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溶解度積 完全攻略チャート①
溶解度積とは？

共通イオン効果とは？

溶解度積と沈殿の生成
溶解度積Kspは飽和溶液中に存在できるA＋とB－の最大濃度を規定した数値。
A＋を含む溶液とB－を含む溶液を混合したとき,「両イオンの濃度の積とKspとの大小」と「沈殿の有無」
の関係は次のようになる。

溶液中で両イオンの濃度の積(人数と考える)が溶解度積(座席数と考える)に達すると沈殿
を生じはじめ,それを超えた分だけ沈殿となる。

Point1

Point2

Point3

難溶性の塩ABが次のような平衡状態にあるとき

K ＝

A＋のモル濃度を[A＋],B－のモル濃度を[B－]とし,平衡定数をK とおくと,

このとき,ABは固体なのでモル濃度は一定とみなせる。①で右辺の分母の[AB]を左辺に移すと
[AB]

[A＋][B－]
左辺
右辺 右辺(うへん)の「う」→ 分数の上(うえ＝分子)

の係数乗

AB(固体) →  A＋ ＋ B－→

[A＋][B－]＞Kspのとき,→ 沈殿を生じる。

[A＋][B－]≦Kspのとき,→ 沈殿が生じない。

溶解度積Kspの小さい塩ほど,溶液中に
存在しうるイオン濃度が小さい。

AgClのKsp＞AgBrのKsp＞AgI のKspとなるハロゲン化銀の溶解度積を考えてみる。
Cl－,Br－,I－のそれぞれ同じ物質量を含む溶液にAg＋を少しずつ加えていくと,
まず最初にAgIが沈殿し,次に,AgBrが沈殿し,最後にAgClが沈殿する。

K[AB]＝[A＋][B－]　となる。

このK[AB]の一定値を溶解度積(Ksp)とよび,温度一定であれば一定値をとる。

……①

……②

……②

イオン結晶で粒子が結晶格子をつくりきちんと並んでいる。
→ 詰まり具合が一定なので

塩化銀AgClは水溶液中では次のように電離し,わずかに溶解する。

この溶液に希塩酸HClを加えると,塩化物イオンCl－が増加し,ルシャトリエの原理より,②式のAgClが
沈殿する方向に平衡は移動する。

左へ移動

この分Cl
－が増加

沈殿ができているとき,上澄み液
は飽和溶液となっている。

溶解度積の式([A＋][B－]＝Ksp)が使え,飽和溶液中
に溶けているイオンのモル濃度がわかる。

Ksp

溶解平衡は沈殿が生じる方向に大きく
片寄っていて,その塩は沈殿しやすい。

Ksp＝座席数

＞

AgCl  →  Ag＋  ＋  Cl－

AgCl  →  Ag＋  ＋  Cl－

→

HCl  →  H＋  ＋  Cl－

→

Cl－
Cl－Ag＋ Ag＋

Ag＋

Cl－
Cl－Cl－

Cl－
Cl－

Cl－Ag＋ Ag＋

Cl－

AgCl AgCl

これによって,AgClの沈殿量が増加し,溶解度が減少する。これを共通イオン効果と
いう。

希塩酸HClを
加える

例えば例えば

つ
ま
り

つ
ま
り

座れない人＝沈殿

Point 溶解度積は,溶解平衡における平衡定数から導かれる！

イメージイメージ

沈殿量が増加
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溶解度積 完全攻略チャート⑤

問題例問題例
バリウムイオンを含む水溶液があり,バリウムイオンの濃度は,1.00×10－2mol/Lである。
この水溶液に硫酸ナトリウムを少しずつ加えて溶かしていく。硫酸バリウムが沈殿し始める
ときの,溶液中の硫酸イオンの濃度を有効数字２桁で答えよ。ただし,硫酸バリウムの
溶解度積は1.00×10－10(mol/L)2とし,沈殿が生じることによる水溶液の温度変化と体積変化は
無視できるものとする。

モル濃度がわかっている溶液の沈殿に関与するイオンのモル濃度を求める。すでにわかって
いる場合はSTEP2へ。

本問ではすでにバリウムイオンBa2＋の濃度がわかっているのでSTEP2へ。

STEP1

解 答解 答

解 答解 答

STEP1で求めた値を溶解度積の式に代入して,求めるイオンのモル濃度を求める。STEP2

◎ 解法を例題を用いて具体的に解説する。

Ba2＋ ＋ SO4
2－ → BaSO4(固)→

硫酸バリウムBaSO4は,以下のように沈殿する。

硫酸バリウムが沈殿し始めるときの水溶液中のイオンは飽和溶液となっているので

Ba2＋,SO4
2－のモル濃度をそれぞれ[Ba2＋],[SO4

2－]とし,溶解度積をKspとすると

Ksp＝[Ba2＋][SO4
2－]＝1.00×10－10(mol/L)2

の関係式が成り立つ。

[Ba2＋]＝1.00×10－2mol/Lより

[Ba2＋]

