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知識の確認

(1) 音の三要素
よ う そ

(強 弱
きょうじゃく

・高低
こうてい

・音色
ね い ろ

)のうち、発音体
はつおんたい

の振動数
しんどうすう

によって決まるのが音の(1)、振幅
しんぷく

によって決まる

のが音の(2)、音の波
なみ

の形によって決まるのを音の(3)といいます。

(2) 音が液体
えきたい

・固体
こ た い

・気体の中を伝わる速さを速い順にならべたものは(4)です。

(3) 音が空気中を伝わる速さは、0℃のとき毎秒 331ｍで、気温が１℃上がると毎秒 0.6ｍずつ速くなります。

このことから、気温が 15℃のときの音の速さは(5…単位もつけること)と分かります。

(4) かみなりの光を見てから、5秒後に音が聞こえました。このとき、かみなりは(6)m離
はな

れた場所で発生してい

ます。ただし、気温は 15℃として(3)の数値で求めなさい。

(5) 太陽の光で屈折
くっせつ

する割合
わりあい

が最も小さい色は(7)で、最も大きいのは(8)です。このちがいによる自然現象
げんしょう

が虹
にじ

です。この虹
にじ

は空気中の(9)がプリズムの役目
や く め

をしています。

(6) ①～④のような形のガラスや凸
とつ

レンズに入った光は、それぞれどのように進みますか。

  (10)          (11)          (12)         (13)

１ 下の(1)～(6)のうち、光の進み方として正しくないものを選び、それぞれ記号で答えなさい。

(1) 鏡に反射させるとき…(14)

(2) 2枚の鏡を使って反射させるとき…(15)

ア 固体→液体→気体

イ 気体→液体→固体

ウ 液体→気体→固体
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(3) 光が空気中から水中に向かって進むとき…(16)

(4) 光が水中から空気中に向かって進むとき…(17)

(5) ガラスでできた板の中を光が進むとき…(18)

(6) 直角プリズムの中を光が進むとき…(19)

２ 下の(1)～(5)のうち、光の進み方の正しいものを選び、それぞれ記号で答えなさい。

(20)        (21)        (22)      (23)        (24)
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３ 焦点
しょうてん

距離が 12cmの凸
とつ

レンズに、図１から図 4のように光をあてました。それぞれどのように進みますか。

正しいものを記号で選びなさい。

   (25)                     (26)

(27)                    (28)

４

                  (29)

                   (30)

                                   (31)

                 (32)

                                            (33)
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標準問題

１

図のようなモノコードで、弦
げん

の太さ・ＡＢ間の長さ・おもりの数を変えて、ＡＢ間を同じ強さではじき、1秒間

のしん動数を調べたところ、表のようになりました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、弦
げん

は同じ

材質
ざいしつ

のものを使い、ＡＢ間の長さは琴柱
こ と じ

の位置を調整することで変えました。

(1)①と②をくらべることで、おもりの個数が 4倍になると振動数は(34)倍になることから、おもりの個数が

9倍になると振動数は(35)倍になることが分かります。

(2)①と③をくらべることで、ＡＢの長さが 2 倍になると振動数は(36)倍になることから、長さが 3 倍になると

振動数は(37)倍になることが分かります。

(3)太さと振動数の関係を調べるため、④とくらべやすくするための⑥をつくりました。⑥のおもりの個数は①の

おもりの個数の 9倍になっていることから、⑥の振動数は、(38)になることが分かり、⑥と④をくらべることで、

太さが 2 倍になると振動数は(39)倍になることが求められます。これを使って、太さが 3 倍になると振動数は

(40)倍になることが分かります。

(4)これらのことから、長さを 4 倍、おもりの個数を 4 倍にすると振動数は(41)倍になると考えることができま

す。

(5)太さが 0.2mm、長さが 40㎝、おもりの数が 4個のときの振動数は(42)回になります。

(6)太さが 0.4mm、長さが 10㎝、おもりの数が 16個のときの振動数は(43)回になります。

２

秒速 34mでまっすぐに走っている自動車があります。この自動車が走りながら、3740m前方のがけに向けて

10秒間クラクションを鳴らしました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、音速は毎秒 340mです。

[問１] がけのところでクラクションを聞くと、最初にクラクションの音を聞くのは、自動車が鳴らしてから何

秒後ですか。また、何秒間聞くことができますか。(44…?秒後・？秒間)

