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この論文は著者の遺稿「盤磁合金による地磁気変化計の温度補償並びにその安定化i乙関する研

究Jの約 l/tOIl:当たる部分，第2編盤磁合金による温度補償，をぬき出したものである.

この部分は著者の研究のもっとも大事な基礎となった研究の記述であるにもかかわらず，従来ほ

とんどまとまった発表がされていなかった.今回このはしがきの筆者が多少修正を加えごて本誌に掲

載していただくことになった.故人'l:代わってお礼を申し上げる次第である.

修正の主な点は，重複した記述や観測者向けの手引書風の部分を削って多少簡素化したことと，

前後のつながりの上で入れ換えや加筆を行ったこと，脚注を付けたことである.その他著者独特の

表現を一般的な表現に変えた所もある.しかしこれらの修正によって著者の真意を曲げるようなこ

とはしなかったつもりである.ただ一つ，重複の煩わしさをいとわず各章各節関係することはでき

るだけ詳細に記述ナべきだという著者の生前の信念に反して多少簡素化したことが気がかりである.

柳原一夫記

*地磁気観測所
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第一章 整磁合金による温度補償

1.1 序論 頼度が高く，しかも記録紙の利用度の高いものはない.

変化観測に用いる水平分力，鉛直分力変化計の基線値 しかし一方新型測器の開発も痛感しているもので，これ

の温度係数は，特別の温度補償手段を講じないと，通常 1<:;ついては別の機会に論じてみたい.

5"""20rrCもあって非常に大きい.このため変化計室は

できるだけ温度変化が少なくなるように作られている.

しかしそれでも基線値を土0.5rまで正し〈求めるのに

は温度変化を正しく求めこれについて補正する必要があ

。る.しかしこれは非常に手数がかかるだけでなく，完詮

は期待できない.このため変化計の温度補償は精度向上

のためには絶対的な必要条件となる.

この温度補償の方法には，いろいろのものがあるが，

整磁合金による方法が最もすぐれていると思われる.こ

の方法は Janowsky(1938)によって試験されているに

もかかわらず実用にいたっていない.これは当時の磁石

鋼や整磁合金の特性の安定が悪いため，ルーチγ観測に

は用いられなかったものと思う.

著者は実用11:適する整磁合金をうるための基礎実験を

東北大学金属材料研究所の増本量・白川勇記両教授の指

導の下で行った.両教授の発明にかかる.NKS磁石鍋と

Fe-Ni-Cr系整磁合金を用いて，地磁気変化計に応用す

るための基礎を中心の題目と Lて.1947年から1949年に

かけて金属材料研究所で実験を行ったよその後突際の地

磁気観測用変化計11:使用して地磁気観測所において突験

を継続した.磁石や盤磁合金は，初期には金属材料研究

'所で試作したものを用い，後には同所の指噂でヱ業化さ

れた住友金属工業株式会社吹田製作所の製品を用いた.

著者はこの問題に関して，単なる実験的なものでなく

数年から10数年間のルーチγ観測に対して起こることを

つきつめて解決することを主限とした.そしてこの論文

に述べることを基礎にして実用化してきた各変化計の安

定を長年を経た今日ふりかえってみると多くの問題はほ

とんど解決されたと信じている.そして変化観測の精度，

は非常に改善され，現在のわれわれの三つの観測所，村i

岡・女満別および鹿屋の地磁気観測の精度はあらゆる点

で，世界でも類のないよいものと信じている.

著者はいわゆる変化計のみをもって最高のものと盲信

しているのではないが，その目的や経済的，人的要素か

ら考えて現在の変化計は今後も地磁気観測所においては

欠くべからざるものであり，新型の測器ができてもそれ

は変わることのないものと考える.地磁気変化観測の長

期観測には変化計ほど安価で，取扱いやすく，精度や信

1.2 温度補償の諸問題.

水平分力，鉛直分力変化計の温度係数は温度変化，時

間経過応対して一定でないことも多い‘また温度の変化.

lζ対して基線値はループ変化をしてヒステリシスが大き

い.このような温度変化を補償する方法として整磁合金

によるもの以外に補助磁石による方法，機械的方法，光

学的方法，横吊型の吊糸のよじれによる方法などいろい

ろあるが，それぞれ独特の大きい欠点をもつほか，さら

に共通して具合の惑いことには誼度補償により周期・安

定度・寸法値の特性などに影響を与え，しかもその場所

の水平分力や鉛直分力の大きさに温度補償条件が関係す

ることである.従ってこのような方法で温度補償を行お

うとすると変化計の温度を昇降できる装置が必要であ

り，これのない観測所ではルーチγ観測を行って初めて

温度補償の成否を知る外はない.たとえ変化計を加熱し

て温度変化をさせても，温度の一様性や温度変化の速さ

を考えると 20
0

Cの変イビを与えるのはそれ程容易でない.

とくに変化計室にすえ付けてしまうと変化計室は熱容量

が大きいので容易でないし危険も伴う.

このため突験設備のない観測所でこのような方法で温

度補償を行うのは容易でない.一方整磁合金による温度

補償はその場所の磁場によらないため，設備の良い突験・

室で調節しておけばどこでも使用できる利点がある.水

晶糸の温度係数は一定しているので，水平分力変化計で

はそれを加味した分について各々の磁石について温度補

償すればよく，また金属線吊糸の鉛直分力変化計では磁

石についてだけの温度補償をしておけば十分になる.

また温度補償が完全であっても，変化計自身が安定し

たものでないと;昔、味がない.この安定化についてはと〈

に吊具系と吊糸の接合部や本体と吊糸の接合部を完全に

させることと，吊系の安定をはかるための温度変化を与

える seasoningを行うことが大事である.もちろん磁

石鍋や整磁合金自身が安定したものでないと長期間の観

測では安定が悪くなる.このため特性が安定したもので

あることが絶対条件である.

またあらかじめ使用することが分かっている磁石は安

定化を行って問題のないようにしておくことが大切であ
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る.また水晶糸や金属線吊糸iζ対しでもその処理をして

おくことが望ましい.

変化計の温度補償がよく行われていても変化計室の温

度が急変化すると，基線値のドリフトが大きくなりやす

い.また変化計の温度が一様でないと問題が起、こりやす

い.年間の温度変化の小さい変化計室では基緩値の安定

のよいことも分かっている.

従って変化計室の温度変化はできるだけ小ざい方がよ

い.これは温度係数を小さくすることと矛盾するように

思われるが，安定をはかるための絶対条件である.従来 l

温度係数が小さければ，変化計室の温度変化があっても

問題がないように考えられていたが，常にそうではなく

温度変化が大きいと基線値の安定は怒くなりやすい.し

かもこのときは予想もつかぬ変動をするので，毎日の基

線値の決定のとき誤差が大きくなる.変化計室の温度変

化を少なくすることは，温度補償をすることと共Ie:大切

な条件である.

1.3 各種整磁合金と地磁気変化計温度補償への適合

電気計器の磁石の出す磁束の一部を整磁合金により分

岐しておき，磁石の出す磁束の温度変化や計器のコイル

面積やスプリングなどの温度変化に対する分の補正を行

うのが，整磁合金の通常の使用目的である.従って整磁

合金は磁束密度の温度変化が大きい必要があり，かつ磁

気変態点 A2が常温の近くにある材料が選ばれることに

なる.整磁合金は磁束密度の温度係数が大きい程少ない

量ですむし，その温度係数もつねに一定であることが望

ましい.

整磁合金は大別して Fe-Ni合金とモネルメタルとよ

ばれる Ni-Cu合金が主であり，この外i乙Fe-Ni.;..Mn

l 合金や Fe-Ni-W合金がある〈白川勇記， 1965)が，地

磁気変化計の温度補償には Fe-Ni-Cr'合金が最適と考

えられる.適合条件を考える上に必要な各種盤磁合金の

特性を検討してみると，まず Fe-Ni合金では A2点の

値はかなり複雑なもので，同素変態点 A3と組み合って

一義的なものでなくなる.Ni 30%前後の合金の A2は

ほぼ1∞℃であるが，これは A3点であるといわれてい

る.Fe-Ni合金では，含有量が一定になり難い炭素を

含み，同素変態を有するために，加工の程度・冷却速度

.冷却最低温度やその保持時間で特性が変わるため再現

度が悪い.アメリカのClimax，ドイツの τnemoperm

はこの種類に属する.

Ni-Cu合金は代表的なものとしては30%Cuを含み，

A2が常温になる.モネルメタルがこれであり ，Aa変態

がないので加熱・冷却により A2は変化しない.Ther-

malloy， Calmalloyはこれに属する.このモネルメタル

iζは2枚の少し特性の異なるものを張り合わせて整磁特

性を改善したものもある. Janowsky (1938)が水平分

力変化計の温度補償に応用したのは，このCalmalloy

であり， Ni=55.8%. Cu=24.9%そ Fe=15.5%，Si= 

1.8%， Mn=1.2%.その他0.8%の合金で， A2は140.C

である.Calmalloyの中には Cu= 10%， Ni=88%. Fe 

=2%の組成のものなどもあり，それぞれ少しずつ特性

が異なる.Fe-Ni-Mn合金や Fe-Ni":W合金は， Fe，... 

Ni合金の再現性をよくするために Mnや W を加え

て，同素変態温度 A8を下げている.これは製法が特殊

である.

Fe-Ni-Cr系合金は Fe-1¥i合金の再現性をよくし，

Ni-Cu合金のように多量の Niを含まないので廉価で

あり，大量生産Ie:適する.Fe-Ni合金iζCrを添加す

るとAa変態がなくなり，真の A2が現れる.この A2

が1∞℃付近のものは整磁合金として利用できる.この

合金は再現度がよく，加工の程度で特性が変わらないの

で利用するとき都合が良いし，磁束密度の温度係数が大

きい.MS合金文は MSO合金はこれに属する.

市販の整磁合金は上記各種あるが一般に次のような規

格で製作されている.

i. H=400 oe において O.Cの帯磁率仰は6'"

14. 

ii. -60oCの低温処理を施して， -50.......40.Cの可逆

的特性の許容誤差範囲は1%.

iii. 仰の温度係数 α。 =..1:!2..二~(μ-5 ， f.l5はそれぞ
μ。X1o..

れー 5.C. 5.Cにおけるμ)は8.......20 X 10-8 J"C • 

iv.各温度における温度係数的の向からの偏差は

-30.C以下は土25%.-30.......40・C閥は土10%.

30.C以上は:!:25%以内.

これらの規格面からのみみればどの盤磁合金も地磁気

変化計の温度補償に適合するものといえるが，この他に

地磁気変化計に使用する場合以下に述べるように別の条

件を考えなければならない.すなわち

1. 整磁特性が安定していること.

Z 導磁率の温度係数が大きいこと.

a 加工容易，取扱い簡単で， しかも整磁特性の変わ

らないこと.

などである.まず第1の整磁特性の安定については，も

ちろん一般的にも必要なことであるが，地磁気変化計に

-3ー
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応用する場合特に高度の安定性を必要とすることであ 性が安定していることが絶対条件であり，磁石鋼自身の

る.整磁特性が変わると温度補償ができなくなり，変化 場合の安定性と同様である.

計の温度係数が大きくなるばかりでなく，基縁値の安定 ここに述べてきた条件を各種整磁合金にあてはめてみ

が窓くなりドリフトを生じ精度が低下する.磁石と組合 ると，まず Fe-Ni合金は As変1患が彼雑で，再現性が

せたとき合成の磁気能率は， 1年間でも 1xlQ-5の桁の 低いから，長期間の高い安定が期待されない.そして付

安定が望ましい.従って整磁特性は1XlQ-4の桁の安定 属実験設備が盤っていないといろいろ問題が起こる.

が必要になる. Ni-Cu合金は噂磁率の温度係数の値は温度によりそ

第21ζ噂磁率の温度・係数が大きいと少量の整磁合金で れぞれ異なるため，温度補償しても，変化計の温度係数

温度補償ができる、もし温度係数が小さくて多量のもの は定数l乙ならなくなる.温度の最高最低付近?で大きな値

を用いると，合成された磁石の磁気能率は小さくなる. をもちやすい.また張り合せ盤磁合金は，長さが10mm

従って寸法値が大きくなり感度が低下する，周期が長く の小さい磁石に用いることはできないL，温度補償を行

なる， torsion factorが大きくなる，平衡が大幅に変わ うときの盤盤調節l乙非常に注意をはらわないと特性が変
~ 

るなどの恕影響を与える.とくに鉛直分力では温度補償 わることとなり使用法がむずかしい.

