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雷 と気象 現象
最 近は、 毎日の ように 雷注意 報が発 令され ていま す。雷 ってな んな んで しょう ね。 ぴか
ぴか っと光 る放電 現象な んで し ょうけ ど。上 空に冷 たい空 気が流れ込 む とそこ にあっ た暖
かい 空気と ぶつか って、 摩擦が 生じそ の結果 電気が 発生し 、溜ま りに 溜 まって 放電す る。
それ が雷だ と説明 されれ ば、「はぁ 、そう ですか」とう なずき ますが 、「 雷こわ い！！ 」と
いう 人には 「それ がどう した！ ？」「そん なの関 係ねぇ ！」と いうこ と でし ょうね 。
遠 くで、 ゴロゴ ロ鳴っ ている 分には 、安心 と思い きや、 雷は瞬 時に し て２ ００ Km も 移
動す るそう ですか ら簡単 に安心 しても らって は困り ます。 注意報 が出 て 、ゴロ ゴロが 聞こ
えた ら何は ともあ れ避難 するの が最も 賢明な ことな のでし ょうね。し か し、山 の上で 雷 に
あっ たらど うする んでし ょうか。逃げ る所な んてな い。 高 い山で は上 から ばかり でなく、
下か らも横 からも きます 。時計 やピッ ケルな どの金 属がビ リビリ した 経験をも つ山男 、山
女の 話を聞 いた事 もあり ます。山では 逃げる 場所は ないと 何もせ ずに 突っ 立って いるの は
愚の 骨頂。 何はと もあれ 、金目 の物は 放り投 げ（後 で見つ けられ るよ う に） 身を 低くし て
ひた すら雷 の通り 過ぎる のを待 つ。そ ばにハ イマツ があれ ばラッ キー。 その中 に潜り 込む
のが 最も安 全と 私 は信じ ていま す。
雷 が怖い 人には 何を言 っても 怖い。 避けよ うのな い突発 的な現 象で 何 もない まま過 ぎる
のを 待つし かない 。せつ ないで すが・ ・・

話 変わっ て、先 日おも しろい気象現 象を見 ました 。
内 暈（な いうん）と 外 暈（が いうん）と
思わ れます が、暈 は「か さ」 と も読み ます
ので 平たく 言うと ヒガサ が二重 に見え たと
いう 事なの でしょ うね。 彩雲と いう現 象と
よく 似てい ますが 、専門 的には よくわ から
ない ので、ただ すごい なぁと いう感 想です 。

こ の現象 は、ち ょうど自然観 察会を 解散し
よう とする １２時 過ぎに 現れま した。 晴れて
暑い 陽射し があっ たので すが、 この時 だけ薄
雲が かかっ ていま した。 この会 に参加した人
たち は超ラ ッキー な人た ちだっ たので しょう。

