
Field Protection – Anywhere on Earth

極限環境において重要な設備を保護する最適な方法
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保護のための50年の歴史
前職Petroleum Refineryの役員だったDr. Ing Joachim Hessが現場で使われていた金属
エンクロージャーの腐食問題を解決するために1965年にインターテック社を設立しま
した。当社はエンクロージャーをガラス繊維強化ポリエステル(GRP, glass reinforced
polyester)で製作し、複合素材層を追加して断熱及びその他の保護性能を強化しまし
た。

Dr. Hessのアイデアは成功したものと立証され、初期に製作したエンクロージャーは
50年が経った現在でも使われています。現在は彼の息子であるMr. Martin Hessにより
運営されています。Mr. Martin HessはメジャーEPC社でプロセス・計装及び分析エン
ジニアとして勤務し、現在はドイツ・ロシア・カナダ、そしてアメリカに所在する二
つの製作工場と二つのシステム統合センターを主軸に世界的なエンジニアリング及び
営業組織を管理しています。

設立以来、当社は百万個以上のエンクロージャーを納品し、半分以上がターンキー形
式で製作されています。デザインを始め、組立から出荷までを完璧に完了して現場で
速やかに使えるようにしました。

ペンギンはインターテックの
最も重要なブランド価値を象
徴するロゴです。当社のエン
クロージャー技術は顧客の計
器装備を劣悪な条件において
も保護します。

工場の自動化による計器装備
の故障及び工程停止時間等の
リスクは引続き増加してお
り、これは周辺環境が悪化す
るほど更に大きくなっていま
す。

インターテックはドイツとカ
ナダに製作工場を持ってお
り、システム統合センターは
アメリカ及びロシアに位置し
ています。
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劣悪な環境条件で作動する設備
目的に一致するエンクロージャー
当社は工場自動制御及び計装品の寿命を延長するために腐食を避け、
熱的性能の最適化が可能な優秀な構造材料をエンクロージャーに適用
しようというアイデアから始まった会社でございます。この概念は、
購買及び設置費が占める費用というのは、制御及び計装ネットワーク
を運営する総費用の一部に過ぎないということに基盤を置いていま
す。特に危険地域(Hazardous Area)では、総運営費に比べて非常に少
ない割合の費用となります。

エンクロージャー・キャビネット・シェルター等の基本製品と共に、
必要な全てのヒーティング・クーリング及びその他のアクセサリーを
含むトータルソリューションを供給します。数十年以上の現場経験に
より多くの技術及び特許を開発し、ハウジングの性能及び耐久性を最
適化してきました。各現場で最適なソリューションを提供できるの
は、当社の設計及びエンジニアリングノウハウがトップの水準である
ことを意味します。

ターンキーソリューションは設置製品が必要とする目的に正確に合致
されます。顧客に提供する最も重要な価値は、安定的に製品が作動す
ることです。当社の製品及びサービスは、世界有数の多くのエネルギ
ー・オイル及びガスの運営会社とエンジニアリング会社からの信頼性
を得ています。インターテックのエンクロージャーは、一般的な産業
及び製造業の環境から極地及び砂漠地帯、そして劣悪で腐食性の高い
環境を持つ海洋設備まで世界中に需要がございます。

複合-GRPは
驚くべき保護能力を
提供します。

• 流入防止(IP68)
• 火災安全(120分)
• 高度断熱性能(極地気候)
• 耐熱性(160℃)
• 防爆(Ex e・Ex p・CSA/

NEMA 4X)
• 風・暴風・地震 耐性
• 静電気防止
• 耐食性
• 紫外線耐性
• 漏洩抵抗
• 無線通信親和性・EMC遮

蔽
• 柔軟性

設備の需要者が投資決定する
のに最も重要な要因は、環境
条件に正確に合致するような
保護能力です。これにより総
運営費用が初期購買費用時よ
り更に節減可能となります。

本来の役割を忠実に果たす
計装設備は自動工程・プラ
ント・ユーティリティ、そ
して運送システムの運営が
非常に重要です。インター
テックの複合材料-GRP・技
術、そして専門的な設計能
力は過酷な運転条件下にお
いても長時間故障のない使
用寿命を確実にします。



44

他素材より優秀なGRP

インターテックGRP製造プロセス

50年以上にわたり、GRP(ガラス繊維強化ポリエステル)は現場基盤の
計装品及び設備のエンクロージャーを構築するのに、大変優秀な構造
材料であることが立証されています。

金属材料を利用しているのは、この分野の競合相手です。インターテ
ックのGRPは長繊維のガラス糸を利用し、ステンレスのような強度を
持ちながらも75%軽量です。その上GRPは腐食に強い為、実質的に腐
食したり品質が低下しません。又、密閉性及び伸縮性に優れていま
す。初期の形状で30年以上のメンテナンスフリーを実践し、故障しな
い屋外用エンクロージャーを製作可能な、ずば抜けた材料であること
を意味します。

当社は最高グレードのGRPと複合層を使い、より優れた保護能力を作
り出すためにGRPの基本的な長所を拡張して様々な製造プロセスを開
発しました。一般的な形態としては、一体化された断熱性能で加熱及
び冷却効率・静電気の防止、そして紫外線の露出及び磨耗に対する保
護を提供します。複合材料の技術としては、火災安全及びEMC遮蔽の
ような更に特別な適用条件を合わせるために利用されます。又、内面
及び外面の保護特性を最適化するために、互いに異なる等級のGRP複
合材料を使用できます。

