
第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
1 天体の絶対等級は、10 pcの距離から見たときの等級として定義さ

れている。もし、絶対等級を100 pcの距離から見たときの等級とし
て定義した場合、距離指数はどれだけ変わるか。

①5小さくなる
②5大きくなる
③10倍になる
④1/10になる

① 見かけの等級をm 、絶対等級をM 、天体までの距離をr 、見
かけの明るさをl m 、10pcでの明るさを l M  として、通常、距離

指数は
　　m －M ＝2.5log（l M /l m ）

　　　　　　 ＝2.5log（r /10)2

　　　　　　 ＝5(logr －log10)　　式1
　　　　　　 ＝5logr －5
で与えられる。このとき、絶対等級を100 pcの距離から見たと
きの等級と定義すると、式1の第2項が log100 になるため、距
離指数はm －M ＝5logr －10 となる。よって、距離指数は5小
さくなる。

2 図は、長半径1の楕円である。離心率が0.2の楕円を選べ。 ① 楕円の形は、長半径a と短半径b の長さの比で決まるが、天
文学では短半径の代わりに離心率e を用いることが多い。離
心率e とa 、b の間には

の関係があり、これから　　　　　　　　　　　　　   と表される。し
たがって離心率e ＝0.2、長半径a ＝1の楕円の短半径b は、

となり、短半径は0.9より大きい。これを満たすのは①の楕円だ
けで、①が正答となる。
なお、実際に計算するとb ＝0.979となり、長半径とほとんど変
わらないので、離心率0.2の楕円の形は円に非常に近いことが
わかる。ただし、楕円の焦点（惑星の軌道では太陽が位置する
点）は、中心から長軸方向に、長半径の0.2倍ずれた位置にな
るので、楕円軌道に太陽の位置を書き込むと、円からずれた
楕円であることが実感できる。なお、②はb ＝0.8で、扁平率（a
－b )/a ＝0.2（離心率はe ＝0.6）の楕円、③はb ＝0.4（e ＝0.92）
の楕円、④はb ＝0.2で、軸比b /a ＝0.2（e ＝0.98）の楕円であ
る。

3 2020年のノーベル物理学賞は、銀河中心に超巨大ブラックホール
が存在することを示したラインハルト・ゲンツェルとアンドレア・ゲ
ズ、およびブラックホールの理論的基礎を築いたロジャー・ペン
ローズに与えられた。銀河中心のブラックホールについて、誤って
いるものを選べ。

①ほとんどすべての銀河の中心には、ブラックホールが存在してい
る
②ゲンツェルとゲズは、電波望遠鏡を用いて、ドーナツのように中
央が黒いブラックホールの直接撮像を行った
③銀河中心のブラックホールが、小さなブラックホールの合体に
よって生じたとする説は、まだ学者間で合意が得られていない
④ブラックホールは、ジェットを噴出したり、強いX線を放つので、天
文学的には「明るい天体」である

② ゲンツェルとゲズは、可視光および赤外線での観測によって、
銀河中心の複数の天体がある一点を楕円の焦点として動いて
いることから、その場所に巨大なブラックホールがあることを長
年の観測から明らかにした。多くの銀河の中心にはブラック
ホールが存在していることが確認されており、①は正しい。
ブラックホールを直接撮像したのは電波望遠鏡によるイベント・
ホライズン・テレスコープのプロジェクトであるので、②が間違っ
た記述となり、正答となる。
③の説は、もっともらしいと考えられるが、宇宙の誕生からの時
間を考えると、小さなブラックホールから順に合体していくまで
の時間が足りないことがわかっている。
④の内容は正しい。ブラックホールはすべてのものを飲み込む
のではなく、飲み込まれるガスなどの回転角速度が大きいとブ
ラックホールの軸方向にジェットを吹き出す。またガス分子の激
しいぶつかり合いから、ブラックホールに飲み込まれる直前の
強いエネルギーをもつ光が放出されることになる。

4 望遠鏡を使って天体を見た最初の人物とされるのは誰か。

①ティコ・ブラーエ
②ハンス・リッペルハイ
③トーマス・ハリオット
④ガリレオ・ガリレイ

③ ブラーエは、肉眼で精密な天体観測を行っており、望遠鏡は
使っていない。リッペルハイは実用的な望遠鏡を制作したが、
当時の望遠鏡は地上の遠くを見るためのものだった。1609年7
月26日にハリオットは初の望遠鏡で見た月のスケッチを残し
た。その約4か月後にガリレイは自作の望遠鏡で天体観察を始
めた。したがって③が正答となる。

