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「官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）」は国土交
通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課により平成25年10 月22 日か
ら、国土交通省ホームページの「官庁営繕のＱ＆Ａ」コーナーに掲載
されている。

「官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）」目次

第１章 総則

第２章 基本事項

第３章 計画編

第４章 設計編

第５章 施工編

第６章 維持管理編

第７章 評価編

１１１１----０．はしがき０．はしがき０．はしがき０．はしがき
官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）

2



GeoHPAJ

背景・目的背景・目的背景・目的背景・目的

平成平成平成平成5 5 5 5 年、関係各国は国連のもと大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究年、関係各国は国連のもと大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究年、関係各国は国連のもと大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究年、関係各国は国連のもと大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究

極の目標とする「国連気候変動枠組条約」を採択し、地球温暖化対策に世界全体で取り組極の目標とする「国連気候変動枠組条約」を採択し、地球温暖化対策に世界全体で取り組極の目標とする「国連気候変動枠組条約」を採択し、地球温暖化対策に世界全体で取り組極の目標とする「国連気候変動枠組条約」を採択し、地球温暖化対策に世界全体で取り組

んでんでんでんでいくことに合意した。この実現のため、先進国の温室効果ガス排出量について、法的いくことに合意した。この実現のため、先進国の温室効果ガス排出量について、法的いくことに合意した。この実現のため、先進国の温室効果ガス排出量について、法的いくことに合意した。この実現のため、先進国の温室効果ガス排出量について、法的

拘束力を持つ数値目標を設定した「京都議定書」が議決され、平成拘束力を持つ数値目標を設定した「京都議定書」が議決され、平成拘束力を持つ数値目標を設定した「京都議定書」が議決され、平成拘束力を持つ数値目標を設定した「京都議定書」が議決され、平成17 17 17 17 年に発効した。年に発効した。年に発効した。年に発効した。

我が国では、この目標を達成するための「京都議定書目標達成計画」及び政府機関の目我が国では、この目標を達成するための「京都議定書目標達成計画」及び政府機関の目我が国では、この目標を達成するための「京都議定書目標達成計画」及び政府機関の目我が国では、この目標を達成するための「京都議定書目標達成計画」及び政府機関の目

標を定めた「政府の実行計画」を策定した。この「政府の実行計画」では平成標を定めた「政府の実行計画」を策定した。この「政府の実行計画」では平成標を定めた「政府の実行計画」を策定した。この「政府の実行計画」では平成標を定めた「政府の実行計画」を策定した。この「政府の実行計画」では平成22 22 22 22 年度から年度から年度から年度から

平成平成平成平成24 24 24 24 年度までの温室効果ガス総排出量の平均を平成年度までの温室効果ガス総排出量の平均を平成年度までの温室効果ガス総排出量の平均を平成年度までの温室効果ガス総排出量の平均を平成13 13 13 13 年度比で年度比で年度比で年度比で8888％削減すること、及％削減すること、及％削減すること、及％削減すること、及

びそのための様々な対策を定めている。また、平成びそのための様々な対策を定めている。また、平成びそのための様々な対策を定めている。また、平成びそのための様々な対策を定めている。また、平成25 25 25 25 年度以降も新たな「政府の実行計画年度以降も新たな「政府の実行計画年度以降も新たな「政府の実行計画年度以降も新たな「政府の実行計画
」」」」

の策定に至るまでの間、現行の「政府実行計画」と同等以上の取組を推進することを地球の策定に至るまでの間、現行の「政府実行計画」と同等以上の取組を推進することを地球の策定に至るまでの間、現行の「政府実行計画」と同等以上の取組を推進することを地球の策定に至るまでの間、現行の「政府実行計画」と同等以上の取組を推進することを地球

温暖化対策推進本部において決定している。温暖化対策推進本部において決定している。温暖化対策推進本部において決定している。温暖化対策推進本部において決定している。

これらを踏まえ、省エネルギーとエネルギーの有効活用を推進するとともに、再生可能これらを踏まえ、省エネルギーとエネルギーの有効活用を推進するとともに、再生可能これらを踏まえ、省エネルギーとエネルギーの有効活用を推進するとともに、再生可能これらを踏まえ、省エネルギーとエネルギーの有効活用を推進するとともに、再生可能

エネルギーの導入が今後必要とされている。エネルギーの導入が今後必要とされている。エネルギーの導入が今後必要とされている。エネルギーの導入が今後必要とされている。

再生可能エネルギーの一つとして地中熱を利用したヒートポンプが普及しつつあるが、再生可能エネルギーの一つとして地中熱を利用したヒートポンプが普及しつつあるが、再生可能エネルギーの一つとして地中熱を利用したヒートポンプが普及しつつあるが、再生可能エネルギーの一つとして地中熱を利用したヒートポンプが普及しつつあるが、

これは太陽光や風力と異なり天候等に左右されないシステムである。「官庁施設における地これは太陽光や風力と異なり天候等に左右されないシステムである。「官庁施設における地これは太陽光や風力と異なり天候等に左右されないシステムである。「官庁施設における地これは太陽光や風力と異なり天候等に左右されないシステムである。「官庁施設における地

中熱利用システム導入ガイドライン（案）（以下、「本ガイドライン」という。）」は、再生中熱利用システム導入ガイドライン（案）（以下、「本ガイドライン」という。）」は、再生中熱利用システム導入ガイドライン（案）（以下、「本ガイドライン」という。）」は、再生中熱利用システム導入ガイドライン（案）（以下、「本ガイドライン」という。）」は、再生

可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和のさらな可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和のさらな可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和のさらな可能エネルギーの導入を促進し、地球温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和のさらな

る推進に資するため、設計手法、施工方法、効果の評価手法についてガイドラインとしてる推進に資するため、設計手法、施工方法、効果の評価手法についてガイドラインとしてる推進に資するため、設計手法、施工方法、効果の評価手法についてガイドラインとしてる推進に資するため、設計手法、施工方法、効果の評価手法についてガイドラインとして

まとめたものである。まとめたものである。まとめたものである。まとめたものである。

１１１１----０．はしがき０．はしがき０．はしがき０．はしがき
官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）
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適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲

本ガイドラインは、次の場合に適用するものとする。本ガイドラインは、次の場合に適用するものとする。本ガイドラインは、次の場合に適用するものとする。本ガイドラインは、次の場合に適用するものとする。

(1) (1) (1) (1) 地中熱利用システムは、空調用、給湯用及び融雪用として利用するものとする。地中熱利用システムは、空調用、給湯用及び融雪用として利用するものとする。地中熱利用システムは、空調用、給湯用及び融雪用として利用するものとする。地中熱利用システムは、空調用、給湯用及び融雪用として利用するものとする。

(2) (2) (2) (2) 地中熱交換器は、クローズド・ループ型とする。地中熱交換器は、クローズド・ループ型とする。地中熱交換器は、クローズド・ループ型とする。地中熱交換器は、クローズド・ループ型とする。

(3) (3) (3) (3) 地中熱交換方式は、垂直埋設型のボアホール方式とする。（図地中熱交換方式は、垂直埋設型のボアホール方式とする。（図地中熱交換方式は、垂直埋設型のボアホール方式とする。（図地中熱交換方式は、垂直埋設型のボアホール方式とする。（図2222----1 1 1 1 参照）参照）参照）参照）

（オープン・ループ型は地下水等を直接利用することから地方自治体の条例の規制を（オープン・ループ型は地下水等を直接利用することから地方自治体の条例の規制を（オープン・ループ型は地下水等を直接利用することから地方自治体の条例の規制を（オープン・ループ型は地下水等を直接利用することから地方自治体の条例の規制を
受ける場合があるため対象外とした。垂直埋設型の基礎杭方式は、地中熱交換量の受ける場合があるため対象外とした。垂直埋設型の基礎杭方式は、地中熱交換量の受ける場合があるため対象外とした。垂直埋設型の基礎杭方式は、地中熱交換量の受ける場合があるため対象外とした。垂直埋設型の基礎杭方式は、地中熱交換量の
想定が困難で、施工想定が困難で、施工想定が困難で、施工想定が困難で、施工管理管理管理管理がががが複雑複雑複雑複雑である。また、水平埋設型は、実である。また、水平埋設型は、実である。また、水平埋設型は、実である。また、水平埋設型は、実証試験段階証試験段階証試験段階証試験段階であるたであるたであるたであるた
めそれめそれめそれめそれぞぞぞぞれ対象外とした。）れ対象外とした。）れ対象外とした。）れ対象外とした。）

１１１１----０．はしがき０．はしがき０．はしがき０．はしがき
官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）官庁施設における地中熱利用システムガイドライン（案）

4図図図図2-1 ボアホール方式のシステム図ボアホール方式のシステム図ボアホール方式のシステム図ボアホール方式のシステム図(冷房時の場合）冷房時の場合）冷房時の場合）冷房時の場合）



