
第13回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
1 図はある星団で、さまざまな質量の恒星が同時に誕生してから10

億年後の等時曲線である。等時曲線について述べた文として誤っ
ているものを選べ。

①等時曲線と星団のHR図を比較することで、星団の年齢が推定で
きる
②等時曲線と星団のHR図を比較することで、星団までの距離が推
定できる
③図の等時曲線は温度7500 Kの恒星がこの後に進化する経路で
ある
④図の等時曲線に10太陽質量の恒星は示されていない

③ 様々な質量の恒星が同時に誕生した状況を考え、ある時間が
経過した後のそれぞれの恒星をHR図上に示し、線で繋いだも
のを等時曲線（アイソクローン）という。
主系列が途切れる部分に着目することで星団の年齢が推定で
き、みかけの等級と絶対等級の差から星団までの距離が推定
できる。また、10太陽質量の恒星は、誕生から10億年後には
既に超新星爆発しているので、図には含まれない。等時曲線
はHR上の恒星の進化経路に似ているが、進化経路は恒星の
質量ごとに異なるので、等時曲線は進化経路そのものではな
い。したがって③が正答となる。

2 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（電磁力より強
いという意味）、そして中性子のβ崩壊などに関与する弱い力
（電磁力より弱いという意味）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。

3 種子島宇宙センターの大型ロケット発射場の射点は、H-ⅡA用の
LP1、H-ⅡB用のLP2の2つがある。その射点間距離は約500 m離
れているが、なぜそんなに離れているのか。

①地形を考慮して建設するためそうならざるを得なかった
②どちらかの射点でロケットが爆発した際に他方の射点の設備等
を守るため
③日本の法律で距離が定められているため
④ロケットと射場系設備（テレメータ、コマンド、レーダー）との電波
リンクを考えたため

② 推進剤に使われている液体酸素や液体水素は高圧ガス保安
法により規制されているが、ロケットの打ち上げにおいては特
別充填許可を得ているため、それは適用されない。固体ロケッ
トについては、火薬類取締法が適用されるが、その使用量から
500 mもの距離は必要ない。
JAXA独自の安全距離と米空軍規定（AFR-127-100）を踏まえ
て設定したもので、射点設計当時最大のロケットの打ち上げを
想定した爆発時のファイアーボール（爆轟球）は半径500 m以
内と計算されている。そのため、どちらかの射点でロケットが爆
発した際に他方の射点の設備等を守るため、その距離が置か
れている。

4 2022年はアルバート・アインシュタインが来日して100年になる。次
のうち、誤っているものはどれか。

①アインシュタインを日本に招聘したのは、出版社である「改造社」
である
②アインシュタインは来日する途中で、ノーベル賞の受賞の報告を
受けた
③アインシュタインは約3カ月滞在し、北海道から九州まで各地で
講演会を開いた
④各地で熱狂的に迎えられ、招聘元はアインシュタインの滞在を延
長した

③ 講演会を開いたのは、東京、仙台、名古屋、京都、大阪、神
戸、福岡であり、北海道、四国はなかった。他は全て正しい記
述である。したがって③が誤りで③が正答となる。
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第13回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
5 図は、δCepの実視等級V と色指数B -V 、視線速度v の変化

を、1周期を1とする位相で示したものである。この変光星の状態の
変化の記述として誤っているものを選べ。ただし、δCep自身の視
線速度は－16.8 km/s である。

①実視等級が最も明るくなるのは、表面温度が最も高くなるあたり
である
②表面温度が減少しているときは、実視等級も暗くなっていく
③表面温度が減少している間、星は膨張を続ける
④星が膨張している時間と、星が収縮している時間はほぼ等しい

