
1. はじめに 

ＮＰＯ給排水設備研究会の一つの活動として、「ア

ジア建築設備推進委員会」を継続している。その目的

は、「アジアの給排水設備及び建築設備（空調・電気

）の動向を研究し、日本の技術・ビジネスとのコラボ

レーションの可能性を検討する」ことにある。過去７

年間、ベトナム、インド、インドネシア、ミャンマー

、マレーシア、フィリピン、カンボジアにて調査を行

ったが、第８回目の今回は、現在、急成長を遂げ、日

本企業の進出が目覚ましいベトナムのハノイを調査

した。既にホーチミンを調査しているが、その後７年

が経過し、その間のベトナムの発展がめざましいため

再調査を行った。（2018 年 11 月 21 日（水）～2018

年 11 月 25 日（日）（図１））。 
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図１．過去の調査国と今回調査地ハノイ 

 

2. 報告会と報告書の構成 

2019年２月15日（金）の午後、「第８回アジア建築設

備推進委員会ハノイ研究報告会」を行った。（会場：水

道橋会議室「内海」、写真１）。大変盛況となり、アン

ケートでも、カンボジアの建築設備の状況がよく掴めた、

との回答が多かった(図２)。 
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図2.アンケート結果 栗山 華(日建設計)作成 

報告書は、162 頁に及ぶため全容がお伝えできず、本

稿では一部を紹介する。調査全容を報告書の目次（括弧

内は執筆者）にて示す。 

 

 

論説 

 
 
アジア建築設備推進委員会第８回調査報告 
～ハノイ研究の視点～ 
 
 

飯塚 宏 NPO 給排水設備研究会理事副会長、アジア建築設備推進委員会委員長、㈱日建設計 



はじめに（大塚、飯塚）  

第１章 概 観 

1-1．ベトナムについて（飯塚） 

1-1-1 概要  

1-1-2．歴史 

1-1-3．政治 

1-1-4. 軍事 

1-1-5. 国際関係 

1-1-6. 気候 

1-2．ハノイについて（ 飯塚 ） 

1-2-1. 概要 

1-2-2. 気候 

1-3．ベトナムと日系企業の動向（小島） 

1-3-1．ベトナム経済の概観 

1-3-2．ベトナムの物価、賃金など 

1-3-3．経済協力 

1-3-4．日本企業の投資と進出企業 

1-3-5．在留邦人 

1-3-6. ベトナムの建設事情 

1-4．ベトナムにおける環境負荷低減（小島） 

1-4-1. 環境負荷低減効果 

1-4-2. 二国間クレジット制度について 1-4-3. ベトナ

ムにおける大気汚染 

第２章 技術調査 

2-1. 建設業関連情報(外資規制、建設業制度等） (中村) 

2-1-1. 外資に関する規制 

2-1-2. 外資に関する優遇措置もしくは規制 

2-1-3. 建設業許可制度、条件・手続き 

2-1-4. 建築規制と建築基準 

2-1-5.不動産に関する法制度 

2-1-6. 我が国の建設投資の今後の動向 

（インフラシステム輸出戦略，平成 29 年度改訂版） 

2-1-7. 入札 

2-2. 建設業に係わる資格・就労許可ならびに教育制度

と環境汚染（中村） 

2-2-1. 技術者・技能者の資格制度 

2-2-2. 就労許可制度（外国人就業規制） 

2-2-3. ベトナムの教育制度 

2-2-4. ベトナムにおける環境汚染の現状 

2-3. インフラの整備状況 

2-3-1. 水インフラ状況（中村，南雲） 

2-3-2. ハノイ市 水質調査（南雲） 

2-3-3. 電力・情報インフラの状況（飯塚，西村） 

2-4．衛生設備 

2-4-1．給水設備（嶌田） 

2-4-2．給湯設備（嶌田） 

2-4-3．排水設備（嶌田） 

2-4-4．衛生器具（嶌田） 

2-4-5．ガス設備（嶌田）  

2-4-6．消火設備（嶌田）              

2-4-7．ろ過設備他（嶌田） 

2-4-8．配管・配管継手類（須賀・常藤） 

2-5．空調設備 

2-5-1．ベトナムのエアコン市場の概況（岩崎） 

2-5-2．熱源設備（岩崎） 

2-5-3．一般空調設備（伊藤） 

2-5-4．工場空調（伊藤） 

2-5-5. スタジオ空調（伊藤） 

2-5-6. データセンター空調（伊藤） 

2-5-7．自動制御（西村） 

2-5-8．空調配管・継手（須賀・常藤） 

2-6．電気設備（飯塚・西村） 

2-6-1. 電力の需給動向 

2-6-2．電力設備 

2-6-3. 電力料金 

2-7．建 築（飯塚） 

2-7-1．伝統建築 

2-7-2．近代建築 

2-8．施工（中村・竹田） 

2-8-1．現地の建設事情 

2-8-2．施工状況 

第３章 訪問国にみる課題と展開 （飯塚） 

終わりに（飯塚） 

◇資料編◇ 

5-1．ハノイ建築大学（松下） 

5-2．IKI CAST VIETNAM CO LTD.（常藤）  

5-3．第二タンロン工業団地（TLIPⅡ）（嶌田・中島） 

5-4．マンダリンガーデン（西村） 

5-5．VIETNAM ARMY BROADCASTING CENTER HEADQUARTERS

（飯塚・伊藤）   

5-6．Vietnam Telecommunication Authority Headquater 

Office／VNTA 本部ビル（飯塚・伊藤） 

5-7．建築部材専門販売店調査―ハノイ市内（須賀、常藤）  

5-8．バルブ（清水）   

5-9．商社の視点 (中島)   

