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落雷事故を回避するための避雷針…⑴

　1．はじめに
　本稿では、PDCE避雷針について解説する。
PDCE避雷針のPDCEとは、スペイン語の（Para-
ryos Desionnizador Carge Electrostatica）の頭
文字であり、従来の避雷針と異なり、落雷自体
を呼び込まないための避雷針である。

　2．避雷針とは？
　「雷を避ける針」と書く避雷針。避雷針を付け
ておけば落雷の被害から免れる事ができると思
っている方は多い。英語では、「Lightning rod」 
で、直訳すれば「雷用の導体」と言うだけで「避
ける」と言うような意味は含まれていない。日
本語に最初に訳した方の想像力が少し、現実を
上回ったかもしれない。あるいは、良く承知の
上で、何処に落雷するのか分からないよりは、
教会の屋根など特定場所に落雷を誘導する事で
マクロに見て落雷の被害を避ける事ができると
いう広い意味でこの名称にしたのかもしれな
い。いずれにせよ、避雷針あるいは避雷設備は、
建築物に落雷した雷電流を安全に地面に流す事
を目的にしている。避雷針という用語はあまり
に有名であるが、法律上は「避雷針」と言う存
在は無くなっていて、「避雷設備」の中の「受
雷部」としての「突針」しか、JIS規格には表れ
ない。つまり、「避雷針」と言う言葉は、既に死
語なのである。避雷針は、米国のベンジャミン・
フランクリンが、雷は、当時、研究の進んでい
た電気と同じ現象なのではないかと凧で実験し
て考案するにいたった逸話はあまりに有名であ

るが、この凧の実験は、たまたま運が良かった
話で、同様の事件をして感電死した人もいる。
また、最近は、特定場所に落雷を誘導するため
にロケットでワイヤーを雷雲目がけての発射、
レーザーで空気を電離させ、電気の通り易い道
を作る事で自然落雷を待たずに落雷を無事に誘
導する実験なども行われているが、260年前の
凧の実験から大きく進歩したとは言い難い。避
雷針の原理も大凡は分かったつもりでいる訳で
あるが、単なる放電でなく気象現象として発生
する落雷は、何処に落雷するのか理論的には分
からない部分を多く含んでいる。周囲の高い建
築物、高い樹木に落雷せずに低い樹木に落雷し
たり、建築物の屋上周囲に配置された避雷用の
導体に落雷せずに、その下のコンクリートの壁
に落雷したり、科学が進んだようで、実際には
雷の落ちる場所など分からないのも事実であり
自然現象の奥の深さには人間の解明できる深さ
を超えている部分が多々ある。言うなれば、法
律で決められている避雷設備の取付方法は、自
然界の落雷からお墨付きを得たものではないの
である。保護角が60度であるとか25度であると
か決めても、あくまで、人間が勝手に期待して
いる数字であって、雷様との間で成立した取り
決めではない。であるから、建築基準法に従っ
た取付けをしていればそれで安全とは言えな
い。通常型の避雷針の中には、突起物を増やし
て落雷の捕捉率を高めた「集雷針」なる名称の
ものも販売されていることが示すように避雷針
にのみ落雷する訳ではないのである。ベンジャ
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ミン・フランクリンの頃と大きく変わったのは、
電気の使用環境である。避雷針の発明された
260年前はトーマス・エジソンの生まれる100年
前、エジソン電機照明会社が電機の実用化を始
める130年も前のオイルランプの時代であるの
で電気がこのように多用されるとは夢にも思わ
なかった時代である（第１図）。落雷の電気への
副作用など考えが及ばないのが当然の時代であ
る。この時代背景で発明されたものを、現在の
電気が無ければ成り立たない社会でそのまま使
い続けることに疑問を抱くべきである。例えば、
配管がジャングルのように入り組んだプラント
では、異なるシステム間の電位を等しくするボ
ンディングで電位差が生じないように工夫した
り、防爆型の特別な配線器具を用いて電気配線
をしたり、電気には特別に注意を払いながら、
その横には避雷針を建てて大きな雷電流をワザ
ワザ呼び込んでいる。ここに何か違和感を感じ
ないのであろうか？
　避雷針には２つの問題がある。その１つは捕
捉率が100%でない、すなわち、避雷針があって
もそこに落雷するとは限らない事であり、もう
１つは、落雷を捕捉できたとしてもそこに流れ
る数万Aの電流をどう処理するかと言う事であ
る。落雷を避雷針に呼び込んでも事は終わらな
いのである。避雷針に流れた電流でアースした
地点の電位が上昇し、周囲の民家に流れ込み、
家電製品を破壊することも実際に発生している

