
研究開発分野では、特別な品質要件が適用されます。それには、
環境や機器設備の重要な環境パラメータを監視することも含ま
れています。信頼性の高い環境モニタリングを必要とする領域
を挙げていけばきりがありません。医療、バイオテクノロジー、化
学、製薬などの研究所から、クリーンルーム、飼育施設、恒温槽や
恒温室、安定性試験設備、バイオバンク、検体保管施設などもそ
うです。 
厳格な基準とトレーサビリティの義務が課されている場合、さま
ざまな環境パラメータを確実に記録し、利用できる総括的なモニ
タリングシステムが必要です。 

www.testo.com

この業務を完全に自動化された環境モニタリングシステム 
testo Saveris Pharmaが担います。温度、湿度、差圧をはじめ
とする環境パラメータを中断なく、GxPに則って監視し、文書化
します。 testo Saveris Pharma は、高精度の測定テクノロジ
ーと直感的で検証可能なソフトウェア、包括的なサービスを組み
合わせたソリューションです。これには、クオリフィケーション、バ
リデーション、マッピング、現地受入試験 (SAT) および校正が含
まれています。 
厳格な規制要件を確実に満たすため、また、コンプライアンスの
遵守とその実現に、testo Saveris Pharma をお役立てくだ
さい。

R&D: 機器と環境パラメータを監視する 
環境モニタリングシステム  
testo Saveris Pharma

Testo
Application example
Research & Development
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1. シンプル、効率的、自動化:
室内環境と機器のモニタリング

環境の測定やモニタリングには、次の３つのオプションがありま
す: 

• シンプルな最大･最小温湿度計
• スタンドアロン型のデータロガー
• 自動化された環境モニタリングシステム

上記の３つの方法は、読み取りと入力の手間という点で大きく異
なります。測定値の記録をデジタル化・自動化することにより、測
定データの信頼性と、トレーサビリティという品質ファクタも向上
させます。それと同時に、時間と人員の削減も可能にします。

1.1 温度計と湿度計によるモニタリング

最も低コストのオプションは、シンプルな温度計と湿度計を使用
して、機器や環境パラメータを測定するモニタリング方法です。 
ただしこの方法では、それぞれの現在の測定値と、最後のリセッ
ト以降の最小値と最大値を読み取り、手動で文書化することしか
できません。弱点は明らかです。 温度と湿度の変化を示す測定
曲線についても、把握することはできません。上限値あるいは下
限値を超えた場合でも、それがいつ発生したかを追跡することは
できません。同様に、上限値/下限値違反の発生頻度も特定でき
ません。しかしこの情報でも、一連の実験またはプロセスが評価
できるかどうか、あるいは製品を継続して使用できるかどうかを
判断するだけなら十分でしょう。さらに付け加えれば、この方法は
読み取りと文書化を手作業で行うため、非常に時間がかかる、と

言うべきでしょうか。

1.2 スタンドアロン型データロガーによるモニタリング

対照的に、２つめのオプションは、スタンドアロン型のデータロ
ガーで、環境パラメータを自動で記録するモニタリング方法で
す。スタンドアロンとは、データロガーをネットワークに接続せ
ず、単独で作動させることで、測定値を内部データメモリに保存
します。これにも、ディスプレイの有り無しや状態表示用LEDの
有り無しなど、複数のバージョンがあります。 データの読み出し
は通常、データロガーをコンピュータにUSBで接続して手動で
行われます。データロガーのディスプレイ上には、１回分の測定
値しか表示されません。測定データを完全な形で把握するため
には、(そのデータロガー)専用のPCソフトウェアが必要です。ま
た、測定データをコンピュータのハードドライブなどに長期保存
するには、手作業が必要です。

さまざまな制約があるものの、スタンドアロン型のデータロガー
は、研究開発分野の要件を満たしています。研究所で主に使わ
れている高精度の実験装置において、そのプロセスには一定の
温度、空気湿度および純度の環境が必要です。スタンドアロン型
のデータロガーは、これらのパラメータを継続的かつ確実に測
定します。 
一方、スタンドアロン型のデータロガーにも限界があります。し
きい値違反の場合、あるいはバッテリステータスを確認する必要
がある場合でも、多くの場合、状態表示用LEDのみが点灯しま

Testo application example Research and Development
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す。SMS通知などの能動的なアラームオプションはありません。
状態表示用LEDの点灯に気づいた場合でも、しきい値違反の程
度を確認するため、作業員は初めにデータロガーを手動で読み
出す必要があります。 
その際に生じる問題の一つとして、手動での読み出しには読み出
し作業中にほかの測定データを記録できないため、記録にギャッ
プを生じさせることになります。 
もう一つの問題は、スタンドアロン型のデータロガーの読み取り
と文書化に必要な時間が比較的長く、手作業による不規則な保
存のため、ストレージ構造が乱雑になりやすいことです。 
これにより、データの分析や比較、継続的なベンチマークがより
困難になります。データロガーが破損した場合、データが失われ
るリスクもあります。