Ksp

1.00×10－2

1.00×10－10

＝ ＝1.00×10－8(mol/L)……(答え)＝ [SO4
2－]

①沈殿が生成している ②沈殿が生じ始めるとき

Cl－

Cl－Ag＋

Ag＋

Ag＋

Cl－

AgCl

Cl－

Cl－

Cl－
Ag＋

Ag＋

Ag＋

Ag＋

Cl－上澄み液は
飽和溶液

①,②いずれの場合も

溶解度積の関係式が使える！
ちょうど
飽和溶液

溶液Aに溶液Bを少しずつ加えていったとき,結晶が沈殿し始めるときのイオンのモル濃度を求める
タイプ。
結晶が沈殿し始めるときの溶液は,飽和溶液となっているため,溶解度積の式が使える。
※溶解度積の値が与えられている。または前問で溶解度積の値を求めているとする。

Ⅲ.結晶が沈殿し始めるのモル濃度を求めるタイプⅢ.結晶が沈殿し始めるのモル濃度を求めるタイプ
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溶解度積 完全攻略チャート⑥

溶液Aと溶液Bを混合したときに結晶が沈殿するか否かを問うタイプ。
すべて溶けていると仮定したときのイオンのモル濃度の積と溶解度積の値を比較する。

問題例問題例
1.0×10－4mol/Lの硝酸銀水溶液1Lと2.0×10－4mol/Lの塩化ナトリウム水溶液1Lとを混合した時,
塩化銀の沈殿は生じるか。塩化銀の溶解度積Kspを1.7×10－10(mol/L)2とする。

溶液Aと溶液Bの混合後の「沈殿に関与するイオン」のモル濃度を求める。STEP1

◎ Ⅱのⅱの解法を例題を用いて具体的に解説する。

解 答解 答

STEP1で求めたモル濃度を溶解度積の式に代入して「仮のモル濃度の積」の値を求める。STEP2

解 答解 答

1.0×10－4mol/Lの硝酸銀AgNO3水溶液1L中に含まれる銀イオンAg＋の物質量は　　

これが水溶液2L中に含まれるので,Ag＋のモル濃度[Ag＋]は　　

2.0×10－4mol/Lの塩化ナトリウムNaCl水溶液1L中に含まれる塩化物イオンCl－の物質量は　　

1.0×10－4×1＝1.0×10－4

2.0×10－4×1＝2.0×10－4

これが水溶液2L中に含まれるので,Cl－のモル濃度[Cl－]は　　

2

2

＝0.5×10－4(mol/L) ……①
1.0×10－4

[Ag＋]＝

＝1.0×10－4(mol/L) ……②
2.0×10－4

[Cl－]＝

①,②より
仮のモル濃度の積[Ag＋][Cl－]＝(0.5×10－4)×(1.0×10－4)＝0.5×10－8＝5.0×10－9(mol/L)2

STEP2で求めた「仮のモル濃度の積」と溶解度積の値を比較する。STEP3

解 答解 答

仮のモル濃度の積[A＋][B－]＞Kspのとき,→ 沈殿を生じる。
仮のモル濃度の積[A＋][B－]≦Kspのとき,→ 沈殿が生じない。

仮のモル濃度5.0×10－9(mol/L)2の値は,溶解度積 Ksp1.7×10－10(mol/L)2より大きいので
沈殿は生じる。

Ⅳ.沈殿が生成するか否かを問うタイプⅣ.沈殿が生成するか否かを問うタイプ

Ag＋

Ag＋ Ag＋
Ag＋

沈殿が生成

1.0×10－4mol/Lの
AgNO3水溶液

1L

Cl－
Cl－

Cl－
Cl－

1L

Cl－

Cl－Ag＋

Ag＋

Ag＋

Cl－

2L

2.0×10－4mol/Lの
NaCl水溶液 混合後の水溶液

＋
AgCl

＝
物質量(mol)
体積(L)

モル濃度(mol/L)

＝
物質量(mol)
体積(L)

モル濃度(mol/L)

(mol)

(mol)



