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施工要領書
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【１】施工前の準備

チューブ 専用接着剤 各種専用テープ

断熱テープ アルミテープ 塩ビテープ

シート

製品および副資材

工具

工具 用途

定規、巻尺 シートの切断の際にシート幅（1ｍ）以上の定規を準備。

差し金、分度器 直角または任意の角度の測定。

ふた付き小分け缶 接着剤の小分け用。

メタルバンド 配管施工時の切断用ガイド。

はさみ シート、チューブ、テープの切断。

刷毛、ヘラ 接着剤の塗布。

キャリパー 管、機器の寸法測定。

パンチ 穴あけ。

アングルカッター ALクラッドシートの直角を出すため90度ですく。

背割りカッター チューブの背割り用。

コンパス 円形や弧の線引き。

カッター シートやチューブの切断（大型刃/中型刃/小型刃）。

ナイフ シートやチューブの切断（直刃/波刃、刃渡り30cm/10cm）。

研磨道具 ナイフの研磨。

特殊カッター 円形カッターなど。

ペン、チョーク 線引き。

マジックテープ式バンド 施工時の仮押さえ。
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注意事項

●断熱厚みの選択

断熱に必要な厚み、寸法、仕様を選択する。
不明瞭な点があれば代理店に確認する。

●製品形状に関して

チューブの場合
発泡体でかつ柔軟性の高い製品のため、断面形状が真円でなく楕円または扁平になっている場合がある。
厚みよりも内径が大きい製品ほどこの傾向が強くなるが不良品ではない。

断面形状のイメージ

背割りカットの際は平らな面に沿って背割り加工する。

シートの場合
ロール形状に巻いてあるため巻きぐせがついている。
製品が厚いほど、また粘着加工/表面材付であるとこの傾向は強くなる。

曲面に対しては巻きぐせと曲面の向きを合わせ、
平面に対しては反り返らない向きにして施工する。

○ ×

●施工面の前処理

ほこり、水分はウェス拭き、汚れや油分は溶剤等で除去する。
施工面の表面の錆はやすり等で除去し防錆剤を塗布する。
施工面に接着剤または粘着剤がつくことを確認する。

●接着剤について

合成ゴム系溶剤型接着剤です。

☆注意事項
・製品安全データ資料（ＭＳＤＳ）を必ず読む。
・冷暗所で保管する。
・使用前に十分に攪拌する。
・溶剤が揮発しやすいので開封後はふたをきちんと締める。
・作業時は小分け容器に移して少量ずつ使用する。
・稼動中の設備機器には使用しない。
・直射日光下では使用しない。
・気温5℃以下または30℃以上では使用しない。

・作業場所では充分な換気を行い、保護具着用する。
・接着剤が完全に乾くまで（施工後36時間）は設備を稼動させない。 4



☆使用方法
・接着剤は貼り合わせる両面（断熱材面と断熱材面または断熱材と被接着面）に塗布。
・均一に塗布する。塗布量の目安は0.2-0.3ℓ/㎡。

貼り合わせる断熱材の両面に塗布 断熱材と被接着面に塗布

・接着剤のオープンタイム経過後すみやかに貼り合わせる。

オープンタイムとは接着可能状態になる時間で、通常3～10分程度。

塗布量や温湿度により変化する。
指で触ったとき粘りつかなくなる頃が目安。

○×

・貼り合わせ後充分に圧着させる。

・オープンタイム経過後、長時間放置すると接着しなくなるので再度、接着剤を塗布して対応。

●施工のワンポイント

施工面と同様にK-FLEXもきれいな状態で使用する。

ゴム素材で発泡体構造なので柔軟性や伸縮性にとんでいるので
寸法足らずで引っ張った状態での施工は避け、少し（1%程度）大きめに切り出し押し合う状態になるようにして

施工する。

接合予定箇所への目印付け、墨だし により施工がやりやすくなる。

配管をシートで施工する場合は同じ厚みの製品端材を用いて長さを測定する。
長さを正確に測定するためには引っ張らずに自然に巻きつける様にする。

切りくずや端材は少量の部材が必要な箇所に利用したり、
切断寸法を測定する為に使用できる。

チューブ背割り面での印し付け

鋼板へのシート位置の墨だし
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チューブの内径が配管サイズに合致していることを確認。
チューブの内面にタルク粉（挿入時の摩擦軽減用）が付
いていることを確認。
チューブに配管を挿入。
無理に力をかけすぎないように送り込む。
曲げ部分についてもそのまま送り込む。
＊曲がり部分の曲率、配管サイズ、断熱材厚み次第で
挿入が困難になる場合はエルボー施工で対応する。

