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本研究のテーマは、 重力波の偏極モード探査による重力理論検証である。 
① 【研究の背景、問題点】 
アインシュタインの一般相対性理論は、時空を四次元ローレンツ多様体として記述する非線形で動的な
重力理論である。一般相対性理論は弱い重力場での実験的・観測的検証を通して、現在基本的な重力理論
として広く受け入れられている。しかしその一方で、宇宙加速膨張の説明や量子論と重力理論の統合など
を果たすべく、多くの拡張された重力理論が提案されている [a]。そのため、非線形効果のより効く強重
力場での重力理論検証が必要とされている。 

2015年のアメリカの重力波望遠鏡 LIGO による重力波初
観測によって、重力波を用いた重力理論検証が可能となった 
[b]。ブラックホールなどのコンパクト連星合体からの重力
波の偏極モード探査によって、重力理論を強重力場で検証で
きる [c]。重力波は時空の歪みが波として伝わる現象である。
光が偏光自由度を持つように重力波も偏極モードという自
由度を持ち、図 1のように自由質点に異なる作用を及ぼす。
一般相対性理論で許される二つのテンソルモードに加えて、
拡張重力理論では四つの非テンソル(ベクトル、スカラー)モ
ードが許される。したがって、コンパクト連星合体という強
重力場・動的な系からの重力波信号に含まれる偏極モードを分
離することで、重力の性質に迫ることができる。 
これまでのコンパクト連星合体からの重力波を用いた検証 [d,e]では、テンソル、ベクトル、スカラーモ
ードが別々に探査されてきた。しかし、図 2のように実際の拡張重力理論では、重力波はテンソル・非テ
ンソルモードの混合になっているため、このような純粋な偏極モード探査では現実の拡張重力理論を検証
することはできない [f]。 
 
【解決方策、研究目的、研究方法】 
混合した偏極モードを、適切にパラメータ
化した波形モデルを用いて探査することで、
より現実的な重力理論や重力現象の検証が可
能となる。そこで、コンパクト連星合体から
の重力波の混合偏極モードモデルを構築し、
その構造を解析することで偏極モード分離可
能性を解明するのが研究目的であった。以下
が研究方法の詳細である。 
・ 混合偏極モードモデルの構築 
拡張重力理論におけるコンパクト連星合体からの重力波形には、重力理論に依存する波形要素と依存し
ない波形要素がある。連星公転面の視線方向に対する傾きを表す軌道傾斜角依存性などの、重力理論に依
存しない波形要素を反映させた混合偏極モードモデルを構築した。 
・ フィッシャー行列やベイズ推定による観測シミュレーション 
フィッシャー行列は対数尤度関数の微分で構成される行列で、その逆行列はパラメータの測定誤差を与
える [g]。また、ベイズ推定はベイズの定理に従いパラメータの事後確率を推定する手法である [h]。フィ
ッシャー行列やベイズ推定によって、構築した混合偏極モードモデルの観測シミュレーションを行い、偏
極モードの分離可能性や波形モデルが観測結果に与える影響等を調べた。 
 
【特色と独創的な点】 
重力理論の物理的自由度である重力波の偏極モードを探査することで、強重力場での重力理論を直接検
証できるという点が特色である。軌道傾斜角依存性などの重力理論に依らない波形要素に着眼し、世界で
初めてコンパクト連星合体からの重力波の混合偏極モードモデルを構築することで、現実の拡張重力理論
における偏極モード分離可能性を系統的に明らかにした点が独創的である。 
 
  

                                                                           

  

 

図1. z 方向に伝播する各偏極モード 
による自由質点の運動 

図 2. 各重力理論で許される偏極モード 



  

② 【これまでの研究経過及び得られた結果】 
これまでに主に以下の偏極モード分離可能性に関する研究に取り組み、これらを達成してきた。申請者
は下記(I)~(IV)の成果に対して、問題設定、理論計算から解析、考察に至るまでの全てを行った。(III)、(IV)
については、結果が得られたため、現在論文執筆を進めている。 
 

