
第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
1 高速電波バーストについての記述のうち、間違っているものはどれ

か。

①発見されてからすでに10年以上たつが、未だ正体は不明である
②発生源の距離から、多くは銀河系外と推定されている
③波長によって電波の到着時刻がずれることが観測されている
④バーストの継続時間はわずか数秒に過ぎない

④ 高速電波バースト(FRB)は継続時間がわずかに数ミリ秒（1ミリ
秒＝1/1000秒）という電波で観測される現象であり、④が誤り
のため、正答となる。この現象は2007年に発見された。その距
離は波長による電波パルスの到着時刻のズレから推定されて
おり、多くは系外銀河からのものと考えられている。一部反復
性を示すFRBも発見されているが、その正体は未だ不明であ
る。

2 アメリカの学術団体は、今後10年間の天文学の将来計画の重要性
を定めるための指針としてAstro2020というレポートを2021年11月
に発表した。その中で提唱された3つの重要度の高い柱（priority
area）に該当しないものはどれか。

①地球外生命体の有無の研究：太陽系外惑星をその環境を決め
る中心星の性質と合わせて統一的に理解することを目指す

②新しい手段での宇宙観測：従来の電磁波（可視光、赤外線、電
波、X線、ガンマ線）に加えて、超高エネルギー宇宙線、ニュートリ
ノ、重力波など新たな観測手法を用いる

③銀河進化を生態系として理解する研究：天体の輪廻転生を化学
的・力学的進化の基礎過程から解明する

④宇宙膨張の謎を解く加速膨張の解明：いわゆるダークエネル
ギー説の検証

④ ①、②、③が柱として掲げられた。①はPathways to Habitable
Worlds、②はNew Windows on the Dynamic Universe、③は
Unveiling the Drivers of Galaxy Growthという表題である。これ
まで銀河と銀河中心ブラックホールの「共進化」と呼ばれてい
た言葉を「生態系（ecosystem）」とまで踏み込んだ言い方にし
たことで話題になった。

https://www.nationalacademies.org/our-work/decadal-
survey-on-astronomy-and-astrophysics-2020-astro2020

3 種子島宇宙センターにあるH-ⅡAロケット打ち上げ用の射点の地
上システム（施設、設備、支援装置等）は次のどのロケットの地上
システムを意識して作られたか。

①欧州のアリアンロケット
②中国の長征ロケット
③アメリカのデルタロケット
④ロシアのソユーズロケット

① H-ⅡA射点建設当時の世界の人工衛星打ち上げは、半分以
上がアリアン4ロケットにより行われていた。その後継機である
アリアン5ロケットの世界シェアーもほぼ同等と考えられてい
た。つまり、世界の人工衛星はアリアン5ロケット及びその地上
システムとのインタフェースを持ったものが多かったのだ。
日本も世界の衛星打ち上げ市場に参画できるように、アリアン
5ロケットの地上システムに（衛星とのインタフェースとして）合
致させる必要があったためである。

4 次の図は超大型望遠鏡の複合鏡の模式図だが、鏡の形式と望遠
鏡名の組み合わせのうち間違っているものはどれか。ただし、鏡の
大きさは実際の口径ではなく比較のために同等にしてある。

① 現代の超大型望遠鏡は複数の鏡を組み合わせて大きな口径
とする複合鏡が主流となりつつある。
①はTMTではなく Hobby-Eberly 望遠鏡（アメリカ、マクドナルド
天文台の 91枚の鏡で有効口径9.2 m）、TMT は六角形の鏡
492枚で口径30 m。②は昨年12月に上がった James Webb
Space Telescope で 18枚の鏡で口径6.5 m。③はアメリカ、ハ
ワイにある Keck 望遠鏡で 36枚の鏡で口径10 m。④は中国科
学院国家天文台の Large Sky Area Multi-Object Fiber
Spectroscopic Telescope で24枚の鏡で口径4 m相当にしてい
る。この望遠鏡は名前のとおり、ファイバー多天体分光に特化
した望遠鏡。

5 天体における輻射の機構と種類の組み合わせで、間違っているも
のはどれか。

①機構：黒体輻射　　　　　　　　　 種類：連続スペクトル
②機構：逆コンプトン散乱　　　　　種類：連続スペクトル
③機構：水素の超微細構造線　　種類：線スペクトル
④機構：シンクロトロン放射　　　  種類：線スペクトル

