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第3章　一般相対性理論：重力波，タイムマシン
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最先端物理学が描く宇宙 (2021) 
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http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/mukogawa
　前回，レポート課題（第2回）を出しました．締切：12/27

俳優　チョン・ジュノ

似てると 
言われま
したが？

http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/mukogawa


『光子の裁判』(1949) 朝永振一郎 (レポート課題 基礎資料)

2

朝永振一郎（ノーベル賞　1965） 
「超多時間理論」と「くりこみ理論」，
量子電磁力学分野の基礎的研究 
jointly to Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger and Richard P. 
Feynman "for their fundamental work in quantum 
electrodynamics, with deep-ploughing consequences for the 
physics of elementary particles".



http://www.oit.ac.jp/is/shinkai/tenmonbunka/2021_Umeda/index.html

• 開催期間：2021年12月2日（木）--5日（日）10:00--17:00  
期間中無休，入場無料

• 開催会場：大阪工業大学 OIT梅田タワー　１階フロア 

 会場アクセス

天文文化学へのいざない　~ 過去，現在，未来をつなぐ星たち ~

Cultural Studies of Astronomy — Stars linking our past, present, and future —

http://www.oit.ac.jp/rd/access/index.html






https://osaka-chuokokaido.jp/news/2021/11/12/post_243.html



ミニッツペーパーから
少し難しかったです。

難しくなってきましたが聞いていて面白いので頑張れます。

今回も内容が難しかったです。録画を見直して理解を深めようと思います。

難しい話を楽しんでください．

どんどん難しくなってきて理解が難しいです。理屈を理解したいのですができません。数学や物理
学の基礎から学べば理解できるでしょうか？

今回も楽しく受講できました。

なぜ光がブラックホールから出られない
かがようやくわかりました。

ブラックホールで身体が伸びるのだったら、将来重力や、遠心力を使って身長
を高くするということが流行りそうだなと思いました。

難しすぎます！！とりあえず、ブラックホールについてはよくわかりました。
いろいろいつもおもしろい小ネタ？を入れてくださっていて楽しいです！

犬を振り回したら，胴が長くなるかな．



ミニッツペーパーから
19日の部分月食見ました！18時に授業が終わりダッシュで大学の外に行って友達と見まし
た。とても綺麗でした。写真を撮ったのですが結構ぼやけてしまって残念です…😭

部分月食しっかり見ることができました！とても綺麗だったので月や星を撮ることのでき
るカメラが欲しくなりました。
先日のほぼ皆既月食、見ることができ、写真も撮るこ
とが出来ました。（iPhoneの限界は感じましたが）こ
の授業を受けているときに約100年に1回の状態の部分
月食をみることができてよかったです。多分この授業を
うけていなかったらへぇ－、ぐらいで終わっていたと思
います。

撮影　槌谷則夫　@淀川河川公園



ミニッツペーパーから
時をかける少女という映画の中にシュレディンガーの猫を示唆するシーンが一瞬だけ登場しているの
はご存知ですか。最近話題になった細田守監督の映画を見返した際に、小さい時にはわからなかっ
たこのような気づきがありました。映画で出てくるシーンがシュレディンガーの猫を示しているかど
うかは私の推測なので正しいかはわかりません。なのでぜひ先生にこのシーンが本当かどうか確認
していただきたいです。

超新星爆発の話でよく見かけるかに星雲の画像が、幼い時に
初めて読んだ宇宙関連の本で強烈に印象に残ったのを思い出
しました。

我々は、重力波を検出した。やり遂げたのだ。という言葉に
凄く重みを感じました。以前であればフィクションやSFの中
の様なことも、検証の結果証明されることがあるのが宇宙や
物理の可能性といった感じで面白かったです。



ミニッツペーパーから
突然推しが「マクスウェルの悪魔」に疑問を持ち、自己解決していました。解説していただけると
幸いです。

マクスウェルが1867年に提唱した思考実験．速度の速い分子がやってときだけ壁を開ける悪魔がいたら， 
速度の遅い分子と速い分子にわけることができる．部屋Bの温度は部屋Aよりも上昇する． 
これは，温度が平衡状態に向かう現象と逆行．エントロピー増大法則に矛盾する．

https://www.s-ee.t.kyoto-u.ac.jp/ja/summercamp/mindstorms/2012/maxwellsdemon

悪魔が行う壁の開閉の仕事がゼロであったとしても，分子の速度を比較する情報処理の 
段階で仕事が使われていることになるので，エントロピー増大法則には矛盾しない．（1980年代に解決）． 
現在では，情報量がエントロピーと関連することがわかっている．