(I) 現代地上重力波望遠鏡による偏極モード分離可能性 
図 3のように、重力波が軌道傾斜角に対してどのように放射される
かを表す重力波放射パターンは系の幾何によって定まる。四重極公式
を用いて導出した重力波放射パターンなどの重力理論に依らない波形
要素を持つ、コンパクト連星合体からの混合偏極モードモデルを初め
て構築した。構成した波形モデルを用いてフィッシャー行列を計算し、
図 4のように非テンソルモード振幅への感度を推定することで、現代
地上重力波望遠鏡による偏極モード分離可能性を分析した。コンパク
ト連星合体の偏極モード分離には原則的に偏極モード数分の地上重力波
検出器が必要となることなど、強重力場検証に必要な条件を初めて明ら
かにした(4. 研究遂行能力[1,8,9])。 
 
(II) 次世代地上重力波望遠鏡による偏極モード検証の展望(博士課程) 
次世代の地上重力波望遠鏡は優れた低周波感度を持つため、地球の自
転の影響を考慮する必要がある。定常位相近似によって地球自転の効果
を反映した混合偏極モードモデルのパラメータ推定によって、次世代地
上重力波望遠鏡による偏極モード検証の展望を調査した。その結果、次
世代地上重力波望遠鏡では図 5のように、地球自転の効果のために検出
器台数以上の混合偏極モードの検証が可能になることを示した。また、
LIGO らの観測から明らかにされたコンパクト連星の合体率と星形成率を用いて生成した連星分布から、
パルサーPSR B1913+16 からのスカラーモード振幅に対する弱い重力場での制限(≲ " × "$%&)と同程度の
精度での検証が強重力場で新たに可能になることを示した(4. 研究遂行能力[2,11])。 
 

(III) LIGOらの解析の再検討(博士課程) 
LIGOらの実データ解析 [d,e]は、検出器の応答関数をテンソル、
ベクトル、スカラーモードと置換することで、どの種類の偏極モー
ドが純粋に信号をよく再現するかを調べるというものであった。し
かし、実際には応答関数だけでなく重力理論に依らない軌道傾斜角
依存性も考慮する必要がある。GW170814 や GW170817 の純粋な
偏極モード探査を、軌道傾斜角依存性を考慮して再解析した。その
結果、重力波放射パターンがベイズ推定結果に影響を与えるもの
の、依然としてテンソルモードが支配的であることを示した。 
 
(IV) スカラーテンソル偏極モードへの観測的制限(博士課程) 
テンソルモードとスカラーモードで構成された混合偏極モードモデルの分離可能性を、ベイズ推定によ
って精査した。そして実際に実データをベイズ推定することで、図 6のように初めて付加的なスカラーモ
ードの振幅への制限を GW170814 と GW170817 に対して与えた。しかし、当時はイタリアの検出器の雑
音レベルが高いうえに、重力理論に依存する波形要素を考慮していないことで
検証感度が拡張重力理論に最適化されておらず、あくまで一般相対性理論にお
ける位相進化を仮定したスカラーモードに対する予備的な制限となっている。 
 
[a] C. M. Will, Living Rev. Relativ. 9, 3 (2006). 
[b] B. P. Abbott et al., Phys. Rev. Lett. 116, 221101 (2016).  
[c] D. M. Eardley et al., Phys. Rev. Lett. 30, 884 (1973). 
[d] B. P. Abbott et al., Phys. Rev. Lett. 119, 141101 (2017). 
[e] B. P. Abbott et al., Phys. Rev. Lett. 123, 011102 (2019). 
[f] A. Nishizawa et al., Phys. Rev. D 79, 082002 (2009). 
[g] C. Cutler and É. E. Flanagan, Phys. Rev. D 49, 2658 (1994). 
[h] J. Veitch et al., Phys. Rev. D 91, 042003 (2015). 

 
                

図6. GW170814のスカラーモード振幅に
対する事後確率分布 

図 5. 地球自転の有無による 
スカラーモード振幅決定精度の変化 

図 4. スカラーモード 
振幅決定精度の累積確率 

図 3. 重力波放射パターン 
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【研究計画の背景と問題点】 
コンパクト連星合体からの重力波混合偏極モードの分離可能性を検討してきたので、これからは実際に
拡張重力理論に最適化した重力波偏極モード探査によって重力理論を検証する(p7, 図 10 参照)。 
現在の混合偏極モードモデルは重力理論に依存する波形要素が不完全である。非テンソルモードに対し
ても一般相対性理論で予測されるテンソルモードと同じ波形を仮定している。一般的に同じ波形のモード
を区別するのは難しいため、原理的な分離可能性を議論する上でこの仮定は保守的で十分である。しかし、
拡張重力理論は付加的な偏極モードの存在だけでなく、波形の補正も要求する [i,j,k]。拡張重力理論にお
いて付加的な偏極モードの存在と波形の補正は関係するため、波形の補正効果なしの偏極モード探査では
波形補正を受けた偏極モードを効率的に分離・抽出できず、最適な感度で適切に重力理論を検証できない。 
 
