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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基部と磁気ヘッドとの間に介在させて設けられ、電圧の印加状態に応じて変形する圧電
素子を有し、前記圧電素子の変形に従って前記磁気ヘッド側をスウェイ方向に微少移動さ
せる圧電アクチュエータにおいて、
　前記圧電素子は両端面の少なくとも一端を覆う電極と、前記両端面間を貫通する貫通孔
とを有し、
　前記電極に給電するための端子部材を前記圧電素子の貫通孔の前記電極が配された側の
一端を覆う形で配し、前記貫通孔の他端側より液状の導電性接着剤を注入することによっ
て、前記圧電素子の電極と前記端子部材との間が電気的に接続されている、
　ことを特徴とする圧電素子の電気的接続構造。
【請求項２】
　請求項１記載の圧電素子の電気的接続構造であって、
　前記貫通孔の形状は、円柱形状、又は円錐台形状、又はこれらの同じ直径、又は異なる
直径の形状の組合せからなる、
　ことを特徴とする圧電素子の電気的接続構造。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の圧電素子の電気的接続構造であって、
　前記端子部材は、導電性基材上に、電気絶縁層を介して配線部材を積層させて構成され
る
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　ことを特徴とする圧電素子の電気的接続構造。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の圧電素子の電気的接続構造が採用されているこ
とを特徴とする圧電アクチュエータ。
【請求項５】
　請求項４記載の圧電アクチュエータが、ベースプレートと、フレキシャが設けられるロ
ードビームと、の間に取り付けられており、前記圧電素子の変形に従って前記ロードビー
ムの先端側をスウェイ方向に微少移動させることを特徴とするヘッドサスペンション。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電圧の印加状態に応じて変形する圧電素子を有し、圧電素子の変形に従って
被駆動部材を駆動する圧電アクチュエータに係り、特に、圧電素子への配線作業を、圧電
素子の歩留まり低下を抑制しつつ高信頼性を維持した状態で遂行可能な圧電素子の電気的
接続構造、圧電アクチュエータ及びヘッドサスペンションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報機器の小型化、精密化が急速に進展してきており、かかる情勢から、微小距
離で位置決め制御が可能なマイクロアクチュエータの需要が高まっている。例えば、光学
系の焦点補正や傾角制御、インクジェットプリンタ装置、磁気ディスク装置のヘッドアク
チュエータ等の分野では、かかるマイクロアクチュエータの要請が高い。
【０００３】
　一方で、磁気ディスク装置は市場の拡大と装置の高性能化に伴い、記録装置の大容量化
は益々重要となってきている。一般に磁気ディスク装置の大容量化はディスク１枚あたり
の記憶容量を大きくすることで達成される。しかし、ディスクの直径を変えずに、高記録
密度化するためには、単位長さあたりのトラック数 (TPI : Track Per inch) を大きくす
る、つまり、トラックの幅を狭くすることが必要となる。従って、トラックにおける幅方
向のヘッドの位置決め精度を向上することが必要となり、こうした観点からも微細領域で
高精度の位置決めを実現可能なアクチュエータが望まれる。
【０００４】
　こうした要請に応えるために、本願出願人は、ベースプレートと、ベースプレートより
も薄いヒンジ部を備えた連結プレートと、フレキシャが設けられるロードビームと、一対
の圧電素子と、などを備えたディスク装置用サスペンション（例えば、特許文献１参照）
を提案している。
【０００５】
　上述の特許文献１に係る技術は、デュアル・アクチュエータ方式と呼ばれ、精密位置決
め用のアクチュエータとして、通常のボイスコイルモータに加え、ＰＺＴ（ジルコンチタ
ン酸鉛）等の圧電素子を採用している。デュアル・アクチュエータ方式の圧電素子は、サ
スペンションの先端側あるいはスライダのみをサスペンションにおける幅方向（いわゆる
スウェイ方向）に微少駆動する。デュアル・アクチュエータ方式を用いたヘッドサスペン
ションによれば、シングル・アクチュエータ方式のものと比較して、ヘッド位置決めを高
精度に行うことができる。
【０００６】
　ところで、デュアル・アクチュエータ方式を用いたヘッドサスペンションでは、圧電素
子への給電をいかにして行うかが問題となる。
【０００７】
　こうした問題を解決するためのアプローチのひとつとして、圧電素子へ給電するために
、ヘッドサスペンションに一対の配線を形成し、一方の配線は、ベース側電極とワイヤー
ボンディングにより接続し、他方の配線は、一対の各圧電素子の上面露出部とをワイヤー
ボンディングで結線するように構成したヘッドサスペンション装置が開示されている（例



(3) JP 5174649 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

えば、特許文献２の図９及び図１０参照）。
【０００８】
　しかしながら、特許文献２に係るワイヤーボンディング技術では、接合強度を確保しつ
つワイヤーボンディング処理を施そうとすると、必然的に圧電素子に対して局所的な応力
が加わることから、割れが生じてしまうおそれがある。割れが生じないように加減してワ
イヤーボンディング処理を施した場合には、接合強度を稼げないことから、電気的接続に
係る信頼性を損なうおそれがある。
【０００９】
　また、ワイヤーボンディングの代わりに、導電性ペーストなどの導電性接着剤を用いて
圧電素子との配線材（端子部材）との電気的接続を行う方法も考えられるが、ワイヤーボ
ンディングを用いた場合と導電性ペーストを用いた場合のいずれであっても、これらボン
ディングや導電性ペーストが圧電素子の端面から盛り上がってしまったり、端子部材が傾
