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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プリプレグを複数枚積層した後に硬化させて得られる、多層構造の複合材料の一方の面
を入射面として、当該入射面から前記複合材料の厚さ方向に向かって超音波を入射すると
ともに、当該入射面側において反射波を受信し、
受信した前記反射波を全体反射波とし、当該全体反射波に含まれる、前記多層構造の層
間界面からの反射波を層間反射波としたときに、
前記全体反射波を時間−周波数解析することにより、前記複合材料に含まれるポロシテ
ィの厚さ方向の分布を評価するために用いられる、前記層間反射波の時間的な変化情報で
ある減衰を取得することを特徴とする、
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複合材料内のポロシティ評価方法。
【請求項２】
前記複合材料の他方の面である底面から反射される底面反射波の減衰に基づいて、当該
複合材料に含まれる前記ポロシティを総量的に評価するために用いられる超音波の入射周
波数を、標準周波数としたときに、
前記超音波の入射周波数は、前記標準周波数よりも、高く設定されることを特徴とする
、
請求項１に記載の複合材料内のポロシティ評価方法。
【請求項３】
前記入射周波数は、前記複合材料を構成するプライの厚さに応じて変更可能となってい
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ることを特徴とする、
請求項１または２に記載の複合材料内のポロシティ評価方法。
【請求項４】
前記複合材料内における前記ポロシティの分布を推測するために、評価用情報と、実際
に受信した前記層間反射波からの前記変化情報と、を対比し、
前記評価用情報としては、
モデル化した前記ポロシティを含む前記複合材料と、当該複合材料に対する前記超音波
の入射および前記反射波の受信と、を模擬的に再現する数値シミュレーションを行うこと
により得られる模擬的な前記層間反射波の変化情報、および、
既知の前記ポロシティを含む前記複合材料の試験片に対して、前記超音波の入射および
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前記反射波の受信を行うことにより取得される、前記層間反射波の既知情報、の少なくと
も一方が用いられる
ことを特徴とする、
請求項１から３のいずれか１項に記載の複合材料内のポロシティ評価方法。
【請求項５】
プリプレグを複数枚積層した後に硬化させて得られる、多層構造の複合材料の一方の面
である入射面に対して、当該複合材料の厚さ方向に向かって超音波を入射するとともに、
当該入射面からの反射波を受信する、超音波検出器と、
受信した前記反射波を全体反射波とし、当該全体反射波に含まれる、前記多層構造の層
間界面からの反射波を層間反射波としたときに、
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前記全体反射波を時間−周波数解析することで、前記複合材料に含まれるポロシティの
厚さ方向の分布を評価するために用いられる、前記層間反射波の時間的な変化情報である
減衰を取得する、時間−周波数解析器と、を備えていることを特徴とする、
複合材料内のポロシティ評価装置。
【請求項６】
前記変化情報から表示用情報を生成する表示用情報生成器と、
前記表示用情報を用いて前記変化情報を表示可能とする表示器と、をさらに備えている
ことを特徴とする、
請求項５に記載の複合材料内のポロシティ評価装置。
【請求項７】
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前記時間−周波数解析器より得られる前記変化情報を、評価用情報と対比することによ
り、前記複合材料内における前記ポロシティの分布を推測する、ポロシティ評価器、を備
え、
前記評価用情報として、模擬的な前記層間反射波の変化情報、および、予め取得した前
記複合材料の前記層間反射波の既知情報の少なくとも一方が用いられ、
模擬的な前記層間反射波の前記変化情報は、モデル化した前記ポロシティを含む前記複
合材料に対する、前記超音波の入射および前記反射波の受信を、数値シミュレーションに
より模擬的に再現して得られるものであり、
前記既知情報は、既知の前記ポロシティを含む前記複合材料の試験片に対して、前記超
音波の入射および前記反射波の受信を行うことにより取得されたものであることを特徴と
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する、
請求項５または６に記載の複合材料内のポロシティ評価装置。
【請求項８】
前記数値シミュレーションを行う超音波送受信シミュレータ、および、前記評価用情報
を複数記憶する評価用情報データベースの少なくとも一方を備え、
前記ポロシティ評価器は、前記超音波送受信シミュレータ、および、前記評価用情報デ
ータベースの少なくとも一方から、前記評価用情報を取得することを特徴とする、
請求項７に記載の複合材料内のポロシティ評価装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、繊維強化樹脂複合材料の内部に残存するポロシティ（分散した多数の微小な
空孔状の欠陥）の評価方法および評価装置に関し、特に、繊維強化樹脂複合材料に含まれ
るポロシティの総量的な評価だけでなく、ポロシティの厚さ方向での偏在等についても評
価することが可能な評価方法および評価装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、これまで金属材料が用いられてきた分野において、繊維強化樹脂複合材料（以下
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、適宜「複合材料」と略す。）が広く用いられるようになっている。例えば、強化繊維材
として炭素繊維（カーボンファイバ）を用い、これにエポキシ樹脂等を含むマトリクス樹
脂材を含浸させて成形した炭素繊維強化型のもの（一般に、炭素繊維強化プラスチック（
ＣＦＲＰ）と称する。）は、金属材料よりも軽量であることに加え、より高強度であるこ
とから、特に近年では、スポーツ用品、産業機械、車両（自動車および自転車等）、航空
宇宙等の分野に広く採用されている。
【０００３】
複合材料からなる成形物は、一般的には、複数枚のプリプレグ（強化繊維材からなるシ
ートにマトリクス樹脂材を含浸等させたもの）を積層し、得られる積層物をオートクレー
ブ（圧力釜）により加圧および加熱して硬化させることにより得られる。

