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金属イオンの分離と確認 完全攻略チャート①
金属イオンの分離と確認

イオン化列とイオン化傾向

Image

2NaOH ＋  CO2 → Na2CO3 ＋ H2O

NaOH水溶液

Point !

塩化物イオン(Cl－)による反応
イオン化列の金属イオンを含む試料水(※以下試料水とする)に塩酸(塩化物イオンCl－)を加えると,
次のように,白色の塩化銀AgCl,塩化鉛PbCl2が沈殿する。

Ag＋  ＋ Cl－ → AgCl , Pb2＋ ＋ 2Cl－ → PbCl2

Cl- と沈殿するイオンには,他に水銀(Ⅰ)イオンHg2
2+があるが,出題されることは稀なので,

Ag+とPb2+の２つを覚える！

③ 塩化銀には感光性があり,光を当てると銀イオンAg＋が還元され,黒色の銀Agが遊離するが,
　 塩化鉛には感光性がない。

塩化物の反応

塩化銀と塩化鉛はともに白色のため,両者の識別法についてよく狙われる。次の３点をおさえよう！
① 塩化鉛は,高温では溶解度が大きくなり熱水に溶けるが,塩化銀は溶けない。
② 塩化銀は,過剰のアンモニア水やチオ硫酸ナトリウムNa2S2O3水溶液には,錯イオンを形成し
   て溶けるが,塩化鉛は溶けない。

AgCl ＋ 2NH3 → [Ag(NH3)2]＋ ＋ Cl－ , AgCl ＋ 2Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] ＋ NaCl
ジアンミン銀(Ⅰ)イオン

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。過剰のアンモニア水やチオ硫酸
ナトリウム水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

覚えるPOINT！

金属イオンの分離と確認は「沈殿生成反応」を利用して行われ,「沈殿生成反応」と「沈殿再溶解反応」
は,『金属イオンの定性分析(系統分析)問題』を解く上でも必要不可欠な知識となる。
さらに,これらの反応での沈殿物や溶液の色もセットで問われるので,確実に覚えよう！

金属の単体が,水または水溶液中で電子を放出して,陽イオンになろうとする性質をイオン化傾向という。
以下のように,各種の金属をイオン化傾向の順に並べたものを,金属のイオン化列という。

① どの陽イオンと陰イオンの組み合わせで沈殿するかを整理する。
② 沈殿の色は,まずは全般的な色をおさえてから,例外の色を覚える。
③ 沈殿反応は,イオン化列(下記参照)と対応させて覚える。(特にOH－とS2－との反応)
　(ニッケルNi,スズSn,水銀Hgの金属イオンの反応は,出題されることは稀である。)
④ Cuは青色系,Agは褐色系,Znは白色系が多い。

④ Cuは青色系,Agは褐色系,Znは白色系が多い。
　　例：Cu：銅(Ⅱ)イオンCu2＋(青色),水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2(青白色),
　　　　テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン[Cu(NH3)4]2＋(深青色),硫酸銅(Ⅱ)五水和物CuSO4・ 5H2O(青色) 
　　　　Ag：酸化銀Ag2O(褐色),クロム酸銀Ag2CrO4赤褐色(or暗赤色)
　　　　Zn：硫化亜鉛ZnS(白色),酸化亜鉛ZnO(白色)
  イオンから水酸化物や酸化物になるときは色が濁る(または濃くなる)。
　　例：Fe2+(淡緑色) → 水酸化鉄(Ⅱ)Fe(OH)2(緑白色)
　　　　Fe3+(黄褐色) → 水酸化鉄(Ⅲ)Fe(OH)3(赤褐色) 
　　　　Cu2＋(青色) → 水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2(青白色) 
　　　　Ag＋(無色) → 酸化銀Ag2O(褐色)

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

例：Cu：銅(Ⅱ)イオンCu2＋(青色),水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2(青白色),テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン
　　　　[Cu(NH3)4]2＋(深青色),硫酸銅(Ⅱ)五水和物CuSO4・ 5H2O(青色) 
　　Ag：酸化銀Ag2O(褐色),クロム酸銀Ag2CrO4(赤褐色(or暗赤色))
　　Zn：硫化亜鉛ZnS(白色),酸化亜鉛ZnO(白色)

例：Fe2+(淡緑色) → 水酸化鉄(Ⅱ)Fe(OH)2(緑白色),Fe3+(黄褐色) → 水酸化鉄(Ⅲ)Fe(OH)3(赤褐色) 
　　Cu2＋(青色) → 水酸化銅(Ⅱ)Cu(OH)2(青白色),Ag＋(無色) → 酸化銀Ag2O(褐色)

⑤ イオンから水酸化物や酸化物になるときは色が濁る(または濃くなる)。



http://fastliver.com/  Manabu Sato(C)2015

金属イオンの分離と確認 完全攻略チャート⑥
炎色反応

金属イオンの反応と性質

橙色 黄緑色紅色
Cu Sr BaCa
緑色赤紫色黄色赤色

Li Na K

炎色反応

リアカー
  Li赤　  Na黄     K紫    Cu緑    Ca橙    Sr紅     Ba緑

なき K村 動力 借りようと するも貸してくれない 馬力で行こう。

ゴロ合わせ暗記法

えんか 歌手 なま えは えいじ。　あすからずっと テ  ニ スの試合えんきと言われる。

今度 こ    そ   バ  カ   な    や な  ぎ  ば 倒そうともくろんでいたのに。

Cl- Pb2+

Pb2+ Pb2+

Ag+

Ag+

S2- Zn2+ Fe2+ Ni2+ 塩基

SO4
2－

CO3
2－

Ca2+Ba2+ Ba2+ CrO4
2－

金属イオンの沈殿は,

「演歌歌手,名前は英二。明日からずっとテニスの試合延期と言われる。

　今度こそバカな柳葉 倒そうと目論んでいたのに」と覚える！

Pb2+とAg+はCl-で白色沈殿 塩基性で,Zn2+,Fe2+,Ni2+はS2-で沈殿

Pb2+,Ca2+,Ba2+はSO4
2－,CO3

2－で白色沈殿 Pb2+,Ag+,Ba2+はCrO4
2－で沈殿

えいじ あ す

もくろやなぎば

Fe3+ 

Fe2+

Ag+

Cu2+

Al3+

Pb2+

Zn2+

Ca2+

Ba2+

Cl－により白色沈殿。OH－により褐色沈殿,さらに過剰のNH3aqにより
沈殿が溶解(無色溶液)。

OH－により白色沈殿,さらに過剰のNaOHaqにより沈殿が溶解(無色溶液)。

OH－により白色沈殿,さらに過剰のNH3aqまたはNaOHaqにより沈殿が
溶解(無色溶液)。塩基性でH2Sにより白色沈殿。

Cl－,SO4
2－により白色沈殿。CrO4

2－により黄色沈殿。OH－により白色
沈殿,さらに過剰のNaOHaqにより沈殿が溶解(無色溶液)。

SO4
2－,CO3

2－により白色沈殿。炎色反応で橙色。

SO4
2－,CO3

2－により白色沈殿。炎色反応で黄緑色。

OH－により青白色沈殿,さらに過剰のNH3aqにより沈殿が溶解(深青色溶液)。

Na+ 炎色反応で黄色。

K+ 炎色反応で赤紫色。

K3[Fe(CN)6]aqにより濃青色沈殿。OH－により緑白色沈殿。
塩基性でH2Sにより黒色沈殿。

K4[Fe(CN)6]aqにより濃青色沈殿。KSCNにより血赤色溶液。
OH－により赤褐色沈殿。

イオン 反応・性質

アルカリ金属の化合物はすべて水に可溶で沈殿を作らない。よって,成分元素の検出には炎色反応
が利用される。
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Cu2+を確認Cu2+を確認深青色溶液

金属イオンの分離と確認 完全攻略チャート⑦

Image

2NaOH ＋  CO2 → Na2CO3 ＋ H2O

NaOH水溶液

Point !

