表 給排水衛生設備 H21～H25選択問題の機器表一覧（1）

機器名

上水受水槽

雑用水受水槽

算定式 （H21）

算定式 （H22）

算定式 （H23）

算定式 （H24）

算定式 （H25）

上水受水槽【有効容量：６㎥】
上水の１日使用量は80ℓ/人の0.3として、社員480人、役員他20人より
480×80×0.3＋20×80×0.3＝11,520＋480＝12,000ℓ/日
受水槽は、上記使用水量の半分とする。
上水受水槽容量＝12,000/2＝6,000ℓ
従って、６㎥となる。

上水受水槽【有効容量：16㎥】
上水の１日使用量は80ℓ/人の0.3として、社員620人、
食堂400食（1食当たり40ℓ）を想定して
１日使用量＝620×80×0.3＋40×400＝30,880 ℓ/日
上水受水槽は、上記使用水量の半分（/2）とする。
上水受水槽容量＝30,880/2＝15,440 ℓ
従って、 16㎥ となる。

上水受水槽【有効容量：９㎥】
上水の１日使用量は80ℓ/人の0.3として、社員685人、
１日使用量＝685×80×0.3＝16,440 ℓ/日
上水受水槽は、上記使用水量の半分（/2）とする。
上水受水槽容量＝16,440/2＝8,220 ℓ
従って、 9㎥ となる。

上水受水槽【有効容量：８㎥】
上水の１日使用量は80ℓ/人の0.3として、社員649人、
１日使用量＝620×80×0.3＝15,576 ℓ/日
上水受水槽は、上記使用水量の半分（/2）とする。
上水受水槽容量＝15,576/2＝7,788 ℓ
従って、 8㎥ となる。

上水受水槽【有効容量：８㎥】
上水の１日使用量は80ℓ/人の0.3として、社員639人、
１日使用量＝639×80×0.3＝15,336 ℓ/日
上水受水槽は、上記使用水量の半分（/2）とする。
上水受水槽容量＝15,336/2＝7,668 ℓ
従って、 8㎥ となる。

雑用水受水槽【有効容量：28㎥】
雑用水の１日使用量は80ℓ/人の0.7として、社員480人、役員他20人より
480×80×0.7＋20×80×0.7＝26,880＋1,120＝28,000ℓ/日
雑用水受水槽は、上記使用水量とする。
雑用水受水槽容量＝28,000ℓ
従って、28㎥となる。

雑用水受水槽【有効容量：35㎥】
雑用水の１日使用量は80ℓ/人の0.7として、社員620人より
620×80×0.7＋20×80×0.7＝34,720ℓ/日
雑用水受水槽は、上記使用水量（×1.0）とする。
雑用水受水槽容量＝34,720 ℓ
従って、 35㎥ となる。

雑用水受水槽【有効容量：116㎥】
雑用水の１日使用量は80ℓ/人の0.7として、社員685人より
685×80×0.7＝38,360 ℓ/日
雑用水受水槽は、３日分を貯留量とする。
雑用水受水槽容量＝38,360×3＝115,080 ℓ
従って、 116㎥ となる。

雑用水受水槽【有効容量：110㎥】
雑用水の１日使用量は、80ℓ/人、社員649人、0.7として求める。
１日使用量＝649×80×0.7＝36,344 ℓ/日
雑用水受水槽は、上記使用量の3日分とする。
雑用水受水槽容量＝36,344×3＝109,032 ℓ
従って、 110㎥ となる。

雑用水受水槽【有効容量：108㎥】
雑用水の１日使用量は、80ℓ/人、社員639人、0.7として求める。
１日使用量＝639×80×0.7＝35,784 ℓ/日
雑用水受水槽は、上記使用量の3日分とする。
雑用水受水槽容量＝35,784×3＝107,352 ℓ
従って、 108㎥ となる。

・ここの内容は、会員講座内での公開である。

上水高置水槽【有効容量：２㎥】
上水高置水槽の容量は、１日使用量の0.1とする。
上水高置水槽容量＝15,576×0.1＝1,558 ℓ
従って、 2㎥ となる。

上水高置水槽

（建築資格研究会のオリジナル分析一覧表2018年4月より公開中）
雑用水高置水槽【有効容量：４㎥】
雑用水高置水槽の有効容量は、１日雑用水使用量の0.1日分とする。
34,720×0.1＝3,470 ℓ/日
雑用水高置水槽は、上記使用水量（×1.0）とする。
雑用水高置水槽容量＝3,472 ℓ
従って、 ４㎥ となる。

雑用水高置水槽

雑用水高置水槽【有効容量：４㎥】
雑用水高置水槽の容量は、１日使用量の0.1とする。
雑用水高置水槽容量＝36,344×0.1＝3,635 ℓ
従って、 4㎥ となる。

