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はじめに 

本資料は、ENVI SARscape® Task を用いて、Sentine-1 画像のダウンロードから Sentinel-1 画像を

ArcGIS Pro で可視化できるようになるまでの手順を示したノートです。 

合成開口レーダーに関する情報や ENVI SARscape の操作・理解については、L3HARRIS 社提供の技術

資料（入門用トレーニングや TIPS ドキュメントなど）をご熟読ください。 

 

ENVI SARscape® について 

ENVI SARscape（以下 SARscape）は、ENVI 上で合成開口レーダー（SAR）画像の表示、処理、解

析を行うことができる ENVI🄬 のオプションモジュールです。多数の SAR センサーに対応し、インター

フェロメトリ処理やポラメトリ処理など様々な SAR 解析処理を行うことが可能です。解析内容に応じ

て必要なモジュールライセンスを準備しておく必要があります。ライセンス構成については SARscape 

ページをご参考ください。 

SARscape の機能も Task が提供されており、ENVI Modeler で自分仕様のモデルを作成することが

可能です。そのため ArcGIS Pro でも実行できるモデルを作成することができます。SARscape Task に

は Task の前に “SARscape” が記載されており、検索しやすくなっています。サポートされている 

Task の一覧、ヘルプを確認したい場合は ENVI にて確認することができます。 

ENVI → Toolbox → SARscape → SARscape Task-IDL Scripting-Modeler → SARscape 

Tasks List 

 

https://www.harrisgeospatial.co.jp/%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%83%85%E5%A0%B1/%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%B3%87%E6%96%99-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E
https://www.harrisgeospatial.co.jp/%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%83%85%E5%A0%B1/%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%B3%87%E6%96%99-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E
https://www.esrij.com/products/envi/options/sarscape/
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本資料の動作環境 

OS Windows 10 

ソフトウェア バージョン ENVI 5.5.6、ENVI Py 1.3.2 for ArcGIS Pro、SARscape 5.5.4 

ArcGIS Pro 2.6 

SARscape を使用する場合は、ENVI とは別途 SARscape のインストールが必要です。 

また、ENVI Modeler で作成したモデルを ArcGIS Pro にエクスポートする場合には ENVI Py for 

ArcGIS Pro のインストールが必要です。各ソフトウェアのインストーラーは L3HARRIS 社の製品ダウ

ンロードサイトまたは、インストールメディアでご確認ください。 

ENVI Py for ArcGIS については、L3HARRIS 社のドキュメントセンターや ENVI ノート ENVI Py for 

ArcGIS の基本にも記載しておりますのでご参考ください。 

 

 

 

 

 

https://www.l3harrisgeospatial.com/docs/RunningENVIAnalyticsInArcGISProTutorial.html
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/2020/11/ENVInotes_ENVIPyforArcGISbasic.pdf
https://www.esrij.com/cgi-bin/wp/wp-content/uploads/2020/11/ENVInotes_ENVIPyforArcGISbasic.pdf
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Sentinel-1 画像のダウンロード 

まずは、SAR 画像の入手です。Sentinel-1 画像は無償で公開されており、ダウンロードサイトのアカ

ウントを作成すればどなたでもダウンロードすることが可能です。ダウンロードサイトで 1 つずつ確認

してダウンロードするのも良いですが、SARscape では、Sentinel-1 画像のダウンロードツールが提供

されています。このダウンロードツールを使用すれば、任意の場所、期間、データタイプの Sentinel-1 

画像を自動でダウンロードすることができます。ENVI SARscape 上での Sentinel-1 画像のダウンロ

ード方法については L3HARRIS 社のドキュメントをご参考ください。 

 

ここでは、ArcGIS Pro 上で使える Sentinel-1 画像のダウンロードツールを作成していきます。 

Sentinel-1 画像を検索する際に、任意の場所を指定することができます。ArcGIS Pro で調査対象のエ

リア フィーチャ（ポリゴン フィーチャ）を作成し、ダウンロードツールやインポートする際のクリップ

ツールで使用していきます。 

作業① ArcGIS Pro で調査対象のエリア フィーチャの作成 

作業② ENVI でダウンロードツールの作成 

※ Sentinel-1 画像のダウンロードツールは、実行するとバックグランドで処理が動くため、ダウンロードツ

ールだけを ENVI のツールを実行しても ArcGIS Pro 内で実行しても変わりはありません。ArcGIS Pro 

で実行できるツールにしておくことで、ArcGIS Pro でエリア フィーチャを作成した後すぐにダウンロー

ドツールを実行できる、という利点があります。 

 

