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研究目的 

新しい天文学として期待されている「重力波天文学」の創成がこの研究の究極の目的である。「重力波天文学」

は超新星爆発や連星中性子星か連星ブラックホールの衝突・合体などの天体現象に関して、従来の天文観測手

段では得ることのできない質的に新しい情報を人類にもたらすことが期待される、天文学のフロンティアであ

る。 

まだ人類は重力波を検出することには成功していないが、近年の光計測技術の進展やレーザー干渉計の高感

度化のための精力的な研究に基づいて、期待される天体からの重力波が検出できる感度をもった大型レーザー

干渉計を具体的に設計することが可能となった。 

そうした高感度の大型レーザー干渉計を実際に装置として実現し、重力波観測に利用するためには、解決す

べき技術的問題が多数存在する。干渉計を構成するレーザー光源やミラーなどの光学素子、光検出器などには

極限的な性能が要求され、これらをシステムに組み込んで長期間安定に性能を引き出すためには制御系や防振

系、真空系にもノウハウが必要となる。感度を制限する原理的な雑音を理解するとともに、そのレベルに到達

するためには、技術的不完全さから発生する付加的な雑音源を特定し抑制することも重要な課題である。 

本研究では、基線長 300ｍの高感度レーザー干渉計による重力波検出装置を開発、建設し、上記課題を解決す

ることによって km クラスの大型レーザー干渉計の技術的実現性を実証すると共に、それを用いて重力波の探査

観測を行って重力波検出のチャンスを狙うことを目的とした。探査観測にそなえて、重力波を発生する天体現

象を研究し、発生する重力波の大きさや波形を理論的に予測すること、および効率的な検出を可能にするデー

タ解析法を開発することも、本研究の目的の一つである。 

研究計画、目的の達成度 

本計画の主要課題が高感度レーザー干渉計の開発と建設および観測運転であることから、総括班（代表者：

古在由秀、運営委員 11 名、評価委員 8 名）と研究班（代表者：古在由秀、分担者 30 名）は一体となって研究

実施の主体となり、研究を推進することとした。そのため、ほぼ毎月 1 回の運営委員会を開催して重要事項の

審議・決定を行うとともに、分担者や研究協力者も参加するプロジェクトミーティングを毎月 2 回程度開催し

て意見や情報の交換や方針の周知を行った。 



本研究の主要な目的は、 

（１）重力波観測装置としての大型レーザー干渉計の技術的実現性を実証すること、（２）実証機を用いて実際

に重力波の探査観測を行ってみせること、であった。 

目的（１）を達成するためには、基線が短いために小型化される部分を除けば、光学、制御、防振、真空と

もに大型レーザー干渉計に匹敵する性能が要求された。具体的には、出力 10W の高安定レーザー、散乱・吸収

が非常に少ない超高性能ミラー、機械的損失が少ないミラー材料とその振り子式支持機構、光源の周波数・強

度・指向性を安定化するための制御方式や光学系の光軸と光路長の制御技術、外来振動を高い除振率で防ぐ防

振系、脱ガスの少ない表面処理をした巨大容量の真空パイプと振動のない高真空維持用排気系、などが必要で

あったが、これらは自前のアイディアと開発やメーカーとの共同開発研究などによって全て要求性能を満たす

ものが実現した。これら要素技術に支えられて目的に耐えうる実証型のレーザー干渉計を組み上げることが可

能となり、先にスタートしていた世界の大中規模計画より 2～3 年先んじて運転を開始することができた。 

運転開始後は干渉計の性能面での向上を目指しながら、それぞれの到達度毎に目的（２）の観測運転を実施

する方針を採った。重力波観測装置としてのレーザー干渉計には、できるだけ微弱な信号まで検出できる高い

感度と同時に、ごく稀にしか発生しない重力波を間違いなく捕らえるために長時間の安定動作が要求される。

そこで干渉計の感度を制限している雑音源を一つ一つ同定し対策を立てる試行錯誤によって感度が半桁以上向

上したのを目安として、観測運転や試験運転の実施を計画し、運転性能や装置の安定性の向上にも努めた。こ

のようにして平成 11 年夏以降平成 13 年度末までに 6 回の観測運転と 2 回の試験運転を実施した。なかでも平

成 12 年夏の世界最高感度更新直後に行った 2 週間の観測運転で 160 時間以上の観測データを得たことと、平成

13 年夏にはさらに感度と安定度を増して 50 日間の連続観測運転によって 1000 時間以上の観測データが得られ

たことは、レーザー干渉計による重力波観測の実現に向かってのマイルストーンであると国際的に評価されて

いる。 

これらの成果は研究計画の第 1 段階であるリサイクリング技術を含まない干渉計によって得られたもので、

目標感度に近い感度が達成された。その後、第 2 段階のリサイクリング技術を適用した干渉計へと移行したが、

プロトタイプ干渉計での実験や第 1 段階の干渉計の経験があるため、短時間で干渉計としての運転を開始する

ことができて、リサイクリングによる高感度化の効果が見えている。 

このように、実証型のレーザー干渉計によって、銀河系周辺で重力波発生が起これば十分に検出可能な感度

で長期間の運転が可能なことを示したことから、本研究の目的は概ね達成されたと考える。前人未踏の領域を

切り開く研究であるため、時間は当初計画に比べて幾分余計にかかっているが、それでも世界が驚くスピード