③ δ Cepは変光周期5.4日のセファイド変光星である。図から、V
等級がもっとも明るくなる付近（位相が0付近）では、色指数の
値は0.4くらいで最も小さくなっている。したがってその付近で表
面温度は最も高くなり、①は正しい記述となる。
表面温度が減少すると色指数は大きくなるので、位相が0付近
から0.7付近の間が、表面温度が減少している部分に対応す
る。この位相の間ではV 等級も暗くなっているので、②の記述
も正しい。
膨張と収縮による視線速度の変化は、星自身の視線速度を差
し引いて考える必要がある。視線速度の図で、この星自身の
視線速度がおよそ－17 km/sであるから、図に示されたおよそ
－17 km/s付近の横線が、膨張と収縮を繰り返す視線速度の0
点となる。この0点を基準として、星が膨張しているときは視線
速度は負の値（横線より下）に、収縮しているときは正の値（横
線より上）になる。図から、視線速度が正になるとき（位相が－
0.6～－0.1）と負になるとき（位相が－0.1～0.4）の位相の期間
はいずれもほぼ0.5となっているので、④の記述も正しい。
他方、表面温度が減少している位相が0～0.7の間では、視線
速度は最初は負であるが、0.4付近から正となっているので、最
初は膨張しているが、0.4付近から収縮に転じることがわかる。
したがって③の記述が間違っており、正答となる。

6 音波が伝わる物質の性質と、音速の関係の説明として誤っている
ものを選べ。

①物質の圧力が高いほど、音速は大きくなる
②物質の温度が高いほど、音速は大きくなる
③物質の密度が大きいほど、音速は小さくなる
④物質の体積が大きいほど、音速は小さくなる

④ 音速は、音波が伝わる物質の圧力や温度の1/2乗に比例す
る。また音速は、物質の密度の1/2乗に反比例する。一方、音
速は、物質の大きさには依存しない。物質の体積が大きくても
小さくても、その圧力や温度、密度などが同じであれば、音速
は等しくなる。

7 火星の第1衛星フォボスと第2衛星ダイモスについての記述で誤っ
ているものはどれか。

①フォボスの方が大きい
②フォボスが先に発見された
③双方とも同一人物によって発見された
④双方とも公転軌道はほぼ真円（非常に小さい離心率）である

② 第2衛星ダイモスは1877年8月12日に、第1衛星フォボスは同年
8月18日にどちらもアサフ・ホールによって発見された。した
がってダイモスの方が先に発見されているので②が誤りであ
り、②が正答となる。他は正しい記述である。

8 ハッブル宇宙望遠鏡の後継にあたるJWST（James Webb Space
Telescope）に関する説明のうち、正しいものはどれか。

①主鏡はハッブル望遠鏡の口径2.4 mに対し、6.5 mの単一鏡であ
る
②安定した軌道であるラグランジュ点 L5で観測する

③遠方銀河など赤方偏移した光の観測のために主に赤外線で観
測を行う
④熱の影響を避けるために銀メッキした遮光用の筒で覆われてい
る

③ JWSTは2021年12月に無事打ち上げられた。
① 単一鏡ではなく18枚の六角形の鏡を組み合わせた複合鏡
なので間違い。
② 地球から見て太陽の反対側に行くので、ラグランジュ点だが
L5ではなくL2に位置するので間違い。

③ ハッブル宇宙望遠鏡が115～1000 nm なのに対し、600～
2800 nmと赤外線に対応した観測を行うので正答となる。
④ 熱の影響を避けるために装備されたのは、600 nm以下の
光を遮る金メッキを施された遮光板なので間違い。遮光板は折
りたたまれた状態で打ち上げられ、宇宙空間で展開された。
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No. 問題 正答 解説
9 天体爆発現象であるキロノバについての記述で誤っているものは

どれか。

①中性子星同士または中性子星とブラックホールの連星の合体に
伴う現象である
②超新星の1000倍程度の明るさに達する爆発現象である
③金、プラチナ、ウランなどの元素が合成される
④重力波が検出されたことがきっかけで確実視されるようになった

② キロノバは、2017年8月17日の重力波の検出(GW170817)に続
く電磁波観測から確実視されるようになった、新星の1000倍程
度の明るさに達する爆発現象である。
GW170817は中性子星連星の合体であったが、キロノバはこの
ような中性子星と中性子星、または中性子星とブラックホール
の連星の合体に伴う現象であると考えられている。これによっ
てr-プロセスと呼ばれる過程により、金、プラチナ、ウランなど
の鉄より重い元素が合成される。

