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第 5 編 参考文献 

第 2章 共通機器（分析機器の手引き 2019 JAIMAより抜粋） 

 

一般社団法人 日本分析機器工業会 様のご厚意により， 

分析機器の手引き 2019より抜粋させていただきました。 
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1.5 誘導結合プラズマ発光分光分析装置（ICP-AES） 
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1.1 イオンクロマトグラフ 
 

 

 

 

1． 構成と機能 

イオンクロマトグラフは液体クロマトグラフ（1.3.2参

照）の一種であり，溶液中のイオン，特に無機陰イオン

やアルカリ，アルカリ土類金属イオンの測定方法として

発展してきた。基本構成は液体クロマトグラフとほぼ同

じであるが，検出法に工夫がされてきた。 

 初期のイオンクロマトグラフでは，移動相（溶離液）

に塩溶液を，分離用に低交換容量のイオン交換樹脂カラ

ムを，検出器として電気伝導率検出器を使用していた。

測定におけるベース電気伝導率を下げて各イオン種のピ

ーク増感をするために，検出器の前にサプレッサーと呼

ぶ対イオン除去機構を適用した。 

 塩化物イオン（Cl－）や硝酸イオン（NO3
−）などの無

機陰イオンの分析では，分離カラムに陰イオン交換カラ

ムを，溶離液にKOH溶液や炭酸緩衝液などを使用する。

サプレッサーには，H+形の陽イオン交換樹脂が使われ

た。 

 KOH溶液を溶離液にした場合，KCl，KNO3などを含む

試料中無機陰イオンはカラムを通過する事で各イオン種

に分かれる。このときの対イオンはK+であり，また，ベ

ースとなって流れる液はKOH液であり，K+が検出を妨害

する。サプレッサーを通すと分析対象の各イオン種はそ

のまま陰イオンであるが，対イオンはH+となる。また，

ベースに流れる液はK+がH+と置き換わるために水とな

る。K+とH+の当量伝導率はH+が遙かに大きく，ピークが

増感される。一方ベース電気伝導率はKOHが水に置き代

わるため，非常に低くなる。このことにより，無機陰イ

オンが高感度に測定でき，環境分析を中心に使用されて

きた。その後，サプレッサーもカラム方式からチュー 

ブ方式，膜方式，電解方式など様々なものが開発されて

いる。 

 現在では，サプレッサーを使用しないノンサプレッサ

ー法，間接吸光法などの検出法，静電的分離やイオン排

除分離など，様々な手法が開発され，対象のイオン種

も，無機陰イオンやアルカリ金属イオン，アルカリ土類

金属イオンだけでなく，遷移金属，有機酸，アミン類な

ど様々なイオン種に広がっている。 

 

2. 特徴 

(1) 無機陰イオン等が㎍～mgレベルで測定できる。 

(2) 分析に用いる試料量が少ない（通常50～250μL）。 

(3) 比較的前処理が簡単である。 

(4) 多イオン同時分析が可能である。 

(5) 価数分が可能である。 

3. 用途 

(1) 表層水，地下水，酸性雨などの環境分析 

(2) 農地の土壌分析や肥料などの農業資材分析 

(3) 発電所などのボイラー水や冷却水の管理 

(4) 工業製品，食品などの工程管理や品質管理 

(5) 工場などの排水管理，処理施設の運転管理 

(6) 水道，下水道などの公共用水の管理及び監視 

(7) 工業製品の原材料管理，廃プラスチックの分析 

(8) 排ガス分析 

 

図 1 イオンクロマトグラフ装置の基本構成 図 2 イオンクロマトグラム例 
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1.2 ガスクロマトグラフ（GC） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 構成と機能 

