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〔研究ノート〕

時間領域反射法を利用した霜検知センサーの開発

加 藤 高 寛1・澁谷和樹1. 宮川 麗2 • 登尾浩助2※

(2018年 4月4日受理）

Development of Frost Detecting Sensor Using Time 
Domain Reflectometry 

Takahiro KAT01, Kazuki SHIBUYA1, Rei MIYAKAWA2 and Kosuke NOBORI02 

Abstract 

Crops are subject to frost damage every year. A method for detecting frost occurrence immediately would 

allow for earlier and more effective management strategies to be employed and ultimately reduce crop 

damage. We have developed a frost detecting sensor based on time domain reflectometry (TDR) that deter-

mines relative permittivity by measuring the propagation time of electromagnetic waves. Frost that formed on 

a sensor could be detected using the difference between the relative permittivity of water, 80, and ice, 3.5. 

Two types of frost sensor, A and B, were developed. Sensor A was made with a glass-epoxy print-circuit board 

by etching two zigzag electrodes. Sensor B was made with a glass-composite print circuit board by etching two 

spiral electrodes. Sensor A was placed on Peltier devices to cool to approximately -3℃, artificially inducing 

frost. This experiment was conducted in an acrylic box, 30 x 45 x 30 cm, filled with air at 100% relative humid-

ity. Relative permittivity and temperature of the sensor were measured at 10 s intervals. Sensor B was also 

placed on the Peltier devices to cool to approximately -3℃, also artificially inducing the occurrence of frost. 

The experiment with sensor B was conducted in a constant temperature and humidity incubator. The relative 

humidity varied to 60, 70, and 80 %. Relative permittivity and temperature of sensor B were measured with 10 

s intervals. The relative permittivity changed when moisture condensed on both sensors and when condensed 

moisture turned to ice under the conditions of 60, 70, 80, and 100 % R.H. The differences of relative permittiv-

ity before and after frost formation were between 0.042 and 0.14. The TDR sensors distinguished frost from 

dew. As R.H. increased, the amount of frost or dew formed, measured as the relative permittivity, increased as 

well. We need to verify the shape of the sensor and improve the thickness of the printed circuit board in order 

to increase the sensitivity. 

Key words: Frost Damage, Time Domain Reflectometry (TDR), Relative Permittivity 

要約 毎年霜害による農作物被害が発生しており， 2013年には15,400haで果樹の被害が発生した。降霜を

直接検知することが可能であれば防霜対策をより効率的に行えるようになるが，従来の技術では検知精度の優
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れた検知装置を提供することが困難であった。本研究では水の比誘電率 (80) と氷の比誘電率 (3.5) とが異