④ シンクロトロン放射は、磁場中を相対論的速度をもつ電子が運
動するときに放射する電波で、べき乗型スペクトルを示す連続
スペクトルになる。したがって、④の組み合わせが間違ってお
り、④が正答となる。水素の超微細構造線は、中性水素が放
射する波長21.1 cmの線スペクトルである。
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第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
6 面密度が一定、全質量がM 、半径がR の薄い球殻がある。球殻内

部で、球殻の中心から距離r だけ離れたところに質量m の物体を置
いた。この物体に働く重力F と位置エネルギーΦの組み合わせとし
て、正しいものはどれか。なおG は重力定数を表す。

①F ＝0　　　　　　　　　Φ＝－GmM /r
②F ＝0　　　　　　　　　Φ＝－GmM /R

③F ＝－GmM /r 2　　  Φ＝－GmM /r

④F ＝－GmM /r 2　　  Φ＝－GmM /R

② 面密度が一定の球殻内部（r ＜R ）の重力は0となる。したがっ
て重力エネルギーは一定となる。これらを満たす関係式は②と
なり、②が正答となる。

なお、球殻外部（r ＞R ）の重力はF ＝－GmM /r 2、位置エネル
ギーはΦ＝－GmM /r となる。位置エネルギーは連続になるた
め、球殻内部の位置エネルギーは球殻の表面の位置エネル
ギーと等しくなる。また、球殻外部の位置エネルギーでr ＝R と
おけば、球殻の表面の位置エネルギーはΦ＝－GmM /R とな
り、球殻内部の位置エネルギーもΦ＝－GmM /R となる。

7 大型電波望遠鏡で、過去に事故によって崩壊してしまったものはど
れか。

①グリーンバンク・91 m電波望遠鏡
②ジョドレルバンク・76 mラヴェル電波望遠鏡
③エフェルスベルク・100 m電波望遠鏡
④パークス・ 64 m電波望遠鏡

① 1988年に、グリーンバンク・300フィート(91m)電波望遠鏡がアン
テナ支持機構の一部が突然抜け落ちたことにより倒壊した。
最近では、2020年にアレシボ・305 m電波望遠鏡の受信機が
下にある反射鏡に落下して崩壊している。

8 次の4つの画像は、ケンタウルス座Aを様々な波長で観測した結果
から得られたもので、全てほぼ同じ視野である。全て連続波（光）成
分によるものとして、これを波長の長いものから短いものの順に並
べたものはどれか。

①B－A－D－C
②C－D－A－B
③B－D－C－A
④C－A－B－D

② Aはケンタウルス座Aの可視光(©ESO)、Bはチャンドラ衛星によ
るX線(©NASA)、CはVLAによる電波(©NRAO/AUI/NSF)、Dは
スピッツァー衛星による赤外線(©NASA)の画像である。した
がって②が正答となる。

9 電子と陽電子からなる水素原子類似の束縛状態を何と呼ぶか。

①エレクトロニウム
②ポジトロニウム
③ポジネガニウム
④ニュートロニウム

② 電子と陽電子は正負の電荷をもつので、水素原子と類似の束
縛状態をつくることが可能で、ポジトロニウム（positronium）と呼
ばれる。ポジトロニウムはPs という元素記号をもっている。ポ
ジトロニウムの存在は、1933年の陽電子発見直後、ステパン・
モホロビチッチ（1934）によって予言された。太陽および天の川
銀河中心から到来した電子陽電子対消滅輝線によって、その
存在が検出されている。

10 アポロ13号は月へ向かう途中で、タンクの爆発により月着陸を断念
し、地球へ帰還したが、爆発したのは次のうちどのタンクか。

①水素タンク
②酸素タンク
③二酸化炭素タンク
④水タンク

② アポロ13号は月へ向かう途中で、司令船についている酸素タン
クが爆発するという事故にあった。これは、酸素タンクのサーモ
スタットが故障していたため、出発前の作業中にタンクが高温
になって配線に損傷が生じていたが、離陸2日後に、その配線
に電流を通電した際に火花が飛び、酸素タンクが爆発したので
ある。
対応として、司令船側のシステムを一時シャットダウンして月着
陸船の機能を使って、宇宙船内の環境制御と軌道制御を行う
ことにより、地球へ帰還することができた。
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第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
11 CCDが他の可視光検出器と比較して優れている特性について述