20

【０００４】
ここで、硬化前の積層物を硬化させる際に与えられる圧力または加熱温度によっては、
複合材料の内部に「ポロシティ」と呼ばれる微小な空孔状の欠陥が多数分散して生じるこ
とがある。複合材料内にポロシティが一定量以上存在すると、当該複合材料の構造強度の
低下につながる。特に、複合材料が航空宇宙分野に用いられる場合には、他の分野に比べ
て構造強度に関する要求が厳しいため、ポロシティの量をできるだけ少なくする必要があ
る。そのため、複合材料を製造する際には、ポロシティについて非破壊的に評価する必要
がある。
【０００５】
従来、複合材料の欠陥を非破壊的に評価する技術としては、例えば、特許文献１に開示
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されている超音波探傷検査方法、あるいは、特許文献２に開示されている超音波探傷装置
が挙げられる。これらの技術は、いずれも主として航空分野で用いられる複合材料を対象
としている。そして、いずれの技術も、複合材料（複合材）の表面から厚さ方向に向けて
超音波を入射し、裏面で反射される反射波または裏面で計測される透過波を測定し、反射
波または透過波の減衰度合い、もしくは反射波または透過波の減衰特性に基づいて、複合
材料の欠陥を検査している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０６−０１８４８８号公報
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【特許文献２】特開平０６−３１７５６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、特許文献１および２に開示される技術では、いずれも、複合材料の内部
に含まれるポロシティの板厚方向の偏りを評価することが困難となっている。
【０００８】
特許文献１および２に開示されるいずれの技術も、複合材料の裏面で反射される反射波
の減衰率に基づいて欠陥を検査している。この反射波の減衰率は、超音波の伝搬経路に沿
って積分された（または総量的な）材料特性が反映されたものとなるため、複合材料の厚
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さ方向全体についての総量的な評価は可能であるが、厚さ方向に対するポロシティの偏在
状態の評価は困難となっている。
【０００９】
言い換えれば、反射波の減衰率は、基本的に、複合材料内に含まれるポロシティの総量
に依存するため、特許文献１または２に開示される技術では、ポロシティの分布が一様で
あるか偏在しているか等を区別することができない。
【００１０】
近年、航空機分野では、複合材料製の部品を製造する場合、複数の部品を同時に一体成
形して製造する手法が拡大しつつある。このような製造手法では、同時に成形された部品
であっても、互いにポロシティの発生または分布の程度が異なっていることがある。特許
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文献１または２に開示される技術では、部品にポロシティが生じているか否かを検査する
ことができても、ポロシティの分布については評価することができない。そのため、例え
ば、一体成形した成形品全体としてポロシティが一定量以上発生していれば、十分な強度
を有する部品を含め、成形品全体を使用不可とせざるを得ないことになる。
【００１１】
本発明はこのような課題を解決するためになされたものであって、複合材料に含まれる
ポロシティの総量的な評価だけでなく、厚さ方向の分布も評価可能とする技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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本発明に係るポロシティ評価方法は、前記の課題を解決するために、プリプレグを複数
枚積層した後に硬化させて得られる、多層構造の複合材料の一方の面を入射面として、当
該入射面から前記複合材料の厚さ方向に向かって超音波を入射するとともに、当該入射面
側において反射波を受信し、受信した前記反射波を全体反射波とし、当該全体反射波に含
まれる、前記多層構造の層間界面からの反射波を層間反射波としたときに、前記全体反射
波を時間−周波数解析することにより、前記複合材料に含まれるポロシティの厚さ方向の
分布を評価するために用いられる、前記層間反射波の時間的な変化情報を取得する構成で
ある。
【００１３】
前記構成によれば、全体反射波を時間−周波数解析することにより、層間反射波の時間
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的な変化情報を得ることができる。この変化情報には、ポロシティに由来する反射波の減
衰を表す情報が含まれているので、この変化情報に基づいて、複合材料中のポロシティの
厚さ方向の分布を良好に評価することができる。
【００１４】
前記構成のポロシティ評価方法においては、前記複合材料の他方の面である底面から反
射される底面反射波の減衰に基づいて、当該複合材料に含まれる前記ポロシティを総量的
に評価するために用いられる超音波の入射周波数を、標準周波数としたときに、前記超音
波の入射周波数は、前記標準周波数よりも、高く設定される構成であってもよい。
【００１５】
また、前記構成のポロシティ評価方法においては、前記入射周波数は、前記複合材料を
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構成するプライの厚さに応じて変更可能となっている構成であってもよい。
【００１６】
また、前記構成のポロシティ評価方法においては、前記複合材料内における前記ポロシ
ティの分布を推測するために、評価用情報と、実際に受信した前記層間反射波からの前記
変化情報と、を対比し、前記評価用情報としては、モデル化した前記ポロシティを含む前
記複合材料と、当該複合材料に対する前記超音波の入射および前記反射波の受信と、を模
擬的に再現する数値シミュレーションを行うことにより得られる模擬的な前記層間反射波
の変化情報、および、既知の前記ポロシティを含む前記複合材料の試験片に対して、前記
超音波の入射および前記反射波の受信を行うことにより取得される、前記層間反射波の既
知情報、の少なくとも一方が用いられる構成であってもよい。
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【００１７】
前記構成によれば、数値シミュレーションにより得られる変化情報は、実測された層間
反射波を時間−周波数解析して得られる変化情報に現れる特徴を、良好に再現した評価用
情報である。また、前記層間反射波の既知情報は、既知のポロシティを含む試験片から得
られた評価用情報である。それゆえ、これら評価用情報を、実測に基づく変化情報と対比
することで、複合材料内におけるポロシティの分布を、より精細に推測することが可能と
なる。
【００１８】
本発明に係るポロシティ評価装置は、前記の課題を解決するために、プリプレグを複数
枚積層した後に硬化させて得られる、多層構造の複合材料の一方の面である入射面に対し
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て、当該複合材料の厚さ方向に向かって超音波を入射するとともに、当該入射面からの反
射波を受信する、超音波検出器と、受信した前記反射波を全体反射波とし、当該全体反射
波に含まれる、前記多層構造の層間界面からの反射波を層間反射波としたときに、前記全
体反射波を時間−周波数解析することで、前記複合材料に含まれるポロシティの厚さ方向
の分布を評価するために用いられる、前記層間反射波の時間的な変化情報を取得する、時
間−周波数解析器と、を備えている構成である。
【００１９】
前記構成のポロシティ評価装置においては、前記変化情報から表示用情報を生成する表
示用情報生成器と、前記表示用情報を用いて前記変化情報を表示可能とする表示器と、を
さらに備えている構成であってもよい。
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【００２０】
また、前記構成のポロシティ評価装置においては、前記時間−周波数解析器より得られ
る前記変化情報を、評価用情報と対比することにより、前記複合材料内における前記ポロ
シティの分布を推測する、ポロシティ評価器、を備え、前記評価用情報として、模擬的な
前記層間反射波の変化情報、および、予め取得した前記複合材料の前記層間反射波の既知
情報の少なくとも一方が用いられ、模擬的な前記層間反射波の前記変化情報は、モデル化
した前記ポロシティを含む前記複合材料に対する、前記超音波の入射および前記反射波の
受信を、数値シミュレーションにより模擬的に再現して得られるものであり、前記既知情
報は、既知の前記ポロシティを含む前記複合材料の試験片に対して、前記超音波の入射お
よび前記反射波の受信を行うことにより取得されたものである構成であってもよい。
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【００２１】
また、前記構成のポロシティ評価装置においては、前記数値シミュレーションを行う超
音波送受信シミュレータ、および、前記評価用情報を複数記憶する評価用情報データベー
スの少なくとも一方を備え、前記ポロシティ評価器は、前記超音波送受信シミュレータ、
および、前記評価用情報データベースの少なくとも一方から、前記評価用情報を取得する
構成であってもよい。
【発明の効果】
【００２２】
本発明では、以上の構成により、複合材料に含まれるポロシティの総量的な評価だけで
なく、厚さ方向の分布も評価可能とする技術を提供することができる、という効果を奏す
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る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】（ａ）は、本発明の評価対象である複合材料であって、ポロシティを含まない健
全複合材料の一例を示す模式的断面図であり、（ｂ）および（ｃ）は、ポロシティを含む
欠陥複合材料の一例を示す模式的断面図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態１に係る複合材料のポロシティ評価方法の一例を示
す工程図である。
【図３】（ａ）は、ポロシティ評価のために複合材料に入射された超音波の反射波につい
て説明する模式図であり、（ｂ）および（ｃ）は、ポロシティによる反射波の減衰につい
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て説明する模式図である。
【図４】図４は、図２に示すポロシティ評価方法を実施するためのポロシティ評価装置の
一例を模式的に示すブロック図である。
【図５】図５は、図４に示すポロシティ評価装置の変形例を示すブロック図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態２に係る複合材料のポロシティ評価方法の一例を示
す工程図である。
【図７】図７は、図６に示すポロシティ評価方法を実施するためのポロシティ評価装置の
一例を模式的に示すブロック図である。
【図８】図８は、図７に示すポロシティ評価装置の変形例を示すブロック図である。
【図９】図９は、図７または図８に示すポロシティ評価装置の変形例を示すブロック図で
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ある。
【図１０】図１０は、本発明の実施例の結果であって、ポロシティ評価用サンプルから得
られた反射波の波形を示す波形図である。
【図１１】（ａ）〜（ｄ）は、本発明の実施例の結果であって、ポロシティ評価用サンプ
ルから得られた反射波の時間−周波数解析の結果を示すグラフである。
【図１２】（ａ）および（ｂ）は、本発明の実施例の結果であって、ポロシティ評価用サ
ンプルから得られた反射波の時間−周波数解析の結果と、反射波の数値シミュレーション
の結果との対比を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
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以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下では
全ての図を通じて同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、その重複する説明
を省略する。
【００２５】
（実施の形態１）
［複合材料］
まず、本発明においてポロシティの評価対象となる複合材料について図１（ａ）〜図１
（ｃ）を参照して具体的に説明する。なお、本発明においては、「ポロシティ」とは、前
述したように、「分散した多数の微小な空孔状の欠陥」を意味する。「ポロシティ」とい
う用語には、空孔状の欠陥の含有率を含む場合もあるが、本実施の形態では、「ポロシテ
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ィ」は欠陥そのものを指すものとする。
【００２６】
図１（ａ）〜図１（ｃ）に示すように、本発明における複合材料１００Ａ〜１００Ｃは
、複数のプライ１０１が積層された多層構造となっている。各プライ１０１は、基本的に
、強化材料である繊維材料とマトリクス材料である熱硬化性樹脂組成物とで構成されてお
り、このプライ１０１が複数積層されて一体化されることで、単一の複合材料１００Ａ〜
１００Ｃとなる。
【００２７】
複合材料１００Ａ〜１００Ｃのうち、図１（ａ）に示す健全複合材料１００Ａは、その
内部に欠陥を有さない理想的な状態であるが、図１（ｂ）に示す欠陥複合材料１００Ｂま
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たは図１（ｃ）に示す欠陥複合材料１００Ｃは、いずれもその内部に複数のポロシティ１
０２（微小な空孔状の欠陥）を含んでいる。ポロシティ１０２としては、図１（ｂ）また
は図１（ｃ）に示すように、プライ１０１同士の間に生じているポロシティ１０２Ａと、
プライ１０１の内部に生じているポロシティ１０２Ｂとが存在する。このうち図１（ｂ）
に示す欠陥複合材料１００Ｂでは、ポロシティ１０２Ａおよび１０２Ｂのいずれも比較的
分散して存在しているが、図１（ｃ）に示す欠陥複合材料１００Ｃでは、ポロシティ１０
２Ａおよび１０２Ｂは一方の面側に偏在している。
【００２８】
なお、図１（ａ）〜図１（ｃ）では、複合材料１００Ａ〜１００Ｃは、それぞれ平板状
の部材として図示しているが、この図示は便宜的なものであり、実際の評価対象となる複
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合材料は、その用途に応じた様々な形状に成形された成形品となっている。本実施の形態
における「複合材料」とは、「材料」としての複合材料そのものを指すだけでなく、評価
対象である「複合材料製の成形品」についても指すものとする。また、下記の説明では、
健全複合材料１００Ａと欠陥複合材料１００Ｂおよび１００Ｃとの区別なく、「複合材料
」を指すときには、「複合材料１００」と表記する。
【００２９】
複合材料１００は、一般的には、プリプレグを所望の形状に合わせて積層（プライアッ
プ）してから、オートクレーブ（圧力釜）により加熱および加圧して硬化させることによ
り製造される。プリプレグは、繊維材料に熱硬化性樹脂組成物を含浸させて半硬化状態と
したものである。