定性分析(系統分離)
数種類の未知の金属イオンを含む水溶液から沈殿生成,再溶解反応などを利用することで分離,確認する
方法を定性分析(系統分析)といい,古くから確立された一定の手順があります。入試でよく狙われる
イオンについての代表的な手順の一例を示す。手順の流れと操作を行う理由を確実に覚えよう！

PbCrO4

Fe(OH)3

Al(OH)3

ZnS

CaCO3 Na+,K+

[Al(OH)4]-

[Ag(NH3)2]+

[Cu(NH3)4]2＋

希塩酸を加える。

AgCl,PbCl2

AgCl CuS

H2Sを通じる。熱湯を加える。

K2CrO4aqを
加える。

①加熱する。(H2Sを追い出す。)
②HNO3を加える。(Fe2+→Fe3+)
③過剰のNH3aqを加える。

HNO3で
溶かす。

NH3aqを
加える。

少量のNH3aq
を加える。

過剰のNH3aq
を加える。

塩酸を加え,過剰の
NH3aqを加える。

Cu(OH)2

H2Sを通じる。

Pb2+

Cu2+

Ag+,Pb2+,Zn2+,Cu2+,Fe3+,Al3+,Ca2+,Na+,K+

Zn2+,Cu2+,Fe3+,Al3+,Ca2+,Na+,K+

Zn2+,Fe2+,Al3+,Ca2+,Na+,K+

(NH4)2CO3aqを加える。

[Zn(NH3)4]2+,Ca2+,Na+,K+

Ca2+,Na+,K+

Fe(OH)3,Al(OH)3

NaOHaqを加える。

沈殿として存在 溶液として存在

※aqは水溶液を表す。
※図の矢印が２つにわかれる箇所は,ろ過により
　ろ液と沈殿とに分離する操作を意味する。

手順３ ろ液②を加熱後,
希硝酸を加える。
次に,過剰のアンモニア水を加える。

塩酸を加え,過剰の
NH3水を加える。

白色・赤褐色沈殿

ろ液

赤褐色
沈殿

NaOH水溶液を加える。

Al3+を確認Al3+を確認Fe3+を確認Fe3+を確認

白色沈殿

手順１

手順２

希塩酸を加える。

酸性状態で,ろ液①に硫化水素を十分吹き込む。

ろ液

沈殿

黒色沈殿

白色沈殿

希硝酸に溶解後,
過剰のNH3水を加える。

熱湯を加える。

ろ液①

ろ液①

ろ液②

ろ液③

ろ液④

ろ液②

ろ液③

黄色沈殿

白色沈殿

Pb2+を確認Pb2+を確認

Ag+を確認Ag+を確認

Pb2+,Ag+の存在が推定される！

Al3+,Fe3+の存在が推定される！

Cu2+の存在が推定される！

手順４

手順５

手順６

塩基性状態で,ろ液③に硫化水素を
十分吹き込む。

ろ液④に炭酸アンモニウム水溶液を加える。

炎色反応を行う。

白色沈殿

白色沈殿

黄色

K+を確認

Zn2+を確認Zn2+を確認

Ca2+を確認Ca2+を確認

Na+を確認Na+を確認

K+を確認赤紫色

ろ液④
K2CrO4水溶液を加える。

NH3水に溶解後,塩酸を加える。

アルカリ金属である
Na+とK+は試薬と沈殿
を作らないため,イオン
のまま残る。
そのため,炎色反応により
イオンの検出を行う。

☆加熱する理由：硫化水素を取り除くため。
☆硝酸を加える理由：硫化水素で還元されて生じた
　　　　　　　　　　Fe2+を酸化してFe3+にもどすため。

超重要！



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 高知大学(2013 教育　理　医 )①

問２

問３

問１
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一般に,金属の水酸化物のコロイドは正コロイド

ゴロ合わせ暗記法

(チン)ダルビッシュの活躍に光が当たり,ダル輝く。
理由：投げたボール(光)がバッター(コロイド粒子)にあたり乱闘。

散

次の文章を読んで,あとの各問いに答えよ。
問１　Na＋,Ag＋,Zn2＋,Ba2＋,Cu2＋,Fe3＋を含む硝酸塩水溶液がある。この溶液を用いて以下の
     実験操作を行った。A～Fを化学式で示せ。

操作①　これらの金属イオンを含む硝酸塩水溶液に塩酸を加えると,沈殿Aが生じた。この沈殿A
        をろ過によって分離した。
操作②　沈殿Aを分離した溶液は,酸性であった。その水溶液に硫化水素を通すと,沈殿Bが生じた。
操作③　沈殿Bを分離した溶液を,煮沸により硫化水素を除いてから濃硝酸を加えて加熱し,
        さらにアンモニア水を過剰に加えると,沈殿Cが生じた。
操作④　沈殿Cを分離した溶液に,硫化水素を吹き込むと,沈殿Dが生じた。
操作⑤　沈殿Dを分離した溶液に,炭酸アンモニウム水溶液を加えると,白色沈殿Eを生じた。
操作⑥　沈殿Eを分離した溶液には,金属イオンFが残存した。
問２　沈殿Aは,アンモニア水を加えると溶解した。この反応を化学反応式で示せ。
問３　操作③で濃硝酸を加えた目的を簡潔に説明せよ。

操作①で,金属イオンを含む硝酸塩水溶液に塩酸(塩化物イオンCl- )を加えると,次式のように,
白色の塩化銀AgClが沈殿する。

操作②で,酸性(操作①で塩酸を加えたので)のろ液に硫化水素(硫化物イオンS2－)を通すと,
次式のように黒色のCuSが沈殿する。

Ag＋  ＋ Cl－ → AgCl 

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

∴　Aの化学式：AgCl ……(答え)

∴　Bの化学式：CuS ……(答え)

∴　Cの化学式：Fe(OH)3
 ……(答え)

∴　Dの化学式：ZnS ……(答え)

∴　Eの化学式：BaCO3
 ……(答え)

∴　Fの化学式：Na＋ ……(答え)

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Cu2＋  ＋ S2－ → CuS

最初に加えた硫化水素によって
一部のFe3+ は還元されてFe2+ となっているため,濃硝酸を加えることでFe2+を酸化してFe3+にもどしている。

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZn2+(ZnS)

キーワード連想

Zn2＋  ＋ S2－ → ZnS アルカリ性の状態で硫化水素を通じると,次のように白色のZnSが沈殿する。

Ba2＋  ＋ CO3
2－ → BaSO3

Ba2+ BaCO3(白色)

