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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】放射される光ビームを集束領域に集束すること
により、放射の弱い光放射装置を使用した場合であって
も、集束領域における光ビームの強度を十分に大きくす
ることができる、粒子センサ装置を提供する。
【解決手段】粒子５６を有し得る体積体５４を部分的に
照射可能に設計された光放射装置５０ａを備え、一つの
検出面６４を備えた光検出装置５０ｂをさらに備える。
検出面６４に粒子５６において散乱された光ビーム６０
の一部分が当たり、検出面に当たる光ビーム６０の強度
及び／又は強度分布についての情報信号６８を出力可能
である。粒子センサ装置は評価装置７０をさらに備え、
粒子５６の有無、粒子数、粒子密度、及び／又は、粒子
５６の特性についての情報を確定して出力可能である。
粒子センサ装置は少なくとも一つのレンズ要素５８を備
え、放射された光ビーム５２を体積体５４内の集束領域
６０に集束可能に配置されている。
【選択図】図２ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子センサ装置であって、
　当該粒子センサ装置は、光放射装置（５０ａ）を備えており、前記光放射装置（５０ａ
）は、当該光放射装置（５０ａ）の放射スペクトル内の光ビーム（５２）を放射して、少
なくとも一つの粒子（５６）を内部に有し得る装置外部又は装置内部の体積体（５４）に
少なくとも部分的に、前記放射した光ビーム（５２）を照射可能であるように設計されて
おり、
　前記粒子センサ装置はさらに、少なくとも一つの検出面（６４）を有する光検出装置（
５０ｂ）を備えており、前記少なくとも一つの検出面（６４）は、前記光放射装置（５０
ａ）から放射されかつ前記少なくとも一つの粒子（５６）において少なくとも部分的に散
乱された光ビーム（６２）が前記少なくとも一つの検出面（６４）に入射するように配置
されており、前記光検出装置（５０ｂ）は、前記少なくとも一つの検出面（６４）に入射
する前記光ビーム（６２）の強度及び／又は強度分布についての少なくとも一つの情報信
号（６８）を出力するように設計されており、
　前記粒子センサ装置は、評価装置（７０）をさらに備えており、当該評価装置（７０）
を用い、前記少なくとも一つの情報信号（６８）を考慮して、粒子（５６）の有無、粒子
数、粒子密度、及び／又は、粒子（５６）の少なくとも一つの特性、についての情報（７
２）を確定して出力可能である、
　粒子センサ装置において、
　前記粒子センサ装置は、少なくとも一つのレンズ素子（５８）を備えており、当該少な
くとも一つのレンズ素子（５８）は、前記放射された光ビーム（５２）を、前記少なくと
も一つのレンズ素子（５８）によって前記体積体（５４）内の集束領域（６０）に集束可
能であるように配置されている、
　ことを特徴とする、粒子センサ装置。
【請求項２】
　前記集束領域（６０）に集束されかつ当該集束領域（６０）内の前記少なくとも一つの
粒子（５６）において少なくとも部分的に散乱された前記光ビーム（６２）の少なくとも
一部分を、前記少なくとも一つのレンズ素子（５８）によって前記少なくとも一つの検出
面（６４）に集束可能である、
　請求項１に記載の粒子センサ装置。
【請求項３】
　前記放射された光ビーム（５２）は、前記少なくとも一つのレンズ素子（５８）により
、２０ｃｍ未満の焦点距離及び／又は１０００μｍ未満の焦点径で集束領域（６０）に集
束可能である、
　請求項１又は２に記載の粒子センサ装置。
【請求項４】
　前記放射された光ビーム（５２）は、前記少なくとも一つのレンズ素子（５８）により
、１乃至３ｃｍの焦点距離及び／又は１乃至２０μｍの焦点径で集束領域（６０）に集束
可能である、
　請求項３に記載の粒子センサ装置。
【請求項５】
　前記評価装置（７０）は、平均粒径、粒径分布、平均粒子重量、粒子重量分布、平均粒
子形状、粒子形状分布、平均粒子速度、及び／又は、粒子速度分布を、前記粒子（５６）
の少なくとも一つの特性として確定するように設計されている、
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項６】