 

https://www.harrisgeospatial.co.jp/Portals/74/VIS_JAPAN/documents/SARscape_Sentinel1Download_v553.pdf
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作業① ArcGIS Pro で調査対象のエリア フィーチャの作成 

 ArcGIS Pro を開き、新規プロジェクトを作成するか既存のプロジェクトを開きます。 

 カタログ ウィンドウの [プロジェクト] タブの [フォルダー] を右クリックし、[フォルダーの接

続の追加] を選択し、エリア フィーチャを保存するフォルダーを選択します。 

※ 既存のプロジェクトなどで既に任意のフォルダーを接続している場合はこの手順はスキップしてください。 

 エリア フィーチャを保存するフォルダーを右クリックして [新規作成] → [シェープファイル] 

を選択します。 

 

 [フィーチャクラスの作成] ツールが開き、任意のフィーチャクラス名を入力します。 

[ジオメトリ タイプ] はデフォルトの「ポリゴン」のままにします。 

 [座標系] は、「GCS WGS 1984」を選択します。 
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 [実行] をクリックします。 

 [コンテンツ] ウィンドウに作成された空のポリゴン フィーチャが追加されます。 

 [編集] タブで [作成] ボタンをクリックします。 

 [フィーチャの作成] ウィンドウで作成するポリゴン フィーチャを選択し、調査対象とするエリ

アを描画します。 

 [編集] → [保存] をクリックして描画した範囲を保存します。 

これでエリア フィーチャが完成です。 

 

作業② ENVI でダウンロードツールの作成 

SARscape で利用できるダウンロードサイトは 2 か所あり、それぞれのサイトへは予めユーザー登録

を行っておく必要があります。 

ESA SciHub SENTINEL Download ： https://scihub.copernicus.eu/dhus/ 

ASF SENTINEL Download ： https://vertex.daac.asf.alaska.edu/ 

※ 本資料では、ESA サイトのダウンロードツールを作成します。 

※ ArcGIS への書き込み制限があるため、ENVI は管理者権限で起動しておきます。 

 ENVI を開き、[Display] → [ENVI Modeler] を選択します。 

 [Basic Nodes] タブから以下の 2 つのノードをダブルクリックしてレイアウト ウィンドウに追

加します。 

Input Parameters, Output Parameters 

 [Tasks] タブの検索スペースで「SARscape」を入力して SARscape Task を絞ります。 

 以下の Task をダブルクリックしてレイアウト ウィンドウに追加します。 

SARscape Sentinel-1 automatic download 

 Input Parameters と SARscape Sentinel-1 automatic download をつなげます。 

 [Connect Parameters] ダイアログで、以下のように必要なパラメーターをつなぎます。 
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※ ほぼすべてのパラメーターを繋げていますが、[SARscape Sentinel-1 automatic download] ツールの

デフォルト設定のままで良い場合などは、必要なパラメーターだけを繋げると良いかと思います。 

取得したいデータの範囲を決めるパラメーターには、[Geographical Region] のみを選択してい

ます。ここで作業①で作成したエリア フィーチャを選択できるようになります。 

その他にも東西南北の位置情報を直接入力する場合は、[WEST]、[NORTH]、[EAST]、

[SOUTH] を追加しておくこともできます。 

 SARscape Sentinel-1 automatic download と Output Parameters をつなぎます。 

 [Connect Parameters] ダイアログで、以下のように必要なパラメーターをつなぎます。 

 

このようなモデルになります。 
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 [ENVI Modeler] ダイアログで [File] → [Save As] を選択します。 

 任意のフォルダー、ファイル名でモデルを保存します。 

 

ArcGIS Pro にモデルをエクスポートします。 

 [Code] → [Generate MetaTask] を選択します。 

 [Metatask] ダイアログの [Publish Task] をクリックします。 

 