・H21～H29選択問題（給排水衛生設備）の機器表を掲載。
上水揚水ポンプ

上水加圧給水ポンプ

上水揚水ポンプ

水道引き込み管

上水加圧給水ポンプ【給水量：120ℓ/min台】
上水の時間平均予想給水量は、１日使用水量を使用時間帯の継続時間で
除することで求める。
上水の時間平均予想給水量＝12,000/8＝1,500 ℓ/ｈ
瞬時最大予想給水量は、時間最大予想給水量（時間平均予想給水量×2）
の2倍とする。
瞬時最大予想給水量＝1,500×2×2＝6,000 ℓ/ｈ（100ℓ/min）
上水加圧給水ポンプ給水量は、瞬時最大予想給水量の1.2倍とする。
上水加圧給水ポンプ給水量＝100×1.2＝120 ℓ/min

上水加圧給水ポンプ【給水量：76ℓ/min台】
上水の時間平均予想給水量は、１日の給水量の1/8とし、時間最大予想給
水量は時間平均予想給水量の２倍、瞬時最大予想給水量は時間最大予想
給水量の２倍として求める。余裕率は10％、給水ポンプは３台設置の２台同
時運転とする。
上水の時間平均予想給水量＝16,440×1/8＝2,055 ℓ/ｈ
上水の時間最大予想給水量＝2,055×2＝4,110 ℓ/ｈ
上水の瞬時最大予想給水量＝4,110×2＝8,220 ℓ/ｈ ⇒137 ℓ/min
上水加圧給水ポンプ給水量＝137×1.1＝150.7 ℓ/ｈ
２台同時運転＝150.7/2＝75.35 ℓ/ｈ ⇒76 ℓ/min台

上水揚水ポンプ【給水量：72ℓ/min台】
上水の時間平均予想給水量は、１日使用水量を使用時間帯の継続8時間で
除することで求める。
上水の時間平均予想給水量＝15,576/8＝1,947 ℓ/ｈ
時間最大予想給水量は、時間平均予想給水量の2倍とする。
時間最大予想給水量＝1,947×2＝3,894 ℓ/ｈ（65ℓ/min）
上水揚水ポンプ給水量は、時間最大予想給水量の1.1倍とする。
上水加圧給水ポンプ給水量＝65×1.1＝71.5＝72 ℓ/min（2台交互運転、
非常時同時運転）

上水加圧給水ポンプ【給水量：71ℓ/min台】
上水の時間平均予想給水量は、１日使用水量を使用時間帯の継続8時間で
除することで求める。
上水の時間平均予想給水量＝15,336/8＝1,917 ℓ/ｈ
時間最大予想給水量は、時間平均予想給水量の2倍とする。
時間最大予想給水量＝1,917×2＝3,834 ℓ/ｈ（63.9ℓ/min）
上水加圧給水ポンプの給水量は、時間最大予想給水量の２倍の
瞬時最大予想給水量とする。
ただし、給水ポンプを２台同時運転とするなら、１台の給水量は、
瞬時最大予想給水量の半分となる。
上水揚水ポンプ給水量は、瞬時最大予想給水量の1.1倍とする。
上水加圧給水ポンプ給水量＝63.9×2/2×1.1＝70.29＝71 ℓ/min/台 （3
台設置の2台同時運転）

（Ａ３伴４枚に全て有：H21～H25が２枚、H26～H29が２枚）

・機器表の計算式は、パターン化されている。
上水加圧給水ポンプ【全揚程：589ｋPa】
設計条件より、全摩擦抵抗69ｋPa、水栓の吐出水頭30ｋPa、屋上散水栓は
屋上床面上1.2ｍ、上水加圧給水ポンプの吸込口は地階床面上１ｍ、余裕
率10％より
全揚程＝（（4.9-1+5+4.2×8+2）×9.8+69+30）×1.1＝588.6
従って、589 ｋPa

上水揚水ポンプ【全揚程：528ｋPa】
全揚程は、実揚程と全摩擦抵抗と吐出水頭の合計に1.1倍して求める。
全揚程＝（（5.3－1.4＋4.5×6＋5.4＋1.9）×9.8＋95＋10）×1.1
＝527.3＝528 ｋPa

上水加圧給水ポンプ【全揚程：617ｋPa】
全揚程は、実揚程と全摩擦抵抗と吐出水頭の合計に1.1倍して求める。
全揚程＝（（5.5－1.0＋5.0＋4.5×6＋5.0＋4.5＋1.2）×9.8＋68＋30）×1.1
＝616.6＝617 ｋPa