10 図は、太陽と同じ質量の星の進化経路をHR図上に描いたものであ
る。Aの恒星がBまで進化したとき、半径はおよそ何倍になるか。な
お、グレーの太い実線は主系列星の位置を表す。

①30倍
②70倍
③100倍
④150倍

② Aの位置での光度をL A、半径をR A、表面温度T A、Bの位置で

の光度をL B、半径をR B、表面温度をT B とする。ステファン・ボ

ルツマン定数をσとおけば、

L A＝4πσ(R A)
2 (T A)

4、L B＝4πσ(R B)
2 (T B)

4と表せる。

したがって、L B/L A＝(R B/R A)
2 (T B/T A)

4となる。ここで、図よ

り、Aの位置の光度は1、表面温度は6000 K、Bの位置での光
度はおよそ1000、表面温度は4000 Kであるから、1000/1＝

（R B/R A)
2×(4000/6000)4となる。これより、R B/R A＝√{1000}

×(6000/4000)2 ～32×9/4＝72となり、半径はおよそ70倍とな
る。したがって②が正答となる。

11 宇宙が人間（生命）の存在に都合よくできていることを「ゴルディ
ロックス」問題と呼ぶ。このゴルディロックスの名前の由来はどれ
か。

①童話に出てくる女の子の名前
②童話に出てくる妖怪（モンスター）の名前
③童話に出てくる熊の名前
④童話の作者名

① ゴルディロックスというのは、「ゴルディロックスと三匹の熊
（Goldilocks and the Three Bears）」というイギリスの童話に出
てくる女の子の名前である。森で迷子になったゴルディロックス
が辿り着いたのは、居心地のいい熊の家だった。我々がたま
たま住んでしまった宇宙は、なぜ、ゴルディロックスが出会った
熊の家のように、住みやすいのだろうか。その謎から、この種
の問題を「ゴルディロックス問題」とか「ゴルディロックスの謎」と
呼ぶのである。また基本的な物理定数の“ちょうどいい”値を
「ゴルディロックス因子」と呼ぶこともある。ゴルディロックスの
出会った家には持ち主（熊）がいたように、われわれの宇宙に
も“持ち主”がいるのだろうか。その“持ち主”はいつか戻ってく
るのだろうか。

12 星間空間において電波（マイクロ波）で放射されるメーザー現象が
検出されていない分子はどれか。

① H2O

② CH3OH

③ CO2

④ SiO

③ 光のレーザー放射と同じ原理に基づいて、電波（マイクロ波）で
放射される電磁波をメーザーという。最初のメーザーは1965年
に水酸基ラジカル OHにおいて発見され、その後1969年に水
（H2O）、1970年にメタノール（CH3OH）、1974年に一酸化ケイ素

（SiO）によるメーザーが発見されている。その後も、その他数
種類の分子によるメーザー現象が発見されているが、未だ二
酸化炭素（CO2）によるものはない。したがって③が正答とな

る。

13 太陽系内の惑星を公転する衛星に関する記述で正しいものを選
べ。

①公転運動は必ずしもケプラーの法則に従わない
②国際天文学連合によって惑星の定義とともに衛星の定義も定め
られている
③最大の衛星は（地球の）月である
④惑星である水星よりも大きい衛星が存在する

④ 衛星の公転もケプラーの法則に従っているので①は間違い。
また、衛星の定義はまだ存在しないので②も間違い。
太陽系内で最も大きい衛星は、木星の衛星ガニメデ（半径
2632 km）、次いで土星の衛星タイタン（半径2575 km）であり、
水星（半径2440 km）よりも大きいため、③は間違い、④が正答
となる。
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No. 問題 正答 解説
14 一般相対性理論の観測的検証に用いられていない事項はどれ