𝑏 = 𝑎 1 − ⅇ2

ⅇ = 1 −
𝑏

𝑎

2

𝑏 = 𝑎 1 − ⅇ2 = 1 × 1 − 0.22

𝑏 = 0.96 > 0.81 = 0.9
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
5 図は、緯度35°の地点で、正午（昼の12時）の太陽の位置の季節

変化を示したものである。正しい図を選べ。
④ 同じ時刻で、1年間を通して太陽の位置を観測すると8の字型

になり、これをアナレンマと呼ぶ。北半球で正午におけるアナレ
ンマは、8の字の上側（夏至側）が小さく、下側（冬至側）が大き
い形となる。そのため逆になっている①と②は不正解となる。こ
のアナレンマは、実際の太陽と、時刻を定義する平均太陽との
赤経の差（均時差）によって生じる。「秋の日はつるべ落とし」と
言われるように、秋分前後では、日没時刻が日ごとに早くなっ
てくる。これは実際の太陽が、時刻を定義する平均太陽より西
側に大きくずれていくためであり、④が正答となる。

6 陽子は3つのクォークからなっていると考えられている。陽子をつ
くっているクォークを選べ。

①トップクォーク
②アップクォーク
③カップクォーク
④ヒップクォーク

② クォークは6種類あって、アップ、ダウン、ストレンジ、チャーム、
ボトム、トップという名前が付いている。温度の高かった宇宙の
初期にはすべてのクォークがあったが、温度が下がった現在
の宇宙にはほぼアップクォークとダウンクォークしか残っていな
い。陽子は2つのアップクォークと1つのダウンクォークからでき
ている。なお、クォークが6種類しかないことを示したのが小林
益川理論である。

7 次の宇宙企業とその宇宙船の組み合わせで正しいものを選べ。

①ブルー・オリジン ― ニューシェパード
②ヴァージン・ギャラクティック ― クルードラゴン
③スペースＸ ― スペースシップツー
④インターステラテクノロジズ ― ドリームチェイサー

① ①アマゾンの設立者ジェフ・ベゾスが設立した航空宇宙企業ブ
ルーオリジンは、2021年7月20日に顧客を乗せた「ニューシェ
パード」を打ち上げ、初の有人飛行に成功した。
②ヴァージングループ会長のリチャード・ブランソンが設立した
宇宙旅行ビジネス企業ヴァージンギャラクティックの宇宙船は
「スペースシップツー」で、2021年7月11日に6人搭乗で85 kmの
高度に到達した。
③テスラのCEO等を務めるイーロン・マスクの設立したSpaceX
社の宇宙船は「クルードラゴン」で、ISSへの宇宙飛行士の運搬
にも使われた。
④日本の堀江貴文氏らが設立した宇宙開発企業インターステ
ラテクノロジズの開発したロケットが「MOMO3号機」で、日本の
民間ロケットとして初めて宇宙空間に到達した。なお、「ドリー
ムチェイサー」はシエラ・ネヴァダ・コーポレーションによって開
発中の宇宙船である。

8 漸近巨星分枝星とはどのような状態の星か。

①恒星が主系列から離れる瞬間の状態である
②中心付近ではHとHeの2つの殻で核燃焼が起こっている
③この状態と同じである星はTタウリ型星である
④大質量の恒星だけで見られる赤色巨星の姿である

② 漸近巨星分枝星(Asymptotic Giant Branch Star，AGB星)は、
中・小質量星の進化末期の姿で、中心核が電子縮退したC、O
からなり、その外側でHeの燃焼、さらにその外側でHの燃焼が
起こっている星である。HR図上で、赤色巨星分枝に漸近的に
近づくかのように進化するのでこの名がある。大きな質量放出
現象を伴う。

