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磁 気羅針儀自差 修 正 に 就 い て

円 向 政 明 く航海運用事教室〉

S'I'UD1ES ON  MAGNE'l'IC COMPASS CORRECTION. 

Masaaki HYUGA 

(Faculty of Fisheries， Hokkaido Un・versityl

The thl'ee following methods a1'e generaly used 'G') eorr・e:l-i:;m1.!:1.etic comp.lsses. 

(1) Me七hodby obse1'ving azimuもh.

(2) Methoclby measuring magneもicfield， -viz. by using d，]flector. 

(3) Me仏 odby observing azim凶h，and chi~fly by m句日uringm司gneticfield. 

Methods in gene1'al use a1'e (り anfl (2); 七回 fo1'll1er is a standard me七hod，and when 

impossible もouse もhefo1'mer， 七helaもも色l'is sllpplimeat l1'ily use:l. 1n the forme1'， one mu百七

fundamenもalIy keejl ship'shea:l on c弘r五n'lland inte1'cadin'll poi叫ョ bynngnetic be:ui九gd，

'" hile in the 1品切れ onemus七geもp1'actisei' i丸山euWlge of defle~tor. 

Taking inもoconsidetation the above poir巾， t~le wute1' proposed of a few me七1-tods

unde1'mentioned to prac七isea simplified co1're:ltion of complSS with ship'臼 he1dkept on 

cardinal and interca1'dinal points by complSS・

(I) Simplified me仏o丑ofcor:r:ceもionof compass chiefly by azImuth. 

These a1'e the meもhodsわ be p 1'i1ctise~1 by t':te ob自ervationof bearings of he.wenly 

bodies. 

The p1'ocedures a1'e as follows; 

~ 1. ls七method.

Note the chll.nge of bea1'ing of仙e自unfo1' every twenty minuもes，using t1le azimu.th 

tables， the a pproxima七elocal app九renttimes，泊。 latitllde(cor1'eJもtoa degrea)， aなdthe date 

of the month. A cu1've ofもhesun's change of baa1'ing is tl.te:l. plot七e:lon c1'oss-se~tlo;l 

paper. A refe1'ence toもheazimuth b.bles sbowsもha-i:;an erNr of a few minutes in time， 

of a deg1'ee in lt北itude， 01' even of a day or so in date， m司ke品 practicallyno change oI 

bearing ofもhesun，七houghof cou1'se， wi-i:;h such erroneous dt凶%もhereis a decided e1'1'~1' in 

もheac七u司1be:J.l'ing ofもhesun; bu七withthe actual bawing wa a1'e not now conヨerned.

(J.) Se七 watchto local apparel兆七imeapp1'oximately. 債)Pick叩も f1'omthe azimuth 

t:lbles as expained above， bearing of the sun atもweatyminute intervals. Using c1'o品

目ectionpaper， taking o1'din'1tes as 七ime日 and absciss'1e as degrees unnumbe1'ed 制 ye.t， dr・品W

in the cu1've ABC. (see Fig. A) (3) Held the ship North. Using the aZImuもhci1'cle， 

take a ve1'y acαll'ate bearing ofもhesun. Put七hehelm ove1' aad swi九gto SJ¥rth. Plo七

-1∞-



poinもX，wi仇もhed九，t¥， close to t'w cba九ge-of-bearingcurve. (J) S't9ldy on Smth・也氏efI 

1e:lring of仇esun flg.in. Ploももhis制 poi凶 Y. Dra.w XXノ pwa11e1t，) ABJ. X'， tberefo1'e， 
rep1'e8ents the SU11'S bewi九三 ifhel.deol on Nor'Gh n.t 2111 i:ubel七 Drn.wa curve par札1e1わ

AちC:md tl:tr、mghthe point Z， which is hl.lfw，lY beもW89:J.Y n.:J.d X〆一 (5)Usiηgw泊Jhan~l 

curve， ril.ise a:J.1 lower a'~hw l.rb'1.ip m.g:l':rt:3 ulT~il the sun he.1阿 国 i七日1.0uld. The:J. t11ere 

will be 110 deviatio:1， an呈 Sou七l:tby CO:nplSS will be corr8.;"t soutl:t. (6) COrl"ι，~t on E司百七

a:J.d 'Ve，rG， an丑七1.e:1O:J. any adj')，J白川 i凶雪rcard.in'!.lpoin切 in.t11e s司、nem司叩18r.

