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/  適正規範（GxP）環境におけるコンプライアンス違反 
および製品損失のリスクを低減



環境モニタリングシステム（CMS）概要
拡張可能なソリューション

ヴァイサラは、環境計測技術における世界
的なリーディング企業として、75年以上に
わたりライフサイエンス分野での見識を
を深めてきました。ヴァイサラの環境モニ
タリングシステムは、世界水準のセンサ技
術と使いやすいソフトウェアの組み合わせ
によって、ライフサイエンス関連企業にお
ける規制要件の順守のほか、製品の損失
や品質低下の防止に役立っています。

ヴァイサラ環境モニタリングシステムは、
データロガー、ソフトウェア、サービス、お
よび据付時適格性確認（IQ）/運転時適
格性確認（OQ）のバリデーションなどの
文書を完備した、トータルなソリューショ
ンです。このシステムは、使いやすいイン

ターフェースと直観的に理解しやすいモ
ニタリング機能を備えたviewLincソフ
トウェアを搭載しています。当社のシステ
ムでは複数のメーカーが供給するセン
サーを組み合わせて構成する作業は不
要です。最も重要なのは、システムがライ
フサイエンス環境向けに設計されている
という点です。お客様の業務全域に合わ
せてシステムをカスタマイズでき、標準
ネットワークに簡単に設置できます。接
続方法のオプションとして、Wi-Fi、PoE

接続機能付きのvNetクレードル、標準ま
たはマルチポートのイーサネット経由、
USBでのPCへの直接接続があります。
既存のネットワークに接続すれば、フレキ
シブルで拡張可能なモニタリングシステ

ムが構築され、リアルタイムのデータ表
示、データ履歴の自動バックアップ、さま
ざまな通知方法によるアラームの送信が
実現します。既存のネットワークへ簡単に
導入できるため、高額の初期投資や業務
の妨げとなるケーブル配線は必要ありま
せん。さらに、データロガーはさまざまな
用途やニーズの変化に応じて簡単に配
置を変更できます。また、グローバルな運
用が可能なシステムで、例えば、フランス
に設置されたサーバーでシンガポール
のセンサをモニタリングすることもでき
ます。viewLincソフトウェア、IQ/OQプロ
トコル、サポート用資料は、日本語、英語、
中国語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル
語、スペイン語でご用意しています。
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ヴァイサラ環境モニタリングシステムは、
施設全体のニーズを満たす構成を迅速に
構築することが可能です。



ユーザー様の声
「ほぼ満点に近いパフォーマンスのシステ

ムです。ヴァイサラの適切なサービスと高
品質な製品を高く評価しています。」

ニューテクノロジー・ 
プロジェクトマネージャー

業界最高クラスのセンサ、 
機能性に優れたソフトウェア
viewLincシステムは、停電、ネットワー
ク障害、人為ミスからデータを守る三重
冗長データバックアップを特長として
います。そのため、医薬、バイオテクノロ
ジー、クリティカル環境の分野における
世界的な大手メーカーが、米国食品医薬
品局（FDA）21 CFR Part 11（連邦規則
第21条第11章）およびAnnex 11、生物製
剤評価研究センター（CBER）、SFDA、
PMDA、日米EU医薬品規制調和国際
会議（ICH）といった国際的なGMP規
制 や ガ イダンス の 順 守 を目 的として
viewLincを使用しています。

viewLinc ソフトウェア̶  
ライフサイエンス環境における環境モニタリング、 
アラーム通知、レポート作成のための安全な選択

ヴァイサラは、ライフサイエンス業界が
直面している課題を理解し、厳しい適正
規範（GxP）環境における信頼性の高い
計測によりリスクを軽減するモニタリン
グソリューションを開発しました。ヴァイ
サラは、コンプライアンス違反や品質低
下のリスクを軽減するだけでなく、システ
ムの導入と使用をシンプルでかつ簡単
に実施するための実用的な知識とトレー
ニングをご提供します。業界最高クラス
の機器と信頼性の高いサービスを誇る
ヴァイサラの環境モニタリングソフトウェ
アviewLincにより、環境モニタリングの
方法と文書に関して最も厳格な監査と査
察に自信を持って臨むことができます。