チューブの端部は断熱材の
位置ずれによる、断熱材と配
管の隙間への水分侵入を防ぐ
ためにしっかりと接着。
その際の接着部の長さは

断熱材の厚み以上が必要。

1-Ａ 挿入方法

【２】チューブで施工する配管(100A：外径114mm以下）

1-B 背割り工法

チューブの内径が配管サイズに合致していることを確認。
背割りチューブを使用するか専用背割りカッターまたは
ナイフ等で背割り加工。

配管にチューブを取り付ける。
背割り面の両面に接着剤を塗布し、接合・圧着する。

チューブの端面と端面を接着する。

その際、引張り合わず押し付け合うようにする。
施工長さより製品長さを１％程度長くみておく。

背割り工法の場合、背割り部の位置をずらすよう
にする。

2 端部の処理

接合時にずれが起きないようにするために、事前に合わ
せ位置の印をつけておく。 もしくは 両端→中間→その

また中間 の順で接合する。

(1)事前に印しつけ

(2)順接合

①① ②③④ ④ ④ ③ ④
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3 90度エルボー部

エルボーには溶接エルボーとねじ込みエルボーがある。
施工方法には２分割方法と小片部品接合方法があり、
事前に部材を作成し施工する手順で対応する。

配管の管径が大きい場合
は小片部品でエルボーの
形を作製する。

エルボー部分にセットし
背割り面を接着剤で接合
する。

端部の施工を行う。

3-A ２分割方法

3-B 小片部品接合方法（３分割方法）

チューブを斜めにカットする時は形状が円形になった状
態でカットする。
扁平に変形したチューブは手で押さえるか、または切断
部分からずらした位置にPVC管などを挿入しカットする。

組み立て時の位置確認用に円周方向に印をつける。
*0度/90度/180度/270度位置

接着剤で接合。 接着剤が十分に乾いたら、
エルボー部品を背割り。

エルボーの中央で４５度に
カットし、一方を半回転し
位置合わせ。

２分割のイメージ

チューブの外径と同じ寸法の幅で平行線を引く。

中心位置に線を引く。
中心線から1ｃｍ程の位置にＣ，Ｄの印をつける。
Ｃ，Ｄの180度反対側の平行線位置にＡ，Ｂの印を

つける。
ＡＣ、ＢＤに斜めに線をひく。

ＡＣ、ＢＤの線に
沿ってカット。 両側を半回転し位置

あわせ。

接着剤で接合。

以後は２分割方法と同様の手順で施工。
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チーズ部の施工では、あらかじめチーズ部材を加工し組
み立てる方法と、チューブにパンチで穴をあけてつなぐ
方法がある。

4-A 組み立て方法

チューブをメイン部分：枝部分を２：１の比率でカット。

枝部分の先端を４５度に
カット。

メイン部分の中央を４５度
にカット。

位置あわせ確認後、接着剤
で接合。

接着剤が十分に乾いたら、
チーズ部品を背割り。

チーズ部分に取付け背割り
面を接着剤で接合。

4-B パンチ穴あけ方法

メイン部分に枝管の外
径と同じ穴をあける。

穴が枝管位置にくるように
メイン部分を取り付け接着
剤で接合。

枝部分のチューブ先端
をメイン管の曲面に
沿った形にカット。

位置あわせし接着剤で
接合。

1 2

4 チーズ部
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5 管径よりも径の大きなエルボー/チーズ/継手

ねじ込み式のエルボーやチーズの場合、継ぎ手の径が管の
外径よりも大きくなり、管と同じチューブを無理に使用す
ると破損の原因となる。
直管部に使用するチューブの外径と同じ内径のチューブを
使用して施工する。

