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重力波で明かされる
一般相対論的時空 

田中貴浩
　　(基礎物理学研究所)

重力波



様々な宇宙の観測手段
新しい観測手段を得る度に新しい天体が

発見されてきた 
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光：電界と磁界のつくる波
色々な波の波長

光のスペクトル

波長



可視光で見た天球
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http://www.eso.org/public/images/eso0932a/ 



波長約3mmで見た天球
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WMAP衛星 http://map.gsfc.nasa.gov/ 10-5の初期ゆらぎ 



波長約10-11～10-15cmで見た天球
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WMAP衛星 http://map.gsfc.nasa.gov/ 



光＝電磁波以外にも宇宙を観測する手段はある。 
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宇宙線：宇宙から降り注ぐ高エネルギーの陽子など

ボゾン:力を伝える粒子

光子、重力子、Ｗ、Ｚ、グルーオン

フェルミオン:物質を構成する粒子

陽子、中性子、電子、ニュートリノ、、、、



ニュートリノ振動

•  1960年代後半： R. Davis Jr.、太
陽ニュートリノ問題：観測され
たニュートリノが理論値の3分の1 

•  1998年：スーパーカミオカンデが
大気ニュートリノの観測で振動を
実証

牧二郎、中川昌美、坂田昌一が提唱 (1962年) 

電子型のニュートリノ ミューオン型のニュートリノ

宇宙線研ＨＰより 



自然界の４つの力

•  重力 
•  電磁気力 
•  弱い相互作用 
•  強い相互作用 

主に原子核反応に関係
　短距離力～重い粒子が力を媒介
　　　　　　　　　　　(湯川型の相互作用)

ニュートリノは弱い相互作用しかしないので非常に
検出することが難しかった

弱い相互作用は非常に弱いけれど重要
　太陽が光るためにも弱い相互作用が不可欠
　　陽子＋陽子→重水素+電子+電子ニュートリノ

我々の日常にも顔を出す力
　長距離力～質量のない粒子が力を媒介



電磁気力の波である光は観測されているのに
、重力の波である重力波はまだ観測されてい
ない。 

陽子間にはたらく重力

そんなに弱くても重力は重要

星ができたのも、宇宙の構造ができたのも重力のおかげ

あまりにも相互作用の強さが違う

陽子間にはたらく電気力
＝10-36

simulations were performed at the National Center for Supercomputer 
Applications by Andrey Kravtsov (The University of Chicago) and Anatoly 
Klypin (New Mexico State University). Visualizations by Andrey Kravtsov.  
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重力波は重力の波

とはいうものの、ニュートン重力(万有引力の法則)
　　　　　　　　　　　　　　　には重力波はなかった
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一般相対論
ニュートン ⇒ アインシュタイン 
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同時に手を離すと
空気がなければ…

等価原理

(小さな箱を考えるかぎり)
重力がはたらかないよう
にみえる観測者がいつで
も存在する＝

 

等価原理

重力は消せる

自由落下する箱の
中で見ていると

鉄
ゴム

ボール
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重力を広い領域で完全
に消すことはできない 等価原理を満たし

潮汐力も表せるうまい方法

まっすぐ進んだ
つもりが近づい
てくる

太
陽 

時空が曲がっていて、
重力以外の力がはたらかないときは、

その上を物体はまっすぐに進む
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等価原理⇒重力を時空の曲がりとして表現できる

•  時空の曲がりが小さいとき ⇒ ニュートンの万有引力の法則
•  誰から見ても法則は同じ方程式で書かれる

等価原理を尊重したとき、重力理論とは
　　時空の曲がりを決定する法則

そのような重力理論の代表格である一般相対論では

時空の曲がり
をあらわす量

物質のエネルギー
速度・圧力など

＝

アインシュタイン方程式 
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•  光の曲がり

一般相対論の検証

•  水星の近日点移動

43秒角/100年

•  重力による光の到達時刻の遅れ

ニュートン
アインシュタイン

水星

太陽

太陽

太陽

火星

地球
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これらの検証実験では

時空の曲がりとして重力を記述した結果

一般相対論～ニュートンの万有引力＋補正

時空の曲がり～潮汐力
が波として伝わる

という解が
　　　アインシュタイン方程式には存在する

重力波

ニュートンの万有引力にはなかったまったく新しい現象



17 

ハルス＆テイラー(1974～）

近星点の
移動もわかる

重力波の発見

サーチライト

非常に安定した
周期的パルス

数ミリ秒～数秒

ハルスの見つけたパルサーの周期は完全には一定でなかった。

電波

磁石の
ようなもの

中性子星
半径～10km

パルサー

相棒パルサー

パルス周期が短い
　　　（周波数が高い）

パルス周期が長い
　　　（周波数が低い）
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パルス到着時刻が
遅れる

•  両星の質量
•  軌道のひしゃげ度合

等がわかる

重力波の発生
類推)

棒 棒

相棒
パルサー
中性子星

ゴム膜

重力波
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重力波はエネルギーを運び去る

⇒ 連星は近づく

⇒ お互いのまわりをまわる
　　(公転)周期が短くなる

人工衛星が大気との摩
擦でエネルギーを失い
墜落するのと同じ 

J.M. Weisberg and J.H. Taylor (2004).  

