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１．はじめに
　湿度は、気体中に存在する水蒸気量を示す尺度であ
る。地上の通常の雰囲気において、水蒸気（水）は窒
素、酸素に次いで３番目に多いガス成分であり、最大
量の極性分子でもある。水蒸気はあらゆる作業環境に
存在し、多くの物質に対して様々な影響を与えるため、
その量（すなわち湿度）の計測・制御は、幅広い産業
分野、例えば、半導体プロセス、Li イオン電池製造、
製薬、食品加工、農水産業等で必要とされている。特
に近年は、燃費向上・低排出ガス化のためのエンジン
コントロールや、フロントガラス面での結露防止及び
車内快適性の確保を目的とした、自動車関連向け湿度
計測の需要が大幅に伸びている。
　湿度を測定する計測器（湿度計）としては、室内湿
度の測定用に従来から用いられている乾湿計や毛髪式
湿度計の他に、産業用途向けの小型の湿度センサーが
大量に使われている。特にここ数年は、MEMS（Micro 
Electro Mechanical Systems）技術を使った超小型湿
度センサーが急速に普及しはじめている。このMEMS
湿度センサーは、消費電力が小さくサイズも2 mm 角
程度のため、いろいろな機器に容易に搭載が可能であ
り、既に一部のスマートフォンにも組み込まれている。
Wi-FiやBluetoothといった無線技術を用いたワイヤレ
ス湿度計も、近年、比較的手頃な価格で入手可能とな
っており、これによって従来は湿度計の設置が難しか
った場所での湿度モニターが簡単に行えるなど、湿度
計測の適用範囲がここ数年で大きく拡大している。
　このように湿度計測の活躍の場が広がり、湿度の測
定結果を目にする機会が増えてくると、次第に気にな

り出すのが測定結果の信頼性である。しかし残念なが
ら、信頼性の高い測定結果を得ることは、湿度の場合
まだ容易ではない。複数の湿度センサーを使って同じ
現場で測定しても、測定結果が仕様書に記載された精
度内で一致しないというのはよく聞く話である。これ
は湿度計測というのは実は簡単ではなく、計測技術の
開発においても、いまだ発展途上にあることを示すも
のと考えられる。
　本稿では湿度計測の基礎を理解するために、よく使
われる湿度の表現法と代表的な計測器、さらに湿度計
測の基盤となる湿度標準と湿度計の校正サービスにつ
いて説明する。その後、湿度計測の現状の課題につい
て議論する。なお、本稿では分かりやすさを優先する
ため、厳密性については多少犠牲にしている部分があ
る。より厳密な説明、用語の正確な定義が必要な場合
は、参考文献［1－5］を参照されたい。

２．湿度の表現法
　湿度とは、気体中に含まれる水蒸気量の尺度を意味
する広い概念を持った用語である。その定量的な表し
方には、相対湿度、露点、物質量分率（モル分率）、絶
対湿度など複数の方法がある。ここでは、よく用いら
れる湿度の表現法である相対湿度と露点、及びそれら
２つの関係について説明する。

2.1　相対湿度
　一定温度・一定体積の空間に水蒸気として存在でき
る水の物質量には限界が存在する。そこで、ある気体
中の水蒸気量がこの限界量に対してどのレベルまで達
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しているかを示したものを相対湿度と呼び、これによ
って湿度を定量的に表す。単位としては％が使われる
が、相対湿度であることを明らかにするために％rhも
よく使われる（rh は relative humidity の略）。本稿で
は％rh 表記を採用する。
　例えば、温度20 ℃の気体の場合、1 L の体積の空間
には水蒸気が最大で9.6×10－4 mol まで存在できる。従
って、もし実際の水蒸気量が1 Lあたり4.8×10－4 molだ
った場合は、相対湿度50 ％rhになり、9.6×10－5 molの
場合は10 ％rh となる。存在可能な水蒸気量は気体温
度によって変化するので、単位体積あたりの水の物質
量が同じでも、気体温度が異なれば相対湿度が異なっ
てしまう。例えば、1 L あたり4.8×10－4 mol の水蒸気
が存在する場合、20 ℃の気体では相対湿度は50 ％rh
だが、30 ℃では28 ％rh となる。
　相対湿度90 ％rh と30 ％rh での測定を考えた場合、
不確かさがともに1.0 ％rh だとしても、相対不確かさ
は異なることに注意が必要である。この場合、90 ％rh
と30 ％rhでの相対不確かさは、それぞれ1.1 ％と3.3 ％
となる（1.1 ％rhと3.3 ％rhではないことに注意）。これ
は、1 ％rh の不確かさを実現しようとした場合、相対
湿度90 ％rh の方が30 ％rh より難しいことを意味して
いる。相対湿度での不確かさ（％rh表記）と相対値で
の不確かさ（％表記）は紛らわしいため、混同しない
ように注意が必要である。

