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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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一級地中熱施工管理技術者 資格試験問題集 

 

選択問題 

 

【１】 下の図は、地中熱交換井の熱応答試験における、温水循環試験と回復試験のグラフ作成例である。縦軸

と横軸の項目として（  ）の中にあてはまる語句をア～エから選び、その組み合わせ順序として も適当な

ものを番号１～５で示しなさい。 

 

 

ア．地中熱交換器温度Ｔ [℃]  イ．ホーナー時間(t+ｔp)/ｔ [h] 

ウ．経過時間 t [h]   エ．地中熱交換器出入口温度の平均値Ｔ [℃] 

 

１．①-ウ、②-エ、③-ア、④-イ 

２．①-ア、②-ウ、③-エ、④-イ 

３．①-エ、②-ア、③-ウ、④-イ 

４．①-ア、②-イ、③-エ、④-ウ 

５．①-エ、②-ウ、③-ア、④-イ 

 

 

【2】 地中熱交換井施工の品質に関する次の記述のうち、 も適当なものを一つ選び、番号 1～５で示しなさ

い。 

 

１．地中熱交換器と孔壁の隙間に、熱伝導率の高い粒径のそろった珪砂を充填した。 

２．熱応答試験を実施して実施設計をしたのち、水平ループ方式で実施した。 

３．水圧試験は、送水ポンプまたはハンドポンプを用いて、圧力 0.75 MPa まで加圧し、５分後 0.5 MPa だったの

で終了した。 

４．泥水を使用し掘削したのち、すぐに地中熱交換器を挿入した。 

５．地中熱交換器を挿入する際、針金等で束ねた。 
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【３】 地中熱交換井に関する次の記述のうち、 も適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

１．地中熱交換井掘削深度と地中熱交換器長さは同じである。 

２．余長を考慮せずに地中熱交換井掘削深度を決定した。 

３．横引配管埋設深度は、地中熱交換井掘削深度に影響しない。 

４．地中熱交換器長さは、地中熱交換井掘削深度から横引配管埋設深度と余長を差し引いたものである。 

５．地中熱交換器長さは、地中熱交換井掘削深度より長くなる。 

 

 

【４】 次の地質と地中熱交換井の掘削工法の組み合わせで も効率的な組み合わせを一つ選び、番号1～5で

示しなさい。 

 

１．玉石・硬岩層   ―  回転振動式 

２．軟岩・硬岩層   ―  ダウンザホールハンマ式(エアハンマ) 

３．玉石・硬岩層   ―  ロータリーパーカッション式(油圧ドリフタ) 

４．粘性土・砂・れき ―  ダウンザホールハンマ式(エアハンマ) 

５．玉石・硬岩層   ―  ロータリー式 
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【５】 下表を参考に、福岡地区にある劇場（ロビー200 m2、客室 800 m2、合計 1,000 m2）の 大冷房負荷として、

も適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

１．約 230 kW  ２．約 280 kW  ３．約 330 kW  ４．約 380 kW  ５．約 430 kW 
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【６】 地中熱ヒートポンプシステムに使用する不凍液の特性をまとめた次表のうち、㋐～㋓の空欄を埋める用語

の組み合わせとして も適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

区分 主な成分 腐食性 

(金属) 

粘性 引火性 環境 

(分解性) 

○ア  塩化カルシウムなど × ○ ○ ○ 

○イ  エタノールなど ○ ○ × △ 

○ウ  
エチレングリコール ○ ○ △ △ 

プロピレングリコール ○ △ △ △ 

○エ  酢酸カリウムなど △ ○ ○ ○ 

 

 ㋐ ㋑ ㋒ ㋓ 

１． 有機酸塩系 グリコール系 塩類系 アルコール系 

２． グリコール系 アルコール系 塩類系 有機酸塩系 

３． 塩類系 有機酸塩系 グリコール系 アルコール系 

４． 塩類系 アルコール系 グリコール系 有機酸塩系 

５． 有機酸塩系 アルコール系 グリコール系 塩類系 

 

 

【７】 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次の記述

のうち、 も不適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

１．融着面の清掃の際には、エタノールを浸み込ませたペーパータオルを使用して行った。 

２．融着に使用するコントローラ用電源には、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ため、新しい継手に交換し、 初から通電を開始した。 

４．融着終了後、EF 継手のインジケータがほとんど隆起していなかったので、そのまま再度融着を行った。 

５．冷却中はクランプを固定したままにし、接合部に外力を加えないよう注意した。 

 

 