 ガスクロマトグラフ（GC）の代表的な構成例を図 1 に

示す。キャリヤーガスと呼ぶ移動相にはヘリウム或いは窒

素がよく使われる。（概説 1.3 参照） 

 分離を行うカラムは大別するとキャピラリーカラムと

充塡カラムとになる。キャピラリーカラムは内径 0.1～1.2 

mm 程度，長さ 5～100 m 程度の溶融シリカキャピラリー，

金属などの細管を使い，内面に固定相となる液体を塗布し

たもの，塗布してさらに化学結合したもの，固定相となる

吸着剤を固定したものなどがある。キャリヤーガスの流量

は内径 0.25 mm の場合，1 mL/min 程度である。キャピラ

リーカラムは分離効率が高く，複雑な組成の試料を扱える

ため，広く利用されている。充塡カラムはステンレス鋼，

ガラスなどの内径 0.5～6 mm 程度，長さ 0.5～20 m 程度の

管に粒度の揃った充塡剤を充塡したものである。充塡剤に

は，珪藻土系耐火レンガ粉，ガラスなどの不活性な多孔質

担体に固定相としての液体を含浸させたもの，或いは吸着

剤を用いる。充塡カラムは古くから利用されて来たが，少

なくなった。 

キャリヤーガス流量は，数 10 mL/min である。 

 カラム槽は一定温度に保つ，或いはゆっくり分離される

成分を早く溶出させるようにプログラム昇温するなどの

ため，加熱，温度調節，撹拌機構を持つ。 

試料導入部は短い時間幅で試料をカラムに導くよう工夫

されている。液体試料は気化の迅速化のため，加熱する。

充塡カラムに比較して扱える試料量の小さいキャピラリ

ーカラム用には，注入試料の一部をカラムに導くための工

夫（スプリット注入法）や，溶媒を先に排出後目的成分を

分離する等の工夫がされている。充塡カラムには，通常液

体試料ならば 1～数 μＬを全量導入する。 

 GC には多様な検出器が使われる。代表的なものを表 1

に挙げる。TCD は化合物とキャリヤーガスとの熱伝導度

の差を利用するものである。FID は水素炎中で CH ラジカ

ルの生成に始まり，ヒドロニウムイオン，H3O+が生成，電

導度が増すのを利用して有機物検出を行う。高感度で広い

直線性があり多用されている。他の検出器も高感度を示し，

分析種を ppb 濃度で検出できる例も多い。 

2． 特徴 

(1) 多様で高感度な検出器を組み合わせ利用可能。例えば，

JIS による排ガスや排水中ダイオキシンの分析法では

質量分析計を検出器に使う。 

(2) キャピラリーカラムは分離能に優れ，迅速分析も可能

である。 

(3) 前処理と組み合わせて，直接導入できない試料や低濃

度の試料に活用できる場合も多い。 

3． 用途 

(1) 石油，医薬，食品，環境等の広い分野での成分分析，

品質管理 

(2) 自動化してプロセス用，環境監視用。 

 

 

 

表  検出器の種類と特徴・性能 

検出器 特徴 ﾀｲﾌﾟ 検出下限 定量範囲 

熱伝導度検出器(TCD) 汎用，感度低い C 50 ng/mL 10 ppm～100 ％ 

水素ﾌﾚｰﾑｲｵﾝ化検出器(FID) 有機物に高感度，汎用，検量線の直線範囲広い M 10 pg/s 10 ppb～10 ％ 

電子捕獲型検出器(ECD) ハロゲン化合物に高感度，PAH，N2O に応答 C 0.1 pg/mL 0.1 ppb～10 ppm 

炎光光度検出器(FPD) S 及び P 化合物に高感度 M 1 ng/s(S)，10 pg/s(P) 10 ppb～100 ppm 

熱イオン化検出器(TID,NPD) N 及び P 化合物に高感度 M 1 pg/s(N)，0.1 pg/s(P) 1 ppb～100 ppm 

質量分析計 定性，定量に威力 M 1 ng/s(TIM)，1 pg/s(SIM) 0.1 ppb～100 ％ 

＊ 応答が，C:濃度依存形，M：質量依存形  

図 1 ガスクロマトグラフの構成例 図 2 n-アルカン類のガスクロマトグラム 
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1.3 ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS） 
 

 

 

 

 

 

 

 

