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錯イオン生成反応の考察
－過剰量の試薬で溶けるのはなぜか－

前田 祐作（奈良県立畝傍高等学校）

あらまし
金属陽イオンの水溶液に沈殿を生成する試薬を加えたとき、過剰量の試薬によって錯イオンを形成して

沈殿が溶解する反応の量的関係を、滴定によって明らかにした。
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１ はじめに
東京書籍の教科書「改訂 化学」の遷移元素の単

元内で、遷移元素の特徴として、「ほかのイオンや
分子と配位結合した錯イオンをつくるものが多
い。」と説明されている。
次のページには錯イオンとしてよく取り上げら

れる例として、「水酸化亜鉛Ｚｎ(ＯＨ）２ にアンモニ
ア水を加えると白色の沈殿は溶け、無色の水溶液
になる。これは、テトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオン
[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋ が生じるからである。このような、
中心となる金属イオンがに、非共有電子対をもつ
分子や陰イオンが配位結合してできたイオンを錯
イオンという。」と記載されている。
この記述で正しいのだが、生徒にとってはよく

分からないと思うみたいで、とりあえず頻出の錯
イオンを暗記して受験に備えるという勉強の仕方
をしてしまっている。そこで、もう少し理解を助
ける手がかりになるように考察してみた。

金属陽イオンは、本来、気体状の金属原子を気
体状の金属陽イオンにするのに、イオン化エネル
ギーを与えなければならないから、気体状の金属
原子よりも大きなエネルギーを持っているはずで
ある。しかし、そのような高いエネルギーを持つ
粒子が水溶液中に存在できるのは、エネルギーが
高いままではなく、金属陽イオンが水分子と水和
することにより、非常にエネルギーの低い状態に
なって安定化しているからである。
例えば、塩化亜鉛ZnＣｌ２ を水に溶かした場合、

Ｚｎ２＋とＣｌ－ が分かれるとＺｎ２＋は不安定な状態に
なる。そこで、まわりには水分子がたくさんある
ので、水分子の電子を引きつけようとする。とこ
ろが、電気陰性度の小さいＺｎでは、Ｈ－Ｏ間の共
有電子対は奪えないので、Ｏ原子が持つ非共有電
子対を引きつけてＺｎの空軌道に入れることにより
錯イオンを生成する。つまり、水溶液になってい
るＺｎ２＋は、Ｚｎ２＋単独で存在するのではなく、
[Ｚｎ(Ｈ２Ｏ)４]２＋ のアクア錯イオンになって低エネ
ルギーの状態で溶解している。

ここで、塩化亜鉛(Ⅱ)水溶液にアンモニア水を
加えたと想定すると、最初、少量のアンモニア水

は塩基としてはたらくので、水酸化亜鉛(Ⅱ)
Ｚｎ(ＯＨ)２の白色ゲル状沈殿を生じる。さらに、こ
の沈殿にアンモニア水を加えると過剰のアンモニ
ア水は錯イオン生成にはたらくので、テトラアン
ミン亜鉛(Ⅱ)イオン[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋ の無色溶液を
生成して白色沈殿は溶解する。
この変化は配位子交換反応としてとらえるとわ

かりやすい。
Ｚｎ２＋水溶液に少量の濃アンモニア水を加えたと

き、[Ｚｎ(Ｈ２Ｏ)４]２＋ は正に帯電しているため、水
酸化物イオンＯＨ－を引きつけて[Ｚｎ(ＯＨ)２(Ｈ２Ｏ)２]
錯体を生成する。この錯体は溶解度積が小さいた
めＺｎ(ＯＨ)２の式(1)の白色ゲル状沈殿を生成する。

[Ｚｎ(Ｈ２Ｏ)４]２＋ ＋ ２ＯＨ－ →
[Ｚｎ(ＯＨ)２(Ｈ２Ｏ)２]↓＋２Ｈ２Ｏ ……(1)
白色ゲル状沈殿

式(1)で沈殿が生成した状態からさらに濃アンモ
ニア水を追加すると、電離定数の小さいアンモニ
アはほとんどが分子として存在するので[ＮＨ３]が
高くなる。電気的に中性な [Ｚｎ(ＯＨ)２(Ｈ２Ｏ)２] は
ＯＨ－を引きつけられないが、濃度の高いＮＨ３の
非共有電子対を引きつけて配位子を交換し、テト
ラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオン[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋となって
沈殿が溶解し、式(2)で表される無色溶液になる。

