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６．自動化関連機器・情報処理システム
〈概説〉

されたもので，各工程をつかさどるコンポーネントをロ

分析機器の進歩に伴って、分析操作は大幅に簡略

ボットの周囲に配置しロボットが各種の操作を与えら

化されてきている。とりわけパーソナルコンピュータの

れた手順で実行していく。ＨＰＬＣやUV-VISとの組み

進歩と普及、さらには各分析方法それぞれにおける、

合わせが多用されている。
〈分析データの後処理〉

オートサンプラーシステムをはじめとする省力化自動
化への様々な取り組みの成果によって、1分析項目あ

分析装置からのアウトプットは多くの場合コンピュー

たりの機器分析装置の取扱い時間は大きく低減され

タからのアウトプットとなってきており，かってのような

てきている。

レコーダーでの記録は影を潜めつつある。アウトプッ

しかしながら，実試料の分析においては，現場より

トは汎用プリンターに出力されるケースが増加してお

採取した試料をそのまま分析機器にかけて分析結果

り，データは出力段階でデジタル化されているため，

が得られることはほとんど無く，多くの分析では種々

多くの場合変換操作なくして，あるいは簡単な操作で，

の操作からなる前処理が必要である。また分析機器

市販のソフトウェアによるデータ加工が可能になる。デ

よりの出力が直接報告書となることも希で，何らかの

ータ処理の内容もクロマトグラフ処理やフーリエ変換

データ処理，報告書作成プロセスが必要となる。トー

などの分析装置固有の比較的高度なものから，表計

タルの省力化のためには，前処理−機器分析−後処

算ソフトによるデータ解析などの比較的一般的なもの

理の流れの中でもう一歩進めた自動化のシステムが

まで広範囲にわたり，利用可能なソフトウェアが多数

必要であり，各種の提案されるようになってきている。
一方，分析対象がより低濃度化，微細化する中で，
分析操作に人が介在することによる汚染の発生や，

発表されている。
〈分析のトータルシステム〉
分析の前処理,分析の後処理などの手作業で行わ

ヒューマンエラーは不可避であることなどに対しても

れていたものを,分析ロボットやデ一タ処理装置などの

自動化は一つの回答となることが期待されている。

自動化関連装置に置き換えただけではその効果が半

〈試料の前処理〉

減する。各々の分析装置と自動化周辺装置との連動

分析装置に試料をかけるための前処理としては

した自動化システムと，複数の自動化システムも有機

種々のケースがあるが，最も代表的なものは溶液状態

的に機能させることが必要になってきている。これが

の試料を取り扱う場合で，吸光光度法，蛍光光度法，

ラボラトリーオートメ一ションシステム
（LAS）である。

原子吸光法，
ＩＣＰ発光分光法，
ＩＣＰ質量分析法，液体

LASについては後述するが，LASは自動化周辺装置

クロマトグラフ法いわゆる汎用分析法の多くがこれに

というよりも，分析のト一タルシステムの中心になるも

該当する。このため固体試料から目的成分を取り出

のであり，小さいものは1つの自動化システムから大

し溶液化する
（溶解，濃縮，
，分離など）前処理操作が

きいものは工場単位に及ぶものもある。

必要となる。これらの操作は実作業としては秤量，薬

この分野でもパーソナルコンピュータの進歩により

品添加，加熱，ろ過，抽出分離などの作業から構成さ

多くのコンピュータによる分散並行処理が可能となり，

れ，ほとんどが手作業により実行されている。 このた

コンピュータのプラットフォームの共通化により多種の

め多くの分析現場では，分析機器を扱う時間より前

機器をLASで管理することが容易になってきている。

処理に要する時間が作業の多くを占めている。

LASの導入は，分析作業の省力化･効率化を図るた

これらの前処理で必要となる作業を自動化するも
のとしては，耐圧製のテフロン容器とマイクロウェーブ

めに効果があり，今後の発展が期待されているシステ
ムである。

加熱を組み合わせた試料分解装置や，液体試料の採
取や希釈，反応液の混合，標準液の調製などの溶液
試料のハンドリングをパーソナルコンピュータの制御
により行えるシステム，などが開発されている。 電気
加熱原子吸光光度計においてはこれらのハンドリング
をオートサンプラ上で実現している。汎用分析ロボッ
トとして市販されているものはこれらの操作をより自由
度の高いプログラムで実現することを目的として開発
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6.1