右図の下線部について,0.05mol/LのCu2＋を含む溶液

に十分な量の硫化水素を通じたところ,沈殿が生じた。

沈殿生成後の溶液に溶解しているCu2＋の濃度を有効数字

1桁で答えよ。

ただし,沈殿生成後の溶液のpHは 1.0 であり,この溶液に

溶解している硫化水素の濃度は 0.1mol/Lであった。

硫化水素は,

Theme 溶解度積に関する問題　群馬大学 (2019 医) 一部略　

H2S → 2H＋ ＋ S2－→

のように電離し,その電離定数Kaは 1 ×10－21(mol/L)2とする。

また,CuSの溶解度積Kspは 6 ×10－36(mol/L)2とする。

Ag＋,Al3＋,Ba2＋,Cu2＋,Fe3＋,Na＋



解 答解 答

亜鉛(Ⅱ)イオンを含む水溶液がある。この水溶液に硫化水素を飽和するまで通じた。
なお,実験は25℃で行い,硫化水素は水に溶けて(１)式のように電離し,電離定数Kは(２)式のように
表されるものとする。さらに,硫化水素の溶解による溶液の体積変化はないものとする。
また,この温度における硫化亜鉛(Ⅱ)の溶解度積は2.2×10－18(mol/L)2である。ここで,
硫化亜鉛(Ⅱ)の溶解度積とは,その飽和水溶液中の亜鉛(Ⅱ)イオンの濃度と硫化物イオンの濃度
の積のことである。水溶液中の亜鉛(Ⅱ)イオンの濃度と硫化物イオンの濃度の積[Zn2＋][S2－]
の計算値が,溶解度積の値よりも小さい場合には硫化亜鉛(Ⅱ)の沈殿が生じない。

Theme 溶解度積に関する問題　大阪教育大学 (2012 教育１部)
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問１　硫化水素の飽和水溶液の濃度は1.0×10－1mol/Lであり,この水溶液の水素イオン濃度は
      1.0×10－2mol/Lに調整されているものとする。このときの硫化物イオンの濃度を有効数字
      ２桁で求めよ。
問２　亜鉛(Ⅱ)イオンの濃度が1.0×10－2mol/Lの水溶液に,硫化水素を飽和するまで通じた。
      この水溶液に硫化亜鉛(Ⅱ)の沈殿が生じないものとして,[Zn2＋][S2－]の値を有効数字
      ２桁で求めよ。ただし,この水溶液の水素イオン濃度は1.0×10－2mol/Lに調整されている
      ものとし,硫化水素の濃度は1.0×10－1mol/Lとする。
問３　問２の計算結果から,この水溶液中には硫化亜鉛(Ⅱ)が実際に沈殿しているかどうか,答えよ。

H2S → 2H＋ ＋ S2－→

[H2S]

[H＋]
2
[S2－]

K ＝ ＝1.2×10－21 [(mol/L)2]

[H2S]

[H＋]
2
[S2－]

K ＝ ＝1.2×10－21 [(mol/L)2]　に代入して

1.0×10－1

(1.0×10－2)
2
×[S2－]

K ＝ ＝1.2×10－21

……(１)

……(２)

[H＋]＝1.0×10－2(mol/L)

[H2S]＝1.0×10－1(mol/L)　

∴　[S2－]＝1.2×10－18(mol/L)……(答え)

[Zn2＋][S2－]＝(1.0×10－2)×(1.2×10－18)＝1.2×10－20(mol/L)2……(答え)問２

問１

問３ 溶解度積は,沈殿が存在し飽和水溶液になっているときのイオンの濃度関係を示している。
よって,イオンのモル濃度の積が溶解度積を超える場合には沈殿が生じる。

問２で求めた値は溶解度積の値である2.2×10－18(mol/L)2

よりも小さい値なので沈殿は生じない。
[A＋][B－]＞Kspのとき,→ 沈殿を生じる。
[A＋][B－]≦Kspのとき,→ 沈殿が生じない。

HS－ → H＋ ＋ S2－→

H2S → H＋ ＋ HS－ →

硫化水素は次のように２段階に
電離する。

を(２)式

硫化水素の飽和水溶液の濃度は1.0×10－1mol/L
→ [H2S]＝1.0×10－1mol/L



解 答解 答

Theme 溶解度積に関する問題　筑波大学 (2013 生命環境 理工 情報 医)改
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計算に必要ならば,次の数値を用いよ。原子量：O＝16.0,S＝32.1,Cu＝63.5,
0.10gのCuSO4･5H2Oを水に溶解し,全体を0.50Lにした。その水溶液に塩化バリウム水溶液を少し
ずつ加えていったところ,溶液中のバリウムイオンのモル濃度がある値X[mol/L]を超えたところで
硫酸バリウムが析出し始めた。Xを有効数字２桁(けた)で求めよ。
ただし,硫酸バリウムの飽和水溶液中に存在するバリウムイオンのモル濃度と硫酸イオンのモル濃度
の積(溶解度積)は一定であり,この実験条件における溶解度積は9.1×10－11(mol/L)2とする。
また,塩化バリウム水溶液を加えたことによる溶液の体積変化は無視できるものとする。

