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プラントの爆発や火災事故は，建物や設備，近隣や環境への損害に加え，生産停止やサプライチェーンへの影

響が長期間・広範囲に渡るために，経営や事業継続へ非常に大きなダメージを与えるリスクがある。プラントの

事故を未然に防ぐため，設備故障を早期に検知する高度なセンシング技術やデータ解析・処理技術の重要性とそ

れらの技術への期待が増している。光ファイバ温度センサ DTSX においても，温度監視により火災や漏れを検知

するだけではなく，異常の早期検知や効率稼働，生産性向上，品質向上などの新しい付加価値につながる高度な

活用が求められている。本稿では，DTSX が提供する新しい活用事例を紹介する。

Explosions and fires in a plant could greatly affect results and business continuity since they 
may damage not only buildings and facilities but also the neighboring area and environment. 
They could also bring the plant to a stop and disrupt supply chains for a long time. Advanced 
sensing technology that can detect equipment failure early and data analysis/processing 
technologies can help prevent such accidents and are thus expected to play an increasingly 
important role. Although Yokogawa’s DTSX distributed temperature sensor is an ideal tool 
for detecting fire and leakage, its advanced applications are expected to deliver added value 
including early detection of abnormalities, and improvement of the efficiency, productivity, and 
quality of operation. This paper introduces these new applications of the DTSX.

1. はじめに

光ファイバ温度センサ DTSX は，光ファイバケーブル
に沿った温度分布を高速に測定できるため，光ファイバ
ケーブルを敷設するだけでシンプルかつ経済的に広範囲
の温度監視システムを構築することができる。

従来の，ある測定点だけを監視するポイントセンサや，
定期点検，パトロールなど人に依存した安全管理だけで
は監視が難しかったプラント設備に対し，DTSX を火災
検知，漏れ検知等のサイト安全，設備診断などへ活用す
ることが急速に広まっている (1)(2)。図 1 に DTSX の代表
的なアプリケーションを示す。

DTSX の活用が広まっている背景には，ひとたびプラ
ントにおいて火災等の事故が起きれば，操業停止による
損害を受けるだけでなく，健康，安全，環境（HSE）に
対する企業としての責任が大きく問われることがある。
横河電機はこれに対して，図 2 に示すように DTSX を活
用したプラント監視ソリューションの開発に積極的に取
り組んでいる。

図 1 DTSX の代表的なアプリケーション

図 2 DTSX を利用するプラント監視ソリューションの 
取り組み
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1.1  光ファイバ温度センサ DTSX のプラント監視ソリュー
ション

横河電機は光ファイバ温度センサとして，6 km まで
の中距離範囲をカバーする DTSX200 に加えて，最長
50 km までを高分解能で測定できる DTSX3000 をライ
ンナップしている。これによって小規模から大規模まで，
火災検知から微小な温度変化検知が必要なアプリケーシ
ョンまで，各種プラント設備に適した温度監視システム
を提供可能である (3)(4)。

また，図 3 に示すように横河電機が保有している計測・
制御機器と組み合わせ，プラント全体を見落としなく集
中監視することができる統合温度監視ソリューションを
提供している。熱電対による「点」やサーモカメラによ
る「面」の監視に DTSX による「線」の監視を加えて，
それぞれの特徴を生かし，長距離・広範囲にわたるプラ
ントの膨大な温度データを取得することが可能となって
いる。これによって，万一，プラントのどこかで異常が
発生しても発生場所を特定し，迅速な初動を取ることが
できる。

図 3 統合温度監視ソリューション例

1.2 光ファイバ温度センサ DTSX への期待
プラントの爆発や火災事故は，建物や設備，近隣や環

境に損害を与える。さらに，生産停止やサプライチェー
ンへの影響などを引き起こし，それらは長期間・広範囲
に渡る。その結果，経営や事業継続に大きなダメージを
与えるリスクがある。このような背景から，プラントの
事故を未然に防ぐため，設備故障を早期に検知する高度
なセンシング技術やデータ解析・処理技術の重要性とそ
れらの技術への期待が増している。広範囲に温度を監視
できる DTSX をより高度に活用することで，故障の早期
検知などを実現することが期待されている。

また，従来のプラント温度監視だけではなく，そのデ
ータを活用して，さらなるプラントの効率稼働，生産性
向上，品質向上などの新しい付加価値へつなげることも
期待されている。製造業においては上記のような事故の
リスクや国際競争など厳しい状況にさらされている中で，
より高い生産性や品質が求められている。しかし，自動