 [Publish Metatask] ダイアログで、任意にタスク名や表示名を変更し、共有する場所を選択しま

す。 

 

 [OK] をクリックします。 

 タスクが ENVI 側のフォルダーに保存されたことを知らせるダイアログが表示され、[OK] をク

リックすると、次に選択した ArcGIS Pro のツールボックスにタスクが保存されたことを知らせ

るダイアログが表示します。 

 [OK] をクリックして閉じます。 
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 ENVI を閉じて、ArcGIS Pro を起動します。 

 [解析] → [ツール] を選択して [ジオプロセシング] ウィンドウを開きます。 

 [ジオプロセシング] ウィンドウの [ツールボックス] を選択し、既存のツールボックスの中から

エクスポートした ENVI ツールを探します。 

※ ENVI でモデルをエクスポートした際に、ArcGIS Pro が起動したままの場合、[ジオプロセシング] ウィ

ンドウに自動的には追加されないことがあるため、その場合は以下の方法で確認、追加します。 

1) [挿入] タブ → [ツールボックス] → [ツールボックスの追加] を選択します。 

2) [ツールボックスの追加] ダイアログで、エクスポートされた Python ツールボックスを選択して 

[OK] をクリックします。ツールボックスは上記手順 16 の 2 つ目の画像に記載されている場所に保存

されています。 

3) [カタログ] ウィンドウで [ツールボックス] を展開して追加されたツールボックスが追加されている

ことを確認します。 
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ツールの実行 

ツールを開き、パラメーターを設定して実行します。 

 

  ダウンロードが正常に開始されるとコマンドプロンプトが表示されてジオプロセシング ツールは完了しま

す。 

 

パラメーター例： 

[Geographical Region] には作業①で作成したエ

リア フィーチャを選択します。 

[From]、[To] では 2020/7/1 から 2020/7/31 と

し、7 月に観測された Sentinel-1 / SLC / IW のデ

ータをダウンロードします。 

ダウンロード後に zip ファイルを解凍し、zip フ

ァイルも削除したい場合は、 [Unzip Files] や 

[Delete After Extraction] のチェックボックスを

オンします。 

[Login-USERNAME] と  [Login-PASSWORD] に

は事前に登録したユーザーアカウント名とパス

ワードを入力します。 

[Common URI for outputs] には、出力フォルダー

パスを入力します。 

 

左図は、コマンドプロンプトでダウンロード

が終了した時点のラインです。 

7 ファイルがダウンロードできました。 
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Sentienl-1 画像のインポート 

ダウンロードから解凍まで行った各 Sentinel-1 フォルダーの中には、*.safe というファイルといく

つかのフォルダーが確認できます。ArcGIS では、annotation フォルダーと measurement フォルダ

ーに格納されている画像を直接表示することが可能です。偏波ごとおよびスワスごとに 1 つのデータセ

ットを確認することができます。各フォルダーのデータ詳細については Sentinel-1 のデータフォーマ

ットのサイトをご参照ください（Sentinel-1 ESA- SAR Formats）。SARscape では、上記のフォルダー

内のバイナリ形式の画像データや測定データの情報を保持した *.safe ファイルを読込み、フルシーン

の画像として表示することができます。SARscape で Sentinel-1 のインポート方法については 

L3HARRIS 社の Sentinel-1 データの処理手順書をご参考ください。 

ここでは、前章で作成した Sentinel-1 画像のダウンロードモデルに Sentinel-1 のインポート機能

とクリップ機能を追加したモデルを作成します。ダウンロード後にインポート、クリップまでの作業を実

行しておけば、その後のさまざまな SARscape 解析にすぐに利用できるようになります。 

※ ここでは最低限のパラメーターのみを繋げたモデルにしています。詳細なパラメーターの設定が必要な場

合は任意に追加してください。 

ENVI でインポートツールの作成 

 ENVI を起動し、[Display] → [ENVI Modeler] を選択します。 

 [ENVI Modeler] ダイアログで [File] → [Open] を選択して前章で作成したモデルを開きま

す。 

 [Tasks] タブの検索スペースで「SARscape」を入力して SARscape Task に絞ります。 

 [Tasks] タブから以下のタスクをダブルクリックしてレイアウト ウィンドウに追加します。 

SARscape Import SENTINEL-1、SARscape Slant Sample Selection 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/data-formats/sar-formats
https://www.harrisgeospatial.co.jp/Portals/74/VIS_JAPAN/documents/SARscape_sentinel1_processing.pdf