2.2　露点
　空間に存在できる水蒸気の限界量を超えると、水蒸
気は露となって現れる（結露）。この限界量は温度を下
げると減少する。このことは、まだ結露していない水
蒸気を含む気体があった場合、その気体の温度を下げ
ていくと、いつかどこかで結露することを意味する。
そこで、この結露する時の温度を露点と呼び、気体中
の水蒸気量を表す尺度として利用している。単位とし
ては℃がよく使われる。露点は水蒸気量が少なくなる
ほど低くなる。また、相対湿度とは異なり、露点は気
体自体の温度には依存しない。例えば、30 ℃と50 ℃
の気体があり、それらの気体を冷却して、ともに20 ℃
で結露すれば、両方の気体の露点は互いに等しく20 ℃
である。

2.3　相対湿度と露点の関係
　相対湿度と露点だけでは、一対一の関係に表すこと
はできない。これは例えば、相対湿度60 %rhは露点で
は何℃と尋ねられても、答えることができないことを

意味する。そのためには気体の温度を知る必要がある
からである。表１に、いくつかの気体温度における相
対湿度と露点の関係の例を示す。表の氷点下の数値は、
水が過冷却状態で結露した時の露点を意味する。空間
に存在可能な水蒸気量は気温が上昇すると増えるた
め、同じ相対湿度でも気温が高い方が露点が高くなる
ことが表から分かる。これら以外の組み合わせの計算
方法については、参考文献［5］を参照されたい。

表１　 各気体温度［℃］における相対湿度［％rh］と
露点［℃］の関係

気体温度［℃］
相対湿度［％rh］

30 60 90
15 －2.4 ℃ 7.3 ℃ 13.4 ℃
20 1.9 ℃ 12.0 ℃ 18.3 ℃
25 6.2 ℃ 16.7 ℃ 23.2 ℃
30 10.5 ℃ 21.4 ℃ 28.2 ℃

３．湿度の計測
　ここでは、湿度計測において現在最も一般的に使わ
れる湿度センサーである静電容量式・抵抗式センサー
と、湿度計測の標準器としてよく用いられる鏡面冷却
式露点計を取り上げ、その構造と測定原理について簡
単に説明する。

3.1　静電容量式センサー
　図１に静電容量式センサーの模式図を示す。セン
サー部は高分子膜が２つの電極で挟まれた構造をして
おり、この部分がコンデンサーとして機能する。気体
中の水蒸気が増加すると高分子膜に吸着する水分量も
増えるので、これをコンデンサーの静電容量の変化と
して検出して湿度を決定する。水の比誘電率が80と極
めて高いため、他の物質が吸着して静電容量が変化し
ても、その影響を受けづらい利点がある。しかし、エ
タノール（比誘電率25）やアセトン（比誘電率21）な

図１　静電容量式センサー
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どの比誘電率が比較的高く吸着性を有するガスが存在
する環境では、それらの影響が誤差要因となる。また、
高分子膜がそれらのガスに長時間曝されて汚染される
と、指示値が正しい値からずれてくるので注意が必要
である。

