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１．はじめに 
噴火活動の地上映像記録は火山爆発のダイナミック

スを研究する基礎データであるとともに、火山活動の

推移をつかみ、噴煙・降灰や火山ガスの流れを推測す

る研究の基礎資料である。火山防災対策の情報として

は、実時間観測監視とその速やかな配信が必要である。

鹿児島大学噴煙研究グループでは、西南日本の火山と

フィリピンのMayon火山の地上映像観測を長期自動シ

ステムによって継続して来た。本研究班のH15 年度報

告書に地上映像観測と衛星画像解析を柱とするこの研

究の要約を述べ [1]、各火山については報告書添付の電

子版（CD）報告資料の pdf ファイルとして提出した[2-6]。
その後も研究報告を行ってきたが[7-18]、ここでは、こ

れまでの地上映像観測の経過を簡単にまとめ、関連す

る諸問題について議論する。大量の溶岩流出のあった

2006 年夏のマヨン噴火については、得られたデータの

概要を述べる。 
 

２．噴火活動の映像観測記録とその利用 
 連続的噴煙活動の記録には長期自動観測が望ましい。

時折の爆発的噴火や溶岩流出・火砕流発生には、様々

な随時撮影も重要である。また、観測波長についても

可視・近赤外などの選択によって違ったものが見えて

くる。まず、これらの方法[1]と問題点について簡単に

まとめる。 
2-1．長期自動観測の方法をめぐって 

AC 電源が安定して確保できる展望の良いサイトが

あれば、ビデオカメラとデジタルカメラによるインタ

ーバル撮影で長期の映像記録が得られる。この方法で

鹿児島の南の離島火山や海外のマヨン火山の噴煙観

測、および中国長春とモンゴルにおける黄砂の地上映

像観測を現地の研究者などの協力を得て実施して来

た[8]。現行の MiniDV テープのビデオカメラでは 10
分間隔の 0.5秒間撮影の設定で 80分テープLPモード

に約 3 ヶ月の記録が可能である。１日の昼間約１分を

標準画質のMpeg1ファイルで6MBに収めることがで

き、静止画像の切り出しもできる。このようなNTSC
方式でのスペックが、新しいタイプのビデオカメラで

どれだけ受け継がれていくか心配である。短時間なら

コマ撮りのスムーズな映像が得られるビデオカメラ

があるが、長期間では据え置きの監視用ビデオデッキ

なら可能である。 
デジタルカメラの 1 時間おきのインターバル撮影で

は、数ヶ月の噴煙活動をまとめて見るのに適している。

また、5～30 秒程度のインターバルにした短期間の撮

影で、記録した Jpeg ファイルからMpeg1 ファイルを作

成すれば、活発な噴煙活動や背景となる雲の動きを動

的にとらえることができる。しかし、長期間のインタ

ーバル撮影機能を備えた機種は極めて限られている。

1997 年発売のSHARP MD-PS1、2002 年発売のCASIO 
QV-R4 の後継機種ではこの機能は省略され、その後は

Ricoh Caplio シリーズだけである。このうちG4wide は
f=28mm相当の広角撮影ができるので、噴煙高度や移流

の様子を把握するのに適している。 

科研費特定領域「火山爆発のダイナミクス」2006 年度研究成果報告書 訂-



インターバル撮影での電力消費量が極めて少ない

Casio QV-R4 などでは、AC電源なしの環境で内蔵や外付

けバッテリーによる長期無人観測が可能である。現行の

小型外付けバッテリー（MyBatteyPRO、同 4400）では、

１時間１枚程度の撮影で３ヶ月弱の連続撮影ができる。

透明ケースにデジタルカメラと外付リチウムイオンバッ

テリを組み合わせたパッケージを2005年2月より阿蘇火

山博物館屋上に設置し、阿蘇中岳の噴煙観測を行った

（http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/aso/）。  
実際には、炎天下の直射日光が当たる場所ではバッテリ

