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(57)【要約】
【課題】水面または水中で発生した電流を計測する電流
計測装置を提供する。
【解決手段】水面または水中に配置された一対の電極２
３ａ，２３ｂと、一対の電極２３ａ，２３ｂ間の電位差
に応じた強度の光を発する発光体１と、発光体１によっ
て発せられた光の強度に基づいて電流値を算出する演算
部５とを備えた電流計測装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水面または水中で発生した電流を計測するための電流計測装置であって、
　水面または水中に配置された一対の電極と、
　前記一対の電極間の電位差に応じた強度の光を発する発光体と、
　前記発光体によって発せられた光の強度に基づいて電流値を算出する演算部と、
を備えた電流計測装置。
【請求項２】
　前記一対の電極として、同軸円筒構造の電極を備えた、請求項１に記載の電流計測装置
。
【請求項３】
　前記一対の電極として、同心球構造の電極を備えた、請求項１に記載の電流計測装置。
【請求項４】
　前記一対の電極を、複数組備え、それぞれの組を、水面方向における位置、および水深
方向における位置のうちの少なくとも何れかを変えて配置した、請求項１乃至３のうち何
れか１項に記載の電流計測装置。
【請求項５】
　前記電流計測装置のための駆動用電源と、
　前記一対の電極の位置を検出する位置検出部と、
　前記演算部によって算出された電流値を、前記位置検出部によって検出された、対応す
る一対の電極の位置に紐付けて記憶する記憶部と、
をさらに備えた請求項１乃至４のうち何れか１項に記載の電流計測装置。
【請求項６】
　前記記憶部はさらに、前記電流値を、時間情報にも紐付けて記憶する、請求項５に記載
の電流計測装置。
【請求項７】
　前記発光体によって発せられた光を伝搬する光ファイバと、
　前記光ファイバによって伝搬された光を受光する受光部とをさらに備え、
　前記演算部は、前記発光体によって発せられた光の強度の代わりに、前記受光部によっ
て受光された光の強度に基づいて電流値を算出する、請求項１乃至６のうち何れか１項に
記載の電流計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、水面または水中で発生した電流を計測するための電流計測装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　送電や配電のための電線には、架空地線が設けられている。架空地線とは、例えば電線
の上部に架設されたメタルワイヤであり、避雷器や避雷針と併用されて電線を雷から保護
する装置である。架空地線により、電線に対する雷の直撃や、雷による逆フラッシオーバ
を防止することができる。
【０００３】
　近年、再生可能エネルギー発電として、太陽光や風力を利用した発電所が数多く設置さ
れている。また、太陽光や風力などの自然エネルギーは、分散型エネルギー源としてさら
に普及が進んでいる。自然エネルギーを用いた発電では、低密度エネルギーを集約させる
ために、広大な面積に機器を設置する必要がある。
【０００４】
　このような自然エネルギーを用いた発電においては、自然エネルギーの集約を妨げるこ
とになるため架空地線を設置することは適切ではない。そのため、例えば太陽光発電所で
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は、少数の避雷針で広大な面積の雷保護を行っていた。落雷時の電流の測定は、避雷針に
流れる高密度の電流を、ロゴウスキーコイルや磁界センサによって計測していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０７－１９８８１１公報
【特許文献２】特開２０００－１１５８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、風力発電は、洋上風力発電などのように水上に設置される場合もある。この
場合、周囲に高層建築物が存在しないため、風力発電の機器に落雷しやすい。海水は大地
