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(57)【要約】
本願発明に係る装置は、ボリュームフォーカス探傷法を
用いた超音波探傷装置について、次のものを提供する。
　即ち、この装置は、断面が略円形の被検材の内部探傷
を行うものであり、振動子１…１は、被検材が呈する円
に沿って弧状に配列される。各アレイプローブ１０…１
０は、被検材を取り囲むように配置される。励振手段は
、垂直及び斜角探傷法にて、被検材の探傷を行わせるこ
とができ、励振手段は、超音波を、複数の振動子の１回
の振動により、入射区間の各位置から被検材内部へ入射
させて、被検材が呈する上記円の周上において入射区間
と対向する対向区間に到達させると共に、複数の振動子
の他の１回の振動にて、被検材内部へ入射させ、入射さ
せた超音波を上記の対向区間と隣接する隣接区間の一方
に到達させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検材表面に沿って配列可能な複数の振動子を有するアレイプローブと、アレイプロー
ブの各振動子を励振する励振手段と、各振動子で受信した超音波受信エコーを振動子ごと
の波形データとして記憶する波形メモリと、振動子ごとの波形データが記憶された前記波
形メモリの内容を読み出し位相合成する位相合成手段と、上記波形メモリの読み出しにお
いて、その各波形メモリのアドレスを擬似電子走査範囲内の任意位置に対するダイナミッ
クフォーカスのビーム路程距離に相当するアドレスとして与える焦点手段とを備え、被検
材に対して、アレイプローブの全振動子から一度に超音波を送信し、その反射エコーを、
全振動子で受信し、波形メモリにメモリされた各素子のＡスコープ波形を位相合成手段に
て合成し評価するボリュームフォーカス探傷法を用いた超音波探傷装置において、
　断面が略円形の被検材の内部探傷を行うものであり、
　上記のアレイプローブを２つ以上備え、
　被検材の断面視において、各アレイプローブの複数の振動子は、被検材が呈する円に沿
って、弧状に配列されたものであり、各アレイプローブは、被検材を取り囲むように配置
され、
　励振手段は、垂直探傷法にて、被検材の探傷を行わせることができると共に、各アレイ
プローブについて、振動子の夫々をアレイが呈する弧の一端側から弧の他端側に向け漸次
タイミングをずらして励振する斜角探傷法にて、被検材の探傷を行わせることができ、
　励振手段は、アレイプローブの夫々に、当該アレイが沿う、被検材が呈する上記円の周
上の区間を入射区間として、超音波を、上記の垂直探傷法にて複数の振動子の１回の振動
により、入射区間の各位置から被検材内部へ入射させて、入射させた超音波を、被検材が
呈する上記円の周上において入射区間と対向する対向区間に到達させると共に、
　励振手段は、超音波を、上記の斜角探傷法にて、アレイプローブの夫々に、複数の振動
子の１回の振動にて、被検材内部へ入射させ、入射させた超音波を、被検材が呈する上記
円の周上において上記の対向区間と隣接する隣接区間の一方に到達させるものであること
を特徴とする超音波探傷装置。
【請求項２】
　少なくとも垂直探傷法において、上記のボリュームフォーカス探傷法を用いるものであ
り、
　上記の垂直探傷法は、被検材の軸方向と直交する面での断面視において、アレイプロー
ブ夫々の振動子群が呈する弧の両端を結ぶ線分の、垂直二等分線について、少なくとも線
対称の位置関係を採る当該アレイプローブの振動子同士を、同時に励振するものであるこ
とを特徴とする請求項１記載の超音波探傷装置。
【請求項３】
　励振手段は、上記の断面視において、垂直探傷法にて入射させる超音波の現実の焦点を
、上記の二等分線上であって、上記入射区間と被検材の呈する上記円の中心との間に設定
するものであり、
　更に、励振手段は、上記の断面視において、斜角探傷法にて入射させる超音波の現実の
焦点を、被検材の内部であり、且つ、上記の垂直二等分線上から外れた位置であって、当
該垂直二等分線と被検材の呈する円の中心において直交する直交線よりもアレイプローブ
寄りの位置に設定するものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の超音波探傷装
置。
【請求項４】
　上記の擬似電子走査は、超音波の送信時にアレイプローブが備える配列された振動子を
当該配列方向に沿って順次励振させて走査を行う電子走査に代え、受信側で行う擬似的な
走査であり、配列された各振動子と波形メモリの各アドレスとを対応させておき、超音波
の送信時にアレイプローブの配列された全ての振動子を一度に励振させて得た受信波のデ
ータを波形メモリに記録し、波形メモリからデータを読み出す際に、受信側において被検
材内部の各位置での焦点を形成するのに必要な振動子と対応するメモリのアドレスを、順
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次振動子の電子走査方向に対応する方向にシフトさせて、メモリ内のデータを読み出して
行くものであり、
　垂直探傷においては、擬似電子走査中、シフトさせる振動子の各グループの超音波ビー
ムの方向を、波形メモリの読出しの際に、アドレスに補正値を与えることによって、上記
対向区間内の各位置と対応させ、
　斜角探傷においては、擬似電子走査中、シフトさせる振動子の各グループの超音波ビー
ムの方向を、波形メモリの読出しの際に、アドレスに上記と別途の補正値を与えることに
よって、上記隣接区間内の各位置と対応させるものであることを特徴とする請求項１乃至
３の何れかに記載の超音波探傷装置。
【請求項５】
　垂直探傷における上記の補正値は、同一のグループを構成する振動子夫々のビームにつ
いて、当該グループの振動子間のビーム路程を同一とするよう、当該振動子夫々の入射点
において相違する屈折角を加味した入射角を与えて、対向区間上の一点と対応させるもの
であり、尚且つ、当該同一グループについてダイナミックフォーカスを生成するものであ
り、
　斜角探傷における上記の補正値は、少なくとも、同一のグループを構成する振動子夫々
のビームについて、当該同一グループの当該振動子間のビーム路程を同一とするよう、当
該振動子夫々の入射点において相違する屈折角を加味した入射角を与えて、隣接区間上の
一点と対応させるものであることを特徴とする請求項４記載の超音波探傷装置。
【請求項６】
　ゲート計算手段を備え、
　ゲート計算手段は、斜角探傷において、垂直探傷の送信によって得た表面波を基準とし
て、擬似電子走査中シフトさせる振動子のグループ毎に、振動子と当該振動子からの超音
波の被検材への入射点との距離に応じた探傷ゲートを設定するものであることを特徴とす
る請求項１乃至５の何れかに記載の超音波探傷装置。
【請求項７】
　断面が略円形の被検材の内部探傷を行うものであり、
　垂直探傷装置と、斜角探傷装置とを備え、
　両探傷装置は、何れも、被検材表面に沿って配列可能な複数の振動子を有するアレイプ
ローブと、アレイプローブの各振動子を励振する励振手段と、各振動子で受信した超音波
受信エコーを振動子ごとの波形データとして記憶する波形メモリと、振動子ごとの波形デ
ータが記憶された前記波形メモリの内容を読み出し位相合成する位相合成手段と、上記波
形メモリの読み出しにおいて、その各波形メモリのアドレスを擬似電子走査範囲内の任意
位置に対するダイナミックフォーカスのビーム路程距離に相当するアドレスとして与える
焦点手段とを備え、被検材に対して、アレイプローブの全振動子から一度に超音波を送信
し、その反射エコーを、全振動子で受信し、波形メモリにメモリされた各素子のＡスコー
プ波形を位相合成手段にて合成し評価するものであり、
　両探傷装置のアレイプローブは、被検材の断面視において、被検材が呈する円の周に沿
って、複数の振動子を配列するものであり、
　少なくとも垂直探傷装置の励振手段は、当該アレーが沿う、被検材が呈する上記円の周
上の区間を入射区間とし、各アレイプローブの複数の振動子の１回の振動にて、入射区間
の各位置から被検材内部へ超音波を入射させ、被検材内部で収束後発散した超音波を、被
検材が呈する上記円の周上において入射区間と対向する対向区間に到達させるものであり
、
　少なくとも斜角探傷装置の励振手段は、振動子の夫々をアレイが呈する弧の一端側から
弧の他端側に向け漸次タイミングをずらして励振することにより、複数の振動子の１回の
振動にて、斜めに被検材内部へ超音波を入射させて、被検材内部で収束後発散した超音波
を、被検材が呈する上記円の周上において上記対向区間と隣接する隣接区間に到達させる
ものであり、
　垂直探傷装置と斜角探傷装置は、夫々、受信角度補正手段を備え、
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　垂直探傷装置の受信角度補正手段は、擬似電子走査中シフトさせる振動子の各グループ
の超音波の発する方向を、波形メモリの読出しの際に、アドレスに補正値を与えることに
よって、上記対向区間内の各位置と対応させ、
　斜角探傷装置の受信角度補正手段は、擬似電子走査中シフトさせる振動子の各グループ
の超音波の発する方向を、波形メモリの読出しの際に、アドレスに上記と別途の補正値を
与えることによって、上記隣接区間内の各位置と対応させるものであることを特徴とする
超音波探傷装置。
【請求項８】
　上記斜角探傷装置は、上記の垂直探傷装置を兼ねるものであり、励振手段による、少な
くとも２回の、各振動子の励振により、上記垂直探傷と斜角探傷とを行うことができるも
のである請求項７記載の超音波探傷装置。
【請求項９】
　上記の受信角度補正手段が提供する上記の補正値は、同一のグループを構成する振動子
夫々のビームについて、当該グループの振動子間のビーム路程を同一とするよう、当該振
動子夫々の入射点において相違する屈折角を加味した入射角を与えて、垂直探傷装置にお
いては対向区間上の一点と、斜角探傷においては隣接区間上の一点と対応させるディレイ
パターンを構成することを特徴とする請求項７又は８記載の超音波探傷装置。
【請求項１０】
　上記の焦点手段は、擬似電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタと、フォーカスの深さ位
置を示すD 深さ方向カウンタと、ダイナミックフォーカス法における各フォーカス位置で
の位相補正量がメモリされるダイナミックフォーカス位相補正メモリとを備え、Y 方向カ
ウンタとＤ深さ方向カウンタのデータとを、ダイナミックフォーカス位相補正メモリのア
ドレスに供給することにより、フォーカス位置での位相補正量を得るものであり、
　上記の受信角度補正手段は、ダイナミックフォーカス位相補正メモリのアドレスに供給
される上記のカウンタのデータに、上記の入射角度についてのディレイパターンを加算す
るものであることを特徴とする請求項９に記載の超音波探傷装置。
【請求項１１】
　受信角度補正手段は、受信ディレイパターン保持部と、受信側選択保持部とを備え、受
信ディレパターン保持部は、入射角度に応じた補正量のディレイパターンを保持するもの
であり、受信側選択保持部は、入射角度の選択により、受信ディレイパターン保持部中の
対応するディレイパターンを特定するものであることを特徴とする請求項１０記載の超音
波探傷装置。
【請求項１２】
　被検材表面に沿って配列可能な複数の振動子を有するアレイプローブと、アレイプロー
ブの各振動子を励振する励振手段と、各振動子で受信した超音波受信エコーを振動子ごと
の波形データとして記憶する波形メモリと、振動子ごとの波形データが記憶された前記波
形メモリの内容を読み出し位相合成する位相合成手段とを用い、被検材に対して、アレイ
プローブの全振動子から一度に超音波を送信し、その反射エコーを、全振動子で受信し、
波形メモリにメモリされた各素子のA スコープ波形を位相合成手段にて合成し評価するも
のである、ボリュームフォーカス探傷法による超音波探傷方法において、
　断面が略円形の被検材の内部探傷を行うものであり、
　上記のアレイプローブを２つ以上用意し、
　被検材の断面視において、被検材が呈する円の円周に沿って、アレイプローブ夫々の複
数の振動子を配列し、
　励振手段により、垂直探傷法にて被検材の探傷を行わせると共に、各アレイプローブに
ついて振動子の夫々を、アレイが呈する弧の一端側から弧の他端側に向け漸次タイミング
をずらして励振することにより、斜角探傷法にて被検材の探傷を行わせるものであり、
　励振手段によって、アレイプローブの夫々に、当該アレイが沿う、被検材が呈する上記
円の周上の区間を入射区間として、超音波を、上記の垂直探傷法にて複数の振動子の１回
の振動により、入射区間の各位置から被検材内部へ入射させ、入射させた超音波を、被検
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材が呈する上記円の周上において入射区間と対向する対向区間に到達させ、尚且つ、
　励振手段によって、超音波を、上記の斜角探傷法により、アレイプローブの夫々に、ア
レイプローブが備える振動子のうち少なくとも一部の連続する複数の振動子の１回の振動
にて、被検材内部へ入射させ、入射させた超音波を被検材が呈する上記円の周上において
上記の対向区間と隣接する隣接区間の一方に到達させるものであることを特徴とする超音
波探傷方法。
【請求項１３】
　上記の探傷後、上記のアレイプローブを被検材の軸方向に沿って物理的に走査すること
により、当該軸方向の他の位置にて上記の探傷を行うことを特徴とする請求項１２記載の
超音波探傷方法。
【請求項１４】
　探傷前のキャリブレーションにおいて、キャリブレーションを行う際に用いるテストピ
ースを、探傷を行う被検材の径ごとに用意することに代え、一部のテストピースを、それ
よりも径の大きいテストピースのキャリブレーションのデータと径の小さいテストピース
のキャリブレーションのデータを用いて補完するものであることを特徴とする請求項１２
又は１３記載の超音波探傷方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、超音波探傷方法とその装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００３－１３０８５９号公報
【特許文献２】特許第３７０４０６５号公報
【特許文献３】特開２００６－２５０８７３号公報
【非特許文献１】村上丈子、ドミニク　ブラコニエ、三浦俊治、村井純一、西谷　豊：第
13回超音波による非破壊評価シンポジュウム講演論文集、pp.33-38,(2006)
【非特許文献２】横野泰和：フェイズドアレイUTの標準化の現状、ＮＤＩ資料21776 、pp
.34-38(2006)
【０００３】
　従来の単一の振動子を用いる探傷法では、円柱状の棒材などの内部探傷を行う場合、棒
材の軸方向のみならず、軸方向と交差する断面について、被検材の断面が呈する円周に沿
って、振動子を機械的に走査する必要があった。
【０００４】
　近年普及した、フェーズドアレイプローブ（以下アレイプローブと呼ぶ。）を用いた、
被検材の超音波探傷では、個々の振動子について超音波の発信するタイミングをずらして
（位相制御して）、振動子の配置を変えずに、超音波の伝搬方向や、その収束位置（フォ
ーカス）を自由に設定できる（特許文献１）。
　このため、上記において、被検材の表面に沿って機械的に走査するのに代えて、電気的
に走査することが行われている。
　これは、個々の振動子自身を物理的に移動させるのではなく、特許文献１の図４に示す
通り、配列した振動子を、振動子を所定個数の単位毎に、時分割に順次振動させるもので
ある。即ち、走査方向に配列された振動子のうち、連続する所定グループから超音波を発
信し、次に走査方向にシフトして次のグループから超音波の発信を行う。このようなシフ
トによって、物理的に振動子を走査するのと同様の効果を得ることができる。
　この特許文献１は、断面視において、表面が直線的な被検材についての、アレイプロー
ブを利用した電子走査（振動子を物理的に移動させるのではなく、アレイプローブを構成
する、配列された複数の振動子を順次励振して行う走査）を示すものである。
　また、特許文献３に、表面が円形の円柱状の被検材について、円周に沿って、上記と同
様、電子走査を行うものが示されている。
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【０００５】
　そして、上記従来のフェイズドアレイ探傷技術をさらに高速でかつ高分解能、高検出能
の探傷を可能とする探傷技術として、ボリュームフォーカスフェイズドアレイ（以下必要
に応じてボリュームフォーカスと呼ぶ。）が提案されている（非特許文献１、特許文献２
）。
　上記のフェイズドアレイ探傷法は、この１０年余りで著しい進歩を遂げポータブルタイ
プの探傷器から自動探傷装置まで数多くの装置が使用されるようになった。これは半導体
技術、コンピュータ技術の進歩により探傷器の高性能、低価格化が可能となり、またコン
ポジット振動子の出現により高性能で品質のそろったアレイ探触子（アレイプロープ）が
製作可能となったことによる。
　その応用範囲は、原子力発電プラントのＩＳＩ（In Service Inspection ）、航空機の
機体や翼の検査、鉄鋼関係のオンライン装置など幅広く応用されるようになった。また規
格化、標準化の動きも活発になっており（非特許文献２）、国内においてはＰＤ（Perfor
mance Demonstration ）における超音波認証制度においてもフェイズドアレイ法が用いら
