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●この密閉式バルブセット/密閉式接続配管は、別売部品の
　防雪架台（高置台）MSC-102KDに取付けできます。

●この据付工事説明書には、密閉式の温水配管接続工事・
　液張り工事・液回路圧力設定について記載しています。
　配線工事・試運転等については、融雪用温水ヒートポンプ
　ユニットの据付工事説明書を参照してください。

販売店・工事店さま用

三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット（密閉式）用 接続部材
密閉式バルブセット　　AC-0011MV
密閉式接続配管　　　　AC-0012MH

据付工事説明書

安全のために必ずお守りください
●ご使用の前に､この｢安全のために必ずお守りください｣をよくお読みのうえ据付けてください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●据付工事終了後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。

■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。
当社指定部品を使用しないと、密閉式バルブセットの落下等による
ケガの原因になります。

■据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。
据付けには専門の知識と技術が必要です。
お客さま自身で据付工事をされ不備があると、密閉式バルブセット
の落下等によるケガの原因になります。

■据付けは、据付工事説明書に従って確実に行う。
据付けに不備があると、密閉式バルブセットの落下等によるケガ
の原因になります。

■据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。
ケガの原因になることがあります。

■配管工事は、融雪用温水ヒートポンプユニットの据付工事説明
書に従って確実に行う。
配管工事に不備があると、ヒートポンプユニットから防錆循環液
が滴下し、汚損の原因になります。

■防雪架台・密閉式バルブセットの下に、物を置かない。
ドレン水で汚損の原因になります。

■組立の際は、必ず指定の締付トルクを守って作業してください。
指定トルクで締付けしないと破損の原因になります。

この据付工事説明書に記載がない工事
1．防雪架台（高置台）Ⓐの据付場所の基礎工事 
•防雪架台（高置台）Ⓐに同梱の据付工事説明書を参照し専門業者さまが施工してください。

2．ロードヒーティング･屋根融雪配管工事
•融雪配管工事は、❷「据付に関する注意事項」をご覧になり、専門業者さまが施工してください。

3．防雪架台（高置台）Ⓐとヒートポンプユニットの取付
•防雪架台（高置台）Ⓐに同梱の据付工事説明書を参照してください。

4．融雪リモコンの取付
•融雪リモコンに同梱の据付工事説明書を参照してください。

5．降雪センサーの取付（屋根融雪には使用できません）
•降雪センサーを使用される場合は、降雪センサーの据付工事説明書をご覧ください。

6．ヒートポンプユニットの配線工事・試運転
•融雪用温水ヒートポンプユニットに同梱の据付工事説明書を参照してください。

1

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事前にこの据付工事説明書とヒートポンプユニットの据付工事説明書を必ずお読みください。

誤った取扱いをしたときに､死亡や重傷などの重大な
結果に結びつく可能性があるもの警告 指示を守る

■“図記号”の意味は次のとおりです。

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・
家財などの損害に結びつくもの注意



現地で準備していただく部品（別売部品）

1 使用部品
•据付前に下記部品を確認してください。 
•部品の数量はヒートポンプユニット１台分の数量です。
•この据付工事説明書には密閉式接続配管（AC-0012MH）の部品も記載されています。
　密閉式接続配管には、据付工事説明書は同梱されていませんので、この据付工事説明書をなくさないようにご注意ください。

※1 防錆循環液の必要量の目安
下記の表に記載し合計します。（現地で下表の空欄部分を計算願います）
融雪配管（架橋ポリエチレン管１３A）は1ⅿあたり0.1327L です。

※2 密閉式膨張タンクの容量
MEL＊SNOWの密閉式膨張タンクの容量計算は一般式ではありません。
下記グラフで選択した容量より大きい容量の密閉式膨張タンクをお選び
ください。
下記グラフの横軸「防錆循環液容量（L）」は左表の防錆循環液合計です。

＜屋根融雪の場合＞

＜ロードヒーティングの場合＞１．ヒートポンプユニットから往き側ヘッダーまでの配管
２．往き側ヘッダーから戻り側ヘッダーまでの融雪配管
３．戻り側ヘッダーから密閉式バルブセットまでの配管
４．密閉式バルブセット
５．密閉式接続配管
６．ヒートポンプユニットの保有量（内容積）
７．膨張タンク追加分 1.5