0.10gのCuSO4･5H2Oを水に溶解したときの溶液中のCuSO4の物質量は,

BaSO4の溶解度積をKspとすると

Ksp＝[Ba2＋][SO4
2－]＝X ×(8.01×10－4)＝9.1×10－11(mol/L)2

の関係式が成り立つ。

よって,硫酸イオンSO4
2－のモル濃度[SO4

2－]は

249.6
0.10

(mol)

249.6
0.10

(mol)

よって,

8.01×10－4

9.1×10－11

X＝ ＝1.13…×10－7≒1.1×10－7(mol/L) ……(答え)

沈殿が生じ始めるときの溶液 → 飽和水溶液となっている！→ 溶解度積の式が使える！

CuSO4 → Cu2＋ ＋ SO4
2－ より

CuSO4が x mol溶解する。
→ Cu2＋と SO4

2－が x  molずつ生成する。
→

249.6
0.10

×
0.5
1

＝8.01…×10－4(mol/L)

CuSO4の式量＝249.6より

硫酸イオンSO4
2－の物質量は,

＝
モル数(mol)
体積(L)

モル濃度(mol/L)

Point !



解 答解 答

→

溶解度積Kspの値が小さい → [A＋][B－]の値が小さい → 溶液中に存在する
イオン濃度が小さい → AB(固) → A＋ ＋ B－は左に片寄っている。 → 沈殿しやすい！

Theme 溶解度積に関する問題　島根大学 (2009 総合理工)

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2014

固体の塩化銀は水に溶けにくいが,次式の溶解平衡式のように,ごくわずかが溶けている。

[Ag＋][Cl－]＝KAgCl(一定)

AgCl(固) → Ag＋ ＋ Cl－ →

そのため,塩化銀の飽和水溶液では,温度が一定であれば水溶液中の銀イオン濃度[Ag＋]と塩化物
イオン濃度[Cl－]の積は次式のように一定になる。

このKAgClを塩化銀の溶解度積という。また,臭化銀,ヨウ化銀も塩化銀と同様に水にわずかしか
溶けず,塩化銀,臭化銀,ヨウ化銀の溶解度積は,それぞれKAgCl＝1×10－10(mol/L)2

KAgBr＝4×10－13(mol/L)2,KAgI＝1×10－16(mol/L)2となる。

　(a)塩化銀は,水よりも塩化ナトリウム水溶液に溶けにくい。一方,)塩化銀は,水よりもアンモ
ニア水によく溶ける。
　また,固体の塩化銀に光を当てると分解する。このようなハロゲン化銀の感光性は写真などに
利用されている。
問１　塩化銀の飽和水溶液中の塩化物イオンの濃度を求めよ。また,その計算の過程も示せ。
問２　塩化銀,臭化銀,ヨウ化銀の中から,水への溶解度[mol/L]が最も小さいものを選び,
　　　化学式で答えよ。また,その理由を説明せよ。
問３　下線部(a)の理由を説明せよ。

AgCl(固) → Ag＋ ＋ Cl－ →
塩化銀AgClは,以下のように電離してわずかに溶解する。

問２

問１

問３

Ag＋,Cl－のモル濃度をそれぞれ[Ag＋],[Cl－]とすると,

AgClの飽和水溶液中では,[Ag＋]＝[Cl－]となるので

KAgCl＝[Ag＋][Cl－]＝[Cl－]2
＝1.00×10－10(mol/L)2

よって,[Cl－]＝

∴　[Cl－]＝1.00×10－5(mol/L) ……(答え)

1.00×10－10

AgI

理由：溶解度積を比較するとヨウ化銀が最も小さいので溶解度も小さくなる。

塩化ナトリウム水溶液中には,塩化物イオンが多量に存在しており,共通イオン効果により
塩化銀の溶解平衡が,塩化銀が沈殿する方向に移動してしまうため。

飽和水溶液 → 溶解度積の式が使える！Point !



