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注釈のチュートリアル 

このチュートリアルでは、ENVI を使用して QuickBird マルチスペクトル画像を表示し、画像の上に新しい注釈レイ

ヤを作成します。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD の feature_extractionデ

ィレクトリから入手できます。 

ファイル 説明 

qb_colorado.dat QuickBird マルチスペクトル画像（米国コロラド州ボールダーで 2005年7月

4日に取得） 

qb_colorado.hdr 上記のヘッダファイル 

QuickBird ファイルは DigitalGlobe 社のご好意により提供されました。DigitalGlobe 社の明確な許可なく複製

することはできません。 

ENVI の起動 

 Windows の [スタート] メニュー：[すべてのプログラム] > [ENVIx.x] > [ENVI]を選択します。 

 UNIX： UNIX コマンドラインに envi と入力します。 

画像を開いて表示する 

1. ツールバーの[開く]ボタン  をクリックします。 [開く] ダイアログが開きます。 

2. feature_extraction に移動し、qb_colorado.dat を開きます。 

注釈レイヤの作成 

以下のステップでは、1 つの注釈レイヤを作成します。 注釈レイヤとベクタレイヤの違いは、注釈レイヤの場合は 1 

つのレイヤに複数のタイプの注釈アイテムを含めることができる点です。 1 つの注釈レイヤにテキスト、ポリゴン、シ

ンボルおよびその他の注釈アイテムを組み合わせて含めることができます。 

1. メニューバーで [ファイル] > [新規作成] > [注釈レイヤ] を選択します。 [新規注釈レイヤを作成] ダイ

アログが開きます。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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2. レイヤ名として Boulder_Anno を入力します。 

3. 新しいレイヤの範囲と地図投影を定義するソースファイルとして、qb_colorado.dat を選択します。 

4. [OK] をクリックします。 ENVI により、新しい注釈レイヤがレイヤマネージャに追加されます。 

 

注釈アイテムの追加と保存 

以下のステップでは、いくつかのタイプの注釈アイテムを追加します。 注釈レイヤを作成した場合は、[テキスト注釈]

ツールが自動的に有効になっています。 

1. イメージウィンドウビューで、ラベルを付ける公園エリアをシーン内で見つけて、クリックします。 カーソルが縦

線に変化し、テキストを入力できるようになります。 

2. Central Park と入力して Enter を押します。 レイヤマネージャの注釈レイヤツリーに注釈アイテム

が追加されます。 

 

次に、その後追加する注釈のプリファレンスを変更します。 

3. [パン] ツール  を使用して、シーン内の別の公園を検索します。 

4. ツールバーの [注釈] ドロップダウンをクリックして、[テキスト注釈] を選択します。 

5. 公園の中をクリックして注釈の追加先にマークを付けた後、右クリックして [プリファレンス] を選択します。 

[新規注釈プリファレンス] ダイアログが開きます。 
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6. [フォント名] を Times New Roman に変更し、[フォントサイズ] を 14 に変更して、ダイアログを閉じ

ます。 

7. 新しいプリファレンス設定を使用して、画像内をクリックし、テキスト注釈としてさらに 2 つのアイテムにラベ

ルを付けます。 

8. 注釈レイヤを保存してから、先に進みます。 レイヤマネージャで Boulder_Anno を右クリックして、[名

前を付けて保存] を選択します。 [名前を付けて保存] ダイアログが開き、[ファイル名] フィールドに

Boulder_Anno が表示されます。 

9. [保存] をクリックします。 

次に、シーンにシンボル注釈を追加します。 

1. ツールバーの [注釈] ドロップダウンをクリックして、[シンボル注釈] を選択します。 

2. イメージウィンドウビューで、シンボルを追加するいくつかの位置をクリックします。 レイヤマネージャの注釈

レイヤツリーに注釈アイテムが追加されます。 

 

3. 追加した注釈を選択したままにし、クリックして新しい場所にドラッグします。 

4. レイヤを保存します。 イメージウィンドウ内を右クリックして、[保存] を選択します。 

次に、矢印注釈を追加します。 

1. ツールバーの [注釈] ドロップダウンをクリックして、[矢印注釈] を選択します。 

2. イメージウィンドウで、カーソルをクリックアンドドラッグして 2 つの矢印を追加します。 レイヤマネージャの

注釈レイヤツリーに注釈アイテムが追加されます。 
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3. 最後に追加した矢印の外観だけを変更します。 最後の矢印アイテムを選択したままにし、右クリックして [プ

ロパティ] を選択します。 [プロパティ] ダイアログが開きます。 

 

4. [ラインの色] を黄色に、[ラインの太さ] を 2 に、[矢印の先端のサイズ] を 15 に変更しま

す。 Enter を押して矢印の先端のサイズの変更を受け入れて、ダイアログを閉じます。 

5. レイヤを保存します。 イメージウィンドウ内を右クリックして、[保存] を選択します。 

次に、矩形を追加してサイズを変更します。 

1. ツールバーの [注釈] ドロップダウンをクリックして、[矩形注釈] を選択します。 

2. 以前に、イメージウィンドウビュー内を右クリックして [プリファレンス] を選択することにより注釈のプリファレ

ンスを変更する方法を学習しました。 注釈のプリファレンスは、[プリファレンス] ダイアログでも変更できま

す。 メニューバーで、 [ファイル] > [プリファレンス] を選択します。 [プリファレンス] ダイアログが開きま

す。 

3. ツリービューで、[注釈] フォルダの [ポリゴン] を選択します。 

4. [内部を塗り潰し] を [ソリッド] に設定して、ダイアログを閉じます。 

5. イメージウィンドウで、2 つの新しい矩形を追加します。 レイヤマネージャの注釈レイヤツリーに注釈アイテ

ムが追加されます。 

6. 描画した矩形のサイズを変更する場合は、選択ハンドルをクリックしてドラッグします。 

 

7. レイヤを保存します。 イメージウィンドウ内を右クリックして、[保存] を選択します。 
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注釈の最後のステップでは、画像と注釈アイテムを回転させます。 

1. [回転] ボタン  をクリックし、クリックアンドドラッグでカーソルを時計回りまたは反時計回りに移動して、

画像を回転させます。 ツールバーの [回転方向] ドロップダウンリストに、現在の回転角度が対話的に示さ

れます。 

2. デフォルトでは、ポリゴン、ポリライン、矩形、楕円形、および矢印の注釈は、下の画像とともに回転します。テ

キスト、ピクチャ、およびシンボルの各アイテムは、画像とともに回転しません。 

 

3. この設定を変更するには、レイヤマネージャでテキスト注釈アイテムを右クリックして、[プロパティ] を選択し

ます。 [プロパティ] ダイアログが開きます。 任意の注釈タイプについて、必要に応じて [ビューで回転] の

値を変更します。以下の画像は、テキスト注釈アイテムについて [ビューで回転] プロパティを [True] に

変更する例を示しています。 
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4. レイヤを保存します。 [ファイル] > [保存] を選択します。 

5. イメージウィンドウからレイヤを削除します。 レイヤマネージャで Boulder_Anno を右クリックして、[削

除] を選択します。 

6. [回転方向] ドロップダウンリストで、0 度を選択します。 

 

 

基本的なハイパースペクトル解析のチュートリアル 

このチュートリアルでは、ハイパースペクトルデータを取り扱う対話型のビジュアルな解析ツールについて説明します。

このチュートリアルでは、以下の演習を行います。 

 AVIRIS 反射率データのスペクトルプロファイルの解析 

 画像スペクトルと既知のライブラリスペクトルの比較 

 関心領域（ROI）からの平均画像スペクトルの抽出 

 鉱物学的な区別を行うためのカラー画像のデザイン 

このチュートリアルでは、ENVI 5.1 以降を使用します。一部のメニュー項目の名前およびプロットウィンドウの外観

は、使用するバージョンによって異なります。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD の hyperspectral ディレ

クトリから入手できます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperspectralAnalysisTutorial.htm%23Exercise
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperspectralAnalysisTutorial.htm%23Exercise2
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperspectralAnalysisTutorial.htm%23Exercise2
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperspectralAnalysisTutorial.htm%23Exercise3
http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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ファイル 説明 

CupriteReflectance.dat AVIRIS の反射率画像とヘッダファイル 

CupriteMineralROIs.xml 産出された既知の鉱物が記載されている関心領域（ROI）ファイル 

ENVI インストールに含まれる鉱物スペクトルライブラリファイルもいくつか使用します。 

この演習で使用する画像は、Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer（AVIRIS）センサにより収集

したものです。AVIRIS データファイルは、NASA/JPL-Caltech のご好意により提供されました。サンプル画像は、

ネバダ州南部のカップライトヒルズ領域（鉱物タイプが多様な領域）をカバーしています。シーンは、2011 年 8 月 8 

日、航空機 ER-2 により収集したものです。 

放射輝度がフルのシーンは、NASA/JPL の AVIRIS の Web サイトにある Free Data セクションで入手できま

す。この画像を以下のように処理した結果、ファイル CupriteReflectance.dat が得られました。 

 空間サブセット化 

 FLAASH® を使用して、大気の影響を除去し、ENVI フォーマットのサーフェス反射率画像を作成 

 ENVI ヘッダファイル内の 53 個のバンドに「不良」のマーク付け。これらは主に反射率曲線内の

スパイクの原因となる水蒸気バンドです。 

 1260～1560 nm（バンド 98～128） 

 1760～1960 nm（バンド 148～170） 

反射率画像の作成に使用したステップについては、「AVIRIS の前処理のチュートリアル」を参照してください。 

背景 

ハイパースペクトルセンサ（一般的には画像分光計）は、スペクトルを多数の狭いスペクトルバンドに分割し、1 つの

連続したスペクトル全体にわたってスペクトル情報を収集します。航空機および衛星の画像分光計は、スペクトル解

像度が 10 ナノメートル（nm）以下のバンドを数百個まで備えることができます。これを、Landsat 8 OLI（スペクト

ルバンド数は 9、スペクトル解像度は 106 nm）のようなブロードバンドマルチスペクトルセンサと比較してみてくださ

い。 

スペクトル解像度とは、捕捉されたスペクトル内の各バンドの幅のことです。もっと正確に言えば、バンド深さが半分の

地点における機械応答（バンドパス）の幅のことです。これは、FWHM（full-width-half-maximum：半値幅）と呼ば

れています。スペクトルサンプリングは、バンド間隔、または個別のステップにおけるスペクトルの量子化を指す、別の

概念です。高品質の分光計は通常、バンド間隔が FWHM に近似するように設計されます。スペクトルサンプリング

という言葉がしばしばスペクトル解像度の代わりに使用されるのはそのためです。 

以下の図は、マルチスペクトル画像のどのピクセルも個別のスペクトルバンドしかカバーしていない様子を示していま

す。可視～温度スペクトルをカバーするバンドは多数持つことができますが、ハイパースペクトルセンサのように 1 つ

のオブジェクトの 1 つの連続したスペクトルを生成することはできません。 

http://aviris.jpl.nasa.gov/data/free_data.html
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/PreprocessAVIRIS.htm
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特定のセンサに必要なスペクトル解像度は、特定対象物質のスペクトル特性によって異なります。どの物質の場合

も、電磁スペクトル全体にわたり、一意なスペクトルシグネチャを示します。物質のスペクトルに影響を与えるファクタ

には、組成、構造（結晶化度）、粒度、視野ジオメトリ、混合物などが含まれます。 

画像分光計のスペクトル解像度が高いと物質を特定することができますが、Landsat TM のようなブロードバンドセ

ンサでは物質を区別することしかできません。これらの概念を、以下のステップで説明します。 

演習 1:物質スペクトルの表示 

この演習では、反射率画像内のピクセルのスペクトルプロファイルを解析した後、それらを既知の物質のライブラリス

ペクトルと比較します。ハイパースペクトルデータ解析では一般に見かけの反射率データが関与し、地形のために画

像のイルミネーションが変化することがあります。反射率データの場合、ピクセル値は通常 0～1 の範囲ですが、何

らかのファクタによってしばしばスケーリングされ、整数データになります。次に表示される見かけのサーフェス反射率

画像は、10,000でスケーリングされています。 

1. ENVI を起動します。 

2. ツールバーの [開く] ボタン  をクリックします。 

3. ファイル CupriteReflectance.dat を選択し、[開く] をクリックします。この AVIRIS 

シーンの 224 個のバンドから ENVI により、トゥルーカラーディスプレイの近似に最適なバンド

が自動的に決定されます。この場合、バンド 29 は赤、バンド 20 は緑、バンド 12 は青に割り当
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てられます。このバンドの組み合わせでは、シーン内のさまざまな物質間で良好なカラーコントラス

トは得られません。バンドの組み合わせは、以下の数ステップで変更します。 

4. ツールバーの [データマネージャ] ボタン  をクリックします。 

5. 画像内のバンドのリストをスクロールします。赤、緑、および青のチャンネルにそれぞれ割り当てる

ため、以下のバンド名をクリックします。 

 FLAASH (Band 183...) 

 FLAASH (Band 193...) 

 FLAASH (Band 207...) 

6. データマネージャの [ロードデータ] ボタンをクリックします。得られたバンドの組み合わせによ

り、シーン全体でカラーコントラストが改善されます。 

7. データマネージャを閉じます。 

画像スペクトルの表示 

ENVI では、任意の画像表示から水平（x）、垂直（y）、およびスペクトル（z）のプロファイルを抽出することができま

す。ハイパースペクトルデータ解析は主にスペクトルプロファイルの抽出に関与しており、画面に表示されるバンドだ

けでなく、ファイル全体からスペクトル情報を取得します。たとえば、ファイ

ル CupriteReflectance.dat には 170 バンド分の「良好な」データが含まれているので、どのピクセル

のスペクトルプロファイルでも 170 バンド全部の反射率値が表示されます。 

1. レイヤマネージャで [[1] CupriteReflectance] を右クリックし、[プロファイル] > [スペクト

ルプロファイル] を選択します。4 つの白いコーナによって取り囲まれた小さな白いドットが 1 

つ、画像内にあります。選択されたピクセルをそのドットが表し、そのピクセルのスペクトルがスペ

クトルプロファイルに表示されます。 

2. [スペクトルプロファイル] ウィンドウ内の反射率曲線の形状に注意してください。ENVI ヘッダフ

ァイル内で「不良」というマークが付けられているバンドをギャップが表しています。これらは主

に、反射率曲線内のスパイクの原因となる水蒸気バンドです。 
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3. 画像内のどこかをクリックして、別のピクセルを 1 つ選択します。スペクトルプロファイルが更新

され、そのピクセルのスペクトルが表示されます。 

4. スペクトルプロファイルの右側にある [表示] 矢印をクリックします。CupriteReflectance 

(261, 393) のように、プロットキーとともに、スペクトル名およびピクセル位置が表示されま

す。このパネルを使用して、プロットプロパティを設定することもできます。スペクトルプロファイ

ルのプロットウィンドウの操作の詳細については、のトピック「スペクトルプロファイル」を参照し

てください。 

5. プロットキーの上にある [すべて削除] ボタン  をクリックして、スペクトルプロファイルを消

去します。 

6. ENVI ツールバーの [クロスヘア] アイコン  をクリックします。このステップは、画像スペク

トルの表示には不要ですが、選択したピクセル位置のビジュアル化が改善されます。 

7. 表示される [カーソル値] ダイアログを閉じます。 

8. ENVI ツールバーの [移動] フィールドにピクセル座標 325, 444 をタイプした後、Enter キーを

押します。画像下部のピンク色のエリアが、ディスプレイの中央に表示されます。該当するピクセル

位置のスペクトルとともに、スペクトルプロファイルが更新されます。このスペクトルは、不明な物

質を表しています。次は、このスペクトルと、グラウンドトゥルースデータを表すライブラリスペク

トルを比較します。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/SpectralTools/Profiles.htm%23SpecProfile
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ライブラリスペクトルの表示 

ハイパースペクトルデータ解析での共通のワークフローは、画像データから導出されたスペクトルとフィールドまたは

実験室で収集されたスペクトルの比較です。これにより、既知の物質のスペクトルと画像スペクトルをすばやく比較す

ることができます。スペクトルが同一ウィンドウ内でプロットされていると、吸収特性と反射特性を簡単に比較すること

ができます。 

ENVI のインストールには、NASA Jet Propulsion Laboratory（JPL）、Johns Hopkins University（JHU）、お

よび U.S. Geological Survey（USGS）の複数のグループの実験室スペクトルが含まれています。データは、Jet 

Propulsion Laboratory、California Institute of Technology（パサディナ、カリフォルニア州）のご好意により

提供されました。Copyright © 1999, California Institute of Technology.All Rights Reserved. 

aster フォルダに含まれる ASTER スペクトルライブラリ（バージョン 2）には、400～1540 nm にわたる自然お

よび人工の物質から構成される数千の実験室スペクトルが入っています（Baldridge 他, 2009）。このフォルダに

は、JPL および JHU のスペクトルが含まれています。 

参考文献: Baldridge, A. M., S. J. Hook, C. I. Grove, and G. Rivera, 2009. The ASTER 

Spectral Library Version 2.0. Remote Sensing of Environment, Vol. 113, pp. 711-715. 

スペクトルライブラリは、ENVI スペクトルライブラリ（.sli）のフォーマットで格納されています。画像の各行は各ス

ペクトルに対応し、各サンプルは特定の波長の各スペクトル測定に対応しています。 
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1. メニューバーから、[表示] > [スペクトルライブラリビューワ] を選択します。 

2. スペクトルライブラリビューワの左側で、igcp264 フォルダを展開します。 

3. igcp_1.sli コレクションを展開します。 

4. KAOLINITE_KL500 スペクトルをクリックして、反射率曲線の形状と詳細に注意します。また、

スペクトルライブラリプロット内の X および Y の単位がスペクトルプロファイル内の画像スペク

トルの X および Y の単位とスケーリングがどのように異なっているのかにも注意してください。 

5. スペクトルライブラリビューワ内で [表示] ボタンをクリックし、選択したカオリナイトスペクトル

のプロットキーを表示します。 

6. スペクトルライブラリビューワのプロットキーを使用して KAOLINITE_KL500 スペクトル名を

選択し、[スペクトルプロファイル] ダイアログにドラッグします。スペクトルプロファイルにより 

Y 軸が自動的にスケーリングされてスペクトルが 2 つとも収まり、直接比較できるようになりま

す。 

7. スペクトルプロファイルのプロットキーで KAOLINITE_KL500 スペクトルを選択し、[カー

ブ] タブを選択します。その色を [青] に変更します。 

8. 連続体の除去は、スペクトル解析のパワフルなビジュアル化ツールであり、吸収特性では特に役立ち

ます。個々の吸収特性を共通のベースラインから比較できるように、スペクトルシグネチャが正規化

されます。[Y: データ値] ドロップダウンリストを選択し、[連続体の除去] を選択します。スペク

トルプロファイルは、以下の図のように表示されるはずです。 

 

9. 以下の図で、2000～2500 nm の波長範囲まで拡大します。マウスにスクロールホイールがある場

合は、プロットウィンドウの中をクリックし、スクロールホイールを回して拡大します。また、クリ

ックしてスクロールホイールをドラッグし、拡大対象エリアの回りにボックスを描画してもかまいま

せん。 
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2200 nm 付近での二重吸収特性は、画像スペクトルとライブラリスペクトルの比較における適切な基準点になりま

す。前述の例の場合、鉱物カオリナイトの反射率曲線の形状は、画像スペクトルの形状に厳密に適合しています。 

スペクトルライブラリを使用して他の既知の物質のスペクトルをプロットすることもできますが、利用可能なスペクトル

が数百もあるため、そのようなプロセスには時間がかかる可能性があります。ENVI には、不明な物質と基準物質の

類似性を測定できる スペクトルフィーチャフィッティング（SFF）、スペクトル角マッパ（SAM）、スペクトル情報発散法

（SID）などの高度なスペクトルツールがあります。 

関心領域（ROI）の作成によっても、画像からスペクトルプロファイルを抽出することができます。この時点までに、単

一のピクセルから画像スペクトルを抽出済みです。次は、ROI を使用して、ROI を構成するすべてのピクセルから平

均スペクトルを抽出します。 

次の演習に備えて、スペクトルプロファイルとスペクトルライブラリビューワを閉じます。 

演習 2:ROI からの平均スペクトルの抽出 

ROI を使用すると、ピクセルのグループから統計および平均スペクトルを抽出することができます。ROI は、表示さ

れている画像内で必要な数だけ定義することができます。ROI の描画の詳細については、の「関心領域（ROI）ツー

ル」というトピックを参照してください。 

この演習では、既知の鉱物タイプの ROI を表示し、ROI から平均スペクトルを抽出します。 

1. ツールバーの [Region of Interest Tool (ROI)] ボタン  をクリックします。 

2. [ROI ツール] メニューバーで、[ファイル] > [開く] を選択します。 

3. ファイル CupriteMineralROIs.xml を選択し、[開く] をクリックします。特定の鉱物が検

出されることが知られているピクセルが、ROI ファイルに表示されます。 

4. [Select Base ROI Visualization Layer] ダイアログで、[[1] CupriteReflectance] を選択

し、[OK] をクリックします。各鉱物タイプの ROI が、レイヤマネージャにリスト表示されます。

ENVI プリファレンス [ファイルオープン時に画像の自動表示] が [True] に設定されている場合

は、ROI が画像上に表示されます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/SpectralTools/SpectralFeatureFitting.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/FindFeatures/Classification/ClassificationTools/SpectralAngleMapper.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/FindFeatures/Classification/ClassificationTools/SpectralInformationDivergence.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/FindFeatures/Classification/ClassificationTools/SpectralInformationDivergence.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/ROIVectorAnnotation/RegionOfInterestTool.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/ROIVectorAnnotation/RegionOfInterestTool.htm
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5. レイヤマネージャで任意の ROI を右クリックし、[統計] を選択します。[ROI統計結果] ダイアロ

グとともに表示される埋め込まれたプロットウィンドウに、以下の項目が表示されます。 

 平均スペクトル（白） 

 平均スペクトルの上下にある第 1 標準偏差（緑） 

 ROI 内の全スペクトルが含まれる最小および最大のエンベロープ（赤） 

6. [ROI統計結果] ダイアログを閉じます。 

7. レイヤマネージャで Regions of Interest フォルダを右クリックし、[すべての統計] を選択しま

す。全 ROI の平均スペクトルがプロットウィンドウに表示されます。 

8. プロットウィンドウの内部を右クリックし、[Stack Plots] を選択します。比較できるように、ス

ペクトルがずれて表示されます。 

9. プロットウィンドウの内部を再度右クリックし、[凡例] を選択します。 

10. 2000～2500 nm の波長範囲まで拡大します。マウスにスクロールホイールがある場合は、プロッ

トウィンドウの中をクリックし、スクロールホイールを回して拡大します。また、クリックしてスク

ロールホイールをドラッグし、拡大対象エリアの回りにボックスを描画してもかまいません。プロッ

トは、以下の図のように表示されます。 

 

11. 各スペクトルのスペクトル特性を比較し、鉱物を特定できる可能性があるユニークな特性を書き留め

ます。 

12. 処理が終わったら、[ROIの統計結果] ダイアログを閉じます。次の演習のために、[ROI ツール] 

ダイアログは開いたままにしておきます。 

演習 3:鉱物学的な区別 

この演習では、鉱物の区別に役立つカラー画像をデザインします。 
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1. レイヤマネージャで [[1] CupriteReflectance] を右クリックし、[プロファイル] > [スペクト

ルプロファイル] を選択します。 

2. ENVI ツールバーの [選択] ボタン  をクリックします。 

3. 画像の下部/中央にカオリナイトが表示されている赤色の ROI の内部をクリックします。該当する

ピクセル位置のスペクトルが、スペクトルプロファイルに表示されます。 

4. スペクトルプロファイルの内部を右クリックして、[RGB Bars] を選択します。プロットの内部に

赤、緑、および青の縦線が表示され、各チャンネルに割り当てられている波長が表示されます。これ

は、手っ取り早く使えるビジュアル化ツールです。レイヤマネージャで [1] 

CupriteReflectance.dat レイヤを見る（レイヤマネージャで右にスクロールしなければならな

い場合もある）と、赤、緑、および青に割り当てられている各バンド（それぞれ 2088.4851 nm、

2188.4890 nm、2328.1069 nm）を見ることができます。これは、スペクトルプロファイルプロ

ット内の色付きバーで確認できます。 

 

色付きバーをクリックしてドラッグすると、別のバンドに変更できます。これは、1 つの吸収特性内の 1 つの

色付きバーとその吸収特性の反対側のショルダにある 2 つの色付きバーを中央にして、特定の鉱物を拡張

するのに良い方法です。 

5. 2000～2500 nm の波長範囲まで拡大します。マウスにスクロールホイールがある場合は、プロッ

トウィンドウの中をクリックし、スクロールホイールを回して拡大します。また、クリックしてスク

ロールホイールをドラッグし、拡大対象エリアの回りにボックスを描画してもかまいません。 

6. レイヤマネージャで関心領域レイヤを無効化し、ROI を非表示にします。 

7. 赤、緑、および青のバーをクリックして、次の図の位置までドラッグします。 
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8. スペクトルプロファイルの中を右クリックし、[Load New Band Combination] を選択しま

す。緑のチャンネルが吸収特性の中にあるので、緑の値は小さくなります。赤および青のチャンネル

の反射率が高い（ほぼ等しい）ため、カオリナイトが豊富なエリアは紫色になります。 

 

鉱物の ROI をガイドラインとして使用し、他のピクセル位置で実験すると、新しい配色でそれらの特性を強調するこ

とができます。RGB カラーがスペクトルシグネチャにどのように対応しているのかが、わかり始めたと思います。ま

た、特定のピクセルの色が RGB 画像内で与えられると、特定スペクトルの見え方を予測することもできます。そうす

れば、特定鉱物のマッピング能力が最大化される特定の RGB バンドの選択をデザインし、テストすることができま

す。 

ここでは、さまざまな配色に基づいて鉱物学的な区別を行うための方法を説明しました。ENVI には、スキャタプロット

や n 次元ビジュアライザなど、高度なビジュアル化ツールが多数あります。また、ENVI によって提供されている 1 

ピクセル全体およびサブピクセルの高度かつ豊富なスペクトル解析アルゴリズムを使用すれば、エンドメンバー抽出、

スペクトルアンミキシング（鉱物の存在量の推定）、およびターゲット検出の実行に役立ちます。これらのトピックの詳

細については、ENVI のヘルプを参照してください。 

 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/ExploreImagery/ScatterPlots.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/ExploreImagery/ScatterPlots.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/SpectralTools/nDimensionalVisualizer.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/SpectralTools/LinearSpectralUnmixing.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Detection/TargetDetection/TargetDetection.htm
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燃焼指標のチュートリアル 

このチュートリアルでは、2014 年 5 月にサンディエゴ郡で発生した山火事をケーススタディとして使用し、Landsat 

8 の画像からさまざまな燃焼指標画像を作成する方法を示します。以下のタスクの実行方法を学習します。 

 水域ピクセルを除外するためのバイナリマスクの作成 

 大気上部の反射率に対するマルチスペクトルデータのキャリブレーション 

 輝度温度に対する温度データのキャリブレーション輝度温度に対する温度データのキャリブレーショ

ン 

 補正済みのマルチスペクトルバンドおよび熱バンドが含まれるレイヤスタック画像の作成 

 ENVI の [スペクトルインデックス] ツールによる燃焼指標画像の作成 

また、ENVI アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を使用してこれらのタスクをバッチモードで実行す

るためのコード例も示します。 

このチュートリアルを完了するための推定時間は 2 時間です。ENVI 5.2 以降を使用します。 以下のセクションを

参照してください。 

 このチュートリアルで使用するファイル 

 ケーススタディ:2014 年にサンディエゴ郡で発生した山火事 

 燃焼指標に関する背景 

 火災後の画像を開いて表示する 

 前処理 

 水域マスクの作成 

 反射率に対するマルチスペクトルバンドのキャリブレーション 

 輝度温度に対する熱バンドのキャリブレーション 

 レイヤスタック画像の作成 

 燃焼指標画像の作成 

 燃焼エリア指標 

 正規化された燃焼比 

 正規化された燃焼比 - 熱 

 正規化された燃焼比の差分 

 ENVI API のコード例 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Files
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Backgrou
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Backgrou2
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Open
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Preproce
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Create2
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Calibrat
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Calibrat2
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Create3
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Create
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Burn
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Normaliz
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Normaliz
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Differen
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23ENVI_API
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このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の LandsatCaseStudies¥BurnIndices ディレクトリから入手できます。それらのファイルをローカルド

ライブにコピーしてください。 

データは U.S. Geological Survey から入手できます。 

ケーススタディ:2014 年にサンディエゴ郡で発生した山火事 

2014 年 5 月、サンタアナの風と熱波により、サンディエゴ郡で約 20 個の山火事が発生しました。最初の火災は 

5 月 5 日に発生し、最後までくすぶっていた火災は 5 月 22 日までに鎮火されました。5 月 18 日までに、一連

の火災により、27,000 エーカー（42 平方マイル）を超える大地（Figueroa および Winkley、2014 年）が焼き尽

くされました。この火災により、キャンプペンドルトン、カールスバッド、サンマルコス、エスコンディードなどの地域が影

響を受けました。 

参考文献: 

Figueroa, T.、L. Winkley, 「Fires in North County closer to being out」, San Diego Union Tribune、

更新: 2014 年 5 月 19 日, http://www.utsandiego.com/news/2014/may/18/Regions-wildfires-

closer-to-out-as-weather-shifts/, アクセス: 2014 年 6 月. 

燃焼指標に関する背景 

土地資源管理者および消防職員は、リモートセンシング機器から得られる燃焼重症度マップを利用して、火災の潜在

的な危険性があるエリアの予測、火災防御線のマッピング、および火災後の植生再成長エリアの研究を行います。

Landsat 画像は従来から、その反復カバレッジ、アクセスの容易さ、およびスペクトル波長のため、燃焼重症度を示

す指標の作成に使用されてきました。 

このチュートリアルでは、さまざまな指標を使用して、燃焼重症度画像を作成します。 

ファイル 説明 

PostFireOLISubset.dat（およ

び .hdr） 

Landsat 8 OLI バンド（全部で 7 つ）、2014 年 5 月 25 日

に取得、ENVI ラスタフォーマットで保存。 

PostFireTIRSubset.dat（およ

び .hdr） 

Landsat 8 TIR 熱バンド（全部で 2 つ）、2014 年 5 月 25 日

に取得、ENVI ラスタフォーマットで保存。 

PreFireNBR.dat（および .hdr） 2014 年 5 月 9 日のものから正規化された燃焼比画像 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
http://www.utsandiego.com/news/2014/may/18/Regions-wildfires-closer-to-out-as-weather-shifts/
http://www.utsandiego.com/news/2014/may/18/Regions-wildfires-closer-to-out-as-weather-shifts/
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燃焼エリア指標 

燃焼エリア指標（BAI）では、火災後の画像内の木炭信号を強調することにより、赤～近赤外線（NIR）スペクトルの燃

焼地を強調します。この指標は、各ピクセルから基準スペクトルポイント（新しい燃焼エリアが集中している場所）まで

のスペクトル距離から求められます。比較的明るいピクセルが燃焼エリアを示しています。BAI は、以下のようにして

求められます（Martín、1998）。 

 

正規化された燃焼比 

この指標では、500 エーカーを超える大規模な火災ゾーン内の燃焼エリアが強調されます。計算式は、近赤外線

（NIR）と短波長赤外線（SWIR）の波長が使用されている点を除き、正規化差分植生指標（NDVI）に類似しています

（Lopez、1991; Key および Benson、1995）。 

 

NBR は元々 Landsat TM ならびに ETM+ バンド 4 および 7 と併用するために開発されましたが、0.76～

0.9µm の NIR バンドおよび 2.08～2.35µm の SWIR バンドを持つ任意のマルチスペクトルセンサ（Landsat 

8 を含む）で機能します。 

正規化された燃焼比 - 熱 

この指標では、NBR を拡張するための熱バンドを使用します。そのため、燃焼地～不燃焼地間の分離性が向上しま

す（Holden 他、2005）。 

 

NBRT1 は元々 Landsat TM ならびに ETM+ バンド 4、7、および 6 と併用するために開発されました。ただ

し、以下の範囲に入るバンドを持つ任意のマルチスペクトルセンサ（Landsat 8 を含む）で機能します。 

 NIR:0.76～0.9µm 

 SWIR:2.08～2.35µm 

 Thermal: 10.4～12.5µm 



20 

参考文献 

Holden, Z. 他。"Evaluation of Novel Thermally Enhanced Spectral Indices for Mapping Fire 

Perimeters and Comparisons with Fire Atlas Data." International Journal of Remote Sensing 26

（2005）: 4801～4808。 

Key, C. および N. Benson。"Landscape Assessment:Remote sensing of severity, the Normalized 

Burn Ratio; and ground measure of severity, the Composite Burn Index." FIREMON（Fire Effects 

Monitoring and Inventory System）、RMRS-GTR、Ogden, UT、USDA Forest Service、Rocky 

Mountain Research Station（2005）に掲載。 

Lopez Garcia、M.J.、および Caselles, V。"Mapping Burns and Natural Reforestation using Thematic 

Mapper Data."Geocarto International 6（1991）: 31～37。 

Martín, M. Cartografía e inventario de incendios forestales en la Península Iberica a partir de 

imágenes NOAA AVHRR。アルカラ大学博士論文、アルカラ・デ・エナレス（1998）。 

プリファレンスの設定と火災後の画像の表示 

以下のステップに従って開始します。 

1. メニューバーで、 [ファイル] > [プリファレンス] を選択します。 

2. [プリファレンス] ウィンドウの左側にある [ディレクトリ] 項目をクリックします。 

3. [出力ディレクトリ] の隣の空白をクリックします。 

4. 右向きの矢印をクリックします。 

5. このチュートリアルで作成するさまざまなファイルを保存するフォルダを選択します。 

6. [プリファレンス] ダイアログで [OK] をクリックします。 

7. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択します。 

8. ファイル PostFireOLISubset.dat を選択し、[開く] をクリックします。 

9. レイヤマネージャでレイヤ名を右クリックし、[レイヤの範囲でズーム] を選択します。このマルチ

スペクトル画像には、北部のサンクレメンテから南部のデルマーにいたるカリフォルニアの海岸線が

表示されます。画像左上のキャンプペンドルトンの付近に、はっきりとした灰色の大規模な焼け跡が

いくつか見えます。それらがはっきり見えない場合は、ツールバーのドロップダウンリストから別の

ストレッチタイプを選択してください。 
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Tip: この画像は、Landsat 8 のフルシーンの空間サブセットです。U.S. Geological Survey から配布されているフルシーン

を開くには、*MTL.txt メタデータファイルを選択します。7 つの OLI バンドが、2 つの TIR 熱バンド、Cirrus バンド、お

よび Quality バンドとは別々にグループ化されています。この各画像は、メニューバーから [ファイル] > [名前を付けて保

存] を選択し、OLI バンドグループを選択した後、空間サブセットを定義し、結果を ENVI ラスタフォーマットに保存して作成され

ています。熱バンドも同様に、このチュートリアルの「熱バンドのキャリブレーション」のセクションで使用できるように、別のファイル

に保存されています。 

前処理 

以下の前処理ステップでは、燃焼指標を求める前に、画像のマスクとキャリブレーションが適切に実行されていること

確認します。これらのステップの中には、各ケーススタディで不要なものもあります。例外は、後述します。 

水域マスクの作成 

海などの大きな水塊が含まれるシーンは、キャリブレーションおよび大気補正に干渉する可能性があるため、マスクし

てそのようなピクセルを除外する必要があります。Landsat 8 のフルシーンにも含まれる黒の背景ピクセルは、処理

から除外する必要があります。このチュートリアルで使用するサンプル画像は、すでに空間サブセット化が完了してお

り、背景ピクセルが含まれていません。 

[QUick 大気補正（QUAC）] ツールを使用するには、大きな水塊のマスクも必要です。 

水域マスクを作成するための効率的な方法は、近赤外線（NIR）バンドを使用して、しきい値処理されたバンド関心領

域（ROI）を作成するという方法です。水域は NIR 領域の反射率がきわめて低いため、それらのピクセルはほとんど

黒です。[ROI] ツールを使用すると、それらのピクセルを切り離すことができます。 

1. レイヤマネージャで PostFireOLISubset.dat のレイヤ名を右クリックし、[新しい関心領

域(ROI)] を選択します。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Calibrat2
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2. [ROI 名] を [水域] に変更します。 

3. [ROI] ツールで、[閾値] タブをクリックします。 

4. [新しい閾値ルールの追加] ボタン  をクリックします。 

5. [ファイル選択] ダイアログで、近赤外バンドを選択し、[OK] をクリックします。NIR バンドのヒ

ストグラムが [閾値パラメータの選択] ダイアログに表示されます。ヒストグラム内のピクセル値が

低い範囲を選択し、水域ピクセルを特定します。 

6. プロット左端の赤線をクリックして右にドラッグし、0～約 10,000 のデータ値を覆います。 

 

7. [プレビュー] オプションをクリックします。この範囲内のピクセルが、赤色で強調表示されます。 

 

