
pHや導電率などの水質測定に関して、基本から測定ノウハウまで初心者向けに
やさしく解説したオリジナルの読本です。 入門書としてご活用ください。

サンプルの pH が酸性（pH 7 以下）と予想される場合は、フタル酸塩標

準液（pH 4.01  at 25℃）またはシュウ酸塩標準液（pH 1.68  at 25℃）をビー

カーに採って検出部を浸し、pH 標準液の温度に対する値に調整して校正

する。
サンプルの pH がアルカリ性（pH7 以上）と予想される場合は、ホウ酸

塩標準液（pH 9.18  at 25℃）または炭酸塩標準液（pH 10.02  at 25℃）

を用い、同じ操作で各 pH標準液の温度に対する pH値に合わせる。

●この操作は、pH計のゼロ・スパン校正の内容を示す模式図において、

    ｂ部分の補正（スパン点補正）に対応します。

再び ～ の操作を行い、pHの指示値が pH標準液の温度に対する pH

の±0.05 *以内に一致するまでこの操作を繰り返す。

* pH計形式Ⅰでは±0.02、pH計形式Ⅲでは±0.1以内に一致するまで繰り返す。

5

6

【参考文献】■ JISZ8802-2011■ JISK0102-2010

pH 計の校正のしくみ（ゼロ・スパン校正模式図）

pH計調整方法

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a

b

pH
アルカリ性

酸性

電圧（mV）

+420mV

-420mV

+170mV（at 25℃）

（pH7.4の場合）

a
：pH7調整（平行移動）ゼロ校正

b
：pH4調整（回転）　  スパン校正

：校正前
：pH7標準液での校正後：pH7標準液に続けて pH4標準液での校正後
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5 ガラス電極による pH測定
ガラス電極法の原理

ガラス電極法とは、pH ガラス電極と比較電極の 2 本の電極を

用い、この2つの電極の間に生じた電圧（電位差）を知ることで、

ある溶液の pHを測定する方法です。
ガラスの薄膜の内側・外側に pH の異なる溶液があると、薄

膜部分に pH の差に比例した起電力が生じます。この薄膜を

「pHガラス応答膜」と言います。

理論上、溶液が 25℃の場合 2つの溶液の pHの差が 1違えば、約 59mVの起電力が

生じます。
通常、pH ガラス電極の内部液には pH7 の液を用いるため、pH ガラス応答膜に生じ

た起電力を測定すれば、サンプルの pH値がわかります。

ところで、pHガラス応答膜に生じた起電力を測定するには、もう 1本電極が必要です。

この pHガラス電極と一対のもう 1本の電極が「比較電極」です。比較電極は、電位

が極めて安定した電極でなければならず、そのために液絡部にピンホールを開けたり、

セラミックを施したりしています。
言いかえると、ガラス電極は pH の差による起電力が正確に生じるように工夫した電極です。また、比較電極はpH の差による起電力が発生しないように工夫した電極なのです。

電極1

pH既知の液

ガラス薄膜

電極2

サンプル

ガラス電極

比較電極

電解質溶液（KCl）

液絡部
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水 質 の 話

やさしい水質の話から応用編まで

水質に関するさまざまなお役立ち情報が満載！

CODE：I2003518000-3200532406-GZ0000343602

F-71ACには、『やさしいpH・水質の話』
読本（非売品）がもれなくついてきます！

HORIBAオリジナル！

キャンペーン

実施期間  2019年11月～2020年3月末

※一部の代理店・販売店では、本キャンペーンを取り扱っていない場合があります。

高性能・信頼の卓上型pHメータ「特別セットF-71AC」を

期間限定の特別価格でご提供！15万円 以 下
（税込）

<通常セットから￥49,000もお得！>

ハイパフォーマンス × コストパフォーマンス

期間限定スペシャルパッケージ！

卓上で使いやすい仕様
電極スタンドは本体一体型で、卓上での省スペースを実現しました。
フリーアーム式電極アームは片手で上下、左右、自在に操作できます。

多彩な機能を搭載
●入出力： USB（PC通信）、RS-232（プリンタ、PC接続）
●データ管理： データメモリ（999件）、インターバルメモリ、ID入力
●印刷出力機能（GLP/GMP対応） ●温度補償設定（自動/手動）
●オートホールド機能　●セキュリティ機能(パスワード） 