1.3 自動化された環境モニタリングシステム

品質基準において、温度、湿度、その他のパラメータを確実に、自
動的に、中断することなく測定および文書化する必要がある場合
は、３つめのオプションである自動化された環境モニタリングシ
ステムがこのすべてを満たします。このシステムは、測定データ
を自動的に記録および文書化し、いくつかのレベルの中間ストレ
ージに保存することによって、高レベルのデータセキュリティを
保証します。 
測定データは、それぞれ現場に設置されたデータロガーモジュ
ールと環境モニタリングシステムに保存され、いつでもどこか
らでもアクセスできます。さまざまなレポートオプションを選択
して、データを受け取るスタッフを個別に設定することもできま
す。しきい値違反の場合も、さまざまなアラームオプションを利
用できるため、システムの重大な事故でも素早く特定して対処す
ることが可能です。 

次の図は、環境パラメータを監視するための３つのオプションの
長所と短所をまとめたものです。

測定記録のための３つのオプション:

   

    

現在値および最後のリセット以降の最
高/最低温度、湿度を表示

少なくとも毎日、手作業で読む必要あ
り

現在の制限値違反を判別するため、少
なくとも1日1回リセットする必要あり

ドキュメントは手作業

原則24時間に1回の読み取りのみ行
われるため、温度と湿度の測定曲線を
正確に把握できない

   

   

温度と湿度の測定曲線を継続的に記録

 測定データの記録は自動

測定データの読み出し、分析、保存は手
作業

制限値違反時は、･･･での表示のみ、 
データロガー上での表示のみ可能

手作業によるデータ読み出し中のデー
タギャップ

データロガー損傷時のデータ損失リス
ク

シンプルな最大･最小温湿度計 スタンドアロン型データロガー 自動化された環境モニタリングシ
ステム

–

–

–

–

–   

–

–

–

–

自動で温度と湿度の測定曲線を継続
的に記録

システム内の冗長ストレージにより
万全のデータセキュリティを提供

制限値違反時あるいはシステム重大      
事故時のアラーム発報

関連するスタッフへの自動レポートと     
配信

ドキュメントはいつでもどこからでも 
     アクセス可能
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３つの測定方法を比較した結果、次のことがわかります。 

自動環境モニタリングシステム testo Saveris Pharma は、Good Laboratory Practice（GLP）、またはDIN EN ISO17025
およびDIN EN ISO 15189など国際的な品質基準への準拠を包括的にサポートします。環境パラメータを中断なく記録/文書化す
るのに加え、 このシステムは、極端な温度範囲であっても、実験室やあらゆる種類の冷蔵ユニットの温度と湿度を確実に監視するのに
適しています。  
以下、さまざまなアプリケーションにおける主なメリットをご確認ください。 

研究施設、ラボ

  ラボプロセスの正確な監視

  包括的なレポート

  拡張性があるシステム

Testo application example Research and Development

クリーンルーム

  許容範囲の遵守

  コンプライアンスと適合性の確保

  検証可能なソフトウェア

安定性試験設備

 極限条件での正確な記録

 リアルタイムのトレンド

  監査証跡

温室

  強力・安定した無線信号

  最小限のメンテナンス

  マッピングによる正確な配置

バイオバンク

  凍結のコントロール

 コールドチェーンを中断なく監視

 データアクセス

血液・検体保管施設

  リアルタイムアラーム

  監査証跡

  データ欠損のないプローブ校正

飼育施設

  継続的モニタリング

  自動ドキュメンテーション

 リモートアラームビュー

実験設備

  ラボの抽出器からウォーターバスまで適用
可能

   パラメータの正確な記録

 トレンドビューとレポート

冷凍・冷蔵庫

  すべての測定範囲を確実にカバー

  リアルタイムアラーム

  システム拡張が簡単

testo Saveris Pharma のメリット:
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2.1 ハードウェアとセンサ 

環境モニタリングシステム testo Saveris Pharma は、さま
ざまなハードウェアコンポーネントで構成されています。 これら
は互いに細かく調整されており、測定タスクを的確に実行するた
めに組み合わせることができます。 