詩2. 2凡dmeもhod.

Swiag ship rou:J.d， 九九d'bke beuing of a dist<J，なも t弓1'r83もr1九1object or h8wenly body. 

Fro:u仇en.bove beuing品 obs:n-ve:l， one can knowもhem屯gneもicbe1.ring of the distant 

objeJも， 01' γ'le he屯vealybo:ly九七仇eoa9 ti1ll9 (自93Fig. B)， fro;:n which the devin.tio朋n.nr1

coefficie:l七ヨ are ob七百in9:1. 丸司11も'1tl:te ship's hel.d kept 0:1 car，lln'11 poin七ョ n.nd in七91'c九1'dill'11

point8 coeffeJieil・ts B， C n.l1'1 D lll'1y be 't'1k.ea ouもwhe:J.the devin.七ionon. en.ch poi凶 is

less than 200
• 

(1) Held s'lIp Nor出 01'Sou日1by com]Yl.ss 11.な:lco.n.p問団主的七hedevia'tion due 

七ocoefficienもCwi七hn.thwn.r匂hipm九gnets.

。)Hel.d ship E叩も 01' We3七 by co~npas8 九百丑 coλ1pe:1inte t'1.s devi抗ion.due 

to coef:l'icien七Bwith fore and af七mn.gne匂.

(3) He'1d ship n.ay int9rcardinn.l poin七， and compe:J.sn.七ewi出 iro.nsp here8. 

1n ei:ther ls七or2nd metho::l， 七heco~npea昌弘もion for the deviatio11 due 七oc03fficien:t 0 

m'1y be p刊さもise::l at any time n.nd at any 自hip'she'!.d by using出自 hble日howingth8 

dist'1nョebe'~we宮司 comp'!.S8 cn.rd. :md sphere to be fixe:l. 、，vhilecO.upe:J.ヨ'1ting，0.11 n.dditio喝

na] compn.ss may be used to keep cou1'se. 

(1) 

To Cor1'dJ'fi Co~npls393- No 1n'l-Gru:ll9:J.t EXJept A.zi::t1'.rtl:l Ci1'cle (01' Azimuth Mil'l苛or).

No Tl1bles of 1nfo1'泊叫ionof Any Kind. 

S'b3吋 ysl:tip on one cour臼 nO-l;9be'1l'lng oÍ 七~e sU:1.，n.ni a::pin九bO:l-Gte71 miu:l七'l.3bt91'， 

f1'o.u -the39 '(;WO be'1l'lngil oae cn.n も911wheも，':}91' bsulng ョi11crel31ng01' deJ1'wl.sing， n.nd 

app1'oxim'1七9rゐ七百 Byk110wlng 七heapp1'oxim'1もeraもe，九 curve of ch'1age oI be'1ring of 

t1le sua m屯y be n.sヨu:ne:l i:J. t1le S'1ffi雪 m'1:J.ne1'九日 18七lIl'lもho::lexplained n.bove， 九九dもhe九

日1e co_npe~1前七ion wllt be de~el'>ni凡e1. To m司keもl:.reCU1've 1Uore n.l.lCur'1-te， bke 80me 

addlもioa'11actual bell'l:1.ga九bもim9int3.rmls 0.:1 0九9cou1'品e. Plo七七hech'mges oI bef¥l'inga 

011 C1'033-S9:;七ionpl.p告れもakingordi丘、七時制 minutes，a11d n.bscis81e n.s deg1'ee3. Througb. 

th.e m9ln of 出回epoint3， dl'.lW n. lin9， which sub3tituもョョ :l CUl'iI'e臼olong n.s七he七ime

elapsed is short. Ta.i.s lin9 rapre3ent:3 もh91';1もヨ of ch'mge of be.1ring of 七hesuな.(:日geFig. C) 

I日仏e Il.bove explained methods， oae nlUS七九0-(;forge-t to h'l.lve e1'1'01'a fou日d011 f1ny 

u:J.'?o~npe注目'1te :l ca1'din司1point3 01' iなも9l'cfl.rdin司1poin匂 by目。 doing出eer1'or昌cn.usedby 

ove1'col'recti.on will he elimin泊ョ丑，九:J.'ln.七 hst，swing s1:tip 1'ound for 1'e3idu'l.l devifl.'tions. 

