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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
空気品質を決定するために粒子サイズを検出するためのレーザセンサモジュールであっ
て、前記レーザセンサモジュールは、少なくとも１つの第１のレーザと、少なくとも１つ
の第１の検出器と、少なくとも１つの電気駆動部と、少なくとも１つの評価器と、を有し
、前記第１のレーザは、前記少なくとも１つの電気駆動部によって供給される信号に応答
して第１のレーザ光を放射するように構成され、前記少なくとも１つの第１の検出器は、
前記第１のレーザの第１のレーザキャビティ内の光波の第１の自己混合干渉信号を決定す
るように構成され、前記第１の自己混合干渉信号は、前記第１のレーザ光の少なくとも一
部を受ける粒子によって反射された前記第１のレーザキャビティに再入射する第１の反射
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レーザ光によって引き起こされ、前記評価器は、前記第１の自己混合干渉信号により前記
粒子と前記第１のレーザとの間の第１の相対距離を決定するとともに、前記第１の自己混
合干渉信号により第１の振幅情報を決定することによって、粒子のサイズを決定するよう
に構成され、前記レーザセンサモジュールは、少なくとも１つの第１の焦点領域を更に有
し、前記第１の相対距離は、前記第１の焦点領域と前記粒子との間の距離に関連し、前記
評価器は、前記焦点領域と前記粒子との間の距離に関連する前記第１の自己混合干渉信号
の少なくとも１つの特性に基づいて前記第１の相対距離を決定するように構成され、前記
第１の振幅情報は、前記第１の自己混合干渉信号の最大振幅又は最小振幅を有し、前記第
１の焦点領域と前記粒子との間の距離に関連する前記第１の自己混合干渉信号の前記少な
くとも１つの特性は、位相情報、振動数、相対最大値又は相対最小値の数、相対最大値及
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び相対最小値の振幅比、前記第１の自己混合干渉信号の所定間隔内でのゼロ交差の数、並
びに、前記ゼロ交差と前記第１の自己混合干渉信号のエンベロープの形状との間の１又は
複数の距離、のうちの少なくとも１つを有する、レーザセンサモジュール。
【請求項２】
前記レーザセンサモジュールが、前記第１のレーザ光を前記第１の焦点領域に集束させ
るための少なくとも１つの第１の光学装置を更に有する、請求項１記載のレーザセンサモ
ジュール。
【請求項３】
前記評価器が、前記第１の自己混合干渉信号の第１の信号振幅の絶対最大値又は絶対最
小値を決定するように構成され、前記評価器が、前記第１の自己混合干渉信号の絶対最大
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値又は絶対最小値の周りの所定範囲内における前記第１の自己混合干渉信号の相対最大値
又は相対最小値の第１の数を決定するように構成され、前記評価器が、前記所定範囲内の
前記第１の自己混合干渉信号の最大又は最小の数により、前記粒子までの前記第１の相対
距離を決定するように構成され、前記評価器が、前記決定された前記粒子までの第１の相
対距離、並びに、前記第１の自己混合干渉信号の前記第１の信号振幅の前記絶対最大値又
は前記絶対最小値により、前記粒子のサイズを決定するように更に構成される、請求項１
記載のレーザセンサモジュール。
【請求項４】
前記評価器が、前記第１の自己混合干渉信号の前記第１の信号振幅の前記絶対最大値と
前記第１の自己混合干渉信号の前記相対最大値の少なくとも１つにおける前記第１の自己
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混合干渉信号の振幅との間の比に基づいて、又は、前記第１の自己混合干渉信号の前記第
１の信号振幅の前記絶対最小値と前記第１の自己混合干渉信号の前記相対最小値の少なく
とも１つにおける前記第１の自己混合干渉信号の振幅との間の比に基づいて、前記粒子ま
での前記第１の相対距離の決定を精緻化するように構成される、請求項３記載のレーザセ
ンサモジュール。
【請求項５】
前記レーザセンサモジュールが、前記粒子を有する所定の速度分布の粒子グループを前
記第１の焦点領域に対して供給するように構成される、請求項１又は２に記載のレーザセ
ンサモジュール。
【請求項６】
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前記電気駆動部が、変調された第１の駆動電流を前記第１のレーザに供給するように構
成され、前記評価器が、前記変調された第１の駆動電流から生じる前記第１の自己混合干
渉信号に基づいて、前記粒子までの前記第１の相対距離を決定するように構成される、請
求項１又は２に記載のレーザセンサモジュール。
【請求項７】
前記変調された第１の駆動電流が、少なくとも第１の駆動方式と第２の駆動方式とを有
し、前記第１の駆動方式が、前記第２の駆動方式とは異なる、請求項６記載のレーザセン
サモジュール。
【請求項８】
前記レーザセンサモジュールが、前記第１のレーザ光を再方向付けするための第１の可
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動ミラーを更に有し、前記レーザセンサモジュールは、所定のサイズ閾値より小さい粒子
のサイズの検出が抑制されるように、前記第１の可動ミラーの動きを制御するように構成
される、請求項１又は２に記載のレーザセンサモジュール。
【請求項９】
前記レーザセンサモジュールが、少なくとも第２のレーザと、少なくとも第２の検出器
と、を有し、前記第２のレーザが、第２のレーザ光を放射するように構成され、前記第２
のレーザ光が、前記第１のレーザ光の第１の波長とは異なる第２の波長を持ち、前記第２
の検出器が、前記第２のレーザの第２のレーザキャビティ内の光波の第２の自己混合干渉
信号を決定するように構成され、前記第２の自己混合干渉信号が、前記第２のレーザ光の
少なくとも一部を受ける前記粒子により反射される前記第２のレーザキャビティに再入射
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する第２の反射レーザ光によって引き起こされ、前記評価器が、前記第２の自己混合干渉
信号により、前記粒子と前記第２のレーザとの間の第２の相対距離を決定することによっ
て、前記粒子のサイズの決定を精緻化するように構成される、請求項１又は２に記載のレ
ーザセンサモジュール。
【請求項１０】
前記レーザセンサモジュールが、第１の焦点領域に前記第１のレーザ光を集束させるた
めの少なくとも１つの光学装置を有し、前記レーザセンサモジュールが、少なくとも第２
のレーザと、少なくとも第２の検出器と、前記第２のレーザによって放射された第２のレ
ーザ光を第２の焦点領域に集束させるための少なくとも１つの第２の光学装置と、を更に
有し、前記第２の検出器が、前記第２のレーザの第２のレーザキャビティ内の光波の第２
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の自己混合干渉信号を決定するように構成され、前記第２の自己混合干渉信号が、前記第
２のレーザ光の少なくとも一部を受ける前記粒子により反射される前記第２のレーザキャ
ビティに再入射する第２の反射レーザ光によって引き起こされ、前記評価器が、前記第２
の自己混合干渉信号により前記粒子と前記第２のレーザ光との間の第２の相対距離を決定
することによって、前記粒子のサイズの決定を精緻化するように構成される、請求項１記
載のレーザセンサモジュール。
【請求項１１】
前記第１の焦点領域の第１のサイズが、前記第２の焦点領域の第２のサイズとは異なる
、請求項１０記載のレーザセンサモジュール。
【請求項１２】
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粒子検出器を有する移動通信装置であって、前記粒子検出器が、請求項１乃至１１のい
ずれか１項に記載の少なくとも１つのレーザセンサモジュールを有する、移動通信装置。
【請求項１３】
空気品質を決定するために粒子サイズを検出する方法であって、前記方法は、
第１のレーザにより、少なくとも１つの第１の焦点領域に第１のレーザ光を放射するス
テップと、
前記第１のレーザ光の少なくとも一部を受ける粒子によって反射される第１の反射レー
ザ光を前記第１のレーザの第１のレーザキャビティにおいて受けるステップと、
前記第１のレーザキャビティに再入射する前記第１の反射レーザ光によって引き起こさ
れる、前記第１のレーザの前記第１のレーザキャビティ内の光波の第１の自己混合干渉信

