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はじめに
「雷害対策の歴史」委員会より第４弾のレポートが寄稿されました。明治の避雷設備に
関する前篇です。現在の技術の礎がほぼ明治には出来上がっていたことがよくわかります。
「雷害対策の歴史」
（全 262 ページ、定価￥3,000）
は8月１日に本工業会より刊行されました。
ご興味のある方は是非お問い合わせ下さい。
他に ISWL2011 の論文紹介、IEC 活動報告として TC81、SC37A、SC37B の報告、
および宮古島メガソーラ実証研究設備視察レポートを掲載しました。
本号は硬軟とり混ぜたボリュームいっぱいの内容となりましたのでより多くの方にお楽しみ
いただけるものと思います。
※ご意見、ご質問等は編集委員会までお気軽にお寄せ下さい。※
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明治の避雷設備（１）
１．はじめに
自然現象である落雷により焼失し、大きな被害を受けた記録が数多くある。後述する、
1868（明治元）年に発刊の『天変地異』は以下の諸外国の被害と改善例が示されている。
a. 「へねちあ」（ベネチア）国の「しんとまーく」の塔とて有名のものありしか、往昔
より数度の落雷に遇い、頗る破損せしかども、これ柱を建し後は災を被ることなしと
ぞ。
b. 普魯士国（ふろしあこく）の「くろが」と云う所に火薬庫ありて、彼 1782 年我天明
二年雷に撃たれどもこれ柱の利得により災い罹らざるを得たり。
c. 「ぶれすしや」（プロシア）の火薬庫は柱なきゆへ、彼 1767 年我明和四年雷撃に遇
ひ、三千餘人の命を亡い足り。【1】【注 1】
このように、後世に残された、記録が示すように雷被害には甚大なものがあった。
雷被害を防ぐための技術は、米国のベンジャミン・フランクリン（Benjamin Franklin）
（1706
年 1 月生れ、1790 年 4 月没）が具体的な技術書として成果
を公表したことで、世界中で広くその技術を利用すること
が可能になった。
本稿では、フランクリンの避雷針建設の技術が我が国に
伝わった明治年間の避雷針建設の技術を、当時の書籍から
その内容を概観する。
また、現存する当時の避雷針と思われる新事実が分かっ
たのでその概要も合わせて紹介する。すでに、日本雷保護
システム工業会（JLPA）技術レポート VOL. 10 では、石川
県金沢市にある尾山神社の神門に設けられた避雷針は、我
が国で現存する最古の避雷針として紹介した。
しかし、JLPA では 2011 年 7 月 8 日に群馬県富岡市の富
岡製糸場にて、富岡製糸場総合研究センターの今井幹夫所
長からの聞き取り調査で、尾山神社神門の避雷針よりも古

図 1.1 B ベンジャミン・フラン
クリン
出所：
http://en.wikipedia.org/wiki/File:B
enFranklinDuplessis.jpg

い避雷針が現存していることを確かめた。
そこで、従来の公表結果の修正が必要と思われるため、この概要も合わせて紹介する。
なお、次回は、明治時代に建設された史実の紹介から当時の技術を確認する。
【注 1】現代語訳とすることが良いと判断下箇所は原文を修正した。（例）「へねちあ」（ベネ
チア）西暦は算用数字で示した。旧漢字の扱いは出来るだけ原文に使われた文字を用いた。

２．明治時代の避雷設備
1753 年､フランクリンが雷害対策に必要な「避雷針」を考案し､その有効性を実証して実
用化されて以来､現在までに 260 余年が経過した｡その間に様々な技術が諸外国から、わが
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国に伝わり明治の後期には避雷針施工のための詳細な技術の解説書が発刊された。本稿で
は、明治初期・後期の書籍から当時の技術内容を概観する上で、理解しやすい避雷設備の
図を用いて紹介する。

（１）明治の避雷針設備部品・材料
初期の避雷設備の機能についての啓蒙に大きな影響を与
えた書籍に、1868 （明治元）年発刊の小幡篤次郎著『天変
地異』がある。【1】『天変地異』は 1872（明治 5）年 9 月
公布の文部省制定小学教則には下等小学校第５級（第２年後
期）の「読方読本」の教科書に指示されており、また府県の
小学教則にも挙げられており、当時教科書として広く利用さ
れていた。この中で避雷設備は、｢雷避の柱の事｣（かみなり
よけのはしらのこと）として伝えられた。図 2.2 は、『天変
地異』の 5・6 ページである。ここに記載の図は、避雷設備
の配置を的確に示している。記載は『雷避の柱』すなわち避
雷針、さらに、具体的な今日でいう避雷導線や接地極の埋設
法を説明する箇所や、避雷針は「銅を第一とするが、価格が
高いので鉄製であってもよい」という解説もあり、材料の素
材特性についても説明がある。避雷突針部分に「黄金（金メ

図 2.1 小幡篤次郎著「天変
地位」1868（明治元）年発刊

ッキ）あるいは白金にてメッキすると錆びず長持ちする」との解説もある。【1】
このように、初学者が用いる書籍で避雷針の効用やその機能の説明は広く我が国に浸透
した。

図 2.2 小幡篤次郎著「天変地異」5 ページ・6 ページ
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その後、避雷針の設置方法について、諸外国から多くの文献が我が国に伝わり、著名な
工学分野の人々がこれらの文献を翻訳して紹介する技術の移転時期があった。明治年間後
期に諸外国の文献を編集した、『避雷針業説』がある。この書籍は 1899（明治 32）年 8 月
に鳥居菊助工学博士の編集で、電友社から発行された。この書籍に記載の図や解説は、欧
米から伝わった、書籍を所有する神田選吉工学博士の
蔵書を、鳥居菊助博士の手で編集、作成されたもので
ある。
神田選吉工学博士の蔵書からの引用文献は、英国・
米国・仏国・独国の当時の報告書・雑誌・参考書・辞
書となっている。【2】
以下に、この『避雷針業説』明治 32 年 8 月版の書籍
から代表的な避雷設備の避雷針・引き下げ導線部・接
合部・ならびに接地の図を示す。

ａ．避雷針

図 2.4 『避雷針業説』
明治 32 年 8 月版 p42

図 2.3 鳥居菊助編集「避雷針業説」
1899（明治 32）年 8 月発刊

図 2.5 フランス
（佛国電気博覧会出品 頭尖之図）
『避雷針業説』明治 32 年 8 月版 p43

図が示すように、諸外国のさまざまな避雷針先端の
形状を紹介している。

3

図 2.6 『避雷針業説』
メルセン式・カルロード式頭尖
明治 32 年 8 月版 p44
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ｂ．引き下げ導線金具類