1． 構成と機能 

 GC-MS は図 1 に示すように主にガスクロマトグラフ

（GC），質量分析計（MS），インターフェイス（GC-MS 接

続部。最近の装置はキャピラリーカラムを使っており直

結），及びシステム制御・データ処理部から成る。GC は試

料導入部，カラム（オーブン），MS はイオン化部（イオン

源），質量分離部（アナライザー），検出部（検出器），及

び真空排気部（真空ポンプ）で構成される（概説 1.3 及び

1.4 参照）。システム制御・データ処理部は GC や MS の各

部を作動させるエレクトロニクス部の制御を始め，データ

の取得，記録，処理，解析，システム全体の制御，各部の

モニタリング，診断なども行う。 

 GC-MS で分析対象となる成分は GC に適用可能な有機

化合物や無機ガスなどであるが，一般に気体又は液体の混

合物試料を GC-MS に導入すると GC で分離された各成分

は連続的に MS のイオン源に入りイオン化される。生じた

イオンはアナライザーに導かれ，m/z に応じて分離される。

分離されたイオンは順次，検出器でその量に応じた電気信

号に変換され記録される。 

 GC-MS では通常，イオン化法として電子イオン化（EI）

法，及び化学イオン化（CI）法が用いられる。 

2． 特徴 

 GC-MS の特徴は混合物の分離に優れている GC と試料

成分の構造情報の取得や微量成分の検出に優れているMS

を組み合わせて用いることにより，試料に関する各種の情

報を高感度で得られることである。 

 また，GC-MS の特徴の一つにアナライザーの多様性が

あり，実際に多くの型式のものが目的に合わせて使用され，

1）四重極形（Q），2）磁場形（二重収束形），3）イオント

ラップ形，4）飛行時間形（TOF）などがある。国内では

GC-MS の 8 割以上が QMS であるが，最近は GC-MS/MS

としてタンデム形の MS/MS が用いられることも多くなっ

ている。極めて高感度で選択性の高い分析を必要とされる

場合に使用される。 

 MS/MS としては三連四重極（QQQ）や Q-TOF が代表的

である。測定モードには一定質量範囲を連続的に測定する

全イオンモニタリング（SCAN）と特定の m/z のみを測定

する選択イオンモニタリング（SIM）がある（最近の GC-

QMS は同時に両モードでの測定が可能）。前者からは質量

スペクトル，全イオン電流クロマトグラム（TICC），抽出

イオンクロマトグラム（EIC）が，後者からは SIM クロマ

トグラムが得られ，各成分の保持時間及び質量スペクトル

等から定性，クロマトグラム上のピーク面積から定量分析

が行われる（概説 1.3，1.4 参照）。図２に樹脂中のフタル

酸エステルの測定例を示した。 

 測定可能な濃度レベルは一般に定性で ppb～ppm，定量

で ppt～ppb レベルである。また，種々の前処理導入装置

が開発され用途が拡大している。 

3． 用途 

 主に GC で適用可能な有機化合物が対象となるが，用途

としては定性よりも定量分析の方が多い。 

 応用分野は食品，香料，環境，化成品，石油・石化，高

分子，材料，法医，臨床，医薬品，メタボロミクス等，極

めて多岐にわたる。 

 

 

 

  

図 1 GC-MSの構成例 図 樹脂中のフタル酸エステル測定例 
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1.4 原子吸光光度計（AAS） 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1． 構成と機能 

