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１．背景 

 東南アジア諸国へのヒートポンプ給湯機の普及を目的として 2017 年 10 月に実施した「AHPNW

東京ワークショップ共同宣言」の着実な履行を進めるため、当財団の会員企業である冷凍空調業界、

エネルギー業界、建設業界の各業界の委員からなる「東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委

員会」を 2018 年 4 月に設置し、エネルギー需要増が見込まれる東南アジア諸国へのヒートポンプ給

湯機・蓄熱システムの認知度向上、給湯機需要などの情報収集および今後の連携に向けた現地関係

者との関係構築を目的とした検討を行っている。昨年度は、ベトナムへ調査団を派遣し、現地セミ

ナーで各業界の最新技術（ヒートポンプ、ユーティリティサービス、ZEB・ZEH）の紹介、各業界

からの知見に基づく政府機関との意見交換、ヒートポンプに係る施設への調査を行った。2 年目であ

る今年度の活動として、引き続きベトナムへの活動を深堀し、その中の認知度向上活動として、ホ

テル・病院に対象を絞り、主に民生部門の業務用ヒートポンプ給湯機に関するワークショップ開催

を行い、また、ヒートポンプ関係機関を訪問し意見交換を行うこととし、11 月 19 日から 23 日の日

程でベトナム（ハノイ）を訪問した。 

 

２. 参加者 

    調査団：東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会 ベトナム現地調査メンバー（別紙） 

   委託先：Green Development Center（現地事務局） 

 

３．活動概要 

（１）行程  

日   時 行      程 

11 月 19 日（火） 移動 

11 月 20 日（水） ワークショップ開催準備、市内調査 移動 

11 月 21 日（木） AM セミナー・パネル展示、ランチミーティング 

PM Hanoi Building Management Operating Club との会合 

11 月 22 日（金） AM Standard Metrology And Qualify Institute (STAMEQ),MOST との会合 

PM Vietnam Energy Conservation and Energy Efficiency Association 

(VECEA)との会合 

 

移動 

11 月 23 日（土） 帰国 

 

（２）ワークショップ概要 

○日 時：2019 年 11 月 21 日（木）8：00～12：00 

 ○場 所： Jaune B meeting room, 2nd floor DU PARC HA NOI hotel 

○対応者： 

（当方）：東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会 ベトナム現地調査団メンバー 

○内 容： 

ホテル・病院を対象とする、ヒートポンプ給湯に関するワークショップを開催。また、終了後に現

地参加者を交えてのランチミーティングを行った。 参加者：110 名。 
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【参加者内訳】 

参加組織 人数（名） 

政府機関 4 

76 

110 

団体、協会、研究機関 20 

大学 6 

ヒートポンプ関係企業 13 

コンサルタント、設計企業 5 

ホテル、病院 19 

日系企業（ジェトロメールマガジンより申し込み） 5 

マスコミ（新聞） 4 

現地調査メンバー企業（事務局含む） 34 

 

 

【アジェンダ】 

Time Content Reporter 

08:00 – 08:30 Registration Organization 

08:30 – 08:40 Opening Remarks - Mr. Akito Machida 

Chairman, Dissemination Committee for 

Heat Pump Water Heater & Thermal 

Storage System to South East Asia 

Executive Officer, Research and 

Development Division,  

MAYEKAWA MFG CO., LTD. 

- Mr. Nguyen Dinh Hiep  

Vice president, 

Vietnam Energy Conservation and Energy 

Efficiency Association (VECEA) 

08:40 – 08:50 Introduction of Energy 

Conservation Policy of 

Japan 

 

- Mr. Akihiro Takeuchi 

Director, International & Technical 

Research Department,                                 

Heat Pump & Thermal Storage Technology 

Center of Japan (HPTCJ) 

08:50 – 09:05 Introduce of Hot water 

supply 

Heat Pump “UNIMO” 

- Mr. Toshiro Asahina 

Managing Director, 

MAYEKAWA VIETNAM CO., LTD 
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Time Content Reporter 

09:05 – 09:20 Viet Nam Hot Water System 

Business 

- Mr. Khoi Vu Huy 

S-Executive, Living Environment Sales 

Department, 

MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO 

LTD. 

09:20 – 09:35 HP technology and case 

study  

for commercial usage 

- Mr. Koji Sugiyama 

Air Conditioning Sales Division, 

DAIKIN INDUSTRIES, LTD 

09:35 – 09:50 Hybrid water heating 

system 

- Mr. Masashi Iefuji 

Managing Director, 

NIPPON THERMOENER(THAILAND) 

CO., LTD. 

09:50 – 10:15 DISCUSSION (Q&A)  

10:15 – 10:30 COFFEE BREAK  

10:30 – 10:45 Method of Saving Energy 

and CO2 Emission in 

Hospitals from a Case Study 

of Heat Pump and Thermal 

Storage 

- Mr. Shinya Hanashima 

Director, Mechanical/Electrical Design  

Dept. Design Division, 

SHIMIZU CORPORATION 

10:45 – 11:00 Energy Services - Mr. Toshiyuki Miyashita 

Team Leader, Energy Solution Group for 

Commercial Customers, 

TEPCO Energy Partner, Inc. 

11:00 – 11:15 Energy Conservation 

Support 

for Overseas 

- Mr. Kei Hayakawa 

Manager, Customer Service & Sales 

Department, 

Chubu Electric Power Co., Inc. 

11:15 – 11:30 Totally New ESCO Service 

provided by Kenes 

- Mr. Kotaro Miyake 

Chief Representative, Representative office 

in HCMC, 

Kanden Energy Solution Co., Inc. 

11:30– 12:00 DISCUSSION (Q&A)  

12:00 – 12:10 Closing Remarks - Mr. Nobuyuki Kitazawa 

Executive Director, Secretariat Member, 

Heat Pump & Thermal Storage Technology 

Center of Japan (HPTCJ) 
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Time Content Reporter 

12:10 NETWORKING LUNCH  

 

① 開会挨拶（町田委員長） 

本委員会では、今後、エネルギー需要増が見込まれる ASEAN 諸国に対し、日本で普及が進んでい

る、ヒートポンプ給湯機・蓄熱システムの認知度向上および事例紹介、各国における給湯機需要など

の情報収集、今後の連携に向けた現地関係者との関係構築を目的としたヒートポンプ給湯機・蓄熱シ

ステムに係る現地調査および啓発活動を行うことになり、今回が 2 回目のワークショップ開催となる。 

この活動は、2017 年 10 月に東京で開催されたアジアヒートポンプ蓄熱技術ネットワークワークシ

ョップでベトナムを含む参加 7 か国により決議された共同宣言をもとに実施している。 

昨年ポーランドで開催された COP24 において、パリ協定ガイドラインが採択され、産業革命前から

の世界の平均気温上昇を 1.5℃未満に抑えるために締結国各国に削減義務が与えられた。日本は、「環

境と成長の好循環を実現する世界のモデルとなる」と宣言している。日本の優れた技術と科学的知見

を活用して世界の脱炭素化を牽引し、「環境と成長の好循環」を実現する世界のモデルとなる取組みを

進めることなどの将来ビジョンを構築した。さらに現在、経済産業省が中心となり、日本の優れた省

エネルギー技術を国際的に普及することを目標に掲げて活動を推進している。特に経済成長の著しい

ASEAN 諸国において、各国が官民で協働していく枠組み、CEFIA（Cleaner Energy Future Initiative 

for ASEAN）の立ち上げを目指して日本が支援していきたい。ぜひ、ここベトナムにおいて、その実

現が出来ればと願っている。 

今回のワークショップでは、ヒートポンプ・蓄熱センターの取り組みを紹介するとともに、ホテル・

病院などを主なマーケットとして捉え、日本のヒートポンプメーカー、電力会社、建設会社により、

ヒートポンプ給湯機・蓄熱システムの最新技術と納入事例を紹介する。 

ぜひ、ヒートポンプ給湯機・蓄熱システムの優れた省エネルギー、CO2 削減効果を知って頂き、導

入することを検討してほしい。 

 

② 開会挨拶（Mr. Nguyen Dinh Hiep – Vice president, VECEA） 

VECEA を代表して、ベトナムのエネルギー状況に関する情報を共有できることを嬉しく思う。省エ

ネルギーは、エネルギーの安定供給に貢献し、気候変動に対処する上で非常に重要である。過去 10 年

にわたり、ベトナム政府は、省エネルギーに関連する多くの活動/プロジェクト/プログラムを組織する

ための規制と政策の発効に注力してきた。そして現在、ベトナム政府は、2019 年 3 月 13 日に首相の

決定 No.280 / QD-TTg に基づいて、省エネルギーのフェーズ 3（2019〜2030 年）に関する国家プログ

ラムを実施する準備を整えている。 

省エネルギー技術の認知度向上や利用分野拡大に向けての普及啓発、科学研究、生産工程や生活へ

の技術移転についての集中的な活動として、ワークショップは、GreenDC と VEACEA の協力の下、

ヒートポンプ・蓄熱センターの東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会により開催される。 

このワークショップを通じて、日本で普及しているヒートポンプと蓄熱技術、日本の政策と適用事

例、特にヒートポンプを使用した ESCO 投資について、より理解が進むことを願う。また、このワー

クショップを通じて、ヒートポンプと蓄熱システムが製造工程やと生活に広く適用され、エネルギー

の経済的、効率的、持続的利用に貢献することを願う。 

 

③ プレゼンテーション・質疑応答 

＜セッション１＞ 

〇コメント： 

Mr. Pham Hoang Luong, (Director of Vietnam, Japan International Institute for Science of 
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Technology, HUST) 

日本の政策についてのプレゼンテーションに感謝する。私たちはエネルギー問題の中にヒートポン

プを取り入れなければならない。日本のエネルギー計画に関するプレゼンテーションは、ベトナムが

エネルギー計画８（2030-2045）を作成しているという状況において、非常に良い経験である。日本は

先進国であり、日本のビジョンは現実的である。日本はパリ協定を締結しているが、日本の計画では、

2030年まで化石エネルギーは依然として発電に使用される。ベトナムと同様に、電力生産において、

化石燃料をすぐに捨てることは困難である。 ベトナムのエネルギー計画によれば、2050年までに化石

燃料（石炭、ガス）使用は他のエネルギー源に徐々に変化する。ベトナムのエネルギー計画は、省エ

ネルギーと持続可能な開発の両方を実現するエネルギーシステムの安定供給を確保する必要がある。

「再生可能エネルギーと省エネルギー」は、ベトナムだけでなく他の国々にとっても最も重要な点の2

つである。したがって、ヒートポンプの適用は、現在の状況に完全に適応している。実際、ヒートポ

ンプは、日本や中国などの東アジア諸国で広く適用されているが、ベトナムでは開発されていない。

エネルギー技術に関する国家プログラム（2020）の他、科学技術研究プログラムの管理をしているが、 

私もプログラムにヒートポンプを組み入れた。現在2つのプロジェクトがある。1つは農産物の乾燥、

もう1つはホテルに温水を供給するためのヒートポンプと太陽エネルギーの統合システム（ニャチャン

のグリーンホテル）で 、地中熱を利用して建物を冷却する。 さらに、エアコンを使用する代わりに、

ヒートポンプを使用し、地中熱を利用してBTSシステム（ベーストランシーバー基地局）を冷却する

HUSTのプロジェクトがある。 

NTECの発表について、既存のボイラーシステムの更新または改善に加えて、ヒートポンプとの組み

合わせ（ハイブリッド）は効果的なソリューションである。 特にスペースがあまりないという、現代

の建物の特徴があり、更新する代わりにハイブリッドシステムを導入することは、中小企業やオフィ

スビルにとっては可能性がある。 

最後に、ベトナムの代表者は、東京で開催されるAHPNWのセミナーにより多くの知見を得ること

を願っている。 

 

〇コメント 

Mr. Nguyen Duc Loi (Vice Chairman, Vietnam Society of Refrigeration and Air-conditioning 

Engineers – VISRAE) 

このワークショップは非常に有効で実用的である。私は 30 年以上ヒートポンプを教えてきた。ヒー

トポンプで多くの経験があり、ヒートポンプに関する本を出版した。実際、ヒートポンプの需要は高

いものの、ベトナム市場は依然として細分化されているため、ヒートポンプの専門家や科学者と情報

を共有し、研究する必要がある。以下質問 

   

・多くの科学的知識は非常に優れているが、国家機関の参加がなければヒートポンプの普及を実現す

ることは困難なので次回ワークショップでは関係する省が参加することを期待している。 

 

→1 月にハノイを訪問し、その際に MOIT,MOC を訪問した。日本のエネルギー政策について説明をし

ている。したがって意見交換はすでにやっている。もちろんこのワークショップにも出ていただけ

れば良かったとは思っているが多忙の中、欠席となったのではと推測している。（ヒートポンプ・蓄

熱センター、以下「事務局」） 

 

・高層マンションにおけるヒートポンプと太陽エネルギーの組み合わせを検討しているが、各世帯の
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電気代の計算はどのような方法か。日本の企業ではこのような事業はすでになされているか。たと