　自己混合干渉作用を用いて、前記放射された光ビーム（５２）及び／又は前記散乱され
た光ビーム（６２）を分析する、
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
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【請求項７】
　前記光放射装置（５０ａ）及び前記光検出装置（５０ｂ）は、共通の一つのチップ（６
６）上及び／又はチップ（６６）内に形成されている、
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項８】
　前記光放射装置（５０ａ）は、少なくとも一つのＶＣＳＥＬレーザ及び／又はＶｅＣＳ
ＥＬレーザ（５０ａ）を含む、
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項９】
　前記光検出装置（５０ｂ）は、前記ＶＣＳＥＬレーザ又はＶｅＣＳＥＬレーザ（５０ａ
）の層構造体に組み込まれた少なくとも一つのフォトダイオードを含む、
　請求項７に記載の粒子センサ装置。
【請求項１０】
　前記粒子センサ装置は、ミラー装置（７４）を付加的に含んでおり、当該ミラー装置（
７４）を用いて、前記体積体（５４）内で１次元的又は２次元的に前記集束領域（６０）
を移動可能である、
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項１１】
　前記粒子センサ装置は、粒子検出装置及び／又は粒子カウンタ装置である、
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粒子センサ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の技術
　図１には、従来の散乱光粒子カウンタが示されており、図示したそのコンポーネントは
、例えば、独国特許出願公開第１０２０１３２０２４２３号明細書（DE102013202423A1）
に記載された散乱光粒子カウンタに含まれている。
【０００３】
　図１に略示した散乱光粒子カウンタは、レーザ光源１０と、光検出器１２と、測定セル
１４とを有しており、この測定セルを通して空気流１６が引き込まれる。レーザ光源１０
から放射されたレーザビーム１８は、測定セル１４の部分区間に放射されてこれを通過す
る。光が放射されて通過した上記部分区間内で、レーザビーム１８が、空気流１６の少な
くとも一つの粒子１６ａに当たると、レーザビーム１８の少なくともいくつかの光子は、
散乱光２０として光検出器１２に向かって散乱される（レーザビーム１８のうちの散乱さ
れなかった部分は、吸収器２２に当たる）。このような従来の散乱光粒子カウンタを使用
することにより、光検出器１２によって検出された散乱光２０に基づいて、空気流１６内
に場合によっては存在する粒子１６ａについての情報が求められるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０２０１３２０２４２３号明細書
【発明の概要】
【０００５】
　発明の開示
　本発明によって得られるのは、請求項１の特徴部分に記載された特徴的構成を備える粒
子センサ装置である。
【０００６】
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　発明の利点
　本発明に係る粒子センサ装置によって、放射される光ビームを集束領域に集束すること
により、放射の弱い光放射装置を使用した場合であっても、集束領域において光ビームの
強度を十分に大きくすることができる。これにより、この集束領域内の少なくとも一つの
粒子において散乱される光ビームの強度も大きくなる。特に、散乱される光ビームの強度
は、散乱を行う粒子の粒径に依存するのではあるが、集束領域内の粒子によって散乱され
る光ビームのこの十分に大きな強度は、粒径が小さい場合であっても保証される。これに
より、光検出装置が高い感度を有することも保証される。従って、本発明に係る粒子セン
サ装置により、出力される情報を正確かつ（ほぼ）エラーなしに確定することができる。
【０００７】
　本発明に係る粒子センサ装置は、その動作中、従来の散乱光粒子カウンタに比較して電
力消費も小さい。これにより、この粒子センサ装置を動作させるためのこの粒子センサ装
