
第９回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説

1 図の写真の天体の名前は何か。

①エウロパ
②ガニメデ
③エンケラドス
④タイタン

③ この写真は、NASAの土星探査機「カッシーニ」がとらえた衛星
エンケラドスである。この写真が衝撃的だったのは、エンケラド
ス表面から吹き出す間欠泉の存在で、これにより、エンケラド
スには内部に液体の海と、何らかの熱水活動があることが明
らかになった。このことから、エンケラドスには生命が存在する
かもしれないと注目されている。なお、同様の熱水活動は木星
の衛星エウロパでも確認されているが、それはハッブル宇宙望
遠鏡による地球からの観測であるため、この解像度で熱水活
動が確認されているのは現時点でエンケラドスのみである。

2 LiteBIRD衛星がインフレーションの証拠を探るために観測する、宇
宙マイクロ波背景放射の偏光分布の特殊なパターンは何と呼ばれ
ているか。

①Bモード
②Eモード
③hモード
④iモード

① 宇宙誕生直後の急激な膨張（インフレーション）の証拠を探るこ
とを目的とする衛星計画「LiteBIRD」が、宇宙科学研究所によ
り戦略的中型2号機として2019年5月に選定された。
「LiteBIRD」は、宇宙マイクロ波背景放射（CMB）の偏光の全天
精密観測により、原始重力波の痕跡とされる「Bモード」と呼ば
れる特殊なCMB偏光パターンをCMBの中から観測することで、
インフレーションの証拠を探るのが目的である。

3 フリーマン・ダイソンは、高度に発達した知的生命体は母恒星のエ
ネルギーを利用するため恒星を球殻で覆うという説を提唱し、これ
をダイソン球と呼ぶ。地球軌道で太陽を覆うダイソン球を構築した
場合に、その表面積は地球表面積の何倍になるか。地球表面積
は海洋を考えず、単純に地球半径から表面積を考えた場合でよ
い。

①104

②2×104

③5×108

④5×1011

③ 地球表面積＝4π×（6.4×103）2＝4π×（4.1×107）、ダイソン

球面積＝4π×（1.5×108）2＝4π×（2.25×1016）なので、倍率

は約 5×108。オーダーエスティメイトでよいので6×103km の2

乗と1.5×108kmの2乗の比率で桁を出せばよい。

①は太陽表面積＝4π×（7×105）2＝4π×（4.9×1011）との比

で約104。
②は地球軌道で地球直径幅のリングワールドの面積＝2π×

（1.5×108×1.3×104）＝2π×（1.9×1012）が地球表面積比で

約2×104倍。

④は海王星軌道でのダイソン球の面積＝4π×（4.5×109）2＝

4π×（2.0×1019）が地球表面積比で約5×1011。
ダイソン球に関する話題としては、近年、ケプラー望遠鏡が特
異な変光を検出した星 KIC8462852 が、その減光の様子から
異星人の建築したダイソン球ではないかと一時騒ぎになったこ
とが挙げられる。

4 10万個の太陽を並べると天球全体を覆い尽くすことができる。太陽
の見かけの拡がりは何ステラジアンぐらいになるか。

①100万分の1ステラジアン
②10万分の1ステラジアン
③1万分の1ステラジアン
④1000分の1ステラジアン

③ ステラジアンは、弧度法を円周から球面に発展させた立体角
の単位。球面の面積S を半径r の2乗で割ったもので、立体角

Ωを、Ω＝S /r 2と定義する。このときの“単位”がステラジアン

になる。球面（天球）全体を見込む立体角は、4πr 2/r 2＝4π
ステラジアン＝約12ステラジアンとなる。太陽の見かけの拡が
りは、その10万分の1なので、約1万分の1ステラジアンとなる。

5 振動数νの光子がもつ運動量はいくらか。光速度をc  、プランク定
数をh とする。

①c  /ν
②h ν
③h ν/c
④光子は質量がないので運動量をもたない

③ ①は振動数νの光子の波長、②は光子のエネルギー。質量が
ない光子も、エネルギーや運動量をもつ。その結果、物体が光
子を吸収すれば、内部エネルギーが増加し、物体の温度が上
昇する。さらに、光子が持っていた運動量によって物体は力
（放射圧）を受け、動かされることさえある。
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第９回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説

