
SATAIDの便利機能 

SATAIDは元々GMSLPという名称の衛星画
像動画プログラムを指していた。 

しかし、数値予報の実況による補正など、
高度な雲画像解析のためには、各種観測
資料や数値予報資料と重ね合わせて雲シ
ステムの立体構造を把握（理解）すること
が必須で、現在の機能に「進化」してきた。 

これまで多くの利用者から「意見」・「要望」
が挙げられ、現在では「超」多機能化してい
る。 
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 「制限」 ： 重複データを制限（同じ観測時刻の画像を登録しない） 

 「無視」 ： 登録時に発生したエラーを無視 

 「確認」 ： 登録続行やデータ消去の確認メッセージ 

 「消去」 ： 登録前に全データを消去 

 「30min」 ： 正時データと30分データを区別 

 「節約」 ： メモリ内をデータ圧縮 

 「差分」 ： 差分画像を読み込み時に作成 

 「状態」 ： データ登録前の状態を保持 

 「ダミー」 ： GPV予想データ用のダミー画像を作成 

        作成するダミー画像の時間間隔 

 「期間」 ： メモリ内に保持するデータの期間を制限 

        メモリ内に保持するデータの期間 

 「SP/S2」 ： 作成する差分画像の各種パラメータ 

 「EX1/EX2」： 登録する任意画種データの各種パラメータ 

 登録設定（表メニュー） 
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「ctrl」キーを押しながら「登録設定」を選択 

 「解像」  ： ダミー画像の解像度を設定 

 「可視補正」 ： 可視画像の太陽高度角補正を実施 

 「IR4較正」 : IR4画像の較正を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 登録設定（裏メニュー） 
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 ・ 拡大領域の設定 

｢Ctrl｣+｢Shift｣キーを押しながらメインメニューの「拡大」もしくは

「標準」をクリックすると、以下の「拡大領域設定メニュー」がポッ
プアップし、拡大する領域を数値で設定できる（この設定は「ini」
ファイルに保存可能） 

 ・ 設定領域の表示 

｢Ctrl｣キーを押しながらメインメニューの拡大をクリックすると上

記で設定した領域を拡大表示できる 

 部分拡大 
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  ・ 緯経線と海岸線をチェックすると表示する 

  ・ 緯経度線の間隔はドロップダウンリストから選択 

  ・ 線の色はメインメニューのオプションの線色設定で可能 

  ・ 「Ctrl」キーを押しながら緯経線をチェックすると、緯経度を
表す数値が大きなフォントで表示される 

  ・ 「Shift」キーを押しながら緯経線をチェックすると、緯経度を 
表す数値が白色の背景つきで表示される 

  ・ メインメニューのオプションの地図設定で河川など表示、非
表示変更も可能 

ドロップダウンリスト 

緯度経度線と海岸線 
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メインメニューの「線色設定」で海岸線や緯度経度線などの
色や太さを設定できる 

線色設定 
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地図線スタイル（新機能） 

メインメニューの「地図設定」を「Ctrl」キーを押しながら選択す

ると、「地図スタイル」メニューがポップアップし、「海岸線」・「湖
岸線」・「河川」・「国境線」・「区画線」・「緯経線」の「線種」・「線
幅」を設定できる 
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次の要素のGPV*が表示できる 

（この表は、「ヘルプ」ボタンをク
リックすると表示できる） 

 

*注：2007年の数値予報モデル
の変更に伴いRSMは廃止と

なったが、過去の数値予報資
料との連続性を考慮し、20㎞
GSMから日本付近の領域を切
り出したものを便宜的に「RSM」
としている 

 GPVデータ表示 
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固定位置：各等値線の設定時などに        
ウィンドウサイズが変わっても、位置を
固定できる 

