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１．はじめに 
デジタル映像技術の急速な発達によって、様

西諸島の薩摩硫黄島・諏訪之瀬島などの火山で

PHIVOLCS との共同でマヨン火山の自動観測

地の条件に応じてビデオカメラ・デジタルカメ

赤外の撮影記録を組み合せている。また、黄砂

し、2004 年 3 月からはモンゴル気象水文研究

す。これらの概要については[1]などで報告し

測波長についてそれぞれの機材の特徴と問題

考える。ユーザーの立場からの議論が今後の

 
２．ビデオカメラによる長期自動観測 
インターバル撮影 
ビデオ連続撮影は爆発的噴火や火砕流の記録

必要である。連続的噴煙活動の記録には、イ

MiniDV テープのビデオカメラでは 長 10 分

の記録が可能である。１日の昼間約１分を標

り出しもできる。 長 2 分間隔のコマ撮りで

は、 長 12 時間で止まるので、毎日再起動が

のカメラに限られ、新しいハイビジョン画質

南西諸島の離島火山やマヨン火山など、A C
る長期自動記録を簡便な方法の一つとして用

のバックアップとして併用した。 
従来の据え置きの監視用ビデオデッキでは

にすることも出来るので、1993 年以来の桜島

録も含め、DVD アーカイブを行っている[5]。
コンRMT-155 で 長 200 秒間隔だが 短 0.2
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f volcanic clouds and Aeolian dusts from the ground are discussed, including 
 digital still and video cameras have been applied not only in near-by locations 

foreign countries. A digital camera package with a small battery-pack can be 
al computer system with a web-camera or network camera is able to store large 
itoring if a stable internet connection is available. A serious problem is the 

eras in the market. 
影，ウェブカメラ，デジタルアーカイブ，近赤外映像 

 

々な形態の科学映像観測が可能になっている。発表者等は、桜島や南

噴煙の映像自動観測を行ってきた。また、フィリピン火山地震研究所

を 2003 年 6 月から行っている。これらの観測では、離島火山など観測

ラやパソコンと組み合せた web カメラのシステムを用い、可視・近

状態の地上映像観測を中国長春の東北師範大学と 2003 年 3 月に開始

所 IMH の研究者とも共同して進めている。観測点の位置を図 1 に示

、 近までの結果は[2-4]などにまとめた。ここでは長期自動記録と観

点を述べ、大量の映像記録の研究・教育利用とアーカイブについても

製品開発に生かされることを期待したい。 

には重要であるが、長期間では大量の記録の取捨選択に膨大な努力が

ンターバル撮影が適当である。 
間隔の 短 0.5 秒間撮影の設定で 80 分テープ LP モードに約 3 ヶ月

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

スムーズインターバル撮影の出来るカメラ(例えばSony DCR-HC48)で
必要である。これらのスペックは従来のNTSC 方式スタンダード画質

のビデオカメラには備えられていないのは残念である。 
電源が安定して確保できる展望の良いサイトでは、ビデオカメラによ

いた。ウランバートルと長春での黄砂観測ではデジタルスチルカメラ

、長期間コマ撮りのスムーズな映像が得られ、カメラヘッドを近赤外

噴煙観測に用いている。1987 年からのベータ方式や８ミリテープの記

なお、８ミリやHi8 ビデオカメラ Sony CCD-TR シリーズ等では、リモ

秒間撮影で MiniDV カメラよりスムーズな映像が得られていた。 

umamoto University 



ナイトショットモード 
ビデオカメラのナイトショットモードでは、CCD

素子本来の可視・近赤外にわたる感度を活かして夜

間の高温部検出が出来る。マヨン火山観測では現地

所員がこのモードに適宜切り替えて、2006 年夏の溶

岩流下や前年の山頂溶岩ドームの熱異常の記録が得

られた。また、噴火活動の激化に対応してインター

バルを短くし、時には連続撮影に切り替えたのも適

切であった。 
ナイトショットモードで、可視光をカットする IR

フィルターを装着すると近赤外撮影ができる。ビデ

オカメラでは絞りが開放されるため、適当な ND フ

ィルターを加えて光量を絞る必要があった。近赤外

映像は夜間の高温部検出や、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、桜島や離島火山の観測に用いた。 
 