-

■一貫したデータバックアップ機能
各データロガーの内蔵メモリに数カ月
分のデータを蓄積することができます。
viewLincサーバーとクライアントPC
への自動データバックフィル機能によ
り、欠測のないデータが担保できます。

■フレキシブルなアラーム機能
リモートおよびローカルのアラーム
機能により、テキスト、電話、P C、ブ
ザー、ライト、サードパーティの機器
で、設定閾値からの逸脱時の状況を
通知します。

■簡単なレポート自動作成機能
ブラウザによるアクセスで、カスタマ
イズしたレポートがオンデマンドで
作成できます。頻繁に作成するレポー
トは、事前に設定したスケジュールに
従って自動作成し、Eメール配信する
こともできます。

■ブラウザベースのアクセス
クライアントP Cへのソフトウェアの 
インストールは一切不要です。

■時間帯管理
複数の時間帯管理が可能であるほ
か、一施設の特定の時間帯でのレ
ポート作成も可能です。全てのデータ
は収集後1つの時間帯に合わせて記
録されますが、あらゆる時間帯でのレ
ポートが作成可能です。

■運用コストの低減
viewLincは、既存のネットワークに
導入可能で、お客様のサーバーインフ
ラを活用し、専用ネットワークの設置・
維持費を削減することができます。

リスク回避機能
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モニタリング、アラーム通知、レポート作成
環境制御

viewLincは、PoE規格、Wi-Fi、または
イーサネットと互換性があり、業務を中
断させることなく既存のネットワークに
設置でき、総所有コスト（TCO）を大幅に
削減します。システムは、設定と自動化が
簡単なアラーム通知およびレポート作成
の機能を備えています。ヴァイサラの豊
富なセンサオプションは、業界標準を満
たす精度と信頼性を誇っており、次回の
校正まで信頼性の高い計測が可能にな
ります。

v iewL incは、医薬品等を対象とする

適正規範（G x P）と米国食品医薬品局
（FDA）の規制用途および環境に最適
です。柔軟性があり、一貫した検証が可
能で、導入も容易です。ヴァイサラの業
界最高水準のデータロガーとセンサ機
器を使用することで、リアルタイムでデー
タが記録およびモニタリングされ、重大
な不具合によってデータが失われないよ
うに、三重冗長でバックアップされます。
viewLincは、レビューやレポート作成用
にセキュリティを確保したフォーマットで
あらゆる履歴データを保持し、ニーズに

応じた構成も容易です。viewLincは、レ
ビューやレポート作成用にセキュリティ
を確保したフォーマットで履歴データを
保持します。一台のレコーダーで、温度
や相対湿度のほか、アナログ信号出力の
センサをモニタリングできます。これによ
り、差圧、CO2、液面、照度、粒子、導電率
などを記録するために電流か電圧のい
ずれかの信号で出力するセンサを接続
できます。オプションのブール型チャン
ネルにより、ドアスイッチや警報接点の
モニタリングも可能です。

バッテリー駆動式無線変換器 
802.11 bまたはg

Windows OSの 
コンピュータ（サーバー）＋ 
viewLincソフトウェア

携帯電話による 
リモートアラーム通知

温度/相対湿度データロガー＋マルチポートイーサネットインターフェース
（PoEも利用可能、AC電源は不要）

USBによりPCに直接接続

CO2やO2、差圧、粒子モニタリングなど
のアナログ機器＋PoEインターフェース
を備えたデータロガー

既
存
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

グローバルリモート 
モニタリング
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インキュベータ超低温冷凍庫

