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(57)【要約】
　表面上の物質の存在を検出するための検出装置の近位
ボディ部２１０が、互いに流体連結する、ポンプ部１２
４，１４２と、近位プローブ部１１１，１２０と、を含
む。コントローラ２２５は、パラメータセンサＰ（Ｐ１
又はＰ２）によって感知された信号読み取り値を処理す
るとともに、当該信号読み取り値が、検出装置１００，
１００´，１００´´，１００´´ａ，１００´´ｂ，
１００´´ｃ，１００´´ｄ，１００´´ｅの遠位プロ
ーブ部１１０の遠位先端１１２，１１２´の開口を介す
る流体の通過を妨害する物質１１６を示すかどうかを決
定する。当該コントローラ２２５は、信号読み取り値が
、遠位先端１１２，１１２´の開口を介する流体１３０
の通過を妨害する物質１１６を示すと決定した場合、遠
位先端１１２，１１２´における動圧を変化させる信号
を送信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面上の物質の存在を検出するための検出装置であって、前記検出装置は、
　第１の流体内に浸漬され、第２の流体の通過を可能にする開口を持つ遠位先端を定める
遠位プローブ部と、
　（ｉ）ポンプ部と、（ｉｉ）前記ポンプ部と流体連結する近位プローブ部と、を有し、
前記近位プローブ部は、前記近位プローブ部と前記遠位プローブ部との間の流体連結を確
立するために、コネクタを介して前記遠位プローブ部に接続されることができ、前記ポン
プ部は、前記遠位先端を介する前記第２の流体の通過を生じさせ、これにより、前記遠位
先端の前記開口を介する前記第２の流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質に相関
する、前記センサパラメータを表す信号の測定に基づいて、前記表面上に存在し得る物質
の検出を可能にするための前記遠位プローブ部のセンサパラメータにおける変化を誘起し
、更に、（ｉｉｉ）前記センサパラメータを表す前記信号を検出するように構成及び配置
されるパラメータセンサと、（ｉｖ）コントローラと、を有する、近位ボディ部と、
を有し、
　前記コントローラは、前記パラメータセンサによって感知された信号読み取り値を処理
するとともに、前記信号読み取り値が、前記遠位先端の前記開口を介する前記第２の流体
の通過を妨害する物質を示すかどうかを決定し、前記コントローラは、前記ポンプ部及び
前記パラメータセンサと電気的に連絡し、前記コントローラは、前記信号読み取り値が、
前記遠位先端の前記開口を介する前記第２の流体の通過を妨害する物質を示すと決定した
ことに応じて、前記遠位先端における動圧における変化をもたらすために、少なくとも前
記ポンプ部に信号を送信し、
　前記遠位先端における動圧における変化をもたらすために、少なくとも前記ポンプ部に
前記信号を送信することが、
　　（ａ）使用中、前記信号読み取り値が、前記遠位先端の前記開口を介する前記第２の
流体の通過を妨害する物質を示すと決定する前記コントローラに応じて、前記表面上の物
質の存在を検出するために、前記コントローラは、前記遠位先端の前記開口を介する前記
第２の流体の通過を妨害する物質を除去すべく、（ｉ）前記パラメータセンサ周囲のフロ
ーバイパス、（ｉｉ）前記パラメータセンサの下流のスタンバイポンプ部のうちの少なく
とも１つにより、動圧における前記変化を生じさせる前記近位ボディ部の動作における変
化を生じさせる前記信号を生成する、
　　（ｂ）非使用中、前記表面上の物質の存在を検出するために、前記近位ボディ部が、
振動シャフトを動作させるために、突起部振動モータを活性化するための活性化装置を更
に有し、前記コントローラが、前記遠位先端の前記開口を介する前記第２の流体の通過を
妨害する物質を除去するため、（ｉ）前記活性化装置の活性化前、及び、（ｉｉ）前記活
性化装置の非活性化後、の少なくとも１つにおいて、動圧における前記変化を生じさせる
前記近位ボディ部の動作における変化を生じさせる信号を送信する、
からなるグループから選択される１又は複数を有する、検出装置。
【請求項２】
　前記コントローラが、前記パラメータセンサによって感知された信号読み取り値を処理
するとともに、前記信号読み取り値が、前記遠位先端の開口を介する流体の前記通過を妨
害する物質を示すと決定したことに応じて、前記コントローラは、少なくとも前記パラメ
ータセンサ周囲のフローをバイパスすることにより、前記遠位先端の前記開口を介する前
記流体の通過を妨害する前記物質を除去するために、排出圧力、又は、フロー圧力、又は
、その両方の圧力、並びに、前記遠位先端へのフローを変化させる信号を前記ポンプ部に
送信する、請求項１記載の検出装置。
【請求項３】
　前記近位ボディ部が、（ｖ）前記近位プローブ部と流体連結するように配置された前記
パラメータセンサと、（ｖｉ）前記パラメータセンサ周囲にフローバイパスを形成するよ
うに、前記近位プローブ部と流体連結している流体導管部材と、（ｖｉｉ）前記流体導管
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部材に配置された、前記ポンプ部の動作中は閉位置にある流体フロー妨害装置と、を更に
有し、
　前記コントローラが、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部
分的に妨害する物質と相関する前記センサパラメータを表す信号を受信したことに応じて
、前記コントローラは、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部
分的に妨害する前記物質を除去するために、前記遠位先端における動圧を変化させるべく
、前記パラメータセンサをバイパスするよう、少なくとも部分的に開くための信号を、前
記流体フロー妨害装置に送信する、請求項１記載の検出装置。
【請求項４】
　前記近位ボディ部が、（ｖ）前記ポンプ部と前記近位プローブ部との間を流体連結する
ように配置され、前記ポンプ部と前記近位プローブ部との間の流体連結を可能にする中央
パラメータセンサ部と、（ｖｉ）前記中央パラメータセンサ部と流体連結するように配置
された前記パラメータセンサと、（ｖｉｉ）前記パラメータセンサ周囲にフローバイパス
を形成するように、前記近位プローブ部と前記中央パラメータセンサ部とを流体連結する
流体導管部材と、（ｖｉｉｉ）前記流体導管部材に配置された、前記ポンプ部の動作中は
閉位置にある流体フロー妨害装置と、を更に有し、
　前記コントローラが、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部
分的に妨害する物質と相関する前記センサパラメータを表す信号を受信したことに応じて
、前記コントローラは、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部
分的に妨害する前記物質を除去するために、前記遠位先端における動圧を変化させるべく
、前記パラメータセンサをバイパスするよう、少なくとも部分的に開くための信号を、前
記流体フロー妨害装置に送信する、請求項１記載の検出装置。
【請求項５】
　前記流体導管部材が、前記流体フロー妨害装置の上流に配置されるとともに、前記中央
パラメータセンサ部と流体連結している流体容器を更に有し、
　前記流体容器が、前記流体フロー妨害装置が閉位置にある場合に、前記パラメータセン
サの下流の前記中央パラメータセンサ部における圧力よりも上の圧力で加圧される、請求
項４記載の検出装置。
【請求項６】
　前記コントローラが、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部
分的に妨害する物質と相関する前記センサパラメータを表す信号を受信したことに応じて
、前記コントローラは、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部
分的に妨害する前記物質を除去するために、前記パラメータセンサをバイパスすべく、前
記流体容器から圧力を解放して、前記遠位先端における動圧を増加させるよう、少なくと
も部分的に開くための信号を、前記流体フロー妨害装置に送信する、請求項５記載の検出
装置。
【請求項７】
　前記パラメータセンサの上流にある前記中央パラメータセンサ部の一部と前記パラメー
タセンサの下流にある前記中央パラメータセンサ部の一部との間に流体連結が供給される
よう、前記流体容器の上流に配置された第２の流体フロー妨害装置を更に有し、前記第２
の流体フロー妨害装置、前記流体容器、及び、前記流体フロー妨害装置が、前記パラメー
タセンサ周囲にフローバイパスを形成する、請求項６記載の検出装置。
【請求項８】
　前記検出装置の使用中、前記コントローラが、少なくとも部分的に開くための信号を前
記流体フロー妨害装置に送信後、前記流体容器における圧力の減少に応じて、前記コント
ローラは、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部分的に妨害す
る物質を除去するために、前記パラメータセンサ周囲のフローをバイパスすべく、閉位置
から少なくとも部分的に開いた位置に移行させて、前記遠位先端における動圧を増加させ
るための信号を、前記第２の流体フロー妨害装置に送信する、請求項７記載の検出装置。
【請求項９】
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　前記近位ボディ部が、
　（ｖ）前記ポンプ部と前記近位プローブ部との間を流体連結するように配置され、前記
ポンプ部と前記近位プローブ部との間の流体連結を可能にする中央パラメータセンサ部と
、
　（ｖｉ）前記中央パラメータセンサ部と流体連結するように配置された前記パラメータ
センサと、
　（ｖｉｉ）前記パラメータセンサの下流の前記中央パラメータセンサ部における接続を
通じて前記中央パラメータセンサ部と流体連結したポンプ排出流体導管部材を持つスタン
バイポンプ部と、
を更に有し、
　前記コントローラが、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部
分的に妨害する物質と相関する前記センサパラメータを表す信号を受信したことに応じて
、前記コントローラは、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過を少なくとも部
分的に妨害する前記物質を除去するために、動作を初期化して、前記遠位先端における動
圧を増加させる信号を、前記スタンバイポンプ部に送信する、請求項１記載の検出装置。
【請求項１０】
　非使用中、前記近位ボディ部の動作における前記変化が、前記遠位先端の将来の妨害が
発生する可能性を最小化するために必要な期間、又は、前記遠位先端の前記開口を介する
流体の前記通過を妨害する物質を除去するために必要な期間における、前記ポンプ部の前
記遠位プローブ部を通じた流体のポンピングによって、もたらされる、請求項１記載の検
出装置。
【請求項１１】
　前記検出装置の遠位口腔挿入部上に配置された、対象又は前記検出装置のユーザの口腔
衛生をもたらすための振動突起部のための前記振動シャフトと、
　前記振動シャフトを動作させるための前記突起部振動モータと、
　前記振動シャフトを動作させるために、前記突起部振動モータを活性化させるための、
前記コントローラと電気的に連絡する前記活性化装置と、
を更に有し、
　前記コントローラが、前記活性化装置の活性化前に、前記遠位先端を介する前記第２の
流体の通過を生じさせるための信号を前記ポンプ部に送信し、動圧における前記変化は、
前記活性化装置の活性化前の動圧と比較される、又は、
　前記コントローラが、前記活性化装置の活性化後に、前記遠位先端を介する前記第２の
流体の通過を生じさせるための信号を前記ポンプ部に送信し、前記コントローラが、前記
活性化装置の非活性化後に、前記遠位先端を介する前記第２の流体の通過を生じさせ続け
るための信号を前記ポンプ部に送信し、動圧における前記変化は、前記活性化装置の非活
性化後の動圧と比較される、請求項１記載の検出装置。
【請求項１２】
　前記近位ボディ部が、前記コントローラと電気的に連絡する検出装置使用センサを更に
有し、
　前記活性化装置の活性化前の時間が、前記検出装置使用センサの活性化によって初期化
されるため、前記コントローラによって感知される、請求項１０記載の検出装置。
【請求項１３】
　前記検出装置使用センサが、動きセンサ又は接触センサ又はそれらの組み合わせであり
、前記接触センサが、圧力センサ又は温度センサ又はそれらの組み合わせを含む、請求項
１２記載の検出装置。
【請求項１４】
　前記コントローラが、前記検出装置の使用を示す前記検出装置使用センサからの信号の
受信後の所定の期間において、前記活性化装置の活性化がなく、前記検出装置使用センサ
の活性化を感知したことに応じて、前記コントローラは、前記遠位先端を介する前記第２
の流体の通過の発生を停止することを前記ポンプ部に通知する、請求項１２記載の検出装
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置。
【請求項１５】
　前記ポンプ部が、前記ポンプ部を介する前記第２の流体の吸入を可能にするとともに、
前記ポンプ部を介する第３の流体の吸入を可能にする吸入口を更に有し、
　動圧における変化をもたらすことが、前記遠位先端の前記開口を介する流体の前記通過
を妨害する物質を除去するために、前記遠位先端への前記第３の流体の通過を生じさせる
前記ポンプ部を更に含む、請求項１記載の検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、歯面の状態を検出するために用いられる装置に関する。より具体的には、本
開示は、歯面の状態を検出するために利用されるストリームプローブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　虫歯又は歯周病は、歯垢内に存在する細菌によって引き起こされる感染症であると考え
られている。歯垢の除去は口腔衛生にとって非常に重要である。しかし、歯垢を肉眼で特
定することは容易ではない。歯垢及び／又は虫歯の検出を援助するために、様々な歯垢検
出装置が製造されてきた。
【０００３】
　歯垢検出装置のほとんどは、訓練された専門家用に構成され、歯垢（及び／又は齲蝕）
と虫歯でない領域からの可視発光スペクトルが大きく異なることを利用する。一部の歯垢
検出装置は、消費者が良好な口腔衛生を達成するのを援助するために、（通常、ほとんど
が訓練された歯科専門家ではない）消費者による家庭での使用のために構成される。
【０００４】
　例えば、歯垢装置の１つの既知の種類は、照射光を用いて歯材料及び歯肉を照射し、バ
イオフィルムに感染している領域及び歯垢領域を特定する。この種の歯垢検出装置は、単
色励起光を用いて４４０－４７０ｎｍ（例えば青色光）及び５６０－６４０ｎｍ（例えば
赤色光）の２つの帯域の蛍光を検出するよう構成することができ、強度を差し引くことに
より歯垢及び／又は虫歯領域が明らかになる。
【０００５】
　上述の歯垢装置はそれらの使用目的には適しているが、１つ以上の短所を呈する。特に
、目の各領域は異なる光の波長を吸収することが知られており、目が余りに多くの光を吸
収する場合、目が傷つくおそれがある。理解され得るように、起こり得る目の負傷を防ぐ
ためには、歯垢検出装置が適切に口内に配置されるまで、ユーザが歯垢検出装置を起動し
ないことが必要である。しかし、上記装置は、歯垢検出装置が口内に配置されたときを自
動的に検出するよう構成されていない。結果として、適切な取扱い上の注意が守られない
場合、例えば消費者による誤用の場合、目にさらされるとき、目を傷つけ又は不快なぎら
つきを生じる潜在的に有害な放射がもたらされるおそれがある。更に、この技術は特に古
い歯垢を検出するのに適しており、歯の蛍光と若い（１日後）歯垢の蛍光とは区別されな
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、表面（例えば歯面（dental surface））上の物質（例えば歯垢）の改
良された検出を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従って、本開示の一態様は、表面上の物質の存在を検出するための装置を含む。装置は
、近位ポンプ（例えばシリンジ）部を含む近位ボディ部、及び、第１の流体に浸漬される
よう構成された少なくとも１つの遠位プローブ部を含む。近位ポンプ部及び遠位プローブ
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部は、互いに流体連結する。遠位プローブ部は、第２の流体（例えば気体又は液体）の通
過を可能にする開口を有する遠位先端を定める。装置は、遠位先端を介する第２の流体の
通過が、遠位先端の開口を介する流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質と相関す
る信号の測定に基づく、表面上に存在し得る物質の検出を可能にするよう構成される。
【０００８】
　或る態様では、信号は圧力信号でもよく、検出装置は、圧力信号を検出するよう構成、
及び、配置された圧力センサを更に含む。近位ポンプ部が、圧力センサを含んでもよい。
【０００９】
　或る態様では、装置は、近位ポンプ部と遠位プローブ部との間に配置された圧力センシ
ング部を更に含んでもよく、圧力センサは、圧力信号を検出するよう圧力センシング部と
流体連結するよう配置される。近位ポンプ部、圧力センシング部、及び、遠位プローブ部
は、合わせて検出装置の総体積となる内部体積をそれぞれ定め、検出装置は、アコーステ
ィックローパスフィルタを形成し得る。
【００１０】
　他の態様では、近位ポンプ部は、可動プランジャーを含んでもよく、可動プランジャー
は、近位ポンプ部の近位端から近位ポンプ部の遠位端に向かって往復移動できるよう構成
及び配置されてもよい。これにより、プランジャーの移動は、遠位プローブ部内に体積又
