JP 4117366 B2 2008.7.16

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
送受信を行う１つのコイルを有する１探触子反射法により、導電性材料の電磁誘導原理
を利用して超音波の送受信を行い、被検体の非破壊検査を行う方法において、
被検体の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で得られる受信波形を計測生信号とし、
その計測生信号の計測位置に対して超音波送受信方向に沿ってシフトしている異なる計測
位置で得られる受信波形を参照信号として、前記計測生信号と前記参照信号を順次減算処
理することでシフト距離の異なる参照信号の計測位置に応じた差分信号波形を取り出し、
欠陥信号のレベルが最も大きくなるシフト距離を参照して、その減算処理後の差分信号波
形を用いて被検体の欠陥探傷あるいは材料特性評価を行うようにしたことを特徴とする電
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磁超音波探傷・計測方法。
【請求項２】
請求項１記載の電磁超音波探傷・計測方法に用いる装置であって、送受信を行う１つの
コイルを有する１つの電磁超音波探触子と、前記コイルに高周波電流を供給すると共に該
コイルからの電気信号を受信する信号採取部と、受信した電気信号の信号波形を処理する
データ処理部と、計測結果を表示する表示部を具備し、
前記データ処理部は、被検体の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で得られる受信波
形を計測生信号として記憶させる第１の信号記憶装置と、前記計測生信号の計測位置に対
して超音波送受信方向に沿ってシフトしている異なる位置で得られる受信波形を参照信号
として記憶させる第２の信号記憶装置と、前記第１の信号記憶装置に記憶した計測生信号
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と前記第２の信号記憶装置に記憶した参照信号との間で減算処理を行い差分信号波形を取
り出す減算器を具備すると共に、該減算器で得られる差分信号波形を保存するデータ生成
装置、及び前記データ生成装置の差分信号波形を解析する信号判断装置を具備し、前記デ
ータ生成装置の差分信号波形を表示部で表示すると共にデータ生成装置の差分信号波形を
用い欠陥信号のレベルが最も大きくなるシフト距離を参照して被検体の欠陥探傷あるいは
材料特性評価を行うようにしたことを特徴とする電磁超音波探傷・計測装置。
【請求項３】
信号判断装置は、データ生成装置からの差分信号波形について信号レベルを決定する信
号レベル決定装置とノイズレベルを決定するノイズレベル決定装置、及び前記信号レベル
決定装置で決定した信号レベルと前記ノイズレベル決定装置で決定したノイズレベルを用
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いて両者の信号ノイズ比を求めるＳＮ比決定装置を具備し、該ＳＮ比決定装置で決定した
ＳＮ比の結果を表示部で表示する請求項２記載の電磁超音波探傷・計測装置。
【請求項４】
信号判断装置は、欠陥寸法・過去の探傷結果データベース、材料劣化データベース、あ
るいは材料特性評価データベースなどのデータベースを装備すると共に、信号レベル決定
装置で得られる信号レベル及びデータ生成装置で保存した差分信号波形とデータベースに
保存された信号レベルデータ及び信号波形データとを比較するための比較判断装置を装備
し、該比較判断装置で得られる比較判断結果を表示部で表示する請求項３記載の電磁超音
波探傷・計測装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、超音波の送受信を１つのコイルで行う１探触子反射法による電磁超音波探傷
・計測方法及び装置に関し、更に詳しく述べると、金属材料など導電性材料の電磁誘導原
理を利用して超音波を送受信し、信号差分処理を施すことで近距離欠陥探傷あるいは材料
特性計測などを可能とした電磁超音波探傷・計測方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
超音波探傷・計測装置には各種の超音波変換素子が使用されており、その１つに電磁超
音波探触子がある。電磁超音波探触子は、磁石（永久磁石あるいは電磁石）構造とコイル
から構成され、導電性を有する被検体の表面近傍に配置するコイルに高周波電流を流し、
電磁誘導によって被検体内に誘起される渦電流と探触子に設けた磁石による磁場との相互
作用により、被検体内に周期的なローレンツ力を発生させ、格子振動を介して、超音波と
して被検体内部に伝播させたり、あるいはその逆の原理で超音波信号を受信し、欠陥探傷
や被検体の特性評価などを行うデバイスである。この種の電磁超音波探触子は、磁石構造
とコイル形状の組合せにより、縦波、横波、表面波、板波など様々なモードの超音波を送
受信できる特徴がある。
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【０００３】
このような電磁超音波法は、圧電素子超音波法のようにカップラントを必要としないた
め、非接触で高速移動による探傷や計測が可能であり、導電性被検体であれば、表面粗さ
や塗布層の存在に影響されず、高温材などにも適応できるため、原子力発電所、化学プラ
ント、鉄鋼分野、鉄道探傷などの分野への応用が盛んに研究されている。
【０００４】
超音波による探傷・計測には反射法と透過法がある。透過法は２つ以上の探触子を必要
とするが、反射法では１つの探触子で探傷・計測が可能である（１探触子法）。しかし、
電磁超音波探傷・計測では、探触子の特性などにより、反射法を用いた場合も、２探触子
法や２探触子法あるいは多数探触子（例えばアレイ式）測定法なども用いられている。
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【０００５】
２探触子反射法は、送信探触子と受信探触子を各１個用い、検査目的に合わせて、両探
触子を、ある角度あるいは距離をもたせた状態で組み合わせ、被検体の表面に沿って走査
しながら探傷や計測を行う方法である。例えば特許文献１には、ＳＨ波（水平偏波横波）
送受信探触子を各１個用い、ある固定構成角φをなした状態で両探触子をＶの形をして１
組の電磁超音波探触子を構成し、溶接部の長手方向に対して周波数を走査するだけで突合
せ溶接部の全肉厚を探傷する手法が提案されている。ここで「ＳＨ波」とは、被検体の表
面と平行な偏波面を有する横波のことである。その特徴は、振動方向と平行する反射面で
の反射によるモード変換がなく、モード変換により生成される縦波・横波の混合エコーモ
ードが無いため、粗大粒や組織多様性及び異方性の大きい溶接部とその熱影響部での減衰
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が小さく、ＳＮ比の向上に有利なことである。
【０００６】
しかし、ＳＨ波電磁超音波探触子の指向性は周波数に依存し、周波数変化に伴い、送信
探触子の最大音圧位置が変化する。固定構成角φを持つ送受信ＳＨ波電磁超音波探触子に