30

号を決定するステップと、
前記第１の自己混合干渉信号により、前記第１の焦点領域と前記粒子との間の距離に関
連する、前記粒子と前記第１のレーザとの間の第１の相対距離を決定するとともに、前記
第１の自己混合干渉信号により第１の振幅情報を決定することによって、前記粒子のサイ
ズを決定するステップと、
前記第１の焦点領域と前記粒子との間の前記距離に関連する前記第１の自己混合干渉信
号の少なくとも１つの特性に基づいて前記第１の相対距離を決定するステップと、
を有し、
前記第１の振幅情報は、前記第１の自己混合干渉信号の最大振幅又は最小振幅を有し、
前記第１の焦点領域と前記粒子との間の前記距離に関連する前記第１の自己混合干渉信号
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の前記少なくとも１つの特性は、位相情報、振動数、相対最大値又は相対最小値の数、相
対最大値及び相対最小値の振幅比、前記第１の自己混合干渉信号の所定間隔内でのゼロ交
差の数、並びに、前記ゼロ交差と前記第１の自己混合干渉信号のエンベロープの形状との
間の１又は複数の距離、のうちの少なくとも１つを有する、方法。
【請求項１４】
請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の前記レーザセンサモジュールに含まれる少な
くとも１つのメモリ装置、又は、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の前記レーザセ
ンサモジュールを有する装置の少なくとも１つのメモリ装置に格納され得るコード手段を
有するコンピュータプログラム製品であって、前記コード手段は、請求項１３記載の方法
が、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の前記レーザセンサモジュールに含まれる少
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なくとも１つの処理装置により、又は、前記レーザセンサモジュールを有する前記装置の
少なくとも１つの処理装置により実行され得るように構成される、コンピュータプログラ
ム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、粒子サイズ検出のためのレーザセンサ又はレーザセンサモジュール、関連す
る粒子サイズ検出方法、及び、対応するコンピュータプログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
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米国特許出願公開第２０１４／０２２６１５８号明細書は、粒子のサイズ及び特性を決
定するために光を分析するシステム及び方法を開示している。当該システム及び方法は、
複雑且つ高価である。
【０００３】
米国特許第４８７１２５１号は、流動媒体に含まれる粒子を分析するための装置を開示
している。当該装置は、窓を持つ本体と、好ましくは小さい発光領域を持つレーザダイオ
ードを有する光源と、焦点のサイズがレーザダイオードの発光領域のサイズとおよそ同じ
となるようにレーザダイオードからの光を焦点に集束させるための光学系と、を含む。光
検出器が本体においてマウントされ、流動媒体中の粒子によって焦点から後方散乱された
光を検出し、粒子に関連する一連のパルスを有する電気信号を生成する。当該電気信号は
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、パルスをカウントするとともに流動媒体における粒子の数を示す検出器に入力される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
従って、本発明の目的は、粒子サイズ検出のための単純且つより安価なレーザセンサモ
ジュールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
第１の態様によれば、粒子サイズ検出のためのレーザセンサモジュールが提供される。
レーザセンサモジュールは、少なくとも１つの第１のレーザと、少なくとも１つの第１の
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検出器と、少なくとも１つの電気駆動部と、少なくとも１つの評価器と、を有する。第１
のレーザは、少なくとも１つの駆動部によって供給される信号に応答して第１のレーザ光
を放射するように構成される。少なくとも１つの第１の検出器は、第１のレーザの第１の
レーザキャビティ内の光波の第１の自己混合干渉信号を決定するように構成される。第１
の自己混合干渉信号は、第１のレーザキャビティに再入射する第１の反射レーザ光によっ
て引き起こされる。第１の反射レーザ光は、第１のレーザ光の少なくとも一部を受ける粒
子によって反射される。評価器は、第１の自己混合干渉信号により粒子と第１のレーザと
の間の第１の相対距離を決定するとともに、第１の自己混合干渉信号により第１の振幅情
報を決定することによって、粒子のサイズを決定するように構成される。
【０００６】
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粒子と第１のレーザとの間の相対距離は、直接的に、又は、間接的に、決定され得る。
以下で詳述されるように、直接的な決定は、変調されたレーザ光に関連してもよく、間接
的な決定は、光学配置に関連してもよい。第１の振幅情報は、粒子のサイズに本質的に関
連する第１の自己混合干渉信号から導出され得る全ての情報を有する。粒子のサイズは、
粒子によって反射される第１のレーザ光の量を決定する。加えて、第１のレーザと粒子と
の間の距離は、第１の自己混合干渉信号から抽出され得る第１の振幅情報に影響を及ぼす
。さらに、粒子の位置における第１のレーザ光ビームの発散は、第１のレーザの第１のレ
ーザキャビティに入射する第１の反射レーザ光に影響を及ぼす。第１の自己混合干渉信号
は、例えば、第１のレーザ光が集束され、粒子の焦点がずれている場合に影響を受ける。
第１の振幅情報は、第１の自己混合干渉信号の最大及び／又は最小振幅を有していてもよ
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い。あるいは、第１の自己混合干渉信号は、例えば、測定された第１の自己混合干渉信号
の包絡線（エンベロープ）を決定するために使用されてもよい。エンベロープの最大及び
／又は最小振幅は、第１の振幅情報に含まれていてもよい。エンベロープの最大及び／又
は最小振幅は、第１の自己混合干渉信号の最大及び／又は最小と異なることがある。
【０００７】
第１のレーザは、好ましくは、スペクトルの赤外領域において７５０ｎｍを超える波長
、最も好ましくは波長スペクトルの７８０ｎｍと１３００ｎｍとの間の波長を有するレー
ザ光を放射するように構成され得る。
【０００８】
第１のレーザは、サイドエミッタ又は垂直共振器面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）などの半
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導体レーザであってもよい。
【０００９】
レーザセンサモジュールは、空気品質を決定するために使用され得る粒子検出器の一部
であってもよい。かかる粒子検出器は、例えば、モバイル装置、特に、移動通信装置と一
体化されていてもよい。レーザセンサモジュールは、例えば、モバイル装置に組み込まれ
ることができる別個の装置であってもよいし、又は、レーザセンサモジュールの機能の少
なくとも一部は、モバイル装置によって供給されるインフラストラクチャにより実行され
てもよい。特に、評価器の機能の全て又は一部は、モバイル装置の１又は複数のプロセッ
サにより供給されてもよい。例えば、評価器の機能の少なくとも一部を可能にするため、
ソフトウェアコードがモバイル装置のストレージ装置に格納され得る。
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【００１０】
レーザセンサモジュールは、少なくとも１つの第１の焦点領域を有していてもよい。第
１の相対距離は、第１の焦点領域と粒子との間の距離、及び、レーザセンサモジュールの
光学特性によって決定される第１のレーザと第１の焦点領域との間の距離に関連する。評
価器は、第１の焦点領域と粒子との間の距離に関連する第１の自己混合干渉信号の少なく
とも１つの特性に基づいて、第１の相対距離を決定するように構成される。ここで、第１
の振幅情報は、第１の自己混合干渉信号の最大又は最小振幅を有する。
【００１１】
