to grow and demand for the novel syringes increased,
headquarters moved to Reno, Nevada, where it has
remained for the past 43 years. In 1968, European
manufacturing was instituted with famous Swiss
precision in Bonaduz, Switzerland.

Reminder: Sensors Webinars
Upcoming Events

Hamilton Company

Celebrating 60 Years
The institution of innovative precision and quality remained throughout Hamilton CompanyÂ’s expansion as
ハミルトン社は創立
60followed
周年を迎えました
the first syringes were
by the development of multiple liquid handling and analytical devices. Today,

our portfolio consists of a wide variety of products and services including the original glass chromatography
syringe, syringe pumps, valves, diluters, large robotics systems, HPLC columns and process analytical

1947 年、Clark Hamilton によりクロマトグラフィーで使用するためのマイクロリッターシリンジを世に
送りだしてから 60 周年を無事迎えることが出来ました。
この 1 つの製品からハミルトン社は始まり、その製品の信頼性、
安定した品質はシリンジの代名詞とも言える支持を得、今もハミ
ルトン社の大切な製品として改善改良が続いています。

ハミルトンの技術の広がり

この 1 つのアイテムからガラス素材技術、金属の微細な加工技術、化学薬品に対する理解、そして製造技
術の開発、それらの開発を通じ、分析装置用ロボット技術、HPLC 用カラム、そして各種測定用電極(セン
サー)の開発へと繋がっていきます。

ハミルトン社スイス

生産工場

電極、各種センサー、標準液はここですべて生産品質管理されます。

Hamilton, Bonaduz/Switzerland
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pH 電極、使って初めて分かる違いがあります

ハミルトンは素材と測定対象の間にある関係に着目、優れた pH 電極を作るには、何よりもまず優れたガ
ラスが必要であると考え、広く使われるガラス素材では改善が困難な状況を乗り越えるため、自社で pH
測定用ガラス素材を研究してきました。

その弛まぬ開発が実を結び、25 年前の 1988 年、自社のガラスを用いた初めての pH 電極が世に送り出さ
れました。その特許素材は自社の pH 電極のみならず、広く pH 電極製造会社への原料供給も行うように
なりました。

ガラス素材の中で PHI と HB ガラスは特に優れた性能を持ちます。これは蒸気滅菌、オートクレーブ、強
力な苛性による CIP においてゼロ点のずれを極めて小さく抑える優れたガラスです。この特許化されたガ
ラスを採用した EasyFerm Plus pH 電極そして EasyFerm Food pH 電極は、そのガラスがもたらす性能
の違いを伝えるハミルトンを代表するプロセス用 pH 電極です。そして最もユーザーに用いられている電
極なのです。
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〜正確に pH を測る

ハミルトンの pH 電極〜

対象が様々であれば、pH 電極(複合電極システム)も様々
pH は多様な測定環境で必要とされるため、現代では多くのメーカーのカタログにある通り多
様な電極の姿があります。
またお客様のニーズに合った理想の測定に一歩でも近づくため、メーカーは pH の命である新
しいガラス膜素材、目的に応じた参照用電解質の構造、測定に適した電極構造、隔膜の設計、
高い品質の電極を経済的な視点で安定して作る生産技術の開発、それらはただ 1 つの事実を知
るための電極を作り出すためにあり、総合的に能力を注力しています。

ハミルトンもその中の一社です。でも違いがあります。
多くの電極が作られるなか、製造会社はコストと性能を考え量産された水素感度のあるガラス
素材を用いることが多い中、ハミルトンは自ら水素感度を持つガラス素材を設計、開発、製造
する技術を持つ珍しい会社です。
この経験と検証の積み重ねに支えられた技術が、世界の多くのユーザー、標準機関の皆様から
高い信頼を寄せられている根源といっても過言ではありません。
そしてハミルトンの名前は見えなくても、プロセスやラボで働いているハミルトンの電極の姿、
あるいは素材を見ることもあるでしょう。

V

HF

HB

H

PHI

Glass

Glass

Glass

Glass

Glass
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ハミルトンが考える pH 電極とは

ネ

ネルンストの式とのずれを限り無く少なくすること
pH7

速い応答速度

再現性

=

最少の保守

上記の 4 つを満たすことが基本です；最もこれらの項目は 1 つ目を除きすべての測定器に要求
されることです。

これらを達成する上で、アプリケーション毎に障害となる要素を理解し、構造、材質、形状で
対抗できるように設計してあります。

全ての電極に共通する仕様として、ハミルトンの電極は pH1 まで酸による誤差を持たずに測
定できる設計を行っています。

4

らしく正確で高い再現性を長期に提供します。

ハミルトン pH ガラスの特徴

pH ガラス仕様

ガラス抵抗(MΩ)

