
BSL3 lab in PI Construction Progress
パスツール研究所内のBSL3実験室の工事進捗
Date Photo Remark
5 Jan.2022 Timer for UV lamp of pass box was installed 

additionally.
パスボックスのUVランプにタイマーが追加さ
れた。

5 Jan.2022 Experimental tables were replaced.
実験台が交換された。

6 Jan.2022 Operation training of RO water system was 
done.
RO水システムの取扱説明が行われた。

7 and 10 
Jan.2022

Operation training of BSL3 lab was done.
BSL3実験室の取扱説明が行われた。



10 Jan.2022 Alarm of RO water system was improved to 
be checked in control room.
RO水システムの警報が監視室で確認できるよ
うに改良された。

12 Jan.2022 Operation training of waste water treatment 
system was done.
排水処理システムの取扱説明が行われた。

12 Jan.2022 UV lamps for lab were delivered.
実験室用のUVランプが納品された。

17 Jan.2022 No photo. Anesthesia system was delivered in Hanoi.
麻酔システムがハノイに到着した。



17 Jan.2022 Opening ceremony was done. Congratulation.
開所式が行われた。おめでとうございます。

No photo Double door autoclave does not have trial 
operation yet by Sakura's engineers. 
Engineers will come after Tet holiday.  I am 
sorry.
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パスツール研究所内のBSL3実験室の工事進捗
Date Photo Remark
2 Dec.2021 4 Incubators were delivered.