8. キャンプペンドルトンの焼け跡でも、一部のピクセルの NIR 値がきわめて低くなっていますが、そ

れらのピクセルにマークを付けたくありません。水域ピクセルは強調表示するものの、その他のフィ
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ーチャは強調表示しない場合は、ヒストグラム内のスライダをさらに左に移動する必要があります。

そのためには、マウスの中央ボタンを押したまま、ヒストグラム内の青で示されたエリアの回りにボ

ックスを描画します。 

 

6,000～10,000 の範囲のデータ値がズーム表示されるので、ヒストグラムを詳細に見ることができます。 

9. 赤の [データ] ラベルが約 7769 になるまで、一番右の赤のスライダを左に移動します。 

 

その他のフィーチャが強調表示されることなく、画像内の水域ピクセルがどのくらい強調表示されるのかに注

意してください。 

Tip: ROI しきい値を使用し、ヒストグラム内の最大のデータ値を使用して雲を強調表示することもできます。ただし、こ

のチュートリアルでは散発的な雲量は無視します。 

10. [閾値パラメータの選択] ダイアログで [OK] をクリックします。 

11. ツールボックスの検索ウィンドウで、build mask とタイプし、表示される [マスクを構築] ツー

ル名をダブルクリックします。 

12. [Build Mask Input File] ダイアログで PostFireOLISubset.dat を選択し、[OK] をクリ

ックします。 

13. [Mask Definition] ダイアログの [オプション] ドロップダウンリストをクリックして、[ROI の

インポート] を選択します。 
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14. リストから [水域] ROI を選択し、[OK] をクリックします。 

15. [Mask Definition] ダイアログで [オプション] ドロップダウンリストを再度クリックし、

[Selected Areas "Off"] を選択します。すると、水域ピクセルの値は 0、その他の全ピクセルの

値は 1 になります。 

16. 出力ファイルの名前 OLIMask.dat を入力します。 

17. [Mask Definition] ダイアログで [OK] をクリックします。マスク画像が表示されます。 

 

次のステップでこのマスクを画像に適用すると、黒のピクセル（値が 0）は処理されなくなり、白のピクセル

（値が 1）は処理されます。 

18. ツールボックスの検索ウィンドウで、apply mask とタイプし、表示される [マスクを適用] ツー

ル名をダブルクリックします。 

19. [Apply Mask Input File] ダイアログで PostFireOLISubset.dat を選択します。[OK] は

まだクリックしません。 

20. [Select Mask Band] ボタンをクリックした後、[マスクバンド] を選択し、[OK] をクリックし

ます。 
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21. [Apply Mask Input File] ダイアログで、[OK] をクリックします。 

22. [Apply Mask Parameters] ダイアログで、[Mask Value] の値を 0 のままとします。 

23. 出力ファイルの名前として PostFireOLISubsetMasked.dat を入力します。 

24. [OK] をクリックします。 

25. マスクされた画像が表示されたら、ツールバーの [カーソル値] アイコン  をクリックします。 

26. カーソルを海および水域ピクセルの上で移動し、それらが赤、緑、および青のバンド内で 0 である

ことを確認します。 

 

次は、これらの 0 値を無視するよう ENVI に指示する必要があります。 
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27. ツールバーで、ENVI ヘッダとタイプします。表示される [ENVI ヘッダを編集] ツール名をダブ

ルクリックします。 

28. [Edit Header Input File] ダイアログで PostFireOLISubsetMasked.dat を選択し、

[OK] をクリックします。 

29. [Header Info] ダイアログで、[Edit Attributes] ドロップダウンリストをクリックし、[無視す

るデータ値] を選択します。 

30. [無視するデータ値] に 0 を入力した後、[OK] をクリックします。 

31. [Header Info] ダイアログで [OK] をクリックします。マスクされた画像が、閉じた後、ディスプ

レイから削除されます。 

32. [ROI ツール] ダイアログおよび [カーソル値] ダイアログを閉じます。 

33. レイヤマネージャで [ビュー] エントリを右クリックし、[すべてのレイヤを削除] を選択します。 

反射率に対する OLI バンドのキャリブレーション 

燃焼エリア指標や正規化された燃焼比などのスペクトル指標画像を作成するには、ピクセル値が 0～1.0 または 0 

～100 の大気上部（TOA）の反射率に対し、ソース画像のキャリブレーションを実行する必要があります。 

Tip: FLAASH や QUAC などのモデルベースの正確な大気補正法による見かけのサーフェス反射画像の作成は通常、マルチ

スペクトル画像から燃焼指標画像を作成する際、不要です。サーフェス反射画像を作成する場合は、Dark Subtract、フラットフィ

ールド、IARR などのツールでしばしば十分です。 

1. ツールボックスの検索ウィンドウで、calibration とタイプし、表示される [ラジオメトリックキ

ャリブレーション] ツール名をダブルクリックします。 

2. [ファイル選択] ダイアログでファイル PostFireOLISubsetMasked.dat を選択し、

[OK] をクリックします。 

3. [ラジオメトリックキャリブレーション] ダイアログで、[キャリブレーションタイプ] ドロップダウ

ンリストから [R反射率] を選択します。 

4. 他の設定ではすべて、デフォルトの選択肢のままとします。[FLAASH の設定] ボタンをクリック

しないでください。 

5. PostFireReflectance.dat という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

6. プロセスマネージャ内で RadiometricCalibration プロセスが終了するのを待ちます（インターフ

ェースの右下隅）。 

 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/AtmosphericCorrection.htm%23Using
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/AtmosphericCorrection.htm%23IAR
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/AtmosphericCorrection.htm%23IAR
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/AtmosphericCorrection.htm%23IAR
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輝度温度に対する熱バンドのキャリブレーション 

このステップは、このチュートリアルで説明している「正規化された燃焼比 - 熱」画像を作成する場合にのみ必要で

す。Landsat の熱バンドは、燃焼エリア指標にも正規化された燃焼比のスペクトル指標にも使用されません。そのた

め、熱バンドのキャリブレーションも、それら指標のレイヤスタックも実行する必要がありません。熱バンド用に水域マ

スクを作成する必要もありません。 

輝度温度（ケルビン単位）に対する熱バンドのキャリブレーションを実行するには、以下のステップを実行します。 

1. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択します。 

2. ファイル PostFireTIRSubset.dat を選択し、[開く] をクリックします。ディスプレイ

に、熱赤外 1 バンドが表示されます。 

3. ツールボックスの検索ウィンドウで、calibration とタイプし、表示される [ラジオメトリックキ

ャリブレーション] ツール名をダブルクリックします。 

4. [ファイル選択] ダイアログでファイル PostFireTIRSubset.dat を選択し、[OK] をクリ

ックします。 

5. [ラジオメトリックキャリブレーション] ダイアログで、[キャリブレーションタイプ] ドロップダウ

ンリストから [放射輝度] を選択します。 

6. 他の設定ではすべて、デフォルトの選択肢のままとします。[FLAASH の設定] ボタンをクリック

しないでください。 

7. PostFireTIRCalibrated.dat という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックしま

す。 

レイヤスタック画像の作成 

このステップでは、キャリブレーション済みの熱バンドおよび OLI バンドを 1 つのファイルにまとめます。このステッ

プは、「正規化された燃焼比 - 熱」画像を作成する場合にのみ必要です。燃焼エリア指標や正規化された燃焼比の

スペクトル指標を求める際、レイヤスタック画像を作成する必要はありません。 

レイヤスタックでは、さまざまなバンドが単一ファイルにまとめられるだけでなく、共通グリッドに確実に投影されます。 

1. ツールボックスの検索ウィンドウで、レイヤスタックとタイプし、表示される [レイヤスタック] ツ

ール名をダブルクリックします。 

2. [Layer Stacking Parameters] ダイアログで、[Import File] ボタンをクリックします。 

3. キーボードの Ctrl キーを使用して、

PostFireReflectance.dat と PostFireTIRCalibrated.dat を選択しま

す。 [OK] をクリックします。 

4. [Resampling] ドロップダウンリストから、[キュービックコンボリューション] を選択します。 

5. 残りのパラメータは、デフォルト設定のままにしておきます。 
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6. PostFireLayerStack.dat という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

7. 処理が完了したら、ツールバーの [データマネージャ] のアイコン  をクリックします。 

8. レイヤスタックに、7 つの OLI バンドと 2 つの TIR バンドが含まれていることを確認してくだ

さい。 

 

バンド名は、これまでに実行したすべての前処理ステップが含まれているため、さほど役に立ちません。バン

ド名は、以下のように変更することができます。 

9. ツールボックスの検索ウィンドウで、ENVI ヘッダとタイプします。表示される [ENVI ヘッダを

編集] ツール名をダブルクリックします。 

10. ファイル PostFireLayerStack.dat を選択し、[OK] をクリックします。 

11. [Header Info] ダイアログで、[Edit Attributes] ドロップダウンリストをクリックし、[Band 

Names] を選択します。 

12. リスト内の最初のバンドを選択し、その名前を Coastal aerosol に変更します。Enter キーを押

して、次のバンド名に進みます（[OK] は、クリックするとダイアログが完全に終了するので、クリ

ックしないでください）。 

13. 以下のようにバンド名を入力した後、[OK] をクリックします。 
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14. [Header Info] ダイアログで [OK] をクリックします。画像が、閉じた後、ディスプレイから削除

されます。 

燃焼指標画像の作成 

ENVI の [スペクトルインデックス] ツールを使用すると、植生、燃焼エリア、地質フィーチャ、住宅地フィーチャなど

のさまざまな指標を表す画像を作成することができます。このツールは、指標画像を作成するたびに実行する必要が

あります。燃焼指標は、以下のステップに従って求めます。 

1. ツールボックスの検索ウィンドウで、スペクトル指標とタイプし、表示される [スペクトルインデッ

クス] ツール名をダブルクリックします。 

2. [ラスタ入力] フィールドの隣にある [参照] ボタンをクリックします。 

3. ファイル PostFireLayerStack.dat を選択し、[OK] をクリックします。 

4. [インデックス] ドロップダウンメニューをクリックして、[Burn Area Index] を選択します。 

5. [結果を表示] オプションの選択を解除します。一連の指標が、後で複数のビューに表示されます。 

6. [出力ラスタ] フィールドに BAI.dat というファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

7. 以下の指標に対して、1～7 のステップを繰り返し実行します。 

 Normalized Burn Ratio（出力ファイル名:PostfireNBR.dat） 

 Normalized Burn Ratio Thermal 1（出力ファイル名: NBRT1.dat） 

8. メニューバーから [ビュー] > [2x2 ビュー] を選択します。4 つの空のビューがディスプレイに

表示されます。 

9. ツールバーの [データマネージャ] のアイコン  をクリックします。 
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10. [Burn Area Index] のバンド名を、データマネージャから左上のビューにドラッグアンドドロッ

プします。 

11. [Normalized Burn Ratio] のバンド名を、データマネージャから右上のビューにドラッグアン

ドドロップします。 

12. [Normalized Burn Ratio Thermal 1] のバンド名を、データマネージャから左下のビューに

ドラッグアンドドロップします。 

13. メニューバーから、[ビュー] > [リンクビュー] を選択します。 

14. [ジオリンク] オプションが選択済みの状態で、[すべてをリンク] をクリックします。次に、

[OK] をクリックします。3 つのビューがすべて、同一の地理的位置の中央に表示されます。 

15. ツールバーの [移動] フィールドで、ピクセル座標 631p,472p をタイプした後、Enter キーを押

します（"p" により、これらが地図座標や地理座標ではなくピクセル座標であることを ENVI に示

します）。一連のビューが、キャンプペンドルトン付近の燃焼領域の中央に表示されます。 

 

燃焼エリア指標画像（左上のビュー）内の明るいピクセルは燃焼エリア、暗いピクセルは正規化された燃焼比画像内

の燃焼エリアを示している点に注意してください。 

1. 以下のピクセル座標を [移動] フィールドに入力し、その他の燃焼エリアを見てみます。 

 1214p,530p（フォールブルック) 

 1263p,1669p および 873,1260p（カールズバッド） 
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 1246p,1253p（サンマルコス) 

 58p,123p（キャンプペンドルトン） 

2. ツールバーのナビゲーション、ズーム、およびストレッチツールを使用して、画像をさらに調べてく

ださい。正規化された燃焼比とその熱バージョンは、互いにどのように異なっていますか?分離性が

他より優れている燃焼エリアはありますか? 

3. 完了したら、レイヤマネージャで各 [ビュー] 項目を右クリックし、[ビューを削除] を選択しま

す。 

正規化された燃焼比の差分 

正規化された燃焼比の差分（ΔNBR）も、NBR の絶対的変化を測定する燃焼重症度プロダクトです。以下のステップ

を実行すれば、ΔNBR 画像を容易に作成できます。 

1. 火災の直前の NBR 画像を作成します。 

2. 火災の最中または後の NBR 画像を作成します。 

3. 火災前の NBR 画像から火災後の NBR 画像を減算します。 

ピクセルが明るいほうが、燃焼重症度が高いことを示しています。 

熱バンドのキャリブレーションおよびレイヤスタックを除き、このチュートリアルで火災後の画像に対して実行したすべ

ての前処理ステップを、火災前の画像に対して実行する必要があります。ただし、ここでは、火災前の画像に対し、そ

れらのステップを実行済みです。 

以下のステップに従って、ΔNBR 画像を作成します。 

1. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択します。 

2. ファイル PreFireNBR.dat を選択し、[OK] をクリックします。火災前の NBR 画像が表示さ

れます。 

3. 一方の画像から他方を減算する前に、そのどちらも同じ空間グリッドに存在しなければなりません。

両方の画像が同じ投影内にある場合、それらの画像は 1 ピクセルずれています。レイヤスタックの

場合、それらは確実に共通グリッド内に存在します。ツールボックスの検索ウィンドウで レイヤス

タックとタイプし、表示される [レイヤスタック] ツール名をダブルクリックします。 

4. [Layer Stacking Parameters] ダイアログで、[Import File] ボタンをクリックします。 

5. Ctrl キーを使用して、ファイル PreFireNBR.dat および PostFireNBR.dat を選択しま

す（火災後の NBR 画像は、「燃焼指標画像の作成」のステップ 7 で作成したもので

す）。 [OK] をクリックします。 

6. 残りのパラメータはすべて、デフォルト設定のままにしておきます。 

7. NBRLayerStack.dat という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Create
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8. ツールボックスの検索ウィンドウで、バンドとタイプし、表示されるバンド間演算ツールをダブルク

リックします。 

9. [Enter an expression] フィールドに float(b1 - b2) と入力します。 [OK] をクリックしま

す。 

10. [Variables to Bands Pairings] ダイアログで B1 を選択し、[Layer (Normalized Burn 

Ratio: PreFireNBR.dat)] をクリックします。 

11. [B2 - [undefined]] を選択します。 

12. [Layer (Normalized Burn Ratio: PostFireNBR.dat)] をクリックします。 

13. DifferencedNBR.dat という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。以下の画

像が表示され、白のピクセルは燃焼エリアを示しています（マスクされた海のピクセルも白色で

す）。 

 

適切にスケーリングされたピクセル値に基づき、U.S. Geological Survey FIREMON プログラム（Key および 

Benson, 2005）によって以下のように燃焼重症度が出版されています。 

ΔNBR 値 燃焼重症度 

-0.25 火災後の大きな再成長 

-0.25～-0.1 火災後の小さな再成長 

-0.1～0.1 不燃焼 

0.1～0.27 低重症度の燃焼 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Referenc
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/BurnIndicesTutorial.htm%23Referenc
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0.27～0.44 中～低重症度の燃焼 

0.44～0.66 中～高重症度の燃焼 

> 0.66 高重症度の燃焼 

ΔNBR 画像に重ねることができるデンシティカラースライスファイルが作成してあります。 

1. レイヤマネージャで DifferencedNBR.dat レイヤを右クリックし、[ラスタのカラースライ

ス] を選択します。 

2. DifferencedNBR.dat の下で [バンド間演算] のバンド名を選択し、[OK] をクリックしま

す。 

3. [カラースライスをクリア] ボタン  をクリックします。 

4. [開く] ボタンをクリックして、ファイル DNBRColorSlice.dsr を選択します。 [開く] をク

リックします。 このカラースライスでの定義に従って、画像がさまざまな色に分割されます。 

5. [OK] をクリックします。 

6. ツールバーの [移動] フィールドにピクセル座標 631p,472p をタイプし、Enter キーを押しま

す。 

7. ツールバーの [ズーム] ドロップダウンメニューで、125 (%) と入力します。キャンプペンドルト

ンの燃焼エリアがディスプレイの中央に表示されます。 

8. レイヤマネージャで、紫、青、および灰色のボックスをクリックして選択を解除します。最高レベル

の燃焼重症度だけが表示されます。以下の画像は、火災後の Landsat 画像に重ねられたさまざまな

レベルの燃焼重症度の例を示しています。 
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ENVI API のコード例 

3つのバンドから構成される燃焼指標画像を作成する IDL プログラムのサンプルを以下に示します。3 つのバンド

とは、Burn Area Index（燃焼エリア指標）、Normalized Burn Ratio（正規化された燃焼比）、および 

Normalized Burn Ratio - Thermal 1（正規化された燃焼比 - 熱 1）です。オリジナルの Landsat 8 シーン

（USGS EarthExplorer の Web サイトからダウンロードすることができます）の開き方を示しています。そして、カ

リフォルニア州キャンプペンドルトン付近の燃焼エリアの回りの空間サブセットを定義しています。空間サブセットには

海のピクセルが含まれていないため、マスクは作成されません。生成されたファイルは、BurnIndices.dat と

してディスクに保存されます。このプログラム（BurnIndicesExample.pro）のコピーは、 ENVI Resource 

DVD の LandsatCaseStudies¥BurnIndices ディレクトリ内にも入っています。 

さまざまな画像および場所に合わせてこのプログラムをカスタマイズするには、このプログラムの末尾にあ

る IndexRaster.Export コマンドで入力ファイルのパスと名前、地理座標、およびディレクトリを変更します。 

PRO BurnIndicesExample 

COMPILE_OPT idl2 

; アプリケーションを起動する 

e = ENVI() 

; Landsat 画像を開く。MTL メタデータファイルを選択する。 

; ファイルのパスを自分のディレクトリに変更する 

File = 'LC80400372014145LGN00_MTL.txt' 

raster = e.OpenRaster(file) 

; Landsat 8 の画像は、5 つの要素から構成される配列に 

; 格納される。OLI センサのマルチスペクトルバンドは、 

; 先頭の配列要素に格納される。TIR センサの熱バンドは 

; 4 つ目の配列要素に 
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; 格納される。 

OLIBands = Raster[0] 

TIRBands = Raster[3] 

; この Landsat 画像は 

; USGS EarthExplorer の Web サイトからダウンロードしたものであり、 

; UTM ゾーン 12N（WGS 1984）の投影に対し、メートルの単位で 

; ジオリファレンス済みである。 

; 

; これが対象領域である。 

UpperLeftLat = 33.38529349 

UpperLeftLon = -117.45646568 

LowerRightLat = 33.28356850 

LowerRightLon = -117.26327378 

; これらの座標を、度からメートル単位の地図座標に 

; 変換する。その後、マルチスペクトルおよび熱ラスタの対象領域 

; の回りで空間サブセットを定義する。 

OLISpatialRef = OLIBands.SPATIALREF 

OLISpatialRef.ConvertLonLatToMap, UpperLeftLon, $ 

UpperLeftLat, MapX, MapY 

OLISpatialRef.ConvertLonLatToMap, LowerRightLon, $ 

LowerRightLat, MapX2, MapY2 

OLISubset = ENVISubsetRaster(OLIBands, $ 

SPATIALREF=OLISpatialRef, $ 

SUB_RECT=[MapX, MapY2, MapX2, MapY]) 

TIRSpatialRef = TIRBands.SPATIALREF 

TIRSubset = ENVISubsetRaster(TIRBands, $ 

SPATIALREF=TIRSpatialRef, $ 

SUB_RECT=[MapX, MapY2, MapX2, MapY]) 

; マルチスペクトルバンドのキャリブレーション 

OLITask = ENVITask('RadiometricCalibration') 

OLITask.Input_Raster = OLISubset 

OLITask.Calibration_Type = 'Top-of-Atmosphere Reflectance' 

OLITask.Output_Raster_URI = e.GetTemporaryFilename() 

OLITask.Execute 

OLIMSRaster = OLITask.Output_Raster 

; 熱バンドのキャリブレーション 

TIRTask = ENVITask('RadiometricCalibration') 

TIRTask.Input_Raster = TIRSubset 
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TIRTask.Calibration_Type = 'Brightness Temperature' 

TIRTask.Output_Raster_URI = e.GetTemporaryFilename() 

TIRTask.Execute 

TIRThermalRaster = TIRTask.Output_Raster 

; 7 つのキャリブレーション済みのマルチスペクトルバンドと 2 つのキャリブレーションの 

; 熱バンドが含まれるバンドスタックを作成する。 

MSRaster = ENVIMetaspectralRaster([OLIMSRaster, $ 

TIRThermalRaster]) 

; 複数の燃焼指標が含まれるラスタを作成する 

IndexTask=ENVITask('SpectralIndices') 

IndexTask.Input_Raster = MSRaster 

IndexTask.Index = ['Burn Area Index', $ 

'Normalized Burn Ratio', $ 

'Normalized Burn Ratio Thermal 1'] 

IndexTask.Output_Raster_URI = e.GetTemporaryFilename() 

IndexTask.Execute 

IndexRaster = IndexTask.Output_Raster 

; データ集合を取得する 

DataColl = e.Data 

; スペクトル指標ラスタをデータ集合 

; （データマネージャ）に追加する。 

DataColl.Add, IndexRaster 

; スペクトル指標ラスタを ENVI フォーマットにエクスポートする 

newFile = e.GetTemporaryFilename() 

IndexRaster.Export, newFile, 'ENVI' 

; 各指標を別々のビューに表示する 

View = e.GetView() 

View2 = e.CreateView() 

View3 = e.CreateView() 

Layer = View.CreateLayer(IndexRaster, BANDS=0) 

Layer2 = View2.CreateLayer(IndexRaster, BANDS=1) 

Layer3 = View3.CreateLayer(IndexRaster, BANDS=2) 

View.PixelLink, /LINK_ALL 

View.Zoom, /FULL_EXTENT 

View2.Zoom, /FULL_EXTENT 

END 
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画像のキャリブレーションのチュートリアル 

このチュートリアルでは、QuickBird レベル 1 画像をスペクトル放射輝度および反射率にキャリブレーションし、

ENVI がキャリブレーションの実行に使用するさまざまなメタデータフィールドについて学習します。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのデータファイルは、Exelis Web サイトから 1 つの ZIP ファイルとして入手できます。このファイル

をローカルディレクトリに解凍します。ENVI Orthorectification 

Module¥005606990010_01_P008_MUL というフォルダに移動します。 

ファイル 説明 

005606990010_01_P008_MUL¥05JUL*.TIF アリゾナ州フェニックスの QuickBird レベル 1 マルチ

スペクトル画像（2005 年 7 月 11 日） 

QuickBird ファイルは DigitalGlobe 社のご好意により提供されました。DigitalGlobe 社の明確な許可なく複製

することはできません。 

背景 

画像のキャリブレーションは、画像からデータを抽出して科学的な成果を作成する必要があるリモートセンシング解析

者にとって、共通の事前処理ステップです。 キャリブレーションでは、センサの不具合、スキャン角度の変動、および

システムノイズによるラジオメトリック誤差を補正して、センサでの実際のスペクトル放射輝度を表す画像を生成するこ

とが試みられます。 

ENVI の [ラジオメトリックキャリブレーション] ツールには、放射輝度、反射率、または輝度温度に画像をキャリブレ

ーションするオプションがあります。各オプションの計算方法の詳細については、 「ラジオメトリックキャリブレーション」

を参照してください。 

使用可能なキャリブレーションオプションは、画像に含まれているメタデータによって異なります。 ほとんどのベンダ

は、画像データとともにメタデータファイルまたは衛星軌道データを配布します。 

Note: さまざまな衛星センサのデータを開くときに正しいメタデータファイルを選択し（[ファイル] > [開く] メニューオプションを使

用）、ENVI が必要なキャリブレーションパラメータを読み込むようにすることは重要です。 以下の表を参照してください。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/RadiometricCalibration.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/RadiometricCalibration.htm
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センサ キャリブレー

ションのオプ

ション 

開くメタデータファイル 

放

射

輝

度 

反

射

率 

輝

度 

温

度 

ALOS AVNIR-2 お

よび PRISM Level-

1B2 データ 

• • 
 

HDR*.txt 

AlSat-2A • 
  

.dim 

DMC DIMAP • •  .dim 

EO-1 ALI • •  [ファイル] > [ファイル形式を指定して開く] > [EO-1] > [HDF] メ

ニューオプションを使用して、*_HDF.L1G ファイルを選択します。

*_MTL.L1G ファイルは同じディレクトリにある必要があります。 

EO-1 Hyperion • •  [ファイル] > [ファイル形式を指定して開く] > [EO1] > 

[HDF] メニューオプションを使用して、.L1R ファイルを選択し

ます。キャリブレーションメタデータはアプリケーションにハード

コードされており、どのメタデータファイルからも読み込まれませ

ん。 

Gaofen-1 • •  [ファイル] > [ファイル形式を指定して開く] > [CRESDA] > 

[GF-1] メニューオプションを使用して、.xml ファイルを選択し

ます。 

GeoEye-1 • • 
 

.til 

IKONOS • • 
 

 metadata.txt  

KOMPSAT-3 • 
 

 *_aux.xml 

Landsat TM 、

ETM+ 、 お よ び 

Landsat-8 

OLI/TIRS データ 

• • • *_MTL.txt、*WO.txt、*.met 

OrbView-3 • • 
 

.pvl 

Pleiades の一次ま

たはオルソ（単一また

はモザイク） 

• • 
 

DIM*.xml 
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センサ キャリブレー

ションのオプ

ション 

開くメタデータファイル 

放

射

輝

度 

反

射

率 

輝

度 

温

度 

QuickBird • • 
 

.til 

RapidEye Level-

1B  

• • 
 

 *_metadata.xml  

これらのファイルを開くには NITF/NSIF ライセスが必要です。 

ResourceSat-2 • 
 

 .h5 

SPOT DIMAP • • 
 

DIM*.xml 

SSOT DIMAP • 
  

METADATA.DIM 

WorldView • • 
 

.til 

Ziyuan-1-02C • •  [ファイル] > [ファイル形式を指定して開く] > [CRESDA] > 

[ZY-1-02C] メニューオプションを使用します。以下のファイルか

ら選択します。*.orientation.xml はメタデータ付きの 

MUX-PAN データ製品を開き、*-MUX.xml はメタデータ付きの

マルチスペクトルデータを開き、*-PAN.xml はメタデータ付きの

パンクロマティックデータを開き、*.xml はメタデータ付きの 

HRC データ製品（2 台の平行カメラによる画像）を開きます。 

Ziyuan-3A • •  [ファイル] > [ファイル形式を指定して開く] > [CRESDA] > [ZY-

3] メニューオプションを使用します。以下のファイルから選択します。

*.orientation.xml はメタデータ付きの TLC データ製品（直

下視、前方視、後方視の画像）を開き、*.xml はメタデータ付きのマル

チスペクトルデータを開き、*-NAD.xml はメタデータ付きの TLC 直

下視データを開きます。 

QuickBird または WorldView データを開くには、画像ファイルを選択します。必要なメタデータは、付随す

る *.IMD ファイルから ENVI によって読み出されます。 

QuickBird 画像を開いてメタデータを表示する 

1. ENVI を起動します。 

2. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択します。 [ファイル選択] ダイアログが開きます。 
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3. チュートリアルデータを保存したフォルダに移動し、ファイル 05JUL11182931-M1BS-

005606990010_01_P008.tif を選択します。 

4. レイヤマネージャで、ファイル名を右クリックして [メタデータの表示] を選択します。 

 

5. メタデータビューワの左側の [スペクトル] カテゴリをクリックします。 キャリブレーションに関

連するメタデータフィールドがいくつか表示されます。ENVI には、放射輝度に対する画像のキャリ

ブレーションのために、W/(m2 * µm * sr) を単位とするゲイン値とオフセット値が必要です。 こ

れらの値は、[Gains] 列と [Offsets] 列で参照できます。 ゲインとオフセットは、この画像では

すでに正しい単位になっています。 正しい単位でない場合は、[スケールファクタ] フィールド（以

下のキャリブレーション手順で説明）を使用して、キャリブレーション済み画像を正しい単位にスケ

ールできます。 

 

6. [画像パラメータ] カテゴリを選択します。 QuickBird メタデータから取得された [太陽方位角] 

および [太陽高度] の値が表示されます。 

7. [時間] カテゴリを選択します。 このシーンの [データ取得時間] が UTC（Coordinated 

Universal Time：協定世界時）でリストされます。 [太陽方位角]、[太陽高度]、および [データ取

得時間] は、画像を反射率にキャリブレーションするときに、[スペクトル] カテゴリのさまざまな

フィールドと組み合わせて使用されます。 

8. メタデータビューワを閉じます。 
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画像を放射輝度にキャリブレーションする 

1. ツールボックスから、[ラジオメトリック補正] > [ラジオメトリックキャリブレーション] を選択

します。 [ファイル選択] ダイアログが開き、QuickBird ファイルがすでに選択されています。 

2. [OK] をクリックします。 [ラジオメトリックキャリブレーション] ダイアログが開きます。 

3. デフォルトのオプションはそのままにしておきます。 ここでは、W/(m2 * Aμm * sr) という単位

の浮動小数点の放射輝度画像（BSQ インターリーブ）を作成します。 [スケールファク

タ] を 1.00 にしておくと、単位は元のゲイン値およびオフセット値と同じままになります。 

4. [Apply FLAASH Settings] ボタンは、後で FLAASHR ツールを使用して大気補正を実行するユ

ーザを対象にしています。 チュートリアルではこのステップをスキップできますが、将来 FLAASH 

の使用を計画されている場合は、ここで背景情報を得ることができます。 

FLAASH を使用するには、別の「大気補正モジュール： QUAC® and FLAASH®」ライセンスが必要で

す。QUACR and FLAASHR」ライセンスが必要です。 FLAASH では、入力画像が以下の基準を満たして

いる必要があります。 

 画像は、AμW/(cm2 * nm* sr) という単位で放射輝度に対してキャリブレーションされて

いる必要があります。 

 入力画像は、浮動小数点、ロング整数（4 バイト符号付き）、または整数（2 バイト符号付

きまたは符号無し）です。 

 画像は、BIL（band-interleaved-by-line：ライン挟み込みバンドインターリーブ）または 

BIP（band-interleaved-by-pixel：ピクセル挟み込みバンドインターリーブ）フォーマッ

トです。 

[FLAASH の設定] ボタンをクリックすると、BIL、浮動小数点フォーマットで放射輝度画像が作成されま

す。 スケールファクタ 0.1 が放射輝度画像に適用され、AμW/(cm2 * nm* sr) という単位で取得されま

す。 このボタンをクリックすると、放射輝度画像のインターリーブの変換と FLAASH で使用する適切なスケ

ールファクタの特定を別々に行う必要がなくなります。 

FLAASH を起動するときに、[ラジオメトリックキャリブレーション] ツールで作成した放射輝度画像を選択し

ます。 [Radiance Scale Factors] ダイアログが開いたら、[Single Scale Factor] フィールドのデフ

ォルト値 1 はそのままにしておきます。 

5. 放射輝度画像の出力フォルダを選択し、qb_radiance.dat という名前を付けます。 

6. [結果を表示] チェックボックスが選択されていることを確認します。 

7. [OK] をクリックします。 処理が完了すると、キャリブレーションされた放射輝度画像が表示され

ます。 

8. 元の画像とキャリブレーションされた画像を視覚的に比較するには、レイヤマネージャ

で qb_radiance.dat レイヤのオフとオンを切り替えます。 
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9. レイヤマネージャで両方のレイヤが選択されている状態で、メインツールバーの [カーソル値] アイ

コン  をクリックします。 

10. [カーソル値] ダイアログで、各画像の [Data] 値を確認します。 元の画像は整数ピクセル値を持

っていますが、キャリブレーションされた画像は浮動小数点値を持っています。 以下の図は、キャ

リブレーションされた画像がトゥルーカラーで表示される例を示しています。 

 バンド 3 は赤チャンネルに割り当てられます 

 バンド 2 は緑チャンネルに割り当てられます 

 バンド 1 は青チャンネルに割り当てられます 

現在のピクセル位置について、キャリブレーションされた画像の赤バンドは放射輝度値 126.556503 

W/(m2 * Aμm * sr) ですが、元の画像の赤バンドは生の DN 値 709 です。 

 

11. [カーソル値] ダイアログを閉じます。 
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放射輝度値をすばやく確認する別の方法は、スペクトルプロファイルを表示することです。 

1. レイヤマネージャで元の QuickBird 画像（05JUL*）の選択を解除し、キャリブレーションされ

た画像のみが表示されるようにします。 

2. メインツールバーの [スペクトルプロファイル] ボタン  をクリックします。 

3. 画像内の任意の場所をクリックすると、選択したピクセル位置の放射輝度値のプロットが表示されま

す。 スペクトルプロファイルを使用して、関心があるフィーチャの識別に役立たせることができま

す。 

以下の例は、土壌を表すピクセルを示しています。 放射輝度値のピークは赤の波長領域にあります（～ 

650 nm）。 

 

次の例は、水域を表すピクセルを示しています。 放射輝度値のピークは青の波長領域にあります（～ 485 

nm）。 
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次の例は、植生を表すピクセルを示しています。 放射輝度値のピークは近赤外波長領域にあります（～ 

900 nm）。 

 

5. 完了したら、[スペクトルプロファイル] ダイアログを閉じます。 

6. レイヤマネージャで各レイヤ名を右クリックして、[削除] を選択します。 

画像を反射率にキャリブレーションする 

次に、QuickBird 画像を大気上部の反射率にキャリブレーションします。 この画像には、反射率へのキャリブレーシ

ョンに必要な以下のメタデータがすべてあります。 

 ゲイン 

 オフセット 
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 太陽放射照度 

 太陽高度 

 データ取得時間 

以下の手順に従います。 

1. ツールボックスから、[ラジオメトリック補正] > [ラジオメトリックキャリブレーション] を選択

します。 

2. [ファイル選択] ダイアログで、元の QuickBird 画像（05JUL*）を選択し、[OK] をクリックし

ます。 

3. [ラジオメトリックキャリブレーション] ダイアログで、[キャリブレーションタイプ] を [反射

率] に変更します。 

4. その他のオプションはそのままにしておきます。 

5. 反射率画像の出力フォルダを選択し、qb_reflectance.dat という名前を付けます。 

6. [結果を表示] チェックボックスが選択されていることを確認します。 

7. [OK] をクリックします。 処理が完了すると、反射率画像が表示されます。 

8. メインツールバーで [カーソル値] アイコン  をクリックします。 

9. [カーソル値] ダイアログで各バンドの [Data] 値を参照し、値が 1.0 より小さいことを確認しま

す。 

10. メインツールバーの [スペクトルプロファイル] ボタン  をクリックします。 

11. 画像内の任意の場所をクリックすると、現在のピクセル位置の反射率値のプロットが表示されます。 

以下の図は、水域を表すピクセルの例を示しています。 反射率値は 4 つのバンドすべてにわたる 

0.04～0.09 の範囲にあり、最小値（0.04）は近赤外波長領域にあります。 
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12. 完了したら、ENVI を終了します。 

このチュートリアルで説明したトピックの詳細については、「ラジオメトリックキャリブレーション」を参照するか、または 

[ラジオメトリックキャリブレーション] ツールでヘルプボタン  をクリックしてください。 

QUAC および FLAASH は Spectral Sciences, Inc. 社の登録商標です。 

 

 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/RadiometricCalibration.htm
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EO-1 Hyperion 植生指標チュートリアル 

このチュートリアルでは、EO-1 Hyperion ハイパースペクトル画像を使用して、虫害に起因する針葉樹の死滅エリ

アを特定します。画像の前処理方法および特定の波長範囲を利用して植生指標を作成しストレスのかかった植生エリ

アを強調表示する方法を学習します。 

このチュートリアルを完了するための推定時間は 2 時間です。ENVI 5.2 以降を使用します。 以下のセクションを

参照してください。 

 このチュートリアルで使用するファイル 

 前処理 

 植生指標 

 参考文献 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD の hyperspectral ディレ

クトリから入手できます。それらのファイルをローカルドライブにコピーしてください。 

ファイル 説明 

HyperionForest.dat 30 という空間解像度でスペクトルバンドが 242 個存在する ENVI ラスタフォ

ーマットの EO-1 Hyperion 画像（2013 年 7 月 20 日に取得） 

以下の地図の灰色のポリゴンは、画像の近似カバレッジエリアを示しています。米国アイダホ州東部のセントジョンお

よびクリアウォーター国有森林の小さなエリアがカバーされています。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperionVegetationAnalysisTutorial.htm%23Files
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperionVegetationAnalysisTutorial.htm%23Preproce
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperionVegetationAnalysisTutorial.htm%23Vegetati
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperionVegetationAnalysisTutorial.htm%23Referenc
http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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この特別の Hyperion シーンは、マウンテンパインビートルおよび西部バルサムキクイムシによる広範囲な虫害の

