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概  要  

CFRP の内部損傷検出を目的とした新規の非破壊検査法を考案した．考案したタッピ

ング AE 法は，材料をタッピングして検査するタッピング法と，AE 法を組み合わせ，

タッピング中に発生する AE 波を取得することで損傷検出を行う．  

本研究ではタッピング AE 法実施のための装置を作成し，損傷付与前後それぞれの

CFRP 試験片に対してタッピング AE 試験を行った．結果，損傷付与後の場合のみ 2 次

AE 波を取得することができた．AE の RMS 値を利用した損傷評価指標を適用したとこ

ろ，タッピング法の評価法の一つである衝撃の持続時間で評価する場合と比較し，試

験片の拘束条件に囚われにくいということが判った．  
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１．緒 言 

炭素繊維強化プラスチック（Carbon Fiber Reinforced Plastic，CFRP）は高い比強度，

比剛性をもつ材料であり，航空機，宇宙機用の構造部材，自動車の部品，競技用自転

車のフレームなどに利用されている．しかしながら，CFRP には面外荷重を受けて内部

に損傷が生じると，強度が低下するという欠点を持っている．この種の損傷は目視で

の発見が困難な場合があり，目視検査以外の方法で検査を行う必要がある．  

CFRP の内部損傷を検出する方法として，損傷部の音響インピーダンスの変化を用い

て，超音波パルスを入射したときの反射・散乱の様子から損傷を検出する超音波探傷

法や，損傷部の局所的な剛性の変化をモニターすることで検査するタッピング法など

がある．また，材料に外力を作用させたときに損傷部から発生する AE 波をモニターす

ることで検査をするアコースティック・エミッション（Acoustic Emission，AE）法な

どもある．  

超音波探傷法は高い損傷検出能力を有しており，鮮明な損傷形状を確認することが

可能である．しかしながら探触子から検査対象に超音波を伝播させるために，水中で

検査を行ったり，材料表面に接触媒質を塗布したうえで走査したりする必要があり，
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簡便な検査法ではない．AE 法もまた検査対象から AE を発生させるために外力を作用

させること，AE 波を受信するためのセンサを貼付することなどが必要があり，簡便な

検査法ではない．  

タッピング法には，コインを使って検査対象の表面全体を順次タッピングしていき，

タッピング時の音の変化を聞き取ることで CFRP の損傷を検出するコインタッピング

法や，荷重センサを搭載して衝撃力履歴を取得することができる電子タップハンマー

を用いたデジタルタッピング法などがある．これらはいずれも検査対象をタッピング

するだけであり，簡便な検査法として知られている．  

本研究では，簡便かつ高い損傷検出能を有する検査法を新たに開発することを目的

として，タッピング法の“タッピング（叩く）”と AE 法において利用される“AE 波”

を合わせた，“タッピング AE 法”という新しい原理を用いた検査法を提案する．タッ

ピング法が局所的な剛性の変化に着目して損傷検出を行うのに対して，タッピング AE

法では損傷があることによって発生する，き裂面の擦れによる 2 次 AE 波に着目するこ

とで損傷検出を行う．  

本研究では，タッピング AE 法を考案するとともに，実現可能性について実験を通し

て検証した．  

 

２．タッピング AE 法 

図 1 にタッピング AE 法の概念図を示

す．タッピング AE 法ではまず，検査対

象である CFRP をハンマでタッピングし，

そのタッピングの負荷により損傷から 2

次 AE 波を発生させる．そしてハンマと

材料が接触している間に，ハンマに内蔵

されている AE センサで，発生した 2 次

AE 波を取得する．  

 

３．タッピング AE システムの開発 

３．１ タッピング AE 用ハンマの作製 

前章で述べた検査法の実現可能性を調べるために，タッピング AE システムを作製し

た．タッピング中の AE 波を観測するためには，ハンマ先端から入射する AE 波，すな

わち超音波域の弾性波を受信できるセンサを内蔵する必要がある．またタッピング中

の AE を検出するためには衝撃力履歴を取得し，ハンマ先端の接触時間を得る必要があ

る．  

そこでポリカーボネイト製のハンマを

作製し，ハンマのヘッドにひずみゲージ

（ KYOWA 社，汎用箔ひずみゲージ，

KFG-2-120-D16-11）を 2 枚貼り付け，4

ゲージ法の接続でハンマヘッドにかかる

荷重を測定し，衝撃力履歴を得た．図 2

 
 
