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近年，世界のエネルギー需要増加にともない，重質油，オイルサンド，シェールガスなどの非在来型と呼ばれ
る資源開発が進んでいる。横河電機は，非在来型資源を効率的に回収するために地中の温度分布をモニタリング
する手段として注目されている資源開発の採掘現場向け光ファイバ分布型温度センサを開発した。従来から保有
している光計測技術をベースに，採掘現場に求められる耐環境性，太陽電池等の限られた電力での動作を実現し
た。さらに，資源開発の生産性向上に貢献するために，生産制御システムとのインタフェースやセキュアなプロ
トコル，石油・ガス業界標準フォーマットデータのサポートにより，ユーザーネットワークとの連係機能を強化
した。

Recently, the development of unconventional resources, such as heavy oil, oil sands, and
shale gas, has been progressing in line with the increase in global energy demand. Yokogawa
developed the DTSX200 distributed temperature sensor (DTS) to facilitate the efficient recovery
of unconventional resources by monitoring temperature distribution underground. Implementing
Yokogawa’s optical measuring technology, the DTSX200 is able to withstand the environment,
a factor required of oil and gas development sites, and can operate with limited power such as
with solar batteries. In addition, this DTS has strengthened the relationship with customer’s
networks by using an interface with the production control system, by using a secure protocol,
and by using data formats that are the standard in the oil and gas industry. These factors all
improve the efficiency of natural resource production.

こうしたニーズや課題に応えるため，横河電機は保有

1. はじめに

している光計測技術の粋を制御分野に応用し，資源開発

非在来型と呼ばれる従来回収が難しかった資源開発が
進んでいる (1)。図 1 は非在来型資源の重質油を，水蒸気

の採掘現場向け光ファイバ分布型温度センサ DTSX®200
を開発した。

などを使い粘性を下げて回収する例である。効率的に回
収するために地中の温度分布をモニタリングし，得られ
たデータを生産に活用する。
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Temperature Sensor）は数 km の光ファイバに沿った温
度分布を測定することができるため，こうした採掘現場
での活用が期待されている (2)。

蒸気
蒸気

しかし，これまでの製品は採掘現場で求められるよう
な過酷な環境下での使用には課題があった。そのため，
資源開発を行うユーザーからは耐環境性に優れた光ファ
イバ分布型温度センサ

(3)

図 1 光ファイバ分布型温度センサによる温度監視例

および資源開発の生産性向上の

ためのソリューションが求められている。

DTSX200 は，光ファイバ自身をセンサとして，光ファ
イバに沿った温度分布を測定する。例えば，6 km の長さ
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について 1 m ごとに合計 6000 点の温度を測定すること
ができる。
以下が他社製品にない優れた DTSX200 の特長である。
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1) 過酷な使用環境に対応

