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４．作業環境用・保安用分析機器
〈概説〉

過率変化から粉じん濃度を測定する。
（３）酸素計

（１）作業環境用・保安用分析機器の特徴
作業環境用分析機器は，職場における雰囲気中に
含まれる粉じん，ガス，蒸気など，人間の健康にと
って有害な物質の濃度を測定する装置である。
昭和50年に作業環境測定法が制定され，昭和51年

（a）ガルバニ電池方式

酸素の透過性をすぐれた

隔膜とガルバニ電池を組み合わせて，酸素を検知す
る。
（b）ジルコニア方式

安定化ジルコニア素子の両

側に設けた電極間の起電力によって酸素の濃度を検

には労働省（現厚生労働省）告示として同法に基づ

知する。

く測定基準が公布されている。この基準には，作業

（４）可燃ガス計

環境測定の目的，測定対象となる場所，測定点の選

（a）接触燃焼方式

パラジウムなどの触媒作用に

び方，測定器の種類および測定値の処理方法などが

よる酸化反応の反応熱による温度上昇を利用して，

示されている。

可燃性ガスを検出する。

保安用分析機器は，可燃性ガスの漏洩による爆発

（b）半導体方式（焼結形）金属酸化物半導体への化

防止や毒性ガスの漏洩による人体への危険を防止す

学吸着による電気伝導変化を求めて，可燃性ガスを

るために，環境大気中に含まれるこれらのガス濃度

検出する。

を測定し，必要に応じて警報を発するものである。

（c）熱伝導度方式

加熱した金属抵抗体のガスによ

高圧ガス保安法に基づき，一般高圧ガス保安規制，

り奪われる熱による抵抗変化を利用して可燃性ガス

液化石油ガス保安規則，コンビナートなど保安規則

を検出する。

などが制定されている。これらの規則によると，可
燃性ガス又は毒性ガスが漏洩し滞留する危険がある
設備には，そのガスの漏洩を検知し，かつ，警報を
出すことのできるガス漏洩検知警報設備を設置する
ことが義務づけられており，設備の機能，構造，設

（５）有害ガス計
（a）定電位電解方式

試料ガスを吸収させた電解

液を，定電位で電解するときに生ずる拡散電流を測
定して，有害ガス（毒性ガス）を測定する。
（b）イオン電極方式

試料ガスを吸収させた溶液

のイオン濃度を，イオン電極と比較電極により測定

置場所についても規定されている。
なお，労働安全衛生法では，酸素についても，酸
素欠乏空気が健康障害を起こす恐れがあることか

して，有害ガス（毒性ガス）を測定する。
（c）半導体方式（薄膜形）

吸着効果トランジスタ

ら，酸素欠乏危険場所は作業環境測定を行うべき作

AET（Adsorption Effect Transistor）を用いて有

業場とされている。

害ガス（毒性ガス）を検出する。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律
（いわゆるビル管理法）においては，多数の者が利
用する建築物の衛生環境の確保のために，浮遊粉じ
ん，一酸化炭素，二酸化炭素濃度の管理基準値と測

