インダストリアル
コンストラクション

造船と船舶運用のための
高信頼性ソリューション

on

たとえ海上にいなくても、
毎日コストがかかります

ROI

造船業者は近年倍増したコストを抑制
するために、以下の目標を達成する方
法を模索しています。

船体整備は、クルーズ客船でも軍用船でも非常に費用のかかるプロセスで、無駄な出費を省
いて乾ドック費用を最小限に抑えるための効率の良い計画が不可欠です。

• 生産性の向上

船舶には平均して 2 ～ 5 年ごとに、数週間、数カ月、あるいはそれ以上続く場合もある修理
期間があらかじめ組み込まれており、修理費は数百万ドルにも達することがあります。これに
は、休船期間による逸失利益は含まれていません。

• “予定外の” 整備の極小化
• グローバルな調達力の強化
• 間接費の削減

クルーズ客船業界では、休船 1 日ごとにおよそ 40 万ドルの収
益が失われます。*

パンドウイットの貢献

コスト効率の高い製品ソリューション
を 世 界 中 の お 客 様 に お 届 けで きる
主な理由 :

• 母港から遠く離れた場所で予定外の船体整備が必要になったら、どうなるでしょうか？
• 必要とする製品をその地域で調達できますか？そのための労力が原因で財政的な負担が
増大しませんか？

• 調達における無駄をなくす強力な
グローバルサプライチェーン
• 一つ一つ異なるお客様の問題に
対応できる各地に配備された
プロフェッショナル
• 各国固有の地域的事業要件に
関する知識
• 一つ一つ異なるお客様の問題に
適合する製品が必ず見つかる
幅広いラインアップ :
Harsh
Environments
過酷な環境
Harsh
Environments
Space
Optimization
Noise
Mitigation

Space
Optimization

Space
省スペース化
Optimization
Noise
Mitigation
ノイズ対策

Noise
Mitigation
Efficient
Deployment

Efficient
Wire
Deployment
効率的な配備 Management

Efficient
Deployment

Wire
Management
配線管理

Wire
Management

Safety

Noise
Mitigation

Efficient
Deployment

Wire
Management

Global Sales and Support

Efficient
Deployment

Wire
Management

Wire
Management

Safety

Safety

Over 2,600 Distributor Branches Globally
Safety

Established Transportation Lanes

Control of Raw

Breadth of Offering

Safety

On-Time Delivery

安全

パンドウイットのグローバル
な対応力が船舶の安全な
航行を支援します
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Safety

Serving 112 Countri

Anywhere in the World

www.panduit.co.jp/
* 出典 :Cruise Market Watch

Globa

世界のどこでも、 パンドウイットは
造船と船体整備業務をサポートします
世界中のあらゆる場所で、パンドウイットは 30,000 点を超える広範な高品質・高信頼性部品を
造船業界に提供し、製造プロセスの短期化、簡素化、およびコスト効率向上をサポートしています。
パンドウイットの製品は世界中で手に入るため、プロジェクトをスケジュールおよび予算通りに遂行
するのに貢献します。

専門家によるグローバルなサポート
配送、製造、販売、およびテクニカルサポートのグローバルチームが、パンドウイットのソリューション
をすぐに利用できるよう、適切な製品を必要な時に必要な場所にお届けする体制を整えています。

世界各地での認定
パンドウイットのソリューションは、世界の主要な場所で、広く普及している造船関連のさまざまな
認定や認可を受けています。その船の次の行先について心配する必要はありません。
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機関室
過酷な環境
省スペース化
安全

4

www.panduit.co.jp/

1

配線経路
ノイズ対策
配線管理
過酷な環境
省スペース化
効率的な配備
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機関制御室
省スペース化
効率的な配備
配線管理
ノイズ対策
安全
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データセンター
省スペース化
配線管理
効率的な配備
ノイズ対策
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操舵室 / ブリッジ
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配線管理
効率的な配備
安全

過酷な環境

6

通信室
省スペース化
配線管理
ノイズ対策

省スペース化

ノイズ対策

7

居住区
配線管理
省スペース化
効率的な配備
安全

効率的な配備

配線管理

安全
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機関室
課題
機関室の信頼性を
Harsh
確保するには、Space
Environments
Optimization

