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に接地電極 が形成され、他方の面に信号用電極 が形成されており、この圧電素子の接地電極の形成面に音響
マツチング層 が積層されているとき、この音響マツチング層は、少な とも導電性部材 2 0 を含む複数の素材の
複合材料で構成され、かつ導電性部材は、圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ層の厚さ方向に貫
通する部位を有 している。



明 細 苫

超音波探触子

技術分野

０００1 本発明は、生体などの被検体に当接させて超音波を送信及び受信することにより、

被検体の診断情報を得るために使用される超音波探触子に関する。

背景技術

０００2 超音波診断装置は超音波を人や動物などの生体の被検体に照射し、被検体内で

反射されるェコ一信号を検出して生体内組織の断層像などをモニタに表示し、被検

体の診断に必要な情報を提供するものである。この超音波診断装置には被検体内

への超音波の送信と、被検体内からのェコ一信号の受信とを行ぅための超音波探触

子が使用される。

０００3 図9はこの種の従来の超音波探触子の構成例を示した断面図である。図9におい

て、超音波探触子3０は不図示の被検体との間で超音波を送受信するべく、一定方

向 (図9においては紙面と直交する方向) に配列された複数の圧電素子 と、この圧

電素子 の被検体側 (図9の上方) の表面 (以下、被検体側の表面を前面と称すめ
に設けられた 屑以上(図示したものは2屑)の音響マッチング屑 2 ( 2a 2b) と、こ