いて接着されてしまったりして、対向する磁気ディスクとの間のクリアランスが十分に取
れない問題がある。
【００１０】
　このように、圧電素子の歩留まり低下を抑制しつつ高信頼性を維持した状態で、圧電素
子への配線作業を遂行することは困難を極め、かかる課題の解決が関係者の間で待望され
ていた。
【特許文献１】特開２００２－５０１４０号公報
【特許文献２】特開２００３－６１３７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　解決しようとする問題点は、従来技術では圧電素子への配線作業を圧電素子の歩留まり
低下を抑制しつつ高信頼性を維持した状態で遂行することは困難であった点である。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の圧電素子の電気的接続構造は、基部と磁気ヘッドとの間に介在させて設けられ
、電圧の印加状態に応じて変形する圧電素子を有し、前記圧電素子の変形に従って前記磁
気ヘッド側をスウェイ方向に微少移動させる圧電アクチュエータにおいて、前記圧電素子
は両端面の少なくとも一端を覆う電極と、前記両端面間を貫通する貫通孔とを有し、前記
電極に給電するための端子部材を前記圧電素子の貫通孔の前記電極が配された側の一端を
覆う形で配し、前記貫通孔の他端側より液状の導電性接着剤を注入することによって、前
記圧電素子の電極と前記端子部材との間が電気的に接続されていることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の圧電素子の電気的接続構造の前記貫通孔の形状は、円柱形状、又は円錐
台形状、又はこれらの同じ直径、又は異なる直径の形状の組合せからなることを特徴とし
てもよい。
【００１４】
　また、本発明の圧電素子の電気的接続構造の前記端子部材は、導電性基材上に、電気絶
縁層を介して配線部材を積層させて構成されることを特徴としてもよい。
【００１５】
　本発明の圧電アクチュエータは、請求項１から３のいずれか一項に記載の圧電素子の電
気的接続構造が採用されていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明のヘッドサスペンションは、請求項４記載の圧電アクチュエータが、ベースプレ
ートと、フレキシャが設けられるロードビームと、の間に取り付けられており、前記圧電
素子の変形に従って前記ロードビームの先端側をスウェイ方向に微少移動させることを特
徴とする。
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明の圧電素子の電気的接続構造は、基部と磁気ヘッドとの間に介在させて設けられ
、電圧の印加状態に応じて変形する圧電素子を有し、前記圧電素子の変形に従って前記磁
気ヘッド側をスウェイ方向に微少移動させる圧電アクチュエータにおいて、前記圧電素子
は両端面の少なくとも一端を覆う電極と、前記両端面間を貫通する貫通孔とを有し、前記
電極に給電するための端子部材を前記圧電素子の貫通孔の前記電極が配された側の一端を
覆う形で配し、前記貫通孔の他端側より液状の導電性接着剤を注入することによって、前
記圧電素子の電極と前記端子部材との間が電気的に接続されていることを特徴とする。
【００１８】
　このため、圧電素子の電極と端子部材とを導電性接着剤で電気的に接続させる際に、導
電性接着剤の偏りや、接着の際の圧電素子と端子部材との平行位置からのずれにより端子
部材が圧電素子に対して傾いて接着されるために発生する接着不良や、クリアランス高さ
の不均一の問題が発生することが無くなる。また、導電性接着剤は、前記圧電素子と前記
端子部材との間に注入されるだけでなく、前記貫通孔が余分となった導電性接着剤を保留
するたまりとして働くために、導電性接着材の注入量の制御に余裕が得られる。この結果
、導電性接着剤の注入の自動化が容易となる。さらに、余分な導電性接着剤がはみ出して
電気的ショートを発生させることが無くなる。
【００１９】
　また、本発明の圧電素子の電気的接続構造の前記貫通孔の形状は、円柱形状、又は円錐
台形状、又はこれらの同じ直径、又は異なる直径の形状の組合せからなることを特徴とし
てもよい。
【００２０】
　このため、貫通孔が円柱形状をしていることにより、貫通孔作製のための工作が容易で
あり、強度が高い。また、貫通孔が円錐台形状をしていることにより、導電性接着剤の注
入が斜め方向からも可能となり注入が容易となる。また、これらの同じ直径、又は異なる
直径の形状の組合せにより、双方の利点を取り入れることや前記した導電性接着剤を保留
するたまりとしての容積を制御可能となる。
【００２１】
　また、本発明の圧電素子の電気的接続構造の前記端子部材は、導電性基材上に、電気絶
縁層を介して配線部材を積層させて構成されることを特徴としてもよい。
【００２２】
　このため、電気絶縁層をフレキシャ部材で作製し圧電素子の電極と対向させることによ
り、圧電素子の電極と端子部材以外の位置での電気的接触がさけられ、該電気的接触によ
るノイズ発生を避けることができ、かつフレキシャ部材の可撓性により圧電素子の振動動
作によっても圧電素子の電極と端子部材が外れてしまうことが抑制される。
【００２３】
　本発明の圧電アクチュエータは、請求項１から３のいずれか一項に記載の圧電素子の電
気的接続構造が採用されていることを特徴とする。
【００２４】
　このため、請求項１から３が有する電気的接続の効果をもつ圧電アクチュエータが実現
する。
【００２５】
　本発明のヘッドサスペンションは、請求項４記載の圧電アクチュエータが、ベースプレ
ートと、フレキシャが設けられるロードビームと、の間に取り付けられており、前記圧電
素子の変形に従って前記ロードビームの先端側をスウェイ方向に微少移動させることを特
徴とする。
【００２６】
　このため、前記圧電アクチュエータが有する効果をもつヘッドサスペンションが実現す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２７】
　圧電素子の歩留まり低下を抑制しつつ高信頼性を維持した状態で圧電素子への配線作業
を遂行可能にするという目的を、前記圧電素子は両端面の少なくとも一端を覆う電極と、
