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9.41 試薬・試液 1 

以下の試薬・試液を削除する． 2 

過塩素酸カリウム 3 

酢酸ウラニル二水和物 4 

マグネソン 5 

o-ニトロフェノール 6 

以下の JIS 規格引用の試薬・試液を次のように改める． 7 

亜ジチオン酸ナトリウム Na2S2O4 白色～灰白色の結晶性の粉末で，強い刺激臭がある．水分，空気中の酸素により分8 
解する． 9 

確認試験 10 
（１） 本品 0.5 g を水 50 mL に溶かし，試料溶液とする．この液 10 mL に硫酸銅（Ⅱ）試液 1 mL を加えるとき，11 
液は灰褐色を呈する． 12 
（２）（１）の試料溶液はナトリウム塩の定性反応（１）〈1.09〉を呈する． 13 

貯法 遮光した気密容器． 14 

亜硝酸カリウム KNO2 白色～微黄色の結晶性の粉末で，潮解性がある． 15 
確認試験 16 

（１）本品 1 g を水 20 mL に溶かし，試料溶液とする．この液 5 mL に硫酸 1 mL を加えるとき，黄褐色のガスを生17 
じる． 18 
（２）（１）の試料溶液はカリウム塩の定性反応（１）〈1.09〉を呈する． 19 

貯法 遮光した気密容器． 20 

亜セレン酸 H2SeO3 無色～白色の結晶で吸湿性がある． 21 
確認試験 22 

（１） 本品 0.2 g を水 20 mL に溶かし，試料溶液とする．この液 10 mL に塩化スズ（Ⅱ）試液 2 mL を加えるとき，23 
赤色の沈殿を生じる． 24 
（２）（１）の試料溶液 10 mL に薄めた塩酸（2 → 3）1 mL 及びヨウ化カリウム試液 1 mL を加えるとき，液は褐色25 
を呈する． 26 

貯法 遮光した気密容器． 27 

亜セレン酸ナトリウム Na2SeO3 白色の結晶性の粉末である． 28 
確認試験  29 

（１） 本品 1 g を水 100 mL に溶かし，試料溶液とする．この液 10 mL に塩化スズ（Ⅱ）試液 2 mL を加えるとき，30 
赤色の沈殿を生じる． 31 
（２）（１）の試料溶液はナトリウム塩の定性反応（１）〈1.09〉を呈する． 32 

貯法 遮光した気密容器． 33 

アニソール C7H8O 無色の液体である．沸点：約 155℃ 34 
比重〈2.56〉 d 20

20 ：0.995 ～ 1.001 35 

L-アラビノース C5H10O5 白色の結晶性の粉末である． 36 
融点〈2.60〉 155 ～ 160℃ 37 
旋光度〈2.49〉 20

D 〕〔 ：＋103.0 ～ ＋105.5°本品を 105℃で 2 時間乾燥し，その約 5 g を精密に量り，水 30 mL38 
に溶かし，アンモニア試液 0.4 mL を加え，水を加えて正確に 50 mL とする．この液を 1 時間放置し，層長 100 mm39 
で測定する． 40 

亜硫酸水 SO2として 5%以上を含む無色澄明の液体で，刺激臭がある．密度：約 1.03 g/mL． 41 
確認試験 ヨウ素試液 1 mL に水 20 mL を加えた液に，本品 1 mL を加えるとき，液の色は消える．次いでこの42 

液に塩化バリウム試液 1 mL を加えるとき，白色の沈殿を生じる． 43 
貯法 冷所に保存する． 44 
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安息香酸ベンジル C6H5COOCH2C6H5 無色の油状の液体である．凝固点：約 18℃，沸点：約 323℃ 45 
比重〈2.56〉 d 20

20 ：1.118 ～ 1.123 46 
貯法 遮光した気密容器． 47 

アントロン C14H10O 淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である． 48 
融点〈2.60〉 154 ～ 160℃ 49 
貯法 遮光した気密容器． 50 

塩化ベンゾイル C6H5COCl 無色澄明の発煙性の液である．密度：約 1.2 g/mL． 51 
確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の液膜法により試験を行うとき，波数 1775 cm-1，1596 52 

cm-1，1450 cm-1，1307 cm-1，1206 cm-1，873 cm-1，776 cm-1及び 671 cm-1付近に吸収を認める．  53 

海砂 白，灰色，褐色又は黒色などの粒の混ざったものであり，粒の大きさは 0.3 ～ 1.0 mm 程度である． 54 

カゼイン（乳製） 白色～淡黄色の粉末又は粒である． 55 
確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤法により試験を行うとき，波数56 