れ実績を上げている。
　ボリュームフォーカスは、これらのアプリケーションにおいてさらに高速で検出能力、
分解能の高い探傷を可能とする技術である。
【０００６】
　以下、ボリュームフォーカスの原理からその応用例について述べる。
　ボリュームフォーカス超音波探傷装置としては、デスクトップ型とオンライン対応型の
装置とが提案されている。
　デスクトップ型の装置は、フィールド用途或いは研究目的に適し、探傷データの解析機
能を持ち、後述のマトリクスプローブの対応が可能である。
　オンライン対応型の装置は、オンライン自動探傷に必要な機能を持ち、高速判定機能が
あり、並列運転により複数のプローブの使用が可能である。
【０００７】
　ここで、ボリュームフォーカスの説明に先立って、上記のフェイズドアレイ探傷技術に
ついて、更に詳しく説明しておく。
　従来のフェイズドアレイ検査技術は、振動子群( 同時に送信、受信している振動子グル
ープ：バーチャルプローブ) が集束レンズと同じ結果を得るようバーチャルプローブにデ
ィレイパターンを設定することが基本である。アレイ探傷器の電気回路は、各送信パルス
（サイクルまたはタイムスロットと呼ばれる）をそれぞれ異なる設定で高速で走査する。
この動作は異なる設定のバーチャルプローブを順繰りに走査して探傷すると考えればよい
。従って、このようなアレイ探傷は、シングルプローブの探傷に比べ非常にアドバンテー
ジが高い。
【０００８】
　しかし、この方法は、サイクル毎に送受信を行うため、マルチモード探傷同様に時間的
な制限がある。ＰＲＦ（パルス　リピート　フリクエンシー／繰り返し周波数）が増大す
ると表面による多重エコーや材料中の多重エコーなどで生じるゴーストエコーが発生し探
傷スピードに影響する。この点はシングルプローブと同様である。
　即ち、超音波を送受信した後、電子走査して更に超音波を送受信することを繰り返すも
のであるため、先の超音波の発信によって生じたゴーストエコーが減衰してその影響がな
くなるまで、次の超音波の送受信が行えず、先の超音波の送受信から次の超音波の送受信
までのサイクルを長くせざるを得なかったのである。
【０００９】
　一方、高感度かつ高方位分解能の探傷を可能にする手法として、ゾーンフォーカス技術
がある。ゾーンフォーカス技術は、深さ方向に設定したゾーンに対し送受信で焦点を結び
リニア走査をしながら探傷を行うものである。焦点は、階層的に設定が可能であり、送信
と受信で焦点を合わせることにより高感度で方位分解能の良い探傷が可能となる。また、
ダイナミックデプスフォーカス（以下ＤＤＦと呼ぶ。）は、一つの送信に対して複数の受
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信フォーカスをかけることが出来、一つのバーチャルプローブに対して、深さの異なる焦
点を持つと同様になり、高速化に有効である。
【００１０】
　しかし、どちらの方法にしてもバーチャルプローブごとに超音波を送受信をしながら（
電子）走査するため高速化に限界があり、また現状の１６～３２チャンネル程度のバーチ
ャルプローブでは、大きな開口が取れないため焦点距離が長く取れず肉厚の大きな被検材
の探傷に限界がある。
【００１１】
　ボリュームフォーカスは、上記従来のフェイズドアレイプローブを用いて電子走査を行
う探傷法と異なり、一度にアレイプローブの全素子で送信し、その後全素子で受信し、メ
モリされた各素子のA スコープ波形を合成し評価するものである。
【００１２】
　送信波は、広い開口を持ったプローブから発信されるためリニアプローブの場合平面波
として伝播する。反射エコーはすべての素子に接続されたアンプにより増幅、Ａ/ Ｄ変換
され、その後メモリされる。即ち、一回の送信で、全素子分（例えば、１２８個）のA ス
コープ波形が、メモリされることになる。この探傷波形データは、高速のＤＳＰ(Digital
 Signal Processor)の信号処理により、設定されたアパーチャー毎にＤＤＦなどの受信デ
ィレー処理が行われ評価される。この処理は高速で行われ、また複数の処理を同時に行う
ことにより、さらに処理速度を上げることができる。全ての処理が終われば、次の送信が
可能となり、この間にゴーストエコーが消滅していれば送信できる。即ち、一回の送信で
ゴーストの影響を受けずに、一断面全てのポイントの評価が可能となる。
　ボリュームフォーカスが高速探傷に適しているのは、このためである。
【００１３】
　例えば、棒状の被検材において、被検材の外周に沿ってアレイプローブを配置すること
により被検材の断面の内部探傷を行い、当該断面の探傷が終わると被検材の軸方向につい
て機械的にプローブを走査することにより軸方向の他の位置の断面の探傷を行うものとし
、上記の各断面における探傷についてボリュームフォーカスを利用するものとすれば、軸
方向の各位置における探傷時間を極めて短くできるので、一本の棒材について全体の探傷
時間を大幅に低減することができるのである。
【００１４】
　図１９にボリュームフォーカスの信号処理のタイムチャートを示す。
　図１９の、Ｔ１は１回目の超音波の送信波を示し、図１９のＴ２は２回目の超音波の送
信波を示す。１回目２回目の何れにおいても、Ｓ１は被検材表面における反射エコーであ
り、Ｂ１は被検材底面における反射エコーであり、Ｓ２はＢ１が上記被検材表面にて再び
反射することによって生じた反射エコーである。Ｓ２～Ｓｎは、上記のゴーストエコーと
呼ばれるものである。
【００１５】
　図２０（Ａ）（Ｂ）を用いて、ゾーンフォーカス探傷とボリュームフォーカス探傷の違
いを１２８素子のリニアアレイプローブを使用した探傷の例にて説明する。
　ここでは、従来のゾーンフォーカス探傷として、１２８個の振動素子（振動子）を備え
るアレイプローブを用い、３２素子の同時励振を行い深さ方向に３階層を持たせる場合を
考える。
　具体的には、図２０（Ａ）の上方の升目の夫々は、アレイプローブの素子の夫々を示し
ており、左端の升目が示す素子を、１番目の素子として、その右隣を２番目、更にその右
隣を３番目の素子とする。この場合、右端の素子は１２８番目の振動子となる。各素子は
、送信と受信とを行う。
　探傷する各階層について、第１番目乃至第３２番目の素子を振動させて第１回の超音波
の送受信を行い、次に、第２番目乃至第３３番目の素子を振動させて第２回の超音波の送
受信を行い、次に、第３番目乃至第３４番目の素子を振動させて第３回の超音波の送受信
を行う。このように、同時発信する３２素子のグループを右側へシフトしてゆき、最後に
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第１２６番目乃至第１２８番目の素子を振動させて合計第９７回の送受信を行う。このよ
うな動作がアレイプローブの電子走査である。
【００１６】
　上記の探傷において、１回の送受信のグループを構成する３２素子を励振する信号は、
夫々異なるディレイ（遅延）がかけられている。また、当該３２素子の受信による振動に
て得られた信号にも、夫々ディレイがかけられている。このような送受信のディレイ処理
によって、３２素子が１回に発する超音波は、１点にフォーカスする。
　そして、被検材の深さ方向について、第１階層となる位置ｚ－１にアレイのフォーカス
を設定して、図２０（Ａ）の矢印方向へ向けて上記の電子走査を行う（被検材の深さ方向
を図２０（Ａ）では上下方向とし、矢印方向は図示の通り図の左右方向となる）。上記の
第１階層において矢印方向の各位置の探傷が終わると、次に第１階層より深い第２階層と
なる位置ｚ－２へアレイのフォーカスを設定して、上記と同様矢印方向へ電子走査を行う
。この第２階層の探傷が終わると、次に第２階層より深い第３階層となる位置ｚ－３へア
レイのフォーカスを設定して、上記と同様矢印方向へ電子走査を行う。
　このように、この例において、ゾーンフォーカス探傷では、３回の電子走査が必要とな
る。
　従って、この例では、素子方向に９７回、深さ方向に３回のスキャニングが必要であり
９７×３= ２９１回、実際の超音波の送受信が行われている。
【００１７】
　一方ボリュームフォーカス探傷では、一回の送受信で上記の３階層やそれ以上の複数階
層に対しＤＤＦをかけた探傷が可能である。例えば、図２０（Ｂ）では５階層のＤＤＦを
かけたボリュームフォーカス処理を示しているが、このＤＤＦの階層数の増加はＰＲＦに
影響しない。
　具体的に説明する。
　図２０（Ｂ）中、アレイプローブから出て下方に伸びる複数の平行な縦線は、全チャン
ネル同時励振の平面波を表し、破線は、受信のフォーカスビームを示す。黒丸点は受信側
のフォーカス（焦点）を示す。即ち、ボリュームフォーカス探傷において、上記の１２８
個の素子から同時に超音波を発信するものであり、当該送信時はフォーカスさせず、受信
時において、ディレイ処理により、仮想的に焦点を得るのである。
　図２０（Ｂ）の上記縦線で示すように、上記の一回に全素子同時の超音波の発信を行う
ことにより、各素子が受信したエコーについて、ディレイをかけて仮想的にフォーカスを
作り、例えば、第１番目乃至第３２番目の素子が受信した超音波について、図２０（Ｂ）
の左側端の上下６個の黒丸点の夫々を焦点とする受信処理を一度に行え、次の受信処理に
よって、上記左端の右隣の上下６個の黒丸点の夫々を焦点とする受信処理を一度に行うこ
とができる。このような受信処理を、９７回行うことによって、深さ方向の各階層の処理
を完了することができる。
【００１８】
　上記の通り、この図２０（Ｂ）へ示す、ボリュームフォーカス探傷では、図２０（Ａ）
に示すゾーンフォーカス探傷のように、電子走査を必要とせず、また、深さ方向の各位置
に、フォーカスした結果が得られるので、１回の超音波の送受信で、ゾーンフォーカス探
傷において複数回の電子走査で探傷を行っていた範囲の探傷を行うことができる。
【００１９】
　棒状の被検材の例を採れば、上記の図１９におけるＴ２というのは、Ｔ１の発信にて探
傷した断面と、被検材の軸方向について異なる位置の、次の断面の探傷のための送信波を
示している。この点、図２０（Ａ）のゾーンフォーカス探傷においては、Ｔ１は、例えば
１階層の最初の焦点を得るために発した送信波であり、Ｔ２は、１階層において、当該焦
点と電子走査方向について隣りに位置する、次の焦点を得るために発した送信波となる。
　ゾーンフォーカスとダイナミックフォーカスの、何れの探傷においても、図１９のＳ１
と、Ｂ１（実際にはＢ１よりもやや右側のＢ２寄りの位置）との間において、欠陥エコー
の有無を調べるものである。ボリュームフォーカスでは、このＳ１とＢ１間について、Ａ
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スコープ取り込み処理を行う（Ｂ１よりも、右側に現れるＢ２等のピーク波形はゴースト
エコーによるものなので、不要であり、取り込まない）。
　しかし、ゾーンフォーカスでは、Ｔ１の次のＴ２は、被検材のＴ１を送信したのと同じ
断面について次のＴ２を送信するものであるため、Ｔ１についてのゴーストエコーがなく
なるまで、Ｔ２の送信が行えないのである。
【００２０】
　本願発明者は、ゾーンフォーカスと比較して、ボリュームフォーカス探傷の処理の高速
性について、方形の断面を備えた角柱状のアルミニュームテストピースを使用して検証を
行った。このテストピースに設けた人工欠陥は、φ０．５ｍｍのＳＤＨ(Side Drill Hole
) である。ゾーンフォーカスとボリュームフォーカスの、どちらにおいても、１０ＭＨｚ
、０．５ｍｍピッチのアレイプローブを使用した。ゾーンフォーカス法では深さ方向に焦
点深さを１５ｍｍ間隔で３段階、長手方向に０．５ｍｍピッチでスキャニングしている。
ゴーストを避けるために各サイクルのＰＲＦは２ＫＨｚとなり全体では２０００÷９７÷
３= ６．８Ｈｚであった。これに対してボリュームフォーカスでは１２８素子同時に励振
させ、受信では３２素子のフォーカルロー（特定の焦点、特定の角度を持たせたグループ
）を設定し、深さ方向に１０ｍｍのＤＤＦをかけ０．５ｍｍピッチの信号処理を行ってい
る。このときの送信の繰り返し周波数、即ち、ＰＲＦは４３７Ｈｚであり、上記の６４倍
の高速探傷である。
　また、ゾーンフォーカスでは送受信とも焦点をしぼることができるため分解能に優れて
いることが確認できた。一方、ボリュームフォーカスでは、ＤＤＦの効果により深さ方向
でビームが広がらず、焦点を持っていることが確認できた。ボリュームフォーカスでは、
この探傷のＢスコープが一度の送信により得られる。
【００２１】
　しかし、現在のところ、断面視円形の被検材について、ボリュームフォーカスを利用し
て、内部欠陥の探傷を行うものは皆無である。
　本願の発明者は、ボリュームフォーカスを断面視円形の被検材について、利用できない
か、鋭意研究を重ねて、本願発明を完成させたものである。
　研究中、ボリュームフォーカスを利用して、被検材へ超音波を入射させて内部欠陥を行
う場合に、不感帯と呼ばれる探傷不能なデッドゾーンの存在が、探傷範囲を狭める要因と
なっていることが分かった。
　具体的に、説明する。上記のボリュームフォーカスを利用する探傷として、断面視にお
いて、断面が円形の円柱状被検材の外周に沿って、複数の振動子が配列されるように、１
本のアレイプローブを配置し、被検材の当該周方向について、上記のアレイプローブが配
置された区間を入射区間として、入射区間の各位置に向けて、各振動子から同時に超音波
を発信することで、被検材が呈する円形の中心或いは当該中心付近にて、各振動子が発し
た超音波は収束し、収束後発散した超音波は、被検材の外周において、当該円の中心を挟
んで上記入射区画と対向する対向辺に到達する。このため、被検材の断面視において、超
音波の上記の発散から対向区間に至るまでの扇状の部分の全域について、当該１回の超音
波の送信にて、探傷が行えると思えるかも知れない。
【００２２】
　しかし、現実には、上記入射区間にて発生する反射エコー（表面エコー）により、被検
材内部において当該入射区間付近の領域は、欠陥エコーを検出することが困難なデッドゾ
ーン（不感帯）となっている。
　更に、上記入射辺におけるデッドゾーンに比べると遥かに小さいものの、入射区間と対
向する上記の対向区間において発生する反射エコー（底面エコー）により、被検材内部に
おいて当該対向辺付近にも僅かにデッドゾーンが生じる。　また、このような不感帯を無
視しても、上記の通り、断面視において、複数の振動子が弧状に配列された１つのアレイ
プローブで１度に探傷できるのは、上記の、超音波の上記の発散から対向区間に至るまで
の扇状の部分に限定され、被検材内には、未探傷の領域が広く残ることになる。たのため
、広く残存する未探傷の領域を、別途に探傷する時間を要することになる。
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【発明の開示】
【００２３】
　本願発明は、断面が円形の円柱の被検材について、ボリュームフォーカス探傷を利用し
て探傷時間の短縮を図りつつ、上記のデッドゾーンの発生を抑制することを課題とする。
【００２４】
　本願第１の発明は、被検材表面に沿って配列可能な複数の振動子を有するアレイプロー
ブと、アレイプローブの各振動子を励振する励振手段と、各振動子で受信した超音波受信
エコーを振動子ごとの波形データとして記憶する波形メモリと、振動子ごとの波形データ
が記憶された前記波形メモリの内容を読み出し位相合成する位相合成手段と、上記波形メ
モリの読み出しにおいて、その各波形メモリのアドレスを擬似電子走査範囲内の任意位置
に対するダイナミックフォーカスのビーム路程距離に相当するアドレスとして与える焦点
手段とを備え、被検材に対して、アレイプローブの全振動子から一度に超音波を送信し、
その反射エコーを、全振動子で受信し、波形メモリにメモリされた各素子のＡスコープ波
形を位相合成手段にて合成し評価するボリュームフォーカス探傷法を用いた超音波探傷装
置について、次のものを提供する。
　即ち、この装置は、断面が略円形の被検材の内部探傷を行うものであり、上記のアレイ
プローブを２つ以上備える。被検材の断面視において、即ち被検材の軸方向から見て、各
アレイプローブの複数の振動子は、被検材が呈する円に沿って、弧状に配列される。各ア
レイプローブは、被検材を取り囲むように配置される。励振手段は、垂直探傷法にて、被
検材の探傷を行わせることができると共に、各アレイプローブについて、振動子の夫々を
アレイが呈する弧の一端側から弧の他端側に向け漸次タイミングをずらして励振する斜角
探傷法にて、被検材の探傷を行わせることができる。励振手段は、アレイプローブの夫々
に、当該アレイが沿う、被検材が呈する上記円の周上の区間を入射区間として、超音波を
、上記の垂直探傷法にて複数の振動子の１回の振動により、入射区間の各位置から被検材
内部へ入射させて、入射させた超音波を、被検材が呈する上記円の周上において入射区間
と対向する対向区間に到達させると共に、励振手段は、超音波を、上記の斜角探傷法にて
、アレイプローブの夫々に、複数の振動子の１回の振動にて、被検材内部へ入射させ、入
射させた超音波を上記の対向区間と隣接する隣接区間の一方に到達させる。
【００２５】
　尚、ここで言う隣接区間とは、その区間の一端が対向区間の一端と接する或いは一致す
るものに限定するものではなく、隣接区間の端部が対向区間の端部と離れていているもの
、及び、両区間の一部が重なるものを含む。即ち、隣接区間の呈する弧が、被検材が呈す
る円の周上において、対向区間の呈する弧と向きが異なるものであり、尚且つ、対向区間