公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）は、３年ごとに改定

され平成２８年版が現在市販されている。地中熱利用について

は、平成２５年版で「第７編さく井設備工事」の中に新たに「地中

熱交換井設備」の章が新たに設けられ、平成２８年度版はこの内

容を踏襲している。以下のスライドで「第３章地中熱交換井設備」
の全文を掲載する。
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第７編 さく井設備工事

第３章 地中熱交換井設備

第１節 機材及び施工
3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 掘さく掘さく掘さく掘さく

((((ａａａａ) ) ) ) 掘さく工法は、回転振動式、ロータリー式、ダウンザホールハンマ式又は掘さく工法は、回転振動式、ロータリー式、ダウンザホールハンマ式又は掘さく工法は、回転振動式、ロータリー式、ダウンザホールハンマ式又は掘さく工法は、回転振動式、ロータリー式、ダウンザホールハンマ式又はロータリロータリロータリロータリ
ーパーカッション式ーパーカッション式ーパーカッション式ーパーカッション式とし、適用は特記による。とし、適用は特記による。とし、適用は特記による。とし、適用は特記による。

((((ｂｂｂｂ) ) ) ) 掘さく中は、掘さく孔に絶えず清水又は泥水を循環並びに充満させることとする。掘さく中は、掘さく孔に絶えず清水又は泥水を循環並びに充満させることとする。掘さく中は、掘さく孔に絶えず清水又は泥水を循環並びに充満させることとする。掘さく中は、掘さく孔に絶えず清水又は泥水を循環並びに充満させることとする。
ただしただしただしただし、ダウンザホールハンマ式、ダウンザホールハンマ式、ダウンザホールハンマ式、ダウンザホールハンマ式工法の場合は除く。工法の場合は除く。工法の場合は除く。工法の場合は除く。

なお、掘さく孔の保孔にベントナイト等泥材を使用する場合、熱交換効率に影響をなお、掘さく孔の保孔にベントナイト等泥材を使用する場合、熱交換効率に影響をなお、掘さく孔の保孔にベントナイト等泥材を使用する場合、熱交換効率に影響をなお、掘さく孔の保孔にベントナイト等泥材を使用する場合、熱交換効率に影響をおおおお
よぼさないよぼさないよぼさないよぼさないよう孔内の泥水を適切に希釈するよう孔内の泥水を適切に希釈するよう孔内の泥水を適切に希釈するよう孔内の泥水を適切に希釈する。。。。

3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 地中熱交換器地中熱交換器地中熱交換器地中熱交換器

((((ａａａａ) ) ) ) 地中熱交換器を構成する管材は、高密度ポリエチレン地中熱交換器を構成する管材は、高密度ポリエチレン地中熱交換器を構成する管材は、高密度ポリエチレン地中熱交換器を構成する管材は、高密度ポリエチレン(PE100)(PE100)(PE100)(PE100)ででででSDR(SDR=SDR(SDR=SDR(SDR=SDR(SDR=管の管の管の管の
外径外径外径外径////管の管の管の管の肉厚肉厚肉厚肉厚))))がががが11 11 11 11 以下のものとし、以下のものとし、以下のものとし、以下のものとし、JIS K 6762JIS K 6762JIS K 6762JIS K 6762（水道用ポリエチレン二層管）の熱（水道用ポリエチレン二層管）の熱（水道用ポリエチレン二層管）の熱（水道用ポリエチレン二層管）の熱
安定性、内圧安定性、内圧安定性、内圧安定性、内圧クリープクリープクリープクリープを満足したものとする。を満足したものとする。を満足したものとする。を満足したものとする。

((((ｂｂｂｂ) ) ) ) 地中熱交換器は底部を除き、継目を設けないものとする。地中熱交換器は底部を除き、継目を設けないものとする。地中熱交換器は底部を除き、継目を設けないものとする。地中熱交換器は底部を除き、継目を設けないものとする。

((((ｃｃｃｃ) ) ) ) 地中熱交換器の底部は、採熱水が潤滑できるようＵ字型構造とする。また、地中地中熱交換器の底部は、採熱水が潤滑できるようＵ字型構造とする。また、地中地中熱交換器の底部は、採熱水が潤滑できるようＵ字型構造とする。また、地中地中熱交換器の底部は、採熱水が潤滑できるようＵ字型構造とする。また、地中
熱交換器熱交換器熱交換器熱交換器頂部頂部頂部頂部は、地盤面又は仕上り床面上部まで立上げ、管末端部の養生を行うは、地盤面又は仕上り床面上部まで立上げ、管末端部の養生を行うは、地盤面又は仕上り床面上部まで立上げ、管末端部の養生を行うは、地盤面又は仕上り床面上部まで立上げ、管末端部の養生を行う
。。。。

１１１１----０．はしがき０．はしがき０．はしがき０．はしがき
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成28 28 28 28 年版年版年版年版
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第１節 機材及び施工 （続き）

3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 けいけいけいけい砂等の充てん砂等の充てん砂等の充てん砂等の充てん

((((ａａａａ) ) ) ) けいけいけいけい砂の充てんは、掘さく孔と地中熱交換器の間に空隙を作らないように施工す砂の充てんは、掘さく孔と地中熱交換器の間に空隙を作らないように施工す砂の充てんは、掘さく孔と地中熱交換器の間に空隙を作らないように施工す砂の充てんは、掘さく孔と地中熱交換器の間に空隙を作らないように施工す
る。る。る。る。

((((ｂｂｂｂ) ) ) ) けいけいけいけい砂等は、丸みがあるものとする。砂等は、丸みがあるものとする。砂等は、丸みがあるものとする。砂等は、丸みがあるものとする。

((((ｃｃｃｃ) ) ) ) けいけいけいけい砂等上部は、セメンチングを施し遮水する。砂等上部は、セメンチングを施し遮水する。砂等上部は、セメンチングを施し遮水する。砂等上部は、セメンチングを施し遮水する。

3.1.4 3.1.4 3.1.4 3.1.4 試験試験試験試験

地中熱交換器の挿入完了後、水圧試験を行うこととし、適用は特記による。地中熱交換器の挿入完了後、水圧試験を行うこととし、適用は特記による。地中熱交換器の挿入完了後、水圧試験を行うこととし、適用は特記による。地中熱交換器の挿入完了後、水圧試験を行うこととし、適用は特記による。

なお、特記がない場合は、次による。なお、特記がない場合は、次による。なお、特記がない場合は、次による。なお、特記がない場合は、次による。

((((１１１１) 0.75MPa ) 0.75MPa ) 0.75MPa ) 0.75MPa の水圧を加え、の水圧を加え、の水圧を加え、の水圧を加え、5 5 5 5 分放置後、再加圧する。分放置後、再加圧する。分放置後、再加圧する。分放置後、再加圧する。

((((２２２２) ) ) ) 再加圧後すぐに圧力を再加圧後すぐに圧力を再加圧後すぐに圧力を再加圧後すぐに圧力を0.5MPa 0.5MPa 0.5MPa 0.5MPa まで減まで減まで減まで減圧する。圧する。圧する。圧する。

((((３３３３) ) ) ) １時間放置後、水圧が１時間放置後、水圧が１時間放置後、水圧が１時間放置後、水圧が0.4MPa 0.4MPa 0.4MPa 0.4MPa 以上確保されていることを確認する。以上確保されていることを確認する。以上確保されていることを確認する。以上確保されていることを確認する。

１１１１----０．はしがき０．はしがき０．はしがき０．はしがき
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成28 28 28 28 年版年版年版年版
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第２節 報告書

3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 報告書報告書報告書報告書

報告書は、次による。報告書は、次による。報告書は、次による。報告書は、次による。

((((１１１１) ) ) ) 総合柱状図（代表井）総合柱状図（代表井）総合柱状図（代表井）総合柱状図（代表井）

((((イイイイ) ) ) ) 地質柱状図地質柱状図地質柱状図地質柱状図

((((ロロロロ) ) ) ) 井戸構造図（地中熱交換器深度、井戸構造図（地中熱交換器深度、井戸構造図（地中熱交換器深度、井戸構造図（地中熱交換器深度、けいけいけいけい砂等深度、遮水深度等）砂等深度、遮水深度等）砂等深度、遮水深度等）砂等深度、遮水深度等）

((((２２２２) ) ) ) 施工地点位置図（掘さく地点の緯度、経度及び標高施工地点位置図（掘さく地点の緯度、経度及び標高施工地点位置図（掘さく地点の緯度、経度及び標高施工地点位置図（掘さく地点の緯度、経度及び標高(m)(m)(m)(m)を併せて記載する。）を併せて記載する。）を併せて記載する。）を併せて記載する。）

((((３３３３) ) ) ) 水圧試験成績書水圧試験成績書水圧試験成績書水圧試験成績書

((((４４４４) ) ) ) 熱熱熱熱応答応答応答応答試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書

１１１１----０．はしがき０．はしがき０．はしがき０．はしがき
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成28 28 28 28 年版年版年版年版
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地中熱ヒートポンプを省エネ基準のＷＥＢプログラムで計算する際の参考資料が、建

