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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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二級地中熱施工管理技術者 資格試験問題集 

 

選択問題 

 

【1】 下図の地中熱利用形態のなかで、「オープンループ」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 ２ ３ ４ 

 

 

【2】 地中熱の熱交換器による分類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．クローズドループシステムでは、ボアホール・杭を利用するシステムの他、地下水を利用するタイプもある。 

２．ボアホールを利用する地中熱交換器では、Ｕチューブを利用する方法が一般的である。 

３．杭を利用するシステムには、鋼管杭、PHC 杭および場所打ち杭を利用する。 

４．水平埋設型熱交換器には、ラジアルウェル、水平ループ、スリンキー、シート型がある。 

 

 

【3】 地中熱ヒートポンプシステムの導入のメリッ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．ＦＩＴ制度での電力買い取り 

２．ＣＯ２排出量削減 

３．ピーク電力低減 

４．ヒートアイランド現象の緩和 

 

 

【4】 クローズドループ式地中熱ヒートポンプシステムの地中熱交換器に呼び径 25 のＵチューブを使用した場合、

Ｕチューブ内を循環する流体の流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． 1 L/min ２． 10 L/min ３． 50 L/min ４． 100 L/min 
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【5】 地中熱ヒートポンプシステムの基本設計を行う前に実施する事前調査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．地質情報では、各種資料に基づいて、計画地域の地質構造が未固結層か岩盤かを判断する必要がある。 

２．地質情報から、熱伝導率を推定できるだけでなく、掘削方法も選定することができる。 

３．既存井戸情報から推定される地下水面は「大気圧と等しい圧力を示す水面」と定義される。 

４．既存井戸情報で、深井戸情報は有用であるが、浅井戸情報は役に立たない。 

 

 

【6】 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． 4 W/m 前後 ２． 40 W/m 前後 ３． 400 W/m 前後 ４． 4 kW/m 前後 

 

 

【7】 温水循環試験の実施手順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．呼び径 25 のＵチューブを用いて 30 ℃の水を循環する場合、Ｕチューブ内の流速が乱流域となる最小流量

は約 4.5 L/min である。 

２．Ｕチューブ内の流速を乱流域とするには、レイノルズ数＜230 となるように設定しなければならない。 

３．初期地層温度を決定するには、ヒーターをオフにしたまま 30 分程度循環させた後の温度を採用する。 

４．温水循環試験実施の際のデータサンプリング時間は、少なくとも 10 分以下とする。 

 

 

【8】 下図は熱応答試験の概要図を示したものである。図の㋓にあてはまる装置の名称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．データロガー ２．流量計 ３．温度センサー ４．循環ポンプ 
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【9】 以下の飽和状態である土壌・岩盤の有効熱伝導率が、正しい順序でならんでいるものを一つ選び、 

番号１～４で示しなさい 

 

１．花崗岩 ＞ 砂 礫 ＞  砂  ＞ シルト ＞ 粘土 

２．砂 礫 ＞ 花崗岩 ＞ 粘 土 ＞  砂  ＞ シルト 

３．花崗岩 ＞ 砂 礫 ＞  砂  ＞ 粘 土 ＞ シルト 

４．砂 礫 ＞ 花崗岩 ＞ シルト ＞  砂  ＞ 粘 土 

 

 

【10】 地中熱交換井掘削工事で下表の機器を使用した。発電機の所要動力で最も適当ものを一つ選び、番号

１～４で示しなさい。なお、力率は 0.8 とする。 

機械等 規格 所要動力（kW） 

汚泥ポンプ 電動機 200 V 22.0  

マッドスクリーン 電動機 200 V 11.0  

給水ポンプ 電動機 200 V 3.7  

二次側サンドポンプ 電動機 200 V 5.0  

照明、その他 100 V 1.5  

 

１． 30 kVA ２． 40 kVA ３． 50 kVA ４． 60 kVA 

 

 

【11】 地中熱交換井掘削工事で使用する泥水比重の管理目標上限値について、最も適当なものを一つ選び、

番号 1～４で示しなさい。 

 

１． 1.00  ２． 1.10  ３． 1.20  ４． 1.30 

 

 

【12】 地中熱交換井および横引き配管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．地中熱交換井の掘削深度は、横引き配管埋設深度と地中熱交換器長さと余長の合計長さである。 

２．地表からの汚染水浸透を防止する遮水材は、横引き配管の下限深度まで充填する。 

３．横引き配管埋設深度は、凍結深度以深とする。 

４．横引き配管から 300 mm 下部に、埋設標識シートを敷設する。 
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【13】 地中熱交換器(Ｕチューブ)の規格と種類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．Ｕチューブの呼び径は同一でも、管肉厚は、JIS 規格品、PWA 規格品、ISO 規格品で異なる。 