11 

 

 SARscape Sentinel-1 automatic download と SARscape Import SENTINEL-1 をつなぎ、パ

ラメーターを設定します。 

 

 SARscape Import SENTINEL-1 と SARscape Slant Sample Selection をつなぎ、パラメータ

ーを設定します。 

 

 Input Parameters と SARscape Import SENTINEL-1 をつなぎ、パラメーターを設定しま

す。 
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 Input Parameters と SARscape Slant Sample Selection をつなぎ、パラメーターを設定しま

す。 
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 SARscape Sentinel-1 automatic download と Output Parameters のコネクトを右クリック

して [Delete] を選択します。 

 SARscape Slant Sample Selection と Output Parameters をつなぎ、パラメーターを設定し

ます。 

 

 Sentinel-1 処理用のモデルを適用するために SARscape Preferences を追加します。 

 [Tasks] タブから Load preferences をダブルクリックしてレイアウト ウィンドウに追加し 

Input Parameters とつなぎ、パラメーターを設定します。 

 

Load preferences は、使用データにあった Preferences を選択し、処理時に適切なパ

ラメーターを自動で割り当てることができます。 

 Input Parameters の  をクリックしてパラメーターを確認します。 
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 [Input Parameters] ダイアログで、スクロールを下に下げていくと、「Common URI for 

outputs」が 2 つ確認できます。 

これは、それぞれ SARscape Sentinel-1 automatic download と SARscape Slant Sample 

Selection の出力パラメーターになります。パラメーターを設定した順に並んでいます。 

 どちらがどのツールによる出力結果なのか分かるように名前、説明を編集します。 

 

 [OK] をクリックして [Input Parameters] ダイアログを閉じます。 

このようなモデルになります。 
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 [ENVI Modeler] ダイアログで、[File] → [Save As] を選択して任意のフォルダーにモデルを保

存します。 

 [Code] → [Validate Model] を選択するとモデルのエラーチェックが行えます。 

 実際に [Run] ボタンをクリックしてパラメーターを確認することもできます。そのまま実行し

てみるか、[cancel] をクリックします。 

 

ArcGIS Pro にモデルをエクスポートします。 

前章の手順 ②－12 同様に、[Code] → [Generate MetaTask] を選択して [MetaTask] ダイア

ログからモデルをエクスポートします。 

 

※ ArcGIS Pro でエクスポートしたツールを実行する際の注意 

⚫ [Wait For Completion] のチェックボックスをオンにすること 

ダウンロードが終了するまでツールは実行し続けます。そうすることで、次のインポートツールにダウ

ンロードしたデータを入力とすることができます。 

⚫ [Common URI for Outputs] には出力先のフルパスをコピーして貼り付けること 

これで任意のフォルダーを設定することができます。 

 

ArcGIS Pro のジオプロセシング ツール一覧から作成した ENVI ツール削除する 

エクスポート時に保存された *.task、*.pyt、*.pyt.xml ファイルを各フォルダーから削除するこ

とで、ジオプロセシング ツールの一覧から削除することができます。 

ENVI(C:\Program Files\Harris\ENVI56\custom_code)： 

◼ Sentinel_download.task 

ArcGIS Pro(C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\ArcToolBox\Toolboxes)： 

◼ Sentinel_download_fromENVI.pyt 

◼ Sentinel_download_fromENVI.Sentinel_download.pyt.xml 
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ArcGIS Pro での SAR 画像の可視化 