太さ(㎟) 長さ(㎝) おもりの数(個) 振動数(回)

① 0.1 20 1 400

② 0.1 20 4 800

③ 0.1 40 1 200

④ 0.2 20 9 600

⑤ 0.2 80 4 100

⑥ 0.1 20 9 (38)
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[問 2] 自動車に乗っている人が、クラクションの反射音を最初に聞くのは、最初に鳴らしてから何秒後ですか。

また、クラクションの反射音を何秒間聞くことができますか。四捨五入して小数第 1 位までの数で答えなさい。

(45…?秒後・？秒間)

３

時速 61.2kmで等速直線運動をしながらＡ点から遠ざかっている車が、A点から 850mはなれたＰ点で音を出し

はじめ、4秒間音を出しました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、音速は毎秒 340mとし、風は

ないものとします。

問 1 車がＰ点で出した音は、音を出してから何秒後にＡ点で観測できますか。数字で答えなさい。(46)秒後

問 2 車がＰ点を通過
つ う か

してから 4秒後に音を出したとき、車はＡ点から何mはなれた地点を走っていますか。

数字で答えなさい。  (47)m

問 3 問 2で答えた地点で出した音は、Ｐ点で音を出してから何秒後にＡ点で観測できますか。数字で答えなさ

い。  (48)秒後

問 4 この車が出す音の振動数が毎秒 1260回のとき、Ａ点で観測される音の振動数は毎秒何回になりますか。

数字で答えなさい。また、Ａ点で観測される音の高さは、車が出す音に比べて高い音ですか、それとも低い音で

すか。  振動数…(49)回  音の高さ…(50)

３

鏡やレンズを使って、光の進み方を調べる＜実験 1＞～＜実験 6＞を行いました。

これについて、次の問いに答えなさい。

＜実験 1＞(図１)のように、机の上に鏡と鉛筆
えんぴつ

を立て、鏡にうつった鉛筆
えんぴつ

の像を

見ました。このとき、鉛筆
えんぴつ

を前の方向に毎秒 10cmの速さで動かし、鏡に写
うつ

った

像を観察しました。

＜実験 2＞実験 1の後、鉛筆
えんぴつ

は動かさずに鏡だけを後ろの方向に毎秒 10cmの速さで動かし、鏡に写
うつ

った鉛筆
えんぴつ

の

像を観察しました。
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＜実験 3＞(図 2)のように、凸
とつ

レンズと同じ大きさの穴をあけた厚紙
あつがみ

を通して、

レンズに垂直に太陽光線をあてました。Oはレンズの中心で、Ｆはレンズの

焦点
しょうてん

です。また、光軸
こうじく

上で AO＝OB＝BC＝・・・＝ＥＦとなるように等
とう

間隔
かんかく

にＡ～Ｅの点を決めました。そして、Ａ～Ｆの各点で、光軸
こうじく

に垂直に画用紙を

置き、画用紙に写
うつ

る明るい円の明るさを調べました｡

＜実駿 4＞(図 3)のように、凸
とつ

レンズに垂直に太陽光線を

あてると、光は焦点
しょうてん

Ｆに集まりました。同じ凸
とつ

レンズを

(図 4)のようにレンズの前に重ねておき、太陽光線を当てて

光の集まり方を調べました。

＜実験 5＞実験 4の凸
とつ

レンズの前に、(図 5)のように透明
とうめい

な厚いガラス板を置いて、

同じように光の集まり方を調べました。

＜実験 6＞実験 5の後、凸
とつ

レンズの後に(図 6)のように透明
とうめい

な厚いガラス板を

置いて、同じように光の集まり方を調べました。

[問 1] 実験 1で、鏡に写
うつ

った鉛筆
えんぴつ

の像はどのように見えますか。簡単に説明しなさい。

答え…毎秒(51)cmの速さで(52…近づくか遠ざかるかで)ように見えた。

[問 2] 実験 2で、鏡に写
うつ

った鉛筆
えんぴつ

の像はどのように見えますか。簡単に説明しなさい。

答え…毎秒(53)cmの速さで(54…近づくか遠ざかるかで) ように見える。

[問 3] 実験 3 で、Ａ点上での画用紙の明るさを 1 とすると、Ｃ・Ｄ・Ｅ点での明るさはいくらになりますか。

整数また分数でそれぞれ答えなさい。  Ｃ：(55)倍  Ｄ: (56)倍  E: (57)倍

[問 4] 実験 4～実験 6のとき、光はどこに集まりますか。下から選び、それぞれ記号で答えなさい。

  (ア)焦点
しょうてん

Fに集まる。         (イ)焦点
しょうてん

Fよりレンズに近い位置に集まる。

  (ウ)焦点
しょうてん

Ｆより遠い位置に集まる。   (エ)レンズを通った後、光は１点に集まらない。

実験 4：(58)  実駿 5：(59)  実験 6：(60)
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応用問題

