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　世界経済は現在、国や大陸の間で、
幹線道路、鉄道、人々、製品、資源
を輸送するパイプラインのグローバル
なネットワークの効率的な利用に依存
している。このようなネットワークに
沿って、通常は光ファイバ通信ケーブ
ルが存在し、その中には、ギャップの
ない連続的な監視を行い、世界の商用

「幹線」網のための「神経系」として機
能する、アクセス可能な予備の光ファ
イバが含まれている。
　光ファイバセンシング技術の1種で
ある分散型音響センシング（DAS）が
最初に登場したのは、およそ10年前
のことである。同技術はそれ以来、研
究レベルから、複数の実世界の応用分
野において幅広く採用されるまでに急
速に進歩した。
　当初はセキュリティセンサの新しい
形態とみなされていた光ファイバは、
重要な国家インフラの周囲や国境に沿
って埋め込まれ、侵入者の早期発見に
利用されている。石油・ガス業界も、
DASの可能性にいち早く気づき、そ
の結果、油田、ガス田の油井穴に敷設
されたファイバを、ハイドロリックフ
ラクチャリングの効果の監視、生産フ
ローの監視、掘削孔の地震活動の監視
に利用する方法について、かなりの成
果を得た事例が報告されている（1）〜（3）。
　また、既に設置済みの非常に長いフ
ァイバが監視できるというDAS独特
の能力が、ファイバを併設する長い線

形の資産に対する、独特のセンシング
機能として利用できることは明らかで
ある。パイプライン監視が主要な応用
分野として特定されていたが、より最
近では、光ファイバ経路に沿って敷設
された幹線道路や鉄道の監視にDAS
が有効であると認識されている。
　どの応用分野に対しても、中核にあ
るプラットフォーム技術は同一である。
ファイバによって取得された信号が、
収集時にリアルタイムに解析され、事
象の検出、位置特定、分類が行われる。
続いて、直ちに使用可能な情報が操作
員に伝達される。この情報の形式は、
脅威に対する警告であったり、インフラ
の状態に関するレポートであったり、

資産を通過するフローであったりす
る。情報伝達の正確性と即時性を利用
して、資産の保護、その使用の最適化、
運用コストの削減が行われる。
　
分散型音響センシング
　すべてのDASシステムにおいて、
コヒーレント光時間領域反射測定法 

（C-OTDR：Coherent Optical Time-
Domain Reflectometry）と呼ばれる技
術が用いられる。この測定法では、非
常にコヒーレントな光の短いパルスを光
ファイバに連続的に伝送し、非常に小
さいレベルの後方散乱信号を観測する

（図1）。システムは、光ファイバケーブ
ルの近くで生じた事象に起因する振動
音響外乱によって引き起こされた、フ
ァイバ内のピコストレインレベルのシ
グネチャの検知をよりどころとする。
　このような外乱は分子レベルで変化
し、ファイバが敷設されたときに形成
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図1　ファイバを流れる光パルスの到達範囲内における、レイリー散乱体からの散乱光のコヒーレ
ント合計を測定するC-OTDR技術の基本実装を示す概略図。パルス間の長さや屈折率の変化に
よって、帰還パルスの大きさと位相が変わり、往復遅延時間によって定義される範囲ビン内の各
仮想センサに対する、パルス繰り返し周波数における時系列が生成される。



された波長未満の不均質性に起因する
ファイバコア内の領域を散乱させる。
これによって、監視装置（検出前処理
部）で解析される、レイリー後方散乱
レーザ信号の特性に解釈可能な変更が
加わり、同時にサンプリングされた、
独立した一連の音響信号がファイバに
沿って生成される。
　各音響信号は、ファイバに沿った特
定のチャンネルに対応する。ファイバ
の空間分解能（ゲージ長さ）は、短い（1
～ 20m）光パルスを注入することで定
義される。狭スペクトルの光パルスと
することによって、空間干渉計のゲー
ジ長さに対してだけでなくパルス間で
も、コヒーレンスな干渉が得られるよ
うにする。つまり、ひずみや屈折率の
変化によって散乱体の間に光パルスの
遅延が生じない限り、後方散乱体に変
化は生じない。
　すべての「仮想的な」ひずみセンサの
出力時系列が、パルス繰り返し周波数
における1 ～ 20mのチャンネル分離に
対する光範囲ビンサンプリングによっ
て形成される。特殊なリフレクタやファ
イバ内のブラッググレーティングは