5-10. ベトナム進出企業アンケート回答 

◇現地新聞報道 ハノイ洪水問題  

◇行程マップ・調査団メンバー 

◇引用文献・参考文献                       

   

 

 



3. ベトナムについて 

3.1 ベトナム概要 

ベトナムの概要を表１に示す。 

表 1．ベトナム概要 

国名 ベトナム社会主義共和国/SOCIALIST REPUBLIC OF 

VIET NAM 

位置 北緯 8 度 33 分～22 度 22 分､東経 103 度 27 分～

109 度 28 分 

面積 33 万 951 平方キロメートル 

人口 約 9,263 万人 

人種と民族 キン族(越人)が 90 パーセント以上を占め、ほか

華人やタイ人、クメール人など 53 の少数民族か

ら構成されています。 

政体 社会主義共和制 

首都 ハノイ 

宗教 仏教徒が 80 パーセント以上。ほかカトリックや

カオダイ教徒など。 

言語 公用語はベトナム語。 

植民地化 中国、フランス,アメリカ、日本の植民地化を経

験。  

ハノイの概要を表 2 に示す。他のアジア諸国と同様、植

民地の経験をもち、その影響(特にフランス)の文化・技

術の影響が色濃く残っている。 

表 2．ハノイ概要 

人口  739 万人(2015 年）    中心部：363 万人 

              郊外部：376 万人 

気候 亜熱帯性の温帯夏雨気候、四季あり。日本に近い 

ＧＤＰ成長率 9.2％(全国平均 6.7％） 

3.2 ベトナムの水インフラ 

国民 1 人当たりの水資源量は 10,082m3／年（日本の

2.9 倍）と、カンボジア，マレーシア，ミャンマー，イ

ンドネシアに次いで豊富である（図 3 参照）。 

 
図 3 アジア国別 一人あたりの水資源量 

ベトナムは、経済成長は著しいが水インフラ(普及率)

はまだまだ未整備である。水道普及率が 22％、下水道普

及率が 18.0％である(図 4)。 

 

 

図 4．ベトナムの水インフラ 

 

図 5．アジア各国の一人あたりのＧＤＰ（米ドル／人） 

 

図 6．アジア各国のＤＧＰ推移 

ベトナムの一人あたりのＧＤＰは、アジアの多くの国

と同様少ないが (図 5)、経済発展が目覚ましく、ベトナ

ムも毎年 6～8%前後の伸びを示しており、将来性が高い

(図 6)。 

3.3 ベトナム人の平均年齢 

ベトナム人の平均年齢 2015 年時点で、31 才で日本の

４６歳を 15 歳下回る。若い人に支えられている国である 

（ラオス２２歳、カンボジア２４歳、フィリピン２４歳、

インドネシア２８歳、ミャンマー２８歳、マレーシア 

２９歳、タイ３８歳）。 

 

 

 

 

 

 

 



