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仮訳 

炭酸カルシウム 

Calcium Carbonate 

沈降炭酸カルシウム 

 

CaCO3 : 100.09  

[471-34-1] 

 

本品は定量するとき，換算した乾燥物に対し，炭酸カルシウム(CaCO3)98.5～100.5 ％

を含む． 

確認試験 

（１） 純度試験(2)の試料溶液 10 mL にアンモニア試液を加えて中性とした液はカルシ

ウム塩の定性反応 (3)〈1.09〉を呈する． 

 （２） 本品は炭酸塩の定性反応 (1)〈1.09〉を呈する． 

純度試験 

（１） 酸不溶物 本品 5.0 gに水 50 mLを加え，かき混ぜながら，塩酸 20 mLを少量

ずつ加え，5 分間煮沸し，冷後，水を加えて 200 mL とした後，定量分析用ろ紙を用い

てろ過し，洗液が硝酸銀試液を加えても混濁しなくなるまで水で洗い，残留物をろ紙と

ともに 600 ℃で強熱し灰化するとき，その量は 10.0 mg以下である． 

（２） 塩化物 本品 5.0 gをとり，2 mol/L酢酸試液 80 mLを加えて溶かし，泡立ちが

止まった後，2分間煮沸する，冷後，2 mol/L酢酸試液を加えて 100 mLとし，必要なら

ば，ガラスろ過器でろ過し，試料溶液とする．試料溶液 10 mLをネスラー管にとり，希

硝酸 6 mL及び水を加えて 50 mLとし，検液とする．別に 0.01 mol/L塩酸 0.45 mLをと

り，希硝酸 6 mL及び水を加えて 50 mLとし，比較液とする．この場合，検液が澄明で

ないときは，両液を同条件でろ過する．検液及び比較液に硝酸銀試液 1 mLずつを加えて

混和し，直射日光を避け，5分間放置した後，黒色の背景を用い，ネスラー管の上方又は

側方から観察して混濁を比較する．検液の呈する混濁は，比較液の呈する混濁より濃く

ない（0.032 ％以下）． 

（３） 硫酸塩 (2)の試料溶液 2 mLをネスラー管にとり，希塩酸 1 mL及び水を加えて

50 mLとし，検液とする．別に 0.005 mol/L硫酸 0.5 mLをとり，希塩酸 1 mL及び水を

加えて 50 mLとし，比較液とする．この場合，検液が澄明でないときは，両液を同条件

でろ過する．検液及び比較液に塩化バリウム試液 2 mLずつを加えて混和し，10分間放

置した後，黒色の背景を用い，ネスラー管の上方又は側方から観察して混濁を比較する．

検液の呈する混濁は，比較液の呈する混濁より濃くない（0.24 ％以下）． 

（４） 鉄 本品 0.10 g をとり，希塩酸 10 mLを加え，必要ならば加温して溶かす．次

に L－酒石酸 0.5 gを加えて溶かした後，フェノールフタレイン試液 1滴を加え，アンモ



001-1706PDG_kariyaku.pdf 

2 

 

ニア試液を液が微赤色となるまで滴加し，更に鉄試験用 pH4.5 の酢酸・酢酸ナトリウム

緩衝液 20mLを加えて検液とする．別に鉄標準液 2.0 mLをとり，希塩酸 10 mLを加え

た後，検液の調製法と同様に操作し，比較液とする．検液及び比較液をネスラー管にと

り，L―アスコルビン酸溶液（1→100）2 mLを加えて混和し，30分間放置した後，2,2’

