
技術解説

1．はじめに

　雷放電は大気中の長ギャップ放電であり、DC付
近からSHF、更にはγ線に至るまで極めて広い帯
域の電磁波が、日常生活においては一瞬と考えられ
る1回の「ゴロゴロ」（1 flashと呼ぶ）を構成する
それぞれの過程に応じて放射されている。放電過程
の詳細に対する解説は別の機会に譲るが、建造物や
人体、電力・通信設備に落雷することによる直接的
な被害の他、現代の高度情報化社会において雷放電

に伴い放射される電磁波の影響も無視できず、
EMC課題のひとつとして取り上げられている。筆
者らの研究グループでは、これら様々な周波数帯の
電磁波を受信し、その放射源位置を求めることで雷
放電の諸過程を可視化する広帯域干渉計、および数
mの分解能で周囲数十kmの領域の降水粒子三次元
分布を1分以内に観測する広帯域レーダを、それぞ
れ独自に開発し、大阪平野を中心に世界最高の雷嵐
監視ネットワークとして運用している。並行して、
地上装置として実用のレベルに達したVHF帯の広
帯域干渉計を、構成がシンプルでアンテナ間隔が短
くできるという特性を活かして飛翔体に搭載し、宇
宙からの雷観測を実現しようとする取り組みも行っ
ており、第一段階として2009年に小型人工衛星「ま
いど1号」によって宇宙空間における雷放電起源電
磁波の広帯域観測に成功している（本誌第61巻第
2号「研究ノート」に関連記事）。「まいど1号」の
成果は、筆者らが宇宙航空研究開発機構（JAXA）
や北海道大学などと共同で進める、国際宇宙ステー
ションISS（International Space Station）からの雷
放電と高高度発光現象の観測計画（Global Lightning 
and SprIte MeaSurement; GLIMS ミッション）にお
いてVHF干渉計として具現化されようとしている。
GLIMSミッション機器の打上げが本年7月に設定
された今、本稿ではGLIMSミッションとGLIMS
が対象とする高高度発光現象、およびTerrestrial 
Gamma-ray Flash（TGF）について紹介したい。

2．科学的背景

2.1　宇宙からの雷観測
　宇宙からの雷観測は、米航空宇宙局（NASA）が
運用するMicroLab-1衛星に搭載されたOTD（Opti-
cal Transient Detector, 1995年）や、熱帯降雨観測
衛星TRMMに搭載されたLIS（Lightning Imaging 
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図1　雷放電と高高度発光現象の模式図

Sensor, 1997年）の光学観測が挙げられ、全球的な
雷活動の把握に貢献している (1)(2)。これらの成果
から、気象予報モデルに雷放電データを同化させる
ことで激しい気象現象の予測精度を向上できること
が分かっており、米国では次世代静止気象衛星に光
学の雷観測装置を標準装備すべく準備が進められて
いる。また、電波観測では我が国通信総合研究所（当
時）のISS-b（うめ2号 , 1978年）によるHF帯 (3)，
米国ロスアラモス国立研究所のFORTE（Fast On-
orbit Recording of  Transient Events, 1997年）によ
るVHF帯 (4)の観測例が挙げられる。FORTEの観
測では、1μs以下の持続時間で雲内の100mオーダ
の放電イベントとされるNBE（Narrow Bipolar Event）
からのエネルギーの高いVHF帯電磁波放射や、電
磁波の電離層を含む衛星までの伝播を考慮した
TIPP（Transionospheric pulse pair）について (5)報
告されている。

2.2　高高度発光現象
　雷雲上空で発生する過渡的な発光現象TLE（T-
ransient Luminous Event）の存在は、1989年に米
国のR.Franzらによって初めて確認された (6)。1990
年代はじめには、精力的な地上観測が行われ、この
過渡的な発光現象は雷雲地上間放電（落雷）に伴っ
て雷雲上空で発生することが明らかにされた。TLE

はその発生形態の違いから、スプライト、エルブ、
ブルージェット、巨大ジェットなどに分類されてい
る（図1）。このうちスプライトの発生機構として
考えられているものは、雷放電によって雷雲内の電
荷の一部が中和される（大地に下ろされる）ことに
よる雷雲上空の準静電場の変化に伴う電子の加速が
絶縁破壊を引き起こすモデル（準静電場モデル）(7)