ーは数週間程度しかもたなかった。防水のため透明ケー

スに除湿剤を入れ密閉してもケース内部に水滴がつくこ

とがあり、機器に予期せぬトラブルがある。密閉するよ

りもケース底面に通風口をあけることで長期の観測がで

きるようになった。ケース内に気温・気圧データロガー

（T&D 社おんどとりシリーズ）を同梱すれば、観測地点

の環境も把握することができる。自動観測の可能性を広

げるこのような低消費電力の機種が現行の製品に見られ

なくなったのは残念である。 
Windowsコンピュータ(PCと略記)とWebカメラやネ

ットワークカメラを組み合わせた噴煙観測では、PC 内

部のハードディスクに画像アーカイブを保存する。イ

ンターネットの通信環境が確保されていれば、リアル

タイムで映像を配信でき、変化する噴煙のようすを遠

隔地から確認することができる。このようなシステム

は近年の三宅島や浅間山の噴火観測で活躍している 
[19-21]。気象庁の監視カメラによる活動的火山の実時

間監視のネットワークは 近公開が進められている。

自治体・防災機関・マスコミやボランティアによる定

点カメラ映像のインターネット公開も盛んである。こ

れらはリアルタイム配信だけでなく、適切な画像アー

カイブによって研究資料として活用されることが望ま

しい。一方、ネットワークカメラは内部に画像データ

をほとんど蓄積できないものの、任意時間の静止画像

を指定したサーバへ転送することができる。もっと簡

単な方法として、閲覧者がPC からネットワークカメラ

に直接アクセスできれば、カメラが動画のみ配信して

いても、静止画像を得ることができる。自動巡回ソフ

ト等を用いれば、カメラやネットワーク管理者等の了

解を得て、任意時間の静止画像を収集・管理ができる。

この場合、迷惑となるような連続リロード等は避けな

ければならない。我々の桜島定点カメラのデータ利用

については次節で述べる。インターネット常時接続環

境のない離島火山では、ダイヤルアップで 1 日分の画

像データを 1 日数回か 1 回にまとめて送信する方法を

用いた。Mt.Mayon では停電も多く、ネットワークカメ

ラの停電後の自動回復機能が有効であった。このよう

な悪条件下では実時間に近い映像が見られなくても現

地のNetwork Attached Storage 等による画像アーカイブ

が重要である。 
2-2．観測範囲と波長帯 
 定点カメラによる長期自動観測では、撮影範囲をど

う取るかが問題である。Crater の中の噴火した vent の
特定・溶岩の盛り上がりや噴石の飛散などを見るには

火口付近のクローズアップが良いが、噴煙の高さや流

れを見るには広角撮影が適当である。随時撮影では状

況に応じて方向と画角を調整し、次に述べる撮影モー

ドも変更することが容易である。 
 噴煙の色は噴出物の組成を知る手がかりだから、普

通の可視光撮影ではホワイトバランスを昼光モードに

固定するのが望ましい。ビデオカメラやデジタルカメ

ラのナイトショットモードでは近赤外カットフィルタ

ーを外してCCD 素子本来の可視・近赤外にわたる感度

を生かし、夜間の高温部検出が出来る。この方法はマ

ヨン火山の 2006 年夏の溶岩流下や、その前年の山頂溶

岩ドームの熱異常の観測に役立った。 
このモードで、さらに図１のように可視光をカット

する IR フィルターを装着して近赤外撮影ができる。こ

れは夜間の高温部検出だけでなく、視界の悪い状態で

の遠望観測・日中の薄い噴煙・エアロゾルの観測に役

立つので、離島火山やマヨン火山のネットワークカメ

ラなどで用いて来た。緑色植物は近赤外光をよく反射

するので、火山近傍の植生状態の調査に役立つ。三宅

島では火山ガスによる植物の活性度低下を衛星画像解

析で明らかにしたが、その後の状態について近赤外撮

影による現地調査を 2005 年 3 月・5 月および 2006 年 9
月に行なった[22,23]。 
ナイトショットで絞りが開放され自動露出調整機能

のないCCD カメラでは、図１の他に適当なND フィル

ターを加えて光量を絞る必要がある。ナイトショット

機能のないデジカメは分解して近赤外カットフィルタ 
 

 
図１．CCD カメラのナイトショット機能と 

IR フィルターによる近赤外撮影 



ーを外して IRフィルターを挿入すれば、近赤外撮影が

可能であるが、Web カメラ（とくに安価なCMOS セン

サー）など簡単なものは直接 IR フィルターを装着する

ことで対応できた。 
2-3．映像記録の整理と利用 
映像記録は膨大となりがちであり、撮影時において