の音響マッチング屑 2の前面に設けられた音響レンズ 3と、圧電素子 の被検体

側とは反対側 (図9の下方) の表面 (以下、被検体側とは反対側の表面を背面と称す

る) に設けられた信号用電気端子 5と、この信号用電気端子 5の背面に設けられた

背面負荷材 4と、第 の音響マッチング屑 2aと第2の音響マッチング屑 2bとの間

に装若された接地用電気端子 6とを備えている。

０００4 圧電素子 はPZ (チタン酸ジルコン酸鉛 ) 系などの圧電セラミックス、単結品、こ

れらの材料と高分子材料とを複合した複合圧電体、あるレソまP (二フッカポリビ

ニル) などに代表される高分子材料の圧電体などによって形成される。この圧電素子

の前面及び背面にはそれぞれ電極が形成され、これらの電極と圧電素子 との

間で電気信号の送受信が行われる。すなわち、圧電素子 は電圧を超音波に変換

して被検体内に送信し、また、被検体内で反射したェコ一を受信して電気信号に変



換する。

０００5 音響マッチング屑 2は超音波を効率よく被検体に送信し、かつ、被検体から受信

するために設けられ、より具体的には、圧電素子 の音響インピーダンスを段階的

に被検体の音響インピーダンスに近づける役割を果たしている。図示の例では、音

響マッチング屑 2として第 の音響マッチング屑 2aと第2の音響マッチング屑 2bと

が積み重ねられている。このぅち、第 の音響マッチング屑 2aとしては導電部材であ

るグラファイトが用いられ、その前面から絶縁性フィルムに金属膜を披若した電気端

子 6が取り出されている。更に電気端子 6の前面に第2の音響マッチング屑 2bが

設けられている。この構成は、圧電素子 が外部からの機械的な衝撃などによって

割れたとしても、絶縁性フィルムは割れにくいため、電気的な導通が確保できるので

信頼性が高いとレぢ特徴を有している (例えば、下記の特許文献 参照 )。

０００6 一方、第 の音響マッチング屑 2aとして、グラファイトよりも音響インピーダンスの大

きい材料を用いることによって、広帯域化するといぅ構成も知られている (例えば、下

記の特許文献2参照 )。

０００7 また、第 の音響マッチング屑 2aとして、絶縁性部材の一部に貫通孔を設け、この

貫通孔に導電性部材を嵌装し、その前面に設けた電気端子とその背面にある圧電

素子 の電極とを接続する構成も知られている (例えば、下記の特許文献3参照 )。

０００8 音響レンズ 3は診断画像の分解能を高めるために超音波ビームを絞る役割を果た

すものである。この音響レンズ 3はオプション要素であり、必要に応じて設けられる。

背面負荷材 4は圧電素子 を保持するよぅに結合され、さらに不要な超音波を減

衰させる役割を果たすものである。

特許文献1:特開平7 23497号公報

特許文献2 :特開2００3 25494号公報

特許文献3 :実開平7 ０7号公報

０００9 電子走査型の超音波診断装置は、圧電素子を複数の群にして個々の圧電素子群

に一定の遅延時間を与えて駆動し、各圧電素子群から被検体内への超音波の送信

と、被検体内からのエコー信号の受信とを行ぅ。このよぅに遅延時間を与えることによ

って超音波ビームが収束あるいは拡散され、広い視野幅あるいは高分解能の超音波



画像を得ることができる。

００1０ 複数の圧電素子群に一定の遅延時間を与えて超音波画像を得るシステムは、一般

的なシステムとして既に知られている。超音波探触子として、このよぅな高分解能の超

音波画像を得るために重要なことの つに広帯域化がある。また、高い性能が求めら

れる一方で、超音波探触子は医師あるいは検査技師が操作するとともに、被検体に

直接あるいは間接的に接触させて診断画像を得るものであることから、超音波探触

子には操作性を良好にするためにスリムな形状も求められる。また、超音波探触子は

その操作中あるいはそれ以外のときに、不可抗力で落下させられたり、打撃が与えら

れたりして壊れることも時々あり、それに対して信頼性の商いものが求められる。

００11 超音波探触子を広帯域化するための つの方策として、特許文献2に示すよぅに、

圧電素子の前面に設ける音響マッチング屑を3屑以上にする構成が挙げられる。し

かしながら、この構成においては、圧電素子側の第 の音響マッチング屑に半導体で

あるシリコンを使用しているため、この第 の音響マッチング屑側の圧電素子の電極

から取り出す電気端子は、圧電素子に形成された電極の端部の一部から取り出すし

かなく、この構成では機械的な衝撃によって圧電素子及び電極が割れた場合、割れ

た時点で断線が発生して機能が低下することになる。

００12 一方、特許文献 に示す構成は、第 の音響マッチング屑に導体であるグラファイト

を使用し、その前面に絶縁性フィルムの一主面に金属膜を披若させた電気端子を設

けているため、信頼性は高くなるが、第 の音響マッチング屑に使用する導体材料は

音響インピーダンスが 、さく、また、音響マッチング屑は2屑までしか積層できないた

め、広帯域化が困難であった。近年、超音波探触子はより広帯域ィヒされる傾向にあり

、某本周波数に対して2次あるレ ま3次の高調波成分を利用するか、あるいは複数の

周波数で使用して高分解能の超音波画像を得て診断する場合が多くなってきている

ことから、広帯域化することがますます重要になってきている。

発明の開示

００13 本発明は、上記の事情を考慮してなされたもので、その日的は、高分解能の診断

画像を得ることができるとともに、信頼性の商い超音波探触子を提供することにある。

また本発明の他の日的は、操作性の良好な超音波探触子を提供することにある。



００14 本発明は、厚さ方向の両面に電極が形成された圧電素子と、前記圧電素子の一方

の電極形成面に積層された音響マッチング屑とを備えた超音波探触子において、

前記音響マッチング屑は、少なくとも導電性部材を含む複数の素材の複合材料で

構成され、かつ前記導電性部材は、前記圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所

で、それぞれ屑の厚さ方向に貫通する部位を有していることを特徴とする。

この構成により、圧電素子の一方の電極形成面に積層される音響マッチング屑の

音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になるため、周波数の広帯域化が

できることによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、音響マッチング屑

を介して、圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所に電気端子を接続することが

可能になるため、信頼性の高い超音波探触子が提供される。

００15 また、本発明は、前記音響マッチング屑は、絶縁性部材又は半導電性部材と、導

電性部材とを含む複数の素材の複合材料、若しくは絶縁性部材又は半導電性部材

を含む複数の素材と、導電性部材を含む複数の素材との複合材料で構成され、かつ

前記導電性部材は、前記圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ屑

の厚さ方向に貫通する部位を有していることを特徴とする。

この構成により、圧電素子の一方の電極形成面に積層される音響マッチング屑の

音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になるため、周波数の広帯域化が

できることによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、音響マッチング屑

を介して、圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所に電気端子を接続することが

可能になるため、信頼性の高い超音波探触子が提供される。

００16 また、本発明は、所定の厚さを有し、厚さ方向の両面に電極が形成され、互いに厚

さ方向と直交する方向に配置された複数の圧電素子と、前記複数の圧電素子の一

方の電極形成面にそれぞれ積層された複数の音響マッチング屑とを備えた超音波

探触子において、

前記音響マッチング屑は、前記圧電素子に順に積層された第 及び第2の音響マ

ッチング屑を含み、

前記第 の音響マッチング屑は、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材と

を含む複数の素材の複合材料で構成され、かつ前記導電性部材は、前記圧電素子



の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ屑の厚さ方向に貫通する部位を有し

ていることを特徴とする。

この構成により、音響マッチング屑の多層化により、音響インピーダンスを所望の値

にすることが容易になるため、高分解能の診断画像を得ることができ、また、第 の音

響マッチング屑を介して、圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所に電気端子を

接続することが可能になるため、信頼性の高い超音波探触子が提供される。

００17 また、本発明は、前記圧電素子に隣接する前記音響マッチング屑を構成する前記

複合材料は、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材とが、あらかじめ定めた

領城に配置されていることを特徴とする。

この構成により、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材との体積率を任意

に設定することが可能になり、音響インピーダンスの決定が容易になる。

００18 また、本発明は、前記圧電素子に隣接する前記音響マッチング屑の外表面部に積

層された電気端子を備え、

前記電気端子は、絶縁性フィルムの一主面に導電性膜が披若され、かつ前記絶縁

性フィルムの一主面が前記音響マッチング屑に対向するよぅに積層され、前記導電

性膜が、前記音響マッチング屑を構成する前記導電性部材を介して、前記圧電素子

に形成された一方の前記電極と電気的に接続されていることを特徴とする。

この構成により、機械的な衝撃などによって圧電素子及び一方の電極が割れたとし

ても絶縁性のフィルムは割れ難いため、断線して故障することが極めて少なくなって

操作性の良好な超音波探触子が提供される。

００19 また、本発明は、所定の厚さを有し、厚さ方向の両面に電極が形成され、互いに厚

さ方向と直交する方向に配置された複数の圧電素子と、前記複数の圧電素子の一

方の電極形成面にそれぞれ積層された複数の音響マッチング屑とを備えた超音波

探触子において、

を3以上の整数として、前記音響マッチング屑は、前記圧電素子に順に積層され

る第 ～第 の音響マッチング屑を含み、かつ第 の音響マッチング屑と第2の音響マ

ッチング屑との間に電気端子が挿若され、

少なくとも前記第 の音響マッチング屑は、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電



性部材とを含む複数の素材の複合材料で構成され、かつ前記導電性部材は、前記

圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ屑の厚さ方向に貫通する部

位を有し、

前記電気端子は、絶縁性フィルムの一主面に導電性膜が披若され、かつ前記絶縁

性フィルムの一主面が前記音響マッチング屑に対向するよぅに積層され、前記導電

性膜が、前記第 の音響マッチング屑を構成する前記導電性部材を介して、前記圧

電素子に形成された一方の前記電極と電気的に接続されていることを特徴とする。

この構成により、音響マッチング屑が多層ィヒされるとともに、音響マッチング屑の音

響インピーダンスを所望の値にすることが可能になるため、高分解能の診断画像を

得ることができ、また、第 の音響マッチング屑を介して、圧電素子の一方の電極形

成面の複数箇所に電気端子を接続することが可能になるため、信頼性が高められ、

さらに、絶縁性のフィルムは割れにくいため、断線して故障することが極めて少なくな

って操作性も良好な超音波探触子が提供される。

また、本発明は、所定の厚さを有し、厚さ方向の両面に電極が形成され、互いに厚

さ方向と直交する方向に配置された複数の圧電素子と、前記複数の圧電素子の一

方の電極形成面にそれぞれ積層された複数の音響マッチング屑とを備えた超音波

探触子において、

を3以上の整数として、前記音響マッチング屑は、前記圧電素子に順に積層され

る第 ～第 の音響マッチング屑を含み、かつ第2の音響マッチング屑と第3の音響マ

ッチング屑との間に電気端子が挿若され、

少なくとも前記第 及び第2の音響マッチング屑は、絶縁性部材又は半導電性部材

と、導電性部材とを含む複数の素材の複合材料で構成され、かつ前記導電性部材

は、前記圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ屑の厚さ方向に貫

通する部位を有し、

前記電気端子は、絶縁性フィルムの一主面に導電性膜が披若され、かつ前記絶縁

性フィルムの一主面が前記音響マッチング屑に対向するよぅに積層され、前記導電

性膜が、前記第 の音響マッチング屑を構成する前記導電性部材及び前記第2の音

響マッチング屑を構成する前記導電性部材を介して、前記圧電素子に形成された一



方の前記電極と電気的に接続されていることを特徴とする。

この構成により、音響マッチング屑が多層ィヒされるとともに、音響マッチング屑の音

響インピーダンスを所望の値にすることが可能になるため、高分解能の診断画像を

得ることができ、また、第 及び第2の音響マッチング屑を介して、圧電素子の一方の

電極形成面の複数箇所に電気端子を接続することが可能になるため、信頼性が高

められ、さらに、機械的な衝撃などによっても割れにくい絶縁性のフィルムを使用して

いるため、操作性の良好な超音波探触子が提供される。

００2 1 また、本発明は、前記第 の音響マッチング屑を構成する前記複合材料は、絶縁性

部材又は半導電性部材と、導電性部材とが、あらかじめ定めた領城に配置されてい

ることを特徴とする。

この構成により、第 の音響マッチング屑を構成する複合材料における絶縁性部材

又は半導電性部材と、導電性部材との体積率を任意に設定することが可能になり、

音響インピーダンスの決定が容易になる。

００22 また、本発明は、前記第2の音響マッチング屑を構成する前記複合材料は、絶縁性

部材又は半導電性部材と、導電性部材とが、あらかじめ定めた領城に配置されてい

ることを特徴とする。

この構成により、第2の音響マッチング屑を構成する複合材料における絶縁性部材

又は半導電性部材と、導電性部材との体積率を任意に設定することが可能になり、

音響インピーダンスの決定が容易になる。

００23 また、本発明は、前記圧電素子の厚さ方向を 方向、この 方向と直交する方向を

X方向、これらZ方向及びX方向と直交する方向を 方向として、

前記音響マッチング屑を構成する前記複合材料は、

前記導電性部材がZ方向のみにつながりがあって、X、 方向につながりがなく、前

記絶縁性部材又は半導電性部材がX、 、Zの3方向につながりがある連結構造か、

又は、前記導電性部材が 及びZの2方向につながりがあり、前記絶縁性部材又は

半導電性部材が 及びZの2方向につながりがある連結構造か、

又は、前記導電性部材がX、 、Zの3方向につながりがあり、前記絶縁性部材又は

半導電性部材がZ方向のみにつながりがあって、X、 方向につながりがない連結構



造か、いずれか つの連結構造を有していることを特徴とする。

この構成により、音響マッチング屑を構成する複合材料における絶縁性部材又は

半導電性部材と、導電性部材との体積率の設定が容易になり、また、一方の電極形

成面の複数箇所で、それぞれ屑の厚さ方向に導電性部材が貫通する部位を形成す

ることが容易になる。

００24 また、本発明は、所定の厚さを有し、厚さ方向の両面に電極が形成された圧電素子

と、前記圧電素子の一方の電極形成面に積層された音響マッチング屑とを備えた超

音波探触子において、

前記音響マッチング屑は、少なくとも導電性部材を含む複数の素材の複合材料で

構成され、かつ前記導電性部材は、前記圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所

で、それぞれ屑の厚さ方向に貫通する部位を有し、かつ厚さ方向に導電性部材は連

続的に体積比率が傾斜した、若しくは段階的に体積比率を変えた構成にしているこ

とを特徴とする。

この構成により、圧電素子の一方の電極形成面に積層される音響マッチング屑の

音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になるため、周波数の広帯域化が

できることによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、音響マッチング屑

を介して、圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所に電気端子を接続することが

可能になるため、信頼性の高い超音波探触子が提供される。

００25 また、本発明は、前記音響マッチング屑の前記複数の素材の複合材料は、絶縁性

部材又は半導電性部材と、導電性部材とを含む材料で構成されていることを特徴と

する。

この構成により、圧電素子の一方の電極形成面に積層される音響マッチング屑の

音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になり、かつ多層化できるため、周

波数の広帯域化ができることによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、

音響マッチング屑を介して、圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所に電気端子

を接続することが可能になるため、信頼性の高い超音波探触子が提供される。

００26 また、本発明は、前記複合材料の前記導電性部材が、金属、金属と高分子材料の

複合体、グラファイトの炭化物のぅちの少なくとも つを含んでいることを特徴とする。



この構成により、音響インピーダンスをも加味しての材料選択が可能となる。

００27 また、本発明は、前記複合材料の絶縁性部材又は半導電性部材が、ガラス、セラミ

ックス、水品、有機高分子と金属の複合体、シリコンの単結品若しくは多結品のぅちの

少なくとも つを含んでいることを特徴とする。

この構成により、音響インピーダンスの決定が容易となる。

００28 本発明によれば、圧電素子の一方の電極形成面に積層される音響マッチング屑が

、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材とを含む複数の素材の複合材料で

構成されているため、音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になり、周波

数の広帯域化ができることによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、導

電性部材が圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ屑の厚さ方向に

貫通する部位を有していることから、音響マッチング屑を介して、圧電素子の一方の

電極形成面の複数箇所に電気端子を接続することが可能になるため、信頼性の高

い超音波探触子が提供される。

図面の簡単な説明

００29 図 A 本発明に係る超音波探触子の第 の実施の形態の構成を示す断面図

図 B 図 に示す超音波探触子を構成する音響マッチング屑の構成例を示す断

面図

図2A 本発明に係る超音波探触子の第2の実施の形態の構成を示す断面図

図2B 図2 に示す超音波探触子を構成する第 の音響マッチング屑の構成例を示

す斜視図

図2c 図2 に示す第 の音響マッチング屑の絶縁性部材又は導電性部材の体積比

率と音響インピーダンスとの関係を示した線図

図2D 図2 に示す超音波探触子を構成する第 の音響マッチング屑の構成例を示

す斜視図

図2E 図2 に示す超音波探触子を構成する第 の音響マッチング屑の構成例を示

す斜視図

図3A 本発明に係る超音波探触子の第3の実施の形態の構成を、その一部を破断

して示した斜視図



図3B 図3 に示した超音波探触子の断面図

図3C 図3 及び図3 に示した超音波探触子を構成する要素の具体的な構成例を

示す斜視図

図3D 図3 及び図3 に示した超音波探触子を構成する要素の具体的な構成例を

示す斜視図

図4A 本発明に係る超音波探触子の第4の実施の形態の構成を、その一部を破断

して示した斜視図

図4B 図4 に示した超音波探触子の断面図

図5A 本発明に係る超音波探触子の第5の実施の形態の構成を、その一部を破断

して示した斜視図

図5B 図5 に示した超音波探触子の断面図

図6A 本発明に係る超音波探触子の第6の実施の形態の構成を、その一部を破断

して示した断面図

図6B 図6 に示す超音波探触子を構成する音響マッチング屑の構成例を示す断

面図

図7A 本発明に係る超音波探触子の第7の実施の形態を構成する音響マッチング

屑の構成例を示す断面図

図7B 本発明に係る超音波探触子の第7の実施の形態を構成する音響マッチング

屑の他の構成例を示す断面図

図8 本発明に係る超音波探触子の第8の実施の形態を構成する音響マッチング屑

の構成例を示す断面図

図9 従来の超音波探触子の構成例を示した断面図

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を図面に示す好適な実施の形態に某づいて詳細に説明する。

く第 の実施の形態 ノ

図 は本発明に係る超音波探触子の第 の実施の形態の構成を示す断面図であ

り、図 は図 に示す超音波探触子を構成する音響マッチング屑の構成例を示す

断面図である。



００3 1 図 において、超音波探触子 ０ は板状の圧電素子 と、この圧電素子 の前面

(図面の上方) に積み重ねられた音響マッチング屑2と、必要に応じて圧電素子 の

背面 (図面の下方) に装若される背面負荷材3と、同じく必要に応じて音響マッチング

屑2の前面に装若される音響レンズ4とを備えている。これらの構成要素のそれぞれ

の機能は、従来の超音波探触子を構成する要素が持つ機能と同様である。

００32 超音波探触子 ０ の構成要素のぅち、圧電素子 はPZ 系のよぅな圧電セラミック

ス、PZ P P 系のよぅな圧電単結品、又はこれらの材料と高分子材料を

複合した複合圧電体、あるいはP などで代表される高分子材料の圧電体などに

よって形成される。圧電素子 の前面には接地電極 5が形成され、圧電素子 の背面

には信号用電極6が形成されている。接地電極 5及び信号用電極6は、それぞれ金

や銀の蒸着、スパッタリング、あるいは銀の焼き付けなどによって形成される。

００33 また、圧電素子 に形成されている信号用電極6と背面負荷材3との間に、ボリイミド

などの高分子材料によって構成される絶縁性フィルム7aの一主面に銅などの導電性

膜 7bが披若された信号用電気端子7が挿若されている。この場合、圧電素子 に形

成されている信号用電極6に信号用電気端子7の導電性膜 7bが接触し、かつ信号

用電気端子7の絶縁性フィルム7aが背面負荷材3に接触するよぅに、絶縁性フィルム

7aの一主面が圧電素子 側に向けられる。一方、圧電素子 に形成されている接地

電極 5の前面には、少なくとも導電性部材を含む複合材料で構成される音響マッチ

