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地磁気観測所技術報告報文目録

一昭和36年(1961)第 1巻，第 l号~昭和59年(1984)第23巻，第3・4号一

地磁気観測所の職員が行った研究の成果は，主として学会誌と本要報

に発表されている。この他， 技術に関する報告等については， おおむ

ね， r技術報告」に集録されている。技術報告の刊行は，まもなく 80号

を迎えるので，ここにその目次を掲載して，地球電磁気観測の関係者に

ご紹介する。元来，この技術報告は，地磁気観測所職員の技術の習得と

向上を目的としたもので，所内の利用に用意されたものである。利用の

ご要望については，当観測所にご連絡下さい。
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標準磁気儀の標準コイルのEndEffectに
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……横内幸雄・大和田真一・飯塚章……19

標準電池の安定性について・・・・・・飯塚章…・・.32

石室の温度変化について・・・・・・・・・藤本績・・・・・・34

KZ一変化計について

…・…平山操・村上恭四郎…...39

核磁力計について(1)・…-・柳原一夫……47

地電流最大日較差指数について

…...・H ・-来栖喜久男・柳原一夫…-・・55

柿岡に於ける地電流活動皮の指標 (daily

range index)について…-・・横内恒雄……57

放射能集電器に及ぼす風の影響

..........・H ・熊谷貞治……60

地磁気擾乱と気圧変化・・・・・…・・・・伴野登・・…・65

夜光強度と地磁気の変化について

・・・・・・・H ・H ・長嶺豆・…・・67

地磁気擾乱と人工衛星の周期

....................・・・・山口又新・・・・・・68

Idealized Problems of Plasma Dynamics 

Relating to Geomagnetic Storms (S. 

Chapman)・...・H ・....・H ・..吉松隆三郎……73

昭和36年(1961)，第1巻，第2号(第2号)

非変調式透過率計の実験

…・…・・・近藤五郎・熊谷貞治…… 1

音による鋭敏感雨計についての実験

・・ H ・H ・..近藤五郎・熊谷貞治…… 3

直視磁力計(1)ー原理及び設計法一

…・・藤本敏…… 5

核磁力計について (s)……柳原一夫……13

地中埋設鉄管が自然、電位差に及ぼす影響に

ついて...・H ・-…・佐野幸三・大島汎海……19

IGY期間中に起きた地磁気嵐の個々のDst

及び Dsについて

……永井正男・佐野幸三・柳原一夫……39

1957年10月21日， 11月6日における地磁気

嵐と電離層嵐の関連について

…・・・永井正男・佐野幸三・羽倉孝雄H ・H ・45

Siの理論(I)一地球電磁気学における電

磁誘導ー・・・・…...…・・・・・・…・・山口又新……57

「放射能集電器に及ぼす風の影響」を読ん

で・・…・…・・…-…・…・・・・・・…..…河村詣・…・・69

放射能集電器に及ぼす風の影響(補遺)

・..........・・・・・・・近藤五郎・・・・・・70

磁気嵐 (s)-Ring Currentー(解説)

・・・・・吉松隆三郎・・・・・・71

昭和36年(1961)，第1巻，第3号(第3号)

直視磁力計 (n)…H ・H ・...・H ・-・藤本績…… 1

磁気活動と水平分力について…伴野登……13

Siの理論 (s)...・H ・.....・H ・..山口又新……16

簡易雷放電計数器の試作・・・・・・・・・近藤五郎・・・22

スベース・リサーチの成果について(綜合

報告)....・H ・....・H ・.....・H ・..佐野幸三・…・・23
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昭和36年(1961)，第 1巻，第4号(第4号)

直視磁力計 (m)...・ H ・.....・ H ・..藤本績…… l

Pre-SC磁気優乱について(1)

...・H ・..永井正男……11

磁気活動と水平分力について(II) 

......・ H ・...伴野登……21

桜島火山活動と調査結果の二，三の紹介

......大地流・・・・・・26

簡単雷放電計数器の観測結果及びそれによ

る電位傾度変化のー解析・・・近藤五郎・・・・・・38

地磁気観測について・・・・・・・・・久保木忠夫・・・・・・41

太陽徴粒子宗と地球磁場・.....111口又新・・・・・・42

下回大気電場の構造とその変化

..........・・・・近藤五郎・・・・・・45

地磁気・地電流と地践との関係

…...吉松隆三郎・・・・・・47

昭和37年(1962)I 第2巻，第1号(第5号)

直視磁力計(町)… H ・H ・...・H ・-藤本績…… l

磁石式磁気儀の磁石のモーメント変化のー

例...・H ・..…...・H ・........・H ・..構内幸雄…… 8

SSC及び Siの解折(1)…佐野本三……t3

磁気活動と水平分力について (m)

..........・・伴野登・・・・・.23

柿阿に於ける夜間附天時の突然気温上昇の

発生要因・・・・・・.....................高橋正・・・・・・27

マントル内地挺予知の一考察

•..•. .ILJ仁l又新・・・・・・32

カナダ UMP計画の一環としての Sub-
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(紹介)...・H ・-…....・H ・.....吉松隆三良H・H ・..35

