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データロガー内蔵のULP(超低消費電力)WiFiコンボセンサ(加速度、傾斜、ショックセンサ)

WILOW
®
X-INC

•データロガー内蔵:最大500万データの

測定点、タイムスタンプ付き

•ULP(超低消費電力)WiFiテクノロジー

•高精度3軸加速度センサ(測定レンジ

±2g,±10g)FFTとDIN4150-3

(地面振動)モジュール使用可能

•加速度/傾斜/ショックセンサが

組み込まれたコンボセンサ

•高精度2軸傾斜

(測定レンジ±15°,±30°)

•無線でファームウェアアップデート

•SSD(Smart Shock Detection)に

より、衝撃検出時にデータ収集を

開始できる

•Store and Forward+:

データロス防止機能

•Beanair®が開発したダイバーシティ

アンテナによる無線ネットワーク

•IIoT 対応: 計量データフォーマット,

MQTTオープン通信プロトコルによる

IIoTへの適用と接続性提供

•堅牢なアルミ筐体(IP67|NEMA6相当)

•設定と給電のためのUSB接続

(ファームウェアアップデートにも使用)

•様々な電力供給に対応:

-リチウムポリマー充電バッテリ内蔵

(780mAh)

-外部からの電力供給:USB 5VDC,

ソーラーパネル接続可能(12VDC)
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アプリケーション

構造物健全性監視

地面の振動監視

試験設備の計測

状態監視

土地測量

IIOT

X-INC
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サードパーティ製WiFiブリッジ

サードパーティ製

WiFiアクセスポイント

WiFiアクセスポイント

WILOW
®
X-INC



オープンスタンダードの産業用WiFi技術

"STORE AND FORWARD+"機能による信頼性向上

製品仕様

•ULP(超低消費電力)Wifi-IEEE802.11b/g/n

•既存のアクセスポイントを活用し、トータルコストの削減
•物理層およびリンク層での設定、使用、およびトラブルシューティングに関する幅広い知識

•簡単設置、簡単接続:BeanAirのULP(超低消費電力)センサは導入が簡単

"STORE AND FORWARD+"はBeanDevice® Wilow(ワイヤレスDAQ/センサ)

によって送信されたメッセージをWiFiアクセスポイント/WiFiレシーバに保存する

技術です。ネットワークの混乱のためにメッセージを受信できなかった場合、その

メッセージは次の送信サイクルで再度送信されます。この技術により、無損失

データ転送に成功しました。

厳格なリアルタイムオプションを設定可能：期限内にWiFiアクセスポイントまたは

WiFi受信機がメッセージを受信する必要があります。割り当てた期限内に宛先が

メッセージを受信できなかった場合、メッセージは自動的に削除されます。
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製品コード

BND-WILOW-X-INC-ACCMR-INCMR-MO

MR : 測定レンジ MR : 測定レンジ
2G  : ±2g(3軸)

10G  : ±10g(3軸)

15B  : ±15°(2軸、平面)

30B  : ±30°(2軸、平面)

MO : マウンティング

BR  : 90°ブラケット

M  : マグネット マウンティング

例1: BND-WILOW-X-INC-2G-15B-BR

ULP WiFi コンボセンサ, 加速度レンジ±2g, 傾斜レンジ±15°, 90°ブラケット

例2: BND-WILOW-X-INC-10G-30B-M

ULP WiFi コンボセンサ, 加速度レンジ±10g, 傾斜レンジ±30°, マグネット マウンティング

例3: BND-WILOW-X-INC-2G-15B

ULP WiFi コンボセンサ, 加速度レンジ±2g, 傾斜レンジ±15°



製品仕様
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加速度センサ特性

加速度センサタイプ 高精度MEMS3軸加速度センサ

測定レンジ ±2g または ±10gから選択可能

センサ感度
±2g : 660mV/g

±10g : 220mV/g

非線形性 ±0.1% FS

ADコンバータ
24bit デルタシグマ, 温度補正有り

測定チャネルと同期

センサ周波数応答(-3dB) DC ~ 800Hz

最大サンプリングレート 2000 サンプル/秒(1軸あたり)

ノイズスペクトル密度
±2g : 45µg/√Hz

±10g : 100µg/√Hz

ZEROオフセット振動/温度
±2g : ±0.2mg/℃
±10g : ±0.1mg/℃

センサ振動感度/温度
±2g : ±0.01%/℃(XY), ±0.02%/℃(Z)

±10g : ±0.01%/℃(XYZ)

オフセット換算偏差
±2g : 4mg

±10g : ±0.2%(XY), ±0.1%(Z)