か。

①水星の公転軌道に生じる近日点移動
②太陽の近くに見える恒星の視位置のずれ
③天王星の公転運動の重力理論からの逸脱
④連星中性子星系における公転周期の減衰

③ 天王星の軌道のふらつきからニュートン力学を用いて未知の
惑星（海王星）の存在が予言され、海王星の発見につながっ
た。この軌道のふらつきは一般相対性理論とは無関係である
ため③が正答となる。他の記述は、全て一般相対性理論の観
測的検証に用いられ、一般相対性理論の正しさを示すものと
なっている。

15 図の上部の相対論的プラズマ領域の説明として誤っているものは
どれか。

①プラズマガスの熱エネルギーが電子の静止質量エネルギーを超
える
②プラズマ粒子の熱運動速度が光速に比べて無視できなくなる
③プラズマガスの温度が約60億Kを超える
④プラズマガスの重力エネルギーが電子の静止質量エネルギーを
超える

④ プラズマガスの温度が約60億Kになると、粒子の熱エネルギー
が電子の静止質量エネルギーぐらいになり（同時に熱運動速
度も光速のオーダーになり）、粒子同士の衝突によって電子・
陽電子対生成などが生じるようになる。このような超高温プラ
ズマを相対論的プラズマと呼ぶ。相対論的プラズマには、重力
エネルギーの大小は直接関係しないので④が誤りであり、正
答となる。なお、実際、ブラックホール近傍では、相対論的プラ
ズマも存在するが、数十万Kや数千万K程度の比較的低温の
プラズマも存在する。

16 質量M の天体のまわりを質量m （m ≪M ）の物体が、半径a の円
軌道で運動している。この物体の全エネルギーはどう表されるか。
ただしG は重力定数である。

② 物体の速度をv とすると、重力と遠心力の釣り合いより、

GmM /a 2＝mv 2/a が成り立つ。これよりv 2＝GM /a  となり、物

体の運動エネルギーT はT ＝mv 2/2＝GmM /2a となる。
他方、物体の位置エネルギーΦは、Φ＝－GmM /a である。
したがって、全エネルギーE は、
E ＝T ＋Φ＝GmM /2a －GmM /a ＝－GmM /2a となり、②が
正答となる。

※解説2行目に誤植がありました。v 2＝GmM /a  となっており

ましたが、正しくはv 2＝GM /a です。お詫びして訂正いたしま
す。

17 土星の環を最初に環と認識した人物を選べ。

①ガリレオ・ガリレイ
②クリスティアン・ホイヘンス
③ジョヴァンニ・カッシーニ
④ヨハン・エンケ

② 望遠鏡で最初に土星の環を見たのはガリレオ・ガリレイだが、
環であるという認識はなかった。環であることを最初に認識した
のはクリスティアン・ホイヘンスで、1655年のことである。
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No. 問題 正答 解説
18 小惑星探査機「はやぶさ2」は現在どうしているか。

①小惑星リュウグウの探査を終えて地球へ向けて帰還中である
②2020年末に地球へ帰還し大気圏に再突入して燃え尽きた
③地球に帰還するカプセルを分離した後、新たなる探査に向かっ
ている
④小惑星2001 CC21への拡張ミッションを成功させ、次の目標へ向

かっている

③ 小惑星探査機「はやぶさ2」は、小惑星リュウグウでのサンプル
リターンを成功させ、2020年末に、地球に帰還するサンプルを
収めた再突入カプセルを分離、回収させた。その後、探査機本
体は拡張ミッションに進んでいる。まず2026年に2001 CC21をフ

ライバイによる観測を行い、その後、2031年に小惑星1998
KY26にランデブーして近接探査を行う予定である。したがって

③が正答である。

19 画像はさまざまな天体のスペクトルである。一番上のM42はどんな
天体か。

①輝線星
②輝線星雲
③超新星残骸
④活動銀河

② 一番上のスペクトルは、輝線星雲M 42（オリオン大星雲）のも
のである。スペクトルは連続成分がなくほぼ輝線成分のみで、
通常の星では吸収線になっている部分に輝線があることがわ
かる。輝線星の場合は、輝線成分以外に、星本体からの連続
スペクトル成分がある。