> 倉庫
> 安定性試験
> コールドルーム
> 校正研究所
> クリーンルーム
> 血液/細胞バンク
> 病院/薬局
> 記録文書保管庫
>   クリティカル環境での 
製造工程

様々な使用例

ブラウザを利用したPC



利用しやすいリアルタイムデータ

ユーザー様の声
「viewLincモニタリングシステムを導入
して大変満足しています。FDA 21 CFR 
Part 11やAATB認証要件の準拠に役立
ち、どこからでも複数の現場をモニタリ
ングできます 」

組織移植サービスマネージャー

■  スマートフォンまたはクライアントPC

から安全にログインでき、世界中どこ
からでもモニタリング環境の確認が可
能です。ユーザー数には制限がなく、標
準のWebブラウザからモニタリングや
レポート作成を行ったり、リアルタイム
のデータ、履歴のトレンド、アラームレ
ポートなどをグラフや表で確認するこ
とが可能です。

■  モニタリングエリアはセキュリティを
確保した「ゾーン」で整理されている
ため、モニタリングポイントを論理的
に整理したり、権限を持つ担当者のみ
にアクセス権を付与したりできます。
また、特定のモニタリングエリアのア
ラーム通知コメントをあらかじめ設定
し、時間の削減とコメントの標準化が
可能です。

■  1カ所のモニタリングポイントから始め
て、必要に応じて拡張することができま
す。単一のデータ測定ポイントから地
理的に広範に分布した何千ものポイン
トまで、5,000を超える測定箇所を入
力できます。

■  v i ew L i n cのデータレコーダーは、
OPC準拠のモニタリングシステムに追
加して接続できます。相互運用性によ
り、既存のモニタリング設備に柔軟性
が付加されます。

■  viewLincのオーディットトレイル（監
査証跡）は、システムとの交信をすべて
記録するため、21 CFR Part 11（連邦
規則第21条第11章）をはじめとする規
制や認定要件に準拠した要件を満た
す記録が可能です。また、viewLinc管
理者は、データへのユーザーのアクセ
スを制限する許可、設定権限、担当者
責任エリアに対するアラーム確認を適
切に割り当てることができます。

       概要デモ：www.vaisala.co.jp/ viewlinc-demo



レポート作成とアラーム通知
規制準拠、監査対応、設定可能

viewLincのフレキシブルなレポート作
成機能により、FDA、SFDA、EMAなどの
主要な国際機関の規制にモニタリング環
境を準拠させることができます。数値、モ
ニタリングポイント、アラーム期間、確認、
是正措置などをまとめたさまざまなレ
ポートやアラームの詳細版および簡易版
を作成可能です。ロガーやチャンネルそ
れぞれに名前付けできるため、モニタリ
ングポイントを完全に記述したり、エリア
を容易に特定、モニタリング、レポートす
ることができます。Eメールやアラーム履
歴レポートなど頻繁に生成するレポート
は、あらかじめ設定し、スケジュールに基
づいてEメールで担当者に自動配信でき
ます。viewLincのレポート作成オプショ
ン、自動化、およびセキュリティにより、社
内の品質管理部署や顧客が求める記録
をいつでも入手可能で欠測ない記録が
得られ、監査にも常に対応できます。

viewLinc ソフトウェアはまた、複数の
時間帯設定を識別するように設計されて
います。

viewLincの確実なアラーム通知は、設
定、カスタマイズ、自動化が簡単です。さ
まざまなアラームの閾値が上昇すると、
viewLincは問題の最初の兆候が見ら
れた時点でアラーム通知を発し、携帯電
話、デスクトップへの表示、SMS、Eメー
ルでアラームを送信します。ゾーンのセ
キュリティによって、アラーム通知のスケ
ジュールは、ユーザー別に日時を設定で
きます。この機能によって、システム管理
者は、シフトスケジュール、アラームのエス
カレーション手順、ユーザー許可レベル
に応じて、アラーム機能を設定可能です。
viewLincシステムのセキュリティ設定は、
Windows認証と連動させても使用でき、
アクセス許可の管理を容易にします。

