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#7661 チップ形フッ化物イオン電極取扱い注意書

1. チップ形イオン電極の構造 2. 電極の交換方法
• 交換方法について
チップ形電極の本体への装・脱着はネジ式
となっています。チップ形電極のローレット
部分を指でつまみ回転させて操作してくだ
さい。

• 注意することは
応答膜部はフッ化ランタン単結晶が使用さ
れています。膜面を物に当てたり，傷をつけ
たりすると破損や性能劣化の原因となります
ので注意してください。

3. 標準液調整について
市販の特級フッ化カリウム 3.058g を精秤し，これを純水に溶解して 1L としま
すとこの溶液は 1000mg/LF－ 標準液となります。この溶液を 100mL，10mL，お
よび 1mL とり 1L に希釈しますと， 100mg/L，10mg/L および 1mg/L の F－ 標準
液となります。但し，このとき各溶液に，支持塩として 0.1mol/L の硝酸カリウ
ム（10g/L KNO3）を入れてください。また，試料にも標準液と同じ濃度の支持
塩を入れることにより，より精度の高い測定ができます。
なお，標準液は必ずプラスチック製の密栓容器に移して保管してください。

（ガラス容器ではフッ素イオン濃度を低下させる場合があります。）
4. 取扱い上の注意事項
(1) 試料の pH が 5.(2) 項記載の pH 範囲に入っていなかったり，試料中に多価の
金属イオン（Fe3＋,  Al3＋ 等）が共存する場合，標準液および試料共に緩衝液
（全イオン強度調節液）を加えてください。緩衝液は JIS K 0102-1993 に規定さ
れるものか市販の TISAB 緩衝液を用いてください。この場合，標準液および
試料には 3 項記載の支持塩（硝酸カリウム）を入れる必要はありません。

(2) 測定時に用いるビーカ等は必ずプラスチック製のものを使用してください。
(3) マグネチックスターラを長時間使用すると，発熱して液温に変化を与えるこ
とがあります。これに起因して見かけ上電位がドリフトしているような挙動を
示すことがありますので注意してください。

(4) 電位がドリフトしたり，電極感度が得られないときは，次のような処置を
行って再度確認してください。
• 油分の付着が考えられます。エチルアルコールを含ませたろ紙かティ
シュペーパーで応答膜を軽くぬぐって脱脂洗浄をします。

• 電極内部の応答膜に気泡が付着していることが考えられます。チップ上部
のキャップ部分を指で強くつまみ，体温計を振る要領で振動を与え気泡を上
部へ逃がします。

(5) 電極の保存は純水による洗浄後，ろ紙かティシュペーパーで水滴をぬぐいと
り，空気中で保存してください。

5. 電　極　特　性
(1) 検　量　特　性

フッ素イオン濃度と出力電位差の関
係を次の図に示します。

(3) 温 度 の 影 響
電極の検量特性は温度によって変化します。従って標準液の温度と測定液の
温度はできるだけ一致させてください。

(4) 共存イオン影響
フッ素イオン電極は，OH－ 以外の陰イオンの影響は受けません。しかし，

多価の金属イオン（Fe3＋,  Al3＋ 等）が共存するとき，それらがフッ素イオンと
錯体を形成します。これにより，遊離フッ素イオン濃度が減少し，見かけ上測
定値が低濃度の値を示す場合があります。このようなときは，4.(1) 項記載の
緩衝液を用いるようにしてください。

ボディ(硬質塩化ビニール製)
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#7661 TIP TYPE FLUORIDE ION ELECTRODE
INSTRUCTION MANUAL

1. Structure of the Tip Type 2. Replacing the Electrode
• Replacement method
Attachment and removal of the tip electrode
from the main unit is via a single screw. Grip
the knurled part of the tip electrode with your
fingers and rotate it.

• Precautionary notes
Do not rub or hit the ion sensitive membrane
of the electrode. It may damage the membrane
and degrade its special characteristics.

3. Preparations of the Standard Solutions.
Accurately weigh out 3.058 g of commercially available guaranteed reagent grade
potassium fluoride and dissolve it in pure (deionized) water. Add enough pure water
to make 1 L. This solution is your 1000 mg/L F－ standard solution. Dilute100 mL,
10 mL, and 1 mL of this solution with pure water to produce 100 mg/L, 10 mg/L and
1 mg/L F－ standard solutions. Add 0.1 mol/L of potassium nitrate (10 g/L KNO3) as
a supporting electrolyte to each of these solutions. In addition, add the same
concentration of supporting electrolyte as the standard solution to the test sample to
obtain an even higher level of accuracy in your measurements.
Transfer the standard solutions to sealed plastic containers for storage.

4. Precautions
(1) If the pH of the test sample is not within the correct range, or metal ions (Fe3＋,
Al3＋, etc.) coexist in the test sample, add some buffer solution (Total Ionic
Strength Adjustment Buffer) to both the standard solution and the test sample.
Use a buffer solution given in JIS K0102-1993, or a commercially available TISAB
solution. When using a buffer solution, there is no need to add the supporting
electrolyte (potassium nitrate) described above.

(2) Use the plastic beaker when measure of the low concentration sample solutions.
(3) Because of heat generated from the stirrer, the temperature of the solution is
slowly rising, causing a drift in the electrode potential. If this is the case, lay a
sheet of adiabatic material such as styrofoam between the stirrer and the beaker
in order to prevent temperature changes.

(4) If there is a drift in the electrode potential, or you are unable to get an electrode
reading, take the following steps and try again.
• Oil may have become attached to the membrane. Clean the resin by lightly

wiping the ion sensitive membrane with gauze or tissue paper that has been
soaked in ethyl alcohol.

• Air bubbles may have become attached to the ion sensitive membrane
inside the electrode. Grip the cap at the top of the tip firmly with your fingers
and shake the electrode as you would shake a thermometer to release the
bubbles.

(5) To store the electrode, wash it first with pure water and wipe away any drops
with gauze or tissue paper. Store in the open air.

5. Electrode Characteristics
(1) Calibration characteristics

Figure 2 shows the relationship
between the concentration of the fluoride
ion and the output electrode potential.

(3) Influence of temperature
The calibration curve of the electrode varies with temperature. You must
maintain the standard solution and the sample solution at the same temperature
during measurement.

(4) Influence of coexisting ions
The fluoride ion electrode is not affected by any anions other than the OH－

anion. However, if there are any high value metal ions (Fe3＋, Al3＋) in the solution,
they will form compounds with the fluoride ion. This will reduce the
concentration of free fluoride ions causing a low concentration reading. In this
case, use the buffer solution described in 4.(1).
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O-ring (made of silicone rubber)
Knurled section
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Internal electrode (Ag/AgCl)
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Connector

Internal solution

Figure 1. Structural diagram
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