ミニッツペーパーから

82名中正解者

65名

68名

64名

24名

43名

70名

16名

64名



　3.4  相対論の産物：(1) ブラックホールと時空特異点

ブラックホール 
Black-hole

まず，方程式を解いたのは，シュバルツシルドだった． 

アインシュタインは信じなかったが， 
この答えは，ブラックホールを意味していた．

p92



アインシュタイン方程式の解 
　【シュワルツシルド解】
Schwarzschild (1916)
球対称，真空での方程式の厳密解

困ったことに，…… 
　r=0 で特異点 

　r=2GM/c2　でも特異点 
⇒　今でも困ってる 

⇒　ブラックホールの境界



ブラックホール

ブラックホール 
＝重力が強すぎて，光さえも 
   出られない天体 
＝因果的に隔離される領域　　 
   境界＝地平面 
          （ホライズン）



ブラックホール
1960年代はじめまで 
ブラックホールの解が出てきたのは，球対称や軸対称の特殊な仮定を
したからでは？　現実には存在しない？　　 

1965年 ペンローズ，特異点定理
星が重力崩壊すれば，必ず特異点
が形成される．　

特異点

時間

物質

遠方の
観測者

ブラックホール境界面
（イベントホライズン）



中心にあるブラックホールへ落ちていく宇宙ロケットが， 
同じ間隔でパルス光信号を周囲に放つときの光信号の伝播 
（光が次第にブラックホール近くから出てくるのに時間がかかる） 



Interstellar (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=qZZ9jRan9eo

Executive Producer:  Kip  Thorne

https://www.youtube.com/watch?v=qZZ9jRan9eo


もっとも精密な時計＝光格子時計
　1. 物理を学び始める方へ  >> 1.5　時間を測る

10-18　の精度を実現 
（300億年でずれは1秒以内）



スカイツリーの上下で時間の進み方が違う

LETTERS
https://doi.org/10.1038/s41566-020-0619-8

1Quantum Metrology Laboratory, RIKEN, Wako, Saitama, Japan. 2Space-Time Engineering Research Team, RIKEN, Wako, Saitama, Japan. 3Department of 
Applied Physics, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan. 4Geospatial Information Authority of Japan, Tsukuba, 
Ibaraki, Japan. 5Osaka Institute of Technology, Kitayama, Hirakata, Osaka, Japan. ᅒe-mail: katori@amo.t.u-tokyo.ac.jp

A clock at a higher altitude ticks faster than one at a lower  
altitude, in accordance with Einstein’s theory of general rela-
tivity. The outstanding stability and accuracy of optical clocks, 
at 10!18 levels1–5, allows height differences6 of a centimetre 
to be measured. However, such state-of-the-art clocks have 
been demonstrated only in well-conditioned laboratories. 
Here, we demonstrate an 18-digit-precision frequency com-
parison in a broadcasting tower, Tokyo Skytree, by developing 
transportable optical lattice clocks. The tower provides the 
clocks with adverse conditions to test the robustness and a 
450!m height difference to test the gravitational redshift at 
(1.4!±!9.1)!"!10!5. The result improves ground-based clock 
comparisons7–9 by an order of magnitude and is comparable 
with space experiments10,11. Our demonstration shows that 
optical clocks resolving centimetres are technically ready for 
field applications, such as monitoring spatiotemporal changes 
of geopotentials caused by active volcanoes or crustal defor-
mation12 and for defining the geoid13,14, which will have an 
immense impact on future society.

Einstein formulated general relativity (GR) as the theory of  
gravity in 1915, in which he explained the origin of gravity is the 
curvature of space and time. Over the century since then, alternative 
theories of gravity have been proposed, and they have been tested 
in many ways15. Although GR is believed to be the best theory of 
gravity, there are aspects that are not completely satisfactory. First, 
although special relativity has been integrated with quantum theory 
as quantum field theory, GR is not yet unified, preventing a single 
ultimate theory. Second, the current standard cosmological model 
based on GR has to introduce unknown ‘dark energy’ to explain 
the accelerating Universe16. Plausible solutions to the ‘dark energy’ 
problem are to throw away the cosmological principle (a homoge-
neous and isotropic Universe) or to modify GR. Thus, the precise 
measurement of the validity of GR is an important step towards 
understanding fundamental physics, even in the classical regime.

GR predicts the dilation of time in a deeper gravitational poten-
tial; this is referred to as gravitational redshift. The gravitational 
redshift between clocks (!! = !2 " !1) located at positions 1 and 2 
is given by their gravitational potential difference !U = U2 " U1 as

!!
!1

! 1" !# $!U
c2

#1$

to first order of !U, where !1(2) is the clock frequency at location 1 
(2), c is the speed of light and " denotes the violation from GR (" = 0 
for GR). The measurement of " at different locations serves as a test 

of local position invariance (LPI), which describes the result of a 
non-local gravitational experiment being independent of place and 
time, which is at the heart of Einstein's equivalence principle, the 
starting principle of GR.

The first redshift measurement was carried out in the series of 
Pound–Rebka–Snider experiments7 in the early 1960s, in which 
they obtained j!j<O 10!2" #

I
 with a height difference of !h = 23 m. 