I 1) Flinde1"s b'l.l' co1'1'ection. 

Flinde1"s b'!.l' correJtio:J.s Il.re he3七 m'1de Il.f的r也ecomp品田 hll.8bge:1. compens'1t.etl on 
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the m町gneもicequn.tσr I1nd the n.r1aitionf¥1 devil1tio11 fou日don 11 Chl111ge of lf吋itndeisむlkell

ouもbyu日ingthe bl1r. The compen目指針。11mf1y 九Isobe mf1de from observl1七i011Sof the errJr 

in some 0もherln.七i加 お もlmn出eone compe日倒的din， even t'10Ugh七hecompen自主timlWI1S 

noもmlldeI1t the mf1gnetic equf1tor. そl'hef1bove pl'ocedure is omitもedhere. 

N 0 T E R: 

The I1bove m.ethods 111'e ced'1inly simple， en.sily tf1ught， form九 prn.cticn.llnet'lod of 

comp品目白 corredion， n.nd elimin叫ethe difficul七iesordillfl.rilly meもwith in七hiswork. 

In most vessels， the correction wor k of 七he compfl.ss is wholly lef七tりが1econlpfl.ss 

ndjustor. The writer re:50mme札 s七hf1tthe ship officers fl.-tte札 tot1市川rorknnd co，孔pens-

fl.te devi九七Ionbv them.開1γes.

1 結

磁気羅針儀の白差修TE法は大別するとさたの方法がある。.NJlち

(1) 方位測定を主とする自差修正法

E二a

(2) 磁場測定を全とする自差修定法、却も偏針儀(Defledor)に依る自差修E法

(31 カ世測定並びに磁場測定を主とナる自差修正法

然し、一般に用いられるものは(1)と(2:.0方法である。 (1)の方法は普通ο揚合基準となる方法で(2)は

(1:1i::用いるととの出来ない場合等に用いられる楠η的b法である。 (1)の方法に依る場合は夫鰹甑測に

依るか、或いは池上物標の方位観測に依るのであるが、原則として何れも舶首を四方鼎或いは四隅賠

の磁針路に保つ必要があ P、(2)の方法に依る場合は偏針儀の操作に可成習熟するととを要する。以上

の貼を考!害して、舶首を羅針路に保つ?と佳市も簡易な修疋方法を試みんとずるものである。

2 方位測定を主とする簡易法

持1. 第 1法

との方法に依る場合係童文Aは一般に微少値にして、亦係数 Eも羅針儀が舶首尾繰中iこ在る場合は、

殆ど考慮を要しない程度の椴少値であるから、利tlも之を零と見倣して修正後残存自差を部定して自

差衰を作成して置くものとする。

{疹王法.-

概略ゑ地方競時、緯度〈精度は度迄〉に依り時辰方位角衰を用いて毎20分毎に太陽の方位の費化を

求める。而る時は&陽の方位の曲繰を方眼紙に記入出来る。時辰方位角表に於ては時聞に於ける 1，2 

介。誤差、緯度に於りる 1度。誤差、日付に於りる 1日位の誤差は質際には太陽の方位の号室化の割合

には影響広ない。勿論誤差があれば太陽の方位に費化のあるのは営然でるあるが、考慮を要しない程

度である。

【例】 4月2811午後3時頃、緯度41
0

47旬、経度140
0

43包〈画館) C')地賠に於て自差を修正せよ。

1. 時計を概略主主地方硯時に合せる。

2. 緯度強度、日付は4月28日を用いて 20分毎に太陽の方位を求む。
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方眼紙を用い縦軸に時聞を取り、横軸に度数を取り

方位の蟹化を記し A 固に示ナ如く曲線 ABO~ を重

く。

3. 船首を Nor'l;h (羅針方位以下倣之〉に保も方位環

(或いは方位鏡〉を用いて、太陽の精確な方位を取

る。 15時 22分 259。災(磁針}j位以下倣之〕にして

之を N賄に記入する。

4. 号たに舵を取り酷首を Sou-thに保つ。

太陽の方位は 15時 2D

分に 253
07fにして之を

S~占に記入する。 }'TN'