CaCO3(白色)Ca2+

沈殿と色金属イオン

CaCO3が沈殿した水溶液に
CO2を吹き込むと沈殿が溶解

性質
炭酸イオンCO3

2-による沈殿

CO3
2－は,アルカリ金属以外のほとんどのイオンと沈殿。

特に,アルカリ土類金属(Ca2+,Ba2+)の２つが頻出。
硫酸イオンと同様に,沈殿の色はいずれも白色と覚える！

操作③で,沈殿Bを分離した溶液を,煮沸により硫化水素を除いてから濃硝酸を加えて加熱し,
さらにアンモニア水を過剰に加えると,次式のように赤褐色の水酸化鉄(Ⅲ) Fe(OH)3が沈殿する。

操作④で,沈殿Cを分離した溶液に,硫化水素を吹き込むと,次のように白色のZnSが沈殿する。

操作⑤で,沈殿Dを分離した溶液に,炭酸アンモニウム水溶液(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,

白色の炭酸バリウムCaCO3が沈殿する。

操作⑥で,沈殿Eを分離した溶液には,金属イオンFが残存したことより,残った金属イオンはNa＋ 

となる。

AgCl ＋ 2NH3 → [Ag(NH3)2]＋ ＋ Cl－  ……(答え)
ジアンミン銀(Ⅰ)イオン

AgClに過剰のアンモニア水を加えると,次のように錯イオンを形成して溶解する。

残ったろ液に炭酸アンモニウム(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,白色の炭酸カルシウムCaCO3が

沈殿する。

炭酸ナトリウムNa2CO3

Fe2+を酸化してFe3+

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

の化学式：

(硫化物イオンS2－)

淡緑色 黄褐色

その後,ろ液にアンモニア水を加えると,次式のように白色ゲル状(ゼリー状)の水酸化アルミニウム
Al(OH)3と赤褐色の水酸化鉄(Ⅲ) Fe(OH)3が沈殿する。

Al3＋ ＋ 3OH－
  → Al(OH)3

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋  Mg2＋ Al3＋ Zn2＋ Fe2＋(Fe3＋) Ni2＋ Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋  Hg2＋ Ag＋  

沈殿しない 水酸化物沈殿 酸化物沈殿

★Zn(OH)2,Cu(OH)2,Ag2O,Ni(OH)2 は,過剰のNH3水で再溶解する。
★両性元素(Al,Zn,Sn,Pb)の水酸化物は,過剰のNaOH水溶液で再溶解
  する。

水酸化物イオンOH-による沈殿

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋  Mg2＋ Al3＋ Zn2＋ Fe2＋(Fe3＋) Ni2＋ Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋  Hg2＋ Ag＋  

沈殿しない 水酸化物沈殿 酸化物沈殿

★Zn(OH)2,Cu(OH)2,Ag2O,Ni(OH)2 は,過剰のNH3水で再溶解する。
★両性元素(Al,Zn,Sn,Pb)の水酸化物は,過剰のNaOH水溶液で再溶解
  する。

水酸化物イオンOH-による沈殿



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 高知大学(2013 教育　理　医 )②

問２

問３
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一般に,金属の水酸化物のコロイドは正コロイド

ゴロ合わせ暗記法

(チン)ダルビッシュの活躍に光が当たり,ダル輝く。
理由：投げたボール(光)がバッター(コロイド粒子)にあたり乱闘。

散

∴　Dの化学式：ZnS ……(答え)

∴　Eの化学式：BaCO3
 ……(答え)

∴　Fの化学式：Na＋ ……(答え)

Zn2＋  ＋ S2－ → ZnS

アルカリ性の状態で硫化水素を通じると,次のように白色のZnSが沈殿する。

Ba2＋  ＋ CO3
2－ → BaCO3

Ba2+ BaCO3(白色)

CaCO3(白色)Ca2+

沈殿と色金属イオン

CaCO3が沈殿した水溶液に
CO2を吹き込むと沈殿が溶解

性質
炭酸イオンCO3

2-による沈殿

CO3
2－は,アルカリ金属以外のほとんどのイオンと沈殿。

特に,アルカリ土類金属(Ca2+,Ba2+)の２つが頻出。
硫酸イオンと同様に,沈殿の色はいずれも白色と覚える！

操作④で,沈殿Cを分離した塩基性(操作③でアンモニア水を加えているので)の溶液に,硫化水素を
吹き込むと,次のように白色のZnSが沈殿する。

操作⑤で,沈殿Dを分離した溶液に,炭酸アンモニウム水溶液(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,

次式のように白色の炭酸バリウムCaCO3が沈殿する。

操作⑥で,沈殿Eを分離した溶液には,金属イオンFが残存したことより,残った金属イオンはNa＋ 

となる。

AgCl ＋ 2NH3 → [Ag(NH3)2]＋ ＋ Cl－  ……(答え)
ジアンミン銀(Ⅰ)イオン

沈殿AはAgClで,AgClに過剰のアンモニア水を加えると,次式のように錯イオンを形成して溶解する。

残ったろ液に炭酸アンモニウム(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,白色の炭酸カルシウムCaCO3が

沈殿する。

炭酸ナトリウムNa2CO3

Fe2+を酸化してFe3+

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

の化学式：

(硫化物イオンS2－)

淡緑色 黄褐色

その後,ろ液にアンモニア水を加えると,次式のように白色ゲル状(ゼリー状)の水酸化アルミニウム
Al(OH)3と赤褐色の水酸化鉄(Ⅲ) Fe(OH)3が沈殿する。

Al3＋ ＋ 3OH－
  → Al(OH)3

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋  Mg2＋ Al3＋ Zn2＋ Fe2＋(Fe3＋) Ni2＋ Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋  Hg2＋ Ag＋  

沈殿しない 水酸化物沈殿 酸化物沈殿

★Zn(OH)2,Cu(OH)2,Ag2O,Ni(OH)2 は,過剰のNH3水で再溶解する。
★両性元素(Al,Zn,Sn,Pb)の水酸化物は,過剰のNaOH水溶液で再溶解
  する。

水酸化物イオンOH-による沈殿

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZnS

キーワード連想

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZnS

キーワード連想

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

H2Sによって還元されて生じたFe2＋を酸化してFe3＋にするため。

AgCl ＋ 2NH3 → [Ag(NH3)2]＋ ＋ Cl－ ……(答え)

沈殿AであるAgClに過剰のアンモニア水を加えると,次式のように錯イオンを形成して溶解する。

ジアンミン銀(Ⅰ)イオン



解 答解 答

希塩酸を加えた後のろ液は酸性であり,硫化水素H2Sを通すと次のように黒色のCuSが沈殿する。

∴　沈殿Cの組成式:CuS   色：黒色 ……(答え)

∴　沈殿Dの組成式:ZnS   色：白色 ……(答え)

∴　炎色反応で示す色は,黄色 ……(答え)

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Cu2＋  ＋ S2－ → CuS

Zn2＋  ＋ S2－ → ZnS

沈殿を生じるイオンは,Ba2+,Pb2+,Ag+で,黄色のクロム酸カリウムK2CrO4(クロム
酸イオンCrO4

2－)を加えると,次のようにクロム酸バリウムBaCrO4(黄色),
クロム酸鉛(Ⅱ)PbCrO4(黄色),クロム酸銀Ag2CrO4(赤褐色or暗赤色)が沈殿します。