 炎などの熱源へ試料を導入し，成分元素を原子化させ

る。これに測定目的の元素特有の波長を持つ光を照射す

ると，この光を吸収し基底状態よりもエネルギーが高い

励起状態の原子に変化する（概説1.2の図3参照）。この

現象で吸収された光の量を吸光度として測定し，目的元

素の濃度を算出する方法が原子吸光光度法である。図1に

原子吸光光度計の構成例を示す。原子吸光光度計の光源

には，一般に中空陰極ランプ（ホローカソードランプ）

が用いられる。ホローカソードランプは陰極材料に含有

する元素により放射される光の波長が変わるため，測定

対象の元素に適したランプを用いる。また陰極の元素の

組み合わせにより，ひとつのホローカソードランプで複

数元素の光源としても使用できる。分光器はツェルニ・

ターナー形やエシェル形が採用されており，検出器は光

電子増倍管が主流であるが，半導体検出器を搭載した装

置もある。他の分析方法と比較して試料中の共存元素の

スペクトル干渉を比較的受けにくく，様々な分野で，広

い濃度範囲の元素の分析に用いられる。 

 原子化方法には化学炎を熱源に用いるフレーム法とキ

ュベット（黒鉛炉など）を用いる電気加熱炉法がある。

フレーム法は試料を霧化して化学炎に導入し（0.5~2 

mL/min），目的元素を原子化させる方法で，主にmg/Lレ

ベルの主成分元素の分析に用いられる。化学炎は，空気-

アセチレンの混合ガスで約2000℃，亜酸化窒素-アセチレ

ンの混合ガスで約3000℃となり，測定元素に応じて使い

分ける。電気加熱炉法は，段階的にキュベットの温度を

上げて試料の乾燥，灰化，原子化を行う。μg/Lレベルの

微量元素分析に利用される。 原子吸光光度計では，ス

ペクトル干渉（バックグラウンド）を補正する方法とし

て，紫外線領域のバックグラウンド補正を行う重水素ラ

ンプ補正法や全波長領域のバックグラウンド補正が可能

な偏光ゼーマン補正法などがある。 

 測定する溶液は硝酸や塩酸溶液が多く，有機溶媒の種

類によっては測定可能なものもある。また，水素化物発

生法，還元気化法などもある。 

2． 特徴 

(1) 重金属などの高感度測定が可能。 

Znでは10 μg/Lレベル，Cd，Co，Crなどでは数十 

μg/L レベルおよびFe，Pbなどでは100 μg/Lレベルの

定量が可能であり，環境分析にも有効である。 

(2) 分析対象元素ごとに光源ランプが必要。 

ICP発光分析のような多元素同時測定には向かない。

また，定性分析の目的には使用されない。 

(3) 共存元素（マトリックス成分）の影響が少ない。 

(4) 電気加熱炉法の場合には，固体試料の分析も可能

で，前処理も簡便である。 

3． 用途 

(1) 河川水などの環境水中の主成分元素（Na，Kなど）及

び重金属（Cd，Pb，Cr，Hg，Asなど）の分析 

(2) 食品中の主成分元素および重金属の分析 

(3) 鉄および鋼中の金属分析（JIS G 1257）など 

 

  

図 1 原子吸光光度計の構成例 
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1.5 誘導結合プラズマ発光分光分析装置（ICP-AES） 
 

 

 

 