３．デジタルカメラのインターバル撮影 
長期自動観測 

1997 年、 長 1 時間おきのインターバル撮影を約

81 日継続できるデジタルカメラ Sharp MD-PS1 が発

売された。これは 140MB の MD1 枚に画素 640*480
のオートアルバムで 1950 回の撮影ができるので、

1998 年夏から 5 年間、日鉄鉱業との共同で薩摩硫黄

島の噴煙観測に用いた。この機種は 1998 年 12 月～

2002 年 3 月、垂水市の名大 ST 研鹿児島観測所から

の桜島噴煙観測や 2003 年 6-8 月のマヨン火山観測、

2004 年 3-6 月ゴビ南部の Dalanzadgad 気象観測所での

黄砂観測に用いた。国内向けの製品なので、海外での

使用にはボタンに英語名を貼り付け、簡単な英文マニュアルを添付した。撮影結果はMD-PS1 の独自形式から JPEG
変換し、ランダムアクセス可能な映像のデータベースを作成した。映像の多くはWeb 公開している。 
 2003 年 3 月に開始した長春の東北師範大学における黄砂映像観測ではCasio QV-R4、2004 年 3 月からのウランバー

トルの IMH での観測ではRicoh Caplio G4wide を用いている。初めはピクセルサイズ 1280*960 にしたが、2004 年か

らは VGA サイズ(640*480)で黄砂状態への変化は良く捉えられた。これらのデジタルカメラでは 512MB の SD メモ

リーを使用し、1 時間毎の自動撮影で 4 ヶ月以上録画可能なので春季黄砂の時期は十分カバーできる。これらのカメ

ラには詳しい英文マニュアルがあり、液晶場面の外国語表示もできるが、観測の的確な初期設定には簡単な英文説明

メモが役立つ。 
G4wide は 35 ミリカメラ f=28mm相当の広角撮影ができるので、噴煙高度と移流形態の把握や、遠方の様々な距離

の指標物体の識別可能性から大気混濁度が推定できる。薩摩硫黄島・霧島・開聞岳でも、噴煙や地形性雲の数ヶ月の

観測にG4wide を用いた。黄砂とともに、近年、中国の工業化の急速な進展に伴う越境大気汚染で、大陸性気団に覆

われると視程が低下することが西日本でしばしば見られる。そこで、G4wide による 長 3 時間毎に鹿児島市から東

方を望む撮影を 2006 年 3 月から行っている。 
野外用デジカメパッケージ 
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 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。ゴビの中に孤立している Bulgan 測候所では停電の恐れのある AC 電源を使わ

ずに、QV-R4 を外付けの小型バッテリー（MyBattey4400）で駆動するインターバル撮影を 2004 年 3 月に試みた。想

定より短い 26 日間の稼動で停止したが、南窓の内側に置いたカメラが直射日光を受け、暖房の効いた室内でバッテ

図１．モンゴル・中国長春・鹿児島の黄砂観測点(+)と
主な観測火山(▲)



リーの消耗が進んだためと思われる。また、透明ケースにQV-R シリーズのデジタルカメラと外付リチウムイオンバ

ッテリを入れたパッケージによる数時間から数十日の観測記録を、諏訪之瀬島火口や口永良部島火山・阿蘇火山博物

館屋上など野外で行った (http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/pack/)。ケース内に気温データロガーを同梱し、観測地

点の環境も把握することも試みた。しかし、QV-R4 の後継機種からはインターバル撮影機能は省略され、その後は

長期間の自動観測に使えるのはRicoh Caplio シリーズだけとなった。自動観測の可能性を広げる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。 
近赤外撮影 
デジタルカメラの高機能化が進む一方で、退行現象は他にも見られる。2002-2005 年製造の Sony DSC-V シリーズ

のナイトショット撮影機能は、月明かり程度の夜間撮影や高温熱異常の検出に用いられ、IR フィルターを装着する

だけで昼間の近赤外撮影ができる。これは噴煙・エアロゾル状態や植生活性度などの観測で地上や航空機からの随時

撮影や監視用ビデオデッキのカメラヘッドに利用できる。しかしこの機能は現行機種には残されていない。 
 

４．パソコンとインターネットの利用 
リアルタイム観測と配信 

Windows パソコンと Web カメラやネットワークカメラのシステムでは、パソコン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得て、変化する噴煙のよう