第１の焦点領域は、レーザキャビティ内の、又は、代替的にレーザの外の第１の焦点領
域内のビームウエストを有していてもよい。ビームウエストは、粒子が、第１のレーザの
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出口窓近傍で第１のレーザ光を横切る、即ち、第１のレーザキャビティを形成するミラー
の１つの表面近傍を横切るように、レーザセンサモジュールが構成される場合、第１の焦
点領域として使用され得る。この場合、相対距離は、第１のレーザキャビティ内のビーム
ウエストと粒子との間の距離とビームウエストと出口窓との間の距離との差であってもよ
い。
【００１２】
レーザセンサモジュールは、代替的に、又は、追加的に、第１のレーザ光を第１の焦点
領域に集束させるための少なくとも１つの第１の光学装置を有していてもよい。提示され
る方法は、粒子が焦点外にあったとしても、粒子のサイズを決定できるようにする。第１
の焦点領域と粒子との間の距離は、デフォーカス（defocus）と称される。第１のレーザ
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と粒子との間の相対距離は、この場合、第１のレーザと第１の焦点領域との間の距離と、
第１の焦点領域と粒子との間の距離との和により与えられる（算術符号が考慮される必要
がある）。粒子の位置における第１のレーザ光のデフォーカス量（即ち、ビームの振幅の
拡がりと組み合わせた波面曲率）は、システムにおいて使用される第１の光学装置上で情
報を用いて計算され得る。第１の光学装置は、単一のレンズを有するだけでなく、２つ、
３つ、又は、それ以上のレンズ又はレンズ構成を有していてもよい。さらに、適合可能な
焦点を有するレンズが、このような第１の光学装置において使用され得る。第１の焦点領
域は点状であってもよいが、あるいは、規定された焦点深度を有することもできる。焦点
の直径、又は、より一般的には断面は、例えば、第１のレーザ及び第１の光学装置の光学
軸に沿って、規定された期間内に本質的に一定であってもよい。第１の焦点領域は、例え
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ば、円形又は楕円形の断面を有することができる。
【００１３】
第１の焦点領域と粒子との間の距離に関連する第１の自己混合干渉信号の少なくとも１
つの特性は、位相情報、振動数、相対最大値又は相対最小値の数、相対最大振幅と相対最
小振幅との比、第１の自己混合干渉信号の規定された間隔内のゼロ交差の数、ゼロ交差と
第１の自己混合干渉信号の包絡線（エンベロープ）の形状との間の１又は複数の距離を有
していてもよい。第１のレーザと粒子との間の相対距離を意味する第１の相対距離は、第
１の自己混合干渉信号の振動の特性又は形状に強く影響を及ぼす。位相情報、振動数、相
対最大値又は相対最小値の数、相対最大振幅と相対最小振幅との比、第１の自己混合干渉
信号の規定された間隔内のゼロ交差の数、ゼロ交差と第１の自己混合干渉信号の包絡線（
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エンベロープ）の形状との間の１又は複数の距離は、第１の自己混合干渉信号の規定され
た部分から得られる。振動の数、及び／又は、第１の自己混合干渉信号のゼロ交差の非均
一な時間間隔は、粒子のサイズを決定するために使用され得る。第１の自己混合干渉信号
の一部のサイズは、第１の自己混合干渉信号の振幅の絶対最大値及びノイズレベルに依存
し得る。空間的デフォーカスフィールドに相対的に移動する粒子の理論的に期待される強
度挙動に適合すると、粒子のサイズを決定するのに十分な情報が得られる。測定される第
１の自己混合干渉信号は、理論的に期待される曲線に適合されてもよい。ここで、位相情
報、振動数、相対最大値又は相対最小値の数、相対最大振幅と相対最小振幅との比、第１
の自己混合干渉信号の規定された間隔内のゼロ交差の数、ゼロ交差と第１の自己混合干渉
信号の包絡線（エンベロープ）の形状との間の１又は複数の距離のうちの少なくとも１つ
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が使用され得る。測定された第１の自己混合干渉信号のフィッティングを実行するために
、ウェーブレットタイプの解析又はそれに応じたアルゴリズムを用いたニューラルネット
ワークが使用され得る。
【００１４】
評価器は、第１の自己混合干渉信号の第１の信号振幅の絶対最大値又は絶対最小値を決
定するように構成され得る。評価器は、第１の自己混合干渉信号の絶対最大値又は絶対最
小値付近の規定された範囲内の第１の自己混合干渉信号の相対最大値又は相対最小値の第
１の数を決定するように構成されてもよい。評価器は、規定の範囲内での第１の自己混合
干渉信号の最大値又は最小値の数により、粒子に対する第１の相対距離を決定するように
構成されてもよい。また、評価器は、決定された粒子に対する第１の相対距離、及び、第
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１の自己混合干渉信号の第１の信号振幅の絶対最大値又は絶対最小値により、粒子のサイ
ズを決定するように構成されてもよい。
【００１５】
第１の自己混合干渉信号は、従来のドップラー周波数、第１のレーザと粒子との間の光
路に起因する位相（これは、例えば、走査ミラーによって引き起こされ得るビームの軸外
回転に起因して影響を受け得る）、及び、ビームのデフォーカスに起因する空間位相プロ
ファイルを有していてもよい。空間位相プロファイルは、粒子のサイズを決定するために
使用される。例えば、ドップラー周波数のような他の効果は、代替的な測定によって決定
されてもよく、又は、その効果は、例えば、ドップラー周波数がデフォーカス効果による
ものよりも低いという意味で、無視できるものであってもよい。これは、例えば、第１の
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レーザ光のビームに平行な速度と比較して、第１のレーザ光のビームに直角な速いスポッ
トの動き又は誘起された速い粒子の動きによって達成され得る。
【００１６】
評価器は、第１の自己混合干渉信号の第１の信号振幅の絶対最大値と第１の自己混合干
渉信号の相対最大値の少なくとも１つにおける第１の自己混合干渉信号の振幅との間の比
に基づいて、又は、第１の自己混合干渉信号の第１の信号振幅の絶対最小値と第１の自己
混合干渉信号の相対最小値の少なくとも１つの第１の自己混合干渉信号の振幅との間の比
に基づいて、粒子に対する第１の相対距離の決定を精緻化するように構成されてもよい。
第１の自己混合干渉信号の相対最大値又は相対最小値は、測定される絶対最大値又は絶対
最小値に関する信号の減衰を決定するために直接的に使用されてもよい。あるいは、自己
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混合干渉信号の絶対最大値及び絶対最小値の相対最大値及び相対最小値との組み合わせは
、信号の減衰を数学的に記述する測定信号に対する包絡関数をモデル化する、又は、適合
するために使用され得る。第１の自己混合干渉信号の減衰は、信号が自己混合干渉信号の
ノイズレベルよりも高い絶対最大値又は絶対最小値付近の範囲において分析され得る。
【００１７】
レーザセンサモジュールは、第１の焦点領域に対して、規定された速度分布の粒子を有
する粒子群を供給するように構成されてもよい。規定された速度分布は、例えば、ファン
により供給され得る。ファンは、例えば、規定された速度分布を供給するため、管におい
て粒子を有する気体を吹かせ（ブローし）てもよい。規定された速度分布は、代替的に、
又は、追加的に、第１のレーザ光を反射する可動ミラーによって引き起こされ得る第１の
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レーザ光のビームに関して相対的な速度分布であってもよい。
【００１８】
電気駆動部は、変調された第１の駆動電流を第１のレーザに供給するように構成され得
る。評価器は、第１の変調された駆動電流から生じる第１の自己混合干渉信号に基づいて
、粒子に対する第１の相対距離を決定するように構成されてもよい。変調された駆動電流
は、例えば、三角波駆動電流又は矩形波駆動電流を有していてもよい。変調された駆動電
流により決定された第１の相対距離は、第１の焦点領域に対する粒子の相対位置により引
き起こされる第１の自己混合干渉信号のデフォーカスを計算又は決定するために使用され
得る。位相情報、振動数、相対最大値又は相対最小値の数、相対最大振幅と相対最小振幅
との比、第１の自己混合干渉信号の規定された間隔内のゼロ交差の数、ゼロ交差と第１の