1. 構成と機能 

 ICP-AES は，高周波（27 MHz，40 MHz）を利用して発

生したプラズマを励起源とする元素の発光分析装置であ

る。溶液中の元素をアルゴンプラズマによって励起，発光

させ，その発光波長から試料溶液中に含まれる元素の確認

（定性），波長強度から定量を行う分析法である（概説1.2 

の図3 参照）。装置は誘導結合プラズマ(ICP)部と発光分光

分析(AES)部からなる。ICP 部は高温プラズマ内(6000～

10,000 K)で元素を原子化して，励起，発光させる。このICP 

部は高周波電源，ガス供給部，試料導入部からなる。 

プラズマは，トーチと呼ぶ3 重構造の石英製同心円状ノズ

ルに外側から冷却ガス（通常10～20 L/min），補助ガス（同

0.1～2 L/min），キャリヤーガス（同0.5～2 L/min）（いず

れもアルゴンガス）を送り，高周波をトーチ外側の誘導コ

イルに供給して形成させる。 

試料溶液はネブライザーにより噴霧され（同 0.5～

2mL/min），スプレーチャンバー内で粒子を分別後，微小

粒子がキャリヤーガスでトーチに導かれる。 

 AES 部はプラズマから，各元素に特有な波長の発光を

分光器にて分光する部分である。光の観測方向はアキシャ

ル(軸方向)とラディアル（横方向）があり，アキシャルは

主に低濃度分析，ラディアルは主に高濃度またはアルカリ

金属の分析に使われる。プラズマ先端部（観測位置付近）

は比較的低温であることから自己吸収現象が起こるため，

その先端部分は冷却コーンにガスを流してカットしてい

る。また検出器にはバックグラウンド発光を同時に測光可

能な半導体検出器CCD（電荷結合素子）が用いられる。 

2. 特徴 

(1) 励起源が約6000～10,000K（励起温度）と高温のため，

多くの元素を励起発光できる。また標準液があれば，

周期表の70 元素ほどの元素を定性，定量できる。 

(2) 多元素の同時分析に対応できる。 

(3) 励起源に不活性アルゴンガスを使用するため，安全性

が高い。 

(4) 原子吸光法に比べて検量線の直線範囲が広い。 

(5) 試料量が，1mL 程度と少量である。 

(6) 水溶液から有機溶媒まで安定に導入できる。 

(7) 試料溶液中の共存元素（マトリックス）の影響が少な

い。 

3. 用途 

 溶液化できる試料であれば，あらゆる分野に適用可能で

ある。 

(1) 環境分野（河川，土壌など）での有害元素分析。 

(2) 金属分野（貴金属，メッキ液，産業廃棄物など）での

主成分，微量成分分析。 

(3) 食品・肥飼料分野（米，麦，お茶，飲料水，製菓，野

菜など）での主成分，微量分析。 

(4) 石油・化学分野（潤滑油），医薬品（製剤）など有機

溶媒で希釈，溶解した試料の分析。 

(5) セラミックス，鉱石類分野での主成分，微量成分分析 
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図 1 ICP-AESの装置構成 図 2 ICP-AESスペクトル（Cd 214.439 nm 0.02 mg/L） 
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1.6 紫外・可視分光光度計 

 

 

 

1. 構成と機能 

 光が物質を通過するとき，エネルギーの一部が失われる

現象が吸収である。試料に入射した光と試料を透過した光

の強度比から透過率（T%）や吸光度（A）を求め（概説1.2

の4参照），光の波長に対してプロットした図が吸収スペ

クトルである（図1）。 

 吸光度は溶液の濃度に比例する。濃度既知の試料数点の，

各々の試料濃度と吸光度の関係を検量線として，濃度未知

の試料の吸光度から濃度を求める。 

 分光光度計の構成例を図2に示す。測光方式としてシン

グルビーム方式とタブルビーム方式とがあり（図2），後

者は分光器から出た光を対照光束と試料光束とに分け，両

者の強度比を演算し，透過率（T）もしくは吸光度（A）を

求める。この方式は光源強度の波長分布と揺らぎを自動補

償できる。 

 概説1.2の図11に示したように光源には一般に重水素ラ

ンプ（D2）を紫外部用にハロゲンランプ（WI）を可視部用

に用いる。分光器は回折格子やプリズムを用いて必要な波

長を選択する。波長純度を高めるため，スリットで波長幅

を狭める。試料室部は液体試料用セルホルダーの他，各種

ホルダーを目的に応じて使い分ける。セルの材質には石英，

ガラス，ポリスチレン等の樹脂製があり，測定波長範囲に

応じて使い分ける（概説1.2の図11参照）。光路長は1cmの

ものが良く使われる。透過光強度のうち溶媒による吸収を

補償するため，溶媒だけ（対象成分を含まない）を透過し

た光強度を通常I0とすることが多い。 

測光部の検出器には，光電子増倍管あるいはシリコンフォ

トセルを使用する。 

 

2. 特徴 

（1） 試料の前処理が容易で迅速に測定できる。 

（2） 固体，液体，気体の何れの形態の試料も扱える。 

（3） 定量分析が主目的だが定性分析もできる。 

（4） 試料自体に吸収がない場合でも，呈色反応を利用し

た定量分析ができる。 

（5） 溶媒として，水や有機溶媒も使用できる。 

（6） 非破壊で測定できることがある。 

 

3． 用途 

（1） 生物・環境分野 

重金属イオンなどの種々の陽イオン，陰イオンやタン

パク等の定量分析など 

（2） 工業材料分野 

フィルム，光学素子，半導体，化粧品，顔料，樹脂，

ガラス等に対して，色度や濁度等の各種指標，膜厚，

光学分散等種々の定量や定性分析 

（3） 公定法 

工業用水試験法（JIS K 0l0l），工場排水試験法（JIS K 

0l02），食品分析法，衛生試験法，日本薬局方など 

（4） 研究用途 

化合物の電子状態，バンドギャップ，経時変化や温度

変化の分析など 
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1.7 蛍光光度分析装置 

 

 