は質量フローを引き起こし、あるいは、近位ポンプ部が可動ダイアフラムを含む場合、こ
れによりダイアフラムの移動が、遠位プローブ部内に体積又は質量フロー変化を引き起こ
す。
【００１１】
　装置は、更にコントローラを含んでもよい。コントローラは、圧力センサが感知した圧
力値を処理し、圧力値が遠位先端の開口を介する流体の通過を妨害する物質を示すか否か
を決定し得る。物質は歯垢でもよい。
【００１２】
　装置の他の態様では、信号は、プローブ部の歪みを表す。検出装置は、更に、プローブ
部の歪みを表す信号を検出及び測定できるよう構成され、且つ、遠位プローブ部上に配置
された歪みゲージを含み得る。
【００１３】
　或る態様では、開口を有する遠位先端は、遠位先端が表面に触れるとき、第２の流体が
遠位先端を通過することが可能であるようになるような角度で面取りされてもよい。開口
の面の角度は、遠位先端が表面に触れ、物質が遠位先端の開口を介する流体の通過を少な
くとも部分的に妨害するとき、遠位先端を介する第２の流体の通過が少なくとも部分的に
妨害されるようなものでもよい。
【００１４】
　本開示の他の態様は、互いに流体連結するポンプ部及び近位プローブ部、並びに、コネ
クタを含む近位ボディ部を含み、近位プローブ部と遠位プローブ部との間の流体連結を確
立するために、近位プローブ部は、コネクタを介して検出装置の遠位プローブ部に接続さ
れ得る。検出装置は、第１の流体内に浸漬されるよう構成された遠位プローブ部を含む。
遠位プローブ部は、第２の流体の通過を可能にする開口を有する遠位先端を定める。装置
は、遠位先端を介する第２の流体の通過が、遠位先端の開口を介する流体の通過を少なく
とも部分的に妨害する物質と相関する信号の測定に基づく、表面上に存在し得る物質の検
出を可能にするよう構成される。
【００１５】
　本開示の他の態様は、表面上の物質の存在を検出するためのシステムを含む。システム
は、上記の第１の検出装置と、上記の第１の検出装置と同様に構成された少なくとも第２
の検出装置とを含む。
【００１６】
　本開示の他の態様は、表面上の物質の存在を検出する方法を含み、方法は、近位端及び
流体媒体の通過を可能にする開口を有する遠位プローブ先端を含む内部チャネルを定める
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ストリームプローブ管状部材又はストリームプローブにより、プローブ先端を表面の近く
に且つストリームプローブ管状部材が第１の流体媒体内に浸漬されるよう配置するステッ
プと、第２の流体媒体を内部チャネル及び遠位プローブ先端を通過させるステップと、第
１の流体媒体内に生じる相互作用ゾーンにおいて、遠位プローブ先端を表面に触れさせる
ステップと、内部チャネル若しくは遠位プローブ先端又はこれらの結合を介する第２の流
体媒体のフローの少なくとも部分的な妨害の検出により、相互作用ゾーンの特性を調べる
ステップとを含む。
【００１７】
　本開示の他の態様は、表面上の物質の存在を検出する方法を含み、方法は、それぞれが
近位端及び流体媒体の通過を可能にする開口を有する遠位プローブ先端を含む内部チャネ
ルを定める少なくとも２つのストリームプローブ管状部材又はストリームプローブにより
、２つのプローブ先端を表面の近くに且つ２つのストリームプローブ管状部材又はストリ
ームプローブが第１の流体媒体内に浸漬されるよう配置するステップと、第２の流体媒体
を内部チャネル及び遠位プローブ先端を通過させるステップと、第１の流体媒体内に生じ
る相互作用ゾーンにおいて、遠位プローブ先端を表面に触れさせるステップと、内部チャ
ネル若しくは遠位プローブ先端又はこれらの結合を介する第２の流体媒体のフローの少な
くとも部分的な妨害の検出により相互作用ゾーンの特性を調べるステップとを含む。
【００１８】
　或る態様では、内部チャネル及び遠位プローブ先端を介する第２の流体媒体のフローの
少なくとも部分的な妨害の検出は、２つのストリームプローブ管状部材のうちの一方及び
２つのストリームプローブ管状部材のうちの他方で検出された圧力信号間の差の検出を含
み得る。
【００１９】
　他の態様では、内部チャネル及び遠位プローブ先端を介する第２の流体のフローの少な
くとも部分的な妨害の検出は、２つのストリームプローブ管状部材のうちの一方及び２つ
のストリームプローブ管状部材のうちの他方で検出された歪み信号間の差の検出を含み得
る。
【００２０】
　他の態様では、遠位先端は、遠位先端が表面に触れ、第２の流体媒体が面取りされた開
口を通過することが可能になるとき、第２の流体媒体を内部チャネル及び遠位プローブ先
端を通過させるステップが可能になるような角度で面取りされ得る開口を有する。
【００２１】
　他の態様では、内部チャネル及び遠位プローブ先端のうちの少なくとも１つを介する第
２の流体媒体のフローの少なくとも部分的な妨害を検出するステップは、開口の面の角度
が、遠位先端が表面に触れ、物質が遠位先端の開口を介する第２の流体媒体の通過を少な
くとも部分的に妨害するとき、遠位先端を介する第２の流体の通過が少なくとも部分的に
妨害されるような角度であることにより可能にされる。
【００２２】
　或る態様では、相互作用ゾーンの特性の調査は、相互作用ゾーン内の表面に由来する歯
垢の特性の測定を含み得る。
【００２３】
　他の態様では、第２の流体媒体を内部チャネル及び遠位プローブ先端を通過させるステ
ップは、第２の流体媒体を少なくとも２つのストリームプローブ管状部材の近位端から遠
位プローブ先端を介して遠位に流させること、又は、第２の流体媒体を遠位プローブ先端
から内部チャネルを介してストリームプローブ管状部材の近位端に向けて近位に流させる
ことによって実行され得る。
【００２４】
　本開示は、プローブ先端を介する流体媒体の流出特性を記録することにより歯面を調査
する方法について述べる。プローブ先端から流出する流体の特性は、例えば、時間の関数
として流体媒体の圧力を記録することによって測定され得る。先端－表面領域からの気泡
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を含む流体の放出特性は、プローブ先端に存在する歯面又は歯科物質（dental material
）の粘弾性特性を特徴付け得る。気泡を含む流体は、歯ブラシの歯垢除去率も高め得る。
【００２５】
　本開示の例示的な実施形態の新規の特徴は以下の通りである。
  （ａ）プローブ先端において流体媒体が表面と接触させられ、先端と表面との間に相互
作用ゾーンを生成する。
  （ｂ）相互作用ゾーン内の媒体の形状及び／又は動態は、表面及び／又は表面に由来す
る物質の特性に依存する。
  （ｃ）相互作用ゾーン内の媒体の圧力、形状、及び／又は動態が検出される。
【００２６】
　コントローラにより、特定の歯の歯面において、歯垢の所定の最大容認可能又は許容可
能レベルを上回る歯垢レベルが検出されたか否かが決定される。
【００２７】
　陰性の決定がなされた場合、ブラシを隣の歯又は他の歯に進めるよう、組み込みストリ
ームプローブ歯垢検出システムを有する電気歯ブラシのユーザに信号が送られる。
【００２８】
　あるいは、陽性の検出がなされた場合、その特定の歯のブラッシングを続けるよう、組
み込みストリームプローブ歯垢検出システムを有する電気歯ブラシのユーザに信号が送ら
れる。
【００２９】
　したがって、本開示の実施形態は、遠位先端の開口を介する流体の通過が、開口を介す
る流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質と相関する信号の測定に基づく、表面、
例えば歯面上に存在し得る物質の検出を可能にするよう構成された装置に関する。装置は
近位ポンプ部と、他の流体内に浸漬されるよう構成された少なくとも１つの遠位プローブ
部とを含む。装置は、少なくとも２つの装置を含む対応するシステム内に含まれてもよい
。方法は、フローの少なくとも部分的な妨害のための相互作用ゾーンの調査を含む。
【００３０】
　例示的な一実施形態では、例えば遠位プローブ部内の圧力が周囲圧力以下のとき、第１
の流体も遠位プローブ部の遠位先端の開口を通過し得る。
【００３１】
　更に他の例示的な実施形態では、表面上の物質の存在を検出するための検出装置の近位
ボディ部が、ポンプ部と、遠位プローブ部とを含む。ポンプ部及び近位プローブ部は、互
いに流体連結する。近位プローブ部と遠位プローブ部との間に流体連結を確立するために
、近位プローブ部は、コネクタを介して、検出装置の遠位プローブ部に接続されてもよい
。検出装置は、第１の流体に浸漬されるよう構成された遠位プローブ部を含む。遠位プロ
ーブ部は、第２の流体の通過を可能にする開口を有する遠位先端を定める。検出装置は、
遠位先端を介する第２の流体の通過を生じさせ、これにより、遠位プローブ部におけるセ
ンサパラメータにおける変化を誘起するポンプ部が、遠位先端の開口を介する流体の通過
を少なくとも部分的に妨害する物質と相関するセンサパラメータを表す信号の測定に基づ
く、表面上に存在し得る物質の検出を可能にするように構成される。また、近位ボディ部
は、センサパラメータを表す信号を検出するように構成及び配置されるパラメータセンサ
と、コントローラとを含む。コントローラは、パラメータセンサによって感知された信号
読み取り値を処理し、信号読み取り値が、遠位先端の開口部を介する流体の通過を妨害す
る物質を示すかどうかを決定する。コントローラは、ポンプ部及びパラメータセンサと電
気的に通信可能である。コントローラは、信号読み取り値が遠位先端の開口部を介する流
体の通過を妨害する物質を示すと決定した場合に、遠位先端における動圧を変える信号を
送信する。或る例示的な実施形態では、表面上の物質の存在を検出するための検出装置の
使用中、コントローラが、信号読み取り値が遠位先端の開口部を介する流体の通過を妨害
する物質を示すと決定した場合、動圧における変化を生じさせる近位ボディ部の動作にお
いて変化を生じさせ、遠位先端の開口部を介する流体の通過を妨害する物質を除去する信
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号を生成する。
【００３２】
　更に他の例示的な実施形態では、コントローラが、パラメータセンサによって感知され
た信号読み取り値を処理するともに、信号読み取り値が遠位先端の開口部を介する流体の
通過を妨害する物質を示すと決定した場合、コントローラは、吐き出し圧力又は流れ圧力
又はその両方を変化させ、遠位先端の開口部を介する流体の通過を妨害する物質を除去す
べく、遠位先端への流れを変化させるために、ポンプ部に信号を送信する。
【００３３】
　或る例示的な実施形態では、近位ボディ部は、近位プローブ部と流体連結するように配
置されたパラメータセンサと、パラメータセンサ周囲にフローのバイパス形成するように
近位プローブ部と流体連結する流体導管部材と、流体導管部材に配置された流体フロー妨
害装置と、を更に含む。流体フロー妨害装置は、ポンプ部の動作中、閉位置にある。コン
トローラが、遠位先端の開口を介する流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質と相
関するセンサパラメータを表す信号を受信した場合、コントローラは、遠位先端の開口を
介する流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質を除去すべく、遠位先端における動
圧を変化させ、パラメータセンサをバイパスするよう、少なくとも部分的に開くための信
号を流体フロー妨害装置に送信する。
【００３４】
　更に他の実施形態では、近位ボディ部は、ポンプ部と近位プローブ部との間を流体連結
するように配置された中央パラメータセンサ部を更に含んでいてもよい。中央パラメータ
センサ部は、ポンプ部と近位プローブ部との間の流体連結を可能にする。パラメータセン
サは、中央パラメータセンサ部と流体連結するように配置される。流体導管部材は、パラ
メータセンサ周囲にフローのバイパスを形成するように、近位プローブ部と中央パラメー
タセンサ部とを流体連結する。流体フロー妨害装置が、流体導管部材内に配置されてもよ
く、ポンプ部の動作中は閉位置にあってもよい。コントローラが、遠位先端の開口を介す
る流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質と相関するセンサパラメータを表す信号
を受信した場合、コントローラは、遠位先端の開口を介する流体の通過を少なくとも部分
的に妨害する物質を除去すべく、遠位先端における動圧を変化させ、パラメータセンサを
バイパスするよう、少なくとも部分的に開くための信号を流体フロー妨害装置に送信する
。
【００３５】
　他の例示的な実施形態では、流体導管部材は、流体フロー妨害装置の上流に配置される
とともに、中央パラメータセンサ部と流体連結した流体容器を更に含んでいてもよい。こ
こで、流体容器は、流体フロー妨害装置が閉位置にある場合、パラメータセンサの下流に
ある中央パラメータセンサ部内の圧力より大きい圧力で加圧されている。
【００３６】
　更に他の例示的な実施形態では、コントローラが、遠位先端の開口を介する流体の通過
を少なくとも部分的に妨害する物質と相関するセンサパラメータを表す信号を受信した場
合、コントローラは、遠位先端の開口を介する流体の通過を少なくとも部分的に妨害する
物質を除去すべく、パラメータセンサをバイパスするよう、流体容器から圧力を解放し、
これにより、遠位先端における動圧を増加させるため、少なくとも部分的に開くための信
号を流体フロー妨害装置に送信する。
【００３７】
　他の例示的な実施形態では、第２の流体フロー妨害装置が、パラメータセンサの上流に
ある中央パラメータセンサ部の一部と、パラメータセンサの下流にある中央パラメータセ
ンサ部の一部との間に流体連結が供給されるように、流体容器の上流に配置される。ここ
で、第２の流体フロー妨害装置、流体容器、及び、流体フロー妨害装置は、パラメータセ
ンサ周囲にフローのバイパスを形成する。
【００３８】
　更に他の実施形態では、検出装置の使用中、コントローラが、少なくとも部分的に開く
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ための信号を流体フロー妨害装置に送信した後、流体容器内の圧力が低下した場合、コン
トローラは、パラメータセンサ周囲のフローをバイパスさせるため、閉位置から少なくと
も部分的に開いた位置に移行させるべく、第２の流体フロー妨害装置に信号を送信し、こ
れにより、遠位先端の開口を介する流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質を除去
すべく、遠位先端における動圧を増加させる。
【００３９】
　或る例示的な実施形態では、近位ボディ部は、ポンプ部と近位プローブ部との間を流体
連結するように配置された中央パラメータセンサ部を更に含んでいてもよい。中央パラメ
ータセンサ部は、ポンプ部と近位プローブ部との間の流体連結を可能にする。パラメータ
センサが、中央パラメータセンサ部と流体連結して配置される。スタンバイポンプ部が、
パラメータセンサの下流にある中央パラメータセンサ部における接続を通じて中央パラメ
ータセンサ部と流体連結するポンプ排出流体導管部材を持つ。コントローラが、遠位先端
の開口を介する流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質と相関するセンサパラメー
タを表す信号を受信した場合、コントローラは、遠位先端の開口を介する流体の通過を少
なくとも部分的に妨害する物質を除去すべく、動作を初期化するための信号をスタンバイ
ポンプ部に送信し、これにより、遠位先端における動圧を増加させる。
【００４０】
　或る例示的な実施形態では、表面上の物質の存在を検出するための検出装置の非使用中
は、コントローラが、動圧を変化させる近位ボディ部の動作における変化を生じさせる信
号を生成し、遠位先端の開口を介する流体の通過を妨害する物質を除去する。近位ボディ
部の動作における変化は、遠位先端の将来的な妨害の発生の可能性を最小化するのに必要
な期間、又は、遠位先端の開口を介する流体の通過を妨害する物質を除去するのに必要な
期間、遠位プローブ部を介した流体をポンピングするポンプ部によって達成され得る。
【００４１】
　更に他の例示的な実施形態では、遠位先端の将来的な妨害の発生の可能性を最小化する
のに必要な期間は、表面上の物質の存在を検出するための検出装置の使用前の期間、又は
、表面上の物質の存在を検出するための検出装置の使用後の期間である。
【００４２】
　他の例示的な実施形態では、遠位先端の開口を介する流体の通過を妨害する物質を除去
するのに必要な期間は、表面上の物質の存在を検出するための検出装置の使用前の期間、
又は、表面上の物質の存在を検出するための検出装置の使用後の期間である。
【００４３】
　更に他の例示的な実施形態では、近位ボディ部は、検出装置の遠位口腔挿入部に配置さ
れた突起部を振動させるための振動シャフトを更に含む。振動突起部は、対象又は検出装
置のユーザの歯科衛生をもたらす。近位ボディ部は、振動シャフトを動作させるための突
起部振動モータと、振動シャフトを動作させるための突起部振動モータを活性化するため
の活性化装置と、を更に含んでいてもよい。活性化装置は、コントローラと電気的に通信
する。コントローラは、活性化装置の活性化前に遠位先端を介する第２の流体の通過を生
じさせるため、ポンプ部に信号を送信する。動圧における変化は、活性化装置の活性化前
の動圧と比較される。代替的に、又は、追加的に、コントローラは、活性化装置の活性化
後に遠位先端を介する第２の流体の通過を生じさせるため、ポンプ部に信号を送信する。
ここで、コントローラは、活性化装置の再活性化後に遠位先端を介する第２の流体の通過
を生じさせ続けるため、ポンプ部に信号を送信する。動圧における変化は、活性化装置の
活性化後の動圧と比較される。
【００４４】
　或る例示的な実施形態では、近位ボディ部は、コントローラと電気的に通信する検出装
置使用センサを更に含んでいてもよく、活性化装置の活性化前の時間が、検出装置使用セ
