総

論

（ｇ）作業環境用・保安用分析機器で，作業環境用
とは工場，作業場，事務所など人が働く環境の監視

分析機器とは，物質の組成，性質，構造，状態な

用機器をいい，保安用とは各種の産業施設から漏れ

どを定性的，定量的に測定するための機械器具又は

る可燃性や毒性物質を監視する機器をいう。

装置をいう。物質などの定性・定量は，今日の科学

（ｈ）医用分析機器（検査装置）とは，主に血液や

技術の基礎となっており，学術研究をはじめ各種の

尿などを対称とした検体検査装置と一部生体検査を

産業，人間の生活環境，地球環境，医療，宇宙探査

対称とした生体検査装置をいう。

など，その利用分野はますます拡大し，それにとも

（ｉ）自動化関連機器・情報処理システムとは，ラ

ない分析機器の種類も多種多様のものが開発されて

ボラトリーオートメーションシステム，分析ロボッ

いる。したがって，分析機器の使用にあたっては測

ト，汎用データ処理装置，前処理装置等の機器及び

定対象や測定目的に適した機器を選ぶことが正確な

分析機器関連ソフトウェアをいう。

測定結果を得る重要なポイントとなる。最も適した

（ｊ）バイオ関連分析機器とはバイオテクノロジー

機器を選ぶには，その分析機器がもつ原理，特徴，

の分野で使われる機器をいう。

用途などを，あらかじめ理解しておく必要がある。

なお，この分類は，社団法人日本分析機器工業会

本書は，多様化した分析機器の概要を，専門外の人

が編集・発行する「分析機器総覧」記載の製品分類

にも把握していただけるよう心がけて作成した。

に対応させているため，市販機器名やメーカーが必

（１）掲載機種の範囲と分類

要な場合は「分析機器総覧」を参照されたい。

掲載機種は，現在，市販されている分析機器を網
羅するよう努力し，分類は原則として用途分類とし
た。分類方法の詳細を以下にのべる。

（２）記載内容
一般的な概要が理解できるように，機器の原理又
は構成を図示したのち，その機器の〈概要〉および

（ａ）大分類，中分類，小分類，細分類に区分し，

〈原理〉を中心に〈特徴〉
〈用途〉に分けて解説した。

１〜３桁の数字を分類番号とした。

〈特徴〉は原理固有の特徴のほか，機器の共通的な

（ｂ）大分類（１桁目）は，次の用途分類になって

仕様（測定範囲，感度など）についてもできるだけ

いる。

記述した。

１．ラボ用分析機器，２．プロセス用・現場用
分析機器，３．環境（公害）用分析機器，４．
作業環境用・保安用分析機器，５．医用分析機
器（検査装置），６．自動化関連機器・情報処
理システム，７．バイオ関連分析機器，９．そ
の他の分析機器
（ｃ）中分類（２桁目），小分類（３桁目）は，い
ずれも機種により分類し，この分類に当てはまらな
いものは「その他」とした。分類は，原則としてア
イウエオ順に配列した。ただし，ラボ用のみは原理
による分類とした。
（ｄ）ラボ用分析機器とは，研究室や実験室に設置
され研究や品質管理などに使用する機器をいう。
（ｅ）プロセス用・現場用分析機器で，プロセス用
とは定置形で連続（又は間欠）自動形の機器を，現
場用とは携帯用（ポータブル形，移動形，可搬形な
ど）で現場（屋外を含む）で使用することを目的と
した機器をいう。
（ｆ）環境（公害）用分析機器とは，環境（公害）
分析に使用される専用の機器をいう。

〈用途〉については，具体的用途，使用目的，使
用効果などにもふれるように努めた。
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