２．Ｕチューブの近似内径は、JIS 規格品、PWA 規格品、ISO 規格品とも同一である。 

３．Ｕチューブを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．EF 継手と横引き配管は、同一規格品を使用し、継手メーカーと管メーカーも同一とすることが望ましい。 

 

 

【14】 地中熱交換井を掘削する前の留意点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．搬入路・施工面積・近接住居の有無の確認を行う。 

２．埋設物の可能性がある場合でも、図面等で確認が出来れば手掘りの確認は行わない。 

３．通常は、地質構成に合わせた工事期間の短縮が可能な工法を採用する。 

４．掘削地点地下の埋設物(配管、配線類)の有無を、施工図面や施設管理者のヒアリングで確認し、事前に把

握する。 

 

 

【15】 ダウンザホールハンマ式掘削方法の特徴に関する次の記述のうち、最も不適当なもの一つを選び、 

番号１～４で示しなさい。 

 

１．安定した硬岩の掘削に最適である。 

２．スタビライザを使用することで孔曲がりが少ない。 

３．孔口から噴出する粉じんがあり、場所により掘り屑の飛散防止対策が必要となる。また、地下水がある場合、

湧水(濁水)対策も必要となる。 

４．高圧コンプレッサを使用することから他の工法と比較し燃料消費量が少ない。 

 

 

【16】 地中熱交換器（Ｕチューブ）挿入時の注意事項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．地中熱交換器の材質は樹脂であるため、簡単に擦り傷が付き易い。そのため移動時にコンクリート等の粗面

上を引きずらない。 

２．挿入には専用の降下治具を使用する。 

３．地中熱交換器を束ねる際に、トルエン等の有機溶剤を使用したビニルテープを使う。 

４．地中熱交換器を束ねる際に、結束バンドを用いる。 
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【1７】 地中熱ヒートポンプシステムの一次側配管方式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．ヘッダー方式は、エア抜きも系統ごとにできるため確実性が高い。 

２．直列方式（シリーズ方式）は、大規模なシステムの場合は循環ポンプ能力が大きくなってしまい、イニシャル・

ランニング共に経済性に劣ることになるため、注意が必要である。 

３．並列方式（パラレル方式）は、リバースリターンで配管接続する方法で、摩擦損失水頭を小さくできるが、エア

抜きが難しい短所がある。 

４．地中熱交換器の管内流は熱伝達の観点から乱流にすることは避けなければならない。 

 

 

【1８】 地中熱ヒートポンプシステムに使用する不凍液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．不凍液という呼称が普及しているが、現在ではシステム全般に対する防錆・防食効果を期待して使用される

ことが多く、防錆循環液と呼ばれることもある。 

２．グリコール系の不凍液は、現時点では最も一般的に使用されているが、低温域での粘性が他の基材の不凍

液よりも低い。 

３．プロピレングリコールは、太陽熱温水器でもっとも多く使用されてきた経緯があり、ポリエチレン等の樹脂管と

の適応性も古くから検証されている。 

４．不凍液は、水に比べ濡れ性（浸透性）が高いので、接続部から漏れやすいため、配管材料や接続材の選定

の際には注意が必要である。 

 

 

【１９】 地中熱ヒートポンプシステムにおける埋設配管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．埋設配管の際の掘削幅は敷設場所の状況により異なるが、溝内で配管作業ができる幅を確保するため 

500 mm 以上を標準とする。 

２．掘削溝を平らに仕上げた後の敷き砂は、厚さ 100 mm 以上となるようにする。 

３．埋設配管は原則として保温を行わない。 

４．発生土による埋め戻しは、1層が300 mm程度とし、含水が低い発生土の場合はセメント系固化剤を散布する

ことが望ましい。 

 

 

【2０】 地中熱ヒートポンプシステムにおける配管のメカニカル接合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．埋設配管が多い場合は、耐食性の点で不利である。 

２．施工が容易で、ＥＦ接合よりも水密性を保つことができる。 

３．メーカーによって施工方法が異なることがあるため、必ず確認する。 

４．異種管の接合で埋設部分に使用する場合は、マンホールを設けるのが望ましい。 
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【2１】 クローズドループ式地中熱ヒートポンプシステムに利用される機器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．ヒートポンプの圧縮機の負荷を低減させるには、バッファタンクの設置が有効である。 

２．密閉回路に設置される循環ポンプの揚程は、配管抵抗に地中熱交換器の高低差を加算する。 

３．膨脹タンクは、循環水の温度変化による体積の変化を吸収し、循環配管内の圧力を正常に保つために用い

られる。 

４．羽根車式流量計は、循環水の粘度の影響を受けやすいので注意が必要である。 

 

 