ラボラトリーオートメーションシステム
Laboratory automation system （LAS）

〈概要〉

ラボラトリーオートメーションシステム

もある。各種分析装置の条件設定や制御をパーソナ

（LAS）とは，試料の前処理やデータ処理などの手作

ルコンピュータで行うことにより，一連の分析作業

業を各種自動化関連機器（分析用ロボットなど）に

の自動化を実現する。

置き替えることにより，実験室における分析及びデ

（３）データ処理の自動化 マイクロコンピュータ

ータ処理などの作業を自動化し，実験室の効率化・

を使用した汎用のデータ処理装置を用い，分析した

省力化をはかることを目的としたシステムの総称を

成分の定量計算を自動的に行う。汎用のデータ処理

いう。LASは前処理の自動化，分析の自動化，デー

装置の機能として，データ収集，波形処理，定量計

タ処理の自動化，ローカルエリアネットワーク

算，レポート作成の機能を有する。さらに上位のコ

（LAN）によるデータ統合管理の４つの要素から構

ンピュータへデータを転送するための通信機能を備

成されるが（図１）
，実際には目的に応じて各要素を
組合せLASを構築する。LASの構成例を図２に示

えたものもある。
（４）LANによるデータの統合管理 分析装置（デ

す。

ータ処理装置）から得られたデータを汎用のネット

〈特徴〉LASを構成する４要素の概略を示す。

ワークを利用し，上位のコンピュータへ転送して統

（１）前処理の自動化 操作が特定されていない前

計処理，報告書作成などを行う。また，上位コンピ

処理の自動化には分析用ロボットを用いるのが一般

ュータ上のデータはデータベースなどを利用して，

的であり，プログラムの変更により様々な前処理を

統合的に管理される。このようにネットワークによ

行うことが可能である。また，単一の分析法には専

り統合化されたシステムをLIMS（Laboratory

用の前処理装置を使用することもある。分析用ロボ

Information Management System）という。なお，

ットを用いる場合，手作業の内容をそのままロボッ

ネットワークとしてはワークステーションあるいは

トで再現することが不可能な場合，自動化に適した

パーソナルコンピュータを用いた小，中規模のもの

前処理方法に操作を変更することも必要である。

が一般的である。

（２）分析の自動化 分析の自動化に欠かせないも

〈用途〉 製薬業界，化学工業，食品工業界等におい

のとして，オートサンプラがあげられる。分析用ロ

て研究開発，
製造工程管理，
品質管理等に使用されて

ボットの中にもオートサンプラの機能を持つものも

いる。LASは実験室の自動化・省力化を目的として導入

ある。オートサンプラは試料を順次分析装置に導入

されるのが一般的であるが，
近年，
LASをオンライン

するもので，希釈などの簡易前処理機能をもつもの

化したプロセスアナライザが注目されてきている。
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フローインジェクション分析装置

