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日本非破壊検査協会規格 
 

NDIS 2001：20✖✖ 

超音波探傷試験用語 
Terms and definitions of Ultrasonic testing 

 
1 適用範囲  

この規格は，超音波探傷試験に関する用語とその定義について規定する。 

 

2 引用規格 

 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。

この引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

 JIS Z 2300 非破壊試験用語 

 

3 分類 

 用語の分類は次による。 

a) 一般／共通 

b) 波 

c) 角度 

d) パルス・エコー 

e) 探触子 

f) 超音波探傷器／超音波探傷装置 

g) 探触子ケーブル 

h) 標準試験片，対比試験片 

i) 試験方法 

j) 試験体及び距離 

k) 音響結合 

l) 評価 

k) 表示 

 

4 一般事項 

4.1 番号の付け方 

 番号は 4 桁とし、100 以上の位が分類を表す。一般／共通の用語は 0101 から、波の用語は 0201 か

ら始める。その他の用語も、順次、100 ずつ増やした番号から始める。 

4.2 用語の順序 

用語は分類ごとに五十音順に並べる。一つの用語欄に二つ以上の用語が併記してある場合は，

記載されている順位に従って優先的に使用する。 

4.3 対応英語 
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 対応英語は参考として示す。 

なお，対応英語の後の“ * ”印は ISO 5577 で規定されている用語を示す。 

4.4 括弧の使い方 

丸括弧“（ ）”を用いる。直前の語句又は文章に対する説明若しくは補足を示す場合に，丸括

弧“（ ）”を用いる。 

 

5 用語及び定義 

用語の後の“ * ”印は JIS Z 2300 に規定されている用語を示す。 

0100 ［一般／共通］の用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0101 STB 音速比 探傷する材料の横波音速 (V)と標準試験片
（STB-A1,STB-A2 又は STB-A3）の横波音速
(VSTB)との比(V/VSTB)。 
注記 探傷材料の横波音速は，使用する横波垂

直探触子の振動方向が，試験体の探傷する方向

と一致するようにして測定する。 

ratio of sound velocity in test 
object to that in standard 
test block 

0102 エネルギー通過率 超音波が境界面を通過するとき，通過エネルギ

ーと入射エネルギーとの比。 
transmiition  coefficient of 
sound energy 

0103 エネルギー反射率 超音波が境界面で反射するとき，反射エネル
ギーと入射エネルギーとの比。 

reflection coefficient of 
sound energy 

0104 遠距離音場 * ビーム軸上音圧の最後の極大点以遠の領域。
（図 1，図 3 参照） 

far field * 

0105 音圧 * 音波によって生じる圧力。（JIS Z 8106 参照） sound pressure 
0106 音圧往復透過率 * 

(音圧往復通過率) 

境界面に入った音波の音圧と，透過して再び同
じ境界面を通過して戻った音波の音圧との比。

echo transmission 
coefficient 

0107 音圧通過率* 境界面に入った音波の音圧と通過した音波の
音圧との比。 

 

0108 音圧反射率 * 超音波が境界面で反射するときの反射波音圧

と入射波音圧との比。 
reflection coefficient * 
 

0109 音響異方性 * 超音波の音速などの超音波伝搬特性が，超音波

伝搬方向に依存して変化する性質。 
acoustical anisotropy * 

0110 音響インピーダン

ス * 
媒質の密度ρと音速ｃとの積で表される媒質

固有の値。音圧反射率や音圧通過率の算出に用

いられる。 

acoustical impedance * 

0111 音響吸収 超音波エネルギーからほかのエネルギーへの

変換によって生じる減衰の成分（例えば，超音

波エネルギーが熱に変わることによる減衰）。

acoustical absorption * 

0112 音響結合 * 超音波の媒質境界面における音響的結び付き acoustic coupling 
0113 音響的かげ* 試験体の幾何学的形状又はきずによって，超音

波エネルギーが届かない試験体中の領域。（図

2 参照） 

acoustic shadow *， 
shadow zone * 

0114 音場 超音波発生源から発信された音波の媒質内に

おける分布の様子。（図 1，図 3 参照） 
sound field * 

0115 音速 * 音波が媒質中を伝搬する速度。 sound velocity *， 
velocity of propagation * 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0116 音速比 * 圧延鋼板において，板厚方向に横波を伝搬させ

た場合に，横波の振動方向を主圧延方向にした

場合の音速 CSL と横波の振動方向を主圧延方

向に直交する方向にした場合の音速 CSC との

比。 
注記 CSL/CSCで計算する。 

ratio of shear wave velocity 
in rolling direction to that 
in cross direction 

0117 拡散損失 

拡散減衰 

音源から発信された音波のエネルギーが伝搬

に伴い拡散するために生じる音圧低下。 
注記 音圧低下には音波の散乱によるもの及

び音波の粘性減衰によるものもある。 

diffusion damping, 
diffusion loss 

0118 きず * 音響的不連続部分。（図 2，図 7 参照） flaw *， 
discontinuity 

0119 境界面 異なった音響インピーダンスをもち，音響的に

接触している 2 つの媒質の境界。（図 6 参照）

interface * 

0120 近距離音場 * 振動子に近い領域で超音波の音場が複雑であ

る範囲。（図 1，図 3 参照） 
注記：近距離音場限界点までの領域の音場 

near field *， 
Fresnel zone * 

0121 近距離音場限界距

離 * 
超音波発生源から近距離音場限界点までの距

離。（図 1，図 3 参照） 
near field length * 

0122 近距離音場限界点 ビーム軸上の音圧が，最後の極大点となるビー
ム軸上の位置。（図 3 参照） 

near field point * 

0123 欠陥 * 規格，仕様書などで規定された判定基準を超
え，不合格となるきず。 
注記 大きさ，形状，方向性，位置又は特性が

規定された合格基準を満足しない，一つ又はそ

れ以上のきずを指し，不合格とみなされる。 

defect 
 

0124 健全部 * 
無欠陥部 

非破壊試験の結果，欠陥がないと判断される部

分。 
sound area, 
unflawed area 
 

0125 減衰* 音波が媒質中を伝搬するとき，吸収又は散乱で

生じる音圧の減少。 
注記：拡散による音圧低下を減衰に含める場合

もある。 

attenuation *, 
sound attenuation 

0126 減衰係数 * 単位伝搬距離当たりの減衰を示す係数。 
注記 媒質の特性，波長及び波のモードに支配

される。一般には，dB/m で表される。 

attenuation coefficient * 

0127 コーナー反射 2 面又は 3 面が直交する部分における超音波ビ

ームの反射。 
corner reflection 

0128 散乱* 超音波伝搬経路中の微小反射源及び／又は結
晶粒界によって生じる方向性のない反射。 

scattering * 

0129 試験周波数 試験体の試験に用いる超音波の実質的な周波
数。 
注記 通常受信エコーで測定する。減衰や伝達
損失が大きい試験体の場合には試験周波数が
公称周波数より低下する場合がある。 

test frequency* 

0130 指向角* 遠距離音場における振幅が所定のレベルまで
低下するビームエッジとビーム中心軸との間
の角度。（図 1 参照） 
注記 超音波の指向性の鋭さを表す。 

divergence angle * 

0131 指向性 * 媒質中に超音波が一つの方向に進行する場合
の超音波の拡がりの程度。 

directivity  
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0132 多重反射 2 個又はそれ以上の反射源の間で繰り返され

る超音波パルスの反射。 
multiple reflection 

0133 端部効果* 反射源の端部による超音波の回折に起因する

現象。 
edge effect * 

0134 超音波 * 人の耳の可聴範囲以上の周波数の音波。 
注記 一般的には 20kHz 以上とされる。 

ultrasonic wave * 

0135 超音波ビーム * 媒質中で超音波の大部分のエネルギが伝搬す

る領域。（図 1，図 2 参照） 
ultrasonic beam *， 
sound beam * 

0136 デシベル 二つの超音波信号の振幅の比を底が 10 の対数

の 20 倍で表した数値。 
注記 20 log10（振幅比）。 

decibel (dB) * 

0137 伝達損失 探触子と試験体との接触状態により生じる超

音波の伝搬の損失。 
transmission loss 

0138 伝達特性 探触子と試験体との接触状態による超音波の

伝搬状態を示す性質。 
transmission factor， 
transmission characteristics 

0139 伝搬時間 * 超音波がある点から別の点へ伝搬するのに要

する時間。 
propagation time *, 
time of flight * 

0140 反射源 超音波ビームが音響インピーダンスの不連続
によって反射される境界面。 
 

reflector * 

0141 ビームエッジ 超音波の音圧がビーム中心軸上の値より所定
の値だけ低下した遠距離音場における超音波
ビームの境界。（図 1 参照） 

beam edge * 

0142 ビーム形状 ビームエッジによって定められる超音波ビー
ムの形状。 

beam profile * 

0143 ビーム中心軸 * 
音軸 * 

遠距離音場の最大音圧点をとおり，音源まで延
長した線。（図 1，図 7 参照） 

beam axis * 

0144 ビーム広がり 超音波が媒質中を伝搬するときの，超音波ビー

ムの拡散。 
beam spread * 

0145 横波音速比* 圧延した板材の板厚方向へ伝わる横波につい

て，その振動方向を主圧延方向とした場合の音

速と，その振動方向を主圧延方向に直交する方

向にした場合の音速との比。 

transverse sound velocity 
ratio 

 

0200 ［波］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0201 板波 
ラム波* 

薄い板状の固体を伝搬する波。 
注記 板中の振動の様子によって，対称モード
と非対称モードとに分類される。超音波周波数
と板厚との積及びモードによって位相速度及
び群速度が異なる。（図 4 参照） 

plate wave *， 
Lamb wave * 

0202 SH 波* 媒質粒子の振動方向が試験体の表面と平行な
横波。 

SH wave 

0203 SV 波* 媒質粒子の振動方向が試験体の表面に垂直な
横波。   
注記 外力を媒質に垂直に加えることによっ
て発生する。 

SV wave 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0204 ガイド波 細長い，又は薄い板状の材料を長手方向に伝搬
する超音波。 
注記 配管を管軸に平行な方向に伝搬する超
音波について使われることが多い。振動の様子
が異なる多数のモードが存在し，位相速度及び
群速度が周波数と板厚との積及びモードによ
って異なる。 

guided wave 

0205 球面波* 球状の波頭をもつ波。 spherical wave * 

0206 クリーピング波* 試験体の表面に沿って伝搬する縦波。 
注記 縦波臨界角（第一臨界角）で試験体に縦
波が入射した場合に発生する。 

creeping wave * 

0207 対称モード* 板波又は薄膜の振動において，伝搬媒体の厚さ
の中央を通る表裏面に平行な面に対して対称
の変位，位相で振動する波動のモード。（図 4
参照） 

symmetric mode 

0208 縦波* 媒質粒子の振動方向と波の伝搬方向とが同じ
波のモード。（図 5 参照） 

compressional wave *， 
longitudinal wave * 

0209 波のモード 波の振動の姿態（様式）。（図 4，図 5 参照） wave mode 

0210 波長 1 サイクルの間に波が伝搬する距離。（図 5 参
照） 

wave length* 

0211 波頭* 伝搬する音波の先頭の同一位相点をつないだ
連続面。 

wave front * 

0212 非対称モード* 板波又は薄膜の振動において，伝搬媒体の厚さ
の中央を通る表裏面に平行な面に対して非対
称の変位，位相で振動する波動のモード。（図
4 参照） 

asymmetric mode 

0213 表面波* 浸透深さ 1 波長程度で媒質の表面に沿って伝
搬する波のモード。 

surface wave *， 
Rayleigh wave * 

0214 モード変換* 音波が境界面で反射又は屈折によって他のモ
ードに変換すること。 

mode conversion *， 
mode transformation * 

0215 横波* 媒質が固体で，媒質粒子の振動と波の伝搬方向
が直角方向の波のモード。（図 5 参照） 

shear wave *， 
transverse wave * 

0216 連続波* パルスの反対語としての，時間的に途切れなく
振動する波。 

continuous wave * 

 

0300 ［角度］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0301 STB 屈折角* JIS Z 2345 に規定された標準試験片（STB-A1，
STB-A3，STB-A31，STB-A32 又は STB-A7963）
を用いて測定した屈折角。 

angle of refraction by STB 

0302 屈折角* 境界面に入射し屈折した超音波の進行方向と
境界面への法線がなす角度。（図 6，図 7 参照）

angle of refraction * 

0303 屈折角度差 圧延した材料における，主圧延方向の探傷屈折
角と主圧延方向に直角な方向の探傷屈折角と
の差。 
注記 音響異方性がある圧延材では，大きな差
が発生することがある。 

difference of refraction angle 
by scanning direction 

0304 探傷屈折角* 試験体又は対比試験片を用いて，探傷方向にお
いて測定した屈折角。 

angle of refraction in test 
object 

0305 入射角* 境界面に入射する超音波の進行方向と境界面
の法線がなす角度。（図 6，図 8 参照） 

angle of incidence * 

0306 反射角* 境界面で反射した超音波の進行方向と境界面
の法線がなす角度。（図 6 参照） 

angle of reflection * 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0307 臨界角* 境界面に入射した超音波の屈折角が 90°にな
るときの入射角。 

critical angle * 

 

0400 ［パルス・エコー］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0401 エコー* 試験体のきず・底面・境界面などから反射して
受信された超音波パルス，及びそれが探傷器の
表示器に現れた指示。 

echo * 

0402 円柱面エコー 円形断面の試験体を円柱面から探傷したとき，
底面エコーと底面エコーとの間に，断面内にお
いて三角形や星形五角形などの経路を伝搬し
た超音波によって現れるエコー。 

cylindrical surface echoes 

0403 遅れエコー* 同一反射源からのエコーのうち，伝搬経路が異
なるため，又は途中でモード変換したため遅れ
て探触子に受信されたエコー。 

delayed echo * 

0404 基準エコー 一定の反射源から得られる評価の基準となる
エコー。 
注記 底面エコーなどの境界面エコーや平底
穴，横穴などからの人工きずエコーがこのエコ
ーとして用いられる。 

reference echo 

0405 きずエコー* 
F エコー* 

不連続部又はきずからのエコー。（図 36，図 37，
図 38 参照） 

flaw echo (F) *， 
defect echo *， 
discontinuity echo * 

0406 境界面エコー* 音響インピーダンスの異なる境界面からのエ
コー。 

interface echo * 

0407 くさび内エコー 斜角探触子において，振動子から送信された超
音波がくさび内で複雑に反射し，振動子に戻る
エコー。 
注記 妨害エコーの一種である。 

wedge echo 

0408 形状エコー 
 

試験体の形状に依存して発生するエコー。 
注記 溶接部の裏波エコー，余盛エコー及びた
れ込みエコー，軸材の段差エコーなど。 

shape echo 

0409 残留エコー* パルス反射法において，多重エコーが，次の送
信パルスが送信された後も残留し探傷図形に
現れるエコー。 

ghost echo *， 
phantom echo * 

0410 送信パルス* 
 

超音波パルスを発生させるために，探触子の振
動子に印加する電気パルス。 

transmitter pulse * 

0411 送信パルス指示* 基本表示などで用いられる送信パルスに対応
する超音波探傷器の表示器上の指示。（図 36，
図 37，図 38 参照） 

transmission pulse indication 
* 

0412 側面エコー* 試験体の側面（探傷面及び底面を除いた面）か
らの反射によるエコー。 

side wall echo* 

0413 多重エコー* 超音波パルスの多重反射によって生じるエコ
ー。 

multiple echo *， 
multiple reflection * 

0414 端面エコー 斜角及び板波探傷法において，板の端面から戻
ってくるエコー。 

edge echo  

0415 底面エコー* 
B エコー* 

超音波ビーム中心軸に対して垂直な境界面か
ら反射したエコー。（図 36，図 37 参照） 
注記 通常，垂直探触子で平行な面をもつ試験
体を探傷しているときの裏面からのエコーに
用いる。 

back wall echo *， 
bottom echo *， 
back reflection * 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0416 透過パルス 二探触子法において，媒質中を透過し，受信探
触子により受信された超音波パルス及び探傷
図形上の指示。 

transmitted pulse， 
through path pulse 

0417 パルス* 極めて短い時間だけ持続する信号。 pulse * 

0418 表面エコー* 
S エコー* 

試験体の表面からのエコー。 
注記 通常，水浸法又は遅延材付き探触子を用
いた直接接触法で現れる。（図 37 参照） 

surface echo (S echo) * 

0419 V 透過パルス V 走査の探触子の配置で受信した試験体裏面
からの反射による超音波パルス。 

through vee path 

0420 妨害エコー* 探傷の妨害となるエコー。 
注記 くさび内エコー，残留エコー，林状エコ
ー，形状エコーなどを含めた総称。 

spurious echo *， 
parasitic echo * 

0421 林状エコー* 
ノイズエコー 

試験体内部にある多くの微小の反射源（主とし
て結晶粒界）によるエコー。 
注記 きずエコーは含まない。 

grass echo *， 
structural echo *， 
noise echo 

 