2.1.1 基地局（ベースステーション）

testo Saveris Pharma の心臓部は、最大 3,000 チャネル
の測定値を管理することができます。評価から、しきい値違反が
発生したときのアラームも含まれます。 
基地局（ベースステーション）は直接ラボ内に配置できます。内蔵
のアラーム表示用LEDにより、しきい値違反やシステムの重大
な事故発生を作業員に警告します。アラーム接点に外部警報装
置を接続して光学アラームや音響アラームを発生させたり、オプ
ションのLTEスティックにより、SMSでアラームを発報させたり
することが可能です。非常用のバッテリが内蔵されており、停電
やコンピュータの故障が発生した場合でも、データを安全に保存
できます。環境モニタリングシステムtesto Saveris Pharma 
は、イーサネットやWLANに加え、 testo UltraRange ワイヤ
レステクノロジーを使用して、施設内でも安定した通信を実現し
ます。

2.1.2 データロガーと通信モジュール 

研究開発における数多くのタスクに対応するため、データロガ
ーにはさまざまなモデルがあります。各データロガーモジュール
は、 ３つの通信モジュールのいずれかと接続できます。データ転
送方式は、WLAN、 LAN および  testo UltraRange ワイヤ
レステクノロジーから選択できます。 testo UltraRange は、
例えば温室内など広範囲に亘る場所でも強力な無線信号を安定
して転送でき、 そのうえLAN / WLANの通信環境整備などに
かかる時間も節約できます。特に閉ざされた室内で、 WLANに
比べtesto UltraRangeを使用するメリットをご享受いただけ
ます。 

すべてのデータロガーは正確に校正され、温度、機種によっては
相対湿度を記録することができます。 精度、分解能、測定範囲な
どをとっても、クリーンルームの適合性など、研究開発における
環境条件のテストに最適です。 

2. 要件に合わせてカスタマイズ:
testo Saveris Pharma
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2.1.3 デジタル/アナログプローブ

testo Saveris Pharma ハードウェアには、GxP要件に対応す
る環境パラメータを高精度に測定するため、デジタルおよびアナ
ログプローブの包括的なポートフォリオが含まれています。 
すべての Testo プローブは、取扱いや設置も容易で、温度プロ
ーブの測定範囲は -200 °C から +1300 °Cまでと広範囲、ま
た研究開発分野で考えられる、ほぼすべてのシナリオをカバー
できます。 

プローブの校正が必要になったり、破損した場合でも、デジタル
プローブであれば測定を継続したまま、数秒で交換できます。デ
ジタルプローブはデータロガーとは独立して校正できるため、校
正のためにデータロガーをシステムから削除する必要はありま
せん。これにより、測定データにギャップを生じることもなく、ま
た文書に証拠を追加する手間もかかりません。 
デジタルドアコンタクトは、施設全体を監視し、扉の開放放置を
自動的かつ継続的に通知します。差圧や微粒子(パーティクル)
などの他の測定パラメータも、アナログカプラーで4-20mAや
0-1/10Vの信号を取り込むことで、スムーズに統合します。たと
えば、10Paから10hPaで、低差圧を高精度に監視するために、
差圧変換器 testo 6383 を接続できます。これは、クリーンル
ーム技術や（研究）実験室で特に重要です。臨界域で正圧または
負圧を維持することで、汚染された空気の流入、病原性または遺
伝子改変されたウイルスや細菌の流出を防ぎます。 
クリーンルーム対応パネル設計の差圧変換器 testo 6383 
は、圧力を監視し、同時に湿度と温度を高レベルの精度と長期安
定性で記録します。また、差圧の自動ゼロ点調整機能も備えて
います。 

要件に応じ、研究所、クリーンルーム、安定性試験設備、その他の
研究開発施設で、さまざまな測定タスクを実装できるようにする
ため、それぞれのアプリケーションに適したデータロガーモジュ
ールをお選びいただくことができます。

  データロガーモジュール testo 150 TUC4 は、必要なパラ
メータを測定するための4つのtestoユニバーサルコネクタ
を備え、最大4つのデジタルプローブとデジタルアナログカプ
ラをすばやく簡単に接続できます。 

  データロガーモジュール testo 150 DIN2 および testo 
150 TC4 を使用すると、Testoの多種多様なアナログ温
度プローブを利用できます。データロガーモジュール testo 
150 DIN2は、 miniDIN を介して最大２つの異なるプロー
ブを接続できます。 

