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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線透過性基板の表面にシンチレータ材料を形成してなるシンチレータ基板と、
　前記シンチレータ材料がその撮像面上に配置される固体撮像素子と、
　前記固体撮像素子が固定されると共に前記固体撮像素子からの出力信号が入力される配
線が形成されたマウント基板と、
　前記固体撮像素子を囲むように前記マウント基板上に固定されると共に、前記シンチレ
ータ基板方向に向かって突出し前記シンチレータ基板に少なくとも一部が当接する位置決
め部を有する枠体と、
　前記位置決め部と前記マウント基板との間の空間内に位置し前記固体撮像素子と前記配
線とを接続するボンディングワイヤと、
を備え、
　前記シンチレータ基板の外縁が長方形であり、前記位置決め部は、前記シンチレータ基
板の周囲４つの側面を取り囲んでおり、これらの側面に接触している、
ことを特徴とするＸ線像検出装置。
【請求項２】
　前記枠体は金属からなることを特徴とする請求項１に記載のＸ線像検出装置。
【請求項３】
　前記枠体の前記位置決め部の前記ボンディングワイヤ側とは反対側にＸ線遮蔽性の材料
からなる遮蔽材を更に設けたことを特徴とする請求項1に記載のＸ線像検出装置。
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【請求項４】
　前記枠体の開口を塞ぐように前記枠体に固定された押さえ板と、前記押さえ板と前記シ
ンチレータ基板との間に介在する弾性体とを更に備え、前記弾性体は前記シンチレータ基
板を前記固体撮像素子方向へ付勢することを特徴とする請求項１に記載のＸ線像検出装置
。
【請求項５】
　前記枠体の開口を塞ぐように前記枠体に固定された押さえ板を更に備え、前記シンチレ
ータ基板の厚みは前記Ｘ線透過性基板が前記押さえ板に接触するように設定されることを
特徴とする請求項１に記載のＸ線像検出装置。
【請求項６】
　前記位置決め部と前記シンチレータ基板とは接着されていることを特徴とする請求項１
に記載のＸ線像検出装置。
【請求項７】
　前記Ｘ線透過性基板の前記シンチレータ材料側とは反対側の面は露出していることを特
徴とする請求項６に記載のＸ線像検出装置。
【請求項８】
　前記シンチレータ材料は樹脂膜によって被覆されていることを特徴とする請求項１に記
載のＸ線像検出装置。
【請求項９】
　前記Ｘ線透過性基板は、Ｘ線透過性ガラス又はアモルファスカーボンからなり、前記シ
ンチレータ材料は柱状結晶のＣｓＩからなり、前記樹脂膜はポリパラキシリレンからなる
ことを特徴とする請求項８に記載のＸ線像検出装置。
【請求項１０】
　前記固体撮像素子は、複数の半導体撮像素子チップを配列してなることを特徴とする請
求項１に記載のＸ線像検出装置。
【請求項１１】
　前記複数の半導体撮像素子チップの撮像面が、全て同一平面内に位置するように、前記
複数の半導体撮像素子チップは一塊の弾性体によって前記マウント基板方向へ付勢されて
いることを特徴とする請求項１０に記載のＸ線像検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｘ線像検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＸ線像検出装置は、特許文献１及び特許文献２に記載されている。前者はＸ線遮
蔽性のＦＯＰ（ファイバオプティックプレート）上にシンチレータ材料を形成し、これを
固体撮像素子上に接着しており、後者はシンチレータ材料を固体撮像素子上に直接形成し
ている。
【特許文献１】特開昭６０－２３４６４５号公報
【特許文献２】特開平５－２４２８４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前者の装置においては接着剤内の気泡によって影ができる場合があり、
また、後者においては固体撮像素子をシンチレータ材料形成環境下に配置するため画質が
劣化する可能性がある。本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、良
好なＸ線画像が得られるＸ線像検出装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　上述の課題を解決するため、本Ｘ線像検出装置は、Ｘ線透過性基板の表面にシンチレー
タ材料を形成してなるシンチレータ基板と、シンチレータ材料がその撮像面上に配置され
る固体撮像素子と、固体撮像素子が固定されると共に固体撮像素子からの出力信号が入力