1. 構成と機能 

 概説1.2の図4に蛍光の分子エネルギー準位との関係が

示されている。一般には，りん光寿命は10－4 s より長く，

これに対して蛍光寿命は10－8～10－9 sのものが多い。 

物質に吸収された光の一部は，振動やそのほかのエネルギ

ーとして失われるので，物質から発せられる蛍光の波長は，

励起光の波長よりも長くなる（Stokes の法則）。 

 蛍光光度計の構成例を図1 に示す。光源を出た光は励起

波長選択部で単色光となり試料に照射される。 

試料から放射された蛍光は蛍光波長選択部で目的の波長

の光に分光されて検出器に入り，蛍光強度として表示され

る。光源は中圧水銀灯やキセノンランプなどが用いられる。

また，レーザー光源で特定の原子・分子を励起して高感度

に分析する方法もある。 

励起側波長と蛍光波長の選択部には，フィルターを用いる

ものとモノクロメーターを用いるものとがある。試料を入

れるセルは一般に石英セルが用いられる。測光方式は，励

起光の散乱光の影響を少なくするための直角方向から測

定する側面方式（励起光に対して90 度）と，固体や高濃

度溶液を測定する表面方式（同22 度程度）がある。量子

収率測定のため積分球（1.2.6 など参照）を用いる方式も

ある。検出器は微弱光を測定することに適した光電子増倍

管が主流であるが，半導体検出器を搭載した装置もある。 

 蛍光光度法ではスペクトルや蛍光の強度から定性およ

び定量分析を行うことができる。スペクトルには，蛍光波

長を一定にして励起光波長と蛍光強度の関係を表す励起 

 

 

スペクトルと，励起波長を一定にして蛍光波長と強度の関

係を表す蛍光スペクトルがある。スペクトルの一例を図2 

に示した。励起スペクトルは特定の蛍光波長に対する各励

起波長での蛍光強度を，蛍光スペクトルは特定の励起波長

に対する各蛍光波長の強度を表す。 

 

2. 特徴 

(1) 高感度：蛍光光度法は吸光光度法に比べて103 倍以上

高感度である。 

(2) 選択性に優れる：蛍光物質だけが測定対象になるため，

前処理によって目的成分だけを蛍光物質に変えるこ

とで，選択性に優れた極微量の分析手段となる。 

(3) 三次元測定も可能：励起波長，蛍光波長および強度を

三次元蛍光スペクトルとして取得することで，蛍光物

質の波長特性を網羅的に把握することが可能。 

 

3. 用途 

(1) LED 材料の量子収率など性能評価及び品質管理 

(2) 三次元蛍光スペクトルデータ測定と多変量解析を組

み合わせた食品の産地判別や製品の合否判別 

(3) 生化学臨床医学関係分野：医薬品の分析，各種ビタミ

ン，添加物の食品分析，アミノ酸分析など 

(4) 多様な材料の蛍光現象の解析：染料，蛍光増白材，デ

ィスプレイ部材など 
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1.8 はかり 

JIS B 0192 はかり用語によると， 

はかり：物体に作用する重力を利用して，その物体の質量を計量するために使用する計量器 

 注記 その操作方法に従ってはかりは，自動はかり又は非自動はかりに分類される。 

 （操作者の介在を必要とするのが非自動，必要としないのが自動） 

天びん：中央を支点とするてこを用いて，被計量物と被計量物の釣り合いを取ることで質量を計量す 

 るはかり 

 比較的高精度な計量ができ，研究室などで使用される“電子天びん”も含まれる。 

(1) 分類法 

  ① 自動はかりと非自動はかり 

  ② 機械式はかりと電子式はかり 

(2) 化学で使うはかり 

  上皿天びん，電子天びん，機械式化学天びん，機械式直示天びん 

(3) 電子天びんの細分類 

  ロードセル式，電磁式，振動式（音叉式，弦振動式） 

(4) 重要な用語 （JIS B 0192 による） 

  ひょう量：加算式風袋量を考慮しないで計量することができる最大の量。 

  最小測定量：それ未満では計量結果に過大な相対誤差を生じる可能性のある荷重の値。 

  目量：目盛り標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。感量（はかりが反応することができる質量の

最小変化）を含む 

  感度：質量（m）に対して別の質量を加えた場合，その観測された変量の変化分（ΔI）とその質量の変化

分（Δm）との商。感度 k ＝ΔI / Δm 

(5) ロバーバル機構 

17 世紀のフランスの数学者 G.P.de Roberbal が考案した機構であ

る。図に示す様に，4 本の棒で平行四辺形をつくり，支柱に装着する

部分および各部のつなぎ目はピンを通され，自由に動くような構造

になっている。左右が釣り合って，水平になっているところに，2 つ

の物体を枝 A と B につるすが，2 物体の枝上の位置をどう変えても

傾きが変化しない。2 物体が同じ質量なら枝上の位置にかかわらず水

平が保たれる。上皿天びんの皿のどの位置に分銅や物体を置いても

測定が可能なのは，この機構が働いているからである。この機構は，

上皿天びんに限らず，よく利用されている。 

 