の調節中IC平衡の調節を大幅にしなければならないので Fe-Ni-Mn合金や Fe-Ni-W合金は最近開発された

不都合である.この磁石の~磁気能率の低下量が10%以下 もので，安定度はまだよく分かっていない.また導磁率

であればそれ程問題ないし"3%程度であれば全く支障 の温度特性の直線性が少し劣り，瓶度変化iζ対してヒス

ないと考えられる. テリシスが起こる可能性がある.

第31乙，一般に地磁気観測所では金属学関係の突験設 これらに比して Fe-Ni-Cr合金はもっともよく条件

備は少ないか，または全 eくなく， 5 ......15年IC1回すえ付 に適合している.安定性については長期の試験を経なけ

ける変化計のために膨大な施ー設をつくることは経済的に れば決定的なことはいえないが，実際の地磁気変化計に

許されない.この事情のもとで温度補償の調整作業を行 使用して・長期連続観測を行った結果では幸い極めて安定

わなければならないことを考慮しなければならない.従 である〈久保木， 1963). ~磁率の温度係数については

って容易に入手できる整磁合金を簡単な工作加工で磁石 Fe-Ni合金が最も大きく， Ni-Cu合金が最も小さい.

と組合せ，しかもそれによって整磁特性が変わらないこ Fe-Ni-Cr合金は中間の大ききであるが， Fe-Ni合金よ

とが重要な条件となる.大幅な工作加工の必要はない り30......40%小さいだけで，それ程の差はなく，温度特性

が，磁石の寸法lζ合せた薄片にじて，変化計の温度係数 は直線性が長くかえって都合がよい.また Fe-Ni-Cr合

を測定しながら重量を加減する必要がある.この時毎回 金は加工が容易であり，われわれの変化計の磁石の寸法

焼なましなどを行ったのでは非常に手数であり，かなり IC合せて簿L、小片i乙切り出すのは極めて簡単である.ま
F 

装置も必要になる.従って少しの加工では整磁特性の変 た温度補償を行うときの重量調節は紙やすりで容易にで

わらないことが必要で，ある. きる.

一方地磁気変化計では使用温度が -10......40
0
Cの範囲 かくして Fe-Ni-Cr合金が最適と考えられるので次.

であり，ーlOoCより低温の必要はない.実際の使用状態 節以降これについて詳しく述べる.

では祖'度の変化はゆっくりしているが， しかし温度補償

の調節をするときは，早い温度変化を与えて温度係数を 1. 4 Fe-Ni-Cr盤磁合金

求めたいので"温度変化により補償条件が変わることが '増本盤ら (1951)の研究した盤磁合金は， Ni 30......60 

あってはならない. %， Cr 1 """18%， Feが残りであって，用いた試料の成

一般の工業製品の場合要求される特性の整ー化は，わ 分を三角濃度図IC示した(第1図〉・印のものが整磁合

れわれの場合にはそれ程重要でない.これは温度補償が 金の特性を有するものである.OoCの温度係数を α0，

設計から割り出して画一的に行うものでなく，個々実際 温度 tの温度係数を的として2与ιzo21が0-40
o
Cで±

に温度変化を与えて実験的に調節して行うものであり， 10%， 30・C以上で土25%の規格iζ入っている.この図

磁石の温度係数の値の幅から考えても整磁合金の盤磁特 で試料番号2，9， 15， 17， 20も規格に近いが直線性が

性は10......20%の差があっても全然問題にならない.これ 少し劣っている.16番と17番の試料は後に述べるように

ら地磁気変化計用としての必要条件のうち第lの整磁特 筆者の実験に使用したものである.
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Fig. 1. Triangular density d~stribution diagram 

for some specimens of Fe-Ni-Cr shunt 
alloy used by Masumoto， Shirakawa and 
Ohara (1951). Black circles represent those 

of good characteristics for temperature co・
mpensation. Specimens of Nos. 16 and 17 
are used for the pr儲 entexperiment in 

weak and moderate magnetic field. 

この図には A2が0，1∞， 200.Cの濃度線が示しであ

る.整磁合金の特性を有しているのは， A2が1∞℃付

近になる成分のものであることがわかる.増本らの示し

たこの合金の特徴のう.ち地磁気変化計に関係が深いと思

われる事項を整理すると次の通りである.

i.磁場3∞Oeのときの温度O.Cにおける導磁率仰

は 10.......20，平均で 14.

ii. 20.Cにおける導磁率の温度係数向。は10x1O-2
/

OC. 
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¥ この試料を真空中でl(削.C'ζ1時間加熱してから電流

を切って炉の中で自然冷却し，歪などを除いてから測定

した.測定装置は増本らのものと同じで，同じ弾勤電流

計法iζより磁化曲線を求めた.垂直に立てられた磁化コ

イルは0.......10Aの電流が流せるもので， コイル定数は

63;1 Oe/ Aである.コイルの中に魔法びんを入れこれに

水を入れて， 0 .......lOO.Cの温度とする.試料の中央iζサ

ーチコイルを巻き，熱電対をとりつけ全体を硝子管i乙入

れて，水中にひたす.

測定は一定温度になるのを待って行った.また1∞℃

のときは，水中に小型電熱器を入れて十分に沸騰させて

おき測定のときとりはずして直ちに読取した.またO.c
は水と氷の混合により得た.測温の誤差は約土0.5

0Cで

ある.

反磁化係数は小さいからこれの補正は磁場が 1∞Oe

以上ではそれ程問題ない.しかし l000e以下になると

iH.磁場が4∞Oe，5∞Oeになると 3∞OeのときIC
比べて仰は7.5/10および6/10となり，小さく

なる. しかし温度係数α20は9.5/10.......9/10であ

まり変わらない.

iv.温度係数 α10，的。， α"の違いは:!:10%以内であ

り，導磁率の温度特性の直線性はきわめて高い.

v.地磁気変化計iζ用いるときは， A2の高いものの

方が導磁率の温度係数は小さくなるが，ーその直線

性は長くなるので A2が100.......120・Cのものがよ

い.このときは仰が2倍くらい大きくなるが，

それ程問題はない.

vi.われわれが使用するときの冷問加工では特性は変

わらない.

これらの特性から地磁気変化計の温度補償に都合がょ

いと考えられたので，著者は必要な特性を更に調べるた

め以下に述べる実験を行った.

一般に整磁合金は4000eくらいの強い磁場で使用す

ることが多いのに対し，地磁気変化計の磁石がもし大き

い寸法比(長さ/直径〉であれば，整磁合金にかかる磁場

は小さくなるので，弱い磁場における整磁特性を知って

おかねばならない.このため著者は増本らの用いた前記

試料のうち16，17番の 2本について，磁場の強さが0....... 

3∞oeのときの導磁率を求めた.A2変態点はそれぞれ

90， 1l5.Cである.試料の寸法・成分を次に示す.

直径 (mm) 長さ (mm) 寸法比 反磁化係数

3.29 99..65 30.3 0.037 
5.01 100.25 20.2 O.侃9

同じ程度の量となり誤差が大きくなりやすいので，特lζ

注窓して測定した.

数 Oe以下の測定では，地球磁場の鉛直分力0.35Oe 

がかかっているので，正しい値ではない.しかし実際

に用いるときは1∞ Oe以下はあり得ないから問題でな
し、.

試料No・16の測定結果を第2.......12図i乙示した.第2図

はNo.16の試料について，磁化コイルに流した電流と電

流計の振れを望遠鏡で読取った値の関係を示す.0.1--

10eの弱い磁場での測定値でも十分の変位量はあるか

ら，読取誤差は小さい.誤差として入るのはむしろ反磁

場の補正量である.

第 3図は弱い磁場における磁化曲線を示している.横

軸は反磁場を差引L、た試料の中にかかる有効磁場であ

る.縦軸は磁化度Iである.第4図は強い磁場のときの

磁化度を示している.この試料では 100e以上になると

-5-
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Fig.2. DefIection of galvanometer for B-H 
curv:e of specimen No. 16 by the ballistic 
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Fig.4. The same as Fig. 3， in moderate 
magnetic field (0-300 Oe). 

磁化度の変化は少なくなり，飽和している.第5図は普

通の整磁特性として表示されているように，いろいろな

磁場における磁気誘導と温度の関係を示している.磁場

が大きい程磁気誘導の温度変化は直線的変化であり，

l∞Oe以下になると直線性が失われて行く.No.16の

A'l.が90・Cであることが分かる.

第6"""'9図はいろいろな磁場における導磁率と温度の

同

翻

回
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4
u
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U
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Fig.5. Temperature change of magnetic 

induction of specimen No. 16 for se-
veral values of magnetic field. 

.c 

Fig. 6. Temperature change of permeability 

of specimen No. 16 for 4 values of very 

weak magnetic field (0-1 Oe). 
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Te田perllturc

Fig.7. The same as Fig.6.， for 2 values of 
weak magnetic field (5 and 10 Oe). /' 

関係を示す.初導磁率はA2の手前で起こるというホプ

キγ ソン効果の傾向を示している.0"""100eでは導磁

率の温度変化の直線性が悪い.直線と考えられる土10%

以内の部分は， 3∞Qeで0"""'40
0

C，100eでo......，~OoC ， 

- ~，一
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Fig.8. The same as Fig. 6， for 6 values 
of weak magnetic field (30-1∞Oe). 
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Fig. 9. The same as Fig. 6， for 2 values 

of moderate magnetic field (2∞and 

3∞Oe). 
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Fig.10. Decrease of permeability of specimen 
No. 16 with incr伺 seof magnetic field at 

various temperatures. 

1 Oeでo--30o
Cである.この測定結果で，弱磁場での

値は反磁場の補正のため誤差が大きい.実用上 10--30

• 

回
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E
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Fig.l1. Rate of temperature change of 
permeability of specimen No. 16. 
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Fig.12. Temperature coefficient of 

permeability of specimen No. 16. 

Oe以上の磁場であれば直線性は十分にある.第10図は

いろいろな温度について導磁率と磁場の関係を示す.50 

℃以上では導磁率が急激iζ小さくなっ。ている.90oC， 

l∞℃のとき 5--100eで最大になっているのもホプキ

γソン効果と考えてよい.第11図は温度Oocにおける帯

磁率の温度係数を4色で表し，各磁場の値について求め
dt 

た.第 12図は温度0・Cにおける羽磁率向で温度係数

』ιを割った値_1_~ιと磁場の関係を示す.この値
μ2 dt 

は600eのとき最大になる.突用ではこの差はほとんど

問題ない盈である.とくに変化計では盤磁合金の量が変

わるだけである.

第13--25図iとはNo.17の測定結果を示す.第13図は

磁化コイルiζ流した電流値と弾勤電流計の振れを示して

いる.温度は No.16の試料のときのように 10
0Cごとで

なく，約15
0

Cごととしてある.

第14図は弱い磁場における磁化曲線を示している.

第3. 4図と異なり，磁気誘導で示しである.この試料

は反磁化係数が少し大きいため lOe以下の測定値の信

頼度が悪い.第15図は0--1∞Oeの磁場での磁化Ilh線

を示している.この試料も 100e以上になると飽和して

いる.

第16図はいろいろな磁場における磁気誘導と温度との

関係を示している.大体200e以下では直線性が失われ

て行く.

第17......20図はいろいろの磁場における導磁率と温度

-7ー



の関係を示す.100e以下では直線性が非常に悪い.こ

れはもともとこの試料の直線性の悪いことに起因してい

る.また反磁化係数が大きいため初導磁率は求めてない

が10eでもホプキγソγ効果が現れている.しかしこ

の試料でも 40--500e以上の磁場では噂磁率の温度変化

の直線性は非常によい.大体o--60o
Cである.

第21--23図はいろいろな温度についての帯磁率と磁場 ー

の関係を示す.第10閣のような対数回盛でなく直線目盛 官

第24図はOocにおける帯磁率仰の温度係数4ιを，
で示したこれから60

0

C以上では職率は急激に小さ ま十第2蹴土止を示しているこの図からOOe
くなる.また 1000e以下?では帯磁率は急激に大きくな ー μ2 dt 
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Fig. 14. Magnetic induction of specimen No. 
17in weak magnetic field (0・50e).
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Fig. 15. The same as Fig. 14， in weak 
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induction of specimen No. 17 for se-
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Fig. 17. Temperature change of p~rmeability 
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る.しかし二つの試料ではほとんど差がない.

