
www.testo.com

Testo
Whitepaper

クリーンルームの温度、湿度、差圧、風量の
測定のヒント

● クリーンルームの測定と重要な性能評価試験の規格

● クリーンルームの認証のために選択される測定項目

● 測定器を選択するうえで重要なポイント 

Testo
Whitepaper
Testo
クリーンルームの環境測定のヒント



Testo クリーンルームの環境測定のヒント 

クリーンルームを正しく使用するためには、まずはそのクリーン
ルームが期待どおりの結果をもたらすことの根拠を示す必要が
あります。希望する要件を満たしているでしょうか。そのクリーン
ルームクラスの条件を満たしているでしょうか。関連する規格に
適合しているでしょうか。すべての環境条件は、製品の状態を長
期的に均一に保ち、製品の安全性を維持するうえで適正でしょう
か。

プラントの認証と再認証に最高の品質基準を適用することは、
クリーンルームのオペレータにとって最大のメリットとなります。
そのために注意が必要になるのはプラントのモニタリングだけで
はありません。試験手順、試験担当者、および試験技術も、クリー
ンルーム自体と同様の高度な要件に適合している必要がありま
す。製造ラインにおいても、ラボにおいても、信頼できるクリーン
ルームがなければ、クリーンな作業を長期にわたって行うことは
できません。

1 クリーンルームの測定
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クリーンルームの認証と運用には、さまざまな規制、法規定・規格
が適用されます。また、クリーンルームおよびその付帯設備全般
に適用される基本規格もあります。

国際規格: DIN EN ISO 14644 

クリーンルームとその付帯設備に対する国際レベルの基本規格
としてDIN EN ISO 14644 があります。第1 部は粒子の濃度
に基づいた空気の清浄度の分類に関するもので、第2 部はDIN 
EN ISO 14644-1に適合していることを継続的に試験および
モニタリングするための仕様となっています。

一方、クリーンルームの測定器および測定に関しては、「第3 部：
試験方法」が大きく関連しています。DIN EN ISO 14644 の
この部分には、DIN EN ISO 14644 の別の部分で説明およ
び規定されているクリーンルームの特性確認に使用できる試験
手順が示されています。

性能試験はクリーンルームとクリーンエリア用に、低乱流の場合
と乱流がある場合の2 種類が定められています。3種類の運用
状態として、施工完了時（as-built）、製造装置設置時（at rest）
通常運転時（in operation）が対象となります。試験によっては
複数の手順と測定器が記述され、さまざまな種類の使用を考慮
することができます。

ドイツ： VDI 2083 Part 3 Cleanroom technology – 
Metrology and test methods

ドイツでは、国際規格ISO 14644 に加えてVDI 2083 Part 
3 が適用されます。このガイドラインにはクリーンルームの測定
方法が記述され、新しいプラントの認証、日常チェック、および継
続的なモニタリングに適用されます。 

2   試験手順に関係する重要な規格
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米国と日本での国内規制

アメリカのIEST（Institute of Environmental Sciences 
and Technology）は、独自の規制として、試験手順IEST-
RP-CC006.3 を制定しました。
日本では、日本工業規格JIS B 9917-3:2009「クリーンルー
ム及び付属清浄環境 - 第3 部： 試験方法」が適用されます。どち
らの場合も、これらの国で有効な規約に従い、クリーンルームの
認証を詳細に適合させることが目的となります。

製薬業界におけるラミナーフローキャビネットと無菌製造

ここまでの内容に加えて、特別な規格への適合が必要な特殊な
用途が存在します。微生物学およびバイオ技術の作業用のラミ
ナーフローキャビネットには、そこで働く人と作業対象物を保護
するための、DIN EN 12469 に準拠した適切な換気システム
が必要です。

無菌製造のための製薬用クリーンルームでは、EU-GMP ガイド
ラインのAnnex 1 が適用されます。この規格には、クリーンル
ームの認証と運用に関する法的な枠組みが規定されています。

3   クリーンルームの認証のために選択される測定項

クリーンルームの試運転に先立って、意図した目的がシステムで
満たされていることを確認するための初期認証が行われます。
これは製薬業界では、製造許可を取得するための管轄官庁によ
る受け入れ検査の必須条件になります。このときに、換気システ
ムの適格性、およびルーム自体の認証が行われます。

