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要旨 
今日，金属材料は日常生活に必要不可欠であり，様々な機器や構造物に用いられている．そこで求められるのが効率的
な点検や保守管理の高度化である．そのためには材料の特性を把握しておく必要がある．そこで硬度に着目し，擬似 AE

波を用いた金属の硬さ評価法を提案する．提案する手法では従来の圧痕解析型の硬さ評価法とは違い，材料内部に人為
的な微小弾性波を発生させ，その弾性波を解析することで硬さを評価するというものである． 

 

1. 緒言 
 1975 年，マンデルブロは，フラクタル及びフラクタル次元とい
う革命的な新概念を発表し，自然界の多くの無秩序現象が本質的
にフラクタル的な性状を持っていることを指摘した．AE(Acoustic 

Emission)波の最大振幅の頻度分布を表すAE振幅分布のほとんど
は事象数がベキ関数的に減少し，ベキ乗則分布のフラクタル構造
を示す，AE 波を解析するために，フラクタルの視点からアプロー
チすることが可能である．[1] 

 金属材料は現在，日常生活等において必要不可欠であり，様々
な機器や構造物で使われている．そこで重要なのが健全性の維持
である．この健全性を維持するために保守管理や定期検査の効率
化，寿命延伸などが求められてくる．その際，材料の特性を定量
的に評価する必要がある．そこで有用なのがAE法の利用である． 

AE法とは材料に局部的な変形や亀裂の進展した際に放出される弾
性波であり，亀裂の入っている箇所などを事前に診断するもので，
特にフラクタル構造を示す AE 振幅分布による構造物の健全性の
診断法には期待が寄せられている． [1] 

 今日，超音波を用いた検査や測定方法などが普及し，非破壊で
物質の特性などが分かるようになっている．しかし，高精度な超

音波計測器などは高価で手に入れるのは容易ではない．そこで超
音波領域であるから数 10kHz~数MHzのAE波を用いた材料の強
度測定法を提案する． 

 本研究では，材料の硬度に焦点をあて，金属材料の硬さ評価法
を提案する．従来の超音波硬度計では材料に一定の強さで圧痕を
つけ，圧痕の深さで拘束力が決まり，共振周波数が変化する．そ
の共振周波数から硬度を測るというものである．[5]それに対し，提
案手法では鋼球を金属材料に落下させ，インパルス入力を与える
ことにより，擬似的な AE 波を発生させ，その波形からフラクタ
ル次元を求める．この手法を用いることにより手軽に金属の硬さ
を数値化し，定量的に評価することが可能となる． 

 

2. 原理 
2.1 AE振幅分布とフラクタル次元 

 AE 振幅分布とそのフラクタル次元について説明する．Fig.2 に
示す縦軸を事象数𝑓(𝑥)，横軸を振幅値𝑥とする線形グラフに AE

波形のデータをプロットすると，高振幅の頻度は低いため，振幅
が増加するにつれて事象数がベキ関数的に減少することになる．
このとき，プロットされたデータは Fig.1(i)のような形となり，
以下のようなベキ乗則分布となる． 

 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑥−𝑚          (1) 

 

ここで，𝑥は AE 振幅値，𝑓(𝑥)は AE 事象数を表す． 
次に，両辺の対数をとると Fig.1(ii)のような直線となり，次式の
ように表される． 
 

log 𝑓(𝑥)  =  −𝑚(log𝑥) + log 𝑐       (2) 

 

ここで，Fig.1 における直線の傾き𝑚をフラクタル次元と呼ぶ．
𝑚は材料によって異なる値を持つため，その値を知ることで AE

波を定量的に評価できる．  
 

2.2 音響インピーダンスについて 

 次に音響インピーダンスについて以下に述べる． 
超音波の伝播性は音響インピーダンスが大きいものほど良い．音

響インピーダンス𝑍は音速𝑐と密度𝜌を用いて次式のように表され
る．[2] 

𝑍 =  𝑐 ・ 𝜌           (3) 

 

Table 1 に今回の実験で使用した金属の音響インピーダンスを示
す． 

硬いものほど音響インピーダンスは大きくなることを考慮する
とフラクタル次元は次のようになると予想される． 

 