の一部区間として対向区間に完全に包括されないものであれば、ここでいう隣接区間に含
まれる。
【００２６】
　本願第２の発明では、上記本願第１の発明にあって、少なくとも垂直探傷法において、
上記のボリュームフォーカス探傷法を用いるものであり、上記の垂直探傷法は、被検材の
軸方向と直交する面での断面視において、即ち、被検材の軸方向から見て、アレイプロー
ブが呈する弧の両端を結ぶ線分の垂直二等分線について、少なくとも、線対称の位置関係
を採る当該アレイプローブの振動子同士を、同時に励振するものであることを特徴とする
。
【００２７】
　本願第３の発明では、上記本願第１又は第２の発明にあって、励振手段は、上記の断面
視において、垂直探傷法にて入射させる超音波の現実の焦点を、上記の二等分線上であっ
て、上記入射区間と被検材の呈する上記円の中心との間に設定するものであり、更に、励
振手段は、上記の断面視において、斜角探傷法にて入射させる超音波の現実の焦点を、被
検材の内部であり、且つ、上記の垂直二等分線上から外れた位置であって、当該垂直二等
分線と被検材の呈する円の中心において直交する直交線よりもアレイプローブ寄りの位置
に設定するものであることを特徴とする超音波探傷装置を提供する。
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【００２８】
　本願第４の発明は、本願の上記１乃至３の何れかの発明にあって、以下の構成を備えた
超音波探傷装置を提供する。
　即ち、上記の擬似電子走査は、超音波の送信時にアレイプローブが備える配列された振
動子を当該配列方向に沿って順次励振させて走査を行う電子走査に代え、受信側で行う擬
似的な走査であり、配列された各振動子と波形メモリの各アドレスとを対応させておき、
超音波の送信時にアレイプローブの配列された全ての振動子を一度に励振させて得た受信
波のデータを波形メモリに記録し、波形メモリからデータを読み出す際に、受信側におい
て被検材内部の各位置での焦点を形成するのに必要な振動子と対応するメモリのアドレス
を、順次振動子の電子走査方向に対応する方向にシフトさせて、メモリ内のデータを読み
出して行くものである。そして、垂直探傷においては、擬似電子走査中、シフトさせる振
動子の各グループの超音波ビームの方向を、波形メモリの読出しの際に、アドレスに補正
値を与えることによって、上記対向区間内の各位置と対応させる。斜角探傷においては、
擬似電子走査中、シフトさせる振動子の各グループの超音波ビームの方向を、波形メモリ
の読出しの際に、アドレスに上記と別途の補正値を与えることによって、上記隣接区間内
の各位置と対応させるものである。
【００２９】
　本願第５の発明では、上記本願第１乃至第４の何れかの発明にあって、次の構成を採る
超音波探傷装置を提供する。
　即ち、垂直探傷における上記の補正値は、同一のグループを構成する振動子夫々のビー
ムについて、当該グループの振動子間のビーム路程を同一とするよう、当該振動子夫々の
入射点において相違する屈折角を加味した入射角を与えて、対向区間上の一点と対応させ
るものであり、尚且つ、当該同一グループについてダイナミックフォーカスを生成するも
のである。斜角探傷における上記の補正値は、少なくとも、同一のグループを構成する振
動子夫々のビームについて、当該同一グループの当該振動子間のビーム路程を同一とする
よう、当該振動子夫々の入射点において相違する屈折角を加味した入射角を与えて、隣接
区間上の一点と対応させるものである。
【００３０】
　本願第６の発明は、上記本願第１乃至第５の何れかの発明にあって、ゲート計算手段を
備え、ゲート計算手段は、斜角探傷において、垂直探傷の送信によって得た表面波を基準
として、擬似電子走査中シフトさせる振動子のグループ毎に、振動子と当該振動子から被
検材への入射点との距離に応じた探傷ゲートを設定するものであることを特徴とする超音
波探傷装置を提供する。
【００３１】
　本願第７の発明は、次の構成を採る超音波探傷装置を提供する。
　即ち、この装置は、断面が略円形の被検材の内部探傷を行うものであり、垂直探傷装置
と、斜角探傷装置とを備える。両探傷装置は、何れも、被検材表面に沿って配列可能な複
数の振動子を有するアレイプローブと、アレイプローブの各振動子を励振する励振手段と
、各振動子で受信した超音波受信エコーを振動子ごとの波形データとして記憶する波形メ
モリと、振動子ごとの波形データが記憶された前記波形メモリの内容を読み出し位相合成
する位相合成手段と、上記波形メモリの読み出しにおいて、その各波形メモリのアドレス
を擬似電子走査範囲内の任意位置に対するダイナミックフォーカスのビーム路程距離に相
当するアドレスとして与える焦点手段とを備え、被検材に対して、アレイプローブの全振
動子から一度に超音波を送信し、その反射エコーを、全振動子で受信し、波形メモリにメ
モリされた各素子のＡスコープ波形を位相合成手段にて合成し評価するものである。両探
傷装置のアレイプローブは、被検材の断面視において、被検材が呈する円の周に沿って、
複数の振動子を配列する。少なくとも垂直探傷装置の励振手段は、当該アレーが沿う被検
材の円周の夫々の弧部分を入射区間とし、各アレイプローブについて、複数の振動子の１
回の振動にて、入射区間の各位置から被検材内部へ超音波を入射させ、被検材内部で収束
後発散した超音波を、被検材が呈する上記円の周上において入射区間と対向する対向区間
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に到達させるものである。少なくとも斜角探傷装置の励振手段は、振動子の夫々をアレイ
が呈する弧の一端側から弧の他端側に向け漸次タイミングをずらして励振することにより
、複数の振動子の１回の振動にて、斜めに被検材内部へ超音波を入射させて、被検材内部
で収束後発散した超音波を、被検材が呈する上記円の周上において上記対向区間と隣接す
る隣接区間に到達させるものである。垂直探傷装置と斜角探傷装置は、夫々、受信角度補
正手段を備える。垂直探傷装置の受信角度補正手段は、擬似電子走査中シフトさせる振動
子の各グループの超音波の発する方向を、波形メモリの読出しの際に、アドレスに補正値
を与えることによって、上記対向区間内の各位置と対応させる。斜角探傷装置の受信角度
補正手段は、擬似電子走査中シフトさせる振動子の各グループの超音波の発する方向を、
波形メモリの読出しの際に、アドレスに上記と別途の補正値を与えることによって、上記
隣接区間内の各位置と対応させる。
【００３２】
　本願第８の発明では、本願の上記第７の発明にあって、上記斜角探傷装置が、上記の垂
直探傷装置を兼ねるものであり、励振手段による、少なくとも２回の、各振動子の励振に
より、上記垂直探傷と斜角探傷とを行うことができる超音波探傷装置を提供する。
【００３３】
　本願第９の発明では、上記本願第７又は第８の発明にあって、次の構成を採る超音波探
傷装置を提供する。
　即ち、上記の受信角度補正手段が提供する上記の補正値は、同一のグループを構成する
振動子夫々のビームについて、当該グループの振動子間のビーム路程を同一とするよう、
当該振動子夫々の入射点において相違する屈折角を加味した入射角を与えて、垂直探傷装
置においては対向区間上の一点と、斜角探傷においては隣接区間上の一点と対応させるデ
ィレイパターンを構成する。
【００３４】
　本願第１０の発明では、上記本願第７乃至第９の何れかの発明にあって、次の構成を採
る超音波探傷装置を提供する。
　即ち、上記の焦点手段は、擬似電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタと、フォーカスの
深さ位置を示すD 深さ方向カウンタと、ダイナミックフォーカス法における各フォーカス
位置での位相補正量がメモリされるダイナミックフォーカス位相補正メモリとを備え、Y 
方向カウンタとＤ深さ方向カウンタのデータとを、ダイナミックフォーカス位相補正メモ
リのアドレスに供給することにより、フォーカス位置での位相補正量を得るものである。
上記の受信角度補正手段は、ダイナミックフォーカス位相補正メモリのアドレスに供給さ
れる上記のカウンタのデータに、上記の入射角度についての補正量のパターンを加算する
ものである。
【００３５】
　本願第１１の発明では、上記本願第１０の発明にあって、受信角度補正手段は、受信デ
ィレイパターン保持部と、受信側選択保持部とを備え、受信ディレパターン保持部は、入
射角度に応じた補正量のディレイパターンを保持するものであり、受信側選択保持部は、
入射角度の選択により、受信ディレイパターン保持部中の対応するディレイパターンを特
定するものであることを特徴とする超音波探傷装置を提供する。
【００３６】
　本願第１２の発明は、被検材表面に沿って配列可能な複数の振動子を有するアレイプロ
ーブと、アレイプローブの各振動子を励振する励振手段と、各振動子で受信した超音波受
信エコーを振動子ごとの波形データとして記憶する波形メモリと、振動子ごとの波形デー
タが記憶された前記波形メモリの内容を読み出し位相合成する位相合成手段とを用い、被
検材に対して、アレイプローブの全振動子から一度に超音波を送信し、その反射エコーを
、全振動子で受信し、波形メモリにメモリされた各素子のA スコープ波形を位相合成手段
にて合成し評価するものである、ボリュームフォーカス探傷法による超音波探傷方法にお
いて、次の構成を採るものを提供する。
　即ち、この方法は、断面が略円形の被検材の内部探傷を行うものであり、上記のアレイ
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プローブを２つ以上用意し、被検材の断面視において、被検材が呈する円の円周に沿って
、アレイプローブ夫々の複数の振動子を配列し、励振手段により、垂直探傷法にて被検材
の探傷を行わせると共に、各アレイプローブについて振動子の夫々を、アレイが呈する弧
の一端側から弧の他端側に向け漸次タイミングをずらして励振することにより、斜角探傷
法にて被検材の探傷を行わせるものであり、励振手段によって、アレイプローブの夫々に
、当該アレイが沿う、被検材が呈する上記円の周上の区間を入射区間として、超音波を、
上記の垂直探傷法にて複数の振動子の１回の振動により、入射区間の各位置から被検材内
部へ入射させ、入射させた超音波を、被検材が呈する上記円の周上において入射区間と対
向する対向区間に到達させ、尚且つ、励振手段によって、超音波を、上記の斜角探傷法に
より、アレイプローブの夫々に、アレイプローブが備える振動子のうち少なくとも一部の
連続する複数の振動子の１回の振動にて、被検材内部へ入射させ、入射させた超音波を、
被検材が呈する上記円の周上において上記の対向区間と隣接する隣接区間の一方に到達さ
せる。
【００３７】
　本願第１３の発明は、上記本願第１２の発明にあって、上記の探傷後、上記のアレイプ
ローブを被検材の軸方向に沿って物理的に走査することにより、当該軸方向の他の位置に
て上記の探傷を行うことを特徴とする超音波探傷方法を提供する。
【００３８】
　本願第１４の発明は、上記本願第１２又は第１３の発明にあって、キャリブレーション
を行う際に用いるテストピースを、探傷を行う被検材の径ごとに用意することに代え、一
部のテストピースを、それよりも径の大きいテストピースのキャリブレーションのデータ
と径の小さいテストピースのキャリブレーションのデータとを用いて補完することを特徴
とする超音波探傷方法を提供する。
【００３９】
　本願第１～１４の発明によって、丸棒などの円柱状の被検材について、ボリュームフォ
ーカス法による探傷を実現し、このような、断面が略円形の円柱状の被検材の探傷を、高
速に行うことを可能とした。
　特に、ボリュームフォーカスによる垂直探傷法と共に、斜角探傷法を行うことにより、
被検材の、従来のボリュームフォーカスによる垂直探傷法のみではカバーできない領域に
ついても、確実に探傷を行うことを可能として、欠陥の検出が困難なデッドゾーンを低減
させた。
　一般に垂直探傷といえば、シングルプローブにより発した超音波を被検材へ垂直に入射
させることをいい、斜角探傷と言えばシングルプローブにより発した超音波を被検材に対
して斜めに入射させることをいうが、アレイプローブが備える複数の配列された振動子を
励振することによって形成される超音波について、以下、弧状に配列された振動子群の両
端を結ぶ線を、垂直に等分する二等分線を中心として線対称位置に配置された、振動子同
士の超音波発信のタイミングを同じとすることにより、被検材外周円上の入射区間から上
記対向区間へ超音波を到達させて行う、ボリュームフォーカス法による探傷を、ボリュー
ムフォーカス法における垂直探傷と呼び、弧状に配列された振動子群の一端から他端に向
けて振動子個々の超音波発信のタイミングを漸次ずらすことにより被検材外周円上の上記
隣接区間へ超音波を到達させて行う、ボリュームフォーカス法による探傷を、ボリューム
フォーカス法における斜角探傷と呼ぶ。以下、特に断りが無ければ、単に垂直探傷という
ときはこのボリュームフォーカス法による垂直探傷を指し、単に斜角探傷というときはこ
のボリュームフォーカス法による斜角探傷を指す。
【００４０】
　特に、１つのアレイプローブの垂直探傷における不感帯を、他のプローブの垂直及び斜
角探傷にて、カバーすることができる。
　具体的には、一つのプローブの垂直探傷における、超音波の入射時に被検材表面の反射
にて生じる表面波によって生じる不感帯を、他のフロープの垂直探傷によって、カバーす
ると共に、一つのプローブの垂直探傷における、入射後対向区間での反射にて生じる底面
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波によって生じる不感帯を、他のプローブの斜角探傷によってカバーすることができる。
その反面、個々のプローブについて、上記の通り垂直探傷と斜角探傷の双方の探傷を行わ
せることによって、１つのプローブの探傷範囲を大きく確保し、プローブ数を低減するこ
とができ、コスト面で有利である。更に、一つのアレイプローブで垂直探傷、斜角探傷（
対向区間の両隣の隣接区間に向けた２方向）の探傷が、３回の送信で行え、この点におい
て一つのプローブにて行える探傷範囲をより一層大きく確保できるものとし、また精度の
高い探傷を行うことを可能とした。
　このように、本願発明では、ボリュームフォーカス技術を使用し高速で探傷ができる。
【００４１】
　特に本願第３の発明により、垂直探傷及び斜角探傷の夫々の焦点を、アレイが呈する弧
の両端を結ぶ線分の垂直二等分線と、被検材の芯（断面視において被検材が呈する円の中
心）において直交する直交線よりも、プローブ寄りに設定することによって、収束後、対
向区間及び隣接区間に向けて超音波を広く発散させることができ、一つのアレイで探傷で
きる範囲を、被検材の芯や上記直交線上に焦点させる場合に比べて、大きく確保すること
ができる。
【００４２】
　本願第４の発明では、従来のアレイプローブの送受信において行う電子走査と異なり、
送信側においては電子走査を行わずに一度に探傷する範囲について超音波を送信するもの
とし、受信側で受信した波形のメモリ読出しにおいて行われる振動子に対応するメモリ読
出しの走査を、擬似電子走査として行う。特に、ボリュームフォーカスを得るための受信
側の走査として、擬似電子走査を利用し、振動子の配列方向と対応するメモリのアドレス
の配置方向（Ｙ方向）の各位置におけるダイナミックフォーカスを全て得るために、個々
のダイナミックフォーカスを得るに必要なメモリのアドレスを、順次、振動子の配列方向
に対応するＹ方向にシフトさせて行くことで、ボリュームフォーカスによる受信処理の探
傷時間短縮の効果を生かすことができる。
【００４３】
　また、本願第１４の発明により、テストピースを用意していないサイズの被検材につい
ては、保有するテストピースについての実データを用いて補完することにより、少数のテ
ストピースにより、校正（キャリブレーション）を行うことができる。例えば、保有する
、直径５０ｍｍと、直径６０ｍｍのテストピースにより現実に行ったキャリブレーション
のデータを基に、５５ｍｍ径の被検材について実際にキャリブレーションを行わず、５０
ｍｍと６０ｍｍのテストピースのデータを用いて補完し、５５ｍｍのテストピースの用意
を省略することができる。
【００４４】
　特に、この装置及び方法は、ボリュームフォーカス法を利用することにより、超音波の
実際の送信時において、探傷を予定する領域（探傷予定領域）内に焦点を設定するのでは
なく、全振動子から一度に超音波を発信すると共に、当該超音波を、探傷予定領域よりも
、手前（アレイプローブ側）で一旦収束させることにより、収束後、探傷予定領域に向け
て広範に超音波を発散させることができる。従って、１回の超音波の発信により、被検材
に対して広範な探傷領域を、確保することができる。
　具体的には、断面視略円形の被検材の芯（断面視において被検材が呈する円の中心）を
挟んで、プローブと反対側にある被検材の内部領域を、探傷領域とする場合、被検材の芯
よりもプローブ側の領域にて、送信時超音波を実際に焦点させることにより、当該焦点通
過後の超音波が、断面視円筒形の波（以下必要に応じて円筒波と呼ぶ。）として広がり、
広く探傷予定領域をカバーすることができる。
　従来より欠陥から反射してくる欠陥エコーの強度を確保し、Ｓ／Ｎの良好なエコーを得
るために、被検材部の探傷予定領域に焦点を置くことが行われているが、本願発明では、
上記の通り、この探傷予定領域に焦点を設定せずに、収束後の発散により生じる上記の円