0.7
0.4
0.5

1.0
0.7
0.4
0.5

防錆循環液合計

計
余裕率　計×1.3

項目
内容積（L）

屋根融雪 ロードヒーティング

防雪架台 （高置台） MSC-102KD 1Ⓐ
記号 部品名 形名 数量

2

現地で準備していただく特殊工具

1

1

5

1

1

1

1

1

1

数量

加圧シスターン　配管接続口G1/2仕様品
テストポンプ       配管接続口G1/2仕様品
防錆循環液1,000㏄または500㏄計量カップ
温水配管締付用モンキレンチ（呼び寸法 375㎜以上）
トルクレンチ

1
1
1
1
1

㋐
記号 部品名 数量

㋑
㋒
㋓
㋔

融雪配管（架橋ポリエチレン管 酸素透過防止タイプ13A）
ヘッダー（往き用、戻り用）複数回路の場合必要
ヘッダー分岐口バルブ（ヘッダー回路数の往き戻り回路数分）
ヘッダーボックスまたはヘッダー固定部材（必要に応じ）

1

1

1

適量
各1

回路数×2
往き戻り分

1

3

適量

密閉式膨張タンク　※2 
接続口R3/4
空気封入圧力
0.13MPa（20℃）

屋根融雪用
（推奨）

型式 ST-17
（日立金属株式会社殿製）
2018年5月現在

ロードヒーティ
ング用
（推奨）

型式 ST-28
（日立金属株式会社殿製）
2018年5月現在

密閉式膨張タンク用固定金具
（推奨）低圧膨張タンク用固定金具　型式 K-KANAGU-279

日立金属株式会社殿製　2018年5月現在

シールテープ（テフロンテープ）

作業用フレキ管
（両端接続口G1/2ネジ（パッキン付）、長さ500㎜以上）

圧力計 ：防水タイプ･接続口R1/4
最大目盛0.6ＭPa以上ⓐ

記号 部品名 数量

ⓑ

ⓒ

ⓓ
ⓔ
ⓕ
ⓖ

ⓗ

ⓙ

ⓚ

ヘッダーユニット接続配管 20A一式
•ヒートポンプユニットの往き側バルブ組立 A③のエルボから往き側ヘッダーⓔ
まで、および戻り側ヘッダーⓔから密閉式バルブセットのエルボ組立⑨まで
•密閉式バルブセットのエルボ組立⑨およびヒートポンプユニット往き側
バルブ組立 A③のエルボはG１Bネジですのでパッキンが必要です。

