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光ファイバ分布型温度センサ DTSX200 による温度監視ソリューション
Temperature Monitoring Solution Using DTSX200 Fiber Optic Distributed Temperature Sensor

早川 裕 *1

Yutaka Hayakawa

近年，火災検知，漏れ検知等のサイト安全や設備診断に関連するニーズが多様化している。この中にはこれま

での従来式ポイント型温度センサでは適用が困難な温度監視ソリューションが少なくない。横河電機が提供する

光ファイバ分布型温度センサはフレキシブルに敷設できる光ファイバケーブルの全範囲について連続した測定抜

けのない確実な温度監視システムをシンプルかつ経済的に構築できる。本報告では，光ファイバ分布型温度セン

サを用いた温度監視ソリューションの特長を示し，適用事例および光ファイバケーブル敷設などのノウハウを紹

介する。

In recent years, needs have been diversifying regarding site safety (fire detection and leak 
detection) and facilities diagnosis. Regarding temperature monitoring, however, it is difficult 
to meet these needs with existing point type temperature sensors such as thermocouples and 
resistance temperature detectors (RTDs). Yokogawa’s fiber optic distributed temperature sensors 
(DTS) can  simultaneously, continuously and reliably monitor all temperatures along optic fiber 
cables that is freely installed over a required area. This paper introduces the advantages of a 
temperature monitoring solution with the DTS system, provides application examples, and tips 
on the installation of fiber optic cables.

1. はじめに

火災検知，漏れ検知等のサイト安全や設備診断のよう
な温度監視ソリューションでは，異常温度発生場所を予
測することが難しい。そのため従来式ポイント型温度セ
ンサでは適応が難しく，事実上実用化されていない。

横河電機が開発した光ファイバ分布型温度センサ
DTSX200(1) の特長を適用することにより，今まで難しか
った上記事例等における温度監視ソリューションへの適
用が可能となってきた。

光ファイバ分布型温度センサ DTSX200 は当社生産制
御システムおよび豊富で強力なエンジニアリング技術と
組み合わせることにより，容易に統合管理・監視を実現
することができ，温度監視ソリューションを提供する。

2. DTSX200 の特長

DTSX200 の主な仕様を表 1 に示す。
光ファイバ分布型温度センサによる温度監視ソリューシ
ョンの主な特長を以下に述べる。

2.1 高速で，広範囲にわたる温度監視
光ファイバ分布型温度センサはポイントの測定ではな

く，広範囲，長距離の連続した温度分布測定が高速にで
きる。光ファイバセンサケーブルの平均温度が 1 m 毎に
連続して測定できるので，測定抜けのない確実な温度分
布監視が可能となる。

2.2 光ファイバケーブルをフレキシブルでシンプルに敷設
従来式のポイント型温度センサによる多点測定では点

数分のケーブルが必要となりシステム構成や敷設工事が
複雑になる。一方光ファイバ分布型温度センサでは，温
度測定対象の経路や形状に沿って，フレキシブルに敷
設した光ファイバ１本で測定できるためシステム構成を
シンプルに構築できる。温度測定対象は，LNG (Liquid 

表 1 DTSX200 の主要仕様
項目 仕様

測定温度範囲 -200 ～ +800 ℃（光ファイバの性能に依存）

温度分解能 0.7 ℃（光ファイバ長 6 km, 10 分測定）

空間分解能 1 m

動作温度範囲 -40 ～ +65 ℃（全範囲で仕様を満足）

消費電力 10 W 以下（DTSX200 単体）

通信インタフェース Modbus/TCP, SFTP, HTTPS
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Natural Gas: 液化天然ガス ) などの極低温域から炉の表面
温度など高温域まで様々である。一般に通信分野で使用
されている光ファイバではこの様な温度環境で使用する
ことはできないため，利用環境に応じて特殊な被覆材を
用いて低温域や高温域に適用できるものが使用される。
また，光ファイバ自体は衝撃に弱い為，断線を避けるた
めには保護管に入ったケーブルを使用する。このように
測定対象温度範囲や敷設環境に適した各種タイプの光フ
ァイバケーブルを事例毎に選択している。

2.3 生産制御システムとの親和性
火災検知，漏れ検知等のサイト安全や設備診断のよう

な温度監視ソリューションでは，生産制御システムとの
統合管理・監視機能に対する顧客の要望が多い。

DTSX200 は，DCS (Distributed Control System) や
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) などの生
産制御システムとの通信機能を備えているので，統合管
理・監視が容易に構築できる。

