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アンモニア電極 5002A　取扱説明書
HORIBA アンモニア電極は、水中の溶存アンモニアを測定
するもので、試料水をアルカリ性にすることにより、アンモ
ニウムイオンが測定されます。
アンモニア濃度は、通常の pH メータを用い、検量線グラフ
を作成して、読み取るか、または、イオンメータを用いて直
読し、求められます。

測定範囲 0.1 ～ 1000 mg/L NH3

使用温度範囲 0 ～ 50 ℃

使用 pH 範囲 * pH 12以上に調節測定

再現性 測定値の ±2％以内

応答速度（25 ℃、90％応答）

　　低濃度から高濃度へ置換した場合 30 秒以内

　　高濃度から低濃度へ置換した場合 2 分以内

ケーブル長およびコネクタの種頬

　　・5002A-10C 100 cm、BNC コネクタ

妨害物質

　　pH 12 以上のアルカリ溶液中で酸性または塩基性ガス 
　　を発生する物質（揮発性アミンなど）

1 仕様

* アンモニウムイオンとアンモニア（気体）の、pH にもと
　づく相平衡関係を図 1 に示します。pH 12 以上になるとア 
　ンモニウムイオンは、ほとんど 100％アンモニアガスと　
　なって存在することが認められます。

図 1  相平衡

2 原理

アンモニア電極は、pH 測定用ガラス電極を高分子膜で覆い、
pH 応答性ガラス膜と高分子膜との間に、一定量の内部液を
注入したものです。
いま、高分子膜の外側にアンモニウムイオンを含む試料液を
おき、pH 12 以上のアルカリ性にすると、試料液中のアンモ 
ニウムイオンは、ほぼ 100％アンモニアガスとなり、高分子
膜を透過します。

アンモニア

アンモニウムイオン

%

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

製品に関する技術
カスタマーサポー
フリーダイヤル　
受付時間　9:00 ～
透過したアンモニアは電解液中で

のように解離し、解離定数を K とすれば

が得られます。なお、水の解離定数を Kw とすれば

(2) 式、(3) 式から

が成立します。
内部液として NH4Cl を使用すれば

となり、内部液中には多量の NH4
+ が存在するため、(4) 式

の、右辺第 2 項の log〔NH4
+〕は、ほぼ一定とみなされます。

したがって、pNH3 は pH に直接比例することとなり、pH を
測定することにより、アンモニア濃度が求められます。

図 2  構造

NH3+H2O ←
→ NH4

++OH － ..........................................(1)

〔NH4
+〕〔OH －〕

〔NH3〕
=　K　〔H2O〕　=K′ ....................................(2)

ただし〔H2O〕は定数とする。

〔H+〕〔OH－〕=Kw,

log〔OH－〕=pH － pKw, ...............................................(3)

pNH3= － pH － log〔NH4
+〕+pK″

ただし pK″=pKw － pK′

.................................(4)

NH4Cl ←
→ NH4

++Cl .....................................................(5)
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O リング

隔膜
的なお問い合わせやご相談は、 
トセンターまでお願いいたします。 
0120-37-6045 　
12:00、13:00 ～ 17:00（祝祭日を除く月曜日～金曜日）



3 一式の内訳

図 3  部品構成

4 アンモニア電極の組立

1. 隔膜を支持管に最後までしっかりとねじ込んでくださ
い。

2. 支持管を垂直に持ち、上部よりスポイトで内部液を約 4
mL 注入した後、隔膜面などに気泡の付着がないように
2 ～ 3 回軽く振って追い出してください。

図 4  手順 1、2

3. 図 5 に示すように、ガラス電極、スプリング、キャップ
がそろっていることを確かめ、ガラス電極キャップの外
周凸部をキャップ凹部に合わせ、キャップに電極キャッ
プを挿入します。