される配線が形成されたマウント基板と、固体撮像素子を囲むようにマウント基板上に固
定されると共に、シンチレータ基板方向に向かって突出しシンチレータ基板に少なくとも
一部が当接する位置決め部を有する枠体と、位置決め部とマウント基板との間の空間内に
位置し固体撮像素子と配線とを接続するボンディングワイヤとを備え、シンチレータ基板
の外縁が長方形であり、位置決め部は、シンチレータ基板の周囲４つの側面を取り囲んで
おり、これらの側面に接触していることを特徴とする。
【０００５】
　Ｘ線透過性基板を透過したＸ線像は、これに形成されたシンチレータ材料によって可視
像に変換され、この可視像は、固体撮像素子の撮像面に直接入射し、固体撮像素子から出
力される可視像の映像信号は、位置決め部によって保護されたボンディングワイヤを介し
てマウント基板上に形成された配線に出力される。したがって、本装置においては良質な
Ｘ線画像を得ることができる。
【０００６】
　特に、枠体の位置決め部が、これの下部に位置するボンディングワイヤを保護すると共
に、これに当接するシンチレータ基板の位置決め及び支持を行うので、固体撮像素子を気
泡の入る可能性がある接着剤で接着しなくてもよく、また、枠体が金属からなる場合には
、固体撮像素子の読出部、ボンディングワイヤ、ボンディングパッド等へのＸ線入射を抑
制する遮蔽効果を向上させる。なお、遮蔽率が十分でない場合は、枠体の位置決め部のボ
ンディングワイヤ側とは反対側にＸ線遮蔽性の材料からなる遮蔽材を更に設けることによ
って、Ｘ線を遮蔽することが望ましい。
【０００７】
　なお、位置決め部は、その少なくとも一部がシンチレータ基板に当接するが、位置決め
部の内縁が長方形（正方形を含む）であり、シンチレータ基板の外縁が長方形（正方形を
含む）である場合、シンチレータ基板外縁の２辺を、位置決め部内縁の２辺に押し付けれ
ば、シンチレータ基板は位置決めされることとなり、双方の４辺が全て接触している必要
はない。
【０００８】
　シンチレータ基板は、マウント基板の表面を水平にして用いる場合には特に固定しなく
てもよい場合があるが、好適にはこれを固定する。すなわち、本装置は、枠体の開口を塞
ぐように枠体に固定された押さえ板と、押さえ板とシンチレータ基板との間に介在する弾
性体とを更に備え、弾性体はシンチレータ基板を固体撮像素子方向へ付勢することが好ま
しい。
【０００９】
　この場合、シンチレータ基板は押さえ板及び弾性体によって固定されると共に、固体撮
像素子方向へと付勢されるので、シンチレータ基板の固体撮像素子との密着性を高めて更
に良質なＸ線画像を得ることができる。特に、Ｘ線が軟Ｘ線の場合には、Ｘ線透過性基板
によるＸ線透過率を僅かにでも向上させるため、基板の厚みは比較的薄く設定されるが、
基板の厚みが薄い場合には撓みが発生し、これが画像劣化の要因となる。本装置において
は、上記のように、付勢によって密着性を高めているので、基板の撓みを矯正し、更に良
質な画像を得ることができる。
【００１０】
　弾性体を用いない場合においても、本装置が枠体の開口を塞ぐように枠体に固定された
押さえ板を更に備え、シンチレータ基板の厚みがＸ線透過性基板が押さえ板に接触するよ
うに設定されることとしても、シンチレータ基板の密着性を向上させることができるため
、上記と同様に良質な画像を得ることができる。
【００１１】
　上述の密着性向上手法を用いる場合、或いは用いない場合において、位置決め部とシン
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チレータ基板とは接着されていることが望ましい。この場合、接着によってシンチレータ
基板の位置決めがより強固なものとなり、また、これと固体撮像素子の撮像面との間に接
着剤を用いる必要がなくなるので、気泡による影の混入を防止することができる。
【００１２】
　このような接着手法を行う場合、押さえ板を用いないこともできるので、Ｘ線透過性基
板のシンチレータ材料側とは反対側の面は露出させることもできる。したがって、この場
合、シンチレータ材料へのＸ線入射率を向上させることができる。
【００１３】
　また、シンチレータ材料は樹脂膜によって被覆されていることが好ましい。これにより
、シンチレータ材料の耐湿性が向上する。樹脂膜は一層又は多層とすることができるが、
一層である場合にはシンチレータ材料で発生した可視光像の減衰を抑えることができる。
しかしながら、その一方で多層被覆と比較すると、耐湿性は劣る。上記接着手法を用いる
場合には、位置決め部に塗布される接着剤がシンチレータ材料設置空間内における防湿作
