
■概要
米国intellisense system社マイクロ気象センサMWSは、世
界最小のLIDAR雲高計を搭載したコンパクトでワイヤレスの
気象センサパッケージです。MWSは、温度、気圧、風速/風
向、視程の測定に加えて、最大7,620mの雲高を測定できま
す。また、気象ステーションの置き換えも容易に行うことが
できます。

オールインワン小型気象センサシステム

MWS®-C600

■特長
• 各気象センサ、データ処理、電力供給、通信機器が

オールインワンに統合されたシステム

• センサ重量は約2kg(1.72kg)

• 外部給電不要
（内部バッテリー、太陽光パネルにて給電）

• イリジウム衛星、有線での通信が利用可能

• 頑丈かつコンパクトなシステム

• 仮設タイプの設計で、設置時間は約60秒

• 自動観測

■QUANTIMET™の利用
MWSは、Intellisense Systemsのクラウドベースのソフト
ウェアソリューショ ンであるQuantimet™と互換性があり、
ユーザーは世界中のどこからでも データにアクセスしてエ
クスポートできます。Quantimetを使用すると、ユーザー
はデータの表示とプロット、ステータスの更新の受信、イン
ターネット対応デバイスからのMWSのリモートコマンドを
実行できます。 このサービスは、クラウドベースのデータ
ロガーを使用してデータを保存するため、データは常にバッ
クアップされてアクセス可能になっています。
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Quantimetを用いたリアルタイムのデータ表示

MWSは、オンボードセンサーを使用して以下の気象パラメーターを測定します。

1. 気温

2. 相対湿度

3. 大気圧

4. 風速

5. 最大風速

6. 風向

7. 最大風向

8. 緯度

9. 経度

10. GPS高度

11. 降水タイプ(C500及びC600モデルのみ)

12. 降水量

13. 雷の頻度

14. 雷の距離

15. 方位

16. チルト角

17. 視程 (C500及びC600モデルのみ)

18. 大気塵の体積量(C500 & C600 モデルのみ)

19. 雲の高さ (C600モデルのみ)

1. 風の寒さ

2. 暑さ指数

3. 露点

4. 高度計の設定

5. 気圧高度

6. 密度高度

以下の計測パラメータは、MWSのセンサーと内部データ処理の組み合わせによって決定されます。
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■MWS®-C600 構成センサ

LTE-Mまたはイリジウム通信用アンテナ

360° パノラマカメラ

(C500/600モデルのみ)

風、温度、湿度センサー

（ウィンドギャップ内）

気圧計、コンパス、チルト計、

衝撃センサー（内部）

電源スイッチ

シーロメータ

(C600モデルのみ)

降水量センサ

大気塵蓄積センサ

(C500/600 モデルのみ)

視程センサ

(C500/600 モデルのみ)

シリアルポートと拡張ポート

(背面)

太陽電池

LEDインジケータ

NiCdバッテリ―パック (内部)

気温 範囲: -40 ～ 60°C 分解能: 0.1°C 精度: ±0.2°C （ 25°C時)

気圧 範囲: 600 ～ 1110mb 分解能: 0.01 mb 精度: ±0.5 mb （25°C時）

相対湿度 範囲: 0 ～100% 分解能: 1% 精度: ±2%

降水量 範囲: 0 ～ 152 mm/hr 分解能: 0.25 mm/hr 精度: ±2.5 mm/hr

雲の高さ 範囲:地表～ 3048 m (オプションで7,620mまで計測可能)

分解能：10m 精度:±10mまたは 10% 

風速 範囲: 0 ～ 28 m/s (0 ～ 55knots) 分解能: 0.5 m/s 精度: ±3%

風向 範囲: 0°～ 359° 分解能:1° 精度: ±5°

チルト角度 範囲: -90°～+90° 分解能: 0.1° 精度: ±1°

ダスト量 レンジ: 0 ～ 100% (QCセンサ)  分解能: 1% 精度: ±10%

雷の距離 範囲: 0 ～ 40 km (0 ～ 25mi) 分解能: 3.2 km

視程 レンジ: 10 ～ 10,000 m 分解能: 100 m 精度: ±10%

360° 画像カメラ 4方向カラーカメラ搭載（320 x 240 ピクセル）
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