１

(図１)のように、三角形の置物
おきもの

を表面に方眼のかいてある水そうの底に置きました。この水そうの右の面は黒く

ぬってあるので、(図 2)のようにＡの位置から見ても水そうの中の三角形は見えませんが、水そうに少しずつ水

を入れていくと見えるようになりました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、光は水と空気の間で

(図 3)のように屈折
くっせつ

します。

                                           (図 4)

[問１] 水そうに水を入れていったとき、Ａから見て三角形の頂点アが見えるのは、水をどこまで入れたときで

すか。また、底辺イウが見えるのはどこまで入れたときですか。(図 2)の 1～10の番号で答えなさい。

アが見える：(61)  底辺イウが見える：(62)

[問 2] (図 4)のように、Ａに鏡を置いてＢの位置で見ると三角形はどのように見えますか。下から記号で答え

なさい。                                     (63)

２ とつレンズを使って、いくつかの実験を行いました。これについて次の問いに答えなさい。

〈実験 1〉(図 1)のように、とつレンズとスクリーンを置き、とつレンズに太陽光をあてると、スクリーンに

  まわりより明るく見える円がうつった。その後、スクリーンを光じく方向に動かし、とつレンズとスク

リーンの間の距離を変化させると、とつレンズとスクリーンの間の距離が 18cmになったところで、

明るい部分は点になった。

〈実験 2〉(図 2)のように、とつレンズと大きさが 6cmのろうそくを置き、スクリーンにろうそくの像が

はっきりとうつる位置にスクリーンを置いた。このとき、ろうそくととつレンズの間の距離(Χ)とスク

リーンととつレンズの間の距離(Ｙ)を調べた。

  図 1                    図 2
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問１ 実験で使ったとつレンズのしょう点距離は何㎝ですか。数字で答えなさい。 (64)㎝

問 2 〈実験 1〉で、スクリーンを動かしたとさの円の明るさの変化として、正しいものはどれですか。下から

   選び、記号で答えなさい。                      (65)

（ア）スクリーンをとつレンズに近づけるほど、明るい円は明るくなった。

（イ）スクリーンをとつレンズから遠ざけるほど、明るい円は明るくなった。

（ウ）スクリーンをしょう点に近づけるほど、明るい円は明るくなった。

（エ）スクリーンをしょう点から遠ざけるほど、明るい円は明るくなった。

問 3 〈実験 2〉で、（図 2）のΧとＹの長さが等しくなるときについて、下の問いに答えなさい。

（1）Χの長さは何 cmですか。数字で答えなさい。       (66) cm

（2）スクリーンにうつった像の向きと大きさは実物と比べてどのようになっていますか。下から選び、

それぞれ記号で答えなさい。        向き…(67)     大きさ…(68)

【向 き】（ア）実物と同じ向さ    （イ）実物と上下が反対

【大きさ】（ウ）実物と同じ大きさ  （エ）実物より大きい    （オ）実物より小さい

問 4 とつレンズの上半分(図 2の○あに黒い紙をはると、スクリーンにうつる像はどのように変化しますか。

  下から選び、記号で答えなさい。                     (69)

(ア) 像の炎
ほのお

の側が欠ける。  (イ) 像の炎
ほのお

と反対側が欠ける。

(ウ) 像は欠けずに暗くなる。 (エ) 像は欠けずに明るくなる。

問 5 〈実験 2〉で、Χをしょう点距離より短くすると、スクリーンにうつる像はどのようになりますか。

下から選び、記号で答えなさい。                   (70)

（ア）実物より大きな像がうつる。     （イ）実物より小さな像がうつる。

（ウ）実物と同じ大きさの像がうつる。   （エ）スクリーンをどう動かしても像がうつらなくなる。

問６ 〈実験 2〉で、Ｘが 45cmのとき、Ｙは何 cmになりますか。また、このとき、スクリーンにうつる像

の大きさは何 cmですか。それぞれ数字で答えなさい。

               Ｙ…(71) cm   像の大きさ…(72) cm
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応用問題