3.2　抵抗式センサー
　抵抗式センサーの模式図を図２に示す。基板上に櫛
形電極を作り、その上にアンモニウム塩等の添加物を
含んだ高分子膜を覆い被せてある。気体中の水蒸気量
の増加にともなって高分子膜に吸着する水分量が増え
ると、水分量に応じて添加物からイオンが遊離し、可
動イオン濃度が増加する。電極間に電圧をかけておき、
可動イオン数の変化をインピーダンス変化として検出
することで、湿度を決定する。静電容量式に比べて安
価であるので、調湿が必要となる装置や機器内によく
組み込まれている。ただし低湿度領域（多くの場合相
対湿度10 %rh以下）では導通がほとんどなくなるため
使用できない。また、温度依存性が大きいので、温度
センサーを併用した温度補正が必要となる。

図２　抵抗式センサー

3.3　鏡面冷却式露点計
　図３に鏡面冷却式露点計の模式図を示す。圧力一定
の条件で鏡面上に試料気体を流しながら鏡面を冷却し
ていくと、鏡面温度と試料気体の露点とが等しくなっ
たところで鏡面上に露が発生する。これを光学的に検
出し、鏡面上の露の量が一定になるように鏡面温度を
制御する。平衡状態に達したところで鏡面の温度を測
定して、試料気体の露点を決定する。光源からの直接
光と鏡面からの反射光の強度を検出器でそれぞれ測定
し、結露によって減少する反射光の強度が直接光の強
度と比較して一定となるように、ペルチェ素子等を使
って温度制御することで露の量の制御を行う。鏡面冷
却式露点計は、湿度の計測器としては現状では最も信

頼性の高い装置であるが、高額であり操作に多少の技
術を要する装置である。

４．湿度標準と湿度計の校正サービス
　ここでは湿度の標準と現状国内で利用可能な湿度計
の校正サービスについて簡単に説明する。

4.1　湿度標準
　湿度標準とは、一定の濃度の水分を含み、その濃度
と不確かさが既知である気体を指す。ガス分析の分野
でよく使われる標準ガスと同様の考え方であるが、標
準ガスのようにボンベ等の容器に充填して提供される
ことはない。これは水が吸着性の高い物質であること
と、大気中に大量に存在していることに起因する。す
なわち、ボンベに既知の一定濃度の水分を含むガスを
充填したとしても、ボンベ内面等に水分が吸着したり、
ボンベと湿度計を配管する際に大気中水分が配管内面
に吸着してそれが測定時に脱離したりすることで、実
際の使用時には充填時の水分濃度と異なってしまう可
能性があるからである。そのため、既知の一定濃度の
水分を含むガスを発生させる装置（湿度発生装置）を
整備して、この装置で発生させたガスを湿度計に流し
続けながら校正を行う方法が一般的となっている。こ
の方法では発生させたガスが湿度標準となるので、湿
度標準の整備においては、高性能な湿度発生装置の整
備が極めて重要となる。
　湿度発生装置以外の方法として、国際単位系（SI）
にトレーサブルな方法で湿度を測定できる計測器を開
発して、それを一次標準とする方法が考えられる。し
かし、湿度計測の分野では、現状では計測器を一次標
準とする方法よりも発生装置を一次標準とする方法の
方が信頼性が高いため（あるいは SI につなげやすい、
不確かさ評価がしやすいため）、計測器を一次標準とし

図３　鏡面冷却式露点計
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て採用している国は現在のところ存在しない。
　日本における湿度のいわゆる国家標準は、国立研究
開発法人産業技術総合研究所（産総研）の計量標準総
合センター（NMIJ）が開発・整備を行っている。ここ
で開発された湿度標準は、SI にトレーサブルである。
他国の湿度標準との同等性も、メートル条約に基づく
枠組みの中で、国際比較とよばれる活動を通して確認
されている。図４に NMIJ が高湿度標準の発生に用い
ている発生装置の写真を示す。

