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明 細 苫

超音波トランスデユ一サ及び超音波撮像装置

技術分野

０００1 本発明は超音波トランスデューザに関し、特にダイアフラム型超音波トランスデュー

ザを用いた超音波探触子の安定化方法及び安定化構造に関する。

背景技術

０００2 超音波探触子などに現用されている超音波トランスデューザの多くは、例えばP Z

( ead z cona e ana チタン酸ジルコン酸鉛 ) などのセラミックス系の圧電体の圧

電効果及び逆圧電効果を利用して、超音波の送信及び受信を行ぅものである。

０００3 これまで、ほとんどの超音波トランスデューザには、P Z 素子がトランスデューザの

振動子として用いられてきたが、これらの圧電型トランスデューザを代替し、ょり高効

率かつ広帯域のトランスデューザアレイを実現するために、標準的なシリコンプロセシ

ング技術にょるシリコン表面やバルクのミクロン単位の微細加工技術を用いて製造さ

れる静電容呈型トランスデューザ (cMU : Capac ve M c omach 。d U ason c T a

s d c e ) が近年さかんに研究されている。静電容呈型トランスデューザは、通常、微細

な (例えば直径 5０は の) 振動膜の周囲を支柱で固定した構造を有し、振動膜内及

び下部某板内に設けられた電極に電圧を印加することで、電気音響変換器として動

作する。

０００4 CMUTは、その構造からも明らかなょぅに、c MUT膜部の支持強度や、膜部のまわり

の機械的 電気的 構造的な境界条件にょり、膜部の最終的構造が決定され、また

その最終的構造のばらつきの度合いが、超音波トランスデューザとしてのcMUTの動

作信頼性や、トランスデューザの送受感度といった音響特性に大きく影響を与える。

特許文献 には、ゲルマニウムなどの応力低減剤をシリコン層などにドーピングするこ

とにょり、c MUT上部電極絶縁膜の残留応力緩和を行ぅ技術が開示されている。

特許文献 1 :特開2００6 86999 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題



０００5 複数のc Tセル (上部電極を持つ膜部、膜の支持部、下部電極を持つ壁部によ

って構成されるセル)で構成される2次元セルアレイにおいて、トランスデューザとして

の動作信頼性の向上及び、均一かつ安定的な送受感度特性を実現することが望ま

れる。

０００6 CMUTセルの不均一性の一つに、トランスデューザを構成するcMUTの2次元配列

の仕方によって不可避的に発生する境界条件によるセルの構造的な不均一性があ

る。cMUTセルが無限の大きさを持つトランスデューザを構成する物ではな 亡とから

も、境界部に位置するセルが、不可避的に存在することは明らかである。たとえば長

方形の2次元アレイであれば、長方形の端部や角部に位置するセルが存在すること

は明らかである。これら、端部、角部などトランスデューザの境界に存在するセルは、

その位置に存在するがゆえに、トランスデューザ内のcMUTセルの不均一性を生み、

また結果として動作信頼性を低下させる。この課題は、上記特許文献 においても未

解決のまま残されている。

０００7 そこで、本発明では、境界に位置するセルの存在によって生じる、トランスデューザ

内のcMUTセルの不均一性を低減し、cMUTトランスデューザの動作信頼性の低下、

及び音響特性への悪影響を解消する技術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

０００8 前記課題を解決するため、本発明では、超音波トランスデューザを構成する実質的

に2次元に配列されたセルアレイのぅち、アレイの縁辺に位置する不均一に製造され

たセルを不活性にし、均一に製造されたセルアレイのみを超音波トランスデューザと

して使用する。

０００9 具体的には、超音波トランスデューザを構成するセル群を2つの群に分ける。第 の

セル群は、底部と、壁部と、底部に設けられた第 電極と、底部に対面し壁部に支持

された膜部と、膜部に設けられた第2電極を持つセル群である。第 のセル群は、同

時に、信号の送受信を制御する信号処理部に接続される。次に、セルアレイの最外

周に位置し、第 のセル群を囲んで配置された第2のセル群に対して、信号処理部と

の間の信号のやりとりを遮断する信号遮断手段を迫加する。信号遮断手段は、a )セ

ルの膜部と底部の間の空間を実質的に充填し、セルの実質的な変位を抑制しぅる気



体もしくは液体もしくは固体をその材料とする充填部材、又は、b)セルと信号処理部

の間の電気的接続を阻告する手段である。

００1０ 第2のセル群は、超音波トランスデューザを構成する第 のセル群のさらに外周を囲

むよぅに、迫加されて配されるセル群であってもよい。このとき、第2のセル群は、壁部

と底部と膜部を持つセル群、すなわち電極を有しないセル群とすることができる。また

、第2のセル群は、セルの膜部と底部の間の空間が実質的に充填されていても良い

００11 さらに、本発明によると、 ) 2次元セルアレイの最外周のセルに信号遮断部を設け

た超音波トランスデューザを有する超音波撮像装置、及び2) 2次元セルアレイの最

外周に、その外周を囲んで、壁部と底部と膜部を有するセル群、すなわち電極部を

有しないセル群、を配した超音波トランスデューザを有する超音波撮像装置、も同時

に提供される。

発明の効果

００12 本発明によれば、超音波トランスデューザ中の2次元セルアレイを構成するc T

セルが、均一かつ安定的な動作をする。従って、最終的に、超音波撮像装置に接続

され、超音波探触子用のトランスデューザとして用いられるときの動作信頼性の向上

、及び送受感度の増加といった音響特性の向上をもたらす。

図面の簡単な説明

００13 図 超音波トランスデューザとして用いられるcMuTのチップの平面図。

図2 超音波トランスデューザとして用いられるcMuTのチップの断面図。

図3 本発明の一実施例の超音波トランスデューザの断面図。

図4 本発明の一実施例の超音波トランスデューザの断面図。

図5 本発明の一実施例の超音波トランスデューザの断面図。

図6 本発明の一実施例の超音波トランスデューザの断面図。

図7 cMuTチップのセルアレイの2次元配列の一例を示す図。

図8 cMuTセルの構造を示す概略図。

図9 コラプス電圧のセルごとの分布を示す図。

図1０コラプス電圧のセルごとの分布を示す図。



図 バイアス電圧に対する静電容呈の関係を示す図。

図12 低い電圧をコラプス電圧と判定してしまったときの、送信・受信感度の差を示す

シミュレーション結果の図。

図13 超音波撮像装置の概略図。

符号の説明
。

００ CMUTチッフ

０ 第 のセル群

０2 第2のセル群

2０ 半導体某板

2０2 壁部

2０3 底部

2０4 膜部

2０5 第 電極

2０6 第2電極

2０7 fS号処理部

2０8 最外周部に位置するセル

2０9 最外周部の隣の位置

2 ０ 画像表示部

3０ 通常のセル群

3０2 充填部材

3 充填部材を付与したセル群