0500 ［探触子］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0501 圧電素子 圧電効果（電圧を印加すると機械的にひずみ，
機械圧力を印加すると電圧が発生する現象）を
もつ素子。 

piezoelectric transducer*， 
piezoelectric element 

0502 板波探触子* 板波を送信及び／又は受信する探触子。 plate wave probe 

0503 A1 感度 STB-A1 の R100 面からのエコーを使用して規
定した感度。 
注記 探傷装置の性能確認に使用する。JIS Z 
2352 に規定される。 

A1 sensitivity 

0504 A2 感度* STB-A2 試験片のφ1.5 mm の貫通穴からのエ
コーを使用して規定した感度。 
注記 探傷装置の性能確認に使用する。JIS Z 
2352 に規定される。 

A2 sensitivity 

0505 音響隔離面 二振動子探触子の送信用振動子と，受信用振動
子とを音響的に遮断するためのシールド面。
（図 11 参照） 

acoustic barrier 

0506 音響遅延材 音響遅延，音響結合の向上，表面不感帯の低減，
振動子保護を目的として探触子と試験体間に
挿入する固体又は液体の部材。 

delay shoe 

0507 音響レンズ 超音波ビームを集束又は拡散させる目的で使
用するレンズ。 

acoustical lens 

0508 偏り角* 探触子の設計上の超音波ビーム中心軸と実際
の超音波ビーム中心軸との角度差。 
斜角探触子においては，探傷面に投影された設
計上の中心軸と実中心軸との角度差。（図 8 参
照） 

squint angle * 

0509 可変角探触子* 入射角を機械的に連続して変えることのでき
る探触子。 

variable angle probe * 

0510 Q 値 比帯域幅の逆数。 
 

quality factor 

0511 曲面探触子 曲面の探傷面をもつ試験体を探傷するために
それに合った曲面をもたせた探触子。 

shaped probe 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0512 くさび* 
 

超音波を探傷面に対して斜めに送信及び／又
は受信する目的で振動子の前面に付けるくさ
び状の合成樹脂や金属。 
注記 斜角探触子，二振動子探触子などに使用
される。（図 10，図 11 参照） 

wedge *， 
refracting prism * 
 

0513 公称屈折角* 探触子に表示されている屈折角。 nominal angle of probe * 

0514 公称集束範囲 集束斜角探触子などに表示されている超音波
ビームの集束範囲。 

nominal focal range 

0515 公称周波数* 探触子に表示されている周波数。 nominal frequency* 

0516 交束距離* 二振動子探触子において，交束範囲と試験体の
探傷面との間の最も短い距離。（図 11 参照） 

convergence distance * 

0517 交束点 二振動子探触子における送信・受信ビームの中
心軸が交差する点。（図 11 参照） 

convergence point * 

0518 交束範囲* 二振動子探触子における送信・受信ビームの交
差する領域。（図 11 参照） 

convergence zone * 

0519 広帯域探触子* 1 サイクル又は 2 サイクル程度の極く短い超音
波パルスを発生する探触子。 
注記 ふつう帯域幅が大きい。 

broad band probe 

0520 最小入射点間距離 2 個の斜角探触子を同方向に向けて配置し，両
者を可能な限り接近させたときの互いの入射
点の間の距離。（図 28 参照） 
注記 タンデム探傷法の場合に用いる。 

minimum distance between 
probe indexes of two angle 
probes 

0521 斜角探触子* 探傷面に対して斜めに超音波を送信及び／又
は受信する探触子。（図 10 参照） 

angle probe *， 
angle beam search unit * 

0522 集束距離* 集束探触子の音源から集束点までの距離。（図
12 参照） 
注記 一振動子水浸垂直探触子の場合には，探
触子面中心から集束点までの距離を集束距離
と言い，集束斜角探触子の場合には，入射点か
ら集束点までの距離を集束距離という。 

focal length * 

0523 集束探触子* 集束点又は集束ビームを得るために，曲面振動
子やレンズなどによって超音波ビームを集束
させた探触子。 

focussing probe * 

0524 集束点* 超音波ビームが集束される点。（図 12 参照） focal point *， 
focus * 

0525 集束範囲* 超音波ビームが集束される深さ方向の範囲。
（図 12 参照） 

depth of field *， 
focal zone *， 
focal range * 

0526 周波数スペクトル 超音波波形に含まれる周波数成分の分布。（図
14 参照） 

frequency spectrum 

0527 振動子* 電気エネルギーを音響エネルギーに変換する，
又はその逆をする素子。（図 9，図 10，図 11 参
照） 
注記 圧電セラミックス，圧電セラミックスと
樹脂とからなるコンポジット材及び圧電性ポ
リマーが広く用いられている。 

transducer *， 
element *， 
crystal * 

0528 振動子の公称寸法* 探触子に表示された振動子の寸法。 nominal transducer size *， 
transducer size *， 
element size * 

0529 振動子の実効寸法* 波長と近距離音場限界距離から算出された振
動子の寸法。 
注記 機械的寸法より狭い場合がある。 

effective transducer size * 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0530 振動子背面材* 背面に音が伝わらないように、又はダンピング
を増加させるために，振動子の背面側に音響結
合させたもの。（図 9，図 10，図 11 参照） 
注記 バッキング材，又はダンピング材ともい
う。 

transducer backing * 

0531 水浸探触子* 液体（水）中で使用するために設計された縦波
探触子。 

immersion probe * 

0532 垂直探触子* 探傷面に対して垂直に超音波を送信及び／又
は受信する探触子。（図 9 参照） 
 

normal probe *， 
straight beam probe*， 
straight beam search unit * 

0533 接近限界長さ 斜角探触子の入射点から探触子の先端までの
探傷面上の距離。 

distance between probe 
index and front end of 
probe housing 

0534 帯域幅 周波数スペクトルにおける半値幅。（図 14 参
照） 

frequency band width 

0535 タイヤ探触子* 液体を満たした柔らかいタイヤの中に 1 個又
はそれ以上の振動子を組み込んだ探触子。 
注記 超音波ビームは，タイヤの回転する接触
部分を通して試験体と音響結合する。 

wheel probe *， 
wheel search unit * 

0536 縦波斜角探触子* 試験体に縦波を斜めに伝搬させて探傷するた
めの探触子。 

longitudinal wave angle 
probe 

0537 縦波探触子* 縦波を送信及び，又は受信する探触子。 compressional wave probe 

0538 探触子* 超音波の送信及び／又は受信を行うために，1
個又はそれ以上の振動子を組み込んでいる電
気－音響変換器。（図 9，図 10，図 11 参照） 

probe *， 
search unit * 

0539 探触子シュー* 
 

音響結合状態の改善又は探触子の保護の目的
のために，探触子と試験体との間に挟む適切な
形状の部材。 

probe shoe * 

0540 探触子ダンピング
係数* 

ピーク数の逆数。（図 13 参照） probe damping factor * 

0541 遅延路程* 試験体の超音波入射点と振動子との距離を試
験体の音速で換算した値。 
 

delay path * 

0542 中心周波数* 周波数分析結果の振幅スペクトルにおいて，透
過試験法では，振幅がピーク周波数の振幅の-3 
dB まで低下する上下 2 つの周波数の算術平均
値，パルス反射試験法では，振幅がピーク周波
数の振幅の-6 dB まで低下する上下 2 つの周波
数の算術平均値。（図 14 参照） 

center frequency *, 
 

0543 電磁超音波探触子* 
EMAT 

電磁誘導効果と磁界との相互作用によって電
気エネルギーを音響エネルギーに変換又はそ
の逆ができる変換素子。 
注記 接触媒質を必要としないので，高温又は
極低温の試験体の探傷に用いることができる。
縦波，横波，SH 波，板波などを送受信できる
電磁超音波探触子がある。 

electro-magnetic transducer 
*， 
electro-dynamic transducer *
 

0544 軟質保護膜付き探
触子 

探触子の前面を軟質の保護膜で覆った探触子。 soft-faced probe 

0545 二振動子探触子* 1 個のケースの中に音響的に隔離された 2 つの
振動子で構成された探触子で，1 つは超音波送
信用で，もう 1 つは受信用である。（図 11 参照）

double transducer probe *，
twin transducer probe *， 
dual search unit * 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0546 入射点* 斜角探触子においてビーム軸が探傷面に入射
する点。（図 8，図 17 参照） 
注記 斜角探触子に関しては，この点が測定で
きるように，通常，探触子の側面に目盛が描か
れている。 

probe index point* 

0547 配列形探触子* 多数個の振動子を配列した探触子。 a array probe 

0548 ピーク周波数* 
 

周波数分析結果の振幅スペクトルにおいて最

大振幅が観測される周波数。（図 14 参照） 

peak frequency * 

0549 ピーク数* 受信波形の最大振幅の 20％（－14dB）より大
きな振幅をもつサイクルの数。（図 13 参照） 
注記 この数値の逆数を，“探触子ダンピング
係数”という。 

number of peaks* 
 

0550 ビーム中心軸の偏
り* 

探触子について，実測したビーム中心軸と設計
値との偏差。（図 8 参照） 

deviation of beam axis 

0551 比帯域幅 帯域幅を中心周波数で除した値。 
 

fractional band width 
relative bandwidth 

0552 表面波探触子* 表面波を送信及び，又は受信する探触子。 surface wave probe * 

0553 フェーズドアレイ
探触子* 

超音波ビームの角度や集束距離の電子的な制
御のため，複数個の振動子で構成され，それら
が異なった位相及び振幅で独立して作動する
ようにつくられた探触子。（図 33 参照） 

phased array probe * 

0554 不感帯* 送信パルス及びくさび内エコーのために，目的
とするエコーを検出することのできない探傷
面直下の領域。 

dead zone * 

0555 保護膜* 探触子に組み込める構造で，試験体への直接接
触による磨耗などから振動子を保護するため
の薄い層状の部材。 

wear plate *， 
diaphragm * 

0556 横波垂直探触子* 横波探触子のうち，探傷面に対して垂直方向に

横波を送信及び／又は受信する探触子。 
注記 接触媒質は粘度が高い専用のものを用
いる必要がある。 

shear wave normal probe 

0557 横波探触子 横波を送信及び／又は受信する探触子。 shear wave probe 

0558 ルーフ角* 二振動子探触子において，2 個の振動子の垂線
間の角度を 2 で除した角度。（図 11 参照） 

roof angle *， 
toe-in-semi-angle * 

 

0600 ［超音波探傷器／超音波探傷装置］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0601 EDAC* 電子的な距離振幅補償の略称。 EDAC* 
0602 遠距離分解能* 探傷面から離れた位置にある 2 個の反射源を

別個の反射源と時間軸上で識別できる超音波
探傷装置の能力。 
注記 測定方法は JIS Z 2352 を参照。 

far field resolution 

0603 追い込み 交流増幅器が送信パルスや大きなエコーを受
信した後しばらくの間だけ感度の低下又は不
感を起こす現象。 

recovery time after 
transmitted pulse (or large 
echo）, 

dead time after transmitted  
pulse (or large echo）
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0604 感度余裕* 
（感度余裕値*） 

超音波探傷装置において，特定の標準反射源を
所定のレベルで検出できるきず検出感度と，探
触子を接続しない状態で表示器のノイズレベ
ルが 10%となる感度との差で，感度の余裕の度
合いを示す値。 
注記 最大となるきず検出感度の測定方法は
JIS Z 2352 による。 

margin of detection 
sensitivity 

0605 きず検出感度（きず
検出能）* 

検出可能な最も小さなきずによって定義され
る超音波探傷装置の能力。 

flaw detection sensitivity * 
flaw detectability 

0606 近距離分解能* 垂直探傷において，探傷面に接近した反射源
を，送信パルスや表面エコーと識別できる超音
波探傷装置の能力。 
注記 測定方法は JIS Z 2352 を参照。 

near field resolution 

0607 警報機能* エコーの高さがしきい値を超えたとき又はし
きい値を下回ったとき，光や音などで警報を出
す機能。 

alarm function* 

0608 ゲート* きずエコーなど必要なエコーだけを取り出す
目的で，表示器上で時間的に限定した範囲。 

gate *， 
time gate * 

0609 ゲートレベル* 
 

きずエコーなど必要なエコーだけを取り出す

目的で，ゲートに設定した所定の振幅レベル。

gate level *, 
threshold level 

0610 ゲイン 
 

受信器の入力電圧を増幅する度合いで，増幅器
の出力電圧と入力電圧との比で評価する。通常
(dB)で表す。 

gain 

0611 ゲイン調整* 
 

通常デシベル(dB) で表示され，信号を適切な
高さに調整するための超音波探傷器の機能。 

gain control *， 
dB control *， 
gain adjustment * 

0612 減衰器 通常デシベル (dB) で表示され，エコーの高さ
を定量的に変化させる装置。 

attenuator 

0613 時間軸* 時間又はビーム路程で校正された表示器の横
軸。 

time base *， 
sweep * 

0614 
 

時間軸調整* 超音波探傷器の時間軸を所定の距離へ調整す
るための機能。 

time base control *， 
sweep control * 

0615 
 

時間軸直線性* 既知の厚さをもつ板からの多重エコー又は校

正された時間発生器によって与えられた入力

信号と表示器の時間又は距離軸上に表示され

た信号との比例の程度。 
注記 測定方法は JIS Z 2351 及び JIS Z 2352 を参

照。 

time base linearity * 

0616 
 

時間軸範囲* 
測定範囲 

時間軸上に表示される特定の超音波ビーム路
程範囲。 

time base range *， 
test range * 

0617 
 

時間軸の部分拡大* 試験体の長さ又は厚さ以内の選択された領域
内のエコーをより詳細に探傷図形中に表示さ
せるための時間軸拡大機能。 

expanded time base sweep*，
scale expansion *， 
zoom 

0618 
 

掃引遅延* 送信パルス又は基準エコーに対して設定され
た遅延時間で起動する時間軸掃引。 

delayed time base *，
correction of zero point * 

0619 
 

増幅直線性* 受信器への入力信号の振幅と超音波探傷器の
表示器又は付属の表示器に表示される信号の
振幅との比例関係の程度。 
注記 測定方法は JIS Z 2351及びJIS Z 2352を
参照。 

amplitude linearity * 

0620 
 

ダイナミックレン
ジ* 

ひずみを伴わない信号の最大値と識別可能な
信号の最小値との比率。 
 

dynamic range * 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0621 
 

DAC（ダック） 
DAC 曲線 
* 

ビーム路程に係りなくきずの重要度を評価す
るために用いられる，異なる路程にある標準反
射体のエコー高さを結んだ線。（図 15 参照） 
注記 線を直線とするか曲線とするかは適用
規格による。 