Noise
Mitigation

耐腐食性がある
ソリューションが
必要です。

スペースに限りが

Harsh
Environments

Space
Noise
あるからといって
Optimization
Mitigation

機能性を犠牲には
できません。

Efficient
Deployment

Efficient
Deployment

Wire
Management

Wire
Management

Safety

Safety

作業者に安全上の
Safety

Wire
Management

問題について周知
する必要があります。

ソリューションを支える製品
不要なダウンタイムを避けるため、極限環境にも耐える堅牢なステンレススチール製結束バンドと識別用製品が、信頼性の高い性能を実現します。

サプライ用品

•

短絡保護 : ケーブルを確実に保持して、安全上のリスクを軽減すると同時に、電気系統
への悪影響や損傷を最小限に抑えます

•

耐久性のあるステンレススチール製 : 強度や耐性が要求される過酷な条件下での長年に
わたる耐用性を実現します

•

ヘッドロック構造 : 任意の位置で確実にロックできます

•

丸みのあるエッジ : 結束したワイヤー / ケーブルの一体性を確保し、施工者の安全性を
高めます

•

革新的工具 : 施工時間を短縮して生産性を高めます

端子

安全標識、夜光テープ

圧縮電源コネクタ

UL・CSA 認定一覧記載の錫メッキ、ビニール絶
縁銅製コネクタで長期間信頼性を維持します。

過酷な環境に耐える屋外規格製品です。

コードおよびフレックスワイヤー用の UL・CSA
認定アルミニウム製 / 銅製コネクタで、限られた
スペースでの施工に最適なバレル長、1 穴 /2 穴、
ストレート型 / アングル型をお選びいただけます。
ABS 認定済みのえり抜きの電源コネクタファミ
リーです。
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配線経路
課題
Harsh
Space
Noise
海洋環境の過酷な用途であっても確実
Environments
Optimization
Mitigation

Efficient
Deployment

限られたスペースにノイズの多い機器
Noise
Efficient
Wire
Mitigation
Deployment
Management
が収納されるため、EMI/RFI
対策が不

Safety

Space
Optimization

Wire
Management

な動作が要求されます。

Space
Optimization

Wire
Management

Safety

可欠です。

Harsh
Environments
Noise
Mitigation
Efficient
Deployment

Noise
Mitigation

Efficient
Deployment

ドック入りの期間を最小化するため、配

Safety

Efficient
Wire
Safety
線管理ソリューションを迅速に配備し、
Deployment
Management

構造化の促進およびスペースの最適化

を行うことが必要です。
Wire
Safety
Management

ソリューションを支える製品
™

™

Panduit TX7000 S/FTP シールド付き銅線ケーブルに使用されている強力な耐油性・耐燃料性外被覆は、海洋用途に最適です。

サプライ用品
Wyr-Grid

™

•

堅牢なケーブル外被覆 : 過酷な環境に対応する耐油性・耐燃料性を持ちます

•

シールド付きケーブル構造 : EMI/RFI 干渉を除去して信号を保護します

•

25 年保証の銅線通信システム : 船舶の平均寿命に対応しています

•

使用要件に適した仕様 : DNV、ABS、および Intertek/ETL

J-Pro

™

FiberRunner

使いやすいオーバーヘッドケーブル管理システ 水平 / 垂直方向に 1 インチの曲げ半径コント
ムで、データセンター内の銅線 / 光ファイバー ロールが可能で、ケーブル性能低下の防止に
データケーブルや電源ケーブルの迅速な敷設、 有効です。
構造的な一体性の確保、ケーブル保護を実現
します。

過酷な環境

省スペース化

ノイズ対策

効率的な配備

™

データセンターおよび通信室内の機器ラックを
つなぐ光ファイバーケーブルや高性能銅線ケーブ
ルの分離、引き込み、および保護に使用します。

配線管理

安全
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機関制御室
課題
Harsh
Environments