4. 衛生設備 

4.1 給水設備（担当：嶌田） 

ベトナムの直轄5都市（ハノイ、ホーチミン、カント

ー、ダヤン、ハイホン）の浄水場は2015年で、55カ所、

浄水能力は3,200,000m3/日である。全体水源の65％は表

流水、35％は地下水であるが、急速な都市化と未整備な

下水処理の影響で水質が悪化していると報告されている。

ハノイ市における主要な浄水場は13カ所存在し、合計水

供給能力は900,000m3/日である。配水網の老朽化により、

無収水率は26％と高く、対策の検討がなされている。無

収水率は水道システムがどれだけ適正に管理されている

かを映し出す数字である。低ければ低いほど、優れた水

道事業が運営されていることになる。 

またハノイでは、水源を地下水依存から表流水へ切替

て2020年までに水道普及率100％を目指すという方針が

出されている。その水質基準は中心部、郊外という枠を

なくし飲用に適合させるとしている。都市部、工業団地

において断水はそれほど多くない状況である。 

 現状では、給水は井戸水利用が多く、飲用に適してい

ないため、調査施設では給水（上水・工業用水）の1系統

の供給であった。給水方式は、工業団地ではRC地下式受

水槽に貯留後加圧給水ポンプユニットによる加圧給水方

式であった。受水槽と消火水槽の兼用は認められており、

吸込み配管の深さにて消火用水の確保をしている。 

また一般的は高置水槽方式が普及しており、市内の低

層住宅の屋上にはSUS製の円筒形のタンクが数多く設置

されていた。視察した物件では、RC地下式受水槽＋縦型

揚水ポンプ＋FRP製高置水槽の組み合わせであった。停電

が年数回あるため、非常用発電機による稼働も可能とな

っている。 

 なお飲み水はペットボトル、ウォーターサーバによっ

ているが、空港には水飲み器が設置されていた。 

配管材料としては亜鉛めっき鋼管(GI)、塩化ビニル管

(PVC)、ポリプロピレンランダム管(PP-R)、ステンレス

鋼管(SUS)が用いられ、埋設配管では高密度ポリエチレ

ン管(HDPE)も用いられている。ASTM規格、ANSI規格、

BS規格、JIS規格などの規格の材料が用いられている。 

    
図7．給水ポンプ・下部受水槽揚水ポンプ 

（IKI CAST VIETNAM 鋳物工場）（マンダリンガーデン 高層マンション） 

図8 給水設備 水槽、ポンプ、配管（1） 

   
給水ポンプユニット・下部躯体水槽  

     給水ヘッダ（タンロンⅡ工業団地TOTO工場） 

  
揚水ポンプ・左躯体水槽  高置水槽（放送センター） 

  

冷却水処理装置（放送センター） 

低層用高置水槽（データセンター） 

     

高置水槽（ハノイ市内）  水飲み器（ノイバイ空港） 

図8． 給水設備 水槽、ポンプ、配管（2） 

 

4.2 給湯設備（嶌田） 

 温暖な気候なため、局所式給湯方式が主流である。一

般家庭、マンション等は、貯湯式電気温水器を用い、シ

ャワー、浴槽、厨房等に供給されている。ホテル・工場

等では、ボイラーによるセントラル方式も普及している。 

 ベトナムの一般家庭では、8 割以上の家庭には浴槽が

無く、浴槽のある家庭でも浴槽に湯を溜めて入浴はせず

に、シャワーのみで済ませるシャワー浴が主流である。 

ハノイ市での給湯方式は貯湯式が一般的であり、シャ

ワーを利用する前に給湯器の電源を入れ 本体内タンク

に約50℃のお湯を沸かして貯湯した後に、シャワー利用

時に水と混合させて使用している。これは、ハノイ市は

冬季があり、冬季において瞬間式では快適な温度の湯を

供給できないためとされている。入浴の頻度としては、

ほぼ毎日入浴しており、夏季、乾期、雨季の温暖な気候

の季節には１日あたり2回入浴することもあるが、冬季



には入浴回数が減少する。また北東部の住宅の屋上には

太陽熱集熱パネルが多く設置されていた。 

宿泊したホテルでは給湯温度は適温（45～50℃程度）

となっており、レジオネラ属菌対策としての60℃維持が

取られていなかった。 

     

  

 給湯器（市内店舗にて） 給湯器（IKI CAST VIETNAM）    

太陽熱集熱器（住宅） 

図9．給湯機器類 

 

4.3． 排水設備（嶌田） 

 2013年9月時点で、運転中の下水処理場は、21 箇所、

処理能力はおよそ460,000m3/日である。2012年での下水

発生量は、都市人口2,836 万人に対して上水給水量100 

L/人・日を見込むと、およそ280 万m3/日の汚水が発生

している。既存の下水処理能力は460,000 m3/日であり、

計算上の汚水処理率は16%である。家庭やホテル等の生

活排水に対してはセプティックタンク（Septic tank 腐

敗槽）の設置が義務付けられているが、タンク内に溜ま

った固形汚泥が放置され生活排水がそのまま川や湖に流

れ出ているものが多い。1 人当たりの平均汚水量は、ハ

ノイ市、ホーチミン市等の大都市で225 L /日、他の都市

で121 L/日であり、その内訳は、家庭汚水(70%)、公共、

商業・小規模事業場(20%)、及び地下水(10%) である。 

約10年前に竣工した工業団地では、セプティックタン

クで処理後上澄みを工業団地内の排水処理にて浄化し河

川系統へ放流していた。昨年竣工した工場では一般生活

排水系統、生産排水系統、雨水系統と3系統に分けて排

水されており、生活排水は浄化槽にて処理し、生産排水

も処理後、工業団地内の排水処理施設へ排水されていた。 

配管は、屋内分流式、屋外桝にて合流が一般的である。 

 水道水が安価なため、環境認証をとる建物以外、雨水

利用は行っていない。市内の道路は雨水排水設備の整備

が悪く、雨期になると水没することがあるとのことであ

った。 

   

（IKI CAST VIETNAM）   浄化槽（TOTO工場） 

セプティックタンク 

  

浄化槽（TOTO工場） 

   

排水ストレーナ（マンダリンガーデン）  

  PS内配管・屋上通気管（データセンター） 

  

排水目皿（ホテル）   道路側溝（市内） 

図10.排水設備の状況 

 

4.4. 衛生器具設備（嶌田） 

大便器は洋風ロータンク型で、ハンドシャワーが設置

された大便器も多く、洗浄便器代替のように使用してい

る。便座は樹脂製の普通便座（暖房機能・洗浄機能無し）

がほとんどであった。洗浄便座はTOTOベトナム工場と、

邦人向けマンションにて見られた。紙巻き器は大型が流

通している。また地方では、和便器も使用しているとの

ことであったが、実際には確認できず、移動中のバスの

中から店先においてあるのが見られた。 

ホテルを除き、洗面器は給水のみの単水栓であった。

自動水栓も普及し始めている。ハンドドライヤ―も多く

見られた。シャワー浴が多く、湯を張る文化がほとんど

ないため一般家庭に浴槽は設置されていない。空港やホ

テル等では車椅子対応便所も設置されていたが、オスト

メイト対応設備は調査範囲では見当たらなかった。 



   