Aluminum> Brass> Copper> SUS304 

 

       

       (i)Linear graph           (ii)Double-logarithmic graph 

Fig.1 Analysis of fractal dimension 

 

Table 1 Acoustic impedance of various materials[3][4] 

 

3. 実験概要 
 この仮説を検証するため，Fig.3 に示す実験装置を用いて，以 

下の実験を行った．  

Fig.2 Schematic diagram of experimental system 

 

material acoustic impedance 

Z [kg/m2s] 

Aluminum 17220 

Zinc 30815 

Brass 37315 

Copper 41664 

SUS304 44884 

Steel ball 
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実験装置の流れを説明する．まず，高さ 30mm から鋼球を落下
させ擬似 AE 波を発生させる．発生した擬似 AE 波を AE センサ
で検知しプリアンプで増幅させる．その後メインアンプでさらに
増幅させ，同時にノイズを除去する．増幅された擬似 AE 波をデ
ジタルストレージオシロスコープで読み取り，解析する． 

 

3. 実験結果および考察 
 それぞれの金属材料から得られた AE 波形とフラクタル次元導
出の例を Fig.4 に示す． 

(a) SUS304 

(b)Brass 

(c)Copper 

(d)Aluminum 

Fig.3 Experimental results 

 

実験結果より得られたフラクタル次元とマイクロビッカース硬
さ試験機で測定したビッカース硬さを Table 2 に示す．フラクタ

ル次元及びビッカース硬さは 10 回の集合平均を示す． 
 

 

 

Table 2 Fractal dimension and Vickers hardness of various materials 

 

Table 2 よりフラクタル次元とビッカース硬さの関係は以下のよ
うになる． 
 
フラクタル次元：Aluminum>Copper>Brass>SUS304 

ビッカース硬さ：Aluminum<Copper<Brass<SUS304 

 

 フラクタル次元と金属の硬さには何らかの相関があることが分
かる．これらの要因として，AE 波の伝播性がそれぞれの金属がも
つ固有の音響インピーダンスによって決まってくることがあげら
れる．Table 1 より音響インピーダンスが大きいものほど AE 波は
良く伝わり，AE振幅が大きくなるためフラクタル次元が小さくなっ

ている．真鍮は銅と亜鉛の合金で，硬度などは銅よりも優れてい
る．しかし，亜鉛を混ぜていることで音響インピーダンスは銅よ
りも小さくなっていると考えることができる．しかし，実験結果
より，それぞれの硬さが AE 波の伝わり方に音響インピーダンス
以外の要因があることが分かる． 

 金属の硬さ評価に AE 波でのアプローチが有効であることが示
せた．またマイクロビッカース硬さ試験機では誤差率が9.64%であ
るのに対し，AE 波を用いた測定法では 0.44%と精度の違いが明ら
かである．ここで誤差率とは，材料のフラクタル次元及びビッカー
ス硬さをそれぞれ 10 回測定し，その平均値からの分散をそれぞれ
の金属材料で計算し足し合わせたものの平均値をとったものであ

る．硬さ試験機では圧痕をつける場所を毎回変えなければいけな
いため，表面の状態などに大きく左右されるが，AE 波を用いた測
定法ではインパルス入力を与えることさえできれば，高精度の測
定法になる． 
 
5．結言 
 今回提案した手法では，従来の硬度評価法とは異なり，人為的
に材料内に発生させた擬似 AE 波を解析することで硬さを定量的
に示すことができ，硬い金属ほど小さなフラクタル次元が得られ
ることが分かった．超音波の伝わり方に硬さが何らかの影響を与
えているといえる結果が得られた．従来の硬度測定では誤差率
10%程度であるのに対し，今回の提案手法では 0.4%と，極めて

精度の高い評価法だと言える． 
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 Fractal dimension 

(Ensemble average) 

Vickers hardness 

[kgf/mm2] 

SUS304 1.032±0.004 175.1±7.490 

Brass 1.175±0.003 131.9±8.290 

Copper 1.190±0.001 102.8±2.360 

Aluminum 1.310±0.002 75.73±4.852 
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