おいては、ある特定の周波数以外、送信探触子から出した超音波の最大音圧位置は受信探
触子の受信中心対称面から外れることになる。この送信探触子の超音波最大音圧位置の超
音波周波数依存性により、特別な周波数以外に、受信探触子は最大受信信号を得ることが
できないので、この構造は最適な探触子配置とは言えない。
【０００７】
このように２探触子法は、基本的に固定周波数での送受信を行うため、超音波指向性が
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一定であり、正確に検査・計測を行うためには、機械的に探触子を走査する必要がある。
そのため、電磁超音波探触子を含む探傷・計測装置全体の重量と寸法が大きくなる。原子
力発電所や化学プラントなど、狭い箇所における探傷・計測においては、このような２探
触子法では探触子配置面積の要求を満足できない場合も多い。
【０００８】
そのような問題を解決できる方法として、送受信を１つのコイルで行う１探触子法があ
る（特許文献２参照）。これは、高周波電流をコイル（この場合は発信コイルとして機能
する）に供給することで被検体表面から超音波を送信し、欠陥や被検体表面などで反射し
た超音波を同じコイル（この場合は受信コイルとして機能する）によって電気信号に変換
し、受信した信号波形によって欠陥の有無を判断したり、伝播時間などを計測して材料の
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特性などを評価する方法である。しかし、従来の１コイル１探触子反射法は、ＳＮ比が悪
く、ゲインも劣る。しかも、１探触子法は２探触子法より不感帯が大きく、時間応答が悪
いため、近距離測定において測定信号を直接に見つけることが困難であるという問題があ
る。
【特許文献１】特開平１−２４８０５２号公報
【特許文献２】特開昭６２−２７７５５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明が解決しようとする課題は、探触子配置面積を小さくできる利点を有する１つの
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コイルを用いた１探触子反射法を採用しつつ、時間応答の遅い近距離計測でも、遅い時間
応答範囲内の有効信号を抽出し、高感度で被検体の欠陥探傷あるいは材料特性評価を行え
るような電磁超音波探傷・計測方法及び装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明は、送受信を行う１つのコイルを有する１探触子反射法により、導電性材料の電
磁誘導原理を利用して超音波の送受信を行い、被検体の非破壊検査を行う方法において、
被検体の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で得られる受信波形を計測生信号とし、被
検体の健全部領域あるいは反射体のない領域で得られる受信波形を参照信号として、前記
計測生信号と前記参照信号を減算処理することで差分信号波形を取り出し（第１の信号差
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分処理法）、その減算処理後の差分信号波形を用いて被検体の欠陥探傷あるいは材料特性
評価を行うようにしたことを特徴とする電磁超音波探傷・計測方法である。
【００１１】
また本発明は、送受信を行う１つのコイルを有する１探触子反射法により、導電性材料
の電磁誘導原理を利用して超音波の送受信を行い、被検体の非破壊検査を行う方法におい
て、被検体の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で得られる受信波形を計測生信号とし
、その計測位置とは異なる位置とされる被検体の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で
得られる受信波形を参照信号として、前記計測生信号と前記参照信号を減算処理すること
で差分信号波形を取り出し（第２の信号差分処理法）、その減算処理後の差分信号波形を
用いて被検体の欠陥探傷あるいは材料特性評価を行うようにしたことを特徴とする電磁超
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音波探傷・計測方法である。なお、参照信号の計測位置は、計測生信号の計測位置に対し
て超音波送受信方向に沿って僅かにシフトした位置とするのがよい。
【００１２】
更に本発明は、送受信を行う１つのコイルを有する１つの電磁超音波探触子と、前記コ
イルに高周波電流を供給すると共に該コイルからの電気信号を受信する信号採取部と、受
信した電気信号の信号波形を処理するデータ処理部と、計測結果を表示する表示部を具備
し、導電性材料の電磁誘導原理を利用して超音波の送受信を行い、被検体の非破壊検査を
行う装置において、データ処理部は、被検体の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で得
られる受信波形を計測生信号として記憶させる第１の信号記憶装置と、前記計測生信号の
計測位置とは異なる位置で得られる受信波形を参照信号として記憶させる第２の信号記憶
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装置を具備すると共に、前記第１の信号記憶装置に記憶した計測生信号と前記第２の信号
記憶装置に記憶した参照信号との間で減算処理を行い差分信号波形を取り出す減算器を具
備し、前記減算器で得られる差分信号波形を用いて被検体の欠陥探傷あるいは材料特性評
価を行うようにしたことを特徴とする電磁超音波探傷・計測装置である。
【００１３】
ここでデータ処理部は、減算器で得られる差分信号波形を保存するデータ生成装置、及
び前記データ生成装置の差分信号波形を解析する信号判断装置を具備し、前記データ生成
装置の差分信号波形を表示部で表示するようにする。信号判断装置は、例えばデータ生成
装置からの差分信号波形について信号レベルを決定する信号レベル決定装置とノイズレベ
ルを決定するノイズレベル決定装置、及び前記信号レベル決定装置で決定した信号レベル
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と前記ノイズレベル決定装置で決定したノイズレベルを用いて両者の信号ノイズ比を求め
るＳＮ比決定装置を具備し、該ＳＮ比決定装置で決定したＳＮ比の結果を表示部で表示す
る構成とする。また信号判断装置は、欠陥寸法・過去の探傷結果データベース、材料劣化
データベース、あるいは材料特性評価データベースなどのデータベースを装備しているこ
とが好ましい。更に、信号判断装置は、信号レベル決定装置で得られる信号レベル及びデ
ータ生成装置で保存した差分信号波形とデータベースに保存された信号レベルデータ及び
信号波形データとを比較するための比較判断装置を装備し、該比較判断装置で得られる比
較判断結果を表示部で表示するように構成することもできる。
【発明の効果】
【００１４】
