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あらまし
発電プラントや橋梁等を構成する金属部材を検査するにあたって，アレイ探触子を用いた超音
波探傷が導入されつつある．本研究では，リニア・マトリクスアレイ探触子で得られる欠陥エコー
を基に金属内部の欠陥形状を再構成する逆散乱イメージング法 (ISIM) について述べる．本手法
は，計測された欠陥エコーをフーリエ変換して周波数領域で画像を合成するものであり，解析ルー
チンには多次元 FFT を用いているため高速イメージングが可能である．ここでは，電子スキャン
装置を用いて超音波計測を行い（金属中の弾性縦波を利用する） ，ISIM の実験的検証を行った結
果を示す．実験では，ボイドを模擬した欠陥として横穴を，き裂を模擬した欠陥としてスリットを
それぞれアルミニウム被検体に作成し，これらの 2 次元あるいは 3 次元形状の再構成を行った．
キーワード：非破壊検査，逆散乱イメージング法 (ISIM)，アレイ探触子，金属材料，3 次元欠陥映像化
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Abstract:
Ultrasonic phased array transducers are widely used in the nondestructive testing of metal components in
engineering structures. We developed the inverse scattering imaging method (ISIM) to reconstruct ﬂaw shapes
in the metal components from waveforms measured with matrix and linear array transducers. The ISIMs are
based on the linearized inverse scattering method in the frequency domain and can perform high-speed ﬂaw
reconstruction due to a ﬂaw synthesizing algorithm by the multidimensional FFT. Since ﬂaw reconstructions
with the ISIMs have already checked by numerical simulations using the boundary element method, in this
study we verify performances of the ISIMs by using measured longitudinal wave components with an electronic
ultrasonic scan device. Here 2–D and 3–D shapes of side drilled holes and an EDM slit in aluminum specimens
are reconstructed by means of the ISIMs.
Keywords: Nondestructive testing, Inverse scattering imaging method, Ultrasonic array transducer, Metal components, 3–D ﬂaw imaging

