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集束超音波探触子の焦点位置評価とエッジ波による焦点位置変動 
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あらまし  集束超音波探触子は焦点位置が設計値より手前になる現象が発生する。この現象を直接波とエッジ波

の重なりで考え、それぞれの影響度で焦点位置が変動する。直接波だけの焦点 FD、エッジ波だけの焦点 FE を計算

し、実際の焦点は FDと FEの間にあることを調べた。直接波の影響度が大きいと FDに近く、エッジ波の影響度が大

きいと FEに近くなる。エッジ波の影響度を開口角により変化すると考え、直接波とエッジ波の影響度から求めた焦

点と実験での焦点を比較した。また、周波数について伝搬時間差から評価し、波長と信号の応答時間、分解能の関

係について考察した。 
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Abstract  In the focused ultrasound probe, a phenomenon occurs in which the focal point is closer to the design value. This 

phenomenon is considered by the overlap of the direct wave and the edge wave, and the focal point varies depending on the 

degree of influence. The focal point FD of only the direct wave and the focal point FE of only the edge wave were calculated, 

and it was found that the actual focal point was between FD and FE. When the influence of the direct wave is large, it is close to 

FD, and when the influence of the edge wave is large, it is close to FE. The influence of the edge wave is considered to change 

depending on the aperture angle, and the focus obtained from the influence of the direct wave and the edge wave is compared 

with the focus in the experiment. The frequency was evaluated from the propagation time difference, and the relationship 

between the wavelength, the response time of the signal, and the resolution was considered. 
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1. はじめに  

 微小な欠陥検出や超音波による治療などで集束超音

波が利用されている。集束超音波は音響レンズや凹面

振動子により発生させ、焦点は音響レンズでは屈折 [1]、

凹面振動子は曲率中心が焦点位置とされている。しか

し、実際の焦点位置は手前になり設計値通りにならな

い。この焦点位置のずれはエッジ波によるものであり、

これまでに探触子から送信される超音波 [2]、エッジ波

による焦点位置のずれ、開口角によるエッジ波の影響

度変化や周波数評価 [3]などについて報告してきた。ま

た、媒質によりエッジ波の発生量が異なることを報告

し [4]、エッジ波の影響度が開口角以外に媒質が影響し

ている可能性がある。今回、直接波の影響度とエッジ

波の影響度から焦点位置を考え、直接波の影響度が

100%の焦点、エッジ波の影響度が 100%の焦点の間に

実際の焦点位置が発生することを考察した。また、適

切に直接波とエッジ波の影響度を設定するとこで実際

の焦点位置が推定できることを述べる。  

 

2．音響レンズ型集束超音波探触子の焦点   

2.1 直接波とエッジ波による焦点形成  

 超音波探触子から送信される超音波は図 1 に示すよ

うに振動面と同じ形状の直接波と直接波端部から発

生するエッジ波がある。エッジ波は直接波の外側と内

側にそれぞれ発生し、外側は直接波と同位相、内側は

逆位相である。そのため直接波と内側エッジ波の伝搬
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距離差が半波長になる位置では振幅が増大し、探触子

中心軸上では図 2 のように考える。直接波の伝搬距離

X とエッジ波の伝搬距離 E を定義する。E－X が半波

長になる位置 x0 で振幅が増大し、平面音源でも焦点が

発生する。この位置は以下の式  
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で表わされ近距離音場限界である。この焦点は平面音

源で集束は無く、エッジ波の影響度が 100%である。

一方、直接波の影響度が 100%の場合における焦点 FD

は以下の音響レンズの焦点位置  
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または、凹面振動子の曲率半径中心となる。ここで音

響レンズ型集束超音波探触子においてエッジ波の影

響度が 100%の場合の焦点を考える。図 3 のようにレ

ンズの焦点位置 FD を曲率半径とする仮想音源を考え

る。エッジ波の伝搬距離 E と直接波の伝搬距離 D の差

が半波長になる位置が存在し、この位置をエッジ波の

影響度が 100%の焦点 FE として以下の式 (3) 
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で表わされる。正確には直接波が伝搬と共に集束し始

