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Methods of automatic long-time monitoring of volcanic clouds from the ground are discussed, including 
NIR detection of volcanic aerosols and high temperature anomalies using an appropriate filter set and CCD camera. 
The methods have been applied to active volcanoes in southern Kyushu and attached islands in Japan and Mayon 
volcano in the Philippines. A combination of satellite and ground-based remote sensing is effective for monitoring 
volcanic eruption activities. 
 

１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

火山の爆発噴火は、周辺住民はもとより航空機の運行にとっても脅威である。また、噴煙とともに放出
される火山ガスは三宅島全島避難の様な事態を引き起こし、時には数百 km 下流の大気環境に影響する。
ここでは地上映像観測と衛星画像解析を柱とする鹿児島大学噴煙研究グループの最近の研究[1]について
要約して報告する。なお、これらの問題は多くの研究領域の方々にご参加頂いたフォーラム[2]で総合的に
議論されている。また、特定領域『火山爆発のダイナミックス』平成１５年度報告書の電子版（CD）には、
最後に挙げる報告資料を pdfファイルとして提出する。 

 

２２２２．．．．衛星衛星衛星衛星によるによるによるによる噴煙監視噴煙監視噴煙監視噴煙監視 

インドネシアの Galunggung噴火(1982)、アラスカの Redout噴火(1989)でジャンボジェット旅客機が
噴煙と遭遇してエンジンが停止した事件などを契機に航行安全に対する噴煙の脅威が世界的に認識され、
火山灰を含む噴煙による航行安全の確保を図るため
IAVW (International Airways Volcano Watch)が設
置され、9 つの VAAC（Volcanic Ash Advisory 
Center）が世界の空域を分担して広域監視と通報・
警告業務を行う体制が取られた[3]。西太平洋域は東
京航空地方気象台の下にある羽田の Tokyo-VAAC
と豪州のDarwin-VAACが主に担当している(図1)。
各VAACでは、火山観測機関からの噴火情報や航空
機からの噴煙目撃情報とともに、衛星画像による常
時監視によって噴煙の発見・追跡を行い、移動拡散
の予測も加えて航空気象官署・航空会社・外国の
VAAC等へ通報し、最終的には飛行中の航空機に伝
達され噴煙遭遇回避が図られる。 
高緯度域では気象衛星 NOAA など地上分解能の
高い極軌道衛星の画像取得頻度が高く、噴煙監視の

図 1．西太平洋域の各VAAC担当範囲 



 

 

主力となっているが、日本など中・低緯度域では静止気象衛星が常時監視に用いられる。Tokyo-，
Darwin-VAAC では GMS-5 に代わり GOES-9 の画像が主に使用され、軌道衛星の画像も参照されてい
る。 
衛星画像によって、現地火山観測機関からの即時情報のあまり期待されない噴火も含めた広域監視を

行うことが出来るが、小規模の噴火や雲の多い状況では噴煙検出が困難な場合が多く、航空機の噴煙回避
に重要な噴煙高度推測は多くの問題が残されている[3,4]。 
 
３３３３．．．．地上地上地上地上からのからのからのからの噴煙長期自動噴煙長期自動噴煙長期自動噴煙長期自動映像観測映像観測映像観測映像観測    

噴煙の地上観測映像は、噴煙の鉛直構造や様々な規模の噴火活動の状況をつかむ火山活動の可視情報と
して重要である。また、過去の映像も衛星データと対比して衛星による噴煙検出の画像解析技術の開発と
検証に役立つ。地上映像観測は雲の下での噴煙活動が見られることも多く、衛星画像による広域監視と相
補的関係にあるが、噴煙と挙動を共にする火山ガスの動態解明のためにも噴煙の移流拡散解析の基本デー
タとして重要である。しかし、映像記録は膨大となりがちであり、撮影法とともに、映像をどう整理し解
析するかも問題である。この問題も含めて、ここでは長期自動観測の方法について述べる[5]。 
3-1．Web-カメラによる方法 
 監視用ビデオカメラや Web-カメラなどを用いコンピュータを介して図 2 のようにインターネットによ
る配信を行う様々な方式がある。配受信がブロードバンドの環境にあれば実時間監視に有効である。離島
火山などダイヤルアップやモデムによる回線の場合は、1日数回か 1回にまとめて送信する方法がある。
我々のグループでは、桜島については 5 分おきの更新で配信しているが、薩摩硫黄島の硫黄岳と諏訪
之瀬島御岳については 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。しかし停
電が多く落雷もあり、今後の長期の安定した運用のために、ネットワークカメラの停電後の自動回復機能
を活かした直接配信にしようとしている。なお、これらのカメラにはリモートアクセスにより、緊急時の
監視やカメラシステムの管理が出来る。 
 この様な方法では実時間に近い映像とともに過去の蓄積データのアーカイブも重要であり、インターネ
ットによる配信だけでなくCD-RやDVDによる配布やバックアップも実際的である。なお、気象庁は最
近多くの活動的火山に監視カメラによる実時間監視のネットワーク(一部公開)を展開している。 

