
自然災害研究協議会西部地区部会報・論文集，31号 pp.99-102訂 

火山噴煙・防災映像の DVD アーカイブ作成について 
DVD Archive Construction of Video Images on Volcanic Clouds and Disaster Prevention 

木下紀正 1・坂本昌弥 2,3 
1鹿児島大学産学官連携推進機構，2鹿児島大学大学院人文社会科学研究科，3鹿児島玉龍高等学校 

Kisei Kinoshita 1 and Masaya Sakamoto 2,3 
1Innovation Center, Kagoshima University, 2 Postgraduate Course of Humanistic-Sociological 

Sciences, Kagoshima University, 3 Kagoshima Gyokuryu High school 
 

１．はじめに 
 火山噴煙の大量のビデオ映像や火山防災に関するテレビ映像資料などを、カセットテープからコン

パクトで検索が容易なデジタルデータに変換して整理・保存することは重要である。これらは火山活

動や大気拡散の研究の基礎資料であるとともに、火山防災についての教育・啓発活動に役立つと考え

られる。保存メディアは CD から DVD に変わり、さらに次の大容量規格も登場している。しかし実

は多くの技術的問題があり、著作権や保存利用形態などの社会的合意の形成が必要な問題もある。こ

こでは実際の作業の進め方を述べ、これらの問題点を議論する。 
２．ホームページ作成と CD から DVD へ：火山噴煙映像のアーカイブ化 
２－１．Volc と digital nature 

 1955 年以来山頂噴火活動を続ける桜島南岳の噴煙を、1987 年 9 月から鴨池港近郊より定点インタ

ーバル撮影している[1]。用いたビデオテープは、1993 年 2 月までは主にβ、以後は主に VHS である。

この他、短期間の代替や野外撮影に 8mm, Hi8, miniDV を用いた。これらの中からハイライトシーン

を編集し、火山噴煙の写真と映像のページ Volc (現在 http://arist.edu. kagoshima-u.ac.jp/volc/) の
公開を 1997 年に始めた[2]。動画は 1MB 以下のファイルサイズに抑えるため、160×120pix で 1 分

以下の mpeg1 にした。その後このページに他の離島火山など順次追加し[3,4]､数～十数 MB の動画も

公開している。他方、CDによる配布を前提にVideo CD画質（352*240, 30 frame/sで、1分が約10MB）

の mpeg1 を作成し共同研究資料などに用いた。 
 噴煙映像は火山ガスの動態をつかむ手がかりとなる。阿蘇や桜島における火山ガス中の SO2地表濃

度連続測定データを噴煙の地上観測や衛星画像の解析、高層風、山頂風などと併せて解析し、その月

別グラフを火山ガスのページ digital nature（現在 http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/gas/）と

して 1998 年から公開している[5]。そのうち、桜島の南麓で火山ガス高濃度事象がしばしば見られる

有村観測点については、1994 年 12 月末～2001 年 3 月の SO2濃度の 1 時間値 100ppb 以上に対応す

るビデオ記録を JPEG 画像にして掲載した。このような研究は、2000 年夏以来の三宅島火山ガス問

題に対する取り組み[6]の基礎となった。鹿児島大学噴煙火山ガス研究グループによるその成果はこの

ページ（および http://ese.mech.kagoshima-u.ac.jp/miyake/ closed）で見ることが出来る。 
 ２－２．噴煙映像の全量アーカイブ 
 ホームページ公開の動画はハイライトシーンなどに限られるが、ビデオ映像のデジタルアーカイブ

としては撮影した映像全体をデジタル化し、検索しやすいように編集して保存することが望ましい。

数ヶ月が 2 時間テープ 1 本に収まるインターバル撮影では、これが可能である。 
Video CD 画質による全量アーカイブは、1998 年夏にインターバル撮影を開始して以来の薩摩硫黄

島の噴煙映像について、パソコン SonyPCV-S620 などを用いて進めてきた。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。 
桜島噴煙のビデオ映像の全量アーカイブは、HDD 内蔵の DVD レコーダーの編集機能を生かして進