1. はじめに

た．なお，金属材料中では一般に縦波（L 波）と
横波（T 波）の超音波が伝搬するが，本研究では
L 波を用いて欠陥の再構成を行う．

超音波アレイ探触子とは，独立に駆動できる複
数の小さな振動素子を直線状（リニア）あるいは
平面状（マトリクス）に配置したセンサーである．
2. 逆散乱イメージング法（ISIM）
電子的に駆動素子を切り替えることによって瞬時
に多点で欠陥エコーを得ることが可能である．ア
2.1 波動場の設定
レイ探触子を制御する超音波計測装置は一般に電
ISIM で対象とする波動場と超音波の送受信の概
子スキャン装置と呼ばれており，近年では医療分野
要を図 1 に示す．均質等方な弾性体 D 内に散乱体
だけでなく工業分野においても電子スキャン装置
（欠陥）Dc が存在しているものとする. 縦波入射
を用いた超音波非破壊検査が行われるようになっ
波として uin を送信し，欠陥 Dc によって散乱さ
1)
てきた ．現在，電子スキャン装置を用いて金属
れた波動 usc を素子 y で受信する．受信は個々の
内部の欠陥形状を画像化する一般的な手法は，B， 素子で行い，得られた散乱波形から逆に欠陥の形
C スキャン 2) である．これらは駆動素子を切り替
状を推定する. 角振動数を ω とする定常波動場に
えながら欠陥エコーを計測し，エコーの伝播時間
おいて，点 y における欠陥からの散乱波 usc は次
と振幅値の関係を深さ方向に（B スキャン），また
のように表される 7) ．
∫
はある深さ位置における振幅値を平面上に（C ス
usc
(y,
ω)
=
Uim (x, y, ω)qi (x, ω)dV (x) (1)
m
キャン）プロットしていく手法であり，欠陥像の
D
ここで，U (x, y, ω) は弾性波動問題の基本解であ
合成原理が簡単であるため，多くの電子スキャン
り，2 次元波動場では
装置に実装されている．
[
1
∂2
i
一方，エコーの伝搬時間と振幅値だけを利用する
(1)
H0 (kT r)δim + 2
Uim (x, y, ω) =
4µ
kT ∂xi ∂xm
のでなく，エコーの波形情報（位相，スペクトル振
]
(1)
(1)
幅等）を有効に活用し，これをアレイ探触子の素子
× {H0 (kT r) − H0 (kL r)}
の位置情報と組み合わせることにより欠陥形状を
(2)
高精度に再構成する手法として，逆散乱イメージン
であり，3 次元波動場では
[
グ法（Inverse scattering imaging method: ISIM3, 4) ）
1
exp (ikT r)
Uim (x, y, ω) =
δim
が提案されている．ISIM は，フーリエ変換を基本
4πµ
r
{
}]
構造とした周波数領域開口合成法（Fourier domain
1
∂2
exp (ikT r) exp (ikL r)
5,
6)
7)
+ 2
−
SAFT ）の理論を，線形化逆散乱解析法 に取
r
r
kT ∂xi ∂xm
り入れたものであり，検査対象とする材料の一計
(3)
測平面で得られた欠陥エコーから，欠陥形状の再
となる．上式で，i は虚数単位，r = |x − y|， kL
構成が可能である．ISIM には送受信方法の違いか
と kT はそれぞれ L 波と T 波の波数である．また，
ら 2 種類の方法が提案されており，アレイ探触子
(1)
式 (2) で H0 は第 1 種 0 次のハンケル関数である．
が設置された部分の真下に存在する欠陥を再構成
Array transducer
∆s
対象とした方法 3) と，真下以外に存在する欠陥を
ステアリングビームによって再構成する方法 4) が
y
D Dc
ある．これまで，ISIM は境界要素法を用いた数値
usc
Incident wave
Scattered wave
シミュレーションによって欠陥画像化の可能性が
uin x
示されていた．そこで，本研究では，電子スキャ
S
Dc
e2
ン装置を用いて欠陥からのエコーを実際に計測し，
Flaw
n
このエコーを用いて ISIM の検証を行った．ここで
O e1
は，人工欠陥として，アルミニウム中に堀り抜い
た横穴（サイドドリルホール：SDH）と，放電加
図 1 Incident wave generated from array transducer and
scattered wave by ﬂaws in a metal component.
工によって作成したスリット（EDM-S）を用意し

式 (1) における q は等価散乱源と呼ばれており，欠
陥形状を表す関数を含んでいる．等価散乱源は領
域型と境界型積分表現の 2 通りに表すことができ
る 7) が，ここでは境界型積分表現を採用する．

qi (x, ω) = −γ(x)Cijkl {nj (x)uk,l (x, ω)
− nl (x)uk (x, ω)∂/∂xj } (4)
ここで，n は図 1 に示すように欠陥境界から D に
向く法線ベクトル，C は弾性スティフネスであり
4 階のテンソルである．式 (4) 中の γ は欠陥の境界
S 上においてのみ値を有する特異関数であり，次
式で定義される．
∫
∫
γ(x)dV (x) =
dS(x).
(5)
D

−∞

である．式 (7) 中において，Ā = ūsc (k1 , y2 , ω) · e2
であり，散乱波の e2 方向成分を表す．なお，関数
の上付きの–は，以下のような 1 次元フーリエ変換
後の関数を表している．
∫ ∞
Ψ̄(k1 , y2 , ω) =
Ψ(y1 , y2 , ω) exp(−ik1 y1 )dy1
−∞

S

ISIM には送受信方法の違いから 2 種類の方法
があり，アレイ探触子が設置された部分の真下に
存在する欠陥を再構成対象とした方法（パルスエ
コー型 ISIM3) ）と，真下以外に存在する欠陥をス
テアリングビームによって再構成する方法（ビー
ムステアリング型 ISIM4) ）がある．以下では，2
次元波動場について，それぞれの要約を述べる．

2.2

( )
1 kL 2
=
∆s であり，γ̃ は
4 kT
γ の 2 次元フーリエ変換
1
γ (x1 , x2 ) =
(2π)2
∫∫ ∞
γ̃ (k1 , k2 ) exp [i (k1 x1 + k2 x2 )]dk1 dk2 (8)
×