べた文のうち、間違っているものはどれか。

①読み出し速度がほぼ無視できる
②データとして画像が得られる
③量子効率が高い
④入力に対する出力の線形性が高い

① CCDは、良好な線形性、高い量子効率、大きなフォーマットの2
次元検出器の製作が容易、という特性によって、90年代以降、
写真乾板や光電子増倍管にとって代わり、現在、可視光天体
観測で主流の検出器として用いられている。一方、大フォー
マットのCCDではデータの読み出しに数十秒以上の時間がか
かる。最近は、読み出し時間が短く、低ノイズ化と線形性の改
良に成功したCMOSイメージセンサも天体観測に用いられつつ
ある。

12 図は、水素原子の模式図で、基底状態から順に、5番目までの電
子の軌道を描いたものである。電子が図のように遷移したとき、ど
のようなスペクトル線が現れるか。

①Hγ線の輝線
②Hγ線の吸収線
③Hδ線の輝線
④Hδ線の吸収線

① 2番目の軌道とn （n ＞2)番目の軌道間の電子の遷移で生じる
スペクトル線は、バルマー系列と呼ばれ、2番目と3番目の間の
遷移からはHα線が、2番目と4番目の遷移からはHβ線が、2
番目と5番目の遷移からはHγ線が、2番目と6番目の遷移から
はHδ線が生じる。なお、内側から外側へ移動するときは吸収
線に、外側から内側に移動するときは輝線になる。図は5番目
の軌道から2番目の軌道に移動しているので、Hγ線の輝線と
なり、①が正答となる。

13 持続時間が極めて短い電波現象が、2007年にオーストラリアの電
波望遠鏡によって捉えられた。この電波現象によく似た波長の偽
信号が発見されたが、その偽信号につけられた名称は何か。

①LGM
②セイレーン
③ペリュトン
④ディンゴ

③ 持続時間がわずか数ミリ秒というこの電波現象は高速電波
バースト(FRB：中央銀行ではない！)として知られており、爆発
的現象を伴う天体が発生源と推測されているが、まだ未解明
の現象である。紛らわしい偽信号ペリュトンは、天文台のランチ
タイムによく発生することがヒントとなり、電子レンジから漏れた
電波によるものと判明した。ペリュトンは神話上の動物。ちなみ
にLGM（Little Green Man，緑の小人）は発見当初にパルサー
につけられていた名称として知られている。

14 「暁のしづかに星の別れ哉」
これは明治時代の俳人、歌人である正岡子規の俳句で、季語は
「星の別れ」である。どの季節を詠んだものか。

①春
②夏
③秋
④冬

③ ここでの星とは七夕の星のことで、秋の明け方に白む空に静
かに沈んでいく2つの星、織姫と彦星が静かに別れを告げてい
ることを詠んでいる。七夕に関する季語は、秋の季語である。
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第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
15 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。彩層の

温度分布はどれぐらいの範囲になるか。

①6000 Kぐらい

②4000 Kから104 Kぐらい

③104 Kから106 Kぐらい

④106 Kぐらい

② 太陽の見えている本体を光球（図のA）という。そこでは温度は
6000 Kから4000 Kぐらいに下がる。光球の外側の上空へ向け

て温度が4000 Kから104 Kぐらいへ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104 Kから106

Kぐらいに急激に温度が上昇する領域が遷移層（図のC）にな
る。

16 太陽の表面温度はおよそ6000 Kで、そのスペクトル分布は波長が
およそ480 nmのところにピークをもつ。では、表面温度が2万4000
Kの恒星のスペクトル分布のピークの波長はどれくらいか。

①240 nm
②160 nm
③120 nm
④80 nm

③ 単位波長あたりの黒体輻射スペクトルのピークの波長λmax

は、黒体温度T に反比例する。これをウィーンの変位則という。
したがって比例定数をC とすれば、λmax＝C /T と表すことがで

きる。T ＝6000 Kでλmax＝480 nmとなるので、480＝C /6000と

なり、C ＝480×6000であることがわかる。したがって、T ＝
24000 Kでは、λmax＝C /T ＝480×6000/24000 ＝ 480/4＝

120となり、③が正答となる。

17 ロケット打ち上げ時の天候条件について、H-ⅡAロケットで要求とし
て設定されていないものはどれか。

①地上風の最大瞬間風速が20.9 m/s以下であること
②降雨量が8 mm/h以下であること
③射場から10 km以内に雷が観測されていないこと
④霧、靄などの発生時、視界が100 m以上あること