1650 cm-1，1540 cm-1及び 1250 cm-1付近に吸収を認める． 57 

カテコール C6H4(OH)2 白色の結晶である． 58 
融点〈2.60〉 104 ～ 107℃ 59 
貯法 遮光した気密容器． 60 

クルクミン C21H20O6 帯赤黄色の結晶性の粉末である． 61 
融点〈2.60〉 180 ～ 183℃ 62 
貯法 遮光した気密容器．  63 

1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン C6H3(NO2)2Cl 淡黄色の結晶又は結晶性の粉末である． 64 
融点〈2.60〉 50 ～ 54℃ 65 
貯法 遮光した気密容器． 66 

酢酸カドミウム二水和物 Cd(CH3COO)2・2H2O 白色の結晶又は結晶性の粉末である． 67 
確認試験  68 

（１） 本品 0.2 g を水 20 mL に溶かし，試料溶液とする．この液 10 mL に塩化鉄（Ⅲ）試液 2 mL を加えるとき，69 
液は赤褐色を呈する． 70 
（２）（１）の試料溶液 10 mL に硫化ナトリウム試液 1 mL を加えるとき，黄色の沈殿を生じる． 71 

酢酸水銀（Ⅱ） Hg(CH3COO)2 白色の結晶又は結晶性の粉末である．  72 
確認試験  73 

（１） 本品 1 g を薄めた硝酸（1 → 7）1 mL に溶かし，水 20 mL を加えて，試料溶液とする．この液 10 mL に塩74 
化鉄（Ⅲ）試液 0.8 mL を加えるとき，液は赤褐色を呈する． 75 
（２）（１）の試料溶液 10 mL にヨウ化カリウム試液 2 mL を加えるとき，赤色の沈殿を生じる． 76 

貯法 遮光した気密容器． 77 

酢酸銅（Ⅱ）一水和物 Cu(CH3COO)2・H2O 青緑色の結晶又は結晶性の粉末である． 78 
確認試験  79 

（１） 本品 1 g を薄めた硫酸（1 → 2）10 mL に溶かした液を加熱するとき，酢酸のにおいを発する． 80 
（２） 本品 0.1 g を水 20 mL に溶かし，アンモニア水（28）3 mL を加えるとき，液は濃青色を呈する． 81 

酢酸 3-メチルブチル CH3COOCH2CH 2CH(CH3)2 無色澄明の液である．沸点：約 140℃ 82 
比重〈2.56〉 d 20

20 ：0.868 ～ 0.879 83 
貯法 遮光した気密容器． 84 

三酸化ナトリウムビスマス NaBiO3 黄褐色の粉末である． 85 
確認試験 86 

（１）本品 10 mg をとり，硝酸マンガン（Ⅱ）六水和物溶液（4 → 125）5 mL 及び薄めた硝酸（1 → 3）1 mL を加87 
えて 10 秒間激しく振り混ぜるとき，液は赤紫色を呈する． 88 
（２） 本品 10 mg をとり，薄めた塩酸（1 → 2）2 mL に溶かした液は，ナトリウム塩の定性反応（１）〈1.09〉を89 
呈する． 90 
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ジギトニン C56H92O29 白色～類白色の結晶又は結晶性の粉末である． 91 
旋光度〈2.49〉 20

D 〕〔 ： －47 ～ －50°（105℃で 2 時間乾燥したもの 2 g，薄めた酢酸（100）（3 → 4），50 mL，92 
100 mm）． 93 

鋭敏度 本品 0.5 g をとり，エタノール（95）20 mL に加温して溶かし，更にエタノール（95）を加えて 50 mL94 
とする．この液 0.5 mL にコレステロールのエタノール（95）溶液（1 → 5000）10 mL を加え，10℃に冷却し，時々95 
激しく振り混ぜながら 30 分間放置するとき，沈殿を生じる． 96 

1,3-ジニトロベンゼン C6H4(NO2)2 淡黄色～帯赤黄色の結晶又は結晶性の粉末である． 97 
融点〈2.60〉 88 ～ 92℃ 98 
貯法 遮光した気密容器． 99 

ジフェニルカルバゾン C6H5N2CON2H2C6H5 帯黄赤色の結晶性の粉末である．  100 
確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤法により試験を行うとき，波数101 

1708 cm-1，1602 cm-1，1497 cm-1，1124 cm-1，986 cm-1，748 cm-1及び 692 cm-1付近に吸収を認める． 102 
貯法 遮光した気密容器． 103 

硝酸マンガン（Ⅱ）六水和物 Mn(NO3)2・6H2O [K 8568，特級]  104 

ジンコン C20H15N4NaO6S 暗赤色～紫色の粉末である．  105 
確認試験 本品を 105℃で 4 時間乾燥し，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤法により試験を106 