ンサの活性化によって初期化されるため、コントローラによって感知される。
【００４５】
　他の例示的な実施形態では、検出装置使用センサは、動きセンサ、又は、接触センサ、
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又は、それらの組み合わせである。接触センサは、圧力センサ、又は、温度センサ、又は
、それらの組み合わせを含む。
【００４６】
　或る実施形態では、検出装置の使用を示す検出装置使用センサからの信号の受信後の所
定の期間において活性化装置の活性化がなく、コントローラが、検出装置使用センサの活
性化を感知した場合、コントローラは、遠位先端を介する第２の流体の通過の発生を停止
するようポンプ部に通知する。
【００４７】
　更に他の例示的な実施形態では、ポンプ部は、ポンプ部を介する第２の流体の吸入を可
能にするとともに、ポンプ部を介する第３の流体の吸入をを可能にする吸入口を含んでい
てもよい。ここで、動圧における変化は、遠位先端の開口を介する流体の通過を妨害する
物質を除去するため、ポンプ部が遠位先端に第３の流体の通過を生じさせることを含む。
第３の流体は、液体であってもよい。
【００４８】
　他の例示的な実施形態では、第３の流体は、液滴であってもよく、ポンプ部は、吸入口
を介して、遠位先端への第２の流体及び液滴の通過を生じさせる第２の流体と液滴とを共
に吸入する。
【００４９】
　ポンプ部は、遠位先端への液滴の通過が、遠位先端における動圧を変化させ、遠位先端
の開口部を介する第２の流体の通過を妨害する物質の除去を生じさせるように、液滴に対
して十分な運動エネルギーを供給し得る。
【００５０】
　近位ボディ部の他の例示的な実施形態では、コントローラは、ポンプ部の少なくとも１
つの交互の動作サイクルが、遠位先端において負圧状態及び陽圧状態を生じさせ、これに
より、遠位先端を介する流体フローを振動させるように、ポンプ部の動作を制御してもよ
い。負圧状態から陽圧状態への、又は、陽圧状態から負圧状態への、交互の動作サイクル
は、遠位先端における動圧を変化させる。
【００５１】
　本開示の上記及び他の側面は、後述される実施形態を参照して説明され、明らかになる
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
　本開示の側面は、下記の図面を参照してより良く理解され得る。図中の構成要素は必ず
しも縮尺通りではなく、開示の原理を明確に説明することに重点が置かれる。更に、図面
において、同様の参照符号は異なる図面を通して対応する部品又は部分を示す。
【図１】図１は、本開示に係る歯面に作用するストリームプローブの一般的な原理を示す
。
【図２】図２は、本開示の例示的な一実施形態に係る、歯面に作用するストリームプロー
ブに関する、親水性がより低い表面及び親水性がより高い表面上の表面張力の影響を示す
。
【図３】図３は、本開示の例示的な一実施形態に係る水中の針からの気泡の左右の図を示
し、左では歯垢表面に触れ、右ではエナメル質表面に触れている。
【図４Ａ】図４Ａは、管内圧の測定中にプローブ先端に管を介して連続的な気体流を供給
するポンプ部を有するストリームプローブの本開示の例示的な一実施形態を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ポンプ内圧の測定中にプローブ先端に管を介して連続的な気体流を
供給するポンプ部の例示的な一実施形態を有する図４Ａのストリームプローブの他の例示
的な実施形態を示す。
【図４Ｃ】図４Ｃは、ポンプ内圧の測定中にプローブ先端に管を介して略連続的な気体流
を供給するポンプ部の他の例示的な実施形態を有する図４Ａ及び図４Ｂのストリームプロ
ーブの他の例示的な実施形態を示す。
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【図５】図５は、時間の関数として図４Ａのストリームプローブのサンプル圧力測定を示
す。
【図６】図６は、様々な歯面までの図４Ａのプローブ先端の距離の関数としてサンプル圧
力信号振幅を示す。
【図７】図７は、本開示の例示的な一実施形態に係る表面上の物質の存在を検出するため
のシステムを示し、左は、歯垢等の歯面物質による部分的な妨害を有するストリームプロ
ーブの一実施形態を示し、一方、右は、妨害されていないストリームプローブの一実施形
態を示す。
【図８】図８は、左に、図７の妨害されていないストリームプローブのサンプル圧力測定
対時間を示し、右に、図７の部分的に妨害されているストリームプローブのサンプル圧力
測定対時間を示す。
【図９】図９は、本開示の例示的な一実施形態に係るテフロン（登録商標）先端を有する
ストリームプローブの圧力信号対時間を示す。
【図１０】図１０は、本開示の例示的な一実施形態に係る電気歯ブラシ等の歯科用装置に
組み込まれたストリームプローブシステムを示す。
【図１１】図１１は、ブラシの毛の中に配置されたストリームプローブ先端を有する図１
０の線２１１－２１１沿いに取られた歯科用装置のブラシの図を示す。
【図１２】図１２は、ストリームプローブ先端がブラシの毛から遠位に延びる、図１１の
ブラシの図の他の例示的な実施形態を示す。
【図１３】図１３は、第１のストリームプローブ先端への入り口における管内圧及び第２
のストリームプローブ先端への入り口における内圧を測定する間、２つのプローブ先端に
管を介して連続的な気体流を供給するポンプ部を有する図４Ａのストリームプローブの他
の例示的な実施形態を示す。
【図１４】図１４は、図１３に係るストリームプローブの実施形態に係るようなブラシの
基部を含むブラシ上に複数のストリームプローブを含む図１０のブラシの他の例示的な実
施形態を示す。
【図１５】図１５は、図１４のブラシの他の図を示す。
【図１６】図１６は、図１４のブラシの他の図を示す。
【図１７】図１７は、ブラシの基部を含むブラシ上に複数のストリームプローブを含む図
１０のブラシの他の例示的な実施形態を示す。
【図１８】図１８は、図１７のブラシの他の図を示す。
【図１９】図１９は、図１７のブラシの他の図を示す。
【図２０】図２０は、ストリームプローブ作動装置が第１のストリームプローブを含む、
表面上の物質の存在を検出するためのシステム本開示の例示的な一実施形態を示す。
【図２１】図２１は、他のストリームプローブ作動装置が第２のストリームプローブを含
む図２０のシステムを示す。
【図２２】図２２は、モーターが図２０及び図２１のストリームプローブ作動装置を作動
する共通のシャフトに動作可能に接続された図２０及び図２１のシステムを示す。
【図２３】図２３は、図４Ａ、図４Ｂ、図４Ｃ、及び、図１０に図示されるような、開口
１３６を有するテフロンチューブである遠位プローブ部の遠位先端の実際の写真表示を示
す。
【図２４】図２４は、比較的大きい青い粒子を含む歯磨き粉により幾らか実験された後に
妨害された図２３の開口を示す。
【図２５】図２５は、パラメータセンサ周囲にフローバイパスを形成する流体導管部材を
持つ近位ボディ部を含む本開示に係る表面上の物質の存在を検出するための検出装置の例
示的な実施形態を示す。
【図２６】図２６は、パラメータセンサ周囲にフローバイパスを形成する流体導管部材を
持つ近位ボディ部を含む本開示に係る表面上の物質の存在を検出するための検出装置の他
の例示的な実施形態を示す。
【図２７】図２７は、パラメータセンサをバイパスする流体容器を持つ近位ボディ部を含
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む、表面上の物質の存在を検出するためのストリームプローブ又は検出装置の他の例示的
な実施形態を示す。
【図２８】図２８は、パラメータセンサをバイパスする第１のポンプ部及び第２又はスタ
ンバイポンプ部を含む近位ボディ部を含む、表面上の物質の存在を検出するためのストリ
ームプローブ又は検出装置の他の例示的な実施形態を示す。
【図２９】図２９は、ポンプ部を介する流体の吸入を可能にするとともに、ポンプ部を介
する他の流体の吸入を可能にする吸入口を持つ近位ボディ部を含む、表面上の物質の存在
を検出するためのストリームプローブ又は検出装置の更に他の例示的な実施形態を示す。
【図３０】図３０は、遠位口腔挿入部が、近位ボディ部から取り外され、検出装置殺菌ユ
ニットに配置される、表面上の物質の存在を検出するためのストリームプローブ又は検出
装置の更に他の例示的な実施形態を示す。
【図３１】図３１は、遠位口腔挿入部が液体容器に浸漬される、遠位先端の開口を介する
流体の通過を妨害する物質１１６を除去するための他の方法の或る例示的な実施形態を示
す。
【図３２】図３２は、遠位先端挿入部がユーザの口の中に挿入されるとともに、ユーザの
口の中の液体に浸漬される、図３１のストリームプローブのユーザを示す。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　本開示は、特に、ユーザが実際に歯から歯垢を除去しているのか及び歯垢を完全に除去
し終えたかをユーザに知らせ、安心、及び良い習慣への指導の両方を提供することによっ
て、ユーザが歯を清掃するのを援助することに関するシステム、装置、及び方法の様々な
実施形態を説明する。例示的な一実施形態では、さもなければ消費者受容が低い可能性が
高いため、情報はブラッシング中にリアルタイムで提供される。例えば、磨いている位置
がきれいで、次の歯に移ることができるとき、歯ブラシがユーザに合図を与えれば有用で
ある。これは歯磨きの時間を短くするだけでなく、より優れた、より意識的なブラッシン
グルーチンをもたらし得る。
【００５４】
　本開示の例示的な実施形態の１つの特定の使用目標は、歯磨剤の泡によって包囲された
振動歯ブラシシステム、例えばＰｈｉｌｉｐｓ Ｓｏｎｉｃａｒｅ（登録商標）歯ブラシ
内で歯垢を検出できるようにすることである。検出システムは、より厚い、除去可能な歯
垢層を有する表面と、よりきれいなペリクル／歯石／薄い歯垢／歯面との間のコントラス
トを提供すべきである。
【００５５】
　本明細書で定められるように、「に結合される」との用語は、「に結合されるよう構成
される」とも解釈され得る。「送信するために」との用語は、「の送信を可能にするため
に」とも解釈され得る。「受信するために」との用語は、「の受信を可能にするために」
とも解釈され得る。
【００５６】
　図１は、本開示の例示的な一実施形態に係るストリームプローブ１０を使用して、表面
上の物質、例えばエナメル質等の表面上の歯垢等の物質の存在を検出する方法を示す。円
筒状の管部材として例示的に示されるストリームプローブ１０は、近位端１６、内部チャ
ネル１５、及び遠位プローブ先端１２を定める。内部チャネル１５は、例えば気体又は液
体等の流体媒体１４を収容する。プローブ先端１２は、表面１３、例えば歯面の近傍に配
置される。プローブ１０は、例えば歯科洗浄液などの水溶液等の流体媒体１１内に浸漬さ
れる。プローブ流体媒体１４はプローブチャネル１５中を流れ、相互作用ゾーン１７にお
いて表面１３に触れる。プローブ媒体１４のアウトフローを介して、相互作用ゾーン１７
の特性が調べられる。
【００５７】
　図１０に関して後により詳細に述べられるように、表面上の物質の存在を検出するため
の装置又は器具、例えば組み込みストリームプローブ歯垢検出システムを備えた電気歯ブ
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ラシを含むデンタルクリーニング器具等は、流体媒体１４がプローブ先端１２において表
面１３、例えば歯面と接触し、遠位先端１２と表面１３との間に相互作用ゾーン１７を生
成するよう構成される。
【００５８】
　図１０に関して後により詳細に述べられるように、相互作用ゾーン１７内の媒体１４の
形状及び／又は動態は、表面１３の特性及び／又は表面１３に由来する物質に依存し、相
互作用ゾーン１７内の媒体１４の圧力、形状、及び／又は動態が検出され、特定の歯面１
３において歯垢の所定の最大許容可能レベルが検出されるか否かに関して、コントローラ
が決定を行う。
【００５９】
　より具体的には、媒体１４が気体３０の場合（図２参照）、先端１２に気体のメニスカ
スが現れ、表面１３と接触する。先端における気体の形状及び動態は、先端１２の特性（
例えば、先端材料、表面エネルギー、形状、直径、粗度）、溶液１１の特性（例えば材料
組成）、媒体１４の特性（例えば圧力、流速）、及び表面１３の特性（例えば粘弾性特性
、表面張力）、並びに／又は表面１３に由来する物質（粘弾性特性、表面への付着、テク
スチャー等）に依存する。
【００６０】
　図２は、表面張力の影響を示す。高い表面エネルギーを有する表面又は強く水和してい
る表面の場合、例えば左の図に示される歯垢の表面等の親水性の表面３１の場合、気体３
０は、相互作用ゾーン１７付近の表面３１から水系媒体１１を容易には置換しない。
【００６１】
　低い表面エネルギーを有する表面又はあまり水和していない表面、例えば右の図に示さ
れるエナメル質表面等の親水性がより低い表面３３の場合、気体３０は表面３３から水系
媒体１１をより容易に置換する。気泡３２及び３４の特性（形状、圧力、放出レート等）
は、歯面３１又は３３の表面張力に依存する。これは気泡法と呼ばれる。つまり、ストリ
ームプローブ又は遠位プローブ部１０は、気体３０等の第２の流体の遠位先端１２を介す
る通過が、表面３１又は３３の近傍において、気体３０等の第２の流体によって水系媒体
１１等の第１の流体内に生成された１つ以上の気泡３２又は３４と相関する信号の測定に
基づく、表面３１又は３３上に存在し得る物質の検出を可能にするよう構成される。
【００６２】
　図３は、例えば水等の水溶液１１下のストリームプローブ１０からのこのような種類の
気泡３２及び３４の図を示す。左の図中に示されるように、気泡３２は濡れた歯垢層３１
上に付着しないが、右の図中に示されるように、気泡３４はエナメル質表面３３上に付着
し、これは、エナメル質表面３３と比較して歯垢層３１がより親水性であることを示す。
【００６３】
　図４Ａ、図４Ｂ、及び図４Ｃは、本開示の例示的な実施形態に係る表面上の物質の存在
を検出するための検出装置又は器具をそれぞれ示し、検出装置は、パラメータセンシング
及び測定による歯垢検出の原理を説明するために、パラメータセンサを含むストリームプ
ローブによって例示されている。本明細書で定められるように、パラメータセンサは、ス
トリームプローブ内の流れの妨害を示し、よって歯垢又はストリームプローブ内の流れを
妨げる他の物質を示し得る信号によって表される物理的指標を感知する圧力センサ、歪み
センサ、フローセンサ、又はこれらの組み合わせを含む。周囲温度以上に加熱されたワイ
ヤーから差圧又は熱フローを測定するフローセンサはフローセンサであり、又は圧力、歪
み、若しくはフロー、又は化学的若しくは生物学的指標を含む他の指標に関して知られて
いる又は考えられる他の手段は、ストリームプローブ内のフローを妨げる歯垢又は他の物
質を示し得るストリームプローブ内のフローの妨害を示す信号によって表される物理的指
標を感知するパラメータセンサの定義内に含まれる。単純さのため、説明を目的として、
１つ以上のパラメータセンサは１つ以上の圧力センサによって例示される。図中に示され
るパラメータセンサの位置は、異なる種類のパラメータに一般的に適用されるよう意図さ
れるが、当業者は、必要であれば、採用される１つ以上のパラメータセンサの具体的な種
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類に応じて、パラメータセンサの位置が図中に示される１つ以上の位置から調整され得る
ことを認識するであろう。実施形態はこのコンテキストに限定されない。
【００６４】
　より具体的には、図４Ａでは、ストリームプローブ１００は、図示される管状シリンジ
部等の近位ポンプ部１２４、例示的には図示されるような管状の構成を有する中央パラメ
ータセンシング部１２０、及び同様に例示的には図示されるような管状の構成を有し、遠
位プローブ先端１１２を定める遠位プローブ部１１０を含む。遠位管状プローブ部１１０
は、第１の長さＬ１及び第１の断面積Ａ１を定め、中央パラメータセンシング部１２０は
第２の長さＬ２及び第２の断面積Ａ２を定め、一方、近位管状シリンジ部１２４は第３の
長さＬ３及び第３の断面積Ａ３を定める。近位管状シリンジ部１２４は、例えば図４Ａの
例示的実施形態では、最初は近位端１２４'の近傍に配置される往復運動可能なプランジ
ャー１２６を含む。
【００６５】
　プランジャー１２６が縦方向に長さＬ３に沿って一定の速度で且つ近位端１２４'から
離れるように移動するとき、プランジャー１２６により、空気の連続的な流体ストリーム
１３０が中央パラメータセンシング管状部１２０を介してプローブ先端１１２に供給され
る。流体ストリーム１３０が気体の場合、気体の連続ストリーム１３０がプランジャー１
２６を介して（例えばプランジャー１２６内のアパーチャ１２８を介して（図４Ｂのプラ
ンジャー１２６'参照））又は中央パラメータセンシング管状部１２０に接続するブラン
チ接続１２２からプローブ先端１１２に供給される。例示的な一実施形態では、ブランチ
接続１２２の上流の位置において、中央パラメータセンシング管状部１２０内に制限オリ
フィス１４０が配置され得る。
【００６６】
　近位管状シリンジ部１２４の遠位端１２４"に向かって長さＬ３に沿ってプランジャー
１２６が移動するのに伴い、ブランチ接続１２２を介して中央パラメータセンシング部管
状部１２０及び遠位管状プローブ部１１０と流体連結する圧力計Ｐを使用して、中央パラ
メータセンシング部管状部１２０内の圧力が測定される（制限オリフィス１４０が存在す
る場合、制限オリフィス１４０の下流）。
【００６７】
　プランジャー１２６の移動時、圧力計Ｐにおける圧力対時間は、プローブ１１０の先端
１１２における気体メニスカスの表面（図１の表面１３、並びに図２及び図３の表面３１
及び３３参照）との相互作用を特徴付ける。制限オリフィス１４０の下流のストリームプ
ローブ１００の体積のみが関係し、ストリームプローブ１００が圧力源ではなくフロー源
としてより近く又は近似的に振る舞うため、制限オリフィス１４０の存在は、圧力計Ｐの