④ 地上風、降雨量、雷については、次の理由で制約している。風
の制約はロケットがリフトオフする際に風にあおられ地上設備
と干渉することを避けるため。強い降雨は、ロケット機体内への
水分の混入を避けるため。ロケットへの放電は電子機器に悪
影響を与えるためである。水分や雷に打たれた場合の対策は
取られているが、影響部分や程度によっては失敗につながる
ので避けるようにしている。

18 図は太陽のまわりの地球軌道を描いたものである。JWSTはこの図
ではどこに設置されているか。

①A
②B
③C
④D

② 2021年12月25日に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡の後を
継ぐ新しい宇宙望遠鏡は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡
（JWST；James Webb Space Telescope）と呼ばれる。JWSTは
18枚の鏡を展開して口径6.5 mの主鏡となり、太陽地球空域の
ラグランジュポイントのうち、L2に設置された。L2は、太陽-地球

-L2という位置関係になるため、太陽の影響をあまり受けずに、

深宇宙を観測できる適所となっている。太陽地球系では太陽
の質量が非常に大きいため、L2は地球から約150万kmの位置

にある。
なお、この図のスケールでは、JWSTは正確には地球の●のB
側の部分と重なる。図のようにB付近にL2が描いてある図は、

L2の位置（方向）がわかりやすいようにL2の距離を誇張したも

のである。

19 ある天体から、FeXXVのスペクトル線が観測された。FeXXVは鉄の
どのような状態を表しているか。

①鉄元素が24階電離した状態
②鉄元素が25階電離した状態
③鉄元素が26階電離した状態
④鉄元素が25個連なった状態

① 元素の電離状態を表す場合、元素記号の後にローマ数字をつ
けて表す方法がある。Ⅰは中性（電離していない状態）、Ⅱは1
階電離（電子が1個電離した状態）、Ⅲは2階電離（電子が2個
電離した状態）というように、ローマ数字から1を引いた回数だ
け電離した状態を表す。FeXXVは、鉄の元素記号の後にロー
マ数字で25が示されているので、鉄元素が24階電離した状態
であることを表す。したがって①が正答となる。
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第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
20 相対論的な電子の量子力学的方程式を何と呼ぶか。

①シュレーディンガー方程式
②ハイゼンベルグ方程式
③ディラック方程式
④アインシュタイン方程式

③ シュレーディンガー方程式やハイゼンベルグ方程式は非相対
論的な粒子の方程式で、前者は波動力学の基礎方程式、後者
は行列力学の基礎方程式になる。またアインシュタイン方程式
は通常は時空と物質を繋ぐテンソル方程式のことを指す。
一方、素粒子にはスピンと呼ばれる性質があり、スピン0の相
対論的素粒子を表す方程式はクライン-ゴルドン方程式と呼ば
れ、スピン1/2の相対論的素粒子を表す方程式はディラック方
程式と呼ばれる。ディラック方程式は、スカラー・ベクトル・テン
ソルなどと異なるスピノールと呼ばれる代数的性質があって難
易度が高いが、電子と陽電子を正しく扱うことができる美しい方
程式である。

21 1 Paの換算として正しい単位はどれか。

①1 kg m2 s－2

②1 kg m s－2

③1 kg m－1 s－2

④1 kg m－2 s－2

③ Pa（パスカル）は圧力の単位で、1 m2に1 N（ニュートン）の力が

掛かるもの。1 N＝1 kg m s-2なので、1 Pa＝1 kg m-1 s-2とな
る。天気予報ではhPa（ヘクトパスカル、1 hPa＝100 Pa）が使わ
れ、1気圧＝約1000 hPaである。

22 次のうち、E4の楕円銀河の形状はどれか。 ③ 楕円銀河は、その見かけの形状に応じて、記号Eの後に整数n
（n ＝0～7）を付けて表す。整数値n の値は、楕円の長半径を
a 、短半径をb とするとき、n ＝10×(a －b )/a によって与えられ
る。E4の楕円銀河の場合、図の長半径はすべてa ＝1となって
いるので、4＝10×(1－b )/1＝10－10b となり、b ＝(10－4)/10
＝0.6となる。したがって、短半径が0.6の③が正答となる。な
お、①はE7、②はE6、④はE2の楕円銀河の形状である。