Ba2+  + CrO4
2－ → BaCrO4

Pb2+  + CrO4
2－ → PbCrO4

2Ag+  + CrO4
2－ → Ag2CrO4

Pb2＋  ＋ CrO4
2－ → PbCrO4

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZn2+(ZnS)

キーワード連想

CuSの沈殿を取り除いた後のろ液を煮沸して,硫化水素を除き,最初に加えた硫化水素によって
一部のFe3+ は還元されてFe2+ となっているため,濃硝酸を加えることでFe2+を酸化してFe3+にもどす。

ろ液にアンモニア水を加えて塩基性にした後に,硫化水素H2Sを通すと,次のように白色の
硫化亜鉛ZnSが沈殿する。

残ったろ液に炭酸アンモニウム(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,白色のCaCO3が沈殿する。

最後に残ったろ液FにはNa＋が溶けている。

Al3＋ ＋ 3OH－
  → Al(OH)3

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3Fe2+ ＋ 2OH－  → Fe(OH)2

Zn2＋ ＋ 2OH-  → Zn(OH)2

Ba2+ BaCO3(白色)

CaCO3(白色)Ca2+

沈殿と色金属イオン

CaCO3が沈殿した水溶液に
CO2を吹き込むと沈殿が溶解

性質
炭酸イオンCO3

2-による沈殿

Ca2＋  ＋ CO3
2－ → CaSO3

CO3
2－は,アルカリ金属以外のほとんどのイオンと沈殿。

特に,アルカリ土類金属(Ca2+,Ba2+)の２つが頻出。
硫酸イオンと同様に,沈殿の色はいずれも白色と覚える！

橙色 黄緑色紅色
Cu Sr BaCa
緑色赤紫色黄色赤色

Li Na K

炎色反応

リアカー
  Li赤　  Na黄     K紫    Cu緑    Ca橙    Sr紅     Ba緑

なき K村 動力 借りようと するも貸してくれない 馬力で行こう。

残ったろ液に炭酸アンモニウム(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,白色の炭酸カルシウムCaCO3が

沈殿する。

炭酸ナトリウムNa2CO3

Fe2+を酸化してFe3+

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

の化学式：

(硫化物イオンS2－)

淡緑色 黄褐色

その後,ろ液にアンモニア水を加えると,次式のように白色ゲル状(ゼリー状)の水酸化アルミニウム
Al(OH)3と赤褐色の水酸化鉄(Ⅲ) Fe(OH)3が沈殿する。

Al3＋ ＋ 3OH－
  → Al(OH)3

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋  Mg2＋ Al3＋ Zn2＋ Fe2＋(Fe3＋) Ni2＋ Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋  Hg2＋ Ag＋  

沈殿しない 水酸化物沈殿 酸化物沈殿

★Zn(OH)2,Cu(OH)2,Ag2O,Ni(OH)2 は,過剰のNH3水で再溶解する。
★両性元素(Al,Zn,Sn,Pb)の水酸化物は,過剰のNaOH水溶液で再溶解
  する。

水酸化物イオンOH-による沈殿

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZnS

キーワード連想

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

Theme 金属イオンの系統分離 宮崎大学(2012 教育文化 工 農 )① 一部改

(mol)

問１

問３

問４

問５

問６

問７

(１)

(４)

(３)　

(２)

　……(答え)
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一般に,金属の水酸化物のコロイドは正コロイド

ゴロ合わせ暗記法

(チン)ダルビッシュの活躍に光が当たり,ダル輝く。
理由：投げたボール(光)がバッター(コロイド粒子)にあたり乱闘。

散

下に示す金属イオンを含む水溶液の系統分離について,次の各問に答えよ。

２０】<N851C12> 2012 宮崎大学 2/25,前期日程 

問１　沈殿Aに過剰のアンモニア水溶液を加えたときに起こる化学反応式を書け。
問２　ろ液Bに存在する金属イオンを書け。また,この金属イオンを確認する方法を簡潔に述べよ。
問３　沈殿Cと沈殿Dの組成式と沈殿の色をそれぞれ書け。
問４　ろ液Fは何色の炎色反応を示すのか書け。

最初の操作で,希塩酸(塩化物イオンCl- )を加えると,
次式のように,白色の塩化銀AgCl,塩化鉛PbCl2が沈殿する。

この沈殿に熱水を加えると,PbCl2のみが溶解してPb2+

となる。

Ag＋  ＋ Cl－ → AgCl , Pb2＋ ＋ 2Cl－ → PbCl2

AgCl ＋ 2NH3 → [Ag(NH3)2]＋ ＋ Cl－ ……(答え)

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

∴　ろ液Bに存在する金属イオンは,Pb2＋

　　確認する方法：
　　クロム酸カリウム水溶液を加えると黄色のPbCrO4が沈殿する。

沈殿AであるAgClに過剰のアンモニア水を加えると,次式のように錯イオンを形成して溶解する。

ゴロ合わせ暗記法

※銀は褐色系が多い

Crをバナナの形とイメージ → バナナは黄色,味は あまい」

BaCrO4 PbCrO4

リ
ウ
ム

マ
リ

Ag

Ag2CrO4 赤褐色

か

Ag+ Ag2CrO4(赤褐色)

PbCrO4(黄色)

BaCrO4(黄色)

Pb2+

Ba2+

沈殿と色 用途金属イオン

黄色顔料

クロム酸イオンCrO4
2-による沈殿

……(答え)

問１,問２

ジアンミン銀(Ⅰ)イオン



解 答解 答

まず最初に希塩酸(塩化物イオンCl- )を加えると,次のように,
白色の塩化銀AgCl,塩化鉛PbCl2が沈殿する。

この沈殿に熱水を加えると,PbCl2が溶解してPb2+となる。

Ag＋  ＋ Cl－ → AgCl , Pb2＋ ＋ 2Cl－ → PbCl2

残ったろ液に炭酸アンモニウム(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,白色の炭酸カルシウムCaCO3が

沈殿する。

炭酸ナトリウムNa2CO3

Fe2+を酸化してFe3+

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

の化学式：

(硫化物イオンS2－)

淡緑色 黄褐色

その後,ろ液にアンモニア水を加えると,次式のように白色ゲル状(ゼリー状)の水酸化アルミニウム
Al(OH)3と赤褐色の水酸化鉄(Ⅲ) Fe(OH)3が沈殿する。

Al3＋ ＋ 3OH－
  → Al(OH)3

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋  Mg2＋ Al3＋ Zn2＋ Fe2＋(Fe3＋) Ni2＋ Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋  Hg2＋ Ag＋  

沈殿しない 水酸化物沈殿 酸化物沈殿

★Zn(OH)2,Cu(OH)2,Ag2O,Ni(OH)2 は,過剰のNH3水で再溶解する。
★両性元素(Al,Zn,Sn,Pb)の水酸化物は,過剰のNaOH水溶液で再溶解
  する。

水酸化物イオンOH-による沈殿

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZnS

キーワード連想

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

黒色の硫化銅(Ⅱ)CuSが沈殿する。

炭酸カルシウム

Theme 金属イオンの系統分離 宮崎大学(2012 教育文化 工 農 )②

(mol)

