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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光ファイバが劣化することを抑制できる光検出
装置を提供する。
【解決手段】光検出装置３は、光ファイバ１１に向かう
光Ｌ１を絞るべく、光Ｌ１１を遮る環状の絞り部３ａと
、絞り部３ａに入射される光Ｌ１１の少なくとも一部を
検出する検出部３２とを備える。前記絞り部は、光ファ
イバに入射される光を当該光ファイバのコア１１ａ内で
全反射させるべく、絞られた後に光ファイバに入射され
る光Ｌ１２の入射角θ１が当該光ファイバの最大受光角
θＭＡＸよりも小さくなるように、形成される。さらに
、前記検出部で検出される光量に基づいて、前記光ファ
イバに入射される光量を演算する演算部３３ｂを備える
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバに向かう光を絞るべく、光を遮る環状の絞り部と、
　前記絞り部に入射される光の少なくとも一部を検出する検出部と、を備える光検出装置
。
【請求項２】
　前記絞り部は、光ファイバに入射される光を当該光ファイバのコア内で全反射させるべ
く、絞られた後に光ファイバに入射される光の入射角が当該光ファイバの最大受光角より
も小さくなるように、形成される請求項１に記載の光検出装置。
【請求項３】
　前記絞り部の内方に、光ファイバに向かう光が通過する開口を備える請求項１又は２に
記載の光検出装置。
【請求項４】
　前記検出部は、光を受ける受光部を備え、
　前記絞り部は、前記受光部に向けて光を導く導光部を備える請求項１～３の何れか１項
に記載の光検出装置。
【請求項５】
　前記検出部で検出される光量に基づいて、前記光ファイバに入射される光量を演算する
演算部を備える請求項１～４の何れか１項に記載の光検出装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光を検出する光検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光検出装置として、光ファイバに向かう光が透過する透光部と、透光部を透過し
た光を検出する検出部とを備える光検出装置が、知られている（例えば、特許文献１）。
ところで、特許文献１に係る光検出装置においては、透光部を透過した光が、光ファイバ
のコアだけでなく、コアの外側のクラッド等にも入射してしまうため、特にパワーの大き
な光を使用する場合、光ファイバが劣化する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３０７５２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　よって、本発明は、斯かる事情に鑑み、光ファイバが劣化することを抑制できる光検出
装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る光検出装置は、光ファイバに向かう光を絞るべく、光を遮る環状の絞り部
と、前記絞り部に入射される光の少なくとも一部を検出する検出部と、を備える。
【０００６】
　本発明に係る光検出装置によれば、環状の絞り部が光を遮るため、光ファイバに向かう
光が絞られる。これにより、絞られた光が光ファイバのコアの外側に入射することを抑制
できるため、光ファイバが劣化することを抑制できる。
【０００７】
　そして、検出部は、絞り部に入射される光の少なくとも一部を検出している。これによ
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り、光ファイバに入射することのない光、即ち、損失となる光を利用して検出しているた
め、光を検出するために光を損失させていない。したがって、光ファイバに入射される光
が損失することを防止している。
【０００８】
　また、本発明に係る光検出装置においては、前記絞り部は、光ファイバに入射される光
を当該光ファイバのコア内で全反射させるべく、絞られた後に光ファイバに入射される光
の入射角が当該光ファイバの最大受光角よりも小さくなるように、形成される、という構
成でもよい。
【０００９】
　斯かる構成によれば、絞り部が光ファイバに向かう光を絞るため、光ファイバに入射さ
れる光の入射角は、当該光ファイバの最大受光角よりも小さくなる。これにより、絞り部