4台のふ卵器が搬入された。

2 Dec.2021 4 BSCs (Bio Safety Cabinets) were delivered.
4台のBSC (安全キャビネット) が搬入された。

2 Dec.2021 2 Freezers (-80 degree C type) were
delivered.
2台の冷凍庫 (-80度C型) が搬入された。

2 Dec.2021 Freezer (-30 degree C type) was delivered.
冷凍庫 (-30度C型) が搬入された。



2 Dec.2021 2 Refrigerators were delivered.
2台の冷蔵庫が搬入された。

3 Dec.2021 Manometers were installed. And air
cinditioning system were under test
operation.
差圧計が設置された。空調システムが試運転
中。

5 Dec.2021 Decoration panel of double door autoclave
was installed.
両面オートクレーブの化粧パネルが設置され
た。

5 Dec.2021 Shelf in animal food storage room was
replaced.
動物飼料倉庫の棚が交換された。



5 Dec.2021 Duct work except connectiong BSCs and
Isolator was completed.
BSCとアイソレーターの接続を除いて、ダクト
工事が完了した。

5 Dec.2021 Piping for chiller was completed.
チラーの配管が完了した。

5 Dec.2021 Gap between duct and wall openings are
under filling.
ダクトと壁の開口の間の隙間が埋戻し中。

6 Dec.2021 Isolation dampers for BSC were delivered.
BSC用の締切ダンパーが納品された。



6 Dec.2021 8 CO2 gas cylinders for incubator were
delivered.
ふ卵器用の8本のガスボンベが納品された。

6 Dec.2021 3 small autoclaves were delivered.
3台の小型オートクレーブが納品された。

6 Dec.2021 Shelf in storage room was replaced.
倉庫の棚が交換された。

8 Dec.2021 Louver and door for outdoor corridor was
almost completed.
屋外廊下のルーバーと扉の設置がほぼ完了し
た。



9 Dec.2021 BSC and exhaust duct were connected.
BSCと排気ダクトが接続された。

9 Dec.2021 Cage dryer (Dry heat incubator) was de-
packed.
ケージドライヤーが開梱された。

9 Dec.2021 Panel gap was caulked.
パネルの隙間がコーキングされた。

9 Dec.2021 Isolator and exhaust duct were connected.
アイソレーターと排気ダクトが接続された。



9 Dec.2021 Oxygen monitor was installed.
酸素モニターが設置された。

11 Dec.2021 Emergency shower was installed.
緊急シャワーが設置された。

11 Dec.2021 Shower was installed.
シャワーが設置された。

11 Dec.2021 Cage sink in washing room was replaced.
洗浄室のケージ流しが交換された。



15 Dec.2021 Decoration panel of double door autoclave
in lobby side was installed.
ロビー側の両面オートクレーブの化粧パネルが
設置された。

15 Dec.2021 Room pressure control was adjusted.
室圧制御が調整された。

27 Dec.2021 Chiller piping in outdoor corridor was covered
by stainless plate.
屋外廊下の空調配管がラッキングされた。

27 Dec.2021 Last door for outdoor corridor was installed.
屋外廊下の最後の扉が設置された。



28 Dec. 2021 No photo Operation training of experimental equipment
(BSC, Isolator, CO2 incubator, small
autoclave, centrifuge, cage dryer) was done.
実験機器(BSC、アイソレーター、CO2イン
キュベーター、小型オートクレーブ、遠心機、
ケージドライヤー)の取扱説明が行われた。

No photo Anesthesia system is not delivered yet.
Experimental tables are not replaced yet.
Double door autoclave does not have trial
operation yet.
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2 Nov. 2021 Storage tank of waste water treatment

system was installed in pit.
排水処理装置の貯留槽がピットに設置された。

3 Nov. 2021 Storage tank of waste water treatment
system was connected with piping.
排水処理装置の貯留槽が配管に接続された。

4 Nov. 2021 Floor tile over pit was completed.
ピット上の床タイルが完成した。
Floor has slope to floor drain.
床は床排水に向って傾きを持つ。
Also, floor has man holes in order to inspect
storage tank.
また、床は貯留槽を点検するために、マンホー
ルを持つ。

5 Nov. 2021 Warehouse and way to it were built in
outdoor.
倉庫と、その道が屋外に作られた。



5 Nov. 2021 Lighting fixture for outdoor corridor is under
installation.
屋外廊下の照明器具が設置中。

8 Nov. 2021 RO water system was delivered.
RO水システムが納品された。

8 Nov. 201 Piping for Chiller is under installation.
チラーのための配管が設置中。

8 Nov. 2021 Louver for outdoor corridor is under
installation.
屋外廊下のためのルーバーが設置中。



8 Nov. 2021 Kill tank and piping for waste water
traetment system were installed.
排水処理システムのための滅菌槽と配管が設置
された。

8 Nov. 2021 Intercoms were installed.
内線電話が設置された。

8 Nov. 2021 Sinks were delivered.
流しが納品された。

8 Nov. 201 Shelves and stools were delivered.
棚と椅子が納品された。



8 Nov. 2021 Main Cercuit Breaker was installed.
主サーキットブレーカーが設置された。

8 Nov. 2021 Epoxy paining on outdoor corridor floor was
completed.
屋外廊下の床のエポキシ塗装が完成した。

14 Nov. 2021 Installing vinyl sheet on floor was completed.
床のビニールシート貼りが完了した。

14 Nov. 2021 Isolater was delivered.
アイソレーターが納品された。



16 Nov. 2021 Lab tables were installed.
実験台が設置された。

17 Nov. 2021 Exhaust filter unit in lab is under installing.
実験室の排気フィルターユニットが設置中。

17 Nov. 2021 RO water treatment system was installed.
RO水処理システムが設置された。

17 Nov. 2021 Central supply air filter unit was installed.
中央給気フィルターユニットが設置された。



17 Nov. 2021 UPSs were delivered.
UPSが納品された。

17 Nov. 2021 Double door autoclave was delivered.
両面オートクレーブが納品された。

17 Nov. 2021 Venturi valves were delivered.
ベンチュリーバルブが納品された。

18 Nov.2021 All doors and windows were installed.
全てのドアと窓が設置された。



18 Nov. 2021 Emergency light and Fire alarm were
installed.
非常灯と火災警報器が設置された。

22 Nov. 2021 No photo PI staffs and Project member Inspected lab.
PIのスタッフとプロジェクトメンバーが実験室
を検査した。

24 Nov.2021 Chillers were delivered.
チラーが納品された。

25 Nov.2021 Isolation dampers for central exhaust filter
unit were delivered.
中央式排気フィルターユニット用の締切ダン
パーが納品された。



25 Nov.2021 Central exhaust filter unit were delivered.
中央排気フィルターユニットが納品された。

27 Nov.2021 Double door autoclave was transferred into
its room.
両面オートクレーブが室内に運搬された。
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1 Oct. 2021 Panel wall over ceiling is under installation.