行うとき，波数 1604 cm-1，1494 cm-1，1294 cm-1，1194 cm-1，1110 cm-1，1046 cm-1及び 764 cm-1付近に吸収を認める． 107 
貯法 遮光した気密容器． 108 

チオセミカルバジド H2NCSNHNH2 白色の結晶又は結晶性の粉末である． 109 
確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤法により試験を行うとき，波数110 

3370 cm-1，3180 cm-1，1648 cm-1，1622 cm-1，1535 cm-1，1288 cm-1，1167 cm-1，1003 cm-1及び 803 cm-1付近に吸収を111 
認める．  112 

チタンエロー C28H19N5Na2O6S4 暗黄色～暗黄褐色の粉末又は塊である． 113 
確認試験 本品を 105℃で 4 時間乾燥し，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤法により試験を114 

行うとき，波数 1603 cm-1，1467 cm-1，1394 cm-1，1306 cm-1，1040 cm-1，988 cm-1，820 cm-1及び 644 cm-1 付近に吸収115 
を認める． 116 

貯法 遮光した気密容器． 117 

二酸化セレン SeO2 白色の結晶又は結晶性の粉末である． 118 
確認試験 119 

（１） 本品の水溶液（1 → 100）10 mL に塩化スズ（Ⅱ）試液 2 mL を加えるとき，赤色の沈殿を生じる． 120 
（２） 本品の水溶液（1 → 100）10 mL に薄めた塩酸（2 → 3）1 mL を加え，これにヨウ化カリウム試液 1 mL を121 
加えるとき，褐色を呈する． 122 

含量 97.0%以上． 定量法 本品約 0.6 g を精密に量り，水に溶かし，正確に 200 mL とする．この液 20 mL を123 
正確に量り，ヨウ素瓶に入れ，水 80 mL，ヨウ化カリウム 3 g 及び薄めた塩酸（2 → 3）5 mL を加えて 5 分間暗所124 
に放置後，0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム液で滴定〈2.50〉する（指示薬：デンプン試液）．同様の方法で空試験を125 
行い，補正する． 126 

0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム液 1 mL ＝ 2.774 mg SeO2 127 

4-ニトロアニリン C6H4NO2NH2 黄色～帯黄赤色の結晶又は結晶性の粉末である． 128 
融点〈2.60〉 147 ～ 150℃ 129 
貯法 遮光した気密容器． 130 

1-ニトロソ-2-ナフトール C10H7NO2 黄褐色～赤褐色の結晶性の粉末である． 131 
融点〈2.60〉 106 ～ 110℃ 132 
貯法 遮光した気密容器． 133 

1-ニトロソ-2-ナフトール-3,6-ジスルホン酸二ナトリウム C10H5NNa2O8S2 黄色の結晶又は結晶性の粉末である． 134 
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確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤法により試験を行うとき，波数135 
3400 cm-1，1639 cm-1，1451 cm-1，1270 cm-1，1231 cm-1，1173 cm-1，1049 cm-1，848 cm-1及び 662 cm-1付近に吸収を136 
認める． 137 

貯法 遮光した気密容器． 138 

バニリン C6H3CHO(OCH3)(OH) 白色～淡黄色の結晶性の粉末で，特異なにおいがある． 139 
融点〈2.60〉 80.5 ～ 83.5℃ 140 
貯法 遮光した気密容器． 141 

t-ブチルアルコール (CH3)3COH 結晶性の固体で，特異なにおいがある．常温を超えると無色の液体となる． 142 
比重 d 20

20 ：約 0.78，沸点：約 83℃，融点：約 25℃  143 
確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の液膜法により試験を行うとき，波数 3370 cm-1，2970 144 

cm-1，1471 cm-1，1202 cm-1，1022 cm-1，913 cm-1及び 749 cm-1付近に吸収を認める．  145 

1-フルオロ-2,4-ジニトロベンゼン C6H3(NO2)2F 淡黄色の液体又は結晶性の塊である．融点：約 25℃ 146 
確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の液膜法により試験を行うとき，波数 3110 cm-1，1617 147 

cm-1，1538 cm-1，1345 cm-1，1262 cm-1及び 743 cm-1付近に吸収を認める．  148 
貯法 遮光した気密容器． 149 

ベンジルアルコール C6H5CH2OH 無色澄明の液体で，特異なにおいがある． 150 
比重〈2.56〉 d 20

20 ：1.045 ～ 1.050 151 
貯法 遮光した気密容器． 152 

ペンタシアノアンミン鉄（Ⅱ）酸ナトリウム n 水和物 Na3[Fe(CN)5NH3]・nH2O 淡黄色～淡緑黄色の結晶性の粉末である． 153 
確認試験  154 