図 1 に当社の DCS と連係した例を示す。図 2 に示す様
に，HIS (Human Interface Station) 画面で視覚的に温度監視
することができる。

図 1 生産制御システムとの連係例

図 2 炉の表面温度監視 HIS 画面例

SCADA との連係においては，当社が提供する FAST/
TOOLS(2) に専用の機能を開発しファイル転送による温度
データ転送を実現している。FAST/TOOLS の多様なアプ
リケーションでの活用ができる。

またネットワークベース生産システム STARDOM や
PLC Leading Edge Controller FA-M3 V を用いた，中小規模
の監視システムを構築することも行われている。

2.4 耐環境性
光ファイバセンサケーブル部分は，光ファイバ内の光

の情報しか使用しないため電磁誘導の影響を受けず，発
火する恐れがないため防爆エリアに使用できる。

光ファイバ分布型温度センサユニットは，計算機室に
設置されることが多い。しかし測定対象によっては，屋
外に設置しなくてはならない場合がある (1)。本ユニット
は動作温度範囲が -40 ～ +65 ℃と広いこと，また消費電
力が 10 W と低いので，電源供給が難しいところでは，
太陽光発電パネルおよび蓄電池と組み合わせた屋外キャ
ビネット内に設置することも可能としている。

3. 適用事例

3.1 石炭，紙チップ搬送コンベアの火災検知システム
光ファイバセンサの具体的実践例は文献 (3) に報告され

ている。以下にその概要とケーブル敷設等のノウハウを
紹介する。

製鐵所，石炭火力発電所の石炭搬送用コンベアや製紙
工場の紙チップ搬送コンベア等のプラント現場において，
火災が発生する事がある。図 3 に示すように，光ファイバ
センサケーブルを搬送コンベア近くへ敷設し，全範囲にわ
たる確実な温度監視をすることで，異常発熱や自然発火を
早期に発見し，必要な初動対策を講じることができるため，
光ファイバ分布型温度センサが多く使われている。

図 3 ベルトコンベア火災検知用敷設例（断面図）

一般に製鐵所，石炭火力発電所や製紙工場のベルトコ
ンベアは，複数のベルトコンベアが複雑に配置されてい
る。光ファイバセンサケーブルはフレキシブルに敷設で
きるが，１本の光ファイバセンサケーブルでの敷設が困
難な場合もある。この様な場合，複数の光ファイバケー
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ブルを敷設後，成端箱にて融着接続することにより１本
の光ファイバセンサケーブルとすることも可能であるた
め，敷設工事の複雑さを軽減できる。ただし融着接続し
た箇所では光の減衰が発生するため，接続箇所以遠では
温度分解能が低下する。従って過度の融着接続は避ける
ことが望ましい。

実際に発火した場合を想定し，火種と光ファイバセン
サケーブルの配置を評価する検証を行う事で，どの位置
に光ファイバセンサケーブルを敷設したら良いかの確認
も行っている。

3.2 ケーブルラック等の異常温度監視システム
光ファイバセンサの具体的実践例は文献 (3）に報告され

ている。以下にその概要と電力会社採用に当たっての評
価試験を紹介する。

発電所で発電制御を行っている信号ケーブルが火災で
消失すると発電制御が不能になるため，異常な温度上昇
を早期に発見し対策を講じることが必要である。特に原
子力発電所等では，火災検知方法の冗長化が必要不可欠
なため，従来の火災報知器とは異なる検出手段が必要で
ある。

当社は電力会社からの依頼により，総務省令「火災報
知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める
省令」(4) の定める技術上の試験の内，表 2 に示す試験項
目に準じた性能評価試験を行った。すべての要求を満足
していることを確認し報告した。

3.3 LNG タンク / パイプライン漏れ検知システム
光ファイバセンサの具体的実践例は文献 (3) に報告され

ている。以下にその概要とケーブル敷設等のノウハウを
紹介する。

LNG タンクは，LNG を貯めるタンク内槽と保護のた
めの外槽から構成される。LNG が漏れた場合は内槽と外
槽の間の空間下部に超低温の LNG が流れ込むため，タン
ク内槽周囲下部の環状部分に光ファイバセンサを敷設す
れば，万一 LNG 漏洩が生じた場合，急激な温度低下と発
生場所を直ちに検出することができる。図 4 に LNG タン
クにおける漏れ検知アプリケーションを示す。光ファイ
バセンサケーブルはフレキシブルに敷設できるため，こ
の様な曲線状の敷設も容易である。