無駄な冗長さを避け、編集時における取捨選択でコン

パクトにまとめる作業が必要である。解析のための基

本データはデジタル化してCD-R やDVD に保存する。

デジタルデータを使うには、メディア・閲覧ソフト・

ハードウェアの適当なセットが必要であるが、長期的

には規格変更が多く、耐用性も有限で、将来性には問

題がある。不具合やハングアップ・クラッシュなど、

デジタル特有の脆弱性もある[24]。アナログ機器も生産

中止後いつまで使えるか分らないが、アナログの原テ

ープは保存すべきであろう。 
蓄積された大量の静止画像データを活用するには、

適切なファイル管理とWebデータベースシステムの利

用や html 編集、動画にまとめること等が重要である。

また、Web 公開や教育利用などでは、さらなる要約と

編集が有意義である。 
 
３．桜島噴煙の定点観測 
3-1．桜島火山の噴煙・雲画像観測web-カメラと記録映

像の理科教育への活用 
 鹿児島大グループは、2000 年 12 月よりインターネ

ットに接続されたサーバと屋上カメラから構成された

桜島映像定点観測システムを運営している（図２）。運

営当初より桜島が目視できる早朝から夕方までの時間

帯に５分間隔で静止画を撮影していたが、2006 年 6 月

の桜島昭和火口噴火のイベントを受けて、６月よりは

１分間隔の撮影を行っている。撮影された静止画へは、

インターネットを通じてアクセスが可能である

（http://volceye.edu.kagoshima-u.ac.jp/）。 
 桜島は、その周囲に高い山がないため、その山頂付

近の気象現象は周囲の大局的な気象状況に強く影響さ

れる。逆に、噴煙の動きと山頂付近の雲の動きや生成

の様子から、周辺の気象情報を得る事が可能となる。

この事実に着目し、過去５年間に渡って記録している

桜島の噴煙・雲画像を用いた気象学習教材の開発が行

われた。この教材は、次のような特徴を持っている。 
・実際の観察と過去に記録された映像を通して気象現

象の仕組みや規則性についての認識を深めることで、

桜島周辺での気象現象を身近なものとして捉えること

ができる。 

・データベース化された桜島映像と気象データの検索

を生徒自らが行う事で、自然現象についての情報活用

を実感することができる。 
・教師にとっては、授業中に典型的な気象現象を手軽

に素早く提示できる素材データベースとして活用が可

能である。 
 桜島映像定点観測システムは、静止画データを保存

しているので、高等学校地学領域ではそれらより噴煙

の高度測定と構造観察、雲の高度測定などの分析を行

うことができる。 
 

 
図２．桜島映像定点観測システム[25] 

 
 一方、小中学生を対象とした気象導入教材として用

いるには、噴煙や雲のダイナミックな動きが必要であ

る。そこで、サーバに保存された５分間隔や１分間隔

の静止画を、アップル社のクイックタイムを用いて動

画へと変換した。我々が構築した気象教材データベー

スでは、気象現象と桜島動画に関連性を見いだしやす

いように、桜島動画、衛星雲画像、天気図データ動画

の統合化を行った（図 3）。そのために、開発コストが

低く、変更やウエブ公開も容易なデータベース構築ソ

フトとして File Maker Pro6 を用いている。 
 桜島噴煙・雲画像データベースは、より利用がしや

すいように以下の改良を行っている。 
 ・データベース収蔵映像年の更新 
 ・天気指標と雲画像観察可能日のリレーショナル化 
 ・動画生成の自動化 
 また現在のカメラは可視光型であるが、近赤外線観

測を定点システムに加えることを検討している[26]。 



 

図３．桜島定点観測映像を用いた気象教材データベース． 
 
 なお、鹿大南西島弧地震火山観測所・垂水市役所

に設置したネットワークカメラは、2005 年 2 月に大

学内ネットワーク改変のため停止を余儀なくされた。

その後は桜島の噴火活動が穏やかに推移していたた

め、再開していない。 
3-2．南岳・昭和新火口の噴火観測 
 桜島の火山活動は近年穏やかな傾向が続いていた

が、2006 年 6 月 4 日に南岳東斜面上部の旧桜島昭和

火口付近の新たな火口（6 月 22 日の火山観測情報以

降、暫定的に昭和火口と呼ばれている。以下では昭

和火口と記す）から 58 年ぶりに噴火が始まった。

1000m 以上の噴煙を伴う昭和火口の噴火は 6 月 7, 9, 
10, 12, 14, 16, 19 日に合計 15 回観測されている[27]。
このうち 12 日には 7 回の噴火があり、小規模な火砕