図 5  手順 3

ガラス電極 1 個

キャップ 1 個

支持管 1 個

O リング 1 個

隔膜 6 個

内部液（250 mL） 1 個

スポイト 1 個

ガラス電極 支持管 キャップ スプリング スポイト

コネクタ

O リング

隔膜 内部液

スポイト

隔膜

キャップ凹部

スプリング

ガラス電極キャップ凸部
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4. ガラス電極キャップの外周凸部が、キャップ凹部に合わ
さり、突出していることを確かめ、図に示すように、ガ
ラス電極キャップ・リード線を持って引張りながら、
キャップを回しガラス電極キャップの外周凸部が少し
（約 2 mm）浮いてキャップの端面に乗りあがるようにし 
ます。

図 6  手順 4

5. 手順 4. で準備したガラス電極を、手順 2. で準備した支
持管に挿入し、完全にねじを締めます。 
ねじを締めたら、ガラス電極キャップを手順 4. で回し
た方向とは逆の方向に戻します。 
逆方向に戻すとガラス電極キャップ凸部は、キャップの
凹部に合わさり、支持管の中に少し（約 2 mm）沈み込 
み、ガラス電極先端は、支持管先端に張られている隔膜
と接する状態になります。

図 7  手順 5

以上で組立完了です。ガラス電極を支持管からはずす場合
も、必ず手順 4. の作業で、まずガラス電極先端と隔膜の間
に隙間を与えるようにしてから作業を行ってください。

図 8  組立完了

注 記

 ガラス電極がフリーの状態で、支持菅をねじ込むと電極先端が
隔膜を傷つけ、性能を十分に発揮しないことがあります。

 電極リードの損傷防止のため、リード線のみを強く引っ張らな
いように注意してください。

 支持管とキャップの勘合部はシール構造となっていないため、
水平方向、逆方向に向けないように注意してください。

5 標準液の調整法

市販特級塩化アンモニウムを 0.297 g 精秤し、純水に溶解し 
て全量を 1 L とします。
この溶液は、100 mg/L NH4

+ となります。この溶液を 100  
mL採取し純水で希釈し1 Lとしますと10 mg/Lとなります。  
同様にして 10 mL、1 mL 採取し、純水で希釈し、1 L とし   
ますと 1 mg/L、0.1 mg/L のアンモニア標準液となります。  
なお、この標準液は、アルカリ性（pH 12 以上）にて使用し 
てください。

回す

引っ張る

凹部 凸部

ねじを締めた後戻す

ねじを締める



6 測定

6.1 検量線の作成

試料液の測定の前に、標準液による計器校正または検量線の
作成を、行う必要があります。
使用する標準液は予想される試料液中のアンモニア濃度の
前後、2 種類のアンモニア標準液を使用してください。たと
えば、試料液中のアンモニア濃度が 5 mg/L 付近と予想され 
る場合には、10 mg/L および 1 mg/L のアンモニア標準液を  
使用してください。

1. アンモニア電極のコネクタを pH メータまたはイオン
メータのコネクタに接続し、電源をONにしてください。

（pH メータまたはイオンメータの取扱いは、メータに添
付されている取扱説明書を参照してください。）

2. 標準液は測定前にアルカリ性にしてください。標準液
100 mL に対し、水酸化ナトリウム 0.4 g、または、10  
mol/L 水酸化ナトリウム溶液 1 mL を添加します。

3. アンモニア電極の全長約 1/3 をアンモニア標準液中に浸
漬し、スターラなどでゆっくり攪拌してください。 

（アルカリ性としたアンモニア標準液はあまり強く攪拌
したり、くり返し使用しますと、アンモニアガスとして
逃げ、濃度が変化しますので、できるだけすみやかに測
定してください。また、隔膜面に気泡が付着していない
ように注意し、もし付着している場合には、アンモニア
電極をゆすって除去してください。）

4. メータを測定状態にし、標準液のアンモニア濃度にメー
タを校正するか、またはグラフ上に測定値を点描し検量
線を作成してください。

5. 検量線は片対数グラフ用紙を用い、アンモニア濃度を対
数軸に、出力電位差を等差軸にとって作成します。 
図 9 に検量線を示します。なお、アンモニア濃度が 0.1
mg/L 以下になりますと、直線からずれてきますので注
意してください。