天井上部のパネル壁が設置中。

4 Oct. 2021 All 4 Passboxes were installed.
全ての4台のパスボックスが設置された。

4 Oct. 2021 Floor was Cleaned up for finish.
床が仕上げのために清掃された。

7 Oct. 2021 Air conditioners were delivered.
エアコンが納入された。
Air conditioners will be installed after
completing wall panel.
エアコンは、壁パネルが完成した後、設置され
るだろう。



11 Oct. 2021 Motor dampers were delivered.
モーターダンパーが納入された。

11 Oct. 2021 Electric boxes are under installation.
電気ボックスが設置中。
Switch and electric outlet will be installed
over box.
スイッチとコンセントがボックスの上に設置さ
れるだろう。

12 Oct. 2021 LED lights were delivered.
LED照明が納入された。

12 Oct. 2021 Old finishing on external lower wall back side
was removed.
裏側の外壁下部の古い仕上げが撤去された。



13 ct. 2021 LED lights are under installation.
LED照明が設置中。

13 ct. 2021 CAV (Constant Air Volume) unit and VAV
(Variable Air Volume) unit are under
installation.
CAV (定風量) 装置とVAV (変風量) 装置が設置
中。

13 Oct. 2021 電気配線用資材が納品された。
Electric wiring parts were delivered.

14 Oct. 2021 Double door autoclave frame was delivered.
両面オートクレーブの枠が納入された。



15 Oct. 2021 Double door autoclave frame was checked by
Sakura agency.
両面オートクレーブの枠がサクラの代理店ら
よって確認された。

18 Oct. 2021 Double door autoclave frame was installed.
両面オートクレーブの枠が設置された。

18 Oct. 2021 Ventilation fans were installed.
換気ファンが設置された。

18 Oct. 2021 Electric wiring duct is under installation.
電気配線ダクトが設置中。



19 Oct. 2021 Air inlet and outlet in Autoclave room were
installed.
オートクレーブ室の給気口と排気口が設置され
た。

21 Oct. 2021 AHUs (Air Handling Unit) were delivered.
空調機が納品された。

21 Oct. 2021 Exaust fans were delivered.
排気ファンが納品された。

22 Oct. 2021 実験室周囲の壁パネルが施工中。
Panel wall surrounding Lab room is under
installation.



25 Oct. 2021 Road excavated for electric cable was paved
again.
電気ケーブル用に掘削された道路は再び舗装さ
れた。

25 Oct. 2021 Waste water treatment system was delivered.
廃水処理システムが納入された。

25 Oct. 2021 Glass for outside corridor roof was delivered.
外部廊下屋根用のガラスが納入された。

25 Oct. 2021 Electric wiring is under installation.
電気配線が設置中。



25 Oct. 2021 Vinyl sheet for floor was delivered.
床用のビニールシートが納入された。

25 Oct. 2021 Terminal air inlet and outlet (supply and
exhaust air filter unit) were delivered.
給気口と排気口(給気フィルターユニットと排
気フィルターユニット)が搬入された。

25 Oct. 2021 Supply air filter casings were delivered.
給気フィルターケーシングが納入された。

26 Oct. 2021 Air condtioner is under installation.
エアコンが設置中。



26 Oct. 2021 Glass for outside corridor roof was installed.
外部廊下屋根用のガラスが設置された。

28 Oct.2021 Electric panels and Control panels were
delivered.
電気盤と制御盤が納入された。
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17 Sep. 2021 Construction work was re-started.