図 2.7 『避雷針業説』明治 32 年 8 月版 p45

図 2.8 『避雷針業説』明治 32 年 8 月版 p46

ｃ．引き下げ導線接合部

図 2.9 『避雷針業説』明治 32 年 8 月版 p47（管線・帯線・網線（より線））

ｄ．接地

図 2.10

『避雷針業説』明治 32 年 8 月版 p48-49（地据之図：接地）
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（２）明治初期に建設された現存する避雷針
明治初期の避雷針の施設としては、1875（明治 8）年に金沢市の尾山神社（祭神藩祖前田
利家）の神門に取り付けられた避雷針が実例の最古と言われていた。そのため、JLPA 技術
レポート VOL.10 では、発見された棟札によれば神門の建設時期は、1875（明治 8）年 11
月 25 日竣工で、設計施工は、工匠長津田吉之助、避雷器工手今村吉助と銘記されていたこ
とを紹介した。しかし、近年になって、群馬県富岡市富岡 1-1 にある、富岡製糸場の避雷針
が現存する避雷針として最古ではないかと思われることが調査でわかった。富岡製糸場は
1872（明治 5）年竣工で同年 10 月操業開始である。
そこで、日本雷保護システム工業会では、2011 年 7 月 8 日に現地調査と富岡製糸場史編
纂者の今井幹夫

富岡製糸場総合研究センター所長からの聞き取りを行った。今井所長か

らは、金沢の尾山神社と富岡製糸場の大変興味深い関係について、お話があった。
2 代目金沢市長・長谷川準也は、1872（明治 5）年の春、金沢に計画された製糸社の設備
は、主として当時政府の事業として建設中であった富岡製糸場の機械や建造物を模造する
こととして計画した。この模造の任を託されたのが、宮大工である津田吉之助であった。
今井所長によれば、当時この、宮大工津田吉之助の他に、旧加賀藩で兵器製造所の鋳造
場に勤めていた太田篤敬を加えた 2 名の技術者が創業間近の明治 5 年の 6 月富岡製糸場に
来たという。幸い、2 名は富岡製糸場建設中で様々な設備の完成途上後期であったが、見学
の時期に恵まれ両名の多くの質問にも関わらず懇切丁寧な説明を得たという。【3】
したがって、金沢の尾山神社の神門の避雷針は、富岡製糸場で得た技術習得の結果、設
置されたものであると推察できる。金沢製糸場は 1874（明治 7）年の建設当時、富岡製糸
場に次いで全国 2 番目の規模を誇った。しかし、明治 5 年に長谷川準也と大塚志良によっ
て計画された金沢製糸場と尾山神社神門の関係は不明であった。宮大工津田吉之助と太田
篤敬は、富岡製糸場で多くの技術を習得して石川県にもどっているので、当然、鋳造技術
や金属機械の製作が専門の太田篤敬は避雷針建設の技術も会得した結果、尾上神社の神門
に避雷針を設けたと推察できる。なお、避雷器工手今村吉助と富岡製糸場の関係は不明で
あった。神門の計画者である長谷川準也と大塚志良は姓は異なるが兄弟であったという。
日本で最初の避雷針は、おそらく、明治時期にはこの建物建設以前にもあったと思われる。
しかし、ほとんどの建物は、建替え、焼失などで現存していないと思われ、富岡製糸場の
避雷針は現存する最古のものといってもよいであろう。
ａ．富岡製糸場の避雷針
現在の富岡製糸場正門入り口付近からは、東繭倉庫の屋根の上に避雷針が見える。これ
が、この建物竣工当時から現存する避雷針ではないかと言われているものである。
この避雷針は、正確な記録がないものの、大きさはおおよそ、2.5m で、避雷針下部には
飾りとして、ゼンマイのつる形状が施されている。東繭倉庫の屋根の避雷針は図 2.12 に示
す。この東繭倉庫以外にも、避雷針は、西繭倉庫・操糸場の屋根の上と、富岡製糸場の設
計者ブリュナが家族と住んでいた、ブリュナ館の屋根にもあった。この他にも、避雷針は、
富岡製糸場では、最も高い煙突にあった。現在当時の煙突は、現存していないが、今回の

5
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調査で富岡製糸場史の編纂に尽力された今井幹夫所長から竣工当時の貴重な資料を得たの
で、ここに掲載する。
避雷針の設置について「富岡製糸場見記
・ 筒高さ
・ 口径

明治６年６月刊」からの記載内容は下記。

12 丈 2 尺 1 寸（約 37m）

4 尺 3 寸（約 1.3m）

・ その上に除雷鍼を標す。【注１】
「富岡製糸場見聞雑記、明治 8 年 12 月刊」からは
・ 避雷線穴

1 丈 4 尺（約 4.24m）

深さ

幅 4 尺四方（約 1.12）【注２】
の記述がみられる。【注 3】
また、今回の今井所長からの聞き取り調査では、2010
年に行われた建物耐震診断において避雷導線が建物基
礎部分で発掘されたので、おそらくその下には接地極が
埋設されている可能性があることを示唆された。
図 2.11 における記述訳を下記に示す。
・ 一

煙出シ

壱基

・ 地面より筒峠迄
・ 壱ヶ輪見付高

壱拾弐丈弐尺壱寸
三尺三寸数三十弐

図 2.11 富岡製糸場竣工当時の
煙突と避雷針（除雷鍼）の図

・ 鉄鎖り
・ 四方壱筋ツツ

〆

四筋

図 2.12 富岡製糸場
東繭倉庫屋根の上に立つ避雷針

東繭倉庫屋根の上の避雷針

図 2.13 富岡製糸場
正面入り口から望む東繭倉庫屋根の上の避雷針

【注１】ここでは、「除雷鍼」の記述があるが、明治元年発刊の「天変地異」にみられる「雷避の柱」の
記述と比べると現代でも使われている「避雷針」の概念に近い言葉に進化していると感じる。
【注２】この「避雷線穴」の記述は接地極（板）の埋設の深さ大きさではないかと思われる。1909（明治
42）年発刊の「通俗避雷針」によれば、接地版の大きさは「3 尺角にして厚さ３厘から 5 厘の銅板
を用いている」という記述があり、この穴はそのためのものと思われる。【4】
【注３】煙突は「煙出シ」という表現である。また図に示すように、煙突頂部には、煙突開口部をまたぐ
ように配置した弓状の湾曲した頂点に矢が飛び出すように、避雷針が設けてある。開口部を持つ
煙突のための避雷針を設置する工夫がみられる。
【参考文献】
【1】小幡篤次郎著、「天変地異」、慶応義塾同社版、1868(明治元)年
【2】鳥居菊助、『避雷針業説』、電友社、1899（明治 32）年 8 月
【3】富岡製糸場編さん委員会、「富岡製糸場誌（上）」、富岡教育委員会、1977 年 1 月、ｐ883
【4】加藤木重教、『通俗避雷針』、電友社、1909（明治 42）年
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ISWL2011 の論文紹介（3rd International Symposium