す等を遠隔地から確認することができる。鹿児島大教育学部では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 2000 年 12 月から運営している。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機会に、６月よりは１分間隔の撮影

にしている。撮影された静止画へは、下記のアドレスへ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/ 

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 日数回か深夜 1 回に

まとめて送信する方法を用いた。諏訪之瀬島の中には展望の良いサイトがないので、25km 北東の中之島からパソコ

ンとネットワークカメラ AXIS2120 に望遠レンズをつけたシステムを 2002 年 8 月に設置して遠望観測を行った。

ISDN/PHS 回線を利用して遠隔操作により緊急の監視やパソコン等の設定変更、画像データの回収ができるシステム

である。晴天時は噴火や火口の様子も確認できたが、海モヤの影響を軽減するために 2004 年 2 月からは可視・近赤

外に感度を持つ AXIS2420-IRsensitive に IR フィルターを付けた近赤外撮影に変更して、2007 年 7 月まで運用した。

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/ 
薩摩硫黄島ではパソコンとWeb カメラ IO-data USB-CCDCHAT によるシステムを 2003 年 2 月に設置してインター

ネットに接続した。観測点は火口から 3km なのでモヤの影響は少ないが、山頂部の高温熱異常をとらえるためにWeb
カメラを 2003 年 12 月、Creative Webcam plus に IR フィルターを装着した近赤外仕様へ変更して 2007 年 8 月まで運

用した。硫黄島火山観測カメラの各種の画像は http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/iwo/に公開している。 
マニラの南東 300km のマヨン火山観測所では、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 月末からは可視および近赤外のネットワークカメラ(AXIS2120 および AXIS2420-IRsensitive+IR84 フィルター)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、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て鹿児島大のサーバに蓄積され、夜間の溶岩流出も近赤外画像

で捉えられた[6]。 
システム管理と蓄積画像のアーカイブ 
パソコンを用いた自動観測システムでは、停電後の自動回復機能やリセットするだけで再スタートする設定と、そ

のための協力者の確保が重要である。遠隔地とのインターネット接続では、受信側の大学内ネットワーク環境が変更

になったときなど、設定変更のため現地作業が必要なことが起こった。マヨン火山観測所ではマニラの研究所本部か

らの技術者のバックアップで運用できたが、2006 年 11 月末の超大型台風による被害から完全には回復していない。 
通信環境が悪くても、パソコンのハードディスクに蓄積された画像を現地でノートパソコンに回収する方法がある。

マヨン火山観測では何人かの方々にお世話になった。回収した画像アーカイブを使いやすい形態で全量保存して研究

の基礎資料とし、代表的な場面などを抽出して教育利用やホームページ公開することなど、さらなる要約と編集が有

意義である。また、記録した Jpeg ファイルから Mpeg ファイルを作成すれば、活発な噴煙や雲の動きを動的にとら



えることができる。桜島映像定点観測システムについては、得られた桜島の噴煙・雲の動画像と衛星雲画像、天気図

動画を統合して、気象学習教材データベースの開発を行っている[7,8]。 
 
５．おわりに 
 ビデオカメラやデジタルカメラなど、一般消費者を対象にしたものでも科学観測に非常に適したユニークな製品を

見出すことが出来るが、その様な機能を維持発展させることを強く望みたい。また、デジタル映像は噴煙の濃度分布

や晴天と黄砂状態の比較など数値解析の対象となり得るので、カメラの撮像素子の性能が公開されれば簡易な光計測

器としての用途が期待される。 
 パソコンを利用した映像観測システムは近年の三宅島や浅間山の噴火観測でも活躍している [9-11]。気象庁は1980
年代末から活動的火山の監視にビデオカメラを導入し、2000 年代になってパソコン映像システムに段々と切換え、

実時間監視のネットワーク公開も進められている。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・教育利用できることが望ましい。 
後にホームページのまとめを示す。現在、火山と噴煙のトップページは、 http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/ 

であり、黄砂状態の地上観測は、衛星画像解析から出発した黄砂トップページ 
Satellite Analysis of Asian Dust Events, http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/adust/kosa-e/kosa-e.htm 

にまとめている。 
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