筒波を探傷予定領域内に広範に伝搬させるものである。
　上記において、検査範囲内の反射源からの反射エコーは、超音波変換器アレー（アレイ
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プローブ）の各振動子で受信され、波形データとして各波形メモリに記憶される。この波
形メモリには、波形データとして、全検査範囲内の欠陥（超音波反射源）の位置とその大
きさ（反射量）の情報が位相拡散して記憶される。即ち、１回の超音波の送信とそれに続
く超音波の受信により、その全検査空間内の欠陥分布状況が位相拡散されて波形メモリに
記憶されていることになる。この位相拡散された各波形メモリの内容から、検査空間内の
任意位置の欠陥分布状況を高速に逆演算する手段があれば、全検査空間内の欠陥分布状況
を再合成可能となり、検査時間は飛躍的に短縮され、検査スピードは向上する。これは、
各波形メモリのアドレスを擬似電子走査範囲内の任意位置に対するダイナミックフォーカ
スのビーム路程距離に相当するアドレスとして与える焦点手段と、各波形メモリの内容を
読み出し、加算器にて位相合成する位相合成手段により可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本願発明の一実施の形態に係る装置のアレイプローブの配置を示す略断面図であ
る。
【図２】上記の配置を示す略側面図である。
【図３】上記の装置の概要を示すブロック図である。
【図４】図３のプロック図の要部を拡大したブロック図である。
【図５】上記装置の一つアレイプローブの被検材に対する超音波の焦点位置を示す略断面
図である。
【図６】検査対象を角ビレットとするボリュームフォーカスにおける平面波を説明する略
縦断面図である。
【図７】検査対象を丸棒材（円柱材）とする本願発明における、ボリュームフォーカスを
説明する略縦断面図である。
【図８】本願発明の上記一実施の形態の垂直探傷における補正値の設定方法を示す略縦断
面図である。
【図９】本願発明の上記実施の形態の斜角探傷における補正値の設定方法を示す略縦断面
図である。
【図１０】本願発明の上記実施の形態の、垂直及び斜角探傷における超音波の伝播範囲を
示す略縦断面図である。
【図１１】本願発明の上記実施の形態の垂直探傷における、擬似電子走査を示す略縦断面
図である。
【図１２】本願発明の上記実施の形態の垂直探傷における、擬似電子走査を示す略縦断面
図である。
【図１３】本願発明の上記実施の形態の垂直探傷における、擬似電子走査を示す略縦断面
図である。
【図１４】本願発明の上記実施の形態の斜角探傷における、擬似電子走査を示す略縦断面
図である。
【図１５】本願発明の上記実施の形態の斜角探傷における、擬似電子走査を示す略縦断面
図である。
【図１６】上記の超音波探傷装置の制御手順を示すフローチャートである。
【図１７】この超音波探傷装置の電子操作のイメージを示す説明図である。
【図１８】この超音波探傷装置の波形メモリ上の垂直探傷における位相合成曲線のイメー
ジを示す説明図である。
【図１９】ボリュームフォーカスの信号処理のタイムチャートを示す。
【図２０】（Ａ）はゾーンフォーカス探傷の説明図であり、（Ｂ）はボリュームフォーカ
ス探傷の説明図である。
【図２１】（Ａ）及び（Ｂ）は、本願発明の装置による探傷結果を示す説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　以下、図面に基づき本願発明の実施の形態を説明する。
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　図１乃至図１８へ、本願発明の一実施の形態を示す。
　図１は、本願発明の一実施の形態に係る装置のアレイプローブの配置を示す略断面図で
ある。図２は、上記の配置を示す略側面図である。図３は、この装置のブロック図である
。図４は図３のブロック図の要部を拡大したブロック図である。図５は、上記装置の一つ
アレイプローブの被検材に対する超音波の焦点位置を示す略断面図である。図６は、検査
対象を各ビレットとするボリュームフォーカスにおける平面波を説明する略縦断面図であ
る。図７は、検査対象を丸棒材（円柱材）とする本願発明における、ボリュームフォーカ
スを説明する略縦断面図である。図８は、本願発明の上記一実施の形態の垂直探傷におけ
る補正値の設定方法を示す略縦断面図である。図９は、本願発明の上記実施の形態の斜角
探傷における補正値の設定方法を示す略縦断面図である。図１０は、本願発明の上記実施
の形態の、垂直及び斜角探傷における超音波の伝播範囲を示す略縦断面図である。図１１
乃至図１３は、本願発明の上記実施の形態の垂直探傷における、擬似電子走査を示す略縦
断面図である。図１４及び図１５は、本願発明の上記実施の形態の斜角探傷における、擬
似電子走査を示す略縦断面図である。図１６は、上記の超音波探傷装置の制御手順を示す
フローチャートである。図１７は、この超音波探傷装置の擬似電子走査のイメージを示す
説明図である。図１８は、この超音波探傷装置の波形メモリ上の垂直探傷における位相合
成曲線のイメージを示す説明図である。
【００４７】
　この装置は、円柱状、即ち、断面が略円形の被検材の内部探傷を行うものである。
　この装置は、図３へ示す通り、第１乃至第６の６つの探傷手段ｋ１～ｋ６と、統括制御
部１００と、画面表示部１１０とを備える。
　この実施の形態において、探傷手段ｋ１～ｋ６の夫々は、垂直探傷装置と斜角探傷装置
とを兼ねる。
【００４８】
　この実施の形態において、探傷手段ｋ１～ｋ６は、同一の構成を採るので、何れも探傷
手段ｋとして、纏めて説明する。
　探傷手段ｋは、被検材表面に沿って配列可能な複数の振動子１…１を有するアレイプロ
ーブ１０（以下必要に応じて超音波変換器アレー１０と呼ぶ。）と、アレイプローブ１０
の各振動子１…１を励振する励振手段と、波形メモリと、位相合成手段と、焦点手段と、
角度補正手段と、ゲート処理手段と、Ａスコープメモリ手段とを備え、垂直探傷と斜角探
傷の夫々において、被検材に対して、アレイプローブの全振動子から一度に超音波を送信
し、その反射エコーを、全振動子で受信し、波形メモリにメモリされた各素子のＡスコー
プ波形を位相合成手段にて合成し評価するボリュームフォーカス探傷法を行うことができ
る。
【００４９】
　図１に示す通り、円柱である被検材ｍの、軸方向と直交する断面視において、被検材ｍ
の周に沿って、被検材ｍを取り囲むように、上記探傷手段ｋ１～ｋ６のアレイプローブ１
０…１０（１０ａ…１０ｆ）の夫々が配置される。
　個々のアレイプローブ１０が備える振動子群、即ち、複数の振動子１…１は、上記断面
視において被検材ｍが呈する円に沿って、弧状に配列されている。この実施の形態におい
て、１つのアレイプローブ１０は、１２８個の振動子（セグメント）を備える。但し、振
動子の個数は、１２８個に限らず、他の個数、例えば１２８個より少ないものや、１２８
個より多い個数の振動子を備えたアレイプローブ１０を採用することもできる。
　当該振動子１…１が呈する弧を、上記の断面視において被検材が呈する円と同心とする
のが好ましい。但し、このように、振動子群を被検材と同心に配設するものに限定するも
のではなく、被検材の芯から外れた位置に、振動子群の中心が位置するものであってもよ
い。また、振動子群が呈する上記弧の半径は、被検材の半径の２倍とするのが好ましい。
例えば、被検材が呈する上記の円の半径が５０ｍｍである場合振動子群が呈する弧の半径
は１００ｍｍとするのが好ましい。但し、このような寸法設定も、変更可能である。
【００５０】



(17) JP WO2009/122904 A1 2009.10.8

10

20

30

40

50

　また、各アレイプローブ１０…１０は、等間隔を開けて配置するのが好ましい。
　例えば、被検材ｍの軸方向と直交する面による断面視において、図１に示す通り、第１
探傷手段ｋ１のアレイプローブ１０ａを時計の１２時の位置に配置し、第２探傷手段ｋ２
のアレイプローブ１０ｂを時計の１０時の位置に配置し、第３探傷手段ｋ３のアレイプロ
ーブ１０ｃを時計の８時の位置に配置し、第４探傷手段ｋ４のアレイプローブ１０ｄを時
計の６時の位置に配置し、第５探傷手段ｋ５のアレイプローブ１０ｅを時計の４時の位置
に配置し、第６探傷手段ｋ６のアレイプローブ１０ｆを時計の２時の位置に配置すればよ
い。但し、上記断面視において被検材内を漏れなく探傷できるのであれば、各プローブ１
０…１０全てが等間隔に配置されたものに限定するものではない。
　上記の振動子群が呈する弧が、被検材ｍと同心となるように、各アレイプローブ１を、
配置するのが好ましい。但し、このような同心となるものにアレイプローブが備える振動
子群の曲率半径や、アレイプローブの配置を限定するものではない。例えば、振動子群の
呈する弧の両端を結ぶ線分Ｑ１の垂直二等分線Ｑ２の上に被検材ｍの芯Ｏが位置するもの
、即ち、当該垂直二等分線Ｑ２が被検材ｍの呈する円の法線となるもの、更に、言い換え
れば、振動振動子群が呈する弧が属するの円の中心が、被検材ｍが呈する円に対する法線
上に位置するものであれば、上記の通り同心でなくても、良好に実施することができる（
図５）。
【００５１】
　上記６個のアレイプローブ１０ａ…１０ｆは、全て同じ構成を採るので、図１において
、被検材ｍに対して最上部に位置するアレイプローブ１０ａを、他のプローブに代表して
説明すると、垂直探傷法により、上方から下方に向けてに超音波を１度発信し、斜角探傷
法により、当該垂直探傷法にて発信した超音波よりも、被検材ｍに対して右側に向けて超
音波を１回発信する。更に、当該垂直探傷法にて発信した超音波よりも被検材に対して左
側に向けて超音波を１回発信する。他のプローブも同様に、３度超音波の発信により、１
回の垂直探傷と、向きの異なる２回の斜角探傷を行うものである。この垂直探傷及び斜角
探傷による夫々の探傷範囲とその設定の仕方については、後述する。
　６個のアレイプローブ１０ａ…１０ｆが上記の超音波の送信とそれに伴う受信処理を終
了すると、６個のアレイプローブ１０ａ…１０ｆは、被検材の軸方向についてその位置を
変えて上記の探傷を繰り返す。この場合、オンライン探傷であるので、プローブの上記軸
方向の走査は、被検材ｍの製造ライン上の被検材の移送にて実現する。言い換えると、本
願発明は、探傷時間の短縮を実現することにより、上記製造ライン上の移送中に、円滑に
送受信の処理を完了することができる。
【００５２】
　尚、上記において、アレイプローブ１０の全振動子１…１を振動させるものとしたが、
例えば、振動子１…１の列が、１つのアレイプローブ１０の探傷の受け持つ範囲（カバー
範囲）を超える長さを有するものである場合、１つのアレイプローブ１０の全振動子１…
１中、当該プローブ１０の上記受け持ち範囲に相当する一部の一連の振動子１…１を、こ
こでいう全振動子として、１度に振動させることができる。例えば、１つのアレイプロー
ブが備える１２８個の振動子中、両端の４個（合計８個）は、単に備えているだけ振動子
として使用せず、一連１２０個の振動子を全振動子として使用するものを排除するもので
はない。
【００５３】
　図１に示す通り、各アレイプローブ１０ａ…１０ｆと被検材ｍ表面との間（ギャップ）
には、超音波の媒介となる探傷水Ｔが介される。
　この探傷装置において、周知の水浸法又は局部水浸法を採用することができる。
【００５４】
　図２へ示すように、第１乃至第６の各探傷手段ｋ１～ｋ６の、アレイプローブ１０ａ…
１０ｆの夫々については、互いが発信した超音波やその反射波（ゴーストエコーを含む。
）の影響を受けないように、被検材の異なる断面に、即ち、円柱状の被検材の軸方向につ
いて異なる位置に配置される。
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　丸棒である被検材ｍは、前記の製造ラインにおいて、棒の長手方向即ち、棒の軸方向に
沿って移送される。図２に示す通り、この移送方向Ｅの異なる位置に、アレイプローブ１
０ａ…１０ｆの夫々を配置しておくのである。
　また、このように、当該移送ラインの途中に、上記各アレイプローブ１０ａ…１０ｆを
配置し、その振動子１…１の列を、上記移送ラインと交差するように配置することによっ
て、プローブを、円柱材の生産ラインにおいて、前述の通り、オンラインで、機械的に走
査することができる。
【００５５】
　この実施の形態では、鋼材などの材料製品である被検材の生産ライン（図示しない。）
において、被検材の生産ラインの流れと交差して、超音波変換器アレー１０が配置される
ことにより、即ち、超音波変換器アレー１０が生産ラインを横断し、横断した被検材の少
なくとも検査予定の全幅（横幅）に渡って振動子１…１が配置された状態とされることに
より、ラインの移送に伴って、被検材のラインの移送方向（縦幅方向）の各位置における
、被検材内部の探傷予定の全範囲を、順次探傷して行くものとする。
　但し、オンライン探傷を行わない場合は、上記のように、被検材の軸方向について、被
検材に対して相対的に、移動させる別途プローブの物理的な走査手段を、この探傷装置が
備えるものとして実施することができる。
【００５６】
　図５へ示す通り、アレイプローブ１０の振動子１…１群が呈する弧の両端を結ぶ線分Ｑ
１の垂直二等分線Ｑ２と、被検材ｍの芯Ｏ（被検材ｍの断面が呈する円の中心）において
直交する直交線Ｑ３よりも、当該アレイプローブ１０寄りに、垂直・斜角探傷における、
超音波送信時の実際の焦点を設定する。
　上記の垂直二等分線Ｑ２は、上記の芯Ｏを通るものであり、垂直探傷における現実の焦
点即ち、垂直探傷の送信時の超音波の焦点Ｆ０は、当該垂直二等分線Ｑ２上であって、被
検材ｍの断面が呈する円の周上において垂直探傷法にて超音波を入射させる入射区間ａ３
－ａ４と、芯Ｏとの間に位置する。上記の振動子１…１群が呈する弧が、被検材と同心と
すると、当該垂直探傷の実際の焦点Ｆ０は、垂直二等分線Ｑ２上であって、入射区間ａ３
－ａ４と上記芯Ｏの中間点に設定するのが好ましい。
　両斜角探傷の送信時の焦点Ｆ１，Ｆ２は、図５へ示す通り、被検材ｍの内部であって、
上記の上記垂直二等分線Ｑ２と芯Ｏにて直交する直交線Ｑ３よりも、アレイプローブ１０
寄りの位置に設定されるものであり、垂直探傷と異なり、垂直二等分線Ｑ２上より左又は
右に外れた位置に設定する。この焦点の設定のについては後に詳述する。
【００５７】
　このような設定の下、図１０へ示す通り、アレイプローブ１０（第１アレイプローブ１
０ａ）は、垂直探傷法により、１回の超音波の送信で、被検材ｍが呈する円の周上の、入
射区間ａ３－ａ４から、被検材が呈する円の周上において、入射区間ａ３－ａ４と対向す
る対向区間ａ１－ａ２に向けて、超音波を到達させる。また、斜角探傷法による１回の超
音波の送信で、超音波を、被検材が呈する円の周上において、上記対向区間ａ１－ａ２の
一端に隣接する隣接区間ｂ１－ｂ２に到達させ、斜角探傷法による他の１回の超音波の送
信で、他の１回は、超音波を、被検材が呈する円の周上において、対向区間ａ１－ａ２を
挟んで、上記の隣接区間ｂ１－ｂ２と反対側において、対向区間ａ１－ａ２と隣接する隣
接区間ｃ１－ｃ２に、到達させる。上記１つのプローブにおける３回の超音波の送信の送
信の順は、何れでもよい。
　垂直探傷及び斜角探傷における被検材内での超音波は、焦点での収束後発散して、図１
０の波紋状の網掛けにて示す各領域に伝播して行く。
【００５８】
　図１０に示す超音波の送信波は、断面視矩形の被検材のボュームフォーカス探傷（図２
０（Ｂ））の場合と同様、平面波又は擬似平面波である。但し、断面視円形の被検材に対
する擬似平面波は、見かけ上、直線的ではなく弧状である点相違する。この点について説
明する。
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　従来のボリュームフォーカス法は、断面視において表面が直線的なものを対象とし、図
６へ示す通り、超音波の送信時に被検材ｍの表面各位置に向けて、被検材ｍ表面に沿って
直線的に配列された全振動子１…１を同時に励振することにより各ビームがほぼ平行に進
む平面波或いは、振動子の励振のタインミングの設定により焦点が遠方に設定された或い
は超音波を発散させて焦点を結ばない擬似平面波にて、現実には１度にアレイプローブの
全振動子を励振させて１度の超音波の発信にて、断面視において被検材の内部のほぼ全域
に渡って、受信処理に必要な超音波を伝播させるものであり、その上で、電子走査に相当
する擬似電子走査を受信処理において行うことにより、探傷時間の短縮を実現するもので
ある。
【００５９】
　円柱状の部材を検査の探傷とする本願発明の装置において、円柱材の断面が呈する円に
沿って、弧状に配列された全振動子を１度に振動させて発生させる、上記の弧状の波（以
下円筒波と呼ぶ。）は、それまでの断面視矩形の部材、即ち表面が断面視において直線的
な部材に対するボリュームフォーカス探傷法における、平面波や擬似平面波（以下、平面
波を含めて擬似平面波と呼ぶ）に相当する。本願発明に係る当該装置では、被検材ｍ内に
焦点を置く点で異なって見えるが、上記の平面波を被検材の表面に対して各ビームを同一
の角度入射させる、例えば垂直探傷に限って各ビームを被検材の表面に対して略垂直に入
射させる（各ビームを入射点における法線と一致させる）ものと考えれば、ここでいう円
筒波も、図７へ示す通り、断面視円形の被検材の表面に対して各ビームを垂直に入射させ
る（法線と一致させる）という点で同一である。但しこの円筒波は、発散前、被検材ｍの