  データロガーモジュール testo 150 TC4 は、熱電対用に
最大４つの接続があるため、極限状態の記録にも適していま
す。

  温度監視用に内部NTC温度センサを備えたデータロガーが
必要な場合、データロガーモジュール testo 150 T1 が適
しています。 

testo Saveris Pharma    
カタログ

testo Saveris Pharma の
システム概要についてご覧くだ
さい。

>> ダウンロード

Testo application example Research and Development

https://static-int.testo.com/media/30/ba/659821db0afb/jp_catalog_testo-saveris.pdf
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2.2 ソフトウェア 

testo Saveris Pharma ソフトウェアでは、すべての測定デー
タが収集・視覚化され、もれなく文書化されます。記録された測
定データを表示し、分析、レポートが実行されます。 testo Sav-
eris ソフトウェアには、次の２つのバージョンがあります。 

 testo Saveris PRO ソフトウェアは、規制がそれほど厳しくな
いクロスサイトエリアの、自動化された中断のない環境モニタリ
ングに適しています。 

testo Saveris CFR ソフトウェアは、ソフトウェアの検証可能
なオプションであり、EU GMPガイドラインのAnnex 11および
US 21 CFR Part 11 に準拠しています。CFRソフトウェアで
は、異なるユーザー権限を持つ異なるユーザーレベルを構成で
きます。また、上記の PRO バージョンの機能に加え、監査証跡
と電子署名が追加されています。 

testo Saveris Pharma コックピットは、Webベースの直感
的なユーザーインタフェースで、さまざまな端末デバイスからの
データアクセスが可能です。アラームは、スマートフォン、タブレ

ット、またはPCを介して、いつでも識別・確認できます。 アラー
ムの確認は、電子署名とそのアラーム発生に関するコメント入力
で完了する必要があります。 測定場所とアラームをすばやく簡
単に特定できるようにするため、現場の個々のフロアプランを作
成･保存できます。    
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ソフトウェアの機能概要:

PRO CFR Cockpit

測定データの線グラフ/リスト表示

最大/最小/平均などの測定値分析機能

システム異常や管理値逸脱などのアラーム管理機能

校正有効期限の管理機能

PDFレポート作成機能

一元化されたアーカイブと改ざん防止された測定データの保存 +
操作権限によるユーザー管理(3ユーザーグループ)

監査証跡

ERES原則(電子記録･電子署名)

Webブラウザでアラーム発生箇所や測定データを確認

フロア図や写真上にアラームアイコンを自由に配置してカスタマイズ

直感的に操作できる、プラットフォームに依存しないユーザーインタフェース
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2.3 サービス

Testo では、サービス体制を国内外グローバルに展開していま
す。プロジェクトの計画から、システムの設置と設定･最適化、さ
らに校正、システムのクオリフィケーション、ソフトウェアのバリデ
ーションなど、GxPが必要とするサービスも提供します。 
Testoの GxP経験豊富なサービスチームは、プロジェクトのあ
らゆるフェーズで、目的に合致した的確なサポートを行います。 
お客様と共に、お客様の要件にカスタマイズしたサービスコンセ
プトを作成、ご提示します。システムの稼働中におけるさまざま
な問題解決についても、サポートの提供が可能です。 Testo チ
ームは、システムのサポート、メンテナンス、校正およびバリデー
ションを行い、あなたの業務がより信頼性高く、容易に、効率的に
実行できるようお手伝いします。 

詳しい情報

環境モニタリングシステム testo Saveris Pharmaに関する
ご質問、もっと詳しくお知りになりたい方は、お気軽にお問合せく
ださい。 
https://www.testo.com/ja-JP/solutions/testo-saver-
is-pharma

21 CFR Part 11への適合
FDAおよび ICH規制違反のリスク  

を軽減、中断のない測定データにより 
要求された基準を遵守します。

包括的ソリューション
実証された技術とサービスにより  

Testo はR&D 分野における品質基準と
コンプライアンスのための包括的なソリュ

ーションを提供するパートナーです。

リアルタイムアラーム
如何なる事象にも  

testo Saveris Pharma は 
直ちに通知、 

タイムリーな対処を可能にします。 
製品のロスを回避し、  

R&D 環境での監査に対応します。

環境モニタリングシステム testo Saveris Pharma -  
ソリューション:

https://www.testo.com/ja-JP/solutions/testo-saveris-pharma
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 現地法人
 セールスパートナー

Testo（Testo SE & Co.KGaA) は、ドイツのシュヴァルツヴ
ァルト（Schwarzwald/黒い森)のティティゼー-ノイシュタット
(Titisee-Neustadt)に本社を置き、ポータブルおよび固定測
定ソリューションの環境計測器のメーカーとして、この分野での
世界のマーケットリーダーです。世界34か国に現地法人を有
し、3,000人を超える従業員が研究開発、製造、販売などに従事
しています。 

Testoは、高精度の環境計測器とデータ管理のソリューションを
提案することにより、省エネルギー・安全管理・環境保全・フード&
ヘルスケアなどの幅広い分野で、高い評価を受けてまいりまし
た。 

株式会社テストーはTestoの日本法人として設立されました。横
浜に本社、営業拠点、サービスセンターを設け、テストー製品の
国内販売から校正試験、測定器の修理やメンテナンスなどを行っ
ています。

テストーのグローバルネットワーク