3０4 壁部

3 底部

3０6 膜部

3０7 第 電極

3０8 第2電極

3０9 fa号処理部

3 画像表示部



通常のセル群

2 最外周部のセル群

3 f 号処理部

4 接続阻告回路

5 半導体某板

6 画像表示部

半導体某板

2 通常のセル群

第 壁部

4 第 底部

第 膜部

6 第 電極

7 第2電極

迫加のセル群

9 第2壁部

第2底部

第2膜部

2 fS号処理部

画像表示部

4 a号伝達回路

半導体某板

2 通常のセル群

3 迫加のセル群

4 壁部

5 底部

6 膜部

7 号処理部

S 充填部材



6０9 画像表示部

6 ０ 号伝達回路

7００ 半導体某板

7０ 軸方向の電極引き出し部

7０2 軸方向の電極引き出し部

7０3 っのチャンネル

7０4 ブロック

7０5 CMUTセル

8００ 半導体某板

8０ 壁部

8０2 底部

8０3 膜部

8０4 第 電極

8０5 第2電極

8０6 真空ギャップ

9００ ある チャンネル

9０ 電極引き出し部

9０2 境界部を持たないブロック

9０3 境界部を持っブロック

2００ 送信感度

2０ 受信感度

3０ 超音波探触子

3０2 超音波撮像装置

3０3 画像表示部

3０4 送波ビームフオーマ

3０5 D Aコンバータ

3０6 A Dコンバータ

3０7 受波ビームフオーマ



3０8 画像処理部

発明を実施するための最良の形態

００15 以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。図 は超音波トランスデュ
ーザとして用いられるcMUTのチップ (内部にcMUTのセル群が2次元的に配置され

たチップ、以下cMUTチップと呼ぶ) の平面図である。トランスデューザには、約 5

は 程度の直径を持つセル群 ０及び ０2が配列されている。なお、図 において

は全体的に長方形をなす領城中に設定された直交格子の格子点にセルの中心が

位置する配置としているが、セル群の配列の仕方には制約はなく、配列の全体的な

形状は、例えば円形状であっても、楕円形状であってもよい。また、セル群中のセル

のお互いの位置関係も、例えば直交格子の格子点に配列される位置関係であっても

、千鳥格子状の位置関係であってもよい。

００16 図 のcMUTチッ ０の中に2次元的に配列されるセル群 ０及びセル群 ０2の

総数は、例えば 5０ のトランスデューザを5０は の直径を持つ Tセ

ルで構成したとすれば、およそ ０万個に達する。これら ０万個におよぶセル群が、

同一の駆動条件において、いかにばらつきが少なく均一な動作を行えるかが、トラン

スデューザとしての送信感度、受信感度の性能に大きく影響を与え、ひいてはトラン

スデューザを超音波撮像装置の超音波探触子として用いたときの最終的な画質を決

定することになる。

００17 図 はまた、本発明の好適な実施例において、某本的なセルの2次元的な配列の

概念を説明するものである。本発明において具現されるセルの配列の典型は、以下

のa 、 の2通りである。

００18 まず図 を用いて つ目のセルの配列a ) を説明する。図 に示されるように、cMUT

チップを構成する全cMUTセルを2つの群に分ける。一方は、超音波トランスデューザ

として送信及び受信を行う第 のセル群 ０ である。もう一方はcMUTセル群の最外

周のセル群であり、セル群 ０ を囲れ場所に位置する第2のセル群 ０2である。セル

群 ０ を構成する一個一個のセルは、壁部と底部と底部に設けられた第 電極と、底

部に対面する膜部と、膜部に設けられた第2電極とを具備する。これらのセルは、セ

ルアレイとして2次元に配列されている。また、セル群 ０ 中のセルの信号の送受信



を制御する信号処理部が用意されている。次に、セル群 ０2を構成する一個一個の

セルは、某本的にセル群 ０ 中のセルと同一の構造を有し、またセル群 ０ と同様

に信号処理部が設けられている。さらに、セル群 ０2には、その信号処理部との間に

、送信信号及び 又は受信信号の伝達を遮断し、セルに変位や振動を与えない、も

しくは送信及び 又は受信を行わないための、構造的もしくは電気的もしくはシステ

ム的な信号遮断部が設けられている。

００19 前記a) の配列を要約すれば、通常の送受信を行いぅるトランスデューサとして設計

され製造されるc Tセルの2次元アレイの最外周部、もしくは端に位置するセルに、

列である。なお、第2のセル群は、図 において最外周 列となっているが、第2のセ

ル群は第 のセル群を実質的に囲んでいれば良く、例えばセルアレイ中の最外周2

列であってもよい。

００2０ 次に、図 を用いて2つめのセルの配列b)を説明する。この配列において、第 の

セル群 ０ は超音波トランスデューザとして送信及び受信を行うように設計されたセ

ル群である。第 のセル群 ０ を構成するセルは、第 壁部と、第 底部と、第 底部

に対面する膜部と、第 底部に設けられた第 電極と、第 膜部に設けられた第2電

極とを各々具備し、セルアレイとして実質的に2次元に配列されている。また、第 の

セル群の信号の送受信を制御する信号処理部も同時に具備している。第2のセル群

０2は、第 のセル群 ０ と典なる構造をもつ。第2のセル群を構成するセルは、第2

壁部と、第2底部と、第2底部に対面する第2膜部を各々具備する。すなわち、第2の

セル群 ０2は、前記第 のセル群と典なり、一個一個のセルに電極部を持たない構

造である。図 に示されたように、第2のセル群 ０2は、第 のセル群 ０ を囲むよう

に迫加して配列される。なお、第2のセル群は、図 において最外周 列となっている

が、第2のセル群は第 のセル群を実質的に囲んでいれば良く、例えばセルアレイ中

の最外周2列であってもよい。

００2 1 前記b)の配列を要約すれば、通常トランスデューザとして用いられているc Tセ

ルの2次元アレイの最外周部のさらに外側を囲んで、迫加のセル群が並べられた配

列であり、また、迫加のセル群は、そのセルの構造中に電極部を含まないセル群であ



る。

００22 図 に示されているように、前記a )もしくはb の配列をとることにより、超音波トランス

デューザの2次元アレイの最外周部のセルが実質的に、変位しない、もしくは振動し

ない、もしくは送信及び 又は受信が行われないような、2次元アレイ配列の超音波

トランスデューザが具現される。

００23 前述のように、マイクロメートルオーダの半導体成膜プロセスの不均一性により、端

部・角部など、2次元配列の境界に存在するセルは、製造後に他のセルとは典なった

構造や電気的 機械的強度の不均一性を呈する。前記a )もしくはb の配列をとるこ

とにより、これらの境界部セルの不均一性に起因するセル問のばらつきを低減し、均

一なセルのみを超音波トランスデューザの構成要素として使用することが可能となる

００24 以下、図2～図6を用いて、本発明の好適な実施例を詳しく説明する。まず、図2を

用いて、通常のc Tセルの断面構造を説明する。次に、図3及び図4を用いて、前

記配列a ) に対応する実施例を説明する。さらに、図5及び図6を用いて、前記配列b)