証拠を示しているため、このチュートリアルのために選択したものです。 

前処理 

科学的な画像解析を実施する前に、以下の前処理ステップを実行します。 

画像を開いて表示する 

1. ENVI メニューバーで、[ファイル] > [開く] を選択します。 

2. ファイル HyperionForest.dat を選択します。 [開く] をクリックします。 

この画像は、比較的大きな Hyperion 画像の空間サブセットであり、USGS EarthExplorer の Web サ

イトから HDF4（Level-1R）のフォーマットでダウンロードしたものです。このファイルは元々 [ファイル] > 

[ファイル形式を指定して開く] > [EO-1] > [HDF4] メニューオプションを使用し、ENVI で開きました。

空間サブセットを定義し、それを ENVI ラスタフォーマットに保存して、このチュートリアル用に比較的小さな

ファイルを作成しました。また、関連するヘッダファイル内ではバンド名の短縮も行いました。 

[マルチスペクトルファイルの自動表示方法] プリファレンスが [トゥルーカラー] に設定されている場合、画

像はバンド 29（赤）、20（緑）、および 12（青）を使用して表示され、トゥルーカラーによって近似表示されま

す。 
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3. キーボードの F12 キーを押すと、画像は全範囲にわたって表示されます。 

4. ツールバーのナビゲーションツールを使用して、画像をさらに詳細に調べます。トゥルーカラーディ

スプレイの場合、死滅した植生およびストレスを受けた植生は灰色または赤味がかった灰色で表示さ

れます。この領域では、虫害が原因で針葉樹が死滅したと思われます。正常な植生は緑色です。 

メタデータの表示 

1. レイヤマネージャでファイル名 HyperionForest.dat を右クリックし、[メタデータの表

示] を選択します。 

2. メタデータビューワの左側の [スペクトル] カテゴリをクリックします。 

3. [放射輝度ゲイン] および [放射輝度オフセット] フィールドが見えるまで、右にスクロールしま

す。バンド 1～70 は、可視/近赤外線（VNIR）バンドです。後でデータのキャリブレーションを行

う際は、ENVI [ラジオメトリックキャリブレーション] ツールにより、このバンド範囲内の各ピク

セルにゲイン値 0.025 が掛けられますが、それは各ピクセルを 40 で除算するのと同じです。バ

ンド 71～242 は、短波長赤外線（SWIR）バンドです。このバンド範囲の各ピクセルには [ラジオ

メトリックキャリブレーション] ツールによりゲイン値 0.0125 が掛けられますが、それは各ピク

セルを 80 で除算するのと同じです。 
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4. メタデータビューワの左側にある [時間] カテゴリをクリックして、[データ取得時間] を書き留め

ます。その値は 2013-07-20T17:36:52Z のはずです。この日付と時間は、後で FLAASH® で

必要になります。 

5. [座標系] カテゴリ、[範囲] カテゴリの順にクリックします。画像の座標系は Geographic 

Lat/Lon WGS-84 ですが、画像のジオレファレンスが正しく実行されていることを意味している訳

ではありません。[範囲] というカテゴリが示しているのは、画像の 4 つの頂点が判明しているとい

うことだけです。ENVI ではこれが擬似投影として処理されます。これによりアフィン地図変換が適

用され、4 つの頂点と Kx/Ky 係数に基づいて画像が歪められます。そして、各ピクセルの地理座標

の計算が試行されます。このような投影にはかなりの変動性があり、地理的に正確ではありません。

Hyperion データをオルソ補正するツールは、ENVI にありません。1 つの方法として考えられるの

は、[画像対マップレジストレーション] ツールを使用し、画像対マップレジストレーション用の地

上基準点を作成することです。このチュートリアルでは、これらのステップを実行しません。 

6. メタデータビューワを閉じます。 

バンドのアニメーション 

242 個の全バンドのアニメーションを実行すれば、データが不良なバンドがわかります。データが不良なバンドは、後

で削除します。 

1. レイヤマネージャで、ファイル HyperionForest.dat を右クリックし、[バンドアニメーシ

ョン] を選択します。[バンドアニメーション] ダイアログが表示され、アニメーションが突然始ま

ります。 

2. ビデオの再生中に [インターバルなし] ドロップダウンメニューをクリックして遅延時間 [0.5 

秒] を選択すると、アニメーションが低速になります。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/GeorectifyImagery/RegistrationImageToMap.htm
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3. スライダの針をアニメーションの先頭（左）に戻し、[再生] ボタン  をクリックします。各フレー

ムで現在表示されているバンド番号が、[バンドアニメーション] ダイアログにリスト表示されま

す。 

Hyperion 可視近赤外線（VNIR）センサには 70 個、短波長赤外線（SWIR）センサには 172 個のバン

ドがあります。以下のバンドにはすでに値ゼロが設定されています（Barry、2001）。 

 1-7 

 58-76 

 225-242 

この画像内の他のバンドは、水蒸気の強い吸引に対応するノイズが激しいため、通常は処理から除外されま

す（Dat 他、2003）。 

 121-126 

 167-180 

 222-224 

4. [バンドアニメーション] ダイアログを閉じます。 

不良バンドの指定 

1. ツールボックスで、ENVI ヘッダとタイプします。表示される [ENVI ヘッダを編集] ツール名を

ダブルクリックします。 

2. [Edit Header Input File] ダイアログで HyperionForest.dat を選択し、[OK] をクリック

します。 

3. [Header Info] ダイアログで、[Edit Attributes] ドロップダウンリストをクリックし、[Bad 

Bands List] を選択します。 
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4. [すべてを選択] ボタンをクリックします。 

5. バンドリストの先頭までスクロールします。 

6. キーボードの Ctrl キーを押したままにします。 

7. 以下のバンド範囲をクリックして、選択解除します（白色になります）。グループ内の最後のバンド

の選択を解除したら、Ctrl キーを放します。バンドリストを必要に応じて下方にスクロールしま

す。その後、Ctrl キーを再度押したまま、次のグループの不良バンドの選択を解除します。 

 1-7 

 58-76 

 121-126 

 167-180 

 222-242 

不良バンドの選択を解除する例を、以下のスクリーンショットに示します。 

 

選択されている項目の数（良好なバンドは青色）は、175 です。 

1. [Edit Bad Bands List values] ダイアログで [OK] をクリックした後、[Header Info] ダイアロ

グで [OK] を再度クリックします。該当ファイルが閉じ、ディスプレイから除外されます。 

2. メニューバーから [ファイル] > [開く] を選択し、HyperionForest.dat を再度開きます。 

残りのバンドのいくつかには、垂直ストライプ効果（Hyperion プッシュブルームスキャナの検出器のキャリブレーショ

ンが不十分であることに起因する既知の問題）があります。さまざまなストライプ解消アルゴリズムについては、リモー

トセンシングに関するドキュメントを参照してください。このチュートリアルでは、このような垂直ストライプに対する補正

を実行しません。 

次のステップでは、スペクトル放射輝度に対する画像のキャリブレーションを実行します。 
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画像のキャリブレーション 

1. ツールボックスで、ラジオとタイプします。表示される [ラジオメトリックキャリブレーション] ツ

ール名をダブルクリックします。 

2. [ファイル選択] ダイアログでは、ファイル HyperionForest.dat がすでに選択されていま

す。[Spectral Subset] フィールドには 242 個のバンドの内、175 個が表示されます。これは、

不良バンドが認識済みであることを示しています。 [OK] をクリックします。 

3. [ラジオメトリックキャリブレーション] ダイアログで、[FLAASH の設定] をクリックします。す

ると、FLAASH® 大気補正ツールに必要な正しい単位の浮動小数点値を使用して、BIL（band-

interleaved-by-line：ライン挟み込みバンドインターリーブ）放射輝度画像が作成されます。 

Note: [倍率] フィールドを変更しないでください。HyperionForest.dat のピクセル値の単位は、

W/(m2 * sr * µm) です。[ラジオメトリックキャリブレーション] ツールは、前述の「メタデータの表示」のセクションで述

べたゲイン値を適用した後、FLAASH への入力に必要な µW/(cm2 * sr * nm) の単位になるように 0.1 をピクセ

ル値に掛けます。 

4. [参照] ボタンをクリックした後、出力の保存先とするディレクトリに移動します。 

5. Radiance.dat の [出力ファイル名] を入力します。 

6. [結果を表示] オプションを選択解除します。 

7. [OK] をクリックします。 これは処理対象のバンドが 175 個ある大きなファイルなので、キャリ

ブレーションプロセスに数分かかる可能性があります。 

 

大気の影響の補正 

見かけのサーフェス反射率に対する画像のキャリブレーションをさらに行えば、スペクトル指標の使用時、非常に正確

な結果が得られます。これは、AVIRIS や EO-1 Hyperion などのハイパースペクトルセンサの場合に特に重要で

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperionVegetationAnalysisTutorial.htm%23View
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す。サーフェス反射率に対する画像のキャリブレーションにより、さまざまなセンサの指標を時間をかけて比較する場

合に一貫性も得られます。 

ここで示すステップでは FLAASH® を使用して、画像から大気の影響を除去し、見かけのサーフェス反射率画像を

作成します。 

FLAASH は、Spectral Sciences, Inc. 社によって開発された、モデルベースの放射伝達プログラムです。

FLAASH は、MODTRAN4 放射伝達コードを使用して、大気中の水蒸気、酸素、二酸化炭素、メタン、オゾン吸収、

分子およびエアロゾル散乱の画像を補正します。FLAASH を実行するには、大気補正モジュール用の別のライセン

ス（FLAASH および QUAC）を Exelis Visual Information Solutions から購入する必要があります。 

以下の手順に従います。 

1. ツールボックスで、flaash とタイプします。表示される [FLAASH 大気補正] ツール名をダブル

クリックします。 

2. [Input Radiance Image] ボタンをクリックします。 

3. [FLAASH Input File] ダイアログで Radiance.dat を選択し、[OK] をクリックします。 

4. [Radiance Scale Factors] ダイアログでオプション [Use single scale factor for all 

bands] を選択します。[Single scale factor] のデフォルト値 [1.0] はそのままにしておきま

す。[ラジオメトリックキャリブレーション] ツールは正しいゲイン値および倍率を適用済みである

ため、ここで調整をさらに行う必要はありません。 

5. [OK] をクリックします。 

出力ファイルの定義 

1. [Output Reflectance File] フィールドに、反射率出力ファイルの書き込み先ディレクトリのフルパスを

タイプします。ファイル名は、SurfaceReflectance.dat とタイプします。 

2. .[Output Directory for FLAASH Files] フィールドに、他のすべての FLAASH 出力ファイル

の書き込み先ディレクトリのフルパスをタイプします。それらの出力ファイルには、水蒸気の列画

像、雲分類地図、ジャーナルファイル、およびテンプレートファイル（オプション）が含まれます。 

3. [Rootname for FLAASH Files] フィールドに、FLAASH 出力ファイルにプレフィックスとし

て付加されるルート名をタイプします。 

シーンオプションとセンサオプションの選択 

1. シーン中央の地理座標は FLAASH によって自動的に決定されるので、これらの値を入力する必要はあり

ません。 

2. [Sensor Type] ドロップダウンボタンから、[Hyperspectral] > [Hyperion] を選択しま

す。 

3. 他のフィールドには、以下のように入力します。 

 [Sensor Altitude (km)]:705（EO-1 スペースクラフトを表す） 
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 [Ground Elevation (km)]:1（Google Earth™ マッピングサービスを使用して推定された

シーンの平均標高） 

 [Pixel Size (m)]: 30 

 [Flight Date]:前述の「メタデータの表示」のステップで確認した日付を参照してくださ

い。Jul 20, 2013 と入力します。 

 [Flight Time (GMT)]:前述の「メタデータの表示」のステップで確認した時刻を参照してく

ださい。17:36:52 と入力します。 

大気モデルオプションの選択 

ハイパースペクトルセンサには通常、大気内の水蒸気およびエアロゾルの推定に必要な十分な情報が含まれます。

そのため、水蒸気およびエアロゾルを、以下のステップで取得します。 

1. [Atmospheric Model] ドロップダウンボタンから、[U.S. Standard] を選択します。 

2. [Water Retrieval] トグルボタンをクリックして [はい] を選択します。 

3. [Water Absorption Feature] では、デフォルト値の [1135 nm] をそのまま使用します。

[1135 nm] または [940 nm] を選択した場合に、大気の湿度がきわめて高い（この場所ではあり

そうにない）ために特性が飽和状態にあるときは、820 nm の特性が代用されます。 

4. [Aerosol Model] では、デフォルト値の [Rural] をそのまま使用します。これは、エアロゾル

が都会または産業系発生源から強い影響を受けていない我々のシーンの場所に適したオプションで

す。視程は通常 40 km より長いので、この場合モデルの選択は実際、重要ではありません。 

5. 残りのフィールドではすべて、デフォルト値をそのまま使用します。 

6. [FLAASH] ダイアログ下部の [Hyperspectral Settings] ボタンによる設定は、広く認識されて

いないハイパースペクトルセンサでのみ必要です。それらの設定は、水蒸気やエアロゾルの取得に使

用するバンドの選択方法を決定する際に使用します。我々の場合は、所定のセンサ（Hyperion）か

らデータを得るので、それらの値を定義する必要はありません。 

7. [適用] をクリックします。 

FLAASH 処理に数分かかる場合もあります。処理が完了すると、[FLAASH Atmospheric Correction 

Results] ダイアログに処理結果の概要が表示されます。定義したディレクトリ内に、FLAASH により以下

のような出力ファイルがいくつか作成されます：雲マスク画像、水蒸気画像、ジャーナルファイル（処理結果が

含まれる）、テンプレートファイル（ユーザ定義のパラメータが含まれる）、反射率ファイル。 

8. 両方の [FLAASH] ダイアログを閉じます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperionVegetationAnalysisTutorial.htm%23View
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperionVegetationAnalysisTutorial.htm%23View
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反射率画像の表示 

1. データマネージャを開き、SurfaceReflectance.dat まで下方にスクロールします。その

ファイル名を右クリックし、[CIR をロード ] を選択します。画像がフォルスカラーの組み合わせ

で表示されます。以下の図は、画像の北部の例を示しています。 

 

2. ツールバーの [スペクトルプロファイル] ボタン  をクリックします。 

3. ツールバーの [移動] フィールドに、10, 762 というピクセル座標を入力します。このピクセル

は、正常な植生（フォルスカラーディスプレイで明るいピンク）を表しています。反射率曲線の形状

で、反射率が 680 nm から 730 nm に突然増加している点（レッドエッジという）に注意してく

ださい。この波長領域は、植生にストレスを与えるファクタを研究する際に詳細にしばしば解析され

ます。植生の含水量を表す 2 つの強力な吸収特性は、1450 nm および 1950 nm で明らかで

す。また、550 nm 付近の緑色の波長領域でもピークを確認できます。 
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ツールバーの [移動] フィールドに、227, 342 というピクセル座標を入力します。この場所には、正常でな

い針葉樹が含まれています。反射率曲線の形状に注意してください。一般に、レッドエッジの勾配が大幅に緩

くなり、1450 nm の吸水特性がさほど強くない場合は、含水量の低下を示しています。 

 

4. 次の演習に備えて、スペクトルプロファイルを閉じます。 

スペクトルプロファイルを使用すると植生が正常でないピクセルを簡単に見つけることができますが、スペクトル指標

を使用するとストレスを受けた植生をさらに正確に評価することができます。 

植生指標 

スペクトル指標は、関心のあるフィーチャの相対的な存在量を示す、2 つ以上の波長におけるサーフェス反射率を組

み合わせたものです。衛星画像から導出された植生指標は、植生状態を監視するための主要な情報源の 1 つで
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す。リモートセンシング技術による植生ストレスの検出は、ストレス度が植生の光合成または物理的構造に干渉し、光

エネルギの吸収に影響を与えるため、植生の反射スペクトルが変更される、という前提に基づいています（Riley, 

1989; Pinter および Hatfield, 2003）。 

Hyperion 画像のスペクトル解像度を使用すると、赤味がかった NIR スペクトルをさらに詳細に調べることができる

ので、植生がストレスを受けたエリアの特定に役立ちます。ENVI から得られる複数のナローバンド植生指標は、植

生における光合成物質および含水量の全般的な量と質を示しています。 

以下のステップに従って、さまざまな植生指標を作成します。 

1. ツールボックスで、Band Algebra フォルダを展開します。 

2. [スペクトルインデックス] ツールをダブルクリックします。 

3. [ラスタ入力] フィールドに、SurfaceReflectance.dat がすでにリスト表示されているは

ずです。表示されていない場合は、[参照] ボタンをクリックして、該当ファイルを指定します。 

4. [インデックス] ドロップダウンリストで、[Moisture Stress Index] を選択します。 

5. [出力ラスタ] フィールドで、出力ファイル MSI.dat を指定します。 

6. [結果を表示] オプションを選択し、[OK] をクリックして、水分ストレス指標画像を作成します。 

7. 処理が完了したら、水分ストレス指標画像を詳細に調べます。スペクトル指標からは、スペクトル特

性の正確な定量的尺度が得られず、関心のあるフィーチャの相対的存在量しか得られません。明るい

ピクセルほど、水不足であることを示しています。水分ストレス指標は、葉の含水量の増加に影響を

受けやすい反射率計測です。植生内の含水量が増加すると、1599 nm 付近の吸収力が増加します。

819 nm での吸収は含水量の変化から影響をほとんど受けないため、基準の波長として使用されま

す（Hunt, Jr. および Rock, 1989）。 

 

水分ストレス指標値とパインビートルによる虫害レベルの間に重要な相関があることを、White et al

（2007）が発見しました。 

次は、MSI 画像内の最大のピクセル値を強調するラスタカラースライスを作成します。 

カラースライス 

1. レイヤマネージャで MSI.dat レイヤを右クリックし、[ラスタのカラースライス] を選択しま

す。 

2. [ファイル選択] ダイアログで [Moisture Stress Index] バンド名を選択し、[OK] をクリック

します。 



59 

3. [ラスタカラースライスを編集] ダイアログで [カラースライスをクリア] ボタン  をクリックし

ます。代わりに、新しいラスタカラースライスを作成します。 

4. [カラースライスを追加] ボタン  をクリックします。ピクセル値の範囲全体（-245～14.08）を

カバーする新しいカラースライスが追加されます。表示される狭いヒストグラムの終端に対応する最

大のピクセル値を強調します。 

5. [スライスの最大] の値は変更せず、[スライスの最小] に値 1 を入力します。 Enter キーを押し

て、値を確定します。 1.0 を超える [Moisture Stress Index] の値は赤色で強調表示されます。 

 

6. レイヤマネージャで Slices フォルダを右クリックし、[カラースライスをエクスポート] > 

[Shapefile] を選択します。 

7. HighMSI.shp という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

8. プロセスマネージャ内で ExportVector プロセスが終了するのを待ち、[OK] をクリックして [ラ

スタカラースライスを編集] ダイアログを終了します。 

9. レイヤマネージャで、MSI.dat レイヤを選択解除し、該当するレイヤを非表示にします。元のサ

ーフェス反射率画像の上に、赤色のラスタカラースライスが表示されます。 

10. レイヤマネージャで [ラスタカラースライス] レイヤを強調表示した後、ツールバーの [透明度] ス

ライダを調整し、カラースライスを通して下のサーフェス反射率画像が見えるようにします。 

11. [ラスタカラースライス] レイヤを選択解除し、非表示にします。 

その他の指標 

前述の 1～6 のステップに従い、以下のその他の指標画像を作成します。 
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 植物老化反射率指標（出力ファイル名：PSRI.dat） 

 修正レッドエッジ正規化差分植生指標（出力ファイル名：MRE-NDVI.dat） 

植物老化反射率指標は、乾燥/老化炭素植生指標であり、乾燥状態のリグニンおよびセルロースにおける炭素の量

を推定します。葉緑素に対するカロチノイド（アルファカロテンやベータカロテンなど）の比率の感度が最大になります。

値が増加すると、樹冠ストレス（カロチノイド色素）が増加し、樹冠老化や植物の果実の熟成が早まります（Merzylak, 

1999）。 

修正レッドエッジ NDVI では、メインの吸収および反射率のピークの代わりに、レッドエッジに沿ってナローバンドが

使用されます。樹冠の体積、ギャップの割合、および老化における小さな変化に対する植生レッドエッジの感度が利用

されます。他の 2 つの指標とは異なり、この指標でピクセル値が小さい場合は、植生がストレスを受けたエリアを示

しています（Datt, 1999; Sims および Gamon, 2002）。 

次は、バンド間演算を使用して、水分ストレスおよび植物老化の影響を強調します。NDVI は重視しません。 

バンド間演算 

1. ツールボックスの Band Algebra フォルダを展開し、[バンド間演算] をダブルクリックします。 

2. [Enter an expression] フィールドに (b1+b2)/b3 と入力します。[Add to List] をクリッ

クします。 

3. [バンド間演算] ダイアログで計算式を選択し、[OK] をクリックします。 

4. [Variables to Bands Pairings] ダイアログで [B1] が選択された状態で、[Moisture Stress 

Index] バンドをクリックします。すると、水分ストレス指標画像が、バンド間演算計算式の中の

変数 b1 に代入されます。 

5. [B2] を選択した後、[植物老化反射率指標] バンドをクリックします。 

6. [B3] を選択した後、[修正レッドエッジ正規化差分植生指標] バンドをクリックします。 

7. VegStressBandMath.dat という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

8. 得られた画像をさらに詳細に調べます。比較的明るいピクセルは、植生水分が少なく、樹冠ストレス

が大きなエリアを示しています（それぞれ MSI 指標および PSRI 指標で示されている）。 

9. レイヤマネージャで、SurfaceReflectance.dat レイヤ

を VegStressBandMath.dat レイヤの直下にドラッグしてドロップします。[ビュー] レイ

ヤを選択します。 
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10. ENVI ツールバーの右側にある [フリッカを表示] ボタン  をクリックします。バンド間演算画

像とサーフェス反射率画像がディスプレイに交互に表示されるので、それら 2 つを簡単に比較する

ことができます。このボタンを再度クリックすると、フリッカ表示が停止します。 

次は、ENVI の [森林保健] ツールを使用して、ストレスが高い状態のエリアを探します。 

森林保健ツール 

[森林保健植生解析] ツールを使用すると、森林領域の健全性と生命力全般を示す空間地図が作成されます。これ

は、森林内の害虫や胴枯れ病の状態を検出する際や、伐採のエリアを評価する際に役立ちます。ストレス状態の高

い森林は、植物物質が乾燥していたり枯れかけている、樹冠の密度が高すぎるまたは低すぎる、光の使用が不十

分、などの兆候が見られます。このツールでは、以下の植生指標のカテゴリを使用します。 

 ブロードバンドグリーンネスおよびナローバンドグリーンネス。植生の分布を示します。 

 葉色素。カロチノイド色素およびアントシアニン色素の濃度でストレスレベルを示します。 

 樹冠含水量。水の濃度を示します。 

 光利用効率。森林の生育率を示します。 

森林保健地図を作成するためのステップを以下に示します。 

1. ツールボックスの検索ウィンドウで、森林とタイプします。 

2. 表示される [森林保健植生解析] ツール名をダブルクリックします。 

3. [Input File] ダイアログで SurfaceReflectance.dat を選択し、[OK] をクリックしま

す。 



62 

4. [Forest Health Parameters] ダイアログの [Greenness Index] ドロップダウンリストで、[修

正レッドエッジ正規化差分植生指標] を選択します。 

5. [Leaf Pigment Index] ドロップダウンリストで、[Carotenoid Reflectance Index 2] を

選択します。 

6. [Canopy Water or Light Use Efficiency Index] ドロップダウンリストで、[Structure 

Insensitive Pigment Index] を選択します。 

7. Forest Health.dat という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

 

8. 得られた画像は、自動的には表示されません。データマネージャを開き、ファイルリストの末尾まで

スクロールした後、[森林保健] バンドを選択します。[ロードデータ] をクリックして、該当画像を

表示します。 
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森林保健画像では、植生ストレスの定量的尺度が得られません。その代わり、森林の植生保健の相対的な

値が、1（健全でない）～9（健全）で示されます。Hyperion センサから、垂直ストライプアーティファクトがわ

かります。 

 

9. レイヤマネージャで、1 および 2 以外の全クラスを無効にします。 

これらのピクセルは、植生がストレスを受けたエリアを表していま

す。以前作成した植生指標画像と比較してください。エリアが虫害を

受けているか否かを確認するには、現地調査および航空測量がさ

らに必要です。ただし、このチュートリアルで学習した方法を使用す

れば、森林内の非健全で死滅しつつある植生を示すのに、リモート

センシングおよびハイパースペクトル画像が効果的なツールである

ことがわかります。 
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ハイパースペクトル解析: SAM および SFF のチュートリアル 

このチュートリアルでは、スペクトル角マッパ（SAM）法およびスペクトルフィーチャフィッティング（SFF）法を使用して、

地質学的鉱物の既知の基準スペクトルと画像ピクセルスペクトルを比較する方法を学習します。これにより、既知のス

ペクトルに類似しているピクセルを見つけやすくなります。 以下のセクションを参照してください。 

 このチュートリアルで使用するファイル 

 背景 

 演習 1:SAM の分類 

 演習 2:スペクトルフィーチャフィッティング 

 参考文献 

このチュートリアルのステップでは、ENVI 5.2 を使用しました。古いバージョンの ENVI を使用している場合、それ

らのステップは異なります。 

このチュートリアルは、ハイパースペクトル解析の一連のチュートリアルの 1 つです。残りのチュートリアルについて

は、以下のリンクを参照してください。 

 AVIRIS データの前処理 

 基本的なハイパースペクトル解析 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD の hyperspectral ディレ

クトリから入手できます。 

ファイル 説明 

CupriteReflectance.dat AVIRIS の反射画像とヘッダファイル 

CupriteMineralROIs.xml 産出された既知の鉱物が記載されている関心領域（ROI）ファ

イル 

ENVI インストールに含まれる鉱物スペクトルライブラリファイルもいくつか使用します。 

この演習で使用する画像は、Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer（AVIRIS）センサにより収集

したものです。AVIRIS データファイルは、NASA/JPL-Caltech のご好意により提供されました。サンプル画像は、

ネバダ州南部のカップライトヒルズ領域（鉱物タイプが多様な領域）をカバーしています。シーンは、2011 年 8 月 8 

日、航空機 ER-2 により収集したものです。 

放射輝度がフルのシーンは、NASA/JPL の AVIRIS の Web サイトにある Free Data セクションで入手できま

す。この画像を以下のように処理した結果、ファイル CupriteReflectance.dat が得られました。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/Whole-Pixel%20Hyperspectral%20Analysis%20Tutorial.htm%23Files
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/Whole-Pixel%20Hyperspectral%20Analysis%20Tutorial.htm%23Backgrou
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/Whole-Pixel%20Hyperspectral%20Analysis%20Tutorial.htm%23Exercise
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/Whole-Pixel%20Hyperspectral%20Analysis%20Tutorial.htm%23Exercise2
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/Whole-Pixel%20Hyperspectral%20Analysis%20Tutorial.htm%23Referenc
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/PreprocessAVIRIS.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperspectralAnalysisTutorial.htm
http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
http://aviris.jpl.nasa.gov/data/free_data.html
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 空間サブセット化 

 FLAASH® を使用して、大気効果を除去し、ENVI フォーマットのサーフェス反射画像を作成 

 ENVI ヘッダファイル内の 53 個のバンドに「不良」のマーク付け。これらは主に反射率曲線内の

スパイクの原因となる水蒸気バンドです。 

 1260～1560 nm（バンド 98～128） 

 1760～1960 nm（バンド 148～170） 

反射画像の作成に使用したステップについては、「AVIRIS の前処理のチュートリアル」を参照してください。 

背景 

リモートセンシング画像の中の土地被覆タイプを特定するために、これまでいくつかの方法が開発されてきました。教

師付き分類などの基本的な方法では、既知の基準に対する画像スペクトルの類似性を測定することにより、入力画像

の主題地図が作成されます。このような方法から得られる結果は、「既定の物質がこの画像ピクセルの中に存在して

いるか」という質問に答えようとするものであるため、whole-pixel 解析と呼ばれています。 

1 つのシーン内のさまざまな鉱物を特定しようとして、1 つのスペクトルプロファイルプロット内で画像スペクトルとライ

ブラリスペクトルを比較する方法については、「基本的なハイパースペクトル解析」で示しました。ただし、利用可能なラ

イブラリスペクトルが数百も存在していると、手動によるこの方法は時間がかかりすぎます。さらに自動化された、科学

的に強固な方法が望ましいと言えます。 

ENVI では、ハイパースペクトル画像に特に適している whole-pixel 解析方法として、SAM および SFF の 2 

つが提供されています。どちらも異なる原理に基づいており、同一のシーンに対してそれぞれ独立した解析が提供さ

れます。 

SAMスペクトル角マッパ（Spectral Angle Mapper） 

SAM は、画像スペクトルと既知のスペクトルを比較するための自動分類法です。基準スペクトル、すなわちトレーニ

ングクラスのソースは、以下のいずれでもかまいません。 

 スペクトルライブラリ 

 ASCII ファイル 

 関心領域（ROI） 

SAM 分類を有効にするには、データの単位がライブラリの単位と同じになるように、入力画像を見かけの反射率に

変換する必要があります。このチュートリアルで使用する画像は、見かけの反射率に変換済みです。 

SAM では、画像スペクトル（未知の物質を表す）と基準スペクトル（既知の物質を表す）の間のスペクトル角を計算

し、それを n 次元のスペクトル空間（n はバンドの数）内のベクタとして取り扱うことにより、それらスペクトル間の類似

性が特定されます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/PreprocessAVIRIS.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperspectralAnalysisTutorial.htm
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この方法を説明するには、画像スペクトルとライブラリスペクトルの 2D スキャタプロットを 2 バンドの画像内で作成

するのが最も簡単な方法です。 

 

SAM 分類子に関しては、以下のようなキーポイントがあります。 

 角度が小さいほど、基準スペクトルとの一致度が高くなります。 

 指定した最大角の閾値（ラジアン）より遠くにあるピクセルは、分類されません。 

 原点から各ポイントを通るベクタは、可能なすべての照明条件下で、各スペクトルの位置を表しま

す。SAM は照明およびアルベド効果に対して無反応であるため、可能な照明はすべて等しく取り扱

われます。 

 照明が弱いピクセルは、スキャタプロットの原点付近になります。 

 物質の色は、単位ベクタの方向によって定義されます。 

 ベクタ間の角度は、ベクタの長さとは無関係に同じです。 

SAM では、この幾何学的関係が n 次元の空間まで一般化されます（n は画像内のバンドの数）。ハイパースペクト

ル画像解析から選択された基準スペクトルごとに、ENVI では各画像スペクトル（ピクセル）のスペクトル角（ラジアン）

が計算されます。SAM では、以下の結果が生成されます。 

ルール画像 

各ルール画像は、画像スペクトル～基準スペクトル間のスペクトル角を表します。ルール画像内のピクセルは暗いほ

どスペクトル角が小さいため、基準スペクトルに対する類似性が高い画像スペクトルとなります。以降の分類にルール

画像を使用すれば、さまざまな閾値を使用して、SAM 分類画像に含まれるピクセルを特定することができます。 



68 

SAM 分類画像 

この画像では、選択したライブラリスペクトルの物質の 1 つを表すクラスに、各ピクセルが割り当てられます。この分

類では、入力画像内の各ピクセルとのスペクトル角が最小のライブラリスペクトルが選択されます。そのため、分類画

像は、各ピクセルの既定の物質に最も一致しているものを表します。 

スペクトルフィーチャフィッティング（SFF） 

SFF は、画像スペクトルをエキスパートによって同定するための知識ベースシステムに向けた第 1 ステップと考える

こともできます。それは、画像（ピクセル）スペクトルと基準スペクトルをマッチングするための吸収特性ベースの方法

です。SFF 分類から最高の結果を得るには、吸収特性全体が含まれる、最も狭いスペクトル範囲を選択する必要が

あります。吸収特性を分離すれば、誤差が最小の最適な一致が得られます。 

SFF の要件を以下に示します。 

 基準スペクトルを画像またはスペクトルライブラリから選択します。 

 解析前に、画像スペクトルおよび基準スペクトルから連続体を除去します。連続体とは、既定の吸収

特性を解析用に分離するのに使用する数学関数のことです。特定の 関心特性とは無関係の背景信号

に対応しています。 

 画像スペクトルに一致するように、基準スペクトルをスケーリングします。 

SFF では、以下のステップが実行されます。 

1. 選択するエンドメンバーごとに、スケーリングされた画像が生成されます。エンドメンバーとは、既

定の画像の波長内でスペクトルが一意な（または純粋な）物質のことです。 

2. 連続体除去後のスペクトルを 1.0 から減算して反転させ、連続体をゼロにします。 

3. 基準スペクトルをピクセルスペクトルにマッチングする単一の乗法倍率を特定します。吸収特性の正

確な波長範囲を選択したものと仮定した場合、倍率が大きいのはスペクトル特性が強いことを示して

います。 

4. 各基準スペクトルとピクセルスペクトルの間でバンドごとに最小二乗法を実行します。 

5. 基準スペクトルごとに、二乗平均平方根（RMS）画像を生成します。 

演習 1:SAM の分類 

この演習では、SAM を使用して、AVIRIS 画像内のさまざまな鉱物を分類する方法を示します。トレーニングデータ

を得るには、この画像中の既知の鉱物タイプの関心領域（ROI）ファイルをインポートします。 

AVIRIS 画像および鉱物 ROI を開く 

1. ENVI を起動します。 
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2. ツールバーの [開く] ボタン  をクリックします。 

3. ファイル CupriteReflectance.dat を選択し、[開く] をクリックします。この AVIRIS 

シーンの 224 個のバンドから ENVI により、トゥルーカラーディスプレイの近似に最適なバンド

が自動的に決定されます。この場合、バンド 29 は赤、バンド 20 は緑、バンド 12 は青に割り当

てられます。 

4. ツールバーの [開く] ボタン  をクリックします。 

5. ROI ファイル CupriteMineralROIs.xml を選択し、[開く] をクリックします。各鉱物の 

ROI がレイヤマネージャにリスト表示され、画像の上に表示されます。 

 

SAM の分類の開始 

1. ツールボックスの検索フィールドで、スペクトル角とタイプします。 

2. 表示される [スペクトル角マッパ分類] ツール名をダブルクリックします。 

3. [分類入力ファイル] ダイアログで、CupriteReflectance.dat を選択しますが、[OK] はまだク

リックしません。 

4. [Spectral Subset] ボタンをクリックします。 

5. [Clear] ボタンをクリックして、選択リストをクリアします。 

6. このステップでは、鉱物の特徴的な吸収特性が含まれるバンドを、1998～2437 ナノメートルの範

囲で選択します。[Band 174] をクリックした後、キーボードの Shift キーを押したまま [Band 

218] をクリックします。 
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7. [Add Range] ボタンをクリックした後、[File Spectral Subset] ダイアログおよび [分類入力フ

ァイル] ダイアログで [OK] をクリックします。 

トレーニングデータの定義 

1. 基準スペクトルの指定が必要な分類およびマッピングツールには、[エンドメンバー収集] ダイアロ

グを使用します。[アルゴリズム] タブを使用すると、選択した画像および基準スペクトルに任意の

分類方法を適用することができます。[アルゴリズム] メニューではスペクトル角マッパが方法とし

て選択されている点に注意してください。 

2. [エンドメンバー収集] ダイアログのメニューバーから、[インポート] > [from ROI/EVF from 

input file] を選択します。次のダイアログには、利用可能な各 ROI がリスト表示されます。 

3. この演習では、鉱物を 2 つだけ解析します。キーボードの Ctrl キーを使用してアンモニウム長石

とカオリナイトを選択した後、[OK] をクリックします。 

4. [エンドメンバー収集] ダイアログで [Select All] ボタンをクリックした後、[Apply] をクリック

します。 

SAM パラメータの定義 

1. [Spectral Angle Mapper Parameters] ダイアログでは、初期分類をプレビューしてから次の処理

に移ることができます。[プレビュー] ボタンをクリックします。 

2. プレビューは、256 x 256 ピクセルのバウンディングボックスに制限されています。バウンディン

グボックスの位置を変更するには、以下のステップに従って操作してください。 

 プレビューの下の [Change View] ボタンをクリックします。 

 [Select Spatial Subset] ダイアログ内で [イメージ] ボタンをクリックします。 

 赤色のバウンディングボックスを別の場所に移動します。 

 [Subset by Image] ダイアログおよび [Select Spatial Subset] ダイアログで [OK] を

クリックします。 

プレビューが更新され、新しい位置が表示されます。初期分類画像は、以下の例のように、アンモニウム長石

およびカオリナイトのクラス全体から構成されている点に注意してください。これは正確ではないため、SAM 

分類の制限が強くなるように、スペクトル角を小さくする必要があります。 
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3. [Spectral Angle Mapper Parameters] ダイアログで、[Maximum Angle (radians)] の値

を 0.04 に変更します。 

4. [プレビュー] をクリックします。未分類（黒）のピクセルが増えているので、ピクセル数が減った

アンモニウム長石およびカオリナイトのクラスはそのままにしておきます。 

 