応答時間を向上させる。制限オリフィス１４０の上流の体積は、より無関係になる。
【００６８】
　気泡法に関して、差圧は略一定であり、これは、システム内の体積が変化するため、一
定のプランジャー速度で気泡サイズが変化し、よって気泡レートが変化することを意味す
る。略固定の気泡レートを得るために、往復運動可能なプランジャーが使用され得る。上
記したように、例示的な一実施形態では、圧力センサＰは代替的に又は追加でフローセン
サとして、例えば差圧センサとして機能し得る。当業者は、遠位プローブ先端１１２を介
する流体ストリーム又は第２の流体１３０のフローは、圧力センサＰ等の圧力センサ以外
の手段によって、例えば音響的に又は熱的に検出され得ることを認識するであろう。実施
形態はこのコンテキストに限定されない。したがって、プランジャー１２６の移動は、遠
位プローブ先端１１２を介する圧力、体積又は質量フローの変化を引き起こす。
【００６９】
　図５は、図４Ａのストリームプローブ１００を用いた、時間の関数として（１区画が１
秒に対応する）の圧力信号（ニュートン／平方メートル、Ｎ／ｍ２で測定）の例を示す。
信号の定期的な変化は、プローブ先端１１２における気泡の定期的な放出に起因する。
【００７０】
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　構成要素の寸法を注意して選択することにより、圧力読み取りの感度が向上され得る。
プローブ１１０と合わせて、管１２０及びシリンジ１２４の両方からの総体積Ｖ１（＝Ａ
１×Ｌ１）＋体積Ｖ２（＝Ａ２×Ｌ２）＋体積Ｖ３（＝Ａ３×Ｌ３）は、アコースティッ
クローパスフィルタを形成する。図４Ａの例示的なストリームプローブ１００では、断面
積Ａ３は断面積Ａ２より大きく、断面積Ａ２は断面積Ａ１よりも大きい。システム内の気
体流れ抵抗は、良好なシステム応答時間を有するのに十分小さく設計されるべきである。
気泡による差圧が記録される場合、気泡の体積と全システムの体積との間の比は、プロー
ブ先端１１２における気泡放出に起因する十分な差圧信号が得られるのに十分大きくある
べきである。また、信号の損失をもたらす可能性があるため、管１２０及びプローブ１１
０の壁と相互作用する圧力波の熱－粘性損失も考慮に入れなければならない。
【００７１】
　図４Ａに示されるストリームプローブ１００では、一例として、３つの体積はそれぞれ
異なる。しかし、３つの体積は互いに等しくてもよく、又は、ポンプ体積がプローブ体積
より小さくてもよい。
【００７２】
　図４Ｂは、本開示に係るストリームプローブの他の例示的な実施形態を示す。より具体
的には、ストリームプローブ１００'では、図４Ａのストリームプローブ１００の中央パ
ラメータセンシング部１２０が省かれており、ストリームプローブ１００'は、近位ポン
プ部１２４及び遠位プローブ部１１０のみを含む。圧力センサＰ１は、今度は、プランジ
ャー１２６'に例示的に配置されており、プランジャー１２６'内のアパーチャ１２８を介
して近位ポンプ部１２４内の圧力を感知する。
【００７３】
　代わりに、圧力センサＰ２が遠位プローブ部１１０内の機械的接続２３０に配置されて
もよい。図４Ａ及び制限オリフィス１４０に関して上述した態様と同様に、例示的な一実
施形態では、機械的接続２３０の上流に、よって圧力センサＰ２の上流、遠位プローブ部
１１０内に制限オリフィス２４０が配置され得る。同様に、制限オリフィス２４０の下流
のストリームプローブ１００'の体積のみが関係し、ストリームプローブ１００'が圧力源
ではなくフロー源としてより近く又は近似的に振る舞うため、制限オリフィス２４０の存
在は、圧力計Ｐ２の応答時間を向上させる。制限オリフィス２４０の上流の体積は、より
無関係になる。
【００７４】
　しかし、圧力センサＰ１の場合、制限オリフィス２４０はオプションであり、遠位プロ
ーブ部１１０内の圧力の適切な感知のために必要ではないことに留意されたい。
【００７５】
　例示的な一実施形態では、圧力センサＰ２は、代替的に又は追加でフローセンサとして
、例えば差圧センサとして機能し得る。当業者は、遠位プローブ先端１１２を介する第２
の流体のフローは、圧力センサＰ２等の圧力センサ以外の手段によって、例えば音響的に
又は熱的に検出され得ることを認識するであろう。実施形態はこのコンテキストに限定さ
れない。したがって、プランジャー１２６の移動は、遠位プローブ先端１１２を介する圧
力、体積又は質量フローの変化を引き起こす。
【００７６】
　図４Ａのストリームプローブ１００に関して説明した態様と同様に、図示されるように
、図４Ｂのストリームプローブ１００'において、近位ポンプ部１２４の体積Ｖ３が遠位
プローブ部１１０の体積Ｖ１より大きくてもよい。あるいは、２つの体積が互いに等しく
、又は体積Ｖ３が体積Ｖ１より小さくてもよい。
【００７７】
　図４Ａに示されるストリームプローブ１００内に制限オリフィス１４０が存在する場合
、制限オリフィス１４０の下流の体積Ｖ２の部分内の体積及び体積Ｖ１と比較して、体積
Ｖ３及び制限オリフィス１４０の上流の体積Ｖ２の部分は圧力応答についてより無関係に
なることに留意されたい。
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【００７８】
　同様に、図４Ｂに示されるストリームプローブ１００'内に制限オリフィス２４０が存
在する場合、制限オリフィス２４０の下流の体積Ｖ１と比較して、体積Ｖ３及び制限オリ
フィス２４０の上流の体積Ｖ１は圧力応答により無関係になる。
【００７９】
　更に、当業者は、制限オリフィス１４０及び２４０によるフローの制限が、制限オリフ
ィスを取り付ける代わりに、中央パラメータセンシング管状部１２０又は遠位プローブ部
１１０を波形に（ｃｒｉｍｐｉｎｇ）することにより実現され得ることを認識するであろ
う。本明細書で定められるように、制限オリフィスは管の波形にされた部分を含む。
【００８０】
　あるいは、歪みゲージ１３２によって表されるパラメータセンサが遠位プローブ１１０
の外面上に配置されてもよい。歪みゲージ１３２は近位ポンプ部１２４の外面上に配置さ
れてもよい（図示無し）。遠位端１１２における気泡の放出を求めるための代替的な方法
として、歪みゲージ１３２によって感知された歪み値は時間の関数として直接読み取られ
又は圧力値に変換されて、図５と同様な読み出しを生成してもよい。
【００８１】
　図４Ｃは、ストリームプローブ内のフローの妨害を示し、よって歯垢又はストリームプ
ローブ内のフローを妨げる他の物質を示し得るパラメータを感知しつつ、管を介してプロ
ーブ先端に略連続的な気体ストリームを供給するポンプ部の他の例示的な実施形態を有す
るストリームプローブの、より具体的には図４Ａ及び図４Ｂの他の例示的な実施形態を示
す。より具体的には、ストリームプローブ１００"は、動作中は一般的に好ましい略連続
的なフローを供給するよう設計された流体ポンプを例示する。ストリームプローブ１００
"は図４Ａのストリームプローブ１００と概して同様であり、遠位プローブ部１１０、遠
位プローブ先端１１２、及び中央パラメータセンシング部１２０'を含み、中央パラメー
タセンシング部１２０'は、圧力センサによって表されるパラメータセンサＰを更に含み
、更に圧力センサＰの上流に制限オリフィス１４０を含み得る。
【００８２】
　ストリームプローブ１００"は、近位ポンプ部１２４の中心線軸Ｘ１－Ｘ１'沿いに往復
運動する往復プランジャー１２６に代わり、近位ポンプ部１２４の長軸Ｘ２－Ｘ２'を横
断する方向にダイアフラムポンプ１５０が往復運動する近位ポンプ部１４２によって近位
ポンプ部１２４が置き換えられる点で、ストリームプローブ１００と異なる。ダイアフラ
ムポンプ１５０の往復運動の方向は両方向矢印Ｙ１－Ｙ２によって示されている。ダイア
フラムポンプ１５０は、（シャフトによって表されている）モーター１５２と、フレキシ
ブル又は圧縮可能ダイアフラム１５８に動作的に接続される接続ロッド又はシャフト１５
６に動作的に接続されるエキセントリック機構１５４とを含む。
【００８３】
　エアインテーク供給経路１６０は近位ポンプ部１４２と流体連結し、周囲から近位ポン
プ部１４２に空気を供給する。エアインテーク供給経路１６０は、大気からの吸引口１６
２ａと近位ポンプ部１４２への下流接続１６２ｂとを有するインテーク導管部材１６２を
含み、これにより、吸引口１６２ａを介する近位ポンプ部１４２と大気との間の流体連結
を提供する。吸引フロー遮断デバイス１６４、例えばチェックバルブがインテーク導管部
材１６２内の吸引口１６２ａと下流接続１６２ｂとの間に配置される。吸引フィルタ１６
６、例えば（Ｗ．Ｌ．Ｇｏｒｅ＆Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃ．，Ｅｌｋｔｏｎ，Ｍａ
ｒｙｌａｎｄ，ＵＳＡによりＧｏｒｅ－Ｔｅｘ（登録商標）の商品名で販売されている）
拡張ポリテトラフルオロエチレンｅＰＴＦＥ等の多孔質な材料からつくられる薄膜が、エ
アインテーク供給経路１６０のインテーク導管部材１６２内に、吸引フロー遮断デバイス
１６４の上流、且つ定期交換を容易にするために一般的には吸引口１６２ａの近傍に配置
されてもよい。
【００８４】
　中央パラメータセンシング部１２０'は、近位ポンプ部１４２の吐出流路としての役割
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も果たす。近位ポンプ部吐出流路フロー遮断デバイス１６８、例えばチェックバルブが中
央パラメータセンシング部１２０'内のパラメータセンサＰ及び存在する場合は制限オリ
フィス１４０の上流に配置される。
【００８５】
　したがって、遠位先端１１２は、遠位プローブ部１１０、中央パラメータセンシング部
１２０'、及び近位ポンプ部１４２を介して、エアインテーク供給経路１６０のエアイン
テーク導管部材１６２の吸引口１６２ａと流体連結する。
【００８６】
　モーター１５２の動作中、モーター１５２は矢印Ｚによって示される方向に回転し、エ
キセントリック機構１５４は、これにより接続ロッド又はシャフト１５６に往復運動を与
える。接続ロッド又はシャフト１５６がモーター１５２に向かって矢印Ｙ１の方向に動く
とき、フレキシブル又は圧縮可能ダイアフラム１５８もモーター１５２に向かって矢印Ｙ
１の方向に動き、これにより近位ポンプ部１４２の内部体積Ｖ'内の圧力を低下させる。
圧力低下によりポンプ部吐出流路フロー遮断デバイス１６８は閉じて吸引フロー遮断デバ
イス１６４が開き、これにより吸引口１６２ａを通じて空気が引き込まれる。
【００８７】
　接続ロッド又はシャフト１５６がモーター１５２から離れ且つフレキシブル又は圧縮可
能ダイアフラム１５８に向かって矢印Ｙ２の方向に動き、フレキシブル又は圧縮可能ダイ
アフラム１５８が同様に内部体積Ｖ'に向かって矢印Ｙ２の方向に動き、これにより近位
ポンプ部１４２の内部体積Ｖ'内の圧力上昇を引き起こすまで、エキセントリック機構１
５４は矢印Ｚの方向に回転し続ける。圧力上昇により吸引フロー遮断デバイス１６４が閉
じてポンプ部吐出流路フロー遮断デバイス１６８が開き、これにより、空気が中央パラメ
ータセンシング部１２０'及び遠位プローブ部１１０中を流れ、遠位先端１１２を通過す
る。
【００８８】
　制限オリフィス１４０が配備され、上記したように近位ポンプ部１４２の吐出流路とし
ての役割も果たす中央パラメータセンシング部１２０'内に配置される場合、ポンプ部吐
出流路フロー遮断デバイス１６８と制限オリフィス１４０との間の体積Ｖ"によって、ロ
ーパスフィルタ機能が果たされる。したがって、制限オリフィス１４０が配備される場合
、ポンプ部吐出流路フロー遮断デバイス１６８は制限オリフィス１４０の上流でなければ
ならない。結果として、遠位先端１１２への空気流から高周波数パルセーションが除去さ
れる。
【００８９】
　図４Ａ及び図４Ｂのポンプ部１２４のピストン又はプランジャー１２６、１２６'及び
図４Ｃの液体ダイアフラムポンプ１５０は、遠位先端１１２又は遠位プローブ部１１０に
おける所望の圧力変化を生じさせるために使用され得る容積型ポンプ又はコンプレッサの
例である。遠位先端１１２における所望の圧力又はフロー変化を生じさせるために、他の
種類の容積型ポンプ若しくはコンプレッサ、又は遠心ポンプ若しくは当該技術分野で知ら
れる他の種類のポンプを使用してもよい。
【００９０】
　図６は、異なる表面に関して測定された圧力振幅データを、プローブ先端１１２と図１
の表面１３又は図２の表面３１及び３３との間の距離ｄ１又はｄ２の関数として示す。内
径０．４２ｍｍのプラスチック針が使用された。０．６ｍｍまでの距離で明確な違いが見
られ、最も疎水性の表面（テフロン（登録商標））が最大の圧力信号を与える一方、最も
親水性の表面（歯垢）が最も低い信号を与える。
【００９１】
　図５及び図６に示されるデータは、制限オリフィスを含まずに取得されたことに留意さ
れたい。
【００９２】
　図１乃至図６は、例えばプローブ先端１１２における歯垢の検出方法として、（圧力、
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圧力変動、気泡サイズ、及び／又は気泡放出レートによる）先端からの気泡放出の測定を
含む、表面上の物質の存在を検出する第１の方法を表した。図１、図２、及び図６に関し
て上記したように、プローブ先端１１２は、図１の表面１３又は図２の表面３１及び３３
等の表面から距離ｄ１又はｄ２離れて配置される。
【００９３】
　気泡生成及び検出方法を空気等の気体である第２の流体に関して説明してきたが、方法
は、第２の流体が液体であり、気泡の代わりに水滴が生成される場合にも有効であり得る
ことに留意されたい。
【００９４】
　更に、方法は定圧及び変化する流体アウトフローの測定によって作用されてもよい。装
置は、第２の流体の変化する圧力及び／又は変化するフローを記録し得る。例示的な一実
施形態では圧力が記録されて第２の流体のフローが制御され、例えばフローは一定に保た
れる。他の例示的な実施形態ではフローが記録されて第２の流体の圧力が制御され、例え
ば圧力は一定に保たれる。
【００９５】
　本開示の例示的な実施形態に係る表面上の物質の存在を検出する第２の方法において、
図７は、図４Ａ、図４Ｂ、又は図４Ｃのプローブ１１０のプローブ先端１１２の閉塞の影
響を示す。図７に示されるプローブ、ストリームプローブ管状部材、又はストリームプロ
ーブ１１０'は、近位端１３８及び内部チャネル１３４を含む。ストリームプローブ又は
ストリームプローブ管状部材１１０'は、ストリームプローブ１１０'が、遠位先端１１２
'から出たために第２の流体３０'と示される、遠位先端１１２を介する第２の流体媒体の
通過が遠位先端１１２'が表面３１又は３３に触れると可能になり、また、第２の流体媒
体３０'も面取りされた開口１３６を通過可能になるような角度αで水平面３１又は３３
に対して面取りされた開口１３６を有する面取りされた又は斜めに切られた遠位先端１１
２'を含む点で、図４Ａ、図４Ｂ、又は図４Ｃのストリームプローブ１１０と異なる。開
口１３６の面の角度αは、遠位先端１１２'が表面３１又は３３に触れ、粘弾性の物質１
１６等の物質１１６が遠位先端１１２'の開口１３６を介する流体の通過を少なくとも部
分的に妨害する場合に、遠位先端１１２'を介する第２の流体媒体３０'の通過が少なくと
も部分的に妨害されるような角度である。流体の通過の妨害を検出するためには単一のプ
ローブ１１０'しか要求されないが、例示的な一実施形態では、流体の通過の妨害を検出
するために、システム３０００として少なくとも２つのプローブ１１０'が配備されるこ
とが望ましい場合がある（図１３乃至図１７及び図１９乃至図２１に関する後の説明を参
照されたい）。
【００９６】
　代替的に、図１、図２、図４Ａ、又は図４Ｂのプローブ先端１１２は、面取りされた又
は斜めに切られた端部を有さず、表面３１又は３３に対してある角度（例えば角度α）で
保持される。例示的な一実施形態では、物質は水とゼロでは無い接触角を有する。例示的
な一実施形態では、水とゼロでは無い接触角を有する物質はエナメル質である。
【００９７】
　図７の左側に示されるように、プローブ先端１１２'が歯面３１からの粘弾性の物質１
１６によって塞がれると、図７の右側に示されるように、プローブ先端１１２'が塞がれ
ておらず（第２の流体媒体３０'）、先端１１２'又は歯面３３に歯科物質を有さない場合
と比較すると、気体３０等の流体は先端１１２'から流れ出にくくなる。
【００９８】
　図８は、左側に示される、歯垢が存在しないエナメル質上、及び、右側に示される、歯
垢層が存在するサンプル上を移動するベベルを有する金属針等のプローブ先端の圧力信号
を示す。歯垢が存在するか否かを検出するために、歯垢による針開口の閉塞に起因する、
右側で見られる圧力上昇を感知することができる。
【００９９】
　図９は、水領域１、ＰＭＭＡ（ポリメチルメチルアクリレート）領域２、歯垢が存在す
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るＰＭＭＡ領域３、及び水領域４の上を移動するテフロン（登録商標）先端からのエアフ
ローの圧力信号を示す。先端は（左から右に）水領域１、ＰＭＭＡ領域２、歯垢が存在す
るＰＭＭＡ領域３、及び再び水領域４の上を移動する。テフロン（登録商標）先端は図示
されていない。
【０１００】
　本明細書で差圧に言及するとき、次の考察を考慮すべきである。図８において、流体ス
トリーム３０は、左のパネル上で圧力が上昇する場合、妨害される。したがって、関心パ
ラメータは平均圧力、又は平均若しくは瞬間ピーク圧力である。
【０１０１】
　対照的に、図９はより小さいプローブ先端に関する同じ信号を示し、この場合、はるか
に滑らかな信号が得られる。
【０１０２】
　図８及び図９に示されるデータは、制限オリフィスを含まずに取得された。
【０１０３】
　図２に係る予備実験では、以下が認められた。
  図３に示されるように、（濡れた状態の）歯垢はきれいなエナメル質よりも親水性であ
る。
【０１０４】
　先端からの気泡の放出は、圧力変化によって測定することができる。一定の変位速度を