築研究所ホームページの「非住宅建築物のエネルギー消費性能の評価方法に関する

技術情報」の欄に掲載されている。この図は参考資料の一つである「地中熱ヒートポン

プシステムの熱源水温度計算方法」に書かれている地中熱利用システムの分類であ

る。地中熱利用促進協会では、今後地中熱利用システムの分類をこの図に準拠して
行う（すなわち、この図は「施工管理マニュアル」p.3の図1.2.1を代替するものである）。

図中で破線に囲ってある部分が、Ｈ２８省エネ基準の適用範囲である。「施工管理マニ
ュアル」の対象範囲は、破線中で水平埋設型を除いた部分である。



GeoHPAJGeoHPAJ
１１１１----２．「施工管理マニュアル」の対象範囲２．「施工管理マニュアル」の対象範囲２．「施工管理マニュアル」の対象範囲２．「施工管理マニュアル」の対象範囲

「地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度計算方法」「地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度計算方法」「地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度計算方法」「地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度計算方法」
この資料は建築研究所のホームページに掲載されている。この資料は建築研究所のホームページに掲載されている。この資料は建築研究所のホームページに掲載されている。この資料は建築研究所のホームページに掲載されている。
http://www.kenken.go.jp/becc/building.html
入力に関する参考情報入力に関する参考情報入力に関する参考情報入力に関する参考情報

地中熱ヒートポンプの評価方法（タイプの判別方法）（地中熱ヒートポンプの評価方法（タイプの判別方法）（地中熱ヒートポンプの評価方法（タイプの判別方法）（地中熱ヒートポンプの評価方法（タイプの判別方法）（ZIP 約約約約1542KB））））
H28.04.27公開公開公開公開

「地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度計算方法」の適用範囲「地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度計算方法」の適用範囲「地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度計算方法」の適用範囲「地中熱ヒートポンプシステムの熱源水温度計算方法」の適用範囲

本計算方法は、以下に示す地中熱利用システムの一次エネルギー消費量を算本計算方法は、以下に示す地中熱利用システムの一次エネルギー消費量を算本計算方法は、以下に示す地中熱利用システムの一次エネルギー消費量を算本計算方法は、以下に示す地中熱利用システムの一次エネルギー消費量を算

定するにあたって必要となる、地中熱交換器から戻ってくる熱源水温度の計算につ定するにあたって必要となる、地中熱交換器から戻ってくる熱源水温度の計算につ定するにあたって必要となる、地中熱交換器から戻ってくる熱源水温度の計算につ定するにあたって必要となる、地中熱交換器から戻ってくる熱源水温度の計算につ
いて適用する。いて適用する。いて適用する。いて適用する。

・空調のみに利用するシステムを対象とする。給湯、融雪、もしくはそれらの複合用・空調のみに利用するシステムを対象とする。給湯、融雪、もしくはそれらの複合用・空調のみに利用するシステムを対象とする。給湯、融雪、もしくはそれらの複合用・空調のみに利用するシステムを対象とする。給湯、融雪、もしくはそれらの複合用
途で使用されるシステムは対象外とする。途で使用されるシステムは対象外とする。途で使用されるシステムは対象外とする。途で使用されるシステムは対象外とする。

・間接方式のヒートポンプシステムを対象とする・間接方式のヒートポンプシステムを対象とする・間接方式のヒートポンプシステムを対象とする・間接方式のヒートポンプシステムを対象とする(図図図図1)。。。。
・クローズドループ型を対象とする・クローズドループ型を対象とする・クローズドループ型を対象とする・クローズドループ型を対象とする(図図図図1)。オープンループ型は対象外とする。。オープンループ型は対象外とする。。オープンループ型は対象外とする。。オープンループ型は対象外とする。

・地中熱交換器が、垂直埋設型ボアホール方式のシングル・地中熱交換器が、垂直埋設型ボアホール方式のシングル・地中熱交換器が、垂直埋設型ボアホール方式のシングル・地中熱交換器が、垂直埋設型ボアホール方式のシングルUチューブ、または、ダチューブ、または、ダチューブ、または、ダチューブ、または、ダ

ブルブルブルブルUチューブであること。または、水平埋設型であること。チューブであること。または、水平埋設型であること。チューブであること。または、水平埋設型であること。チューブであること。または、水平埋設型であること。

・地中熱ヒートポンプシステムの熱媒体は、地盤側が水・地中熱ヒートポンプシステムの熱媒体は、地盤側が水・地中熱ヒートポンプシステムの熱媒体は、地盤側が水・地中熱ヒートポンプシステムの熱媒体は、地盤側が水(不凍液を含む不凍液を含む不凍液を含む不凍液を含む)、需要側が、需要側が、需要側が、需要側が

空気空気空気空気(直膨式直膨式直膨式直膨式)もしくは水であることもしくは水であることもしくは水であることもしくは水であること。

10
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水水水水-空気ヒートポンプ空気ヒートポンプ空気ヒートポンプ空気ヒートポンプ 水水水水-水ヒートポンプ水ヒートポンプ水ヒートポンプ水ヒートポンプ 11

第２章第２章第２章第２章 計画提案と設計計画提案と設計計画提案と設計計画提案と設計
省省省省エネルギー基準エネルギー基準エネルギー基準エネルギー基準の適合義務化の適合義務化の適合義務化の適合義務化

2.4.12.4.12.4.12.4.1 ヒートポンプによる分類ヒートポンプによる分類ヒートポンプによる分類ヒートポンプによる分類 ((((マニュアル本内の表現統一）マニュアル本内の表現統一）マニュアル本内の表現統一）マニュアル本内の表現統一）



GeoHPAJ ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプによるによるによるによる分類分類分類分類(p.11(p.11(p.11(p.11））））

（（（（マニュアル本内の表現統一）マニュアル本内の表現統一）マニュアル本内の表現統一）マニュアル本内の表現統一）

12



GeoHPAJ ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプによるによるによるによる分類分類分類分類（（（（P.11P.11P.11P.11））））

（マニュアル本内の表現統一）（マニュアル本内の表現統一）（マニュアル本内の表現統一）（マニュアル本内の表現統一）

13



GeoHPAJ ヒートポンプヒートポンプヒートポンプヒートポンプによるによるによるによる分類分類分類分類（（（（P.11P.11P.11P.11））））

（マニュアル本内の表現統一）（マニュアル本内の表現統一）（マニュアル本内の表現統一）（マニュアル本内の表現統一）

14
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地中熱利用システムの分類（クローズドループ）地中熱利用システムの分類（クローズドループ）地中熱利用システムの分類（クローズドループ）地中熱利用システムの分類（クローズドループ）（最新情報（最新情報（最新情報（最新情報））））

出典: /www.kenken.go.jp/becc/documents/building/Manual/webprov2_manual_20160427.pdf
15



１．エネルギー基本計画（第4次計画） 平成26年4月閣議決定 で、2020

年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の亭号を
義務化することが、決定された。

２．平成27年4月に2000m2以上の大規模な建築物の亭号義務が課せら

れる。



１．現在の省エネ法と建築物省エネ法の比較を説明する。

２．2000m2以上の大規模建築物から、届出義務から適合義務に変わる。

３．これまでは、基準に適合しているかどうかの確認だけが求められたが、
これからは、基準に適合していなければ建築できなくなる。



１．設計審査を受けるためには、建築確認申請の他に、適合性判定通知
書非必要となる。



GeoHPAJ

� 一次エネルギー消費量に関する基準（BEI）
� 設備ごとの効率評価（CEC）から、全設備合算の
一次エネルギー消費量（BEI）による評価に。

� 「室用途」毎に基準値を規定
� 標準的な使われ方（標準室使用条件）を規定。

� 対象設備は変更なし（空気調和設備、機械換気
設備、照明設備、給湯設備、昇降機、エネルギ
ー利用効率化設備）
� これらの一次エネルギー消費量に「その他一次エネ
ルギー消費量」を加えた値で判定を行う。

出展：地中熱利用シンポジウム出展：地中熱利用シンポジウム出展：地中熱利用シンポジウム出展：地中熱利用シンポジウム2016201620162016年年年年3333月月月月10101010日日日日宮田宮田宮田宮田 征門征門征門征門 19



１．建築物の燃費性能を評価するための統一基準（ものさし）として、Webプログラムを

開発した。
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地中熱利用システムの評価地中熱利用システムの評価地中熱利用システムの評価地中熱利用システムの評価

� 省エネ基準（規制）においては
� 計算過程の確からしさ ＜ 審査における公平性

� 評価に使うパラメータをどのように準備させるか
� 地盤の細かな物性値 ← 審査できない

� 複雑なロジックではなく、判りやすいロジックを
� ブラックボックスでユーザが検証不能なプログラムでは省
エネは達成できない。

� ターゲットを絞ったうえで
� 地盤の熱応答モデルの開発（国総研・建研）

� TRTの規格化（地中熱利用促進協会）

出展：地中熱利用シンポジウム2016年3月10日宮田 征門 21
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建築確建築確建築確建築確審査審査審査審査、省エネ適合性及び、省エネ適合性及び、省エネ適合性及び、省エネ適合性及びTRT装置認定のスキーム概要装置認定のスキーム概要装置認定のスキーム概要装置認定のスキーム概要