に対応する実施例の説明を行う。なお、図2～図6においては、図 に示された

断面図によって説明を行う。図 の 断面は超音波トランスデューザの2次元

アレイの端4個のセルの断面となっている。

００25 なお、本発明によってセル問のばらつきが低減される詳しい理由、及び、図3～図6

を用いて説明される本発明の実施例によって具現される効果の詳しい説明は、図7

～図 2を用いて後述する。

００26 図2は、図 の 断面2００を示したものであり、通常のトランスデューザの2次

元アレイ配列中のセルとして用いられるcMUTセルの断面構造を示している。ここで

は簡便のために、前記a )及びb の双方における第 のセル群 ０ の断面構造を、図

2を用いて詳しく説明する。

００27 前記a )及びb) における第 のセル群の配列を構成する通常のcMUTセル (以下、

通常のセル群と記述することがある) は、すべてのセルが同一の構造を成している。

すなわち、図2において、半導体某板2０ の上に、セルの構造を支持するための壁

部2０2、底部2０3、底部に対面し壁部2０2によって支持された膜部2０4、底部に設



けられた第 電極2０5、膜部2０4に設けられた第2電極2０6を各々具備する構造とな

っている。さらに各々のセルの信号の送受信を制御する信号処理部2０7を有する。

００28 ここで、通常c Tセルで構成される2次元アレイ中の、端もしくは角といった、最外

周部に位置するセル2０8は、もちろん他のセルと同一の構造で設計されることは吉う

までもない。しかしながら、2次元アレイの境界部に位置するセルは、プロセスのマイ

クロメートルオーダの不均一性により、同一の構造で製造されることを期待して設計さ

れたとしても同一の構造とはならないことは前述のとおりである。

００29 本発明の好適な実施例においては、図2における通常のトランスデューザとして機

能する最外周部のセル2０8の隣の位置2０9に、cMUTセルのような変位、振動を行

わない、もしくは送信及び 又は受信を行わない疑似のセル群を配置する。この疑

似のセル群は、前記a )及びb) において説明され、図 に示されている第2のセル群

０2に対応する。

００3０ 位置2０9に疑似のセルが配置されることにより、疑似のセルが 自動的に境界部のセ

ルとなる。すなわち、他のセル群と全く同一の設計を行っても、半導体プロセスの不

均一性の結果として、設計値とは典なる構造で製造されてしまう境界部のセルを、トラ

ンスデューザとして送受を行うセルとして機能させない。こうして、ばらつきのない均一

に製造されたセルだけを、超音波トランスデューザの構成要素として用いることができ

る。

００3 1 なお、超音波撮像装置の超音波探触子としてcMUTセルアレイを使用するときには

、信号処理部2０7において処理された受信信号は画像表示部2 ０に送られ、超音

波画像として表示されることになる。

００32 図3は、前記a ) の配列を用いた超音波トランスデューザの一例を示す図であり、図

の 断面3００を示す。図3には、通常のセル群3０ と、最外周部のセル群3０3

が示されている。最外周部のセル群3０3は、通常のセル群3０ の構造に充填部材3

０2を付与した構造を有する。また、通常のセル群3０ と最外周部のセル群3０3は、

双方あわせることで、複数個のセルが実質的に2次元に配置されたセルアレイを構成

する。通常のセル群3０は、図2において説明した通常cMUTセルの構造と同一であ

る。すなわち、半導体某板上に、セルの構造を支持するための壁部3０4、底部3０5



底部に対面し壁部3０4によって支持された膜部3０6、底部に設けられた第 電極3０

7、膜部に設けられた第2電極3０8を各々具備する構造となっている。さらに各々の

セルの信号の送受信を制御する信号処理部3０9を有する。なお、通常のセル群3０

は、図 における第 のセル群 ０ に対応する。通常のセル群3０ の構造に充填部

材3０2を付与した構造を持つセル群3０3は、図 における第2のセル群 ０2に対応

する。

００33 充填部材3０2は、セル群3０3の底部3０5と膜部3０6の間の空間を充填する。充填

部材3０2は、セルの底部3０5と膜部3０6の空間を実質的に充填し、膜部3０6が変位

もしくは振動することを抑制しぅる限りにおいてその種類を問わず、気体もしくは液体

もしくは固体とすることができる。

００34 CMUTは通常、半導体プロセスによってシリコン某板上への成膜工程を経て製造さ

れる。そのため、充填部材も通常の半導体プロセスによって用いられる材料、例えば

酸化シリコン、空化シリコンなどの材料を用いることが好ましい。さらに好ましくは、充

填部材3０2は、膜部3０6及び 又は底部3０5を構成する部材と同一の材質である。

通常、壁部3０4と底部3０5と膜部3０6で囲まれる空間は膜部に開口した孔からウェッ
トエッチを行い内部のレジストを除去する。ここでは、例えば設計時のマスクの状態で