直管部のチューブ外径
と同じ内径のチューブ
を準備する。

下図イメージにあるよう
に小径チューブ外側と大径
チューブ内側とを接着。

その接着長さはチューブ
の厚み以上とし、カットす
る長さに注意。

3、４と同じ方法でエルボーまたはチーズを作製する。

取付の際の重ね長さは断熱材厚み以上にし、小径
チューブの外側と大径チューブの内側とを接着。

6 小型バルブ

小型バルブ部分への施工は、(1)バルブ部分の径が管径
と同径の場合と、(2)バルブ部分が管径よりも大きいが

直管の断熱チューブよりも小さい場合 がある。

バルブの手前まで
チューブを装着。

チューブの端からバルブ
中心まで切れ目を入れ、
切れ目の端に穴をあける。

チューブをセットし切れ目を
接着。次に端面同士を接着。

バルブの手前まで両側から
チューブを装着。

チューブの外径と同じ内径
のチューブを準備。

チューブを背割りし広
げ、端からバルブ中心
までの切れ目を入れ、
切れ目の端に穴をあけ
る。

チューブを取付け切れ目
を接着。次に背割り面を
接着。 最後にチューブ
の重なり部分を接着。

6-A 径Bの小さいバルブ （Ｂ≒Ｃ）

6-B 径Bの大きなバルブ （Ａ＞Ｂ＞Ｃ)

A B CB
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7 異径管接続部

異径の管を接合する部分は(1)レデューサー形状
(2)異径ねじ込み継ぎ手が使われる。

7-A レデューサー形状

直管部分を少し残した
状態で両方の直管部分
にチューブを装着。

径の大きいほうに使用した
チューブを用意し、取り付け
長さより長めにカット。

チューブの一方の2箇所

を図のようにくさび形
に切り取る。

切り取った部分を接着する。

小径側の管径にあうよ
うに先端をカット。

部材の余分な長さを
カット。

背割り加工する。
（くさび加工場所は
避ける）

レデューサー部に取り
付け接着。

7-B 異径ねじ込み継ぎ手

ねじ込み継ぎ手の手前まで、大径側、小径側
のチューブを装着。

大径側のチューブ外径になるようにチューブ
を選定し小径側に接着。

大径側のチューブ外径と同じ内径のチューブ
を取り付ける。
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8 Ｙ字分岐

基本的にチーズ部分の穴あけ方法と同様。

メイン管チューブに
枝管の角度で穴あけ。

枝管部分の角度で枝管用
チューブをカットする。
メイン管に接合する部分は
メイン管の曲面にあわせて
カット

9 ９０度以外のエルボ

基本的には９０度エルボーの２分割施工と同様。

４５度エルボーの場合は、45度÷2=22.5度でカットする。

それ以外の角度でも同様にエルボー角度に対し半分の
角度でチューブを斜めカットして対応

10 エルボーの小片部品接合方法（４分割以

上）
配管の口径が大きい場合は４分割以上で施工する。
基本的に３分割エルボ－と同様。

小片のカット角度の合計が90度になるようにする。
（90度エルボーの場合）

カットした小片を組み上げエルボーを作製する。
背割りしてエルボー部に取り付け、背割り面を接着。

メイン管に取
り付ける。

作製した枝管用
チューブ
を取り付ける。

90
度

45
度

45
度

22.5
度

θ

θ

θ

θ

θ

４分割：θ＝30度

５分割：θ＝22.5度
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【３】シートで施工する配管（125A ：外径140mm以上）

大口径配管はシートを使って施工。

使用するのと同じ厚みのシートの端材を使用し、配管の
外周を測定する。
正確に測定する為には引っ張らずに自然に巻きつける。
測定した長さでシートに線をひく。

線に沿ってシートをカット。接合面となる切断面の両面
に接着剤を塗布する。

両端部→中央部→残り部分
の順に接合。

端部の処理などはチューブ
の場合と同様。

配管のサイズ、使用温度帯にもよるが、大口径の場合は
配管と断熱材とのズレが生じやすいので、シートによる
配管施工の際は端部だけでなく、全面接着
（または部分接着）で対応する。