図11.多目的便所（空港） 

   

図12．大便器（TOTO工場） 

図13.大便器・散水栓（邦人向けマンション） 

  

図14,大便器・洗面器（LOTTE CENTER HANOI） 

   

図15.大便器・手洗器・小便器（マンダリンガーデン） 

     
図16.大便器・小便器（飲食店） 

     

図17. 大便器・小便器・手洗器（物販店） 

 

4.5. ガス設備（嶌田） 

 ガスは日本のような都市ガスのインフラは整備されて

おらず、LPGボンベまたはバルクタンクで個別供給であ

る。ガス設備においては、LPGが主流だが、工業団地に

よっては、CNG（天然ガス）も若干普及し始めている。

ただし、年に数回供給停止となることがありためLPGバ

ルク供給設備を備えた場合、発熱量が違うため空気を混

入しながら使用している。ノイバイ工業団地のIKI 

CAST VIETNAMでは、45㎏のLPGボンベを組み合わせ

て供給していた。 

  

ガスボンベ（IKI CAST VIETNAM）ガスバルク（TOTO工場） 

図18.LPGバルクタンク、LPG配管 

 

5. 空調設備 

5.1 ベトナムのエアコン市場の概況（岩崎） 

東南アジアの人口は、2020 年には７億人に達すると推

測されている。経済開発に伴い中産階級の人口が急拡大

し、この地域におけるエアコン市場の発展を推進する基

盤となっており、年平均 5.6％増加している。ベトナム

は年 7％の増加と も有望で戦略的な市場と見なされて

いる。ベトナムのエアコン市場は 2016 年時点で 1300

億円を超え、2020 年には 2000 億円ほどに拡大する見通

しである。拡大が予想されるベトナム市場を重視して、

エアコンの大手メーカーが目下ベトナムに拠点を設けよ

うとしている。ベトナムの平均ルームエアコン（RAC）

世帯毎普及率は、2017 年で約 17％と 20％近いレベルだ

が、都市部では既に 40％を上回っている。これからが本

格的な普及期で、更に需要が拡大する見込みだ。 

 