で絞られた後に光ファイバに入射された光が、光ファイバのコア内で全反射するため、光
ファイバのコアの外側に光が入射することを防止できる。したがって、光ファイバが劣化
することを抑制できる。
【００１０】
　また、本発明に係る光検出装置は、前記絞り部の内方に、光ファイバに向かう光が通過
する開口を備える、という構成でもよい。
【００１１】
　斯かる構成によれば、絞り部の内方に、開口が備えられている。これにより、開口を通
過した光が光ファイバに入射されるため、絞り部の内方を通過する光が損失しない。した
がって、光ファイバに向かう光が損失することを抑制している。
【００１２】
　また、本発明に係る光検出装置においては、前記検出部は、光を受ける受光部を備え、
前記絞り部は、前記受光部に向けて光を導く導光部を備える、という構成でもよい。
【００１３】
　また、本発明に係る光検出装置においては、前記検出部で検出される光量に基づいて、
前記光ファイバに入射される光量を演算する演算部を備える、という構成でもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　以上の如く、本発明に係る光検出装置は、光ファイバが劣化することを抑制できる、と
いう優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る光検出装置を備える画像投影装置の全体概略図である
。
【図２】同実施形態に係る光検出装置を備える光源装置の全体概略図である。
【図３】同実施形態に係る光源装置の図２のIII領域拡大図である。
【図４】同実施形態に係る光学素子の全体正面図である。
【図５】同実施形態に係る光学素子の図４のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】本発明の他の実施形態に係る光学素子の全体正面図である。
【図７】本発明のさらに他の実施形態に係る光学素子の全体断面図である。
【図８】本発明のさらに他の実施形態に係る光学素子の全体正面図である。
【図９】同実施形態に係る光学素子の図８のIX－IX線断面図である。
【図１０】本発明のさらに他の実施形態に係る光学素子の全体正面図である。
【図１１】同実施形態に係る光学素子の図１０のXI－XI線断面図である。
【図１２】本発明のさらに他の実施形態に係る光学素子の全体断面図である。
【図１３】本発明のさらに他の実施形態に係る光学素子の全体断面図である。
【図１４】本発明のさらに他の実施形態に係る光学素子の全体正面図である。
【図１５】同実施形態に係る光学素子の図１４のXV－XV線断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
＜第１実施形態＞
　以下、本発明に係る光検出装置における第１の実施形態について、図１～図５を参酌し
て説明する。なお、各図（図６～図１５においても同様）において、図面の寸法比と実際
の寸法比とは、必ずしも一致していない。また、本実施形態に係る光検出装置は、画像投
影装置（例えば、プロジェクタ）に用いられている。
【００１７】
　図１に示すように、画像投影装置１００は、光を出射する光源装置１０と、光源装置１
０から出射された光で光画像を生成し、スクリーン２００に投影する投影装置本体２０と
を備えている。また、画像投影装置１００は、光源装置１０から出射された光を投影装置
本体２０に入射させるべく、光ファイバ１１を有して且つ光源装置１０と投影装置本体２
０とに各端部を接続される光ファイバ体１と、各構成を制御する制御部３０と、各種情報
を出力する装置出力部４０とを備えている。
【００１８】
　投影装置本体２０は、図示していないが、光源装置１０から出射された光を入射して光
画像を生成する画像光学系と、画像光学系から出射された光画像を入射してスクリーン２
００に投影する投影光学系（例えば、投影レンズ）とを備えている。また、画像光学系は
、光を変調することで光画像にする空間変調素子等の光学系を備えている。
【００１９】
　光源装置１０は、光を出射する光源部２と、光源部２から出射されて光ファイバ１１に
入射される光を検出する光検出装置３とを備えている。また、投影装置本体２０は、画像
投影装置１００の出力を確認し且つ光検出装置３で検出した光と比較するために、光ファ
イバ１１から出射された光を検出する出射光検出部２０ａを備えている。
【００２０】
　制御部３０は、光検出装置３及び出射光検出部２０ａで検出した光に基づいて、装置の