流も認められた。同日には南岳山頂火口でも爆発的

な噴火が発生し、噴煙が 2000 m まで上昇し、火山活

動レベルが 2（比較的静穏な噴火活動）から 3（活発

な火山活動）に引き上げられた。 
その後、昭和火口は時々白色噴煙や噴気を上げて

いるが、6 月 20 日の小規模な噴火を 後に噴火は観

測されていない。8 月 18 日に火山活動レベルが 3 か

ら 2 へ引き下げられた。しかし、南岳山頂火口は、

その後も時々爆発的な噴火を起こしており、9 月 20
日には噴石が 7 合目まで飛散した。また、2007 年 1
月 2 日にも爆発的噴火があり、噴煙の 高高度は火

口縁上 2,500ｍで、噴石が５合目まで飛散した。鹿児

島地方気象台の航空機観測によれば、土砂で埋まっ

ていた B 火口からと推測されている。 
 鹿大グループでは、2006 年 7 月 24 日から 8 月

31 日までの期間、東麓の昭和火口正面に位置する黒

神中学校の屋外にデジタルカメラパッケージ（Casio 
QV-R4  + 外付け小型バッテリー：カメラA と記す）、

黒神小学校の理科室にデジタルカメラパッケージ

（Casio QV-2900UX + 外付けバッテリー：カメラ B
と記す）、デジタルビデオカメラ（ SONY 
DCR-TRV30：カメラ C と記す）、Windows マシンに

よる連続自動観測システム（近赤外仕様のWeb カメ

ラ：カメラ D と記す）を設置し映像観測を行った。

カメラの位置を図４に示す。黒神小学校の理科室か

らのデジタルビデオカメラによる観測は現在も継続

中であり、10 月 1 日からは夜間の火映をねらって近

赤外撮影（SONY DCR-TRV33K のナイトショット 
 

 
 図４．南方上空から見た桜島の SiPSE-3D 衛星画像． 
山頂東斜面の昭和火口（〇）と黒神小学校(KES)・ 

黒神中学校(KJH)の位置を示す． 



 

 

 

 

モード+ IR84 フィルタ+ ND フィルタ：カメラ C2）
に切り替えた。図５に 7 月 30 日の 9 時 20 分頃に発

生した南岳の山頂噴火について、それぞれのカメラ

が捉えた映像を示す。 
 黒神中学校屋外設置のカメラ A では、2006 年 7 月

24 日の 15：34～8 月 22 日の 17：34 の 1 時間毎の映

像が得られた。黒神小学校の理科室に設置したカメ

ラ B では 2006 年 7 月 24 日の 16 時～8 月 31 日の 9
時の 1 時間毎の映像が得られた。カメラC では、ミ

ニDV テープに 5 分間隔・0.5 秒撮影のモードで 2006
年 7 月 24 日 16：00 以降の撮影を続けられている。

近赤外仕様のカメラ D は、2006 年 7 月 24 日 15：30
～8 月 15 日 18：59 の 10 秒毎（5：00～19：00）の

画像が得られた。これらの映像のうち、カメラ A・

B の全ての画像、カメラ C とカメラ D の 6, 9, 12, 15, 
18 時（ただし、近い時刻に噴火があった場合は、そ

の噴煙）の映像およびカメラ D の 10 秒毎の画像を

編集した 7 月 28 日と 30 日の噴火の動画を以下のホ

ームページで公開している。 
桜島昭和火口付近 2006： 
http://ese.mech.kagoshima-u.ac.jp/sakurajima06/saku06. 
htm 
 上記のホームページには、6 月 4 日に鹿児島県立

