
電子１
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第１章　電子と光

(1) 気体の中を電流が流れる現象。

(2) 希薄な気体による放電。

(3) 蛍光は、陰極からでた何かが陽極側に向かって進み、管壁にぶつかることのよっ
て起こると考えられる。この陰極から出ているものは何と名付けられたか。

(4) 陰極線の正体は、何の流れか。

(5) (4)から、陰極線は何とも呼ばれるか。

(6) 電子の電気量-𝑒〔C〕(𝑒>0)、質量𝑚〔kg〕としたときの比   〔C/kg〕を何というか。

(7) 電気量の最小単位𝑒=1.6×10     Cを何というか。
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光の粒子性２
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第１章　電子と光

(1) アインシュタインは、光を何という粒子の集まりの流れとしたか。

(2)
光子のエネルギーを𝑬〔J〕、プランク定数を𝒉〔J・s〕、光の振動数を𝜈〔Hz〕、真空中

の光の速さを𝒄〔m/s〕、光の波長を𝜆〔m〕としたときの関係式。

(3) (2)は、アインシュタインが提唱した関係式だが、これを何というか。

(4) 𝒉=6.63×10     J・sは、何と呼ばれる定数か。

(5) よく磨いた金属の表面に光を当てると、電子が飛び出してくるという現象。

(6) (5)で飛び出してくる電子。

(7)
光電効果の際に当てる光の振動数がある値𝜈 〔Hz〕よりも小さいときには、光を強くして
も光電子は飛び出さない。この𝜈  を何というか。

(8) (7)のときの波長。

(9)
各金属ごとに決まっている、電子を金属の外に取り出すために必要な仕事の最小
値𝑊。

(10)
電子の運動エネルギーの最大値を𝐾  〔J〕、プランク定数を𝒉〔J・s〕、光の振動数を

𝜈〔Hz〕、仕事関数を𝑊〔J〕としたときの、光電効果の関係式。

(11) 光電効果の際に当てる光の振動数が限界振動数𝜈  であるときの𝐾  の値。

(12)
光電管の陰極に限界振動数より大きい振動数の光を当てたときに発生する、陽極
への光電子の流れ。 
、

(13) 光電管の陽極に光電子が到達しなくなる電圧。

(14)
電子や光電子１個のもつエネルギーが極めて小さいためにジュール〔J〕の代わ
りに用いられる、エネルギーの単位。

(15) 1eVは何Jか。

(16)       eVを、何というか。
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X線３
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第１章　電子と光

(1)
その強い透過力を利用して、医療診断や機械内部の検査などに利用される、紫外
線より波長の短い電磁場である放射線。

(2) 電流による発熱によって、陰極から放出される電子。

(3) 特定の波長から、連続的に見られるX線。

(4) 金属の種類によって波長が決定する、特定のエネルギーをもつX線。

(5)
硫化亜鉛の結晶内に規則正しく並ぶ原子によって錯乱されたX線が、干渉するこ
とによって生じる斑点。

(6) (5)の現象。

(7)
X線の波長を𝜆〔m〕、平面と入射X線がなす角を𝜃、平行平面の感覚を𝑑としたと
きの、結晶に錯乱されたX線が干渉して強めあう条件の関係式。

(8) (7)の関係式を何というか。

(9)
物質によって錯乱されたX線のなかに、もとのX線よりも長い波長のものが含ま
れる現象。

(10)
光子の運動量を𝑝〔kg・m/s〕、プランク定数をℎ〔J・s〕、光の振動数を𝜈〔Hz〕、真空
中の光の速さを𝑐〔m/s〕、光の波長を𝜆〔m〕、としたときの関係式。
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粒子の波動性４
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第１章　電子と光

(1) 光やX線などの電磁波が、波動としての性質だけでなく、粒子としての性質もあ
わせもつ現象。

(2) ふつうは粒子と考えられている電子などにも流動性があるのではないかと考えた
人物。

(3)
(2)の人物が提唱した、質量𝑚〔kg〕、速さ𝑣〔m/s〕で大きさ 𝑝 = 𝑚𝑣〔kg･m/

s〕の運動量をもつ粒子は、波長𝜆〔m〕の波としての性質をもつとした関係式。

(4) (3)の波長𝜆〔m〕の名称。

(5) 物質としての粒子が波動としてふるまうときの波。

(6) (5)において、特に粒子が電子のときの波。

(7) 一般的な力学の法則に則らない、電子など微視的な粒子を支配する自然法則。

(8) 粒子の位置と運動量など、関連した２つの量を同時に正確に決めることはできな
いという原理。
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原子の構造とエネルギー準位１
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第２章　原子と原子核