前記両端面間を貫通する貫通孔とを有し、給電するための端子部材を前記圧電素子の貫通
孔の前記電極が配された側の一端を覆う形で配し、前記貫通孔の他端側より液状の導電性
接着剤を注入することによって、前記圧電素子の電極と前記端子部材との間が電気的に接
続されている圧電素子の電気的接続構造によって実現した。
【実施例】
【００２８】
　以下、本発明実施例に係る圧電素子の電気的接続構造、圧電アクチュエータ、ヘッドサ
スペンション、及び導電性部材の電気的接続構造について、図面を参照しつつ詳細に説明
する。
【００２９】
　初めに、本発明実施例に係るヘッドサスペンションの概略構成について説明する。
【００３０】
　［本発明実施例に係るヘッドサスペンション］
　図１は、本発明実施例に係るヘッドサスペンションの外観斜視図である。
【００３１】
　図１に示すように、本発明実施例に係るヘッドサスペンション３１は、後述する圧電素
子１３の取付部としての機能を兼ねたベースプレート３３と、ロードビーム３５と、ヒン
ジ部材としての機能を兼ねた連結プレート３７と、電圧の印加状態に応じて変形する圧電
素子１３と、などを備えている。このヘッドサスペンション３１は、ベースプレート３３
に形成した後述する開口部４３を有し、同開口部４３に圧電素子１３を埋め込み式に装着
することで、圧電素子１３の変形に従ってロードビーム３５の先端側をスウェイ方向（矢
印＋Ｚ、－Ｚ方向）に変位させるように構成されている。
【００３２】
　ベースプレート３３は、板厚が例えば１５０～２００μｍ程度の金属板（例えばステン
レス鋼）から構成されている。ベースプレート３３は、Ｕ字状に湾曲した左右一対の可撓
部４１ａ，４１ｂと、圧電素子１３を収容可能な開口部４３と、略円形のボス孔４５を有
している。一対の可撓部４１ａ，４１ｂは、圧電素子１３の側面に対応したそれぞれの位
置において、外側に凸となるように湾曲している。ベースプレート３３は、不図示のボイ
スコイルモータによって駆動されるアクチュエータアームの先端部に固定され、ボイスコ
イルモータによって旋回駆動されるようになっている。なお、ベースプレート３３の素材
としては、例えば、アルミニウム合金などの軽合金、又は軽合金とステンレス鋼とからな
るクラッド材等を用いることもできる。かかる軽量素材を採用すれば、ベースプレート３
３の慣性質量（イナーシャ）を小さくすることを通じて、スウェイ方向の共振周波数を高
くし、ひいてはヘッドサスペンション３１のトレース能力向上に寄与することができる。
なお、ベースプレート３３に可撓部４１ａ，４１ｂ及び開口部４３を設ける構成に代えて
、ベースプレート３３に対してその後端側が重ね合わされた状態でレーザ溶接等の適宜の
固着手段によって固着されるアクチュエータプレート３４に可撓部４１ａ，４１ｂ及び開
口部４３を設ける構成を採用してもよい。すなわち、本発明は、ベースプレート３３とア
クチュエータプレート３４を共に備えているヘッドサスペンションと、ベースプレート３
３を備えているがアクチュエータプレート３４は備えていないヘッドサスペンションとの
両者をその技術的範囲の射程に捉えている。ただし、以下では、説明の簡略化を企図して
、「アクチュエータプレート３４」は、「ベースプレート３３」と一体であるものとして
説明を進めることにする。
【００３３】
　ロードビーム３５にはフレキシャ３９が設けられている。フレキシャ３９は、ロードビ
ーム３５よりもさらに薄く精密な金属製の薄板ばねからなる。フレキシャ３９における先
端側には、磁気ヘッドを構成するスライダ（不図示）が設けられている。ロードビーム３
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５は、フレキシャ３９におけるスライダに負荷荷重を与えるもので、例えば３０～１５０
μｍ程度の板厚のステンレス鋼で形成されている。ロードビーム３５には、その両側部に
一対の曲げ縁３６ａ，３６ｂが形成されており、これにより、ロードビーム３５の剛性を
高めるようにしている。ロードビーム３５における後端側には、連結プレート３７が一体
に設けられている。なお、ロードビーム３５の素材としては、例えば、アルミニウム合金
などの軽合金、又は軽合金とステンレス鋼とからなるクラッド材等を用いることもできる
。かかる軽量素材を採用すれば、ロードビーム３５の慣性質量（イナーシャ）を小さくす
ることを通じて、スウェイ方向の共振周波数を高くし、ひいてはヘッドサスペンション３
１のトレース能力向上に寄与することができる。
【００３４】
　連結プレート３７は、板厚が例えば３０μｍ程度のばね性を有する金属板から構成され
ている。連結プレート３７の一部には、厚み方向の曲げ剛性を下げるための孔４７が形成
され、この孔４７の両側部に、厚み方向に撓むことのできる左右一対のヒンジ部４９ａ，
４９ｂが形成されている。連結プレート３７における後端側は、ベースプレート３３にお
ける先端側に、その裏面側から重ね合わされて、レーザ溶接等の適宜の固着手段によって
相互に固着されている。
【００３５】
　本発明実施例に係るヘッドサスペンション３１の説明の途中であるが、ここで説明の便
宜上、本発明実施例に係るヘッドサスペンションに組み込まれる圧電アクチュエータの構
成及びその作用効果について説明する。
【００３６】
　［圧電アクチュエータ］
　図２は、本発明実施例に係る圧電アクチュエータの外観斜視図、図３は、本圧電アクチ
ュエータのＡ－Ａ線に沿う矢視断面図である。
【００３７】
　図２及び図３に示すように、本発明実施例に係る圧電アクチュエータ１１は、電圧の印
加状態に応じて変形する略矩形形状の圧電素子１３を有し、圧電素子１３の変形に従って
被駆動部材（本発明実施例ではロードビーム３５）を駆動するように構成されている。こ
こで、「電圧の印加状態に応じて変形する」とは、電圧の印加又は開放に応じて変形する
概念と、電圧の印加レベルに応じて変形する概念との両者を包含する概念である。
【００３８】
　圧電素子１３は、共通の平面内において相互にスリット９５にて示される所定距離離隔
して配置される一対の第１及び第２電極板１５，１７と、一対の第１及び第２電極板１５
，１７に対向して設けられる一つの共有電極板（本発明の「圧電素子の電極」に相当する
