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Detection of Defects in Thermoplastic CFRP Welded Zones Using 

Induction Heating and Eddy Current Testing  

Koichi MIZUKAMI, Yoshihiro Mizutani, Akira TODOROKI and Yoshiro SUZUKI 

In recent years, Carbon Fiber Reinforced Thermo-Plastics (CFRTP) is of great interest in aviation and 

automobile industries because of short processing time, weldability, repairbility and recyclability. Especially, welding 

of CFRTP parts is found attractive because it does not cause stress concentration, fiber breakage and increase of weight 

compared to conventional mechanical fastening such as bolts and rivets. For the Non-Destructive Inspection (NDI) on 

CFRTP welded zones, ultrasonic testing (UT) is commonly adopted as a main testing method. However, large time cost 

on UT prevents low cost and rapid production of CFRTP parts. Thus, new testing method for rapidly inspecting CFRTP 

welded zones is in great demand. This paper presents a new testing method for the NDI on CFRTP welded zones in 

induction welding process. In this study, eddy current based approach is introduced to detect defects in welded zones 

because eddy current testing (ET) is used for inspecting electrically conductive material rapidly. However, it is difficult 

for ET itself to detect delaminations because they are parallel to eddy current. To overcome this problem, NDI method 

which combines induction heating and ET is proposed. Temperature difference is caused between intact zone and 

defective zone by induction heating, and temperature difference is detected by ET utilizing temperature characteristic 

of electrical conductivity.   
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1．諸論 

熱可塑性 CFRP は樹脂を加熱溶融できるという性質から

熱硬化性 CFRP と比較して短時間成形性，リサイクル性，

リペア性，そして融着による部材の接合が可能といった利

点を有する材料であるため，航空，自動車産業において適

用が拡大しつつある． 

熱可塑性 CFRP の融着方法の一つとして誘導融着がある．

図 1に誘導融着の概略を示す．誘導融着では，導電性を有

する炭素繊維を電磁誘導加熱によりジュール発熱させるこ

とで熱可塑性樹脂を溶融させ，加圧することで部材同士を

接合する方法である．種々の融着方法の中でも誘導融着は

加熱効率が高いこと，誘導加熱コイルとローラーを図 1の

ように接合部に沿って動かすことで連続的に長いラインを

融着可能であるといった利点がある 1)． 

融着工程では加熱や加圧の不良，樹脂の冷却過程におけ

る固化収縮により生じるひけなどによって融着部にははく

離やラージボイドなどの融着不良が発生し得る．融着不良

を検出する検査法として従来は超音波探傷法が採用されて

いるが，検査毎に融着工程のセッティングを解除しなけれ

ばならないこと，超音波を入射させるための接触媒質が必

要であることから，検査し不良があれば再融着するという

サイクルに大きな時間コストがかかっている．これは熱可

塑性 CFRP の短時間成形性という主要なメリットを失わせ

る要因となっている． 

本研究では CFRP のような導電性材料を短時間検査可能

な非破壊検査法である渦電流試験が可能なシートを図 1の

誘導融着工程の加圧ボードと熱可塑性 CFRP の間に挿入す

ることで融着工程のセッティングを解除することなく短時

間で融着部を検査する手法を提案し，その有効性を示すこ

とを目的とする． 

 

 
Fig. 1 Continuous induction welding of thermoplastic CFRP. 

 