エンクロージャーを加熱(又は
冷却)するのは一連の熱伝達過
程です。 図のような対流加熱
で、熱エネルギーはヒーター
から出発して加熱される空間
を通り、エンクロージャーの
被覆と熱的最短経路の区間を
通じ外部の大気環境に到達し
ます。エンクロージャーの材
質を最適化するのに非常に有
効的です。

熱伝達は抵抗・蓄電池、そ
して活性部品で構成された
回路基板を配置するのと同
等です。

インターテックのGRP板材
料は金属の～1000倍に達す
る優秀な熱抵抗を持ってい
ます。

モジュール化サ
イズエンクロー
ジャー

モジュール化キ
ャビネット及び
シェルター

カスタムサイ
ズ/形状エンク
ロージャー・キ
ャビネット・シ
ェルター

プロセス:SMC(Sheet Moulded
Compound)

サイズ:固定モールド

プロセス:真空モールディング
サイズ:モールドで様々な範囲の
パネルサイズを生産－モジュラ
ー形式で組み合わせ可能

プロセス:平板材料サンドウィッ
チパネル
サイズ:単一パネル12m以上オー
ダーメイド生産
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外部環境からの保護能力
GRPの熱効率は安定した環境・エネル
ギーの節約をもたらします

インターテックはGRPが持つ内在的な効率を活用し、最適なソ
リューションを設計します

屋外箱の保護能力は優秀な密閉能力が非常に重要です。当
社が使用する基本GRPの材料は金属に比べて1000倍程度の
効率的な熱抵抗を持っています。又、複合材料『サンドウ
ィッチ』形態で簡単に加工でき、高性能の断熱にも非常に
効率的です。インターテックのエンクロージャーは熱伝導
率の観点で性能低下材料は利用しないので内部と外部の間
に『Short Cuts』現象なく、完璧に近い断熱性能を作り出し
ます。加えて、接合プロセスの断熱性能を低下させない特
殊アクセサリーも提供します。

常に問題の焦点となる『Cold-Spot』(又は『Hot-Spot』)を
除去するためには、エンクロージャーのデザインに総体的
なアプローチをしなければなりません。これによりプロセ
ス分析器のような多くのプロセス制御アプリケーションで
極めて安定的な運営環境を提供します。このような構成技
術は電子装備を加熱、又は冷却するのに必要なエネルギー
を大きく節約します。

完璧なエンクロージャー
エンクロージャー内の熱を外部環境に伝達(又、冷却の場合
には吸収)する方式は2つです。初めに構造繊維に従って徐々
に伝達する方式、二つ目はエンクロージャーを固定させる
器具、又は構造構成品、そしてチューブケーブル等の連結
のための接続穴を通じた伝導。これらの伝導点は「熱的最
短経路」を生成します。この最短経路は約75%、又はそれ
以上の主要損失を作ります。

当社は現在に到るまで約50年間、「ほぼ完璧な」熱的性能
を持つエンクロージャーを作るために努力してきました。
現在使われているGRP材料は非常に優れた密閉材です。密
閉は構造材料に不可欠な要素で、エンクロージャー全体を
均一に保護します。これによりハードウェアやコンポーネ
ントで発生するShort Cutsが生成されないようになります。

優秀な熱効率はエンクロー
ジャーの構造材料と内部部
品の位置により左右されま
す。

Short Cutsは断熱連結ギ
ャップ、又は図のように鋼
鉄キャビネットに設置され
たケーブルグランドのよう
な連結部により発生し、熱
効率を急激に低下させ、冷
点及び結露を発生させま
す。

ギャップ・連結部、又は固
定装置等による熱的Short
Cutsがない完全に均一な断
熱がインターテックの『一
体型』断熱技術で達成され
ました。チューブのような
連結部は目的に合った部品
設計で製作され、断熱効率
を保障します。
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ターンキー・エンクロージャー・ソリューション
当社の生産品の多くはターンキーシステム形態で提供されて
います。プロセス装備を含むデザイン設計から検査まで、ト
ータルで提供されるので現場に直ちに設置できます。このよ
うなサービスをセーフリンク(SAFE LINK)と呼びます。基本
的に顧客の要請によりエンクロージャーの形状及び構成変更
は可能ですが、通常の設計ライブラリーで既存に納品完了さ
れた最適なサンプルを適用します。

プロセス環境に合った保護システムを設計するのは複雑な仕
事です。安定的で安全な運転環境を保障するのは、綿密に選
定された構造材料・配置、及び加熱・冷却工程を通じた複雑
なシステムの外部及び内部保護が要求されます。このような
設計には条件(防爆規定・圧力容器指針)と材料の特性が考慮
されなければならず、文書化されなければなりません。イン
ターフェイス・ねじ山・ケーブルグランドのサイズ・ナッ
ト、及びボルト等のような多数の詳細内容が関連していま
す。これらのミスは、特に離れた現場では多くの費用と時間
の遅延を招きます。