博物館・桑水流淳二氏撮影の噴煙映像や6月9-14, 16, 
19-22, 24-25 日に鹿児島市立黒神中学校・出水澤孝洋

校長撮影の噴煙映像、6 月上旬に黒神小学校・齋藤

博教頭撮影のビデオ映像から編集した動画集も掲載

している。なお、鹿児島市立黒神中学校のホームペ

ージ（http://keinet.com/kurokac/）内の「四季の黒神」

のページにおいて、 近の桜島噴火の様子を示す映

像が随時追加掲載されている。 
 昭和火口噴火が始まってから約１ヶ月間は地元の

各テレビ局が様々な噴火映像や防災対策を報道した。

NHK は東麓地獄河原付近の京大防災研観測棟の屋

根にテレビカメラを設置した。その映像は京大防災

研・桜島火山観測所で蓄積され解析が行なわれてい

る[28]。 
 2007 年 1 月 2 日の噴火は、日が暮れていたが東天

の月明のためデジタルカメラ SONY DSC-V3 のナイ

トショットモードで随時撮影が出来た（図 6）。撮影

した鴨池港近傍の定点は桜島南岳の WSW9.8km に

あり、SONY SVT-5000 を用いたタイムラプスビデオ

あ

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
図５．2006 年 7 月 30 日の 9 時 20 分頃の南岳山頂 撮影は、2004 年 3 月から 2006 年 5 月まで中断の
噴火．(a) カメラ A，9:34， (b) カメラB，10:00，(c) 
カメラ C，9:25，(d) カメラ D，9:30． 

と、視界の良い時や噴煙活動の活発な時を選んで行

っている。 



 

図６．鴨池港近傍からナイトショットモードで撮影

した 2007 年 1 月 2 日 17:53 の噴火． 
(a) 17:56, (b) 18:00, (c) 18:05. 

 
3-3．噴煙映像の DVD アーカイブ 
鴨池港近郊定点よりインターバル撮影した桜島噴

煙のビデオ映像の全量アーカイブを、HDD 内蔵の

DVD レコーダーの編集機能を生かして進めて来た。

1987～2006 年のβと VHS テープのデジタル化した

ものは大体終わりつつある[3,29]。その他のテープ記

録も加えた再編集と、他の様々な関連データとの

DVD ベースでの統合は今後の課題である。鹿大総合

研究博物館などに収納することを計画している。 
 

４．離島火山の噴煙観測 
 鹿児島大グループは、薩摩硫黄島の硫黄岳

(704m)と諏訪之瀬島御岳 (799m)の噴煙観測を三

島村・十島村当局と現地小中学校・関係者の理

解と協力を得て行っている。電力事情や通信環

境に対応して様々な試みを重ねてきたが、 近では

近赤外カメラと PC による観測を行っている。口之

永良部島では2004年2月にデジタルカメラと外付バ

ッテリーのパッケージによる自動撮影を行なった

(http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/pack/)。なお、気

象庁の専用回線による火山映像監視網の整備が進み、

薩摩硫黄島(2003.3-)・諏訪之瀬島(2003.3-)の可視高感

度カメラによる監視が福岡管区気象台の管轄でなさ

れている。 
4-1．薩摩硫黄島 
 デジタルカメラとビデオカメラのインターバル撮

影による硫黄岳噴煙観測を、三島村開発総合センタ

ー体育館 2 階より 1998 年 7 月に開始した。ビデオカ

メラ撮影は 2004 年 8 月まで行った。その内 2003 年

7 月からは SONY DCR-TRV30 のナイトショット機

能と IR フィルター・ND フィルターによる近赤外モ

ードで靄等の影響を軽減しながら噴煙を撮影し、併

せて火口高温部・植生や地形の起伏等も強調して記

録することができた。夜明けから夕暮れまでの噴煙

映像について、Video CD 画質による全量アーカイブ

を進めてきた。1 年分が数枚の CD にわたるので、

デジタルカメラの jpeg 画像と併せて DVD にまとめ

直すことが課題である。 
デジタルカメラは観測開始から 2003 年 7 月まで

SHARP MD-PS１を使用した。同年 12 月～2004 年 5
月には、Ricoh Caplio G4wide を使用した。硫黄岳で

は爆発的噴火は少ないが、連続的に噴煙を上げてい

る。2000-2002 年の 1 時間おきの映像について噴煙高

度の評価を行った。上空の風が強い冬季に噴煙高度

は低いのに対し、夏季には噴煙高度が も高くなっ

ており、風だけでなく大気状態が重要であることを

示唆する結果が得られた[4,18]。2003 年の噴煙の高度

評価は、Web カメラの映像を用いて行われた[30]。
MD-PS1 よりも視野が広いため、系統的にやや高い

結果を得たが、季節変化の特徴はその前の結果と合

致している。 
Web カメラと PC による観測は、2003 年 2 月より

三島村開発総合センター1 階に設置して行った。PC
内部に画像アーカイブを保存し、20 分おきの画像

を 1 日 1 回まとめて大学に送信するなどしてきた。

Web カメラを IO-data USB-CCDCHAT（35 万画素

CCD）から 2003 年 12 月にCreative Webcam plus（30
万画素 CMOS に IR フィルターを装着して近赤外仕

様）へ変更して、悪天・靄があっても鮮明な映像を

入手できるようにしている。図７に近赤外画像の例

を示す。硫黄島火山観測カメラの各種の画像は下記

に公開している。 
http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/iwo/ 

 
図７．硫黄岳噴煙の近赤外画像(2006.8.8_17:00)．火

山の WSW3km の三島村開発総合センターより． 



 図8．遠望ネットワークカメラAXIS2420-IR sensitive
による 2006 諏訪之瀬島御岳噴煙の近赤外画像． 

(a) 7.17_7:30. (b) 7.28_7:30. 
(c) 8.24_17:30. (d) 8.27_7:30. 