DAC 

0622 探傷図形表示応答
性* 

瞬間的な探傷信号入力に対するデジタル探傷
器の探傷図形の表示応答能力を表す指標。 

displaying response 

0623 
 

超音波厚さ計* 超音波によって試験体の厚さを測定する装置。
注記 JIS Z 2355-1:2016 で規定されている。 

ultrasonic thickness meter 

0624 超音波探傷器* 超音波試験に使用する測定器。 ultrasonic test instrument * 
0625 
 

超音波探傷装置 主に超音波探傷器，探触子，ケーブルから構成
され，超音波探傷の目的のために使用されるす
べての機器から構成される装置。 

ultrasonic test equipment * 

0626 
 

調度* ゲイン，パルス幅，リジェクションなどの，探
傷図形に影響を与えるすべての機能の設定値。

setting 

0627 
 

パルスエネルギー* 超音波探傷器において，探触子の振動子に加え
られるパルス状の電気エネルギー。 

pulse energy * 

0628 
 

パルス繰返し周波
数* 
(prf) 

単位時間当たりに発生させられる送信パルス
の数。 
注記 通常，1 秒間当たりの送信パルスの数
で，単位は Hz で表示される。 

pulse repetition 
frequency *， 

pulse repetition rate *， 
prf * 

0629 
 

パルス（エコー）振
幅* 

超音波パルス（エコー）の最大振幅で，基本表
示が用いられた場合は，通常基線（時間軸）か
らパルスのピークまでの高さ。 

pulse (echo) amplitude * 

0630 
 

パルス波形* 時間領域におけるパルスの形状。（図 13 参照） pulse shape *， 
pulse wave form 

0631 
 

パルス幅* 所定のレベルで測定されたパルスの前端点と
後端点との時間間隔。（図 13 参照） 

pulse (echo) length *， 
pulse width， 
pulse duration 

0632 表示器* 超音波探傷図形を表示するための機器。 display (for indications) 
0633 分解能* 探触子から距離又は方向の異なる接近した 2

個の反射源を，それぞれ別の反射源として識別
できる性能。 
注記 分解能には，近距離分解能，遠距離分解
能及び方位分解能がある。 

resolution * 

0634 方位分解能* 
 

探傷面から同じ距離にあり，方位が異なる 2
個の反射源を別個の反射源と識別できる超音
波探傷装置の能力。 

angular resolution 

0635 リジェクション * 
サプレッション * 

超音波探傷器において，所定の振幅レベル（し

きい値）以下のすべての指示を消すことによっ

て，雑音の指示（林状エコーなど）を消去する

こと。 

rejection *， 
suppression *， 
reject *， 
grass cutting * 

 

0700 ［探触子ケーブル］に関する用語 

番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0701 探触子ケーブル  超音波探傷器と探触子を接続するケーブル。 
注記 探傷結果への影響を防ぐために高周波

同軸ケーブルが用いられる。 

probe cable 

 

0800 ［標準試験片，対比試験片］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0801 RB-RA 対比試験片 垂直探傷における遠距離分解能の測定に使用

する対比試験片。（JIS Z 2352:2010 参照） 
RB-RA reference block 

0802 RB-RB 対比試験片 垂直探傷における遠距離分解能の測定に使用
する対比試験片。（JIS Z 2352:2010 参照） 

注記 主に，高い分解能をもつ超音波探傷装置

の場合に使用する。 

RB-RB reference block 

0803 RB-RC 対比試験片 垂直探傷における近距離分解能の測定に使用
する対比試験片。（JIS Z 2352:2010 参照） 

RB-RC reference block 

0804 RB-RD 対比試験片 斜角探傷における遠距離分解能の測定に使用
する対比試験片。（JIS Z 2352:2010 参照） 

RB-RD reference block 

0805 RB-IDH 対比試験

片 
集束及び二振動子斜角探触子のビーム特性測
定用の斜め円柱穴試験片。（JIS Z 2350:2002 参
照） 

RB-IDH reference block 

0806 RB-E 対比試験片 二振動子垂直探触子の距離振幅特性の評価及

び距離振幅特性曲線を作成するために使用す

る対比試験片。（ JIS G 0801:2008,JIS G 
0901:2010 参照） 

RB-E reference block 

0807 RB-A6 対比試験片 溶接部の超音波探傷試験で，円周継手部の斜角
探傷の場合の探傷感度の調整，距離振幅特性曲
線の作成などに使用する対比試験片。（JIS Z 
3060:2015 参照） 

注記 RB-42 対比試験片の横穴とは反射体の

形状が異なり縦穴を使用する。 

RB-A6 reference block 

0808 RB-HS 対比試験片 斜角探傷における横断面ビーム形状及びビー
ム中心軸の偏り角の測定に使用する対比試験
片。（JIS Z 2350:2002，JIS Z 2352:2010 参照）
注記 必要に応じて RB-RD に追加して遠距離
分解能の測定にも使用される。 

RB-HS reference block 

0809 RB-SDH 対比試験
片 

垂直探触子のビーム特性測定及び斜角探触子
の縦断面ビーム特性測定用対比試験片。（JIS Z 
2350：2002 参照） 
注記 横穴径は 3.0mm を使用する。 

RB-SDH reference block 

0810 RB-SDH1.5 対比試

験片 
垂直探触子のビーム特性測定及び斜角探触子
の縦断面ビーム特性測定用対比試験片。（JIS Z 
2350：2002 参照） 

注記 横穴径は 1.5mm を使用する。 

RB-SDH1.5 reference block

0811 RB-T 対比試験片 超音波厚さ計用の対比試験片。（ JIS Z 
2355-2:2016 参照） 

RB-T reference block 

0812 RB-PW 対比試験片 鉄筋ガス圧接部の超音波探傷試験において，超
音波探傷装置の総合性能の評価，斜角探触子の
屈折角の確認などに使用する対比試験片。（JIS 
Z 3062:2014 参照） 

RB-PW reference block 

0813 RB-41 対比試験片 
 

溶接部の超音波探傷試験で，距離振幅特性曲線
作成及び探傷感度の調整に使用する対比試験
片。RB-41A と RB-41B が規定されている。（JIS 
Z 3060:2015 参照） 

RB-41 reference block 

0814 RB-42 対比試験片 溶接部の超音波探傷試験で，探傷方向と直交す
る方向に曲率をもつ曲面における斜角探傷の
探傷感度の調整，距離振幅特性曲線の作成など
に使用する対比試験片。（JIS Z 3060:2015 参照）

RB-42 reference block 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0815 RB-43 対比試験片 溶接部の超音波探傷試験で，曲率のある試験体
の長手継手の斜角探傷の場合の，超音波探傷装
置の探傷感度の調整，距離振幅特性曲線の作成
などに使用する対比試験片。（JIS Z 3060:2015
参照） 

RB-43 reference block 

0816 ISO-RA 対比試験片 
 

垂直探傷における遠距離分解能及び近距離分
解能の測定に使用する対比試験片。（JIS Z 
2352:2010 参照） 
注記 対比試験片 RB-RA と RB-RC の両機能を
備えた試験片で必要に応じてビーム路程及び
ビーム路程差を変更した試験片。 

ISO-RA reference block 

0817 STB-A1形標準試験

片 

（STB-A1） 

超音波探傷装置の測定範囲の調整，斜角探触子
の入射点及び屈折角の測定などに使用する標
準試験片。 
注記 ISO2400 試験片に対応する国内試験片
であるが，ISO 試験片と同等ではない。（JIS Z 
2345:2000 参照） 

standard test block A1 

0818 STB-A2形標準試験
片 
（STB-A2） 

斜角探傷において，探傷感度の調整，距離振幅
特性曲線の作成及び探傷装置の総合特性測定
に使用する標準試験片。（JIS Z 2345:2000 参照）
注記 STB-A2,STB-A21 及び STB-A22 の 3 種
類の標準試験片の総称として A2形系標準試験
片とも呼ぶ。 

standard test block A2 

0819 STB-A21 形標準試
験片 
（STB-A21） 

斜角探傷において，探傷感度の調整，距離振幅
特性曲線の作成に使用する標準試験片。（JIS Z 
2345:2000 参照） 

standard test block A21 

0820 STB-A22 形標準試
験片 
（STB-A22） 

斜角探傷において，探傷装置の総合特性測定に
使用する標準試験片。（JIS Z 2345:2000 参照）
 

standard test block A22 

0821 STB-A3形標準試験
片 
（STB-A3） 

超音波探傷装置の測定範囲の調整及び探傷感
度の調整，斜角探触子の入射点及び屈折角の測
定に使用する小形・軽量化された標準試験片。
（JIS Z 2345:2000 参照） 
注記 STB-A3,STB-A3,STB-A32 及び
STB-A7963 の 4 種類の標準試験片の総称とし
て A3 形系標準試験片とも呼ぶ。 

standard test block A3 

0822 STB-A31 形標準試
験片 
（STB-A31） 

超音波探傷装置の測定範囲の調整及び探傷感
度の調整，斜角探触子の入射点及び屈折角の測
定に使用する小形・軽量化された標準試験片。
（JIS Z 2345:2000 参照） 
注記 2MHz の探触子にも適用可能。反射源は
R50mm。 

standard test block A31 

0823 STB-A32 形標準試
験片 
（STB-A32） 

超音波探傷装置の測定範囲の調整及び探傷感
度の調整，斜角探触子の入射点及び屈折角の測
定に使用する小形・軽量化された標準試験片。
（JIS Z 2345:2000 参照） 
注記 2MHz の探触子にも適用可能。反射源は
R100mm。 

standard test block A32 

0824 STB-A7963 形標準
試験片 
（STB-A7963） 

超音波探傷装置の測定範囲の調整，斜角探触子
の入射点及び屈折角の測定に使用する小形・軽
量化された標準試験片。（ISO 7963 及び JIS Z 
2345:2000 参照） 
注記 反射源は R25mm と R50mm。 

standard test block A7963 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0825 STB-N1形標準試験
片 
（STB-N1） 

垂直探傷において，超音波探傷装置の測定範囲
の調整及び探傷感度の調整に使用する標準試
験片。（JIS Z 2345:2000 参照） 

standard test block N1 

0826 STB-G 形標準試験
片 
（STB-G） 

垂直探傷において，超音波探傷装置の探傷感度
の調整及び垂直探触子の性能測定に使用する
標準試験片。（JIS Z 2345:2000 参照） 
注記 きずの寸法及び探傷面からきずまでの
距離の異なる 10 種類の試験片から構成され
る。 

standard test block G 

0827 円形平面反射源 * 
（円形平面きず） 

基準として使用する円板状の反射源。 
注記 DGS 線図などで理論的取扱いによく用
いられる。 

disk type reflector， 
disk type flaw 

0828 円柱反射源* 基準として使用する円柱状の反射源。 
注記 通常，試験体に横穴をドリルで加工した
ものが用いられる。 

cylindrical reflector 

0829 角溝 対比試験片に規定されている人工きずの一種
で，角形状の溝。（JIS G0582:2012 及び JIS G 
0584:2004 参照） 

square notch 

0830 基準反射源* 探傷感度の校正又はきずの評価のために使用
される標準試験片又は対比試験片に加工され
た形状，寸法，及び探傷面からの距離が既知の
反射源。 

reference flaw (defect) *， 
reference reflector * 

0831 人工きず * 超音波探傷装置の感度などを調整するため，試

験片に機械加工や放電加工などによって付与

したきず。 
注記 平底穴，横穴，貫通穴，V 溝，角溝，人
工的に作製したき裂などが用いられる。 

artificial flaw 

0832 対比試験片* 超音波探傷装置の感度，測定範囲の調整などに
使用され，試験体と同材質又は類似材質のもの
で作製された試験片。 

reference block * 

0833 標準穴* 超音波探傷装置の感度調整を行うとき，標準の
反射源として用いるために，試験片に加工され
る規格化された位置，形状，寸法の穴。 

reference hole 

0834 標準試験片* 
（STB） 

材質・形状・寸法が規格化され，超音波特性も
検定された試験片。 
注記 超音波探傷装置の性能試験又は感度調
整などに使用される。JIS Z 2345:2000 で規定
されている。 

calibration block *， 
standard test block * 

0835 平底穴 (FBH) * 標準試験片又は対比試験片に設けられた底が
平らな穴。 

flat bottom hole* 
disc flaw*， 
disc shaped reflector *， 
plane circular disc reflector *

0836 Ｖ溝 
（Ｖノッチ） 

対比試験片に規定されている人工きずの一種
で，開角が 60 °以下の V 形状の溝。（JIS G 
0582:2012 及び JIS G 0584:2004 参照） 

Vee notch 

0837 横穴* 
（円柱横穴） 

探傷面に平行に作られた円柱状の反射源。 side drilled hole (SDH) *， 
side cylindrical hole * 

 

0900 ［試験方法］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0901 板波法 * 板波（ラム波）を使用する探傷方法。 
注記 主に薄板の探傷に使用される探傷方法。

plate wave technique， 
Lamb wave technique 



 

16 
 

番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0902 一回反射法 * 斜角法において，探触子の接触面と反対の面で
反射させた後，超音波ビームを試験体の探傷領
域に入射させる探傷方法。（図 16 参照） 

double traverse 
technique * 

0903 一探触子法 * 超音波の送信及び受信を一個の探触子を用い
て行う探傷方法。 

single probe technique * 

0904 間接探傷法* 試験体のある面（１つ又は複数の面）での反射
を用いて試験体の探傷領域に超音波ビームを
投射する探傷方法。 

indirect scan technique *， 
indirect scan * 

0905 基準感度* 基準反射源のエコー高さを所定の値に調整し
たときの超音波探傷装置の感度。 

specified sensitivity ， 
reference gain 
 

0906 ギャップ走査* 
（ギャップ走査法） 
 

探触子を試験体に直接に接触させずに，探触子
と試験体との間に数波長以内の厚さの水膜を
介在させて，探触子と試験体とを音響結合させ
る探傷方法。（図 17 参照） 

gap testing technique *， 
gap scanning * 

0907 共振法 試験体に加える連続波の周波数を変化させて
共振を起こさせ，その共振状態から厚さを測定
したり，きずの有無などを知る方法。 

resonance technique 

0908 局部水浸法* 探触子と探傷面との間だけ局部的に水などの
液体を介在させて探傷する方法。 

local immersion technique 

0909 空気結合超音波法 空気を音響結合媒質として超音波を送受信し
て試験体のきずや材質を調べる方法。 

air-coupled ultrasonic 
technique 

air-coupled ultrasound 
0910 首振り走査* 斜角探触子の入射点をとおり，探傷面に垂直な

軸を中心に探触子を回転させる走査。（図 18
参照） 

swivel scanning * 

0911 
 

K 走査 斜角二探触子法において，試験体の両面に探傷
方向が同じになるように斜角探触子を配置し，
これらの超音波ビームの交束範囲で探傷を行
う走査。（図 21 参照） 

