バックナンバーに記載の技術内容は、最新の技術情報ではない場合があります。そのため、
バックナンバーは直近の10年間を公開します。
参照にあたっては、取り扱いに配慮してください。
雷保護に関する、規格は常に最新の内容に更新されています。
当普及協会では、最新の規格が更新された情報を元に技術講習会を開催しています。
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第 10 回総会報告
第 10 回総会の開催日時・場所は以下のとおりです。
開催日時：平成 25 年 6 月 6 日（木）
，14：00～17：00
場所：目黒区中小企業センター勤労福祉会館第二洋室
第 1 号議案：平成 24 年度事業報告
1.会議に関すること
・第 9 回通常総会の実施（平成 24 年 6 月 26 日（火）
，14：00～17：00）の報告
・第 1 回定例理事会の実施（平成 25 年 3 月 27 日（水），14：00～17：00）の報告
2.業務に関すること
・普及活動としての「総合的雷保護システム技術講習会」事業について
平成 24 年度は，3 箇所（山形，名古屋，東京）において講習会を実施し，いずれの講習会
も，「国土交通省」及び「消防庁」の後援名義使用許可を受けた他，実施都県の業務関連団体
の後援を受けて実施しました。今回の講習会により 20 名の証受領者が誕生しました。証受領
者数は全体で 754 人となりました。
・業務推進支援委員会について
業務推進支援委員会の委員長，職業能力開発大学校教授渡邊先生が，今年 3 月末で委員長
を退任しました。残った「業務支援委員会委員」は，これまでと同様に技術的な業務の支援を
行っていくこととなりました。
⇒第 1 号議案について特に問題はなかったため，承認されました。
第 2 号議案：平成 24 年度収支決算承認
貸借対照表，活動計算書の報告
⇒第 2 号議案について特に問題はなかったため，承認されました。
第 3 号議案：平成 25 年度の事業収支予算の件
平成 25 年度 特定非営利活動に係わる事業会計収支予算書及び予算内訳の報告
⇒第 3 号議案について特に問題はなかったため，承認されました。
第 4 号議案：その他（新しい資格名称の決定について）
平成 25 年 4 月 11 日に「技能士」名称の不正使用について，厚生労働省職業能力開発局より，
事務連絡がありました。その概要は以下のとおりです。
「技能士」と称することができるのは，職業能力開発促進法に基づく技能検定に合格した者で
1
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あり，職業能力開発促進法第 50 条第 4 項の規定に基づき，技能士でない者は技能士という名称
を用いることはできません。なお，
「技能士」名称の不正使用が確認された場合，職業能力開発
促進法第 102 条の規定に基づき，30 万円以下の罰金に処されることがあるため，証受領者にこ
の旨を周知徹底してもらいたいとのこと。
このような事態を招きましたことは，当協会での関連法等に関する事前調査が不十分であった
ことは言うまでもありませんが，当協会の活動を開始して 10 年近く経過した今，厚生労働省職
業能力開発局より事務連絡があったことについてはいまだ理解に苦しむところです。
当協会としては，この情報を証受領者に連絡するための資料を作成し，郵便発送しました。
754 名の証受領者のうち，50 名程の証受領者の方については住所変更されていた等で書類が当
協会に戻ってきております。
以上のことから，
「技能士」に抵触しない新名称の検討を行い，様々な意見が出されました。
例えば，雷保護システム保全士，雷保護システム保全技士，雷保護システム維持管理士，雷保護
システム維持保全者，雷保護システム保守点検士，雷保護システム技能者などです。最終的に，
「雷保護システム技能者」が第一候補となり，横田理事長が厚生労働省職業能力開発局能力評価
課の担当者に，「雷保護システム技能者」で問題はないかと電話で確認したところ，問題はない
との回答をいただいたので，新名称は「雷保護システム技能者」に決定しました。
⇒第 4 号議案の新名称について特に問題はなかったため，承認されました。厚生労働省職業能
力開発局能力評価課にも確認済みです。
最後に「雷保護システム技能者」という新しい名称が決まりましたが，前述の通り，50 名程
の証受領者の方への連絡が行えておりません。
今般，証受領者全員に緊急連絡を封書で送付したところ，後日約 7.3%の方宛の封書が「あて
所に尋ね当たりません」等の捺印がされて返送されてきました。証受領者の皆さんへは，今後も
色々な郵便等によるアクセスの機会が生じることが考えられます。この際皆さんの連絡先を正確
に確認し，更なる情報交換等を進めながら各位の職能の発展に役立ちたいと思っております。
当協会では，日頃から個人情報の管理には十分な注意を払っておりますが，先日連絡が取れな
かった証受領者の正確な連絡先を確実に把握致したいと考え，連絡先が不明で封書が返却されて
来た方の氏名を講習会実施都道府県別に掲載させて頂きました。
証受領者各位におかれましては，名簿の中にお知り合いの方がいらっしゃいましたら其の方に
声掛け頂き，ご本人より当協会事務局「Tel&Fax:042-526-0838」まで「現在の連絡先」を，出
来れば Fax にて送信いただけるようお伝え頂ければ幸甚です。宜しくお願い致します。
連絡先の不明な証受領者名
講習会受講地別

証受領者名 敬称略
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雷に関する最近のトピックス

最近の落雷観測について
(株)フランクリン・ジャパン

図 1

技術部部長

年間雷雨日数分布図

出典：気象庁

雷雨 10 年報（1968 年）

松井

倫弘

日本において，落雷頻度の概略を把握するた
めには，一般的に，気象庁が 1968 年に発行した
図 1 に示す年間雷雨日数分布図（IKL マップ：
Isokeraunic Level Map）を使用してきました。
これは，緯度，経度をそれぞれ 15 分間隔（日本
周辺ではおよそ 25×27.5km）の格子で区切った
地域内で観測者が雷光を見た，又は雷鳴を聞い
た場合を１雷雨日とし，年間の雷雨日数をもと
に，等高線図を描いたものです。この年間雷雨
日数分布図は，1954～1963 年度の 10 年平均の
観測結果です。これによると，東北～北陸地方
の日本海沿岸部，関東北部，岐阜県，滋賀県の
山間部，九州南部などで雷雨日数が多いことが
わかります。秋田県～福井県の日本海沿岸部に
かけては，冬季に雷が多く発生するため，雷雨
日数が多くなっています。
ある地域に設備等を建設する場合，その地域
の落雷密度を知ることができれば，その設備が
どの程度の落雷の脅威にさらされるかを把握で
きます。年間雷雨日数を Td とし，落雷密度を
Ng とすると，(1)式のような関係になると言われ
3
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ています。
Ng = aTdb[回/km2・年]・・・・(1)
一般的に，a の値は 0.1～0.2，b の値は 1.0～1.4 程度とされていますが，
日本においては，a=0.1，
b=1.0 とし，(2)式が多く用いられています。
Ng = 0.1×Td[回/km2・年] ・・・・(2)