となる．ここで，u0

2.3

∆s
far
≃ Uim
(y0 , x, ω)ti (y0 , ω)∆s

ここで U far

(6)

は基本解 (2) の遠方表現 8) ，素子幅を

∆s，送信素子の代表位置を y0 とした．
フーリエ変換構造に帰着する逆解析のプロセス
は著者らの前論文 4) に詳細が記載されているので，
ここでは定式化を省略する．ISIM の最終フォー
ムは
−2iu0 kL
Ā(k1 , y2 , ω) = √
iπkL |y2 |
√
)
exp(i 4kL2 −k12 y2 ) ( √
2
2
√
γ̃ k1 , 4kL −k1
×
(7)
4kL2 − k12

ビームステアリング型 ISIM

アレイ探触子から任意の方向に超音波を送信す
る場合を考える．この場合，アレイ探触子の複数
素子に適切なディレイを設定して駆動することで，
任意の方向に入射波 uin を送信する．入射波の送
信方向を p = (p1 , p2 ) とすると，uin は次のように
表される．

パルスエコー型 ISIM

パルスエコー型の ISIM は，アレイ探触子のう
ちの 1 振動素子から入射波 uin を送信し，欠陥か
らの散乱波 usc を送信素子と同じ素子で受信する
方法である．送受信する素子を変えながら，全素
子で送受信を実行する．1 つの振動素子から入射
される波動は，ホイヘンスの原理より次のような
波動であるとする．
∫
in
far
um (x, ω) =
Uim
(y, x, ω)ti (y, ω)dS(y)

(9)

0
uin
m (x, ω) = u pm exp(ikL p · x)

(10)

ここでは L 波を送信するので，入射波の偏向方向
は伝搬方向 p と同じである．
逆解析のプロセスは著者らの前論文 4) を参照し
て頂くこととし，ISIM の最終フォームのみを以下
に示す．
√
−u0 kL exp(i kL2 − k12 y2 )
√
Ā(k1 ,y2 , ω) =
kL2 − k12
(
)
√
2
2
× γ̃ k1 − kL p1 , kL − k1 − kL p2
(11)
である．このとき，p 方向に超音波を 1 回送信し，
欠陥からの散乱波をすべての素子で個々に受信す
る．式 (11) 中において，Ā = ūsc (k1 , y2 , ω) · (−p)
であり，欠陥の再構成には散乱 L 波の進行方向の
成分が必要であることを表している．しかし，ア
レイ素子を e1 方向に一列に並べる構成上，実際に
計測される散乱波は e2 方向の成分のみであるの
で，ここでは Ā = −u¯2 sc (k1 , y2 , ω)p2 としている．

2.4

解像度

式 (7) に示すパルスエコー型 ISIM の場合，usc の
e2 方向成分を計測し，これより得られた計測デー

タ Ā(k1 , y2 , ω) から，特性関数 γ(x1 , x2 ) のフーリ
エ変換 γ̃
γ̃ が得られる点の
√
( が求まる．このとき，
)

集合は k1 ,

4kL2 − k12 となる．すなわち，図 2

2kL

の上側に示すように K–空間において，半径 2kL
の円周上で γ̃ の値が求められることになる．送信
する超音波の波数（周波数）を変えることによっ
て，波数に応じた半径 2kL の円周上に γ̃ がプロッ
トされていく（図 2 下側）．被検体の上側に置か
れたアレイ探触子で計測されたエコーからは K–
空間の上半面の γ̃ （実線）が構成される．被検体
の下側にもアレイ探触子が配置されれば，K–空間
の下半面の γ̃（破線）も得られる．最終的に，K–
max までの範囲で γ̃
空間上において最大周波数 2kL
が得られるので，これを式 (8) によってフーリエ
変換すれば欠陥の領域形状 γ(x) が再構成される
ことになる．
ビームステアリング型の場合，式 (11) より γ̃ が計
測データ Ā(k1 , y2 , ω) から得られる．アレイ探触子
が被検体の上側（y2 −x2 > 0）に設置されるときに
√