3) 導磁率の温度係数を 1 dιで表すと磁場にあ
μz dt 

まり関係しなL、とくに 10.......1∞Oeでは一定とみて差

支えない.

nD 0Il 旬初 ω 9D a 
Magnetic field H 

The same as Fig.21， for (1-1∞Oe). 

The same as Fig.21， for (1-20 Oe). 

20011 

ID 100 
F1・ld. 0・

Fig.24. Rate of temperature change of 

permeability of specimen No. 17. 
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1 dμ 
で一一 与が最大になっていることが分かる.

μ2 Ol 

以上の結果をみて次のことが言える.

1) 帯磁率の温度変化の直線性は磁場が大きい程よ

く， 100e以下ではあまりよくない.変化計の温度補償

にはsoOe以上で用いることが望ましい.

2幻) 導磁率の温度係数iチは磁場iζ より謁非2怖和常に同な

:m“XlO・
Ko811ct1c field H 

Fig.21. Decrease of permeability of specimen 

No. 17 with incr但 seof magnetic field (50 
4∞Oe) at various temperatures. 

u) 50 ヲU
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Fig.2O. The same as Fig. 17， for 5 values 

of moderate magnetic field (200-ωo Oe). 
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Fig.19. The same as Fig.17， for 4 values 

of moderate magnetic field (40-2∞Oe). 
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Fig. 25. Temperature coefficient of per-

meability of specimen No. 17. 

4) 1......200e以下ではホプキ γソγ効果が現れるの

で導磁率と温度との関係は直線性がない.

5) 用いた試料の共通性からと.300--5∞Oeの測定

結果から推定して.No.16. 17のもつ成分の付近の合金

では上記のことが共通して言える.

1. 5 Fe-Ni-Cr整磁合金による温度補償 d

Fe..:.Ni-Cr整磁合金として特性のよく分かっている

No.16の試料を用い，単一棒磁石について温度補償条件

を求め，次いで整磁合金の実験用試料を自作して変化計

の温度補償実験を行った.

1. 5.1・単一棒磁石の温度補償

地磁気変化計の吊磁石は普通単一棒磁石であるので，

温度補償はこの単一棒磁石の温度補償をすることに帰着

する.従ってこれについて整磁合金の最も有効な使用法

を求める必要がある.この実験結果を述べる.

使用した俸磁石は KS鋼で，直径0.598cm.長さ 8.

1∞cm. 重量18.5g，体積2.28cc，寸法比 13.54，反

磁化係数 N=Q.132，磁気能率640r(註 1)*のもので

ある.

水平分力変化計の寸法値を 2.....3r/mmlζ調節し，こ

の吊磁石から 20.0cm離した水槽にその試料棒磁石を

入れ，水槽の温度を 10.Cより50.Cまで加減して温度係

数の測定を行った.実験場所の近くをI底流電車が通って

いて人工じよう乱が約1O--20rあるため，電車の通ら

ない23時からQ4時文はQ5時までの関i乙測定した.また

自然磁場の変化の大きいときは測定を中止したり，後日

柿岡の資料により補正した.

まず第26図のように肉厚1.5mmの中空円とうの整磁

合金を作って棒磁石にかぶせ，この円とうの長さを加減

E翌16
t I 8cm 

Magnet ， 
Shunt a110y 

Fig.26. Vertical section of a bar magnet 

and cylindrical shunt alloy used for 
temperature compensation experiment. 

して，長さと抱度係数および合成磁気能率の関係を求め

た.整磁合金の中心が磁石の中心近くになるようにおい

たときの結果を第27図に示したー

整磁合金のないときの磁石の磁気能率の温度係数

一す走4乎詳は+2.3Xl

磁石全商がつつまれたときのそれは一3.3X10由吋4となつ

Tこ.

合成磁石の磁気能事は上部の曲線のように減少じ640

rから 352rとなる.温度係数零の点は整磁合金の長

さe'=6.2cmで重量は 11.0gである.これは磁石の重

/ 

F 
600 

s∞ 

/、1~_'
2 

2∞ト 位制 l'~ 豆d旦t 。 〆

JS 
'00 

'234 S 6789 IOIl12IJ1l.1S 
Weight g 

Fig.27. Change of magnetic moment and 
its temperature coefficient of the co-
mposite・magnetshown in Fig.26. The 

abscissa represents the weight of the 

attached shunt alloy whose length is e'. 

* (註 1)磁気能率の単位は rcm8• この論文の磁気量は C.g. s.電磁単位で表してあるので cm8が省略され
ている.従って磁気誘導 B(=磁束密度)，残留磁気Br，磁化度 1(=磁化の強さ)，残留磁化度 I九
磁気能率 M はし、ずれも r(=Gauss)で表してある.なお合金または磁石銅の物質の残留磁気 Br，
残留磁化度ιと，その材料を形状寸法を定めた磁石等にしたときのそのものの平均の磁気誘導Bと

留残磁化度 I を厳密には区別せず，後者を B~， ι 等の記号で表現してあるところもある.磁場の
単位は Oe(=Oers~eのであるが，地球磁場iζ 限り慣習にしたがって F または r (=10-Sr)で表

してある.

nu 
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、、

量の60%1(相当し，このときの合成の磁気能率は445r

で，元のf直640rの70%になっている.

整磁合金が途中で切断されていると温度補償の効果は

非常に減少し，また短い試料で盤磁合金を磁石の一方の

極の方iζ偏らせると同じく効果をはなはだしく失う.同

じ重量の整磁合金で長さと肉厚を変えて作ると，長さが

長い方，すなわち肉厚でないものの方が効果がよい.ま

た磁石より長いものも効果が少ない.

Janowsky Iとよれば，薄肢の整磁合金を磁石にとりつ

けて変化計の温度補償をするとき，強磁合金の容積Vと

磁石の容積Voとの比 V/Voが (ql+qs)/Mαに等しいと

き温度補償が実現するという.ここにのは吊糸の採れ

定数の温度係数， -qlは磁石の磁気能率の温度係数，

αは整磁合金の磁化率の温度係数，Nは反磁化係数であ

る.整磁合金の比重と磁石の比重がほぼ等しければ，整

磁合金の重量mと磁石の重量 t1loとを使って温度補償実

現の条件を

m= ..!l!手立三n~ (1) 
J.Vα 

とおくことができる.単IL磁石のみの温度補償の場合は

qs= 0とおけばよい.この計算式から出した重量比は実

験による値60%と全く一致しない.

これらの実験ではすべて整磁合金が磁石の極距離より

短かくて，整磁合金の中を通る磁束の1置が少ないため，

有効な温度補償ができなかったものと考えられる.

次lζ第28図iζ示したように，磁石の側面lζ幅2.0mm，

厚み lmmの薄片の整磁合金をとりつけた.一つは端を

0/ /包~2~1õ" 
1，()() 

~ 。

-2 

Fig.28. Change of magnetic moment 

and its 旬mperaturecoefficient of 

a composite ma即時twhose vertical 

section is shown at the bottom. 
The abscissa represents the weight 

of the sttached shunt alloy. 

おりまげて磁石の断面に半分だけかかるようにした.

温度補償の調節はこの整磁合金の厚みを減じて行っ

た.この結果から，磁石の長さに等しい薄片が最も効率

がよく，温度補償したとき，すなわち合成の磁気能率が

温度で変わらなくなったときの磁気能率は1%しか減少

していない.

また整磁合金を磁石の長さの90%までにしても温度補

償はされているが，それより短くなると急激に温度係数

は大きくなる.

第28図にみられるように磁石の長さに等しい薄片の場

合温度係数が O.Ox10-4となるときの整磁合金の重量は

0.46gである.棒磁石の磁気能率はM=640r.体積V

=2.28ccであるから，磁石の磁化度を M=VIから逆

算すると I=281rとなる.従って磁石の内部磁場 NI=

37.10eとなる.このときの導磁率の温度係数は第11，， 

24図から4与子=引1川1で怜ある砂から弘似い，ベ，(1αω1ο以〉式で判q引v叩1戸=弓2.3x10-4 

α=土坐=0.卿， qs=O， N=O・132.mo=18・5g
4π dt 

とすれば m=0.37gとなり，実測にかなり近い.この方

法ならば磁石重量の2%の整磁合金をつければ温度補償

ができる.また整磁合金の長さは磁石の長さの90%まで

つめても補償条件は変わらない.従って整磁合金はもう

少し少ない盛で聞に合う.

この結果は変化計の温度補償のときにもそのまま応用

できる.すなわち

1) 盤磁合金は磁石の極距離より少し長いものが必要

であり，棒磁石では磁石と同じ長さで断聞が一定な薄片

ヵtよL、.
2) 温度補償の調節は厚みの加減で行う.この際整磁

合金の重量は計算式から出したものと大体一致する.

3) しかし寸法比の小さい磁石では反磁化係数の耳鳴

かさのため計算式と一致しないから，少し多い自のもの

を減らして調節する.

4) 単一棒磁石では整磁合金をつけたため磁気能率が

減少する量は1%程度である.

1. 5.2 地磁気変化計の温度補償

前項の結果より単一俸磁石I(対する有効な整磁合金の

とりつけ方が判明したので，実際の地磁気変化計につい

て応用し温度補償の様子を実験した.変化計としては

水平分力変化計を用し、，整磁合金にはこの実験のため自

作した第 1表の試料を使用した.

この試料は第 1図の増本らの実験結果を参照して製造

したものである.前節の実験I(使用したNo.16，17の試

-11ー
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Table 1. Composition of magetic shunt alloy 

Specimen Composition (重}

No. .Ni cr Fe 

l 32.27 9.62 rest 

3 34.00 8.24 11 

h 32.29 6.48 " 

ラ 33~04 5.60 " 
6 32.49 8.33 " 

T 33.67 7.16 " 

8 34.71 6.59 " 
10. 11. 12 34骨 9骨

11 

"̂ "̂̂-可。』崎 旬民 5 '6'俺

Fig.29. Triangular density distribution 
diagram of Fe-Ni-Cr shunt alloy 
made for the present experiment. 

料を含めて各試料の成分濃度を図示すると第29図の通

.りで成分の分布l隔は Ni=32"""'35 %. Cr= 5 --10%. Fe 

=55--63%となり中心の成分は Ni=33.5%. Cr=7.5 

%， Fe=59%である.

鋳込み前の重量%は1%ごとになるようにして， No. 

1 "，No. 8の8本の試料を作ったが，化学分析の結果は

第l表の値となった.各試料の全重量は50gである.

No.2の試料は少し多量iζ鋳込み別の試験lζ用いたの寸

この突験では欠番となっている.またNo.10.11， 12は

試験用に同時に製造しておいたものである.

合金の原料は日本電解製鉄所製電解鉄， Inco製電解

エッケルおよび金属クロームを用い，その純度は第2表

に示した通りである.

.‘ 

wdeenigshit七y 
Temp. compensation of variome七er

r/oC/100!唱 Weigbt for O.Oy/oC 

8.13 36.5 0.0357g 

8.15 35 0.0370 

8.16 38 0.0330 

8.14 33 0.0368 

8.14 52 0.0250 

8.14 32.5 0.0400 

8.15 35.8 0.0363， 

ー ー ー

• : Cbarge Percentage 

Feは直径5mm，Niは直径5.......7mm， Crは直径

0.5.......1 mm (J)小端として，タンマン炉iζFe，Ni， Crの

j眠IC熔解して行った.酸化を防止するためルツボの入口

に水素ガスを通じた.全部が熔解したとき脱酸剤として

MnO.4%. AiO.1%を加え，タンマ γJレツポを一寸冷

却し，再び 1分間加熱してから徐冷した.

冷却したときルツポを壊して合金を出し，表面をグラ

インダー仕上げしてから，焼鈍と鍛造をくりかえし，さ

らに圧延して約0.5mmの厚さに仕上げた.さらに測定

目的に合うように加工し，実験試料ができたときに，こ

れを真空中で 1000.Cの温度で1時間加熱し，炉の電流

を切り自然冷却させて，十分にひずみを取り去ってから

使用した.これらの取扱いは増本らの実験と全く同じで

ある.

No.1 '" 8の試料は冷間加工の完了したときのロック

ウェル硬度Cは22--25であったが，焼鈍を行った結果

0.5.......1となった.