最新初期：この項目がチェックされて
いる場合は最新初期値のGPVを表示
し、チェックをはずすと1つ前の初期値
のGPVを表示する 

補   間：予報値データが無い期間
のデータを前後の時間の予報値から
内挿して表示する 

データ出力：表示されているGPVデー       
タをCSV形式のファイルに出力する 

 GPVのシステムメニュー 
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・［Temp⇒Advc］ 

 ：気温を温度移流 

・［T-D⇒RH］ 

 ：湿数を相対湿度 

・［P-Vel⇒PV］ 

 ：鉛直ｐ速度を渦位 

・［Vort⇒Div］ 

 ：相対渦度を水平発散 

・［EPT⇒POT］ 

 ：相当温位を温位 

・［VWS⇒RiN］ 

 ：鉛直シアーをリチャードソン数 

・［SSI⇒CAPE］   ・［Psea⇒EXT］ 

 ：ＳＳＩをＣＡＰＥ   ：海面更正気圧を特殊要素に変更 

 次の各要素は切り替え表示が可能 
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・GPVデータを、高度を「地上」、要素種別番号を「999」として作成すると、「特殊要素」

が表示できる。（ユーザーが計算したデータなど） 

・GPVデータに高度が「地上」で、要素種別番号が「999」のデータがない場合（通常）、 

 設定により気圧面間の差分値を表示できる（相当温位差など） 

 要素の設定は以下の設定メニュー（｢Ctrl｣キーを押しながら｢EXT｣をクリック）で行う 

「EXT」で任意の要素を表示可能 
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・図中のラジオボタンをチェックすると任意の等圧面または等温
位面データの表示ができる 

・数値予報資料として配信されていない等圧面は内挿して表示 

 任意の等温位及び等圧面を表示可能 
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「Ctrl」キーを押しながら
「GPV表示」付近をクリック 

 元々変更可能な要素を別の要
素に変更するためのメニュー 

・［Vort⇒Avor］ 

  相対渦度を絶対渦度に変更 

・［Advc⇒Vadv］ 

  温度移流を渦度移流に変更 

・［RH⇒SH］ 

  相対湿度を比湿に変更 

  GMSLP2.88で追加 

  現在はMSMのみ表示可能 

「GPV表示」の裏メニュー（メニュー追加） 
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等値線を太さ３倍の破線で表示する例 

線スタイル変更表示例（500hPa渦度の場合） 
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Ctrlキーを押しながら線色
の設定ボタンをクリック 



等値線表示例（850hPa相当温位：通常） 

2010/2/15 15 



等値線表示例（相当温位330Ｋ以上を表示） 
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等値線表示例（相当温位345Ｋ以上をハッチ） 

「ctrl」キー

を押しなが
らクリック 
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等値線表示例（330Ｋ以上及び345Ｋ以上をハッチ） 
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等値線表示例（850≧345Ｋ＆700湿数≧18℃） 
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 SSIの計算高度を変更可能 

・「地上」を選択し、［SSI］を「Ctrl」キーを押しながら選択すると
「SSI設定」メニューが表示され高度を変更可能 

・冬期は700hPaと925hPaで計算すると有効 
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 数値予報データのCSV形式出力 

・衛星画像に重ね合わせた数値予報資料をCSVで出力 
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・保存するフォルダとファイル名を指定 

 拡張子を「CSV」にするとエクセルで加工可能 

注：鉛直方向に各層のデータが必要な場合は、それぞれを同時
に描画しておくこと 

なおファイルに保存される範囲は表示（拡大）範囲 



汎用のGPVデータを表示可能 
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・４バイト浮動小数点形式もしくはテキスト形式のGPVデータを表示 

データファイルのパス名と諸元に対応したパラメータを設定 

ファイルのヘッダ部にパラメータが含まれる場合は、パス名のみ設定 

ファイル名に”%yyyy”（西暦年４桁）、”%yy”（西暦年下２桁）、”%mm”（月）、”%dd”
（日）、”%hh”（時）、”%nn”（分）が含まれる場合は、画像日時により各々置き換えられる 



汎用GPVデータ表示例 
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2008年8月27日の
海面水温（SST） 