えば、ホテル（ビジネス分野）で使用されるヒートポンプと太陽エネルギーの組み合わせは、電気

料金を個別に計算する必要はないが、家庭の場合は異なる。この問題に関する日本の経験を共有し

てほしい。 

 

→太陽光は家庭用だと自家消費という、発電した電気をそのまま家で使うというやり方が一般的で、

その場合、太陽光で発電した電気でヒートポンプを動かすことによって、系統から買う電気が減る

のでその減った分の計算は特にはなく、単純に購入する電気量が減るという形になる。もう一つは

10 kWh 以上を超えるソーラーパネルを設置する場合は、自家消費ではなくてすべての量を売るよう

な形になるので、その場合は日本では Feed-in Tariff (FIT)で国が定めた料金単価で国が買い取る

というような仕組みなっている。（東京電力エナジーパートナー、以下「東電ＥＰ」） 

 

・プレゼンテーションでは、ヒートポンプとガス給湯器とのカスケード対応する事例があったが、温

度差が大きい場合はヒートポンプ給湯機の効率が落ちる為、ガス給湯器とのカスケードをするべき

ではないと思われる。また合わせて今のヒートポンプ給湯機の課題を教えてほしい。 

 

→ヒートポンプのみで給湯することがランニングコストを含め、COP を上げるという意味では非常に

良いということは我々も理解している。しかし電気ヒーターやガスヒーターに比べてヒートポンプ

は高価なため、熱源容量をできるだけ制限し、タンクに貯湯しながら給湯をするという形を取らざ

るを得ない。その時にタンクからの放熱ロスや配管からの熱ロスなど、トータル COP を考えたとき

に、貯湯した湯量がきっちり使わなければ無駄になってしまう。そのためベースとなる湯量分をヒ

ートポンプで作り、湯切れ対策用の熱源としてガス給湯器をカスケードした事例である。一方、家

庭用では給湯タンクの残有量や使われ方を学習しながら、エネルギーを有効に使う技術に取り組ん

でいる。この点において業務用給湯機での対応が次の課題と考える（ダイキン工業、以下「ダイキ

ン」） 

 

〇コメント 

Mr. Pham Van Dinh (Institute of Research and Application of Agricultural Technology) 

・小能力で動作しているときの騒音レベルはどのくらいか？ 

・三菱電機のヒートポンプ給湯機は冷暖サイクル切り換えて動作することができるか？ 

・ハノイでの展示会で、三菱電機の実際の製品ラインナップを見たい。 

 

→ 

・20 馬力の三菱電機のヒートポンプの騒音レベルは最大 69 dB、通常の動作状態で 49〜55 dB（キャ

ビネットから 1 メートルで測定）。 

・熱回収システムは 2 方向で使用できる。特に、空調は、ガレージディバイダーがあり、冷温同時に

使用できることを意味する。たとえば、1 つの部屋は温熱を使用し、1 つの部屋は冷熱を使用する。 

・現在、三菱電機はファムフンの Hamico Building にショールームを持っている。（三菱電機） 

 

〇コメント 

Mr. Le Nguyen Minh (Vice Chairman, VISRAE) 

ヒートポンプは、日本においては給湯需要に合っているため普及している。 しかし、次のような理

由により、ベトナム市場に適用するのは困難である。 保守的であること、国家機関が企業の利益にほ

とんど注意を払っていないこと。 低い所得水準。 投資家の心理学（安さを重視し、効率には興味が

ない）。 例えば、ベトナムでは 200 万世帯のち、100 万世帯はヒートポンプを使用しており、40 億 VND

の電気代を節約でき、500 MW の発電所の数を減らして 7 億ドルを節約できる。ただし、情報はまだ

消費者に届いていない。  
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ヒートポンプの利点は非常に大きいが、上記のすべての理由からベトナムにとっては難しい。 その

ため、投資家、市民、政府が技術情報を入手できるようにしたい。 近い将来、ヒートポンプは環境保

護と同様に省エネルギーの助けになる。 

＜セッション 2＞ 

〇コメント 

Mr. Pham Hoang Luong (Director, Vietnam-Japan International Institute for Science of 

Technology) 

・ヒートポンプを 165℃の高温で適用しているが、 その経験について情報を共有したい。 また特定の

例についてのさらなる分析が知りたい 

 

→165℃のヒートポンプについては、低圧の蒸気を再圧縮し高圧にすることで 165℃の温度まで出力で

きるような形にしている。製品の詳しい資料は本日持ち合わせていない。こちらの具体的な用途だ

が、これだけの高温度帯のヒートポンプを導入している件数はかなり少なく、お酒の蒸留の過程の

所で一部採用されているが、導入について今後 PR していかないと普及はしていかないかと課題に

感じている。（東電ＥＰ） 

 

・エネルギーサポートサービスについて、初期の調査だけでも費用が発生するのか？ 

 

→説明した全てのサービスがパッケージとなっているため、初期の段階から有償となる。まずはメー

ルや電話などでヒアリングを行った上で、現地入りし更に詳しい打合せなどを実施する。計測機器

を日本から持ち込み、４～５日程度かけて計測なども行う。事前ヒアリングから現地での調査や計

測までが終了した段階で簡単なレポートを作成する。その後、２ヶ月程度かけて詳細な報告書とし

てまとめる。以上全てがパッケージとなったサービスである。（中部電力、以下「中電」） 

 

 

・ベトナムの ESCO 市場は、政府が発行した通達と規則にもかかわらず、契約について明確ではない。

顧客との長期契約について、日本の経験を教えてほしい。 

 

→日本の長期契約について、関電エネルギーソリューションのサービスはおおむね 15 年の契約で、長

期にわたって一緒に事業をやっていくという形となっている。ベトナムでこのような事業ができる

かというのはベトナムの企業にヒアリングをしながら考えていきたい。もしくはパターンを変えて、

もう少し短期に設備の量を少なくして展開するといったことも考えたい。（関電エネルギーソリュー

ション、以下「KENES」） 

 

〇コメント 

Mr. Nguyen Xuan Tien (Vice Chairman and General Secretary, VISRAE) 

ベトナム政府は省エネルギーの政策を発表した。さらに、省エネルギーの部署には、多くの 

指導的な専門家がいるが、省エネルギーは長期に渡り実施していく事項である。政策は間違っていな

いが、企業は政策を誤って実施している。以下質問。 

 

・VISRAE は、グリーンビルディングの省エネに関するセミナーを開催する。グリーンビルディング

のすべての設備は効率的である必要がある。ヒートポンプを設置する際に、ビルのエネルギーを節

約する方法は？ 

・ヒートポンプの COP は非常に高い（理論的には COP = 3〜5）が、実際、ヒートポンプを設置する

場合、投資家はいくつかの問題を考慮する必要がある（設置場所、投資コスト）。ヒートポンプを他

の温水設備（ボイラーまたは電気ヒーター）と比較する場合、ヒートポンプの操作はより複雑であ

るだけでなく、投資および運用コストはボイラーよりも高いためである。さらに、電気ヒーターは
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安価で、設置と保守が簡単である。それで、全体（全体の効率）と比較すると、ヒートポンプと他

の温水機器の違いは？ 

・ボイラーや電気ヒーターと比較したヒートポンプの設置率は？建物に設置されているヒートポンプ

の割合は？ 

 

→日本にはさまざまな種類の建物があり、これまでの日本の建物の数に関する統計はない。しかし、

例えば、日本には 5,300 万世帯があり、すべての世帯が温水ヒーター（ヒートポンプまたは電気ヒ

ーター）を使用している。 2013 年の統計によると、民家には 1,400 万台のヒートポンプが設置さ

れているので、日本でのヒートポンプの設置率は 14/53 だと想像できる。 

2017 年の統計によると、販売されているヒートポンプの数は約 2,400 万 900 台で、そのうち建

物の対象は 1,300 万台。（事務局） 

 

〇コメント 

  Mr. Nguyen Thang Long (VECEA) 

・ESCO サービスについて、現在、VECEA は省エネルギー関する法律の実施のガイドラインである、

政令 No.21 の改訂で、ESCO に関する法律の補足起草を担当している。 ESCO サービスに関連する

法的文書について他の文書も同様に共有してほしい。そして、ESCO に関する日本の経験を共有し

たい。 

 

→日本で ESCO の事業が数々行われており、特に政府、自治体向け建物については入札の仕様書を作

成して、仕様書に基づいて競争入札をして導入をするというような実績がある。データや入札の仕

様書などは提供できるので、個別に情報提供させていただく。（KENES） 

 

・本日の日本側のプレゼンテーションでは、ホテル、病院、リゾート等、商業用途の顧客に焦点を当

てているが、個人用や農業などの小規模の産業用途にも適応できるのか？ 例えば、ヒートポンプを

使用するセントラル給湯センターを設置し近くの事業者へ供給する、あるいは給湯が必要としてい

る各事業者にヒートポンプを導入する。 

 

→本日紹介したのは、中規模、大規模向けのヒートポンプ給湯機の商材である。一方、日本では小容

量家庭用ヒートポンプ給湯機“エコキュート”が販売台数として非常に多いのが実態である。また

小容量ヒートポンプ給湯機をマルチ接続することで、小規模、中規模の建物に採用した例もある。

我々の販売してきた事例でいうとレストラン、スーパーマーケット等がある。農業用途としては自

身が経験なく存じ上げないが、工場などで比較的に規模が小さい給湯用途としては利用いただいて

いる例はある（ダイキン） 

 

・空調からの熱回収システムにおける経済的効率と投資コストについて教えて頂きたい。 

 

→東南アジアは空調負荷が大きい地域であり空調を主に製品を販売している背景から、排熱利用をテ

ーマに空調機のオプション商材としてヒートリカバリー給湯を発売している。ただし、ヒートリカ

バリーは理論上効率が上がるが、実運転上では回収できる熱量が少なく給湯量が限られるのが実態

であり、業務用途として大容量を供給することは難しい。（ダイキン） 

 

〇コメント 

Mr. Le Nguyen Minh (Vice Chairman, VISRAE) 

ベトナムでは、ヒートポンプがロイヤルシティ、タイムシティなど、いくつかの建物に適用され、

これらの建物は高効率を達成し、多くの電力を節約した。MEIKO Corporation（ハノイのザックザッ

ト工業団地）は電子部品を生産し、温水を供給する 2 つの独立したボイラーと、熱回収のない 5 つの
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チラーを使用している。 日本側は彼らと協力してパイロットプロジェクトを実施することができれば、

より効果的だ。 

 

④ 閉会挨拶（北沢専務理事） 

冒頭で町田委員長がこのワークショップの目的や概要を説明した。日本のヒートポンプ給湯機、蓄

熱技術について７企業から製品や導入事例、ホテル、病院向けも含め、紹介した。当センターの活動

や日本の省エネルギー政策について、当センターから説明した。 

簡単に日本の省エネルギーの力について説明する。日本の 1973 年度と 2017 年度を経済成長とエネ

ルギー消費で比較してみると、経済成長は 2.6 倍、エネルギー消費は 2.6 倍の半分を下回る、1.2 倍に

とどまっている。この数値が、日本経済成長と世界最高水準の省エネルギーを同時に達成している、

日本の省エネルギー技術は優れている、と考えている根拠の一つである。 

さらにその省エネルギーと経済成長を踏み込んで考えてみる。今の生活や発展を次の世代につなぐ

ことは我々の世代の義務でもある。地球温暖化など、環境への対応は世界的に必要である。そのため

の温室効果ガスの排出量の削減は極めて重要であり、先ほどから議論になっている、パリ協定に基づ

くその目標は達成しなければならない。他方で経済成長も極めて重要である。省エネルギーは同じエ

ネルギーの消費でより大きな効果を出すもので、また、エネルギー消費を減少させることで、その使

わないエネルギーを別のものにまわすことができる。これは先ほど中部電力が述べた、無駄なものを

削るという発想である。つまり省エネルギーとは同じ社会的、経済的効果を少ないエネルギーで得ら

れるようにするシステムだと考えている。技術水準や生活水準を低下させないで、かつ、企業収益の

増加、追加投資により経済成長にも大きく貢献する。 

べトナムの経済状況を見てみると、2018 年の GDP 成長率は 7.1％で、過去 10 年間でもっとも高い

成長を記録している。2019 年第一四半期 GDP 成長率は 6.8％で、前年同期の 7.5％を若干下回ってい

る。しかしながら、安定した貿易活動、それから外国企業からの投資、内需により、堅調な経済成長

を続けている。今後、ますますこの国は大きく経済発展をするものと考えている。 

経済成長とともにエネルギー需要が増大する中で、日本の省エネルギー技術の代表とも言える、ヒ

ートポンプ・蓄熱システムをぜひ活用していただきたい。ヒートポンプ給湯機の活用は本日参加の皆

様の病院、ホテルの省エネルギーに大きく寄与する。例えばホテルでは、客室の風呂シャワー、厨房、

プール、スパ等の設備で温水の需要が非常に高く、ヒートポンプ給湯機による給湯が適している。省

エネルギーを通じて環境負荷の低減、CO2 排出量削減、さきほど話のあった、2019 年から 2029 年の

省エネルギーマスタープランにも大きく貢献するものと確信している。そしてイノベーションの継続

で環境と成長の好循環を実現できる。このワークショップでは、後ろの方に展示パネルも６枚ほど用

意してある。また、この後、昼食会も用意している。ぜひ活発な意見交換をお願いしたい。 
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④プレゼンテーション 
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⑥ 閉会挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ワークショップ会場パネル展示 
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（３） Hanoi Building Management Operating Club 訪問概要 