に比べて抵抗が低く誘電率が高い。そのため、海中に設けた接地極から雷撃電流がどの方
向に流れるのかが不明であることが多かった。接地点から離れた地点の水中を伝播する低
密度の電流分布については計測された例が無い。
【０００７】
　また、洋上ウィンドファームでは、風車間がケーブルにより接続される。このケーブル
は海中深くに沈められるため、海水面における風車間の距離よりも長くなる。そのため、
ケーブルに逆フラッシオーバ電圧が侵入する可能性がある。ケーブルを伝播する雷サージ
電圧は、海水面を伝播するサージ電流よりも遅れて到着する。また、逆サージは長距離ケ
ーブルを伝播することにより逆電圧となる。従って、長さの異なるケーブルが接続される
海上変電所では、様々なサージ電圧が合成された複雑なサージ電圧が発生する可能性が高
い。
【０００８】
　従来のロゴウスキーコイルや磁界センサによる電流の測定では、避雷針に流れる高密度
の電流を測定することはできても、電流センサ部分が小さいことから、接地点から離れた
地点の水中を伝播する低密度の電流分布については、その変化を検出することはできない
。上記のような海洋における電流の計測が必要となっていることもあり、広範囲における
電流値を計測できる電流計測装置の開発が望まれていた。
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は、例えば水面または水中への落雷よる電撃電流などの
電流を高感度で計測することができる電流計測装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　実施形態の電流計測装置は、水面または水中で発生した電流を計測するための電流計測
装置であって、水面または水中に配置された一対の電極と、一対の電極間の電位差に応じ
た強度の光を発する発光体と、発光体によって発せられた光の強度に基づいて電流値を算
出する演算部と、を備えている。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態の電流計測装置の構成例を示す概念図である。
【図２】第１の実施形態の変形例１に適用される同軸円筒構造の電極の構成例を示す概念
図である。
【図３】第１の実施形態の変形例２に適用される同心球構造の電極の構成例を示す概念図
である。
【図４】第２の実施形態の電流計測装置の構成例を示す概念図である。
【図５】第２の実施形態の電流計測装置に適用される筐体Ａ’の構成例を示す概念図であ
る。
【図６】第２の実施形態の変形例の電流計測装置の構成例を示す概念図である。
【図７】第３の実施形態の電流計測装置の構成例を示す概念図である。
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【図８】第４の実施形態の電流計測装置の一部の構成例を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の各実施形態の電流計測装置を、図面を参照して説明する。
【００１３】
［第１の実施形態］
　図１は、第１の実施形態の電流計測装置の構成例を示す概念図である。本実施形態の電
流計測装置は、発光体１と、一対の電極部２ａ，２ｂと、光ファイバ３と、受光部４と、
演算部５と、表示部６とを有する。
【００１４】
　電極部２ａは、発光体１に設けられた金属からなる端子電極２１ａと、電線２２ａと、
電線２２ａを介して端子電極２１ａに接続された電位検出電極２３ａとを備えている。同
様に、電極部２ａは、発光体１に設けられた金属からなる端子電極２１ｂと、電線２２ｂ
と、電線２２ｂを介して端子電極２１ｂに接続された電位検出電極２３ｂとを備えている
。
【００１５】
　電線２２ａ，２２ｂは、例えば数ｍｍ～数ｍ程度の長さを有しており、金属線が絶縁被
覆されたものを用いる。電位検出電極２３ａ，２３ｂは、発光体１から電線２２ａ，２２
ｂの長さ離れて配置されることになる。
【００１６】
　電位検出電極２３ａと電位検出電極２３ｂとは、絶縁部材からなる絶縁サポート１５ａ
，１５ｂによって所定間隔を維持しつつ、略並行に配置されるようにされている。なお、
絶縁サポート１５の数は、任意である。
【００１７】