が主流である。しかし、このモデルでは、例えば
(a)スプライトを発生させる雷放電のエネルギーと
して、電荷モーメント数千C･m が必要となるが、
このような落雷は極稀にしか発生せず、実際には数
百C･m の落雷でもスプライトが観測されている点、
(b)スプライトが必ずしも落雷の真上で発生する訳
ではなく、最大で50km程度の水平距離が生じる点、
(c)スプライトの発生には、落雷の発生から数ミリ
秒から数百msの遅延時間が存在する点、(d) カラ
ム形状、ニンジン形状、クラゲ形状などに分類され
る異なった形状のスプライトが発生することや、同
時に複数カラム形状のスプライトが発生するような
形状形成が説明できない点、など不十分な点が残る。

2.3　Terrestrial Gamma-ray Flash（TGF）
　TGFは地球から宇宙に向かって放射されるγ線
バーストである。TGFの発生メカニズムについて
未解明な点が多いが、雷放電が大きく関連している
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ということは間違いなさそうである。今のところ有
力なモデルでは、まず種となる数MeV以上の高エ
ネルギー電子が雷放電の高電界で加速され絶縁破壊
に至る（逃走絶縁破壊）。逃走絶縁破壊では高エネ
ルギー電子が多数放出され、その一部が大気中で制
動放射によるγ線を放出し宇宙空間に達していると
考えられている。しかしながら、どのようなプロセ
スを経てTGFを発生しているかなど詳しいメカニ
ズムは解明されていない。TGFのメカニズムの解
明は雷放電開始や進展の機構解明に大きく寄与する
と考えられているため、雷放電物理を研究する者に
とって現在ホットな研究テーマの一つである。

3．TGF の観測

　TGFの存在は1924 年にWilson により予言はさ
れていた。しかしながら、実際に観測され研究者に
認知されたのは1994年の発表で、Wilsonの発表か
ら70年後になる。冷戦時代の1963年に大気圏や宇
宙空間での核実験を禁止する部分的核実験禁止条約
がアメリカ、ソ連を含む各国で締結された。アメリ
カはソ連が秘密裏に核実験を実施するのをモニタリ
ングすることを目的のひとつとしてVela という中
性子、X線、電磁波を観測する核実験監視衛星を打
ち上げた。この核実験監視衛星Vela は観測期間中
にソ連による核実験を観測することはなかったが、
偶然にも太陽系外からの宇宙線バーストを観測し、
後にこれがCosmic gamma-ray burst（γ線バース
ト）の最初の発見として知られている。
　これ以降Cosmic gamma-ray burstを観測するた
めに打上げられたうちのひとつが、1991 年に打ち
上げられた人工衛星Compton Gamma-ray Observa-
tory に搭載されたBATSE（Burst and Transient 
Source Experiment）である。BATSEは8つのシン
チレータで構成され25keVから 1MeVまでの高エ
ネルギー粒子に対し観測が可能で、到来方向推定も
可能である。BATSEはCosmic gamma-ray burstを
年間数百個観測し天球上にその到来方向推定に成功
したが、太陽系外から到来するCosmic gamma-ray 
burst とは異なり、地球から放射されるγ線も検出
された。地球からのγ線は、例えば継続時間は比較
して短いといったCosmic gamma-ray burstとは異
なった特徴を有していた。これが1994年に発表さ
れたTGFの初めての観測である。この後、BATSE