有するシリンジは、時間の関数として圧力の鋸歯状信号を与える。これは、図５のオシロ
スコープ図に示されている。
【０１０５】
　先端と表面とが近接する場合、鋸歯状信号の振幅は、探査される表面の親水性が低い場
合よりも表面の親水性が高い場合の方が小さい。したがって、親水性が高い表面上ではよ
り小さい気泡が放出される。これは、異なる表面に関して先端から表面までの距離ｄ１又
はｄ２（図１及び図２参照）の関数として圧力信号振幅が与えられる図６の測定結果によ
っても示される。
【０１０６】
　図７に係る予備実験では、以下が認められた。
  シリンジが一定の変位速度で使用される場合、塞がれていない先端は、気泡の定期的な
放出及び圧力対時間の鋸歯状パターンを与える。図８の左側のパネルを参照されたい。
【０１０７】
　歯垢材料を通過する金属先端による実験では、歯垢材料による先端の閉塞及び空気によ
る先端の開放のため、圧力上昇及び圧力対時間の不規則な鋸歯状パターンが認められた。
図８の右側のパネルを参照されたい。
【０１０８】
　テフロン（登録商標）先端による実験において、先端開口における異なる材料（左から
右に、先端が水中、先端がＰＭＭＡの上、歯垢が存在するＰＭＭＡの上、そして再び先端
が水中）に関して、明確な信号の違いが見られた。
【０１０９】
　これらの予備実験は、（圧力、圧力変化、気泡サイズ、及び／又は気泡放出レートによ
る）先端からの気泡放出の測定が、先端における歯垢を検出する適切な方法となり得るこ
とを示す。したがって、上記に照らして、少なくとも、本開示の例示的な実施形態の新規
な特徴は以下の通りである。
  （ａ）流体媒体１４がプローブ先端１２において表面１３と接触させられ、先端１２と
表面１３との間に相互作用ゾーン１７を生成し（図１参照）；（ｂ）相互作用ゾーン１７
内の媒体１４の形状及び／又は動態が表面１３の特性及び／又は表面１３に由来する材料
に依存し；（ｃ）相互作用ゾーン１７内の媒体１４の圧力、形状、及び／又は動態が検出
されるという点で特徴付けられる。
【０１１０】
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　表面上の物質の存在を検出する２つの異なる方法の先の記載に関して、図４Ａ及び図４
Ｂの近位ポンプ部１２４は実効的にはシリンジとして機能する。プランジャー１２６又は
１２６'の遠位への押し込み中、図４Ａ及び図４Ｂの先端１１２又は図７の先端１１２'に
おける気体若しくはエアフロー又は液体フローは、先端から外側に押し出され得る（プラ
ンジャーが押されるとき）。
【０１１１】
　プランジャー１２６又は１２６'の後退又は後進中、気体若しくはエアフロー又は液体
フローが先端１１２又は１１２'において内側に且つプローブ管１１０又は１１０'の方向
に吸引され得る。例示的な一実施形態では、プランジャー１２６又は１２６'は、電動歯
ブラシの毛の振動と共に自動的に作動され、又は、毛が振動していない状態で作動される
（例えば、デンタルフロスデバイスと同じ原理を使用して）。
【０１１２】
　したがって、シリンジ又はポンプ１２４は、気体又は空気のフローが先端１１２から遠
く且つエナメル質の方向に注入されて気泡３２又は３４を生成するストリーム方法のため
に使用することができる。気泡及び位置は光学的に検出され、表面が歯垢のように親水性
が高いか又はエナメル質のように親水性が低いかに基づき、気泡の位置は歯垢が存在する
か否かを決定する。すなわち、表面は、検出対象の物質の親水性とは異なる親水性を有し
、例えばエナメル質は歯垢より低い親水性を有する。歯垢が存在するか否かに関わらず、
先端はエナメル質から特定の距離ｄ２（図２参照）離れた位置に配置される。
【０１１３】
　あるいは、気泡法のために圧力センシングを使用することもできる。同様に図２及び図
４Ａを参照して、シリンジとして機能する同じポンプ部１２４は、次のように圧力センシ
ング方法のために使用することができる。エナメル質表面３１又は３３に向けて流体が注
入される。プローブ先端１１２は、例えば図２のｄ２のように、始めはエナメル質表面か
ら特定の距離離れて配置される。図５及び図６に示され及び上記に記載されるように、圧
力信号が観測される。気泡放出測定は、上記したように圧力及び／又は圧力変化によって
実行される。
【０１１４】
　本開示の例示的な実施形態に係る表面上の物質の存在を検出する第２の方法では、図７
に示されるように、遠位先端１１２を介する気体３０等の第２の流体の通過は、遠位先端
１１２'の開口からの流体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質と相関する信号の測
定に基づく、表面３１上に存在し得る物質１１６の検出を可能にする。上記したように、
信号は圧力上昇若しくは減少、又は他の変数における変化を含み得る。
【０１１５】
　例示的な一実施形態では少なくとも２つのプローブ１１０'が使用されるため、図７は
、表面上の物質の存在を検出するためのシステム３００を示す。例示的な一実施形態では
、上記のように、プローブ１１０'は表面３１又は３３と接触する。表面３３に歯垢が存
在しない場合、すなわちフローが妨害されない場合、圧力信号は図８の左側のパネルに示
されるようである。表面に歯垢、例えば粘弾性の材料１１６が存在する場合、圧力信号は
図８の右側のパネルに示されるようである。
【０１１６】
　実践的なアプリケーションに関して、１つ以上のプローブ１１０'は非常に小さい、例
えば０．５ｍｍ未満の直径を有し、プローブ先端１１２'がばね機能により歯面３３と接
触すると考えられる。したがって、歯垢に到達すると、管はこの歯垢層内に押し込まれる
。図８に示される圧力信号は、単一のプローブが接触した状態で得られた。
【０１１７】
　再び図７を参照して、表面上の物質の存在を検出する第２の方法の代替的な例示的実施
形態では、図４Ａ及び図４Ｂの近位ポンプ部の近位端１２４'に向かう近位方向のプラン
ジャー１２６又は１２６'の後進によってエナメル質表面から離れるように流体が吸引さ
れる。流体又は気体インフロー３０は、今度は（単純さのために内部チャネル１３４の外
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部に示される）点線の矢印によって示される流体又は気体アウトフロー３５になる。歯垢
１１６が存在する場合、歯垢はプローブ先端における開口を塞ぐ程度に十分大きいか、又
はプローブチャネル内に吸引される程度に十分小さい。圧力信号は図８の反転バージョン
になる。低い方の圧力は、歯垢が存在する場合に得られる。
【０１１８】
　本明細書で定められるように、プローブ先端を介する第２の流体の流れの方向に関わら
ず、閉塞又は妨害は、先端自体を、完全に塞ぐ場合を含み、少なくとも部分的に塞ぐ物質
による直接の妨害を意味し、又は、閉塞又は妨害は、プローブ先端の近傍における物質の
存在による第２の流体の流れ場の乱れによる間接的な妨害を意味し得る。
【０１１９】
　プランジャーの定速を保つことによる第１及び第２の方法の実行に加えて、方法は、近
位ポンプ部内の圧力を一定に保ち、プローブ先端からの第２の流体の変化するアウトフロ
ーを測定することにより実行することができる。読み出し及び制御は、様々な態様で構成
することができる。例えば、装置は第２の流体の変化する圧力及び／又は変化するフロー
を記録してもよい。例示的な一実施形態では、圧力が記録され、第２の流体のフローが制
御され、例えば、フローが一定に保たれる。他の例示的な実施形態では、フローが記録さ
れて第２の流体の圧力が制御され、例えば、圧力が一定に保たれる。
【０１２０】
　更に、システム３００のために２つ以上のプローブ１１０'が配備される場合、プロー
ブ１１０'のうちの１つは、遠位プローブ先端１１２'を介する第２の流体のフローの圧力
センシングを含み、一方、別のプローブ１１０'は歪みセンシング又はフローセンシング
を含み得る。
【０１２１】
　更に、第１の気泡検出の方法又は第２の妨害の方法の両方に関して、第２の流体のフロ
ーは一般的に層流であるが、第２の流体の乱流も本開示の範囲に含まれる。
【０１２２】
　図１０は、本開示の例示的な一実施形態に係る表面上の物質の存在を検出するための検
出装置又は器具を示し、検出装置は、ストリームプローブを歯ブラシ等の歯科用器具に組
み込むことにより、表面上の物質の存在を検出するための検出装置を形成することによっ
て例示される。
【０１２３】
　慣習的に、例えば上述したＰｈｉｌｉｐｓ  Ｓｏｎｉｃａｒｅ（登録商標）歯ブラシ等
の電気歯ブラシシステムは、ボディ要素とブラシ要素とを含む。通常、電子部品（モータ
ー、ユーザインターフェイスＵＩ、ディスプレイ、バッテリー等）はボディ内に収容され
、一方、ブラシ要素は電子部品を含まない。このため、ブラシ要素は手頃なコストで容易
に交換及び取替可能である。
【０１２４】
　例示的な一実施形態では、検出装置又は器具２００、例えば電気歯ブラシ等のデンタル
クリーニング器具は、近位ボディ部２１０及び遠位口腔挿入部２５０によって構成される
。近位ボディ部２１０は、近位端２１２及び遠位端２１４を定める。遠位口腔挿入部２５
０は、近位端２６０及び遠位端２６２を定める。遠位端２６２は、ブラシ基部２５６及び
毛２５４を含む振動ブラシ２５２と、図４Ａに関して上記した空気ストリームプローブ１
００又は図４Ｂに関する１００'等の空気ストリームプローブ又は液体ストリームプロー
ブの遠位部分とを含む。図４Ａ、図４Ｂ、及び図４Ｃと併せて、検出装置２００は、能動
部品、例えば機械、電気、又は電子部品が近位ボディ部２１０内に組み込まれ又はその外
面上に配置される一方、遠位プローブ部１１０等の受動部品が、限定はされないが遠位口
腔挿入部２５０によって例示される遠位部分内に組み込まれ又はその上に配置されるよう
構成される。より具体的には、プローブ１１０のプローブ先端１１２は、毛２５４と混ざ
り合うように毛２５４の近くに又は毛２５４内に組み込まれ、一方、中央パラメータセン
シング管状部１２０及び近位管状シリンジ部１２４は、近位ボディ部２１０内に組み込ま
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れ又はその外面上に配置される。したがって、遠位プローブ部１１０は少なくとも部分的
に遠位口腔挿入部２５０と接触する。遠位プローブ先端１１０の一部１１１は近位ボディ
部２１０上に配置され、よって近位プローブ部である。
【０１２５】
　例示的な一実施形態では、ブラシ基部２５６及び毛２５４を含むブラシ２５２を含む遠
位口腔挿入部２５０は、交換可能又は取替可能である。すなわち、近位ボディ部２１０は
遠位口腔挿入部２５０に取り外し可能に取り付け可能である。
【０１２６】
　能動部品を備える近位ボディ部２１０への遠位口腔挿入部２５０の接触は、近位ボディ
部２１０上の機械的接続２３０によって提供され、機械的接続２３０は、近位ボディ部２
１０の遠位端２１４と遠位口腔挿入部２５０の近位端２６０とを接続し、よって、空気流
が生成され、例えば図４ＢのパラメータセンサＰ２又は図４Ａ若しくは図４Ｃのパラメー
タセンサＰの位置で圧力が感知されるよう、遠位プローブ先端１１０の一部１１１を遠位
口腔挿入部２５０上に配置された遠位プローブ先端１１０に接続するよう配置される。圧
力センサ信号に基づき、プローブ先端１１２の領域に歯垢が存在するか否かが判断される
。したがって、近位ボディ部２１０は、機械的接続２３０を介して、図１０では遠位口腔
挿入部２５０として示される遠位プローブ部に取り外し可能に取り付け可能である。図１
０では、検出装置又は器具２００は、遠位口腔挿入部２５０と近位ボディ部２１０とが互
いに取り外し可能に取り付け可能であり、よってどちらも取替可能なように示されている
が、検出装置又は器具２００は、遠位口腔挿入部２５０及び近位ボディ部２１０が互いか
ら容易に分離することができない単一の統合複合装置又は器具として構成又は形成されて
も良いことを当業者は認識するであろう。
【０１２７】
　更に、図４Ａ、図４Ｂ、及び図４Ｃに示されるように、ブラシ２５２、ブラシ基部２５
６、又は毛２５４を有さずに独立してストリームプローブ１００、１００'、又は１００"
を使用してもよい。検出装置又は器具２００は、表面上の物質の存在を検出するために、
ブラシ２５２、ブラシ基部２５６、又は毛２５４を有して又は有さずに、歯科及び非歯科
用途のいずれにも適用することができる。
【０１２８】
　検出装置又は器具２００がデンタルクリーニング器具として設計される場合、プローブ
１１０は、ユーザへの一切の潜在的な不快感を低減するために、毛２５４の回転剛性と略
等しい回転剛性をもたらし、動作中、プローブ１１０が毛の動作のスイープ領域及びタイ
ミングと略等しい領域をスイープするよう、寸法設定され及び材料が選択され得る。剛性
の設計に寄与する変数は、選択される材料の寸法、質量、及び弾性係数を含む。
【０１２９】
　例示的な一実施形態では、能動部品は上記したような圧力センサＰを含む。図１に関し
て、センサＰは相互作用ゾーン１７内の媒体１４の形状及び／又は動態を感知するために
使用される。このようなセンサは使用上ロバスト且つ単純であるという利点を有する。セ
ンサＰは、それらと電気通信するコントローラ２２５を含む検出電子機器２２０と電気通
信する。
【０１３０】
　他の例示的な一実施形態では、能動部品は、相互作用ゾーン１７内の媒体１４の形状及
び／又は動態を感知するために、光学的、電気的、又はアコースティックセンサ、例えば
マイクロフォン等を含み得る。
【０１３１】
　コントローラ２２５はプロセッサ、マイクロコントローラ、ＳＯＣ（ｓｙｓｔｅｍ  ｏ
ｎ  ｃｈｉｐ）、ＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ  ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ  ｇａｔｅ  ａｒｒ
ａｙ）等であり得る。本明細書に記載される様々な機能及び動作を実行するためのプロセ
ッサ、マイクロコントローラ、ＳＯＣ、及び／又はＦＰＧＡを含み得る１つ以上の要素は
、まとめて、例えば特許請求の範囲に記載されるようなコントローラの一部である。コン
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トローラ２２５は、単一のプリント基板（ＰＣＢ）上に取り付けられ得る単一の集積回路
（ＩＣ）チップとして提供されてもよい。あるいは、例えばプロセッサ、マイクロコント
ローラ等を含むコントローラの様々な回路部品は、１つ以上の集積回路チップとして提供
される。すなわち、様々な回路部品は１つ以上の集積回路チップ上に配置される。
【０１３２】
　更に、能動部品は、空気又は液体ストリームを生成する方法を可能にする。空気及び液
体の複合ストリームも可能である。方法は電気的又は機械的ポンピング方法を含み、機械
的方法は機械的に作動されるばね部品を含み、例えば、図４のプランジャー１２６が機械
的に作動される。例示的な一実施形態では、空気流の生成方法は電気的ポンピング原理で
あり、これは上記の圧力センシング要素と良好に結びつく。他の例示的な実施形態では、
空気が他のガス、例えば窒素又は二酸化炭素等の他の気体によって置き換かえられ得る。
このような例示的な実施形態では、近位ボディ部２１０は流体の一定圧力又は一定フロー
を生成するために、近位ポンプ部１２４及びプランジャー１２６又は他の種類のポンプを
含み得るが、近位ボディ部２１０は、近位ボディ部２１０内に取り付けられ得るようサイ
ズ設計され、弁制御システム（図示無し）によって一定圧力又は一定フローを提供可能な
圧縮ガスの容器（図示無し）を含んでもよい。
【０１３３】
　他の例示的な実施形態では、受動部品は、例えばプローブ１１０及び遠位先端１１２等
（図１０参照）、端部に開口を有する管のみを含む。
【０１３４】
　他の例示的な実施形態では、能動部品と受動部品との接続は、圧力センサの出力への管
の機械的カップリング２３０によって実現される。このようなカップリングは、理想的に
は実質的に圧密である。圧力値は比較的低い（＜＜１ｂａｒ）。
【０１３５】
　動作中、センシングは歯磨きプロセス中に繰り返し実行される。好ましい例示的な実施
形態では、センシングは＞１Ｈｚ、より好ましくは＞５Ｈｚ、一層好ましくは＞１０Ｈｚ
の周波数で実行される。このような高周波数実施形態は、個別の歯の上で複数回の測定が
行われ得るため（所与の歯の上での滞在時間は、通常１～２秒程度）、歯ブラシが次々に
歯を移動するのに伴う、歯垢除去の動的且つリアルタイム測定を容易化する。
【０１３６】
　図１に関して、上記したように、相互作用ゾーン１７内の媒体１４の形状及び／又は動
態は、表面１３の特性及び／又は表面１３に由来する物質に依存し、相互作用ゾーン１７
内の媒体１４の圧力、形状、及び／又は動態が検出され、コントローラ２２５により、特
定の歯面１３において、歯垢の所定の最大許容可能レベルを上回る歯垢のレベルが検出さ
れるか否かに関して決定がされる。
【０１３７】
　陽性の検出がされた場合、その特定の歯面１３における継続されたクリーニングにより
当該歯面１３において所定の最大許容可能歯垢レベルが達成されるまで、電気歯ブラシの
ユーザに進行又は前進信号は送られない。
【０１３８】
　歯垢のレベルが最大許容可能歯垢レベル以下に下がると、すなわち、陰性の検出がされ
ると、ユーザに進行信号又は前進信号が送られ、歯科用装置の振動ブラシ及びプローブ先
端を移動させることにより隣の歯又は他の歯に進むことの許可がユーザに通知される。
【０１３９】
　あるいは、陽性の検出がされた場合、組み込みストリームプローブ歯垢検出システムを
備える電気歯ブラシのユーザに、その特定の歯を磨き続けるよう信号が送られる。
【０１４０】
　更に、ブラシ内の受動部品の複数の好ましい動作モードが存在する。
【０１４１】
　第１のモード動作では、管の先端が（Ｐｈｉｌｉｐｓ  Ｓｏｎｉｃａｒｅ（登録商標）
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歯ブラシでは約２６５Ｈｚで振動する）ブラシの振動から音響的に分離されるよう、管が