しかし，近年では，電
気設備等への落雷頻度推
定に当たり，より正確な
落雷頻度マップの必要性
が高まってきました。
1998 年に(株)フランクリ
ン・ジャパンは，関東～
(a)
九州に，翌年に，東北～
(b)
北海道にかけて，図 2 に
図 2 対地雷放電（多重雷）の放電過程
出典：”The Lightning Discharge”, Martin A. Uman, International
示す雷の放電過程の帰還
Geophysics Series Vol.39, Academic Press, 1987
雷撃（Return Stroke）か
ら放出される VLF・LF 帯の電磁波を検知するセンサーを設置しました。
さらに 2002 年には南西諸島にもセンサーを設置し，全国雷観測ネットワーク（JLDN：Japan
Lightning Detection Network）が完成しました。図 3 に 2013 年 6 月現在の全国落雷観測ネッ
トワークのセンサー配置図を示します。このネットワークでは 30 基のセンサーが日本とその周
辺で発生する帰還雷撃（以下雷撃）を検知し，
各センサーが検知したデータは通信回線を介
して落雷位置標定装置に送り，雷撃の発生位置，
時刻，電流値などを計算します。そして落雷位
置標定装置で解析を行った雷撃データは，ゴル
フ場，各種製造工場，放送局，鉄道や電力会社
などに提供し，人命や設備などの保護に役立て
られています。
図 2 は，落雷の放電過程を示しています。
この図の(b)に示すように，落雷は一条の雷光
が走るように人間の肉眼では見えますが，(a)
に示すように，ステップト・リーダ（Stepped
Leader）が雷雲から，大地に向かって階段状
に進展と休止を繰り返しながら伸びていきま
図 3 JLDN センサー配置図
す。このステップト・リーダの先端が大地に接
近したときに，大地側から上向きの放電が開始し，両者が結合した途端，大地から多量の電荷が，
ステップト・リーダが作った放電路を経由して，雷雲に向かって進行します。これを雷撃と呼び
ます。
雷撃の過程において，雷光の輝度が最も強くなり，その雷の持つ電流値が最も高くなります。
4
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1 回の雷撃が終わっても，雷雲の全電荷が中和されない場合が多く，数十~数百 ms 経過後，引
き続いて同じ放電路を通って第 2，第 3 の雷撃が生じることがあります。1 つの落雷中には，複
数の雷撃と呼ばれる雷放電を繰り返すことがあり，これを多重雷と呼び，1 つの落雷の中に含ま
れる雷撃の回数を多重度と呼びます。JLDN は，雷撃を各センサーで検知して雷撃の位置標定
を行っています。雷撃は，英語で stroke（ストローク）と呼び，全体の落雷を flash（フラッシ
ュ）と呼んでいます。海外の観測では，負極性落雷の多重度は，平均で 3~4 との結果を得てい
ます。JLDN では，多重度が 20 以上になった落雷を観測することもあります。また，ステップ
ト・リーダを伴う最初の雷撃を第一雷撃と呼び，それ以降の雷撃を後続雷撃と呼びます。後続雷
撃の電流値は，一般的に，第一雷撃の電流値よりも小さいと言われていますが，海外の観測結果
では，負極性落雷の 1/3 程度で，後続雷撃電流値の方が第一雷撃よりも大きなケースがあるとい
う報告もあります。
図 4 は，JLDN によって 2008～2012 年の 5 年間に観測した落雷日数を示しています。図 1
の気象庁が作成した年間雷雨日数分布図とほぼ同様で，東北～北陸の日本海側，関東北部，岐阜
県，九州地方で雷日数が多くなっています。
図 5 は，同じ期間の JLDN で観測した雷撃頻度です。雷撃密度は(1)，(2)式に示すように，年
間雷雨日数に比例するはずですが，日本海側の地域については，冬季雷の持つ雷性状（夏季の落
雷と比較して，1 雷雨あたりの落雷数が少ない）の影響から，必ずしも雷撃密度は年間雷雨日数
に比例しません。
（1），
（2）式は夏季雷のみに当てはまるということは，以前から予見されてい
ましたが，日本全国をほぼ均一な条件で観測できる JLDN の観測結果からも，明確に現れてい
ます。また，従来の人間の耳目に依存してきた観測方法と比較して，JLDN のような電磁界観
測は，精度が上がるだけではなく，継続した人的観測が難しい山間部などでも観測できる利点が
あります。今後，長期的なデータを集積することによって，地域ごとの雷雨日数，雷撃頻度の増
減傾向がわかるようになるでしょう。

図 4

図 5

JLDN で観測された落雷日数

JLDN で観測した雷撃頻度

（2008-2012：5 年間：20km メッシュ）

（2008-2012：5 年間：20km メッシュ）

ご意見・ご感想・ご希望・ご質問・住所変更などのご連絡は
FAX：042-526-0838 又は，Ｅ-mail：info@lpsra.com まで，お願いします。
〒190-0021 東京都立川市羽衣町 1-24-11-313 事務局担当：横田まで
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JIS A 4201:2003 の改定に伴う建築基準法改正の動向
㈱村田電機製作所

技術部

常務取締役

嶋田

章

建築基準法，第 33 条は，建築物に対する雷保護に関連する法で，
「高さ 20ｍを超える建築物
には，有効に避雷設備を設けなければならない」としています。この法は，建築基準法が制定さ
れた昭和 25 年以降，変更は加えられていません。
また，建築構造の安全性確認をする法令，建築基準法施行令では，雷保護システム（避雷設備）
は，129 条 14（設置）及び 15（構造）に，その規定がみられます。JIS が改定されると，国土
交通大臣の名の下，129 条 15 の一部改正が，近々の時期に国土交通省から告示されることにな
ります。
前回の JIS A 4201 の 1992 から 2003 規定に変更された日時が，平成 17 年 7 月 4 日に告示，
同 8 月より実施となり現在に至っています。
一方，雷保護に関連する動向ですが，JIS の番号が A（建築関係）から Z（その他）に変更さ
れ，JIS Z 9290 として「雷保護（LP）」が確立されることが濃厚です。それに伴い，図 6 に示
す規格構成（IEC62561-1 より）に確立されることとなります。
JIS A 4201:2003 は，IEC 61024-1「建築物等の雷保護 基本的原則」が原案とする規定でし
たが，JIS Z 9290-3:2010 は，IEC 62305-3:2010,ed.2 を基にした規定であり，保護理論はその
ままに，細かな内容が変更されています。JIS 化についての編集作業は最終段階にあり，遅くと
も来年の制定が予想されます。
また，JIS Z 9290-1「一般原則」と JIS Z 9290-3 が制定されると，JIS Z 9290-4「電気・電
子機器の雷保護」を含め図 6 の総合的な雷保護規格構成が確立されることとなります。
一般原則
IEC 62305-1
JIS Z 9290-1

IEC 62305-2
リスクマネージメント
（JIS 化の予定現状なし）
雷保護
(lightning protection )

LP

SPM
(LEMP protection measures)

LPS
(lightning protection system)

IEC 62305-4
JIS Z 9290-4

IEC 62305-3
JIS Z 9290-3

(建築物内の電気及電子システム)

(建築物等の物的損傷及び人命の危険)
図6

IEC 62305-1 より規格構成
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平成 25 年度「雷保護システム技能者講習会」開催予定地
平成 25 年度「雷保護システム技能者技術講習会」を実施する予定です。開催予定地は，福岡
市会場，広島市会場，岡山市会場，高松市会場，東京都会場です。各地の開催は 9 月以降順次
開催の予定です，決定次第当協会ホームページに詳細を発表いたします。
皆様のお知り合いで，雷保護システムのあり方等に興味をお持ちの方がおられましたら是非，
ご紹介くださいますようお願いいたします。
【お問合わせ先】 メール：info@lpsra.com
TEL：
042-526-0838（担当：横田）

「おうちでできるカミナリ対策」冊子に関して
2010 年 7 月下旬に完成しました 26 ページの冊子ですが，誰にでもわかりやすい冊子となっ
ています。
本年度は増刷も検討しており，配布先も検討中です。配布は有料とな
りますが，証受領者の皆さん他が入手しやすい価格とする予定です。
皆様のお知り合いで，雷保護システムのあり方等に興味をお持ちの方
がおられましたら是非この冊子を利用され，日頃，雷対策の重要性やそ
の具体的な対応策を市民のさんに伝えて頂くと共に「雷保護システム技
能者」証受領者名に対する市民の認識を高めて下さい。
【お問合わせ先】 メール：info@lpsra.com
（担当：横田）

TEL：042-526-0838

雷に関する出版物

・著者：電気設備学会 編
・定価：5229 円(本体 4980 円＋税)
・B5 374 頁
・ISBN 978-4-9902110-7-3
・発売日：2011/08
近年の電気・電子機器の雷害は，機器の
動作電圧の低電圧化と，電源，通信，情報
のための配線のネットワーク化に起因す
ることが多くなっています。本書では，こ
れらの機器の雷害の発生メカニズムと，そ
の防護手法について解説しています。特に，
サージ防護デバイス（ＳＰＤ）の特性を示
すとともに，その効果的な適用法について，
事例を含めて具体的に解説しています。
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編集後記
今年，2013 年の関東甲信地区での梅雨明けは，気象庁の発表によると 7 月 6 日で，平年に比
べ 2 週間くらい早くなっています。それからは，連日猛暑が続いており，雷の活動も頻繁なよ
うです。
編集後記をまとめているこの日も朝から気温も高く，午後以降になると怪しい雲がもくもく
と・・・。これは，雷があるかなと思っていると，夕方から急に空が黒くなり，雨もすごい勢い
で降ってきます。案の定，「ゴロゴロ，ピッカ～」と会社の周辺でも落雷が・・・。皆様，雷に
はご注意ください！
話は変わりますが，今回初めて「雷ニュース」の編集に携わりました。Y 理事長に，「雷ニュ
ースの編集を手伝ってくれないか？」と言われ，ついつい「やらさせていただきます。」と言っ
てしまった？言わされた？，どちらかと言えば・・・。メールでやり取りしていると，「I 編集
長様」という書き出し。私はいつの間にやら編集長？になっているではありませんか！このまま
お断りしてもよかったのですが，私の性格上，乗りかかった船を遭難させてはいけないという使
命感？で，気分はカリブの海賊，船長ジャック・スパロウでした。この勢いで編集作業に没頭し
ました。作業を行っていると，意外と楽しくなってきて，レイアウトなどを考え，うまく文章を
入れ込む。「うーむ。俺も編集長っぽくなってきたか？」など思い込みながら，作業をこなしま
した。業務推進委員会のメンバーのサポートもあり，
「雷ニュース」完成です。
今後は，編集長は持ち回りとしますので，次回の業務推進員会などで次の方をご指名したいと
考えております。皆様，楽しみにお待ちください（笑）。
〔H.I〕
追伸：ここ半年くらい，ウォーキングを極めようと，家から会社の道のりを 35 分程度掛けて，
歩くようにしています。最近は，暑くて心が折れそうですが，できる限り歩いています。皆様も
いかがですか？ウォーキング！
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資格者証の更新について
雷ニュース No.22「第 10 回総会報告」の 4 号議案にてお伝えしました通り，従来の資格者証
名「雷保護システム技能士」に使用しています「技能士」という単語は厚生労働省が所掌する
法律「職業能力開発促進法第 50 条第 4 項の規定に基づき厚労省が実施する技能検定に合格した
者に付与する各種資格にのみ使用する資格者名であり，厚労省以外の者が資格者証として使用
した場合には 30 万円以下の罰金刑に処される」ことが判明したためでした。
それまで，当 NPO 発足以降 757 名の皆さんに「雷保護システム技能士」証を発行しておりま
したので，その全員の方に新たに取り決め厚労省担当官の了解も得ました新資格者証「雷保護シ
ステム技能者」証を作成し送付させていただきました。しかしながら現時点でそのうち 39 名の
方につきましては住所不明のまま現在に至っております。
住所不明の皆さんの氏名を講習会に受講いただいた会場別に再度掲載いたしますので，ご存知
の方がおられましたら直接当人にこのことをお伝えいただきますか，直接皆さんより事務局宛て
にご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
新資格者証交付未済の皆さん
受講地別