10

【００３０】
複合材料１００に用いられる熱硬化性樹脂は特に限定されず、複合材料の分野で公知の
熱硬化性樹脂、例えば、エポキシ樹脂、ビスマレイミド樹脂、ビニルエステル樹脂、不飽
和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、シリコーン樹脂等の熱硬化性樹脂が挙げられる。
これら樹脂は単一種類のみを用いてもよいし、複数種類を適宜組み合わせて用いてもよい
。
【００３１】
また、熱硬化性樹脂に対しては、溶剤、硬化剤、硬化促進剤、安定剤、帯電防止剤等の
種々の添加剤が含まれてもよい。それゆえ、複合材料１００を構成するマトリクス材料は
、１種類以上の熱硬化性樹脂のみで構成されてもよいが、他の成分を含む熱硬化性樹脂組
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成物として構成されてもよい。したがって、本実施の形態における「熱硬化性樹脂組成物
」には、熱硬化性樹脂とともに他の成分を含む組成物だけでなく、複数種類の熱硬化性樹
脂からなる樹脂混合物、あるいは、単一種類の熱硬化性樹脂も含まれるものとする。
【００３２】
複合材料１００に用いられる繊維材料は、熱硬化性樹脂組成物とともに用いることで得
られる成形品（複合材料）を強化できるものであれば特に限定されない。具体的には、例
えば、炭素繊維、ポリエステル繊維、ＰＢＯ（ポリパラフェニレンベンゾビスオキサゾー
ル）繊維、ボロン繊維、アラミド繊維、ガラス繊維、シリカ繊維（石英繊維）、炭化ケイ
素（ＳｉＣ）繊維、ナイロン繊維、等が挙げられる。これら繊維材料は単一種類のみを用
いてもよいし、複数種類を適宜組み合わせて用いてもよい。例えば航空機分野では、炭素
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繊維が好適に用いられる。また、繊維材料の長さおよび直径等も特に限定されず、複合材
料１００の用途に応じて適宜設定すればよい。
【００３３】
複合材料１００において、繊維材料と熱硬化性樹脂組成物との比率は特に限定されず、
その用途または使用条件等に応じて適宜設定することができる。さらに、複合材料１００
には、繊維材料および熱硬化性樹脂組成物以外に、公知の他の材料を含んでもよい。
【００３４】
本発明における複合材料１００は、スポーツ用品、産業機械、車両、航空宇宙等の様々
な分野に用いられるものであり、その用途は特に限定されない。特に代表的な用途として
は、航空機用部品等の航空宇宙分野を挙げることができる。

40

【００３５】
航空宇宙分野では、強度等に関する基準が他の分野よりも厳しいが、あらゆる部品につ
いて一律に強度等が規定されているわけではなく、部品の種類または役割等に応じて強度
低下の許容性に差がある。また、前述したように、航空機分野では、複合材料製部品を製
造するに際して、複数の部品を同時に一体成形する手法を用いることができるため、同時
に成形された部品であっても、ポロシティの発生状況は一律ではない。本発明においては
、このような航空機用部品について、それぞれポロシティを良好に評価することが可能と
なる。
【００３６】
［ポロシティ評価方法］
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次に、本実施の形態１に係るポロシティ評価方法について、図２および図３（ａ）〜図
３（ｃ）を参照して具体的に説明する。
【００３７】
本発明に係るポロシティ評価方法は、複合材料１００に含まれるポロシティ１０２を総
量的に評価できるだけでなく、厚さ方向の偏在等の分布についても評価可能とする方法で
ある。例えば、図１（ｂ）に示す欠陥複合材料１００Ｂと、図１（ｃ）に示す欠陥複合材
料１００Ｃとは、内部に含まれるポロシティ１０２の分布が異なるものの、ポロシティ１
０２の総量が実質的に同じであるとする。このとき、従来の評価方法であれば、健全複合
材料１００Ａと、欠陥複合材料１００Ｂまたは１００Ｃとの違いを評価することはできる
ものの、同量のポロシティ１０２を含む欠陥複合材料１００Ｂと欠陥複合材料１００Ｃと
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の違いを評価することは実質的に困難である。
【００３８】
これに対して、本実施の形態に係るポロシティ評価方法は、図２に示すように、複合材
料１００に対して入射された超音波の反射波を時間−周波数解析する。これにより、複合
材料１００内において、ポロシティ１０２が偏在しているか否か等の分布を評価すること
ができる。このポロシティ評価方法について、例えば、図３（ａ）に示す３層構造の欠陥
複合材料１００Ｂまたは１００Ｃと、図３（ｂ）および図３（ｃ）に示す５層構造の欠陥
複合材料１００Ｂまたは１００Ｃとを想定して、模式的に説明する。
【００３９】
図３（ａ）〜図３（ｃ）では、複合材料１００の一方の面（例えば表面）を入射面１０
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３とし、他方の面（例えば裏面）を底面１０４とし、プライ１０１同士の界面を多層構造
の層間界面１０５としている。なお、図３（ａ）〜図３（ｃ）では、説明の便宜上、各プ
ライ１０１内部に存在するポロシティ１０２（図１（ｂ）および図１（ｃ）におけるポロ
シティ１０２Ｂ）のみを図示し、プライ１０１の界面に存在するポロシティ１０２（図１
（ｂ）および図１（ｃ）におけるポロシティ１０２Ａ）については図示していない。
【００４０】
さらに、図３（ａ）〜図３（ｃ）では、入射面１０３から超音波を入射すると、超音波
の入射波Ｗｉの一部は底面１０４で反射されて底面反射波Ｗｒ１となるとともに、底面１
０４に至る前に層間界面１０５で一部が反射されて層間反射波Ｗｒ２となる。したがって
、入射面１０３で受信される反射波Ｗｒには、底面反射波Ｗｒ１および層間反射波Ｗｒ２
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が含まれる。そこで、説明の便宜上、受信される全ての反射波Ｗｒを「全体反射波Ｗｒ」
と称する。
【００４１】
ここで、全体反射波Ｗｒは、複合材料１００の入射面１０３側（入射面１０３に近接す
る位置）で受信（検出）される超音波の反射波であって、図３（ａ）の細い破線に示すよ
うに、底面反射波Ｗｒ１および層間反射波Ｗｒ２に加えて、表面反射波Ｗｒ０も含まれる
。この表面反射波Ｗｒ０は、超音波が入射面１０３で反射されることにより生じる反射波
である。
【００４２】
なお、複合材料１００の入射面１０３に対して超音波を入射した場合、実際の超音波の
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挙動は複雑なものとなる。具体的には、超音波が複合材料１００の入射面１０３に対して
垂直に入射した場合に、当該超音波は底面１０４に向かって下向きに伝搬する経路と、底
面１０４で反射された後に、入射面１０３に向かって上向きに伝搬する経路とで、それぞ
れ同一のポロシティ１０２により散乱されて減衰する。しかしながら、図３（ａ）〜図３
（ｃ）では、説明の便宜上、上向きに伝搬する経路で散乱される状態のみを図示している
。それゆえ、入射波Ｗｉ、底面反射波Ｗｒ１および層間反射波Ｗｒ２についても単純な矢
印と見なして、いずれも太い破線で図示している。また、図３（ａ）〜図３（ｃ）におい
て入射波Ｗｉおよび反射波Ｗｒ０、Ｗｒ１およびＷｒ２が成す角度も便宜上の図示であっ
て、実際の超音波の挙動を表すものではない。
【００４３】
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さらに、図３（ａ）では、層間反射波Ｗｒ２としては、上から第一層および第二層のプ
ライ１０１同士の層間界面１０５で反射されたものと、第二層および第三層のプライ１０
１同士の層間界面１０５で反射されたものの２つを図示している。このうち、後者の層間
反射波Ｗｒ２は、第二層のプライ１０１に存在するポロシティ１０２で一部が散乱されて
減衰したものとして、蛇行した点線矢印で図示している。この減衰した層間反射波Ｗｒ２
の図示については、図３（ｂ）および図３（ｃ）でも同様である。
【００４４】
また、図３（ｂ）および図３（ｃ）では、いずれも向かって左側に、ポロシティ１０２
が分散して存在する欠陥複合材料１００Ｂを図示しており、向かって右側に、入射面１０
３側にポロシティ１０２が偏在する欠陥複合材料１００Ｃを図示している。図３（ｂ）お
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よび図３（ｃ）のいずれにおいても、ポロシティ１０２は、左右それぞれ２つずつのみ図
示している。欠陥複合材料１００Ｂでは、ポロシティ１０２は、上から第二層のプライ１
０１と、下から第二層（上から第四層）のプライ１０１と、に図示している。また、欠陥
複合材料１００Ｃでは、上から第二層のプライ１０１と、上から第三層のプライ１０１と
、に図示している。
【００４５】
図２に示すポロシティ評価方法では、まず、入射面１０３から複合材料１００の厚さ方
向に向かって超音波を入射し（図３（ａ）の入射波Ｗｉ参照）、当該入射面１０３から超
音波の全体反射波Ｗｒを受信する（工程Ｓ１１）。次に、受信した全体反射波Ｗｒを時間
−周波数解析することにより、全体反射波Ｗｒに含まれる層間反射波Ｗｒ２の時間的な変
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化情報を取得する（工程Ｓ１２）。そして、取得した変化情報に基づいて、複合材料１０
０の厚さ方向について、ポロシティ１０２の分布を評価する（工程Ｓ１３）。
【００４６】
従来の一般的なポロシティ評価方法では、底面反射波Ｗｒ１の減衰率（または減衰特性
等）に基づいてポロシティ１０２を評価しているので、実質的に総量的な評価しかできな
い。例えば、図３（ｂ）に示す模式例では、欠陥複合材料１００Ｂおよび１００Ｃのいず
れにおいても、底面反射波Ｗｒ１は、２つのポロシティ１０２で一部が散乱され減衰して
入射面１０３に到達する。
【００４７】
それゆえ、底面反射波Ｗｒ１の減衰率は、複合材料１００の厚さ方向の総量を反映した
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ものになるが、厚さ方向の分布の違いを十分に反映していない。したがって、底面反射波
Ｗｒ１の減衰率のみでは、厚さ方向におけるポロシティ１０２の分布の違いを考慮した評
価を行うことはできない。つまり、底面反射波Ｗｒ１の減衰率のみを測定する場合、ポロ
シティ１０２が分散している欠陥複合材料１００Ｂと、入射面１０３側に偏在している欠
陥複合材料１００Ｃとの違いについては十分に評価できないことになる。
【００４８】
これに対して、図３（ｃ）に示す模式例では、第三層および第四層の間の層間界面１０
５で反射された層間反射波Ｗｒ２を示している。図３（ｃ）における向かって左側の欠陥
複合材料１００Ｂでは、層間反射波Ｗｒ２は、底面１０４側のポロシティ１０２で散乱さ
れずに、入射面１０３側のポロシティ１０２のみで散乱されるので、その減衰率は、１つ
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のポロシティ１０２に対応する。一方、向かって右側の欠陥複合材料１００Ｃでは、層間
反射波Ｗｒ２は、入射面１０３側の２つのポロシティ１０２で散乱されるので、その減衰
率は、２つのポロシティ１０２に対応する。それゆえ、図３（ｃ）に示す例では、欠陥複
合材料１００Ｃの層間反射波Ｗｒ２の方が、欠陥複合材料１００Ｂの層間反射波Ｗｒ２よ
りも減衰率が大きくなる。
【００４９】
層間反射波Ｗｒ２は、第三層および第四層の間の層間界面１０５だけでなく、第一層〜
第五層のそれぞれの間の層間界面１０５でも発生する。また、実際の層間反射波Ｗｒ２は
、図３（ｂ）および図３（ｃ）に示すような単純な矢印として伝搬するわけではなく、欠
陥複合材料１００Ｂまたは１００Ｃの各層間界面１０５で反射と透過とを繰り返しながら
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伝搬する。
【００５０】
全体反射波Ｗｒを時間−周波数解析すれば、全体反射波Ｗｒを構成する個々の周波数成
分について、それぞれの時間的な変化を捕捉することができる。そこで、層間反射波Ｗｒ
２に対応する周波数成分について、その時間的な変化（減衰）を変化情報として取得すれ
ば、この変化情報から、欠陥複合材料１００Ｂまたは１００Ｃの厚さ方向におけるポロシ
ティ１０２の分布を評価することが可能となる。この変化情報は、時間−周波数解析の結
果得られる情報であって、かつ、ポロシティ１０２の分布を評価することが可能な情報で
あれば特に限定されない。例えば、後述する実施例では、特徴的な周波数域の持続振動を
変化情報として取得している。この周波数域は、複合材料１００の構造（積層数、層厚、