6 アメリカが開発を進めている新型有人宇宙船に搭乗し国際宇宙ス
テーションに向かうために、訓練を開始したのは誰か。

①若田光一
②野口聡一
③星出彰彦
④金井宣茂

② 野口聡一宇宙飛行士は、現在、アメリカが開発を進めている新
型有人宇宙船「United States Crew Vehicle（USCV）」に、日本
人宇宙飛行士として初めて搭乗し国際宇宙ステーションへ向
かうための訓練を行なっている。予定では2019年末ごろに国際
宇宙ステーションへ向かう予定となっているが、有人宇宙船の
開発の遅れのために、国際宇宙ステーション行きが遅れる可
能性もある。

7 図は太陽表層の温度分布と密度分布を示したものである。図のB
の領域を何と呼ぶか。

①彩層
②変位層
③遷移層
④光球

① 太陽のみえている本体を光球（図のA）と呼ぶ。光球の外側の
上空へ向けて温度が増加する領域が彩層（図のB）である。彩
層上層で、コロナ（図のD）へ向けて急激に温度が上昇する領
域が遷移層（図のC）になる。

8 輻射強度I が等方的でI ＝I 0（一定）な場合、半球での立体角積分

の結果、輻射流束F はF ＝πI 0 となる。では、輻射強度が非等方

で上向きに強く、極角をθとして、I ＝I 0 cosθと表される場合、輻

射流束F  はどうなるか。

①πI 0より大きくなる

②πI 0と同じ

③πI 0より小さいが0より大きい

④0になる

③ 立体角積分は、積分範囲を0からπ/2として、輻射流束の定義
に入れて計算すると、F ＝∫I 0 cosθcosθd Ω＝∫I 0 cos2θ

sinθsinφd θd φ＝I 0 [－（1/3）cos3θ]0,π/2＝（2/3）πI 0 と

なって、πI 0 の2/3になる。なお、I 0 にcosθという1より小さな

因子が掛かっていることからも、πI 0 より小さくなることは容易

に推測できる。

9 宇宙膨張発見の経緯について、誤っているものはどれか。

①現在、ハッブル定数と言われている宇宙膨張の比例係数を、ジョ
ルジュ・ルメートルはすでに議論していた
②エドウィン・パウエル・ハッブルの導いた宇宙膨張率から宇宙年
齢を計算すると、宇宙年齢は18億年だった
③宇宙膨張を示す根拠は、光のドップラー効果による赤方偏移現
象で、遠方の星ほど本来の色よりも赤く見える現象である
④宇宙が膨張する解をはじめて理論的に導出したのは、アルベル
ト・アインシュタインである

④ アインシュタインは膨張宇宙を信じなかったので、宇宙全体が
膨張したり収縮したりする可能性がウィレム・ド・ジッターによっ
て指摘されると、宇宙項を導入して静的な宇宙モデルを作ろう
とした。
ルメートルは、アレクサンドル・フリードマンらによって提唱され
た膨張宇宙の解を独立に発見している。標準ビッグバン宇宙モ
デルで使われている一般相対性理論の膨張宇宙解は、フリー
ドマン・ルメートル・ロバートソン・ウォーカーの解と呼ばれてい
る。ハッブルの得た宇宙膨張率から計算される宇宙年齢は当
時知られていた地球年齢（30億年）よりも短かったため、膨張
宇宙モデルは多くの科学者にはすぐには受け入れられなかっ
た。
2018年10月、宇宙膨張を示したハッブルの法則について、国
際天文学連合がハッブル-ルメートルの法則と言い改める結論
を出した。ハッブルが宇宙膨張を示したのは1929年であるが、
それより2年前にルメートルが同様の結論を導いていることが
近年になって再発見され、ルメートルの業績が見直されたから
である。
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No. 問題 正答 解説

10 図は3つの星のスペクトル図である。星3のスペクトル型はどれにな
るか。

①B型
②A型
③G型
④M型

④ 星1（レグルス）と星2（ベガ）の吸収線の位置がよく一致してい
るが、これらは水素のバルマー線である。水素のバルマー線
はB型から現れA型で顕著になるが、星2（ベガ）のピークが430
nm付近に位置し、星1（レグルス）の連続スペクトルのピークが
星2（ベガ）のピークより短波長側にピークが位置することなど
から、星2（ベガ）はA型だと判断される。一方、星1（レグルス）
はA型より高温のB型だと判断される。太陽（G型）は、表面温
度が6000 K程度で、スペクトルのピークは600 nm付近にある。
星3（アンタレス）はピークは長波長域に位置し、分子による吸
収帯（バンド）もみられる低温度のM型である。