なる点に着目し，電磁波の伝播速度から比誘電率を経時的に測定する時間領域反射 (TimeDomain Refl.ecto-

metry, TDR)法を利用し降霜を検知するセンサーを開発した。ガラスエポキシ製プリント基板に 2本の折り

曲げ電極を持つセンサーAとガラスコンポジット製プリント基板に 2本の渦巻き電極を持つセンサー Bを作

成した。温度24℃，相対湿度100%のアクリル製の箱内において，センサーAを冷却器であるペルチェ素子の

上に置き，センサー温度を約ー3℃まで冷却して霜を発生させた。この時の比誘電率を TDRlOOを用いて10秒

間隔で測定し，また，センサー温度を熱電対とデータロガーを用いて10秒間隔で測定した。恒温槽内の湿度

を12℃に設定し，相対湿度を60,70, 80%に変化させて，センサー Bを用いてセンサー Aと同様の実験を行

った。この時，比誘電率の測定には TDRケーブルテスターと波形解析ソフト winTDRを用いた。その結

果，相対湿度が60, 70, 80%でセンサー B上に，相対湿度が100%でセンサーA上に水蒸気が凝結し，それ

が霜へと変化する際の比誘電率の変化を測定することができた。しかし，降霜前後の比誘電率の変化は約

0.042から約0.14と非常に小さかった。渦巻き状のセンサー Bの方が感度は高く，センサーの形状は渦巻き状

の方が降霜の検知に適していると考えられた。感度を上げるためにプリント基板の厚さを改善し，屋外におい

て自然条件下の降霜を検知可能か検証する必要がある。

キーワード：霜害，時間領域反射法，比誘電率

1. 緒言

夜間の放射冷却によって，著しく低い気温に曝され

ることで，農作物が凍結し枯死することを霜害とい

う。多くの場合，過冷却された農作物の表面に霜が付

着することで，細胞間隙と細胞内の凍結が誘引され，

発生する（酒井， 1963)。早春，農作物が十分に生長

し始める前に，偶発的な気湿の低下により被害を受け

る晩霜害と，夏作物を秋深くまで栽培を続けている

と，突発的な気湿の低下により被害を受ける早霜害が

ある。日本における農作物の霜害被害は決して軽微で

は無く， 2013年には被害面積15,400ha, 被害見込金

額も75億円にのぽった（農林水産省， 2013)。面積当

たりの被害額48.7万円/haは，同年の農作物の鳥獣害

被害と比べて，倍以上に大きい。さらに，近年では温

暖化により，農作物の耐凍性の向上不足や発芽期・ 開

花期の前進化が起こり，霜害被害が増加傾向にある

（杉浦ら， 2009)。晩霜害が発生すると芽や花が被害

を受けるため，軽度の被害であれば収量・品質への影

響は少ないが，被害の程度が激しいと良質の果実数を

確保出来ず収星と品質の低下を招く（朝倉， 2013)。

果樹の場合，霜害が収量と品質に影響を及ぽす最も重

要な気象災害である。 2010年には神奈川のウメ，山

梨のスモモ，和歌山のカキとウメ，熊本と大分のナシ

など約39億円の被害が発生し（農林水産省， 2010),

2013年には長野，栃木，茨城などでナシ， リンゴ，

カキなど約53億円の被害が発生した（農林水産省，

2013)。

霜害による被害の軽減を図るには，事前に対策を講

じる必要がある。霜害の防止対策には，燃焼法，散水

氷結法，送風法などがある。燃焼法は，重油などの燃

料を燃焼させて，気温の低下を防ぐとともに，作物の

放射熱吸収効果を狙った方法である（高橋ら，

1961)。散水氷結法は，スプリンクラーで作物に水を

かけることにより，水が氷へと凝固する際に発生する

凝固熱を利用して植物体の温度を〇℃前後に保湿する

方法である（鈴木， 1956)。送風法は，放射冷却時に

発達する逆転層上部の比較的暖かい空気をファンで下

層に送り撹拌することで，気湿の低下を防ぐ方法であ

る（脇坂， 2014)。しかし，これらの防霜対策は有効

であるが，労力や稼働コストが非常に掛かる。燃焼法

は，設備投資が少なく簡便であるが，自動化が困難で

あり，畑地への設置（灯油 2Lを入れて燃焼させた場

合： 10 a当たりに必要な火点数は80)や火点の維持

管理（灯油 2Lで燃焼時間は約2.5時間）に労力を要

する（福島県農業振興課， 2016)。散水凍結法は，継

続的に十分羅を樹体にまんべんなく散水する必要があ

るため，多量の用水と多大な施設容量が必要となり，
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効果を保っためには， 10a当たり 1時間で 4記以上