20 磁場の強さをB 、透磁率をμとする。単位体積あたりの磁気エネル
ギーはどう表されるか。

④ 単位体積あたりの磁気エネルギーは④で与えられる。

21 スペースシャトルに搭乗した宇宙飛行士が、打ち上げ直前に緊急
避難するように指示された場合、発射台の上から避難する方法は
どれか。

①発射台のエレベータで地下道まで降りて避難する
②発射台の上からパラシュートを付けて、地上まで飛び降りて避難
する
③発射台の上からゴンドラにのって地上まで降りて避難する
④スペースシャトルの座席についた小型エンジンで打ち上げられて
座席ごとパラシュートで地上に避難する

③ スペースシャトルの宇宙飛行士が、打ち上げ直前に緊急避難
する場合、発射台の上からすばやく離れた地上まで降りること
ができるように、発射台の上から斜めに張られたワイヤーにゴ
ンドラが取り付けられている。宇宙飛行士はそれに乗って、固
定用のフックを外して、ゴンドラで離れた地上に滑り降りる。ゴ
ンドラの着地点には装甲車がおいてあり、宇宙飛行士はその
装甲車に搭乗し、自ら運転して、危険の迫った発射台から避難
する手順となっていた。

22 ギリシャ文字で、ファイでない文字はどれか。 ① ①はギリシャ文字のプサイ（Ψ）の小文字である。②は小文字
のファイ、③は小文字の異字体（筆記体）のファイ、④は大文字
のファイである。したがって正答は①となる。
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第13回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
23 図のⅡの曲線近傍の星はどれに分類されるか。

①半巨星
②準巨星
③亜巨星
④輝巨星

④ 星の光度階級では、明るい方から、超巨星（Ⅰ）、輝巨星
（Ⅱ）、巨星（Ⅲ）、準巨星（Ⅳ）、矮星・主系列星（Ⅴ）と分類され
る。半巨星や亜巨星という分類はない。

24 次の文の【 ア 】、【 イ 】にあてはまる語として正しい組み合わせを
選べ。
「基底状態にある水素の電子が励起状態に移るときに生じる吸収
線を【 ア 】系列と呼び、【 イ 】領域に現れる。」

①ア：パッシェン　イ：紫外線
②ア：パッシェン　イ：赤外線
③ア：ライマン　　イ：紫外線
④ア：ライマン　　イ：赤外線

③ 電子の軌道を、内側から順にn ＝1、2、3、…と番号をつける。
基底状態（n ＝1の軌道）から励起状態（n ＞1の軌道）に移る
ときに生じる吸収線をライマン系列、n ＝2の軌道からn ＞2の
軌道に移るときに生じる吸収線をバルマー系列、n ＝3の軌道
からn ＞3の軌道に移るときに生じる吸収線をパッシェン系列と
呼ぶ。ライマン系列は紫外線領域に、バルマー系列は可視領
域に、パッシェン系列は赤外線領域に現れる。したがって③が
正答となる。

25 来年2023年は、プラネタリウムにとってある節目の年である。どん
な年か。

①日本に初めてプラネタリウムが設置されてから100年
②初めて国産のプラネタリウムが完成してから100年
③世界で初めてプラネタリウムが公開されてから100年
④デジタル式のプラネタリウムが登場してから50年

③ 1923年10月21日、ドイツのカール・ツァイスが現在と同じ仕組
みのプラネタリウムを公開した（ドイツ博物館への常設は1925
年）。それから100年ということで、現在、様々なイベントなどが
企画されつつある。
日本に初めてプラネタリウムが設置されたのは1937年、初めて
国産のプラネタリウムが完成したのは1958年、デジタル式のプ
ラネタリウムが登場したのは1983年のことである。

