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21 CFR Part 11（電子記録・電子署名）の概要とその取り組み
The Outline of 21 CFR Part 11 (Electronic Records; Electronic Signatures)

and Our Approach to it

1997年 8月，FDA（米国食品医薬品局）は医薬品業界からの要請を受け，電子記録･電子署名に関する新しい

規則を発効した。連邦規則第21条第11章（21 CFR Part 11，以下Part 11）と称する規則で，これによりコン

ピュータシステムが一定の要件を満たすことにより，「電子記録･電子署名」が従来の「紙の記録」及び「手書

き署名」と同等と見なすことが可能となった。

当社は，いち早くPart 11への取り組みを開始し，条文解釈を始め製品仕様に至るまで十分な検討を加えた

上で，Part 11適合製品の開発を進めてきた。また，コンピュータシステムバリデーションの豊富な経験とPart

11適合製品開発で得られたノウハウを基に，製薬企業・医療機器メーカ等に対するPart 11適合支援コンサル

ティングを行っている。

本稿では，Part 11要件の概要と当社の取組みの一端を紹介する。
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In August 1997, FDA (U.S. Food and Drug Administration) issued new regulations for electronic

records and electronic signatures in order to meet the requests from the pharmaceutical industry.

Under this new rule of 21 CFR Part 11 (Part 11 of Title 21 Code of Federal Regulations), the fulfillment

of a certain requirement in electronic recordkeeping and submission systems enables electronic records

and electronic signatures to have standing equal to conventional paper records and handwritten

signatures.

YOKOGAWA has started all-out endeavors for Part 11 from an earlier stage and developed Part 11

compliant products with sufficient consideration from an interpretation of Part 11 rule to an examination

of our product specifications.  Moreover, we provide a consulting service on Part 11 compliance work

for such customers as pharmaceutical companies and medical device manufacturers, based on our

know-how acquired through the development of Part 11 compliant products as well as our considerable

experience and achievements in computer system validations.

This paper outlines the Part 11 requirements and our approach to Part 11.

1. は じ め に

医薬品の開発･製造におけるコンピュータの利用はます

ます広がっており，新薬の許可申請やGMP査察に向け

た資料などの多くをコンピュータを用いて作成している。

しかし，コンピュータにより電子的に作成された記録で

ありながら「署名」行為のためにわざわざ印字し，「手書

き署名」を行う「紙」の運用が行われている。このよう

な状況の中で，米国の製薬業界では，1990年代始めに「手

書き署名」の代わりに「電子署名」を利用することで「紙」

運用から「電子」運用の可能性を認識し始め，FDAと

製薬企業の合同で「電子記録・電子署名」の検討が始

まった。

電子記録・電子署名には，従来の紙記録・手書き署名

に比べて改ざんされ易い，あるいは改ざんされてもその

痕跡が残らないという致命的な問題を含んでいることを

FDAは認識しており，電子記録・電子署名を従来の紙の

運用と同等と認めるに当たって，コンピュータがアクセ

ス管理や監査証跡を始めとする一定の機能を持つことを

求めた。

このPart 11の規制範囲はGMP領域に止まらず，GXP

（GMP，GLP，GCP）全般にまたがっており，FDA規制の

全体を包含した広範囲にわたる規制となっている。この

ため，製薬企業の中でも製造現場はもちろん，本社の情

報システム部門あるいは研究開発部門を始め，医療機器
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メーカ，製剤設備メーカあるいはコンピュータのハード