密閉式バルブセット（AC-0011MV）部品

密閉式接続配管（AC-0012MH）部品

現地で準備していただく部品（一般市販品）

バルブ組立ボード

六角ボルト　M8×16

バルブ組立 Ａ（緑ハンドル）
仮止め
エルボ

バルブ組立 Ｂ（緑ハンドル）

バルブ Ｄ（橙ハンドル）

バルブ組立 Ｅ（白ハンドル）

バルブ Ｆ（白ハンドル）

バルブ Ｇ（青ハンドル）

エルボ組立

1
タンクフレーム　
※推奨密閉式膨張タンク　
　日立金属株式会社殿製
　ST-17形·ST-28形設置対応品

①

記号 部品名

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

2
ボルト Ｗ3/8×20
※推奨密閉式膨張タンク
　日立金属株式会社殿製
　ST-17形·ST-28形設置対応品

⑪

1

1

数量

接続配管
（パッキン付）

タンクフレキ管
（パッキン付）

⑫

記号 部品名

⑬

ロードヒーティング密閉式膨張タンク容量
30.0

密
閉
式
膨
張
タ
ン
ク
容
量（
L）

防錆循環液容量（L）

28.0

26.0

24.0

22.0

20.0

18.0

16.0
20

y=0.2443x + 14.54

25 30 35 40 45 50 55

屋根融雪密閉式膨張タンク容量
13.5

密
閉
式
膨
張
タ
ン
ク
容
量（
L）

防錆循環液容量（L）

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0
20

y=0.0194x + 10.663

30 40 50 60 70 80 90 100

※1三菱防錆循環液希釈不要タイプ   １L
三菱防錆循環液希釈不要タイプ  １0L
三菱防錆循環液希釈不要タイプ  １8L

VPZ-01KX-ECO
適量VPZ-10KX-ECO

VPZ-18KX-ECO
Ⓕ



据付に関する注意事項2

3

温水配管接続工事3
●温水配管接続工事（屋根融雪の例）
配管接続系統図

1.　融雪配管ⓓを屋根に敷設します。
2.　往きと戻りのヘッダーⓔの固定位置を決めて、ヘッダーボックスまたはヘッダー固定部材ⓖを固定します。
3.　往きと戻りのヘッダーⓔの分岐口にヘッダー分岐口バルブⓕを取付け、ヘッダー固定部材ⓖに固定します。
4.　ヘッダー分岐口のヘッダー分岐口バルブⓕと融雪配管ⓓを接続します。
5.　密閉式バルブセットのバルブ組立ボード①に、圧力計ⓐ、バルブ Ｆ（白ハンドル）⑦、バルブ Ｇ（青ハンドル）⑧、
バルブ Ｄ（橙ハンドル）⑤、エルボ組立⑨を図の位置へシールテープⓚを巻いて適正トルクで締め付けてください。
※バルブ F（白ハンドル）、バルブ G（青ハンドル）、バルブ D（橙ハンドル）はいずれも片側がR1/2ネジ、片側が
G1/2Bネジです。R1/2ネジ側にシールテープⓚを巻いてバルブ組立ボード①の配管に締め付けます。
G1/2Bネジ側と間違えないよう注意してください。
※バルブは同じ寸法ですので、位置を間違えないようにハンドルの色を図の位置に合わせ締め付けてください。

※ネジは適正トルクで、過大な力をかけないように注意して締め付けてく
ださい。
※シールテープとシール剤を併用するとシール剤が潤滑油になり、締め
すぎて割れなどの原因になりますので指定のトルクは適用できません。
※上下接続銅管の両端はGネジです。
ゆるみがないか確認し、ゆるみがあれば増し締めをしてください。

6.　防雪架台（高置台）Ⓐに5.で組立てたバルブ組立ボード①を固定します。
・バルブ組立ボード①を防雪架台（高置台）Ⓐの下部枠と上部枠に六角ボ
ルト Ｍ８×１６②（上部２本、下部２本）で固定します。

●配管長と高低差など
ロードヒーティング、屋根融雪、ヒートポンプユニット１台あたりを結ぶ温水回路
•最大融雪配管長………ロードヒーティングの場合 390ｍ

（架橋ポリエチレン管酸素透過防止タイプ13Aの場合）
屋根融雪の場合 450ｍ 1回路最長75m
（架橋ポリエチレン管酸素透過防止タイプ13Aの場合）

•最大高低差……………10ｍ 
•最小曲げ直径…………200㎜（架橋ポリエチレン管酸素透過防止タイプ13Aの場合）
•最大融雪面積…………ロードヒーティングは開放式と同じ面積 

