
B05244 03 J00 00�03.11.2022 1

DATA SHEET

FS76ARD
アラミドケーブルセンサアレイ

��
� センサチェーンに�	に
り�け�
� センサの����を���
� ��、ケーブル�、コネクタの��を��に���


��
アラミドケーブルセンサアレイは、newLight®のひず
みセンサと !センサを、スプライスでつなぎ$わせ
た%	を&つ'ファイバケーブルです。*み+て,み
のセンサアレイを-.すると、��コストを
0でき
ます。この12により��3�が45され、6.の'
7ツールや6�9:が;�になるだけでなく、スプ
ライス<=の>?を>.できます。@AのBCが�な
らないセンサを��することにより、�Dのセンサア
レイをインテロゲータのHじ'コネクタに<=できま
す。
HBK FiberSensingが�IしたnewLight®9は、�J
!ファイバーコーティングをL.し、ひずみセンサの
M�NOのPQと 

RSTUのVW、 !センサのX!とM�Y!のVW
をZ[しています。HBK FiberSensing
は、\]^な�@ファイバと_`Uをa&しながら、
�b^なセンサ��をcdします。これにより、ネッ
トワーク��がghになり、iDのセンサをHじファ
イバWでi�jすることができ、��3�とコストが
Qkにl0されます。センサ�の��がDキロメート
ル�れているo$にも��、M��です。この9
は、pqにrs�tで%uされているので、�vwx
で-.できます。�yz{|で、�}^な~�Uをc
dします。また、ほとんどの��のインテロゲータと
_`Uがあります。

��とアプリケーション
���
� ��3�とコストをl0
� ��な��は;�
� ��なケーブル、��がgh
� ��^��のリスクがない.�に��

ファイバブラッググレーティング��
� ��の��z{を�]にしたM�のため、ドリフト

がありません
� ����および����D��の��をrけません
� vIU�O�のあるo�での.�に�したパッシブ
9

� ��^なi�j%	によりケーブルDl0に��
� データーインテロゲータ(データ¡ !�)とセンサ
�が���でも-.�

� HじインテロゲータWの1�のファイバーを-.し
て¢のタイプのFBGセンサと*み$わせ�
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FS62CSS

FS63CTS

L1

L2

L1

ケーブル�に"#するスプライス'：
0.5 m≤L1 ≤2 m ->スプライスなし
2 m < L1 ≤ 100 m -> センサから2 mの��にスプライス1か�
1 m ≤ L2 ≤ 4 m -> 2つのセンサの£�にスプライス1か�
4 m < L2 ≤10 m ->センサから2 mの¤�に2か�のスプライス
∑L2 ≤ 50 m

ポリイミドスプライス¦"
(∅8x150 mm)

SC/APC コネクタ

FC/APC コネクタ

Kevlar
Ormocer® または

アクリルコーティング

SMF-28ファイバ
(〜9 μm コア)HytrelシースLSZHシース

(


センサ
ひずみセンサ1) － FS62CSS (アラミドケーブル)

FS62WSS (アラミドケーブル)
 !センサ1) － FS63CTS_0 (アラミドケーブル、§¨なし)

FS63CTS_1 (アラミドケーブル、§¨,)
FS63WTS_0 (アラミドケーブル、§¨なし)

FS63WTS_1 (アラミドケーブル、§¨,)
©ªと©«のセンサ�の©Q$gパワー¬ dB センサ2〜6：5；センサ7～12：7；

センサ13〜18：9
ブラッグ�� nm 1500～1600
ケーブル
ケーブル�5)

m センサ�：1 … 10
®¯�：0.5～100

ケーブル°± mm 3
ケーブル²³2), 3) － Hytrel、Kevlar®、LSZH
´�ケーブルのファイバタイプ － SMF-28_`
´�'ファイバケーブルのコア±／クラッド±／
)*± μm 125/250

´�ケーブルのファイバ)* － アクリルµ¶
´�ケーブルの·げ¸±4) mm ＞ 30
スプライス
5¹º» mm Ø8x150
スプライスの²³2) － ,-；ポリオレフィン、./ビニル；ポリイミド
コネクタ
���なタイプ － FC/APC、SC/APC

1) これと¿なるセンサをアレイにÀ$するo$は、HBK FiberSensingにおÁい$わせください。
2) ケーブル、センサ、スプライス、およびコネクタすべての%u�Âは、RoHS、REACH、ÃÄ0ÅおよびÆÇÈÉ�ÊËÌに]Íしてい

ます。
3) アラミドケーブルは 70 ℃ÎWで���UのÏjがÐまります。センサのs�とM�Ñは、s�NO�では、このÏjの��をrけません。
4) マンドレル(¸±16mm または30mm のÓÔÕのリール)の�りにケーブルをÖき�けて12したo$、1�の3の3×�Øは0.05dBÙÚ
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/01な��
K-FS76ARD
オプション
センサD 2 ≤ アレイ�のセンサÛD ≤18

ただしÎÜのo$:
ひずみセンサ≤ 9
 !センサ≤ 9

ファイバÝ® センサアレイのÞ®のオプション： NC - No connector; FC - FC/APC; SC - SC/APC
ケーブル�5) アレイのq�は、250 m

にà4されていますケーブル�の��は、0.5máみです
âãのケーブル�は0.5 m ～ 100 m、
センサ�の�さは1 m ～ 10 m、
©ªと©«のセンサの�の��は、50 mÎÜ

センサタイプ アラミドケーブルを-.したひずみセンサと !センサ
センサ��6) ひずみセンサ：1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580 または 1590 nm；

 !センサ：1515, 1525, 1535, 1545, 1555, 1565, 1575, 1585 または 1595 nm
5) ケーブル�は、コネクタからセンサ£ä、またはセンサ£äからセンサ£äまでの��で�Mされます。センサからの��が2 mを5える
ケーブルのo$、スプライスはセンサから2 mの��、またはケーブルの£�å?に��されます。スプライスはポリイミド(Φ8x150mm)
で¦"されています。Ë�されたケーブル�でætします。センサ�のケーブル�には©Q 20 cm のマージンがあります。センサとコネク
タの�のこのマージンは、20 mまでのケーブルのo$は10 cm、これより�いケーブルのo$は25 cmです。´�ケーブルは、アクリレー
トµ¶で)*した'ファイバでおèけします。W6と¿なる、ケーブル�やスプライス¤�をごéêのo$は、HBK FiberSensingまでおÁ
$せください。

6) W6と¿なる��をごéêのo$は、HBK FiberSensingまでおÁ$せください。

スペクトリス9:;�　
ホッティンガー・ブリュエル・ケアーGI�
〒136-0071 ëì7íëîïð6-26-5　ñòåïðビル68
TEL：03-5609-7734 FAX：03-5609-2288
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

69�gはÏóされるo$があります。�BCôの6:はすべてõö;tの÷ø^な<ùです。;tの¦=をúすものとしてû>されるべ
きものではなく、また、いかなる»^?üをuすものでもありません。6:に¬¿がýるo$にはドイツ@þ�が¨となります。なお�ま
れる�Aはドイツ@þ�の�;であり、すべて÷B»で�uされています。
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