問１

問１,問２

問３

問４

問５

問６

問７

(１)

(４)

(３)　

(２)

　……(答え)
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一般に,金属の水酸化物のコロイドは正コロイド

ゴロ合わせ暗記法

(チン)ダルビッシュの活躍に光が当たり,ダル輝く。
理由：投げたボール(光)がバッター(コロイド粒子)にあたり乱闘。

散

希塩酸を加えた後のろ液は酸性であり,硫化水素H2S(硫化物イオンS2－)を通すと,次式のように
黒色の硫化銅(Ⅱ)CuSが沈殿する。

∴　沈殿Cの組成式:CuS,   色：黒色 ……(答え)

∴　沈殿Dの組成式:ZnS,   色：白色 ……(答え)

∴　沈殿Eの組成式は,CaCO3

∴　Na＋が炎色反応で示す色は,黄色 ……(答え)

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Cu2＋  ＋ S2－ → CuS

Zn2＋  ＋ S2－ → ZnS

ろ液にアンモニア水を加えて塩基性にした後に,硫化水素H2Sを通すと,次のように白色の
硫化亜鉛ZnSが沈殿する。

残ったろ液に炭酸アンモニウム(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,白色の炭酸カルシウムCaCO3が

沈殿する。

以上より,最後に残ったろ液FにはNa＋が溶けている。

Ba2+ BaCO3(白色)

CaCO3(白色)Ca2+

沈殿と色金属イオン

CaCO3が沈殿した水溶液に
CO2を吹き込むと沈殿が溶解

性質
炭酸イオンCO3

2-による沈殿

Ca2＋  ＋ CO3
2－ → CaCO3

CO3
2－は,アルカリ金属以外のほとんどのイオンと沈殿。

特に,アルカリ土類金属(Ca2+,Ba2+)の２つが頻出。
硫酸イオンと同様に,沈殿の色はいずれも白色と覚える！

橙色 黄緑色紅色
Cu Sr BaCa
緑色赤紫色黄色赤色

Li Na K

炎色反応

リアカー
  Li赤　  Na黄     K紫    Cu緑    Ca橙    Sr紅     Ba緑

なき K村 動力 借りようと するも貸してくれない 馬力で行こう。

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZnS

キーワード連想

問４



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 名古屋市立大学(2012 医 )①

(mol)

問２

問２

問１

問３

問４

問５

問６

問７

(１)

(４)

(３)　

(２)

　……(答え)
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一般に,金属の水酸化物のコロイドは正コロイド

ゴロ合わせ暗記法

(チン)ダルビッシュの活躍に光が当たり,ダル輝く。
理由：投げたボール(光)がバッター(コロイド粒子)にあたり乱闘。

散

金属イオンAg＋,Cu2＋,Fe3＋,Pb2＋を含む水溶液Aがある。これを用いて,次のようにして,
含まれているイオンの分離と確認をした。なお,反応や分離は理想的に完全に行われたものとする。
　まず,水溶液Aに希塩酸を加えたところ白色沈殿が生じたので,ろ過をして沈殿Pとろ液Bに分離
した。次に,このろ液Bに硫化水素を通じて,生じた黒色沈殿Qとろ液Cに分離した。一方,沈殿Pに
熱湯を加えたところ沈殿の一部が溶けたので,残った沈殿Rとろ液Dに分離した。
この後,それぞれの沈殿やろ液に対して,以下の確認実験を行なった。

確認実験１：ろ液Cを煮沸し,希硝酸を加えた。冷却後,　　　ところ,赤褐色の沈殿が生じた。
確認実験２：沈殿Rに多量のアンモニア水を加えたところ,沈殿が溶けた。
確認実験３：ろ液Dにクロム酸カリウム水溶液を加えたところ,黄色沈殿が生じた。

問１．確認実験１に関する,次の各問に答えよ。
　　　１)　ろ液Cを煮沸した理由を,簡潔に述べよ。
　　　２)　希硝酸を加えた理由を,簡潔に述べよ。
　　　３)　文中の　　　内に入れる操作として,次の選択肢のうち最もふさわしいものを選び,
　　　記号で答えよ。
　　　あ)　アルゴンを通じた� い)　硫化水素水を加えた　　う)　希硫酸を加えた
� え)　希塩酸を加えた　　お)　アンモニア水を加えた
　　　か)　ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム水溶液を加えた
問２．確認実験２に関する,次の各問に答えよ。
　　　１)　生じた溶液は何色か。次の選択肢のうち,最もふさわしいものを選び,記号で答えよ。
　　　　　　あ)　無色� い)　赤色� う)　青色� え)　黄色� お)　緑色
　　　２)　生じた水溶液に含まれる錯イオンは何か。化学式で書け。
問３．確認実験３で起きた反応を,イオン反応式で書け。

『まず,水溶液Aに希塩酸を加えたところ白色沈殿が生じたので,ろ過をして沈殿Pとろ液Bに分離
した。』ことより

水溶液Aに希塩酸(塩化物イオンCl- )を加えると,次式のように,白色の塩化銀AgCl,塩化鉛PbCl2

が沈殿する。

希塩酸を加えた後のろ液(Cu2＋,Fe3＋)は酸性であり,硫化水素H2S(硫化物イオンS2－)
を通すと,次式のように黒色の硫化銅(Ⅱ)
CuSが沈殿する。

Ag＋  ＋ Cl－ → AgCl 

Pb2＋ ＋ 2Cl－ → PbCl2

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Cu2＋  ＋ S2－ → CuS

これより,沈殿PはAgCl,PbCl2。

これより,沈殿QはCuS。
ろ液Cには,Fe3＋が溶けている。

『次に,このろ液Bに硫化水素を通じて,生じた黒色沈殿Q

とろ液Cに分離した。』ことより
少量のNaOHaq

少量のNH3aq

過剰のNaOHaq

過剰のNH3aq

沈殿が溶けるAg+

沈殿

沈殿

沈殿のまま

褐色

褐色 無色

褐色

無色

残ったろ液に炭酸アンモニウム(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,白色の炭酸カルシウムCaCO3が

沈殿する。

炭酸ナトリウムNa2CO3

Fe2+を酸化してFe3+

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

の化学式：

(硫化物イオンS2－)

淡緑色 黄褐色

その後,ろ液にアンモニア水を加えると,次式のように白色ゲル状(ゼリー状)の水酸化アルミニウム
Al(OH)3と赤褐色の水酸化鉄(Ⅲ) Fe(OH)3が沈殿する。

Al3＋ ＋ 3OH－
  → Al(OH)3

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋  Mg2＋ Al3＋ Zn2＋ Fe2＋(Fe3＋) Ni2＋ Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋  Hg2＋ Ag＋  

沈殿しない 水酸化物沈殿 酸化物沈殿

★Zn(OH)2,Cu(OH)2,Ag2O,Ni(OH)2 は,過剰のNH3水で再溶解する。
★両性元素(Al,Zn,Sn,Pb)の水酸化物は,過剰のNaOH水溶液で再溶解
  する。