屋根融雪は設置地域により、いずれも設計・施工マニュアルに
記載の面積

ネジ
配管締付トルクの目安

㎏f・cmN・ｍ

R1/2 25～35 250～350
R3/4 40～50 400～500

R1/4 10～15 100～150

G3/4 30～40 300～400

ネジ
締付トルクの目安

㎏f・cmN・ｍ
M8 12.5 125

バルブ組立 A
（緑ハンドル）③

バルブ組立 B
（緑ハンドル）④

往き

戻り

ヘ
ッ
ダ
ー
ⓔ

屋根融雪部分
屋根融雪配管ⓓヘ

ッ
ダ
ー
ⓔ

圧力計ⓐ
※

※

エルボ
組立⑨

バルブ C
（緑ハンドル）

バルブ F
（白ハンドル）⑦

バルブG
（青ハンドル）⑧

バルブ D
（橙ハンドル）⑤

バルブ組立 E
（白ハンドル）⑥

逃し弁

密閉式膨張タンクⓑ

エアセパレーター

エア抜き
つまみ

ヘッダー
分岐口バルブⓕ

ヘッダー
分岐口バルブⓕ

ヒートポンプ
ユニット

密閉式バルブセット、密閉式接続配管

融雪配管

ヒートポンプユニット
密閉式

融雪配管高さ
最大高低差10ｍ

バルブ組立ボード①

防雪架台（高置台）Ⓐ 上部枠 六角ボルトM8×16②

六角ボルト M8×16②防雪架台
（高置台）Ⓐ 下部枠

圧力計ⓐ

バルブ F
（白ハンドル）⑦

バルブ G
（青ハンドル）⑧

バルブ D
（橙ハンドル）⑤

バルブ組立
ボード①

上下接続銅管

エルボ組立⑨



4裏面へつづく

温水配管接続工事　つづき3

12. 密閉式膨張タンクⓑに、密閉式膨張タンク用固定金具ⓒを取付けます。
取付方法はお使いになる密閉式膨張タンク用固定金具ⓒの説明書をご覧ください。

13. タンクフレーム⑩を密閉式バルブセットのバルブ組立ボード①に、六角ボルト 
M8×16②１本で固定します。

14. 12.で密閉式膨張タンク固定金具ⓒを取付けた密閉式膨張タンクⓑを、ボルト Ｗ3/8×20⑪で
タンクフレーム⑩に固定します。

15. 密閉式膨張タンクⓑに、バルブ組立 Ｅ（白ハンドル）⑥をシールテープⓚを巻いて、適正トルクで
締め付けてください。
配管締付トルクの目安 

※ネジは適正トルクで、過大な力をかけないように注意して締め付けてください。
※シールテープとシール剤を併用するとシール剤が潤滑油になり、締めすぎて割れなど
の原因になりますので指定のトルクは適用できません。 

16. 5.で組立てたバルブ D（橙ハンドル）⑤と15. で密閉式膨張タンクⓒに取付けたバルブ
組立 E（白ハンドル）⑥のチーズ側を、密閉式接続配管のタンクフレキ管⑬で接続します。
接続口は両側とも G1/2ネジ（パッキン付）のため、シールテープⓚは不要です。
配管締付トルクの目安 

17. バルブ組立 A（緑ハンドル）③とヘッダーⓔ間、密閉式バルブセットのエルボ組立⑨と
ヘッダーⓔ間をヘッダーユニット接続配管20Aⓗで接続します。
ヒートポンプユニット側の接続口はともにG1Bネジですので、パッキンが必要です。
配管締付トルクの目安 

7.　バルブ組立 Ａ（緑ハンドル）③に仮止めしてあるエルボを取外します。
8.　ヒートポンプユニットの天面カバ―を取外して、ヒートポンプユニット背面の”往き”の

接続口に、7.のバルブ組立 Ａ（緑ハンドル）③をハンドルが外側に約15°傾くように取付
けます。

9.　7.でバルブ組立 Ａ（緑ハンドル）③から取外したエルボをヘッダーⓔからの温水配管と
接続しやすい角度にシールテープⓚを巻いて適正トルクで締め付けます。

10. ヒートポンプユニット背面の”戻り”の接続口にシールテープⓚを巻いて、バルブ組立 Ｂ
（緑ハンドル）④をハンドルが外側に約15°傾くように取付け、天面カバーを元どおりに
取付けます。

11. バルブ組立 Ｂ（緑ハンドル）④とバルブ組立ボード①に密閉式接続配管（AC-0012MH）
の接続配管⑫を接続します。
接続口は両側ともG3/4ネジ（パッキン付）のため、シールテープⓚは不要です。
配管締付トルクの目安

ネジ ㎏f・cmN・ｍ
30～40G3/4 300～400

ネジ ㎏f・cmN・ｍ
40～50R3/4 400～500

ネジ ㎏f・cmN・ｍ
20～30G1/2 200～300

ネジ ㎏f・cmN・ｍ
40～50G1 400～500

ネジ
締付トルクの目安

㎏f・cmN・ｍ

W3/8 24.5 245
M8 12.5 125

バルブ組立 E
（白ハンドル）⑥

バルブ D
（橙ハンドル）⑤

タンク
フレキ管⑬

バルブ組立 A
（緑ハンドル）③

天面カバー
取外し

ヒートポンプ
ユニット背面
“往き”接続口外側に

15°傾ける
エルボの取外し

ヒートポンプ
ユニット背面
“戻り”接続口

ヘッダーⓔからの
温水配管と接続
しやすい方向で
締め付ける

外側に
15°傾ける

天面カバー
取付け

バルブ組立 B
（緑ハンドル）④

接続配管⑫

接続配管⑫接続口 G3/4ネジ

バルブ組立 E
（白ハンドル）⑥

ボルト W3/8⑪

タンク
フレーム⑩

密閉式膨張タンクⓑ

密閉式膨張
タンク用
固定金具ⓒ

六角ボルト
M8×16②

タンク
フレーム⑩
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液張り工事4

1.　バルブ F（白ハンドル）⑦、バルブ G（青ハンドル）⑧、バルブ組立 E（白ハンドル）⑥の袋ナットを取外します。
※袋ナットは据付完了後使用しますのでパッキンとともに大切に保管してください。 