芯Ｏにて収束する、即ち上記の通り、被検材ｍの芯Ｏに焦点を結ぶものである。本願発明
では、このように被検材ｍの芯Ｏに焦点を設定することを排除するものではないが、探傷
範囲を広範に確保する観点から、当該芯Ｏよりも、手前即ちプローブ寄りの位置に焦点を
設定して、円筒波をより広範に伝播させるものをより好適な実施の形態とする。
　従って、ここではボリュームフォーカス法は、被検材の形状、焦点位置の被検材の内外
を問わず、送信の際に超音波を、探傷予定領域内にて焦点させず、アレイプローブの振動
子の配列幅を生かして、探傷予定領域へ広範に伝播させるものとする。特に、断面視円形
の部材を被検材とする本願発明において、上記の円筒波を発生させる。
【００６０】
　上述の通り、芯Ｏに焦点を置く場合、図７に示すように、プローブの振動子群が呈する
弧が被検材ｍと同心であれば、各振動子から、被検材内に入射するビームは、全て、被検
材断面が呈する円についての法線となり、全ての振動子１…１の超音波ビームについて、
入射角は０度であり、入射後の屈折角も０度である。従って、各振動子１…１の励振に際
して、ディレイを与えずに、全振動子１…１から同時に超音波を発信すればよい。
　一方、図８に示す通り、上記の垂直探傷において、上記の円筒波を、上記の被検材ｍの
芯Ｏよりもプローブ寄りの位置にある焦点Ｆ０にて収束し且つ当該焦点Ｆ０通過後に発散
するものとするために、振動子１…１毎に入射角を変える必要がある。
　また、入射各位置における入射後のビームの屈折角は、探傷水Ｔ中で伝播する音の音速
と被検材中で伝播する音の音速との相違により、スネルの法則に従い、入射角毎に異なる
。
【００６１】
　上記のスネルの法則については、入射角をθ、屈折角をφ、探傷水Ｔ中での音速をｖｉ
、被検材ｍ中での（縦波の）音速をｖｊとすると、
（sin θ／ｖｉ）＝（sin φ／ｖｊ）
が成立する。
　入射角θ及び屈折角φは、何れも入射点における法線に対して、屈折前及び屈折後のビ
ームがなす角度である。上記の音速は伝播する材料及び温度によって定まる。
　この装置は、送信時に被検材にて生じる縦波を利用するものであり、上記の屈折角は、
縦波についての屈折角である。
【００６２】
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　従って、図８に示す通り、一つのプローブ１０において、振動子１ｓ，１ｔの夫々の超
音波ビームについて、夫々の異なる入射点１ｍ，１ｎにおける入射角θｓ，θｔは、焦点
Ｆ０を得るために、スネルの法則により夫々屈折角φｓ，φｔを考慮した角度に設定する
必要がある。前述の垂直二等分線Ｑ２について線対称とならない振動子１ｓ，１ｔ同士の
超音波ビームにおいて入射角が異なるのは勿論のこと、線対称に位置する振動子同士にお
いても、正負が逆となるので夫々入射角は異なるものである。
　このように、スネルの法則に従って、芯Ｏと異なる上記の位置で焦点Ｆ０を得るよう、
各振動子の励振のタイミングをずらす。即ち、そのようなディレイパターンによって、各
振動子１…１を振動させる。例えば、振動子１ｓ及び、当該振動子１ｓと異なる振動子１
ｔから発信され、焦点Ｆ０を通過した各ビームは、上記対向区間ａ１－ａ２上の各位置ａ
ｓ，ａｔへ到達する。
　上記において、垂直二等分線Ｑ２と一致するビーム、即ち、振動子の配列中、中央に位
置する振動子１ｘから発信された超音波ビームだけは、被検材に対して、垂直に入射する
ので入射角、屈折角共に０となり、ディレイを与える必要はない。このビームの到達位置
ａ０は、対向区間ａ１－ａ２の二等分点である。
【００６３】
　図９へ示す通り、斜角探傷における、超音波の送信においても、前述の焦点Ｆ１，Ｆ２
の位置を考慮した励振のタイミング即ちディレイパターンを、各振動子１…１に与えて、
隣接区間ｂ１－ｂ２上の夫々の位置へ到達させる。
　具体的には、上記異なる２つの振動子１ｓ，１ｔのビームが、芯Ｏと異なる前述の位置
で焦点Ｆ１を得るよう、スネルの法則に従って、屈折角φｓ’，φｔ’を考慮した夫々の
入射角θｓ’，θｔ’を得るように、励振のタイミングにディレイを与える。これにより
、振動子１ｓ及び振動子１ｔから発信され、夫々の異なる入射点１ｍ’，１ｎ’から入射
し、焦点Ｆ１を通過した各ビームは、上記隣接区間ｂ１－ｂ２上の各位置ｂｓ，ｂｔへ到
達する。
　斜角探傷においては、被検材に対して垂直に入射するビームはないので、例えば配列中
央の振動子１ｘについても、スネルの法則に従い、屈折角φｘを考慮した入射角θｘを持
つよう、ディレイを与えて励振させる必要がある。図９中ｂ０は、当該振動子１ｘのビー
ムの、隣接区間ｂ１－ｂ２上の到達位置を示している。
【００６４】
　図９では、隣接区間ｂ１－ｂ２に超音波を伝播させる斜角探傷を例示して説明したが、
隣接区間ｃ１－ｃ２に超音波を伝播させるもう一方の斜角探傷についても、上記と同様で
あり、説明を省略する。
　上記の隣接区間付近での欠陥エコーを検出するという観点から、垂直探傷と異なり、斜
角探傷においては、次に説明する不感帯での欠陥エコーの検出を確実に行うため、送信時
、各振動子のビームの屈折角を２０度（絶対値）より大きいものとするのが適切である。
隣接区間ｂ１－ｂ２と隣接区間ｃ１－ｃ２ｓとは、上記屈折角の正負は逆となる。また、
上限は、スネルの法則に従い被検材に入射できる範囲とする。ここでは、屈折角・入射角
何れも、上記絶対値を０度以上９０度以下の範囲で定める。
【００６５】
　ここで、図５を用いて、不感帯について説明する
　図５に斜線で示す通り、垂直探傷において、入射区間ａ３－ａ４付近に、入射時の被検
材表面での反射による不感帯が存在し、また、入射区間ａ３－ａ４と対向する対向区間ａ
１－ａ２付近にも、対向区間ａ１－ａ２での反射による不感帯が存在する。この対向区間
ａ１－ａ２付近の不感帯は、対向区間ａ１－ａ２側から被検材ｍ内部に向けて３ｍｍ程度
の深さの領域であり、上記の入射時の反射による不感帯に比べると、薄く浅い。
　垂直探傷では、主として、図１０のＦ０－ａ１－ａ２に囲まれた領域内部の探傷を行い
、斜角探傷の夫々によって、上記の被検材の周面の隣接区間ｂ１－ｂ２，ｃ１－ｃ２の探
傷を行う。本願発明において、上記入射時の入射区画ａ３－ａ４での反射による不感帯は
、他のプローブ（上記において、第１のアレイプローブ１０ａ以外のプローブ）の垂直探
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傷及び斜角探傷にて探傷を行い、また、上記の対向区間ａ１－ａ２付近の不感帯は、他の
プローブの斜角探傷によって、探傷を行うものである。
　このため、垂直探傷では、超音波の受信側の処理として、上記図１０に示す領域Ｆ０－
ａ１－ａ２内のボリュームフォーカス探傷においてＤＤＦ（ダイナミックフォーカス）を
行う。一方、斜角探傷では、ＤＤＦを行う必要はなく、擬似電子走査において、上記の隣
接区画ｂ１－ｂ２，ｃ１－ｃ２付近（ほぼ周上）にのみフォーカスを設定する。
【００６６】
　即ち、垂直探傷にて、専ら、被検材内部中央部（芯付近）の探傷を行い、斜角探傷にて
、主として被検材の表面の上記隣接区間付近の薄い範囲についての探傷を行う。言い換え
ると、垂直探傷による探傷では、個々のフォーカルーローについて、受信側の処理でＤＤ
Ｆにより深さ方向の複数位置に焦点を得るものであり、斜角探傷による探傷では、ＤＤＦ
を行わずに、個々のフォーカルローについて、深さ方向の（入射位置に対する）最深部即
ち隣接区間上にのみ焦点を得るものである。斜角探傷の一方により、図１０に示す隣接区
間ｂ１－ｂ２に沿う被検材ｍ内の浅い部分を探傷し、斜角探傷の他の一方により、図１０
に示す隣接区間ｃ１－ｃ２に沿う被検材ｍ内の浅い部分を探傷することを主目的とするか
らである。
　但し、斜角探傷においても、ダイナミックフォーカス法を用いて、被検材ｍ内部のＦ１
－ｂ１－ｂ２に囲まれた領域の内部や、Ｆ２－ｃ１－ｃ２に囲まれた領域の内部を探傷す
るものとしても実施できる。
　尚、上記のフォーカルローは、受信側の処理上、擬似電子走査における走査の単位とな
るビームのグループである。即ち、フォーカルローは、擬似電子走査における振動子と対
応するのメモリのシフト毎に生成される。
【００６７】
　垂直探傷における受信側の処理については、前述の図２０（Ｂ）に示すのと同様の擬似
電子走査を行う。
　具体的には、図１１へ示す通り、断面視において被検材ｍの呈する円の周上において、
上記の対向区間ａ１－ａ２上に、各フォーカルローに対応する指標点ｆ１～ｆ７を設定す
る。尚、説明の便宜上、上記の指標点は７点とするが、現実には、探傷範囲に漏れを生じ
させないピッチ（指標点間の間隔）を設定する必要があるので、通常、更に多くの指標点
を設定する。
　指標点ｆ２～ｆ６は、両端の点ｆ１，ｆ７間を均等な間隔に分割する点である。両端の
指標点ｆ１，ｆ７の一方ｆ１から他方の指標点ｆ７に向けて、ｆ１，ｆ２，ｆ３，ｆ４，
ｆ５，ｆ６，ｆ７の各点を通るように、シフトする振動子と対応するメモリのグループ即
ちフォーカルローの中心ビームｆ１０，ｆ２０，ｆ３０，ｆ４０，ｆ５０，ｆ６０，ｆ７
０を設定する（ｆ５０については、図１２へｆ７０については、図１３へ示すが、他の中
心ビームについては図示を省略する）。そして、各中心ビームの上に、ＤＤＦの各フォー
カスを設定する。図１１では、ｆ１１～ｆ１７が、指標点ｆ１に対応するフォーカルロー
の中心ビームｆ１１上、ＤＤＦの焦点を示している。このフォーカス点ｆ１１～ｆ１７が
、図２０（Ｂ）の黒丸で示す点に相当する。図面の煩雑を避けるため、図１１や、次に説
明する図１２、図１３では、図２０（Ｂ）において破線で示した、ＤＤＦを構成する各ビ
ームの収束状態については、図示しない。
【００６８】
　図１１に示す通り、ｙ方向へ擬似電子走査を行い、フォーカルローを構成するビームを
、指標点ｆ１，ｆ２，ｆ３…ｆ７の順にシフトし、当該各指標点夫々を通るフォーカルロ
ーを順次形成して行く。
　図１２は、上記擬似電電子走査途中の指標点ｆ５に対応するフォーカルローを示してい
る。図１２において、ｆ５１～ｆ５７は、当該指標点ｆ５に対応するフォーカルローのＤ
ＤＦのフォーカスを示している。上記の通り、始点となる指標点ｆ１から開始した擬似電
子走査は、最終的には、図１３に示す通り、終点となる指標点ｆ７にて終了する。図１３
において、ｆ７１～ｆ７７は、この指標点ｆ７に対応するフォーカルローのＤＤＦのフォ
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ーカスを示している。
　垂直探傷において、指標点ｆ１～ｆ７の位置は、デッドゾーン即ち上記の不感帯にあり
、探傷を行うポイント（探傷ポイント）とはならない。
【００６９】
　受信側の処理においても、図１１～図１３へ示す通り、中心ビームｆ１０～ｆ７０は、
夫々の入射点ｈ１～ｈ７（ｈ１，ｈ５，ｈ７のみ図示する。）における被検材への入射角
度は、前述のスネルの法則に従い、屈折角を考慮して定める必要がある。
　即ち、入射角が異なる入射点ｈ１～ｈ７夫々において屈折角も異なる。
　また、各フォーカルロー毎に、その中心ビーム間のビーム路程も異なる（探傷水Ｔ中、
被検材中において、ビーム路程は異なる）。
　このようなフォーカルローの中心ビーム毎に、異なる屈折角・ビーム路程を考慮して、
各指標点を通るように、各中心ビームの入射各位置での入射角を決定しておく。
　一つのフォーカルローは、複数の振動子グループの各振動子に対応する複数のビームに
て構成されるものであり、中心ビームと同じフォーカルローに属する他のビーム（中心以
外のビーム）であっても、夫々入射点が異なるので、互いに屈折角及び入射角が異なる。
しかし、同一の指標点を同時に通ることから、同じフォーカルローに属するビームは、中
心ビームを含め、ビーム路程は、全て同一となる。例えば、図１１において、ｆ１を指標
点とするフォーカルローの各ビーム（図１１中、煩雑を避けるため中心ビームと左右のビ
ームの合計３本のみ描いて他のビームは省略している。）は、当該指標点を同時に通る。
　フォーカルローが異なれば、上記の通りビーム路程も異なる。
【００７０】
　また、同じフォーカルローに属するビームであっても、中心ビーム以外のビームについ
ては、ＤＤＦを得るための入射角度の設定が必要になる。この場合も、入射点によってス
ネルの法則に従い屈折角の相違を考慮しておく必要がある。例えば図１１におけるｆ１～
ｆ７のＤＤＦのフォーカス毎に、中心ビーム以外のビームの入射角度を、屈折角を考慮し
て設定する必要がある。
　各フォーカルローは、構成するビーム夫々の夫々屈折角に応じて入射角を漸次変化させ
て行くものである。
　従って、この垂直探傷の受信側の処理において、各指標点を通るフォールローの形成の
ための入射角度の補正を加味して、更に、個々のフォーカルローにおけるＤＤＦを構成す
るための入射角度を得るように、ディレイを与える補正を行う。
　例えば、擬似電子走査において、各指標点を通るように、断面視円形の被検材に対する
法線（入射角及び屈折角が共に０度）に対して、走査の１番目のフォーカルロー（の中心
ビームの）入射角は＋１０度、２番目のフォーカルローの（中心ビームの）入射角は＋９
度、３番目のフォカルローの（中心ビームの）入射角は＋８度…、アレイが呈する弧上の
当該弧両端から等距離にある弧中央のフォーカルローの（中心ビームの）入射角は、±０
度、当該中央の次のフォーカルローの（中心ビームの）入射角は－１度というように、向
きを変える。そして、一つのフォーカルローに属する中心ビーム以外のビームは、上記の
補正に加えた上で、ＤＤＦを得るため補正が加えられる。
　尚、このような擬似電子走査において、図面から分かり難いが、各フォーカルローは、
結果として、実際の焦点即ち送信時における超音波の焦点Ｆ０の位置とは無関係に、夫々
上記の通り、屈折角に応じて入射角を漸次変化させて行くことになる。
【００７１】
　斜角探傷においても、隣接区間上に、複数の指標点を設定し、当該指標点を通るフォー
カルローを順次形成して行く。ここでは、アレイプローブ１０ａの上記対向区間ａ１－ａ
２の右側に位置する隣接区間ｂ１－ｂ２上の受信側の処理について説明するが、対向区間
ａ１－ａ２の左側に位置する隣接区間ｃ１－ｃ２上の受信側の処理も、当該右側の隣接区
間ｂ１－ｂ２上の処理と同様であるので、その説明は省略する。
　指標点ｇ２～ｇ６は、両端の点ｇ１，ｇ７間を均等な間隔に分割する点である（図１４
）。両端の指標点ｇ１，ｇ７の一方ｇ１から他方の指標点ｇ７に向けて、ｇ１，ｇ２，ｇ
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３，ｇ４，ｇ５，ｇ６，ｇ７の各点を通るように、シフトする振動子と対応するメモリの
グループ即ちフォーカルローの中心ビームｇ１０，ｇ２０，ｇ３０，ｇ４０，ｇ５０，ｇ
６０，ｇ７０を設定する（ｇ１０，ｇ１７以外の中心ビームの図示は省略する）。
　図１４に示す通り、ｙ方向へ擬似電子走査を行い、指標点ｇ１，ｇ２，ｇ３…ｇ７の順
にシフトし、当該各指標点夫々を通るフォーカルローを順次形成して行く。図１４は、擬
似電子走査の開始点となる指標点ｇ１と対応するフォーカルローを示している。最終的に
、図１５へ示す指標点ｇ７が、この擬似電子走査の終点となる。
　この実施の形態において、斜角探傷では、ＤＤＦを行わないが、擬似電子走査は、垂直
探傷の場合と同様、上記の通り、指標点ｇ１，ｇ２，ｇ３…ｇ７を設定して、各指標点に
ついて順次擬似電子走査を行うのである。前述の通り、斜角探傷においては、指標点が探
傷ポイント（正確には、指標点より被検材内側の上記不感帯の領域内において上記指標点
に近接する位置が探傷ポイント）となる。
【００７２】
　斜角探傷における各フォーカルローの中心ビームの入射角の設定も、スネルの法則に従
い、屈折角を考慮して、各指標点を通るように定める。また、一つのフォーカルローを構
成するビームは、同一の指標点を通る、即ちビーム路程が等しくなるように、屈折角を考
慮して入射角を定める点も垂直探傷の受信側の処理と同様である。但し、ＤＤＦを行わな
い、この実施の形態において、ＤＤＦを与えるための、補正は不要である。
　上記の通り、対向区間ａ１－ａ２は、垂直探傷における送信波到達区間であり、上記の
隣接区間ｂ１－ｂ２及び隣接区間ｃ１－ｃ２は、斜角探傷夫々における送信波到達区間で
あり、垂直探傷における上記の指標点の設定区間ｆ１－ｆ７、斜角探傷における上記の指
標点間の設定区間ｇ１－ｇ７は、受信側の擬似電子走査区間である。
【００７３】
　ここで実際に、前述の、超音波送信時の焦点位置の設定を行う方法について説明する。
　先ず、この送信時の焦点Ｆ０，Ｆ１，Ｆ２（図５及び図１０）の設定に先立ち、被検材
の上記周上において、上記の各指標点を設定する範囲を定める。そして、被検材の上記周
上において、指標点を設定した範囲を包括するように、対向区間ａ１－ａ２、隣接区間ｂ
１－ｂ２、ｃ１－ｃ２を定める。このような対向区間、隣接区間が得られるように、焦点
位置Ｆ０，Ｆ１，Ｆ２の位置を選べばよいのである。
【００７４】
　上記の指標点の設定について具体的に説明する。
　垂直探傷においては被検材の周上における指標点設定範囲即ち両端の指標点ｆ１，ｆ７
の位置の決定（図１１～図１３）、斜角探傷においては指標点設定範囲即ち上記の例では
指標点ｇ１，ｇ７の決定（図１４及び図１５）が必要である。
　この指標点設定範囲の決定に際しては、被検材について、１つのプローブ（プローブ１
０ａ）のカバーする範囲の決定によって定める。このプロープ夫々のカバー範囲は、装置
に設けるプローブの数によって決めればよい。
