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DATA SHEET

FS62WSR
�ファイバ���	ひずみセンサロゼット
アラミドまたはアーマーケーブル�き
��
� スポット��で��
� �	な��
� 
�、ケーブル�、コネクタの��が��に���
�

��
この���ひずみセンサは、ファイバ・ブラッグ・グ
レーティング（FBG）をベースとしたセンサで、�%
�に�&にスポット��できます。����な'(
)に3つのFBG（0 º/60 º/120 º）を*�しており、+く
の,-.�で�られる��な/0での1.に�した�
	で��23のあるソリューションです。
FS62WSR は、 HBK FiberSensing が�9した
newLight® :�をベースにしています。 newLight
センサは、�い�;<3�と�い=>�?を@,する
�A?ファイバ・コーティングをB.しています。
HBK FiberSensing は、CDEな�FファイバとGH3
を�Iしながら、�JEなセンサ��をKLします。

これにより、ネットワーク��がNOになり、+Pの
センサがQじファイバ)で+�Rすることができ、�
�S�とコストがTUにVWされます。センサ�の 
!がPキロメートル!れている-[にも��、=>�
�です。この:�は、\]に^_"`で��されてい
るので、#a/0で1.できます。�bcd�で�e
Eなf>3をKLします。また、ほとんどのg$のイ
ンテロゲータとGH3があります。
このセンサは、HBK FiberSensingのアラミドまたはア
ーマーケーブルlきひずみセンサやm?センサと%み
[わせて1.できます。&'については、
HBK FiberSensing におnい[わせください。

��とアプリケーション
センサ��
� 0 º/60 º/120 º のローゼットひずみ=>を1.した2
pqrs(t.です

� スポット��により�&に��でき、��uすぐに
=>��

� vの=>に�[
� ��23がw)xみ
� yzおよびオフショア.�での1.に�[
� T*|な�+}(~�、パイプライン、,�、モノ
パイル）の�+f]3�-などのアプリケーション
に�[

ファイバブラッググレーティング#�
� �.の/�cdを'Dにした=>のため、ドリフト

がありません
� 0���および�1�
P��の�2を^けません
� a933��のある-�での.�に�したパッシブ
:�

� �4Eなマルチプレクス�+のため、ケーブルPV
Wに��します

� データーインテロゲータ(データ�56�)とセンサ
�が� !でも1.��

� Qじインテロゲータ)の1�のファイバーを1.し
て�のタイプのFBGセンサと%み[わせることがで
きます
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センサ
Kファクタ － 0.76±0.02
�?1) pm/(μm/m) 1.2
�(�2) μm/m 0.5
�=8�3) μm/m (%) ±2000 (0.2)
ゲージ"�さ mm 36
_�m?、�9m? ℃ -20～+804)

_��?、� �? % < 95
m?クロス�?5) (μm/m)/°C 6.6 ±1
¡¢£¤6) dB 0.2
センサ"のvげ¥¦ mm ＞ 400
センサ'(§み mm 0.1
¨l©� － スポット��7)

�� mm 72.0±1 x 67.1±1 x 6.1±0.5
�<8) g アラミド：31 、 アーマー : 62
ªな«49) － ステンレス>、エポキシ、Ormocer®
ブラッグ
� nm 1500～1600（±1）
ファイバーのタイプ － SMF-28GH
ファイバのクラッド¦／@A¦ μm 125/195
ハンドU（FWHM）、¯°±、サイドローブ²³ － ≤0.3 nm, 20±3 %, >10 dB

1) ´�EなPµです。
�1550nmのFBGにおけるPµです。
2) 
��=での(¶?0.5 pmはインテロゲータFS22SIによるPµ
3) ファイバブラッググレーティングあたりの·T¸び±です。QじローゼットからのF¹が�いひずみ=>Bºでオーバーラップしないよう

