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(57)【要約】
【課題】 被検体の閉塞感を軽減し、ｆＭＲＩなどの実
験を容易にし、コイルのデカップリングを可能にする。
【解決手段】 ＲＦ電波の送受信に用いるＭＲ装置用ボ
リュームコイルであって、複数の導電性ロッドで構成さ
れ且つ外側面に電波シールドが巻かれたボリュームコイ
ルにおいて、電波シールドは、複数の導電性ロッドに電
気的に接続された複数の導電性セグメントと、導電性セ
グメントどうしを接続するコンデンサとを有し、導電性
セグメントは、網目パターンを有する。導電性ロッドの
一つが導電性セグメントの一つにそれぞれ対応し、各導
電性ロッドを含む１つの閉電流経路が設けられ、閉電流
経路にブロッキング回路が挿入され、閉電流経路の一端
に対応する導電性セグメントが電気的に接続されている
。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＲＦ電波の送受信に用いるＭＲ装置用ボリュームコイルであって、複数の導電性ロッド
で構成され且つ外側面に電波シールドが巻かれたボリュームコイルにおいて、前記電波シ
ールドは、前記複数の導電性ロッドに電気的に接続された複数の導電性セグメントと、該
導電性セグメントどうしを接続するコンデンサとを有し、前記導電性セグメントは、透視
可能な構造を有することを特徴とするＭＲ装置用ボリュームコイル。
【請求項２】
前記導電性ロッドの一つが前記導電性セグメントの一つにそれぞれ対応し、各導電性ロ
ッドを含む１つの閉電流経路が設けられ、該閉電流経路にブロッキング回路が挿入され、
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該閉電流経路の一端に対応する導電性セグメントが電気的に接続されていることを特徴と
する請求項１に記載のＭＲ装置用ボリュームコイル。
【請求項３】
前記コンデンサは、隣接する導電性セグメントの一部を、誘電体を挟んで重ね合わせる
ことにより構成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載のＭＲ装置用ボリュー
ムコイル。
【請求項４】
前記電波シールドは、透明な絶縁性構造体で覆われていることを特徴とする請求項１〜
３のいずれか１つに記載のＭＲ装置用ボリュームコイル。
【請求項５】
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前記絶縁性構造体は、前記電波シールドを保持することを特徴とする請求項４に記載の
ＭＲ装置用ボリュームコイル。
【請求項６】
前記透視可能な構造を有する導電性セグメントは、透明な導電性材料で作られた導電性
セグメント、網目パターンを有する導電性セグメント又は穿孔パターンを有する導電性セ
グメントであることを特徴とする請求項１〜５のいずれか１つに記載のＭＲ装置用ボリュ
ームコイル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、ＭＲＩ（磁気共鳴撮像）やＭＲＳ（磁気共鳴スペクトロスコピー）のエコー
信号測定のためにＲＦ（無線周波数）電波を送信または受信するＭＲ装置用ＲＦコイルに
関し、特に、被検体の頭部等を撮影するのに使用されるＭＲ装置用ボリュームコイルに関
する。
【背景技術】
【０００２】
ＭＲＩやＭＲＳ測定を行う磁気共鳴診断装置（ＭＲ装置）は、検査領域で均一な強度を
持つ静磁場を加え、かつ静磁場の方向に直交する面内に偏波したＲＦ電波を、検査対象で
ある原子核に照射して、それによって励起された原子核が出すＲＦ電波を受信してその信
号を処理する装置である。その信号を発する位置を推定して画像として表示するのがＭＲ
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Ｉ（磁気共鳴撮像）で、その信号の周波数を分析して含まれる成分を分析するのがＭＲＳ
（磁気共鳴スペクトロスコピー）である。いずれの方法にも、検査領域を制限するため又