 
図２．Web-カメラによる観測とインターネットによる配信 
 

3-2．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 
実時間監視ではないが、図 3に示す方法ではAC電源が安定していれば、あるいは無停電電源装置UPS
で持ちこたえる範囲の停電ならば、長期自動観測が出来る。最近のデジタルビデオカメラでは 10 分おき
0.5 秒の撮影で約百日を 2 時間に圧縮記録出来る。得られる映像はやや不連続性があるが、監視用ビデオ
デッキならばコマ撮りなので数秒おきで数ヶ月の連続記録が可能である。ビデオデータは 1日毎のmpeg
ファイルにしてCD-RやDVDにまとめ、静止画切り出しに用いている。 
デジタルスチルカメラはメディアの容量も増大したのでインターバル撮影に適しているが、その機能を
備えた機種は極めて限られている。我々は 1998年 7月末の薩摩硫黄島の観測以来、1時間おきの撮影な
どを行い、蓄積画像データを Web 公開して来た。大量の画像データを活用するには、適切なファイル管
理と html編集等が不可欠である。 



 

 

 
図３．デジタルカメラとビデオカメラによるインターバル撮影 

 
3-3．AC電源なしの長期無人観測 
 火口周辺での各種火山観測には、太陽電池パネルや大型蓄電池・風力発電装置などが用いられている。
デジタルカメラのインターバル撮影の場合、機種によっては電力消費量が極めて少なく、リチウムイオン
電池でかなり長期間動くものがある。現行機種ではないが、Casio QV-R4の場合内蔵のバッテリーで20日
間は動き、外付けの小型バッテリーで数ヶ月稼働できる。図4のように透明ケースにパックすれば、野外
に手軽に設置出来る。盗難や破壊と太陽直射などによる悪環境を避けられれば、これまで噴煙映像データ
の殆どない火山を長期自動観測の対象とすることが出来る。この方法で、諏訪之瀬島火口[5]や口永良部島
の噴煙を観測した。 

 
図４．インターバル撮影用デジタルカメラのパッケージ 

 
3-4．地上近赤外観測 
 ビデオカメラのナイトショット機能を用い、あるいは更に可視光をカットするIRフィルターを装着して
火山の高温部を検出する試みが報告されている。日中では日射に含まれる強い近赤外光で白トビしてしま
うが、強いNDフィルターで光量を絞れば(図5)、可視では見ることが難しい薄い噴煙のエアロゾルを検出
できる。靄で霞んだ遠方の噴煙が近赤外光では明瞭に識別できる可能性が高い。火山近傍では火山ガスに
よる植物の活性度低下の調査に役立つ。可視・近赤外に感度を持つネットワークカメラにIRフィルターを
装着すれば、自動露出調整機能があるので日中の噴煙・エアロゾル観測と夜間の高温部検出の両方を兼ね
ることが出来る。デジタルカメラやWeb-カメラの簡単なものは分解してIRフィルターを挿入できる。こ
れらは長期自動観測に活かすことが出来る。 

 

 
図５．ビデオカメラのナイトショット機能とND,IRフィルターによる近赤外撮影 



 

 

４４４４．．．．各火山各火山各火山各火山のののの最近最近最近最近のののの観測観測観測観測とととと解析解析解析解析[5]    
4-1．霧島 
 高千穂峰の御鉢火口で2003年12月後半に噴気放出が激しくなり、800mに達することもあり、噴煙と認
められるレベルとなった。火口から 9km にデジタルカメラを設置したが、以前から霧島町の Web-カメラ
があったが、この時期は多くの官署が監視カメラを設置した。2004 年 1 月になると噴煙活動はほぼ収束
した。ビデオカメラの近赤外観測でクローズアップすれば、48km離れた鹿児島市からでも鮮明な映像が得
られることが判った(図６)。 
 

 

図６．鹿児島市からの高千穂峰と御鉢火口の遠望撮影.左は近赤外、右は可視光による. 
 
4-2．桜島南岳 
 2003年の噴煙活動はやや穏やかであったが、時には爆発と降灰もある。肉眼では殆ど噴煙が見られない
時でも、近赤外観測でエアロゾル放出を確認できた。鹿大グループとしては、本学構内と南西島弧地震火
山観測所の他、垂水市役所にネットワークカメラを設置して観測と Web 公開を行っている。活動が活溌
化すればさらに観測点を増強する計画である。桜島周辺のWeb-カメラによって様々な方向から噴煙の流れ
を見ることが出来る。 

 桜島島内には海岸に近い東西南北 4地点で地表火山ガス濃度の連続測定が 1980年代から行われて来た。
この内、南部と東部の有村・黒神の 2局については長年に渉って詳しく解析を進め、山麓でガス濃度が高
まるのは、強風で噴煙が殆ど上昇せずにガスとともに吹きつけられるような時で、火口の風下にあたる狭
い範囲に限られることを明らかにして来た。この結果は三宅島の事態を分析する重要な出発点となったが、
最近さらに桜島の西部と東部のデータを噴煙映像の多点観測データと合わせて解析し、その根拠は一層強
化された[6]。 

