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21CFR Part11対応DAQSTATION DX100P/DX200P
DAQSTATION DX100P/DX200P Complying with 21CFR Part11

米国食品医薬品局FDAの規制条例21CFR Part11 の要求を満たす，ペーパレスレコーダDAQSTATION

DX100P/DX200PおよびそのアプリケーションソフトウェアDAQSIGNINを開発した。セキュリティ，オー

ディットトレイル面を大幅に強化し，米国のコンサルティング会社から適合の証明を受けるに至った。医薬品，

食品業界における，品質・工程管理データの電子化を加速するものとして期待されており，既に多くの医薬品

メーカでテスト運用を開始し，一部では本格採用されている。

本稿では，21CFR Part11に適応するために要求される項目とDX-Pでの対応について述べると共に，リモコ

ン入力，およびDX-P用のソフトウェアであるDAQSIGNINを紹介する。
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図１　DX100P/DX200Pの外観

We have developed DAQSTATION DX100P/DX200P paperless recorders for pharmaceutical (DX-

P) and dedicated software DAQSIGNIN complying with the ordinance of 21 CFR Part11 regulated by

Food and Drug Administration (FDA) in America, which is the regulation for Electronic Records &

Electronic Signature. With the enhancement in security and audit trail, DX-P and DAQSIGNIN have

earned the FDA compliance statement from a consulting firm “Stelex Inc.”.  DX-P and DAQSIGNIN are

expected to accelerate the digitization of data for quality control among pharmaceutical and food

industries, and many pharmaceutical companies have employed them after trial operations.

This paper describes how DX-P can comply with the requirement of 21 CFR Part11, as well as introduce

its remote control function and DAQSIGNIN software for DX-P.

1. は  じ  め  に

フィールドのセンサ機器群がよりインテリジェント化

され，単なるデータだけでなく，異常検出や統計的解析

などの付加価値をもったいわゆる「情報」を持つように

なると，レコーダはその情報を伝達する役割が求められる

ようになった。当社が1999年に発売したDAQSTATION DX

シリーズは，この様な要求に適合したペーパレスレコーダ

である。

品質・工程管理データの電子化が困難とされていた食

品・医薬品業界においても，1997年に米国FDA（Food

and Drug Administration）より医薬品製造時記録の磁気

媒体使用に関するガイドラインとして，21CFR Part11

（Electronic records, Electronic signatures）が発行された。

今回，ペーパレスレコーダDXのセキュリティ機能を強

化することで，21CFR Part11に適応する世界初のぺーパ

レスレコーダとしてDX-Pシリーズを開発した。図1に，

その外観を示す。
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機器の操作方法の認定規約�OQ（Operational�
      Qualification）�

機器の設置方法の認定規約�IQ（Installation�
     Qualification）�

21CFR Part11に沿った製品で�
あることを説明する文書 

White Paper

内　容�文書名�

表１　バリデーションドキュメント

Webサーバ�

FTPサーバ�

モニタサーバ�

セッティング�
サーバ�

内　容�サーバ名�

本体でのキー操作と同等の操作が可能。
本体キー操作でログイン中は接続できない。�

測定データのモニタのみ可能。本体キ
ー操作でログイン中でも接続できる。�

サポートする機能�
　ディレクトリ出力（DIR）�
　ファイル取得（GET） 

本体画面イメージを表示する。画面の切
り換えのみ可能。ユーザ名，パスワード
は専用。�

表２　ネットワークサーバ機能

2. 21CFR Part11の要求項目

（1）論理的セキュリティ（Logical Security）

電子記録を生成／修正／管理／検索するシステムへ

のアクセスを，許可された個人のみに限定しなけれ

ばならない。更に，権限チェックを行い，そのシス

テムにアクセスすることが許可された個人が，アク

セス権限レベルに見合っていることを保証する必要

がある。

（2）トレーサビリティと監査証跡（Audit Trails）

電子記録になされた変更が，元々記録されていた情

報を改ざんすることがあってはならない。電子記録

を作成／変更／または削除するあらゆるオペレータ

の操作の日時を，自動的に記録する監査証跡が必要

である。

（3）記録の維持（Record Maintenance）

電子記録は，所定の保管期間中は検索が可能な方式

で保管される必要がある。

（4）電子署名（Electronic Signature）

電子記録に適用される電子署名は，紙の記録にされ

た手書き署名と同等の法的効力を持つことが，FDA

より認められている。したがって，電子記録に適用

する署名は適切に管理され，署名の偽造や他の記録

への複写を確実に防止する必要がある。

3. DX-Pでの対応

米国のコンサルティング会社であるStelex Inc.により，

DX-Pは21CFR Part11に適合していることを認証されて

いる。

（1）論理的セキュリティ（Logical Security）

DX-Pでは，ユーザ名／ユーザID／パスワードの組

み合わせでセキュリティを構築し，システムへのア

クセスを許可されたユーザのみに限定することを可

能とした。

パスワードについては，有効期限の設定を可能とし，

期限を越えて同じパスワードを使うことはできなく

している。また，誤ったパスワードを3回入力した

場合は，そのユーザのアクセス権は失効され，DX-P

の画面に警告メッセージが表示される。該当ユーザ

がDX-Pにアクセスするためには，管理者がユーザ

のアクセス権を再設定する必要がある。

DX-P本体に，最大3人のシステム管理者と30人ま

での一般ユーザを登録することができ，一般ユーザ

は自分のアクセスレベルを変更することはできない。

さらに，1500個までの過去のユーザIDとパスワー

ドの組み合わせを保存して重複を許さないことで，

個々の電子署名から，一義的に単一の個人を特定す

ることを可能としている。

（2）トレーサビリティと監査証跡（Audit Trails）

DX-Pでは，全ての警報，警報確認，エラーメッセー

ジ，機器の設定変更記録，機器の操作記録，および

ユーザ登録情報を，バイナリファイルに保存してい

る。これらの内容は，アプリケーションソフトウェ

アDAQSIGNIN を使用して見ることができるが，

ユーザや管理者が変更することはできない。温度な

どの収集データも固有のバイナリ形式で保存され，

保存された値を変更することはできない。バイナリ

データを直接変更したファイルをDX-PやDAQSIGNIN

で開こうとした場合，警告メッセージを表示しデー

タの表示をできなくしている。

（3）記録の維持（Record Maintenance）

DX-PおよびDAQSIGNINにより保存される記録は，

バックアップやデータ検索を容易にするため，バッ

チ名による管理をしている。

DX-Pでは，FTP機能を搭載することで，データファ

イルを自動的にセキュリティ管理されたネットワー

クサーバに転送することも可能としている。転送さ

れたファイルは，DX-P本体またはDAQSIGNINで

のみ見ることができる。

（4）電子署名（Electronic Signature）

DX-Pでは，3レベルまでの電子署名をデータファイ

ルに書き込むことができ，ユーザが署名できるレベ
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図２　ネットワーク環境下での使用例

