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Abstract
Sprites are observed by many high school students in Japan by means of high-sensitivity CCD cameras. They have revealed the
optical characteristics of sprites (e.g. morphology and 3-dimintional location). However, they did not have materials to observe
electrical phenomena in the storms causative of sprites. So, we developed a low cost field mill data acquisition system observing
surface electric field change produced by sprite parent storms. Then, we have deployed the low cost field mill at high school in
Tokyo. We will present some sample of the observational results and problems on the observations.
Keywords: Teaching materials, Sprite, Lightning flash, Charge amount, Charge location, Field mill
Department of physics, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi, Tokyo 184-8501, Japan

要旨 :

雷雲起源の現象のうち成層圏から電離圏下部で発生する放電現象は，高高度放電発光現象と呼ばれており，

その成因や形状，発生高度等の特徴の違いにより，分類されている。その中でも特に観測事例が多いのは，スプライ
トと呼ばれる現象であり，雷雲内から大きな正電荷の中和を伴う正極性落雷の発生に伴って雷雲上空で起こるといわ
れている。日本周辺で起こるスプライトは，アマチュア天文家や多数の高校生達が高感度 CCD カメラを用いて観測
を実施しており，その光学特性（形状や空間的な位置など）を明らかにしている。しかし，スプライトを発生させる
雷雲内の電荷の中和に着目して観測を行っている例はほとんどない。これは，スプライトの原因となる電気的な現象
を観測する手法についてよく知られていないためであると考えられる。そこで，スプライトの原因となる雷雲とその
電気的な特性を観測するための教材を開発した。この教材は，地上電界を観測し，データを自動収集するための教材
である。ここでは，2013 年からこの教材を都内の高校に展開し，連続観測を行った結果と検討が必要な事項につい
て報告する。