[Ｚｎ(ＯＨ)２(Ｈ２Ｏ)２] ＋ ４ＮＨ３→
[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋ ＋ ２ＯＨ－ ＋ ２Ｈ２Ｏ……(2)
無色溶液

つまり、水に溶解していたときに配位していた
Ｈ２Ｏを省略すると、式(3)の普段見慣れた沈殿生
成と溶解反応が見て取れる。

２ＯＨ－ ４ＮＨ３

Ｚｎ２＋→ Ｚｎ(ＯＨ)２↓→ [Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋ …(3)

ここで金属陽イオンと配位子の結合について考
えてみる。錯イオンの生成しやすさは、金属陽イ
オンの種類と配位子の種類の両方から考えられる
が、これを統合的に見分けるにはＨＳＡＢ則がわか
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りやすい。(経験則なので例外もある。)
ＨＳＡＢ則とは、酸(ルイス酸のことで金属陽イ

オン等)と塩基(ルイス塩基のことで配位子等)の相
性を「硬い(Ｈａｒｄ)」「中間」「軟らかい(Ｓｏｆｔ)」で
分類したものであり、「硬い酸」と「硬い塩基」は
強く結合しやすく、「軟らかい酸」と「軟らかい塩
基」も強く結合しやすい。ここでいう「硬い酸」
とは、イオン半径が小さく電荷の大きい金属陽イ
オンを指し、「硬い塩基」とは電気陰性度が大きく
分極率の小さい陰イオンや分子を指す。
また、「軟らかい酸」とは、イオン半径が大きく

電荷の小さい金属陽イオンを指し、「軟らかい塩基」
とは、電気陰性度が小さく分極率の大きい陰イオ
ンや分子を指す。(表1)

表1 ルイス酸・ルイス塩基による分類
酸 塩基

Ｈ＋, Ｌｉ＋, Ｎａ＋,Ｋ＋ ＯＨ－,Ｈ２Ｏ,ＮＨ３,
硬 Ｍｇ２＋, Ｃａ２＋,Ａｌ３＋, 硬 ＮＯ３－,Ｃｌ－,Ｆ－,
い Ｓｉ４＋,Ｃｏ３＋,Ｆｅ３＋, い ＲＯＨ,ＲＯ－,ＲＮＨ２

ＢＦ３,ＡｌＣｌ３ など など
中 Ｆｅ２＋, Ｃｕ２＋,Ｚｎ２＋, 中 Ｂｒ－,ＮＯ２－,アニリン,
間 Ｓｎ２＋,Ｒ３Ｃ＋など 間 ピリジン,など
軟 Ａｇ＋, Ｈｇ＋, Ｃｕ＋, 軟 ＳＣＮ－, Ｓ２Ｏ３２－,

ら Ｈｇ＋, Ｈｇ２＋,Ａｕ＋ ら ＣＮ－, Ｉ－, ＣＯ

か Ｉ２, Ｂｒ２, ＢＨ３, か ベンゼンなど
い ＲＳ＋ など い

この分類から考えると、第４周期の２価陽イオン
では、中心金属のイオン半径が小さいほど配位子
を引きつける力が強くなるので、原子番号順に、
Ｍｎ２＋＜Ｆｅ２＋＜Ｃｏ２＋＜Ｎｉ２＋＜Ｃｕ２＋＞Ｚｎ２＋

(0.091)(0.083)(0.082)(0.078)(0.069)(0.074)
の順にイオン半径(( )内はnm)が変化するため、
錯イオンの安定度もこの順番になることが知られ
ている。(Irving - Williamsの系列)
なお、錯イオンの安定度とは、中心金属イオン

と配位子と錯イオンの平衡定数をとったもので、

Ｃｕ２＋＋４ＮＨ３⇆ [Ｃｕ(ＮＨ３)４]２＋ ……(4)