ゼロ点のずれ
V
HF
HB

低い
平均より
平均

低め

0.13pH
0.15pH

5
̶̶

80℃の水で一ヶ月測定
Guarantee the accuracy of your measurements

HAMILTON pH membrane glass

成する特殊なガラス膜を製造し、安定して供給することが出来ます。

ハミルトンはシリンジで培った多用かつ膨大なガラス製造技術により、感度の高いゲル層を生

特徴的なものとしてフッ酸などガラスを溶かす薬液にも対応するガラスを開発、pH 電極シス

テムに採用しています。その測定性能は他のハミルトンの電極と変わらず、ハミルトンの電極

PHI

平均より

高い

0.08pH

HAMILTON “H” glass displays excellent characteristics and stable measurement values in media with
low water content, for example in anhydrous or only partially aqueous solutions.
The low alkali error of “H” glass ensures accurate measurements even at high pH values.

The continuous improvement of our pH membrane glass offers many previously unavailable benefits.
Most laboratory electrodes have a “V” or a “HF” type glass membrane. This unique glass possesses excellent
mechanical stability and very low membrane resistance. This makes measurements possible in solutions
with low conductivity.
“HF” glass is a development that guarantees the longest possible electrode life in processes containing
hydrofluoric acid. In addition, this glass is well suited to the production of flat pH membranes. These are of
great advantage, for example, with the Flatrode for readings of small volumes or on a flat surface areas.

H

高め

0.07pH

HAMILTON is the first vendor in the world of conductivity standards to offer 1.3 and 5 µS/cm with a
certified accuracy of ±1 % and a lifetime of 1 and 3 years, respectively. The composition of these standards
is patented. The measurement procedure for determining conductivity has been developed in collaboration with DFM1). A number of state metrological institutes that deal with measurement of electrolytic
conductivity have started using these HAMILTON standards, since they lie in a low conductivity range and
exhibit a previously unknown level of stability, confirmed by measurements performed by PTB2).

Certified by an accredited laboratory
Fulfills all requirements of United States Pharmacopia USP Chapter 625

Conductivity standards

電極ガラスとガラス膜

Innovations in electrochemistry

ハミルトンの答え
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ハミルトンの答え
参照電極隔膜

多孔から毛細管へ

シングルポアの発明

ハミルトンは参照電極の隔膜を多用される多孔性セラミックから毛細管へとかわり、高感度か
つ目詰まりの解消をはかりました。
この技術はシングルポアの名前で呼ばれ、この構造をもったハミルトンの電極は PTB の標準
校正試験で最も優れた電極として評価されています。

Innovations in electroch
The SINGLE PORE concept

Precise, reliable, and rapid readings with a
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In combination with a dedicated electrolyt
the reference electrode and the measurem

However, even after 15 very successful yea
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参照電極電解液
Single Pore
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その性能は最新の pH 電極の 1 つの基準となっています。
液体から固体へ

理想のポリマー電解質の発明

ハミルトンは液体、ゲル、そして重合体(ポリマー)へと基材の開発を進め、ポリソルブ(特許)

の名前をもつポリマー電解質を開発しました。

これは pH0 までの測定を可能とするはじめてのポリマーです。

従来のポリマーの弱点であった薬品に対するネルンストの式で定まった pH スケールへの正確

で素早い応答、高い耐久性、耐熱性、新しい電極構造によってもたらされた参照電極からの塩

化銀の溶出の無い構造、シグルポア方式に適した構造による感度向上を実現しています。それ

らの性能は困難であったバイオプロセス用途までを包含することに成功しました。
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ハミルトンの答え
電極構造
傷まない内部電極を目指して

エバーレフ電極システムの発明

内部電極製造技術の品質の高さは精度に現れます。ハミルトンは対称な形状、性能をもつ電極
を追求、その精度は理想 ＝ ネルンストの式からのずれを限りなく少なくする に貢献します。