 〇日 時：2019 年 11 月 21 日（木）14:30～17：00 

 〇場 所：Today Rural Newspaper Building 

〇対応者 

（先方）：Mr. Tran Khanh (President of Hanoi Building Management Operating Club)、 

Mr. Ta Quoc Tuan (Director of Quoc Phong Company/ Member of Executive Committee 

of the Club )、Ms. Tran Thi Thu Phuong (Director of Energy Efficiency Network (EEN), 

Media partner of the Club)、Mr. Tran Hong Quang (Lecture of Hanoi Construction 

University)、Some member of Club、 Representative of other organizations concerning 

about HP and thermal storage technology 

（当方）：東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会 ベトナム現地調査メンバー 22 名、 

    Mr. Mai Van Huyen（Director, GreenDC）、Ms. Vu Thi Lan Anh（Head of Planning 

Department, GreenDC）、Ms. Nguyen Hai Hang (Support staff, GreenDC)  

＊通訳 1 名 

      

○内 容： 

①Hanoi Building Management Operating Club 代表あいさつ 

Mr.Tran Khanh ( Chairman, Hanoi Building Management Operating Club) 

ヒートポンプ・蓄熱センターと日本の企業にお会いでき、ぜひ様々な情報を交換させていただきた

いと思う。またヒートポンプについての普及だが、今後どう協力すればいいか、ぜひ後ほど意見交換

をお願いしたい。今回の皆様のベトナムでの視察が大成功になるように祈念いたしましてあいさつと

させていただきたい。メンバー紹介（省略）。 

  

②町田委員長あいさつ 

このたびベトナムでのヒートポンプ普及を目指して、ヒートポンプ・蓄熱センターの中に東南アジ

ア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会を立ち上げ、今回 2 度目の現地調査をしている。先程 Du Palc 

Hanoi でヒートポンプのワークショップを開催し、100 名の参加者に対してさまざまな事例を紹介さ

せていただいた。私どもの目的はセミナーを開催することではなくてベトナムでヒートポンプを普及

させていただきたいという思いであるので、今日の打ち合わせに大変期待している。調査団メンバー

紹介（省略） 

 

③Hanoi Building Management Operating Club の紹介 

Mr.Tran Khanh ( Chairman, Hanoi Building Management Operating Club) 

Hanoi Building Management Operating Club は、3 年前に設立された。メンバーは個人、組織会

社で、ほとんどのメンバーはハノイにおける集合住宅事務所を管理運営している会社となる。ご存じ

だと思うが集合住宅事務所を管理運営するとき最もコストがかかるのはエネルギーである。だからど

うやってエネルギーのコストを削減させるか、弊クラブは良く考えていて、本当に関心を払っている。

実はアイデアとか考え方を持っているが、どうすればいいかどうやって実現すればいいか、まだいろ

いろなことがわからない状態である。 
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最近コストを削減するために、パートナーと研究者、大学の人たちと提携して様々なアイデアを研

究し、そして今後の計画などについて検討している。今朝、ワークショップに参加し、建物における

機械、設備を使うと環境に影響を与えるということをより理解した。また、ヒートポンプの特徴とか

効果などについて、より深くわかるようになった。しかし、ご存じだと思うが、ベトナム北部は少し

季節の特徴もあり、ほとんどの企業は新しい技術を導入する時、いつも先にコストを考えているとい

う特徴もある。だから新しい技術を適用させるために、まず、適切なコストを考えないとなかなかう

まくいかない。今後新しい技術としてのヒートポンプをうまくベトナムで適用させるために、適切な

コストと見える効果と長期的な効果を人々に説明できないとなかなか上手く進んでいかないと思う。 

 

④ 意見交換 

Mr.Nguyen Van Tuyen (member of Hanoi Chief Engineering Association) 

ベトナムの季節には特徴がある。ベトナムの市場に入るために、日系企業の皆様も多少調査したと

思うが、南部と北部は季節が違う。そしてハイヴァン峠が真ん中にあり、二つの部分の季節を分けて

いる。ホーチミン市と比べて北部は、まだヒートポンプは普及していなく、使用案件が少ない。北部

には冬が寒いところは全部で 6 つの州あり（ラオカイ、イエンバイ、ディエンビエン、ライチャウ、

ソンラ、ホアビン）、ここは冬に本当に温熱需要が高い。 

ハノイでは最近集合住宅がどんどん建設されていて、各集合住宅の中に何千という部屋がある。平

均的な家族は 1 日約 100L のお湯を使っており、何千という物件のことを考えれば、お湯の需要が高い

ことを確信している。ハノイではヒートポンプを使っている集合住宅はビングループのロイヤルシテ

ィとかタイムシティ。別法人のチプトラヴィラもヒートポンプを使っているが、他はあまりない。し

かし、南部のダナンやフエではヒートポンプを使っている。したがって、ヒートポンプの需要と比べ

て、今使われているヒートポンプの数は大変少ない。 

まだまだゼロに近いのではないかと思う。ほどんどのベトナム人は給湯機を使っていてこの給湯機

を使うために電気を使っている。よく事故が発生していて、例えば感電とかお湯がなかなか出てこな

いうちに突然すごく出てくるというような事故が増えてきている。だから代わりにヒートポンプがあ

って、ヒートポンプは安全なので人々に本当に役に立つと思う。また、お湯もいつでもすぐに出るの

で非常に便利だと思う。 

本日メーカーも参加しているが、ベトナムではまだ見かけない。ベトナムでよく使われてるヒート

ポンプは Megasun、Jiko、SEAMAX、Dainyo Green Heat で、ダイキンや三菱などの日本の商品を

まだ見ていない。空調に関する仕事も 40 年以上やってきたので、ダイキンや三菱の空調には親しんで

いる。空調からヒートポンプに変更するのはそんなに複雑ではないと思う。ダイキンや三菱電機の皆

さんには、ヒートポンプを知られるように早めに販売してもらいたい。 

複合ビルを建設する計画がある。中にマンションもあり、オフィスとホテルもある。この複合ビル

に対して最初からヒートポンプを設置しようと考えている。今心配しているのはヒートポンプ設置の

ためのスペースで、実は設置するときは屋根に設置しようと思うが、プールとか換気システムなどを

設置するので、ヒートポンプのためのスペースが十分あるかどうか心配している。できれば最初の設

計の時からヒートポンプのスペースなどについても方案などを提供してもらいたいと思う。 

もう一つの課題として、ベトナムは水質があまり良くない。水を沸かすとき温度が高ければ高いほ

ど、カルシウムが残留してしまうので、残留したカルシウムをどう処理すればいいか本当に困ってい
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る。この処理のために、コストがかかるはず。カルシウムの量が多かったら、どうしてもヒートポン

プにも影響を与えると思う。この状況について日本側からアドバイスをいただければ幸い。そしてヒ

ートポンプと給湯器の比較表を見れば、ベトナム人はたしかにヒートポンプのメリットを理解できる

ので、ヒートポンプについて、より関心を払うと思う。 

そして今朝紹介してもらった中電のサービス、KENES のサービスについてもベトナムに非常に役に

立つと思うので、建設分野の関係会社たちも、その両社のサービスについて関心を払うのではないか

と思う。そして本日の会議以降、私が困っている課題、欲しいものなどを各企業に直接連絡させてい

ただく。 

 

→ ヒートポンプ・蓄熱センターの今後の活動について説明させていただく。当センターはこれから

の日本の技術を皆様方に理解してもらおうとしている。そのために委員会を設立し活動を行ってい

る。その具体的な活動として、今年の 1 月にもベトナムを訪問し、セミナーを開催した。具体的に

はホーチミン市においてセミナーを開催した。それはまず、日本の技術を知ってもらうためにとい

うことで、対象を選ばずに集まってもらった。それを踏まえ、今回はホテルと病院ということで、

その関係者を中心にワークショップを開催した。それが午前中のワークショップになる。他方で病

院やホテルのニーズの調査もアンケートとして実施している。中間段階だが、日本製のものは良い

が高い、また病院については国の支援等があるために、病院の経営者だけが決定するのは非常に難

しいのではないかという結果が出ている。今回の結果を踏まえて、我々も委員会として検討をして

いく予定。長期的な視点からは、来年度までにどのような形で次の 2021 年以降何ができるかを決め

ることになっている。したがって今ここでセンターとして具体的な話をするのは難しいかもしてな

いがぜひ要望等を聞かせていただきたい。 

なお、我々の組織は具体的なコマーシャルベースの紹介、企業等を紹介することは難しいのが現

実。今年の 1 月に建設省、商工省を訪問した時にも先方から同じことを言われた。他方で意見交換

をすることでネットワークが形成されるものと考える。その意味でワークショッ等開催しているの

でぜひ活用をお願いしたい。（事務局） 

 

 → ダイキンベトナムは家庭用エアコンを販売しているが給湯機は販売していない。エアコンもヒー

トポンプ給湯機もそうだが、物を売るだけではなく設置工事が発生する。それと合わせて修理のた

めのサービス体制も整える必要がある。我々はそういった設置工事やサービスについての人材育成

にも力を入れる必要があると考えている。技術を高める教育も実施して行く必要があると考えてお

り、ベトナムに働く場も含めて提供していきたい。給湯はコストが高いというのはある意味仕方が

ないが、お互いに WIN-WIN の関係になるような仕組みをディスカッションしていきたい。（ダイキ

ン） 

 

→ 三菱電機ベトナムは製品販売、さまざまなサービスをお客様に供給している。プロモーションが

良くないので人々に三菱電機製ヒートポンプを知られていない。実は最近の 3 年間、三菱電機はヒ

ートポンプを市場で販売しており、ハノイでも約 20 案件にヒートポンプを設置した。今後予算を

出して、ヒートポンプのブランドを高めようと考えている。今後ぜひ三菱電機製ヒートポンプを使

っていただきたいと思う。（三菱電機） 
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→ 業務用チラーをメインに販売しており、家庭用や業務用の中規模といったものについてはまだまだ

進められてはいない。マーケットが実際どういう需要があってどういった商品を求めているかしっか

りマーケティングしたうえで、商品の開発を進めていきたい。（東芝キヤリア） 

   

→ 日本サーモエナーはボイラーメーカーでヒートポンプメーカーではないので、ヒートポンプそのも

のは当社の製品を供給することはないが、いろいろなメーカーのヒートポンプをボイラーとつけて 

販売することはある。タイでは行われているが、ベトナムではまだ冷やすためのヒートポンプしか入

れた実績はない。主力商品に蒸気ボイラーがあり、蒸気ボイラーには水処理が必要。ベトナムは水が

悪く、カルシウムイオンが問題になるという話があったが、蒸気ボイラーの給水というのはカルシウ

ムをゼロにしなければならない。ヒートポンプにいれる給水というのはゼロにまでする必要はないが、

この辺りのベトナムの給水に含まれる濃度が、およそ 100ppm くらいだと聞いている。日本の給水は

50～60ppm というのが一般的なカルシウムイオン濃度の値になる。それでヒートポンプ給湯機に問題

なく使われているので、軟水器というもので水を処理すれば 00ppm のものが 50ppm になるというこ

とになる。当社は水処理システムのインストールもベトナムで行っているので、その点に関してはお

手伝いできることがあるかと思う。（日本サーモエナー） 

 

→ ヒートポンプ給湯機を採用するときに欠点としてスペースの話があった。マンションはスペースが

ないのでプランが難しい。ヒートポンプ給湯の需要として個人住宅であるとかそういうところの需要

が多ければスペースの問題は解決するのではと思う。個人住宅の需要がマンションに比べてそんなに

ないという理解でいいか？（清水建設） 

 

マンションのスペースが不十分というわけではないが、どうやって最初の設計段階から適切なヒー

トポンプのスペースや条件、注意点について知識がない。実はハノイにおけるいくつかのマンション

とか集合住宅は、ヒートポンプを設置している。でも、どうやって最初からヒートポンプに必要な設

置スペースを入れられるか知識がないので困っている。経験があれば教えてほしい。ご存じだと思う

がマンションや集合住宅を建てる時、投資者はたくさんのお客に売りたい。だからスペースを空けな

いようにする。マンション全体の向上に影響を与えないとか最大的に効果的に利用するために最初か

ら設計の時に何かノウハウがあれば教えてもらいたい。（先方） 

 

→ 日本でもスペースは大事なので問題になる。かなり大規模で超高層のマンションだと難しく、あと

使用量をきっちり測らないといけないが、住宅にセントラル給湯で供給するという話であれば各住居

のスペースは不要になるので多少の解決策になるかもしれない。ただそれには事業の段階から基本的

には練らないと実現しないと思う。（清水建設） 

 

