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1. 裕幸計装株式会社 会社案内

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1.会社の概要



1-1.会社概要

商号 裕幸計装株式会社

創立 １９６３年１２月

本社 東京都目黒区

国内拠点
海外拠点

国内拠点: 東京、栃木、埼玉、横浜
海外拠点: ベトナム ハノイ（１００％出資会社）

社員数 １６０名

資本金 １億円

売上高 ３０．８億円（２０１７年５月）

主要営業品目 １．計装システム及び自動制御システムの設計、施工
及びメンテナンス

２．電気通信、防犯、防災、電気及び空調設備の設計
、施工及びメンテナンス

３．計装機器及び自動制御機器の販売
４．建築物の設計及び工事監理並びに各種設備に

係わるコンサルティング業務

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・創立54年



1-2. 取り扱い商品概要

Figure: Building Automations System Configurations

ビルディングオートメーションシステムの
設計、施工、メンテナンスを主に行って
おります。

http://www.azbil.com/products/bi/ba/index.html

パッシブセンサー カードリーダー

セキュリティシステム

中央監視システム



1-3.海外拠点

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/printpage/printp
age.php?l=/webimage/countrys/asia/lgcolor/vncolor.gif

Office in Vietnam
(No.32 Pham Huy Thong Str., Ba Dinh District, 
Hanoi, Vietnam)

創立 ２０１２年７月

主要営
業品目

・計装システム及び自動制御システム
の設計、施工及びメンテナンス
・ＦＳ、MRV支援
・JCM設備補助事業の実務サポート

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・2012年、北部ハノイに子会社として「YUKO-Vietnam」を設立。・設立以来、ハノイを拠点として、中部地域のダナン、南部のホーチミンにいたるまで、ベトナム国内で広く活動しています。・ベトナムでは、省エネルギー化を目的とした、ビルディング・マネジメントシステム（BEMS）の、設計・コンサルティング・ソフトフェア開発等の技術サポートの提供を行っています。・2012年から2015年にかけては、FS実施のお手伝いをさせていただき、2015年からはJCM設備補助事業の実施サポートも行っています。・裕幸計装がＪＣＭに携わるきっかけは、この「YUKO-Vietnam」を活性化させることが目的でした。



2. 配電網への高効率アモルファス変
圧器の導入プロジェト紹介



ベトナム南部の送配電網（南部配
電公社管轄地域）にアモルファス高
効率変圧器を導入する。アモルファ
ス高効率変圧器は、当該地域にお
いて一般に使用されているシリコン
型変圧器と比較し、無負荷損失が
大幅に低減するため、省エネル
ギーを図ることができる。その結果、
GHG排出削減が実現する。

アモルファス高効率変圧器

2-1. プロジェクト概要

ベトナム南部（ホーチ
ミン市近郊等、

南部配電公社管轄
地域）

ベトナムで初めてのアモルファス高効率変圧器導入ＪＣＭ案件（２０１４年度～２０１５年度）
※2016/05/15 プロジェクト登録

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・このプロジェクトは、環境省のＪＣＭ設備補助事業の補助金を活用し、南部配電公社と始めたのがスタートです。　※2016/05/15にプロジェクト登録が完了し、クレジット発行もなされました。（151ｔＣＯ２）ベトナム南部配電公社が購入する柱上トランスに、ＪＣＭ設備補助事業の補助金を活用し、これまでのトランス（シリコン型）ではなく、省エネルギー型のアモルファストランス導入しました。



JCM コンソーシアム

裕幸計装 (代表
事業者)

EVN SPC

THIBIDI
ベトナム企業

MOEJ

日立金属

Indirect management of  
technology installment and 
operation 

アモルファ
ス購入

納品および支援
整備

報告

報告活動

納品注文

支援OECC

環境省はEVN SPCの高効率変圧器（日立金

属のアモルファス合金使用）設置に対し購入
費の最大50パーセントをJCM補助金の提供に
より支援する。

裕幸計装はJCMコンソーシアム代
表としてEVN SPCからアモルファ

ス変圧器設置と稼働の証拠を収集
しプロジェクトの管理を行う。ま
た、JCM補助金を申請する。また
環境に対する毎年のCO2削減量年
次報告を担当する。

EVN SPCはベトナム

側コンソーシアム代
表として日立金属の
アモルファス合金使
用のアモルファス変
圧器を購入、設置し、
その稼働状況につい
て証拠記録を裕幸計
装に提出・報告する。
また年次CO2削減量

