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DATA SHEET

FS63DTP
�����プローブ

	�
� すべての��で��に��する�����
� �	
�
��
� �1mmのプローブ
� ��
� �	���
� �����のバンドル�� 


�

����
プローブは、��!または"#$を%むす
べての��で&'な�
��を()する*+のファイ
バブラッグ12(FBG)ベースのセンサです。789な�
:�;スプリッタを>�して、�?のセンサを1つの
バンドルとして、��@AのBじCコネクタにみG
わせることができます。センサの*+H2��によ
り、IいJKでもLい��M�で��できます。
FS63DTP は、HBK FiberSensingNが�#した
newLight ® O�をベースにしており、PQな�R$

と�い��	
をSTする�P
ファイバ・コーティ
ングをW�しています。HBK FiberSensing
は、789な�;ファイバとXY$を�Zしながら、
�[9なセンサ��を()します。これにより、ネッ

トワーク��が^_になり、�?のセンサをBじファ
イバ`で��aすることができ、��M�とコストが
bcにdeされます。センサ�の��が?キロメート
ル�れているJGにも��、�� 
です。このO�
は、h�にi��jで��されているので、�"��
で>�できます。�klm+で、�n9な��$を(
)します。また、ほとんどのo�のインテロゲータと
XY$があります。
このセンサは、Cqスプリッタを>�して、HBK
FiberSensingのrのひずみセンサや�
センサとみ
Gわせて>�できます。��については、 HBK
FiberSensing におsいGわせください。

	�とアプリケーション
センサ��
� Iいスペースに�した*+H2��
�  +��のケーブル!"により、フィードスルーサ
イズを*さくし#��wへのセンサのx$をye

� zい��{|
� }~�および�q�アプリケーションで、��!ま

たは"#$%|:のあるJKで��に>�できるh
������

� バッテリーや@�の��などのIいスペースでの�
��
��

� @�9&'にx$をiけません

ファイバブラッググレーティング��
� �(の)�lmを�8にした��のため、ドリフト

がありません
� ����および�"��?��のx$をiけません
� "#$%|:のあるJKでの�*に�したパッシブ
O�

� �+9な��a�,によりケーブル?deに��
� データーインテロゲータ(データ�-.�)とセンサ
�が���でも>� 


� Bじインテロゲータ`の1�のファイバーを>�し
てrのタイプのFBGセンサをみGわせ 
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�!

Ø 0.5
PEEKバッファ

 スパイラルラップ�

 ケーブル�

A

センサ　1

FC/APC または
SC/APCコネクタ

20.0 ±1.0

Ø
1

.0
 ±

0
.1

センサ�HまでのFBGの��は8.0 ±2.0

�� A

センサ　2

センサ　ｎ

...

�� (mm)

"#

$%キャリブレーション
[-40℃～100℃]

)*キャリブレーション
[-40℃～200℃]

センサ
�
1) pm/℃ 10
��M�2) s 1.5
�0
3) ℃ 0.1
�b�&1�4) ℃ ±1 ±1.5
��{| ℃ -40～100 -40～200
���
5) ℃ -20～+80
���
、���
 % <95
センサ�の�げ � － （¡�¢ ）
ケーブルの�bプルP
6) N 5
£¤¥� － ¦§テープ
�� mm 20±1 x 1±0.1
��7) g 0.5
¨な©+8) － アルミナ、ピーク、 ormocer®
ブラッグ�� nm 1500～1600（±0.5）
ファイバーのタイプ － SMF-28XY
Cファイバのクラッド�／#7� μm 125/195
ハンドc（FWHM）、®¯°、サイドローブ±! － ≤0.3 nm, 20±3 %, >10 dB

1) 1550 nm��のFBGを8²した³�での789な"�
。3´�9µ�&µを¶えたセンサ。
2) :·¸は5T0.63として�¹されています。5T0.63は、センサがº�された�
»aの63.5%に;するまでに¼<なM�です。
3) ����での0½
0.5pmはインテロゲータFS22SIによる?¸
4) このデーターシートに=>する、)���¸をSTするために、データーロガーは、	
が±2pm¿`のものをお>いください。À:9な
トレーサビリティの¢'かさは±0.7℃

5) コネクタによってÃ?
6) ケーブルとセンサカプセルの�のプルフォース。
7) 4 mケーブルでコネクタ�し。
8) ケーブルを%むセンサの����は、RoHS、REACH、@ÆAwおよびÇÈÉÊ�ËºÌに8Íしています。
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+,/.,
ケーブルのÎB － Ø 0.5 mm peek
ケーブルの�げ �9) mm ＞ 16
ケーブル�10) m 1～4
スパイラルラップD© － PTFE
スパイラルラップÏ�11) mm ～5
スパイラルラップ�12) m 0.5～3
コネクタ － FC/APC、SC/APC

9) マンドレル( �16mm または30mm のÑÒÓのリール)の�りにケーブルをÔき¤けてEFしたJG、1�のMの�ÕÖ×は0.05dBØÙ
10) º�されたケーブル�でÚjします。�b 10 cm のマージンがあります。ケーブル�は、コネクタHからプローブ�Hまでの�で��され

ます。`=とÜなるケーブル�をごÝÞのJGは、HBK FiberSensingまでおsGせください。
11) `=とÜなるスパイラルラップの�をごÝÞのJGは、HBK FiberSensingまでおsGせください。
12) 0.1 mßàで�Gされ、マージンは�b10 mmです。 そのrのスパイラルラップ�については、HBK FiberSensing におsいGわせくださ

い。


578

9:;�な�
K-FS73DTP
オプション
センサ?13) 1～16
センサB�14) 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1590 nm.

HりIすことはできません
ケーブル�15) ケーブル�は0.5 máみで#âする¼<があります

ケーブルは1 mと4 mの�になければなりません
すべてのプローブでBじ�さです

スパイラルラップ�16) Jã: はい または いいえ
スパイラルラップの�さは、0.1 máみで�Gする¼<があります
スパイラルラップ�の{|は、0.5 m ～ 3 m

ターミネーション シングルエンドコネクタのオプションは´のとおりです。FC - FC/APC; SC - SC/APC.
センサのバンドルごとに1つのコネクタタイプ

OQ�R RE-78��{|[-40℃～100℃]
EX-æç��{|[-40℃～200℃]

13) è々のセンサ（FS63DTP）は、1つのセンサ（FS73DTP）のバンドルとしてâéする¼<があります。
14) `=とÜなる��をごÝÞのJGは、HBK FiberSensingまでおsGせください。
15) ケーブル�は、O�êKにëって�った、コネクタブーツからセンサカプセルまでの�さです。
`=とÜなるケーブル�をごÝÞのJGは、HBK FiberSensingまでおsGせください。

16) `=とÜなるスパイラルラップの�さをごÝÞのJGは、HBK FiberSensingまでおsGせください。

スペクトリス
��　
ホッティンガー・ブリュエル・ケアー���
〒136-0071 íîLïíðñò6-26-5　óôõñòビル6M
TEL：03-5609-7734 FAX：03-5609-2288
URL www.hbm.com/jp E-mail hbm-sales@spectris.co.jp

=>�^は»öされるJGがあります。�÷øùの=OはすべてúNPjのûQ9なRüです。Pjの�Sを·すものとしてý0されるべ
きものではなく、また、いかなる�9Tþを�すものでもありません。=Oに�Üが�るJGにはドイツU��が&となります。なお%ま
れるêKはドイツU��の�Pであり、すべてûV�で��されています。
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