状態を判定する判定部３０ａを備えている。また、制御部３０は、例えば、光検出装置３
及び出射光検出部２０ａで検出した光に基づいて、光源装置１０（特に、光源部２）の出
力等を制御している。
【００２１】
　判定部３０ａは、光検出装置３で検出した光量（即ち、光ファイバ１１に入射される光
量）と、出射光検出部２０ａで検出した光量（即ち、光ファイバ１１から出射される光量
）とに基づいて、装置の状態を判定する。以下に、判定部３０ａの判定方法について説明
する。
【００２２】
　まず、出射光検出部２０ａで検出した光量が、光源部２の予測出力（光源部２に供給し
た電力に基づいて予想される光量）に対して、所定量よりも低下している場合、判定部３
０ａは、「異常である」と判断する。このとき、判定部３０ａは、光検出装置３で検出し
た光量が、光源部２の予測出力に対して、所定量よりも低下している場合、「光源装置が
異常である」と判断する一方、光検出装置３で検出した光量が、光源部２の予測出力に対
して、所定量よりも低下していない場合、「光ファイバが異常である」と判断する。
【００２３】
　装置出力部４０は、装置が正常である、又は異常であるという情報を出力（表示、警報
）してもよい。また、装置出力部４０は、光検出装置３で検出した光量（光ファイバ１１
に入射される光量）、及び出射光検出部２０ａで検出した光量（光ファイバ１１から出射
される光量）を、それぞれ表示してもよい。これにより、画像投影装置１００の出力低下
が発生した場合に、その原因を特定することができる。
【００２４】
　図２に示すように、光源装置１０は、上述の通り、光源部２と、光検出装置３とを備え
ている。また、光源装置１０は、光源部２から出射された光が入射されて且つ光ファイバ
１１に向けて出射する光学系４と、光源部２及び光学系４等を収容する本体部５とを備え
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ている。
【００２５】
　光源部２は、発光する光源（例えば、半導体レーザ、各種レーザ、ＬＥＤ、ランプ等）
２１と、光源２１を保持する光源保持部２２とを備えている。また、光源部２は、光源２
１に電力を供給する電力供給部２３を備えている。
【００２６】
　本実施形態においては、光源２１は、一つ備えられているが、斯かる構成に限られず、
複数備えられていてもよい。なお、光源２１は、光ファイバ１１に効率的に光を入射させ
るために、点光源に近いことが好ましい。また、光源保持部２２は、光源２１の熱を放熱
させる機能を備えていてもよい。そして、電力供給部２３は、制御部３０の制御に基づい
て、光源２１を点灯させる。
【００２７】
　光検出装置３は、光学系４から出射された光が入射され且つ光ファイバ１１に向けて出
射する光学素子３１と、光学系４から出射された光の一部を検出する検出部３２とを備え
ている。また、光検出装置３は、検出部３２で検出した光量の情報を処理する処理部３３
を備えている。
【００２８】
　光学系４は、光源部２から出射された光が入射され且つ該光を平行な光にして出射する
コリメータレンズ４１と、コリメータレンズ４１から出射された光が入射され且つ該光を
収束して光学素子３１に向けて出射する収束レンズ４２とを備えている。また、光学系４
は、各レンズ４１，４２を保持するレンズ保持部４３，４３を備えている。本実施形態に
おいては、レンズは二つ備えられているが、斯かる構成に限られず、三つ以上のレンズを
組み合わせた構成にしてもよい。
【００２９】
　本体部５は、光源部２、光学素子３１及び光学系４を収容する筐体５１と、光学素子３
１を保持する素子保持部５２とを備えている。また、本体部５は、光ファイバ体１の端部
を接続するファイバ接続部５３と、光ファイバ体１の端部をファイバ接続部５３に固定す
る固定部材５４と、光ファイバ体１を検出するファイバ検出部５５とを備えている。
【００３０】
　筐体５１は、例えば、金属（アルミ、ステンレス等）又はプラスチック材料から形成さ
れている。これにより、筐体５１の外部へ光が漏出することを防止することができると共
に、内部に収容される各部品を保護することができる。例えば、筐体５１は、複数の部品
を組み合わせて形成されている。
【００３１】
　ファイバ接続部５３は、光ファイバ体１の端部と当接する位置決め部５３ａを備えてい
る。これにより、光ファイバ体１の端部が位置決め部５３ａに当接した状態で、光ファイ
バ体１が固定部材５４によりファイバ接続部５３に固定されることにより、光ファイバ１