2.　加圧シスターン㋐の吐出口とバルブ F（白ハンドル）⑦を作業用フレキ管ⓙで接続します。
接続口はG1/2ネジ（パッキン付）のため、シールテープⓚは不要です。

3.　加圧シスターン㋐の戻り口とバルブ G（青ハンドル）⑧を作業用フレキ管ⓙで接続します。
接続口はG1/2ネジ（パッキン付）のため、シールテープⓚは不要です。

4.　バルブ組立 E（白ハンドル）⑥に作業用フレキ管ⓙを接続し、反対側を加圧シスターン㋐の液だめに液が入るように設置します。
バルブ組立 E（白ハンドル）⑥との接続口はG1/2ネジ（パッキン付）のため、シールテープⓚは不要です。

●液張りとエア抜き
配管接続系統図
※本系統図にて各バルブの位置を確認のうえ、下記手順に従い作業してください。

バルブ組立 A
（緑ハンドル）③

エルボ組立⑨へ

ヘッダーⓔへ

バルブ組立 B
（緑ハンドル）④

バルブ組立 E
（白ハンドル）⑥

バルブ D
（橙ハンドル）⑤

バルブ G
（青ハンドル）⑧

エルボ組立⑨

バルブ C
（緑ハンドル）バルブ F

（白ハンドル）⑦

エア抜き 
つまみ

エアセパレーター

ヘッダーⓔへ

加圧シスターン㋐

作業用フレキ管ⓙ

バルブ D
（橙ハンドル）⑤

バルブ G
（青ハンドル）⑧

エルボ組立⑨

バルブ C
（緑ハンドル）バルブ F

（白ハンドル）⑦

吐出口

バルブ組立 E
（白ハンドル）⑥

戻り口

バルブ組立 A
（緑ハンドル）③

バルブ組立 B
（緑ハンドル）④

往き

戻り

ヘ
ッ
ダ
ー
ⓔ

屋根融雪部分
屋根融雪配管ⓓヘ

ッ
ダ
ー
ⓔ

圧力計ⓐ
※

※

エルボ
組立⑨

バルブ C
（緑ハンドル）

バルブ F
（白ハンドル）⑦

バルブG
（青ハンドル）⑧

バルブ D
（橙ハンドル）⑤

バルブ組立 E
（白ハンドル）⑥

逃し弁

密閉式膨張タンクⓑ

エアセパレーター

エア抜き
つまみ

ヘッダー
分岐口バルブⓕ

ヘッダー
分岐口バルブⓕ

ヒートポンプ
ユニット

密閉式バルブセット、密閉式接続配管

※密閉式膨張タンク、圧力計は
　一般市販品を使用します。
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液張り工事　つづき4

加圧処理工事 （屋根融雪の場合のみ必要）5

5.　バルブ C（緑ハンドル）とバルブ D（橙ハンドル）⑤を閉にします。 
6.　バルブ F（白ハンドル）⑦、バルブ G（青ハンドル）⑧、バルブ組立 A（緑ハンドル）③、バルブ組立 B
（緑ハンドル）④を開にします。

7.　加圧シスターン㋐に防錆循環液Ⓕを注入します。 
（架橋ポリエチレン管13Aの防錆循環液量の目安（L）は0.1327×配管長（m）です）
（防錆循環液量の目安としてご利用ください）

8.　融雪配管ⓓをヘッダーで複数回路に分けている場合はヘッダー分岐バルブⓕで１回路だけ開き、
他の分岐口は閉にします。

9.　バルブ C（緑ハンドル）とバルブ D（橙ハンドル）⑤がともに閉であることを再度確認します。
10. 加圧シスターン㋐を運転し液張りとエア抜きを行います。
11. エアセパレーターから空気を抜けやすくするためエアセパレーターのエア抜きつまみを緩めます。
12. 加圧シスターン㋐内の防錆循環液Ⓕが減少しますので、防錆循環液Ⓕを追加します。
13. １回路のエアーが完全に抜けるまで（空気の抜ける音（ボコボコ音）がなくなり加圧シスターン㋐
の戻り口の気泡や液面の変動が無くなるまで）加圧シスターン㋐を運転します。

