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構成・材質 Construction and material
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遮熱ボックス Heat shielding box

Heat shield paint with excellent heat shielding performance (SEIWA P/N：E18X-S150) is used on the outer 
surface of the box. It suppresses the rise of the internal temperature of the box.

※詳細は次頁に記載

※Details are described on the next page

・外面に優れた遮熱性能を有する遮熱塗料（星和型番：E18X-S150）を使用し、内部温度の上昇を抑えます。

・ONU、電源、光装置などの機器を収納出来る汎用設計です。
It is a general-purpose design that can store equipment such as ONUs(Optical Network Unit), power supplies, 
and optical devices.

Operating temperature range:-40℃～85℃
・使用環境温度： -40℃～85℃

Relative humidity:20%～95%
・相対湿度： 20%～95%

dustproof / Waterproof :  IP66
・防塵性・防水性： IP66

It has ground terminals(M4) inside and outside the case.
・ケース内部と外部にアース端子（M4）を備えます。

Number of cable holes / diameter
・通線穴数・直径：

No.1 Cable holeφ17,  No.2 Cable holeφ34 ,  No.3 Cable holeφ28
・No.1 通線穴径φ17、No.2 通線穴径φ34、No.3 通線穴径φ28

Hole addition work is available on the opposite side.
・対面に穴追加工可能

In addition to the above, it has a vent plug hole M12 x 1.5 for internal pressure adjustment.
・上記のほか、内圧調整用のベントプラグ穴M12×1.5を備えます。

Heat shielding performance (reference):There is an internal temperature difference of 14℃
(internal load 10 W) compared with general painted products.

・遮熱性能（参考）：一般塗装品と比べ、14℃（内部負荷10W）の内部温度差

・ケース、カバー ： ダイカスト用アルミ合金に遮熱塗装（標準色は白または、マンセルN8）を施しています。

Packing: silicone
・パッキン ： シリコーン

Spring pin · Cover bolt · Flat washer · Spring washer
・スプリングピン・カバーボルト・平ワッシャ・スプリングワッシャ

Case, cover: Heat shielding paint (standard color is white or Munsell value N8) is painted on aluminum alloy 
for die casting.

・ベントプラグ

Vent plug
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開口寸法 Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ ｏｆ ｏｐｅｎｉｎｇ

外形寸法・質量 External dimensions and weight

オプション部品 Oｐｔｉｏｎａｌ ｐａｒｔｓ

RoHS指令対応 RoHS compliant

・幅254×高さ186×奥行き75（ケース）+27（カバー）
W254 ｘ H186 x D75(case)+27(cover)

・ケース底及びカバー天井に中間板取り付けねじ（Ｍ４）を設置、ねじボスを各6ヶ所設置します。
The middle panel mounting screw (M4) is installed on case bottom and cover ceiling.
6 screw bosses are installed.

・幅302×高さ238×奥行き125
W302 ｘ H238 x D125

Weight 2.8kg(Including cover screw)
・質量 2.8㎏（カバーネジ含む）

・ケーブルグランド

Cable ground

・取り付け金具・金具ボルト

Mounting bracket · metal bolt

・オプションの取り付け金具・金具ボルトは溶融亜鉛メッキのため非対応です。

Mounting brackets and metal bolts, optional parts, are not compatible due to hot-dip galvanizing.
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遮熱性能 Heat shielding performance

本記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 Rev.01

○商品のご用命・お問い合わせは…

The contents change without previous notice because of improvements and so on.

赤外球：縦4個×横6個 計24個
IR lamp: W4 x D6 = 24 pcs

恒温槽（+40℃、無風）
Thermostat (+40℃, no wind)

床上面：アルミシート、床下面：断熱材

Floor surface: Aluminum sheet, 
Floor under surface: Insulation material

角度：72度
angle:72degree

日射計

Solar radiation meter
一般塗装品
General painted

遮熱塗装品
Heat shielding coating

木製架台

Wooden stand

250mm

人工太陽光設備を用いた日射試験による、ボックス内温度上昇の比較試験の結果

Result of comparative test on temperature rise in box by solar irradiation test using artificial solar radiation equipment

【試験状態】 【Test condition】

・環境温度（測定開始時）：約40℃
Ambient temperature

(at the start of measurement): Approx. 40℃

・日射強度：1120 W/m2h (真夏想定)
Solar radiation intensity: 
1120 W/m2h (assuming midsummer)

・日射熱量 960kcal/h・m2

Solar radiation calorie 960kcal/h・m2

・比較対象：遮熱塗装品と一般塗装品(白)
によるアルミ合金素材での比較

Comparison products: 
Aluminum alloy material with heat shielding
coating and general painted (white)

・内部には10Wの抵抗負荷を内蔵
（電源負荷含めて内部発熱は約16.9 W）

10 W resistance load is built in.(Including power supply load, internal heat generation is about 16.9 W.)

・測定場所は箱内部の上部と下部付近の2点
There are two measurement points in the upper part of the box and the lower part.

【測定結果】 【Result】


