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文 一一

近距離空電波形の研究(第?報〕

富放 電過程と空電の発生

1 .前書き

雷雨中に発生する雷放電の綴相は，はなはだ多様で

あって，従ってその際発射される空電も雷雨毎々に非

常に相違した佐賀をあらわす.殊に雷雲中で行われる

比較的緩慢な放電過程は複雑で，光学的に電光を直接

観測する事が困難である事と相{突って未だその性質も

明らかでない点が多い.この点をより一層詳細に考究

するために昭和30年度夏期雷観測に当つては近距離用

空電波形及び空中静電界の記録が別に設けた起動用同

調型空電受信器(司調用周波数 lOMc)の出力により自

動的に同期して夫々別々の35mmフイノレム上に得られ

る綴にした.この結果従来困難であった対地放電の電

磁気的変化を先駆放電の部分から記録する事が可能と

なり，文空電波形と同時に媛影した電光の分解写真と

互に対比させながら記録の解析を行う事が可能となっ

た.

n.観測結果の考察

1. 静電界緩君主化を起す雲間放電 第 1J 2区11'主主

間放屯に際して得られた記録の一例でAは紗電界Bは

第 1図静電界緩変化を起す雲間放電

(空包パノレスを伴う場合)

A. 静穏界緩変化

n
U
 

lm
r
i
l--
L-

白

川

/

G
内
町
l
引
l

o

v一0
0

0

ι

i

w

A

H
噌

内

d

10 
!liS 20 

B.パルス性空電波形

石川晴治 ・竹内利雄

第 2図静電界緩変化を起す雲開放電

(空電パノレスを伴わぬ場合)

A.静電界緩変化
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B.空電波形

これに対応する空電波形である.これらはいずれも緩

慢な静電界変化を起す雲間放電の場合で以後S放電過

程と呼ぶこととする.一般的に云って雷飲篭の大部分

のものは3 この様なS放篭過程から成り立っている事

が各国の研究者の間で広〈認められているが，今年度

の北川等の空電波形及び静電界の同時連続記録 (1)に

よるとこのS放包過程の途中には平均的に考えて 8-

16msの間隔を置いて継続時間約 lms迄程度の空電パ

ルスが或は孤立的に或は集団をなして出現する事が報

告されている.これに対し我々の装置では起動回路の

作用で記録動作が開始された瞬間から 20msの時間経

過中に起る現象を取り出 して記録する糠になっている

ので，原王袈的には丁度設埼ノミノレス集団が現われる瞬間

丈を揃え記録しているわけであるので，どの空電波形

も例外なく空~パノレスを記録していなければならな

い.然し実際得られた空電波形は第 1図の厳に顕著な

空電パノレス集団が認められる場合と，波形記録装置の

記録感度から考えて，それが存在していれば当然波形

記録に現れなければならない筈であるのに第 2関Bの
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厳に空4i.l元ノレスが全く認められない場合がある.そこ