、セル群3０3のみをあらかじめ、酸化シリコンなどの材質で充填された形状として設

計し成膜することが好ましい製造法の一つである。また、ウェットエッチ用の孔を開口

しなければ、レ、ジストが充填部材となり、好ましい製造法の一つとなる。さらには、ウェ

ットエッチ用の孔から、高圧空素やシリコンオイルなどの高粘度液体を壁部3０4と底

部3０5と膜部3０6で囲まれる空間に封入することも好ましい製造法の一つである。

００35 以下の実施例すべてにおいて、cMUTセルの製造法の好ましい一つの様態として、

通常の半導体プロセスが挙げられる。また、cMUTセルを構成する好ましい材質は、

通常の半導体プロセスにおいて一般的に用いられる材質、例えば酸化シリコン、空

００36 充填部材3０2は、セル群3０3における信号遮断部として付与される。すなわち、充

填部材3０2によってセル内の空間を充填することによって、膜部3０6は変位・振動と

いった運動を実質的に抑制され、結果として、信号処理部3０9とセル群3０3との間の



送信信号及び 又は受信信号の伝達が遮断される。よって、2次元のセルアレイの

境界部に位置し、通常のセル群3０ と典なる形状に製造されたセル群3０3が送信信

号を発信したり、受信信号を受け取ることが遮断される。

００37 上記により、充填部材3０2をセルアレイの端の列に配置されたセル群3０3に信号

遮断部として充填することにより、トランスデューザの2次元セルアレイの境界に位置

するセルが他のセルと典なる送信及び 又は受信信号を、信号処理部3０9との間で

やりとりしてしまぅと う不具合を防ぎ、c UTセルアレイを超音波トランスデューサの

均一なセル群として機能させることが可能となる。

００38 また、本発明の好適な実施例の つとして、図3を参照して説明されたよぅな、セル

の構造及び2次元的配列を持つ超音波トランスデューザを超音波探触子として用い

る超音波撮像装置が具現ィヒされる。このとき、信号処理部3０9において処理された

受信信号は、画像表示部3 ０に送られ、超音波画像として画像表示部3 ０に表示さ

れる。

００39 図4は前記a ) の配列を用いた超音波トランスデューザのもぅ つの実施例を説明す

る図であり、図 の 断面4００を示す。本実施例のトランスデューザは、図3と同

様に、通常のセル群4０ と最外周部のセル群4０2を有する。また、通常のセル群4０

と最外周部のセル群4０2は、双方あわせることで複数個のセルが実質的に2次元

に配置されたセルアレイを構成する。また通常のセル群4０ と最外周部のセル群4０

2は、図3と同様に、壁部、底部、底部に対面し壁部によって支持された膜部、底部

に設けられた第 電極、膜部に設けられた第2電極を各々具備する。さらに各々のセ

ルの信号の送受信を制御する信号処理部4０3を有する。さらに、最外周部のセル群

4０2には、信号処理部4０3と最外周部のセル群4０2との間の電気的接続を阻告す

る接続阻告回路4０4が設けられている。図4における通常のセル群4０ は、図 にお

ける第 のセル群 ０ に対応する。最外周部のセル群4０2は、図 における第2のセ

ル群 ０2に対応する。

００4０ 接続阻告回路4０4は、最外周セル群4０2と信号処理部4０3の間の電気的な通信

を阻害する回路であり、受動的な配線の破断もしくほ能動的なスイッチの切り替えに

よる電気的信号の阻告など、セル群4０2と信号処理部4０3の間の電気的な通信を阻



告するものであればいかなる回路であっても良い。c Tトランスデューザアレイは、

某板4０5内に信号処理回路が混載して設けられていることがあり、この信号処理回

路内のスイッチ回路などが一つの手段として考えられる。また、超音波探触子として

用いられる場合は、探触子内に送受信信号の信号処理の一部を行ぅ電気回路が設

けられていることがあり、この探触子内部の電気回路内に設けられたスイッチ回路な

ども一つの手段として考えられる。さらに、超音波探触子が超音波撮像装置に接続さ

れて使用される場合にほ、超音波撮像装置本体の中に、増幅器、信号変調器、信号

発生器などの電気回路が設けられており、この本体内部の電気回路内に設けられた

スイッチ回路も一つの手段として考えられる。よって、接続阻告回路4０4はセル群4０

2の後段に存在する上記のいかなる電気回路中であってもその設置場所を問わない

００4 1 接続阻告回路4０4は、セル群4０2における信号遮断部として付与される。すなわち

、接続回路4０4によって、セル群4０2と信号処理部4０3との間の電気的接続を阻告

することによって、信号処理部からセル群4０2に対して送られるセルの送信信号の伝

達を阻苦し、あるいはセル群4０2から信号処理部に対して送られる受信信号の伝達

を阻告する。すなわち、接続阻告回路4０4は、最外周部のセル群4０2が、その膜部

の変位や振動を行ぅための電気信号の伝達を阻苦し、最外周部のセル群4０2が超

音波トランスデューザとして送信信号を発信することを物理的に妨げる。あるレソま、接

続阻告回路4０4は、最外周部のセル群4０2の膜部が受信音圧を受け、変位や振動

などの運動を行ったときに、セル群4０2から信号処理部に対して送られる受信信号

の伝達を阻告する。

００42 接続阻告回路4０4を、セルアレイの端の列に配置されたセル群4０2に対して信号

遮断部として設置することによって、トランスデューザの2次元セルアレイの境界にお

かれたセルが他のセルと典なる送受信信号を信号処理部4０3に伝達してしまぅれづ

不具合を防ぎ、cMUTセルアレイが超音波トランスデューザの均一なセル群として機

能させることが可能となる。

００43 また、本発明の好適な実施例の つとして、図4を参照して説明されたような、セル

の構造及び2次元的配列を持つ超音波トランスデューザを、超音波探触子として用



いる超音波撮像装置が具現ィヒされ得る。このとき、信号処理部4０3において処理さ

れた受信信号は、画像表示部4０6に送られ、超音波画像として画像表示部4０6に表

示される。

００44 図5は、前記b)の配列を用いた超音波トランスデューザの つの実施例を説明する

図であり、図 の 断面を示す。本実施例では、半導体某板 5０ の上に、通常

のセル群 5０2が具備される。通常のセル群 5０2は図2～図4に示されたものと同一で

ある。すなわち半導体某板 5０ の上に、セルの構造を支持するための第 壁部 5０3

、第 底部 5０4、第 底部に対面し第 壁部 5０3によって支持された第 膜部 5０5、第

底部に設けられた第 電極 5０6、第 膜部に設けられた第2電極 5０7を各々具備し

、それらの複数個が実質的に2次元に配列されてセルアレイを構成する。ここで、本

実施例においては、通常のセル群 5０2の外周を囲んで配列される迫加のセル群 5０

8が具備される。迫加のセル群 5０8は、第2壁部 5０9、第2底部 5 ０、第2底部に対

面し第2壁部 5０9によって支持された第2膜部 5 を各々具備する。さらに、本実施

例においては、通常のセル群 5０2の信号の送受信を制御する信号処理部 5 2を具

備する。

００45 本実施例においては、通常のセル群 5０2と迫加のセル群 5０8をあわせて新たに実

質的な2次元の配列をもつセルアレイが形成される。さらに、この新たなセルアレイに