は信号が出ている場所を特定するために勾配磁場発生装置が使用される。ＭＲＩ装置とＭ
ＲＳ装置は、ハードウェア構成上は全く同じもので、撮像過程を含む信号処理形式が異な
るだけである。ＲＦコイルは、これらの装置でＲＦ電波を送受信するために使われるもの
である。ＲＦコイルと勾配磁場発生装置との間には、ＲＦコイル外部への電磁波漏洩や外
部電磁波の受信を防ぐためのシールドが設けられている。（例えば、特許文献１及び２参
照）
【０００３】
ＲＦコイルが送受信するＲＦ電波の周波数は静磁場強度に比例して高くなる。例えば、
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静 磁 場 強 度 が ３ Ｔ （ Tesla） を 超 え る よ う に な る と 、 水 素 原 子 の 磁 気 共 鳴 周 波 数 は １ ２ ０
ＭＨｚ以上になり、その際用いるＲＦコイルは外部に電磁波を多量に照射して送信パワー
の損失や受信信号のＳＮ比の劣化を招く。そこで、ＲＦコイルの外側面をシールドして、
送信においては外部への電波の散逸を防ぎ、受信においては外部からの雑音電波の混入を
抑えることがさらに重要になる。そこで、従来の技術によれば、シールドとして、銅箔や
薄い銅板などの導体をＲＦコイルの外側面に巻いて外部への電磁波漏洩や外部電磁波の受
信を防いできた。（例えば、特許文献２、３及び４参照）
【０００４】
ＭＲ装置では、複数のコイルと共存する環境での撮像において必要となる、コイルのデ
カップリング又はデチューン（コイルの回路を電気的に切ること又は共振条件を崩すこと
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で一時的にコイルの機能をなくすこと）ための手段が設けられている。この手段としてブ
ロッキング回路がある。このブロッキング回路は、ＲＦコイルの働きを一時的に止めるた
めの回路である。ＲＦコイルは、測定原子核と磁場強度で決まる特定の周波数で共振する
ように調整されている。送信をボリュームコイルで行い、受信は、別のサーフェスコイル
で行いたい場合、２つのコイルを近接して置くことになるが、これら２つの共振回路が相
互に磁気結合すると共振特性が悪くなってしまう。このため、送信時には受信コイルの回
路を切断し、受信時には送信コイルの回路を切断して、同時に複数のコイルが働くことの
ないようにする必要がある。このスイッチングを行うのがブロッキング回路の役目である
。
【０００５】
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従来技術によれば、勾配コイルの内側に貼着されたＲＦシールドを複数の銅箔による分
割構造とし、各銅箔の間にダイオードを介設し、銅箔に対してブロッキング回路により直
流的に接続され且つＲＦ的に分離されたスイッチ制御回路を設け、スイッチ制御回路から
の直流バイアス電圧の極性を換えることにより、ダイオードをアクティブに制御して、Ｒ
Ｆ送信時及びＮＭＲ信号受信時は、各銅箔を接続し、勾配磁場変化時は各部分を遮断する
ことにより、ＲＦシールドの性能の向上できるとともに、勾配磁場による過電流の低減を
図るものがある。（例えば、特許文献２参照）
【０００６】
従来のＲＦコイルの中で、特に、被検体の頭部等を撮影するのに使用されるＭＲ装置用
ボリュームコイルは、内部に頭部を挿入するための開口を有する円筒形の空洞で形成され
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ている。その円筒形の空洞が外側面と内側面と両端面とで構成され、例えばその空洞の内
側面と外側面との間に軸方向に伸びる１６本のエレメントが配置されている。このコイル
の外側面は、直径３４ｃｍ、高さ２２ｃｍの円筒形のシールドで覆われている（非特許文
献１、第５４１頁参照）。
【０００７】
【特許文献１】特開平７−３９５３９号公報
【特許文献２】特開平８−２５２２３４号公報
【特許文献３】特開昭６２−１１２５４２号公報
【特許文献４】特開平５−１１３４７３号公報
【 非 特 許 文 献 １ 】 Brian A. Baertlein 他

