
九州大学オープン2020

2021. 2. 27All losers → max 2 survivors

Consolation 3step制クイズ
1st / 2nd step



ルール
• 予選０勝、１勝の参加者66名が参加する原則２択クイズ。
• 解答は、Discordのコメント欄に公開されたGoogleフォームから解答する。
• 出題後の５カウントが終わるまでに解答を送信すること。誤答・無回答は即失格。
• 出題は「A」か「B」、もしくは「○」か「×」かを選ぶ２択問題となっている。

後者の場合、○の選択肢はAに、×の選択肢はBに振られている。
• 但し、2nd step 最終問題のみ３択クイズとなっている。(企画書からの修正)
• １問ごとに解答を集計の上、正解を発表する。正解者のみ次の問題の解答権が与

えられる。
• まず０勝の参加者を対象とした1st stepを行い、３問連続正解者のみ2nd stepへ

進出。
• 続いて1st step勝者と１勝の参加者を対象にした2nd stepを行う。限定問題数は

非公開とし、残り10名以下になった段階での参加者 or 全問正解者 がFinal step
に進出となる。なお、最終問題に到達した場合は出題前にその旨が知らされる。

• ある問題で全員が失格となった場合、復活者は無しとする。



不正行為について
• このラウンドでは、他のラウンド同様、「資料を持ち込む」「インターネット

を通じて解答を調査する」「他の参加者と協力して問題を解く」といった不正
行為は固く禁じます。

• 万が一、不正行為と思しき発声や文字列の入力等を発見した場合、進行を止め
て調査を行う場合がございます。その時点で不正行為をしている可能性が高い
とスタッフが判断した参加者は、企画書記載の「カンニングについて」の項目
記載の対応を取らせていただきます。

• また、他人になりすまして解答を入力する行為も固く禁じます。
• クイズプレイヤーにあって然るべきフェアプレーの精神で臨んで頂けますと幸

いです。



例題

九州で学生数が最も多い大学は、
ここ、九州大学である。

A. ○ B. ×



A. ○ B. ×

例題 正解

B. ×
• 九州で最も学生数が多い大学は福岡大学(約1.9万

名)、九州大学の学生数はそれに次ぐ約1.2万名



1st step
(全３問)



1st step 第１問

前回の九州大学オープンが終了した2016年9月17日
に、太陽系に最も近い恒星を出発した光は、

本日の九州大学オープン開始までに
地球に到達することが出来る

A. ○ B. ×



A. ○ B. ×

1st step 第１問 正解

A. ○
• 太陽系から最も近い恒星であるプロキシマ・ケ

ンタウリの距離は、約4.25光年
• 九州大学オープンの間隔は4年5ヶ月10日

(2016/9/17→2021/2/27)
• 延期前の日程では4年1ヶ月間隔となるので×が

正解であった



1st step 第２問

都道府県名と都道府県庁所在地名を
漢字で書いた時、最も多く使用される漢字は

どちらの場合でも「山」である。

A. ○ B. ×



A. ○ B. ×

1st step 第２問 正解

A. ○
• いずれの場合でも最多の６度用いられている
• 県名：山形、富山、和歌山、岡山、山口、山梨

県庁所在地名：上記の山梨以外＋松山



1st step 第３問

個人情報保護法によると、
既に亡くなった人の情報は
個人情報には含まれない

A. ○ B. ×



A. ○ B. ×

1st step 第３問 正解

A. ○
• 個人情報保護法第２条には、「この法律におい

て『個人情報』とは、生存する個人に関する情
報であって」という定義がなされている



2nd step
(全？問)



2nd step 第１問

現在、日本記念日協会が認定した
記念日の数が最も多いのは、

本大会の本来の開催日であった10月10日である

A. ○ B. ×



A. ○ B. ×

2nd step 第１問 正解

A. ○
• 「TOTOの日」「Windows 10の日」など、現在

日本記念日協会には最多の52個の記念日が10月
10日に指定されている

• 作問者は366日全部の記念日の数を調べ上げたそ
うです(お疲れ様)



2nd step 第２問

いわゆる赤と青のコードのどちらを切るか迫ら
れる演出が初登場した映画『ジャガーノート』
どちらのコードを切るのが正しい選択だった？

A. 赤 B. 青



A. 赤 B. 青

2nd step 第２問 正解

A. 赤
• タイトルロールの愉快犯が豪華客船ブリタニッ

ク号に仕掛けた時限爆弾の解体に挑む船員を描
いた、1974年公開の映画



2nd step 第３問

労働災害に関する補償は、
東京タワー建設中に発生した事故を

契機に制度化された

A. ○ B. ×



A. ○ B. ×

2nd step 第３問 正解

B. ×
• 労災が制度化したのは1947年、東京タワー

の着工は1957年なので、全くのデタラメ



2nd step 第４問

Googleのロゴマークの２つの「o」のうち、
Googleの検索結果におけるページを表す画面で

数が増えるのはどちら？

A. 赤のo B. 黄のo



A. 赤 B. 黄

2nd step 第４問 正解

B. 黄



2nd step 第５問

スペイン語の定冠詞「el」が付くのは
原則どちら？

A. 女性名詞 B. 男性名詞



A. 女性 B. 男性

2nd step 第５問 正解

B. 男性名詞
• 女性に付く定冠詞は原則「la」



2nd step 第６問

麻雀における次の役満のうち、
使用できる牌の種類がより多いのはどちら？

A. 字一色 B. 緑一色



A. 字一色 B. 緑一色

2nd step 第６問 正解

A. 字一色
• 字一色：７種類、緑一色：６種類



2nd step 第７問

ディーゼル燃料の指標であるセタン価は、
値が大きくなるほど着火性はどう変わる？

A. 良くなる B. 悪くなる



A. 良くなる B. 悪くなる

2nd step 第７問 正解

A. 良くなる
• 15から100の値で変動し、一般的なディーゼル経

由では50以上が要求される
• 反対に、オクタン価は値は大きい程自己着火が

しにくくなる



2nd step 最終問題

世界気象機関によると、
2018年の地球の二酸化炭素濃度は、

産業革命の前である1750年の何倍に増えた？

A. 1.5倍 B. 15倍 C. 150倍



A. 
1.5倍

B. 
15倍

2nd step 最終問題 正解

C. 
150倍

A. 1.5倍
• 1750年の二酸化炭素濃度は約278ppmだったが、

2018年は407.8ppmに拡大した。



ALL OVER
お疲れ様でした


