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はじめに

温度の上方では，霰は負に帯電し負電荷領域を形成し，一

対流圏の大気が地表からの加熱により不安定な成層を成

方氷晶は積乱雲の上部で正電荷領域を広く形成する．そし

すとき，その不安定を解消するため積乱雲あるいは雷雨が

て，0 度からマイナス 10 度までの層では霰は正に帯電しポ

発達する．一般的に積乱雲は対流セルあるいは降水セルと

ケット正電荷層（Positive Pocket Charge）とよばれる比較的

呼ばれる秒速十数メートル程度の激しい上昇気流，下降気

小さな正電荷領域を形成する．このようにして，積乱雲の

流を含む対流の単位の集合体で構成されており，各々の対

電荷構造は，プラス，マイナス，プラスの 3 重極構造を基

流セルは発達期，成熟期，消滅期という特有のライフサイ

本形としてとる（図 1）．しかし一方で，近年のバルーンに

クルを持つ．このライフサイクル中で，発達期の霰（あら

よる積乱雲内の電荷の直接測定から積乱雲の種類や発達の

れ，直径 5 mm 未満の氷の粒）を主成分とする降水の形成

度合いによって，より複雑な分布と変化を示すことが次第

に伴い雲内で電荷分離が進行し電荷が蓄積される．そして，

15）
に明らかになりつつある．
このような実際には複雑な電

大気の絶縁破壊強度を超えたとき放電という形態をとって，

荷分布と変化を示す積乱雲の電荷構造を十分説明できる，

雲内の電荷が中和される．これを雷放電と呼び，以上を総

緻密な物性論に基づいた学説は提案可能であろうか？

称して雷放電現象と呼んでいる．このような雷放電現象は，

2.2

雷放電の種類

我々に極めて身近な現象であるにも関わらず，その発生機

以上のようにして蓄積された電荷は大気中の絶縁破壊強

構から特徴に至るまで基本的な点について未解明な問題が

度を超えたとき，放電する．その形態は，雲から大地に放

多数ある．そこで本稿では，雷放電現象に関して，その構

電する対地放電（いわゆる落雷，Ground Flash）と雲の中で

造や物理と観測する技術を概観し，筆者なりの意見を交え

放電が完結する雲放電（Cloud Flash）の 2 種に大別するこ

て紹介したい．

とができる．そしてさらに，落雷は雲内の正電荷が中和さ
れる正極性落雷と負電荷が中和される負極性落雷の 2 種に

雷放電の物理

2.
2.1

分けられる．これらの各種放電の比率は，季節や積乱雲の

積乱雲の電荷構造

タイプなどによって大きく変化するが，例えば，夏季の北

上述のように積乱雲は霰を主成分とする降水粒子の形成

米において，雲放電の割合は平均 75% 程度という報告が

に伴い帯電する．しかし，その帯電機構に関しては，種々

3）
ある．
また正極性の落雷は，冬季に大きく比率が増加す

の諸説が現在でも提案されており，完全な解決には至って

るが，夏季においては 10% 以下である．10） 一方，雲内か

いない．現在のところ最も有力な説は，高橋劭博士による

ら放電が開始せず，地上から開始し積乱雲に向けて進展す

着氷電荷分離機構 である．これは，氷晶（ひょうしょう，

る上向き放電（Upward Lightning）も存在する．これは，雷

氷の結晶のこと）と霰の接触による電荷分離仮説であり，

雲の電荷によって局所的に高電界が形成されるタワーなど

帯電の量と符号は周囲の雲水量と温度によって決まるとい

1）
高構造物において良く見られるのが特徴であり，
特に冬

うものである．実際の積乱雲では，マイナス 10 度より低

9）
季日本海側においては，頻繁に観測される．
さらに，こ

8）

のような冬季における雷放電性状は夏季とは様々な面にお
いて大きく異なり，例えば，日本海側における冬季雷では
1,000 クーロン以上の中和電荷量となることがある．一方
で夏季では数十クーロン程度である．何故だろうか？