Later, the Gravity Probe A mission17 obtained |"| # 1.4 $ 10"4 using 
a hydrogen maser in a spacecraft launched to !h = 10,000 km. 
Recently, using two Galileo satellites that accidentally took elliptic 
orbits with a height difference of !h # 8,500 km, new constraints were 
reported as " = (0.19 ± 2.48) $ 10"5 (ref. 10) and " = (4.5 ± 3.1) $ 10"5 
(ref. 11). The uncertainty of " is mainly given by c2

!U
!!
!1

I
, suggesting 

that accurate frequency measurement of clocks (uc = %!/!1) is at the 
heart of the endeavour, in particular, for ground experiments with 
!h less than a kilometre, as !U is nearly four orders of magnitude 
smaller than the space experiments. A comparison of optical lattice 
clocks at RIKEN and The University of Tokyo8 with !h # 15 m has 
so far demonstrated " = (2.9 ± 3.6) $ 10"3, limited by uc = 5.7 $ 10"18. 
Constraining " to better than 10"3 on the ground has remained 
uninvestigated, as it requires outstanding clock accuracy or  
height differences.

Transportable optical clocks with uncertainties below 10"16  
(refs. 18–20) and laboratory-based clocks with uncertainties of 10"18 
(refs. 1–3,5) or below4 offer new possibilities for testing fundamental  
physics on the ground, for example, a test of Lorentz symmetry21 or a 
search for dark matter22–27. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB) and Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) team 
has reported " # 10"2 by comparing a transportable clock in the 
middle of a mountain and a laboratory clock, with !h # 1,000 m 
(ref. 9). Here, we demonstrate a test of the gravitational redshift of 
" = (1.4 ± 9.1) $ 10"5 by developing a pair of transportable optical  
lattice clocks and operating them with a height difference of 
!h # 450 m at Tokyo Skytree.

To operate Sr-based optical lattice clocks at 10"18 uncertainty, 
reducing the blackbody radiation (BBR) shifts1–3 and the higher-
order light shifts28,29 is of prime concern. Applying a small-sized 
BBR shield as depicted in Fig. 1a, the ambient temperature in the 
spectroscopy region is controlled at 245 K by a four-stage Peltier 
cooler. In addition, we reduce the total lattice light shift to 1 $ 10"18 
by tuning the lattice laser to frequency !L = 368,554,470.4 ± 0.2 MHz, 
with polarization parallel to the bias magnetic field (Fig. 1a), and 
by setting the lattice depth to 81ER, where ER is the lattice photon 
recoil energy29, compensating the multipolar- and hyperpolari-
zability-induced light shift with the electric-dipole light shift28. To 

Test of general relativity by a pair of transportable 
optical lattice clocks
Masao Takamoto1,2, Ichiro Ushijima! !3, Noriaki Ohmae! !1,2, Toshihiro Yahagi4, Kensuke Kokado4, 
Hisaaki Shinkai! !5 and Hidetoshi Katori! !1,2,3�ᅒ

NATURE PHOTONICS | www.nature.com/naturephotonics

アインシュタインの相対性理論によれば， 
重力の強いところでは時間の進み方が遅くなる

Nature Photonics, 14 (2020) 411

地上と450mの展望台に光格子時計を設置して検証



スカイツリーの上下で時間の進み方が違う
アインシュタインの相対性理論によれば， 
重力の強いところでは時間の進み方が遅くなる
地上と450mの展望台に光格子時計を設置して検証

１週間の計測．平均して，差が
�⌫

⌫
= (49337.8± 4.3)⇥ 10�18
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レーザー測距では

(1.4± 9.1)⇥ 10�5
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相対性理論の正しさを

の精度で検証したことになる



もっとも精密な時計＝光格子時計

冷蔵庫サイズの時計で，高度差
450mを ±数cm で測定できる．
光格子時計の社会実装に向けた大きな一歩． 
今後，地殻変動や火山活動の監視など，相対
論的測地技術の実用化が期待される．

K.Bongs & Y.Singh, Nature Photonics 14 (2020) 408
Physics Today 2020 July
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www.phdcomics.com 
“gravitational waves explained”

　3.5  相対論の産物：(2) 重力波 p100

http://www.phdcomics.com


Animation of the inspiral and collision of two black holes consistent with the masses and spins of GW170104. The top part of the movie shows the black hole horizons (surfaces of "no return"). The initial two 
black holes orbit each other, until they merge and form one larger remnant black hole. The shown black holes are spinning, and angular momentum is exchanged among the two black holes and with the orbit. This results 
in a quite dramatic change in the orientation of the orbital plane, clearly visible in the movie. Furthermore, the spin-axes of the black holes change, as visible through the colored patch on each black hole horizon, which 
indicates the north pole. 
The lower part of the movie shows the two distinct gravitational waves (called 'polarizations') that the merger is emitting into the direction of the camera. The modulations of the polarizations depend sensitively on the 
orientation of the orbital plane, and thus encode information about the orientation of the orbital plane and its change during the inspiral. Presently, LIGO can only measure one of the polarizations and therefore obtains 
only limited information about the orientation of the binary. This disadvantage will be remedied with the advent of additional gravitational wave detectors in Italy, Japan and India. 
Finally, the slowed-down replay of the merger at the end of the movie makes it possible to observe the distortion of the newly formed remnant black hole, which decays quickly. Furthermore, the remnant black hole is 
"kicked" by the emitted gravitational waves, and moves upward. (Credit: A. Babul/H. Pfeiffer/CITA/SXS.) - See more at: http://ligo.org/detections/GW170104.php#sthash.NZPaW2LT.dpuf

http://ligo.org/detections/GW170104.php

https://www.black-holes.org/
http://ligo.org/detections/GW170104.php#sthash.NZPaW2LT.dpuf
http://ligo.org/detections/GW170104.php