6.2

Flow injection analyzer（FIA）

〈概要〉

フ ロ ー イ ン ジ ェ ク シ ョ ン 分 析（ F l o w

Injection Analysis）は，一般には1975年デンマーク
工科大学のJ．RuzickaとE．H/Hansenによって提

FIA法に必要な装置の基本構成は，ポンプ，切換
えバルブ，恒温槽，検知器及び細管チューブである。
装置に必要な条件を以下に示す。

唱されたと言われている比較的新しい分析法であ

（１）ポンプ：キャリア液や試薬を送液するためのポ

る。このフローインジェクンョン分析は，連続流れ

ンプである。プランジャポンプやペリスタルティッ

分析法の一種で，実験室や研究室等で日常行われて

クポンプが多く使用されている。このポンプの性能

いる湿式化学分析の省力化，自動化に適しているこ

によって定量精度，再現性等が決まる重要な装置で

とや，
『JIS K 0126−1989フローインジェクンョン分

ある。このため，選定に当たっては次の点を考慮に

析法通則』が制定されるに至り，急速に注目を集め

入れる必要がある。

るようになってきた。この分析法を応用し，検知器

（ａ）送液（流量）が安定していること。

と組み合わせた装置が，フローインジェクション分

（ｂ）
100×10 4Pa程度以上の送液圧力に耐えられ

析装置である。測定対象によって検知器は分光光度

ること。

計，蛍光分光光度計，電極，原子吸光光度計等最適

（ｃ）保守性が優れていること。

の検知器を選んで組み合わせることができる。この

（ｄ）
酸，アルカリ，有機溶媒等の使用に耐えられ

分析装置は，主として水溶液中の無機物質の定量に
使用されることが多いが，酵素反応，糖，アミノ酸

ること。
（２）切換えバルブ：試料や試薬を一定量取り込んだ

の測定等応用範囲の広い分析装置である。

ループを，ポンプからの流路と接続して流れの中に

〈原理及び特徴〉

フローインジェクション（以下

試料や試薬を導入するためのバルブである。耐薬品

FIAと略す。）法の最も単純な流路を図１に示す。試

性であること。試料や試薬の取り込みや，切り換え

薬をポンプによって一定の流量で細管内に連続的に

が自動化できることが，良い結果を得る条件の１つ

流しておく。細管の途中に設けた切換えバルブから

である。耐圧も100×104Pa程度以上あると便利であ

一定量の試料を，試薬の流れの中に導入する。試料

る。計量孔のあるロータリーバルブ，ループ式６方

は試薬によって移動しながら拡散して，試薬と混合

バルブ，多機能16方バルブ等がある。

し，反応が開始する。この反応生成物の量，あるい

（３）恒温槽：FIA法では，試料と試薬の混合から測

は，試薬の減少等を検知器で測定することによって

定までの時間が短いために，反応速度が遅い場合は

試料中の目的物質の定量が可能となる。

検知器に到達してもほとんど反応が進行してないと
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いうことが起こる。これを防ぐために反応コイルを

薬を合流させるためのタイミング調整が不要とな

加熱して，反応速度を加速することが必要となる。

る。

また室温の変化の影響を受けないように常に，一定

一般的には，
（2）
（3）の流路が単独で用いられること

温度で反応させるという目的にも使用することがで

が多い。複雑な反応の場合は，これらの４種類の流

きる。水による加熱法では，100℃以上に加熱する場

路を組み合わせることによって対応することができ

合，油と交換する必要があり，取り扱いが煩雑であ

る。

る。空気式の恒温槽や，アルミブロック式の恒温槽
が便利である。
（４）検知器：測定対象や反応によって変わってくる
が，分光光度計による吸光度測定が多く使用されて
いるので，この検知器について述べる。流れた状態
で測定を行うために，HPLC用の検知器が最適であ
る。気泡の発生しやすい反応や，恒温槽を60〜70℃

これらの流路に，オートサンプラ，データ処理装
置，パーソナルコンピュータ等を加えることによっ
て，分析の自動化，ラボラトリーオートメーション
等が可能となる。
〈用途〉

以下に代表的な応用分野を示す。

（１）
環境分析：河川水，湖沼，酸性雨，飲料水，下水
処理水の分析。

以上に加熱する場合は，フローセルの出口に背圧用

（２）半導体分野：洗浄水，排水の分析

のチューブを接続することもあるので，フローセル

（３）
農業，漁業分野：土壌，肥料，海水，養魚場の水

の耐圧についても注意が必要である。
（５）細管チューブ：一般に，内径0．5〜1mm程度の

の分析。
（４）エネルギー分野：ボイラ給水，ボイラ水の分析

ふっ素樹脂（主としてPTFE）が使用されている。ポ

（５）医薬品分野：品質管理分析。

ンプ，切換えバルブ，検知器と接続して測定の目的

（６）
工業分野：鍍金浴の品質管理，排水のオンライン

に合わせた流路を組むものである。このチューブは

分析等。

単に接続することだけが目的ではなく，ピペットや
メスフラスコの代用となり，
更には反応容器であり，
物質の移送のための手段となる重要な部品である。
できあがった流路を一般にはマニホールドと呼んで
いる。切換えバルブとチューブの接続や，チューブ
とチューブの接続，検知器との接続等，接続方法に
注意することが必要である。高圧での送液を考慮に
入れると，190×104Pa程度の圧力に耐えられる接続
法であることが必要となる。また流れの淀みができ
にくい構造であることも重要なことである。
図１の流路では試薬を常に流しているために試薬
の消費量が多くなる。この対策として考えられた流
路が図２に示す合流法（1）である。試料と試薬をそれ
ぞれ独立したバルブのループに取る。この２つのバ
ルブを同時に切り換えてキャリア中に導入すること
によって試料と試薬を混合することができる。従っ
て試薬は，測定の時だけ使用することにより消費量
を減らすことができる。図３に示す合流法（2）は，試
薬によるバックグラウンドが大きい場合や，ゴース
トピーク（キャリア液と試料や試薬の密度差等によ
って発生する正や負のピーク）によって図２の流路
が使用できない場合に有効な流路である。図４に示
すサンドイッチ法流路は，16方バルブを使用したユ
ニークな流路である。流路が単純になり，試料と試
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前処理装置と自動化