解 答解 答

Theme 溶解度積に関する問題　筑波大学 (2013 生命環境 理工 情報 医)改
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計算に必要ならば,次の数値を用いよ。原子量：O＝16.0,S＝32.1,Cu＝63.5,
0.10gのCuSO4･5H2Oを水に溶解し,全体を0.50Lにした。その水溶液に塩化バリウム水溶液を少し
ずつ加えていったところ,溶液中のバリウムイオンのモル濃度がある値X[mol/L]を超えたところで
硫酸バリウムが析出し始めた。Xを有効数字２桁(けた)で求めよ。
ただし,硫酸バリウムの飽和水溶液中に存在するバリウムイオンのモル濃度と硫酸イオンのモル濃度
の積(溶解度積)は一定であり,この実験条件における溶解度積は9.1×10－11(mol/L)2とする。
また,塩化バリウム水溶液を加えたことによる溶液の体積変化は無視できるものとする。



解 答解 答

Theme 溶解度積に関する問題　島根大学 (2009 総合理工)

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2014

固体の塩化銀は水に溶けにくいが,次式の溶解平衡式のように,ごくわずかが溶けている。

[Ag＋][Cl－]＝KAgCl(一定)

AgCl(固) → Ag＋ ＋ Cl－ →

そのため,塩化銀の飽和水溶液では,温度が一定であれば水溶液中の銀イオン濃度[Ag＋]と塩化物
イオン濃度[Cl－]の積は次式のように一定になる。

このKAgClを塩化銀の溶解度積という。また,臭化銀,ヨウ化銀も塩化銀と同様に水にわずかしか
溶けず,塩化銀,臭化銀,ヨウ化銀の溶解度積は,それぞれKAgCl＝1×10－10(mol/L)2

KAgBr＝4×10－13(mol/L)2,KAgCl＝1×10－16(mol/L)2となる。

　(a)塩化銀は,水よりも塩化ナトリウム水溶液に溶けにくい。一方,)塩化銀は,水よりもアンモ
ニア水によく溶ける。
　また,固体の塩化銀に光を当てると分解する。このようなハロゲン化銀の感光性は写真などに
利用されている。
問１　塩化銀の飽和水溶液中の塩化物イオンの濃度を求めよ。また,その計算の過程も示せ。
問２　塩化銀,臭化銀,ヨウ化銀の中から,水への溶解度[mol/L]が最も小さいものを選び,
　　　化学式で答えよ。また,その理由を説明せよ。
問３　下線部(a)の理由を説明せよ。
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Theme 溶解度積に関する問題　東北大学 (2009 後期 理)① 一部改

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2014

計算のために必要な場合には,以下の数値を使用せよ。 原子量 Cl＝35.5, Ag＝107.9

①フッ素以外のハロゲンイオンを含む水溶液に硝酸銀水溶液を加えると,難溶性塩である
ハロゲン化銀が沈殿する。このハロゲン化銀は光によって黒くなる性質があり,写真の感光剤
に利用されている。

問  　下線部①について,以下の問いに答えよ。ただし,25℃における塩化銀の溶解度積Kspを
　　　 1.8×10－10(mol/L)2とする。
(１)  25℃において1.0×10－2mol/L塩酸100mL中に塩化銀は何g溶解するか,有効数字2桁(けた)
      で求めよ。ただし,塩化銀の溶解による体積変化は無視できるものとし,溶解度の大きさは
      10－2mol/Lより十分小さいものとする。
(２)  25℃において2.8×10－5mol/L塩化ナトリウム水溶液10mLに2.0×10－4mol/Lの硝酸銀水溶液を
            10mL加えた。塩化銀は何g沈殿するか,有効数字２桁で求めよ。



解 答解 答

Theme 溶解度積に関する問題　徳島大学 (2012 歯　薬　工)
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次の文章を読み,下の問いに答えよ。数値は特に指示のない限り有効数字３桁で表せ。

ハロゲン化物の塩は水に溶けやすいものが多い。しかし,銀塩は水に溶けにくい。たとえば,
塩化銀AgClを水に溶かして飽和溶液を調製するとき,AgClの溶解度積Kspを1.00×10－10(mol/L)2

とすると,この水溶液中の銀イオンAg＋の濃度は　ア　 mol/Lとなる。この水溶液に,溶解後
の濃度が0.100mol/Lに相当する量の塩化カリウムKClを溶かしたとき,KCl添加による水溶液の
体積変化が無視できるならば,AgClの　イ　色沈殿が生成し,Ag＋の濃度は　ウ　 mol/Lに
まで減少する。このようなKClの効果を　エ　効果という。

問　問題文中の　ア　～　エ　に当てはまる適切な語句あるいは数値をそれぞれ答えよ。
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Theme 溶解度積に関する問題　和歌山大学 (2010 教育 )一部略
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　0.1mol/Lの鉛(Ⅱ)イオン,0.1mol/Lの銅(Ⅱ)イオン,0.1mol/Lの鉄(Ⅲ)イオンを含む混合水溶
から,それぞれの金属イオンを分離する操作を行った。以下の問いに答えなさい。計算問題の
答えは,四捨五入して有効数字2桁で答えなさい。