パッケージ内容
プラスチックボディpH電極（9625-10D）：1本
計器本体：1台
電極スタンド：1セット　　
pH標準液セット(pH4・7・9・比較電極内部液）：1セット

ACアダプタセット：1セット
取扱説明書：1冊　　
クイックマニュアル：1冊　　
『やさしいpH・水質の話』読本：1冊

●プラスチックボディ電極（9625-10D）付属    　●電極スタンド・標準液付属

￥136,000
希望販売価格(税抜)

特別セット ： F-71AC

PC・プリンタ接続

小数点第三位まで表示

インターバル測定

省スペース



カタログNo. HAJ-R0308

東北セールスオフィス
東京セールスオフィス
名古屋セールスオフィス
大阪セールスオフィス
四国セールスオフィス
広島セールスオフィス
九州セールスオフィス

仙台市泉区泉中央四丁目21番地8号
東京都千代田区神田淡路町二丁目6番　（神田淡路町二丁目ビル）
名古屋市東区葵三丁目15番31号　（千種第2ビル6F）
大阪市淀川区西中島七丁目4番17号　（新大阪上野東洋ビル4F）
香川県高松市今里町9番9号
広島県安芸郡府中町宮の町二丁目5番27号　（古田ビル1F）
福岡市博多区店屋町8番30号　（博多フコク生命ビル1F）

022-776-8253
03-6206-4751
052-937-0812
06-6390-8211
087-867-4841
082-281-2001
092-292-3595

〒981-3133
〒101-0063
〒461-0004
〒532-0011
〒760-0078
〒735-0005
〒812-0025

●サービスステーション京都 075-321-7972

〒601-8306 京都市南区吉祥院宮の西町31番地　075-321-7184
http://www.horiba-adt.jp   

Printed in Japan 1911SK34

このほかにもさまざまなセットをご用意しておりますので、ぜひお問合せください。

ポータブル /現場測定向け　新製品登場！

カラー液晶タッチパネルモデルモノクロ液晶スタンダードモデル

カラー液晶タッチパネルモデルモノクロ液晶スタンダードモデル
▶卓上型pH・水質分析計セットラインアップ例

▶卓上型電気伝導率計セットラインアップ

CH.1

■測定項目（２チャンネル同時測定・表示可）
イオンmV(ORP)pH

イオンmV(ORP)pHCH.2

CH.1

■測定項目（２チャンネル同時測定・表示可）

塩分電気抵抗率電気伝導率

イオンmV(ORP)pH

CH.2

■ フィールド型ポータブル/マルチデジタル水質計
D-200シリーズ/WQ-300シリーズ
現場に最適な防水性が高く、キズに強い頑丈ボディに加えて
オールインワンの専用ケースセットで現場に持ち込み可能です。
さらに最新技術が詰まったデジタルセンサをラインアップし、
ワイヤレスに測定データを転送できます。あらゆる現場測定に
最適な水質計が誕生しました。

NEW

■ 測定項目

塩分 全溶存固形物量

電気抵抗率電気伝導率

DS-71E
●スタンダード電気伝導率セルセット（3552-10D付属）
 希望販売価格（税抜）　￥200,000

DS-71P
●低電気伝導率セルセット（3551-10D付属）
 希望販売価格（税抜）　￥210,000

■ 測定項目

塩分 全溶存固形物量

電気抵抗率電気伝導率

DS-72E
●スタンダード電気伝導率セルセット（3552-10D付属）
 希望販売価格（税抜）　￥250,000

F-74M

微量試料、
マイクロチューブ用に

高粘度試料・非水溶液に幅広い水溶液・
バッファ調整用に

期間限定の特別セット
お手頃なpH測定専用機

●マイクロToupH電極セット
（9618S-10D付属）
 希望販売価格（税抜）  ￥400,000

F-73V
●スリーブToupH電極セット
（9681S-10D付属）
 希望販売価格（税抜）  ￥345,000

CH.1

■測定項目
mV(ORP)pH

F-71S
●スタンダードToupH電極セット
（9615S-10D付属）
 希望販売価格（税抜）  ￥185,000

CH.1

■測定項目
mV(ORP)pH

F-71AC
●プラスチック電極セット
（9625-10D付属）
 希望販売価格（税抜）  ￥136,000

DS-72P
●低電気伝導率セルセット（3551-10D付属）
 希望販売価格（税抜）　￥260,000


