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In recent years, carbon fiber reinforced plastics (CFRP) has been increasingly used as a structural material in aircraft and 

aerospace components due to its potential of weight saving. Fiber waviness is known to be one of the process-induced defects which 

greatly decrease compressive strength of CFRP structures. Since conventional methods for waviness detection such as X-ray testing, 

ultrasonic testing and compressive test require huge cost on inspection, eddy current based technique for detection of out-of-plane 

fiber waviness is newly presented in this paper. Testing probe with a pickup coil which is perpendicular to driver coils and CFRP 

surface is proposed for sensing magnetic field component which is parallel to drive current. Proposed probe is designed for detecting 

out-of-plane component of induced eddy current in CFRP in order to detect out-of-plane fiber waviness. Experimental study on 

unidirectional CFRP with fiber waviness shows that pickup coil signal can be changed near fiber waviness. In addition, complex 

plane analysis is introduced to clearly judge whether tested CFRP has waviness or not and to identify the location of waviness. 

 

1 緒  言 

 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)は軽量かつ高強度，

高剛性であるという特長を有するため，近年，航空機や

ロケット部品などの大型構造物の構造材料として適用が

拡大しつつある． 

CFRP の成形時に発生する欠陥として繊維うねりがあ

る．繊維うねりの発生メカニズムは Kuglar らによって実

験的に調査され，CFRP とモールドの線膨脹係数の差が

大きく，成形中に材料内部の温度勾配が大きくなるほど

発生しやすくなることが示されている 1)．また，フィラ

メントワインディング成形においては，CFRP とマンド

レルの線膨脹係数の差が大きく，繊維の張力が不十分で

あることにより繊維うねりが発生しやすくなることが知

られている 2)．繊維うねりは CFRP 構造の圧縮強度を著

しく低下させるため，非破壊検査により検出する必要が

ある． 

 CFRP 中の繊維うねりの検出に対し，X 線 CT試験と超

音波探傷試験の適用が研究されている．X 線 CT は高精

度で繊維うねりの検出が可能であるが，装置が非常に高

価であり，検査にかかる時間も大きいという課題がある．

超音波探傷試験による繊維うねりの検出法として，パル

サー/レシーバーを少しずつ傾けながら測定したエコー

のエネルギーがうねり端部で健全部と異なることを検出

する手法が Zardanにより提案されている 3)．本手法は正

確にうねりの有無を知ることが可能であるが，一点を検

査するごとにパルサー/レシーバーの傾きを少しずつ変

化させた測定を行う必要があるため，検査にかかる時間

的コストが非常に大きくなるという問題がある．また，

うねりの存在によって特に製品の圧縮強度が問題となる

場合は圧縮試験によるスクリーニングテストにより不良

品の除去が行われるケースもあるが，こちらも検査コス

トが大きいという問題がある． 

渦電流探傷試験は CFRP のような導電性材料中にコイ

ルを用いて渦電流を発生させ，欠陥部における電流経路

の乱れを検出する非破壊検査法である．渦電流探傷試験

は非接触検査が可能であり，かつ装置も安価であるとい

う利点を有するため，繊維うねりの検出に適用すること

で既存の検査法で問題となっている検査コストの低減が

可能となると考えられる． 

 本研究では，CFRP 一方向材に発生した面外繊維うね

りを検出可能な渦電流探傷試験プローブを新たに提案し，

その有効性を実験的に検証した．また，渦電流探傷試験

における測定信号からうねりの有無とうねりの頂点の位

置をより正確に特定するため，複素電圧平面を利用した

手法を導入した． 

 

2 面外繊維うねり検出プローブ 

 図1に提案する面外繊維うねり検出手法を示す．図1(a)

に示すように，プローブは 2つの励磁コイルとその間に  
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Fig. 1 Proposed eddy current based technique for detection 

of out-of-plane fiber waviness in unidirectional CFRP. (a) 

schematic illustration of testing probe and eddy current 

distribution, (b) eddy current in upwardly convex waviness, 

(c) eddy current in downwardly convex waviness. 