感度換算偏差
±2g : ±1.25%(X-Y), ±0.2%(Z)

±10g : ±1.6%(X-Y), ±0.2%(Z)

交差軸感度(クロストーク) 2%

オンボード温度センサ レンジ：-40℃~＋65℃, 確度：±1℃

アンチエリアジング ハードウェアフィルタ Butterworth 2次フィルタ

振動解析ツール (BeanScape PREMIUM, RAバージョンに搭載)

ソフトウェア フィルタ ・ローパス無限インパルス応答フィルタ(IIR)
・オンライン&オフラインFFT

・FFT窓関数(オフラインFFTのみ利用可能)

矩形/ハミング/ブラックマン/ガウシアン/

カイザー/テイラー/三角/フラットトップ/etc...

・自動FFTレポート(eメール送信)

・FFTサンプリング数設定可能(128~32768)

高速フーリエ変換(FFT)

最大速度振幅PPV

(Peak Particle Velocity)

±2gレンジのBeanDevice Wilow AX-3D

のみ利用可能

・最大速度振幅PPV ロギング(eメール送信)

・自動DIN4150-3レポート(eメール送信)

変位量換算
±2gレンジのBeanDevice Wilow AX-3D

のみ利用可能(精度未検証のため参考まで)



WILOW
®
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製品仕様

傾斜センサ特性

傾斜センサタイプ 2軸傾斜センサ(MEMS)

繰返し精度(FS, @25℃)

測定分解能(バンド幅10Hz)

ノイズ密度

確度(FS, @25℃)

±0.02°

0.001°

0.0004°/√Hz

±0.025°(特注で±0.01°に対応)

角度オフセット/温度

(温度レンジ: -25℃~+85℃)
±0.002°/℃

感度オフセット/温度

(温度レンジ: -25℃~+85℃)

±0.005%/℃(温度補正有り)

±0.013%/℃(温度補正無し)

長期安定性(@23℃) <0.004°

ADコンバーター
24bit デルタシグマ, 温度補正有り

測定チャネルと同期

センサ周波数応答(-3dB) DC~28Hz

ノイズスペクトル密度(DC~100Hz) 0.0004°/√Hz

オンボード温度センサ レンジ : -40℃~+60℃, 確度 : ±1℃

ショックセンサ特性(Smart Shock Detection用)

ショックセンサタイプ MEMSセンサ

ショックセンサタイプ
±2g/±4g/±6g/±8g/±16g

BeanScapeソフトで選択・設定が可能

センサ感度

±2g : 0.06mg/digit

±4g : 0.12mg/digit

±6g : 0.18mg/digit

±8g : 0.24mg/digit

±16g : 0.48mg/digit

非線形性 ±0.15% FS

ADコンバータ 16bit, 温度補正有り

センサ周波数応答(-3dB) DC~800Hz

最大サンプリングレート 1600 サンプル/秒(1軸)

ノイズスペクトル密度 150µg/√Hz

センサ感度変化/温度 ±0.01%/℃

ゼロgレベル変化/温度

(最大, 25℃環境)
±0.5mg/℃

ゼロgレベル オフセット確度 ±40mg

アンチエリアジング ハードウェアフィルタ Butterworth 2次フィルタ



製品仕様
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測定パラメータ

測定モード(Data Acquisition mode)

(SPS=サンプル/秒)

・LowDutyCycle(LDCDA)モード: 1秒～24時間

・Alarm-LowDutyCycleモード: 1秒~24時間

・Streamingモード: 100SPS(標準)

・Streaming イベント トリガ(SET)モード:

100SPS(標準)

サンプリングレート(Streamingモード)
最小: 1SPS

最大: 3000SPS(1軸)

Alarm閾値 High とLow レベルアラーム設定可能

電力制御 スリープモード, アクティブパワーモード

USB仕様

USB規格 USB2.0

データレート 最大実行速度: 12MB/s

関連機能
・ファームウェアアップデート

・WiFi, システム設定

無線通信電波特性

無線通信規格 IEEE802.11b/g/n

ワイヤレスセンサネットワーク(WSN) Point to Point/Star/Cluster-Tree

暗号化規格 WPA2, WPS2

データレート
UDP : 16Mbps

TCP : 13Mbps

無線(RF)特性 ISM2.4GHz ダイバーシティアンテナ設計

伝送(TX)パワー
18dBm@1DSSS

14.5dBm@54OFDM

受信(RX)感度
-95.7dBm@1DSSS

-74.0dBm@54OFDM

最大無線レンジ
200m(見通しが良い場所)、

無線レンジはWiFiブリッジ/リピーターで延長

アンテナ
ダイバーシティ アンテナ : 2オムニアンテナ

28dBゲイン

OTA(Over the Air) OTA(無線)ファームウェアアップデート対応
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物理特性