－ビピリジルのエタノール(95)溶液(1→200) 1mL及び水を加えて 50 mLとし，30分間

放置後，白色の背景を用いて液の色を比較するとき，検液の呈する色は，比較液の呈す

る色より濃くない(200 ppm以下)． 

（５） バリウム 本品 1.0 gに水 10 mLを加え，かき混ぜながら，塩酸 4 mLを少量ず

つ加え，5分間煮沸し，冷後，水を加えて 40 mLとした後，ろ過し，試料溶液とする．

径約 0.8 mm，先端は直線のままの白金線を用いて炎色反応試験を行う．その先端を試料

溶液中に約 5 mm 浸し，静かに引き上げて，水平に保ってブンゼンバーナーの無色炎中

に入れて試験を行うとき，緑色を認めない． 

（６） マグネシウム及びアルカリ金属 本品 1.0 gを水 20 mL及び希塩酸 10 mLの混

液に溶かし，煮沸したのち，アンモニア試液を加えて中性とし，これにシュウ酸アンモ

ニウム試液を滴加してシュウ酸カルシウムの沈殿を完結させる．これを水浴上で 1 時間

加熱し，冷後，水を加えて 100 mLとし，よく振り混ぜ，ろ過する．ろ液 50 mLを質量

既知の白金皿にとり，硫酸 0.5 mL を加え，蒸発乾固し，残留物を 600 ℃で恒量になる

まで強熱するとき，その量は 5.0 mg 以下である． 

（７） ヒ素 本品 0.40 gを水 1 mLで潤し，希塩酸 4 mLを加えて溶かし，これを検液

とし，試験を行う (5 ppm 以下)． 

乾燥減量 1.0％以下（2 g，200℃，4 時間） 

定量法 本品約 0.12 g を精密に量り，水 20 mL及び希塩酸 3 mL を加えて溶かす．次に

水 80 mL，水酸化カリウム溶液 (1→10) 15 mL 及び NN指示薬 約 50 mg を加え，直

ちに 0.05 mol/Lエチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液で滴定する．ただし滴定

の終点は液の赤紫色が青色に変わるときとする． 

 

0.05 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 1mL 

=5.005 mg of CaCO3 

 

 

試薬・試液 

 

 塩酸，希 塩酸 23.6 mLに水を加えて 100 mLとする（10%）． 

 

 硝酸銀試液 硝酸銀 17.5 gを水に溶かし，1000 mLとする（0.1 mol/L）． 

  貯法 遮光して保存する． 
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  硝酸，希 硝酸 10.5 mLに水を加えて 100 mLとする（10%）． 

 

 酢酸試液，2 mol/L 酢酸(100) 12 g に水を加えて 100 mL とする． 

 

 塩化バリウム試液 塩化バリウム二水和物 12 gを水に溶かし，100 mLとする（0.5 mol/L） 

 

 フェノールフタレイン試液 フェノールフタレイン 1 gをエタノール(95)100 mLに溶か

す． 

 

 酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液，pH 4.5，鉄試験用 酢酸(100) 75.4 mL及び酢酸ナトリウ

ム三水和物 111 gを水に溶かし，1000 mLとする． 

 

 アンモニア試液 アンモニア水（28）400 mLに水を加えて 1000 mLとする． 

 

 鉄標準液 硫酸アンモニウム鉄（Ⅲ）十二水和物 86.3 mgを正確に量り，水 100 mLに

溶かし，希塩酸 5 mL及び水を加えて正確に 1000 mLとする．この液 1 mLは鉄（Fe）

0.01 mgを含む． 

 

 シュウ酸アンモニウム試液 シュウ酸アンモニウム一水和物3.5 gを水に溶かし，100 mL

とする（0.25 mol/L）． 

 

 2,2’－ビピリジル C10H8N2 [K 8486, 特級] 

  白色又はかすかに着色した結晶で，エタノール(95)，ジエチルエーテルに溶けやすく，

水にやや溶けにくい． 

  融点  69.5～72℃ 

  純度試験 (1) 溶状 本品 0.5 gをエタノール(95)に溶かし，10 mLとするとき，澄明

である． 

  (2) 鉄  0.001 ％以下 

  強熱残分 0.1 ％以下 

  鋭敏度 鉄標準液(0.01 mg Fe/mL) 5 mLを正確に量り，水を加えて 10 mLとし，更に

酢酸アンモニウム溶液(1→4) 3 mLを加える．この液に水／酢酸(100)混液(2 : 1)約 3 mL

を加えて，pHを 3.5～5.0とした後，塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液(1→10) 0.5 mL

を加え，よく振り混ぜ，10分間放置する．この液に本品 0.100 gをエタノール(95)に溶

かして 100 mLとした液 0.5 mLを正確に量って加え，更に水を加えて正確に 20 mL

とする．この液の波長 520 nm付近の極大吸収波長における吸光度を層長 1 cmのセル
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を用い，鉄標準液(0.01 mg Fe/mL)を加えないで同様に操作して得た空試験溶液を対照

液として測定する：吸光度は 0.32以上である． 

 NN 指示薬 2－ヒドロキシ－1－(2－ヒドロキシ－4－スルホ－1－ナフチルアゾ) －3－

ナフトエ酸 0.5 gと無水硫酸ナトリウム 50 gを混ぜ，均質になるまですりつぶして製

する． 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

注１：次の規格項目は、非調和事項又は日本薬局方独自記載とすることを予定しています． 

① 性状 

② 純度試験 重金属 

③ 貯法 

 

注２：試薬・試液については、日本薬局方にすでに収載されているものを可能な限り利用

できるように今後、検討される予定です。 

 