配置された検出コイルで構成されている．提案手法では， 

2 つの励磁コイルに互いに同方向の交流電流を印加し，

一方向 CFRP に図 1(a)に示すような繊維方向に沿った渦

電流を発生させる．CFRP にうねりが無い場合，渦電流

が発生する磁界は検出コイルに対して平行であるため，

検出コイルを貫く磁界は理想的には 0になる．一方，図

1(b)，(c)に示すように CFRP中に面外繊維うねりが存在

する場合，渦電流は厚さ方向に迂回し，渦電流の作る磁

界は検出コイルに対して平行ではなくなる．これより磁

界が検出コイルを貫き，検出コイルには電圧が発生する

ことから，うねりを検出することが可能であると考えら

れる．図 2に作製した試験プローブを示す．励磁コイル

は 15回巻き，検出コイルは 20回巻きであり，2つの励

磁コイルは直列に結線されている． 
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Fig. 2 Configuration of the fabricated testing probe. (a) top 

view, (b) front view. 

 

3 試験片 

 図 3に実験で用いる面外繊維うねりを有する試験片を

示す．試験片は 110mm×65mm×50mmの CFRP一方

向材である．図 4に試験片側面から撮影した面外繊維う

ねりの写真を示す．図中の点線はうねりの形状に沿って

プロットしたものである．繊維うねりは試験片端部から

20mm～40mmの範囲に発生しており，試験片の片面か

らおよそ 25mmの深さまで分布している．繊維うねりは

反対側の側面にも同様の形状で存在しており，試験片幅

方向にわたってほぼ一様に発生していると考えられる． 
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Fig. 3 Unidirectional CFRP specimen with an out-of-plane 

fiber waviness. 
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Fig. 4 Picture of the out-of-plane fiber waviness. 

 

4 実験方法 

 図 5に実験方法を示す．Pico Technology社製 Picoscope 

5244B により 2V，500kHz の交流を直列に結線された 2

つの励磁コイルに印加し，試験片に渦電流を発生させる．

検出コイルに発生する電圧は増幅回路により 100倍に増

幅し，Picoscope 5244Bにより測定する(14bit，125MS/s)．

また，励磁電圧と測定電圧の位相差を，フーリエ変換を

用いて算出した．プローブは図 5 中の x方向にスキャン

し，2.5mm間隔で測定を行った．本実験はうねりに近い

表面とうねりから遠い裏面それぞれを探傷面とした 2通

りについて行った． 

 

Amplification 

circuit (×100)

Picoscope 5244B
ch.A ch.B Fgen

2V, 500kHz

x

y

z Probe

 
Fig. 5 Experimental setup for eddy current testing on the 

specimen with an out-of-plane fiber waviness. 

 

5 実験結果と考察 

5.1 振幅と位相の測定結果 

 図 6，7それぞれに表面検査と裏面検査の結果を示す．

図6，7において横軸は検出コイルの試験片 x方向の位置，

第 1 縦軸は検出コイル電圧の振幅 Vpickupを励磁コイル電

圧の振幅 Vdriverで割ったもの(Vpickup/Vdriver)，第 2縦軸は検

出コイル電圧と励磁コイル電圧の位相差を表している． 

図 6 において，Vpickup/Vdriverは x=65~85mm のうねりが

存在する範囲でやや増大が見られるものの，試験片端部

に近い x=0，x=100mm 近くでも大きな値をとっている．

試験片端部で Vpickup/Vdriver が増大するのは端部で試験体

が途切れることにより電磁場の乱れが発生する端部効果

によるものであり，渦電流探傷試験においては典型的な

信号変化である．しかし，健全部であり試験片端部から

も離れている x=40mm前後でも Vpickup/Vdriverは x方向にや

や変化している．これは試験片中の炭素繊維が表面に対



して完全には平行ではないためであると考えられる．図

4 のうねりの写真に示すように，うねりの左側において

繊維方向は表面に対して平行ではなくなっており，これ

が健全部における信号変化の要因と考えられる．以上の

ように，試験片端部や CFRP 中の炭素繊維の分布による

信号変化が含まれることから，図 6の実験結果のみから

繊維うねりの有無や位置を特定するのは困難である． 

 図 7はうねりから遠い裏面を探傷面としたときの実験

結果であるが，本実験の条件では渦電流の浸透深さ は

8.3 mmと概算されるため 4)，図 7の実験結果は健全

材を探傷したものと同様であると考えられる．図 6と図

7 において x=65~85mm のうねりが存在する範囲の

Vpickup/Vdriverを比較すると，うねりに近い面を探傷面とし

た図 6では Vpickup/Vdriverが増大しており，これは面外繊維

うねりに起因する信号変化であることが分かる．このよ

うに健全材のデータを参照データとして使用し，測定結

果と比較することで繊維うねりの有無を特定することが

可能となると考えられるが，先に述べた CFRP 中の炭素

繊維の分布の仕方のわずかな違いにより比較による繊維

うねりの検出は困難となりうる．さらに，試験体と同一

の健全な参照試験片を作製するコストがかかるという問

題がある． 
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Fig. 6 Result of the front surface scanning. 
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Fig. 7 Result of the rear surface scanning. 