11 両対数のグラフにしたとき、振動数で表した黒体輻射のグラフはど
れになるか。

② 黒体輻射を両対数のグラフで描くと、レイリージーンズ近似が
成り立つ振動数の小さい側（グラフの左側）が、傾き2の直線に
なる。①は右側が直線になっていることから波長λで描いたも
の。③は振動数だが真数で描いたもの。④は自由-自由放射
のグラフ。

12 すばる望遠鏡などがあるハワイ島マウナケア山に関する記述とし
て、適切でないものを選べ。

①観測を妨げる水蒸気が少ない乾燥した安定な気候が天文観測
に適している
②山頂付近は乾燥しているために水源が全くない
③マウナケア山には今でも多くの遺跡が残っている
④マウナケア山頂地域には固有種の昆虫が生息している

② マウナケア山は現地の先住民たちにとって神聖な場所である。
先住民たちはマウナケア山を先祖の骨が眠る場所と信仰し、
実際に数多くの史跡、遺跡、神殿、遺骨などが存在する。山頂
付近の標高3970 mの地点にワイアウ湖という湖がある。ここは
ハワイの伝統文化において重要な場所とされており、赤ん坊を
産んだ母親は、その赤ん坊のへその緒をワイアウ湖に投げ入
れ願掛けするという文化がある。マウナケア山頂付近には、
ヴェーキウ・バグというここにしか存在しない昆虫が生息してお
り、標高の低いところから吹き上げられてきた虫の死骸などを
食べて生活している。

13 位置天文観測衛星「小型JASMINE」が、宇宙科学研究所により公
募型小型3号機として2019年5月に選定された。次の小型JASMINE
に関連する記述のうち、誤っているものを選べ。

①過去の位置観測衛星として、ヒッパルコス衛星、ガイア衛星があ
る
②小型JASMINEはⅠa型超新星の観測により、遠方の銀河までの
距離を測定する
③小型JASMINEは近赤外線での天文観測を行う
④小型JASMINEはイプシロンロケットで打ち上げられる予定である

② 「小型JASMINE」は年周視差の測定により、銀河系内の恒星
の距離を測定する。そのため、遠方の銀河のIa型超新星の観
測は行わない。同様の位置観測衛星として、ヒッパルコス衛星
（1989～1993年運用）とガイア衛星（2013年～現在も運用中）
があるが、これらと異なり「小型JASMINE」はより透過力の高い
近赤外線で観測することで、特に銀河中心方向で精度のよい
観測を実現する。なお、打ち上げはイプシロンロケットで行われ
る予定である。
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第９回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説

14 陽子と中性子を繋ぎ止めて原子核をつくっている力はどれか。

①重力
②電磁力
③強い力
④弱い力

③ 現在の宇宙では4つの力が知られており、質量をもったあらゆ
る物質の間に働く重力、電荷をもった粒子の間に働く電磁力、
原子核内で陽子や中性子を結びつける強い力（電磁力よりも
強い意味）、そして中性子のβ崩壊などに関与する弱い力（電
磁力よりも弱い意味）がある。力を介在する粒子は、重力は重
力子、電磁力は光子、強い力は膠着子（グルーオン）、弱い力
は弱ボース粒子である。なお、陽子や中性子や電子などの物
質粒子はすべて（パウリの排他律が働く）フェルミ粒子であり、
力の介在粒子はすべてボース粒子である。

15 質量密度を表す記号でギリシャ文字のローはどれか。

①ρ
②σ
③δ
④α

① ギリシャ文字は24文字あり、小文字だと、αβγδεζηθι
κλμνξοπρστυφχψωとなる。②はσ（シグマ）、
③はδ（デルタ）、④はα（アルファ）である。科学記号でギリ
シャ文字は頻繁に使用されるし、天文学では星の名前にも使
われる。ギリシャ文字は、文字と読み方だけでなく、文字の書き
順まで含め、ぜひ、完全に暗記して欲しい。