出展：一定加熱・温水循環方式熱応答試験(TRT)技術書(案)Ver.3.2 22
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2.7.1熱応答試験（熱応答試験（熱応答試験（熱応答試験（p.22））））

熱応答概要図熱応答概要図熱応答概要図熱応答概要図

※※※※温度回復試験も実施する際の試験概要図温度回復試験も実施する際の試験概要図温度回復試験も実施する際の試験概要図温度回復試験も実施する際の試験概要図

（地中熱交換器内の地中熱交換器側壁に温度計を設置）（地中熱交換器内の地中熱交換器側壁に温度計を設置）（地中熱交換器内の地中熱交換器側壁に温度計を設置）（地中熱交換器内の地中熱交換器側壁に温度計を設置）

23

記録装置記録装置記録装置記録装置

温度温度温度温度センサーセンサーセンサーセンサー

調査孔調査孔調査孔調査孔

UUUUチューブチューブチューブチューブ

温度温度温度温度センサーセンサーセンサーセンサー
（（（（温度回復測定用温度回復測定用温度回復測定用温度回復測定用））））
オプションオプションオプションオプション

TRTTRTTRTTRT装置装置装置装置

（流量計流量計流量計流量計））））

バッファタンクバッファタンクバッファタンクバッファタンク
（必要に応じて設置）（必要に応じて設置）（必要に応じて設置）（必要に応じて設置）

流量計流量計流量計流量計

P

ヒーターヒーターヒーターヒーター循環循環循環循環ポンプポンプポンプポンプ

配管配管配管配管
（断熱断熱断熱断熱、遮熱遮熱遮熱遮熱を施すを施すを施すを施す））



GeoHPAJ TRTTRTTRTTRT業務時のポイント１業務時のポイント１業務時のポイント１業務時のポイント１

作業項目作業項目作業項目作業項目 留意点留意点留意点留意点

地中熱交換井掘削後

・Uチューブの必要深度に温度計を取付けて降下（温度プロ
ファイルを求める場合）
・Uチューブ設置完了後、温度計の動作チェック、Uチュー
ブ内のエア抜き、水圧試験

TRT機器の準備と
配管

・モニタリング機器類のチェック、電源チェック（発電機
or 商用電力）、電圧の確認（100V or 200V）

循環試験開始時

・３日間程度放置して、自然状態に復帰してから試験開始

・ヒーターをオフにしたまま３０分程度循環流体の循環を
行い、循環水流体温度が安定するのを確認した後、試験開
始

・電圧変動、停電を発生させないように留意。発生時には
状況に応じて再試験を実施することになるが、地中温度が
回復してから開始する。
・発電機を使用する場合は、電圧変動、燃料補給に注意

・所定時間の試験を行い、データ状況を確認の上、回復試
験に移行する。

24
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TRTTRTTRTTRT業務時の業務時の業務時の業務時のポイント２ポイント２ポイント２ポイント２
作業項目作業項目作業項目作業項目 留意点留意点留意点留意点

温度回復試験開始時
・（温水循環試験において）所定時間経過後に循環を停止
し、モニタリングを継続したまま回復試験を開始

機器の撤去
・試験終了後はUチューブ端部を保護し、収録データの状
況を確認の上、機材撤去

解析とシミュレー
ション

・循環時法、回復時法、ヒストリーマッチング法の内、二
つ以上の方法を用いて有効熱伝導率を算出

・地中熱ヒートポンプシステムの利用法、ヒートポンプ出
力、運転時間等の設計条件でシミュレーションを実施し、
必要な地中熱交換器の長さを算出。この際にヒートポンプ
の性能曲線が必要。
・TRTで得られた有効熱伝導率は、その場所における代表

値として適当であるかの評価、確認（地質・地下水情報と
の比較、泥水壁が出来ていないかの検討）。

・対象エリアが広く、地下条件に差異が想定される場合に
は、TRTの井戸を増やす。

施工管理上の注意点

・TRT実施井戸と地中熱交換器施工時は同様の掘削手法を
適用する（例えば、TRT実施井戸が「清水掘削」、施工時

は「泥水掘削」とした場合には、有効熱伝導率の低下また
は熱抵抗の増加が懸念される）。 25



テキスト42ページの「熱交換方式」について説明します。

なお、表３．１．１ 主な熱交換方式についてですが、テキストの内容を上記の

とおり変更します。

ここ数年熱交換器の種類も増え、採熱方式も現場にあわせて選択できるように

なりました。建物の構造（基礎の有無など）や設置場所、コストの面から、設計

時に最適な熱交換器の設置方式を選定することができます。

掘削できる場所があり、１本当たりの熱交換量を多くしたい場合にはボアホール

方式、省スペースで浅層から熱交換をする場合は2重管やスパイラル型、Ｕ字

状チューブなどがあります。浅層で熱交換を行う場合には、地下水の流動がある

と有効なので、あらかじめ地盤の状況を調べて地下水流動を確認する必要が

あります。

また、基礎杭がある場合は、杭に熱交換器を取り付け、もしくは挿入する方法も

有効です。基礎杭利用の場合、熱交換器を設置する熱交換井は不要となり、

設置費用は建築の杭費用に含まれることからイニシャルコストを下げることが

可能です。



GeoHPAJ

地中熱交換器の詳細と定義 (P.43）

地中熱交換井掘削深度とは

地中熱交換器長さ＋横引配管埋設深度＋余長地中熱交換器長さ＋横引配管埋設深度＋余長地中熱交換器長さ＋横引配管埋設深度＋余長地中熱交換器長さ＋横引配管埋設深度＋余長

と定義する。

「地中熱交換井の長さ「地中熱交換井の長さ「地中熱交換井の長さ「地中熱交換井の長さ100100100100ｍ」あるいは「深さｍ」あるいは「深さｍ」あるいは「深さｍ」あるいは「深さ100100100100ｍｍｍｍ

の地中熱交換井」と言えば、地中熱交換器の地中熱交換井」と言えば、地中熱交換器の地中熱交換井」と言えば、地中熱交換器の地中熱交換井」と言えば、地中熱交換器

（Ｕチューブ）の有効長が（Ｕチューブ）の有効長が（Ｕチューブ）の有効長が（Ｕチューブ）の有効長が100100100100ｍｍｍｍ以上ということである。以上ということである。以上ということである。以上ということである。

★★★★ 余長＝重り長余長＝重り長余長＝重り長余長＝重り長 ＋＋＋＋ α（地質沈殿物の状況により検討）（地質沈殿物の状況により検討）（地質沈殿物の状況により検討）（地質沈殿物の状況により検討）

27
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特 長 備 考

長期耐久性
地中での材料の劣化や破損のリスクが低く
寿命が長い。

耐薬品性・防食性
金属製の熱交換器では使用が困難な海に近い
地域でも使用が可能。耐薬品性もあり劣化
しにくい材料。

地中で少ない接続部
メーカーで加工された接続箇所以外に継ぎ目が
なく１本品で地中に埋設することが可能

システム温度に対応
システムの流体温度 –１０℃～４０℃位でも
問題なく使用可能

可とう性・耐震性
可とう性があり長尺品での施工ができる。
また耐震性もあり漏水リスクが少ない。

信頼性の高い接続継手
地中に埋設したＵチューブに接続する延長用の
管は熱融着により高い接合品質を確保できる

３．２ 地中熱交換器(Uチューブ）（P.43）

Uチューブの特長

28



GeoHPAJ

特 長 備 考

保 管
金属製熱パイプと比較して柔らかく傷がつき
やすいため保管時に傷がつかないよう注意する

紫外線対策
保管時や施工後に長期間紫外線にあたると
徐々に劣化していくのでブルーシートなど
で紫外線の対策をする必要がある。

施工時の傷
カッターや鋭利な工具を使用した施工では
管に傷をつける恐れがあり、漏水につながる
ので注意する。

火気の注意
施工時、火気の使用には注意する。特に火花が
管にあたると穴があく恐れがある。

Uチューブの注意点

29
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パイプ内の流体により内側から均等
に圧力（Ｐ）がかかります。

圧力（Ｐ）によりパイプ断面には外側

へ延びる力が働き、周方向に引っ張
られます。

この力のつり合いを式に表すと

ＦＦＦＦ××××ｔｔｔｔ ＝＝＝＝ ＰＰＰＰ××××（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ////２－２－２－２－ｔｔｔｔ////２）２）２）２）
（（（（周応力周応力周応力周応力××××厚み）厚み）厚み）厚み） （内圧（内圧（内圧（内圧××××管厚中心半径）管厚中心半径）管厚中心半径）管厚中心半径）

（２） 管の耐久性（P.45)
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ＦＦＦＦ××××ｔｔｔｔ ＝＝＝＝ ＰＰＰＰ××××（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ////２－ｔ２－ｔ２－ｔ２－ｔ////２）２）２）２）