図 19. ベトナムの冷凍機市場の変化 

ベトナムの南部では、一年中 RAC の需要があるが、

北部では、4～6 月だけが RAC 販売のピーク・シーズン

で、7 月以降は販売が著しく低調になる。しかしながら、

近年は生活水準が改善されたので、北部地域でさえ一年

中 RAC が販売されるようになり、RAC 市場における天

候の影響が少なくなっている。南部ホーチミン市の年間

平均気温は 30℃を超えるので、冷房専用の RAC が市場



だが、北部のハノイ地方では 11～3 月の間は朝夕の気温

が比較的低いのでヒートポンプ機の需要がある。 

 ベトナムの RAC 市場には未だ小規模であるがウィン

ド型エアコンは存在し、スプリット型のペア機が一般的

である。ベトナムの部屋は全般的に小さいので、1 馬力

の壁掛型 RAC が特に好調である。居間では、1.5～2 馬

力レンジが広く使用されている。 

 ベトナムでは、月収の 30％が電気代に消えるとされる

ほど電気代が高いので、ベトナムのユーザーはインバー

ター機を好む。インバーター機は、インバーター機能の

ないものに比べて、省エネ性能は 30％高い。ユーザーは、

エアコンを大型で耐久性のある家電品と見ており、高級

品、特にダイキンやパナソニックなどの日本ブランドに

対する人気が高くなっている。 

 競合状況はダイキンとパナソニックがベトナムの

RAC 市場をリードしている。両社の合計市場シェアは半

分以上を占めており、東芝キャリアと三菱電機、韓国の

LG とサムスン電子、スウェーデンのエレクトロラック

スが追従している。 

 ベトナム経済の急速な発展に伴い、不動産業界が驚く

ほど急成長した。2000 年頃の中国のように、ベトナムで

は建設現場が数多く見られる。不動産業界の急成長によ

って、空調・冷凍業界において巨大な需要が創出された。

ホーチミン市の南部は、同国の重要な商業センターであ

り、ベトナムのエアコン市場の約 30％を占めている。中

部ベトナムには観光都市が沢山あり、多くのプロジェク

トがあるため、業務用エアコン業界にとってビジネスチ

ャンスが多い。 

 業務用エアコンの中では、ビル用マルチエアコン

（VRF）が約 20％を占めている。東南アジアで 大の市

場規模と 大の潜在需要がある。ベトナムの VRF 市場

規模は 1 万 6 千台と推測される。 

 冷媒（R32）エアコン市場の動向に関しては、ベトナ

ム政府が R22 冷媒エアコンを 2030 年までに段階的に廃

止する方針だが、スプリット市場の R22 比率は既に約

20％まで低下。2014 年にダイキンが R32 機の販売を開

始し、パナソニックや東芝キャリアも追従、2017 年の

R32スプリット市場は約80万台で、R32比率は約40％。

主にパナソニックとダイキンが市場をリードしている。 

 
図 20. ベトナムにおける用途別のエアコン需要の変化 

 エアコンは、人々の生活や仕事での環境を改善し、現

代社会発展のシンボルの一つとなっている。東南アジア

における経済成長が生活の質を向上させている。巨大な

エアコン需要が生じる。 

 シンガポールの繁栄は、エアコン業界の存在なしには

達成出来なかった。その他の東南アジア各国がシンガポ

ールのレベルに到達したと想像すれば、東南アジアの巨

大な潜在需要が非常に明確になってくる。よって、ベト

ナムは、この地域における『新星』と言える。 

5.2. 熱源設備(岩崎) 

2017年の世界の冷凍機需要は77億米ドルに達し、2016

年度に比べて 2.7％増加した。主要なチラー市場は中国、

欧州、米国で、それぞれ世界市場の 30％、18％、15％を

占めている。 

 一方、東南アジアは非常に有望な市場で、経済発展と

共に鉄道及び空港などへのインフラ投資が増えている。

ベトナムでは沿岸の都市は、貿易ユーザーなどのプロジ

ェクトが増えており、大容量のチラー（ターボ冷凍機、

水冷スクリュー冷凍機等）の商品化が急速に求められ、

高効率な機器のニーズが高まっている。 

 

 図 21. ベトナムの冷凍機市場の変化 

図 21 に示すように、ターボ冷凍機は年々増加しており、

米系の主要４社 ヨーク（ジョンソンコントロールズ）、

トレイン（インガーソル・ランド）、キヤリア（ユナイ

テッド・テクノロジーズ）、ダイキンアプライド（前マ

ッケイ）がターボ冷凍機市場を支配している。トレイン

は冷媒 R123 を廃止、R134a を減産し R514a 冷媒を推

し進めている。キヤリアは低価格で市場をカバーしてお

り、ヨークも低価格、短納期で製品を供給している。 



  

図 22. データセンターに設置されたターボ冷凍機 

（キャリア製） 

図 22 はデータセンター電算室の空調用熱源のキヤリア製

ターボ冷凍機（型番：30XW－V0880－0032）である。冷媒

は R134a で 246kWｘ4 台設置している（二次側の電算機室

用の床置き下吹き空調機もキヤリア製）。 

ヨーク、ダイキンアプライドは磁気軸受ターボ冷凍機も展開

しており、ヨークは市場に冷媒 R123zd の YZ チラーを展開し

ている。ベトナムではコンサルにアプライドシステム全体の設

計支援が求められ各社、コンサル営業の強化を図っている。

水冷スクリューチラーは、小・中容量のターボ冷凍機の代替

として使用されている。参入メーカーは、キヤリア、トレイン、

ダイキンであり市場は伸びていない。キヤリアはノンインバー

タ（３０ＸＷ）がベースで販売している。図 23 は、第二タンロン

工業団地内にある TOTO ベトナム内にあるダイキン製の水

冷チラーである。 

 

図 23. 水冷チラー（ダイキン製） 

 

空冷チラーは、空冷スクリューチラーと空冷スクロールチラ

ーに分けられる。空冷チラーの寿命期間内の総コストは、一

般的に水冷チラーよりも安いと言われている。ベトナムでは、

水冷チラーより空冷チラーの方が販売台数は多い。又、2016

年はスクリューがスクロールより販売台数は多かったが 2017

年以降は逆転している。（図 2-5-3） 

空冷スクリューチラーは、トレイン、ヨーク、ダイキンが参入

しておりトレインは低コストの RTAC を展開しており、ヨークは

市場に VFD スクリュー圧縮機のチラーを販売している。 

空冷スクロールチラーは、キヤリア、トレイン、ダイキンが参入

しておりキヤリアはポンプ内蔵の空冷チラーを訴求し、トレイ

ンは CGAH、CGAP 製品を低価格で販売している。 

  

図 2-5-6 キヤリア製空冷チラー  

    図 2-5-7 ダイキン製空冷チラー 

 

5.3. 一般空調設備(伊藤) 

 今回のハノイ調査では、様々な用途の建物を見学する

ことができた。オフィス、高層住宅、工場およびデータ

センター、放送センターが調査対象となり、それぞれの

用途ごとにハノイにおける 新のまた 先端の建物と位

置付けることができる。空調設備に関する報告は、それ

ぞれの建物用途とそれに伴う空調スペックおよび空調シ

ステムも異なることから、従来の設備分類ごとではなく、

空調用途ごとの整理とする。 

（１）オフィス空調 

ハノイ駅前の「TNR TOWER」 16 階にテナントで入

居している、日建設計ハノイオフィスを訪問した。図 24

のようにモジュール天井に合わせた角型アネモによる吹

出し、HS による吸込みとなっている。 

  
図 24. 日建設計ハノイ事務所 

（２）集合住宅 

ベトナムでも有数の企業である HOA PHAT（フォア 

ファット）グループが建設した 21～30 階建ての高層集

合住宅 9 棟を中心とする複合施設「マンダリンガーデン」

（図 25）を見学した。集合住宅部分は入居者ごとにルー

ムエアコンを設置し、共用部以外の住居向けセントラル

の空調設備はない。低層部は商業施設、フィットネスク

ラブなどがテナントとして入居しており、図 25 のように

施設全体を一元管理・監視する中央監視室を備えている。 

  

