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専門分野・研究分野

電気電子・機械・情報の技術を使い、自然に潜む“電気”を見る

　雷や雷雲の観測を目的とした各種センサーの設計開発と展開、取得デー
タの解析ソフトウェア開発に取り組んでいます。特に電磁界・静電界の計測
に関わるセンサーの開発、ネットワーク構築（IoT 化）に注力しています。主
要な専門分野は電気電子工学ですが、機械工学・情報工学等の周辺分野の技
術も積極的に取り入れ、開発センサーによる新しい観測基盤の創出、新しい
データを用いた雷研究の未解明問題へのアプローチを目指しています。

研究内容

電磁界・静電界計測に基づいた雷・雷雲の活動監視と予測

　大気中の電気現象の代表例である雷・雷雲は、誰でも見たことがある一般
的な自然現象です。しかし、雷雲内で生成される帯電の時間発展や、雲内の帯
電から雷という放電現象に至る物理過程などは、現在も詳細は分かっていま
せん。これらの課題解明は、落雷の発生予測に繋がるものと考えられます。し
かし、10km 程度の狭い空間スケールで発生し、1 時間程度の短時間に発達・
衰退に至る雷雲活動の動態の観測は現在においても容易ではなく、多くの技
術的課題が残されています。
　本研究室では、雷雲の充電・放電の詳細観測を目的とし、汎用マイコン等を
活用した各種センサーの設計開発に取り組んでいます。現在は、静電気を帯
びた雷雲の周辺域における地上静電界の高密度計測を可能とするセンサー
群の設計・製造、高密度センサー網構築による実証観測を重点課題としてい
ます。雷雲活動に伴う地上静電界の多点計測、データ統合により、理学面では
落雷の直前発生予測に繋がると考えられる雷雲内に生成される雷雲電荷の
電荷量・電荷高度の時間変動の導出を、工学面では既存の雷観測網で導出が
難しい個々の落雷の規模推定による落雷被害の詳細把握の実現が期待され
ます。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 電磁ノイズ環境の評価
■ 汎用マイコンを用いた計測システム開発
■ 環境計測用IoT機器の開発

受賞
■ 財団法人WNI気象文化創造センター 第4,9,10,11回気象文化
大賞 受賞（2014年7月、2019年7月、2020年7月、2021年7月）

■ 第2回めぶきビジネスアワード大学イノベーション賞（足
利銀行） 受賞（2019年5月）

論文
■ Yamashita K, Fujisaka H, Iwasaki H, Kanno K, 

Hayakawa M. A New Electric Field Mill Network to 
Estimate Temporal Variation of Simplified Charge 
Model in an Isolated Thundercloud. Sensors. 2022; 
22(5):1884. https://doi.org/10.3390/s22051884

■ K. Yamashita, H. Fujisaka, H. Iwasaki, K. Kanno, M. 
Hayakawa, Construction of an Electrostatic Sensor 
Network to Estimate Total Charge in an Isolated 
Thundercloud, Proc. of the 35th International 
Conference on Lightning Protection, 2021

■ K. Yamashita, M. Sato, Y. Takahashi, H. Kubota, E. 
Momota, J. Hamada, J. Matsumoto, S. Kojima, Y. 
Katahira, Development of lightning observation system 
for short-term forecast of extreme weather events in 
the Philippine under ULAT project, Proc. of the 34th 
International Conference on Lightning Protection, 2018

講演・口頭発表等
■ 2021年夏季における北関東での静電界計測網展開の初期
結果，山下幸三、岩崎博之、藤坂浩史 日本大気電気学会
第100回 研究発表会，令和4年1月8日

■ 静電界計測に基づいた雷雲充放電監視の初期結果，山下
幸三，岩崎博之，藤坂浩史，日本大気電気学会第99回研
究発表会, 令和3年1月8日

■ 多点静電界計測に基づいた雲内電荷推定の検討，山下
幸三，岩崎博之，藤坂浩史，令和3年電気学会全国大会, 
7-068，令和3年3月11日

競争的資金等の研究課題
■ 科学研究費補助金（若手研究B）「アジア落雷観測網によ
る気象災害をもたらす積乱雲の直前予測」（2015年4月～
2018年3月）

■ 科学研究費補助金（若手研究）「地上静電界の多点計測に
基づいた発雷予測」（2018年4月～2021年3月）

■ 科学研究費補助金（挑戦的研究（萌芽））「雷雲の充放
電監視に基づいた落雷直前予測の挑戦」（2021年4月～
2023年3月）

社会貢献活動
■ 電気学会栃木支所支所長（2021年4月～2022年3月）
■ 一般社団法人日本電機工業会（JEMA）風力発電雷保護分
科会（2019年5月～現在）

山下 幸三 准教授博士(理学)
Kozo Yamashita

プロフィール
2010年　東北大学大学院 理学研究科 地球物理学専攻 博士後期課程　修了
2011年　サレジオ工業高等専門学校 電気工学科 助教
2014年　サレジオ工業高等専門学校 電気工学科 講師
2017年　足利工業大学 工学部 講師
2018年　足利大学 工学部 講師
2020年　足利大学 工学部 准教授
2022年　公立小松大学 生産システム科学部 生産システム科学科
研究分野
大気電気学
所属学協会
電気学会、日本大気電気学会、地球電磁気・地球惑星圏学会、電気設備学会
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図1． 本研究室で設計・製造した静電界センサー
［（a）： 静電界センサー本体の写真、（b）：製
造風景、（c）センサーシステム設置外観］

図2． 2020年 8月 27日 01:40［JST］の静電界分布
から算出した点電荷位置（青丸）と気象レーダ
による降雨領域の比較図（赤点：センサー位置）
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