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１ まえがき

雷のエネルギーによって発生する設備被害として
は，送電線の架空地線等の素線切れ，高圧配電線の避
雷器の焼損，さらには風力発電設備のブレードの破壊
などが知られている。これらのうちの送電線の架空地
線等の素線切れの対策の一環として本研究を進めてい
る。
架空地線は，電力線への雷の直撃を保護遮へいする
目的で設置されているものであるが，雷のエネルギー
が大きい場合，溶融損傷や素線切れが発生する（写真
1）。特に，超高圧送電線では絶縁強度が高く，架空地
線に落雷しても，逆閃絡による雷事故になり難いため，
発見までに時間差が生じ，場合によっては断線事故に
つながる恐れもある。このため，軽微なうちにこれら
の損傷を発見することが望まれている。
落雷情報については，落雷位置や雷電流の大きさ等
の落雷パラメータを検出できる落雷位置標定システム
（LLS）が広く導入され耐雷設計，事故解析に活用さ
れているが，このシステムでは雷撃時のエネルギーを
直接には評価できない。
いつ，どこに，どの程度のエネルギーの雷撃があっ
たのかを把握できれば，早期に巡視・点検区間を絞り
込め，特に山間僻地の送電線の場合，効率的な巡視点
検が可能となる。
本研究では雷撃エネルギーの情報を早期に効率よく
得ることを目的とした手法について，検討したのでそ
の概要を紹介する。

２ 研究概要

（１）推定手法について

本手法では落雷時の電界波形を専用の観測装置によ
り測定し，雷エネルギー量を表す電荷量を推定する。
その特徴としてつぎの点が挙げられる。
・時間積分などの複雑なデータ処理が不要なため，簡
易な計算で電荷量を推定できる。
・鉄塔等にロゴスキーコイル等のセンサを個別に設置
して行う定点の観測に比べて広い範囲での観測が可
能となる。
・1箇所の観測点のデータのみで電荷量を推定できるた
めデータ収集の効率化が図れる。（従来は2地点以上の
観測データを用いて連立方程式を解く必要があった。）

（２）推定手法の原理

図1に推定に用いる雷の電荷モデルを示す。
雷雲中の電荷は点電荷（電荷中心）で落雷点の直上
にあり大地に対して下方に鏡像電荷があるとし，落雷
によってこれらの電荷が中和され電荷量（変化） Q
が生じると仮定する。
このとき図1からわかるように正味の電界変化は垂
直成分 Eのみとなる。このときの電荷の中和に伴う
電荷量（変化）は次式によって求められる。

ここで，Ｄは観測地点から落雷点までの水平距離
（LLSの標定値から算出），Ｈは地上から点電荷（電荷中
心）までの距離（地上高）で雷前駆現象（リーダー）開
始から雷主放電（帰環雷撃）までの時間から算出（詳細
は（4）項）， Eは電界変化（垂直成分），ε0は真空の誘
電率，図1の電荷＋ Qは電荷－ Qの大地に対する鏡像
である。
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写真１　落雷により発生した素線切れの写真
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図１　電界変化の評価用点電荷モデル
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（３）観測装置の概要

現地（加計）にはデータ収集，エネルギア総合研究
所（エネ総研）にはデータ解析を目的とした専用の装
置を試作して観測を行った。このうち現地の観測装置
のブロック図を図2，設置状況を写真2に示す。動作
としては，落雷時にアンテナで受信した電界信号を積
分したのちAD変換後，波形データおよび電界変化等
の加工データとして記録するものである。
サンプリング間隔は1μsであり，波形はトリガ前

200msトリガ後1,500ms程度を記録でき，トリガ時刻
はGPSを利用し0.2μs程度の精度で記録できる。また，
測定周波数領域は0.8Hzから350kHzであった。

（４）電荷量推定の例

図3に代表的な電界波形の測定例を示す。このケー
スでは負極性の三重雷撃であったがこのうち第一雷撃

の電界波形の例であり，落雷点はLLSによると加計の
観測点から北北西方向22kmの地点であった。
この波形について（1）式中の E，H，Dを以下の
ように算定して電荷量を推定した。

E：電界波形には60Hzの重畳が認められるためこ
の成分の振幅を考慮して（移動平均により取り除いた
後），波形の最大値と最小値とを決定し，帰還雷撃
（主放電）発生前と発生後の電界変化量として Eを
求める。この例では68V/mとなった。
H：第3図に示すように落雷前（第一雷撃主放電発生
前）数十ms程度前に雷雲内から前駆ブレークダウン
パルス（PBP：Preliminary Breakdown Pulse）と呼ば
れるパルス性のリーダー（以後「リーダー」と略記）
が認められる場合が多い。このケースでは落雷前
20.7msにリーダーが認められた。
また，リーダー発生後は主放電（帰還雷撃）に至る
までステップトリーダーと呼ばれる小刻みな階段状の
放電を繰り返すが，その平均の速さは0.2km/msとい
われている。そこで，リーダーの開始と帰還雷撃の開
始までの時間間隔（ t）を求め，これに上記のステ
ップトリーダーの平均の速さを掛け合わせ電荷中心の
地上高Hを推定する。このケースでは約4kmと見積も
られた。
D：落雷点としてはLLSの標定点を採用し，観測点か
らの距離Dを前記の22kmとする。
以上から求めた各値を（1）式に代入すると，この
ケースでは， Qは10Cと推定された。
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３ 研究成果