できればマンションや集合住宅の中でセントラル給湯的な、ヒートポンプでお湯を供給できればい

いと思うが、給水を計測するために 60 度 70 度の高い温度用メーターがあるか？（先方） 

 

→ 最近はなくなってきたがマンションでセントラル給湯という実績はある。よくエコキュートと言わ
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れる、90 度ではないが 60 度程度の給湯を回してカロリーメーターで計量するということはどこでも

やっている。ただ、セントラルにするとイニシャルコストの問題は出てくる。（清水建設） 

 

→ 業務用給湯機の投資期間について。ヒーター式の給湯とヒートポンプ給湯では価格差が出てくる。

一方でランニングコストは、ヒーターとヒートポンプでおよそ 3 分の 1 程度に下がってくる。イニシ

ャルコストとランニングコストの差から考えて、投資した費用が実際に回収できる期間というのは、

現場によっても異なるが、3 年から 5 年、もしくは 7 年というケースもある。ヒートポンプは非常に良

い設備で高品質な設備だが、回収期間が長くなる。投資期間に対してどう考えているか？（KENES） 

 

Mr. Ta Quoc Tuan – Member of Club Executive Committee 

ベトナムはソーラーパネルとかヒートポンプを使っているが、数はまだ少ないので、何年で回収す

ればいいか最終結論は出ていない、そして正確に評価はしていない。しかし、ソーラーパネルは 20 年

ほど使うので、回収期間が 7 年間 10 年間だったら、利益が出ると思われている。ヒートポンプは多分

寿命が短いと思うので、またメンテナンスとか修理費もかかるので、3～5 年だったらちょっと長いと

思うが、もし政府が何か法律や規制を出せば環境の目的のためには受け入れられると思う。 

 

ヒートポンプを投資するために、いくらお金が必要か？日本の経験を教えてほしい。6 人の世帯では

いくらなのか？またミニ集合住宅の場合は？ 

 

→ 戸建ての場合のヒートポンプ給湯機は 40 万円程度、ガスの方はその半分 20 万円だと考えてれば

わかりやすい。ミニ集合住宅は、どういう構造でどういうものにするか、その程度がわからないので

極めて難しい。それによって相当金額は変わってくるはず。（事務局） 

 

ベトナムではミニ集合住宅は種類があり、100m2 の面積で 10 階の建物を建てて、家族は独立して

各フロアに住んでいる。（先方） 

ベトナムの水質では、水処理がない状態でヒートポンプを使用すると、ヒートポンプの寿命に影響

するか？ 

 

→ 日本では一般的な水道は、先ほど日本サーモエナーが言った通りだが、少し都会から離れた地方に

行くと井戸水とかを使用しているところがある。そうするとカルシウムが配管の中に個体として詰ま

ってくるという事象が出てくる。使用して 3 年で配管が詰まってしまい、使えなくなったという事例

がある。つまり長く使うためには水質を慎重に選ばなければならない。フィルターでは水質を改善で

きない。大規模なシステムであれば器具を設置して水処理を行うことはあるが、家庭用に水処理機を

設置するのはコストがかかりすぎるのと、機械が大きすぎるので置くことができないということがあ

って、家庭の場合は日本の場合はつけない。（事務局） 

 

日本では水質が品質に影響を与えるといった調査結果はあるか？ 

 

→ 詳細に調べたことはないが、各メーカーでもカタログにこういう水質では使えないというような表
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示をしている。（事務局） 

 

日本でも井戸水や地下水を使う時には、住宅用でも必ず水質検査をメーカーで行い、納入可否を検

討する。水道水の場合には検査はしないが、井戸水利用の場合には、後に修理をする手間を考えると

事前に水質検査をしたほうが安心であるため。（ダイキン） 

 

Mr. Pham Hong Quang – Lecture of Hanoi Construction University 

給湯のためにヒートポンプを使用することのポテンシャルは高い。ベトナムではヒートポンプはま

だ新しいもので、うまく普及し、使用してもらうために同時に様々な事業を展開する必要がある。過

去の経験を見れば 30年前はベトナムでは空調はあまりなかったが、いまではエアコンは普及していて、

都市だけでなく田舎でも人々はエアコンを使用している。弊大学の研究にサポートしていただいた、

ダイキン、三菱電機、東芝キヤリアに感謝する。エアコンは最近普及されて普通なものになった理由

は、メーカーと関係機関が同時に様々な事業を展開していた。例えば法律作成、普及啓発活動、人材

教育を行った。そして、建設面でも設計から設置、最後のメンテナンスでも最初から作成している。

今後、良ければ当クラブ、大学と提携して様々な活動を一緒に行っていただきたい。 

メーカーとヒートポンプに関する協力を一緒に進めたい。今後エアコンと同じようにベトナムで普

及され、たくさんの人に使われると期待している。そしてベトナム政府がヒートポンプに関する法律

を制定してくれると思うので、今から準備しておいたほうがよいと思う。そしてなぜエアコンはうま

く普及しているが、ヒートポンプがまだ知られていないのかその理由を説明したい。ハノイは四季が

あり冬になると気温が下がるが、ヨーロッパや日本と比べてそれほど寒くない。ショッピングセンタ

ーとかホテルとか、病院とかセントラル給湯のニーズがあるが、戸建てとか住宅などはまだまだ個別

電気給湯器を使うと思う。ただし、電気の給湯器の設計も簡単、設置も簡単、値段も安いのでベトナ

ム人はヒートポンプの使用を考えず、電気給湯器を使っている。だからこの新しい分野に対して、い

まから先に教育を行ったほうがいいと思う。そして今後のために十分な人材を用意できれば早く普及

することができると思う。 

 

Ms.Tran Thi Thu Phuong – Director of Energy Efficiency Network 

2013 年から省エネルギー設備の建設工事を担当しはじめ、最初の設計から最後のメンテナンスまで、

どうすれば省エネルギーができるかという計画をやっていた。ネットワークは様々な建設会社、投資

者、設計会社と緊密に協力している。先ほど色々な意見があったが、ヒートポンプに関して本当の需

要、後ほど、どうやってベトナムでヒートポンプを効果的に使わせられるか意見を述べたい。 

ベトナムの建設省は 2000 平米以上の面積に対して、エネルギーを効果的に使用するいう規格を制定

している。この規格の中に、設計でどんな条件が必要かという内容が制定されているので、今後ヒー

トポンプと同じように日本側はこの規格を参考にすることができる。この法律に従って投資者たちは

法律に違反しないようにどんな設備機械を購入するか考えると思う。 

また、グリーン工事もあり、2025 年まで 80 件を今の目標にしている。私はこの目標を目指して実

施するための活動執行のメンバーである。この目標を目指すために様々なシミュレーションを実施す

ることを考えている。ネットワークの中に専門家もいるので、様々な実験、シミュレーションを作っ

て投資家に先に結果を見せたい。来年の三月にこの結果を見せるために展示会に参加する計画がある。 
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今ヒートポンプの効果をみせるためのパイロットはそんなに多くない。今後、ぜひメーカー、企業

からパイロットを展開してほしい。結果があれば人々に効果をみせることができると思う。 

人材の件だが、建設大学の先生の意見に同意する。最近大学と提携し、実習生として大学生にスキ

ルを教育している。新しい技術を学びたい、新しい技術を社会で展開したいという希望のある大学生

に対して教育を行っている。最近五つ星のマリオットホテルと提携して、人材教育を行っている。 

本日の会議以降、ぜひヒートポンプ・蓄熱センターとハノイビルマネジメントクラブと弊ネットワ

ークがお互いに協力して、今後ベトナムでヒートポンプを普及し、たくさんの人に使用してもらうた

めの協力活動をお互いに考えたい。 

 

その他コメント 

Mr.Thang – Industrial Ventilation Company 

ベトナムの建物の特徴だが、マンションに オフィス、ホテル、ショッピングセンターがあるコン

プレックスであり、ショッピングセンターからの排熱を回収して住んでいる人たちに給湯できればい

いと思う。今、ベトナムではいくつかのやり方があり、給湯をすれば住んでいる人からお金がもらえ

るので、いいと思う。ヒートポンプを普及するとき、人材育成が重要だと思うので、今後大学と提携

してヒートポンプについても教えたり、教育したりしてほしいと思う。 

 

Mr.Tuyen, （Chief engineering of Eco Lake View 32 Dai Tu） 

ダイキンに対する質問だが、室外機を設置するときの外気上限温度条件が 45 度に対し、建物の構造

上、設置場所（バルコニー）の環境温度が 51～56 度となってしまう。もっと高い温度でも使用可能か

確認したい。弊社の案件で VRV ミニの採用となると、必ずこの設置場所（バルコニー）に設置しない

といけないが対応可能なのか？ 

 

→ ベトナムで販売しているかどうかは未確認だが、外気温度が高い地域向けのエアコンはつくってい

る。要望として本社に伝えておく。（ダイキン） 

 

→ エアコンの室外機のとなりにヒートポンプ給湯機を置くとヒートポンプ給湯機の室外ユニットから

の風で冷却されて周囲温度が冷えてエアコンにとっても効果的なので検討してほしい。（三菱電機） 

 

熱回収するのはいいがコストがかかるので、まだまだベトナムでは難しいのではないか。ヒートポ

ンプのための設置スペースは用意でき解決の方法がない訳ではないが、スペースも投資であるので、

スペースの効果的な使用のノウハウがあれば参考にしたい。（先方） 

⑤ まとめ 

町田委員長 

今年の 1 月にホーチミン市でのセミナーを開催し、ハノイで商工省、建設省を訪問した情報からす

ると集合住宅については可能性が少ないだろうと思っていた。本日、ご意見をいただいたり情報をい

ただいたりした内容で、集合住宅も可能性があるのではと思っている。先ほど、一軒あたりの使用量

が 100L とおっしゃったが、日本の使用量の 3 分の１から 4 分の１になる。セントラル方式の可能性

であったり、我々も考えなければいけないのは、ベトナムに合った仕様のヒートポンプというのはど
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ういうものだろうと、再度検討させていただいて、それに合ったものであれば可能性はあるのではと

思った。日本でもヒートポンプ給湯機を導入した当初のころは政府の補助金をつけていただいて普及

促進をしたというのが実例です。我々委員会の目的の一つが、そういう内容を正確に伝え、日本国政

府もしくはベトナム政府への政策提言につなげること。今回ご意見をいただいた内容を含めて、日本

政府に調査の結果を伝えて、前向きにベトナム政府に働きかけていただけるよう提言するつもりであ

る。 

 

Hanoi Building Management Operating Club 代表： 

今回は初めての会議だが、引き続き様々な協力活動をお願いしたい。できるだけ早めにベトナムで

ヒートポンプを普及させたいと思う。今後、もしよければ支援などいろいろなことをサポートしてい

ただきたいと思う。何かあれば連絡をお願いしたい。また、GreenDC を通じて連絡してもらえればぜ

ひ対応したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Standard Metrology And Qualify Institute (STAMEQ),MOST 訪問概要 

 〇日 時：2019 年 11 月 22 日（金）8:30～10：30 

 〇場 所： Building A, Standard Metrology and Quality Institute (STAMEQ) 

〇対応者 

（先方）：Mr. Phung Manh Truong (Deputy Director of Vietnam Standard, Metrology and 

QualityInstitute, STAMEQ)、Ms. Nguyen Thi Sinh (Professional of International 

Cooperation under STAMEQ )、Mr. Nguyen Ngoc Cuong (Institute of Electrical and 

Electronic Standards under STAMEQ)、Mr. Nguyen Ngoc Huong (Expert of Standard 
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Room 1 (Metallurgical Engineering Department), Secretary of Technical Committee 

TCVN/TC 86 on Air conditioner and Refrigerator, Building Standards for Pump, 

Refrigerator, Air conditioner, VSQI)、Mr. Nguyen Van Tai (Expert of Standard 

Department, directly under STAMEQ)、Ms. Luong Hoang Anh (Deputy Head of 

Standard 2 (Department of Electrical and Electronics Standards), VSQI) 、

Representatives of Quatest 1 – Center of Standard Metrodoly ad Quality – perform 

test on pump, air conditioner (certificated standards and technical regulations), test 

run a product for energy label 

（当方）：東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会 ベトナム現地調査メンバー 21 名、 

    Mr. Mai Van Huyen（Director, GreenDC）、Ms. Vu Thi Lan Anh（Head of Planning 

Department, GreenDC）、Ms. Nguyen Hai Hang (Support staff, GreenDC)  

＊通訳 1 名 

〇内 容： 

①あいさつ（ベトナム側、調査団） 

 省略 

②ベトナム側紹介 

Mr. Phung Manh Truong (Deputy Director, STAMEQ) 