水平分力変化計を1O--45
0

Cの温度変化ができる可変

恒温槽IC入れて，温度iζ対する変位を読取した.前項と

同様に測定はすべて深夜行い，また自然磁場が大きく変

化するときは測定を中止したり，後日柿岡の資料で補正

したりした.第30，31図などの測定例で測定値の分散が

Table 2. Chemical analysis of metals used 

Composition (%) Fe Ni Cr Co C Cu Si Mn Al P s 
Electrolytic iron 非 none 0.05 none 0.00s 0.00， 0.02 O.∞'05 0.008 

Electrolytic nickel 0.040 非 0.45 0.14 0.008 0.01， trace 0.039 trace O.∞a 
Metallic chromium 0.29 0.03 0.51 0.03 0.17 

-12 -
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入れて安定化をはかった.温度係数が小さくなると変化

計のドリフトと温度変化分の分離が困難になるので，と

くに気をつけ.20.......1∞℃の水中でくりかえし温度変化

を与えて，変化計の安定を待ってから温度係数の測定を

行った.この処理を行わないと温度変化iζ対してドリフ

トが大きくなるばかりでなく，温度係数自身も:t1 r;oC 

の分散をもって正しい値とならない.また変化計水品糸

の摸れがない状態から急によじれのかかった状態にうつ

ると吊糸のドリフトが起こるのでこれを防ぐため水晶糸

によじれを常に与えておいた.

各試料の重量を変えたときの変化計の温度係数を第32

・.......38図iζ示した.この測定は時聞がかかるため試料ごと

lζ4.......5種の盤磁合金の重量について測定した.整磁合

金の重量とその時の変化計の温度係数とは比例関係にあ

ることが分がる.各資料について温度係数がO.Or/OCに

なる整磁合金の重量と，整磁合金が 1∞ mg変化したと

き変化計IC与える温度係数値の変化盤を第 1表に示した

H・varlαneter
1.90v/mm 

sep;9・10，1948 

~ω 珂
Temperature ・c

Fig.30. Temperature change of H-variometer 

deflection for two cases. One without 

shunt alloy. and the other with the most 

suitable amount of shunt alloy. 
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Fig. 31. Example of temperature [change 

of H -variometer deflection for various 

amounts of attached shunt alloy. 

IIJ 10 

Wclght of ahunt alloy 

Fig. 32. Linear relation between temperat-
ure coefficient of variometer and wei-

ght of attached shunt alloy plate made 

from specimen No.1 of Fe-Ni-Cr. 
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Wolght of ohunt ll110y 1118 

The same as Fig.32， for No. 3. 
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あるのは，自然磁場の変動が主であるが，磁石と水品糸

吊糸が同ー温度にならなかった誤差も入っている.

盤磁合金は磁石と同じ長さの薄片としてとりつけその

厚みを加減して突験した.変化計変位の温度変化の代表

例を第30.31闘に示した.第30図は試料 No.3について

整磁合金のないときの変化計の温度係数が -13.0r/
o
C

であるのに対して，m:盤0.0396gの整磁合金をつけると

温度補償されて，温度係数がO.Ortcになるのを示して

いる.第31図は同じ No.3試料を使っていろいろな重量

に対する温度係数の実測例を示す.

変化計の寸法値は1.9.......2.1r/mmである.測定は1948

年7.......12月1ζ行った.この変化計のi磁石はKS鏑である

ため，整磁合金をとりつけると，その直後の安定が悪い

ので，整磁合金の重量を加減するごとに 100.Cの水中lζ

、

ー，

Fig.33. 
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The same as Fig.32， for No. 5. 

m 

/ 

閤Ni=32-....35%，Cr=5--1O%， Fe=残余の Fe-Ni-Cr

盤磁合金ではいずれの試料を用いても，温度補償は同じ

特性でできる.

また第30，31図によれば温度係数が小さいときその値

は1O-....40
0

Cの範囲では一定と考えられる.

盤磁合金と磁石とのとりつけ方はほとんど結果に影響

しない.ねじ止めすれば完全であるが，塗料で止めても

問題なかった.但し磁石の吸着カだけにしておくと街動

で相対位置が変わり水平分力の値が不連続になる.

温度係数零となるときの整磁合金重量0.035gを(1)

式による計算値と比較してみよう.この変化計の吊磁石

の磁気能率は M=15rで，体積 V=0.285ccより逆算

して磁化度 I=300rと推定し〔詮2)*，反磁化係数N

は0.2であるから，内部磁場600eと推定した.第11図

!loight of shunt a110y 1IIs 

The same as Fig.32. for No.8. Fig.38. Fig.35. 
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Fig.36. The same as Fig.32， for No. 6. 

。

が，いずれの試料でも温度補償させるときの重量は大差

なくおよそ 0.035gである.従って用いた試料の成分範

* (註2)単一棒磁石による実験の場合と同様に M=VIとすれば M=15r，V=0.285ccより I=53rとな

って著者の推定3∞rと著しくかけ離れた値となる.体裁 Vが0.285ccといら大きさは通常の変

化計用磁石としては大き過ぎるようであるが，著者の実験ノートを当たっても定かでない.もし

I=53rであるならば，盤磁合金と磁石の重量比の計算値は0.009となって著者の計算値0.041より

も実測値0.0261と近い. しかしいずれにしても計算値は概略の値を与えるにすぎないという著者の

所論に影響はないので原文のままにし:た.
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や第24図よりこの資料付近の整磁合金の噂磁率の温度係 '影響はわずかである.

数与ω6 5であるから (1)式で α=0.052となる 計算による整磁合的批は桝舗を与えるにすぎな

また磁石の温度係数はー13r/.cであるから，推算して いから，少し多量の盤磁合金をつけて突験的iζ温度補償

、、

ql +q5=4.3 X 10-4となる.従って (ql-トq5)/Nα は0.041

である.実測値の整磁合金重量は磁石の重量の0.016で

あるから，計算値に比べて 1/2.5である.これは磁石の

中央iζ小さい穴があるため反磁化係数N の値が不確か

であるため，磁導率の温度係数も不確かになるので一致

しないと考えられる.

整磁合金による温度補償は後I(.Jレーチン観測用の水平

分力，鉛直分力変化計iζ応用して成功しているが，これ

らの変化計には NKS鋼の磁石を用いているので，この

場合の整磁合金の重量と温度係数の関係の 1例を第39図

に示した.この整磁合金は前述の資料 No.1である.温

度補償なしのときの温後係数はー6.5r/.Cであり t ql+ 

Q5=2.2X10-4となる.この NKS鋼の磁石の温度係数

q，=0.9XlO-4で，かなり小さい.寸法比3.3のとき反

磁化係数 N=0.8となる.磁石の磁気能率 .Nl=28.0r

であるから逆算して磁石の磁化度 1=1∞rとなり〔註

3 )*，導磁率の温度係数 dι=0.5となる.従って α=
dt 

0.04となる.故iζ (q，+q5)/Na=0.∞7となる.実測値

は磁石の重量0.57g1乙対して，整磁合金の重量は0.016

gとなり比は0.028となって，計算値1(.比べて 4倍大き

L、.

これらのほかに多くのルーチγ観測に使用された例で

は，温度補償のときの整磁合金の盛は，もとの磁石iζ対

して 5%以下である.普通は2%であり，磁気能率の減

少も 3%以下である.従って変化計自身の特性に与える
¥ 
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Fig.39. The same as Fig. 32 except that 
bar magnet of the variometer is made 

of NKS steel as opposed to KS steel 
used in the伺 seof Figs. 32-38. 

するほかはない.

以上の結果とその後この整磁合金を温度補償に使用し

た変化計の基線値の安定とから，盤磁合金による温度補

償の利害得失をまとめてみると次の通りである.

1) どんな型の変化計1(.も利用できる.磁石に 2"""'5

%の重量の整磁合金をつけるだけでよい.

2) 変化計の特性に与える影響がほとんどない.温度

補償だけであり，わずかに寸法値などが2......3%大

きくなるだけである.

3) 磁石の安定のよいものを用いれば非常に安定のよ

いものが得られる.

4) 地球磁場の強さに関係しない温度補償になる.

5) 整磁合金や磁石の特性はよく吟味しなければなら

ない.

6) 温度補償は実験的lζ容易にできる.重量の加減だ

けでよい.

7) Fe-Ni-Cr整磁合金では成分の配合が少しくらい

変わっても実用上差はない.

8) 10......40
o
Cでは温度係数は直線的である.

9) 整磁合金の温度補償の量の算式は概略値を与える

にすぎない.

1. 5. 3 温度係数の直線性

整磁合金をつけた磁石の混度変化はせまい範囲の温度

変化，(.対しては臨線的であるが，温度変化に少しI闘があ

ると若干直線性を失う.変化計の温度変化の実測にもそ

れが現れている.

磁石の磁気能率は温!変変化 Jt，(.より次式で示される

変化をする.

M = j¥.fo( 1 + q，Jt + QuJt2
) 

引は一般に 1......5 X 10-'であって，われわれの常用

する変化計の NKS銅磁石では1......3 X 10-'である.

quの頃は5"""lOX 10-7であるが，実測が容易でない

〔註4)*.とくに小さい磁石になると測定中に誤差が入

りやすい.著者の実測した結果では，同じ材料で同じ寸

法であっても引は30......50%の幅があり.quはそれぞれ

本〔註3)註2と同様に Iの算出値は疑問である.磁石の体積Vを 10mmx3mmゆ(第39図〉から求めると

O.071ccであるから M=28.0rとあわせて I=M/V与400rとなり著者の算出値 100rの4倍とな

る.整磁合金と磁石の重量比の計算値はこの場合0.031となり実測値0.028にかなり近い.しかし
実用上計算値を概略値と考えた方がよいことは前註同様である. ((註4)は次頁にあり〉

R
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に大きく異なっている.

いま20
0

Cを基準点として Ql=2.0X10-4であるとする

と，水平分力変化計では水品糸のよじれの祖度係数qr，=

1.3 X 10-4を加えて，水平分力 H=0.300r11':対して 20

℃の温度係数は-9.90rtCであるが，ここで qu=5X 

10・7としてやると L1t=200CでquL1tは1XlO-5となる

から.OOCではー9.60r/'C.40'Cではー10.2r/.Cとな

る.

従って整磁合金をつけて基準点20'Cで合成温度係数

40~C のときー0.7r/'Cとなる.

すなわちo......40.Cの全温度の範囲にわたって完全に

温度補償をして，温度係数を O.Or/'Cとすることは容易

でない.強磁合金と倣石鋼の組合せがよければ打消し合

って完全に行くが，かなり材料の選定をしなければなら

ない.20'Cで温度係数が O.Or/'Cとなっていても.O. 

40.Cで最大土1.5r/
o
Cの温度係数をもつのが普通であ

る.このことは温度変化の 2次の項に関係するので避け.

られない問題である. しかし変化計室の温度の年変化蝦

が零となるように調節したとき，その盤磁合金の導磁率. を20
0C以下にするとほとんど問題はなくなる.

の温度係数の直線性が完全とするならば， 20.Cのときの

温度係数O.Ortcに対して. O.Cのとき +0.30rtC.

40.Cのときー0.30r/"Cとなる.

しかし整磁合金の噂磁率の組度係数は，直線性のよい

ものでも 0......30・Cで土 5.%の変化があり，普通は土10

%である.従つでこの分の温度係数変化が温度補償なし

のときの 20.Cにおける磁石の混度係数ー9.9r/'Cに対

してOoCでは0.5r/"C"'-'1 r/'Cぐらいの変化があること

になる.実際には磁石の quが組合わさってもっと大き

くなりうる.導磁率の温度係数の変化がo"'-'40
0Cで土

10%であるとし磁石の磁気能率のそれと同じ形で，打消

し合うとすると，合成温度係数はo'Cのとき 0.7rtc.

301 

実際の観測に用いられた変化計の温度係数のいくつか

の例を示すと.a) 4.Cでー 2r/.C. 20
0

CでO.Or/"C，

27'Cで+1. 0 r /"C • b) 6.Cでー0.5r/"C. 13
0

Cで0.0

r/'C，' 28
0

Cで+1.5 r/"C， c) 90

CでO.Orl"c，29
0

Cで

-O.5r/'C. d) 1O......20
0
CでO.Or/"C.e) 5 Ocで+2.0r/

OC， 13'Cで0.0r /.C. 27.Cでー1.5r/"Cなどがある.

d)例の基線値変化は第40.41図l乙示すように水平分力変

化計・鉛直分力変化計ともに温度変化がほとんどなくド

リフトのみとなっ-ている.第40図は柿岡第 1変化計室の

水平分力変化計，第41図は同室鉛直分力変化計で，いず

れも水晶吊糸を用い NKS鍋磁石を整磁合金で温度補償

したものである.