重力波の発生と伝播



https://mediaassets.caltech.edu/gwave

重力波波形を音にすると．．．

始め2回は実周波数，後の2回は聞えやすいように+400Hz

https://mediaassets.caltech.edu/gwave


observed by LIGO L1, H1
       source type          black hole (BH) binary

date 14 Sept 2015
time 09:50:45 UTC

likely distance  0.75 to 1.9 Gly  
230 to 570 Mpc

redshift 0.054 to 0.136

signal-to-noise ratio 24

false alarm prob. < 1 in 5 million

false alarm rate < 1 in 200,000 yr
 Source Masses            M⊙

total mass 60 to 70
primary BH 32 to 41

secondary BH 25 to 33
remnant BH 58 to 67

mass ratio 0.6 to 1
primary  BH spin < 0.7

secondary BH spin < 0.9

remnant BH spin 0.57 to 0.72
signal arrival time 

delay
arrived in L1 7 ms 

before H1
likely sky position      Southern Hemisphere

likely orientation face-on/off
resolved to ~600 sq. deg.

  duration from 30 Hz ~ 200 ms
  # cycles from 30 Hz ~10

peak GW strain 1 x 10-21

peak displacement of 
interferometers arms

±0.002 fm

frequency/wavelength 
at peak GW strain

150 Hz, 2000 km

peak speed of BHs ~ 0.6 c
peak GW luminosity 3.6 x 1056  erg s-1

radiated GW energy 2.5-3.5 M⊙

remnant ringdown freq.      ~ 250 Hz          .

    remnant damping time         ~ 4 ms          .

 remnant size, area 180 km, 3.5 x 105 km2

consistent with 
general relativity?

passes all tests 
performed

graviton mass bound < 1.2 x 10-22 eV

coalescence rate of 
binary black holes

2 to 400 Gpc-3 yr-1

  online trigger latency ~ 3 min
 # offline analysis pipelines             5

CPU hours consumed ~ 50 million (=20,000 
PCs run for 100 days) 

papers on Feb 11, 2016                13

# researchers ~1000, 80 institutions 
in 15 countries

B A C K G R O U N D  I M A G E S :  T I M E - F R E Q U E N C Y  T R A C E  ( T O P )  A N D  T I M E - S E R I E S  
( B O T T O M )  I N  T H E  T W O  L I G O  D E T E C T O R S ;  S I M U L A T I O N  O F  B L A C K  H O L E  

H O R I Z O N S  ( M I D D L E - T O P ) ,  B E S T  F I T  W A V E F O R M  ( M I D D L E - B O T T O M )

G W 1 5 0 9 1 4 : F A C T S H E E T

first direct detection of  gravitational waves (GW) and first direct observation 
of a black hole binary

Detector noise introduces errors in measurement. Parameter ranges correspond to 90% credible bounds.  
Acronyms: L1=LIGO Livingston, H1=LIGO Hanford; Gly=giga lightyear=9.46 x 1012 km; Mpc=mega 
parsec=3.2 million lightyear, Gpc=103 Mpc, fm=femtometer=10-15 m, M⊙=1 solar mass=2 x 1030 kg



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測
GW170817



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測
GW170817

Figure 2. Timeline of the discovery of GW170817, GRB 170817A, SSS17a/AT 2017gfo, and the follow-up observations are shown by messenger and wavelength
relative to the time tc of the gravitational-wave event. Two types of information are shown for each band/messenger. First, the shaded dashes represent the times when
information was reported in a GCN Circular. The names of the relevant instruments, facilities, or observing teams are collected at the beginning of the row. Second,
representative observations (see Table 1) in each band are shown as solid circles with their areas approximately scaled by brightness; the solid lines indicate when the
source was detectable by at least one telescope. Magni!cation insets give a picture of the !rst detections in the gravitational-wave, gamma-ray, optical, X-ray, and
radio bands. They are respectively illustrated by the combined spectrogram of the signals received by LIGO-Hanford and LIGO-Livingston (see Section 2.1), the
Fermi-GBM and INTEGRAL/SPI-ACS lightcurves matched in time resolution and phase (see Section 2.2), 1 5!!!1 5 postage stamps extracted from the initial six
observations of SSS17a/AT 2017gfo and four early spectra taken with the SALT (at tc!+!1.2 days; Buckley et al. 2017; McCully et al. 2017b), ESO-NTT (at
tc!+!1.4 days; Smartt et al. 2017), the SOAR 4 m telescope (at tc!+!1.4 days; Nicholl et al. 2017d), and ESO-VLT-XShooter (at tc!+!2.4 days; Smartt et al. 2017) as
described in Section 2.3, and the !rst X-ray and radio detections of the same source by Chandra (see Section 3.3) and JVLA (see Section 3.4). In order to show
representative spectral energy distributions, each spectrum is normalized to its maximum and shifted arbitrarily along the linear y-axis (no absolute scale). The high
background in the SALT spectrum below !4500!Å prevents the identi!cation of spectral features in this band (for details McCully et al. 2017b).