こ

れも未だに定説のない未解明な問題である．
ところで，雷雲上空で発生する過渡的な発光現象の存在
が，1989 年に米国の R. Franz らによって初めて確認され
た．6） この発見により，1990 年代初頭には，米国において
精力的な地上光学・電波観測が行われ，この過渡的な発光
現象は大きな中和電荷量を有する正極性の対地放電に伴っ
て雷雲上空で発生すること等が明らかにされた．2） この成
層圏・中間圏・下部熱圏における高高度放電発光現象は，
図1
話題

積乱雲の電荷構造の基本モデル．
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16）

図 2 に示すように，その発生形態の違いによってスプライ
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ト，エルブス，ブルージェット等と呼ばれている．

とは困難となる．このような非線形性が雷放電に関する研

このような新形態の高高度放電発光の発見に伴って，メ

究を難しくしていると言っても過言ではない．帯電した積

カニズムの理解も急速に進んでいる．特に，スプライトの

乱雲から開始する雷放電は，放電開始（Initiation）
，リーダ

発生メカニズムとしてこれまでに提唱されているのは，雷

（Leader），帰還雷撃（Return Stroke），ダートリーダ（Dart

雲上空の準静電場による絶縁破壊メカニズム（準静電場モ

Leader），後続雷撃（Subsequent Return Stroke）などの各過

デル） がある．準静電場モデルでは，電荷モーメント（放

程から構成されている．これらは何れも短ギャップ放電に

電電荷量と放電距離の積）が数 1,000 C・km を超えるよう

は見られない形態である．放電の開始は，雲内の現象であ

な，放電エネルギーの大きい正極性の CG（Cloud-to-Ground

り，直接光学観測によって見ることはできない．そのため，

discharge，雷雲地上間放電）によって，雷雲上空に準静電

放電開始に関する研究は電磁界観測によってその多くは得

11）

場が形成される．この準静電場によってスプライト発光高

られている．図 2 の典型的なその電磁界観測によれば，放

度の電子が加速され絶縁破壊を引き起こし発光に至るとい

電の開始には特徴的な比較的振幅の大きい両極性のパルス

うメカニズムである．このモデルによると，スプライトの

列 が 観 測 さ れ る．そ の 後，ス テ ッ プ を 踏 み な が ら，約

発光強度や発光の時間・空間発展を合理的に説明できると

105 m/s 程度で大地に向けて放電は進展する．これをステッ

して，現在最も信頼されているメカニズムとなっている．

プトリーダ（Stepped Leader）と呼ぶ．地表面に達すると，

しかし，このモデルでは説明困難な点が複数指摘されてお

強い発光を伴って，同じ経路を光速の 3 分の 1 程度の速度

り，こうした発生形態はどのような要素によって決まるの

で地表から上空に放電が進展する．これを第一帰還雷撃

かこれも未だ分かっていない，これからの課題である．
2.3

放電過程

（First Return Stroke）と呼ぶ．その時，平均 30 kA 程度の電
流が流れる．その後，再び，同様な経路を，積乱雲からリー

雷放電は自然界に存在する km にも及ぶ超長ギャップ放

ダに似た，しかし，速度が一桁ほど速い（107 m/s 程度）ダー

電であり，その形態は，数センチ程度のギャップ長の放電

トリーダと呼ばれる放電が下降し，地表面付近に達すると

とは大きく異なる．従って，短ギャップ放電の機構をその

再び帰還雷撃に似た大電流が流れる．これを先ほどの第一

ままスケール則で長ギャップ放電の機構として類推するこ

帰還雷撃に対して，後続雷撃（Subsequent Return Stroke）と
呼んでいる．こうした過程が何度も繰り返され，一つの雷
放電が完結する．何回繰り返されるのか，その回数を多重
度と呼ぶが，夏季の負極性落雷の場合，多重度 4 程度が平
均値である．この間，雲内でも同時に放電が進展する場合
があり，そのような帰還雷撃間における放電過程は，J 過
程，K 過程，M コンポーネントなどの様々な名前がつけら
れている．
ところで，地球起源のガンマ線放射が存在するという事
実 が，ガ ン マ 線 天 文 台（CGRO）衛 星 に 搭 載 さ れ て い る
BATSE（Burst and Transient Source Experiment）に よ っ て
5）
1994 年に初めてもたらされた．
太陽や銀河起源のガンマ

線バーストの継続時間は数 msec から 1,000 sec 以上のもの
まで様々であるが，BATSE の観測によると，地球ガンマ線
図2

12）
高高度発光現象と雷放電の模式図．

図3
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については数 msec 以下という非常に短時間の現象であり，