Space
Noise
Efficient
制御盤類に利用できるスペースが限られて
Optimization
Mitigation
Deployment

Wire
Management

います。

Noise
Mitigation

Efficient
Wire
Safety
施工と保守の簡素化によってスケジュール
Deployment
Management

Space
Optimization

Noise
Efficient
Wire
ノイズで重要なシステムにトラブルが生じ
Mitigation
Deployment
Management

Efficient
Deployment

Wire
Safety
ケーブルの配線は、スペース利用や機器
Management

Wire
Management

Safety

Safety

どおりに配備を進めることができます。

Safety

るおそれがあります。

の操作に影響を与えます。

安全上の問題について警告し、作業者を
保護します。

ソリューションを支える製品
™

Panduit PanelMax 製品ファミリーは、最大 30% の省スペースを実現し、将来的な変更、改造を踏まえて設計上の柔軟性を高めた革新的な製品です。
™

™

•

PanelMax コーナー配線ダクト : 通常は使用できないエンクロージャーコーナーのスペースを
活用し、サイドパネル、バックパネルの両方のレイアウトを改善して最大 20% の省スペースを
実現します

•

PanelMax DIN レール配線ダクト : エンクロージャーの深さを活用し、パネルの貴重なフット
プリントスペースを開放すると同時に、従来のダクト/レールレイアウト比最大 30% の省スペー
スで操作性を改善します

•

PanelMax シールド配線ダクトおよびノイズシールド : ノイズ放射から影響を受けやすい配線を
保護することで、配線経路を密集させることが可能になり、パネルの省スペースを実現します

™

™

サプライ用品
摩耗保護

セルフラミネートラベル

電気部品、電子部品、ケーブル類の絶縁、保護、
およびハーネスに使用します。

印字エリアを透明なオーバーラミネートで保護 TX5e 、TX6 コネクタおよびパッチコードを使
するワイヤー / ケーブル識別用ラベルで、長期間 用して、過酷な環境下でも一貫して確実な成端
™
™
作業を行えます。Panduit IndustrialNet 製品
良好な識別性を保ちます。
はすべて IP67/66/65 に適合しており、NEMA 規
格品です。
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IndustrialNet™ 製品

™

™

データセンター
課題
データセンターでは、
Harsh
Environments

1 つの小さな都市を
Space
Noise
Optimization
Mitigation
カバーするのに匹敵

Efficient
Deployment

Wire
Safety
能力をコンパクトな
Management

Efficient
Deployment

Wire
Management

Noise
Efficient
Mitigation
Deployment
熱管理は、信頼性とエ

Wire
Management

Safety

Efficient
Wire
きわめて大切です。
Deployment
Management

Safety

Safety

するコンピューティング
空間で提供しなけれ
ばなりません。

Space
Optimization

ネルギー効率にとって

Noise
Mitigation

ソリューションを支える製品
船内のデータセンターには、キャビネット、ラック、ケーブル管理、接地、電源、および熱管理機能がすべて組み込まれます。
標準のキャビネットやラックにゾーンエンクロージャーを追加すれば、フルラックに匹敵する機能をコンパクトなスペースで実現できます。
•

熱管理 : エンクロージャー内蔵設計で信頼性とエネルギー効率を高めます

•

調整可能なレールマウント : さまざまなネットワーク機器を収容できます

•

安全なアクセス : 重要なコンポーネントへの不正なアクセスを防ぎます

サプライ用品
接地

ケーブル管理

シールド付き高密度パッチパネル

塗装面を貫通する鋸歯部で、キャビネットレー
ル、接地ストリップ、接地バスバー、およびラグ
間の接合点が作り出されます。キャビネット密度
を最大化するためにキャビネットの前面に RU ス
ペースを必要としません。

大容量垂直ケーブル管理システムが、ネットワー 1 台のラックユニット内に 48 ポートあり、ラック
クレイアウトに要する面積を最小化することで、 スペースを最大化できます。電磁干渉を抑制す
フロアスペースを開放し、ケーブルを曲がりや るシールド対応ソリューションです。
破損から保護し、空調効率を向上させます。

www.panduit.co.jp/
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操舵室 / ブリッジ
課題
固定、引き込み、識別、分離、および
Wire
Safety
Management
結束。