16 図はCOBE衛星の観測で得られた宇宙背景放射の温度ゆらぎだ
が、3K宇宙背景放射に対して、図のムラムラはどの程度の温度ゆ
らぎの大きさか。

①約1/100
②約1/1000
③約1/10000
④約1/100000

④ 宇宙背景放射に対して、3Kの平均強度や、銀河系の運動によ
る双極子成分などを除くと、約10万分の１の温度ゆらぎが残
る。この温度ゆらぎは、宇宙背景放射が生まれた当時の密度
ゆらぎを反映したもので、後の銀河や銀河団の種ゆらぎとなっ
たものである。

17 天体Mと連星になっている天体Xに働く、天体Mの潮汐力は、天体X
のまわりでどのような分布となっているか。

① 天体Xの中心を原点、天体M方向をx '軸、垂直方向をy'軸とし
て、潮汐加速度は、

g x '＝＋（GM /R 3）2x '

g y '＝－（GM /R 3）y '

と表される。この分布を天体表面で丁寧に描けば、①のような
分布となる。すなわち、天体Xの表面での潮汐力は、天体Mの
方向および反対方向に引き延ばされ、かつ、天体Mの方向と垂
直方向には押しつぶされるように働く。

18 超新星から放出された天体ニュートリノの発見で、ノーベル物理学
賞を受賞したのは誰か。

①湯川秀樹
②小柴昌俊
③小林誠と益川敏英
④梶田隆章

② 湯川秀樹は中間子の存在を予想し、1949年、日本人としてはじ
めてノーベル賞を受賞した。超新星爆発によって発生した天体
ニュートリノを検出した業績で、小柴昌俊が2002年のノーベル
物理学賞を受賞した。基本粒子が6種類だということを説明した
のが、1973年、小林誠と益川敏英の「小林・益川理論」で、小
林と益川は2008年度のノーベル物理学賞を受賞した。さらに、
大気ニュートリノのモードが変わる大気ニュートリノ振動を発見
した業績で、梶田隆章が2015年のノーベル物理学賞を受賞し
た。
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第９回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説

19 銀河の赤方偏移サーベイによって作成された銀河の分布図には、
地球からの視線方向に沿って引き伸ばされた形状の銀河団が多く
見られる傾向がある。この効果を何と呼ぶか。

①カイザー効果
②神の指効果
③強い重力レンズ効果
④弱い重力レンズ効果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　©John P. Huchra, ZCAT CfA redshift catalog

　

② 銀河までの距離を測定するために赤方偏移を用いると、個々
の銀河のランダムな運動のため、宇宙膨張の赤方偏移とは分
離できない視線速度成分が生じる結果、赤方偏移空間での銀
河団内の銀河の分布は、実際の距離から前後方向へ引き伸
ばされ、まるで一斉に地球を指差しているように見えることか
ら、神の指効果と呼ばれる。

20 近接連星系のロッシュポテンシャルにおいて、L1点近傍の等ポテン

シャル線はどの図のようになっているか。

① L1点近傍では2つの星の重力ポテンシャルが均衡しており、等

ポテンシャル線は馬の鞍（サドル）のようにクロスする形状に
なっている。L4点やL5点近傍では③のような形状になってい

る。

21 2010年に打ち上げられた探査機「イカロス」で実証された推進法は
どれか。

①ソーラーセイル推進
②反物質推進
③レーザー光推進
④イオンエンジン

① 2010年5月に種子島宇宙センターから打ち上げられた探査機
「イカロス（IKAROS）」は、小型ソーラー電力セイル実証機で、
同年7月に太陽光による光子加速の実証が行われた。イオン
エンジンは探査機「はやぶさ」などに積まれて実証されている。
レーザー光推進と反物質推進はまだ実証されていない。

22 恒星の放射に関して述べた文として誤っているものを選べ。

①20000 Kの恒星は、3000 Kの恒星よりも単位面積あたり紫外線
を多く放射する
②3000 Kの恒星の観測には、赤外線観測が有効である
③高温の恒星ほど単位面積あたりの赤外線放射量は少ない
④放射エネルギー強度が最大になる波長は、温度に反比例する