（d）電量方式

（毒性ガス）を検出する。
（６）その他の作業環境用・保安用分析機器
（a）検知管

定法が規定されている。

電気分解により発生させた物質と

対象ガスとの反応時の電解電流を測定して有害ガス

発色試薬を吸着させた担体の着色層

作業環境基準にある有害物質の分析法には，吸光

の長さからガス濃度を検出するもので，特定のガス

光度分析法，赤外線分析法，蛍光光度分析法，炎光

に対し，作業環境測定基準で検知管の使用が認めら

分析法，原子吸光分析法，電磁気分析法，ポーラロ
グラフ分析法，ガスクロマトグラフ分析法などがあ
るが，そのほとんどはラボラトリーにおける分析方

れている。
（b）非分散赤外線吸収方式

簡易な構造のものに

して二酸化炭素の検出に用いられている。

法で適用できる。実際に作業現場で用いられている
分析機器の測定原理は次のようなものがある。
（２）粉じん計
（a）ピエゾバランス方式

圧電素子電極（圧電天び

ん）を用いて，粉じん濃度を測定する。
（b）ろ紙方式

粉じんをろ紙上に捕集し，光の透
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粉じん計

4.1.1

Dust meter

〈概要〉

作業環境中の粉じんの質量濃度は，作業

り相対濃度として測定できる。

環境測定基準に基づいて，単位作業場所において分

ディジタル粉じん計による濃度は，１分間の計数

粒装置を用いたろ過捕集装置により捕集された粉じ

値（CPM）で表され，次式により質量濃度に変換でき

ん量からmg/m3で表すことになっている。このよう

る。
C＝（R0−B）
×K

なろ過捕集法は，測定に長時間を要し，現実的でな
いので，相対濃度計と同時に併行測定を行い，両者

C ：質量濃度［mg/m3］

の関係から質量濃度変化計数を求めておけば他の地

R0：１分間の計数値［CPM］

点の粉じんの質量濃度を間接的，かつ短時間に測定

B ：バックグラウンド（検査表に記載してある）

する方法が定められている。

K ：質量濃度変換計数（mg/m3/CPM）

〈原理及び特徴〉

空気中に浮遊する粉じんに光を

ディジタル粉じん計の感度は，直径0.3mmのステア

照射すると粒子によっては光は散乱される。このと

リン酸により較正されており，Kの値は検査表に記

きの散乱光の強さは，光学系と粒子の系が一定であ

載されているが，この値は粉じんの粒径，光学的性

れば粉じんの濃度に比例する。この原理によって，

質により異なるため，相対濃度から質量濃度を求め

粉じんによる散乱光の強度を測定することにより粉

るためには，予め質量濃度測定法と同時に測定を行

じん濃度を求めることができる。

い，この値を求めておく必要がある。一度この値を

ディジタル粉じん計の構造を図１に示す。光源②か

求めておけば，同じ，粉じんの特性を有する範囲の

らの光はレンズ①によって平行となり，検出器内に

測定はディジタル粉じん計のみで簡単に測定でき

照射する。検出器内の浮遊粉じんによる90°散乱光を

る。同じ原理を利用した粉じん計としては，図２に

光センサーの光電子倍増管④によって検出する。ま

示す，光源と検出器の組合せを半導体レーザーとフ

た，内部には標準散乱板⑦があり，感度を調節でき

ォトダイオードとし，パージエア機構によりバック

るようになっている。試料空気は，吸入用ファン③

グラウンドの値を0に補正する回路を持つものもあ

によって一定の速度で粉じん計に吸入される。

る。

粉じんによる散乱光は，光電子倍増管④によって

〈用途〉相対濃度計は取扱が簡単であるため，作業

電流に変換され，特殊な積分回路⑤によって一定値

環境の測定や管理に広く用いられている。また，ビ

に達した時，一つのパルスを発生するようになって

ル管理法による空気環境の測定装置としても認めら

いる。このパルスをカウンタ⑥で計数することによ

れている。
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酸素計及び酸素漏洩計，酸素警報計及び酸素漏洩警報計