おいて、最外周部のセル群は、迫加のセル群 5０8である。また、迫加のセル群 5０8

は、実質的には、通常のセル群 5０2に存在するところの、第 電極 5０6と第2電極 5０

7が存在しないことを除けば、セル群 5０2と構造的に同一である。図5における通常

のセル群 5０2は、図 における第 のセル群 ０ に対応する。迫加のセル群 5０8は

図 における第2のセル群 ０2に対応する。

００46 迫加のセル群 5０8を構成する各々のセルは電極を具備しないため、セル群 5０8に

対して、膜部 5 を変位もしくは振動させるための電気信号を伝達することができな

い。さらに、膜部 5 が、外部からの受信音圧によって、変位もしくは振動することに

よる信号をセルの後面に伝達することができない。すなわち、迫加のセル群 5０8は超

音波トランスデューザとして使用することができない。また、図3、図4の実施例に記載

されている、迫加のセル群 5０8に対する信号処理部までの信号伝達回路 5 4は、存



在してもしなくても良い。例えば、設計の都合上、電極が無い、といぅ以外のマスクレ

イアウトを通常のセル群 5０2と同一にした方が好ましい場合は、通常のセル群 5０2と

同様に信号伝達回路を具備しても良い。この場合も、迫加のセル群底部、膜部には

電極が存在しないため、膜部は送信のための振動も、受信の振動を後面に伝達する

ことができないことは明らかである。さらには、信号伝達回路 6 ０中には、図4の実施

例における信号阻告回路が具備されても良い。

００47 迫加のセル群 5０8を、通常のセル群 5０2によって形成される実質的な2次元アレイ

の外周を囲んで迫加することによって、新たな2次元アレイが構成され、その最外周

部のセル群として迫加のセル群 5０8が配列することになる。

００48 迫加のセル群 5０8を通常のセル群 5０2を囲んで配列することにより、トランスデュー

ザの2次元セルアレイの境界におかれたセルが他のセルと典なる送信信号を発信し

てしまぅといぅ不具合、及び他のセルと典なる受信信号を受信してしまぅといぅ不具合

を防ぐことができ、cMUT 「ルアレイが超音波トランスデューザとして、均一なセル群と

して機能させることが可能となる。

００49 また、本発明の好適な実施例の つとして、図5を参照して説明された、セルの構造

及び2次元的配列を持つ超音波トランスデューザを、超音波探触子として用いる超音

波撮像装置が具現ィヒされ得る。このとき、信号処理部 5 2において処理された受信

信号は、画像表示部 5 3に送られ、超音波画像として画像表示部 5 3に表示される

００5０ 図6は、前記b)の配列を用いた超音波トランスデューザのぅち、もぅ つの実施例を

説明する図であり、図 の 断面6００を示す。本実施例のトランスデューザの某

本的な構造は図5とほぼ同様であり、半導体某板 6０ の上に、通常のセル群 6０2と、

その外周を囲んで配列される迫加のセル群 6０3を有する。通常のセル群 6０2は、図

5と同様に、セルの構造を支持するための第 壁部、第 底部、第 底部に対面し第

壁部によって支持された第 膜部、第 底部に設けられた第 電極、第 膜部に設け

られた第2電極を各々具備し、それらの複数個が実質的に2次元に配列されてセル

アレイが構成される。迫加のセル群6０3ほ壁 1 、底316０5、底部に対面し壁部6

０4によって支持された膜部6０6を各々具備する。さらに、本実施例においては、通



００5 1 迫加のセル群 6０3は、底部6０5と膜部6０6との間の空間が充填部材6０7によって

充填されている。充填部材6０7は、セルの底部6０5と膜部6０6の間の空間を実質的

に充填し、膜部6０6が変位もしくは振動することを抑制しうる限りにおいてその種類を

問わず、気体もしくは液体もしくは固体とすることができる。好ましくは、図3の実施例

と同様に、充填部材6０7は、膜部6０6もしくは底部6０5を構成する部材と同一の材

質であり、通常の半導体プロセスにおいて一般的に用いられる材質、例えば酸化シリ

コン、空ィヒシリコンなどとすることができる。

００5 2 本実施例においては、図5において説明した実施例と同様に、通常のセル群 6０2と

迫加のセル群 6０3をあわせて新たに実質的な2次元の配列をもつセルアレイが形成

される。さらに、この新たなセルアレイにおいて、最外周部に位置するセル群は、迫

加のセル群 6０3となる。図6における通常のセル群 6０2は、図 における第 のセル

群 ０ に対応し、迫加のセル群 6０3は図 における第2のセル群 ０2に対応する。

００5 3 迫加のセル群 6０3を構成する各々のセルは電極を具備しないため、セル群 6０3に

対して、膜部6０6を変位もしくは振動させるための電気信号を伝達することができな

い。さらに、膜部6０6が、外部からの受信音圧によって、変位もしくは振動することに

よる信号をセルの後面に伝達することができない。すなわち、迫加のセル群 6０3は超

音波トランスデューザとして使用することができない。また、図3、図4の実施例に記載

されている、迫加のセル群 6０3に対する信号処理部までの信号伝達回路 6 ０は、存

在してもしなくても良い。例えば、設計の都合上、電極が無い、という以外のマスクレ

イアウトを通常のセル群 6０2と同一にした方が好ましい場合は、通常のセル群 5０2と

同様に信号伝達回路を具備しても良い。この場合も、迫加のセル群底部、膜部には

電極が存在しないため、膜部は送信のための振動も、受信の振動を後面に伝達する

ことができないことは明らかである。さらには、信号伝達回路 6 ０中には、図4の実施

例における信号阻告回路が具備されても良い。

００54 さらに、本実施例では、充填剤6０7によって迫加のセル群 6０3の底部6０5と膜部6

０6の間の空間が実質的に充填されていることにより、膜部が実質的に変位もしくほ振

動することが抑制されている。そのため、特に外部からの音圧信号を受信する際に、



迫加のセル群 6０3の膜部6０6が、不必要に変位もしくは振動することによって二次

的な音波を生成してしまぅ結果、隣接する通常のセルに副次的な変位や振動を与え

てしまぅとレぢ不具合を防ぎ、迫加のセル群 6０3が存在することによる、通常のセル群

6０2に対する音響的な副作用を最小限に抑えることができるといぅ特徴を併せ持つ。

００5 5 本実施例においては、図5において説明した実施例と同様に、迫加のセル群 6０3

を通常のセル群 6０2によって形成される実質的な2次元アレイの外周を囲んで迫加

することによって、新たな2次元アレイの最外周部のセル群として、迫加のセル群 6０3

が配列することになる。

００56 迫加のセル群 6０3を通常のセル群 6０2を囲んで配列することにより、トランスデュー

ザの2次元セルアレイの境界におかれたセルが他のセルと典なる送信信号を発信し

てしまぅとレぢ不具合、及び他のセルと典なる受信信号を受信してしまぅとレぢ不具合

を防ぐことができ、c Tセルアレイが超音波トランスデューザとして、安定かつばらつ

きが最小限に抑制された状態で使用することを可能とする。

００5 7 また、図6を参照して説明されたセルの構造及び2次元的配列を持つよぅな超音波

トランスデューザを、超音波探触子として用いる超音波撮像装置が具現ィヒされる。こ