当社の専門家たちは顧客(エンジニアリング会社、及び使用
者)が核心に集中できるようにしています。当社のターンキー
ソリューションを用いる事で、工程装置の基礎エンジニアリ
ング・購買及び設置費用を節減し、即座に投資回収が可能と
なります。又、セーフリンクは総所有費用TCO(Total Cost of
Ownership)を大きく節減させます。

当社は現場環境の保護専門家
で構成された大規模なチーム
を持っており、多くのエンジ
ニアたちが10年以上の設計経
験保有者です。

熟練した職人が工場でシステ
ムを組み立てるのは、特に遠
隔地域に設置する場合、現場
施工にかかる費用の何分の一
に過ぎません。

立証された設計から得られ
る信頼性の増加・現場訪問
の減少・専門家適用ノウハ
ウ、そして人間工学的な配
置によるメンテナンスの減
少で、TCOの節減を得られ
ます。
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セーフリンク(SAFE LINK)サービス
最適な保護のキーは適用性にある

セーフリンク・エンクロージャー・ソリューションは凍結
及び結露・腐食・粉塵・温度維持・爆発保護等、様々な条
件に適用されています。インターテックは数千個以上の現
場検証された設計テンプレートを持っており、これを特定
の分野に直接利用したり、応用が可能です。又、相反する
運転条件及び気候はもちろん、様々なエンクロージャーの
仕様をカバーします。

当社は様々な実績をベースとし、今後発生するであろう問
題をあらかじめ予測して解決することが可能です。これら
は現在多くの現場で重要視されている部分であり、耐用年
数の拡張・エネルギー効率の増加・耐圧維持・耐食性・極
低温生存性・排出制御、そして無線通信親和性等が要求さ
れています。

大型スケールの設置時、当社は顧客のための現場標準を作
成します。マニホールド・バルブ・フィッティングのよう
な標準化された部品は、メンテナンス及び予備部品の保有
を単純化させます。

インターテック固有のエン
クロージャー製作技術は、
複雑な形状に対して最も適
したソリューションを提示
します。窓の切開・穴・ケ
ーブルグランド等はCNC加
工で優れた品質と精密度を
持ち、複合材料であるGRP
構造材料を使用し、現場環
境に合わせて最適化されま
す。

セーフリンク工程：ターンキ
ーソリューションを具体化す
る方法は専用ソフトウェア、
又は質問書を通じて明確化さ
れます。顧客にはCAD図面及
び材質明細書を含む提案書が
提供されます。承認後に当社
は該当システムを生産しま
す。

当社は現場で立証された即
時使用・応用可能な設計ラ
イブラリーを多様に所有し
ており、これらは様々なハ
ウジングスタイル及び気候
に合わせて変更可能です。

当社の設計及び材料技術は、現場基盤のプロ
セス計装ネットワークの初期費用がライフサ
イクルコストの一部に過ぎないということを
考慮して行われます。安全面が最重要な環境
で設置する場合には特に、この比重が大きく
なります。
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エンクロージャー 様々な選択肢
インターテックはGRPエンクロージャーのスタイル及び
サイズを基準に7つの標準設計を持っており、様々な形
状・容量・ドアスタイル、装着及び接続プロセスの可能
性において幅広い選択肢を提供します。又、顧客の特殊
な要望によりオーダーメイド型の形状・サイズのエンク
ロージャーの製作も可能です。

但し、このような選択肢のみで『完璧な』エンクロージ
ャーが提供可能となる訳ではありません。最適なソリ
ューションは適用可能な付加的なものによって作られま
す。

当社固有のエンクロージャーと製作システムにより、顧
客の要望に合う製品の製作をしております。様々なレベ
ルの熱断熱性能を含む特有の条件を克服可能なエンクロ
ージャーが自由自在に製作可能です。

• GRPの内在的な断熱性
• 輻射熱を反射する内部鏡面
• GRP「サンドウィッチ」構造で一体化された断熱
• チューブ・ケーブルの目的に合致するように設計され

た断熱

2つの部分からなるエンクロー
ジャーはパネルの設置が容易
で、チューブは上部、又は床か
ら引き込み可能です。マルチボ
ックス(MULTIBOX)のドアの断
面の厚さは変更可能です。

対角線で開くエンクロージャー
は現場装備に対するアクセス性
を高め、垂直、又は水平に設置
できます。ダイアボックス
(DIABOX)は背面、又は床から
のチューブの引き込みが可能で
す。

ミニボックス(MINIBOX)エンク
ロージャーは、隣接して結合
されたシングル-トランスミッ
ターの設置が可能なようにサ
イズが設定されました。

ユニボックス(UNIBOX)エンク
ロージャーは現場装備を全方
向から点検できるようにスウ
ィングオープンされます。チ
ューブの引き込みが床から行
われる場合に理想的です。

適したサイズ・形状・容
量・ドアスタイルを提供で
きるエンクロージャーは、
複合材料GRPの構成材料の
変更、及び数百種類の構成
アクセサリーの選択を通じ
最適化が可能となります。
特殊な多用途機能及び調整
可能な装備装着システムは
オプションに含まれます。
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そして 適用性
付加的な適用は、性能・人間工学及びオペレーションを
最適化する様々なアクセサリーから得られます。次を含
む数百種類からの選択が可能です：窓・ひさし・ドレイ
ン・排気口・加熱・冷却・電気スイッチ/照明・装着ハー
ドウェア・セキュリティ等。当社は19インチのラックが2
つの部分で構成されたエンクロージャー、又はキャビネ
ット(次ページ参照)に設置できるアクセサリー等も提供し
ております。