受光素子である APD (Avalanche Photo Diode) は温度

2) 小型・軽量，低消費電力を実現

により増倍度が大きく変動するので，APD の周囲温度を

3) 生産制御システムとの高い親和性

モニタしてバイアス電圧を制御する事により，周囲温度
に依存せず一定の増倍度が得られる方式を採用した。

2. 測定原理

石油・ガス採掘現場では爆発性ガスや腐食性ガスが発

光ファイバ自身をセンサとして温度分布を測定する原

生する可能性がある。防爆については，電子回路接点の

理について説明する。光ファイバに光を入射すると光フ

電力を抑えて，エネルギー制限による防爆構造を実現し

ァイバ内で散乱が生ずる。光ファイバ内で発生する散乱

た。耐腐食については，加速試験を実施して使用部品を

光スペクトルを図 2 に示す。 散乱光はその発生メカニズ

選択した。図 4 は評価例である。市販の光学レンズに対し，

ムにより，入射光と光周波数（波長）が等しいレーリー

腐食性ガス環境の 10 年間に相当する硫化水素を含んだ高

散乱光，± 10 ～ 13 GHz 程度の周波数差を生じるブリル

温高湿雰囲気で 60 日間の加速試験を実施した。サンプル

アン散乱光，± 10 ～ 13 THz 程度の周波数差を生じるラ

B はレンズ表面のコーティング材料が適切でなかったため

マン散乱光に分けられる。DTSX200 はこれら散乱光の中

白濁しレンズの機能を有しなかったが，サンプル A はレ

でラマン散乱光の強度が温度に依存する原理を用い温度

ンズ筺体の金属部分に錆が見られたもののレンズ自身の

測定を行う。

光学的性能に変化は見られなかった。以上の設計により，

散乱光の強度

防爆は FM 注 1) ，CSA 注 2) ，ATEX 注 3) の規格を満たし，耐腐食
性ガスは G3 (ANSI/ISA-S71.04) に対応することができた。
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図 2 散乱光のスペクトラム
図 4 光学レンズの腐食性ガス耐力試験
図 3 のように，入射光に光パルスを用い後方ラマン散
乱光を時間軸でサンプリングすれば，光パルスが入射し

3.2 小型・軽量，低消費電力を実現

てから特定の位置で生じた散乱光が受光部に達するまで

DTSX200 は，光学系，電子回路の集積化により，従来

の時間を計測できるので，光ファイバの長手方向に沿っ

製品と比べて本体サイズを約４分の１とし，光ファイバ

た温度分布を測定することができる。

分布型温度センサでは業界トップクラスの小型化を実現

DTSX200
光源

光ファイバ

STARDOM のプラットフォームを採用し，また前述の LD

光フィルタ
信号
処理

小型化し，本体とともに 19 インチラックに実装できる。
低消費電力に優れたネットワークベース生産システム

方向性
結合器

O/E

した。また監視先を切り換える光スイッチモジュールも

光パルス

ラマン散乱光

O/E

温度制御対象の小型化によって消費電力を抑えた。さら
に常時温度測定が不要な場合に，自動的に測定回路部へ
の電源供給を停止するパワーセーブ機能を実現した。消
費電力は全温度範囲で 10 W 以下（DTSX200 本体）と，

図 3 温度分布の測定原理

電力インフラが確保できない環境でも太陽電池や蓄電池
などを電源として使用できる。

3. 特長
3.1 過酷な使用環境に対応

3.3 生産制御システムとの高い親和性

DTSX200 は，使用可能な周囲温度範囲が -40 ～ 65

DTSX200 は，資源開発で使用される生産制御システム

℃までと広く，過酷な環境下でも安定した温度測定が可

において，温度測定から制御に至るまでの一連の生産工

能である。発光素子の LD (Laser Diode) は温度により発

程の効率向上を図れるように，工業計器・制御機器との

光波長が変化するのでペルチエ素子で一定温度に制御す
る必要があるが，温度制御対象を極力小型化することで
広範囲の周囲温度変化でも制御可能となった。
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連係機能を備えている (4)。

DTSX200 は，多チャネルの多点温度測定データを処理

さらにユーザーネットワークともシームレスに連係す
るため，次のような機能を有している。
1) 石油・ガス業界標準 LAS

注 4)

,WITSML

することが可能である。このため DTSX200 の設定や測
定データの表示を簡単に実行するための専用アプリケー

注 5)

フォーマット

ションソフトウェア DTAP200 が用意されている（オプ

データの自動生成によるユーザデータベースとの互換

ション）。DTSX200 本体および光スイッチの設定・制御，

性確保。

測定結果の表示，温度変化の解析，アラーム設定・表示

2) セキュアなファイル転送プロトコル SFTP，HTTPS に
よるユーザーネットワークとの容易な統合。

など多彩な機能を有しており，ユーザーの温度監視に有
用な情報を提供する。DTAP200 での表示例を図 6 に示す。

3) DTSX200 内への長期データ保存及び復旧時の自動再
送（HTTPS の場合）による無線通信やインターネット
通信障害への対策。
4) アカウント管理や改ざん対策などによるセキュリティ
の高度化。