のとき、信号処理部6０8において処理された受信信号は、画像表示部6０9に送られ

、超音波画像として画像表示部6０9に表示される。

００58 以下では、上記図3～図6において示された本発明における実施例がもたらす効果

について、図7～図 2を用いて、詳しく説明を行ぅ。

００59 図7には、超音波トランスデューザとして使用されるcMUTチップのセルアレイの2次

元配列の一例が示されている。なお、図7の説明を簡便にするために、図7の紙面右

側方向を 軸、紙面上側方向を 軸、紙面を裏側から表側に向かって質く方向をz軸

００6０ 図7においては、半導体某板 7００の上に、 軸方向の電極引き出し部7０及び 軸

方向の電極引き出し部7０2が具備される。 及び 方向の電極引き出し部はそれぞ

れが、可変の電位を与える電極、もしくは接地電極のいずれかである。図7において

は、 軸方向の電極引き出し部7０ が 個用意されている。

００6 1 例えば、c Tチップを 次元の超音波トランスデューザとして用いる場合、 個の



電極引き出し部を電気的に束ねることにより、 軸方向に、ある つのチヤンネル7０3

が形成されることになる。これらのチヤンネルが、 軸方向の電極引き出しの数だけ用

意されることになる。たとえば ００個の 軸方向の電極引き出し7０2が用意されたとき

には、独立して駆動される ００チヤンネルから成る2次元セルアレイで構成される、

次元超音波トランスデューザアレイが具現される。

００62 図7中の片側の電極 7０ の一本と、もう片側の電極 7０2の一本それぞれの交点に

存在するセルの一群をブロックと呼ぶ。図7に、c Tチップ代の ブロック7０4を抜き

出した模式図を示す。 ブロック内には、 軸方向に 個、 軸方向に 個、計 X 個

のcMUTセルが存在する。 X 個のcMUTセル群は、すべて同一の電極引き出しを

持つ一群であり、トランスデューザとして同一条件で駆動されるセル配列の、最小単

位を形成する。

００63 上記のように、超音波トランスデューザとしてのcMUTが例えば X 個のセルで構

成されるブロックで形成されるため、2次元のセルアレイの端部や角部といった境界

部に位置するセルの影響が無視できなく顕在ィヒしてくることになる。詳しくは、ある

チヤンネル7０3において、境界に位置するセルの数は、端部の2 X 個にすぎない。

よって、 チヤンネル中では、2 X ( X X ) 二2 ( X )が境界部に位置する

セルの数である。例えば ブロックを構成するセルが、1二4、 二 6、 チヤンネルを構

成するブロック数 二2０であったときには、 チヤンネル中の全セルのうち、 6０の

セルのみが境界部のセルであることになる。

００64 しかしながら、実際は、ブロックを構成する X 個のセルは同一条件で使用され、ト

ランスデューザとして受信及び送信を行う単位は ブロックである。すなわち、この場

合、境界部のセルをブロック内に持つセルはチヤンネル中に常に2個であり、さらに

チヤンネル内のブロックの数は 個であるから、境界部のセルの影響を受けるブロック

の割合は、2 になる。すなわち、 チヤンネルを構成するブロック数 二2０の時に

は、境界部の影響を受けるブロックの割合は2 2０二 ０、すなわち、全体のうち

００に達する数のブロックが、他のブロックと典なる挙動を示すことになる。そのた

め、境界の影響を廃して、すべてのブロックで同一の挙動を実現することは、超音波

トランスデューザとしての送信感度、受信感度のばらつきを小さくし、安定した動作を



実現することにつながり、ひいては最終的に超音波撮像装置において得られる画像

の画質を大きく改苦することにつながる。

００6 5 次に、図8においてc Tセルの構造を概説し、さらに図9～図 2において、境界

部分が存在することによる影響が、超音波トランスデューザとしての送信及び受信感

度にどのよぅに顕在化するかを説明し、最終的に本発明における実施例が、超音波ト

ランスデューザの送受感度のばらつき低減及び安定化に及ぼす効果を示す。

００66 ここでは、図8を用いてcMUT ルのギャップ厚さとコラプス電圧について説明する。

図8は、一般的なcMUTセルの概略図を示している。cMUTセルは、半導体某板 8００

の上に、構造を支持する部分としての壁部8０ 、底部8０2、底部と対面する膜部8０3

、底部8０2に設けられた第 電極8０4と膜部に設けられた第2電極8０5を某本的な

構成要素とする。

００6 7 セルのギャップ厚刮ま、図8 中の長さd に対応する。第 電極8０4と第2電極8０5の

間に交番電流を付与することによって、初期にはd の長さをもつセルのギャップ部の

静電気力が変化し、膜部8０3が機械的に振動する。この作用によって、cMUTセルは

、超音波トランスデューザとして送信音圧を外部に対して放射することができる。逆に

、外部から音圧振幅が到来したときには、膜部8０3が音圧振幅によって振動させられ

、振動による変位が、電極8０4及び8０5によって構成されるコンデンザの静電容呈を

変化させる。このとき、上下電極間に予めバイアス電圧を印加しておけば、音圧振幅

に対応した受信信号として、静電容呈の変化に伴った電流が流れる。これによりcMU

Tセルは超音波トランスデューザとしての受信の役割を果たす。ここで、セルのギャッ
プ厚さd は、実際に膜部8０3がどれだけ変位することができるかといぅ下部電極側へ

の膜部の可動長さの最大値に対応し、膜部の変位許容呈や交番電流の電圧振幅の

りミットを決定する指標となる。

００68 また、cMUTセルは簡便には、前述のよぅに静電容呈をもつコンデンザとして考える

ことができる。このとき、コンデンザとしての静電容呈の大きさもまた、ギャップ厚さd と

同様に、cMUTセルの特性を決定づける重要な呈である。図8を参照すれば明らかな

よぅに、電極8０4 8０5の間には、長さd の厚さをもつギャップのみならず、d の長さを

持つ膜部8０3の一部分と、d の長さを持つ底部8０2の一部分が存在する。そのため



、これらd

は

d 二 (d d ) ，d
研 3 2

となる。ここで実効ギャップ厚とは、d ，d ，d の長さの範囲がすべて真空であると仮定

したときの、等価的なギャップの厚さとなる。この実効ギャップ厚さを用いて、cMUTセ

ルの静電容呈Cは、

C二 ( X ) d
０ 研

で与えられることになる。なお、，はd 部分とd 部分が同一の材料であるとしたときの

、その材料の比誘電率、，は真空の誘電率、 は膜部8０3の実効的な面積である。

００69 製造されたcMUTセルの実際の実効ギャップ厚d の値を知り、またcMUTセルの静

電容呈の大きさCを知ることは、実際にできあがったcMUTセルを超音波トランスデュ
ーザとして使用するときのバイアス電圧や、交番駆動電圧の振幅の上限を決定する

為に重要である。そのためには、cMUTセルのコラプス電圧 を利用することがある。

コラプス電圧とは、準静的に電極8０4と8０5の間に正の漸増する電位差を与えてい

ったときに、安定点をはずれて、膜部8０3が瞬時に底部8０2に接触するときの電圧

であり、膜を実効的に平行平板と見なしたときには、コラプス電圧 は
3 ０

二 (8 X
。 d X

。 ) (27 X 。)