で、大目標である「重力波天文学」の創成に向けて研究計画の内容は着実に遂行されつつある。 

これまでの成果 

 本研究で得られた主な成果を大別すると、（１）TAMA300 で世界最高感度を達成、（２）TAMA300 による長時間

の重力波探査観測を実施、（３）TAMA300 の目標感度達成に必要な性能を持つ要素技術を開発、（４）将来の感度

向上に必要な要素技術の研究を推進、などがある。以下にそれぞれについて簡単に示す。 

 TAMA300 は 1999 年夏に世界の大型計画の先頭を切って運転を開始し、その１年後の 2000 年夏には世界最高感

度を達成した。その後も感度向上のための努力が続けられ、2001 年夏には 100Hz 付近でさらに一桁感度が向上

した。達成された感度は中性子星の連星が 30kpc の距離で合体した時に発生する重力波を S/N=10 で検出できる

ものである。2001 年 10 月以降 TAMA300 は感度のさらなる向上をめざしてパワーリサイクリングが導入され、現

在は導入以前に比べ 1kHz 以上の高い周波数帯で顕著な感度の改善が確認されると共に、広い周波数帯でも感度

が改善されている。 



 レーザー干渉計による重力波検出を実現するためには、感度を高めると同時に安定度の向上が不可欠である。

感度向上は、検出可能な重力波源までの距離を拡大することで検出の頻度を高めるためであり、安定度を良く

するのは、最高感度を常に維持して極めて稀な重力波発生現象を逃さないためと、重力波以外が原因の疑似重

力波信号の発生頻度を極力抑えるためである。外乱やドリフト、構成要素の一部の不安定動作など不安定化の

原因の特定と対策を地道に行うことで、TAMA300 の安定度は 1999 年の運転開始以来格段に向上した。感度や安

定度を改善する実験の節目ごとに TAMA300 による観測運転が実施され、2001 年夏までに６回行われた。特に第

6 回目にあたる 2001 年夏には 50 日間（1200 時間）で 1100 時間以上の干渉計運転が達成され、1038 時間の観測

データ（稼働率にして 86％）が得られた。これは、その１年前に２週間で 160 時間の観測データを得た時（こ

れでも重力波観測実現に向けてのマイルストーンであると評価された）に比べても、大幅な観測運転性能の向

上であり、干渉計の運転自動化や状態診断技術の充実、ならびに平日の昼間に多い人間活動による振動増加の

影響をおさえる防振機構などの努力の成果である。観測運転によって得られたデータは重力波探査のために解

析され、銀河系内の連星中性子星の合体頻度の上限値として信頼限界 90％で 1 時間あたり 0.014 イベントが得

られたほか、干渉計の性能評価も行われた。 

 TAMA300 を本格的な重力波観測を目指すのに必要と考えられる基線長が数 km の巨大干渉計の技術実証機と位

置づけ、基線長が短いために小型化される部分を除いては、光学、制御、防振、真空とも本格的な干渉計に匹

敵する性能を持つよう設計した。そのため、多くの部分が既製品の仕様では不十分であり、研究グループ内や

民間企業で独自あるいは共同の開発が必要であったが、各々ほぼ要求通りの性能のものが得られ、上に述べた

ような TAMA300 の成果を支えることができた。それらは、10W 単一モード連続発振のレーザー、極低損失の超高

性能大口径ミラー、ハイパワー光用光検出器と位相変調器、変調光透過型のモードクリーナー、真空槽内外の

防振系、ミラー等の光学素子を振り子式に支持する懸架システム、ベーキングなしで高真空を実現する真空系、

などであり、それぞれ開発研究によって実現された。さらに、TAMA300 建設の途中の段階で実施された絶対長測

定実験、パワーリサイクリングを導入した干渉計の制御信号を効率よく取得する方法の発明と実験的検証、制

振合金 M2052 の防振・懸架系への適用などについてオリジナルな研究開発の成果が得られた。 

 本研究で高感度かつ高安定度を要求される重力波検出装置としてレーザー干渉計が有効であることが技術面

で実証されてきたが、本格的な重力波天文学を展開するためには、さらなる感度向上に見通しをつける必要が

ある。本研究のなかでも、将来さらに高感度の大型レーザー干渉計の実現に向けての開発研究が実施され、い

くつかの成果が得られている。次世代干渉計でハイパワー光による熱の影響を小さくできる光学配置として最

有力視されている RSE 法の研究では、吊り下げられたミラーでの RSE 干渉計の制御に世界で初めて成功した。

また、干渉計の感度を支配する原理的な雑音の一つである熱雑音の研究においては、非一様な散逸がある場合

の熱雑音の正しい推定法が得られ、より信頼できる推定が可能になった。さらにミラー材料の機械的 Q 値の測

定でも不動点支持法を用いた測定系が開発され、TAMA300 用ミラーをはじめ将来の低温化で有望なサファイアミ

ラー等の材料自体の Q 値測定によって、精度の良い熱雑音推定が出来るようになった。さらに TAMA300 の高感

度化によって真空パイプ中の残留ガスによる感度悪化が直接測定できる実験が可能になり、世界ではじめて理

論的予測と比較しうる測定データが得られた。 

 こうした実験的成果に加え、重力波源に関する理論的研究でも、4 次元時空内での相対論的現象の数値シミュ

レーション計算コードの実現や、連星合体過程の重力波波形の高精度予測、新しい重力波源の可能性の指摘、

