ソリューション

風力発電向けの気象海象観測
波高、視程、雲高、構造監視装置

R E L I A B L E

キャンベル社には大気および海洋の状態を特徴付ける海洋測
定ソリューションを提供する長い歴史があります。気象観測
ソリューションは、洋上風力エネルギー源の評価、プラント
設計、運用評価に使用される重要な情報も提供します。

海洋の大気相互作用、構造状態の観測、風の測定と特徴付
けは、キャンベル社の Met-Ocean 装置における共通のイニ
シアチブです。

天気気候観測
海洋環境向けに設計された Met-Ocean 機器には、あら
ゆる天候および気候の状態において、操作およびリサーチ
グレード精度と信頼性があります。下記の機器は、キャン
ベル社のデータロガーベースのデータ収集プラットフォーム
（DCP）または気象タワーに簡単に統合できます。最適な

センサー

風力監視装置のリストは、下記のウェブサイトでご覧にな
れます。
www.campbellsci.com/wind-energy

測定詳細

正確性

動作温度

0.5 〜 35m（1.64 〜 114.8 ft）
の範囲の距離

± 2 mm（± 0.0065 ft）

-40 〜 80°C

0 〜 10,000m：± 10%
10,000 〜 20,000m：± 20%

-25 〜 60°C

霧と雪の MOR は 10 〜
30,000m の範囲であり、
気象タイプを識別。

0 〜 10,000m：± 10%
10,000 〜 20,000m：± 20%

-25 〜 60°C

CS135｜LIDAR 雲高計
高感度、長距離雲量測定

雲の高さと垂直視界。
報告範囲の最大値は 10 km
（32,800ft）。

ハードターゲット範囲の精度：
± 0.25%、± 4.6m

-40 〜 60°C

CS110｜電界計センサー
落雷における避難警告

局所的な雷害を評価するため
に使用される地表の大気電界
の垂直成分

CS475A ｜
レーダー水位センサー
FCC 承認済み

CS120A ｜視程計
高性能視程測定

CS125｜現在天気計
視程と現在天気技術の
組み合わせ

霧と雪の気象観測可能範囲
（MOR）は 10 〜 30,000m の
範囲。

平行平板構成：読み取り値の
± 1%+ 60V m-1 オフセット

2m 三脚の構成：読み取り値
の ± 5%+8V m-1 オフセット

-25°〜 50°C の標準、
-40°C 〜 +85°C の拡張

More info: 435.227.9120
campbellsci.com/wind-energy
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構造健全性モニタリング
キャンベル社のデータ収集システムの多彩な機能は、構造
の健全性監視に最適です。

VSPECT スペクトル解析技術
キャンベル 社 の VSPECT スペクトル解 析 技 術
は、シンプルな梁疲労解析から構造メカニック
スの研究、大規模で複雑な構造の連続モニタリ
ングまで、アプリケーションの監視に最適です。構造測定
機器は、独立型システムとして導入することも、既存のキャ
ンベル社のデータロガーベースの気象観測システムに統合
することもできます。
VSPECT は、振動するワイヤーセンサーに対して最も正
確な測定（0.001 Hz 分解能）を実現する革 新的な特許
技術です。VSPECT は、受信するセンサー信号を観測し、
フーリエ変換とスペクトル解析（周波数スペクトルの個々の
正弦成分に時間軸を変換する）を実行し、許容範囲内の
最大信号を識別し、不要なノイズを無視することによって
センサー周波数を決定します。