2．提案手法 

 従来の渦電流探傷試験は試験対象に発生させた渦電流が

欠陥部によりその経路を妨げられることを利用して欠陥を

検出するため，渦電流に平行な欠陥である融着不良を検出

することは困難である．そこで本研究では誘導加熱によっ

て健全部と不良部に温度差を発生させ，その温度差を渦電

流試験により検出する手法を新たに提案する． 

 図 2に提案する検査シートとそれを用いた欠陥検出原理

の概略を示す．検査シートは図 2のように磁界を発生して

試験対象に渦電流を誘導させる励磁コイルと，その間に複

数配置され磁界の強さを検出する役割をもつ検出コイルの

2 種類のコイルから成る． 

提案手法は誘導加熱と渦電流温度センシングの 2つから

成る． 

誘導加熱は図 2の励磁コイルに高周波の大電圧を印加す

ることで行う．励磁コイルによって発生した磁界により試

験対象の熱可塑性 CFRP には励磁コイルと同じ形状に渦電

流が誘導され，その渦電流のジュール発熱により熱可塑性

CFRP 融着部表面は加熱される．熱は他方の面に伝わって

いくが，空気が閉じ込められ熱抵抗となる融着不良部では

熱の移動が妨げられるため，その表面は図 2のように周囲

より高温のスポットとなる 2)．渦電流は励磁コイルの巻き

線直下に発生するため，高温スポットは図 2のように 2か

所発生することになる． 

渦電流温度センシングは誘導加熱中に各検出コイルの

インピーダンスを測定することで行い，誘導加熱により生

じた健全部と不良部の温度差を検出する．炭素繊維の導電

率は温度が高くなるほど大きくなるため，高温スポットは

高導電率のスポットとなる．この高導電率スポットを導電

率測定にも利用されている渦電流試験により検出すること

で不良箇所の特定を試みる．高導電率スポットでは発生す

る渦電流量も大きくなるため，渦電流の作る磁界も周囲よ

り大きくなる．これより，磁界を検出する検出コイルのイ

ンピーダンスは不良部のみ異なることになりその位置を特

定可能である．誘導加熱と渦電流温度センシングは同時に

実行することが可能であるため，誘導加熱中に各検出コイ

ルのインピーダンスの時間変化を測定し，変化の傾向が異

なる箇所が不良部であると特定することを試みる． 

 

 
Fig. 2 Concept of the proposed testing sheet which can conduct 

induction heating and eddy current thermo-sensing 

simultaneously. 

 

3．誘導加熱実験 

3.1 概要 

 提案手法の検査シートの励磁コイルにより融着部表面を

誘導加熱し，不良部表面が高温スポットとなることを実験

的に確認する． 

3.2 試験片 

 図 3に作製した融着不良を有する試験片を示す．試験片

は長さ 130mm，幅 30mm，厚さ 2mm の熱可塑性 CFRP(CF 

Fabric/PPS)板同士を融着することで作製した．その際，表

面に離型剤を塗布した厚さ 50μmのポリイミドテープをあ

らかじめ挿入しておき，融着終了後に引き抜くことで幅

20mmの融着不良を模擬した． 

3.3励磁周波数の選定 

 試験対象に発生する渦電流の強さは式(1)のように記述

され，厚さ方向 zに指数関数的に減衰する 3)． 

 𝐽 = 𝜎𝑥𝑦𝐸 = 𝜎𝑥𝑦 ∙ 𝐸0𝑒𝑗(𝜔𝑡−𝜃)𝑒
− 

𝑧
𝛿 

( 𝜃 = √𝜋𝑓𝜇𝜎𝑥𝑦𝑧, 𝛿 = 1 √𝜋𝑓𝜇𝜎𝑥𝑦⁄  ) 

 
(1) 

ここで𝐽は渦電流の電流密度，𝜎𝑥𝑦は CF Fabric/PPS の面内方

向導電率，𝐸は電界，𝐸0は試験対象表面における電界，

ω = 2π𝑓は励磁周波数，𝜇は熱可塑性 CFRP の透磁率である． 

 これより，試験対象表面を集中的に加熱するためには𝛿

を小さくするために励磁周波数を高くする必要があること

が分かる．今回の実験では融着部の厚さは 4mm であるた

め，励磁周波数は𝑓 = 2.0MHzとした．このとき表 1 に示す

物性値を代入することで式(1)において𝛿 ≈ 4.0mmとなるた

め，渦電流の強さは表面(𝑧 = 0)と比べて接合部(𝑧 = 2mm)

では 61%，底面(𝑧 = 4mm)では 37%にまで減衰しており試

験片表面が集中的に加熱されると考えられる． 

 

Table1 Material property of CF fabric laminate4) 

Magnetic permeability 𝜇 [H/m] 1.26 × 10−6 

In-plane conductivity 𝜎𝑥𝑦 [S/m] 7.7 × 103 

 

3.4実験方法 

 図 3 に誘導加熱実験方法を示す．励磁コイルは長さ

110mm，幅 10mm，線径 0.5mm，巻き数 4 の長方形コイル

とし，試験片に貼りつけ固定した．励磁コイルに 126Vpp，

2.0MHzの交流電圧を印加することで試験片を誘導加熱し，

サーモグラフィで試験片表面の温度分布画像を撮影した．

時間経過とともに試験片温度は上昇していくが，PPS 樹脂

のガラス転移温度が約80℃であることを考慮し，試験片温

度が70℃になる前には加熱を中止した． 

 

 
Fig. 3 Experimental setup for induction heating. 