(1) 原子に存在する、正電荷が集中した重い部分。

(2) 原子は正電荷をもつ(1)と、その周囲を回る電子とからなるとした原子模型。

(3) 光を波長によって分けたもの。

(4) 一般に、高温の固体や液体が出す光が、波長の広い範囲で連続的に分布させるス
ペクトル。

(5) 高温の気体が出す光が、いくつかの輝線をとびとびに分布させるスペクトル。

(6) 水素スペクトル系列の中で、可視光線の領域で発見された輝線群。

(7) 水素スペクトル系列の中で、紫外線の領域で発見された輝線群。

(8) 水素スペクトル系列の中で、赤外線の領域で発見された輝線群。

(9) ボーアの理論の量子条件における、定常状態またはそのエネルギー𝐸𝑛〔J〕。

(10) ボーアの理論の軌道半径の式。

(11) ボーアの理論のエネルギー準位の式。

(12) (10)の式に定数を代入し、n=1のとき値は安定な水素原子の半径であるが、何と
呼ばれるか。

(13) (11)の式のn=1のときのエネルギーが最低であるが、このエネルギー準位の状態
を,水素原子の何というか。

(14) (11)の式n=2,3…となるにつれて、電子の軌道は外側へ移り、エネルギーは大き
くなる。これらの状態を何というか。

(15) (13)の状態にある水素原子をイオン化するのに必要なエネルギー。
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原子核２
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第２章　原子と原子核

(1) 原子を構成するのは、何と何か。

(2) 原子核を構成するのは、何と何か。

(3) 陽子と中性子との総称。

(4) 原子核に含まれる陽子の数。

(5) 原子核に含まれる核子の総数。

(6) 核子どうしが互いを引き合っている力。

(7) 同じ原子でも、中性子の数が異なる原子の総称。

(8)    C原子１個の質量の    をもとにした単位。

(9)    C原子の質量の、(8)の単位を用いた表し方。

(10) (9)の値を基準にして、他の原子１個の質量を相対的に表した値を、元素の何とい
うか。

(11)    C原子12gの中に含まれる原子の数をひとまとまりとした単位。

(12) 1mol当たりの粒子の数(6.02×10   /mol)を示す定数。
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放射線とその性質３
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第２章　原子と原子核

(1) 天然に存在する原子核が自然に別の原子核に変わっていく際に出す、粒子の流れや波長の
短い電磁波。

(2) (1)の現象。

(3) 自然に放射線を出す性質。

(4) (3)をもつ同位体。

(5) (3)をもつ物質。

(6) 放射線が物質を透過し、物質中の原子から電子をはじきとばして原子をイオンにするはた
らき。

(7) 放射性同位体から出た放射線の磁場の中での3つの異なる進み方のうち、磁場の中で正電
荷をもつ粒子のように曲げられるもの。

(8) 放射性同位体から出た放射線の磁場の中での3つの異なる進み方のうち、磁場の中で負電
荷をもつ粒子のように曲げられるもの。

(9) 放射性同位体から出た放射線の磁場の中での3つの異なる進み方のうち、磁場の中で直進
するもの。

(10) X線と同様に放射線の一種であり、中性子の流れであるもの。

(11) 原子核から陽子２個と中性子２個が  Heとなって出ていく現象。

(12) 　Heは何粒子か。

(13) 原子核中の中性子が陽子に変化するときに電子が飛び出す現象。

(14) 原子核が崩壊によって他の原子核に変わるとき、もとの原子核の数が半分になるまでの時
間。

(15) 初めの原子核の数を     、時間  後に壊れないで残っている原子核の数、経過時間を  、半
減期を   としたときの関係式。

(16) 人体が放射線を受けること。

(17) 放射能の強さの単位。

(18) 放射線が物質に吸収されるとき、放射線が物質に与えるエネルギー量。

(19) (18)の単位。

(20) 放射線の種類やエネルギーなどによる人体への影響の違いを考慮した係数を、吸収線量に
かけた値。

(21) (20)の単位。

(22) 組織や器官による、放射線の人体への影響の違いを考慮した係数を等価線量にかけ、全て
の組織・器官で足し合わせた値。 

(23) (22)の単位。
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核反応と核エネルギー４
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第２章　原子と原子核

(1) 原子核が変わる反応。

(2) 核反応の前後で質量数の和と電気量の和はどうなるか。

(3) 核反応の前後で核子の数の和と陽子の数の和はどうなるか。

(4) 原子核の質量は、それを構成する核子の質量の和よりも小さい。これらの差を何
というか。

(5) エネルギーを𝐸〔J〕、質量を𝑚〔kg〕、真空中の光の速さ𝑐〔m/s〕としたとき
の関係式。

(6) 原子核をばらばらの核子にするために必要なエネルギー。

(7) 核反応の前後で原子核の質量の和が減少する場合に解放される、反応の前後の質
量差に相当するエネルギー。

(8) 1つの原子核が、いくつかの原子核に分かれる反応。

(9) 連続的に核分裂が起こること。

(10) (9)が持続的に保たれる条件が満たされた、中性子数が一定に保たれている原子炉
の状態。

(11) (9)を持続的に起こすための核燃料の量の下限。

(12) より質量数の大きな原子核ができる反応。
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素粒子５
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第２章　原子と原子核

(1) 物資を構成する基本的要素。

(2) 核力などの強い力のはたらく粒子。

(3) 強い力のはたらかない粒子。

(4) 力を伝達する粒子。

(5) (2)の中でも、陽子や中性子などの粒子。

(6) (2)の中でも、π中間子などの粒子。

(7) ハドロンに属する粒子をバリオンと中間子に分類し説明するために、ゲルマンが
提案した模型。

(8) 電気素量の大きさが     や、    である粒子。
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