26 図は、ある近接連星のロッシュポテンシャルと星の形状を表したも
のである。この近接連星は何型に分類されるか。

①semi-detached
②semi-contact
③semi-linked
④semi-separated

① 連星のうち、2つの星の距離が星の半径のオーダーぐらいに近
くて、潮汐力や質量交換などの影響が出ているものを近接連
星と呼ぶ。近接連星はその接触具合によって、両方の星が内
部臨界ロッシュローブより少し小さな分離型（detached）、片方
の星が内部臨界ロッシュローブを満たしている半分離型
（semi-detached）、両方の星が内部臨界ロッシュローブを満た
している接触型（contact）に分類される。なお、内部臨界ロッ
シュローブとは、L1点を通る∞の形の等ポテンシャル線（正確

には等ポテンシャル面）を表す。
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第13回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
27 ケプラーの法則が発表されたのは何世紀か。

①15世紀
②16世紀
③17世紀
④18世紀

③ ティコ・ブラーエの精密な観測データに基づいて、ヨハネス・ケ
プラーがケプラーの法則をまとめたのは17世紀初頭である。一
度に提案されたわけではなく、まず1609年に第2法則が発表さ
れ、続いて同年、第1法則が発表された。さらに1619年に第3法
則が発表された。


28 圧力P と密度ρの間にポリトロピック関係式を用いて、星の内部構
造を調べる方法がある。ポリトロピック指数をN 、γ＝1＋1/N とお
くとき、ポリトロピック関係を表す式はどれか。ただしK は定数であ
る。

①P ＝K ρ－γ

②P ＝K ργ

③ρ＝KP －γ

④ρ＝KP γ

② 星の内部の核融合反応の詳細がわかっていなかった時代に
は、圧力P と密度ρの間にポリトロピック関係式を用いて、星
の内部構造を理論的に調べる方法が用いられていた。ポリトロ
ピック指数をN 、γ＝1＋1/N とおくとき、圧力P が密度ρの

γ乗に比例する、すなわちP ＝K ργと表せる式ををポリトロ
ピック関係式という。この関係を用いると、星の内部の釣り合い
を表す式はエムデン方程式となる。

29 2018年に国際水星探査計画「ベピコロンボ」で打ち上げられた探査
機についての説明として誤っているものを選べ。

①最終目的地である水星には、2025年に到達する予定である
②地球、金星、水星とのスイングバイを合計9回行って、軌道を調
整する
③水星周回軌道に入ったあと、JAXAの探査機と欧州宇宙機関の
探査機に分離される
④JAXAの探査機は、水星表面の地形や化学組成を調べることを
目的としている

④ 国際水星探査計画「ベピコロンボ」で2018年に打ち上げられた
のは、JAXAの水星磁気圏探査機「みお」と、ヨーロッパ宇宙機
関(ESA)の水星表面探査機「MPO」の2つの周回探査機であ
る。2020年4月に地球、2020年10月と2021年8月に金星とスイ
ングバイを行い、残りの6回は水星とのスイングバイである。
2025年に水星周回軌道に入り、それぞれの探査機を分離す
る。水星の地殻は薄く、鉄からなる核は比較的大きい。「みお」
はこの金属核がつくり出す磁場の調査を目的としている。④は
「MPO」の目的なので誤りであり、④が正答となる。

30 図中の矢印で示されている「－Hα」のスペクトル線は、SS 433天
体のどこから放射されていると考えられるか。

①SS 433周辺の降着円盤の向こう側へ運動している部分
②SS 433周辺の降着円盤の手前側へ動いている部分
③SS 433から吹き出すジェットの遠ざかる部分
④SS 433から吹き出すジェットの近づく部分

④ 回転している降着円盤や噴出しているジェットからスペクトル線
が放射されているときは、それらの運動によるドップラー効果で
スペクトル線の波長はしばしば変位する。SS 433の場合は、
ジェットからの成分が非常に強く、HαがSS 433天体本体から
の成分なのに対し、＋Hαは遠ざかるジェットから、－Hαは近
づくジェットからの成分となる。したがって④が正答となる。