4.2.1
4.2.2

〈原理〉

Oxygen meter, oxygen leakage monitor, oxygen leakage alarming monitor

酸素は，空気中に約21％存在し，生物の

一般に使用されており，その構成例を図３に示す。

呼吸作用や燃料の燃焼に不可欠なものである。気体

〈特徴〉 原理別にその特徴をあげると，
（1）磁気式

中の酸素濃度の連続測定用として，使用されている

暖気時間が長くかつ機械的衝撃に対し，
幾分弱いが，

主な測定原理のものは，酸素の常磁性を利用したも
のと，電気化学的性質を利用したものとに大別でき

測定範囲が広く，共存ガスの影響も比較的少ない。
（2）
ジルコニア式

可燃性ガスを含むと，高温の測定

セルで燃焼して酸素が消費されるので，負の誤差を

る。
（1）
常磁性を利用したもの 磁気式は，常磁性体で

与える。さらにSO2などは，測定電極を腐食するの

ある酸素分子が磁界内で，磁化された際に生じる吸

で，水洗や活性炭を用いて，前段で除去する必要が

引力を利用して，酸素濃度を連続的に求めるもので，

あるが，応答速度が極めて迅速である。

磁気風方式，磁気力方式及び磁気圧力差方式のもの

（3）
ガルバニ電池式

セルの寿命に限界があり，定

がある。ここでは，それらの代表例として，磁気風

期的な取換えが，必要であるが，小型・軽量で，そ

方式の構成例を，図１に示す。

のもの自身で，酸素濃度に対し，電気信号を発生す

（2）
電気化学的性質を利用したもの （a）
ジルコニア

るため，測定現場にセルを設置し長距離伝送するこ

方式，この方式は，高温に加熱されたジルコニア素

とも可能である。

子の両側にも電極を設け，その一方に試料ガス，他

〈用途〉 （1）
酸素欠乏のおそれのある井戸，立杭，

方に空気を流して，酸素濃度差を与えて，両極間に

f道，潜かん，ピット，マンホール，浄化槽等にお

生じる起電力を検出するものと（その構成例を図２

いての酸素濃度の監視及び警報用として，用いられ

（a）
に示す），両電極間に電位を与え気体拡散孔で制

る。
（2）
製鉄所でも酸素製鋼施設や，医療関係での過

限された酸素濃度と限界電流値が比例関係にありそ

剰酸素の漏洩監視用として用いられる。

の電流値を検出する。その構成例を図２
（b）
に示す。
（3）
電極方式

この方式は，ガス透過性隔膜を通

して，電解槽中に，拡散吸収された酸素が，電極表
面上で，還元される際に，生じる電解電流を検出す
る。この方式には，外部から還元電位を与えるポー
ラログラフ方式とガルバニ電池を構成するガルバニ
電池方式がある。現在では，ガルバニ電池方式が，
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可燃性ガス検知計

4.3.1
4.3.2

〈概要〉

可燃性ガス検知警報計

Inflammable gas detector and alarming detector

可燃性ガスを検知し，指示するものを検

般に，白金線，サーミスタなどが用いられる）を検

知計といい，これに電気回路を付加して，警報機能

知素子とし，これに電流を流して，自己加熱させて

をもたせたものを検知警報計という。これらは，検

おく。ガスの種類及び濃度によって，熱伝導度が異

知方式によって，以下の原理に種別され，検知濃度

なり，素子からの放熱量が変化し，素子の温度も変

範囲，特徴などに応じた使い方をされる。

化する。素子の温度抵抗変化を図３のようなホイー

〈原理及び特徴〉

トストンブリッジ回路で検知する。

（１）接触燃焼式

白金線コイルに白金，パラジウ

高濃度（数％以上）の検知に適している。各種ガ

ム等の酸化触媒を担体と共に担持させたものを検知

スに対する選択性はない。

素子とし，一定の電流を流して，予熱しておく。

（４）赤外線吸収式

これに酸素を含んだ可燃性ガスが触れると，酸化触

じて，赤外線の吸収波長と吸収量が異なることを利

媒の作用で酸化反応を起こす。このとき生じる反応

用した方式である。（2 . 2 . 1（2）参照）

熱で素子の温度が上昇して，抵抗が大きくなる。

〈用途〉

この抵抗変化を図１のホイートストンブリッジ回路

あることから，携帯用として使用される。

で検知する方式である。
数百ppmから数％の可燃性ガスの検知に通し，不燃
性ガスに影響されない利点がある。しかし，酸素ガ
スが共存していないと検知できない。
（２）半導体式

酸化スズ，酸化亜鉛，酸化鉄など

の金属酸化物半導体に炭化水素などの還元性ガスが
吸着することによって，半導体の電気伝導度が変化

可燃性ガスの種類と濃度に応

接触燃焼式のものは，小型で，小電力で

半導体式のものは，安価なことから，定置用の検
知に広く使用されている。
熱伝導度式のものは，タンク内などの高濃度溶剤
蒸気の検知などに用いられる。
赤外線吸収式のものは，価格が高いことから，高
信頼性が要求される場合に用いられている。
これらの機器は，石油化学プラント，タンク周辺，