工事が再開された。
Outdoor exhaust duct was completed.
外部の排気ダクトが完成した。

17 Sep. 2021 Thermal insulation around duct is under
construction.
ダクト周りの断熱が施工中。

20 Sep. 2021 Off limit to site was installed.
現場への立ち入り禁止がなされた。

20 Sep. 2021 Panel wall, ceiling and door was delivered.
パネル壁、天井、扉が納入された。



20 Sep. 2021 Passbox was also delivered.
パスボックスも納入された。

20 Sep. 2021 Panel wall base was completed.
パネル壁の基礎が完成した。

21 Sep. 2021 Panel wall work was started.
パネル壁の工事が開始された。

24 Sep. 2021 Panel wall in BSL-3 Lab room and its
gowning room and de-gowning room were
completed.
BSL-3実験室、その着衣室、脱衣室のパネル壁
が完成した。



24 Sep. 2021 Panel wall opening for double door autoclave
was completed.
両面オートクレーブ用のパネル壁開口が完成し
た。

24 Sep. 2021 One of Passboxes was de-packed.
1つのパスボックスが開梱された。
Passbox has UV lamp inside.
パスボックスは内部に紫外線ランプを持つ。

27 Sep. 2021 Panel ceiling in BSL-3 Lab room and its
gowning room and de-gowning room were
completed.
BSL-3実験室、その着衣室、脱衣室のパネル天
井が完成した。

27 Sep. 2021 Also, Panel ceiling in ABSL-3 Lab room and
its gowning room and de-gowning room were
almost completed.
ABSL-3実験室、その着衣室、脱衣室のパネル
天井もほぼ完成した。



27 Sep. 2021 One of 'D5' door for gowning room of BSL-3
lab was installed.
BSL-3実験室の着衣室用の一つの'D5'扉が設置
された。

28 Sep. 2021 Panel wall and ceiling in autoclave room was
completed.
オートクレーブ室のパネル壁と天井が完成し
た。

29 Sep. 2021 Corner parts of wall and ceiling are under
installation.
壁と天井のコーナー部材が設置中。

29 Sep. 2021 Panel ceiling support is under installation.
パネル天井の支持が設置中。



30 Sep. 2021 Panel ceiling of lobby and others are under
installation.
ロビーその他のパネル天井が設置中。
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4 Aug. 2021 Construction was stopped due to COVID-19

infection.
COVID-19感染のため工事が停止した。
But duct end was already cared by film.
しかし、ダクトの端部はすでにフィルムで養生
された。

9 Aug. 2021 Thermal insulation material was delivered.
断熱材が納入された。

10 Aug. 2021 Ground sinked due to rain.
雨のため地面が沈下した。
Here was excavated for electric main cable
and is not yet pressurized after buried.
ここは、電気の主ケーブル用に掘削され、埋め
られたあと、まだ圧縮されていない。
First aid was done after detected.
発見後、応急処置がなされた。

18 Aug. 2021 One of stainless steel duct has small rust.
ステンレス鋼ダクトの一つが少し錆びている。
When iron powder adheres on stainless steel
surface and it get rust, its rust spreads to
stainless steel.
ステンレス鋼の表面に鉄粉が付着し、それが錆びる
と、その錆びがステンレス鋼に広がる。
But this is not fatal.
しかし、これは致命的ではない。
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2 Jul. 2021 Beams which will be reinforced were pre-

treated.
補強される梁が前処理された。

2 Jul. 2021 Old finishing on external wall was removed.
外壁の古い仕上げが撤去された。

2 Jul. 2021 Wall around waste water storage tank was
almost completed.
排水貯留槽周りの壁がほぼ完成した。
Next, wall will be painted for water leakage
protection.
次は、漏水防止のために壁が塗装されるだろ
う。

5 Jul. 2021 Drainage water piping upstream side of
storage tank (Contaminated) was almost
completed.
排水貯留槽の上流側の排水管(汚染された)がほ
ぼ完成した。
Pipe material is stainless steal.
管の材質はステンレス鋼。



5 Jul. 2021 Drainage water piping upstream side of
storage tank (Contaminated) was tested by
compressed air.
排水貯留槽の上流側の排水管(汚染された)が圧
縮空気によってテストされた。

7 Jul. 2021 Supply water piping and Drainage water
piping were almost completed.
給水管と排水管がほぼ完成した。
Drainage water piping for autoclave (small
type) was cancelled.
オートクレーブ(小型)用の排水管は取りやめら
れた。
Pipe material is plastic.
管の材質はプラスチック。