STAMEQ は科学技術省（MOST）の傘下機関である。主な役割としては、基準、技術規格、基準

の適合性評価において、国家の行政の役割を果たしている。測定、バーコード、数字の行政も行っ

ている。生産性向上や改善の表彰事業も行っている。MOST の指導の下に、STAMEQ も基準や測定

など、関係する国際協会とか団体などにも加盟している。STAMEQ はベトナムの代表者として、ISO

と IEC に加盟している。APEC、ASEAN などの基準、規格などに関するワーキンググループにも

参加している。このような委員会、ワーキンググループの役割としては、基準の改正、実験、基準

適合性の評価に関するものである。STAMEQ の下には 24 の部署がある。局レベルの 9 の行政機関

がある。もう一つの局としては商品品質管理局である。その他に、15 部局が先ほどの行政部局をサ

ポートしている。この 15 のサポート機関の役割としては、基準の策定、実験、測定など、また基準

の認定、人材育成サービス、その他の役割も果たしている。懸念される問題に関して、次のような

共有がある。 

本日の日本側の関心についての我々の意見は以下の通りで、関心を持っている設備に関してのベ

トナムにおいての基準（TCVN）、2 つ目は実験関係です。これから VSQI、QUATEST1 の代表者が

2 つの内容について意見を共有させていただく。次に、関連する代表者がより具体的に説明する。 

 

Mr. Nguyen Ngoc Huong (VSQI) 

我々は TC86 という国家基準制定委員会の一員である。これは空調、冷凍機関係の基準になる。

空調機、冷凍機だけではなくて、ヒートポンプなどの基準作成にも関わっている。ヒートポンプに

関しては現時点で性能と試験に関する 16 の基準が策定できた。しかし、ベトナムにおいてはヒート

ポンプ給湯機に関する基準はまだ出来ていない。今後ベトナムでの需要が拡大されるとヒートポン

プ給湯機に関する基準の策定も必要となると感じている。性能とか効率、測定方法についての基準

を策定すべきだと思う。この基準の策定にあたって日本側の協力は不可欠である。 
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Mr. Nguyen Anh Tung and Mr. Nguyen Huu Trung (Quatest1) 

Quatest1 は STAMEQ に対して、研究活動を実施して活動を支えている。Quatest1 で主にかかわ

っている対象は大きく 4 つで、電気ケーブル、照明器具、家電機器、産業用機器（配電盤やトラン

スなど）。関心を持っている設備であるヒートポンプと空調機は家電機器のグループに属している。

空調機とヒートポンプの電気安全性に関する IEC60335/2/40 という基準はまだベトナムでは必須基

準ではない。現状 Quatest1 ではこのような商品の電気安全の試験については経験を持っていない。

ベトナムでは空調機の COP は管理すべき対象。Quatest1 の電気電子試験室では電気電子製品の試

験を行う役割を持っているが、空調機の COP の試験はまだ行っていない。測定機器が整備されてい

ないのが、その理由。 

COP の試験について紹介する。2013 年、JICA 技術協力プロジェクト第 2 期によって、冷蔵庫の

性能試験設備が整備された。2009 年には JICA によってベトナムの技術基準 QCVN4 号の電気安全

性についての試験装置が導入された。これは IEC60335/2/1 に準拠した試験を行うための設備である。 

 

Mr. Phung Manh Truong (Deputy Director, STAMEQ) 

試験事業に関して補足すると、Quatest1 以外に中部と南部にそれぞれ Quatest2 と Quatest3 が

配置されている。空調と冷凍機の性能試験については Quatest1 では無理だが、ホーチミン市にある

Quatest3 と Vinacomin（Vietnam Mineral Coal Group）の試験施設では、実施できる。だから空

調、冷凍機性能試験については、ベトナムでも可能。 

 

ヒートポンプの国の技術基準の制定について 

さきほど説明したようにヒートポンプの国の技術基準はできていないがヒートポンプおよび空調

に関する基準制定委員会がすでに存在している。これからヒートポンプ給湯機器に関する需要が増

えていくと、国家の管理が急務になる。そうすると関連する基準の訂正も必要だと思う。ヒートポ

ンプ給湯機だけではなくてヒートポンプの機器に関して安全性と性能について我々は深い関心を持

っている。これからベトナム国内の基準の制定に当たって日本をはじめ、国際的な方法論について

の研究も行っている。特にヒートポンプの機器の COP、機能と安全性について。また、この事業実

施に当たって日本も関係のメーカー、電力、建設企業からの情報共有、技術的なサポートに期待す

る。本日の出席者の中で、すでにベトナムに進出している企業もある。ダイキン、東芝、三菱電機

など。ベトナムの空調機の基準制定について積極的にサポートしてもらった。したがって、ベトナ

ムにおける基準の制定にあたって、一方的に行政機関の希望ではなくて、国民の重要課題やメーカ

ーからの要望に基づいて、行うべきだと思う。 

これからヒートポンプの技術基準の制定にあたっては、GreenDC を通じてその制定の提案を提出

することも可能。これからヒートポンプ技術に関するベトナムの国家基準の制定に当たって、ぜひ

日本の皆様と協力していきたいと思う。協力の方法としては、ベトナムの技術基準制定委員会(TC86)

に、一委員として参加することも可能。ダイキンベトナムは制定委員会の一員として活躍している。

他の日本メーカーの皆様も制定委員会と各委員会にも積極的に参加することを期待する。 

 

試験について 
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Quatest1 の紹介でも述べたように、ベトナムにおいてヒートポンプに関する経験や試験設備が整

備されていない。これから情報の共有の一環として、技術文書の共有であるとか技術的なサポート

をお願いしたい。べトナムでこの設備を普及させるにあたって、注意すべき項目は 2 つある。一つ

は安全性でもう一つは COP。 

 

→ 我々メーカーは空調用のヒートポンプは、ベトナムを含めてASEAN地区に多く納入しているが、

ヒートポンプ給湯機に関しては、いくつかの導入事例はあるが非常に少ない状況である。多くは日

本の製品をそのまま持ち込んでいるということで、安全性は IEC の規格で管理されているので、今

の製品に関しては問題ないと思っている。これから普及させていくにあたり、日本の規格ではなく、

ベトナムの規格の中で製品の品質、安全性の管理をしていくべきだと思う。 （委員長） 

 

③質疑応答 

（日本側） 

（１）ヒートポン給湯等の基準の策定を計画、検討されているとのことだが、いつまでにやるとい

う期限は設定しているか？（東芝キヤリア） 

 

→ 一般の給湯機は、今は電気安全性については QCVN4、EMC については QCVN9 号が制定され

ている。ヒートポンプ給湯機に絞って制定する基準または規格はまだできていない。これからも

し国民の需要が拡大、それからメーカーからの要望がある場合は、これら 2 つの基準、規格の適

用対象を拡大することにつながると思う。2 つの基準、規格を改正すべきである。また温水器に

つきましては、電気安全性と EMC は管理対象になっている。また、MOIT の指導の下にこの設

備は省エネルギーラベリング制度の対象にもなっている。ヒートポンプ給湯機の需要拡大に伴っ

て、MOIT もラベリング制度の対象として、指導することも可能だと思う。これからの制定のロ

ードマップは決まっていない。 

 

（２）それに関連して、ラベリングと安全性、EMC 基準の作成は独立して制定されていくものなのか、

あるいは同時のタイミングで制定されていくものなのか（東芝キヤリア） 

 

 →  ベトナムでの手続きの流れとしてはまず、国家規格 TCVN を個別に作成すべきである。その後

は行政的な管理の対象として、QCVN に定めるという流れになる。MOST が管轄する分野として

は、電気設備の安全性と COP である。MOIT は管轄するのはラベリング。MOIT が管轄する安全

性と COP については個別で定めることとなる。重要度に応じてどちらが先に採用するのかはその

時点次第である。 

 

（３）技術基準制定委員会に日本の企業も委員として参加することができるという話だが、どういう

プロセスを取れば参加できるのか。ヒートポンプ・蓄熱センターのような団体が委員として参加

できるのか。（事務局） 

 

→ 基準制定委員会はベトナムでの参加に当たってはベトナム法人でないと参加できないという条
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件がある。ダイキンベトナムはベトナムの法人です。ベトナムに駐在事務所を持つ企業、法人な

ら参加することも可能。外国の法人とか国際機関は参加できないが、意見聴取にあたり、いろい

ろと助言とかすることも可能。特に基準の草案は MOST のウェブサイトとか STAMEQ のポータ

ルに掲載されるので、それをもって、色々助言していただければと思う。今後ベトナムの規格の

制定にあたって、二つの立場で参加することが可能。一つ目はベトナム法人の企業は直接、基準、

規格の草案の制定に参加できる。二つ目は制定された草案に対して、意見、助言していただく。 

  

（４）ダイキンベトナムとして、空調機は導入しているが、ヒートポンプ給湯機は導入できていない。

マーケットニーズの見極めができていないというのがその大きな要因と考えている。調査団とし

てベトナムには、業務用の給湯機のニーズがあるということを調査する目的で来ている。今後ヒ

ートポンプ給湯機を、ベトナムでの今後の需要を見極めながらの展開になると思うが、基準づく

りをするうえで、家庭用と業務用のどちらを優先するべきなのかを教えていただきたい。 

（ダイキン） 

 

 → どちらを優先するかはニーズ次第。一般的には家庭用の機器は需要が大きいので、ベトナムで

はほぼ家庭用機器を先に制定を行う。先ほど説明にもあった QCVN4 号は、電気設備安全性に関

するものだが、電気設備といっても家庭用、家電である。裏付けには二つの理由があって、一つ

は設備の使用ニーズの大きさ、もう一つはベトナム行政機関の試験能力というものもある。ベト

ナムの機関では、リソースの問題ですべての電気設備を試験できないという事情もある。 

 

（５）空調用ヒートポンプに関しての試験の方法に関しては、中国の基準と規格を元にやっていると

いう説明があったがそれでいいか。（委員長） 

 

→ 一般の空調の機能および試験に関する基準は TCVN が制定されており、これは ISO に基づいて

制定されている。家庭用空調機の基準に関しては、ISO 5151、ISO 16358 に基づいて制定された。

エアコンを含め、電気機器については、ほとんどが ISO、IEC の基準、規格に基づいて制定され

ている。 

 

（６）ベトナム国内だけでなく、ASEAN 地区での規格の統一を検討することはないか（委員長） 

 

→ 電気電子製品については、国内だけではなく ASEAN と APEC 諸国の基準とも適合性を確保す

るように制定を行っている。その一環として、ISO と IEC の基準をもとにして制定を行っている。

また、適合性を確保すべき対象となる設備のリストもある。APEC と ASEAN 諸国で適合性を確

保すべき対象設備のグループ一覧表が定められている。この中には、20 項目の設備グループが盛

り込まれており、空調機冷凍機もこの 20 項目の一つです。ベトナムは今、この一覧表の全体を遵

守している。 

 

（７）ASEAN における認証の話で、安全性とは別のエネルギーラベリングについて 
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→ ベトナムでは電気機器については、安全でないとか国民の健康、環境に悪影響を及ぼす可能性

あるものに対して、第 2 項の、商品一覧表に盛り込むようにする。例えば、ヒートポンプ給湯機

について、もし、国家行政として管理すべき商品であると確認されると、ベトナム国家基準 TCVN

として、先に制定してそれから安全性などに関する管理要件なども定めることとなる。 

日本企業はベトナム市場において、ヒートポンプ給湯機の普及を希望する場合は、基準の制定

の段階から、ぜひ参加とか意見提示をしていただきたい。そうすると今後の販売促進とか拡大に

は有利に実施できると思う。 

 

（８）TCVN が定められた後、MOIT は、エネルギー政策の中でヒートポンプ給湯機が重要であると

いうことで、COP 基準を定めていくという政策の方向性があると思うが、TCVN と COP 基準の

関係性はどうなっているのか？（三菱総合研究所） 

 

→ COP 基準は MOIT ではなく、MOST が制定する。実務的に管理を行う省は MOIT になる。 

 

（９）2009 年に JICA の支援で安全性能試験設備が導入された。基本的にはベトナムの方からニーズ

を伝えたと思うが、どういったベトナム側の課題認識に基づいて、ニーズを日本政府に伝えたの

か、プロジェクトの始まりについて知りたい（ヒートポンプのエネルギー効率を測定する設備を

仮に導入するとしたら、どういった手順とニーズで行うのか）。（三菱総合研究所） 

  

→  当時の設備導入は JICA の技術協力プロジェクトのスキームを通じたものだった。これからはそ

のスキームではなく、STAMEQ と国際機関の間で MOU を締結して機材を共有することも可能。

STAMEQ も日本の JAMA（日本自動車工業会）との協力もあった。これから国際協力局の代表者

からの意見を述べたい。 

 

当時 JICA のプロジェクトの担当者であったが、JICA の技術協力プロジェクトの手続きについ

て説明する。このプロジェクトは 2 期あり、予算は日本政府からの無償援助であった。JICA のプ

ロジェクトの最終目的は、ベトナムに進出している日系企業のサポート。日系企業によるベトナ

ム現地生産の製品の販売促進という目的もある。JICA プロジェクト第 1 期は、家電の性能、安全

性を中心に行われ、第 2 期については冷蔵庫、空調機の COP に絞って行われた。プロジェクトの

成型に当たり前提となる条件は、両国のニーズ、両国企業の希望である。（ＪＩＣＡプロジェクト

担当） 

 