。）１９と、一対の第１及び第２電極板１５，１７と共有電極板１９との間に設けられる
圧電材料部２１とを備えて構成されている。なお、第１及び第２電極板１５，１７と共有
電極板１９は、例えば金（Ａｕ）等の接触抵抗が低い金属材料を好適に用いることができ
る。また、一対の第１及び第２電極板１５，１７は、相互に略同一形状かつ略同一サイズ
に形成されている。さらに、共有電極板１９は、一対の第１及び第２電極板１５，１７を
統合したものと略同一形状かつ略同一サイズに形成されている。
【００３９】
　圧電材料部２１は、圧電素子１３の第１電極板１５への電圧の印加状態に応じて変形す
る第１圧電材料部２１ａと、第２電極板１７への電圧の印加状態に応じて変形する第２圧
電材料部２１ｂとが相互に異なる分極方向となるように分極処理がなされている。具体的
には、これら第１及び第２圧電材料部２１ａ，２１ｂは、例えば圧電セラミックスを素材
として用いて、相互に１８０°異なる分極方向となるように配置されている。
【００４０】
　圧電素子１３の略中央には、導電性接着剤を注入するための貫通孔９３があけられてい
る。貫通孔９３は、前記したスリット９５の間に図３に示すように好適にはスリット９５
の幅より狭い直径、典型的には０．５ｍｍから１ｍｍΦ程度を有し、電極１９が設けられ
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ている他端面まで貫通してあけられている。また、それに限らず貫通孔９３の直径は、ス
リット幅より広いものであってもよい。
【００４１】
　図３の断面図に示すように、貫通孔９３に通ずる部分には共有電極板１９は存在せず、
開口部となっている。この貫通孔９３は、圧電素子１３に対して切削加工や超音波研磨法
などにより作製される。また、圧電素子１３が圧電セラミックスを素材としている場合に
は、そのセラミックス焼成前にあらかじめ貫通孔９３を形成しておいて、その後焼成する
方法により作製する方法を用いてもよい。
【００４２】
　次に、本発明実施例に係る圧電アクチュエータ１１の動作について、圧電素子１３にお
けるＸ（図２参照）を固定側ベース部とする一方、Ｙ（図２参照）を駆動側ベース部とし
、さらに、一対の第１及び第２電極板１５，１７を電気的に接地する一方、共有電極板１
９に所要の電圧を印加した場合を想定して説明する。この場合、圧電素子１３は、図２に
示すように、第１電極板１５における一方の端面２３が収縮する一方、第２電極板１７に
おける他方の端面２５が伸長することで、全体として略台形形状に歪む。すると、圧電素
子１３は、Ｚ方向（図２参照）に微少距離だけ変位することで、駆動側ベース部Ｙにおけ
る被駆動部材の位置を変位させることができる。なお、上述とは逆に、共有電極板１９を
電気的に接地する一方、一対の第１及び第２電極板１５，１７に所要の電圧を印加した場
合には、マイナスＺ方向（図２のＺ方向とは逆方向）に微少距離だけ変位することで、駆
動側ベース部Ｙにおける被駆動部材の位置を変位させることができる。
【００４３】
　従って、本発明実施例に係る圧電アクチュエータによれば、第１及び第２電極板１５，
１７の２枚の電極への１系統と共有電極板１９の１系統の都合２系統の電気的接続を確保
すればよい。この結果、圧電素子への配線作業を簡易かつ高信頼性を維持した状態で遂行
するのを、各電極の構成面から補助することができる。
【００４４】
　また、一つの圧電素子１３を用いて圧電アクチュエータを構成する本発明実施例では、
部品点数削減を通じて、部品管理の煩わしさを低減するとともに、コスト的にも有利とな
る。
【００４５】
　次いで、引き続き本発明実施例に係るヘッドサスペンション３１の説明に戻る。
【００４６】
　図４は、本発明実施例に係るヘッドサスペンション３１を裏面から視た平面図である。
【００４７】
　図１及び図４に示すように、ベースプレート３３における開口部４３には、第１及び第
２電極板１５，１７が上方に位置する一方で、共有電極板１９が下方に位置するように、
圧電素子１３が埋め込み式に設けられている。また、ベースプレート３３の開口部４３の
周縁における先端側及び後端側には、圧電素子１３の接着性能向上を企図して、部分的な
エッチング処理が施してある。さらに、圧電素子１３と、ベースプレート３３との間には
、その周縁における先端側及び後端側に、適宜の厚みを有する非導電性接着剤層５１が設
けられている。この非導電性接着剤層５１により、圧電素子１３の歪み（変位）を効果的
にロードビーム３５に伝達するとともに、圧電素子１３における共有電極板１９とベース
プレート３３間における電気的な絶縁を確保するようにしている。なお、本実施例では、
ベースプレート３３と、連結プレート３７とが相互に重なり合う部分によって、圧電アク
チュエータ１１における駆動側ベース部Ｙが構成されている。
【００４８】
　次に、本発明実施例に係る圧電素子の電気的接続構造及びその作用効果について説明す
る。
【００４９】
　［圧電素子の電気的接続構造］
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　図５（ａ）は、配線部材をヘッドサスペンションの裏面側から視た外観図、図５（ｂ）
は、配線部材を圧電素子側から視た外観図である。
【００５０】
　本発明実施例に係るヘッドサスペンション３１の組立時において、圧電素子１３は、開
口部４３の内周面によって所定の位置に位置決めされる。その結果、図４及び図５等に示
すように、圧電素子１３に対する給電、並びに磁気ヘッドにおける読み取り乃至書き込み
信号を伝送するための、フレキシャ３９における配線部材５５のうち配線部６３と接続す
る略リング形状の端子部材５７と、圧電素子１３における共有電極板１９の中央部とが、
相互に対面するように位置する。これら両者間の高低差は数１０μｍ程度とごく僅かであ
る。なお、図５（ａ）に示すように、配線部材５５は、導電性基材（フレキシャ３９のＳ
ＵＳ製基材）５９上に、電気絶縁層６１を介して例えば銅線等からなる配線部６３と端子
部材５７とを、都合三層に積層させて構成されている。また、図５（ｂ）に示すように、
配線部材５５のうち、圧電素子１３の共有電極板（本発明の「圧電素子の電極」に相当す
