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はじめに 

 

● 本書本書本書本書についてについてについてについて 

ENVI の高度かつ豊富なリモートセンシング画像処理・解析機能と ArcGIS Desktop

の多彩なデータ表示・GIS 解析・地図調製機能を組み合わせることで、衛星画像から

より利用価値の高い GIS データや見栄えの良いマップを作成することができます。

本書は、「GIS 目線のリモートセンシング入門書」として、インターネット上で入手

できる衛星画像を使用して、データの取り込み、画像分類、ベクター化といった典型

的な画像処理を行い、出力された画像データおよびベクターデータを GIS で利用す

るまでの一連の手順を実践できる内容となっています。 

なお、ENVI Ver.4.8 および ArcGIS Desktop Ver.10 を使用することを前提として記

述されています。 

 

本書の流れは以下のようになっています。 

 

第第第第 1 章章章章    リモートセンシングの基礎リモートセンシングの基礎リモートセンシングの基礎リモートセンシングの基礎 

ENVI で画像処理・解析を行うにあたり必要となる、リモートセンシングの基本的

な知識や用語について解説します。 

第第第第 2 章章章章    ENVI のインターフェースのインターフェースのインターフェースのインターフェース 

ENVI には、ENVI Classic、ENVI Zoom、ENVI EX、ENVI Tools for ArcGIS の４種

類のインターフェースがあります。各インターフェースについての解説と基本的な

操作を実習します。 

第第第第 3 章章章章    ENVI Classic で行う画像処理・解析で行う画像処理・解析で行う画像処理・解析で行う画像処理・解析 

ENVI Classic の基本的な画像処理、解析の操作を実習します。Landsat 画像の教

師付き分類および分類評価を行い、処理結果をベクター化します。 

第第第第 4 章章章章    ENVI EX で行う画像処理・解析で行う画像処理・解析で行う画像処理・解析で行う画像処理・解析 

ENVI EX の特徴であるワークフロー機能を使用して、Landsat 画像の教師付き分

類を行い、処理結果をベクター化します。EX ユーザ専用の内容です。 

第第第第 5 章章章章    ENVI Tools for ArcGIS で行うで行うで行うで行う画像処理・解析画像処理・解析画像処理・解析画像処理・解析 

ENVI Tools for ArcGIS を使用し、Landsat 画像の教師なし分類を行い、処理結果を

ベクター化します。ENVI の機能と ArcGIS の機能と組み合わせて、リモートセン

シング画像処理と GIS 解析をシームレスに行います。 

第第第第 6 章章章章    ArcGIS での利用での利用での利用での利用 

ArcGIS を使用し、3 章・4 章・5 章の実習で作成した衛星画像と土地被覆ポリゴン

データ、行政界ポリゴンデータから、行政界ごとのマップレイアウトを作成します。 

 



 

2 

● 実習実習実習実習の流れについての流れについての流れについての流れについて 

3 章～5 章の実習では、ダウンロードした Landsat データをそれぞれ異なるインター

フェースを使って、基本的なリモートセンシング画像処理を行います。使用されるイ

ンターフェースに応じてこれらのうちのどれか１つを行えば 6 章の GIS 解析ができ

るようになっています。 

 

 

 

Landsat7 

ETM+データ 

マルチスペク

トラルデータ 熱赤外バンド

データ 

土地被覆 

分類画像 

輝度温度画像 

ベクター 

データ 

マップ等 

読み込み 

教師付き分類 

バンド演算 

ベクター化 

GIS 

教師なし分類 

 

3 章 ENVI Classic 

4 章 ENVI EX 

5 章 ENVI Tools  

for ArcGIS 

6 章 ArcGIS 

データ 

処理 
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● 使用するデータ使用するデータ使用するデータ使用するデータ 

テキスト内では以下のデータを使用します。どちらもインターネットでダウンロード

できるデータです。 

 

・Landsat7 ETM+ （第 2 章でダウロードし、以降の実習で使用。） 

撮影日： 1999 年 8 月 9 日 

パス・ロウ： p108, r030 （北海道西部） 

データ提供： Global Land Cover Facility（GLCF）http://www.landcover.org 

 

・ESRI ジャパンの全国市区町村界データ（第 6 章で使用） 

http://www.esrij.com/products/gis_data/japanshp/japanshp.html 

 

 

● テキスト中の表記についてテキスト中の表記についてテキスト中の表記についてテキスト中の表記について 

テキスト内の記号は以下のような内容を意味します。 

 

実習セクション 

 

実習における考察点など 

 

注意点 

 

参考情報など 
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第１章 リモートセンシングの基礎 

この章では、ENVI で画像処理・解析を⾏う 

にあたり必要となる、リモートセンシングの 

基本的な知識や⽤語について解説します。 
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1.1 リモートセンシングとは？            

ここではリモートセンシングの特徴や原理、基本的な用語について解説します。 

 

◆リモートセンシングの特徴        

リモートセンシング（Remote Sensing）とは「遠隔探査」を意味し、人工衛星や航

空機に搭載された「センサー」で地上の様子を反映した物理データを取得します。デ

ータは面的に可視化された画像情報として扱われるのが一般的です。 

 

リモートセンシングの有効性としては一般的に以下の 3 つの要素が挙げられます。 

1. 即時性： 直接現地に赴かなくても、瞬時に現状を把握することができます。 

2. 広範囲性： 広範囲を一度に把握できます。 

3. 周期性： 長期に渡り定期的に同じ地域を観測するので経年変化を把握できます。 

 

 

 

安全に、かつ素早く広範囲に現地の状況を把握できるので特に災害時には大変有効で

す。上図は、画像を使用して 2005 年 8 月末にメキシコ湾を襲ったハリケーン「カト

リーナ」の被害比較の Landsat 画像です（米国地質調査所（USGS）作成）。このよ

うに被害前後の比較を行え被害把握と救助・復興活動に効果的に活用できます。 

 

U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey  

“New Orleans, Louisiana:Hurricane Aftermath” courtesy of  
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◆リモートセンシング センサーの種類          

リモートセンシングデータを取得するセンサーには、受動型センサーと能動型センサ

ーがあり以下のように区別できます。 

 

受動型受動型受動型受動型（（（（Passive）センサー）センサー）センサー）センサー 

太陽から放射され、当たった物体から反射される電磁波（光）を記録します。リモー

トセンシングでは光学センサーのことを指します。 

例： Landsat、NOAA、SPOT、QuickBird、IKONOS、ASTER、ALOS PRISM、ALOS 

AVNIR-2 など 

 

能動型能動型能動型能動型（（（（Active）センサー）センサー）センサー）センサー 

自らエネルギー源を持ち、様々な物体との相互作用による反射応答を記録します。リ

モートセンシング分野では合成開口レーダー（SAR）センサーのことを指す場合が

ほとんどです。レーザーを地上に照射して精細な地形データを取得する LIDAR も能

動型センサーです。 

例： RADARSAT、ENVISAT ASAR、ALOS PALSAR、TerraSAR-X、CosmoSkyMED、

LIDAR など 

 

 

 

受動型 能動型 