め、わずかに集束するためエッジ波の影響度が 100%

ではないが、エッジ波の影響が最大になる位置である。

凹面音源では直接波やエッジ波の影響度が 100%とい

う状況は存在しないので、実際の焦点位置は FD と FE

の間に存在し、直接波やエッジ波の影響度により変動

する。エッジ波の焦点への影響度は開口角 θ または θF

により変化し、開口角が小さいとエッジ波の影響が大

きくなる。例えば図 2 の平面振動子では開口角が 0°

で、焦点はエッジ波の影響度が 100%である。次節で

直接波とエッジ波の影響度について述べる。  

2.2 直接波とエッジ波の影響度  

 直接波とエッジ波が焦点に影響するが、それぞれの

影響度により焦点が変動する。直接波の影響が大きい

と実際の焦点位置 Fr が FD に近くなり、エッジ波の影

響が大きいと Fr が FE に近くなる。直接波の影響度を

ID、エッジ波の影響度を IE(0≦ ID 、 IE≦1)とすると実

際の焦点 Fr は以下の式  

EEDDr IFIFF +=  (4) 

で表わされる。直接波とエッジ波だけが焦点に影響す

ると考えると式 (4)は  

( ) EEEDr IFIFF +−= 1  (5) 

となる。エッジ波の影響度 IE は開口角により変化する

FE：エッジ波による焦点位置  

a：仮想凹面音源の矢高  w：振動子幅 λ：波長  

図 1 探触子から送信される超音波  

直接波と同位相のエッジ波  

直接波と逆位相のエッジ波  

超音波探触子  

直接波  

振幅大 

振幅小 

E X 

w 
探触子 

図 2 直接波とエッジ波の伝搬  

図 3 仮想凹面音源と直接波、

エッジ波の伝搬距離  

θ 

a 

FD 
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E D 

θF 
直接波 

エッジ波 

仮想凹面

音源 

 

x0：直接波とエッジ波が重なる位置  

w：振動子幅 λ：波長  

FD：直接波による焦点位置  

r：レンズの曲率半径  

c1：音響レンズの音速  

c2：媒質の音速  
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が、エッジ波の発生量自体は媒質により変化する。音

響レンズ型集束超音波探触子を水中で使用する場合、

エッジ波の発生量は水中、音響レンズの材質のどちら

で評価するか検討する必要がある。また、開口角につ

いてもレンズの開口角 θF か仮想凹面振動子の開口角 θ

のどちらで評価するか、凹面振動子の場合はどうなる

かなどを検討する必要がある。これらの課題は今後検

討を行う。  

 

3．集束超音波探触子の評価   

3.1 周波数評価と焦点位置変動   

 集束超音波探触子の焦点は FD と FE の間で変動する

が、FE は波長の影響を受けるため周波数により焦点位

置が変化する。開口角が小さいと焦点位置が FE に近く

なるが、このとき周波数による焦点位置変動が発生し

やすくなる。開口角 9.7°(振動子幅 6.4[mm]、レンズ

曲率半径 38[mm])、開口角 37.3°(振動子幅 6.4[mm]、

レ ン ズ 曲 率 半 径 10[mm]) の 焦 点 位 置 を 10[MHz] と

5[MHz]で違いを調べた。水中の焦点について動弾性有

限積分法シミュレータ (イーコンピュート、SWAN21)

による焦点位置評価とハイドロホンによる焦点位置

計測を行った。音響レンズはエポキシで音速 2600[m/s]、

水の音速は 1500[m/s]とした。負の 1 波パルス波をシミ

ュレーションと実験で印加し、焦点を評価した。  

図 4 にシミュレーションと実験での焦点位置を示す。

開口角 37.3°では 10[MHz]と 5[MHz]で焦点位置が

21[mm]付近で変化が無いが、開口角 9.7°では 10[MHz]

と 5[MHz]で焦点位置が 10[mm]以上変化した。この結

果から開口角が小さくエッジ波の影響が大きくなる

と周波数による焦点位置変化が発生することがわか

る。しかし、開口角 9.7°、10[MHz]ではシミュレーシ

ョンの焦点位置が 43[mm]、実験では 51[mm]と誤差が

8[mm]あった。この誤差発生について周波数の評価法

から考える。  

3.2 波長を求めるための周波数  

開口角が小さい場合の焦点位置は式 (3)から波長の

影響を受けやすい。波長は波が一回振動する時に進む

距離と定義されており、式 (6)の通り、波が一回振動す

る時間 (周期 )と音速の掛け算で計算される。  

cT=λ  (6) 