（第２図）。このため、携帯電話の基地局などで
は、絶縁碍子の上に避雷針を取付け、高耐圧の
ケーブルで雷電流を流し、地下にボーリングし
た深い場所で雷電流を流す事さえしている（第
３図）。しかしながら、それだけコストをかけて

第１図　避雷針の歴史

第２図　伝統的落雷対策

第３図　雷電流を深埋接地で処理

H2013-02book.indb   80 12/12/20   9:42



配管技術　2013. 2.   81

落雷事故を回避するための避雷針…⑶

も、落雷自体が気まぐれで避雷針
で捕捉できないとあれば、ボーリ
ングに大きなコストをかけても解
決策とはならない。つまり、落雷
の発生を前提としていては、問題
は解決しないのである。

　3．落雷のメカニズム
　避雷設備の極近傍での別の場所
に落雷し、何故、ここに落雷した
のか分からないなどと言う状態は
珍しくないが、物事には全て理由
があり、自然界にはその場所に落
雷した必然が隠されているのであ
ろう。ただ、人知がそこまで及ばないだけのこ
とである。ここで説明するのは、説明がうまく
当てはまる事象についての説明であり、全ての
事象がこの通りと言うほど簡単でない事をお断
りしておく。それは、当社のPDCE避雷針だけ
でなく、避雷針設備全体に言える事である。稲
光を見て指を折って時を数え、10秒後に雷鳴を
聞くと未だ3km先だから安全だなどと言うのは
全くの間違いである。１つの雷雲の大きさは4
〜10km位あり、その下では同時並列的に沢山
の放電が地面に向かっている。雲の下面は、全
くのフラットでなくデコボコがあり、電荷の量
は一様ではなく、地面に向かう放電の殆どは空
中で消失するが地面の近くにまで達するものも
ある。すなわち、3km先の落雷と同時に自分の
場所にも雷雲からは先行放電が降り注いでい
る。3km先の次の瞬間は自分の場所と言う事も
十分にあり得る。
　雷雲の中の電荷は大きく重い雹（ひょう）と軽
く小さい霰（あられ）が上昇気流の中で摩擦され
電荷を帯びる。重い雹には負電荷、軽い霰には
正電荷が貯まり、その結果、雷雲の下にはマイ
ナス電荷、上空にはプラス電荷が貯まる。実際
には、降雨の場所とそうでない場所でも異なり、
より複雑な状況であるが、簡易化すると雷雲の
下には負電荷が貯まっていると考えて良い（第

４図）。
　雷の立場に立ってみた時、地面の何を選んで
落雷場所を決めているのであろう？避雷針に落
雷する場合、６千m以上の上空から避雷針の先
の微小面積をどのように検出しているのであろ
うか？高い構造物に落雷する事が多いが、６千
mの上空から地上の高い建物をどのように発見
するのであろうか？高いと言っても地面からせ
いぜい100m（例外的に634m）。６千mからすれ
ば、地表も建築物も距離的には大差はない。人
間であれば、上空から地上の構造物の高さを検
出するには、レーダーのような機器が必要であ
るが、雷様の落雷にその様な機器／機能は無い。
避雷針について言えば、何故、「針」なのか？
これは尖った先端は放電し易いため、空に向け
て放電している。放電する電荷は地面からのプ
ラス電荷。これが上空で雷雲から降りてきたマ
イナス電荷と引き合って放電路を形成する。高
いから落雷がし易いのではなく、高い所から更
に上空に向かってプラス電荷が放電し、上空で
上から下りてきたマイナス電荷と合体するので、
低い場所から上空に向けて放電するより、高い
場所からの放電の方が上空からの下向きの放電
と結合し易いので、高い所には落雷し易いと考
えるので妥当である。また、地上から電荷を拾
い上げて上空に放電するよりは、高い場所に予

第４図　雷雲と電荷
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め地面の電荷を貯えておいた方が放電し易いと
言う事で、金属製の球体を避雷針のようにかか
げ、お迎え放電を発生し易くしている避雷針も
ある。先行放電自体はマイナス電荷でプラス電
荷を求めて降りてくる。高い建物はプラスに帯
電しているため、そこに引き寄せられる、ある
いは、その建物から上空に向かってお迎え放電
が発生して落雷をそこに招いて落雷が発生して
いる。