③ 高温の恒星は、単位面積あたりの放射量が低温の恒星よりも
可視だけでなく、赤外でも（全波長域で）大きい。他の選択肢は
正しい。

23 ブラックホールの半径はブラックホールの質量に比例する。では、
ブラックホールの平均密度はブラックホールの質量とどのような関
係にあるか。

①平均密度は質量の2乗に反比例する
②平均密度は質量に反比例する
③平均密度は質量に比例する
④平均密度は質量の2乗に比例する

① 平均密度は、全質量M を体積V で割ることで求めることがで
きる。ブラックホールの半径をR とすれば、半径は質量に比例
するので、R ∝M となる。他方、体積は半径の3乗に比例する

ので、V  ∝R 3∝M 3となる。したがって、平均密度をρとすれ
ば、

ρ＝M /V  ∝M /M 3＝1/M 2

となるので、①が正答となる。
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第９回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説

24 宇宙における星の分布は平たい円盤状になっているのではないか
と最初に提唱した人物は誰か。

①ウィリアム・ハーシェル
②ジョン・ハーシェル
③トーマス・ライト
④ハインリヒ・オルバース

③ トーマス・ライトは、著書『An original theory or new hypothesis
of the universe 』（1750年）において、天の川は星の密度の高
い部分を見ていると考察した。惑星が太陽を公転運動すること
で力学的に安定するように、星々もある中心を廻ることで力学
的に安定しており、その結果、太陽系が属する星の集団は全
体として広大な輪のような形をしていると提唱した。

25 種族Ⅰの恒星に重元素が多い理由として、最も適当なものを選
べ。

①重元素の多い宇宙の初期に誕生したため
②重元素が多いハローに主に位置するため
③超新星爆発によって重元素の存在比が増大した星間ガスから誕
生したため
④内部でつくられた重元素が、表面に現れているため多く見える

③ 種族Ⅰの恒星は、宇宙初期に生まれた恒星が内部で合成した
重元素を超新星爆発で宇宙空間にまき散らした後のガスか
ら、銀河円盤部で誕生した星であるために重元素が多い。宇
宙初期には重元素は存在しないため、①は誤り。種族Ⅰの星
は銀河円盤部に主に位置し、ハローに主に位置する星は種族
Ⅱの星であるため、②も誤り。内部でつくられた重元素はほと
んど内部に位置し、表面には現れないので、④も誤り。

26 恒星の光度をL  、質量をM とし、その質量光度関係をL ∝M 4とす
る。1太陽質量の恒星の寿命を100億年とすると、10太陽質量の恒
星の寿命はおよそ何年になるか。

①1000万年
②1億年
③10億年
④1000億年

① 恒星の寿命とは核融合反応でエネルギーを生成し光り輝き続
けられる時間のことである。この時間は、単純には、燃料（星の
質量M に比例する）を消費量（単位時間当たりのエネルギー
放出率、すなわち光度L ）で割った値に比例する。したがって、
質量光度関係を考慮すると、星の寿命τは、

τ∝M /L  ∝M /M 4＝M －3

となる。すなわち、恒星の寿命は質量の3乗に反比例すること
になる。したがって10太陽質量の恒星の寿命は、100億年に10
の3乗で割った程度の値になる。

27 イベント・ホライズン・テレスコープ・プロジェクトが、2019年4月、ブ
ラックホールの直接撮像に成功した。次のうち誤っているものを選
べ。

①離れた望遠鏡間のデータを比較するほど解像度がよくなるた
め、地球上の各地の電波望遠鏡を用いて同時観測を行った
②銀河系中心の超巨大ブラックホールは、M 87のブラックホール
に比べて質量が小さいため変動が大きく、2019年8月現在、まだ確
実な撮像ができていない
③ブラックホールの周囲の天体が放つ光が、ブラックホールで曲げ
られて、リング状に光るように見えると考えられる
④光るリングの内側の端の部分が、ブラックホールの事象の地平
面（イベント・ホライズン）である

④ イベント・ホライズン・テレスコープ・プロジェクトが、直接撮像に
成功したのは、M 87銀河系の中心にある超巨大ブラックホー
ルで、リング状に光る天体だった。光るリングのすぐ内側がブ
ラックホールなのではない。もし、ブラックホールが回転してい
ないのならば、光が安定に周回できる円軌道の半径は、ホライ
ズン半径の1.5倍より外側である。