　混合水溶液に希塩酸を加えると白色沈殿が生成したので,これをろ過した。ろ紙上の
沈殿物を集めて熱水に溶かし,クロム酸カリウム水溶液を加えると黄色沈殿が生じた。
　ろ液に硫化水素を通じると(１)黒色の沈殿が生成したので,これをろ過した。

問　下線部(１)の反応のイオン反応式を書きなさい。また,黒色沈殿が生じ始めるときの溶液中
    の硫化物イオンのモル濃度を計算しなさい。黒色沈殿の溶解度積は6.5×10－30(mol/L)2

    とする。解答欄に計算式も書くこと。



解 答解 答

塩化銀の溶解に関する次の文章を読み,以下の問いに答えよ。
塩化銀の固体を25℃で水に溶解させ,平衡に到達させたところ,溶け残った塩化銀の固体が共存
する水溶液が得られた。この水溶液50mLに溶解した塩化銀の物質量が6.7×10－7molであったとする。

Theme 溶解度積に関する問題　愛知教育大学 (2010 前記日程 教育 )

問１　塩化銀の溶解平衡を化学反応式で記せ。
問２　溶解度積Ksは水溶液に溶解している物質(分子やイオン)のモル濃度で表すことができる。
　　　塩化銀の溶解度積Ksはどのように表されるか。
問３　塩化銀水溶液の銀イオンのモル濃度を計算せよ。
問４　塩化銀の溶解度積Ksの値を計算せよ。
問５　この実験において,水の代わりに0.1mol/Lの硝酸銀水溶液を用いると,溶けた塩化銀の濃度
      は何mol/Lになるか。計算の経過も記せ。また,ルシャトリエの原理の観点から,この
      溶解度に関する現象を説明せよ。

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2014



解 答解 答

Theme 溶解度積に関する問題　横浜国立大学 (2009 後期日程 工 一部改)

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2014

塩の飽和水溶液中の陽イオンと陰イオンのモル濃度の積はイオン積と呼ばれ,一定温度で一定の値
を示す。したがって,①塩を構成するイオンのうち片方の濃度が変化すると,塩の溶解度が変化する。

問．下線部①に関連する次の問いに答えよ。
(１)　この現象を説明する原理を提唱した科学者名を記せ。
(２)　中性の水に対する塩化銀の溶解度を1.0×10－5mol/Lとするとき,塩化銀のイオン積Ksを求めよ。
      ただし,単位は省略してよい。
(３)　塩化銀の飽和水溶液に塩酸を加えてpH1.00にすると,塩化銀の溶解度はいくらになるか
      求めよ。



解 答解 答

　次の文章を読み,問に答えよ。(NaClの式量は58.5とする。)
　①フッ化銀以外のハロゲン化銀は,水に対する溶解度が低い塩であり,きわめて少量が水に溶けて
飽和水溶液になる。このとき,水に溶けたハロゲン化銀は完全に電離しており,固体のハロゲン化銀
と銀イオン,ハロゲン化物イオンとの間につぎの溶解平衡が成り立つ。

Theme 溶解度積に関する問題　岩手大学 (2012 前期日程 工　農)一部改

AgX(固) → Ag＋ ＋ X－(X：ハロゲン) →

問．下線①について,以下の設問(１)と設問(２)に答えよ。
(１)  塩化銀の飽和水溶液の濃度を1.50×10－5mol/L(25℃)としたとき,塩化銀の溶解度積Ksp(AgCl)
      を有効数字3桁(けた)で求めよ。計算過程および単位も示せ。
(２)　塩化銀の飽和水溶液1.00Lに塩化ナトリウム0.585gを加え,25℃で反応させた。この反応が
      平衡状態に達したとき,水溶液に残っている銀(Ⅰ)イオンの濃度を有効数字３桁(けた)で
      求めよ。計算過程も示せ。ただし,塩化ナトリウムの溶解ならびに反応にともなう水溶液
      の体積の変化は無視できるものとする。なお,塩化銀の溶解度積Ksp(AgCl)は設問(１)で
      求めた値を用いよ。
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Theme 溶解度積に関する問題　佐賀大学 (2013 理工　)

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2014

必要があれば,原子量および定数は以下の値を使うこと。 H＝1.0,O＝16,Ca＝40

弱酸の塩に関する以下の問いに答えなさい。計算において,数値は有効数字２桁で答えなさい。
計算問題においては,計算式も記述しなさい。
(１) 炭酸水素ナトリウムの熱分解で生成する二酸化炭素を検出するために石灰水(飽和水酸化
　　 カルシウム水溶液)を使用する。ただし,水酸化カルシウムは25℃の水1Lに1.48g溶ける。
　　 問に答えなさい。