[Ｃｕ(ＮＨ３)４２＋]
(4)式の両辺の比 Ｋ＝

[Ｃｕ２＋][ＮＨ３]４

を安定度定数という。安定な錯イオンほど解離し
にくく式(4)の平衡は右に偏るのでＫの値が大きく
なる。
このため、同じ配位子ＮＨ３（硬い塩基)を4配位

もつ[Ｃｕ(ＮＨ３)４２＋]と[Ｚｎ(ＮＨ３)４２＋]では、イオン
半径の小さい[Ｃｕ(ＮＨ３)４２＋]の方が安定度定数が
大きく、錯イオンができやすいといえる。

また、同じ金属イオンで異なる配位子が配位し
た場合の安定度について考えると、Ｚｎ２＋やＣｕ２＋

にＨ２Ｏが配位した場合とＮＨ３が配した場合では、
Ｈ２Ｏが配位するよりＮＨ３が配位した場合の方が安
定な錯イオンをつくりやすい。さらに、ＮＨ３が配

位した場合とＣＮ－が配位した場合では、ＮＨ３が配
位するよりＣＮ－が配位した方が安定な錯イオンを
つくりやすい。つまり、配位子の種類による安定
度は、周期表のＭｎからＺｎの間に属する金属陽イオ
ンに配位したとき、ＣＮ－＞ＮＨ３＞Ｈ２Ｏ の順に安
定な錯イオンになる。これは、配位原子の電気陰
性度が小さいほど非共有電子対を引きつける力が
弱くなるために、中心金属に与えたときに安定的
に配位結合できるからである。

Ｃ ＞ Ｎ ＞ Ｏ （ ）内は電気陰性度
(２．５) (３．０) (３．５)

ＮＨ３は、周期表のＭｎからＺｎの間に属する1～2
価の金属陽イオンに配位しやすい傾向を持つので、
Ｃｕ２＋、Ｚｎ２＋、Ａｇ＋と安定な錯イオンを作りやす
く、生じた錯イオンがそれぞれ、[Ｃｕ(ＮＨ３)４]２＋、
[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋、[Ａｇ(ＮＨ３)２]＋ である。

さらに、過剰のＯＨ－は両性金属イオンと錯イオ
ンをつくる。それが、[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－､[Ａl(OＨ)４]－､
[Ｓｎ(ＯＨ)４]２－、[Ｐｂ(ＯＨ)４]２－、である。

Ａl３＋、Ｚｎ２＋、Ｓｎ２＋、Ｐｂ２＋に水酸化ナトリウム
水溶液を加えていくと、配位子がＨ２ＯからＯＨ－

に順次置き換わった錯イオンが生成する。

[Ａl(Ｈ２O)６]３＋→ [Ａl(Ｈ２O)５(ＯＨ)]２＋→

[Ａl(Ｈ２O)４(ＯＨ)２]＋→ [Ａl(Ｈ２O)３(ＯＨ)３]↓
水酸化アルミニウム

→ [Ａl(Ｈ２O)２(ＯＨ)４]－

テトラヒドロキシドアルミン酸イオン

ただし、Ｚｎ２＋ は両性金属イオン中で2価の遷移金
属でもあるため、ＮＨ３とも錯イオンをつくること
ができ、過剰のＯＨ－にも過剰のＮＨ３にも溶解して
錯イオンを作る。

２ 目 的
亜鉛・銅・銀の錯イオンについて安定度定数の

値どおりの錯イオン生成が行われるかどうかを考

察する。ここで安定度定数とは、例えば、亜鉛イ
オンＺｎ２＋に対してＯＨ－ が配位結合して配位数
1～4の錯イオンが順に生成するとき、

Ｚｎ２＋＋ＯＨ－⇆ [Ｚｎ(ＯＨ)]＋ ・・・・(5)

[[Ｚｎ(ＯＨ)]＋]
Ｋ１＝

[Ｚｎ２＋][ＯＨ－]

[Ｚｎ(ＯＨ)]＋＋ＯＨ－⇆ Ｚｎ(ＯＨ)２ ・・・・(6)