図 25.高層集合住宅を中心とする複合施設 

「マンダリンガーデン」 



  

図 26. 中央監視室空調吹出口、低層部パッケージ室外機 

マンダリンガーデンの地下は駐車場になっていて、

CO2 濃度による換気設備の制御が行われていた。図 26

（左）は換気設備の給気ダクトの設置状況であるが、吹

出口と消火配管が干渉しており、設備の取り合い調整が

十分に行われていない模様だ。図 26（右）は同じ地下の

換気設備機械室でのファン廻りでファンの大きさに比べ、

スプリング防振が小さく見える。ダクトの吊り、および

架台についても振れ止めはほとんど考慮されていない。 

   

図 27. 地下駐車場換気設備給気ダクト、換気ファン 

 

5.4. 工場空調(伊藤) 

（１）IKI CAST VIETNAM（伊藤鉄工、伊藤鋳造鉄工所） 

  

図 28.IKI CAST VIETNAM 外観（左）、工場内鋳物工程（右） 

 図 28 は、伊藤鉄工（株）と（株）伊藤鋳造鉄工所の共

同出資で、10 年前に操業を開始した鋳物を中心とした工

場の IKI CAST VIETNAM の内・外部写真である。ハノ

イ近郊のノイバイ空港近くのノイバイ工業団地内にあり、

立地に恵まれている。工場内は高温の工程や炉が設置さ

れているため、電気室以外は空調されていなかった。プ

レゼンを受けた会議室は、TRAIN 製の エアコンが複

数台設置されていた(図 29)。 

   

図 29. IKI CAST VIETNAM 打合せ室 

エアコン室内機（左）、電気室向け室外機（右） 

（２）TOTO ベトナム第 3 工場 

  

図 30. 第 2 タンロン工業団地（左） 

TOTO ベトナム第 3 工場外観（右） 

   

図 31. 3 階未実装エリア（左）、長さ 120m の窯 

 TOTO ベトナム第 3 工場は、2018 年 3 月に操業を開

始したばかりの 新鋭工場である。ハノイから約 1 時間

半の距離にある主に日系企業が入居している第 2 タンロ

ン工業団地内にある。工場は 88m×280m の大きさの 3

階建てであり、全世界の TOTO 工場の中でも 大規模と

のことである。長さ 120m の窯が設置されているため、

このような大きさが必要とのことであった。 

工場内は全体空調とスポット空調の併用方式となって

いる。図 32（左）は、成型工程の空調給気ダクトおよび

吹出口となり、温度 30℃湿度 70％RH で制御されてい

る。これは、全世界共通の基準で も歩留まりの良い条

件とのことである。すべての製造品にはバーコードが着

けてあり、製造時の温度、湿度データを参照できるとの

ことであった。 

作業員のいるエリアは各自にスポット空調が設置され

ており、作業の快適性に配慮されている。各スポットに

は冷水が供給されており、FCU 方式となっている。 

  

図 32. 乾燥工程空調給気ダクト(左)、 

検査工程スポット空調(右) 

  

図 33.空冷チラー設置状況 

 



 全体空調およびスポット空調用の熱源は空冷チラーで

あり、ヘッダから中 2 階の空調機および各スポットへ冷

水が供給されている（図 33）。また、乾燥工程用に温水

ボイラーと専用の AHU が設置されていた（図 34）。加湿

は水スプレーで、室内空気の集塵効果も目的としている。

だが、70％までは加湿が乗り難く、蒸気加湿も検討して

いるとのことである。 

  

図 34 温水ボイラー（左）、AHU（右） 

 工場内のミーティングルームなどの居室は、それぞれ

エアコンがついており、マルチタイプではなくセパレー

トタイプの室外機が個別に設置されていた。メンテナン

スや故障対応とのことである。 

   

図 35. ミーティングルーム(左)、室外機(右) 

  

図 36.TOTO ベトナム塗装工程（左）、 

塗装ロボットブース（右） 

  
図 37. 塗装ブース局所排気設備（左）、 

排気処理設備（右） 

 塗装工程は、図 36 のように人が行うものとロボットに

よる自動塗装機の両方が導入されていた。図 37 のように

どちらにも局所排気が接続され、排気処理装置が屋外に

設置されている。 

 

5.5.スタジオ空調（ベトナム防衛省放送局本社）(伊藤) 