【８】 地中熱ヒートポンプシステムの一次側配管（ボアホール方式）に関する次の記述のうち、 も適当なものを

一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

１．配管内のエア抜きを確実に行うためには、多量の水を送ることができるパージングユニット(受水槽付き加圧

給水装置など)の使用が有効である。 

２．並列方式は、ヘッダー方式に比べて配管内のエア抜きが容易である。 

３．呼び径 25 のＵチューブ内の循環流体の流速は、乱流にするために 低でも 2.0 ｍ/sec 以上必要である。 

４．熱源機器への流量は、常に低負荷運転時の 小流量を確保すればよい。 

５．直列方式は、並列方式に比べて摩擦損失水頭を小さくできることが長所である。 
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【９】 地中熱ヒートポンプに関する次の記述のうち、 も不適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

１．地中熱ヒートポンプは空気熱源ヒートポンプに比べてデフロストが無いため、外気温度が低い寒冷地の暖房

運転で高効率運転ができる。 

２．ファンコイルユニットの温水設計温度は 40～50℃とすることが多い。 

３．地中熱ヒートポンプの設置の際、機器の振動が響く場所や床面などに設置しないほうが望ましい。 

４．地中熱ヒートポンプの循環ポンプは高揚程の自吸ポンプを使用しなければならない。 

５．地中熱ヒートポンプが容量制御を行う場合、循環ポンプもインバータによる容量制御を行ったほうがシステム

COP 改善につながる。 

 

 

【１０】 地中熱ヒートポンプの施工時に実施した事柄に関する次の記述のうち、 も適当なものを一つ選び、番

号１～５で示しなさい。 

 

１．空気熱源ヒートポンプに対してファンを必要としない地中熱ヒートポンプは振動が少ないため、システム全体

の初期費用を低減するために防振継手を使用しなかった。 

２．地中熱ヒートポンプ内部の配管以外は配管洗浄を十分に行ったので、地中熱ヒートポンプの出口側にストレ

ーナを設置した。 

３．空気熱源ヒートポンプに対してファンを必要としない地中熱ヒートポンプは低騒音であるため、寝室の近くに

設置した。 

４．不凍液には防錆・防食効果があるため、不凍液注入前の配管洗浄は一部のみ行った。 

５．熱源水回路、冷温水回路共に、屋内および屋外の露出配管部分の保温工事を行った。 

 

 

【1１】 地中熱ヒートポンプシステムにおいて、不凍液が入っている配管の圧力が低下している場合の処置に関

する次の記述のうち、 も不適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

１．リザーブタンクの不凍液残量を確認し、不足している場合には不凍液を補充する。 

２．ストレーナの目詰まりがある場合には、ストレーナを清掃する。 

３．継手部分に漏れやにじみがある場合には、増し締めを行う。 

４．配管圧力を適正値まで上昇させるため、水道水を補給する。 

５．漏洩やストレーナの目詰まりが懸念されるため、直ちに運転を停止する。 
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【1２】 下表は地中熱ヒートポンプを空冷ヒートポンプと対比させて分類したものである。下表の空欄に当てはまる

用語の組み合わせについて、 も適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。なお、同じ記号の空欄

には、同じ用語が入る。 

 

１．㋐家庭用（小型）、㋑空気‐空気、㋒ビル用マルチ、㋓水-水、㋔業務用（大型） 

２．㋐業務用（大型）、㋑水‐空気、㋒ヒートポンプ、㋓水‐水、㋔家庭用（小型） 

３．㋐家庭用（小型）、㋑水‐空気、㋒ビル用マルチ、㋓水‐空気、㋔業務用（大型） 

４．㋐業務用（大型）、㋑空気‐空気、㋒ビル用マルチ、㋓水‐水、㋔家庭用（小型） 

５．㋐業務用（大型）、㋑水‐水、㋒ヒートポンプ、㋓水-空気、㋔家庭用（小型） 
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【1３】 地中熱ヒートポンプの点検に関する次の文章の空欄に入る言葉の組み合わせについて、 も適当なもの

を一つ選び、番号１～５で示しなさい。なお、同じ記号の空欄には同じ用語が入る。 

 

ヒートポンプについては、メーカーによる ㋐ は毎年冷暖房の切替え時期等の決められた時期に行うことが望

ましい。定期的なメンテナンスによりランニングコストの低減、 ㋑ の延長、 ㋒ 、快適性の維持、安全性の確

保が可能となる。特に ㋓ はモータによる回転運動を行うため、摩擦による劣化がある。日本冷凍空調工業会

のガイダンスによれば、 ㋓ 寿命の目安は ㋔ と言われている。また、平成２７年４月に施工された ㋕ の使

用の合理化及び管理の適正化に関する法律により、機器の種類や大きさに応じて定期的な簡易点検や定期点

検を行うこと定められたため、遵守する必要がある。 

 