， 

15 
Temperature 

Fig.40. Base-line value of an H-variometer at Kakioka. 

10 

* (註4)磁石の磁気能率の楓度係数は一般に負であって M の式における ql・quともに負の値をとるべきで
ある.この論文においても温度係数の正負を厳密に区別するときは一次視度係数(例えば第51図)，
ql1 (例えば註5拳照)ともに負と明記してある.この節の数値は符号を無視した表現と解すべきで

ある.なお他節においてはむしろ ql=ー(1川め(dM/dt)とおいて qlが正の値となるように記号

を定めてある方が多い.この節でもこの直後にー(qJ+qs) XO.3['= -9.9r/"Cとしている計算をみ

るとこの思想が残っている.

au 
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Fig; 41. Base-line value of a Z-variometer at Kakioka. 

しかし NKS鋼の磁石では著者が多くの温度補償を行

った例では，その必要がほとんどなかった.整磁合金の

重量調節を行って直ちに記録を開始しても，磁気能率の

変化から起こるドリフトは直後の 2""3時間で，基線値

の変化iζ換算して2......3r以下である.従って実用上全

く問題ない.それでも吊糸の安定化を考えると温度変化

を与えて seasoningを行うことは大切である.鉛直分

力変化計では整磁合金の重量は，系の平衡の要素にも加

わるので磁石との接着は完全になるよう塗料で固着した

方がよい.

水平分力変化計では水晶糸吊糸のよじれの温度係数と

磁石の磁気能率の温度係数を加えた分を整磁合金で補償

しているから，磁石と吊糸の温度差が 1Ocあると 8rの

誤差を生ずる.従って温度の一様は非常に重要である.

1.5.4 安定性 少なくても:t0: 03.......0.05 Ocの範囲内にあることが必要

整磁合金をつけたときの磁石の安定について考える である.これは吊糸が水品糸の鉛直分力変化計で，吊糸

と，整磁合金をづけたことによる磁気能率の変化は1...... によじれのかかっているときにも起こる問題である. ，，~ 

2%程度であるからiこのことだけに対しては整磁合金 ずれの変化計でも温度補償の試験のとき起こり易い.第

の安定は磁石の安定iζ比べて5U""1oo倍悪くてもよいこ 40， 41闘の変化計基線値変化図は変化計設置以降の安定

とになる.しかし実際には磁石自身が整磁合金のために 性を据付数日後から始まった毎週の絶対観測値:で示し

安定を失うという問題がある.KS銅磁石では，整磁合 てある.前述のようにこの変化計は温度係数がほとんど

金をとりつけた後で.10.......1∞℃の水中で水焼の焼戻し O.Orrcで，図の変化はドリフトを意味する.据付Iζ先

を行い，数時聞にわたって温度の昇降をくりかえさない 立ち seasoningをしてあるから，据付後のドりフトが

と安定しない. きわめて小さい.

一般的iζいって磁石の磁気能率の温度係数は qllが負

〔註5)*であるので，整磁合金の導磁率と温度係数も同

じ形で，導磁率と温度の関係が第18図のように上方に凸，

である方がよい.また0--40
0

Cの聞で導磁率の温度係数

は5%の変動であるのが望ましい.このためには A2変

態点が 120......140
0

Cのものが適当である.110
0

C以下の

ものでは，高温度の部分で温度係数が大きくなりやす

し、.

しかし実用上は1......2rrcの瓶度係数はそれ程問題

ではない.それよりも温度係数が小さくても温度変化が

あるとドリフトを生じやすくなることの方が問題であ

る.そのため変化計室の温度変化を少なくすることは大

切である.

¥ 

* (註5)註41ζ記寂した通りこの節では温度係数の正負を無視しての.quの数値を正値で表現してあるにも
かかわらずここにおいてのみ qllが負であるといっているので誤解を生じやすいが.M=Mo (1 + 
ql4t+ qu4t2

) とおくなら quは負の値が正しく，この節の他の場所で qu1<:::正の値を与えているの

は符号を無視した表現と解すべきである.

市，唱・-



第2章変化計用磁石

結l章において整磁合金による温度補償によって変化

計の実用的温度補償に成功したことを述べたが，当然，

変化計の磁石系の本体である磁石自身についても，とく

に磁石鍋の材料と磁石の形状寸法について，検討しなけ

ればならない. しかしここでは磁石銅全般についてでは

なく，われわれの実用している NKS鋼を中心にしで考

えてみる.

2. 1 磁石舗の一般的特性と変化計用磁石

磁石鍋の特性を示す磁化曲線において，特性の目安と

して残留磁気 Br~ 抗磁力 Hc およびエネルギー積の最

大値 (BxH)maxは重要な因子である.第42図におい

て左側半分はHく Oの消磁曲線を示しA点， C点はそ

れぞれ Br，Hcを与える.K' (Br， lic)点と原点0を

結ぶ直線と消磁曲線との交点を D'とする.第42悶右半

分はエネルギー積 BxHのB軸に対するプロットであ

る.この最大点FIC対応する B，_Hの点を示すのがD

点であって，磁化曲線〈消磁曲線〉上この点で動作する

ように磁石を使うのが最も好都合である.普通の磁石で

はDとD'とはほとんど一致する.

このほかに磁石の特性を与える要素としてはいろいろ

あるが，地磁気観測用として重要なのは特性の安定度，

温度変化によって特性の変化しないことである.一般に

エネルギー積の大きい磁石は加工が困難なことが多い

が，われわれの使用するのは単純な棒磁石が多いので，

加工の難易はそれ程問題でない.

一般に使用される，文は使用されてきた磁石鋼には

いろいろある(白川， 1965;村111，1944;牧野， 19邸;

Qliver & Hadfield， 1948・;Hadfield， 1962)が，ここ

では地磁気観測と関係のある磁石鍋の主なる特性 Br，

Fig.42. Demagnetization curve (B国H)and 
energy product (BxFl) curve. 

Hcおよび (BxH)maxを第3表iζ示し，多少の説明を

加えよう.第3表の値は主として製作当初の値であり，

その後改良が加えられ現在はもっと性能のよいものも

出ている.理論的に逮しうる BrxHcの最高値は1x 
107といわれている(村川，1944)が， Pt-Co鋼では最高

値が 1.2xlびiζ速しているし， NKS鋼の中にも 1.1X

lびになるものが製造，市販されている.

これらの磁石鋼はそれぞれ利害得失があって，健が大

きいからすべてよいとは考えられない.われわれの地磁

気観測用の場合は棒磁石で使用することが多いので，抗

磁力 Hcの大きいものが都合よい.

第3表で C，Cr， W， Co， KS鋼はすべて焼入れ硬

化型のもので，特性にも幅がある.また加工性に優れた

点が多い.

MK鋼は分散硬化型で多量の Alを含んでいる.これ

は7∞...... 8∞℃で焼戻しをし析出させて内部歪を大きく

したもので， NKS， Alnico， .Cu-1;>li-Feなど多くの優

秀な磁石の母体となったものである.これらのものはグ

ライ γダー仕上げの必要があるが，現在は加工技術も進

歩しているので，われわれが使用する程度のものには不

足はなく利用できる.現在の変化計にはほとんどこの種

のものが用いられている.この分散硬化型は Al， Ni， 

Co， Cu， Ti， Feが主体をなしており，改良型が各国か

らいろいろな名称で市販されている.変化計用のものは

一般に Alnicoと過称されているのが多い.

Fe-Pt， Co-Pt鋼は抗磁力が非常に大きいので，寸法

比の小さい磁石を作るのに都合がよい.市販されている

Platinax nでは Br=6400r，Hc=48000e， (BxH) 

mnx=6.2xlびである.この磁石鋼の消磁曲線から寸法

比に対する磁化度を求めると，寸法比が2.0より大きく

なると磁化度は一定となる.これは他の磁石銅lζ比べて

はるかにすぐれている.NKS銅では4.....5以上でない

と磁化度は一定にならない.変化計では，周期を短くす

るため寸法比を小さくする必要があるが， 1..... 2より小

さくしても慣性能率はそれ程小さくならない.従って特

L 殊な目的でないと使用しても効果がない.

OP磁石， Baフェライトその他の金属粉末を焼結した

ものは，比重が小さく 3.5.....5で，Hcは300......26∞Oe

で大きい.日本ではFXD磁石として市販され良質のも

のがあり，Br=3500r， Hc=26000e， (BxH)max= 

2.5x100となっている.これも寸法比が 1.....2より大き

-18ー
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Table 3. Permanent magnet 

地ra C叩 poslt1∞ Dga/13cm 1ty Br E(bOe} (XB1X0H-)ーu叫 ー

(11 ) 

C stee1 0=1草，恥鴨S. 7.8 8000 60 0.20 

cr st目 1 0=1%， Cr=2-6%，聡司四. 7.8 9500 65 0.25 

W stee1 ¥>1=6%，位'=U.7%，FE拘留. 8.1 105∞ 65 0.32 

白 stee1 McoO=E31-.955Z，， h位E司9モZs，LCE1S， 7.8 8000 150 0.55 

KS stee1 恥Co'"帽35，丸h町『田モ9s 5. ， 民0.8% 8.2 90∞ 250 0.96 

MK stee1 • Alco13%， Nl=29%， Fe=r四. 7.0 6000 問。 1.6 
¥ 

I NKS stee1 AClO=E23Z7丸，hm可=制18Z.，也.=7丸 7.4 6000 900 2.0 

Fe-pt st僧 1 pt=78%， Fe=22% 5800 1570 3.0 

pt"'Co st田 l pt:::77%， Coc23% 15.5 4500 27∞ 持.0

αl-N1-F也 N1"20芦， α1=608民司宅S. 8.6 5800 600 2.0 

Co=13%， Al=lO%， N1=18 
Aln1co 。1"'6% 7.5 7000 510 1.6 

OP~む FeJO~ ， CoFe.zOu. 3.5 4000 • 600 1.3 

Ba. ferrlte BaO・6ぬ.zOI 5.0 3400 2600 2.6 

ければ残留磁化度は一定となり，寸法比の小さい磁石を を比較すると寸法比に対する磁化度の変化からいえば，

作るのに適している.しかし Brの温度係数がー1.8x PトCo鋼の特性の方がすぐれているが，磁化度の盤が

lO-a;oCであり，.変化計には都合が患い 小さいので寸法比が2より大きい棒磁石ではNKS鋼が

磁石鋼を変化計に使用する場合問題になる寸法比対磁 優れている.

化度の関係を主た磁石鋼について第43図iζ示す.Co鋼 変化計に使用する磁石鋼はその時代における最良のも

、民

はKS，AlnicoはMKとほぼ同じと考えてよい.図の

曲線中太い部分は (BxH)maxIC相当する付近を示して

いる， Pt-Co鋼は前述の通り寸法比2以上で磁化度はほ

とんど変七らない.W鋼は Brは大きいが寸法比が小さ

くなると急激に小さくなるので，棒磁石とした場合iζ大

きい磁化度は得られず有効でない.NKS鋼と Pt-Co錦
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Fig.43. Intensity of magnetization against 

dimension ratio ela. Thick part of cur-

ves indicates the region at and n回 r出e

maximum energy product (BxH) max・

のを選ぶよう努力されてきたが，磁石鋼としてよいもの

であっても特殊なものは変化計に必要な特性がはっきり

しないため，開発後利用されるようになるまでかなりの

年数を経ることが多い.

地磁気観測が始まってから1920年頃まではW鏑などが

多く用いられてきた.これは磁気能率の温度係数が大き

く4......6 XlO-4であるため，変化計の温度係数は 15--

20rrCであることが多く，観測精度が非常に悪かった.

また磁石自身の安定も悪く基線値のドリフトも大きかっ

た.

1917年に KS鋼が発見されてから各国でもコバルト鋼

で良質のものが開発され1923年頃から地磁気観測にも用

いられ，変化計の安定もよくなり，温度係数も10--15rl

℃となっTこ.

W鍋やKS鋼では寸法比を小さくすると磁化度が落ち

るため，棒磁石としないで楕円形の平板にして反磁化係

数を小さくしている.偏角，水平分力変化計ではその椅

-19ー
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円の長軸が25......30mm，鉛直分力変化計では40--1∞
mmのものか，寸法比が 10......20の細長い棒磁石を用い

た.

1932年にMK鋼が発見され，引続いて Alnico，NKS 

J 鍋が開発されたが，地磁気観測所で使用されたのは1935

年頃からである.

