MW32 MARWINâ サウンディングシステム
特長

• 砲撃弾道計算、海軍用途、火災
気象および数値気象予測モデル
用の気象プロファイルデータ
• 過酷な環境と輸送に耐える堅牢
な設計
• 電波沈黙時間（特許番号
EP2689279号、放球方式とラジ
オゾンデ）および暗号化を装備
したヴァイサラ RS41-SGM ラ
ジオゾンデを使用することでセ
キュリティが向上
• 一体型のディスプレイとキー
ボードを使用したメニュー方式
の簡単操作
• 広範なデータ品質保証プロセス
が、該当する STANAG（NATO
加盟国間で軍事技術や弾薬装備
兵站などを共通化するための規
格）および世界気象機関
（WMO）のフォーマットを使用
したエラーのない通報を保証

ヴァイサラ MW32 MARWINâ サウンディングシステムは、過酷な軍事用途向けに特別に設計さ
れた頑丈なサウンディングシステムです。その他、ポータブルシステム、車両設置、海軍など
の用途として構成を変更することもできます。
ヴァイサラ MW32 MARWINâ サウ
ンディングシステムは 、地上から弾
道計算に必要な高度まで、風向風
速、気圧、気温、湿度の大気プロ
ファイルをご提供します。この
データは、より正確な予測を得るた
めに最新の観測値を必要とする数
値気象モデルの入力値として利用
できます。大気プロファイルを火
災気象、航空気象、CBRN（化学・
生物・放射性物質・核兵器）、海軍
などの用途に役立てることができ
ます。
ヴァイサラ RS41-SGM ラジオゾン
デは、暗号化および電波沈黙時間
（特許番号 EP2689279号、放球方式
とラジオゾンデ）を装備しており、
これにより 防衛活動のセキュリ
ティが 向上します。ラジオゾンデ
の送信機は、放球後指定した高度ま
たは時間に到達するまでスイッチ
が入らないため、ラジオゾンデの送
信により放球位置が明らかになる
ことはありません。電波沈黙時間
中もデータを記録し、電波沈黙時間
終了時にMW32に送信します。

コンパクトなシステム設計
MW32システムは、自由気球に取り
付けたラジオゾンデを追跡する受
信機/プロセッサとアンテナで構成
されています。ディスプレイと
キーボードを一体化したユニット
が、メニュー方式の操作を容易にし
ています。コネクタをサイドパネ
ルに配しているため、ラックへの取
り付けが可能です。ディスプレイ
ユニットとコネクタパネルは、
MIL-STD-1472Fの指針に従って設計
されています。このシステムは、手
袋や防寒グローブを装着したまま
操作、組立、分解の作業ができます。
容易な操作
MW32システムは、自己誘導型メ
ニュー方式で操作が簡単です。電
源を投入後、ラジオゾンデの飛揚前
点検を行う飛揚前点検装置にラジ
オゾンデをセットアップします。
セットアップ終了後、システムは放
球準備が完了したことを表示します。

過酷な軍事用途に耐える
堅牢な設計
MW32システムは、過酷な環境にお
ける要求の厳しい用途と悪路での
輸送などを考慮して設計されてい
ます。特別な機能として、伝導冷却
機能を備えています。MW32は、振
動、機能的衝撃、輸送時の落下、低
温・高温、温度衝撃、砂塵、風雨、
湿度、塩霧、高度に 関 するMILSTD-810Gに準拠しています。
汎用性の高いインターフェース
MW32シ ス テ ム は 、 一 体 型 LAN
ポート1個、USBポート2個、シリア
ルポート4個を備えています。ま
た、レガシーシステムであるヴァイ
サラ MW12 MARWINâ サ ウンディ
ングシステムのPCSERVプロトコル
に対応しており、MW12をMW32
に置き換えることができます。