5. 別の値を使用して実験し、（[単一値] ボタンを使用して）両方のクラスに適用するか、[複数の

値] をクリックして各クラスに異なる最大角値を割り当てます。 

6. [Spectral Angle Mapper Parameters] ダイアログの中央部で、SAM 分類画像のファイル名とし

て CupriteSAMClass.dat を入力します。 

7. [Output Rule Images] のデフォルトの選択肢は [はい] のままとし、ルールファイルのファイ

ル名として CupriteSAMRule.dat を入力します。 
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8. [OK] をクリックして、分類を開始します。処理が完了すると、分類画像およびアンモニウム長石の

ルール画像がレイヤマネージャにリスト表示されます。ディスプレイには、分類画像が表示されま

す。 

9. [エンドメンバー収集] ダイアログを閉じます。 

ルール画像の表示 

ルール画像は、分類データを解釈する際に役立ちます。SAM 分類子の場合、ルール画像には画像ピクセルのスペ

クトルとトレーニングデータの基準スペクトルの間の類似性が表示されます。ルール画像内のピクセルは暗いほどス

ペクトル角が小さいため、基準スペクトルに対する類似性が高い画像スペクトルとなります。 

作成したばかりのルールファイル（CupriteSAMRule.dat）には 2 つのバンドが含まれており、一方はアンモ

ニウム長石のルール画像用、他方はカオリナイトのルール画像用です。ENVI の場合は、レイヤマネージャにバンド

が 1 つ（アンモニウム長石）だけリスト表示されます。 

1. ルール画像を表示する前に、レイヤマネージャでチェックボックスを使用し、以下のレイヤを非表示

にします。 

 未分類およびアンモニウム長石クラス - CupriteSAMClass の Classes フォルダの下 

 CupriteReflectance.dat 

 関心領域 

2. ツールバーの [データマネージャ] ボタン  をクリックします。CupriteSAMRule が表示さ

れるまで、ファイルリストの下部に向かってスクロールします。 

3. [Rule (Kaolinite)] を選択し、[グレイスケールをロード] ボタンをクリックします。カオリナイ

トのルール画像がディスプレイに表示されます。 

4. レイヤマネージャで CupriteSAMClass レイヤを選択し、カオリナイトのルール画像が含まれる

レイヤの上にドラッグします。SAM 分類画像のカオリナイトクラスが、カオリナイトのルール画像

の上に表示されます。 以下に例を示します。 
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5. カオリナイトクラスのオン/オフを切り替え、分類結果とルール画像を比較します。ルール画像内の

最も暗いピクセルは、スペクトル角に関して、ROI トレーニングデータに最も一致しています。 

6. 直前の 2 ステップを、アンモニウム長石クラスに対しても実行します。分類結果とアンモニウム長

石のルール画像を比較します。 

7. 次の演習の準備をするため、データマネージャを開き、CupriteReflectance.dat 以外の

全ファイルを閉じます。 

演習 2: スペクトルフィーチャーフィッティング 

スペクトルフィーチャフィッティング（SFF）では、各画像ピクセルの特定の吸収特性と既知の基準スペクトルの特定の

吸収特性が比較されます。吸収特性のスペクトルが幅および深さの点でよくマッチングしているピクセルは、関心物質

の存在量が比較的多いという傾向があります。SFF は、鉱物や一部の人工特性のようなユニークかつ詳細な吸収特

性を備える物質に対して効果が高いです。それとは対照的に、植生や水のような一般的なカテゴリの物質に対して

は、うまく機能しません。この演習の基準スペクトルは、鉱物のスペクトルライブラリがソースになっています。 

この演習では、AVIRIS シーンから連続体スペクトルを除去し、ミョウバン石のライブラリスペクトルをプロットした後、

ライブラリスペクトルの吸収特性に画像スペクトルがいかによく一致するのかを示す SFF スケールおよび RMS 画

像を作成します。 

連続体の除去 

SFF ではまず、画像スペクトルおよび基準スペクトルから連続体を除去する必要があります。連続体を除去すると、

入力反射画像の各スペクトルが、連続体曲線と比較され、吸収特性の深さおよび位置を測定するための共通の基準

線が定義されるので、正規化されます。連続体曲線とは、凸包をスペクトルにフィッティングさせることにより形成され

る数学関数のことです。 
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連続体を、元のスペクトルに分割することにより、除去します。スペクトルの一般的な形状が除去され、吸収特性だけ

が残ります。連続体除去後の画像スペクトルは、連続体とスペクトルがマッチングしている場合、1 に等しくなります。

1 以下の場合は、吸収特性が発生しています。連続体除去後のデータは、ピクセル値が 0～1 の間になるようにス

ケーリングされます。連続体除去後の画像内で、暗いエリアは明るいエリアに比べて吸収特性が大きいです。 

1. ツールボックスの検索フィールドで、連続体とタイプします。 

2. 表示される [連続体の除去] ツール名をダブルクリックします。 

3. [Continuum Removal Input File] ダイアログで CupriteReflectance.dat を選択し、

[OK] をクリックします。 

4. [Continuum Removal Parameters] ダイアログで CupriteReflectanceCR.dat という

出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

5. 処理が完了したら、レイヤマネージャで CupriteReflectanceCR.dat レイヤを右クリックし、

[プロファイル] > [スペクトル] を選択します。 

6. 2000～2400nm の波長範囲まで拡大します。以下の例はピクセル位置 (391, 307) からのスペク

トルを示しています。マウスにスクロールホイールがある場合は、プロットウィンドウの中をクリッ

クし、スクロールホイールを回して拡大します。また、クリックしてスクロールホイールをドラッグ

し、拡大対象エリアの回りにボックスを描画してもかまいません。画像スペクトルから連続体を除去

すると、吸収特性がどのように拡張されるのかに注意してください。 



75 

 

基準スペクトルの収集 

これから使用する基準スペクトルは、スペクトルライブラリがソースです。ENVI インストールには、NASA Jet 

Propulsion Laboratory（JPL）、Johns Hopkins University（JHU）、および U.S. Geological Survey

（USGS）の複数のグループのライブラリスペクトルが含まれています。 

これらのライブラリファイルは、Jet Propulsion Laboratory、California Institute of Technology（パサディナ、

カリフォルニア州）のご好意により提供されました。Copyright © 1999, California Institute of 

Technology.All Rights Reserved. 

1. ENVI メニューバーから、[表示] > [スペクトルライブラリビューワ] を選択します。 

2. スペクトルライブラリビューワの左側で、usgs (1994) フォルダを展開します。 

3. minerals_asd_2151.sli コレクションを展開します。 

4. Alunite HS295 スペクトルを選択します。 

スペクトルフィーチャフィッティングの実行 

1. ツールボックスの検索ウィンドウで、スペクトルとタイプします。 

2. 表示される [Spectral Feature Fitting] ツール名をダブルクリックします。 

3. 入力ファイル CupriteReflectanceCR.dat を選択しますが、[OK] はまだクリックしませ

ん。 

4. [Spectral Subset] ボタンをクリックします。 

5. [Clear] ボタンをクリックします。 

6. 対象の吸収特性が 1 つだけ含まれるようにスペクトル範囲を狭めると、SFF から良好な結果が得ら

れます。このステップでは、特徴的な吸収特性が含まれるバンドを、2000～2250 ナノメートルの

範囲で選択します。[Band 174] をクリックした後、キーボードの Shift キーを押したま

ま [Band 200] をクリックします。 

7. [Spectral Feature Fitting Input File] ダイアログで、[OK] をクリックします。 
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8. このステップでは、スペクトルライブラリから基準スペクトルをインポートします。[エンドメンバ

ー収集] ダイアログのメニューバーから、[インポート] > [from Plot Windows] を選択しま

す。 

9. [Import from Plot Windows] ダイアログで、[Select All Items]、[OK] の順にクリックしま

す。 

10. [エンドメンバー収集] ダイアログで [Apply] をクリックします。 

11. [Spectral Feature Fitting Parameters] ダイアログではトグルボタンが [Output separate 

Scale and RMS Images] に設定されていますが、これはこの演習の場合正しいです。このオプ

ションが設定されていれば、ENVI により、スペクトルエンドメンバーごとに Scale および RMS 

画像が作成されます。 

12. CupriteSFF.dat という出力ファイル名を入力し、[OK] をクリックします。 

13. [スペクトルライブラリビューワ] ダイアログおよび [エンドメンバー収集] ダイアログを閉じま

す。 

Scale および RMS 画像の表示 

1. レイヤマネージャで、全レイヤを選択解除します。 

2. ENVI メニューバーから、[ビュー] > [2 つの垂直ビュー] を選択します。 

3. ツールバーの [データマネージャ] ボタン  をクリックします。CupriteSFF.dat が表示さ

れるまで、ファイルリストの下部に向かってスクロールします。 

4. [Scale] のバンド名を左のビューにドラッグしてドロップします。 

5. [RMS] のバンド名を右のビューにドラッグしてドロップします。 

6. メニューバーから [ビュー] > [リンクビュー] を選択します。ビュー間でジオグラフィックリンク

を作成します。 

7. [リンクビュー] ダイアログでは、[ジオリンク] オプションが選択済みです。[すべてをリンク] ボ

タンをクリックした後、[OK] をクリックします。1 つのビューの回りでパンすると、それに従っ

て他方のビューもパンするようになります。 

Scale 画像内の明るいエリアは、吸収特性がミョウバン石のライブラリスペクトルに深さおよび幅の点で類似している

ピクセルを表しています。RMS 画像内の暗いエリアは、RMS 誤差が少ないことを示しています。Scale 画像と 

RMS 画像を比較する方が解析技法として優れています。その場合は、(1) Scale 画像および RMS 画像のバンド

比演算画像を作成する、および (2) Scale 画像～ RMS 画像間でスキャタプロットを作成する、という 2 つのオプ

ションがあります。この演習では、スキャタプロットを作成し、スペクトルの一致が良好なエリアを探します。 
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Scale 画像と RMS 画像のスキャタプロットの作成 

1. メニューバーから [表示] > [2D スキャタプロット] を選択します。[スキャタプロットツール] ダ

イアログで、RMS バンドが X 軸に割り当てられている点に注意してください。Scale バンドは、

Y 軸に割り当てられています。 

2. RMS 値が小さく、Scale 値が大きい一連のピクセルの回りに、ポリゴンを 1 つ描画します。繰り

返しクリックしてポリゴンの一連のセグメントを定義するか、左のマウスボタンを押したまま連続的

に描画して、ポリゴンを 1 つ描画します。右クリックすると、ポリゴンが確定されます。画像内

の、スキャタプロットポイントに対応するピクセルは、赤色で強調表示されます。それらのピクセル

は、ミョウバン石の吸収特性にスペクトルがよく一致しています。 以下に例を示します。 

 

SAM および SFF は、シーン内の関心物質の存在量を特定するための whole-pixel 解析方法の 2 つの例で

す。さらに複雑な解析を行うには、ENVI の Multi-Range SFF ツールを使用して実験してください。複数の波長範

囲を定義して、SFF の解析が行えます。 

参考文献 

Baldridge, A., S. Hook, C. Grove, and G. Rivera. The ASTER Spectral Library Version 

2.0. Remote Sensing of Environment 113 (2009): 711-715. 

Clark, R., G. Swayze, and A. Gallagher, "Mapping Minerals with Imaging Spectroscopy" U.S. 

Geological Survey, Office of Mineral Resources Bulletin 2039 (1993):141-150. 

Kruse, F., et al. "The Spectral Image Processing System (SIPS) - Interactive Visualization and 

Analysis of Imaging Spectrometer Data." Remote Sensing of Environment 44(1993): 145 - 163. 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/SpectralTools/MultiRangeSFF.htm
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ランドサット時系列のチュートリアル 

このチュートリアルでは、ネバダ州ラスベガスの 9 つのランドサット画像（それぞれ 1975～2014 年の 5 月に取

得）から時系列を作成する方法を示します。シリーズマネージャを使用して時系列のアニメーションを作成し、アニメー

ションをビデオにエクスポートする方法を学習します。また、このチュートリアルには、ENVI アプリケーションプログラ

ミングインターフェース（API）を使用してバッチモードでこれらのタスクを実行する方法を示すコード例も含まれていま

す。 

このチュートリアルを完了するための推定時間は 1 時間です。ENVI 5.2 以降を使用します。 

 このチュートリアルで使用するファイル 

 ケーススタディ:ラスベガスの成長 

 時系列の構築 

 時系列の表示 

 ENVI API のコード例 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の LandsatCaseStudies¥TimeSeries ディレクトリから入手できます。それらのファイルをローカルドラ

イブにコピーしてください。 

ファイル 説明 

LasVegasMay1975.dat（およ

び .hdr） 

Landsat-1 MSS 画像（1975 年 5 月）、元は 80 メートルの空間解

像度、USGS で 57 メートルにリサンプリング、ENVI で 30 メートル

にリサンプリング 

LasVegasMay1980.dat（およ

び .hdr） 

Landsat-3 MSS 画像（1980 年 5 月）、元は 60 メートルの解像

度、ENVI で 30 メートルにリサンプリング 

LasVegasMay1985.dat～ 

LasVegasMay2005.dat（およ

び .hdr） 

Landsat-5 TM 画像（1985 年 5 月から 2005 年 5 月まで 5 年

に一度取得）、30 メートルの解像度 

LasVegasMay2014.dat（およ

び .hdr） 

Landsat 8 OLI 画像（2014 年 5 月）、30 メートルの解像度 

ランドサット画像は U.S. Geological Survey（USGS）EarthExplorer の Web サイトからダウンロードし、以下

のように前処理を行いました。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/TimeSeriesTutorial.htm%23Files
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/TimeSeriesTutorial.htm%23Backgrou
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/TimeSeriesTutorial.htm%23Build
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/TimeSeriesTutorial.htm%23View
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/TimeSeriesTutorial.htm%23ENVI_API
http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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 同一の地理的範囲に対する空間サブセット化 

 大気上部（TOA）の反射率に対するラジオメトリック補正 

 QUAC® を使用した大気補正 

 共通の空間グリッドを作成し、それに全画像を再投影。USGS EarthExplorer の Web サイトから

ダウンロードした画像は UTM ゾーン 12N（WGS-84）の座標系に対してジオリファレンスされて

いますが、40 年以上の期間にわたる装置の位置ずれにより、ピクセル位置が少しずれている可能性

があります。共通の空間グリッドを使用することで、複数の画像にわたる同一ピクセルが、時間が経

過しても同じ地理的位置を参照することが保証されます。（キュービックコンボリューションリサン

プリングを使用して）2 つの MSS 画像を空間グリッドに再投影することにより、その空間解像度

が 60 メートルから 30 メートルに改善されました。 

これらのステップをバッチモードで実行するのに使用した IDL プログラムについては、このチュートリアルの「ENVI 

API のコード例」というセクションを参照してください。 

その他のステップでは、たとえば以下のようにテキストエディタを使用し、データ取得時間メタデータを各 ENVI ヘッ

ダファイルに手動で追加しました。 

acquisition time = 1975-05-13T17:34:00.0 

データ取得時間は、元のランドサットシーンとともに配布された .met または *MTL.txt メタデータファイルから

導出することができます。 

OSAVISeries ディレクトリには、各ランドサット画像の一連の Optimized Soil Adjusted Vegetation Index

（OSAVI）画像が含まれています。これらの画像の空間範囲とデータ取得時間は、ランドサット画像と同じです。 

ケーススタディ:ラスベガスの成長 

ラスベガスは、米国内で成長が最も速い大都市圏の 1 つです。米国国勢調査局によると、ネバダ州大都市統計圏

（MSA）のラスベガス - ヘンダーソン - パラダイスの人口は 1970 年、273,288 人でした。今日ではそれが約 2 

百万人になっています。 

リモートセンシング画像を使用すると、都会の発展を時間の経過に伴って監視することができます。都会のさまざまな

特性の研究には、空間解像度の高い画像が適しています。特に興味深いのは、時間の経過に伴う不浸透面（道路、

建物、駐車場など）の増加です。大都市圏全体の高解像度画像は、入手するのが困難で、かつディスクスペースを消

耗する可能性があります。ランドサットレガシープロダクトのような低解像度の画像は、USGS から自由に入手するこ

とができ、大規模な空間範囲に対して都会が不規則に広がる様子を研究するのに適していることもしばしばあります。 

以下の変化抽出画像は、1980 年から現在までの人工特性における相違点を示しています。正規化差分住宅地指

標画像は、1980 年の Landsat TM 画像および 2014 年の Landsat-8 画像から作成されています。SPEAR 

変化抽出ツールを使用して作成したこの画像は、1980 年以降に追加された住宅地特性（赤）を示しています。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/RadiometricCalibration.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/PreprocessImagery/QUAC_FLAASH/QUAC.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/TimeSeriesTutorial.htm%23ENVI_API
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/TimeSeriesTutorial.htm%23ENVI_API
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/ExploreImagery/ENVIHeaderFiles.htm%23The
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Vegetation%20Analysis/BroadbandGreenness.htm%23Optimize
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Vegetation%20Analysis/BroadbandGreenness.htm%23Optimize
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/BandMathSpectralIndices/Reference/BackgroundOtherIndices.htm%23Normaliz3
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/BandMathSpectralIndices/Reference/BackgroundOtherIndices.htm%23Normaliz3
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/SpectralTools/SPEARTools/SPEARChangeDetection.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/SpectralTools/SPEARTools/SPEARChangeDetection.htm
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変化抽出では「前後」の状況しかわかりませんが、時系列解析では都会が時間の経過とともに成長する過程のパター

ンおよび主要な変化がわかります。このチュートリアルでは、40 年という期間にわたるランドサット画像を 5 年ごと

に評価します。 

時系列の構築 

ここで示す一連のステップでは、ラスタシリーズ（時空間解析に使用する一連の画像（ラスタ））を構築します。それらの

ステップでは、シリーズファイル（ファイル拡張子が .series のメタデータファイル）が作成されます。シリーズファ

イルは、画像が含まれず、ソースラスタのファイル位置を参照するのみです。 

ソースラスタに関連する ENVI ヘッダファイルに [データ取得時間] メタデータフィールドが含まれる場合は、シ

リーズを時間の順に整列することもできます。 

1. ENVI を起動します。 

2. メニューバーで、 [ファイル] > [プリファレンス] を選択します。 

3. [プリファレンス] ダイアログの左側にある [データマネージャ] 項目をクリックします。 

4. [マルチスペクトルファイルの自動表示方法] の隣にある空白をクリックし、表示されるドロップダ

ウンリストから [CIR] を選択します。すると、シリーズ内の全ラスタが、赤外カラー RGB の組み

合わせで表示されます。 

5. [プリファレンス] ダイアログで [OK] をクリックします。 

6. メニューバーから、[ファイル] > [新規作成] > [ラスタシリーズの構築] を選択します。[ラスタ

シリーズのラスタデータ選択] ダイアログが表示されます。 

7. [ラスタを追加] ボタンをクリックした後、[ファイルネームで選択] を選択します。 

8. チュートリアルのデータファイルを保存したディレクトリに移動します。 
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9. キーボードの Ctrl または Shift キーを使用して、ファイル LasVegasMay1975.dat～

LasVegasMay2014.dat（全部で 9 ファイル）を選択します。 [開く] をクリックします。 

一連のファイル名が [ファイル選択] ダイアログに表示されます。 

10. [時間順で整列] オプションを選択します。すると、各 ENVI ヘッダファイルの [データ取得時間] 

メタデータフィールドに、一連のラスタが時間順にリスト表示されます。 

11. [出力ファイル名] フィールドの隣にある [参照] ボタンをクリックし、チュートリアルのデータフ

ァイルを保存したのと同じディレクトリに移動します。 

12. シリーズファイル LasVegas を指定します。[出力ファイル名を選択] ダイアログで、[開く] ボ

タンをクリックします。ENVI により、ファイル名の後に .series という拡張子が自動的に付加

されます。 

13. [結果を表示] オプションを選択します。 

 

14. 完了したら [OK] をクリックします。 

時系列の表示 

ENVI によって時系列が作成されると、ディスプレイにシリーズマネージャが表示されます。シリーズが時間順に整列

されているので、時期が最も早い画像（LasVegasMay1975.dat）が先頭に表示されます。シリーズマネージ

ャのさまざまなコンポーネントについて、以下に説明します。 
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どのシリーズも、ENVI 内で一意なレイヤです。各シリーズは、レイヤマネージャに表示され、ここおよびシリーズマネ

ージャでは番号付きのアイコンによって表示されます。 

 

ズーム、回転、ストレッチの変更といったディスプレイの操作は、シリーズ内の特定の画像ではなく、シリーズ全体に適

用されます。 

シリーズマネージャには、シリーズ内の現在の画像レイヤ（この場合は LasVegasMay1975.dat）もリスト表

示されます。ナビゲーションツールを使用して時系列をスクロールすると、現在のレイヤ名が逐次更新されます。 

以下のステップに従い、時系列を 1 つずつ見てみましょう。 

1. レイヤマネージャでシリーズレイヤを右クリックし、[レイヤの範囲でズーム] を選択します。 

2. メインツールバーの [ストレッチなし] ドロップダウンメニューから、[線形 1%] を選択します。 

3. [再生]  ボタンをクリックするか、ホイールをクリックしてドラッグし、シリーズを 1 フレーム

ずつ進めます。各フレームで関連する画像が表示されます。 

4. スライダの針をクリックしてドラッグし、シリーズ内の別のポイントまで移動します（各画像は更新

しません）。そうすれば、シリーズ内の日付またはバンド名が見えるので、特定のフレームをすばや

く選択できます。マウスボタンを放すと、関連する画像がロードされます。 

5. [再生]  ボタンをクリックして、シリーズをアニメーション表示します。シリーズがアニメーショ

ン表示されている最中に、[再生] ボタンの隣にあるドロップダウンリストを使用すれば、遅延時間

（フレーム間）を秒単位で選択できます。 
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6. シリーズによって LasVegasMay2014.dat が表示されたら、[一時停止]  をクリックし

て、アニメーションを停止します。 

7. シリーズマネージャで [オプション] ドロップダウンボタン  をクリックし、[現在表示のラス

タをロード] を選択します。ENVI により、関連する画像 LasVegasMay2014.dat がレイヤ

マネージャおよびデータマネージャで別のレイヤとして開かれるので、時系列とは別に画像を操作す

ることができます。 

 

現在表示されているラスタをロードすると、対象の画像をさらに調べ、ENVI の任意の処理ツールを画像で

使用することができます。シリーズに影響を与えることはありません。 

8. レイヤマネージャで LasVegasMay2014.dat レイヤを右クリックし、[削除] を選択します。 

複数のレイヤ 

以下のステップでは、ラスベガスの別のシリーズの画像（1975～2014 年）を表示し、表示したばかりのものとこのシ

リーズをリンクします。これらの画像は、Optimized Soil Adjusted Vegetation Index（OSAVI）を表し、

ENVI [スペクトル指標] ツールを使用して作成されたものです。OSAVI は 50% を超える植被に特に敏感であり、

植生が比較的希薄なエリア（樹冠を通して土壌が見える）に最適です。 

画像を作成し終わったら、データ取得時間メタデータを各 ENVI ヘッダファイルに手動で追加し直しました。 

1. メニューバーから、[ビュー] > [2 つの垂直ビュー] を選択します。 

2. 2 番目のビューの中をクリックして、それを選択します。空のビューの回りに、シアン色の境界が

表示されます。 

3. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択します。 

4. OSAVI*.dat ファイルを保存したディレクトリに移動します。 

5. ファイル OSAVI.series を選択し、[開く] をクリックします。 

OSAVI シリーズが 2 番目のビューに表示され、シリーズマネージャが更新されて OSAVI シリーズが表

示されます。レイヤマネージャにより、各シリーズが別の View レイヤにリスト表示されます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Vegetation%20Analysis/BroadbandGreenness.htm%23Optimize
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/BandMathSpectralIndices/SpectralIndices.htm
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6. レイヤマネージャで両方のシリーズのレイヤ名を右クリックし、[レイヤの範囲でズーム] を選択し

ます。ディスプレイは以下のように表示されます。 

 

7. シリーズマネージャの [オプション] メニューから、[全てのスライダを表示] を選択します。表示

される新しいパネルを使用すると、2 つのシリーズに互いに独立してアクセスできます。例を以下

に示します。 
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時間に従って 2 つのシリーズをリンクする方が、さらに一般的なシナリオです。 

8. シリーズマネージャで [オプション] ドロップダウンボタンをクリックして、[リンク] > [#/#] 

LasVegas<date>.dat（# は現在のフレーム番号）を選択します。すると、2 つのシリーズ間

に時系列リンクが作成されます。 

9. シリーズマネージャのナビゲーションツールを使用して、時系列を 1 つずつ見てみます。画像が時

間によってリンクされているので、日付が同じランドサット画像とそれに対応する OSAVI 画像は

同時に表示されます。 

10. 2 つのシリーズのチェックが終わったら、OSAVI シリーズが含まれる View レイヤをレイヤマネ

ージャで右クリックし、[ビューを削除] を選択します。元のランドサットシリーズのみが表示され

ます。 

シリーズに対する注釈の追加 

シリーズ内の各画像の ENVI ヘッダファイルに [データ取得時間] フィールドが含まれる場合は、各フレームの

日付と時間を時系列に注釈として追加することができます。テキスト注釈を作成する前に、注釈に関するプリファレン

スをいくつか設定する必要があります。 

1. ENVI メニューバーで、 [ファイル] > [プリファレンス] を選択します。 

2. [プリファレンス] ダイアログの左側にある [注釈] で、[テキスト注釈] 項目をクリックします。 

3. テキスト注釈のプリファレンスを、以下のように更新します。 

 [カラー]: カラーグリッドから白を選択します 

 [フォント]: Arial Narrow 

 [フォントスタイル]: 太字 

 [フォントサイズ]: 24 

 [背景の塗り潰し]: なし 

4. [プリファレンス] ダイアログで [OK] をクリックします。 

5. レイヤマネージャでシリーズレイヤを右クリックし、[レイヤの範囲でズーム] を選択します。 

6. シリーズマネージャで [オプション] ドロップダウンをクリックし、[注釈] > [日付と時間] を選択

します。日付と時間がディスプレイに追加されます。 

7. 注釈を、クリックして選択し、以下のように画像の上までドラッグします。 
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8. シリーズマネージャのナビゲーションツールを使用して、シリーズを 1 つずつ見ます。フレームご

とに、日付/時間の注釈が更新されます。 

9. オプションステップ: レイヤマネージャで [シリーズ メタデータ] レイヤを右クリックし、[名前を

付けて保存] を選択します。注釈ファイル（.anz）の出力ファイル名とディレクトリを入力しま

す。 

ビデオファイルの作成 

1. シリーズマネージャで [オプション] ドロップダウンボタンをクリックし、[アニメーションをビデ

オ形式に保存] を選択します。 

2. [高度な設定] ボタンをクリックします。 

3. [フォーマット選択] リストで、[MP4] を選択します。 

4. [コーデック選択] リストで、[デフォルト] を選択します。 

5. [ビデオファイル名] の隣にある [参照] ボタンをクリックし、ビデオファイルの保存先とするディ

レクトリに移動します。 

6. 出力ファイル名として LasVegasSeriesVideo を入力します。 [開く] をクリックします。 

7. このシリーズにはフレームが 9 つあります。各フレームを表示するには、2 秒が妥当な時間です。

[ビデオを保存] ダイアログで、[総動画時間] に [18] 秒を入力します。 

8. [OK] をクリックします。 ENVI により、シリーズ内の各フレームが 1 つずつ確認され、ビデオ

ファイルが作成されます。 
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保存したビデオファイルが何らかの理由で再生されない場合は、別のフォーマット（AVI など）を選択してみ

てください。 

9. シリーズファイルの操作および画像バンドによるアニメーションの詳細については、シリーズマネー

ジャのメニューバーで [ヘルプ] をクリックし、[シリーズ/アニメーション ヘルプ] を選択しま

す。 

10. 完了したら、ENVI を終了します。 

ENVI API のコード例 

以下の API コード例は、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の LandsatCaseStudies¥TimeSeries ディレクトリからも入手できます。 

前処理 

このプログラムは、時系列解析に備えてランドサット画像の前処理を行うために使用しました。ワークフローの末尾で

データ取得時間を ENVI ヘッダファイルに追加するための追加ステップは含まれていません。そのステップは、手動

で実行する必要があります。このスクリプトは、必要に応じて調整することができます。File_Search の行で、デ

ィスク名とディレクトリを必要に応じて変更してください。 

PRO PreprocessLandsatSeries 

COMPILE_OPT IDL2 

; アプリケーションを起動する 

e = ENVI() 

; 入力ファイルを選択する。Landsat TM、-8、および 

; USGS によって配布されている一部の MSS 画像に合わせて 

; *MTL.txt ファイルを選択する。.met フォーマットの Landsat MSS 画像の場合は、 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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; '*.met' ファイルを検索するよう、次の行を変更する。 

files = File_Search('C:¥Data', '*MTL.txt') 

Foreach file, files DO BEGIN 

Raster = e.OpenRaster(file) 

VisNIRBands = Raster[0] 

; これが対象領域である。 

UpperLeftLat = 36.4 

UpperLeftLon = -115.4 

LowerRightLat = 35.94 

LowerRightLon = -114.8 

; これらの座標を、度からメートル単位の地図座標に 

; 変換する。その後、マルチスペクトルラスタの対象領域の回りで 

; 空間サブセットを定義する。 

SpatialRef = VisNIRBands.SpatialRef 

SpatialRef.ConvertLonLatToMap, UpperLeftLon, $ 

UpperLeftLat, MapX, MapY 

SpatialRef.ConvertLonLatToMap, LowerRightLon, $ 

LowerRightLat, MapX2, MapY2 

Subset = ENVISubsetRaster(VisNIRBands, $ 

SPATIALREF=SpatialRef, $ 

SUB_RECT=[MapX, MapY2, MapX2, MapY]) 

; 大気上部の反射率に対するキャリブレーション 

RCTask = ENVITask('RadiometricCalibration') 

RCTask.Input_Raster = Subset 

RCTask.Calibration_type = 'Top-of-Atmosphere Reflectance' 

RCTask.Output_Raster_URI = e.GetTemporaryFilename() 

RCTask.Execute 

; QUAC 大気補正を実行する 

QUACTask = ENVITask('QUAC') 

QUACTask.Input_Raster = RCTask.Output_Raster 

QUACTask.Sensor = 'Unknown' 

QUACTask.Output_Raster_URI = e.GetTemporaryFilename() 

QUACTask.Execute 

; 空間グリッドの定義を作成する 

; 座標系:UTM ゾーン 11N、WGS-84 

; 空間範囲:35.94～36.4N、114.8～115.4W 

; ピクセルサイズ:30 メートル 

CoordSys = ENVICoordSys(COORD_SYS_CODE=32611) 
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Grid = ENVIGridDefinition(CoordSys, $ 

EXTENT=[MapX, MapY, MapX2, MapY2], $ 

PIXEL_SIZE=[30.0D, 30.0D]) 

; 各ラスタを共通の空間グリッドに再投影する 

RegridTask = ENVITask('RegridRaster') 

RegridTask.Input_Raster = QUACTask.Output_Raster 

RegridTask.Grid_Definition = Grid 

RegridTask.Output_Raster_URI = e.GetTemporaryFilename() 

RegridTask.Execute 

ReprojectedRaster = RegridTask.Output_Raster 

; ファイル名から年を取得する。 

; Landsat TM および -8 のファイル名の場合は、以下のフォーマットを使用する。 

year = Fix(Strmid(File_BaseName(file), 9, 4)) 

; .met メタデータファイルを伴う Landsat MSS 画像の場合: 

; year = Fix(Strmid(File_BaseName(file), 10, 4)) 

; 再投影後のラスタをシステムのテンポラリディレクトリ内の 

; ディスクにエクスポートする 

outFile = Filepath('LasVegasMay'+StrTrim(year,2)+'.dat',/TMP) 

ReprojectedRaster.Export, outFile, 'ENVI' 

ReprojectedRaster.Close 

Endforeach 

END 

時系列の構築とアニメーション化 

画像の前処理と ENVI フォーマットへの保存（最初のコード例）が終わったら、以下のプログラムを使用して時系列を

構築し、その時系列をアニメーション化します。ENVI API では現在、注釈がサポートされていません。そのため、こ

のビデオでは、時系列内の画像が表示されるだけです。 

PRO BuildAnimateTimeSeries 

COMPILE_OPT IDL2 

; アプリケーションを起動する 

e = ENVI() 

; 入力ファイルを選択する 

Files = File_Search('C:¥Data¥', 'LasVegasMay*.dat') 

; 時系列を構築する 

Task = ENVITask('BuildTimeSeries') 

Task.Input_Raster_URI = Files 

Task.Output_Rasterseries_URI = e.GetTemporaryFilename('series') 

Task.Execute 
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Series = Task.Output_RasterSeries 

; 時系列レイヤを作成する 

View = e.GetView() 

Layer = View.CreateLayer(Series) 

View.Zoom, /FULL_EXTENT 

; 時系列をアニメーション化し、ビデオファイルをエクスポートする 

VideoFile = e.GetTemporaryFilename('mp4') 

View.ChipToVideo, VideoFile, 'mp4', $ 

SERIES_LAYER=Layer, DURATION=18.0 

END 
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AVIRIS データの前処理のチュートリアル 

このチュートリアルでは、以下の概念を説明しつつ、サーフェス反射率に対する AVIRIS 画像のキャリブレーション

方法を説明します。 

 ハイパースペクトルデータの前処理を行う理由 

 FLAASH® による大気の影響の補正方法 

 放射輝度および反射スペクトルのプロット方法 

 反射率データから不良バンドを除去する方法（プロットされたスペクトルからアーチファクトが除去

される） 

このチュートリアルを使用するには、大気補正モジュールのための別のライセンス（Exelis Visual Information 

Solutions の QUAC® および FLAASH®）が必要です。 

このチュートリアルは、ハイパースペクトルデータの取り扱い方法を説明する一連のチュートリアルの最初のもので

す。以下のチュートリアルを参照してください。 

 基本的なハイパースペクトル解析のチュートリアル 

 whole-pixel ハイパースペクトル解析 

このチュートリアルは、ENVI 5.1 以降でご使用いただけます。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD の hyperspectral ディレ

クトリから入手できます。 

この演習で使用する画像は、Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer（AVIRIS）センサにより収集

したものです。AVIRIS データファイルは、NASA/JPL-Caltech のご好意により提供されました。サンプル画像は、

ネバダ州南部のカップライトヒルズ領域（鉱物タイプが多様な領域）をカバーしています。シーンは、2011 年 8 月 8 

日、航空機 ER-2 により収集したものです。オリジナルのフルシーンは、NASA/JPL の AVIRIS の Web サイト

にある Free Data セクションで入手できます。 

ファイル 説明 

CupriteAVIRISSubset.dat AVIRIS の放射輝度画像とヘッダファイル（空間サブセット化され、

ENVI 画像フォーマットで保存）。 

AVIRIS11_gain スペクトル放射輝度に対するキャリブレーションに使用される増倍率

が入っているテキストファイル。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperspectralAnalysisTutorial.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/Whole-Pixel%20Hyperspectral%20Analysis%20Tutorial.htm
http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
http://aviris.jpl.nasa.gov/data/free_data.html
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背景 

画像分光計とも呼ばれるハイパースペクトルセンサは、データの解析を行う前に、スペクトルおよび放射輝度のキャリ

ブレーションを実施する必要があります。NASA/JPL では、データ取集に使用した航空機の動作に関連する幾何学

的誤差および放射輝度の誤差を除去するために、AVIRIS データをすでに処理済みです。ただし、そのデータは、科

学的解析の前に、大気の影響をさらに補正し、サーフェス反射率に変換する必要があります。このチュートリアルを開

始する前に、画像のピクセル値に保存されているさまざまなタイプの情報に関する基本概念をいくつか理解しておく必

要があります。 

オリジナルの DN データ 

ピクセル値は、デジタルナンバー、つまり DN 値とも呼ばれます。この値は、物理的に意味のある単位に合わせてま

だ調整されていません。この値は、2 バイト（16 ビット）の符合付き整数データであり、サーフェス反射、太陽放射照

度、散乱、大気ガスの吸収、地形に起因するイルミネーションの変化、および機械応答の影響が含まれます。 

放射輝度 

放射輝度とは、1 つのエリアから来る放射の量のことです。それには、サーフェス、隣接ピクセル、および雲から反射

される放射が含まれます。放射輝度に対するキャリブレーションにより、検出器感度の変化が補正されます。キャリブ

レーションが実施されていない画像から放射輝度画像を導出するには、一連のゲイン値をバンドごとに 1 つずつ、オ

リジナルのデータに掛ける必要があります。得られるピクセル値は通常、W/(m2 * sr * µm) の単位になります。 

データベンダは通常、画像に付随するメタデータでゲイン/オフセットを提供します。NASA/JPL により 2011 

AVIRIS データのゲイン値がドキュメント化されているファイル AVIRIS11_gain は、このチュートリアルで後で

使用します。このファイルのゲインを適用すれば、AVIRIS 放射輝度画像は µW/(cm2 * sr * nm) の単位になり

ます。 

放射輝度画像には、太陽からの照射効果が含まれます。実際、放射輝度ピクセルのスペクトルは、太陽放射照度曲

線（太陽スペクトルとも呼ばれる）のスペクトルに厳密に適合しています。ハイパースペクトルデータ解析の場合は、反

射率に対するデータのキャリブレーションにより、太陽放射照度の影響を除外する必要があります。 

反射率 

反射率とは、表面に当たる放射に対する、表面から反射された放射の割合のことです。ハイパースペクトルデータ解

析の場合、物質はその反射スペクトルによって特定されます。そのため、反射率に対するデータのキャリブレーション

は、画像から物質を特定するための第 1 ステップです。マルチスペクトルセンサ（ランドサットや GeoEye など）の

画像を解析する際は、大気ガスの吸収特性に適応するようにチャンネルが設計されているので、大気の影響に対す

る懸念が弱まります。ただし、ハイパースペクトルセンサは、吸収特性も含め、可視および近赤外線スペクトルをすべ

てカバーしています。そのため、ハイパースペクトル画像でこれらの効果を補正することが重要です。 

反射率データを使用する利点としては、ほかに以下のようなものがあります。 

 スペクトル特性が画像内でより明確になる。 
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 画像スペクトルの形状が主に、大気および太陽よりもむしろ、表面物質の化学的および物理的特性か