置へのエネルギ供給が容易になり、例えばバッテリによって行われる。
【０００８】
　さらに以下でより詳細に説明するように、本発明に係る粒子センサ装置は、従来の散乱
光粒子カウンタと比較しても小さなサイズでコスト的に有利に製造することができる。従
って、本発明に係る粒子センサ装置は、移動式の使用にも、又は、ネットワーク接続され
たシステム用センサとしても、有利であり適している。
【０００９】
　この粒子センサ装置の有利な一実施形態では、集束領域に集束されかつこの集束領域内
の少なくとも一つの粒子において少なくとも部分的に散乱された光ビームの少なくとも一
部分は、少なくとも一つのレンズ素子によって、少なくとも一つの検出面に集束される。
この少なくとも一つのレンズ素子のこの多機能性により、粒子センサ装置における別の光
学部材を節約することができる。
【００１０】
　例えば、放射された上記光ビームは、少なくとも一つのレンズ素子を用いて、２０ｃｍ
未満の焦点距離及び／又は１０００μｍ未満の焦点径で集束領域上に集束可能である。特
に、放射された上記光ビームは、少なくとも一つのレンズ素子を用いて、１乃至３ｃｍの
焦点距離及び／又は１乃至２０μｍの焦点径で集束領域上に集束可能である。
【００１１】
　粒子センサ装置の別の有利な実施形態では、粒子の少なくとも一つの特性として、平均
粒径、粒径分布、平均粒子重量、粒子重量分布、平均粒子形状、粒子形状分布、平均粒子
速度、及び／又は、粒子速度分布を確定するように評価装置が設計される。これにより、
この粒子センサ装置は、多方面に使用可能である。
【００１２】
　光放射装置及び光検出装置は有利には、共通の一つのチップ上及び／又はチップ内に形
成される。これにより、粒子センサ装置の小型化が容易になる。
【００１３】
　コスト的に有利な一実施形態では、光放射装置は、ＶＣＳＥＬレーザ及び／又はＶｅＣ
ＳＥＬレーザを含む。この場合、有利には光検出装置は、ＶＣＳＥＬレーザ又はＶｅＣＳ
ＥＬレーザの層構造体に組み込まれた少なくとも一つのフォトダイオードを含む。
【００１４】
　粒子センサ装置の別の有利な一実施形態では、放射された光ビーム及び／又は散乱され
た光ビームは、自己混合干渉作用によって分析される。このことは、粒子によって散乱さ
れる光を検出するために自己混合干渉作用を利用すると言い換えることもでき、また、こ
の作用は、例えば、組み込まれたフォトダイオードによって検出することができる。
【００１５】
　このような光検出装置により、不所望の周囲光信号を自動的にフィルタ除去することが
できる。これにより、装置外部又は装置内部の体積体への寄生的な光入射は、従来の散乱
光粒子カウンタの場合よりも、粒子センサ装置の動作を損なわない。従来の散乱光粒子カ
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ウンタでは、測定セルを確実に暗くすることが、その動作の基本前提条件であるのに対し
、ここで説明している粒子センサ装置は、バックグラウンド信号の自動的な「フィルタ除
去」機能を有する。
【００１６】
　有利な一発展形態では、粒子センサ装置はミラー装置を付加的に含んでおり、このミラ
ー装置を用い、体積体内で１次元的又は２次元的に集束領域を移動させることができる。
これにより、粒子を検査しようとしている試料体積体をこの集束領域によって走査するこ
とができる。
【００１７】
　ここで説明している総ての実施形態において、粒子センサ装置は、粒子検出装置及び／
又は粒子カウンタ装置とすることが可能である。
【００１８】
　以下、本発明の更なる特徴及び利点を図面に基づいて説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】従来の散乱光粒子カウンタを示す図である。
【図２ａ】粒子センサ装置の第１実施形態の概略図である。
【図２ｂ】上記粒子センサ装置を機能的に説明するフーリエスペクトルを示す線図である
。
【図３】粒子センサ装置の第２実施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の実施形態
　図２ａ及び図２ｂには、粒子センサ装置の第１実施形態の概略図及び当該粒子センサ装
置を機能的に説明するフーリエスペクトルがそれぞれ示されている。
【００２１】
　図２ａに略示した粒子センサ装置は、光放射装置５０ａを備えており、この光放射装置
