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まえがき

近年，都市部での局所的な集中豪雨による浸水被害が多

く発生しているため，浸水防止のためのより確実な雨水対

策が求められている。一方，情報伝送経路として下水道管

きょへの光ケーブルの布設が本格的に進められ，下水道管

理の効率化，高度化を図るための光ケーブルを使用した情

報伝送が模索されている。

このような背景のもと，下水道管きょ内の水位を測定し，

管きょに布設した光ファイバケーブルを伝送経路として遠

方の処理場やポンプ所へ伝送する光式水位計システムを開

発した。

また，光計装システム（FFIシステム）は，耐雷性や本

質安全防爆という特徴を生かし，精油所や備蓄基地などに

多くの実績を残してきたが，電池寿命などの市場からの高

度化要求に応えるため，新製品としてリニューアルした。

以下に，下水道用光式水位計システムと光計装システム

「FFXシリーズ」の拡充（New FFI）について紹介する。

下水道用光式水位計システム

２.１ システム構成

図１にシステム構成を示す。

水位計は，従来と同じマルチモード（SI）ファイバを使

用した中空ケーブルを使用し，光中継器へ接続する。光中

継器と上位の光電気変換器の間は，下水道内へ布設されて

いるシングルモード（SM）ファイバのケーブルを使用し，

光中継器にて SIと SMの変換を行う方式をとっている。

水位計，光中継器とも内蔵のバッテリー駆動であり，外部

電源不要の構成としている。

光電気変換器は，水位計から伝送された水位測定値やア

ラーム信号を，Ethernet
〈注〉

または RS-232Cで上位の監視シ

ステムなどへ伝送する。

1 台の光電気変換器に対して最大 6台の水位計を接続し

ての多点計測が可能であり，6 台接続での伝送距離は最大

10 kmである。接続台数が少なければ，それに見合って伝

送距離を延ばすことが可能となる。

主な特徴を以下に記す。

光ファイバ式で，誘導雷，電源ノイズの影響なし

実績のある静電容量式圧力センサによる高精度測定

リアルタイム計測・伝送

既存の光ファイバ網の 1 心に複数の水位計を接続して

多点計測が可能

長寿命バッテリー駆動により電源引込みが不要

図２に水位計，光中継器，光電気変換器の外観を示す。

２.２ システムの仕様

表１に主な仕様を示す。

光電気変換器ー光中継器間の光ファイバは，コア/ク

ラッド径が 9.5/125 µmの SMファイバを使用し，サンプ

リング周期（各水位計の計測周期）は，従来の光式水位計

と同じく 2 秒とした。

下水設置用の汚泥保護対策として，水位計の検出部は汚

泥保護用のダイアフラムとフィルタの二重構造とした。

バッテリー寿命は水位計が 8 年，光中継器は新たに SM
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図１　光式水位計のシステム構成

〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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ファイバ用のレーザダイオード（LD）を使用した光ユ

ニット（E/O，O/E）の関係で 5 年と，水位計よりは若干

短くなった。

２.３ 光中継器

光中継器は，本システムにおいて特徴的な機器であるの

で，その詳細を紹介する。

２.３.１ SI/SM変換

図３に光中継器の内部構成ブロック図を示す。

光電気変換器ー光中継器間の幹線の SM用光信号から水

位計用の SI 用光信号への変換と，多点化用幹線への信号

の分岐・結合を行っており，詳細は以下のとおりである。

信号の流れ

① 幹線の上位側から SMファイバを通って入射した光

信号（レーザ光）は， 2 分岐によって下位側の SM

ファイバと水位計側の支線ファイバとに分岐される。

② 支線に分岐された光信号は LD光ユニット（SM用

E/O，O/E）によってディジタル電気信号に変換され

る。

③ この電気信号は中継回路を介して発光ダイオード

（LED）光ユニット（SI 用 E/O，O/E）で電気/光信

号変換され，水位計側の SI 光ファイバに光信号

（LED光）として送出される。結果として，上位から

入射したレーザ光は光中継器の中で SM/SI 変換され，

SI 用の LED光として水位計へ出力される。

④ 水位計側から LED光の光信号が SIファイバを通し

て光中継器へ入射した場合は，逆のルートで信号変換

され，LD光ユニットからレーザ光が出力されて，2

分岐を経由して上位側の SMファイバに出力される。

中継回路の機能

中継回路は，上記の信号伝達のほかに以下の機能を有し

ている。

① 先行優先回路により，上位側からのレーザ光または

水位計側からの LED光のうち先に信号が到着した方

向のみ信号伝達を行い，反射光による誤動作を防止す

る働きを持っている。

② 多点システムを構成しているので，各光中継器はお

のおの異なるステーション番号を持っており，上位の

光電気変換器から送信された信号のうち，自局のス

テーション番号の信号のみ受信し，他局あての信号は

無視している。

２.３.２ 大気圧補償チューブ

下水道内の水位測定を行う場合，前述の光中継器はマン

ホール内へ設置することが必要とされる（地上へ出せる場

所がないので）。

その場合，できるだけ地上近くへ設置しても大雨のとき

には冠水してしまうことが予想されるので，このときに考

慮しなければならないのは，水位計本体へ大気圧を導入す

る手段である。水位計に接続する中空光ケーブルの中に，

大気圧を導入するための中空パイプが入っているが，防水

構造とするためにこれを密閉してしまうと水位計への大気

圧導入ができなくなるので，防水と大気圧変化への追従の

両者を満たすことが必要である。

図４に光中継器の外形図を示す。

上述の，マンホール内へ設置したときの防水と水位計へ
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図３　光中継器の内部構成ブロック図図２　構成機器の外観