23 主系列星の光度L 、表面温度T 、質量M の間には、HR図からだい

たいL∝T  8の関係がみられ、質量光度関係からはだいたいL∝M 4

の関係がみられる。主系列星で質量が4倍になると表面温度はど
れくらいになるか。

①ほとんど同じ
②約2倍
③約4倍
④約16倍

② L ∝T 8の関係とL ∝M  4の関係からT  8∝M  4となるので、だい

たいT ∝M 1/2になる。したがって、質量が4倍になると、表面温
度はそのルート、すなわち2倍ぐらいになることがわかる。
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第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
24

旧暦（太陰太陽暦）についての記述で、間違っているものはどれ

か。

①新月を含む日を一日
ついたち

とし、次の新月を含む日の直前の日までを

1カ月とする

②1カ月の長さは、29日の小の月か、30日の大の月のいずれかに

なる

③暦と季節のずれは、閏月
うるうづき

を加え、1年を13カ月にすることで調整

する

④閏月は19年間に6回加えられる

④ 1年は365.2422日、1朔望月は29.530589日である。これから、
19年＝365.2422日×19＝6939.6018日、235朔望月＝
29.530589日×235＝6939.688415日であり、19年と235朔望月
はわずか0.0921日しか違わない。このことは、19年間に235回
月が満ち欠けを繰り返すことを意味する。235＝12×19＋7とな
るので、1年を12カ月とすると7カ月余ることになる。このことか
ら、閏月は19年間に7回加えられることになり、6回と記載され
ている④の記述が誤りとなる。したがって④が正答となる。他
は正しい記述である。

25 スティーヴン・ホーキングの著書『ホーキング、宇宙を語る』におい
て、ホーキングは本文中で数式を一切入れたくなかったのだが、ど
うしても1つだけ、ある物理法則の数式を入れざるを得なかったとい
う。その数式は次のうちどれか。

①E ＝mc 2

②ma ＝F
③E ＝h ν

④F ＝GMm /r 2

① E ＝mc 2はエネルギー（E )と質量（m ）が等価であることを意味
する、アインシュタインの特殊相対性理論から導かれる大変有
名な数式である（c は光速）。本文中では、例えば、ブラック

ホールの蒸発の概略を説明するためには、E ＝mc 2が不可欠
であった。
なお、②はニュートンの運動方程式、③はプランクの量子仮説
に関するエネルギーと周波数の関係、④はニュートンの万有引
力の法則である。

26 図は、渦巻銀河M 81の画像である。M 81の円盤部の長軸と短軸
の比はおよそ2：1である。M 81の傾き角と、銀河円盤の傾き方の組
み合わせで正しいものはどれか。

①傾き角は30°で、Aの方が地球に近い
②傾き角は30°で、Bの方が地球に近い
③傾き角は60°で、Aの方が地球に近い
④傾き角は60°で、Bの方が地球に近い

③ 銀河の傾き角は、銀河の回転軸と視線方向とのなす角で定義
される。ここで傾き角をi 、銀河円盤の長半径をa 、短半径をb と
すると、cos i ＝ b /a の関係がなりたつ。したがって、円盤部
が円に見えるとき（a ＝b のとき）が0°、円盤部を真横から見る
ときが90°になる。M 81は cos i ＝ b /a ＝1/2 であるから、i
＝60°となる。また、中心のバルジの部分に着目すると、A側
に腕に沿った黒い吸収帯が見られるのに対し、B側には見られ
ない。吸収帯は、バルジの部分の光が腕によって吸収されるこ
とで生じるので、A側では腕がバルジの手前（地球側）にあるこ
とを意味する。これに対して、B側では腕がバルジより遠い側に
あることになる。したがって③が正答となる。

27 γ＝5/3のとき、強い衝撃波でのガスの圧縮率はいくらになるか。

①2倍
②4倍
③8倍
④16倍

② 強い衝撃波でのガスの圧縮率は、密度の比で、（γ＋1）/（γ
－1）なので、γ＝5/3のときに4となる。したがって、通常の断
熱衝撃波での圧縮率はあまり大きくない。
しかし、式をみるとわかるようにγ＝1（等温）に近づくと、圧縮
率は急激に大きくなる。断熱圧縮では衝撃波による加熱で圧
縮しにくいが、熱が周囲に逃げて等温に近づくと、圧縮しやすく
なるわけだ。
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第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
28 超小型衛星の規格の1つであるキューブサットでは、一辺が x cm

