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重力波の解説メモ（2）1

もうすぐ報告される（であろう）「重力波の直接検出」（続き）

2016年 2月 11日
真貝寿明 2

明日未明（米国東部時間 11日 10時 30分），アメリカの重力波干渉計 LIGO（ライゴ）のグループは，
記者発表を開くことを数日前に発表している 3．その告知文には「一般相対性理論 100年を祝って重力
波観測にハイライトを当てるため」と記載されているだけだが，『重力波を捉えた』発表ではないか，と
期待される．
私は 9日に『もうすぐ報告される (であろう)「重力波の直接検出」』と題した小解説をウェブページに
掲載した 4．本稿では，重力波に関する話題を追記しよう．　

8. メモ (1)のまとめ

上記抄録のまとめをしておこう（詳しくは拙著
[1]をご参照のこと）．

重力波とは，アインシュタインの一般相対性理
論から予言されている時空の歪み（ゆがみ）が波と
して光速で伝播する現象であり，これまで直接観
測されたことはない．重力波は，超新星爆発や，ブ
ラックホール連星や中性子星連星の合体などの強
い重力場から発せられると考えられているが，宇
宙の彼方から伝わることを考えると，地球上では
微弱な大きさになり，検出は非常に困難である．
これまでに，電波望遠鏡による中性子星連星の
観測から，連星の運動がだんだんと距離を縮めて
いることがわかっていて，この現象は重力波の放
出によって連星系のエネルギーが減少しているか
らだと考えられている．いわば重力波の間接的な
存在証明である．
現在，米，欧，日本のグループが巨大なレーザー
干渉計を設置して，重力波の直接観測を試みてい
る．一辺が数 kmの長さの干渉計を建設し，構造
を変更して，第 2世代の観測装置が稼働を始めて
いる．アメリカの Advanced LIGO（アドバンス
ト・ライゴ）は 2015年 9月に観測を開始し，日本
のKAGRA（かぐら）は 2016年 3月に試運転を開
始する．

どの位の頻度で重力波が観測されるのか不確か
なところはあるが，観測されれば，一般相対性理
論の検証に結びつく．

9. 干渉計のしくみ

干渉計とは，光のもつ波の性質を利用して，微
小な距離測定をする装置である．その原理を説明
しよう．
干渉とは，2つの波が重なり合うときに，強め

あったり弱めあったりする現象である．波の振幅
の激しい部分どうしが同じ高低で（山と山で）重
なれば強めあうし，逆の高低で（山と谷で）重な
れば振幅はゼロに近くなる．光の場合は，明るさ
に強弱が生じて「干渉縞」となる．
干渉計を考え出したのは，マイケルソンで，19世

紀末のことだった．当時は，光がなぜ真空中を伝
播できるのかがわからず，宇宙空間を満たすエー
テルと呼ばれる仮想物質の検出が目的だった．マ
イケルソンは，1つの光を 2筋に分け，L字型の 2

本の経路（「腕」と呼ぶ）で光を往復させ，再び合
成する装置をつくり，地球の運動で光の経路差が
生じるかどうかでエーテルの存在を実証しようと
試みた（図 1）．残念ながら，エーテルは検出でき
ずにマイケルソンは「実験は失敗した」と結論し
たが，現在ではエーテルはなく，光は真空中を進

1このメモ（2）の URL：http://www.oit.ac.jp/is/~shinkai/book/20160211gw_shinkai.pdf

　　前のメモ（1）の URL：http://www.oit.ac.jp/is/~shinkai/book/20160209gw_shinkai.pdf
2しんかいひさあき．大阪工業大学情報科学部．http://www.oit.ac.jp/is/~shinkai/
3http://www.ligo.org/news/media-advisory.php
4内容は，1. 一般相対性理論は重力の理論，2. ニュートンの理論との違い，3. 一般相対性理論の予言，4. 重力波，5. 重力