（１）観測の効率化

本手法を用いた落雷の電荷量推定の効率化を図るた
め電荷量の推定が可能なデータの選別，波形からデー
タの数値化（ E，Hの値に集約），LLS標定データの
抽出（Dの算出），電荷量の算出について自動化を図
り，その可能性を検討した。これらの一連の流れを図
4に示す。
現地（子局）では，上記の波形の選別，データの数
値化後，親局（エネ総研）へデータ伝送する。
親局では，子局の数値化データとLLS標定データを
用いてDを求め（1）式により各落雷について電荷量
および時刻，位置を推定する。

（２）データの選別

観測される電界変化は，落雷のほかに雨や雪等の環
境ノイズによっても多数生じ，観測装置の不要な起動
を発生させる。図5に示すように落雷の場合は，電界
と同様の急峻な磁界の変化を伴うが，環境ノイズの場

合，磁界の変化を伴わない場合が多い。
そこで，この性質を利用して観測装置起動時の微小
時間において相関係数を算出し，落雷によるデータか
否かを判定した。
さらに，上記で雷と判定されたものについては電荷
量の推定が可能なものとそうでないものを選別した。
（1）式で示したように電荷量の推定は電界変化（静電
界成分）を通して求められるため，図3に示したよう
な落雷前後の電界変化が検出できる場合を「有効雷」
（電荷量推定可能な雷），遠方雷等の電界変化を検出で
きない場合（落雷前後のレベル差なし）を「無効雷」
として分類した。図6に平成21年度の代表的な夏季雷
日で観測点から静電界の検出限度内の50km以内の落
雷についてこれらの選別を行った結果を示す。
これらの判定を波形からチェックし正解率で評価し
た結果，ノイズは97％程度（227件中221件）雷のう
ち，無効雷は95％程度（75件中71件）有効雷は94％
程度（161件中151件）でありノイズの除去と電荷量
の推定可能な雷の選別がほぼ可能なことが分かった。
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（３）電荷量算出の自動化

現地で求めた E，H，落雷時刻等を数値化（簡略
化）データとしてエネ総研に伝送した。
エネ総研（親局）では上記の現地データとLLS落雷
位置データとをつき合わせることで現地（観測点）と
各落雷点との距離Dが分かり（1）式に代入すると電
荷量が求まる。これら一連の手順を自動化しエネ総研
のパソコン画面上での操作が可能であることを確認し
た。電荷量算出結果等の表示画面の例を図7に示す。

なお，現地でのデータ選別状況および波形によるチ
ェックもエネ総研から可能であることを確認した。
観測点から30km以内の負極性第一雷撃についてこの

手法により算出した電荷量の累積頻度分布は図8のよう
にほぼ直線上に乗り95％値で0.9Ｃ，50％値で6.7Ｃ，
5％値で27Ｃとなり，スイス等で公表された値と比べて
も差は30％以内であり本手法が妥当なことが分かった。

（４）解析時間

現地の収集データとしては前述の数値化データ，波
形データがあるが，これらの1ファイルあたりの容量
はそれぞれ1ｋB 16,602kBであった。これらのデー
タを加計からエネ総研へ伝送速度32Mbpsの通信回線
により伝送した。その結果，数値化データはほぼリア
ルタイムで，波形データは1ファイルあたり1分程度
の時間での伝送が可能なことが分かった。
また，エネ総研では推定が可能と判定された先の7
月3日の代表的夏季雷日の例の場合，151データに対
して，落雷位置を求めるためLLSデータ処理，電荷量
算出に1時間程度を要した。
上記の例では推定可能な波形の伝送やチェックに3
時間程度を要するため電荷量の算出と合わせると計4
時間程度であり実用性のある解析時間であることが分
かった。

４ あとがき

本研究により1観測地点のみの電界測定で落雷の電
荷量，位置，時刻が推定でき，それらの解析を自動化
できることを確認した。
現在は電荷量データの蓄積・分析を進めている段階
であり，今後は電荷量の推定の実用性向上を図るため
電荷量推定結果と設備被害状況等のフィールドデータ
との関連を通じて精度の確認・向上に努めたいと考え
ている。
なお，本研究は，静岡大学との共同研究で実施した。
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