13）
地球ガンマ線の発生分布（×印）と，雷放電の発生頻度分布（赤色のコンターマップ）．
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ほとんどがシングルパルスであった．その後，RHESSI 衛

と，地球ガンマ線の発生は雷多発域上空に集中しているこ

星（Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager）

とが明らかである．雷放電からガンマ線が放射されている

の観測によって 500 例以上の地球ガンマ線が検出され，平

のだろうか？

均すると 2 日に 1 事例という高い頻度で発生していること

セスから放射されているのだろうか？

が分かった．13） 図 3 は，白色×印で示される RHESSI で観

題である．

あるいはそうだとしたら，上述のどのプロ
これも未解明の課

測された地球ガンマ線発生分布と，赤色コンターで示され
る雷放電の発生頻度分布を表している．これらを比較する

雷放電の観測

3.
3.1

電磁界観測

雷放電からは DC（直流）付近から X 線に至るまでの電
磁波が放射される．これまで，様々な波長にわたって観測
が行われ，その強度，時間変化等を詳細に解析することに
よって，雷放電の物理過程が解明されてきた．一例として，
図 4 に，0.2 Hz から 1 MHz までの帯域における，対地放電
に伴う電界変化の波形を示す．この放電が特徴的なパルス
列から開始し（PB: Preliminary Breakdown），その後，緩や
かなリーダ過程に相当する変化（L: Leader）を示しながら
地面に到達して，大きな振幅変化を伴う帰還雷撃過程（R:
Return Stroke）に至っていることがこうした電界変化波形
図4

から読み取ることができる．このような電界変化波形の形

対地放電に伴う電界変化の一例．

状から雲内の電流強度や帰還雷撃の電流強度，中和電荷量，
極性などの種々の雷放電パラメータの統計量が明らかに
なっている．さらに，VHF 帯において記録されるインパ
ルス状の電磁波は，放電の進展に伴うリーダの先端から放
射されているとされ，多地点に配置されたアンテナ間の位
相差もしくは時間差を用いることによって，雲内の放電進
展様相も含めた放電路の可視化が可能である．図 5 に，電
波干渉法を用いて可視化した対地放電の例を示す．紙面の
都合上，その時間進展を示すことはできないが，光学観測
では捉えることのできない雲内の放電進展様相（厳密には，
電波放射源の進展様相）を高時間分解能で再現することが
できている．こうした情報を詳細に解析することによって，
雷放電の物理過程を明らかにすることが可能である．
3.2

衛星観測

雷放電による発光強度は非常に強く，宇宙空間から観測
が可能である．雷放電を観測することに特化した最初の衛
星は，NASA・マーシャル宇宙飛行センターによる Micro
Lab-1 衛星に搭載された OTD（Optical Transient Detector）や，

図5

VHF 帯広帯域干渉計によって可視化された対地放電の再現像．

図6

4）
TRMM 衛星搭載の LIS によって観測された，雷放電全球発生頻度分布．（左）2006 年 6‒8 月の期間，（右）2006 年 12 月‒2007 年 2 月の期間の分布図．

話題

14）
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熱帯降雨観測衛星（TRMM）に搭載された LIS（Lightning
Imaging Sensor）である．これらの衛星観測によって得ら
れた観測データから，雷放電は主に夏半球の陸上で発生し，
その頻度は約 50 ﬂashes/s という結果が得られている（図
4）
6）．
これらの衛星による光学観測は，検出効率を 90% 近

くにまで高めることに成功しており，雷放電の全球分布・
時間変動のみならず，気象予測モデルに雷放電データを同
化させることで，激しい気象現象の予測精度を大幅に向上
させること等が明らかになりつつある．

4.

おわりに

本稿では雷放電の物理過程と観測技術について概観した．

雷放電の研究の歴史は 100 年以上あり，その間に明らかに
なっていることは膨大である．ここではそのほんのごく一
部しか記述できていないことをまず記したい．しかしなが
らできるだけ，まだ明らかになっていないことを含めて最
先端の取り組みなどを交えつつ記述したつもりである．も
し本稿を読まれた方が，こうした未解明の問題について考
えてみようと思われたら望外の喜びである．
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