を変形するとを変形するとを変形するとを変形すると

ＦＦＦＦ ＝＝＝＝ ＰＰＰＰ××××（Ｄ（Ｄ（Ｄ（Ｄ////２－２－２－２－ｔｔｔｔ////２）２）２）２）////ｔｔｔｔ
＝＝＝＝ ＰＰＰＰ××××（Ｄ－ｔ）（Ｄ－ｔ）（Ｄ－ｔ）（Ｄ－ｔ）////２ｔ２ｔ２ｔ２ｔ ………… Ｎａｄａｙの式Ｎａｄａｙの式Ｎａｄａｙの式Ｎａｄａｙの式
＝＝＝＝ ＰＰＰＰ××××（（（（ＤＤＤＤ////ｔｔｔｔ ---- 1111））））////２２２２

ここで、ここで、ここで、ここで、
ＤＤＤＤ////ｔｔｔｔ ＝＝＝＝ ＳＤＲＳＤＲＳＤＲＳＤＲ （（（（SSSStandardtandardtandardtandard DDDDimentionimentionimentionimention RRRRatioatioatioatio））））

周応力周応力周応力周応力（（（（FFFF）が一定（ＰＥ１００は１０．０）が一定（ＰＥ１００は１０．０）が一定（ＰＥ１００は１０．０）が一定（ＰＥ１００は１０．０MPaMPaMPaMPa）とする）とする）とする）とする
とととと、水圧、水圧、水圧、水圧（（（（PPPP）は）は）は）は SDRSDRSDRSDR（＝（＝（＝（＝D/D/D/D/ｔ）ｔ）ｔ）ｔ） でででで 決定される。決定される。決定される。決定される。

同じ材料でＳＤＲが同じであれば最高許容圧力は同じである。同じ材料でＳＤＲが同じであれば最高許容圧力は同じである。同じ材料でＳＤＲが同じであれば最高許容圧力は同じである。同じ材料でＳＤＲが同じであれば最高許容圧力は同じである。

（２） 管の耐久性
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外径

Ｒ1
外径

Ｒ2

外径外径外径外径 ４０ｍｍ４０ｍｍ４０ｍｍ４０ｍｍ

厚さ厚さ厚さ厚さ ３．６ｍｍ３．６ｍｍ３．６ｍｍ３．６ｍｍ

ＳＤＲＳＤＲＳＤＲＳＤＲ ＝＝＝＝ １１１１１１１１

外径外径外径外径 ３２ｍｍ３２ｍｍ３２ｍｍ３２ｍｍ

厚さ厚さ厚さ厚さ ２．９ｍｍ２．９ｍｍ２．９ｍｍ２．９ｍｍ

ＳＤＲＳＤＲＳＤＲＳＤＲ ＝＝＝＝ １１１１１１１１

最高許容圧力最高許容圧力最高許容圧力最高許容圧力

ＰＰＰＰ1 ＝＝＝＝ ＰＰＰＰ2

最高許容圧力

Ｐ1
最高許容圧力

Ｐ2

（２） 管の耐久性
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流体温度 20℃

1.0MPａ 1.0MPａ

同じサイズのパイプで、管内圧力が使用圧力範囲内であっても、パイプにかかる温
度が使用温度を超えると短期間で破壊することがある。

※露出配管で夏場の直射日光にあたるとパイプ表面温度が60℃を超えることも
ある。

流体温度 60℃

（３） 使用温度と使用圧力 (P.45）
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第３章第３章第３章第３章 地中熱交換井地中熱交換井地中熱交換井地中熱交換井

現場管理のポイント現場管理のポイント現場管理のポイント現場管理のポイント

Ⅰ．地中熱交換井工事の着手前の確認等

１．施工場所の条件確認

・空き地や駐車場等の広場、複数の業者が同時施工する

建設現場、歩道、車道上(敷地状況、整地と敷き鉄板の必

要性の有無)

・周辺環境(住宅地、工業地等)への配慮と制約(安全対策・

防音対策・施工時間）

・施工時期、準備期間、機材の調達と納期

・工事スペース(仕切り、安全柵)
34



・搬入出道路、運搬時間帯

・使用機材の仕様と配置、Uチューブ・充填材の置き場、

駐車場等

・動力(発電機or商用電力)と工事用水

・狭小敷地での施工本数の増設

(傾斜掘削等の施工検討)

２．地質・地下水条件等の確認

・既存資料による地質・地下水状況の確認

・土壌・地下水汚染の有無（設計段階で検討済みか？）

土壌汚染対策法の指定地域か、確認

自治体の公開されている地下水調査結果

・ＴＲＴ用地中熱交換井の掘削工法の確認
35



３．その他現場管理の項目

・工事看板、工程表、工事期間、掘り屑と掘削泥水処理(産

廃処理契約)、道路使用許可、交通誘導員配置埋設物の確認

(図面および試掘)、支障架空線の移設と

保護、工事説明会・工事前挨拶(住宅地の場合重要)

４．施工計画書等の作成

・現場の地質・地下水状況に適合した掘削工法の選定

(地中熱交換井の品質、熱交換性能を低下させない工法)

（ＴＲＴ用地中熱交換井と同一工法での施工が望ましい）

36



・施工計画(工程表、使用資機材リスト、機材配置図、地中熱

交換井構造図、掘削位置図、人員計画、安全計画、産廃

処理等)

・工事写真は、撮影ポイントを決定しておく。

・工事費積算(見積書・工事原価)

・諸官庁申請書等

Ⅱ．着手時と施工時の現場管理について

１．着手前安全教育

・入場者教育（安全と施工内容および作業分担確認）、安全

保護具、ＫＹ活動、作業員名簿(健康診断受診と健康状態

確認、所有資格確認等)

37



２．機材搬入と配置

･掘削地点の測量・墨出し、機材配置の再確認(施工計画書と

の相違）
・着手前の写真

３．地中熱交換井の設置

・地質情報の把握(地質サンプルの採取と柱状図作成)

・掘削中の記録(泥水循環量、逸水、泥水試験(比重・粘性)等)

・掘削状況による余長の決定

余長は、重り長＋α(地質と沈殿物の状況により検討)

・重り重量の決定

掘削流体（泥水・掘削水）の比重により試算する。

・安全に早く掘削することに留意

・泥水の比重と粘性に留意、泥水中の砂分(ソリッド分)の除

去と厚い泥壁形成の防止 38



４.地中熱交換器の挿入

・納品書と数量確認、降下治具への装着、治具吊り具点検

(玉掛けワイヤー、チェーン)

・地中熱交換器内への満水確認、適正重量の重り装着

・地中温度を記録する場合、温度センサーを、地中熱交換器に

付けて挿入する。

・熱応答試験時の地中温度プロファイル用温度センサーを挿

入するため、温度測定管を同時に設置する。

・挿入深度確認、水圧試験終了後の管端部保護

５．珪砂等充填材の投入と遮水

・投入中の珪砂等の充填材が降下しきれず、途中で詰まって

滞留をしないように投入速度に留意する。

39



GeoHPAJ ・充填深度を定期的に確認する。
・最終充填量を確認する。
・帯水層への地表部からの浸透水の影響を考慮して、適切な
遮水方法を採用する。(ベントナイトペレット、セメントスラリー、
ベントナイトセメント等)
・水圧試験で漏水が疑われた場合、掘り直しを実施する。
・水圧試験結果を記録、保存する。

６．工事報告書
・工事報告書の内容は特記仕様書等によるが、例として以下
の様な項目がある。

工事工事工事工事状況状況状況状況((((柱状図、地中熱交換井構造図柱状図、地中熱交換井構造図柱状図、地中熱交換井構造図柱状図、地中熱交換井構造図))))、、、、水圧試験結果、水圧試験結果、水圧試験結果、水圧試験結果、

使用使用使用使用材料検査証、納品書、ミルシート、工事写真、材料検査証、納品書、ミルシート、工事写真、材料検査証、納品書、ミルシート、工事写真、材料検査証、納品書、ミルシート、工事写真、

産廃産廃産廃産廃処理マニフェスト、地質標本箱処理マニフェスト、地質標本箱処理マニフェスト、地質標本箱処理マニフェスト、地質標本箱等等等等

40



並列方式の特徴を覚えることはそれ程難しくありませんが、実際に系統図を書こうとす
ると意外できない様ですので、並列方式の演習問題で解説します。

問題1の3本の地中熱交換器を並列方式接続します。ポイントは各ボアホールの配管
経路の長さがほぼ等しくなる様に計画することです。



解答は図の様になります。



解答の図を各ボアホールに分けるとこの様になり、配管経路の長さがほぼ等しくなって
いることがわかります。頭の中でこの様なイメージが描けると理解できたと言えます。



メイン配管経路が複数となる場合の演習問題です。演習問題①と同様に配管経路の
長さがほぼ等しくなる様に計画してください。



解答は図の様になります。問題1と同様に各ボアホールに分けて書くと理解が深まりま
すので実際に書いてみてください。
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4.1.24.1.24.1.24.1.2 その他のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄその他のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄその他のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄその他のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ（（（（P.74)P.74)P.74)P.74)