図３　DX-P用リモコンの外観

ルは管理者により割り付けられる。データファイル

にユーザ登録情報を保存することで，DX-P本体だ

けでなく，DAQSIGNINからも署名することを可能

としている。

（5）バリデーションドキュメント

FDA対応の医薬品製造を行う場合に，必要となるド

キュメントを表1に示す。このドキュメントを簡素

化するツールとして，バリデーションドキュメント

を別売りアクセサリとして用意している。

4. 21CFR Part11に適合したネットワーク機能

ネットワーク機能をセッティングサーバとモニタサー

バとして分けることで，通信コマンドによる設定変更お

よび制御を行うことを可能とした。監査証跡に対応する

ため，セッティングサーバとキー操作でのログインは排

他処理とし，本体を操作できるユーザは，常に1人に限

定している。

常時接続が可能なモニタサーバを用意することで，

DX-Pの測定値をモニタリングすることも可能としてい

る。表2に，DX-Pで搭載したネットワークサーバを示す。

図2に示すように，DXシリーズから継承したWebブラ

ウザによるモニタ機能，E-mail通知機能およびFTPクラ

イアント機能を併せて使用することで，ネットワーク環境

下でのモニタリングを可能としている。ただし，DX-Pは

基本的にはClosed-networkで使用すべき装置であり，ネッ

トワーク構成にしても，DX-P本体へのアクセス権をもっ

た人のみがアクセスできるように管理する必要がある。

5. リモコンによる入力方法の改善

21CFR Part11電子署名に対応するに当たり，文字入力

方法の改善を図るため，DX-Pに赤外線リモコン機能を搭

載した。文字入力の簡便性に加え，本体キーに相当する

遠隔操作が可能となり，操作性も向上した。また，ワイ

アレス方式のため，既存DXシリーズの特長の一つであ

る前面パネル部の防塵防滴仕様（IEC529-IP65）を継承する

ことができた。図3，にリモコンの外観を示す。

リモコンは，DX-P本体の全てのキー操作を行うことが

可能である。また，機種識別用IDコードとDX-P本体側

で設定するIDコードを使用することで，最大32台のDX-

Pを操作することを可能としている。
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図４　管理ソフトウェア 図５　ビューアソフトウェア

6. DAQSIGNINアプリケーションソフトウェア

DAQSIGNINは，DX-P本体にて作成されたデータファ

イルへの電子署名を，PC上から行うことを目的とした標

準添付ソフトウェアである。このソフトウェアにより，

PC上からデータの確認，監査証跡の確認ならびにデータ

への電子署名が行えるものとなっている。さらに，リビ

ジョンR3.01からは，設定データのDX-P本体への送信機

能を付加した。本ソフトウェアは，以下に示す4つのソ

フトウェアから構成されている。

（1）管理ソフトウェア（図4）

管理ソフトウェアは，DX-P で作成されたデータ

ファイルを閲覧するためのソフトウェアである。管

理ソフトウェアでは，ユーザがファイル名を意識し

なくてよいように，データをバッチ名，ロット番号

単位で管理することで，検索性を高めている。各

バッチデータについて，その開始時刻，終了時刻，

データの改ざんの状態，電子署名の進行状況などを

確認することができる。

（2）ビューアソフトウェア（図5）

ビューアソフトウェアでは，DX-P本体で収集した

バッチデータの測定・演算データ，アラーム履歴，

メッセージ履歴，および監査証跡の確認を行うこと

ができる。また，データファイルへの電子署名の機

能を兼ね備えている。監査証跡の確認は，DX-P本体

で設定変更が行われた履歴がある場合，直接設定ソ

フトウェアを起動して，内容を確認することができ

る。また，測定・演算データ，および各種履歴につ

いては印刷やExcelデータ等への変換を行うことが

できる。

（3）設定ソフトウェア

設定ソフトウェアでは，DX-P本体で保存されてい

る設定データの確認や，設定データの新規作成がで

きる。監査証跡に対応するため，設定データの印刷

時に，設定ソフトウェアで編集されたことを判別で

きるようにしている。

（4）通信ソフトウェア

通信ソフトウェアでは，DX-P本体にネットワーク

経由でアクセスを行う。アクセスは，管理者権限の

あるユーザに限定されており，ログイン処理後，設

定データの受信，送信，および失効ユーザの初期化

を行うことができる。

7. お  わ  り  に

食品・医薬品業界向けに開発したペーパレスレコーダ

DAQSTATION DX100P/DX200Pの21CFR Part11への

対応を，中心に述べた。DX-Pは，21CFR Part11に対応

した世界初のペーパレスレコーダであり，品質・工程管

理データの電子化を加速するものとして，既に多くの医

薬品メーカでテスト運用を開始している。21CFR Part11

への取り組みが遅れていた日本国内においても，実運用

に向けて大きく動き出すものと期待している。

今後は，テスト運用しているユーザからのフィード

バック情報を反映し，食品・医薬品業界の標準ツールと

なることを目指していきたい。
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