4

The Astrophysical Journal Letters, 848:L12 (59pp), 2017 October 20 Abbott et al.

波源はNGC4993 (40Mpc先）!



連星中性子星合体　重力波検出，多くの天文台が同時観測
GW170817

今回もブラックホール連星合体の波形と考え
られる．太陽質量の35倍と，25倍のブラック
ホールが合体して，53.2倍のブラックホール
が形成された．距離は，18億光年先． 



重力波天文学で何がわかる？

ブラックホールの存在する強い重力場

中性子星連星合体のふるまい
一般相対性理論の検証

原子核の状態方程式
イベント頻度・統計

星形成モデル・銀河中心ブラックホール 
宇宙論パラメータ

対応する天体の姿
天体物理学

背景重力波の存在
星形成モデル・宇宙初期モデル



重力波天文学で何がわかる？
とんでもないこと？ 世の中，実は5次元．．とか



重力波が検出された！ 
重力波が検出できた！ 
ブラックホールが存在した！ 
ブラックホール連星が存在した！ 
相対性理論，正しかった！

2016年　重力波天文学の幕開け

光学天文学の幕開け 
ガリレイ　1609年

100年もかかったのか．



Hisaaki Shinkai (Osaka Institute of Technology)  March 20, 2019  @ LIGO-Virgo Collaboration Meeting 33

    

 Underground and Cryogenic interferometric gravitational-wave detector at 
Kamioka, Japan 

KAGRA  (Kamioka GW Observatory)
Status of KAGRA

KAGRA Kamland

3km

CLIO Super Kamiokande

Toyama City
Toyama Bay

KAGRA Entrance

SK Entrance

KAGRA



    Hisaaki Shinkai (Osaka Inst. Tech.)                                 34

KAGRA, LIGO-Virgoと共同観測協定調印

https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/category/news

http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/news/6346/
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マルチ・メッセンジャー天文学の誕生



https://media.ligo.northwestern.edu/gallery/mass-plot

O1 (2015/9/12 - 2016/1/19)       

GW150914: the first ever detection of gravitational waves from the merger of two black holes more than a billion light years away

https://www.ligo.org/detections/GW150914.php


https://media.ligo.northwestern.edu/gallery/mass-plot

O2 (2016/11/30 - 2017/8/25)           After O2：GWTC1 (2018/12/3 released)

• GW170814: the first GW signal measured by the three-detector network, also from a binary black hole (BBH) merger; 
• GW170817: the first GW signal measured from a binary neutron star (BNS) merger — and also the first event observed in light, 

by dozens of telescopes across the entire electromagnetic spectrum.

https://www.ligo.org/detections/GW170814.php
https://www.ligo.org/detections/GW170817.php


O3a (2019/4/1 - 2020/9/20)           After O3a：GWTC2 (2020/10/28 released)

• GW190412: the first BBH with definitively asymmetric component masses, which also shows evidence for higher harmonics 
• GW190425: the second gravitational-wave event consistent with a BNS, following GW170817 
• GW190426_152155: a low-mass event consistent with either an NSBH or BBH 
• GW190514_065416: a BBH with the smallest effective aligned spin of all O3a events 
• GW190517_055101: a BBH with the largest effective aligned spin of all O3a events 
• GW190521: a BBH with total mass over 150 times the mass of the Sun 
• GW190814: a highly asymmetric system of ambiguous nature, corresponding to the merger of a 23 solar mass black hole with a 2.6 solar 

mass compact object, making the latter either the lightest black hole or heaviest neutron star observed in a compact binary 
• GW190924_021846: likely the lowest-mass BBH, with both black holes exceeding 3 solar masses

https://www.ligo.org/science/Publication-GW190412/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190412/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190425/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW170817BNS/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190521/
https://www.ligo.org/science/Publication-GW190814/


2021年11月　重力波カタログ３　発表

https://www.ligo.org/science/Publication-O3bCatalog/index.php



2021年11月　重力波カタログ３　発表

2015/9̶2018/6 2019/4̶2019/9 2019/11̶2020/3



2021年11月　重力波カタログ３　発表

2015/9̶2020/3



2021年11月　重力波カタログ３　発表
https://www.ligo.org/science/Publication-O3bCatalog/index.php