4-2．諏訪之瀬島御岳 
2002 年をピークとして、諏訪之瀬島御岳は近年の

日本で も激しく噴火して来た[2]。ビデオカメラの

インターバル撮影を、島の南麓にある集落の民家よ

り 2001 年 8 月から 2002 年 3 月まで、平島小中学校

諏訪之瀬島分校より 2003 年 8 月から 2004 年 3 月ま

で行った。一部を下記アドレスで公開中である。 
http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/tokara/ 

遠望カメラによる観測を、御岳火口をのぞむ 25km
北東の中之島小中学校から 2002 年 8 月に開始した。

ネットワークカメラから一旦、現地サーバに画像デ

ータを保存し、夜中に 1 日分の画像データをまとめ

て転送することができる。ISDN/PHS 回線を利用し

て遠隔操作により緊急の監視や PC の設定変更、画

像データの回収ができるシステムである。カメラに

望遠レンズをつけることで、晴天時は噴火や火口の

様子も確認できた。しかし、悪天や海靄によって、

期待される映像を得られないことが多かったので、

2004 年 2 月からは近赤外撮影が可能なカメラ

（AXIS2420-IR sensitive に IR フィルターを装着）に

交換して観測を行っている。図 8 に遠望カメラによ

る御岳噴煙の近赤外画像の例を示す。図９b は御岳

山頂部から火口と中之島を望む随時撮影の近赤外画

像である。この時､肉眼や可視画像(a)では中之島は霞

んで見えなかった。 

 
図９．諏訪之瀬島御岳山頂部から火口・富立岳と 

中之島を望む．SONY DCR-TRV30 による 
(a)可視，(b)近赤外画像(2005.3..19_16:30)． 



自動撮影に加えて、中之島などからの可視と近赤

外モードによる随時撮影を行っている。諏訪之瀬島

火山観測カメラや随時撮影の画像は下記に公開して

いる。http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/suwa/ 
 
５．Mt. Mayon の噴煙と溶岩流の観測 
Mayon 火山は近年では 1993 年 2 月の火砕流噴火、

2000-2001 年には火砕流が度々発生し溶岩が流下す

る激しい噴火活動があり、1991 年のピナツボ大噴火

のあと、フィリピンでは も活動的として警戒され

ている。鹿児島大グループは、フィリピン火山地震

研究所 PHIVOLCS と共同して、山頂火口から 11km
南南東の観測所で長期自動映像観測を2003年6月か

ら行っている[9,10]。始めは穏やかな噴煙活動が続い

ていたが、2005 年には山頂溶岩ドームの高温熱異常

が見られることがあり、警戒が続いていた。2006 年

7 月から噴火が活発化して大量の溶岩が流出し、9 月

になって沈静化した[31]。 
5-1．観測システム 
始めはデジタルカメラとビデオカメラのインター

バル撮影、2004 年 2 月 23 日からは可視および近赤

外のネットワークカメラと Network Attached 
Storage(NAS)のシステムで、同年 4 月からインター

ネットに接続し日本からも時々アクセス出来るよう

になった。安定した接続運用は困難であったが、2006
年 8 月には日本から遠隔操作や画像蓄積が可能であ

った。カメラデータは観測所に置かれたNAS のハー

ドディスクに貯蔵し、現地でノートパソコンに回収

する。平行してビデオカメラのインターバル撮影を

続けている。これは昼間の可視撮影が基本であるが、

夜間に高温熱異常が視認できる場合、ナイトショッ

トモードにしてインターバル撮影を行った。溶岩流

出が激しい時には連続撮影がなされた。これらの操

作やネットワークカメラシステムの管理は

PHIVOLCS の観測所員の判断で行われた。日本への

データ回収は、郵送のほか、A.Tupper 氏(豪 Darwin 
VAAC)・藤原健治氏（気象研究所）・小林哲夫教授（鹿

児島大理）と M.H.Mirabueno さん(PHIVOLCS, 鹿児

島大理)の観測所訪問の機会に協力して頂いた。 
5-2． 近の回収データ 
非常に活発に活動していた 2006 年 8 月 4～22 日、

度々の中断はあったが計 12 日分の可視および近赤

