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§§§§1 DECIGO1 DECIGO1 DECIGO1 DECIGOによるサイエンスによるサイエンスによるサイエンスによるサイエンス
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③ IMBH/BH連星

SMBH形成

④ NS/BH連星

一般相対論の検証

K.Y. and Tanaka (2009)
arXiv: 0908.3283 [gr-qc] 



・スカラー・テンソルスカラー・テンソルスカラー・テンソルスカラー・テンソル理論理論理論理論がががが現現現現れるれるれるれる例例例例(および、対応するスカラー)：

KK理論 （dilaton）

超重力理論 (dilaton)

超弦理論 (dilaton)

・ スカラー・テンソル理論の代表格

§§§§2 Brans2 Brans2 Brans2 Brans----DickeDickeDickeDicke理論理論理論理論

(重力) = (計量) + (スカラー場)

超弦理論 (dilaton)

braneworld (radion)…Garriga&Tanaka(2000) 

inflation (inflaton)…Steinhardt&Accetta(1990)

dark energy (quintessence)…Perrotta&Baccigalupi(1999)

・ Brans-Dicke理論の作用
BransBransBransBrans----DickeDickeDickeDickeパラメータパラメータパラメータパラメータ



・ωωωω
BDBDBDBD

→∞→∞→∞→∞のののの極限極限極限極限でででで一般相対論一般相対論一般相対論一般相対論にににに一致一致一致一致。

(このとき、φ→const.になる)。

・現在得られている最大の制限：

土星探査衛星CassiniCassiniCassiniCassiniによる

Shapiro Time DelayShapiro Time DelayShapiro Time DelayShapiro Time Delay

(Bertotti (Bertotti (Bertotti (Bertotti et alet alet alet al. 2003). 2003). 2003). 2003)
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4444

・φによる重力波の双極放射双極放射双極放射双極放射が存在。

(連星からの双極GW) ∝ (s
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: 単位質量当たりの自己重力エネルギー

s
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NS/BHNS/BHNS/BHNS/BH連星連星連星連星を考えるのがBest！



§§§§3 Brans-Dicke理論理論理論理論におけるにおけるにおけるにおける重力波形重力波形重力波形重力波形

・Brans-Dicke理論では、重力波形の位相が

一般相対論からずれる。

一般相対論一般相対論一般相対論一般相対論

連星連星連星連星からのからのからのからの重力波形重力波形重力波形重力波形
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§§§§4444 今今今今までのまでのまでのまでの研究研究研究研究

adv. LIGO

�Will (1994)

(1.4+10)M
◉

, S/N=10・・・ω
BD

>194

LISA

�Berti et al. (2005)

(1.4+1000)M , S/N=10・・・ω >10799 (1.4+1000)M
◉

, S/N=10・・・ω
BD

>10799 

(Cassini Boundと同程度)

今回

・際差運動際差運動際差運動際差運動やスピン・スピン相互作用も考慮

・LISA及びDECIGODECIGODECIGODECIGOの場合を計算



§§§§5555 歳差運動歳差運動歳差運動歳差運動がががが与与与与えるえるえるえる波形波形波形波形へのへのへのへの影響影響影響影響

重力波振幅重力波振幅重力波振幅重力波振幅のののの図図図図

太線太線太線太線・・・・・・・・・・・・歳差歳差歳差歳差なしなしなしなし

細線・・・歳差あり

Vecchio (2004)

・ 新たな情報が増える

⇒ パラメータ間の縮退を解く！



§6 Monte Carloシミュレーション

Step1Step1Step1Step1: 10
4

個のNS/BH連星を、

乱数を振って全天に散りばめる。

質量・・・(1.4+1000)M 
◉

(LISA)

(1.4+10)M 
◉

(DECIGO)

距離・・・SNR=10

Step2Step2Step2Step2: 検出器2台, 合体の1年前から観測した場合、

各連星からの重力波形を計算

Step3:Step3:Step3:Step3: Fisher matrixΓ
ab

を計算

⇒ 各連星パラメータ(ω
BD

を含む)の決定精度を計算

Step4:Step4:Step4:Step4: ω
BD

への制限を計算



各ωBDの制限を与える連星個数のヒストグラム

連星連星連星連星のののの個数個数個数個数

（（（（10101010

4444

個個個個でででで規格化規格化規格化規格化））））

・DECIGOはLISAより

も200倍強倍強倍強倍強いいいい制限！

理由

（i） GWのサイクルのサイクルのサイクルのサイクル数数数数

ωBDにににに対対対対するするするする制限制限制限制限

（i） GWのサイクルのサイクルのサイクルのサイクル数数数数

(ii) 感度感度感度感度

・際差運動

⇒ 制限が2倍倍倍倍強まる

(パラメータ間の縮退縮退縮退縮退

がががが解解解解けるけるけるけるため。)

1.7××××1067.0××××103



§§§§7777 まとめまとめまとめまとめ

・ 連星からのGWをLISA及びDECIGOで検出した場合、歳差運動歳差運動歳差運動歳差運動を

考慮してBransBransBransBrans----DickeDickeDickeDicke理論理論理論理論への制限を計算。

・ 際差運動 ⇒ 制限を若干強強強強めるめるめるめる

・ LISA・・・・・・ ωωωω
BDBDBDBD

>7040>7040>7040>7040 (Cassini Bound よりも5倍弱い)

DECIGO・・・ ωωωω
BDBDBDBD

> 1.7> 1.7> 1.7> 1.7××××10101010
6666

(Cassini Bound よりも50倍強い)

・ event ratevent ratevent ratevent rateの比較

LISA・・・・・・ 10
-6

個/yrLISA・・・・・・ 10
-6

個/yr

DECIGO・・・10101010
4444

個個個個/yr/yr/yr/yr

DECIGOの統計性統計性統計性統計性を考慮 ⇒ 制限はさらにさらにさらにさらに30303030倍以上強倍以上強倍以上強倍以上強まるまるまるまる!

Future WorksFuture WorksFuture WorksFuture Works

・ higher harmonicsの考慮 (Klein et al. 2009)

・ 他の重力理論への制限

DECIGOはははは重力理論検証重力理論検証重力理論検証重力理論検証のののの強力強力強力強力なツールなツールなツールなツール!!