用をも奏するので、樹脂膜一層被覆を用いた場合、可視光像の減衰を抑制すると共に耐湿
性も向上させることができる。
【００１４】
　なお、Ｘ線透過性基板は、Ｘ線透過性ガラス又はアモルファスカーボンからなり、シン
チレータ材料は柱状結晶のＣｓＩからなり、樹脂膜はポリパラキシリレンからなることが
好ましい。
【００１５】
　更に、大面積のＸ線撮像を行う場合においては、上記固体撮像素子は、複数の半導体撮
像素子チップを配列してなることが好ましい。このような場合においては、従来のように
撮像面に接着剤を塗布すると、気泡の混入率が著しく高まるが、本装置においては、これ
を確実に抑制することができる。
【００１６】
　特に、複数の半導体撮像素子チップの撮像面が、全て同一平面内に位置するように、複
数の半導体撮像素子チップは一塊の弾性体によってマウント基板方向へ付勢されていると
、その効果を顕著とすると共に、撮像される画像の歪を低減させることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本装置においては良質なＸ線画像を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明に係るＸ線像検出装置の実施形態について説明する。なお、同一要素には
同一符号を用いることとし、重複する説明は省略する。
【００１９】
　（第１実施形態）
【００２０】
　図１は第１実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。本装置は、Ｘ線透過性基
板１ａの表面にシンチレータ材料１ｂを形成してなるシンチレータ基板１を備えている。
また、本装置は、シンチレータ材料１ｂがその撮像面上に配置される固体撮像素子２を備
えており、シンチレータ材料１ｂは、この撮像面に接触している。なお、シンチレータ材
料１ｂを樹脂膜によって被覆する場合には、これが撮像面に接触する。固体撮像素子２は
ＣＣＤイメージセンサからなることとしてもよいが、本例ではＭＯＳ型イメージセンサで
あることとする。
【００２１】
　固体撮像素子２は、マウント基板３上に固定されている。マウント基板３の表面には、
固体撮像素子２からの出力信号が入力される配線３ａが形成されている。
【００２２】
　更に、本装置は、固体撮像素子２を囲むようにマウント基板３上に固定された枠体４を
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備えている。枠体４は、シンチレータ基板１方向に向かって突出しシンチレータ基板１に
当接する位置決め部４ａを有する。シンチレータ基板１の形状は長方形又は正方形である
。位置決め部４ａは、シンチレータ基板１の周囲４つの側面を取り囲んでおり、これらの
側面に接触している。
【００２３】
　なお、位置決め部４ａは、その少なくとも一部がシンチレータ基板１に当接するが、位
置決め部４ａの内縁が長方形（正方形を含む）であり、シンチレータ基板１の外縁が長方
形（正方形を含む）である場合、シンチレータ基板外縁の２辺を、位置決め部内縁の２辺
に押し付ければ、シンチレータ基板１は位置決めされることとなり、双方の４辺が全て接
触している必要はない。
【００２４】
　位置決め部４ａとマウント基板３との間には空間Ｓが形成されている。空間Ｓ内には、
固体撮像素子２の読出部、マウント基板３上の配線３ａに繋がるボンディングパッド部、
固体撮像素子２と配線３ａとを接続するボンディングワイヤ５が位置する。なお、マウン
ト基板３の裏面側には固体撮像素子３を駆動する駆動信号を入力すると共に出力信号を読
み出すコネクタ６が取付けられている。
【００２５】
　本装置においては、Ｘ線透過性基板１ａ方向からシンチレータ材料１ｂにＸ線が入射す
る。Ｘ線透過性基板１ａを透過したＸ線像は、これに形成されたシンチレータ材料１ｂに
よって可視像に変換され、この可視像は、固体撮像素子２の撮像面に直接入射し、固体撮
像素子２から出力される可視像の映像信号は、位置決め部４ａによって保護されたボンデ
ィングワイヤ５を介してマウント基板３上に形成された配線３ａに入力される。なお、マ
ウント基板３上には、図示していないが固体撮像素子２を駆動するための駆動回路、及び
固体撮像素子２から出力された映像信号を配線３ａを介して受信して増幅する増幅器が配
置されており、この映像信号はＸ線画像としてコネクタ６から出力される。
【００２６】
　本装置においては、枠体４の位置決め部４ａが、これの下部に位置するボンディングワ
イヤ５を保護すると共に、これに当接するシンチレータ基板１の位置決め及び支持を行う