14. 同様にほかの回路もヘッダーの分岐口バルブⓕを切り替えて１回路づつ液張りとエア抜きを繰り
返します。

15. 全回路の液張りとエア抜きが完了したらヘッダーの分岐口バルブⓕをすべて開き、全回路に防錆
循環液Ⓕを流します。

16. バルブ D（橙ハンドル）⑤とバルブ組立 E（白ハンドル）⑥を開き、密閉式膨張タンク回路の液張り
とエア抜きをします。

17. エア抜きが完了したらバルブ組立 E（白ハンドル）⑥を閉じ、バルブ組立 E（白ハンドル）⑥から作
業用フレキ管ⓙを取外して先端に袋ナットを取付ます。 
袋ナットはＧ1/2ネジ（パッキン付）のため、シールテープⓚは不要です。

18. バルブ C（緑ハンドル）を開きます。
19. バルブ F（白ハンドル）⑦、バルブ G（青ハンドル）⑧を閉にし、加圧シスターン㋐を停止し作業用
フレキ管ⓙを取外します。 

●加圧処理
•融雪配管ⓑは圧力により膨張するため加圧処理を行い、以降の圧力による膨張をなくします。
•圧力をかけるときは橙ハンドルバルブ1個と緑ハンドルバルブ3個は必ず閉にして、青ハンドルバルブから圧力をかけます。

※加圧処理は屋根融雪の場合のみ必要です。
　ロードヒーティングでは、融雪配管がコンクリート等で埋設されるため、加圧処理は不要です。

1.　バルブ C（緑ハンドル）、バルブ D（橙ハンドル）⑤、バルブ組立 A（緑ハンドル）③、バルブ組立 B（緑ハンドル）④を
閉じ、ヒートポンプユニット本体、逃し弁および密閉式膨張タンクⓑに圧力がかからないようにします。

2.　バルブ F（白ハンドル）⑦は閉じます。
3.　ヘッダー分岐口バルブⓕは往き側、戻り側ともに全て開いておきます。
4.　テストポンプ㋑に防錆循環液Ⓕを0.5～2L（融雪配管長で変わります）程度入れます。
5.　テストポンプ㋑のホースに作業用フレキ管ⓙを接続します。
接続口はG1/2ネジ（パッキン付）のため、シールテープⓚは不要です。

6.　テストポンプ㋑のレバーを操作し、ホースおよび作業用フレキ管ⓙ内に防錆循環液Ⓕを満たします。
（テストポンプ㋑のホースおよび作業用フレキ管ⓙ内のエア抜きをします）

7.　テストポンプ㋑のホースに接続した作業用フレキ管ⓙをバルブ G（青ハンドル）⑧に接続します。
8.　バルブ C（緑ハンドル）とバルブ D（橙ハンドル）⑤、バルブ組立 A（緑ハンドル）③、バルブ組立 B
（緑ハンドル）④が閉であることを再度確認します。

9.　バルブ G（青ハンドル）⑧を開き、テストポンプ㋑のレバーを操作し、融雪配管ⓓに０.4MPaを目安に圧力
をかけ、テストポンプ㋑のバルブを閉じます。

10. 融雪配管ⓓが膨れ、圧力はすぐ下がりますが、バルブ G（青ハンドル）⑧を閉にして、そのまま１時間以上放
置します。

11. 配管の各場所に防錆循環液Ⓕの漏れが無いか確認します。
12.１時間以上経過後、圧力計ⓐの指示値を確認します。
指示値が0.17MPa以上の場合は、0.17MPa以下になるまで放置するかテストポンプ㋑のホースと作業用
フレキ管の接続口を取外し、バルブ G（青ハンドル）⑧を開いて防錆循環液Ⓕを抜き、0.17MPa以下になる
ように調整し、バルブG（青ハンドル）⑧を閉じます。
※0.17MPa以下にする理由は次の工程で逃し弁が作動し液漏れするのを防止するためです。

13. 0.17MPa以下になったら、バルブ C（緑ハンドル）、バルブ D（橙ハンドル）⑤、バルブ組立 A
（緑ハンドル）③、バルブ組立 B（緑ハンドル）④を開きます。