全面塗布

長手方向塗布

円周方向塗布

ランダム塗布

11 直管

部

エルボー内側の半径ｒを
測定。

コンパスで半径rの弧を描く。

外周Ｒの1/2長さ＋半径rの
位置で弧を描く。

配管の外周Ｒを測定。

線に沿ってカットする。
同じものをもう一枚作製。

外周部分に接着剤を塗布。

まずは両端を接合。 次に中央部を接合。

内周部分に接着剤を塗布。 配管にセットし接合。

端部をまっすぐにカット。
この際、メタルバンドを用
いるとよい。

12 エルボー部
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13 チーズ部

Ｌ

Ａ

ｒ

シートに上図の寸法線を
描き線に沿ってカット。

メイン管に取り付ける。

枝管用の寸法線を引きカッ
ト。

枝管にあてがい上図の様
に隙間の寸法ｃを測定。

図のように ｃを半径とす

る円を描き、円に沿った
滑らかな曲線を描きく。
線に沿ってカット。

ｃ
更に曲線の切断面をメイン
管のシートに密着するよう
斜めカット。

配管にセットし接着。

Ａ

ａ

Ｌ

ｒ

メイン管の施工幅Ｌ/周長さＡ、枝管の直径ｒ/周長さ

ａを測定。
両側の直管を施工。 直管部の直径ｒ、フランジ

の直径Ｒを測定する

外径Ｒ、内径ｒのリング状
にカット。２枚作製。

フランジ面に取り付ける。

フランジ間の寸法Ｌを測定。

Ｌ

フランジ部の外周Ａを測定。

Ａ

Ｌ

シートに上図の寸法線を描き、線に沿ってカット。

図のように取り付けて接着。

14 フランジ

※冷凍装置などの低
温側の大型フランジ
では内部空間の空気
が結露/氷結すること

がある。
これを防ぐために

は、適宜空間内の隙
間を断熱材で充填す
ることで対応する。
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15 レデューサー

レデューサー高さｈ、小口径管の直径ｒ、大口径管の
直径Ｒおよび大口径管の周長さＡを測定。

上底ｒ、下底Ｒ、高さｈの台形を描く。
斜辺を延長し交点Ｍを書く。
Ｍを中心とし下底Ｒの両角を通る円弧を描く。
Ｍを中心とし上底ｒの両角を通る円弧を書く。
管の外周長Ａの長さで線を引く。
アーチ形状にカットする。

Ａ
Ｒ

ｒ

ｈ

Ｍ

ｒ

Ｒ

Ａ

図のように取り付けて接着。

16 多層巻き施工

-40℃を下回るような超低温では多層巻き施工が必要

になることがある。
基本的なことはこれまで述べた施工方法と同様で１層

目施工後の寸法を元に２層目を施工する。
同様に３層目以降を施工する。

気をつけなければいけないポイントは

・下層の断熱材の表面の汚れを除去する。
・配管と１層目、１層目と２層目、（以後も同様）の
層間面は接着しない。

・背割り部分は下層と上層とで９０度ずらす。
・端面は１層目と２層目で断熱材の厚み以上の
長さをずらす。

※詳しくは弊社の技術部までお問い合わせ下さい。
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17 大型バルブ / ゲートバルブ

基本的にはチーズやフランジへの施工方法の応用。

直管部の直径ｒとフランジの直径Ｒを測定し、内径ｒ、
外径Ｒのリングを２枚カット。

ｒ

Ｒ

リングを図のようにフラ
ンジ面に取り付ける。

フランジに取り付けたリ
ング間の長さＨとバルブ
径ａを測定。

Ｈ ａ

同じ厚みの断熱材を使い
フランジ周長Ａを測定。

Ｈａ

Ａ

高さＨ、幅Ａの線を引き、
中心の両端に直径ａの半
円を描く。
線に沿って材料をカット。

バルブに取り付ける。

ハンドル根元の形状と寸法、ハンドル部の最大径を測定
し形状に応じたリングをカット。

ハンドル根元に取り付ける。 同じ厚みの断熱材を使い
周長Ｃを測定。

根元のリングからフラン
ジ部断熱材までの最大距
離Ｂと最小距離ｂを測定。

ｂ

Ｂ
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Ｃ

Ｂ

ｂ

シートに幅Ｃ、高さＢ、高さｂの線を描く。
幅Ｃについて４等分の線を描く。
高さｂの位置で横線を描く。
４等分の線と高さｂの線の交点を中心に半径(B-b)の寸

法で円を描く。
円の周に沿って滑らかな曲線を描く。
線に沿ってカット。

曲線に切った部分の断面をフランジ部分の曲面に沿っ
て斜めカットする。
位置合わせを行い取り付け、接着。

断熱材間の接合部分をすべ
て接着。

※冷凍装置などの低温側の大型バルブでは内部空
間の空気が結露/氷結することがある。

これを防ぐためには、適宜空間内の隙間を断熱
材で充填して対応する。
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※冷凍装置などの低
温側の大型ストレー
ナーでは内部空間の
空気が結露/氷結す