20

自己混合干渉信号の包絡線（エンベロープ）の形状との間の１又は複数の距離は、追加的
に、粒子のサイズが第１の振幅情報を考慮して決定されることができるように、相対距離
又はデフォーカスを決定するために使用され得る。変調された第１の駆動電流は、少なく
とも第１の駆動方式と第２の駆動方式とを有していてもよい。ここで、第１の駆動方式は
、第２の駆動方式と異なる。さらに、精度改善のため、粒子までの距離ひいてはデフォー
カスを検出するための異なるメカニズムが使用可能であるように、変調された第１の駆動
電流と非変調の第１の駆動電流とを交互に使用することも可能である。
【００１９】
オプションで、三角波駆動電流が、第１の自己混合干渉信号に一定の周波数を加えるた
めに使用され得る。ＦＭ技術が、位相変調及び振幅として第１の自己混合干渉信号におい
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て含まれる粒子サイズを決定するために使用されてもよい。さらに、レーザからの粒子の
距離も、三角波駆動電流によって供給される一定の周波数に含まれ、付加情報として使用
され得る。
【００２０】
方形波変調により、粒子信号の２つの直交成分が得られる。矩形波又は方形波駆動電流
は、第１のレーザの誘起された波長シフトが、第１のレーザにおける後方散乱光の９０度
位相シフトをもたらすようなものである。２つの直交成分を利用することにより、最大粒
子信号振幅を常に再構成することができる。この解決策の欠点は、信号電力の半分が直角
位相を再構成するために使用されるため、第１の自己混合干渉信号の信号対雑音比（ＳＮ
Ｒ）が、３ｄＢ減少することである。
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【００２１】
レーザセンサモジュールは、第１のレーザ光を再方向付けするための第１の可動ミラー
を有していてもよい。レーザセンサモジュールは、規定のサイズ閾値よりも低いサイズの
粒子の検出が抑制され得るように、第１の可動ミラーの動きを制御するように構成され得
る。
【００２２】
第１の自己混合干渉信号の周波数帯域幅は、粒子の相対速度と第１のレーザ光のビーム
とに依存する。速度が速いほど帯域幅の広い信号を意味し、帯域幅の広い信号は、信号対
雑音比（ＳＮＲ）が低いことを意味する。第１の自己混合干渉信号の粒子信号振幅は、粒
子サイズに依存する。（粒径が波長より小さい場合）粒径が小さいほど振幅が小さい。小
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さな粒子のＳＮＲが検出限界以下になるように相対速度を変化させることにより、より大
きな粒子のみが計数される。これにより、ミラー速度粒子サイズ情報の関数として、粒子
数統計から抽出することが可能になる。相対速度を上げるためには、時間当たりの検出量
も増加し、計数統計を修正する必要があることも考慮に入れなければならない。
【００２３】
レーザセンサモジュールは、少なくとも第２のレーザと、少なくとも第２の検出器と、
を有していてもよい。第２のレーザは、第２のレーザ光を放射するように構成され得る。
第２のレーザ光は、第１のレーザ光の第１の波長とは異なる第２の波長を有してもよい。
第２の検出器は、第２のレーザの第２のレーザキャビティ内の光波の第２の自己混合干渉
信号を決定するように構成され得る。第２の自己混合干渉信号は、第２のレーザ光の少な
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くとも一部を受ける粒子によって反射される、第２のレーザキャビティに再入射する第２
の反射レーザ光によって引き起こされる。評価器は、第２の自己混合干渉信号により、粒
子と第２のレーザとの間の第２の相対距離を決定することによって、粒子のサイズの決定
を精緻化するように構成され得る。
【００２４】
同じサイズの粒子は、異なる波長のために異なる信号強度応答を有する。この追加情報
は、距離情報及び信号強度情報と組み合わせられ得る。異なる波長に対する応答の差は、
粒子サイズの追加の弁別器として使用され得る。第１のレーザ及び第２のレーザは、第１
のレーザ及び第２のレーザによる粒子の同時検出が可能であるように、多かれ少なかれ重
なるビームプロファイルを有することができる。あるいは、第１のレーザ及び第２のレー
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ザは、重なり合わないビームを有してもよく、情報は、統計的方法によって比較又は分析
されてもよい。
【００２５】
レーザセンサモジュールは、第１のレーザ光を第１の焦点領域に集束するための少なく
とも１つの第１の光学装置を有していてもよい。レーザセンサモジュールは、少なくとも
第２のレーザと、少なくとも第２の検出器と、第２のレーザによって放射された第２のレ
ーザ光を第２の焦点領域に集束させる少なくとも１つの第２の光学装置と、を更に有して
いてもよい。第２の検出器は、第２のレーザの第２のレーザキャビティ内の光波の第２の
自己混合干渉信号を決定するように構成され得る。第２の自己混合干渉信号は、第２のレ
ーザ光の少なくとも一部を受ける粒子により反射される第２のレーザキャビティに再入射
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する第２の反射レーザ光によって、引き起こされる。評価器は、第２の自己混合干渉信号
により、粒子と第２のレーザとの間の第２の相対距離を決定することによって、粒子のサ
イズの決定を精緻化するように構成されてもよい。
【００２６】
第１及び第２の焦点領域のサイズは、異なっていてもよい（異なる焦点長さ、異なるサ
イズの焦点など）。相対的にシャープな第１の焦点が、第１の光学装置と組み合わせて第
１のレーザにより供給され、第２の焦点線は、第２の光学装置と組み合わせて第２のレー
ザにより供給され得る。ここで、第１の焦点は、例えば、第２の焦点線上に配置され得る
。第２の焦点線は、第２のレーザの光学軸に沿って配置され得る。第１のレーザと第１の
焦点領域との間の第１の距離は、第２のレーザと第２の焦点領域との間の第２の距離と異
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なっていてもよい。第１の焦点領域は、上述したように、第２の焦点領域と重なっていな
くてもよい。あるいは、第１の焦点領域は、上述したように、第２の焦点領域と重なって
いてもよい。
【００２７】
他の態様によれば、粒子サイズ検出のための方法が提供される。当該方法は、
第１のレーザにより、第１のレーザ光を放射するステップと、
第１のレーザ光の少なくとも一部を受ける粒子によって反射される第１の反射レーザ光
を第１のレーザの第１のレーザキャビティにおいて受けるステップと、
第１のレーザキャビティに再入射する第１の反射レーザ光によって引き起こされる、第
１のレーザの第１のレーザキャビティ内の光波の第１の自己混合干渉信号を決定するステ
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ップと、
第１の自己混合干渉信号により粒子と第１のレーザとの間の第１の相対距離を決定する
とともに、第１の自己混合干渉信号により第１の振幅情報を決定することによって、粒子
のサイズを決定するステップと、
を有する。
【００２８】
上記方法のステップは、必ずしも、上述した順序で実行される必要はない。
【００２９】
他の態様によれば、コンピュータプログラム製品が提示される。当該コンピュータプロ
グラム製品は、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のレーザセンサモジュールの少な
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くとも１つのメモリ装置、又は、レーザセンサモジュールを有する装置の少なくとも１つ
のメモリ装置に格納され得るコード手段を有する。当該コード手段は、請求項１４記載の
方法が、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のレーザセンサモジュールの少なくとも
１つの処理装置により、又は、レーザセンサモジュールを有する装置の少なくとも１つの
処理装置により実行され得るように構成される。メモリ装置又は処理装置は、レーザセン
サモジュール（電気駆動部、評価器など）に含まれていてもよく、装置は、レーザセンサ
モジュールを有していてもよい。レーザセンサモジュールを有する上記装置の第１のメモ
リ装置及び／又は第１の処理装置は、レーザセンサモジュールに含まれる第２のメモリ装
置及び／又は第２の処理装置と相互作用してもよい。
【００３０】
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請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のレーザセンサモジュール及び請求項１４記載
の方法は、特に、従属項に規定されるように、類似の、及び／又は、同一の実施形態を有
することが理解されるべきである。
【００３１】
また、本発明の好適な実施形態は、各独立項と従属項との任意の組み合わせであっても
よいことが理解されるべきである。
【００３２】
他の好適な実施形態が、以下に規定される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
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本発明のこれらの態様及び他の態様が、以下に説明される実施形態を参照して、明確且
つ明らかになる。
本発明は、一例として、添付の図面を参照して実施形態に基づいて説明される。
図を通じて、同様の数字は、同様の物体を表している。図における物体は、必ずしも原
寸通りには描かれていない。
【図１】図１は、第１のレーザセンサモジュールの原理図を示している。
【図２】図２は、第２のレーザセンサモジュールの原理図を示している。
【図３】図３は、第３のレーザセンサモジュールの原理図を示している。
【図４】図４は、第４のレーザセンサモジュールの原理図を示している。
【図５】図５は、第１の焦点領域の原理図を示している。
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【図６】図６は、第５のレーザセンサモジュールの原理図を示している。
【図７】図７は、第６のレーザセンサモジュールの原理図を示している。
【図８】図８は、第１の自己混合干渉信号の第１の実施形態を示している。
【図９】図９は、第１の自己混合干渉信号の第２の実施形態を示している。
【図１０】図１０は、レーザセンサモジュールを有する移動通信装置を示している。
【図１１】図１１は、粒子サイズを検出するための方法の原理図を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
以下、本発明の様々な実施形態が、図により説明される。
【００３５】
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物体の移動、及び、物体までの距離を検出するために、自己混合干渉が用いられる。自
己混合干渉についての背景情報は、参照により組み込まれる、Giuliani, G.、Norgia, M.
、Donati, S.、Bosch, T.らの「センサアプリケーションのためのレーザダイオード自己
混合技術」（センサアプリケーションのためのレーザダイオード自己混合技術、Journal
of Optics A: Pure and Applied Optics、２００２年４月、第２８３項乃至第２９４項）
で説明されている。光入力装置内のセンサに対する指先の動きの検出は、国際特許出願公
開ＷＯ０２／３７４１０号に詳細に記載されている。国際特許出願公開ＷＯ０２／３７４
１０号における距離及び動きの検出に関する開示は、参考として援用される。
【００３６】
自己混合干渉の原理は、国際特許出願公開ＷＯ０２／３７４１０号に提示される例に基