ヘッダーの留意点ヘッダーの留意点ヘッダーの留意点ヘッダーの留意点

ヘッダー箇所通水試験
ヘッダー設置状況

※目視（監視）流量計付き

日本を元気にする産業技術会議シンポジウム（2012.6.8）資料より引用

�ヘッダー材質は設置条件により選定

鋼管・SUS・樹脂が一般的に使用されている
�ヘッダーには流量計・バルブ・圧力計を設置

ヘッダー系統数、モニタリング計画及び経済性を考慮
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プロピレングリコールとトリメチレングリコールはプロパンジオールの異性体

CH3CH(OH)CH2OH

1,2-プロパンジオール

HOCH2CH2CH2OH

1,3-プロパンジオール

指定数量は濃度100％の場合（濃度30％ならば12000L＝12tまでは有資格者の立合い

は不要）
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不凍液の濃度についての解説①

4.3.2 不凍液の種類

プロピレングリコール
60％

水
40％

プロピレングリコール濃度60％vol
の市販不凍液 ブリキ缶18L

希釈用の水道水
水

18L

水プロピレングリコール 水

溶質：プロピレングリコールの体積
18L×60％→18×0.6＝10.8L

濃度＝溶質／溶液濃度＝溶質／溶液濃度＝溶質／溶液濃度＝溶質／溶液 なので

10.8L／36L＝0.3⇒30％vol
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GeoHPAJ

1) 凍結温度は主成分（この場合はPG）の濃度に依存する

テキストP.83 図4.3.2 により-20℃に対応するにはPG濃度が40%volとわかる。

2) 次に総水量に対するPGの体積を計算する。

860L×40％ → 860*0.4＝344 ※これは濃度100％のPGの体積

3) 市販品のPG濃度は67％。この不凍液でPG344L分を賄うには・・・

344L÷67％ → 344/0.67≒513 ※これが必要な市販品の体積

4) 希釈する水の体積を求める 総水量－不凍液 860-513＝347

したがって要求事項を満たすには、市販不凍液513Lと希釈水347Lが必要

不凍液の濃度についての解説②

【要求事項】プロピレングリコール（PG）不凍液で、－20℃対応、総水

量860Lの循環液を調達する。市販品のPG不凍液の濃度は67％vol
である。
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GeoHPAJ

1) 加える80%vol不凍液の量をXLとする。これに含まれるPG量は0.8Xと表
せる。

2) 総水量は（600＋X）Lとなり、この中に含まれるPG量は・・・
現状のPG 600L×濃度20% → 600*0.20＝120
加わるPGの量 0.8X したがって総水量（600＋X）Lに含まれる
PGの量は 120+0.8X となる

3) 濃度＝溶質／溶液 → この場合は 含まれるPG量／総水量
4) 含まれるPG量／総水量＝30％としたいので、次の式が成り立つ・・・

（120+0.8X）／（600+X）＝0.3
120+0.8X＝0.3（600+X)・・・これを解くと、X＝120となる。

5) したがって、80%vol不凍液が120L 必要。

不凍液の濃度に関する設問(1)

クローズドループの保有水量が600Lであり、プロピレングリコー

ル（PG)濃度が20％volであった。これを30％volに補正したい。

【【【【設問設問設問設問1111】】】】

パワーシスターン（加圧給水機）を用いて80%vol濃度の不凍液を充

填し、十分に攪拌させて濃度を30%volとしたい。保有水を抜かずに

実施する場合80%volの不凍液は何L必要か？
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GeoHPAJ

1) 加える80%vol不凍液の量をXLとする。これに含まれるPG量は0.8Xと表せ
る。

2) 総水量は（550＋X）Lとなり、この中に含まれるPG量は・・・
現状のPG 550L×濃度20% → 550*0.20＝110
加わるPGの量 0.8X したがって総水量（550＋X）Lに含まれる
PGの量は 110+0.8X となる

3) 濃度＝溶質／溶液 → この場合は 含まれるPG量／総水量
4) 含まれるPG量／総水量＝30％としたいので、次の式が成り立つ・・・

（110+0.8X）／（550+X）＝0.3
110+0.8X＝0.3（550+X)・・・これを解くと、X＝110となる。

5) したがって、80%vol不凍液が110L 必要。

不凍液の濃度に関する設問(2)

クローズドループの保有水量が600Lであり、プロピレングリコール

（PG)濃度が20％volであった。これを30％volに補正したい。

【【【【設問設問設問設問2222】】】】

横引き配管より50L抜いてから実施した場合、80%volの不凍液は何L

必要か？
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GeoHPAJ

平成28年6月1日施行 労働安全衛生法

4.3.4 主成分（基材）の安全性 (P.78)
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GeoHPAJ

平成28年6月1日施行 労働安全衛生法

4.3.4 主成分（基材）の安全性 (P.78)

※※※※エチレングリコールは対象物質エチレングリコールは対象物質エチレングリコールは対象物質エチレングリコールは対象物質 安衛番号安衛番号安衛番号安衛番号75757575
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GeoHPAJ

平成28年6月1日施行 労働安全衛生法

4.3.4 主成分（基材）の安全性 (P.78)

※※※※施工者だけでなく事業者にも周知する必要がある。施工者だけでなく事業者にも周知する必要がある。施工者だけでなく事業者にも周知する必要がある。施工者だけでなく事業者にも周知する必要がある。
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GeoHPAJ

平成28年6月1日施行 労働安全衛生法

4.3.4 主成分（基材）の安全性 (P.78)
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GeoHPAJ

効率のよい不凍液の充填作業

◆現場の状況に適した荷姿を選択すること。

◆作業後の容器類の廃棄・回収についても十分留意する。

4.3.8 不凍液の施工時の注意点 (P.82)
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①ローリー車が横付けできる敷地があった。

②ローリー車から自然落下で1トンポリタンクへ。

③ポリタンクからエンジンポンプで回路に充填。

④Uチューブ内の水を利用することで、時間と経費を短縮。



GeoHPAJ

PGとEGの粘度の比較

PG40％

EG40％

水

4.3.9 不凍液とポンプの選択 （P.82)
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ボアホールに挿入したUチューブの頂部の配管を井戸元配管と呼びます。井戸

元配管から埋設する横引き配管を施工する前に水圧試験を実施します。

ボアホール工事完了から横引き配管まで期間が空く場合は井戸元配管の堅固
な養生と現場全体への注意喚起が非常に重要になります。

これまで外構工事などの他工種工事により井戸元配管部分が壊されるという事
例が多く見られます。



井戸元配管の継手は一般的に地中埋設となる為、EF継手による電気融着を推

奨します。メカニカル接合を採用する場合は点検用にマンホールを設置する必
要があります。

ダブルUチューブの場合は往き管と還り管が2本づつになり、井戸元配管で往き

管同士、還り管同士を接続することが一般的です。

この際、圧力損失が大きくならない様に考慮してエルボやチーズ等を用いてシン
プルに接続することが重要です。



GeoHPAJ 地中熱ヒートポンプシステムの施工管理地中熱ヒートポンプシステムの施工管理地中熱ヒートポンプシステムの施工管理地中熱ヒートポンプシステムの施工管理
配管工事の主な留意点配管工事の主な留意点配管工事の主な留意点配管工事の主な留意点

施工管理項目施工管理項目施工管理項目施工管理項目 留意点留意点留意点留意点

配管工事

・EF接合以外の接続を行っていないか確認

メカニカル接合の場合はハンドホール設置

・EF接合のインジケータ有無確認（ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸ）

・誤接続が無いか配管経路の確認（ﾀﾞﾌﾞﾙﾁｪｯｸ）

特に並列方式は要注意

・埋設配管深さの検尺

特に寒冷地では凍結深度以上になっているか確認

寒冷地以外でも埋設深さが浅い場合は保温を検討

・水圧検査の実施（埋戻し前）

・埋設標識シートの敷設（土被り３００㎜を標準）

・地表面に埋設標設置

・ヘッダー廻りの施工状況確認

点検スペース、流量計、バルブ、圧力計、計測用

熱電対などが計画通りとなっているか
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地中熱ヒートポンプメーカーは工場で製作された製品を運送業者を利用して現場の施
工業者宛てに出荷する。あらかじめ基礎工事によって設置されたコンクリート基礎にア

ンカーボルトを機器仕様書のアンカーボルト位置に施工される。重量工事（クレーン、

ユニック、コロ曳き等）により、防振ゴムまたは防振架台の上に水平にヒートポンプを設

置する。このときヒートポンプメーカーが立ち会う場合がある。制御盤、モニタリングシ

ステム、見える化システムについてはメーカーが取り扱っている場合ヒートポンプと同
時かまたは別途出荷される。施工業者の受け入れ検査では納入仕様書、機器銘板、

設計図面により形状、数量等が確認される。必要に応じて出荷前にメーカーの工場に

おいて工場検査が実施される場合がある。ヒートポンプ設置後は、施工業者により配

管工事（循環流体の封入、エア抜きを含む）、配線工事が実施された後に、メーカーと

施工業者による試運転が実施される。地中熱ヒートポンプと他の熱源機器（空冷ヒート
ポンプなど）が接続されている場合は設計どおり連動して制御されているかどうかを確
認する必要がある。