当該者名 （敬称略）

北海道

宮本 通（ミヤモト トオル）/中西 茂光（ナカニシ シゲミツ）/今田 勝雄(イマダ カ
ツオ)/田所 剛（タドコロ タケシ）
大櫻 裕一（オオザクラ ユウイチ）/片岡 義一（カタオカ ヨシカズ）/古澤 幸一（フ
ルサワ コウイチ）
秋葉 秀行（アキバ ヒデユキ）/大里 和弘（オオサト カズヒロ）/大里 純一（オオ
サト ジュンイチ）/石塚 正男（イシヅカ マサオ）/齋藤 陽（サイトウ ヨウ）/恩田
博（オンダ ヒロシ）/恩田 正則（オンダ マサノリ）/恩田 理（オンダ サトル）/
呑澤 功（ノミサワ イサオ）/越川 喜代司（コシカワ キヨシ）
田島 克規（タジマ カツノリ）
吉川 浩司（ヨシカワ コウジ）/小川 論侑（オガワ ノリユキ）/高橋 純
（タカハシ ジュン）/高田 賢二郎（タカダ ケンジロウ）/東 保夫（ヒガシ ヤスオ）
/岩井 浩一（イワイ コウイチ）/丸永 和男（マルナガ カズオ）/江田 和紀（エダ カ
ズノリ）
林 雅和（ハヤシ マサカズ）/福山 絢子（フクヤマ アヤコ）/八田 弘樹（ハッタ ヒ
ロキ）/生駒 萌海（イコマ モエミ）/山田 有美（ヤマダ ユミ）/池 慎二郎（イケ シ
ンジロウ）/太田 慶造（オオタ ケイゾウ）/青山 博（アオヤマ ヒロシ）/福井 貴浩
（フクイ タカヒロ）/松土 幸太郎（マツド コウタロウ）/澤井 俊成（サワイ トシ
ノリ）
柾木 芳明(マサキ ヨシアキ)/田村 浩伸（タムラ ヒロノブ）/森本 孝一（モリモト
コウイチ）

宮城県
埼玉県

東京都
神奈川県

京都府

大阪府
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皆様へのお願い事項
関係各位
特定非営利活動法人雷保護システム普及協会
理事長 横田 満人
「認定 NPO 法人への道を開く寄付金」のお願い
特定非営利活動法人雷保護システム普及協会（以下「NPO」という）は，
「雷に安全で安心な
IT 社会の実現」を目標に，平成 15 年 11 月設立しました。この間の NPO の活動資金は，賛助
会員各位からの支援金，正会員各位の年会費，全国各地で実施した「総合的雷保護システム技術
講習会」の受講料収入により実施いたして参りましたが，各会員の確保が当初の目標通りに伸び
ないこと等から，資格者各位への業務支援や新技術の情報伝達サービス活動等に必要な活動資金
の更なる確保の方策を検討中のところ，平成 22 年 6 月「新寄付税制」がスタートし，これを受
けて平成 24 年「改正 NPO 法」が施行されました。この結果，我々認定 NPO 法人を取り巻く
活動資金調達環境が下記のように「寄付を集めやすい環境」に一変しました。
1）認定 NPO に認定される最大の難関であった条件の「パブリック・サポート・テスト（PST）
」
の項に「3,000 円以上の寄付金を 100 人以上の方から集めていれば要件クリア」が導入された
こと。2）「税額控除制度」の導入で，寄付金額の最大で約 50％が，減税という形で寄付者に還
ってくる「税額控除制度」が導入されたこと。3）
「仮認定制度のスタートで PST 基準に満たな
くても，3 年間だけ仮認定制度」がスタートしたこと。4）本来なら「設立 5 年以上を経過した
法人は仮認定不可」のところが「2015 年 3 月迄は全ての NPO 法人に仮認定申請を認める」等々
の特例が追加されたことでした。
これを受けて当 NPO では広く活動資金を確保し，認定 NPO 資格獲得を第 1 ステップとし，
第 2 ステップではこの資格を関連企業との協業資格とし，第 3 ステップでは損害保険業界等関
連業界の認証する資格とする等の諸活動を展開することにより，資格者の就業環境の開拓を目標
とした活動の推進に鋭意努力いたしたいと考えております。
このことにつきましては「雷ニュース No.22」においてお願いいたしまして既に 30 名弱の皆
さんより支援金をいただいておりますが未だ 100 名に届いておりません。この機会に皆さんの
更なるご理解とご支援を再度お願いさせていただきました。
各位のご賢察をいただき「100 人以上の資格者各位の一口 3,000 円／人」のご寄付を下記にい
ただき，私達の NPO に是非とも「認定 NPO」への道を開かせていただきますようお願いいた
します。
敬具
記
（寄付金振込先）
特定非営利活動法人（NPO）雷保護システム普及協会
三菱東京 UFJ 銀行
銀座支店 店番 325
口座番号 4669147
振込用カナ：トクヒ）カミナリホゴシステムフキュウ
以上
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雷に関する最近のトピックス

地球温暖化と雷
㈱フランクリン・ジャパン

気象業務部部長

原

祐司

１．地球温暖化について
気象庁は，昨年 12 月 24 日，2013
年の世界の年平均気温（速報値）が平
年を 0.2℃上回り，統計開始の 1891
年以降で 2 番目に高かったと発表し
ました（図 1）。ちなみに，日本の年
平均気温は平年の＋0.4℃で，統計開
始の 1898 年以降で 8 番目の高さでし
た。昨年の 12 月以来，日本付近では
かなり寒い日が続いており，実感の湧
かない方もおられるかも知れません
が，地球は確実に温暖化しているようです。
昨年 9 月 27 日に，IPCC（気候変動に
図 1 世界の年平均気温偏差の経年変化(1891～2013)
関する政府間パネル）の第 5 次評価報告
（1981～2010 年の 30 年平均値を基準とする）
書の第１作業部会報告書要約が公表され
ました。その概要は，①1880～2012 年の間，世界の平均地上気温は 0.85℃上昇しており，最近
30 年の各 10 年間の平均気温でみると，
1850 年以降のどの 10 年間より高温となっている②1971
～2010 年において，上部海水温が上昇し，
海面水位はほぼ確実に上昇している③これらにより，
グリーンランドや南極の氷は解け，氷河はほぼ世界中で縮小し続け，北極の海氷面積，北半球の
積雪面積は減少しているとしており，ここでも地球の温暖化が確実に進行していることを述べて
います。
また，その要因として二酸化炭素などの温室効果ガス濃度の増加をあげています。即ち，地球
は太陽からの日射と，地球からの宇宙空間への放射との熱収支がバランスし，平均気温はほぼ
15℃と一定に保たれているのですが，二酸化炭素が増大したために，その温室効果により地球
から宇宙空間への放射が抑えられ，結果として地球の気温が上昇していると考えられています。
そのほか，IPCC の報告では，いくつかのシナリオに基づいてシミュレーションした結果，2081
～2100 年の気温は 1986～2005 年に比べ，最大で 1.7～4.8℃上昇すると予想しており，海面水
位も最大 0.55～0.82ｍ上昇すると予想しています。これらに伴って，ほとんどの陸上で極端な
高温の頻度が増加し，中緯度の大陸のほとんどにおいて極端な降水がより強く，また頻繁に発生
する可能性が高いとしています。
以上述べてきたように，地球が温暖化していることは確実のようですが，温暖化は地球全体で
一様ではありません。通常，気温の高い所はより高くなり，また降水量も一様に増えるのではな
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く，狭いエリアに激しく降ることが多くなると予想されています。日本では，局地的かつ短時間
に集中して降る雨が増加しており，前述の予想された事象が既に現実となって現れており，これ
らによる災害も増加しています。
「異常気象」が常態化してしまって，
「異常」ではなくなってき
ていると考えます。最近の竜巻や豪雨など激しい現象を「極端気象」と呼ぶ専門家もいます。
２．温暖化と雷
それでは地球温暖化と雷の関係はどうなっているのでしょう。世界的な雷に関する資料は手元
にありませんので，日本の場合についてのみ述べます。温暖化と雷の関係について論じるには，
秋田の雷日数（冬、夏）