SARscape でインポートしたり解析したりした画像は、*_list_pwr や *_fil、*_fint などの拡張子で

出力されます（一部解析機能では出力内容に Tiff 形式への出力もございます）。これらの画像は、ENVI 

のマップ上では表示できますが、ArcGIS 上では表示することができません。これらの画像を ArcGIS で

も表示できるようにするには ENVI 側で TIFF 形式や ENVI 形式に保存しておく必要があります。 

ここでは 3 つの方法をご紹介します。 

⚫ ENVI に追加してからエクスポート 

⚫ ENVI マップ上に追加してからエクスポート 

⚫ ENVI SARscape Data To ArcGIS Task の利用 

なお、SARscape による処理結果や中間データには位置情報が付与されていない場合があ

ります。位置情報が付与されていないと、ArcGIS 上に表示しても不明な座標参照となる

ため、SARscape の Geocoding and Radiometric Calibration ツールを用いて位置

情報付きの画像に変換する必要があります。Geocoding ツールのオプションには TIFF 

形式への出力が可能となっているため、Geocoding を行うだけで位置情報付きの GIS デ

ータとして ArcGIS でも利用可能になります。 

ENVI に追加してからエクスポート 

複数の SAR 解析結果がコンポジットされた *_meta ファイルなどをエクスポートする時に便利です。 

SARscape で解析した画像を ENVI に追加します。 

 [File] → [Save As] → [Save As… (ENVI, NITF, TIFF, DTED)] を選択します。 

 [Data Selection] ダイアログの [Select Input File:] でエクスポートする画像を選択し、[OK] 

をクリックします。 
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特定のエリアだけを出力したい場合は、[Spatial Subset…] をクリックし、右側の [Subset 

by:] で任意のエリアを指定することができます。 

 [Save File As Parameters] ダイアログで [Output Format] を選択します。 

 [Output Filename] の参照ボタンをクリックして [Select Output Filename] ダイアログで出力

先を選択し、任意の名前を入力して [保存] をクリックします。 

 [Save File As Parameters] ダイアログで [OK] をクリックします。 

 

ENVI マップ上に追加してからエクスポート 

マップ上でバンドカラー合成やカラースライスの編集を行った後にエクスポートする際に便利です。 

マップに表示した状態を RGB 画像としてエクスポートします。 

 ENVI マップ上で処理結果画像のカラー合成またはカラースライスの変更を行います。 

 [Layer Manager] でエクスポートする画像を右クリックし、[Export Layer to TIFF] を選択し

ます。 

 [Export Layer to TIFF] ダイアログの [Output Filename] の参照ボタンをクリックして 

[Select Output Filename] ダイアログで出力先を選択し、任意の名前を入力して [保存] をクリ

ックします。 

 [Export Layer to TIFF] ダイアログで [OK] をクリックします。 

 

ENVI SARscapeData To ArcGIS Task の利用 

ENVI Modeler でモデルを作成する際に、SARscape の出力結果の算出方法として追加する時に便利で

す。ここでは、Geocoding 後に SARscapeData To ArcGIS Task を追加する内容をご紹介します。 

 [Display] → [ENVI Modeler] を選択します。 

 [ENVI Modeler] ダイアログで、[Basic Nodes] タブから Input Parameters をダブルクリッ

クしてレイアウト ウィンドウに追加します。 
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 [Tasks] タブの検索スペースで「SARscape」を入力して SARscape Task に絞ります。 

 [Tasks] タブから Geocoding and Radiometric Calibration をダブルクリックしてレイアウト 

ウィンドウに追加し Input Parameters とつなぎ、パラメーターを設定します。 

 

※ 最低限のパラメーターのみを選択していますので、必要に応じてパラメーターを追加してください。 

 [Tasks] タブから SARscapeData To ArcGIS をダブルクリックしてレイアウト ウィンドウに

追加し Geocoding and Radiometric Calibration とつなぎ、パラメーターを設定します。 

 

 Input Parameters と SARscapeData To ArcGIS をつなぎ、パラメーターを設定します。 
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 [Basic Nodes] タブから Output Parameters をダブルクリックしてレイアウト ウィンドウに

追加し、SARscapeData To ArcGIS と Output Parameters をつなぎ、パラメーターを設定し

ます。 

 

以下のようなモデルが作成できます。 

 

 [File] → [Save As] を選択して、任意のフォルダーに名前を入力してモデルを保存します。 

 ArcGIS Pro のツールとして利用する場合は、[Code] → [Generate MetaTask] を 選択して 

[MetaTask] ダイアログの [Publish Task] をクリックしてモデルをエクスポートします。 

これで SARscape で解析した結果を位置情報付きの画像として ArcGIS 上ですばやく可

視化できるようになります。 
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