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電磁超音波探傷・計測においては、電磁超音波探触子の構造的特性により、遅い時間応
答が示すが、本発明方法及び装置では、計測生信号と参照信号を減算処理することで差分
信号波形を取り出し、その減算処理後の差分信号波形を用いるので、近距離計測でも高Ｓ
Ｎ比で欠陥などの反射体からの有用反射信号を抽出することができ、被検体内部の欠陥探
傷のみならず材料特性評価や材料劣化評価を高精度で行うことができる。しかも本発明で
は、１コイル１探触子法を使用しているため、探触子の体積と重量は２探触子法の場合の
半分以下に減少でき、２探触子法が実施できない狭隘な探傷・計測空間においても探傷や
計測作業が可能となる。
【００１５】
被検体の健全部領域あるいは反射体のない領域で得られる受信波形を参照信号とする第
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１の信号差分処理法では、電磁超音波探触子の時間応答信号の影響を消去することにより
、欠陥などの反射体の受信信号を抽出することができる。そのため、従来の２探触子法で
得られる信号レベルやＳＮ比に匹敵する程度の信号レベルやＳＮ比が得られ、十分な実用
性を有する。
【００１６】
また、計測生信号の計測位置とは異なる位置とされる被検体の欠陥部領域あるいは反射
体のある領域で得られる受信波形を参照信号とする第２の信号差分処理法では、欠陥など
反射体付近の探触子の計測位置変化による時間軸上の反射信号のシフトを利用することに
より、電磁超音波探触子の時間応答信号の影響を消去し、欠陥などの反射体の反射信号を
抽出することができる。その結果、信号レベルは前記第１の信号差分処理法で得られる信
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号レベルより２倍程度増加するし、ランダムノイズレベルは増加しないため、ＳＮ比も上
記第１の信号差分処理法で得られるＳＮ比の２倍程度に達する。
【００１７】
本発明方法では、参照信号を用いた相関演算を行うため、参照信号の取り方が重要であ
る。参照信号は探触子・周波数・被検体特性などに依存するため、探触子・周波数が変化
する場合、或いは被検体温度や厚み変化などがある場合、新しい参照信号を取得する必要
がある。この意味で、本発明の第２の信号差分処理法は、欠陥などの反射体からの有用信
号を抽出するのに便利である。探触子の僅かな位置シフトによる信号特性変化を利用して
いるので被検体特性変化が小さく、信号差分処理により、それぞれの計測位置で得られた
探触子特性信号や被検体構造特性に依存する信号をより確実に相殺できるからである。
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【００１８】
更に反射法を採用している本発明では、反射信号レベルは欠陥などの反射体までの計測
（探傷）距離の関数であるので、この関数関係を利用して材料の特性評価や欠陥寸法の評
価を行うことができる。本発明では相対比較が行えるため、得られる信号波形や信号レベ
ルなどの情報を、事前に確保した材料劣化データベースや材料特性データベース、あるい
は欠陥信号波形や欠陥寸法データベースと比較することにより、材料劣化評価、材料特性
測定、構造物欠陥寸法査定や欠陥検査履歴による欠陥進展評価などを行うことができる。
特にカプラントを必要とせず、測定データの安定性の高い電磁超音波法は、履歴データベ
ースを用いた材料特性変化評価や欠陥進展評価に貢献できる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１９】
図１は本発明に係る電磁超音波探傷・計測装置のブロック図である。この電磁超音波探
傷・計測装置は、基本的には従来同様、送受信を行う１つのコイルを有する１つの電磁超
音波探触子１０と、コイルに高周波電流を供給すると共に該コイルからの電気信号を受信
する信号採取部１２と、受信した電気信号の信号波形を処理するデータ処理部１４と、計
測結果を表示する表示部１６を具備している。
【００２０】
パルス発生器２０からのパルス状（あるいはバースト信号状）の高周波電流をダイプレ
クサ２２経由で電磁超音波探触子１０のコイル（この場合は発信コイルとして機能する）
に流すと、電磁誘導により、導電性の被検体３０の表面に渦電流が励起され、磁石から発
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生する磁束との相互作用により、高周波電流と同じ周波数特性の周期的なローレンツ力が
発生し、結晶格子を振動させ、超音波という形式で被検体３０の内部を伝播していく。な
お、被検体が強磁性体の場合には、外部磁場をもってバイアス磁界をかけておき、被検体
に近接させた発信コイルから発生した磁界によりバイアス磁界を変化させ、これにより、
磁歪を変化させて被検体中に超音波を発生することもある。
【００２１】
被検体表面から送信した超音波は、欠陥や被検体表面などの反射源が存在する場合には
反射が生じる。その超音波反射信号は、上記と逆の原理でコイル（この場合は受信コイル
として機能する）により電気信号に変換され、ダイプレクサ２２を経由でプリアンプ２４
により増幅され、受信器２６を通して、超音波信号データ採取装置２８により記録され、
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データ処理部１４を通して表示部１６で表示される。超音波反射信号の有無で欠陥の有無
を判断したり、伝播時間などを計測して材料の特性などを評価したりする。
【００２２】
本発明のデータ処理部１４は、任意の計測位置で得られる受信波形を計測生信号として
記憶させる第１の信号記憶装置４０と、前記計測生信号の計測位置とは異なる位置で得ら
れる受信波形を参照信号として記憶させる第２の信号記憶装置４２を具備すると共に、前
記第１の信号記憶装置４０に記憶した計測生信号と前記第２の信号記憶装置４２に記憶し
た参照信号との間で減算処理を行い差分信号波形を取り出す減算器４４、該減算器４４で
得られる差分信号波形を保存するデータ生成装置４６、及び前記データ生成装置４６の差
分信号波形を解析する信号判断装置４８を具備している。前記減算器４４で得られる差分
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信号波形を用いて、被検体３０の欠陥探傷あるいは材料特性評価が行われる。
【００２３】
信号判断装置４８は、データ生成装置４６からの差分信号波形について信号レベルを決
定する信号レベル決定装置５０とノイズレベルを決定するノイズレベル決定装置５２、前
記信号レベル決定装置５０で決定した信号レベルと前記ノイズレベル決定装置５２で決定
したノイズレベルを用いて両者の信号ノイズ比を求めるＳＮ比決定装置５４を具備し、そ
の他、欠陥寸法・過去の探傷結果データベース、材料劣化データベース、あるいは材料特
性評価データベースなどのデータベース５６、信号レベル決定装置５０で得られる信号レ
ベル及びデータ生成装置４６で保存した差分信号波形とデータベース５６に保存された信
号レベルデータ及び信号波形データとを比較するための比較判断装置５８などを具備して