ング屑2と、導電性を有する、例えば銅などの金属の薄膜などの接地用電気端子9と

が順次積み重ねられている。この場合、音響マッチング屑2の複合材料の導電性部

材に接地用電気端子9が接触し、必要に応じて、接地用電気端子9の前面にはシリ

コーンゴムなどの材料を用いた音響レンズ4が装若される。なお、導電性膜 7b、接地

用電気端子9は電気的に導電性を有する材料であれば何でも良く金属に限定するも

のではない。また、接地用電気端子9は、信号用電気端子7の構成のよぅに高分子材

料によって構成される絶縁性フィルムの一主面に導電性膜が披若され、この導電性

膜が音響マッチング屑2側になるよぅに積層してもよい。

００34 上記のよぅに構成された超音波探触子 の動作について以下に説明する。

圧電素子 に形成された信号用電極6は、信号用電気端子7を介して、また、圧電



素子 の接地電極 5は音響マッチング屑2の複合材料の導電性部材と接地用電気端

子9とを介して、それぞれ不図示のケーブルの一端に電気的に接続され、これらのケ

ーブルのそれぞれの他端は不図示の超音波診断装置の本体部に接続される。これ

によって、超音波診断装置の本体部で作られる規則正しいパルス電圧を圧電素子

に印加して超音波を発信し、また、受信した超音波のェコ一を電気信号に変換して

超音波診断装置の本体部に送信する。

００35 導電性部材を含む複合材料で構成されている音響マッチング屑2としては、その音

響インピーダンスが圧電素子 と音響レンズ4側に位置する不図示の被検体の各音

響インピーダンスの間になるよぅな材料が選ばれる。この音響マッチング屑2の導電

性部材を含む複合材の構成例を図 に示す。図 においては、被検体に向けて

超音波を放射する方向をZ方向、これと直交する2つの方向をそれぞれX方向、 方

００36 図 に示した音響マッチング屑2は、導電性部材2０と、他の部材として例えば絶

縁性部材又は半導電性部材2 とがX方向に交互に配置されたもので、このうち複数

の導電性部材2０は 及びZの2方向につながりがあり、また絶縁性部材又は半導電

性部材2 も同じように 及びZの2方向につながりがある構造体になっている。ここで

、複数の導電性部材2０は圧電素子 の前面に形成された接地電極 5と、接地用電

気端子9とにそれぞれ接触して、圧電素子 の接地電極 5と接地用電気端子9とを電

気的に接続する機能を有している。なお、導電性部材2０を、その端部をそれぞれZ

方向に向けた状態で 方向に列状に配置するとともに、X方向に複数列配置し、その

周囲を絶縁性部材又は半導電性部材2 で取り囲んだもので、このうち導電性部材2

はZ方向のみの 方向につながりがあり、X、 方向のつながりはないものにしてもよ

い。また絶縁性部材又は半導電性部材2 はX、 、Zの3方向につながりがある構造

体、又は、複数の絶縁性部材又は半導電性部材2 を、その端部をそれぞれZ方向

に向けた状態で 方向に列状に配置するとともに、X方向に複数列配置し、その周囲

を導電性部材2０で取り囲んだもので、このうち導電性部材2０はX、 、Zの3方向に

つながりがあり、また絶縁性部材又は半導電性部材2 は、Z方向のみの 方向につ

ながりがある構造体としても同様の効果を有する。また、導電性部材2０と絶縁性部材



又は半導電性部材2 の複合体としたがこの他導電部材同上で材料が典なる複合体

でも同様の効果を有する。

００37 上述したよぅに、図 に示した音響マッチング屑2の音響インピーダンスは圧電素

子 の音響インピーダンスと被検体の音響インピーダンスの間の値を有していることが

必要である。例えば圧電素子 として音響インピーダンスが約3０メガレールスの値を

有するPZ 5 の圧電セラミックスを用い、音響インピーダンスが約 ・6メガレール

スの値を有する生体のよぅな被検体を対象とした場合には、音響マッチング屑 刊屑

としているので6～8メガレールス前後の値の材料を用いることになる。

００38 そこで、例えば、図 に示した超音波探触子 ０ を用いて説明するが、音響マッ

チング屑2として絶縁性部材又は半導電性部材を用い、圧電素子 の接地電極 5の

端部に対応する部位を切り欠いて音響マッチング屑のない部分 (図示せず)を作り、

その部分から電気端子 (図示せず)を取り出す構成も考えられる。しかし、このよぅな

構成にすると、性能的にほ周波数の広帯域化が可能になる反面、音響マッチング屑

の無い部分においても圧電素子 が振動して超音波を発生するため、被検体に送信

する超音波が乱れて超音波画像が劣化する。また、接地電極 5から取り出す電気端

子は 箇所であるため、診断操作中に超音波探触子を落下させたり、あるいは超音

波探触子に打撃など機械的な衝撃を加えたりしたことにより、圧電素子 が割れたと

き、接地電極 5も同じよぅに割れて電気的な断線が発生するなどにより、故障するお

それもある。

００39 図 に示した第 の実施の形態は、これらの問題を解決し、しかも周波数の広帯

域化が可能な構成を実現したものである。すなわち、圧電素子 の接地電極 5が、音

響マッチング屑2の複数の導電性部材2０を介して、接地用電気端子9と電気的に接

続される構成にしているため、圧電素子 の全面にて均一で所望の超音波の送信、

受信をすることができるとともに、機械的な衝撃などによって圧電素子 及び接地電

極 5が割れたとしても、音響マッチング屑2の複数個の導電性部材2０で接続されてい
るため、断線して故障することは極めて少なくなる。

００4０ ここでは、音響マッチング屑2の絶縁性部材又は半導電性部材2 として、ェポキシ

樹脂、ウレタン樹脂、ボリイミドなどで代表されるよぅな高分子材料、ガラス、結品ィヒガ



ラス、タングステン粉体を高濃度で混入したエポキシ樹脂、ニオブ酸鉛セラミックス、

加工性があるセラミックス 央削性セラミックス ) 、単結品若しくは多結品シリコン、水品

、チタン酸バリウムなどのセラミックスなどを用いる。また、音響マッチング屑2の導電

性部材2０として、グラファイト、銅などの金属を充填したグラファイト、銅、アルミニウム

、銀、金、ニッケルなどの金属材料や、金、銀、銅、アルミニウムなどの金属若しくはカ

ーボンの粉体をエポキシ樹脂などの高分子化合物に混入して導電性を持たせた高

分子材料や、カーボンなどを用いる。なお、導電性部材2０あるいは絶縁性部材又は

半導電性部材2 は、前述した材料に限定されるものではなく、前述した材料と同程

度の音響インピーダンスを有するものであれば他の材料であってもよい。導電性部材

2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 の複合材料の音響インピーダンスはそれぞれ

の体積比率によって決まる。

００4 1 例えば、音響マッチング屑2に必要な音響インピーダンスとして7メガレールスの値

にしようとした場合には、導電性部材2０として約 ０メガレールスの値を有する銅を充

填したグラファイトと絶縁性部材2 として約3メガレールスの値を有するエポキシ樹脂

を用いた複合材にしてそれぞれの部材の体積比率を選択すればよい。つまり音響イ

ンピーダンスはエポキシ樹脂の体積比率が高い場合は音響インピーダンスが3メガレ

ールスに近くなり、銅を充填したグラファイトの体積比率が高い場合は音響インピーダ

ンスが ０メガレールスに近くなり、必要とする7メガレールスにすることは容易に選択

できる。

００42 なお、ここで導電性部材2０と、絶縁性部材又は半導電性部材2 との複合材料の

構成を説明したが、この細み合わせの複合材料の構成以外に、例えば絶縁性部材

又は半導電性部材2 に導電性部材を用いて導電性部材の複合材料にした構成で

も良く、つまり少なくとも導電性部材2０を有し、圧電素子 の電極面と電気的な接続

ができる機能と音響インピーダンスを可変できる機能を備えた複合材料であれば上

記構成に限定されるものではないことは明らかである。

００43 なお、ここでは音響マッチング屑2は 屑のタイプについて説明したが、この他2屑

以上の音響マッチング屑を備える構成とした場合においても、それぞれの音響マッチ

ング屑に本複合材を設けても、また一部の屑に設けた構成にしても同様の効果が得



られる。

００44 以上のように、圧電素子の被検体側に設けられる音響マッチング屑として、少なくと

も導電性部材を含む複合材料を設けることにより、音響マッチング屑を所望の音響イ

ンピーダンスにすることが可能になり、これによって周波数の広帯域化ができるため、

高分解能の診断画像を得ることができる。また、複合材料の音響マッチング屑の導電

性部材を介して、圧電素子の複数箇所に電気端子を接続することができるため、信

頼性が高くかつ操作性の良好な超音波探触子を得ることができる。

００45 また、第 の実施の形態では、図 に示す導電性部材2０と絶縁性部材又は半導

電性部材2 とが、Z方向に対して均一な幅で形成される場合について説明したが、

絶縁性部材又は半導電性部材2 がZ方向に対して幅が連続的に変化するいわゆる

櫻のような形状に、又は段階的に変化するようにして、Z方向の厚みに対して音響イ

ンピーダンスが連続的に変化、あるいは段階的に変化するような構成にした場合に

おいても同様の効果が得られる。

００46 また、第 の実施の形態では、図 に示す導電性部材2０及び絶縁性部材又は半

導電性部材2 がほぼ等間隔で、これらを交互に配列した場合について説明したが、

このほかランダムの間隔若しくはランダムに配列した場合においても同様の効果が得

られる。

００47 また、第 の実施の形態では、圧電素子 の接地電極 5と電気信号を授受するため

に、音響マッチング屑2を介して、その前面に接地用電気端子9を設ける構成につい
て説明したが、この代わりに、音響マッチング屑2のZ方向の両面又は片面に導電，性

部材をスパッタリング、めっきあるいは印刷などにより形成し、その部分に接地用電気

端子9を接続する構成にしても同様の効果が得られる。

００48 また、第 の実施の形態においては、音響マッチング屑2として、それぞれ つの材

種で形成された導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との連結構造の

ものを用いたが、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 の少なくとも一

方が2種類以上の材料で形成されていたとしても同様の効果が得られることは明らか

であり、それぞれ つの材種の連結構造に限定されるものではない。

００49 また、第 の実施の形態においては、圧電素子 の前面の電極を接地電極 5として



その被検体側に接地用電気端子9を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を

信号用電極6として、さらに信号用電極6に信号用電気端子7を接触させているが、こ

の代わりに、圧電素子 の前面の電極を信号用電極6としてその被検体側に信号用

電気端子7を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を接地電極 5として、さらに

接地電極 5に接地用電気端子9を接触させても、原理的には超音波を送受信するこ

とは可能である。

００5０ く第2の実施の形態 ノ

図2 は本発明に係る超音波探触子の第2の実施の形態の構成を示す断面図であ

り、図2 、図2 、図2 はそれぞれ図2 に示す超音波探触子を構成する第 の音

響マッチング屑の構成例を示す斜視図であり、図2Cは図2 に示す第 の音響マッ

チング屑の絶縁性部材又は導電性部材として用いたシリコン単結品の体積比率と音

響インピーダンスとの関係を示した線図である。

００5 1 図2 において、超音波探触子 ０ は板状の圧電素子 と、この圧電素子 の前面

(図面の上方) に積み重ねられた2屑の音響マッチング屑2 (2a 2b) と、必要に応じ

て圧電素子 の背面 (図面の下方) に装若される背面負荷材3と、同じく必要に応じて

音響マッチング屑2 (2a 2b) の前面に装若される音響レンズ4とを備えている。これら

の構成要素のそれぞれの機能は、従来の超音波探触子を構成する要素が持つ機能

と同様である。

００5 2 超音波探触子 ０ の構成要素のぅち、圧電素子 はPZ 系のよぅな圧電セラミック

ス、PZ P P 系のよぅな圧電単結品、又はこれらの材料と高分子材料を

複合した複合圧電体、あるいはP などで代表される高分子材料の圧電体などに

よって形成される。圧電素子 の前面には接地電極 5が形成され、圧電素子 の背面

には信号用電極6が形成されている。接地電極 5及び信号用電極6は、それぞれ金

や銀の蒸着、スパッタリング、あるいは銀の焼き付けなどによって形成される。

００5 3 また、圧電素子 に形成されている信号用電極6と背面負荷材3との間に、ボリイミド

などの高分子材料によって構成される絶縁性フィルム7aの一主面に銅などの導電性

膜 7bが披若された信号用電気端子7が挿若されている。この場合、圧電素子 に形

成されている信号用電極6に信号用電気端子7の導電性膜 7bが接触し、かつ信号



用電気端子7の絶縁性フィルム7aが背面負荷材3に接触するよぅに、絶縁性フィルム

7aの一主面が圧電素子 側に向けられる。一方、圧電素子 に形成されている接地

電極 5の前面には、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材との複合材料で

構成される第 の音響マッチング屑2aと、ボリイミドなどの高分子材料によって構成さ

れる絶縁性フィルムgaの一主面に銅などの導電性膜 (厚みは特性に影響が 、刮壮
ぅに5マイクロメートル以下が好ま 、)9bが披若された接地用電気端子9と、ェポキシ

樹脂、ボリイミドなどの高分子材料で構成される第2の音響マッチング屑2bとが順次

積み重ねられている。この場合、第 の音響マッチング屑2aの複合材料の導電性部

材に接地用電気端子9の導電性膜 9bが接触し、接地用電気端子9の絶縁性フィル

ムgaに第2の音響マッチング屑2bが接触するよぅに、絶縁性フィルムgaの一主面が

第 の音響マッチング屑2a側に向けられる。第2の音響マッチング屑2bは絶縁性部

材であっても、あるいは導電性部材であってもよい。そして、必要に応じて、第2の音

響マッチング屑2bの前面にはシリコーンゴムなどの材料を用いた音響レンズ4が装若

される。なお、導電性膜 7b gbは電気的に導電性を有する材料であれば何でも良く

金属に限定するものではない。

００54 上記のよぅに構成された超音波探触子 ０ の動作について以下に説明する。

圧電素子 に形成された信号用電極6は、信号用電気端子7を介して、また、圧電

素子 の接地電極 5は第 の音響マッチング屑2aの複合材料の導電性部材と接地用

電気端子9とを介して、それぞれ不図示のケーブルの一端に電気的に接続され、こ

れらのケーブルのそれぞれの他端は不図示の超音波診断装置の本体部に接続され

る。これによって、超音波診断装置の本体部で作られる規則正しいパルス電圧を圧

電素子 に印加して超音波を発信し、また、受信した超音波のェコ一を電気信号に

変換して超音波診断装置の本体部に送信する。

００5 5 絶縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材との複合材料 (以下、導電性部材と

絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料と称する)で構成されている第 の音響

マッチング屑2aとしては、その音響インピーダンスが圧電素子 と第2の音響マッチン

グ屑2bの各音響インピーダンスの中間になるよぅな材料が選ばれる。この第 の音響

マッチング屑2aの導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材とのそれぞれの連結



構造の構成例を図2 、図2 及び図2 に示す。図2 、図2 及び図2 においては

、被検体に向けて超音波を放射する方向をZ方向、これと直交する2つの方向をそれ

ぞれX方向、 方向としている。

００56 図2 に示した第 の音響マッチング屑2a は、それぞれ短冊状に形成された導

電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 とがX方向に交互に配置されたもの

で、このぅち導電性部材2０は 及びZの2方向につながりがあり、また絶縁性部材又

は半導電性部材2 も同じよぅに 及びZの2方向につながりがある構造体になってお

り、以下の説明ではこの連結構造を2 型連結構造と呼ぶこととする。ここで、複数

の導電性部材2０は圧電素子 の前面に形成された接地電極 5と、接地用電気端子9

の絶縁性フィルムgaの一主面に披若された導電性膜gbとにそれぞれ接触して、圧

電素子 の接地電極 5と接地用電気端子9の導電性膜 9bとを電気的に接続する機能

を有している。

００5 7 図2 に示した第 の音響マッチング屑2a は、それぞれ円柱状に形成された複

数の導電性部材2０を、その端部をそれぞれZ方向に向けた状態で 方向に列状に

配置するとともに、X方向に複数列配置し、その周囲を絶縁性部材又は半導電性部

材2 で取り囲んだもので、このぅち導電性部材2０はZ方向のみの 方向につながり

があり、X、 方向のつながりはない。また絶縁性部材又は半導電性部材2 はX、

、Zの3方向につながりがある構造体となっており、この連結構造を 型連結構造

と呼ぶこととする。ここで、複数の導電性部材2０は圧電素子 の前面に形成された接

地電極 5と、接地用電気端子9の絶縁性フィルムgaの一主面に披若された導電性膜

gbとにそれぞれ接触して、圧電素子 の接地電極 5と接地用電気端子9の導電性膜

gbとを電気的に接続する機能を有している。

００58 図2 に示した第 の音響マッチング屑2a は、それぞれ四角柱状に形成された

複数の絶縁性部材又は半導電性部材2 を、その端部をそれぞれZ方向に向けた状

態で 方向に列状に配置するとともに、X方向に複数列配置し、その周囲を導電性

部材2０で取り囲んだもので、このぅち導電性部材2０はX、 、Zの3方向につながりが

あり、また絶縁性部材又は半導電性部材2 は、Z方向のみの 方向につながりがあ

る構造体となっており、この連結構造を3 型連結構造と呼ぶこととする。ここで、導



電性部材2０は圧電素子 の前面に形成された接地電極 5と接地用電気端子9の絶

縁性フィルムgaの一主面に披若された導電性膜gbとにそれぞれ接触して、圧電素

子 の接地電極 5と接地用電気端子9の導電性膜 9bとを電気的に接続する機能を有

している。

００59 前述したように、図2 に示した第 の音響マッチング屑2aの音響インピーダンスは

圧電素子 の音響インピーダンスと第2の音響マッチング屑2bの音響インピーダンス

の間の値を有していることが必要である。例えば圧電素子 として音響インピーダンス

が約3０メガレールスの値を有するPZ 5 の圧電セラミックスを用い、音響インピー

ダンスが約 ・6メガレールスの値を有する生体のような被検体を対象とした場合には

、第2の音響マッチング屑2bの音響インピーダンスは3メガレールス前後の値の材料

を用いることになる。したがって、第 の音響マッチング屑2aの音響インピーダンスは

少なくとも3から3０メガレールスの間の値を有する材料が必要になる。

００6０ 一般的に、第 の音響マッチング屑2aの音響インピーダンスは5から2０メガレール

スの間の値にすることが望ましく、また、その値が大きくなるほど周波数特性の帯域が

広くなる傾向にある。したがって、第 の音響マッチング屑2aとして ０から2０メガレー

ルスの範囲の材料を用いることが好適である。音響インピーダンスが ０～2０メガレー

ルスの値を有する材料としては、例えばガラス、結品ィヒガラス、金属タングステン粉体

を高濃度で混入したエポキシ樹脂、ニオブ酸鉛セラミックス、加工性があるセラミック

ス (，央削性セラミックス ) 、単結品若しくは多結品シリコン、水品などがある。しかしなが

ら、これらの材料はいずれも電気的には絶縁性部材又は半導電性部材である。

００6 1 そこで、例えば、図2 に示した超音波探触子 ０ を用いて説明するが、第 の音

響マッチング屑2aとして絶縁性部材又は半導電性部材を用い、圧電素子 の接地電

極 5の端部に対応する部位を切り欠いて音響マッチング屑のない部分 (図示せず)を

作り、その部分から電気瑞子 (図示せず)を取り出す構成も考えられる。しかし、このよ

うな構成にすると、性能的には周波数の広帯域化が可能になる反面、音響マッチン

グ屑の無い部分においても圧電素子 が振動して超音波を発生するため、被検体に

送信する超音波が乱れて超音波画像が劣化する。また、接地電極 5から取り出す電

気端子は 箇所であるため、診断操作中に超音波探触子を落下させたり、あるいは



超音波探触子に打撃など機械的な衝撃を加えたりしたことにより、圧電素子 が割れ

たとき、接地電極 5も同じように割れて電気的な断線が発生するなどにより、故障する

おそれがある。

００62 図2 に示した第2の実施の形態は、これらの問題を解決し、しかも周波数の広帯

域ィヒが可能な構成を実現したものである。すなわち、圧電素子 の接地電極 5が、第

の音響マッチング屑2aの複数の導電性部材2０を介して、接地用電気端子9の金

属膜gbと電気的に接続される構成にしているため、圧電素子 の全面にて均一で所

望の超音波の送信、受信をすることができるとともに、機械的な衝撃などによって圧

電素子 及び接地電極 5が割れたとしても、第 の音響マッチング屑2aの複数個の導

電性部材2０で接続されているため、断線して故障することが極めて少なくなる。

００63 ここでは、第 の音響マッチング屑2a 2a 2a 3の絶縁性部材又は半導

電性部材2 として、前述したガラス、結品ィヒガラス、タングステン粉体を高濃度で混

入したエポキシ樹脂、ニオブ酸鉛セラミックス、加工性があるセラミックス (央削性セラ

ミックス ) 、単結品若しくは多結品シリコン、水品、チタン酸バリウムなどのセラミックス

などを用いる。また、第 の音響マッチング屑2a 2a 2a 3の導電性部材2

0として、銅、アルミニウム、銀、金、ニッケルなどの金属材料や、金、銀、銅、アルミニ

ウムなどの金属若しくはカーボンの粉体をエポキシ樹脂などの高分子ィヒ合物に混入

して導電性を持たせた高分子材料や、グラファイト、カーボンなどを用いる。なお、導

電性部材2０あるいは絶縁性部材又は半導電性部材2 は、前述した材料に限定さ

れるものではなく、前述した材料と同程度の音響インピーダンスを有するものであれ

ば他の材料であってもよい。導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との

複合材料の音響インピーダンスはそれぞれの体積比率によって決まる。

００64 なお、ここで導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との複合材料の構

成を説明したが、この他、前記細み合わせの複合材料の構成以外、例えば絶縁性部

材又は半導電性部材2 に導電性部材を用いて導電性部材の複合材料にした構成

でも良く、つまり少なくとも導電性部材2０を有し、圧電素子 の電極面と電気的な接

続ができる機能と音響インピーダンスを可変できる機飴を備えた複合材料であれば

上記構成に限定されるものではないことは明らかである。



００65 導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との複合材料は、連結構造が
。3型、2 型、3 型においては、2種類のそれぞれの材料が有する音響インヒ