めている。1987～1993 年前半および 1999 年の編集は Panasonic DMR-HS2 を使用して鹿児島大学



教育学部卒論研究の一環として 3 年間にわたって行なわれた[7-10]。残りの期間の編集は、東芝

AK-V200，V100 を用いて家族ボランチアと鹿児島玉龍高校生の協力で進められ、βと VHS テープ

のデジタル化は大体終わりつつある。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。DVD アーカイブから典型的なハイライトシーンを抽

出して高校理科の研究発表資料が作成され、教育利用の有効性が確かめられた[11]。 
 ２－３．DVD アーカイブ編集の実際 
 パソコンでの動画データについては様々な形式が乱立している。DVD レコーダーで作成される

DVDビデオ形式は画質の選択肢が広く、パソコンとDVDブレーヤー，レコーダーで広く使えるため、

この仕事では標準として採用した。パソコンで圧縮効率が高く使いまわしの良い他の形式への変換も

考えられるが、データアーカイブとしての普遍性・長期性（出来れば永続性）が問題である。 
  VHS 標準モードのビデオは SONY SVT-5000 を用いて撮影された。これをデジタル変換した画質

は SP と LP でほとんど違わないので、通常のインターバル録画では主に LP にして、4.7GB の DVD
に 4 時間分を収め、DVD1～2 枚に 1 年分をまとめている。爆発など動きの激しい場面では SP で短

時間のファイルにした。画面のサイズはXP，SP，LPでは720*480pix、EP(MN1.4Mbps)ではVideoCD
画質と同じ 352*240pix である。図１に SP，LP，EP 画面の部分比較を示す。 
 SONY SL-B5 を用いたβテープ記録では

インターバル画面の滑らかさが劣るので、全

量をコンパクトにまとめることを優先して

EP モードで保存した。時間があれば、爆発な

どハイライトシーンを原テープから LP，SP
でデジタル化したいと考えている。 
 ビデオテープから変換した DVD レコー

ダー内蔵 HDD のデジタル映像は、編集の容

易な VR モードである。編集作業では、つな

ぎのノイズなど映像内の不要場面を取り除き、

撮影日毎などのチャプター境界線を入れ、チ

ャプターをつなぎ合わせて数日～十数日ごと

にまとめたプレイリストを作成する。それを

年月日の揃った沢山のタイトルのデジタル原データとして DVD-RAM/R に保存する。パソコンや他

の DVD ブレーヤーで使うためには、Video モードの沢山のタイトルと、その全体のメニューからな

る DVD ビデオを作製する。その一つに、文字と図や写真による撮影条件などの説明をパソコンでの

パワーポイント実行画面のビデオ出力の録画から作成し、メニューのトップに置く。完成した DVD
ビデオの検索では、トップメニューから十日前後のまとまりのタイトルを見つけ、そのサブメニュー

を開いて目的の撮影年月日のチャプターに近づくことが出来る。タイトル名は、年月日 yymdd（m は、

月を表す 16 進数）を用いて読みやすくしている。 
３．マヨン火山の噴煙と溶岩流の映像アーカイブ 
３－１．観測システム 
1991 年 6 月のピナツボ大噴火のあと、フィリピンでは Mayon 火山が も活動的として警戒されて

いる。鹿児島大学噴煙研究グループは、山頂火口から 11km 南南東の観測所で長期自動映像観測を、

フィリピン火山地震研究所 PHIVOLCS と共同して 2003 年 6 月から行なっている[12]。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 7 月末～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 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。 