 日建設計ハノイ事務所が設計および PM として管理し

ている物件として、施工中の現場を見学することができ

た。その一つが国防省の放送センターで、スタジオおよ

び放送施設のある高層ビルである。建築をはじめ施工は、

国防省の系列となるローカル企業とのことである。 

  
図 38. 防衛省放送センター施工現場 

 図 39 は、基準階の空調設備で、用途は分からなかった

が、オフィス系統の部屋と思われる。天井隠ぺい型のパ

ッケージ空調機とニューホープ型のフレキシブルダクト

およびブリーズライン用吹出口BOXの施工状況である。

室内負荷が大きいのか、吹出口の数がかなり多くなって

いる。室外機はガラリ開口に面した機械室に設置され、

ショートサーキット 防止用のダクトが取り付けられて

いた。ただ、今回調査した建物全般に見られたことだが、

スタジオもある放送センターという、音、振動を嫌う建

物であるにも関わらず、室外機の 防振は一応ゴムが敷

かれている程度で、未対策とも思われる状況だった。 

    

図 39. 天井隠ぺい型パッケージ施工状況、室外機(右) 

    

図 40. 放送設備ラック(左)、室内床置きパッケージ(右) 

    

図 41. スタジオ内観(左)、同天井設備(右) 

 図 40.は放送設備機器室で、かなりの熱負荷の発生が

想定され、複数台のパッケージ型空調機が設置されてい

た。この場合も床に防振ゴムを挟むだけの設置で、転倒

防止もその必要がないのか見当たらなかった。 

 図 41 は施工が完了しているスタジオである。他の施工



中のスタジオを見ると二重壁になっており、高い防音レ

ベルの設計であることが分かる。天井には多くのバトン

とスポットライトが着けられ、空調空気の到達距離を稼

ぐノズル型吹出口となっている。 

 図 42 は屋上の熱源機器である。大空間で熱負荷の大き

いスタジオ用と思われる空冷チラーが設置されていた。

クーリングタワーもあったが、どの熱源機に対応してい

るかは不明だった。 

    

図 42.屋上設置空冷チラー(左)、クーリングタワー(右) 

 

5.6.データセンター空調(伊藤) 

VNTA （ VIETNAM TELECOMMUNICATION 

AUTHORITY HEADQUATER OFFICE）ベトナム通信

省本部ビルのデータセンターが図 43 で、施工中を見学す

ることができた。8 階までの旧本部ビルの躯体を残して

スケルトンの状態からリニューアルし、その上部に新た

に高層階を建てる設計とのことで、旧本部建物を生かす

計画が評価され、日建設計がコンペで設計を受注し PM

を行っている。外観は 2 重構造の様子を表し、窓には ル

ーバーがデザインされている。 

  

図 43. 施工現場外観(左)、同 1 階ロビー(右) 

 

 図 44 はメインとなるサーバールームで、一部ラックも

搬入されている。床吹出し空調方式で、隣室の空調機械

室との壁の上部をガラリにして還気口としている。仕上

げはどのようになるか不明だったが、現状では天井がな

く断熱のウレタン被覆が露出されていた。図 45 は空調機

械室で、上吸込み下吹出しの AHU が連立している。右

の写真では、 上部にサーバールームからのレタンガラ

リが見られる。 

    

図 44. サーバールーム床吹出口およびラック設置状況 

    

図 45. サーバールーム用下吹出 AHU 

 図 46、47 は、8 階の旧本部ビルと高層部との中間階に

ある熱源機械室である。サーバールーム用の冷水を製造

するターボ冷凍機が 4 台設置されていた。冷水配管の保

温は、GW（グラスウール）＋ラッキングではなく、ゴ

ム発泡系の黒色の断熱材を巻き、仕上げは行わないよう

である。ポンプはかなりしっかりとしたスプリング式の

防振台で設置されていた。 

 図 48 は、屋上の機械設置状況になる。狭い空間にクー

リングタワーおよびパッケージ室外機が連立している。 

   
図 46.サーバールーム向け熱源機械室 ターボ冷凍機

(左)、冷水送水ヘッダ(右) 

   

図 47.サーバールーム向け冷水ポンプ、冷却水ポンプ 

    

図 48 屋上設置ターボ冷凍機用クーリングタワー(左)、

パッケージ室外機(右) 

 

 



6. 大学との連携 

アジア建築設備推進委員会及び調査団は毎年調査国の

主要大学を訪問し、建築設備のキャリキュラムの聞き取

りを行い、建築設備や環境対応などのディスカッション

をして今後の連携を図っている。今回はハノイ建築大学

を訪問した。日建設計はすでに協定企業になっているが、

明治大学は今後協定校になる予定である。 

 

 

 

 

   

図 49.意見交換の様子    意見交換参加者 

 

7. ハノイ調査にみる課題と展開（飯塚） 

今回のハノイを中心としたベトナム調査も「アジアの

給排水設備及び建築設備（空調・電気）の動向を研究し、

日本の技術・ビジネスとのコラボレーションの可能性を

探る、という目的の基に行った。 

ハノイは、発展途上国から先進国への脱皮しようとし

ている。近年、 も成長率の高い国の一つである。各国

の援助が活発で、日本も ODA を中心として活発に援助

を行っている。従って日本企業が多く進出しつつある。 

ハノイの給排水設備・建築設備の課題として、私見を

踏まえてあえて述べれば、 

①給排水インフラが主要アジア国と同様脆弱である。停

電はかなり減ってきたが時折おこる。電力料金は安価。

情報インフラに関しては、他のアジア諸国と同じよう

に急成長しており、かなりの国民に普及していると思

われる。携帯という無工事の産物はどこの国でもすば

やく普及するようである。 

② 技術基準はある程度整備されてきているが更なる整

備が必要。給排水設備・建築設備の技術のレベルＵ

Ｐが望まれる。 

③ 省エネ技術に対する意識が芽生え始めている。 

④ 国民総生産が低く、経済的に豊かな国とは言えない

が、経済成長率は高い。 

⑤ 経済力が備われば日本の建築設備技術は大いに必要

とされると思われる。 

 