　電位検出電極２３ａ，２３ｂには、絶縁部材１２ａ，１２ｂを介してフロート１１ａ，
１１ｂが設けられており、電位検出電極２３ａ，２３ｂの水深方向における位置が保持さ
れるようにしている。すなわち、絶縁部材１２ａ，１２ｂの長さを変えることによって、
電位検出電極２３ａ，２３ｂの水深方向における位置を変えることができる。また、絶縁
部材１２ａ，１２ｂの長さをゼロとする、すなわち、絶縁部材１２ａ，１２ｂを設けず、
電位検出電力２３ａ，２３ｂにフロート１１ａ，１１ｂを直接取り付けることによって、
電位検出電極２３ａ，２３ｂを水面に配置することもできる。
【００１８】
　また、発光体１にもフロート１１ｃ，１１ｄが設けられており、水没しないようにして
いる。
【００１９】
　なお、図示していないが、フロート１１ｃ，１１ｄが設けられた発光体１の筐体に、一
対の電位検出電極２３ａ，２３ｂを絶縁部材１２ａ，１２ｂによって固定することによっ
て、フロート１１ｃ，１１ｄのみでフロート１１ａ，１１ｂの機能を果たすことにより、
フロート１１ａ，１１ｂを省略するようにしても良い。
【００２０】
　また、フロート１１ａ，１１ｂ，１１ｃ，１１ｄには、電位検出電極２３ａ，２３ｂや
、発光体１の識別番号を印字したり、または、識別情報が記録されたＩＣタグを付するよ
うにしても良い。このようにすることによって、電位検出電極２３ａ，２３ｂや、発光体
１の認識に役立てることができる。
【００２１】
　なお、図１には、発光体１に２つのフロート１１ｃ，１１ｄを設けた例を示しているが
、フロートの数は、２つに限られるものではなく、１つでも、あるいは、３つ以上であっ
てもよい。
【００２２】
　水面または水中に落電すると、一対の電位検出電極２３，２３ｂ間に電流が流れる。こ
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の電流により電位差が変化する。この電位差は、一対の端子電極２１ａ，２１ｂ間でも維
持される。この一対の端子電極２１ａ，２１ｂ間の電位差により、発光体１は、光を発す
る。そして、その強度は、一対の端子電極２１ａ，２１ｂ間の電位差の大きさに比例する
。
【００２３】
　発光体１としては、単一波長光を出力する発光ダイオード、スーパールミネッセンスダ
イオード、およびレーザーなどを用いることができるが、これに限定されない。発光体１
によって発せられた光は、図示しないレンズによって集光され、光ファイバ３によって受
光部４へ導かれるようにしている。光ファイバ３としては、マルチモードファイバを用い
ることができるが、これに限定されない。このように、発光体１によって発せられた光を
光ファイバ３によって受光部４へ導くようにすることによって、受光部４と演算部５と表
示部６とを収納する筐体Ａを、海上設備や船上に設置することができる。
【００２４】
　受光部４は、光ファイバ３を介して入力された光を検知し、電気信号に変換する変換器
である。受光部４としては、例えばフォトダイオードを用いることができる。受光部４に
信号増幅回路を設けて、変換された電気信号を適度な信号強度に増幅しても良い。受光部
４と演算部５は、有線または無線で通信可能に接続されている。これによって、受光部４
にて得られた電気信号は、演算部５へと出力されるようにしている。
【００２５】
　演算部５は、光の強度に対応する電流値を算出するように構成されている。演算部５は
、受光部４から入力された電気信号から光の強度を求め、対応する電流値を算出する。ま
た、演算部５は、電位検出電極２３ａ、２３ｂ間の電流密度を算出するように構成しても
良い。演算部５で算出された結果は、表示部６から出力される。演算部５は、所定のプロ
グラムで動作するコンピュータや専用の電子回路で構成することができるが、これに限定
されるものではない。表示部６は、演算部５で算出された電流値を表示する表示装置であ
る。表示部６としては、例えば、液晶表示パネルなどの表示画面を持つディスプレイを用
いることができる。
【００２６】
　筐体Ａ内の各構成要素、すなわち、受光部４、演算部５、表示部６に対しては、図示し
ない外部電源から、必要な電力が提供される。
【００２７】
　以上のような構成を有する本実施形態の電流計測装置の作用について、以下に説明する