一ダンスの間の値になり、しかも、それらの体積比率を変えることによって、所望の音

響インピーダンスの材料を得ることができる。

００66 また、 型、2 型、3 型の連結構造を有する導電性部材2０と絶縁性部材

又は半導電性部材2 との複合材料を第 の音響マッチング屑2aとして機能させるた

めには、複合材料が一体として超音波を伝搬させるように、導電性部材2０の幅及び

その配列間隔を決定する。また、導電性部材2０の体積比率が 、さい場合には、その

幅及び配列間隔を考慮する必要はなく、導電性部材2０は電気的な接続機能を主に

してその材料を選択すればよい。

００67 また、音響マッチング屑としての機能、すなわち導電性能を必要としないで音響イン

ピーダンスのみを所望の値に整合させることを目的として図2 、図2 、図2 に示し

た連結構造を用る場合には、導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材とレぢ材

料の選択をする必要はなく、絶縁性部材どうしの連結構造、あるいはエポキシ樹脂の

ような絶縁性部材とシリコンのような半導電性部材との連結構造であってもよい。

００68 次に、図2 に示す2 型連結構造を有する第 の音響マッチング屑2a の製

造方法の一例を以下に説明する。絶縁性部材又は半導電性部材2 としてシリコン

単結品を用いる。このシリコン単結品は図2 のZ方向が平坦になっているものとする

。その平坦面に対してレーザ照射、ィヒ学的なエッチング、あるいはダイシングマシー

ンなどによる機械加工などにより、任意の間隔で図2 の 方向に導電性部材2０を装

填するための満を形成する。次に、満の中に銀などの粉体を混入した導電性のエポ

キシ樹脂などの導電性接着剤を充填して硬ィヒさせる。この導電性接着剤はシリコン

単結品に比べて音響インピーダンスがより 、さい材料である。次に、第 の音響マッ

チング屑2aとしてZ方向に、ほぼ4分の 波長の厚みにスライス加工して形成する。こ

の場合、シリコン単結品に近い音響インピーダンスの第 の音響マッチング屑2aを要

望するのであれば、導電性部材2０の導電性接着剤の体積比率を 、さくすればよく、

また 、さい音響インピーダンスの値を必要とするのであれば体積比率を大きくすれば

よい。



００69 例えば、導電性部材2０を形成するための導電性接着剤としてェコ一ボンド56C (

エマーソンアンドカミング社)を用い、絶縁性部材又は半導電性部材2 としてシリコン

単結品を用いた場合、それぞれの音響インピーダンスは約6・5メガレールス、 9・7

メガレールスである。そこでシリコン単結品をダイシングマシーンにより任意の間隔と

満幅で分割し、その満の部分にェコ一ボンド56C を充填して作成した材料の音響イ

ンピーダンス (密度 X 音速 )を測定すると、シリコン単結品の体積比率が6 3 5 。の場

合は 5・3メガレールスとなり、また、シリコン単結品の体積比率が4 3 の場合は 2

・7メガレールスとなった。

００7０ 図2Cは上述した2つの材料に対する測定結果に某づいて作成したシリコン単結品

の体積比率と音響インピーダンスとの関係を示した線図である。この線図から明らか

なように、導電性部材2０を形成するための導電性接着剤としてェコ一ボンド56C を

用い、シリコン単結品の体積比率を0パーセント(導電性接着剤のみ)から ００パー

セント(シリコン単結品のみ) の範囲で変ィヒさせた場合、導電性接着剤とシリコン単結

品の複合材料の音響インピーダンスは約6・5メガレールスからシリコン単結品の音響

インピーダンス 9・7メガレールスまでほぼ直線的に変化することが分かる。また、発

明者はこの体積比率と音響インピーダンスとに相関があることを確認することができた

００7 1 次に、図2 に示す2 型連結構造における第 の音響マッチング屑2a の他

の製造方法について説明する。絶縁性部材又は半導電性部材2 としての板状のシ

リコン単結品と、導電性部材2０としての板状のグラファイトや金属とを、図2 のX方

向に交互に積層して接着するか、あるいは絶縁性部材又は半導電性部材2 として

の板状のシリコン単結品の一主面にそれぞれ金属をスパッタリング、めっき、あるいは

印刷などの方法で薄い膜を形成したものを、図2 のX方向に順次に積層して接着し

た後、図2 のZ方向の厚みが得られるようにスライス加工する。この製造方法によれ

ば大呈生産することも可能である。

００72 次に、図2 に示す 型連結構造を有する第 の音響マッチング屑2a の製

造方法の一例を説明する。絶縁性部材又は半導電性部材2 として図2 のZ方向に

厚みを有するシリコン単結品を用意する。そして、このシリコン単結品にレーザ照射、



ィヒ学的なエッチングあるいは機械加工などにより任意の間隔で複数個の導電性部材

2０を設けるための穴を設ける。次に、その穴に、銀などの粉体を混入した導電性の

エポキシ樹脂などの導電性接着剤を充填し破ィヒさせる。その後、第 の音響マッチン

グ屑としてほぼ4分の 波長の厚みに加工して形成する。シリコン単結品に近い音響

インピーダンスの第 の音響マッチング屑を要望するのであれば、導電性部材2 の

導電性接着剤の体積比率を少なくすればよく、またもっと 、さい音響インピーダンス

の値を必要とするのであれば導電性部材2 の導電性接着剤の体積比率を大きくす

ればよい。

００73 ちなみに、単結品シリコンの音響インピーダンスは 9・7メガレールスで、また導電

性接着剤としてェコ一ボンド56C (エマーソンアンドカミング社) の音響インピーダンス

は約6・5メガレールスであり、それぞれの体積比率を調整することにより図2 の構造

と同様に、音響インピーダンスを6・5メガレールスから 9・7メガレールスの範囲の値

にすることができる。

００74 次に、図2 に示す3 型連結構造を有する第 の音響マッチング屑2a の製

造方法の一例を以下に説明する。絶縁性部材又は半導電性部材2 としてシリコン

単結品を用意する。そして、このシリコン単結品にレーザ照射、ィヒ学的なエッチング

あるいはダイシングマシーンによる機械加工などにより任意の間隔でX、 の両方向

に複数個の満を設けて角柱を形成し、その後、導電性接着剤などの導電性部材2０

を複数の満に充填し破ィヒさせる。その後、第 の音響マッチング屑として、ほぼ4分の

波長の厚みに加工して形成する。

００75 以上のように、圧電素子の被検体側に設けられる音響マッチング屑として、導電，性

部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料を設けることにより、音響マッチン

グ屑を所望の音響インピーダンスにすることが可能になり、これによって周波数の広

帯域ィヒができるため、高分解能の診断画像を得ることができる。また、複合材料の音

響マッチング屑の導電性部材を介して、圧電素子の複数箇所に電気端子を接続す

ることができるため、信頼性が高くかつ操作性の良好な超音波探触子を得ることがで

きる。

００76 なお、第2の実施の形態では、図2 に示す 型連結構造の導電性部材2０とし



て円柱の形状を有するものを用いたが、このほか角柱あるいは球など他の形状を有

するものを用いても同様の効果が得られる。また、Z方向に対してコーンのような円錐

状の形状にして、Z方向の厚みに対して音響インピーダンスが連続的に変化するよう

な構成にした場合においても同様の効果が得られる。

００77 また、第2の実施の形態では、図2 に示す2 型連結構造の導電性部材2０と絶

縁性部材又は半導電性部材2 とが、Z方向に対して均一な幅で形成される場合に

ついて説明したが、絶縁性部材又は半導電性部材2 がZ方向に対して幅が連続的

に変化するいわゆる櫻のような形状にして、Z方向の厚みに対して音響インピーダン

スが連続的に変化するような構成にした場合においても同様の効果が得られる。

００78 また、第2の実施の形態では、図2 に示す2 型、図2 に示す 型及び図2

に示す3 型の各連結構造の導電性部材2０及び絶縁性部材又は半導電性部

材2 がほぼ等間隔で、これらを交互に配列した場合について説明したが、このほか

ランダムの間隔若しくはランダムに配列した場合においても同様の効果が得られる。

００79 また、第2の実施の形態では、圧電素子 の接地電極 5と電気信号を授受するため

に、第 の音響マッチング屑2aを介して、その前面に接地用電気端子9を設ける構成

について説明したが、この代わりに、第 の音響マッチング屑2aのZ方向の両面又は

片面に導電性部材をスパッタリング、めっきあるいは印刷などにより形成し、その部分

に接地用電気端子9を接続する構成にしても同様の効果が得られる。

００8０ また、第2の実施の形態においては、第 の音響マッチング屑2aとして、それぞれ

構造のものを用いたが、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 の少なく

とも一方が2種類以上の材料で形成されていたとしても同様の効果が得られることは

明らかであり、それぞれ つの材種の連結構造に限定されるものではない。

００8 1 また、第2の実施の形態においては、圧電素子 の前面の電極を接地電極 5として

その被検体側に接地用電気端子9を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を

信号用電極6として、さらに信号用電極6に信号用電気端子7を接触させているが、こ

の代わりに、圧電素子 の前面の電極を信号用電極6としてその被検体側に信号用

電気端子7を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を接地電極 5として、さらに



接地電極 5に接地用電気端子9を接触させても、原理的には超音波を送受信するこ

とは可能である。

００82 く第3の実施の形態 ノ

次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。図3 は本発明に係る超音

波探触子の第3の実施の形態の構成を、その一部を破断して示した斜視図であり、

図3 は、図3 に示した超音波探触子を、その図中に示した3つの方向X、 、Zのぅ

ち、 平面で切断した断面をX方向から見た断面図であり、図3C 3 はそれぞ

れ図3 及び図3 に示した超音波探触子を構成する要素の具体的な構成例を示す

斜視図である。

００83 図3 及び図3 に示した超音波探触子 Cは、図3 中に示したX、 、Zのぅち、

X方向に配列された複数の圧電素子 と、各圧電素子 に対応して被検体側となるZ

方向前面に設けられた2層の音響マッチング屑2 (2a 2b) と、必要に応じて圧電素

子 の背面に設けられる背面負荷材3と、同じく必要に応じて複数の音響マッチング

屑2 (2a 2b) に共通に設けられる音響レンズ4と、圧電素子 と背面負荷材3との

間に挿若された複数の信号用電気端子7と、第 の音響マッチング屑2aと第2の音響

マッチング屑2bとの間に挿若された接地用電気端子9とを備えている。これらの構成

要素のそれぞれの機能は、従来の超音波探触子を構成する要素が持つ機能と同様

である。

００84 以下、説明の都合上、図3 及び図3 に示した超音波探触子 Cの製造方法に

ついて説明する。

複数の圧電素子 を形成するために、PZ 系のよぅな圧電セラミックス、PZ P

P P 系のよぅな圧電単結品、又はこれらの材料と高分子材料を複合した複合

圧電体、あるいはP などで代表される高分子材料の圧電体などで構成され、所

定の厚さを有する板材、すなわち圧電板材を準備する。この圧電板材の一主面、す

なわちZ方向の前面には接地電極 5を、その背面には信号用電極6を、それぞれ金

や銀の蒸着、スパッタリング、あるいは銀の焼き付けなどによって形成する。

００85 また、所定の厚さを有する板状の背面負荷材 (背面負荷材を備えない超音波探触

子ではこれに代わる部材 ) 3と、導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複



合材料で構成され、複数の第 の音響マッチング屑2aを形成するための板材と、ェ
ポキシ樹脂、ボリイミドなどの高分子材料で構成された複数の第2の音響マッチング

屑2bを形成するための板材と、ボリイミドなどの高分子材料によって構成される絶縁

性フィルム7aの一主面に銅などの導電性膜 7bが披若され、全体がリボン状に形成さ

れた複数の信号用電気琳子7と、ボリイミドなどの高分子材料によって構成される絶

縁性フイルムgaの一主面に銅などの導電性膜 (厚みは音響特性に対する影響が少

ないように5マイクロメートル以下が好ま 、)9bが披若された接地用電気拙子9とを

準備する。なお、第2の音響マッチング屑2bを形成するために用いるェポキシ樹脂、

ボリイミドなどの高分子材料は絶縁性部材であるが、この代わりに導電性部材を用い

てもよい。なお、導電性膜 7b gbは電気的に導電性を有する材料であれば何でも良

く金属に限定するものではない。

００86 そこで、図3 に示したよぅに、背面負荷材3の前面に、複数の信号用電気端子7を

X方向に所定の間隔で載置し、その上に圧電素子 を形成するための圧電板材を重

ね合わせ、さらに、圧電板材の前面に第 の音響マッチング屑2aを形成するための

板材と、接地用電気端子9と、第2の音響マッチング屑2bを形成するための板材とを

順次に重ね合わせて、これらを一体的に固着する。この場合、背面負荷材3と圧電板

材との間に装若される複数の信号用電気端子7は、それぞれ絶縁性フィルム7aの一

主面に披若されている導電性膜 7bが圧電板材に形成された信号用電極6に接触し

、絶縁性フィルム7aが背面負荷材3に接触するよぅに、絶縁性フィルム7aの一主面が

圧電板材側 (図面の上方) に向けられる。また、第 の音響マッチング屑2aを形成す

るための板材と第2の音響マッチング屑2bを形成するための板材との間に挿若され

る接地用電気端子9は、絶縁性フイルムgaの一主面に形成された導電性膜gbが第

の音響マッチング屑2aに接触するよぅに、絶縁性フイルムgaの一主面が第 の音響

マッチング屑2a側に向けられる。

００87 以上のよぅにして、背面負荷材3、複数の信号用電気端子7、圧電素子 を形成す

るための圧電板材、第 の音響マッチング屑2aを形成するための板材、接地用電気

拙子9及び第2の音響マッチング屑2bを形成するための板材を一体的に固着した後

、スライシングマシーンなどによって第2の音響マッチング屑2bの前面から背面負荷



材3の前面部まで掘り下げた複数の満、すなわち第2の音響マッチング屑2b、接地

用電気端子9、第 の音響マッチング屑2a、圧電板材、信号用電気端子7及び背面

負荷材3の一部を ュニットとして、複数の圧電素子ュニットに分割する分割満を形

成する。この場合、X方向に所定の間隔で配置された信号用電気端子7の中間部に

分割満を形成する。これによって、圧電素子ュニットが並列に配置された圧電素子列

が形成される。次に、音響的な結合が 、さいシリコーンゴムやウレタンゴムなどのよぅ

な材料 (図示せず)を各分剖満に充填し、さらに、必要に応じて第2の音響マッチング

屑2bの上面にシリコーンゴムなどの材料を用いた音響レンズ4を装着する。背面負荷

材を備えない超音波探触子においては、この段階で背面負荷材3に代わる部材を除

去する。

００88 なお、ここでは第 の音響マッチング屑2aと第2の音響マッチング屑2bとの間に、絶

縁性フイルムgaに導電性膜gbを披若させた接地用電気端子9を挿若し、接地用電

気端子9の導電性膜gbと第 の音響マッチング屑2aの導電性部材とを接触させるこ

とによって、接地用電気瑞子9と圧電素子 に形成された接地電極 5とを電気的に接

続するものについて説明したが、このほか、第2の音響マッチング屑2bとして導電性

部材を用い、この第2の音響マッチング屑2bの前面に導電性膜gbを披若させた接地

用電気端子9を装着し、第 の音響マッチング屑2a及び第2の音響マッチング屑2b

を介して、接地用電気端子9と圧電素子 に形成された接地電極 5とを電気的に接続

するよぅにしても同様の動作をさせることができる。

００89 上記のよぅに構成された超音波探触子 Cの動作について以下に説明する。

圧電素子 の背面に形成された信号用電極6は、信号用電気端子7を介して、また

、圧電素子 の前面に形成された接地電極 5は、第 の音響マッチング屑2aの複合

材料の導電性部材と接地用電気端子9とを介して、それぞれ不図示のケーブルの一

端に電気的に接続され、これらのケーブルのそれぞれの他端は不図示の超音波診

断装置の本体部に接続される。これによって、超音波診断装置の本体部で作られる

規則正しいパルス電圧を圧電素子 に印加して超音波を発信し、また、受信した超

音波のエコーを電気信号に変換して超音波診断装置の本体部に送信する。

００9０ この場合、詳細を後述する第 の音響マッチング屑2aの導電性部材は、圧電素子



に形成された接地電極 5と接地用電気端子9の導電性膜 9bとを電気的に接続する

形状であればよく、特定の形状に限定するものではない。また、第 の音響マッチン

グ屑2aの導電性部材は、 つの圧電素子 に対して2箇所以上で、圧電素子 の接

地電極 5と接地用電気端子9の導電性膜gbとが電気的に接続されるよぅな構成が望

ましく、導電性部材2０の数が多いほど接地電極 5が圧電素子 と共に割れても、信号

電送経路が断線して故障する頻度は少なくなり、信頼性の高いものとなる。また、第

の音響マッチング屑2aの絶縁性部材又は半導電性部材は音響インピーダンスを選

択することが主たる目的となる。そのため、第3の実施の形態のよぅに2屑の音響マッ