6.3

Pretreatment equipment and laboratory automation system

〈概要〉 「試料前処理操作」と「試験データ管理」

1.3 試料登録用のバーコードリーダ：試料登録用バ

を結合したシステムで，試験室における試料の受付

ーコードリーダは試料容器に貼付されたバーコード

から試験データの報告管理までの自動化を行う。サ

ラベルを読み取り，試験の情報（試料情報，試験条

ンプル制御ユニットは，前処理操作を行う各ユニッ

件）などを試験管理コンピュータに登録する。また，

ト（試料分取分注器，試料移動ロボットなど）を制

ベルトコンベアで運ばれてきた試料容器が試験の対

御し，試験管理コンピュータおよびデータ収集制御

象として登録されているかを照合する。

コンピュータは，試料情報，試験条件，試験データ

1.4 自動試験器，サンプルチェンジャ：自動試験

などの情報を管理伝送する。試験管理コンピュータ

器，
サンプルチェンジャは「通信標準プロトコル」に

と各試験器間を標準プロトコルによる通信により，

より次の機能を組込む。

データ伝送を含む双方向のコミュニケーションも行

・試験器サンプルチェンジャへの試料セット手順，
試料セット開始信号の受信，試料セット許可信号

うことができる。

の発信，試料セット終了信号の受信など

1. 試料前処理操作
1.1 サンプル制御ユニット：サンプル制御ユニット

・試験条件の受信による設定

は試料の前処理動作など制御し，次のような機能を

・割り込み指定試料の受信と優先試験の実施

持つ。

・割り込み試験に対応するサンプルチェンジャ動作
機能

・データ収集コンピュータとの通信を行う。

・試験開始信号の受信と試験の開始

・前処理操作ユニット（サンプルチェンジャ，試料
分取分注器，試料移動ロボットなど）を制御する。
試料分取分注器は，サンプル制御ユニットから試

・データ収集コンピュータによる制御と試験器単独
運転の切り替え信号の受信

験条件を受信し，試料容器から各試験器の試験容

・試験データの送信

器へ一定量の試料の分取分注を行う。

・アラーム信号の発信

1.2 試料移動ロボット：試料移動ロボットは試験器

・各自動試験器のスタンドアローン機能

への試料供給のため，各試験器のサンプルチェンジ

・試料移動ロボットによる試験容器の取り出し挿入

ャにセットされた試験容器のハンドリングを行う。
試験容器搬送コンベアは，照合用バーコードラベ
ルを貼りつけた試料容器を移送する。

または，試験容器への試料注入に適した構造
2. 試験データ管理
2.1 試験管理コンピュータ：試験管理コンピュータ
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ータの信頼性を確認するために

はシステムのマンマシーンインターフェイスおよび

何回試験するかを設定する。

情報管理を担当し，バーコードリーダ，バーコード

試料の登録番号 ：試料を受け付けた順番に番号を

ラベル発行器を接続して，次の機能をもつ。
・試料情報，試験条件の登録と記憶

付けたもので，試験データの整

・バーコードラベルの作成

理及び試験器との照合にも利用
できる。

・データ収集コンピュータへの試料情報，試験条件
〈原理〉

の発信
・試験器からの試験データの受信と報告レポートの
作成とデータ評価を行う。

システムを起動し，試験管理コンピュー

タの試料登録画面へ試験依頼伝票にもとづき，採取
日

身元

種類 など試料情報，試験条件をキー

・試験器からのアラーム情報の受信と処理

ボードで入力する。このとき， 試験項目と回数 は

・上位コンピュータへの試験情報の発信

試料の身元により自動的にセットされ， 割込

2.2データ収集コンピュータ：データ収集コンピュ
ータは各試験器を制御し，次のような機能をもつ。
・サンプル制御ユニットへ，試験条件を発信
・各試験器へ試料情報，試験条件，スタート信号を