【解決すべき点、着想に至った経緯】 
さらに種々の重力理論が予測するように、 (III)の結果はテンソルモードが
非テンソルモードに対して支配的であることを示唆している。したがって、波形補正を考慮することで偏
極モード探査感度を拡張重力理論に最適化し、微弱な非テンソルモードを高感度で探査する必要がある。
偏極モード探査の感度最適化が重要課題となっている。そこで、混合偏極モードモデルに波形補正をパラ
メータ化して導入するという着想に至った。これはテンソルモードの波形補正を評価する重力理論検証 
[l]を非テンソルモードまで拡充し一般化したものである。また、統計的に検証精度を向上させるために複
数波源からの情報を重ね合わせる手法 [m,n]の最適化にも、波形補正を導入した枠組みは不可欠である。 
 
[i] N. Yunes and F. Pretorius, Phys. Rev. D 80, 122003 (2009). [j] N. Cornish et al., Phys. Rev. D 84, 062003 (2011). 
[k] K. Chatziioannou et al., Phys. Rev. D 86, 022004 (2012). [l] B. P. Abbott et al., Phys. Rev. D 100, 104036 (2019). 
[m] H. Yang et al., Phys. Rev. Lett. 118, 161101 (2017). [n] S. Roy et al., LIGO-DCC No. P1900257 (2019). 
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① 【研究目的、研究方法、研究内容】 
本研究の目的は、コンパクト連星合体からの重力波偏極モード探査による強重力場での重力理論検証で
ある。非線形領域での重力現象を、重力理論の自由度である重力波偏極モードの探査によって解明する。 
波形補正のパラメータ化によって、拡張重力理論
に最適化した混合偏極モード探査を実現する。重力
波形の振幅と位相は、連星の軌道速度で展開でき
る。拡張重力理論における重力波形は、一般相対性
理論での展開係数に各理論に応じた補正が加わっ
た形となる。よって、図 7のようにこの補正をパラ
メータとして導入することで、様々な拡張重力理論
における重力波形を同時に表現できる。それぞれの
偏極モードを適切にパラメータ化した混合偏極モ
ードモデルによって、種々の重力理論に幅を持たせ
た偏極モード探査が可能となる。最適化した混合偏
極モード探査によって、拡張重力理論における非テ
ンソルモードに初めて観測的制限を与える。 
 

② 【計画と、何をどこまで明らかにしようとするのか】 
本研究の目的達成のための手段として、(i) 「パラメータ化された混合偏極モードモデルによる最適化」、 

(ii)「複数イベント重ね合わせにおける最適化」の二段階を経る。以下に詳細を述べる。 
(i) まず、各偏極モードの振幅と位相の展開係数を適切にパラメータ化して波形補正の効果を導入し、重
力理論に依存する波形要素も含めた一般的な混合偏極モードモデルを構築する。どの次数の展開係数に 

 
                

図7. 拡張重力理論における重力波形と 
波形のパラメータ化 



  

どういったパラメータを導入するべきかといったパラメータ化の手続きは、具体的な重力理論での重力波
形をもとに決定される。非テンソルモードに対しては、スカラーテンソル理論というスカラー場を加えた
理論と bimetric理論という二つの計量を扱う理論のみを足掛かりにしたパラメータ化が報告されている 
[k]。ベクトルテンソル理論と TeVeS Einstein-Aether理論などのスカラーベクトルテンソル理論といった
ベクトル場を加えた理論についても、コンパクト連星合体からの重力波信号を計算し、非テンソルモード
の放射によるハミルトニアンと放射反作用の補正を考えることで、同様に重力波形をパラメータ化でき
る。こうして混合偏極モードモデルをスカラー場やベクトル場を持つ広範な拡張重力理論の範囲でパラメ
ータ化する。このパラメータ化した混合偏極モードモデルで実際に観測された重力波イベントをベイズ推
定することで、拡張重力理論の枠組みで混合偏極モードモデルを初探査する。 
 