重力波観測による宇宙膨張加速の直接検証の提案など、世界をリードする研究が行われた。 



成果の公表の実績 

本研究による成果の公表は、主として、関連専門分野の学術雑誌への論文掲載（246 編）や、国際研究集会で

の講演（招待講演や総合講演を含む）と集録論文（202 編）を通じて行った。代表的な研究成果とその発表論文

の一部を示す。 

重力波検出器としてのレーザー干渉計の運転 

Tagoshi, H. et al.(2001): First search for gravitational waves from inspiraling compact binaries 

using TAMA300 data, Phys. Rev. D63, 062001, 1-5  

Ando, M. et al.(2001): Stable operation of a 300-m laser interferometer with sufficient sensitivity 

to detect gravitational-wave events within our galaxy, Phys. Rev. Lett. 86, 3950-3954   

レーザー干渉計のサブシステム開発 

Nagano, S. et al.(2002): Development of a light source with an injection-locked Nd : YAG laser and 

a ring-mode cleaner for the TAMA 300 gravitational-wave detector, Rev. Sci. Ins, 73, 2136-2142  

Takahashi, R. et al.(2002): Vacuum-compatible vibration isolation stack for an interferometric 

gravitational wave detector TAMA300, Rev. Sci. Ins, 73, 2428-2433 

Araya, A. et al.(1999): Absolute-length determination of a long-baseline Fabry-Perot cavity by means 

of resonating modulation sidebands, Appl. Optics, 38, 2848-2856 

レーザー干渉計の要素技術の開発 

Sato, S. et al.(2000): High-gain power recycling of a Fabry-Perot Michelson interferometer for a 

gravitational-wave antenna, Appl. Optics, 39, 4616-4620  

Ando, M. et al.(1997): Signal Separation Technique for a Power-Recycled Interferometric Gravitational 

Wave Detector, Phys. Lett. A, 237, 13-20. 

Arai, K. et al.(2000): New signal extraction scheme with a harmonic demodulation for a power-recycled 

Fabry-Perot-Michelson interferometers, Phys. Lett. A, 273, 15-24. 

上田暁俊ほか(1999): 重力波干渉計用大口径超高品質ミラーの特性測定, レーザー研究, 27, 116-120. 

Numata, K. et al.(2000): Measurement of the intrinsic mechanical loss of low-loss samples using a 

nodal support, Phys. Lett. A, 276, 37. 

Yamamoto, K. et al.(2001): Experimental study of thermal noise caused by an inhomogeneously distributed 

loss, Phys. Lett. A, 280, 289. 

重力波発生の理論 

Shibata, M., Nakamura, T.(1995): Evolution of Three-Dimensional Gravitational Waves: Harmonic Slicing 

Case., Phys. Rev. D52, 5428-5444  

Tagoshi, H. et al.(1996): Post-Newtonian expansion of gravitational Waves from a particle in circular 

orbit around a rotating black hole: Up to O(v(8)) beyond the quadrupole formula, Phys. Rev. D54, 

1439-1459  

Nakamura, T. et al.(1997): Gravitational Waves from Coalescing Black Hole MACHO Binaries, Astrophys. 