再試験 などの試験条件があれば， 変更キー に
より登録することができる。
発行キー

を入力するとバーコードラベル発行器

によりバーコードラベルを印刷され，試料容器にバ
ーコードラベルを貼付する。

発信
・各試験器から，試験データ，アラーム情報を受信

試料容器を試料容器搬送コンベアへ乗せ，搬送中

・試験管理コンピュータへ試験データ，アラーム情

の試料容器は，第１試験器グループの照合用バーコ

報の発信

ードリーダで登録試料の確認照合を行い，照合の結

3.バーコード

果登録試料であり担当する試験器グループの被試験

各試料の試料情報，試験条件はあらかじめ試験管

試料であるときは，搬送を停止し，試験対象試験器

理コンピュータに登録し，この登録は，バーコード

が無い場合は第２試験器グループに対応する照合用

を利用して行う。試料容器に貼ったバーコードラ

バーコードリーダへ搬送し，照合する。

ベルは登録用バーコードリーダで試験管理コンピ

蓋自動脱着器により試料容器の蓋を取り外し，試

ュータへ読み込む。キーボードから入力した場合は

料移動ロボットにより各試験器の試験容器を試料分

バーコードラベル発行器によりバーコードを発行で

取分注器へ移送し試料を分注する。

きる。また，照合は試料容器にはったバーコードラ
ベルを照合用バーコードリーダで読みとることにな

各試験器は試験開始信号を受け試験を行い，試験

る。

データはデータ収集コンピュータ経由し，試験管

・登録データの内容
試料の採取日

：製造年月日または試験日を証明

試料の身元

：製品の製造元あるいは貯蔵場所

するもの。
を示すもので製造ロット。
種類名

：試験する製品の種類を証明する
ためのもの。

割込の指定

試料容器の蓋を装着し，試料容器を次の試験器ユ
ニットへ搬送する。

理コンピュータにより報告レポートの作成，上位コ
ンピュータへのデータ伝送などの展開がされる。
〈用途〉

石油，鉄鋼，化学工業，医薬品など様々

な分野で，オンライン分析計の運転管理，製品の品
質管理，新製品開発支援を目的とした試験室にお
ける試験業務の自動化。

：一般的に試料は受け付けた順番
に試験されるが，優先的に試験
を行うことができる。

再試験の指定

：試験データに疑問がある場合に
同一試料を再試験するためのも
の。

試験項目と回数 ：試験項目は，試料の試験を行う
試験内容。また，回数は試験デ
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6.4