ので、固体撮像素子２を気泡の入る可能性がある接着剤で接着しなくてもよく、また、枠
体４が金属からなる場合には、固体撮像素子２の読出部、ボンディングワイヤ５、ボンデ
ィングパッド等へのＸ線入射を抑制する遮蔽効果を向上させる。なお、本例においては、
枠体４の位置決め部４ａのボンディングワイヤ５側とは反対側にＸ線遮蔽性の材料からな
る遮蔽材７を更に設けており、Ｘ線を十分に遮蔽している。なお、遮蔽材７は、鉛からな
る。
【００２７】
　シンチレータ基板１は、マウント基板３に固定されている。すなわち、本装置は、枠体
４の開口を塞ぐように枠体４に固定された押さえ板８と、押さえ板８とシンチレータ基板
１との間に介在する弾性体９を備えており、弾性体９はシンチレータ基板１を固体撮像素
子２方向へ付勢し、加圧している。本例においては、弾性体はウレタン等のスポンジから
なる。
【００２８】
　この場合、シンチレータ基板１は押さえ板８及び弾性体９によってマウント基板３に固
定されると共に、固体撮像素子２方向へと付勢されるので、シンチレータ基板１の固体撮
像素子２との密着性を高めて更に良質なＸ線画像を得ることができる。特に、入射Ｘ線が
軟Ｘ線の場合には、Ｘ線透過性基板によるＸ線透過率を向上させるため、基板１ａの厚み
は比較的薄く設定されるが、基板１ａの厚みが薄い場合には撓みが発生し、これが画像劣
化の要因となる。本装置においては、上記のように、付勢によって密着性を高めているの
で、基板１ａの撓みを矯正し、更に良質な画像を得ることができる。
【００２９】
　また、位置決め部４ａとシンチレータ基板１とは接着剤１０によって接着されている。
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この場合、接着によってシンチレータ基板１の位置決めがより強固なものとなり、また、
これと固体撮像素子２の撮像面との間に接着剤を用いる必要がなくなるので、気泡による
影の混入を防止することができる。
【００３０】
　シンチレータ材料１ｂは樹脂膜１ｃによって被覆されている。これにより、シンチレー
タ材料１ｂの耐湿性が向上する。樹脂膜１ｃは一層又は多層とすることができるが、一層
である場合にはシンチレータ材料１ｂで発生した可視光像の減衰を抑えることができる。
しかしながら、一層の場合、多層被覆と比較すると、耐湿性は劣る。上記接着手法を用い
る場合には、位置決め部４ａに塗布される接着剤１０がシンチレータ材料設置空間内にお
ける防湿作用をも奏するので、樹脂膜一層被覆を用いた場合、可視光像の減衰を抑制する
と共に耐湿性も向上させることができる。
【００３１】
　本例において、Ｘ線透過性基板１ａは、Ｘ線透過性ガラス又はアモルファスカーボンか
らなり、シンチレータ材料１ｂは柱状結晶のＣｓＩからなり、樹脂膜はポリパラキシリレ
ンからなり、Ｘ線の透過率を向上させるとともに、高解像度の可視光像を得ることができ
、この可視光像を低い減衰で固体撮像素子２に入射させることができる。
【００３２】
　なお、本装置においては、遮蔽材７も位置決め部を構成しており、枠体４の位置決め部
４ａの上面よりもシンチレータ基板１の上面の方が低く設定されている。また、枠体４の
開口端には押さえ板位置決め用の位置決め部４ｂが設けられており、この位置決め部４ｂ
の段差に押さえ板８が嵌まり込む共に、押さえ板８の下面は遮蔽材７及び図面右方の位置
決め部４ａの上面に当接し、押さえ板８は、これらの間に介在する接着剤によって枠体４
に固定されている。
【００３３】
　（第２実施形態）
【００３４】
　図２は第２実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。本例では、第１実施形態
の装置において用いた弾性体９を備えておらず、他の構成は第１実施形態と同一である。
すなわち、シンチレータ基板１の厚みはＸ線透過性基板１ａが押さえ板８に接触するよう
に設定されており、これによってシンチレータ基板１の固体撮像素子２との密着性を向上
させている。この場合にも、上記と同様に良質な画像を得ることができる。なお、本装置
においては、遮蔽材７も位置決め部を構成しており、枠体４の位置決め部４ａの上面とシ
ンチレータ基板１の上面との高さは同一である。
【００３５】
　（第３実施形態）
【００３６】
　図３は第３実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。本例では、上述の接着剤
１０を用いることにより、第２実施形態における押さえ板８を省略したものであり、他の
構成は第２実施形態と同一である。すなわち、Ｘ線透過性基板１ａのシンチレータ材料１
