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DATA SHEET

FS61DSP
�ファイバ��	センサ

��
� ������
� ��なデザイン
� �な��、ケーブル�、コネクタを��

�
�ファイバ���センサは、々なタイプの��"に
おける�#��を�$するために��されたFBG(ファ
イバ
ブラッググレーティング)センサです。*+シャフトを
�$�に/	させ、センサ01を�
�にボルト34
して5�する6�で、78い�9の:�アプリケーシ
ョンで5�できます。このセンサはプッシュプル�>
になって
いる2つのFBGを5�して、����をっており、?
れた�@A4BをCDしています。
FS61DSP は、 HBK FiberSensing�が�Eした
newLight ® F�をベースにしています。 newLight

センサは、�い�IBと�い$4��をJKする�L
�ファイバ・コーティングをN�しています。HBK
ファイバーセンシングは、OPQな�RファイバとS
TBを�Uしながら、�VQなセンサ��をWXしま
す。これにより、ネットワーク��がZ[になり、�
\のセンサが]じファイバ^で��_されている`a
でも、�
b�とコストがc7にdeされます。セン
サ�の��が\キロメートル�れている`aにも�

、$4*�です。このF�は、ijにk+�lで�>
されているので、�mnoで5�できます。�pqr
sで、�@QなA4BをWXします。また、ほとんど
のt�のインテロゲータとSTBがあります。

��とアプリケーション
センサ��
� リードインおよびリードアウトファイバにより、w

のセンサをxyにz// 
� {|け�lによる����が}!
� "{�#に$a
� %\の~�（��、'�など）に)*するc+�な
��"の��AjB:�などのアプリケーションに
$a

ファイバブラッググレーティング��
� �,の-�qrを�Pにした$4のため、ドリフト

がありません
� ./��および����\��の�0をkけません
� mEB19�のある`�での�#に$したパッシブ
F�

� 02Qなマルチプレクス��のため、ケーブル\d
eに��します

� データーインテロゲーター(データ�34
)とセン
サ�が���でも5�*�

� ��のインテロゲータの�0のファイバ^で、�の
FBGセンサと5みaわせて5�できます
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センサ
FBGごとの��1) pm/mm 29
���\2) mm/nm 17.5
�6�3) mm <0.02
�$�9 mm 80
�+�4) N <30

�c��7� mm ±0.4
� ¡¢5) dB <0.1
+���、D8�� ℃ -20～+80
イングレスD:;<6) (IPコード) － IP66
��クロス��7) mm/℃ <0.01
�c���_>�8) ℃/h 80
センサ�の£げ¤¥ － （¦£}*）
§|6¨9) － ボルト(M5) で34
©�6¨ － ノーマルオープン
«¨ mm 266±0.5～345±0.5 x Ø40±0.5
�?10) g 722
¬な211) － ステンレス、ポリアミド
FBG°±�� nm 1500～1600（±0.5）
ファイバーのタイプ - SMF-28ST
�ファイバのクラッド¥／AB¥ μm 125/195
ハンド7（FWHM）、°±³、サイドローブ´µ － ≤ 0.3 nm, 20±3%, > 10 dB

1) 1mm の��によって¶じる· FBG の�Cな���+。
2) �¸、¹Cº。DEは��シートにFGされています。
3) データーロガーFS22SIなどの0.5pm6¼�の�½を5�して§¾した60000¿のサンプルによる�$ºヒストグラムの

2σºに�づきます。
4) �+�はセンサのシャフト��º、>�、Âび6ÃにÄÅします。
5) OPテレコムファイバ（ITU-T G.652.D）に�して、デュアルスプライス|、コネクタ�し。
6) DIN EN 60529。
7) ��Æ���（Temperature Cross Sensitivity）とは、��がないÇÈで��が1℃�+したときにHIされる、RÉの¹CQな��?をÊ

します。
8) ËÌQな����のための�c���_>�。
9) Í��の§り|けブラケットがÎまれています。
10) ケーブル�2 mで、ÏJにコネクタがないときの�?です。
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#$/%$
ケーブルのKL11) － Ø3mm 4Ð

(Hytrel、ステンレススパイラル、Kevlar®、
ステンレスメッシュ、LPDE)

ケーブルの£げ¤¥12) mm >30
ケーブル�13) m 0.5～20
コネクタ － FC/APC、SC/APC、NC（コネクタなし）

11) ケーブルをÎむセンサのijな�>は、RoHS、REACH、MÑN"およびÒÓÔÕ�ÖÊ×にPØしています。
12) マンドレル(¤¥16mm または30mm のÙOÇのリール)の�りにケーブルをÚき|けてPQした`a、1�のbのHÛ¡¢は0.05dBÜÝ
13) ケーブル�が2 mを^Þる`aは、センサから2 mの�
にスプライス(Φ8×150mm)があります。
Ê4されたケーブル�でRlします。�c 10 cm のマージンがあります。à�ケーブルは、
アクリレートáSでABした�ファイバでおâけします。^Fとãなる、ケーブル�やスプライス�
をごäåのTは、
HBK FiberSensingまでおæaせください。

�&'(

)*+	な
�
K-FS61DSP

.0214)

オプション 1-FS61DSP-O80/2510
1 NC - コネクタなし; FC - FC/APC; SC - SC/APC 1-FS61DSP-O80/2530
2 ケーブル�：0.5 m～20 mの�9で、çみ70.5 mにてごÊ4ください。 1-FS61DSP-O80/2550
3 :�15)：1510 nm～1590 nmの�9で、çみ710 nmにてごÊ4ください。 1-FS61DSP-O80/2570
4 ケーブル�：0.5 m～20 mの�9で、çみ70.5 mにてごÊ4ください。
5 NC - コネクタなし; FC - FC/APC; SC - SC/APC

14) OPlは¸の�>になります：4Ðケーブル、�さ2mのケーブルのÏJはFC/APCコネクタにèéêみ。
ëx4Vされた��ペア：1510/1520; 1530/1540; 1550/1560; 1570/1580 nm

15) �4êみの��ペア：1510/1520; 1530/1540; 1550/1560; 1570/1580 nm

スペクトリス@�B�　
ホッティンガー・ブリュエル・ケアーQR
〒136-0071 íîWïíðñò6-26-5　ó�ôñòビル6X
TEL：03-5609-7734 FAX：03-5609-2288
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

FG�Zは�öされる`aがあります。0÷øのFYはすべてù�Zlの�[Qな\úです。ZlのD]を^すものとしてû6されるべ
きものではなく、また、いかなる¨Q_üを>すものでもありません。FYに�ãがýる`aにはドイツ`�0が�となります。なおÎま
れる��はドイツ`�0の%Zであり、すべて�a¨で�>されています。
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