6. 高濃度アンモニア溶液から、低濃度アンモニア溶液にア
ンモニア電極を置換浸漬する場合には、前液を十分に洗
浄し、付着していないように注意してください。

図 9  検量線

NH3 mg/L

出
力
電

位
 m

V at 25 ℃
3

6.2 試料液の測定

「6.1 検量線の作成」に準じて、試料液の測定を行ってくだ 
さい。

注 記

試料液をアルカリ性にして測定することが必要です。

1. 試料液 100 mL に対して、水酸化ナトリウム 0.4 g、ま  
たは 10 mol/L 水酸化ナトリウム 1 mL を添加し、アルカ  
リ性としてください。

2. 測定はスターラなどにより、一定速度でゆっくり攪拌し
ながら行ってください。

3. 試料液測定時の温度は、できるだけアンモニア標準液測
定時（校正または検量線作成時）の温度と一致（±1 ℃
以内）させてください。

図 10  温度特性
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7 保守、点検

7.1 隔膜の交換

隔膜は、通常の使用で約 2ヵ月の寿命がありますが、次のよ
うな現象が生じたときには、主として隔膜の劣下と考えられ
ますので、交換を行ってください。

 指示値がふらついたり、高濃度側へ大きくドリフトした
とき。

 アンモニア濃度の異なる溶液に浸漬しても、ほとんど指
示変化が認められないとき。

 隔膜がガラス電極膜面に密着せず、たるみを生じている
とき。

 隔膜に傷がついたり、破れたりしたとき。

*  隔膜の交換方法は、「4 アンモニア電極の組立」に準じて 
　行ってください。

7.2 ガラス電極の点検

アンモニア電極の内部に挿入されているガラス電極は、一般
の pH 測定用ガラス電極と性能は同じものです。
隔膜を交換しても正常な値を示さないときには、ガラス電極
のみを取りはずし性能点検を行ってください。（組立工程 4.
に準じて取りはずし作業を行ってください。）

1. 支持管からキャップをはずし、内部に挿入されているガ
ラス電極を抜き出してください。

2. 一般のガラス電極の点検と同様に、このガラス電極と比
較電極をイオンメータまたは pH メータに接続し、pH 7 
標準液と pH 4 標準液の電位差を測定します。両標準液 
間の pH 差が 2.6 以上（または、150 mV 以上）あれば 
正常と判断されます。 
なお、ガラス電極が正常であっても、指示不安定の場合
は、隔膜の交換方法が悪いと考えられますので、再度、
注意して隔膜を交換してください。

8 妨害物質

「2 原理」において説明しましたように、アンモニア電極は 
隔膜を透過するアンモニアガスによって生ずる内部液の pH
変化を利用したものですので、アンモニア以外の酸性または
塩基性ガスの存在は、誤差を生ずることとなります。 
しかし、H2S、CO2 などの酸性ガスは、アルカリ性領域にお
いてはイオン化し、ほとんど酸性ガスとして存在しませんの
で、試料液をアルカリ性にして測定する限りは問題ありませ
ん。 
揮発性アミンなどの存在は、アルカリ性領域において塩基性
ガスを発生するため、指示に誤差を与えます。
また、有機溶剤（アセトン、アルコールなど）を含む試料液
では、隔膜を損傷、透過し、指示不安定となり測定できませ
んので、ご注意ください。

9 注意事項

 隔膜は柔らかく、指などで膜面を押したりこすったり、
他の物体に当てたりすると傷がつき使えなくなるので、
特に取り扱いにはご注意ください。

 1 mg/L以下の低濃度、または10℃以下で測定される場合 
には、応答時間が遅くなりますので、十分指示値が安定
するのを待って、読み取ってください。

 アンモニア電極は、温度補償がなされていませんので、
できるだけ一定温度条件下で測定してください。

 試料液測定時の温度は、できるだけアンモニア標準液測
定時（校正または検量線作成時）の温度と一致させてく
ださい。（±1 ℃以内が理想的であります。）

 アンモニア電極を横に傾けたり、逆さまにすると上部
キャップ部分から内部液が漏れる場合があります。
キャップ部分に内部液が付着した状態で放置すると、電
極の絶縁低下により性能が劣化しますのでご注意くだ
さい。