イ ン タ ー フェ ー ス は 、使 い 慣 れ た
Windowsタイプのナビゲーションで、
製品データに簡単にアクセスできます。
viewLincはInternet Explorer 8、10、 

11でのブラウザー機能で検証済みです。

またMicrosoft Windows サーバー 

2012 R2（64 ビット）、 Windows サー
バー 2008 R2（64 ビット）、Windows 

サーバー 2003（32 ビット）、Windows 

7 Professional（64 ビット）に対応して
います。

viewLinc

-

■特定の測定期間内の特定のモニタリ
ングポイントのみのレビューも可能

■簡潔なサマリーと詳細なアラーム履
歴（数値、モニタリングポイント、記録
期間、アラームの受信確認、是正措置
など）

■ユーザー定義のリミットラインにより、
見やすいグラフィック表示のレポート
を素早く作成

■データ、統計、グラフを含むレポート
はフォーマット化されており、第三者
へのプレゼンテーションにも便利

フレキシブルなレポート作成



トータルサポート
取り付け、メンテナンス、保証

ユーザー様の声
「ヴァイサラのIQ/OQプロトコルは大変
よく設計されています。完成度が非常に高
く、2～3週間分の業務を減らしてくれたよ
うに感じています」

IT主任

ヴァイサラは、製品の使用期間を通じて
トータルなサポートをご提供します。お
客様は、当社のテクニカルサポートチー
ムによる迅速なサービスをご利用いた
だけます。ご利用いただいている、当社
のシステムが高い水準で、規制要件の順
守を維持できるようサポートします。

サービスパッケージ： 
トレーニング、取り付け、 
バリデーション
すべてのviewLincシステムには包括的
なサポートプランが標準装備されてお
り、電話、Eメールによる優先的な技術サ
ポート、技術者による管理者と操作者向
けのトレーニング、ソフトウェアの無料更
新などのサービスが受けられます。すべ
てのヴァイサラ データロガーは2年間の
保証付きで、保証期間の延長やサポート
プランの拡張も可能です。

ヴァイサラでは、お客様がシステムを最
大限に活用するための総合的なサービ
スを提供しています。

•  当社認定技術者によるシステムの完
全設置、設定、トレーニングによって、
最小限の手間でお客様の業務ニーズ
に合ったシステム設定が可能です。

•  厳 密 な バリデ ーション サ ー ビスと
GxPベースの資格認定書等により、規
制要件と品質要求事項の順守を支援
します。

•  拡張サポートプランによって、電話、E

メールによる優先的な技術サポート、
インストラクターによる管理者と操作
者向けのトレーニング、ソフトウェアの
無料更新などのサービスが受けられ
ます。

ヴァイサラのエンジニア、計測学専門家、
テクニカルサポート専門チームが、お客
様のシステムが長期にわたり正しく機能
するよう取り組んでいます。

* 詳しくはwww.vaisala.co.jp/contatctまでお問い
合わせください。

現場校正または 
サービスセンターでの校正
viewLincシステムの高精度の測定を
維持するため、ISO/IEC 17025および
ANSI/NCSL Z540-1-1994の基準を
満たしたISO17025認定の自社校正室
で校正および総合的な機能テストを行っ
ています。

校正内容は以下の通りです。

• 初期校正に対する仕様の検証

•  電池の確認と必要に応じての交換

•  必要に応じてのファームウェア更新

再校正のために機器を発送できない場
合でも、大部分の機器を対象として現場
校正を実施します。現場校正には、米国
国立標準技術研究所（NIST）にトレーサ
ブルな証明書、再校正時期のリマインド
サービスが含まれます。校正コストの節
減のために、3～5年のオプションプラン
もご利用いただけます。価格上昇リスク
を回避するだけでなく、校正コストを大
幅に低減することができます。製品の再
校正中は、代替のレンタル機器もご提供
します。