波形を直接測定する事が重要である。

on Winter Lightning）

2. 計測装置
1998 年以来、オーストリア ザルツブルク市近郊に位

Review of 10 years of lightning measurement at the
Gaisberg Tower in Austria（抄訳）

置する Gaisberg 山のラジオ送信塔への落雷が観測され

「Gaisberg タワーでの雷観測 10 年間の報告」

ている。このプロジェクトは当初、オーストリアの雷位

著者：G.Diendorfer, OVE‐ ALDIS 他 2 名

置測定システム ALDIS（Austrian Lightning Detection

紹介者：音羽電機工業㈱ 東京本社

& Information System）の性能評価を目的に開始された
もので、100m のラジオ塔は Gaisberg 山頂に位置して

志賀 悟 、川崎 浩平

いる。(図 1 参照)GBT の位置は、東経 13.112 度、北緯
要旨： 1998 年、Gaisberg タワー（GBT）に初めて

47.805 度、Gaisberg 山頂は海抜 1287m でザルツブルグ

落雷測定用計測装置が設置され、2000 年から 2009 年

市街地から更に約 800 メートルの高地に位置している。

までの 10 年間に 652 回 のフラッシュが記録された。
電流波形記録では GBT への落雷の多くが上向きの先
行放電で、下向き放電の記録は非常に少数である。
GBT への落雷の多く
（約 60%）
が日本の冬季雷同様、
寒冷季に観測されている。フラッシュ数 652 回の 3%
（21 回) が双極性雷、4 ％（26 回)が正極性雷であっ
た。地表への単独フラッシュで観測された放電電荷量
の最大値は 546C、また 652 回のうち 1.5%（10 回）
が 300 C を超え、これらのすべてが寒冷季に発生して
いる。
初期連続電流Initial Continuous Current
（ICC）
に続く帰還雷撃の電流は中央値が 9.2 kA であった。
図 1. Gaisberg ラジオ送信塔とオペレーションビル

1. はじめに
地面から垂直に建てられた高構造物では、その先端周
辺に非常に大きな電界が発生し、上向きのリーダが周囲

Gaisberg タワーへの落雷が夏季にも冬季同様に発生

の地表に先行して構造物の先端から立ち上りその結果、

していることを本論文の後半で紹介する。すべての電流

構造物が着雷点となる。構造物の高さと落雷数増加の相

測定は塔頂部に設置された避雷針の基部で行われ、0 Hz

関は 上向き先行放電の増加率を観測する事で関連付け

～3.2 MHz の帯域幅を持つ 0.25mΩ電流測定用シャン

られる。高さ 100 ～500m の構造物では上向き、下向き

ト抵抗
（W13.2K16-6.5s-00025, T & M Research 製) に

の両方のフラッシュが観測されている。高層の構造物よ

よって測定された。測定システムとデータ処理の主な手

りも 山岳地帯の高地に立地する一般的な高さ（100m

順を詳しく説明する。(図 2 参照) 2 本の光ケーブルを

以下）の塔の方がより多くの落雷の基点となりうるとの

使用し、異なる感度の 2 チャネルをもつている。チャネ

観測報告がなされている。雲間／雲－グランド間の放電

ル１は電流測定範囲 土 2kA で、初期連続電流(ICC) な

によって、あるいは高構造物上の雲の中でゆっくりと電

どの低振幅を測定する。チャネル２は電流測定範囲土

荷蓄積が開始されることによって、上向き雷が始まると

40kA、帰還雷撃のピーク電流等を測定する。

の認識が進んでいる。数多くの高構造物への落雷現象が
これら構造物によって起因するものかを知る上で雷電流
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図 3. GBT での 落雷数年推移（2000-2009)

図 2. GBT 塔頂部の受雷部と電流測定用シャント

デジタイザの垂直分解能は８ビット、 (土 2kA) チャ
ネルが 15A／bit、
（土 40kA）チャネルでは 312A ／bit
に対応する。記録システムのトリガーは土 200A、プレ
トリガー時間は 15ms で記録時間が設定されている。電
流記録には 250 kHz のカットオフ周波数を持つデジタ
ルフィルター (Butterworth、2nd

order )を使用

図 4. GBT での上向き雷月別発生数。

、オフセ

ット補正を設定し、フラッシュ全体や個々のストローク
の雷パラメータ (最大電流、放電電荷量、電流の二乗積

上向き負極性の雷パラメータ解析のため 3 つのカテゴ

分）を決定する。GBT への雷放電路の光学観測には電流

リーに分類した。

をトリガーとするハイスピードカメラ（Kodak Motion

（１） ICCrs ：ICC に単数 または複数の

Corder Analyzer SR500) で 500 フレーム／秒により画

帰還雷撃(RS)が追随
（２） ICCp ：ICC に帰還雷撃(RS)は追随しないが

像を記録した。残念ながら多くが視認性、雷放電経路の

単数 または複数のパルス> 2kA を伴う

有効なイメージ画像の捕捉には不十分であった。

（２） ICConly ：ICC に帰還雷撃(RS)の追随や、
パルス > 2kA を伴わない。

3. データ

ICCrs 型雷撃の電流の構成概要を図 5.に示す。

3.1 放電の発生
この研究では分析のため GBT で 2000 年から 2009 年
に記録したデータを使用した。この 10 年間に合計 652
回の 雷放電データが記録され（年平均 65 回)、年間の落
雷回数は 図 3. に示すとおり 22 回から 99 回の間で分
散する結果となった。
図 4.で興味深いのは GBT で観測したフラッシュの月
別発生数で多いのは 3 月と 11 月、寒冷季に観測されて
いる。オーストリア全体の落雷データでは約 95 ％ が 4

図 5. ICCrs

上向きフラッシュの電流波形模式

月から 8 月の夏季
（対流シーズン）
に発生し 3 月と 11 月
初期段階 Initial Stage (IS)の特徴は初期連続電流 (ICC)