25℃以上をハッチ
表示した例 



「輝度」ボタンをチェックし、任意の１点をクリックすると、その地
点の位置及び輝度を表示する 

GPVを表示しておくと、
雲頂高度（気圧及びft）
も表示する 

 輝度測定 
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次の項目がチェックされていると、任意の地
点の鉛直状態曲線が表示される 

鉛直１：風、気温及び露点温度 

鉛直２：風、温位、相当温位及び飽和相当
温位 

鉛直３：ホドグラフ 

鉛直４：SSI、KI、CAPE及びCIN 

鉛直５：流跡線描画及び各時間の位置、気
圧面、温位、相当温位 

 輝度測定のシステムメニュー （GPV表示の場合） 
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鉛直１（気温）      鉛直２（温位）       鉛直３（風） 

 鉛直４（安定） 

 輝度測定（GPV表示の場合の例） 
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 鉛直５（流跡線） 

 流跡線は、GPV（RSM）の3時間毎の風（水平風及び上昇流）を
時間及び空間で内挿した風を用いて1時間毎の時間ステップで計
算される 

過去の流跡線：表示されているGPVの最高気圧面（最高高度）及         
び指定した位置を終点とした流跡線 

未来の流跡線：表示されているGPVの最低気圧面（最低高度）及         
び 指 定 し た 位 置 を 始 点 と し た 流 跡 線 （ 位 置 を 指 定          
する場合、「Ctrl」を押しながら指定する） 

 流跡線とは「ある点にあった粒子がたどる道筋」または「流体粒子の軌跡」である。曲
線上のどの点における接線もその点における速度ベクトル（風ベクトル）の方向に一致
する曲線を「流線」という。一般には、流線と流跡線は一致しないが、定常状態では流
線と流跡線は一致する（気象の辞典などによる）  

 輝度測定（GPV表示の場合の例） 
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 鉛直５（流跡線）をチェックするとシステ
ムメニューに流跡線設定が付加され、これ
をクリックすると流跡線設定ウィンドウが
表示される 

 各欄をチェックすると、観測時間ごとに次
の要素が表示される 

痕跡：表示された流跡線を残す 

全GPV：GPVデータの全期間で表示 

時刻印：時刻毎の位置を表示 

気 圧：気圧高度を表示 

混合色：気圧高度別に色を変えて表示 

 輝度測定（流跡線システムメニュー） 
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 鉛直５（流跡線）を「Ctrl」キーを押しながらチェックすると、

流跡線設定ウィンドウに「往復」項目が追加表示される。この
項目をチェックすると、流跡線が往復表示される 

 輝度測定（流跡線システムメニュー） 

2010/2/15 30 



 輝度測定（過去の流跡線表示例①） 
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 流跡線描画中に、線画をチェックすると測定する流跡線が全て
表示されるので、同一地点の高度別の流跡線が描画される    
（300、500及び850hPaの例） 

 輝度測定（過去の流跡線表示例②） 
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 輝度測定（過去の流跡線表示例③） 
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 輝度測定（未来の流跡線表示例） 
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「断面」ボタンをチェックし、断面測定領域線をドラッグ
すると、その領域線の両端の位置及びその線上の輝
度断面グラフを表示する 

 断面グラフの横軸 

  ・ 領域線を緯度方向で指定すると緯度 

  ・ 領域線を経度方向で指定すると経度 

 断面グラフの縦軸 

  ・ 輝度に対応 

 GPV表示中 

  ・ 選択された要素データで断面表示 

  ・ 赤外又は水蒸気は、輝度温度を高度に変換表示 

 断面測定 
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 断面測定の表示例（赤外画像） 
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 断面測定の表示例（可視画像） 

2010/2/15 37 



 断面測定の表示例（GPV表示の場合） 
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 断面測定の表示例（対流表示の場合） 
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 度数測定 
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 「度数」ボタンをチェックし、表示画像内の度数
測定多角形領域を複数の点をクリックで結び、
終点でダブルクリックすると、その領域内の輝
度の最大値、最小値、平均値、標準偏差値、総
数及びヒストグラムが表示される 