J., 487, L139-L142  

Mino, Y. et al.(1997): Gravitational Radiation Reaction to a Particle Motion, Phys. Rev. D55, 3457-3476  



重力波データ解析法 

Tanaka, T., Tagoshi, H.(2000): Use of new coordinates for the template space in a hierarchical search 

for gravitational waves from inspiraling binaries, Phys. Rev. D62, 082001 

スペース計画の提案 

Seto, N. et al.(2001): Possibility of Direct Measurement of the Acceleration of the Universe Using 

0.1-Hz Band Laser Interferometer Gravitational Wave Antenna in Space, Phys. Rev. Lett. 87, 221103. 

重力波検出用高感度レーザー干渉計 TAMA300 の開発・建設・観測運転における各時点の成果はグループ内

で分担執筆により報告書にまとめ、その PDF ファイルを TAMA のホームページ

（http://tamago.mtk.nao.ac.jp/）で公開した。 

TAMA Design Report: 1996 年 11 月 

TAMA Status Report: 1999 年 7 月 

TAMA Report: 2002 年 10 月 

 

また、国際シンポジウムとして TAMA Workshop on Gravitational Wave Detection を２度（平成８年度、平

成１１年度）主催し、研究成果の公開とともに国際的動向に基づく成果の吟味を行い、そのプロシーディング

スは単行本として出版した。 

国際シンポジウム：TAMA Workshop on Gravitational Wave Detection 

平成８年 11 月 12 日－14 日 国立女性教育会館（埼玉県） 

Proceedings: “Gravitational Wave Detection”, Universal Academy Press, 1997 

国際シンポジウム：2nd TAMA Workshop on Gravitational Wave Detection 

平成 11 年 10 月 19 日－22 日 国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 

Proceedings: “Gravitational Wave Detection II”, Universal Academy Press, 2000 

 

その他に、理論グループを中心とする「相対論と重力」研究会を毎年開催し英文のプロシーディングスを発

行して、主に理論面での研究成果の国内外への公開を行った。 

一方、研究成果を広く一般社会に公開発表する「大学と科学」公開シンポジウムの一つとして、本研究のテ

ーマが採択され、研究成果および将来への展望を紹介するとともに、新分野の開拓に取り組む科学研究の最前

線の息吹を伝えようとした。その内容は単行本として出版された。 

「大学と科学」公開シンポジウム：宇宙を探る新しい目－重力波－ 

  平成 13 年 12 月 8 日－9 日 イムズホール（福岡市） 

  講演収録集：「宇宙を探る新しい目 重力波」，クバプロ，2002 

「事後評価」結果 

研究課題の総合的な評価 

期待どおり進展した。 

１ 研究計画、目的の達成度について 

当初の研究計画、目的を達成したかどうか。 

予定どおり達成した。 

高感度レーザー干渉計の設置が予定通り終了し、２０００年から世界に先駆けて重力波の本格的観測を始 



めたことは高く評価したい。 

検出感度、安定度、ノイズの除去などについて工夫の余地は残されているが、現在の技術の中では最高感

度を達成していることから、研究成果は世界に誇れるものと考える。これを足がかりにさらなる発展展開を

期待する。 

２ これまでの成果について 

（１） 革新的又は学際的な学問領域の創造、共通基盤科学技術の開拓、国際協同研究の推進の観点から高く評

価できるか。 

重力波天文学という新分野を確立することを目的として、高感度レーザー干渉計の開発が着実に進められ

ている。この技術は、天文学のみならず測地学、地球物理学への応用も期待され、共通基盤技術の開発とし

ては非常に有効に進められていると考える。 

欧米のＫｍクラスの大型レーザー干渉計も数年のうちに完成し、世界的なネットワークの中で重力波観測

が始まるであろうが、その中でＴＡＭＡ３００は先駆的役割を演じている。 

ワークショップ、国際学会での情報交換などはよく行われていると評価できる。 

（２） 当該学問分野及び関連学問分野への波及効果は、どのような状況であるか。 

レーザー干渉計の技術向上に貢献し、世界的にも評価される成果をあげている。しかし、ここで開発され

た技術がどのような波及効果を生み出すかは、現時点ではまだよくわからない。天文学的には壮大な研究で

あり、ゴールにたどり着くにはまだ時間を要する。他分野の研究の状況にも目を広げて波及効果を見る必要

がある。 

（３） 研究成果の積極的な公表に努めているか。 

各種文献の発行に加えてインターネットなどで積極的に情報を開示しており、研究成果の積極的な公表に

努めている。天文学分野ではよく知られているが、新しい挑戦をしている学問としてより広く公表に努めれ

ば、関心は更に高くなるだろう。 

詳しい研究内容については、ホームページを 

ご覧ください 

http://tamago.mtk.nao.ac.jp/ 

 