に、
�C»をD¼する½Eがあります。�¾みのCD
�オプションは1510/1530/1550 nmまたは1550/1570/1590 nmです。
4) 60℃をFえる/0では、0.5％をFえるクリープµがH¿される-[があります。&'はテクニカルノートをcd
5) m?クロス�?(TCS)とは、m?が1℃Â_したときにIJされるÃひずみをÄします。
6) ´�µCDテレコムファイバ（ITU-T G.652.D）に�して、コネクタおよびデュアルスプライスを�Kなしの-[
7) スポット��Æには、Ç0s20〜70V、 26～80Wをご1.ください。
8) ÈÉに�さ2 mのケーブルlきで、コネクタがないときの�<。
9) ケーブルをÊむセンサの��]�は、RoHS、REACH、LËM}およびÌÍÎÏ#ÐÄÑにDÒしています。
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'(/)(
ケーブルの�� － Φ3 mm アラミドケーブル（Hytrel、Kevlar®、LS

ZH）または
Φ3 mm アーマーケーブル（Hytrel、ステンレス
スパイラル、Kevlar®、ステンレスメッシュ、

LDPE）
ケーブルのvげ¥¦10) mm >30
ケーブル�11) m 0.5～20
コネクタ － FC/APC、SC/APC、NC（コネクタなし）

10) マンドレル(¥¦16mm または30mm のÓNÔのリール)の�りにケーブルをÕきlけてOPした-[、1�のSのIÖ£¤は0.05dB×Ø
11) ケーブル�が2 mを)Ùる-[は、センサから2mのQ�にI0�の�Rチューブ(Φ3x60 mm)で�Sされたスプライスがlきます。
Ä>されたケーブル�でT`します。·T 10 cm のマージンがあります。Ú�ケーブルは、アクリレートÛUで@AしたファイバでおÜ
けします。)VとÝなる、ケーブル�やスプライスÞ�をごßàのWは、HBK FiberSensingまでおn[せください。


�*+

,-.�な�
K-FS62WSR -1 -2 -3 -4 -5 -6

��912)

オプション 1-FS62WSR-ARM/3505
1 ARD - アラミドケーブル; ARM – アーマーケーブル 1-FS62WSR-ARM/3520
1 NC - コネクタなし; FC - FC/APC; SC - SC/APC 1-FS62WSR-ARM/3535
2 0.5 m ≤ ケーブル� ≤ 20 m (0.5 m ステップでÄ>） 1-FS62WSR-ARM/3550
3 1505 nm ≤ 3��13) ≤1590 nm 1-FS62WSR-ARM/3565
4 0.5 m ≤ ケーブル� ≤ 20 m (0.5 m ステップでÄ>） 1-FS62WSR-ARM/3580
5 NC - コネクタなし; FC - FC/APC; SC - SC/APC

12) CD`はpの��になります：アーマーケーブル、ケーブル�2m、ÈáはFC/APCコネクタにâãxみ。ä%３
�のトリオ��は、5 nm
の�Yで>Zされた
�から�åします（æ 1-FS62WSR-3535は1535/1540/1545 nmです）。

13) 1.��な
�トリオは、1505/1510/1515 nm、1520/1525/1530 nm、1535/1540/1545 nm、1550/1555/1560 nm、1565/1570/1575
nmです。1580/1585/1590 nm、1510/1530/1550 nm、1550/1570/1590 nmです。)VとÝなる
�をごßàの-[は、HBK FiberSensing
までおn[せください。

スペクトリス@�A�　
ホッティンガー・ブリュエル・ケアーJL�
〒136-0071 çè[éçêëì6-26-5　íîïëìビル6\
TEL：03-5609-7734 FAX：03-5609-2288
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

V��NはÂñされる-[があります。�òóôのV]はすべてõö^`のä_Eな`÷です。^`の�)をøすものとしてù(されるべ
きものではなく、また、いかなる�Eaúを�すものでもありません。V]にûÝがüる-[にはドイツbþ�が�となります。なおÊま
れる�はドイツbþ�のc^であり、すべてäd�で��されています。
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