１は、光学素子３１に対して位置決めされる。
【００３２】
　ファイバ検出部５５は、本実施形態においては、リミットスイッチとしている。そして
、ファイバ検出部５５は、筒状のファイバ接続部５３の内部に光ファイバ体１が挿入され
ているか否かの信号を制御部３０に送信している。そして、制御部３０が電力供給部２３
を制御することにより、光ファイバ体１がファイバ接続部５３の内部に挿入されていない
際に、光源２１が点灯することを防止している。これにより、光ファイバ体１の抜け又は
入れ忘れにより光が漏出することを防止できるため、安全性を高めることができている。
【００３３】
　図３に示すように、光ファイバ体１は、上述したように、光学素子３１から出射された
光が入射される光ファイバ１１を備えている。また、光ファイバ体１１は、内部に光ファ
イバ１１が挿入される円筒状のフェルール１２を備えている。図示していないが、光ファ
イバ１１とフェルール１２とは、例えば、接着剤により、固定されている。
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【００３４】
　光ファイバ１１は、中心部分に配置されて光を伝搬するコア１１ａと、コア１１ａの外
側に配置され、コア１１ａよりも低い屈折率であるクラッド１１ｂとを備えている。なお
、光ファイバ１１は、クラッド１１ｂの外側に配置されてクラッド１１ｂを被覆する被覆
部を備えていてもよい。
【００３５】
　ところで、光ファイバ１１は、入射された光がコア１１ａ内で全反射する最大の入射角
である最大受光角θＭＡＸを有する。斯かる最大受光角θＭＡＸは、コア１１ａの屈折率
とクラッド１１ｂの屈折率との関係により、定まる。なお、光が空気中から光ファイバ１
１に入射される際の最大受光角θＭＡＸと、当該光ファイバ１１の開口数ＮＡとは、以下
の関係を有する。
　　　ＮＡ＝ｓｉｎθＭＡＸ

【００３６】
　図３～図５に示すように、光学素子３１は、光ファイバ１１に向かう光Ｌ１の一部を遮
光すべく、光Ｌ１１を遮る環状の遮光部３１ａを備えている。また、光学素子３１は、遮
光部３１ａの径方向内方に、光ファイバ１１に入射される光Ｌ１２が通過する開口３１ｂ
を備えている。そして、光学素子３１は、素子保持部５２に保持されており、光学系４と
光ファイバ１１との間に配置されている。
【００３７】
　遮光部３１ａは、遮光性を有している。例えば、遮光部３１ａは、黒アルマイトで表面
処理を施したアルミニウムで形成されている。また、開口３１ｂは、円形状に形成されて
おり、光学素子３１の中央部に配置されている。
【００３８】
　検出部３２は、光を受ける受光部３２ａと、光学素子３１に固定され、受光部３２ａで
受けた光の情報を伝える信号線３２ｂとを備えている。また、検出部３２は、信号線３２
ｂで伝えられた情報を処理部３３に送信する送信線３２ｃを備えている。
【００３９】
　受光部３２ａは、環状に形成されている。そして、受光部３２ａは、開口３１ｂの外側
に配置されていると共に、開口３１ｂの周りに連続して配置されている。本実施形態にお
いては、受光部３２ａは、受光した光の光量を測定する光量センサとしている。例えば、
受光部３２ａは、受けた光に応じた起電力が発生する素子、具体的には、フォトダイオー
ドやＣＣＤ撮像素子のような素子を採用できる。
【００４０】
　なお、受光部３２ａは、入射された光を吸収するため、遮光性を有している。したがっ
て、遮光部３１ａ及び受光部３２ａは、光Ｌ１を絞る絞り部３ａを構成している。即ち、
光検出装置３は、光ファイバ１１に向かう光Ｌ１を絞るべく、光Ｌ１１を遮る環状の絞り
部３ａと、絞り部３ａの径方向内方に、光ファイバ１１に入射される光Ｌ１２が通過する
開口３１ｂを備えている。
【００４１】
　これにより、図３に示すように、光学系４から出射された光Ｌ１のうち、外側の光Ｌ１
１は、絞り部３ａに入射される一方、内側の光Ｌ１２は、開口３１ｂを通過して、光ファ
イバ１１に入射される。そして、検出部３２は、絞り部３ａに入射される光、即ち、絞り
部３ａを構成する受光部３２ａで受光する光を検出している。
【００４２】
　また、絞り部３ａの内径は、絞られた後に光ファイバ１１に入射される光Ｌ１２の入射
角θ１が当該光ファイバ１１の最大受光角θＭＡＸよりも小さくなるように、設定されて
いる。これにより、光ファイバ１１に入射された光Ｌ１２は、光ファイバ１１のコア１１
ａ内で全反射する。
【００４３】