Efficient
Deployment

ケーブル管理は時間のかかる作業です。

Noise
Mitigation

Efficient
Wire
Safety
ケーブル配線施工で予算超過を最小
Deployment
Management

Wire
Management

Safety
安全性、およびケーブル容量を考慮

限 に 抑えるに は、 施 行 のしやすさ、
することが重要です。

ソリューションを支える製品
™

™

Panduit GridRunner 床下ケーブルルーティングシステムを結束バンド、ラベル、その他のケーブル管理用アクセサリと組み合わせて、上げ床の下に
データおよび電源ケーブルを配線して管理すれば、敷設に要するスペースと時間の両方を最適化できる堅牢で多機能なソリューションとなります。
•

ワイヤーバスケット設計 : 使用期間が経つにつれて生じる歪みを防ぎます

•

ワイヤーバスケットセクション : フロアストリンガーの間から垂らして台座ブラケットに取り付ける
ことで、迅速で安全な組み立てが可能です

•

亜鉛メッキ鋼仕上げ : 腐食しにくいため、デリケートな電子機器を損傷しうる亜鉛ウィスカを防ぎ
ます

サプライ用品
結束バンド

LS8EQ ハンディプリンター

ポリプロピレン、ナイロン 12 ( 塩基、酸性雨、炭
q
化水素に耐性がある )、テフゼル 、PEEK ( ポリ
エーテルエーテルケトン ) ( 高温耐性がある ) など
を素材として、過酷な環境向けに特別に開発さ
れた多種多様な結束バンドでケーブルを固定し
ます。

さまざまなラベル素材を使って高品質の産業用 標準のラベルオプションにはさまざまな素材
ラベルを作成します。ワイヤー / ケーブル、部 およびコーティングが含まれます。軍用規格に
品、安全確保、施設などの標識に使用できます。 適合する熱収縮チューブマーカーもあります。

テフゼルは、E. I. du Pont de Nemours and
Company の登録商標です。

q
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熱収縮チューブマーカー

通信室
課題
Harsh
Environments

Space
Noise
Efficient
Optimization
Mitigation
Deployment
スペースの制約により、TIA
の曲げ半径や

Wire
Management

Safety

ケーブル管理要件の遵守が難しい課題に

Efficient
Deployment

Wire
なります。
Management

Safety

Space
Optimization

Noise
Efficient
Mitigation
Deployment
ノイズの多い機器には

Wire

Management
EMI 対策が必要です。

Safety

ソリューションを支える製品
シールド付き高密度アングル型パッチパネルにより、スペースを最適化し、ケーブル管理を改善し、機器と信号を保護するという極めて重要な
ニーズに応えます。特許出願中のボンディング用バインド型ヘッドネジでシールド付きパネルをラックに固定します。アングル型パネルから垂直
ケーブルマネージャーに配線して、省スペースを実現できます。
•

1 台のラックユニットで 48 ポート : より小さいスペースで接続数を増やせます

•

アングル型設計 : ケーブル管理がしやすいように配線できます

•

シールド対応ソリューション : シールド付きジャックを使用できます

•

Panduit StructuredGround ボンディングハードウェアキット : ラックに直接取り付けるタイプの
パネルでシステムを保護し、EMI の影響を抑えます

™

™

サプライ用品
耐腐食性ジャック

2 ポストラック

ケーブル管理

湿気その他の腐食原因 ( 塩分など ) の侵入を抑
制し、電気接点および内部部品を保護します。

スペースが最適化されるだけでなく、電気的に
接合した構造のため EMI の影響を抑制する接地
が簡単で、通信装置室に理想的です。

2 ポストラックと組み合わせて、ケーブルの一体
性を維持しながらスペースを最大限に活用でき
ます。

過酷な環境

省スペース化

ノイズ対策

効率的な配備

配線管理

安全

www.panduit.co.jp/
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居住区
課題
客室・乗員室に快適な