9
仏教用語での時間単位は、1昼夜＝30須臾

しゅゆ

、1須臾＝30臘縛
ろうばく

、1臘

縛＝60怛刹那
たんせつな

、1怛刹那＝120刹那
せつな

とすることがある。1刹那はおよ

そ何秒になるか。

①10秒

②1秒

③0.1秒

④0.01秒

④
1昼夜を24時間として計算すると、1刹那は0.01秒になる。これ

が仏教での最小の時間単位である。一方、きわめて長い時間

単位として「劫
こう

」があり、通説では1劫＝43億2000万年とされ

る。西洋語での長い時間単位はギリシャ語の年月とか永遠を

表すaionに由来する「イーオン（eon, aeon）」で、通常、1イーオ

ン＝10億年とする。
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
10 藤原定家の『明月記』には、超新星に関して「客星觜・参の度に出

づ。」という記述がある。この觜・参は現在の星座ではどのあたりだ
ろうか。

①北極星の近傍
②はくちょう座の近傍
③さそり座の近傍
④オリオン座の近傍

④
黄道十二星座は、太陽の運行にもとづいて黄道を12に分割し

て決めている。一方、古代中国の星座である｢二十八宿

（twenty-eight lunar mansions）｣は、月の運行に基づいて決め

ている。月は約27.3日かけて天球を一周するので、27あるいは

28に分割するとちょうどいいわけだ。二十八宿では月が一晩ご

とに宿る星座・星宿が決められていて、

　　　角、亢、氐、房、心、尾、箕

　　　斗、牛、女、虚、危、室、壁

　　　奎、婁、胃、昴、畢、觜、参

　　　井、鬼、柳、星、張、翼、軫

となっている。そして觜・参はちょうどオリオン座のあたりに相当

する。

なお、黄道十二星座の出発点は春分点（現在のうお座）だが、

二十八宿の起点は秋分点に近い「角宿
かくしゅく

、おとめ座中央部」にあ

る。また、それぞれの星宿の中で西端に位置する比較的明る

い星を「距星
きょせい

」と呼んでいる。そして東隣の距星との間の領域

を、その距星の名前を付けた「～宿」と呼んでいる。

11 脈動変光星について誤っているものを選べ。

①エドウィン・パウエル・ハッブルがアンドロメダ銀河M 31の距離を
決定した際に利用した
②周期光度関係（変光周期と絶対等級の間の関係）が常に成り立
つ
③白色矮星が脈動変光星になることがある
④北極星（こぐま座α星の主星）は脈動変光星である

② 周期光度関係が成立するのは脈動変光星のうちセファイド変
光星など一部であるため②が誤った記述となり、②が正答とな
る。なお、①、③、④は正しい記述である。

12 104 Kの黒体輻射のグラフに対応するものを選べ。

①C
②D
③E
④F

③ 黒体輻射の各グラフの温度は、上から、（A）108K、（B）107K、

（C）106K、（D）105K、（E）104K、（F）103K となっている。丸覚えし
ていないと解けそうにないようにみえるが、可視光の振動数が

1014～1015Hzあたりだと気づけば（可視光の波長からも計算で
きる）、可視光にピークがある太陽の表面温度（6000 K）に近い
10000 KがEであることは推測できるだろう。
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
13 日本の次世代ロケットH3の主な特徴はどれか。

①再使用型である
②段数を増やして効率化をはかる
③スペースプレーンを搭載している
④まだ策定中ではっきり決まっていない

①
全員
正解

※選択肢①のH3ロケットが「再使用型である」は間違いであ
り、選択肢の中に正答がありませんでした。そのため、当該設
問につきましては、受験者全員を正解といたします。受験者の
皆さまにはご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し
上げます。

次世代の国産基幹ロケットH3は、従来は使い捨てだった一段
目を、姿勢制御などで再着陸させて再利用する方向で開発が
進んでいる。その結果、打ち上げ費用が100億円かかっていた
H2Aに対し、25億円程度に大幅減できると期待されている。さら
に2段目も再利用すれば、5億円程度になると予想されている。
打ち上げ費用を大幅に下げることで、国際的な競争力を高め、
世界の宇宙市場へ挑戦しようとしている。

14 太陽のコロナは、図のA～Dのどの領域になるか。

①A
②B
③C
④D

② Aは活動銀河のコロナ。Cは活動銀河の降着円盤。DはX線連
星の降着円盤に対応する。太陽のコロナは100万Kもの高温プ
ラズマだが、宇宙にはもっともっと高温の領域が存在する。活
動銀河の降着円盤は数十万K程度で太陽コロナよりも低温だ
が、X線連星の降着円盤では数千万Kもの高温プラズマであ
り、さらに活動銀河などの降着円盤のコロナでは数十億Kとい
う超高温状態になっているのだ。