K-scan technique 

0912 格子点探傷法* 
交点探傷法 

鋼板などの探傷面に一定間隔で縦横の線を引
き，その交点の箇所を垂直探傷する方法。 

specified cross point testing 

0913 左右走査 
横方向走査* 

斜角法において，探傷面上で超音波の進行方向
に対して，探触子を直交する方向に移動する走
査。（図 23 参照） 
注記 溶接部探傷の場合は，探触子と溶接線の
距離を一定にする走査。 

lateral scanning 

0914 ジグザグ走査* 斜角法において，多少の首振り走査を交えて，
前後走査しながら，溶接線に平行に探触子を移
動する走査。（図 25 参照） 

zig-zag scanning 

0915 自動走査法 探触子を機械的に走査，又は，試験体を移動さ

せることにより探傷を行う方法。 
automatic scanning * 

0916 自動探傷法* 探触子を機械的に走査，又は，試験体を移動さ
せることにより探傷を行い，探傷結果の記録を
自動的に行う方法。 
注記 超音波ビームの走査は探触子の機械的
走査によって行われるだけでなく，フェーズド
アレイ探触子を用いて電子的に行う方法もあ
る。 

automatic scanning * 

0917 斜角二探触子法 
 

送信と受信の二つの斜角探触子を使用して，対
象とするきずの形状・方向性を考慮した適切な
配置で探傷する方法。 
注記 広義にはタンデム探傷法(0931)も含ま
れる。 

double angle probe 
technique 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0918 斜角法 * 探傷面に対して試験体内に超音波を斜めに入
射させ，探傷する方法。（図 7，図 16 参照） 
注記 主に溶接部の探傷に使用する。 

angle beam technique * 

0919 手動探傷法* 探触子を手で動かして探傷する方法。 
 

manual scanning * 

0920 シングアラウンド
法* 

試験体を伝搬した超音波パルスを受信したタ
イミングで次の超音波パルスの送信を行うよ
うにし，この動作を繰り返し行うことによっ
て，その周期から音速を求める方法。 

sing around technique 

0921 水浸法* 探触子と探傷面との間に，水などの液体を比較
的長い距離介在させて探傷する方法。（図 37
参照） 
注記 全没又は部分没もしくは水ジェットを
用いた方法を含む。 

immersion technique *， 
immersion testing * 

0922 垂直法* 試験体の探傷面に垂直に超音波を入射させて
探傷する方法。（図 36，図 37 参照） 
注記 ほぼ垂直に超音波を入射する二振動子
型垂直探触子による方法も含む。 

normal beam technique *， 
straight beam technique * 

0923 スパイラル走査* 試験体がパイプ状や円柱状の形状の場合に，超
音波ビームの試験体上における入射点の軌跡
がスパイラル状となる走査。 
注記 探触子を回転させながら試験体を軸方
向へ移動させる又は試験体を回転させながら
探触子を軸方向に移動させる走査形態がある。

spiral scanning * 

0924 セクタ走査* 超音波ビームの軌跡が扇形となる走査。（図 33
参照） 
注記 フェーズドアレイ探触子を用いた超音
波ビームの走査方式の一つ。機械的なセクタ走
査もある。 

sector scanning 

0925 前後走査* 
縦方向走査 

斜角法において，探傷面上で超音波の進行方向
に沿って，探触子を移動する走査。（図 23 参照）
注記 溶接部探傷の場合は，溶接線に対して直
交する走査。 

depth scanning 

0926 線上走査* 全面探傷を必要としない厚板の探傷において，
規定された一定間隔に描いた線上に沿って探
触子を移動する走査。 

scanning on lines 

0927 走査* 探傷の目的に応じて，探傷面上で探触子を移動
させる動作や，試験体における超音波ビームの
方向や位置を移動させる動作。 

scanning * 

0928 多重エコー法* 試験体の面又はきずから繰り返して受信され
るエコーを使用する探傷方法。 
注記 この方法は次のように使用される。 
振幅による評価の場合，材料又は接着部分の品
質評価のために，後に続くエコーの高さを用い
る。 
ビーム路程による評価の場合，肉厚測定の精度
を向上させるために，できる限り多くの多重エ
コーを用いる。 

multiple-echo technique * 

0929 多数回反射法* 試験体の表裏面で二回以上の反射の後，試験体
の探傷領域に超音波ビームを投射する探傷方
法。（図 29 参照） 
注記 二回反射法などがある。 

multiple traverse technique *
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0930 探傷感度 * 探傷目的に応じて適切に調整された超音波探
傷装置の感度。 
注記 探傷試験に適用する規格や手順書に定
められることが多い。 

working sensitivity 

0931 タンデム探傷法 * 探傷面に垂直なきずを検出するために，2 個の
探触子を前後に配置し，一方を送信用に，他方
を受信用にして行う探傷方法。（図 27，図 31
参照） 

tandem (scanning)  
technique * 

0932 端部エコー法* 一つの斜角探触子を用いて，きず上端部及びき
ず下端部，又はルートエッジ部から得られる端
部エコーのビーム路程と屈折角から幾何学的
にきず高さを求める方法。（図 34 参照） 

tip echo technique *， 
tip diffraction technique * 

0933 超音波探傷試験* 超音波を試験体中に伝搬させて，試験体内部の
きず又は材質を調べる非破壊試験。 

ultrasonic testing 

0934 超音波パルス法* 超音波パルスを用いた超音波探傷試験法。 ultrasonic pulse technique 
0935 直射法* 超音波ビームを途中で反射させることなく直

接に試験体の探傷領域に投射する方法。（図 7
参照） 

direct scanning 
technique *， 
single traverse technique * 

0936 直接接触法* 探触子を試験体に直接接触させて探傷する方
法。（図 36，図 38 参照） 

contact testing technique *，
contact method *， 
contact scanning * 

0937 透過法* 試験体を透過し受信用探触子に入射した超音
波エネルギーの強さや超音波の特性から，材料
の品質を評価する方法。 

transmission technique *， 
through transmission 
technique 

0938 TOFD 法* きずの検出及び寸法測定のために，探触子の位
置や入射角を変化させ，きず端部からの回折波
を利用する超音波探傷方法。（図 32 参照） 
注記 トフド法と呼ぶ。 

time of flight diffraction 
technique * 

0939 斜め平行走査* 斜角法において，1 個の探触子だけを用い溶接
線に対してある角度をもたせて置き，これを溶
接線に平行に移動させて行う走査。（図 26 参
照） 

parallel scanning with a 
probe slanted 

0940 二探触子法* 送信用及び受信用の 2 個の探触子を用いる超
音波探傷法。 

double probe technique *， 
pitch and catch technique * 

0941 パルスオーバーラ
ップ法* 

試験体からの多重エコーのうち，2 個のエコー
を選び，一方のエコーの表示時間を遅延させ，
他方のエコーと同時に表示させ，両者の位相が
合い，互いに重なり合うよう遅延時間を調整
し，その遅延時間から音速を求める方法。 

pulse overlap technique 

0942 パルス反射法* 超音波パルス法を用いて試験体の内部又は底
面の反射波を検知して，内部のきずや材質など
を調べる方法。 
注記 最も一般的な超音波探傷方法である。 

pulse echo technique *， 
reflection (pulse) technique *

0943 半自動探傷法 探触子を手動で走査することにより探傷を行
い，探傷結果の記録を自動的に行う方法。 

semi-atomatic scanning 

0944 反射板法* 水浸法において，探触子と反射板との間に試験
体を位置させ，反射板による透過波の反射を利
用して行う透過法。 
注記 特に薄い試験体の探傷に利用される。 

reflection plate method 

0945 非線形超音波法 超音波を試験体中に伝搬させたときの，きず及
び組織の非線形弾性特性に起因する応答を利
用して，試験体内部のきず及び材料特性を調べ
る方法。 

nonlinear ultrasonic 
technique 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

0946 表面波法* 表面波を用いる方法。 
注記 主に表面近傍のきずの検出に使用する。

surface wave technique， 
Rayleigh wave technique 

0947 フェーズドアレイ
法 

複数の振動子から放射する音波の位相を電子的に

制御することにより超音波ビームを形成する方法。

また，受信においても複数の振動子により受信した

信号の位相を電子的に制御し受信波形を形成する

方法。 

phased array technique 

0948 V 透過法* 送信用及び受信用の2個の斜角探触子を1スキ
ップの距離を隔てて相対向して配置し，超音波
を送受信する方法。 

Vee path technique 

0949 振子走査* 斜角法において，きずを中心とする円周上の中
心点に向けて時計の振子のように探触子を移
動させて行う走査。（図 19 参照） 

orbital scanning * 

0950 噴流探傷法 
 

局部水浸法のうち，音響結合媒質の水などの液
体で噴流を作り試験体に当てて，その液体柱に
超音波を伝搬させて探傷する方法。 

water jet coupling method 

0951 方形走査* 斜角法において，探触子を溶接線と直角に移動
させて行う前後走査に加え，溶接線に平行に一
定の間隔で送り，これを繰り返す走査。（図 24
参照） 
注記 縦方形走査と横方形走査がある。 
 

square scanning 

0952 またぎ走査* 斜角法において，2 個の探触子を溶接線の両側
に 1 個ずつ配置し，これらを同時に移動させて
行う走査。（図 22 参照） 
注記 溶接線に直角方向のきずを検出するた
めに使用する。 

straddle scanning 

0953 溶接線上走査* 斜角法において，横割れなどのきずを検出する
ため，余盛が削除された溶接部及び熱影響部の
上に探触子を置いて，超音波ビームを溶接線方
向に向け，これを溶接線方向に移動させて行う
走査。（図 20 参照） 

longitudinal scanning on 
weld surface 

0954 リニア走査* 
 

超音波ビームを振動子の配列方向に沿って平
行に移動させる走査。（図 33 参照） 
注記 フェーズドアレイ探触子を用いた超音

波ビームの走査方式の一つである。 

linear scanning 

 

1000 ［試験体及び距離］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

1001 エコー受信点* 探傷面上の超音波ビームが受信される点。 echo receiving point * 

1002 きず深さ* きずから探傷面（基準面）までの最短距離。（図
7 参照） 
注記 開口きずの場合、きず高さを示すことも
ある。 

flaw depth *， 
reflector depth * 

1003 試験体 * 試験の対象物又は試験中の対象物。 test object *， 
examination object * 

1004 試験体積* 
 

試験される試験体の立体的領域。 test volume *， 
examination volume * 

1005 スキップ距離* 斜角探触子の入射点からスキップ点までの探
傷面上の距離。（図 29 参照） 
注記 1 スキップの距離は 1 S というように略
記する。 

skip distance * 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

1006 スキップ点* 斜角法において，超音波ビームが探傷面又は探
傷面と反対側の面で反射する点。（図 29 参照）

skip point  

1007 走査速度 探傷面上で探触子を移動させる相対的速さ。 scanning rate 

1008 走査範囲* 探傷の目的に応じて探触子の走査を行う範囲。 scanning zone 

1009 走査ピッチ 
走査間隔 

探傷面上で探触子を走査する線の間隔。（図 24,
図 25 参照） 

scanning interval 

1010 走査方向* 探傷面上で探触子を走査する方向。（図 23 参
照） 

scanning direction * 

1011 探傷断面 探傷において，探傷の対象とする試験体の断
面。 

test cross-section 

1012 探傷不能領域 斜角探触子の接近限界長さ及び最小入射点間
距離のために，試験体の形状に依存して発生す
る，探傷断面上で超音波ビームの中心軸が通過
しない領域。（図 27 参照） 

shadow zone of angle beam 
technique 

1013 探傷方向* 探傷面に投影した超音波ビームの伝搬方向又
は探触子から放射された超音波ビームが伝搬
して行く方向。 

test direction 

1014 探傷面* 探触子を走査する試験体の表面。（図 36，図 38
参照） 

test surface *， 
scanning surface * 

1015 探触子オリエンテ
ーション* 

探触子の走査中に探傷面上において，ビーム軸
の投影線と基準線との間で維持されている角
度。（図 23 参照） 

probe orientation * 

1016 探触子きず距離* 斜角法において，斜角探触子の入射点から，き
ずまでの探傷面上に投影された距離。（図 7 参
照） 

distance from probe to flaw，
projection distance 

1017 探触子溶接部距離* 斜角探触子の入射点から溶接部の基準線まで
の探傷面上の距離。（図 30 参照） 

distance from probe to weld 

1018 タンデム基準線* タンデム探傷において，探触子を移動するとき
の基準となる線。 
注記 通常，探傷断面から 0.5 スキップ距離の
位置に設ける。 

tandem reference line 
 

1019 タンデム参照線* タンデム探傷を行う際に，溶接に先立ち探傷面
上に I 開先の開先面から一定の距離に印した
線。 
注記 タンデム基準線を決定するときの基準
となる。 

tandem reference line 

1020 底面* パルス反射・垂直探傷法における探傷面の反対
側の面。 

back wall *， 
bottom *， 
back surface * 

1021 投影ビーム路程* 
 

探傷面に投影されたビーム路程。（図 8 参照） projected beam path *， 
projected path length  

1022 肉厚半値探触子距
離 

探傷方向に曲率をもつ試験体の斜角法におい
て，肉厚の中央に存在するきずに対する探触子
きず距離。 

distance from probe to flaw 
in center of curved test  
object 

1023 肉厚半値ビーム路
程* 

探傷方向に曲率をもつ試験体の斜角法におい
て，肉厚の中央に存在するきずに対するビーム
路程。 

path length in center of 
curved test object 

1024 ビーム入射点* 超音波ビーム軸が試験体に入射する探傷面上
の点。（図 17 参照） 

beam index * 

1025 ビーム路程* 超音波が，入射点から反射源まで試験体中を伝
搬した距離。（図 7 参照） 

sound path length* 

1026 水距離 水浸法において探触子の前面から試験体の探
傷面までの距離。（図 37 参照） 

water path length， 
water distance 
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1100 ［音響結合］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

1101 音響結合損失* 探触子と試験体との間の境界面の通過による
超音波エネルギーの損失。 

coupling loss * 

1102 感度補正* 
ゲイン補正 

標準試験片又は対比試験片と試験体との間の
感度の補正。 
注記 音響結合，反射及び減衰による損失も含
む。 

transfer correction， 
sensitivity correction* 
 

1103 グリセリンペース
ト 

音響結合媒質の一種で，グリセリンに少量の界
面活性剤及び増粘剤を添加したもの。 

glycerin paste 

1104 接触媒質* 
音響結合媒質 

超音波エネルギーが効率よく通過できるよう
にするために探触子と試験体との間に挿入す
る媒質。 
（図 17，図 36 及び図 38 参照） 
注記 水，グリセリン，グリセリンぺースト，
マシン油などが使用される。 
（☆図 36 及び図 38 に接触媒質を追加する） 

couplant *， 
coupling medium *， 
coupling film * 

1105 接触媒質路程* 探触子入射点とビーム入射点との間の接触媒
質の距離を試験体中のビーム路程に換算した
値。（図 17 参照） 

couplant path * 

 