この公転周期の変化
が観測され一般相対
論の予想と一致

重力波は存在する
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潮汐力の波

例えば、頭の上の方から

　　重力波が通り過ぎると、まわりのものは

のように潮汐力を受けて動く

重力波の直接観測

この(微小な)動きを観測するには？
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レーザー：　　　　　　　　　　　きれいに波がそろった光

レーザー干渉計

半透過の鏡
観測者の位置での波は
鏡の位置によって

例えば、 II の状態に保ち重力波の到来を待つ

重力波が来る ⇒ 鏡の位置がずれる
　　　 ⇒ 観測者は明るくなるのを観測する

鏡

鏡

から来た波

から来た波

から来た波

から来た波

強め合う
　(明るい)

打ち消し合う
　(真っ暗)

あるいは、その中間で合ったりする
観測者

レーザー



重力波検出器の世界的ネットワーク 

22 http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/gr/gr.html 
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重力波の振幅～

重力波源

ただでさえ重力波は弱いので質量も速度も最大限に大
きいものでないと観測は難しい

大きな質量⇒星全体の大域的な運動

最大の速度⇒光速に近い運動

強い重力場中では重力によって光速近くにまで加速

中性子星やブラックホール

強い重力場 弱い重力場 

普通の星
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ハルス＆テイラーの連星中性子星は徐々に近づき合体

電波の観測で宇宙年齢以内に合体する連星中性子星が
5つ見つかっている

⇒ 6億光年彼方からの重力波が受信できれば
　　年間数回の合体が見えると期待される

目標感度

衝突

近づく ３億年後重力波放出でエネ
ルギーを失う
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•  2体が十分に離れている初期
クリーンな系、質点近似がよい

星の内部構造はほとんど無視できる

一般相対論が正しければ、正確な波形の予測が可能

合体までに何周期もの重力波を
出す。

およそ、１周期程度
のずれがあると区別

できる。
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ニュートリノのように観測されてみると、重力波の振幅が理論
の予想の1/3しかなかったということになるかもしれない。

強い重力場に関して、一般相対論が正しいという観測的証明
は、これまでほとんど全くないと言える。

•  高精度な軌道パラメータの決定 

•  一般相対論のテスト

標準宇宙モデルは宇宙のエネル
ギーの９６％を未知のもので説明。

一般相対論を修正すること
で説明できないだろうか？

重力波の波形が理論の予想と合わないかもしれない。

今年のノー
ベル賞
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  合体期  -　数値相対論の領域

       近年の目覚ましい発展

http://
www2.yukawa.kyoto-
u.ac.jp/~mshibata /  
animation.html 

基礎物理学研究所
柴田大氏のＨＰより
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質量の違いや、理論モデルの違いで合体の様相が異なる



29 

 合体後 –　ブラックホール形成
　　　　　　ブラックホールの固有振動

ブラック
ホール ～ ～ 

ブラックホールの質量と
自転を反映
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ガンマ線バースト
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1967年 各実験監視のための衛星 Vela衛星によって最初に
発見された。

1日に一回くらいの頻度で観測され、天球上の分布は一様という
ことはわかっていたが、長い間、距離もわからなかった。
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短い継続時間ガンマ線バーストと長い継続時間ガンマ線バー
ストがあるように見える。

継続時間は数ミリ秒～数百秒
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宇宙で最も大きなエネルギーを出す天体現象
しかし、正体は未だに明らかでない

1997年ガンマ線バーストに付随するＸ線、可視光による残光が検
出され、宇宙論的な遠方で起こっている現象だということが確定

継続時間の長いバースト～特殊な超新星爆発？

継続時間の短いバースト～中性子星連星の合体？

ジェット

ガンマ線バースト：小さな角度に絞られている

残光：広い角度に放射される

中性子星連星からの重力波と残
光が同時に観測できれば短い

バーストの正体が明らかに
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（A)　中性子星連星の合体

様々な重力波源

（B) 超新星爆発　← 中性子星の形成過程

（C) その他　パルサー、原始ブラックホール、宇宙紐、、、、

（D) 未知のもの

（A’)中性子星-ブラックホール連星の合体

何故、重力波でなければいけないのか？

電磁波(光、X線、電波)：
　　個々の原子分子が放出
　　温度や密度、磁場の強さを反映
　　吸収、散乱されやすい

重力波：大質量の物質の集団的な運動によって放出される
　　吸収、散乱されにくい
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現在/将来の重力波検出器の感度 
世界の次期プロジェクトは
2005年あたりに現在の感度を
約10倍に上げて、重力波の初
観測を狙う 

http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/gr/gr.html 

~6億光年 

~1億光年 
近傍銀河団  

~300万光年 
近傍銀河  

日本でもLCGT計画が動き出
した 
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重力波干渉計にはどうして長い腕が必要か？

興味ある波長：　数十km～数千km

アンテナの長さ～波長/4のとき最も感度がよい
　　テレビアンテナ約75cm ← アナログテレビ電波の波長3m

重力波の波長 > 中性子星の大きさ
　　　　　　　　　　　直径～20km

3kmでも本当は足りない
～100MHz 

衝突

何度も折り返すことで長さを稼ぐ
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どうして、世界中で同じようなものが何台も必要なのか？

LCGT LIGO 

波の到着時刻が場所ごとに異なる

重力波のやってきた方向がわかる

電磁波での同時観測
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まとめ

(1) 基礎理論である一般相対論の検証(反証？)

強い重力場

理論的に予測した波形との比較

素粒子の統一模型

宇宙論

(2) 重力波天文学(新しい宇宙を見る目or耳)

強い重力をともなう天体現象

ブラックホールや中性子星の形成や合体の様子を調べる

宇宙初期に生成された重力波もターゲット