は、光放射装置５０ａの放射スペクトル内の光ビーム５２を放射するように設計されてい
る。光放射装置５０ａの放射スペクトルは、例えば、３５０ｎｍ乃至１１５０ｎｍの波長
領域内、特に可視波長領域内に存在し得る。しかしながら、明確に示しておきたいのは、
光放射装置５０ａの放射スペクトルが、この波長領域に、特に可視波長領域に限定されな
いことである。従って、光放射装置５０ａの放射スペクトルの少なくとも一部は、赤外線
領域及び／又はＵＶ領域にも存在し得る。特に光放射装置５０ａは、単色光ビーム５２を
放射するようにも設定することが可能である。同様に光放射装置５０ａは、多色の光ビー
ム５２を放射するように設計することも可能である。
【００２２】
　光放射装置５０ａは、特にレーザ５０ａを含み得る。粒子センサ装置に対してパルス状
の光ビーム５２が有利である場合には、光放射装置５０ａをパルスレーザ５０ａとするこ
とも可能である。さらに光放射装置５０ａに使用されるレーザ５０ａは、（ほぼ）任意の
ビーム直径を有するレーザビームを光ビーム５２として放射することができる。従って、
光放射装置５０ａにレーザ５０ａを使用できることは、光ビーム５２として出力されるレ
ーザビームの（事実上は）基本前提条件ではないのである。
【００２３】
　有利な一実施形態において、光放射装置５０ａは、ＶＣＳＥＬレーザ（Vertical-Cavit
y Surface-Emitting Laser）５０ａであり、及び／又は、ＶＣＳＥＬレーザ５０ａを含む
。面発光器５０ａと称されることも多いこのようなＶＣＳＥＬレーザ５０ａは一般的に、
機能化された半導体チップ面に対して垂直に光ビーム５２を放射する半導体レーザである
。光放射装置５０ａにＶＣＳＥＬレーザ５０ａを使用することにより、粒子センサ装置を
小型化できる可能性がさらに高くなる。
【００２４】
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　図２ａに略示した粒子センサ装置は、体積体５４の少なくとも一部分に存在し得る粒子
５６の検出又は検査に使用することができる。各体積体５４は、例えば粒子センサ装置の
試料チャンバ／測定チャンバのような装置内部の体積体５４であってよい。しかしながら
、この粒子センサ装置は、装置外部の体積体５４の少なくとも一部分における粒子５６を
検出又は検査するように設計することも可能である。この場合、粒子センサ装置は有利に
は、以下で説明するその複数のコンポーネントの機能を実行できるように装置外部のこの
体積体５４に配置することが可能である。
【００２５】
　体積体５４（この体積体はその中に存在し得る少なくとも一つの粒子５６を有する）は
、いずれの場合でも、光放射装置５０ａから放射される光ビーム５２によって少なくとも
部分的に照射可能である。さらに粒子センサ装置は、少なくとも一つのレンズ素子／集束
素子５８を有しており、この素子は、少なくとも一つのレンズ素子／集束素子５８を用い
て、（光放射装置５０ａから）放射された光ビーム５２を体積体５４内の集束領域６０に
集束できる／集束させるように配置されている。（光放射装置５０ａから）放射された光
ビーム５２は有利には、少なくとも一つのレンズ素子／集束素子５８を用いて次のように
体積体５４内の集束領域６０に集束可能である。即ち、集束領域６０内においてのみ、放
射された光ビーム５２の強度が高くなり、これに対して同時に集束領域６０外の体積体５
４の残余の領域において、放射された光ビーム５２の強度が格段に低くなるように、体積
体５４内の集束領域６０に、放射された光ビーム５２を集束することができる。
【００２６】
　有利な焦点／集束領域６０は、１０００μｍ未満の直径を有する。特に１乃至２０μｍ
の直径が有利である。これによって（光放射装置５０ａから）放射される光ビーム５２の
強度が弱い場合であっても、集束領域６０内では、放射された光ビーム５２の強度が増大
されていることを保証することができる。従って、光放射装置５０ａの放射が比較的弱い
場合であっても、（光放射装置５０ａから）放射される光ビーム５２の強度は十分に大き
く、これによって集束領域６０にある少なくとも一つの粒子５６における、光学的に容易
に検出可能／検知可能な散乱６２が保証される。さらに、集束領域６０にある少なくとも
一つの粒子５６によって生じる散乱６２が容易に検出可能／検知可能であることにより、