　この実施の形態では、６個のプローブ１０ａ～１０ｆを用いるので、被検材の全周（３
６０度）をアレイプローブの個数で割れば、１つのプローブがカバーする範囲は、垂直・
斜角の夫々について、被検材の中心角６０度の範囲である。但し、上記のカバー範囲は、
アレイプローブ１０…１０間において、一部オーバーラップさせるのが好ましい。即ち、
被検材の全周をアレイプローブの個数で割った角度よりも、個々のアレイプローブが探傷
予定流域とする範囲を、広く設定する。オーバーラップについては、図５に示すアレイプ
ローブ１０ａの垂直探傷の指標点設定範囲ｆ１－ｆ７を例に採ると、上記の６０度につい
て、垂直二等分線Ｑ２を挟んで、右３０度と左３０度とを合わせたものとみて、左右夫々
に、５～１５度の範囲で、オーバラップさせるのが好ましい。特に、左右１０度づつオー
バーラップさせて、上記のカバー範囲を８０度（右４０度、左４０度）とするのが好まし
い。
　また、斜角探傷においても、指標点設定範囲は、上記垂直探傷同様に定めればよい。
【００７５】
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　指標点設定範囲を定めた後は、上記円周上にて当該範囲を等分割する指標点間のピッチ
を定める。前述の通り、受信側での処理において上記周上に定めるフォーカスについて現
実にはビーム幅があるので、ビーム幅よりピッチ（指標点間の間隔）が大きいと探傷に漏
れ生じるので、漏れが生じないように上記のピッチを定める。
　そして、ピッチが定まれば、指標点数が定まり、形成するフォーカルローとその数を定
めることができる。確定したフォーカルローによって、擬似電子走査の際のシフト幅を定
める。
　上記のフォーカルローの確定に際して、個々のフォーカルローの中心ビーム、中心ビー
ム以外のビームについては、夫々、各指標点から、逆算して、入射角及び振動子を算出す
る。逆算に際して、屈折角を決めれば、スネルの法則に従って入射角が定まり、また、ビ
ーム路程、即ち、振動子から指標点に至る往路所要時間、指標点からの復路所要時間の合
計時間（往復時間）が定まる（１つの指標点を通るビームの路程は全て同じである）。
【００７６】
　探傷に先立ち、上記の通り決定したフォーカルローと、フォーカルローを構成するビー
ム夫々の入射角を決定することにより、ボリュームフォーカスにおける、受信側の処理の
ための、ディレイパターンを決定することができる。
　探傷時において、各指標点に対応するフォーカルローは、上記の、通りフォーカルロー
を構成するビームの屈折角に応じた入射角、ＤＤＦのフォーカス位置、及び、同一のフォ
ーカルローの構成ビームの路程が等しいこと、更に、各フォーカルロー間において、中心
ビームの路程が異なることを加味したディレイパターンに従い、メモリの読出し処理を行
うによって、受信側の処理で、各振動子をそのようなディレイパターンで励振したのと同
様の結果を得ることができる。
【００７７】
　本願発明に係る装置は、前述の通り、屈折角が０度（入射角が０度）のビーム、即ち被
検材が断面視において呈する円に対して、法線と一致するビームを基準として、これ以外
のビームは、上記に予め従って算出した、上記基準に対する補正値を、メモリ読出しの際
にアドレスに与えることにより、現実の振動子に与える励振タイミングに相当するディレ
イを発生させて、上記各ビームの入射角度を得るものである。
【００７８】
　前記の図３に示す、上記の各探傷手段ｋ１～ｋ６は、夫々図４に示す構成を採る。
　以下、図４を用いて、各探傷手段ｋの構成について、具体的に説明する。
　図４へ示す通り、１つの探傷手段ｋは、複数の振動子１…１を備えた超音波変換器アレ
ー１０と、パルサー部２０と、レシーバー部３０と、超音波変換器アレー１０の複数の振
動子１…１の夫々に対応する複数の信号処理部４０…４０と、路程カウンタ５０と、Ｙ方
向カウンタ５１と、Ｄ深さ方向カウンタ５２と、加算器５３と、検波回路５４と、ゲート
回路６０と、波形ピーク保存回路７０と、制御部９０とを有する。
　図４に示す通り、この装置は、ビーム路程カウンタ５０、Y 方向カウンタ５１、D 深さ
方向カウンタ５２、及び、制御部９０を有する。各カウンタは、制御部９０の信号により
、クリアされたり、カウントアップされたりすることが可能である。
　制御部９０は、少なくとも、ＣＰＵ、メモリ、プログラムＲＯＭ、画面表示部、通信部
で構成され、各種タイミングを作成し各部各回路に送り、各部にデータを与え、又、各部
よりのデータを読み出し、その結果を表示し、他装置に通信することが可能な装置である
。制御部９０には市販のコンピュータを用いることが可能である。
【００７９】
　図４において、超音波変換器アレー１０は、ｎ素子の超音波振動子１で構成されており
、パルサー部２０、レシーバー部３０に接続され、超音波の検査空間への発信、及び、検
査空間からの反射超音波エコーの受信を行う。
　パルサー部２０は、超音波変換器アレー１０の素子数ｎと同じ個数のスパイクパルサー
回路より構成され、制御部９０よりのパルス発信タイミング信号により、スパイクパルサ
ー回路は一斉に動作し、超音波変換器アレー１０が励振される。
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　制御部９０は、送信処理設定部９１と、受信処理設定部９２と、焦点設定部（図示せず
。）と、ゲート位置記憶部（図示せず。）とを備える。
　この実施の形態では、前述の通り、上記の素子数ｎ（セグメント数）は、１２８個であ
る。
【００８０】
　送信処理設定部９１は、法線に対する角度θ（図８）に応じた、各振動子に与える励振
信号のタイミングの遅延量（ディレイ量）のパターンを保持する送信ディレイパターン保
持部（図示せず。）と、選択保持部（図示せず。）とを備える。オペレータは、探傷前に
、被検材の直径、音速、屈折角φを入力することにより、送信処理設定部９１において、
送信ディレイパターン保持部から、当該角度に応じた、補正値として上記遅延量のパター
ンを選択することができ、当該選択結果を選択保持部に保持させておくことができる。
　探傷前の上記補正値のパターンについては、探傷水中の音速、被検材中の音速は、夫々
の温度と夫々の材料によって決まるので、音速を直接入力する代わりに、材料と温度とを
入力することにより音速を算出或いは選択できるようにしてもよい。直径と、音速と屈折
角とが決まれば、入射角が確定する。
　また、オペレータが補正量を算出して、直接ディレイパターンを入力するものとしても
実施できる。但し、検査する被検材として、種々異なる径や材質のものを検査する場合、
上記の実施の形態の通り、各材質（音速）や径に対応する種々のディレイパターンを、送
信ディレイパターン保持部から、パターンを選択するものとするのが、便利である。
【００８１】
　法線と一致する法線ビーム即ち入射角θが０度であるビームを発信する場合を基準とし
て、上記にて事前に定めた他のビームの入射角を、当該法線ビームを発信する際のタイミ
ングに対するディレイ（遅延時間）として励振手段による振動子励振のタイミングをずら
すことにより、実現することができる。
【００８２】
　上記の通り、オペレータの統括制御部１００の操作にて、被検材の直径、探傷水及び被
検材中の音速と共に、前述の屈折角φ（図８）の入力を受け付ければ、制御部９０におい
て、送信処理設定部９１が、屈折角度φから、対応する入射角度θを確定し、対応する送
信のディレイパターンを選択するように構成する。
　１つのアレイプローブ１０の送信時の被検材の周上におけるカバー範囲の設定を上記の
設定において行う。上記の屈折角φは、個々の振動子に対する設定を必要とするが、オペ
レータにて、振動子群の配列中央の振動子のビームの屈折角と、送信時のカバー範囲、即
ち、送信時の現実の焦点位置の設定を行いさえすれば振動子群の配列中央以外の配置され
た振動子のビーム夫々の入射角を送信処理設定部９１が自動的に算出する、演算部を備え
るものとして実施するのが好ましい。設定の変更が容易だからである。
　但し、垂直探傷の場合、上記の配列中央に位置する振動子のビームは、垂直二等分線Ｑ
２と一致するので、音速と、カバー範囲（対向区間）或いは焦点位置を設定すれば、上記
配列中央位置の振動子の屈折角の入力も、不要である。
　斜角探傷、例えば前述の隣接区間ｂ１－ｂ２への超音波の送信の設定は、配列中央の振
動子のビームの上記屈折角の選択が必要である。
　垂直二等分線Ｑ２を挟んで、対向区間ａ１－ａ２の右側に位置する上記隣接区間ｂ１－
ｂ２に対して、垂直二等分線Ｑ２を挟んで、対向区間ａ１－ａ２の左側に位置する隣接区
間ｃ１－ｃ２における斜角探傷の設定についても、左右対称となる（個々の入射角θの正
負が逆になる）だけであり、上記の右側の隣接区間ｂ１－ｂ２と同様に設定される。
　超音波の送信時、制御部９０は、送信処理設定部９１の、送信ディレイパターン保持部
と選択保持部とから、選択された上記のディレイパターンを参照して、ディレイパターン
に応じたタイミング信号を、スパイクパルサー回路に与える。
【００８３】
　プローブから上記円筒波を発信させ、図５及び図１０に示す位置に焦点Ｆ０，Ｆ１，Ｆ
２を得るため、送信処理設定部９１の上記ディレイパターンは、各振動子が、被検材ｍに
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対して前記にて設定した夫々異なる入射角θにて超音波を発するように、配列された振動
子群の一端から他端にかけて、隣接する振動子間の夫々において、異なる時間差を与える
ものである。
　また、上記のオペレータの入力により、後述する受信処理設定部９２の受信側における
ディレイパターンの設定も同時に行えるものとするのが好ましい。
　統括制御部１００は、上記のオペレータの統括制御部１００の操作により、各探傷手段
ｋ１～ｋ６の制御部９０における送受信のディレイパターンの選択を一括して行うことが
できる。また、オペレータは、受信処理におけるコーナー部の探傷の設定も、上記統括制
御部１００の操作により行うことができる。
【００８４】
　制御部９０の受信処理設定部９２は、前記の受信角度補正手段を構成する。
　受信処理設定部９２は、受信側における、斜角探傷の補正量のパターンを保持する受信
ディレイパターン保持部と、選択保持部とを備える。
　オペレータの前述の統括制御部１００の事前の操作により、受信処理設定部９２におい
て、受信ディレイパターン保持部から、上記の入射角度θに応じた、受信側におけるディ
レイパターンを選択することができ、当該選択結果を選択保持部に保持しておくことがで
きる。
　受信処理設定部９２においては、指標点（の設定範囲とピッチ）と、屈折角とを選択す
ることにより、各フォーカルローの中心ビームの入射角と、路程が一意に定まる。事前に
フォーカルローを構成する振動子数を決めておくことにより、同一フォーカルローを構成
するビーム夫々についても、屈折角を定めてやれば、ビーム路程は、上記中心ビームと同
一であるので、入射角が一意に定まり、同一フォーカルローに属すべき振動子が定まる。
　このようにしてた入射角補正値と、ＤＤＦの焦点得るための補正値とを加算した補正の
ディレイパターンを、受信処理設定部９２に保持させる。この受信処理設定部９２の構成
については、後述する。
【００８５】
　レシーバー部３０は、超音波変換器アレー１０の素子数ｎと同じ個数のレシーバー回路
で構成され、超音波受信エコーはここで信号増幅され、信号処理部４０に送られる。
　信号処理部４０は、超音波変換器アレー１０の素子数ｎと同じ個数の信号処理回路４１
－１～４１―ｎで構成される。各信号処理回路４１はＡＤ変換器４１１、超音波波形メモ
リ４１２、切替器４１３、ダイナミックフォーカス位相補正メモリ４１４で構成される。
　ＡＤ変換器４１１は、レシーバー部３０から送られる超音波信号をＡＤ変換し、変換後
の信号が超音波波形メモリ４１２に書き込まれる。ＡＤ変換のサンプリング周波数は超音
波振動子の公称周波数の８倍以上で行われる。このサンプリング信号は、制御部９０から
第１信号線（図示しない。）で供給される。この実施の形態において、超音波探傷装置の
、上記の励振手段は、主としてパルサー部２０にて構成されている。上記の波形メモリは
、レシーバー部３０と、このＡＤ変換器４１１と、超音波波形メモリ４１２とにて構成さ
れている。また、前記の位相合成手段は、加算器５３にて構成されている。そして前記の
焦点手段は、上記のY 方向カウンタ５１と、上記のD 深さ方向カウンタ５２と、D 深さ方
向カウンタ５２と、各ダイナミックフォーカス位相補正メモリ４１４とにて構成されてい
る。
【００８６】
　超音波波形メモリ４１２は、書き込みステップ（図１６のＳ１２，Ｓ２２，Ｓ３２）で
は、ＡＤ変換器４１１から送られる超音波波形データが書き込まれ、また、読み出しステ
ップ（図１６のＳ１３，Ｓ２３，Ｓ３３）では、同メモリ４１２に保存されている超音波
波形データを読み出され、加算器５３に接続される。この超音波波形メモリ４１２のアド
レスは切替器４１３から供給される。
【００８７】
　切替器４１３は、書き込みステップ（図１６のＳ１２，Ｓ２２，Ｓ３２）ではビーム路
程カウンタ５０の値を超音波波形メモリ４１２のアドレスに送り、読み出しステップ（図
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１６のＳ１３，Ｓ２３，Ｓ３３）ではダイナミックフォーカス位相補正メモリ４１４の内
容を超音波波形メモリ４１２のアドレスに送る。
　上記のビーム路程カウンタ５０は、波形メモリに取り込むデータの深さ方向の範囲を特
定するカウンタである。
【００８８】
　ダイナミックフォーカス位相補正メモリ４１４は、上記の夫々の入射角θが加算された
、公知のダイナミックフォーカス法における各フォーカス位置での位相補正量がメモリさ
れており、擬似電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタ５１と、フォーカスの深さ位置ｄを
示すＤ深さ方向カウンタ５２のデータをこのダイナミックフォーカス位相補正メモリ４１
４のアドレスに供給することにより、フォーカス位置（ｙ，ｄ）での位相補正量が得られ
、この位相補正量が超音波波形メモリ４１２の読み出しアドレスに与えられる。超音波波
形メモリ４１２からは、そのフォーカス位置（ｙ，ｄ）でダイナミックフォーカスを行う
場合の、その振動子が寄与する超音波波形データが得られる。上記手順が各信号処理回路
４１－１～４１―ｎで同時に行われ、各信号処理回路４１－１～４１―ｎの各超音波波形
メモリ４１２の内容、すなわち超音波波形データは加算器５３に送られ、ダイナミックフ
ォーカスの位相合成が行われる。なお、各ダイナミックフォーカス位相補正メモリ４１４
の内容は、第２信号線（図示せず。）を通じ、制御部９０が備える焦点設定部に予め記憶
される。
　また、Y 方向カウンタ５１の擬似電子走査位置ｙは、振動子の配列位置と対応する。
【００８９】
　前述の通り、焦点設定部が保持する補正量は、受信処理設定部９２にて設定された角度
についての補正量を加味したものである。
　即ち、制御部９０は、上記の焦点設定部に対して、受信処理設定部９２にて予め設定さ
れた、各入射点の屈折角に応じた入射角夫々を得るための、前記法線ビームを基準とする
補正量夫々を備えたパターン（ディレイパターン）と、上記フォーカスに必要な位相補正
量を備えたパターン（ディレイパターン）とを加算して、加算後の補正量のパターンを焦
点設定部に保持させる。
　前述の通り、受信処理設定部９２の受信ディレイパターン保持部は、被検材の屈折角が
考慮された入射角に応じて受信処理のディレイパターンを保持しており、オペレータの統
括制御部１００への事前の操作により、被検材の材料、探傷水の温度、斜角探傷における
前述の角度φの入力を受付け、保持しているディレイパターンのうち、対応する受信ディ
レイパターンが選択され、当該選択された結果即ちパターンの設定が受信処理設定部９２
の選択保持部に保持される。
【００９０】
　上記の焦点設定部への角度についての補正量の付与については、当該角度の設定後探傷
前に、制御部９０が、受信処理設定部９２の受信ディレイパターン保持部及び選択保持部
から、選択された角度補正用のディレイパターンを参照して行う。
　１振動子のビームに相当するメモリに、一つの補正値が付与される。従って、斜角探傷
を行う複数のビームに相当するメモリに与えられる、補正値夫々にて１つの（角度補正用
）ディレイパターンが構成される。
　このディレイパターンを構成する補正値の夫々は、屈折角及び入射角が０度となる法線
ビームを基準として、前述のスネルの法則に従って屈折角を考慮した入射各点における入
射角θを得るための、当該基準に対する差分であり、当該差分を基準に対応する、ディレ
イ量として与えるのである。屈折角を考慮した入射角の設定については、前述の通りであ
る。
　上記の通り、制御部９０は、このような角度補正のディレイパターンに、所望の位置（
図１１～１３、図１４及び図１５の白抜き丸点）に焦点させるための上記の補正パターン
を加算したディレイパターンを焦点設定部に保持させるのである。角度補正用ディレイパ
ターンは、ＤＤＦを形成するフォーカルロー毎の焦点用ディレーパターンに加算される。
フォーカルロー毎の焦点ディレイパターンは、深さ（中心ビームの深さ）に応じた複数の
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角度に対応するディレイパターンである。図１４及び図１５に示す、この実施の形態にお