2つの部分からなるMESCエン
クロージャーはシェル標準を満
たし、様々な操作のためのフラ
ップを持っています。

マルチボックスヴァリオ
(MULTIBOX VARIO)は、壁/床/
柱設置エンクロージャーで多
くの現場計器エンクロージ
ャーのサイズ制限範囲内に入
る容量と小さなキャビネット
を提供します。注文製作のダ
イアボックス(DIABOX)エンク
ロージャーも可能です。

WEB2BOXサービスはマルチボ
ックス、又はダイアボックスタ
イプのエンクロージャーを顧客
がオーダーメイドサイズで生成
できるようにします。エンクロ
ージャーの材質(単一層のGRP
からサンドウィッチパネルま
で)とアクセサリーの指定が可
能です。

世界中の広範囲にわたり提供
されている屋外用GRPエンク
ロージャーの2つの形態は、最
も柔軟なサービス対応が可能
です。標準スタイルのエンク
ロージャーは対角線開放型の
ダイアボックス(上部)と、マ
ルチボックス・ミニボックス
(下部:ミニボックスは左側の
端に提示)となります。
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キャビネット – モジュール化デザイン

可能なキャビネットの構造

インターテックのキャビネットはモジュール化構成品で製作されます。キャビネ
ットのサイズ・容量・位置及びドアと窓の数量は全てのアプリケーションに一致
するように構成可能です。

3つの基本構成原則は、アプリケーション及び運転環境に左右されます。付加的
に適用されるのは性能・人間工学、そしてオペレーションを最適化するために提
供される、多範囲にわたる様々なアクセサリーから得られます。数百種類の選択
は次を含みます。窓・ひさし・ドレイン・排気口・加熱・冷却・電気スイッチ/
照明・装着ハードウェア、セキュリティ等。

オーダーメイド型の設計能力
は、多くのアプリケーション
に簡単で理想的なサイズ、形
状及び保護と共にキャビネッ
トソリューションを提供しま
す。

特殊複合材料の構造原理及び
断熱は、当社キャビネットが
非常遮断バルブのような重要
な装備が120分に達するまで、
60℃以下に維持することが可
能です。

ベーシック(BASIC)キャビネッ
ト
軽負荷アプリケーションにおい
てベーシック自立型、又は壁掛
け型キャビネットは「サンドウ
ィッチ」GRP/断熱/GRP壁によ
り提供される優れた環境及び熱
的性能と共に、経済的なソリ
ューションを提供します。

クラシック(CLASSIC)キャビネ
ット
中負荷では「サンドウィッチ」
GRP壁と引抜-GRPコーナー柱
が結合したクラシック型があり
ます。これは装備の重さを装着
レールを通じて柱に伝える耐荷
重性能を大きく向上させます。

ヴァリオ(VARIO)オーダーメイ
ド型キャビネット
ヴァリオ型は進歩した「サンド
ウィッチ」材料の組み合わせ
で、シングルピースGRP壁を利
用してほぼ制限なしのサイズ及
び形状のキャビネットを作るこ
とが可能です。

標準キャビネットとオーダーメ
イド型の防音カバーの組み合わ
せは、このポンプシステムに理
想的な環境を提供します。

モジュール化されたサイズ及び
構造原理・ドア/窓の位置追加
の柔軟性・アクセサリーの多様
性、そして極限の環境保護から
人間工学的な配置まで、如何な
る要求に対しても最適なソリ
ューションを保障します。
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INTERTEC Classic Cabinet 110 
Height 1140 mm 
Width 1100 mm 
Depth 700 mm 
Scale 1 : 20 

Flat roof, over hang 25 mm 

Design A: Floor frame made of GFP-U-profile, made of glass-fibre reinforced polyester with 
polyurethane foaming and glass-fibre-reinforced polyester plate, permanently mounted at the top. 
Overall height: 80 mm. 

Wall panels, doors and roof of double-walled glass-fibre reinforced. polyester moulded parts. 
Insolated with polyurethane foam core (sandwich construction) with encircled mountng and 
reinforced flange. Supports of glass-fibre reinforced square tubes, 50 x 50 mm. 

Weight: approx. 43 kg 
K-value: approx. 7 W/K 
 
 
 

多様性を提供

複合材料-GRPオプション
「サンドウィッチ」構造及
び層材料を変更して次の事
項が含まれた条件を満たす
ことができます。 断熱の厚
さ・耐火・高温に対する断
熱・耐熱及び耐腐食性・紫
外線/磨耗に抵抗する厚いゲ
ルコート、又は塗膜層等の
保護品質を最適化するGRP
の等級

WEB2BOXサービスはベーシ
ック、又はクラシックキャビ
ネットを顧客がオーダーメイ
ドサイズで生成できます。エ
ンクロージャーの材質(単一層
GRPからサンドウィッチパネ
ル)とアクセサリーの指定が可
能です。
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ウォークインシェルター
他社と比較にならないほどの柔軟性を持つ「ウォークイン(walk-in)」現
場装備保護シェルターの設計及び製作サービスを提供しています。制限
がほぼないサイズと形状のシェルターが高強度のシングルピース(single-
piece)複合材料-GRP壁を利用して生産されます。