・各年度の問題解答（系統図、配管平面図）と一緒に見て
上水揚水ポンプ【必要電動機定格出力：1ｋＷ】
ポンプ出力は、流量と全揚程と余裕係数1.1を乗じて、0.7で除して求める。
流量＝72/1000/60＝0.0012 ㎥/ｓ
全揚程＝530/9.8＝54.1 ｍ
ポンプ出力＝（9.8×0.0012×54.1×1.1）/0.7＝1 ｋＷ

頂くと、選択問題（給排水衛生設備）は合格確実。

上水本管【最小引込流量：0.75㎥/ｈ】
受水槽容量は、６㎥である。
１日の主たる使用時間帯の継続時間帯は、８時間である。
従って、6/8＝0.75 ㎥/ｈ

表 給排水衛生設備 H21～H25選択問題の機器表一覧（2）

機器名

雑用水揚水ポンプ

雑用水揚水ポンプ

雑用水揚水ポンプ

貯湯量

雨水貯留槽

雨水利用ろ過装置

算定式 （H21）

算定式 （H22）

算定式 （H23）

雑用水加圧給水ポンプ【給水量：176ℓ/min台】
雑用水の時間平均予想給水量は、１日の雑用水量の1/8とし、時間最大予
雑用水揚水ポンプ【揚水量：154ℓ/min】
想給水量は時間平均予想給水量の２倍、瞬時最大予想給水量は時間最大
雑用水の時間平均予想給水量は、１日９時間とし、２時間分を最大予想給水 予想給水量の２倍として求める。余裕率は10％、給水ポンプは３台設置の２
量とすることで求める。
台同時運転とする。
雑用水の時間平均予想給水量＝34,720/9＝3,858 ℓ/ｈ
雑用水の時間平均予想給水量＝38,44360×1/8＝4,795 ℓ/ｈ
雑用水の時間最大予想給水量＝3,858×2＝7,716 ℓ/ｈ
雑用水の時間最大予想給水量＝4,795×2＝9,590 ℓ/ｈ
揚水量＝（7,716×1.2）/60＝154 ℓ/min
雑用水の瞬時最大予想給水量＝9,590×2＝19,180 ℓ/ｈ ⇒320 ℓ/min
雑用水加圧給水ポンプ給水量＝320×1.1＝352 ℓ/ｈ
２台同時運転＝352/2＝176 ℓ/ｈ ⇒176 ℓ/min台

算定式 （H24）

算定式 （H25）

雑用水揚水ポンプ【給水量：167ℓ/min台】
雑用水の時間平均予想給水量は、１日使用水量を使用時間帯の継続8時
間で除することで求める。
雑用水の時間平均予想給水量＝36,344/8＝4,543 ℓ/ｈ
雑用水の時間最大予想給水量は、時間平均予想給水量の2倍とする。
時間最大予想給水量＝4,543×2＝9,086 ℓ/ｈ（152ℓ/min）
雑用水の瞬時最大予想給水量は、時間最大予想給水量の2倍とする。
瞬時最大予想給水量＝9,086×2＝18,172 ℓ/ｈ（303ℓ/min）
雑用水の加圧給水ポンプ給水量は、瞬時最大予想給水量の1.1倍とする。
雑用水加圧給水ポンプ給水量＝303×1.1＝333.3 ℓ/min
2台同時運転を想定しているので、２で除する。
雑用水揚水ポンプ給水量＝333.3/2＝167 ℓ/min（2台交互運転、非常時同
時運転）

雑用水加圧給水ポンプ【給水量：165ℓ/min台】
雑用水の時間平均予想給水量は、１日使用水量を使用時間帯の継続8時
間で除することで求める。
雑用水の時間平均予想給水量＝35,784/8＝4,473 ℓ/ｈ
雑用水の時間最大予想給水量は、時間平均予想給水量の2倍とする。
時間最大予想給水量＝4,473×2＝8,946 ℓ/ｈ（149.1ℓ/min）
雑用水の瞬時最大予想給水量は、時間最大予想給水量の2倍とする。
瞬時最大予想給水量＝8,946×2＝17,892 ℓ/ｈ（298.2ℓ/min）
雑用水の加圧給水ポンプ給水量は、瞬時最大予想給水量の1.1倍とする。
雑用水加圧給水ポンプ給水量＝298.2×1.1＝328.02 ℓ/min
2台同時運転を想定しているので、２で除する。
雑用水加圧給水ポンプ給水量＝328.02/2＝164.01＝165 ℓ/min/台 （3台
設置の2台同時運転）

・ここの内容は、会員講座内での公開である。

（建築資格研究会のオリジナル分析一覧表2018年4月より公開中）
雑用水揚水ポンプ【揚程：551ｋPa】
設計条件より、雑用水受水槽の最低水位は地階床面から2.0ｍより
実揚程＝2+3+4.4+4.2×6+5.4+5＝45 ｍ
全揚程＝（45+（50+10）9.8）×1.1＝56.2 ｍ
従って、56.2×9.8＝550.8≒551 ｋPa