GeoHPAJ 第６章 試運転と維持管理

ポンプ特性曲線（p.118）

・ポンプメーカーのポンプ特性曲線資料により、

全揚程（圧力差）またはポンプ軸動力（消費電力または電流値）により流
量がわかる

・圧力差の方が消費電力よりも精度は良い

・ただし、あまり精度は良くない→トラブルの元
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電流計による消費電力を式（6.2.3）で求める場合、実際の電圧は供給電圧通りでなく、

力率も仮定値のための誤差が多い。したがって、消費電力は電力計による計測が望ま
しい。



GeoHPAJ 6.5.2 定期点検（p.122）

機械式電流計
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平成２７年４月に「フロン類の使用の合理化および管理の適正化に

関する法律」（略称：改正フロン法、または、フロン排出抑制法）が施
行となった。同法では業務用の地中熱ヒートポンプは業務用冷凍空

調機器に相当するため、四半期に１回以上の簡易点検が必要である
。また、圧縮機電動機定格出力が７．５ｋＷ以上５０ｋＷ未満のエアコ

ン（冷暖房用地中熱ヒートポンプが該当）の場合は３年に１回以上の
定期点検、圧縮機定格出力が５０ｋＷ以上のエアコンの場合は１年に

１回以上の定期点検が義務化されている。冷暖房用ではない場合は
圧縮機定格出力が７．５ｋW以上で１年に１回以上の定期点検となる

。定期点検は専門業者などの十分な知識を有する者（有資格者）が
実施しなければならない。十分な知見を有する者とは、民間資格の

冷媒フロン類取扱技術者や、冷凍空調技士、高圧ガス製造保安責任
者：冷凍機械などが点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受
講した者などを指す。



地中熱ヒートポンプシステムの循環流体の水質は、JRA-GL02冷凍空調機器用水質ガ

イドラインを満たす必要がある。一次側循環流体は表の冷却水系・循環式・循環水の
水質基準(基準項目および参考項目）を満たす必要がある。



GeoHPAJ

デジタルデジタルデジタルデジタルPHメーターメーターメーターメーター
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GeoHPAJ

ブライン濃度計ブライン濃度計ブライン濃度計ブライン濃度計

手持屈折計 デジタル

注意 濃度が低い時はまずは循環系統における漏れがないかどうか確認すること。

（自動給水がある場合濃度が薄まる） 不足分を水で補充していないかどうかにも注意。
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GeoHPAJ

� モニタリングでは、ヒートポンプシステムに関わる温度、熱量を測定するとともに、周
辺環境に関わる項目を測定することが望ましい。

� 稼働状況の「見える化」は、システムの管理のみならず、優位性のアピールなどにも
有効である。

� 評価では、運転管理評価、エネルギー評価、環境評価を行い、PDCAサイクルに役
立てる。

� 運転管理評価では、機器負荷率、ヒートポンプ単体性能、システム性能を評価し、
ヒートポンプシステム性能の具体的な改善に利用する。

� エネルギー評価では省エネ効果（節電効果）を評価する。

� 環境評価では、CO2削減効果、ヒートアイランド対策効果、地球環境影響評価を行
う。

� 長期予測では、モニタリング、評価のデータに基づき、数値シミュレーションを用いて
システムの持続的運用の可能性を予測し、改善提案を導き出す。

GeoHPAJ 第第第第7章章章章 モニタリングとシステム評価モニタリングとシステム評価モニタリングとシステム評価モニタリングとシステム評価

まとめまとめまとめまとめ
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GeoHPAJ

� 維持管理では、機械部分の日常点検、定期点検、フルメンテナンスを実施する。

� 施工会社は、地中熱ヒートポンプを設置した時点で、設計通りの性能を確認する。

� 使用者（ユーザー）はメンテナンスを実施し、性能を維持管理しなければならない。

� 長期間、性能を維持するため、メンテナンス及びモニタリングが必要である。

� さらに、運用条件に応じて、当初設計よりも性能を改善できる可能性がある。

� 使用者（ユーザー）の満足度を高めるために、性能検証（コミッショニング）を行い、
性能の維持・改善に努めるのが基本である。

� このような考え方はISOのPDCAサイクルと同じである。

� このサイクルの維持は大変であるが、そこで得られたノウハウは施工会社、設計会
社、資料者（ユーザー）にとって、将来に活かされる財産となる。

� システム評価と改善サイクルで、維持管理、モニタリング、評価、長期予測を行う。

� 地中熱以外の熱源の空調との連動運転システムが多い。システムそのものが複雑
であり、かつ、その性能検証方法が、確立されていないため、十分に検討が必要で
ある。

GeoHPAJ
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GeoHPAJ 施工管理における注意点施工管理における注意点施工管理における注意点施工管理における注意点

設計図に地中熱交換井（ボアホール）１００設計図に地中熱交換井（ボアホール）１００設計図に地中熱交換井（ボアホール）１００設計図に地中熱交換井（ボアホール）１００mと記載されていと記載されていと記載されていと記載されてい

る場合は，地中熱交換器有効長さ（熱交換有効長）で１００る場合は，地中熱交換器有効長さ（熱交換有効長）で１００る場合は，地中熱交換器有効長さ（熱交換有効長）で１００る場合は，地中熱交換器有効長さ（熱交換有効長）で１００m確確確確

保しなさいという意味である。保しなさいという意味である。保しなさいという意味である。保しなさいという意味である。

地中熱交換井設置工事では，設計値を満足させ（＝全孔設計深地中熱交換井設置工事では，設計値を満足させ（＝全孔設計深地中熱交換井設置工事では，設計値を満足させ（＝全孔設計深地中熱交換井設置工事では，設計値を満足させ（＝全孔設計深

度以上），漏水なく施工を完了（＝水圧試験に全数合格）させる度以上），漏水なく施工を完了（＝水圧試験に全数合格）させる度以上），漏水なく施工を完了（＝水圧試験に全数合格）させる度以上），漏水なく施工を完了（＝水圧試験に全数合格）させる
ことが重要である。ことが重要である。ことが重要である。ことが重要である。

また，地中熱交換量が低下しない掘削手法に配慮すべきであり，また，地中熱交換量が低下しない掘削手法に配慮すべきであり，また，地中熱交換量が低下しない掘削手法に配慮すべきであり，また，地中熱交換量が低下しない掘削手法に配慮すべきであり，
特に実施設計時に特に実施設計時に特に実施設計時に特に実施設計時にTRT調査が行われ「清水掘削」が適用された場調査が行われ「清水掘削」が適用された場調査が行われ「清水掘削」が適用された場調査が行われ「清水掘削」が適用された場

合は，施工で「泥水掘削」とした場合，地層の有効熱伝導率の低合は，施工で「泥水掘削」とした場合，地層の有効熱伝導率の低合は，施工で「泥水掘削」とした場合，地層の有効熱伝導率の低合は，施工で「泥水掘削」とした場合，地層の有効熱伝導率の低
下または熱抵抗の増加が懸念されるため，施工でも下または熱抵抗の増加が懸念されるため，施工でも下または熱抵抗の増加が懸念されるため，施工でも下または熱抵抗の増加が懸念されるため，施工でもTRT調査と同調査と同調査と同調査と同

様の掘削手法（清水掘削）を適用すること。様の掘削手法（清水掘削）を適用すること。様の掘削手法（清水掘削）を適用すること。様の掘削手法（清水掘削）を適用すること。
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GeoHPAJ
施工施工施工施工管理のポイント管理のポイント管理のポイント管理のポイント

ボアホール掘削位置ボアホール掘削位置ボアホール掘削位置ボアホール掘削位置

着工前着工前着工前着工前 着工前着工前着工前着工前

ボアホール掘削掘削掘削掘削位置

浅草線浅草線浅草線浅草線

掘削資機材搬入掘削資機材搬入掘削資機材搬入掘削資機材搬入

掘削状況

試掘試掘試掘試掘

工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）

施工：株式会社大林組（三菱マテリアルテクノ株式会社）

ボアホール掘削位置を測量により現場に再現（必要に応じて敷鉄板等で整地）ボアホール掘削位置を測量により現場に再現（必要に応じて敷鉄板等で整地）ボアホール掘削位置を測量により現場に再現（必要に応じて敷鉄板等で整地）ボアホール掘削位置を測量により現場に再現（必要に応じて敷鉄板等で整地）

掘削位置に掘削位置に掘削位置に掘削位置に

地下埋設物がないか地下埋設物がないか地下埋設物がないか地下埋設物がないか

試掘を通じて試掘を通じて試掘を通じて試掘を通じて

確認を実施確認を実施確認を実施確認を実施
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GeoHPAJ
施工施工施工施工管理のポイント管理のポイント管理のポイント管理のポイント

