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１．はじめに 

2000 年秋から急増した富士山直下の低周波地震に対応した観測を強化するため，富士山北東部（滝

沢林道 11.0km 付近）富士吉田市に自立型の全磁力連続観測点を設置し，2001 年 12 月より観測を開始

した．また，この観測点を補完することを目的とし，同点の南方約 18km の富士市丸火公園内に商用電

源による全磁力連続観測点を参照点として設置し，2004 年 12 月より観測を開始した． 

 本研究は，富士山の火山活動を全磁力の連続観測で監視し，火山活動に伴う地下のマグマの推移を

地磁気の変化として捉えることを 終的な目的とするとともに，その解析手法について考察したのち，

測地部で開発された REGMOS と併設する試験観測の実施とマニュアルを作成することにより，火山地域

への地磁気機動観測の本格導入を目指している． 

 

２．研究内容 

第 1 年次は，地球外部から到来する磁場の影響を取り除く解析手法の一つである３成分補正につい

て係数の決定の報告を行った． 

 第 2 年次は，第１年次で求めた 3 成分補正の係数の検証と，その他の要因について考察を行った． 

 第 3 年次は，富士吉田観測点の器機交換（平成 20 年 9 月）に伴うデータ品質の検証とデータ整理シ

ステムの開発，および構内での試験観測を行った． 

 今年次では，第 3 年次でおこなった構内での試験観測を引き続きおこなうとともに，富士山の観測

点で冬季において異常データが発生したため，その対策について考察をおこなった．また，富士山で

の全磁力連続観測の改良等を踏まえて「機動的な全磁力連続観測マニュアル（案）」を作成した． 

 

３．得られた成果 

 現在，富士山での全磁力連続観測では，NTT ドコモの衛星携帯ワイドスターを使用してデータ通信

をおこなっているが，このワイドスターは 2014 年度でサービスを終了することになっている．そのた

め，代替器として第 3 年次でイリジウム携帯を導入し，構内で通信実験してきたが今年度も引き続き

昨年判明した問題について対応策を検討した．イリジウム携帯によるデータ通信では，通信経路の途

中に，イリジウム地球局および固定電話交換機等を経由するため，モデム間通信の遅延が大きく，数

日間分の大きなデータになると，通信が途中遮断されることが判明したが，明解な解決策はみつから

ないため，通信制御装置を改造し，2008 年よりサービスを開始した高速パケット通信でおこなうしか

ないと考える．しかしこの高速パケット通信は現在のところ船舶用であり，導入には改造費が大きく

嵩むことからサービスを提供している KDDI のもうひとつの衛星携帯であるインマルサットの方が導

入コストも少なく実績もあるため，インマルサットの方がよいと考える．さらに次期ワイドスター（ワ

イドスターⅡ）での導入（2010 年度サービス開始予定）も検討したいが，REGMOS への併設も予定され

ており，当面測地部と協議しながら今後の通信手段を考えることにする． 

また，プロトン磁力計が故障したため，2008 年秋から新たに導入し機器交換したオーバーハウザー



図－１ 全磁力１分値の異常値グラフ 

 

磁力計が，冬季の 2009

年 12 月 2 日から 2010 年

3 月 6 日までに UT0 時頃

から 4 時頃にかけて欠測

や異常データが頻繁にお

きる問題が発生した（図

－1）．なお，昨年の 2008

年の冬季には，この現象

は発生していない．現地

は，富士山の中腹標高

1800m に設置されており，

積雪のため林道が閉鎖さ

れていることからこの時

期立ち入ることができない．そのため，データの吟味とリモートでできる範囲の対策を講じることに

した．まず，データを吟味したところ，1 分値データにおいて同調できていないフラグもあるため，

オーバーハウザー磁力計が計測できていない状態が続いていたと考えられる．また，リモートで電圧

低下の原因である衛星携帯の始動を数日止めることを試みたが，解決には至らなかった．異常データ

発生の原因としては，励磁のための発振で外気温が下がっていることもあり，不確実になっているよ

うである．この問題は，地下に埋めてあるプリアンプ部が冷えていることが考えられるが，発生時間

帯は 1 日の 低気温を観測する UT21 時頃から数時間後におきているが，プリアンプ部の温度は転送さ

れるデータからは判定することができない．よって対策として，埋めてあるプリアンプ部をさらに保

温するということが考えられるが，現地に進入できないため諦めることにした．その後 3 月 7 日から

はこの欠測等の現象が発生していないことからも，外気温が原因であることは間違いないと考える． 

さらにソーラーパネルだけで作動しているため，消費電力を極力抑える方法としてオーバーハウザ

ー磁力計の電源を 1 分値の間に ON/OFF しており，実際には観測時に 1 分間で 10 秒程度しかヒーター

にしていない．そのため冬場の外気温が下がる時期には冷えてしまうため，低消費設計に拘らず待機

時でもある程度の電力消費（12V20mA 程度）ならば電力を流してヒーターにしておくことも必要と思

われる．そのため，次期冬季前までには，この点も改良したい．  

なお，UT0 時頃から 4 時頃のある程度決まった時間帯にこの異常が頻繁におきる事については，外

気温の低下や衛星携帯の電話器や充電器の活動する時間でのバッテリー電圧の低下と相関があるか吟

味したが，データを見る限り，はっきりとした相関は見られず，原因は究明されていない． 

 