。
【００２８】
　水面または水中に落電すると、一対の電位検出電極２３，２３ｂ間に電流が流れる。こ
の電流により電位差も変化する。この電位差が、一対の端子電極２１ａ，２１ｂ間でも維
持されることによって、発光体１において、電位差に応じた強度を持つ光が発せられる。
この光は、光ファイバ３を介して、受光部４に導かれる。
【００２９】
　受光部４では、光ファイバ３を介して入力された光が検知され、光の強度に応じた電気
信号に変換される。この電気信号が演算部５に出力される。演算部５では、この電気信号
に基づいて、例えば電流値または電流密度が算出される。算出された電流値または電流密
度は、表示部６から表示される。
【００３０】
　以上のような本実施形態の電流計測装置によって、以下のような作用効果が得られる。
【００３１】
　一対の電位検出電極２３ａ，２３ｂ間の距離を広くすることにより、広範囲における電
流値を計測できるため、低密度の電流分布の変化についても検出することが可能となる。
したがって、広範囲における電流を高感度で測定することが可能となる。
【００３２】
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　一対の電位検出電極２３ａ，２３ｂを水面近傍に設置することで、例えば海洋などにお
いて、水面や水中を伝播する電流を測定することができる。すなわち、水面や水中におい
ても高感度で電流を測定することが可能となる。
【００３３】
［第１の実施形態の変形例１］
　第１の実施形態の変形例１では、一対の電位検出電極２３ａ，２３として、図２に示す
ような同軸円筒構造の電位検出電極を用いる。電位検出電極以外の構成については、第１
の実施形態で説明した通りであるので、その説明を省略し、以下では、図２に示すような
同軸円筒構造の電位検出電極について説明する。
【００３４】
　すなわち、変形例１では、一対の電位検出電極２３ａ，２３として、図２に示すように
、穴の開いた、例えばメッシュ構造の導電性金属により構成された、同軸円筒構造の電位
検出電極２４ａ，２４ｂを用いる。
【００３５】
　外筒側の電位検出電極２４ａは、発光体１に設けられた端子電極２１ａに、電線２２ａ
を介して接続されている。内筒側の電位検出電極２４ｂは、発光体１に設けられた端子電
極２１ｂに、電線２２ｂを介して接続されている。外筒側の電位検出電極２４ａと内筒側
の電位検出電極２４ｂとの相対位置は、絶縁サポート１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄに
よって保持されている。絶縁サポート１３の数は、任意である。
【００３６】
　電位検出電極２４ａ，２４ｂは、絶縁部材１２ａ～１２ｄを介してフロート１１ｅが設
けられることにより、水面に対して概略垂直方向となるように配置されている。あるいは
、フロート１１ｅを省略し、絶縁部材１２ａ～１２ｄを用いて電位検出電極２４ａ，２４
ｂを発光体１の筐体に固定するようにしてもよい。
【００３７】
　以上のような構成の同軸円筒構造の電位検出電極を適用した電流計測装置によれば、電
位検出電極２４ａ，２４ｂ間において、水平面に対して３６０度方向の電流を検出するこ
とができる。よって、第１の実施形態の電流計測装置に比べて、電流を、より広範囲に、
かつ高感度に測定することが可能となる。
【００３８】
［第１の実施形態の変形例２］
　第１の実施形態の変形例２では、一対の電位検出電極２３ａ，２３ｂとして、図３に示
すような同心球構造の電位検出電極を用いる。電位検出電極以外の構成については、第１
の実施形態で説明した通りであるので、その説明を省略し、以下では、図３に示すような
同心球構造の電位検出電極について説明する。
【００３９】
　すなわち、変形例３では、一対の電位検出電極２３ａ，２３として、図３に示すように
、穴の開いた、例えばメッシュ構造の導電性金属により構成された、同心球構造の電位検
出電極２５ａ，２５ｂを用いる。
【００４０】
　外側の電位検出電極２５ａは、発光体１に設けられた端子電極２１ａに、電線２２ａを
介して接続されている。内側の電位検出電極２５ｂは、発光体１に設けられた端子電極２