を ABO に平行に引

く。従ってN'は 15時

29分に船首をNor七hに

向けた場合の太陽のJi

位を表はす。

ABOに平行にして

N'と 8の中i習の Y賄

を遁.Q曲線 XYZ を

51く。

5. 時計と曲鵠XYZ~用

い、船首を SOllthに

保った{輩、太陽が正し

くその方位になる迄横

置磁鉾を上下する。市

らば自差は無くなり羅

Table 1 

時間|太陽の方位
20分に劃す
る方位の愛11:

1520 

1540 

1600 

1620 

170.'7 

103.6 

99.8 

96.1 

e
i

只
U

7

a

e
 

-

-

-

バマ

9

J

9

J

Fig. A. C・'urvefor Comp2，ssぐorrfctlぅll.
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針縫J乙依る SOut11は正しい SOU'l;l!となる。

6. 同様に E司自主と NEに於て修<cずる。

7. 賠首を Norもちに向ft方位を取れ若しその!J位が曲線 XYZ に依り興えられたJI位と異れ

ば差Df{~分aは Sou.th 1乙於て修正過ぎに困るものであるから、差が Mになる迄慌置磁揮を上下

して修正す可きである。

8. 他::JJ5位。場金も同様白一差つ険疋を行ν、、後法第2法 B圏J之倣ρ静かに舶をと旋回して、遠Ji地

上物標叉は天韓に依り境存自差の測定を行う。

~2. 第 2 法

乙のJi法t土白差ο貰用係散をま7出して修匹ずる方法でるる。先づ自差を算出するには遠標方位法1=

依るか、叉は同じく舶を旋回して天轄の羅針}j位を測定する方法がある。

今天謹現測こ依る方法に沈いて遭ぺると、 B圃に示す}j法乞依れlま便利と考える。即ち前例iこ倣い

A圃より 1500より 1600迄ο太陽!J位。饗化はr?-iなるととがわかるを以って方位。費化を表わす直

線 AB(靖躍には曲線であるが短時間で、ある震直織で代用する)を引く。舶首を E制ーもに向ft、ョた

いで枯を左に旋回して舶首が Nort'lを過ぎるとき方位と時聞をi1l1lP 15時 15分に 26TYzとして N賠

-103-



Fig. B. Curve Swinging for Deviatious 
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句
@
冒
円
h

を記入する。突に4鮪毎に

方位を取り NW，W，SW，

S， SE，E， NE D各賠を記

入ナる。

W， S， E rD各郵を通 P

ABに平行線を引き "¥V'， 

SうE1を求め、更に N，E/， 

SうW'の平均から X黙を

求め、 X を通り XY を

ABに平行にヲr<。記入し

た各方位。賭ととの直線と

の差は自差である。 B闘よ

り自差を求めると第2表の

カ日くである。

以上より係数を求めると

A= +0
0

15' 

B=-10。

c= +1
0

301 

ミ

he--qミ
を
た
て
↑
t

Table 2 

D= +20151 E= _0
0

451 

船首を羅針路 Northに保ち、(要すれ，ば補功用羅針盤を用う〉修正用横

向 ip'sHfa'l 1 Deviatio.l 置磁鐸を用い赤の極を右舷にして、舶首が離十路 Nl
0

30明fを指す迄修正

ぉ lE する。市るときは c=十1"301が修正されたととになり A-E=-301が修

1Eされないで建されk 二とになる。次いで静かに舵を取れ舶立を羅針路

Ea臼七に保ち、修正用磁鉾を用いて赤の極を船尾に向け舶首が羅針路 ElO。

N を向〈迄修Eする。市るときは B=-10'。が修万二され，7とととにたり A

+E=十55'が修1':されないで残されたととになるし 以上で字国差の修疋

を怒る。象限差の修正は係童文 Dの量がやjってゐるのであるから、ナルピ

ン式羅針儀に於ては次の第3表の値を用いて時と場所に闘係主主く軟韻球を

用いて修正するととが出来る。

第 3表に依らない場合は船首を羅針方位に依る四隅結。一つに保-t"例えiま舶首を SE~こ保ち修正

具を内側に珍勤して船首が SE2"WEを向く迄修正する。

以上を以って修正を怒るわけであるが、第1法及び第2法を理解するには自差D理論公式と賓用公

式の関係を知る必要がある。

自差。公式は

自inδ=Aocos 8+B，。臼inO+Co cos O+Do sin (20十8)+Eo cos (20十8)