ることがある。
これを防ぐために

は、適宜空間内の隙
間を断熱材で充填し
て対応する。

18 Ｙストレーナー / アングルバルブ

ハンドルサイズよりも少
し大き目のリングをカッ
トし枝管に取り付ける。

直管部の直径ｒとフランジの直径Ｒを測定し、内径ｒ、
外径Ｒのリングを２枚カットし取り付ける。

幅Ｌ、高さＣの寸法を引く。
端からＡの距離をとり、その位置に円周が接するように
直径Ｂの半円を上下に描く。
線に沿ってカット。

Ｌ

Ｃ

ＡＢ

半円抜き部分が枝管にく
るように取り付ける。

直管のシート施工と同様の
方法で枝管の周にカットし
たシートを取り付ける。

リングの周長ｃを測定。
枝管のリングから本体表面
までの距離ａ，ｂを測定。
*Ｙ字の角度に合わせる

ｃ

ｃ

幅ｃ、高さｂのシートを準備し、半径ｂの弧を描く。
Ｃの中心位置にａの距離をとり、メイン管の断熱後の
直径1/4の円を書く。

図のように滑らかな曲線を描き、線に沿ってカット。

曲線に切った部分の断面をメイン部分の曲面に沿うよ
うに斜めカットする。
位置合わせを行い取り付け接着する。。

ハンドルキャップが必要な
場合はこれまで述べた方法
に従い、寸法を測定し円形
と帯を寸法に合わせてカッ
トしキャップを作製。

Ｃ

フランジに取り付けたリング間の長さＬ、枝管までの
距離Ａ、枝管の直径Ｂ およびフランジ周長さＣを測定。

Ｌ

Ａ

Ｃ
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19 円筒タンク（ふたがドーム形状）

使用するのと同じ厚み
のシートを使用して外
周Ａを測定。
タンクの直線部分の高
さＨを測定。

幅Ａ、高さＨのシートを採
寸しカット。
タンクに接着剤で貼りつけ。

使用するのと同じ厚みの
シートを使用してドーム
部分の長さＬを測定する。

直径Ｌの円を描きカット。

①

②

③

④

シートとタンクに接着剤を
塗布。
中心位置をあわせて、まず
は頂点部分を貼り付ける。

中心から周囲に向かっ
て貼り付けていく。
その際に上図のように
対角線順番で行うとよ
い。

ドーム部分の縁と円筒部分の縁に接着剤を塗布し圧着。

【４】ダクトやタンクのシート施工
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20 角ダクト

ダクト表面の汚れ（埃、
水分、油分）を除去する。

ダクトの寸法を採寸し、そ
の寸法より1％程度大きめ

にシートをカットする。

離型紙の端をはがす。

離型紙をはがしながら
貼り付けていく。

配管施工と同様で端面の
接合は引っ張らずに押し
付けあうようにし、接合
面に接着剤を塗り接着。

シート厚み13mm以下は

巻きつけ施工も可能です。

※粘着なしシートを使用する場合

シートとダクト面との両方に接着剤を塗布して
貼り合わせる。
シート同士の接合面すべてに接着剤を塗り接着。

フランジ処理

（1）内フランジの場合

シートをそのまま施工する。
フランジ継ぎ目とシート継ぎ目はずらすようにする。

（2）外フランジでシート厚みがフランジより大きい場合

シートをフランジの手前まで施工する。
帯状にきったシートをフランジ部に貼り付ける。
シートとシートの重なりしろはシート厚み以上にする。

（3）外フランジでシート厚みがフランジより小さい場合

シートをフランジの手前まで施工する。。
シートの上面とフランジの高さとの距離以上の厚みの
シートを帯状にカットし貼り付けて高さ合わせする。
帯状にきったシートをフランジ部に貼り付ける。

シートをフランジの手前まで施工する。。
帯状にきったシートをフランジ部の形状に合わせて
に貼り付ける。

※丸ダクトの施工は大口径配管と同様。

※適宜空間内の隙間を断熱材で充填する。
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