現状として、日本の業界団体は STAMEQ と協力して事業を行っている。例としては日本エレベ

ーター協会、JAMA（日本自動車工業会）など。これらの業界団体の会員企業はベトナムにもす

でに進出している。現地生産だけではなくて二か国間の貿易促進を目的として、色々な活動を展

開している。今後、ヒートポンプ機器をベトナム国内に普及させるためには、HPTCJ との協力も

実施していきたいと思う。補足だが STAMEQ は経済産業省（METI）、JIS と密接的な協力関係

を持っている。ベトナムの国家基準の制定にあたっては JIS には大変お世話になっている。数年

前に JIS は STAMEQ と MOU を締結した。 
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（１０）ベトナムの細かい技術基準はわからないが、給湯機も業務用エアコンも基準を作ることは大

切だと思う。しかし、基準を作っても普及にすぐつながるわけではない。エアコンは使い方、温

度によって省エネ性が変わる。特にベトナムは南北に長い地域なので北と南では同じ時間使用し

てもエネルギー使用量は大きく異なると思われる。技術基準制定委員会で検討されているかはわ

からないが、使い方によるエネルギー使用量の違いの基準は検討されるのか？（ダイキン） 

 

→  ベトナムの国家基準では他の国の基準と同様に、一般的にはその機器、設備の性能、安全性、

技術などについて定めている。使い方については規定していない。メーカーの責任で、マニュア

ルで詳しくユーザーに対して案内すべき。 

 

例えば JICA で色々な国で実証事業をやっている。普及させるためにはユーザーに対して、本当

に省エネになるかどうか実証していく必要があると考える。当然メーカーではそれを測定してカタ

ログに乗せるということはやっていかないといけない。昨日のワークショップでも実際にヒートポ

ンプ給湯を使った省エネを発表した。STAMEQ という第三者の目からも、ヒートポンプ給湯機、エ

アコンの普及のための実証事業を検討して頂ければ良いと思う。（ダイキン） 

 

→  実は STAMEQ も日本企業の実証事業についても数多く、サポートしてきた。特に日本の経済産業

省の皆さんと協力して何件も実施した。一例として、パナソニックと ID スマートカードのデモ事業

をベトナムの金融機関で行った。これからも最大限の力で協力したいと思う。 

新しい技術のデモンストレーションについては、VSQI と国家基準制定委員会と協力して実施して

いる。実証で取れたデータを纏めるだけではなく、日本の関係する基準なども研究できるようにな

った。今後ユーザーとかその商品の販売者にも有利な情報として提供できる。このような実証事業

を通じてベトナムの国家基準の制定にもつながる必要があると思う。それをするためには実証事業

の展開の段階でできれば皆様が国際的基準、JIS 基準を共有してくれれば、ベトナムの国家基準を制

定でき、信頼できるソースとして普及に際し、円滑に進められる。 

 

⑤  まとめ 

町田委員長 

本委員会は、メーカー、エネルギー会社、建築会社で構成されているが、それぞれの立場でとい

うよりは、ヒートポンプ給湯機をベトナム、さらに ASEAN 地区に普及をさせていという目的で委

員会を組織し、今回現地調査に来た。普及させるための委員会なので必ず製品の安全、性能に関す

る規格のところが出てくると認識している。今までも個別の案件としては、JICA のプロジェクトも

含め、ヒートポンプ給湯機を日本企業がベトナム、アジア、ASEAN 地区に納入した事例は多くある。

これからは個別案件ももちろん大事だが、日本政府とベトナム政府の間で良い関係を結んで、優れ

た省エネ技術を持っている製品をベトナムで使っていただいて、省エネルギーに貢献できるような

形にしていきたいという内容も経済産業省にも報告して、新しいプロジェクトとして次につなげる

ことも考えている。ぜひ情報を共有しながら前に進めるような形で関係性を継続していきたい。 
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Mr. Phung Manh Truong (Deputy Director, STAMEQ) 

これから協力の可能性は多くあると思う。委員長が述べた今後の協力事業を立ち上げるという提

案に対しても大変うれしく思う。今後は JICA や日本の組織や機関と協力して、色々な事業が実施で

きると思う。基準の制定、基準の普及に伴う技術の普及事業、人材育成にあたっての技術的な指導、

試験設備の整備などが考えられる。あらためてお礼を申し上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）Vietnam Energy Conservation and Energy Efficiency Association (VECEA)訪問概要 

 〇日 時：2019 年 11 月 22 日（金）14:30～16：30 

 〇場 所： Ministry of Industry and Trade Building 

〇対応者 

（先方）：Mr. Do Huu Hao (President of VECEA, formed deputy Minister of MOIT)、Mr. Nguyen 

Dinh Hiep (Vice chairman, Secretary general of the Association)、Mr. Nguyen Thang 

Long (Deputy secretary general of the Association)、Mr. Dang Dinh Thong (Vice 

chairman of the Association)、Mr. Vu Chau Que （Member of VECEA) 

（当方）：東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会 ベトナム現地調査メンバー 19 名、

Mr. Mai Van Huyen（Director, GreenDC）、Ms. Vu Thi Lan Anh（Head of Planning 

Department, GreenDC）、Ms. Nguyen Hai Hang (Support staff, GreenDC)  

＊通訳 1 名 

 

〇内 容： 

①調査団あいさつ 

委員長、調査団あいさつ（省略） 
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②ＶＥＣＥＡあいさつ 

Mr. Do Huu Hao (President of VECEA, formed deputy Minister of MOIT) 

ベトナムでは経済状況、気候条件、いろいろな条件があって給湯機の普及は数年前から注目されて

きた。産業用の給湯機は主に工業団地、製造施設で導入されている。最近はホテルとかリゾート施設

が増えているので、このような観光施設の中の業務用給湯機のニーズも拡大されてくる。特に四つ星、

五つ星のホテル。また、ベトナムでは海岸が長いという特徴があって海沿いのリゾートも数多くある。

リゾートの別荘においては、ほとんど家庭用給湯器が導入されている。システムとしては導入されて

いない。リゾートの施設なので、プールへの給湯の使用量は多い。市場のポテンシャルはかなりある。

ベトナムの冬はあまり気温が低下しない。それにもかかわらず、家庭用の給湯器のニーズもかなり大

きい。一般の家庭では太陽光温水器、電気温水器がユニットとして導入されているが、富裕層の別荘

としてはヒートポンプのシステムとして、空調と給湯機が導入されている。 

 

VECEA から見ると、ヒートポンプという技術は CO2 削減、省エネルギーに大きな貢献をしている

ことは認識している。VECEA の主な役割は最先端の省エネルギー技術を国内に紹介するというものも

ある。今の段階では省エネルギーというのは電力を有効に使うというところに絞って活動をしている。

特に工業生産拠点には省エネルギーの余地がかなりあるといわれている。これから 15～30％までのエ

ネルギー削減する余地がある。この数年でいろいろな節電の取り組みが実施されたが、実際の削減で

きた電力使用量は 6～7％でしかない。 

次の役割としては、再生可能エネルギーの開発で、風力発電や太陽光発電など。直近 3 年間で風力

発電とか太陽光発電所が整備されてきている。風力発電とか太陽光発電の開発者に対しては、補助金

を出している。 

3 つ目の役割としては熱供給システム技術の導入を通じた、熱資源の削減で、省エネルギーの排熱回

収システムを工業団地、輸出加工区、ホテルなどの業務用の排熱回収システムも含まれている。メン

バーが昨日のセミナーに出席し、その結果の報告を受けている。みなさんの技術をもって投資区、工

業施設に対して効率的なヒートポンプ給湯機が提供できるということは高く評価する。ヒートポンプ

給湯機はベトナムにとってまだ新しい技術なので、この機会を活用して日本をはじめ、先進国の方法

論や経験を勉強できると考えている。この新しい技術をもって省エネルギーの効率向上と CO2 削減に

大きな貢献ができることを期待している。ベトナムでも最近 Green Gross という考え方が注目されて

いる。また、持続的な経済発展という方向でも注目されている。 

ベトナムにおける電源は 4 つある。一つは水力発電所。水力発電所のメリットとしては投資資金が

あまり高くなく、CO2 の排出量は少ない。次は火力発電所。石炭とガスを活用するものである。ベト

ナムでは天然ガス資源が少ないのでほとんどの火力発電所では石炭を使用している。石炭火力発電所

では最新の技術も導入されているが CO2 の排出量、その他の温暖化ガスの排出量もまだ大きい。ベト

ナム政府の方針は今後、石炭火力発電所のシェアを削減していくというものだ。当初の対策としては

石炭発電所が原発によって置き換えるというものもあったが、技術的ないろいろな課題があるので、

事業は中止となり、ベトナムでは今、電源供給については不十分な状況にある。 

その背景の中で再生可能エネルギーの開発に力を入れている。太陽光の電源開発についての一番大

きなデメリットは広い用地が必要ということ。ベトナムの国土面積も狭いので、太陽光発電所開発の
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用地がそれほど確保できていない。風力発電については風力の資源が豊かな地域は南部で、したがっ

て北部で開発するのは不可能である。 

ベトナムでの経済発展に伴って、工業団地、輸出加工区の開発も進んでいる。このような公共施設

における熱資源も効率的に使用すべきということも注目されている。その背景の中で今回皆さんがベ

トナムで紹介していただくヒートポンプの技術はベトナムのニーズにぴったり合っていると思う。ま

た、ホテルとかリゾートなどの施設の中でヒートポンプ給湯機のニーズがかなり大きいと思う。ハノ

イでは 50 年前は、プールはたくさんあったが、夏期だけの運営であった。しかし最近の動向としては

冬期でも水泳したい人が増えているので、全シーズンのプールの数も増えている。 

それから高層マンション、富裕層の別荘などでも給湯機システムのニーズもかなり大きい。このよ

うな施設でのヒートポンプ給湯機の普及のポテンシャルはあると思う。その他にはベトナムではキノ

コ栽培農場をはじめ、いろいろな農場で温水のニーズはあるので、小形のボイラーもよく導入されて

いる。このような農場の中でヒートポンプ給湯機も導入可能であると思う。冬に寒いロシア、中国、

日本では温水暖房が普及されているが、ベトナムではそのようなニーズがない。以上、このような情

報でどうようなニーズがあるかイメージできると思う。 

 

③質疑応答 

委員会では足掛け 2 年間、いろんな情報の調査、また今年の 1 月にホーチミン市の方でセミナーの

開催や、ハノイの MOIT、MOC の方々への面会をさせていただいた。その中で、様々なケースがある

中で、ホテルと病院を対象とするのが最初としてはいいのではないかと考えた。その点についてはど

のように考えるか？ 

 

→ Mr. Do Huu Hao (President of VECEA, formed deputy Minister of MOIT) 

その考えは妥当と思う。観光施設であるホテルでも、医療施設である病院でも 24 時間体制で温水

を供給すべきで、特にハノイとホーチミンはこのような施設が集約されている地域なので、このよ

うなニーズが特に高い。現状としてはほとんどの施設は個別の温水器を導入されているが、省エネ

ルギーの効果から見ると ヒートポンプ給湯機のような設備を導入すべきであると思う。また、業

務用の給湯機については、さきほど述べたようにリゾートとか、スイミングプールとかレストラン

の厨房とか、個人の別荘とかで導入可能だと思う。また、他には産業用の給湯機も需要としてはか

なり大きいと考えている。またご存じのとおり、工業団地の敷地内に給湯とか吸熱を手がける会社

も存在している。農産物加工工場の中では温水のニーズもかなり高い。例えばタケノコ栽培農場、

水産物加工工場は熱と温水のニーズがものすごく多い。それから農産物を乾燥する施設でも熱のニ

ーズも非常に多い。ベトナムでは農産物はよく採れるが乾燥には困難な問題に直面している。従来

型としては自然乾燥しているが、気候変動の影響でロスが大きい。最近の動向では屋内で乾燥とい

う風になってきた。また、一例として、メコンデルタでは各農家が収穫した米は集約型の乾燥施設

で乾燥してもらうというようなことが行われている。このような施設では乾燥と温水のニーズは大

きいと思う。 

 

Mr.Nguyen Dinh Hiep (Vice chairman, Secretary general of the Association) 

この数年 HPTCJ がベトナムでいろいろな調査や活動が行われているということはワークショッ
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プで伺った。ワークショップ、セミナーの開催の他の活動として、ベトナム国内で実証事業を行わ

れたことがあるか？もしあったら実績、また実証事業の展開にあたってベトナムではメリット、デ

メリットはどのようなものか共有してほしい。この技術の普及にあたってどの分野に焦点を絞って

展開するのか、またベトナムでの普及にあたって、VECEA にどのようなサポートを求めているのか。 

 

→  ヒートポンプ給湯機に関して実証事業についてベトナムで行われたということは承知していない。

ただし日本の経済産業省が JCM という事業を行っている。その中でインバーターエアコン、LED

導入等、省エネルギーに関する活動実績はある。例えば国立病院でのインバーターエアコンの導入。

これは 2017 年 6 月末で終了した。各種活動はしているものの、ヒートポンプ給湯機に関してはこう

した実績がないことから今回、その普及活動をしている。ヒートポンプ給湯機は省エネルギーに優

れ、環境負荷の極めて少ないものであると承知している。空気熱などの再生可能エネルギーを利用

する機器でもある。その意味でベトナムにおいて導入を促進するにあたり、支援等を含む方法や手

段を検討すれば普及が進むかを助言いただければと考える。例えば日本では価格が高いことも勘案

し、国の補助金制度を導入している。そのような意味でなんらかのアドバイスをいただければ思う。

（事務局） 

 

