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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①
２族元素とアルカリ土類金属に関する問題

２族元素の単体は,アルカリ金属と同様に周期表の下にある元素ほど,密度は大きくなる。

Ⅰ.単体に関する問題タイプⅠ.単体に関する問題タイプ

周期表の２族に属する元素には,ベリリウムBe,マグネシウムMg,
カルシウムCa,ストロンチウムSr,バリウムBa,ラジウムRaが
あり,BeとMgを除く元素をアルカリ土類金属とよぶ。
２族の原子は,２個の最外殻電子をもち(図１,表１参照),
２個の電子を放出して２価の陽イオンになりやすい。
問題のタイプは,主にⅠ～Ⅷまでの８つのタイプがある。

① 何といってもCa！Caの単体(チャート①参照),酸化物
   (チャート②参照),水酸化物(チャート③参照),炭酸塩
   (チャート③参照)その他の化合物(チャート④参照)と
   鍾乳洞のメカニズム(チャート④参照)を整理して覚える。
② ２族元素とアルカリ土類金属の相違点をおさえる。

Ca

★２族元素・アルカリ土類金属の覚え方のポイント★
図１Ca原子の電子配置図

■ 密度

性質

製法

■ 融点

融点の高さは, Be＞Mg ＞Ca＞Sr＞Ba  の順となる。

密度の大きさは, Be ＜Mg ＜Ca＜Sr＜Ba の順となる。

２族元素の単体は,アルカリ金属と同様に周期表の下にある元素ほど,融点が低くなる。

２族元素は,アルカリ金属と同様に,典型金属元素に属する。
金属元素には,典型金属元素(アルカリ金属,アルカリ土類金属等)と遷移金属元素(Cu,Ag等)の２種類
がある。典型金属元素と遷移金属元素との類似点と相違点を比較して覚える。
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★☆★ 類似点 ★☆★

★☆★ 相違点 ★☆★
① 電気や熱をよく導く。 ② 展性・延性に富む。 ③金属光沢をもつ。

① 比較的軟らかい ② 軽い。 ③ 融点が低い。

２族元素の単体は,同周期のアルカリ金属と比較すると,核の正電荷が１つ大きく,最外殻の
電子をより強く引きつけるので,原子半径は小さくなる。また,１原子あたりの自由電子の数
も多いので,金属結合の強さは,アルカリ金属より強くなり,密度・融点・硬さ共に大きくなる。

２族元素の単体は,アルカリ金属の単体同様に自然界には存在せず,融解塩電解によって得られる。

BeとMg,アルカリ土類金属の単体の水との反応

例例 カルシウムは水と反応して.水酸化カルシウムになり,水素を発生する。
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

アルカリ土類金属は,アルカリ金属と同様に,常温で水と反応し,水素を発生して水酸化物になる。

BeとMgは,常温の水とは反応しないが,Mgは熱水とは反応する。
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※第７周期は省略

融解塩電解とは,融解塩の電気分解のことで,イオン結合性の化合物を
加熱し,融解液(液体)の状態にして電気分解することである。
融解塩電解とは,融解塩の電気分解のことで,イオン結合性の化合物を
加熱し,融解液(液体)の状態にして電気分解することである。

表１ ２族元素の電子配置
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マグ(Mg)カップに熱水と覚える！マグ(Mg)カップに熱水と覚える！

Point !
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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⑤
Ⅷ.Be,MgとCa,Sr,Ba(アルカリ土類金属)の相違点に関する問題タイプⅧ.Be,MgとCa,Sr,Ba(アルカリ土類金属)の相違点に関する問題タイプ

Point !比較比較
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Be,MgとCa,Sr,Ba(アルカリ土類金属)の相違点

Be,MgとCa,Sr,Ba(アルカリ土類金属)の化合物の水溶性

① Ca,Sr,Baは,炎色反応を示すが,Be,Mgは,示さない。
② Ca,Sr,Baは,常温の水と反応する(水酸化物になる。)が,
　 Be,Mgは,反応しない。(Mgは,熱水とは反応する。)
③ Ca,Sr,Baの水酸化物は,水に溶ける(その水溶液は強塩基性)が,
      Be,Mgは水に溶けにくい。
④ Ca,Sr,Baの硫酸塩は水に溶けにくいが,Be,Mgは,水によく溶ける。

２族元素のうち,Be,MgとCa,Sr,Ba,Raは,多くの点で性質が異なるため,Ca,Sr,Ba,Raをアルカリ
土類金属元素と呼びBe,Mgと区別している。この相違点がよく出題されるので下記４つを覚える。
※Raについて出題されることは,まずないので省略。
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熱分解

CO2との反応

加熱しても,熱分解はしない。 加熱すると分解する。

水溶性 水に溶け,水溶液は強い塩基性を示す。

二酸化炭素を吸収し,炭酸塩を生成する。

用途 紙やセッケンなどの製造 漆喰などの建築材料や
酸性土壌の改良剤など

Na2CO3 CaCO3 

熱分解

酸との反応

容易に熱分解しない。 加熱すると分解する。

水溶性 水に溶け,水溶液は強い塩基性を示す。 水に溶けにくい。

酸と反応し,二酸化炭素を発生する。

用途 ガラスやセッケンなどの製造 セメント,ガラスの原料,
歯磨き粉やチョークなど。
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Caに関する反応イメージ図
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解答解答

問１ ( ア ) アルカリ金属

( イ ) アルカリ土類金属

( ウ ) 大きい

( エ ) 融解塩電解

( オ ) 石油

( カ ) 橙

( キ ) CaCO3

周期表の１族に属するリチウム,ナトリウム,カリウムなどの元素を(　ア　),２族に属する
カルシウム,ストロンチウム,バリウムなどの元素を(　イ　)という。(　ア　)のイオン半径の
大きさは,同じ周期の(　イ　)よりも(　ウ　)。また,(　ア　)と(　イ　)は天然には単体として
存在しないため,(　エ　)によってつくられる。(　ア　)は空気中の酸素や水と反応しやすいため,
その保存は(　オ　)の中で行われる。(　イ　)であるカルシウムの確認には,炎色反応が用いられ,
(　カ　)色を示す。a)カルシウムの単体は常温で水と反応し,b)得られた水溶液は二酸化炭素
と反応して白い沈殿物(　キ　)を生じる。(　キ　)は石灰石や大理石の主成分であり,
c)二酸化炭素を含む水に溶ける。
　d)(　キ　)を900℃以上に加熱することによって生じる酸化カルシウムは,乾燥剤などに用いら
れている。天然に存在するセッコウは硫酸カルシウム二水和物が主成分であり,140℃に加熱
すると焼きセッコウになる。

問１　文中の(　ア　)～(　カ　)に適切な語句を,(　キ　)に適切な化学式をそれぞれ記せ。
問２　炭酸ナトリウムは,ガラスなどの原料として多量に用いられている。炭酸ナトリウム
      の工業的な製造法の名称を記せ。また,この工程では飽和食塩水に2つの物質を添加し
      て炭酸水素ナトリウムを沈殿させ,その後,熱分解して炭酸ナトリウムを得る。
      飽和食塩水に加えられる２つの物質を化学式で記せ。
問３　下線部a)～d)の化学反応式を記せ。

アルカリ金属のイオン半径は,同周期のアルカリ土類金属と比較すると,
核の正電荷が１つ小さく,最外殻の電子を引きつける力が弱いので大きくなる。

アルカリ金属・２族元素の単体は自然界には存在せず,融解塩電解によって得ら
れる。融解塩電解とは,融解塩の電気分解のことで,イオン結合性の化合物を加熱
し,融解液(液体)の状態にして電気分解することである。イオン化傾向がアルミ
ニウム以上の金属塩の水溶液を電気分解すると,陰極には,必ず水素が発生して
しまい,金属の単体は析出しない。そこで,融解液(液体)を電気分解すれば,水や
水素イオンや水酸化物イオンが存在しないため,金属イオンが電子を受け取り,
イオン化傾向が大きい金属でも陰極において単体を得ることができる。
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解答解答

問２ 名称：アンモニアソーダ法
　　  [ソルベー法]

２つの物質を化学式：CO2,NH3

アルカリ土類金属は,アルカリ金属と同様に,常温の
水と反応し,水素を発生して水酸化物になる。問３ a)　Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

b)　Ca(OH)2 + CO2  → CaCO3 + H2O

c)　CaCO3 + H2O  + CO2  　　　Ca(HCO3)2

d)　CaCO3   → CaO   + CO2

→→
水酸化カルシウムCa(OH)2は,二酸化炭素を吸収して,炭酸カルシウム
が白色沈殿する。

炭酸カルシウムに,さらに二酸化炭素を吸収させると,炭酸カルシウム
の沈殿が溶解する。

Ca(OH)2 + CO2  → CaCO3 + H2O

CaCO3 + H2O  + CO2  　　　Ca(HCO3)2……①→→

この水溶液を加熱すると,①式の逆反応が起こって,再び,
炭酸カルシウムが白色沈殿する。

Point !

NaOH → ×　　　　　　　　　　 ,   Ca(OH)2 → CaO + H2O
Na2CO3  → ×　　　　　　　　　      ,   CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3   → Na2CO3  + CO2   + H2O, Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

Naは,炭酸水素塩しか熱分解しない。
Caは,水酸化物,炭酸塩,炭酸水素塩のすべてが熱分解する。

Point !比較比較

アンモニアソーダ法

主反応①：NaCl + H2O + NH3 + CO2 → NaHCO3 + NH4Cl
主反応②： 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2

副反応③：Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O
副反応④：CaCO3 → CaO + CO2

副反応⑤：CaO + H2O → Ca(OH)2

全体の反応式：2NaCl + CaCO3 → CaCl2 + Na2CO3
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解答解答

問１　[１],[２]　Be,Mg (順不同)

　　　[３]　アルカリ土類金属元素

次の文章を読んで,問１～問７に答えよ。
カルシウムは２族元素に属している。２族元素にはカルシウムのほかに５種類の元素があるが,
[１]と[２]を除く元素を特に[３]と呼んでいる。(a)２族元素はいずれも２価の陽イオンになりや
すい。しかし,(b) [１]と[２]の２つの元素は,単体の反応性において[３]とかなり異なっている。
カルシウム金属は１族の金属元素の単体と同様な銀白の光沢を示し,電気や熱をよく通す。
　カルシウムの化合物には,炭酸塩,硫酸塩など,水に溶けにくいものが多い。この性質を利用して,
カルシウムの硫酸塩はセッコウとして建築材料や医療用ギプスなど広く利用されている。
これに対して,塩化物は潮解性を示すなど水によく溶ける。この性質を利用して,塩化カルシウム
は乾燥剤などに用いられる。
　酸化カルシウムは,天然に大量に存在する炭酸カルシウムを空気中で強熱すると容易に生成する。
酸化カルシウムが工業的に利用されている例として,鉄の製錬がある。溶鉱炉では,
原料の鉄鉱石中にある不純物の二酸化ケイ素は,炭酸カルシウムの熱分解で生じる酸化カルシ
ウムと反応して,スラグとして銑鉄から除去されている。また,我々のごく身近なところでは,
酸化カルシウムは(c)缶入の酒や弁当を温めるためにも用いられている。

問１　空欄[１]～[３]にあてはまる適切な語あるいは元素記号を書け。
問２　下線部(a)の理由を説明せよ。
問３　下線部(b)の異なっている具体的な例を書け。
問４　次の(１)および(２)に答えよ。
(１)　カルシウム金属の製造法として最も適当な方法を下記の中から選び,記号で書け。
(ｱ)　 酸化カルシウムを900℃以上に加熱して,水素と反応させる。
(ｲ)　 炭酸カルシウムを900℃以上に加熱して,融解塩電解する。
(ｳ)　 塩化カルシウムを900℃以上に加熱して,融解塩電解する。
(２)　カルシウム金属の融点(839℃)は,同じ周期中の1族のカリウム金属の融点(64℃)に比べて
      極めて高い。この理由を説明せよ。
問５　下線部(c)について,どのような原理を用いて温めているのか,化学反応式を用いて説明せよ。

図１ Ca原子の電子配置図

Ca
問２　最外殻に２つの価電子を持ち,それを放出する
　　　ことで安定な電子配置をとるから。

問３　アルカリ土類金属は炎色反応を示すが,Be,Mgは示さない。

① Ca,Sr,Baは,炎色反応を示すが,Be,Mgは,示さない。
② Ca,Sr,Baは,常温の水と反応する(水酸化物になる。)が,Be,Mgは,反応しない。(Mgは,熱水とは反応する。)
③ Ca,Sr,Baの水酸化物は,水に溶ける(その水溶液は強塩基性)が,Be,Mgは,水に溶けにくい。
④ Ca,Sr,Baの硫酸塩は,水に溶けにくいが,Be,Mgは,水によく溶ける。

表１・図１参照

Be,MgとCa,Sr,Ba(アルカリ土類金属)の相違点
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表１ ２族元素の電子配置
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アルカリ金属・２族元素の単体は自然界には存在せず,融解塩電解によって得ら
れる。融解塩電解とは,融解塩の電気分解のことで,イオン結合性の化合物を加熱
し,融解液(液体)の状態にして電気分解することである。イオン化傾向がアルミ
ニウム以上の金属塩の水溶液を電気分解すると,陰極には,必ず水素が発生して
しまい,金属の単体は析出しない。そこで,融解液(液体)を電気分解すれば,水や
水素イオンや水酸化物イオンが存在しないため,金属イオンが電子を受け取り,
イオン化傾向が大きい金属でも陰極において単体を得ることができる。

解答解答

問４　(１)　(ｳ) 塩化カルシウムを900℃以上に加熱して,融解塩電解する。

(２)　カルシウムはカリウムに比べて１原子あたりの価電子の数が多く,
　　　また,原子半径が小さいため,原子間の結合力が強いから。

問５　酸化カルシウムと水の反応は,次のようになり

　　　CaO + H2O → Ca(OH)2

　　　水酸化カルシウムが生成する。

　　　このとき,多量の熱を放出するため温めることができる。　

炭酸カルシウムCaCO3を加熱すると,酸化カルシウムCaOに分解してしまう。

アルカリ土類金属の原子半径は,同周期のアルカリ金属と比較すると,
核の正電荷が１つ大きく,最外殻の電子を引きつける力が強いので小さくなる。

CaCO3   → CaO   + CO2
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解答解答

問１ 

　地殻の構成元素を存在量(質量)の順に並べると,最も多い元素は(　ア　)であり,次に(　イ　),
Al,Feと続き,Caは5番目である。カルシウム化合物を主成分とする鉱物としては石灰石,
(A)セッコウなどの外に(B)ホタル石がある。ホタル石に濃硫酸を加えて加熱すると気体(　ウ　)が
発生し硫酸塩を生じる。この気体の水溶液はケイ酸塩を溶かすので保存容器の材質に注意が必要
である。石灰石を加熱すると気体(　エ　)が発生し生石灰を生じる。(C)生石灰を水と反応さ
せると消石灰となるが,このとき多量の熱を発生するので生石灰は発熱材として利用されている。
生石灰とコークス(炭素)を混合して電気炉で2000℃ぐらいに加熱すると炭化カルシウムができる。
(D)炭化カルシウムに水を加えると可燃性の気体を発生させることができる。消石灰に気体(　オ　)
を吸収させると,さらし粉が得られる。さらし粉を水に溶かすと,(E)酸化力の強いイオンを
生じるので殺菌剤や漂白剤として利用される。
　カルシウムの単体は天然には存在しないが,炭酸塩などから(F)融解塩電解または溶融塩電解
と呼ばれる方法で得ることができる。カルシウムの単体を水と反応させると気体(　カ　)を発生
する。このとき生成する水酸化物の水溶液は石灰水と呼ばれる。(G)石灰水へ呼気を吹き込むと
白濁するが,さらに吹き込み続けると液体は透明になる。この液体を加熱すると気体が発生して
再び白濁する。

問１　文章中の(　ア　)と(　イ　)に当てはまる元素記号を入れ,(　ウ　)～(　カ　)に当て
     はまる気体の化学式を入れなさい。
問２ 下線部(A)について,セッコウを焼いてつくられる粉末は塑像作製や医療用ギプスに利用
     される。この粉末と水を混合して固める過程を化学反応式で示すと下記のようになる。
     (　キ　)と(　ク　)に当てはまる化学式を入れなさい。
     (　キ　) + (　ク　) → CaSO4･2H2O ……(１)
問３ 下線部(B)について,ホタル石の主成分の化合物名とその化学式を示しなさい。
問４ 下線部(C)と(D)の反応を化学反応式で表すとそれぞれ下記の(2),(3)のようになる。
     (　ケ　)～(　サ　)に当てはまる化学式を入れなさい。
     (　ケ　) + H2O → Ca(OH)2 ……(２)
     (　コ　) + 2H2O → Ca(OH)2 + (　サ　) ……(３)
問５ 下線部(E)について,この酸化力の強いイオンの名称とそのイオン式を示しなさい。
問６ 下線部(F)と同じ原理で単体が工業的に生産されている元素を下記から1つ選び,その元素
     記号を示しなさい。アルミニウム,� 鉄,�銅
問７ 下線部(G)の過程を下記の化学反応式(４)～(６)で表す。(　シ　)～(　ソ　)に当てはまる
     化学式を入れなさい。
     (　シ　) + CO2 → (　ス　) ＋ H2O ……(４)
     (　ス　) + (　セ　) + CO2 → (　ソ　) ……(５)
     (　ソ　) → (　ス　) + (　セ　) + CO2 ……(６)

( ア )　O

( イ )　Si

( ウ )　HF

( エ )　CO2

( オ )　Cl2

( カ )　H2 アルカリ土類金属は,アルカリ金属と同様に,常温で
水と反応し,水素を発生して水酸化物になる。

フッ化カルシウム(ホタル石)に濃硫酸を加えて加熱するとフッ化水素が発生する。
CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF

Naは,炭酸水素塩しか熱分解しない。
Caは,水酸化物,炭酸塩,炭酸水素塩のすべてが熱分解する。
 CaCO3 → CaO + CO2

Ca(OH)2 + Cl2  → CaCl(ClO)・H2O

生石灰：CaO
消石灰：Ca(OH)2

石灰石：CaCO3 
石灰水：Ca(OH)2 の飽和水溶液
ホタル石：CaF2

セッコウ：CaSO4・2H2O

焼きセッコウ：CaSO4・　H2O2
1



２族元素・アルカリ土類金属 編　 静岡大学　2012年　改　

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2013

解答解答

２族元素はBe,MgとCa,Sr,Ba,Raの二つのグループに分類され,後者は　(ｱ)　金属とよばれる。
　２族元素のうち,　(ｲ)　は冷水とは反応しないが(a)熱水と反応する。また,(b)二酸化炭素中
でも燃え,二酸化炭素を還元する。　(ｲ)　は軽い金属なので,軽量な合金の材料として利用される。
　カルシウムは　(ｲ)　よりもイオン化傾向が大きく,常温でも水と反応し化合物　(ｳ)　を生成する。
この化合物　(ｳ)　の水溶液に(c)二酸化炭素を吹き込むと,化合物　(ｴ)　の　(ｵ)　色沈殿を生ずる。
さらに,(d)過剰の二酸化炭素を吹き込むと化合物(ｴ)の沈殿は溶解する。また,リン酸カルシウム
を主成分とするリン鉱石に,SiO2を主成分とするケイ砂とコークスを混合し強熱することでリンの
単体を得ることができる。
　ストロンチウムは白銀色の金属であり,炎色反応では　(ｶ)　色を発するため,花火などに
利用される。バリウムは空気中では酸化しやすく,水やアルコールとも反応する。水酸化物は,
酸化バリウムを水に溶解させることによって生成する。(e)この水酸化バリウム水溶液に希硫酸を
加えると,白い沈殿物が生成する。

問１　(ｱ)　～　(ｶ)　に入る適切な語句を記せ。
問２　下線部(a)～(e)の反応を化学反応式で記せ。
問３　(ｲ)　のイオンと同じ電子配置をもつ希ガス原子を元素記号で記せ。



２族元素・アルカリ土類金属 編　 新潟大学①　2012年　改　

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2013

解答解答

次の文章を読んで,問１～問７に答えよ。
カルシウムは２族元素に属している。２族元素にはカルシウムのほかに５種類の元素があるが,
[１]と[２]を除く元素を特に[３]と呼んでいる。(a)２族元素はいずれも２価の陽イオンになりや
すい。しかし,(b) [１]と[２]の２つの元素は,単体の反応性において[３]とかなり異なっている。
カルシウム金属は１族の金属元素の単体と同様な銀白の光沢を示し,電気や熱をよく通す。
　カルシウムの化合物には,炭酸塩,硫酸塩など,水に溶けにくいものが多い。この性質を利用して,
カルシウムの硫酸塩はセッコウとして建築材料や医療用ギプスなど広く利用されている。
これに対して,塩化物は潮解性を示すなど水によく溶ける。この性質を利用して,塩化カルシウム
は乾燥剤などに用いられる。
　酸化カルシウムは,天然に大量に存在する炭酸カルシウムを空気中で強熱すると容易に生成する。
酸化カルシウムが工業的に利用されている例として,鉄の製錬がある。溶鉱炉では,
原料の鉄鉱石中にある不純物の二酸化ケイ素は,炭酸カルシウムの熱分解で生じる酸化カルシ
ウムと反応して,スラグとして銑鉄から除去されている。また,我々のごく身近なところでは,
酸化カルシウムは(c)缶入の酒や弁当を温めるためにも用いられている。

問１　空欄[１]～[３]にあてはまる適切な語あるいは元素記号を書け。
問２　下線部(a)の理由を説明せよ。
問３　下線部(b)の異なっている具体的な例を書け。
問４　次の(１)および(２)に答えよ。
(１)　カルシウム金属の製造法として最も適当な方法を下記の中から選び,記号で書け。
(ｱ)　 酸化カルシウムを900℃以上に加熱して,水素と反応させる。
(ｲ)　 炭酸カルシウムを900℃以上に加熱して,融解塩電解する。
(ｳ)　 塩化カルシウムを900℃以上に加熱して,融解塩電解する。
(２)　カルシウム金属の融点(839℃)は,同じ周期中の1族のカリウム金属の融点(64℃)に比べて
      極めて高い。この理由を説明せよ。
問５　下線部(c)について,どのような原理を用いて温めているのか,化学反応式を用いて説明せよ。



２族元素・アルカリ土類金属 編　 熊本大学①　2012年　

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2013

解答解答

周期表の１族に属するリチウム,ナトリウム,カリウムなどの元素を(　ア　),２族に属する
カルシウム,ストロンチウム,バリウムなどの元素を(　イ　)という。(　ア　)のイオン半径の
大きさは,同じ周期の(　イ　)よりも(　ウ　)。また,(　ア　)と(　イ　)は天然には単体として
存在しないため,(　エ　)によってつくられる。(　ア　)は空気中の酸素や水と反応しやすいため,
その保存は(　オ　)の中で行われる。(　イ　)であるカルシウムの確認には,炎色反応が用いられ,
(　カ　)色を示す。a)カルシウムの単体は常温で水と反応し,b)得られた水溶液は二酸化炭素
と反応して白い沈殿物(　キ　)を生じる。(　キ　)は石灰石や大理石の主成分であり,
c)二酸化炭素を含む水に溶ける。
　d)(　キ　)を900℃以上に加熱することによって生じる酸化カルシウムは,乾燥剤などに用いら
れている。天然に存在するセッコウは硫酸カルシウム二水和物が主成分であり,140℃に加熱
すると焼きセッコウになる。

問１　文中の(　ア　)～(　カ　)に適切な語句を,(　キ　)に適切な化学式をそれぞれ記せ。
問２　炭酸ナトリウムは,ガラスなどの原料として多量に用いられている。炭酸ナトリウム
      の工業的な製造法の名称を記せ。また,この工程では飽和食塩水に2つの物質を添加し
      て炭酸水素ナトリウムを沈殿させ,その後,熱分解して炭酸ナトリウムを得る。
      飽和食塩水に加えられる２つの物質を化学式で記せ。
問３　下線部a)～d)の化学反応式を記せ。



２族元素・アルカリ土類金属 編　 長崎大学　2011年　

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2013

解答解答

２族元素は,電子殻の最外殻に２個の電子を持つため,２価の陽イオンになりやすく,その水酸化物は
塩基性を示す。２族元素の中で(　ア　)は水と反応せず,(　イ　)は熱水とのみ反応する。これら
以外の２族元素の単体は,常温で水と反応し,気体の(　ウ　)を発生する。このように,２族元素の中
でも化学的性質が特に似ている元素をアルカリ土類金属といい,特有の①炎色反応を示す。
　カルシウムは,水と反応して水酸化カルシウムを生じる。水酸化カルシウムは(　エ　)ともよば
れ,酸化カルシウムに(　A　)を加えても生じる。水酸化カルシウムの飽和水溶液に二酸化炭素を
通じると,(　B　)を生成して白濁する。この白濁液にさらに二酸化炭素を通じ続けると,白色の
不溶物は(　C　)となって②電離し,溶解する。(　C　)の水溶液を(　オ　)すると再び(　B　)を
生じて白濁する。２族元素の硫酸塩は,日常生活においても重要な役割を担っており,硫酸カルシウ
ムは建築材や医療用ギプスとして,(　D　)はX線撮影の造影剤として用いられる。

問１　文章中の(　ア　)～(　オ　)に適切な語句を記せ。
問２　文章中の(　A　)～(　D　)に適切な化学式を記せ。
問３　カルシウムイオンと同じ電子配置を示す希ガス元素を答えよ。
問４　下線部①について,ストロンチウム,カルシウム,バリウムの炎色反応の色を,次の(a)～(h)
　　　の中から1つずつ選び,記号で答えよ。
     (a)　橙赤色(橙色)　 (b)　黄　色   　� (c)　赤紫色(紫色) 　　(d)　赤色(紅色)
     (e)　青緑色� 　    (f)　無　色　　� (g)　黄緑色� 　　　　(h)　青　色
問５　下線部②について,電離する様子をイオン反応式で示せ。



２族元素・アルカリ土類金属 編　 徳島大学①　2011年 改　

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2013

解答解答

カルシウムはヒトの体を構成する主要元素のひとつであり,その化合物は(a)骨や歯の主成分
を構成するとともに,カルシウムイオンとしてさまざまな生理現象に重要な役割を果たしている。
また,私たちの生活においてもカルシウムの化合物は身近なところに利用されている。
　カルシウムは典型金属元素で,２族元素のひとつである。２族元素は価電子を(　ア　)個持つので,
(　ア　)価の(　イ　)イオンになりやすい。２族元素のうちカルシウム,ストロンチウム,バリウム,
ラジウムは特に,(　ウ　)金属とよばれる。これらの元素はリチウムやナトリウムなどの(　エ　)金属
の元素とともに(　オ　)反応を示し,この現象は夏の夜空を彩る花火に応用されている。酸化カルシ
ウムは(　カ　)ともよばれる白色の固体である。水と反応すると発熱し(　キ　)になるため,発熱剤
や乾燥剤として用いられている。この(　キ　)は(　ク　)ともよばれ,しっくいなどの建築材料や
(b)酸性土壌の改良剤として用いられている。また,(　キ　)の飽和水溶液は石灰水ともよばれ,
(c)(　ケ　)を吹き込むと白色沈殿を生じる。この白色の化合物は,石灰石や大理石,卵や貝殻の主成分
でもある。石灰岩地帯では,(　ケ　)を含む雨水によってこの化合物が溶ける。つまり,鍾乳洞や
鍾乳石・石筍は,(d)主成分であるこの化合物が長年にわたり溶解や析出を繰り返した結果生じたもの
である。この化合物はセメントやガラスの原料,さらに歯磨き粉やチョークにも使われている。
また,(　コ　)カルシウム二水和物はセッコウとして建築材料や塑像,医療用ギプスなどに用い
られる。

問１　問題文中の(　ア　)～(　コ　)にあてはまる適切な語句または数字をそれぞれ答えよ。
問２　下線部(a)の成分で,カルシウムイオンと塩を形成し,ヒドロキシアパタイトとなる15族の
　　　元素を,元素記号で書け。
問３　(　ウ　)金属に属する元素の化合物で,胃などのエックス線検査の造影剤として使われている
　　　ものは何か。化学式で書け。
問４　下線部(b)の用途に使える理由は何か。
問５　下線部(c)の現象を化学反応式で示せ。
問６　下線部(d)の現象を可逆反応の式で表せ。



２族元素・アルカリ土類金属 編　 香川大学①　2011年　

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2013

解答解答

　地殻の構成元素を存在量(質量)の順に並べると,最も多い元素は(　ア　)であり,次に(　イ　),
Al,Feと続き,Caは5番目である。カルシウム化合物を主成分とする鉱物としては石灰石,
(A)セッコウなどの外に(B)ホタル石がある。ホタル石に濃硫酸を加えて加熱すると気体(　ウ　)が
発生し硫酸塩を生じる。この気体の水溶液はケイ酸塩を溶かすので保存容器の材質に注意が必要
である。石灰石を加熱すると気体(　エ　)が発生し生石灰を生じる。(C)生石灰を水と反応さ
せると消石灰となるが,このとき多量の熱を発生するので生石灰は発熱材として利用されている。
生石灰とコークス(炭素)を混合して電気炉で2000℃ぐらいに加熱すると炭化カルシウムができる。
(D)炭化カルシウムに水を加えると可燃性の気体を発生させることができる。消石灰に気体(　オ　)
を吸収させると,さらし粉が得られる。さらし粉を水に溶かすと,(E)酸化力の強いイオンを
生じるので殺菌剤や漂白剤として利用される。
　カルシウムの単体は天然には存在しないが,炭酸塩などから(F)融解塩電解または溶融塩電解
と呼ばれる方法で得ることができる。カルシウムの単体を水と反応させると気体(　カ　)を発生
する。このとき生成する水酸化物の水溶液は石灰水と呼ばれる。(G)石灰水へ呼気を吹き込むと
白濁するが,さらに吹き込み続けると液体は透明になる。この液体を加熱すると気体が発生して
再び白濁する。

問１　文章中の(　ア　)と(　イ　)に当てはまる元素記号を入れ,(　ウ　)～(　カ　)に当て
     はまる気体の化学式を入れなさい。
問２ 下線部(A)について,セッコウを焼いてつくられる粉末は塑像作製や医療用ギプスに利用
     される。この粉末と水を混合して固める過程を化学反応式で示すと下記のようになる。
     (　キ　)と(　ク　)に当てはまる化学式を入れなさい。
     (　キ　) + (　ク　) → CaSO4･2H2O ……(１)
問３ 下線部(B)について,ホタル石の主成分の化合物名とその化学式を示しなさい。
問４ 下線部(C)と(D)の反応を化学反応式で表すとそれぞれ下記の(2),(3)のようになる。
     (　ケ　)～(　サ　)に当てはまる化学式を入れなさい。
     (　ケ　) + H2O → Ca(OH)2 ……(２)
     (　コ　) + 2H2O → Ca(OH)2 + (　サ　) ……(３)
問５ 下線部(E)について,この酸化力の強いイオンの名称とそのイオン式を示しなさい。
問６ 下線部(F)と同じ原理で単体が工業的に生産されている元素を下記から1つ選び,その元素
     記号を示しなさい。アルミニウム,� 鉄,�銅
問７ 下線部(G)の過程を下記の化学反応式(４)～(６)で表す。(　シ　)～(　ソ　)に当てはまる
     化学式を入れなさい。
     (　シ　) + CO2 → (　ス　) ＋ H2O ……(４)
     (　ス　) + (　セ　) + CO2 → (　ソ　) ……(５)
     (　ソ　) → (　ス　) + (　セ　) + CO2 ……(６)



２族元素・アルカリ土類金属 編　 信州大学　2011年　

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2013

解答解答

問１　次の文中の空欄(　a　)～(　o　)にあてはまる適当な語句または数字を解答欄に書け。
　   ベリリウム,マグネシウム,カルシウム,ストロンチウム,バリウムおよびラジウムは
     すべて(　a　)族元素で,(　b　)価の(　c　)になりやすい。これらの中には特徴的な
     炎色反応を示すものもあり,ストロンチウムは(　d　)色,バリウムは(　e　)色である。
     また,(　f　)および(　g　)以外の元素は,性質が互いによく似ているので(　h　)と
     よばれ,常温でも水と反応して水素を発生し水酸化物になる。
　   水酸化カルシウムはわずかに水に溶け,溶液は(　i　)性を示す。①水酸化カルシウムに
     塩素を吸収させたものが(　j　)であり,酸化剤,漂白剤,殺菌剤として広く用いられ
     ている。また水酸化カルシウムの固体や溶液は(　k　)を吸収して(　l　)になる。
     (　l　)は石灰石,大理石などとして,天然に多量に存在し,水に溶けにくいが,
     ②二酸化炭素を含んだ水には(　m　)となってわずかに溶ける。また(　l　)は加熱すると
     分解して酸化カルシウムを生成する。この酸化カルシウムにコークスを混ぜて,電気炉で
     強熱すると(　n　)が得られ,これに水を作用させると気体(　o　)が発生する。
問２　下線部①および②について,化学反応式を解答欄に書け。
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解答解答

周期表の２族元素のうち,( ① )と( ② )以外の元素は( ③ )とよばれ,化学的な性質が似ている。
第( ④ )周期のカルシウムは,最外電子殻の( ⑤ )殻に２個の電子が存在する。カルシウムは常温
で水と反応して( ⑥ )になる。( ⑥ )を加熱すると( ⑦ )になる。( ⑦ )にコークスを混ぜて
強熱すると炭化カルシウムが得られる。これと水を反応させると気体の( ⑧ )が発生する。

問１　文中の(　 )に適切な語句,数字または記号を入れよ。ただし,①と②には元素名,⑥と⑦
　　　には化学式,⑧には構造式を書け。
問２　下線部の反応を化学反応式で示せ。なお,この反応では可燃性の気体が発生する。
問３　さらし粉CaCl(ClO)･H2Oに濃塩酸を加えたときに発生する気体は何か。また,その気体を
　　　発生させる他の方法を2つ書け。
問４　石灰水に二酸化炭素を通じ続けるとどのような変化が観察されるか。化学反応式を用いて
　　　その変化を説明せよ。
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解答解答

アルカリ土類金属の単体は,周期表の同一周期のアルカリ金属と比べると,　(１)　。また,アルカリ
金属に似て常温で水と反応し,　(２)　を発生して水酸化物になる。
　アルカリ土類金属の水酸化物は　(３)　であり,その固体や水溶液は二酸化炭素を吸収して
炭酸塩を生じる。例えば,石灰水に二酸化炭素を通じると炭酸カルシウムが沈殿する。
しかし,さらにその中に二酸化炭素を通じ続けると,炭酸カルシウムの沈殿は①式の正反応が
起こって溶解する。
{　　　　　(４)　　　　　} ……①
その水溶液を熱すると,①式の逆反応が起こって,再び炭酸カルシウムの沈殿が生じる。
(１)～(３)に当てはまる語句や数字を下記の a　群から選べ。(４)には化学反応式を記せ。

 a　群 　
(ｱ)　密度は小さく,融点は低い　� (ｲ)　密度は小さく,融点は高い
(ｳ)　密度は大きく,融点は低い�　(ｴ)　密度は大きく,融点は高い
(ｵ)　二酸化炭素� 　(ｶ)　酸　素　� (ｷ)　水　素� 　(ｸ)　強　酸
(ｹ)　弱　酸� 　(ｺ)　強塩基�　(ｻ)　弱塩基



２族元素・アルカリ土類金属 編　 日本女子大学　2010年　

http://fastliver.com/ Manabu Sato(C) 2013

解答解答

次のA～Eは一連の化学反応を示し,①～③はいずれもカルシウムの化合物である。
以下の問(ｱ)～(ｳ)に答えよ。

A　(　①　)に水を加えると,発熱して(　②　)となる。
B　(　②　)の飽和水溶液に二酸化炭素を通じると,(　③　)が沈殿する。
C　Bの反応後,さらに二酸化炭素を通じ続けると,(　③　)の沈殿は炭酸水素カルシウムとなって
　 溶解する。
D　炭酸水素カルシウムの水溶液を加熱すると,再び(　③　)が沈殿する。
E　(　③　)の固体を強熱すると,(　①　)が得られる。

(ｱ)　①～③にあてはまる物質の名称と化学式を記せ。
(ｲ)　鍾乳洞ができる化学変化に該当する反応をA～Eの中から一つ選び,記号で記せ。
　　 また,その反応を化学反応式で記せ。
(ｳ)　実験室で二酸化炭素を発生させる時,石灰石に希塩酸を反応させる。このとき希塩酸の
     代わりに希硫酸を用いると気体の発生が途中で停止してしまう。その理由を記せ。
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