＊
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２．親雷雲観測教材の展開

１．はじめに
雷雲の放電活動と関連する上空での放電現象は，高

２．１

親雷雲観測教材

高度（瞬間）放電発光現象とよばれ，光学観測による

高校生向けの親雷雲内の「電気」を観測することを

形状，発生高度などの特性に違いにより，分類されて

目的としてすでに開発している教材 4 ） は，高校生，

おり，成層圏から電離圏下部（高度約 10 数 km から

または指導する先生が作成しやすいように，できるだ

100km）で発生する。高高度放電発光現象の中で最も

け安価かつ入手がしやすい市販の半完成品を組み合わ

観測事例が多いスプライトは，1989 年にアメリカで

せ，難易度を抑えることを考慮した。さらに，解析の

発見された。これまでの多くの研究から，スプライト

際に，他の観測装置との時刻同期を考え，可能な限り

は，活発な雷放電を伴う雷雲上空の中間圏で観測さ

高サンプリングレートでデータを取得するとともに，

れ，特に多量の正電荷の中和と関連する，中和電荷

正確な時間も同時に取得できるように考慮して構成さ

モーメントの非常に大きな正極性落雷が原因となって

れている。この教材は，帯電させたポリエチレンをセ

発生すると考えられている。日本においても 1990 年

ンサーにかざし，移動させることで，電界変化の計測

代後半に冬季雷に伴って ，2000 年代初めには夏季雷

ができることを確認している。

1）

スプライトが観測されている。この観測

教材の作成には，工業用途の静電界計であるコガネ

を契機に，その後，校外活動で天体観測を行っている

イ 社 製 の EP セ ン サ ー 5 ），GERMIN 社 製 GPS レ シ ー

高校生が連携して，スプライトの同時観測を試みてい

バーである GPS18xLVC 6 ）及び Lab-Jack 社製の汎用 AD

る 3 ）。2006 年からは，スーパーサイエンスハイスクー

変換器である U3HV-LJ 7 ），8 ）を組み合わせて構成した。

ル（SSH）採択高校と高知工科大学が共同し「SSH コ

EP センサーの信号は AD 変換器のチャンネル 1 に，

ンソーシアム」を結成，世界最大規模のスプライト同

GPS レシーバーから出力される正確な 1s 信号はチャ

時観測が開始され，現在に至っている。これにより，

ンネル 2 に入力され，デジタル化されたのち，USB

数多くのスプライトの画像が取得され，お互いがデー

ケーブル経由でデータ保存用の PC に入力される。入

タを持ち寄った協同の解析により，高精度な 3 次元で

力された信号は AD 変換器付属のソフトウエアを用い

のスプライト発生位置の同定や 3D 画像の作成を行う

て時刻情報とともに保存されるようになっている。

に伴って

2）

など，優れた成果を出している。しかし，スプライト

EP センサーは，± 20kV のレンジを持ち，分解能は

が大きな電荷の中和をともなう雷放電（主に落雷）が

40V，最大サンプリング周期は 10ms，データ出力周

原因であると言われているにもかかわらず，原因であ

期 0.1s，アナログ及びデジタルでの出力設定が可能で

る雷放電に目を向けている高校生は非常に少ない。こ

ある。これらの設定は，専用 RS232C ケーブルを用い

れは，観測機材が高価なことや雷放電を観測可能な高

て PC に接続し，ハイパーターミナルソフトウエアで

校生向けの機材が整っていないこと，解析手法に関す

行うことができる。アナログ出力時の電圧出力範囲は

る提案がなされていないことなどが原因と考えられ

1.0 ～ 5.0V で，電圧値 0 レベルは，3.0V である。なお，

る。しかし，これが克服されれば，高校物理で学習す

電界値への換算式は，電界値＝（出力電圧値－ 3.0）

る電磁気学により，スプライトと雷放電とを関連付け

× 10kV により行う。

ることが可能となり，スプライトとその原因となる落

GPS18xLVC はアンテナ及び受信機が一体となった

雷の観測をとおして，現象を多面的にとらえる思考を

GPS 受信機で，12 チャンネル並列 GPS 受信機が搭載

実体験として醸成できるのではないかと考えた。

さ れ て い る。 測 位 デ ー タ は RS-232/TTL レ ベ ル で，

そこで，高校生によるスプライト観測をより発展さ

NMEA0183 フォーマット（テキスト）で出力される。

せるきっかけとして，スプライトを発生させる「電気」

また，パルス幅可変の 1μs 精度の 1pps（GPS 衛星から

と高校生の授業で行われる電磁気学とを結びつけるた

の正確な 1 秒パルス信号）パルスを別に出力する仕様

めに，スプライトを発生させる原因である落雷の中和

となっており，このパルス信号を AD 変換器に入力し

電荷位置・量が推定するのに必要な教材を開発した。

ている。
U3HV-LJ は 12bit・4 チ ャ ン ネル 搭載 の AD 変 換器

本研究では，スプライト観測及び雷放電活動に興味
を持っている高校生向けに開発した，落雷に伴って生

で，High 電圧モードで -10 ～ +10V，分解能約 0.005V，

じる静電界変化の観測に必要な教材を高校に展開し，

ま た は Low 電 圧 モ ー ド 0.004 ～ +2.44V 分 解 能， 約

試験観測を試みた結果を報告する。

0.0006V の直流電圧を，モードを切り替えて入力する
ことが可能である。また，サンプリングレートは，毎
－ 34 －
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秒 0.001 ～ 1000 回程度まで可変となっている。
EP セ ン サ ー の 作 動 モ ー ド は， 実 測 デ ー タ 出 力，
デ ー タ 出 力 周 期 を 0.1s に 設 定 し た。 ま た，AD 変 換
ボードのサンプリングレートは毎秒 100 回，GPS が出
力する 1pps のパルス幅を 100ms と設定した。EP セン
サー及び GPS 受信機は 0 から 5V の範囲のアナログ
データを出力するようにしているため，AD 変換器の
設定は High 電圧モードで毎秒 100 回サンプリングし，
テキストでデータを保存するようにしている。
２．２