でこの織な二つの場合の記録回数ー出現回数と考えて

よいーを求めて見ると第 l表の綴になり，両者の出現

'JiIJ合は大体等しい拶がわかる.この事は一面或程度記

録開始の動作が必ずしも空電ノミノレス集団の先端部で起

るわけではないと云う事実にもよるが.他面大筋とし

てはS過程中に~ftìノミノレスが或程度集団となって現わ

第 1 表

___I~放電過程に重なる空電パルス
現れるとき |現れないとき

記録同数|一一一一一一l
7 1回 I 70回

れる場合と，孤立的な空電ノミルスが 20ms以上の時間

間隔をi丘いて現われる場合(部分放電型空包の極端な

場合)がある事を示すものである.この~電ノミノレス集

団の出現している部分に相当するS過程と，それが全

く現れていない部分に相当するS過程に於ける静電界

強度の時間的変化率を空電ノミルス及び静電界緩変化を

記録しやすい 8-10kmの距荷量で捕捉した18簡の雲間

放電に就いて測定しその平均値を求めて見ると第 2表

の織になり， ZET包パルスをi'I'う部分はこれを伴わぬ部

分よりも欽憶による電荷の移動がやや急激に行われて

第 2 表

S放電に伴う静電界の時間変化率
灘 I-距

笠mパルスあり|空電ノミノレスなし

い Okm 1ド9ぴ例4*Voωl川 ms什17デ門5*Vo削01山 mS s 

直梼 1犯8箇の2雲2閥放電の記録の平均f値

いる傾向が必められる程度であるに過ぎない.これは

個々の笠沼パルスの振幅がストリー7 一放電々流の的

問的変化率によって定まり，静電界の変化に直接影響

を与える電荷の移動訟とは関係がない事によるもの

で，緩慢な雲間放m中に現われる個々の~q;:パルスを

発射すると考えられる急激なストリーマー放電による

個々の放11];訟はS放電過程によるそれと比べると緩

めて小さいから，域程度それらが集団して発生しない

とその影響が的屯界記録に伎ではあるがj期凡る線にな

らない.議開放~4iにi*って現れるこの種空mパルスは

il!i'，滋無秩序に起るから tm，多重対地放電の各街貴重岡

に雷雲内で起る結合ストリーマー放電に非常によく似

た雲開放電のS放fiZ過程中には小規模ではあるが極め

て急激なストリーマ一政電が時折或は孤立的に或は集

団的に無秩序に起るものと解釈される， S過程に就い

ては現症の所その機繕はよく解っていないが， S放1E

過程も多震対地政電の各電撃聞に雷雲内で行われる

結合放m過程 (3，4) と同じ性質の放電であるとすれ

ば，それは雷雲中に於いて正電荷の移動を結果する

正ス トリーマー欣電である，AlIibone， Meek (めに

よると先駆ストリーマーはその優性如何に関係なく過

15庄が一定の条件の下に於いては放電間隊長の地大と

共にその進行速度を地す(第3表参照).従って雷放置i

の織に長大な放篭間隙の場合にはその極限として負極

第 3 表

極性|胸間隊長|進行迷度|過電圧

0% 

150 I 17* 。
+ 25 4 。
+ 150 12 。
発この{直は絶対値としては大き過ぎる.

性の案内ストリーマーは Schonland等により報告さ

れている巡り 1.5-8 X 107 cm I sec何〉の速度を持つ

に到る.これに対し正極性の先駆ストリーマーけ、

AlIibone， Meek (めによると理論的にも負極性のそれ

よりは大きな.i.t伎をイ干すべきであるし，メ火花放i立の

実験結果〈めもその一例を示すと第4表の様でありこ

の点を支持している.従って笛雲内で行われると考え

第 4 表

極性|五電悶隊長|進行速度|過屯庄

+| 九mm 12.6X1仇 m1sec.1 0% 

-I "i 1. 5 I 0 

られている正極性ストリ ーマー放電の進行速度の直接

的な観測値l't現在迄の所何も得られていないが，火花

放'itl実験の結果及び実際の対地放電の観測から得られ

ている負慢性の案内ストリーマーの述伎の関係と火花

実験から~~られている正及び負極性先駆l次包の.ì.t l交の

関係より新推すれば3 笥雲中の放電に際して現われる

.tE極性のス トリー7 ーの速度は負極性の案内ス トリー

マーのそれより当然大きい筈で， Allibone， Meek (川

の小規伎な火花間際の笑験で得られた関係が・ぷ問主主'(ti:

の織に長大な欽電間隙の場合にも成立するものとすれ

ば，正ストリーマーは負ストリーマーより約2倍進行

泌&が大きいから，手間放包の正ストリーマーのそれ

は3-16x10τ cm/secとなり，これはその実測値3x



106cm/sec.凶 に比ベ少くとも 10倍程大きい.従っ

てE昼間欽抵の緩慢なS放電過程を正極性のストリ ーマ

ー放電丈で説明する事は出来ない.この点から云うと

議開放包の大部分を占める S放篭過程は単純な規模の

大きいストリ ーマ一般1.flと考える事は困難で，従って

例えばコロナ放電の線な相当緩慢で連続的に起りうる

放電が相当程度関与したものである様に恩われる.雷

雲中の静電界強度が平均的に 6kV/cm.を越えなけれ

ばその部分ではストリーマーは成長し得ないが何人笑

傑の雷雲内の静電界強度は通常 7fJJV/cm. を越える

事はすくないから (7) この綴な状態の下に於いては雷

雲の雲頂と雲底の近似的に夫々正負の球電極の間でコ

ロナ放電が起る事は充分期待出来る.そこで今雷雲中

に於ける平均静電界強度を 5∞V/cm.(7)雲頂及び雲

底にある夫々正負の 球状分布の電荷聞の距維を 5km

とすると両電極慣の電位差は 2.5x 108Volt，従って

一回の放電々荷量を2OcouI.と すると両点電極関の等

価静電容量は 8x10-2μFとなる. 一方一回の放電で

消失する近似的に球電極と考えた領域の大きさは半径

約 O.lkm位の球と見倣してよい〈めからこの程度の鉱

りを持つ球電極が互に 5km程度離れてコロナ放電を

起すときは当然そのコロナ領域は両電極から互に延び

た桐当広い断面を持つ円筒状のものになるであろう.