20

いる。
【００２４】
被検体３０の表面の任意の位置（これを計測位置ａとする）での計測によって超音波信
号データ採取装置２８で採取した受信信号（これを信号波形Ａとする）を第１の信号記憶
装置４０に記憶させる。この信号波形Ａは、探触子特性や被検体構造特性などの情報を含
んでいる。また、前記計測位置ａとは異なる位置（これを計測位置ｂとする）での計測に
よって超音波信号データ採取装置２８で採取した受信信号（これを信号波形Ｂとする）を
第２の信号記憶装置４２に記憶させる。この信号波形Ｂも、探触子特性や被検体構造特性
などの情報を含んでいる。これら信号波形ＡとＢを減算器４４で信号差分処理を行うと、
探触子特性及び被検体構造特性の同様の部分が相殺され、計測位置ａと計測位置ｂでの受

30

信波形の差分信号波形が得られる。この差分信号波形がデータ生成装置４６に記録され、
表示部１６で表示される。
【００２５】
データ生成装置４６からの差分信号波形は信号判断装置４８へ送られ、該信号判断装置
４８で信号レベルなどが判断される。信号判断装置４８の内部では、次のような動作が行
われる。データ生成装置４６で得られた差分信号波形を信号レベル決定装置５０とノイズ
レベル決定装置５２に送り、信号レベルとノイズレベルを決定してＳＮ比決定装置５４に
送ってＳＮ比を決める。ここで、信号レベル決定装置５０で決定した信号レベルは、欠陥
データベースに保存されている欠陥信号情報と欠陥寸法と比較判断装置５８で比較され、
欠陥寸法の判断が行われる。前記ＳＮ比決定装置５４で決定したＳＮ比の結果、及び前記
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比較判断装置５８で得られる比較判断結果なども表示部１６で表示される。
【００２６】
この信号判断装置４８は、必ずしも欠陥寸法データベースや欠陥寸法の比較判断装置を
用いるのではなく、計測目的に合わせて、原子力プラントなど大型構造物において、過去
の探傷で得られた同じ探傷位置における探傷信号波形、欠陥検出位置及び欠陥レベルなど
の履歴情報をデータベースとして用いることも可能である。新しい探傷データと以前の探
傷履歴データ情報とを比較することにより、信号の変化状況による欠陥の発生や材料の劣
化、欠陥進展速度の時間依存性などの重要なプラント情報を得ることができる。従って、
本発明に係る電磁超音波探傷・計測装置は、欠陥の進展診断装置としてもその機能を発揮
できる。更に、信号判断装置４８では、必ずしも欠陥評価に関することに限らず、例えば
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材料特性評価の場合、材料音速や減衰の計測や材料の劣化評価において、それぞれに材料
音速や減衰に関する材料特性データベース、材料音速や減衰に関する材料特性の比較判断
装置、あるいは、劣化による材料特性の時間依存性を有する材料劣化データベース、材料
劣化特性の比較判断装置などを用いることも可能である。
【００２７】
図２は、本発明に係る電磁超音波探傷・計測方法における第１の信号差分処理法の実施
形態を模式的に示している。ある計測位置ａに電磁超音波探触子（Ｔ／Ｒ）１０を設置し
、被検体３０の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で得られる受信波形Ａを計測生信号
とする。ここでは、スリット６０を形成し、それを模擬欠陥としている。また、別の計測
位置ｂに電磁超音波探触子（Ｔ／Ｒ）を設置し、被検体の健全部あるいは反射体のない領
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域で得られる受信波形Ｂを参照信号とする。受信波形Ａ，Ｂは、それぞれ図１における第
１の信号記憶装置４０及び第２の信号記憶装置４２で記憶される。
【００２８】
ここで両方の受信波形Ａ，Ｂの共通部分は、探触子特性信号と被検体構造特性信号（例
えば、有限寸法被検体の場合、端面反射エコーなど）（これを信号Ｒとする）であり、異
なる部分は欠陥や反射体からの反射信号（これを信号Ｄとする）があるか否かである。つ
まり計測生信号は信号（Ｒ＋Ｄ）として現れ、参照信号は信号Ｒとして現れる。従って、
計測位置ａでの受信波形Ａ（＝信号（Ｒ＋Ｄ））と計測位置ｂでの受信波形Ｂ（＝信号Ｒ
）に信号差分処理を施せば、両者の異なる成分である欠陥や反射体からの反射信号（信号
Ｄ＝信号（Ｒ＋Ｄ）−信号Ｄ）が抽出できる。この処理は、図１における減算器４４で行