　処理部３３は、検出部３２で検出される光量と光ファイバ１１に入射される光Ｌ１２の
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光量との関係の情報を記憶する記憶部３３ａと、検出部３２で検出される光Ｌ１１の光量
に基づいて、光ファイバ１１に入射される光Ｌ１２の光量を演算する演算部３３ｂとを備
えている。
【００４４】
　演算部３３ｂは、検出部３２で検出される光Ｌ１１の光量と、検出部３２で検出される
光Ｌ１１の光量と光ファイバ１１に入射される光Ｌ１２の光量との関係の情報とに基づい
て、光ファイバ１１に入射される光Ｌ１２の光量を演算する。そして、処理部３３は、演
算部３３ｂで演算した光Ｌ１２の光量を、制御部３０に送信する。
【００４５】
　以上より、本実施形態に係る光検出装置３によれば、環状の絞り部３ａが光を遮るため
、光ファイバ１１に向かう光Ｌ１が絞られる。これにより、絞られた光Ｌ１２が光ファイ
バ１１のコア１１ａの外側に入射することを抑制できるため、光源部２から出力される光
のパワーが大きい場合でも、光ファイバ１１が劣化することを抑制できる。
【００４６】
　また、本実施形態に係る光検出装置３によれば、検出部３２は、絞り部３ａに入射され
る光Ｌ１１を検出している。これにより、光ファイバ１１に入射することのない光Ｌ１１
、即ち、損失となる光Ｌ１１を利用して検出しているため、光を検出するために光を損失
させていない。したがって、光ファイバ１１に入射される光Ｌ１２が損失することを防止
している。
【００４７】
　また、本実施形態に係る光検出装置３によれば、絞り部３ａが光ファイバ１１に向かう
光Ｌ１を絞るため、光ファイバ１１に入射される光の入射角θ１は、当該光ファイバ１１
の最大受光角θＭＡＸよりも小さくなる。これにより、絞り部３ａで絞られた後に光ファ
イバ１１に入射された光Ｌ１２が、光ファイバ１１のコア１１ａ内で全反射するため、光
ファイバ１１のコア１１ａの外側に光が入射することを防止できる。したがって、光ファ
イバ１１が劣化することを抑制できる。
【００４８】
　また、本実施形態に係る光検出装置３によれば、絞り部３ａの内方に、開口３１ｂが備
えられている。これにより、開口３１ｂを通過した光Ｌ１２が光ファイバ１１に入射され
るため、絞り部３ａの内方を通過する光Ｌ１２が損失しない。したがって、光ファイバ１
１に向かう光Ｌ１が損失することを抑制している。
【００４９】
　なお、本発明に係る光検出装置は、上記した第１実施形態に係る光検出装置３の構成及
び作用に限定されるものではない。例えば、上記した第１実施形態に係る光検出装置３に
対して、以下のような変更が行われてもよい。
【００５０】
　上記第１実施形態に係る光検出装置３においては、受光部３２ａは、環状に形成され、
検出部３２は、絞り部３ａに入射される光Ｌ１１を全て検出する、という構成である。し
かしながら、本発明に係る光検出装置は、斯かる構成に限られない。例えば、本発明に係
る光検出装置においては、図６に示すように、受光部３２ａは、複数の矩形状の受光素子
を備え、検出部３２は、絞り部３ａに入射される光の一部を検出する、という構成でもよ
い。
【００５１】
　図６に係る検出部３２においては、受光部３２ａは、複数の受光素子を、開口３１ｂの
外側に配置していると共に、開口３１ｂの周りに沿って並列している。なお、信号線３２
ｂは、光を受けないように遮蔽したり、遮光部３１ａの内部に配置したりすることが好ま
しい。
【００５２】
　また、上記第１実施形態に係る光検出装置３においては、光学素子３１は、絞り部３ａ
の内方に光Ｌ１２が通過する開口３１ｂを備えている、という構成である。しかしながら
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、本発明に係る光検出装置は、斯かる構成に限られない。例えば、本発明に係る光検出装
置においては、図７に示すように、光学素子３１は、絞り部３ａ（具体的には、遮光部３
１ａ）の内方に、光Ｌ１２が通過する透光部３１ｃを備えている、という構成でもよい。
斯かる透光部３１ｃは、例えば、光学ガラスで形成されている。
【００５３】
　また、上記第１実施形態に係る光検出装置３においては、絞り部３ａは、遮光部３１ａ
及び受光部３２ａで構成されている、という構成である。しかしながら、本発明に係る光
検出装置は、斯かる構成に限られない。例えば、本発明に係る光検出装置においては、図