・ 度数表示のシステムメニュー 

   モード１：統計値及びヒストグラム 

   モード２：輝度レベル毎に度数を数値表示 

   モード３：輝度温度又は反射率毎に度数を                       
数値表示（間隔設定可） 

   モード４：同時刻で異なる２画種による輝度               
温度又は反射率の散布図と回帰直線表示 

 



 度数測定の例 
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    モード１         モード２         モード３ 

 度数測定のシステムメニュー 
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モード４ 

モード４のシス
テムメニュー 

 度数測定のシステムメニュー 
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•データ表示ウィンドウの「設定」をクリックすると、気温減率や
時間差を設定できる 

•瞬間風速や最高/最低気温があれば、表示を切り換えること
ができる 

アメダスデータ表示（気温更正および気温変化）  
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アメダスデータ表示（気温高度補正） 
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アメダスデータ表示（気温時間変化） 
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WPR表示 

WPRの時系列表示で時間を反対に表示する 

メインメニューでマイナス時間動画に設定し、時系列表示を行う 

トラフの解析が天気図と同様にできる（右下図） 
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通常表示 時間反転表示 



WPR表示 

観測所の標高を補正した観測
高度で表示。 

平面表示の風向風速も適用 
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通常表示 標高補正表示 



 １ 鳥瞰図表示 

 ２ 地形図表示 

 ３ 一覧図表示 

 ４ 画像ビットマップ出力 

 ５ 画像コピー 

 ６ 日時表示設定 

 ７ 地図要素設定 

その他（オプション） 
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 鳥瞰図表示をクリックすると鳥瞰図表示ウィンドウが開き、表示されている画
像が鳥瞰図法で表示される 

 雲型（上層雲や下層雲）の判別を行っているのではなく、単純に輝度温度を高
度に置き換えて表示しているため、厳密には雲システムの立体構造を表わして
いないが３次元イメージで雲域を把握できる（薄い上層雲等は低く表現される） 

 鳥瞰図の設定は次のとおり 

「俯角」：視点から見下ろす角度（10～80°の範囲） 

「視角」：視点の方位角（-180～180°） 

  （南を0°として反時計回りに正値） 

「距離」：視点の距離 

「係数」：立体処理の拡大係数 

「初期」：各種の値を規定値に設定 

「背景」：鳥瞰図表示の背景色を設定 

「粗描」：鳥瞰図を間引いて表示ON/OFF 

１ 鳥瞰図表示 
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１－１ 鳥瞰図表示例 
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 Ctrlキーを押しながら鳥瞰図表示をクリックするとPS投影図表示
ウィンドウが開き、表示されている画像がPS投影図法で表示される 

 

 PS投影の設定は次のとおり 

「基準経度」：PS投影の基準経度（-180～180°） 

「中心緯度」：画像の中心緯度（-90～90°） 

「中心経度」：画像の中心経度（-180～180°） 

「投影倍率」：PS投影の拡大係数（1～30） 

「バイリニア」：補間処理による画素値 

「初期」：各種の値を規定値に設定 

１－２ ポーラステレオ投影図表示 
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１－３ ポーラステレオ投影図表示例 
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２ 地形図表示 
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表示されている衛星画像に標高データによる地形図を合成できる 



 

① 画種一覧：「画種一覧」をクリックすると画種一覧表示ウィン
ドウが開き、画像表示されている画像と同じ時刻の全画種が表
示される 

② 時系列一覧：「時系列一覧」をクリックすると一覧図表示ウィ
ンドウが開き、画像表示されている画種の動画開始画像から終
了画像までが時刻順に表示される 

③ GPV一覧：「GPV一覧」をクリックすると、GPV一覧表示ウィ
ンドウが開き、表示されているGPVデータの初期値および予想
値全てが表示される 

３ 一覧図表示 
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３－１ 画種一覧 
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３－２ 時系列一覧 
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３－３ GPV一覧 
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TO BE CONTINUED！ 
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