 電極を保存する場合、0.01 mol/L 塩化アンモニウム溶液 
に浸漬するか、内部液を抜き取り、各部の洗浄を行って
保存してください。
4
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8.1

8.2

9

0
Cautions
The membrane is fragile, so that it may be easily         

damaged if rubbed or pressed hard by finger or hit other          
hard object. Handle the electrode with an utmost care.

When measuring the sample under lower temperature      
than 10C, speed of response becomes slow especially       
at low concentration side. Wait until indication fully       
stabilizes.

Temperature is not compensated with ammonia     
electrode, and therefore, try to invariably measure at a        
certain temperature condition.

When measuring sample, temperature of sample should      
be the same as the temperature of calibration. (±1C is         
tolerable)

Inner solution may leak from chinks of cap when        
electrode is laid down or turned upside down.       
Performance deteriorates if leaving inner solution stick      
to cap for longtime.

When preserving the electrode, either immerse it in a        
0.01 mol/L ammonium chloride solution or drain inner       
solution and wash each part.
Maintenance

Replacement of membrane
The membrane has a serviceable life of 2 month under a          
normal state of operation. In an occurrence of the following         
state, however, the cause is attributed mainly to       
deterioration of the membrane, and therefore, replace the       
membrane:

When indication fluctuates or drifts toward high      
concentration side.

When almost no change is perceived even if the        
electrode is immersed in solutions of different ammonia       
concentrations.

When the membrane is sagging and not closely       
contacting glass electrode membrane.

When the membrane is damaged or torn.

* Please refer “5 Assembling” when exchanging membrane.

Inspection of glass electrode
The glass electrode encased in the ammonia electrode has        
an identical performance as the general glass electrode       
used for pH measurement; it constitutes a combination type        
electrode combined with a reference electrode.
If performance of the ammonia electrode is not restored        
even if the membrane is replaced, then take out only the          
glass electrode and inspect its performance.

1.Remove cap from stem and draw out glass electrode        
inserted inside.

2.Measure potential difference between pH 7 and pH 4        
standard solutions in the same way as inspecting       
general pH glass electrode. It may be judged as normal         
if pH difference between the two solutions is over 2.6 pH          
(or over 150 mV).
If the indication is unstable despite the glass electrode is         
confirmed as normal, then the cause is definitely in the         
faulty replacement procedure of the membrane.
Carefully renew the membrane again.

Interferrent
Because ammonia electrode determines ammonia    
concentration by measuring pH change in inner solution       
caused by ammonia gas permeating through the      
membrane, presence of acidic or basic gas other than        
ammonia causes error. Such acidic gas as H2S or CO2,         
however, is ionized in alkali region and does not exist as          
acidic gas, so that no problem is created as long as the           
sample is measured in alkaline state.
On the other hand, the presence of volatile amine, gives         
error on indication because it generates basic gas under        
alkaline state.
In any sample in which organic solvent (acetone, alcohol,        
etc.) is included, the membrane is damaged or permeated        
by the organic solvent so that indication becomes unstable        
to inhibit measurement.

1
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Fig. 9  Calibration curve

7.2Measurement of sample
Measure sample in accordance with “7.1 Preparation of 
calibration curves”.

1.Add 0.4 g of sodium hydroxide or 1 mL of 10 mol/L 
sodium hydroxide against 100 mL of sample to prepare 
the sample alkaline.

Note

Adjusting sample solution alkaline before measurement is 
important.

2.Measure the sample while slowly stirring the sample at a 
constant speed by using a stirrer, etc.

3.Bring temperature of sample to that of the ammonia 
standard solution (at the time of calibration or 
preparation of calibration curve) (within ±10C).