式 (3)は直接波とエッジ波の伝搬距離差が半波長にな

って重なる位置である。図 5 のように考えると焦点よ

り手前 (伝搬距離差が 1 波長以上 )では直接波とエッジ

波が分離し、伝搬とともに直接波とエッジ波が重なり、

伝搬距離差が半波長になると振幅が一番大きくなる。

ピーク A は直接波、ピーク B は直接波とエッジ波の合

成、ピーク C はエッジ波である。このときの伝搬距離

差はピーク間の時間差から求められ、半周期の時間差

で半波長である。従って、波長を求めるためには伝搬

時間差 (半周期 )から周波数を評価する必要がある。し

かし、周波数は JIS Z 2350 にあるように平面板の反射

信号を FFT した中心周波数により評価することになっ

ている。ここで開口角 9.7°(振動子幅 6.4[mm]、レン

ズ曲率半径 38[mm])の集束超音波探触子の周波数を平

面板の反射信号、直径 4[mm]ステンレス球の反射信号、

直径 0.4[mm]ハイドロホンの受信波形で FFT の中心周

波数とピーク周波数、ピーク A-B 間とピーク B-C 間の

時間差から評価した周波数を表 1 に示す。ガラス板の

反射信号を FFT したときの中心周波数は 9.2[MHz]で

10[MHz]と評価したが、ピーク B-C 間の時間差からの

周波数は 13.2[MHz]で周波数に 4[MHz]の差が発生した。

開口角が小さいと周波数の影響で焦点位置が変化し、

高周波になると焦点位置が遠くになる。ここでピーク

λ：波長 c：音速 T：周期  

図 4 開口角と周波数、焦点位置変化  
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直接波+エッジ波 

(a)焦点位置より 

1波長以上手前  (b)焦点位置  

図 5 直接波とエッジ波の合成  

A 

B 

C 

λ/2 

[MHz] ガラス板 ステンレス球 ハイドロホン

ピーク 8.4 11.4 11.2

中心 9.2 11.2 11.4

A-B間 11.1 12.2 12.8

B-C間 9.3 12.8 13.2

FFT

時間差

表 1 音響レンズ型集束超音波探触子の周波数  
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B-C 間の時間差からの周波数を変化させた時のシミュ

レーションと実験における焦点位置を表 2 に示す。ピ

ーク間の周波数を合わせるとシミュレーションと実

験で焦点が合い、周波数の評価は時間差からの周波数

で求めることが適切であるとわかる。波長は音速を周

波数で割った値で求めるが、この場合の周波数は FFT

ではなく周期 (時間差 )の逆数である。FFT による周波

数を周波数 A(fA)、周期の逆数による周波数を周波数

B(fB)とすると波長は以下の式  

Bf

c
=λ  (7) 

で求められる。従って、波長は伝搬距離であるので周

波数も時間 (周期 )から評価することが適切である。  

3.3 周波数を評価する目的と分解能  

 探触子の周波数を評価する目的として必要とする

分解能が得られるかというものがある。例えば図 6 の

ような段差 x のある試験体に超音波を送信したとき、

信号 A と信号 B が別々に検出されるかというものであ

る。図 6(b)の信号 A と信号 B の時間差 t が超音波の周

期 T 以上あれば A と B が分離できる。音速を c とする

と段差 x≧cT(=波長 )の条件で A と B の信号が分離でき

る。最低でも半周期ずれた状態 (x≧cT/2)だと信号 A の

正部分と信号 B の負の部分が残るので信号が分離でき

る。従って、分解能など波長を評価する場合は信号の

応答速度 (立ち上がり時間や立下り時間 )が重要であり、

この場合の周波数は周期の逆数で評価することが適

切である。FFT 自体はある信号を波数無限の連続波の

組み合わせ (振幅、位相の変化 )で表現する方法であり、

適用するには波数が多い場合でないと誤差が大きく

なる。特に波数 1 のパルス波では FFT による周波数 A

と時間差から求める周波数 B の値が異なり、周波数評

価が正しくできないことが多い。  

 

4．直接波とエッジ波の影響度評価   

 次に実際の焦点において直接波とエッジ波の影響

度がどのようになったかを評価する。開口角 9.7°(振

動子幅 6.4[mm]、レンズ曲率半径 38[mm])と開口角

37.3°(振動子幅 6.4[mm]、レンズ曲率半径 10[mm])の

集束超音波探触子の FD(式 (1))や、FE(式 (3))、実験での

焦点位置 FEX、エッジ波の影響度を任意に設定したと

きの式 (5)の値 Fr を比較した。表 3 に水中で周波数

10[MHz]と 5[MHz]の場合におけるそれぞれの値を示

す。実験での焦点位置 FEX が直接波 100%の焦点 FD と

エッジ波 100%の焦点 FE の間になっており、直接波と

エッジ波の影響度により焦点位置が変動した。開口角

9.7°では FEX が FE の値に近くなり、開口角 37.3°で

は FEX が FD の値に近くなった。また、FEX が FE の値に

影響されなかった。従って、エッジ波の影響度が開口

角により変化したことがわかる。  

ここでエッジ波の波形への影響について評価する。

開口角 9.7°集束探触子の焦点位置波形、開口角 37.3°

集束探触子の焦点位置波形とガラス板反射波形をそ

れぞれ図 7 に示す。図 7(a)の開口角 9.7°と図 7(b)の開

λ：波長 c：音速  

fB：周波数 B 

表 2 B-C 間の時間差から求めた  

周波数と焦点位置  

周波数
[MHz]