の落雷数は 0.2% と 0.1%にしかならない。
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と 3 回の パルス重畳、初期段階（IS）の後に電流は一
旦停止し、続いて 2 回の帰還雷撃 (RS)が見られる。
（土 2kA）チャネルの記録計によって測定された ICCrs
型の典型的な雷電流の例を図 6.に示した。ICC は
約 270ms 持続し、その後 ①、②、③と記した 3 回の
帰還雷撃が続いた。 帰還雷撃のピーク電流は (I1 = 11
KA 、I2 = 10.2kA 、I3＝8.6KA ) であるが 士 2kA の
測定限界により計測値表示は切り取られている。
図 8. 上向き雷の種別とサブカテゴリ（2000 年-2009）

3.2

負極性雷のパラメータ

上向き放電に通常使用するパラメータは lS の平均継
続時間：Tis、フラッシュの放電電荷量：Qflash、電流の
二乗積分：W/R と Qflash ／ Tis によって求められる
lS の平均電流である。
ここでは上向き負極性放電のみを検討した。これらの
図 6. ICCrs の放電例 (GBT#481)

放電はまず上向き正極性リーダによって開始され、地面
への負電荷に移る。
図 8, に示すように、
負極性放電 604

図 6 に示された第一帰還雷撃 ① の電流波形をマイク

回のうち、32% (195 回)は下向きリーダから上向き帰還

ロ秒目盛で図 7 に示した。

雷撃と続き、45% (272 回)は 2kA を超えるパルスは伴わ
なかった。その一方、ICC パルスでは幾つかの 20KA 超
も測定されている。これら大振幅の ICC パルス のほと
んどはリーダから帰還雷撃モードで放電、実際には、先
に形成され残存している上向きリーダ経路を伝播する放
電と関連づけられる。この仮説は、ICC パルスのピーク
電流が上昇する瞬間の観察によって裏づけられる。

図 7.

3.2.1

帰還雷撃 ①電流パルス波形(GBT#481)

総放電電荷量 Qflash と電流の二乗積分 W／R

フラッシュ電流記録の積分値によって放電電荷量
GBT で測定された合計 652 回の測定結果を 3 カテゴ

（Qflash）を計算している。604 回の負極性放電すべて

リーに分類し 図.8.に示した。そのうち 604 回(93%)が

と、3 つのサブカテゴリ ICConly、ICCp、および ICCrs

地表への下向き負極性雷、26 回(4%) が下向き正極性雷、

の累積頻度分布を図 9 で示す。 ICConly 型放電の中央

21 回(3%)が双極性雷となっている。日本（日本海沿岸地

値は 21C を示すのに対して ICCp 型の放電では約 3 倍

域）での冬季雷観測では 150 メートルの高構造物に 66

となる中央値 75 C を示しているのが興味深い。放電電

回の雷放電があり、73％が負極性、27％が正極性を示す

荷量 QFlash と電流の二乗積分 W/R の統計的パラメー

特徴を持つ事が報告されている。

タを表 1 に示す。

9

技術レポート Vol. 2011.8

IS 継続時間(Tis)の累積頻度分布を図 10.に示す。IS 期
間での帰還雷撃の有無による大きな違いは見出せない。

図 9. 上向き負極性雷の放電電荷量 QFlash の分布
図 10. .帰還雷撃あり（ICCrs）
、なし (ICConly + ICCp)
表 1. 上向き負極性雷の放電電荷量と電流二乗積分値

による IS 継続時間 Tis の分布 (2000-2007)

（2000 年-2009 年）

3.3 正極性雷のパラメータ
正極性雷は上向き負極性リーダによって開始する。記
録された電流波形から、26 回のフラッシュは GBT の
先端からの上向き正極性放電とされ、リーダ－帰還雷撃
と連続する幾つかを除けば、初期連続電流（ICC）のみ
※幾何学的平均値 (GM)、中央値（MED）
、算術的平均値 (AM)

で、下向き正極性フラッシュは観察されなかった。
上向き正極性フラッシュの発生は、GBT での 10 年に亘

3.2.2 負極性上向き雷のIS 段階における継続時間
（Tis）

る記録全体 652 回の 4 ％（26 回)。そのうち 73%（19

フロリダ州でのトリガード雷、高構造物からの上向き

回)のフラッシュは夏季（対流シーズン）ではなく、9 月

先行放電（３サイト）と GBT で 2000 年～2009 年に観

から 5 月の寒冷季に発生した。ピーク電流、放電時間、

測 されたデータを比較し、
パラメータを表 2 に示した。

放電電荷量、電流の二乗積分の中央値はそれぞれ、5.2kA、

これは先に報告した表 3 をアップデートしたものとなる。

82ms、58 C 、0.16ｋJ/Ω となる。上向き正極性放電の
すべてで初期連続電流（ICC)の先頭部分に高周波の電流
パルス（例：図.11)が見られる。GBT から 170 m の距

表 2. ロケット誘雷と各上向き雷による GM 値

離に配置された発生電流と電磁界の同時記録から これ
らの活発なパルス電流と塔頂から発する上向き負極性リ
ーダのステッッピングプロセスとの関連が推定できる。
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図 12 は初期連続電流（ICC）の途中、約 170ms で負
極性から正極性への極性転換を伴う双極性雷の例を示す。

3.1.2

負極性ストロークのパラメータ

10 年間に合計で 3945 回の異なる電流パルスを観測
し、そのうち 913 回は土 2kA の電流記録に基づいて帰
還雷撃として分類された（図 13 参照)

図 11. 上向き正極性フラッシュ冒頭の 2.5 ms 電流波形
(0.5 ms プリトリガー) （GBT # 453）

3.4 双極性雷のパラメータ
2000 年から 2009 年にかけて GBT で記録された 21
回の双極性放電の分析が報告された。GBT への双極性

図 13.