LIGO-Virgo-KAGRA Science Summary (2021年 11月 7日)

https://www.ligo.org/science/outreach.php

LIGOとVirgoの第 3観測期間のブラックホールと中性子星の母集団の統計
Introduction

　ブラックホールや中性子星のような，コンパクト天
体で構成される連星の合体による個々の重力波イベン
トからは，固有の重力波源の特性を明らかにすること
ができます．しかし，これらの連星系が宇宙全体でど
のように形成され進化してきたかを明らかにするため
には，多くの重力波イベントを観測して母集団の統計
を明らかにすることが必要です．コンパクト天体の質
量とスピンの分布を測定することは，連星系の形成過
程を明らかにすることにつながるため，私たちは，特
に注目しています．
　科学者たちは，コンパクト天体の連星系が宇宙で形
成される可能性として２つの方法に焦点を当ててきま
した．以下では２つの「チャンネル」と呼ぶことにし
ます．孤立した連星進化チャンネルでは，巨大な恒星
がつくる連星が共に進化し，それぞれが最終的に爆発
して，中性子星またはブラックホールになったコンパ
クトな連星が形成された，と考えます．動的形成チャ
ンネルでは，球状星団や中心核星団のような密集した
環境で，中性子星やブラックホールが結合して連星系
を形成する，と考えます．これらの形成チャンネルは
どちらも，重力波で検出されるコンパクト天体の観測
可能な量に独自の特徴を残します． LIGOによって検
出可能な重力波源は，太陽質量（記号M!で表します）
の 1倍から 100倍の範囲を広くカバーすると予想され
ます．しかし，天体物理学的プロセスが異なると，こ
の質量の範囲全体で，ブラックホールや中性子星が検
出されない領域が生じる可能性があります．たとえば，
X線と重力波による最近のコンパクト天体の観測では，
3～5 M! の範囲に低い質量ギャップが存在し，最も質
量の大きい中性子星と最も質量の小さいブラックホー
ルの間に空白があることが示唆されています．この空
白は，巨大星がどのように死ぬかを支配する物理的メ
カニズムによって説明される可能性があります．また，
脈動対不安定型超新星の理論によって，ブラックホー
ルには，約 50から 120 M!の範囲で，高い質量ギャッ

プがあることが予測されています．この場合，瀕死の
星の外層が放出され，質量の小さいブラックホールが残
るか，残骸がまったく残りません．したがって，これ
らのギャップのどちらかまたは両方が存在すれば，私
たちは，巨大な星がどのように一生を終わらせるかに
ついて学ぶことができます．

図 1: 私たちの論文で統計解析された連星系の母集団．横軸に大きい方の天体の質量，縦軸に小さい方の天体の質量を表す．関心を引く個々のイベントをマークしている．また，連星の質量比と総質量の線も示す． (Credit: LIGO-Virgo-KAGRA
Collaboration / IGFAE / Thomas Dent.)

　コンパクト連星系の形成史を解くもう 1つの重要な
特徴は，構成天体の自転（スピン）軸の公転軌道軸に対
する方向です．たとえば，地球が，太陽の周りの公転
軸に対して，自転軸をわずかに傾けていることが，季節
の原因になっています．孤立して形成されたコンパク
ト連星では，通常自転軸が軌道の公転軸と同じ向きを
向いているのに対し，動的に形成された連星は自転軸
がランダムな方向を向いている可能性があります．重
力波で調べることができる 3番目の重要な観測可能な

1

LIGO-Virgo-KAGRA Science Summary (2021年 11月 7日)

https://www.ligo.org/science/outreach.php

GWTC-3,重力波イベントのカタログ第３版
はじめに
　 GWTC-3 (突発的重力波カタログ，Gravitational-Wave Transient Catalog-3)は，ライゴ (LIGO)，ヴィルゴ (Virgo)，
およびKAGRA（かぐら）から提供される，3番目の突発的重力波カタログです．GWTC-3は，2019年 11月から 2020
年 3月まで続いた第 3期観測期間の後半 (O3b)で検出された重力波イベントをこれまでのカタログに加えて更新し
たものです．その結果として，GWTC-3は，現在までに観測されたイベントをすべて集めた最大の重力波カタログ
です．
　まずは，これまでの重力波カタログの復習からはじめましょう．

• GWTC-1は，第１期と第２期の観測期間（O1と O2）で検出された 11個のイベントを含んだカタログでした．
• GWTC-2は，O1, O2,と第 3期前半（O3a）で得られた全部で 50個のイベントを含んだカタログでした．
• GWTC-2.1は，O3a中に検出されたイベントの定義を見直した結果，新たに 8個のイベントを加え，GWTC-2
の 3個のイベントを除いたカタログでした．ここでは，天体物理学的な信号である確率が 50%より小さなイベ
ント候補を除くことにしました（以下の「重力波の検出」の項を参照してください）．結果として全部で 55個
のイベントを含んだカタログになりました．

• GWTC-3（今回のカタログ）では，O3b中に検出された 35個のイベントを追加し，現在までに観測されてい
る合計 90個ものイベントを含むカタログになりました．（以下の図 3は，膨大に増えてきた検出イベントの質
量分布を示しています．）