化によって一定の生産性や品質は確保できているものの，
それ以上はベテラン作業員の勘と経験で行われている部
分が少なくない。近年では，そのブレークスルーとして
IIoT（Industrial Internet of Things）やビックデータ解析
による見える化や数値化，さらにそれらをオペレーショ
ンに活かす活動が進められている。その中で，プラント
全体をブランクエリアなく温度測定できる DTSX がその
ソリューションの一つとして注目されている。

本稿では，DTSX をより高度に活用してソリューショ
ンを実現した事例を紹介する。

2. 光ファイバ温度センサ DTSX のより高度な活用事例

2.1 ベルトコンベア異常の早期検知
センサを高度に活用するためには，その特性を把握し

た上で，データを分析し処理することが必要である。こ
れにより新たな付加価値を生み出すことができる。ここ
では，光ファイバ温度センサ DTSX によるベルトコンベ
ア異常の早期検知を実現した事例を紹介する。

従来から，DTSX は石炭，チップ搬送コンベアの火災
検知システムとして導入されてきた。これは火災事故の
事例が多くリスクが高いためである。DTSX は，ポイン
トセンサやカメラによる監視とは異なり，ベルトコンベ
アに沿ってブランクエリアなく連続して温度を測定する
ことができるので，発火を早期に検知しプラントの大規
模な火災を防ぐことができる (1)(2)。しかし，発火を非常
に早く検知できたとしても，火災による損失をゼロには
できない。このため，発火する前に異常を検知するよう
な高度なセンシング技術が求められている。

ベルトコンベアの火災は，ローラーのベアリング異常
によって起きるケースが多い。そのプロセスは，図 4 に
示すように，ローラーの回転不良によってベルトとの摩
擦熱が発生し，これがベルトに付着している可燃物に着
火することで火災が起きる (5) 。

図 4 ベルトコンベア火災発生のプロセス

ローラーのベアリング異常の初期段階では，ベアリング
の摩擦が増えてベアリングの温度が上昇する。しかし，光
ファイバケーブルを回転するローラーに直接敷設すること
はできず，しかもローラーの直径は約 10 cm と DTSX の
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空間分解能 1 m に対して小さいため，その温度上昇を確実
に検知するのは難しい。そこで，ベアリングの異常による
温度上昇の分布をどのように DTSX で測定できるかを，伝
熱シミュレーションによって確認した。さらに，実際のベ
ルトコンベアのローラーを用いて実験を行い，光ファイバ
の種類，敷設方法，データ処理の最適化を行うことにより，
ローラー軸の温度上昇を光ファイバケーブルで検知できる
ことを確認した。図 5 は伝熱シミュレーション結果と，ロ
ーラー軸からの輻射熱を光ファイバケーブルで測定する確
認実験の様子を示している。

図 5 伝熱シミュレーションと実験の様子

図 6 は，従来の方法と今回の方法におけるベアリング
異常状態の検知を比較した結果である。従来の方法では，
周囲温度変動などの影響に隠れ，まったく異常を検知す
ることはできないが，今回の方法では 1.5℃を閾値とす
ることで異常を検知できることがわかる。

図 6 従来と今回の異常検知結果の比較

今回の方法では，特に DTSX の特長であるシンプルか
つ経済的に導入できることを損なわないように，光ファ
イバケーブルをローラーの形状に合わせた複雑な敷設に
することなく，ベルトコンベアに沿った直線形状に敷設
できたことが大きなポイントになっている。これはセン
サの特性を正しく把握し，データを分析することによっ
て高度なセンシングを実現した事例である。これにより，

ベルトコンベア異常を早期に検知し事前にローラーを交
換するなどの対策が可能となり，火災事故で生産停止に
追い込まれることなく，プラントを継続的に稼働するこ
とができる。

2.2 電力ケーブルの高効率運用
ここでは，光ファイバ温度センサ DTSX の温度監視に

よって異常を検知するだけでなく，その測定データを様々
な条件を基に計算し，電力ケーブルの高効率運用を実現
している事例を紹介する。

電力の需要は，エネルギー資源の減少，CO2 排出量の
削減の状況の中でも増えており，電力の安全，安定，効
率的な供給が求められている。DTSX で使用する光ファ
イバケーブルは電磁誘導を受けないため，電力ケーブル
の温度監視に最適であり，温度を測定することで熱によ
る絶縁劣化での地絡事故，火災事故などを検知すること
ができる。