15 白色矮星は、自らはエネルギーを生み出せないため、半径が一定
のまま表面温度は徐々に冷えていく。横軸に表面温度の対数（log
T ）を右に行くほど低温になるように、縦軸に光度の対数log L  を
とったHR図上では、白色矮星の位置はどのように変化していくか。
なお、傾きがn とは、logT の値が1増えたとき、log L の値がn 増
えることを意味する。

①傾きが2で、右に行くほど下がっていく直線
②傾きが4で、右に行くほど下がっていく直線
③傾きが6で、右に行くほど下がっていく直線
④傾きが8で、右に行くほど下がっていく直線

② ステファン・ボルツマンの法則より、L ＝4πR  2T  4と表される。

半径が一定の場合は、L ＝CT 4となる。ここでC は定数であ
る。したがって両辺の常用対数をとればlog L ＝4log T ＋log
C  となり、傾きが4で、右に行くほど下がっていく直線になる。し
たがって正答は②である。

16 次のうち、日本天文遺産に選ばれていないものを選べ。

①キトラ古墳の天井壁画
②『明月記』
③会津日新館天文台跡
④金星太陽面経過観測記念碑

④ ①は2019年度に、②③は2018年度に日本天文学会によって日
本天文遺産に認定されたが、④は未認定。
①キトラ古墳は奈良県明日香村にある7世紀末から8世紀初め
ころに造営された古墳で、石室内に壁画が残されていた。その
うち天井には天文図が描かれており、2019年には国宝にも指
定されている。
②『明月記』は藤原定家が鎌倉時代に記した日記で、超新星
の出現記録や日月食、オーロラの出現など天文現象について
の記載がある。特に1054年に出現した超新星の記録は射場保
昭によって海外に紹介され、天文学者に注目された。なお『明
月記』も国宝に指定されている。
③会津日新館天文台跡は会津藩が藩校日新館に設置した天
文台の跡で、江戸時代に設置された天文台の遺構としては唯
一現存するもの。会津若松市の市指定史跡として保存されて
いる。
④金星太陽面経過観測記念碑は、1874年に日本で金星太陽
面経過が見られた際に海外から観測隊が来日し観測を行った
場所に建てられたもので、神奈川県横浜市、兵庫県神戸市、
長崎県長崎市にある。このときの、日本は明治維新の真っ最
中で、諸外国の観測隊を受け入れたことで観測点の経度決定
法などの近代天文学上の重要な基礎技術を学んだとされてい
る。
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
17 図のように、横軸が振動数（の対数）、縦軸が振動数と電磁波の強

さを掛けた量（の対数）で表したスペクトル図を何と呼ぶか。

①SED
②SSC
③SSD
④SOE

① 縦軸を電磁波の強度×振動数の対数にした図をスペクトルエ
ネルギー分布図（spectral energy distribution：SED）と呼ぶ。光
子のエネルギーは振動数に比例するので、電磁波の強度に振
動数を掛けておくことで、ある振動数領域で放射されるエネル
ギーの目安になる。他の選択肢については、SSC
（superconducting super collider）はアメリカで計画された超伝
導超大型加速器の略称、SSD（solid state drive）は半導体メモ
リを使用した記憶装置、SOE（song of earth）はコミック『超人
ロック』に出てくる反帝国組織の略称である。

18 電子の縮退圧で支えられている白色矮星には、質量の上限が存
在する。限界質量の名前と、その値の組み合わせで正しいものを
選べ。

①エディントン質量で、約1.44太陽質量になる
②アインシュタイン質量で、2～3太陽質量ぐらいである
③シュバルツシルト質量で、2～3太陽質量ぐらいである
④チャンドラセカール質量で、約1.44太陽質量になる

④ シリウスのふらつき運動から、シリウスに伴星が存在すること
を1944年にフリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセルが推測し、アル
ヴァン・グラハム・クラークが1862年に伴星を発見した。ウォル
ター・シドニー・アダムスによる1915年のスペクトル観測から、
シリウス主星と伴星の表面温度がほぼ同じであることがわか
り、それらの結果、太陽と同じくらいの質量がありながら、半径
は100分の１くらいしかない天体が存在することが判明し、白色
矮星と名付けられた。1920年代にアーサー・エディントンやウィ
リアム・ファウラーによって、このような高密度天体の理論的研
究が進められ、最終的にスブラマニアン・チャンドラセカールが
白色矮星の内部構造を理論的に解明した。なお、中性子星の
限界質量は太陽質量の2～3倍くらいになると思われている。

19 図のa～iは『極・宇宙を解く』の裏表紙の画像である。この9点の画
像のうち、天の川銀河の外の天体はいくつあるか。

①2つ
②3つ
③4つ
④5つ

② 天の川銀河の外の天体は、a：系外銀河の重力レンズ像（アイ
ンシュタインリング）、h：M 87銀河のブラックホールシャドウ、i：
M 87銀河の宇宙ジェットの3点。
他は、b：星形成領域S106、c：特異星SS433の電波ジェット、d：
太陽表面、e：ベガの水素スペクトル線、f：主系列星のスペクト
ル、g：地球のオーロラオーバルである。

20 はやぶさ2拡張ミッションの最終目的地となっている天体を選べ。

①1998 KY26

②1998 SF36

③1999 JU3

④2001 AV43

① 「はやぶさ2」は小惑星リュウグウのサンプルを2020年12月に
持ち帰った後、次の天体を目指す拡張ミッションに入っている。
拡張ミッションでは、2026年7月に小惑星2001 CC21をフライバ
イした後、2027年12月と2028年6月の2度の地球スイングバイ
の経て、2031年7月に小惑星1998 KY26にランデブー予定であ

る。よって正答は①。なお、1998 SF36は小惑星イトカワ、1999

JU3は小惑星リュウグウのことである。また、小惑星2001 AV43

は、拡張ミッションの目的地の最終候補に残った天体である。
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
21 水素が電離するために必要な光子の波長λは91.2 nmである。電

離エネルギーの計算の仕方で正しいものを選べ。ただし、c は光
速、h はプランク定数とする。

① 波長λの光子の振動数νは、ν＝c /λである。また光子のエ
ネルギーはh νである。したがって、波長を使って光子のエネ
ルギーを表すと、hc /λとなる。波長λ＝91.2 nmの光子のエネ
ルギーが、そのまま水素の電離エネルギーであり、13.6 eVの
値になる。

22 ギリシャ文字で、クシー（グザイ）を表す文字を選べ。

①ζ
②η
③χ
④ξ

④ ギリシャ文字は24文字あり、小文字だと、αβγδεζηθι
κλμνξοπρστυφχψωとなる。①ζはゼータ
（ツェータ）、②ηはイータ（エータ）、③χはカイである。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。

23 次の図a、bのスペクトル型の正しい組み合わせを選べ。

①a：O型　b：G型
②a：A型　b：M型
③a：B型　b：K型
④これだけではわからない

② まず水素のバルマー吸収線に着目すると、低温のM型星では
水素の多くは基底状態にあるため、第一励起状態から生じる
バルマー線は弱くなる。また、高温のO型星では水素の多くは
励起状態ないし電離状態になるため、バルマー線は弱くなる。
これらに対して、表面温度が1万K前後の、B型、A型、F型あた
りでバルマー線は強くなる。したがって、aはO型ではなく、A型
かB型になる。つぎに、幅広い帯状に見える分子線に着目する
と、低温のM型星では、大気中に酸化チタンなどの分子が存在
するため、無数の分子線や分子バンドが現れ、それらが見られ
るｂはM型になる。これらを考え合わせると②が正答となる。

24 物質はないが宇宙項がある宇宙モデルを何というか。

①アインシュタイン宇宙
②ガモフ宇宙
③ド・ジッター宇宙
④ゲーデル宇宙

③ アインシュタインの一般相対論にもとづく膨張宇宙モデルは、
物質や宇宙項（ダークエネルギー）を含んだフリードマン＝ル
メートル方程式で表される。いろいろな条件のもとで方程式に
はさまざまな解が存在する。たとえば、膨張運動がないと仮定
すると、アインシュタインの静止宇宙モデルが得られる。物質が
ないが宇宙項はあると仮定したときの解がド・ジッター宇宙モデ
ルになる。ゲーデル宇宙は回転する宇宙モデルで因果律を破
るなどの奇妙な性質をもっている。

