
ヴァイサラ 
AUTOSONDE®  
AS41
運用効率と信頼性を
新たな高みへと引き上げます。



気象データ – 社会のために

気象予報に関する最も重要な4つ
の要素は品質、信頼性、精度、そし
て可用性です。

現在の世界において、優れた気象予報は広
範囲にわたって社会経済学的な影響を及
ぼします。高品質な気象観測によって正確
な予測に必要なデータが得られ、気象が
もたらし得る影響を予測し、対策に役立て
ることができます。気象機関は、社会が受
ける利益を最大化するために、観測システ
ムとネットワークの最適化を必要としてい
ます。自動サウンディングステーションは
気象データの可用性を高めるために重要
なツールです。ヴァイサラ AUTOSONDE®

を使用することにより、気象機関は高層気
象ネットワークの観測範囲を広げることが
でき、遠隔地や常時人員を配置できないよ

ヴァイサラを選ぶメリット：

高品質なデータ
気象サウンディングデータ
• ヴァイサラの手動サウンディングシステム

に匹敵する性能を発揮
• 自動飛揚前点検によって人為的ミスを排除

し、一貫性のあるデータを取得
• 実績のある第4世代のヴァイサラ RS41 

ラジオゾンデとMW41 サウンディング
システム

コスト効率
作業時間の削減
• 60個装填可能なラジオゾンデトレイによ

り、1 ～2か月分の自動放球を提供
• 未装填の消耗品はサイトに直接配送で

き、4か月分を保管可能
• 高度に自動化された遠隔制御により、年間

1,800時間の作業時間を削減
• 特別な工具が不要で、メンテナンスが容易
• 必要に応じてグローバルサポートを15年

以上提供

信頼性
24時間365日常時稼働
• 遠隔監視と高度な自己診断機能によりデー

タの可用性が最大化
• 見やすくわかりやすい手順書とユーザー中

心のインターフェイス設計によりトレーニ
ングが容易

安全性
従業員の健康
• AUTOSONDE® AS41の設計は安全な作業

環境を構築する一般的なEU指令（ATEX、
機械指令）に準拠

• AUTOSONDE® AS41コンテナの外にガ
ス管を配置することにより、水素使用時
の安全を確保

• 優れた人間工学とワークフローを備えた使
いやすい作業環境

ヴァイサラのサウンディングに
おける実績：

ヴァイサラ AUTOSONDE®はさまざまな
気候条件下で長年にわたりその性能を実
証しています。本機は各国が行っている高
層大気ネットワークで重要な役目を果たし
ています。
• 1994年以降、700,000回の自動サウン

ディング
• 80基を超えるAUTOSONDE®を世界各地

に納入

うな場所もカバーすることができ、より包括
的な総観高層気象プログラムを開発するこ
とができます。

新しいヴァイサラ 
AUTOSONDE® AS41の概要

ヴァイサラ AUTOSONDE® AS41は懸隔
極地で過酷な条件でも最高レベルの運用
効率と信頼性を実現し、確実に動作する
よう設計されています。サウンディング操
作は完全に自動化されているため、専門家
を派遣してデータを収集する必要はあり
ません。ヴァイサラ AUTOSONDE®は時
間と費用の削減に役立ちます。人手を必要
とするサウンディングステーションと比較
し、1年あたり1,800人時を超える工数が
削減されます。

サウンディング操作の自動化を
促進する理由：

1.先進工業国において人件費と設備
費は高額です。

2.観測所設備が存在しないことが多
く、新たな観測所の設置や再配置す
る必要があります。

3.遠隔地での業務であるという理
由から、観測員の退職に伴う欠員
の補充が困難であるという課題が
あります。

4.過酷な条件により、観測員の確保
が困難になっています。

••••••••••••••••••••••••••

AUTOSONDE®ネットワークの刷
新は検討に値する投資です。総所有
コストを精査し、設置、メンテナン
ス、操作にかかるコストを最適化す
ることをお勧めします。観測システ
ムとネットワークの自動化により、
総所有コスト効率が向上します。



放球
AUTOSONDE® AS41により、気球とラジオ
ゾンデの自動装填、自動飛揚前点検、気球の
放球、データの収集と処理、気象予報モデル
へのデータのアップロードが可能です。

通信
AUTOSONDE® AS41には世界トップクラスのラジオゾンデ 
（RS41 ラジオゾンデ）が使用され、非常に正確な計測ができ
ます。ラジオゾンデはワイヤレスで電源が入ります。

データ
標準的なWebブラウザまたは
ヴァイサラ観測ネットワークマ
ネージャー（NM10 ソフトウ
ェア） を使用することで、遠
隔でデータにアクセスし、ヴァ
イサラ AUTOSONDE®を操作
できます。

装填
一度に最大60個のラジオゾンデ
を装填できるため、機器への装
填は1か月に1回のみです。ま
た、4か月分の消耗品を保管す
るスペースも備えています。

安全性
AS41の設計には機械、落下、
水素、電気に対する安全性が考
慮されています。
AS41では、ガス管はコンテナ
の外側に設置され、コンテナ外
部に設置された放球筒で気球に
ガスを充填します。