10

成形品としての形状等）に応じて適宜異なるものであって、特定の周波数域に限定されな
い。
【００５１】
図３（ｂ）または図３（ｃ）では、複合材料１００を模式的に５層構造として図示して
いるが、実際の複合材料１００は、数十層から百層以上の多層構造となっている。それゆ
え、このような多層構造の複合材料１００に超音波を入射すれば、多数の層間界面１０５
それぞれで層間反射波Ｗｒ２が発生することになる。これにより、底面１０４のみで生じ
る底面反射波Ｗｒ１に比べて、層間反射波Ｗｒ２は、複合材料１００の厚さ方向内で全体
的に生じるため、その減衰率も多岐にわたることになる。このような層間反射波Ｗｒ２を
利用することができれば、多層構造を構成する各層の状態を含む変化情報を取得すること
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ができる。これにより豊富な情報を得ることができるので、複合材料１００内のポロシテ
ィ１０２の分布をより詳細に評価することも可能となる。
【００５２】
ここで、超音波（入射波Ｗｉ）の周波数は特に限定されず、超音波探傷検査の分野で公
知の周波数域を選択することができる。ただし、本発明では、底面反射波Ｗｒ１の減衰に
着目した従来のポロシティ評価方法とは異なり、層間反射波Ｗｒ２に着目するので、入射
面１０３において層間反射波Ｗｒ２を受信しやすい周波数域を選択することが好ましい。
具体的には、従来のポロシティ評価方法の入射周波数（底面反射波Ｗｒ１の減衰に基づい
てポロシティ１０２を総量的に評価するために用いられる周波数）を、例えば「標準周波
数」とすれば、本発明に係るポロシティ評価方法の入射周波数は、標準周波数よりも高く
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設定されてもよい。
【００５３】
超音波探傷検査の分野では、一般に、伝搬距離に対して超音波の波長が短すぎると、超
音波の減衰が大きくなって反射波（特に底面反射波Ｗｒ１）を良好に受信できなくなるこ
とが知られている。それゆえ、従来のポロシティ評価方法では、複合材料１００の厚さ方
向全体を往復しても減衰が大きくなり過ぎないように、入射周波数としては、相対的に低
い周波数域を選択している。これに対して本発明では、従来のポロシティ評価方法におけ
る技術常識とは逆の発想に基づき、相対的に高い周波数域を選択する。これにより、個々
の層間界面１０５から良好な層間反射波Ｗｒ２を得やすくすることができる。
【００５４】

40

例えば、底面反射波Ｗｒ１が良好に受信できない程度に入射周波数を高くした場合、底
面１０４からの底面反射波Ｗｒ１、または、底面１０４に近い層間界面１０５から良好な
層間反射波Ｗｒ２が得られない可能性がある。しかしながら、ポロシティの分布を評価す
る上では、入射面１０３に近い層間界面１０５から層間反射波Ｗｒ２を受信することを優
先すればよい。それゆえ、入射周波数としては、従来よりも高い周波数域を選択して設定
することが可能となる。
【００５５】
前述したように、入射波Ｗｉは、入射面１０３から見て手前に位置するポロシティ１０
２で散乱されて減衰し、層間反射波Ｗｒ２となる。そのため、本発明では、前記の通り、
入射面１０３側に近い層間反射波Ｗｒ２を取得することを優先すればよい。逆に、底面反
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射波Ｗｒ１、あるいは、底面１０４に近い層間界面１０５から層間反射波Ｗｒ２を得るた
めに、入射周波数を低く設定すると、入射面１０３に近い層間界面１０５から良好な層間
反射波Ｗｒ２が受信できない可能性がある。
【００５６】
なお、各層間界面１０５から層間反射波Ｗｒ２を良好に受信できる入射周波数は、複合
材料１００を構成するプライ１０１の厚さに応じて設定すればよい。複合材料１００の厚
さ方向において、どの程度の深さまで層間反射波Ｗｒ２を受信できるか否かは、複合材料
１００の材質等の条件によって決定される。例えば、約半分程度の深さまで層間反射波Ｗ
ｒ２を受信できれば、複合材料１００の厚さ全体について層間反射波Ｗｒ２を受信するこ
とが可能となる。つまり、表面を入射面１０３として表面から層間反射波Ｗｒ２を受信し