測定は校正済みの測定器で行う必要があり、その測定器は
該当する規格の要件に適合している必要があります。

以下では、クリーンルームの認証のために温度、湿度、差圧、お
よび風量で選択された測定項目のみを検討していきます。 

A. 風量試験

非一方向流方式（乱流方式）の風量試験

乱流方式のクリーンルームでは、給気の風量測定が必要です。給
気の風量測定は、クリーンルーム設備に単位時間あたりに供給さ
れる空気の体積を確認するためにも使用されます。

給気の風量は、エアフィルタによるクリーンエア側、またはエア
供給ラインで測定されます。どちらの方法も既知の断面積を流
れる風速の測定がベースとなり、風速と面積から風量が得られま
す。局所的に発生した乱流と、吸気による噴射速度の影響への対
策として、すべてのエアフィルタや吹出口から流出する空気全体
を捕らえる、風量フード（風速フード）を使用することを推奨しま
す。

エア供給風量は、フード付風量計を使用するか、風量フードから
流出する風速と有効面積を乗算することで測定します。フィルタ
または吹出口を完全に覆うようにフードの開口部を配置し、フー
ドを平らな面に密着させることで、空気の漏れと測定誤差を防止
することができます。 
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吹出口での測定では、フローストレーナー内蔵の風量フー
ドを使用して乱流を抑制すると、測定誤差が大幅に減り、
より正確な測定値が得られるようになります。

エアフィルタのクリーンエア側で風速計を使用すると、風量フー
ドを使用せずにエア供給風量を評価できます。エア供給風量は、
風速と出口面積を乗算することで得られます。

100mmベーンを使用したエアフィルタでの測定では、フ
ィルタから15～30cmの距離にベーンを配置する必要が
あります。

エア供給ダクトにアクセス可能で、そのダクトがクリーンルーム
の中間天井内部で分岐していない場合は、エア供給ダクトで直
接測定できます。

ダクト内部の測定の場合、エアダクト内で乱流レベルが最
も低い場所で測定します。最適な場所は、4～5mの直線
で、曲がりや、流量レギュレータおよび防火フラップなどの
障害物がない、ストレートなパートです。

一方向流の風量試験

低乱流が発生しているクリーンルームおよびクリーンエリアで
は、クリーンルームの性能を判定するにあたって風速の分布を測
定する必要があります。風速は、エアフィルタの前面近くまたは
ルーム内で測定できます。これは、エア供給の流れに垂直な測定
断面積を設定し、それを同一面積のグリッドセルに分割すること
で行います。風速はフィルタの前面から約15～30cmの距離で
測定する必要があります。クリーンルームおよびクリーンエリア
のエア供給風量を判定するためには、測定ポイントの数を十分に
用意する必要があります。測定ポイントの数は、平方メートル単
位の表面積を10倍した値の平方根に対応するよう設定します
が、4か所以上にする必要があります。フィルタの出口ごと、また
はベンチレータフィルタユニットごとに最低1か所測定する必要
があります。低乱流による干渉を防止するため、遮蔽物を使用す
るようにしてください。

一方向流の風速分布測定では、熱線式風速計を吹出口の
下、約30cmで使用することが理想的です。 

B. 空気の差圧の試験

空気の差圧試験の目的は、プラントと周囲の間で要求される差
圧をクリーンルームシステムが維持できているかどうかを確認
することです。ルーム間、またはルームと外部との間の差圧測定
を開始する前に、エア供給量とプラント内のエア補正が仕様を満
たしていることを確認することをお勧めします。

クリーンルームと周囲全体との間の差圧は、ドアが開いて
いると結果に誤差が生じるため、状態が「製造装置設置時

（at rest）」のときに測定および記録する必要がありま
す。

フード付風量計を使用した風量測定
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差圧は5～20パスカルになっている必要があります。これは非
常に小さい値です。蝶の羽ばたきでも10パスカル程度の値があ
ることに注意してください。多くのハンディタイプの測定器は精
度不足のため、このような測定値には適していません。

測定される圧力が非常に小さいため、精密な差圧測定器
が不可欠です。

プラントに複数のクリーンルームがある場合は、最も内側にある
ルームとそれに隣接するルームとの間の差圧を測定する必要が
あります。大気圧に対する最後の部屋と補助環境との間の差圧
を測定するまで、測定を続ける必要があります。その結果測定さ
れた各部屋の差圧を記録する必要があります。