の水が確保できることと園地全体に均ーに散水する設

備の設置が必要である（福島県農業振興課， 2016)。

送風法は， 10a当たり 1.5台の防霜ファンが必要であ

り，年間運転経費は約90,400円にのぽる（穴瀬，

1987)。また，気湿がー3℃以下になるような場合で

は，防霜ファンのみでは気湿の低下を防げないため燃

焼法を併用することが必要となる（福島県農業振興課，

2016)。さらに現在，精度の良い霜害の発生予測が未

だにないため，危険性が少しでもあれば，これらの防

霜対策を予防的に広範囲かつ長時間講じることが一般

的であり，稼働コストがかさむ要因のひとつとなって

いる。

気象台では，観測された気温をもとに気象学的手法

によって霜害を予測する。地方気象台が発令する霜注

意報（霜により農作物に被害が及ぶと予想されるとき

に発表される注意報）は，予想最低気湿が基準を下回

るときに発令される。発令する基準となる予想最低気

温は，山形県では 2℃以下，山梨県では 3℃以下，神

奈川県では 4℃以下など都道府県で異なる（気象庁，

2017)。しかし，霜を発生させる放射冷却は，湿度や

風速などに影響を受け，放射冷却で生じた冷気流は，

窪地などの地形で冷気溜まりとなるため (Whiteman

et al., 2007), 霜害は局所的に発生する場合があり，

気象学的手法による都道府県単位や10~100km範囲

のマクロな予測では精度の面で十分とは言えない。そ

のため，降霜を精度よく，直接検知する手法の開発が

求められている。降霜を直接検知することが可能にな

れば，燃焼法，散水氷結法，送風法などを降霜時のみ

稼働させればよくなるので，効率的に霜害を防ぎ，ま

た，労力と稼働コストの削減も期待できる。

従来，結露及び降霜を検知する手段として，振動式

や光学式の検知装置が知られている。しかし，これら

の従来の技術では検知精度の優れた検知装置を提供す

ることが困難である（登尾， 2008)。本研究では，空

気の比誘電率 (1) と水の比誘電率 (80)が氷の比誘

電率 (3.5)と異なる点に着目した (Noborio,2001)。

結露時には空気と水が混在するので空気より比誘電率

が上昇し，また，空気と氷が混在する霜生成時には，

水が氷へと変化することにより比誘電率が減少すると

考えられる。このようにして結露と降霜を明確に区別

することが可能であると考えた。電磁波の伝播速度か

ら比誘電率を経時的に測定することができる時間領域

反射 (timedomain reflectometry, TDR)法を利用し

降霜を検知する霜センサーを開発したので報告する。

2. 材料と方法

霜を検知する 2本の銅箔電極は，霜を検知しやす

いようにプリント基板に面的に印刷し， 2種類の電極

パターンを作成した。センサーAは，ガラスエポキ

シ製プリント基板（サンハヤト製：厚さ1.6mm)を

用いて電極を折り曲げ状に作成した (Fig.lA)。セン

サーAの電極は，電極長さ50cm,電極幅0.2cm, 電

極問隔0.05cmとした。また，センサー Bは，ガラス

コンポジット製プリント基板（サンハヤト製：厚さ

1.6 mm) を用いて，電極を渦巻き状に作成した

(Fig. lB)。センサー Bの電極は，電極長さ57cm,

電極幅0.1cm, 電極間隔0.05cmとした。センサー A

は，プリント甚板に検知部となる 2本の銅箔電極を

大きく面的に印刷するために，折り曲げ状に設計し

た。しかし，電極を直角に折り曲げることで不要な電

磁波の放射が発生することが知られており，降霜検知

の感度が低下する可能性が考えられた。この不要な電

磁波の放射は，電極の曲がり部の曲率半径を大きくす

ることで，軽減できることが報告されている（高橋，

1999)。そこで，センサー Bは渦巻き状に設計した。

センサーAを用いて，測定した比誘電率の変化か

ら，降霜の検知が可能であるかどうかを検証した。縦

30cm, 横45cm, 高さ30cmのアクリル製の箱に加

湿器を入れ，相対湿度を100%近くにした後，加湿器

の電源を切り，箱内の湿度が室湿 (24℃)と等しく

なるまで待った。 4枚直列に接続して積み重ねた冷却

器であるペルチェ素子 (4x4cm)の上にセンサー A

を設置した。センサーAとペルチェ素子の間や，ペ

ルチェ素子とペルチェ素子の間には熱伝導グリースを

一面に塗布して熱伝導を保った。ペルチェ素子に電流

を流してペルチェ素子の温度を約ー3℃まで冷却し，

センサー上に霜を発生させた。この時の比誘電率を，
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Fig. 1. Two wire-type frost sensors made on print-circuit 
boards by etching out electrodes. 