[Ｚｎ(ＯＨ)２]
Ｋ２＝

[[Ｚｎ(ＯＨ)]＋][ＯＨ－]

Ｚｎ(ＯＨ)２＋ＯＨ－⇆ [Ｚｎ(ＯＨ)３]－ ・・・・(7)

[[Ｚｎ(ＯＨ)３]－]
Ｋ３＝

[Ｚｎ(ＯＨ)２][ＯＨ－]
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[Ｚｎ(ＯＨ)３]－＋ＯＨ－⇆ [Ｚｎ(ＯＨ)４]２－・・・(8)

[[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－]
Ｋ４＝

[[Ｚｎ(ＯＨ)３]－][ＯＨ－]

と表され、各次の平衡反応の濃度比Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３、
Ｋ４、を逐次安定度定数という。そして、すべての
逐次安定度の積 Ｋ１×Ｋ２×Ｋ３×Ｋ４＝ Ｋ を全安定
度定数といい、

[[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－]
Ｋ＝Ｋ１×Ｋ２×Ｋ３×Ｋ４＝ ・・・(9)

[Ｚｎ２＋][ＯＨ－]４

式(9)で表される。表2参照

表2 全安定度定数
錯イオン 全安定度定数Ｋ

[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－ １０１７．７

[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋ １０９．４６

[Ｃｕ(ＮＨ３)４]２＋ １０１３．３

[Ａｇ(ＮＨ３)２]＋ １０７．４０

３ 実験方法と結果
金属陽イオン水溶液に沈殿及び錯イオンを生成

する試薬を滴下した結果と全安定度定数を比較し、
錯イオンへのなりやすさや条件を考察する目的で、
以下の①～④の実験を行った。
① 0.10mol/L硝酸亜鉛Ｚｎ(NO３)２水溶液10.0mLに、
6mol/L水酸化ナトリウム水溶液を沈殿が消失す
るまで滴下しpHを測定した。すると、水酸化ナ
トリウム水溶液を0.39mL滴下したときに等量点
に至り、4.40mL滴下したときに沈殿が消失した。
(図1)

② 0.10mol/L硝酸亜鉛Ｚｎ(NO３)２水溶液10.0mLに、
6mol/Lアンモニア水を沈殿が消失するまで滴下
しpHを測定した。すると、アンモニア水を1.55
mL滴下したときに沈殿が消失した。(図1･2･3)

③ 0.10mol/L硫酸銅(Ⅱ)CuSO４水溶液10.0mLに、
6mol/Lアンモニア水を沈殿が消失するまで滴下
しpHを測定した。すると、アンモニア水を1.05
mL滴下したときに沈殿が消失した。(図2・図4)

図1 実験①ＯＨ－と実験②ＮＨ３の滴定曲線比較

④ 0.10mol/L硝酸銀AgNO３水溶液10.0mLに、6mol
/Lアンモニア水を沈殿が消失するまで滴下しpH
を測定した。すると、アンモニア水を0.49mL滴
下したときに沈殿が消失した。(図2・図5)

図2 実験②Ｚｎ,実験③Ｃｕ,実験④Ａｇの滴定曲線比較

図4 実験③での沈殿生成･溶解の様子
左から、Ｃｕ２＋、Ｃｕ(ＯＨ)２沈殿、[Ｃｕ(ＮＨ３)４]２＋

図3 実験②での沈殿生成･溶解の様子
左から、Ｚｎ２＋、Ｚｎ(ＯＨ)２沈殿、[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋

図5 実験④での沈殿生成･溶解の様子
左から、Ａｇ＋、Ａｇ２Ｏ沈殿、[Ａｇ(ＮＨ３)２]＋
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４ 考察
実験①では、[Ｚｎ２＋]＝0.10mol/L水溶液10.0mL

に、6mol/L水酸化ナトリウム水溶液を0.39mL加え
たときに等量点となり水酸化亜鉛(Ⅱ)Ｚｎ(ＯＨ)２が
沈殿した。
さらに過剰量の水酸化ナトリウム水溶液を追加し、
合わせて4.40mL滴下したときに沈殿が消失し、テ
トラヒドロキシド亜鉛(Ⅱ)酸イオン[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－