Fig. 10  Temperature characteristics
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Note

If insert glass electrode into body without protruding glass
electrode on cap, tip of electrode may damage membrane.
Then performance may deteriorate.

Do not pull only cable too strong.
Inner solution may leak from chinks of cap when electrode

is laid down or turned upside down. Performance deterio-
rates if leaving inner solution stick to cap for longtime.

6Preparation of standard solution
Precisely weigh 0.297 g of premium quality ammonium
chloride and dissolve it in pure water to make up 1 L. This
solution serves as a standard solution of 100 mg/L NH4.
Taking 100 mL of this solution and diluting it by pure water to
make up 1 L shall provide a standard solution of 10 mg/L. In
the same way, taking 10 mL and 1 mL  of the said solution
and diluting them in pure water to make up 1 L will provide 1
mg/L and 0.1 mg/L ammonia standard solutions, 
respectively. Prepare these standard solutions alkaline at
each time before using them.

7Measurement

7.1Preparation of calibration curves
It is necessary to calibrate instrument by using the standard
solutions or prepare a calibration curve before measuring
sample.
Prepare two kinds of standard solutions of concentrations
above and below the expected ammonia concentrations.
For example, if the ammonia concentration in the sample is
expected to be only a few mg/L, then use 10 mg/L and 1 mg/
L ammonia standard solutions
1.Connect ammonia electrode at the connector on pH

meter or ion meter and turn on the power switch. (Refer
to the instruction manual provided for the pH meter or 
the ion meter for further details of the operating
procedure of the pH meter or the ion meter.)

2.Prepare the standard solution into alkaline before
measurement. Add 0.4 g of sodium hydroxide against
100 mL of standard solution or 1 mL of 10 mol/L sodium 
hydroxide.

3.Immerse approximately 1/3 the whole length of the
ammonia electrode into the ammonia standard solution
and slowly stir the sample solution by using a stirrer, etc. 
(Stirring the alkaline ammonia standard solution too 
vigorously or repeating the measurement too often may
cause ammonia gas in the solution to disperse into air
and concentration to change, and therefore, it is
recommended that the measurement is completed
quickly. 
Also, watch that there is no air bubble on the tip of the
electrode. If any air bubble is seen on the electrode tip,
shake the electrode in the solution to remove it.)

4.Set the meter at the state of measurement (by setting
measurement push button at ON position) and either
calibrate the meter at the concentrations of the ammonia
standard so1utions or mark measured values on a 
graph to draw a calibration curve.

5.Use a semi-logarithmic graph for preparing the
calibration curve, taking logarithmic axis for ammonia 
concentration and arithmetic axis for output potential
difference.
Fig. 9 shows an example of the calibration curve.
Beware of the fact that the curve deviates from linearity
if the ammonia concentration drops below 0.1 mg/L.

6.When switching the ammonia electrode from high
concentration ammonia solution to low concentration
ammonia solution, carefully rinse the electrode to wash
away the preceding solution so that no contamination
takes place with the successive solution
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Fig. 4  Procedures 1 and 2

3.Insert body into cap, sliding convex portion of glass        
electrode along concave portion of cap.

Fig. 5  Procedure 3

4.Confirm convex portion of glass electrode protruding on       
cap surface.
Pull cable and turn cap at the same time, and put          
convex portion of glass electrode on cap.

Fig. 6  procedure 4

5.Insert glass electrode into body and turn cap for fixing.         
Return cap and convex portion protruding goes down       
and tip of glass electrode touches membrane.

Fig. 7  Procedure 5

Assembling is completed. When taking off glass electrode       
from body, please make sure to make space between tip of          
glass electrode and membrane in accordance with proce-       
dure 4.

Fig. 8  Finishing

Dropper

Membrane

Cap concave portion

Spring

Glass electrode 
convex portion

Turn

Pull

ConcaveConvex
Return

Tighten
Fig. 2  Construction

Constituents

Fig. 3  Parts location

Assembling
1.Turn and fix membrane tightly to body.
2.Supply inner solution through glass electrode supply      

inlet with dropper, and fill up to the supply inlet.
Holding body vertically, supply inner solution of 2 mL        
with dropper, and shake a couple of times to evacuate         
air bubbles around membrane.