「 Theoretical Model for an MRI Radio Freq
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uency Resonator 」 IEEE TRANSACTION ON BIOMEDICAL ENGINEERING. VOL.47. NO.4. APRI
L 2000
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
従来技術によれば、ＲＦコイルの外側を導体で塞いでしまうために、被検体は閉塞感を
強いられていた。特に頭部等の検査に使用されるボリュームコイルの場合は、これが顕著
であった。また、ｆＭＲＩ（磁気共鳴機能画像法）による実験をする際にも光刺激を与え
るための鏡の取り付けが難しくなる等の影響が出ていた。また、コイルのデカップリング
や、デチューンを行うことも、１２０ＭＨｚを超える共鳴周波数をもつＲＦコイルでは、
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シールドの銅箔又は銅板にコイルに流れる電流が分布するために、コイルの回路を電気的
に切ることができなかった。
【０００９】
本発明の目的は、被検体の閉塞感を軽減し、且つｆＭＲＩなどの実験を容易にすること
、また、これに加えてコイルのデカップリングを可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明によれば、ＲＦ電波の送受信に用いるＭＲ装置用ボリュームコイルであって、複
数の導電性ロッドで構成され且つ外側面に電波シールドが巻かれたボリュームコイルにお
いて、前記電波シールドは、前記複数の導電性ロッドに電気的に接続された複数の導電性
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セグメントと、該導電性セグメントどうしを接続するコンデンサとを有し、前記導電性セ
グメントは、透視可能な構造を有することを特徴とするＭＲ装置用ボリュームコイルが提
供される。
【００１１】
前記導電性ロッドの一つが前記導電性セグメントの一つにそれぞれ対応し、各導電性ロ
ッドを含む１つの閉電流経路が設けられ、該閉電流経路にブロッキング回路が挿入され、
該閉電流経路の一端に対応する導電性セグメントが電気的に接続されていてもよい。
【００１２】
また、前記コンデンサは、隣接する導電性セグメントの一部を、誘電体を挟んで重ね合
わせることにより構成されてもよい。
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【００１３】
前記電波シールドは、透明な絶縁性構造体で覆われていることが好ましい。
【００１４】
前記絶縁性構造体は、前記電波シールドを保持するように構成されてもよい。
【００１５】
前記透視可能な構造を有する導電性セグメントは、透明な導電性材料で作られた導電性
セグメント、網目パターンを有する導電性セグメント又は穿孔パターンを有する導電性セ
グメントであってもよい。
【発明の効果】
【００１６】
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本発明によれば、電波シールドの導電性セグメントが、透視可能な構造を有するので、
外部が見えるようになり、被検体の閉塞感を和らげるという効果が得られる。また、ｆＭ
ＲＩ等の実験において光刺激を行いやすくするという効果も得られる。
【００１７】
本発明によれば、電波シールドの導電性セグメントどうしがコンデンサで接続されてい
るので、シールド性能を低下させることなく勾配磁場による渦電流を低減することができ
る。すなわち、コンデンサは、勾配磁場のスイッチングにともなって生じる渦電流の発生
を抑えるためにボリュームコイルの導電性ロッドごとに導電性セグメントを直流的に切断
するが、高周波に対しては接続するようにするために、電磁波を効果的に遮断することが
できる。
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【００１８】
本発明によれば、導電性ロッドの一つが導電性セグメントの一つにそれぞれ対応し、各
導電性ロッドを含む１つの閉電流経路が設けられ、該閉電流経路にブロッキング回路が挿
入され、該閉電流経路の一端に対応する導電性セグメントが電気的に接続されているので
、デカップリングやデチューンの機能を容易に実現できるという効果が得られる。
【００１９】
本発明によれば、電波シールドが透明な絶縁性構造体で覆われているので、被検体の閉
塞感を和らげるという効果だけでなく感電を防止するという効果も得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
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図１は、本発明のボリュームコイルが適用できるＭＲ装置の簡単な構成を示している。
このＭＲ装置は、検査領域に均一な強度を持つ静磁場を加える静磁場コイル１１と、検査
領域を制限するため又は信号が出ている場所を特定するための勾配磁場コイル１２と、Ｒ
Ｆ電波を検査対象である原子核に照射してそれによって励起された原子核が出すＲＦ電波
を受信するボリュームコイル１３と、勾配磁場コイルを駆動して勾配磁場を発生させる勾
配磁場発生装置１４と、ボリュームコイル１３を駆動してＲＦ電波を送信させたり受信さ
せたりするとともにボリュームコイル１３が受信した電波の信号を増幅するＲＦ送受信装
置１５と、勾配磁場コイル１２及びボリュームコイル１３が所定の動作シーケンスで動作
するように勾配磁場発生装置１４及びＲＦ送受信装置１５を制御する制御装置１６と、Ｒ
Ｆ送受信装置１５から受信したＲＦ電波の信号を処理する信号処理装置１７とを備えてい
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る。