る。）１９と対面する範囲６５について、共有電極板１９と導電性基材５９間における短
絡事故を未然に回避する目的で、導電性基材５９はエッチング処理によって除去されてい
る。
【００５１】
　次に図６を用いて、端子部材５７と共有電極板１９との電気的接続構造についての従来
例について説明する。
【００５２】
　まず、図６（Ａ２）は、従来例の端子部材５７と共有電極板１９との電気的接続構造を
示す断面図であり、図６（Ａ３）は、端子部材５７を有する配線部材５５の上面図である
。図６（Ａ２）において、端子部材５７と、圧電素子１３の共有電極板１９との間におけ
る僅かな高低差を埋めて両者間の電気的な接続関係を確保するための電気的接続構造とし
て、圧電素子１３の共有電極板１９に給電するための端子部材５７に端子中心貫通孔６７
を設け、又電気絶縁層６１に電気絶縁層貫通孔６８を設け、共有電極板１９と端子部材５
７との間に貫通孔６７の周囲にわたりリング状の液止め部材６９を介在させた状態で、電
気絶縁層６１側を圧電素子１３側に向けて対面させ、端子中心貫通孔６７内に液状の導電
性接着剤７１を注入することによって、圧電素子１３の共有電極板１９と端子部材５７と
の間を電気的に接続するように構成していた。しかし、この方法では、導電性接着剤７１
が端子部材５７の上端より上方向に盛り上がってしまい、対向する回転磁気ディスク（不
図示）との間のクリアランスに問題が発生する。
【００５３】
　そこで、図６（Ｂ１）（配線部材５５接着前の側面断面図）、（Ｂ２）（配線部材５５
接着後の側面断面図）、（Ｂ３）（配線部材５５の上面図）に示す改良方法が考えられる
。ここでは、端子部材５７にあけられた端子中心貫通孔６７を覆う蓋部材９１をあらかじ
め配線部材５５の作製時に絶縁層６１上部の端子部材５７上部に積層して形成しておく。
導電性接着剤７１は、図６（Ｂ１）に示すように下側（電気絶縁層６１側）から前記端子
中心貫通孔６７内に注入して端子部材５７と接触させておき、その後、図６（Ｂ２）に示
すように配線部材５５を圧電素子１３の共有電極板１９に押し付けて接着させる。
【００５４】
　この方法によると、端子部材５７の上面側が蓋部材９１により覆われているため、導電
性接着剤７１が端子部材５７より上に盛り上がってしまうことに起因する対向する回転磁
気ディスクとの間のクリアランスの問題は一見解消するように思われる。
【００５５】
　しかし、貫通孔６７の蓋部材９１の下面側に導電性接着剤７１を注入してから、配線部
材５５を圧電素子１３に押し付けて接着することとなるため、あらかじめ配線部材５５を
圧電素子１３上に配した上で導電性接着剤７１を注入する図６（Ａ２）の方法に比べて、
配線部材５５と圧電素子１３との平行をとるのが難しい。そのため、図６（Ｃ１）（配線
部材５５接着前の側面断面図）に示すように配線部材５５が傾いたまま、圧電素子に押し
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付けられることにより図６（Ｃ２）（配線部材５５接着後の側面断面図）、図６（Ｃ３）
（配線部材５５の上面図）に示すように導電性接着剤７１が偏って接着されてしまう問題
が発生する。
【００５６】
　また、図６（Ｄ１）（配線部材５５接着前の側面断面図）に示すように、導電性接着剤
７１が配線部材５５の下面から注入される際に、端子中心貫通孔６７からずれて注入され
てしまった場合には、前記図６（Ｃ２）と同様に図６（Ｄ２）（配線部材５５接着後の側
面断面図）、図６（Ｄ３）（配線部材５５の上面図）で示すように、例え配線部材５５が
圧電素子１３に対して平行に押し付けられて接着されたとしても、導電性接着剤７１が偏
って接着されてしまう。
【００５７】
　上記のように配線部材５５の下面に導電性接着剤７１が偏って接着されてしまうことに
より、充分な接着強度が得られずに剥がれが発生してしまったり、傾いて接着されてしま
うために、クリアランスの問題が発生する。
【００５８】
　そこで、本発明実施例では、圧電素子１３の略中央部に貫通孔９３（貫通孔形状による
バリエーション９３ａ、９３ｂ、９３ｃ、９３ｄ）を設けて、配線部材５５が配置される
共有電極板１９がある側とは反対側から貫通孔９３内に導電性接着剤７１を注入する方法
によりこれらの問題を解決した。
【００５９】
　図７に、本発明実施例による電気的接続構造について示す。貫通孔９３の形状により、
Ａ１－Ａ３、Ｂ１－Ｂ３，Ｃ１－Ｃ３、Ｄ１－Ｄ４の４種類のバリエーションを示す。
【００６０】
　図７（Ａ１）は、異なる直径の円柱が重なった形状の貫通孔９３ａを有する圧電素子１
３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入前の側面断面図である。図７（Ａ２）は、異な
る直径の円柱が重なった形状の貫通孔９３ａを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電
性接着剤７１注入後の側面断面図である。図７（Ａ３）は、異なる直径の円柱が重なった
形状の貫通孔９３ａを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上
面図である。
【００６１】
　図７（Ａ１）に示すように、導電性接着剤７１の注入前に、まず配線部材５５の電気絶
縁層６１側を圧電素子１３の共通電極と対向させて配置する。次に図７（Ａ２）に示すよ
うに、圧電素子１３の貫通孔９３ａの配線部材５５が重なっているのとは他端側である図
面の下側から導電性接着剤７１を注入する。この場合、あらかじめ配線部材５５が配置さ
れているため、圧電素子１３と配線部材５５との平行がとれる。また、導電性接着剤７１
は、端子部材５７の端子部材中心貫通孔６７において端子部材５７に接触し、また、電気
絶縁層６１にあけられた電気絶縁層貫通孔６８を満たし、電気絶縁層６１と共有電極板１
９との隙間に入り込み、さらに貫通孔９３ａの空隙が導電性接着剤７１のたまりとして働
いて充填される。また、導電性接着剤７１注入側の貫通孔９３ａは、直径が大きく開口し
ているために、導電性接着剤７１の注入が容易である。
【００６２】
　図７（Ｂ１）は、上側の径が小さい円錐台形状の貫通孔９３ｂを有する圧電素子１３と
