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地中熱施工管理技術者資格試験の例題公開について 

NPO 法人地中熱利用促進協会では、地中熱設備の品質を確保し、併せて、地中熱利用の技術水準の向上

と地中熱利用に関わる技術者の地位向上を図ることを目的として、地中熱施工管理技術者資格制度を実施し

ております。 

本問題集は、資格試験出願の参考、あるいは受験に際して学習の補助としていただくことを目的として、こ

れまでに出題された問題の一部を公開するものです。 

公開する試験問題例を参考にして、地中熱の施工管理技術に関する知見の整理、活用に役立ててい

ただくことを期待します。 
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選択問題 

 

【1】 地中熱ヒートポンプシステムの熱交換器に関する以下の記述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１

～４で示しなさい。 

 

１．ボアホールを利用する場合には、U チューブを使用する例と同軸管を使用する例がある。 

２．シングル U チューブの方がダブル U チューブよりも熱交換量は多い。 

３．熱交換器に建物の基礎杭を使用するとコスト低減にはなるが、一般に工事施工は煩雑になる。 

４．水平埋設型の利用例が増えているが、地表の温度変化の影響を受けやすい。 

 

 

【2】 地中熱ヒートポンプシステムの導入を提案するポイントとして、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で

示しなさい。 

 

１．グリーン電力証書の発行 

２．CO2 排出量の低減 

３．電力のピークカット 

４．ランニングコストの低減 

 

 

【3】 地中熱ヒートポンプシステムの導入に向けた企画段階での検討事項について、最も不適当なものを一つ選

び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．クローズドループの場合は、計画敷地内に敷設可能な地中熱交換井数によって最大導入可能量が決まる。 

２．計画建物の冷暖房負荷を概算する際には、建築学会の規格である冷暖房熱負荷簡易計算法を用いて行う

のが一般的である。 

３．最大導入可能量と冷暖房負荷から、地中熱ヒートポンプシステムによる空調ゾーンをどこにするか検討する。 

４．最大導入可能量による地中熱ヒートポンプシステムのイニシャルコストを概算し、予算や空気熱源ヒートポン

プとの差額で、補助金利用も含めて比較検討を行う。 
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【4】 冷暖房熱負荷概算値を説明する次の記述のうち、下表を参考にして最も適当なものを一つ選び、番号１～

４で示しなさい。 

 

１．寒冷地では、温暖地より冬期の最大熱負荷は小さくなる。 

２．人間の出入りの多い室では単位最大熱負荷は小さくなる傾向にある。 

３．北向きの部屋では暖房熱負荷は小さくなる。 

４．戸建住宅では、集合住宅より単位最大熱負荷が大きくなる。 
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【5】 一般的な土壌・岩盤の有効熱伝導率と熱容量を示した次の表の㋓に当てはまる語句として最も適当なもの

を一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

 有効熱伝導率(W/(m・K)) 熱容量（MJ/(m3・K)） 

飽和 不飽和 飽和 不飽和 

㋐ 1.53 1.19 3.03 2.15 

㋑ 2.0    

㋒ 1.44    

㋓ 1.27 0.92 3.13 2.14 

火山灰 1.18 0.90 3.05 2.01 

泥炭 1.22 0.88 3.20 2.07 

ローム層 1.0 0.72   

岩（重量） 3.1  

岩（軽量） 1.4  

花崗岩 3.5  

 

１．シルト ２．砂 ３．砂礫 ４．粘土 

 

 

【6】 熱応答試験について述べた次の記述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．熱応答試験では、地中熱交換器内に熱負荷を与え、建築物の熱負荷を推定する。 

２．熱応答試験は、地盤の熱物性や熱交換能力を推定する地盤調査試験である。 

３．熱応答試験は、地中熱交換器の本数・長さを決定するために利用される。 

４．熱応答試験は、地中熱利用システムの採算性向上にもつながる。 

 

 

【7】 地中熱ヒートポンプシステムにおけるダブル U チューブで連続的に熱交換する場合の経験的な地中熱交

換量として、最も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．10 W/m 前後 ２．40 W/m 前後 ３．100 W/m 前後 ４．140 W/m 前後 

 

 

【8】 以下に示す機器のうち、熱応答試験に使用するものとして最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示し

なさい。 

 

１．データロガー ２．循環ポンプ ３．サンプラー ４．ヒーター 
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【9】 熱応答試験の実施方法の注意点に関する以下の記述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で

示しなさい。 

 