波検出実験の歴史，6. 現在の重力波レーザー干渉計，7. 重力波観測で何がわかるのか．
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むものとして理解されている 5．

図 1：干渉計の原理（[1]より）．

図 2：（上）アメリカ・ルイジアナ州の LIGO．（下）
岐阜県・神岡の山中に設置された KAGRA．

マイケルソンの装置は，腕の長さが 11mだった
が，重力波の場合は，微弱な変化を相対的に検出
するために，腕の長さは数 kmで設計される．ア
メリカの LIGOは 4kmの腕をもち，イタリアの
VIRGOと日本の TAMAは 3kmの腕である．実
際にはレーザー光線は，腕を 100往復ほどして干
渉測定器に入射する．
LIGO（図 2上）はワシントン州の砂漠と，ルイ
ジアナ州のジャングルに設置された．TAMA（図
2下）は岐阜県・神岡の山中にトンネルを掘って
建設されている．重力波は，ほかの物質と相互作
用が弱いために，地球があってもすり抜けて通り

過ぎてゆく．宇宙から来る現象であっても，空を
見上げる必要はなく，レーザー干渉計で記録され
るデータから，重力波の波形が隠れていないかの
宝探しをすることになる．
巨大なプロジェクトであり，携わる研究者の数

も多い．LIGO/VIRGOのチームはデータ解析に
関わるグループのメンバーが 300名を超えている．
2000年代に稼働した日本の TAMA干渉計およ

び初代の LIGO/VIRGOは，残念ながら感度が不
足して，重力波を一度も捉えることができなかっ
た．各国は感度を 10倍以上改善する目標で，第
2世代の干渉計をスタートさせている．この話は，
前掲の抄録に書いた通りである．

10. 宇宙背景放射と重力波

2014年 3月 17日，カリフォルニア工科大学の
チームによって「宇宙背景放射の観測によって，イ
ンフレーション理論の直接的な証拠を発見」とし
た発表があった．この発表は，上記のレーザー干
渉計とは全くちがう観測によるもので，後に「ま
だ結論するには不十分であった」とされたが，重
力波の存在による電磁波の振動モードに偏極が見
られた，という論理だった．大きく報道され，「重
力波を発見」とまでタイトルをつけた雑誌もあっ
たので，少し触れておこう．
宇宙背景放射とは，私たちが望遠鏡で観測でき

る最も古い時代の光である．宇宙誕生（ビッグバ
ンと呼ばれる大爆発）から 38万年が経過して，宇
宙が 3000度ほどに冷却したときに，始めて光が直
進できるようになる．そのときの光が，138億年
かかって現在の地球にたどり着く．その間に宇宙
膨張によって，光の波長は引き伸ばされ，温度相
当でマイナス 270度（絶対温度 2.7度）のマイク
ロ波になっている．これまでの観測によって，宇
宙の全方向から非常に一様な（10万分の 1程度し
か揺らいでいない）マイクロ波が観測されている
ことがわかっている．宇宙背景放射の存在は，か
つて宇宙が高温であったこと・宇宙が膨張してい
ること・星や銀河の構造をつくる物質のゆらぎが
この時期にあったことを示すものとして，宇宙論
では最も重要な観測になっている．

5後に量子力学によって光には波動性と粒子性の両方の性質があることが結論されている．光が伝播するのは，光子 (photon)
という粒子が飛んでいると考えてもよい．
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近年，背景放射を精密に観測することで，ビッ
グバン直前の，インフレーション膨張と呼ばれる
宇宙の急膨張期が解明できるものと期待されてい
る．その 1つが，重力波による偏光である．真空
の相転移現象で発生した宇宙の種が，どのように
急膨張したかというモデルは多々提唱されている
が，その膨張の具合は時空の場所場所に痕跡とし
て見られるはずだ．背景放射が地球に辿り着くま
でには，マイクロ波の伝播は重力波のモードのよ
うに影響され，ゆらぎの方向性に特徴が見られる