問 　溶解した水酸化カルシウムは電離しており,

Ca(OH)2(固) → Ca2＋ ＋ 2OH－→

の溶解平衡が成立している。平衡時のカルシウムイオンの濃度[Ca2＋][mol/L]および水酸化
物イオンの濃度[OH－][mol/L]を使って,水酸化カルシウムの溶解度積は
Ksp＝[Ca2＋][OH－]2(mol/L)3

と表せる。25℃の溶解度積の値を計算し,答えなさい。
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Theme 溶解度積に関する問題　静岡大学 (2009 後期日程 理　工　農)①
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次の文章を読み,下の問いに答えよ。ただし,温度はすべて一定であるものとする。
塩化銀は水にごくわずか溶けて飽和水溶液となる。溶解した塩化銀は電離して,次の式(a)で
表わされる「溶解平衡」とよばれる平衡が成り立つ。

このとき,銀イオンと塩化物イオンの濃度をそれぞれ[Ag＋],[Cl－]とすると,[Ag＋]と[Cl－]の積は
温度が一定ならば一定値となり,次の式(b)が成り立つ。

Ksp を塩化銀の「溶解度積」という。

AgCl(固) → Ag＋ ＋ Cl－  ……(a) →

[Ag＋][Cl－]＝Ksp  ……(b) 

(１) 塩化銀を純水に溶かした飽和水溶液がある。次の問いに答えよ。数値は有効数字２桁で求め,
     単位を付して記せ。
１)　この塩化銀の飽和水溶液中の銀イオン濃度は1.3×10－5(mol/L)であった。このとき,式(b)に
     おけるKspを求めよ。
２)　この飽和水溶液に,塩化水素ガスを通じた。このとき溶液内で起こる変化を簡潔に記せ。
     また,この変化が起こる理由を60字以内で記せ。
３)　塩化水素ガスを通じて平衡に達した後の溶液内の塩化物イオンの濃度は0.0020mol/Lで
     あった。このときの溶液中の銀イオンの濃度を求めよ。
(２) 溶解平衡は塩化銀だけでなく硫化銅(Ⅱ)や硫化亜鉛についても成り立つ。次の問いに答えよ。
１)　硫化銅(Ⅱ)の飽和水溶液中の溶解平衡の反応式を式(a)にならって記せ。
２)　0.020mol/Lの濃度の銅(Ⅱ)イオンを含む希塩酸水溶液と0.50mol/Lの濃度の亜鉛イオンを
     含む希塩酸水溶液がある。これらの水溶液に硫化水素ガスを通じた。このとき銅(Ⅱ)イオン
     を含む水溶液では硫化銅(Ⅱ)の沈殿が析出したが,亜鉛イオンを含む水溶液では沈殿は析出
     しなかった。どちらの水溶液も,硫化水素の電離によって生じた硫化物イオンの濃度は
     3.0×10－23mol/Lに保たれているものとすると,下の①～④のうち,硫化銅(Ⅱ)と硫化亜鉛
     の溶解度積の適切な組み合わせを示しているものはどれか。正しいものを一つ選べ。
     また,選んだ理由を簡潔に記せ。
     ①　硫化銅：6.0×10－18(mol/L)2,硫化亜鉛：4.2×10－30(mol/L)2

     ②　硫化銅：2.8×10－24(mol/L)2,硫化亜鉛：5.3×10－15(mol/L)2

     ③　硫化銅：6.5×10－30(mol/L)2,硫化亜鉛：2.2×10－18(mol/L)2

     ④　硫化銅：3.0×10－35(mol/L)2,硫化亜鉛：1.5×10－24(mol/L)2
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Theme 溶解度積に関する問題　静岡大学 (2012 後期日程 理　工　農 )
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問　バリウムイオンとカルシウムイオンをともに含む水溶液がある。この水溶液に含まれる
    バリウムイオンとカルシウムイオンの濃度は,いずれも1.00×10－2mol/Lである。
    この水溶液に硫酸ナトリウムを少しずつ加えて溶かしていく。次の(１)と(２)に答えよ。
    ただし,硫酸バリウムの溶解度積は1.00×10－10(mol/L)2,硫酸カルシウムの溶解度積は
    1.00×10－5(mol/L)2とする。また,硫酸ナトリウムを加えていくとき,および沈殿が生じる
    ことによる水溶液の温度変化と体積変化は無視できるものとする。

