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火山噴煙・防災映像の
DVDアーカイブ作成について
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坂本昌弥 ／鹿大人文社会科学研究科＆鹿児島玉龍高校



１．はじめに：技術の流れと問題点

Analog →Degital：CD→DVD →次世代DVD (BD or HD DVD) or HDD
コンパクト化は本当か？
　DVD１面4.7GBにDVD-Video　SP 2h　(XP 1h, LP 4h,  EP 6h)

今後のβ, Hi8 miniDV再生機器？

画面比(Aspect ratio)の将来　4:3はどうなる？

保存性･･･物理的・化学的　　digital disk の傷みは致命的

デジタルデータを扱うソフト＋ドライブ：
　　　　　　　　　　　　　普遍性・互換性・長期性？
デジタルトラブル：
　予期せぬエラー、フリーズ、HDDクラッシュ、ドライブ不適合



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

Volc：火山と噴煙の写真やビデオ映像　1997-

中国長春から



鴨池港近傍定点Ｂよりビデオインターバル撮影

桜島火山噴煙の映像観測



強風：山腹にそって吹き降ろされる

山麓のSO2濃度が上昇　→　三宅島火山ガス問題

鹿大噴煙火山ガス研究グループ



火山ガスのページ　digital nature

中国長春から



高濃度事象の主因
山岳波に沿った噴煙の吹降ろし



強風で定常噴煙吹き降ろし例
山岳波現象

A, B, C, Iso, Ta :噴煙観測点
+火山ガス濃度観測点



鹿児島大噴煙観測グループ data
桜島撮影････ビデオ定点Interval　‘87.9開始、

　　　β, 8mm, Hi8, VHS, miniDV,　および　移動撮影

　　　Web-Camera･･･土田　2000.12---

HP公開･････噴煙写真・動画映像、火山ガス←capture　：金柿

DVDデジタル化　β･･･山崎，

　　　　　　　　 VHS･･･93.2～06  宮家・ＹＫ・玉竜高・岩田

硫黄岳･･････ HP，MpgにCDアーカイブ

諏訪之瀬･････HP･･･金柿　･･･　霧島・阿蘇・開聞

Mayon･････HP,　miniDV data→DVD, 　NAS data in CD



噴煙映像の全量 DVDアーカイブ
1987.9以後（および1979以来）の
　　ビデオ映像（定点撮影、随時移動撮影）を全てHDDで編集

DVD-VR modeで DVD-RAM、DVD-R に保存
DVD-Video mode DVD-Rに完成出力

主にLP画質、爆発はSP画質 (LP 17MB／分) 

編集では、5～20分程度(85～340MB)のtitleにまとめ、
　　　　　各titleは日毎などのchapter分け
--------------

DVD-Videoと他のデータの共存
　　（静止画・グラフ・表データ・doc・textなど）



パソコンでの利用

裸の *.mpg  への変換ソフト？

他のデータ（静止画・グラフ・表データ・doc・textなど）
との共存や　統合（html・pptなど）のために、

DVD Videoの　VOB file（MPEG2画質）から

　　　　　　　　　　　　　適当なfile形式への変換？

特に、テーマ別の短いファイルについて

DivX file (*.avi MPEG4)  1/10で画質？　普遍性?
WMV (MPEG4)  MS Windows標準　　変換ソフト？

Format: asf, avi, mfv, mp2, mp2v, mpe, mpeg, mpg, mpv2, 
wm ; rm, mov



画面のサイズ：XP，SP，LP720*480pix、
EP(MN1.4Mbps)ではVideoCD画質352*240pix

SP，LP，EP画面の部分比較



テーマ別編集

1つの火山について、
日時順の全データ保存の他､テーマ別の名画面集を作成

爆発・拡散形態・山岳波と吹き降ろし・笠雲と吊し雲　
などの名場面集、その他

Ex. 鹿児島玉龍高等学校　物理部

写真データのデジタルアーカイブ化も



2006年11月　鹿児島県高校生徒理科研究発表大会

桜島火山の噴煙・噴火活動
鹿児島玉龍高等学校　物理部
岸良　直人　　宇都　裕貴研究の目的

１．なぜ桜島が常に活動しているか，その原因を探る．

２．鹿児島大学産学官連携機構　木下紀正教授と連携し，
　　鹿児島大学総合博物館に収納する桜島の噴煙活動ビデ
　　オ編集をおこない，桜島火山の1994年以後の活動を研
　　究する．
３．編集したビデオを鹿児島大学総合博物館に収める．

４．火山噴火を身近な生活用品で制作し，その活動原因を
　　理解する．



４．火山噴火を身近な生活用品で制作
実験１　ジェルの粘性を調べる．　

ジェルを斜面上に流し，その速度からその粘性を調べる．

方法：ガラス板の上
に水で溶解させた
ジェルを流し，ストッ
プウオッチで速度を
測定する．

ガラス板の角度
　　　　↓
　３２°に設定
　　（安定角）

（以下略）



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　＆　PHIVOLCS

2003.6-



Methods of Video recordings
Video camera : SONY DCR-TRV22

Wide view for the flow of volcanic clouds,
with 5 min. interval and 0.5 sec. record, etc.

Tele view for the dome and lava flow, with interval 
or continuous record

Nighttime: Night-shot 
mode mostly, and color 
mode occasionally



DVDアーカイブ

Encoding Method from video cassette to DVD

To reduce file size while keeping the quality of the video information

1. Omit dark scenes without hot spot etc.

2. High-speed playback for cloudy scenes

3. Double speed (x2)  playback for interval records with 0.5 s

4. Normal playback for very important scenes such as the fall 
of lava fragments along the slope  

(The sound was encoded in the last mode only.)



火山噴煙・防災映像アーカイブの
公共利用にむけて

永久保存と利用は可能か？
保存受入れ場所：　博物館、研究所？　個人？ 動態保存を！

最適のFormatは　DVD-Videoか？

使いやすいためには、検索と貸出し、コピー、

（関連論文pdfとの同居のモラル？）

各機関のデータベースは利用されているか？



火山関係の映像集をどうする？
これまでの議論：　「火山爆発のダイナミクス」2004.3報告書

宇井氏 公開することは著作権に触れる
岡田氏 しかるべき法整備がなされるまで

ビデオ映像の種類

自撮映像（噴煙・火口状態など）は本人の了解でＯＫ

研究機関・気象庁・自治体・防災機関の映像？

担当者の転勤対策？気象庁の方針？

TV News, TV特集, トピックス, TV天気情報

社会的資産　→　整理･保存(どこに？)・活用・

著作権問題（営利を除き、もっとオープンに）

NHK　川口市に貯蔵庫　　　Backup施設は？　地方局番組・ニュースは？

TV天気情報（天気図・気象衛星画像など）の公共材としての認知はできないか
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