DASには不要で、既に地中に埋設され
ている通信ケーブル内のものを含めて、
あらゆる標準のシングルモード光ファイ
バに改変を加えることなく適用できる。
　長さが最大50km（31マイル）までの
シングルモード光ファイバを、各チャン
ネルの音帯域幅に対して使用すること
ができる。チャンネルを制約するのは、
ケーブル長の往復遅延時間（50kmの
ケーブルで1/2000秒）だけである。例
えば、空間分解能を10mとすると、パ
イプラインに沿って敷設された長さ40 
km（25マイル）のファイバにわたって、
2.5kHzでサンプリングされた4000チ
ャンネルが生成される。2.5kHzにおけ
る各時間サンプルには、その特定のサ
ンプルセクションにおける、ケーブルの
10m区間の平均音場のスナップショット
が含まれる。さらに、これらのパラメー
タはソフトウエアで調整可能で、センシ
ング性能を最適化することができる。
　DASの一次測定対象は、与えられた
ひずみの光位相の変化である。これは、
二次振動音響信号がファイバと相互作
用することによってファイバ内に引き起
こされる。DASは通常、ファイバ長全
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図2　世界中で約1万7000 kmの埋設伝送パイプラインが、DAS（分散型音響センシング）に
よって連続的に監視されている（著作権所有元：アイガルス・ラインホールズ氏/シャッターストッ
ク社[Aigars Reinholds/Shutterstock]）。



体にわたる各ゲージ内のナノメートル
未満の動的歪みを検知する機能を備え
る。この検知精度は、約−90dB m.s–2.
Hz–½の粒子変位値に相当する。
　監視装置で得られる数千ものチャン
ネルの未加工の音響データは、処理装
置へと引き渡され、そこで特定用途向
けの信号処理アルゴリズムがリアルタ
イムに適用されて、パイプラインの保
護、周辺や境界の監視、油井内に設置
されたファイバ上で取得された地震信
号など、ユーザーの問題に関連する情
報が抽出される。
　このような警告やその他の定量的な
情報は、制御センターにある地理情報
システム（GIS：Geographic Information 
System）オーバーレイディスプレイで操
作員が確認するほか、より高いレベル
の統括システムへとさらに伝達して他
のセンサと統合したり、安全な形式で
インターネットを介してウェブサーバ
へと転送して、登録済みのリモートユ
ーザーが任意のウェブ対応機器上でデ
ータを確認できるようにしたりするこ
とが可能である。
　
パイプライン
　新しい主要伝送パイプラインが埋設
される際には、光ファイバ通信ケーブ
ルがそれに沿って敷設される場合が多
い。このケーブルのファイバの1つを
使用することによって、パイプライン
の損傷に対する検出と予防の両方の機
能を実装することができる。
　パイプラインは、バックホー掘削時
や、横中ぐり盤のビットが当たるなど
して、うっかり損傷させてしまう場合が
ある。意図的な損傷は、石油の窃盗者
によるホットタッピングによって引き
起こされる。これは、パイプラインの
停止や高額な修復費用の発生につなが
る恐れのある、大きな問題でもある。

　DASによってファイバを監視するこ
とで、パイプラインに対する脅威とな
り得る活動の検出、位置特定、分類が
可能である。ほとんどの状況において、
人間または機械が埋設パイプの近くを
掘るときには音が出る。ただし、迷惑
なアラームを最小限に抑えるために、
埋設パイプの近隣の無害な活動によっ
て生じる他の不快な音と区別して、そ
の音を正確に拾い出す必要がある。
　DASによって検出される音響信号は
忠実度が高いため、脅威となる音響シ
グネチャを認識するための高度なアル
ゴリズムを適用することができる。例
えば、埋設パイプの近くを手作業で掘
る音は、パイプラインに沿った通路を
歩く牛の音とは区別でき、パイプライン
近くでの機械的なバックホーの操作音
は、通過する車両の音とは区別できる。
この手法は非常に有効であることが実
証されており、現在では、数万キロに