ｂ側とは反対側の面は露出している。この場合、押さえ板８が無いため、第２実施形態も
のと比較して、シンチレータ材料１ｂへのＸ線入射率を向上させることができる。
【００３７】
　（第４実施形態）
【００３８】
　図４は第４実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。本例では、第３実施形態
と比較して、枠体４の位置決め部４ａの上面よりもシンチレータ基板１の上面の方が高く
設定されており、他の構成は第３実施形態と同一である。本例の場合、若干基板１ａが位
置決め部４ａよりも突出するので、製造時において、この突出部を保持したまま、枠体４
開口部内にシンチレータ基板１を挿入することができる。
【００３９】
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　（第５実施形態）
【００４０】
　図５は第５実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。本装置においては、固体
撮像素子２は、１つの半導体撮像素子チップからではなく、複数の半導体撮像素子チップ
２’を隣接するように平面状に配列したものからなる。本装置においては、この点が第１
実施形態の装置と異なり、他の構成は同一である。大面積のＸ線撮像を行う場合において
は、従来のように撮像面に接着剤を塗布すると、気泡の混入率が著しく高まるが、本装置
においては、これを確実に抑制することができる。
【００４１】
　特に、本例では、複数の半導体撮像素子チップ２’の撮像面が、全て同一平面内に位置
するように、複数の半導体撮像素子チップ２’は一塊の弾性体９によってマウント基板３
方向へ付勢されているので、その効果を顕著とすると共に、撮像される画像の歪を低減さ
せることができる。
【００４２】
　なお、固体撮像素子２を複数の半導体撮像素子チップ２’から構成するものは、上記第
２乃至第４実施形態の装置にも適用することができる。
【００４３】
　（第６実施形態）
【００４４】
　図６は第６実施形態に係るＸ線像検出装置を分解して示す斜視図である。本実施形態に
おいては、第１乃至第５実施形態に係るＸ線像検出装置のいずれか１つをハウジング内に
収容してなるものである。このハウジングはハウジング本体ＨＳＬと、これに嵌まる上蓋
ＨＳＵからなり、上蓋ＨＳＵにはＸ線入射用開口ＯＰが形成されている。この開口ＯＰは
上蓋ＨＳＵの内側に取付けられたＸ線透過性平板１１によって塞がれており、Ｘ線透過性
平板１１は好適にはポリカーボネイト又はアモルファスカーボンからなる。
【００４５】
　Ｘ線入射用開口ＯＰの直下には、第１乃至第５実施形態に係るＸ線像検出装置のいずれ
か１つが配置され、そのマウント基板３の裏面側には固体撮像素子２を駆動する駆動回路
及び固体撮像素子２からの映像信号を増幅する増幅器等を含む電子回路ユニット１２が設
けられ、これらの駆動回路への供給電力や制御信号、映像信号等の送受信はハウジング側
面に設けられた複数のコネクタを介して行われる。マウント基板３とハウジングの底面と
の間にはスペーサ及びステーＳＴが介在しており、上記電子回路ユニット１２が配置され
る空間を確保している。
【００４６】
　本装置によれば、ハウジング内に装置が収納されているので電子回路ユニット１２等が
保護される。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明はＸ線像検出装置に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】第１実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。
【図２】第２実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。
【図３】第３実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。
【図４】第４実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。
【図５】第５実施形態に係るＸ線像検出装置の縦断面図である。
【図６】第６実施形態に係るＸ線像検出装置を分解して示す斜視図である。
【符号の説明】
【００４９】
　３・・・マウント基板、２・・・固体撮像素子、１２・・・電子回路ユニット、４・・
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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