
スマートラボシステム


IoTで研究施設・実験設備機器等を一元管理
快適性や安全性を追求しながら同時に省エネを実現する
ラボのスマート化システムです。
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様々な実験設備を最適化する

ヒュームフードを最適化する 



ヒュームフード等の排気設備、空調設備、

オリエンタル技研工業のスマートラボシステムは、

更には研究設備機器の運転状態をネットワーク経由で集中的に管理・制御します。

WEB サーバや様々な通信プロトコールへ対応したシステムを採用しており、

安全性・快適性に優れた省エネ効率の高い次世代型のスマート・ラボを実現します。

高速 VAV システムの集中管理によりヒュームフードを更に安全に・効率的に
合成実験室など、ヒュームフードを多く使用す
る研究施設の場合、全台数を常時１００％使

課題

し、一度に使用することのできるヒュームフード
の数量と風量をコントロールすることで、イニ
シャルコスト・ランニングコストの両方を大幅に

100%
稼働

100%
稼働

100%
稼働

100%
稼働

削減することが可能です。

あちらこちらで風量低下によるアラームが発報

稼働率に応じて管理

課題

使い過ぎを防止します。

別室の稼働状況が
把握できない

稼働中

高速 VAV システム

MAIL

カメラを用いたモニタリング

什器単位でのトレンド管理例



収集トレンド例

実験室まで何回も移動して確認していた機器の状態などを、居室

・温度、湿度

にいて確認できる様になり作業の効率化が行えます。

漏水検知システムとの連動

自動消火装置が作動した場

給水配管の脱離による漏

合、自動的にサッシ前面に

水を検知した場合には、

設 置 さ れ た 鉄 扉 を 閉 め、

冷却水と電源の供給を遮

VAV を全閉し、ブレーカー

断します。

を遮断することで、二次災
害を防止します。

漏水

ネットワーク上の PC やインターネットを介し

・風量

た各種携帯端末（スマートフォン、タブレット
PC 等）で各設備の状況確認や操作（設定変

・風速
・アンモニア濃度等の
ガス濃度
・各種警報

使用者がいない場合には

分けることで、ヒュームフー

転を停止し、無駄な経費

ドの異常や、サッシの開けっ

を削減します。

ルーター

場所を確認

実験動物飼育システムを最適化する

エコモニター

迅速な対応

各センサー信号（デジタル入出力、
アナログ入出力（0〜10V、4〜20mA）、バイナリー入力など




安全性
省エネ性を
更に向上
冷却水・
電源を遮断

実験動物飼育施設のモニタリング
飼育施設の稼働状況や装置の運転状態や警報の管理等を いつでも ・ どこからでも
中央監視装置やスマートフォン・タブレット等の携帯端末から確認・操作することが可

IVC ラック運転監視 App

能なため、多様化する現代のワークスタイルにもマッチしたシステムを構築できます。

オートクローズシステム
サッシを自動的に閉め運

LAN

等

局所排気監視システム

飼育施設内で

点灯・点滅等のパターンを

更等）を行うことが可能です。

Wi-Fi

・実験設備の使用状態

管理用PC

状態に応じて LED の色や

報内容と場所をすぐに確認
することができます。

・室圧

稼働中 警報状態

自動消火装置との連動

建物内では、携帯端末で警

IP カメラを活用したモニタリングシステムです。いままで居室から

トラブル時の被害拡大防止や更なる省エネを実現させるスマート機能事例

飼育装置

温度・湿度管理 App

ダクトレスヒュームフード

インターネットへの接続
はセキュリティーや通信

カメラモニタリング App

環境等により様々な形態
・長期出張中でも、施設の状態をいつでも確認

メール

局所排気装置（VAV他）

インターネット

メール

外出先で

グリーンヒュームフード

メール

NH3（アンモニア）濃度監視 App

放し等を遠方からでも容易
に確認することができます。

お客様のニーズや環境にマッチする最適なスマート化ソリューションを提案します。

研究所内で警報が発生した場合

稼働率管理で

使い過ぎを
防止




ブラウザー版エコモニター

LED での状態表示

拡張性と柔軟性に優れたシステムで、



稼働状態を見える化し

ているかがわからずに使用を開始してしまうか

稼働中

モニタリング機能を搭載した事例です。表示のほか、トレンド表示

スマートラボシステムでは、すべてのヒューム

設備の最大能力に対し、今現在どの程度稼働し

ラボ B 室

を取り付けることで、省エネ化を図ることが可能です。

フードの稼働状態を集中管理。設備容量に対し
ての使用量（＝稼働率）を見える化することで、

ラボ A 室

ケミカルハザード用の封じ込め装置に、温度や湿度、風速の連続

幅広い設備機器のスマート化に対応可能。

システム構成例

管理用PC

してしまう場合があります。その原因の多くは、

らです。

既にご使用のヒュームフードや卓上フード等に高速 VAV システム

コスト削減

空調
コスト
増大

VAV システムを導入しても、運用を開始すると

ケミカルハザード対策設備のモニタリング

導入するヒュームフードを VAV システムで制御

用できるように設計してしまうと莫大な空調設備




既設ヒュームフードの省エネ化

にて一定期間の記録を連続的に管理することが可能です。

が必要となり、イニシャルコストもさることなが
ら、そのランニングコストは膨大です。

お客様のニーズや環境に合わせた最適なスマート化ソリューションを提案

動物逃走監視 App

・警報関係はすぐにメールで連絡
（複数の人に連絡すればより確実な運用が可能）

となりますので、別途協
議が必要になります。

現在の状況を携帯
端末で把握可能