ら影響を受ける。 

FLAASH のような大気補正ツールでは、大気の散乱およびガスの吸収の影響を除外して、反射率データを生成する

ことができます。ハイパースペクトルデータ解析を使用する場合は、見かけのサーフェス反射率に対する画像のキャリ

ブレーションだけで十分です。画像には、地形に起因するイルミネーションの変化がまだ存在している場合もありま

す。反射率データを使用する場合、ピクセル値は通常 0～1 の範囲ですが、整数データを得るために何らかの係数

によりしばしばスケーリングされます。FLAASH では、反射率値が 10,000 によって自動的にスケーリングされま

す。 

以下のステップでは、これらの概念を具体的に説明します。 

補正されていないデータの表示 

1. ENVI を起動します。 

2. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択した後、ファイ

ル CupriteAVIRISSubset.dat を選択します。ENVI により、画像がトゥルーカラーによ

って近似表示されます。 

3. レイヤマネージャでファイル名をダブルクリックし、メタデータビューワを開きます。ファイルの詳

細情報を参照することができます。 例： 

 [Map Info] というカテゴリをクリックすると、ピクセルのサイズと単位が表示されます。 

 [範囲] というカテゴリをクリックすると、空間範囲の地理座標が表示されます。 

 [スペクトル] というカテゴリをクリックすると、224 個の各バンドで定義されている波長

が表示されます。[FWHM] 列には、NASA/JPL によって AVIRIS ファイルに提供されてい

る半値幅値がリスト表示されます。 

4. [閉じる] ボタンをクリックして、メタデータビューワを閉じます。 

5. ステータスバー（アプリケーションの下部）の中央部で右クリックして、[ラスタデータ値] を選択

します。画像の回りでカーソルを移動すると、赤、緑、および青のチャンネルのピクセル値がステー

タスバーに表示されます。それらの値は、2 バイトの符合付き整数データです。 
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1. メニューバーから、[表示] > [プロファイル] > [スペクトル] を選択します。 

2. ツールバーで、[クロスヘア] ボタン  をクリックします。 

3. 画像の中をクリックして、クロスヘアを別の場所に移動します。[スペクトルプロファイル] ダイア

ログのスペクトルが、そのピクセル位置のスペクトルに更新されます。シーン内の別の物質にクロス

ヘアを移動すると、放射輝度曲線の形状がわずかに変化する様子に注意してください。 

スペクトルプロファイルには一般に、ハイパースペクトルデータによく見られる共通の大気特性の一部が表示されま

す。 
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次に使用する FLAASH ツールでは、放射輝度データを反射率に変換します。 

FLAASH の起動 

FLAASH は、Spectral Sciences, Inc. 社によって開発された、モデルベースの放射伝達プログラムであり、放射

輝度データを反射率に変換します。FLAASH は、MODTRAN4 放射伝達コードを使用して、大気中の水蒸気、酸

素、二酸化炭素、メタン、オゾン吸収、分子およびエアロゾル散乱の画像を補正します。FLAASH を実行するには、

大気補正モジュール用の別のライセンス（FLAASH および QUAC）を Exelis Visual Information Solutions 

社から購入する必要があります。 

1. ツールボックスの検索フィールドに、FLAASH と入力します。FLAASH 大気補正ツールが検索結

果に表示されます。 

2. そのツール名をダブルクリックして、起動します。[FLAASH Atmospheric Correction Model 

Input Parameters] ダイアログが表示されます。 

入力ファイルの選択と倍率の定義 

1. [Input Radiance Image] ボタンをクリックします。 

2. ファイル CupriteAVIRISSubset.dat を選択し、[OK] をクリックします。 [Radiance 

Scale Factors] ダイアログが開きます。 

入力の放射輝度画像は、2 バイトの符合付き整数値から構成されています。元の画像に含まれる浮動小数

点データは、多くのディスクスペースを消費します。ハイパースペクトルデータのほとんどのプロバイダは、デ

ィスクスペースを節約するため、そのデータをスケーリングして整数フォーマットにすることを好みます。

NASA/JPL では、ゲイン値のセットを使用して、データを µW/(cm2 * sr * nm) の単位の整数値にして

あります。以下の数ステップでは、データのスケーリングに使用されたゲイン値を FLAASH に対して指定し

ます。 

3. [Read array of scale factors (1 per band) from ASCII file] というデフォルトの選択肢

をそのまま使用し、[OK] をクリックします。 

4. [ファイル選択] ダイアログで、ファイル AVIRIS11_gain を選択し、[開く] をクリックしま

す。[Input ASCII File] ダイアログが開きます。 

このダイアログの上部に、ゲインファイル先頭のレコードがいくつか表示されます。このファイルにはカラムが 

2 つあり、一方には倍率、他方には対応するチャンネル番号が格納されています。倍率の目的は、特に太陽

放射照度信号がはるかに小さい短波長赤外線スペクトルにおいて、各チャンネルからの信号を増幅すること

です。その結果、高いレベルの放射輝度が得られます。このファイルの場合、倍率は、バンド 1～110 では 

300、バンド 111～160 では 600、バンド 161～224 では 1200 です。各スペクトルをこのファイル内

の倍率で割ると、16 ビットの整数が µW/(cm2 * sr * nm) の単位の放射輝度に変換されます。 

5. [Scale Column] の値を 1 に変更します。 
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6. このダイアログ内の他のデフォルトの選択肢はそのまま使用し、[OK] をクリックします。 

出力ファイルの定義 

1. [Output Reflectance File] フィールドに、反射率出力ファイルの書き込み先ディレクトリのフ

ルパスをタイプします。ファイル名は、CupriteReflectance.dat とタイプします。 

2. [Output Directory for FLAASH Files] フィールドに、他のすべての FLAASH 出力ファイル

の書き込み先ディレクトリのフルパスをタイプします。それらの出力ファイルには、水蒸気の列画

像、雲分類地図、ジャーナルファイル、およびテンプレートファイル（オプション）が含まれます。 

3. [Rootname for FLAASH Files] フィールドに、FLAASH 出力ファイルにプレフィックスとし

て付加されるルート名をタイプします。 

シーンオプションとセンサオプションの選択 

1. シーン中央の地理座標は FLAASH によって自動的に決定されるので、これらの値を入力する必要は

ありません。 

2. [Sensor Type] ドロップダウンボタンから、[Hyperspectral] > [AVIRIS] を選択します。 

3. 他のフィールドには、以下のように入力します。 

 [Sensor Altitude (km)]: 20 

 [Ground Elevation (km)]: 0.6 

 [Pixel Size (m)]: デフォルト値 15.500 をそのまま使用します。 

 [Flight Date]: Aug 6, 2011 

 [Flight Time (GMT)]: 19:20:00 

AVIRIS データを収集する航空機 ER-2 の場合、[Sensor Altitude] フィールドは通常 20 km です。[Ground 

Elevation] の値は、Google Earth™ のマッピングサービスを使用して推定しました（ENVI とともにインストール

される GMTED2010 DEM ファイルを見るという選択肢もあります）。フライトの日時は、NASA/JPL によって 

AVIRIS 画像とともに提供された *.info ファイルに記録されています。 

より正確な値が望ましいのですが、正確なデータを必要とするフィールドはありません。そのような正確なデータは、大

気補正モデルにおいて、シーンの地理的位置および太陽高度角の近似値を特定する場合にのみ使用されます。 

大気モデルオプションの選択 

ハイパースペクトル画像には通常、大気内の水蒸気およびエアロゾルの推定に必要な十分なスペクトル情報が含ま

れます。そのため、水蒸気およびエアロゾルを、以下のステップで取得するよう選択します。 

1. [Atmospheric Model] ドロップダウンボタンから、[U.S. Standard] を選択します。 

2. [Water Retrieval] トグルボタンをクリックして [はい] を選択します。 
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3. [Water Absorption Feature] では、デフォルト値の [1135 nm] をそのまま使用します。

[1135 nm] または [940 nm] を選択した場合に、大気の湿度がきわめて高い（ネバダ州南部の夏

ではありそうにない）ために特性が飽和状態にあるときは、820 nm の特性が代用されます。 

4. [Aerosol Model] では、デフォルト値の [Rural] をそのまま使用します。これは、エアロゾル

が都会または産業系発生源から強い影響を受けていないネバダ州南部の我々のシーンの場所に適した

オプションです。視程は通常 40 km より長いので、この場合モデルの選択は実際、重要ではあり

ません。 

5. 残りのフィールドではすべて、デフォルト値をそのまま使用します。 

6. [FLAASH] ダイアログ下部の [Hyperspectral Settings] ボタンによる設定は、広く認識されて

いないハイパースペクトルセンサでのみ必要です。それらの設定は、水蒸気やエアロゾルの取得に使

用するバンドの選択方法を決定する際に使用します。我々の場合は、所定のセンサ（AVIRIS）から

データを得るので、それらの値を定義する必要はありません。 

7. [適用] をクリックします。 

FLAASH 処理に数分かかる場合もあります。処理が完了すると、[FLAASH Atmospheric Correction 

Results] ダイアログに処理結果の概要が表示されます。定義したディレクトリ内に、FLAASH により以下

のような出力ファイルがいくつか作成されます：雲マスク画像、水蒸気画像、ジャーナルファイル（処理結果が

含まれる）、テンプレートファイル（ユーザ定義のパラメータが含まれる）、反射率ファイル。 

8. 両方の [FLAASH] ダイアログを閉じます。 

反射率画像の表示 

1. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択します。 

2. FLAASH ファイルの出力フォルダに移動し、CupriteReflectance.dat を選択しま

す。 [開く] をクリックします。 データマネージャが表示されます。 

3. バンドのリストを、CupriteReflectance.dat が表示されるまで下にスクロールします。 

4. CupriteReflectance.dat を右クリックし、[トゥルーカラーをロード] を選択します。反

射率画像がディスプレイに表示されます。 

5. レイヤマネージャで放射輝度画像と反射率画像の両方を選択し、[カーソル値] アイコン  をクリ

ックして、両方の画像のデータ値を比較します。以下のスクリーンキャプチャは、画像の黒いエリア

の上にあるピクセル位置の例を示しています。各画像内の「データ」行を探します。 
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反射率値は、FLAASH により自動的に 10,000 倍されます（後学のために、[FLAASH parameters] ダイアログ

の [Advanced Settings] ボタンを使用すると、この設定を変更できます）。この例の場合、反射率画像の赤バン

ドのピクセル値は 2031（10,000 で割ると 0.2）です。反射率値の範囲は、0～1.0 です。 

スペクトルプロファイルの表示 

1. ツールバーの [スペクトルプロファイル] ボタン  をクリックします。 

2. 画像内のどこかをクリックします。選択したピクセル位置のスペクトルが、スペクトルプロファイル

に表示されます。 

反射率曲線の形状と、それが一般に 1400 ナノメートル（nm）の付近でピークになる様子に注意してくださ

い。反射率信号の強度に従うと一部のバンドが「不良」であると FLAASH が判断したため、それらのバンド

のピクセル値がスペクトルプロファイルから除外されました。反射率曲線には、それらがギャップとして表示さ

れています。FLAASH は、それらの不良バンドを、反射率画像に付随している ENVI ヘッダファイルに書き

込みました。ヘッダファイル内で、不良バンドの [BBL] フィールドには 0 が表示されます。ヘッダファイル

を見直すと、バンド 108～112 および 155～166 は不良と指定されています。 

3. ツールバーの [移動] フィールドでピクセル座標 326,290 を入力し、Enter キーを押します。こ

のピクセル位置の反射率曲線に注意してください。1300 nm および 1500 nm の箇所の中央にス

パイクが 2 つ存在しています。 
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FLAASH のようなモデルベースのプログラムを使用して放射輝度データを反射率に変換すると、アーチファクトがス

ペクトルに取り込まれることがあります。これらのアーチファクトは、以下の要因で発生する可能性があります。 

 設定されているハイパースペクトルデータのスペクトルキャリブレーションとスペクトル放射伝達計

算の不一致 

 絶体放射補正の誤差 

 放射伝達計算の誤差 

また、1400 nm および 1900 nm の水蒸気バンドでは通常、反射率のノイズが非常に高くなります。そのようにノ

イズの高い値は、そのような部分のスペクトルで放射輝度値が低いと発生し、好ましくないスパイクを発生させる可能

性があります。その例を、以下の図に示します。 
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[Spectral Polishing] トグルボタンが [はい] に設定されていると、FLAASH は EFFORT ベースのスペクト

ルスムージングメソッドをデータに適用することにより、それらのアーチファクトを補正しようとします。ただし、特に水蒸

気バンドのノイズが高い場合は、アーチファクトが補正されないこともあります。 

このような AVIRIS シーンの場合は、ヘッダファイルの「不良バンド」リストにバンドをさらに追加することにより、それ

らのアーチファクトを除去することができます。 

不良バンドの除去 

1. ツールボックスの検索ウィンドウで、Edit ENVI とタイプします。[ENVI ヘッダを編集] ツール名

が表示されます。 

2. [ENVI ヘッダを編集] ツール名をダブルクリックして、起動します。 

3. [Edit Header Input File] ダイアログで CupriteReflectance.dat を選択し、[OK] をク

リックします。 [Header Info] ダイアログが開きます。 

4. [Edit Attributes] ドロップダウンリストから、[Bad Bands List] を選択します。[Edit Bad 

Bands List] ダイアログが表示されます。最初は、良好なバンドがすべて、デフォルトで選択されて

います。 

5. 右にスクロールし、各バンドの波長の中央（ナノメートル）を見ます。次のステップで以下の波長範

囲を除去すると、1300、1400、1500、および 1900 nm の回りのアーチファクトが除去されま

す。 

 1260～1560 nm（バンド 98～128） 

 1760～1960 nm（バンド 148～170） 

6. ステップ 2 で、FLAASH により、バンド 108～112 および 155～166 が不良バンドリストにす

でに追加されています。選択範囲を上書きしてバンドの範囲を拡張し、除去をさらに実行します。

Ctrl キーを押して以下のバンドの選択を解除（青から白に変わります）します。 

 バンド 98～107 

 バンド 113～128 

 バンド 148～154 

 バンド 167～170 

選択されている残りの項目の総数は 170 個です。 

7. [OK] をクリックした後、[Header Info] ダイアログで [OK] をクリックします。反射率画像は、

ディスプレイから除去されているので、再度表示する必要があります。 

8. データマネージャで、CupriteReflectance.dat が表示されるまで、下にスクロールしま

す。ファイル名を右クリックし、[トゥルーカラーをロード] を選択します。 
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9. ツールバーの [スペクトルプロファイル] ボタン  をクリックします。 

10. ディスプレイ内のどこかをクリックした後、スペクトルプロファイル曲線が表示される様子に注意し

ます。 以下に例を示します。 

 

曲線内のギャップは、除去したばかりのバンドに対応しています。元々 224 個あった AVIRIS バンドの内、今操作

しているのは 170 個です。ハイパースペクトル画像解析および物質の特定には、これでもまだ十分な数です。これら

の概念の詳細については、「基本的なハイパースペクトル解析」のチュートリアルを参照してください。 

QUAC および FLAASH は Spectral Sciences, Inc. 社の登録商標です。 

 

 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Tools/HyperspectralAnalysisTutorial.htm
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ベクタのチュートリアル 

このチュートリアルでは、ENVI を使用して QuickBird マルチスペクトル画像を表示し、画像の上に新しいベクタレ

イヤを作成して、ベクタレコードと注釈アイテムを追加します。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の feature_extraction ディレクトリから入手できます。 

ファイル 説明 

qb_colorado.dat  QuickBird マルチスペクトル画像（米国コロラド州ボールダーで 2005 年 

7 月 4 日に取得） 

qb_colorado.hdr  上記のヘッダファイル 

QuickBird ファイルは DigitalGlobe 社のご好意により提供されました。DigitalGlobe 社の明確な許可なく複製

することはできません。 

ENVI の起動 

 Windows の [スタート] メニュー： [すべてのプログラム] > [ENVI x.x] > [ENVI] を選択し

ます。 

 UNIX： UNIX コマンドラインに envi と入力します。 

画像を開いて表示する 

1. ツールバーの [開く] ボタン  をクリックします。 [開く] ダイアログが開きます。 

2. feature_extraction に移動し、qb_colorado.dat を開きます。 

ベクタレイヤの作成 

ポリゴンレコードのベクタレイヤを 1 つおよびポリラインレコードのベクタレイヤを 1 つ作成します。 ベクタで作業す

るときには、ベクタレコードのタイプごとに個別のレイヤを作成します。 たとえば、ポリゴンベクタレイヤを作成する場

合、このレイヤに含めることができるのはポリゴンレコードだけで、ポイントレコードを含めることはできません。 

1. メニューバーで [ファイル] > [新規作成] > [ベクタレイヤ] を選択します。 [新規ベクタレイヤを

作成] ダイアログが開きます。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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2. [レイヤ名] に Boulder_Buildings と入力します。 

3. [レコードタイプ] ドロップダウンリストから、ベクタレイヤタイプとして [ポリゴン] を選択しま

す。 

4. 新しいレイヤのベース投影法を定義するソースファイルとして、qb_colorado.dat を選択し

ます。 

5. [OK] をクリックします。 ENVI により、新しいレイヤがアクティブなベクタレイヤとしてレイヤ

マネージャに追加されます。 複数のベクタレイヤをロードした場合、1 度にアクティブにできるの

は 1 つのレイヤだけです。 

6. 2 番目の新しいベクタレイヤを作成するには、レイヤマネージャで View レイヤを右クリックし、

[新規作成] > [ベクタレイヤ] を選択します。 

7. レイヤ名として Boulder_Roads を入力します。 

8. [レコードタイプ] ドロップダウンリストから、ベクタレイヤタイプとして [ポリライン] を選択し

ます。 

9. 新しいレイヤのベース投影法を定義するソースファイルとして、qb_colorado.dat を選択し

ます。 

10. [OK] をクリックします。 ENVI により、新しいレイヤがレイヤマネージャに追加されます。 このレイヤがア

クティブなベクタレイヤになり、Boulder_Buildings レイヤはアクティブレイヤではなくなります。 

 

ベクタレコードの追加と保存 

Boulder_Roads はアクティブレイヤなので、ベクタレコードはまずこのレイヤに追加することになります。新しい

ベクタレイヤを追加した際に、[ベクタ作成] ツールがツールバー上で自動的に有効化されています。 

1. イメージウィンドウビューで、シーンの 4 本の道路にポリラインを描画します。 ポリラインを描

画するには、道路の形状に沿うようにクリックしてマウスボタンを放します。 

2. ポリライン描画を完了してレイヤ内に受け入れるには、Enter を押します。 
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3. ベクタレイヤを保存してから、先に進みます。 レイヤマネージャで Boulder_Roads を右クリ

ックして、[名前を付けて保存] を選択します。 [名前を付けて保存] ダイアログが開き、[ファイル

名] フィールドに Boulder_Roads が表示されます。 

4. [保存] をクリックします。 

5. 隣接する 2 本のポリラインを相互に接触しないように描画します。 

6. ツールバーの [ベクタ] ドロップダウンから、[ベクタ結合] を選択します。 

7. 描画したポリラインのうち 1 本を選択します。 

8. 2 本目のポリラインまでカーソルをドラッグして、2 本のポリラインを結合します。 

9. Enter を押して結合を完了します。 

10. メインツールバーの [ベクタ作成] ボタンをクリックします。 

11. もう 1 本ポリラインを描画します。 

12. ツールバーの [ベクタ] ドロップダウンから、[ベクタ編集] を選択します。 

13. いま作成したポリラインを選択します。 

14. レイヤマネージャでポリラインレイヤを右クリックし、[プロパティ] を選択します。 [Vector 

Properties] ダイアログが開きます。 このダイアログで別の設定を選択して、ポリラインの外観を

変更できます。 

15. [Vector Properties] ダイアログを閉じます。 

16. ポリラインを選択したままにし、右クリックして [削除] を選択します。 

17. レイヤを保存します。 イメージウィンドウ内を右クリックして、[保存] を選択します。 

次に、Boulder_Buildings をアクティブなレイヤにしてレコードを追加します。 

1. レイヤマネージャで、Boulder_Buildings レイヤを右クリックして、[アクティブなレイヤ

として設定] を選択します。 レイヤ名の隣のアイコンが赤色の枠で囲まれ、アクティブなベクタレ

イヤであることが示されます。 

 

2. ツールバーの [ベクタ] ドロップダウンから、[ベクタ作成] を選択します。 

3. イメージウィンドウで、シーンの 1 つの建物の上にポリゴンを描画します。 画像の建物の輪郭に

従ってクリックしてマウスボタンを放します。 

4. ポリゴン描画を完了してレイヤ内に受け入れるには、ダブルクリックするか Enter を押します。 

5. この手順をさらに 5 回繰り返して、6 つの建物にポリゴンを作成します。 

6. いくつかのポリゴンをグループにします。 
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7. ツールバーの [ベクタ] ドロップダウンから、[ベクタ編集] を選択します。 

8. Ctrl を押しながらクリックして、ポリゴンのうち 3 つを選択します。 

9. 右クリックして [グループ] を選択します。 ポリゴンのグループを解除するには、再度右クリック

して [グループ解除] を選択します。 

10. ベクタレイヤを保存してから、先に進みます。 レイヤマネージャで Boulder_Buildings を

右クリックし、[名前を付けて保存] を選択します。 [名前を付けて保存] ダイアログが開き、[ファ

イル名] フィールドに Boulder_Buildings が表示されます。 

11. [保存] をクリックします。 

ベクタ関連の最後のステップでは、作成した一部のポリゴンの頂点の配置を変更しま

す。 Boulder_Buildings レイヤがアクティブになっているため、このレイヤを編集します。 

1. ツールバーの [ベクタ] ドロップダウンから、[頂点編集] を選択します。 

2. ポリゴンを選択します。 

3. 移動する頂点にカーソルを合わせます。 

4. カーソルをクリックアンドドラッグして、頂点を別の場所に移動します。 キーボードの上下左右矢

印キーを使って、該当する方向に画面上の 1 ピクセル分だけ移動することもできます。 

5. マウスボタンを放して、ポイントまたは頂点を再配置します。 

6. レイヤを保存します。 イメージウィンドウ内を右クリックして、[保存] を選択します。 

7. イメージウィンドウからベクタレイヤを削除します。 レイヤマネージャ

で Boulder_Buildings を右クリックして、[削除] を選択します。 Boulder_Roads に

ついてもこの手順を繰り返します。 
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カスタム画像フォーマットのチュートリアル 

このチュートリアルでは、カスタム画像フォーマットを読み込むために必要な手順を示します。 

 [カスタムコードディレクトリ] プリファレンス設定を確認する 

 空間読み込みルーチンを作成する 

 スペクトル読み込みルーチンを作成する 

 カスタムフォーマットを定義する 

 カスタムフォーマットで保存する画像を選択する 

 カスタムファイルを開く 

[カスタムコードディレクトリ] プリファレンス設定を確認する 

このチュートリアルでは、空間およびスペクトルのルーチンを [カスタムコードディレクトリ] プリファレンス設定で指定

されているディレクトリに保存します。 

1. ENVI を起動します。 

2. [ファイル] > [プリファレンス] を選択します。 

3. [プリファレンス] ダイアログの左側で、[ディレクトリ] を選択します。 

4. [カスタムコードディレクトリ] の隣のディレクトリに注意してください。 デフォルトの場所は以下

のとおりです（x_x は ENVI のバージョン番号）。 

 Windows XP： C:¥Documents and 

Settings¥username¥.idl¥envi¥custom_codex_x 

 Windows 7 および 

Vista： C:¥Users¥username¥.idl¥envi¥custom_codex_x 

 Linux： /home/username/.idl/envi/custom_codex_x 

5. ENVI を終了します。 

空間読み込みルーチンを作成する 

1. IDL を起動します。 

2. [新規ファイル] アイコンをクリックします。 

3. 空間読み込みのコード例をコピーして IDL Editor ウィンドウに貼り付けます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial.htm%23Verify
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial.htm%23Create
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial.htm%23Create2
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial.htm%23Define
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial.htm%23Select
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial.htm%23Select
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial_SpatialReaderCode.htm
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4. ファイルに example_custom_reader_spatial.pro という名前を付けてカスタムコー

ドディレクトリに保存します。 

スペクトル読み込みルーチンを作成する（オプション） 

1. IDL ツールバーで [新規ファイル] アイコンをクリックします。 

2. スペクトル読み込みのコード例をコピーして IDL Editor ウィンドウに貼り付けます。 

3. ファイルに example_custom_reader_spectral.pro という名前を付けてカスタムコ

ードディレクトリに保存します。 

カスタムフォーマットを定義する 

最も単純なケースでは、ENVI が直接サポートしない画像がすでにあり、その画像に関連付けられたヘッダファイル

を単に作成します。 次に、カスタムフォーマットを読み込む空間ルーチンとスペクトルルーチンを記述します。 

この例では、カスタムフォーマットを実際に定義して、既存の画像に適用します。 同じステップでヘッダ情報も定義しま

す。 次に、ENVI で画像を開きます。 

1. IDL ツールバーで [新規ファイル] アイコンをクリックします。 

2. カスタムファイルのコード例をコピーして IDL Editor ウィンドウに貼り付けます。 

3. ファイルに write_envi_custom_file.pro という名前を付けて、IDL ワークスペースに

保存します。 

4. ルーチンをコンパイルします。 

カスタムフォーマットで保存する画像を選択する 

この例では、ENVI インストールパスの data ディレクトリに含まれているファイル qb_boulder_msi を選択

します。 

1. 以下のコードをコピーして IDL コマンドラインに貼り付けます。 

e = ENVI() 

file = FILEPATH('qb_boulder_msi', ROOT_DIR = e.ROOT_DIR, $ 

SUBDIRECTORY = ['data']) 

raster = e.OpenRaster(file) 

data = raster.GetData() 

dataTypeList = ['', 'byte', 'int', 'long', 'float', 'double', $ 

'complex', '', '', 'dcomplex', '', '', 'uint', 'ulong', $ 

'long64', 'ulong64'] 

dataType = Where(dataTypeList EQ raster.data_type) 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial_SpectralReaderCode.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomImageFormatTutorial_ExampleCode.htm
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2. ルーチン write_envi_custom_file を呼び出してファイルを書き込みます。 以下のコード

をコピーして ENVI コマンドラインに貼り付けます。 

write_envi_custom_file, data, $ 

BANDS = raster.nbands, $ 

DATA_TYPE = dataType, $ 

INTERLEAVE = raster.interleave, $ 

LINES = raster.nrows, $ 

SAMPLES = raster.ncolumns, $ 

STORAGE_DATA_TYPE = 12, $ 

SCALE_FACTOR = 1, $ 

MIN_VALUE = 0 

3. 書き込むファイルを選択するように促されたら、MyCustomFile というファイル名を入力して希

望する場所に保存します。 

カスタムファイルを開く 

1. ENVI メニューバーで、[ファイル] > [開く] を選択します。 

2. MyCustomFile を保存したディレクトリに移動し、そのファイルを選択します。 [開く] をクリ

ックします。 画像がイメージウィンドウに表示されます。 

3. ENVI メニューバーで、[ファイル] > [データマネージャ] を選択します。 

4. [データマネージャ]で [ファイル情報] の隣の矢印をクリックし、そのパネルを展開します。 

5. [ファイルタイプ] が [カスタム] であることを確認します。 

6. ENVI を終了します。 
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カスタムオープンプロシージャのチュートリアル 

このチュートリアルでは、埋め込みメタデータが含まれているカスタムデータファイルを開く手順を示します。 オープン

プロシージャは、ENVI メニューから実行します。 

 [カスタムコードディレクトリ] プリファレンス設定を確認する 

 空間読み込みルーチンを作成する 

 スペクトル読み込みルーチンを作成する 

 カスタムオープンプロシージャを作成する 

 メタデータをデータファイルに書き込む 

 カスタムオープンプロシージャを実行する 

[カスタムコードディレクトリ] プリファレンス設定を確認する 

このチュートリアルでは、カスタムオープンプロシージャ、および空間とスペクトルのルーチンを [カスタムコードディレ

クトリ] プリファレンス設定で指定されているディレクトリに保存します。 

1. ENVI を起動します。 

2. [ファイル] > [プリファレンス] を選択します。 

3. [プリファレンス] ダイアログの左側で、[ディレクトリ] を選択します。 

4. [カスタムコードディレクトリ] の隣のディレクトリに注意してください。 デフォルトの場所は以下

のとおりです（x_x は ENVI のバージョン番号）。 

 Windows XP： C:¥Documents and 

Settings¥username¥.idl¥envi¥custom_codex_x 

 Windows 7 および 

Vista： C:¥Users¥username¥.idl¥envi¥custom_codex_x 

 Linux： /home/username/.idl/envi/custom_codex_x 

5. ENVI を終了します。 

空間読み込みルーチンを作成する 

1. IDL を起動します。 

2. [新規ファイル] アイコンをクリックします。 

3. 空間読み込みのコード例をコピーして IDL Editor ウィンドウに貼り付けます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial.htm%23Verify
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial.htm%23Create
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial.htm%23Create2
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial.htm%23Create3
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial.htm%23Write
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial.htm%23Run
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial_SpatialReaderCode.htm
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4. ファイルに example_custom_metadata_spatial.pro という名前を付けてカスタムコ

ードディレクトリに保存します。 

スペクトル読み込みルーチンを作成する（オプション） 

1. IDL ツールバーで [新規ファイル] アイコンをクリックします。 

2. スペクトル読み込みのコード例をコピーして IDL Editor ウィンドウに貼り付けます。 

3. ファイルに example_custom_metadata_spectral.pro という名前を付けてカスタム

コードディレクトリに保存します。 

カスタムオープンプロシージャを作成する 

1. IDL ツールバーで [新規ファイル] アイコンをクリックします。 

2. カスタムオープンプロシージャのコード例をコピーして IDL Editor ウィンドウに貼り付けます。 

3. ファイルに example_open_custom_metadata.pro という名前を付けてカスタムコード

ディレクトリに保存します。 

メタデータをデータファイルに書き込む 

1. IDL ツールバーで [新規ファイル] アイコンをクリックします。 

2. メタデータをファイルに書き込むコード例をコピーして IDL Editor ウィンドウに貼り付けます。 

3. ファイルに write_envi_custom_file_embedded_header.pro という名前を付け

て、IDL ワークスペースに保存します。 

4. プログラムをコンパイルします。 

カスタムオープンプロシージャを実行する 

1. 以下のコードをコピーして IDL コマンドラインに貼り付けます。 このコードは、ファイ

ル qb_boulder_msi （ENVI インストールで提供）を開き、関連付けられているヘッダからフ

ァイルに関する情報を読み込みます。 

e = ENVI() 

file = FILEPATH('qb_boulder_msi', ROOT_DIR = e.ROOT_DIR, $ 

SUBDIRECTORY = ['data']) 

raster = e.OpenRaster(file) 

data = raster.GetData() 

dataTypeList = ['', 'byte', 'int', 'long', 'float', 'double', $ 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial_SpectralReaderCode.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial_OpenProcedureCode.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Programming/CustomOpenProcedureTutorial_WriteMetadata.htm
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'complex', '', '', 'dcomplex', '', '', 'uint', 'ulong', $ 

'long64', 'ulong64'] 

dataType = Where(dataTypeList EQ raster.data_type) 

write_envi_custom_file_embedded_header, data, $ 

BANDS = raster.nbands, $ 

DATA_TYPE = dataType, $ 

INTERLEAVE = raster.interleave, $ 

LINES = raster.nrows, $ 

SAMPLES = raster.ncolumns, $ 

STORAGE_DATA_TYPE = 12, $ 

SCALE_FACTOR = 1, $ 

MIN_VALUE = 0 

2. プロンプトが表示されたら、カスタムデータファイルを書き込むファイル名とディレクトリを選択し

ます。 上記のコードでは、プロシージ

ャ write_envi_custom_file_embedded_header を呼び出し、必須メタデータとカス

タムメタデータが新しいファイルに書き込まれます。 

3. メニューバーで、[ファイル] > [ファイル形式を指定して開く] > [カスタム] > [Example 

Custom Format] > [Open Custom File to Float] を選択します。 [ファイル選択] ダイア

ログが開きます。 

4. ステップ 2 で作成したカスタムファイルを選択し、[開く] をクリックします。 ファイルが表示さ

れます。 

5. レイヤマネージャでファイル名を右クリックし、[メタデータの表示] を選択します。 

6. メタデータビューワの左側の [ラスタ] を選択し、[タイプ] が [カスタム]、[データタイプ] が 

[Float] であることを確認します。 

7. この例で使用されているプロシージャの詳細については、「カスタムオープンプロシージャの記述」

を参照してください。 

 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/ExtendCustomize/ProgrammingGuide/CustomFileReaders/WriteCustomOpenProcedure.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/ExtendCustomize/ProgrammingGuide/CustomFileReaders/WriteCustomOpenProcedure.htm
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特異点抽出ワークフローのチュートリアル 

このチュートリアルでは、特異点抽出ワークフローを使用して、レイヤ間のスペクトルや色の差異を抽出し、スペクトル

が画像の背景と明確に異なる未知のターゲットを抽出します。 具体的には砂漠のシーンで人口建造物を見つけま

す。 特異点抽出は、特異点ターゲットが背景に対して十分小さい場合に効果的です。 

参考文献 

Chang, Chein-I, and Shao-Shan Chiang, 2002. Anomaly detection and classification for 

hyperspectral imagery. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 40, No. 6, 

pp. 1314-1325. 