　4．PDCE避雷針
　避雷針と言う言葉はJIS規格では「死語」で
あるが、外部雷の保護対策と言う点では知名度
の点から言えば「避雷針」と言う名称は最も一
般的である。それ故、避雷針と言う名称で呼び
つつ、これぞ本当の意味での「避雷針」と自負
している。言葉の通り、落雷を避ける事ができ
るのである。しかし、自然相手に100%、絶対に
落雷を防げるとは言えない。反対に、理論的に
絶対落雷する場合もある。例えば、日本海側で
の冬季雷を標高の高い山の上の鉄塔である。雷
雲の中で雹の生成する温度は約マイナス10度で
あり、真夏の富士山頂の気温は一ケタ台。あと
10度前後気温を下げるには、さらに２千m以上
上空でなければならないが、冬の日本海であれ
ば1,000m以下でもマイナス10度の気温になる。
それが標高の1,000m付近ともなれば雷雲の中に
スッポリと入ってしまう場合もある。その様な
条件では、落雷を抑制する事はできず、雲と地
面を導通することになり放電する。そのような
例外的な話で効果を論じるべきでは無い。例外
は例外として扱い、一般的な夏の雷でいえばほ
ぼ90%以上の確率でPDCE避雷針の周囲への落
雷は発生していない。これには、２つの理由が
考えられる。１つはお迎え放電を発生する電圧
である。通常の避雷針の先端は点であり、点の
放電電圧はPDCE避雷針のようななめらかな球
体の表面よりも低い。すなわち、通常の避雷針
がお迎え放電を開始する放電電圧よりも、PDCE
避雷針の球体から放電を開始する電圧の方が遥

かに高い。別な言い方をすると、通常の避雷針
がお向か放電を発する電圧ではPDCE避雷針で
はお迎え放電を発生しない。２つの避雷針、通
常避雷針とPDCE避雷針とを並べて同じ電界の
中に入れれば、当然、通常の避雷針が放電し（す
なわち落雷し）、PDCE避雷針には落雷しない。
２つ目は、PDCE避雷針の上部電極は雷雲と同
じ負極になっている事実である。下部電極は接
地されているために大地の電荷（プラス）がその
まま伝わり、下部電極はプラスに帯電している。
中学生の理科の時間に静電気を学ぶために「は
く検電器」が用いられるが、それを思い起こし
てほしい（第５図）。帯電したガラス棒・エボナ
イト棒を検電器に近づけると、検電器の上部の
板には反対極性の電荷が集まり、検電器の下部
の２枚の箔の部分には、上部の電荷を打ち消す
同じ量の逆特性の電荷が集まる。これにより、
検電器としては、電荷の総量はプラス・マイナ
ス・ゼロの状態であるが、上部電極を指で触っ
て電荷を逃がすことで、全体が下の箔の部分に
貯まっていた電荷が上まで移動し、金属部分は
全体が「はく」に貯まった電荷になる。PDCE
の下部電極がプラスに帯電すれば、上部電極で
下部電極に近い内側はマイナス、上部電極の外
側には同量のプラスが帯電するはずである（第
６図）。しかし、この外側は雨に曝されている。
雨粒は落雷を発生するようなドシャ降りでは、
正と負と両方の電荷を伴い、負電荷の雨粒が当
たることで、上部電極の正電荷はなくなり、以
後は電極の外側も内側の負電荷となる。以上は、
仮説なのであるが、実証として落雷の放電痕を

第５図　はく検電器
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確認すると。下部電極の放電痕が圧倒的に多く、
上部電極の放電痕は非常に少ない（第７図）。こ
の事実から、下部電極は正電荷、上部電極は負
電荷に帯電すると言える。このことは、雷雲か
らは正電荷を求めて降りて来る負電荷の放電
は、上空から見れば負電荷であるPDCEの上部
電極は落雷の目標とはなりえないことを意味す
る。また、よほどの強い電界でない限り、下部
電極から回り込んで上部に達するお迎え放電も
発生し難い。と言う２つの理由でPDCE避雷針
には落雷が発生し難い。しかし、PDCE避雷針
自体に落雷が発生し難い事は認めても、何故、
付近にまで落雷し難くなるのか？これについて
は今後の課題であるが、200ヶ所、５年間の
PDCE避雷針の取付場所と落雷地点の位置関係
を統計的に解析した結果、この近所に落雷して
いない有意な差が第三者認証機関から認められ
ている。PDCE避雷針が用いられている冬山で
は雪だるま状態になり、上下の絶縁状態は無く