（１） 本品 0.2 g をとり，水 5 mL に溶かし，水酸化ナトリウム溶液（1 → 10）2 mL を加えて加熱するとき，アン155 
モニアを発生し，褐色の沈殿を生じる． 156 
（２） 本品 0.25 g をとり，水 20 mL に溶かす．この液 1 mL を量り，硫酸鉄（Ⅱ）試液 0.2 mL を加えるとき，液は157 
緑青色を呈する．更に薄めた次亜塩素酸ナトリウム試液（2 → 5）2 滴及び酢酸（100）0.2 mL を加えるとき，液は158 
深青色を呈する． 159 

ホスフィン酸 H3PO2 無色～微黄色の粘性の液である． 160 
確認試験  161 

（１） 本品 0.5 mL に過酸化水素（30）0.5 mL 及び薄めた硫酸（1 → 6）0.5 mL を加え，水浴上でほとんど蒸発乾162 
固し，冷後，水 10 mL 及びアンモニア試液 5 mL を加え，マグネシア試液 5 mL を加えるとき，白色の沈殿を生じる． 163 
（２） 本品 1 mL に，ヨウ素試液 1 mL に水 20 mL を加えた液を加えるとき，液のヨウ素の色は消える． 164 

含量 30.0 ～ 32.0%． 定量法 本品約 1.5 g を精密に量り，水に溶かし，正確に 250 mL とする．この液 25 mL165 
を正確に量り，ヨウ素瓶に入れ，0.05 mol/L 臭素液 50 mL を正確に加える．更に水 100 mL 及び薄めた硫酸（1 → 6）166 
10 mL を加え，直ちに密栓して穏やかに振り混ぜた後，3 時間放置する．次にヨウ化カリウム試液 20 mL を加え，167 
直ちに密栓して激しく振り混ぜ，遊離したヨウ素を 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム液で滴定〈2.50〉する（指示薬：168 
デンプン試液 1 mL）．同様の方法で空試験を行う． 169 

0.05 mol/L 臭素液 1 mL ＝ 1.650 mg H3PO2 170 

マレイン酸 C4H4O4 白色の結晶性の粉末である．  171 
確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤法により試験を行うとき，波数172 

1706 cm-1，1637 cm-1，1587 cm-1，1567 cm-1，1436 cm-1，1263 cm-1，876 cm-1及び 786 cm-1付近に吸収を認める．  173 

無水フタル酸 C8H4O3 白色の結晶又は結晶性の粉末である．  174 
融点〈2.60〉 131 ～ 134℃ 175 

メタリン酸 無色の棒状又は塊状であり，潮解性がある．  176 
確認試験 177 

（１）本品 1 g をとり，水 50 mL に溶かし，試料溶液とする．この液 10 mL を量り，アンモニア試液 0.2 mL を加え，178 
硝酸銀試液 1 mL を加えるとき，帯黄白色の沈殿を生じる． 179 
（２）（１）の試料溶液 10 mL を量り，アルブミン試液 10 mL を加えるとき，白色の沈殿を生じる． 180 
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ライネッケ塩一水和物 NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]・H2O 暗赤色の結晶又は結晶性の粉末である． 181 
確認試験 本品につき，赤外吸収スペクトル測定法〈2.25〉の臭化カリウム錠剤法により試験を行うとき，波数182 

3310 cm-1，2130 cm-1，1633 cm-1，1400 cm-1，1261 cm-1及び 711 cm-1付近に吸収を認める．  183 

硫酸ニッケル（Ⅱ）アンモニウム六水和物 (NH4)2Ni(SO4)2・6H2O 緑色の結晶又は結晶性の粉末である．  184 
確認試験 185 

（１）本品 1 g をとり，水 20 mL に溶かし，試料溶液とする．この液 5 mL に塩化バリウム試液 1 mL を加えるとき，186 
白色の沈殿を生じる． 187 
（２）（１）の試料溶液 5 mL に 8 mol/L 水酸化ナトリウム試液 5 mL を加えるとき，緑色の沈殿を生じ，加熱すると188 
きアンモニアを発生する． 189 
（３）（１）の試料溶液 5 mL にアンモニア試液及びジメチルグリオキシム試液 1 mL を加えるとき，赤色の沈殿を190 
生ずる． 191 

含量 99.0%以上． 定量法 本品約 1 g を精密に量り，水 100 mL 及び塩化アンモニウム試液 5 mL を加えた後，192 
0.1 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 20 mL を正確に加え，50 ～ 60℃に加温した後，薄めたア193 
ンモニア水（28）（1 → 2）10 mL を加え，0.1 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（指194 
示薬：ムレキシド・塩化ナトリウム指示薬 0.05 g）．ただし，滴定の終点は，液の緑色が青紫に変わるときとする.  195 

0.1 mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム液 1 mL ＝ 39.50 mg (NH4)2Ni(SO4)2・6H2O 196 
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