GBT で観測された電流パルスの分類

雷 21 回のうち 62%（13 回）が夏季（対流シーズン）以

（2000～2009）

外に発生、さらに 12 回(57%)が 3 月、8 月、11 月に発
生した。論文に示された分類に基づくと、13 回(62%) が

ICC パルスに続いて一旦電流が停止した後、帰還雷撃

TypeⅠ属し、初期連続電流（ICC)の途中で極性反転が発

が続く。上向き雷での帰還雷撃は下向き雷での帰還雷撃

生する。TypeⅠで初期段階（IS）に極性反転を伴う双極

と同じと見なされ、それらの電流パラメータは雷保護へ

性雷の例を図 12.に示した。双極性雷の初期段階での負

の適用あるいは、落雷位置システム（LLS）のピーク電

極性から正極性への極性反転は正極性から負極性への転

流値の評価を検証する目的に有効なパラメータ情報とし

換より頻繁に発生（21 回中 16 回）することは他の研究

て特に注目して収集している。帰還雷撃 913 回のピーク

機関の調査とも一致する。双極性雷の放電電荷量の幾何

電流の頻度分布を図 14 に示す。

学的平均（GM 値）99.5C は 、GBT で観測された 604
回すべての上向き負極性雷の GM 値 35.6 C を約 3 倍上
回っている。

図 14. 帰還雷撃のピーク電流分布。
図 12. Type1 型 電流波形

ラインは対数正規分布の近似曲線
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とストロークのパラメータ概要をまとめ、Berger (1978

注目点は、10 年間で測定システムの制限値 40 kA を
超える負極性帰還雷撃がわずか 2 回、そのため図 14 の

年)により分類、報告されたデータと比較した。

分布図では測定システムの制限値 40kA の影響をほとん
ど受けない。中央値 9.3KA は他の塔での測定値、ある

表 3.

いはトリガー雷でのピーク電流に近い値となった。

負極性雷フラッシュとストロークのパラメータ比較

Berger (1978 年) 報告と GBT での上向き

パルス電荷と電流の二乗積分の累積頻度分布での近
似曲線を図 16、図 15.に示す。

図 15. 帰還雷撃のパルス電荷分布。

表 3 .から帰還雷撃のピーク電流値 9.3kA は Berger

ラインは対数正規分布での近似曲線

(1978 年)の値 10kA と一致すると判断できる。GBT で
の帰還雷撃のない放電の電荷（35C）は Berger によっ
て発表された（12C）に比べ約３倍大きく、帰還雷撃を
伴うもの(47C)では約 2 倍大きい ( 47 C／23C ) 。GBT
での帰還雷撃の中央値（50% 値）は Berger の報告※よ
り22% 小さく (0.6 C／ 0.77 C）、
電流の二乗値は30％
小さい（1.6kJ/Ω／2.3kJ/Ω）
。
※

これからも調査を進め、現在あるデジタルデータ処理
ツールを使用して他の塔での測定結果との比較研究をす
ることは、
この課題をより明確にするために重要である。

5. 謝辞、文献は省略
図 16. 帰還雷撃の電流の二乗積分。
ラインは対数正規分布での近似曲線。

4．まとめ
表 3 に GBT データから精査した多くのフラッシュ
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IEC TC81 MT/WG 活動報告

⑧

Killarney meeting （MT 3/WG 11）

部材
1.2

株式会社 エスデー防災研究所

成する WG（作業グループ）を設けて効率的に作業
を進めている。TC81 では、いくつかの WG が設立

IEC TC81

されたが、2000 年頃からは次の 3 つの WG で作業が

IEC TC81（雷保護専門委員会）は、1980 年に設

進められ、2006 年に IEC 62305 シリーズ（第 1 版）

立されて以来雷保護の基本的な事項に関する IEC 規

が発行された。

格を次々と発行してきている。わが国はこの委員会

WG 3：電気・電子システムの保護

に 1982 年以来積極的に参加をしてきており、規格作

WG 8：雷保護の共通事項及び建築物・人の保護

成に関与してきている。
1.1

WG 9：リスクマネージメント

IEC TC81 の規格

第 1 版の制定後は、規格の保守・更新をしながら

IEC TC81 では 1990 年以来雷保護に関連する規格

最新の状態に維持するために、規格を制定した WG

を次々と発行してきたが、2006 年にはそれまでに発

に代わって MT（メンテナンスチーム）が引続き結

行された関係規格を整理統合し、4 規格からなる IEC

成された（MT 3/8/9）。その後 MT の積極的な作業に

62305 シリーズ（第 1 版）を発行した。

より、2010 年 12 月に IEC 62305 シリーズ（第 2 版）

更に、その後の保守・更新の結果、2010 年 12 月

を発行した。したがって今後は、更なる改定に向け

に次のようなシリーズ（第 2 版）を発行した。

ての作業が継続していくこととなる。

IEC 62305 シリーズ（第 2 版）：
「雷保護」

・
①

IEC 62305-1(MT 8)：一般的原則

②

IEC 62305-2(MT 9)：リスクマネージメント

③

IEC 62305-3(MT 8)：物的損傷と人命危険

④

IEC 62305-2(MT 3)：電気・電子システム

一方、建築物と人の保護としての雷保護システム
（LPS）を構成する各種の部品・部材類の規格化を
進めるために新たに WG 11 が設立され、IEC 62561
シリーズの 8 規格の制定にむけて作業が進んでいる。
現在既に 3 規格が制定され、1 規格を除いて発行

一方、2007 年ごろより、建築物及び人の保護のた

の最終段階までに審議が進行している。

めの雷保護システム（LPS）を構成する部品や部材
に関する規格化の動きが始まった。規格としては、
次のような IEC 62561 シリーズの 8 規格で構成され、
現在既に 3 規格は発行済である。
・

②

IEC 62561-2：導体と接地極

③

IEC 62561-3：分離用スパークギャップ

④

IEC 62561-4：導体用支持部品（発行済）

⑤

IEC 62561-5：試験用端子箱と接地極浸水防

Killarney meeting（MT 3/WG 11）
平成 23（2011）年 5 月 30 日～6 月 2 日、TC81

ンド）で開催された。会議の状況を写真１に示す。

「雷保護システム用構成部材」
IEC 62561-1：接続部材

2.

の MT 3/WG 11 の meeting が Killarney（アイルラ

IEC 62561 シリーズ（第 1 版）：
①

TC 81 の MT/WG

規格を作成する場合、関係する各国の専門家で構

新井 慶之輔 （TC81 国内委員会 MT3 主査）
1.