エアフィルタの差圧を確認するには、フィルタ前の圧力（背圧）と
フィルタ後の圧力を比較します。差圧のレベルはフィルタの汚染
度の指標となります。

ダクト内か、換気装置か、クリーンルーム内のエアフィルタ
かを問わず、各フィルタにはフィルタ後部に測定ニップル
があり、そこで差圧を測定できます。

C. 温度と湿度の均一さの試験

この試験ではクリーンルームの空気処理システムの能力を証明
し、顧客が指定した期間において、試験エリアで空気の温度と湿
度（相対湿度）を制限範囲内に維持できることを確認します。
この試験は、風量均一性試験が終了し、空気処理システム調節器
を設定した後に行います。この試験は、プラントが一定期間稼動
し、安定した状態になってから実施する必要があります。

温度は温度管理エリアごとに最低1か所は測定する必要があり
ます。各センサは、規定された場所で作業面の高さに取り付ける
必要があります。十分な時間が経過して、センサが安定してから、
各測定場所で温度を記録する必要があります。測定は目的に適
した方法で実施する必要があり、測定時間は5分間以上とし、値
を1分に1回以上記録する必要があります。

湿度センサは、湿度調整されたエリアごとに1か所以上取り付け
る必要があり、センサが安定するまで十分に待つ必要がありま
す。データを記録する測定ポイント、測定日数、測定間隔、および
測定時間については、顧客と測定実施者の間で合意しておく必
要があります。

用途によっては、総合的な温度試験が必要になることもありま
す。この試験は厳しい環境管理要件のあるエリアに推奨されま
す。

温度と相対湿度の測定は、測定の妨げとなりうる要因を排
除するため、一般的に「製造装置設置時（at rest）」状態の
ときに行われます。ただし、換気システムは「通常運転時

（in operation）」になっている必要があります。 



Testo クリーンルームの環境測定のヒント  

測定器に求められる要件は、規格と規制の条項によって決まり
ます。基本的な必要条件は、すべての測定器が校正されているこ
とです。これが、信頼性があり、承認を受けられるデータを記録す
るための唯一の方法です。

測定をモニタリング（固定式）で継続的に行うか、ポータブル測定
器で不規則に行うかは、多くの場合、測定値を永続的にモニタリ
ングするのか、特定のタイミングで確認するのかで決めます。

ポータブル測定器はクリーンルームの認証と再認証で使用され
ます。粒子を可能な限りクリーンルーム内に持ち込まないように
するため、ポータブル測定器は簡単にクリーニングできるもので
ある必要があります。測定を実施するうえで、応答速度が速く、直
感的に操作できることは測定器のメリットになります。使いやす
く、軽量な測定器が望まれます。また、精密な測定に欠くことので
きない次のような必須要件があります。

• 測定プローブの測定精度が高い

• 測定プローブが長期安定性に優れている

• 校正が容易

マルチ環境測定器の場合、測定プローブが測定器とは別
に校正できる必要があります。このことにより、VAC測定
器を常に使用可能な状態に保つことができます。

デジタルプローブの校正中に確認された偏差を保存し、そ
れを測定時に自動的に補正可能な測定器を使用する場合
は、誤差ゼロでの表示が可能となるため、測定精度がさら
に高まります。

4  測定器を選択するうえで重要なポイント 
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風速・風量計の仕様

測定器 熱線式風速計 ベーン式風速計 フード付風量計

測定範囲 0.1 m/s ～ 20.0 m/s 0.2 m/s ～ 20.0 m/s 50 m3/h ～ 1700m3/h

分解能 0.05 m/s 0.1 m/s _

精度 ± (0.1 m/s + 測定値の
5 % )

± (0.2 m/s) または + 測定
値の 5%の大きい方の値 

± (測定値の5 % )

温度および湿度計の仕様 
(ここでのDIN EN ISO 14644 Part 3 は DIN EN ISO 7726を基準とする)

測定器 温度計 湿度計

測定範囲 10 ～ 40 °C 5 ～ 95 %RH

精度 ± 0.5 °C、 最低値
± 0.2 °C、 理想値

± 2 %RH

差圧計の仕様

測定器 差圧計

測定範囲 0 ～ 100 Pa

分解能 1 Pa

精度 ±1.5 % 

測定器に求められる要件はDIN EN ISO 14644 Part 3で規定されています。ここでは、いくつかの仕様の概要を示します。

www.testo.com

注意

DIN EN ISO 14644 の詳細情報と更新、およびGMP規制対象業界のクリーンルーム認証に与える影響については、以下の
ページをご参照ください。 
https://www.testotis.de/know-how/fachartikel/（ドイツ語）

 ＊本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。本カタログの掲載内容は2021年11月現在のものです。