(8 :白差、 Ao'Bo' Co， Do' E. 精係数、。:羅針路)

上式は大腫に於て羅針路 9の項で表わしてゐる。殊に D。及び E。は賓際と余P大きくないDで

わる。若し自差が 20。以下D ときは大瞳I'L於て

。=A+Bsin 0十ccos 0十D sin 20十Ecos 20 

(A， B， C， D， E :略係数)

NE 4・w
E 夕、v
SE 11可V

S ZW 

SW 80E 
、v llOE 

NW oE 
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制
球

P

コ

き

値
べ

の

す

D

E

数

修

係

Table 3 

鮮 f儀の中心より 軟 齢 の 内 戦 の 距 離 |修 E すべき

6 吋 6~吋 I 1吋 I7~吋 I 8吋 I8~吋 10吋|係数 D の値
球|球|球|球|球|球 I ~ I 

|吋吋 日寸 p-j- 吋・ 吋 吋 p.j-

12.54 .13.68 14.82 15.96 17.10 18.24 19.38 22.80 

1~ 10.61 11.58 12.51 13.51 14.47 15.44 16.40 19.30 1~ 

2 9.39 10.23 11.09 11.94 12.80 13.65 14.50 17.06 2 

2~ 8.51 9.29 10.06 10.84 11.61 12.38 13.16 15.48 2~ 

3 7.85 8.57 9.28 9.99 10.71 11.42 12.14 14.28 3 

3~ 7.33 7.99 8.66 9.32 9.99 10.65 11.32 13.32 3~ 
4 6.8g 7.51 8.14 8.76 9.39 10.02 10.64 12.52 4 

4~ 6.51 7.10 7.70 8.29 8.88 9.47 10.06 11.84 4~ 

5 6.20 6.77 7.33 7.90 8.46 9.00 9.57 11.28 5 

5~ 5.92 6.46 7.∞ 7.53 8.07 8.62 9.15 10.77 5~ 
6 5.67 6.18 6.70 7.21 7.73 8.24 8.76 10.31 6 

6 }~ 5.44 5.94 6.44 6.93 7.42 7.92 8.41 9.90 6~ 

5.25 5.72 6.20 6.68 7.15 7.63 8.11 9.54 7 

!~ 5.06 5.51 5.97 6.43 6.90 7.35 7.81 9.19 7~ 

8 4.91 5.35 5.80 6.24 6.69 7.14 7.58 8.92 8 

83;ノZ 4.75 5.18 5.62 6.05 6.48 6.91 7.34 8.64 8~ 

9 4.61 5.03 5.45 5.87 6.29 6.71 7.13 8.39 9 

9Yz 4.48 4.88 5.29 5.70 6.10 6.51 6.92 8.14 9~ 

10 4.36 4.76 5.15 5.55 5.95 6.34 6.74 7:93 10 

10;-;: 4.25 4.63 5.02 5.40 5.79 6.18 6.56 7.72 IOYz 
11 4.13 4.51 4.88 5.20 5.63 6.01 6.38 7.51 11 

11~ 4.04 4.41 4.78 5.14 5.51 5.88 6.25 7.35 11~ 

12 3.94 4.30 4.66 5.02 5.38 5.74 6.09 7.17 12 

とするととが出来る。即ち自差D貫用公式である。

A， B，C， D， E を度数で表わせば 8も度数で表わされる。第 1法D場合

。o。とすれば、 iJo=A十C-E

{}.:: lcO。とすれ，ぼ、 8π=A-C-E

」ミ空~=A.-E -ー司ー一一ーー ーー一喝ーー喝 (1)

{}== 90。とすれば、 iJ1Cf2=A-B十E

。==270。とすれば、 iJsd 2 =A+B+E 

sr1278ι=A+E -ーーーー『ーーー---ー'ロ)

