赤外線を検出するフォトダイオード
でありレンズ６の焦点の位置に取り付けられている。９

と係合した状態でアダプタ１３内にセットされる。この
40

場合、レンズ１２及びアダプタ１３のテーパ面１２ａ、

はフォトダイオード８の出力信号を処理する信号処理回

１３ａの傾斜角度は、想定される光レンズ１２に加わる

路である。

衝撃・旋転の大きさの度合いによりあらかじめ設定して

【０００４】このような構成において、光学軸の調整

おく。テーパ１３ａの下方には、小孔１３ｂ、大孔１３

は、レンズ６とアダプタ７との間に隙間１１を設け、こ

ｃが順次形成されており、小孔１３ｂ内にレンズ１２に

の隙間１１内においてレンズ６を左右に移動させること

よって集光された赤外線を検出するフォトダイオード８

により行う。

が取り付けられ、また、大孔１３ｃ内にフォトダイオー

【０００５】

ド８の出力を処理する信号処理回路９がネジ１６によっ

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従

て取り付けられている。また、アダプタ１３の上部には

来の高衝撃・高旋転用の赤外線検出装置は、高衝撃・高

半硬製のパッキング１５を介してレンズ１２を上方から

旋転でレンズ６が移動し、光学軸の狂いが生じてしまう
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抑えて固定する金属リング１４が取り付けられている。

( 3 )

特開２０００−７４７３８
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【０００９】このような構成において、レンズ１２とア

ない。また、レンズをアダプタの面で受けるようになっ

ダプタ１３は、あらかじめフォトダイオード８と光学軸

ているので、線で受けていた従来のものと異なり、衝撃

及び焦点が合うようにテーパ角１２ａ、１３ａが形成さ

が加わっても容易に破損することがない。

れており、光学系を組み上げる際はレンズ１２をアダプ

【図面の簡単な説明】

タ１３の中空部のテーパ面１３ａにはめ込み、レンズ１

【図１】

２上部を金属リング１４及びパッキング１５で固定すれ

成を示す平面図及び断面図である。

ばよい。光学系を一度組み上げてしまうと以後光学軸の

【図２】

調整は一切不要であり、高衝撃・高旋転がかかっても光

び断面図である。

学軸がずれることがない。

本発明の一実施例による赤外線検出装置の構
従来の赤外線検出装置の構成を示す平面図及

【符号の説明】

【００１０】
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８・・・・フォトダイオード

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、

９・・・・信号処理回路

レンズに形成されたテーパ面とアダプタに形成されたテ

１２・・・レンズ

ーパ面が係合するので、高衝撃・高旋転が加わった場合

１３・・・アダプタ

においても、レンズがアダプタ内においてずれる虞れが

１４・・・金属リング

なく、これにより、レンズの光学軸がずれる虞れが全く

１５・・・パッキング

【図１】

【図２】

─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１１年６月１７日（１９９９．６．１

円形で下方にいくに従い内径が小さくなる略円錐形状の

７）

テーパ面に形成されたレンズと、

【手続補正１】

前記レンズのテーパ面が係合する上部が円形で下方にい

【補正対象書類名】明細書

くに従い内径が小さくなる略円錐形状のテーパ面が内側

【補正対象項目名】特許請求の範囲

に形成され、高衝撃・高旋転が加わった場合においても

【補正方法】変更

レンズがアダプタ内においてずれることがないように該

【補正内容】

テーパ面と環状部材によって前記レンズを保持するアダ

【特許請求の範囲】

プタと、

【請求項１】

前記レンズの受光面の周辺部を係止する前記環状部材

高衝撃・高旋転の環境下におかれる赤外

線検出装置において、赤外線を集光する、側面の上部が

と、

( 4 )

特開２０００−７４７３８

前記レンズによって集光された赤外線を電気信号に変換

くに従い内径が小さくなる略円錐形状のテーパ面に形成

する光電変換手段とを具備してなる赤外線検出装置。

されたレンズ１２と、前記レンズ１２のテーパ面が係合

【手続補正２】

する上部が円形で下方にいくに従い内径が小さくなる略

【補正対象書類名】明細書

円錐形状のテーパ面が内側に形成され、高衝撃・高旋転

【補正対象項目名】０００６

が加わった場合においてもレンズ１２がアダプタ１３内

【補正方法】変更

においてずれることがないように該テーパ面と環状部材

【補正内容】

によって前記レンズ１２を保持するアダプタ１３と、前

【０００６】

記レンズ１２の受光面の周辺部を係止する前記環状部材

【問題を解決するための手段】請求項１記載の発明は、

と、前記レンズ１２によって集光された赤外線を電気信

高衝撃・高旋転の環境下におかれる赤外線検出装置にお

号に変換する光電変換手段とを具備してなるものであ

いて、赤外線を集光する、側面の上部が円形で下方にい

る。

─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１１年１０月２２日（１９９９．１０．

外線検出装置。

２２）

【手続補正２】

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００６

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正方法】変更

【補正内容】

【補正内容】

【０００６】

【特許請求の範囲】

【問題を解決するための手段】請求項１記載の発明は、

【請求項１】

高衝撃・高旋転の環境下におかれる赤外

高衝撃・高旋転の環境下におかれる赤外線検出装置にお

線検出装置において、赤外線を集光する、側面の上部が

いて、赤外線を集光する、側面の上部が円形で下方にい

円形で下方にいくに従い内径が小さくなる略円錐形状の

くに従い内径が小さくなる略円錐形状のテーパ面に形成

テーパ面に形成されたレンズと、

されたレンズ１２と、前記レンズ１２のテーパ面が係合

前記レンズのテーパ面が係合する上部が円形で下方にい

する上部が円形で下方にいくに従い内径が小さくなる略

くに従い内径が小さくなる略円錐形状のテーパ面が内側

円錐形状のテーパ面が内側に形成され、高衝撃・高旋転

に形成され、高衝撃・高旋転が加わった場合においても

が加わった場合においてもレンズ１２がアダプタ１３内

レンズがアダプタ内においてずれることがないように該

においてずれることがないように該テーパ面と環状部材

テーパ面と環状部材によって前記レンズを保持するアダ

によって前記レンズ１２を保持するアダプタ１３と、前

プタと、

記アダプタ１３内においてレンズ１２の受光面の周辺部

前記アダプタ内においてレンズの受光面の周辺部を係止

を係止する前記環状部材と、前記レンズ１２によって集

する前記環状部材と、

光された赤外線を電気信号に変換する光電変換手段とを

前記レンズによって集光された赤外線を電気信号に変換

具備している。そして、前記アダプタ１３内における前

する光電変換手段とを具備し、

記テーパ面の下方には、小孔１３ｂと大孔１３ｃが順次

前記アダプタ内における前記テーパ面の下方には、小孔

形成され、小孔１３ｂ内には前記レンズ１２によって集

と大孔が順次形成され、小孔内には前記レンズによって

光された赤外線を検出するフォトダイオード８が取り付

集光された赤外線を検出するフォトダイオードが取り付

けられ、また大孔１３ｃ内にはフォトダイオード８の出

けられ、また大孔内にはフォトダイオードの出力を処理

力を処理する信号処理回路９が取り付けられたことを特

する信号処理回路が取り付けられたことを特徴とする赤

徴としている。
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