なり電気的に一体になっても丸い電極は放電し
難いため、効果はゼロにはならない。また、外
部電源も必要とせず、競合機種に見られるよう
な接地設備に塩類の補給も必要としない。岩塩
の補給は、土壌汚染、環境破壊につながり、こ
の装置が開発された40年前であれば環境意識が
全体的に低かったので問題とはならなかった
が、塩類の地中への投下は極力避けるべきであ
ろう。また、冬の雷は、雷雲の高さが低いため
に上部が風で流され上部の正電荷が地面の負電
荷との間で中和する正極性落雷が見られる。こ
の場合にも、PDCE避雷針の直下が負電荷であ
れば、下部電極はそのまま負電荷、上部電極は
正電荷となり正電荷を持つ雷雲との間での落雷
はし難くなる。
　
　5．工場設備との関連
　落雷被害で一番多いのが電気／通信関係の被
害であるが、それだけではない。工場と一口に
言っても雷被害の影響度は大きく異なる。被害
の大きさにより分けて考えねばならない。まず
は、落雷があれば火災、爆発などの大きな被害
をもたらす可能性のあるのが例えば化学工場
で、水素ガスの放出口に落雷し炎上しているケ
ースは多い。化学の工程では副産物として水素
ガスを排出するケースは多々ある。そのような
場合に、放出口付近にPDCE避雷針を設置し、
効果をあげている。また、石油製品、液体酸素、
液体水素の搭載場所などについても同様の保護
が必要である。このような個所については最優
先で落雷対策が必要である。次に重要なのが、
落雷事故で工場設備が停止してしまう可能性の
あるケースである。いわゆる「工場」では無いが、
１つの例として当社のお客様の例を紹介する。
茨城県で養豚を営む方であるが、数人で数千頭
の豚を飼育しておられる。その様な少人数で、
千頭を遥かに超える豚が何故飼育できるかと言
えば、給水も給餌も豚さんのオンデマンドによ
り行われている。すなわち、水飲み場の板を押
せば新鮮な水が飲みきりで流れてくる。空腹と

第６図　PDCE避雷針の原理①

第７図　PDCE避雷針の原理②
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なれば、給餌場で板を押せば食べ切りの量の粉
体の配合飼料が与えられる。これらは全て電気
とポンプで行われているため、もし、落雷事故
でこれらの機器が損傷した場合、修理が完了す
るまでには通常、数日を要するであろうが、生
き物相手であるから修理に時間がかかる事は許
されない。そのために予防的に落雷抑止をされ
ているが、見事な危機管理である。電気や通信
など社会インフラを支える会社においてさえ、
ここまで危機対策を徹底している例は余りみな
い。電気設備に障害がでれば大きな影響を受け
る事業所は多々ある。無菌動物の飼育なども電
気に依存して生き物を育てている会社もこの範
疇である。このような会社では、停電対策は完
璧に対策している事であろう。しかし、電力会
社からの電力供給が停止した場合の対策と、落
雷により電源装置が障害を受けることとは全く
同じではない。落雷事故の最悪の場合には、電
力会社からの電力供給のみならず自家発電の装
置なども障害を受ける事を前提にしなければな
らない。避雷設備の目的は、あくまで建築物に
落雷した電流を安全に地下に流すためのもので
あり、建築物内部の附帯設備を守る事では無い。
附帯設備に電気設備があまり使われなかったこ
とであれば問題は無かったが、現在の建築物は
電気配線の固まりでもある。建築物の屋上に設

けられた避雷設備から雷電流を流すには、ビル
の鉄鋼構造体が用いられている（第８図）。しか
し、その建築物には大量のケーブルが敷設され
ている。ケーブルのどの１本も鉄骨躯体には接
続されてはいないが、床下や壁の中で鉄骨と並
走している。この鉄骨に大きな電流が流れれば、
当然のことながら並走するケーブルには逆向き
の電流が生じ、それが機器に障害を及ぼす（第
９図）。工場の建屋だけを守っても附帯設備を
守れなければ落雷対策としては十分とは言えな
いのではなかろうか。