焦点位置
[mm]

9.4 43

12.7 52

9.6 43

13.2 51

シミュレーション

実験
(a)段差反射信号の 

伝搬時間差  

(b)信号分離  

図 6 分解能と信号分離  

A B 

x 

A B 

t 

表 3 それぞれの開口角と周波数における  

焦点位置の計算値と実験値  

10[MHz] 5[MHz] 10[MHz] 5[MHz]

FD 90 90 24 24

FE 39 25 18 14

FEX 43 30 20 21

43 31 21 20

開口角 37.3°

Fr
IE : 0.91 IE : 0.39

[mm]
開口角 9.7°

C3 

B3 

A3 

A2 

B2 

C2 
A1 

B1 

C1 

(a)開口角 9.7° (b)開口角 37.3° (c)開口角 37.3°

ガラス板反射  

図 7 エッジ波の影響度と波形の変化  
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口角 37.3°ではエッジ波の影響がある B1、B2 や C1、

C2 の波形が異なる。例えばエッジ波の無い A1 や A2

と B1 や B2 の振幅比を見ると、B1/A1 は 2、B2/A2 は

1.5 程度である。また、C1/A1 は 1.4、C2/A2 は 1 とエ

ッジ波の影響度が大きいほど B や C のピーク値が大き

くなった。一方、開口角 9.7°でも図 7(c)のガラス板反

射では振幅比 B3/A3 が 1、C3 も低振幅でエッジ波の影

響がほとんど無い。計測方法によるエッジ波の影響度

を考えると図 8 のように説明できる。焦点は探触子中

心軸上で直接波の集束と内側エッジ波が合成して発

生するが、探触子中心軸上以外にも外側エッジ波が発

生している。図 8(a)の平面板反射では探触子中心軸上

以外にも外側エッジ波などの反射信号が発生し、探触

子中心軸上の信号が相対的に弱くなる。対して、図 8(b)

や図 8(c)のステンレス球反射やハイドロホン受信では

探触子中心軸上の信号が反射、受信できるためエッジ

波の影響度が大きくなる。ただし、球の直径やハイド

ロホンの受信面が大きい場合はエッジ波の影響度が

低下する。従って、エッジ波の影響は集束超音波探触

子の開口角だけでなく計測対象の大きさや受信用セ

ンサの面積でも変化するため、受信波形を評価する際

には注意が必要である。  

 次に直接波とエッジ波の影響度を設定して焦点位

置を計算する。開口角 9.7°でエッジ波の影響度 IE を

0.91 と設定すると表 3 の通り、式 (5)の Fr は 10[MHz]

で 43[mm]、5[MHz]で 31[mm]になる。開口角 37.3°の

場合にエッジ波の影響度 IE を 0.39 と設定すると

10[MHz]で 21[mm]、5[MHz]で 20[mm]となる。従って、

開口角によりエッジ波の影響度 IE を適切に設定するこ

とで焦点位置の推定することができる。しかし、今回

はエポキシ音響レンズでのエッジ波の影響度である

が、エッジ波発生量は媒質により変化する。そのため

前述の通りエッジ波の発生が水で評価するべきか、エ

ポキシで評価を行うべきかを検討する必要がある。ま

た、凹面振動子の場合は水でエッジ波の発生量を評価

するか、全面整合層の材質か、整合層が薄い場合はエ

ッジ波の発生に影響するかなどエッジ波の影響度を

評価するためには検討すべき項目が複数ある。これら

の調査は今後の課題とする。  

 

5．まとめ  

 音響レンズ型集束超音波の焦点について直接波と

エッジ波の重なりから説明し、直接波とエッジ波の影

響度により焦点位置が変動することを述べた。直接波

の影響度が 100%の場合の焦点 FD とエッジ波の影響度

が 100%の場合の焦点 FE の間に実際の焦点が発生し、

直接波やエッジ波の影響度により FD や FE のどちらに

近くなるかが決まる。エッジ波の影響度は開口角によ

り決定することである程度実際の焦点位置を推定す

ることができる。エッジ波による焦点は波長の影響を

受けるが、波長を評価するための周波数は時間差 (周

期 )の逆数で求めることが適切である。  
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