工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）

施工：株式会社大林組（三菱マテリアルテクノ株式会社）

ロッド抜管ロッド抜管ロッド抜管ロッド抜管

掘削深度検尺掘削深度検尺掘削深度検尺掘削深度検尺

Uチューブ挿入チューブ挿入チューブ挿入チューブ挿入

掘削状況掘削状況掘削状況掘削状況

全長から残尺を考慮し全長から残尺を考慮し全長から残尺を考慮し全長から残尺を考慮し

掘削深度検尺を実施掘削深度検尺を実施掘削深度検尺を実施掘削深度検尺を実施

※※※※目盛り拡大写真も目盛り拡大写真も目盛り拡大写真も目盛り拡大写真も

撮影すること撮影すること撮影すること撮影すること
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GeoHPAJ
施工管理のポイント施工管理のポイント施工管理のポイント施工管理のポイント

工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち地中熱利用新設工事（東街区）

施工：株式会社大林組（三菱マテリアルテクノ株式会社）

ロッド＋ビット検尺ロッド＋ビット検尺ロッド＋ビット検尺ロッド＋ビット検尺

珪砂充填（ロッド抜管と同時実施）珪砂充填（ロッド抜管と同時実施）珪砂充填（ロッド抜管と同時実施）珪砂充填（ロッド抜管と同時実施）

水圧試験水圧試験水圧試験水圧試験の実施の実施の実施の実施 Uチューブ挿入深度検尺チューブ挿入深度検尺チューブ挿入深度検尺チューブ挿入深度検尺

Uチューブ目盛りからチューブ目盛りからチューブ目盛りからチューブ目盛りから

残尺を考慮し検尺を実施残尺を考慮し検尺を実施残尺を考慮し検尺を実施残尺を考慮し検尺を実施
※※※※目盛り拡大写真も目盛り拡大写真も目盛り拡大写真も目盛り拡大写真も

撮影すること撮影すること撮影すること撮影すること
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GeoHPAJ
施工管理のポイント施工管理のポイント施工管理のポイント施工管理のポイント

養生蓋養生蓋養生蓋養生蓋

口元養生状況口元養生状況口元養生状況口元養生状況

サーマルレスポンス試験状況サーマルレスポンス試験状況サーマルレスポンス試験状況サーマルレスポンス試験状況

76施工：株式会社大林組（三菱マテリアルテクノ株式会社）

工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）



GeoHPAJ
施工管理のポイント施工管理のポイント施工管理のポイント施工管理のポイント

工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）

施工：株式会社大林組（三菱マテリアルテクノ株式会社）

横引き配管着工前横引き配管着工前横引き配管着工前横引き配管着工前

横引き配管前横引き配管前横引き配管前横引き配管前水圧試験水圧試験水圧試験水圧試験

電気融着配管状況電気融着配管状況電気融着配管状況電気融着配管状況 電気融着配管状況電気融着配管状況電気融着配管状況電気融着配管状況
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GeoHPAJ
施工管理のポイント施工管理のポイント施工管理のポイント施工管理のポイント

工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち工事名：東京スカイツリー地区熱供給施設建設工事のうち地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）地中熱利用新設工事（東街区）

施工：株式会社大林組（三菱マテリアルテクノ株式会社）

特殊人孔設置状況特殊人孔設置状況特殊人孔設置状況特殊人孔設置状況

横引き配管状況全景横引き配管状況全景横引き配管状況全景横引き配管状況全景

ヘッダー箇所ヘッダー箇所ヘッダー箇所ヘッダー箇所水圧試験水圧試験水圧試験水圧試験

ヘッダー設置状況ヘッダー設置状況ヘッダー設置状況ヘッダー設置状況

※※※※目視（監視）流量計付き目視（監視）流量計付き目視（監視）流量計付き目視（監視）流量計付き
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GeoHPAJ
地中熱交換井掘削目標深度の設定例地中熱交換井掘削目標深度の設定例地中熱交換井掘削目標深度の設定例地中熱交換井掘削目標深度の設定例

余裕深度は，地質や

設計GLと施工地盤

の位置などにより

現場ごとに調整
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UUUUチューブ（地中熱交換器）チューブ（地中熱交換器）チューブ（地中熱交換器）チューブ（地中熱交換器）

充填材充填材充填材充填材

UUUUチューブ挿入用重りチューブ挿入用重りチューブ挿入用重りチューブ挿入用重り

設計設計設計設計GLGLGLGL

横引き配管レベル横引き配管レベル横引き配管レベル横引き配管レベル

施工地盤とほぼ同位置（誤差は余裕率にて考慮施工地盤とほぼ同位置（誤差は余裕率にて考慮施工地盤とほぼ同位置（誤差は余裕率にて考慮施工地盤とほぼ同位置（誤差は余裕率にて考慮）

0.6m0.6m0.6m0.6m

UUUUチューブチューブチューブチューブ
挿入深度挿入深度挿入深度挿入深度
↓↓↓↓
熱交換熱交換熱交換熱交換
有効長有効長有効長有効長

設計値設計値設計値設計値
100m100m100m100m

掘削目標掘削目標掘削目標掘削目標

深度深度深度深度

102.8m102.8m102.8m102.8m

遮水材遮水材遮水材遮水材

1.2m1.2m1.2m1.2m（＝重り（＝重り（＝重り（＝重り0.6m0.6m0.6m0.6m××××2222個）個）個）個）

UUUUチューブチューブチューブチューブ
挿入深度挿入深度挿入深度挿入深度

施工目標値施工目標値施工目標値施工目標値
101m101m101m101m

（（（（1m1m1m1m余裕率）余裕率）余裕率）余裕率）

施工施工施工施工地盤

からからからからの
Uチューブチューブチューブチューブ
挿入挿入挿入挿入深度

目標値目標値目標値目標値

101.6m101.6m101.6m101.6m



GeoHPAJ UUUUチューブ挿入深度（熱交換有効長）の検証例チューブ挿入深度（熱交換有効長）の検証例チューブ挿入深度（熱交換有効長）の検証例チューブ挿入深度（熱交換有効長）の検証例
◆掘削深度 ◆Uチューブ挿入深度

ボアホール 施工数量 ボアホール 設計数量 施工数量

No. （目標値） （実測値） No.
熱交換

有効長

（目標値）

施工地盤

より

（目標値）

熱交換

有効長

（実測値）

施工地盤

より

（実測値）

熱交換

有効長

BH-1 102.80 m 103.00 m BH-1 100.00 m 101.60 m 101.00 m 101.80 m 101.20 m

BH-2 102.80 m 103.00 m BH-2 100.00 m 101.60 m 101.00 m 101.80 m 101.20 m

BH-3 102.80 m 103.20 m BH-3 100.00 m 101.60 m 101.00 m 102.00 m 101.40 m

BH-4 102.80 m 103.20 m BH-4 100.00 m 101.60 m 101.00 m 102.00 m 101.40 m

BH-5 102.80 m 103.20 m BH-5 100.00 m 101.60 m 101.00 m 102.00 m 101.40 m

BH-6 102.80 m 103.20 m BH-6 100.00 m 101.60 m 101.00 m 102.00 m 101.40 m

BH-7 102.80 m 103.20 m BH-7 100.00 m 101.60 m 101.00 m 102.00 m 101.40 m

BH-8 102.80 m 103.20 m BH-8 100.00 m 101.60 m 101.00 m 102.00 m 101.40 m

822.40 m 825.20 m 800.00 m 812.80 m 808.00 m 815.60 m 810.80 m

100 % 100 % 100 % 101 % 101 %

合否判定基準 上記赤枠数値が100%以上で合格 合　格

合計 合計

※上記実測値は，施工記録写真（検尺写真）として必ず残すこと上記実測値は，施工記録写真（検尺写真）として必ず残すこと上記実測値は，施工記録写真（検尺写真）として必ず残すこと上記実測値は，施工記録写真（検尺写真）として必ず残すこと。
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GeoHPAJ
水圧試験記録例水圧試験記録例水圧試験記録例水圧試験記録例

現場名

施工業者

配管用途 地中熱 系統名 　ボアホール方式 （BH-○○）

配管材料 高密度ポリエチレン管 （PE100） 撮影場所

試験手法 （1）0.75MPaの水圧を加え，5分放置後，再加圧する。

および （2）再加圧後すぐに圧力を0.5MPaまで減圧する。→ 開始

試験圧力 （3）1時間放置後，水圧が0.4MPa以上確保されていることを確認する。→ 終了

平成平成平成平成　　　　　　　　年年年年　　 　　 　　 　　 月月月月　　 　　 　　 　　 日日日日 平成平成平成平成　　　　　　　　年年年年　　 　　 　　 　　 月月月月　　 　　 　　 　　 日日日日

開　始 時時時時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分 終　了 時時時時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分分分分

MPaMPaMPaMPa MPaMPaMPaMPa

判定基準 終了時に0.4MPa以上 判定 合合合合　　　　　　　　・・・・　　　　　　　　否否否否

検査者

立会者

水水水水　　　　　　　　圧圧圧圧　  　  　  　  試試試試　  　  　  　  験験験験　  　  　  　  記記記記　  　  　  　  録録録録

※水圧試験時には必要に応じて立ち会い要請をすること。
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