２ 暗室
あんしつ

で次のような実験を行いました。文章を読んで問いに答えなさい。

図１のようにプリズムといわれる三角柱の透明
とうめい

ガラスに

白色の太陽光を通すと、透過
と う か

した光が虹のような光の帯
おび

になる

ことが知られています。このように、光がプリズムなどを通して

色ごとに分かれることを光の分光
ぶんこう

といいます。

次に、図 2のように白い紙に小さな穴を開けて、分光
ぶんこう

された

赤い光だけを通し、さらにプリズムに透過
と う か

させると、元の分光
ぶんこう

された赤い光のままでした。

このように一度プリズムを透過
と う か

して分光
ぶんこう

された光は、

それ以上分光
ぶんこう

されることはなく、またその色が変化する

こともありません。このように、これ以上分光
ぶんこう

されない光を単色光
たんしょくこう

といいます。

人間の眼
め

は、レンズで光を屈折
くっせつ

させて網膜
もうまく

に像を

つくります。網膜
もうまく

には、光に反応して脳に信号を送る

3種類の細胞があります。3種類の細胞は、単色光
たんしょくこう

の色

に応じて反応が異なり、これらの細胞が送り出す信号の

ちがいによって、脳は色を認識
にんしき

しています。そして、赤、緑、青の 3種類の単色光
たんしょくこう

の混ぜ合わせによって、人間

が認識
にんしき

できるほとんど全
すべ

ての色をつくることができます。そのため赤、緑、青は光の三原色
さんげんしょく

といわれています。

暗室
あんしつ

で次のような実験を行いました。

赤、緑、青の単色光
たんしょくこう

ライトを 3つ用意して、白い紙に投影して色を確認しました。

図 3のように紙上で単色光
たんしょくこう

を重ねると、図 4のように単色光
たんしょくこう

とは異なって見える色がありました。

結果を表１に示します。例えば、赤と青の単色光
たんしょくこう

が重なった部分は、マゼンダ色という赤紫色に近い色になり、

緑と青の単色光
たんしょくこう

が重なった部分は、シアン色という水色に近い色になりました。また、赤、緑、青の単色光
たんしょくこう

が

重なった部分は、紙と同じ白に見え、光が当たっていない部分は黒に見えました。このように、光の三原色
さんげんしょく

を用

いてさまざまな色をつくることができます。
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赤と緑の単色光
たんしょくこう

を混ぜて黄色の光をつくり、その光が図 5－Ｉのようにプリズムを通るようにします。

すると、図 1の白い紙の赤と緑と同じ位置に赤と緑の帯
おび

が見えて、他の部分は黒に見えました。

単色光
たんしょくこう

を混ぜてつくった光を分光
ぶんこう

すると、もとの単色光
たんしょくこう

に分かれることが分かります。

また、図 5-Ⅱのように黄色の単色光
たんしょくこう

で同様の実験を行うと、分光
ぶんこう

はしませんでした。同じように黄色に見える

光でも、異
こと

なる光であることが分かります。

［実験 1］赤、緑、青の 3つの単色光
たんしょくこう

を混ぜて白色光のライトＬ

をつくった。図 6のように暗室
あんしつ

でライトＬの白色の光を、細い

光線にしてプリズムを通し、プリズムを通過
つ う か

した光を白い紙に

映した。

(1)［実験 1］で、白い紙に映った光のようすに

最も近いものを次より選び、記号で答えなさい。

               (1)

物体に光を当てたとき、光のゆくえは図 7のように透過
と う か

、反射、

吸 収
きゅうしゅう

の 3つに分けられます。透過
と う か

とは、入射
にゅうしゃ

した光がそのまま

通りぬけることです。どの現象が起こるかは物体の種類と、光

の色や量によって異なります。ここでは、ライトＬに含まれる

単色光
たんしょくこう

には、透過
と う か

、反射、吸 収
きゅうしゅう

のいずれか 1つの現象が起こる

ものとします。
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［実験 1］で用いたライトＬを用いて、暗室
あんしつ

