
    

 - 1 - 

（様式４－１） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成 26 年 3 月 31 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  東京工業大学理工学研究科   

（ふりがな）                    そうみや けんたろう 

職・氏 名  准教授・宗宮健太郎       
 

1. 事 業 名 相手国（ ドイツ  ）との共同研究  振興会対応機関（ DFG       ） 

2. 研 究 課 題 名  光干渉計型重力波検出器における低温技術の確立                

3. 全 採 用 期 間 

平成 24 年  4 月  1 日 ～ 平成 26 年  3 月  31 日 （  2 年  0 ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  4,998,000 円 

初年度経費 2,498,000 円、 ２年度経費 2,500,000 円、 ３年度経費    円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額   0  円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

鈴木敏一 

木村誠宏 

黒田和明 

川村静児 

三代木伸二 

安東正樹 

内山隆 

麻生洋一 

阿久津智忠 

山元一広 

鹿野豊 

Daniel Friedrich 

松本伸之 

道村唯太 

陳たん 

榊原裕介 

関口貴令 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

高エネルギー加速器研究機構・准教授 

東京大学・教授 

東京大学・教授 

東京大学・准教授 

東京大学・准教授 

東京大学・助教 

東京大学・助教 

東京大学・助教 

東京大学・特任助教 

分子科学研究所・特任准教授 

国立天文台・国立天文台研究員 

東京大学・大学院生(D3)  

東京大学・大学院生(D2)  

東京大学・大学院生(D2)  

東京大学・大学院生(D2)  

東京大学・大学院生(D2)  
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須佐友紀 

牛場崇文 

柴田和憲 

上田慎一郎 

斎藤那菜 

中野雅之 

加藤準平 

粂田綾香 

渡辺篤史 

小野謙次 

小仁所志栞 

西村翼 

東京工業大学・大学院生(D2) 

東京大学・大学院生(D1)  

東京大学・大学院生(D1)  

東京工業大学・大学院生(M2) 

お茶の水女子大学・大学院生(M2) 

東京大学・大学院生(M2) 

東京工業大学・大学院生(M1) 

東京工業大学・大学院生(M1) 

東京大学・大学院生(M1) 

東京大学・大学院生(M1) 

東京大学・大学院生(M1) 

東京大学・大学院生(M1) 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名   イエナ大学・リサーチスタッフ(Habilitation=講師相当) Ronny Nawrodt  

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Roman Schnabel 

Harald Lueck 

Stefan Gossler 

Michael Born 

Fumiko Kawazoe 

Katrin Dahl 

Christian Graef 

Tobias Westphal 

Daniel Heinert 

Christian Schwarz 

Gerd Hofmann 

Julius Komma 

Philip Pastrik 

Bastian Walter 

Martin Salge 

Max-Planck Institute, Professor 

Max-Planck Institute, Staff scientist 

Max-Planck Institute, Postdoc researcher 

Max-Planck Institute, Postdoc researcher 

Max-Planck Institute, Postdoc researcher 

Max-Planck Institute, Ph.D student 

Max-Planck Institute, Ph.D student 

Max-Planck Institute, Ph.D student 

Jena University, Postdoc researcher 

Jena University, Postdoc researcher 

Jena University, Ph.D student 

Jena University, Ph.D student 

Jena University, Master student 

Jena University, Master student 

Jena University, Master student 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