　 O3bの最後 (2020年 4月)には，KAGRAが LIGOと Virgoに加わりました．KAGRAは,ドイツにある GEO 600
との共同観測を２週間実施しました．この観測の結果については，別に報告します．
　これまでの私たちの重力波観測はすべて，ブラックホールや中性子星からなる連星の合体を波源とするものです．
これらをコンパクト天体と呼び，私たちは，これらが巨大な星の残骸であると想定しています．重力波のイベント
には，連星ブラックホールの合体，連星中性子星の合体，中性子星-ブラックホールの合体の組み合わせがあります．
私たちの検出器の感度がより上昇するにつれて，重力波イベントの発見効率は劇的に改善されてきました．2015年
に最初の検出を行ってからの，長い道のりの成果です．
　この要約には，データの収集方法，検出方法，連星合体イベントの特徴の推定方法，GWTC-3のハイライト，およ
び将来計画されている観測について書かれています．
重力波検出器
　長年にわたる検出器の改良とデータの質の向上，そし
て解析手法の改善の組み合わせにより，LIGOと Virgo
の感度は向上してきました．重力波検出器の感度を測
定する方法はいくつかあります．1 つは，検出器が典
型的な連星中性子星の合体を検出できるおおよその距
離を推定することです．検出可能な距離が大きいほど，

より遠くの信号を検出できるため，より多くの検出が
期待できます．O3は O3aと O3bの 2つの観測期間に
分かれており，その間の 2019年 10月に 1か月の休止
期間がありました．この１ヶ月の休止期間中に，多く
のアップグレードと修理が行われました．その中には，
LIGOのリヴィングストン (Livingston)検出器での鏡の
クリーニング，LIGOのハンフォード (Hanford)検出器
での真空装置の交換，Virgoでのレーザー強度の増大な

1



p107　3.6  相対論の産物：(3) ワームホールとタイムマシン

本当にあるのかどうか誰も知らないが， 

もし×××で，さらに×××で，さらに×××で，さらに×××で，
さらに×××で，さらに×××ならば，タイムマシンができる 

現在の，一般相対性理論研究の非中心的問題．
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Schwarzschild Black HoleのPenrose図

この世
あの世



アインシュタイン・ローゼン　ブリッジ 

ワームホール
と呼ぼう

ホイーラー



Physics Today, 2009-4

John A. Wheeler 
 (July 9, 1911 ‒ April 13, 2008)



Wheelerの創った言葉
S-Matrix,  
Sum over histories,  
Planck length,  
Planck time,  
Wormhole,  
Black Hole,  
Geon,  
Quantum foam,  
A BH has no hair,  
law without law,  
it from bit,  ...

Physics Today, 2009-4



ワームホール？ 





通過可能なワームホール？ 





通過できるワームホールは 
不可能ではない 

Morris, Thorne, Am. J. Phys 56 (1988) 395 
「球対称で静的，一般相対性理論，漸近的平坦，潮汐力が
人間に耐えられる大きさ，有限時間に通過可能」なワーム
ホールは，負のエネルギーを考えれば不可能ではない．



通過できるワームホールは 
不可能ではない 



過去へ行くタイムマシンもできる！ 

Morris, Thorne, Yurtserver, PRL 61 (1988) 3182 
片方の出口を光速近くまでに加速することができれば， 
旅行者の時間は遅れるので，過去へ旅することができる．



2017年11月の話









本当に？ 

Morris, Thorne, Am. J. Phys 56 (1988) 395 
「球対称で静的，一般相対性理論，漸近的平坦，潮汐力が
人間に耐えられる大きさ，有限時間に通過可能」なワーム
ホールは，負のエネルギーを考えれば不可能ではない．

タイムマシンはできる！

Morris, Thorne, Yurtserver, PRL 61 (1988) 3182 
片方の出口を光速近くまでに加速することができれば， 
旅行者の時間は遅れるので，過去へ旅することができる．



本当に？ 

もしワームホールが存在して， 
さらにもし負のエネルギーが安定に存在して， 
さらにもしワームホールが通過可能で， 
さらにもし人類が通過可能な技術を持ち， 
さらにもし出口を光速近くで動かすことができるならば， 
さらにもし旅行者が別ルートで同じ場所に戻れれば， 
　　　　タイムマシンに成り得る

タイムマシンはできる！

No！  
時間順序保護仮説を提案



そもそもワームホールは安定なのか？ 





ワームホールは 
ブラックホールか膨張宇宙に変化する！ 



ワームホールを維持しながら通過可能
Travel through a Wormhole  
-- with Maintenance Operations!