図４　NMIJの高湿度標準発生装置

4.2　湿度計の校正サービス
　湿度計の校正サービスを提供する校正事業者は、上
位標準で校正された標準器（湿度計）と湿度発生装置
を保有する必要がある。標準器としては、現状で最も
信頼性の高い湿度計である鏡面冷却式露点計を用いる
のが一般的である。湿度計の校正サービスにおいては、
湿度発生装置で発生させたガスの湿度を、ユーザーの
湿度計と校正事業者の標準器を使って同時に測定し
て、結果を比較する方法がとられる。
　校正事業者が提供している校正サービスには、（１）
JCSS（Japan Calibration Service System）と呼ばれる
計量法に基づくサービス［6］、（２）NMIJの依頼試験や
技術コンサルティングを利用したサービス、（３）その
他のサービス、の３つに分けられる。（１）と（２）はど
ちらも、校正事業者の標準器が NMIJ で校正されてお
り、すなわち NMIJ の湿度の国家標準にトレーサブル
な校正サービスとなる。特に（１）のサービスでは、校
正事業者が発行する校正証明書にJCSSの標章（ロゴ）
が記載されており、それがあることで ISO/IEC 17025
の要求事項に適合している校正事業者から校正を受け
たことを、ユーザーが第三者に容易に示すことができ
る。（３）については、他国の湿度標準にトレーサブル
な校正サービスや、どこの国の国家標準にも繫がらな

い、メーカー独自の方法による校正サービスがある。

５．湿度計測における現状の課題
　ここでは湿度センサーと校正における現状の課題に
ついて議論する。

5.1　湿度センサーの課題
　外観からは区別がつかないが、現在よく使われてい
る湿度センサーのほとんどは、3.1と3.2で説明した静電
容量式か抵抗式かのどちらかである。これらのセン
サーは、測定を行う前に目盛り付け（校正）の作業を
行う必要がある。これは、静電容量式センサーの静電
容量と抵抗式センサーの抵抗は水蒸気の量に依存する
が、どの程度の水蒸気量（湿度）の時にどの程度の静
電容量または抵抗を示すのかが分からないため、湿度
計として使用するには事前にそれらの関係を調べてお
く必要があるからである。校正には湿度標準を準備す
る必要があり、それには湿度発生装置と標準器が必要
となるが、不確かさの小さい湿度標準（高性能な湿度
発生装置と標準器）の準備は容易ではない問題がある。
もし仮に不確かさの小さな湿度標準が準備できたとし
ても、大気中の水分による妨害や、配管内面で吸着・
脱離する水分の影響を抑えながら、不確かさの小さな
校正を行うことは容易ではない。以上から、湿度セン
サーを使って得た測定結果の信頼性は、そのセンサー
がどのような標準を用いてどのように校正されたか
に、大きく依存してしまう課題がある。
　静電容量式センサーと抵抗式センサーは、気体中の
水蒸気量を直接測定していない。それらのセンサーは、
3.1と3.2で述べたように、水蒸気を高分子膜に捕捉し
て、捕捉した水分量を静電容量や抵抗の変化として検
出することで、間接的に湿度を測定している。従って、
静電容量や抵抗を変化させる水以外の汚染物質が高分
子膜に吸着した場合は誤差が発生する。メーカーや校
正事業者によってきちんと校正されたセンサーであっ
ても、ユーザーの手元に届くまでの輸送環境、輸送前
後の保管場所、ユーザーの測定現場等に汚染物質が存
在していると、センサーの指示がドリフトする可能性
がある。そのため、輸送時に使用する梱包材、保管容
器の材質、測定現場の環境には注意する必要がある。
しかし実際には、複数の湿度センサーの指示が同じ測
定現場で精度範囲内で一致しないことがよく見られる
ため、これらの問題を全て回避することは、それほど
容易ではないと考えられる。
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5.2　校正における課題
　5.1で述べたように、湿度センサーの校正に用いる湿
度標準や校正方法の選択は、信頼性の高い測定結果を
得る上で極めて重要となる。4.1で述べた（１）JCSSに
基づく校正サービスであれば、用いた湿度標準や校正
方法については ISO/IEC 17025の要求事項を満たして
いるので、一定の品質が保証される。（２）の NMIJ の
依頼試験や技術コンサルティングを利用したサービス
では、SIトレーサビリティ確保に用いた湿度標準の品
質については保証されるが、校正方法については校正
事業者に任された形になる。（３）のその他の方法につ
いては、湿度標準と校正方法の両方に関して校正事業
者に任された形となり、品質についてはケースバイ
ケースである。現在市販されている湿度センサーのほ
とんどは、この（３）の方法で校正されている。
　湿度の JCSS 校正事業者の多くは、JCSS 校正とは異
なる、いわゆる一般校正と呼ばれる独自の湿度計校正
サービスの提供も行っている。このサービスは通常、
JCSS校正に比べて安価であるが、その校正内容・品質
についてはケースバイケースであり、（２）あるい
は（３）と同等のサービスと見なすべきであろう。この
一般校正については、JCSS校正事業者であるからとい
って、JCSSと同品質の湿度計校正サービスを行ってい
るとは限らないことに注意が必要である。
　校正証明書には通常、ある測定点における標準器の
測定値（標準値または参照値）と、ユーザーの湿度計
の測定値（指示値）、そして不確かさが記載されてい
る。例えば、測定点が相対湿度60 %rhの場合、標準値
60.1 %rh、指示値61.5 %rh、不確かさ2.3 %rhなど、と
なる。この例では、偏差（指示値－標準値）が1.4 %rh
なので、この湿度センサーを用いた相対湿度60 %rh付
近の測定では、センサーの指示値から1.4 %rh を引い
た値を測定結果とすれば、その不確かさは2.3 %rh 程
度であると多くのユーザーは考えるであろう。しかし、
これは常に正しいとは限らない。これは、校正証明書
に記載された不確かさは、あくまでも校正時の測定結
果に対する不確かさだからである。校正時の測定条件
と、ユーザーが普段行う測定の条件とが比較的近い場
合は問題ないが、もし大きく異なる場合は、校正証明
書記載の不確かさを、そのままユーザーの測定結果に
適用することはできない。多くの場合、ユーザーの測
定条件の方が校正時の測定条件に比べて悪いため、そ
れによって生じる不確かさを追加する必要がある。湿
度センサーの場合、校正時には評価していないが、実
際の測定時には問題となる主な不確かさ要因として、