(6) 重力加速度の地域差の問題 

電子天びんは実質的には重力計であり，重力加速度の地域差を考慮に入れて使う必要がある.重力加速

度の地域差は，地球の自転で生じる遠心力と引力との差が原因で生じ，赤道に近いほど小さく，北極に
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近いほど大きくなる。 

日本の南北では重力加速度は約 1/800 程度の差があり，仮に使用する電子天びんの分解能が数万分の

1 という高精度であっても，校正していない天びんを使えば 1/800 程度の精度しか出ないことになる. 最

近では，装置に内蔵された分銅で自動校正を行う装置もある。 

(7) 質量の標準 

2019 年 5 月 20 日から SI 基本単位の定義が変更され，質量の定義も， 

1 𝑘𝑔 = ℎ (6.626070 × 10−34)𝑚−2𝑠⁄  となった。 

実質的にはこれまでと変わらないため，基準にさかのぼれる（トレーサブル）分銅を手に入れ標準と

して使い，使用する天びんの補正をすることが求められる。通常，計量法トレーサビリティ制度 JCSS ; 

Japan Calibration Service System) に基づき校正された分銅が使われている。 
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1.9 電子天秤 

 

 

 

1. 構成と機能 

「はかり」については，概説1.8に記した中で，電子天びん

の分類も示した。電子分析天びんと呼ばれる電子式の精密

天びんは，ほとんどが電磁式である。電磁式は，試料にか

かる重力を電磁力と釣り合わせ，質量を測定する方法であ

る。高分解能高精度・高感度が必要な分析天びんや精密天

びんに採用されている。 

 図1に電磁式電子天びんの構成例，図2に測定の模式図を

示す。質量測定の動作原理は，てこの原理と同じである。 

 皿に試料を載せると竿は右上がりに傾斜する。竿の右端

にある位置センサ（光源と光電変換素子で構成）よって竿

右端が上方に変化したことを検出し信号を発する。その信

号により，竿に取り付けられたフォースコイルに流す電流

を増加させる。フォースコイルは磁石の磁界中に置かれて

おり，電流を流すとフレミングの左手の法則に従ってコイ

ルに力が発生し，その力の大きさは流した電流値に比例す

る。フォースコイルに発生した力により竿が下方に引っ張

られ，もとの位置に竿が戻される。その時の電流値と試料

の質量は比例関係にあり，前もって関連付けておくことに

より竿を元の位置に戻すために流した電流値より試料の

質量を知ることができる。 

 図1の場合，皿自体の大きさにより試料を載せる位置が

変わり，支点から試料までの距離が変る場合がある。試料

を皿のどの位置に置いても常に力点で発生させた力と釣

り合わせるため，概説1.8の1.（5）に記したロバーバル機

構を採用している。 

 

2. 特徴 

 電磁式電子天びんは，釣り合わせるまでの過渡状態を含

めても，極めて微小の変位状態で測定しているので，計量

機構の支点の回転角も極めて微小である。従って，弾性支

点を使っていてもその復元力は微小であり，比較的機械感

度の低い計量機構を用いても天びんとしての感度を十分

高く保つことが出来る。 

 電磁式電子天びんはゼロ位法の測定機器であり，以下の

ような特徴がある。 

（1） 高精度な精密測定に最も適している方式であり，電

子分析天びんに広くこの方式が採用されている。 

（2） 微小質量用としては，0.10 gまで読み取れる精密天

びんが実用化されており，精度は1/60,000,000 を実現

している。 

（3） 原理的に計量皿の位置が変化しないため各種アプリ

ケーション用としての用途が広がる。 

（4） 温度変化による精度への影響が無視できないため，

環境温度を一定にする，または校正（調整）を頻繁に

行う必要がある。最近では校正用分銅を内蔵し，内部

温度センサにより自動的に校正（調整）を実行する機

種も数多く発売されている。 

（5） 天びんが安定するまでに30分～1時間の予熱時間が

必要である。 

 

3. 用途 

各種分析用試料の質量測定に用いる。 

 

 