配線部材５５の導電性接着剤７１注入前の側面断面図である。図７（Ｂ２）は、上側の径
が小さい円錐台形状の貫通孔９３ｂを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤
７１注入後の側面断面図である。図７（Ｂ３）は、上側の径が小さい円錐台形状の貫通孔
９３ｂを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上面図である。
【００６３】
　図７（Ｂ１－Ｂ３）では、貫通孔９３ｂの構造が円錐台形状であるので、貫通孔９３ａ
に比較して作製が容易である。また、注入側の開口径が大きいために同様に注入しやすい
。
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【００６４】
　図７（Ｃ１）は、上側の径が大きい円錐台形状の貫通孔９３ｃを有する圧電素子１３と
配線部材５５の導電性接着剤７１注入前の側面断面図である。図７（Ｃ２）は、上側の径
が大きい円錐台形状の貫通孔９３ｃを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤
７１注入後の側面断面図である。図７（Ｃ３）は、上側の径が大きい円錐台形状の貫通孔
９３ｃを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上面図である。
【００６５】
　図７（Ｃ１－Ｃ３）では、貫通孔９３ｃの構造が円錐台形状で、注入側の開口径が狭ま
っているために、導電性接着剤７１が例え図７（Ｃ２）のように下側から注入したとして
も、導電性接着剤７１が表面張力によって貫通孔９３ｃ内にとどまりやすい。
【００６６】
　なお、導電性接着剤７１の注入の際には、貫通孔９３の形状がいずれの場合であっても
、図７のように下側から注入する方法であってもよいし、圧電素子１３と配線部材５５を
上下逆に配置して、上側から注入する方法であってもよい。
【００６７】
　図７（Ｄ１）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電
性接着剤７１注入前の側面断面図である。図７（Ｄ２）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有
する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の側面断面図である。図７（
Ｄ３）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤
７１注入後の上面図である。
【００６８】
　図７（Ｄ１－Ｄ３）では、貫通孔９３ｄの形状が単純な円柱構造であるので、作製が容
易であり、強度が高い。
【００６９】
　図８に端子部材５７の他の実施例について示す。
【００７０】
　図８（Ａ１）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有して
端子中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入前の側面断面図である。
図８（Ａ２）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有して端
子中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の側面断面図である。図
８（Ａ３）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有して端子
中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上面図である。
【００７１】
　図７に示した例では、端子部材５７の中心には、端子部材中心貫通孔６７があったが、
図８の例では、（Ａ１－Ａ３）も（Ｂ１－Ｂ３）も端子部材５７には、該端子部材中心貫
通孔６７がなく、円盤状となっている。このため、端子部材の加工が簡単になる。
【００７２】
　さらに、図７に示した例との違いは、図８（Ａ２）及び（Ｂ２）に示すように、貫通孔
９３ｄ内の導電性接着剤７１の下部を絶縁充填材９７で埋めてあることである。この絶縁
充填材９７によって導電性接着剤７１が覆われていることにより、導電性接着剤７１が貫
通孔９３ｄの下部側から剥離して、磁気ディスク装置内に散らばって回転磁気ディスクに
付着する問題や、導電性接着剤７１が、第１電極板１５や第２電極板１７とショートを起
こす問題等を抑制することが可能となる。この絶縁充填材９７には、絶縁性の高分子材料
、例えばエポキシ樹脂等を用いることが可能である。高分子材料以外の例えばセラミック
材料であってもよい。
【００７３】
　図８（Ｂ１）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有さず
端子中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入前の側面断面図である。
図８（Ｂ２）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有さず端
子中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の側面断面図である。図
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８（Ｂ３）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有さず端子
中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上面図である。
【００７４】
　さらに、図８（Ｂ１－Ｂ３）では、蓋状部材９１を廃した。これにより、さらに配線部
材５５の作製が簡単化された。
【００７５】
　［実施例の効果］
　本発明実施例による圧電素子にあけた貫通孔９３中に端子部材５７が配置される共有電
極板１９とは反対側から導電性接着剤７１を注入して、前記共有電極板１９と端子部材５
