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雷はIT社会の脅威的存在

IT社会の進展，本格的ブロードバ

ンド時代の到来に伴い，情報通信サー

ビスの高速化，大容量化，多機能化，

高信頼化への要求がますます高まって

います．一方，企業や社会のITシステ

ムへの依存度が高まれば高まるほど，

システムダウンによる企業・社会のリ

スク・損害も甚大なものとなります．

また情報通信システムやIT機器は雷害

が増加しています．雷害が増えてきた

理由として，電子機器の高速処理化

に伴うLSI駆動電圧の低電圧化および

高集積密度化による過電圧耐量の低

下，ネットワークに接続される機器の

増加，通信装置には電源線，通信線，

接地線が接続されており雷サージの出

入口が多くなっていることが挙げられ

ます．このように，雷は情報通信機器

の破壊だけではなく，そのほかにも誤

動作，データの消滅，広域停電等を

引き起こすことがあり，まさにIT社会

における脅威的存在となっていること

から雷防護の重要性はますます高まっ

ています（図１）．

外部雷・内部雷保護の必要性

雷害対策には外部雷保護と内部雷

保護がありますが，現状の雷害の状況

をみると，どちらか一方をほどこして

いるだけでは万全な雷害対策をしてい

るとはいいきれません．雷害から建物

やIT機器など，各種設備を守るために

は，雷サージが侵入するすべての経路

に対策をする必要があります．雷サー

ジの侵入経路には，図２のように避雷

針から直接侵入するもの，建物等への

直撃雷電流により，付近に強い磁界

が生じ，電磁誘導により電力線や通信

線から侵入するもの，建物あるいは近

傍に落雷した場合，機器の電源線や

通信線より大地の電位が高くなり，接

地線から侵入するものなどがあります．

したがって，建物の外部だけでなく，

内部を含めた総合的な雷害対策の必要

があり，これを外部雷保護および内部

雷保護システムにより実現します．

雷保護に関するJIS規格の制・改定

雷保護システムを合理的に構築す

るため，さまざまなJIS規格が制・改

定されています．2003年６月に日本

工業規格JIS,C0367-1「雷による電磁

インパルスに対する保護」（経済産業

省）が新たに制定され，また同年７月

には建築物等にかかわるJIS,A4201

（2003）が改正（国土交通省）され，

「建築物等の雷保護」として発行され

ました．さらに内部雷保護システムと

して具体的に配電系・通信系・信号
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図１　雷防護の重要性
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系へ適用するサージ防護デバイス