雑用水加圧給水ポンプ【全揚程：620ｋPa】
設計条件より、全摩擦抵抗76ｋPa、水栓の吐出水頭30ｋPa、屋上散水栓は
屋上床面上1.2ｍ、雑用水受水槽の最低水位は地階床面上2ｍ、余裕率
10％より
全揚程＝（（4.9+2+5+4.2×8+1.2）×9.8+76+30）×1.1＝620.0
従って、620 ｋPa

雑用水揚水ポンプ【全揚程：568ｋPa】
全揚程は、実揚程と全摩擦抵抗と吐出水頭の合計に1.1倍して求める。
全揚程＝（（5.3＋2.0＋4.5×6＋5.4＋1.9）×9.8＋98＋10）×1.1
＝567.2＝568 ｋPa

雑用水加圧給水ポンプ【全揚程：660ｋPa】
全揚程は、実揚程と全摩擦抵抗と吐出水頭の合計に1.1倍して求める。
全揚程＝（（5.5＋2.0＋5.0＋4.5×6＋5.0＋4.5＋2.0）×9.8＋70＋30）×1.1
＝659.8＝660 ｋPa

・H21～H29選択問題（給排水衛生設備）の機器表を掲載。
雑用水揚水ポンプ【必要電動機定格出力：2.5ｋＷ】
ポンプ出力は、流量と全揚程と余裕係数1.1を乗じて、0.7で除して求める。
流量＝168/1000/60＝0.0028 ㎥/ｓ
全揚程＝568/9.8＝57.9＝58 ｍ
ポンプ出力＝（9.8×0.0028×58×1.1）/0.7＝2.5 ｋＷ

雑用水揚水ポンプ【必要電動機定格出力：2.3ｋＷ】
揚水量154ℓ/min、全揚程56.2ｍ、余裕係数1.1より
ポンプ出力＝（（154/1000/60）×9.8×56.2×1.1）/0.7＝2.22 ｋＷ
従って、 2.3 ｋＷ

（Ａ３伴４枚に全て有：H21～H25が２枚、H26～H29が２枚）

電気貯湯式湯沸器【貯湯量：36ℓ】
電気貯湯式湯沸器の貯湯量Qは、次で求める。
Q＝１人当たり給湯量×人数×在席率×連続出湯係数
ここで、１人当たり給湯量0.3ℓ/人、人数97人、在席率0.8、
連続出湯係数0.65 であるので、
Q＝0.3×97×0.8/0.65＝35.82＝36ℓ

・機器表の計算式は、パターン化されている。
雨水貯留槽【有効容量：49㎥】
集水面積は、屋上4の床面積830㎡と搭屋の壁面積の1/2の合計である。
集水面積＝830＋（（6+7.2+6+）×（0.6+3.4）×1/2）＝830+38.4＝868.4 ㎡
設計条件、集水量20日分、年間降水量1,200ｍｍ/年、屋根面流出係数0.85
より
雨水貯留槽の有効面積＝（（868.4×1,200×0.85）/365）×20＝48.5 ㎥
従って、 49㎥ となる。

雨水貯留槽【有効容量：39㎥】
設計条件、集水量20日分、年間降水量1,300ｍｍ/年、屋根面流出係数
0.9、集水面積は屋上の床面積600㎡より
雨水貯留槽の有効面積＝（（600×1,300×0.9）/365）×20＝38.5 ㎥
従って、 39㎥ となる。

雨水貯留槽【有効容量：56㎥】
設計条件の集水可能面積800㎡、集水量20日分、
年間降水量1,400ｍｍ/年、屋根面流出係数0.9より
雨水貯留槽の有効面積＝（（800×1,400×0.9）/365）×20＝55.3 ㎥
従って、 56㎥ となる。

・各年度の問題解答（系統図、配管平面図）と一緒に見て

頂くと、選択問題（給排水衛生設備）は合格確実。

屋内消火栓設備

屋内消火栓設備【消火水槽の必要水源容量：5.2㎥】
１号消火栓の水量は、2.6㎥/個以上で最大2個となる。
消火水槽の必要水源容量＝2.6×2＝5.2 ㎥

屋内消火栓設備

屋内消火栓設備【加圧送水ポンプの楊程：74ｍ】
実楊程は、図より高さを合計し、屋上1ｍと水槽吸込位置2.4ｍを加えたもの
である。
実楊程＝5.0+5.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+4.5+1+2.4＝40.9 ｍ
全楊程は、実楊程、配管等の摩擦抵抗、消防用ホースの摩擦抵抗、放水圧
の合計に1.1倍したものである。
全楊程＝（40.9+50/9.81+35/9.81+170/9.81）×1.1＝73.6＝74 ｍ