７との電気的接続をとる電気的接続構造により、導電性接着剤７１の偏りや、接着の際の
圧電素子１３と端子部材５７との平行位置からのずれに起因して端子部材が圧電素子１３
に対して傾いて接着されるために発生する接着不良や、対向する回転磁気ディスクとの間
のクリアランス高さの不均一の問題が発生することが無くなる。
【００７６】
　また、導電性接着剤７１は、前記圧電素子１３の共有電極板１９と前記端子部材５７と
の間に注入されるだけでなく、前記貫通孔９３が余分となった導電性接着剤７１を保留す
るたまりとして働くために、導電性接着材７１の注入量の制御に余裕が得られる。この結
果、導電性接着剤７１の注入の自動化が容易となる。さらに、余分な導電性接着剤７１が
はみ出して電気的ショートを発生させることが無くなる。
【００７７】
　また、貫通孔９３ｄが円柱形状をしていることにより、貫通孔作製のための工作が容易
であり、強度が高い。また、貫通孔９３ｂが円錐台形状をしていることにより、導電性接
着剤の注入が斜め方向からも可能となり注入が容易となる。また、これらの同じ直径、又
は異なる直径の形状の組合せ（例えば９３ａ）により、双方の利点を取り入れることや前
記した導電性接着剤７１を保留するたまりとしての容積を制御可能となる。
【００７８】
　また、電気絶縁層６１をフレキシャ部材で作製し圧電素子１３の電極と対向させること
により、圧電素子１３の共有電極板１９と端子部材５７以外の位置での電気的接触がさけ
られ、該電気的接触による短絡問題を避けることができ、かつフレキシャ部材の可撓性に
より圧電素子１３の振動動作によっても圧電素子１３の共有電極板１９と端子部材５７が
外れてしまうことが抑制される。
【００７９】
　また、本発明実施例の電気的接続は、確実な接合強度をもって圧電素子１３への機械的
ストレスを一切与えることなく、圧電素子１３の共有電極板１９と前記端子部材５７との
間における電気的接続を担保することができる。従って、圧電素子への配線作業を、圧電
素子の歩留まり低下を抑制しつつ高信頼性を維持した状態で遂行することができる。
【００８０】
　［その他］
　本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨、あるいは技術思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのよう
な変更を伴う圧電素子の電気的接続構造、圧電アクチュエータ、ヘッドサスペンション、
及び導電性部材の電気的接続構造もまた、本発明における技術的範囲の射程に包含される
ものである。
【００８１】
　すなわち、例えば、ベースプレート３３に可撓部４１ａ，４１ｂ及び開口部４３を設け
る構成に代えて、アクチュエータプレート３４に可撓部４１ａ，４１ｂ及び開口部４３を
設ける構成を採用したヘッドサスペンションも、本発明の技術的範囲の射程に含まれる。
従って、本件出願に係る発明の構成要件「ベースプレート」は、本発明実施例に係る「ベ
ースプレート３３」及び「アクチュエータプレート３４」の両者を含む概念である。その
ため、本発明の請求項に記載の構成要件「ベースプレート」は、必要に応じて「アクチュ



(12) JP 5174649 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

エータプレート」と読み替えることが可能である。具体的には、例えば、「ベースプレー
トに形成した開口部」は、必要に応じて「アクチュエータプレートに形成した開口部」と
読み替えて、その技術的範囲を解釈することができる。
【００８２】
　また、本発明実施例中、本発明実施例に係る圧電アクチュエータが、ベースプレート３
３と、フレキシャ３９が設けられるロードビーム３５と、の間に取り付けられる態様を例
示して説明したが、本発明はこの例に限定されることなく、例えば、ヘッドサスペンショ
ンをキャリッジアームに固定して、キャリッジアームの回動により磁気ヘッドを移動させ
るヘッド移動機構において、ヘッドサスペンション、磁気ヘッドスライダ、若しくは磁気
ヘッド素子それ自体を微少移動させるために、基部と磁気ヘッドとの間に本発明実施例に
係る圧電アクチュエータを介在させて設ける構成を採用してもよい。
【００８３】
　そして、本発明実施例中、一つの圧電素子１３を用いて圧電アクチュエータ１１を構成
して、こうして構成した一つの圧電素子１３に対し、本発明に係る圧電素子の電気的接続
構造を適用する例をあげて説明したが、本発明はこの例に限定されることなく、例えば図
９に示すように、一対の圧電素子８１ａ，８１ｂを用いて圧電アクチュエータ８３を構成
して、こうして構成した一対の圧電素子８１ａ，８１ｂのそれぞれに対し、本発明に係る
圧電素子の電気的接続構造を適用してもよいことはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明実施例に係るヘッドサスペンションの外観斜視図である。
【図２】本発明実施例に係る圧電アクチュエータの外観斜視図である。
【図３】本圧電アクチュエータのＡ－Ａ線に沿う矢視断面図である。
【図４】本発明実施例に係るヘッドサスペンションを裏面から視た平面図である。
【図５】図５（ａ）は、配線部材をヘッドサスペンションの裏面側から視た外観図、図５
（ｂ）は、配線部材を圧電素子側から視た外観図である。
【図６】（Ａ２）は、従来例の配線部材５５と圧電素子１３の接着後の側面断面図、（Ａ
３）は、従来例の配線部材５５と圧電素子１３の上面図、（Ｂ１）は、蓋部材９１を有す
る配線部材５５と圧電素子１３の接着前の側面断面図、（Ｂ２）は、蓋部材９１を有する
配線部材５５と圧電素子１３の接着後の側面断面図、（Ｂ３）は、蓋部材９１配線部材５
５と圧電素子１３の接着後の上面図、（Ｃ１）は、配線部材５５と圧電素子１３と圧電素
子１３との平行がとれていない場合の蓋部材９１を有する配線部材５５と圧電素子１３の
接着前の側面断面図、（Ｃ２）は、配線部材５５と圧電素子１３と圧電素子１３との平行
がとれていない場合の蓋部材９１を有する配線部材５５と圧電素子１３の接着後の側面断
面図、（Ｃ３）は、配線部材５５と圧電素子１３と圧電素子１３との平行がとれていない