は 9 年間で 76 例の TGF の観測に成功している。
TGFの継続時間が短いことから雷放電との関係が
調べられた。雷放電に伴い放射される超広帯域電磁
波のうちVLFより低い周波数の電磁波は主に落雷
の帰還雷撃と呼ばれる大電流に伴い放射されるとさ
れる。スタンフォード大の研究グループはVLFの
観測データとBATSEで観測されたTGFのデータ
を比較し、TGFの発生の前後数msの間に落雷の帰
還雷撃が発生したと報告している。雷放電がTGF
の発生に強く関与していることを示しているものの、
TGFに対応してVLF電波が観測されない事例も多
数あり、また事例数も限られているため、さらなる
観測および研究が必要であった。
　BATSEによる観測によりTGFの研究が始まり、
2002年に打ち上げられたRHESSI（Reuven Ramaty 
High Energy Solar Spectroscopic Imager）衛星の観
測により TGF の研究は飛躍的な進歩を遂げる。
RHESSIは太陽フレアからのX線、γ線の観測を目
的とした人工衛星であり、観測器に対しどの方位か
ら到来するγ線も観測可能としている。2005年には、
RHESSI が 6ヶ月間で観測したTGFの 86事例につ
いての論文が発表された。9年間でBATSEが76の
TGFを観測したことと比較すると、RHESSIがこれ
だけ多数のTGFを観測できたことは大きな進歩で
ある。この発表ではTGFの雷放電の関係をより明
確に示している。図2は上下図ともTGFを観測し
た時点のRHESSIの位置（×）を示している。上図
は、地球上のどの場所でもTGFの発生確率が同じ
とした場合の予測されるTGFの分布（RHESSI の
観測時間と観測器の感度の積）を示し、下図は他の
観測で得られた雷放電の全球分布を示したものであ
る。同図より雷放電の多い地域でTGFが多く観測
される傾向にあることが見て取れる。世界で最も雷
活動が活発な中央アフリカ付近ではこの傾向が顕著
に出ており、TGFが集中して観測されている。図3
にRHESSI で観測された全TGFのスペクトラムを
示す。20MeVという高エネルギーを有するTGFも
観測されており、これはBATSEで観測されたTGF
よりも一桁以上も大きい。このような高エネルギー
のγ線は、高エネルギー電子の加速による制動放射
によるものとしか考えられない。RHESSIで観測さ
れたTGFのうち、76％はRHESSI の観測範囲内に
落雷が観測されたと報告されている。またTGFを
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図2　TGF が観測された時のRHESSI の位置（×）。
　　　地球上のどの場所でもTGF の発生確率が同じとした場合の予測されるTGF の分布（上図）。
　　　雷放電の全球分布[flashes/km2/year]（下図）(8)

図3　RHESSI で観測されたTGF 全 86 例のスペクトラム。(8)

　

伴う落雷はその雷雲の中で最もピーク中和電流が大
きな事例が多く、激しい落雷がTGF を伴う傾向に
あることを示している。
　続いてFermi Gamma-ray Space Telescopeは
2008 年に打ち上げられたγ線観測衛星で、Large 
Area TelescopeとGBM（Gamma-ray Burst Monitor）
で構成される。GBMは12のNaIシンチレータと2
つのビスマスゲルマニウムシンチレータで構成され

ており、最大40MeVの高エネルギー粒子を観測が
可能である。GBMは打ち上げ後 1年間で 12 例の
TGFの観測に成功しており、38MeVに達するγ線
も検出されている。また地上のELF帯雷観測ネッ
トワーク（WWLLN: World Wide Lightning Location 
Network）との比較により4つのTGFが地上の落
雷とほぼ同時に検出されているとの報告がある。さ
らにGBMはTGFから発生した陽電子の観測に成
功している。TGFが大気中の分子の原子核との相
互作用（対生成）により、電子と陽電子が生成され、
陽電子が地磁気に沿って伝播してきたものをGBM
が捉えたと考えられる。TGFは雷放電から発生し
ていることを考慮すると、雷放電が反物質を生成し
ていることとなる。
　BATSE, RHESSI, GBMのγ線観測衛星を用いた
これまでの研究で、雷放電はこのTGFの発生に大
きく寄与していることは明らかとなってきた。次に
注目され始め、現在研究が進んでいるのは、雷放電
のどういう過程が、どのようにしてTGFを発生し
ているか？という問題である。
　これまでTGFと地上雷観測データを比較する際
には主にELF帯やVLF帯電磁波の観測結果と比較
されてきた。これら低周波の電磁波は伝播距離が非
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常に長く、全球の観測が比較的容易であった。しか
しながら長波長であるため、雷放電の位置標定がで
きる雷放電の過程は帰還雷撃だけであり、雷放電の
どの過程が TGF の発生に寄与しているのかは、
VLF帯電磁波観測との比較では解明できない。雷
雲の内外の雷放電の諸過程を詳細に観測するには、
VHF帯電磁波観測が一般的である。VHF帯電磁波
観測は雷放電の詳細観測に適しているものの、VLF
帯電磁波と比較し伝播距離が短いため、観測可能範
囲が非常に狭い（～100km）。そのために人工衛星
でTGFを観測し、地上のVHF帯電磁波観測網で
TGFを引き起こした雷放電を観測するのは非常に
難しい。これまでVHF帯電磁波観測とRHESSI の
観測された事例は1事例だけである（1事例だけで
論文になっていることから、如何に TGF と地上
VHF帯の雷観測の同期観測が難しいかがご理解い
ただけよう）。その観測結果によると雲内放電が開
始後、上向きに進展する時にTGFがRHESSI で観
測されたとしている。この詳細観測はまだ一例だけ
で、どのような雷放電過程がTGFを引き起こして
いるかを理解するには、まだまだ観測事例が必要で
ある。筆者らの研究グループでは、昨年度より
GBMの研究グループと共同研究を開始し、GBM
のTGFデータと筆者らの地上雷放電観測データを
比較することにより、雷放電の諸過程とTGFの発
生の関係を解明しようとしている。しかしながら、
TGFの観測数が少なく、またVHF帯広帯域ディジ
タル干渉計の観測範囲も50km以内で狭いため、同
時に観測した例は未だ見つかっていない。今後も観
測を続け同時観測の実現を期待している。