31 球対称降着流を1952年に初めて解析したのはだれか。

①アーサー・エディントン
②エルンスト・マッハ
③ヘルマン・ボンディ
④ユージン・ニューマン・パーカー

③ アーサー・エディントンは1920年代に星の構造を調べた。エル
ンスト・マッハは音速を単位として流れの速さを測るマッハ数や
マッハ原理で有名。ユージン・ニューマン・パーカーは太陽から
吹き出す太陽風の理論を1958年に提唱した。それよりも少し早
い1952年に、ヘルマン・ボンディが球対称降着流の理論解析を
行った。今日でもボンディ解と呼ばれる基礎概念で、ブラック
ホール・シャドウが発見されたM 87銀河中心などでのブラック
ホール降着流にも適用される。
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第13回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
32 2022年3月に発表された第4回日本天文遺産の1つは、ある歴史的

天文現象の観測地やそこにある記念碑などが一括して選ばれた。
どんな天文現象だったか。

①皆既日食
②小惑星による恒星食
③超新星
④金星の太陽面通過

④ 第4回日本天文遺産の1つに選ばれたのは「明治7年金星太陽
面通過観測地」である（もう一つは「小山ひさ子氏の太陽黒点
スケッチ群」）。
1874（明治7）年12月9日に日本で金星の太陽面通過が見ら
れ、その観測ため諸外国から日本に観測隊が集まった。当時、
金星の太陽面通過の観測が1天文単位の長さを決める手段で
あったためである。
長崎にはフランスとアメリカから、神戸にはフランスから、横浜
にはメキシコから観測隊がやってきて観測を行った。各地に記
念碑などが残されている。

33 図は太陽系形成の概念図だが、図中のAとBは何を表すか。

①Aが微惑星でBが準惑星
②Aが準惑星でBが微惑星
③Aが岩石微惑星でBが氷微惑星
④Aが岩石準惑星でBが氷準惑星

③ 現在の太陽系形成論では、原始太陽系星雲に含まれていた微
小な塵が集まって微惑星を形成し、微惑星が合体して原始惑
星となり、さらに惑星へと合体成長していく。その際、原始太陽
からの熱放射によって、水が液体となるか氷になるかの境目を
雪線として、雪線より内側では岩石成分が主たる岩石微惑星
ができ、雪線より外側では氷を主成分とする氷微惑星が多くで
きたと考えられている。

34 分光連星の説明として、正しいものを選べ。

①星の大きさに比べて連星間の距離が十分大きく、それぞれを単
独星と考えてよい
②スペクトル線のドップラー偏移の周期性から、連星であることが
わかる
③望遠鏡でみたときに、主星と伴星が分かれてみえる
④中性ヘリウムの吸収線が最も強く、水素の吸収線も強い

② ①は遠隔連星の説明、③は実視連星の説明、④はスペクトル
型がB型の星の説明である。
星の光を分光してスペクトルを調べたとき、スペクトル線の波長
が周期的に変化している場合がある。その周期変動が連星の
公転に伴うドップラー偏移と解釈できて連星だと認定されるも
のが分光連星である。したがって②が正答となる。

35 8つの客星の記録が残されている日本の中世の文書はどれか。

①『方丈記』
②『明月記』
③『海道記』
④『風姿花伝』

② 藤原定家の日記『明月記』には、「客星出現例」として、8つの客
星の記録が残されており、そのうち、1006年、1054年、1181年
の3つは超新星の記録、その他はおそらく彗星の記録だと考え
られている。『方丈記』は鴨長明の随筆集。『海道記』は著者未
詳の紀行文。『風姿花伝』は世阿弥の著した能の文書。
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第13回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
36 輝く重力天体のエディントン光度はどのような考え方で決められて

いるか。

①粒子が受ける、天体からの重力と天体放射からの単位時間当た
りの運動量の釣合
②粒子が受ける、天体からの重力エネルギーと天体放射からの放
射エネルギーの釣合
③粒子が受ける、天体からの重力と天体から吹き出すガスによる
ガス圧の釣合
④粒子が受ける、天体からの重力と天体放射による放射抵抗の釣
合