10

、入射面１０３を裏面に変えて、裏面から層間反射波Ｗｒ２を受信すれば、結果的に、複
合材料１００の厚さ全体についてポロシティ１０２の分布を評価することができる。
【００５７】
また、本発明においては、ポロシティ１０２の分布評価だけでなく総量的な評価も行っ
てよい。前述したように、本発明では、入射面１０３に近い層間界面１０５から優先して
層間反射波Ｗｒ２を受信すればよい。それゆえ、底面反射波Ｗｒ１は基本的に不要な反射
波となる。しかしながら、総量的な評価を行う場合には、層間反射波Ｗｒ２と底面反射波
Ｗｒ１との双方が良好に受信できるような周波数域を選択してもよいことは、言うまでも
ない。
20

【００５８】
さらに、本発明においては、入射周波数は、複合材料１００を構成するプライ１０１の
厚さに応じて変更可能とすることが好ましい。実際の評価対象となる複合材料１００は、
所定の形状を有する成形品であるため、１つの成形品であってもその厚さ（または積層数
）が異なる場合がある。それゆえ、入射周波数を変更可能とすることにより、様々な形状
または用途の複合材料１００について、汎用的にポロシティ評価を実施することが可能と
なる。
【００５９】
ここで、入射周波数の変更手法は特に限定されず、入射波Ｗｉとして用いる超音波の周
波数を、好適な周波数に設定（特定の周波数を選択）すればよい。本実施の形態では、諸
条件に応じた好適な周波数を含む広帯域の超音波を、入射波Ｗｉとして用いればよい。こ
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の点について具体的に説明する。
【００６０】
層間反射波Ｗｒ２が顕著に生じる場合とは、複合材料１００における各プライ１０１同
士の間（層間）からの層間反射波Ｗｒ２の位相が概ね揃う場合ということができる。そこ
で、各層間からの層間反射波Ｗｒ２が全て揃う場合を想定し、そのための条件について模
式的に検討する。プライ１０１の厚さ方向の超音波伝搬速度をｃとし、プライ１０１の厚
さをｈとし、入射波Ｗｉの周波数（入射周波数）をｆとして、入射波Ｗｉの波長をλとす
ると、ｃ、ｈ、ｆおよびλの関係は、下記式（１）として概算することができる。
【００６１】
λ＝ｃ／ｆ＝２ｈ

・・・（１）
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それゆえ、入射周波数ｆは、超音波伝搬速度ｃおよびプライ１０１の厚さｈを用いて下
記（２）式として表現することができる。
【００６２】
ｆ＝ｃ／（２ｈ）

・・・（２）

プライ１０１がＣＦＲＰ製であれば、超音波伝搬速度ｃ（縦波伝搬速度）の代表的な値
は約３，０００ｍ／ｓとなることが知られている。そこで、この超音波伝搬速度ｃ＝３，
０００ｍ／ｓおよびプライ１０１の厚さｈから、上記式（２）に基づいて入射周波数ｆを
概算することができる。例えば、ＣＦＲＰ製のプライ１０１の厚さｈ＝０．１５ｍｍであ
れば、その入射周波数ｆ＝１０．０ＭＨｚに概算できる。また、プライ１０１の厚さｈ＝
０．１９ｍｍであれば、入射周波数ｆ＝７．９ＭＨｚに概算できる。また、プライ１０１
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の厚さｈ＝０．４０ｍｍであれば、入射周波数３．８ＭＨｚに概算できる。
【００６３】
超音波の送受信を実際に計測する場合には、入射波Ｗｉとして、上述した概算値のよう
に、式（２）の条件を満たすような周波数（好適な周波数）を含む比較的広帯域の超音波
を選択して用いればよい。このような広帯域の超音波を複合材料１００に入射し、少なく
とも層間反射波Ｗｒ２を受信して、時間−周波数解析すれば、好適な周波数の付近におい
て、層間反射波Ｗｒ２が顕著に生じていることを確認することができる。
【００６４】
［ポロシティ評価装置］
本実施の形態に係るポロシティ評価方法を実施する具体的な構成は特に限定されないが

10

、当該ポロシティ評価方法を実施するための代表的なポロシティ評価装置（本実施の形態
１に係るポロシティ評価装置）の一例について、図４および図５を参照して具体的に説明
する。
【００６５】
図４に示すように、本実施の形態に係るポロシティ評価装置１０Ａは、超音波検出器１
１、時間−周波数解析器１２、表示用情報生成器１３、および表示器１４を備えている。
【００６６】
超音波検出器１１は、探触子１１１および超音波送受信器１１２から構成され、複合材
料１００の一方の面を入射面１０３として、当該入射面１０３から厚さ方向に向かって超
音波を入射するとともに、当該入射面１０３からの全体反射波Ｗｒを受信する。超音波検
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出器１１の具体的な構成は特に限定されず、超音波探傷検査の分野で公知の構成を好適に
用いることができる。
【００６７】
また、この超音波検出器１１は、入射周波数が変更可能になっていることが好ましい。
通常、公称中心周波数の異なる複数種の探触子１１１を準備しておき、複合材料１００の
諸条件（材質、厚さ等）に応じて、好適な探触子１１１を適宜取り替えて用いればよい。
また、入射周波数を変更する構成（周波数調整器）は、超音波送受信器１１２に設けられ
てもよいし、超音波送受信器１１２とは別体としてポロシティ評価装置１０Ａが備えても
よい。
【００６８】
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なお、図４に示すブロック図では、探触子１１１が複合材料１００に直接接触したかた
ちで図示しているが、通常は、超音波の送受信面と入射面１０３との間に緩衝材（ディレ
ー材）を介在させる必要がある。この緩衝材の具体的な種類は特に限定されないが、後述
する実施例も含めて一般的には水が用いられる。したがって、超音波検出器１１は、複合
材料１００を水中に浸漬した状態で超音波を送受信するように構成されていればよい。ま
た、緩衝材としては、表面反射波Ｗｒ０およびこれに続く層間反射波Ｗｒ２の波形が受信
できるような材料であれば、必ずしも水に限定されず、公知の樹脂材料等であってもよい
。
【００６９】
時間−周波数解析器１２は、複合材料１００の入射面１０３から超音波検出器１１によ

40

って受信される全体反射波Ｗｒを時間−周波数解析することで、全体反射波Ｗｒに含まれ
る層間反射波Ｗｒ２の時間的な変化情報を取得する。この変化情報は、前記の通り、複合
材料１００に含まれるポロシティ１０２の厚さ方向の分布を評価するために用いられる情
報である。時間−周波数解析器１２の具体的な構成は特に限定されず、公知のスイッチン
グ素子、減算器、比較器等による論理回路等として構成されてもよいし、公知のプロセッ
サ（ＣＰＵ等）が記憶器（メモリ）に格納されるプログラムに従って動作することにより
実現される構成、すなわちプロセッサの機能構成であってもよい。
【００７０】
ここで、時間−周波数解析の具体的な手法は特に限定されない。本実施の形態では、後
述する実施例で説明するように、短時間フーリエ変換（ＳＴＦＴ）を採用している。また
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、ＳＴＦＴを実施する上のパラメータも特に限定されず、後述する実施例では、ＳＴＦＴ
を行う時間範囲、時間範囲の分割数、窓関数の種類、および窓関数の幅等を適宜設定して
いる。
【００７１】
表示用情報生成器１３は、時間−周波数解析器１２により得られた変化情報から、表示
用情報を生成する。表示用情報生成器１３の具体的な構成は特に限定されず、表示器１４
で画像を表示するための公知のプロセッサ（ＧＰＵ等）であればよい。また、時間−周波
数解析器１２と表示用情報生成器１３とは、それぞれ、１つのプロセッサがプログラムに
従って動作する機能構成であってもよい。
【００７２】
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表示器１４は、表示用情報生成器１３で生成された表示用情報に基づいて変化情報を画
像情報または数値情報等として表示する。表示器１４の具体的な構成は特に限定されず、
公知の液晶ディスプレイ等を好適に用いることができる。
【００７３】
また、図５に示すように、本発明では、少なくとも、超音波検出器１１および時間−周
波数解析器１２のみでポロシティ評価装置１０Ｂが構成されてもよい（なお、図５では、
説明の便宜上、探触子１１１および超音波送受信器１１２をまとめて超音波検出器１１の
ブロックとして図示している）。図５に示すポロシティ評価装置１０Ｂは、表示器１４（
および表示用情報生成器１３）を備えていないが、図５に示すように、外付けの表示装置
２３が接続可能な構成となっていればよい。さらに図示しないが、本発明に係るポロシテ
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ィ評価装置１０Ａまたは１０Ｂは、時間−周波数解析器１２以外の他の解析構成を備えて
いてもよい。具体的には、例えば、超音波の反射波を受信することによって得られる、ポ
ロシティ評価以外に関する情報に基づいて、複合材料１００の解析、評価または検査等を
行う公知の構成を挙げることができる。
【００７４】
なお、本実施の形態に係るポロシティ評価装置１０Ａまたは１０Ｂは、いずれも、変化
情報を表示器１４または表示装置２３で表示する構成である。それゆえ、前述した工程Ｓ
１３のポロシティ評価に関しては、ポロシティ評価装置１０Ａまたは１０Ｂのオペレータ
（複合材料１００の検査の担当者）が表示される画像情報等に基づいて評価することにな
る。もちろん、後述する実施の形態２のように、ポロシティ評価器を備えることによって