（SPD: Surge Protective Devices）

の，所要性能，試験方法，選定およ

び適用基準を規定したJIS,C5381シ

リーズ（６件）が昨年３月および本年

３月に新規制定されました（表）．

JIS A4201（2003）の改正内容

建築物における雷害対策は，避雷設

備として建築基準法，消防法に基づ

き施工されていますが，2003年７月に

JIS,A4201（1992）「建築物等の避

雷設備（避雷針）」（旧JIS）は国際

規格に準じて改定され，JIS,A4201

（2003）「建築物等の雷保護」（新

JIS）となりました．

旧JISでは建築物の種類により具体

的に保護角＊１や接地抵抗値＊２等が詳

細な数値で規定された「仕様規程」で

あったのに対し，新JISでは建物の周

囲の状況や被災時の影響の大きさ等を

考慮して保護レベルを自己責任で決定

する「性能規程」に変更となりました

（図３）．

新JISでは，雷保護システムという

言葉が定義されました．雷保護システ

ムは外部雷保護システム，内部雷保護

システムとに分類されます．外部雷保

護システムは，旧JISの避雷設備に相

当する部分で，受雷部システム，引下

げ導線システム，接地システムから構

成されます．さらに，受雷部システム

は，突針（空中に突出された受雷部），

水平導体（むね・バラペット・屋根等

雷撃を受けやすい部分の上に設置する

導体のこと），またはメッシュ導体（建

物外周に等間隔で張り巡らす導体のこ

と），もしくはこれらの組み合わせで構

成されます．内部雷保護システムは，

外部雷保護システムに流れる雷電流で

生じる過電圧に起因する建物内部での

火災や爆発，内部の人への感電などの

危険を防止するためのシステムで，具

体的には等電位ボンディング＊３，安全

離隔距離の確保で実現されます．

2003年の改訂で大きく変更されたの

が，この受雷部システムによる保護範

囲＊４の考え方と内部雷保護システムの

規定が加わったことです．

外部雷保護対策の動向

旧JISでは保護範囲の考え方として

は，保護角法が用いられてきました．

これは保護角の内側を保護範囲とする

もので，一般建築物では60°，危険物

貯蔵庫等では45°というようにその角

度が規定されていました．しかし，最

近の雷現象に関する研究により，それ

だけでは必ずしも完全な保護が期待で

きないことが明らかになり，新JISによ

る受雷部システムの保護範囲の考え方

では，最近の避雷理論に基づき案出さ

れた回転球体法が主体として採用さ

旧JIS：仕様規程�

JIS A4201（1992）�
「建築物等の避雷設備（避雷針）」　�
　・一般建築物は保護角60°�
　・危険物関連貯蔵取扱施設は45°�

新JIS：性能規程�

JIS A4201（2003）�
「建築物等の雷保護」 �
　・保護レベル（Ⅰ～Ⅳ）に応じた�
　　それぞれの保護基準を示してい�
　　る（角度法，回転球体法，メッ�
　　シュ法，これらの組合せ）．�
　・具体的な対応については関係�
　　する専門家の決定事項，目的�
　　に相応する個々の性能を関係�
　　者の責任で選択する．�

＊1 保護角：避雷針により雷撃から建物を保護
できる角度のこと．旧JISでは，避雷針の
保護角は一般建築物では60°以下，危険物
を扱う製造所，貯蔵所の場合は45°以下と
規定されています．

＊2 接地抵抗値：接地極の抵抗値のこと．避雷
設備の総合接地抵抗は10 Ω以下と規定され
ています．

＊3 等電位ボンディング：接地極，建物鉄筋・
鉄骨，引込み設備を接続すること．引込み
設備で直接接続できない電源線・通信線・
ガス管等に対しては避雷器を介して接続し
ます．

＊4 保護範囲：避雷設備により雷撃から建物を
保護できる範囲のこと．保護レベルに応じ
て保護範囲は変化します．レベル１から４
まであるが，レベル１がもっとも厳しいの
で保護される範囲は小さくなります．

表　JIS C5381シリーズ

JIS C5381-1

JIS C5381-12

JIS C5381-21

JIS C5381-311

JIS C5381-321

JIS C5381-341

低圧配電システムに接続するサージ防護デバイスの所要性能及び試験方法

低圧配電システムに接続するサージ防護デバイスの選定及び適用基準

通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイスの所要性能及び試験方法

低圧サージ防護デバイス用ガス入り放電管

低圧サージ防護デバイス用アバランシブレークダウンダイオードの試験方法

低圧サージ防護デバイス用サージ防護サイリスタの試験方法

図３　JIS A4201改正のポイント
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れ，それに準じた保護角法，メッシュ

法＊５を保護レベルに応じて適用するよ

うに規定されています．

新JISの解説から引用すると，回転

球体法とは，「二つ以上の受雷部に同

時に接するように又は一つ以上の受雷

部と大地とに同時に接するように球体

を回転させたときに，球体表面の包絡

面から被保護物側を保護範囲とする方

法」（図４）と記述されています．

このように保護範囲の考え方が変更

されたことにより，旧JISでは保護範

囲に含まれていた部分も，新JISでは

非保護範囲となるケースが出てきます

が，新JISに基づく外部雷保護システ

ムを構築することによって，しばしば

報告されるようになった建物への側撃

雷対策もとることができます．

なお，新しい角度法，回転球体法，

メッシュ法による建物の保護領域を把

握するには複雑な計算が必要となり煩

雑な作業を要します．そこで，NTT

ファシリティーズは，この保護領域を

容易に把握することが可能な「雷保護

診断システム」＊６を開発しました．診

断対象とする建物の3Dモデル化を行

い，旧JISまたは，新JISの各保護レベ

ルに基づいた受雷部システムの保護領

域を計算し，三次元的に表示し，建

物の雷保護領域や非保護領域となる

部分を容易に把握することが可能にな

ります（図５）．

内部雷保護の進展

内部雷保護システムは，建物の人・

設備・機器の保護を目的としており，

外部雷保護システムに流れる電流で生

じる過電圧に起因する建物内の爆発や

図５　雷保護診断システム実施例�
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火災の発生，人間が感電する危険，

電気システムや電子システムの破壊を

防止するために，等電位ボンディング

やサージ防護デバイスの設置および安

全離隔距離の確保を実施します．さら

に，適切なサージ防護の設計および適

用をするためには，雷保護領域（LPZ:

Lightning Protection Zone）の階

層を考慮することが有用です．

JIS,C0364-1「雷電磁インパルスに対

する保護」で定めている雷保護の概念

を図６に示します．

図のように段階的に防護措置をとる

ことにより，効果的で経済的な対策が

計れるものと考えられます．各ゾーン

の境界では，貫通する金属体（配管，

電線など）に対して，妨害電圧や電流

を弱めるため，ボンディングバーへの

直接またはサージ防護デバイスを用い

た接続が行われます．

各ゾーンの意味は次のとおりです．

・LPZ0A：直撃雷および極めて強い

電磁界がある．

・LPZ0B：直撃雷はないが極めて強

い電磁界がある．

・LPZ1：直撃雷はない，弱められ

た電磁界がある．

・LPZ2：非常に弱められた電磁界

が存在する．

雷害対策事例

雷害対策例として，学校サーバ室の

例を紹介します．

(1) 被害状況

雷雨時，サーバ室において，学内に

構築されているLAN構成要素である

サーバの故障（誤動作）が発生しま

した．

(2) 被害推定要因

本施設では，サーバ室近傍に引下げ

導線が布設されていました（図７）．

またサ－バ室には建物外部から通信

ケーブルが引込まれており，他フロア

の装置との間にはLANケーブルでつな

がりがありました．このため，避雷針

（落雷），電源線，通信ケーブルあるい

はLANケーブルのルートから雷サージ

が侵入し，誘導・接地間電位差等に

より装置の入出力配線間に電位差が

発生し，装置が故障（誤動作）した

ものと推定されました．

(3) 対策例とその効果

まず，サーバ室近傍に布設されてい

た引下げ導線と配線のカップリングを

考慮して，JIS-A-4201（2003）の内

部雷保護システムにおける外部雷保護

システムの絶縁を確保するため，サー

バ室内の配線より安全離隔距離を確

保して引下げ導線を布設しました．

次に，接地間電位差による雷サージ

の侵入に対して，内部雷保護システム

における等電位ボンディングを実施す

るため，制御機器・センサにそれぞれ

SPDを付加し，雷サージがそれぞれの

装置に侵入しないようにしました．

そして，サーバ室内の等電位化を図

るため，等電位ボンディングバーを設

置して接地配線の改善を行いました．

なお，電源線に接続するSPDはJIS

C5381-12に，通信回線に接続する

SPDはJIS C 5381-21に基づき選定し

ました（図８）．

今後の展開

雷害リスク低減技術を，今回改定

されたJIS,A4201「建築物等の雷保

護」（2003）の改定ポイントを交えな

がら，その概要を紹介しました．雷保

護診断システムは，受雷部システムの

図６　雷保護領域�
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保護範囲を把握するツールとして弊社

内で活用しており，総合的な雷害対策

を提供するうえでの重要な要素となっ

ています．IT社会の進展に伴い，通信

施設やデータセンタはもちろんのこと，

家庭や一般ビル，工場においてもITシ

ステムは至るところの設備とつながり

を持つようになってきています．雷害

リスクの低減を合理的に実現するため

にも，雷保護に関する規格等に準拠し

た対策を行っていくことが重要となっ

てきています．

本稿を執筆している時点では，まだ

新JISが建築基準法へ反映されていま

せんが，早急に法整備が行われること

を願いながら，雷保護に対する世間の

関心が高まりつつある背景を追い風に，

今後も社会のより安全・安心・安定

したIT基盤の構築に寄与していきます．

（左から）佐藤 秀隆/ 村尾 哲郎/ 

千葉 薫

IT時代における雷害リスクは生活の身近
なところに存在しています．特に雷の多い
地域に事業所がある企業は雷リスクの理解
を深め，内部雷・外部雷保護を含めてトー
タルな対策で雷からIT基盤を守っていきま
しょう．

◆問い合わせ先
NTTファシリティーズ
営業本部　ソリューション営業部
TEL 03-5444-5660
FAX 03-5444-5600
E-mail muraot22@ntt-f.co.jp

図７　被害推定要因�

UPS：Uninterruptible Power Supply
DSU：Digital Service Unit
TA：Terminal Adapter

：通信線�
：雷サージの流れ�

：電源線�
：接地線�

サーバ�

サーバ�

サーバ�

UPS

分電盤�

AC100 V

ハブ� ルータ� DSU/TA

他室・他フロアへ�

LANケーブル�
通信�
ケーブル�

別棟へ�

図８　対策例�

：通信線�
：雷サージの流れ�

：電源線�
：接地線�

サーバ�

サーバ�

サーバ�

UPS

分電盤�

AC100 V

ハブ� ルータ� DSU/TA

他室・他フロアへ�
LANケーブル�

通信�
ケーブル�

別棟へ�

SPD

SPD

SPD

安全離隔距離�

等電位�
ボンディングバー�


