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第１章　波の伝わり方

(1) ある点で生じた振動が次々と周囲に伝わる現象。 波（振動）

(2) 水のように振動を伝える物質。 媒質

(3) ボールの落下点のように振動を始めた点。 波源

(4) 媒質の各点を連ねた線。 波形

(5) 波形が正弦曲線となる波。 正弦波

(6) 波形の最も高い所。 山

(7) 波形の最も低い所。 谷

(8) 山の高さあるいは谷の深さ。 振幅

(9) 波１つ分の長さ。 波長

(10) 山や谷の進む速さ。 波の速さ

(11) 媒質の各点が１回mの振動に要する時間T。 周期

(12) １秒当たりに振動する回数f（Hz）。 振動数

(13) 波の進む向きと媒質の振動方向が垂直になる波。 横波

(14) 波の進む向きと媒質の振動方向が一致する波。 縦波

(15) 媒質が密集した部分。 密部

(16) 媒質がまばらな部分。 疎部

(17) (15)と(16) のくり返し伝わる波。 疎密波
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正弦波２
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第１章　波の伝わり方

(1) 正弦波の式。

(2) 媒質がどのような振動状態にあるかをあらわす量。 位相

(3) 原点の時刻t=0での位相。 初期位相（φ）

第３編　波

y = A si n 2π (
t
T

−
x
λ

)



波の伝わり方３
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第１章　波の伝わり方

(1) 重ね合わせによってできた波。 合成波

(2) 波が重なりあう現象は、物体が衝突する現象とは異なり、媒質の各点に複数の波の変位が同時に伝わ
るだけであって、互いに他の波の進行を妨げたり。他の波に影響を与えたりすることはないこと。 波の独立性

(3) 全く振動しない所。 節

(4) 大きく振動している所。 腹

(5) (3)と(4)が交互に並んでいるように、波形の進行しない波。 定在波（定常波）

(6) 波形が進む波。 進行波

(7) ウェーブマシーンの一端から波を発生させると、波は反対側の端の点まで達し、その点で折り返し戻
ってくる。このような現象。 反射

(8) 反射する前の波。 入射波

(9) 反射した後の波。 反射波

(10) 媒質が自由に振動できる端。 自由端

(11) 媒質が振動できない端。 固定端

(12) 位相が等しい点を連ねた面。 波面

(13) 波面が平面になる面。 平面波

(14) 波面が球面になる波。 球面波

(15) 波が重なって振動を強めあったり弱めあったりする現象。 波の干渉

(16) 壁に垂直な直線と入射波の進行方向のなす角。 入射角

(17) 境界面の法線と反射波の進行方向のなす角。 反射角

(18) 波の反射では、(16)と(17)は等しい。この法則。 反射の法則

(19) 波の進む向きが変わる現象。 屈折

(20) 屈折波の進行方向と境界面の法線のなす角。 屈折角

(21) 屈折の法則の関係式。

(22) 波面を無数の波源の集まりであるとみなし、そこから送り出される球面波を特に何というか。 素元波

(23) 波面の各点からは、波の進む前方に素元波が出る。これらの素元波に接する面が、次の瞬間の波面になる原理。 ホイヘンスの原理

(24) 波が障害物の背後にまわりこむ現象。 波の回析
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音の伝わり方１
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第２章　音の伝わり方

(1) 振動させることによって音を発生させる物体。 音源（発音体）

(2) 20～2000Hzの範囲で、この上限をこえる音。 超音波

(3) 振動数がわずかに異なる２つのおんさを同時に鳴らすと、音の大小が周期的にく
り返さえれて聞こえる現象。

うなり
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音のドップラー効果２
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第２章　音の伝わり方

(1) 音源や観測者が動くことによって、もとの振動数と異なった振動数が観測される
現象。

ドップラー効果

(2) (4)の式。
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光の性質１
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第３章　光

(1) 人間の目に感じる光。 可視光線

(2) 太陽光のようにいろいろんあ波長の光を含み、色合いを感じない光。 白色光

(3) １つの波長からなる光。 単色光

(4) 光が真空中からある媒質中へ入射するときの相対屈折率を、その媒質の何という
か。

絶対屈折率

(5) 光がすべて反射される現象。 全反射

(6) 屈折率の大きい物質から屈折率の小さい物質に光が入射する際に、入射角がある
角より大きいと全反射が起こるが、このときの角度。

臨界角

(7) 屈折によっていろいろな色の光に分かれること。 光の分散

(8) 光をその波長によって分けたもの。 スペクトル

(9) 白熱灯の光など高温のフィラメントから出る光があり、そのスペクトルは波長の
広い範囲で連続的に分布しているスペクトル。

連続スペクトル

(10) 水銀灯などの光は、いくつかの輝いた線がとびとびに分布しているスペクトル。 線スペクトル

(11) 光線など、連続したスペクトルをもつ電磁波が物質に当たったときに、その物質
特有の波長範囲の部分が選択的に吸収されて暗黒となったスペクトル。

吸収スペクトル

(12) 太陽光の連続スペクトルの中の、多くの暗線。 フラウンホーファー線

(13) 光が小さな粒子に当たると、通常の反射とは異なり四方に散ること。 散乱

(14) 太陽光や電球の光は、いろいろな方向に振動する横波の集まり。 自然光

(15) 自然光が結晶などを通ると振動面が特定の方向に偏ること。 偏光

(16) 偏光をつくる板。 偏向板
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レンズと鏡２
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第３章　光

(1) 中心部が周辺部より厚いレンズ。 凸レンズ

(2) 中心部が周辺部より薄いレンズ。 凹レンズ

(3) レンズの２つの球面の中心を結ぶ直線。 光軸

(4) レンズの中心Oから焦点Fまでの距離f。 焦点距離

(5) 実際に物体からの光が集まってできる像。 実像

(6) (21)は実際の物体の向きとは反対になるので、何と呼ばれるか。 倒立像

(7) 像が結ばれず、光線を逆向きに延長した像。 虚像

(8) 正立した像。 正立像

(9) 鏡面が球面である鏡。 球面鏡

(10) 球面の内側を鏡面とした鏡。 凹面鏡

(11) 球面の外側lを鏡面とした鏡。 凸面鏡

(12) 鏡面上の点と球面の中心Oを結ぶ直線。 主軸
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光の干渉と回析３
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第３章　光

(1)
２つのスリットを通って回析した光がスクリーン上で強めあったり、弱めあった
りして、スクリーンにできる明暗の模縞様。 干渉縞

(2) ガラス板の片面に、多くの細い筋を等間隔で平行に引いたもの。 回析格子

(3) 筋と筋の間隔d。 格子定数

(4)
一般に、屈折率nの媒質中の距離 l は、真空中の距離nlに相当する。このnlのこ
と。 光路長（光学距離）

(5) 薄膜の経路差。 光路差

(6) 球面と平面からできているレンズを平面ガラスの上にのせ、上から平面に垂直に単色光を当てると、
レンズとガラス板との接点を中心とする同心円状の明暗の縞模様ができること。 ニュートンリング
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