製作工程は、難しい要望の仕様や厳しい環境条件に合理的に一致しなけ
ればなりません。複合材料GRPはそれぞれの需要に合わせ、断熱コアの
厚さ、或いは耐火壁への変更が可能です。

特殊用途に合ったサイズ、形状及び保護特性は設計プロセス及び全体費
用を大きく節減します。その多くは電力動力の支援を受けられない遠隔
地域のシェルター・極度の暑熱・寒冷環境地域・海洋(Offshare)のため
の軽量及び耐食性シェルター、そしてスキッドに設置されるパッケージ
のための顧客オーダーメイドサイズ/形状のシェルター等です。

当社は世界で最も高度化された
シェルターを二ヶ所の工場で生
産しております。

当社は一つの小さなオーダーメ
イド型製作から、12m以上のシ
ングルピースまで製作できる
CNC装備を含む、高度化され
たGRP製作自動化設備を持っ
ています。この設備は特に大型
シェルターの設計に有効的で
す。

当社の製造プロセスは最適な
シェルターを生産できるよう
にします。温和な気候地域の
ための標準分析器シェルタ
ー・遠隔砂漠地域のPCSシェ
ルター・極地気候地域のため
の増強-断熱シェルター、そし
て軽量の暴風/腐食耐性を要求
する海洋シェルター等
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INTERTEC ARCTIC SHELTER 

大型スケール アプリケーション
製作の柔軟性及び構成オプション

シェルターは中負荷用クラシック系列のキャビネット(前ﾍﾟ
ｰｼﾞで言及)と同一の製作技術で製作され、当社が保有してい
る超大型プレス及び大型CNC-制御切断機、プログラムの設
定及びドリル自動化のような先端製造装備の工法を利用
し、完全にオーダーメイド型の製作工程で製造されます。
このような工程の中で、複合材料GRPの等級と構成が、最
適な保護品質となるよう変更可能です。

熱断熱の方式には外部のGRP層が断熱フォームを覆ってい
る「サンドウィッチ」構造、或いは耐火用岩綿を適用する
ものがあります。

PCS(Passive Cooled System)
方式のシェルターには、最も
大きなものの中の一つ(142
m3の容積)として、中東のパ
イプラインプロジェクトに設
置された厚さ4mmのGRP板
が77mmの断熱フォームを覆
っています。
完全に受動的な冷却方式で、
日中最高温度から20℃を下げ
ました。

WEB2BOXサービスは、顧客
が極地地域のシェルターをオ
ーダーメイドサイズで生成出
来るようにします。顧客が指
定する壁面材料及びアクセサ
リーを適用します。

シェルターオーダーメイドの
多様性

• 耐食性
• 紫外線耐性
• IP65からIP68
• REI120・F120・UL1709

の火災安全
• 極度の断熱
• 耐熱性(160℃)
• 風・暴風・台風・爆発・

地震に対する機械的な保
護

• IEC 61285に伴う安全
• 防爆

静電気防止
機密及び防塵
TVR・パージ・Ex p
(IEC 60079-13、又は
NFPA496)

• HVAC及び空調：自然換
気・機械式換気・手動・
受動、又はハイブリッド
冷却

• 空港への適用のための柔
軟性(ICAO標準)

• 底面の漏出防止

様々なオーダーメイド型の選
択。このシェルターは電子設
備区域と水が侵入するポンプ
設備区域に分かれており、飾
り蓋が設置されています。

インターテックのターンキー
サービスはプロジェクトを大
きく単純化します。上記事例
では、サウジアラビアのプラ
ントのための分析器シェルタ
ーが当社の設計プロセスで製
作され、完璧に組み立てられ
たものです。現場での迅速な
設置のために船積前に、組立
を完成させています。
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ヒーティングソリューション
ヒーターは現場の計器装備及び電子装置のエンクロージャーにおいて、凍結/
腐食・保護・結露の防止、そして温度調節で大きな役割をはたします。多く
の場合、屋外への適用は大きな温度変化と湿度によりヒーターを必要としま
す。

一般的な計装プロセスに適用されるブロック形状の様々な電気伝導ヒーター
はもちろん、フィン形状の電気対流ヒーターまで幅広い選択が可能で、用途
に一致するヒーターを提供致します。顧客は最も効率の良い熱伝達方法・最
善のフォームファクター、そしてハウジングの配置に伴うベストな設置位置
及び構成を選択できます。スチーム、又はグリコール加熱素子を利用したヒ
ーターも可能です。

単純なサーモスタットからデジタルPID制御まで、広範囲の温度制御オプシ
ョンを提供します。フォームファクターを持つ特定用途目的のヒーターも製
作可能です。防爆地域に適するようにエンジニアリング設計されたサンプ
ル・ガスシリンダーを運転温度まで素早く上昇させる電熱ヒーター、又はモ
ジュール型分析器の計器装備基板適用ヒーターも可能です。

環境条件及び計器装備に適す
るヒーター性能を最適化する
ために、エンクロージャーの
配置・最適な熱伝達のための
ソリューション・部品配置、
及びエンクロージャーの構造
に対するソリューションを提
供します。