1200 ［評価］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

1201 エコー高さ区分線* きずエコー高さを領域で区分して評価するた
めの線。 
注記 一般的には数本の距離振幅特性曲線に
よって構成される。 

DAC curves for evaluating 
flaw echo 

1202 基準レベル* 探傷感度の調整及びきずエコー高さの評価の
際の，基準とするエコー高さ。 

reference level 

1203 きず指示高さ* 探触子の移動距離によって推定したきずの板
厚方向の寸法。 

flaw height 

1204 きず指示長さ* 探触子の移動距離によって推定したきずの長
さ。 

flaw length 

1205 距離振幅補正 * 同一のきずの評価が距離により変化すること
がないよう行う補正。（図 15 参照） 

distance-amplitude 
correction 

1206 距離振幅補正曲線 
距離振幅特性曲線* 

探触子から種々の距離にある等しい基準反射
源からの最大エコー高さに基づいて作成され
た基準曲線。（図 15 参照） 
 

distance-amplitude 
correction (DAC) curve * 

distance-amplitude 
characteristic(DAC) curve 

1207 警報レベル* 警報を行うためにゲート機能によって設定さ
れたレベル。 

alarm level， 
trigger level 

1208 検出レベル * 
 
 

欠陥として評価するために定めたきずエコー
高さのレベル。 

detection level 
evaluation level 

1209 合否判定レベル * 基準感度を基にして定めたきずエコーの合否
判定を行う基準となるレベル。 

acceptance level 

1210 試験片方式* 標準試験片又は対比試験片における既知の反
射源からのエコー高さと，きずからのエコー高
さを比較することによって，きずを評価する探
傷方法。 

reference block technique * 

1211 走査グラフ* 探触子位置とエコーの高さとの関係を直角座
標などに描いたグラフ。 

scanning graph of echo  
height 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

1212 DAC 法* 反射源からのエコー高さを距離振幅特性曲線
（DAC 曲線）と関連付けて評価する方法。（図
15 参照） 

DAC method * 

1213 超音波特性* 試験体において，超音波伝搬に影響を与える特
性。 
注記 超音波の音速，減衰，音響インピーダン
スなどを指す。 

ultrasonic characteristics 

1214 DGS 線図* 異なる寸法の円形平面反射源と無限大平面反
射源に関し，振動子から反射源までの距離と相
対的なエコー高さとの関係を表す曲線群。（図
35 参照） 

DGS diagram *， 
 

1215 DGS 法* エコー高さに基づき反射源を等価な円形平面
きずの寸法として評価するために DGS 線図を
用いる方法。 

DGS method *， 
 

1216 底面エコー方式 * 試験体の健全部の底面エコー高さ BG を基準と

して，きずからのエコー高さ F を検出し，F／
BGで評価する探傷方法。 
注記 きずを含んだ部分の底面エコー高さ BF

を用いた F／BF，BF／BGもある。試験片方式の
対語。 

back wall echo method 

1217 デシベルドロップ
法 
デシベル低下法 

反射源の寸法（長さ，高さ及び幅）を，最大エ
コー高さを示す位置からそのエコーの高さが
最大エコー高さより所定の dB 値低い値になる
まで探触子を移動させて評価する方法。 

decibel drop method 

1218 等価きず直径* DGS 線図によって計算された円形平面きずの
直径。 

equivalent flaw diameter， 
equivalent reflector size  

1219 20 dB 低下法* 反射源の寸法（長さ，高さ及び幅）を，最大エ
コー高さを示す位置からそのエコーの高さが，
1/10 (－20 dB) の値になるまで探触子を移動
させてその移動距離で評価する方法。 

20 dB drop method * 

1220 評価レベル* 欠陥として評価するために定めたきずエコー
高さの閾値。 

evaluation level 

1221 領域* きずを評価するために，ビーム路程に応じてエ
コー高さを区分した範囲。（JIS Z 3060 参照）

region of echo height 

1222 6 dB 低下法* 反射源の寸法（長さ，高さ及び幅）を，最大エ
コー高さを示す位置からそのエコーの高さが，
半分の値 (－6 dB) になるまで探触子を移動さ
せ，その移動距離で評価する方法。 

6 dB drop method *， 
half-amplitude method * 

 

1300 ［表示］に関する用語 
番号 用語 原定義 対応英語（参考）

1301 エコー高さ* 受信超音波パルス（エコー）の最大振幅。 
注記 基本表示では，振幅を高さといい，％で
表すか，又は基準レベルとの比を dB で表す。

echo height*， 
pulse (echo) amplitude 

1302 MA 表示* 探触子ときずとを相対移動させる場合の複数
の基本表示図形を重畳させた表示。 

multiple A-scope  
presentation 

1303 横断面表示 
D スコープ表示 

溶接部の方形走査情報を集積した結果から 
溶接部の横の断面の情報が得られるように表
示する断面表示方法。 

D-scope presentation 
 

1304 階調表示 平面表示又は断面表示などにおいて，エコー高
さに対応した階調を，色，濃淡，又はドット密
度で表示する方法。 

tone presentation 
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番号 用語 原定義 対応英語（参考）

1305 基本記号* 探傷図形上の各指示を示すための記号。 basic symbols for ultrasonic 
testing 

1306 基本表示* 
A スコープ表示 
A スキャン表示 

表示器上の横軸を時間，縦軸を振幅とする超音
波信号の表示方法。（図 36，図 37，図 38 参照）

A-scan display *， 
A-scan presentation * 

1307 断面表示* 
B スコープ表示 
B スキャン表示 

探触子を一方向に走査したとき，その走査線を
含む試験体断面の探傷結果を表示する試験体
の断面表示方法であり，探触子位置は横軸に表
示され，探傷面からの深さは縦軸に表示され，
その断面内にエコー高さが階調などで表示さ
れる。（図 39，図 41 参照） 
注記 試験体の厚さ方向の情報が得られる。 

B-scan display *， 
B-scan presentation * 

1308 付帯記号* 基本記号を補うための記号。 
注記 JIS Z 2344 では多重反射・底面エコー・
遅れエコー・クサビ内エコー及び板波について
規定している。 

supplemental symbols for 
ultrasonic testing 

1309 平面表示* 
C スコープ表示 
C スキャン表示 

探傷面から一定深さの試験体の探傷結果を表
示する試験体の二次元平面表示方法。探触子位
置は縦横軸上の位置で表示され，その二次元面
内に探傷面から選択した深さ範囲のエコー高
さが階調などで表示される。（図 40，図 41 参
照） 

C-scan display *， 
C-scan presentation * 

1310 立体表示 
3D スコープ表示 

探傷結果を反射源が立体的に把握できるよう
にした三次元表示。（図 41 参照） 
注記 平面画像と断面画像の組合せ表示や立
体的な透視画像として表現される。 

3D-scope display 
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1

近距離音場限界距離
（0121）

垂直探触子 （0532）

近距離音場 （0120）

ビームエッジ（0141）

指向角 （0130）

ビーム中心軸 （0143）

遠距離音場 （0104）

図 1－ 超音波ビーム（0135）に関する用語

音響的かげ
（0113）

試験体（1003）超音波ビーム（0135）

垂直探触子
（0532）

図 2－ 音響的かげ（0113）

きず（0118）
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13

迄



2

音
圧

近距離音場限界距離
（0121）

近距離音場限界点（0122）

距離

図 3－ 垂直探触子（ 0532 ）の音場（ 0114）

対称モード（0207）

非対称モード（0212）

図 4－ 板波（0201）あるいは薄膜振動のモード
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13
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図 5－ 縦波（0208）と横波（0215）

波の伝搬方向

縦波（0208）

粒子の振動方向

波長（0210）

横波（0215）

波の伝搬方向

波長（0210）

粒子の振動方向

媒質1

媒質2

境界面（0119）

屈折角（0302）

反射角
（0306）

入射角
（0305）

図 6－ 境界面（0119）での音波

ビーム中心軸（0143）

探触子きず距離 （1016）

きず深さ（1002）

きず（0118）

屈折角
（0302）

図 7－直射法（0935）に関する用語

斜角探触子（0521）

入射点（0546）
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探傷面（1014）

ビーム中心軸（0143）

屈折角（0302）

入射点（0546）

斜角探触子（0521）
入射角（0305）

斜角探触子（0521）

試験体（1003） 投影ビーム路程
（1021）

偏り角
（0508）

探触子の幾何学的軸

図 8－ 斜角探触子（0521）に関連する用語

振動子背面材
（0530）

コネクタ

ケース
（ハウジング）

振動子
（0527）

前面板

ケース（ハウジング）

くさび（0512）

コネクタ

吸音材

振動子
（0527）

振動子背面材
（0530）

図 9－ 垂直探触子の（0532）の構造（直接接触用）

図 10－ 斜角探触子の（0521）の構造
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コネクタ

探傷面

交束距離（0516）

ルーフ角（0558）
くさび（0512）

振動子（0527）

振動子背面材（0530）

音響隔離面
（0505）

ケース（ハウジング）

交束範囲（0518）

交束点（0517）

図 11－ 二振動子探触子の（0545）の構造とビーム

図 12－ 集束探触子(0523)の集束範囲(0525)

相
対
エ
コ
ー
高
さ

距離振幅特性曲線(1206)

集束点(0524)集束距離(0522)

集束範囲(0525)

6dB

距離
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図 13－エコー波形

この例では，ピーク数（0549）は8 となる。

パルス幅（0631）

図 14－ 周波数スペクトル（0526）

周波数

振
幅

6dB

帯域幅（0534） B

B/2B/2

中心周波数（0542）ピーク周波数（0548）
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①

③

②

対比試験片
斜角探触子（0521）

基準反射源（0830）

エ
コ
ー
高
さ
（
%
）

ビーム路程

100

50

0

10 20 30 40 500

距離振幅補正曲線（DAC ）
（1206），DAC曲線（0621）

50％DAC

①

②

③

参 15－ 距離振幅補正（1205）法

１スキップ距離（1005）１スキップ距離（1005）

探傷面（1014）

きず（0118）ビーム中心軸（0143）

探触子の入射点（0546）

探傷面（1014）

斜角探触子（0521）

ビーム中心軸（0143）

ビーム入射点（1024）

接触媒質（1104）

接触媒質路程（1105）

図 16－ 1回反射法（0902）に関する用語

図 17－ ギャップ走査法（0906）に関する用語
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きず（0118）

斜角探触子（0521）

超音波ビーム（0135）

探触子の走査

参照図 19振子走査（0949）図 18－首振り走査（0910）

きず（0118）

斜角探触子（0521）

超音波ビーム（0135）

超音波ビームの走査

入射点（0546）

斜角探触子（0521）余盛が削除された溶接線

走査方向（1010）

超音波ビーム（0135）

図 20－ 溶接線上走査（0953）

きず（0118） 斜角探触子（0521）

図 21－ K走査（0911）
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β

きず（0118）

溶接線

走査方向
斜角探触子（0521）

β

走査方向

図 22－ またぎ走査（0952）

基準線

前後走査（0925）

左右走査（0913）

探触子オリエンテーション
（1015）

斜角探触子（0521）

超音波ビーム（0135）

図 23－ 探触子の走査方向（1010）に関する用語

横方形走査 縦方形走査

溶接部走査ピッチ
（1009）

走査ピッチ
（1009）

斜角探触子
（0521）

斜角探触子
（0521）

図 24－ 方形走査（0951）
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斜角探触子（0521） 溶接部

走査ピッチ
（1009）

走査範囲（1008）

図 25－ ジグザグ走査（0914）

走査方向

溶接線

斜角探触子
（0521）

図 26－ 斜め平行走査（0939）
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斜角探触子（0521）

探傷不能領域(1012)

探傷不能領域(1012)

図 27－ タンデム探傷法（0931)における探傷不能領域（1012）

図 28－ 最小入射点間距離（0520）

最小入射点間距離（0520）

入射点（0546）

斜角探触子
（0521）

0.5スキップ点 1.5スキップ点

1スキップ点 2スキップ点

0.75S

1S

2S

探触子溶接部距離(1017)探触子溶接部距離(1017)

探触子きず距離(1016)

きず

図 29－ スキップ距離（1005）

図 30－ 探触子溶接部距離（1017）
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きず（0118）

入射点（0546）

斜角探触子（0521）

ビーム中心軸
（0143）

探傷面（1014）

試験体（1003）

図 31－ タンデム探傷法（0931）

図 32－ TOFD法（0938）の原理

上端回折波 下端回折波ラテラル波

底面反射波

上端回折波

下端回折波

底面反射波

きず

縦波斜角探触子
（0536）

縦波斜角探触子
（0536）

ラテラル波探触子の走査
探触子保持治具

きずを横切る走査におけるTOFD画面

きず上端

底面

表面

走査方向位置

板
厚
方
向 きず下端

きず指示高さ
（1203） 探触子中央がきず直上にある

きず下端

長いきずに平行な走査におけるTOFD画面

走査方向位置

板
厚
方
向

表面

底面

きず上端

きず指示長さ(1204)Pu
bc
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e 
　20

17
/1

0/
13

迄
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走査範囲

リニア走査（斜角法）(0954)

フェーズドアレイ探触子（0553）

超音波ビーム

セクタ走査（斜角法）(0924)

フェーズドアレイ探触子（0553）

超音波ビーム

フェーズドアレイ探触子（0553）

超音波ビーム

走査範囲

セクタ走査（垂直法）(0924)

超音波ビーム

フェーズドアレイ探触子（0553）

走査範囲

リニア走査（垂直法）(0954)

図 33－ フェーズドアレイ法における走査

図 34－ 端部エコー法（0932）

きず下端
の深さ

きず上端
の深さ

きず指示高さ
（1203）

きず

斜角探触子（0521）
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図 35－ DGS線図（1214）

エ
コ
ー
高
さ
（
%
）

ビーム路程

100

50

0

底面（1020）

試験体（1003）垂直探触子
（0532）

探傷面
（1014）

きず（0118）

超音波ビーム（0135）

T

F

B T：送信パルス指示（0411）

F：きずエコー（0405）

B：底面エコー（0415）

図 36－ 基本表示（1306）の例
（直接接触法（0936 ） 垂直法（0922）の場合）
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T：送信パルス指示（0411）

F：きずエコー（0405）

B：底面エコー（0415）

S：表面エコー（0418）

図 37－ 基本表示（1306）の例
（水浸法（0921）垂直法（0922）の場合）

エ
コ
ー
高
さ
（
%
）

ビーム路程

100

50

0

S

F

BT

探傷面
（1014）垂直探触子

（0532）

底面（1020）

試験体（1003）

きず（0118）

超音波ビーム（0135）

水距離（1026）

T：送信パルス指示（ 0411）

F：きずエコー（0405）

探傷面（1014）

入射点（0546）

斜角探触子（0521）

試験体（1003）

きず（0118）

図 38－ 基本表示（1306）の例
直接接触法（0936）斜角法（0918）の場合
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探傷面（1014）

垂直探触子（0532）

きず（0118）

底面（1020）

きずエコー指示 底面エコー指示

送信パルス指示
（0411）

表示器

断面表示
（1307）

図 39－断面表示（1307）の例

垂直探触子（0532）

きずのエリア

きずの指示

走査ピッチ（1009）

走査軌跡
表示器

探触子の走査

平面表示（1309）

走査長さ

走査範囲（1008）

図 40－ 平面表示（1309）の例
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探触子

走査軌跡
探傷面

きず

きずの指示

きずの指示

平面表示（1309）

断面表示（1307）

きず部の断面表示
きずの指示

横方向の断面表示

断面表示を走査
ピッチ方向に重
ねて画像化

走査ピッチ
（1009）

図 41－ 立体表示（1310）の例
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用語索引（五十音順） 