船首 .Norもh，Souもh，Ea日七， ¥Ve討に於て B，C は修正され零となる。従って

iJ=A+D sin 2 (}+E cos 2 {}となる。

iJ=45。とすれば、 。ロ14=A+D --ー・咽・ー司司ー・・ l3) 

iJ=135。とすれ，ば、 iJ3d4 =A-D -ーーーー・・ーーーー (引

iJ =225。とすれ，ば、 iJsrr'4 =A+D -ーーーーーー・ 4 ・ー (旬

。==315。とすれ，ば、 iJ7rr14 =%A--D --ー事ー・司時ーー・ (6¥ 
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上式でト判る様に D.v修正には(3)と(41， (3)と(61，(引と(51，或いは 5]と(61を組合はせればよい。

第 2法に於て

。=0。とすれば、 。o=A十C-E-唱国司ーーーーーーー幅 (7) 

0=9C。とすれば、 8"'!2=A-B+E ---ーーーーーーー (81 

。=0
0

，即ち羅針路 Northに於て現われる自差は A+C-Eとなる。横置磁鐸を以って C を修五

ずる。

。=900

，即ち羅針路 Easもに於て現われ，る自芦は A-B十E となる。縦置磁跨を以って B を修正

する。 Norぬに於て C，Easもに於亡 Bが修正されれば(21式は

δ=A+D sin 2fJ+E cos 2()となる。

。=135。とすれば 83""4=A-D即ち羅針路 SEに於て表あれる自差は A-D で、~'{限差修E

具を以ってDを修正する。

3 時辰方位角表を使用しない修正法

舶を一定針路に保ち、太陽ο方位を測り、約四分ο後再び}j位を測れぽ之一等二つの方位から方位が

増してゐるか、或は減じてゐるかを知る ζ とが出来る。叉大i由。方位の痩化。割合を知るととが出来

る。 ζの場合毎10分にえ韓1""，2。費化することが分ゐ。

乙れをより精確に知るには 2，."，4分J)間隔を置いて幾つかの太陽D羅針)ft立を精確に荻IJ!J、方眼紙

に簡単に時間に劃する方位。費化を現わず鮪を記入し、之等fコ黙を連ねて昆れ:まC固に示す如く太陽

の方位の饗化を表わす直線と主主る。

Fig. C. Linc of Rate of Eun'日 changcof Bearlng. 

1/ぺ

IcI" 
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Sミ61n
ぞ、d

sr 
2m 

m 
C 

O 
O 

× 

1
0 20  30 

一歩cha.ρ~eojsearil7o(!Je.戸時〉

若し一直線とならざる場合はそれらの黙

に封する平均直線を童く。以上の方法に依

れば時辰方位角表を用いす=して方位の費化

の割合を知ることが出来る。今毎5分間に

玄JL:li位。費化をrとする。

修 E の順序:司

般百を North(羅針方位以下倣之)に向

けて太陽のb位を求め例えば270・とする。

突に Southに向け 2，3分間針路を保って

から太陽の方位を測る。例えば 2-60

とす

る。雨Jrfflの問。時闘を例えば5分間とす

れ，ばとの時聞の聞に太陽は事賓方位 rD 

費化を局ず。最初結合 Norもhに於て測っ

た時に佑首を SouthIこ向けたと俣iEナれ

ば太陽D羅針方法は 275。になるととにな

る。その瞬間に於ける Nor出と Sou七h.v

方位。千均は 27:盆。%になる。 5分。後に拍

首を Sou七hに向けた時に方位の千均は 273
0

，%:になる。そむ瞬間に於りる船首 Sou出に於げる離測

方位は 276・であったのであるから舶首 Sou仙に於て修正さる可き自差は 2"，%:W となる。修正する

には太陽の方位が 273。弱から 274'。になる迄赤D極~右般にして横置磁鐸を上下ナる.而る時は
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Sont11 に於ける自差は無くなる。修ÏË~ては若干D時聞を要するから 273"~よりも 274。に近くなる