チング屑を備えた場合、第 の音響マッチング屑2aの音響インピーダンスは、圧電素

子 の音響インピーダンスと第2の音響マッチング屑2bの音響インピーダンスとの間

の値を有していることが必要で、例えば、5メガレールスから 5メガレールスの範囲の

値が選ばれる。このよぅな範囲の音響インピーダンスが得られる材料を導電性部材と

絶縁性部材又は半導電性部材とを複合した材料とすればよい。

００9 1 導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料で構成した第 の音響

マッチング屑2aにおける導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材材料とのそれ

ぞれの連結構造の一例を図3C、図3 に示す。図3C、図3 において、厚さ方向で

あるZ方向は被検体側の方向、X方向は圧電素子 の配列方向、 方向はX方向及

びZ方向と直交する方向を示している。

００92 図3Cにおいて、第 の音響マッチング屑2a を構成する複数の導電性部材2０

は円柱状に形成されたものを、その軸芯をZ方向に揃えたもので、Z方向の 方向の

みにつながりがあり、絶縁性部材又は半導電性部材2 はX、 、Zの3方向につなが

りがある構造体となっている。この導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2

との複合材料の連結構造を 型連結構造と呼ぶ。また、圧電素子ュニット、すな

わち 個の圧電素子 に対応する 個の第 の音響マッチング屑2a の導電性部

材2０は、それぞれ3 2列にして合計6 6個が配設されている。この導電性部材2

0の数については、前述したよぅに、圧電素子 の接地電極 5との接続箇所が多くなる

ほど信頼性は高くなるが、導電性部材2０の数については2個以上であればよく、6 6

個に限定されるものではない。ただし、導電性部材2０が第 の音響マッチング屑2aと



して機能するよぅに、つまり、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 の複

合材料が音響的に つの音響マッチング屑として機能する形態にすることが必要で

ある。なお、図3Cに示す第 の音響マッチング屑2a は、圧電素子 に対応して既

に分割された構成の状態を示しているが、分割される前の状態は、前述したよぅに全

体が 枚の板状のものになっている。一方、導電性部材2０に音響マッチング機能を

持たせる必要がないとき、つまり導電性部材2０が、絶縁性部材又は半導電性部材2

に対してその体積比率が著しく少ない場合は、圧電素子 の接地電極 5とを接続さ

せる機能のみを持たせるだけで同じ効果が得られる。

００93 このよぅに、複数の導電性部材2０は、圧電素子 の接地電極 5と接地用電気端子9

の金属膜gbとにそれぞれ接触して、その厚さ方向であるZ方向でこれらを電気的に

接続させる機能を有している。ここでは、Z方向の 方向につながりがあるものを導電

性部材2０とし、X、 、Z方向の3方向につながりがあるものを絶縁性部材又は半導

電性部材2 としたが、これらの材料を互いに入れ替えて、絶縁性部材又は半導電性

部材側がZ方向の 方向につながりがあり、導電性部材側がX、 、Zの3方向につな

がりがある連結構造体、すなわち3 型連結構造体 (図示を省略) にしても同様の

効果を得ることができる。

００94 また、図3 に示した音響マッチング屑2a は、導電性部材2０と絶縁性部材又は

半導電性部材2 と交互に配置したもので、導電性部材2０は、圧電素子 の配列方

向のX方向と、厚さ方向であるZ方向の2方向につながりがあり、また絶縁性部材又は

半導電性部材2 も同様に、圧電素子 の配列方向のX方向と、Z方向の2方向につ

ながりがある構造体となっており、これらの複合材料の連結構造を2 型連結構造

と呼ぶ。したがって、複数の導電性部材2０は圧電素子 の接地電極 5及び接地用電

気端子9の導電性部材とほ厚さ方向であるZ方向で電気的な接続が可能となる。

００95 図3 において、 個の圧電素子 に対応する 個の第 の音響マッチング屑2a

の導電性部材2０は、絶縁性部材又は半導電性部材2 と交互にして 方向に 個

配置されている。この導電性部材2０は、前述したよぅに、圧電素子 の接地電極 5と

の接続箇所が多いほど信頼性は高くなるが、導電性部材2０の数については2個以

上であればよい。ただし、導電性部材2０が第 の音響マッチング屑2aとして機能す



るように、つまり導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との複合材料が

つの音響マッチング屑として機能する形態にすることが必要である。なお、図3 に示

す第 の音響マッチング屑2a は、圧電素子 に対応して既に分割された構成の

状態を示しているが、分割される前の状態は、前述したように、全体が 枚の板状のも

のになっており、導電性部材2０及び絶縁性部材又は半導電性部材2 は圧電素子

の配列方向であるX方向に連結した構成になっている。一方、導電性部材2０に音響

マッチング機飴を持たせる必要がないとき、つまり導電性部材2０が、絶縁性部材又

は半導電性部材2 に対してその体積比率が若しく少ない場合は、圧電素子 の接

地電極 5とを接続させる機能のみを持たせるだけで同じ効果が得られる。

００96 また、図3 では、第 の音響マッチング屑2a の導電性部材2０と絶縁性部材又

は半導電性部材2 は、圧電素子 の配列方向とほぼ並行に構成した2 型の連結

構造としたが、このほか、圧電素子 の配列方向と直交する方向、あるいはそれ以外

の方向に配列した2 型の連結構造にしても同様の効果が得られる。

００97 図3C又は3 に示すような連結構造を有する第 の音響マッチング屑2a 2a

5は、前述したように、その音響インピーダンスが圧電素子 の音響インピーダンスと

第2の音響マッチング屑2bの音響インピーダンスとの間の値を有することが必要であ

るが、本実施の形態のように音響マッチング屑を2屑タイプにした場合には、例えば

圧電素子 として音響インピーダンスが約3０メガレールスの値を有するPZ 5 の

圧電セラミックを用い、音響インピーダンスが約 ・6メガレールスの値を有する生体

のような被検体を対象とした場合には、第2の音響マッチング屑2bの音響インピーダ

ンスは約3メガレールスの値の材料を用いることになる。

００98 したがって、第 の音響マッチング屑2aの音響インピーダンスは少なくとも3から3０

メガレールスの間の値を有する材料が必要になってくる。一般的に第 の音響マッチ

ング屑2aの音響インピーダンスは、5から2０メガレールスの間の値にすることが望ま

しく、また、その値が大きくなるほど、周波数特性の帯域が広くなる傾向があり、広帯

域の周波数特性を得るためには、第 の音響マッチング屑2aの音響インピーダンス

の値を大きくする必要があり、 ０から2０メガレールスの範囲の材料を用いる。

００99 しかし、この範囲の値を有する材料は、例えば、ガラス、結品ィヒガラス、金属タング



ステン粉体を高濃度で混入したエポキシ樹脂、ニオブ酸鉛セラミックス、加工性があ

るセラミックス 央削性セラミックス ) 、単結品若しくは多結品シリコン、水品などがある。

しかしながら、これらの材料は、いずれも電気的には絶縁物あるいは半導電性部材

である。

０1００ そこで、例えば、図3 に示した超音波探触子 Cについて説明すると、圧電素子

の接地電極 5の端部に対応する部位を切り欠いて音響マッチング屑のない部分 (図

示せず)を作り、その部分から電気端子 (図示せず)を取り出す構成も考えられる。し

かし、このような構成にすると、性能的には周波数の広帯域化が可能になる反面、音

響マッチング屑の無い部分においても圧電素子 は振動して超音波を発生するため

、被検体に送信する超音波が乱れて超音波画像が劣化する。また、接地電極 5から

取り出す電気端子は 箇所であるため、診断操作中に超音波探触子を落下させたり

、あるいは超音波探触子に打撃など機械的な衝撃を加えたりしたことにより、圧電素

子 が割れたとき、接地電極 5も同じように割れて電気的な断線が発生するなどにより

故障するおそれがある。

０1０1 第3の実施の形態は、これらの問題を解決し、しかも周波数の広帯域化が可能な構

成を実現したものである。すなわち、圧電素子 の接地電極 5が、第 の音響マッチン

グ屑2aの複数の導電性部材2０を介して、接地用電気端子9の金属膜gbとの電気的

に接続される構成にしているため、圧電素子 の全面に音響マッチング屑を設ける構

成にできているため、圧電素子 の全面にて均一で所望の超音波の送信、受信する

ことができるとともに、機械的な衝撃などによって圧電素子 及び接地電極 5が割れた

としても、第 の音響マッチング屑2aの複数個の導電性部材で接続されているため、

断線して故障することが極めて少なくなる。

０1０2 一方、第 の音響マッチング屑2a 2a の絶縁性部材又は半導電性部材2

としては、第2の実施の形態で用いた材料であるガラス、結品ィヒガラス、タングステン

粉体を高濃度で混入したエポキシ樹脂、ニオブ酸鉛セラミックス、加工性があるセラミ

ックス (快削性セラミックス ) 、単結品若しくは多結品シリコン、水品、チタン酸バリウム

などのセラミックスなどを用いる。また、第 の音響マッチング屑2a 2a の導電

性部材2０としては、銅、アルミニウム、銀、金、ニッケルなどの金属や、金、銀、銅、ア



ルミニウムなどの金属若しくはカーボンの粉体をェポキシ樹脂などの高分子化合物

に混入して導電性を持たせた高分子材料や、グラファイト、カーボンなどの材料を用

いる。このよぅな導電性部材2０、絶縁性部材又は半導電性部材2 を用いた 型

2 型、3 型連結構造の複合材料の音響インピーダンスは、導電性部材2０と

絶縁性部材又は半導電性部材2 のそれぞれの体積比率によって決まる。例えば、

導電性部材2０として銀を用い、絶縁性部材としてXカット水品を用いた場合、それぞ

れ材料単体の音響インピーダンスは38、 5・3メガレールスである。この2種類の材

料の体積比率を変えることにより、第2の実施の形態で説明した図2Cの線図と同様

に、Xカット水品の音響インピーダンス38メガレールスと銀の音響インピーダンス 5

3メガレールスの間の所望の値にすることができる。

０1０3 なお、導電性部材2０、絶縁性部材又は半導電性部材2 が上述した以外の材料で

あっても本発明の目的が達成できる材料であればよく、上術した材料に限定するもの

ではない。また、第3の実施の形態においては、 種類の導体2０と、 種類の絶縁性

部材又は半導電性部材2 との連結構造を有する第 の音響マッチング屑2aについ

て説明したが、このほか、導電性部材を2種類、絶縁性部材を 種類～3種類といぅよ

ぅに、2種類以上の材料を用いても同様の効果が得られることは明らかであり、それぞ

れ 種類の材料の連結構造に限定するものではない。

０1０4 また、 型、2 型、3 型の連結構造を有する導電性部材2０と絶縁性部材

又は半導電性部材2 との複合材料を第 の音響マッチング屑2aとして機能させるた

めには、複合材料が一体として超音波が伝搬するよぅに、導電性部材2０の幅及び配

列間隔にする。また、導電性部材2０の体積比率が少ない場合は、導電性部材2０の

幅及び配列間隔を考慮する必要はなく、電気的な接続機能を主にしてその材料を選

択すればよい。

０1０5 図3Cに示す 型の連結構造を有する第 の音響マッチング屑2a の製造方

法としては、第2の実施の形態として図2 に示した第 の音響マッチング屑2a と

同じよぅな方法で製造すればよく、図3 に示す2 型の連結構造を有する第 の音

響マッチング屑2a の製造方法としては、第2の実施の形態として図2 に示した

第 の音響マッチング屑2a と同じよぅな方法で製造すればよい。



０1０6 以上のように、圧電素子の被検体側に設けられる音響マッチング屑として、導電，性

部材と絶縁性部材又は半導電性部材とを複合した複合材料を用いることにより、その

音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になり、周波数の広帯域化ができる

ことによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、複合材料を構成する導

電性部付から電気端子を取り出すことができるため、信頼性が高くかつ操作性が良

好な超音波探触子を得ることができる。

０1０7 なお、第3の実施の形態では、 型連結構造の導電性部材2０として、円柱の形

状を有するものを用いたが、このほか角柱あるいは球など他の形状を有するものを用

いても同様の効果が得られる。また、 型連結構造の導電性部材2０として、Z方

向に対してコーンのような円錐状の形状にして、Z方向の厚みに対して音響インピー

ダンスが連続的に変化するような構成にした場合においても同様の効果が得られる。

０1０8 また、第3の実施の形態では、2 型連結構造の導電性部材2０と絶縁性部材又

は半導電性部材2 が、Z方向に対して均一な幅で配列される場合について説明し

たが、これらの部材がZ方向に対して幅が連続的に変化するいわゆる櫻のような形状

にして、Z方向の厚みに対して音響インピーダンスが連続的に変化するような構成に

した場合においても同様の効果が得られる。

０1０9 また、第3の実施の形態では、 型、2 型及び3 型の各連結構造の導電

性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 とがほぼ等間隔で、これらを交互に配

列した場合について説明したが、このほかランダムの間隔若しくはランダムに配列し

た場合においても同様の効果が得られる。

０11０ また、第3の実施の形態では、圧電素子 の接地電極 5と電気信号を授受するため

に、第 の音響マッチング屑2aの導電性部材を介して、その前面に接地用電気端子

9を設ける構成の場合について説明したが、この代わりに、第 の音響マッチング屑2

aのZ方向の両面又は片面に導電性部材をスパッタリング、めっきあるいは印刷など

により形成し、その部分に電気端子を接続する構成にしても同様の効果が得られる。

０111 また、第3の実施の形態においては、圧電素子 を 次元に複数個配列した構成に

ついて説明したが、このほか、圧電素子 を2次元に複数個配列したいわゆる2次元

アレイの構成にしても同様の効果が得られる。



０112 また、第3の実施の形態においては、圧電素子 の前面の電極を接地電極 5として

その被検体側に接地用電気端子9を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を

信号用電極6として、さらに信号用電極6に信号用電気端子7を接触させているが、こ

の代わりに、圧電素子 の前面の電極を信号用電極6としてその被検体側に信号用

電気端子7を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を接地電極 5として、さらに

接地電極 5に接地用電気端子9を接触させても、原理的には超音波を送受信するこ

とは可能である。

０113 く第4の実施の形態 ノ

次に、本発明に係る超音波探触子の第4の実施の形態について説明する。図4

は第4の実施の形態に係る超音波探触子の構成を、その一部を破断して示した斜視

図であり、図4 は、図4 に示した超音波探触子を、その図中に示した3つの方向X

、 、Zのぅち、 平面で切断した断面をX方向から見た断面図である。

０114 図4 及び図4 に示した超音波探触子 ０ は、図4 中に示した3つの方向X、

、Zのぅち、X方向に配列された複数の圧電素子 と、各圧電素子 に対応して被検体

側となるZ方向前面に積み重ねられた複数の第 の音響マッチング屑2a、複数の第2

の音響マッチング屑2b、及び第2の音響マッチング屑2b上に共通に積み重ねられた

第3の音響マッチング屑2cを含む音響マッチング屑2と、必要に応じて圧電素子 の

背面に設けられる背面負荷材3と、同じく必要に応じて音響マッチング屑2の前面に

設けられる音響レンズ4と、圧電素子 と背面負荷材3との間に挿若された複数の信

号用電気端子7と、第 の音響マッチング屑2aと第2の音響マッチング屑2bとの間に

挿若された接地用電気端子9とを備えている。これらの構成要素のそれぞれの機能

は、従来の超音波探触子を構成する要素が持つ機能と同様である。

０115 以下、説明の都合上、図4 及び図4 に示した超音波探触子 の製造方法に

ついて説明する。

複数の圧電素子 を形成するために、PZ 系のよぅな圧電セラミックス、PZ P

P P 系のよぅな圧電単結品、又はこれらの材料と高分子材料を複合した複合

圧電体、あるいはP などに代表される高分子材料の圧電体などで構成され、所

定の厚さを有する板材、すなわち圧電板材を準備する。この圧電板材の一主面、す



なわちZ方向の前面には接地電極 5を、その背面には信号用電極6を、それぞれ金

や銀の蒸着、スパッタリング、あるいは銀の焼き付けなどによって形成する。

０116 また、所定の厚さを有する板状の背面負荷材 (背面負荷材を備えない超音波探触

子ではこれに代わる部材 ) 3と、導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複

合材料で構成され、複数の第 の音響マッチング屑2aを形成するための板材と、ェ
ポキシ樹脂、ボリイミドなどの高分子材料で構成された複数の第2の音響マッチング