１．㋐定期点検、㋑保証期間、㋒CO2 排出量の削減、㋓熱交換器、㋔20 000 時間、㋕地中熱ヒートポンプ 

２．㋐日常点検、㋑フルメンテナンス、㋒不凍液濃度の維持、㋓膨張弁、㋔10 000 時間、㋕地中熱ヒートポンプ 

３．㋐定期点検、㋑耐用年数、㋒故障の予防、㋓圧縮機、㋔20 000 時間、㋕フロン類 

４．㋐性能検証、㋑フルメンテナンス、㋒CO2 排出量の削減、㋓膨張弁、㋔10 000 時間、㋕フロン類 

５．㋐日常点検、㋑耐用年数、㋒故障の予防、㋓圧縮機、㋔50 000 時間、㋕不凍液 

 

 

【1４】 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

次の記述のうち、 も適当なものを一つ選び、番号１～5 で示しなさい。 

 

１．家庭用の地中熱ヒートポンプも対象であり、各家庭における使用者も法令を遵守する必要がある。 

２．圧縮機電動機の定格出力が 7.5 kW 未満の業務用地中熱ヒートポンプは、簡易点検を実施しなくても良い。 

３．圧縮機電動機の定格出力が 7.5 kW 以上 50kW 未満の空調用途の地中熱ヒートポンプは、専門業者などの

十分な知見を有する者による 3 年に１回以上の定期点検が定められている。 

４．圧縮機電動機の定格出力が 50 kW 以上の空調用途の地中熱ヒートポンプは、専門業者などの十分な知見

を有する者による 2 年に１回以上の定期点検が定められている。 

５．地中熱ビル用マルチは、圧縮機電動機の定格出力の大きさに関わらず、定期点検が免除されている。 

 

 

【1５】 計測器の選定に関する次の記述のうち、 も不適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

１．羽根車式流量計はその機構上、計測対象液体の粘度の影響を受けやすいため注意が必要である。 

２．積算熱量計の出力は、通常熱量のみであり、熱媒の温度は出力されない。 

３．羽根車式流量計を設置する場合は、ストレーナなどを設けて設置することが望ましい。 

４．熱量の計測では、熱量計を用いる方法と、流量計と温度計の測定結果から熱量を計算する方法がある。 

５．計測値を取引または証明などに利用する場合でも、特に法的な規制は受けない。 
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【1６】 地中熱ヒートポンプシステムの運転管理評価のシステム性能の SCOP の計算式のうち、㋐に当てはまるも

のを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

SCOP1＝ 
ヒートポンプ製造熱量［kWh］ 

（   ㋐   ）＋補機（一次側）電力量［kWh］ 

SCOP2＝ 
ヒートポンプ製造熱量［kWh］ 

（   ㋐   ）＋補機（一次側，二次側）電力量［kWh］ 

 

１．ヒートポンプの出入口温度差 

２．循環ポンプ電力量 

３．ヒートポンプ電力量 

４．地下温度 

５．循環流量 

 

 

【１７】 建設工事において、統括安全衛生責任者の責務として行わなければならない事項又は統括管理しなけ

ればならない事項として、「労働安全衛生法」に定められていないものを一つ選び、番号１～５で示しなさ

い。 

 

１．作業場所を巡視すること。 

２．工具等の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 

３．協議組織の設置及び運営を行うこと。 

４．元方安全衛生管理者を指揮すること。 

５．作業間の連絡及び調整を行うこと。 

 

 

【１８】 品質管理に関係する用語として、 も不適当なものを一つ選び、番号１～５で示しなさい。 

 

１．ＩＳＯ9000 ファミリー 

２．QMS 

３．ＰＤＣＡ 

４．ＳＭＷ 

５．ＱＡ表 

 

 

【１９】 BIM（Building Information Modeling）に関する動向やメリット、課題として も不適当なものを一つ選び、

番号１～５で示しなさい。 

 

１．BIM のメリットとして、見える化による施主との情報共有が挙げられる。 

２．官庁工事での採用が多い地中熱ヒートポンプシステムは今後、BIM の活用が増加することが予想される。  

３．BIM の課題として、導入コスト、技術者不足、BIM モデルの連携・活用ソフトの追従不足などが挙げられる。 

４．BIM のメリットとして、図面整合性の向上が挙げられる。 

５．国土交通省官庁営繕部では、BIM ガイドラインを今後策定予定である。 
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筆記問題 