構成される。これは、管をブラシヘッドに弱くのみ結合することによって達成され得る。
【０１４２】
　更なる動作モードでは、管は、管の先端が静的であるよう構成される。これは、駆動周
波数でプローブの先端が静的な振動ノードにあるよう、管の機械的特性（剛性、質量、長
さ）を選択することにより達成され得る。このような状況は、開口に近い管の端部に追加
の重りを付加することにより援助され得る。
【０１４３】
　図１０の遠位口腔挿入部２５０の部分断面図である図１１に示されるように、他の例示
的な一実施形態では、センシング機能に対する歯ブラシの毛の動きの影響は、管の周囲に
毛が除去された空間２５８を組み込むことにより低減される。より具体的には、図１１の
プローブ１１０は、基部２５６及び基部２５６から略垂直に突出する毛２５４を含むブラ
シヘッド２５２を示す。空間２５８は、プローブ先端１１２１の周囲の除去された毛ワイ
ヤーによって位置決めされる。プローブ先端１１２１は、表面３１又は３３に向けて流体
がプローブ１１０を通過することを可能にするために、プローブ先端１１２１が直角エル
ボ１１２２を含む点で、プローブ先端１１２及び１１２'と異なる。
【０１４４】
　例示的な一実施形態では、空間２５８は、毛２５４の振動の振幅と同程度であるべきで
ある。実践では、毛は約１～２ｍｍの振幅で振動する。これはセンシングをよりロバスト
にする。
【０１４５】
　更なる例示的な実施形態では、図１２に示されるように、プローブ先端１１２１は毛２
５４によって覆われる領域を遠方に越えて配置される。これは、ブラシの現在位置の向こ
うに存在する歯垢、例えば、不完全なブラッシング動作によって取りそこなった歯垢を検
出することを可能にする。
【０１４６】
　更なる詳細として、理想的には、ブラッシング中のブラシ２５２の歯面３１又は３３に
対する角度は４５°である。理想的には、プローブ先端１１２１の歯面３１又は３３に対
する角度は約０°である。歯面３１又は３３に対して４５°の先端１１２１を有する少な
くとも２つのプローブ１１０、並びに対応する少なくとも２つの圧力センサ及び２つのポ
ンプがあり、常に１つのプローブが表面３１又は３３に最適に面する直線運動である。
【０１４７】
　他の例示的な実施形態では、ブラシ内に複数のプローブが組み込まれる。これらのプロ
ーブは代替的に、少なくとも以下のように配置又は使用され得る。
  （ａ）（取りそこなった）歯垢をより効果的に感知するために、ブラシのあちこちの複
数の位置に配置される、又は
  （ｂ）歯垢除去の程度及び有効性を決定するための差測定のために使用される。
【０１４８】
　例示的な一実施形態では、単一の能動的センシング要素及び複数の受動要素によって、
例えば単一の圧力センサに取り付けられた管等によって複数のプローブが実現され得る。
あるいは、複数の能動及び受動センシング要素が使用されてもよい。
【０１４９】
　上記したように、管の端部は多様な寸法を有し得る。代替的な例示的実施形態では、管
の先端は、機械的なスペーサを使用して歯面から離される。一部の例示的な実施形態では
、開口は管に対して角度をつけられてもよい。
【０１５０】
　図１３乃至図２２は、複数のストリームプローブにより表面上の物質の存在を検出する
ための上記原理を採用する、表面上の物質の存在を検出するための検出システム３０００
の例を示す。より具体的には、本開示の例示的な一実施形態では、システム３０００は、
図４Ａ及び図１０に関して上記したような近位ポンプ部１２４及びプランジャー１２６を
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有する空気ストリームプローブのような、表面上の物質の存在を検出するための検出装置
１１００を含む。しかし、近位ポンプ部１２４及びプランジャー１２６の代わりに、図４
Ｃに関して上記した近位ポンプ部１４２及びダイアフラムポンプ１５０を配備して、近位
ポンプ部１２４及びプランジャー１２６に関して後述される態様と同様にして表面上の物
質の存在を検出するための略連続的なフロー１１００を供給してもよいことに留意された
い。
【０１５１】
　近位ポンプ部１２４は、第１の脚１０１１及び第２の脚１０２２を定める遠位Ｔ字接続
１０１によって構成される中央パラメータセンシング管状部１２０'を含む。遠位プロー
ブ先端３１１２を有する第１のストリームプローブ３０１は第１の脚１０１１と流体連結
し、遠位プローブ先端３１２２を有する第２のストリームプローブ３０２は第２の脚１０
１２と流体連結する。
【０１５２】
　第１のストリームプローブ３０１の近傍のブランチ接続３１２を介して、圧力センサＰ
３が第１の脚１０１１に接続され、第２のストリームプローブ３０２の近傍の分岐接続３
２２を介して、圧力センサＰ４が第２の脚１０１２に接続される。図４Ａに関して上記し
たストリームプローブ１００、図４Ｂに関して上記したストリームプローブ１００'、及
び図４Ｃに関して上記したストリームプローブ１００"についてと同様に、ストリームプ
ローブ１１００は、第１の脚１０１１内、中央パラメータセンシング管状部１２０'と第
１の脚１０１１との間のジャンクション３１４の下流且つ第１のストリームプローブ３０
１及び圧力センサＰ３の上流に配置される制限オリフィス３１１４を含んでもよい。同様
に、第２の脚１０１２内、中央パラメータセンシング部管状部１２０'と第２の脚１０１
２との間のジャンクション３２４の下流且つ第２のストリームプローブ３０２及び圧力セ
ンサＰ４の上流に、制限オリフィス３１２４が配置されてもよい。制限オリフィス３１１
４及び３１２４の下流のストリームプローブ１１００の体積しか関係しないため、ここで
も、制限オリフィス３１１４及び３１２４の存在は圧力計Ｐ３及びＰ４の応答時間を向上
させる。圧力降下は主に制限オリフィス３１１４及び３１２４にかけて起こり、ストリー
ムプローブ１１００は圧力源ではなくフロー源としてより近く又は近似的に振る舞うため
、各圧力センサＰ３及びＰ４へのエアフローは略独立になる。制限オリフィス２４０の上
流の体積はより無関係になる。単一のプランジャー１２６によって駆動される一方、圧力
センサＰ３及びＰ４は圧力上昇をそれぞれ概して別々に感知することができる。
【０１５３】
　更に、当業者は、オリフィス３１１４及び３１２４によるフローの制限が、制限オリフ
ィスを設ける代わりに、ジャンクション３１４及び３２４の近傍で遠位Ｔ字接続１０１を
波形にすることにより実現され得ることを認識するであろう。上記と同様に、本明細書で
定められるように、制限オリフィスは管の波形にされた部分を含む。
【０１５４】
　図１０に示される検出装置２００に関して上記したのと同様に、センサＰ３及びＰ４は
、それらと電気通信するコントローラ２２５を含む検出電子機器２２０等の検出電子機器
及びコントローラと電気通信する（図１０参照）。
【０１５５】
　検出電子機器２２０による歯垢の検出時、コントローラ２２５は信号又はアクションス
テップを生成する。図１０を参照して、例示的な一実施形態では、コントローラ２２５は
、その特定の位置で自身の歯又は対象の歯を磨き続けるようユーザに伝えるための、ブザ
ー等の一定の又は間欠的な音、及び／又は、一定の又は間欠的な光等に基づく聴覚又は視
覚アラーム２２６と電気通信する。
【０１５６】
　例示的な一実施形態では、検出電子機器２２０によって検出された信号に基づき、コン
トローラ２２５は、歯の上に存在する歯垢の量の推定を生成するために、データを記録し
てもよい。データは、検出電子機器２２０及びコントローラ２２５と電気通信する画面１
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２５上に表示される数量の形式であってもよい。画面１２５は、図１０に示されるように
、近位ボディ部２１０上に配置され、又は近位ボディ部２１０から延びてもよい。当業者
は、ユーザが画面上に表示されたデータをモニタするのに適した他の位置に画面１２５が
配置され得ることを認識するであろう。
【０１５７】
　ユーザへの伝達は、ベースステーション２２８と無線信号２２８'を送受信するための
送受信機として更に構成されたコントローラ２２５を含み、ベースステーション上には、
聴覚又は視覚アラーム２２６をトリガーするための、又は、画面１２５上に数量若しくは
アニメーション等の他の表示メッセージを記録するための信号を生成する様々なインジケ
ータが備えられる。
【０１５８】
　あるいは、コントローラ２２５は、歯垢が認識されたことを知らせ、その位置でブラッ
シングを続けるようユーザに命令するアニメーションを画面２３１上に生成するアプリケ
ーションソフトウェアを実行するスマートフォン２２９と無線信号２２９'を送受信する
ための送受信機として更に構成されてもよい。あるいは、アプリケーションソフトウェア
は、検出された歯垢の量に関する量的データを示してもよい。
【０１５９】
　図１４乃至図１６は、毛３５４がブラシ基部３５６上に取り付けられたブラシ３５２を
含む他の遠位口腔挿入部分３５０を示し、ブラシ基部３５６及び毛３５４の上端に向かっ
て見ると、図１４に示されるようである。図１５及び図１６で最も良く示されるように、
図２及び図７の表面３１及び３３のような関心表面に向けて複数の流体のフローが方向変
換されることを可能にする、遠位プローブ先端３１１２及び３１２２がブラシ基部３５６
の水平な上面３５６'から略垂直に延びている。遠位プローブ先端３１１２及び３１２２
の代替的な又は追加の位置が、図１４のブラシ基部３５６の近位端の近傍の点線によって
示されている。
【０１６０】
　同様に、図１７乃至図１９は、毛３５４がブラシ基部３５６上に取り付けられたブラシ
３５２を含む別の遠位口腔挿入部３６０を含むという点でシステム３０００と異なる、表
面上の物質の存在を検出するためのシステム３０１０を示し、ブラシ基部３５６及び毛３
５４の上端に向かって見ると、図１７に示されるようである。図１９に最も良く示される
ように、ブラシ基部３５６の水平な上面３５６'に対して角度βで遠位プローブ先端３２
１２及び３２２２がそれぞれ延び、これらは、複数の流体のフローが、図２及び図７の表
面３１及び３３のような関心表面に向けて角度βで方向づけられることを可能にする。同
様に、遠位プローブ先端３２１２及び３２２２のための代替的な又は追加の位置が、図１
７のブラシ基部３５６の近位端の近傍に点線によって示されている。
【０１６１】
　図１４乃至図１６及び図１７乃至図１９に示される遠位口腔挿入部３５０及び３６０は
、（ａ）（圧力、圧力変動、気泡サイズ、及び／又は気泡放出レートによる）先端からの
気泡放出の測定を含む、表面上の物質の存在を検出する第１の方法のために、又は（ｂ）
遠位先端を介する気体又は液体等の第２の流体の通過を含む、遠位先端の開口を介する流
体の通過を妨害する物質と相関する信号の測定に基づき表面上の物質の存在を検出する第
２の方法のためのいずれにも使用され得る。
【０１６２】
　図２０乃至図２２は、複数のストリームプローブと、共通の回転シャフト及びモーター
によって作動され得る対応する近位ポンプ部とを含むシステム３０００又はシステム３０
１０の例示的な実施形態を示す。より具体的には、図２０は、第１のストリームプローブ
３１００'を含む第１のストリームプローブ作動装置３１００を示す。第１のストリーム
プローブ３１００'は、図４Ｂに関して上記したストリームプローブ１００'と同一であり
、近位ポンプ部１２４及びプランジャー１２６、並びに遠位プローブ先端３１１２（図１
４乃至図１６参照）又は遠位プローブ先端３２１２（図１７乃至図１９参照）を含み得る
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。図示されるようなカム機構であり得る回転－直動作動部材３１０２は、往復シャフト３
１０６及びシャフト３１０６の近位端に配置されたローラー機構３１０８を介してプラン
ジャー１２６と動作可能に連絡する。
【０１６３】
　ローラー機構３１０８は、カム機構３１０２の周縁上の経路を定めるチャネル３１１０
と噛み合う。チャネル３１１０は経路沿いに延び、カムピーク３１０２ａ及びカムトラフ
３１０２ｂを含む。カム機構３１０２はカムシャフト３１０４上に取り付けられ、カムシ
ャフト３１０４により、例えば矢印３１２０が示すような反時計方向に回転させられる。
カム機構３１０２の回転に伴い、ローラー機構３１０８が間欠的にピーク３１０２ａによ
って押され又はトラフ３１０２ｂに引き込まれるため、シャフト３１０６に往復直線運動
が付与される。これにより、プランジャー１２６に往復直線運動が付与され、ストリーム
プローブ３１００'内に圧力が生成され、流体が遠位先端３１１２又は３２１２を通過す
る。当業者は、チャネル３１１０によって定められる経路がプランジャー１２６に略一定
の速度を付与するよう設計され得ることを理解するであろう。あるいは、チャネル３１１
０によって定められる経路は、近位ポンプ部１２４内に略一定の圧力を与えるよう設計さ
れ得る。ローラー機構３１０８がピーク３１０２ａにあるため、プランジャー１２６は近
位プランジャー部１２４の近位端１２４'から離れた位置にある。
【０１６４】
　図２１は、第２のストリームプローブ３２００'を含む第２のストリームプローブ作動
装置３２００を示す。第２のストリームプローブ３２００'も、図４Ｂに関して上記した
ストリームプローブ１００'と同一であり、近位ポンプ部１２４及びプランジャー１２６
、並びに遠位プローブ先端３１２２（図１４乃至図１６参照）又は遠位プローブ先端３２
２２（図１７乃至図１９参照）を含み得る。上記と同様に、図示されるようにカム機構で
あり得る回転－直動作動部材３２０２が、往復シャフト３２０６、及びシャフト３２０６
の近位端に配置されたローラー機構３２０８を介してプランジャー１２６と動作可能に連
絡する。
【０１６５】
　同様に、ローラー機構３２０８は、カム機構３２０２の周縁の経路を定めるチャネル３
２１０と噛み合う。チャネル３２１０は経路沿いに延び、カムピーク３２０２ａ及びカム
トラフ３２０２ｂを含む。カム機構３２０２は共通のシャフト３２０４に取り付けられ、
シャフト３２０４によって、例えば矢印３２２０が示す反時計方向に回転させられる。カ
ム機構３２０２の回転に伴い、回転機構３２０８が間欠的にピーク３２０２ａによって押
し出され又はトラフ３２０２ｂに引き込まれるため、シャフト３２０６に往復直線運動が
付与される。これにより、プランジャー１２６にも往復直線運動が付与され、ストリーム
プローブ３２００'内に圧力が生成され、遠位先端３１２２又は３２２２を介して流体フ
ローが通過する。上記と同様に、当業者は、チャネル３２１０によって定められる経路が
、略一定の速度をプランジャー１２６に付与するよう設計され得ることを理解するであろ
う。上記と同様に、代替的に、チャネル３１１０によって定められる経路は、近位ポンプ
部１２４内に略一定の圧力を与えるよう設計され得る。第１のストリームプローブ作動装
置３１００とは異なり、ローラー機構３２０８が今度はトラフ３２０２ｂにあるため、プ
ランジャー１２６は近位プランジャー部１２４の近位端１２４'の位置にある。
【０１６６】
　図２２は、ストリームプローブ作動装置３１００の第１の回転－直動作動部材３１０２
がモーター３３００に対して共通のシャフト３１０４の近位に設置され、一方、ストリー
ムプローブ作動装置３２００の第２の回転－直動作動部材３２０２がモーター３３００に
対して共通の３１０４の遠位に設置されるよう、共通のシャフト３１０４に動作可能に接
続されたモーター３３００を示す。当業者は、モーター３３００による共通のシャフト３
１０４の回転が、図２０及び図２１に関して上記したような複数のストリームプローブの
動作を引き起こすことを認識するであろう。バッテリー又はウルトラキャパシタ等の近位
ボディ部２１０（図１０参照）上に設けられた電源２７０、あるいは外部電源への接続、
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又は他の適切な手段（図示無し）により、モーター３３００に電力が供給される。
【０１６７】
　当業者は、ストリームプローブ作動装置３１００又はストリームプローブ作動装置３２
００のいずれもが、図１３に関して上記した複数の遠位プローブ先端３１１２及び３１２
２、又は図１７乃至図１９に関して上記した複数の遠位プローブ先端３２１２及び３２２
２を備える単一の空気ストリームプローブ１１００を作動し得ることを認識するであろう
。
【０１６８】
　当業者は、図２０乃至図２２に関して述べたストリーム作動装置３１００及び３２００
が、所望の動作を実現するために採用され得る装置の例に過ぎないことを認識するであろ
う。例えば、当業者は、ストリームプローブ１００"及び関連付けられたコンポーネント
が、プランジャー１２６及び回転－直動作動部材３１０２若しくは回転－直動作動部材３
２０２又は両方を置換し、モーター３３００が、図４Ｃに関して上記したようなフレキシ
ブル又は圧縮可能ダイアフラム１５８を含むダイアフラムポンプ１５０によって置換され
得ることを認識するであろう。
【０１６９】
　モーター３３００は、検出器電子機器２２０によって受け取られる信号に基づきモータ
ー動作を制御するコントローラ２２５と電気通信する。図１０に関して上記したアラーム
２２６、画面１２５、ベースステーション２２８、及びスマートフォン２２９に加えて、
図１０に関連して、歯垢が検出されたことのユーザへの伝達は、歯垢が検出された場合に
ブラッシング強度を周波数、振幅、又は両方において上昇させるようモーター３３００の
動作を変化させることにより歯ブラシ駆動モードを変化させるようプログラミングされた
コントローラ２２５を含み得る。振幅及び／又は周波数の上昇は、いずれも、その領域内
でブラッシングを続けることをユーザに知らせ、よって歯垢除去の有効性を向上させる。
あるいは、コントローラ２２５は、例えば歯垢が確認されたことを知らせるためにドライ
ブトレーンを変更することにより、ユーザが通常のブラッシングから区別することができ
る異なる感覚を口内に生成するようプログラミングされてもよい。