お問い合わせ
ヴァイサラ環境モニタリングシステム
は、世界各地でご利用可能です。技術的
なご質問、または修理・校正については
Eメールでお問い合わせください。

•  テクニカルサポート、校正、修理： 

japan.support@vaisala.com

-

■現場でのサポート対応が可能です。

■現場でのユーザーおよび 
管理者トレーニング

■保証延長、校正プランオプション

トップクラスのサポート



DL2000
ヴァイサラ DL2000高精度湿度
温度データロガーは、試験室、ク
リーンルーム、安定性試験槽など
において、クリティカルで湿度の影
響を受けやすい製品やプロセスを
モニタリングするための、コンパク

トで、優れた、使いやすいレコーダーです。また、差圧、CO2、液面、粒子、
導電率などのパラメータを記録するための、電流/電圧入力の外部チャ
ンネルのオプションを特長としています。オプションのブール型チャンネ
ルにより、ドアスイッチや警報接点に接続します。

HMT140
ヴァイサラHUMICAP® HMT140
湿度温度ワイヤレス変換器は、プ
ローブとアナログ信号（RTD、電
圧、電流、およびブール型接点）を
用いて相対湿度と温度を計測し
ます。HMT140は、お客様の既存
のWi-Fiネットワークに簡単に接
続でき、バッテリー駆動式です。オ
プションで、9～30VDC電源が
あります。その他のオプションと
して、液晶ディスプレイ、さまざま

な信号計測、および変換器ハウジング直接取り付け固定式プローブ、異
なるケーブル長（3/5/10m）を取り揃えた遠隔プローブがあります。既存
のネットワークにワイヤレスで接続することにより、モニタリングしている
チャンバーを簡単に移動させたり、必要に応じて機器を移動させたりする
ことができます。

HMT330
ヴァイサラHUMICAP® HMT330 湿度温度変換器は、安定した計測と幅
広いカスタマイズが重要となる、高い精度が求められる用途向けに設計さ
れています。HMT330シリーズは、結露しやすい環境で優れた性能を発揮
する加温プローブ技術と、IP65適合の耐食性ハウジングを特長とし、4年
以上の計測データの記録管理が可能な内蔵データロガーのオプションが
あります。

vNet
vNet PoEネットワーク・インター
フェースによって、ヴァイサラの
データロガーとお客様の既存の
ネットワークを簡単に接続でき
ます。スナップイン方式により、ロ
ガーとPoEロガーインターフェー
ス間の配線がなく、ワンタッチで
ロガーと接続できます。また、AC
電源の設置費用が不要です。

DL4000
DL4000データロガーは、圧力、流量、
液面、PH、電気的性質、およびガス濃
度をモニタリングするための簡単なソ
リューションです。単体での用途また
はネットワーク化された用途に最適
で、USB経由でPCに接続したり、イー
サネット、vNet PoE、Wi-Fiなどを経由
して既存のネットワークに設置したり
できるユニバーサル入力ロガーです。

DL1016/1416
幅広い温度範囲（超低温フリー
ザー、フリーザー/冷蔵庫、イン
キュベータなど）において、1台の
ロガーで最大4箇所の温度をモニ
タリングすることができる多用途
温度データロガーです。DL1016/
DL1416データロガーは、追加の

ハードウェアの購入や設置が不要で、最大4箇所の環境を同時モニタリ
ングする場合においても、ロガーやネットワーク・アクセスポイントの追
加は必要ありません。

データロガー、機器、変換器※

※ 掲載した製品は、ヴァイサラ環境モニタリングシステムで利用可能なオプションの一例です。ヴァイサラの機器の全ラインナップは下記のWebサイトをご覧ください。 
www.vaisala.co.jp/lifescience

詳細は以下よりお問い合わせください。
forms.vaisala.com/webcontactjp

www.vaisala.co.jp
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