TDRlOO (Campbell Scientific社製）を用いて10秒間

隔で測定した。また，センサー Aの湿度を T型熱電

対とデータロガー CR3000(Campbell Scientific社製）

を用いて10秒間隔で測定した。

次に，セ‘ノサー Bを用いて，相対湿度の違いが比

誘電率に与える影響について調べた。恒温槽

FLI2000 (EYELA社製） 内の混度を12℃に設定し，

相対湿度をそれぞれ60, 70, 80%に設定してセン／

サー A と同様の実験を行った。この時，比誘電率の

測定には TDRケーブルテスター1502C(テクトロニ

クス社製）と波形解析ソフト winTDR(Or et al., 

2004)を用いた。セソサー Bの湿度もセソサーA と

同様にして測定した。

3. 結果

3.1 相対湿度100%における実験

Fig. 2に霜セソサー Aを用いた時の， (a)空気，

(b)霜付着， (c)結露の様子を示した。セソサー Aを

冷却中に，センサー上に霜が生成した様子を確認する

ことができた。また，冷却終了後にセソサー Aの湿

度が氷点以上に昇温すると，霜解けが起こり水滴とな

った様子が確認できた。測定開始から2300秒後まで

の比誘電率とセンサー Aの湿度変化をFig.3に示し

た。測定開始から130秒後にペルチェ素子によって冷

却を開始， 1680秒後にペルチェ素子への電流を遮断

して冷却を終了した。冷却開始後セソサー Aの温度

は室湿 (24℃)から徐々に下がり ，測定開始から約

500秒後には 0℃に達した。測定開始から約760秒まで

の間，比誘電率が徐々に上昇した。これは，冷却に伴

Fig. 2. Frost sensor A for (a) no frost nor dew formed before 
cooling, (b) frost formed during cooling and (c) dew 
formed after cooling. 

い，アクリル箱内の水蒸気がセンサー A上で凝結し

たためと考えられた。空気の比誘電率 1に対して，

水の比誘電率は80であるため，凝結によりセソサー

上の結露量が増加するにつれて， 比誘電率が徐々に増

加した。そして，約760秒後には比誘電率が急激に減

少した。これはセソサー A上に結露した液状水が凍

結して霜が発生したためと考えられた。水の比誘電率

80に対して，氷の比誘電率は3.5であるため，液状水

の凍結によって比誘電率は急激に減少した。また，こ

のとき，結露した液状水の凍結に伴い，凝固熱が発生

したためセンサー Aの橿度は約1.5℃上昇しており，

確かにセソサー A上の液状水の凍結が起こったこと

が確認できた。冷却を開始する前の比誘電率と冷却中

に霜が生成したときの比誘電率の差は約0.12であっ

た。冷却終了後には，センサー Aの温度が氷点以上

に上昇すると比誘電率が急激に増加した。氷の比誘電

率3.5に対して，水の比誘電率は80と大きいため，セ
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Fig. 3. Temporal changes in temperature on the frost sensor 

A and relative permittivity under 100% of relative hu-
midity before, during and after cooling. Direct current 

was applied to the Peltier devices to cool the frost sen-

sor A between 130 and 1680 s. 

ンサー湿度の上昇に伴い，霜が融解して液状水 となる

ことで比誘電率が増加したと考えられた。この とき，

セソサーAの湿度は20秒間，約0.3℃で一定と なっ

た。これは，冷却終了直後には霜氷 と液状水の両方が

セソサーA上に存在したためと考えられた。

3.2 相対堀度を変化させた時の実験

相対湿度が60, 70, 80%のとき，センサー Bを使

って測定した比誘電率とセンサー Bの湿度の変化を

Fig. 4に示 した。 センサーBの湿度はすべての相対

湿度に対して同じような値を示したため，相対湿度が

60%の時の湿度を示した。 測定開始から70秒後にペ

ルチェ素子によって冷却を開始， 720秒後にペルチェ

素子への電流を遮断して冷却を終了した。冷却開始後

センサーBの温度は徐々に下がり ，測定開始から約

300秒後には 0℃となった。この間，比誘電率は徐々

に上昇した。こ れは，セソサー B上に水蒸気が徐々

に結露したためである。その後，相対湿度60%では

約420秒から約520秒にかけて，70%では約420秒から

約540秒にかけて，80%では約500秒から約700秒にか

けて比誘電率が減少した。これはセ‘ノサー B上の液

状水が氷になったためである。セ‘ノサー Aを用いた

時 と比べ，霜生成前後の比誘電率の変化具合が異なっ

た。これはセンサーの形状 (A:折り 曲げ状， B:渦

巻き状）や，プリント基板の素材 (A:ガラスエポキ

Fig. 4. Temporal changes in temperature on the frost sensor 

B and relative permittivity under 60, 70, and 80% of 
relative humidity before, during and after cooling. 

Direct current was applied to the Peltier devices to 

cool the frost sensor B between 70 and 720 s. 