【０１７０】
　歯ブラシへの気泡の供給は、ブラッシングの歯垢除去率も向上させ得る。
【０１７１】
　１つの可能な機構は、（ｉ）気泡がきれいなエナメル質の箇所に付着し、（ｉｉ）ブラ
ッシングが気泡を動かし、よって気泡の空気／水界面を動かし、（ｉｉｉ）歯垢材料は非
常に親水性であり、よって水溶液中に留まることを好むため、気泡の端部が歯垢材料に接
触すると、端部が歯垢材料をエナメル質からはがす傾向にあることである。別の可能な機
構は、気泡の存在が流体内の局所的な混合及びせん断力を高め、よって歯垢除去率を高め
得ることである。本明細書に記載される表面上の物質を検出する方法の他の例示的な実施
形態は、信号の一次導関数のモニタリング、ＡＣ（交流）変調、及び歯肉検出のためのセ
ンサの使用を含み得る。
【０１７２】
　粒子、特に、歯磨き粉に含まれる粒子が、２００ミクロン（μｍ）と同程度の断面積を
有し得る、ストリームプローブの小さな開口を妨害するという他の問題が考えられる。ま
た、歯垢、及び、唾液、又は、食物粒子も、プローブの開口を妨害し得る。図２３は、図
４Ａ、図４Ｂ、及び、図１０に図示されるような開口１３６を具備するテフロンチューブ
である、遠位プローブ部１１０の遠位先端１１２の実際の写真を示している。図２４では
、開口１３６が、比較的大きい青い粒子を含む歯磨き粉により幾らか実験された後に妨害
されている。最初に、部分的な妨害が生じ、圧力センサＰ、Ｐ１、又は、Ｐ２によって検
出される圧力における増加につながる。この圧力増加は、実際には、その位置における表
面が清潔であるとしても、処理コントローラ２２５によって、歯磨きされる位置上に存在
する歯垢として解釈される。従って、間違った陽性信号が生成される（即ち、ユーザは、
本当はそうではないのに、歯垢が存在すると考える）。上記妨害が解消されない場合、圧
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力増加は続き、間違った読み取りも生じ続ける可能性がある。最終的に、図２４に示され
るように完全に妨害された場合、フローが生じないため、遠位プローブ部１１０、ひいて
は、検出装置２００全体が、使用できなくなる。
【０１７３】
　本開示の例示的な実施形態では、遠位先端１１０を通じて陽圧を供給するか、又は、遠
位先端１１０内に負圧を誘起する、図１０の近位ボディ部２１０内に組み込まれた、図４
Ａのストリームプローブ１００又は図４Ｂのストリームプローブ１００´、あるいは、一
般的に遠位プローブ部１１０を通じて陽圧を供給するが、負圧を誘起するように構成され
た場合には、遠位プローブ部１１０を通じて負圧を誘起することができる、ポンプ部１５
０を含む図４Ｃのストリームプローブ１００´´は、歯磨き粉の粒子、歯垢粒子、又は、
唾液による妨害を克服するために、ストリームプローブ１００、１００´、又は、１００
´´において動圧が供給又は誘起されるように構成される。ここで規定されるように、動
圧は、ストリームプローブの遠位先端１１０における流体のよどみ点圧力における経時的
変化、又は、ストリームプローブの遠位先端１１０における流体の静圧における経時的変
化を表す。ここで、遠位先端における流体は、空気を含む気体、又は、液体である。また
、よどみ点圧力における経時的変化、又は、静圧における経時的変化は、陽圧及び負圧の
交互サイクルを含む。このため、動圧における変化は、よどみ点圧力における変化、ある
いは、静圧における、独立した、又は、関連する変化、又は、それらの組み合わせを含む
。あるいは、動圧は、妨害を生じさせる１又は複数の物質を除去するまで流体の圧力を略
一定に維持することを含む（これにより、流体の圧力における減少が一般的に期待される
）。
【０１７４】
　妨害の克服は、ストリームプローブ１００、１００´、又は、１００´´に、追加的な
動作モードを導入することによって達成される。これは、おそらく歯垢の検出のためでは
なく、妨害の除去、又は、ストリームプローブの非妨害の促進のためである。
【０１７５】
　これらの動作モードは、少なくとも以下の動作的特徴を含む。
  前回の空気圧パルスよりも大きい空気圧パルスを周期的に発すること。
  突起部の動きをスイッチオフ後、所定の期間、空気圧を維持すること。
  ユーザが歯ブラシを使用しようとしていることを示す歯ブラシの動作を感知後、空気フ
ローを活性化すること。つまり、空気は、空気がオフにされた後、ユーザが最初に歯ブラ
シを動かした場合に活性化される。
  歯ブラシが、使用中、あるいは、ストレージ又はドッキングステーションにある場合に
、ストリームプローブを通じて水フローを活性化すること。
  使用中でない場合に、ストリームプローブを通じて、洗口殺菌液のフローを通すこと。
  ストリームプローブチューブ内の殺菌液を引き出す（清掃する）ため、圧力を意図的に
付与すること。
【０１７６】
　前述の１又は複数の動作モードを実装するために、図４Ｃのストリームプローブ１００
´´は、妨害の発生を減少させるための、又は、ストリームプローブの既存の妨害を除去
するための専用の動作モードを供給するように構成されてもよい。これにより、遠位プロ
ーブ部における空気圧は、歯垢検出モードにおいて使用される空気圧を超える。当該モー
ドは、歯磨き前、歯磨き中、又は、歯磨き後のいずれかの期間で、間欠的に活性化されて
もよい。
【０１７７】
　およそ１００ｍＬ／ｍ（ミリリットル／分）の比較的低い空気フロー、及び、関連する
低い圧力（約１０ｋＰａ（キロパスカル））が、歯垢を容易に検出するために十分である
。この低いフローは、ユーザが、空気フローをほとんど感知できないという点で好適であ
る。あるいは、高価でない圧力センサが、低い圧力を検出するために利用可能である。し
かしながら、高価でない空気ポンプでさえ、例えば、一桁高いなどの、十分に高い圧力及
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びフローレートを生成可能である。この実施形態では、歯ブラシは、以下によって、この
動作モードに入ることができる。
  駆動信号の動作周波数及び／又は振幅を増加させることにより、フローを増大させるた
め、既存のポンプの動作を増大させる（これにより、圧力も増す）。
  例えば、より広いチューブを使用したり、圧力センサの通過を回避したり、ポンプにお
ける圧力チャンバとプローブ／圧力センサ部との間の装置に用いられ得る制限を回避した
りするなど、より低いフロー抵抗路を通じてフローをルーティングすることにより、プロ
ーブのフロー抵抗を減少させる。このようにして、フローを増大させることが可能である
（また、これにより、圧力も増す）。
  より高い圧力又はより高いフローの動作モードを有する別個のポンプに切り替える。あ
るいは、
  （例えば、スプリング式バルブを開くことにより）圧力を突然開放する、及び、高い圧
力流体のバーストを作成する前に、保持チャンバにおいて圧力が高まることを許容する。
【０１７８】
　上記の動作モードは、個別に実装されてもよいし、２以上のモード又は全てのモードが
、同時に実装されてもよい。
【０１７９】
　妨害を克服する、又は、遠位プローブ部１１０を妨害する可能性を減少させるべく、上
記の追加的な動作モードを例示的に実装するために、図４Ｃ及び図１０によれば、或る例
示的な実施形態において、表面、又は、ストリームプローブ１００´´上の物質の存在を
検出するための検出装置は、ポンプ部１４２と、近位プローブ部１１１と、を含む近位ボ
ディ部２１０を含む。ポンプ部１４２及び近位プローブ部１１１は、ポンプ部１４２と近
位プローブ部１１１との間を流体連結するように配置された中央パラメータセンサ部１２
０´を介して、互いに流体連結している。これにより、中央パラメータセンサ部１２０´
は、ポンプ部１４２と近位プローブ部１１１との間の流体連結を可能にする。図１０に示
されるように、近位プローブ部１１１、中央パラメータセンサ部１２０´、及び、遠位プ
ローブ部１１０間に流体連結を確立するため、近位プローブ部１１１は、コネクタ２３０
を介して検出装置の遠位プローブ部１１０に接続されてもよい。
【０１８０】
　図７を参照して上述したように、検出装置１００´´は、第１の流体１１に浸漬される
ように構成された遠位プローブ部１１０を含む。また、遠位プローブ部１１０は、遠位先
端１１２を介する第２の流体３０の通過を可能とするために、開口１３６を持つ遠位先端
１１２を規定する。
【０１８１】
　検出装置１００´´は、遠位先端１１２の開口１３６を介する流体３０の通過を少なく
とも部分的に妨害している物質１１６と相関する、圧力、フローレート、又は、歪みなど
のセンサパラメータを表す信号の測定に基づいて、表面３１，３３上に存在し得る物質１
１６を検出可能とすべく、遠位プローブ部１１０のセンサパラメータにおける変化を誘起
するため、ポンプ部１４２が、遠位先端１１２を介する第２の流体３０の通過を生じさせ
るように構成される。図４Ｃに既に示されているように、パラメータセンサＰは、センサ
パラメータを表す信号を検出するため、中央パラメータセンサ部１２０´に配置される。
【０１８２】
　前述のように、コントローラ２２５は、パラメータセンサＰによって感知された信号読
み取り値を処理し、当該信号読み取り値が、遠位先端１１２の開口を介する流体１３０の
通過を妨害する物質１１６を示すかどうかを決定する。コントローラ２２５は、ポンプ部
１４２及びパラメータセンサＰと電気的に連絡している。
【０１８３】
　検出装置１００´´の使用中、コントローラ２２５が、信号読み取り値が、遠位先端１
１２の開口１３６を介する流体１３０の通過を妨害する物質１１６を示すと決定した場合
、コントローラ２２５は、遠位先端１１２，１１２´における動圧を変化させる信号を送
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信する。
【０１８４】
　より具体的には、或る例示的な実施形態において、コントローラ２２５は、動圧を変化
させるとともに、遠位先端１１２の開口１３６を介する流体３０の通過を妨害する物質１
１６の除去を生じさせる近位ボディ部２１０の動作において変化を生じさせる信号を生成
する。遠位先端１１２，１１２´の開口を介する流体３０の通過を少なくとも部分的に妨
害する物質１１６を除去するために、コントローラ２２５によってポンプ部１４２に送信
された信号は、排出圧力、又は、フロー圧力、又は、その両方を変化させる。
【０１８５】
　或る例示的な実施形態では、遠位先端１１２，１１２´の開口を介する流体３０の通過
を妨害する物質１１６の除去のための動作ステップは、表面３１，３３上の物質１１６の
存在を検出するための検出装置１００´´の非使用中、コントローラ２２５が、遠位先端
１１２，１１２´の開口を介する流体３０の通過を少なくとも部分的に妨害する物質１１
６の除去を生じさせる近位ボディ部２１０の動作における変化を生じさせる信号を生成す
るステップを含む。近位ボディ部２１０の動作における変化は、ポンプ部１４２が、遠位
先端１１２，１１２´の将来的な妨害の発生の可能性を最小化するために必要な期間、又
は、物質１１６の除去のために必要な期間、遠位プローブ部１１０を通じて流体をポンピ
ングすることによって達成され得る。
【０１８６】
　ここで規定されるように、遠位先端１１２，１１２´の開口を介する流体３０の通過を
妨害し得る物質１１６の除去は、遠位先端１１２，１１２´の将来的な妨害の発生の可能
性を最小化することを含む。遠位先端１１２の将来的な妨害の発生の可能性を最小化する
ために必要な期間は、表面３１，３３上の物質１１６の存在を検出するための検出装置１
００´´の使用前の期間、又は、表面３１，３３上の物質１１６の存在を検出するための
検出装置１００´´の使用後の期間である。
【０１８７】
　同様に、遠位先端１１２，１１２´の開口を介する流体３０の通過を妨害する物質１１
６を除去するために必要な期間は、表面３１，３３上の物質１１６の存在を検出するため
の検出装置１００´´の使用前の期間、又は、表面３１，３３上の物質１１６の存在を検
出するための検出装置１００´´の使用後の期間であってもよい。
【０１８８】
　物質１１６の除去のための上記の動作ステップを実装するため、図１０を参照して、近
位ボディ部２０１は、遠位口腔挿入部２５０上に配置された突起部２６２を振動させるた
めの振動シャフト１１４を含んでいてもよい。当該技術分野においてよく知られているよ
うに、振動突起部２６２は、対象又は検出装置１００´´のユーザの口腔衛生をもたらす
。また、近位ボディ部２１０は、振動シャフト１１４を動作させるための突起部振動モー
タ１１８と、振動シャフト１１４を動作させるための突起部振動モータ１１８を活性化す
るための活性化装置１４４と、を含んでいてもよい。活性化装置１４４は、コントローラ
２２５と電気的に連絡している。
【０１８９】
　或る例示的な実施形態では、コントローラ２２５は、活性化装置１４４の活性化前に、
遠位先端１１２，１１２´を介する第２の流体３０の通過を生じさせるため、ポンプ部１
４２に信号を送信する。ここで、動圧における変化は、活性化装置１４４の活性化前の動
圧と比較される。他の例示的な実施形態では、コントローラ２２５は、活性化装置１４４
の活性化後に、遠位先端１１２，１１２´を介する第２の流体３０の通過を生じさせるた
め、ポンプ部１４２に信号を送信し、コントローラ２２５は、活性化装置１４４の非活性
化後に、遠位先端１１２，１１２´を介する第２の流体３０の通過を生じさせ続けるため
、ポンプ部１４２に信号を送信する。ここで、動圧における変化は、活性化装置１４４の
非活性化後の動圧と比較される。
【０１９０】
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　或る例示的な実施形態では、近位ボディ部２１０は、コントローラ２２５と電気的に連
絡している検出装置使用センサ２８０を更に含み、活性化装置１４４の活性化前の時間が
、検出装置使用センサ２８０の活性化によって初期化されるため、コントローラ２２５に
よって感知される。例示的な実施形態では、検出装置使用センサ２８０は、動きセンサ２
８２、又は、接触センサ２８４、又は、それらの組み合わせである。接触センサ２８４は
、圧力センサ２８４ａ、又は、温度センサ２８４ｂ、又は、それらの組み合わせを含んで
いてもよい。
【０１９１】
　或る例示的な実施形態では、コントローラ２２５が、検出装置使用センサ２８０からの
信号の受信後の所定の期間において、活性化装置１４４の活性化がなく、検出装置使用セ
ンサ２８０の活性化を感知した場合、コントローラ２２５は、遠位先端１１２，１１２´
を介する第２の流体３０の通過を生じさせることの停止をポンプ部１４２にを通知する。
【０１９２】
　図２５に戻ると、ポンプ部１４２と近位プローブ部１１１との間を流体連結するように
配置された中央パラメータセンサ部１２０´ａを有する近位ボディ部２１０ａを含む、表
面上の物質の存在を検出するためのストリームプローブ又は検出装置他の例示的な実施形
態が図示されている。図４Ｃ及び図１０に図示されたストリームプローブ１００´´に対
し、中央パラメータセンサ部１２０´ａも、ポンプ部１４２と近位プローブ部１１１との
間の流体連結を可能にしている。また、パラメータセンサＰも、中央パラメータセンサ部
１２０´ａと流体連結するように配置されている。
【０１９３】
　しかしながら、ストリームプローブ又は検出装置１００´´ａは、流体導管部材４０２
が、中央パラメータセンサ部１２０´ａを具備する近位又は上流ジャンクション４０２ａ
から近位プローブ部１１１を具備する遠位又は下流ジャンクション４０２ｂまで延在して
いるパラメータセンサＰ周囲にフローバイパスを形成するように、近位プローブ部１１１
及び中央パラメータセンサ部１２０´ａと流体連結する流体導管部材４０２を含む。フロ
ー制御バルブなどの流体フロー妨害装置４０４が、流体導管部材４０２に配置され、ポン
プ部１４２の動作中、閉位置となるように維持されている。
【０１９４】
　コントローラ２２５が、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介する流体３０の通
過を少なくとも部分的に妨害する物質１１６に相関しているセンサパラメータを表す信号
を受信した場合、コントローラ２２５は、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介す
る流体３０の通過を少なくとも部分的に妨害する物質１１６を除去するため、遠位先端１
１２，１１２´における動圧を増加させるべく、パラメータセンサＰをバイパスするよう
、少なくとも部分的に開くための信号を流体フロー妨害装置４０４に送信する。コントロ
ーラ２２５が、中央パラメータセンサ部１２０´ａにおける圧力が遠位先端１１２，１１
２´が妨害されていない状態であることを示す値に戻ったことを示すパラメータセンサＰ
からの信号を受信した場合、コントローラ２２５は、少なくとも部分的に閉じるための信
号を流体フロー妨害装置４０４に送信してもよい。
【０１９５】
　図２６は、図４Ｂを参照して上述されたストリームプローブ１００´と同様の方法で、
中央パラメータセンサ部を除外し、代わりに、近位プローブ部１１１と直接的に流体連結
しているポンプ部１４２を有する近位ボディ部２１０ｂを含む、表面１００´´ｂ上の物
質の存在を検出するためのストリームプローブ又は検出装置の他の例示的な実施形態を図
示している。
【０１９６】
　近位ボディ部２１０ｂは、近位プローブ部１１１と流体連結するように配置されたパラ
メータセンサＰを含む。図２５を参照して上述されたストリームプローブ１００´´ａと
同様の方法で、流体導管部材４１２が、流体導管部材４１２が、近位プローブ部１１１を
具備する近位又は上流ジャンクション４１２ａから近位プローブ部１１１を具備する遠位
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又は下流ジャンクション４１２ｂまで延在しているパラメータセンサＰ周囲にフローバイ
パスを形成するように、近位プローブ部１１１と流体連結しており、流体フロー妨害装置