の立方体を1つのユニットとしている。x の値はいくらか。

①10
②30
③50
④100

① キューブサットの最小の単位は10 ㎝の立方体で、これを1つの
ユニットとして1Uという。また、1Uのユニットが3つ並んで構成さ
れると3Uと呼ばれる。キューブサットは、その低コスト、開発期
間の短さから、企業のみならず、多くの大学・高専の研究室で
も研究・開発が進められている。地球の撮影、通信ほか、様々
な技術実証の目的で打ち上げられることが多い。

29 次のうち、JWSTのファーストライト画像でないものはどれか。 ① ②、③、④はJWSTのファーストライト画像として公開されたもの
（©NASA, ESA, CSA, and STScl）で、②はカリーナ星雲の近赤
外＆中間赤外合成画像、③は南のリング星雲の近赤外画像、
④はステファンの5つ子銀河群の近赤外画像である。一方、①
はすばる望遠鏡で観測されたS106星雲の近赤外画像（©
NAOJ）。

30 天球全体は何srぐらいになるか。

①約3 sr
②約13 sr
③約23 sr
④約33 sr

② 円の弧の長さl と半径r の比率として、角度θをθ＝l /r のよ
うに決める方法が弧度法で、このときの“単位”がrad（ラジア
ン）になる。円周全体は2πr /r ＝2πrad＝約6 radとなる。弧度
法を円周から球面に発展させ、球面の面積S を半径r の2乗で

割ったΩ＝S /r 2で立体角Ωを定義して、このときの“単位”が
sr（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＝4πsr＝約13 srとなる。

31 実験室では波長λ0のスペクトル線が波長λとなって観測された。

このときの赤方偏移z と波長との関係を正しく表しているものはど
れか。

④ 赤方偏移z は、観測される波長λと実験室で測定された波長
λ0の比から1を引いたもの、すなわちz ＝(λ/λ0)－1＝(λ－

λ0)/λ0で定義される。したがって、z ＋1＝λ/λ0と表され、④

が正答となる。

32 海王星が発見されたのは1846年だが、それ以前に図らずも海王星
の観測記録を残していた人物は誰か。

①ティコ・ブラーエ
②ガリレオ・ガリレイ
③ユルバン・ルヴェリエ
④ジョン・クーチ・アダムズ

② 1612年と1613年のガリレイによる木星4大衛星の観測で背景
の恒星として記録された星は、逆行へ移行中で天球面上をほ
とんど動いていなかった海王星だった(Standish & Nobili
1997)。
ブラーエは天体望遠鏡を使っていないので海王星は見えな
い。ルヴェリエとアダムズはどちらも海王星発見にかかわった
人物であるが、未知の惑星 (海王星) の位置を予測した理論屋
であり、観測はしていない。

33 ヨハネス・ヘベリウスが星図上に記載した1670年の「はくちょう座新
星」は、現在どの星座に属しているか。

①こぎつね座
②こと座
③はくちょう座
④や座

① 1928年に現行の88星座の境界線が定められた際に、1670年
の「はくちょう座新星」の位置はこぎつね座に属することとなっ
た。なお、こぎつね座は1687年にヘベリウスによって設定され
た星座である。
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第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
34 理想気体の状態方程式を表す式はどれか。ただし、P は圧力、R g

は1モルあたりの気体定数、ρは密度、μは平均分子量、T は温度
である。

※全ての選択肢において「P ＝」が抜けておりました。お詫びして
訂正いたします。

② 気体の圧力とは、単位面積に垂直に作用する気体の力である
が、ミクロの視点から見ると、熱運動している粒子の衝突によっ
て、単位時間、単位面積あたりに与える運動量である。した
がって、粒子密度が多いほど、温度が高いほど衝突速度と衝
突回数が大きくなる。そのため、理想気体の圧力P は、粒子数
密度n と温度T に比例し、P ＝nkT で与えられる。ここで比例係
数k はボルツマン定数である。アボガドロ数をN Aとし、1 molあ

たりの気体定数R gをR g＝kN Aで定義してk を消去すると、P ＝

n (R g/N A)T 。ここで粒子の平均分子量をμ、密度をρとすれ

ば、ρ＝n (μ/N A)となる。これらからn を消去すれば、P ＝(R g/

μ)ρT となり、②が正答となる。

35 ギリシャ文字の大文字と小文字の組み合わせで、間違っているの
はどれか。

①大文字：Β 　小文字：β
②大文字：Γ 　小文字：γ
③大文字：L　　小文字：λ
④大文字：Σ 　小文字：σ

③ ギリシャ文字λの大文字はΛである。他は正しい組み合わせ。
したがって③が正答となる。

36 地球から見た見かけの等級が明るい方から100個の星を選んで作
成したHR図Aと、地球から距離が近い順に100個の星を選んで作
成したHR図Bを比較したときの説明として正しいものはどれか。