垂直、水平及びパネル設置タ
イプのスチームヒーターは対
流、又は伝導形式で可能で
す。

事前にエンジニアリング設計
された流体ヒーター。分析の
ために流体サンプルを精密に
制御された温度まで加熱する
伝導熱交換機を利用。
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防爆地域に適用
防爆ヒーター
インターテックは今日、市場で最も包括的な範囲の防爆ヒーターを提供
し、IECEx・ATEX・CSAC US・TR CU(元GOST)、そしてPESOのような
様々な世界的な認証を保有しています。

当社のヒーターはシステム構成の柔軟性のために設計されました。ヒータ
ーは多数の国際的な基準により認証され、個別のヒーター、又はエンクロ
ージャー構成の形態で全世界的に利用されており、設計・システムの構成
及びメンテナンス費用を大幅に節減しています。ヒーターの作動は極限に
寒い環境でも通常の-20℃よりさらに低い-60℃の条件で独立的に検証され
ました。これにより極地環境に設置される設備の設計を容易にすることが
可能です。

凍結に対する単純な保護のみ必要な場合は、個別に作動し制御の必要がな
く費用対効果の高い、動力供給ケーブル内にTSサーモスタットが設置され
たヒーターを提案します。

万一、温度制御が精密でなければならない場合、又はヒーターが連続的に
稼動及び停止されなければならない場合は、接触サーモスタットが約2℃で
調整でき、空気温度を感知するより効果的です。警報信号も提供可能で
す。

精密なPID(比例・積分・微
分)制御で温度を精密に調整
する、完璧に密封された半
導体モジュール。

インターテックはSP76 計装
基板のような幾つかの特定用
途のヒーターを生産します。
(基板後面に装着)

一体化された断熱と共に製作
されたGRPの熱的特性及び機
能は、ハウジング内部で高い
効率の凍結保護、又は温度制
御を可能にします。

フィン形状の電気式対流ヒー
ター・伝導電気ヒーター・ス
チームヒーターを含むヒータ
ータイプ及びサイズの幅広い
選択は、工程計器装備のため
の最適な選択を可能にしま
す。
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計器装備の保護
熱効率は設備を保護するためのエンクロージャーを選択する際に大変重要で
す。金属に比べて、GRPが持つ非常に高い熱抵抗と厚い高性能断熱材を一体
化できる特性を持つハウジングは、極限の温度に容易に対応できます。

極地の環境に適したGRPの主要要素は、一体化された均一な断熱と、連結部
を断熱するために作られたアクセサリーを利用し、内部から外部に通じる熱
的『Short Cuts』をなくしました。これを通じて結露が始まる『冷点』をな
くし、内部運転環境の調節を単純化します。GRP素材も他のエンクロージ
ャー素材の性質が変化する-100℃まで、安定的に維持されます。

極地地域でエンクロージャーの内部を加熱するのは更に重要な問題です。当
社は外気温度-60℃で、防爆ヒーター及び制御機の性能を検証し、これと共
に世界的な基準の認証を受けてエンクロージャーソリューションの設計単純
化を図りました。

優れた断熱性能をもつ当社キ
ャビネットとシェルターは、
カスタムサイズと形状を追加
する事で、遠隔のレーダータ
ワーに最適のソリューション
を提供します。

防爆装備に使用される高断熱
エンクロージャー(-20～+40)
は極度に寒い地方に使用でき
るように作られました。こち
らは-50のシベリアに使用さ
れた例です。

当社は極地-等級エンクロージ
ャーソリューションを1984年
以降製作してきました。最初
のプロジェクトは、高断熱キ
ャビネットをグリーンランド
の研究ステーションに提供し
ました。
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極地気候

熱硬化性樹脂及び金属とは違
い、GRPの強度と計数は非常
に低い温度でも改善されま
す。

-20℃以下の外部温度の場合、
開放された場所に設置された
設備は、大部分高度の断熱及
び加熱エンクロージャーで保
護されなければなりません。

当社は遠隔地にある環境に受
動型の加熱素子を提供できま
す。水のような媒質の動力が
供給される間は温度を維持
し、停電時にも数日間温度の
維持が可能です。完全に受動
的な加熱ソリューションも可
能で、これは日中の太陽温度
を利用して夜間は設備を保護
します。

エンクロージャーは考慮すべ
き優先順位の中でしばしば後
にまわされます。当社のプロ
セスは、特殊な形状やドア等
を必要な場合にも最適なソリ
ューションを提供できます。
万一、認証書に温度が言及さ
れていない場合、「普通」等
級の防爆認証された設備は外
気温度の範囲は-20から+40℃
の間です。当社は何処へでも
利用できるエンクロージャー
を生産可能です。外気温
度-60℃(又は+80℃)まで可能
です。

多層複合GRPの優れた熱断熱
性能は、上昇した温度を維持
し、結露、又は結晶化を防止
する『ホットボックス(hot
box)』の設計を容易にしま
す。当社は正確性と信頼性を
保障する適切な断熱・最善の
熱伝達方式、設備の配置及び
制御アルゴリズムで最適化さ
れたソリューションを提供し
ます。

当社が先駆けた断熱性能は、
熱損失と風による冷却効果を
大きく減らし、より小さな加
熱素子が利用できるようにし
ます。これはエネルギーを節
約し、「冷点」なく、内部の
運転環境の変化が徐々に安定
的に起こるようにします。
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プロジェクトソリューション