 
用語 番号 英語 

【あ】   
ISO-RA 対比試験

片 
0816 ISO-RA 

reference block 

圧電素子 0501 piezoelectric 
transducer， 

piezoelectric 
element 

RB-IDH 対比試験

片 
0805 RB-IDH 

reference block 

RB-RA 対比試験

片 
0801 RB-RA reference 

block 

RB-RB 対比試験

片 
0802 RB-RB reference 

block 

RB-RC 対比試験

片 

0803 RB-RC reference 
block 

RB-RD 対比試験

片 
0804 RB-RD reference 

block 

RB-E 形対比試験

片 
0806 RB-E reference 

block 

RB-A6 対比試験

片 
0807 RB-A6 reference 

block 

RB-HS 対比試験

片 
0808 RB-HS reference 

block 

RB-SDH対比試験

片 
0809 RB-SDH 

reference block 

RB-SDH1.5 対比

試験片 
0810 RB-SDH 

1.5reference 
block 

RB-T 対比試験片 0811 RB-T reference 
block 

RB-PW 対比試験

片 

0812 RB-PW reference 
block 

RB-41対比試験片 0813 RB-41 reference 
block 

RB-42対比試験片 0814 RB-42 reference 
block 

RB-43対比試験片 0815 RB-43 reference 
block 

   
【い】   
板波 (ラム波) 0201 plate wave， 

Lamb wave 
板波探触子 0502 plate wave probe 
板波法 0901 plate wave 

technique, 
Lamb wave 

technique 
EDAC 0601 EDAC 
一回反射法 0902 

 
double traverse 
technique 

用語 番号 英語 
一探触子法 0903 single probe 

technique 
   
【え】   
A1 感度 0503 A1 sensitivity 
エコー 0401 echo 

エコー受信点 1001 echo receiving 
point 

エコー高さ 1301 echo height， 
pulse (echo) 

amplitude 
エコー高さ区分

線 
1201 DAC curves for 

evaluating flaw 
echo 

SH 波 0202 SH wave 
STB-A1 標準試験

片（ISO 2400 試

験片）（STB-A1）

0817 standard test block 
A1 

STB-A2 標準試験

片（STB-A2） 
0818 standard test block 

A2 

STB-A21 標準試

験片（STB-A21）
0819 standard test block 

A21  

STB-A22 標準試

験片（STB-A22）

0820 standard test block 
A22 

STB-A3 標準試験

片（STB-A3） 

0821 standard test block 
A3 

STB-A31 標準試

験片（STB-A31）
0822 standard test block 

A31 

STB-A32 標準試

験片（STB-A32）
0823 standard test block 

A32 

STB-A7963 標準

試験片 
（STB-A7963） 

0824 standard test block 
A7963 

STB-N1 標準試験

片（STB-N1） 

0825 standard test block 
N1 

STB 音速比 0101 ratio of sound 
velocity of test 
object to that of 
standard test 
block 

STB 屈折角 0301 angle of refraction 
by STB 

STB- G 標準試験

片（STB-G） 
0826 standard test block 

G 

SV 波 0203 SV wave 
A2 感度 0504 A2 sensitivity 
エネルギー通過

率 

0102 transmission  
coefficient of 
sound energy 
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用語 番号 英語 
エネルギー反射

率 
0103 reflection 

coefficient of 
sound energy 

MA 表示 1302 multiple A-scope 
presentation 

遠距離音場 0104 far field  
遠距離分解能 0602 far field 

resolution 
円形平面反射源

（円形平面き

ず） 

0827 disk type 
reflector， 
disk type flaw 

円柱反射源 0828 cylindrical 
reflector 

円柱面エコー 0402 cylindrical 
surface echoes 

   
【お】   

追い込み 0603 recovery time 
after transmitted 
pulse 
(or large echo) 
dead time after 
transmitted pulse 
(or large echo) 

横断面表示 1303 D-scope 
presentation  

遅れエコー 0403 delayed echo 

音圧 0105 sound pressure 
音圧往復透過率 0106 echo 

transmission 
coefficient 

音圧通過率 0107  
音圧反射率 0108 reflection 

coefficient  
 

音響異方性 0109 acoustical 
anisotropy  

音響インピーダ

ンス 
0110 acoustical 

impedance  

音響隔離面 0505 acoustic 
separator 

音響吸収 0111 acoustical 
absorption 

音響結合 0112 acoustic 
coupling 

音響結合損失 1101 coupling loss 
音響遅延材 0506 delay shoe 

音響的かげ 0113 acoustic 
shadow， 
shadow zone 

音響レンズ 0507 acoustical lens 
音軸 0143 beam axis 
音速 0115 sound velocity， 

velocity of 
propagation 

用語 番号 英語 
音速比 0116 ratio of shear 

wave velocity in 
rolling direction 
to that in cross 
direction 

音場 0114 sound field 
   
【か】   
階調表示 1304 tone presentation 
ガイド波 0204 guided wave 

 
拡散損失  (拡散

減衰) 
0117 diffusion damping, 

diffusion loss 

角溝 0829 square notch 
偏り角 0508 squint angle 
可変角探触子 0509 variable angle 

probe 
間接探傷法 0904 indirect scan 

technique， 
indirect scan 

感度補正（ゲイン

補正） 
1102 transfer correction，

sensitivity 
correction 

感度余裕（感度余

裕値） 

0604 margin of detection 
sensitivity 

   
【き】   

基準エコー 0404 reference echo 
基準感度 0905 specified 

sensitivity ， 
reference gain 

基準反射源 0830 reference flaw 
(defect)， 

reference reflector 
基準レベル 1202 reference level 
きず 0118 flaw， 

discontinuity 
きずエコー (F エ

コー) 

0405 flaw echo， 
defect echo， 
discontinuity echo 

きず検出感度 0605 flaw detection 
sensitivity 

きず指示高さ 1203 flaw height 
きず指示長さ 1204 flaw length 
きず深さ 1002 flaw depth， 

reflector depth 
基本記号 1305 basic symbols for 

ultrasonic testing
基本表示 （A ス

コープ表示・A
スキャン表示）

1306 A-scan display， 
A-scan presentation

ギャップ走査（ギ

ャップ走査法）

0906 gap testing 
technique， 

gap scanning 
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用語 番号 英語 
Q 値 0510 quality factor 
境界面 0119 interface 
境界面エコー 0406 interface echo 
共振法 0907 resonance 

technique 
球面波 0205 spherical wave 
局部水浸法 0908 local immersion 

technique 
曲面探触子 0511 shaped probe 
距離振幅補正 1205 distance-amplitude 

correction 
距離振幅補正曲

線 
（距離振幅特性

曲線） 

1206 distance-amplitude 
correction(DAC) 
curve  

distance-amplitude 
characteristic 

(DAC) curve 
近距離音場 0120 near field， 

Fresnel zone 
近距離音場限界

距離 
0121 near field length 

近距離音場限界

点 
0122 near field point 

近距離分解能 0606 near field 
resolution 

   
【く】   
空気結合超音波

法 
0909 air-coupled 

ultrasonic 
technique 

air-coupled 
ultrasound 

くさび 0512 wedge， 
refracting prism 

くさび内エコー 0407 wedge echo 
屈折角 0302 angle of 

refraction 
屈折角度差 0303 difference of 

refraction 
angle by 
scanning 
direction 

首振り走査 0910 swivel scanning 
クリーピング波 0206 creeping wave 
グリセリンペー

スト 
1103 glycerin paste 

   
【け】   
K 走査 0911 K-scan technique 
警報機能 0607 alarm function 
警報レベル 1207 alarm level, 

trigger level 
ゲイン 0610 gain 

用語 番号 英語 
ゲイン調整 0611 gain controls， 

dB controls， 
gain adjustment 

欠陥 0123 defect 
ゲート 0608 gate， 

time gate 
ゲートレベル 0609 gate level,  

threshold level 
検出レベル 1208 detection level 
健全部（無欠陥

部） 
0124 unflawed area, 

sound area 

減衰 0125 attenuation， 
sound attenuation 

減衰器 0612 attenuator 

減衰係数 0126 attenuation 
coefficient 

   
【こ】   
格子点探傷法 
（交点探傷法） 

0912 specified cross 
point testing 

公称屈折角 0513 nominal angle of 
probe 

公称集束範囲 0514 nominal focal 
range 

公称周波数 0515 nominal frequency 
交束距離 0516 convergence 

distance  
交束点 0517 convergence point 
交束範囲 0518 convergence zone 
広帯域探触子 0519 broad band probe 
合否判定レベル 1209 acceptance level 

コーナー反射 0127 corner reflection 
   
【さ】   

最小入射点間距

離 
0520 minimum distance 

between probe 
indexes of two 
angle probes 

サプレッション 0635 rejection, 
suppression, 
reject, 
grass cutting 

左右走査（横方向

走査） 
0913 lateral scanning 

散乱 0128 scattering 
残留エコー  0409 ghost echo， 

phantom echo 
   
【し】   
時間軸 0613 time base， 

sweep 
時間軸調整器 0614 time base control，

sweep control 
時間軸直線性 0615 time base linearity 
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用語 番号 英語 
時間軸の部分拡

大 
0617 expanded time base 

sweep， 
scale expansion， 
zoom 

時間軸範囲（測定

範囲） 
0616 time base range， 

test range 
ジグザグ走査 0914 zig-zag scanning 
試験周波数 0129 test frequency 
試験体 1003 test object, 

examination object 
試験体積 1004 test volume*, 

examination 
volume 

試験片方式 1210 reference block 
method 

指向角 0130 divergence angle 
指向性 0131 directivity 
自動走査法 0915 automatic scanning
自動探傷法 0916 automatic scanning 
斜角探触子 0521 angle probe， 

angle beam search 
unit 

斜角二探触子法 0917 double angle probe 
technique 

斜角法 0918 angle beam 
technique 

集束距離 0522 focal length 

集束探触子 0523 focusing probe 
集束点 0524 focal point， 

focus 
集束範囲 0525 depth of field， 

focal zone， 
focal range 

周波数スペクト

ル 

0526 frequency 
spectrum 

手動探傷法 0919 manual scanning  
シングアラウン

ド法 
0920 sing around 

technique 

人工きず 0831 artificial flaw 
振動子 0527 transducer， 

element， 
crystal 

振動子の公称寸

法 
0528 nominal 

transducer 
size， 

transducer size， 
element size 

振動子の実効寸

法 

0529 effective 
transducer size 

振動子背面材（バ

ッキング材，ダ

ンピング材） 

0530 transducer 
backing 

   

用語 番号 英語 
【す】   
水浸探触子 0531 immersion probe 
水浸法 0921 immersion 

technique， 
immersion 

testing 
垂直探触子 0532 normal probe， 

straight beam 
probe， 

straight beam 
search unit 

垂直法 0922 normal beam 
technique， 

straight beam 
technique 

スキップ距離 1005 skip distance 
スキップ点 1006 skip point 
スパイラル走査 0923 spiral scanning 
   
【せ】   
セクタ走査 0924 sector scanning 
 
接近限界長さ 

 
0533 

 
distance between 

probe index 
and front end 
of probe 
housing 

接触媒質（音響結

合媒質） 
1104 couplant， 

coupling 
medium， 

coupling film 
接触媒質路程 1105 couplant path 
前後走査（縦方向

走査） 
0925 depth scanning 

線上走査 0926 scanning on lines 
   
【そ】   
掃引遅延 0618 delayed time base，

correction of zero 
point 

走査 0927 scanning 

走査グラフ 1211 scanning graph of 
echo height 

走査速度 1007 scanning speed 
走査範囲 1008 scanning zone 
走査ピッチ（走査

間隔） 
1009 scanning interval 

走査方向 1010 scanning direction 

送信パルス 0410 transmitter pulse 
送信パルス指示 0411 transmission pulse 

indication 
増幅直線性 0619 amplitude linearity 
側面エコー  0412 side wall echo 
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用語 番号 英語 
【た】   
帯域幅 0534 frequency band 

width 
対称モード 0207 symmetric mode 

ダイナミックレ

ンジ 
0620 dynamic range 

対比試験片 0832 reference block  
タイヤ探触子  0535 wheel probe， 

wheel search unit 
多重エコー 0413 multiple echo， 

multiple reflection 
多重エコー法 0928 multiple-echo 

technique 
多重反射 0132 multiple reflection 
多数回反射法 0929 multiple traverse 

technique 
DAC（DAC 曲線） 0621 DAC 

DAC 法 1212 DAC method 
縦波 0208 compressional 

wave， 
longitudinal wave 

縦波斜角探触子 0536 longitudinal wave 
angle probe 

縦波探触子 0537 compressional 
wave probe 

探傷感度 0930 working sensitivity
探傷屈折角 0304 angle of refraction 

in test object 
探傷図形表示応

答性 
0622 displaying response 

 

探傷断面 1011 test cross-section 

探傷不能領域 1012 shadow zone of 
angle beam 
technique 

探傷方向 1013 test direction 
探傷面 1014 test surface， 

scanning surface 
探触子 0538 probe， 

search unit 
探触子オリエン

テーション 
1015 probe orientation 

探触子きず距離 1016 distance from 
probe to flaw, 

projection 
distance 

探触子ケーブル 0701 probe cable 
探触子シュー 0539 probe shoe 
探触子ダンピン

グ係数 

0540 probe damping 
factor 

探触子溶接部距

離 
1017 distance from 

probe to weld  

タンデム基準線 1018 tandem reference 
line 

用語 番号 英語 
タンデム参照線 1019 tandem reference 

line 
タンデム探傷法 0931 tandem 

(scanning) 
technique 

端部エコー法 0932 tip echo 
technique， 

tip diffraction 
technique 

端部効果 0133 edge effect 
端面エコー  0414 edge echo 

断面表示 （B 
スコープ表示，B
スキャン表示）

1307 B-scan display， 
B-scan 

presentation 

   
【ち】   
遅延路程 0541 delay path 
中心周波数 0542 center frequency 
超音波 0134 ultrasonic wave 
超音波厚さ計 0623 ultrasonic 

thickness meter 
超音波探傷器 0624 ultrasonic test 

instrument 
超音波探傷試験 0933 ultrasonic testing 
超音波探傷装置 0625 ultrasonic test 

equipment 
超音波特性 1213 ultrasonic 

characteristics 
超音波パルス法 0934 ultrasonic pulse 

technique 
超音波ビーム 0135 ultrasonic beam， 

sound beam 
調度 0626 setting 
直射法 0935 direct scanning 

technique， 
single traverse 

technique 
直接接触法 0936 contact testing 

technique， 
contact method， 
contact scanning 

   
【て】   

底面 1020 back wall， 
bottom， 
back surface 

底面エコー (B エ

コー) 
0415 back wall echo， 

bottom echo， 
back reflection 

底面エコー方式 1216 back wall echo 
method 

DGS 線図 1214 DGS diagram， 
DGS 法 1215 DGS method， 
D スコープ表示 1303 D-scope 

presentation  
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用語 番号 英語 
デシベル 0136 decibel (dB) 
デシベルドロッ