 

【1】 地中熱ヒートポンプシステムを新設する場合の事前調査のうち、現地調査で確認しておくべき項目を、箇条

書きで３つ述べなさい。 

 

 

【2】 ロータリー式掘削工法は、掘削機より発生させた回転をロッドおよびドリルカラーを介して先端のビットに伝

え、油圧やドリルカラーの重量でビットに荷重を加え回転切削にて掘削する方法である。この工法の特徴に

ついて、箇条書きで 3 つ述べなさい。 

 

 

【3】 地中熱ヒートポンプシステムで、埋設配管をする場合の注意点について、箇条書きで 3 つ述べなさい。 

 

 

【4】 下図は地中熱ヒートポンプチラーの概略図である。下図のような地中熱ヒートポンプチラーにより構成される

システムにおける膨張タンクの必要性と 低限必要な個数についておのおの述べなさい。 
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【5】 地中熱ヒートポンプチラーの二次側熱量を計算する際に 低限必要な温度計○T 、流量計○F の位置を図

中に記載しなさい。 

 

 

 

【6】 地中熱専門工事における現場代理人として、地中熱交換井設置工事の安全管理を行うことになった。地中

熱交換井設置工事で想定される災害と対策について 3 事例述べなさい。 

 

事例１ 災害： 対策：  

事例２ 災害： 対策：  

事例 3 災害： 対策：  

 

 

【7】 設計図書とは、㋐設計図、㋑特記仕様書、㋒共通仕様書、㋓現場指示書、㋔質疑回答書の総称である。

これら設計図書を優先順位の高い順に、解答用紙の（ ）内に記号で示しなさい。 

 

（   ） ＞ （   ） ＞ （   ） ＞ （   ） ＞ （   ） 
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【8】 地中熱ヒートポンプシステムの一次側配管方式の問題です。下図のように 3 本の地中熱交換器を 

並列・ヘッダー方式で接続する計画で、残りの配管を書き足しなさい。 
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計算問題 

 

【1】 以下の条件に基づいて地中熱交換井の本数を12本と設定した。この場合の、地中熱交換器の単位長さ当

たり熱交換量(W/m)を求めなさい。なお、計算式を示し、小数点以下第 1 位を四捨五入すること。 

 

計算条件 

・地中熱交換井の本数  ：12 本 

・地中熱交換器 1 本当たりの長さ ：100 m 

・地中熱交換量   ：60 kW 

・地中熱ヒートポンプの COP ：4.0 

 

 

【2】 地中熱交換井で用いる充填材の珪砂の必要量(m3)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。計算には遮水材、横引き配管埋設深度、重りの余長、Ｕチューブ先端の形状は無

視し、GL- 5.0 m まで珪砂を充填するものとする。 

 

計算条件 

・掘削径  ：160 mm 

・Ｕチューブ外径 ：34 mm 

・掘削深度  ：105 m 

・円周率  ：3.14 

・ダブルＵチューブ 

・珪砂の必要量は、計算値の 20％増し 

 

 

【3】 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暖房 COP 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。 

 

計算条件 

・地中熱交換器への熱源水入口温度 ：5.0 ℃ 

・地中熱交換器からの熱源水出口温度 ：10.0 ℃ 

・熱源水の循環流量   ：100 L/min 

・地中熱ヒートポンプの圧縮機消費電力 ：10.0 ｋW 
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小論文 

 

小論文 

次の 【1】～【3】の 3 問の内、1 問を選択し、選択した問題番号を答案用紙に記して 

答えなさい。 

 

 

【1】 あなたが経験した地中熱利用設備工事のうち、代表的な工事(業務)を一つ選び、次の設問 1 と設問 2 につ

いて、できるだけ具体的に述べなさい。 

 

[設問 １] その工事について、次の事項について述べなさい。 

（1）工事件名  

（2）工事場所 

（3）あなたの立場または役割  

 

[設問 2] 上記工事の施工内容を記述し、品質管理上あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてと

った対策と結果を述べなさい。 

（1）工事内容 

（2）特に重要と考えた事項 

（3）とった対策と結果 

 

 

【2】 あなたが経験した地中熱利用設備工事のうち、代表的な工事(業務)を一つ選び、次の設問 1 と設問 2 につ

いて、できるだけ具体的に述べなさい。 

 

[設問 １] その工事について、次の事項について述べなさい。 

（1）工事件名  

（2）工事場所 

（3）あなたの立場または役割 

 

[設問 2] 上記工事の施工内容を記述し、工程管理上あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてと

った対策と結果を述べなさい。 

（1）工事内容 

（2）特に重要と考えた事項 

（3）とった対策と結果 
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【3】 あなたが設計した地中熱システムのうち、代表的な件名を一つ選び、次の設問 1 と設問 2 について、できる

だけ具体的に述べなさい。 

 

[設問 １] その件名について、次の事項について述べなさい。 

（1）工事件名 

（2）工事場所 

（3）あなたの立場または役割 

 

[設問 2] 上記システムの設計内容を記述し、あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてとった対策

と結果を述べなさい。 

（1）設計内容 

（2）特に重要と考えた事項 

（3）とった対策と結果 

 

以上 



一級地中熱施工管理技術者 資格試験解答

選択問題
【１】 【２】 【３】 【４】 【５】

【６】 【７】 【８】 【９】 【１０】

【１１】 【１２】 【１３】 【１４】 【１５】

【１６】 【１７】 【１８】 【１９】

筆記問題（解答例）
【１】

【２】

【３】

・良質砂での埋め戻しは、管天端より100 mm以上の土被りまで行う

・発生土による埋め戻しは、１層が300 mm程度とする

・含水が高い発生土の場合は、セメント系固化剤を散布する

・配管天端より300 mm程度に埋設標識シートを敷設する

・地表面の仕上げ部分に埋設表示ピン等の埋設標を設置する

・吸水・吸湿が懸念されるため、保温材にはポリエチレン製やポリスチレン性が望ましい

・掘削幅は、現場条件にもよるが500 mm以上を標準とする

・掘削溝はできるだけ平坦に仕上げる

・敷き砂厚さは100 mm以上とする

・管を敷設し水圧試験に合格後に管が移動しないよう注意して埋め戻す

2 3

4 4

5 1 4

1 4 5

3 3 5

3 2 4 5

4 4

・敷地形状　・周辺道路　・電線・電話線　・地下埋設物　・周辺井戸情報

・掘進速度に幅があるが、泥水を使用することで、未固結層、軟岩、硬岩まであらゆる地層を

・泥水を使用することから、作泥費、廃泥処理費が高い。

・ロータリー式掘削機は汎用機種のため、機材の調達は容易である。

　掘削できる。

・施工条件が悪い所でも、小型の機種の選定によって施工が可能である。

・鉛直な地中熱交換井を掘削するには、2丁以上のスタビライザを使用する。

・効率的な堀屑の排出と孔壁崩壊防止のために、掘削流体に泥水を使用する。

・掘削深さは600 mm以上を標準とする

・原則として保温は行わないが、深さが浅くなる場合には検討が必要である
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【４】

・熱源水回路／冷温水回路の膨張タンクは、配管内の流体の温度変化による体積変化を

　吸収し、配管内の圧力を正常に保つために必要である。

・膨張タンクは、熱源水回路と冷温水回路とに、最低限２個必要である。

【５】

【６】

【７】

（例５）災害：ロッド･ケーシングに指など挟まれる

（例１）災害：掘削開口部への転落事故

　　　　対策：休憩時および作業終了後に開口部養生の実施、足元の環境整備

（例２）災害：重機との接触による第三者災害

　　　　対策：作業ヤードおよび立入禁止区域の明示

（例３）災害：珪砂等の吊り作業中に吊り荷が落下する

　　　　対策：吊り荷の下に入らない・玉掛けの確認

（例４）災害：掘削回転部に巻き込まれる

　　　　対策：掘削ヤードのみ安全帯使用を禁止、着衣･服装の点検

　　　　対策：オペレーターと作業員のコミュニケーション、合図の確認

（㋔質疑回答書）＞（㋓現場指示書）＞（㋑特記仕様書）＞（㋐設計図）＞（㋒共通仕様書）
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【８】

計算問題

(式)　〔｛4.19×1.00×（10.0-5.0）×100/60｝+10.0〕/10＝4.49

【１】

【２】

【３】

答え:　 2.0 m3

(式) ｛3.14×(160/1000/2)2×(105-5)-3.14×(34/1000/2)2×4×(105-5)｝×1.2 = 1.97 m3

                                                                                                          ≒ 2.0 m3

（式） 60 kW = 60000 W

　　　60000 ÷ 12 = 5000 W

　　　5000 ÷ 100 = 50 答え:　50 W/m

答え　4.5
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小論文(答案用紙) ・模範解答の掲載はありません。

【１】 選択

設問1(1)

設問1(2)

設問1(3)

設問1(4)

設問2(1)

設問2(2)
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