１．地上配管の長さは最小限にし、十分な断熱を施す。 

２．配管は十分にエア抜きし、漏水や空焚きには細心の注意を払う。 

３．循環流体としては、通常、水が用いられるが、不凍液でもよい。 

４．熱応答試験は、地中熱交換器の施工完了後、時間をおかずに速やかに開始するものとする。 

 

 

【10】 下図は、地中熱交換井の詳細と定義を示す図である。空欄を埋める言葉として最も不適当なもの

を一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．㋐（防水シート） 

２．㋑（遮水材） 

３．㋒（地中熱交換器） 

４．㋓（充填材） 

 
 

 

  

㋑ 

㋐ 

㋒ 

㋓ 
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【11】 回転振動式掘削工法の特徴に関する次の記述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４

で示しなさい。 

 

１．振動機能により、深度による掘削速度の低下が大きい。 

２．孔径が専用ロッド外径に近似のため、孔曲がりが少なく、孔壁崩壊を起こしにくい。 

３．地層・掘削深度によっては清水掘削が可能である。 

４．ロッド脱着の省力化、短時間化で付帯作業時間を短縮できる。 

 

 

【12】 ロータリー式掘削工法におけるプラント機材で、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示

しなさい。 

 

１．ボーリングポンプ 

２．発電機 

３．汚水タンク 

４．コンプレッサー 

 

 

【13】 次の文章は、U チューブ（地中熱交換器）の規格と種類について述べたものである。最も不適当

なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．地中熱交換器は、高密度ポリエチレン(PE100)が用いられる。 

２．U チューブの寸法体系準拠規格には、JIS 規格、ISO 規格の二種類である。 

３．U チューブを埋設する横引き配管と接続する際は、電気融着式継手(EF 継手)を使用する。 

４．やむを得ず埋設で金属継手を使用する場合にはハンドホールなどを設置して、メンテナンスができ

るようにする。 

 

 

【14】 掘削流体に関する次の記述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．掘削には、掘り屑を地表に排出し、ビット洗浄と高温維持のために掘削流体を使用する。 

２．ロータリー式掘削工法では、泥水掘削を基本とする。 

３．高濃度のベントナイト泥水の使用は、地中熱交換井の性能を低下させる可能性がある。 

４．回転振動式掘削工法は清水掘削および泥水掘削を基本とする。 

 

 

【15】 ロータリー式掘削工法の掘削ツールスに関する次の記述のうち、最も不適当なものを一つ選び、

番号１～４で示しなさい。 

 

１．ドリルカラーはビットに荷重を付けるとともに孔曲がり防止である。 

２．孔曲がり防止のため、ビットサイズに近似のスタビライザを使用する。 

３．ブレードビットは硬質地層で使用する。 

４．ローラコーンビットは砂れき層、玉石層、岩盤で使用する。 
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【16】 充填材に珪砂を用いる理由を述べたものである。最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示

しなさい。 

 

１．地中熱交換器の表面を傷つける恐れが少ない。 

２．熱伝導率が低く粒径がそろっている。 

３．孔壁崩壊防止を目的としている。 

４．地層と地中熱交換器の密着が良い。 

 

 

【17】 ロータリーパーカッション式掘削工法の特徴に関する次の記述のうち、最も不適当なものを一つ

選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．回転掘削と振動破砕機能に優れている。 

２．打撃音がやや大きいため、場所によっては防音対策が必要になる。 

３．孔径に近似のアウタロッドを用いる。 

４．地層・掘削深度によっては清水掘削が可能である。 

 

 

【18】 地中熱ヒートポンプシステムの一次側配管方式について述べた以下の記述のうち、最も不適当なものを

一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．直列方式は、リバースリターンで接続する方法である。 

２．並列方式は、直列方式と比較して摩擦損失水頭を小さくすることができる。 

３．並列・ヘッダー併用方式は、エア抜きを考慮したバランスの良い計画を行うことが必要である。 

４．直列・ヘッダー併用方式は、摩擦損失水頭を考慮したバランスの良い計画を行うことが必要である。 

 

 

【19】 地中熱ヒートポンプシステムで使用する不凍液が備えるべき条件について述べた以下の記述のうち、最も

適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．比熱が小さいこと。 

２．熱伝導率が大きいこと。 

３．沸点が低いこと。 

４．凍結温度が高いこと。 

 

 

【20】 地中熱ヒートポンプシステムで使用される高密度ポリエチレン管の EF 接合の施工要領に関する以下の記

述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．融着面の清掃には、エタノールを浸み込ませたペーパータオルを使用した。 