分析用ロボット
Robot system for analysis

〈概要〉 分析用ロボットは機器分析の試料の前処

ック，アッセンブラなどが併用されている。ロボッ

理と分析機器へのサンプリングを自動化するため

トの位置制御のためには，ティーチング用リモート

のものである。前処理の第一ステップは，分析計に

コントローラが使用されプレラーンタイプが多用さ

導入する前に各々の分析計に応じた試料の形態に整

れている。システムが稼働している時不可欠なのが

えることである。分析用ロボットはオートサンプラ

システム診断機能である。前処理工程だけでなく分

に比べ複雑な分析法の自動化や分析法の変更が多い

析計の稼働状態を含めて，各工程が確実に，正常に

用途に適している。試料の形態は大別すると固体，

実行されたかどうかモニタされなければ，分析デー

粉体，液体状のものがあるが，多くの場合液体状に

タの結果だけで原因を追求することは難しい。シス

してサンプリングする必要がある。第二ステップは

テムの良否は，工程が正しく処理されたかを判定す

希釈，分注など液体操作，第三ステップは遠心，ろ

るセンサの用い方及び作業の継続の方法にかかって

過の分離工程で最終処理として抽出，化学修飾があ

おり各種の工夫がなされている。

る。このように分析用ロボットは，FAロボットと比

〈用途〉 現在，HPLCと組み合わせたシステムが最

べると多数の異なった工程を目的に応じて組み替え

も多く使用されている。分野別に見ると，薬品業界

られるフレキシビリティが要求される。また，サン

で最も普及しており，主なものとしてHPLC及び

プリングを行う場合，既存のものと組み合わせる方

UV/VISと組み合わせた錠剤の含量均一性試験，安

法と直接行う方法が選択されている。最近では，分

定性試験，溶出試験や薬物代謝試験がある。これら

析計で得られた結果をコンピュータに判断させ再

の試験は品種が多く，検体数が少ない少量多品種タ

処理，再測定を行うトータルLAシステムが構築さ

イプのため自動化に不適と考えられていたが，プロ

れている。

グラムで選択性を持たせるだけで容易に実行でき

〈原理及び特徴〉

基本構成例にあるように，ロ

る。HPLCに次いでGC，UV/VIS，AA，ICPや滴定

ボットを中心に，周辺各工程をつかさどる天秤，

装置との組み合わせが多い。現在の用手法は人間が

分注器，遠心機などを配置し，作成されたプログラ

扱いやすく，精度がでるように多量の試料や薬品が

ムに応じて処理を行うのが代表的なシステムであ

使用されているが，ロボットにおいては少量でも

る。ロボット及び周辺機器は，コントローラ又はコ

精度の出る工夫がなされており，今後分析計の高感

ンピュータによって制御され分析計との同期をとる

度化とともにスケールダウンによる省スペース

ためにインターフェースが内蔵されている。プログ

化，省資源化が普及していくものと考える。

ラム言語はロボット用簡易言語が準備され，ベーシ
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6.5

データ処理装置
Data processing system

クロマトグラフ用データ処理装置の例

〈概要〉 分析機器からの信号を処理し，定量計算や

（1）データ収集：一定間隔で分析の開始から終了まで

定性分析を行い，報告書に纏める装置がデータ処理装

信号を収集する。この時，収集データの記憶，ピーク検

置である。この計算機能は分析機器個々に異なり，分

出，クロマトグラムの記憶などをする。

光光度計ではスペクトル解析であり，クロマトグラフでは

（2）波形処理：分析が終了し，データ収集が終了する

クロマトグラムの解析です。このため目的とする分析装

と記憶データを使用し，各ピークのスタート点，

置によりデータ処理装置が異なっている。近年パーソナ

エンド点を検出し更にベースライン補正を行い各ピーク

ルコンピュータを用いたデータ処理装置が主流になり，

の面積及び高さを決定する。

分析装置に応じたソフトウエアを組込むことで目的とす

（3）定量計算：波形処理により各ピークの面積または高

るデータ処理装置が構成できるようになった。また，パー

さが計算されたのち，所定の定量方法により濃度計算

ソナルコンピュータにより機能が向上し，高度で自由度

を行う。必要によっては検量線を作成し，それにより濃

のある報告書作成が可能になった。また，試料前処理

度計算を行う。また，データの信頼性を向上するために，

装置を含めた分析の自動化も進んでいる。

得られた計算値よりデータの自己診断を行うこともある。

〈構成〉 図１に最も多く使用されているクロマトグラフ

（4）
レポート作成：濃度計算が終了するとレポート作成を

用データ処理装置の一般的な構成を示す。クロマトグラ

行う。分析者の希望する形式でレポート作成を行うこと

フから得られる信号は８のA/D変換器でアナログ信号

ができる。

からディジタル信号に変換され５の周辺機器接続器を経

〈特徴〉

由し４の中央処理器で処理される。処理の内容は，
６の
制御指令器により設定され３のパラメータ格納器に記憶
されたパラメータにより決まり，その実行は１の制御指令

（1）
クロマトグラフ
（GC，LC）
に汎用的に使用できる。
（2）
マイクロコンピュータを用いたインテグレータは小形
で操作性に優れる。

格納器の中のプログラムにより行われる。そして処理さ

（3）パーソナルコンピュータを用いたデータ処理装置

れたデータは必要に応じ２の信号データ格納器に記憶さ

は高度な報告書作成機能を備え，分析の自動化に適す

れる。また，このデータは７の出力機器によりプリントする

る。

こともできる。以下順次くり返し分析が終了するまでこの

〈用途〉 分析装置（クロマトグラフ）や，ピーク状の出

動作を継続する。終了後所定の形式で７の出力機器に

力信号を出力する分析装置のデータ処理に使用できる。

より結果のレポートを作成しデータ処理を終了する。汎

応用例として，FIA（フローインジェクション分析）や原子

用データ処理装置の機能を図２に示す。

吸光装置などでも使用することがある。
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