雷日数の変化（宇都宮）
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図 2 宇都宮と金沢の雷日数の変化

0

金沢の雷日数（冬、夏）

雷についてある程度長期にわたってその傾向
を調べる必要があります。そこで気象庁の全国
の気象官署で，観測者が目視によって観測した
雷日数の統計資料を用いることとします。雷日
冬季
数とは一日に 1 回でも雷を観測した場合を雷日
夏季
数としてカウントしたものです。
全国各地の 20 地点について 1931 年以降の雷日
数の経年変化を調べてみました。全部は掲載できま
せんので，関東地方の内陸部で夏季において雷の
図 3 日本海側 3 地点の冬と夏の雷日数変化
多い宇都宮と冬季に雷の多い日本海側の金沢のも
（上から秋田、新潟、金沢）
のを図 2 に示します。
両地点とも年ごとの変化は大きくなっていますが，宇都宮の 1960 年代以降の微増傾向に対し
て，金沢では全体として明らかな増加傾向がみられます。新潟や秋田など日本海側の地点では金
沢と同様に顕著な増加傾向がみられましたが，そのほかの地点では微増または横ばいの所がほと
んどでした。
さらに，秋田，新潟，金沢の月別雷日数を夏季（4 月～10 月）と冬季（11 月～翌 3 月）に分
50
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けてグラフで表したものを図 3 に示します。3 地点とも夏季はほとんど横ばい傾向に対して，冬
季の雷日数は増加していることが明らかです。
日本海側における冬の雷は「冬季雷」といわれており，晩秋から冬季にかけて，シベリアから
の冷たい季節風が日本海を渡ってくる間に海面から熱と水分が補給され，雲が発達して海岸に近
づくころには積乱雲（雷雲）となり，沿岸部を中心に雨や雪とともに落雷をもたらします。
一般に，雷雲の発生には，大気下層に十分な水蒸気があることと，これを上空に持ち上げる上
昇気流とそのきっかけが必要です。上昇気流は下層が暖かく上層が相対的に冷たい，
いわゆる
「大
気の状態が不安定」のとき生じやすく，その温度差が大きいほど強い上昇気流が生じます。持ち
上げられた水蒸気は雲の中で水滴となり，さらに冷やされて氷晶やあられが生成されます。これ
らがお互いにぶつかり合って電荷の分離が起こるとされ，やがて地上との間で電位差が生じ，空
気という絶縁体を突き破るほど大きな電荷が蓄積されたとき落雷となります。
この日本海側における冬季の雷日数の増加
は，地球温暖化と直接結び付けることはでき
ませんが，ある程度の推測は可能です。
図 4 は，日本近海における 2012 年までの約
100 年間の海域平均海面水温の変化を表した
ものです。日本海南部及び中部では，海面水
温が+1.26～+1.72℃上昇しており，海面水温
の高い状態が続いています。これは温暖化に
より，夏に暖められた海水面が秋から冬のは
じめ頃までなかなか冷めない状態になってい
るためと推測されます。また日本海沿岸に沿
うように対馬暖流も北上しています。このよ
うに日本海は雷雲の発生には好条件となって
おり，雷日数が増加している原因と考えられ
ます。
雷の変化傾向をみるとき，落雷の数によっ
て論じることが理想です。しかし，LLS
図 4 日本近海における海面水温の長期変化傾向
等による全国的な雷観測の歴史は浅く，
資料はここ十数年分しかありません。年ごとの変化が大きいため，その傾向を述べるまでには至
っていないのが現状です。更なる継続観測が必要です。
参考文献等
(1) 気象庁：「報道発表資料（平成 25 年 12 月 24 日）」
(2) 環境省：「報道発表資料（平成 25 年 9 月 27 日）
」
(3) 気象庁：「気象統計情報」
(4) 増田善信：
「異常気象学入門」
，日刊工業新聞社(2010)
(5) 吉田 弘：
「日本列島における雷日数の地理的分布とその長期的傾向」,天気 vol.49,No.4

ご意見・ご感想・ご希望・ご質問・住所変更などのご連絡は
FAX：042-526-0838 又は，Ｅ-mail：info@lpsra.com まで，お願いします。
〒190-0021 東京都立川市羽衣町 1-24-11-313 事務局担当：横田まで
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カミナリＱ＆Ａ
Q：雷保護対策で避雷器を使用したいと思っています。色々な種類があり選定が難しそうです。
守りたい機器を保護するにはどのようにしたら良いのでしょうか？基本的な考え方を教えてく
ださい。
A：2003 年から雷関連 JIS が改正・制定されてきています。従来，避雷器や保安器などと呼ば
れていたものは，SPD（Surge Protective Device：サージ防護デバイス）と呼ばれるようにな
ってきています。
施設近傍に落雷があり，電源線や通信線に雷サージ（雷による高電圧・電流）が侵入した場合，
機器が破損することがあります。機器には耐電圧があり，その壁（耐電圧）を超えなければ機器
は破損せず，壁（耐電圧）を超えれば機器が破損してしまいます。図 1 参照。
耐電圧破壊

機器

壁
（耐電圧）

雷サージ

雷サージ
機器

図1

雷サージと耐電圧の関係

機器を保護するために設置するものが SPD となります。SPD には下記のような特性が要求さ
れます。
・常時使用している電源や信号の電圧・電流に影響を与えない
・過電圧（雷による高電圧）を十分低い電圧に抑制し，機器との保護協調を図る（機器の破損
を防ぐ）
・推定される侵入雷電流を安全に流すことができる（十分な電流耐量を持っている）
・過電圧により動作した後，自動的に復旧し，次の過電圧の侵入に備える特性を持つ
要求事項の中でも機器との保護協調を図ることが重要となってきます。
図 2 を例にとって説明します。機器の耐電圧値が 500V とすると，この値より大きい雷サージが
印加されれば機器は破損し，
雷サージ（高電圧）⇒機器損傷
それより小さい雷サージは
電圧
（V）
印加されても機器は破損し
雷サージ（低電圧）⇒機器は損傷せず
ません。SPD を設置しても
機器の耐電圧値
動作電圧・制限電圧が機器の
（500）
耐電圧より高い場合，機器は 保護協調が図られ
保護協調が図られて
保護されません。機器を保護 ていない SPD の動
作電圧⇒機器損傷
いる SPD の動作電圧
するためには，機器の耐電圧
⇒機器は損傷せず
より動作電圧・制限電圧が低
0
時間（μs）
い保護協調が図られている
図
2
SPD
と機器との保護協調の関係
SPD を設置します。このよ
うに保護協調の観点から SPD を選定します。
SPD の選定についての基本的な考え方を説明しました。総合的に雷保護対策を実施する場合
には機器の耐電圧が不明の場合も多いので、雷保護対策メーカの専門家に相談してください。
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平成 26 年度「雷保護システム技能者講習会」開催予定地
平成 26 年度も引き続き「雷保護システム技能者技術講習会」を実施する予定です。
開催予定地は，東京都会場及び大阪会場以外は未定です。各地の開催予定は決定次第当
協会ホームページに詳細を発表いたします。
本年度雷保護システム普及協会講習の内容は，前年度に引続き LPS（建築物の雷保護），
SPM（建築物内の電気及び電子システム保護）を基本に，雷保護（LP）のメンテナン
スに重きを置いた講習内容として，講習会を開催します。
現行講習資料に用いているテキスト“雷保護システムの設計･施工・検査及び保守点検
の実務”は，作成・発行からすでに 8 年が経過し，掲載されている規格内容が改訂及び改
正されているものもあり，講習会においては，各担当の講師が変更箇所及び規格番号の
変更などを解説します（一部別紙にて配布）。
また，前回の本ニュースで特集した，新雷規格 JIS Z 9290（IEC 62305 シリーズ）の
改訂作業がさらに進み，平成 26 年度の講習では一歩前進した新しい JIS の内容を含め
て，雷保護（LP）の普及講習を行っていきます。
皆様のお知り合いで，総合雷保護システム技術に興味をお持ちの方がおられましたら
是 非 ， ご紹 介 くだ さ い ま す よう お 願 い い た し ま す。【 お 問 合 わせ 先 】 メ ール ：
info@lpsra.com TEL：042-526-0838（担当：横田）