その有効半径を今O.2km程度のものであると仮定する

と，雷雲の cell内に於ける平均電荷密度は lO-4esul

cm匁σ〉程度のものであるから正負のコロナ領域間に

挟まれる米だ充分にイオシイじされていない部分の合成

電気抵抗は Meekの式〈めを用いて 2.6x 1060hm. 

程度になるのでこの放¥'l間隙回路の等価政電時定数は

0.2sec. となり大略緩慢な雲間放電の持続時間に近い

値がffiられる.又コロナ電流密度は平行電線のコロナ

損の値から推定して見ると 1.3xlO-7 amp/cm2 (10) 

となり，これが半径 0.1kmの球電極の半球表面から

流れ出るとすると金コロナ放電々流は 80amp. とな

り，実際のS放電過程に関与すると考えられる平均放

得々流は 2Ocoul.が 0.2sec.で放電するとすると 1∞
amp. となるから而ij.$;'け.大体等しいことがわかる.こ

の考え}jが正しいものとすれば実間放電の多くのもの

は袋頂及び議底に夫々正tIの集中電荷分布を持つ放~

間隙間のコロナ放電が主役を演ずるものであるから放

電は連続的で，かつ正電極倶Ijの方が放電が発達しやす

く，又集中電荷分布と云ってもそれは相当程度の空間

的拡りを持っているから静電界強度如何によってはグ

ロー，己光，払子コロナを通って大規綾なストリ ーマ

一般電に迄発達しうる性質を持つ.実際の雷雲cell内

内。

の静電界強度は高々 3kV/cm.(7)程度であり，かっ

22間放電には対地放Z置の起動放電を発生する原因とな

るべき顕著な正の空間電荷 (11)も存在しないわけであ

るから雲間放電の多くのものはこの織なコ ロナ1&1l!で

放電が開始されるであろう.それがその後どの織な織

式のコ ロナ放t置を通り或はストリーマー放lat乙迄発速

するか否かは，その瞬間に於ける雷雲内の集中包荷分

布附近の局部的m荷分布状態の如何によって定まる.

然る時は一つの密閉放電の途中に 8-16msの間隔仰

を置いて約4ms(12) の聞に無秩序な笠宮ノ勺レスが集

団をなして現われる空電波形とか，叉狐立的な空電パ

ノレスが現われる波形とかは，いずれもこの鎌な正コロ

ナから時間的に無秩序に現れる正ストリーマーに起因

しているものと考えられる.このとき正ス トリ ーマー

の前進速度は10scm/sec.程度。め のものであるから

丁度矢形先駆のそれと間程度のものとなり，雲間放1~

に伴う空~パノレス幅の矢形先駆による解釈はめを正極

性のストリーマーの場合にも適用する事が出来る.

2. 静電界急変化を伴う雲間放電第3図は静電界

急変化(以後R変化と呼ぶ〕を伴うm間放電の場合で第

3図Aの静電界記録はかなり急峻な階段的変化を起し

ている.他方これに対応する空匂波形は静電界R変化

第 3図静m界急変化を起す袋間放電

A. tfi.電界急変化

wm辺
川
l
o 10 20 

E由

B.空電 波形

の所で顕著な笠宮窓パルスを発生している(第3図B).

これは雲間放電に際して顕著な矢形先駆放電が起り，

それにより可成り急峻で大規模な分布也荷の移動が行

われ，その時空電ノミノレスが発生した事を示すものであ

る.この静電界のR変化は対地政電の帰還雷撃程急峻

ではなく約 3msを婆しているが.これに対応するを

電パルスの幅は約 1.6msで Ts>Trad(第 6図参照)
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である所から考え必と 'J~Uiバノレス-â:'発射する欠J~先取1

1次官に附!泊して，やや政Hl;率伎の絞漫で規棋の小ぷい

放屯が重なって起っている‘jJがわかる.ヨH 凶ドよ矢}彰

先駆の:14間放1fii乙{'I'って顕dな主放EU型空tGノミノレスが

発射される上場合で，この放1立は観測li，から約 10kmの

地点で発生しているから同図Aの'デ良から政H1~aのた

さを求めてみるとが~ 4km となる . 他んこれに対応す

るZE屯波形(第41火IB)から空屯ノミノレスの以上り似を

第 4凶主JfÁI'lt型~)i!mを発射する主間放fE

A. m光分解写点(矢形先駆放'm)

B. 主欽1屯型~電波形

ス性~'iÜのl経卜H被J~-[， 第 5 凶Aのも正光ツ九はi捌l僚な

六簡の欠形先駆欣tGより形成されているが.これに対

応する第5附Bの波形は司114図と大体|日|じl時刻に同じ

部5t足lノ、ノレス性空~rrを発射する:tt:n紋泡

A.1U光分解'う:以 (六重政屯)