IEC 62561-1：絶縁形雷保護システム用構成

止方法（発行済）
⑥

IEC 62561-6：雷サージカウンタ（発行済）

⑦

IEC 62561-7：接地抵抗低減材

写真 1 TC 81 Killarney-meeting
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2.1

今回は、最終段階の 3 規格（IEC 62561-1～-3）の

MT 3（電気・電子システムの雷保護）

CDV 文書及び IEC 62561-8（第 1 原案）の作成につ

（参加：8 カ国、15 名）
MT 3 は、IEC 62305-4 のメンテナンスを担当して

いての審議を実施した。CDV 文書に対しては、日本

いるが、本規格は平成 22（2010）年 12 月に Ed.2

提出の意見はほぼ採択されたが、ISG（分離用スパ

（第 2 版）が発行されたばかりである。しかし、規

ークギャップ）に対する UV（紫外線）試験は屋外用

格発行に際し、制定できなかった項目や今後の検討

のものに限定するという日本提案は、今後の課題と

課題などの項目について、次の規格（第 3 版）制定

された。

までに審議する内容の整理及びその Task Force

IEC 62561-8 は、ようやく TF で原案が作成でき

Project (TF) を立ち上げることが必要になる。今回

たので、次回の TC 81 総会で承認を受けることとし

の会議は、新しい TF の内容及び担当者とリーダを

た。

決定することであった。
3．Killarney（アイルランド）について

会議で議論になったことは、本規格は電気・電子
システムの雷保護の規格であるが、原則的なことの

Killarney は、アイルランドの南東にある国立公園

記載が大部分であり、使用者にとってこの規格を見

の入り口の町であり、レジャーを楽しむための基地

ただけでは、具体的な対策方法の実施をすることは

として有名です。アイルランド南にある第 2 の都市

困難である。IEC 62305-3（建築物及び人に対する

Cork へ乗り継ぎで着陸、それから汽車で約 2 時間や

雷保護）のように、具体的な対策実施例が多数記載

っと Killarney 駅に到着です。アイルランドには英

し、使用者にとって利用しやすい規格とすべきとし

語以外にゲール語という言語があり、駅名には必ず

ている。

両方が併記されています。しかし、その表記は統一

第 3 版の制定（2016 年予定）までに検討する主な

されてなく、駅によって英語表記が上になったり下

項目は次の通り。

になったりとばらばらでした。

・

SPD に対する保護レベル

・

SPD と設置位置での回路の短絡電流との協調

が続いていましたが、帰国の当日になってやっと夏

・

雷電流の建物内分流様相と SPD に対する誘導

らしい日差しに会うことが出来ました。これからが

サージについて

レジャーシーズン到来という感じでした。

・

丁度季節の変わり目で、夏の一歩手前で肌寒い日

風力発電及び太陽光発電の雷保護

2.2

尚、アイルランドは、ギネスビールとアイリッシ

WG11（LPS 用コンポーネント）

ュウィスキーが本場とのことであったが、日本人一

（参加：10 カ国、20 名）

人のため充分堪能したことにはならなかった。

WG11 は、建築物及び人の雷保護のための雷保護

ホテルから約 1 時間の距離にある湖のほとりに立
つ古城（再建したもの）を写真 2 に示す。

システム（LPS）を構成する部材に関する規格の制
定を担当しており、既にヨーロッパ内で規格化され
ている EN 規格（ヨーロッパ規格）を基に IEC 規格
を制定しようとしている。すなわち、ヨーロッパ内
の国で商品化されている部材の規格を IEC 規格に昇
格させて、世界標準にする意図が見受けられる。し
かし、日本及び米国ではほとんど使用されていない
ものが多く、日米から規格化の必要性についての異
議が出されても同調者が少なく、その結果規格化が

写真 2 Killarney 近くに建つ古城

次々と進行している傾向にある。
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所要性能規格」は、A2 Ed.1.0 の改訂作業を進め

株式会社 白山製作所

期限として投票が行われる。一方、-22 の「通信・

情報通信事業部

信号用 SPD アプリケーションガイド」は、次期改

ており、CDV が回付された段階で、10 月 28 日を

西澤 滋

（IEC SC37A 国内委員会 WG4 主査）

訂版 CD を作成中である。

1. IEC SC37A の構成

2.2 ディジョン会議の報告
平成 23 年 4 月 26 日～28 日にフランス ディジ

IEC SC37A は、
「避雷器(1)」の所要性能及びその

ョン市で、SC37A/WG4 会合が開催された。通常こ

アプリケーションガイドの規格策定を行ってお

の WG への主要な参加は、日、米、独、英、仏、

り、次の３つの WG がある。

豪、中国からのエキスパートで十数名による会議

WG3：電源用 SPD アプリケーションガイド策定

が開催されているが、今回 ITU-T 会議と日程が重

WG4：通信・信号用 SPD 所要性能規格及びその

なったこともあり、日、独、仏、中国の４カ国８

アプリケーションガイド策定

名の少ない委員の参加であった。

WG5：電源用 SPD 所要性能規格策定

ディジョン会議の主要な議題は、-21 の「通信・

上記 WG が策定した規格は、IEC61643 シリーズ

信号用 SPD 所要性能規格」及び-22 の「通信・信

として発行されており、国内ではこれらを対応国

号用 SPD アプリケーションガイド」の改訂に関す

際規格とした JIS C 5381 シリーズが発行されて

る審議であった。

いる。

日本からは、この-22 の「通信・信号用 SPD ア
プリケーションガイド」に関し、日本の分離接地

2. IEC SC37A WG4 の活動状況

環境下において通信系ポートには、共通接地環境

2.1 通信・信号用 SPD 国際規格の状況

下における諸外国より高い過電圧が発生するた
め、特別な試験条件を考慮する必要があることの

IEC SC37A WG4 が策定している規格は次の２規

寄書を提案し、審議された。審議の結果は、日本

格である。

委員が、次回会議（中国

①IEC 61643-21：Low voltage surge protective

シンセン市

平成 23

devices-Part 21 : Surge protective devices

年 10 月 18 日～20 日 開催予定）までに-22 の中

connected

に入れるための附属書を作成、提出することとな

to

telecommunications

signaling

and

った。

networks-Performance

この、日本では諸外国より高い過電圧が発生す

requirements and testing methods（以下、

ることについては、同時期にスイス ジュネーブ

通信・信号用 SPD 所要性能規格と示す）
②IEC 61643-22：Low voltage surge protective

市で開催された ITU-T SG5 において、詳細が報告

devices-Part 22: Surge protection devices

されており、次の ITU-T Web 上にある日本電信電

connected

to

and

話株式会社 NTT 環境エネルギー研究所 富永氏

signaling

networks

and

の報告を参照されたい。

telecommunications
–

Selection

http://www.itu.int/ITU-T/worksem/techsess

application principles（以下、通信・信号

ions/com05/110429/index.html

用 SPD アプリケーションガイドと示す）

また、フランス委員からは、各 LPZ 境界に設置
IEC SC37A WG4 ではこれらの規格について、改

する通信・信号用 SPD について、どのカテゴリの

訂作業を行っている。-21 の「通信・信号用 SPD

ものを選定するか、読者が現規格より理解しやす
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くするために、明確な図表等を入れることの提案