雷に関する出版物

・著者：高橋 劭
・発行所：東京大学出版会
・定価：3,360 円(本体 3,200 円＋税)
・271 頁
・ISBN 978-4130627184
・発売日：2009/11
雷はあらゆる自然現象のなかで，もっとも
不思議で美しいものです。
雷雲中の電荷発生分離機構から研究の歴
史・雷被害やエネルギー利用・火山雷や火の
玉といった特殊な現象まで，雷のあれこれが
満載。雷雲の中の様相に興味がある方は是非
読んでみてください。
ご意見・ご感想・ご希望・ご質問・住所変更などのご連絡は
FAX：042-526-0838 又は，Ｅ-mail：info@lpsra.com まで，お願いします。
〒190-0021 東京都立川市羽衣町 1-24-11-313 事務局担当：横田まで
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編集後記
おめでとうございます。本年も宜しくお願いたします。皆様にとって，実り多き良き
一年でありますよう心からお祈り申し上げます。
昨年末に業務推進委員会が開催されました。Y 理事長をはじめ業務推進委員会委員メ
ンバーも参加し，打ち合わせが行われました。
色々なことが議論されましたが，
「雷ニュース」の編集についても話題が・・・。「雷
ニュース」No.22 号の編集後記で編集長を持ち回り宣言した私。ところが，その打ち合
わせでは多数決で決めようという運び？強引な展開？となりました。投票参加委員は私
と S 理事，Y 業務推進委員副委員長。多数決の結果，持ち回り：1 票，引き続き前号の
編集長が行う：2 票となり，本年も私が編集長を行うことになりました。前号では高々
と声をあげて持ち回り宣言を行ったのですが・・・（泣）。今度は倍返しにしてやる！！
（笑）
年末，年賀状を作成しているといつも思うのですが，時の経つのがはやい！今年もも
う終わってしまうなと・・・。小学生のころは暗くなるまで外で遊んで家に戻ってもま
だまだ時間があったような気がしました。就職してからですかね？年々時が経つのがは
やく感じてしまうのは・・・。
2014 年も始まり，2011 年の東北地方太平洋沖地震の傷跡も徐々に癒えつつあります
が，まだまだです・・・。この傷跡をバネに日本全体が頑張って盛り上がっていけば良
いなと思う今日この頃です。また，雷業界を盛り上げるために，本年も雷保護の普及活
動に勤しみたいと思います！皆様ご協力の程宜しくお願いたします。〔H.I〕
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㹟㒊
㕲➽

ᅗ 2 㕲➽⏝ᘬฟࡋ㔠≀ -,6= 

㹟㒊㸸 ᑟ⥺ᘬฟࡋ㔠ල㸦ࢡࣛࣥࣉ᪉ᘧ㸧
    ྲྀࡅᴫせᅗ



3. ᥋ᆅᴟࢩࢫࢸ࣒
࣭Aࠕᆺࠖࢆ Aࠕᙧࠖ᥋ᆅᴟ㸪Bࠕᆺࠖࢆ Bࠕᙧࠖ᥋ᆅᴟࡋࡓࠋ
࣭A ᙧ᥋ᆅᴟࡢ⥲ᩘࡣᘬୗࡆᑟ⥺ࡢ᮲ᩘ௨ୖࡍࡿ㸦1 ᮲ 1 ࡘ࡛Ⰻ࠸㸧ࠋ
࣭B ᙧ᥋ᆅᴟࡣయࡢ 80㸣௨ୖࡀᅵተ᥋ゐࡋ࡚࠸ࡿᐃ⩏ࡍࡿࠋ
࣭ᇶ♏᥋ᆅᴟࡣ㸪ᇶ♏┤ୗཪࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺෆタࡋࡓ㛢࣮ࣝࣉᙧᡂࡋࡓᑟ㟁ᛶ㒊ศᐃ⩏
㸦ᅗ
ᅗ 3 ཧ↷㸧
1.0m ௨ୖ

*/
0.5m ௨ୗ

ᇶ♏ᵓ㐀య

⎔≧᥋ᆅ

⎔≧᥋ᆅ
ᇶ♏ࡢୗ㒊

ᇶ♏ࡢ┤ୗ
ᇶ♏᥋ᆅ
ᇶ♏ࣛࣥ

ᇶ♏ࣛࣥ

ᅗ 3-,6=  ࡢᇶ♏᥋ᆅᴟࡢᴫᛕᅗ

4. ᑍἲ
࣭ཷ㞾㒊㸪ᘬୗࡆᑟ⥺ཬࡧ࣭᥋ᆅᴟ⏝࠸ࡿᮦᩱࡀ୍㒊ኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲
⾲ 2 ཧ↷㸧
ࠋ
⾲  -,6=  ࡢᮦᩱᑍἲᢤ⢋

ᮦ ᩱ

ཷ㞾㒊
ࢩࢫࢸ࣒

ᘬୗࡆᑟ⥺
ࢩࢫࢸ࣒

㖡
࣑ࣝࢽ࣒࢘
⁐⼥ள㖄ࡵࡗࡁ㗰
㖡⿕そ㗰
ᮦᩱ
㖡
࣑ࣝࢽ࣒࢘
㕲㗰
ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰
ᮦᩱ

᥋ᆅᴟ
ࢩࢫࢸ࣒

㖡
⁐⼥ள㖄ࡵࡗࡁ㗰
㺛㺡㺻㺸㺛㗰
㖡⿕そ㗰

ࡼࡾ⥺㸪Წ
mm2
50
50
50
50

ᖏ㸪⟶
✺㔪
mm2
mm2
50
176
̺
70
50
176
̺
50
᭱ᑠ᩿㠃✚ mm2
16
25
50
50
᥋ᆅᲬ┤ᚄ
᥋ᆅᑟయ
᥋ᆅᯈ
mm
mm2
mm
15
50
500×500×1.5
̺
90
500×500×2.0
̺
15
78
̺
14
50
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௨ୖࡀ JIS Z 9290-3 ࡢෆ㸪እ㒊 LPS ࡢ࡞ኚ᭦⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪ኚ᭦⟠ᡤࢆྵࡴ JIS Z 9290-3 ཬࡧ 9290-1 ࡢゎㄝࢆྵࡴෆᐜࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᨵࡵ࡚ NPO
ࢸ࢟ࢫࢺࡢᨵゞྜࢃࡏ⤂ࢆවࡡࡓㅮ⩦ࢆᐇࡍࡿࠋ