B.パルス性空電波形

距離に起った~間放氾であるにも拘らず首HI:6l B に見

られる様な&.11r.:なれefE界R変化を示す下もなく，単な

る空電ハノレスの熊秩序な集団からなっている.乙の点

から云って苛~5 閃 Bの波形は/;Æ放1起を形成する矢形

先駆に相当するものではなく，すでに前節 ¥，に於い

て述べたnなコロナl次7Gの途中に現われる!!!¥秩序なi五

測定すると約 1001'Sがねられるから，この欠形先制 ストリーマーに-1'11叫するものである'J1は切らかであ

の育~j進速度は 4x lOncmfsec. となり Schonland， る

Malan (1的 の得た他 0.1，.....2.3x loncmfsec. と比べ 3. 対地放沼 市 6~1は対地放141のd己主止の-ßi!1であ

ると極めて速度の大きい先駆である事がわかる.この って占l'電界及び空包内!~の双方;)~帰還fb-慢に相判した

微な速度の極めて大きい欠形先駆政屯に際してはかな 所で夫々顕著な階段的R変化及びt~-~~Hiノ、 Jレスを示

り急峻な紛港界R変化が起り同時に顕著な単一明15ノ、 寸. 7お 6l<l B の空屯波J~ 1'ì静屯界!成分がillなって記録

ノレスが発生し，いわゆる主l次tS型の空電を生ずる'fHよ されるのを避ける為O.5kc以下を切り移した周波数特

明白で，この点すでにlJt々がこの種の宅包波形の出現 性の波形記録袋iRでぷ録したものであるから波形は相

頻度から予処!した!何 (1~)と a致ーする.~í5 閃はノミ 喰'.11 当歪んて'いるが，そのノ勺レスI阪はがJ3.2msである.

問JfA.況の屯光写山J土びこのJfA.'ol;:に際して件られたパJレ これに対し間以IAの前川立界R変化lむよ 4.3msを要し
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第 6図対地放電

A. 前't'~ 界急変化

10 

T. 

B.帰還笛撃の・空電

ms 
20 

ているのでこの場合もやはり Ts>Trad の関係が認

められる.文記録された対地放電の空短波の中には装

置の利得が大体閉じ位で記録しているにも拘らず第一

先駆放電の部分に}皆段状先駆の時間間隔の平均値に大

体近い間隔を置いてパルスが帰還電撃直前迄現われて

いるものと，全くそれが認められないものとが記録さ

れた.これは対地放電の第一先駆が夫々α型であるか

β型であるかの相途によるものと考えられるのでは川

両者の記録された亘数一出現回数と見倣してよいであ

ろうーを集計して見ると第 5表の織になり，昨夏前橋

第 5 表

α型先駆 |β型志 「高 高福 言7-
2 回 I10回 |5回

地方に於ける対地放電はβ型第一先駆を伴うものが非

常に多かった事がわかる(ln) 他方雲間欽:屯の場合に

就いては過去三夏にわたる統計の結果によると戸型先

駆を伴うものが多い事が云えるから∞一般的に云っ

て本邦の雷放電は雲間放電，対地放電の別なく階段状

先駆が発生すればそれはP却に属するものが非常に多

5 

いと芳えてよい.

..結 び

以上述べた所をまとめると次の様である.

(l) 大部分の雲間放電は緩浸マ連続的な放電過程ーよ

り成るが，これは雷雲の雲頂及び雲氏に夫々正負の集

中電荷分布を持つ;!i似的には球状電話匝I自のコロナ放電

を主体とした放電であると考える事が可能である.

(2) 雲間放篭でも著しく速度の大きい矢形先駆があ

り，これから主放電型空電が生ずる.

。) 一般に顕著な空電パルスを発射する速かで規模

の大きいストリーマー放電には必ず附随的で連続的な

が〈電 rateのやや遅い微細な放電を伴う .

件)観測が行われた限りに於て本邦の富は雷雲間放

電，対地放電の別なく戸型先駆を伴うものが非常に多

P. 
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