参照電極の電極部は測定溶液により常に汚染される可能性があり、また電極外への溶出の危険
を持っています。ハミルトンはそれを防ぐ構造「エバーレフシステム」を開発、電極の寿命と
THE MEASURE OF EXCELLENCE
測定対象への安全の確保を、感度を犠牲にすること無く達成します。

-4-

TM

solutions.
lengthening electrode life in aggressive media. These electrode
The EVEREF® B labyrinth system used in the POLILYTE LAB

distance that prevents the loss of silver chloride during tempera
with reference systems from the EVEREF family. The silver chloride
Stable reference systems are at the heart of reliable, long-life e
Long electrode life, thanks to stable reference potentials

The EVEREF reference system

エバーレフシステム

significant improvement in extending the life of pH electrodes.
troublesome diffusion potentials are minimized and measureme
お客様のニーズに、自ら持てるガラス技術の力を錬磨し応える。こうしてハミルトンの pH 電
signals. Thanks to an ingenious integrated filter system, referen
And now, with POLISOLVE PLUS, HAMILTON has achieved an im

極は作られ、そして今も絶え間なく開発は進んでいます。

• Galvanic baths
• Ground water and coolants

• Samples containing
• Solutions containing

measurement in a wide range of uses, for example in:
with the modified SINGLE PORE concept results in an extrem
POLISOLVE is compatible with most organic solvents, and is com
pH range from 0 to 14, and in a temperature range from -10°C
range, HAMILTON has succeeded in developing the innovative P
Contrary to the widespread belief that pH electrodes with a poly

The innovative polymer reference electrolyte that solves so man

POLISOLVE and POLISOLVE PLUS electrolyte
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Single Pore

or ISSN 0947-7063.
electrode in the test. Further information can be found in “Tracea
very wide-ranging and well documented study, determined the
Note: The PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Physic
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ハミルトンの答え
理想の校正に近づけるために

ハミルトンの pH 電極はお客様の必要とする測定を実現するためにあります。しかし、ただ優
れた電極があるだけではお客様の必要とする「測る」を維持することはできません。

「測る」を確かな物にするために、精度に優れ、長期間安定した二次緩衝液（バッファー液）
デュラキャルを合わせて開発しました。

美しい鮮やかな色に染められたこのバッファー液は、その美しさが使う人々に緩衝液の種類を
見分けやすくさせます。
開封後も長期にわたり安定して使用できるため、常に安定した二次標準で電極の再現性を確か
められます。また消費期限はボトルに印字し期限を常に確認できます。
必要な量だけを必要な時に使える優れた容器キャルパックは、密封性と計量カップの機能を併
せ持つハミルトン独自のデザインとなっています。
そしてその安心は NIST にトレースされることにより精度の裏付けを併せ持つことになります。
基準により検査された測定値はボトル一本一本に印刷されています。
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緩衝液

ハミルトン緩衝液
pH 値

ハミルトン
デュラキャル緩衝液
(NIST/PTB)

pHハミルトン
ハミルトン

1.09
1.68
2.00
3.06
4.01
5.00
6.00
7.00
8.00
9.21
10.01
11.00
12.00

USP

pH 値と精度
精度
0.02pH
0.02pH
0.02pH
0.02pH
0.01pH
0.02pH
0.02pH
0.01pH
0.02pH
0.02pH
0.02pH
0.05pH
0.05pH

工場出荷時からの
有効期間(月)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
24
24

GMP

NIST/PTB

2
DKD

DKD-K-14301, DKD-K-06091
DKD
2

DKD

DURACAL pH Buffers

10

DKD-K-06091
2
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ハミルトンとの出会い

私たちティ・アンド・シー・テクニカルはハミルトン社より数々の優れた pH 電極、そして最
新のエレクトロニクス、通信技術を組み合わせたアークセンサーシリーズを 2010 年よりご紹
介する機会をハミルトン社よりいただきました。

そこには遠くスイスで育まれた世界のお客様とともにある物作りの精神、そこから生み出され
た高い安定した品質、確かな使い心地まで設計された製品を、日本の物作りの文化により良く
合わさる点を見いだし、お客様の目的に資する提案と共にお届けしています。

私たちのハミルトン社との緊密な相互理解と協力は、すべてのお客様の物作りのためにありま
す。そしてより良い製品を作るための一助となることを願っております。

株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル
技術営業部 5 課
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ハミルトンチーム一同