Mr.Nguyen Dinh Hiep (Vice chairman, Secretary general of the Association) 

先ほどのインバーターエアコンの実証事業について、当時その調印式に私どもも立ち合った。こ

のＪＣＭの事業では三菱電機のインバーターエアコンが導入された。ベトナムで受益となる病院は 2

つある。ハノイではＤＵｃホスピタル、ホーチミン市では 115 ホスピタル。それぞれの病院で 500

台のエアコンが設置された。この実証事業を開始する前にベトナムではインバーターエアコンのマ

ーケットシェアは 10％以下だったが、我々が入手した最新の報告書によると今インバーターエアコ

ンのシェアは 65％以上にもなった。というのはこのような実証事業の効果はものすごく大きいと言

える。今後ヒートポンプ給湯機についても、もしできれば日本の国の予算とベトナムの予算を組み

合わせて実施できれば効果が出るはずだと思う。また GreenDC の Mai Van Huyen 氏は、この JCM

事業に直接かかわる機関でもあった。これから我々の方からいくつか意見を述べたいと思う。 

 

Mr.Dang Dinh Thong - Vice chairman of the Association 

一つはベトナムにおける実証事業の展開。ベトナムで個別事業としてヒートポンプ給湯機も導入

したと伺った。これからその事業のデータの計測、評価とか、環境的、経済、社会的効果の評価に

あたって、専門家としていろいろ支援できると思う。またそのような科学的研究の結果に基づいて、

この技術は本当にＣＯ２削減、省エネルギーの効果があるということが証明できれば、VECEA は政

府に対して政策提案も可能である。例えばこの技術の導入企業やユーザーに対して優遇措置の策定

とか、また補助金とかの提案ができると思う。 

協力可能な事業の２つめとしては、実証事業の展開であって導入対象は農産物と水産物の乾燥施

設で、導入できれば効果が一番大きいと考える。従来はまだベトナムでかつて行われていなかった

分野でもある。メコンデルタは毎年の米の生産高は 5000 万トン。また、乾燥用の熱と温水のニーズ

はとても大きい。従来型の小形の乾燥機は温室効果ガスの排出量が多く、環境課題になっている。 
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→ 農産物に関してはヒートポンプの導入実績はあるが、農産物の単価が安いので、なかなか設備の

投資回収が進まない。どちらかというとヒートポンプ給湯ではなく、空調をもう少し温度を上げて

温かい空気を送るというシステムは導入されている。（委員長） 

 

ベトナムでは農林水産分野において政府はいろいろな補助金政策を行っているので、この分野で

実証事業を行ったら補助金も受けられると判断している。（先方） 

 

3 つ目としては研修、人材育成活動。このような設備が必要となる、産業施設、観光施設、高層ビ

ル、マンション、アパート、ビル運営関係者に対し、この技術について教える機会を設ける必要が

あると思う。この 3 つの活動については VECEA がいろいろな協力、サポートができる。 

 

→ さきほどの質問の中に ESCO 事業の話があったと思うが、ヒートポンプ給湯機を業務用、産業用

に入れようとすると単独で入ることはほぼないと思う。空調であったり、いろんなエネルギーの中

の一つとしてはいっていく。そうなると全体のエネルギー管理を誰がするのかというところがベト

ナムでも大事になると思う。（委員長） 

 

→ 観点が違うかもしれないが、ベトナムでは電気代が昼間と夜間で夜間がかなり安いと聞いている。

それが正しいとすると夜間にお湯をためて昼間に使うとさらにランニングコストが下がると思う。

（KENES） 

 

ベトナムで問題となるのは蓄熱設備がまだ整備できていない。夜間で温水を作っても翌日の昼間

には冷めてしまう。(先方) 

 

→ 日本はそれを冷めずに置いておく技術がある。（KENES） 

 

制度として導入できれはいいと思う。(先方) 

 

温熱だけではなく冷熱もつくって同じように温くならないように蓄えられる技術もある。2021 年

には電気が不足すると言われている。そうなると昼にエネルギーを使うのではなく、夜にエネルギー

を使うという考え方が出てくるのではないか。そのようなシステムを入れようとすると何らかの政府

の働きかけが必要かと思う。まず、第一にやるとすればたくさんエネルギーを使う大企業になんらか

の規制をする、もしくは努力をしてもらうルールを作る、そういうことが必要だと思う。ルールはあ

るが強制力がないと聞いている。実証試験と合わせて大企業に導入してもらえるような仕組みが必要

だと思う。(KENES) 

 

Mr.Dang Dinh Thong - Vice chairman of the Association 

ベトナムの弱みとして、蓄熱技術はまだできていない。太陽光温水器は広く導入されているが、日

差しが無くなってから 3、4 時間後には温水は冷めてしまう。蓄熱だけでなく蓄電設備も整備されてい

ない。皆さんもご存じの通り、ベトナムではこの 2 年間で太陽光発電施設が飛躍的に開発され、その
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生産量の半分は国家送電網に供給されているが、残りは無駄になっている。その理由は送電網がその

生産量に伴って整備されていないから。これからベトナムでも蓄電技術、設備の導入が急務となって

いる。こちらに同席している Hiep さんもベトナムで 2022 年から 2025 年に蓄電に関する政策の制定

事業に参加している。ベトナム政府は、2025 年から 2030 年の間でパイロットの事業として蓄電設備

の導入を行うことを目標としている。 

 

Mr. Nguyen Dinh Hiep – Vice chairman, Secretary general of the Association 

省エネルギーについて実証事業から法制化につながるという実績もある。その例の一つとしてはセメ

ント工場での熱回収設備の導入がある。我々はいくつかの大手のセメント工場で熱回収の設備の導入

事業を行った。その実証事業の実績をもって、政府に政策の提案を行って法制化ができるようになっ

た。今の規制ではセメント工場では必ず熱回収設備を導入しなければならない。これからベトナムで

ヒートポンプ給湯機の普及にあたっては、必ず実証事業を行うべきだと思う。それは、今後の政策提

案につながると考えている。実証事業の対象については、ビルに導入する業務用ヒートポンプ給湯機

でもいいし、また産業施設での産業用ヒートポンプ給湯機でもいいが、双方で合意され実施して、そ

の実績を持って、政府に対し政策提案を行うことは可能。そうすると提案の内容として、大容量の電

力使用量のビル、例えば 500TOE 使用のビルなら必ずヒートポンプ給湯機を導入しなければならない

とか、そのような規定は定められると思う。 

 

→ その対象となる制度は建物省エネ法と呼ばれる制度の中にそういった技術基準を温水供給基準のよ

うなものを入れるというイメージか（三菱総合研究所） 

 

ベトナムでは省エネルギー法が公布された。この法律によると商業施設とかオフィスビルは、年間

のエネルギー使用量が 500TOE 以上であれば政府の管理対象となる。今、ベトナムでこの管理対象と

なるビルは 500 になる。MOC の統計データによると高層ビルの延べ床面積は年間の増加率は 40％。

だからビルにおける省エネルギーのポテンシャルは大きい。 

 

→  建物の省エネを進めるという、規制強化の他、補助金がベトナム政府から出る可能性はあるのか。

ある場合はその原資はどういったものになるのか（三菱総合研究所） 

 

ベトナムでは 2020から 2030年に省エネルギーに関する国家プログラム第 3期というものがある。

この費用はベトナムの商工省から出ている。この国家プログロムの中では省エネルギーの研究およ

び技術移転という項目がある。だからこの項目の予算を補助金として使えると思う。しかし、早め

に計画を講じる必要がある。この間のＪＣＭの実証事業のように経済産業省からの補助金もいただ

けるだろう。また、そのＪＣＭの事業の中でメーカーからの支援も大きかった。三菱電機からは 25％

のディスカウントで 1000 台のインバーターエアコンを導入された。その結果も評価したうえで、省

エネ効果は 30％あったと証明できた。その結果を持って政府に対し、政策提案また規制強化を実施

できた。今のようにインバーターエアコンの普及率はこのように大きいという結果となっている。 

 

→  これから三菱電機ベトナムの代表として、この 5 年間のヒートポンプ給湯機の導入実績について情
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報共有する。ベトナムでのビルについて、電力使用量の 40％はエアコンのために使用されている。

だからベトナムではエアコンシステムの省エネルギーに当たっては一生懸命投資を行っているが、

給湯器の電力使用量は 20%なのに、全然省エネルギー設備の投資を行っていない。またべトナムで

のホテルの例として、エアコンの省エネルギーには 10 円を出すが、ヒートポンプ給湯機のために 1

円を出すのも難しいという状況にある。また、事実として三菱のヒートポンプ給湯機の価格は、エ

アコンの設備の 12%にしか過ぎないのに、高いとよく言われている。また、ヒートポンプだけでは

なく蓄熱の施設もまだできていない。ベトナムでは現在の予算配分は妥当ではないと思う。当社の

エアコンの導入に当たっては 10 円を出しているが、1.2 円でヒートポンプ給湯機は導入してもらえ

ない。また、弊社のヒートポンプ給湯機は高いと評価しているので、10 年以上前の技術を導入して

いるのが現状で、省エネルギーの効果は大きくない。だから、この予算配分のマイルストーンを変

更しないと普及のボトルネックとなって、解決できないと思う。（三菱電機） 

 

省エネルギー法に基づいて、省エネルギー研修センタ－を 2015年 6月に設立したと承知している。

その中でエネルギー管理士、エネルギー診断士を育成していくと承知していくる。活動状況を承知

していれば情報を共有してほしい。（事務局） 

   

  Mr. Nguyen Dinh Hiep – Vice chairman, Secretary general of the Association: 

この省エネルギー研修センターは JAICA 協力プロジェクトの一環で設立したもので、当初の計

画ではハノイに設立する予定だったが、土地の確保が難しくホーチミン市に移動した。このセンタ

ーはホーチミン市商工局(DOIT)の傘下で機能している。役割として、エネルギー管理士、エネルギ

ー診断士の育成を行う。また、そのエネルギー管理士、エネルギー診断士の発給機関は MOIT にな

る。また、この 2 つの資格の育成施設としては、このセンターだけではなくて、他にもいくつかの

施設もあり、競争も激しい状況にある。従って、いまこの研修センターの活動は、ほとんどは MOIT、

ホーチミン市商工局の委託の形で動いている。 

 

④まとめ 

   町田委員長 

日本が主導した実証事業を立ち上げることが、一番普及促進につながるのであろうという提案に関

しては、我々もそう思っている。しかし実証事業は今まで JCM を中心にやってきた経緯もあり、普

及促進としては数を多くできない。今後どういう形でやっていくのかというところが課題になる。

日本もヒートポンプ給湯機を普及させるためにかなり時間がかかっているし、投資回収年数が 3 年

を切らなければなかなか積極的に導入していただけないというところがボトルネックになって普及

が遅れた経緯がある。それを乗り越えたのは政府の補助金で、日本も普及促進として補助金を考え

ているが、ベトナム政府から補助金が出るような形の政策が重要だと考えている。 

今回の調査の中で、いろんな方と話しをしたが、最後は人材の育成という話が出てきた。さきほど

の省エネ研修センターの役割も重要だと思うが、日本の冷凍空調業界の中でも、もっとベースにな

る、冷凍空調関係をやっていく若い人材をどう育てるか、これには大学との連携が重要となってく

ると思うので、今回はそこまでの話はできなかったが、この活動は AHPNW が活動の母体となって

いる。ベトナムではハノイ工科大学の Luong 先生がメンバーとして参加されているので、そこも含
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めた形でどのような体制にしていくのか情報共有しながらやっていければと考える。 

 

Mr.Do Huu Hao – Chairman of VECEA: 

実は Luong 先生も副会長を務めている。本日有意義な情報提供をしていただき感謝する。これか

ら協力事業については、政府の補助金を受けることができれば、人材育成、認知度向上、実証事業

の展開について、最大限の力で協力させていただきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．所感 

＜株式会社前川製作所／町田 明登（団長）＞ 

 ワークショップに関しては人数的には 100 名以上を動員出来て成功であったが、質問に関しては現地

主催者側やハノイ工科大学等の先生方から質問コメントがほとんどであり、市場ターゲットとしたホテ

ル・病院関係者に対して、どのような効果があったかは分からなかった。 

 現地訪問先でのディスカッションについては、ヒートポンプ給湯機というより空調も含めたヒートポ

ンプ全般に関するコメントが多かった。その中でパイロットプラントを日本の資金で建設し、省エネ効

果のアピールと人材育成等の利用することが効果的であることが提案された。残念ながら給湯需要は少

なく、空調と給湯を組み合わせた集合住宅向けのセントラル方式であればニーズがあると提言されてい

たが、本委員会で扱うかどうかは検討が必要である。 
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ハノイ工科大学等の大学の先生を現地関係団体が指導的な立場になり、セミナーやワークショップ、