で表される。ここで、 は膜部8０3の実効的な剛性、 は膜部8０3の実効的な面積で

ある。このコラプス電圧 を計測することで、実効ギ。 ャップ厚d 、。 セルの静電容呈Cを

見積もることが可能であり、cMUTセルの使用条件すなわち、直流バイアス電圧や交

番駆動電圧を決定する指標にすることができる。

００7０ ここで、境界付近に位置するセルの影響が問題となる。すなわち、境界付近に位置

するセルが、他のセルとコラプス電圧 や、ギャップ厚さd 及び実効ギャップ厚さd
。 2 。

の大きさが違ぅといぅことが、cMUTセルの使用条件の決定に大きく影響を及ぼし、結

果として、超音波トランスデューザとしての送信や受信の感度を若しく減少させてしま

ぅのである。以下、図9～図 2を用いてこの影響について詳しく述べる。

００7 1 図9、図 CMUTセルで構成される超音波トランスデューザの、ある チャンネ

ル9００の中を構成するブロック9０2及び9０3に、直流のバイアス電圧を徐々に印加



していったときの、コラプス電圧のセルごとの分布を示している。横軸は印加されたバ

イアス電圧であり、縦軸はその直流バイアス電圧でコラプス電圧 に達したセルの個

数 (頻度 )を示している。

００72 図9は、境界部を持つブロック中9０3中の境界部のセルにおいて、製造後の構造

不均一性により生じる局所的な電界強度分布の不均一性又は端部での応力偏向の

向きが、コラプス電圧を減少させる方向である場合を示している。すなわち、境界部

を持たないブロック9０2と比べて、境界部を持つブロック9０3が、低いコラプス電圧

を持つような場合を示している。図 ０は、図9の場合とは逆に、境界部を持つブロック

中9０3中の境界部のセルにおいて、製造後の不均一性により生じる局所的な電界強

度分布の不均一性又は端部での応力偏向の向きが、コラプス電圧を上昇させる方向

である場合である。すなわち、境界部を持たないブロック9０2と比べて、境界部を持

つブロック9０3が、高いコラプス電圧 を持つような場合を示している。図9、図 ０の

グラフにおける実線9０4、実線 ００ は、境界部を持たないブロック9０2のコラプス電

圧の頻度を表している。また破線9０5、破線 ００2は、境界部を持つ端のブロック9０

3のコラプス電圧の頻度を表している。

００73 図 は、トランスデューザ内のセルが、図9、図 ０のようなコラプス電圧の頻度分布

を示したときの、バイアス電圧に対する静電容呈の関係を示したものである。図 の

実線 ００は、すべてのセルがほぼ同一のコラプス電圧を示したとき、すなわち、図9

、図 ０における実線9０4 ００ の頻度分布をとったときの結果に対応する。図 の

一点鎖線 ０ は図9において、境界のセルがそれ以外のセルと比べて低いコラプ

ス電圧を呈するとき (破線9０5) の結果に対応する。図 の破線 ０2は、図 ０にお

いて、境界のセルが高いコラプス電圧を呈する時 (破線 ００2)の結果に対応する。

００74 図7において、 次元アレイの超音波トランスデューザが ブロックで構成されるチヤ

ンネルを持つときに、2 の割合で境界部のセルの影響が現れることは説明済みで

ある。一方で、実際の境界部のセルは、例えば前記の例では、2 ( X ) の数しか

持たない。よって、境界条件のセルの影響は、実際の影響の 倍に誇張され、時に

無視できない差となる。この影響は例えば、図 に示されるような、バイアス電圧に

対する静電容呈の計測値に顕在ィヒする。ここで、図9のように境界部のセルが、他の



セルと比べて低いコラプス電圧を呈する時には、すべてのセルがほぼ同一のコラプス

電圧を示したときの屈曲点電圧 と比べて、低い屈曲点電圧 を示すことになり、逆

に図 ０のように境界部のセルが、他のセルと比べて高いコラプス電圧を呈するときに

は、前記 と比べて、高い屈曲点電圧 を示すことになる。

００75 図 で明らかにされる結果は、以下の事実を示すことに体ならない。すなわち、ほ

とんどのセルが、 のコラプス電圧を示すにもかかわらず、計測結果が図 で示す

ような や のように、見かけ よりも 、さい、もしくは大きい電圧がコラプス電圧とし
2 ０

て出現してしまうとレぢことである。この事実は、最終的な超音波トランスデューザとし

てのc T使用条件に以下の弊告を与える。すなわち、 )境界部のセルのコラプス

電圧が見かけ上低い場合には、大部分のセルがまだコラプス電圧に余裕が有るにも

かかわらず、 をコラプス電圧であると判定してしまう。2)境界部のセルのコラプス電

圧が見かけ上高い場合には、境界部以外のほとんどのセルがバイアス電圧が を超

した時点で、コラプスに達しているにもかかわらず、 よりも高い電圧 をコラプス電

圧と判定してしまう。

００76 図 2は前記 のケースすなわち、低い電圧をコラプス電圧と判定してしまったとき

の、送信・受信感度の差を示すシミュレーション結果である。図 2 (a) はcMUTセルの

送信感度、図 b はcMUTセルの受信感度の計算結果のグラフであり、横軸が周

波数、縦軸がデシベル (d )で表した感度の大きさを示している。図 2 (a) 、図 2 (b

) の双方において、薄い線 2０2及び 2０4はコラプス電圧を低く見積もることなく、駆

動時のバイアス電圧を決定したときの感度を示し、濃い線 2０3及び 2０5はコラプス

電圧を低く見積もってしまったときの感度を示している。計算結果によると、コラプス

電圧を低く見積もってしまったときには、送信、受信ともにトランスデューザとしての感

度は大きく低減し、送受ともにそれぞれ 程度の感度が 、さい結果となっている。

送受あわせると約4d の感度落ちとなり、このような感度差 (ばらつき) は超音波トラン

スデューザを実用する上で無視できない。

００77 図7～図 2において示されたように、半導体プロセス起因によって生じる、2次元ア

レイ配列の境界部のセルの電気的・機械的・構造的な不均一性を放置することは、