１ｂに、電線２２ｂを介して接続されている。外側の電位検出電極２５ａと内側の電位検
出電極２５ｂとの相対位置は、絶縁サポート１４ａ，１４ｂ，１４ｃによって保持されて
いる。絶縁サポート１４の数は、任意である。
【００４１】
　電位検出電極２５ａ，２５ｂは、絶縁部材１２ａ，１２ｂを介してフロート１１ａ，１
１ｂが設けられることにより、少なくとも一部が水面よりも下方になるように、水面に対
して所定の深さに配置されるようにしている。あるいは、フロート１１ａ，１１ｂを省略
し、絶縁部材１２ａ，１２ｂを用いて電位検出電極２５ａ，２５ｂを発光体１の筐体に固
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定するようにしてもよい。
【００４２】
　以上のような構成の同心球構造の電位検出電極を適用した電流計測装置によれば、電位
検出電極２５ａ，２５ｂ間において、全周方向の電流を検出することができる。よって、
第１の実施形態の電流計測装置に比べて、電流を、より広範囲に、かつ高感度に測定する
ことが可能となる。
【００４３】
［第２の実施形態］
　第２の実施形態の電流計測装置は、第１の実施形態の電流計測装置を複数備えてなるも
のの、演算部５と、表示部６については、１つのみで共用させた構成である。
【００４４】
　図４および図５は、このような第２の実施形態の電流計測装置の構成例を説明するため
の概念図である。図４では、不要な煩雑さを避けるために、フロート１１、絶縁部材１２
、絶縁サポート１３，１４，１５を省略している。なお、図中において、第１の実施形態
と同じ部位については、同じ付番を付し、重複説明を避ける。
【００４５】
　本実施形態の電流計測装置は、図４に示されるように、発光体１と電極部２とからなる
複数の組（＃１～＃５）を、水面方向における異なる位置に配置してなる。なお、図４で
は、５つの組（＃１～＃５）しか示していないが、これは一例であり、５つの組に限定さ
れるものではない。
【００４６】
　また、図４では、電極部２における電位検出電極として、図１に示すような一対の電位
検出電極２３ａ，２３ｂを例示しているが、これに限定されるものではなく、図２に示す
ような同軸円筒構造の電位検出電極２４ａ，２４ｂや、図３に示すような同心球構造の電
位検出電極２５ａ，２５ｂを用いることもできる。各組毎に、異なる構成の電位検出電極
を用いることもできる。
【００４７】
　また、図５は、本実施形態の電流計測装置に適用される筐体Ａ’の構成を例示している
。この筐体Ａ’には、受光部４が、組の数に応じて設けられている。図５は、図４におい
て５つの組（＃１～＃５）が設けられていることに応じて、筐体Ａ’に５つの受光部４（
＃１～＃５）が設けられていることを示している。
【００４８】
　これによって、受光部４（＃１）は、光ファイバ３（＃１）を介して入力された光を検
知して、電気信号に変換し、受光部４（＃２）は、光ファイバ３（＃２）を介して入力さ
れた光を検知して、電気信号に変換し、受光部４（＃３）は、光ファイバ３（＃３）を介
して入力された光を検知して、電気信号に変換し、受光部４（＃４）は、光ファイバ３（
＃４）を介して入力された光を検知して、電気信号に変換し、受光部４（＃５）は、光フ
ァイバ３（＃５）を介して入力された光を検知して、電気信号に変換する。
【００４９】
　演算部５は、受光部４（＃１～＃５）のおのおのから電気信号を受け取り、電気信号に
対応する電流値または電流密度を算出する。
【００５０】
　以上のような構成を有する本実施形態の電流計測装置によれば、より広範囲な水面方向
の電流値または電流密度を取得することが可能となる。また、表示部６において、演算部
５によって算出された電流値または電流密度を、対応する組の電位検出電極の位置に関連
付けて表示することにより、電流値または電流密度の２次元分布を把握することが可能と
なる。
【００５１】
［第２の実施形態の変形例］
　第２の実施形態では、図４に示すように、複数の一対の電位検出電極２３ａ（＃１～＃
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５），２３ｂ（＃１～＃５）を、水面方向における異なる位置に配置することを説明した