図 4 LNG タンク漏れ検知の例

また，光ファイバ分布型温度センサは，LNG タンクと
LNG 運搬船を結ぶ LNG パイプラインの漏れ検知用途に
も，主に海外で利用されている。LNG は大気よりも重い
ため，図 5 に示す様にパイプラインを覆う断熱材の外側
下部に光ファイバセンサケーブルを敷設する。光ファイ
バケーブルを敷設する際は，金属ストラップなどの固定
金具を用い 1 m 間隔で固定する。漏れを素早く検知する
ため，10 秒程度の温度測定間隔が要求される。

図 5 LNG パイプライン敷設例

最近，LNG パイプラインとして断熱効率が高い VIP 
(Vacuum Insulated Pipeline) が使用され始めている。断熱
材として真空状態を利用しているため，漏れが発生した
場合その部分のパイプ表面全体 （上下左右 ) に瞬時に冷
気が伝搬する。そのため，VIP を使用した場合は，光フ
ァイバセンサケーブルを敷設する位置はパイプライン下
部に限定する必要は無い。

3.4 液体アンモニアパイプライン漏れ検知システム
光ファイバセンサの具体的実践例は文献 (3) に報告され

ている。以下にその概要とケーブル敷設等のノウハウを
紹介する。

パイプラインを地下に埋設する案件であったため，実
際に模擬のパイプライン，光ファイバセンサケーブルを
地下に埋設し，アンモニアの漏れを発生させて検証を行
った。図 6 に光ファイバの敷設位置を示す。パイプライ
ンの周囲をラッパーと呼ばれる合成繊維などで覆い，漏
れたアンモニアによる温度低下を効果的に光ファイバセ
ンサケーブルに伝達させる配置とすることで，漏れを確
実に検知できることを確認した。

表 2 評価試験項目

試験項目 内容

差動式分布型感知器の感度試験 一定の温度上昇を捉える感度試験

熱アナログ式スポット型感知器の
感度試験

何れかの場所で一定温度を超えた温度を
捉える感度試験

定温式感知器の感度試験 一定温度の環境になったとき規定時間内
に温度を捉える感度試験

融着ボックス 

DTS X200 

タンク内槽 
保護外槽 

漏れ検知 

光ファイバセンサケーブル 

断熱材 固定金具 
LNGパイプライン 

光ファイバセンサケーブル 
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ガス化したアンモニアは大気よりも軽いため，光ファ
イバセンサケーブルをパイプライン上部に敷設する。

更に，光ファイバセンサケーブルに問題が発生した場
合，実際には容易に交換できないため，２本の光ファイ
バセンサケーブルを敷設し，冗長化を図っている。

図 6 アンモニアパイプライン敷設例

3.5 炉の表面温度（耐火レンガ消耗）監視システム
光ファイバセンサの具体的実践例は文献 (3) に報告され

ている。以下にその概要とケーブル敷設等のノウハウを
紹介する。

図 7 に示すように，光ファイバセンサケーブルを炉の
表面に蛇行するように敷設する。炉の表面の温度分布や
ホットスポット有無を監視することができ，耐火レンガ
の交換サイクルの判断の最適化を行うことで保守コスト
の低減を図ることが可能である。

炉の表面温度監視でホットスポットが検出された画面
例を図 2 に示す。

図 7 炉の表面温度監視の例

高温炉によっては，炉表面の鉄皮を水で冷却している
場合がある。その様な場合でも鉄皮内側の耐火レンガの
消耗や剥離による温度上昇が炉表面から検知できるかど

うかを検証するため，同様の環境条件を用意し鉄皮の内
側を加熱し，加熱箇所の温度上昇が鉄皮表面からでも検
知できることを確認している。（図 8 )

図 8 水冷時の炉の表面温度監視の例

4. おわりに

光ファイバ分布型温度センサは，サイト安全，設備診
断等の多様な温度監視ニーズで採用され急速に広まって
きていることを述べた。

以上の事例に留まらず，今後より多くのアプリケーシ
ョンへの活用が広まっていくものと予想している。当社
は , 監視システムと様々な生産制御システムとの統合管
理および光ファイバセンサケーブルを最適な場所に敷設
することが普及への重要な鍵となると考える。今後も，
検証を重ねながら多様な温度監視ニーズに対応するソリ
ューションを提供していきたい。
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