10

づいて議論される。レーザキャビティを持つダイオードレーザは、レーザ又は測定ビーム
を放出するために供給される。その上流側において、例えば、人間の指などの物体が移動
される透明な窓を有する装置が設けられる。例えば、平凸レンズなどのレンズが、ダイオ
ードレーザと窓との間に配置される。このレンズは、透明な窓の上流側において、又は、
透明な窓の上流側近傍で、レーザビームを集束させる。物体がこの位置に存在する場合、
物体は、測定ビームを散乱させる。測定ビームの放射の一部は、照明ビームの方向に散乱
され、この部分は、レーザダイオードの放射面上のレンズによって収束され、このレーザ
のキャビティに再入射する。ダイオードレーザのキャビティに再入射する放射は、レーザ
の利得の変化、ひいてはレーザによって放射される放射の強度の変化を誘発し、これはダ
イオードレーザにおける自己混合効果と呼ばれる現象である。

20

【００３７】
レーザによって放射される放射線の強度の変化は、この目的のために提供されるフォト
ダイオードによって検出され、このダイオードは放射変動を電気信号に変換し、この電気
信号を処理するための電子回路が設けられる。
【００３８】
測定ビームに対する物体の移動は、物体によって反射された放射をドップラーシフトさ
せる。これは、この放射の周波数が変化するか、周波数シフトが生じることを意味する。
この周波数シフトは、物体が移動する速度に依存し、数ｋＨｚからＭＨｚのオーダである
。レーザキャビティに再入射する周波数シフトされた放射は、このキャビティ内で生成さ
れる光波又は放射と干渉し、即ち、このキャビティ内で自己混合効果が生じる。光波とキ
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ャビティに再入射する放射との間の位相シフト量に依存して、干渉は、発展的又は負であ
る。即ち、レーザ放射の強度は、周期的に、増減する。このようにして生成されたレーザ
放射変調の周波数は、キャビティ内の光波の周波数と、キャビティに再入射するドップラ
ーシフト放射の周波数との間の差と正確に等しい。周波数差は、数ｋＨｚから数ＭＨｚ程
度であり、検出が容易である。自己混合効果とドップラーシフトとの組み合わせは、レー
ザキャビティの挙動の変化、特に、その利得又は光増幅の変化を引き起こす。レーザキャ
ビティのインピーダンス又はレーザによって放射される放射の強度は、例えば、測定され
てもよく、センサに対する物体の移動量（即ち、移動距離）を評価することができるだけ
でなく、国際特許出願公開第０２／３７４１０号に詳細に記載されているように、運動の
方向も決定することができる。
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【００３９】
図１は、第１のレーザセンサモジュール１００の原理図を示している。第１のレーザセ
ンサモジュールは、一体化された第１の検出器１２０を具備する第１のレーザ１１０を有
する。一体型の第１の検出器１２０は、第１のレーザ１１０のレイヤ構造の一部である一
体型フォトダイオードである。一体型フォトダイオードは、第１のレーザの第１のレーザ
キャビティ内の光波の振動を決定する。第１のレーザセンサモジュール１００は、電気駆
動部１３０と、評価器１４０と、を更に有する。評価器１４０は、第１のレーザ１１０に
接続され、より正確には、第１の検出器１２０及び電気駆動部１３０に接続される。電気
駆動部１３０は、第１のレーザ光を放射するために、第１のレーザ１１０に給電する。第
１のレーザ１１０は、この場合、一体型フォトダイオードを具備する垂直共振器面発光レ
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ーザ（ＶＣＳＥＬ：Vertical Cavity Surface Emitting Laser）である。レーザセンサモ
ジュール１００は、電気駆動部１３０により変調且つ供給される電力を供給する電源（図
示省略）に接続される。電気駆動部１３０は、第１のレーザ１１０に対して、異なる変調
方式を交互に供給する。第１の変調方式では、定電流が供給される。第２の変調方式では
、三角波変調方式を有する駆動電流が供給される。三角波変調方式は、第１の自己混合干
渉信号３０により第１のレーザ１１０と粒子との間の相対距離を決定するために使用され
る。評価器１４０は、第１の自己混合干渉信号３０によって引き起こされる、第１の検出
器１２０により供給される電気信号を受信する。また、評価器１４０は、電気駆動部１３
０から駆動方式に関する情報を受信する。評価器１４０は、この情報により、第１のレー
ザ１１０と第１の振幅情報との間の相対距離を決定することができる。異なる散乱角度に

10

おいて粒子により散乱される第１のレーザ光を決定するために、追加の検出器が供給され
てもよい。１又は複数の追加の検出器は、粒子サイズの検出を改善するために使用され得
る。異なる粒子サイズに関する散乱光は、角度依存性を有する。第１の自己混合干渉信号
３０と組み合わせて追加の検出器を用いることにより、評価器１４０による粒子サイズ推
定が改善され得る。追加の検出器及び第１の自己混合干渉信号３０によって供給される信
号における一致検出は、評価器１４０によって可能とされてもよい。
【００４０】
図２は、第２のレーザセンサモジュール１００の原理図を示している。第２のレーザセ
ンサモジュールは、第１のレーザ１１０を有する。第２の検出器１２０は、第１のレーザ
キャビティに印加される電圧を決定する、又は、より一般的には、第１の自己混合干渉信