図１．SP，LP，EP 画面の部分比較． 



３－２．2006 年夏の噴火と溶岩流出 
自動映像観測では、噴煙の形態と高温熱異常を記録することを意図している。近赤外カメラは薄い

噴煙エアロゾルを可視カメラより鮮明に捉えられる。熱帯性気候と高山のために昼間は山頂がほとん

ど雲に覆われ、噴煙が観測されるのは朝夕が主である。夜間の赤熱現象は近赤外カメラとナイトショ

ットモードにしたビデオカメラで捉えられる。 
夜間の赤熱現象は、激しい噴火の予兆として注目される。2005 年 5 月末～8 月と 10～11 月に赤熱

現象がしばしば肉眼で認められ、ナイトショットモードでビデオカメラに記録された。一旦収まった

あと、2006 年 7 月 14 日に本格的な溶岩流出が始まり、7 月末には山頂から南東に 6 km 離れた海抜

300m に達した。8 月にも活発な噴火や溶岩流出が続き、周辺住民 4 万人が避難するに到った。急峻

な 2462m の山頂から流下する高温の溶岩はこれらのカメラで捉えられ[13]、時にはノーマルモードの

夜間カラー画像にも認められた。溶岩流の夜間映像の例を図２に示す。 近までの結果は、URL：
http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/mayon/mayontop.htm のもとに公開されている。 

9 月から 10 月にかけて溶岩流出は収束し、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、

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。 
３－３．DVD アーカイブ 
近回収した2005年5月-2006年11月のNAS蓄積の jpeg

データは CD1 枚に収まるが、ビデオカメラの 8 月までの

miniDV テープは SP60 分 4 本，90 分 5 本で、1.5 倍の時間

収録できる 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、次の方法で編集して DVD1 枚

に収めることが出来た。日時分秒を表示した MiniDV のビデ

オ出力を LP モードでデジタイズする。方法は、①ホットスポッ

のシーンはカット、②雲ばかりのシーンは早送り、③SONY DC
ル撮影は 2 倍速再生④溶岩流下や熱い岩塊の落下，航空撮影など

け音声も記録される）。なお、編集した DVD ビデオに数百 MB
で別の DVD に関連データとまとめてコピーして総合的な研究資

４．火山噴煙・防災映像アーカイブの公共利用にむけて 
編集した火山噴煙の DVD ビデオは鹿児島大学総合研究博物館

プや要約版を他の機関に納めることも考えたい。1987～1992 年

り」画像や桜島上空の風（850hPa）、関連報道なども一緒に録画

て気象情報とニュースそれぞれのタイトルに分離している[7-11
るのに役立つ。 
日常のテレビで放映されるニュースや特集など、録画して研

宇井氏は火山防災教育に用いる mpg のビデオクリップ集をつく

[14]。しかし、作った DVD の配布やホームページ公開は著作権

は 2000 年有珠山噴火の研究者などによるビデオ撮影やテレビ報

で編集し、適当な機関への保存を計画しているが、しかるべき法

そこでの「研究資料としての重要性と防災行政などでの将来にお

安全な保管と管理が可能となる方策を見出したい」との問題提

NHK は川口市の貯蔵庫にデジタルアーカイブを進めているが

けカバーし、誰が活用し、Backup 施設はあるのだろうか。研究

映像資料の保管とデジタル化は、担当者の転勤・退職も考慮して
図２．ナイトショットモードのビデ

オカメラによる溶岩流の夜間映像．
トなど高温熱異常の見られない暗夜

R-TRV22 の 0.5 秒録画のインターバ

重要シーンは普通再生（この場合だ

のゆとりを残しておけば、パソコン

料とすることが出来る。 

に収納する計画である。バックアッ

の桜島噴煙のβテープには、「ひまわ

されているので、編集では切り分け

]。これらの比較は現象の理解を深め

究や教育の資料に役立つものが多い。

り、ファイルリストを公開している

に触れるので控えている。岡田氏等

道の膨大なビデオクリップを HDD
整備がなされるまで公開されない[15]。
ける重要性を考慮し、複数場所での

起は重要である。 
、地方局番組・ニュースまでどれだ

機関・気象庁・自治体・防災機関の

進めるべきである。ただ、業者丸投



げの予算消化で死蔵データの山を築くのでなく、長期的展望を持った公開・活用を期待したい。 
さし当たって、テレビで放映される天気図・気象衛星画像や短いニュースなどは、公共材としての

非営利使用ならば出所を明示してもっと自由に使えるという社会的合意の形成が望まれる。 
５．おわりに 
 デジタルコンテンツを使うには、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、それぞれの規格変更が多く将来性が問題である。耐用性も有限である。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。アナログ機器も生産中止後いつまで使えるか分らな

い。メーカーは新規格競争だけでなく、映像資産の長期安定的利用に配慮することを望みたい。 
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