表１　光式水位計システムの仕様 

項　目 

測定範囲 

サンプリング周期 

バッテリー寿命 

精　度 

材　質 

汚泥保護構造 

伝送距離 

接続台数 

伝送信号 

適用光ファイバ 

光電気変換器出力 

機能・性能 

0～1.5～最大50mまで可能 

2秒 

水位計：8年，光中継器：5年 

±0.3％ 

外筒：SUS316

保護ダイアフラムとフィルタの二重構造 

10km（最大） 

最大6台 

光ディジタル信号 

RS-232C/Ethernet

SMファイバ，コア/クラッド径：9.5/125　m 
（光中継器ー光電気変換器間） 

台数によりさらに 
長距離化が可能 

光電気変換器

光ファイバ式水位計

シングルモード用光中継器
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の大気圧導入の両者を満たす方式として，光中継器に大気

圧補償チューブを設け，水位計からの中空パイプと接続し

て密閉する方式を導入した。

大気圧補償チューブはゴム風船状のもので，大気圧の変

化に伴ってこの風船が伸縮することにより，中空パイプ内

の圧力が変化して大気圧に追従する構成とし，マンホール

内設置での一時的な冠水に耐えることを可能とした。

２.４ 伝送仕様

多地点の水位信号を同一ファイバ心線で伝送する方式は，

ファイバ心線の利用において最も効率的・経済的であり，

本水位計システムでも前述のように多点計測を可能として

いる。

1 本のファイバから分岐していく形態のマルチドロップ

方式を採用しており，通信は従来の光式水位計と同様にマ

スタ・スレーブ方式とし，時分割で各光中継器（水位計）

との通信を行う方式とした。最大 6台の接続であるが，時

分割はサンプリング周期 2秒に対して割り切れる 8 分割と

した。

以下に伝送仕様，図５に伝送のタイミングチャートを示

す。

伝送方式：マスタ・スレーブ方式

伝送速度：25 kビット/秒

サンプリング周期：2秒（各水位計とも 2 秒に 1 回測

定し，データを伝送する）

警報出力：バッテリー電圧低下，水位計故障，伝送異

常

光計装システム FFXシリーズの拡充

（FFI 対応）

３.１ 概　要

図６に新しくなった FFI 対応のフィールド機器を示す。

光フィールドバス FFXシリーズとハードウェアを統合

し，インタフェースカードの交換で光フィールドバス対応

も従来の FFIシステムへの対応も可能とし，FFI 対応版

を New FFIシステムとして新たに発売した。

上位システム（制御装置）とのインタフェースに Ether-

netを採用して汎用性を高めるとともに，バッテリー駆動

のフィールド機器では，長年の課題であったバッテリーの

長寿命化（従来の 2 年/4 年）を達成した。

伝送プロトコルやシステム構成は従来の FFIと同じで

あるが，リニューアルするにあたって以下の改善を行った。

バッテリー寿命：従来の 2 年から 4 年に長寿命化

伝送距離：従来の 1.2 kmから 1.5 kmに長距離化

光ケーブル，コネクタ：専用のケーブル，コネクタか

らコード集合形ケーブルおよび FCコネクタの汎用化

メンテナンス性：前面アクセス可能なケース構造を採

用

圧力・差圧発信器：電気式発信器 FCX-AⅡと同じ圧

力セルを使用して総合精度の向上

温度発信器：温度センサの種類拡大，2 線式から 3 線

式に改良して精度向上
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図４　光中継器の外形図 図６　フィールド機器（FFI 対応）
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図５　伝送タイミングチャート
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３.２ 新たな適用事例

３.２.１ 現場指示計

バッテリーの長寿命化を達成したことにより，圧力・差

圧発信器や温度発信器は，電源供給不要のバッテリー式現

場指示計として，従来の光計装システムとは異なる新たな

適用が期待される。

図７に適用例を示す。

単なる監視用としてブルドン管式のゲージを設置してい

る場所などへ，長寿命，高精度の指示計として最適である。

特徴は次のとおりである。

電源供給不要

バッテリー寿命 10 年（測定周期 1秒）

本質安全防爆で安全

３.３.２ タンクローリー用レベル計

電源供給不要のバッテリー式であることから，タンク

ローリーに差圧発信器を設置して液レベルを監視し，基地

での管理システムと連携してタンクローリーへの自動積込

みを行うことができる。

図８に適用例を示す。

発信器に車両番号を登録しておき，積込基地で光ケーブ

ルをつなぐことによって管理システムと接続される。

特徴は次のとおりである。

バッテリー駆動式なので移動車両に搭載可能

車両番号の自動認識が可能

本質安全防爆で引火物に対しても安全

あとがき

光計装の新たな展開について紹介した。

下水道用光式水位計システムはすでに数例の納入実績が

あり，下水道の水位監視として社会に貢献している。

現場指示計やタンクローリー用レベル計も適用例に示し

た納入事例があり，光式水位計とともに新たな展開として

今後の普及に向けた活動を展開していく。
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〈給水ラインのストレーナ用差圧ゲージの例〉 

＝200kPa

ストレーナ 給水ポンプ 

現場 
指示計 

35MPa

P Δ 

図７　現場指示計
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図８　タンクローリー用レベル計
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