ǵȸǸ᧸ᜱȇȐǤǹᲢ52&ᲣƷૼ ,+5 ႆᘍƴƭƍƯ
ఇ Ǩǹȇȸ᧸ᄂᆮ  ૼʟ অʂ᠒
ᡃࠎࡢ࿘ᅖ࠶ࡩࢀ࡚࠸ࡿ㟁Ẽᶵჾ࣭タഛࡣ㸪ࢇ㟁Ꮚࡉࢀ㸪ᑠᙧ࣭㧗ᛶ⬟࡛㠀ᖖ౽
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㞾ࢧ࣮ࢪࡢࡼ࠺࡞㐣Ώ㐣㟁ᅽᑐࡋ࡚⬤ᙅ࡞ࡶࡢ࡞ࡗ࡚
ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ⴠ㞾ࡼࡿ⿕ᐖࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㜵ࡄࡶࡢࡋ࡚㸪㑊㞾ჾࡸࢧ࣮ࢪ㜵ㆤࢹࣂ
ࢫ㸦௨ୗ SPD ࠸࠺㸧ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪ၟရࡋ࡚࠸⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢၟရᑐࡋ
࡚ࡣ㸪୍ᐃࡢရ㉁ࢆ⥔ᣢࡋ㸪ྛ࣓࣮࢝ࡢၟရࡢᛶ⬟ࢆ⤫୍ࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢᛶ⬟ࡸヨ㦂᪉ἲ࠶
ࡿ࠸ࡣලయⓗ⏝ࡍࡿሙྜࡢ㑅ᐃࡸ㐺⏝ᇶ‽࡞ࡘ࠸࡚㸪つ᱁ࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
పᅽᅇ㊰㐺⏝ࡍࡿ SPD ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏᕤᴗつ᱁㸦JIS㸧ࡼࡾつ᱁ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ᅇḟࡢ 3 ࡘࡢ JIS ࡀไᐃཬࡧᨵṇࡉࢀࡓ㸦ᖹᡂ 26 ᖺ 6 ᭶ 20 ᪥㸧
ࠋࡑࢀࡒࢀࡢ JIS ࡣ㸪ᪧ JIS
ࡢ⨨ࡁ࠼ཪࡣᨵṇࡉࢀࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛㸪ࡑࡢᴫせࢆ⤂ࡍࡿࠋ
ձ JIS C 5381-11:2014㸦JIS C 5381-1:2004 ࡢ⨨ࡁ࠼㸧
ղ JIS C 5381-12:2014㸦JIS C 5381-12:2004 ࡢᨵṇ㸧
ճ JIS C 5381-21:2014㸦JIS C 5381-21:2004 ࡢᨵṇ㸧
1. JIS C 5381-11:2014ࠕపᅽࢧ࣮ࢪ㜵ㆤࢹࣂࢫ㸫➨ 11 㒊㸸పᅽ㓄㟁ࢩࢫࢸ࣒᥋⥆ࡍࡿప
ᅽࢧ࣮ࢪ㜵ㆤࢹࣂࢫࡢせồᛶ⬟ཬࡧヨ㦂᪉ἲࠖ
ࡇࡢつ᱁ࡣ㸪ᅜ㝿つ᱁㸦IEC 61643-11:2011㸧ࡢෆᐜࢆࡑࡢࡲࡲ⩻ヂࡋ࡚ JIS ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢ JIS ‽ᣐࡋࡓ〇ရࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ IEC つ᱁‽ᣐࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࡢつ᱁ࡣ㸪ඛࡢ JIS㸦JIS C 5381-1㸧ᇶᮏⓗࡣࢇྠࡌෆᐜ࡛࠶ࡿࡀ㸪␒ྕࡀኚ᭦
࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪᪂ JIS ࡋ࡚ไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࡢつ᱁ࡣ㸪 SPD ࡢ〇㐀࣓࣮࡛࢝〇ရ㛤Ⓨ࠾
࠸࡚㐺⏝ࡍࡿࡇࡀከ࠸ࠋ㏣ຍཪࡣኚ᭦ࡉࢀࡓ࡞ෆᐜࢆ㸪ḟㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ձ 㐺⏝⠊ᅖ㸸ᚑ᮶ࡣ㸪ὶ 1000 V ௨ୗཬࡧ┤ὶ 1500 V ௨ୗࡢᅇ㊰㐺⏝ࡍࡿ SPD ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀ㸪ෆᐜⓗࡣὶᅇ㊰⏝ࡢࡶࡢࡔࡅᑐࡋ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᅇࡣ㸪᫂☜
ὶᅇ㊰㐺⏝ࡢ SPD ᑐࡍࡿࡶࡢࡔࡅࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢃࡀᅜ࡛ࡣ㸪పᅽᅇ㊰ࡣ 600 V
௨ୗつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ㄗࡗ࡚ᣑゎ㔘ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺㸪ὀグ࡛ㄝ᫂ࢆ㏣ຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ղ グྕ࣭␎ྕ㸸SPD 㛵ࡋ࡚㸪つ᱁࡛⏝ࡍࡿ⏝ㄒᑐࡍࡿグྕ␎ྕࡘ࠸࡚㸪୍ぴ⾲
ࡲࡵ࡚グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㒊ရࡢᅗ㠃ࡶᅜ㝿つ᱁ࡢኚ᭦ᛂࡌ࡚ኚ᭦ࡋ࡚࠾ࡾ㸪⏝
⪅ࡢ౽ᐅࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ḟ㡯ࡢつ᱁㸦JIS C 5381-12㸧࡛ࡶྠᵝつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճ SPD ศ㞳ჾ㸸SPD ࡢᨾ㞀Ᏻษࡾ㞳ࡍࡓࡵࡢ SPD ศ㞳ჾࡢタ⨨ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾㸪ศ㞳ჾࡣ㸪ෆ㒊ⓗ㸦⤌㎸ࡳ㸧ཪࡣእ㒊ⓗ㸦〇㐀ᴗ⪅ࡼࡿせồ㸧࡛ࡶࡼࡃ㸪㐣㟁ὶ
ಖㆤᶵ⬟ཬࡧ⇕ಖㆤᶵ⬟ࡢࡼ࠺」ᩘࡢศ㞳ᶵ⬟ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡉࡽ㸪ࡇࢀࡽࡢᶵ⬟
ࡣศ㞳ࡋࡓࣘࢽࢵࢺ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
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մ ୍ⓗ㐣㟁ᅽ㸦TOV㸧㸸ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨾ㉳ᅉࡍࡿ୍ⓗ㐣㟁ᅽ㸦TOV㸧ࡣ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
㐪࠸ࡼࡾࡑࡢ್ࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋ≉㸪ࢃࡀᅜࡢ㧗ᅽᅇ㊰࡛ࡢᨾࡼࡿ㸪TOV ್
ࡣ㸪ឤ㟁ಖㆤࡢほⅬࡽࡢつᐃࡀ࠶ࡾ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ᇶ‽ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࢃࡀᅜ
ࡢ TOV ್ࢆ IEC つ᱁グ㍕ࡉࡏࡿࡇᡂຌࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪IEC つ᱁ࡢ⩻ヂ∧࡛࠶ࡿ JIS
ࡶ㸪᪥ᮏࡢᐇࡢᫎࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸦TOV ್㸸600 V, 300 V, 150 V㸧ࠋ
2. JIS C 5381-12:2014ࠕపᅽࢧ࣮ࢪ㜵ㆤࢹࣂࢫ㸫➨ 12 㒊㸸పᅽ㓄㟁ࢩࢫࢸ࣒᥋⥆ࡍࡿప
ᅽࢧ࣮ࢪ㜵ㆤࢹࣂࢫࡢ㑅ᐃཬࡧ㐺⏝ᇶ‽ࠖ
ࡇࡢつ᱁ࡣ㸪ᅜ㝿つ᱁㸦IEC 61643-12:2008㸧ࡢෆᐜࢆࡑࡢࡲࡲ⩻ヂࡋ࡚ JIS ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡓࡵ㸪ࡇࡢ JIS ‽ᣐࡋࡓ SPD ࡢ㑅ᐃཬࡧ㐺⏝㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ IEC つ᱁‽ᣐࡋ࡚
࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋࡇࡢつ᱁ࡶ㸪ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍᚑ࠸㸪ከ⏝㏵⏝ࡉࢀࡿᶵჾࡢಖㆤཬࡧࡼࡾᏳᛶ
ࢆ㔜どࡋࡓෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢつ᱁ࡣ㸪๓㡯ࡢ JIS ᚑࡗࡓ≉ᛶࢆࡶࡕ㸪つᐃࡢヨ㦂ࢆᐇࡋࡓ SPD ࢆ㸪ᐇ㝿⏝ࡍ
ࡿࡓࡵ㸪タ⨨ಶᡤ㐺ࡋࡓ SPD ࡢ㑅ᐃලయⓗ࡞タ⨨᪉ἲ㛵ࡋ࡚つᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢつ᱁ࡣ㸪SPD ࡢ〇㐀࣓࣮࢝ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪⏝⪅ഃࡸಖᏲⅬ᳨ࡢ᪉ࠎ࡛ࡢ⏝ࡀ
࠸ᮇᚅࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ձ 㐺⏝⠊ᅖ㸸๓㏙ࡢ JIS㸦JIS C 5381-11㸧࡛ࡣὶᅇ㊰ࡔࡅ㝈ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢつ᱁࡛
ࡣࡲࡔ┤ὶᅇ㊰ࡶ㐺⏝ࡍࡿࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᐇ㉁ⓗࡣὶᅇ㊰ࡔࡅࡢ㐺⏝⠊ᅖ⪃࠼ࡿ
ࡇࡀጇᙜ࡛࠶ࡿࠋ
ղ グྕ࣭␎ྕ㸸๓㏙ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾ㸪ㄝ᫂ࡣ┬␎ࡍࡿࠋ
ճ ከ⏝㏵ SPD㸸㟁※⥺㏻ಙཪࡣಙྕᅇ⥺࡞ࡢ␗✀㢮ࡢ㓄⥺ࡀྠ᥋⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿᶵჾ
ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢ SPD ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀ㸪ಶูࡢ SPD ࡛ࡢಖㆤᑐࡋ㸪
୍యࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
☜ᐇ࡞ಖㆤࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
մ SPD ࡢタ⨨㸸SPD ࢆศ㟁┙タ⨨ࡋࡓሙྜࡘ࠸࡚㸪୍㒊ࡢᅜࡢࡢグ㍕࠶ࡾࠋ
յ SPD ศ㞳ჾ㸸SPD ศ㞳ჾࡋ࡚㸪ࣄ࣮ࣗࢬࡢ㐺⏝ࡢグ㍕࠶ࡾࠋ
3. JIS C 5381-21:2014ࠕపᅽࢧ࣮ࢪ㜵ㆤࢹࣂࢫ㸫➨ 21 㒊㸸㏻ಙཬࡧಙྕᅇ⥺᥋⥆ࡍࡿࢧ
࣮ࢪ㜵ㆤࢹࣂࢫ㸦SPD㸧ࡢせồᛶ⬟ཬࡧヨ㦂᪉ἲࠖ
ࡇࡢつ᱁ࡣ㸪ᅜ㝿つ᱁㸦IEC 61643-21:2009㸧ࡢෆᐜࢆࡑࡢࡲࡲ⩻ヂࡋ࡚ JIS ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ࡇࡢ JIS ‽ᣐࡋࡓ〇ရࡣ㸪ᅜ㝿ⓗ࡞ IEC つ᱁‽ᣐࡋ࡚࠸ࡿ࠸࠼ࡿࠋ
㏣ຍࡉࢀࡓ࡞ෆᐜࢆ㸪ḟㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ձ ࢧ࣮ࢪ㸦㏻ಙᅇ⥺㸧
㸸ࢧ࣮ࢪࡢᐃ⩏ࡋ࡚㸪
ࠕ㞾ཬࡧὶཪࡣ┤ὶ㟁※ࡽ㏻ಙᅇ⥺⤖ྜ
ࡍࡿࡇ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ㐣Ώ㐣㟁ᅽ㐣㟁ὶࢆ࠸࠺ࠖ㏣ຍࡉࢀࡓࠋ
ղ ከ➃Ꮚ SPD ࡢヨ㦂᪉ἲ㸸ከ➃Ꮚ SPD ࡛ࣥࣃࣝࢫ㟁ὶࡀὶࢀࡿ⣲Ꮚཬࡧᅇ㊰ᑐࡍࡿ
ヨ㦂᪉ἲࡘ࠸࡚ࡢつᐃࡀ㏣ຍࡉࢀࡓࠋ
ճ ఏ㏦せồ㡯㸸ఏ㏦ヨ㦂㛵ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡣ㝃ᒓ᭩ཧ⪃ࡋ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢࢆ㸪ᮏ
ᩥ⛣⾜ࡋ࡚つᐃࡋࡓࠋ
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մ ࣞࢵࢺࢫ࣮ࣝ㟁ὶ㸸SPD ࢆከẁ㔜ࡡ࡚༠ㄪືసࢆᚓࡿሙྜᚲせ࡞㸪ࣞࢵࢺࢫ࣮ࣝ㟁ὶ
ࡢỴᐃ᪉ἲࢆ㸪ཧ⪃ࡋ࡚㝃ᒓ᭩᪂ࡓ㏣ຍグ㍕ࡋࡓࠋ
4. JEITA RC-4501, -4502:2013ࠕపᅽࢧ࣮ࢪ㜵ㆤࢹࣂࢫ⏝ศ㞳ჾ SPD ศ㞳ჾ⏝ࣄ࣮ࣗࢬ
㸦SFD㸧ࡢせồᛶ⬟ཬࡧヨ㦂᪉ἲ㸪㑅ᐃཬࡧ㐺⏝ᇶ‽ࠖ
ࡇࡢつ᱁ࡣ JIS ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪㟁※⏝ SPD ࡢ JIS ࡢไᐃཬࡧᨵṇక࠸㸪SPD ࡢศ㞳ჾࡋ
࡚ࡣ㸪ᚑ᮶ከࡃ⏝ࡋ࡚ࡁࡓ㓄⥺⏝㐽᩿ჾᑐࡋ㸪పᅽᅇ㊰⏝ࣄ࣮ࣗࢬࡢ㔜せᛶࡀቑࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡇ࡛㸪SPD ศ㞳ჾ⏝ࣄ࣮ࣗࢬࡋ࡚㸪ࡑࡢせồᛶ⬟ཬࡧヨ㦂᪉ἲ㸪୪ࡧ㸪㑅ᐃཬࡧ㐺⏝
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雷ニュース
特定非営利活動法人 雷保護システム普及協会