観測構想
図1

図 1 は，開発した教材を用いた都内での親雷雲下で

観測構想図

の静電界変化の測定と関東上空のスプライト観測のた
めの観測構想図を示す。今回は，作成した教材を東京

イト観測を目的として，学芸大では 2013/7/20 から富

都内にある，学芸大（小金井市）と成蹊中学・高等学

士山山頂にある富士山測候所に高感度カメラを設置し

校（吉祥寺）に展開し，電界計ネットワークを構築す

スプライトの光学観測を行った。その結果，2013/7/22

るための初期観測を試みた。両校は，中央線に沿って

には，富士山からの初スプライトの観測に成功してい

ほぼ東西に，直線距離で約 7 km 離れた場所に位置し

る。次に教材の展開と観測状況について述べる。

ている。将来的には，学芸大から 10km 圏内の大学ま
たは高校に 5 点以上教材を展開し，電界計観測のネッ

３．教材の展開と観測

トワークを構成する計画である。ここでは，静電界観
測結果からスプライトを発生させる雷放電電荷中心位

３．１

教材の設置

置の標定や中和電荷量の推定を行うことを想定してい

図 2 は，開発教材のセンサーの設置状況（上）と観

る。中和電荷量の推定には，この教材を 5 ～ 10km と

測ソフトウエア（下），図 3 は BOLTEK 社製のフィー

いう短い間隔で多数（最低 4 箇所以上）の配置し，各

ルドミル型電界計の設置状況（上）及び観測ソフトウ

観測点で得られた計測データを，鏡像点電荷モデルが

エアを示す。

作る地上電界分布と比較し，評価関数（ χ2 分布）が

今回開発した教材は，成蹊高校の屋上に設置（図 2 ）

最小となるように，点電荷の空間位置と中和電荷量を

し，2013 年夏季から観測を継続している（2013/8/10

決定する方法を用いることとしている。この方法の優

から 2014/5/20 現在）
。観測場所は，3 階建ての建物の

れている点は，静電界を観測しているため，多地点で

屋上である。教材の電界値を校正及びバックアップの

取られたデータの比較がしやすいこと，放電による地
上電界の変化に加えて，雷雲とともに移動する電荷が
つくる，地上電界変化の観測も可能な点である。特に
中和電荷量と電荷位置が同時に求まる点も大きな利点
である。一方で，感度を上げると，ノイズが大きくな
り，観測値が飽和し，観測ができなくなるという欠点
もある。また，センサ自体が防水仕様ではないため，
降水の影響によるセンサーの故障を防止するために，
センサーを下向きにし，開口部を下向きにした金属製
円筒ケースに格納するようにして，克服した。
（図 2 ）
なお，2013 年夏季の観測開始から，複数の高校への
展開を試みる計画であったが，最初に教材設置を行っ
た高校において，様々な検討を行い克服すべき点が判
明したため，2013 年については，1 校のみとし，運用
上の課題・検討事項を洗い出すこととした。なお，こ

図2

の観測と連動して，関東地方を含む広範囲でのスプラ
－ 35 －

 発した地上電界センサーと設置状況（上）
開
と観測ソフトウエア画面（下）

東京学芸大学紀要

自然科学系

第 66 集（2014）

（5）屋上等の設置場所は，電源や屋内への配線引き込
みが難しい場合がある。
（6）近隣への落雷によるパソコンの破損が発生した。
各問題点に対して考えうる対策は，
次のとおりである。
（1）PC のフリーズ防止のため，アップデートプログ
ラムの無効化を行った。また，フリーズを極力避
けるため，遠隔操作により定期的な，再起動を
行った。遠隔操作不能の対策として，自動再起動
が有効であると考えられる。
（2）モバイルルーターのオフライン化は，強い雨や大
雪の時に頻発した。天候が回復するとネットワー
クに接続されるようであったが，PC との通信の
回復ができない事象がみられた。再起動するとオ
ンラインになることから，自動再起動を考慮する
必要がある。
（3）センサーを風雨対策及びアースを取るために下面
の空いた金属ケースに格納したが，金属ケースの
影響で，電界変化が極めて小さくなることが判明
図3