Fig. 1 The process to detect damage of 

CFRP by Tapping AE method 

 

Fig. 2 The tip of the hammer 
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にハンマ先端の様子を示す．ハンマ先端には図 2 のように横穴をあけ，AE センサ（PAC 

社 PICO，周波数帯域：200 – 750 kHz）を取り付けた．これによってハンマ先端から

入射する AE 波の取得を試みる．  

 

３．２ 計測システム 

図 3 に計測システムを示す．ひずみゲ

ージはシグナルコンディショナを介して

AD コンバータに，AE センサからの信号

はハイパスフィルタ，プリアンプを介し

て AD コンバータに接続して取得する．  

今回の実験では，上記で述べた 2 種類

のセンサの他に，衝撃の開始点と終了点

を正確にモニターするための接触スイッ

チを作製して信号を取得した．図 4 に接

触スイッチの概要を示す．このようにし

て電気的な接触を測定し，ひずみゲージ

から得られる衝撃力履歴の妥当性を調べ

る．  

 

４．タッピング AE 試験 

４．１ 試験片の作製 

以上の装置を用いて，タッピング AE

試験を実施した．試験を実施するにあた

り，図 5 に示すような厚さ 3.5 mm，幅 30 

mm，長さ 150 mm の短冊型 CFRP 試験片

を用意した．試験片をスパン 14.5 mm で

並べた直径 5 mm の金属円柱 2 本の上に

設置し，図中 Dent の位置に直径 15.9 mm

の金属球を介して 6000 N の準静的荷重を

付与することにより損傷を発生させた．超音波垂直探傷で損傷を調べたところ，図中

Defect で示すエリアにある点ではく離を検出することが確認できた．試験片両端の

Fixed by the flange と示されるエリアをフランジに挟むことで，試験片を拘束した．  

 

４．２ 試験の実施 

試験は次の手順で行った．  

1. 損傷付与前の健全な状態の短冊状 CFRP 試験片に対し，Line-A(0)から (7)，

Line-B(0)から (7)の順にタッピングする．  

2. 試験片に損傷を付与する．  

3. 損傷付与後の試験片に対して，同様に Line-A(0)から (7)，Line-B(0)から (7)の順

にタッピングする．  

 
Fig. 3 The measurement system 

 

Fig. 4 Electric switch to monitor contact 
duration between the tip of the 
hammer and surface of the specimen 
 

 

Fig. 5 Definition of coordinates and the 
Specimen 
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４．３ 測定波形 

図 6 に測定した波形の一部を示す．図

6 は Line B(5)で取得した波形である． (a)

は損傷付与前， (b)は損傷付与後の波形で

あり，それぞれ上からひずみゲージで取

得した衝撃力履歴，AE センサで取得した

信号，接触スイッチで取得した接触スイ

ッチの波形（縦軸を正規化， -3V のオフ

セット処理済み）を同期して示している． 

AE の波形を見ると，どちらの波形にも

ハンマの接触開始点に，衝撃によって発

生した AE が観測されており，損傷付与

後の場合のみ接触時間中に AE が観測さ

れていることがわかる．  

 

４．４ 衝撃力履歴による評価と RMS 値による評価の比較 

観測された AE を用いて，損傷の評価

を行う．接触が開始する前の AE 波形の

ノイズの RMS 値を RMSnoise とし，接触時

間中に時間窓を設けて得られる RMS 値

を RMSsignal とした．RMSsignal を RMSnoise

割った値を RMSratio とした．  

図 7 に示す，各点での接触時間のグラ

フと，図 8 に示す各点の RMSratio の値を

比較する．接触時間のグラフは，損傷に

よって接触時間が変化していることがわ

かるが，試験片拘束の影響によっても変

化している．一方で，RMSratio は AE の発

生を示しているため，試験片拘束に関係

なく値が変化していることが分かる．  

 

５．結 言 

タッピング時に衝撃力履歴と 2 次 AE を同時にモニターできる装置を作製した．タッ

ピング AE 法では AE の発生を見るため，衝撃力履歴の情報のみを利用するタッピング

法とは異なり，試験片の拘束条件の影響をうけにくい利点があることを確認した．AE

の発生条件，探傷条件には不明な点が多いため，今後調べていく必要がある．  

 

 

(a) Sound         (b) Damaged 
Fig. 6 Load history (upper), AE signal 

(middle), contact condition (bottom) 
measured at point (5) on Line B 

Fig. 7 Contact duration at each point 

 

 
Fig. 8 RMSratio at each point 
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