4. 仕様および特性
表 1 に上記の特長を実現，実装した DTSX200 の主な
仕様を示す。図 5 には 16 チャネルの光スイッチを実装し
た DTSX200 の外観を示す。中央部分が DTSX200 本体，
左端が電源モジュール，右端が光スイッチモジュールで
ある。
図 6 温度表示例（横軸：距離，縦軸：温度，奥行：時間）
表 1 DTSX200 の主要仕様
測定温度範囲
温度分解能
空間分解能
動作温度範囲
消費電力
耐腐食性ガス
防爆性能
インタフェース

仕様
-200 ～ 800 ℃（光ファイバの性能に依存）
0.7 ℃（光ファイバ長 6 km，10 分測定）
1m
-40 ～ 65 ℃（全範囲で仕様を満足）
10 W 以下（DTSX200 単体）
G3 (ANSI/ISA-S71.04) に対応
FM，CSA，ATEX の規格に対応
Modbus/TCP，SFTP，HTTPS

図 7 に過酷な使用環境下での測定例を示す。DTSX200
の周囲温度を -45 から 70 ℃まで階段状に変化させて
DTSX200 における測定値の周囲温度依存性を評価した。
被測定対象の光ファイバを常温に保持した時，DTSX200
の周囲温度を変化させても温度測定値の変動は光ファイバ
自身の室温での変動を含めて±１℃以下を実現している。
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図 7 周囲温度依存特性例
図 5 DTSX200 外観
DTSX200 は広い温度範囲を高確度で測定することが
光スイッチモジュールは最大 16 チャネルであり，複

できる。図 8 に低温，高温それぞれの恒温槽で -20 ～

数の採掘井戸を切り替えての温度測定を可能にする。

80 ℃，80 ～ 300 ℃を測定した結果を示す。縦軸は基準

DTSX200 本体の左側スロットには，ネットワークベース

温度計との差を示し，その値は± 0.5 ℃未満であった。

生産システム STARDOM FCN-RTU の CPU モジュールを

DTSX200 は，温度校正上の重要なパラメータであるラマ

実装することができる。

ンシフト波数をより正確に求める新しい方式を採用する
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Wellsite Information Transfer Standard Markup Language
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ことで，広温度範囲において高確度の温度測定を実現し
ている。
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2

基準温度計との差 [℃]

資源採掘のアプリケーションでは高温を測定すること

低温 恒温槽
高温 恒温槽

1.5

が多いが，LNG タンク・パイプラインの漏れ検出におい

1

ては低温測定を行う場合もある。図 11 はアンモニアパ

0.5

イプラインの漏れ検出例である。数秒間隔で測定し，漏
れ箇所において約 -40 ℃のピークが検出できている。

0
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図 8 低温から高温までの温度測定例

漏れ検出

採掘井戸において，光ファイバは高温，高圧，水素性
ガスにさらされ，次第に損失が変化（ダークニングと呼
ばれる）し，温度誤差が生じる場合がある (5)。DTSX200
はダークニングが発生してもその影響を受けにくい双方
向測定方式を実装している。図 9 は温度一定の区間を測
定している例であるが，光ファイバの損失が変化すると
従来の単方向測定ではその影響を強く受けているが，双
方向測定では影響を受けていない。

図 11 アンモニア漏れ検出

6. おわりに
DTSX200 は横河電機が従来から保有している光計測技
術をベースに，採掘現場に求められる耐環境性，太陽電
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とのインタフェースやセキュアなプロトコル，石油・ガ
ス業界標準フォーマットデータのサポートにより，ユー

光ファイバ損失が変化
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開発の生産性向上に貢献するために，生産制御システム
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では，非在来型の資源開発用途や LNG タンク・パイプラ
インの漏れ検出について説明したが，これ以外の分野で
も，ベルトコンベヤ・構造物などの火災検知，高温プラ
ントの温度管理，電力線路の温度監視など，幅広い用途

図 9 光ファイバの損失変化による影響

5. 適用例
図 10 に採掘現場に適用した事例を示す。採掘現場で
は電力や通信といったインフラが整備されていない場合
も多い。屋外用パネルソリューション例として，電力は
太陽電池および蓄電池でまかない，通信はワイヤレスモ
デムを使用している。

で利用できる。
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図 10 採掘現場での適用例
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