外画像がリアルタイムで得られ鹿児島大のサーバー

に蓄積出来た。可視画像は昼間 5 分毎、近赤外画像

は夜間も含め 10 分毎の設定で、それぞれ 1600 枚あ

まりで 35MB 程度である。夜間の溶岩流出が近赤外

画像で捉えられた[15-17]。強調処理や重ね合せで分

り易くした画像などを Eruptions of Mayan Volcano in 
Summer 2006: 

http://ese.mech.kagoshima-u.ac.jp/Mayon/mayon2006/
mayon2006.htm 
として公開した。これは新聞報道にも取り上げられ

た[32]。 
NASに蓄積されていた2004年8月後半から2006年11

月初めまでのデータは、可視画像は約4800枚143MB、
近赤外画像は約3400枚84MBである。欠測の月も少し

あるが、噴煙と天候の季節変化はかなり分る。初め可

視カメラは昼間の10分毎、近赤外カメラは昼夜にわた

って1時間毎の画像保存であったが、度々の中断の再

起動で1時間毎の画像保存になっている期間が多い。 
ビデオカメラのminiDVテープは2005年5月～2006

年8月までの9本があり、LPモードで満杯のものが多

い。連続撮影や、PHIVOLCSによる航空撮影もある。

含まれる情報を失わずにコンパクトにまとめるため2
倍速再生や早送りも使って編集し、DVDビデオ1枚に

収めた[29]。2006年7～8月のハイライトシーンは別途

Mpeg1にして、その一部はNAS蓄積のネットワークカ

メラ画像と併せて Selected Scenes of Mayon Eruptions 
during July-Nov. 2006：
http://ese.mech.kagoshima-u.ac.jp/Mayon/mayon2006/ma
yon067-b.htm 
 として公開している。観測を始めた2003年6月から

は、Volcanic Clouds at Mt. Mayon since June 2003： 
http://ese.mech.kagoshima-u.ac.jp/Mayon/mayontop.htm 
をトップページとして公開しているが、比較的穏やか

だった2005年5月～2006年6月の編集公開はこれから

である。但し､2005年5月末～8月と10～11月には山頂

溶岩ドームの高温熱異常ビデオカメラのナイトショ

ットモードで記録されている。 
5-3．2006 年夏の噴火と溶岩流出 
図 10ａに、本格的な溶岩流出が始まる 2006 年 7

月 14 日の 10 日前の朝の近赤外画像を示す。南東斜

面の近年の溶岩流の跡は植生がない。図 10ｂは 15
日夜のナイトショットモードによるビデオ映像で、

高温の溶岩流が明るく見える。溶岩の噴出が激しく

て輝度が高ければ､普通の可視モードでも赤黄色で

認められる。図 10ｃは溶岩の噴出が盛んに続いた 8
月末の可視画像で、熱い溶岩から噴煙が立ち昇って

いる。 
 



図 10．マヨン火山観測所定点からの 2006 年夏の画

像．(a) 近赤外画像，7.4_6:33. (b) ナイトショット

モードのビデオ映像，7.15_20:58. (c) 可視画像，

8.25_8:30(何れも現地時間) 
 
10 月には噴火は収まり、犠牲者を出さずに警戒体

制は解かれた。しかし、11月30日から翌日にかけて、

スーパー台風の直撃による異常豪雨で今までにない

規模の火山泥流と土石流が発生し、約千人の犠牲者が

出たのは残念である。この時流れたものは以前からの

噴出物が大部分で、避難警報が軽視されたことが 大

の問題とのことである。 
 
６．終わりに 

この稿では噴煙映像観測の現状報告などを述べた。

衛星画像解析や火山ガスとの関係は割愛した。長期

自動観測と随時撮影、静止画と動画、可視と近赤外

モードそれぞれの良さを生かし、さらに紫外線映像

観測など新しい方法を取り入れることが重要である。

得られた結果の PIV による運動学的解析[33]や物理

的解析は今後の課題である。 
現在、火山と噴煙のトップページを 後に示す。 
 http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/ 
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