昭和37年(1962)I 第2巻，第2号(第6号)

電位傾度集電器系リード用竿の試作及びそ

の実験結果について

…・・水野喜昭・大井富士男・…..1 

空中電気観測における大気般射能の影響に

ついて・H ・H ・H ・H ・..…...・ H ・..…長嶺亙…… 5

披爆発に伴う人工空中屯場擾乱と考察

..…近藤五郎……11

女満別に於ける地磁気変化の観測とその特

性......................................・・・・・今実・・・・・・13

磁力変化計観測値の比較・・・・・・・・・荒木健・・・・・・21

地磁気短周期変化場における JZ/JHにつ

いて…...・H ・..大山汎海・来栖喜久男……26

差電位差の統計と地混との関係

・・・・・横内恒雄・・・・・・34

差電位差の連続記録について

・・・・・久保木忠夫・・・・・・37

地磁気 SSC現象について…佐野幸三……45

地磁気 SIの解析と考察……山口又新……52

Pre-SC並に SSCにおける地磁気，電離層

擾乱の解析と考察・...........永井正男・・・・・・54

地磁気脈動の世界的分布とその考察

・・・・・・・・・米栖喜久男・・・・・・64

超短周期変化測定装置の試作と実地試験に

ついて...・H ・H ・H ・..河村諮・相馬二郎……75

常時地磁気観測結果と地民

…・・・古松隆三郎・…・・83

昭和37年(1962)，第2巻，第3号(第7号)

柿岡における地~定時曲線について(1)

…・…宮本清・横内恒雄…… 1

狩型変化の発達について・…・・永井正男・…・・12

超高空被爆発に依る地磁気変化(1)

・…・・山口又新……23

昭和37年(1962)，第2巻，第4号(第8号)

地磁気急変化に作う脈動について

……大島汎海・河村部・米栖喜久男…… l

女満別に於ける鉛直分力についての一考察

・・・・大和田真一-・・・・・10

柿岡に於ける初動について・・・・・・宮本m.…・・11

ELF 帯電磁界の観測(1)…近藤五郎……17

女満別に於ける累年(1951-60)月平均気

温の変化の調和解析について

・・・・・・・・大和田真一-・・・・・23

柿岡の偏向について・......…・・・・・伴野盈・…..27

2主線他計算法について(そのー)

・・・ H ・H ・久保木忠夫……30

超高!骨綾燥発による地磁気変化(1)山口

技官Jこ関する批判・..........・・・・平山操・・・・・・75

批判に応えて……・・・・…・・・・・・・・山口又新・・・・・・76

昭和38年(1963)I 第3巻，第 1号(第9号)

太陽n¥点次期短小1mの予想……三輪徹…… 1

超高空核爆発による地磁気変化(II) 

..............・・…...・H ・..…・・山口又新……11

3電極法による差電位差の連続記録 (n)

一差電位差の周期特性一

…・・横内恒雄・宮本消……16
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法線値計算法について(そのこ)

…...・ H ・久保木忠夫……21

地磁気測定による地誌予知の可能性(紹介)

..........吉訟隆三郎.....・51

昭和38年(1963)，第3巻，第2号(第10号)

MO  型磁気儀のコイル常数について

...・H ・....久保木J忠夫…… 1

変化計試験(ll)ーZ変化計水晶糸の張力

試験結果・・・・・・..........・・・・・・・・柏原静雄・・・・・・23

Z変化計に及ぼす湿度の影響……今突・…・・29

女満別出張所における地電流早廻試験につ

いて・H ・H ・.....・H ・..河村謂・柏原静雄……34

桜島火山つ磁気測最について

小松和・大地洗・永野哲郎・栗原忠雄…・・・40

桜島火山の噴出物の磁気的性質調査

小松調・大地洗・永野哲郎・栗原J忠雄・…・・54

桜島の大地比抵抗測定結果について

小松和・大地洗・永野哲f!IS.栗原忠雄……58

差電位差記録について・H ・H ・..横内恒雄……65

変化計基線値について・...........荒木健・・・・・・67

地磁気常時観測結果と地震(ll) 

-・・吉松隆三郎・・・・・・85

SSCおよび Siの解折…・…・・佐野幸三…...87

空中電気の長期変化の異常性とその解析方

法について…...・H ・.....・ H ・..近藤五郎… 102

太陽黒点の次期極小期の予想…三輪徹… 104

極磁気嵐について….....・H ・...永井正男… 105

超高空核爆発実験による地磁気異常

...・H ・山口又新… 112

鉛直分力変化計について…久保木忠夫… 117

Z変化計に及ぼす湿度の影響について

……久保木忠夫… 118

基線値計算について(その三)

…・・久保木忠夫… 120

昭和38年 (1963)，第3巻，第3号(第日号)

基線値計算法について……久保木忠夫…… 1

Magnetotelluric Methodについて(紹介)