Reed I. S., and X. Yu, Adaptive multiple-band CFAR detection of an optical pattern with 

unknown spectral distribution. IEEE Trans. Acoustics, Speech and Signal Proc. 38, pp. 1760-

1770, October 1990. 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の anomaly_detection ディレクトリから入手できます。 

ファイル 説明 

 05MAY17094255-M1BS-000000208296_01_P002.dat  リビアの QuickBird 画像 

 05MAY17094255-M1BS-000000208296_01_P002.hdr  上記のヘッダファイル 

特異点抽出用ファイルの選択 

1. ENVI を起動します。 

2. ツールボックスから、[特異点抽出] > [特異点抽出ワークフロー] を選択します。 [ファイル選択] 

パネルが開きます。 

3. [参照] をクリックします。 [特異点抽出入力ファイル] ダイアログが開きます。 

4. [ファイルを開く] をクリックします。 [開く] ダイアログが開きます。 

5. anomaly_detection に移動し、05MAY17094255-M1BS-

000000208296_01_P002.dat を選択して、[開く] をクリックします。 

6. [特異点抽出入力ファイル] ダイアログで [OK] をクリックします。 

特異点抽出はマルチスペクトルファイルのすべてのバンドに適用されるため、スペクトルのサブセットを指定

する必要はありません。 空間のサブセットは指定できますが、このチュートリアルでは必要ありません。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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このチュートリアルで扱う注目して解析するエリアは、ワークフロービューの右上にあります。 

 

7. [次へ] をクリックして [特異点抽出] パネルに進み、パラメータを設定します。 

特異点抽出 

ワークフローのこのステップでは、さまざまなパラメータ設定を試して、最適な結果を得られるものを決定します。 

1. [特異点抽出手法] を [RXD] のままにして、デフォルトの RXD 設定を使用します。 

2. ドロップダウンリストで、[平均計算手法] を [ローカル] に変更します。 この手法は、ピクセル周

囲の局所的なカーネルから平均スペクトルを取得します。 

3. [プレビュー] チェックボックスを選択します。 プレビューウィンドウが表示されます。 プレビューウィンドウ内

を移動すると、元の画像で特異点として識別されたエリアが白色のエリアとして表示されます。 現在の設定

では、イメージウィンドウの右上に特異点が強調表示されていますが、プレビューウィンドウでは多くのノイズ

が確認できます。 
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4. プレビューウィンドウを開いたままにして、[特異点抽出手法] の設定を [UTD] に変更します。 UTD と 

RXD はまったく同じように動作しますが、RXD ではデータのサンプルベクタが使用されるのに対し、UTD 

では単位ベクタが使用されます。 UTD は背景シグネチャを特異点として抽出し、画像の背景を適切に概算

します。 

プレビューウィンドウで結果を確認してください。 

 

5. プレビューウィンドウを開いたままにします。 今度は [特異点抽出手法] の設定を [RXD-UTD] に変更し

ます。これは先ほど試した 2 つの手法を組み合わせたものです。 RXD-UTD を使用する最適な条件は、

特異点のエネルギーレベルが背景と同等かそれ以下の場合です。 このような場合、UTD を単独で使用し

ても特異点を抽出できませんが、RXD-UTD を使用すると機能が向上します。 

プレビューウィンドウで結果を確認してください。 
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6. 抽出手法を [RXD-UTD] のままにし、ドロップダウンリストで [平均計算手法] を [グローバル] に変更し

ます。 この手法は、データセット全体から平均スペクトルを取得します。 

プレビューウィンドウで結果を確認してください。 

 

7. 最後に、ドロップダウンリストで [特異点抽出手法] を [RXD] に戻し、[平均計算手法] は [グローバ

ル] のままにします。 

プレビューウィンドウで結果を確認してください。 
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8. これらの設定によるプレビューでは、特異点エリアがより強調され、より多くのノイズが除去されて

います。 これらの設定を用いて先に進みます。 

9. [次へ] をクリックして [特異点抽出の閾値処理] パネルに移動します。 

10. [特異点抽出閾値] フィールドに 0.15 と入力して、Enter キーを押します。 

11. プレビューウィンドウで結果を表示します。 

 

12. [次へ] をクリックして [エクスポート] パネルに移動し、特異点抽出の出力を保存します。 

特異点抽出結果のエクスポート 

ワークフローの最後のステップでは、解析の出力を保存します。 
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結果をエクスポートするには、以下の手順を実行します。 

1. [ファイルをエクスポート] タブで、エクスポートの設定をデフォルトのままにします。 

 [特異点抽出画像をエクスポート] を選択すると、閾値処理の結果が ENVI ラスタファイル

に保存されます。 

 [特異点抽出ベクタをエクスポート] を選択すると、閾値処理中に作成されたベクタがシェー

プファイルに保存されます。 

2. デフォルトのパスとファイル名を使用します。 

3. [追加エクスポート] タブで、その他のエクスポートのチェックボックスを選択します。 

 [特異点抽出統計をエクスポート] を選択すると、閾値処理画像に関する統計が保存されま

す。 出力される面積の単位は平方メートルです。 

 [閾値処理されていない特異点抽出画像をエクスポート] を選択すると、閾値処理されてい

ない特異点抽出画像が ENVI ラスタファイルに保存されます。 

4. デフォルトのパスとファイル名を使用します。 

5. [完了] をクリックします。 ENVI により出力が作成され、イメージウィンドウにレイヤが開き、指

定したディレクトリにファイルが保存されます。 

6. 最後に、元の画像と特異点抽出画像を比較します。 レイヤマネージャで、ベクタレイヤを右クリッ

クして [削除] を選択します。 

7. [ポータル] を開いて、イメージウィンドウの右上の特異点が表示されるエリアに [ポータル] を移

動します。 

8. [ポータル] に両方の画像が表示されるように、透明度を調整します。 

 

9. [ファイル] > [終了] を選択して ENVI を終了します。 
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分類ワークフローのチュートリアル 

このチュートリアルでは、分類ワークフローを使用して画像のピクセルをさまざまなクラスに分類します。 チュートリア

ルの前半では、教師データを用いずに教師無し分類を実行します。 教師無し分類では統計のみに基づいてデータセ

ットのピクセルをクラスタ化するので、ユーザ定義の教師クラスは必要ありません。 

チュートリアルの後半では、データセット内に対話的に教師データを作成し、これを使用して教師付き分類を実行しま

す。 教師付き分類では、ユーザ定義の教師データに基づいてデータセットのピクセルをクラスにクラスタ化します。 

そして、出力ファイルにどのクラスを保存するかを選択することができます。 

参考文献 

マハラノビス、最尤法、最短距離： 

J .A. Richards, 1999, Remote Sensing Digital Image Analysis, Springer-Verlag, Berlin, p. 

240. 

スペクトル角マッパ： 

Kruse, F. A., A. B. Lefkoff, J. B. Boardman, K. B. Heidebrecht, A. T. Shapiro, P. J. Barloon, 

and A. F. H. Goetz, 1993, "The Spectral Image Processing System (SIPS) - Interactive 

Visualization and Analysis of Imaging spectrometer Data." Remote Sensing of 

Environment, v. 44, p. 145 - 163. 

ISODATA： 

Tou, J. T. and R. C. Gonzalez, 1974. Pattern Recognition Principles, Addison-Wesley 

Publishing Company, Reading, Massachusetts. 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD の classification ディ

レクトリから入手できます。 

ファイル 説明 

Phoenix_AZ.tif アリゾナ州フェニックスの QuickBird 画像 

教師無し分類の実行 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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ISODATA 法を用いた教師無し分類は、データ空間に均等に分散するクラス平均を計算した後、最短距離法を使用

して残りのピクセルのクラスタ化を繰り返し計算します。 反復するたびに平均を再計算し、新しい平均に基づいてピク

セルを再分類します。 反復の際にクラスが変更されたピクセルの割合が変更閾値を下回るまで、または最大反復回

数に達するまで、このプロセスを続行します。 

1. ENVI を起動します。 

2. ツールボックスで、[分類] > [分類ワークフロー] を選択します。 [ファイル選択] パネルが開きま

す。 

3. [参照] をクリックします。 [ファイル選択] ダイアログが開きます。 

4. [ファイルを開く] をクリックします。 [開く] ダイアログが開きます。 

5. classification に移動し、Phoenix_AZ.tif を選択して [開く] をクリックします。 

これは QuickBird トゥルーカラー画像です。 

6. [ファイル選択] ダイアログで [次へ] をクリックします。 [分類タイプ] パネルが表示されます。 

7. [教師無し] を選択します。これにより、教師無し分類ワークフローのステップを実行します。 

8. [次へ] をクリックします。 [教師無し分類] パネルが表示されます。 

9. [クラス数を指定] に定義するクラス数として 7 を入力します。 [高度な設定] タブの設定を変更する必要

はありません。[次へ] をクリックして分類を開始します。 

分類が完了すると、分類された画像がビューにロードされ、[クリーンアップ] パネルが表示されます。 

以下に示すのは、画像の一部の教師無し分類結果の例です。 実際の結果はいくらか異なる場合がありま

す。 住宅地に大量のスペックルが発生しています。 

 

10. クリーンアップはオプションのステップですが、このチュートリアルではこれを用いて、分類の出力

が向上するかどうか確認します。 クリーンアップのオプションであるスムージングはスペックルを
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除去し、集約は小さい領域を除去します。 [クリーンアップ] パネルの設定はデフォルトのままにし

ます。 

11. [プレビュー] オプションを有効にします。 プレビューウィンドウが開き、現在の設定を用いた分類のクリーン

アップ結果がどのようになるか確認できます。 選択ツール（メインツールバーにある矢印のアイコン）を使って

プレビューウィンドウ上をクリックし、画像内でドラッグして、クリーンアップステップによる効果を確認します。 

以下の画像から、クリーンアップステップを用いることにより分類結果が向上することがわかります。 ほとん

どのスペックルノイズが除去され、滑らかな領域に置き換わっています。 

 

12. [次へ] をクリックします。 [エクスポート] パネルが表示されます。 

13. [分類画像をエクスポート] チェックボックスだけを選択します。 出力画像タイプとしてデフォルト

の ENVI を指定し、分類画像のパスとファイル名を入力します。 

14. [完了] をクリックします。 

次に、同じ画像に対して教師付き分類を行います。 準備として、以下の手順を実行します。 

1. [ファイル] > [データマネージャ] を選択します。 データマネージャが開きます。 

2. 先ほど作成した分類ファイルを選択し、[閉じる] ボタンをクリックします。 データマネージャ

と Phoenix_AZ.TIF ファイルは開いたままにします。 

教師付き分類の実行 

教師付き分類法には、最尤法、最短距離法、マハラノビス距離法、および SAM （Spectral Angle Mapper：スペク

トル角マッパ）があります。 このチュートリアルでは SAM を使用します。 

1. データマネージャで、Phoenix_AZ.TIF ファイルをクリックします。 Windows オペレーティ

ングシステムの場合、ファイル名をツールボックスの [分類] にドラッグできます。 それ以外の場
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合は、[分類] ツールをダブルクリックして起動します。 [ファイル選択] パネルが表示され、ラス

タ入力ファイルとして Phoenix_AZ.TIF が表示されます。 

2. [ファイル選択] パネルで [次へ] をクリックして続行します。 [分類タイプ] パネルが表示されま

す。 

3. [教師付き] を選択します。これにより、教師付き分類ワークフローのステップを実行します。 

4. [次へ] をクリックします。 [教師付き分類] パネルが表示されます。 

5. [アルゴリズム] タブで、表示されるドロップダウンリストから [スペクトル角マッパ] を選択しま

す。 SAM 法は、n 次の角度を利用してピクセルと教師データを照合するスペクトル分類法です。 

この分類法は、スペクトル間の角度を計算してバンドの数に等しい次元の空間におけるベクタとして

扱うことによって、2 つのスペクトルの類似性を判定します。 角度が小さいほど、基準スペクトル

との一致度が高くなります。 ピクセルは、最も角度の小さいクラスに割り当てられます。 キャリブ

レーションされた反射率データに基づいて SAM 法を利用すると、照明やアルベド効果の影響を比

較的受けにくくなります。 

6. 既存のベクタファイルから教師データを定義することもできますが、このチュートリアルでは ENVI 

の [ポリゴン注釈] ツールを使って、対話的に独自の教師データのポリゴンを作成します。 

教師データの対話的な定義 

[教師付き] を選択したときに [ポリゴン注釈] ボタン  が有効になり、教師データという名前の新しいレイヤが

レイヤマネージャに追加されています。 それぞれが少なくとも 1 つの領域を含む 2 つのクラスを定義します。 これ

は教師付き分類を実行するために必要な最小のクラス数です。 

1. [教師付き分類] パネルで [プロパティ] タブをクリックし、[Class Name] を Class 1 から未

開発に変更します。 [Class Color] は赤色のままにします。 

2. 画像で、未開発のエリアをいくつか見つけます。 これは建物や草地が含まれないエリアで、また道路でもな

いエリアの必要があります。 これらのうち 3 つのエリア内にポリゴンを描画します。 ポリゴンを描画するに

は、未開発のエリア内をクリックしてマウスボタンを押したまま描画します。 開始点に近づいたら、ダブルクリ

ックしてポリゴンを完成させます。 レイヤマネージャの教師データレイヤツリーにポリゴン注釈が追加されま

す。 

以下に示すのは 1 つ目のポリゴンの例です。 



122 

 

3. [クラスを追加] ボタン  をクリックして、2 つ目のクラスを作成します。 

4. [Class Name] を Class 2 から植生に変更します。 [Class Color] は緑色のままにします。 

5. 画像で、ゴルフコース、樹木、芝生などの健全な植生が表示されているエリアをいくつか見つけます。これら

のうち 3 つのエリア内にポリゴンを描画します。 ズームインした画像により例を示します。 

 

6. [クラスを追加] ボタンをクリックして、3 つ目のクラスを作成します。 

7. [Class Name] を Class 3 から建物に変更します。 [Class Color] は青色のままにします。 

8. 画像で、屋根のあるエリアをいくつか見つけます。 これらのうち 3 つのエリア内にポリゴンを描画します。輝

度レベルが異なる屋根のあるエリアを選ぶことをお奨めします。 ズームインした画像により例を示します。 
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9. 次に、作成した教師データに基づく分類結果のプレビューを表示します。 

分類のプレビュー 

1. [プレビュー] オプションを有効にしてプレビューウィンドウを開きます。ここに、作成した教師データを用いた

分類結果が表示されます。 以下に例を示します。 

 

プレビューウィンドウでは、道路が建物として分類されていることがわかります。 道路という 4 つ目のクラス

を追加する必要があります。 

2. [プレビュー] オプションを無効にします。 

3. [クラスを追加] ボタンをクリックします。 

4. [Class Name] を Class 4 から道路に変更します。 [Class Color] は黄色のままにします。 
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5. [ポリゴン注釈] ツールを使用して、高速道路を含む 3 種類の道路内にポリゴンを描画します。 道

路内にポリゴンを描画できるように、必要に応じてメインツールバーの [ズーム] ツールを使用して

ズームインしてください。 

6. 再度、[プレビュー] を有効にします。 

7. 道路 教師領域により道路を適切に分類できたようですが、幹線道路と同じような灰色の一部の屋根も道路

として分類されています。 以下に例を示します。 

 

次に、道路領域を削除し、建物領域の名前を開発済みに変更し、開発済みに 3 つの道路教師領域を

追加します。 

8. 道路クラスを選択して、[削除] ボタンをクリックします。 プレビューウィンドウのビューが更新

されます。 

9. 建物クラスを選択して、[Class Name] を開発済みに変更します。 

10. [ポリゴン注釈] ツールを使用して、3 つの道路セクション内にポリゴンを描画します。必ず、少な

くとも 1 つの幹線道路セクションにポリゴンを描画してください。 

プレビューウィンドウに、道路と建物が新しい開発済みクラスの一部として表示されます。 

比較法 

[プレビュー] オプションを有効にして、[アルゴリズム] タブのそれぞれの分類法を試してみてください。 各メソッドの

詳細については、このチュートリアルの冒頭に記載されている参考文献を参照してください。 ここでは概要について

説明します。 

[最尤法] 各バンドの各クラスの統計が正規分布していると仮定して、特定のピクセルが特定のクラスに属する確率

を計算します。 各ピクセルは、最も確率の高い（すなわち最大尤度の）クラスに割り当てられます。 
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[最短距離法] 各クラスの平均ベクタを使用し、未知の各ピクセルから各クラスの平均ベクタまでのユークリッド距離

を計算します。 ピクセルは、最近隣クラスに分類されます。 

 

 

[マハラノビス距離法] は、各クラスの統計を利用する方向依存の距離分類子です。 最尤分類法に似ていますが、ク

ラスの共分散がすべて等しいと仮定しており、最尤法よりも高速です。 すべてのピクセルは、最も近い教師データに

分類されます。 
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[スペクトル角マッパ]（SAM）  

 

 

この画像の場合、[最尤法] または [スペクトル角マッパ] を使用すると、最適な分類結果を得ることができるようで

す。 このチュートリアルでは、アルゴリズムを [スペクトル角マッパ] のままにして、[次へ] をクリックしてください。 

教師付き分類結果のクリーンアップ 

教師付き分類が完了すると、分類された画像がイメージウィンドウにロードされ、[クリーンアップ] パネルが表示され

ます。 クリーンアップはオプションのステップですが、このチュートリアルではこれを用いて、分類の出力が向上するか

どうか確認します。 クリーンアップのオプションであるスムージングはスペックルを除去し、集約は小さい領域を除去し

ます。 
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1. [クリーンアップ] パネルで [スムージングを有効にする] オプションを選択解除します。 [集約を

有効にする] を選択して、デフォルト設定のままにします。 

2. プレビューウィンドウは開いたままで、現在の設定を用いた分類のクリーンアップ結果がどのようになるか表

示されています。 プレビューウィンドウ上をクリックして画像内をドラッグし、クリーンアップステップが各エリア

にどのように影響するか確認します。 

3. [次へ] をクリックします。 分類プロセスが完了すると、[エクスポート] パネルが表示されます。 

分類結果のエクスポート 

[エクスポート] パネルで、分類結果を画像として、クラスポリゴンをシェープファイルとして、統計をテキストファイルと

して保存できます。 

結果をエクスポートするには、以下の手順を実行します。 

1. [ファイルをエクスポート] タブで [分類画像をエクスポート] オプションを有効にします。出力画

像タイプは [ENVI] のままにします。 分類画像の適切なパスとファイル名を入力します。 

2. [分類ベクタをエクスポート] オプションを有効にし、出力ベクタファイルタイプは [シェープファ

イル] のままにします。 シェープファイルの適切なパスとファイル名を入力します。 

3. [追加エクスポート] タブで、[分類統計をエクスポート] オプションを有効にします。 統計テキス

トファイルの適切なパスとファイル名を入力します。 

4. [完了] をクリックします。 ENVI により出力が作成され、イメージウィンドウに分類レイヤとベクタレイヤが

開き、指定したディレクトリにファイルが保存されます。 テキストエディタでファイルを開いて統計を表示するこ

とができます。 

5. [ファイル] > [終了] を選択して ENVI を終了します。 
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教師付き分類によるフィーチャ抽出ワークフローのチュートリアル 

このチュートリアルでは、フィーチャ抽出を用いて、コロラド州ボールダーの住宅街のマルチスペクトル QuickBird シ

ーンから屋根を抽出します。 フィーチャ抽出を使用すれば、自動的に素早く屋根を識別できるため、都市計画家や 

GIS 技術者が手動でデジタル化を行う手間を省くことができます。 特定のステップの詳細については、青色の [ヘ

ルプ] ボタンをクリックして ENVI ヘルプを参照してください。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の feature_extraction ディレクトリから入手できます。このチュートリアルで

は qb_colorado.dat という名前のファイルを使用します。 

これはコロラド州ボールダーのパンシャープンされた QuickBird 画像（空間解像度 0.6 メートル）で、2005 年 7 

月 4 日に取得したものです。QuickBird 画像は DigitalGlobe 社のご好意により提供されました。DigitalGlobe 

社の書面による事前の許可なく複製または配布することはできません。 

背景 

フィーチャ抽出はオブジェクトベースの手法を用いて画像を分類します。オブジェクト（セグメントとも呼ばれる）は同じ

ようなスペクトル属性、空間属性、テクスチャ属性を持つピクセルのグループです。 従来の分類法はピクセルベース

で、各ピクセルのスペクトル情報を用いて画像を分類します。 高解像度のパンクロマティック画像やマルチスペクトル

画像の場合、オブジェクトベースのほうが抽出するフィーチャのタイプに柔軟に対応できます。 

ワークフローは以下のようなステップから構成されます。 

 画像をセグメントに分割する 

 セグメントのさまざまな属性を計算する 

 いくつかの新しいクラスを作成する 

 各クラスに対話的にセグメント（教師サンプルと呼ばれる）を割り当てる 

 教師サンプルに基づいて、KNN（K Nearest Neighbor：最近隣内挿法）、SVM（Support Vector 

Machine：サポートベクタマシン）または PCA（Principal Components Analysis：主成分分析）

の教師付き分類法で画像全体を分類する 

 クラスをシェープファイルまたは分類画像にエクスポートする 

ワークフローの開始 

1. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択します。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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2. feature_extraction に移動し、qb_colorado.dat ファイルを選択します。 [開

く] をクリックします。 画像がフル解像度で表示されます。 

3. ツールバーの [最適化線形] ドロップダウンリストから、[線形 2%] を選択します。 このタイプ

のストレッチは画像を明るくして、個々のフィーチャを識別しやすくします。 

4. ツールボックスで、[フィーチャ抽出] > [教師付きフィーチャ抽出ワークフロー] を選択します。 

[入力] パネルが開きます。 

5. [ラスタファイル] フィールドにすでにファイル名が表示されています。 [次へ] をクリックしま

す。 [セグメント] パネルが表示されます。 

画像のセグメント化 

セグメント化とは、同じようなスペクトル、空間、テクスチャの特徴を持つセグメントに画像を分割することです。 画像

のセグメントが実世界の特徴（フィーチャ）に一致することが理想的です。 効果的にセグメント化を行うことにより、分

類結果の精度が向上します。 

1. メインツールバーのドロップダウンリストを使って、画像を [200% (2:1)] にズームします。 

2. [プレビュー] オプションを有効にします。 プレビューウィンドウが表示され、画像の最初のセグメ

ントが緑色で示されます。 以下の画像の例では、プレビューウィンドウを住宅地に配置していま

す。 

 

プレビューウィンドウに表示された最初のセグメント化では屋根の境界が描画されていますが、セグメントが

多すぎるため、処理時間が長くなる可能性があります。 セグメント化とマージを組み合わせて利用し、セグメ

ントの数を減らし、屋根の周囲に明確な境界を描画します。 

3. この画像では屋根が暗く表示されているため、近赤外画像では周囲のフィーチャとのコントラストが

はっきりします。 近赤外バンドだけにセグメント化を適用することにより、屋根の周囲に明確な境
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界を描画できます。 [Object Creation] パネルで、[セグメントバンドを選択] の隣の  ボタン

をクリックします。 [NIR] バンドを選択して、[OK] をクリックします。 

[エッジ] セグメント化では、強度が最も強いグラデーションに沿ってラインを描画し、エッジを効果的に抽出し

ます。 次に、[フルラムダスケジュール] マージ法を使用して、マージの値を大きくしながら隣接するセグメン

トを結合します。 

以下の設定で適切な結果を得ることができます。 

 セグメント化アルゴリズム：[エッジ] 

 スケールレベル：35 

 マージアルゴリズム： [フルラムダスケジュール] 

 マージレベル： 80 

以下の画像は、上記の設定を用いたセグメント化の結果を示しています。 

 

[スケールレベル] をデフォルト値の 50 のままにした場合は、屋根のセグメントの一部が、隣接する裏庭や

樹木を表すセグメントに結合されます。これは、同じような強度であるためです。 これら 2 つのフィーチャを

分離するには 35 という値が適切です。 

4. セグメント化をうまく行うことができたら、[次へ] をクリックします。 ENVI により、セグメント

化画像（レイヤマネージャでは領域平均画像とも呼ばれる）が作成され、表示されます。 各セグメ

ントに、そのセグメントに属するすべてのピクセルの平均スペクトル値が割り当てられます。 

教師サンプルの選択 
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このステップでは、さまざまなフィーチャの典型的なサンプルを選択して、さまざまなクラスに割り当ててから、教師付き

分類を実行します。 

セグメント化が完了すると、[教師付き分類] パネルが開き、未定義のクラス（[New Class 1]）が表示されます。 セ

グメント化画像内でマウスを移動すると、カーソルの下のオブジェクトがシアン色で強調表示されます。 場合によって

は、この機能を有効にするために画像を 1 回クリックする必要があります。 

1. [プレビュー] オプションを無効にします。 

2. [Class Properties] テーブルで、[Class Name] を屋根に変更し、Enter キーを押します。 

3. 屋根を表すさまざまなセグメントを 20 以上クリックします。 多様なサイズ、形状、色、強度を持

つものを選んでください。 選択する教師サンプルの数が多いほど、精度の高い分類結果を得ること

ができます。 以下に例を示します。 

 

以下に、教師サンプルを選択する際のヒントを示します。 

 選択から除外するには、セグメントを再度クリックします。 

 特定のエリアで、個々のセグメントを区別することが難しい場合は、[境界を表示] オプションを有

効にして、各セグメントの周囲に境界を描画します。 

 セグメント化画像の詳細が不十分で、セグメントが（私有車道や裏庭などではなく）屋根を表してい

ると識別することが難しい場合は、レイヤマネージャで [局所平均] の画像の選択を解除してくださ

い。 代わりに元の QuickBird 画像が表示されます。 上の画像にはこのビューが表示されていま

す。 

 画像をパンまたはズームした場合は、必ず、メインツールバーで [選択] アイコン  をクリック

してから、教師領域を選択してください。 

次に、屋根ではないクラスをいくつか定義します。 
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1. [教師付き分類] パネルで、[クラスを追加] ボタン  をクリックします。 

2. [Class Properties] テーブルで、新しいクラス名を草地に変更して Enter を押します。 

3. パネルの左側で 草地を選択し、裏庭、野原、公園など草地を表す教師サンプルを画像から 20 以上

選択します。 

4. コンクリート（縁石と私有車道）および道路（アスファルトのみ）クラスについても、ステップ 1

～3 を繰り返します。 それぞれ 20 以上の教師サンプルを選択し、必要に応じてクラスの色を変更

します。 以下に分類パネルの例を示します。実際の結果はこれとは異なる場合があります。 

 

5. [Save an Example file] ボタン  をクリックして、定義した教師領域の出力フォルダとファ

イル名を選択します。 後で続きの作業を行う必要があるときに、このファイルを復元することがで

きます。 

分類に使用する属性の選択 

ENVI では、各セグメントについてさまざまな空間属性、スペクトル属性、テクスチャ属性が計算されます。 このステ

ップでは、教師付き分類で用いる属性を選択できます。 デフォルトでは、すべての属性が用いられます。 使用可能な

すべての属性の定義については、「属性のリスト」を参照してください。 

1. [教師付き分類] パネルで [属性選択] タブを選択します。 

2. このチュートリアルでは、[属性を自動選択] ボタン  をクリックして、分類に最適な属性を自動

的に決定します。 すぐに、[選択された属性] 列が更新されて使用する属性が表示されます。 以下

に例を示します。実際の結果をこれとは異なる場合があります。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/FindFeatures/FeatureExtraction/AttributeList.htm
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分類法の選択 

フィーチャ抽出には、KNN（K Nearest Neighbor：最近隣内挿法）、SVM（Support Vector Machine：サポートベ

クタマシン）、PCA（Principal Components Analysis：主成分分析）の 3 種類の教師付き分類法があります。 こ

のチュートリアルでは KNN を使用して、近隣の教師領域との近さに基づいてセグメントを分類します。 これは他の

方法より厳密で、似たようなクラスを正確に区別することができます。 

1. ツールバーのいずれかのズームツールを使って 100% にズームします。 

2. [教師付き分類] パネルで [プレビュー] オプションを有効にします。 プレビューウィンドウが表示

され、現在の分類結果が示されます。 教師データ、属性、分類設定に変更を加えると、分類結果が

自動的に更新されます。 画像内でプレビューウィンドウを移動するか、サイズを変更して別のエリ

アの結果を表示します。 以下に例を示します。 

 

3. セグメント化画像を非表示にするには、レイヤマネージャで [局所平均] オプションを無効にしま

す。 プレビューウィンドウの下に元の QuickBird 画像が表示されます。 
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4. プレビューウィンドウ内を右クリックして、[ブレンド] を選択します。 分類画像が次第にフェード

インおよびフェードアウトして QuickBird 画像が表示されます。  ボタンと  ボタンを使っ

て、ブレンドの速度を速くまたは遅く調整できます。 ブレンドを停止する場合は、[一時停止] ボタ

ン  をクリックします。 

黒いセグメントは適切なクラスを決定できなかったセグメントで、未分類のままになります。 [アルゴリズム] タブ

の [未分類を許可] オプションで、すべてのセグメントを定義されたクラスのいずれかに強制的に分類するかどうかを

指定できます。 

抽出するフィーチャは屋根であるため、屋根の分類の精度に注目する必要があります。 プレビューウィンドウに表示

される最初の分類結果では、多くのセグメントが誤って屋根として識別されています。 いくつかのオプションを使用し

て誤りを減らすことことができます。 

KNN 設定の調整 

1. [アルゴリズム] タブを選択します。 

2. [閾値] の値を大きくしてみてください。 デフォルト値は 5 パーセントで、各クラスの信頼度が 5 

パーセント未満のセグメントが未分類に設定されます。 [閾値] スライダで設定する値を増やすと、

分類子によって未分類に設定できるセグメントの数が増えます。 [閾値] のスライダで値を小さくす

ると、クラスに強制的に分類されるセグメントが増加し、誤って分類される可能性も高くなります。 

3. [近隣] の値を大きくして 3 にします。 値を大きくすると、ターゲットクラスを選択するときによ

り多くの近隣が考慮され、ノイズの多いフィーチャや関連のないフィーチャが減少します。 

追加の教師サンプルの収集 

常に誤って分類されるセグメントがある場合は、以下の手順で既知のクラスに割り当てることができます。 

1. [事例データ選択] タブを選択します。 

2. [教師付き分類] パネルの左側で、セグメントを割り当てるクラスの名前を選択します。 

3. ツールバーの [選択] アイコン  がアクティブなことを確認します。 

4. 画像表示で、セグメントをクリックして選択したクラスに割り当てます。 

新しいクラスの定義 

おそらく、一部の樹木や草地が誤って屋根として分類されているでしょう。 その場合は、樹木という新しいクラスを作

成して、このクラスの教師サンプルを選択してください。 

1. [教師付き分類] パネルで、[クラスを追加] ボタン  をクリックします。 

2. [Class Properties] テーブルで、新しいクラス名を樹木に変更して Enter を押します。 
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3. パネルの左側で 樹木を選択して、樹木の教師サンプル（樹木の陰も含める）を 20 以上選択しま

す。 

屋根を適切に分類できるまで、これらのオプションを使って試します。 結果に満足したら、[次へ] をクリックします。 

次のステップでは、屋根クラスをラスタファイルにエクスポートします。 

出力オプションの設定 

[出力] パネルで、教師付き分類のさまざまな成分をラスタ画像やシェープファイルにエクスポートできます。 このチュ

ートリアルでは、分類画像を ENVI ラスタフォーマットでエクスポートし、元の画像にクラスを重ねます。 デフォルトで

は、定義したすべてのクラスが分類画像に含まれます。 

1. [ベクタのエクスポート] タブで [分類ベクタをエクスポート] オプションを無効にします。 

2. [ラスタのエクスポート] タブをクリックします。 

3. [分類画像をエクスポート] オプションを有効にして、ファイルを保存する出力ディレクトリを選択

します。 出力ファイル名を qb_colorado_classimage に変更します。 

4. [完了] をクリックします。 qb_colorado_classimage.dat という新しいレイヤがレイヤ

マネージャに追加されます。 このレイヤを元の画像に重ねて表示するには、メインツールバーの 

[透明度] スライダを使って分類画像の透明度を大きくします。 

教師付き分類により屋根をかなりうまく抽出できましたが、ほとんどの自動手法と同様に、屋根を表すセグメントをす

べて抽出することはできませんでした。 エリアによっては、屋根のテクスチャと輝度が隣接する庭と似ているため、2 

つのフィーチャが 1 つのクラスに結合されている場合があります。 また、その他のフィーチャが誤って屋根として分

類されている場合もあります。 分類結果に満足できない場合は、セグメント化とマージの値を変更したり、別の分類

法を使用したり、より多くの教師サンプルを収集して試してみてください。 
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ルールベース分類によるフィーチャ抽出ワークフローのチュートリアル 

このチュートリアルでは、フィーチャ抽出を用いて、タスマニア州ホバートの住宅街のマルチスペクトル GeoEye-1 シ

ーンからアスファルト面を抽出します。 フィーチャ抽出を使用すれば、自動的に素早く道路と駐車場を識別できるた

め、都市計画家や GIS 技術者が手動でデジタル化を行う手間を省くことができます。 ここでは、さまざまな属性から

分類で意味を持つルールを構築して、分類結果をシェープファイルにエクスポートする方法を学びます。 特定のステ

ップの詳細については、青色の [ヘルプ] ボタンをクリックして ENVI ヘルプを参照してください。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の feature_extraction ディレクトリから入手できます。このチュートリアルで

は Hobart_GeoEye_pansharp.dat という名前のファイルを使用します。 

これは、パンシャープンを適用した GeoEye-1 画像（空間解像度 0.5 メートル）で、2009 年 2 月 5 日に取得さ

れたタスマニア州ホバートのダウジングポイント郊外の画像です。GeoEye-1 画像は GeoEye 社のご好意による

もので、GeoEye 社の書面による事前の許可なく複製または配布することはできません。 

背景 

フィーチャ抽出はオブジェクトベースの手法を用いて画像を分類します。オブジェクト（セグメントとも呼ばれる）は同じ

ようなスペクトル属性、空間属性、テクスチャ属性を持つピクセルのグループです。 従来の分類法はピクセルベース

で、各ピクセルのスペクトル情報を用いて画像を分類します。 高解像度のパンクロマティック画像やマルチスペクトル

画像の場合、オブジェクトベースのほうが抽出するフィーチャのタイプに柔軟に対応できます。 

このワークフローでは、画像を多数のセグメントに分割し、セグメントのさまざまな属性を計算し、関心のあるフィーチャ

を分類するためのルールを構築します。 各ルールには、エリア、長さ、またはテクスチャなどの属性が 1 つまたは複

数含まれ、属性を特定の範囲の値に制限します。 たとえば、道路は細長く、一部の建物はほぼ矩形の形状であり、

樹木は草に比べて高度にテクスチャ化されています。 

ワークフローの開始 

1. メニューバーで [ファイル] > [開く] を選択します。 

2. feature_extraction に移動し、Hobart_GeoEye_pansharp.dat ファイルを選択

します。 [開く] をクリックします。 画像がフル解像度で表示されます。 

3. ツールバーの [最適化線形] ドロップダウンリストから、[線形 5%] を選択します。 このタイプ

のストレッチは画像を明るくして、個々のフィーチャを識別しやすくします。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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4. メインツールバーで [パン] ツールを選択し、ディスプレイに道路が表示されるまで画像内をパンし

ます。 

5. ツールボックスで [フィーチャ抽出] > [ルールベースのフィーチャ抽出ワークフロー] を選択しま

す。 [入力] パネルが開きます。 

6. [ラスタファイル] フィールドにすでにファイル名が表示されています。 [次へ] をクリックしま

す。 [セグメント] パネルが表示されます。 

画像のセグメント化 

セグメント化とは、同じようなスペクトル、空間、テクスチャの特徴を持つセグメントに画像を分割することです。 画像

のセグメントが実世界の特徴（フィーチャ）に一致することが理想的です。 効果的にセグメント化を行うことにより、分

類結果の精度が向上します。 

1. [プレビュー] オプションを有効にします。 プレビューウィンドウが表示され、画像の最初のセグメ

ントが緑色で示されます。 以下の画像（200% にズーム）は、プレビューウィンドウをアスファル

ト道路の上に合わせたときの例です。 

 

プレビューウィンドウに表示された最初のセグメント化では、道路の端がはっきりと線で描画されていますが、

各道路に小さいセグメントが多数あります。 セグメント化とマージを組み合わせて、できるだけ少ないセグメ

ントで道路の境界を描画できるようにします。 原則的なルールとして、[スケールレベル] を小さくしてより多

くのセグメントを作成し、同時に [マージレベル] を大きくして隣接するセグメントをマージします。 関心のあ

るフィーチャの輪郭を描画するにはセグメントが多いほど効果的ですが、セグメントが多すぎると処理に時間

がかかります。 

2. [セグメント設定] と [マージ設定] のさまざまな [アルゴリズム] オプションを試し、さらにそれぞ

れのレベルを変更して試してみてください。 プレビューウィンドウが自動的に更新され、変更内容

がセグメント化にどのように影響するか確認できます。 



138 

以下の設定で適切な結果を得ることができます。 

 セグメント化アルゴリズム：[エッジ] 

 スケールレベル：40 

 マージアルゴリズム： [フルラムダスケジュール] 

 マージレベル： 80 

 [セグメントバンドを選択] ボタン  をクリックして、バンド 4 のみを選択します。近赤

外バンドに対してのみセグメント化を実行すると、アスファルト道路のよりシャープなセグ

メントを生成することができます。 

以下の画像は、上記の設定を用いた交差点のセグメント化の結果を示しています。 

 

3. セグメント化をうまく行うことができたら、[次へ] をクリックします。 ENVI によりセグメント化

画像が作成されてレイヤマネージャに表示されます（領域平均画像とも呼ばれます）。 各セグメント

に、そのセグメントに属するすべてのピクセルの平均スペクトル値が割り当てられます。 

ルールの構築 

このステップでは、いくつかのルールを構築してアスファルトクラスを定義します。 ENVI では、各セグメントについて

さまざまな空間属性、スペクトル属性、テクスチャ属性が計算されます。 使用可能なすべての属性の定義について

は、「属性のリスト」を参照してください。 

アスファルト面を識別するために用いる属性を決定する際には、リモートセンシング画像のアスファルトの特徴を考慮

する必要があります。 以下のような点を参考にしてください。 

 近赤外画像ではアスファルト道路は非常に暗く見えるため、バンド 4 のスペクトル平均値が小さい

場合に道路が強調されます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/FindFeatures/FeatureExtraction/AttributeList.htm
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 道路は長く延びています。 

 道路と駐車場のテクスチャは均一です。 

 屋根や影などの小さいフィーチャもスペクトル値が小さい場合があるため、エリア属性を用いてこの

ような小さいセグメントを除外することができます。 

ルール構築の一般的なワークフローでは、まず、1 つの属性から始めて、関心のあるフィーチャを抽出してその信頼

度をテストします。次に、多くの条件と属性を用いて、シーンからその他すべてのフィーチャを除外し、関心のあるフィ

ーチャだけを残します。 

所定のルールで複数の属性を組み合わせた場合は、ルールを満たすためにすべての条件を適用する必要がありま

す。 

バンド 4 ではほとんどの道路が非常に暗いため、最初に試す属性としてバンド 4 のスペクトル平均を用いることを

お奨めします。 

スペクトル平均 

1. [プレビュー] オプションを無効にします。 

2. [ルールベースの分類] パネルで、[クラスを追加] ボタン  をクリックします。 

3. [Class Properties] テーブルで、[Class Name] をアスファルトに変更し、Enter キーを押しま

す。 

4. 新しいクラスを追加したときに、 スペクトル平均(バンド 1) > 0 という 1 つの属性を持つ

デフォルトのルールセットが作成されています。これをバンド 1 からバンド 4 に変更する必要が

あります。この属性名を選択して、[バンド] ドロップダウンリストから [バンド 4] を選択しま

す。 

シアン色のヒストグラムで、セグメント化画像の各セグメントのスペクトル平均（バンド 4）値の周波数が表示

されます。 
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5. ヒストグラムを個別のダイアログに表示する場合は、[ヒストグラムウィンドウをドッキング解