【００２１】
図２は、本発明のボリュームコイル２１の一部を示す概略斜視図である。このボリュー
ムコイル２１は、その中に被検体の頭部を配置できるように円筒形をしており、２本の導
電性エンドリング２２ａ及び２２ｂと、その導電性エンドリングの間に軸方向に伸びた８
本の導電性ロッド２３を有している。この実施例では一例を示し、導電性ロッドの数は８
本であるが、他の数でもよい。例えば１６本であってもよい。
【００２２】
図３は、本発明のボリュームコイル３１の概略斜視図であり、図２のボリュームコイル
２１と、その外側面に巻いた電波シールド３２との関係を説明するものである。ただし、
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図３においては、図２の導電性ロッド２３の両端部のみを図示しその大部分を省略してい
る。電波シールド３２は、ボリュームコイル２１の円筒外側面を覆うように配置された８
組の導電性セグメント３３（ほぼ３組の導電性セグメント３３ａ、３３ｂ、３３ｃのみ図
示）で構成されている。各導電性セグメントは、ボリュームコイルの軸方向に伸びる線材
とその線材と直交する線材とで構成される網目パターンを有し、ボリュームコイル２１の
各導電性ロッド２３に対応している。導電性セグメント３３の軸方向の長さは、導電性ロ
ッド２３の軸方向の長さよりも長く、各導電性セグメントの両端は、ボリュームコイルの
両端を越えてエンドリング２２ａ及び２２ｂの中心に向かって内側へ折り曲げられ、それ
ぞれ対応した導電性ロッド２３の両端部に電気的に接続されている。
【００２３】
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導電性セグメントと他の導電性セグメントとの間には、コンデンサ３４（３つのコンデ
ンサ３４ａ、３４ｂ、３４ｃのみ図示）が接続されており、これによって、各導電性セグ
メントの間は直流的に切断され、勾配磁場コイルによる渦電流が電波シールドに流れるの
が抑制される。導電性セグメントの網目パターンは、導電性の線材又は幅の狭いテープに
よって作られている。また、各線材の交差点は、すべて電気的に接続されている。網目パ
ターンの開口率はできるだけ大きい方がより透視性が向上し閉塞感が和らぐので好ましい
。しかしながら、シールド性能を考慮して、網目パターの開口の幅は、１ｍｍ〜１ｃｍ程
度であり、本願図面では、実際の開口の大きさよりも誇張して描かれている。また、図で
は、３つのコンデンサが示されているが、渦電流の抑制効果を得られる限り、任意の数の
コンデンサを使用することができる。
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【００２４】
本発明のボリュームコイルをヒトあるいは動物などに用いる場合には、電波シールド３
２の外側及び被検体が入るボリュームコイルの内側など、感電の恐れのある部分はアクリ
ルパイプ材などの透明な絶縁性構造体で覆い、電気的に安全を確保することが必要である
。なお、電波シールド３２が例えばアルミ薄板を打ち抜き加工したもので構造物としての
強度が単独で十分でない場合、この透明な絶縁性構造体を、ボリュームコイルの外側ある
いは内側に取付けて保持し、その強度不足を補うことができる。取付け方法は、ネジ留め
、貼り付けなど、その方法を限定するものではない。
【００２５】
図４は、図３に示されるような電波シールドの一部を展開した図であり、２つの導電性
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セグメント４３ａ、４３ｂのみが示されている。この２つの導電性セグメントは３つのコ
ンデンサ４４ａ、４４ｂ、４４ｃによって相互に接続されている。図において、破線４５
ａ及び４５ｂは、図３に示すような２つのエンドリング２２ａ及び２２ｂを示すもので、
その破線よりも上方及び下方に伸びた導電性セグメントの部分は、図３において折り曲げ
られた部分を展開したものである。図４において、２３ａ及び２３ｂは、導電性セグメン
ト４３ａ及び４３ｂにそれぞれ対応する２つの導電性ロッド２３の両端部を示している。
【００２６】
図５及び図６は、図４と同様な２つの導電性セグメントを示す展開図であり、網目パタ
ーンの別の例を示している。図５の導電性セグメントは、ボリュームコイルの軸方向に伸
びる線材に対して左右から斜めに交差する複数の平行な線材で形成されたパターンを有し
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ている。図６の導電性セグメントは、ボリュームコイルの軸方向に伸びる線材はなく、そ
の軸方向に対して左右から斜めに伸びて相互に交差する複数の平行な線材で形成された菱
形模様の網目パターンを有している。図５及び図６にそれぞれ示された２つの導電性セグ
メントは、いずれも、図４の導電性セグメントと同様に、３つのコンデンサで接続されか
つその両端部は、それぞれ対応する導電性ロッドに電気的に接続されている。
【００２７】
図７は、本発明の更に別の実施例による電波シールドを示している。図７に示す網目パ
ターンは、図４に示す網目パターンと類似しているが、各導電性セグメントが、対応する
各導電性ロッドと共に、一つの電流回路を構成する点で異なる。すなわち、図７の網目パ
ターンでは、２つの導電性セグメント７３ａ、７３ｂの左右の端にある軸方向に伸びる線
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材７６ａ及び７６ｂが、それぞれ、その線材と直交する複数の線材のうち、中央の線材７
７ａ及び７７ｂとだけ電気的に接続されている。また、導電性セグメント７３ａ及び７３
ｂの各々と対応する導電性ロッド２３との接続も、それぞれの導電性ロッドの端部２３ａ
及び２３ｂを線材７６ａ及び７６ｂの両端とだけ接続することにより達成している。これ