Glass electrode (combination type)1 pc.

Spring1 pc.

Cap1 pc.

Cap packing1 pc.

Body1 pc.

O-ring1 pc.

Membrane6 pcs.

Inner solution (250 mL)1 btl.

Dropper1 pc.
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electrode
Inner solution

O-ring

Membrane

Glass electrodeBodyCapSpringDropper

onnector

O-ring

MembraneInner solution



For any questions regarding this product, please contact your local agency, 
or inquire from the following website.
http://global.horiba.com/contact_e/index.htm

http://www.horiba-adt.jp
31, Miyanonishi-cho, Kisshoin Minami-ku, Kyoto, 601-8306, Japan

        

        
        
      

       
       
       
       

         

       

      

         
         
        
        
Fig. 1  Reciprocal equilibrium
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3Principle
The ammonia electrode covers a pH glass electrode by a 
high polymer membrane and fills a certain volume of inner 
solution between the pH responsive glass membrane and 
the high polymer membrane.
If a sample containing ammonium ion and placed outside 
the high polymer membrane is prepared alkaline above pH 
12, substantially 100% of the ammonium ion is converted 
into ammonia gas and permeates through the high polymer 
membrane. 
The ammonia permeated through the membrane 
dissociates in the electrolyte as expressed in the following 
equation:

By assuming K as the dissociation constant and [H2O] as a 
constant, the following equation shall be available:

Also, the following equations shall be available by assuming 
dissociation constant of solution as Kw:

Then the following equation is established from the 
equations (2) and (3):

If NH4Cl, is used for the inner solution, the equation shall be:

and because much NH4
+ is present in inner solution, log a 

NH4
+ in the left side second item in equation (4) is 

considered to be as substantially constant. As a result, it 
proves that pNH3 directly proportional to pH, so that the 
ammonia concentration shall be available by measuring pH.

NH3+H2O←
→NH4

++OH
－..........................................(1)

〔NH4
+〕〔OH－〕

〔NH3〕
=　K　〔H2O〕　=K′....................................(2)

* 〔H2O〕 is a constant

〔H+〕〔OH
－
〕=Kw,

log〔OH
－
〕=pH－pKw,...............................................(3)

pNH3=－pH－log〔NH4
+〕+pK″

* pK″=pKw－pK′
.................................(4)

NH4Cl←
→NH4

++Cl.....................................................(5)
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HORIBA Ammonia Electrode is for measuring dissolved
ammonia in solution. Measurement of ammonium ion is
made possible by adjusting sample solution alkaline.
The ammonia concentration is determined either by using
an ordinary pH meter upon preparing a calibration curve or
by using a direct reading ion meter.

1EU regulations

Conformable standards
This equipment conforms to the following standards:

Authorised representative in EU
HORIBA UK Limited
2 Dalston Gardens, Stanmore, Middx HA7 1BQ, UK

2Specifications

* Fig. 1 shows the relation of reciprocal equilibrium between
ammonium ion and ammonia (gaseous phase) based on 
pH changes. Almost 100% of ammonium ion is noted to
exist as ammonium gas at above pH 12.

RoHS:EN50581
9. Monitoring and control instruments

Measuring Range0.1 mg/L to 1000 mg/L NH3

Measuring Temperature Range

0C to 50C
pH Range Used*To be set at above pH 12.

RepeatabilityWithin ±2% of measured value.

Response Speed (90% Response at 25C)

Within 30 seconds when switched 
from low concentration to high 
concentration.
Within 2 minutes when switched from 
high concentration to low 
concentration.

Cable And Connectors

　　・5002A-10CCable length: 100 cm
Connector: BNC Connector

InterferentAny substance which generates acidic 
or basic gas in an alkali solution of 
over pH 12 (such as volatile amine).

Ammonia

%
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