４１４が、流体導管部材４１２に配置されている。流体フロー妨害装置４１４は、ポンプ
部１４２の使用中、閉位置にある。
【０１９７】
　コントローラ２２５が、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介する流体３０の通
過を少なくとも部分的に妨害する物質１１６に相関しているセンサパラメータを表す信号
を受信した場合、コントローラ２２５は、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介す
る流体３０の通過を少なくとも部分的に妨害する物質１１６を除去するため、遠位先端１
１２，１１２´における動圧を変化させるべく、パラメータセンサＰをバイパスするよう
、少なくとも部分的に開くための信号を流体フロー妨害装置４１４に送信する。同様に、
コントローラ２２５が、近位プローブ部１１１における圧力が遠位先端１１２，１１２´
が妨害されていない状態であることを示す値に戻ったことを示すパラメータセンサＰから
の信号を受信した場合、コントローラ２２５は、少なくとも部分的に閉じるための信号を
流体フロー妨害装置４１４に送信してもよい。
【０１９８】
　図２７は、図２５のストリームプローブ又は検出装置１００´´ａと同様の方法で、ポ
ンプ部１４２と近位プローブ部１１１との間の流体連結を可能にする中央パラメータセン
サ部１２０´ｂを有する近位ボディ部２１０ｃを含む、表面上の物質の存在を検出するた
めのストリームプローブ又は検出装置１００´´ｃの他の例示的な実施形態を図示してい
る。また、パラメータセンサＰは、中央パラメータセンサ部１２０´ｂと流体連結するよ
うに配置されている。
【０１９９】
　近位ボディ部２１０ｃは、中央パラメータセンサ部１２０´ｂを具備する近位又は上流
ジャンクション４３０ａから延在している上流流体導管部材４２０と、中央パラメータセ
ンサ部１２０´ｂを具備する遠位又は下流ジャンクション４３０ｂから延在している下流
流体導管部材４２４と、を含む。流体容器４２２が、中央パラメータセンサ部１２０´ｂ
と流体連結するように、流体容器４２２が、近位又は上流ジャンクション４３０ａと遠位
又は下流ジャンクション４３０ｂとの間に配置されている。遠位又は下流流体フロー妨害
装置４２８が、流体容器４２２の下流、且つ、遠位又は下流流体導管部材４２４に配置さ
れている。
【０２００】
　近位又は上流流体フロー妨害装置４２６は、流体容器４２２の上流、且つ、近位又は上
流流体導管部材４２０に配置されていてもよい。第２の流体フロー妨害装置４２６は、流
体連結がパラメータセンサＰの上流である中央パラメータセンサ部１２０´ｂの一部１２
０´ｂ１とパラメータセンサＰの下流である中央パラメータセンサ部１２０´ｂの一部１
２０´ｂ２との間に供給されるように、流体容器４２２の上流に配置され、第２の流体フ
ロー妨害装置４２６、流体容器４２２、及び、流体フロー妨害装置４２８は、パラメータ
センサＰ周囲にフローバイパスを形成する。流体フロー妨害装置４２８が閉位置にある場
合、流体容器４２２は、パラメータセンサＰの下流にある中央パラメータセンサ部１２０
ｂ´２における圧力よりも上の圧力で加圧されてもよい。流体容器４２２の加圧は、遠位
又は下流流体フロー妨害装置４２４が閉位置である一方、近位又は上流流体フロー妨害装
置４２６を開位置にして、ポンプ部１４２を動作させることによって、もたらされ得る。
流体容器４２２と流体連結しているパラメータセンサＰ５によって測定され得る、所望の
圧力が流体容器４２２において一旦生じると、近位又は上流流体フロー妨害装置４２６は
、中央パラメータセンサ部１２０´ｂへの圧力又はフローを増加させるための流体容器の
ための動作要求が生じるまで、流体容器４２２の加圧を維持するために、閉じられてもよ
い。また、流体容器４２２は、当該技術分野における当業者によって知られているように
、外部手段（図示省略）により加圧されてもよい。
【０２０１】
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　コントローラ２２５が、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介する流体の通過を
少なくとも部分的に妨害する物質１１６に関連しているセンサパラメータを表す信号を受
信した場合、コントローラ２２５は、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介する流
体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質１１６を除去するため、パラメータセンサＰ
をバイパスして、これにより、遠位先端１１２における動圧を増加させるよう、流体容器
４２２から圧力を解放すべく、少なくとも部分的に開くための信号を、流体フロー妨害装
置４２８に送信する。
【０２０２】
　検出装置１００´´ｃの使用中、コントローラ２２５が、少なくとも部分的に開くため
の信号を流体フロー妨害装置４２８に送信した後、流体容器４２２における圧力が減少し
た場合、コントローラ２２５は、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介する流体の
通過を少なくとも部分的に妨害する物質１１６を除去するため、パラメータセンサＰ周囲
のフローをバイパスして、これにより、遠位先端１１２における動圧を増加させるよう、
閉位置から少なくとも部分的に開いた位置に移行するための信号を、第２の流体フロー妨
害装置４２６に送信する。
【０２０３】
　図２８は、図４Ｃを参照して上述された第１のポンプ部１４２と、ポンプ部１４２と近
位プローブ部１１１との間を流体連結するよう配置された中央パラメータセンサ部１２０
´ａと、を有する近位ボディ部２１０ｄを含む、表面上の物質の存在を検出するためのス
トリームプローブ又は検出装置１００´´ｄの更に他の例示的な実施形態を図示している
。前述のとおり、中央パラメータセンサ部１２０は、ポンプ部１４２と近位プローブ部１
１１との間の流体連結を可能にする。パラメータセンサＰは、中央パラメータセンサ部１
２０と流体連結するように配置される。
【０２０４】
　さらに、近位ボディ部２１０ｄは、パラメータセンサＰの下流にある中央パラメータセ
ンサ部１２０における接続１２００を通じて中央パラメータセンサ部１２０と流体連結し
ているポンプ排出流体導管部材１２０２を持つ、第２の、又は、スタンバイポンプ部１４
２´を含む。チェックバルブなどの近位ポンプ部排出流路フロー妨害装置１６８が、スタ
ンバイポンプ部１４２´の排出において、ポンプ排出流体導管部材１２０２に配置されて
いる。
【０２０５】
　コントローラ２２５が、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介する流体の通過を
少なくとも部分的に妨害する物質１１６に関連しているセンサパラメータを表す信号を受
信した場合、コントローラ２２５は、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介する流
体の通過を少なくとも部分的に妨害する物質１１６を除去するため、動作を初期化して、
遠位先端１１２における動圧を増加させるための信号を、スタンバイポンプ部１４２´に
送信する。
【０２０６】
　図２９は、図４Ｃを参照して上述された第１のポンプ部１４２を有する近位ボディ部２
１０ｅを含む、表面上の物質の存在を検出するためのストリームプローブ又は検出装置１
００´´ｅの他の例示的な実施形態図示している。しかしながら、図４Ｃとは対照的に、
ポンプ部１４２は、ポンプ部１４２を通じた第２の流体３０の吸入を可能にするとともに
、ポンプ部１４２を通じた第３の流体３６の吸入を可能にする吸入口１６２´を有してい
る。吸入口１６２´は、図示のように、第１の入口１６２´ａ及び第２の入口１６２´ｂ
を具備するベース１６２´´を持つＴ字接続であってもよい。吸入口１６２´は、第１の
入口１６２´ａ及び第２の入口１６２´ｂと流体連結するＴ字出口を形成している栓１６
２´ｃを更に含む。第１の入口１６２´ａは、ポンプ部１４２の吸入口上の吸入フロー妨
害装置１６４と流体連結するよう配置されている。このため、吸入フロー妨害装置１６４
との栓又はＴ字出口１６２´ｃの接続は、第１のＴ字入口１６２´ａにおける周囲環境か
らの空気とポンプ部１４２との間の流体連結を可能にする。ここで、吸入口フィルタ１６
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６が、第１のＴ字入口１６２´ａに配置されている。フロー制御バルブなどの吸入口エア
フロー妨害装置１６５が、第１のＴ字入口１６２´ａを通じた周囲環境からの矢印Ａによ
って示される空気３０のフローを制御するために、第１のＴ字入口１６２´ａの近位又は
上流に配置されていてもよい。
【０２０７】
　近位ボディ部２１０ｅは、第２のＴ字入口１６２´ｂ、近位ポンプ部１４２、及び、中
央パラメータセンサ部１２０´を通じて遠位プローブ部１１０と流体連結している第３の
流体供給部材１７６を更に含んでいてもよい。流体３６は、流体ストレージタンク排出部
材１７２及び流体制御バルブを含みうるフロー妨害装置１７４を介して第３の流体供給部
材１７６と流体連結している流体ストレージタンク１７０を介して、第３の流体供給部材
１７６を通じ、ポンプ部１４２に供給される。
【０２０８】
　従って、動圧における変化は、遠位先端１１２，１１２´の開口１３６を介する流体３
０の通過を妨害する物質１１６を除去するために、遠位先端１１２，１１２´に第３の流
体３６の通過を生じさせるよう、ポンプ部１４２を動作させることを含む。或る例示的な
実施形態では、第３の流体は、液体である。他の例示的な実施形態では、当該液体は、洗
口液又はアルコールなどの殺菌剤であってもよい。
【０２０９】
　第３の流体３６は、液滴３６´であってもよく、ポンプ部１４２は、遠位先端１１２，
１１２´への第２の流体３０及び液滴の通過を生じさせる、第２の流体３０及び液滴を、
吸入口１５２を通じて同時に吸入する。ポンプ部１４２は、遠位先端１１２，１１２´へ
の液滴３６´の通過が、遠位先端１１２，１１２´の開口を介する第２の流体３０の通過
を妨害する物質１１６の除去を生じさせるように、ポンプ部１４２が、液滴３６´に対し
て、十分な運動エネルギーを供給するよう設計及び動作されてもよい。第３の液体３６及
び第２の流体３０又は液滴３６´及び第２の流体３０を遠位先端１１２，１１２´へ引き
込む、ポンプ部１４２の当該動作中、ストリームプローブ又は検出装置１００´´ｅは、
電源２７０のための充電ステーションとしても機能し得るドッキングステーション１８０
上に格納されてもよい。
【０２１０】
　図３０は、表面上の物質の存在を検出するためのストリームプローブ又は検出装置の更
に他の例示的な実施形態を図示している。ここで、例えば、図４Ｃ及び図１０を参照する
と、遠位口腔挿入部２５０が、コネクタ２３０において近位ボディ部２１０から取り外さ
れ、図２９を参照して説明された第３の流体３６などのラミング流体を含む殺菌流体スト
レージ容器又はボウル５１０を有する検出装置殺菌ユニット５００に配置されている。こ
こで、第３の流体制御６は、液体であり、他の例示的な実施形態では、当該液体は、洗口
液又はアルコールなどの殺菌剤であってもよい。
【０２１１】
　検出装置殺菌ユニット５００は、流体３６への遠位口腔挿入部２５０の浸漬が可能とな
るように、遠位口腔挿入部２５０が、殺菌流体ストレージ容器又はボウル５１０に配置さ
れるよう、遠位口腔挿入部２５０を受ける遠位口腔挿入部マウント部材５２０を含む。
【０２１２】
　さらに、マウント部材５２０は、コネクタ２３０（図１０参照）を介して遠位口腔挿入
部２５０の近位端２６０に取り外し可能に取り付けられた蛇口又は出口接続５３１を持つ
排気多岐管５３２を含むＴ字接続などの複数の接続部材５３０を受けるように構成される
。第１の排気多岐管接続５３２ａは、流体３６が、遠位口腔挿入部２５０の遠位プローブ
部１１０の遠位先端１１２，１１２´を通じて射出され得るように構成されている。第１
の排気多岐管接続５３２ａは、流体供給ポンプ排出フロー制御バルブ５３４ａを通じて流
体３６を排出する流体供給ポンプ５３６ａと流体連結している。流体３６は、矢印５０２
ａで示されるように、流体供給ポンプ５３６ａの吸入口を通じて吸入され、これにより、
流体供給ポンプ５３６ａと遠位先端１１２，１１２´との間に流体連結を供給している。
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動圧における変化は、流体供給ポンプ５３６ａが、遠位先端１１２，１１２´の開口を介
する第２の流体３０の通過を妨害する物質１１６を除去するために、又は、遠位口腔挿入
部２５０を殺菌するために、十分な時間、第３の流体３６を射出するように動作されるこ
とを含む。
【０２１３】
　或る例示的な実施形態では、物質１１６を除去するため、又は、遠位口腔挿入部２５０
を殺菌するため、流体供給ポンプ５３６ａの動作が完了した場合、第２の排気多岐管接続
５３２ｂが、乾燥流体１１´が、遠位口腔挿入部２５０の遠位プローブ部１１０の遠位先
端１１２，１１２´を通じて射出され得るように、構成されている。第２の排気多岐管接
続５３２ｂは、乾燥流体供給コンプレッサ排出フロー制御バルブ５３４ｂを通じて乾燥流
体１１´を排出する乾燥流体供給コンプレッサ５３６ｂと流体連結している。乾燥流体１
１´は、矢印５０２ｂに示されるように、乾燥流体供給コンプレッサ５３６ｂの吸入口を
通じて吸入され、これにより、乾燥流体供給コンプレッサ５３６ｂと遠位先端１１２，１
１２´との間に流体連結を供給している。乾燥流体供給コンプレッサ５３６ｂは、所望の
物体を乾燥させるため、又は、遠位口腔挿入部２５０を更に殺菌するため、十分な期間、
動作され得る。或る例示的な実施形態では、乾燥流体１１´は、周囲温度の、又は、周囲
温度よりも高い温度で加熱された、周囲空気である。また、乾燥流体１１´は、二酸化炭
素などの気体、又は、エチレンオキシドなどの医療用滅菌気体を含んでいてもよい。
【０２１４】
　或る例示的な実施形態では、図３１は、遠位先端１１２，１１２´の開口を介する第２
の流体３０の通過を妨害する物質１１６を除去するための更に他の方法の或る例示的な実
施形態を図示している。より具体的には、図３１では、図４Ａ及び図１０を参照して上述
されたストリームプローブ１００が図示されており、ここで、遠位口腔挿入部２５０が、
殺菌流体ストレージ容器又はボウル５１０と同様の液体容器５１０´に浸漬されている。
図４Ａを参照して前述されたように、近位ボディ部２１０は、ポンプ部１２４の動作の少
なくとも１つの交互サイクルが、遠位先端１１２，１１２´における負圧状態、又は、加
圧状態、及び、陽圧状態を生じさせ、これにより、遠位先端１１２，１１２´を通じて流
体フローを振動させるように、ポンプ部１２４の動作を制御するコントローラ２２５を含
む。振動している流体フロー及び負圧状態と加圧状態との間の振動は、遠位先端１１２，
１１２´の開口を介する第２の流体３０の通過を妨害し得る物質１１６を除去するために
、又は、遠位口腔挿入部２５０を殺菌するために、又は、その両方のために、遠位先端１
１２，１１２´における動圧を変化させる。
【０２１５】
　図３２は、図３１のストリームプローブ１００のユーザ６００を図示している。ここで
、負圧状態又は加圧状態は、ユーザ６００の口６０２の中に挿入されるとともに、ユーザ
６００の口６０２における液体である液体６０４に浸漬された遠位口腔挿入部２５０によ
って、達成される。より具体的には、液体６０４は、洗口液であってもよく、殺菌成分又
は消毒成分を含んでいてもよい。また、図４Ａと関連して、図３１を参照して説明された
ように、近位ボディ部２１０は、ポンプ部１２４の動作の少なくとも１つの交互サイクル
が、遠位先端１１２，１１２´における負圧状態、又は、加圧状態、及び、陽圧状態を生
じさせ、これにより、遠位先端１１２，１１２´を通じて流体フローを振動させるように
、ポンプ部１２４の動作を制御するコントローラ２２５を含む。振動している流体フロー
及び負圧状態と加圧状態との間の振動は、遠位先端１１２，１１２´の開口を介する第２
の流体３０の通過を妨害し得る物質１１６を除去するために、又は、遠位口腔挿入部２５
０を殺菌するために、又は、その両方のために、遠位先端１１２，１１２´における動圧
を変化させる。
【０２１６】
　当該技術分野における当業者は、図２５乃至図３２において説明されるような、図１乃
至図２４と関連する本開示の様々な実施形態が、個別に、又は、本開示の他の実施形態の
１又は複数と組み合わせられて、使用され得ることをを認識し、その方法を理解するであ
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【０２１７】
　本開示のいくつかの実施形態を図面に示したが、本開示をこれらに限定することは意図
されず、本開示は当該技術分野が許容する範囲の広さを有し、明細書も同様に読まれるこ
とが意図される。したがって、上記は限定ではなく、あくまで特定の実施形態の例示とし
て解されるべきである。当業者は、添付の特許請求の範囲に含まれる他の変形例を想像す
る。
【０２１８】
　請求項において、括弧内の如何なる参照符号も特許請求の範囲を制限すると解されるべ
きではない。「含む（又は備える若しくは有する）」との用語は、請求項に列挙される以
外の要素又はステップの存在を除外しない。要素は複数を除外しない。本発明は、複数の
異なる要素を含むハードウェアによって、及び／又は、適切にプログラミングされたプロ
セッサによって実現され得る。複数の手段を列挙する装置クレームにおいて、これらの手
段のうちのいくつかは、単一のハードウェアアイテムによって具現化され得る。単に特定
の手段が互いに異なる独立請求項に記載されているからといって、これらの手段の組み合
わせを好適に使用することができないとは限らない。
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