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Fig.1 Atmospheric model of backscatter coeffi‑
cients of air molecule, aerosol, and cloud.
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Laser Energy (mJ)
(b)
Expec始d闇ar return signaHsigna卜to noise ratio>10)
with laser power; (a) nighittime and (b) daytime.
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