※問題文では、「イベント・ホライズン・テレスコープ・プロジェク
トが、2019年4月、ブラックホールの直接撮像に成功した。」と
なっていますが、記者発表が2019年4月であり、実際の撮影
は2年前です。訂正し、お詫び申し上げます。

28 2020年になって最初に発見される超新星に付けられる名前につい
て正しいものを選べ。

①SN 200101Aになる
②SN 2020Aになる
③SN 2020aになる
④未定である

② 超新星の名称は「SN＋発見年＋符号」の形で付けられる。符
号は発見報告順にA–Z、aa–zz、 aaa–zzz が使われる。この命
名作業は長らくIAUの天文電報中央局が担当していたが、発見
数の急速な増大により2016 年以降はTransient Name Server
での自動処理へ移行した。例えば2019 年に最初に報告された
疑超新星はAT 2019A（astronomical transient）の名前が付き、
分光観測によって超新星と確認されればSN 2019A と改められ
る。
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No. 問題 正答 解説

29 次のうち、ウィリアム・ハーシェルの功績でないのはどれか。

①土星の衛星ミマスとエンケラドスを発見した
②掃天観測から銀河系の構造を推測した
③赤外線を発見した
④星雲星団等のカタログ「ニュージェネラルカタログ」を作成した

④ ハーシェルの功績で最も有名なのは天王星の発見だが、ほか
にも①、②、③のような功績がある。④の「ニュージェネラルカ
タログ」は、ハーシェルによって作られた『星雲目録』を基に息
子のジョン・ハーシェルが作った『ジェネラルカタログ』を、さらに
ジョン・ドライヤーが追補して作成したものである。

30 万葉集に採録されている柿本人麻呂の和歌「天漢 梶音聞 孫星 与
織女 今夕相霜」は、次のうち何を題材にしたものか。

①十五夜
②流星
③七夕
④日食

③ 本歌は現代語に訳すと「あまのかわ　かぢのおときこゆ　ひこ
ほしと　たなばたつめと　こよひあふらしも」となる。天の川、彦
星、棚機女（織姫星）が出てきていることから、七夕とわかる。

31 年周視差による恒星の運動がほぼ円になる恒星は、天球上のど
のあたりにあるか。

①天の赤道付近
②天の北極や天の南極付近
③黄道付近
④黄道の極付近

④ 年周視差は、地球の公転運動に伴って恒星の見かけの位置
が変わるために生じる現象であるため、地球の軌道面（黄道
面）付近の恒星の年周視差による位置の変化はほぼ直線状に
なり、黄道の極（黄道から 90°離れた位置）付近の恒星の年
周視差による位置の変化はほぼ円になるので、④が正答とな
る。なお、それ以外の場所の恒星の年周視差による位置の変
化は楕円になる。

32 m 1等級の星の明るさをl 1、m 2等級の星の明るさをl 2とするとき、明

るさと等級の関係を正しく表す式はどれか。

② 等級差が等しいとき明るさの比は等しい。また、等級の数値の

小さい方が明るさは明るく、5等級の差は明るさで 100＝102倍

ちがう。このことから 1等級の差は明るさの比で 102/5倍違うこ
とになる、したがって明るさの比がl 1/l 2 の場合、等級差はm 2

−m 1 となり、

l 1 /l 2＝102（m2−m1）/5

となるので、②が正答となる。

33 2019年、日本天文遺産に指定された書物は何か。

①『明月記』
②『日本書紀』
③『方丈記』
④『竹取物語』

① 日本天文学会は、日本における歴史的意義のある天文学・暦
学に関する史跡・事物に対して、その普及と活用を図ることを
目的として、2018年度より「日本天文遺産」の認定を始めた。第
1回は、公益財団法人冷泉家時雨亭文庫が所有する、藤原定
家が記した日記『明月記』と、福島県会津若松市にある江戸時
代の天文台跡「会津日新館天文台跡」が選定された。

34 次のうち、太陽から最も遠い天体の写真はどれか。

　　　　　　　　　　©NASA　　　　　　　　　　©ESA　　　　　　　　　©NASA　　　　  　　　　©JAXA

③ 最も太陽から遠い天体は「ニューホライズンズ」が撮影したウ
ルティマ・トゥーレ。太陽から約45 auの距離にある。①は「カッ
シーニ」が撮影した土星の衛星パン（約10 au）、②は「ロゼッタ」
が撮影したチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星（約4 au）、④は「は
やぶさ」による小惑星イトカワ（約1 au）の写真である。
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35 恒星の質量M が0.46M ☉＜M ＜8M ☉ の恒星が赤色巨星に進化し
た最終段階で、中心部で合成される主な元素はどれか。