粒子５６が存在し得ることを検査する際、及び／又は、その特性を求める際の結果の精度
が改善される。
【００２７】
　これにより、体積体５４内にある、例えば気体及び／又は液体のような材料に（ほとん
ど）依存せずに粒子５６の検出及び／又は検知が可能になる。従って、粒子センサ装置の
使用可能性は、（場合によって粒子５６が混合する）材料に限定されない。これによって
粒子センサ装置の使用可能性が高まる。
【００２８】
　少なくとも一つのレンズ素子／集束素子５８とは、光を集束するのに適した任意の光学
素子のことであると理解することが可能である。この少なくとも一つのレンズ素子／集束
素子５８は、例えば、（ただ一つの）集束レンズ５８であってよい。これにより、粒子セ
ンサ装置における少なくとも一つのレンズ素子／集束素子５８としてコスト的に有利な構
成部分を使用することできる。
【００２９】
　有利な焦点距離は、２０ｃｍ未満であり、特に１乃至３ｃｍが有利である。
【００３０】
　粒子センサ装置は、少なくとも一つの検出面６４を備えた光検出装置５０ｂも有する。
この少なくとも一つの検出面６４は、光放射装置５０ａから放射されかつ（集束領域６０
内の）少なくとも一つの粒子５６において少なくとも部分的に散乱された（散乱光６２と
しての）光ビームの少なくとも一部が、この少なくとも一つの検出面６４に当たるように
配置される。（光放射装置５０ａから放射された）光ビーム５２を集束領域６０に集束す
ることよって、及び、これによって発生する、集束領域６０における光ビーム５２の高い
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強度によって保証されるのは、集束領域６０内の粒子５６の個数が少なくても、及び／又
は、集束領域６０内の粒径が小さくても、容易かつ確実に検出／検知可能な強度を有する
散乱光６２が、依然として少なくとも一つの検出面６４に入射することである。このこと
は次のようにも言い換えることができる。即ち、強い集束により、狭い範囲に特定可能な
間隔領域が集束領域６０として設定され、この集束領域では散乱光６２の十分に高い強度
を確実に形成することができるため、集束領域６０内の粒子６４の個数が少ない、及び／
又は、粒径が小さい場合であっても、有意な散乱信号が保証されると、言い換えることが
できる。これにより、粒径が小さい少数の粒子５６に対しても、粒子センサ装置の高くか
つ確実な感度が得られる。
【００３１】
　（集束領域６０内の粒子６４の個数が少ない、及び／又は、粒径が小さい場合であって
も）散乱光６２の比較的高い強度により、コスト的に有利にかつ据付スペースを節約して
、光検出装置５０ｂを製造することもできる。これにより、粒子センサ装置の光検出装置
５０ｂに対して、極めてコスト的に有利でありかつ小さな据付スペースしか要しない検出
器及び／又はフォトダイオードを使用することができる。
【００３２】
　光放射装置５０ａ及び光検出装置５０ｂは、別個に形成された複数の装置であると理解
する必要はない。その代わりに光放射装置５０ａ及び光検出装置５０ｂを、単一の光放射
及び検出装置５０ａ及び５０ｂとして形成することが可能である。例えば、光放射装置５
０ａ及び光検出装置５０ｂを、共通の一つのチップ６６上及び／又はチップ内に形成する
ことも可能である。
【００３３】
　光放射装置５０ａが少なくとも一つのＶＣＳＥＬレーザ及び／又はＶｅＣＳＥＬレーザ
５０ａを含む場合、光検出装置５０ｂは有利には、ＶＣＳＥＬレーザ又はＶｅＣＳＥＬレ
ーザ５０ａの層構造体に組み込まれているフォトダイオードである。このような光放射及
び光検出装置５０ａ及び５０ｂ、乃至、対応するチップ６６は、自己混合干渉ＶＣＳＥＬ
センサ６６（integrated Self-Mixing VCSELセンサ６６）と称することができる。このよ
うなＶＣＳＥＬセンサ６６では、少なくとも一つの検出面６４に入射する散乱光６２の検
出は、上記放射と、入射するこの散乱光６２との干渉によって行われる。従って、ＶＣＳ
ＥＬセンサ６６では、（集束領域６０内にある少なくとも一つの粒子５６における）散乱
光６２に起因しない、上記少なくとも一つの検出面６４への入射光は、自動的にフィルタ
除去される。これにより、従来のように粒子５６を検出又は検査するために体積体５４を
周囲光から遮蔽する必要もなくなる。従って、この粒子センサ装置においては、遮光装置