ける斜角探傷では、ＤＤＦを形成しないので、指標点にてフォーカスを得るための角度補
正のディレイパターンのみで対応できるが、この場合、装置の運用としては、ＤＤＦの焦
点を隣接区間上の１点とするパターンを選択するものとすればよい。
【００９１】
　また、各フォーカルローは、前述の通り、１つのダイナミックフォーカスを得るための
仮想の振動子が（メモリの読出しの際に）形成するビームのグループである。ここでは、
図１４及び１５に示す隣接区間ｂ１－ｂ２上のみに焦点を与える場合も、上記の通り、１
つのみ焦点が設定されたＤＤＦと考えて、フォーカルローという概念を使用する。
【００９２】
　加算器５３は、素子数ｎと同じ個数の超音波波形メモリ４１２から来る各超音波波形デ
ータを位相合成する。この加算器５３の出力は、検波回路５４に送られる。検波回路５４
では全波整流、＋半波整流、－半波整流等の検波処理が行われる。検波回路５４の出力は
ゲート回路６０と波形ピーク保存回路７０に接続される。
【００９３】
　ゲート回路６０は、エコー高さメモリ６１、コンパレータ６２、書き込み制御回路６３
、エコー深さメモリ６４、ゲート発生回路６５、ゲート位置メモリ６６、評価部（図示し
ない。）とを備える。
　ゲート回路６０は、検波回路５４にて検波された波形データの、ビーム路程中において
、欠陥の有無を判定する範囲を定めると共に、当該範囲内にて、欠陥の有無の判定を行う
。
　ゲート回路６０は、各読み出しステップＳ１３，Ｓ２３，Ｓ３３（図１６）の時のみ能
動的に機能し、制御部更新ステップＳ１５，Ｓ２５，Ｓ３５（図１６）ではメモリ６１、
メモリ６４のアクセスのみ行われる。
【００９４】
　エコー高さメモリ６１は、擬似電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタ５１をアドレスと
し、擬似電子走査位置ｙ位置毎のゲート内ピークエコー高さを一時記憶する。コンパレー
タ６２では検波回路５４のエコー高さ値と、エコー高さメモリ６１に記憶されているゲー
ト内ピークエコー高さを比較し、検波回路５４のエコー高さ値の方が高いときは、書き込
み制御回路６３に書き込み信号を送る。書き込み制御回路６３ではゲート発生回路６５の
ゲート信号を受け、ゲートがオンである間に、前記コンパレータ６２の書き込み信号が来
ると、エコー高さメモリ６１とエコー深さメモリ６４に書き込みパルスを送る。このパル
スを受け、エコー高さメモリ６１では、検波回路５４の出力データであるエコー高さ値を
同メモリ６１に書き込み、エコー高さメモリ６１のゲート内ピークエコー高さを更新する
。制御部更新ステップＳ１５（図１６）では電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタ５１を
０より＋１しながら、エコー高さメモリ６１のゲート内ピークエコー高さを順次読み出し
、読み出し後は同内容をクリアし、次のサイクル（次の断面位置の探傷）の準備を行う。
【００９５】
　エコー深さメモリ６４は擬似電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタ５１をアドレスとし
、擬似電子走査位置ｙ位置毎のゲート内ピーク深さ位置を一時記憶する。前記書き込み制
御回路６３よりの書き込み信号はこのエコー深さメモリ６４の書き込みパルスともなる。
この書き込みパルスが来ると、エコー深さメモリ６４ではフォーカスの深さ位置ｄを示す
D 深さ方向カウンタ５２の値がメモリに書き込まれ、エコー深さメモリ６４に記憶されて
いるゲート内ピーク深さ位置は更新される。制御部更新ステップＳ１５（図１６）では擬
似電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタ５１を０より＋１しながら、エコー深さメモリ６
４のゲート内ピーク深さ位置を順次読み出し、読み出し後は同内容をクリアし、つぎのサ
イクルの準備を行う。
【００９６】
　ゲート位置メモリ６６は擬似電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタ５１をアドレスとし
、擬似電子走査位置ｙ位置毎の、深さ方向のゲート起点位置データとゲート終点位置デー
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タが保存されている。擬似電子走査位置ｙを示すY 方向カウンタ５１が更新されると、ゲ
ート位置メモリ６６の内容が読み出され、擬似電子走査位置ｙ位置で決まる、深さ方向の
ゲート起点位置の値とゲート終点位置の値がゲート発生回路６５に送られる。
　ゲート位置メモリ６６の内容は、第３信号線（図示しない。）を通じて、制御部９０か
ら与えられるものであり、制御部９０のゲート記憶部に、予め記憶される。制御部９０は
、統括制御部１００により、受信処理設定部９２の選択保持部において、上記の入射角θ
夫々を与える補正値にて構成されたディレイパターンが設定されると、当該受信処理設定
部９２の受信ディレイパターン保持部と角度保持部とを参照して、ゲート記憶部の深さ方
向のゲート起点位置データとゲート終点位置データに、当該受信ディレイパターンを反映
させる。
　より好ましくは、制御部９０は、ゲート計算手段（図示せず。）を、備えるものとし、
各フォーカルローに対するゲートの設定を行う。
　具体的には、このゲート計算手段は、Ｓエコー同期手段と、ゲート端点計算手段とを備
える。Ｓエコー同期手段は、垂直探傷の際の実際の超音波の送信によって得られたＳエコ
ー（被検材表面の反射波）に対して、斜角探傷における送信時の超音波の入射各位置にお
ける水距離（探傷水で満たされる、振動子と被検材間の距離）の割合を乗じて斜角探傷に
おける入射各位置の擬似Ｓエコー位置を算出する。ゲート端点計算手段は、各フォーカル
ローの中心ビームのビーム路程の所定割合の位置を、ゲートの始点（ゲートスタート点）
とし、同様に、中心ビームのビーム路程の所定割合の位置を、ゲートの終点（ゲートエン
ド点）として、算出する。例えば、上記中心ビームのビーム路程（往復時間）の５０％位
置をゲースタート点とし、当該中心ビームのビーム路程（往復時間）の１５０％位置をゲ
ートエンド点として、算出する。ビーム路程は、フォーカルロー毎に異なるので、ゲート
計算手段における上記各計算値は、夫々異なるものとなる。
　制御部９０は、このようにして算出した内容をゲート記憶部に保持させるのである。
【００９７】
　ゲート発生回路６５では、前記ゲート位置メモリ６６より送られる深さ方向のゲート起
点位置の値とゲート終点位置の値を受け、この２つの値と、フォーカスの深さ位置ｄを示
すD 深さ方向カウンタ５２の値を比較する。D 深さ方向カウンタ５２が２つのゲート位置
の間にあるときは、ゲート信号をオンとし、逆の時はオフとし、書き込み制御回路６３に
ゲート信号を送る。
　評価部は、欠陥エコーとされるピーク高さのデータを保持し、ゲート位置の間において
、エコー高さメモリ６１のゲート内ピークエコー高さと、保持している上記のピーク高さ
とを比較して、欠陥の有無を判定する。評価部は、判定結果の信号を、生産ラインの被検
材の良・不良の選別手段に出力する。
【００９８】
　波形ピーク保存回路７０は、波形ピーク保存メモリ７１、コンパレータ７２、レジスタ
７３、コンパレータ７４、及び、書き込み制御回路７５より構成される。　波形ピーク保
存メモリ７１のアドレスには、深さ位置ｄを示すD 深さ方向カウンタ５２がつながれ、各
深さでの超音波エコー波形が記憶される。
　コンパレータ７２は、検波回路５４のエコー高さ値と、波形ピーク保存メモリ７１の内
容を比較し、検波回路５４のエコー高さ値の方が高いときは、書き込み制御回路７５に書
き込み信号を送る。
【００９９】
　レジスタ７３は、Y 方向電子走査アドレスｙｓの内容が保持され、波形ピーク保存回路
７０ではこのアドレスｙｓ走査線上の各深さ毎の最大値がホールドされる。このレジスタ
７３のデータは制御部９０より書き込まれる。
　コンパレータ７４は、レジスタ７３の内容（ｙｓ）と、電子走査位置ｙを示すY 方向カ
ウンタ５１とを比較し、一致しているとき、書き込み制御回路７５に電子走査位置一致信
号を送る。
【０１００】
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　書き込み制御回路７５は、コンパレータ７４からの電子走査位置一致信号が来ている時
に、コンパレータ７２から書き込み信号があると、波形ピーク保存メモリ７１に書き込み
パルスを出力する。この書き込みパルスを受け、波形ピーク保存メモリ７１では検波回路
５４の出力データをメモリに書き込み、メモリ内容は更新される。
【０１０１】
　表示及び通信ステップＳ４０（図１６）において、深さ位置ｄを示すD 深さ方向カウン
タ５２を０より＋１しながら、波形ピーク保存メモリ７１にメモリされている超音波波形
、すなわちＡスコープ波形を順次読み出し、読み出し後は同内容をクリアし、つぎのサイ
クルの準備を行う。そして、この読み出されたＡスコープ波形は制御部９０内の画面表示
部に表示される。
【０１０２】
　波形ピーク保存回路７０は、オペレータにおいて、探傷の状況をモニタするための画像
を、画面表示部１１０に表示させるものである。従って、製品（被検材ｍ) の合否判定即
ち、欠陥の存在より不良品とされるべき製品の選別が行えればよく、オペレータによるモ
ニタが不要である場合は、波形ピーク保存回路７０及び画面表示部１１０を設けずに実施
することもできる。
【０１０３】
　次に図１６を用いて、本願発明の動作を説明する。
　この図１６において、１つの探傷手段ｋにおけるフロー（工程図）を示している。各探
傷手段ｋ１～ｋ６の夫々において、この図１６に示すのと同様のフローを採る。
　以下、図１６を、第１探傷手段ｋ１のフローとして説明する。
【０１０４】
　図１６に示す、この装置の探傷工程は、前記対向区間ａ１－ａ２の垂直探傷についての
各ステップＳ１１～Ｓ１５と、一方の斜角探傷（＋斜角探傷）についての各ステップＳ２
１～Ｓ２５と、他方の斜角探傷（－斜角探傷）についての各ステップＳ３１～Ｓ３５と、
表示及び通信ステップＳ４０を備える。
　即ち、垂直探傷についての工程として、垂直探傷発信ステップＳ１１と、垂直探傷書込
みステップＳ１２と、垂直探傷読出しステップＳ１３と、垂直探傷ゲート評価処理Ｓ１４
と、制御部更新ステップＳ１５と備える。また、前記の右側隣接区間ｂ１－ｂ２の斜角探
傷（＋斜角探傷）の工程として、＋斜角探傷発信ステップＳ２１と、＋斜角探傷書込みス
テップＳ２２と、＋斜角探傷読出しステップＳ２３と、＋斜角探傷ゲート評価処理ステッ
プＳ２４と、制御部更新ステップＳ２５とを備える。更に、前記の左側隣接区間ｃ１－ｃ
２の斜角探傷（－斜角探傷）の工程として、－斜角探傷発信ステップＳ３１と、－斜角探
傷書込みステップＳ３２と、－斜角探傷読出しステップＳ３３と、－斜角探傷ゲート評価
処理ステップＳ３４と、制御部更新ステップＳ３５とを備える。
　このように、第１探傷手段ｋ１は、被検材ｍの対向区間ａ１－ａ２の垂直探傷、一方の
隣接区間ｂ１－ｂ２の斜角探傷、他方の隣接区間ｃ１－ｃ２の斜角探傷の順で、探傷処理
を行うものとして説明する。但し、この順は、変更できる。
　この図１６へ示す通り、ステップＳ１１～Ｓ３５の各ステップの処理が一巡すれば、被
検材ｍの軸方向（図２のＥ方向）の他の位置の探傷に移行し、再び、ステップＳ１１～Ｓ
３５を繰り返す。
　表示及び通信ステップＳ４０については、必要に応じて遂行する。
【０１０５】
　各ステップについて、順に説明する。
　垂直探傷発信ステップS １１では、制御部９０より、送信処理設定部９１の、送信ディ
レイパターン保持部と選択保持部とを参照して、１つのパルス発信タイミング信号が作ら
れ、パルサー部２０に送られる。
　パルサー部２０では、この信号を受け、超音波変換器アレー１０のｎ素子の超音波振動
子に同時にスパイクパルスを送る。これにより、各超音波振動子は上記にて設定されたデ
ィレイパターンに従って励振され、超音波は、超音波変換器アレー１０から、上記対向区
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間ａ１－ａ２に向けて円筒波として発信される。超音波は検査空間を伝播するが、欠陥等
の音響反射面に遭遇すると、超音波の一部は反射され、超音波変換器アレー１０で受信さ
れる。
【０１０６】
　垂直探傷書き込みステップＳ１２では、超音波変換器アレー１０で受信された各振動子
の超音波受信エコーがレシーバー部３０で増幅され、振動子素子数分ｎの信号処理回路４
１－１～４１―ｎに送られる。各信号処理回路４１では超音波受信エコーをＡＤ変換し、
超音波波形メモリ４１２にメモリされる。このときのメモリアドレスはビーム路程カウン
タ５０で与えられ、同カウンタのクロックはＡＤ変換器４１１のクロックと同じである。
例えば、この実施の形態では、超音波振動子の公称周波数を５ＭＨｚ以下とし、ＡＤ変換
のクロックを５０ＭＨｚとしている。但し、このような周波数に限定するものではなく、
必要に応じて、変更可能である。
　通常、ビーム路程カウンタ５０は、超音波発信タイミングで０クリアされ、その後ＡＤ
変換器のクロックでカウントされるが、電子走査範囲の始点が遠方である場合、０クリア
されるタイミングは制御部により適切にコントロールされる。これにて、超音波波形メモ
リ４１２の容量を有効に利用することができる。このステップは電子走査範囲の最大ビー
ム路程伝播時間まで行われる。
【０１０７】
　垂直探傷読み出しステップＳ１３では、検査空間の深さ方向D と探触子配列方向Y につ
いて、超音波波形メモリ４１２に保存されている超音波受信エコー波形を読み出しながら
、ダイナミックフォーカス法により擬似電子走査が行われる。図１７に擬似電子走査のイ
メージ図を示す。この図では、超音波変換器アレーと、同アレーの超音波が放射された検
査空間内でこの（中心ビームの）深さｄ０からｄｅの区間、及び探触子の配列方向Ｙ方向
のｙ０からｙｅの区間で示される擬似電子走査平面が示される。
【０１０８】
　垂直探傷読み出しステップＳ１３では、Y 方向カウンタ５１、D 深さ方向カウンタ５２
をクリアないしは始点位置ｙ０、ｄ０にセットし、その後、Y 方向カウンタ５１をカウン
トアップしながら、カウンタ値がｙｅになるまで行う。カウンタがｙｅを超えると、つぎ
に同カウンタをクリアないしは始点位置ｙ０にセットし、D 深さ方向カウンタ５２を＋１
カウントアップする。この動作を繰り返し行い、D 深さ方向カウンタ５２がｄｅになり、
この位置でY 方向カウンタ５１が一巡するまで行われる。これらカウンタ５１，カウンタ
５２のクロックはＡＤ変換のクロックと同じ５０ＭＨｚで行われる。この間、各信号処理
回路４１－１～４１―ｎでは、Y 方向カウンタ５１、D 深さ方向カウンタ５２の値がダイ
ナミックフォーカス位相補正メモリ４１４のアドレスに供給される。同メモリ４１４は、
その電子走査位置（ｙ、ｄ）での位相合成される各超音波振動子（１からｎ）の位相補正
量すなわちビーム路程位置が出力される。さらに、このビーム路程位置が超音波波形メモ
リ４１２の読み出しアドレスとなる。フォーカス位相補正メモリ４１４の内容は、受信処
理設定部９２を参照して格納された焦点設定部の内容である。
　このビーム路程位置は、図１７の擬似電子走査イメージ上における擬似電子走査位置Ｐ
１の２つの矢印Ｌ１、Ｌ２で例示される。ここでＬ１は擬似電子走査位置Ｐ１で超音波が
最初にくる伝搬経路を示し、通常は擬似電子走査位置Ｐ１ともっとも近い振動子との距離
となる。また、Ｌ２は擬似電子走査位置Ｐ１で超音波が反射された場合の各振動子（図１
７では振動子位置ｎで例示）で受信される超音波の伝搬経路を示す。この２つの伝播経路
の和（Ｌ１＋Ｌ２）を擬似電子走査位置Ｐ１での振動子ｎにおける位相合成時のビーム路
程位置となる。よって、超音波波形メモリ４１２からは、その擬似電子走査位置（ｙ、ｄ
）での位相合成される各超音波振動子での超音波波形データが出力される。この超音波波
形データは各信号処理回路４１－１～４１―ｎで超音波振動子の素子数分出力され、これ
が、加算器５３に送られ位相合成が行われる。上記手順により、Y 方向カウンタ５１、D 
深さ方向カウンタ５２で示される擬似電子走査位置（ｙ、ｄ）での位相合成された波形が
加算器５３で出力される、上記の関係は図１７、図１８で示される。図１７のＰ１点、Ｐ
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２点は電子走査されている平面上の２点を示し、その２点のアドレス（ｙ１、ｄ１）、（
ｙ２、ｄ２）はその時のD 深さ方向カウンタ５２、Y 方向カウンタ５１を示す。図１８は
各超音波波形メモリ４１２のアドレスとメモリを示し、擬似電子走査平面上の２点Ｐ１，
Ｐ２での各超音波波形メモリ４１２の位相合成曲線を示し、位相合成ではこの曲線にそっ
て、各メモリ４１２の内容が同時に読み出され、加算器５３で位相合成される。ここでは
、このような方法を擬似電子走査平面によるダイナミックフォーカス法と言う。この擬似
電子走査平面によるダイナミックフォーカスが行われている間、加算器５３は各々擬似電
子走査位置での位相合成結果データを出力し、検波回路５４を経由し、ゲート回路６０と
波形ピーク保存回路７０に送られる。
【０１０９】
　ゲート回路６０では、ゲート内の波形ピークエコー高さとその深さ方向位置の検出が行
われる。図１６に示すよう、Ｙ走査位置毎にゲート範囲は個別に設定出来、また、Ｙ走査
位置毎の波形ピークエコー高さとそのビーム路程距離が検出可能である。ゲート位置メモ
