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近距離空電波形の研究(第 2報)

積乱雲の発達と~電波形の変遷

1. 1まえがき

第 1桜に述べた様に夏期の近距離笠'iRの波i多はさつ

の型に分けることができるが，これら各t{i~の1f屯はそ

の主要な慣と考えられる談昔l~ミヵ:発達して行くのにi半

って次第に変化をして行くものでおる.第1報でも一

寸触れた織に，雷の閃光とそれによる~屯波形の同時

測定記録;主，多数得ることがでーきなかったので，雷雨

の発達が{重荷の段階包:f!した数日の観測をえらんで集

討を行った.

11.観 測 記 録

第 11 図)?;歪第 16 ~は前記数日の波形記~.k)、らi専ら

れた結果を示すもの-cある.各図とも (a)!ま各校測時

ごとの前記三波形の記録主主の百分率で従って各波形別

の数の上から見た分布である.記録数が少いときは数

例しかなかった場合もあるが，大体の傾向はうかがう

ことが むきる.(b) It.約0.1V/m 以上の~簡を有する

答電の 1分間に観測される主主{破線)と記録された全乙

電の平均派幅(実線)の時間変化， (c)は各波形別の平

:fh誠帽の時間変化である.(a)， (c)ではり識が主放竜

型，鎖私~!カ:先駆放電製，破線が部分放弔型をあらわし

ている.叉第 17図Jj至第21関l主気象合でまとめられ

たこれら数日の雷雨発生図で，各ミの同l主停止性の雷

雨の発生協所，矢印(t.移動性の雷雨の進行方向であ

る.数字.t官の発生時間， 又二窓丸で示した佼i置が鋭

測点である.

1. 8月248

この日は関東地方及びその近傍に雷雨(t芳生しなか

ったので・観測された岱沼はかなり途方の霞，叉It近傍

の発笛に至らない喜弘、s'ti!il震からのものであろう.第

11図 (a)より見ると ，こ の日は部分放屯型ヵ:主で，

夜になって先駆型車:憎しただけである・叉益:疋樹高も

一日中ほ:ま一定であるし，答電数も夜になってやや増

加した程度で・ある.

2. 7月31日

この日It第 17図に見られる織に 20-21時に南方

[00 km及ひ:東北京 1印 kmに界雷性の弱慣があった

ηみでその他に[玄関東管区には発雷;まなかった.この
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第 11閃 8月24日の;Q:沼分布

Ht，t観測地出付近It15r待頃まで雨が降り積乱雲l主全然

必かったの'C.主に述方の主放沼地が観測されてい

る・20-21時の発留の影響と思われる ものは全く現

第 17悶 7月31臼の雷雨発生図
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(C)本型の泳中

第 12図 7月31日の安宿分布

れていない.だから 100kmも離れると弱L、雷なら波

形の分布には大きい変化は与えないと思われる.

3. 8月19日

この日の関東地方は 14時過ぎ指赤主主山部i1!i1の肩の部

分，観測点から約20kmの所と ，15 r待に北東100km

に熱雷性の弱音があったのみ Cある (第 18関).近く

の発雷時141時前から振幅平均も盗電数も増して山を

示している.叉先駆塑，主放d苫型の振幅(主 14時には

最大になっているが，部分放電製の振幅i主既に 121時

に最大に達していて 14時には下降を示して いる.こ

第 18図 8月 19日の雷雨発生図
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CC)令官 の4宇中

第 13図 8月 19日のZ:.・電分布

れでみると部分放屯型式雷雨の最盛期よ り若干前に活

限している織である. このことは他乃日の言t弘幸からも

推察される.又夜の数の増加:主伝播条件が良く なった

ことと，或は弱い智治L雲が夕刻に出来上ったのかと も

思われる .なおこの日附近の数日l主，寒冷前線が司王土

近くにあったのでそれに沿った海上で港冨があったの

かも知れない.2の場合と同線l二100kmの弱雷によ

る影響は現れていない.

4. 8月13日

第 19図に見られる様に，この日は管区全地J成に亘

って発雷・してL、るが.前崎地方て:'(1落雷;まなかった.

朝 81存奴i-nljを開始したとき既にイυ‘ら間にかけたー帯

の山地には1抗告L雲が見られたが，赤域プJ到の禁lill時

すぎから発注を始め，南方に進行し， 131"年頃観測点の

東方を過ぎた.又.原名方面の積百L雲も 14i待頃から

移動して観測点の西方をi通り， 161時頃にはこの両者が

合して南から南東にかけて約 20km程離れた上容で

極めて大きい積乱雲となった.写点;まこの積乱雲を

示す.

これに対して波形の振幅は 13時頃からだ4加した他

さしたる変化はないが， *電数(1:141待頃から急増し

18時まで続い'(1，、る.この大きい積乱雲{主18時頃虫、
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ら様名北方へ頭上を遜って帰って行ったが，このとき

は既に雲はく ずれて努力は変えていた犠である.この

移動とともに答電数は顕著に減少した.

波形の分布図をみると ，3で・述べたのと問機に，積
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<C) 各型の娠中

第 14図 8月 13日の答電分布

第 19図 8月13日の雷雨発生図

乱雲の移動し:始めた12時頃に部分塑の極大があ り， こ

れにおくれて先駆型は積苦~.雲の発達した 16時に僅大

がある.これでみても発途期の樹舌l雲ないしは余り勢

力が強くなっていない騎乱雲では部分型の放電が多い

が，発達とともに先駆型の放電が多くなってくる事が

分る.

又夜になって 20-21時頃.1耳鳴It問えなかったが，

移動した前記の雲の向号に電光が盛に見え，それと同

時に先駆型の会・電が観測された.