用のコスト及び必要な据付スペースが不要になる。
【００３４】
　チップ６６に装置５０ａ及び装置５０ｂを一緒に組み込む際にはさらに、集束領域６０
に集束されかつ少なくとも部分的に、集束領域６０における少なくとも一つの粒子５６に
おいて散乱される光ビーム／散乱光６２を、少なくとも一つのレンズ素子／集束素子５８
によって、再度少なくとも一つの検出面６４に集光させることができる。例えば（単一の
）集束レンズ５８のような少なくとも一つのレンズ素子／集束素子５８のこの多機能性に
より、粒子センサ装置における別の光学部材を節約することができる。さらにこれにより
、（ほぼ）集束領域６０からの散乱光６２だけが、少なくとも一つの検出面６４に入射す
ることを保証することができる。これにより、例えば（単一の）集束レンズ５８のような
少なくとも一つのレンズ素子／集束素子５８によって、（集束領域６０外の）体積体５４
の残余の領域からの不所望の散乱ビームもさらに「空間分解フィルタ除去」される。これ
により、粒子センサ装置の検出精度が改善されてそのエラー率が低減される。
【００３５】
　しかしながら、粒子センサ装置を構成するための選択肢は、装置５０ａ及び５０ｂをチ
ップ６６に一緒に組み込むことには限定されず、又は、この共通のチップ６６の所定のチ
ップタイプには限定されない。
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【００３６】
　光検出装置５０ｂは、少なくとも一つの検出面６４に入射するビーム／散乱光６２の強
度及び／又は強度分布についての少なくとも一つの情報信号／センサ信号６８を出力する
ように設計される。粒子センサ装置は、評価装置７０もさらに備えており、この評価装置
を用いれば、少なくとも一つの情報信号／センサ信号６８を考慮して、粒子５６の有無、
粒子数、粒子密度、及び／又は、粒子５６の特性、についての情報７２を、確定して出力
することができる。例えば、平均粒径、粒径分布、平均粒子重量、粒子重量分布、平均粒
子形状、粒子形状分布、平均粒子速度、及び／又は、粒子速度分布を、粒子５６の少なく
とも一つの特性として確定するように評価装置７０を設計することができる。
【００３７】
　図２ｂには、横軸が周波数ｆを（Ｈｚで）表し、かつ、縦軸が自己干渉混合ＶＣＳＥＬ
センサに対する強度Ｉを表す座標系が示されている。ここには強度分布のフーリエスペク
トル／フーリエ変換が、光検出装置５０ｂの、考えられ得る情報信号／センサ信号６８の
例として示されている。発生した周波数帯域に基づいて、粒子５６の有無及びそれらの速
度を検出／測定することができる（この実験に使用した粒子５６の平均粒径は３μｍであ
った）。ここから分かるのは、この粒子センサ装置を用いれば、個々の粒子も検出するこ
とができることである。しかしながら、図２ｂは、単なる例と解釈すべきである。
【００３８】
　有利な発展形態として図２ａに略示した粒子センサ装置は、（単に略示した）ミラー装
置７４をさらに備えており、このミラー装置７４により、体積体６４内で１次元的又は２
次元的に集束領域６０を移動することができる。ミラー装置７４は、例えば単一のミラー
を有することができ、このミラーは、一つの揺動軸又は二つの揺動軸の周囲に位置調整可
能である。同様にミラー装置７４は、一つの揺動軸の周囲に位置調整可能な二つのミラー
を含むこともでき、これらの異なるミラーの二つの揺動軸は、有利には垂直に、相互に傾
斜させられて配向されている。ミラー装置７４の少なくとも一つのミラーは、例えばＭＥ
ＭＳミラーであってよい。ミラー装置７４の少なくとも一つのミラーの位置調整範囲は、
有利には４５°未満、特に２０°未満である。しかしながら、ミラー装置７４の少なくと
も一つのミラーの位置調整範囲は、３６０°までの値を取り得る。
【００３９】
　粒子センサ装置にミラー装置７４を設けることにより、（短い時間期間内で）実際に検
査される集束領域６０は小さいままであるが、体積体５４の比較的大きな領域、特に体積
体５４全体を走査することができる。従って、（例えば空気流又は液体流を用いて）粒子
５６を能動的に集束領域６０に導く必要は、もはやない。これより、粒子センサ装置にお
いて吸引装置及び／又はポンプ装置を節約することができる。
【００４０】
　図３には、粒子センサ装置の第２実施形態が略示されている。
