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重力波、神岡で世界初検出を 東大の望遠鏡施設着工式

2012年01月21日08:37

東京 大学 宇宙 線研 究

所が 飛騨 市神岡 町東

茂住 の旧 神岡 鉱山 坑内

に設 置す る世 界初 の大

型低 温重力 波 望遠 鏡

施設 の着 工記 念行 事が

２０日、 現地 近辺 にあ る

北部 会館 で開 かれ 、関

係者 が工 事の 安全 と研

究プロジ ェク トの 円滑 な

推進 を願 った 。

重力 波望 遠鏡 は、 約１

００年前 にア インシュ タイ

ンが 予言 した 重力 波の 検出 を目 指す 大型 観測 施設 で、 昨年 ６月 に

文部 科学 省の 最先 端研 究基 盤事 業と して 採択 され た。

構造 は、 地下 約２００メー トル の空 間に 長さ ３キ ロの レー ザー 干

渉計 ２本 をＬ字型 に直 交さ せ、 超新 星爆 発や 中性 子星 の合 体な ど

の非 常に 激し い天 体の 動き で発 生す る重 力波 （時 空の ゆが み）を

捉え る。 検出 に成 功す れば 、ブラッ クホ ー ル の生 成や 宇宙 誕生 直

後の 情報 などが得 られ ると 期待 され てい る。

事業 費は 約１５５億円 で、 今年 ４月 から 約２年間 かけ て研 究施 設

用の 坑道 を掘 削。 その 後、 実験 装置 の機 材の 搬入 と建 設工 事を

経て 、早 けれ ば２０１５年 秋に も試 験運 転に 入る予定 。

記念 式典 には 同大 学や 文部 科学 省、 地元 自治 体、 工事 関係 者

ら約 １１０人 が出 席。 神事 で工 事の 安全 を祈 願し た後 、着 工式 を行

った 。同 研究 プロジェクト 最高 責任 者の 梶田 隆章 宇宙 線研 究所 長

は「重力 波を世界 に先 駆け て観 測し 、重 力波 天文 学と いう 新た な

科学 分野 を創 設し たい 」と あい さつ した 。

重力波 神岡 関連記事を検索してみますか？

大型 低温 重力 波 望遠 鏡の 着工 式で あい
さつ する梶田 隆章 東京 大学 宇宙 線研 究所 長
＝２０日 午後 、飛 騨市 神岡 町東 茂住 、北 部会
館

関連 記事 を検 索し てみ ます か？

重力 波 神岡

実績のコスモエレベー ター www.cosmo-elevator.co.jp
安心 安全 低価格のメンテナンス まずは無料見積り！

"口臭いよ"と言われたら？ www.w-direct.jp
人には聞けない、口が臭い理由… 困った時、１秒で出
来る口臭対策は？

口臭が臭い人の共通点 www.iwellco.com
知らないでは損する、口臭がキツイ訳 臭くない人が行う
20秒の習慣とは…

実験・開発用の熱処理装置 www.e-thermal.co.jp/
開発・研究・実験用の小型熱処理炉 標準機１００型式。
特注にも応じます
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