4．GLIMS ミッション

4.1　目的と期待される成果
　GLIMSミッション (9)では、ISSの日本実験棟「き
ぼう」の曝露部に設置されるポート共有利用実験装
置（Multi-mission Consolidated Equipment）内部
に、CMOSカメラ 2台、フォトメータ 6台で構成
する光学観測機器と、VHFセンサ 2台からなる干
渉計、およびVLFレシーバ1台で構成する電波観
測機器を設置し、全球的な雷、高高度放電発光を観
測する。その主な目的は、以下の通りである。
　A）全地球規模の雷放電および高高度発光現象の
　　時間空間分布の解明

　光学観測機器による夜側での過渡発光の検出、お
よびVHFセンサによる昼側・夜側での雷放電電波
の検出を行う。これによって、雷放電と高高度放電
発光現象の全球的発生頻度分布を世界で初めて定量
的に特定することを目的とする。この全球発生頻度
分布に、高高度放電発光による微量気体生成の数値
計算結果を組み込むことによって、雷放電および高
高度放電発光現象が地球大気組成変化に対して及ぼ
す影響を定量的に解明することができると期待され
る。本目的において、太陽非同期で低軌道である
ISSの条件は極めて有利なものである。
　B）高高度放電発光現象の水平空間構造の解明
　2台のCMOSカメラと 6台のフォトメータによ
って、雷放電および高高度放電発光の光学天底観測
を行う。さらに世界で初となる宇宙空間からの
VHF干渉計観測を行う。これによって雷放電路の
時間空間発展と、高高度放電発光の水平空間構造を
明らかにし、雷放電水平電流とそこから放射される
電磁パルスが高高度放電発光の発生条件に果たす役
割を特定することを目的とする。スプライトの発生
メカニズムとして主流とされてきた数々のモデルに
対し大きな修正を迫るとともに、これまでに無い新
たな発生メカニズムを確立すると期待される。
　C）高高度発光現象の近紫外域における発光スペ
　　クトルの解明
　6台のフォトメータによって、高高度放電発光の
近紫外域における分光天底観測を行うことを目的と
する。特にN2 2PバンドとN2+ 1Nバンドの発光ス
ペクトルの精密観測から、発光を引き起こす電子の
エネルギーを特定することによって、電子の分布関
数の推定と電子加速メカニズムの妥当性を評価でき
ると期待される。
　D）地球γ線の発生起源の解明
　光学観測機器とVHF干渉計を駆使し、TGFを発
生させる雷放電の特性を明らかにする。GLIMSで
得られるTGF生起雷放電のプロパティと、TGFデ
ータからTGFが雷放電のどの放電プロセスで発生
したのか、発生起源はどこにあるのか、そもそも
TGFの起源は雷なのかということを、世界で初め
て解明すると期待される。
　GLIMSミッション機器内にはTGFを観測する装
置を有しないため、同時期に運用が予定されている
ISSでの雷・地球γ線観測ミッション（ASIM）、小
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表1．GLIMS ミッション機器の目的と機能