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われる。このようにして、遅い時間応答の影響により直接測定が不可能な近距離探傷・計
測でも、信号差分処理法を用いることで、欠陥などの有用信号を抽出することができ、被
検体の欠陥探傷あるいは材料特性評価を行うことができる。
【００２９】
図３は、本発明に係る電磁超音波探傷・計測方法における第２の信号差分処理法の実施
形態を模式的に示している。ある計測位置ａに電磁超音波探触子（Ｔ／Ｒ）１０を設置し
、被検体３０の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で得られる受信波形Ａを計測生信号
とする。ここでも、スリット６０を形成し、それを模擬欠陥としている。また、計測位置
ａに対して超音波送受信方向に沿って微小距離δＬだけシフトしている別の計測位置ｂに
電磁超音波探触子（Ｔ／Ｒ）を設置し、被検体の欠陥部領域あるいは反射体のある領域で
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得られる受信波形Ｂを参照信号とする。受信波形Ａ，Ｂは、それぞれ図１における第１の
信号記憶装置４０及び第２の信号記憶装置４２で記憶される。
【００３０】
ここで受信波形Ａは、その中に探触子特性や被検体構造特性などの情報を含んでいる。
また受信波形Ｂも、同様に、その中に探触子特性や被検体構造特性などの情報を含んでい
る。両方の受信波形Ａ，Ｂの共通部分は、探触子特性と被検体構造特性に関する情報であ
る。もし、電磁超音波探触子（Ｔ／Ｒ）の検査範囲に欠陥などの反射体がなければ、受信
波形Ａと受信波形Ｂに含まれる被検体構造特性情報は同じであり、両受信波形に差異がな
く、減算器で処理して得られる差分信号波形は情報のない「ゼロ信号」になる。しかしな
がら、実際には計測位置に依存する林状ノイズの存在や、計測毎のノイズ信号の変化があ
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るので、得られた差分信号波形は「ゼロ信号」ではなく、小さいレベルのノイズ信号とな
る。他方、電磁超音波探触子（Ｔ／Ｒ）の検査範囲に欠陥などの反射体が存在する場合に
は、欠陥などの反射体信号成分は受信波形Ａと受信波形Ｂの中になんらかの形で反映され
る。探傷位置が変化すると時間軸における欠陥信号の位置も変化する。計測位置ａと計測
位置ｂは異なるため、受信波形Ａと受信波形Ｂに含まれている欠陥信号は時間軸上で異な
る位置を占める。このような両受信波形Ａ，Ｂを減算器で信号差分処理を行った結果は、
電磁超音波探触子（Ｔ／Ｒ）から欠陥までの探傷距離や欠陥信号レベルを反映する。つま
り、得られる２つの受信波形Ａ，Ｂの信号差分処理を行うと、得られた差分信号波形から
探触子特性や探触子の遅い時間応答信号を取り除き、欠陥信号を抽出することができる。
【００３１】
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具体的に説明すると、計測位置ａ及び計測位置ｂで得られる受信波形は、互いに類似し
ている。計測位置ａで得られる受信波形Ａは、探触子の応答特性や被検体の構造特性から
構成され（これを信号Ｒとする）、欠陥がある場合には欠陥反射信号（これを信号Ｄa と
する）も含み、信号（Ｒ＋Ｄa ）で表現できる。計測位置ｂで得られる受信波形Ｂも、探
触子の応答特性や被検体の構造特性から構成され（これを信号Ｒとする）、欠陥がある場
合には欠陥反射信号（これを信号Ｄb とする）も含み、信号（Ｒ＋Ｄb ）で表現できる。
両受信波形Ａ，Ｂの共通部分は探触子の応答特性と被検体の構造特性の信号Ｒである。異
なる部分は、欠陥からの反射信号（信号Ｄa あるいは信号Ｄb ）である。両受信波形Ａ，
Ｂの差分信号波形（Ｒ＋Ｄa ）−（Ｒ＋Ｄb ）は信号Ｒを相殺するので、得られるのは欠
陥にのみ関係する信号（Ｄa −Ｄb ）である。つまり、計測位置ａと計測位置ｂでの受信
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波形Ａ，Ｂの差分処理により、欠陥信号を抽出することができる。
【実施例】
【００３２】
（実施例１）
被検体として、長さ４２０ｍｍ×幅１７０ｍｍ×厚み５０ｍｍのＳＵＳ３０４板材を用
い、欠陥を模擬するためスリット（長さ２５ｍｍ×深さ２０％Ｔ）を形成し、図２に示す
第１の信号差分処理法で測定を行った。ここで超音波周波数は６５０ｋＨｚとし、近距離
測定を目的とするため、バースト波数３を用いた。
【００３３】
スリット欠陥までの水平探傷距離Ｌ＝１００ｍｍの計測位置ａにＳＨ波電磁超音波探触