VSPECT 製品

スタティック ダイナミック
VW
VW

チャネル数

USB
構成

イーサ マルチプレ ワイヤレス
ネット クサ対応
通信

CR6｜
オンボードバイブレーティング
ワイヤ測定付きの完全機能
データロガー

あり

CDMVW300
シリーズ

12 ユニバーサル

あり

あり

あり

外部無線
通信機の
オプション

CRVW3｜
3 チャンネル独立型のバイブ
レーティングワイヤデータ
ロガー

あり

なし

3 バイブレー
ティングワイヤ

あり

なし

なし

外部無線
通信機の
オプション

VW 分析器｜
バイブレーティングワイヤ
分析器

あり

なし

1 本のバイブレー
ティングワイヤ

あり

なし

なし

なし

あり

なし

なし

なし

CDM-VW300 シリーズ｜
ダイナミックバイブレーティング
ワイヤインタフェース

あり

あり

2 本または 8 本
のバイブレー
ティングワイヤ
（モデルによっ
て異なります）

AVW200 シリーズ｜
バイブレーティング
ワイヤインターフェイス

あり

なし

2 つのバイブレー
ティングワイヤ

その他の

CDM

あり

構造監視センサー
振動線ひずみゲージ

バイブレーティングワイヤひずみゲージ

穿孔加速度計

箔ひずみゲージ

ピエゾ抵抗加速度計

サーボ力バランス加速度計

ひび割れおよび接合部センサー

圧電加速度計

傾斜センサー

容量性加速度計
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なし

外部無線
通信機の
オプション

表面大気状態観測
キャンベル社の渦相関法およびエネルギー収支解析は、表
面 - 大気状態を観測します。高精度の計器はコンパクトで、
あらゆる海洋タワーまたはプラットフォームへの設置が簡
単です。 追加のセンサーや通信周辺機器を使用してカス
タマイズすることができます。消費電力が小さく、信頼性

システム
OPEC｜
オープンパス渦相関法
システム
カスタマイズ可能な
統合システム

CPEC200｜
クローズドパス渦相関法
システム
最先端

AP200｜CO2 /H2O
大気プロファイルシステム
プログラム付きの完全統合
システム

主要構成品

があり、メンテナンスはほとんど必要ありません。顕熱フ
ラックス、運動量フラックス、および大気と表面の間の他
のスカラーのフラックス、ならびに完全統合された大気プ
ロファイルシステムおよび主要構成品にはオープンパスお
よびクローズドパスシステムがあります。

測定

データロガー

通信

CO2 フラックス、
H2O- 水蒸気フラックス、
運動量フラックス、乱流強度、
顕熱フラックス、
3D 風速、音波温度、気温、気圧

CR3000

CF カード、直接通信（イーサネット、
RS-232、ショート・モデム、固定電話）
およびワイヤレス（RF、携帯電話、衛星）
を含むリモートデータ収集

大気との二酸化炭素、水蒸気、熱、
および運動量の長期的な監視

CR3000

CF カード、直接通信（イーサネット、
RS-232、ショート・モデム、固定電話）
およびワイヤレス（RF、携帯電話、衛星）
を含むリモートデータ収集

CR1000

CR1000KD キーボードディスプレイ、
CF カード、直接通信（イーサネット、
RS-232、ショートモデムモデム、固定
電話）およびワイヤレス（RF、携帯電話、
衛星）を含むリモートデータ収集

一次：
各吸気時の CO2 濃度、各吸気時
の H2O 濃度、システム診断ワード
二次：
サンプル流量、サンプルセル圧力、
サンプルセル温度、
その他の制御変数

信号タイプ / 出力

測定の説明

動作温度

RS-232、アナログ、
SDM

ux, uy, uz, c

-50°〜 70°C

EC155｜
CO2 /H2O クローズドパス
ガス分析器

SDM、RS-485、
USB、アナログ

CO2 と H2O 蒸気の絶対混合比、サン
プルセルの温度と圧力、3D 風速と温度
（CSAT3A が必要）

-30°〜 50°C

IRGASON｜
CO2 および H2O オープン
パスガス分析器および 3D
音波風速計

SDM、RS-485、
USB、アナログ

CO2 と H2O 蒸気の絶対混合比、
温度と圧力、および 3D 風速と音速

-30°〜 50°C

NR-LITE2｜純放射計
壊れやすいドームに代わり
PTFE コーティングされた
吸収部

± 25 mV

入射した短波放射と遠赤外放射の表面
反射短波と外向き遠赤外放射に対する
エネルギーバランス

-30 〜 70°C

CSAT3A ｜3D ソニック
風速計、ヘッドのみ
EC150 と CPEC200 で使用
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