われわれの観測所では， 1920年以前のものはW鋼を

用い， 1924年から Co銅を用いている.KS鋼を用いた

のは一部の変化計であった.これは変化計自身をドイツ

のアスカエヤ社から購入していたためであり，変化計iζ

対する改良はほとんど行われていなかった.1945年から

変化計の精度向上の研究が進められてきたが，磁石銅に

ついて大幅な改善が進められたのは1948年からである.

そして整磁合金の温度補償のためには安定のよい NKS

鋼がすぐれていることが分かり， 1949年より試験観測を

開始し，基線値の安定などを確かめた.)レーチγ観測に

NKS鋼を使用したのは1951年からであり，これは3成

分ともに使用している..以降われわれの観測所，柿岡・

女満別・麗屋では NKS銅と Fe-Nl-Cr盤磁合金である

MS合金を使用している.

2.2 変化計用磁石の段計

磁石鋼は棒磁石のときその寸法比 11~ (e/a=長さ/i直

径〉でその磁化度が変わる.変化計に使用する磁石はで

きるだけ寸法比が小さくて，しかも磁化度が大きい方が

よい.このため抗磁力 Hcが大きく，しかも残留磁気

Brの大きいことが望ましい.しかも特性の安定がよく，

磁石としたときの磁気能率の安定がよく，時間と共fC変

化することがなく，しかもその温度係数の小さいことが

望ましい.

鉛直分力変化計でシュミット型磁石系を用いるとき

は，加工の難易が問題となるが，著者はナイフエッヂ型

変化計自身が精度を上げるのに大きな障害であると考

え，横吊型変化計を推奨してきた.この場合は鉛直分力

変化計も他の2成分と同様棒磁石でよいから， 3成分と

も同じ考えで磁石の設計ができる.

前節に述べたように Pt-Co磁石鋼は寸法比の小さい

所まで磁化度が大きいなどすぐれた特性を有している

が，Brが小さい.しかもわれわれはそれ程寸法比の小

さい磁石を必要としない.日本で入手容易なものとして

はNKS磁石鍋が最も都合よく，特性もすぐれている.

しかも磁気能率の温度係数も 1~ 3 x10・4で小さい.現

在市販されている M K，NKS， Alnicoなどはその特性

iζ非常に輔があり，いろいろな製品が出ているが，本質

的な差はあまりない.それらの製品の中から目的IC合っ

たものを選出することの方が重要であろう.

変化計の磁石の磁気能力は寸法値を適当の大きさにす

るためある程度制限がある.偏角変化計では磁気能率は

torsion factor lC関係するのみであるが，取扱いの限

界からいって1O--30rがよい.水平分力変化計では，

水晶糸の直径を自由IC加減できれば寸法値は容易に変え

うる.われわれの例で，吊糸の長さ 13.0cm，記録する

距離を172cm，2倍角吊具使用で，寸法値を2.50r/mm

とするためには，水平分力変化計の磁石の磁気能率が与

えられたとき第44図IC示される直径を有する水晶糸を用

いればよい.'10......30rの磁気能率の磁石の場合には，水

品糸の直径は53......70μmのものであればよいことにな

る.突際IC取扱うのには30μm以下の水晶糸は切断しや

すいし， 1∞pm以上のものは製作が少しむずかしい.

50--70pmの水晶糸は製作しやすししかも取扱いも便

利で好都合である.

鉛直分力変化計の磁石の磁気能率は，横吊型では50r

以上あればよいが，実用上好都合なのは100......150rで

ある.これは寸法値， torsion factor，磁石の大きさか

らくる取扱いの便利さ，他の変化計IC与えるじよう乱な

どから考えて最も都合がよい.

われわれの使用している NKS銅についてこの磁気能

率を与える磁石の寸法を考えてみる.NKS鋼で作られ

た棒磁石は寸法比 e/aIC対して第43図iζ示す残留磁化

度 Irをもつものとする.従って直径aを与えるとそれ

ぞれの寸法比に対して磁気能率 VIをもっ.ここにVは

磁石の容積を示す.第2.4節に述べるように正確には磁

気能率はO.SVIとなるが，ここではそのまま VIを用い

た.これは相対的なことであるし，第43図自身も非常に

帽があるので，ここではそれ程問題にしなくてもよい.

直径aを2，3， 4， 5， 10mmとした場合の棒磁石の

磁気能率の値を第45図IC示した.第43図からわかるよう

に寸法比5以上は Irが一定となっているから，第45図

で寸法比5以上では，磁気能率は寸法比IC比例して大き

くなるが， 4以下では急激に小さくなる.横軸に直径a

をとり，寸法比 e/aをパラメーターとして示すと第46図

のようになる.

NKS鋼では (BxH)maxIC相当する寸法比は2--4

である.従って1O"""30r，100"""150r に相当する棒磁

石は直径が 1.S......3.5mmおよび3.S--6.Smmとなる.

突際の製作を考えると (BxH)ml1xの寸法比は.3，残

- 20ー
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留磁化度は安定消磁を考えると消磁曲線より得られるも 化度は急激に小さくなる.

のよりも20......30%小さい値を見込むのが安全である.ま ルーチン観測では磁石をささえるために吊具が必要で

た水平分力，偏角変化計では2倍角吊具で寸法値2:50 あり，また光量をある程度うるために鏡もかなりの大き

r/mmのときは，磁気能率は25rが最もよい.従って

直径3mm，・長さ 10mmの磁石が都合よい.

鉛直分力変化計では磁気能率は150rがよいから，直

径5mm，長さ.15mmがよい.しかし突際には短くて取

扱いが少し面倒であり少なくも20......25mmの長さが必要

である.従って寸法比を大きくして直径3mm，長さ 25

¥ 

さが必要である.これがある盆の慣性能率をもっている

ため磁石の寸法比を小さくしても，周期は小さくならな

い.むしろ磁気能率が小さくなり逆に周期は長くなる.

このため最も都合のよい限界点が存在する.

吊具系の慣性能率を 1，磁石を除いた部分のみの慣性

能率を 11，棒磁石だけの慣性能率を 12とし，磁石の重

--30mm，文は直径4mm，長さ 20mmのものにした方 量m2，長さ e，直径aとすると

がよい.決定的に寸法はきめられないが直径3""5mm /=11+12 

のものが都合よいことは確かである.

次に慣性能率と周期との関係について考えてみる.変

化計の吊具が磁石だけであれば寸法比の小さいもの程周

期は早くなる.従って特殊な目的では磁石自身を鏡にす

れば短周期になしうる.

寸法比の小さい磁石は磁化度が急激に小さくなるか

ら，短周期の変化計をうるためには抗磁力の大きい磁石

鍋を用いる必要がある.しかし既に述べたとおり .Pt-

Co鋼を用いても寸法比が2""1.5より小さくなると磁

12=m2(を+ft)
(2) 

(3) 

磁石の慣性能率は NKS鋼の比重 p=74とし直径aが

与えられると寸法比 e/afr.よりきまる.慣性能率 11，12

が与えられれば水平分力をH，。磁石の磁気能率を M"

吊糸のよじれ定数と磁気能率の比を k，鉛直分力変化計

の寸法値を A.r. 光学的距離をRとして各成分変化計の

周期は

偏角:T=2π仔事
司
&

く4)



水平分力:T=2πJ ~1可 (5) v-z沼7

I 11+:l 鉛直分力 :T=2π..J.~T 2-.1 ( 6 ) 
;-_ v 2R・Az.M，

偏角変化計について吊具の試験から，磁石の直径aが

2， 3， 5， 10.周~のとき吊具の慣性能率 11 はそれぞれ

0.0唱， 0.06， 0.10， .0.20である，もちろん鏡を極度に小

さくすれば3O"""40%小さくなしうるが， )レーチγ用とし・

ては上記の値が安定上必要である.H=0.300rとし;a

ic::: 2， 3， 5， 10mm 1ζ対する棒磁石の磁気能率 M.と

慣性能率 12を計算し(4)式より周期を求めると第47図

の (11+12)で示した値となる.

磁問で駒iないとすれば T=2πJ誌で，

これから求めたものがんの曲線である.

この図から直ちにわかるように磁石だげの慣性能率な

らば，寸法比 e/aの小さい所で周期は寸法比にほぼ比

例して短くなる.しかし鏡や磁石押さえ等のため吊具

の慣性能率は一定量以上小さくならない.このため↑印

で示したよ 5に磁石の直径a= 2. 3， 5， 10mm'ζ対し

て，磁石の長さ 12.5，11.4， 10.0， 8.0mmのときに周

期は最も短くなる.またこのときの磁気能率は直径a=

U
H
W
@
 

唱
。
制
加
。
白
幽

Fig.47. Relation between . period of D-vari-
ometer and dimension ratio of its bar 
magnet for 5 constant diameters. Mon-
otonie change represerits imaginary case 
.of詑 romoment of inertia for suspension 
accessaries (11 =0). Vertical arrow indi-
伺t~s' the attainable minimum period in 
the real case of;moment of inertia 11 +1t. 

2 ， 3， 5. 10mm lC，対して24，38， 75， 160 rとなる.

いずれの場合も寸法比がそれより小さくなると急激に周

期は長くなる.

この曲線の形は，もし寸法比と磁化度の関係(第43図)

が変われば変わってくる.磁化度の相対値が変わるだけ

ならば周期の相対値が変わるだけである. しかし磁化度

が急激に減少し始める寸法比の位置が変わると，第47図

の関係は変わ.ってくる.

偏角変化計では磁石が直径3でmm，長さ1l.4mmのと

き最も周期が短い.これはNKS鍋の (BxH)maxのと

きlの寸法比31ζ近い値で都合がよい.

水平分力変化計lC，対しでも同じことがいえる.いま寸

法値2.50r/mm，記録する距離172cmで2倍角吊具を

使用すると k=0.172rとなる.これを (5)式に代入し

て〔註6)*，偏角変化計と同じく求めると第48図とな

る.ここで 11は偏角変化計と同じく，直径a=2，3， 

5， 10mmのとき， 0.06， O~06， 0.1， 0.2とした.

周期が最も小きくなるのは，磁石の直径a=2， 3， 

5， 10mm 1乙対して，磁石の長さ 12.5，11.4， 10.0， 

8.0mmであり，磁気能率は24，38， 75， 160 rとなる.

水平分力変化計も磁石の直径3.0mm，長さ 11.4mmの

とき最も周期が短い.

鉛直分力変化計についても同じことがいえる.いま

(6)式で寸法値 Az=2.50r/mm，距離R=250cm，吊

具だけの慣性能率五を，磁石の直径a=2，3， 4， 5， 

101C，対して 0.4，0.4， 0.6， 0.6， 1.0として周期を求め

， 

H-vorilXlleter 
1-11+ 12 
lz:皿agnet
Ral72ロDx2
scale value 
2.50yl回

Fig. 48. The same as Fig. 47， for 
H -variometer. 

* (註6)(5)式の代わり，1ζ鉛直分力変化計の(6)式と同様に T=加、1(l1+12)/2R.AH・Msとおいた方がわ

かりやすい.とこに AHは中法値であり 2.50r/mmと与えられ，Rは記録距離 172cmに対して2
倍角使用により344cmとなる.RはR=2k・AHにより 0.172rとなる
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ると第49図のようになる.そして周期の最も短くなるの

は磁石の長さが，それぞれ 19.0，17.1. 19.2. 16.5. 

13.0mmであり，磁気能率は41，73. 140. 180. 3∞r 
となる.

これらの磁石の寸法のうちで，最も周期の短くなるの

は直径5mm.長さ 16.5mmである.

鉛直分力変化計では吊具自身の慣性能率が大きいの

・で，磁石の慣性能率はそれ程関係しなくなる，だから直

径3.......10mmのものでも周期の最小値は大差ない. しか

し寸法比の小さい方では周期は急激に長くなる.

直径の大きい磁石ではそのす法比が少しでも変わると

周期は大きく変わる.これは残留磁化度Irと寸法比e;a
との関係が少し変わっても大きく変わるので，直径5

mm以上の太い磁石を用いるのは都合惑い.むしろ 4........

3mmのものがよい.一方磁石の長さが15mmでは調節

するのは面倒であり， 20.......25mm必要である.従って周

期は多少犠牲にしても寸法比の大きいものがよい.第

47， 48および49図でえられた各直径に対する最も短い周

期とその時の直径を示すと，第50図になる.これから鉛

直分力変化計では直径3.......10mmの磁石を用いれば，最

短周期は10%の差があるのみである.従って取扱いの点

からと，磁気能率から考えて，磁石の直径4mm，長さ

20mmのものが最も都合がよい.

