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長期自動観測の３方法



薩摩硫黄島：鬼界アカホヤ噴火のあと

「巨大噴火に消えた黒潮の民」

ＮＨＫスペシャル「日本人はるかな旅」

2001.9.9



硫黄岳噴煙自動観測システム　１
1998年7月から5年間、日鉄鉱業との共同で三島村体育
館（図a点）の２階東側窓よりデジタルスチルカメラおよびビ
デオカメラによるインターバル撮影。

３ヶ月に一度、現地調査を兼ねて、メディア交換へ。

＜デジタルビデオカメラ＞　　　＜デジタルスチルカメラ＞
　 SONY DCR-TRV900　　　　　　 SHARP MD-PS1 　　

DCR-TRV-30へ
ナイトショット（近赤外）

Ricoh Caplio G4 wideへ



硫黄岳1時間おきインターバル撮影
デジカメ　MD-PS1



硫黄岳ビデオインターバル撮影

10分間隔0.5秒間録画2倍速再生mpg1へ

略



北東アジアにおける地上と衛星からの黄砂共同観測

黄砂解析鹿児島グループ in the spring of 2004

中国長春の東北師範大2003.3～，　
モンゴル気象水文研究所2004．3～と黄砂映像自動観測



Changchun 長春

Digital camera. Video camera and digital watch Northeast Normal University

Observation station (○)

in a building of 
Environmental Science 
Department, 

College of Urban and 
Environmental Sciences,

Northeast Normal 
University

Photo:

Casio digital camera QV-R4 with 512 MB 
SD memory, 

1 hr. interval during 10 March and 24 May 

Video:

SONY DCR-TRV40E, with the cassette and 
interval as in Ulaanbaatar,

during 10 March and 18 June

(The spring 2003 results were reported at 2nd

Sandstorm Workshop, Nagoya, Nov. 2003)



Album of Changchun Sky in 2006



Ulaanbaatar Photo:

Ricoh digital camera 
Caplio G4wide with 
512 MB SD memory, 
1 hr. interval during 
16 March and 20 June

Video:

Sony DCR-TRV900 and semi-fish eye lens 
with miniDV cassette 120 min. in LP mode. 
10 min. interval and 0.5 sec. recording during 
16 Mar. and 2 June

Two cameras at the third floor

Institute of Meteorology and Hydrology



date

hr.



Dalanzadgad 

Meteorological Station

19 Mar.2004,  
9:41

Sharp digital camera 
MD-PS1 
with 140 MB MD, 
1 hr. interval during 
27 March and 17 
June 2004
(Lacking: March 31; 
April 1-7, 14-19; 
May 6, 12-13, 20-31; 
June 8-10 )

Morning scenes during 14-19 May 2004

 

Also in 2005 by 
Ricoh Caplio G4wide



ゴビ砂漠内の黄砂観測

Samples of the records on 30-31 March
Snow cover is seen on 31 March.

Casio digital camera
QV-R4 with 512 MB 
SD memory,バッテリー
外付け撮影, which was 
exhausted somewhat earlier than 
planned.
In all the other places in Mongolia 
and China, our cameras are powered 
by 220 V AC through UPS and AC 
adopter 

1 hr. interval during 18 
March and 12 April 2004

18 March, 12:14

孤立した　Bulgan測候所



カメラパッケージによる火口の長期無人観測

おんどとり同梱

パッケージ1号機
　御岳火口へ

パッケージ2号機
　口永良部島へ

外付けのリチウムイオンバッテリを用いて
1時間1枚のインターバル撮影で約130日間
（512MBのSDメモリ最大）の記録が可能



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
(a)可視，(b)近赤外画像

(2005.3..19_16:30)