14. ユニットなどに圧力がかかり、圧力計の指示値が下がります。

エア抜き 
つまみ

バルブ G
（青ハンドル）⑧

作業用フレキ管ⓙ

ホース

レバー

テストポンプ㋑

バルブ組立 E
（白ハンドル）⑥

バルブ D
（橙ハンドル）⑤バルブ G

（青ハンドル）⑧

バルブ F
（白ハンドル）⑦

バルブ C
（緑ハンドル）

エアセパレーター
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液回路圧力設定6

密閉式ロードヒーティング7

●防錆循環液追加圧力設定
•液回路圧力設定はバルブ C（緑ハンドル）、バルブ D（橙ハンドル）⑤、バルブ組立 A（緑ハンドル）③、バルブ組立 B（緑ハンドル）④
を開いた状態で行います。

1.　圧力計ⓐの指示値が0.1MPaになるように圧力を調整します。
•圧力を下げるにはバルブ G（青ハンドル）⑧を開くなどで充填した防錆循環液Ⓕを温水回路から抜きます。
•圧力を上げるにはテストポンプ㋑で温水回路に防錆循環液Ⓕを追加します。

2.　圧力計ⓐの指示値が0.1MPaになったことを確認し、バルブG（青ハンドル）⑧を閉じます。
3.　テストポンプ㋑の防錆循環液Ⓕを空にして、テストポンプ㋑に計量カップ㋒を使い防錆循環液Ⓕを1,000㏄いれます。
4.　テストポンプ㋑のホースと作業用フレキ管ⓙをエア抜きし、防錆循環液Ⓕを満たします。
5.　作業用フレキ管を接続したテストポンプ㋑のホースをバルブ G（青ハンドル）⑧に接続します。
6.　バルブ G（青ハンドル）⑧を開き、テストポンプ㋑のレバーを操作しテストポンプ㋑内の防錆循環液Ⓕを

全て温水回路に追加し、テストポンプ㋑内の防錆循環液Ⓕが空になってからバルブ G（青ハンドル）⑧を
閉じます。

7.　圧力計ⓐの指示値（システム圧）を確認します。
圧力の目安は下記の表ですが変動がありますので、おおよその目安としてください。
（このグラフは、タンク内容積16.6L、空気封入圧力0.13MPaの密閉式膨張タンクで、気温と防錆循環液
の温度、密閉式膨張タンクの温度が同じ場合の目安です）
（運転したり太陽光の影響などで、防錆循環液の温度が高いときや密閉式膨張タンクの温度が気温より
高いとシステム圧力はこれより高くなります）

密閉式ロードヒーティングの据付工事手順は屋根融雪とほぼ同じですが、融雪配管（架橋ポリエチレン管）ⓓの設置環境や最大長が異なるため、
変更しなければならない箇所があります。ここではその主な相違点を解説します。
密閉式ロードヒーティングでは、屋根融雪との下記相違点を理解し、据付工事をお願いします。

1.　ロードヒーティングでは、ヘッダーⓔを防雪架台Ⓐの近くに固定します。
❸温水配管接続工事で、屋根融雪はヘッダーⓔを屋根融雪面の近くに設置しますが、ロードヒーティングではヘッダーⓔを防雪架台Ⓐの近くに設置します。
ヘッダー取付板は密閉式バルブセットの横に取付けできますが、ヘッダーⓔを取付ける際は下記にご注意ください。
・ 配管の前後方向の寸法が密閉式バルブセットと異なりますので、ヘッダー側で取付け高さを調整してください。
・ 密閉式バルブセットもありスペースが狭くなりますので、ヘッダーⓔの配置にご注意ください。
・ バルブ組立ボード①に締め付けるエルボ組立⑨は接続先であるヘッダーⓔの位置が屋根融雪とは異なります。
接続しやすい向きにシールテープⓚを巻いて適正トルクで締め付けてください。
（次ページ配管接続系統図例参照）

2.　ロードヒーティングでは、融雪配管ⓓの最大長と防錆循環液最大量が屋根融雪とは異なります。

3.　ロードヒーティングでは、❻液回路圧力設定時の防錆循環液Ⓕの追加量が異なります。
❻液回路圧力設定時、追加する防錆循環液量が屋根融雪の1,000ccに対しロードヒーティングでは1,500cc必要になります。
これはロードヒーティングでは架橋ポリエチレン管がコンクリート等で埋設され、防錆循環液の膨張･収縮の影響が大きくなるためです。