になった条件をあてはめる。水酸化ナトリウム水
溶液を加えてもイオン濃度の積がＫｓｐＺｎ(ＯＨ)２以下な
らば沈殿は生じないから、

溶解度積 ＫｓｐＺｎ(ＯＨ)２＝７．０×１０－１８ mol３/L３

[[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－]
全安定度定数 Ｋ＝ = １０１７．７

[Ｚｎ２＋][ＯＨ－]４

[[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－]
[Ｚｎ２＋] ＝

Ｋ[ＯＨ－]４

[[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－]
[Ｚｎ２＋][ＯＨ－]２= ×[ＯＨ－]２≦Ｋｓｐ

Ｋ[ＯＨ－]４

[[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－]
[ＯＨ－] ≧√( )

Ｋｓｐ × Ｋ
0.10×{10.0/(10.0+4.40)}

≧√( )
７．０×１０－１８ × １０１７．７

≧0.141mol/L

従って、[ＯＨ－]≧0.141mol/Lになれば、水酸化
亜鉛(Ⅱ)Ｚｎ(ＯＨ)２が錯イオン[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－に変わ
ると算出された。[ＯＨ－]＝0.141mol/LはｐＨ＝13.1
に相当し、実験①ではｐＨ＝13.0のときに沈殿が消
失したので、ほぼ理論値どおりの濃度で沈殿が消
失したことが観察された。

実験②では、[Ｚｎ２＋]＝0.10mol/L水溶液10.0mL
に、6mol/Lアンモニア水を1.55mL加えてｐＨ＝10.5
になったときに沈殿が消失した条件をあてはめる
と、ｐＨ＝10.5は[ＯＨ－]＝１０－３.５mol/Lに相当する
から、

溶解度積 ＫｓｐＺｎ(ＯＨ)２＝７．０×１０－１８ mol３/L３

[[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋]
全安定度定数 Ｋ＝ =１０９．４６

[Ｚｎ２＋][ＮＨ３]４

[[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋]
[Ｚｎ２＋] ＝

Ｋ[ＮＨ３]４

[[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋]
[Ｚｎ２＋][ＯＨ－]２= ×[ＯＨ－]２≦Ｋｓｐ

Ｋ[ＮＨ３]４

[[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋]×[ＯＨ－]２
[ＮＨ３]≧４√( )

Ｋｓｐ × Ｋ
0.10×{10.0/(10.0+1.55)}×10-7.0

≧４√
７．０×１０－１８ × １０９．４６

≧0.809mol/L

従って、[ＮＨ３]≧0.809mol/Lになれば、水酸化
亜鉛Ｚｎ(ＯＨ)２がテトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオン
[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋ になると算出された。実験②でア
ンモニア水を1.55mL滴下したとき[ＮＨ３]＝0.805
mol/Lになるので、ほぼ理論値どおりの濃度で沈殿
が消失したことが観察された。

実験③では、[Cu２＋]＝0.10mol/L水溶液10.0mL
に、6mol/Lアンモニア水を1.05mL滴下して、ｐＨ＝
10.3になったときに沈殿が消失した条件をあては
めると、ｐＨ＝10.3は[ＯＨ－]＝１０－３．７mol/Lに相当
するから、

溶解度積 ＫｓｐＣｕ(ＯＨ)２＝1．9×１０－２０ mol３/L３

[[Cu(ＮＨ３)４]２＋]
全安定度定数 Ｋ＝ =１０１３．３

[Cu２＋][ＮＨ３]４

②と同様に[ＮＨ３]を算出すると、[ＮＨ３]≧0.312mol
/Lになれば、水酸化銅(Ⅱ)Ｃｕ(ＯＨ)２がテトラアン
ミン銅(Ⅱ)イオン [Ｃｕ(ＮＨ３)４]２＋ になると算出
された。実験③でアンモニア水を1.05mL滴下して
[ＮＨ３]＝0.570mol/Lになったときに沈殿が消失し
たことが観察された。