①He
②C＋O
③O＋Mg＋Ne
④Fe

② He が中心部で合成されるのは主系列星の時代である。
0.46M ☉＜M ＜8M ☉の質量の星が赤色巨星に進化した最終

段階で合成される元素は主にC＋O、8M ☉＜M ＜12M ☉の質量

の星はO＋Ne＋Ne、12M ☉＜M の星はSi もしくはFe である。

したがって正答は②となる。

36 電波観測によって、見かけの上では超光速で移動しているように
みえる現象、超光速運動が発見されたのはいつごろか。

①1960年代
②1970年代
③1980年代
④1990年代

② アインシュタインの相対性理論によれば、いかなる物体の速度
も光速を超えることはできないはずである。ところが1970年代
初頭、少なくとも見かけの上では超光速で移動しているとしか
思えない現象が発見されて、天体物理学者を驚かせた。この
超光速運動は今では、光速がいくら大きいとはいえ有限である
ために生じた見かけ上の現象だと考えられているが、そのよう
な幻影が起こるにはきわめて光速に近い速度の運動が必要な
ことも確かである。

37 次の小惑星リュウグウの地図において、「はやぶさ2」の2度目の
タッチダウンの地点はどこか。

③ 「はやぶさ2」は小惑星リュウグウに2度のタッチダウンを成功さ
せた。特に2度目のタッチダウンについては、衝突装置により作
成した人工クレータの近くにタッチダウンし、小惑星の内部物質
の採取に成功したと考えられている。
①の地点は、小型ローバー「MINERVA-II1」の降下地点であり
「トリトニス」と名付けられている。②の地点は、1度目のタッチ
ダウン地点であり「たまてばこ」と名付けられている。③の地点
が2度目のタッチダウン地点であり「うちでのこづち」と名付けら
れている。④の地点は、小型ローバー「MASCOT」の降下地点
であり「アリスの不思議の国」と名付けられている。

38 年周視差がp  [mas]（p ミリ秒角）の恒星までの距離を表す式はど
れか。

①p  [pc]
②p  [kpc]
③1/p [pc]
④1/p  [kpc]

④ 年周視差が p '' （p  秒角）の恒星までの距離 r は、r ＝ 1/p
[pc] で与えられる。

問題では年周視差は p  ミリ秒角＝ p ×10−3 秒角 なので、

r ＝ 1/（p ×10−3） [pc]＝ （1/p ）×103[pc]＝ 1/p  [kpc] とな
り、④が正答となる。

39 ツィオルコフスキーの公式はロケットの方程式として有名である
が、彼自身が描いたロケットの設計図で、矢印が指す、図の右上に
書かれている「человек」とは何を表すものか。

①液体燃料
②爆弾
③人間
④運搬物

③ この図は1903年に発表された「反動機械を用いる宇宙の探査」
と題する論文にあるロケットの設計図である。「челове
к」とは人間の意味で、この設計図に描かれているように、コン
スタンチン・ツィオルコフスキーは人間を運ぶという有人ロケット
として設計した。

40 次のうち、名前を変えて現存する星座はどれか。

①ソビエスキーのたて座
②ポニアトフスキーのおうし座
③ジョージのこと座
④ハーシェルのぼうえんきょう座

① ソビエスキーのたて座はポーランドのアマチュア天文家ヘヴェ
リウスによって設定された星座だが、現在も「たて座」として使
われている。ポニアトフスキーのおうし座と現行の「おうし座」、
ジョージのこと座と現行の「こと座」、ハーシェルのぼうえんきょ
う座と現行の「ぼうえんきょう座」はそれぞれ関係がない。ポニ
アトフスキーのおうし座は現在のへびつかい座、へび座、わし
座付近に、ジョージのこと座は現在のおうし座、エリダヌス座、く
じら座付近に、ハーシェルのぼうえんきょう座は現在のふたご
座、ぎょしゃ座、やまねこ座付近にそれぞれつくられていた。
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