Efficient
Deployment

Wire
Safety
環境を提供するための
Management

ケーブルを確 実に配 線
します。
Noise
Mitigation

Efficient
Wire
通信および電源ケーブ
Deployment
Management

Safety

Harsh
Environments

Space
Noise
しっかり固定され、しか
Optimization
Mitigation

Efficient
Deployment

Wire
Management

Safety
もしやすいことが求めら

ルの配線には、 安全で

も美観を損なわず、修理

Wire
Management

Safety

れます。

ソリューションを支える製品
LD プロファイルサーフェスレースウェイはシングルおよびマルチチャネルのソリューションで利用でき、銅線、光ファイバー、電源ケーブルを船室まで
安全・確実に配線できます。
•

マルチチャネルレースウェイ : データおよび電源ケーブルを配線します

•

耐タンパー設計 : 安全面の利点を強化し、不正な操作を未然に防ぎ、デリケートな配線を事故に
よる損傷から守ります

•

フィッティング完全補強 : 電源 / 通信ケーブルの曲げ半径をコントロールできます

サプライ用品
Power Over Ethernet (PoE)

コンセント

ネットワークセキュリティ

船上のセキュリティ、無線、その他のシステム向 ネットワーク接続用の多種多様なフェースプレー 銅線 / 光ファイバーの Keyed 配線システムおよ
けに PoE を配備できるモジュール方式のソリュー ト、アダプタ、およびサーフェスマウントボック びロックインとブロックアウトデバイスが、ネット
ションで、信頼性、拡張性、コスト効率に優れて スです。パンドウイットのレースウェイ向けに特 ワークインフラストラクチャへの誤った接続を
います。
別に設計されたフェースプレートもあります。
防ぎ、権限のないユーザーがネットワークにアク
セスできないようにするのに有効です。
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全船にわたる識別表示
船上での電源 / 通信ケーブルのラベルや接続に関する要件は、船体ごとに異なります。一般的なラベル素材にとっては時に厳しすぎる環境の
中で、それらすべての要件を満たそうとすると、膨大な労力とコストがかかってしまうおそれがあります。パンドウイットは、造船業者および
作業員が要件を容易に遵守できるよう、印刷可能なラベル素材に加えて、多種多様なステンレススチール製結束バンドとラベルを提供して
います。

™

Pan-Alum MMP シリーズマーカープレート ‒ ステンレススチール、
アルミニウム、および真ちゅう製のエンボス加工可能なケーブルマー
カープレートで、過酷な環境での耐久性があります。

ポータブルエンボスシステム ‒ 中程度から大容量の用途における
識別表示用に、必要なプレートを即座にエンボス加工できます。

メタル製結束バンド ‒ ステンレススチールまたはアルミニウム製の結束
バンドでマーカープレートを安全・確実に取り付けることができます。

メタルエンボス手動工具 ‒ 現地の作業場所でも、エンボス加工のマー
カープレートをその場で自由に作成できます。

熱転写ラベル ‒ 標準のラベルオプションにはさまざまな素材および
コーティングが含まれます。クリアで読みやすく耐久性の高い標識を
船上の幅広い用途に利用できます。

熱転写プリンター ‒ ラベル作成の効率とコストを改善できるデスク
トップおよびハンディプリンターです。
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おまかせください！
ご注文・お問い合わせから施工までシームレスなプロセスを保証する
ため、パンドウイットは全製品で世界標準のカスタマーサービスおよび
テクニカルサポートを実現します。船が造船所、港、海上のどこに
あるかを問わず、世界中のあらゆる場所でサービスとサポートをご利用
頂けます。
パンドウイットの総合的な造船ソリューションには、ワイヤー / ケーブル
の結束、識別、配線、保護、成端に関するすべてのソリューションが
含まれており、これにより最も過酷な用途の要件に対応するとともに、
お客様に利益を提供します。