http://www.lpsra.com

No.２５

1P.
2P.
3P.
4P.
5P.
6P.
7P.
8P.

第 11 回総会のご報告
雷に関する最近のトピックス
〃
〃
〃
雷に関する出版物
講習会開催予定地
編集後記

第 11 回総会のご報告
第 11 回総会を以下の通り開催しました。
開催日時：平成 27 年 6 月 12 日（金）13：30 ～ 16：30
場
所 ：目黒区中小企業センター 勤労福祉会館
第 1 号議案 平成 26 年度各事業実施について報告
総合的雷保護システム技能者講習会の実施について、雷ニュース編集及び各技能者等への送付
活動の実施について、雷保護の重要性と方法等の積極的普及についてなど
第 2 号議案 平成 26 年度事業報告書等提出
事業の成果、雷保護システムの更なる普及活動に関することなど
第 3 号議案 平成 26 年度収支報告書
第 4 号議案 平成 27 年度業務執行体制及び各役員担当業務
事務局業務、テキスト改定、講習会支援、雷ニュース等の各担当について
第 5 号議案 平成 27 年度事業別実施計画書
平成 27 年度｢総合的雷保護システム技術講習会｣事業実施計画について今年度は東京で 2 回程
度開催する予定となりました。
その他雷ニュースの発行等について
第 6 号議案 平成 27 年度新規事業実施計画書
講習会テキストの見直し改定案作成検討事業について
第 7 号議案 協議事項
更なる活動の推進に関する方策等についての意見交換等

上記、各議案について特に問題なく承認されました。
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最新の雷観測状況について
静止気象衛星「ひまわり 8 号」への期待
株式会社フランクリン・ジャパン
気象予報部 栗山 陽一
１．はじめに
気象庁は 1978 年から静止気象衛星「ひまわり」を運用し、
赤道上空 36,000km の高度からアジア太平洋地域を観測して
おり、この気象衛星が観測したデータは、日々の気象予測や
地球温暖化等の監視に利用されています。
従来の「ひまわり 7 号」に比べ飛躍的に機能が向上した「ひ
まわり 8 号」
（図 1）が昨年打ち上げられ、2015 年 7 月 7 日
から運用を開始しています。
以下に静止気象衛星「ひまわり 8 号」を紹介し、積乱雲（雷
図１気象衛星「ひまわり 8 号」
雲）の観測に関連したことを以下に記載します。
２．気象衛星「ひまわり 8 号」における機能向上
「ひまわり 8 号」に搭載されている可視赤外放射計（AHI：Advanced himawari imager）に
は、従来の「ひまわり 7 号」に比較すると 3 つの機能が向上しました。
1 つ目は、水平分解能が 2 倍になりました。
「ひまわり 7 号」では、衛星直下点における赤外の
空間分解能は 4km でしたが、
「ひまわり 8 号」では 2km になり、また可視バンドも１km から
0.5km の解像度に向上しました。これにより従来よりも鮮明な画像が得られるようになりました。
2 つ目は、広域における観測時間が短縮され、日本付近での高頻度な観測が可能になりました
（図 2 参照）。

図 2 「ひまわり 8 号」のタイムラインのイメージ
基本的に放射計による観測では、内部ミラーを動かして、地球を北から順に東西方向に帯状に
2
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スキャンするため、ある程度の時間を要します。
「ひまわり７号」の場合は、観測所要時間が 30
分でしたが、
「ひまわり 8 号」では可視赤外放射計の改良により、全球観測（東西 2000km、南北
1000km）が 10 分以内に観測できるようになるとともに日本付近（南北・東西ともに 1000km の
領域）では 2 分半毎に観測（ラピッド・スキャン観測）することが可能になりました。更にこれ
とは別に、東西 1000km、南北 500km の領域を約 30 秒毎に観測することができるようになりま
した。このように、ひまわり 8 号では全球観測の時間中に複数の領域を高頻度で観測を行うこと
が可能となりました。
3 つ目は、観測種別が約 3 倍の 16 種類になりました。「ひまわり７号」の場合は、可視光１バ
ンド、赤外線４バンドの合計 5 バンドの構成でしたが、「ひまわり 8 号」は可視光 3 バンド、近
赤外線 3 バンド、赤外線 10 バンドの計 16 バンドの構成になりました。
可視光 3 バンドからの画像を合成することにより、従来の白黒画像（地上局で色付け処理）が宇
宙から地球を見た場合に近いカラー画像になりました。このカラー画像により黄砂（黄砂は黄色
く見えます）や噴煙などの監視に有効であると考えられています。
また、赤外域のバンドが増加したことにより、雲の雲長高度、氷雪の有無、雲の厚さ等、これま
で以上に雲の詳細情報を把握することができるようになりました。
一方、解像度の向上、観測時間の高頻度化、観測種類の増加により、
「ひまわり 7 号」では 1 日約
11ＧＢのデータ量でしたが、
「ひまわり 8 号」では約 50 倍のデータ量に達するため、衛星データ
を使って研究する部門等においては通信回線やデータ処理する環境を再構築する必要がありま
す。
３．「ひまわり 8 号」による積乱雲（雷雲）の観測及び今後の期待
機能強化された「ひまわり 8 号」の運用開始に伴い、台風や局地的大雨などの監視や現象のメ
カニズム解明、更には気候変動の監視・解析などに活用が期待されています。特に、メソスケー
ル現象の積乱雲（雷雲）に限って言えば、発生・発達から衰弱するまで約 1 時間程度と短い寿命
であるため、2.5 分毎のスキャン観測や将来的に 30 秒毎のスキャン観測を活用することにより積
乱雲の追跡、メカニズムの解明が促進され、更に積乱雲に付随する発雷、竜巻及びダウンバース
ト等の予測に役立つと考えます。衛星観測データの中でも雲頂高度、雲相判別(氷晶の存在等)、
雲粒有効半径等は、発雷に起因する要素であるため、今後の各種観測バンドの活用方法に注目し
ていきたいところです。
また、各種衛星とのデータ同化や地上局の気象レーダーや地域気象観測システム(AMeDAS)等
のデータと組み合わせることで詳細な解析ができるようになることが考えられます。
これらのことから、近い将来、積乱雲の発生及び発達や発雷の研究が飛躍的に促進されること
を期待しています。
参考文献
気象庁：配信資料に関する技術情報（気象編）第 410 号（平成 27 年 5 月 25 日）
気象庁：ひまわり標準データ利用の手引き(平成 27 年 1 月 26 日)
気象庁：気象衛星センター技術報告 第 58 号 (平成 25 年 2 月)
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雷に関する最近のトピックス