ウエア/ソフトウエアサプライヤーを巻き込んだ大きな

影響となっており，今日では医薬品関連産業における最

大のテーマとなってきている。

2. Part 11規則の概要

Part 11の条文構成は3つのSubpartから構成されてい

るが，主な要求事項は次の通りである。

・コンピュータシステムバリデーションされたシステム

を使用すること。

・電子記録の正確で完全なコピーが作成できること。

・電子記録は保存期間において，正確で完全な記録の読

み出しができるように保護すること。

・システムへのアクセスを制限し，システムとデータの

セキュリティーおよび完全性を確立すること。

・記録の変更履歴が判るように，コンピュータが自動的

に操作履歴（監査証跡）を作成すること。

・システムの開発者，使用者，維持する人は，Part 11の

教育を受け，経験を有すること。

・電子署名の運用に当たっては，FDAに届け出ること。

・信頼性の高い電子署名を使用すること。

Part 11の条文そのものはわずかA4で3ページであり，

適合に向けた具体的なハウツウには及んでいない。この

為，条文解釈で今だに議論がなされている部分もあり，適

合作業は米国でさえ順調とは言い難い状況となっている。

3. CENTUM CS1000/3000におけるPart 11対応

Part 11適合製品も徐々に市場に提供されてきており，

当社においても医薬品製造向けに提供している多くの製

品で「Part 11対応版」の開発が進められており，主な製

品は既に市場に提供されている。

CENTUM CS1000/3000では，R3.02にてPart 11対応

の機能を充実している。以下に，Part 11条文の主要な項

目に対するCS1000/3000の実現機能を紹介する。

3.1 アクセス管理と操作権限
＜Part 11 11.10（d）, 11.10（g）＞

Part 11では，個人によるシステムアクセスを管理する

ことが要求されている。この要求に対し，ユーザIDとパ

スワードによる管理に加え，ユーザIDとバイオメトリク

ス（指紋認証）による管理を可能としてい

る（図1）。アクセス管理機能により，ユー
ザの操作権限（役割区分）が設定でき，操

作対象（計器，ウィンドウ等）への操作を

きめ細かく制限することができる。

3.2 監査証跡記録＜Part 11 11.10（e）＞
オペレータによる運転操作に対し，操

作履歴を自動的に残す監査証跡（Audi t

Trail）が要求されている。CS1000/3000で

は，オペレータ，エンジニア，処方管理者

の操作に対して，5W1H（いつ，誰が，何

を，どこで，なぜ，どうした）の情報が自

動記録される（図2）。

図1　指紋認証装置

図2　監査証跡記録

図3　パスワード/不正アクセス管理画面

不正アクセスの予防 
パスワード 
有効期限設定 

不正アクセスの検知 
不正侵入回数設定 
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3.3 パスワードの管理と不正アクセスの検知
＜Part 11 11.300＞

パスワードの有効期限管理，不正アクセス検知等の要

求に対する機能として，ユーザID毎に一定期間使用した

パスワードの更新を促すメッセージ通知機能や，不正な

アクセスが行われた場合の警告メッセージ発報機能を提

供している（図3）。

4. 医薬規制適合コンサルティングの概要

当社は，医薬品製造を中心とした制御・管理システム

のコンピュータシステムバリデーション経験と，Part 11

適合製品の開発で得られたノウハウを基に，製薬企業を

はじめ，製剤設備メーカ，医療機器メーカに対する医薬

規制適合コンサルティングを行っている。

4.1 Part 11適合コンサルティング
企業がPart 11に適合するための活動

として，条文を正しく解釈し，適合ポリ

シーを明確にし，更に自社で使用してい

るコンピュータシステムがPart 11に適

合しているかを評価し，不適合を是正す

る必要がある。このアプローチに副った

当社のコンサルティング業務の流れを，

図４に示す。
Part 11適合活動の初期段階として当

社がシステムユーザー企業に提供してい

るのは，Part 11に関するトレーニング，

条文解釈用の資料の提供，指針文書の雛

型提供である。

システムのPart 11適合評価段階にお

いては，ツールを用いた適合評価エンジ

ニアリングを提供している。

Part 11適合評価の手法は一般的

に「GAP分析」と呼ばれており，

チェックリストをツールとして

用いる。チェックリストはPart

11条文の要求する管理要件毎に

細分化した質問項目が設定され

ており，評価対象となるシステ

ム毎にその運用や機能をチェッ

クして，不適合部分（GAP）を抽

出することが可能である。

チェックリストの例を，表１に
示す。

当社が実施するGAP分析のポ

イントは，チェック項目を「ユー

ザ企業の運用管理」と「システム

の機能管理」に分けていること，

およびPart 11要件が具体的かつ細分化された質問項目と

なっているため，適合調査を行う人のばらつきを排除し

ていることである。チェックリストを基に不適合項目を

抽出し，評価報告書として結果をまとめてユーザ企業に

提出する。

Part 11適合実施段階では，適合評価チェックリストに

て抽出した不適合点を是正する支援コンサルティングを

展開している。適合実施に向けた活動は，重要度の高い

システムから優先的に実施していくアプローチが望まれ

る。当社では，システムの重要度を定義するための支援

として，「システム重要度分類表」（表2）を提供している。
これは，稼動しているコンピュータシステムの一覧リス

トをベースに，製品品質に対する影響やソフトウエアの

重要性等の情報を調査し，表形式にまとめたものである。

この重要度分類によって，重要度の高いシステムから，

条文解釈の明確化 

対象システム抽出 

適合評価作業 

適合実施計画策定 

計画の実行 

・Part 11条文解釈資料の提供 
・対応方針ポリシードキュメント作成コンサルティング 

・システムインベントリ作成コンサルティング 
・「システム重要度分類表」の提供 

・GAP分析ツール 「システム情報シート」 
「適合評価チェックリスト」を用いた個別システムヒアリング 
・ヒアリング結果をもとに「適合度」を判定し 
「適合評価報告書」作成・提出 
 