20

子を配置したとき、得られた受信波形Ａを図４の（Ａ）に示す。また、スリット欠陥から
離れた計測位置ｂにＳＨ波電磁超音波探触子を配置したとき、得られた受信波形Ｂを図４
の（Ｂ）に示す。いずれの受信波形においても、０μｓ−５０μｓ範囲の波形は不感帯で
あり、５０μｓ−２００μｓ範囲にＳＨ波電磁超音波探触子の遅い時間応答信号波形が観
察される。被検体であるＳＵＳ３０４のＳＨ波音速は約３１２０ｍ／ｓで、２００μｓの
往復時間を距離に換算すると３１２ｍｍ程度に相当する。ＳＨ波電磁超音波探触子は、超
音波を被検体の長手（４２０ｍｍ）方向に伝播させ、その前後両方で送受信するため、被
検体の端面反射エコーが受信される。しかし、得られた受信波形は探触子特性による遅い
時間応答の影響で、スリット反射信号や被検体端面エコーを見極めることができない。
【００３４】
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図４の（Ａ）と（Ｂ）の受信波形Ａ，Ｂにおいて、両者の共通部分は探触子特性信号と
被検体端面からの反射エコー（信号Ｒ）であり、異なる部分はスリット欠陥からの反射信
号（信号Ｄ）があるか否かである。計測位置ａでの受信波形（信号（Ｒ＋Ｄ））と計測位
置ｂでの受信波形（信号Ｒ）に信号差分処理を施した結果は、信号（Ｒ＋Ｄ）−信号Ｒと
なり、信号Ｄ、即ちスリットからの反射信号となる。この信号差分処理を施した結果を図
４の（Ｃ）に示す。
【００３５】
図４の（Ｃ）において、７２μｓ辺りの信号は、伝播時間から換算するとスリットから
の反射信号と考えられる。１４０μｓ以降の信号は、被検体有限寸法による側面・端面反
射や、スリットの存在による計測位置ａ，ｂの被検体端面信号の差異を意味する信号と考
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えられる。なお、０〜５０μｓ範囲の「大振幅」ノイズは、不感帯の信号差分処理による
現れたノイズである。不感帯の範囲はバースト波数の関数であるため、その範囲の事前確
認により、不感帯範囲外の差分信号波形を分析し、欠陥の有無を判断することが可能であ
る。
【００３６】
このように、１コイルを用いる１探触子法において、遅い時間応答の影響により直接測
定が不可能な近距離探傷・計測でも、信号差分処理法を用いることで、欠陥などの有用信
号を抽出することが可能となる。信号判断装置によって求めた図４の（Ｃ）の差分信号波
形における欠陥信号のＳＮ比は、約８であった。
【００３７】
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因みに、同じ被検体について従来の２探触子法を用いて、水平探傷距離Ｌ＝１００ｍｍ
の位置から探傷を行い、受信波形を得た。得られた受信波形を図５に示す。この場合もバ
ースト波数３を用いた。図５において、０μｓ−４５μｓ範囲の波形は不感帯で、４５μ
ｓ−６０μｓ範囲の波形は電磁超音波探触子の遅い時間応答信号で、７５μｓ辺りの信号
は伝播時間から換算するとスリットからの反射信号と考えられる。１６０μｓ以降の信号
は被検体有限寸法による側面や端面反射信号によるものと考えられる。図４の（Ｃ）と図
５を対比すると、スリットからの反射信号はよく相似し、ＳＮ比もほぼ同様であった。つ
まり、本発明の第１の信号差分処理法による欠陥検出性能は従来の２探触子法に匹敵する
ことが分かった。
10

【００３８】
また、前記実施例と同様に厚みＴ＝５０ｍｍのＳＵＳ３０４板材からなる被検体に形成
した長さ２５ｍｍ×深さ５％Ｔのスリット欠陥について、本発明の第１の信号差分処理法
により上記と同様の探傷を行った結果、図６に示すように、深さが板厚５％に相当する浅
いスリット欠陥でもスリット信号を抽出することが可能なことが確認できた。ＳＮ比決定
装置により求めた欠陥信号のＳＮ比は、約４であった。
【００３９】
ところでＳＨ波電磁超音波探触子では、探触子の超音波屈折角θは次式で表せる。
ｓｉｎθ＝Ｃ／２ｔｆ

…

（１）

但し、ＣはＳＨ波の音速、ｆは超音波周波数、ｔは周期的磁石構造の配置半周期である。
ｔは探触子構造パラメータのため定数である。また被検体と環境温度が一定の場合、ＳＨ
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波音速Ｃは定数となるので、超音波屈折角θは周波数ｆの単調関数となる。つまり、周波
数ｆを変えることにより、超音波屈折角θを変えることができるので、１探触子法で探傷
を行う場合、周波数走査のみで、欠陥位置に合わせる最適な探傷周波数を調整できる。こ
れは本発明で用いる１探触子法のメリットの１つである。
【００４０】
１探触子法のもう１つのメリットは、表面ＳＨ波の伝播周波数に近い周波数を利用すれ
ば、ＳＨ波電磁超音波探触子は表面に近い伝播方向に超音波を送受信し、探触子を走査し
なくても広範囲の欠陥検出が可能なことである。例えば、電磁超音波探触子の磁石配置半
周期がｔ＝２．５ｍｍ、被検体がＳＵＳ３０４（ＳＨ波音速約３１２０ｍ／ｓ）、周波数
ｆが６５０ｋＨｚの場合、超音波屈折角は約７３．７°である。この超音波屈折角は表面
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ＳＨ波伝播方向に近い送信屈折角であり、広範囲に渡る超音波音圧の変化が小さい。
【００４１】
次に、板厚Ｔ＝５０ｍｍのＳＵＳ３０４板材に、長さ２５ｍｍ×深さ２０％Ｔのスリッ
トを形成した被検体を測定対象として、異なる探傷距離（１９５ｍｍ〜７５ｍｍ範囲）か
ら、周波数６５０ｋＨｚで、本発明の第１の信号差分処理法による差分信号波形の変化を
観察した。代表的な差分信号波形の例を図７（Ａ）〜（Ｄ）に示す。その結果、探傷距離
の減少に伴い時間軸におけるスリットからの信号位置が前進し、信号レベルと信号波形も
変化した。この信号波形の変化は、探触子の超音波音圧分布形状と探傷距離に依存すると
考えられる。一方、有限寸法の被検体の場合、近距離側面や端面の反射信号に影響される
可能性も考えられる。しかし、これらの測定の結果、周波数６５０ｋＨｚに固定したまま