することを利用した方式である。一般的な検知回路

原油・LPG・LNGタンカー，化学工場，炭鉱坑内で

を図２に示す。この方式は，ガス濃度のべき乗に比

の可燃性ガス濃度の監視に用いられる。

例した出力を示すので，低濃度（数十ppm〜数千

また，大気中に漏えい拡散した可燃性ガスによる

ppm）の検知に適している。また，各種ガスに対す

爆発災害の予防，予知や高圧ガス製造設備から漏え

る選択性はない。水蒸気による干渉がある。

いした可燃性ガスの検知などに用いられる。

（３）熱伝導度式

温度抵抗係数の大きい抵抗体
（一
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有害ガス検知計，有害ガス検知警報計

4.4.1
4.4.2

〈概要〉

Harmful gas detector, harmful gas alarming detector

毒性ガス検知警報器は，コンビナート保

安規則，一般高圧ガス保安規則において特に指定さ
れたアンモニア，二酸化硫黄，シアン化水素，硫化

ンサは主としてイオン電極を用いて選択性をもたせ
るものである。
各々のセンサの構成例を図２に示す。
（2）
内部液の補充を必要とせず長時間にわたる無保守

水素，塩素等の毒性ガスに対し，定電位電解式，ガ

連続運転が可能。
（3）
応答時間が許容濃度の２倍のガ

ルバニ電池式および隔膜形ガスセンサを用いてガス

ス濃度において50％応答１分以内，90％応答１〜２

漏れを長期間にわたって，無保守で連続的に検知し

分と速い。（4）
隔膜形なので風速の影響を受けない。
（5）本質安全防爆構造である。

かつ警報を発するための保安計器である。
保安計器であるためその検出原理は，簡便で保守

〈用途〉

高圧ガス保安規則関係基準には「設置数

性が良く，かつ誤警報を出さないために，できるだ

は，高圧ガス設備が設置されている周囲であって漏

け選択性が高い方法が望ましく，そのために定電位

洩したガスが滞留しやすい場所にこれらの設備群の

電解式，ガルバニ電池式および隔膜形ガスセンサが

周囲に付き１個以上の割合で計算した数」と定めら

採用されている。

れていて，上記毒性ガスが貯蔵タンクから漏洩した

〈原理及び特徴〉

毒性ガス検知警報機は図１に示

場合速やかに検知し警報を発して労働災害を未然に

すような２線式本質安全防爆構造である。検出器は

防ぐ目的で使用される。その他，メッキ工場排水の

図２に示すセンサと増幅器が一体となって構成さ

シアンの漏洩検出，シアン分解２次反応槽や脱臭装

れ，センサからの電気信号は，ツェナーバリヤを介

置の残留塩素の連続モニタリング，下水処理場や，

して供給される直流24V電源によって駆動される増

し尿処理場の硫化水素異常発生時の警報，可燃性ガ

幅器により電流変換され， ガス濃度に対応した４

ス中の硫化水素の連続モニタリング，食品工場用水

〜20mAの電流信号となる。この電気信号は，指示警

へのアンモニアの漏洩検出など水中有害物質の検知

報機に供給されガス濃度を指示すると共に，警報設

警報用としても幅広く使用されている。

定値を越えた場合に警報信号を発するようになって
いる。濃度レンジは零から許容濃度の３倍までとな
っている。
特徴として，
（1）
定電位電解式およびガルバニ電池
式ガスセンサは毒性ガスを選択的に直接電解する触
媒電極を作用極に用いる方式であり，隔膜形ガスセ
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4.9（1）