20

号によって影響を受ける第１のレーザキャビティのインピーダンスを決定する外部測定回
路として配置される。第１のレーザセンサモジュール１００は、電気駆動部１３０及び評
価器１４０を更に有する。評価器１４０は、第１のレーザ１１０、第１の検出器１２０、
及び、電気駆動部１３０に接続される。電気駆動部１３０は、第１のレーザ光を放射する
ため、第１のレーザ１１０に電力を供給する。第１のレーザ１１０は、この場合、側面発
光型半導体レーザである。レーザセンサモジュール１００は、電気駆動部１３０により変
調及び供給される電力を供給する電源（図示省略）に接続される。電気駆動部１３０は、
一定の駆動電流を供給する。評価器１４０は、第１の自己混合干渉信号３０により引き起
こされる第１の検出器１２０によって供給される電気信号を受信する。評価器１４０は、
電気駆動部１３０から情報を受信する。評価器１４０は、第１のレーザ装置から温度情報
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を更に受信する。評価器１４０は、この情報により、第１のレーザ１１０と第１の振幅情
報との間の相対距離を決定することができる。焦点の比較的遠くを通る粒子は、第１の自
己混合干渉信号において十分目に見える振動を有し、一定の駆動電流のため、信頼できる
位置ひいては粒径を決定する。この変調方式の利点は、全信号電力を使用して信号の１つ
の直角位相のみを再構成することである。これは、最小の粒子を検出するための最良のＳ
ＮＲを与える。
【００４１】
図３は、第３のレーザセンサモジュール１００の原理図を示している。第３のレーザセ
ンサモジュールは、一体型の第１の検出器１２０を具備する第１のレーザ１１０を有する
。一体型の第１の検出器１２０は、第１のレーザ１１０のレイヤ構造の一部である一体型
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フォトダイオードである。第３のレーザセンサモジュール１００は、電気駆動部１３０、
評価器１４０、及び、第１の光学装置１５０を更に有する。評価器１４０は、第１のレー
ザ１１０に接続され、より正確には、第１の検出器１２０及び電気駆動部１３０に接続さ
れる。電気駆動部１３０は、第１のレーザ光を放射するため、第１のレーザ１１０に電力
を供給する。第１のレーザ１１０は、この場合、一体型フォトダイオードを具備する垂直
共振器面発光レーザ（ＶＣＳＥＬ）である。レーザセンサモジュール１００は、電気駆動
部１３０により変調及び供給される電力を供給する電源（図示省略）に接続される。電気
駆動部１３０は、一定の駆動電流を供給する。評価器１４０は、第１の自己混合干渉信号
３０により引き起こされ、第１の検出器１２０によって供給される電気信号を受信する。
評価器１４０は、電気駆動部１３０から情報を更に受信する。評価器１４０は、この情報
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により、第１のレーザ１１０と第１の振幅情報との間の相対距離を決定することができる
。第１のレーザ１１０によって放射される第１のレーザ光は、第１の光学装置１５０によ
り第１の焦点領域１５５に集束される。粒子は、第１の焦点領域１５５の周囲の範囲内で
検出され得る。第１の焦点領域１５５と粒子との間の距離は、デフォーカスと称される。
デフォーカスは、第１の自己混合干渉信号３０に影響を及ぼし、第１のレーザ１１０と粒
子との間の相対距離を決定するために情報を供給する。この情報は、粒子のサイズを決定
するために、評価器１４０により第１の振幅情報と組み合わせて使用される。
【００４２】
第１の光学装置１５０は、例えば、規定の直径rlensを有するただ一つのレンズを有し
ていてもよい。第１の自己混合干渉信号は、(1‑exp[‑(rlens/wpupil)^2])^2としてスケー

10

リングされる。ここで、wpupilは、レンズ瞳孔における第１のレーザ光のガウシアンビー
ムのウエストパラメータ（waist parameter）である。レンズは、第１のレーザ光の後方
散乱ビーム又は反射ビームの口径食（ケラレ）による信号損失を回避するため、或る最小
直径を有すべきである。好ましい実施形態は、レンズ直径＞１．１瞳孔直径（これは、３
ｄＢの信号損失に対応する）を有する。ガウシアンビームの１．５倍の瞳孔直径（１ｄＢ
の信号損失）より大きいレンズがより優れている。
【００４３】
粒子のサイズの決定についての理論的背景に関する詳細は、以下に詳述されている。
【００４４】
粒子からの後方散乱光又は反射された第１のレーザ光に起因する第１のレーザ１１０の

20

第１のレーザキャビティ内の電力変化は、以下の式によって与えられる。
【数１】

【００４５】
ΔP/Pは粒子からの後方散乱光に起因する第１のレーザキャビティ内の光波のレーザ強
度の相対パワー変化であり、Elaser(x,y,z)は粒子の位置におけるレーザフィールドであ
り、｜Ebs｜は後方における粒子からの後方散乱光に関連し、λは波長であり、kは2π/λ
であり、φは後方散乱光と第１のレーザキャビティ内の光波との間の最終的な位相である
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。この位相は、後方散乱光の振幅に対して非線形的に依存し得る。
【００４６】
｜Ebs｜は、以下の式によって与えられる。
【数２】

【００４７】
ここで、dσ/dΩは後方に関する第１のレーザ光のビームの散乱断面積である。（ここ
では、レーザビームの受光角内で一定とする。）
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【００４８】
信号強度の総和は以下のようになる。
【数３】

【００４９】
上記等式の最初の部分は、信号の振幅を記述しており、最後の部分は、その位相を記述
している。
【００５０】
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この位相は、干渉計において周知であるように、第１のレーザ１１０から粒子までの距
離と、第１のレーザ光の入射レーザビームの位相とによって決定される。走査スポット又
は横方向の粒子の移動、特にフィールドの横方向成分への依存に自己混合干渉を用いるレ
ーザセンサモジュール１００では、x, yが興味深い。第１のレーザ光のガウシアンビーム
では、それは、以下の式によって与えられる。
【数４】

【００５１】

10

ｚ＝一定の平面における位相は、R(z)によってパラメータ化され得る第１のレーザ光の
ビームのデフォーカス量により決定される。
【数５】

【００５２】
一定のｚ平面におけるビームの振幅は、w(z)によってパラメータ化される、そのビーム
ウェストによって決定されるガウシアンである。
【数６】

20

ここで、zrはレイリー範囲であり、
【数７】

である。
【００５３】

30

ガウシアンビームの第１の部分は、振幅依存性と複素数の部分とをビームの位相プロフ
ァイルに指数関数的に与える。
【００５４】
このガウシアンビームプロファイルは、レーザパワーに関する等式に挿入され得る。（
また、他のレーザビームプロファイルも挿入され得る）。これは、以下のようになる。
【数８】

【００５５】

40

位相項の幾つかの言葉は、粒子及びレーザの相対的なｚ運動がドップラー位相シフトに
対応し、ｘ、ｙ相対運動がデフォーカス位相シフトに対応すると言うことができる。
【００５６】
焦点に関する粒子軌跡が分かっているとき、この等式は、レーザの観測された強度振動
を記述する。基本的な未知数
【数９】

は、粒子のサイズ（及び、その誘電特性、ただし、一般に、光学粒子カウンタは、散乱断
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面積
【数１０】

が粒子サイズに相関するとともに、異なる粒子の誘電特性が同じであると仮定する）に依
存し、他の全てのパラメータが既知である場合、後方散乱断面積は、測定信号から決定さ
れ得る。
【００５７】
粒子の運動は、小さくてもよい、又は、所定の粒子軌道が提供されてもよい。１つのオ

10

プションは、制御された空気フローを使用することである。他のオプションは、粒子移動
がスポットの移動よりも著しく小さいという仮定の下、例えば、図４に記載されるように
、ＭＥＭＳミラーによって走査スポットを使用することである。また、走査スポットは、
その軌道中の粒子と第１のレーザとの間の相対距離が分かることを保証する。
【００５８】
粒子とレーザスポットとが十分に定義された横方向の相対速度を有し、レーザスポット
を変位させる走査ミラー、又は、粒子を変位させる制御された空気フローによって、ｚ依
存性を無視することができる場合、後方散乱光の位相はデフォーカス項のために変化する
。この位相変化は、第１の自己混合干渉信号３０の振動につながる。この位相変化とは別
に、ビームの振幅も減少し、粒子信号のより低い信号をもたらす。粒子は、焦点の外へ移
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動するため、位相振動項は、横方向の減衰に比して大きくなる（zRは、レイリー範囲であ
る）。
【数１１】

30

【００５９】
これは、第１の自己混合干渉信号３０がノイズレベル以下に減衰する前に、焦点から外
れて、粒子信号のより多くの振動が存在することを意味する。従って、信号の減衰の関数
としての振動の量から、粒子の位置が決定され得る。最大信号振幅は、焦点外れとして減
衰し、レーザビームの最大強度はより低くなる。
【００６０】
重要な点は、第１の自己混合干渉信号３０の振幅、例えば振動周期の量及びその周波数
を考慮すると、焦点からの距離を決定することができ、その情報及び第１の自己混合干渉
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信号３０の最大振幅があれば、粒子サイズが決定され得る。代替的に、又は、追加的に、
第１の自己混合干渉信号３０のゼロ交差、及び、ゼロ交差間の距離が使用され得る。さら
に、第１の自己混合干渉信号３０の包絡線をモデル化することができ、上記距離は、包絡
線の最大及び／又は最小、並びに、包絡線が第１の自己混合干渉信号３０のノイズレベル
を上回る限り、包絡線の減衰により決定され得る。
【００６１】
図４は、第４のレーザセンサモジュール１００の原理図を示している。第４のレーザセ
ンサモジュールは、一体型の第１の検出器１２０を具備する第１のレーザ１１０を有する
。第４のレーザセンサモジュール１００は、電気駆動部１３０、評価器１４０、第１の光
学装置１５０、可動ミラー１７０、及び、可動ミラー１７０を制御するためのコントロー
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ラ１６０を更に有する。評価器は、第１の検出器１２０、電気駆動部１３０、及び、コン
トローラ１６０に接続される。電気駆動部１３０は、第１のレーザ光を放射するために、
第１のレーザ１１０に電力を供給する。電気駆動部１３０は、変調された駆動電流（矩形
の駆動電流）を供給する。評価器１４０は、第１の自己混合干渉信号３０により引き起こ
される、第１の検出器１２０によって供給される電気信号を受信する。評価器１４０は、
第１の検出器１２０によって測定される第１の自己混合干渉信号３０を解釈するため、電
気駆動部１３０及びコントローラ１６０から情報を更に受信する。電気駆動部１３０によ
って供給される情報は、決定された瞬間において供給される電流振幅を有していてもよい
。コントローラ１６０によって供給される情報は、角速度、ミラー運動の振幅などを有し
ていてもよい。評価器１４０は、上述のように、この情報により、第１のレーザ１１０と

