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DECIGO 計画

 
!  2027年- 
!  光共振器を利用 
!  干渉計３台 (1クラスター) 
!  アーム長： 1000 km 
!  フィネス  10 

Deci-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory

角度分解能を 
上げる 

背景重力波 
への上げる 
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DECIGO の狙う重力波源

!  KAGRA と LISA の周波数帯のギャップを埋める (               Hz) 
 
!  ターゲット重力波源 

   ・NS連星 
　(             まで見える) 
 
   ・中間質量BHの連星 
   (合体するものは全て 
    見える) 
 
   ・背景重力波 

! 

0.01"10

[Sato+ 2009 ] 

z � 20

重力波天文学から 
重力波宇宙論へ 
(地上検出器で見えるのは 
                ) z � 0.06
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DECIGO のサイエンス

インフレーション理論の検証 ダークエネルギー探査 

重力理論の精密な検証 巨大BHの形成過程の解明 

背景重力波の観測 

•  重力波波形 
•  重力波偏極モード 
•  重力子の質量 
•  余剰次元の大きさ 

NSやBHの連星 
(標準音源) 

•  インフレーション 
  の直接的証拠 
•  量子重力理論の 
  直接的証拠 

巨大BHからの 
重力波の観測 

•  BHの質量・ 
  赤方偏移分布 
•  降着円盤に 
  関する知見 

•  宇宙膨張率の 
  精密測定 
•  非一様宇宙モデル 
  の検証 

修正重力理論 
への制限 



重力波による宇宙の非一様性探査 
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標準音源（standard siren）
[ Schutz 1986 ] 

観測データより が分かる 

： 光度距離が決まる 

電磁波の観測からホスト銀河 (赤方偏移) が分かれば、 
重力波によるハッブル図が書け、宇宙論的観測が可能 
 

が分かる 

連星系からの重力波 標準音源 （standard siren） = 

DECIGO で観測される　　　個の NS 連星を用いると 
ダークエネルギーの状態方程式パラメータが 
                               で決まる。 

! 

~ 105

! 

w0 ~ 1%, [ Cutler & Holz 2009 ] wa ∼ 10%,
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摂動時空を調べる

背景時空として考えた場合には、ほとんどの理論モデルは  
LCDM を特殊な場合として含んでいる. 

将来的に理論モデル (e.g. ダークエネルギーと修正重力理論) を 
区別するためには摂動レベルの観測データが非常に重要  
(物質パワースペクトル, 重力レンズ効果, …等.) 

現在の観測 (SNe + BAO + CMB + … ) は宇宙項と consistent.  

•  スカラー場など 
•  大スケールでの重力理論の修正 
•  宇宙項 (真空エネルギー)  
•  ボイドモデル 

宇宙加速膨張を説明する様々な”理論”モデル  
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重力波の重力レンズ効果

•  重力波はヌル測地線に沿って 
  伝搬する途中で銀河や銀河団に 
  よりレンズ効果を受ける. 
 
•  ソース天体はコンパクト連星. 

歪み場はイメージが小さすぎて 
観測は出来ない。収束場 (重力波 
の ”明るさ” の変化) は観測可能。 

•  見かけの光度距離  

•  増光率の全天マップが得られれば、重力波により宇宙の大規模構造を 
  調べることが出来る。 

各連星に対して          と      が決まると、増光率 
      は宇宙論パラメータの関数として与えられる。 



10 

光度距離の測定精度 

1つの NS 連星に対して 

連星の特異速度誤差 
(300km/s) 

検出器の観測誤差 

重力レンズ誤差 

ほとんどの z に対して 
距離決定精度は 
lensing による誤差で 
制限される  

[ AN+ 2011 ] 
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増光率の角度パワースペクトル

•                     を5つの 
  赤方偏移ビンに分ける  
(                    ) 

角度パワースペクトル 

: 重み関数 

•  赤方偏移の最大値は 2  

物質パワースペクトル 

•  トモグラフィーの手法を 
  用いて各 z ビン毎のパワー 
  スペクトルを観測出来る.  
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解析方法

フィッシャー行列 

共分散行列 

ショット雑音 検出器雑音 
注) レンズ効果はこの場合、雑音ではなく、シグナルに含まれる. 

パラメータの誤差  

は固定 
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ダークエネルギーパラメータへの制限

•  この感度は背景時空の膨張 
  測定の場合と同程度 

•  NS 連星の赤方偏移同定率と 
  しては３通りの場合を考える。  
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他の宇宙論パラメータへの制限 

•  重力波によって物質のパワー 
  スペクトルに関する情報を 
  得ることが出来る 

•  　　に関しては背景時空の 
  膨張測定の場合と同程度の 
  感度 

•  重要なことは       や      ,       
       も測れるということ 

•  ダークエネルギーと修正重力   
  理論を区別するのに利用可能. 
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まとめ

!  インフレーションの直接的検証 
!  ダークエネルギー探査 
!  重力理論の精密な検証 
!  巨大 BH の進化シナリオ 

•  重力波で光度距離を測り、電磁波から赤方偏移が分かれば、 
  宇宙論パラメータを精度良く決めることが出来る. 
 
•  宇宙論プローブとしての標準音源では重力レンズ効果はこれまで 
•   雑音として考えられてきたが、重力波の増光・減光から宇宙の 
   非一様性（大規模構造）の情報を得ることが出来る. 
 
　  ダークエネルギーや修正重力理論等のモデルを観測的に 
     区別する上で非常に重要. 

DECIGO でのサイエンス 
 

重力波による宇宙の非一様性探査 

[ Camera & AN, arXiv:1303.5446, PRL accepted. ] 


