
全国各地で猛威を振るう雷。
その一瞬の煌めきを1枚の写真に
残してみませんか？
どなたでもご応募ください。
皆様の作品をお待ちしています。

電気社会の安全を
実現します「免雷」の時代へ

免雷の時代へ

音羽電機工業株式会社

雷テクノロジセンター：〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-6-20 
　　　　　　TEL 06-6429-3591

本社：〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-8-17
　　　TEL 06-6429-6144

OTOWAは創業以来、「雷」を探究してきた、日本
で唯一の雷対策専門メーカーです。避雷器をはじ
め、様々な雷対策製品を製造、販売しております。
雷を深く知り、雷と共生することで、社会に免雷の
時代を築きます。

第13回グランプリ作品「競演」

第9回金賞作品「Anger of the earth」

長谷川電機工業株式会社

　地表のしめった空気が暖
　められて上昇気流となり、
　上空で冷やされ水蒸気と
　なって雲が発生します。

　水蒸気はさらに上昇し、
　小さな氷の粒になります。
　氷の粒は重いので下降し
　はじめ、反対に上昇して
　くる氷の粒とぶつかりあ
　って、プラスとマイナス
　の電気が発生します。

　雲の上部にはプラスの電
　気、雲の下部にはマイナ
　スの電気が集まります。
　それに対応し、地表にも
　プラスの電気が集まりま
　す。

　雲の中の電気量が一定以
　上になると、プラスの電
　気とマイナスの電気が結
　合しようとし、雲と雲の
　間や雲と地表の間で放電
　するのが“雷”です。

音羽電機工業株式会社
雷写真コンテスト事務局

雷に関する書籍のご紹介です
おもしろサイエンス  雷の科学
監修：妹尾堅一郎　
編：雷研究会　
発行：日刊工業新聞社
定価：1,500円（税別）

写真で読み解く雷の科学
著者：横山茂　石井勝  共著
編：音羽電機工業株式会社
発行：オーム社
定価：1,800円（税別）

全国の書店でお求めいただけます

街のこんなところで雷対策がされています。 めくる

雷テクノロジセンター

1 3

2 4

お問い合わせ先

夏季雷 冬季雷 火山雷 スプライト

検電器

●「免雷」は音羽電機工業株式会社の登録商標です。 ’18.09.4000D    CAT No.TSG-14e© OTOWA ELECTRIC CO., LTD.

雷テクノロジセンターは、日本で唯一
の雷専門試験センターとして、雷の試
験や研究をする施設として開設しまし
た。
世界最大級の大電流試験設備や、誘
導雷の侵入を検証する宅内サージ検
証用模擬家屋など、さまざまな試験設
備で自然現象である雷を再現するこ
とができます。
また、当センターでは一般の方の見学
も受け付けており、雷が発生する仕組
みや雷対策製品について学ぶことで、
雷の世界に触れることができます。
（見学は要問い合わせ）

グループ

提供）雷写真コンテスト

雷ミュージアム
雷対策製品、雷写真コンテスト受
賞作品、雷に関する動画・書籍・
グッズなどを展示しています。

長谷川電機工業は検電器・検相器・地絡継電器
の総合メーカーとして、電気社会の安心と安全
に貢献しています。

雷写真コンテスト

◀インドラ
　インドの雷神
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電話線から

地面から

地面へ

地面へ

避雷器は雷から社会を守ります避雷器は雷から社会を守ります避雷器は雷から社会を守ります

雷から
電気製品を
守っています

給湯器

電話・ファックス

パソコン

エアコン

分電盤

テレビ

TVアンテナから

電源線から

避雷器避雷器

避雷針避雷針

3～4m

雷は基本的に高いところに落ちやすい性質が
あります。貴金属製のアクセサリーやめがね、
時計などの小さい金属物を身につけていても、
落雷の危険度はつけていない状態と変わりま
せん。
雷鳴が聞こえるなど、落雷の起きるおそれが
ある場合には、速やかに建物内に避難しまし
ょう。近くに建物がない広場などにいる場合
は、くぼ地（凹み）のある場所を探して、姿
勢を低くして待機しましょう。くぼ地がなく
ても決して木の下には逃げ込まず、近くに木
がある場合は少なくとも木の幹や枝から3～
4m程度は離れるようにしてください。

丈夫な金属で囲まれている自動車・バス・電
車・客船などは、落雷で電気が流れても内部
にいれば安全です。ただし、内部の金属部分
に体が触れないように注意しましょう。
また、鉄筋コンクリートでできた建物の内部
もこれらと同じ原理で安全です。
昔から「雷が鳴ったら蚊帳（カヤ）の中に入
れ」とよく言ったのは、蚊帳を吊った部屋の
中心にいることで、自然と安全に身を守るこ
とができるためです。

雨が降り始めると近くの建物の軒先で雨宿り
をしがちですが、家屋の外側でポタポタと雨
粒が落ちるような軒先は、落雷した時に電気
の通路になりやすく、最も危険な場所です。
通常、雷の電気は物体の表面に流れやすい性
質があり、家屋などに落雷した場合には屋根
から壁に向かって電気が流れようとするため、
軒下にいると電気が体へと飛んでくる可能性
があります。雷鳴が聞こえたら、軒下での雨
宿りは避けましょう。

雷による被害例

誘導雷によって基盤が破損

電柱に取り付いている避雷器

コンセントタイプの避雷器

避雷器は街のさまざまなところで雷
による被害を防いでいます。また、
誘導雷の被害から家庭内の電気機器
を守るために、避雷器が内蔵された
コンセントタップなどの製品も市販
されています。

「直撃雷」と「誘導雷」
雷には、建物や木などに直接落ちる「直撃雷」と、数kｍ
先で落ちた雷が電線や電話線、地面などを伝って建物内
に流れ込んでくる「誘導雷」があります。

と

避雷器避雷器

避雷針

避雷器

家庭用分電盤に取り付いている避雷器 「ゴロゴロ」と雷鳴が聞こえた時、雷雲はすでに
十数km程度まで近づいています。
雷雲は直径が約10kmもあり、時速10～40km
ほどの速さで移動しているため、遠くで鳴ってい
ると感じてもすぐに近づいてくる可能性があり
ます。もしくはすでに雷雲の下にいて、そばで落
雷が起きてもおかしくありません。雷鳴が聞こえ
たら速やかに安全な場所へ避難しましょう。

ひ らい き

直撃雷によって壊れたビルのコーナー

雷が建物に直接落ちて建物の外観を破壊しな
いように、金属製の棒を工場やビルの屋上、
住宅の屋根に取り付け、雷（直撃雷）の落ち
る場所を金属製の棒へ導いて、雷の電気を大
地へ安全に逃がす働きをします。

電柱や建物内の電気設備（分電盤）、アンテナなどに取り付
け、電線を通して流れ込んでくる雷などの異常な電気（誘導
雷）を大地へ逃がして、電気機器を守る働きをします。
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