マネコンティ」の産地でもある。また、マスター

があり、継続審議することとなった。

ドの産地でもあり、日本でも良く見かけるマスタ
ードのブランドもある。また美食家の町としても

その他、継続審議している項目は次の通り。

知られているそうである。

・POE（Power-over Ethernet）への SPD の適用
・各種通信・信号用ポート及び電力用ポートを同

3. JIS 規格について

一筐体に収容した SPD

JIS については、現在 JEITA（一般社団法人電

・接地電位上昇の解説
・電流制限素子

子情報技術産業協会）で前記国際規格に対応した

等

上記の通り、通信・信号用 SPD 規格は、技術の

JIS C 5381 シリーズについて改訂作業を進めてい

進展に伴って適用できる SPD の対応を中心に規格

る。通信・信号用 SPD に関する JIS は、-21、-22

改訂を進めている状況である。

の両規格について改訂・発行される予定。今年度、
JEITA 内で審議し、次年度日本規格協会で改訂の

また、-21「通信・信号用 SPD 所要性能規格」

審議が行われ、発行される予定である。

の改訂内容に関する主な内容は次の通り。
・試験を行う環境条件の変更

4. 次回 SC37A WG4 会合予定

・SPD カテゴリに対応した記号の表示

次回会議は、中華人民共和国のシンセン市で今

・各種インパルス波形に適応した試験条件の決め

秋の 10 月 18 日～20 日に開催される。前の週に

方
・交流信号に対する試験条件の明確化

は、IEC SC37A の WG3 及び WG5 も開催を予定し

等

ている。

であり、投票前までに日本意見をまとめ、対応す
るが、前記 日本の接地環境に適応できる試験条

注：(1) SC37A のカテゴリ名称は「避雷器」とな

件の提案も併せて行う予定である。

っているが、現在の用語の使用方法からは
「SPD」の方が適切と考える。

写真 1 ディジョン会議での昼食風景

2.3 会議開催地 ディジョン市について
今回の WG が開催されたディジョン市へは、パ
リ市内の駅から TGV に乗り 1 時間半ほどで到着す
る。大都会では無く、中世ヨーロッパの建造物が
残る静かな町である。ブルゴーニュ地方に位置し
ていることもあり、車で２０分ほど郊外へ行くと
広大なブドウ畑が続いていく。有名なワイン「ロ
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（MOV）及びサージ防護サイリスタ（TSS）の４規

IEC SC37B 活動報告

格を扱っている。図２に、SPDC の製品群を示す。

株式会社 NTT ファシリティーズ
研究開発本部

SC37B 議長は Mr. Michael J. MAYTUM (GB)、セ
クレタリは Mr. Scott Choinski(US)、P メンバは 19

佐藤 秀隆

ヶ国（AU、 AT、 CN、 FR、 DE、 GR、 IT、 JP、
KR、 PL、 RU、 RS、 SI、 ZA、 ES、 SE、 CH、

1. 概要
IEC SC37B は、1992 年 6 月にヘルシンキで開催

GB、 US）である。

された第４回 SC37A（サージ防護デバイス：SPD）

国内委員会は、SC37A・B 国内委員長：佐藤秀隆

国際会議において、サージ防護デバイス用部品

（NTT ファシリティーズ）、SC37A・B 委員長代理：

（SPDC：Surge Protection Device Component）に

黒沢秀行（サージプロテクト KK）
、幹事：古田繁(サ

関する国際標準規格を作成する委員会として、日本

ンコーシヤ)及び、 新井慶之輔(エスデー防災研究所)、

提案により設置が決議された委員会である。国内で

SC37B 担当委員長：栗原卓（三菱マテリアル）、WG1

はこれに対応した SC37B 国内委員会を設置して活

主査：五十嵐賞（パナソニック エレクトロニックデ

6.6/

高圧
変圧器

電力 3.3kV
ARR
会社
高圧配電系
（TC37）

分電盤など
100/200
/400V

LAN,RS-422,
電話,専用線 MDFなど
制御,計測など

保護対象ICT機器

SPD
SPD
SPD
SPD SPD
SPD
SPD SPD SPD
SPDC SPDC SPDC SPDC SPDC

低圧配電系
（SC37A
SC37A・B）

機器
（TC109）

SPD

通信
事業者

通信・信号回線
（SC37A
SC37A・B）
（加入者保安器を除く）

図 1 SC37B のポジショニング

動してきたが、2009 年に SC37A および SC37B 国

バイス ジャパン）、WG2 主査：山田康春(サンコー

内委員会を統合させ、SC37A・B 国内委員会を発足

シヤ)、を含め、現在 26 名の委員で構成されている。

させて活動している。これまでに４種類の SPDC の
IEC 規格と、それに対応した JIS を制定した。
2.

IEC SC37B 委員会のポジショニングおよび委

員構成
図１に、IEC SC37B のポジショニングを示す。親

GDT製品群

委員会の TC37 のスコープは高圧系に適用するアレ
スタであるのに対し、SC37 は低圧系（直流 1500V
以下、交流 1000V 以下）の SPD であり、配電系お
よび通信・信号回線に接続する SPD を扱っている。
MOV製品群

SC37B では、SPD を構成する個別部品（SPDC）と

図２

して、ガス入り避雷管（GDT）、アバランシブレーク
ダウンダイオード（ABD)、金属酸化物バリスタ

17
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現在、次の２つの WG および MT が活動中であり、

ークダウンダイオード（ABD）の試験方法について

IEC SC3X1 シリーズのメンテナンスおよび改訂作

規定する。この規格の試験仕様は、2 端子からなる

業を行っている。

ABD 単体用のものとする。ただし、複数の ABD の

WG1 及び MT1：ガス入り放電管（GDT）及び

金

場合はダイオードアレイと定義する一つのパッケー

属酸化物バリスタ（MOV)

ジ内に組み立てることができ、パッケージ内の各ダ

WG2 及び MT2：アバランシブレークダウンダイオ

イオードは、この仕様で試験する。この規格は、ABD

ード（ABD)及び

の電気的特性を決めるための一連の試験基準を含む。

サージ防護サイリスタ（TSS)