 桜島の噴火活動が非常に活溌だった 1987-1992 年にβ方式で撮影した噴煙映像を、DVD レコーダーのハ
ードディスクへダビングして編集し、DVD に保存することをほぼ完了した[7]。このような映像情報のデジ
タル化は、関連データと併せての活用を容易にするので、他の火山や時期についても組織的に推進するこ
とが望まれる。 
4-3．薩摩硫黄島 

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。蓄積しているデータのうち、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最も高くなっているのは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[8]。 

4-4．諏訪之瀬島 

諏訪之瀬島御岳(799m)は最近数年には桜島を凌ぐ勢いでしばしば激しく噴火している。2002年 8月につ
いては[2]の中で報告し、さらに最近の結果は[5]の中で挙げた文献で報告した。 

4-5．Mayon火山 

 フィリピンで現在最も活動的なMayon火山について、その南南東 11kmにある観測所で 2003年 6月 22
日に、デジタルカメラで 1時間毎のインターバル撮影とビデオカメラで 10分おきの 0.5秒の動画撮影を
開始した。2004年2月23日からはネットワークカメラシステムの現地LANでデータを蓄積している[9]。 



 

 

 

５５５５．．．．三宅島火山三宅島火山三宅島火山三宅島火山ガスガスガスガス問題問題問題問題    

三宅島では多量の火山ガス放出のため，2000年 9月からの全島避難は 4年目となり，本格的な島民の
帰島はいまだに実現していない．島内の火山ガス環境について，高温型火山ガスは噴煙と挙動をともにす
ると仮定して，山麓で測定された SO2濃度データ 1時間値から高濃度事象を抽出し，衛星画像や地上観測
映像との対応や八丈島 925hPaの風との関係を検討してきた． 2003年までの SO2濃度データ解析を含む
最近の結果を別稿にまとめた[10]。 

 
６６６６．．．．終終終終わりにわりにわりにわりに    
この稿で述べた噴煙映像などは、ホームページVolc（http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/）にリン

クされた以下のページで公開している。 
・諏訪之瀬島火山観測カメラ http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/suwa/ 
・諏訪之瀬島噴煙動画のページ http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/tokara/ 
・薩摩硫黄島火山観測カメラ http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/iwo/ 
・鹿児島大学Volceyeカメラ http://volceye.edu.kagoshima-u.ac.jp/ 
・垂水市役所桜島火山観測カメラ http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/taru/ 
・鹿大南西島弧地震火山観測所カメラ http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/noev/ 
・開聞岳写真のページ http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/kaimon/ 
・霧島御鉢噴気のページ http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/kiri/ 
・三宅島噴煙のページ http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/miyake/ 
・西太平洋火山噴煙MODISデータベース http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/ocean/ 
・Mayon volcano http://arist.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/mayon/ 
・火山ガスのページ digital nature http://www-sci.edu.kagoshima-u.ac.jp/volc/gas/ 
 
謝辞謝辞謝辞謝辞：：：： 鹿大プロジェクト「西太平洋域における火山噴煙自動観測体制の展開」に対する鹿児島大学の御
援助と、鹿児島大学噴煙研究グループメンバーとA.Tupper氏（豪気象庁）の御協力に深く感謝致します。 
 
参考文献参考文献参考文献参考文献 ([5,7-10]は報告書のCD版に提出する。) 
[1] Kagoshima Univ. Volcanic Cloud Research Group, Volcanic eruptions in the Western Pacific -ground and 
satellite-based observations -, 2004 (in preperation). 
[2]多島域フォーラム「列島火山の噴煙活動を探る」、南太平洋海域調査研究報告，37 (2003) 
[3]澤田可洋：空中火山災害の防止・軽減－噴煙の広域監視と対策、[2]の pp.144-152. （2003）; 静止気象衛星
「ひまわり」の画像による噴火噴煙の観測とその解析に関する研究、気象庁研究時報、55、pp.57-152 (2003). 
[4] A.C.TUPPER, and K. KINOSHITA, Satellite, Air and Ground Observations of Volcanic Clouds over Islands of 
the Southwest Pacific. South Pacific Study, 23, (2) 21-46 (2003). 
[5]金柿主税・木下紀正・八木原寛、地上カメラと衛星による離島火山の噴煙観測 

[6]木下紀正他、噴煙観測と火山ガス防災 A05班会議2003/10/21、 

http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/a05kazan/menu3.html 
[7]山崎乃理子・木下紀正、桜島噴煙ビデオ映像のデジタル化と解析 

[8]山本昌史・冨山美智隆・木下紀正・金柿主税・町田晶一、硫黄岳火山噴煙の長期自動観測と噴煙高度解析 

[9]木下紀正・土田理・金柿主税・浜田智志, E.G. Corpuz, E.P. Laguerta，マヨン火山の噴煙観測システム 

[10]飯野直子・木下紀正、三宅島火山ガスの地域・季節特性と経年変化 