10

第１の振幅情報との間の相対距離を決定することができる。第１のレーザ１１０によって
放射された第１のレーザ光は、第１の光学装置１５０により、可動ミラー１７０のために
走査方向１７５（例えば、図５参照）に沿って移動する第１の焦点領域１５５に集束され
る。粒子は、第１の焦点領域１５５の周囲の範囲内で検出され得る。第１の焦点領域１５
５と粒子との間の距離は、デフォーカスと称される。デフォーカスは、上述のように、第
１の自己混合干渉信号３０に影響を及ぼすとともに、第１のレーザ１１０と粒子との間の
相対距離を決定するため、情報を供給する。この情報は、上述のように、粒子のサイズを
決定するために、第１の振幅情報と組み合わせて評価器１４０により使用される。
【００６２】
第１の自己混合干渉信号３０の粒子信号振幅は、集束スポットの開口数（又は、ガウシ
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アンビームのビームウエスト）と可動ミラー１７０のミラー移動との間の相互作用である
。最初に、検出される最小粒子サイズが決定されるべきである。これは、フィルタリング
が第１の自己混合干渉信号３０内に存在することができる最大雑音電力の限界をもたらす
。上述のように、スポットと粒子との相対速度は、信号の周波数帯域幅を決定する。速度
が遅い場合、サンプリングされた空気量は少なく、速度が増加するとサンプリングされた
体積が増え、従って、検出される粒子が多くなる。また、ＳＮＲも大きな速度で減少する
が、これは、所望の最小粒子が依然として検出可能である限り、重要ではない。レーザビ
ームの形状もサンプリングされる空気量に影響する。大きなウエストを有するガウシアン
ビームは、より大きい直径及びレイリー範囲を有し、小さいウエスト（高い開口数）を有
するビームよりも多くの断面積をもたらす。大きなウエストは、局所強度が低いほど散乱
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信号が低いことを意味する。これは、ビームを集束させるために使用されるレンズの開口
数と相対速度との間にトレードが存在することを意味する。
【００６３】
空気の移動が制御されていない場合、スポットを変位させるために走査ミラーが使用さ
れる。０．１ｍ／ｓ乃至１ｍ／ｓの通常の空気速度よりも高い速度を選択することが好ま
しい。このため、５ｍ／ｓ乃至２０ｍ／ｓの値を持つことが好適である。その場合、３０
０ｎｍよりも大きい粒子が検出可能であるべき場合、０．０５乃至０．２の間の焦点レン
ズの開口数の値が最適である。（開口数は、ガウシアンビームの遠視野角の強度値の1/e2
倍を用いて定義される。）
【００６４】

40

図５は、図４において説明されたように、可動ミラー１７０により走査方向１７５を横
切って移動する第１の焦点領域１５５の断面積の原理図を示している。断面は楕円形の焦
点を示している。楕円形のスポットに焦点を合わせることによって、デフォーカスに対す
る感度を楕円の短軸に沿って最大にすることができる。走査方向１７５を楕円の短軸に平
行に配置することが好ましい。このスポット形状は、アナモルフィックプリズム対を用い
て、又は、シリンドリカルレンズを使用することによって、あるいは、例えば、楕円形モ
ドプロファイルを有するＶＣＳＥＬを使用することによって、形成され得る。
【００６５】
図６は、第５のレーザセンサモジュール１００の原理図を示している。第５のレーザセ
ンサモジュール１００は、一体型の第１の検出器１２０を具備する第１のレーザ１１０と
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、一体型の第２の検出器１２１を具備する第２のレーザ１１１と、を有する。第１のレー
ザ１１０は、第１の波長を有する第１のレーザ光を放射し、第２のレーザ１１１は、第２
の波長を有する第２のレーザ光を放射する。第２の波長は、第１の波長と異なる。第５の
レーザセンサモジュール１００は、第１のレーザ１１０及び第２のレーザ１１１に駆動電
流を供給するように構成される電気駆動部１３０を有する。第５のレーザセンサモジュー
ル１００は、第２のレーザ１２１を電気的に駆動するための他の電気駆動部１３０の代替
的な実施形態を有していてもよい。第５のレーザセンサモジュールは、評価器１４０を更
に有する。評価器１４０は、第１のレーザ１１０、第２のレーザ１１１、及び、電気駆動
部１３０に接続される。第５のレーザセンサモジュール１００は、第１のレーザ光を第１
の焦点領域１５５に集束させるための第１の光学装置１５０を更に有する。第５のレーザ

10

センサモジュール１００は、第２のレーザ光を第２の焦点領域１５８に集束させるための
第２の光学装置１５６を更に有する。評価器１４０は、第１の自己混合干渉信号３０によ
り引き起こされる、第１の検出器１２０によって供給される電気信号を受信するとともに
、第２の自己混合干渉信号により引き起こされる、第２の検出器１２１によって供給され
る電気信号を受信する。評価器１４０は、電気駆動部１３０から情報を更に受信する。評
価器１４０は、この情報により、第１のレーザ１１０と第１の振幅情報との間の相対距離
を決定することができる。また、評価器１４０は、この情報により、第２のレーザ１１１
と第２の振幅情報との間の相対距離を決定することができる。粒子のサイズは、第１の自
己混合干渉信号３０とは独立したこの情報により決定され得る。評価器１４０は、粒子運
動の理論モデルに基づく、あるいは、例えば、第１及び第２のレーザ光に対して透明な、
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又は、窓（図示省略）を有する、管内でファンにより誘起され得る粒子運動についての情
報に基づく静的分析により、第１の自己混合干渉信号３０及び第２の自己混合干渉信号を
評価するように更に構成される。
【００６６】
図７は、第６のレーザセンサモジュール１００の原理図を示している。第６のレーザセ
ンサモジュール１００は、一体型の第１の検出器１２０を具備する第１のレーザ１１０と
、一体型の第２の検出器１２１を具備する第２のレーザ１１１と、を有する。第１のレー
ザ１１０及び第２のレーザ１１１は、同一波長を有する第１及び第２のレーザ光を放射す
る。第６のレーザセンサモジュール１００は、第１のレーザ１１０及び第２のレーザ１１
１に駆動電流を供給するように構成された電気駆動部１３０を有する。電気駆動部は、第
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１のレーザ１１０及び第２のレーザ１１１に接続される評価器１４０を有する。第６のレ
ーザセンサモジュール１００は、第１の焦点領域１５５に第１のレーザ光を集束させるた
めの第１の光学装置１５０を更に有する。第６のレーザセンサモジュール１００は、第２
の焦点領域１５８に第２のレーザ光を集束させるための第２の光学装置１５６を更に有す
る。第１の焦点領域１５５は、第１のレーザ１１０及び第１の光学装置１５０の光軸に沿
って延在し、従って、第１の焦点領域１５５内で第１のレーザ１１０に略一定のフィード
バックを供給する。第２の焦点領域１５８は、鋭い焦点を有する。第１の焦点領域１５５
は、第２の焦点領域１５８と重なっている。評価器１４０は、第１の自己混合干渉信号３
０により引き起こされる第１の検出器１２０によって供給される電気信号を受信するとと
もに、第２の自己混合干渉信号により引き起こされる第２の検出器１２１によって供給さ
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れる電気信号を受信する。評価器１４０は、電気駆動部１３０から情報を更に受信する。
評価器１４０は、この情報により、第１のレーザ１１０と第１の振幅情報との間の相対距
離を決定することができる。評価器１４０は、さらに、この情報により、第２のレーザ１
１１と第２の振幅情報との間の相対距離を決定することができる。粒子のサイズは、第１
の自己混合干渉信号３０とは独立したこの情報により決定され得る。第１のレーザ１１０
のライン焦点又は第１の焦点領域１５５は、第１のレーザ１１０及び第１の光学装置１５
０の光軸に沿って、略同じ第１の自己混合干渉信号３０を与える。第２の自己混合干渉信
号から、焦点外れ位置を決定することができ、従って、第１の自己混合干渉信号３０が一
定の第１の焦点領域１５５から生じるかどうかは、評価器１４０によって推測することが
できる。
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【００６７】
図８は、第１の自己混合干渉信号３０の第１の実施形態を示している。６００ｎｍの粒
子の測定された第１の自己混合干渉信号３０が存在している。垂直軸は振幅軸１０を示し
ており、水平軸は時間軸２０を示している。粒子は焦点から遠ざかり、これは、極めて低
振幅の第１の自己混合干渉信号３０を生じさせる。これとは対照的に、図９に示される第
１の自己混合干渉信号の振幅は、粒子が第１の光学装置の焦点内又はその近傍で測定され
たため、高い。図８の最大（又は最小）振幅の周りの０．０２ｍｓの所定の時間範囲内の
振動の数は、図９の最大振幅又は最小振幅の周りの同じ時間範囲内の振動の数と比較して
高い。さらに、図８の第１の自己混合干渉信号３０の振幅相対最大値は、図９と比較して
ゆっくりと減衰する。実際には、ノイズは、粒子信号が識別される検出閾値を設定する。