が、第２の実施形態の変形例では、複数の一対の電位検出電極２３ａ（＃１～＃５），２
３ｂ（＃１～＃５）を、水深を変えて配置する。これは、一端にフロート１１ａ，１１ｂ
が固定され、他端が電位検出電極２３ａ，２３ｂの先端に接続された絶縁部材１２ａ，１
２ｂの長さを変えることによって達成される。
【００５２】
　図６は、このような第２の実施形態の変形例の電流計測装置の構成例を説明するための
概念図である。図６では、不要な煩雑さを避けるために、絶縁サポート１５を省略してい
る。また、以下の説明では、既に説明された部位については、同じ付番を付し、その詳細
な説明を省略する。
【００５３】
　すなわち、本変形例では、図６に示されるように、複数の組の一対の電位検出電極２３
ａ，２３ｂを、水面からの深さが異なる位置に配置してなる。そして、各組に対応する発
光体１（＃１～＃３）が設けられている。各発光体１（＃１～＃３）において光が発せら
れると、その光は、対応する光ファイバ３（＃１～＃３）によって、図５に示すような筐
体Ａ’に収納された対応する受光部４（＃１～＃３）へと送られる。
【００５４】
　なお、図６では、三組の電位検出電極２３ａ（＃１～＃３），２３ｂ（＃１～＃３）が
配置され、これに応じて、３つの発光体１（＃１～＃３）が設けられている構成が示され
ているが、これは一例であり、三組に限定されるものではない。
【００５５】
　また、図６では、電位検出電極２３ａ（＃１～＃３），２３ｂ（＃１～＃３）として、
図１に示すような一対の電位検出電極２３ａ，２３ｂを例示しているが、これに限定され
るものではなく、図２に示すような同軸円筒構造の電位検出電極２４ａ，２４ｂや、図３
に示すような同心球構造の電位検出電極２５ａ，２５ｂを用いることもできる。各組毎に
、異なる構成の電位検出電極を用いることもできる。
【００５６】
　以上のような構成では、水面方向に加え、水深も異なる場所における電流値または電流
密度を取得することが可能となる。すなわち、より広範囲の電流を測定することが可能に
なる。また、表示部６において、演算部５によって算出された電流値または電流密度を、
対応する測定部Ｍの３次元位置に関連付けて表示することにより、電流値または電流密度
の３次元分布を把握することも可能となる。
【００５７】
［第３の実施形態］
　第３の実施形態の電流計測装置は、第１の実施形態の電流計測装置の変形例であって、
図７に示すように、筐体Ａ内に、バッテリー７と、位置情報検出部８と、記憶部９とを付
加するとともに、表示部６を削除した構成である。図７において、第１の実施形態と同じ
部位については、同じ付番を付し、重複説明を避ける。
【００５８】
　なお、図７では、電位検出電極の構成として、一例として、図１のような構成の電位検
出電極２３ａ，２３ｂを例示しているが、電位検出電極の構成は、図１のような構成の電
位検出電極２３ａ，２３ｂに限定されるものではなく、図２のような同軸円筒構造の電位
検出電極２４ａ，２４ｂや、図３のような同心球構造の電位検出電極２５ａ，２５ｂであ
っても良い。
【００５９】
　バッテリー７は、電流計測装置のための駆動用電力を供給する。特に、筐体Ａ内の各構
成要素へ必要な電力を供給する。
【００６０】
　位置情報検出部８は、例えばＧＰＳ（Global Positioning System）等を用いることに
より、電流計測装置、特に、電位検出電極２３ａ，２３ｂの位置情報を検出する。そして
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、検出結果である位置情報を、記憶部９へ送る。
【００６１】
　図７と図１とを比較してわかるように、図７では、表示部６が削除されている。演算部
５は、電流値または電流密度である演算結果を、記憶部９へ送る。
【００６２】
　記憶部９は、演算部５から送られた演算結果である電流値または電流密度と、位置情報
検出部８から送られた位置情報とを紐付けて記憶する。また、筐体Ａ内に、図示しない時
間検出部をさらに設け、この時間検出部が時間情報を記憶部９に提供することにより、記
憶部９が、演算部５からの演算結果と、位置情報検出部８からの位置情報とを紐付けて記