40

でも、探傷距離７５ｍｍから１９５ｍｍまでの範囲のスリット欠陥が検出可能なことが分
かった。
【００４２】
従って、同じ計測方法で、多数寸法のベンチマーク欠陥に対して、それぞれの欠陥信号
レベルと探傷距離との関係をデータベースとして蓄積しておけば、実探傷の欠陥信号につ
いて、このデータベースを用いることにより、欠陥寸法の推測が可能となる。また、原子
力プラントなど大型構造に対して、得られたデータと供用期間前検査結果のデータベース
や供用期間中検査結果のデータベース情報を用いることにより、以前検出された欠陥の進
展状況や、信号特性変化による材料劣化特性変化などについても評価することが可能とな
る。
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【００４３】
（実施例２）
被検体として、長さ４２０ｍｍ×幅１７０ｍｍ×厚み５０ｍｍのＳＵＳ３０４板材を用
い、欠陥を模擬するためスリット（長さ２５ｍｍ×深さ２０％Ｔ）を形成し、図３に示す
第２の信号差分処理法で測定を行った。ここでも超音波周波数は６５０ｋＨｚとし、近距
離測定を目的とするため、バースト波数３を用いた。
【００４４】
スリット欠陥までの水平探傷距離Ｌ＝１００ｍｍの計測位置ａにＳＨ波電磁超音波探触
子を配置したとき、得られた受信波形Ａを計測生信号とする。計測位置ａからスリットに
近づくように、シフト距離δＬを０．１ｍｍから７ｍｍまで０．１ｍｍ毎に変化させて計
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測位置ｂを設定し、得られた受信波形Ｂを参照信号とする。計測位置ａでの受信波形Ａと
計測位置ｂでの受信波形Ｂに信号差分処理を施すと、７０個の差分信号波形が得られる。
図８は、それらの中から典型的な６個の差分信号波形を選んで示している。
【００４５】
図８の（Ａ）に示したのは、探触子シフト距離δＬが０．１ｍｍの場合の差分信号波形
である。時間軸の７２μｓ辺りの僅かな波形信号がスリット欠陥からの反射信号と考えら
れる。シフト距離が０．１ｍｍと小さいため、両受信波形の差異も小さいので、信号差分
処理で得られた欠陥信号も小さく区別し難い。探触子シフト距離δＬが０．１ｍｍから増
加するにつれ、信号差分処理で得られるスリット欠陥の信号レベルは飛躍的に増加する。
信号差分処理で得られた一番強い欠陥信号は、シフト距離δＬが１．６ｍｍの場合（図８
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の（Ｂ））である。更にシフト距離δＬ値が増加すると、信号差分処理で得られた欠陥信
号レベルが減少し、δＬ＝２．４ｍｍでは、欠陥信号レベルが２／３近くまで低下し（図
８の（Ｃ））、δＬ＝３．２ｍｍ（図８の（Ｄ）参照）辺りで最小欠陥信号レベルになり
、その後、信号差分処理で得られる欠陥信号は再び増加し、δＬ＝４．８ｍｍ辺りに２番
目の強い欠陥信号レベルが得られる（図８の（Ｅ）参照）。更に、シフト距離δＬの値を
大きくして行くと、δＬ＝６．４ｍｍで再び２度目の弱い信号レベルに変わる（図８の（
Ｆ）参照）。
【００４６】
このように、本発明の第２の信号差分処理法において、探触子シフト距離によって欠陥
信号レベルが変化する理由は、図９から説明できる。図９は、図４の（Ｃ）で示した欠陥
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信号波形を６０μｓから９０μｓまでの範囲で拡大再表示したものである。なお、図４の
（Ｃ）の信号波形は、図４の（Ａ）の計測生信号（信号（Ｒ＋Ｄ））と図４の（Ｂ）の参
照信号（信号Ｒ）の信号差分処理で得られた結果である。
【００４７】
本発明の第２の信号差分処理法の実質的な意味は、図９に示すような信号波形Ｄa に対
して、そのコピーを作成し、ある時間間隔だけ時間軸上でシフトさせて得られる新しい信
号波形Ｄb （厳密には信号波形Ｄb とＤa はシフト距離に依存する形状変化が生じるが、
シフト距離が小さい場合、その差異は無視できる）と最初の信号波形Ｄa の信号差分処理
（Ｄa −Ｄb ）を行うということである。
【００４８】
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図９のピーク波形ｐの時間位置をピーク波形ｒの時間位置と一致するように時間軸がシ
フトしていると、両ピーク波形ｐとｒは共に局部的な信号最大値でありながら、符号が逆
であるので、その差分信号波形（Ｄa −Ｄb ）のピークレベルは最大となり、ｐやｒのピ
ークレベルの２倍程度になる。また、ピーク波形ｐの時間位置をピーク波形ｑの時間位置
と一致するように時間軸がシフトしていると、両ピーク波形ｐとｑは共に局部的な信号最
大値でありながら、符号が同じであるので、その差分信号波形（Ｄa −Ｄb ）のピークレ
ベルは最小となる。時間軸上の信号シフト距離はｐからｒまで変化するにつれ、差分信号
波形で示される欠陥信号は最小レベルから最大レベルまで増加し、それからｒからｑまで
変化するにつれ減少して、最小レベルに達する。この時間軸シフトによる信号差分処理を
更に進行すると、差分信号で示す欠陥信号は再び増加し、最大ピークに向かい、繰り返し
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変化が現れる。これが、第２の信号差分処理法により欠陥信号のレベル変化が生じる理由
である。
【００４９】
ところで、受信波形の時間軸上のシフト距離は被検体表面での探触子シフト距離δＬに
対応し、受信波形のピーク間距離は超音波周波数と被検体板厚・音速の関数である。その
ため、使用周波数毎に、受信波形のピーク間距離と被検体表面での探触子シフト距離δＬ
の関係をデータベースとして事前に確保しておくと、実探傷において、信号差分処理で最
大の欠陥信号レベルが得られるようにシフト距離δＬで探触子をシフトさせれば、最大の
ＳＮ比が得られる。ノイズ信号はランダムであるので、ノイズレベルは増加しないからで
ある。