技術情報
ハードウェアとソフトウェア
プロセッサのタイプ

COM Express PC、1.5GHz

DRAM

SO-DIMM、2GB

フラッシュディスク

8GB

TFT液晶ディスプレイ

8.4インチ、SVGA、半透過型、

一体型コンソール

ハードキー 5個、ソフトキー5個、
英数字キーパッド
Windows Embedded Standard
2009

オペレーティングシステム

LAN接続
USB

RS-232C、4個
10/100 Mbps イーサネット、1個
USB1.1/USB2.0、2個

冷却システム

伝導冷却機能、冷却ファンなし

ケース

鋳造アルミニウム

コネクタのタイプ

MIL-C-26482、MIL-C-38999、
MIL-C-5015
IP65

環境試験

MIL-STD-810G、別表参照

電磁適合性

MIL-STD-461F、別表参照

寸法（高さ×幅×奥行）

280×430×380mm

質量

22kg

電源
内部AC電源ユニット

入 力 電 源 ： 90～132/180～
264VAC オートレンジ、
47～63Hz、最大 180W

内部DC電源ユニット

入 力 電 源 ： 18 ～ 33VDC 、 最 大
144W、MIL-STD-1275B
外部機器用DC出力：12V/0.5A、
28V/1A

内蔵バッテリ

RS41-SGM、RS41-SGP、RS41-SG、
RS41-D、RS92-SGP、RS92-D

測風機能オプション

C/Aコード GPS
無線方向探知（ヴァイサララジ
オセオドライト RT20A 使用）1)

1)

1680MHz帯RS41-DまたはRS92-Dを使用する場合に必要な構成

アンテナ
CG31 ポータブルアンテナ（UHF および GPS）
CG32 車載アンテナ（UHF および GPS）
RM32 および RM31N、無指向性UHFアンテナ
GA31 および GA31N、GPSアンテナ
RB31 指向性UHFアンテナ、固定設置用

その他

保護クラス

対応ヴァイサララジオゾンデ

日中での優れた視認性

I/O ポート
非同期シリアル

ラジオゾンデおよび測風機能オプション

Ultralife UBBL02 Li-Ion 2個、
内部バックアップ電力供給時間：
240分
ACから外部DCや内蔵バッテリへの
自動切り換え

動作環境
動作温度範囲

-20～+50°C

動作湿度範囲

0～100%RH

保管温度範囲

-40～+71°C

保管湿度範囲

5～95%RH

アンテナ
動作温度範囲

-40～+55°C

動作湿度範囲

0～100%

動作風速範囲

0～65m/s

動作降水量

無制限

保管温度範囲

-50～+71°C

保管湿度範囲

0～100%RH

ヴァイサララジオセオドライト RT20A1)
1)

1680MHz帯RS41-DまたはRS92-Dを使用する場合に必要な構成

テレメトリ
周波数範囲

400.15～406MHz、EN 302 054
v1.1.1
1668.41) ～ 1690MHz 、 EN 302
454 v1.1.1

チューニングの最小幅

10kHz、ユーザーによる調整が
可能

エラーの検出および補正

リード・ソロモン符号

受信範囲 （400MHz）

ポータブル/車載用アンテナで
150km、指向性アンテナで最大
350km

1)

1680MHz帯RS41-DまたはRS92-Dを使用する場合に必要な構成

気象通報（軍事用途）
METCM、STANAG 4082

標準砲撃用コンピュータ気象通報

METB2/METB3、STANAG 4061

標準弾道気象通報

METFM、STANAG 2103

標準降下物気象通報

METSR/METSRX

音響測量気象通報

METTA、STANAG 4140

標準目標捕捉気象通報

METEO 11

気象通報（WMO用途）
TEMP（地上高層実況気象通報式） FM35-XI、TEMP SHIP（海上実
況気象通報式） FM36-XI、TEMP MOBIL FM38-XI
PILOT FM32-XI、PILOT SHIP FM33-XI、PILOT MOBIL FM34-XI
BUFR（二進形式汎用気象通報式） 3'09'050、BUFR 3'09'051（PILOT
データ用）、BUFR 3'09'052（TEMPデータ用）、BUFR 3'09'053
（RS41シリーズ GPSラジオゾンデを使用した下降サウンディング用）
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