した。センサー面を可能な限り開口面に近づける

 正用フィールドミル型電界計の設置状況
校
（上）と観測ソフトウエア画面（下）

ため，BOLTE社製のフィールドミル型の電界計（図 3 ）

とともに，風雨の影響を避けるため半密封型にす
る等の対策が必要であることが分かった。
（4）AD 変換器付属のデータ取得ソフトウエアが，内

を同じ屋上に設置し，同時に観測を行った。データ保

部タイマーを使って時刻を計測している可能性が

存用の PC は，WIFI モバイルルーター経由でインター

あることが判明した。NTP 同期された，PC の時

ネットに接続されており，リモートコントロールソフ

刻と比較して，1 秒に 100 回程度のサンプリング

トウェア（Team Viewer）で，PC の管理を遠隔実施で

であっても，24 時間で最大 5 分程度遅れる場合

きるようにした。また，パソコンの時刻同期のため，

があることが分かった。定期的にシステム時刻を

インターネット経由で NTP サーバーにアクセスし自

データ出力し，ソフトウエア起源の時刻遅延を校

動的に時刻校正が可能なソフトウエア（Time tune）

正するようにプログラムを書き換える必要があ

を導入した。また，1 時間ごとに PC の状態をウイン

る。

ドウズの内部コマンドで確認し，ステータスメールを

（5）機材は，屋上に設置することが管理上最適である
が，電源や配線の引き込みが困難なことがあるた

送信するように設定した。

め，太陽電池パネル等を用いた電源レスの観測シ
３．２

運用上の問題点と対策

ステムの構築を考慮する必要がある。

設置上及び長期運用の間に，発生した問題点は次の

（6）電源からプラグを抜くのが対策としては最適だ

とおりである。

が，観測対象が雷のため，観測を継続するため

（1）ウインドウズアップデートを含む，バックグラウ

に，UPS，雷対策用コンセント，アレスタの使用

ンドでのソフトウエアのアップデートが原因と思

など可能な限りの対策を考慮する必要あがる。

われるパソコンのフリーズが多発した。
（2）モバイルルーターのオフラインが原因と思われる

３．３

リモートコントロールが不能となる事象が発生し

図 4 は，2013/8/11 に観測地点である成蹊高校を通
過した雷雲と雷雲通過時の静電界波形を示す。教材と

た。
（3）センサーに入力されるの信号が予想よりも弱かっ

校正用のフィールドミルは，2013/8/10 に設置したが，
直後に発生した雷放電によると思われる影響で，教材

た。
（4）長期観測時の AD 変換データ取得ソフトウエアが
出力する時刻に遅延がみられた。

観測結果（期待される観測データ）

に接続して観測していた PC が破損した。代替 PC は
2013/9/11 からの稼動となったが，雷雲の上空通過時

－ 36 －
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図4

2013/08/11 に地上電界計上空を通過した雷雲の降水強度（右）とエコー頂高度（中）の時系列変化及び地
上電界変化（左）
降水強度及びエコー頂図内の黒のひし形は，教材及び地上電界計の設置場所を示す。地上電界変化は a）0
～ 24 時，b）18 時～ 21 時（赤い三角形は，対応する気象庁レーダーエコー合成図の時刻を示す。緑の枠は
対応する雷雲通過時の地上電界変化を示す。
）
，c）19 時～ 20 時（赤枠は対応する時刻の雷雲及び雷放電伴
う地上電界変化を示す。
）を示す。

のデータが取れていないため，今回使用したデータ

雷雲の移動に伴う雷雲内の電荷の移動を反映している

は，校正用のフィールドミルによるものである。今回

ものと考えられる。20 時以降のゆっくりとした波形

は，このデータを用いて，2013/8/11 の雷雲下での地

の変化を見ると，この時間帯にスパイク状の変化は，

上電界について検討を行った。

ほとんど見られない。ゆっくりとした変化は，はじめ

地上電界変化を見ると，この日は，昼頃から雲放電

正に振れた後，負に振れ，その後正に振れた後，0 に

または遠方の雷放電に伴うと思われる小刻みな電界変

戻っている。このことは，上部が正，下部が負の典型

化の後，14 時頃からはゆっくりとした変化の中に急

的な 3 極構造を持つ雷雲下での電界変化を示していた

峻な変化が入り混じった波形となり，ダイナミックレ

ものと考えられる。

ンジを越える非常に複雑な電界変化がとらえられてい

一方，スパイク状の電界変化は，雷放電に伴う雷雲

る。一方，17 時過ぎには一旦地上電界変化は 0 付近

内の電荷中和に伴う変化であることが推測された。こ

に戻り，その後 19 時少し前頃から，ゆっくりとした

の変化が上空の電荷が消えたことによる変化と仮定す

変化の中に，小刻みなスパイク状の変動を含む電界波

ると，上に瞬間的に大きく振れたときにはトータルと

形が見られる。20 時頃には，小刻みな電界変化は減

して負電荷が，下に大きく振れたときには正電荷が雷

り，ゆっくりとした変化が卓越したのち，20 時半頃

雲内から中和されたことを示唆していたと考えられる。

には，0 付近に戻っている。ゆっくりとした変化は，
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このような特性を踏まえて，多地点に地上電界計を
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設置し，ゆっくりとした変化を同時に観測することに

本学術振興会の科学研究費補助金（奨励研究）JSPS

より，地上電界の等値線を時系列で描くと雷雲下での

科研費 25909061 の助成を受けて実施した。ここに深

地上電界マップとその時間変化を見ることができる。

く感謝の意を表します。

また，スパイク状の変化量を，点電荷が雷雲内から中
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