により、線材７６ａ及び７６ｂの各々と各導電性ロッドを含む１つの閉電流経路が設けら
れ、該閉電流経路の一端に対応する導電性セグメントが電気的に接続されている。そして
、その閉電流経路を形成する線材７６ａ及び７６ｂには、ブロッキング回路７８ａ、７８
ｂがそれぞれ挿入されている。このような構成により、各導電性セグメントと各導電性ロ
ッドとの間に流れる電流は、常に線材７６ａ及び７６ｂを通ることになり、ブロッキング
回路７８ａ、７８ｂの各々によって、各導電性セグメント及び各導電性ロッドで構成され
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る電流回路の開閉を制御できるようになっている。
【００２８】
ブロッキング回路７８ａ、７８ｂは、図８のような回路構成を有している。すなわち、
ＰＩＮダイオード８１に、インダクタンスＬ及びキャパシタンスＣを含む集中定数部品を
用いた共振回路を組み合わせて構成されている。この共振回路の共振周波数は、ボリュー
ムコイルの共振周波数と同じである。このブロッキング回路の動作としては、ＰＩＮダイ
オード８１の両端に、順方向又は逆方向のバイアス電圧をかけることにより、コイルの共
振回路の開閉を制御する。
【００２９】
このようなブロッキング回路を含む電波シールドは、ＲＦ電波の送信及び受信にそれぞ
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れ専用のボリュームコイルを使用する場合に、有用である。すなわち、ボリュームコイル
を送信用ＲＦコイルとして使用し、サーフェスコイルを受信用ＲＦコイルとして使用する
場合に、有用である。
【００３０】
図９に、ボリュームコイル９１と、ボリュームコイル９１の外側面に巻かれる電波シー
ルド９２が示されている。電波シールド９２は、複数の導電性セグメント９３とその間に
接続された複数のコンデンサ９４を有している。各導電性セグメント９３の一本の軸方向
線材の両端９３ａ及び９３ｂは、図３の電波シールド３２と同様に、ボリュームコイル９
１の複数の導電性ロッド９５の両端部９５ａ及び９５ｂと電気的に接続される。さらに、
ボリュームコイル９１の内部に二つのサーフェスコイル９６が、配置されている。電波シ
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ールド９２には、実際は、図７に示すようなブロッキング回路が設けられているが、図９
には示されていない。また、サーフェスコイル９６にも別のブロッキング回路が設けられ
ているが、図９には示されていない。
【００３１】
図１０に、ボリュームコイルを送信用ＲＦコイルとして使用し、サーフェスコイルを受
信用ＲＦコイルとして使用したＭＲ装置において、グラジエントエコー法によって撮像す
る場合の撮像シーケンスを簡単に示す。図１０は、サーフェスコイル及びボリュームコイ
ルのブロッキングのタイミングと、ＲＦ送信パルスの発生のタイミング及び傾斜磁場コイ
ルによる傾斜磁場Ｘ、傾斜磁場Ｙ及び傾斜磁場Ｚの各パルスの発生のタイミングとの関係
を簡単に示している。図１０に示されるように、ＲＦ送信パルスが発生される場合には、
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ボリュームコイルはブロッキングされておらず、作動状態であり、他方、サーフェスコイ
ルはブロッキングされてコイルの回路が切断されており、不作動状態になっている。ボリ
ュームコイルからのＲＦ電波が被検体に照射されると、傾斜磁場Ｘ、傾斜磁場Ｙ及び傾斜
磁場Ｚによって特定された被検体の測定部位から生じたエコー信号がサーフェスコイルに
よって受信される。サーフェスコイルによって、エコー信号が効果的に受信されるように
、エコーの中心ではサーフェスコイルがブロッキングされないように調整されている。
【００３２】
このように、図７に示すようなブロッキング回路を含む電波シールドは、ボリュームコ
イルを送受信兼用とせずに送信又は受信のいずれか専用として使用する場合に用いられる
が、図３〜図６のようなブロッキング回路を含まない電波シールドは、ボリュームコイル
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を送受信兼用として使用する場合に有用である。
【００３３】
図１１は、図７と同様なブロッキング回路７８ａ、７８ｂを含む電波シールドの網目パ
ターンを示し、導電性セグメントを利用してコンデンサを形成する方法の一例を説明して
いる。図７の網目パターンと異なる点は、コンデンサ４が、隣接する導電性セグメント７
３ａ及び７３ｂの端部を誘電体を挟んで重ね合わせることにより形成されていることであ
る。コンデンサは、一般に、高周波のみを通過させる市販の容量の小さなコンデンサを使
用することができるが、同等の機能を有するものであればこのような他の手段で実現する
ことができる。このようなコンデンサは、図７の網目パターンのようにブロッキング回路
を含む電波シールドだけでなく、図３〜図６のようなブロッキング回路を含まない電波シ
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ールドにも使用できる。また、網目パターンは、本願図面に示した形状のものに限らず、
所定のシールド効果を達成できて且つ透視性を備えることで被検体の閉塞感を和らげると
いう効果が得られるものであれば、他の格子状のパターンを使用できる。
【００３４】
また、導電性セグメントは、網目パターンの代わりに穿孔パターンを有するものであっ
てもよい。この穿孔パターンは、シート材の打ち抜きなどによって作られる。この穿孔パ
ターンのように、打ち抜きによって開口部を形成する場合には、その形状も丸、四角など
に特に限定されない。また、網目パターン又は穿孔パターンの形成は、全体的に均一であ
る必要はない。さらに、これらの網目パターン又は穿孔パターンの代わりに導電性セグメ
ントを透明な導電性材料で作ることもできる。