実験④では、0.10mol/L硝酸銀AgNO３水溶液10.0
mLに、6mol/Lアンモニア水を0.49mL加えてｐＨ＝
11.0になったときに沈殿が消失した条件をあては
めると、ｐＨ＝11.0は[ＯＨ－]＝１０－３．０mol/Lに相当
するから、

溶解度積 ＫｓｐＡｇＯＨ＝２．６×１０－８ mol２/L２

[[Ａｇ(ＮＨ３)２]＋]
全安定度定数 Ｋ＝ =１０７．４０

[Ａｇ＋][ＮＨ３]２

②と同様に[ＮＨ３]を算出すると、[ＮＨ３]≧1.21×
10-2mol/Lになれば、酸化銀Ag２Oがジアンミン銀
(Ⅰ)イオン [Ａｇ(ＮＨ３)２]＋ になると算出された。
実験④でアンモニア水を0.49mL滴下して、[ＮＨ３]
＝0.280mol/Lになったときに沈殿が消失したこと
が観察された。

以上より、亜鉛がテトラヒドロキシド亜鉛(Ⅱ)
酸イオン[Ｚｎ(ＯＨ)４]２－やテトラアンミン亜鉛(Ⅱ)
イオン[Ｚｎ(ＮＨ３)４]２＋になる実験①②では、理論
値として算出した[ＯＨ－]や[ＮＨ３]が、実際に滴定
実験で得られた[ＯＨ－]や[ＮＨ３]にきわめて近く、
沈殿の消失を目視で判断できる結果となった。
また、テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン[Ｃｕ(ＮＨ３)４]２＋

が生成する実験③では理論値の1.8倍、ジアンミン
銀(Ⅰ)イオン[Ａｇ(ＮＨ３)２]＋が生成する実験④では
理論値の23倍のモル濃度の配位子試薬を加えたと
きに錯イオンが生成するという結果が得られた。

これらのことにより、金属陽イオンの水溶液に
「過剰」に試薬を加えたときに沈殿が溶解する反
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応は、配位子試薬の体積を増やしたから起こった
反応ではなく、配位子を含む試薬の濃度を高める
ことにより溶解しやすい錯イオンを生成させた結
果、沈殿の溶解度積を下回ったからであることが
わかった。
特に今回の実験で用いた水酸化ナトリウム水溶

液やアンモニア水は濃厚溶液なので容易に錯イオ
ンが生成したが、0.1mol/L希薄溶液を用いた場合、
沈殿は生成するが錯イオンは生成しないことも確
認した。(図6)
つまり「過剰量」とは、体積が過剰なのではなく、
濃度が過剰になっている試薬を用いなければ錯イ
オンが生成しないことを表している。

５ 課題と展望
今回の実験では沈殿の生成と消失を目視で観察

しつつ滴定したが、キレート滴定で用いるＥＢＴ指
示薬やＮＮ指示薬のような配位の仕方が変わると
色調が変わる指示薬を用いると、もっと錯イオン
の生成の瞬間を判断しやすいと考えられる。
亜鉛から錯イオンを生成する配位子試薬の濃度

は理論値どおりだが、銀から錯イオンを生成する
濃度は理論値の23倍も要した原因はまだわからな
い。
また、錯体の安定度は金属及び配位子の性質に

よって決まるが、金属イオン側の要因としては、
ⅰ．金属イオンが小さいほど、電荷が大きいほど、
安定な錯体を作る

ⅱ．結晶場安定化エネルギー
ⅲ．配位結合の共有性とイオン性
配位子側の要因としては、

ⅰ．強塩基性の配位子ほど陽イオン性の強い金属
イオンと結びつきやすい

ⅱ．単座配位子よりも多座配位子の方が結びつき
やすい

ⅲ．配位子の立体的遮蔽が少ない方が結びつきや
すい

など、さまざまな知見がこれまでに得られている
うちのごく一部を今回考察したに過ぎないので、
今後も取り組んでいきたいテーマであった。

図6 Zn２＋ に0.1mol/LNaOHを滴下したときの滴定曲線
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