除] ボタン  をクリックします。 このオプションは、Windows ユーザのみ利用可能です。 

6. [属性のヒストグラム] ウィンドウの角をクリックアンドドラッグして拡張し、ヒストグラムの形状

を詳しく確認できます。 

 

7. [ルールベースの分類] パネルで [プレビュー] オプションを有効にします。 赤 1 色のプレビュー

ウィンドウが表示されます。 

8. ツールバーの [固定の縮小] ボタンを使用して約 50% まで縮小すると、ディスプレイに広い範囲

の画像を表示できます。 

9. 道路はスペクトル平均値が小さいため、ヒストグラムの小さい値だけを評価します。 [属性のヒスト

グラム] ダイアログの右下隅の青色の三角形をクリックして、青い縦線を左にドラッグします。 プ

レビューウィンドウが更新されて、残ったセグメントだけが表示されます。 以下に例を示します。 
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バンド 4 のスペクトル平均値を 174 より小さくすると、アスファルト道路が効果的に強調表示されます （ス

ライダを使用すると端数がでるため、右端のフィールドに 174 と入力して Enter を押します）。 

10. プレビューウィンドウを画像の右下隅の水域に移動します。 

 

11. プレビューウィンドウの右側の広い赤色のエリアは水域です。これは、バンド 4 ではアスファルト

よりさらにスペクトル平均値が小さくなります。 したがって、水域もこのヒストグラム範囲に含ま

れます。 この極端に小さい値を除外する必要があります。 最小値を 85 にすると、適切に水域を除

外できそうです。[属性のヒストグラム] ダイアログの左端のフィールドに 85 と入力して、

Enter を押してください。 

12. [属性のヒストグラム] ダイアログの赤色の×ボタンをクリックして、そのダイアログを閉じます。 
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長径の長さ 

この画像では、道路とほとんどの駐車場は住宅などの他のフィーチャより長いため、長さ属性のいずれかを用いて、よ

り適切なルールセットになるか試してみましょう。 

1. [ルールベースの分類] パネルで ルール [1.0] というルール名を選択します。 

2. [属性をルールに追加] ボタン  をクリックします。 

3. 追加されたデフォルトの属性 [スペクトル平均 (1)] を選択します。 

4. [タイプ] ドロップダウンリストから [空間] を選択します。 

5. [名前] ドロップダウンリストに、 [長さ]、[伸び]、[長径の長さ] の 3 つの異なる長さに関する属

性があることに注意してください。 どの属性を用いてテストすればよいかわからない場合は、属性

画像が役立ちます。 

6. [長さ] を選択して、[属性画像を表示] オプションを有効にします。 プレビューウィンドウに [長

さ] 属性値のグレイスケール画像が表示され、最も大きい値が白色で示されます。 関心のあるフィ

ーチャと他のフィーチャのコントラストが大きい場合（明るいまたは暗い）は、この属性が適切だと

考えられます。 

7. 画像内でプレビューウィンドウを移動します。 一部の道路は [長さ] 属性値が大きく（白色）、他の

道路とほとんどの駐車場はこの属性値が小さい（灰色）ことがわかります。 したがって、この属性

を用いてすべてのアスファルトを効果的に識別することは難しいでしょう。 
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Tip: これらのセグメントの実際の属性値を確認するには、メインツールバーで [カーソル値] アイコン  をクリックし

ます。 [カーソル値] ダイアログで、Preview Window: FX_CLASSIFY_RULE_STEP の下部の 

[Data] 行を確認してください。 これが、カーソル位置のセグメントの [長さ] 属性値です。 この値を参考に、ヒストグラ

ムを制限する値を決めることができます。 

8. 長さ関連の別の属性を試してみましょう。 [名前] ドロップダウンリストから [長径の長さ] を選択

して、[属性画像を表示] オプションを有効にします。 [長さ] 属性の場合と比べて、より多くの道

路と駐車場のコントラストが、周囲のフィーチャよりいくらか高くなっているはずです。 

9. [属性画像を表示] オプションを無効にします。 

10. 道路は他のフィーチャより長いため、最も大きい [長径の長さ] の値を用いてヒストグラムを制限し

ます。 ヒストグラムの緑色のひし形をクリックして、緑色の垂直スライダを右側にドラッグしま

す。 プレビューウィンドウには、まだ多数の異なるフィーチャ（赤色）が含まれています。 これら

のフィーチャを除外するためには、非常に大きい値だけが含まれるようにヒストグラムを制限する必

要があります。 

11. [属性のヒストグラム] ダイアログで、最大値はそのままにして最小値を 22 に変更し、Enter を押

します。 

12. 以下の手順を高速にするために、[プレビュー] オプションを無効にしてください。 

テクスチャ平均 

通常、アスファルト道路と駐車場は均一なテクスチャを持っているため、いくつかのテクスチャ属性を試して、これらの

フィーチャを抽出するために適切な属性があるか確認できます。 テクスチャ属性には、[Texure Range]、[テクスチ

ャ平均]、[テクスチャ分散]、[テクスチャエントロピー] の 4 つがあり、画像の各バンドについて計算が実行されま

す。 

テストの結果、テクスチャ平均属性をバンド 4（近赤外）に用いると、道路および駐車場セグメントが周囲のフィーチャ

に対して高いコントラストを示すため、アスファルトをうまく識別できることがわかっています。 

1. [ルールベースの分類] パネルで ルール [1.0] というルール名を選択します。 

2. [属性をルールに追加] ボタン  をクリックします。 

3. 追加されたデフォルトの属性 [スペクトル平均 (1)] を選択します。 

4. [タイプ] ドロップダウンリストから [テクスチャ] を選択します。 

5. [バンド] ドロップダウンリストから 4 を選択します。 

6. [名前] ドロップダウンリストから [テクスチャ平均] を選択します。 

7. バンド 4 のテクスチャ平均値が最も小さいセグメントを識別します。 最大値を 155 にすると、こ

のようなセグメントをうまく識別できます。ヒストグラムの右端のフィールドに 155 と入力し、キ

ーボードの Enter を押してください。 



144 

Area 

これまでに構築したルールには以下の属性が含まれています。 

 85 < バンド 4 のスペクトル平均 < 174、および 

 長径の長さ > 22、および 

 テクスチャ平均 < 155 

次に [エリア] 属性を用いて、影や屋根などの残った小さいフィーチャを除外します。 

1. [ルールベースの分類] パネルで ルール [1.0] というルール名を選択します。 

2. [属性をルールに追加] ボタン  をクリックします。 

3. 追加されたデフォルトの属性 [スペクトル平均 (1)] を選択します。 

4. [タイプ] ドロップダウンリストから [空間] を選択します。 

5. [名前] ドロップダウンリストから [エリア] を選択します。 

6. [エリア] 値が大きいセグメントを特定します。 最小値を 40 にすると、このようなセグメントを

うまく識別できます。ヒストグラムの左端のフィールドに 40 と入力し、キーボードの Enter を押

してください。 

分類のプレビュー 

これまでに 4 種類の属性を用いてルールセットを構築しました。ここでは、このルールを使ってアスファルト面を効果

的に識別できるかテストします。 

1. [ルールベースの分類] パネルで ルール [1.0] というルール名を選択します。 

2. [プレビュー] オプションを有効にします。 プレビューウィンドウにルール信頼度画像が表示されま

す。 最も明るいセグメントは、選択した属性に基づいたルールの条件を満たす可能性が高いセグメ

ントです。 暗いフィーチャや黒色のフィーチャは条件を満たす可能性が低いか、条件を満たさない

ものです。 以下の例では、道路と駐車場が明るいため、構築したルールセットによって、これらの

セグメントがアスファルトとして分類された可能性が高いといえます。 
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3. [ルールベースの分類] パネルの左側で [すべてのクラス] を選択します。 プレビューウィンドウ

に、1 つのクラス（アスファルト）だけを含む分類画像が表示されます。 このように、画像全体を

分類する前に、小さいエリアの最終的な分類結果をプレビューすることができます。 

4. プレビューウィンドウ内を 1 回クリックして、メインツールバーの [透明度] スライダを使って透

明度を下げます。 これで、領域平均画像に重ねてアスファルトクラスをプレビューすることができ

ます。 

 

5. [ルールベースの分類] パネルで [名前を付けてルールセットを保存] ボタン  をクリックしま

す。 

6. ルールセットの出力先とファイル名を選択します。 後で続きの作業を行う必要があるときに、この

ルールファイルを復元することができます。 
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7. [次へ] をクリックして [出力] パネルに移動します。 

出力オプションの設定 

[出力] パネルで、ルールに基づく分類のさまざまな成分をラスタ画像やシェープファイルにエクスポートできます。 こ

のチュートリアルでは、アスファルトクラスの分類画像を ENVI ラスタフォーマットでのみエクスポートし、元の画像に

クラスを重ねます。 

1. [ベクタのエクスポート] タブで [分類ベクタをエクスポート] オプションを無効にします。 

2. [ラスタのエクスポート] タブをクリックします。 

3. [分類画像をエクスポート] オプションを有効にして、ファイルを（ENVI ラスタフォーマットで）

保存する出力ディレクトリを選択します。 出力ファイル名を asphalt_class に変更します。 

4. [完了] をクリックします。 レイヤマネージャに asphalt_class.dat という新しいレイヤが

追加され、元の GeoEye-1 画像に重ねて表示されます。 

5. [パン] ツールを使って、画像内を移動してアスファルトクラスを評価します。 

ルールセットによりアスファルトをかなりうまく抽出できましたが、ほとんどの自動手法と同様に、アスファルトを表すセ

グメントをすべて抽出することはできませんでした。 一部の道路や駐車場が未舗装のものと混同されたり、他の同様

のフィーチャよりかなり明るいシグネチャとして表示されました。 最適な結果を得るためには、適切なセグメント化と効

果的なルール構築が重要です。 分類結果に満足できない場合は、セグメント化とマージの値を変更したり、別の属性

セットを用いて試してみてください。 

 

 

画像変化抽出ワークフローのチュートリアル 

このチュートリアルでは、画像変化抽出ワークフローを使用して、2004 年 12 月 26 日の津波で被害を受けたイ

ンドネシアのある地域の 2 つの画像を比較します。 最初の画像は 2004 年 4 月に取得された津波前の画像で、

2 番目のものは 2005 年 1 月に取得されました。 

以下に示す最初の画像は tsunami_before.dat のもので、2 番目の画像は標準ポータル内

の tsunami_after.dat です。 ツールバーの [透明度] スライダを調整すると、ポータルの 2 つの画像に

大きな違いがあることがわかるでしょう。 特に、多くの植生エリアが津波によって失われています。 
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このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の change_detection ディレクトリから入手できます。 

ファイル 説明 

 tsunami_before.dat  インドネシアの QuickBird 画像（2004 年 4 月） 

 tsunami_before.hdr  上記のヘッダファイル 

 tsunami_after.dat  インドネシアの QuickBird 画像（2005 年 1 月） 

 tsunami_after.hdr  上記のヘッダファイル 

画像変化抽出用のファイル選択 

[ファイル選択] パネルで、画像変化抽出に使用する 2 つの画像を選択します。 

1. ENVI を起動します。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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2. ツールボックスから、[変化抽出] > [変化抽出ワークフロー] を選択します。 [ファイル選択] パネ

ルが開きます。 

3. [時間 1 ファイル] フィールドの隣の [参照] をクリックします。 [時間 1 ファイルを選択] ダイ

アログが開きます。 

4. [ファイルを開く] をクリックします。 [開く] ダイアログが開きます。 

5. change_detection に移動して tsunami_before.dat を選択し、[開く] をクリックし

ます。 

6. [OK] をクリックします。 

7. [時間 2 ファイル] フィールドの隣の [参照] をクリックします。 [時間 2 ファイルを選択] ダイ

アログが開きます。 

8. [ファイルを開く] をクリックします。 [開く] ダイアログが開きます。 

9. change_detection に移動して tsunami_after.dat を選択し、[開く] をクリックし

ます。 

10. [次へ] をクリックします。 [画像レジストレーション] パネルが表示されます。 

11. 時間 1 画像と時間 2 画像はすでに相互にレジストレーションされているため、設定はデフォルト

の [画像レジストレーションをスキップ] のままにします。 

12. [次へ] をクリックします。 [変更手法を選択] パネルが表示されます。 

13. 設定をデフォルトの [画像差分] のままにし、[次へ] をクリックします。 [画像差分] パネルが表

示されます。 

画像差分の設定 

[画像差分] パネルで、差分解析に用いるパラメータを設定します。 このステップでは、バンドまたはフィーチャインデ

ックスに基づいて画像の差分解析を実行します。 フィーチャインデックスには、植生、水域、住宅地、燃焼エリアなど、

特定のフィーチャの変化を抽出するオプションがあります。 このチュートリアルで使用する QuickBird データでは、

植生指標（NDVI）と水指標（NDWI）を用いることができます。 住宅地指標と燃焼指標は、Landsat データなどの短

波長赤外線バンドを含む画像でのみ用いることができます。 

1. デフォルトで [入力バンドの差分] オプションと [バンド 1] が選択されています。 

2. ツールバーの [移動] フィールドに 746319.499,585303.471 と入力して、キーボード

の Enter キーを押します。 ビューがこのエリアの中心に移動します。 

3. [プレビュー] チェックボックスを選択します。 プレビューウィンドウが表示されます。 プレビューウィンドウに

は、選択したバンドのデータ値が減少したエリアが赤色で表示され、データ値が増加したエリアが青色で表示

されます。 
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4. プレビューウィンドウを開いた状態のまま、[フィーチャインデックスの差分] を有効にし、フィーチャインデック

スとして [植生指標（NDVI）] を選択したままにします。 

 

5. [次へ] をクリックします。 差分解析が開始します。 

6. 画像の差分処理が完了するとイメージウィンドウに差分画像が表示され、[閾値処理またはエクスポ

ート] パネルが表示されます。 

7. デフォルトの選択内容 [閾値処理を適用] を保持します。 このオプションを使って、アルゴリズム

により大きな変化が表れたエリアを決定するためにパラメータを設定できます。 このオプションを

選択すると、ワークフローの最後に複数の出力をエクスポートできます （[差分画像のみをエクスポ

ート] を選択した場合は、追加の処理パラメータを選択することはできません。差分画像をエクスポ

ートすることのみ可能です）。 
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8. [次へ] をクリックします。 [閾値処理を変更] パネルが表示されます。 

閾値処理の変更 

閾値処理の変更ステップでは、表示したい 2 つの画像間の変化を指定します。 プリセットされた自動閾値処理を使

用するか、手動で閾値処理を調整することができます。 

1. [自動閾値処理] タブで、デフォルトの選択内容 [増加と減少] を保持します。 このオプションで

は、増加のある領域（青色）と減少のある領域（赤色）が表示されます （津波によって減少した植

生エリアのみに関心がある場合は、[減少のみ] を選択します）。 

2. [自動閾値処理手法を選択] ドロップダウンリストで、一度に 1 つずつオプションを選択して、プレビューウィ

ンドウで結果を確認してみてください。 以下の自動閾値処理手法を選択できます。 

 Otsu's： ヒストグラム形状ベースの手法です。 判別解析に基づき、ヒストグラムの 0 次

と 1 次の累積モーメントを利用して、しきい値処理レベルの値を計算します。 

 Tsai's： モーメントベースの手法です。 入力画像の最初の 3 つのモーメントが出力画像

で保持されるように、しきい値を決定します。 

 Kapur's： エントロピベースの手法です。 閾値処理画像を 2 クラスのイベントと見な

し、各クラスの特性を PDF （Probability Density Function：確率密度関数）で表しま

す。 そのうえで、2 つの PDF の合計エントロピを最大化して 1 つの閾値に収束させま

す。 

 Kittler's： ヒストグラム形状ベースの手法です。 ヒストグラムを二峰性のガウシアン分布

として近似し、カットオフ点を求めます。 費用関数はベイズ分類規則に基づきます。 

自動閾値処理手法の詳細については、このチュートリアルの冒頭に挙げた参考文献を参照してください。 

3. このチュートリアルでは、デフォルトの [Otsu's] 閾値処理手法を使用します。 以下に示すのは、

[Otsu's] 手法を選択した場合のプレビューウィンドウの例です。 
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4. 手動で閾値設定を調整して結果を確認してみてください。 そのためには [手動] タブを選択しま

す。 

5. スライダバーを使って [閾値を増加させる] と [閾値を減少させる] の設定を調整して、プレビュー

ウィンドウに変化を表示します。 

6. 手動調整の結果を確認したら、[リセット]  ボタンをクリックしてデフォルト設定に戻します。 

7. [次へ] をクリックします。 [次へ] をクリックすると、差分画像が閾値に基づいて [Big 

Increase]、[Big Decrease]、[Other] に分類されます。 [クリーンアップ] パネルが表示さ

れます。 

変化抽出結果のクリーンアップ 

クリーンアップステップで結果を微調整します。 設定を適用する前に、微調整の結果をプレビューできます。 

1. 以下の両方のクリーンアップ手法について、デフォルトの選択内容を保持します。 

 [スムージングを有効にする] を選択すると、スペックルノイズが除去されます。 

 [集約を有効にする] を選択すると、小さい領域が除去されます。 

2. クリーンアップ手法に必要な値を入力します。 

 [スムージングカーネルサイズ] を奇数で指定します（例：3 = 3 × 3 ピクセル）。 正方形

のカーネルの中央ピクセルが、カーネルの最頻クラス値で置き換えられます。 この値

は 5 のままにします。 

 [最小集約サイズ] をピクセル単位で指定します。 この値以下のサイズの領域が、隣接する

大きい領域に集約されます。 この値は 100 のままにします。 

3. 処理を実行する前にクリーンアップ結果をプレビューします。 
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必要に応じてクリーンアップ設定を変更して、結果を再度プレビューすることができます。 

4. [次へ] をクリックします。 [エクスポート] パネルが表示されます。 

変化抽出結果のエクスポート 

ワークフローの最後のステップでは、解析の出力を保存します。 

結果をエクスポートするには、以下の手順を実行します。 

1. [ファイルをエクスポート] タブで、エクスポートのためのチェックボックスを選択します。 

 [変更クラス画像をエクスポート] を有効にすると、閾値処理の結果がラスタファイルに保存

されます。 

 [変更クラスベクタをエクスポート] を選択すると、閾値処理中に作成されたベクタがシェー

プファイルに保存されます。 

2. デフォルトのパスとファイル名を使用します。 

3. [追加エクスポート] タブで、その他のエクスポートのチェックボックスを選択します。 

 [変更クラス統計をエクスポート] を選択すると、閾値処理画像に関する統計が保存されま

す。 

 [差分画像をエクスポート] を選択すると、差分画像がラスタファイルに保存されます。 

4. デフォルトのパスとファイル名を使用します。 

5. [完了] をクリックします。 ENVI により出力が作成され、イメージウィンドウにレイヤが開き、指

定したディレクトリにファイルが保存されます。 

6. [ファイル] > [終了] を選択して ENVI を終了します。 
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画像レジストレーションワークフローのチュートリアル 

このチュートリアルでは、さまざまなシナリオで画像レジストレーションワークフローを利用して、視野ジオメトリと地形

の歪みが異なる重なった 2 つの画像を、同じ座標系に幾何学的に整合し、対応するピクセルが同じオブジェクトを表

すようにします。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD の image_reg ディレクトリか

ら入手できます。 

ファイル 説明 

ikonos_4.0m.dat  コロラド州ボールダーの IKONOS トゥルーカラー画像（空間解像度 4 メート

ル） 

ikonos_4.0m.hdr  上記のヘッダファイル 

quickbird_2.4m.dat  コロラド州ボールダーの QuickBird トゥルーカラー画像（空間解像度 2.4 メートル） 

quickbird_2.4m.hdr  上記のヘッダファイル 

自動レジストレーションの実行 

以下のステップでは、ベース画像とワープ画像を選択して画像レジストレーションを実行します。パラメータを設定して

タイポイントを生成し、生成したタイポイントを確認して編集し、整合した出力画像を生成します。 

ベース画像とワープ画像の選択およびパラメータの設定 

1. ENVI を起動します。 

2. ツールボックスで、[幾何学補正] > [レジストレーション] > [レジストレーションワークフロ

ー] を選択します。 [ファイル選択] パネルが開きます。 

3. [ファイル選択] パネルで [ベース画像ファイル] フィールドの隣の [参照] をクリックし、

¥image_reg ディレクトリに移動して quickbird_2.4m.dat ファイルを選択し、

[OK] をクリックします。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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4. [ファイル選択] パネルで [ワープ画像ファイル] フィールドの隣の [参照] をクリックし、

¥image_reg ディレクトリに移動して ikonos_4.0m.dat ファイルを選択し、[OK] をクリ

ックします。 

5. [次へ] をクリックして [タイポイントの生成] パネルに移動します。 レイヤマネージャに 2 つの

画像が開き、ベース画像（quickbird_2.4m.dat）が表示されます。 

6. レイヤマネージャで ikonos_4.0m.dat の隣のチェックボックスを選択し、イメージウィンド

ウビューに画像を表示して、レイヤマネージャでレイヤを選択します。 

7. [透明度] スライダを前後に移動して、画像のオフセットの状態を確認します。 以下の画像では透明度を 

50% に設定しました。2 つの画像が整合されていないため、中央、下部および左側のエリアがぼやけてい

ます。 

 

8. [タイポイントの生成] パネルで、自動タイポイント作成のためのパラメータを設定します。 このパ

ネルでシードタイポイントを作成することもできますが、このチュートリアルでは必要ありません。 

シードタイポイントは、画像のジオリファレンスが実行されていないか不十分な場合のみ作成するこ

とをお奨めします。 1 つの画像のジオリファレンスが不十分であるものの、もう 1 つの画像は問

題がない場合は、正確なジオリファレンスが行われている画像をベース画像として使用してくださ

い。 ワープ画像がピクセルベース、任意の投影法または擬似投影法の場合は、処理を続行する前に 

3 つのシードタイポイントを追加するかインポートする必要があります。 このステップでは、[メイ

ン] タブと [高度な設定] タブのパラメータ設定をデフォルトのままにします。 ここで用いるデー

タは適切にジオリファレンスされているため、[シードタイポイント] タブを使用する必要はありま

せん。 

9. [次へ] をクリックしてタイポイントを自動的に生成し、[確認とワープ] パネルに移動します。 
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生成されたタイポイントの確認 

自動タイポイント作成が完了すると [確認とワープ] パネルが表示され、ビューではベース画像とワープ画像の重な

るエリアにタイポイントが表示されます。 ベース画像のタイポイントはマゼンタ色です。 

 

[確認とワープ] パネルで [ワープ画像に切り替える] ボタンをクリックして、対応する緑色のタイポイントを確認しま

す。 

 

[確認とワープ] パネルで [テーブルを表示] をクリックして、[タイポイントの属性テーブル] を開きます。 このテー

ブルには、ベース画像とワープ画像のタイポイントの場所およびスコアとエラーなど、生成されたすべてのタイポイント

の詳細が表示されます。 RMS（Root Mean Square：2 乗平均平方根）エラーの合計は、テーブルの最下部に表

示されます。 
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スコアはエリアベースの自動タイポイント生成に基づきます。 タイポイント位置の周囲のパッチがマッチングウィンドウ

として使用されます。 選択したマッチング手法に応じて、ベース画像のウィンドウとワープ画像のウィンドウ間の正規

化相互相関または正規化相互情報が、マッチングスコアとして計算されます。 

エラーの評価は、ワープ画像の各タイポイントからその予測される位置までの距離をピクセル単位で表します。ベース

画像とワープ画像に RPC 地図情報および関連する DEM がない場合は、1 次多項式変換を使用してベース画像

上のタイポイントからワープ画像上のポイントまでの予測される位置が計算されます。ベース画像またはワープ画像

に RPC 地図情報があり、[メイン] タブで DEM ファイルを指定した場合は、ENVI によりベース画像とワープ画像

に対してちょっとしたオルソ補正が実行され、画像レジストレーションがさらに正確になります。 エラーが大きい場合

は、タイポイントが不良または使用された幾何学モデルが不適切である可能性があります。 必ずしもタイポイントの

位置誤差のためとは限りません。 タイポイントの精度をチェックする最適な方法は、イメージウィンドウでタイポイント

の配置を目で確認することです。 タイポイントを追加したり削除すると、エラーの評価が更新されます。 

Windows プラットフォームの場合は、キーボードを使用してテーブルの行から行へ移動できます。 テーブルでレコ

ードを選択すると、イメージウィンドウの中心にタイポイントが配置され、タイポイントが強調表示されます。 

 上および下矢印キーを使って、テーブルの前のレコードや次のレコードを選択します。 

 Home キーと End キーで、テーブルの最初のレコードや最後のレコードを選択します。 

 左矢印キーでベース画像ビューに切り替え、右矢印キーでワープ画像ビューに切り替えます。 

 Delete キーで選択したレコードを削除します。 

キーボードを使って各タイポイントをチェックしたり、ベース画像とワープ画像のビューを切り替えます。 2 つの画像

のタイポイント位置のフィーチャが一致しない場合は、Delete キーを押して選択したタイポイントを削除します。 

1. [タイポイントの属性テーブル] で [ERROR] 列をクリックして選択し、次に右クリックして [選択した列を逆

方向にソート] を選択します。 最もエラーが大きいタイポイントがテーブルの最上部に表示されます。 最も

エラーが大きいタイポイントを目視します。 
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2. テーブルの最初のタイポイントの行を選択します。 ビューがそのタイポイントに移動し、ポイントが強調表示さ

れます。 必要に応じて、画像の詳細が確認できるようにビューにズームインします。 たとえば、400% にズ

ームインしてみてください。 

 

3. [確認とワープ] パネルで [ワープ画像に切り替える]/[ベース画像に切り替える] をクリックして、ベース画

像とワープ画像を切り替えます。このとき、タイポイントの配置の精度が十分か確認してください。 

  

上の図のタイポイントの精度は十分なようです。 このチュートリアルでは必要ありませんが、マッチングスコ

アでタイポイントをソートすることもできます。 [タイポイントの属性テーブル] で [SCORE] 列をクリックして

選択し、次に右クリックして [選択した列を正方向にソート] を選択します。 最もスコアが小さいタイポイント

がテーブルの最上部に表示されます。 

4. その他のタイポイントの精度を確認します。[タイポイントの属性テーブル] の行でタイポイントを選択し、ベー

ス画像とワープ画像を切り替えます。 精度が十分でないタイポイントが見つかった場合は、削除してワープ

処理から除外し、画像レジストレーションの精度に影響しないようにします。 

以下に示すのは、精度が不十分なタイポイントの例です。 
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不良タイポイントを削除するには、属性テーブルでそのタイポイントが選択されていることを確認し、属性テー

ブルの下部の [選択内容を削除] をクリックします。 

5. エラーが最も大きいタイポイントまたはスコアが最も低いタイポイントを確認し、必要に応じて削除

したら、[確認とワープ] パネルで [ワープ] タブを選択します。 

6. [ワープ手法] の [多項式] を含めて、デフォルト設定のままにします。 

7. [プレビュー] チェックボックスを選択してプレビューウィンドウを開き、これらの設定を用いた場合の出力結果

を確認します。 

 

ワープ画像のほとんどのエリアは、良好な結果です。 画像の左側の山地エリアにパンすると、プレビューで

は良好な結果が表れているエリアと、まだオフセットがあるように見えるエリアがあります。 この画像のゆが

みの原因は地形の起伏です。このため、このエリアに自動的に生成されたタイポイントの数が少なくなってい

ます。 [プレビュー] チェックボックスを選択解除します。 

8. オフセットが見られる道路に手動でタイポイントを追加して、プレビューでレジストレーションが向上しているか

確認します。 タイポイントを追加するには、[確認とワープ] パネルの [タイポイント] タブに戻って [編集開

始] をクリックします。 
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Note: タイポイントを追加しているときに、ツールバーの別のツールを使用した場合（たとえば、画像の別の位置にパン

した場合）は、ツールバーの [ベクタ] ドロップダウンをクリックして [ベクタ作成] を選択すると、タイポイントの追加を再

度有効にします。 または、ツールを再度選択しなくてもよいように、マウスの中央ボタンを使って画像のパンとズームを行

います。 

9. イメージウィンドウ内をクリックしてタイポイントの位置にマークを付け、右クリックして [個別ポ

イントとして承認] を選択します。 イメージウィンドウビューが 2 つ目の画像に切り替わります。

2 つ目の画像で対応するタイポイントの位置にマークを付け、右クリックして [個別ポイントとして

承認] を選択します。 タイポイントの数が更新され、イメージウィンドウビューが最初の画像に戻

ります。 

10. 必要に応じてさらにタイポイントを追加します。 終了したら、[確認とワープ] パネルで [編集停止] をクリッ

クします。 

 

11. [プレビュー] チェックボックスを再度選択して、レジストレーションのプレビューが向上したか確認します。 
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道路にタイポイントを追加しても、画像が正しく整合されていないことがわかります。 これは、[ワープ手

法] として [多項式] を選択したためです。このワープはグローバル多項式変換に適合するため、2 つの画

像はタイポイント位置で正確に整合されません。 

12. [確認とワープ] パネルの [ワープ] タブで [ワープ手法] を [三角分割法] に変更して、プレビューウィン

ドウで結果を確認してみましょう。 三角分割法ワープは、不規則グリッドデータポイントに三角形を適合させ、

値を出力グリッドへ補間します。 [三角分割法] を適用すると、2 つの画像がタイポイント位置で正確に整合

されます。 

 

13. 必要に応じて、ベース画像とワープ画像にさらにタイポイントを追加します。特に山地エリアなど、

画像が正確に整合されていない場所に追加してください。 

14. [次へ] をクリックして、幾何学的に整合された出力画像を生成し、[エクスポート] パネルに進みま

す。 
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15. [ワープした画像をエクスポート] および [タイポイントを ASCII にエクスポート] で、出力ディ

レクトリとファイル名を指定します。 

16. [完了] をクリックして出力画像を生成し、ワークフローを完了します。ENVI によりワープした画

像がレイヤマネージャにロードされます。 

17. ENVI を終了します。 

 

 

モザイクワークフローのチュートリアル： シンプルなワークフロー 

このチュートリアルでは、[シームレスモザイク] ツールを使用して 6 つの重なっているデジタル航空シーンをモザイ

ク処理する方法を示します。 フットプリントと画像データの表示、および最終的なモザイクのバックグラウンド値の設定

方法について学習します。 シーンは同じ日の単一飛行経路で撮影されたため、色の違いは一貫しています。したが

って、このチュートリアルではカラーバランス調整は実行しません。カラーバランス調整とフェザリングの実行方法につ

いては、「モザイクのチュートリアル： 高度なワークフロー」を参照してください。 

以下のセクションを参照してください。 

 入力ファイルを選択する 

 シーンおよびフットプリントの表示 

 無視するデータ値を設定する 

 モザイクのエクスポート 

入力ファイルを選択する 

このチュートリアルでは、名前が airphoto1.dat から airphoto6.dat までの 6 つのシーンを使用し

ます。 それぞれに付随するヘッダファイル（.hdr）があります。 これらは、ケンタッキー州北部で 2012 年 3 月 

10 日に Intergraph DMC カメラシステムから撮影したデジタル航空写真のダウンサンプリングバージョンです。 

画像は Photo Science, Inc. 社（www.photoscience.com）のご好意により提供されました。 

これらのシーンは、合衆国平面座標投影法、ゾーン 1601 （Kentucky North）、NAD 83 測地系、米国測量フィ

ートに基づいています。 

1. ENVI を起動します。 

2. ツールボックスから、[モザイク処理] > [シームレスモザイク] を選択します。 [シームレスモザイ

ク] パネルが開きます。 この単一パネル内ですべてのモザイクオプションを設定します。 このチュ

ートリアルでさらに質問がある場合は、パネルの左下隅の [ヘルプ] ボタン  をクリックしま

す。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicAdvancedTutorial.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicTutorial.htm%23Select
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicTutorial.htm%23Display
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicTutorial.htm%23Set
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicTutorial.htm%23Set2
http://www.photoscience.com/
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3. [シーンを追加] ボタン  をクリックします。 

4. [ファイル選択] ダイアログで [ファイルを開く] アイコン  をクリックします。 [ファイル選択] 

ダイアログが開きます。 

5. チュートリアルデータが含まれているフォルダに移動し、Ctrl キーまたは Shift キーを押しなが

ら airphoto1.dat から airphoto6.dat までのファイルを選択します。 [開く] をクリッ

クします。 [ファイル選択] ダイアログに 6 つのシーンがすべてリストされます。 

6. [すべてを選択] ボタンをクリックします。 

7. [OK] をクリックします。 

シーンとフットプリントの表示 

ENVI でシーンを表示するには、そのシーンのピラミッドを構築する必要があります（ピラミッドがまだ存在しない場

合）。 次元とファイルサイズが大きい高解像度画像の場合は、ピラミッドの構築に長時間かかる可能性があります。 

このチュートリアルのシーンのサイズは比較的小さいため、表示には数秒しかかかりません。 

Tip: ピラミッドファイル（.enp）には、さまざまに解像度を下げた画像ファイルのコピーが含まれています。 ピラミッドを使用する

ことにより、画像の大部分を低解像度で表示するときに必要なリサンプリングを減らして、画像表示を高速化します。 詳細につい

ては、ENVI ヘルプで「ピラミッドについて」というトピックを参照してください。 

質問ダイアログに、「2 シーンにピラミッドが必要です、ピラミッドを作成しますか？」と表示されます。 [はい] をクリッ

クします。 ENVI インターフェースの右下隅のプロセスマネージャに、6 つのシーンすべてのピラミッドの構築処理状

況が表示されます。 

6 つのシーンすべてがそれらのフットプリント（マゼンタ色）とともに表示されます。フットプリントは、最初は背景ピクセ

ルと有効な画像ピクセルをカバーするバウンディングボックスとして表示されます。 

[シームレスモザイク] パネルで [フットプリントの表示] ボタン  は「オン」になっており、現在選択されているシー

ン（airphoto6.dat）は [デフォルトの選択色] プリファレンスで定義されている色の境界で強調表示されてい

ます。 テーブルでシーン名を選択すると、対応するフットプリントが表示内で強調表示されます。 または、表示をクリ

ックすると、カーソルに最も近い最上部のシーンのフットプリントが強調表示され、対応するシーン名がテーブル内で

選択されます。 

[塗りつぶしフットプリントの表示] ボタン  をクリックすると、各フットプリントは半透明色で塗り潰されます。 この

オプションは、各シーンの境界を視覚的に識別するためのより良い方法を提供します。また、データカバレッジのギャ

ップの検出にも役立つ可能性があります。 再度ボタンをクリックし、塗り潰しフットプリントを非表示にします。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/ExploreImagery/BackgroundPyramids.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Preferences.htm%23DefaultSelColor
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無視するデータ値を設定する 

黒いエリアは、出力モザイクで除外する境界（塗り潰し）ピクセルです。除外するピクセル値を識別することにより、各

シーンの無視するデータ値を設定できます。 

1. 黒いエリアがはっきりと表示されるまで画像の隅へズームします。 

2. メインツールバーで [カーソル値] ボタン  をクリックし、黒いエリアの上にカーソルを移動し

ます。 

3. [カーソル値] ダイアログで[データ:]行を見つけます。 ここには、画像の 3 つのバンドすべてに

対するピクセル値が表示されます。 この場合、値は 0 です。これが無視するデータ値になりま

す。 

 

4. [カーソル値] ダイアログを閉じます。 

[シームレスモザイク] パネルの [無視するデータ値] テーブル列に注目してください。 各シーンで値が異な

る場合は、該当するテーブルセルをダブルクリックすることにより個々に設定できます。 この例ではすべての

シーンで値が同じ（0）であるため、以下の手順を実行して 1 つの場所で値を設定することができます。 

5. [無視するデータ値] 列見出しをクリックし、すべての行が強調表示されるようにします。 

6. 列見出しを右クリックして [選択したパラメータの変更] を選択します。 

7. [モザイクパラメータの更新] ダイアログで、[無視するデータ値] に 0 を入力します。 [OK] をク

リックします。 

8. 任意のテーブルセルをクリックすると、選択範囲はクリアされます。 

9. [シームレスモザイク] ダイアログで [フットプリントの更新] ボタン  をクリックします。フッ

トプリントは有効な画像ピクセルにスナップ移動するようになります。この処理の完了には数秒かか

る可能性があります。 

10. すべてのシーンが表示されるまでズームアウトします。 表示は以下のようになります。 
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Tip: シーンが ENVI ラスタフォーマットである場合は、付随するヘッダファイルで無視するデータ値を設定することもできます。こ

のステップは、ENVI および [シームレスモザイク] ツールを起動する前に実行します。 テキストエディタを使用して各シーン

の .hdr ファイルを開き、以下の行を追加します。 

 

data ignore value = 0 

モザイクのエクスポート 

1. 最終的なモザイクの出力エリアを選択するには、[出力エリアの定義] ボタン  をクリックします。（フットプ

リントが選択を妨げる場合は、[フットプリントの非表示] ボタンをクリックする必要があります）。 

2. カーソルをクリックアンドドラッグして、サブセットを指定する領域の周りに矩形を描画します。マ

ウスボタンを放した後に、必要に応じて矩形の側部と隅を調整できます。次に、右クリックし

て [Accept Subset Area] を選択します。出力領域が、薄い灰色の破線の矩形で表示されます。

この矩形の外にあるピクセルは、以下の手順でモザイクをエクスポートするときに破棄されます。最

初からやり直すには、再度[出力エリアの定義] ボタンをクリックし、選択範囲内を右クリックし

て [クリアエリアの指定] を選択します。以下の図は、有効な画像ピクセルの矩形のエリアを選択す

る例を示しています。 
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3. [エクスポート] タブをクリックします。 