水酸化物イオンOH-による沈殿

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZnS

キーワード連想

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

黒色の硫化銅(Ⅱ)CuSが沈殿する。

炭酸カルシウム

∴　錯イオンの名称：ジアンミン銀(Ⅰ)イオン
　　化学式：[Ag(NH3)2]＋

次に,最初に加えた硫化水素によって一部の
Fe3+ は還元されてFe2+となっているため,
濃硝酸を加えることでFe2+を酸化してFe3+に
もどしている。



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 名古屋市立大学(2012 医 )②

(mol)

問２

問２

問１

問１

問２

問３

問４

問５

問６

問７

(１)

(４)

(３)　

(２)

　……(答え)
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AgCl,PbCl2の沈殿に熱水を加えると,PbCl2のみが溶解してPb2+となる。

AgClを含む水溶液にアンモニア水を加えると,次式のように錯イオンを形成して溶解する。

Fe3+ を含む溶液に,アンモニア水を加えると,次式のように赤褐色の水酸化鉄(Ⅲ) Fe(OH)3

が沈殿する。

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

これより,沈殿Rは,AgCl

　　　　 ろ液Dは,Pb2+が溶けている。

『沈殿P(AgCl,PbCl2)に熱湯を加えたところ沈殿の一部が溶けたので,残った沈殿Rとろ液Dに
分離した。』ことより

１)　ろ液Cを煮沸した理由は,

１)

２)　希硝酸を加えた理由は,

３)

∴　お)　アンモニア水を加えた
　　　　　……(答え)

『確認実験１で,ろ液C(Fe3＋)にある操作をしたところ赤褐色の沈殿を生じたこと』から

『確認実験２で,沈殿R(AgCl)に多量のアンモニア水を加えたところ,沈殿が溶けた。』ことより

水溶液から硫化水素を取り除くため。

H2Sによって還元されて生じたFe2＋を酸化してFe3＋にするため。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋  Mg2＋ Al3＋ Zn2＋ Fe2＋(Fe3＋) Ni2＋ Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋  Hg2＋ Ag＋  

沈殿しない 水酸化物沈殿 酸化物沈殿

★Zn(OH)2,Cu(OH)2,Ag2O,Ni(OH)2 は,過剰のNH3水で再溶解する。
★両性元素(Al,Zn,Sn,Pb)の水酸化物は,過剰のNaOH水溶液で再溶解
  する。

水酸化物イオンOH-による沈殿

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

H2Sによって還元されて生じたFe2＋をFe3＋に酸化するため。

AgCl ＋ 2NH3 → [Ag(NH3)2]＋ ＋ Cl－ ……(答え)

沈殿AであるAgClに過剰のアンモニア水を加えると,次式のように錯イオンを形成して溶解する。

ジアンミン銀(Ⅰ)イオン

AgCl ＋ 2NH3 → [Ag(NH3)2]＋ ＋ Cl－ ……(答え)
ジアンミン銀(Ⅰ)イオン

塩化鉄(Ⅲ)FeCl3の水溶液,つまり,Fe3+ を含む水溶液にヘキサシアニド鉄(Ⅱ)酸カリウムK4[Fe(CN)6]
水溶液を加えると,濃青色沈殿が生成する。
同様に,硫酸鉄(Ⅱ)FeSO4の水溶液,つまり,Fe2+を含む水溶液に,ヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウム
K3[Fe(CN)6]水溶液を加えると,濃青色沈殿が生成する。



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 名古屋市立大学(2012 医 )③

(mol)

問２

問２

問１

問３

問３

問４

問５

問６

問７

(１)

(４)

(３)　

(２)

　……(答え)

　……(答え)
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一般に,金属の水酸化物のコロイドは正コロイド

ゴロ合わせ暗記法

(チン)ダルビッシュの活躍に光が当たり,ダル輝く。
理由：投げたボール(光)がバッター(コロイド粒子)にあたり乱闘。

散

頻出の沈殿再溶解反応

Al3+ Pb2+ Zn2+ Cu2+ Ag+

過剰の
NH3aq

過剰の
NaOHaq

少量のNH3aq
orNaOHaq

Cu（OH）2Al(OH)3 Pb(OH)2 Zn(OH)2 Ag2O

深青色

青白色沈殿 褐色沈殿
[Al(OH)4]- [Pb(OH)4]2-

[Zn(NH3)4]2＋ [Cu(NH3)4]2＋ [Ag(NH3)2]＋

[Zn(OH)4]2-

白色沈殿白色沈殿白色沈殿

沈殿のまま 沈殿のまま

沈殿のまま 沈殿のまま
無色無色

無色無色無色

∴　１)　生じた溶液の色：あ)　無色

　　２)　錯イオン：[Ag(NH3)2]＋

確認実験３で,ろ液D(Pb2+)にクロム酸カリウム水溶液を加えると,次式のように
黄色のクロム酸鉛PbCrO4が沈殿する。

ゴロ合わせ暗記法

Crをバナナの形とイメージ → バナナは黄色,味は あまい」

BaCrO4 PbCrO4

リ
ウ
ム

マ
リ

Ag

Ag2CrO4 赤褐色

か

Ag+ Ag2CrO4(赤褐色)

PbCrO4(黄色)

BaCrO4(黄色)

Pb2+

Ba2+

沈殿と色 用途金属イオン

黄色顔料

クロム酸イオンCrO4
2-による沈殿

Pb2＋  ＋ CrO4
2－ → PbCrO4　……(答え)

少量のNaOHaq

少量のNH3aq

過剰のNaOHaq

過剰のNH3aq

沈殿が溶けるAg+

沈殿

沈殿

沈殿のまま

褐色

褐色 無色

褐色

無色

残ったろ液に炭酸アンモニウム(炭酸イオンCO3
2－)を加えると,白色の炭酸カルシウムCaCO3が

沈殿する。

炭酸ナトリウムNa2CO3

Fe2+を酸化してFe3+

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

の化学式：

(硫化物イオンS2－)

淡緑色 黄褐色

その後,ろ液にアンモニア水を加えると,次式のように白色ゲル状(ゼリー状)の水酸化アルミニウム
Al(OH)3と赤褐色の水酸化鉄(Ⅲ) Fe(OH)3が沈殿する。

Al3＋ ＋ 3OH－
  → Al(OH)3

Fe3+  ＋ 3OH－ → Fe(OH)3

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋  Mg2＋ Al3＋ Zn2＋ Fe2＋(Fe3＋) Ni2＋ Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋  Hg2＋ Ag＋  

沈殿しない 水酸化物沈殿 酸化物沈殿

★Zn(OH)2,Cu(OH)2,Ag2O,Ni(OH)2 は,過剰のNH3水で再溶解する。
★両性元素(Al,Zn,Sn,Pb)の水酸化物は,過剰のNaOH水溶液で再溶解
  する。

水酸化物イオンOH-による沈殿

塩基性でH2Sにより白色沈殿とあったらZnS

キーワード連想

★沈殿の色は,ほとんどが黒色。例外であるZnS(白色),
　CdS(黄色)を覚える。

小大 イオン化傾向

K＋ Ca2＋ Na＋ Mg2＋ Al3＋  Zn2＋ Fe2＋ Ni2＋  Sn2＋ Pb2＋(H) Cu2＋ Hg2＋ Ag＋  

硫化物が沈殿しない 塩基性or中性
で沈殿 液性によらず沈殿

硫化物イオンS2-による沈殿

Ag+ AgCl(白色)