25 次のうち、月探査において中国が史上初めて成功させたことはど
れか。

①有人月探査
②月の石の無人サンプルリターン
③月の裏側への着陸
④月の極域への衝突

③ 2019年1月3日、中国の月探査機「嫦娥4号」が史上初めて月の
裏側への着陸に成功、ローバー(探査車)を走らせた。有人月
探査を初めて成功させたのはアメリカのアポロ11号で1969年
のこと。月の石の無人サンプルリターンを成功させたのはソ連
(当時)のルナ16号で1970年のこと。月の極域への衝突はアメリ
カのルナ・プロスペクターが最初で、1999年のこと。
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
26 次の5つの星のスペクトル図を説明した記述のうち、正しいものを

選べ。

①5つの星は、表面温度が異なる
②5つの星は、大気密度が異なる
③Aは、パッシェン系列のHδ線で、Bは、パッシェン系列のHγ線で
ある
④図の下の星ほどスペクトル線の幅が広くなるので光度階級は上
から下にⅤからⅠと並んでいる

② 5つの星は、全て同じスペクトル型で光度階級の異なるもので
ある。つまり表面温度は等しいが、恒星大気の密度や表面重
力が異なる。Aは、バルマー系列のHδ線で、Bは、バルマー系
列のHγ線を表す。図の下の星ほどスペクトル線の幅が広くな
るので、大気の密度は下の方が大きくなる。したがって、光度
階級は上から下へⅠからⅤと並んでいる。

27 質量M の物体の周りを半径r で円運動する質量m の物体の位置
エネルギーをΦ、運動エネルギーをT とするとき、ΦとT の間に成
り立つ関係式を選べ。

①T －2Φ＝0
②T ＋2Φ＝0
③2T －Φ＝0
④2T ＋Φ＝0

④ 重力定数をG とすると、位置エネルギーはΦ＝－GmM /r と
表される。ここで円運動の速度をv とすると、遠心力と重力の

大きさが釣り合うので、mv 2/r ＝GmM /r 2が成り立ち、これか

らv 2＝GM /r が得られる。したがって運動エネルギーはT ＝

(1/2)mv 2＝GmM /(2r )＝－Φ/2となり、④の2T ＋Φ＝0が成
り立つことがわかる。

28 次の物理定数のうち、定義値でないものを選べ。

①素電荷e
②重力定数G
③真空中の光速度c
④プランク定数h

② 物理定数の定義値は、素電荷、真空中の光速度、プランク定
数のほか、ボルツマン定数、およびアボガドロ数の5つである。

29 Tタウリ型星について説明した記述のうち、誤っているものを選べ。

①星の周囲に円盤等星周構造を伴うため、赤外線で明るく輝く
②スペクトルに、降着現象を示唆するHα輝線が見られる
③星の中心部で起きる水素の核融合反応エネルギーで輝いてい
る
④光度は、進化とともに徐々に減少し、主系列の明るさに至る

③ Tタウリ型星は、分子雲から誕生して主系列星に至る段階の前
主系列星であり、水素の核融合反応は起きていない。周囲に
ガスと塵からなる円盤等の星周構造を伴い、赤外でより明るく
輝く。Tタウリ型星には降着現象が見られるため、Hα輝線が見
られる。HR図上では主に林トラックを下に向かって移動してい
る段階と考えられている。
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
30 単位面積を通って、それに垂直な方向に単位時間、単位振動数あ

たりに流れ出す輻射エネルギーI νを寄せ集めたものが輻射流速F

νである。下の模式図を参考にして輻射流速を表す式を選べ。なお

d Ω＝sinθd θdφ である。

③ 輻射流速F νは、輻射強度I νの、考えている面積に垂直な方

向の成分I νcosθを、立体角d Ωで積分して得られる。した

がって③が正答となる。

31 2021年9月30日に、初期科学運用を開始して10周年を迎えた望遠
鏡を選べ。

①すばる望遠鏡
②アルマ望遠鏡
③せいめい望遠鏡
④ケプラー宇宙望遠鏡

② アルマ望遠鏡は、正式名称をアタカマ大型ミリ波サブミリ波電
波干渉計といい、チリ共和国のアタカマ高地に設置された66基
の電波望遠鏡からなる電波干渉計である。日米欧など20を超
える国と地域が建設・運用に参加している。2011年9月30日に
パラボラアンテナ16基で初期科学運用が開始され、今年で10
周年を迎えた（66基のアンテナが揃ったのは2014年6月16
日）。
①すばる望遠鏡は、日本がハワイ島マウナケア山頂付近に建
設した口径8.2 mの光学望遠鏡で、1999年に観測を開始した。
③せいめい望遠鏡は京都大学が岡山県に建設した口径3.8 m
の光学望遠鏡で、2018年に観測を開始した。
④ケプラー宇宙望遠鏡はアメリカが系外惑星の探査用に打ち
上げた宇宙望遠鏡で、2009年に観測を開始した。
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
32 図のように、観測者の視線方向に対してθの方向に速度v で移動