Passive Coolingは様々な地域において
可能です

極度に暑い地域の環境はプロジェクトの費用を急激に増加させ、この
劣悪な環境を克服できなければなりません。二重冷却は解決しなけれ
ばならない最も重要な問題です。これは動力が足りない遠隔地域では
更に深刻です。

インターテックはこのような厳しい環境に対して、特化された技術で
この分野をリードしています。既存の一般的な空調を使用した冷却と
比べ、当社は動力なしの太陽電池システムで得られる、微細な電力の
みで可能な革新的なPCS(Passive Cooling System)技術を提供可能で
す。これは暴風地域で問題を引き起こす埃・砂によるファン冷却を適
用しません。この技術は中東のような砂漠地域及び乾燥気候から赤道
地域の海洋設備に至るまで、今日の大部分の革新的なプロジェクトを
可能にします。又、このような環境は高い水準の紫外線・埃による磨
耗及び高い湿度のような他の保護問題を引き起こします。当社の複合
材料-GRPの構造はこのような問題に容易に対応可能です。

慣例上、Passive Cooling技術は乾燥した地域に制限されてきました。
当社の技術はその潜在力を世界に拡大しています。一般的に水は昼/夜
の温度差を貯蔵し、放出してシェルター温度を減らす媒介体として利
用しています。冷却性能を強化して赤道地域に適用潜在力を拡張でき
る太陽-動力マイクロポンプ、又は冷却水技術による「Hybrid
Passive」の冷却システムを供給できます。

内外部の熱交換器を通じた水
の熱サイホンはPassive
Coolingを可能にします。

中東のためのこの受動冷却シ
ェルターは内部温度を20℃
程度減らし、隔離された地域
でも計器装備の作動を可能に
します。

Passived Cooledキャビネッ
トは水冷却機と結合してハイ
ブリッド冷却システムを生成
し、技術の領域を乾燥地帯か
ら世界各国、多くの地域に拡
張させます。

最先端の断熱は、中東地域の
水配管ライン計器装備/
SCADAステーションのための
シェルターの主要な特徴とし
て、昼と夜の極限温度条件の
中、全体的に受動冷却のみで
利用することを可能にしま
す。
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暑くて劣悪な環境

複合材料-GRPのキャビネッ
トは世界で最も大きな海洋船
舶に防爆型空調装置なく、受
動冷却方式を適用しました。
これらは熱帯暴風に耐えなが
ら塩分が多い環境及び酸成
分、又は酸性ガスの腐食に耐
性を持ちます。

インターテックの先端設計能
力と現場で立証された
Passive Cooledキャビネッ
ト/シェルター設計のライブ
ラリーは、保護ソリューショ
ンの性能及び費用節減を迅速
に定めます。

当社は危険地域に適した設計
の空調システムを開発してい
ます。一般的なコンパクトシ
ステムとは違い、空調地域と
非空調地域の間で空気の流れ
が交換される界面がなく、加
圧により防爆保護ハウジング
に一体型で設置できます。

危険地域に設置されたシェル
ターの内部に、HVACが加熱冷
却及び換気を安全に提供しま
す。

ひさしは高い水準の保護を非
常に低い費用で提供し、全て
の分野で要求される環境保護
を提供します。多岐にわたる
選択範囲とオーダーメイド型
オプションで最適なソリュー
ションを提供します。
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アップストリーム – 海洋及びプラント
海洋設備は今日のエンクロージャー現場において、お
そらく最も困難な環境だと思われます。数多くの挑戦
の内、克服しなければならない課題は深刻な腐食の脅
威・装備軽量化への要望、そして最少のメンテナンス
で非常に長い設備寿命を提供しなければなりません。
大部分の危険地域での耐火性及び防爆性の付加的な特
性が要求されます。

エンクロージャーの材質を決定するのは最も重要なこ
とです。慣例的な金属エンクロージャーは、ステンレ
スであっても海洋での腐食の加速化を起こし易い反
面、GRPはずば抜けた耐食性を提供します。目立つレ
ベルでの錆や劣化はなく、30年以上のメンテナンスフ
リーを可能とします。また別の利点はゲルコートが適
用可能なので厚い保護皮膜を持てるという点です。当
社は硫酸のような腐食性の化学物質を大気に含んでい
る石油化学産業の環境で30～40年、又はそれ以上の期
間持ちこたえたエンクロージャーやキャビネットの例
を文書化して提供しました。

複合材料-GRPのキャビネット
は世界で最も大きな海洋船舶
に防爆型空調装置なしで、受
動冷却方式を適用しました。
これらは熱帯の暴風に耐え、
塩分が多い環境及び酸成分、
又は酸性ガスの腐食に耐性を
持ちます。

GRPは暴風の圧力波に耐える
ハウジング構造を、様々な複
合材料の特性を利用して最少
の重量増加で可能にします。

ステンレススチールの４倍軽
いGRPフィットネスルームを
海洋プラットホーム用に改造
しました。当社の製造プロセ
スは、暴風の圧力波をさける
ために、一般的ではない構造
の形状をも可能にします。