検知管
Detector tube

〈原理〉

測定対象ガスを含む気体試料を，ガス採

ても高い精度を示し再現性が高い。
（4）
分析にともな

取器により検知管に通気させると，対象ガスがシリ

う試薬の調製や分析器具の準備が不要である。
（5）
小

カゲルなどの担体に接触し，物理吸着される。次に

型軽量でどこにでも運搬でき電源を必要としない。

あらかじめ担体に吸着させてある発色試薬と化学反

〈用途〉（1）
合成化学工業における原料ガス中の不

応を起こし，有色化合物を生成することを測定原理

純物の測定。
（2）
化学工場，その他におけるガス爆発

としている。

防止のための可燃性ガスの測定。
（3）
作業環境測定基

検知管（図１）は，内径２〜４mmの細いガラス管

準に基づく有害物の測定ならびに局所排気用フード

の中に， 発色試薬を吸着させて乾燥した担体を60

及び空気浄化装置の効率の測定。
（4）
ビル管理法及び

〜80mmの長さに充填し， 両端を溶封したもので

事務所衛生基準規則に基づく測定。
（5）
煙道ガス中の

ある。両端を切り，ガス採取器により気体試料を通

汚染物質の測定。
（6）
炭鉱の自然発火防止のための一

気させると，対象ガスにより単体が着色し，層を形

酸化炭素，エチレンの検知。
（7）
ガス転換後のガス器

成してくる。このときの層の長さによりガス濃度を

具の燃焼検査。
（8）
飲酒運転取り締りのための呼気中

測定するものである。濃度の読み取りは，ガラス管

アルコール濃度の測定。
（9）
食品中のひ素の検出。
（10）

の内径補正を自動的に行う濃度表式と，直接検知管

繊維製品から発生するホルムアルデヒドの測定。
（11）

に濃度の目盛を印刷してある直読式がある。濃度表

標準ガスを発生させたときの濃度検査。
（12）
水中のイ

式は検知管を濃度表にあてがい，着色層の先端で濃

オン濃度の測定。（13）
大気中のオキシダントの測定。

度を読み取る。直読式はそのまま印刷された目盛か

（14）
構築物の塩害度測定。
（15）
血中物質（一酸化炭素，
エタノール，シアン化水素）の測定。
（16）
堆積泥中硫

ら，着色層の先端で直接濃度を読み取る。
ガス採取器（図２）は，一定量の試料空気を検知

化物の測定。

管内に吸引するための内容積100mrの金属製ハン
ドポンプである。検知管を付けてピストン柄を一気
に引いて固定すると，シリンダ内部は減圧となり，
一定時間放置しておくと，所定の速度で試料空気が
検知管を通りシリンダ内に吸引される。
〈特徴〉（1）
操作が簡易で熟練を要しない。（2）
一回
の測定が数分という短時間で行われる。
（3）
誰が行っ
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4.9（2）