応答性、ヒステレシス、長期安定性がある。

・応答性
　校正は通常、標準となるガス中の水分濃度や湿度セ
ンサーの指示が十分安定した状態で行われるため、水
分濃度が変化した場合に、湿度センサーがどのように
応答するかについては校正では評価していない。実際
の測定では湿度が変化する中で行われることが多いの
で、もしそのような状況で厳密な測定結果が必要な場
合は、湿度センサーの指示の応答の遅れによる不確か
さを追加する必要がある。応答性は、感湿部の特性、
センサー形状、気流に対するセンサーの取付方向、フ
ィルターの有無等に依存する。いくつかのメーカーで
は、応答性に関する情報を公開している。もし、応答
性の情報が本当に重要であるなら、専門業者に依頼す
るか、ユーザー自身が予備実験を行うかして、実際の
測定条件における不確かさを見積っておく必要があ
る。

・ヒステレシス
　湿度センサーはヒステレシスを有するため、例えば、
同じ50 ％rh の測定でも、水分濃度を低湿度側から上
昇させた場合と、高湿度側から下降させた場合では、
センサーの指示値が異なる。これは上述の応答性とも
関係しており、一般に水分濃度の上昇時に比べて、下
降時の方がセンサー応答が遅くなることがヒステレシ
スの一因となっている。校正では、低湿度側から高湿
度側に濃度を変更しながら測定を行い、反対方向の濃
度変更による測定は行わないのが普通なので、校正証
明書に記載の不確かさには、ヒステレシスによる不確
かさは通常含まれていない。従って、水分濃度が大き
く上下する状況で測定を行う場合は、ヒステレシスに
よる不確かさを追加する必要がある。ヒステレシスの
影響の度合いは、水分濃度を上下させる範囲にも依存
する。