Pb2+

塩の性質金属イオン

PbCl2(白色)

感光性がある。
過剰のアンモニア水
やチオ硫酸ナトリウム
水溶液に溶解する。

熱水に溶ける。

沈殿

塩化物イオンCl-による沈殿

黒色の硫化銅(Ⅱ)CuSが沈殿する。

炭酸カルシウム

∴　錯イオンの名称：ジアンミン銀(Ⅰ)イオン
　　化学式：[Ag(NH3)2]＋

次に,最初に加えた硫化水素によって一部の
Fe3+ は還元されてFe2+となっているため,
濃硝酸を加えることでFe2+を酸化してFe3+に
もどしている。



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 宮崎大学(2012 教育文化 工 農 )① 一部改
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下に示す金属イオンを含む水溶液の系統分離について,次の各問に答えよ。

問１　沈殿Aに過剰のアンモニア水溶液を加えたときに起こる化学反応式を書け。
問２　ろ液Bに存在する金属イオンを書け。また,この金属イオンを確認する方法を簡潔に述べよ。
問３　沈殿Cと沈殿Dの組成式と沈殿の色をそれぞれ書け。
問４　ろ液Fは何色の炎色反応を示すのか書け。



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 名古屋市立大学(2012 医 )①
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金属イオンAg＋,Cu2＋,Fe3＋,Pb2＋を含む水溶液Aがある。これを用いて,次のようにして,
含まれているイオンの分離と確認をした。なお,反応や分離は理想的に完全に行われたものとする。
　まず,水溶液Aに希塩酸を加えたところ白色沈殿が生じたので,ろ過をして沈殿Pとろ液Bに分離
した。次に,このろ液Bに硫化水素を通じて,生じた黒色沈殿Qとろ液Cに分離した。一方,沈殿Pに
熱湯を加えたところ沈殿の一部が溶けたので,残った沈殿Rとろ液Dに分離した。
この後,それぞれの沈殿やろ液に対して,以下の確認実験を行なった。

確認実験１：ろ液Cを煮沸し,希硝酸を加えた。冷却後,　　　ところ,赤褐色の沈殿が生じた。
確認実験２：沈殿Rに多量のアンモニア水を加えたところ,沈殿が溶けた。
確認実験３：ろ液Dにクロム酸カリウム水溶液を加えたところ,黄色沈殿が生じた。

問１．確認実験１に関する,次の各問に答えよ。
　　　１)　ろ液Cを煮沸した理由を,簡潔に述べよ。
　　　２)　希硝酸を加えた理由を,簡潔に述べよ。
　　　３)　文中の　　　内に入れる操作として,次の選択肢のうち最もふさわしいものを選び,
　　　記号で答えよ。
　　　あ)　アルゴンを通じた� い)　硫化水素水を加えた　　う)　希硫酸を加えた
� え)　希塩酸を加えた　　お)　アンモニア水を加えた
　　　か)　ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム水溶液を加えた
問２．確認実験２に関する,次の各問に答えよ。
　　　１)　生じた溶液は何色か。次の選択肢のうち,最もふさわしいものを選び,記号で答えよ。
　　　　　　あ)　無色� い)　赤色� う)　青色� え)　黄色� お)　緑色
　　　２)　生じた水溶液に含まれる錯イオンは何か。化学式で書け。
問３．確認実験３で起きた反応を,イオン反応式で書け。



Theme 金属イオンの系統分離 甲南大学(2012 理工 )①
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　次の文を読み,問１～問４に答えよ。
　Na＋,Fe3＋,Cu2＋,Zn2＋,Ag＋を含む試料溶液がある。これら５種の陽イオンを分離確認するため
以下の図に示す分離操作を行った。

問１　操作a～操作dにより沈殿①～沈殿④が得られた。これらの操作として最も適当なものを
　　 次の〔解答群〕(ｱ)～(ｵ)の中から選び,記号で記せ。
〔解答群〕　
(ｱ)　塩酸酸性溶液に硫化水素を通じてろ過する
(ｲ)　アンモニア水を加え塩基性とし,硫化水素を通じてろ過する
(ｳ)　希塩酸を加えてろ過する
(ｴ)　希硝酸を加えてろ過する
(ｵ)　煮沸して硫化水素を除き,塩化アンモニウムを加え,次にアンモニア水を加え塩基性と
     してろ過する
問２ 沈殿①～沈殿④の化学式を記せ。

問３ 沈殿①～沈殿④について,以下の問いに答えよ。
１)　沈殿①にアンモニア水を加えると,溶けて無色の溶液となった。この反応の化学反応式を記せ。
２)　沈殿②に希硝酸を加えると,溶けて淡い青色の溶液となった。この溶液にアンモニア水を
     過剰に加えると,溶液は深青色となった。生成した深青色の錯イオンの化学式を記せ。
３)　沈殿③に希塩酸を加えると,溶けて黄褐色の溶液となった。この溶液にヘキサシアノ鉄(Ⅱ)
　　 酸カリウムを加えると何色の沈殿が生じるか。沈殿の色を記せ。
４)　沈殿④に希塩酸を加えると,溶けて無色の溶液となった。この溶液を煮沸して硫化水素を
     追い出したのち,アンモニア水を少量加えると白色沈殿が生じた。この白色沈殿の化学式を
     記せ。
５)　上記４)で生じた白色沈殿に水酸化ナトリウム水溶液を加えると沈殿は溶解した。この反応
     の化学反応式を記せ。

問４　ろ液４に含まれる金属イオンの確認はどのようになされるか。20字程度で記せ。



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 群馬大学(2011 工 )①

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

下に示した金属イオンの系統分離について,問１～問５の答を解答欄に記入せよ。

問１　沈殿　ア　～　オ　の化学式をそれぞれ記せ。
問２　白色沈殿　ア　に光を当てたときに起こる反応
　　　を化学反応式で記せ。
問３　下線部aの操作で,酸性条件にする理由を30字
　　　以内で記せ。
問４　下線部bの操作の目的を30字以内で記せ。
問５　ろ液Aに含まれるNa＋の存在を確認するのに
　　　最も適切な反応を,次の①～⑤から1つ選び,
      番号で答えよ。
      ①　中和反応� ②　炎色反応
 � ③　脱水反応� ④　ヨードホルム反応
      ⑤　銀鏡反応



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 星薬科大学(2011 薬 )①

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

次の文章を読み,問１～４に答えよ。ただし,各操作では,完全に沈殿が生じるために十分な量
の試薬を加えたものとする。解答はすべて解答用紙の所定の欄にマークせよ。

　下記に示す６種類の金属イオンのうち,４種類の金属イオンが溶けている水溶液Aがある。
この水溶液Aに溶解している4種類の金属イオンを推定するために,以下に示す実験を行った。
Ag＋,Cu2＋,Fe3＋,Zn2＋,Cd2＋,Al3＋