２．コントローラ用電源は、専用の発電機を使用した。 

３．融着中コントローラにエラー表示が出たので、ケーブルを接続し直して最初から通電させた。 

４．融着終了後、EF 継手のインジケータの隆起を確認した。 
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【21】 地中熱ヒートポンプシステムにおける、建物内への配管導入時の注意点に関する以下の記述のうち、最も

不適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．建物のピット回りでは地盤沈下の可能性が残るため、一次側配管にはクッション配管を採用することが望まし

い。 

２．地下水位の高さに関係なく、配管は内部に向かって下がり勾配をとる。 

３．地下水位が高く止水処理が困難な場合は、二重壁が構築されることが一般的である。 

４．配管が地中梁を貫通する際には、つば付き鋼管スリーブを用いるなど、止水処理を行うことが望ましい。 

 

 

【22】 地中熱ヒートポンプシステムの埋設配管の施工要領について述べた以下の記述のうち、最も適当なものを

一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．埋設深さは、500 mm 以上を標準とする。 

２．掘削幅は、600 mm 以上を標準とする。 

３．発生土の埋め戻しは、1 層が 300 mm 程度とする。 

４．埋設表示シートは、深度 300 mm 程度に敷設する。 

 

 

【23】 ヒートポンプサイクルの冷媒の状態を示す P-H 線図に関する記述のうち、最も適当な組み合わせを一つ

選び、番号１～４で示しなさい。 

 

加熱時は ㋐ ヒートポンプよりも ㋑ ヒートポンプは熱源温度が高いため、 ㋒ 過程における ㋒ 温度が高

い。そのため、圧縮機吸入口における冷媒ガスの密度が高くなって冷媒循環量が増加するために能力が大きく

なる。また、圧縮過程における比エンタルピー差が小さくなるので、効率は ㋓ する。 

冷却時は ㋐ ヒートポンプよりも ㋑ ヒートポンプは熱源温度が低いため、 ㋔ 過程における ㋔ 温度が低

くなるので、冷凍効果が大きくなり能力が向上する。また、加熱時と同様に圧縮過程における比エンタルピー差

が小さくなるので、効率は ㋓ する。 

 

１．㋐地中熱 ㋑空気熱源 ㋒凝縮 ㋓減少 ㋔蒸発 

２．㋐空気熱源 ㋑地中熱 ㋒凝縮 ㋓向上 ㋔蒸発 

３．㋐地中熱 ㋑空気熱源 ㋒蒸発 ㋓減少 ㋔凝縮 

４．㋐空気熱源 ㋑地中熱 ㋒蒸発 ㋓向上 ㋔凝縮 

 

 

【24】 地中熱ヒートポンプと空気熱源ヒートポンプの特徴に関する記述のうち、最も適当なものを一つ選び、番号

１～４で示しなさい。 

 

１．寒冷地以外では、冬季において外気温と地下温度が同じなのでメリットが少ない。 

２．寒冷地では、夏季において外気温と地下温度が同じなのでメリットが少ない。 

３．外気温が低い場合、地中熱ヒートポンプはデフロスト運転が頻繁に発生するが、空気熱源ヒートポンプでは

デフロスト運転をすることがない。 

４．地中熱ヒートポンプは安定した地下の温度を熱源に利用することで、高効率運転ができる。 
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【25】 地中熱ヒートポンプシステム設計時の注意点に関する記述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１

～４で示しなさい。ただし、ヒートポンプに熱源補器が内蔵されている場合、追加設置は行わないものとす

る。 

 

１．地中熱ヒートポンプの容量は冷暖房負荷を満足するように選定する。 

２．二次側放熱器の能力・数量は循環水温度を考慮して選定する。 

３．膨張タンクが内蔵されているヒートポンプの場合、システム全体の保有水量はヒートポンプの許容システム水

量以下とする。 

４．循環ポンプが内蔵されているヒートポンプの場合、システムの配管損失抵抗はヒートポンプの機外揚程以上

とする。 

 

 

【26】 ヒートポンプを構成する四要素に関する記述のうち、最も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさ

い。 

 

１．圧縮機は低圧の液冷媒を圧縮し、高温高圧のガス冷媒にする。 

２．凝縮器で相手の媒体に放熱してガス化することで高温高圧のガス冷媒となる。 

３．膨張弁で膨張することにより高温の液冷媒となる。 

４．蒸発器で相手の媒体を冷却して蒸発し、低温低圧のガス冷媒になる。 

 

 

【27】 ヒートポンプの種類のうち冷媒回路の現場施工が不要なものはどれか、最も適当なものを一つ選び、番号

１～４で示しなさい。 

 