参考iと述べると水平分力，偏角変化計は直径3.......5

mmの磁石を用いれば最短周期は5%の差を生ずるのみ

である.

以上のことから，われわれの観測所の変化計磁石の寸

法は偏角，水平分力変化計では直径 3mm.長さ10mm.

磁気能率約25rt 鉛直分力変化計では直径4mm，長さ

25 

Dlameter mm 

Fig.50. Minimum period of variometer 
whose bar magnet is made of NKS 

steel. 

20mm，磁気能率約 150rのものを使用している.材料

はNKS鋼である.

以上の議論は一般のAlnico磁石鍋にも適用できる.

寸法比をいくらにとるか，吊具系の慣性能率はいくらで

あるか，使用上の制限はどの程度であるかにより定めら

れ，実際にはかなりの備があって自由度が大きい.

次lζ磁石の寸法と整磁合金による温度補償の関係を考

察してみる.すでに述べたように整磁合金の滋磁率の温

度特性は弱い磁場では悪くなりやすい. しかし一方(1)

式のαをきめる導磁率の温度変化率告は弱い磁場ほど

大きい.このため磁石の内部磁場が小さい程整磁合金の

盤は少なくてよいが，直線性がなくなる.このため安定

率を見込んで磁石の内部磁場は500e以上であることが

望ましい.実用上では 1∞.......3∞Oeでも変化計の温度補

償のとき盤磁合金の量は，もとの磁石の重量の 2"""'5%

であるから，その盤自身は問題でなく，むしろ導磁率の

温度係数の直線性の方が盤要である.従って磁石の内部

磁場は大きい方が都合よい.

内部磁場は反磁化係数 N と磁化度 Iの積 M で示さ

れ寸法比の小さい程Nが大きくなるが，磁化度Iは寸

法比が小さくなると小さくなるから，抗磁力の大きいも

のでないと M は大きくならない.

NKS銅やAlnico鋼では寸法比が 4.......5まで磁化度

は一定値i乙近い.寸法比が10より小さくなれば M は50

.......1∞Oe以上になり. 5より小さければ， 1∞"""'3∞Oe 

以上になる.従って寸法比が5より小さいものを用いる

と都合よい j

磁石鍋の温度係数は一般に寸法比が無限大，すなわち

磁石の内部磁場が零のときの値で表示されている.第51
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Fig.51. Temperature coefficients of 
NKS and KS magnet (after Y. 
Shirakawa， 1950). 

図は白川 (1950)により求められたKSおよび NKS鍋

の温度係数の内部磁場による変化を示している.この例

では寸法比が小さくなる程温度係数は大きくなる.しか

し寸法比と温度係数の関係は一定ではなく，材質によっ

ては寸法比が小さくなると，温度係数も小さくなるもの

もある〈白川.1965). 

著者の使用した NKS鋼では温度係数は，寸法比10の

ときー3.3X10-'.寸法比3のとき-1.5xlO-'であり，

寸法比が小さくなると温度係数は小さくなった.しかし

これも材質によっては寸法比が小さくなると大きな温度

係数となるものもある.また同一材質から作られたもの

でも20.....50%の摘はあるのが普通である.

また寸法比が小さいと磁化度が温度変化iζ対して可逆

的には変化しない.例えば NKS-5の例では寸法比が14

のときはo......5oo.Cの温度変化に対して磁化度は0%で

あるが，寸法比が4になると 3%減少する.寸法比が1

になると 6%減少する. しかしこれはo.....5oo.Cの温度

変化に対して繰返し減少するものではなく，一回の温度

変化に対してのみでそれ以降は可逆的となる.もし0.....、

600.Cにかえると再び減少する.

o ......50.Cの混度変化IC対してはきわめて小さい減少

量ではあるが，変化計の基線値lζ対して一年間で1--2

rのドリフトを問題iとす'るとなれば，見逃すことはでき

ない量となる.上記の例で寸法比4のとき o.......500.Cの

温度変化のとき 3%の減少とし，それが温度に比例する

とすればo......30.Cで0.18%であり，基線値IC換算する

と55rIC相当する.実際iとは温度変化が小さくなると

この非可逆的変化盤は急激に小さくなるから，この例の

1/5--1/10の盤となる. しかしそれでも決して小さい量

でない.

ζれを避けるためにはわれわれが使用する温度範囲5

--30
0

Cをこえる温度変化を与えるとよい.最も簡単で

しかも効果のあるのは，水中に磁石を入れ0......1∞℃の

問を繰返し温度変化させる水焼きの方法である.これは

水の量を少し多くしておけば，温度の急変化がないから

安全である.この水焼きを10回以上繰返せば，もはや温

度係数自身も安定し，温度変化に対して磁化度が減少す

ることも全くなくなり，長期間の使用IC対しても基線値

のドリフトの原因になることはない.

以上のように寸法比が小さいといろいろ問題が起こる

のでl 温度変化の立場からいえばできるだけ寸法比の大

きいものを使用するのが安全といえる.また常温で使用

するときでも水焼きして安定をはかる必要がある.

磁石の寸法をきめるのに安定度に対する条件は重要で

ある.牧野(1958)によれば寸法比の小さい程，自然放

置のときの残留磁気の減少は大きい，例えば AlnicoV' 

(NKS-3IC相当するもの)を着磁して900時開放置し

たときの磁化度の減少量は，寸法比が3. 5. 10. 121ζ 

対して 2.2，1.2. 0.3. 0.2%である.この量はそれぞ

れの磁石により異なり，抗磁力が大きければ小さくなる

が傾向は同じである.

このため変化計の磁石の寸法比は大きい方がよい.こ

の安定度の測定は容易でない.変化盤が少ないので検出

が困難である.著者はこのため寸法比3.3のNKS鋼を

棒磁石にして水平分力変化計lζ使用するとき1949年より d

約1年半の試験期間で，その安定度をたしかめた.

その後ルーチン観測結果の多くの資料によると，寸法

.比が3程度のものでもあらかじめ時効処置をしておけ

ば. 1年聞の磁化度の変化量は0.001%以下と推定され

る.これは次節IC述べる処理をした場合であり，もしそ

れを行わないと安定が思く，ルーチγ観測に使用すると

基線値のドリフトが大きくなる.

磁石の寸法比を小さくすることは安定の点から難点が

多い. しかしそれは安定処理を行うことにより解決しう

る問題である.そして多くの観測結果から示されるよう

にNKS鋼では寸法比が3--10のものについて，安定度

が悪くなって問題が起きた例は全くないー

以上述べたように変化計iζ用いる磁石の設計は，磁石

鋼の残留磁化度と寸法比の関係を基本とし，棒磁石の磁

気能率，吊具系の慣性能率と周期，取扱い上の問題，温

度係数，安定度などからきめられる.そして安定に対し

ては適当な処理が必要である.

/ 

F 
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2.3 磁石の安定

われわれの変化計に使用する磁石ではその安定が重要

である.この安定性とは磁石の残留磁気の安定であり，

可逆的変化のものと非可逆的変化のものとがある.前者

はそれ程問題ではないが後者は大きい問題である.しか

し多くの場合lζ二つは組合わさって起こる.

安定を悪くする要因は牧野 (1958)によれば次のよう

に分類される.

0 内部的変化にもとづく要因

(1) 組織的変化

(2) 磁気余効〈磁気粘性)

0 外部からの作用にもとづく要因

(3) 温度効果

(4) 外部磁場〈じよう乱磁場〉

(5) 機械的応力

(6) 強磁性体の接着

(7 ) 放射線効果

これらのものはいくつかが組合わさって起こるので複

雑である. しかも磁石鋼の材料による外にその形状とく

に寸法比に関係するので面倒である.以下iζ変化計の安

定iζ関係する事項を検討しよう.

-、
¥ 

(1) 組織的変化

Co鋼やW鋼などの焼入れ硬化型の磁石鍋は，焼入れ

のときに生ずるマルテシサイト組織が不安定相であるた

め，磁石としたとき残留磁化度が減少しやすい.絶対

観測に使用して十分年数の経たものでは，経年変化は

O.∞2%/年になりうるが，製作当初はこの10--30倍にな

るのが普通である.一般に時間に対して対数的に減少し

て行く.これを避けるためには熱処理をするのがよい.

一般に 1∞℃の沸騰水の中IC数時間以上入れておくのが

よい.

変化計の場合lζ起こることはまれであるが，非常に高

い温度にすることは避けねばならぬ.Co銅であれば

1500C以上.NKS鋼や Alnico鋼では印0・C以上にす

ると残留磁気が小さくなるだけでなく組織が変わる.そ

して劣化する.とくに NKS鏑はグライ γダー仕上げし

か加工がきかないので，水中グライ γダー仕上げでない

と過熱しやすい.変化計の寸法値を加減するため棒磁石

の磁気能率を小さくするときは，油か水砥石で端面と側

面をていねいに温度が上がらないようにすりへらさなけ

ればならない.

NKS鏑や Alnico鏑では折出硬化型の磁石鍋である

¥ 

から，組織の安定は非常によい. しかしわれわれの変化

計のように 1年間でO.∞12%以下の安定を要求する場合

には.Co銅と同じく水中でくりかえし0"""1∞℃の温

度変化を与えるのがよい.これを 10回以上行えばO.∞2

%/年の安定をえられる.これで温度係数自身も安定す

る.また一般に安定を要求するときは抗磁力の大きいも

のを使用すべきである.

(2) 磁気余効

一旦飽和磁場で着磁させた磁石でも，時間がたつと変

化し，一般に時間lζ対・して対数的に減少する.絶対観測

用磁石によく見られる現象であるこれを磁気余効とい

う.

この現象は寸法比の小さいもの程大きく，また着磁が

大きい程大きい.磁気余効を小さくするためには着磁後

に強制減磁を与えるとよい.実測のー例によると(牧野

1958).強制減磁率を 0%のときの安定度を 0%とする

と，減磁率 2%のとき安定度60~皆.5%のとき 95%. 8 

%のとき1∞%と増加して行く.すなわちあらかじめ8

%の減磁を与えれば，磁石はその残留磁気が全く変化し

なくなる.著者の使用している NKS鋼では着磁後交流

磁場の中IC入れて約10%の減磁を与えて安定させてあ

る.

変化計に使用している磁石はその磁気能率が.20--30 

r文は1∞--150rで小さいために精密な磁気能率の測

定がむずかしい.著者はシュミット型磁気儀を改良した

測定器で行ったが，寸法比が小さい磁石であるため極距

離の補正，幾何学的軸と磁気的軸のずれの角度，磁気能

率自身の小さいことなどのため，測定精度は:tl%であ

る.NKS鋼の磁石鋼30本について測定したがJ 1956年

より1967年までの12年間では測定精度をこえる変化量は

検出されなかった.また水平分力，鉛直分力変化計の基

線値のドリフトから求めた磁石の磁気余効の値は0.001

%/年と推定される.従って吊糸や吊具系の安定度に比

べてはるかに小さい.

しかしこのように高い安定をうるためには，あらかじ

め地球磁場の中に自然放置して十分な agingを行うこ

とが必要である.経験によればJ 0"""1∞℃の水焼きや

自然放置をしない磁石を用いると据付後1"""2年間の基

線値のドリフトが少し大きい.

変化計の製作費や購入費に比べる、と磁石鋼の価格は問

題にならぬ程安いものであり，多量に購入して自然放置

し安定させても経済的に何らの問題もない. しかもその

明

ω
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効果は大きい.

また磁気余効は寸法比の小さいもの程大きく，寸法比

が3"""5になると急激に大きくなるく前節).しかし著

者@経験によれば前記の安定処理を行えば全く問題はな

L、.

(3) 温度効果

棒磁石の寸法比と温度係数の関係は前節で述べた通り

かなり綾雑である.NKS鋼や Alnico鋼でも寸法比が

小さくなると 400......5000

C又はー20......ー600

Cの'高温や低

温にすると残留磁気は非可逆的lζ変化する.とくに異方

性のものにこの特徴が大きい.

このため変化計に使用する磁石ではたとえ5--30
0

Cの

常温で使用するのであっても 0--1∞℃の水焼きを'くり

かえし行って安定させる必要がある.この処理はほかの

安定も含まれるので有効な処理である.一且安定処理を

行った磁石は不用意に温度をかえぬことが大切である.