　6．最近の傾向
　日常生活の中で、温暖化については気が付か
れている事であるが、平均気温が上昇し、千葉
県内でサトウキビ、トロピカルフルーツなどが
生産されたり、気温日本一になった埼玉県熊谷
市では、マンゴーまで栽培されるようになって
きている。このような中、落雷の発生も過去に
例を見ないものが発生している。2012年の８月
11日に名古屋市港区の10km四方に90分間の間
に584発と言う過去に例を見ない落雷が継続し
た。損害保険業界が火災保険の請求を精査し、
火災保険の請求の中で落雷由来の損害額により
全国の都道府県の番付をまとめているが、落雷
被害額の一番は、栃木県であり、愛知県は全国
で23位、被害額は栃木県の1/6程度であった。
そのように落雷被害が多発していない場所にさ第８図　落雷を誘導しても意味が無い①

第９図　落雷を誘導しても意味がない②
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え2012年は記録的な大落雷が発生した。これは、
名古屋のみならず近辺の四日市市などでも今ま
では落雷が少ない場所であった所が2012年は落
雷被害を受けている。これが、2012年だけの現
象であるのか来年も続くのかは定かでは無い
が、３年前ぐらいから始まった「ゲリラ豪雨」
も最近は「ゲリラ雷雨」と名前を変えて続いて
いる。気象庁の調査に置いても過去30年間は落
雷は増加している。気温の上昇と共に大気の運
動も活発になり雷雲が生まれる要素が増えてい
る。落雷に対する対策は今後もより重要となる
であろう。その時、今までのように落雷してか
らの対策では十分でないのである。今までの落
雷対策は、落ちた後の雷電流を如何にバイパス
するか、いかに影響を減じるかの戦いであった。
地震と同じで発生してみなければその大きさが
判明しないものと闘うのは大変である。エンジ
ニアリングというのは、自分が対峙する物理量
が分かっての対処である。橋を作るのに、橋を
通過する交通量や最大荷重が分からずに橋を設
計するであろうか？現在の落雷対策は、どれほ
どの電流が流れるかは推量で対策している。こ
れは余りに内向な対策である。まずは落とさな
い対策をして、それでも落ちた場合の対策を２
次的に行うと言うのが普通の対処の仕方ではな
いだろうか？

　7．PDCE避雷針の限界
　PDCE避雷針を用いても、残念ながら雷害を
すべて防げるものでもない。落雷を発生し難く
するものの、冬季雷を受ける標高の高い山など
では原理的にもPDCE避雷針に落雷は発生する。
しかし、落雷を誘導できたと言う事は避雷針と
しては合格なのである。通常、他の避雷針は、
条件が良ければ落雷を誘導できても、誘導でき
ないこともある。それに比べれば、良い条件で
は落雷を回避し、悪くても誘導できているので
あるから、PDCE避雷針は避雷設備としての要
件は満たしている（第10図）。それと、PDCE避
雷針の効果は、直撃雷に対して有効であるが、

電線を通じて流れて来る場合（第11図）、PDCE
避雷針の保護範囲の外側で生じた落雷による雷
電流（第12図）、工場施設などで共通接地をして
いて、PDCEによる保護をしている建屋の外か
ら雷電流が伝わる場合（第13図）、などについて
は保護しきれるものではない。

第10図　PDCE避雷針と通常避雷針の比較

第11図　PDCEだけでは護れない①

第12図　PDCEだけでは護れない②

H2013-02book.indb   85 12/12/20   9:42



86    配管技術　2013. 2.

落雷事故を回避するための避雷針…⑻

　8．おわりに
　落雷被害を無くす事を山頂に置くとすれば、
そこに登る道筋はいくらでもあり得る。当社は、
PDCE避雷針のみが山頂に至る登山道であると
は思っていない。同じ山頂を目指す色々な方法
で互いに補い合いながら登れば良いと思ってい
る。ただ、この山には登山する事は不可能であ
ると諦めて、登ろうとするものをネガティブな
目で見て欲しくはない。現に、落雷で困ってい
る例をいくつも解決している。理論的な説明が

完全にできないまでも効果を上げているものは、
身の回りのも多々ある。今後も実績例を積み重
ね、大数として統計的に証明できるようにでき
る事を目指している。

第13図　PDCEだけでは護れない③
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