場合の蓋部材９１配線部材５５と圧電素子１３の接着後の上面図、（Ｄ１）は、導電性接
着剤７１が偏って注入された場合の蓋部材９１を有する配線部材５５と圧電素子１３の接
着前の側面断面図、（Ｄ２）は、導電性接着剤７１が偏って注入された場合の蓋部材９１
を有する配線部材５５と圧電素子１３の接着後の側面断面図、（Ｄ３）は、導電性接着剤
７１が偏って注入された場合の蓋部材９１配線部材５５と圧電素子１３の接着後の上面図
である。
【図７】（Ａ１）は、異なる直径の円柱が重なった形状の貫通孔９３ａを有する圧電素子
１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入前の側面断面図、（Ａ２）は、異なる直径の
円柱が重なった形状の貫通孔９３ａを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤
７１注入後の側面断面図、（Ａ３）は、異なる直径の円柱が重なった形状の貫通孔９３ａ
を有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上面図、（Ｂ１）は、
上側の径が小さい円錐台形状の貫通孔９３ｂを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電
性接着剤７１注入前の側面断面図、（Ｂ２）は、上側の径が小さい円錐台形状の貫通孔９
３ｂを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の側面断面図、（Ｂ
３）は、上側の径が小さい円錐台形状の貫通孔９３ｂを有する圧電素子１３と配線部材５
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５の導電性接着剤７１注入後の上面図、（Ｃ１）は、上側の径が大きい円錐台形状の貫通
孔９３ｃを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入前の側面断面図、
（Ｃ２）は、上側の径が大きい円錐台形状の貫通孔９３ｃを有する圧電素子１３と配線部
材５５の導電性接着剤７１注入後の側面断面図、（Ｃ３）は、上側の径が大きい円錐台形
状の貫通孔９３ｃを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上面
図、（Ｄ１）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性
接着剤７１注入前の側面断面図、（Ｄ２）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子
１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の側面断面図、（Ｄ３）は、円柱形状の貫
通孔９３ｄを有する圧電素子１３と配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上面図であ
る。
【図８】（Ａ１）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有し
て端子中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入前の側面断面図、（Ａ
２）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有して端子中心貫
通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の側面断面図、（Ａ３）は、円柱
形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有して端子中心貫通孔６７のな
い配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の上面図、（Ｂ１）は、円柱形状の貫通孔９３
ｄを有する圧電素子１３と蓋部材９１を有さず端子中心貫通孔６７のない配線部材５５の
導電性接着剤７１注入前の側面断面図、（Ｂ２）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧
電素子１３と蓋部材９１を有さず端子中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤
７１注入後の側面断面図、（Ｂ３）は、円柱形状の貫通孔９３ｄを有する圧電素子１３と
蓋部材９１を有さず端子中心貫通孔６７のない配線部材５５の導電性接着剤７１注入後の
上面図である。
【図９】本発明の変形実施例に係るヘッドサスペンションの外観図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１１　圧電アクチュエータ
　１３　圧電素子（圧電アクチュエータの一部を構成する。）
　１５　第１電極板
　１７　第２電極板
　１９　共有電極板（圧電素子の電極）
　２１　圧電材料部
　２１ａ，２１ｂ　第１，第２圧電材料部
　３１　ヘッドサスペンション
　３３　ベースプレート
　３４　アクチュエータプレート
　３５　ロードビーム
　３７　連結プレート（ヒンジ部材）
　３９　フレキシャ
　４１ａ，４１ｂ　一対の可撓部
　４３　開口部
　４９ａ，４９ｂ　ヒンジ部
　５３ａ，５３ｂ　一対の導電性接着剤
　５５　配線部材
　５７　端子部材
　５９　導電性基材
　６１　電気絶縁層
　６３　配線部
　６５　エッチング抜き部分
　６７　端子部材中心貫通孔
　６８　電気絶縁層貫通孔
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　６９　液止め部材
　７１　導電性接着剤
　８１ａ，８１ｂ　一対の圧電素子（圧電アクチュエータの一部を構成する。）
　８３　圧電アクチュエータ
　９１　蓋部材
　９３、９３ａ、９３ｂ、９３ｃ、９３ｄ　貫通孔
　９５　電極間のスリット
　９７　絶縁充填材

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】
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