桜島映像

定点観測システム



桜島の定点観測映像を用いた気象教材データベース

５分間間隔や１分間隔の静止画を，

アップルのクイックタイムを用いて動画へと変換

桜島動画，衛星雲画像、天気図データ動画の統合化

by　 File Maker Pro6



南西諸島火山の位置　by SiPSE

諏訪之瀬島fromW

薩摩硫黄島
from S



薩摩硫黄島火山観測カメラの概要

•フリーウェアlistcam2.08eによる定点定時撮影。

•35万画素CCD、320x240pix、１枚15KB程度。

•6:00-18:00頃まで20分毎の全36枚を撮影（現在）。

•画像データ抽出、夜中まとめて鹿大サーバへ転送。

•OSリソース不足解消のため、１日１回OSの再起動。

•デジカメやビデオカメラでのインターバル撮影による
観測も併用　→　撤退。

設置場所：　三島村開発総合センター1階　　　　
　　　　　　　ステージ横窓（体育館となり）

2003年2月～ 2007年8月

設置状況：　USBカメラとPCによるシステム　　
　　　　　　　　　　



諏訪之瀬島火山観測カメラの概要
2002年8月～ 2007年8月

25km北東の中之島小中学校2階天井

•定時ごと、噴火時はモーション検知で噴煙自動撮影。

•制御用PCへ画像データを定時に転送・蓄積。

•夜中１回まとめて画像データを鹿大サーバへ転送。

•データ通信端末からのアクセスによる即時監視。

•遠隔操作による設定変更・機器のメンテナンス。

•PCやネットワークカメラ等のシステム時刻補正。
ネットワークカメラ設置（近赤外対応）　



ナイトショット機能とフィルターの
組み合わせによる近赤外撮影

１．見えないエアロゾルを観る

２．陸から空から千里眼

３．高温熱異常の検知

0.　ナイトショット機能を活かす！



中之島ネットワークカメラによる近赤外映像

　諏訪之瀬島の噴火

上：2004年4月29日12時，　下： 2005年11月4日9時　（NIR約840-1100nm）



Iojima Volcano 2006.8.8 by Near Infrared camera



フィリピン・マヨン火山の噴煙自動観測

鹿大噴煙研究グループ

フィリピン火山地震研究所PHIVOLCS

２００３．６．２２－



Mayon Volcano (2462 m) NIR vs. Vis.



マヨン火山観測カメラシステム

PHIVOLCS　マヨン火山観測所

Network Cameras and Video camra Network system



Hot lava flows at Mayon Volcano
NIR composite images of daytime and nighttime

近赤外カメラによる溶岩流の観測 2006年7-9月

2006.8.5_5:09+6:49LST

2006.8.19_19:48+8.20_13:45LST



Lava flow by night-shot mode 2006年7月26日



NAS蓄積データ

2004年8月後半～2006年11月初め

可視画像　約4800枚143MB

近赤外画像　約3400枚84MB



映像記録の整理と利用
火山噴煙・防災映像のDVDアーカイブ作成について

木下・坂本，自然災害総合研究協西部地区部会報，31,pp.99-102，2007

桜島噴煙のビデオ映像の全量 DVDアーカイブ

テーマ別の名画面集

Mayon eruptions : DVD 1枚に

miniDVテープ 9本 (2005.5-2006.8)→DVDビデオ
NAS蓄積 ネットワークカメラ画像

Webハイライトシーン



科学観測に適した 機能の今後

ハイビジョンビデオカメラのインターバル撮影 ？？？

デジタルカメラのインターバル撮影 ？？

低消費電力の機種 絶滅！

ナイトショットモードと近赤外はビデオカメラだけに！

パソコンとWebカメラ システムも予期せぬトラブル

退行現象 ？？



参考URL

黄砂の衛星画像と地上観測　SiNG-K 英語版

　　http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/adust/kosa-e/kosa-e.htm

• マヨン火山（Volcanic Clouds at Mt. Mayon since June 2003）
　http:// arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/Mayon/mayontop.htm

• 火山噴煙の映像データベース　Volc
　　http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/

• 桜島火山の噴煙・雲画像観測web-カメラ Volceye
　　http://volceye.edu.kagoshima-u.ac.jp/

・ SiPSEによる３D衛星画像

　 http://sipse.edu.kagoshima-u.ac.jp/sipse/
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