10

粒子のサイズは、主に第１の自己混合干渉信号３０の振幅に影響を及ぼし、デフォーカス
量は、主にその時間の延びを決定する。信号が正規化されるとき、同じ量の焦点がずれて
も、任意の位相係数（及び、レーザビームサイズに関して粒子サイズが無視できない場合
の補正項）を除いて、同じ信号形状が得られる。振幅を粒子サイズに関連付ける際のあい
まい性は、第１のレーザ１１０及び第１の光学装置１５０の光軸に対して垂直（ビームの
走査がx方向である場合のy方向）な可能性があるため残るが、平均粒径が決定され得る。
そのような曖昧さは、異なる散乱角で独立した検出器を使用することによって、あるいは
、２つ、３つ、又は、それ以上のレーザ１１０，１１１を対応する検出器１２０，１２１
と共に使用することによって低減され得る。
【００６８】

20

図１０は、レーザセンサモジュール１００を有する移動通信装置１９０を示している。
当該移動通信装置１９０は、ユーザインタフェース１９１、処理装置１９２、及び、主記
憶装置１９３を有する。主処理装置１９２は、主記憶装置１９３に接続されるとともに、
レーザセンサモジュール１００に接続される。主処理装置１９２は、上述の評価器１４０
の機能の少なくとも一部を有する。主処理装置１９２は、粒子検出に関するデータを主記
憶装置１９３に格納する。代替的な実施形態では、データがユーザインタフェース１９１
により移動通信装置１９０のユーザに提示され得るように、主処理装置１９２及び主記憶
装置１９３が、レーザセンサモジュール１００により供給されるデータを処理又は適合す
るためのみに使用されることも可能である。レーザセンサモジュール１００は、移動通信
装置１９０の電源により給電される。
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【００６９】
図１１は、粒子サイズを検出する方法の原理図を示している。ステップ２１０において
、第１のレーザ１１０により第１のレーザ光が放射される。ステップ２２０において、第
１のレーザ光の少なくとも一部を受ける粒子によって反射される第１の反射レーザ光が、
第１のレーザ１１０の第１のレーザキャビティにおいて反射される。第１のレーザ１１０
の第１のレーザキャビティ内の光波の第１の自己混合干渉信号３０が、ステップ２３０に
おいて検出される。第１の自己混合干渉信号３０は、第１のレーザキャビティに再入射す
る第１の反射レーザ光によって引き起こされる。ステップ２４０において、第１の自己混
合干渉信号３０により粒子と第１のレーザ１１０との間の第１の相対距離を決定するとと
もに、第１の自己混合干渉信号３０により第１の振幅情報を決定することによって、粒子

40

のサイズが決定される。
【００７０】
本発明の基本的な考え方は、自己混合干渉信号の距離及び振幅情報用いて粒子のサイズ
を決定することである。特に、自己混合干渉信号の最大又は最小の周囲の規定期間内の自
己混合干渉信号の形状が、粒子サイズを決定するために使用され得る情報を提供する。
【００７１】
本発明は、図面及び前述の説明において詳細に図示され説明されてきたが、そのような
図示及び説明は、例示的であって制限的ではないとみなされるべきである。
【００７２】
本開示を読むことで、他の修正例が、当該技術分野における当業者にとって明らかであ
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ろう。かかる修正例は、当該技術分野において既知であり、ここで説明された特徴の代わ
りに、又は、当該特徴に追加して使用され得る、他の特徴を含んでいてもよい。
【００７３】
図面、開示、及び、添付の請求項の研究から、開示の実施形態に対する変形が、当該技
術分野における当業者によって、理解及び実施され得る。請求項中、「有する」なる用語
は、他の要素又はステップを除外せず、単数形は、要素又はステップが複数であることを
除外しない。特定の手段が相互に異なる従属項において言及されているという単なる事実
は、これらの手段の組み合わせが好適に用いられないということを示すものではない。
【００７４】
請求項中の任意の参照符号は、本発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきでは

10

ない。
【符号の説明】
【００７５】
１０

振幅軸

２０

時間軸

３０

第１の自己混合干渉信号

４０

振幅基準

１００

レーザセンサモジュール

１１０

第１のレーザ

１１１

第２のレーザ

１２０

第１の検出器

１２１

第２の検出器

１３０

電気駆動部

１４０

評価器

１５０

第１の光学装置

１５５

第１の焦点領域

１５６

第２の光学装置

１５８

第２の焦点領域

１６０

コントローラ

１７０

可動ミラー

１７５

走査方向

１９０

移動通信装置

１９１

ユーザインタフェース

１９２

主処理装置

１９３

主記憶装置

２１０

第１のレーザ光を放射するステップ

２２０

第１の反射レーザ光を受けるステップ

２３０

第１の自己混合干渉信号を決定するステップ

２４０
【要約】

20

30

粒子のサイズを決定するステップ
40

本発明は、粒子サイズ検出のためのレーザセンサモジュールを説明している。レーザセ
ンサモジュール１００は、少なくとも１つの第１のレーザ１１０と、少なくとも１つの第
１の検出器１２０と、少なくとも１つの電気駆動部１３０と、少なくとも１つの評価器１
４０と、を有する。第１のレーザ１１０は、少なくとも１つの電気駆動部１３０によって
供給される信号に応答して第１のレーザ光を放射するように構成される。少なくとも１つ
の第１の検出器１２０は、第１のレーザ１１０の第１のレーザキャビティ内の光波の第１
の自己混合干渉信号３０を決定するように構成される。第１の自己混合干渉信号３０は、
第１のレーザ光の少なくとも一部を受ける粒子によって反射される第１のレーザキャビテ
ィに再入射する第１の反射レーザ光によって引き起こされる。評価器１４０は、第１の自
己混合干渉信号３０により粒子と第１のレーザ１１０との間の第１の相対距離を決定する
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とともに、第１の自己混合干渉信号３０により第１の振幅情報を決定することによって、
粒子のサイズを決定するように構成される。また、本発明は、粒子サイズを決定するため
の対応する方法にも関する。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図９】

JP 6356366 B1 2018.7.11

(21)
【図１０】
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