屑2bを形成するための板材と、ボリイミドなどの高分子材料によって構成される絶縁

性フィルム7aの一主面に銅などの導電性膜 7bが披若され、全体がリボン状に形成さ

れた複数の信号用電気端子7と、ボリイミドなどの高分子材料によって構成される絶

縁性フイルムgaの一主面に銅などの導電性膜 (厚みは音響特性に対する影響が少

ないよぅに5マイクロメートル以下が好ま 、)9bが披若された接地用電気端子9とを

準備する。なお、第2の音響マッチング屑2bを形成するために用いるェポキシ樹脂、

ボリイミドなどの高分子材料は絶縁性部材であるが、導電性部材を用いてもよい。な

お、導電性膜 7b gbは電気的に導電性を有する材料であれば何でも良く金属に限

定するものではない。

０117 そこで、図4 に示したよぅに、背面負荷材3の前面に、複数の信号用電気端子7を

X方向に所定の間隔で配置し、その上に圧電素子 を形成するための圧電板材を重

ね合わせ、さらに、圧電板材の前面に第 の音響マッチング屑2aを形成するための

板材と、接地用電気端子9と、第2の音響マッチング屑2bを形成するための板材とを

順次に重ね合わせて、これらを一体的に固着する。この場合、背面負荷材3と圧電板

材との間に装若される複数の信号用電気端子7は、それぞれ絶縁性フィルム7aの一

主面に披若されている導電性膜 7bが圧電板材に形成された信号用電極6に接触し

、絶縁性フィルム7aが背面負荷材3に接触するよぅに、絶縁性フィルム7aの一主面が

圧電板材側 (図面の上方) に向けられる。また、第 の音響マッチング屑2aを形成す

るための板材と第2の音響マッチング屑2bを形成するための板材との間に挿若され

る接地用電気端子9は、絶縁性フイルムgaの一主面に形成された導電性膜gbが第

の音響マッチング屑2aに接触するよぅに、その一主面が第 の音響マッチング屑2a

側に向けられる。



０118 以上のようにして、背面負荷材3、複数の信号用電気端子7、圧電素子 を形成す

るための圧電板材、第 の音響マッチング屑2aを形成するための板材、接地用電気

端子9及び第2の音響マッチング屑2bを形成するための板材を一体的に固着した後

、スライシングマシーンなどによって第2の音響マッチング屑2bの前面から背面負荷

材3の前面部まで掘り下げた複数の満、すなわち第2の音響マッチング屑2b、接地

用電気端子9、第 の音響マッチング屑2a、圧電板材、信号用電気端子7及び背面

負荷材3の一部を ユニットとして、複数の圧電素子ユニットに分割する分割満を形

成する。この場合、X方向に所定の間隔で配置された信号用電気端子7の中間部に

分割満を形成する。これによって、圧電素子ユニットが並列に配置された圧電素子列

が形成される。次に、音響的な結合が 、さいシリコーンゴムやウレタンゴムなどのよう

な材料 (図示せず) を各分割満に充填し、さらに、第2の音響マッチング屑2b及び分

割満に充填した部分の上面には、第3の音響マッチング屑2cを装着する。

０119 第3の音響マッチング屑2cは、図示のように分割しないで連結した状態で装着する

。この第3の音響マッチング屑2cの材料としては、シリコーンゴム、クロロプレンゴム、

エチレン一プロピレン共重合ゴム、アクリロ二トリルーブタジエン共重合ゴム、及びウレ

タンゴムなどのゴム弾性体を主体とした材料を用いる。さらに、必要に応じて、第3の

音響マッチング屑2cの上面にはシリコーンゴムなどの材料を用いた音響レンズ4を装

着する。背面負荷材を備えない超音波探触子においては、この段階で背面負荷材3

に代わる部材を除去する。

０12０ なお、第3の音響マッチング屑2cは、第 の音響マッチング屑2a、第2の音響マッチ

ング屑2bと同じように圧電素子 と一緒に分割してもよい。また、第2の音響マッチン

グ屑2b、第3の音響マッチング屑2cは絶縁性部材、導電性部材のいずれでもよい。

０12 1 なお、ここでは第 の音響マッチング屑2aと第2の音響マッチング屑2bとの間に、絶

縁性フイルムgaに導電性膜 gbを披若させた接地用電気端子9を挿若し、接地用電

気端子9の導電性膜 gbと第 の音響マッチング屑2aの導電性部材とを接触させるこ

とによって、接地用電気端子9と圧電素子 に形成された接地電極 5とを電気的に接

続するものについて説明したが、このほか、第2の音響マッチング屑2bとして導電，性

部材を用い、この第2の音響マッチング屑2bの前面に導電性膜 gbを披若させた接地



用電気端子9 を装着し、第 の音響マッチング屑2 a及び第2 の音響マッチング屑2 b

を介して、接地用電気端子9 と圧電素子 に形成された接地電極 5 とを電気的に接続

するよぅにしても同様の動作をさせることができる。

０12 2 上記のよぅに構成された超音波探触子 C の動作について以下に説明する。

圧電素子 の背面に形成された信号用電極 6 は、信号用電気端子7 を介して、また

、圧電素子 の前面に形成された接地電極 5 は、第 の音響マッチング屑2 aの複合

材料の導電性部材と接地用電気端子9 とを介して、それぞれ不図示のケーブルの一

端に電気的に接続され、これらのケーブルのそれぞれの他端は不図示の超音波診

断装置の本体部に接続される。これによって、超音波診断装置の本体部で作られる

規則正しいパルス電圧を圧電素子 に印加して超音波を発信し、また、受信した超

音波のエコーを電気信号に変換して超音波診断装置の本体部に送信する。

０12 3 この場合、詳細を後述する第 の音響マッチング屑2 a の導電性部材は、圧電素子

に形成された接地電極 5 と接地用電気端子9 の導電性膜 9 b とを電気的に接続する

形状であればよく、特定の形状に限定するものではない。また、第 の音響マッチン

グ屑2 aの導電性部材は、 つの圧電素子 に対して2 箇所以上で、圧電素子 の接

地電極 5 と接地用電気端子9 の導電性膜 g b とが電気的に接続されるよぅな構成が望

ましく、導電性部材 2０の数が多いほど接地電極 5 が圧電素子 と共に割れても、信号

電送経路が断線して故障する頻度は少なくなり、信頼性の高いものとなる。
。

０12 4 また、第 の音響マッチング屑2 a の絶縁性部材又は半導電性部材 2 は音響インヒ

一ダンスを整合の状態の近づけることが主たる目的となる。そのため、本実施の形態

のよぅに3屑の音響マッチング屑を備えた場合、第 、第2 、第3 の音響マッチング屑2

a 、2 b 2 c の各音響インピーダンスは、それぞれの目的とする周波数特性に応じて使

用する値の範囲が選択される。例えば、特開昭6 ０ 号公報では、第 、第2

及び第3 の音響マッチング屑の音響インピーダンスは、それぞれ 2 ・6 から 8 ・ 、3

・8 から6 ・0 、及び ・7から2 ・4 メガレールスの範囲を、また、特開昭6 ０ 85499

号公報では、それぞれ5から 5 、 ・9から4 ・4 、及び ・6 から2メガレールスの範囲

を、さらに特開2００3 25494 号公報には 9 ・7 、7 ・4 、2 ・4 4 メガレールスの値が

示されている。したがって、3 屑タイプの音響マッチング屑における第 の音響マッチ



ング屑2aの音響インピーダンスは、およそ5から2０メガレールスの範囲の値を有する

材料が用いられる。音響マッチング屑の屑数が多くなるほど周波数特性の広帯域化

、高感度化が可能になり、少なくとも2屑の音響マッチング屑のタイプより3屑の音響

マッチング屑タイプの方が周波数の広帯域化が可能となる。

０125 導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料で構成した第 の音響

の連結構造の一例は、第3の実施の形態で説明した図3C、図3 に示すような

型、2 型あるいは前述した3 型の構造のものを用いればよい。

０126 第 の音響マッチング屑2aの導電性部材2０としては、銅、アルミニウム、銀、金、ニ

ッケルなどの金属や、金、銀、銅、アルミニウムなどの金属若しくはカーボンの粉体を

エポキシ樹脂などの高分子化合物に混入して導電性を持たせた高分子材料や、グラ

ファイト、カーボンなどの材料を用いる。また、第 の音響マッチング屑2aの絶縁性部

材又は半導電性部材2 としては、ガラス、結品ィヒガラス、タングステン粉体を高濃度

で混入したエポキシ樹脂、ニオブ酸鉛セラミックス、加工性があるセラミックス 央削，性

セラミックス ) 、単結品若しくは多結品シリコン、水品、チタン酸バリウムなどのセラミッ

クスなどを用いる。

０127 なお、導電性部材2０、絶縁性部材又は半導電性部材2 として上記以外の材料を

用いたとしても、本願発明の目的が達成できる材料であればよい。また、導電性部材

2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との複合材料としての音響インピーダンスは、

型、2 型、3 型連結構造を有する複合材料は、導電性部材2０と絶縁，性

部材又は半導電性部材2 とのそれぞれの体積比率によって決まることは、第2の実

施の形態で説明したとおりである。例えば、導電性部材2０として音響インピーダンス

は3 8メガレールスの値を有する銀を用い、絶縁性部材2 として音響インピーダンス

は 5・3メガレールスの値を有する水品Xカット板を用いて体積比率を任意に選択す

ることにより、第2の実施の形態を示す図2Cと同様に、複合材料の音響インピーダン

スは 5・3から3 8メガレールスの範囲で任意に所望の値を得ることができる。この範

囲の音響インピーダンスは、3屑音響マッチング屑の第 の音響マッチング屑2aに要

望される値の範囲である5から2０メガレールスに相当する範囲を有する体積比率が



存在し、この範囲で作成した材料は、第 の音響マッチング屑2aとしての機能を有し

ていることになる。また、第4の実施の形態の第 の音響マッチング屑2aのほかの機

能としては、第 の音響マッチング屑2aの導電性部材2０が圧電素子 の接地電極 5

と接地用電気端子9の導電性部材と電気的に接続できる構成であるため、電気端子

を取り出しできる構成にしている。

０128 連結構造が 型、2 型、3 型構造においては、2種類のそれぞれの材料

が有する音響インピーダンスの範囲内の値になり、それぞれの材料の体積比率を変

えることによって、所望の音響インピーダンスの材料を得ることができる。また、第4の

実施の形態は、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との連結構造を

有する第 の音響マッチング屑2aについて説明したが、このほか、2種類以上の導電

性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 材料を用いても同様の効果が得られ

ることは明らかであり、それぞれ 種類ずつ、合計2種類の材料の連結構造に限定す

るものではない。

０129 また、 型、2 型、3 型の連結構造を有する導電性部材2０と絶縁性部材

又は半導電性部材2 との複合材料を第 の音響マッチング屑2aとして機能させるた

めには、複合材料が一体として超音波が伝搬するように、導電性部材2０の幅及び配

列間隔にする。また、導電性部材2０の体積比率が少ない場合は、導電性部材2０の

幅及び配列間隔を考慮する必要はなく、電気的な接続機能を主にしてその材料を選

択すればよい。

０13０ また、図4 に示すように、第3の音響マッチング屑2cを圧電素子 に対応して分割

しない構造としているが、当然のことながら、分割した構成にしても同様の効果が得ら

れるので、図4 の構成に限定するものではない。

０13 1 以上のように、圧電素子の被検体側に設けられる音響マッチング屑として、導電，性

部材と絶縁性部材又は半導電性部材とを複合した複合材料を用いることにより、その

音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になり、周波数の広帯域化ができる

ことによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、複合材料を構成する導

電性部材から電気端子を取り出すことができるため、信頼性が高くかつ操作性が良

好な超音波探触子を得ることができる。



０132 なお、第4の実施の形態では、 型連結構造の導電性部材2０として、円柱の形

状を有するものを用いたが、このほか角柱あるいは球など他の形状を有するものを用

いても同様の効果が得られる。また、 型連結構造の導電性部材2０として、Z方

向に対してコーンのような円錐状の形状にして、Z方向の厚みに対して音響インピー

ダンスが連続的に変化するような構成にした場合においても同様の効果が得られる。

０133 また、第4の実施の形態では、2 型連結構造の導電性部材2０と絶縁性部材又

は半導電性部材2 が、Z方向に対して均一な幅で配列される場合について説明し

たが、これらの部材がZ方向に対して幅が連続的に変化するいわゆる櫻のような形状

にして、Z方向の厚みに対して音響インピーダンスが連続的に変化するような構成に

した場合においても同様の効果が得られる。

０134 また、第4の実施の形態では、 型、2 型及び3 型の各連結構造の導電

性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 とがほぼ等間隔で、これらを交互に配

列した場合について説明したが、このほかランダムの間隔若しくはランダムに配列し

た場合においても同様の効果が得られる。また、第4の実施の形態では、圧電素子

の接地電極 5と電気信号を授受するために、第 の音響マッチング屑2aの導電性部

材を介して、その前面に接地用電気端子9を設ける構成の場合について説明したが

、この代わりに、第 の音響マッチング屑2aのZ方向の両面又は片面に導電性部材

をスパッタリング、めっきあるいは印刷などにより形成し、その部分に電気端子を接続

する構成にしても同様の効果が得られる。

０135 また、第4の実施の形態では、圧電素子 を 次元に複数個配列した構成の場合に

ついて説明したが、このほか、圧電素子 を2次元に複数個配列したいわゆる2次元

アレイの構成にしても同様の効果が得られる。また、第4の実施の形態では、導電，性

部材及び絶縁性部材若しくは半導電性部材は、2種類用いた場合について説明し

たが、このほか、導電性部材を2種類、絶縁性部材を 種類～3種類というように、2種

類以上の材料を用いても同様の効果が得られる。

０136 また、第4の実施の形態においては、圧電素子 の前面の電極を接地電極 5として

その被検体側に接地用電気端子9を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を

信号用電極6として、さらに信号用電極 6に信号用電気端子7を接触させているが、こ



の代わりに、圧電素子 の前面の電極を信号用電極 6としてその被検体側に信号用

電気端子7を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を接地電極 5として、さらに

接地電極 5に接地用電気端子9を接触させても、原理的には超音波を送受信するこ

とは可能である。

０137 く第5の実施の形態 ノ

次に、本発明の第5の実施の形態について説明する。図5 は本発明に係る超音

波探触子の第5の実施の形態の構成を、その一部を破断して示した斜視図であり、

図5 は、図5 に示した超音波探触子を、その図中に示した3つの方向X、 、Zのう

ち、 平面で切断した断面をX方向から見た断面図である。

０138 図5 及び図5 に示した超音波探触子 ０ は、図5 中に示した3つの方向X、

、Zのうち、X方向に配列された複数の圧電素子 と、各圧電素子 に対応して被検体

側となるZ方向の前面に積み重ねられた複数の第 の音響マッチング屑2a、複数の

第2の音響マッチング屑2b、及び第2の音響マッチング屑2b上に共通に積み重ねら

れた第3の音響マッチング屑3cを含む音響マッチング屑2と、必要に応じて圧電素子

の背面に設けられる背面負荷材3と、同じく必要に応じて音響マッチング屑2 (2a、2

b、2c) 上に設けられる音響レンズ4と、圧電素子 と背面負荷材3との間に挿若され

た複数の信号用電気端子7と、第2の音響マッチング屑2bと第3の音響マッチング屑

2cとの間に挿若された接地用電気端子9とを備えている。これらの構成要素のそれ

ぞれの機能は、従来の超音波探触子を構成する要素が持つ機能と同様である。

０139 第5の実施の形態は第4の実施の形態と比較して、圧電素子 、第 の音響マッチ

ング屑2a、第3の音響マッチング屑2cの積層構造は同じであるが、某本的に違う点、

は、第2の音響マッチング屑2bに導電性部材、又は第 の音響マッチング屑2aと同じ

ように導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料を用いた点、第2の

音響マッチング屑2bの上面にボリイミドなどの高分子材料によって構成される絶縁，性

フイルムgaの一主面に銅などの金属膜 gbが披若された接地用電気端子9を設けた

点にある。このように構成にすることにより、第 の音響マッチング屑2a及び第2の音

響マッチング屑2bを介して、接地用電気端子9と圧電素子 に形成された接地電極 5

とを電気的に接続することができる。



０14０ 第 の音響マッチング屑2a及び第2の音響マッチング屑2bの両方に複合材料を用

いる場合には、これの音響マッチング屑2a 2bの各導電性部材部が少なくとも電気

的に接続されるような構成にする必要がある。また、第 の音響マッチング屑2aと第2

の音響マッチング屑2bの複合材料の連結構造は必ずしも同じ構造にする必要はなく