もわたるパイプラインがDASによって
連続的に監視されている。これによっ
て、ホットタッピングの犯罪件数が減り、
DASがなければ生産停止によって発
生する恐れのある膨大な費用の節減に
つながっている（図2）。
　パイプラインは、疲労、腐食、地盤
移動、設置時の不具合によっても漏洩
が生じ得るため、DASは、負圧パルス、
地盤隆起、開口部ノイズ、急激な温度
変化などの特性を検出する、多様なア
ルゴリズムによって取得した音響デー
タのリアルタイム解析によって、漏洩
を監視することができる（4）。現在では、
従来の非光学的技術よりも格段に小さ
な漏洩を検出して、その箇所を正確に
特定することができる。
　
幹線道路
　人々や物資を移送するための幹線道
路に、われわれがどれだけ依存してい
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図3　幹線道路に沿って取得された未加工のDASデータのウォーターフォールプロット（a）は、
車道の両側の交通によって生成される信号を示している。処理後出力（b）は、交通渋滞発生箇所
と移動時間を示している。



るかを考えると、道路そのものは、道
路や交通状態を連続的かつリアルタイ
ムに途切れることなく監視するための
センサがそれほど設置されておらず、
比較的「無能」であることはやや意外
である。磁気ループは、幹線道路の交
通の流れを監視するための従来の方法
である。しかし、この方法では、ルー
プを舗道に埋め込み、計測器を収容す
るための装置を道路脇に設置しなけれ
ばならないため、コストがかかる。
　これに代わってDASは、幹線道路
に沿って敷設された通信ケーブル内の
ファイバを使用することによって道路
監視のやり方を転換する。走行車両を
検知し、カスタムアルゴリズムによって
交通量や移動時間を処理し、交通渋滞
を検出する（図3）（5）。
　出口ランプ監視、走行中計量（Weigh 
In Motion）データ収集、道路くぼみの
検出など、「スマートハイウェイ」イン
フラのビジョン実現に向けて、DASの
さらなる応用分野が検討されている。
道路沿いのファイバによって収集され
たデータは、交通と道路状態の空間分
解された情報を提供する。それを既存
の交通管理システムに供給すること
で、道路管理当局はより迅速に事故に
対応し、交通の効率を高め、移動時間
を短縮することができる。
　
鉄道
　鉄道会社は通常、独自の通路を所有
し、独自のケーブルを敷設している。
線路に沿ったそれらのケーブルの1つ
のファイバを使用し、さまざまなセン
サを組み合わせることによって、セキュ
リティ、状態監視、シグナル伝達など、
多数の機能が現在実現されている。
　列車の脱線につながる車輪のパンク
や線路の切断の検出はもちろん、線路
脇の銅線の窃盗や無許可の活動の検出

も、DASが適用されるセキュリティ関連
の応用分野である。脱線については最
近、米運輸省連邦鉄道局（Depart ment 
of Transport Federal Railroad Au thor-
i ty）がこれを取り上げ、推奨される安
全対策を示した（6）。
　状態監視の他の応用分野として、DAS
は、線路沿いの落石といった異常を検
知することができる。迷惑なアラーム
を最小限に抑えつつ、ファイバ沿いの
任意の箇所において、数メートルの高
さから落下して列車の脱線を引き起こ
す恐れのある重量200kg以上の石を検
知する。しかし、DASの効果が最も発
揮されるのはおそらく、シグナル伝達
の分野である。各列車の正確な位置と
動きをリアルタイムに監視可能である

ため、積極的な列車制御システムによ
って列車を管理して、移動時間を短縮
しつつ、線路容量と安全性を高めるこ
とができる。
　現在開発中のDASの機能をさらに改
善することによって、さらに長いセン
シングファイバに沿って、さらに高い
感度と空間分解能による定量的な測定
結果が得られるようになるだろう。ま
た、信号処理の進歩によって、事象の
検出と分類も改良されるだろう。DAS
のハードウエアと信号処理機能を組み
合わせることで、世界中の商業や輸送
を大きく支えるパイプライン、幹線道
路、鉄道、ケーブルネットワークの神
経系が現在、実質的に構築可能となっ
ている。
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図4　通過列車とそれに対応する単一のDASチャンネルの応答を示すビデオフレーム。未加工の
DAS信号には、各列車車両の通過に伴う個々の軸台車の応答がはっきりと示されている。