慣例的な金属Ex d エンクロー
ジャーは水分の蓄積と腐食が
発生し易く、代替品のEx e及
びEx pエンクロージャーは耐
食性と信頼性を革新的に改善
した材質のGRPを利用し、容
易に製作できます。
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ダウンストリーム – 石油化学及び化学プラント
精油及びガスプラントで現場装備を保護することは深刻
な問題です。酸性の原油及び酸性のガスのような大部分
の媒質は腐食性です。海岸では塩素及び劣悪な環境に露
出されるので問題を増加させます。信頼性と耐久性は常
に重要な問題です。プラントは高度自動化されているた
め、計器装備・ハウジングの故障は深刻な経済的、又は
安全問題を引き起こします。

大部分のエンクロージャーには追加条件が必要となりま
す。人が定期的に訪問するシェルターは暴風で生存でき
なければなりません。遠隔制御バルブのような非常停止
システムの要素は火災に対する保護が必要です。

GRPは特に優れた耐食性を提供し、錆や材質の劣化
が発生しません。大部分の化学媒体の腐食に耐性を
持ちます。当社エンクロージャーが安定した内部環
境での運転を保障するために、複合材料と合わせ最
先端断熱材を使用することは、現場環境に応じた最
適な保護が提供可能であることを意味します。防爆
性能・耐火性能が必要な場合は、オプションで適用
可能となります。

当社固有の複合材料GRPの構
造技術による軽量シェルター
で、海洋又は、陸上設備の厳
格な火災保護及び安全要件を
満たせるようにします。これ
はREI 120・1709(H90/H120
及びSAES-B-009(上))を含み
ます。岩綿で製作された内部
コア(下)は、炭化水素火災が
発生した場合、内部温度を
60℃以下に２時間維持できま
す。

GRPの構造は無線通信計器装
備に優しい環境を提供し、高
度自動化されたプラントに可
能性を広げます。アンテナは
エンクロージャー内部に設置
可能です。

オイル及びガスプラントで分
析器は重要な設備であり、新
しい形状の小さなオンライン
分析器が接近不可能な地域に
設置されています。顧客オー
ダーメイド型エンクロージ
ャーはこのような適用を容易
にします。この軽量の「ホッ
トボックス」は140℃を維持
する工程用塔に簡単に改装で
きるように設計されました。

3つの用途の分析器と、サン
プルの状態調整機能を持つ小
型のエンクロージャー(アス
チュートから)

毒性ガスプラント用の特別機
密シェルター。
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寿命延長 ユーティリティ

様々な問題の解決のための材料の適用

ガス・電気設備・通信設備

天気は次第に極限に向かい予測不可能になっており、多くの地域で降
雨量・雪・風の増加と異常温度が現れる等、気象の年間周期がかなり
変化しています。当社は遠隔地域に進出する産業において、持続的に
起こる数多くの問題を解決しながら、長寿命を誇る現場保護のための
革新的なソリューションを導いてきました。この技術的な提案は道
路・鉄道及び航空サービスを提供する多くの国家ユーティリティ、及
び慣例的な屋外用エンクロージャーの材質及び構造技術に革新的な代
案を提供しています。

当社の複合材料GRPの材質が秘める特性はどのようなエンクロージ
ャーにおいても、複合的な特定環境的に対応できるようにします。進
化した断熱性能はハウジングを非常に低い温度、又は高い温度から保
護するために、重要な役割を果たします。当社のハウジングで熱的最
短経路がないもの(小さなエンクロージャーからキャビネット、又はシ
ェルターまでどのようなサイズのハウジングでも)と断熱水準を使用環
境に合わせて調節できるということはとても重要な点です。

当社が持つユーティリティの適用能力として、コンピューター装備の
ための温度調節地域において、水や油圧装備を収納するキャビネット
及びシェルターを、互いに異なる種類の装備に対し、異なるレベルの
保護性能で区画することが可能です。

移動通信基地局のための軽量
キャビネット及びシェルタ
ー。遠隔地、又は屋上設置の
ためにヘリコプターを利用す
るような厳しい場所への移送
を単純化。

地下ガス貯蔵設備の上部装備
シェルター。
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運送手段設備

水産業

道路・鉄道・空港

厚い内装断熱で熱損失を最小
化するサンドウィッチ構造 –
凍結を防止する小型ヒーター
のみ必要。

外皮に金属がないGRPキャビ
ネット構造は、高電流で渦電
流の損失を除去します。

トラム及び街灯の制御装置の
ための道路設備キャビネッ
ト。

厚いフォーム断熱材で構成さ
れたサンドウィッチ構造は、
地上計測装備キャビネットの
安定的な運転環境を提供しま
す。

様々な区画に分けられたキャ
ビネットは、水門を制御する
電子及び油圧システムを収容
しています。装飾的な外皮は
レジャー空間として活用する
のに役立ちます。

極度の断熱及び受動冷却は、
淡水化海水を移送する配管ネ
ットワークのポンプの制御及
び計器装備シェルターを、太
陽エネルギーのみで稼動でき
るようにします。

特殊構造原理を利用するGRP
キャビネットは、滑走路に隣
接した位置の装備に柔軟性を
提供します。金属が全くない
構造は衝突時にスパークの危
険を除去し、レーダー/無線通
信の干渉を最小化します。
GRPは超軽量で難燃性です。

トンネル制御装備のための
GRPキャビネットは、多湿な
腐食環境において長い製品寿
命を保つために最適化され、
煙の発生率が少ない樹脂で製
作されました。
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