算出のために裕幸計
装に対し年次稼働記
録の報告行う。

見直し

プロジェクト設計文書
と方法論作成に対する

支援
MUMSS

GEC

2-2.コンソーシアム体制

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
OECC　：海外環境協力センターMUMSS：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社体制（スキーム）・「平成26年度JCM制度を利用したプロジェクト設備補助事業」により採択を受けた本事業では、設備・機器の導入に対する初期投資費用の1/2を上限として補助されます。・導入されるアモルファス変圧器の購入価格の最大50％が補助されました。５億×50％＝2.5億・裕幸計装とEVN SPCはJCMコンソーシアムを組み、コンソーシアム協定書に規程された各々の役務（えきむ）を遂行します。・EVN SPCは、ベトナム企業であるTHIBIDI社からアモルファス高効率変圧器を購入し、送配電網への設置・稼働・メンテナンスを行います。また設置した変圧器の各種書類を裕幸計装へ提出します。・トランスメーカーのTHIBIDI社は日立金属からアモルファス合金を購入し、コアおよび変圧器制作を一社で実施します。・裕幸計装は代表事業者として、プロジェクトのマネジメントや補助金の申請および交付に関わる書類の作成、証拠書類の収集、またプロジェクト登録に向けた各種業務を行います。



2-3. プロジェクトの拡大

EVN NPC

EVN HANOI

EVN CPC

DNPC

KHPC

EVN HCMC

EVN SPC

DONG NAI PC

JCM
PJ

会社名 稼動年 台数 容量
合計
(MVA)

CO2
削減量
(ｔCO2/年)

エネルギー
削減量
(MWh/年)

1st SPC 2015 1,618 112 610 1,078

2nd SPC 2016 2,686 215

4,404 5,880
HCMC 2016 892 329

Danag 2016 282 97

CPC 2016 981 194

3rd SPC 2017 2,570 190

2,169 4,010
Hanoi 2016 186 93

Khanh Hoa 2016-7 416 68

Dong Nai 2016-7 748 112

4th Khanh Hoa 2017-9 530 94 379 670

Dong Nai 2018-9 1,561 265 1,070 1,891

合計 12,470 1,769 8,632 13,529

ベトナム

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1ｓｔ　1,618台5億　50％・当初入札計画では、1618台のうち既存技術ケイ素鋼変圧器を812台、新技術アモルファス変圧器を806台の計画。・この購入計画へ、海外環境協力センターさん（OECC)の支援のもと、裕幸計装が2015年1月上旬にEVN SPCを訪問し、アモルファス変圧器の導入による「温室効果ガスの削減メリット」、「JCM補助事業の共同実施」、「JCM補助金による事業支援」を提案したところ、本事業の参画のメリットを感じ、事業実施に向けて両者間で合意することとなりました。・JCM設備補助事業の補助金を活用することにより、全台数アモルファス変圧器の購入計画に変更された。2ｓｔ　　4,841台24億　31.93％・ベトナムにおけるアモルファス変圧器の市場シェアは2014年時点で1％弱程度（3,000台程度）にとどまり、ケイ素鋼変圧器が市場の大半を占めていました。・2015年1月にEVNSPCにより1,618台に及ぶアモルファス変圧器の導入（平成26年度JCM設備補助事業）が実現したことにより、この実績がベトナム全土で評価され、これを機に、他配電会社でもアモルファス変圧器への関心が高まりました。・強い関心を持った、ＨＣＭＣ、ＣＰＣ、ＤＡＮＰＣに対して、実績のあるＳＰＣとともに、海外環境協力センター（OECC)、裕幸計装が数回にわたり、アモル変圧器の導入のメリットＪＣＭ補助事業の活用スキームを説明し、４社の合意を得てプロジェクト実施が実現となりました。3ｓｔ　　3,920台15億　30%・EVN HN、KHPC、Dong Nai PCの３社からJCM設備補助事業として実施していくための支援要請が日本側にありました。・ベトナム配電会社間でアモルファス変圧器のCO2削減効果、及びJCM設備補助制度の枠組みを評価したとのことです。・EVN HNによってハノイ市に導入される台数は特段多いと言えませんが、これまでの事業では中部・南部地域のみにおける実施であったため、北部地域へ温室効果ガス削減効果の高い技術を有した変圧器が導入される先行的なパイロット事業と位置づけます。・中部沿岸に位置するカインホア省においても経済区を有していることや、主要な港（ニャーチャン港、カムライン港、ヴァンフォン港）が整備されていること、また観光産業が盛んなことにより、今後更なる電力需要の増加が見込まれる地域です。そのため、本導入技術が当該地域で普及することにより、電力の安定共有に寄与することが期待されると共に、アモルファス変圧器の有用性がより示すことができる地域でもありあす。南部におけるドンナイ省においては、工業団地を有しており、本技術の普及によりさらなるCO2削減効果が見込まれる地域です。4ｓｔ　　2,091台　17.9％・第四回目となる本JCM設備補助事業では、EVNSPC、KHPC、及びDong Naiから今年も引き続き、アモルファス変圧器の普及を進める計画があることの打診を受け実施に至りました。