、例えば第 の音響マッチング屑2aの連結構造を 型にして、第2の音響マッチ

ング屑2bの連結構造を2 型にしてもよく、両音響マッチング屑の導電性部材部が

電気的に接続される構成にして、接地用電気端子9と圧電素子 に形成された接地

電極 5とが電気的に接続されるとともに、それぞれが音響マッチング屑としての音響イ

ンピーダンスの値を有するように構成すればよい。

０14 1 また、第2の音響マッチング屑2bとしては、グラフアイトのような導電性部材を用いて

も、導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料を用いてもよい。導電

性部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料を用いる場合には、例えば、

導電性部材2０として音響インピーダンスが 3 8メガレールスの銀を用い、絶縁性部材

2 として音響インピーダンスが 3メガレールスのエポキシ樹脂を用いて、体積比率を

変えることにより音響インピーダンスを任意に設定することができ、例えば6メガレール

ス付近の値にすることが可能である。これは 型、2 型、3 型のいずれの連

結構造の複合材料にも可能である。

０142 一方、第5の実施の形態においては、第2の音響マッチング屑2bの前面に装若さ

れる接地用電気端子9の某材となる絶縁性のフィルムとして、ボリイミドのような音響イ

ンピーダンスが約3メガレールスの材料を用いた場合には、この材料の音響インピー

ダンスが第2の音響マッチング屑2bと第3の音響マッチング屑2cとの間の値か、若し

くはこれに近い値であるので、音響的な不整合がなくなって良好な周波数特性が得

０143 以上のように、圧電素子の被検体側面に設ける3屑の音響マッチング屑の構成に

おいて、第 及び第2の音響マッチング屑にそれぞれ導電性部材と絶縁性部材又は

半導電性部材との複合材料を用いることにより、第 及び第2の音響マッチング屑の

いずれをもその音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になり、周波数の広

帯域化ができることによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、第 及び



第2の音響マッチング屑の各導電性部材を介して、接地用電気端子9を接地電極 5

に電気的に接続することができるので、信頼性が高く、かつ操作性が良好な超音波

探触子を得ることができる。

０144 なお、第5の実施の形態では、それぞれ 種類の導電性部材2０と絶縁性部材又は

半導電性部材2 などの材料の連結構造を有する第 、第2の音響マッチング屑2a

2bについて説明したが、このほか、2種類以上の導電性部材2０と絶縁性部材又は

半導電性部材2 とを用いても同様の効果が得られることは明らかであり、それぞれ

種類の材料の連結構造に限定するものではない。

０145 また、第5の実施の形態では、 型連結構造の導電性部材は円柱の形状を用

いた場合について説明したが、このほか角柱あるいは球など他の形状に場合におい

ても同様の効果が得られる。また、第5の実施の形態では、 型連結構造の導電

性部材として円柱の形状を有するものを用いたが、このほかZ方向に対してコーンの

ような円錐状の形状にして、Z方向の厚みに対して音響インピーダンスが連続的に変

化するような構成にした場合においても同様の効果が得られる。

０146 また、第5の実施の形態では、 型、2 型及び3 型の各連結構造の導電

性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 とがほぼ等間隔で、これらを交互に配

列した場合について説明したが、このほかランダムの間隔若しくはランダムに配列し

た場合においても同様の効果が得られる。

０147 また、第5の実施の形態では、圧電素子 の接地電極 5と電気信号を授受するため

に、第 の音響マッチング屑2aと第2の音響マッチング屑2bの各導電性部材2０を介

して、それらの前面に電気端子を設ける構成の場合について説明したが、この代わり

に、第2の音響マッチング屑2bのZ方向の両面又は片面に導電性部材をスパッタリン

グ、めっきあるいは印刷などにより形成し、その部分に電気端子を接続する構成にし

ても同様の効果が得られる。

０148 また、第5の実施の形態においては、圧電素子 を 次元に複数個配列した構成に

ついて説明したが、このほか、圧電素子 を2次元に複数個配列したいわゆる2次元

アレイの構成にしても同様の効果が得られる。

０149 また、第5の実施の形態では、第 の音響マッチング屑2aの前面に、第2の音響マ



ッチング屑2b及び第3の音響マッチング屑2cを積層して、合計3屑の音響マッチング

屑2を備えたものについて説明したが、 を3以上の整数として、音響マッチング屑2

が第 ～第 の音響マッチング屑を含み、かつ第2の音響マッチング屑と第3の音響

マッチングとの間に電気端子を装着する構成としても、上述したと同様の効果が得ら

れる。

０15０ また、第5の実施の形態においては、圧電素子 の前面の電極を接地電極 5として

その被検体側に接地用電気端子9を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を

信号用電極6として、さらに信号用電極 6に信号用電気端子7を接触させているが、こ

の代わりに、圧電素子 の前面の電極を信号用電極6としてその被検体側に信号用

電気端子7を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を接地電極 5として、さらに

接地電極 5に接地用電気端子9を接触させても、原理的には超音波を送受信するこ

とは可能である。

０15 1 く第6の実施の形態 ノ

図6 は本発明に係る超音波探触子の第6の実施の形態の構成を示す断面図であ

り、図6 は図6 に示す超音波探触子を構成する音響マッチング屑の構成例を示す

断面図である。

０152 図6 において、超音波探触子 ０ は板状の圧電素子 と、この圧電素子 の前面

(図面の上方) に積み重ねられた音響マッチング屑2と、必要に応じて圧電素子 の

背面 (図面の下方) に装若される背面負荷材3と、同じく必要に応じて音響マッチング

屑2の前面に装若される音響レンズ4とを備えている。これらの構成要素のそれぞれ

の機能は、従来の超音波探触子を構成する要素が持つ機能と同様である。

０153 超音波探触子 ０ の構成要素のぅち、圧電素子 はPZ 系のよぅな圧電セラミック

ス、PZ P P 系のよぅな圧電単結品、又はこれらの材料と高分子材料を

複合した複合圧電体、あるいはP などで代表される高分子材料の圧電体などに

よって形成される。圧電素子 の前面には接地電極 5が形成され、圧電素子 の背面

には信号用電極6が形成されている。接地電極 5及び信号用電極6は、それぞれ金

や銀の蒸着、スパッタリング、あるいは銀の焼き付けなどによって形成される。

０154 また、圧電素子 に形成されている信号用電極 6と背面負荷材3との間に、ボリイミド



などの高分子材料によって構成される絶縁性フィルム7aの一主面に銅などの金属膜

7bが披若された信号用電気端子7が挿若されている。この場合、圧電素子 に形成

されている信号用電極6に信号用電気端子7の金属膜 7bが接触し、かつ信号用電

気端子7の絶縁性フィルム7aが背面負荷材3に接触するよぅに、絶縁性フィルム7aの

一主面が圧電素子 側に向けられる。一方、圧電素子 に形成されている接地電極 5

の前面には、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との複合材料で構

成される音響マッチング屑2と、ボリイミドなどの高分子材料によって構成される絶縁

性フィルムgaの一主面に銅などの導電性膜 (厚みは特性に影響が 、 、刮 よぅに5マイ

クロメートル以下が好ま 、)9bが披若された接地用電気端子9とが順次積み重ねら

れている。この場合、音響マッチング屑2の複合材料の導電性部材2０に接地用電気

端子9の導電性膜 gbが接触するよぅに、絶縁性フィルムgaの一主面が音響マッチン

グ屑2側に向けられる。そして、必要に応じて、音響マッチング屑2の前面にはシリコ

ーンゴムなどの材料を用いた音響レンズ4が装若される。

０155 上記のよぅに構成された超音波探触子 ０ の動作について以下に説明する。

圧電素子 に形成された信号用電極6は、信号用電気端子7を介して、また、圧電

素子 の接地電極 5は音響マッチング屑2の複合材料の導電性部材2０と接地用電

気端子9とを介して、それぞれ不図示のケーブルの一端に電気的に接続され、これら

のケーブルのそれぞれの他端は不図示の超音波診断装置の本体部に接続される。

これによって、超音波診断装置の本体部で作られる規則正しいパルス電圧を圧電素

子 に印加して超音波を発信し、また、受信した超音波のエコーを電気信号に変換し

て超音波診断装置の本体部に送信する。

０156 図6 において、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との複合材料

で構成されている音響マッチング屑2としては、音響インピーダンスが圧電素子 と被

検体 (例えば生体 ) の間になるよぅな材料が選ばれる。絶縁性部材又は半導電性部

材2 は厚み方向 (図面では上下方向) に対して連続的に形状 (体積 ) が変化し、図

面では下方は体積が大きく上方にいくに従って体積が 、さくなるよぅな形状 (例えば

円錐、三角錐、四角錐など) にし、その間隙に導電性部材2０を満たした構成にして

いる。例えば絶縁性部材又は半導電性部材2 が、導電性部材2０の音響インピーダ



ンスより大きい値を有する材料の場合には、図面では下方は体積が大きいため音響

インピーダンスの値が最も大きく、上方にいくに従って徐々に体積が 、さくなって導

電性部材2０の体積が大きくなることにより音響インピーダンスが徐々に 、さくなって

いく。つまり音響マッチング屑2は上下方向に音響インピーダンスが連続的に変化し

た構成となっている。図6 のような構成で図面の下方が音響インピーダンスは大きく

、上方にいくに従って 、さくなる構成の場合は、当然ながら圧電素子 側は下方にな

り被検体側は上方になるように構成される。

０157 このように音響マッチング屑2の形状が厚み方向に連続的に可変する構成にするこ

とにより、音響マッチング屑2は、厚み方向 (圧電素子 から被検体の方向) に対して

音響インピーダンスが連続的に変化する特性となっており、圧電素子 の接地電極2

側に位置する音響マッチング屑2の部分は、音響インピーダンスが圧電素子 に近い

値で大きく、そして被検体側 (図面では上方) に位置する部分の音響マッチング屑2

の音響インピーダンスは、被検体の値に近い値となっている。このように音響インピー

ダンスを連続的に傾斜させる音響マッチング屑2を用いることにより、周波数の広帯

域化が可能となる。また、本音響マッチング屑2の厚みは周波数に依存しないため、

中心周波数の約2分の 波長以上の厚みであれば音響整合屑としての効果を発揮

でき、厚みに対して周波数特性はあまり関係しない。

０158 音響マッチング屑2の導電性部材2０は圧電素子 の一方の電極と電気的な接続が

なされ、もう一方の導電性部材2０の面には、接地用電気端子9の導電性膜 gbが接

触して電気的に接続される構成となっており、接地用電気端子9から信号の取り入れ

、取り出しをする。本音響マッチング屑2の絶縁性部材又は半導電性部材2 と、導電

性部材2０の連結構造としては、第2の実施の形態で説明した2 型、 型、3

型連結構造が望ましい。例えば絶縁性部材又は半導電性部材2 として半導体な

どに使用されている音響インピーダンスが約 9・7メガレールスを有するシリコンの単

結品、また導電性部材2０として音響インピーダンス約6 ・5メガレールスを有する導電

性接着剤のェコ一ボンド56C (エマーソンアンドカミング社) を用いると音響インピー

ダンスはシリコン単結品の体積比率がほぼ ００。の部分は、 9・7メガレールスの音

響インピーダンスであり徐々に体積比率が減少していき、導電性接着剤の体積比率



が徐々に増加していくことにより音響インピーダンスは6 ・5メガレールスに近づいてい
くような特性を得ることができる。

０159 ここでは、音響マッチング屑2の絶縁性部材又は半導電性部材2 として、ガラス、

結品化ガラス、タングステン粉体を高濃度で混入したエポキシ樹脂、ニオブ酸鉛セラ

ミックス、加工性があるセラミックス 央削性セラミックス) 、単結品若しくは多結品シリコ

ン、水品、チタン酸バリウムなどのセラミックスなどを用いる。また、音響マッチング屑2

の導電性部材2０として、銅、アルミニウム、銀、金、ニッケルなどの金属材料や、金、

銀、銅、アルミニウムなどの金属若しくはカーボンの粉体をエポキシ樹脂などの高分

子化合物に混入して導電性を持たせた高分子材料や、グラファイト、カーボンなどを

用いる。なお、導電性部材2０あるいは絶縁性部材又は半導電性部材2 は、前述し

た材料に限定されるものではなく、前述した材料と同程度の音響インピーダンスを有

するものであれば他の材料であってもよい。

０16０ 以上のように、圧電素子の被検体側に設けられる音響マッチング屑として、導電，性

部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料を設けることにより、音響マッチン

グ屑を所望の音響インピーダンスを連続的に傾斜させることが可能になり、これによ

って周波数の広帯域化ができるため、高分解能の診断画像を得ることができる。また

、複合材料の音響マッチング屑の導電性部材を介して、圧電素子の複数箇所に電

気端子を接続することができるため、信頼性が高くかつ操作性の良好な超音波探触

子を得ることができる。

０16 1 また、第6の実施の形態では、図6 に示すように導電性部材2０及び絶縁性部材

又は半導電性部材2 がほぼ等間隔で、これらを交互に配列した場合について説明

したが、このほかランダムの間隔若しくはランダムに配列した場合においても同様の

効果が得られる。

０162 また、第6の実施の形態では、圧電素子 の接地電極 5と電気信号を授受するため

に、音響マッチング屑2を介して、その前面に接地用電気端子9を設ける構成につい

て説明したが、この代わりに、音響マッチング屑2のZ方向の両面又は片面に導電，性

部材をスパッタリング、めっきあるいは印刷などにより形成し、その部分に接地用電気

端子9を接続する構成にしても同様の効果が得られる。



０163 また、第6の実施の形態においては、音響マッチング屑2として、それぞれ つの材

種で形成された導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との連結構造の

ものを用いたが、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 の少なくとも一

方が2種類以上の材料で形成されていたとしても同様の効果が得られることは明らか

であり、それぞれ つの材種の連結構造に限定されるものではない。

０164 また、第6の実施の形態においては、圧電素子 の前面の電極を接地電極 5として

その被検体側に接地用電気端子9を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を

信号用電極6として、さらに信号用電極 6に信号用電気端子7を接触させているが、こ

の代わりに、圧電素子 の前面の電極を信号用電極6としてその被検体側に信号用

電気端子7を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を接地電極 5として、さらに

接地電極 5に接地用電気端子9を接触させても、原理的には超音波を送受信するこ

とは可能である。

０165 く第7の実施の形態 ノ

図7 は本発明に係る超音波探触子を構成する音響マッチング屑の第7の実施の

形態の構成を示す断面図である。なお、超音波探触子の概略断面図は第6の実施

の形態で説明した図6 と同じであり音響マッチング屑2の構成が違ぅだけなので、超

音波探触子は図6 を用いて説明し、音響マッチング屑の部分は図7 を用いて説

明する。

０166 図6 において、超音波探触子 ０ は板状の圧電素子 と、この圧電素子 の前面

(図面の上方) に音響マッチング屑2と、必要に応じて圧電素子 の背面 (図面の下方

) に装若される背面負荷材3と、同じく必要に応じて音響マッチング屑2の前面に装若

される音響レンズ4とを備えている。これら構成要素のそれぞれの機能は、従来の超

音波探触子を構成する要素が持つ機能と同様である。超音波探触子 ０ の構成要

素及び動作については第6の実施の形態で説明しているのでここでは割愛する。

０167 図7 において、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との複合材料

で構成されている音響マッチング屑2としては、音響インピーダンスが圧電素子 と被

検体 (例えば生体 ) の間になるよぅな材料が選ばれる。絶縁性部材又は半導電性部

材2 は厚み方向 (図面では上下方向) に対して、例えば図面では幅を2段階に段階



的に可変して形状 (体積 ) を変ィヒさせ、下段 ( の領城 ) は幅が大きく、上段 ( 2の

領城 ) は幅が 、さくなるような形状にし、その間隙に導電性部材2０を満たした構成に
。している。例えば絶縁性部材又は半導電性部材2 が、導電性部材2０の音響インヒ