などが挙げられる。 

ハノイはアジアの中では高い経済発展率を誇る国であ

り給排水・建築設備の技術はアジアの中では高い方であ

るが、まだ、レベルが高いとはいえない。ベトナムの給

排水(電気・空調)インフラ・技術事情を調査すると、日

本の技術の活用が望まれる時が近いこと、実際に導入が

多くなってきていることが見受けられる。これからの積

極的なコラボレーションは双方に有益と考える。 

 

終わりに 

 第 8 回の「アジア建築設備推進委員会」の調査先とし

て、7 年前のベトナムのホーチミンに続き、ベトナムの

ハノイにて調査を行った。今回は祭日を含む実質 4 日間

の調査となり、充実した調査となった。8 回目の調査で

あるので 1 回目から 7 回目の調査方法の経験を活かし、

事前調査と現地のネットワーク事前構築を重視した。そ

の過程で、以下の方々に大変お世話になった。 

 

① 大学での建築設備教育の内容をご説明頂いたハノイ

建築大学副学長、国際教育連携機関部門長 リー・チ

ェン・タン先生他同大学の先生方。 

② ハノイ建築大学との面談及び同大学調査の調整をし

ていただいたハノイ建築大学建設技術移転＆コンサ

ルティング事務所在日代表 ブイ・マン・ハー氏。 

③ 事前調査の段階でベトナムの規準・技術などの知見

をいただき、タンロン工業団地調査の調整をいただ

くなど、多くのお骨折りをいただいた、 

キンデン・ベトナム・カンパニー・リミテッド

（Kinden Vietnam Co., Ltd） 

久保河内 収 社長 他同社の方々。 

大気社ベトナム 野口 泰志 技術部長 他同社の

方々。伊藤鉄工（IKI）ハノイ工場設備のご説明とご

案内を頂いた伊藤鉄工（IKI）ベトナム 伊藤 光男 

社長他同社の方々。TOTO ベトナムハノイ工場をご

案内いただいた TOTO ベトナム 田原 裕之 副社

長他同社の方々。ベトナム防衛省放送局本社ビル

（VIETNAM ARMY BROADCASTING CENTER 

HEADQUARTERS）、VNTA 本部ビル(VIETNAM 

TELECOMMUNICATION AUTHORITY 

HEADQUATER OFFICE)の現場調査の調整をして

いただいた、日建設計ハノイ駐在所 髙梨 基久 

所長他同所の皆様 

お世話になったすべての方々に御礼が申し上げられ

ず恐縮ですが、各位に紙面を借りて御礼申し上げま

す。 

 

 

 

 

 



今回も建築設備の広範囲にわたり、かなりのレベルの技

術報告ができたことは多様な視点と資質を有した調査団

員の参画と上記の皆様の御支援の賜物と思っている。来

年度も充実したメンバーで調査を行い、アジア建築設備

の研究が点から線、線から面になり、具体的な成果を上

げることを願っている。 

 

今後は、 

８年間（8 回）アジア各国の連携を通して得た知見を

基に、総括して社会還元することが重要と考えている。 

 そのためにポシティブなアクションを行っていくこと

を考えている。 

アジア建築設備推進委員会は更なる活動を行ってまい

ります。ご相談や参加ご希望の方はアジア建築設備推進

委員会へご一報ください。 

 

＜調査団メンバー＞ 

坂上 恭助  (前会長) 明治大学 教授 
飯塚  宏      (委員長、団長) ㈱日建設計 
小島 邦晴  (副団長) ㈱共立エステート 
須賀 良平  (副団長) クボタシーアイ㈱ 
中村 勉    (副団長、編集長) 須賀 工業㈱ 
伊藤 修一  (編集長) ダイダン㈱ 
中島 淳   (幹事）住友商事マシネックス 
常藤 和治    (委員) オーエヌ工業㈱ 
清水 文泰    (委員) 総合バルブコンサルタント㈱ 
南雲 一郎    (委員) ジャパン・エンヂニアリング㈱ 
衣斐 輝夫    (委員) 橋本総業㈱  
鈴木 了   (委員) 橋本総業㈱  
藤田 清人    (委員) ＮＰＯ給排水設備研究会 会員   
岩崎 真樹雄 (委員) 日本冷凍空調工業会 
村川 三郎  （委員）広島大学 名誉教授 
松下 幸之助 （委員）島根大学 教授 
竹田 喜一    (委員) 須賀工業㈱ 
西村 和彦   (委員) アズビル㈱ 
池田 和正  (委員) テラル㈱ 

      以上19名 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ＶＮＴＡ現場前      ホーチミン廟前 
 

 

   