40

【産業上の利用可能性】
【００３５】
本発明のボリュームコイルは、１つのＲＦコイルを送受信兼用とするＭＲ装置及び２つ
のＲＦコイルをそれぞれ送信専用及び受信専用とするＭＲ装置に使用できる。また、３Ｔ
以上の磁場強度を持つＭＲ装置に使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明によるボリュームコイルを適用できるＭＲ装置の簡単な構成を示す図であ
る。
【図２】本発明によるボリュームコイルの一部の概略斜視図である。
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【図３】本発明によるボリュームコイルの概略斜視図である。
【図４】本発明によるボリュームコイルの電波シールドの一部を示す展開図である。
【図５】網目パターンの例を示す図４と同様な展開図である。
【図６】網目パターンの例を示す図４と同様な展開図である。
【図７】ブロッキング回路を含む本発明によるボリュームコイルの電波シールドの一部を
示す展開図である。
【図８】ブロッキング回路の簡単な構成図である。
【図９】本発明のボリュームコイル及びそれと共に使用するサーフェスコイルを示す分解
斜視図である。
【図１０】本発明のボリュームコイルをサーフェスコイルと共に使用する場合の映像シー
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ケンスを示す図である。
【図１１】本発明のボリュームコイルに使用するコンデンサの別の実施例を示す図である
。
【符号の説明】
【００３７】
１１

静磁場コイル

１２

勾配磁場コイル

１３

ボリュームコイル

１４

勾配磁場発生装置

１５

ＲＦ送受信装置

１６

制御装置

１７

信号処理装置

２１、９１

ボリュームコイル

２２ａ、２２ｂ、４５ａ、４５ｂ
２３、９５

導電性エンドリング

導電性ロッド

２３ａ、２３ｂ、９５ａ、９５ｂ
３１

20

導電性ロッドの端部

ボリュームコイル

３２、９２

電波シールド

３３、４３ａ、４３ｂ、７３ａ、７３ｂ、９３
４、３４、３４ａ、３４ｂ、３４ｃ
７６ａ、７６ｂ、７７ａ、７７ｂ
７８ａ、７８ｂ

ブロッキング回路

Ｌ

インダクタンス

Ｃ

キャパシタンス

８１

ＰＩＮダイオード

９３ａ、９３ｂ
９６

線材の両端

サーフェスコイル

コンデンサ
線材

導電性セグメント
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