Time Machine &
Science of Space-time

(HS, 2011)





光は波なのか，それとも，粒子なのか

　第6章第4章　原子・素粒子の理論

光はドップラー効果を起こす 
また，屈折・回折・干渉　の実験から， 
光は波であることは確実である． 

キーワード
確率解釈，不確定性原理，シュレーディンガーの猫… 

量子論の範囲は難しそうですが勉強するのが楽しみです

シュレーディンガーの猫っていう名前の実験
なので猫を殺したのかと思っていたけど違っ
たので安心した
シュレディンガーの猫の話はなんとなく知って
いるもののあまりよく分かっていなかったし、
恥ずかしながら物理の話ということも初めて
知ったので、来週が楽しみです



光は波なのか，それとも，粒子なのか
光はドップラー効果を起こす 
また，屈折・回折・干渉　の実験から， 
光は波であることは確実である． 

　第6章

しかし 
光は粒子である，と考える必要が生じた． 
２つは矛盾する．どう考えたらよいか．

レポート課題　「不確定性原理」（12月27日締切） 
●光を波と考えるか粒子と考えるかの論争点は何か． 
●解決策は何か．　　（プリント参照）

第4章　原子・素粒子の理論



『光子の裁判』(1949) 朝永振一郎 (レポート課題 基礎資料)

70

朝永振一郎（ノーベル賞　1965） 
「超多時間理論」と「くりこみ理論」，
量子電磁力学分野の基礎的研究 
jointly to Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger and Richard P. 
Feynman "for their fundamental work in quantum 
electrodynamics, with deep-ploughing consequences for the 
physics of elementary particles".



　波のもつ物理的な性質　　---　水・音・光



「写真を撮る」 
「全体図を知る」

「1カ所での動きを見る」

　波のもつ物理的な性質（2）



　干渉  (interference) 教科書 p208

https://www.youtube.com/watch?v=dNx70orCPnA



　波を表す物理量・波の特徴

　屈折　と　回折



　屈折　(refraction)
媒質が異なるところへ進むとき，波は屈折する.

波は素元波の合成である 
（ホイヘンス）

　波を表す物理量・波の特徴



光は横波である



光は横波である　偏光板で確かめよう



http://www.chem.gunma-ct.ac.jp/H19kokaikoza/textbook/gratings.html

光の回折と干渉

狭いスリットを
通ると回折する

2重スリットを
通ると？？

スクリーン

http://www.chem.gunma-ct.ac.jp/H19kokaikoza/textbook/gratings.html


　光は波である　2重スリットによる干渉実験



　光の干渉

干渉縞ができる2重スリットで

単スリットでもできる



光は波なのか，それとも，粒子なのか
光はドップラー効果を起こす 
また，屈折・回折・干渉　の実験から， 
光は波であることは確実である． 

　第6章

しかし 
光は粒子である，と考える必要が生じた． 
２つは矛盾する．どう考えたらよいか．

レポート課題　「不確定性原理」（12月27日締切） 
●光を波と考えるか粒子と考えるかの論争点は何か． 
●解決策は何か．（プリント配布）

第4章　原子・素粒子の理論
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　4.1.1　溶鉱炉の温度の問題

「色と温度が関係ありそうだ」 
　温度が上がると赤，さらに上がると白

光のエネルギー
の大きさ

赤い色← →青い色

　4. 現代物理2：原子・素粒子の理論(量子論) >> 4.1 光は波か粒子か
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教科書 p114



I = �T 4

シュテファン・ボルツマンの法則 
「温度が高いとエネルギーが 
　たくさん放出される」 
　

この式から，太陽表面の温度が6000度である
ことがわかる．
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　4.1.1　溶鉱炉の温度の問題 教科書 p115
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　4.1.1　溶鉱炉の温度の問題 教科書 p116

しかし，この式は振動数が小さいときはOK 
                        振動数が大きい時はダメ

レイリー・ジーンズの法則 
「高温になるほど，色が 
　赤から青へ変化する」 
　



　4.1.1　溶鉱炉の温度の問題
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ヴィーンの遷移則 
「高温になるほど，色が 
　赤から青へ変化する」 
　

しかし，この式は振動数が大きいときはOK 
                        振動数が小さい時はダメ

e = 2.71828 · · ·



　4.1.1　溶鉱炉の温度の問題

プランクの法則 
「２つの式を合わせるとピタリ」 
　

何か本質が 
隠れていそうだ．

教科書 p116



　4.1.2　プランクの量子仮説

プランクの法則 
「２つの式を合わせるとピタリ」 
　

何か本質が 
隠れていそうだ．

教科書 p117



教科書 p118



　4.1.3　アインシュタインの光子仮説
光電効果の問題

金属に光を当てると，電子が飛び出すことがある．

「光が波だと考えると不思議．　粒子だと考えよう．」　1905年

ただし，光の振動数がある値から大きいときに限る．
そうであれば，どんなに弱い光でも．

p118



本日のミニッツペーパー記入項目

91

https://forms.gle/oCJZXe1o2RUKEixH8

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 30日(木) 23:59　

手書きのものを写真にして添付するのでもよい．

【10-1】マルチメッセンジャー天文学とは何か． 
【10-2】光が波である証拠を複数あげよ． 
【10-3】通信欄．（講義で取り上げて欲しい疑問・要望・連絡事項など、何かあれば） 