する物体から放射される光を観測するときの赤方偏移をz とする。
物体の速度が光速の半分のとき、θとz の関係を示すグラフを選
べ。

③ 光速の1/2の速度で動く物体からの光のドップラー効果は、相
対論的効果を無視できない。物体の速度をv 、光速をc 、視線
方向と物体の進行方向とのなす角をθとし、β＝v /c ＝0.5とお
けば、赤方偏移zは

と表すことができる。ここでθ＝π/2のときcosθ＝0となるの
で、

となり、視線方向に対して垂直に運動する物体の赤方偏移が
観測される。これを横ドップラー効果と呼び、相対論的効果の
一つである。図の中でθ＝π/2でz ＞0となっているのは③だ

けであり、③が正答となる。なお、v ≪c でβ2が無視できる場
合は、z ＝βcosθと表され、②のグラフとなる。①、④はダ
ミーのグラフである。

33 日本で最初にプラネタリウムが設置された都市はどこか。

①東京
②横浜
③大阪
④明石

③ 日本で初めてプラネタリウムが設置されたのは大阪市立電気
科学館で、1937(昭和12）年のこと。その翌年には東京に日本
で2番目のプラネタリウムとなる東日天文館が開館した。太平
洋戦争終結前に日本に設置されたプラネタリウムはこの2館の
み。
横浜にプラネタリウムが設置されたのは1962(昭和37）年（神奈
川県青少年センター）、明石にプラネタリウムが設置されたの
は1960(昭和35)年（明石市立天文科学館)のこと。なお、明石
市立天文科学館のプラネタリウムは、日本国内で現役で稼働
しているものとしては最古である。

34 図は、太陽近傍のセファイドの銀経 l を横軸に、セファイドの視線
速度v r  ［km/s］を太陽からセファイドまでの距離r ［kpc］で割った

v r /r  ［km/s/kpc］の値を縦軸にとって、観測値をプロットしたもの

である。この分布から、オールト定数 A を決定するため、観測デー
タを最もよく表す理論曲線を実線で描いた。実際に観測されたもの
はどの図と推定されるか。

① 太陽近傍の恒星がすべて天の川銀河の中心のまわりを円運
動している場合、視線速度v r は、太陽から恒星までの距離を

r 、恒星の銀経をl  、オールト定数をA 、B とすると、v r ＝A r  sin

2l  と表される。したがってv r/r ＝A  sin 2l となり、この分布を

示すのは①だけである。したがって①が正答となる。他は①の
図を横方向にずらしたものである。

1 + 𝑧 = Τ1 + 𝛽 cos 𝜃 1 − 𝛽2

𝑧 = Τ1 1 − 𝛽2 − 1 > 0

9



第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
35 2021年4月から10月まで国際宇宙ステーション（ISS）に滞在した星

出彰彦宇宙飛行士について述べた文のうち、誤っているものを選
べ。

①日本人宇宙飛行士として2人目のISSコマンダーに就任した
②同期採用の宇宙飛行士に山崎直子と古川聡がいる
③ISSのロボットアームを始めて操作した
④スペースシャトル、ソユーズ、クルードラゴンの3つの宇宙船に搭
乗した唯一の日本人である

④ スペースシャトル、ソユーズ、クルードラゴンの3つの宇宙船に
搭乗したのは野口聡一が最初で、星出は2番目。日本人宇宙
飛行士として初めてISSコマンダーに就任したのは若田光一。

36 横軸に恒星の表面温度T を対数スケールで、縦軸に恒星の絶対
等級M をとったHR図に、恒星の半径が一定になる線を描いた。正
しい図を選べ。なお、図中の数値は、太陽の半径を1としたときの恒
星の半径を表す。

