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一般用デジタルカメラを利用した簡易 SO2カメラの製作
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A low-cost SO2 Imager with the Use of Digital Cameras of Consumer Use
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We produced an SO2 imager of a low-cost version with the use of digital cameras of consumer use. General

configuration and characteristics of the instrument are presented. Calibration with SO2 cells of known column

concentration confirmed a comparable absorption coefficient to the device which is previously invented by Mori and

Burton (2006). Although simultaneous shooting with two cameras is necessary to overcome the temporal change of an

object because of somewhat long exposure time (5 to 10 sec) required, this device operates without external power or

control PCs, and thus, is suitable for mobile use. We performed a field test of the instrument at Sakurajima volcano and

confirmed its validity as an SO2 imager. However, further improvement of the optical system or a special care with UV

scattering in front of a plume is necessary for quantitative applications in a field operation.
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1．は じ め に

火山噴煙に含まれる SO2は，白色噴煙や有色噴煙とし

て認識される H2Oや火山灰と異なり，視認することが

難しい．SO2を簡便に可視化できれば，火山活動の監視

や活動評価の指標として有用である．また，その測定に

定量性や高時間分解能が付加されれば，噴火準備過程や

爆発機構の研究にも大いに貢献できる．

近年，火山ガスの遠隔 SO2測定は，従来型の相関スペ

クトロメータ (COSPEC) に代わって，DOAS (Differential

Optical Absorption Spectroscopy)と呼ばれる手法を用い

た単視線の紫外分光装置（例えば，Galle et al., 2003;

McGonigle et al., 2002）による，パニングもしくはトラ

バース測定が一般的となっている．これとは別に，いわ

ゆる SO2カメラと呼ばれる，CCDカメラと紫外域バンド

パスフィルタを組み合わせて SO2濃度分布を画像として

得る装置も開発されている（例えば，Mori and Burton,

2006）．この手法の最大の特長は，いうまでもなく SO2

ガスを画像として視認できることである．COSPEC や

DOASのような単視線の測定では，特に濃度の低い状況

において背景レベルとの区別が難しいケースがある．こ

れに対して，画像で濃度分布のスナップショットが得ら

れる SO2カメラの場合には，パターン認識によって背景

との分離は容易となる．また，測定原理は単純で，特殊

な解析技術を必要としない．このような特長を有する

SO2カメラは，脱ガス機構を含めた基礎研究から，火山

活動のモニタリングに至るまで幅広く応用できるであろ

う．しかし，高性能の計測用 CCDを用いた装置は高価

であり，一般の火山研究者や行政機関が手軽に入手でき
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