筐体

アルミニウム筐体

大きさ(LxWxH) : 35x59x65 mm

ただし、アンテナ, アイボルト除く

重量 : 220g, (バッテリ含む, マウンティング除く)

IP | NEMA レーティング IP67 | NEMA6 相当

ショック耐性 50ms間に100g

動作温度環境 -40℃~+65℃

規格と認証

・CE Labelling Directive R&TTE(Radio)ETSI

EN300 328(欧州)

・FCC(北米)

・ARIB STD-T66 Ver.3.6(日本)

・ROHS-Directive 2002/95/EC

WILOW
®
X-INC

アクセサリ

M8プラスティックキャップ コード: WL-PC1個

M8-USBケーブル
M8(6ピン)-USBケーブル, 2m, 1本

コード: WL-CBL-M8-6P-USB-2M

マグネット(電源ON/OFF) マグネット 1個 コード: WL-MGN

マウンティングキット M5ネジ+ナット 4個 コード: WL-WIFI-SCMKIT

電力供給

充電可能なバッテリ
高密度リチウムイオン2次バッテリ

バッテリ容量 : 780mAh

内蔵チャージコントローラ
内蔵リチウムイオンバッテリチャージャー

高精度バッテリモニタリング機能付き

消費電流

・データ収集 : 20~30mA

・データ無線伝送 : 1DSSS 278mA

54OFDM 229mA

・スリープモード : <100µA

外部電力供給

2種類の電力供給に対応

・5VDC USB電力供給(モバイルバッテリ可)

・12VDC ソーラーパネル供給
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アクセサリ、オプション追加

電力供給

5VDCから12VDC供給へのスイッチ可能(USB)

ACアダプター電力供給対応国 :

北米/日本/中国, EU, UK, またはオーストラリア

M8ケーブル コード: WL-CBL-M8-6P-2M

M8(6ピン)ケーブル, 防水防塵IP67,シールド,

ケーブル長 : ・2m

・5m コード: WL-CBL-M8-6P-5M

Wilow ゲートウェイ ソーラー給電仕様

(Wilowデバイス用LTEゲートウェイ)

BeanDevice Wilow用3G/4G/WiFi Router

MQTTブローカー機能付き, 12VAhのUPSバッテリ,

ソーラーパネル用チャージコントローラ,

防水防塵 : IP66 相当

大きさ : (アンテナ除く)

重量 : 10kg(ソーラーパネル含めて15kg)

付属アクセサリ :

1xLTEアンテナ 12dBi, U字クランプ付き

1x2.4GHzアンテナ 9dBi, U字クランプ付き

1xWiFiアンテナケーブル2m, Nタイプコネクタ

2xLTEアンテナケーブル2m, Nタイプコネクタ

1x50Wソーラーパネル, 5mケーブル付き

(パネルサイズ : 650x505x30mm)

上記仕様 : WILOW-IOT-GATEWAY-4G-SOLAR-JP
他の仕様 : WILOW-IOT-GATEWAY-4G-MPWR-JP

: WILOW-IOT-GATEWAY-4G-WDS-MPWR-JP

BeanDevice用ソーラーパネル

校正証明書

WL-SLP-3W-2M

WL-SLP-3W-5M

多結晶ソーラーパネルによるセンサへの電力供給

最大電力 : 3W

最適な動作電源 : 12VDC

大きさ : 235x134x17mm

保護フレーム : アルミフレーム, IP67相当

ケーブル : 2m(                     )

または5m(                     ), M8コネクタ付き,

BeanDeviceに直接接続が可能

原産国 : ソーラーパネルは中国,

ドイツにて組立後に検査・梱包・出荷

校正証明書はBeanAir GmbHにて発行

静的校正にはDIN876御影石定盤を使用
コード : WL-CERT-CAL

製品仕様

両端のドーム型アンテナ

USB接続&電力供給用の

M8(6ピン)コネクタ

動作確認LED

バッテリ充電LED

®Wilow®Front ViewBeanDevice
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マウンティングオプション

•

•

連絡先

www.industrial-wsn.com www.beanair.com www.youtube.com/user/BeanairSensors

www.twitter.com/beanairwww.facebook.com/BeanAir

90°

ブラケット

マグネット

ボルト&ナットにはボルト&ナットが標準で付属

他に2つの取付オプションを選択可能

BeanDevice® Wilow®

マグネット取付 :

製品コード末尾に"-M"を追加

90°ブラケット取付 :

製品コード末尾に"-BR"を追加
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