④ 恒星の光度をL 、半径をR 、表面温度をT 、太陽の光度を
L s、半径をR s＝1、表面温度をT sとすると、ステファン・ボルツマ

ンの法則により、L /L s＝R 2(T /T s)
4 と表される。ここで、同じ

表面温度では、光度は半径の2乗に比例する。したがって半径
が10倍になれば光度は100倍明るくなり、絶対等級は5等級明
るくなる。この条件を満たす半径一定の図は、②と④であり、こ
のいずれかが正答となる。他方、恒星と太陽の絶対等級をそ
れぞれM 、M s とおけば、光度と絶対等級の関係から、M s－M
＝(5/2)log(L /L s)が成り立つ。これらから、M s－M ＝

(5/2)log{(R) 2(T /T s)
4}＝5log(R)＋10log(T /T s)、すなわちM ＝

－5log(R)－10log(T /T s)と表される。ここで、R ＝1の場合を考

えると、M (R ＝1)＝－10log(T )＋10log(T s)となる。太陽の表

面温度はおよそ6000 Kで一定なので、R ＝1の線は、表面温
度を10倍（3000 Kから30000 K)になると、絶対等級は－10小さ
く（10等級明るく）なる。この条件を満たすのは④となる。

37 星間減光についての説明として誤っているものを選べ。

①天体からの光は、星間ガス・塵による散乱・吸収を受け、減光さ
れる
②星間減光の波長依存性は、星間塵の組成や形状・大きさなどに
依存する
③星間減光の量は、Vバンドと比較するとKバンドでは、約10分の1
になる
④星間減光の量は、高銀緯領域より銀河面のほうが小さい

④ 天体からの光は、星間ガス・塵による散乱・吸収を受け、観測
者に届く光の強度は小さくなる、これを星間減光という。星間減
光は観測波長に依存し、その波長依存性は、星間塵の組成や
形状・大きさなどに依存する。星間減光の量は、可視領域のV
バンドと比較すると赤外領域のKバンドでは、約10分の1にな
る。銀河面は、高銀緯に比べて星間ガス・塵の量が多いため、
星間減光の量は大きい。

38 1012を表すSI接頭語はどれか。

①G（ギガ）
②M（メガ）
③P（ペタ）
④T（テラ）

④ G（ギガ）は109、M（メガ）は106、P（ペタ）は1015を表すSI接頭語
である。
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第12回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
39 円運動している近接連星系は、星が赤色巨星に進化する段階で

様々な形状を示す。質量比が2：1の近接連星系におけるロッシュポ
テンシャル内に、星の形状をグレーで描いた。実際には存在できな
い形状はどれか。なお、L1～L5はラグランジュ点の位置を示し、図

中の曲線はポテンシャルの等値線を表す。

④ まず、連星のうち質量の大きい恒星が赤色巨星に進化し、外
層が膨張する。そのときはL1点まで膨張するが、それ以降はL1

点を通ってもう一方の星へガスが流れ出す。この段階の星が
①の図である。やがて相手方の星も赤色巨星に進化を始める
と、やがてL1点で2つの星が②のように接してしまう。この∞型

の境界線を内部臨界ロッシュローブと呼ぶ。さらに星が膨張を
続けると、両星は共通の大気をもつようになり、③の瓢箪型の
形状まで進化する。しかしこれ以上膨張を続けても、L2点を

通ってガスは外部に流れ出し、これ以上星は大きくなれない。
したがって④の形状が実際にはない形で、④が正答となる。な
お、L3、L4、L5はL2点よりもポテンシャルの値が高いので、ここ

に達する前にガスはL2点を通って外に流れ出してしまう。

40 次のうち、宮沢賢治が作詞した『星めぐりの歌』に登場しない星座
はどれか。

①さそり座
②わし座
③はくちょう座
④オリオン座

③ 『星めぐりの歌』の歌詞は以下の通りで、はくちょう座は登場し
ない。「アンドロメダのくも」はアンドロメダ銀河のことだと考えら
れている。なお、『星めぐりの歌』は東京オリンピック2020の閉
会式でも演奏された。

あかいめだまの　さそり
ひろげた鷲の　　つばさ
あをいめだまの　小いぬ、
ひかりのへびの　とぐろ。

オリオンは高く　うたひ
つゆとしもとを　おとす、
アンドロメダの　くもは
さかなのくちの　かたち。

大ぐまのあしを　きたに
五つのばした　　ところ。
小熊のひたいの　うへは
そらのめぐりの　めあて。
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