① エディントン光度は粒子にかかる重力と放射圧の釣合で決まる
量で、運動量の変化を表す運動方程式における力のバランス
から決められる。すなわち、中心から距離r のところで単位時
間単位面積当たりに流れる輻射エネルギー、すなわち輻射流

束f は、f ＝ L /(4πr 2) である。光子のエネルギーE と運動
量p の間には、光速度をｃ とすると、E ＝pc  の関係があるの
で、上記の輻射流束が運ぶ運動量はf /c になる。光子との衝
突断面積がσの粒子が受ける運動量はσf /c  となる。天体
の質量をM とし、粒子の質量をm とすると、粒子にかかる天体

の重力は、重力定数をG とするとGMm /r 2である。粒子が受
ける光子の運動量と天体の重力を等しいと置くと、そのときの
光度は、L ＝4πcGMm /σとなる。この光度がエディントン光
度である。

37 画像はある天体の中心部の拡大図である。この天体は何か。

①クェーサー 3C 273
②電波銀河Cen A
③電波銀河Cyg A
④電波銀河M 87

④ 画像は電波銀河M 87のもので、左上が電波干渉計VLAで撮像
した全体の広域電波画像、右上はほぼ同じ範囲をハッブル宇
宙望遠鏡で撮像した可視光画像、下は電波干渉計VLBAで撮
像した中心部分の拡大電波画像になる（©NASA/NRAO/
STScI）。このM 87銀河は、電波や可視光で目立つジェットを吹
き出しているとともに、中心の超巨大ブラックホールのシャドウ
が観測された著名な銀河である。

38 はくちょう座X-1とクェーサーは、観測的にはどちらが先に発見（認
定や命名）されたか。

①はくちょう座X-1
②クェーサー
③ほぼ同時
④いまだに議論されている

② はくちょう座X-1がX線衛星によって発見され、可視光で同定さ
れて質量などが見積もられたのは1971年である。この年が恒
星質量ブラックホールの発見（認定）としてよいだろう。一方、宇
宙の彼方の非常に明るい天体としてクェーサーがマーテン・
シュミットによって初めて同定されたのは1963年である。この段
階ではクェーサーがブラックホールと関係しているかどうかは
議論の余地があったが、1969年、ドナルド・リンデン＝ベルが
超大質量ブラックホールがクェーサーの活動主因だと指摘し
た。
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第13回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
39 図は宇宙ジェットの見かけ上の超光速運動を説明する模式図であ

る。次の式の右辺第2項で表される

は何を意味するか。なおジェットの速度はv で光速はc とする。

①中心核Oから放射された電磁波が地球に届くまでの時間
②図の位置にある輝点Pから放射された電磁波が地球に届くまで
の時間
③中心核Oから輝点Pが飛び出て図の位置に達するまでの時間
④地球から観測して図のQからPまで輝点Pが移動する時間

② 中心核Oから放射された電磁波が地球に届く時間は、図からd
/c となる。輝点Pの位置では、距離はd ではなくd －r cosθ
なので、輝点Pから放射された電磁波が地球に届くまでの時間
は（d －r  cosθ）/c となる。また輝点Pが飛び出て図の位置ま
で来るのに要する時間はr /v である。したがって、上の式は
全体として、中心核から輝点Pが飛び出して輝点Pの位置まで
到達し、さらにそこから放射された電磁波が地球に届くまでの
時間となる。

40
2022年2月に出版された伊与原新

いよはら　しん

の小説『オオルリ流星群』は、あ

る天体を観測しようと天文台を作る、高校時代の同級生たちの物

語である。主人公たちは何を観測しようとしたのか。

①彗星

②太陽系外縁天体

③超新星

④小惑星

② 伊与原氏はあとがきで、「2019年に京都大学と国立天文台など
の研究グループが市販の安価な小望遠鏡を用いた観測で、
エッジワース・カイパーベルト天体を発見したという報告を目に
したのが執筆のきっかけになった」と書いており、作中でも主人
公たちは太陽系外縁天体の観測を目指して天文台を作ること
になった。
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