①HR図AとHR図Bは、ほぼ同じ分布を示す
②HR図AよりHR図Bのほうが、太陽より温度が低く暗い恒星が多く
分布する
③HR図AよりHR図Bのほうが、太陽より温度が低く明るい恒星が多
く分布する
④HR図AよりHR図Bのほうが、太陽より温度が高く明るい恒星が多
く分布する

② HR図Aには、太陽より高温で明るい主系列星や、低温である
が明るい赤色巨星などの分布がHR図Bよりも多く分布するが、
白色矮星は見られない。これに対してHR図Bには、太陽より低
温で暗い赤色矮星が多く分布する一方、太陽より高温である
が非常に暗い白色矮星もいくつか見られる。しかし低温で明る
い赤色巨星は見られない。

37 軌道長半径がa 、離心率がe の惑星の軌道を極座標（r ,θ）で表す
ことを考える。近日点がθ＝0となる座標系では、この軌道はどの
ように表されるか。

③ 惑星の近日点距離はa (1－e )、遠日点距離はa (1＋e )となる。
③の式では、θ＝0（近日点）でcosθ＝1となるから、

r ＝a (1－e 2)/(1＋e  cosθ）＝a (1－e )(1＋e )/(1＋e )＝a (1－

e )、θ＝180°ではcos θ＝－1となるから、r ＝a (1－e 2)/(1＋
e  cosθ）＝a (1－e )(1＋e )/(1－e )＝a (1＋e )となることがわか
るが、他の式ではこの関係は満たされない。なお、③の式は、
焦点を原点とする楕円を極座標で表示したものである。他はダ
ミーの式である。
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第14回天文宇宙検定１級問題・解答

No. 問題 正答 解説
38 単位記号Cはどう読むか。

①カンデラ
②クーロン
③ケルビン
④セルシウス

② 単位記号はその単位に関連した科学者の頭文字が使われる
ことが多い。たとえば力の単位N（読み方は「ニュートン」）はア
イザック・ニュートンからきている。
Cは電荷の単位で「クーロン」と読み、フランスの物理学者シャ
ルル・ド・クーロンにちなんで付けられた。
「ケルビン」は絶対温度（熱力学温度）の単位Kの読み方であ
り、イギリスの物理学者で、絶対温度目盛りの必要性を説いた
ケルビン卿ウィリアム・トムソンにちなんで付けられた。
「セルシウス度」はセルシウス温度（摂氏度）の単位℃の読み
方であり、スウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウスに
由来する。
なお「カンデラ」は光度の単位cdの読み方で、ラテン語の
“candela”（ろうそく）を由来としている。

39 次の文章中の【 ア 】、【 イ 】に当てはまる語句の組み合わせとして
正しいものはどれか。
「太陽の、太陽近傍の恒星の平均運動からのずれを太陽運動、太
陽運動の方向を太陽向点という。太陽運動の大きさはおよそ【 ア 】
km/sであり、太陽近傍の恒星の固有運動は、太陽向点【 イ 】する
ように分布する。」

①ア： 20 イ：から発散
②ア： 20 イ：に収束
③ア： 200 イ：から発散
④ア： 200 イ：に収束

① 太陽運動の大きさは、およそ20 km/sであり、太陽向点の位置
は、赤経がおよそ18h、赤緯がおよそ30°で、ヘルクレス座の
方向にある。この付近の太陽近傍の恒星の固有運動の分布
は、太陽がこの方向に進んでいるため、太陽向点から四方に
発散するように分布する。したがって①が正答となる。また、太
陽向点のちょうど反対側（180°離れた位置）は太陽背点とい
い、この付近の恒星の固有運動は、太陽背点に収束するよう
に分布する。太陽運動は、銀河回転運動とは全く別の運動で
ある。なお、太陽の銀河回転運動の大きさはおよそ200 km/s
である。

40 星座の「や座」（Sagitta）の略号として正しいものはどれか。

①Sag
②Sat
③Sge
④Sgt

③ 星座の略号はラテン語の星座名の所有格（属格）に基づいて
いる。や座の所有格は Sagittae で略号は Sge である。
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