(4) 機械的応力

振動実測用絶対観測機械の磁石が機械的録動により大

きく変わることはよく経験する.W鋼や Cr鋼では1m

の高さから木の床に 1回落しただけで1.......0.5%も磁気

能率が減少する. しかしKS鋼は非常に安定がよく 0.1

Z以下である.MK， NKS， .Alnico鍋ば測定にかから

ぬ極小さいi

もし変化計の調節中に誤って磁石を観測台から落下さ

せたりすると，平衡の位置の変化量は0.1以下で測定に

かからぬ量であるが，据付後の基線値のドリフトが大き

くなる.折角のそれまでの安定処理が無駄になるので取

扱いには十分注意する必要がある.多くの変化計室の床

はコジクリートであるから，磁石を取落すと衝撃で端が

破損することがある.そうすると磁気能率は大幅に変化

ずる〉これには十分気をつけねばならない.

磁石と吊具とは簡単にねじで止めて固定されているこ

とが多いが，長い聞には部分的に応力がかかるので余り

よくない.磁石と吊具とは2本のねじで止めて弱い力で

も十分固定されるようにするのがよい.

変化計では早い振動を与えられる・ことはないが，地震

のときは磁石はダγパーに衝突する. しかし長い観測の

.結果では地震程度の衝撃で磁気能率の変化した経験は全

くない.

(5) 外部磁場

磁石鋼で特性のーっとして与えられている可逆導磁率

の値は1""10である.抗磁力の大きいものほどこの値は

小さく，残留磁気 Brの大きいときと小さいときに小さ

くなる.われわれの使用している NKS鏑では可逆導磁

率は2""4である.従って地球磁場の水平分力を0.3Qe

とすると残留磁気 Brは約lr変化する.もし磁石の残

留磁気を 10000rとすると 1XlO-4のけたとなる.たと

えば鉛直分力変化計の磁石の N極を北向きにしたとき

は，南向きにしたときより，磁石の磁気能力は約2X

10-4大きくなる.これは分力に換算すると 6rとなる.

しかし経年変化や磁気嵐で変化する量はせいぜい 500

Tであるから，可逆導磁率で変わる磁気能率の量は分力

l乙与える影響が0.05r程度で問題にならない.

交流磁場の中におくと残留磁気は減少する.これも寸

法比の小さい程減少率が大きい，例えば NKS鋼で100

Oeの中におくと寸法比1では15%，寸法比3では8%，

10ではわずか2%にの減少である.

おれわれの変化計の磁石の寸法比は小さいので交流磁

場の中で磁気能率は減少しやすい.従って磁石を取扱う

とき電灯線のコードi乙近づけたり，交流で励磁されてい

る電磁石などに近づけてはならなわ.この注意は意外に

忘れられている.

(6) 強磁性体の接着

磁石を鉄板iζ着けると誘導磁場ができてそのために減

磁される.この量は寸法比が小さいと内部磁場が大きい

ので鉄板内の誘導磁場も大きくなり減少量が大きくな

る.例えば NKS銅で寸法比 14. 7， 1の棒磁石を鉄板

i乙100回着脱させると残留磁気は2，20， 45%だけ減少

する.これは非常に大きい減少率である.磁石どうしの

同名の極を強制的iζ近づけるときの残留磁気の減少も大

きい.磁石を購入したならば，それぞれ相互干渉のない

位置まで離して保存する必要がある.

変化計の据付のとき鉄製のピソセット， ドライパーな

どを使用するときは，決して磁石に接触させてはならな

い.強磁性材を着脱させたときの磁石の磁気能率の減少

が大きくなればなる程安定が悪くなる. しかも最もおか

しやすい誤りであるから十分注意が必要である.

整磁合金による温度補償を行うときは，磁石に強磁性

材を着脱させることになる.既i乙述べた通り整磁合金の

中を通る磁束は全体の 2--4%である.整磁合金の帯磁

率自身は磁石の内部磁場100.......却OOe程度の磁場では20

~切である.従って小さいiまではない.
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さい.(7)式の示す反磁化係数は NKS鋼の値である

が，白川によれば Cr磁石鍋の場合でも聞じ値となる.

各試料の残留磁気 Br，内部磁場 Heff，残溜磁化度 Ir

をそれぞれ第53，54， 55図に示した.第53，，54図におい

て B-Hcurveは試料 No.1(寸法比 14.1)の消磁曲線

と第52図の反磁化係数Nの値を用いて，各寸法比1<::対す

るBr，Heffを計算したものである.第53図の No.2が

少しずれているのは著者の実験において飽和磁化が十分

でなかったためかと考えられる.第52図の反磁化係数N

においても No.2(寸法比6.7)が少し小さいのは同様の

理由である.第54図の内部磁場計算曲線とそれぞれの値

が寸法比の小さい方でずれてくるのは，もともとの残留

Fig.52. 

第 1.5節で述べたように KS鋼に整磁合金をつける場

合には1∞℃の水中での安定化を行わないとドリフトが

大きくて測定ができない程であった.しかし NKS鍋と

整磁合金の組合せのときはその必要はなく，整磁合金の

重量を調節し，磁石にとりつけてずぐ測定してもド.リフ

トはそれ程大きくなく正しい温度係数が求められる. し

かし温度補償を完全にやるためには，整磁合金をとりつ

けた磁石をo......50o
Cの水中で温度変化をさせて安定し

てから変化計の温度係数を測定した方がよい値が得られ

るし， )レーチソ観測に用いたときの温度係数の値と一致

する. とくに温度係数がO.Orrcに近くなったときの

測定では，変化計の吊糸の安定自身を含めて，据付けた

状態で5......40
o
Cの温度変化を 1......2回与えてから測定

した方がよい.たとえ磁石は安定しても吊糸が安定しな

いことが多い.

これらの操作は時聞がかかり面倒であるが， 1回据付

けた変化計は5......15年間使用することを考えると決して

無駄でなく，その労力を惜んではならない.

(7) 放射線効果

特殊な目的には重要であるが，われわれの変化計の場

合は考える必要がない.

2.4 反磁化係数

変化計に使用する磁石の寸法比は3......10であるからこ

れに対する反磁化係数が重要である.とくに温度補償を

するときに整磁合金の盈を推定するときにこの反磁化係

数の値がもっとも大きい誤差をもっ.このことについて

二，三実験した結果を述べる.

臨調。

n佐
o 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 f1 

D~ension ratio i/a 

Fig. 53. Relation between magnetic induction 

and dimension ratio for 6 specimens of 

NKS bar magnet. B-H clJrve is calcul-
ated from the demagnetization curve of 
specimen No.l (N=14.1) and demagne-

tizing factor N given by Eq.くJ).

r 
8XlO 

2.4.1 寸法比の小さいときの反磁化係数

白川 (1957)によれば寸法比例が20>nt>O.5のとき

に，反磁化係数Nは次式で与えられる.

、、

(7) 

この測定法は同一特性を有する材料から作ったす法比

の異なる棒磁石を用いて，それぞれの磁石の有している

残留磁気と，寸法比の小さい磁石から求めた消磁曲線と

を比較し最もよく一致するNの値を類推して求めたもの

である.著者は白川の用いたと同じ材料の 6資料につい

て再測定した結果ほとんど同ーじ値を得た〈第52図).図

中寸法比が 15以上の所は Shuddemagenによる値，そ

れより小さい所は白川の(7)式によるものである.この

図から寸法比が0.1のときN=l1であり 4π よりまだ小

N =5.5 (m+O.54)-U 

円

tヮ“
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Fig.54. The same as Fig; 53， for 
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Fig.55. The same as Fig. 53， for 
intensity of magnetization. 

磁気が小さいことを考えるとやむをえない.

r 
!m 

H 
H 

Fig. 56. Comparison of intensity of magne-
tization of NKS bar magnet between 
different methods of measurement. Ba-
llistic method is the same as， that sho・
wn in Fig.55. B-H curve is calculated 
from the demagnetization curve of spe-

cimen No.1 (N=14.1) and demagneti-
zing factor N given by Eq. (7). 

〆

ときの反磁化係数の補正が大きいためと，残留磁化度が

小さいから誤差が大きくなったためと考えられる.いず

れにしても測定が困難であるから本質的なことは分から

ない.

この比0.80は棒磁石の極距離からくるものである.

磁石の長さを1..断面積をS，磁極の強さをmとすれば，

磁気能率Mは M=em=elrxS=IrVと表されるが，

実際には2の代わりに極距離を用いねばならない.この

盤が0.80であり， (8)式のかわりに

2.4.2 磁力計による残留磁気の測定 M=O・8Vlr

磁力計によって測定したときの反磁化係数は，回転楠 としなげればならない.

円体として計算されるものがよいといわれている.この 抗磁力の小さい磁石では寸法比が大きいと，極距離は

値とごくわずか異なった値が用いられることもあるが， 小さくなり，寸法比が小さくなると大きくなる.一般に

第52図の寸法比10--40の値が常用されている.

著者は前項で用いた試料 NO.1--6について，棒磁石

の磁気能率Mを測定し次式で残留磁化度 Irを求めた

〈第56図).

M=V・Ir (8) 

ここでVは磁石の体積を表す.第56図には第55図IC示

した値および第53，54図の B-Hcurveと同様にして求

めた値も示しである.

乙の結果によると磁力計求でめた磁気能率から計算さ

れる残留磁化度 Irは全般に小さい.この残留磁化度と

弾動検流計により求めた残留磁化度にはほぼ比例関係が

あり，比の値は第57闘に示すように 0.80である.この

図から寸法比が1になるまで係数0.8は一定と考えてよ

い.試料No・:6が大きくずれているのは，弾動検流法の

-28ー

(9) 

〆デ

は5/6又は8/10などが用いられており，材質や形状で少

し異なる.著者の用いた NKS鋼では寸法比が 1--15で

一定で0.80である.

変化計の磁石は棒磁石であるからその磁気能率は，磁

jjoin a 。
2 

;os凶

a o 5 K) 

D1回 nolonrati。仇

Fig.57. Nearly constant ratio of intensity 
of magnetization between two methods 、

of measurement， (Magnetometer met-
hod)/(Ballistic method). 
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石鍋の特性から得られる残留磁化度 Irと寸法比 e/aの であり温度補償を実現する整磁合金の重量と磁石重量と

関係から実際の形状における Irを出して (9)式から求 の比は10%で一定であることを示す. しかし3以下にな

められる.しかしこの係数は0.85--0.75くらいの帽のあ ると急激に小さくなり.整磁合金は少量で温度補償が可

ることに注意しなければならない.→般に抗磁力の大き 能であることを示す.

いもの程極距離は大きくなる. われわれの変化計では，水平分力変化計の磁石の寸法

この極距離と同時に大切なのは棒磁石の場合の磁束の 比は3.3.鉛直分力変化計の磁石は10.0および5.0のも

分布である.菅野猛(1945)は回転する徴小コイルを用 のを使用しており，整磁合金の使用量の比率は変わりな

いて棒磁石の磁束分布を測定した.これによるとW鋼・ い.また今後特殊な場合を除いては，寸法比を 3より小

KS銅・ NKS鋼の磁束分布はかなり異なっている.抗 さくする必要はない.これは工作的にみて，周期を早く

磁力の小さいW鋼ではほぼ一様に磁束が漏洩している するためかえって不利となる.従って通常寸法比3......10

が，抗磁力の大きい NKS鋼では棒磁石の端面付近でほ のものが使用されるので整磁合金と磁石の重量比は寸法

とんどの磁束が出る.従って消磁曲線の残留磁気Brが 比によらず一定と考えて差し支えない. しかし第 1.5節

小さくても NKS鋼で作った捧磁石の磁気能率は大きい で述べたように変化計の実際の温度補償においては，整

ことになる. 磁合金の重量は理論式(1)の値とかなり異なっている.

整磁合金を使用して，俸磁石の温度補償をする場合 これは反磁化係数の値のものの誤差のためと考えられ

jζ，整磁合金に吸収される磁束の量が変わると補償がず る.もともと磁石の内部磁場-NIを基礎としているた

れてくる.従って磁石の長さと同じ長さの整磁合金を使 め第54図のようにずれが出る可能性がある.従って前章

用しないと疲収する磁束の量が変化するおそれがある. で述べたように温度補償のときは，少し多い自の盤磁合

突際lζ温度補償の試験のときはそれ程影響はしないが， 金をとりつけ温度係数を実測しながら調節し温度補償す

温度係数がO.Or/OcIC近いときは問題になってくる. るのがよい.

2.4.3 盤磁合金による温度補償と反磁化係数 ， 拳考文献
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