  本研究の目的は、日本の第二世代重力波検出器 KAGRA と、欧州の第三世代重力波検出器 Einstein Telescope 

(ET)の間で、低温技術に関する知見の交換を行ない、検出器の高感度化を実現することである。さまざまな

要素技術が組み込まれた光干渉計型重力波検出器は、1e-20m 程度という高い分解能を持ち、その感度は鏡や

懸架系の微小な熱揺らぎで制限されるレベルにある。KAGRA と ET では、鏡の低温化により、この熱揺らぎを

抑制することが目論まれている。日本では 10 年以上前から、20K の極低温に冷却したサファイアを用いた干

渉計の研究が行なわれており、低温干渉計は日本のお家芸と言える。ET は欧州共同体の複数の国による共同

プロジェクトであるが、ドイツとイギリスを中心としてシリコンを用いた低温技術を開発している。鏡と懸

架ファイバーの材質こそ違うが、開発する低温技術には共通する点が多く、両者の協力はお互いの発展のた

めに必要不可欠である。2011 年度から KAGRA の建設が本格的に始まり、協力関係のいっそうの強化が求めら

れる。 ＜＜ 以上、事前に提出した計画申請書より抜粋 ＞＞ 
 

  研究計画は当初の予定通り実施され、日独間の協力関係は大いに強化された。2012 年には ET 側で欧州連

合の FP7 予算でサポートされた ELiTES プログラムが開始されたが、日独二国間交流はその唯一のマッチング

ファンドであり、ELiTES プログラムの採択に大きく貢献した。ELiTES プログラムが採択されたことにより、

日本側が予想した以上の数のドイツ側研究者が来日し、ときには長期に滞在して KAGRA のための低温実験を

行ない、成果をあげた。タイトなスケジュールの下でマンパワー不足に苦しんでいた KAGRA の低温グループ

にとっては願ってもない助けとなり、デザイン研究ばかりで実践の意欲に燃えていたドイツ側としても、研

究を進めるよい機会となった。まさに相乗効果であったと言ってよいだろう。2013 年度からは日本側で拠点

形成プログラムが採択され、ドイツだけでなくイギリスやイタリアの低温研究グループとの交流も開始され

た。KAGRA と ET の間の国際交流は年々拡大されており、大きな成果をあげている最中であるが、そのきっか

けとなったのがこの日独二国間交流であり、非常に有意義な交流プログラムとなった。 

  日本側からドイツへの訪問の内容は、若手主体のイエナで開催した熱雑音ワークショップ(2012.8, 

2013.8-9)と、主に教授クラスによるハノーファーで開催された ET 会議への出席 (2012.12, 2013.10)に分け

られる。熱雑音ワークショップの方は、学会のような受動的な形ではなく学生が能動的に参加する形をとる

よう工夫した。プレゼンでは質疑応答に発表と同じ程度の時間を割き、全員が発言できるような機会をもう

けた。ワークショップ後半ではイエナ大学の低温実験に参加し、共同研究を行なった。ET 会議の方は、二国

間交流を用いて 4-5 名の研究者を KAGRA 側から送ることができ、ET と KAGRA の協力関係強化につながった。 

  研究の具体的な成果は、低温懸架系の開発に関するものと非平衡定常系の熱雑音に関するものに分かれる。

低温懸架系については、サファイアの接合強度の測定、サファイアファイバーの熱伝導率の測定、サファイ

アファイバーの機械損失の測定、の 3 点が主なものである。KAGRA 側で作成したサファイアのサンプルが ET

側の研究所(イエナ大学とグラスゴー大学(英))に送られ、さまざまな測定を行なってもらい、KAGRA 側にフ

ィードバックした。懸架系でもっとも重要なのは強度であり、サファイア鏡とのインターフェイスで 60MPa

程度の接合を実現できた。熱伝導率については、ドイツのメーカーから購入したサンプルの熱伝導率を測定

したところ、ほぼ KAGRA の要求値を満たすものであった。表面の研磨などを行なったところ、さらに熱伝導

率が向上した。機械損失は熱雑音を決める重要なファクターであり、こちらは現在測定を続けているところ

である。非平衡定常系熱雑音は、1年目のワークショップで学生から指摘されて議論を開始したもので、2年

目には主要議題として集中的に議論した。現在のところ機械損失起源の熱雑音に関しては平衡系と同様に搖

動散逸定理が適用できるが、温度揺らぎ起源の熱雑音については異なるという見解である。 