【００４１】
　図３に略示した粒子センサ装置も同様に、放射された光ビーム５２が集束領域６０に（
ビーム路の中央に）集束されるようにする光学系を有する。これにより、集束領域６０に
おいて大きな輝度が生じ、集束領域６０からの散乱光６２の強度も増大する。
【００４２】
　この場合にも、少なくとも一つの粒子５６によって集束領域６０に散乱光６２が形成さ
れ、この散乱光が上記光学系を介して偏光されて、装置５０ａ及び装置５０ｂの共通の一
つのチップ６６に戻る。集束領域６０内（又はその近傍）にある粒子５６だけが、少なく
とも一つの検出面６４に入射する散乱光を形成するのに対し、（集束領域６０外の）体積
体５４の残余の領域からの不所望な散乱ビームは、（空間的及びスペクトル的に）フィル
タ除去可能である。
【００４３】
　ここから分かることは、集束領域６０をミラー装置７４によって少なくとも一つの空間
方向７６に移動可能であることであり、これによって体積体５４の２次元の扇形の、又は
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３次元の漏斗状の領域を走査することができる。従って、集束領域６０をこのように走査
すれば、より広い範囲で粒子５６の有無乃至その特性を検査することができる。これによ
って、例えば、体積体当たりの、例えば粒子密度の統計的に関連する平均値についての測
定時間を極めて短くすることができる。
【００４４】
　粒子センサ装置の以上に説明した総ての実施形態は、粒子検出装置及び／又は粒子カウ
ンタ装置として使用可能である。これらの実施形態により、焦点距離の約±２０％で焦点
領域６０内にある粒子５６の散乱光６２だけが、少なくとも一つの検出面６４に入射する
ように、放射されたビーム５２を集束することができる。
【００４５】
　以上に説明した総ての実施形態において、放射された光ビーム５２は、少なくとも一つ
のレンズ素子／集束素子５８を用いて、２０ｃｍ未満の焦点距離及び／又は１０００μｍ
未満の焦点径で集束領域６０に集束可能である。特に焦点距離は５ｃｍ未満とすることが
可能である。有利には焦点距離は、１乃至３ｃｍである。焦点径は、１００μｍ未満、有
利には、１乃至２０μｍの値とすることが可能である。
【００４６】
　以上に説明した総ての粒子センサ装置は、小型の構造を有し得る。特に粒子センサ装置
はそれぞれ、１ｃｍ3未満の所要据付スペースを有し得る。さらに、以上に説明した各粒
子センサ装置は、コスト的に有利に製造可能である。

【図１】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月7日(2016.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子センサ装置であって、
　当該粒子センサ装置は、光放射装置（５０ａ）を備えており、前記光放射装置（５０ａ
）は、当該光放射装置（５０ａ）の放射スペクトル内の光ビーム（５２）を放射して、少
なくとも一つの粒子（５６）を内部に有し得る装置外部又は装置内部の体積体（５４）に
少なくとも部分的に、前記放射した光ビーム（５２）を照射可能であるように設計されて
おり、
　前記粒子センサ装置はさらに、少なくとも一つの検出面（６４）を有する光検出装置（
５０ｂ）を備えており、前記少なくとも一つの検出面（６４）は、前記光放射装置（５０
ａ）から放射されかつ前記少なくとも一つの粒子（５６）において少なくとも部分的に散
乱された光ビーム（６２）が前記少なくとも一つの検出面（６４）に入射するように配置
されており、前記光検出装置（５０ｂ）は、前記少なくとも一つの検出面（６４）に入射
する前記光ビーム（６２）の強度及び／又は強度分布についての少なくとも一つの情報信
号（６８）を出力するように設計されており、
　前記粒子センサ装置は、評価装置（７０）をさらに備えており、当該評価装置（７０）
を用い、前記少なくとも一つの情報信号（６８）を考慮して、粒子（５６）の有無、粒子
数、粒子密度、及び、粒子（５６）の少なくとも一つの特性、のうちの少なくとも一つに
ついての情報（７２）を確定して出力可能である、
　粒子センサ装置において、
　前記粒子センサ装置は、少なくとも一つのレンズ素子（５８）を備えており、当該少な
くとも一つのレンズ素子（５８）は、前記放射された光ビーム（５２）を、前記少なくと