で［実験 2］を行いました。

［実験 2］

Ｉ 図 8のあの位置で、ライトＬをつけ、うから

物体Ｐを見たところ、物体Ｐは黄色に見えた。

Ⅱ あの位置のライトＬを消して、いの位置の

ライトＬをつけた。うから物体Ｐを見たところ、

物体Ｐは黒い影に見えた。

(2) 次の［ ］には、「透過
と う か

」「反射」「吸 収
きゅうしゅう

」のうち、いずれかの用語が入ります。適切なものを 1 つ選び、

用語で答えなさい。

  ［実験 2］のＩから、物体Ｐは赤色の光と緑色の光を［(2)］することがわかる。また、青色の光を［(3)］

しないことがわかる。Ⅱから、赤色と緑色と青色の光を［(4)］しないことがわかる。ＩとⅡから、物体Ｐは

赤色の光を［(2)］し、緑色の光を［(2)］して、青色の光を吸 収
きゅうしゅう

していることがわかる。

(3) 同じく、用語で答えなさい。

  ライトＬの下で白く見える紙がある。この紙は赤色の光を［(5)］し、緑色の光を［(6)］して、青色の光を

［(7)］していると考えられる。

次に、1本のペンとライトＬの下で白く見える紙と黒く見える紙を用意した。

［実験 3］

Ｉ このペンで白い紙に線を描き、ライトＬの下で見ると線は赤く見えた。

Ⅱ 黒い紙に同じペンで線を描き、ライトＬの下で見ると線はほとんど黒く見えた。

(4）同じように適切なものを選び、用語で答えなさい。

[実験 3］のＩから、このペンのインクは緑色の光と青色の光を［(8)］していることがわかる。

また、赤色の光を［(9)］しないことがわかる。Ⅱから、このペンのインクは赤色の光を［(10)］しないことが

わかる。ＩとⅡから、このペンのインクは赤色の光を［(11)］していることがわかる。

  光の三原色
さんげんしょく

のように絵の具にも三原色
さんげんしょく

があり、それは黄色、シアン色、マゼンダ色です。これら 3色の

絵の具の混ぜ合わせによって、ほぼ全ての色を表現することができます。3色の絵の具を［実験 1］で用いた

ライトＬの下で見ても、黄色、シアン色、マゼンダ色に見えます。絵の具の三原色
さんげんしょく

でつくる色は、光の三原色
さんげんしょく

を利用して考えることができます。ライトＬの下で黄色の絵の具が黄色く見えるのは、青の単色光
たんしょくこう

を吸 収
きゅうしゅう

し、赤と緑の単色光
たんしょくこう

をともに反射しているからです。シアン色とマゼンダ色についても同じように考える

ことができます。

  ライトＬの下で黄色とシアン色の絵の具の混合色を見ると、緑色に見えます。黄色の絵の具は青の単色光
たんしょくこう

を吸 収
きゅうしゅう

します。シアン色の絵の具は、赤の単色光
たんしょくこう

を吸 収
きゅうしゅう

します。結果、緑の単色光
たんしょくこう

だけが反射され、

混合色が緑色に見えます。このように絵の具を混ぜることで、吸 収
きゅうしゅう

される単色光
たんしょくこう

の種類が増えます。
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絵の具の三 原 色
さんげんしょく

でつくる色は，太陽光の下で見ても同じ色に見えます。

(5) 表 2は、それぞれの絵の具における単色光
たんしょくこう

に対する性質と、ライトＬの下で見える色をまとめたものです。

表の（ ）に「反射」か「吸 収
きゅうしゅう

」を補い、［ ］には適切な色を書きなさい。ここでは絵の具は光を透過
と う か

させないものと考えます。

Ａ…(12…反射 or 吸 収
きゅうしゅう

) Ｂ…(13…反射 or 吸 収
きゅうしゅう

) Ｃ…(14…反射 or 吸 収
きゅうしゅう

)

Ｄ…(15…？色) Ｅ…(16…？色) Ｆ…(17…？色)

(6) 黄色、シアン、マゼンダ、黒の 4色のインクを使用するカラープリンターがあります。これらのインクは

光を透過
と う か

しません。黒は絵の具の三原色
さんげんしょく

ではないですが、よく用いるので使用しています。このプリンター

でカラー印刷する場合、白い紙を使用しますが、その理由を説明しなさい。

  理由…(18)の色を混ぜても(19)色は作れないため、(20)の白色を使うから。