γ̃ が得られる点は，(k1 −kL p1 , kL2 − k12 −kL p2 ) と
なる．すなわち，K–空間において，(−kL p1 , −kL p2 )
を中心とする半径 kL の半円上で欠陥のフーリエ
変換 γ̃ が求められることになる．送信する超音波
の波数に応じて中心位置を変えながら，半径 kL の
半円上に γ̃ がプロットされていく．アレイ探触子
は被検体の上側に設置した状態で送信方向 p を変
化させると，最終的に K–空間上において最大波
max までの範囲で γ̃ がプロットされる．
数 2kL
以上より，逆解析に必要となる波形データは K–
空間 (k1 , k2 ) にプロットされている．実際の逆解析
は 2D–FFT∗ を用いるため，k1 および k2 に関するそ
れぞれの最大値 k1max と k2max からなる四角形領域
の K–空間のデータから実空間 (x1 , x2 ) の欠陥像を
求める．ナイキスト数の制約から k1max は素子の間
隔（ピッチ）∆y1 に依存し，k1max = π/∆y1 となる．
また，k2max は，受信超音波の最大周波数を f max ，
L 波の音速を cL と書けば，kLmax = 2πf max /cL に
よって決まる．これらの値から，本手法の解像度
は ∆xi = π/kimax , (i = 1, 2) となる．

∗

k2

k2= 4kL2 - k12

3 次元波動場に対する ISIM の場合は，3D–FFT を使う．

k1

k2=- 4kL2 - k12

γ (k1,k2)

k2
2kLmax

kmax
2
k1

kmax
1
図 2 Wave data γ̃ in K–space and data sampling area for
2–D FFT.

3. 計測波形による欠陥の再構成結果
3.1

電子スキャン装置とアレイ探触子

超音波アレイ探傷実験のための計測装置とアレ
イ探触子を図 3 に示す．ここでは，日立エンジニア
リングアンドサービス製の電子スキャン装置 (ES
3100) を用いて欠陥エコーを計測した．ES3100 で
は，欠陥エコーのホワイトノイズを軽減するため
に，10 回連続でデータ収録を行い，その平均を計
測データとして記録している．実験では，アレイ探
触子を直接被検体に接触させて超音波を送受信し
ており，アレイ探触子と被検体の接触媒質として
グリセリンペースト（ソニコート）を使用した．ま
た，ISIM は欠陥からの散乱波成分（正確には，探
触子位置 y で計測される変位の e2 方向成分）を基
に欠陥像を再構成するため，ここではデコボリュー
ションに基づくデータ処理 9) を元に，欠陥エコー
（原波形）から散乱 L 波成分を抽出している．

Linear array transducer

(a)
PC

Imaging area
40mm
40mm

SDH
φ=2mm

(b)

40mm

(a) Electronic scan device

specimen
(b) Array transducer

20
1.0
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0.5

Number of total elements :72
Pitch size: 0.8mm
Alement size :0.7mm

x2(mm) 0
0.0
-10

図 3 Electronic scan device and linear array transducer.
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3.2

空洞欠陥の 2 次元形状の再構成（パル
スエコー型 ISIM）

図 4 の上側に示すようなアルミニウムの内部に
直径 2mm の貫通横穴（SDH）を 5 つ作成した．使
用したリニアアレイ探触子は KGK 社製の公称中
心周波数が 2MHz のものであり，素子幅は 0.7mm，
ピッチは 0.8mm，奥行き長さは 18mm である．被
検体の上側にリニアアレイ探触子を設置し，超音波
の送受信を１素子ずつ順次切り替えることによっ
て，計 64 素子で計測を行った．計測された欠陥
エコーにデータ処理を施して散乱波成分を抽出し，
これを ISIM にインプットすることによって欠陥像
の再構成を行った．再構成に使用した超音波の周
波数帯域は 0.1MHz∼5.0MHz とした．なお，最大
周波数の 5.0MHz に対応するアルミニウム中の超
音波の波長は約 1.3mm であり，SDH の直径より
も小さい．図 4 の下側にパルスエコー型 ISIM に
よる再構成結果を示す．電子スキャン装置で計測
された欠陥エコーを使って，SDH の位置および形
状を精度良く再構成できることがわかる．

3.3

スリットの 2 次元形状の再構成（ビー
ムステアリング型 ISIM）

図 5 に示すようなアルミニウム供試体の底面に
高さ 5mm の放電加工スリット（EDM-S）を作成
し，EDM-S から水平距離で 35mm の位置に探触子
の中心が来るように設置した．使用したリニアア
レイ探触子はジャパンプローブ製の公称中心周波

-20
-20

-10

0

x1(mm)

10

20

図 4 2–D shape reconstruction of ﬁve SDHs with the
pulse–echo type ISIM.