プ法（デシベル

低下法） 

1217 decibel drop 
method 

電磁超音波探触

子 (EMAT) 
0543 electro-magnetic 

transducer， 
electro-dynamic 

transducer 
伝達損失 0137 transmission loss 
伝達特性 0138 transmission 

factor， 
transmission 

characteristics 
伝搬時間 0139 propagation time，

time of flight 
   
【と】   

投影ビーム路程 1021 projected beam 
path, 

projected path 
length 

等価きず直径 1218 equivalent flaw 
diameter, 

equivalent reflector 
size 

透過パルス 0416 transmitted pulse, 
through path pulse 

透過法 0937 transmission 
technique， 

through 
transmission 
technique 

TOFD 法 0938 time of flight 
diffraction 
technique 

   
【な】   

斜め平行走査 0939 parallel scanning 
with a probe 
slanted 

波のモード 0209 wave mode 

軟質保護膜付き

探触子 
0544 soft-faced probe 

   
【に】   
肉厚半値探触子

距離 
1022 distance from probe 

to flaw in center 
of curved test 
object 

肉厚半値ビーム

路程 
1023 path length in 

center of curved 
test object 

用語 番号 英語 
二振動子探触子 0545 double transducer 

probe， 
twin transducer 

probe， 
dual search unit 

20 dB 低下法 1219 20 dB drop method 
二探触子法  0940 double probe 

technique， 
pitch and catch 

technique 
入射角 0305 angle of 

incidence 
入射点 0546 probe index 
   
【は】   
配列形探触子 0547 array probe 
波長 (λ) 0210 wave length 
波頭 0211 wave front 
パルス 0417 pulse 
パルスエネルギ

ー 
0627 pulse energy 

パルスオーバー

ラップ法 
0941 pulse overlap 

technique 

パルス繰返し周

波数 (prf) 
0628 pulse repetition 

frequency， 
pulse repetition 

rate， 
prf 

パルス波形 0630 pulse shape, 
Pulse wave form 

パルス幅 0631 pulse (echo) 
length， 

pulse width， 
pulse duration 

パルス反射法 0942 pulse echo 
technique， 

reflection (pulse) 
technique 

パルス（エコー）

振幅 
0629 pulse (echo) 

amplitude 

反射角 0306 angle of 
reflection 

反射源 0140 reflector 
反射板法 0944 reflection plate 

method 
半自動探傷法 0943 semi-automatic 

scanning 
   
【ひ】   
ピーク周波数 0548 peak frequency  
ピーク数 0549 number of peaks 

比帯域幅 0551 fractional band 
width 

非対称モード 0212 asymmetric mode 
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用語 番号 英語 
ビームエッジ 0141 beam edge 
ビーム形状 0142 beam profile 
ビーム中心軸(音
軸) 

0143 beam axis 

ビーム中心軸の

偏り 
0550 deviation of 

beam axis 

ビーム入射点 1024 beam index 
ビーム広がり 0144 beam spread 
ビーム路程 1025 sound path length 
評価レベル 1220 evaluation level 
表示器 0632 display(for 

indications) 
標準穴 0833 reference hole 
標準試験片 

(STB) 
0834 calibration block，

standard test block 
表面エコー (S エ

コー) 
0418 surface echo (S 

echo) 

表面波 0213 surface wave， 
Rayleigh wave 

表面波探触子 0552 surface wave probe
表面波法 0946 surface wave 

technique, 
Rayleigh wave 

technique 
平底穴 (FBH) 0835 flat bottom hole， 

disc flaw， 
disc shaped 

reflector， 
plane circular disc 

reflector 
   
【ふ】   
V 透過パルス 0419 through vee path 
V 透過法 0948 Vee path technique 
V 溝（V ノッチ） 0836 Vee notch 
フェーズドアレ

イ探触子 
0553 phased array probe 

フェーズドアレ

イ法 

0947 phased array 
technique 

不感帯 0554 dead zone 
付帯記号 1308 supplemental 

symbols for 
ultrasonic testing

振子走査 0949 orbital scanning 
分解能 0633 resolution 
噴流探傷法 0950 water jet coupling 

method 
   
【へ】   
平面表示（C スコ

ープ表示，C ス

キャン表示） 

1309 C-scan display， 
C-scan presentation

   

用語 番号 英語 
【ほ】   
方位分解能 0634 angular resolution 
妨害エコー 0420 spurious echo， 

parasitic echo 
方形走査 0951 square scanning 
保護膜 0555 wear plate， 

diaphragm 
   
【ま】   
またぎ走査 0952 straddle scanning 
   
【み】   
水距離 1026 water path 

length， 
water distance 

   
【も】   
モード変換 0214 mode 

conversion， 
mode 

transformation 
   
【よ】   
溶接線上走査 0953 longitudinal 

scanning on 
weld surface 

横穴（円柱横穴） 0837 side drilled hole 
(SDH)， 

side cylindrical 
hole 

横波 0215 shear wave， 
transverse wave 

横波音速比 0145 transverse sound 
velocity ratio 

横波垂直探触子 0556 shear wave 
normal probe 

横波探触子 0557 shear wave probe 
横波電磁超音波

探触子 

0558 electro-dynamic 
shear wave 
transducer 

   
【り】   
リジェクション 0635 rejection， 

suppression， 
reject， 
grass cutting 

立体表示（3D 
スコープ表示） 

1310 3D-scan display， 
 

リニア走査 0954 linear scanning 
領域 1221 region of echo 

height 
臨界角 0307 critical angle 
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用語 番号 英語 
林状エコー (ノ
イズエコー) 

0421 grass echo， 
structural echo, 
noise echo 

   
【る】   
ルーフ角 0559 roof angle， 

toe-in-semi-angle 
   
【れ】   
連続波 0216 continuous wave 
   
【ろ】   
6 dB 低下法 1222 6 dB drop 

method， 
half-amplitude 

method 
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用語索引（アルファベット順） 

 

英語 番号 用語 
【A】   
A1 sensitivity 0503 A1 感度 
A2 sensitivity 0504 A2 感度 
A-scan display 1306 基本表示（A スコ

ープ表示，A ス

キャン表示） 
A-scan 

presentation 
1306 基本表示（A スコ

ープ表示，A ス

キャン表示） 
acceptance level 1209 合否判定レベル 
acoustic coupling 0112 音響結合 
acoustic separator 0505 音響隔離面 
acoustic shadow 0113 音響的かげ 
acoustical 

absorption 
0111 音響吸収 

acoustical 
anisotropy 

0109 音響異方性 

acoustical 
impedance 

0110 音響インピーダ

ンス 
acoustical lens 0507 音響レンズ 
air-coupled 

ultrasound 
0909 空気結合超音波

法 
air-coupled 
ultrasonic 
technique 

0909 空気結合超音波

法 

alarm function 0607 警報機能 
alarm level 1207 警報レベル 
amplitude linearity 0619 増幅直線性 
angle beam search 

unit 
0521 斜角探触子 

angle beam 
technique 

0918 斜角法 

angle of incidence 0305 入射角 
angle of reflection 0306 反射角 
angle of refraction 0302 屈折角 
angle of refraction 

by STB 
0301 STB 屈折角 

angle of refraction 
in test object 

0304 探傷屈折角 

angular resolution 0634 方位分解能 
array probe 0547 配列形探触子 
artificial flaw 0831 人工きず 
asymmetric mode 0212 非対称モード 
attenuation 0125 減衰 
attenuation 

coefficient 
0126 減衰係数 

attenuator 0612 減衰器 
automatic scanning 0916 自動探傷法 
automatic scanning 0915 自動走査法 
   

英語 番号 用語 
【B】   
B-scan display 1307 断面表示（B スコ

ープ表示，B ス

キャン表示） 
B-scan 

presentation 
1307 断面表示（B スコ

ープ表示，B ス

キャン表示） 
back reflection 0415 底面エコー (B エ

コー) 
back surface 1020 底面 
back wall 1020 底面 
back wall echo 0415 底面エコー (B エ

コー) 
back wall echo 

method 
1216 底面エコー方式 

basic symbols for 
ultrasonic testing

1305 基本記号 

beam axis 0143 ビーム中心軸， 
音軸 

beam edge 0141 ビームエッジ 
beam index 1024 ビーム入射点 
beam profile 0142 ビーム形状 
beam spread 0144 ビーム広がり 
bottom 1020 底面 
bottom echo 0415 底面エコー (B エ

コー) 
broad band probe 0519 広帯域探触子 
   
【C】   
C-scan display 1309 平面表示（C スコ

ープ表示，C ス

キャン表示） 
C-scan 

presentation 
1309 平面表示（C スコ

ープ表示，C ス

キャン表示） 
calibration block 0834 標準試験片 
center frequency 0542 中心周波数 
compressional 

wave 
0208 縦波 

compressional 
wave probe 

0537 縦波探触子 

contact method 0936 直接接触法 
contact scanning 0936 直接接触法 
contact testing 

technique 
0936 直接接触法 

continuous wave 0216 連続波 
convergence 

distance 
0516 交束距離 

convergence point 0517 交束点 
convergence zone 0518 交束範囲 
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英語 番号 用語 
corner reflection 0127 コーナー反射 
correction of zero 

point 
0618 掃引遅延 

couplant 1104 接触媒質（音響結

合媒質） 
couplant path 1105 接触媒質路程 
coupling film 1104 接触媒質（音響結

合媒質） 
coupling loss 1101 音響結合損失 
coupling medium 1104 接触媒質（音響結

合媒質） 
creeping wave 0206 クリーピング波 
critical angle 0307 臨界角 
crystal 0527 振動子 
cylindrical 

reflector 
0828 円柱反射源 

cylindrical surface 
echoes 

0402 円柱面エコー 

   
【D】   
DAC 0621 DAC（DAC 曲線）
DAC curves for 

evaluating flaw 
echo 

1201 エコー高さ区分

線 

DAC method 1212 DAC 法 
dB control 0611 ゲイン調整  
dead time after 

transmitter pulse 
(or large echo) 

0603 追い込み 

dead zone 0554 不感帯 
decibel (dB) 0136 デシベル 
decibel drop 

method 
1217 デシベルドロッ

プ法 
defect 0123 欠陥 
defect echo 0405 きずエコー 
delayed echo 0403 遅れエコー 
delayed time base 0618 掃引遅延 
delay path 0541 遅延路程 
delay shoe 0506 音響遅延材 
depth of field 0525 集束範囲 
depth scanning 0925 前後走査 
detection level 1208 検出レベル 
deviation of beam 

axis 
0550 ビーム中心軸の

偏り 
DGS diagram 1214 DGS 線図  
DGS method 1215 DGS 法 
diaphragm 0555 保護膜 
difference of 

refraction angle 
by scanning 
direction 

0303 屈折角度差 

diffusion damping 0117 拡散損失 
diffusion loss 0117 拡散損失 

英語 番号 用語 
direct scanning 

technique 
0935 直射法 

directivity 0131 指向性 
disc flaw 0835 平底穴 (FBH) 
disc shaped 

reflector 
0835 平底穴 (FBH) 

discontinuity 0118 きず 
discontinuity echo 0405 きずエコー 
disk type flaw 0827 円形平面反射源

（円形平面き

ず） 
disk type reflector 0827 円形平面反射源

（円形平面き

ず） 
display (for 

indications) 
0632 表示器 

displaying 
response  

0622 探傷図形表示応

答性 
distance-amplitude 

characteristic 
(DAC) curve 

1206 距離振幅補正曲

線（距離振幅特

性曲線） 
distance-amplitude 

correction 
1205 距離振幅補正 

distance-amplitude 
correction (DAC) 
curve 

1206 距離振幅補正曲

線（距離振幅特

性曲線） 
distance between 

probe index and 
front end of 
probe housing 

0533 接近限界長さ 

distance from 
probe to flaw 

1016 探触子きず距離 

distance from 
probe to flaw in 
center of curved 
test object 

1022 肉厚半値探触子

距離 

distance from 
probe to weld 

1017 探触子溶接部距

離 
divergence angle 0130 指向角 
double angle probe 

technique 
0917 斜角二探触子法 

double probe 
technique 

0940 二探触子法 

double transducer 
probe 

0545 二振動子探触子 

double traverse 
technique 

0902 一回反射法 

D-scope 
presentation  

1303 横断面表示（D ス

コープ表示） 
dual search unit 0545 二振動子探触子 
dynamic range  0620 ダイナミックレ

ンジ 
   
【E】   
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英語 番号 用語 
echo 0401 エコー 
echo amplitude 1301 エコー高さ 
echo height 1301 エコー高さ 
echo receiving 

point 
1001 エコー受信点 

echo transmission 
coefficient 

0106 音圧往復透過率 

EDAC 0601 EDAC 
edge echo  0414 端面エコー 
edge effect  0133 端部効果 
effective 

transducer size 
0529 振動子の実効寸

法 
electro-dynamic 

shear wave 
transducer 

0558 横波電磁超音波

探触子 

electro-dynamic 
transducer 

0543 電磁超音波探触

子(EMAT) 
electro-magnetic 

transducer 
0543 電磁超音波探触

子 (EMAT) 
element 0527 振動子 
element size 0528 振動子の公称寸

法 
equivalent flaw 

diameter 
1218 等価きず直径 

equivalent reflector 
size 

1218 等価きず直径 

evaluation level 1220 評価レベル 
examination object 1003 試験体 
examination 

volume 
1004 試験体積 

expanded time 
base sweep 

0617 時間軸の部分拡

大 
   
【F】   
far field 0104 遠距離音場 
far field resolution 0602 遠距離分解能 
flat bottom hole 0835 平底穴 (FBH) 
flaw 0118 きず 
flaw echo (F) 0405 きずエコー (F エ

コー) 
flaw depth 1002 きず深さ 
flaw detection 

sensitivity 
0605 きず検出感度 

flaw height 1203 きず指示高さ 
flaw length 1204 きず指示長さ 
focal length 0522 集束距離 
focal point 0524 集束点 
focal range 0525 集束範囲 
focal zone 0525 集束範囲 
focus 0524 集束点 
focusing probe 0523 集束探触子 
fractional band 

width 
0551 比帯域幅 

英語 番号 用語 
frequency band 

width 
0534 帯域幅 

frequency 
spectrum 

0526 周波数スペクト

ル 
Fresnel zone 0120 近距離音場 
   
【G】   
gain 0610 ゲイン 
gain adjustment 0611 ゲイン調整 
gain control 0611 ゲイン調整 
gap scanning 0906 ギャップ走査 
gap testing 

technique 
0906 ギャップ走査（ギ

ャップ走査法） 
gate 0608 ゲート 
gate level 0609 ゲートレベル 
ghost echo 0409 残留エコー 
glycerin paste 1103 グリセリンペー