充填
気球充填機器や放球筒はメインキャ
ビネットの外部に配置されます。 

ヴァイサラ AUTOSONDE® AS41  
ソリューション

設置
ステーションの設置は容易
で、水素を使用する場合で
も安全に使用できます。



過酷な環境での 
徹底した試験

ヴァイサラの新しいAUTOSONDE® 
AS41は世界の非常に過酷な条件下
で実施した1,000を超えるテスト観
測に合格しており、ダウンタイムな
く、最高レベルの運用効率と信頼性
を継続して提供します。なお、試験
サイトにはノルウェーのVestkappお
よびフィンランド湾のPorkkalaが含
まれます。

包括的なサービスで
お客様の業務をサポート

ヴァイサラ AS41 AUTOSONDE®を選択することで、最も費用対効果の高い方法で、最高品質の
データと最高のデータ取得率を得ることができます。お客様にとって信頼できる気象観測パート
ナーとして、設置からトレーニングやメンテナンスにわたるあらゆるプロセスを通じて、お客様
をサポートします。

投資計画の策定開始から機器の寿命まで、
ヴァイサラはお客様の環境観測のライフサ
イクル全体を通じたパートナーとしてお手伝
いします。要件はお客様によって異なりま
す。当社は、お客様に最適な方法をご提案
します。ヴァイサラは事前に決定したサー
ビス活動やモジュラーサービス契約を通じ
て、さまざまなサービスを個別に提供しま
す。当社の専門的サービスの信頼性の高い
サポートにより、お客様は日常業務を効率
化でき、中核的な業務に集中することが容
易になります。

大規模な計画の管理をサポート

当社のプロジェクトサービスには、プロジェ
クト管理、設置、トレーニング、受入検査、
エンジニアリング、コンサルティングが含
まれます。

全面的な業務サポートサービス

当社はお客様の要件を満たすサービスレベ
ルを構築します。

お客様が所有するヴァイサラの装置に合わ
せたメンテナンス契約により、装置の製品
寿命にわたっての価値を最大化します。当
社は、定期メンテナンスの実施と記録、ス
ペアパーツの送付、ソフトウェアのアップグ
レードを実施し、お客様が必要なときに最
高品質のデータを確実に得られるように、
優先度の高いサポートを常に提供します。
当社のテクニカルサポートは年中無休で
ご利用いただけるため、お客様のご要望に
素早く対応することができます。当社は、
業務の安全性と事業の成功に不可欠な正確
な環境条件に関する情報をお客様が適時に
入手できるよう尽力します。世界のさまざま
な地域に約250名のサービス専門家を配置
し、最小限の労力で最大限に装置を活用で
きるようサポートします。当社のフィールド
サービススタッフは、設置から予防保全お
よび改良保全に至るまで現場サポートを
専門に行っています。



ヴァイサラが生み出す価値：

• 実績のある設計による高品質なサウンディングデータ

• さまざまな組み合わせの観測に対応するヴァイサラの 
製品ラインナップ

• グローバルに展開する専門のサポートチーム

• 最大限の自律操作時間

「競争力のあるコストで高品質のデータを取得することにより、ヴァ
イサラはあらゆる大気条件で信頼性の高い気象観測を実現します。」

当社の歴史と実績により、ヴァイサラの正
確性と信頼性は高く評価されています。こ
れが当社の活動の基本になっています。お
客様が気象機関、防衛機関、またはヴァイ
サラの装置を使用する専門的なユーザー
であるかどうかにかかわらず、当社は常に
最善を尽くし、最適な装置をご提供します。
しかし、当社のみでこれをなし得ることはで
きません。気象観測/予報業務は全世界で
行われる協調的な取り組みです。世界気象
機関（WMO）と国際電気通信連合（ITU）
が協力し、この取り組みを主導しています。
世界各国の気象機関および研究機関と緊密
に協力し、お客様のニーズにより適切に対
応することは当社の誇りであると同時に、
義務でもあります。

コスト面での価値

関連規格への準拠

ヴァイサラのラジオゾンデシステムは精度と耐久性に優れていま
す。当社のラジオゾンデシステムは優れた観測品質と高レベルの
可用性を提供します。新たな規制や指針により作業の変更が示さ
れても、ヴァイサラはシステムがこのような変更に適合し、停止
の必要がないように対応します。ヴァイサラの製品を購入するこ
とは、確実な未来への投資です。

ヴァイサラはラジオゾンデシステム分野の世界的なリーディング企
業として、規格に準拠し、関連規制に適合することを非常に重視し
ています。ヴァイサラのラジオゾンデに使用するセンサは国際的に
トレーサブルな基準器を使用して校正されています。さらに、ヴァ
イサラの全製品はISO 14001およびISO 9001規格に準拠してい
ます。ヴァイサラのラジオゾンデに関する専門知識により、生活
をより予測可能なものにすることができます。そして、世界をす
べての人にとってより住みやすい場所にすることができるのです。

80年以上にわたり世界の
高層気象観測を革新

大気観測技術は、ヴィルホ・ヴァイサ
ラ教授が1936年に初めて商用ラジ
オゾンデを完成させ、ヴァイサラの
歴史が始まった80年以上前からヴァ
イサラの中核技術でした。現在、ヴァ
イサラの機器を使用した大気サウン
ディングは世界中の予報に大きな影
響を与えています。

ヴァイサラ：適切な判断

当社は可能性を広げることで、 
より正確な気象観測を日々提供します。



オプションの 
画像エリア

詳細は以下よりお問い合せください。
www.vaisala.com/ja/contactus

www.vaisala.com
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