この規格の試験方法によって、ABD の定格及び特性
3．これまでに制定した IEC・JIS 規格とその概要

を検証することができ、特定の形式化した設計を確

表１に、これまでに制定した IEC および対応 JIS

立することができる。
3.3

規格の一覧を示す。
3.1

JIS C 5381-311 の概要

JIS C 5381-331 の概要

この規格は、低圧の電源線、通信回線又は信号回

この規格は、低圧の通信回線及び信号回線に使用

線に使用する金属酸化物バリスタ（MOV）の試験方

するガス入り放電管（GDT)について規定する。GDT

法について規定する。MOV は、高い過渡電圧から装

は、気中ギャップでなく密封した外囲器内で放電す

置又は装置各部若しくは両者を保護するように設計

る 1 個又は 2 個直列のギャップで構成されている。

されている。この規格は、二つの電極をもつ MOV

GDT は、高い過渡電圧から機器、人又はその両方を

に適用する。しかし、MOV の装着及び MOV の特性

保護するように設計されている。この規格は、サー

に対する装着の影響に対しては適用しない。得られ

ジ防護デバイスの完成品に適用する所要性能を規定

た特性は、試験のために規定した方法で装着した

するものでなく、素子の所要性能を規定する。GDT

MOV だけに適用する。

の特性及びサージ防護デバイスの耐量との正確な協

3.4

調が非常に厳しい電子機器内に使用する GDT 全体

JIS C 5381-341 の概要

この規格は、クリッピング及びクローバ動作によ

の所要性能を規定するものではない。

って過電圧を抑制し、サージ電流を分流するように

3.2

設計した低圧サージ防護デバイス用サージ防護サイ

JIS C 5381-321 の概要

この規格は、低圧配電システム、伝送及び信号回

リスタ（TSS）の試験方法について規定する。これ

線に接続するサージ防護デバイスの設計及び構成に

らの部品は、サージ防護デバイスの構成部品として

用いるサージ防護デバイス用素子のアバランシブレ

使用し、特に電気通信分野に適用する。

表１

規格番号
(対応ＩＥＣ規格)

これまでに制定した IEC 及び対応 JIS 規格

規 格 名 称

JIS制定

JIS C 5381-311
(IEC 61643-311: 2001)

低圧サージ防護デバイス用ガス入り放電管（ＧＤＴ）

2004

JIS C 5381-321
(IEC 61643-321:2001 )

低圧サージ防護デバイス用アバランシブレークダウン
ダイオード（ＡＢＤ）の試験方法

2004

JIS C 5381-331
(IEC 61643-331: 2003)

低圧サージ防護デバイス用金属酸化物バリスタ
（ＭＯＶ）の試験方法

2003

JIS C 5381-341
(IEC 61643-341: 2001)

低圧サージ防護デバイス用サージ防護サイリスタ
（ＴＳＳ）の試験方法

2005
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宮古島メガソーラ実証研究設備

3 月 13 日(日)

宮古島へ移動

3 月 14 日(月)

宮古島メガソーラ設備視察
沖縄那覇に移動

見学会に参加して

3 月 15 日(火)

株式会社サンコーシヤ

首里城避雷設備見学、他
東京へ帰着

雷コンサルティング部 井口 智
なお、今回のスケジュールが 2011 年 3 月 11 日に
1. まえがき

発生した東日本大震災直後であったことから、その

宮古島メガソーラ実証研究設備は、系統規模の異

影響により、参加予定メンバーの数名が残念ながら

なる離島の独立型電力系統を利用してマイクログ

参加できなくなった。

リッドシステムを構築し、太陽光発電設備を大量導
入した場合に実系統へ与える影響を把握するとと

3. 宮古島メガソーラ見学

もに、太陽光発電と蓄電池の運用データを解析しな

沖縄電力の現地ご担当者から設備の概要説明が

がら系統安定化対策に関する実証試験を実施する

あった後、現地見学を行なった。

ために設置されている（試験期間は 2014 年 3 月ま

太陽光設備は設置されて 1 年くらい経つが、雷害

で）
。

は発生していないとのこと。

宮古島の太陽光発電設備は 4,000kW。蓄電池は安

ちなみに宮古島の雷日数（気象庁データによる）

定化装置用の NAS 電池（4,000kW）と制御装置用

は図 1 に示す通りで、決して少ないわけではない。

にリチウム電池（200kWh）を使用している。
50

で今後検討する予定である太陽光発電設備の雷保

40

護システムの参考とすることが目的である。

30

雷日数

今回の見学会は、太陽光発電設備を見学し、JLPA

宮古島全体の人口は約 55,000 人、総面積 約
205km2、電力の系統規模は約 50,000kW。

20
10
0
1980

1990

2000

2010

年

図 1 宮古島の雷日数推移
（気象庁データによる）

太陽光パネルは複数メーカの物が使用しており、
約 1km に渡り設置されていた。
写真 1 宮古島メガソーラ実証試験設備外観

太陽光パネルの角度は台風等による強風を考慮
した設計にしている（本土の太陽光パネルに比べ地

2. スケジュール

面に対し水平に近い角度になっている）
。

2011 年 3 月 13 日（日） ～ 15 日(火)の 3 日間を以

パネル側に避雷設備（外部 LPS、避雷針等）は設

下のスケジュールで実施した。

置されていなかった。
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蓄電池が危険物扱いであることから、蓄電池が設

のこと。

置されている建物は避雷設備が設置されていた。

パワーコンディショナ設備等の現在工事中区域
内の設備は、残念ながら見学することができなかっ
た。
その他として、那覇で見学した首里城内建物に設
置されていた避雷針を写真 5 に示す。

写真 2 太陽光パネルの状況

蓄電池を制御している盤内及び、太陽光パネル側
に設置されている集線 BOX 内に電源用 SPD（クラ
スⅡ）が設置されていた。

写真 5 首里城の避雷針

4. おわりに
東日本大震災の影響による原発事故及び電力供
給能力の低下等の問題があり、環境にやさしい太陽
SPD

光発電設備は今後一層注目される可能性がある。
雷害も地震と同じ、自然の脅威による災害の一つ
であり、今後、JLPA で検討する太陽光発電設備の

写真 3 集線 BOX 内の状況

雷対策手法によって、日本の太陽光発電設備への雷
害発生を無くすことができればと思う。

太陽光パネルの接地極は、パネル架台ごとに単独
5. 謝辞

で敷設されている状況であった。

今回の見学会に運よく参加することができて、太
陽光発電設備や宮古島について見識を深めること
ができました。本見学会を計画された JLPA 関係者
の方々に深く感謝いたします。

接地線
写真 4 架台の接地線

遠隔地との通信は光ファイバを使用していると
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