例えば，DTSX で測定したケーブル表面温度から異常
を検知するだけでなく，運用の効率化にも活用されてい
る。図 7に示すように，電力ケーブル表面温度に加えて，
ケーブルの構造，敷設条件，周囲環境条件，周囲温度，
送電電力などから電力ケーブルの実際の導体温度をリア
ルタイムに算出する RTTR（Real Time Thermal Rating）
と呼ばれる技術がある。この技術を適用して許容電流を
算出することによって，様々な電力ケーブルに対して運
用の高効率化が進められている。

図 7 RTTR のシステム構成

これによって，時間帯や季節による電力需要や周囲温
度など外部環境がダイナミックに変化する中でも，リア
ルタイムに電力ケーブルの導体温度から電力ケーブルの
許容電流を正確に知ることができる。そして，電力の安
定供給，停電リスクの低減，電力ケーブルの劣化防止，
安全な状態での追加送電など，電力ケーブルの効率，安
全運用から予防保全まで実現することができる。

図 8 は RTTR による温度測定の例である。図 8 中，青
色線が DTSX の測定した電力ケーブルの表面温度，赤色
線が RTTR により求めた導体温度である。DTSX による
ケーブル表面温度監視だけでは，経過時間 15 分付近で

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 50 100 150

温
度
上
昇
 [℃
]

経過時間 [分]

今回の方法
従来の方法

ベアリング異常状態

異常検知 電力ケーブル

ケーブル
表面温度

ケーブル
構造

敷設条件

土壌温度

ケーブル
電流

光ファイバケーブル

15 61



高度活用が広がる光ファイバ温度センサ DTSX のソリューション

横河技報 Vol.59 No.2 (2016)

温度急上昇による問題発生が検知できる。しかし，RTTR
によってリアルタイムに導体温度を知ることができると
すると，経過時間 10 分において急激な温度上昇が起き
たことがわかる。さらに，仮に導体温度 90℃以下が安全
に送電できる閾値であるとすると，経過時間 14 分頃に
はすでに危険な状態であることがわかり，早期に適切な
対処ができる。

図 8 RTTR による温度測定結果

2.3 バイオリーチングによる銅の生産性向上
光ファイバ温度センサ DTSX によって，従来把握でき

ていなかった温度分布が見えるようになるため，様々な
プラントの生産性向上への適用が期待されている。ここ
では，生産性の向上に直結した一つの新しい活用事例を
紹介する。

銅鉱山の開発では，銅鉱石を掘削・回収し，図 9 のよ
うに Leach Pile と呼ばれる山を築きその上から希硫酸を
散布することで，銅鉱石から銅成分を抽出する。

図 9 バイオリーチングによる銅の生産方法

近年，硫酸にバクテリアを混ぜて使用することにより，
銅の浸出速度を加速し，銅の回収率を向上させる方法（Bio 
Leaching）が行われている。バクテリアには活動に適し
た温度範囲があるが，これまでは図 10 のような数 km 四
方にわたる広大な Leach Pile 内部の温度を測定する手段
がなく，その内部がバクテリアの活動に適した温度状況
であるか知ることができなかった。しかし，DTSX によ
り Leach Pile 内部の温度を測定することによって，広範
囲にわたりバクテリアの活動状況を把握することができ
るようになった。これによって温度と回収効率との関係

が解り，バクテリアの追加や酸素供給などを行うことで，
回収効率を飛躍的に向上させることが可能になる。

※ Minera Escondida （スケッチ）　　

図 10 バイオリーチングによる銅の生産現場

3. おわりに

光ファイバ温度センサ DTSX をより高度に活用するこ
とでブレークスルーを起こし，プラントにおける異常の
早期検知，効率稼働，生産性向上，品質向上といったこ
れまで実現できなかったソリューションを提供できるよ
うになってきている。

ベルトコンベアの事例にみるように，センサの特性を
把握し分析・処理する技術や，RTTR のように他の条件
やデータと組み合わせることも重要なポイントである。

光ファイバを使用したセンシング技術は温度だけでな
く，歪や振動などの測定も可能であり，光ファイバケー
ブルを張り巡らせることによって，プラントの様々な情
報を洩れなくリアルタイムに収集することができる。ま
た，それらの特性や傾向を把握，分析することで，単な
る物理量からお客様にとって意味のある価値につなげて
いくことがますます期待される。

今後，光ファイバセンシングの技術開発を加速し，それ
を価値につなげるソリューション開発に取り組んでいく。
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