１．パッケージエアコン 

２．地中熱エアコン 

３．ビル用マルチエアコン 

４．地中熱ヒートポンプチラー 

 

 

【28】 地中熱ヒートポンプ単体の暖房能力または冷房能力を評価するために必要な項目について、最も不適当

なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．地中熱交換器への循環流量 

２．地中熱交換器の出入口温度差 

３．地中温度 

４．ヒートポンプの消費電力 
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【29】 不凍液のメンテナンスに関する記述のうち、最も適当な組み合わせを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

不凍液を長時間使用すると添加剤が消耗し、 ㋐ が低下する。性能を確認するために、定期的な不凍液の点

検を推奨する。簡易的な方法としては、不凍液の濃度と pH の測定を ㋑ 年に 1 回程度行うとよい。なお、劣化

した不凍液は、 ㋒ として適切に処理しなければならない。 

 

１．㋐防錆・防食能力 ㋑ 1 ㋒産業廃棄物 

２．㋐防錆・防食能力 ㋑ 1 ㋒一般廃棄物 

３．㋐比熱 ㋑ 5 ㋒一般廃棄物 

４．㋐比熱 ㋑ 1 ㋒産業廃棄物 

 

 

【30】 地中熱ヒートポンプにも関連する「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に関する記

述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．全ての空調用の業務用地中熱ヒートポンプは、ユーザーによる 3 ヶ月に１回以上の簡易点検が必要である。 

２．圧縮機電動機定格出力が 3 kW の空調用の業務用地中熱ヒートポンプは十分な知見を有する者による 1 年

に 1 回の定期点検が必要である。 

３．冷媒フロン類取扱技術者の有資格者は、十分な知見を有する者として定期点検を行ってもよい。 

４．圧縮機電動機定格出力が 10 kW の空調用の業務用地中熱ヒートポンプは十分な知見を有する者による 3

年に 1 回の定期点検が必要である。 
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【31】 下記のヒートポンプ能力線図で、熱源水温度 25→30 ℃、2 次側冷水温度 15→10 ℃の場合の冷却能力

として最も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

 

 

１．60 kW ２．45 kW ３．40 kW ４．7.0 kW 
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【32】 地中熱ヒートポンプシステムの熱交換量を計算する際の計測項目の内、最も不適当なものを一つ選び、

番号１～４で示しなさい。 

 

１．一次側熱源水入口温度 

２．一次側熱源水出口温度 

３．地中熱交換器側壁温度 

４．一次側熱源水量 

 

 

【33】 地中熱ヒートポンプシステムのモニタリングで使う温度計の内、最も精度が高いものを一つ選び、番号１～

４で示しなさい。 

 

１．白金測温抵抗体(クラス A) 

２．T 型熱電対 

３．K 型熱電対 

４．サーミスタ 

 

 

【34】 地中熱ヒートポンプシステムの省エネ効果を計算する際に必要な計測項目の内、最も適当なものを一つ

選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．日照量 

２．降水量 

３．風速 

４．ヒートポンプ電力量 
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【35】 下の地中熱ヒートポンプシステム計測機器配置図において、㋐に相当する最も適当な計測器を一つ選び、

番号１～４で示しなさい。 

 
 

１．温度計 ２．日射量計 ３．電力計 ４．流量計 

 

 

【36】 地中熱ヒートポンプシステムの定格能力 20 kW、ヒートポンプ製造熱量が 6 kW、一次側ラインポンプの消

費電力が 2 kW、二次側ラインポンプの消費電力が 4 kW の時、地中熱ヒートポンプの機器負荷率として最

も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．10 ％ ２．13 ％ ３．30 ％ ４．60 ％ 

 

 

【37】 地中熱ヒートポンプシステムの暖房運転で下記のデータが得られた。単体 COP の正しい値を一つ選び、

番号１～４で示しなさい。 

 

・ヒートポンプ製造熱量   ： 24.0 kWh 

・ヒートポンプの圧縮機等の消費電力量 ： 6.0 kWh 

・一次側循環ポンプ消費電力量  ： 2.0 kWh 

 

１． 3.0 ２． 4.0 ３． 6.0 ４． 12.0 

 

 

 
㋐ 

 
㋐ 



二級地中熱施工管理技術者 資格試験問題集 

- 13 - 

【38】 地中熱ヒートポンプの掘削工事の施工計画立案にあたっての検討項目の中で、最も不適当なものを一つ

選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．現場周辺の道路状況 

２．有効熱伝導率 

３．地質 

４．地下埋設物、地上障害物 

 

 