モデルケース実証等の企画をする方が、本委員会が企画するより効果的であると感じた。 

 

＜三菱電機株式会社／阿部 俊郎＞ 

今回の調査において、業務用給湯の主要市場と考えていた病院、ホテルの関係者と面談できなかった

のは残念であった。これらの関係者に対しては引き続きヒートポンプ給湯機の啓発が必要と感じる。一

方、集合住宅の給湯についてはディベロッパの関心も強く、高層集合住宅の建設が今後も続くことを感

じさせられた。この用途では、コスト、設置スペース、セントラル給湯での課金方法等、多大な課題が

ありヒートポンプ適用は容易でないが、脱電気ヒーターの検討はメーカーに突き付けられた課題と認識

する。 

また、公的機関の方からは一般給湯以外の用途として農事・水産分野についてもヒートポンプ適用に

よる省エネ要望があった。本委員会の検討対象から外れるが、ベトナム国内のエネルギー消費量が多い

分野として日本の技術への期待を感じた。 

 

＜ダイキン工業株式会社／杉山 浩士＞ 

セミナーおよび訪問先を含め、参加者による活発な質疑もありヒートポンプに対する興味と理解を示

して頂く一方で、現状としては空調の話題が優先され、給湯に関しては時期尚早といった印象を受けた。

しかし電力ピークの問題から空調のデマンド対応が高まりつつある中、電気給湯機が主市場のベトナム

では、いずれは給湯機の効率化が求められる時期が来ると思われる。当委員会の影響度は微小ではある

が、ステークスホルダーへの働きかけを継続することで、少しでも日本のヒートポンプ技術と製品の認

知が進めば幸いである。 

 

＜清水建設株式会社／花島 真也＞ 

 ヒートポンプ機器そのものの論議が多く、「どう使うか」の論議が少ないように感じた。また、結局い

いことはわかっているが、お金がない、というところで止まっている。補助金待ちという姿勢がセミナ

ーでも感じられた。唯一 Hanoi Building Management Operating Club の方々は、「どう使うか」を真剣

に考えているように感じられた。 

 一方若い人が多く、職に就くことを求めるパワーにあふれているということ、大気汚染が進んでいる

ということを考えると、ヒートポンプ機器導入含め、環境配慮のビジネスは何かきっかけがあれば、急

速なスピードで発展する予感もした。 

 

＜東京電力エナジーパートナー株式会社／宮下 俊之＞ 

前回視察の時よりも給湯需要があるという認識をもった。パリ協定に対する対応に積極的で、ヒート

ポンプ給湯機の導入にも前向きであるものの、日本製は良い物である認識はあるものの、ベトナムの大

多数の方の価格水準と乖離があるため、ベトナムにあった安価な機器の開発も必要と感じた。日本が歩

んできたように、政策を企画する関係省庁を巻き込まないと導入が進まないという認識がベトナムの有

識者にもあるため、日本での政策反映について参考にして頂きたい。また、現地機器による事故もある

と聞いたため、省エネだけでなく、日本製の安全性についても付加価値として再度評価頂きたい。 
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＜中部電力株式会社／早川 慶＞ 

今回の調査先がベトナム北部（ハノイ）だった為か、事前情報から抱いていたイメージより、給湯ニ

ーズは随分あると言う印象を持った。この先数年で、そのニーズがどれほど膨らむかは分からないが、

将来的に市場性はあると感じた。 

高品質な日本のヒートポンプの普及については、２点のネガティブ要因がある。１つ目はベトナムの

ビジネス感覚として、投資回収年数は２～３年程度が一般的であると言う点。２つ目は電力などのエネ

ルギー費用が安く、経済性と言う観点からの省エネモチベーションは高くない点。未だ、省エネ性能の

高いモデルより、機器代金の安いモデルが望まれているように感じた。 

一方で、ここ数年の電力需要の急激な高まりに供給側が追いついておらず、ベトナムが政策的に原子

力発電を選択しなかったこともマイナス要因となり、近い将来、電力の需給逼迫も予想されている。こ

のような背景から、省エネが強く求められる時代が意外と近い可能性もあると考えられる。 

今回、弊社が紹介した「有償省エネサポートサービス」について、費用対効果があることを数字で示

し、質問もいくつか頂いたが、実案件でのお問い合わせはまだないことからも、省エネに対する意識や

感覚は、まだ日本ほど醸成されていないとも感じた。 

 

＜株式会社関電エネルギーソリューション／三宅 浩太郎＞ 

ワークショップに関しては、各種団体の役員、各企業の経営者を対象に、自社プレゼンを行うことが

でき、大変有意義であった。特に省エネを引っ張っていく存在であるハノイ工科大学等の先生他のご意

見を直接聞くことができたことは今後の活動の参考になる。 

 一方、各種団体訪問については、ワークショップ出席者も多く、また、質疑がワークショップから派

生する内容もあったため、短時間で難しいかも知れないが、ワークショップ後に聞きたい質問をあらか

じめ双方が出し合った中で会議をすれば、さらに議論が活発化したと思われる。 

 ヒートポンプ・省エネ技術・省エネコンサル等をベトナム国で普及させていくには、一企業の努力で

は限界があり、ＨＰＴＣＪが各会員企業の共通ニーズをくみ取ってこのような場を設定したことに大変

感謝する。今後、様々な実証段階に移っていくと思われるが、各種団体訪問でのコミュニケーションの

場は、情報入手、意見交換、人脈形成面で寄与度は大きく、今後も、こうした機会を作っていただけれ

ば大変ありがたく思う。 

 

＜株式会社日本サーモエナー／鮎川 紳一郎＞ 

＜NIPPON THERMOENER(THAILAND) CO.,LTD. ／家藤 将史、大澤 雅樹＞ 

ワークショップ、MOST・VECEA の会合への先方の参加者数、質問内容から省エネに対して強い関心

を示していることが確認できた。一方で、ヒートポンプ導入への課題（投資回収年数、イニシャルコス

ト、設置スペース、規格など）も各種あり、普及にはかなりの時間を要すると思われる。しかし、北中

部の商業施設であれば寒い季節に温水の需要は相当に伸びると考えられ、ヒートポンプ給湯によるコス

トメリットを示すことが出来れば、普及の足掛かりになると思われる。その為にも早期に日本主導での

実証事業を行うことが重要と考える。 
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＜Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.／角山 不識＞ 

セミナー、訪問先でのディスカッションを通し、経済成長に伴いエネルギー消費量も増大しているベ

トナム市場におけるヒートポンプに対するランニングコスト低減や環境配慮に対する期待の高さは感じ

られた。 

しかしながら初期投資がネックになるため、一般住宅向けとしては敷居が高くホテルや病院向けとし

た業務用での導入を推進する事が第一歩と思われる。 

また、裾野を広げるために上記のホテルや病院以外の分野として、ゴルフ場経営者などスポーツ関係

者や農業関係者にも啓発活動を継続して実施していくこと、またヒートポンプ＝エアコンというイメー

ジに如何にして給湯を追加していくのか、という点が今後の課題と思われる。 

 

＜株式会社三菱総合研究所／野本 哲也＞ 

ワークショップについて、ベトナム側は多様な所属から多くの参加者で、質疑応答も活発であり、先

方の大きな関心を感じることができ、大成功に終わったと感じている。他方で、細かな点となるが、ワ

ークショップ設計については、もう少し改善の余地があると考えている。 

1 点目は、席札／名札の配置である。質問者や参加者の属性がその場でわかることで、話す内容も変え

ることができる。また、これは交流ランチの場でも同様のことが言える。 

2 点目は、ベトナム側の考えや関心を引き出すための時間を確保することである。例えば、今回であれ

ば「省エネ国家プログラム（第 3 フェーズ：2019～2030）」について、政府側から概要を講演していた

だく、日越で数名ずつ登壇したパネルディスカッションの場を設ける等を行うことで、より効果的な場

を創り上げることができたと考える。 

また、現地ローカルコンサルの Green DC 支援もあり、HPTCJ が今後活動を進めていくなかで重要と

なるカウンターパートとの面談ができたと感じている。各機関から関心が示されたと思うので、それぞ

れに対して次の一歩を早々に提示していくことで、先方主導の取組にシフトしていくことができると考

える。対組織として更なる交流を進め、協働体制を構築していくことが望まれる。 

 

５.まとめ 

本調査は、当財団の「東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会」のヒートポンプ給湯機・蓄

熱システムにおける、①認知度向上②ヒートポンプ給湯機需要などの情報収集③今後の連携に向けた現

地関係者との関係構築を目的とした、2 年目である本年度の活動として、ベトナムにおいて実施した。活

動動内容としては、認知度向上活動として、ホテル・病院に対象を絞り、主に民生部門の業務用ヒート

ポンプ給湯機に関するワークショップ開催を行い、また、ヒートポンプ関係機関を訪問し意見交換を行

ったが、以下のような結果を得た。 

 

①認知度向上 

 ワークショップや現地機関への訪問により、日本のヒートポンプ給湯機を紹介できた。しかし、普及

対象であるホテル、病院との意見交換の時間を十分取れず、ワークショップや現地訪問などのやり方に

は、改善が必要である。 

②ニーズ調査 

 今回調査の対象である、ホテル、病院向けの業務用ヒートポンプ給湯機のニーズは確認できた。それ
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以外にも、産業用や農業用でも、ヒートポンプのニーズがあるとの紹介を現地関係機関から提供された。 

③現地関係者との関係構築 

 ヒートポンプ給湯機の普及に向け、想定されるカウンターパートとの意見交換を通じて、今後の連携

の可能性が確認できた。 

 

本調査結果と本委員会における委託事業である東南アジア諸国へのヒートポンプ給湯機の普及促進に

向けた調査の調査結果を踏まえ、2020 年度の活動計画を策定し、また、今後の東南アジアへのヒートポ

ンプ給湯機・蓄熱システム普及に向けた提言をまとめていく。 

 

 

以上 
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                                           （別紙） 

東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会ベトナム現地調査団名簿 

NO 名前 会社 所属 役職 調査団 

1 町田 明登 株式会社前川製作所 技術企画本部 執行役員 団長 

2 阿部 敏郎 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所 営業部 販促技術課 専任 調査団 

3 三ツ田 典正 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所 営業部 販促技術課 専任 調査団 

4 Khoi Vu Huy MITUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO LTD. Living Environment Sales Department S-Executive 調査団 

5 松瀬 達也 ダイキン工業株式会社 渉外室 室長 調査団 

6 杉山 浩士 ダイキン工業株式会社 空調営業本部 営業開発部  調査団 

7 花島 真也 清水建設株式会社 設計本部 設備設計部 4 部 部長 調査団 

8 宮下 俊之 東京電力エナジーパートナー株式会社 販売本部 法人営業部  

都市ソリューション技術グループ 

課長 調査団 

9 早川 慶 中部電力株式会社 販売カンパニー 法人営業部 課長 調査団 

10 恒成 研 株式会社関電エネルギーソリューション ユーティリティ事業本部 事業企画部 グループ長 調査団 

11 三宅 浩太郎 株式会社関電エネルギーソリューション ホーチミン駐在員事務所 所長 調査団 

12 家藤 将史 NIPPON THERMOENER(THAILAND) CO.,LTD.  社長 調査団 

13 鮎川 紳一郎 株式会社日本サーモエナー 海外営業部 課長 調査団 

14 大澤 雅樹 NIPPON THERMOENER(THAILAND) CO.,LTD.  課長 調査団 

15 東地 広明 TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD. Design Engineering department General Manager 調査団 

16 角山 不識 TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO., LTD. Product Management, Planning department Manager 調査団 

17 野本 哲也 株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー事業本部  海外環境ビ

ジネスグループ 

研究員 調査団 

18 北沢 信幸 ヒートポンプ・蓄熱センター  専務理事 事務局 

19 今江 寅浩  事務局長 事務局 

20 前山 英明 国際・技術研究部 国際・技術部長 事務局 

21 竹内 章洋 国際・技術研究部 部長 事務局 

22 首藤 隆善 国際・技術研究部 課長 事務局 
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（別紙） 

 

東南アジア HP 給湯機・蓄熱システム普及委員会ベトナム現地調査団 セミナー発表者名簿 

NO 名前 会社 所属 役職 

1 竹内 章洋 ヒートポンプ・蓄熱センター 国際・技術研究部 部長 

2 朝比奈 俊郎 MAYEKAWA VIETNAM CO., LTD  Managing Director 

3 Khoi Vu Huy MITUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO LTD. Living Environment Sales Department S-Executive 

4 杉山 浩士 ダイキン工業株式会社 空調営業本部 営業開発部  

5 家藤 将史 NIPPON THERMOENER(THAILAND) CO.,LTD.  社長 

6 花島 真也 清水建設株式会社 設計本部 設備設計部 4 部 部長 

7 宮下 俊之 東京電力エナジーパートナー株式会社 販売本部 法人営業部  

都市ソリューション技術グループ 

課長 

8 早川 慶 中部電力株式会社 販売カンパニー 法人営業部 課長 

9 三宅 浩太郎 株式会社関電エネルギーソリューション ホーチミン駐在員事務所 所長 

 