・長期安定性
　センサー感湿部の汚染やセンサー駆動回路の特性の
経時変化により、湿度センサーの指示が時間の経過と
ともにドリフトすることは、非常によく見られる現象
である。しかし、校正においては、このような長期安
定性に関係する不確かさは考慮しないのが一般的であ
る。しかしながら、実際の測定においては、この不確
かさは無視できない場合が多いので、ユーザーは過去
に定期的に行った校正の結果に基づいて、この不確か
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さを追加する必要がある。過去の校正結果がまだない
状況では、そのような方法がとれないが、もしメーカー
が長期安定性に関する情報を公開していれば、それを
参考にすることはできる。しかしこの不確かさは、ユー
ザーの使用環境に大きく依存するので、やはり過去の
校正結果を利用する方が望ましい。
　校正事業者によっては、校正前に湿度センサーの指
示を標準の値と一致するように調整してから校正を行
う場合がある。調整後の指示値は、当然のことながら
標準値と近くなるので、ユーザーとしては使い勝手が
よいが、これをされてしまうと長期安定性に関する情
報が失われてしまうので問題である。JCSS校正であれ
ば、ユーザーの同意なしに指示の調整を行わないこと
になっているが、それ以外の校正サービスでは、どの
ような取扱いになっているかは不明である。実際には
非常に大きなドリフトが観測されているにも関わら
ず、ユーザーの知らない間に指示の調整が行われ、校
正証明書には標準値との一致のよい結果が毎回報告さ
れているとすると、これは大きな問題である。校正の
際には、校正事業者に指示調整を行わないように依頼
するか、もし調整を行う場合は、調整前の指示値と標
準値の差を、きちんと報告するように依頼する必要が
ある。校正事業者の対応に何らかの疑問が生じた場合
は、多少高額になるかもしれないが、JCSS校正を選択
する方法もあるだろう。その場合でも、念のため、指
示調整の有無については JCSS 校正事業者に確認して
おいた方がよい。

６．おわりに
　メーカーの製品カタログや校正事業者のウェブサイ
トを見ると、測定精度や最高測定能力が相対湿度で
1 ％rh 程度に書かれていることがある。しかし、これ
は湿度センサーにとって理想的な条件で測定・校正を
行った場合の話である。実際の測定現場では、温度・
湿度の急激な変化、電気ノイズ、汚染物質等の影響が
あり、メーカーや校正事業者での試験時の条件とは大

きく異なっていることが多い。また、5.2で述べたよう
に、カタログや校正証明書に記載されている数値には、
応答性、ヒステレシス、長期安定性等による不確かさ
が考慮されていないことが普通である。
　ユーザーが実際の測定現場で、どの程度の不確かさ
を実現できるかは、もちろんケースバイケースではあ
るが、一般的には、2 ％rh～3 ％rh が達成できれば十
分よい方であるとの印象を筆者はもっている。通常は
3 ％rh～5 ％rh、劣悪な条件では10 ％rhかそれ以上の
不確かさになったとしても、それほど不思議ではない。
　一方、実際の湿度制御において、10 ％rh 以内の精
度で管理しなければならないケースは、結露が問題と
なる湿度領域を除けば、現在のところ実はあまり多く
はない。すなわち、湿度に関しては、精度の高い測定
を行うことは難しいが、その一方で、それほど厳しい
精度の管理が、まだあまり要求されていないといえる。
従って、やみくもに高精度を追求するのではなく、ま
ずは測定及び制御の目的を明確にし、どの程度の不確
かさまでなら許容できるのかを大まかに掴むことが、
湿度計測・制御においては特に重要と考えられる。
　しかし、言うは易く行うは難し。頭では理解できて
も、より高精度な計測結果を求めたくなるのが人情で
ある。このようなニーズにどのように対応していくの
かが、湿度計測の最前線における課題かもしれない。
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