超音波トランスデューザとしてのcMUTの性能を若しく減退させる。そのため、図3～



図6に示したよぅに、超音波トランスデューザを形成するc Tセルによる2次元アレイ

の境界部もしくは外周部の不均一性を解消することは、超音波トランスデューザとして

の送受感度の均一性及びばらつき少なく動作が安定することを保証する技術として

有効である。

００78 図 3は、本発明の超音波トランスデューザを超音波探触子として用いた超音波撮

像装置の概略図である。超音波探触子 3０ は、超音波を忠者の体内に向けて送信

し、忠者体内から反射されるェコ一信号を受信する。受信信号は超音波撮像装置本

体 3０2に伝達される。また受信信号は、超音波探触子 3０又は超音波撮像装置

本体 3０2あるいはその双方において、信号処理を経た後、画像表示部 3０3に超

音波画像が表示される。詳しくは、例えば超音波撮像装置本体 3０2中の送波ビー

ムフオーマ 3０4において送信ビームの信号が生成され、D Aコンバータ 3０5を経

た後に超音波探触子 3０ に送られ、超音波が探触子から発信される。探触子 3０

は体内からのェコ一信号を受信した後、撮像装置本体 3０2に信号を伝達する。撮

像装置本体中ではA Dコンバータを経た後、受波ビームフオーマ 3０7を通し、画

像処理部 3０8に伝達される。画像処理部 3０8では、各種フィルタ、包絡線信号検

出、スキャンコンバータなど様々な画像処理が成される。最終的に画像表示部 3０3

において超音波画像が表示される。ここで、超音波探触子 3０ の送受信を行ぅヘッ

ド部 3０9には、cMUTセルアレイが実装され、そのセルアレイを構成するセル群は、

図3から図6において説明されたいずれかの構造を有する。

００79 最後に、本発明で用いられるセルの構造及び配列は、2次元セルアレイが、超音波

トランスデューザが送信と受信の双方を行ぅ時のみならず、受信だけを行ぅ時も実施

例の好ましい様態の一つとなる。すなわち、図3から図6において説明された配列及

び構造を持つよぅな、2次元セルアレイ型の受動センザとして用いることも好ましい実

施例の一つである。



請求の範囲

底部と、壁部と、前記底部に対面し前記壁部によって支持された膜部と、前記底部

に設けられた第 電極と、前記膜部に設けられた第2電極とを各々具備し、セルアレ

イとして実質的に2次元に配列された複数のセルと、

前記セルの信号の送受信を制御する信号処理部と、

前記セルアレイの縁部に配置されたセル群について、前記信号処理部と当該セル

群との間の信号の伝達を遮断する信号遮断手段と

を有することを特徴とする超音波トランスデューザ。

2 請求項 記載の超音波トランスデューザにおいて、前記信号遮断手段は、前記セ

ル群を構成する各セルの前記底部と前記膜部の間の空間を充填する充填部材であ

ることを特徴とする超音波トランスデューザ。

3 請求項 記載の超音波トランスデューザにおいて、前記信号遮断手段は、前記セ

ル群と前記信号処理部との電気的接続を阻告する手段であることを特徴とする超音

波トランスデューザ。

4 底部と、壁部と、前記底部に対面し前記壁部によって支持された膜部と、前記底部

に設けられた第 電極と、前記膜部に設けられた第2電極とを各々具備し、セルアレ

イとして実質的に2次元に配列された複数の第 のセルと、

底部と、壁部と、前記底部に対面し前記壁部によって支持された膜部とを各々具備

し、前記セルアレイを囲んで配置された複数の第2のセルと、

前記第 のセルの信号の送受信を制御する信号処理部と

を有することを特徴とする超音波トランスデューザ。

5 請求項4記載の超音波トランスデューザにおいて、前記第2のセルは、前記底部と

前記膜部の間の空間が充填部材によって充填されていることを特徴とする超音波トラ

ンスデューザ。

6 超音波を被験体に送信し、被験体から反射されるェコ一信号を受信する超音波探

触子と、

前記超音波探触子に送信ビーム信号を前記被験体へ送信するために供給する送

信ビームフオーマ手段と、



前記被験体から受信されたェコ一信号を受信ビーム信号に信号処理する受信ビー

ムフオーマ手段と、

前記信号処理された受信ビーム信号に対して各種フィルタ、包絡線信号検出、スキ

ャンコンバータを含む画像処理を成す画像処理手段と、

画像処理された受信ビーム信号を超音波画像として表示する画像表示手段と、

を備えた超音波撮像装置において、

前記超音波探触子は請求項 記載の超音波トランスデューザであることを特徴とす

る超音波撮像装置。

7 請求項6記載の超音波撮像装置において、前記信号遮断手段は、前記セル群を

構成する各セルの前記底部と前記膜部の間の空間を充填する充填部材であることを

特徴とする超音波撮像装置。

8 請求項6記載の超音波撮像装置において、前記信号遮断手段は、前記セル群と前

記信号処理部との電気的接続を阻告する手段であることを特徴とする超音波撮像装

置。

9 超音波を被験体に送信し、被験体から反射されるェコ一信号を受信する超音波探

触子と、

前記超音波探触子に送信ビーム信号を前記被験体へ送信するために供給する送

信ビームフオーマ手段と、

前記被験体から受信されたェコ一信号を受信ビーム信号に信号処理する受信ビー

ムフオーマ手段と、

前記信号処理された受信ビーム信号に対して各種フィルタ、包絡線信号検出、スキ

ャンコンバータを含む画像処理を成す画像処理手段と、

画像処理された受信ビーム信号を超音波画像として表示する画像表示手段と、

を備えた超音波撮像装置において、

前記超音波探触子は請求項4記載の超音波トランスデューザであることを特徴とす

る超音波撮像装置。

０ 請求項9記載の超音波撮像装置において、前記第2のセルは、前記底部と前記膜

部の間の空間が充填部材によって充填されていることを特徴とする超音波撮像装置
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