・評価結果に基づく適合実施計画のリコメンデーション 

・運用管理SOPサンプル提供 

図4　既設システムのPart 11適合ステップ

表1　Part 11適合評価チェックリスト（抜粋）

6

5

4

3

2

1

コメント YES/NO

11.10（c） 

運用管理 
チェック 
ポイント 

機能管理 
チェック 
ポイント 

21 CFR Part 11条文と適合評価項目 

保存期間中に記録を正確かつ容易に復元できるように
記録を保護する。 

記録を保存するための，保存対象記録，保存方法，
検査方法等を記述したSOPがあるか？ 

規制法等により決められた期間に亘って記録を維持・
管理するための手順は確立されているか？ 

災害発生等に際しても記録の復旧を可能とするた
めの，記録のバックアップ/復元に関するSOPがある
か？ 

保管媒体の管理手順は確立されているか？ 

システムは，システム上の記録を不当な改変や削除
から保護する機能があるか？ 

災害に備えたデータの二重バックアップ，オフサイト
保管等が可能か？ 
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Part 11適合活動を進めていく科学的アプローチが可能と

なる。

4.2 コンピュータシステムバリデーション支援
前述の「システム重要度分類表」は，Part 11適合のた

めの有効な資料であるとともに，ユーザ企業のコン

ピュータシステムバリデーション活動にとっても，非常

に有効な資料となる。システム重要度分類表は，最近の

FDAの規制アプローチである「リスクベースアプロー

チ」（製品の品質や安全性に影響するリスクが高い設備や

システムを重点的にチェックする）に呼応した，システム

重要度の定義資料として用いることができる。

当社が提供しているコンサルティングでは，FDAの製

造規範であるcGMPをベースとしたコンピュータシステ

ムバリデーション手法を，ユーザ企業に提供している。

コンピュータシステムバリデーションの国際的な基準書

となっているGAMP4（Good Automated Manufacturing

Practice）を基礎資料として，システムの管理，開発，運

用に用いるSOP（Standard Operation Procedure）のサン

プルを作成し提供している。表3に，SOPサンプルリス
トの一例を示す。

5. お わ り に

Part 11は，電子化における要件のモデ

ルとして米国の E P A（環境保護局），

OSHA（労働安全保険基準局），SEC（証券

取引委員会）なども注目している。しか

し，その一方で，施行されてから既に6年

を経過しているにもかかわらず，企業の

Part 11への取り組みは必ずしも順調に進

んではいないのが実情である。これらの

状況を踏まえて，本年2月にFDAの新た

な考え方として，Part 11の見直しと一部

要件の施行裁量が盛り込まれた新ガイダ

ンス「範囲と適用」が発行された。これに

より，「電子記録」の範囲やレガシーシス

テム（既存システム）への取り組みも明確

になり，Part 11適合も急速に進展するも

との予想される。

一方，日本においても日米ＥＵ医薬品

規制調和国際会議（ICH）の合意に基付き，

医薬品申請書類の電子化要件としてPart

11 を意識した指針案が検討されており，

国内の動きもさらに活発化するものと思

われる。

Part 11の意図するところはあくまで製

品の品質や安全性の確保であり，規制適合自体が最終目

標ではない。当社では，Part 11適合製品の開発に継続的

に取り組んで行くと同時に，医薬規制コンサルティング

についても，最新の情報を基に，「適正な」対応を常に念

頭において，今後とも取り組んで行く。
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表2　システム重要度分類表の例

表3　SOPサンプルリスト
No. 
 

1 

 

2 
 

3 
 

4 

 

5 
 

6 

7 
 

8 
 

9

種　類 内　容 

コンピュータシステム 
バリデーション指針 

コンピュータシステムバリデーションのマスタープランを規定した指針
文書 

システム利用とサポートに当たって必要なトレーニングの計画とトレー
ニング履歴作成手順 

GXP規制対象システムを含むシステムリスト（インベントリ）の登録・
変更・削除手順 

システム毎のバリデーション活動計画を記述する「バリデーション計
画書」「バリデーション報告書」の作成手順 

システム開発におけるユーザ要求を記述する要求仕様書の作成
手順 

トレーニング計画・記録 
作成手順書 

システムインベントリ 
作成手順書 

バリデーション計画書・ 
報告書作成手順書 

ユーザ要求仕様書 
（URS）作成手順書 

システム開発手順書 システム開発に当たってのフェーズプランと各フェーズにおける活動内容 

供給者監査手順書 システム供給者（サプライヤ）を評価する手段としての監査の手順 

バリデーション範囲を策定するためのリスクアセスメント実施手順 リスクアセスメント手順書 

設計審査手順書 開発の各フェーズにおける設計審査（レビュー）手順 