…・・・山口又新・…・.21

昭和38年(1963).第3巻，第4号(第12号)

地磁気座標の算出について…山口文新…… 1

水平分力値にあらわれた Orientationの影

響について・・・・・..........・・・・・・永井正男・・・・・・24

日食時における電位傾度伝導度の変化

…...・ H ・...水野喜昭・大井百二ヲj……41

惑昼間空間の粒子と磁場(紹介)

..........・・・・・・吉松隆三aJ5...・・・44

Mariner 2号の金足飛行の結果(紹介)

・・・H ・H ・吉松隆三郎・…・・47

昭和39年 (1964)，第4巻，第 1号(第13号)

Pre・SC擾乱に関するこ，三の考察(1)

…永井正男…… l

基線値計算法について(その五)

....................・・・・・・・・久保木忠夫・・・・・・14

昭和39年(1964)，第4巻，第2号(第14号)

Pt， PCの .dZjdXのl時間的変化について

...・H ・-…....・H ・....吉松隆三郎…… 1

地磁気日平均値の変化について

…・・久保木忠夫…… 8

電離層内電流系の移動・........iJ.I口又新・・・・・・58

1958年2月11日の大地磁気嵐について

・・・・・永井正男・・・・・・69

地磁気優乱の27日recurrenceに関する二，

三の remarksについて……佐野幸三…78

差電位差試験について・・…・…横内恒男……99

ELF電磁場の発生源について

・…-柳原一夫… 108

GIT型磁力計の温度試験...・H ・..…今実… 112

地磁気短周期脈動の観測について

-…・河村議… 122

昭和39年(1964)，第4巻，第3号(第15号)

柿岡に於ける SSCのー特徴(1)

...・ H ・-山口又新……13

鉛直分力変化計に及ぼす湿度の影響につい

て・・・・・・・・・.....................久保木忠夫・・・・・・20

昭和39年(1964)，第4巻，第4号(第16号)

鉛直分力変化計に及ぼす湿度の影響につい

て(附・乾燥材の特性)…久保木忠夫…… 4

地磁気脈動 PC-Iの観測と解析

…・・柳原一夫・河村諸……93

昭和40年(1965)，第5巻，第1号(第17号)

東関東地域における地電流変化の流線につ

いて...・H ・..…...・H ・.....・H ・..横内恒雄…… 1

Magnetotelluric methods の適用例ー鹿

屋一・・・・・・・・....................・・大島汎海・・・・・・12

浪江における地磁気通常観測の現況

・・・・・今実・・・・・・31
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ELFの観測 (ll)....・H ・..，・...近藤五郎……44

CFの取り方について H ・H ・...…荒木健……49

柿岡における SSCのー特徴 (ll)

・・・・・・山口又新・・・・・・S6

車などによる人工擾乱……久保木忠夫……64
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車などによる人工擾乱……久保木忠夫......1 
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材について…...・H ・"……久保木忠夫…… 6

MO-P型核磁気儀についてH ・H ・相馬二郎… 7
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・・・・桜岡勉・・・・・・29
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ついて・・・・・・・..........・・・・・・・・・・永井正男・・・・・.81
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いて...・H ・.....・H ・.....・H ・..…横内恒雄… 106
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昭和40年 (1965)t 第 5巻，第3号(第19号)
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…・永井正男…… 1

基線値計算法について(その六)

・・・久保木忠夫・・・・・・10

電子計算機プログラ fングの講習会に出席

して (FORTRAN講習会) (解説)

-…・大島汎海・…..26
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て(解説)...・H ・...・H ・H ・H ・-大島汎海…・・36

The Magnetic Field of ElectfIc Currents 
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……山口又新..~…46 
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標準光源 (SL)について
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K司 indicesの分散について

…・・荒木健・小池挺春・…..5
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'''1背水喜允・・・・・・11

昭和41年(1966)，第6巻，第 1号(第21号)

地磁気観測所報告(年報，地磁気)のための

FORTRANプログラム…清水喜允…… 1

昭和41年(1966)t 第 6巻，第2号(第22号)

電極試験(1) ..・H ・佐藤政直・富樫寛・…..1 

積雪の電荷保持に関するー調査(第 1報)

…長嶺豆・水野喜昭…… 6

静天時における大気電場の短周期変動

・・・近藤五郎・昨・・・12

女満別における地磁気超短周期脈動につい

て.............................・・・・水野喜昭・・・・・・13
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昭和41年(1966)，第6巻，第 3号(第23号)
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...・...立川徹…… 1
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-Kインデッグス(その 2)ー(紹介)

・…・・大島汎海……31

昭和41年(1966)，第6巻，第4号(第24号)

柿岡における脈動の観測……石川正勝…… 1

太陽活動第20周期における黒点相対数極大
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大気光についての 2，3の調査…長嶺亘……40

昭和42年(1967)，第7巻，第 1号(第25号)

Pi の南北成分と鉛直成分との位相差につ
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