シ製，B:ガラスコソポジット製）が異なるためにセ

ンサーの反応に違いが生じたためだと考えられた。ま

た，センサーBを用いた実験に使用したペルチェ素

子のひとつが不調であったため，センサーBの面的

な冷え方にむらができた可能性 も考えられた。セン

サーBを冷却する前の比誘電率と，冷却中に霜が付

着しているときの比誘電率の差は，相対湿度60%で

は0.042, 70%では0.063, 80%では0.14であった。 相

対湿度が高 くなるにつれて，比誘電率の差が大きくな

った。これは，同 じ湿度では，相対湿度が高いほどセ

ンサー上に凝結による結露量が多くなり ，多くの霜が

生成されたことで，生成前後での比誘電率の差が大き

くなったと考えられた。また，相対湿度が高いほど結

露量が多く， 結露した液状水が霜へと変化するのに時

間がかかった。 測定開始から約740秒後には，冷却を

終了したため，霜が液状水となり 比誘電率が急激に増

加した。そして，相対湿度が高いほど，結露量が多く

霜も多く生成されたため，冷却終了後に霜解けによっ

て生じた液状水の星も多くなり ，比誘電率は大きな値

を示した。その後液状水が蒸発し始めると比誘電率

が緩やかに減少した。

4. 考察

従来，結露及び降霜を検知する手段として，振動式

や光学式の検知装置が知られている。振動式は，振動
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子の表面の結露，または降霜による振動子の共振周波

数の変化や振幅の変化で結露，降霜を判定し，光学式

は，発光素子，受光素子，反射面を有し，受光素子に

入射する光量の変化で反射面の表面の結露，降霜を判

定する。しかし，振動式は，振動子上への物質の付着

あるいは内外部から加えられる振動の影響で容易に誤

作動をするという課題があり，光学式は，小型化が困

難で製造コストも高いという課題がある。これに対

し，その他にも安価で検知精度の優れた降霜の検知装

置として，感湿抵抗素子の温度変化で結露，降霜を判

定する装置が開発されている。しかし，この装置は，

感温抵抗素子の温度のみで結露，降霜状態を判定して

いるため，結露と降霜とを明確に区別することが困難

である（登尾， 2008)。それぞれの検知装置に課題が

あるため，これらの降霜検知装置が研究や農業現場で

使用された例はほとんど無く，安価で結露と降霜を明

確に判別可能な高精度な降霜センサーが必要とされて

いる。本研究の時間領域反射法を用いたセンサーは，

光学式に比べ安価に製作が可能であり，振動式のよう

に誤作動を起こす要因は無く，感温抵抗素子と異な

り，結露と降霜を明確に判別することが可能であるこ

とが明らかになった。しかし，本研究のセンサーA

とセンサー Bによって測定した降霜前後の比誘電率

の変化は，約0.042から約0.14と非常に小さく，現在

のセンサーでは降霜の検知感度が十分とは言い難い。

折り曲げ状（センサー A) と渦巻き状（センサー B)

のそれぞれの降霜前後の比誘電率の変化は，折り曲げ

状（相対湿度100%)で約0.12,渦巻き状（相対湿度

80%)では約0.14と，相対湿度が低いのにも関わら

ず，渦巻き状のセンサー Bの方が，感度が高くなっ

た。不要な電磁波の放射は，電極の曲がり部の曲率半

径を大きくすることで，軽減できることが報告されて

おり（高橋， 1999),渦巻き状にすることで，不要な

電磁波の放射が軽減され，降霜検知の感度が上昇した

と考えられた。従って，センサーの形状は渦巻き状の

方が降霜の検知に適していると考えられた。また，本

研究では，霜を検知する 2本の銅箔電極を印刷する

ために，厚さ1.6mmのプリント基板（センサー A:

ガラスエポキシ製，センサー B:ガラスコンポジット

製）を使用したが，プリント基板の材質の違いによる

感度の差を測定することが出来なかった。今後は，検

知感度を向上させるために，プリント基板の厚さを薄

くし，センサーの熱容量を小さくすることでセンサー

温度の冷却速度を早め，霜が生成されやすいセンサー

の開発を行う必要がある。また，本研究では，室内に

おいて再現した降霜の検知であったため，今後は屋外

において自然条件下の降霜を検知可能か検証する必要

がある。
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