雷保護に関する JIS が新しく制定されました
雷保護に関する新しい JIS として JIS Z9290-1 雷保護－第 1 部：｢一般原則｣、
JIS Z9290-3 雷
保護－第 3 部：｢建築物等への物的損傷及び人命の危険｣が 2014 年 12 月 25 日に制定されました。
避雷針等を使用した雷保護システム（LPS）に関する JIS Z9290-3 は現行の避雷設備関連の
JIS である JIS A4201:2003 に変わるものとして新しく制定されました。ただし、2015 年 8 月
現在で国土交通省からの建築基準法関連告示は JIS A4201:2003 のままとなっています。したが
って、建築基準法に基づいた雷保護設備の設計を行なう場合は、現状の建築基準法関連告示を把
握し、それに則った避雷設備（雷保護システム）を設置する必要があります。
新しく制定された JIS Z9290-3 と以前の JIS（JIS A4201：2003）との大きな違いについては
雷ニュース NO.24 号（前号）に記載がありますのでご参照ください。
JIS Z9290 シリーズの構成は以下図 3 の通りとなります。
電気・電子機器の雷保護（SPM）関連の JIS Z9290-4 は 2009 年に制定済みですが、最新の
IEC に準拠した改正版が近々発行される予定です。
落雷リスクに関する IEC62305-2 は日本の実情と合わない部分もあることから、JIS 化は未定
です。

図3

JIS Z9290 シリーズの構成
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風力発電設備の雷対策基準改正について
昨今、風力発電設備の雷害が増えていることから、経済産業省は、発電用風力設備に関する技
術基準を定める「発電用風力設備の技術基準の解釈について」を一部改正しました（2015 年 2
月 6 日）。
改正した内容では、日本のエリア別に想定する落雷エネルギーを分けており、特にエネルギー
が大きい冬季雷があるエリア（北陸地方を中心とした日本海側）は 600 クーロンという非常に
大きなエネルギーに耐えられるように風力発電設備を設計する必要があるとしています。さらに、
風車への雷撃があった場合に直ちに風車を停止することができるように、非常停止装置等を施設
することとしています（日本のエリアについては図 4、5 を参照）
。
JIS および国際規格である IEC において想定する雷エネルギーは 300 クーロンであることか
ら、日本の冬季雷の想定エネルギーは非常に大きなものであることが分かります。
風車への雷撃を検知したい場合は、落雷電流を検知し警報出力できる機能を有したサージカウ
ンターを設置する必要があります。サージカウンターは様々な種類があり検知したい値（落雷の
電荷量、雷電流値、回数、落雷時刻等）により適切なものを選定する必要があります。選定が難
しい場合は雷対策メーカに相談することをご推奨いたします。

図 4 600 クーロン以上を想定するエリア
図 5 300 クーロン以上を想定するエリア
参考 URL http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2015/01/270206-1.html

雷関係の国際会議ＡＰＬ２０１５が名古屋で開催されました
2015 年 6 月 22 日～27 日に APL（Asia-Pacific International Conference on Lightning）が
名古屋市で開催されました。
APL はアジアを中心とした環太平洋地域における研究が数多く紹介される国際学会であり、
雷現象や雷害対策に関する高いレベルの調査・研究報告が行なわれます。
名古屋会議では世界 20 カ国以上、
300 名を超える参加者があり大変盛況のまま終了しました。
次回は 2017 年 6 月にタイで開催される予定です。
ご興味のある方、雷に関する研究結果について国際的な場での論文発表をされたい方は、これ
から参加を予定してみてはいかがでしょうか。
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雷ニュースの PDF によるメール配信について
雷ニュースは、今後ご希望の方々のメールアドレスに PDF にて配信する予定です。
ペーパーレス化による環境対策やコスト削減もありますが、PDF 配信した場合はカラーによ
る配信が可能になります。
紙ではなく、メールによる配信を希望される方は、事務局までご連絡ください。

ご意見・ご感想・ご希望・ご質問・住所変更などは事務局までご連絡ください。
Ｅ-mail：info@lpsra.com 又は FAX：042-526-0838
〒190-0021 東京都立川市羽衣町 1-24-11-313 事務局担当：横田まで

雷に関する出版物
・著者：山本 和男 他
・単行本：201 ページ
・出版社：オーム社
・ISBN-10：4425552717
・ISBN-13：978-4-274-50563
・発売日：2015/06
SPD（サージ防護デバイス）
・避雷器関連の技
術者、研究者が作った包括的な解説書です。
雷の性状はもとより各設備の雷サージ対策方
法、SPD 等の雷保護装置の詳細について解説さ
れています。
機器の雷害に苦慮されている技術者、電気関係
の仕事をされている方々に是非，ご一読していた
だきたい書籍です。
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平成 27 年度「雷保護システム技能者講習会」開催予定地
平成 27 年度「雷保護システム技能者技術講習会」を実施する予定です。開催予定地は，以下
の通りです。
主催：特定非営利活動法人 雷保護システム普及協会
共催：一般社団法人日本雷保護システム工業会
開催予定地等：
◎第 1 回講習会・開催地 東京都
・会場 目黒区中小企業センター
・開催日時 2015 年 11 月 20 日(金) 9:00～17:00
◎第 2 回講習会・開催地 東京都
・会場 目黒区中小企業センター
・開催日時 2016 年 2 月 26 日(金) 9:00～17:00
雷保護システム普及協会講習は，引続き LPS（建築物の雷保護），SPM（建築物内の電気及び
電子システム保護）を基本に，雷保護（LP）のメンテナンスに重きを置いた内容で行います。
また、昨今新しく制定された JIS についても一部解説を行なう予定です。
皆様のお知り合いで，雷保護システムのあり方等に興味をお持ちの方がおられましたら、是非
ご紹介いただけますようお願いいたします。
【受講方法について】http://www.lpsra.com/engineer.html
【お問合わせ先】 E:Mail：info@lpsra.com
TEL：042-526-0838（担当：横田）
カリキュラム例
講義

講義内容

時間割

時間

雷発生の原理と雷被害実態の説明と対策の概要

09:10～10:00

50 分

10:00～10:50

50 分

11:00～12:00

60 分

13:00～14:20

80 分

14:30～15:50

80 分

効果測定試験（択一方式：「雷保護システム技能者資格試験」） 16:00～17:00

60 分

1講
基
礎
編

2講

3講

4講
実
務
編

5講

建築物の雷保護システムの設計・
施工と保守点検技術・其の 1
休憩 10:50～11:00
建築物内部の機器類の設計・
施工と保守点検技術・其の１
休憩 12:00～13:00
建築物の雷保護システムの設計・
施工と保守点検技術・其の 2
休憩 14:20～14:30
建築物内部の機器類の設計・
施工と保守点検技術・其の 2
休憩 15:50～16:00
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編集後記
平成 27 年の関東甲信の梅雨明けは 7 月 19 日頃で，昨年及び平年に比べ 1 日早かったと気象
庁から発表がありました。梅雨明け後は夏の雷シーズン到来です。雷保護対策に興味のある方は
下記までご連絡お願いいたします。
雷ニュース編集長であった私は今回で編集長を交代させていただくことになりました。
平成 20 年の業務推進支援委員会委員として参加させていただいてから，早いものでもう 7 年
が経ちました。講習会講師として雷保護システムの普及を行ってきましたが，講習会参加者が
200～300 名程の時もあり，委員会委員として様々な対応を行ってきた思い出があります。
今後とも雷保護システム普及協会を宜しくお願いいたします。〔前編集長 I.H〕
TEL：042-526-0838（担当：横田）

【お問合わせ先】 メール：info@lpsra.com

【新編集長のご挨拶】
今回から雷ニュース編集長に就任いたしました。以前と同様、会員の皆様へ役立つ情報を配信
できるよう、また雷保護の普及についても尽力を注いで行く所存です。どうぞよろしくお願いい
たします。
私はゴルフが好きなのですが、先日インターネット上の記事でプロゴルフ界の顔である樋口久
子さんが若い頃に落雷にあったという記事を見つけました。すぐに目が開いたものの全身がしび
れて動けなかったそうです。ゴルフ中に雷が近づいて来たら、速やかに安全な建物内や避雷小屋
等に避難する必要があります。会員皆様もゴルフ中の雷にはお気をつけください。
〔新編集長 I.S〕
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