10

【００５０】
板厚Ｔ＝５０ｍｍのＳＵＳ３０４板材に、長さ２５ｍｍ×深さ２０％Ｔのスリットを形
成した被検体を対象として、異なる探傷距離（１９５ｍｍ〜７５ｍｍ範囲）から、周波数
６５０ｋＨｚで、本発明の第２の信号差分処理法を適用し、差分信号波形の変化を観察し
た。代表的な差分信号波形を図１０の（Ａ）〜（Ｄ）に示す。なお、探触子シフト距離は
δＬ＝１．６ｍｍである。これらの観察結果を、第１の信号差分処理法による観察結果と
比較すると、それぞれの差分信号波形は時間軸の対応位置で現れ、第２の信号差分処理法
による信号波形レベルは第１の信号差分処理法による信号波形レベルの２倍程度あること
が分かった。その理由は前述した通りである。また、それぞれの差分信号波形のノイズレ
ベルを比較すると、第２の信号差分処理法でのノイズレベルは第１の信号差分処理法での
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ノイズレベルよりも低いことが観察された。その理由は下記の通りである。
【００５１】
一般に、探触子の応答特性は、電磁超音波探触子のリフトオフ距離や被検体計測位置で
のローカルな材料磁気特性、材料ノイズに依存する。本発明の第１の信号差分処理法は、
参照信号と探傷生信号の探触子応答特性が同じという仮定で行われている。これはリフト
オフ距離が一定、被検体計測面のローカル部分の材料磁気特性が不変、材料ノイズが一定
に相当する条件である。しかしながら、実際には、探傷条件や環境などにより、リフトオ
フ距離の変化や被検体計測位置のローカルな材料磁気特性、材料ノイズの変化は避けられ
ない。この場合、本発明の第１の信号差分処理法では、異なる計測位置で得られた探触子
応答特性が完全に相殺できず、ノイズとして残されることになる。それに対して、本発明
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の第２の信号差分処理法では、２つの受信波形は計測位置の僅かな違いで得られたので、
被検体計測位置のローカルな材料磁気特性変化や材料ノイズ、測定中の探触子リフトオフ
距離の変化が小さいと考えられ、両計測位置の探触子応答特性の差も小さい。これが、本
発明の第２の信号差分処理法の方が第１の信号差分処理法よりもノイズレベルが低減され
る理由である。
【００５２】
従って、本発明の第２の信号差分処理法を用いると、第１の信号差分処理法を用いるよ
り２倍程度の信号レベルが達成できる。また、被検体計測面の材料磁気特性が一定である
場合、探触子応答特性が計測位置に依存しないため、第１の信号差分処理法と第２の信号
差分処理法とで得られたランダム変化のノイズ信号レベルは同じであり、また第２の信号

40

差分処理法で得られた欠陥信号レベルは第１の信号差分処理法で得られた欠陥信号レベル
の２倍程度であるため、第２の信号差分処理法で得られたＳＮ比は第１の信号差分処理法
で得られたＳＮ比の２倍程度になる。他方、被検体計測面のローカルな材料磁気特性がば
らつきを有する場合も、計測位置への依存性の小さい第２の信号差分処理法で得られた異
なる位置の探触子応答特性の差異が小さいので、両計測位置の信号差分処理結果のノイズ
レベルも小さい、その結果、第２の信号差分処理法で得られたＳＮ比も第１の信号差分処
理法で得られたＳＮ比より２倍以上向上できる。
【００５３】
その他、本発明を利用した次のような探傷法もある。探傷距離１９５ｍｍで、長さ２５
ｍｍ×深さ２０％Ｔのスリットに対して、図１０の（Ａ）と異なる周波数７８７．３ｋＨ
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ｚを用い、１．５スキップで第２の信号差分処理法で、δＬ＝１．６ｍｍで行なった探傷
結果を図１１に示す。１５０μｓ−１７０μｓでの信号波形は時間で換算すれば、１．５
スキップの信号であることが分かる。一方、１２０μｓ−１４０μｓの範囲にも信号波形
が観察された。この信号を距離で換算すると同周波数の０．５スキップの波形である。２
つの信号波形はそれぞれ図１０の（Ａ）の２つの波形信号と対応する。なお、図１０の（
Ａ）と図１１にある不感帯範囲外の他の「信号」は結晶構造による林状信号や有限寸法被
検体の側面や端面の反射による信号と考えられる。大型被検体の場合、端面や側面信号が
図に示した伝播時間範囲の近距離で現れないので、探傷範囲に信号らしい波形があれば欠
陥の可能性が高い。つまり、探傷距離１９５ｍｍのような遠距離探傷において、周波数切
り替えにより、０．５スキップの低周波探傷で得られた結果（図１０の（Ａ））を、１．
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５スキップの高周波探傷（図１１）で再確認でき、探傷結果の信頼性を向上させることが
できる。
【００５４】
以上、ＳＨ波電磁超音波探触子を用いた欠陥探傷例について説明したが、本発明では、
ＳＨ波電磁超音波探触子に限らず、ＳＶ波（垂直偏波横波）電磁超音波探触子や他の超音
波モード電磁超音波探触子にも応用できる。また、欠陥を対象とするだけではなく、構造
の端面や形状による反射体などを利用して、材料の性能劣化、音速・減衰特性の測定や、
材料特性評価などの評価に関しても対応可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
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【図１】本発明に係る電磁超音波探傷・計測装置のブロック図。
【図２】本発明における第１の信号差分処理法の実施形態の模式図。
【図３】本発明における第２の信号差分処理法の実施形態の模式図。
【図４】本発明の第１の信号差分処理法による信号波形を示す図。
【図５】従来の２探触子法による信号波形を示す図。
【図６】第１の信号差分処理法による浅いスリット欠陥からの差分信号波形の図。
【図７】第１の信号差分処理法で探傷距離の変化による差分信号波形の変化を示す図。
【図８】第２の信号差分処理法でシフト距離の変化による差分信号波形の変化を示す図。
【図９】第２の信号差分処理法でシフト距離の変化により信号レベルが変化する理由の説
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明図。
【図１０】第２の信号差分処理法で探傷距離の変化による差分信号波形の変化を示す図。
【図１１】第２の信号差分処理法で１．５スキップで行なった探傷結果を示す図。
【符号の説明】
【００５６】
１０

電磁超音波探触子

１２

信号採取部

１４

データ処理部

１６

表示部

３０

被検体

４０

第１の信号記憶装置

４２

第２の信号記憶装置

４４

減算器

４６

データ生成装置

４８

信号判断装置
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