8.　バルブ G（青ハンドル）⑧から作業用フレキ管ⓙとテストポンプ㋑を取外し、
バルブ G（青ハンドル）⑧、バルブ F（白ハンドル）⑦の接続口に袋ナットを固定します。
袋ナットはＧ1/2ネジ（パッキン付）のため、シールテープⓚは不要です。

16.6Lの密閉式膨張タンクとシステム圧力目安
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密閉式ロードヒーティング
60ｍ/回路工法

融雪方式

参考　屋根融雪

架橋ポリエチレン管
酸素透過防止タイプ
13A

融雪配管種類 防錆循環液最大量（Ｌ）
最大配管長（ｍ）
1回路

60

75

390

450

55

100

全長

ネジ ㎏f・cmN・ｍ
20～30G1/2 200～300

配管締付トルクの目安 

バルブ G
（青ハンドル）⑧

作業用フレキ管ⓙ

ホース

レバー

テストポンプ㋑



密閉式ロードヒーティング　つづき7
4.　ロードヒーティングと屋根融雪ⓓでは防錆循環液Ⓕの必要量の目安が異なります。
融雪配管ⓓの最大長や、防錆循環液Ⓕの最大量、防錆循環液Ⓕの追加量が屋根融雪とは異なります。
屋根融雪では架橋ポリエチレン管が膨張収縮しやすいため余裕率1.3を設定しますが、架橋ポリエチレン管がコンクリート等で埋設される
ロードヒーティングではこの余裕率は設定していません。
そのため防錆循環液Ⓕの必要量の目安の計算も異なります。
❶使用部品の防錆循環液の必要量の目安の表をご覧ください。

5.　ロードヒーティングでは密閉式膨張タンクⓑの容量が屋根融雪とは異なります。
ロードヒーティングでは融雪配管ⓓはコンクリート等で埋設します。
そのため架橋ポリエチレン管の膨張収縮はコンクリート等と同じになり、屋根融雪よりはるかに少なくなります。
架橋ポリエチレン管の温度変化による膨張収縮が抑えられ、防錆循環液単体の膨張収縮量がそのまま影響するため、密閉式膨張タンクⓑ
の必要容量が大きくなります。
密閉式膨張タンクの容量の違いは❶使用部品の密閉式膨張タンクの容量のグラフをご覧ください。

ロードヒーティングで推奨の密閉式膨張タンク 型式 ST-28 は、屋根融雪で推奨の 型式 ST-17 と直径が同じで高さが異なります。
そのため、取付け時に密閉式膨張タンクⓑが地面に触れないように密閉式膨張タンク用固定金具ⓒの取付け高さを調整してください。

6.　ロードヒーティングでは加圧処理工事は必要ありません。
ロードヒーティングでは融雪配管（架橋ポリエチレン管）ⓓがコンクリート等で埋設されるため、加圧処理は不要です。

7.　28Ｌ密閉式膨張タンクを使用した場合の施工完了時のシステム圧力目安
28Ｌ密閉式膨張タンクを使用した場合の外気温とシステム圧力の関係はおよそ下記のグラフになります。
（このグラフは、タンク内容積28L、空気封入圧力0.13MPaの密閉式膨張タンクで、気温と防錆循環液の温度、密閉式膨張タンクの温度が
同じ場合の目安です）
（運転したり太陽光の影響などで、防錆循環液の温度が高いときや密閉式膨張タンクの温度が気温より高いとシステム圧力はこれより高く
なります）

8〒422-8528  静岡市駿河区小鹿3-18-1　☎ (054)287-3251

28Lの密閉式膨張タンクとシステム圧力目安
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バルブ組立 A
（緑ハンドル）③

バルブ組立 B
（緑ハンドル）④

往き

戻り

ヘッダーⓔ

ヘッダーⓔ

ロードヒーティング融雪配管ⓓ

圧力計ⓐ
※

※

エルボ
組立⑨

バルブ C
（緑ハンドル）

バルブ F
（白ハンドル）⑦

バルブG
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バルブ D
（橙ハンドル）⑤

バルブ組立 E
（白ハンドル）⑥

逃し弁

密閉式膨張タンクⓑ

エアセパレーター

エア抜き
つまみ

ヘッダー
分岐口バルブⓕ

ヘッダー
分岐口バルブⓕ

ヒートポンプ
ユニット

密閉式バルブセット、密閉式接続配管

※密閉式膨張タンク、圧力計は
　一般市販品を使用します。
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