7 Jul. 2021 Drainage water piping downstream side of storage
tank, Cleaning room sink and Autoclave (double
door type) were connected to existing pit.
貯留槽の下流側、洗浄室の流し、オートクレーブ(両
面型)の排水管が既存のピットに接続された。
Existing pit location is different from drawing
location (N-02).
既存のピットの位置は図面の位置と異なる。
So Piping route was changed.
よって、配管経路が変更された。

7 Jul. 2021 Piping space for Electric main cable was
almost excavated.
電気の主ケーブル用の配管スペースがほぼ掘削
された。



7 Jul. 2021 Air conditionor piping for both refregerant and
drainage were almost completed.
冷媒と排水用のエアコン配管がほぼ完成した。
Next, wall will be finished.
次は、壁が仕上げられるだろう。

7 Jul. 2021 Beams reignforcing were completed.
梁補強が完成した。

8 Jul. 2021 Internal floor base was compressed.
内部の床の基礎が圧縮された。
Next, floor conclete will be built.
次は、床のコンクリートが施工されるだろう。

8 Jul. 2021 External wall finishing is under construction.
外壁の仕上げが施工中。



12 Jul. 2021 Internal floor concrete is under construction.
内部の床のコンクリートが施工中。
Next, floor tile will be installed.
次は、床タイルが設置されるだろう。

14 Jul. 2021 External corridor floor concrete is under
construction.
外部廊下の床のコンクリートが施工中。
Chiller and BIBO (Bag In Bag Out) filter
casing will be installed here.
チラーとBIBOフィルターケーシングがここに
設置されるだろう。

15 Jul. 2021 Floor tile is under construction.
床タイルが施工中。

16 Jul. 2021 B/2 column was removed.
B/2の柱が撤去された。



19 Jul. 2021 Internal foor was completed.
内部の床が完成した。

21 Jul. 2021 All wall openings for duct was completed.
ダクト用の全ての壁開口が完成した。

21 Jul. 2021 Piping for Electric main cable was under
construction.
電気の主ケーブル用の配管が施工中。

22 Jul. 2021 Phone panel was removed.
電話盤が撤去された。



23 Jul. 2021 AHU base (foundation) was completed.
空調機の基礎が完成した。

23 Jul. 2021 External Glass roof frame was completed.
外部のガラス屋根枠が完成した。

26 Jul. 2021 Duct parts was delivered.
ダクト部材が納入された。

28 Jul. 2021 External corridor floor was completed.
外部廊下の床が完成した。



29 Jul. 2021 Duct work is proceeding.
ダクト工事が進行中。

30 Jul. 2021 Piping for Electric main cable was completed.
電気の主ケーブル用の配管が完成した。
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21 Jun. 2021 All internal wall and ceiling and floor tiles

were removed.
全ての内壁と天井と床タイルが撤去された。
Some window sashes were also removed,
and some window opening was filled by
bricks.
いくつかの窓サッシも撤去され、いくつかの窓
開口がレンガで埋められた。

22 Jun. 2021 All Air conditioner outdoor units for 3rd floor
were removed from wall.
3階用の全てのエアコン室外機が壁から撤去さ
れた。

22 Jun. 2021 Waste water treatment room floor was
opened.
排水処理室の床が開口された。
Pit was found under floor. It is not shown in
building drawing.
床下にピットが見つかった。それは、建物図面
には示されていない。

24 Jun. 2021 Floor tiles on external corridor were removed.
外部廊下の床タイルが撤去された。



25 Jun. 2021 Some wall openings for duct was completed.
ダクト用のいくつかの壁開口が完成した。
Next, External wall will be painted.
次に、外壁が塗装されるだろう。

28 Jun. 2021 Piping space for Supply water and Drainage
water was excaveted.
給水と排水用の配管スペースが掘削された。
Drainage piping made by Stainless steel is
pre-fablicated in factory.
ステンレス製の排水管が工場でプレファブ(前
加工)される。

30 Jun. 2021 Wall around waste water storage tank was
under construction.
排水貯留槽周りの壁が施工中。
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