憶する際に、さらに、時間情報を紐付けて記憶するようにしても良い。
【００６３】
　以上のような構成の本実施形態の電流計測装置によれば、バッテリー７を備えているの
で、単独で動作することが可能である。したがって、図７に示すような構成の電流計測装
置を、海洋上などに多数配置した場合、そのうちの何れかが故障等により機能しなくなっ
たとしても、その他の正常な電流計測装置は、それに影響を受けることなく、単独で動作
を継続することができる。
【００６４】
　また、このように、各筐体Ａが単独で動作することができるので、筐体Ａが、故障等に
より機能しなくなり、修理や点検のために、取り外す場合や、筐体Ａを交換する場合、あ
るいは、修理や点検後に筐体Ａを再設置する場合であっても、筐体Ａの外部配線等の作業
は発生しない。
【００６５】
　また、海洋上等において、波などの影響で、電流計測装置、特に、電位検出電極２３の
位置が、所定位置から移動した場合であっても、位置情報検出部８が、電位検出電極２３
ａ，２３ｂの位置情報を検出するので、電流が発生した正確な位置を把握することができ
る。
【００６６】
［第４の実施形態］
　第４の実施形態の電流計測装置は、第１乃至第３の実施形態の電流計測装置の変形例で
あって、図８に示すように、発光体１と受光部４を、筐体Ｂ内に備えることによよって、
発光体１と受光部４とを光ファイバ３を介さずに直接接続して設置している点が異なる。
また、図示していないが、受光部４と演算部５との接続は、直接接続や、光ファイバを介
した接続等を採用することができる。
【００６７】
　以上のような構成によれば、発光体１から発する光信号を、受光部４において高感度で
電気信号に変換することができるので、電流値または電流密度を高精度で取得することが
可能となる。
【００６８】
　さらに、このような構成を、図４のような電流計測装置や図６のような電流計測装置に
適用することによって、電流値または電流密度の二次元分布や三次元分布を、高い精度で
得ることも可能となる。
【００６９】
［その他の実施形態］
　第１乃至第４の実施形態において、電極部２については、水面または水中に配置する必
要があるが、その他の構成要素については、設置場所の制約はない。したがって、発光体
１のみを水面に配置し、受光部４以降の構成要素（演算部５、表示部６、バッテリー７、
位置情報検出部８、記憶部９等）を収納した筐体Ａを、水上設備等に設けるようにしても
よい。また、筐体Ａの構成は、図１や図７のような構成に限定されるものではなく、例え
ば、表示部６を筐体Ａの外部に配置するようにし、筐体Ａを水面に配置する一方、表示部
６を水上設備等に設けるようにしても良い。
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【００７０】
　また、受光部４と演算部５との間に無線通信を適用することにより、受光部４が変換し
た電気信号を、無線通信により、陸上設備へ送信することができるので、演算部５以降の
構成要素を、陸上設備に配置することもできる。
【００７１】
　また、各実施形態の組み合わせは自由である。例えば、第１の実施形態の変形例１の発
光体１を複数設け、複数組の電位検出電極を水面から深度を変えて配置するようにしても
良い。また、第１および第２の実施形態の電流計測装置に、バッテリー７、位置情報検出
部８、記憶部９を適用して、独立した電流計測を可能にしても良い。
【００７２】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００７３】
１・・・発光体、２・・・電極部、３・・・光ファイバ、４・・・受光部、５・・・演算
部、６・・・表示部、７・・・バッテリー、８・・・位置情報検出部、９・・・記憶部、
１１・・・フロート、１２・・・絶縁部材、１３，１４，１５・・・絶縁サポート、２１
・・・端子電極、２２・・・電線、２３，２４，２５・・・電位検出電極、Ａ・・・筐体
、Ｂ・・・筐体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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