特殊ガス漏洩計
Special gas leakage monitor

〈概要〉

特殊ガス漏洩計は平成３年12月24日の高

（2）
炎光光度式のものは，炎の中の原子特有の発光

圧ガス取締法（現行：高圧ガス保安法）の改正に伴

スペクトルを光電子増倍管によって検知する方式

い，次の７種類のガスが指定された。

で，リン，ホウ素，ヒ素化合物等が検知可能であ

①モノシラン
ン

②ジボラン

⑤ホスフィン

③アルシン

⑥モノゲルマン

り，選択性に優れている。（図１参照）

④ジシラ

⑦セレン化水

（3）
化学発光式のものは，ガスとオゾンが反応した
ときの発光を利用する方式で，応答速度が速く，

素，これらのガスは，極めて強い毒性を有している

選択性にも優れている。（図２参照）

ため，ガスが漏洩した場合に，許容濃度以下で，か
つ，早期に検知できるガス漏洩検知警報器の必要性

（4）
化学反応・原子吸光光度式のものは，ガスを酸
化水銀と常温で反応させ，水銀蒸気を発生させ，

がある。

これを原子吸光光度式の検知器で検知する方式で

ガス漏洩検知警報器に要求される機能・性能をま

検知感度は非常に高く，選択性に優れている（図３

とめると次の通りである。

参照）

（1）
検知感度が高い

（5）
試験紙光電光度式のものは，ガスに触れると発

（2）
共存ガス，蒸気による妨害が少ない
（3）
応答速度が速い

色する試験紙に光を照射し，その発色を光電変換

（4）
再現性に優れている

し出力電流として取出す方式で，検知感度は非常

（5）
長期安定して動作する

に高く選択性に優れている
（図４参照）
〈用途〉

（6）
保守点検の周期が長く，容易である
〈原理及び特徴〉

一般高圧ガス保安規則には，特殊ガスの

ガス漏洩検知警報器は，ガスを

製造施設，貯蔵施設，消費施設等には，設備群の周

吸引して検知部に送り込む方式と，ガスが直接検知

辺に付き１個以上及びその他の場所で，ガスが漏洩

部に接触する方式とがある。

しやすい場所にガス検知警報器を設置することにな
っており，漏洩した場合速やかに検知し警報を発し

またガスの検知原理及びその特徴は，
（1）
定電位電解式およびガルバニ電池式のものは，

て労働災害を防ぐ目的で使用される。

常温でガスを直接電解する方式で，許容濃度付近
の濃度で検知でき，再現性及び共存ガスに対する
選択性がよく，応答速度も速い等多くの長所を有
している。（センサ構成例４．
４．
１図２参照）
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4.9（3）

フロンガス漏洩計
Halogen leak detector

〈概要〉

フロンガス漏洩計（以後リークディテク

填した陰極（イオンコレクタ）から構成されている。

タと呼ぶ）は空調，冷凍器，自動車用クーラーなど

白金製コイルに電流を流しセンサ中心部を800℃程

に使用されているフロンガスの微小リークを測定す

度に加熱させ，コイルとイオンコレクタ間に300Vの

る装置である。リークディテクタに用いられるセン

直流電圧を印加する。
今，センサ内にフロンガスのようなハロゲン化合

サは，放電型と陽イオン放出型の２種類あり，用途
に応じて使い分けられている。

物が導入されると，まず高温下でガス分離が起こり

〈原理及び特徴〉

ハロゲン元素もしくはハロゲン化合物に分解され

放電型と陽イオン放出型センサ

る。一方イオンコレクタ内に充填されたアルカリ金

の原理図を図１，２に示す。
フロンガスを検出する

属の一部は高温下で蒸発し，アルカリ金属蒸気とな

部分は，針状電極とその電極を取巻く円筒電極とか

って存在している。ここに上記ガスが混入するとア

ら構成される。針状電極は尖鋭な点電極で，ニッケ

ルカリ金属ハロゲン化合物ができるが，高温下であ

ルクロム金属の細い針金で造り，円筒電極はアルミ

るためすぐ分離し互いに正負の一価イオンとなる。

材で造られている。この電極間に約1600V以上のパ

これらのイオンは空間に印加された高電界により移

ルス高電圧をかけ，電極間にコロナ放電を発生させ

動し，正負それぞれの電極に到達し，出力電流を生

る。するとイオン（電子：e，酸素イオンO2−）が円筒

じさせる。この電流を測定することによりフロンガ

電極に吸引され放電電流が流れる。

スのリーク量を知ることができる。

（１）放電型センサの原理

陽イオン放出型は放電型に比べ高感度であるが，

フロンガスは電子を吸着する性質があり，フロン
ガスが電極間に入ると電子の吸着が発生し，放電電

白金製コイルを800℃まで加熱する必要があるため

流が減少（変化）する。この減少（変化）の割合に

ポータブル型には向かない。図３に陽イオン放出型

よってフロンガスの量を検出できる。

リークディテクタ構成例を示す。

放電型は電池の消耗が少ないため電池の寿命が長

〈用途〉 空調，冷凍器，自動車用クーラーの組立ラ

く，また小形にできるためハンディタイプが実現で

インでのフロンガスリーク検査に用いられている。
リーク量検査の基準は各工場によりまちまちだが

きる。しかし検出感度は陽イオン放射型より劣る。
（２）陽イオン放出型センサの原理

陽イオン放出

ほぼ年２gに抑えられている。

源としての加熱された白金製コイルの陽極と，白金
管の中に陽イオン放出を促進するアルカリ金属を充
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