８及び図９に示すように、絞り部３ａは、受光部３２ａのみで構成されている、という構
成でもよい。
【００５４】
　図８及び図９に係る光学素子３１は、全体的に透光性を有する。例えば、光学素子３１
は、光学ガラスで形成されている。そして、受光部３２ａは、環状に形成されており、光
学素子３１の光が入射される側の面に固定されている。これにより、受光部３２ａに入射
される光Ｌ１１は、受光部３２ａに吸収される一方、受光部３２ａの径方向内方を通過し
て光学素子３１に入射される光Ｌ１２は、光ファイバ１１に入射される。
【００５５】
＜第２実施形態＞
　次に、本発明に係る光検出装置における第２の実施形態について、図１０及び図１１を
参酌して説明する。なお、図１０及び図１１等において、図１～図５の符号と同一の符号
を付した部分は、第１実施形態と同様の構成又は要素を表す。
【００５６】
　本実施形態に係る光検出装置は、第１実施形態に係る光検出装置３に対して、光学素子
及び検出部の構成で相違している。したがって、以下、光学素子及び検出部の構成につい
て説明し、他の構成についての説明は、繰り返さない。
【００５７】
　図１０及び図１１に示すように、光検出装置６は、光学系４から出射された光Ｌ１を絞
って光ファイバ体１に入射させる光学素子６１を備えている。また、光検出装置６は、光
学系４から出射された光Ｌ１の一部を検出する検出部６２と、検出部６２で検出した光量
の情報を処理する処理部６３とを備えている。なお、処理部６３は、第１実施形態に係る
処理部３３と略同様の構成である。
【００５８】
　検出部６２は、光を受ける受光部６２ａと、受光部６２ａで受けた光の情報を処理部６
３に送信する送信線６２ｂを備えている。本実施形態においては、受光部６２ａは、受光
した光の光量を測定する光量センサとしている。そして、受光部６２ａは、光学素子６１
の外周部に連結されている。
【００５９】
　光学素子６１は、光ファイバ１１に向かう光Ｌ１を絞るべく、光Ｌ１１を遮る環状の絞
り部６１１を備えている。また、光学素子６１は、絞り部６１１の径方向内方に、光ファ
イバ１１に入射される光Ｌ１２が通過する円形状の開口６１２を備えている。
【００６０】
　絞り部６１１は、遮光性を有する遮光部６１１ａと、受光部６２ａに向けて光を導く導
光部６１１ｂとを備えている。また、絞り部６１１は、入射される光Ｌ１１を導光部６１
１ｂに導く光導入部６１１ｃを備えている。
【００６１】
　導光部６１１ｂは、透光性を有する材料で形成されており、環状に形成されている。そ
して、遮光部６１１ａは、光導入部６１１ｃを構成する部分を除いて、導光部６１１ｂの
表面を覆うようにして配置されている。そして、遮光部６１１ａの内面は、光を反射する
ように構成されている。
【００６２】
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　これにより、光学系４から出射された光Ｌ１のうち、外側の光Ｌ１１は、絞り部６１１
に入射され、光導入部６１１ｃ及び導光部６１１ｂに導かれることにより、受光部６２ａ
で受光される。また、光学系４から出射された光Ｌ１のうち、内側の光Ｌ１２は、開口６
１２を通過して、光ファイバ１１に入射される。
【００６３】
　なお、本発明に係る光検出装置は、上記した第２実施形態に係る光検出装置６の構成及
び作用に限定されるものではない。例えば、上記した第２実施形態に係る光検出装置６に
対して、以下のような変更が行われてもよい。
【００６４】
　上記第２実施形態に係る光検出装置６においては、導光部６１１ｂは、透光性を有する
材料で形成されている、という構成である。しかしながら、本発明に係る光検出装置は、
斯かる構成に限られない。例えば、本発明に係る光検出装置においては、図１２に示すよ
うに、導光部６１１ｂは、遮光部６１１ａの内部の空隙、即ち、空気で構成されている、
という構成でもよい。
【００６５】
　また、上記第２実施形態に係る光検出装置６においては、光学素子６１は、絞り部６１
１の径方向内方に光Ｌ１２が通過する開口６１２を備えている、という構成である。しか
しながら、本発明に係る光検出装置は、斯かる構成に限られない。例えば、本発明に係る
光検出装置においては、図１３に示すように、光学素子６１は、絞り部６１１の径方向内
方に、光Ｌ１２が通過する透光部６１３を備えている、という構成でもよい。
【００６６】
　図１３に係る光学素子６１は、透光性を有する平板６１ａを備えており、該平板６１ａ