も一つのレンズ素子（５８）によって前記体積体（５４）内の集束領域（６０）に集束可
能であるように配置されている、
　ことを特徴とする、粒子センサ装置。
【請求項２】
　前記集束領域（６０）に集束されかつ当該集束領域（６０）内の前記少なくとも一つの
粒子（５６）において少なくとも部分的に散乱された前記光ビーム（６２）の少なくとも
一部分を、前記少なくとも一つのレンズ素子（５８）によって前記少なくとも一つの検出
面（６４）に集束可能である、
　請求項１に記載の粒子センサ装置。
【請求項３】
　前記放射された光ビーム（５２）は、前記少なくとも一つのレンズ素子（５８）により
、２０ｃｍ未満の焦点距離及び／又は１０００μｍ未満の焦点径で集束領域（６０）に集
束可能である、
　請求項１又は２に記載の粒子センサ装置。
【請求項４】
　前記放射された光ビーム（５２）は、前記少なくとも一つのレンズ素子（５８）により
、１乃至３ｃｍの焦点距離及び／又は１乃至２０μｍの焦点径で集束領域（６０）に集束
可能である、
　請求項３に記載の粒子センサ装置。
【請求項５】
　前記評価装置（７０）は、平均粒径、粒径分布、平均粒子重量、粒子重量分布、平均粒
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子形状、粒子形状分布、平均粒子速度、及び、粒子速度分布のうちの少なくとも一つを、
前記粒子（５６）の少なくとも一つの特性として確定するように設計されている、
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項６】
　自己混合干渉作用を用いて、前記放射された光ビーム（５２）及び／又は前記散乱され
た光ビーム（６２）を分析する、
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項７】
　前記光放射装置（５０ａ）及び前記光検出装置（５０ｂ）は、共通の一つのチップ（６
６）上及び／又はチップ（６６）内に形成されている、
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項８】
　前記光放射装置（５０ａ）は、少なくとも一つのＶＣＳＥＬレーザ及び／又はＶｅＣＳ
ＥＬレーザ（５０ａ）を含む、
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項９】
　前記光検出装置（５０ｂ）は、前記ＶＣＳＥＬレーザ又はＶｅＣＳＥＬレーザ（５０ａ
）の層構造体に組み込まれた少なくとも一つのフォトダイオードを含む、
　請求項８に記載の粒子センサ装置。
【請求項１０】
　前記粒子センサ装置は、ミラー装置（７４）を付加的に含んでおり、当該ミラー装置（
７４）を用いて、前記体積体（５４）内で１次元的又は２次元的に前記集束領域（６０）
を移動可能である、
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【請求項１１】
　前記粒子センサ装置は、粒子検出装置及び／又は粒子カウンタ装置である、
　請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の粒子センサ装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　有利な発展形態として図２ａに略示した粒子センサ装置は、（単に略示した）ミラー装
置７４をさらに備えており、このミラー装置７４により、体積体５４内で１次元的又は２
次元的に集束領域６０を移動することができる。ミラー装置７４は、例えば単一のミラー
を有することができ、このミラーは、一つの揺動軸又は二つの揺動軸の周囲に位置調整可
能である。同様にミラー装置７４は、一つの揺動軸の周囲に位置調整可能な二つのミラー
を含むこともでき、これらの異なるミラーの二つの揺動軸は、有利には垂直に、相互に傾
斜させられて配向されている。ミラー装置７４の少なくとも一つのミラーは、例えばＭＥ
ＭＳミラーであってよい。ミラー装置７４の少なくとも一つのミラーの位置調整範囲は、
有利には４５°未満、特に２０°未満である。しかしながら、ミラー装置７４の少なくと
も一つのミラーの位置調整範囲は、３６０°までの値を取り得る。
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