スト 
grass cutting 0635 リジェクション，

サプレッション 
grass echo 0421 林状エコー 
guided wave 0204 ガイド波 
   
【H】   
half-amplitude 

method 
1222 6 dB 低下法 

   
【I】   
immersion probe 0531 水浸探触子 
immersion 

technique 
0921 水浸法 

immersion testing 0921 水浸法 
indirect scan 0904 間接探傷法 
indirect scan 

technique 
0904 間接探傷法 

interface 0119 境界面 
interface echo 0406 境界面エコー 
ISO-RA reference 

block 
0816 ISO-RA 対比試験

片 
   
【K】   
K-scan technique 0911 K 走査 
   
【L】   
Lamb wave 0201 ラム波 
Lamb wave 

technique 
0901 板波法 

lateral scanning 0913 左右走査 (横方

向走査) 
linear scanning 0954 リニア走査 
local immersion 

technique 
0908 局部水浸法 
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英語 番号 用語 
longitudinal 

scanning on weld 
surface 

0953 溶接線上走査 

longitudinal wave  0208 縦波 
longitudinal wave 

angle probe 
0536 縦波斜角探触子 

   
【M】   
manual scanning 0919 手動探傷法 
margin of 

detection 
sensitivity 

0604 感度余裕（値） 

minimum distance 
between probe 
indexes of two 
angle probes 

0520 最小入射点間距

離 

mode conversion 0214 モード変換 
mode 

transformation 
0214 モード変換 

multiple A-scope 
presentation 

1302 MA 表示 

multiple echo 0413 多重エコー 
multiple-echo 

technique 
0928 多重エコー法 

multiple reflection 0413 多重エコー 
multiple reflection 0132 多重反射 
multiple traverse 

technique 
0929 多数回反射法 

   
【N】   
near field 0120 近距離音場 
near field length 0121 近距離音場限界

距離 
near field point 0122 近距離音場限界

点 
near field 

resolution 
0606 近距離分解能 

noise echo 0421 林状エコー (ノイ

ズエコー) 
nominal angle of 

probe 
0513 公称屈折角 

nominal focal 
range 

0514 公称集束範囲 

nominal frequency 0515 公称周波数 
nominal transducer 

size 
0528 振動子の公称寸

法 
nonlinear 

ultrasonic 
technique 

0945 非線形超音波法 

normal beam 
technique 

0922 垂直法 

normal probe 0532 垂直探触子 
number of peaks 0549 ピーク数 
   
【O】   

英語 番号 用語 
orbital scanning 0949 振子走査 
   
【P】   
parallel scanning 

with a probe 
slanted 

0939 斜め平行走査 

parasitic echo 0420 妨害エコー 
path length in 

center of curved 
test object 

1023 肉厚半値ビーム

路程 

peak frequency 0548 ピーク周波数 
phantom echo 0409 残留エコー 
phased array probe 0553 フェーズドアレ

イ探触子 
phased array 

technique 
0947 フェーズドアレ

イ法 
piezoelectric 

element 
0501 圧電素子 

piezoelectric 
transducer 

0501 圧電素子 

pitch and catch 
technique 

0940 二探触子法 
 

plane circular disc 
reflector 

0835 平底穴（FBH） 

plate wave 0201 板波 (ラム波) 
plate wave probe 0502 板波探触子 
plate wave 

technique 
0901 板波法 

prf 0628 パルス繰返し周

波数 
probe 0538 探触子 
probe cable 0701 探触子ケーブル 
probe damping 

factor 
0540 探触子ダンピン

グ係数 
probe index 0546 入射点 
probe orientation 1015 探触子オリエン

テーション 
probe shoe 0539 探触子シュー 
projected beam 

path 
1021 投影ビーム路程 

projected path 
length 

1021 投影ビーム路程 

projection distance 1016 探触子きず距離 
propagation time 0139 伝搬時間 
pulse 0417 パルス 
pulse duration 0631 パルス幅 
pulse (echo) 

amplitude 
0629 パルス（エコー）

振幅 
pulse (echo) 

amplitude 
1301 エコー高さ 

pulse (echo) length 0631 パルス幅 
pulse echo 

technique 
0942 パルス反射法 
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英語 番号 用語 
pulse energy 0627 パルスエネルギ

ー 
pulse overlap 

technique 
0941 パルスオーバー

ラップ法 
pulse repetition 

frequency 
0628 パルス繰返し周

波数 (prf) 
pulse repetition 

rate 
0628 パルス繰返し周

波数 (prf) 
pulse shape 0630 パルス波形 
pulse wave form 0630 パルス波形 
pulse width 0631 パルス幅 
   
【Q】   
quality factor 0510 Q 値 
   
【R】   
ratio of shear wave 

velocity in 
rolling direction 
to that in cross 
direction 

0116 音速比 

ratio of sound 
velocity of test 
object to that of 
standard test 
block 

0101 STB 音速比 

Rayleigh wave 0213 表面波 
Rayleigh wave 

technique 
0946 表面波法 

RB-RA reference 
block 

0801 RB-RA 対比試験

片 
RB-RB reference 

block 
0802 RB-RB 対比試験

片 
RB-RC reference 

block 
0803 RB-RC 対比試験

片 
RB-RD reference 

block 
0804 RB-RD 対比試験

片 
RB-IDH reference 

block 
0805 RB-IDH 対比試験

片 
RB-E reference 

block 
0806 RB-E 対比試験片

RB-A6 reference 
block 

0807 RB-A6 対比試験

片 
RB-HS reference 

block 
0808 RB-HS 対比試験

片 
RB SDH reference 

block 
0809 RB SDH 対比試験

片 
RB SDH 1.5 

reference block 
0810 RB SDH 1.5 対比

試験片 
RB-T reference 

block 
0811 RB-T 対比試験片

RB-PW reference 
block 

0812 RB-PW 対比試験

片 

英語 番号 用語 
RB-41 reference 

block 
0813 RB-41 対比試験片

RB-42 reference 
block 

0814 RB-42 対比試験片

RB-43 reference 
block 

0815 RB-43 対比試験片

recovery time after 
transmitted pulse

(or large echo) 

0603 追い込み 

reference block 0832 対比試験片 
reference block 

method 
1210 試験片方式 

reference echo 0404 基準エコー 
reference flaw 

(defect) 
0830 基準反射源 

reference gain 0905 基準感度 
reference hole 0833 標準穴 
reference level 1202 基準レベル 
reference reflector 0830 基準反射源 
reflection 

coefficient 
0108 音圧反射率 

reflection 
coefficient of 
sound energy 

0103 エネルギー反射

率 

reflection plate 
method 

0944 反射板法 

reflection (pulse) 
technique 

0942 パルス反射法 

reflector 0140 反射源 
reflector depth 1002 きず深さ 
refracting prism 0512 くさび 
region of echo 

height 
1221 領域 

reject 0635 リジェクション，

サプレッション 
rejection 0635 リジェクション，

サプレッション 
resolution 0633 分解能 
resonance 

technique 
0907 共振法 

roof angle 0559 ルーフ角 
   
【S】   
scale expansion 0617 時間軸の部分拡

大 
scanning 0927 走査 
scanning direction 1010 走査方向 
scanning graph of 

echo height 
1211 走査グラフ 

scanning interval 1009 走査ピッチ (走査

間隔) 
scanning on lines 0926 線上走査 
scanning speed 1007 走査速度 
scanning surface 1014 探傷面 
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英語 番号 用語 
scanning zone 1008 走査範囲 
scattering 0128 散乱 
search unit 0538 探触子 
sector scanning 0924 セクタ走査 
semi-automatic 

scanning 
0943 半自動探傷法 

sensitivity 
correction 

1102 感度補正 (ゲイン

補正) 
setting 0626 調度 
SH wave 0202 SH 波 
shadow zone 0113 音響的かげ 
shadow zone of 

angle beam 
technique 

1012 探傷不能領域 

shaped probe 0511 曲面探触子 
shear wave 0215 横波 
shear wave normal 

probe 
0556 横波垂直探触子 

shear wave probe 0557 横波探触子 
side cylindrical 

hole 
0837 円柱横穴 

side drilled hole 
(SDH) 

0837 円柱横穴 

side wall echo 0412 側面エコー 
sing around 

technique 
0920 シングアラウン

ド法 
single probe 

technique 
0903 一探触子法 

single traverse 
technique 

0935 直射法 

6 dB drop method 1222 6 dB 低下法 
skip distance 1005 スキップ距離 
skip point 1006 スキップ点 
soft-faced probe 0544 軟質保護膜付き

探触子 
sound area 0124 健全部 (無欠陥

部) 
sound 

attenuation 
0125 減衰 

sound beam 0135 超音波ビーム 
sound field 0114 音場 
sound path length 1025 ビーム路程 
sound pressure 0105 音圧 
sound velocity 0115 音速 
specified cross 

point testing  
0912 格子点探傷法（交

点探傷法） 
specified 

sensitivity 
0905 基準感度 

spherical wave 0205 球面波 
spiral scanning 0923 スパイラル走査 
spurious echo 0420 妨害エコー 
square scanning  0951 方形走査 
square notch 0829 角溝 

英語 番号 用語 
squint angle 0508 偏り角 
standard test block 0834 標準試験片 
standard test block 

A1 
0817 STB-A1 標準試験

片（ISO2400 試

験片）（STB-A1）
standard test block 

A2 
0818 STB-A2 標準試験

片（STB-A2） 
standard test block 

A21 
0819 STB-A21 標準試

験片（STB-A21）
standard test block 

A22 
0820 STB-A22 標準試

験片（STB-A22）
standard test block 

A3 
0821 STB-A3 標準試験

片（STB-A3） 
standard test block 

A31 
0822 STB-A31 標準試

験片（STB-A31）
standard test block 

A32 
0823 STB-A32 標準試

験片（STB-A32）
standard test block 

A7963 
0824 STB-A7963 標準

試験片

（STB-A7963）
standard test block 

G 
0826 STB-G 標準試験

片（STB-G） 
standard test block 

N1 
0825 STB-N1 標準試験

片（STB-N1） 
straddle scanning 0952 またぎ走査 
straight beam 

probe 
0532 垂直探触子 

straight beam 
search unit 

0532 垂直探触子 

straight beam 
technique 

0922 垂直法 

structural echo 0421 林状エコー 
supplemental 

symbols for 
ultrasonic testing

1308 付帯記号 

suppression 0635 リジェクション，

サプレッション 
surface echo (S 

echo) 
0418 表面エコー (S エ

コー) 
surface wave 0213 表面波 
surface wave probe 0552 表面波探触子 
surface wave 

technique 
0946 表面波法 

SV wave 0203 SV 波 
sweep 0613 時間軸 
sweep control 0614 時間軸調整器 
swivel scanning 0910 首振り走査 
symmetric mode 0207 対称モード 
   
【T】   
tandem reference 

line 
1019 タンデム参照線 
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英語 番号 用語 
tandem reference 

line 
1018 タンデム基準線 

tandem (scanning) 
technique 

0931 タンデム探傷法 

test cross-section 1011 探傷断面 
test direction 1013 探傷方向 
test frequency 0129 試験周波数 
test object 1003 試験体 
test range  0616 時間軸範囲（測定

範囲） 
test surface 1014 探傷面 
test volume 1004 試験体積 
3D-scope display 1310 立体表示（3D ス

コープ表示） 
threshold level 0609 ゲートレベル 
through path pulse 0416 透過パルス 
through 

transmission 
technique 

0937 透過法 

time base 0613 時間軸 
time base control 0614 時間軸調整器 
time base linearity 0615 時間軸直線性 
time base range 0616 時間軸範囲 
time gate 0608 ゲート 
time of flight 0139 伝搬時間 
time of flight 

diffraction 
technique  

0938 TOFD 法 

tip echo technique 0932 端部エコー法 
tip diffraction 

technique 
0932 端部エコー法 

toe-in-semi-angle 0559 ルーフ角 
tone presentation 1304 階調表示 
transducer 0527 振動子 
transducer backing 0530 振動子背面材（バ

ッキング材，ダ

ンピング材） 
transducer size 0528 振動子の公称寸

法 
transfer correction 1102 感度補正（ゲイン

補正） 
transmission 

characteristics 
0138 伝達特性 

transmission 
coefficient of 
sound energy 

0102 エネルギー通過

率 

transmission factor 0138 伝達特性 
transmission loss 0137 伝達損失 
transmission pulse 

indication 
0411 送信パルス指示 

transmission 
technique 

0937 透過法 

transmitted pulse 0416 透過パルス 

英語 番号 用語 
through vee path 0419 V 透過パルス 
transmitter pulse 0410 送信パルス 
transverse sound 

velocity ratio 
0145 横波音速比 

transverse wave 0215 横波 
trigger level 1207 警報レベル 
twin transducer 

probe 
0545 二振動子探触子 

20 dB drop method 1219 20 dB 低下法 
   
【U】   
ultrasonic beam 0135 超音波ビーム 
ultrasonic 

characteristics 
1213 超音波特性 

ultrasonic pulse 
technique 

0934 超音波パルス法 

ultrasonic test 
equipment 

0625 超音波探傷装置 

ultrasonic test 
instrument 

0624 超音波探傷器 

ultrasonic testing 0933 超音波探傷試験 
ultrasonic 

thickness meter 
0623 超音波厚さ計 

ultrasonic wave 0134 超音波 
unflawed area 0124 健全部 (無欠陥

部) 
   
【V】   
variable angle 

probe 
0509 可変角探触子 

Vee notch 0836 V 溝 (V ノッチ) 
Vee path technique 0948 V 透過法 
velocity of 

propagation 
0115 音速 

   
【W】   
water distance 1026 水距離 
water jet coupling 

method 
0950 噴流探傷法 

water path length 1026 水距離 
wave front 0211 波頭 
wave length 0210 波長 (λ) 
wave mode 0209 波のモード 
wear plate 0555 保護膜 
wedge 0512 くさび  
wedge echo 0407 くさび内エコー 
wheel probe 0535 タイヤ探触子 
wheel search unit 0535 タイヤ探触子 
working sensitivity 0930 探傷感度 
   
【Z】   
zig-zag scanning  0914 ジグザグ走査 
zoom 0617 時間軸の部分拡

大 
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超音波探傷試験用語 

解 説 

この解説は，規格に規定・記載した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。 

この解説は，一般社団法人日本非破壊検査協会が編集・発行するものであり，これに関する問合せ先は

一般社団法人日本非破壊検査協会である。 

 

1 今回の改正までの経緯 

(1) NDIS 2001 は，1983 年に制定され，その後，1989 年及び 2001 年に改正された。2001 年の改正は，2000

年 5 月に制定された ISO5577 Non-destructive testing – Ultrasonic inspection – Vocabulary への整合などを

目的としたものであった。 

(2) 今回の改正原案は，2013 年 6 月～2015 年 3 月に活動した超音波部門超音波探傷試験用語研究委員会が

とりまとめた超音波探傷試験用語案をベースにして，改正原案作成委員会が作成した（活動期間：2016

年 8 月～2017 年 3 月） 

 

2 今回の改正の趣旨 

(1) NDIS 2001 は，改正後約 15 年を経過したため，その後の技術的な進歩によって，規定内容に古さを感

じる部分が出てきた。これを見直して，現在に合った表現に書き改めた。 

(2) この規格が，初心者にもガイダンス的な役割を果たせるよう，内容や構成を見直した。 

(3) 2001 年改正版において，表現が必ずしも適切でない部分を見直しし，書き改めた。 

(4) 上記 15 年の期間に盛んとなった技術分野の用語を新たに収録した。 

 

3 審議中に特に問題となった事項 

(1) NDIS 2001:2001 における超音波探傷試験用語の規定と JIS Z 2300 非破壊試験用語における超音波探

傷試験用語の規定との間には，次の不整合があった。 

1) 定義されている用語が一致しない。 

2) 同じ用語であっても，定義が異なる。 

上記問題について検討した結果，両者の規定を，原則整合化させることとした。この規格が制定さ

れた後，JIS Z 2300 の改正が行われる予定であるので，この規格の内容を JIS Z 2300 改正原案へ反映

させる予定になっている。 

(2) 超音波探傷試験分野への適用が進んでいるフェーズドアレイを用いた超音波探傷試験の用語について

は，別に用語を規定した NDIS が制定される予定であるので，この規格では，よく用いられる一般的

な用語の収録にとどめることとした。 

 

4 海外規格との関係 

この規格は，ISO5577:2000 Non-destructive testing – Ultrasonic inspection – Vocaburary に規定された用語を

取り込んでいるが，すべての用語を取り込んでいるわけではない。 
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解 2 

なお，ISO5577 は 2017 年に 2 月に改正された。 

以上 
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