【2２】 地中熱ヒートポンプに関する次の記述のうち、最も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。  

 

１．水－空気ヒートポンプの地中熱エアコン（セパレート型）の循環ポンプは熱源水回路側、冷温水回路側にそ

れぞれ必要である。 

２．業務用地中熱ビル用マルチは水－水ヒートポンプであるため、二次側の室内機に冷温水を供給して冷房・

暖房を行う。 

３．水－水ヒートポンプの地中熱ヒートポンプの冷媒回路はヒートポンプユニット内で完結している。 

４．水－空気ヒートポンプの地中熱一体型エアコンは 1 台の室外機に対して複数の室内機を設置することができ

る。 

 

 

【2３】 地中熱ヒートポンプに関する次の記述のうち、最も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．地中熱ヒートポンプシステムの配管は保温工事の必要は無い。 

２．地中熱ヒートポンプシステムの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．業務用地中熱ビル用マルチは二次側の循環ポンプにラインポンプを使用する。 

４．ヒートポンプとは『熱のポンプ』のことであり、一次側の循環水を二次側の室内機に循環することで暖房が可

能である。 

 

 

【2４】 地中熱ヒートポンプに関するインバータ制御と ON/OFF 制御に関する次の記述のうち、最も適当なものを

一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．ON/OFF 制御では、圧縮機の発停止を繰り返すことで、循環水温度を設定値通りに制御することができる。 

２．インバータ制御では、圧縮機の回転数を制御することで、ヒートポンプの能力を可変する事が可能であり、循

環水温度を設定値通りに制御することができる。 

３．ON/OFF 制御では、循環水温度が変動しないため、バッファタンクは必要が無い。 

４．インバータ制御では、熱源補機の循環ポンプが定速であっても、負荷の大小に関わらず高いシステム COP

が得られる。 
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【2５】 下図は、家庭用地中熱ヒートポンプの一つである地中熱エアコンの概略図である。図中の空欄㋐から㋔

に当てはまる機器あるいは部位の名称として、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。 

 

１．㋐四方弁、㋑圧縮機、㋒ポンプ、㋓膨張弁、㋔冷温水回路 

２．㋐ポンプ、㋑膨張弁、㋒圧縮機、㋓四方弁、㋔冷媒回路 

３．㋐ポンプ、㋑四方弁、㋒圧縮機、㋓膨張弁、㋔冷温水回路 

４．㋐圧縮機、㋑膨張弁、㋒ポンプ、㋓四方弁、㋔冷媒回路 

 

 

 

 

【2６】 地中熱ヒートポンプシステムの熱源補機であるポンプに関する次の記述のうち、最も適当なものを一つ選

び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．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。 

２．地中熱交換器の高低差を揚程の計算に含めることで、地中熱交換器の必要流量に対して適切なポンプを選

定できる。 

３．ヒートポンプが容量制御可能な場合、ポンプもインバータによる流量制御を行った方がシステム COP の改善

につながる。 

４．オープンループヒートポンプシステムの水中ポンプは、システムの効率的な運用のために、インバータ制御を

行ってはならない。 
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【2７】 地中熱ビル用マルチの冷房モード運転において、システムの性能（冷房能力）を測定するために必要な

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。 

 

１．一次側循環水の循環流量 

２．地中熱交換器への熱源水出入口温度差 

３．二次側循環水の循環流量 

４．地中熱ヒートポンプの消費電力 

 

 

【2８】 単相交流を電源とする地中熱ヒートポンプについて、その消費電力を推定する計算式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。 

ただし、消費電力 W [W]、電圧 V [V]、電流 A [A]、力率の仮定値を 0.85 とする。 

 

１．W = 0.85 V ・A 

２．W = √3×0.85 V ・A  

３．W = V ・A ÷ 0.85 

４．W = V ・A ÷ (√3×0.85 ) 

 

 

【２９】 地中熱ヒートポンプシステムの日常点検の項目に関する次の記述のうち、メーカーのマニュアル等に推奨

項目として定められていないものを一つ選び番号１～４で示しなさい。 

 

１．異常音がないか 

２．水漏れ・油漏れがないか 

３．不凍液の濃度と pH が適正範囲内であるか 

４．リモコン、タッチパネル、制御盤等で異常信号が出ていないか 

 

 

【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

次の記述のうち、最も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．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 50 kW 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。 
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【3１】 計測器の取付け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．流量計は、電磁流量計を選定したので、特に直管部を設けずに設置した。 

２．配管に装着し、流体を直接計測するタイプの流量計では、配管の口径以下としなければ、計測部での流れ

が乱れるため正確な流量計測が保証されない。 

３．データロガーは、外部の電気信号などの影響を受けやすいので、筐体のシールド、接地などを確実に行う必

要がある。 

４．挿入型の温度計は、センサー部の挿入深さが浅いと、管壁付近の温度の影響を受けやすくなる。 

 