（偏光という）と期待される．
2014年の報道は，南極に設置したBICEP2望遠

鏡 6が，重力波特有の『Bモード』（図 3）と呼ばれ
る偏光の存在を約 1度角スケールで発見した，と
いうものだった．広く報道されたが，6月に掲載
された論文では，「銀河の塵の影響による可能性が
排除しきれていない」と「発見」の報からずいぶ
んトーンダウンした．他のグループの追観測が待
たれている．
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図 3〔左〕重力波の振動モード．紙面に垂直に波が進んでいるときに，空間を歪ませる方向が 2つ存在する．〔中〕
空間に温度ゆらぎがあれば，時空の振動方向もゆがむ．〔右〕宇宙背景輻射の観測結果に予想される『Eモード』
（上）と『Bモード』（下）．

図 4〔左〕BICEP2望遠鏡．〔右〕BICEP2グループが発表した偏光データとシミュレーション結果の比較．上が
『Eモード』下が『Bモード』．

6BICEPは，Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarizationの略で，南極点近くのアムンゼン‐スコット基
地に設置された望遠鏡を用いて，宇宙背景輻射の偏光観測を行うプロジェクト．望遠鏡が 2代目のため，2がついている．
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11. 重力波観測がもたらす意義

レーザー干渉計によって，重力波が直接観測さ
れた，と想定して，意義をまとめておこう．

(1) 重力波が実在していたことがわかる
　まずは，アインシュタインの予言のうち，100年
もの間，宿題となっていた重力波の存在が直接確
認されたことになる．初観測は，それだけで十分
な意義がある．

(2) 強い重力場での一般相対性理論が検証できる
　これまで 100年間，一般相対性理論は数々の手
段で検証実験をパスしてきたが，いずれも「弱い」
重力場での話だった．今後は，ブラックホールが
形成するような「強い」重力場での検証が可能に
なる．

(3) 天文学に広がりが生じる
　可視光線，赤外線，電波，X線，ガンマ線など，
これまでさまざまな波長で遠方の銀河や星の姿を
解明してきた天文学に，重力波という新しい手段
が加わる．重力波の発見データを蓄積することに
よって「重力波天文学」が誕生する．相互に観測
データを照らし合わせることで，より一層私たち
は宇宙に対する知見を広げられることになる．

(4) 未知の分野の解明が進む (a)ブラックホール
や中性子星
　これまでに直接「観る」ことができなかったブ
ラックホールや中性子星などのコンパクト天体が
「観測される」ことになる．重力の引き起こす物理
現象や，高密度な原子核の状態方程式など，未知

だった分野の研究が可能になる．

(5) 未知の分野の解明が進む (b)銀河形成
　ブラックホールがどの位存在して，どのような
質量分布なのか．連星を作っているものはどの位
の割合なのか．銀河中心には超巨大ブラックホー
ルが存在しているが，どのようにして形成された
のか，など未知だった分野の研究が可能になる．

(6) 未知の分野の解明が進む (c)初期宇宙
　これまでは，初期宇宙の解明は，宇宙誕生後 38

万年の宇宙背景放射を観測することが限界だった．
重力波は，これより前の情報をもたらす可能性があ
る．LIGOや KAGRAでは無理かもしれないが，
次世代の重力波観測がそれを可能にするだろう．

(7) 未知の分野の解明が進む (d)未知の現象
　実は科学者にとって，もっとも面白くなる結果
は，これまでに知られていない未知の現象が検出
されることだ．電波望遠鏡が中性子星を，マイク
ロ波伝送実験が宇宙背景放射現象を，核実験監視
衛星がガンマ線バースト現象を見つけたように，
まったくの偶然から始まる研究が，重力波観測で
も起きるかもしれない．それは例えば，時空が 5

次元以上だった，とか，光速を超える現象が存在
した，とか，．．．
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