(１)　硫酸バリウムが沈殿し始めるときの,溶液中の硫酸イオンの濃度はいくらか。
      所定の欄に計算過程を示し,有効数字２桁で答えよ。
(２)　硫酸カルシウムが沈殿し始めるときの,溶液中のバリウムイオンの濃度はいくらか。
      所定の欄に計算過程を示し,有効数字２桁で答えよ。
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Theme 溶解度積に関する問題　千葉大学 (2010 医 園芸 教育 工 薬 理)改
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①塩化銀は,25℃の純粋な水に1.3×10－5mol/Lまで溶ける。溶けた塩化銀は水中でほぼ完全
に電離しており,溶解平衡が成り立つ。飽和水溶液では温度が一定ならば,水溶液中の銀イオン
の濃度と塩化物イオンの濃度の積は一定値になる。この一定値を溶解度積という。

問　1.0Lの塩化銀飽和水溶液に,2.0×10－3mol/Lの塩酸1.0Lを混合してよくかくはんした。
    下線部①の条件が成り立つとき,水溶液中に銀イオンは何mol/L溶けているか求めなさい。
    計算の過程も示し,有効数字２けたで答えなさい。ただし,溶液の温度は全て25℃とし,
    混合後の塩化物イオンの濃度は塩酸の濃度と等しいものとする。
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亜鉛(Ⅱ)イオンを含む水溶液がある。この水溶液に硫化水素を飽和するまで通じた。
なお,実験は25℃で行い,硫化水素は水に溶けて(１)式のように電離し,電離定数Kは(２)式のように
表されるものとする。さらに,硫化水素の溶解による溶液の体積変化はないものとする。
また,この温度における硫化亜鉛(Ⅱ)の溶解度積は2.2×10－18(mol/L)2である。ここで,
硫化亜鉛(Ⅱ)の溶解度積とは,その飽和水溶液中の亜鉛(Ⅱ)イオンの濃度と硫化物イオンの濃度
の積のことである。水溶液中の亜鉛(Ⅱ)イオンの濃度と硫化物イオンの濃度の積[Zn2＋][S2－]
の計算値が,溶解度積の値よりも小さい場合には硫化亜鉛(Ⅱ)の沈殿が生じない。

Theme 溶解度積に関する問題　大阪教育大学 (2012 教育１部)
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問１　硫化水素の飽和水溶液の濃度は1.0×10－1mol/Lであり,この水溶液の水素イオン濃度は
      1.0×10－2mol/Lに調整されているものとする。このときの硫化物イオンの濃度を有効数字
      ２桁で求めよ。
問２　亜鉛(Ⅱ)イオンの濃度が1.0×10－2mol/Lの水溶液に,硫化水素を飽和するまで通じた。
      この水溶液に硫化亜鉛(Ⅱ)の沈殿が生じないものとして,[Zn2＋][S2－]の値を有効数字
      ２桁で求めよ。ただし,この水溶液の水素イオン濃度は1.0×10－2mol/Lに調整されている
      ものとし,硫化水素の濃度は1.0×10－1mol/Lとする。
問３　問２の計算結果から,この水溶液中には硫化亜鉛(Ⅱ)が実際に沈殿しているかどうか,答えよ。

H2S → 2H＋ ＋ S2－→

[H2S]

[H＋]
2
[S2－]

K ＝ ＝1.2×10－21 [(mol/L)2]

……(１)

……(２)
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２族元素・アルカリ土類金属に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730820
ハロゲンに関する問題　完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730819
化学工業　完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730816
気体の製法と性質　完全攻略チャート＆過去問解説集＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730815
金属イオンの分離と確認　完全攻略チャート＆過去問解説集＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730768
化学結合と結晶の性質に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730771
結晶格子に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730796
溶液の濃度に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730818
固体の溶解度に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730817
気体の溶解度に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730784
気体の計算問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730795
物質の三態 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730782
化学平衡に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730803
二段滴定・逆滴定に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730792
電離平衡に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730797
酸化還元 COD測定に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730791
並列回路の電気分解 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730770
沸点上昇・凝固点降下に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730794
浸透圧に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730793
コロイドに関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730781
溶解度積に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730802
芳香族化合物の異性体 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730804
芳香族化合物の系統分離 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730767
油脂の計算問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730826
アセタール化の計算問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730814
アミノ酸の等電点に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730788
ペプチドの構造決定に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730773
医薬品に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730769
核酸に関する問題 完全攻略チャート＆過去問解説集　https://lovestudy.thebase.in/items/12730766

【センター試験　対策・解説集シリーズ】 
センター試験・追試験)徹底分析チャート　https://lovestudy.thebase.in/items/12730786
有機化学の計算問題　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730833
熱化学　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集  https://lovestudy.thebase.in/items/12730828
酸・塩基　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730832
酸化・還元　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730830
電池　センター試験完全攻略チャート＆過去問解説集 https://lovestudy.thebase.in/items/12730827
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