 

【3２】 計測器の選定に関する次の記述のうち、最も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

１．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難いため、容易に利用できる。 

２．積算熱量計の出力は、一般的に熱量の他に、熱媒の温度も出力されるものが多い。 

３．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。 

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。 

 

 

【3３】 地中熱ヒートポンプシステムにおける計測方法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．計測開始後は、正常な計測データが継続的に得られるように、計測の点検・維持管理を適切に行う。 

２．計測開始直後は、初期点検を行い、異常値の有無、測定レンジの確認、計測データのチェックなどを行う。 

３．初期点検では、不要な操作等による異常を防ぐため、データの記録状態の確認程度とし、計測器には触れ

ないように注意する必要がある。 

４．計測器の設置については、特に定着部の緩み・移動・浮き・はがれ、配線部のコネクター緩み・断線などに注

意して、初期点検を行う。 

 

 

【3４】 地中熱ヒートポンプシステムとして下記の運転データが得られた場合、単体 COP 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。 

 

ヒートポンプ製造熱量  ：18.0 kWh 

ヒートポンプ消費電力量  ：4.0 kWh 

一次側循環ポンプ消費電力量 ：3.0 kWh 

二次側循環ラインポンプ消費電力量 ：0.5 kWh 

 

１． 2.4 

２． 2.6 

３． 4.5 

４． 6.0 
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【3５】 下の地中熱利用システム計測機器配置図において、Ⓦに相当する計測器を一つ選び、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】 建設工事現場における安全管理体制に関する文中、   内に当てはまる「労働安全衛生法」上に定めら

れている数値の組合せとして、最も適当なものを一つ選び、番号１～４で示しなさい。 

 

事業者は、労働者の数が常時 ㋐ 人以上の事業場においては、安全管理者を選任し、その者に法に定め

る業務のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。 

また、労働者の数が常時 ㋑ 人以上 ㋐ 人未満の事業場においては、安全衛生推進者を選任しなけれ

ばならない。 

 

 ㋐        ㋑  

1.   50 -------  10 

2.  100 -------  20 

3.  100 -------  50 

4.  200 -------  50 

 

 

  



二級地中熱施工管理技術者 資格試験問題集 

- 11 - 

【3７】 施工計画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．市街地での掘削において、地下構造物については図面等の情報が整理されていたが、各所で試掘を行う計

画とした。 

２．総合施工計画書は、現場担当者だけで検討することなく、会社内の組織を活用して作成した。 

３．工種別施工計画書を作成し、それに基づき総合施工計画書を作成した。 

４．総合施工計画書は、施工体制、仮設計画及び安全衛生管理計画を含めて作成した。 

 

 

【3８】 次のうち、設計図書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．設計図 

２．請負代金内訳書 

３．仕様書 

４．現場指示書 
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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不凍液が備えるべき条件を箇条書きで 3 つ述べなさい。 
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計算問題 

 

【1】 以下の表を用いて、札幌地区にある図書館の、単位面積当たり暖房負荷を求めなさい。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。 
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【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チューブ先端外容積は無

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  ：120 mm 

・Ｕチューブ外径 ：34 mm 

・掘削深度  ：50.0 m 

・円周率  ：3.14 

・シングルＵチューブ 

・珪砂の必要量は、計算値の 20％増し 

 

 

【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。 

 

計算条件 

・地中熱交換器からの熱源水出口温度 ：25.0 ℃ 

・地中熱交換器への熱源水入口温度 ：30.0 ℃ 

・一次側循環水の循環流量 ：80.0 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】

筆記問題（解答例）
【１】

・防食性能にすぐれること　・粘度が小さいこと　・熱安定性が高いこと

計算問題
【１】

【2】

【3】

・毒性や悪臭がないこと　・廃棄が容易であること

（式） 札幌地区の図書館の暖房負荷 = 154 W/m2 × 補正係数1.45 = 223.3

答え:　223 W/m2

(式)　｛3.14×(120/1000/2)2×(50-5)-3.14×(34/1000/2)2×2×(50-5)｝×1.2 = 0.51 m3

　　　≒ 0.5 m3

答え:　0.5 m3

1 3 2

・環境負荷が小さいこと　・比熱が大きいこと　・凍結温度が低いこと

・熱伝導率が大きいこと　・沸点が高いこと　・価格が安価で入手容易

1 4 3 3 3

(式)　｛4.19×1.00×（30.0-25.0）｝×80.0/60= 27.93 ｋW

答え　27.9 kW　

2 3 2 2 2

3 3 1 3 3

2 4 2

4 23 4 2

2 2

2 1 1

2

2 4

2 4

1 4
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