実験１　水溶液Aに塩酸を加えたところ,白色の沈殿Bを生じた。
実験２　実験１の溶液をろ過し沈殿Bを取り除いた後,硫化水素を十分に吹き込んだところ,
　　　　黄色の沈殿Cが生じた。
実験３　実験２の溶液をろ過し沈殿Cを取り除いた後,十分に煮沸し硫化水素を除いた。室温まで
　　　　冷ました後に溶液を２等分し,それぞれ水溶液D,水溶液Eとした。
実験４　水溶液Dにアンモニア水を加えたところ,白色の沈殿が生じた。さらにアンモニア水を
　　　　加えつづけたところ,一部の沈殿が溶けたが,すべての沈殿が溶けることはなかった。
実験５　水溶液Eに水酸化ナトリウム水溶液を加えたところ,白色の沈殿が生じた。
　　　　さらに加えつづけると沈殿はすべて溶けて消失した。

問１　沈殿Bを生じさせた金属イオンはどれか。
　　　１．Ag＋　２．Cu2＋　３．Fe3＋　４．Zn2＋　５．Cd2＋　６．Al3＋

問２　沈殿Cを生じさせた金属イオンはどれか。
　　　１．Ag＋　２．Cu2＋　３．Fe3＋　４．Zn2＋　５．Cd2＋　６．Al3＋

問３　実験４で溶けずに残っている沈殿を生じさせた金属イオンはどれか。
　　　１．Ag＋　２．Cu2＋　３．Fe3＋　４．Zn2＋　５．Cd2＋　６．Al3＋

問４　水溶液Aに溶けていた残り一つの金属イオンはどれか。
　　　１．Ag＋　２．Cu2＋　３．Fe3＋　４．Zn2＋　５．Cd2＋　６．Al3＋



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 中央大学(2011 理工 )①

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

Ag＋,K＋,Pb2＋,Ca2＋,Zn2＋,Cu2＋,Fe3＋,Al3＋のイオンを同じ濃度で含む水溶液がある。
下図は,各イオンを分離する操作である。①～⑩に入る主な沈殿またはイオンを1つずつ化学式
で書きなさい。



Theme 金属イオンの系統分離 立命館大学(2011 薬 情報理工 生命科 理工)①
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次の文章を読み,〔１〕～〔５〕の問いに答えよ。
７種の金属イオンAg＋,Al3＋,Ca2＋,Cu2＋,Fe3＋,Na＋,Zn2＋を含む水溶液の試料について,
各イオンを分離し確認するため,下図のように操作１～８を順に行った。

操作１：試料に希塩酸を加えると,白色沈殿が生じた
　　　　ため,ろ過して沈殿とろ液に分離した。
操作２：操作１で得られたろ液に硫化水素を通じると,
　　　　沈殿が生じたため,ろ過して沈殿Aとろ液に
　　　　分離した。
操作３：操作２で得られたろ液を加熱して硫化水素を
　　　　除き,(a)硝酸を加え,過剰のアンモニア水を
　　　　加えると,沈殿が生じたため,ろ過して沈殿と
　　　　ろ液に分離した。
操作４：(b)操作３で得られたろ液に硫化水素を通じ
　　　　ると,白色の沈殿が生じたため,ろ過して
　　　　白色沈殿とろ液に分離した。
操作５：操作４で得られたろ液に炭酸アンモニウム
　　　　水溶液を加えると,沈殿Bが生じたため,
　　　　ろ過して沈殿Bとろ液に分離した。
　　　　このろ液に含まれるイオンを確認するため,白金線にろ液をつけてガスバーナーの
　　　　外炎に入れると,黄色が観察できた。
操作６：(c)操作１で生じた白色沈殿にチオ硫酸ナトリウムNa2S2O3水溶液を加えると,
　　　　沈殿は溶解して　あ　色の溶液になった。
操作７：操作２で生じた沈殿Aに硝酸を加えて溶かし,アンモニア水を少量加えると,沈殿Cが生じた。
操作８：操作３で生じた沈殿に水酸化ナトリウム水溶液を加えると,沈殿の一部が溶解し,有色の
　　　　沈殿が残った。ろ過して有色の沈殿とろ液を分離し,このろ液に塩酸を加えると,
　　　　　い　色の沈殿Dが生じた。
〔１〕　文章中の沈殿A～Dについて,(ⅰ)および(ⅱ)の問いに答えよ。
　　　　(ⅰ)　沈殿AおよびBの化学式を下の選択肢から選びなさい。
　　　　　　　①　Ag2S　②　CaS　③　CuS　④　FeS　⑤　ZnS　⑥　CaCO3

           　　　　⑦　CuCO3　⑧　FeCO3　⑨　K2CO3　⑩　ZnCO3

　　　　(ⅱ)　沈殿CおよびDの化学式を答えよ。
〔２〕　下記の文章中の　ア　および　イ　について,あてはまるイオン式を答えよ。
　　　操作３の下線部(a)の硝酸を加えるのは,硫化水素で還元されて生じた　ア　を,硝酸で酸化
　　　して　イ　にもどすためである。
〔３〕　操作４の下線部(b)について,(ⅰ)および(ⅱ)の問いに答えよ。
　　　　(ⅰ)　このろ液の中には,錯イオンが存在している。この錯イオンの名称を答えよ。
　　　　(ⅱ)　この錯イオンの形として最も適当なものを,下の選択肢の中から選びなさい。
　　　　　　　①　直線形� ②　三角形�③　正方形�④　立方体形
　　　　　　　⑤　正四面体形�⑥　正六面体形� ⑦　正八面体形
〔４〕　操作６の下線部(c)の白色沈殿が溶解したときに生じる錯イオンのイオン式を答えよ。
〔５〕　　あ　および　い　について,最も適当な色を下の選択肢から選びなさい。
　　　①　無　　②　白　　③　赤　　④　緑　　⑤　青白　　⑥　黄　　⑦　紫　　⑧　赤褐
　　　⑨　黒　　⑩　深青



解 答解 答

Theme 金属イオンの系統分離 琉球大学(2011  医　教育　農　理 )①

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2015

次の文章を読んで以下の各問に答えなさい。
　ほぼ同じ濃度の４種類の金属イオンAg＋,Cu2＋,Pb2＋,Fe3＋を含む水溶液がある。
各金属イオンを分離し検出するために,次の実験操作１～６を行った。

実験操作１　水溶液に希塩酸を加えたところ,白い沈殿が生じたので,沈殿Aとろ液Bに分離した。
実験操作２　沈殿Aに熱湯を加えたところ,沈殿Aの一部は溶けたので,残った沈殿Cとろ液Dに　　　
　　　　　　分離した。
実験操作３　沈殿Cに多量のアンモニア水を加えたところ,沈殿Cは溶けて無色の水溶液となった。
実験操作４　(a)ろ液Dにクロム酸カリウム溶液を加えたところ,黄色の沈殿が生じた。
実験操作５　(b)ろ液Bに硫化水素を通じたところ,黒色の沈殿が生じたので,沈殿Eとろ液Fに
　　　　　　分離した。
実験操作６　ろ液Fを煮沸し,硫化水素を除去した後,希硝酸を加えた。冷却後,アンモニア水を
　　　　　　加えたところ,赤褐色の沈殿Gが生じた。
問１　沈殿Aに含まれる２種の化合物を化学式で書きなさい。
問２　実験操作３で生じた錯イオンの名称と化学式を書きなさい。
問３　下線部(a)の反応をイオン反応式で書きなさい。
問４　下線部(b)の反応をイオン反応式で書きなさい。
問５　実験操作６で生じた沈殿Gを化学式で書きなさい。
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