 



3.5実験結果 

図 4 に加熱開始後 30秒後と 60 秒後の温度分布画像を示

す．図 4より，不良部がある試験片中央が周囲より高温の

スポットとなっていることが分かる．これより融着不良が

厚さ方向の熱抵抗となっており，誘導加熱により健全部と

不良部の温度差を生じさせることが可能であることが示さ

れた． 

 

 
(a) t=30s 

 
(b) t=60s 

Fig. 4 Thermal images of the specimen heated by the 

driver coil. 

 

4．融着不良検出実験 

4.1 概要 

温度センシングのため励磁コイル間に複数の検出コイ

ルを配置し，誘導加熱中にそのインピーダンスをモニタリ

ングすることで融着不良箇所の特定を試みる実験を行った． 

4.2 実験方法 

 図 5に 3つの検出コイルを配置した検査シートの概観

を示す．検出コイルは長さ25mm，幅10mm，線径0.2mmの

1 回巻き長方形コイルである．図 6 に渦電流温度センシン

グによる融着不良検出実験の概略を示す．励磁コイルに

126Vpp，2.0MHz の交流を印加することで試験片を誘導加

熱し，加熱中に検出コイルのインピーダンスを測定する．

検出コイルのインピーダンスは出力電圧を励磁電流で割る

ことで得られ，検出コイル出力電圧に含まれる検査シート

自体の温度上昇と他点の温度上昇の影響を取り除くことが

できるパラメータである 5)．さらに，インピーダンスは温

度変化に対して単調に変化するパラメータであるため，温

度上昇の速い不良部のみインピーダンスの変化量が大きく

なると考えられる．インピーダンス算出には励磁電流を測

定する必要があるため，励磁コイルと直列に0.1Ω，10Wの

セメント抵抗を電流測定用抵抗として接続した．試験片は

誘導加熱実験で使用した幅 20mmの模擬不良を有するもの

を用いた．測定点は図 6 中の A，B，C の 3 点であり，A

と Cは健全部，B 点は不良部である．また，比較のため健

全材に対しても同様の実験を行った．  

 
Fig. 5 Testing sheet with three pickup coils mounted on the 

CFRTP specimen.  

 

 
Fig. 6 Experimental setup to detect the simulated weld 

defect using eddy current thermo-sensing. 

 

4.3 実験結果 

 図 7に健全材を検査した際のインピーダンスの変化率，

図 8に不良を有する試験片を検査した際のインピーダンス

変化率を示す．図 7 より，健全材では 3 点のインピーダン

ス変化率はほぼ一致しており，これは不良が無いため温度

上昇が 3点でほぼ等しかったからであると推定される．一

方，図 8より不良を有する試験片では不良部の Bでインピ

ーダンスの変化量が大きくなっており，温度上昇の速い不

良部であると推定することが可能である．  

 

 
Fig. 7 Impedance history of pickup coils mounted on the 

specimen with no defect.   

 

 
Fig. 8 Impedance history of pickup coils mounted on the 

specimen with a simulated defect.   

 

 

5．結言 

 本稿で得られた結言を以下に示す． 

(1)熱可塑性 CFRP融着部を検査する手法として誘導加熱に

より生じさせた健全部と不良部の温度差を，導電率の温度



依存性を利用し渦電流試験を用いて検出する手法を新たに

提案した．また，その検査を融着工程における加圧ボード

と熱可塑性 CFRP 間に挿入可能な検査シートにより行い，

融着工程のセッティングを解除することなく検査すること

を提案した． 

(2)誘導加熱中に検出コイルインピーダンスをモニタリン

グし，その時間変化量の大きい箇所が温度上昇の大きい融

着不良部と特定可能であることを実験的に示した． 
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