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図 1  ハイパースペクトルカメラの構造 
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1．はじめに 
火口近傍や脆弱な火山性地盤の源頭部では，表層部

の高含水比化により，表面流・浸透流の発生や構造脆弱
化による崩壊現象が生じる恐れがある 1),2),3)など．原位置
での含水状態の計測方法としてテンシオメーターや誘
電率水分計が用いられるが 4),5)など，発災直後の人為計測
はほぼ不能であり，予め機器を現地設置して遠隔計測
が行われることが多い．しかし，対象域が広域な場合や
予測が不可能な場合には，十分な対応ができない． 
このためリモートカメラによる画像解析が期待され

るが，通常の RGB～マルチバンドカメラによる可視光線
～赤外線計測では対象物の形状や表面状態の観測を除
き，物性の詳細調査に用いるには情報量が不足する．本
研究では，ハイパースペクトルイメージングを用い，非
接触かつ迅速に含水比をはじめとした火山砕屑物の物
性値の取得方法を検討している． 
人工試料を用いた計測実験 6)では，近赤外領域での計

測結果から含水比と相対反射率の間に高い相関を認め
ることができた．しかし，対象試料によってスペクトル
の形状差があるため，未知試料の計測に用いるために
は十分な教師データが必要である．今回，天然試料を用
いたハイパースペクトル計測を行い，試料の種類ごと
に含水比と相対反射率の相関を調べ,評価を行った． 
2．原理 

ハイパースペクトルとは，数十～100 バンド以上に分
光されたスペクトルのことを指す．実験に用いたハイ
パースペクトルカメラは，ハイパースペクトルデータ
を画像 1 ピクセルごとに取得するため，２次元の位置
情報とバンド毎のスペクトル情報を同時に取得できる
（図１）．RGB やマルチバンド（10 バンド前後）カメラ
に比べ，数十倍細かく波長情報が取得できるため，目で
見えない情報を可視化し，対象物の状態や構造の面的
解析に適する 7),8)など． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．試料 
3.1 計測に用いた試料の種類 

火山砕屑物（火山灰）天然試料を 5試料，比較のため
の人工試料を１試料準備した．天然試料は，下記の特徴
にもとづき，２つのカテゴリーに分類した． 
【カテゴリーＡ】Ｎ＝２試料 
土粒子の密度ρsが 2.5 未満．φ0.1 ㎜未満の細粒分

に富む．φ2 ㎜以上の火山ガラスの存在が確認できる．
φ2㎜以下の斜長石がごく少量存在する． 
【カテゴリーＢ】Ｎ＝３試料 
 土粒子の密度ρsが 2.7 を超える．φ0.1 ㎜未満の細

粒分をほとんど含まない．火山ガラスは極細粒のもの
を少量有する．またφ2㎜以下の斜長石が多く存在する． 
3.2 計測のための試料の調整 

予め含水比を調整した試料を準備した．炉乾燥さ
せた試料を所定の含水比となるように加水し，十分
に攪拌した．試料の均質化を図るために，炉乾燥後の
試料を 2 ㎜のふるいに通過させ，団粒化した試料を乳
鉢で解した．計測検体はシャーレーに均質に充填した． 

スペクトル計測の直前および直後に，試料の質量
を検査した．図２に示すとおり，スペクトル計測前後
での試料の有意な質量変化は無かった． 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
4．計測方法 
 ハイパースペクトル計測には，エバ・ジャパン社製
SIS-1（測定波長：900nm～1700nm，波長分解能 10nm）を
使用した．カメラを架台に鉛直下向きに設置し，試料を
上方より計測した．光源には近赤外域の波長光を照射
できるハロゲンランプを使用した．光源の照射不均一
を防ぐため試料は光拡散ボックス内に設置し，ハロゲ
ン光は 3～4方向から照射した．また，試料の相対反射
率の測定を適正に行うため，バックグラウンド補正お
よびセンサー暗電流ノイ
ズ補正を行った．測定範
囲は，試料の中心域を選
択し（例：図３），選択域
内の平均スペクトルにつ
いて解析を行った． 
 
 
5．解析方法 
 相対反射率の含水比
評価には，NDSI※解析 
（※normalization difference spectral index）を用
いた．これは，選択した２波長（λ1，λ2）の分光強度
の差・和で正規化することにより，誤差因子の影響を軽
減して特徴因子を表れやすいようにする解析手法であ
る．単一波長の反射強度の比較評価だけでは，含水比以
外の要素の影響を受け，目的とする含水比による相対
強度の変化が検出し難く
なる．そこで，２波長強度
の差分を計算することに
より上記影響を緩和する． 
 
 
6. 計測・解析結果 
計測試料のスペクトルグラフを比較し，全試料に共

通して含水比の増減に伴って変化する波長（λ1）と含

図 3 測定範囲（赤枠） 
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図 4 カテゴリーＡ試料の 正規化相対反射率グラフ 

図 5 カテゴリーＢ試料の 正規化相対反射率グラフ 

図 6 左：ＲＧＢ画像  右：ﾊｲﾊﾟｰｽﾍﾟｸﾄﾙ解析画像 

図 7 

解析に基づく 

微小領域の 

スペクトル比較 

水比の変化には影響を受けない波長（λ2）を選択し解
析波長とした．本計測では，1450nm における相対反射
率に着目し，1000nmにて正規化するため，λ1＝1450nm，
λ2＝1000nm とした． 
図４，５に，試料のカテゴリー別の正規化相対反射率

グラフの代表例を示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カテゴリーＡは，1450nm にて明確な吸収スペクトル

が認められる．正規化後の画像解析により，含水比の定
量的な変化を明瞭に可視化できる． 
カテゴリーＢは，乾燥状態を除いて 1450nm における

相対反射率の差を捉えにくい．しかし，1000nm で NDSI
正規化を行うと，含水比の増減に伴う正規化相対反射
率の変化が明瞭に現れた． 
画像解析により，カテゴリーＡは，乾燥状態から含水

比 30％（飽和）に至るまでの定量的な変化を可視化で
きた．カテゴリーＢは，乾燥状態と 10％以上との差は
明瞭に識別できるが，10％以上の状態では試料全体と
しての定量的識別は難しい．しかし，微細な領域の含水
状態を識別ができ，含水比が高いほど含水領域が広が
ることが確認された（7考察）． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7．考察 

試料カテゴリーBにて，乾燥状態以外の含水比での識
別が困難であったのは，計測試料（シャーレーに充填し

た状態）の表層の水分分布が均質ではなかったことと，
計測の２次元方向の分解能が高いため計測範囲のとり
方によって平均化されたスペクトルデータに値差が生
じたことと考察される．表層の水分分布が均質でなか
った要因としては，シャーレー容器の形状・深さに因る
水分の浸透状態のほか試料カテゴリーＢの構成物の種
別・量比や粒度分布の特性に因む浸透水の分布不均一
などが考えられる． 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8．まとめ 

今回，1450nm 付近での相対反射率・スペクトルの違
いを NDSI 正規化によって明瞭化した．さらに，正規化
の結果に基づいて RGB カラースケールに変換して含水
比変化を表現する画像解析を行うことができた．また
これらの結果に基づき，火山砕屑物種ごとの含水比変
化のパターンを識別化した． 
今後は，精度の高い評価方法への改良を目的とした

教師データを作成するため，サンプル数（Ｎ数）を増や
し，試料（火山砕屑物）の構成物・構成比・粒度分布・
表面状態などによる影響の検討を進める予定である． 
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