数が 3MHz のものであり，素子幅は 0.7mm，ピッ
チは 0.8mm，奥行き長さは 9mm である．再構成に
使用した超音波の周波数帯域は 0.1MHz∼5.0MHz
とした．ここでは，連続する 48 個の素子群を選ん
で右斜め方向に超音波を送信し，EDM-S からの散
乱波はすべての素子（計 64 素子）でそれぞれ受信
する．まず，EDM-S 付近にビームが集束するよう
にディレイを設定し，1 回の送信で 1 枚の EDM-S
画像を作成する．1 回の送信ではスリット先端部の
エコー画像が不鮮明であるので，次に，駆動する
素子群をずらして送信方向を変えた場合の EDM-S
画像を合成する．異なる素子群から計 17 回の送信
を行い，すべての画像を重ね合わせて欠陥像を再
構成したものが，図 5 である．EDM-S の端部と
コーナー部が再構成されており．この距離を計測
するとほぼ 5mm となっており，EDM-S の高さを
再現できていることがわかる．

3.4

空洞欠陥の 3 次元形状の再構成（パル
スエコー型 ISIM）

前節では 2 次元波動場に対する ISIM について
再構成式を示したが，これは 3 次元波動場にも容
易に拡張が可能 10) である．定式化は省略するが，
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図 5 2–D shape reconstruction of an EDM-S with the
beam–steering type ISIM.
SDH 1

ここでは 3 次元 ISIM を用いて欠陥像を 3 次元的
に再構成した結果を示す．図 6 に示すようなアル
ミニウム供試体に直径 2mm の SDH を 2 つ作成し
た．これらは貫通しておらず，アルミニウム内部で
穴は止まっている．マトリクスアレイ探触子を所
有していないので，ここではアルミニウム供試体
を水中に沈めて，集束型水浸探触子（中心周波数
20MHz）で機械的にスキャンし，供試体の上部か
ら超音波の送受信を行うことで代替した．送受信
点は，ピッチ 0.08mm で 128×128=16384 点で行っ
た．図 6 では，同一の再構成結果についてアング
ルを変えて表示している．SDH がアルミニウム内
部のどの程度の深さまで掘られているかが（送受
信が行われた範囲内であるが），明瞭に識別でき
る．ここで，SDH1 の像の一部が欠けているが，こ
れは表面から浅い位置にある SDH2 によって波動
が散乱してしまい，SDH1 に入射波が到達してい
ないためである．なお，この再構成にかかる時間
は約 2 分であった．計算アーキテクチャの見直し
によって，リアルタイム画像化も可能であると思
われる．
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図 6 3–D shape reconstruction of two SDHs with the
pulse–echo type ISIM.

4. まとめ
本研究では，超音波電子スキャン装置で計測さ
れた欠陥エコーを用いて，逆散乱イメージング法
（ISIM）によるアルミニウム被検体中の人工欠陥
の再構成の検証を行った．パルスエコー型 ISIM は
アレイ探触子の真下にある欠陥の境界が，ビーム
ステアリング型 ISIM はアレイ探触子から離れた
位置にある欠陥の境界部が再構成できることを示
した．本手法は，再構成すべき目的関数（ここでは
欠陥の境界上で定義された特異関数 γ ）を明確に
設定することから一般的な画像化手法である B,C
スキャンとは原理が異なり，また，弾性波動論に
基づいて定式化されているために欠陥形状の細部
まで比較的精度良く推定できる．また，周波数領

域で欠陥像を合成するため，特に 3 次元像を再構
成する場合に，わずかな時間で欠陥像が出力でき
る．今後は，本手法を実際の非破壊検査装置に組
み込めるように，インターフェースを構築してい
く予定である．
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