様にして太陽の方位。費化に到し、若干ο余裕がなくてはならぬ。弐に舶首を Ellsもと We叫に向

け、同僚の11国序に従って自差を求め、縦置磁鉾を以って修正する。きたに船首を N W，SW (或いは任

意の相隣れ，る四隅賭〉に向け、同様の方法に依り軟錨球を以って自差を修正する。 SW或いは NE

に於ては自差は偏東である(一般の舶に於ては +Dが現はれる〉。 若し偏西であれば修五過剰であ

るから軟錨球を外聞に動かせばよい。 NWと SEでは自差は偏西で若し偏東であれば修正過剰で、あ

るから外側に動かせばよい。以上何れの場合に於ても修正を終ったならば自差の検Aを行い残存自差

を測定して置くものとする。

4 Flinder3 bar I乙依る修正法

垂直軟錨より生す=る係数Bの修'"は磁気赤道で永久磁気に依る係敷Bを修正した後に行うのが一番

よい。緯度の費化の際現われた自差は修正用垂直磁鋒を用いて修正すればよい。修疋は叉磁気赤道で、

修1Eしなくても任意の二つの緯度を用いて修正するととが出来る。

以 k二つの方法を説明すれば

1* 1.磁気赤道に-(i{る法

磁気赤道に於て自差が修疋され、舶が南北に行く場合に自差は E'tst或いは WestK於て現はれ

る。 Flil1.dersbarを以ってとの自主ーを修正ナれば、垂直軟錨に因る白差は全ての緯度で正しくなる。

Flin.ders har は羅針儀の前方〔普通舶橋後方の煙突の影響力宝一番大きい馬〉に置き緯度の費化に因

る自差を修正すればよい。

~2. 雨緯度修疋法

磁気赤道に行く機舎D無い場合は、普通緯度。遣った二地轄で Flindersbllrを用いて修正する。

緯度。違った二地鈷に於ける垂直軟蟻に因る白差。費動は下式に依る。伏角 1t7K卒磁力 Htの地賠

で自差を測定し自差係数 Btを得?ととすれば

Bt =p(-~~ +c tan 11 ) 

伏角 1~，水平磁力 H宮の地賭で自差係数 B2 を得れば

B2 =p(~;- +c加n 1~ 
イ但旦し P1.P2は暫時磁気の費勤亡因って費化があったものとする場合の永久磁気 Pの他、 p，cは

常教でるる。

緯度。襲化に因る Bco差違lま B2-B1で表わされる。それぞれ.CO場合の鉛直磁力乞 ZI及び Z2

2ケし、 Pの佑は前後費化が君主かったものどすれば

P=P1 =P2， Zt =Httfm 11. Z~=H2tfm 12 

BtHt =p (P+c Zt) B2H2 =p (P十 C Z2) 

.・ pC =(Z2 -Zt) =B宮 H2-BtI-It 

従って第二の地駐に於ける垂直軟鎮の一時磁気に因る自差は

p c tfm 12 = '7
Z2

'7 (B2 - ~t Bt) 一一Z2てZ;-¥'-" . H2 .....1 J 

で表わすととが出来る。 tll鹿に於て最初の地轄に於て B1=Oであったものが第二の地賭で B2 ~ 
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なったもむとナれ，ば、第二白地黙で現われる垂直軟錨に因る自差は

p c tan I2 == -'7  Z!-7--B 2である。
Z2 -Zl 

とれに相営する量を Flinder品 barで修IEし、その際新たに出来た字国差を縦置修五用磁鉾で修JF.

すればよい。

E例】 函館に於て船首 Eastに於て現われた自差をすべて修正用縦置磁鼻で修正した。舶が鹿児島に

入港して同じ舵首方位に封してずE の自差を生じた場合、垂直軟舗に因り生じた自差を Flind-

ers barを用いて修正せよ。磁気要素は弐の通りである。

傾差 水平カ 垂直力

画館 550 0.275 Gauss 0.393Gauss 

鹿児島 街。 0.325 0.325 

鹿児島に於て垂直軟錨より生ナる自差は

千百 0.325 ，_ 
一一一竺2ー ←-B.==一一一一一一一xr==-4:8 Z2 -Zl ー&ー0.068 " 

となる。従って 4氾だけを Flindersbar を用いて修正し、新たに出来た自差5氾を縦置磁鉾を

赤の極を枯首にして修正すればよい。

s 結 Eニs

以上述べた方法は、簡易自差修正法として推奨したい。一般に白差修正はComp九ssadjustorに一

任して腫れもθ に慣わる様な風が見えるが海上技術者たるもの0 試みて頂き度いと思う弐第である。

殊に漁船に於て十分な枕海計器を持たす=時長方位角表すら持たない現欣に於て、洋上iこて何とか修正

の方法は無いかと思い付いた共第である。

(水産科事研究明業績第74競〉
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