30

、ポロシティ評価装置１０Ａまたは１０Ｂそのものがポロシティ評価を行うように構成さ
れてもよい。
【００７５】
このように、本実施の形態に係るポロシティ評価方法およびポロシティ評価装置では、
複合材料中におけるポロシティの厚さ方向の分布状態を良好に評価することができるので
、例えば、一体成形された複数の複合材料製の部品について、異なる部品別に良好にポロ
シティレベルを評価することができる。例えば、航空機用部品であれば、前記の通り、各
部品の種類または役割等に応じて強度低下の許容性に差がある。そこで、本発明に係るポ
ロシティ評価方法により、部品別にポロシティ評価を行うとともに、ポロシティに由来す
る強度低下も評価することで、より効率的かつ良好な部品評価が可能となる。
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【００７６】
（実施の形態２）
前記実施の形態１に係るポロシティ評価方法（およびポロシティ評価装置１０Ａ、１０
Ｂ）は、複合材料１００からの反射波に基づいて、ポロシティ１０２の厚さ方向の分布を
評価する構成であったが、本実施の形態２に係るポロシティ評価方法は、さらに、数値シ
ミュレーションを併用することにより、複合材料１００内におけるポロシティ１０２の分
布をより精細に推測する構成となっている。本実施の形態に係るポロシティ評価方法につ
いて、図６を参照して具体的に説明する。
【００７７】
［ポロシティ評価方法］
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図６に示すように、本実施の形態に係るポロシティ評価方法は、工程Ｓ２１およびＳ２
２は前記実施の形態１に係るポロシティ評価方法における工程Ｓ１１およびＳ１２と同様
であるが、工程Ｓ２３および工程Ｓ２４を含んでいる点が異なっている。
【００７８】
図６に示すポロシティ評価方法では、前記実施の形態１と同様に、まず、入射面１０３
から複合材料１００の厚さ方向に向かって超音波を入射し、当該入射面１０３から超音波
の全体反射波Ｗｒを受信する（工程Ｓ２１）。次に、受信した全体反射波Ｗｒを時間−周
波数解析することにより、全体反射波Ｗｒに含まれる層間反射波Ｗｒ２の時間的な変化情
報を取得する（工程Ｓ２２）。
【００７９】

10

さらに、本実施の形態では、ポロシティ評価のための評価用情報を取得する（工程Ｓ２
３）。そして、取得した変化情報と評価用情報とを対比することにより、複合材料１００
内におけるポロシティ１０２の分布を推測する（工程Ｓ２４）。
【００８０】
工程Ｓ２３で取得する具体的な評価用情報は特に限定されないが、代表的には、（１）
モデル化したポロシティ１０２を含む欠陥複合材料１００Ｂまたは１００Ｃと、当該欠陥
複合材料１００Ｂまたは１００Ｃに対する超音波の入射および反射波の受信と、を模擬的
に再現する数値シミュレーションを行うことにより得られる模擬的な層間反射波Ｗｒ２の
変化情報（模擬的な再現結果）、（２）既知のポロシティ１０２を含む複合材料１００の
試験片を準備し、当該試験片に対して超音波の入射および反射波の受信を行うことにより
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取得される、層間反射波Ｗｒ２の既知情報が挙げられる。なお、説明の便宜上、前者（１
）を模擬的変化情報と称し、後者（２）を既知情報と略する。
【００８１】
まず、（１）模擬的変化情報の取得について説明すると、当該模擬的変化情報を取得す
るための数値シミュレーションとしては、公知の手法を好適に用いることができ、その具
体的な手法は特に限定されない。後述する実施例では、数値シミュレーションを行うに当
たって、欠陥複合材料１００Ｂまたは１００Ｃの模擬的な再現は、ポロシティ１０２を辺
長がガウス分布にしたがって分布した長方形断面としてモデル化し、模擬的な欠陥複合材
料１００Ｂまたは１００Ｃの断面中にランダムに分布させることによって行っている。さ
らに、欠陥複合材料１００Ｂまたは１００Ｃに対する超音波の入射および反射波の受信の