４．結論 

 来年度の平成 22 年度には，測地部機動観測課と共同で，REGMOS と併設する試験観測をおこなう予

定であり，これまでデータ通信には，NTT ドコモの衛星携帯とイリジウムで実験してきたが，今後

REGMOS の通信手段であるインマルサットを使用して全磁力のデータを転送できるように改良する．ま

た，マニュアル作成については，2005 年 3 月「『測地観測所のあり方』についての検討会」の報告で，

研究開発としておこなうよう記述されていることから，富士山に設置後 8 年間の実績を踏まえ，「機動

的な全磁力連続観測マニュアル（案）」を作成した．しかし，今回作成したものは，富士山での全磁力

連続観測を基に全磁力連続観測単独での観測機器を想定して作成しているため，今後 REGMOS に取り付

けた全磁力連続観測のマニュアルに改訂する予定である． 



dIdD 磁力計の温度変化による影響に関する研究（第２年次） 
 

 

実施期間     平成 20 年度～平成 21 年度 

鹿野山測地観測所 篠原 將人 森田 美好 

木村 勲 

１．はじめに 

平成 16 年度に水沢測地観測所から「dIdD 磁力計の実用化の可能性についての調査研究」が報告さ

れているが，dIdD 磁力計の地磁気長周期のデータ取得の可能性を求めるため，水沢測地観測所の無人

化に伴い，江刺観測場の dIdD 磁力計を平成 20 年 11 月に当所構内のディジタル変化計室計測孔に移設

した．当所の計測孔は，屋根・外壁をアルミ板で覆い内側に断熱材を張り付けた建物の中に位置し，

発泡スチロール蓋を二層にして空気断熱と併せて外気温度の影響を受けにくい構造である．自然な温

度変化の中でのデータ取得を行い，温度との関連，更に温度変化を少なくした状況下でのデータの有

効性を調査し，絶対観測の省力化に伴う長周期のデータ取得をすることを目的とする． 

 

２．研究内容 

第 1 年次は，dIdD 磁力計機器の輸送に伴う異常の有無を点検し，計測孔の基台上に設置し，発泡ス

チロール蓋による二層断熱をせず，自然温度の状況下で機器の稼働，データ取得をした． 

今年次は，第１年次に機器不具合によりデータ欠測が生じてしまったため，第１年次と同じ状態で       

長期データ取得をして当所のメイン機器99KN3データ(フラックスゲート変化計MB162とオーバーハウ

ザー磁力計 GSM11 のセット，１秒サンプリング 60 個平均を１分値)の IAGA フォーマット値と dIdD 磁

力計データ(5 秒サンプリングで１分間 12 個平均を１分値)生値の単純差を求め，メイン機器 99KN3 と              

の比較をする事によって長周期データ取得機器としての有効性を見た． 

 

３．得られた成果 

図－1から図－４は dIdD磁力計とメイン機器 99KN3との D(偏角)H(水平成分)Z(鉛直成分)F(全磁力)

の単純差と計測孔内の温度を表したものである．各図の左縦軸は，DHZF の各成分，右縦軸は，計測孔

の温度，横軸は，年月を示している．なお 2009 年 6 月中旬から 10 月中旬にかけて，dIdD 磁力計のデ

ータが欠測した．これは，落雷等による瞬電で電源が落ちパソコンの停止後，再起動が出来なかった

ことが原因である． 

各図の 1 月から 6 月中旬までの期間の単純差を見ると，HZF は±2nT，D は振幅が大きいものの±0.2

分程度の範囲に収まっている．10 月に再稼働した時点の値は，6 月に停止した値から HZF 成分は数 nT，

D 成分も数分のゲタと思われる変化が見受けられる．2009 年 8 月 11 日に駿河湾で M6.5 の地震が発生

し千葉県は，震度 4 の揺れを感じ，フラックスゲート変化計 MB162 に搭載している電子式水管傾斜計

は，微少な傾きを記録している．フラックスゲート変化計 MB162 は，地下 5m の安定した基礎上に設置・

固定されていて地震によるデータのゲタは，発生していない．dIdD 磁力計が，地震発生時に飛びを起

こしたと仮定して，図中矢印方向に飛び変化分を平行移動させると，年間を通して HZF 成分は±2nT

に安定する．D 成分については，10 月再稼働時のデータから振幅が大きくなり，原因は調査中である． 

 

 

 



           dIdD 磁力計とメイン機器 99KN3 の比較(dIdD-99KN3) 

       

図－１ D(偏角) 

 

                     図－２ H(水平成分) 

 

                     図－３ Z(鉛直成分) 

 

                     図－４ F(全磁力)  

４．まとめと今後の課題 

 計測孔内温度が自然温度状況下のため年変化 17℃と大きく変動しているにも関わらず，単純差は

日々の変化のバラツキがあるものの変動の幅は小さく，欠測前後でもほぼ水平状態となった．次年度

は，計測孔内を発泡スチロール蓋で閉じた状態にすることで，温度の年変化を小さくでき，日々の変

動のバラツキをさらに小さくできるものと期待する.また，地震対策として dIdD 磁力計のセンサー部

を固定し，収録装置の電源対策を講じて，地磁気長周期データの有効性を計りたい． 