一ダンスより大きい値を有する材料の場合は、 の領城は幅が大きいため音響イン

ピーダンスの値が大きく、 2の領城は幅が狭くなる。それに対して、導電性部材2０

の幅は逆になり、それぞれの幅 (体積 ) が広い方の部材の音響インピーダンスに近づ
く。 2の領域の導電性部材2０と、絶縁性部材又は半導電性部材2 の体積比

率によって音響インピーダンスを段階的に変えることができる。したがって、図7 に

示すように2段階になる構成では、2屑の音響マッチング屑が構成されたことになる。

当然ながら 2のそれぞれの厚みは4分の 波長の厚みを某本にして設定される

０168 図6 のように音響マッチング屑2の導電性部材2０は圧電素子 の一方の電極と電

気的な接続がされ、もう一方の導電性部材2０の面には、接地用電気端子9の導電，性

膜 gbが接触して電気的に接続される構成となっており、接地用電気端子9から信号

の取り入れ、取り出しをする。図7 に示した音響マッチング屑2の導電性部材2０と、

絶縁性部材又は半導電性部材2 との連結構造としては、第2の実施の形態で説明

した2 型、 型、3 型連結構造が望ましい。

０169 以上のように、圧電素子の被検体側に設けられる音響マッチング屑として、導電，性

部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料を設けることにより、音響マッチン

グ屑を所望の音響インピーダンスを段階的に可変させることが可能になり、これによ

って周波数の広帯域化ができるため、高分解能の診断画像を得ることができる。また

、複合材料の音響マッチング屑の導電性部材を介して、圧電素子の複数箇所に電

気端子を接続することができるため、信頼性が高くかつ操作性の良好な超音波探触

子を得ることができる。

０17０ また、第7の実施の形態では、図7 に示すように導電性部材2０及び絶縁性部材

又は半導電性部材2 がほぼ等間隔で、これらを交互に配列した場合について説明

したが、このほかランダムの間隔若しくはランダムに配列した場合においても同様の

効果が得られる。



０17 1 また、第7の実施の形態では、圧電素子 の接地電極 5と電気信号を授受するため

に、音響マッチング屑2を介して、その前面に接地用電気端子9を設ける構成につい

て説明したが、この代わりに、音響マッチング屑2のZ方向の両面又は片面に導電，性

部材をスパッタリング、めっきあるいは印刷などにより形成し、その部分に接地用電気

端子9を接続する構成にしても同様の効果が得られる。

０172 また、第7の実施の形態においては、音響マッチング屑2として、それぞれ つの材

種で形成された導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 との連結構造の

ものを用いたが、導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材2 の少なくとも一

方が2種類以上の材料で形成されていたとしても同様の効果が得られることは明らか

であり、それぞれ つの材種の連結構造に限定されるものではない。

０173 また、第7の実施の形態においては、圧電素子 の前面の電極を接地電極 5として

その被検体側に接地用電気端子9を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を

信号用電極6として、さらに信号用電極 6に信号用電気端子7を接触させているが、こ

の代わりに、圧電素子 の前面の電極を信号用電極6としてその被検体側に信号用

電気端子7を配置するとともに、圧電素子 の背面の電極を接地電極 5として、さらに

接地電極 5に接地用電気端子9を接触させても、原理的には超音波を送受信するこ

とは可能である。

０174 また、第7の実施の形態を構成する音響マッチング屑2の他の構成例として図7 に

示したものがある。図7 の音響マッチング屑2は図7 に示したように2屑の音響マッ

チング屑 2を構成しているが、図7 は導電性部材2０を厚み の領城で ００

を占め、厚み 2の領城に導電性部材2０と音響インピーダンスの値が違う部材、例

えば絶縁性若しくは半導体部材を任意の体積比率で設ける。例えば導電性部材2０

としてグラフアイトに銅、銀などの金属粉を充填した材料を用いて音響インピーダンス

を6～6メガレールスの値を用いて厚み を ００ 占めて第 の音響マッチング屑

とする、また厚み 2の領城は所望の音響インピーダンスにするように導電性部材2０

に満を形成し、その満に絶縁性部材であるエポキシ樹脂、ウレタン、シリコーンゴムな

どの音響インピーダンス ( ～3メガレールス ) の低い材料を充填して形成し導電性部

材2０と絶縁性若しくは半導体部材2 の体積比率で厚み 2の音響インピーダンスに



することにより第2の音響マッチング屑を構成することができる。このような構成にする

ことにより導電性部材2０は 2の厚み方向に連結しているため、図7 の実施の

形態と同様の効果を得ることができる。なお、図7 では2屑の音響マッチング屑で構

成した場合について説明したが、この他2屑以上つまり3屑以上の音響マッチング屑

で構成することも可能であり、2屑の音響マッチング屑に限定するものではない。

０175 く第8の実施の形態 ノ

図8は本発明に係る超音波探触子の第8の実施の形態を構成する音響マッチング

屑の構成を示す断面図である。なお、超音波探触子の概略断面図は第2の実施の

形態で説明した図2 と同じであり第 の音響マッチング屑2aの構成が違うだけなの

で、超音波探触子は図2 を用いて説明し、第 の音響マッチング屑の部分は図8を

用いて説明する。

０176 図2 において、超音波探触子 ０ は板状の圧電素子 と、この圧電素子 の前面

(図面の上方) に積み重ねられた2屑の音響マッチング屑2 (2a 2b) と、必要に応じ

て圧電素子 の背面 (図面の下方) に装若される背面負荷材3と、同じく必要に応じて

音響マッチング屑2 (2a 2b) の前面に装若される音響レンズ4とを備えている。これら

の構成要素のそれぞれの機能は、従来の超音波探触子を構成する要素が持つ機能

と同様である。超音波探触子の構成要素及び動作については第2の実施の形態で

説明しているのでここでは割愛する。

０177 導電性部材と絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料で構成されている第 の

音響マッチング屑2aとしては、その音響インピーダンスが圧電素子 と第2の音響マ

ッチング屑2bの各音響インピーダンスの中間になるような材料が選ばれる。この第

の音響マッチング屑2aとして、導電性部材と、複数の絶縁性部材又は半導電性部材

との構成例を図8に示す。図8 においては、被検体に向けて超音波を放射する方向

をZ方向、これと直交する2つの方向をそれぞれX方向、 方向としている。

０178 図8に示した第 の音響マッチング屑2aは、導電性部材2０と、複数のここでは2種

類の絶縁性部材又は半導電性部材2 とがX方向に順次に配置された連結構造をし

ており、この導電性部材2０は少なくともZ方向につながりがある構造体になっている。

図8の構成は、2種類の絶縁性部材又は半導電性部材2 の幅 (体積 ) に対して、導



電性部材2０の幅 (体積 ) は極めて狭くなった構成にしている。

０179 この構成は2種類の絶縁性部材又は半導電性部材2 の体積比率 (図面ではX方

向の幅) を変えることにより第 の音響マッチング屑2aの音響インピーダンスを任意に

設定することを可能にし、導電性部材2０は前記2種類の絶縁性部材又は半導電，性

部材2 の体積比率に比べて極めて 、さい値つまり、図8のX方向の幅が極めて狭く

して音響インピーダンスの可変にはほとんど寄与しないような構成にする。例えば2種

類の絶縁性部材又は半導電性部材2 としてシリコン単結品とエポキシ樹脂を用いて

X方向の幅をそれぞれ0・ に、また導電性部材2０としてシリコン単結品又はエ

ポキシ樹脂の側面に銅、銀、金などをメッキあるいはスパッタリングなどの方法により

形成しての幅を0・００2 にすると、これら合計の幅に対して導電性部材2０の幅の

割合は約 。となり、音響インピーダンスの可変の寄与度は極めて 、さくなる。したが

って、前記導電性部材2０としての機能は圧電素子 の電極面から電気的な接続が

主となる。このような構成にすると作成が容易にしかも精度よくでき、しかも導電性部

材に金属を使用する場合には、超音波探触子を作成するときの加工が困難になると

いう短所も解消できる。

０18０ 当然のことながら導電性部材2０の幅が広くなったとしても2種類の絶縁性部材又は

半導電性部材2 と含めて3種類の部材の幅の割合を変えることで体積比率を選択

することにより音響インピーダンスは任意に選択できるので導電性部材の幅を限定す

るものではない。

０18 1 図2 のように音響マッチング屑2aの導電性部材2０は圧電素子 の一方の電極と

電気的な接続がされ、もう一方の導電性部材2０の面には、接地用電気端子9の金属

膜 gbが接触して電気的に接続される構成となっており、接地用電気端子9から信号

の取り入れ、取り出しをする。

０182 以上のように、圧電素子の被検体側に設けられる音響マッチング屑として、導電，性

部材と複数の絶縁性部材又は半導電性部材との複合材料を設けることにより、音響

マッチング屑を所望の音響インピーダンスを任意に可変させることが可能になり、これ

によって周波数の広帯域化ができるため、高分解飴の診断画像を得ることができる。

また、複合材料の音響マッチング屑の導電性部材を介して、圧電素子の複数箇所に



電気端子を接続することができるため、信頼性が高くかつ操作性の良好な超音波探

触子を得ることができる。

０183 また、第8の実施の形態では、図8に示すように導電性部材2０及び複数の絶縁，性

部材又は半導電性部材2 がほぼ等間隔で、これらを交互に配列した場合について

説明したが、このほかランダムの間隔若しくはランダムに配列した場合においても同

様の効果が得られる。

０184 また、第8の実施の形態では、圧電素子 の接地電極 5と電気信号を授受するため

に、音響マッチング屑2aを介して、その前面に接地用電気端子9を設ける構成につ

いて説明したが、この代わりに、音響マッチング屑2aのZ方向の両面又は片面に導

電性部材をスパッタリング、めっきあるいは印刷などにより形成し、その部分に接地用

電気端子9を接続する構成にしても同様の効果が得られる。

０185 また、第8の実施の形態においては、音響マッチング屑2aとして、それぞれ つの

材種で形成された導電性部材2０と2種類の絶縁性部材又は半導電性部材2 との

連結構造のものを用いたが、複数の導電性部材2０と絶縁性部材又は半導電性部材

2 の連結構造若しくはそれ以外に複数種類の連結構造で形成されていたとしても

同様の効果が得られることは明らかである。

０186 また、第8の実施の形態では、図8に示す導電性部材2０と複数の絶縁性部材又は

半導電性部材2 とが、Z方向に対して均一な幅で形成される場合について説明した

が、第6の実施の形態で示したように絶縁性部材又は半導電性部材2 がZ方向に対

して幅が連続的に変化するいわゆる櫻のような形状にして、Z方向の厚みに対して音

響インピーダンスが連続的に変化するような構成にし、導電部材はその傾斜の側面

に形成しても、あるいは、第7の実施の形態で示したように絶縁性部材又は半導電，性

部材2 の幅を段階的に変えて音響インピーダンスが変化する構成にしてその側面

に導電性部材2０を設けた構成にしても同様の効果が得られる。

０187 また、第8の実施の形態においては、2屑の音響マッチング屑の第 の音響マッチ

ング屑2aとして、それぞれ つの材種で形成された導電性部材2０と2種類の絶縁，性

部材又は半導電性部材2 との連結構造のものを用いたが、このほか3屑以上の音

響マッチング屑として設けた場合においてそれぞれの屑に設けたとしても同様の効



果が得られる。

産業上の禾 用可能，生

本発明に係る超音波探触子は、圧電素子の一方の電極形成面に積層される音響

マッチング屑の音響インピーダンスを所望の値にすることが可能になるため、周波数

の広帯域化ができることによって、高分解能の診断画像を得ることができ、また、音響

マッチング屑を介して、圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所に電気端子を接

続することが可能になるため、信頼性が高められて、人体などの被検体の超音波診

断を行う各種医療分野に好適で、さらには材料や構造物の内部探傷を目的としたエ

業分野において利用が可能である。



請求の範囲

厚さ方向の両面に電極が形成された圧電素子と、前記圧電素子の一方の電極形

成面に積層された音響マッチング屑とを備えた超音波探触子において、

前記音響マッチング屑は、少なくとも導電性部材を含む複数の素材の複合材料で

構成され、かつ前記導電性部材は、前記圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所

で、それぞれ屑の厚さ方向に貫通する部位を有していることを特徴とする超音波探

2 前記音響マッチング屑は、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材とを含む

複数の素材の複合材料、若しくは絶縁性部材又は半導電性部材を含む複数の素材

と、導電性部材を含む複数の素材との複合材料で構成されていることを特徴とする請

求項 記載の超音波探触子。

3 所定の厚さを有し、厚さ方向の両面に電極が形成され、互いに厚さ方向と直交する

方向に配置された複数の圧電素子と、前記複数の圧電素子の一方の電極形成面に

それぞれ積層された複数の音響マッチング屑とを備えた超音波探触子において、

前記音響マッチング屑は、前記圧電素子に順に積層された第 及び第2の音響マ

ッチング屑を含み、

前記第 の音響マッチング屑は、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材と

を含む複数の素材の複合材料で構成され、かっ前記導電性部材は、前記圧電素子

の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ屑の厚さ方向に貫通する部位を有し

ていることを特徴とする超音波探触子。

4 前記圧電素子に隣接する前記音響マッチング屑を構成する前記複合材料は、絶

縁性部材又は半導電性部材と、導電性部材とが、あらかじめ定めた領城に配置され

ていることを特徴とする請求項 から3のいずれか っに記載の超音波探触子。

5 前記圧電素子に隣接する前記音響マッチング屑の外表面部に積層された電気端

子を備え、

前記電気端子は、絶縁性フィルムの一主面に導電性膜が披若され、かっ前記絶縁

性フィルムの一主面が前記音響マッチング屑に対向するよぅに積層され、前記導電

性膜が、前記音響マッチング屑を構成する前記導電性部材を介して、前記圧電素子



に形成された一方の前記電極と電気的に接続されていることを特徴とする請求項 か
ら3のいずれか つに記載の超音波探触子。

6 所定の厚さを有し、厚さ方向の両面に電極が形成され、互いに厚さ方向と直交する

方向に配置された複数の圧電素子と、前記複数の圧電素子の一方の電極形成面に

それぞれ積層された複数の音響マッチング屑とを備えた超音波探触子において、

を3以上の整数として、前記音響マッチング屑は、前記圧電素子に順に積層され

る第 ～第 の音響マッチング屑を含み、かつ第 の音響マッチング屑と第2の音響マ

ッチング屑との間に電気端子が挿若され、

少なくとも前記第 の音響マッチング屑は、絶縁性部材又は半導電性部材と、導電

性部材とを含む複数の素材の複合材料で構成され、かつ前記導電性部材は、前記

圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ屑の厚さ方向に貫通する部

位を有し、

前記電気端子は、絶縁性フィルムの一主面に導電性膜が披若され、かつ前記絶縁

性フィルムの一主面が前記音響マッチング屑に対向するよぅに積層され、前記導電

性膜が、前記第 の音響マッチング屑を構成する前記導電性部材を介して、前記圧

電素子に形成された一方の前記電極と電気的に接続されていることを特徴とする超

音波探触子。

7 所定の厚さを有し、厚さ方向の両面に電極が形成され、互いに厚さ方向と直交する

方向に配置された複数の圧電素子と、前記複数の圧電素子の一方の電極形成面に

それぞれ積層された複数の音響マッチング屑とを備えた超音波探触子において、

を3以上の整数として、前記音響マッチング屑は、前記圧電素子に順に積層され

る第 ～第 の音響マッチング屑を含み、かつ第2の音響マッチング屑と第3の音響マ

ッチング屑との間に電気端子が挿若され、

少なくとも前記第 及び第2の音響マッチング屑は、絶縁性部材又は半導電性部材

と、導電性部材とを含む複数の素材の複合材料で構成され、かつ前記導電性部材

は、前記圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所で、それぞれ屑の厚さ方向に貫

通する部位を有し、

前記電気端子は、絶縁性フィルムの一主面に導電性膜が披若され、かつ前記絶縁



性フィルムの一主面が前記音響マッチング屑に対向するよぅに積層され、前記導電

性膜が、前記第 の音響マッチング屑を構成する前記導電性部材及び前記第2の音

響マッチング屑を構成する前記導電性部材を介して、前記圧電素子に形成された一

方の前記電極と電気的に接続されていることを特徴とする超音波探触子。

8 前記第 の音響マッチング屑を構成する前記複合材料は、絶縁性部材又は半導電

性部材と、導電性部材とが、あらかじめ定めた領城に配置されていることを特徴とす

る請求項6 は7に記載の超音波探触子。

9 前記第2の音響マッチング屑を構成する前記複合材料は、絶縁性部材又は半導電

性部材と、導電性部材とが、あらかじめ定めた領城に配置されていることを特徴とす

る請求項7に記載の超音波探触子。

０ 前記圧電素子の厚さ方向をZ方向、このZ方向と直交する方向をX方向、これらZ方

向及びX方向と直交する方向を 方向として、

前記音響マッチング屑を構成する前記複合材料は、

前記導電性部材がZ方向のみにつながりがあって、X、 方向につながりがなく、前

記絶縁性部材又は半導電性部材がX、 、Zの3方向につながりがある連結構造か、

又は、前記導電性部材が 及びZの2方向につながりがあり、前記絶縁性部材又は

半導電性部材が 及びZの2方向につながりがある連結構造か、

又は、前記導電性部材がX、 、Zの3方向につながりがあり、前記絶縁性部材又は

前記半導電性部材がZ方向のみにつながりがあって、X、 方向につながりがない連

結構造か、

のいずれか つの連結構造を有していることを特徴とする請求項2から9のいずれか

つに記載の超音波探触子。

所定の厚さを有し、厚さ方向の両面に電極が形成された圧電素子と、前記圧電素

子の一方の電極形成面に積層された音響マッチング屑とを備えた超音波探触子に

おいて、

前記音響マッチング屑は、少なくとも導電性部材を含む複数の素材の複合材料で

構成され、かつ前記導電性部材は、前記圧電素子の一方の電極形成面の複数箇所

で、それぞれ屑の厚さ方向に貫通する部位を有し、かつ厚さ方向に導電性部材は連



続的に体積比率が傾斜した、若しくは段階的に体積比率を変えた構成にしているこ

とを特徴とする超音波探触子。

2 前記音響マッチング屑の前記複数の素材の複合材料は、絶縁性部材又は半導電

性部材と、導電性部材とを含む材料で構成されていることを特徴とする請求項 に

記載の超音波探触子。

3 前記複合材料の前記導電性部材が、金属、金属と高分子材料の複合体、グラファ

イトの炭化物のうちの少なくとも つを含んでいることを特徴とする詰求項 から 2の

いずれか つに記載の超音波探触子。

4 前記複合材料の絶縁性部材又は半導電性部材が、ガラス、セラミックス、水品、有

機高分子と金属の複合体、シリコンの単結品若しくは多結品のぅちの少なくとも つを

含んでいることを特徴とする請求項2から 2のいずれか つに記載の超音波探触子
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A JP 08-070498 A (ォV ス光学工業株式会社 ) 1996. 03. 12, 全頁、 1 - 1 4

全図 (7 ァ な し)

r c欄の続きにも文献か 挙 されて る。 r ト ァ に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
A 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
L 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す) 上の文献 の、当業者に て自明てある組合 に

O 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
p j 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 r& j 同— テ ト ア ! 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 9 . 0 1 . 2 0 0 1 2 . 0 2 . 2 0 0

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 5 Z 8 7 3 3

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 志摩 兆 郎
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 4 1

様式 P C T ノ I S Aノ2 1 0 第 - ) ( 2 0 0 7午 4 月 )
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