【39】 工程管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．工事の進捗状況の確認は、毎日あるいは毎週、毎月定期的に工事進捗の実績を工程表に記入し、予定工

程と実施工程を比較することにより行う。 

２．進捗状況の確認の結果、工程の遅延が判明したときは、直ちに遅延原因を調査し、他の工種に与える影響

などを考慮した工事進捗の処置をとる。 

３．予定工程曲線と実施工程曲線のずれ（差）として許容できる範囲とは、一般に突貫工事をすれば工期を守る

ことができる範囲のことである。 

４．工程表は使用目的により総合工程表、工種別の全体工程表、月間・週間の部分工程表などがある。 

 

 

【40】 労働災害防止のために行われる取り組みの内、最も不適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．送り出し教育 

２．作業前打ち合わせ 

３．始業前点検 

４．施工図作成 
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筆記問題 

 

【1】 地中熱ヒートポンプシステムで使用される高密度ポリエチレン管の EF 接合において、融着面の切削・清掃

に関する注意点を箇条書きで 3 つ述べなさい。 

 

 

 

計算問題 

 

【1】 地中熱ヒートポンプシステムの概略設計にあたり、下記の条件において、地中熱交換井の必要な本数を求

めなさい。なお、計算式を示し、小数点以下は切り捨てること。 

 

・地中熱交換量               ： 60 kW 

・地中熱交換器 1 本当たりの長さ      ： 100 m/本 

・地中熱交換器の単位長さあたりの熱交換量 ： 40 W/m 

 

 

【2】 地中熱交換井で GL－5.0m まで珪砂を充填した。さらに遮水材を GL－3.0 m まで充填する場合の

必要量(m3)を下記の計算条件より求めなさい。なお、計算式を示し、小数点以下第 3 位を四捨五入

すること。 

 

・掘削外径 170 ㎜ 

・U チューブ外径 34 ㎜ 

・円周率 3.14 

・ダブル U チューブ 

 

 

【3】 冷房運転時の地中熱ヒートポンプシステムにおいて、次のデータが得られた場合の地中熱交換器への放

熱量を求めなさい。なお、計算式を示し、小数点以下第 2 位を四捨五入すること。 

ただし、熱源水は水（密度 1.00 kg/L、比熱 4.19 kJ/(kg・K)）とする。 

 

・地中熱交換器への熱源水入口温度  ： 35.0 ℃ 

・地中熱交換器からの熱源水出口温度 ： 30.0 ℃ 

・熱源水の循環流量   ： 120 L/min 

 

 

以上 
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選択問題
【１】 【２】 【３】 【４】 【５】

【６】 【７】 【８】 【９】 【１０】

【１１】 【１２】 【１３】 【１４】 【１５】

【１６】 【１７】 【１８】 【１９】 【２０】

【２１】 【２２】 【２３】 【２４】 【２５】

【２６】 【２７】 【２８】 【２９】 【３０】

【３１】 【３２】 【３３】 【３４】 【３５】

【３６】 【３７】 【３８】 【３９】 【４０】

筆記問題（解答例）
【１】

・ペーパータオルはケバ立ちや紙粉の少ない産業用を使用。

3 2 2

・切削面のらせん状マーキングが完全に消えるまで切削。

・清掃により標線が消えた場合は再度記入。

 地中熱ヒートポンプシステム施工管理マニュアルp.86～87の10項目を正解とする。

・切断による標線が消えた場合は再度マーキング。

・切削が不十分な場合、融着不良となるため、管端から標線まで完全に切削。

・スピゴット継手類（チーズの分岐側）についても管と同様の扱いとする。

・清掃は素手で行う（軍手等手袋は禁止）。

・清掃後はその面に触れない（触れてしまった場合は再清掃）。

・融着面の異物、油脂等の汚れを完全に拭き取る。

・EFソケットは融着面に泥等が付着しないよう使用直前に梱包袋から取り出す。

3 3 1 4 4

2 3 4 4 4

4 4 3 1 2

3 4

1 4 2

2 32 1 1

1 2

2 1 2

3

1 3

4 4

4 1
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計算問題
【１】

【2】

【3】

（式）地中熱交換器必要長さ　60,000 W ÷ 40 W/m ＝ 1,500 m

　　　地中熱交換器本数　1,500 m　÷　100 m/本　＝　15 本

(答え)　15 本

(式)

　（0.085×0.085×3.14－0.017×0.017×3.14×4）×2＝0.04 m3

(答え)　0.04 m3

(式)

　地中熱交換器への放熱量　（35.0-30.0）×120÷60×4.19＝41.9 kW

(答え)　41.9 ｋW
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