30

模擬的な再現は、実際の超音波の入射波形を用いて、有限要素解析法（ＦＥＭ）を用いて
行っている。
【００８２】
また、前記数値シミュレーションは、複合材料１００についてのポロシティ評価を行う
ときに、工程Ｓ２２で得られる実際の変化情報を参考にして毎回行ってもよいし、予め複
数回の数値シミュレーションを行ってデータベースを作成しておいてもよい。さらに、工
程Ｓ２２を行った後に、実際の変化情報に基づいて、数値シミュレーションを毎回実施し
、得られた再現結果をデータベースに登録してもよい。つまり、数値シミュレーション結
果のデータベースは、ポロシティ評価の実施に並行して徐々に構築してもよい。データベ
ースを徐々に構築する場合でも、ポロシティ評価を開始する前に、代表的な条件で数値シ
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ミュレーションを実施して、予備的なデータベースを予め作成してもよい。
【００８３】
次に、（２）既知情報の取得について説明すると、当該既知情報を取得するための試験
片の作製方法は特に限定されず、ポロシティ１０２の分布状況が予め判明するように、欠
陥複合材料１００Ｂまたは１００Ｃを公知の手法で作製すればよい。また、評価のために
改めて試験片を作製するのではなく、本実施の形態に係るポロシティ評価方法により得ら
れたポロシティ１０２の分布の推測結果（評価結果）を蓄積して、既知情報として用いて
もよい。この場合、評価対象となる複合材料１００が、既知情報を取得するための試験片
に相当する。また、試験片から取得された既知情報は、（１）模擬的変化情報と同様に、
データベースに記憶され、適宜読み出されればよい。
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【００８４】
なお、本実施の形態に係るポロシティ評価方法は、図６に示す４工程に限定されない。
例えば、評価用情報を取得する工程Ｓ２３は、実際の変化情報を取得する工程Ｓ２２の後
に実施されているが、最初に評価用情報を取得（先に工程Ｓ２３を実施）してから、実際
の変化情報を取得（後で工程Ｓ２１およびＳ２２を実施）してもよい。また、工程Ｓ２１
〜Ｓ２４以外の工程が含まれてもよい。
【００８５】
また、前記の通り、工程Ｓ２３では、評価用情報が（１）模擬的変化情報であっても（
２）既知情報であっても、データベースに記憶された情報を適宜読み出して用いることが
できる。それゆえ、評価用情報が（１）模擬的変化情報であれば、工程Ｓ２２が行われた
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後に、数値シミュレーションを行わずに、データベースから適宜シミュレーション結果を
読み出せばよい。また、データベースは、ポロシティ評価方法を実施する現場に準備され
ている必要はなく、通信ネットワークを介して別の場所に準備されてもよい。この場合、
工程Ｓ２３では、通信により評価用情報を取得することになる。このように、工程Ｓ２３
における評価用情報の取得の方法は特に限定されない。
【００８６】
さらに、工程Ｓ２４で用いられる評価用情報は、１種類のみでもよいし２種類以上であ
ってもよい。例えば、工程Ｓ２４では、取得された実際の変化情報と（１）模擬的変化情
報と対比させてもよいし、実際の変化情報と（２）既知情報とを対比させてもよいし、実
際の変化情報に対して（１）模擬的変化情報および（２）既知情報の双方を対比させても
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よいし、評価用情報として（１）模擬的変化情報および（２）既知情報以外の他の情報を
１種類以上用いることができるのであれば、これら３種類以上の情報をそれぞれ実際の変
化情報に対比させてもよい。
【００８７】
［ポロシティ評価装置］
本実施の形態に係るポロシティ評価方法を実施する具体的な構成は特に限定されないが
、前記実施の形態１と同様に、代表的なポロシティ評価装置（本実施の形態２に係るポロ
シティ評価装置）の一例について、図７、図８および図９を参照して具体的に説明する。
【００８８】
図７または図８に示すように、本実施の形態に係るポロシティ評価装置１０Ｃまたは１
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０Ｄは、基本的には前記実施の形態１に係るポロシティ評価装置１０Ａまたは１０Ｂと同
様の構成を有しているが、ポロシティ評価器１５を少なくとも備えている点が異なってい
る。
【００８９】
ポロシティ評価器１５は、前記時間−周波数解析器より得られる変化情報を、前述した
評価用情報と対比することにより、複合材料１００内におけるポロシティ１０２の分布を
推測する。評価用情報としては、前述した通り、（１）模擬的変化情報または（２）既知
情報、もしくはその両方を（あるいは他の情報も）用いることができる。これら評価用情
報は、図７に示す超音波送受信シミュレータ１６（模擬的変化情報のみ）、または、図８
に示す評価用情報データベース１７（模擬的変化情報および既知情報の少なくとも一方）
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から取得すればよい。
【００９０】
ポロシティ評価器１５の具体的な構成は特に限定されず、公知のスイッチング素子、減
算器、比較器等による論理回路等として構成されてもよいし、公知のプロセッサがプログ
ラムに従って動作する機能構成であってもよい。また、ポロシティ評価器１５によって行
われるポロシティ評価は、前述した工程Ｓ２４の評価、すなわち、実際の変化情報と評価
用情報とを対比して、ポロシティ１０２の分布を推測する評価に限定されず、公知の他の
評価手法を採用してもよい。
【００９１】
図７に示すポロシティ評価装置１０Ｃでは、ポロシティ評価器１５は、超音波送受信シ
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ミュレータ１６から模擬的変化情報を取得する構成となっている。それゆえ、このポロシ
ティ評価装置１０Ｃは、前述したポロシティ評価方法のうち、数値シミュレーションを毎
回行う構成に対応する。超音波送受信シミュレータ１６は、前述した模擬的変化情報を取
得するための数値シミュレーションを実施する構成である。その具体的な構成は特に限定
されず、数値シミュレーションのプログラムにしたがって公知のプロセッサが動作するこ
とにより実現される機能構成であればよい。
【００９２】
一方、図８に示すポロシティ評価装置１０Ｄは、ポロシティ評価器１５が、評価用情報
データベース１７から、模擬的変化情報および既知情報の少なくとも一方を取得する構成
となっている。それゆえ、このポロシティ評価装置１０Ｄは、前述したポロシティ評価方
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法のうち、データベースから再現結果を取得する構成に対応する。評価用情報データベー
ス１７の具体的な構成は特に限定されず、データベースを記憶可能とする公知の記憶装置
等であればよい。
【００９３】
さらに、図７または図８に示すポロシティ評価装置１０Ｃまたは１０Ｄは、超音波送受
信シミュレータ１６のみ、または、評価用情報データベース１７のみを備える構成である
が、本発明はこれに限定されず、図９に示すように、超音波送受信シミュレータ２６およ
び評価用情報データベース２７の双方を備える構成のポロシティ評価装置１０Ｅであって
もよい。
【００９４】
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図９に示すポロシティ評価装置１０Ｅは、公知の超音波探傷装置２１および公知の情報
処理装置２２を利用した「ポロシティ評価システム」として構成されている。公知の超音
波探傷装置２１としては、ポロシティ１０２以外の欠陥を検査する検査装置または従来の
ポロシティ評価（総量的評価）を行う検査装置等を挙げることができ、公知の情報処理装
置２２としては、例えば、パーソナルコンピュータ等を挙げることができるが特に限定さ
れない。したがって、本発明に係る「ポロシティ評価装置」は、図４、図５、図７および
図８に示すような、単一の「評価装置」に限定されず、複数の「装置」が互いに接続され
た「評価システム」も本発明の範囲に含まれる。
【００９５】
また、図９に示す例では、図５に示すポロシティ評価装置１０Ｂと同様に、外付けの表
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示装置２３を備える構成となっているが、図４に示すポロシティ評価装置１０Ａ、図７ま
たは図８に示すポロシティ評価装置１０Ｃまたは１０Ｄと同様に、情報処理装置２２その
ものが表示器１４を備える構成であってもよい。
【００９６】
さらに、図９に示す例では、超音波送受信シミュレータ２６および評価用情報データベ
ース２７は、図７または図８に示すポロシティ評価装置１０Ｃまたは１０Ｄのように内部
構成として備えられているのではなく、独立した「装置」として、情報処理装置２２に接
続されている。それゆえ、図７または図８に示すポロシティ評価装置１０Ｃまたは１０Ｄ
においても、超音波送受信シミュレータ１６または評価用情報データベース１７は、内部
構成ではなく外付け構成として備えられてもよい。
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【００９７】
このように、本実施の形態に係るポロシティ評価方法およびポロシティ評価装置では、
実測に基づく結果と、数値シミュレーションによる模擬的な再現結果（模擬的な変化情報
）とを対比しているので、複合材料製の部品中におけるポロシティレベルをより精細に評
価することができる。それゆえ、部品の評価精度の向上を図ることが可能となるとともに
、ポロシティに由来する強度低下の評価についても精度の向上を図ることが可能となる。
【００９８】
なお、本実施の形態に係るポロシティ評価装置１０Ｃ〜１０Ｅは、いずれも、実測に基
づく結果と数値シミュレーションによる模擬的な再現結果とを対比するポロシティ評価器
１５を備えている構成である。しかしながら、本発明はこれに限定されず、前記の通り、
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他の評価手法によりポロシティ１０２の分布を評価してもよいし、前記実施の形態１のよ
うに、ポロシティ評価装置１０Ｃ〜１０Ｅのオペレータが、ポロシティ評価器１５の評価
結果（表示器１４で画像情報等として表示される）に基づいて、さらなる評価を行っても
よい。また、ポロシティ評価器１５そのものが１種類のみではなく、２種類以上設けられ
てもよい。
【実施例】
【００９９】
本発明について、実施例および比較例に基づいてより具体的に説明するが、本発明はこ
れに限定されるものではない。当業者は本発明の範囲を逸脱することなく、種々の変更、
修正、および改変を行うことができる。なお、以下の実施例および比較例における測定方

10

法または解析方法は次に示すようにして行った。
【０１００】
（サンプルからの反射波の測定）
インサイト株式会社製FlexScan、および、公称中心周波数１０ＭＨｚの水浸用探触子を
用いて、ポロシティ評価用サンプルまたは比較健全サンプルの一方の面または他方の面に
対して超音波パルスを入射し、反射波を受信した。
【０１０１】
（反射波の時間−周波数解析）
ポロシティ評価用サンプルまたは比較健全サンプルから得られた超音波の反射波の測定
時間波形を、短時間フーリエ変換（ＳＴＦＴ）することにより、時間−周波数応答をグラ