5. 8月68

この日は全般的に(t雷の努力は弱い日であったが，

たまたま 17時頃前僑南方の街!荷鉾山方面より孤立し

た比較的小さい留雨が発生し， 17時30分頃頭上を通過

し強い電光雷鳴とともに落雷を伴った.18時過ぎに雷

が止むまで?電の数も:急激に上昇し，振幅は恐らく

1∞V/m近く に透していたものがあった.叉fi.電数(t

多くて数えることが出来なかった.

この日の波形分布図から も部分担の最大におくれて

先駆型が増し，やがて強力な主放電裂のみとなる.こ

のときの主放電型は第1報の第2図 (c)の機な波形を

もったものばかりであった.

第 20図 8月6日の雷雨発生図



たが，総名から来た習は電光雷鳴とともに落雷を伴っ

たので主放電型が比較的著しくなり，官の活動の終っ

た 21時 30分頃まて3振幅平均と窓電数は極めて大きい

依をとっている.

なおこの日の雷は5の場合ほど決定的に落雷のみで

はなく先駆型や部分型をも伴っている.この様にただ

雷雨といっても，落雷のみが優勢でその他の雷雲中に

おこる放還は極めて喜弘、ものもあるし，そうでないも
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8月4a

この日It第 21図に見られる返り，観測期間中で最

も強〈発冒した日であ り，既に 11時頃から振幅，数と

もに櫓加を始めている.16時には雷鳴が聞え始めたが

この雷雲は波形分布図からみて 14時頃から発達を始

めていることが分る.17時にはこの上安の雷雨量:東方

約20kmまで;移動したので，振幅平均と数はやや減少

を示した・しかし同時に僚名の方向約:ZOkmの所iこも
叉震が発生し， 18時過ぎに観測地上空に遼した.16時

の雷雲ではまだ落雷がなかったので先駆裂が主でおっ
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(C) 各型勺線中

第 15図 8月6日のささ電分布
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のもある織である.どちらの砲の震祭が勢力的にみて るかを知り，将来鋭測till.点周辺の発霞予報を行いうる

より強式であるかは簡単には云えない事であるが，次 ことの見通しがついた.勿;令官雲の発達の速度，強弱，

の厳に考えるのが適当であろろ .小さい孤立した雷雲 あるいは雷雲内部の構造の多級位などによって相芸品の

ならば全努力を大地との聞の放電によって簡単に失つ 差はあるが，それlこはこれに応じた波形特徴の差があ

てしまうが，大きい雷雲では落雷と同時に雷雲内の沼 ると考えられるので，更に研究を継続しその性質を明

荷分布状臓が変るために新しく別の放電をおこした らかにしたい考えである.

り，所4に異る電荷の中心があってその聞で強〈放電 なお本年計画した雷光と宮古文彩の同時観測について

し合ったりして，これらが主放電に近い強度をもった は良好・な結果を多数得ることが出来なかったので，次

先駆裂や，振幅も継続時間も主放電のそれに近いもの 回の観測では装置に種hの改良を加える所存である.

の多い部分裂の答電を発生するものと考えられる. 叉この観測を安・施して判明した改善すべき主な点は次

IJI.観 測 結 果

以上6日間の観測結果を述べたが，これをまとめて

みると次の織な事が云える.

1.談話[還が発生し衣第に発達してくると，まだそ

れが充分発達し切った状態に来ないときでもJ ~弘、な

がら雲の内部で一放1IIが符われる様になるが，これは主

に部分放電型の波i彩をもった~電を発生する.

2.積乱雲が充分に発達すると先駆放屯型の波形を

もっ室電が顕著になる・

3.務官するに致れば主放電型の答電ヵ:現れるが，

この場合雲の中でも落雷とともに相当強力な放電が起

っていて先駆型や部分型の波形を伴うこ ともあれば，

主放電型だけしか挺録されないこともある.後者'i孤

立した小さい積雪のt身合に見られた.

4.観測された答電の振幅平均と，一定位以上の摂

帽を有する安官数との聞の対応は必ずし も細かい部分

迄一致して変化していないが，これは観潰雌をまぜ

ば，高うる程度までは更によく対応するであろう .吾身

の観測結果から考えるとささ電の態度~化を見るのに単

位時間内の答電数を数えるのは一つの便法である事が

はっきりしたが，これは波形をとって振幅をはかるの

と比較すると後者，t所要経費並びにその整鹿の時聞か

ら云って大変なものになるが..2さ'沼教をはかることに

より， 簡単にささ電強度の目安をつけることができる.

5.振幅はごく近傍恐らく 30-40km以内に発達し

た積乱雲や雷雨がなけれぽ大した増加を示さない.そ

れ以遠の距離では発信があってもなくても大体間程度

の振幅をもっ答電が受信される.

IV.あとがき .

以上夏期主に昼間の観測で得た答電波形，特に発宮

前後の積乱雲から発生する答電波形の変化について明

らかになった点を述べた.この結果から~屯の波形を

観測「るζとにより近傍の雷雲の発達がどの程度でる

の様な尊蹟である.使用した波形測定機が1{削 km以

上の途方までの~電の位置を知ろうとする方位測定機

との連動が・できる様に設計されているので，吾々の目

的の為には利得が大きすぎ至近距醸の落慣用としては

適合していなかったのを改めること，起動装置に周波

数特性をもったものを別に作って主放電でも先駆放電

'Cも目的に応じて自由に記録し得る滋にしたいこと，

iH光写真機との適当な通勤装置が必要なことなどであ

る.
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