4. [出力フォーマット] の選択は [ENVI] のままにしておきます。 

5. 出力モザイクのフォルダとファイル名を選択します。 

6. [結果を表示] チェックボックスは選択されたままにしておきます。 

7. [出力バックグラウンド値] は、出力ラスタに有効な画像データが表示されないエリアの塗り潰しに

使用するピクセル値です。 ENVI フォーマットでモザイクを作成する場合、バックグラウンド値は

自動的に「無視するデータ値」に設定されます。この例では、[出力バックグラウンド値] は 0 にな

るため、値を入力する必要はありません。[出力バックグラウンド値] の詳細については、[シームレ

スモザイク] パネルで [ヘルプ] ボタン  をクリックし、「モザイクのエクスポート」というセク

ションまでスクロールしてください。 

8. [リサンプリング方法] の選択は [最近隣内挿法] のままにしておきます。 

9. [完了] をクリックします。 処理が完了すると、モザイクがフル解像度で表示され、ENVI によりモ

ザイクのピラミッドファイルが構築されます。 

10. 完了したら、ENVI を終了します。 
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モザイクワークフローのチュートリアル：高度なワークフロー 

このチュートリアルでは、色の違いがある 2 つのシーンをモザイク処理する方法を示します。以下を行う方法を学習

します。 

 入力シーンの表示の順序変更 

 シーン間で一貫したカラーバランスの実現 

 シームラインの生成と編集 

このチュートリアルでは、シーンおよびフットプリント用の [シームレスモザイク] 表示ツールをよく理解していることを

想定しています。シーンおよびフットプリントの表示ツールの使用に関するヒントについては、「モザイクのチュートリア

ル： シンプルなワークフロー」を参照してください。 

以下のセクションを参照してください。 

 入力ファイルを選択する 

 シーンの順序変更 

 カラー補正の実行 

 シームラインの追加 

 モザイクのエクスポート 

入力ファイルを選択する 

この例では、異なる日に撮影されたコロラド州ボールダーの 2 つの重なっているシーンをモザイク処理します。画像

は、U.S. Geological Survey のご好意により提供されました。 

ファイル 説明 

2002apr01.dat 2002 年 4 月 1 日に撮影され、ENVI ラスタフォーマットで保存された航

空写真（解像度 0.3 メートル） 

2002apr01.hdr ENVI ヘッダファイル 

2004apr13_warp.dat 2004 年 4 月 13 日に撮影され、ENVI ラスタフォーマットで保存された

航空写真（解像度 0.3 メートル、ワープおよびリサンプリング済み） 

2004apr13_warp.hdr ENVI ヘッダファイル 

1. ENVI を起動します。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicTutorial.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicTutorial.htm
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicAdvancedTutorial.htm%23Select
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicAdvancedTutorial.htm%23Reorder
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicAdvancedTutorial.htm%23Perform
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicAdvancedTutorial.htm%23Add
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Tutorials/Workflows/MosaicAdvancedTutorial.htm%23Export
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2. ツールボックスから、[モザイク処理] > [シームレスモザイク] を選択します。 [シームレスモザイク] パネ

ルが開きます。 この単一パネル内ですべてのモザイクオプションを設定します。 このチュートリアルでさらに

質問がある場合は、パネルの左下隅の [ヘルプ] ボタン  をクリックします。 

3. [シーンを追加] ボタン  をクリックします。 

4. [ファイル選択] ダイアログで [ファイルを開く] アイコン  をクリックします。 [ファイル選択] 

ダイアログが開きます。 

5. チュートリアルデータが含まれているフォルダに移動し、Ctrl キーまたは Shift キーを押しなが

ら 2002apr01.dat と 2004apr13_warp.dat ファイルを選択します。 [開く] をクリッ

クします。 [ファイル選択] ダイアログに両方のシーンがリストされます。 

6. [すべてを選択] ボタンをクリックします。 

7. [OK] をクリックします。 

8. 質問ダイアログに、「2 シーンにピラミッドが必要です、ピラミッドを作成しますか？」と表示され

ます。 [はい] をクリックします。 ENVI インターフェースの右下隅のプロセスマネージャに、両

方のシーンのピラミッドの構築処理状況が表示されます。 

シーンとフットプリントの両方が表示されます。[シームレスモザイク] パネルで [フットプリントの表示] ボタ

ン  は「オン」になっており、現在選択されているシーン（2004apr13_warp.dat）は [デフォルト

の選択色] プリファレンスで定義されている色の境界で強調表示されています。 テーブルでシーン名を選択

すると、対応するフットプリントが表示内で強調表示されます。 

9. 表示をクリックすると、カーソルに最も近い最上部のシーンのフットプリントが強調表示され、対応

するシーン名がテーブル内で選択されます。これは、シーンの表示後にのみ実行できます。 

10. 2 つのシーンが重なっているエリアにズームします。微妙な色の違いと、幾何学的配置が正確では

ないエリアがあるのがわかります（特に道路）。理想的には、日付またはセンサが異なるシーンは、

モザイク処理する前にオルソ補正してください。ただし、必ずしも幾何学的に正確ではないシーンが

あるというのは一般的なことです。これらの場合、画像の順序変更やフェザリングなどの手法を使用

して、不一致があるエリアの外観を改善できます。次に、これらの手法について学習します。 

シーンの順序変更 

複数のシーンが重なっているエリアでは、シーンの表示順序を制御して、地理的なフィーチャの表示と非表示を切り替

えることができます。[シームレスモザイク] ダイアログのリストの最上部にあるシーンの順序が最初になり、その後に 

2 番目のシーン、以下同様となります。入力に選択した最初の画像が、テーブルとスタック順の最下部に表示されま

す。選択した最後の画像が、リストとスタック順の最上部に表示されます。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Preferences.htm%23DefaultSelColor
file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/Preferences.htm%23DefaultSelColor
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他のシーンの下にあるシーンの部分は、最終的なモザイク出力では表示されません。 以下に例を示します。 

 

1. テーブル内の行をクリックして、2004apr13_warp.dat シーンを選択します。 

2. [順序] ドロップダウンリストをクリックし、[背面へ移動] を選択します。このシーン

は 2002apr01.dat シーンの下に移動されます。 

3. シーンのエッジに沿って、さらにズームインします。シーンの順序変更により、道路の不一致がどの

ように修正されたかに注意してください（特にモザイクの中央下部）。 

 

これは、シーンの順序変更によるモザイクの視覚的品質の改善を示す 1 つの例です。以下に、他の例を示します。 

 雲がないシーンを上部に移動することにより、重なっているエリアで雲に覆われているシーンを非表

示にする。 

 各シーンが異なる年に撮影された場合、住宅地における新しい開発状況が含まれているシーンを上部

に移動する。 

シーンの順序変更の結果に満足したら、次のセクションに進みます。 

カラー補正の実行 
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2 つのシーンのエッジに沿って、各画像のトーンと色に微妙な違いがあることがわかります。カラー補正を使用して、

さらに一貫した画像間のバランスを達成できます。 

1. [メイン] タブを選択し、[カラーマッチングの動作] 列に注目してください。

2002apr01.dat シーン（右端のシーン）には [リファレンス] というマークが付いています。

これは参照シーンであり、そのヒストグラムが他のシーン（調整後のシーン）の色とトーンの変更の

基礎として使用されます。 

2. [カラー補正] タブをクリックします。 

3. 以下の手順で加える変更をプレビューするには、[プレビューの表示] オプションを有効にします。 

4. [ヒストグラムマッチング] オプションを選択します。これにより、調整後のシーン

（2004apr13_warp.dat）のヒストグラムの個別グレイスケールレベルが、基準シーン

（2002apr01.dat）の対応するグレイスケールレベルにマップされます。処理が完了すると、

モザイクプレビューにカラー補正の結果が表示されます。 

5. 2 つのシーンが重なっているエリアにズームし、次のステップで実行する変更内容をさらに接近し

て評価できるようにします。 

6. [重複エリアのみ] オプションはデフォルトで選択されています。これは、基準画像が調整後の画像

と重なっているエリアの統計のみを ENVI が計算することを意味します。[全シーン] オプションを

選択します。これで、ENVI が基準画像全体の統計をカラー補正の基礎として使用するようになりま

した。 

シーン間の重なりが少なくとも 10% である場合、[重複エリアのみ] オプションでのヒストグラムマッチングのほう

が [全シーン] オプションの場合より通常は良い結果が得られます。ただし、この例では 2 つの手法間であまり違い

はありません。 

全体的に、2 つのシーン間で色とトーンがさらに一貫するようになりました。 

次に、重なっているシーン間のハードエッジを削減するには、(1) エッジフェザリング距離の設定、または (2) シー

ムラインの追加、という 2 つのオプションがあります。エッジフェザリングとカラー補正を組み合わせて出力モザイクで

隣接するシーン間の移行をよりスムーズにする方法については、ENVI ヘルプで 「フェザリング距離の設定」を参照

してください。いずれかの手法のみを実行できます。シームラインを追加すると、エッジフェザリング距離を設定しても

無視されます。 

このチュートリアルでは、エッジフェザリングの実行ではなく、シームラインの追加方法を学習します。 

シームラインの追加 

シームラインは、重複するシーンがモザイク処理される線です。シームアーティファクトを目立たなくするために役立

ち、画像が境界で不揃いの場合に便利です。重複する領域にフィーチャが著しく異なる部分がある場合にも役立ちま

す。 

file:///C:/Program%20Files/Exelis/ENVI52/help_jpn/Content/GeorectifyImagery/MosaicSeamless.htm%23Set3
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ENVI は自動ジオメトリベース手法を使用して、シームラインを生成します。この手法により、仕上げのモザイクに使

われる入力画像ごとのピクセルを定義する有効モザイクポリゴンが作成されます。 

以下の手順に従って、2 つのシーン間のシームラインを作成および編集します。 

1. [フットプリントの表示] ボタン  をクリックし、2 つのシーンが重なっているエリアを参照でき

るようにします。 

2. [シームライン] ドロップダウンリストをクリックし、[シームラインの自動生成] を選択します。処

理が完了すると、有効モザイクポリゴンの境界が緑で表示されます。以下の図に結果を示します（フ

ットプリント境界は非表示）。シームラインは、有効モザイクポリゴン間の共有境界です。これは、

2 つのシーンが重なっているエリアのほぼ中間に描画されます。 

 

自動生成されるシームラインは、さらに編集する場合の開始点になります。最善の結果を得るためには、道

や河川など自然なフィーチャに沿うようにシームラインを編集することが重要です。新しいシームラインを作成

するのではなく、既存のシームラインを編集します。 

3. [シームライン] ドロップダウンリストをクリックし、[Start editing seamlines] を選択しま

す。 

4. シームラインが描画されているところで 2 つのシーン間で色の違いがあるのがわかるはずです。2 

つのシーン間の移行がより自然になるような、シームラインがたどることができるフィーチャを探し

ます。たとえば、2 つのシーンが重なっているモザイク上部にある住宅地です。左画像ではフィー

ルドに緑の植生が表示されていますが、右画像では乾いたフィールドが表示されています。 
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5. シームラインを編集するには、まず、画像内にポリゴンを描画し、そのフィーチャが最終的なモザイ

クで露出されるようにします。 

 複数のスポットをクリックして、ラインセグメントを定義します。カーソルをクリックアン

ドドラッグして多数の頂点を持つ連続線を描画することもできますが、この場合はモザイク

のプレビューおよびエクスポート時の処理時間がかなり長くなる可能性があります。 

 必要に応じて、Backspace キーを使用して、最後のポイントを削除します。 

 マウスのスクロールホイールを使用して、ズームインまたはズームアウトします。マウス中

央ボタンを押しながらクリックアンドドラッグするかホイールをスクロールして、ディスプ

レイ内をパンします。ENVI インターフェースのメインツールバーにあるツールを使用する

と（パンやズームなど）、シームラインの編集を失います。 

 描画をキャンセルするには、右クリックして [Clear Polygon] を選択します。 

6. 再度シームラインを横切り、ダブルクリックして（または Enter キーを押し）、作業を完了してポ

リゴンを確定します。 

7. 必要に応じてシームラインに沿って他のポリゴンを描画し、ポリゴンごとに作業を完了して確定しま

す。 

以下の図は、いくつかのフィールドや道路のエッジをたどるポリゴンの描画方法の例を示しています。 
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8. 必要に応じてシームラインに沿って他のポリゴンを描画し、ポリゴンごとに作業を完了して確定しま

す。たとえば、前のポリゴンの南に、未舗装の駐車場と未舗装の道路の境界をたどるポリゴンをさら

に描画します。 

以下に、シームラインの編集に関するその他のヒントを示します。 

 ポリゴンを描画しているときに、任意の頂点の上にカーソルを移動して円形のアイコンを表

示させます。次に、以下のオプションを選択します。 

 必要に応じて、頂点を新しい場所に移動します。 

 右クリックして [Add Vertex Before] または [Add Vertex After] を選択

し、頂点を挿入します。 

 右クリックして [頂点を削除] を選択し、頂点を削除します。 

 最初からやり直すには、再度 [シームライン] ドロップダウンリストをクリックし、[シーム

ラインの自動生成] を選択します。シームラインが自動的に再生成されます。 

 シームラインをディスプレイで非表示にするには、[Hide Seamlines] ボタン  をクリ

ックします。 

 すべてのシームラインを削除するには、[シームライン] ドロップダウンリストをクリック

し、[Delete All Seamlines] を選択します。 

 シーンを追加または削除するか、またはデータを無視する値を変更すると、すべてのシーム

ライン編集が失われます。必要に応じて、シームラインの編集を維持したままシーンの順序

を変更できます。 

9. [Seamlines/Feathering] タブをクリックし、[Seamline Feathering] オプションがデフォル

トで選択されていることに注目してください。このオプションは、有効モザイクポリゴンが作成され
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ると使用可能になります。次のステップでフェザリング距離を指定すると、シームラインのエッジが

あまり突発的にならないように、シームラインの両側のピクセルが下にあるシーンとブレンドされま

す。 

10. [メイン] タブをクリックし、入力シーンのテーブル右側の [Feathering Distance 

(Pixels)] 列にスクロールします。 

11. 両方のシーンのテーブルセルをダブルクリックし、値 15 を入力します。それぞれ入力した後

で Enter キーを押します。 

12. シームラインの結果に満足したら、次のセクションに進んでモザイクをエクスポートします。 

モザイクのエクスポート 

1. 最終的なモザイクの出力エリアを選択するには、[出力エリアの定義] ボタン  をクリックしま

す。 

2. カーソルをクリックアンドドラッグして、サブセットを指定する領域の周りに矩形を描画します。マ

ウスボタンを放した後に、必要に応じて矩形の側部と隅を調整できます。次に、右クリックし

て [Accept Subset Area] を選択します。出力領域が、薄い灰色の破線の矩形で表示されます。

この矩形の外にあるピクセルは、以下の手順でモザイクをエクスポートするときに破棄されます。最

初からやり直すには、再度[出力エリアの定義] ボタンをクリックし、選択範囲内を右クリックし

て [クリアエリアの指定] を選択します。以下の図は、有効な画像ピクセルの矩形のエリアを選択す

る例を示しています。 

 

3. [エクスポート] タブをクリックします。 
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4. [出力フォーマット] のデフォルトの選択内容 [ENVI] を保持します。 

5. モザイクのファイル名とフォルダを入力します。 

6. デフォルトの [出力バックグラウンド値] 0 を保持します。ここで、出力ラスタに有効な画像データ

が表示されないエリアの塗り潰しに使用するピクセル値を入力できます。このモザイクには無効デー

タの領域はないため、バックグラウンド値を入力する必要はありません。 

7. [リサンプリング方法] の選択は [最近隣内挿法] のままにしておきます。 

8. [完了] をクリックします。 処理が完了すると、モザイクがフル解像度で表示され、ENVI によりモ

ザイクのピラミッドファイルが構築されます。 

9. 完了したら、ENVI を終了します。 

 

 

RPC オルソ補正ワークフローのチュートリアル 

このチュートリアルでは、GCP（Ground Control Point：地上基準点）と DEM（Digital Elevation Model：デジタ

ル標高モデル）を使用し、RPC（Rational Polynomial Coefficient：有理多項式係数が含まれるテキサス州エルパ

ソの QuickBird シーンの精度を向上させます。 

PRC モデルは、3 次元の地上の点～2 次元の画像の点間の物理的な関係をマッピングするセンサモデルの 1 つ

のタイプです。 RPC は地図投影とは異なります。 QuickBird や GeoEye-1 などの最新の高解像度センサに

は、事前に計算された RPC と画像が用意されています。 ファイルに RPC がある場合は、これを利用して画像ピク

セルをジオリファレンスすることができます。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD の rpc_ortho ディレクトリ

から入手できます。 

フォルダ 説明 

000000004627_01_P001¥  このフルダには、2002 年 1 月 5 日に取得されたテキサス州エルパソ

のマルチスペクトル QuickBird 画像（GeoTIFF フォーマット、解像度 

2.44 メートル）が含まれています。また、関連する衛星軌道データ、メタ

データおよび RPC も含まれています。 

DEM¥  解像度 1/3 秒角の NED（National Elevation Dataset：ナショナル

標高ータセット）デジタル標高モデルが含まれています。 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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GCPs¥  エルソの画像の範囲内の 21 の GCP を含むシェープファイルが含まれ

ています。 

入力ファイルの選択 

1. ツールボックスで、[幾何学補正] > [オルソ補正] > [RPC オルソ補正ワークフロー] を選択しま

す。 [ファイル選択] パネルが開きます。 

2. [入力ファイル] フィールドの隣の [参照] をクリックします。 

3. [ファイルを開く] をクリックし、rpc_ortho¥000000004627_01_P001 に移動し

て 02JAN05175446-M1BS-000000004627_01_P001.tif を選択します。 [開く] を

クリックして [OK] をクリックします。 

4. [DEM ファイル] フィールドの隣の [参照] をクリックします。 

5. [ファイルを開く] をクリックし、rpc_ortho¥DEM に移動して DEM.tif を選択します。 [開

く] をクリックして [OK] をクリックします。 

6. [次へ] をクリックします。 画像が表示され、[RPC 微調整] パネルが表示されます。 レイヤマネ

ージャに新しいビューが追加されます。ここに、オーバービュー、GCP および画像ファイル名が含

まれています。 

7. メインツールバーの [ズーム] ドロップダウンリストから、[全範囲] を選択します。 

GCP の操作 

このセクションでは、既存の GCP（Ground Control Point：地上基準点）をワークフローにロードして、垂直精度と

水平精度を評価し、必要に応じて GCP を調整して RPC モデルの精度を向上させます。 

1. [RPC 微調整] パネルで [GCP をロード] ボタンをクリックします。 

2. rpc_ortho¥GCPs に移動して el_paso_gcps.shp を選択します。 [開く] をクリックし

ます。 画像表示に GCP が緑色のクロスヘアで表示され、[RPC 微調整] パネルに以下のように表

示されます。 
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このパネルで GCP の基本的な詳細を確認することができます。 

 緑色のチェックマークは GCP がアクティブで、RPC モデルの調整に利用できることを示

します。 このような GCP を 調整 GCP と呼びます。 

 リストで GCP を選択すると、右側の [GCP Properties] テーブルに GCP の位置に関す

る詳細が表示されます。 Geographic Lat/Lon WGS-84 投影の経度と緯度、WGS-84 楕

円体上の高さ（メートル単位）、画像座標、ステータス（調整または独立）、エラー統計など

が表示されます。 エラー統計の詳細については、次のセクションで説明します。 

 [水平精度] の値はメートル単位の水平方向の RMSE（Root Mean Square Error：2 乗平

均平方根エラー）です。 上記の例では、すべての調整 GCP をまとめて考慮してオルソ補

正された画像の精度が 33 メートル以内であることを示しています。 GCP の品質を評価す

ることにより、この値を小さくすることができます。 

3. リストから GCP 1 を選択します。画像表示の中心がこの点に合わせられ、GCP 1 マーカがシアン

色のボックスで囲まれます。 

4. リストで GCP 1 を右クリックして、[GCP ステータスを変更] を選択します。 GCP が調整 GCP 

から 独立 GCP（グレイのひし形シンボル）に変化します。 これも GCP リストに表示されたまま

で、独立した精度が表示されますが、RPC モデルの調整に利用することはできません。また、モデ

ル全体のエラーにも寄与しません。 GCP のステータスを変更することにより、GCP を削除せずに 

GCP のオンとオフを切り替えることができます。 

5. 再度 GCP 1 を右クリックして [GCP ステータスを変更] を選択し、調整 GCP に戻します。 
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エラーの表示 

このセクションでは、GCP の品質を評価し、オルソ補正全体の精度にどのように寄与するか判断します。大きなエラ

ーのある GCP を特定したら、これらを調整するか削除して、オルソ補正の精度を再度評価します。 

このチュートリアルでは、利用可能なすべてのエラー統計の数学的定義については取り上げません。評価に最も重要

なものを取り上げ、実践的な方法を通してエラー統計の意味を理解します。 エラー統計の詳細については、[RPC 微

調整] パネルの左下隅の [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。 ENVI ヘルプが表示されたら、リンクに従って

「Accuracy Assessment Background（精度評価について）」を表示してください。 

1. [RPC 微調整] パネルで [エラーオーバーレイを表示] ボタン  をクリックします。 シーンに透

明な画像が重ねられ、補間された GCP 誤差のカラーグラデーションが表示されます。 最も暗いエ

リアは最もエラーが小さい GCP を示し、明るい赤色のエリアはエラーが大きい GCP を示しま

す。 

白色のエリアは GCP 位置に大きなエラーがある可能性のあるエリアを示します。 GCP リストの中間まで

スクロールすると、GCP 14 に黄色の警告シンボルが表示されています。 これは、画像で推定された地上

座標と GCP 位置の X 方向または Y 方向の差が、2 乗平均平方根の 3 倍より大きいことを示します。 

エラーオーバーレイは以下の画像のようになります。 

 

エラーオーバーレイは、画像全体に GCP エラーがどのように分布しているか素早く評価するために便利で

す。 必要に応じてメインツールバーの [ズーム] ツールと [パン] ツールを使って、画像をさらに詳しく調べ

ることができます。 

2. [RPC 微調整] パネルで GCP 14 を選択します。 画像表示の中心がこの GCP の位置に移動しま

す。 画像表示では GCP マーカがシアン色のボックスで囲まれます。 
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3. [GCP Properties] テーブルで [エラーの大きさ] の値を確認します。 137.20 メートルという値

をリストの他の GCP の [エラーの大きさ] の値と比較してください。この GCP のエラーが最も大

きいことがわかります。 

 

4. メインツールバーの [ズーム] ドロップダウンリストから、[1:1,000] を選択します。 

5. [RPC 微調整] パネルで [エラーオーバーレイを非表示] ボタン  をクリックして、エラーオーバ

ーレイをオフにします。 

6. [RPC 微調整] パネルで [エラーベクタを表示] ボタン  をクリックします。 このツールで別の方

法で個々の GCP エラーを表示することができます。 たとえば、以下の画像のようになります。 

 

シアン色のベクタは GCP 14 のエラーの方向と大きさを示します。この画像ではベクタが南西を指していま

す。 [GCP Properties] テーブルで [エラー X] の値を確認すると、GCP 14 について、地上の点と対

応する画像の点の X 方向の予測差が -20.98 メートルであることが示されています。 負の値であるた

め、エラーは西方向です。 [エラー Y] の値は、Y 方向の予測差が -135.59 メートルであることを示して

います。負の値であるため、エラーは南方向です。 2 つの値はエラーベクタの方向と一致しています。 
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Note: [エラー Z] の値はエラーベクタでは示されません。 この値は、GCPの [高さ] の値とこれに対応する WGS-

84 楕円体上の DEM の高さの予測差を表します。 

シアン色のベクタの長さは、[エラーの大きさ] の値（137.2 メートル）に相当します。 

GCP 14 の周囲の赤色の円は、信頼度レベル 95% における標準偏差円です。これは、画像のオルソ補

正後に、この点のエラーがこの円内に収まる可能性が 95% であることを示します。 [統計] タブ

の [CE95]の値は、この円のメートル単位の数値です。 

エラーの修正 

所定の GCP についてより正確な地理的位置情報を入手できる場合は、[GCP Properties] テーブルで [地図 

X] と [地図 Y] の値を直接編集できます。 また、[画像 X] と [画像 Y] の値をさまざまに変更して試してみてく

ださい。 ほとんどの場合は、画像表示で対話的に GCP の位置を移動して、エラー統計を再評価するほうが実際的

です。 

1. メインツールバーで [選択] アイコン  をアクティブにし、GCP 14 マーカをクリックして、シ

アン色のエラーベクタの開始点へ南東にドラッグしてください。 

 

エラーベクタとエラーオーバーレイの両方が自動的に更新されます。 更新されたエラーベクタと [エラーの大

きさ] の値から、この GCP のエラーが小さくなったことがわかります。 これはモデル全体にどのように影響

したでしょうか。 [水平精度] の値はどのように変化したでしょうか。 

2. [ズーム] ドロップダウンリストから、[全範囲] を選択します。 GCP エラーがどのように再計算さ

れ、エラーオーバーレイにどのように影響したか確認してください。 

3. [RPC 微調整] パネルで GCP 14 を選択し、[削除] ボタン  をクリックします。 GCP の位置

を対話的に移動したことによりエラーが小さくなりましたが、この GCP を目視すると、位置と標高

が正しくないことがわかります。 正確な現場の地図または航空写真に基づいて判断すると、GCP の
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位置に高い信頼度があるとは考えられません。したがって、この GCP は削除します。 これで [水

平精度] が 5 メートルになります。 

4. 続けて GCP を選択して対話的に位置を移動することもできますが、そのたびにモデル全体が再計算

されます。さらに、エラーオーバーレイを表示すると、まだエラーが大きいエリアがあります。 こ

のプロセスは果てしなく続く可能性があります。 GCP の位置調整に手間をかけすぎる必要はありま

せん。2 つか 3 つで十分でしょう。 

垂直精度について 

標高データを利用すると、RPC オルソ補正の精度が大幅に向上します。入力として DEM（Digital Elevation 

Mmodel：デジタル標高モデル）が必要なのはこのためです。 RPC オルソ補正ワークフローでは、標高データを水平

の地理的位置データとともに利用して RPC の解を計算します。 さまざまな統計を利用して、モデルの垂直精度を評

価することができます。 

1. [高度な設定] タブでは、デフォルトで [ジオイド補正] オプションが選択されています。 海抜高度

（GMTED2010、NED など）が含まれる DEM データの使用時は、これを有効にする必要がありま

す。 このオプションを選択しない場合、[水平精度] の値が大幅に大きくなります。 RPC オルソ補

正ワークフローでは、EGM（Earth Gravitational Model：地球重力モデル）1996を用いてジオイ

ド補正を実行し、ジオイドオフセットを自動的に決定します。これは [ジオイド補正] オプションの

隣に表示されます。 

Note: ジオイドオフセットは WGS-84 楕円体上のジオイドの高さ（メートル単位）です。 この定数値が DEM の各値

に加算されます。 ジオイドオフセットは、平均海面上の標高と楕円体上の高さの差を表します。 

2. [統計] タブを選択します。 [RMSE Z] 値は、画像全体の [エラー Z] 値の 2 乗平均平方根です。 

これは RPC モデル全体の垂直精度を示します。 [LE95] の値は、GCP により測定された標高と 

DEM 標高の差（メートル単位）を示します。これには、95% の信頼度レベルで計算されたジオイ

ドオフセットを用います。 

GCP のシェープファイルへの保存 

GCP の品質に満足したら、[RPC 微調整] パネルの [GCP] タブの [GCP を保存] ボタンをクリックします。 

出力シェープファイルの名前と場所を選択します。 ワークフローを終了しても、入力画像、DEM および新しい GCP 

シェープファイルを再ロードすることにより、終了したところから作業を続けることができます。 

これで、個々の GCP エラーとモデル全体のエラーが小さくなりました。画像全体のオルソ補正を行う前に、一部のエ

リアのオルソ補正のプレビューを表示しましょう。 

オルソ補正結果のプレビュー 

1. [GCP] タブで [エラーベクタを非表示] ボタンをクリックします。 
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2. [ズーム] ドロップダウンリストから [1:10,000] を選択します。 

3. メインツールバーの [移動] フィールドに、ピクセル座標 2925, 2500 を入力して Enter を押し

ます。 画像の中心が高速道路のある住宅地に移動します。 

4. [RPC 微調整] パネルで [プレビュー] オプションを選択します。 プレビューウィンドウが表示さ

れ、オルソ補正結果が表示されます。 元の画像と比べて、道路の位置がかなり移動していることが

わかります。 

画像全体のオルソ補正 

1. [エクスポート] タブを選択します。 オルソ補正された画像を作成するディレクトリを選択します。 

2. [オルソ補正レポートをエクスポート] オプションを選択し、レポートを出力するディレクトリを選

択します。 このレポートには、使用したソースファイル、調整 GCP と独立 GCP、ジオイドオフ

セット、エラー統計および出力設定が記述されます。 

3. [完了] をクリックしてオルソ補正された画像を生成します。 ファイルサイズが大きいため、この処

理には数分かかります。 処理が完了すると [RPC 微調整] パネルが閉じ、アクティブなビューに入

力画像と出力画像がロードされます。 

4. オルソ補正された画像の評価が終わったら、ENVI を終了します。 

 

 

主題図変化抽出ワークフローのチュートリアル 

このチュートリアルでは、主題図変化抽出ワークフローを使用します。 主題図変化抽出では、異なる時期に取得した

同じシーンの 2 つの分類画像を使って、その差異を特定します。 このチュートリアルで用いるデータは土地被覆の

解析から作成された分類画像で、NOAA（National Oceanic and Atmospheric Administration：米国海洋大

気局）沿岸サービスセンターにより C-CAP（Coastal Change Analysis Program：沿岸変化解析プログラム）標

準に従って生成されたものです。 データは解像度 30 メートルの Landsat Thematic Mapper および Landsat 

Enhanced Thematic Mapper 衛星画像を用いて生成されました。 このチュートリアルでは、メキシコ湾沿岸の 2 

つの画像を利用します。 

このチュートリアルで使用するファイル 

チュートリアルのファイルは、Exelis Web サイト、または ENVI Resource DVD 

の change_detection ディレクトリから入手できます。 

ファイル 説明 

http://www.exelisvis.com/Learn/Resources/Tutorials.aspx
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pre_katrina_05.dat  ハリケーンカトリーナの被害を受けたメキシコ湾の ERDAS データの分類

画像 

pre_katrina_05.hdr  上記のヘッダファイル 

post_katrina_06.dat  ハリケーンカトリーナの被害を受けたメキシコ湾の ERDAS データの分類

画像 

post_katrina_06.hdr  上記のヘッダファイル 

主題図変化抽出用のファイル選択 

[ファイル選択] パネルで、主題図変化抽出に使用する 2 つの分類画像を選択します。 

1. ENVI を起動します。 

2. ツールボックスから、[変化抽出] > [主題図変化抽出ワークフロー] を選択します。 [ファイル選

択] パネルが開きます。 

3. [Time 1 分類画像ファイル] フィールドの隣の [参照] をクリックします。 [Time 1 分類画像フ

ァイルを選択] ダイアログが開きます。 

4. [ファイルを開く] をクリックします。 [開く] ダイアログが開きます。 

5. change_detection に移動して pre_katrina05.dat を選択し、[開く] をクリックし

て [OK] をクリックします。 

6. [Time 2 分類画像ファイル] フィールドの隣の [参照] をクリックします。 [Time 2 分類画像フ

ァイルを選択] ダイアログが開きます。 

7. [ファイルを開く] をクリックします。 [開く] ダイアログが開きます。 

8. change_detection に移動して post_katrina06.dat を選択し、[開く] をクリックし

て [OK] をクリックします。 

9. [次へ] をクリックします。 [主題図変化] パネルが表示されます。 

主題図変化解析の適用 

1. 2 つの入力分類画像のクラス数が同じで同じクラス名が使用されているため、[変更されているエリ

アだけを含める] チェックボックス（デフォルトで選択）を使用することができます。 したがっ

て、デフォルト設定のままにします。 主題図変化解析では、処理中にこれらのクラスに変化が検出

されない場合は、クラスが変化なしという名前のクラスにグループ化されます。 出力されるの

は、変化したエリアだけを含む新しい分類画像です。 このオプションを選択解除すると、すべての

クラス移行情報が含まれます。 
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2. [移動] フィールドに 594865.735,761937.370 と入力します。 ビューがこのエリアの中心

に移動します。 

3.  ツールバーボタンで [カーソル値] ウィンドウを開きます。 

4. イメージウィンドウ内でカーソルを移動します。 [カーソル値] ウィンドウに、2 つの入力レイヤについての情

報およびカーソル位置で識別されたクラスが表示されます。 以下の例では、[カーソル値] から、カトリーナ

以前のレイヤとカトリーナ後のレイヤのカーソル位置のピクセルが Estuarine Emergent 

Wetland（河口の湿地）という同じクラスであることがわかります。 このエリアのクラスは変化していませ

ん。 

 

5. 湖に近い青色のエリアなど、カーソルを別の位置に移動してみましょう。次の例では、カーソル位置のピクセ

ルが、カトリーナ以前の画像では Estuarine Emergent Wetland（河口の湿地）というクラス

で、カトリーナ後の画像では Water（水域）という別のクラスになっています。 
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6. [プレビュー] チェックボックスを選択します。 プレビューウィンドウが表示されます。 プレビューウィンドウ内

でカーソルを移動すると、[カーソル値] ウィンドウでは、カトリーナ以前の画像とカトリーナ後の画像のピクセ

ル情報が更新されるだけでなく、カーソル位置のピクセルに関する解析情報も表示されます。 以下の例で

は、ピクセルが Estuarine Emergent Wetland（河口の湿地）から Water（水域）に変化し

ました。 

 

7. 処理を開始する前に [変更されているエリアだけを含める] チェックボックスを選択解除し、このオプションを

オフにしたときの同じエリアのプレビューを確認しましょう。 プレビューには変化したエリアと変化していない

エリア（たとえば、Water（水域）から Water（水域））の両方が含まれます。 

8. 再度 [変更されているエリアだけを含める] チェックボックスを選択します。 

9. [次へ] をクリックします。 主題図変化抽出処理が開始します。 処理が完了すると、[クリーンアッ

プ] パネルが表示されます。 

主題図変化抽出結果のクリーンアップ 

クリーンアップステップで結果を微調整します。 設定を適用する前に、微調整の結果をプレビューできます。 以下の

クリーンアップオプションがあります。 

 [スムージングを有効にする] を選択すると、スペックルノイズが除去されます。 

 [集約を有効にする] を選択すると、小さい領域が除去されます。 
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1. 主題図変化のクリーンアップにはデフォルト設定を使用します。 デフォルトは [スムージングを有

効にする] で、正方形のカーネルの中央ピクセルが、カーネルの最頻クラス値で置き換えられます。 

これはデフォルト値の 3 のままにします。 

2. 処理を実行する前にプレビューウィンドウでクリーンアップ結果を表示します。 

 

必要に応じてクリーンアップ設定を変更して、結果を再度プレビューすることができます。 

3. [次へ] をクリックします。 [エクスポート] パネルが表示されます。 

主題図変化抽出結果のエクスポート 

結果をエクスポートするには、以下の手順を実行します。 

1. [ファイルをエクスポート] タブで、出力したいエクスポートのためのチェックボックスを選択しま

す。 以下のオプションを利用できます。 

 [主題図変更画像をエクスポート] を選択すると、分類結果がラスタファイルに保存されま

す。 

 [主題図変更ベクタをエクスポート] を有効にすると、分類中に作成されたベクタがシェープ

ファイルに保存されます。 

2. デフォルトのパスとファイル名を使用します。 

3. 主題図変化に関する統計を保存するには、[統計をエクスポート] タブで [主題図変更統計をエクス

ポート] チェックボックスを選択します。 

4. デフォルトのパスとファイル名を使用します。 

5. [完了] をクリックします。 ENVI により出力が作成され、イメージウィンドウにレイヤが開き、指

定したディレクトリにファイルが保存されます。 
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6. 統計ファイルに移動し、Microsoft Excel などのスプレッドシートアプリケーションで開きます。 以下の統計

からわかるように、最も大きな変化があったのは Water（水域）に変化したクラスです。 

 

7. [ファイル] > [終了] を選択して ENVI を終了します。 

 

 

お問い合わせ 

製品に関するお問い合わせや、本チュートリアルに関するご質問などは、以下の連絡先にお願いいたし

ます。 

 

TEL 

 東京オフィス：03－6801－6147 

 

 大阪オフィス：06－6441－0019 

 

Email 

 一般のお問い合わせ：sales_jp@exelisvis.co.jp 

 

 テクニカルサポート：support_jp@exelisvis.co.jp 
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