施工時間の短縮
• 操作ミスの低減
• 総施工コストの削減
•

業界標準準拠
• より安全な作業環境の
実現
• 作業者の疲労の極小化
•

適切な道具を使えば、
すべての作業が円滑に！
施工準備
•

人 間 工 学 設 計 の ケーブ ルカットおよび
ストリッピングツールを使って、片手で
簡単に作業できます

•

わずかな力でカットできるように設計が
最適化されています

•

ゴ ム やシリコン などの 難しい 絶 縁 体 を
低摩擦でストリッピングできます

•

すべての部品が長期間の耐久性を持つ
高度な焼戻し特殊鋼製です

圧着 / 圧縮
•

電動と手動の接地工具で労力を最小限に
抑えます

•

サイクル制御機構がすべての圧着作業の
信頼性と反復性を保証します

•

色分けされた圧着ダイスで圧縮コネクタを
正しいダイスに簡単に合わせられます

•

完結したシステムで UL および CSA の最適
性能の遵守を保証します

成端
•

生 産 性 が 高まるように 設 計され た 銅 線
および光ファイバー成端工具です

•

従 来 の 作 業 方 法 に比 べて、 片手 による
成端作業が大幅に時間短縮されます

•

正しく成端されたかどうかを視認できる
ので作業が簡素化され、操作ミスを事実上
排除できます

•

成端に接着剤や電気は不要です

結束
•

人 間 工 学 設 計 による手 動 / 電 動 のナイ
ロンおよびステンレススチール結束バンド
工具を各種取り揃えています

•

整備および建造用途に使用できます

•

業界でも最高の信頼性を誇ります

•

鋭利なエッジに触れることがないように、
バンドをフラッシュカットできます

現実的なソリューション
パンドウイットとパートナーは、その卓越性とイノベーションにより、お客様の問題
の解決と現実的なソリューションの実装を支援し、お客様がビジネス上の優位性を
確立するお手伝いをいたします。パンドウイットは、データセンターやインテリ
ジェントビルの構築から製造工程まで、より洗練されたビジネスの統合基盤の確
立に役立つ、幅広いソリューションを提供しています。

技術面でのリーダーシップ
パンドウイットは、急速に変化するお客様のニーズに応えられる革新的な物理
インフラストラクチャソリューションを開発しています。これらのソリューションは、
ハードウェアやソフトウェアだけでなく、顧問サービスにまで及びます。この取り組み
は、 高度なリサーチ、ソリューション重視型の製品開発、ワールドクラスの製
造、技術開発の最先端におけるお客様とのコラボレーションへの投資によって
支えられています。

パートナーエコシステム
最高水準のパートナーエコシステムにより、プランニングから設計、納品、導入、
メンテナンス、運用にわたるプロジェクトライフサイクル全体をカバーする包括的な
サービスポートフォリオを提供します。パンドウイットの優れたビジネスパートナー
( ディストリビュータ、認定アーキテクト、コンサルタント、エンジニア、設計者、
システムインテグレータ、コントラクタ ) は、お客様の目的を実現し、予測したとおり
の大きな成果をあげられるよう支援します。

戦略的アライアンス
パンドウイットは、Cisco Sytems、EMC、IBM、Rockwell Automation などの業界の
リーダーと長期にわたる戦略的パートナーシップを結び、お客様のソリューションの
開発、最適化、有効化に向けて協力して取り組んでいます。このような人材とリソー
スへの投資により、お客様の重要なビジネスの課題を解決できるよう支援します。

グローバルなビジネスコミットメント
パンドウイットは、世界中にハイレベルな品質とサービスを確実にお届けできるよ
う努力を続けています。世界 100 カ国以上に拠点を設け、各地域の営業担当者と
技術スペシャリストが連携して、お客様のビジネスに価値をもたらすガイダンスと
サポートを提供しています。パンドウイットのグローバルサプライチェーンは、製造、
顧客サービス、ロジスティクス、ディストリビューションパートナーを包含しています。
これにより、お客様からのお問い合わせに迅速に対応するとともに、世界中のあら
ゆる場所にスムーズにソリューションを届けることができます。

サステナビリティ
パンドウイットは、環境の持続可能性 ( サステナビリティ ) を実現する取り組みの一環
として、地球環境の保護、消費した資源の補充、元の状態への回復を考慮した
ソリューションを開発、実行しています。この取り組みは、LEED Gold 認証を取得し
たパンドウイット本社によって実施されています。Unified Physical Infrastructure

SM

アプローチにより、重要な施設を 1 カ所に集め、エネルギー効率の向上と運用改善
を推進します。
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