型衛星からの雷・地球γ線観測ミッション（TARA-
NIS）と連携した観測を計画している。

4.2　機能
　GLIMSは、雷放電および高高度放電発光現象か
らの発光を撮像および測光観測し、さらに雷放電か
らの電磁波も同時観測する機能を有する。CMOS
カメラは、雷放電および高高度放電発光現象の発光
過程を、CMOS検出器によって撮像観測する機能
を有する。異なる透過波長帯域をもつフィルタを装
着した2台のCMOSカメラ画像データから、オン
ボードでトリガ検出および画像演算処理を行う。フ
ォトメータは、雷放電および高高度放電発光現象の
発光強度の絶対測定を行う機能を有する。異なる透
過波長帯域をもつフィルタを装着した6台のフォト
メータを稼働させ、発光強度の時間変化を高速に分
光観測する。VLFレシーバは、雷放電からのVLF
波動を観測する機能を有する。VLFレシーバのア
ンテナは、MCEの底面部に鉛直に取り付ける。最
後にVHF干渉計は、雷放電からのVHF波動を干渉
計観測する機能を有する。アンテナは、
ポート共有利用実験装置の底面部に 2
台配置する。
　スプライトは、典型的には 2-3ms、
長いもので100msを越える発光継続時
間と、50km程度の広がり、1km程度
のカラム状のサブ構造から成っており、
天底観測からこの水平構造とその時間
変化を観測するには、1km, 1ms以上
の分解能が要求される。また、対応す
る雷放電の放電過程も例えば、進展す
るステップトリーダ過程は平均27ms、
帰還雷撃は数10μs、K変化は数msの
持続時間を有しており、これらを分解
するためには、ミリ秒単位の時間分解
能が要求される。これに対して、本ミ
ッションでは、CMOS カメラでは、
2msの時間分解能と1kmの空間分解能、
フォトメータでは50μsの時間分解能
を装備することにより、高高度放電発
光の水平構造の特定と雷放電撮像を行
うこととしている。一方、VHF広帯域
観測からは、リーダ進展に伴う一般的

なパルスに加えて、NBPやTIPPなどに関する知見
も得られるものと期待される。搭載するVHF干渉
計ではストームスケールである10kmの空間分解能
と10μs の時間分解能で、これらの電磁パルス放射
過程を時間的・空間的に特定し、高高度放電発光現
象との同期観測によってその時空間的差を求める。 
　各観測器の目的と機能を、表1にまとめる。全て
の観測機器のデータは、データ処理プロセッサの内
部バッファメモリに逐次一時保存されるが、過渡発
光がCMOSカメラによって検出されると、全機器
にトリガ信号が発生され、過渡発光が発生した前後
を含むデータを取り込む。トリガしたイベントに高
高度放電発光現象が存在するかをデータ処理プロセ
ッサにてソフトウェアで検出し、存在が確認されれ
ばデータをISSのデータ通信回線を介して地上に伝
送する。光学観測はISSが地球の夜側を飛翔する間
に行い、昼側を飛翔するときは観測器の電源は切断
し観測待機状態とする。VHF干渉計観測は夜側・
昼側ともに観測器は稼働状態にあり、雷放電の発生
を検出する役を担う。
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図4　ISS, MCE とGLIMS ミッション機器

4.3　開発状況
　GLIMSミッション機器は、他の4種のミッショ
ン機器と共にMCEに混載され、宇宙ステーション
輸送機「こうのとり」3号機によって、ISSまで運
ばれる（図 4）。MCE の寸法は、1,000 × 800 ×
1,850 [mm] で打上げ時の重量は約 450kg である。
2007年 2月に行われたJEM曝露部第二期利用ポー
ト共有実験装置の公募において選定されて以降、同
年11月曝露部分科会による選定、12月宇宙理学委
員会内ワーキンググループ設立、2008 年 3月ミッ
ション定義審査会、およびシステム要求審査会、8
月システム定義審査会を経て、2008年 11月に開発
移行した。その後、2009 年 7 月基本設計審査会、
2010年1月詳細設計審査会等を経ながら開発を進め、
単体の電気試験や、振動・衝撃、熱真空、電磁適合
性等の環境試験を実施し、2010 年 9月に開発を完
了した。その後、筆者らの手からは離れポート共有

実験装置として組立てられ、全体での試験が実施さ
れた。2012 年 2月には種子島宇宙センターへと移
送され、MCEとしても開発を完了しており、「こ
うのとり」へ搭載して、打上げを待つばかりである。

5．おわりに

　本稿では、宇宙からの雷観測と最新の科学と題し
て、GLIMSミッションとGLIMSが対象とする高
高度発光現象、および Terrestrial Gamma-ray Flash
（TGF）について紹介した。GLIMSを含むMCEを
載せた「こうのとり」3号機の打上げは、2012年 4
月現在、7月21日に予定されている。打上げ後は、
1週間程度で ISSに到着し、更に1週間程度で曝露
部に取付けられる見込みである。その後初期チェッ
ク等が順次なされ、数年間の観測運用を期待してい
る。今後のスケジュールの順調な進行を祈りつつ、
他の宇宙観測機器や、地上観測ネットワークとの同
期観測を心待ちにしているところである。
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