2-4. プロジェクトの拡大

ラオス

ウィキペディアの執筆者(Capiscuas)，2005，「Since 
the addition of the new province in end of 2013. This 
is the new updated map of Laos provinces.」，（2017
年5月14日取得）

JCM PJ 会社名 稼動年 台数 容量
合計
(MVA)

CO2
削減量
(ｔCO2/年)

エネルギー
削減量
(MWh/年)

1st EDL 2017-9 1,395 182 2,099 3,642

JCM コンソーシアム

裕幸計装
(代表事業者) EDL

THIBIDI

OECC

環境省

日立金属

導入と運用の管理を間接的に行う

発注・購入 製品納品とメンテナンス

報告

報告 管理

納品
発
注

業務支
援

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・2016年10月に海外環境協力センターさん（OECC)が、ベトナムでのアモルファス変圧器導入実績を元に、ラオス電力公社（EDL）の総裁に対して、当該技術の導入による温室効果ガスの削減メリットと、JCM補助金による資金支援の可能性を提案しました。・その結果、総裁からJCM設備補助事業への参画の意思表示と、申請準備に向けた協力依頼がありました。・その後、ベトナムでのＪＣＭ設備補助事業の実績を持つ裕幸計装が実務面でのスキームを再度説明し、最終合意にいたりました。・ラオスでは、アモルファス変圧器の導入実績はなく、また、ラオス国内には現在、アモルファス変圧器の製造基盤を持つ変圧器メーカーが存在しないことから、ベトナムにおいて高い品質能力とメンテナンス対応が可能なTHIBIDIを通じて調達することとなりました。これまでも、ベトナムのトランスメーカーの購入実績は持っていたようで、技術的な問題や調達に関する問題もスムーズに解決されたようです。

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Capiscuas


3. プロジェクトのポイント



3-1. プロジェクトのポイント

1. 購入計画がすでに作成されていた。

資金的に余裕があるならば、省エネ型の設備を導入したいと考
えているところへ、ＪＣＭ設備補助事業の提案した。

2. プロジェクトがシンプル。

設備費（変圧器のみ）のみを申請対象とし、工事費を含めない
ことで事業計画がシンプルであった。それにより関係者が少なく、
スピーディーに計画が進んでいった。
また変圧器の購入・設置計画が明確であった。

3. 方法論がシンプル。

無負荷損（電源が印可されることで発生する損失）が低減され
ることは、仕様書で確認出来るので、電圧印可時間を計測する
だけで良い。



3-2. プロジェクトのポイント

4. 周知の技術であった。
各国の電力会社内では、省エネになることは解っていたが、
コストが高いことが最大の課題であった。



4. 貢献

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
3.　持続可能な開発について



4. 貢献

1. ベトナム

ベトナムでは人口増加や経済発展に伴い、電源開発だけでなく、
送配電網の高効率化や安定的な電力供給基盤の確保が求め
られています。

ＪＣＭを活用した本事業によって、ベトナム南部を中心に電力
の配電ロスが効率的に軽減されることにより、さらなる安定的な
電力供給と経済活動の質の向上が実現することになります。

さらに、南部・中部地域の本事業の成功及び北部へのパイ
ロット事業による技術の実証結果を受けて、今後同技術の利用
がより加速することが見込まれます。



4. 貢献

2. ラオス

・ラオス政府は「第7次国家社会経済開発計画（NSEDP）2011-
2015」の電力分野の開発方針として、経済社会開発を推進する
ために国内電力向け供給を拡充すること、そして将来的には電
力輸出により「ASEANのバッテリー」となることを目指す方針を
掲げています。
また、今後、全国世帯の電化率を2020年までに90％、2025年ま
でに95％とすることを目標として掲げていますが、このため、新
たな送配電網の拡充や、安定的な電力供給のため、配電ロス
の改善が必要となっています。

今回、本事業で導入するアモルファス変圧器は、 CO2排出削
減のみならず、配電に伴う電力ロスを改善し、電力の安定供給
に貢献しております。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
送電ロス＝送電に余裕が生まれる。また、ベトナムラオスともに、既設トランスの製品品質が劣悪で、今回の事業で最新の高品質トランスを導入されたことによりその地域のトランス故障率が格段に改善されたとのことです。これは、停電が起こらなくなった、トランスの故障時の停電復旧には相当の時間が必要です、当然経済活動や生活に景況しますその部分の改善にも貢献しているのだとローカルPCの方が話しておりました。



Thank you for your kind attention!

http://www.yukokeiso.com/english/index.html

Mail: t-sugawara@yukokeiso.com

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご清聴、ありがとうございました。代表事業者として本事業を実施することは、低炭素化社会の実現に貢献することはもちろんのこと、2012年にベトナムに進出して6年、本事業の形成、実施にあたり多くの団体、企業様からのサポートを得て、今後の海外展開の足掛かりとなっています。
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