 

5.2 複素電圧平面を利用したうねり位置推定 

 5.1より，1つの試験データのみから繊維うねりの有無

と位置を特定できることが望ましい．これを実現するた

め，本研究では複素電圧平面を利用したうねり位置の推

定手法を導入した． 

 まず，図 8，9それぞれに図 6，7の測定結果を複素電

圧平面上にプロットしたものを示す．図 8，9は各点での

測定データの実部と虚部を算出し，x=40mm のデータが

健全部を代表する点であるとして原点に来るようにシフ

トしたものである．測定データの実部とは，振幅に位相

の余弦をかけたものであり，虚部は位相の正弦をかけた

ものである．これより，図 8，9の複素数平面の原点に近

いデータほど健全部に近いデータであることを意味して

いる．図 9に示すように，うねりから遠い裏面を探傷し

た実験では複素電圧平面はほぼ原点で点対称な曲線を描

くことがわかる．図 9において，複素平面の原点から離

れた点は試験片端部の影響を受けているデータ点である

といえる．試験体が面内方向に広く，端部から十分に離

れた箇所でプローブを走査した場合，健全材に対して図

9 のように複素平面上に測定データをプロットすると原

点近くに点が集まることになる．一方，うねりに近い面

を探傷面としている図 8の複素電圧平面では図 9と異な

り，原点近くで始まって原点近くで閉じるリングがプロ

ットされており，これは繊維うねりに起因するものであ

ると考えられる． 

次にこのリングを利用して繊維うねりの頂点の位置同

定を行う．図 10に図 8の複素平面中のリング周辺を拡大

したものを示す．図 10において，赤線はうねりの範囲で

ある x=65~85mm のデータであることを表している．図

10より，うねりの範囲にあるデータ点の中には原点に接

近するデータが存在することがわかる．図 11にうねりを

通過する検出コイルと渦電流の作る磁界の関係を示す．

図 11より，うねりの前後では検出コイルを貫く磁界が存

在するが，検出コイルがうねりの頂点にあるときは健全

部同様，検出コイルを貫く磁界は理想的にはほぼ 0にな 
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Fig. 8 Complex plane obtained from the result of the front 

surface scanning. 
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Fig. 9 Complex plane obtained from the result of the rear 

surface scanning. 



り，すなわち複素平面上で原点に接近することになる．

従って，図 8で現れたリング上の点の内，原点に最接近

した点がうねりの頂点の位置のデータであることになる．

図12に図8の複素平面上の各点の原点からの距離を示す．

図 12より，x=75mmにおける測定データが複素電圧平面

上で原点に最接近したことがわかる．これより，x=75mm

の位置にうねりの頂点があると推定できる．実際のうね

りの頂点の位置は x=74mmの位置にあるため，複素電圧

平面を利用することでうねりの有無と位置をより正確に

特定することが可能となることが示された．実際の検

査ではプローブを走査しながら複素平面上にプ

ロットされる点を観測してリングの発生の有無

を確認し，リングが描かれればそれが閉じたと

きのプローブの位置がうねりの頂点であると推

定するという利用法が考えられる． 
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Fig. 10 The ring plotted in the complex plane in Figure 8. 
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Fig. 11 Relationship between pickup coil position and 

magnetic field induced by eddy current. 
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Fig. 12 Distance between the origin of complex plane in 

Figure 8 and each data point in the complex plane. 
 

6 結  言 

 CFRP に発生する面外うねりを検出するための渦電流

探傷試験法として，励磁コイルに対して垂直に立てられ

た検出コイルにより渦電流経路の屈曲の検出を行うプロ

ーブを用いる手法を新たに提案した． 

提案したプローブにより面外うねりを有する CFRP 一

方向材に対して検査実験を行ったところ，うねり周辺に

おいて検出コイル電圧の変化は見られたものの，測定デ

ータは試験片端部や内部の炭素繊維が表面に対して完全

には平行でないことなどによる信号変化の影響を含んで

おり，うねりの有無と位置を特定するのは困難となるこ

とが分かった． 

 うねりの有無と位置を特定するために測定データを複

素平面上にプロットする手法を導入した．うねりの有無

により複素平面上の曲線にリングが描かれるかの差異が

生じることを明らかにし，さらにそのリングが閉じたと

きの測定データがうねりの頂点のデータとなることを実

験的に示した． 
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