は、導光部６１１ｂと透光部６１３とを構成している。そして、遮光部６１１ａは、平板
６１ａの表面の一部を覆うように配置されることで、絞り部６１１を構成している。
【００６７】
　なお、本発明に係る光検出装置は、上記した実施形態の構成に限定されるものではなく
、また、上記した作用効果に限定されるものではない。また、本発明に係る光検出装置は
、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。例え
ば、上記した複数の実施形態の各構成や各方法等を任意に採用して組み合わせてもよく（
１つの実施形態に係る各構成や各方法等を他の実施形態に係る構成や方法等に適用しても
よく）、さらに、下記する各種の変更例に係る構成や方法等を任意に選択して、上記した
実施形態に係る構成や方法等に採用してもよいことは勿論である。
【００６８】
　例えば、本発明に係る光検出装置においては、図１４及び図１５に示すように、検出部
３２は、複数の光源２１に対して光源２１ごとに、又は、少なくとも一つの光源２１から
なる複数の光源群に対して光源群ごとに、光を検出してもよい。これにより、光源２１ご
と、又は光源群ごとに、光を検出することができる。
【００６９】
　図１４及び図１５に係る光学素子３１は、環状に形成される遮光部３１ａを備えている
。また、受光部３２ａは、各開口３１ｂの外側に配置されていると共に、各開口３１ｂの
周りに沿って連続して配置されている。具体的には、受光部３２ａは、環状に形成されて
いる。
【００７０】
　光ファイバ１１に向かう光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３を絞るための絞り部３ａは、遮光部３１ａ
及び受光部３２ａで構成されている。これにより、光検出装置３は、光ファイバ１１に向
かう光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３を絞るべく、光Ｌ１１，Ｌ２１，Ｌ３１を遮る環状の絞り部３ａ
を複数備えている。また、光学素子３１は、絞り部３ａの径方向内方に、光ファイバ１１
に入射される光Ｌ１２，Ｌ２２，Ｌ３２が通過する円形状の開口３１ｂを複数備えている
。
【００７１】
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　そして、光学系４から出射された光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３のうち、外側の光Ｌ１１，Ｌ２１
，Ｌ３１は、絞り部３ａに入射されて受光部３２ａで受光される。また、光学系４から出
射された光Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３のうち、内側の光Ｌ１２，Ｌ２２，Ｌ３２は、開口３１ｂを
通過して、光ファイバ１１に入射される。
【００７２】
　また、上記各実施形態に係る光検出装置３，６においては、開口３１ｂ，６１２は、円
形状に形成されている、という構成である。しかしながら、本発明に係る光検出装置は、
斯かる構成に限られない。例えば、本発明に係る光検出装置においては、開口は、楕円形
状又は多角形状に形成されている、という構成でもよく、特定の形状に限られない。
【符号の説明】
【００７３】
１…光ファイバ体、２…光源部、３…光検出装置、３ａ…絞り部、４…光学系、５…本体
部、６…光検出装置、１０…光源装置、１１…光ファイバ、１１ａ…コア、１１ｂ…クラ
ッド、１２…フェルール、２０…投影装置本体、２０ａ…出射光検出部、２１…光源、２
２…光源保持部、２３…電力供給部、３０…制御部、３０ａ…判定部、３１…光学素子、
３１ａ…遮光部、３１ｂ…開口、３１ｃ…透光部、３２…検出部、３２ａ…受光部、３２
ｂ…信号線、３２ｃ…送信線、３３…処理部、３３ａ…記憶部、３３ｂ…演算部、４０…
装置出力部、４１…コリメータレンズ、４２…収束レンズ、４３…レンズ保持部、５１…
筐体、５２…素子保持部、５３…ファイバ接続部、５３ａ…位置決め部、５４…固定部材
、５５…ファイバ検出部、６１…光学素子、６１ａ…平板、６２…検出部、６２ａ…受光
部、６２ｂ…送信線、６３…処理部、１００…画像投影装置、２００…スクリーン、６１
１…絞り部、６１１ａ…遮光部、６１１ｂ…導光部、６１１ｃ…光導入部、６１２…開口
、６１３…透光部

【図１】 【図２】
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