リ６６は、事前にＹ走査位置毎のゲート範囲データが書き込まれている。読み出しステッ
プＳ１３の、擬似電子走査平面によるダイナミックフォーカスにおいて、擬似電子走査平
面のｙ位置を示すY 方向カウンタ５１の値はゲート位置メモリ６６のアドレスに与えられ
る。同メモリ６６のメモリ内容はそのｙ位置でのゲート範囲データ（起点位置ｇｓ、終点
位置ｇｅ）であり、そのデータはゲート発生回路６５に接続される。ゲート発生回路６５
では、このゲート範囲データと、擬似電子走査平面のｄ位置を示すD 深さ方向カウンタ５
２を比較し、ｄ位置がゲート範囲にあれば、書き込み制御回路６３にゲートオン信号を送
る。ゲート位置メモリ６６の内容は、前述の通り制御部のゲート位置記憶部の内容であり
、上記の受信処理設定部９２の補正の内容が反映されたものである。
　ゲートがオンの間、コンパレータ６２では、エコー高さメモリ６１に記憶されている前
回のゲート内ピークエコー高さと、検波回路５４からの現擬似電子走査位置のエコー高さ
を比較し、現擬似電子走査位置のエコー高さの方が大きいときは、現擬似電子走査位置の
エコー高さをエコー高さメモリ６１に書き込み、また、その現擬似電子走査位置のｄ位置
を示すD 深さ方向カウンタ５２のデータをエコー深さメモリ６４に書き込む。
　エコー高さメモリ６１、エコー深さメモリ６４のアドレスには、擬似電子走査平面のｙ
位置を示すY 方向カウンタ５１が与えられているので、ｙ位置毎にゲート内の波形ピーク
エコー高さとその深さ方向位置の保存が出来る。
　尚、図１７は、擬似電子走査の時間関係のイメージを示すものであり、実際にメモリー
上に、図１７に示すようなゲートが設定されるのではない。
【０１１０】
　波形ピーク保存回路７０では図１７に示す擬似電子走査平面上のＹ位置がｙｓである仮
想探傷ライン上の超音波波形の波形ピーク保存処理が行われる。この超音波波形はパソコ
ンの画面表示部で表示されるが、通常、この表示サイクル周期は長く、２０ｍｓｅｃ程度
（周波数で５０Ｈｚ前後）である。これに比べ、本願発明の上記装置では、擬似電子走査
平面の全範囲を走査する周期はこれより短く、仮想探傷ライン上の超音波波形をすべて表
示することは出来ない。そこで、波形ピーク保存回路７０は、表示サイクル周期内の仮想
探傷ライン上の各超音波波形において、各深さ位置での超音波波形のピーク高さを保存し
、すべての深さ位置でその位置での最大波形を保存するものである。レジスタ７３は、仮
想探傷ライン上のＹ位置を示すデータ（ｙｓ）が制御部９０により書き込まれる。このデ
ータはコンパレータ７４に送られる。コンパレータ７４では、電子走査位置ｙを示すY 方
向カウンタ５１とこのレジスタ７３（ｙｓ）と比較し、一致しているときには一致信号を
書き込み制御回路７５に出し、以下の動作が有効に行われる。即ち、波形ピーク保存メモ
リ７１のアドレスには深さ位置ｄを示すD 深さ方向カウンタ５２が接続され、波形ピーク
保存メモリ７１からは同じ深さ位置ｄにおける１回前の超音波ピーク波形がコンパレータ
７２に与えられ、検波回路５４からはその同じ深さ位置ｄにおける最新超音波エコー高さ
が与えられる。検波回路５４の方が高いときは書き込み制御回路７５に書き込み信号を送
り、書き込み制御回路７５では波形ピーク保存メモリ７１に書き込みパルスを送り、深さ
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位置ｄにおける超音波ピーク波形は、前回より高いエコー高さに更新される。この動作が
各深さで行われ、また、次に来る探傷サイクルの各読み出しステップＳ１３でも同様に行
われる。
【０１１１】
　垂直探傷ゲート評価処理のステップＳ１４では、評価部により、ゲート位置の間におい
て、エコー高さメモリ６１のゲート内ピークエコー高さと、保持している上記のピーク高
さとを比較して、欠陥の有無を判定する。評価部は、判定結果の信号を、生産ラインの被
検材の良・不良の選別手段に出力する。
【０１１２】
　制御部更新ステップＳ１５では、制御部９０は、メモリ６１、メモリ６４のアドレスを
与えるY 方向カウンタ５１を操作しながら、ゲート回路６０のエコー高さメモリ６１、エ
コー深さメモリ６４の内容を読み出し、同読み出し後はそのメモリの内容をクリアする。
【０１１３】
　上記の制御部更新ステップＳ１５の後、＋斜角探傷発信ステップＳ２１に移行する。
　＋斜角探傷発信ステップＳ２１では、制御部９０より、送信処理設定部９１の、送信デ
ィレイパターン保持部と選択保持部とを参照して、１つのパルス発信タイミング信号が作
られ、パルサー部２０に送られる。＋斜角探傷では、焦点Ｆ１で収束後発散して、隣接区
間ｂ１－ｂ２に超音波を到達させるため、上記にて定めた各入射角度に応じたパターンが
設定されている。
　垂直探傷では、垂直二等分線Ｑ１について、左右対称となるディレイパターンを設定す
る必要があったが、＋斜角探傷においては、そのような対称性を有するディレイパターン
に代えて、垂直二等分線Ｑ１が右側に外れた位置に焦点Ｆ１を結ぶディレイパターンを設
定する。
　このようなディレイパターンの設定により、超音波は、焦点Ｆ１で収束し発散する円筒
波を、隣接区画ｂ１－ｂ２に到達させることができる。このステップＳ２１において、上
記以外の点については、前述の垂直探傷における発信ステップＳ１１と同様である。
【０１１４】
　また、＋斜角探傷書込みステップＳ２２における処理は、上記の垂直探傷書き込みステ
ップＳ１２における処理と同様である。
【０１１５】
　＋斜角探傷読出しステップＳ２３においても、垂直探傷読み出しステップＳ１３と同様
の処理が行われる。具体的には、斜角探傷であるので、フォーカス位相補正メモリ４１４
の内容は、受信処理設定部９２で、フォーカロー毎のフォーカス得るための、即ち斜角探
傷では指標点上にフォーカスを得るための、屈折角を加味した入射角夫々に応じて設定し
たディレイパターンが加算されたものである。前述の通り、この実施の形態における斜角
探傷では、本来のＤＤＦは行わないので、深さ方向について複数のＤＤＦのフォーカスを
得るための補正は不要であり、このディレイパターンは、同一フォーカルローを形成する
ビームについて、路程を等しくし、各位置での屈折角が加味された入射角夫々を与える補
正値にて、構成されたものである。
　また、ゲート位置メモリ６６の内容は、前述の受信処理設定部９２のゲート記憶部の内
容が反映されたものであり、ゲート計算手段のＳエコー同期手段と、ゲート端点計算手段
とにより算出した前述のゲートスタートとゲートエンドのデータを保持する。
【０１１６】
　前期の角度φに応じたフォーカス位相補正メモリ４１４及びゲート位置メモリ６６の内
容に基いて、＋斜角探傷読出しステップＳ２３において、垂直探傷読み出しステップＳ１
３と同様の処理が行われる。
【０１１７】
　＋斜角探傷ゲート評価処理のステップＳ２４においても、角度の補正が反映された上記
ゲート位置メモリ６６の内容に基き、上記の垂直探傷ゲート評価処理のステップＳ１４同
様の評価処理が行われる。
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【０１１８】
　制御部更新ステップＳ２５では、制御部更新ステップＳ１５と同様、制御部９０が、メ
モリ６１、メモリ６４のアドレスを与えるY 方向カウンタ５１を操作しながら、ゲート回
路６０のエコー高さメモリ６１、エコー深さメモリ６４の内容を読み出し、同読み出し後
はそのメモリの内容をクリアする。
【０１１９】
　他方の斜角探傷（－斜角探傷）の工程である、－斜角探傷発信ステップＳ３１と、－斜
角探傷書込みステップＳ３２と、－斜角探傷読出しステップＳ３３と、－斜角探傷ゲート
評価処理ステップＳ３４と、制御部更新ステップＳ３５とにおいて、受信処理設定部９２
に設定されたディレイパターンは、上記右側隣接区間の斜角探傷（＋斜角探傷）の各ステ
ップにおけるディレイパターンと正負が逆になる補正値により構成されたものである。こ
のことを除けば、上記他方の斜角探傷（－斜角探傷）の各ステップの処理は、一方の斜角
探傷（＋斜角探傷）の各ステップにおける処理と同様である。
【０１２０】
　表示及び通信ステップＳ４０では、画面の表示を更新するか、しないかの判断が行われ
る。画面の更新を行わない場合は、当該ステップＳ４０における処理を終了し、画面の更
新を行う場合は、制御部９０が、メモリ７１のアドレスを与えるＤ深さ方向カウンタ５２
を操作しながら、波形ピーク保存回路７０の波形ピーク保存メモリ７１の内容を読み出し
、同読み出し後はそのメモリの内容をクリアする。そして、制御部更新ステップＳ１５，
Ｓ２５，Ｓ３５で読み出した各ゲート内のエコー高さ及びエコー深さの値を表示し、その
内容を外部に通信する。また、制御部更新ステップＳ１５，Ｓ２５，Ｓ３５で読み出した
ピーク保存された超音波波形は画面表示部にＡスコープ波形として表示し、その波形デー
タを外部に通信する。
　なお、この実施例ではゲート回路６０は１組のみであるが、これに限定されるものでは
なく、複数のゲート回路を用意し、上記以外の複数のゲート範囲でのゲート処理を付加す
ることも可能である。
【０１２１】
　このように本願発明の上記超音波探傷装置において、超音波変換器アレーの各振動子に
垂直探傷や斜角探傷に応じたタイミングでスパイクパルス状の送信パルスを送り、各振動
子で受信した受信超音波エコーをＡＤ変換し、これを振動子素子数分の波形メモリに記憶
させる。擬似電子走査においては、その位置における位相合成曲線にそって、振動子素子
数分の波形メモリから波形データが同時に読み出され、位相合成される。即ち、擬似電子
走査の走査位置１点の位相合成された波形は１回のメモリ読み出しサイクルで行われる。
この実施の形態では５０ＭＨｚのクロックを用いているので、一点の計算は２０ｎｓｅｃ
で完了する。深さ方向２００点、Ｙ方向２００点の擬似電子走査平面で考えれば、この範
囲をすべて走査するには２０＊２００＊２００ｎｓｅｃ＝８００μｓｅｃとなる。また、
この擬似電子走査している間にゲート回路ではゲート処理が、波形ピーク保存回路ではＡ
スコープ波形保存処理が同時進行している。超音波繰り返しサイクルとしては上記８００
μｓｅｃの時間以外に、超音波発信時間、超音波受信時間、及びゲートデータとＡスコー
プ波形の読み出し時間も必要であるが、２００μｓｅｃ程度とすれば、１０００μｓｅｃ
（＝１ｍｓｅｃ）で上記擬似電子走査範囲の探傷サイクルが完了することになる。Ｙ方向
に電子的に探傷ビームを動かし、深さ方向にはダイナミックフォーカス法で計測する従来
技術の装置では、一回の超音波繰り返しサイクルで１つのビーム方向の探傷が完了するこ
とになり、上記と同じ擬似電子走査範囲を探傷するには２００回の超音波繰り返しサイク
ルが必要となる。超音波繰り返し周波数を１０ＫＨｚとしても、上記擬似電子走査範囲を
探傷するには２０ｍｓｅｃの時間が必要となる。本願発明の上記装置は、この実施の形態
において、従来技術の装置と比較し２０倍高速に探傷することが可能となる。
【０１２２】
　上述の実施の形態では、電子走査のＹ方向とＤ方向の処理順において、Ｙ方向カウンタ
５１を先にカウントし、Ｙ方向カウンタ５１が一巡した後にＤ深さ方向カウンタ５２を進



(35) JP WO2009/122904 A1 2009.10.8

10

20

30

40

50

めているが、これを逆にして、Ｄ深さ方向カウンタ５２を先にカウントし、Ｄ深さ方向カ
ウンタ５２が一巡した後にＹ方向カウンタ５１Ｄを進めるようにしても実施可能である。
　上述の通り、この装置は、ボリュームフォーカス探傷として、超音波送信時の超音波の
現実のフォーカスを探傷領域に設定するのを止め、探傷する被検材内部の各位置を、波形
メモリーのアドレスと対応させておき、実際の受信時の電気的な処理による各波形メモリ
ー位置における波形データの位相合成とを比べ、異常ある波形メモリーのアドレスを知得
することにより、対応する被検材の内部欠陥の位置を検出するものであり、これにて、円
筒波による広範な探傷範囲を獲得し、探傷サイクルを低減させて、高速な探傷を可能とし
たものである。
　即ち、ボリュームフォーカス法は、送信側において、一度のプローブの励振で被検材に
対して幅広く超音波を幅広く発信させ、受信側において実際のスキャン（電子走査）を行
わずに擬似電子走査を行い、Ａスコープ波形を位相合成し評価するものである。
　本願発明において、このようなボリュームフォーカスを、断面視円形の被検材にて実現
したものであり、処理の高速性を損なわずに探傷を確実に行えるものである。
【０１２３】
　円柱材などの断面視円形の被検材に対して、角ビレットなどの断面視において表面が直
線的な被検材で使用していた振動子が直線的に配列されたラインアレイを用いた場合、前
述の円筒波を生じさせ、また、受信側での擬似電子走査を行うために、被検材表面の曲率
（円の径）を考慮した補正値を与える必要がある。しかし、本願発明では、振動子を、被
検材が呈する円の周に沿って、弧状に配列するものであるため、欠陥エコーを検出するた
めに考慮する必要はなく、ラインアレイにより角ビレットの探傷を行うのと同様の送受信
の処理にて、欠陥エコーの検出が行える。但し、送信時の焦点を芯Ｏ以外の位置とするた
めの、前述の補正が必要となるのである。また、各アレイプローブ１０の振動子群が呈す
るが呈する弧が、被検材ｍの芯Ｏと同心でない場合も、その分の補正値のパターンを上記
補正値のパターンに加味する必要がある。
【０１２４】
　この実施の形態では、３回の送信で探傷が可能なためゴーストの影響を受けることなく
ビレット長手方向のパルス密度を上げることが可能である。またＤＤＦの併用により、断
面の広範な領域に渡り検出能力を高めることが出来る。直径が６０ｍｍの被検材の探傷で
は、搬送速度１２０ｍ／ｍｉｍでパルス密度５ｍｍ以下とすることが可能である。ボリュ
ームフォーカス探傷の採用により従来法に比べ検出能力および処理能力の非常に高い検査
が可能となった。
　この実施の形態の装置による、図２１（Ａ）へ示す垂直探傷のＡスコープの画像を見れ
ば、垂直探傷により、図１の欠陥ｖ１がｗ１として現れ、図２１（Ｂ）へ示す斜角探傷の
Ａ スコープ画像を見れば、斜角探傷により、図１の欠陥ｖ２がｗ２として現れているの
が分かる。
【０１２５】
　実際の被検材の探傷において、探傷前に、キャリブレーション（校正）を行う必要があ
る。キャリブーレションにおいて、プローブの感度校正と、ＤＡＣ校正とが行われる。本
願発明に係る探傷方法では、感度校正において、実際に校正を行って得たテストピースに
ついてのデータを用いて、当該テストピース間の寸法のテストピースについては、実際の
感度校正を行わずに、校正データを得る。
　例えば、直径が４０ｍｍのテストピース（円柱材）と、直径が６０ｍｍのテストピース
を用い、実際の感度校正の作業によって、これらの径の被検材について設定する感度デー
タを得ているとする。具体的には、実際の校正により、直径４０ｍｍのテストピースの１
番目のフォーカルローの感度が３０ｄＢであり、直径６０ｍｍのテストピースの１番目の
フォーカルローの感度が３６ｄＢであることを知見している場合、両テストピースの中間
の径である５０ｍｍのテストピースについて実際に校正を行う代わりに、４０ｍｍと６０
ｍｍの感度データの平均値を採り、当該５０ｍｍの被検材の１番のフォーカルローの感度
を、（３０＋３６）÷２＝３３ｄＢに設定する。また、ゲートに関しても、同様の補完処
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なる。
　このように、この探傷方法は、校正作業を省略するテストピースに対して、それより一
回り大径のテストピースと、一回り小径のテストピースの感度データを用いて、上記の通
り、計算によって、校正作業を省略するテストピースのデータを得ることにより、用意す
るテストピースの数を低減させることができる。
【０１２６】
　この装置では、上記６つの探傷手段ｋ１～ｋ６による探傷の結果、探傷手段ｋ１～ｋ６
の何れか１つが、欠陥エコーを検出した場合、被検材を不良品と判定する。但し、探傷手
段ｋ１～ｋ６による探傷結果を、総合して、被検材の良・不良の判定を行うものとしても
実施できる。
　また、上記の実施の形態において、斜角探傷装置が、垂直探傷装置を兼ねるものとした
が、夫々別々の装置とし、夫々の装置が備えるアレイプローブを別々に被検材表面に配置
するものとしても実施できる。
【０１２７】
　また、上記の実施の形態において、ｋ１～ｋ６の６つの探傷手段ｋを用いるものとした
が、６つ以外の、例えば２～５個や、７個以上の探傷手段ｋを用いるものとしてもよい。
また、これに対応して、アレイプローブ１０の個数も６個以外の、２～５個や、７個以上
設けて実施することができる。個数に応じて、個々のアレイプローブの焦点位置を、選択
すればよい。例えば、アレイプローブ１０の数を上記の６個より少なくする場合、個々の
アレイプローブ１０の焦点位置を選択することにより、対向区間や隣接区間の長さがプロ
ーブが６つの場合よりも大きくするようにすれば、少ない個数であっても、被検材の各部
を漏れなく探傷することができる。逆に、プローブの数を上記の６個よりも多く設けて実
施する場合、個々のプローブの探傷範囲を狭く設定することができる。但し、コストの面
から、アレイプローブ１０の数は、極力少なく抑えるのが好ましく、本願発明の実施によ
りこのようなアレイプローブの数を極力少なく抑えることができる。
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