20

フ化して解析した。このとき、ＳＴＦＴを行う時間範囲、並びに、窓関数の種類およびそ
の幅は、着目する周波数範囲および時間範囲に応じて適宜設定した。また、グラフ化に際
しては、時間波形をサンプリング周期毎に離散化して数値処理した。
【０１０２】
（数値シミュレーションによる解析）
ISHII, Yosuke, and BIWA, Shiro, Journal of Applied Physics 111, No. 084907 (20
12) に開示されている有限要素解析（ＦＥＭ）に基づいて、陰解法を用いて、数値シミュ
レーションを行うことにより、ポロシティ評価用サンプルまたは比較健全サンプルにおけ
る超音波の反射波を解析した。なお、数値シミュレーションにおいては、前記反射波の測
定に用いた入射波形を模擬して用いた。この入射波形は、中心周波数７ＭＨｚ程度の広帯
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域波となる。
【０１０３】
（実施例）
東邦テナックス株式会社製の航空機用複合材料ＵＴＳ５０／１３５（商品名）を用いて
、真空度７５０ｍｍＨｇ、加圧無し、硬化温度１８０℃の成形条件（オートクレーブ条件
）で成形を行うことにより、１２０ｍｍ×１００ｍｍかつ積層数（プライ数）２４（全体
の厚さが約４．６ｍｍ）の寸法のポロシティ評価用サンプルを作製した。積層構成は、２
４プライの繊維方向が全て同一方向の積層構成（[0]24）、および、繊維方向が０°、９
０°、４５°、−４５°の角度に均等に分配した擬似等方積層構成（[45/0/‑45/90]3s）
の２種類とした。なお、ＵＴＳ５０／１３５に用いられる炭素繊維は、同社製ＵＴＳ５０
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（商品名）のＵＤ（Uni‑Direction）材であり、用いられるマトリクス材料は、同社製の
高靭性エポキシ樹脂である。
【０１０４】
また、得られたポロシティ評価用サンプルは、一方の面（表面）側の半分がポロシティ
を４％含む欠陥複合材料となっており、他方の面（裏面）側の半分がポロシティを含まな
い健全複合材料となっている（図１（ｃ）参照）。それゆえ、ポロシティ評価用サンプル
全体としては、ポロシティの総量が２％となる。
【０１０５】
得られたポロシティ評価用サンプルの表面（欠陥偏在側）から、前述した通り超音波を
入射して反射波を測定するとともに、裏面（健全側）からも超音波を入射して反射波を測
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定した。得られた結果のうち、擬似等方積層構成のポロシティ評価用サンプルについての
結果を図１０の「実施例（表面）」および「実施例（裏面）」に示す。
【０１０６】
また、表面または裏面で測定された反射波について、前述した通り時間−周波数解析を
行ってグラフ化した。その結果を図１１（ａ）（表面側の解析結果）および図１１（ｂ）
（裏面側の解析結果）に示す。
【０１０７】
さらに、前述した数値シミュレーションにより、ポロシティ評価用サンプルにおける表
面側および裏面側の反射波を再現してグラフ化した。この数値シミュレーションに際して
、ポロシティは、ポロシティ評価用サンプルの断面全体において、平均値０．１ｍｍ×０

10

．２ｍｍ、かつ、辺長がガウス分布にしたがって分布した長方形断面としてモデル化し、
表面側（図１（ｃ）参照）に偏在させた。その結果を図１２（ａ）（表面側の解析結果）
および図１２（ｂ）（裏面側の解析結果）に示す。なお、図１２（ａ）および図１２（ｂ
）の上側のグラフは実測結果を示しており、下側のグラフは数値シミュレーションによる
結果を示している。
【０１０８】
（比較例）
ポロシティを含まないこと、並びに、成形条件の加圧を４００ｋＰａとしたこと以外は
、実施例と同様にして、１２０ｍｍ×１００ｍｍかつ積層数（プライ数）２４（全体の厚
さが約４．６ｍｍ）の寸法の比較健全サンプルを作製した。
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【０１０９】
得られた比較健全サンプルについて、実施例と同様にして、表面または裏面からそれぞ
れ超音波を入射して反射波を測定した。得られた結果のうち、擬似等方積層構成のポロシ
ティ評価用サンプルについての結果を図１０の「比較例（表面）」および「比較例（裏面
）」に示す。
【０１１０】
また、表面または裏面で測定された反射波について、前述した通り時間−周波数解析を
行ってグラフ化した。その結果を図１１（ｃ）（表面側の解析結果）および図１１（ｄ）
（裏面側の解析結果）に示す。
【０１１１】
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（実施例および比較例の対比等）
図１０に示すように、ポロシティ評価用サンプルにおいては、表面および裏面のいずれ
の全体反射波Ｗｒにおいても、表面反射波Ｗｒ０（１．６〜１．７μｓ付近）に続く層間
反射波Ｗｒ２（実線の円で囲んだ箇所、１．８〜２．２μｓ付近）が確認されるが、表面
から入射した場合の層間反射波の振動は比較的早期に消失している。また、比較健全サン
プルにおいては、表面および裏面のいずれの全体反射波Ｗｒにおいても底面反射波Ｗｒ１
（破線の円で囲んだ箇所、４．６μｓ付近）が確認されるが、ポロシティ評価用サンプル
においては、底面反射波Ｗｒ１は確認されない。
【０１１２】
また、図１１（ｃ）および図１１（ｄ）に示すように、時間−周波数解析の結果、比較
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健全サンプルにおいては、図１０の結果と同様に、底面反射波Ｗｒ１に相当する信号（破
線の円で囲んだ領域）が確認できるが、図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示すように、
ポロシティ評価用サンプルでは、底面反射波Ｗｒ１に対応する信号は確認できない。
【０１１３】
また、比較健全サンプルにおいては、表面（図１１（ｃ））および裏面（図１１（ｄ）
）のいずれにおいても、図中実線の円で囲んだ領域に、表面反射波Ｗｒ０に続く周波数８
ＭＨｚ付近の成分の持続振動が確認できる。ポロシティ評価用サンプルでも、健全側であ
る裏面から超音波を入射した場合には、図１１（ｂ）の実線の円で囲んだ領域に、周波数
８ＭＨｚ付近の持続振動が確認できる。一方、ポロシティ偏在側である表面から超音波を
入射した場合には、図１１（ａ）に示すように、周波数８ＭＨｚ付近の持続振動は十分に
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確認することはできない。
【０１１４】
なお、図１１（ａ）〜図１１（ｄ）は、いずれも擬似等方積層構成のポロシティ評価用
サンプルの結果であるが、同一方向の積層構成のポロシティ評価用サンプルについても、
図示しないが、同様の傾向を示す結果が得られている。
【０１１５】
このように、ポロシティ評価用サンプルでは、表面および裏面のいずれから超音波を入
射しても、底面反射波Ｗｒ１は確認できず、また、表面反射波に続く持続振動の成分には
違いが認められる。それゆえ、全体反射波を時間−周波数解析して、層間反射波の時間的
な変化情報を取得することにより、複合材料に含まれるポロシティの厚さ方向の分布を評
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価できることが分かる。
【０１１６】
また、図示しないが、ポロシティ評価用サンプルにおいて、表面（欠陥偏在側）から超
音波を入射した場合の数値シミュレーション結果と、裏面（健全側）から超音波を入射し
た場合の数値シミュレーション結果と、ポロシティが均一に分布した場合の数値シミュレ
ーション結果と、を比較すると、健全側の面（裏面）から超音波を入射した方が、均一な
ポロシティを有する場合よりも、表面反射波Ｗｒ０に続く持続振動が長く持続し、表面か
ら超音波を入射した方が、均一なポロシティを有する場合よりも表面反射波Ｗｒ０に続く
持続振動が早く減衰することが分かった。
【０１１７】
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また、図１２（ａ）および図１２（ｂ）の上グラフは、ポロシティ評価用サンプルにお
いて反射波を実際に測定した場合の時間−周波数解析結果を示し、図１２（ａ）および図
１２（ｂ）の下グラフは、数値シミュレーションによる模擬的な時間−周波数解析結果を
示すが、上下のグラフの対比から明らかなように、実測された反射波の時間−周波数解析
結果の特徴は、数値シミュレーションの結果に良好に対応していることがわかる。
【０１１８】
それゆえ、数値シミュレーションにより得られる模擬的な層間反射波の変化情報（もし
くは、ポロシティの分布が既知の試験片から取得される層間反射波の既知情報）を、予め
データベース化しておけば、実測した層間反射波からの変化情報を、模擬的な変化情報（
もしくは、既知のポロシティ評価結果）に対比させることにより、複合材料内におけるポ
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ロシティの分布を精細に推測することが可能となることが分かる。
【０１１９】
上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである
。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく
、その構造及び／又は機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
本発明は、繊維強化樹脂複合材料に含まれるポロシティを評価する分野に、広く好適に
用いることができる。特に、本発明は、他の構造強度に関する要求が厳しい航空宇宙分野
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に用いられる複合材料のポロシティ評価に好適に用いることができる。
【符号の説明】
【０１２１】
１０Ａ

ポロシティ評価装置

１０Ｂ

ポロシティ評価装置

１０Ｃ

ポロシティ評価装置

１０Ｄ

ポロシティ評価装置

１１

超音波検出器

１２

時間−周波数解析器

１３

表示用情報生成器
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１４

表示器

１５

ポロシティ評価器

１６

超音波送受信シミュレータ

１７

評価用情報データベース

２１

超音波探傷装置

２２

情報処理装置

２３

表示装置

１００

複合材料

１００Ａ

健全複合材料

１００Ｂ

欠陥複合材料

１００Ｃ

欠陥複合材料

１０１

プライ

１０２

ポロシティ

１０３

入射面

１０４

底面

１０５

層間界面

１１１

探触子

１１２

超音波送受信器

Ｗｉ

入射波

Ｗｒ

全体反射波

Ｗｒ０

表面反射波

Ｗｒ１

底面反射波

Ｗｒ２

層間反射波
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