(ii) 非テンソルモードの振幅はテンソルモードに比べてさらに小さい。単一の重力波による検証精度には
限度があるので、複数の重力波源の偏極モード探査結果を統計的に結合することで検証精度を向上させて
いく必要がある。そこで、図 8のように複数源からの重力波信号を適当にスケールさせ重ね合わせること
で実効的に信号を増幅させる。理想的には検証精度を信号
数の平方根に従って改善させることができるが、重ね合わ
せの最適化には拡張重力理論における重力波の位相進化
を考慮したスケーリングが必要である。そのために、(i)で
構成した波形補正効果を含む波形モデルに従って信号を
整形し、複数の重力波信号を重ね合わせる。

(II)より、次の観測期間で'(10+)のイベン
ト検出が期待されている。よって、この複数イベント重ね
合わせによって単一源の約 30 倍の検証精度を実現し、パ
ルサーPSR B1913+16による弱重力場での制限に迫る振幅
決定精度∼ & × "$%&での検証を初めて強重力場で実施する。 

 
 

 
 ) ) ) )  

)  
 

① 【本研究の特色、着眼点、独創的な点】 
本研究はコンパクト連星合体からの重力波の混合偏極モード探査によって重力理論を強重力場で高精
度検証するものである。一般相対性理論は太陽系実験や連星パルサー観測によって、弱い重力場で高精度
に検証されている。しかし、一般相対性理論は非線形で動的な理論であるため、非線形効果のより効く強
重力場での動的な検証が重要である。コンパクト連星合体という強重力場・動的な系からの重力波の偏極
モード探査によって、重力理論を強重力場で動的に検証できるのが本研究の特色である。 
拡張重力理論はテンソルモードと非テンソルモード
の混合を予言する。しかし、これまでのコンパクト連星
合体からの重力波偏極モード探査は、それぞれの偏極モ
ードを独立に探査する人工的なものであった。そこで、
拡張重力理論における付加的な偏極モードと波形補正
の両者を反映した一般的な混合偏極モードモデルによ
って、現実の拡張重力理論の偏極モード探査を初めて実
現する。その際、重力波形のパラメータ化や複数イベン
トの重ね合わせによって、偏極モード探査を拡張重力理
論に最適化し高感度化するという点が独創的である。 
 

② 【本研究の位置づけ、意義】 
本研究は、重力波の混合偏極モード探査によって、重
力理論における非線形現象を解明するという点で極めて
独自性の高い位置づけである。重力波の偏極モード探査
は本研究以外にも、アメリカのグループ LIGOらによって進められている。ところが、コンパクト連星合
体という強重力場で動的な現象からの重力波を、現実の拡張重力理論の枠組みで検証する試みは本研究の
他に無い。バースト重力波などと異なりコンパクト連星合体からの重力波偏極モード探査では、連星パラ 
 
 

 
                 

図8. 信号重ね合わせのイメージ 

図 9. これまで重力理論が 
検証された重力場領域 



  

 

メータを適切に考慮した波形モデルが必要なことに逸早く着眼し、世界に先駆けて混合偏極モードモデル
を構築・分析した私の研究を除いて観測的・解析的研究が存在しない。 
図 9は様々な重力理論検証が行われた重力場領域を表している。左下は太陽系実験や連星パルサー観測
によって高精度検証されている弱い重力場領域である。本研究は重力波観測によって近年検証が可能にな
った右上の非線形強重力場領域を、偏極モード探査感度の最適化によって開拓する。また、本研究で得ら
れる全ての偏極モードを考慮した重力波解析は、一般相対性理論を超えた計量重力理論における最も一般
的な枠組みであり、偏極モード探査のみならず世界中で行われている重力波による重力理論検証を内包す
る。さらに、重力波生成ではスクリーニング機構が働きほとんど波形補正を起こさないが、不均一な銀河
場などによる非線形効果によって伝播中に非テンソルモードが励起されるといった、偏極モード探査だか
らこそ観測可能な未知の重力非線形現象や宇宙構造の検証・解明も可能にする。 
以上のことから、偏極モード探査において主導的な本研究は、強重力場・非線形領域での重力理論検証
という新たな研究領域を切り開くという重大な意義を持つ。 
 
③ 【本研究が完成したとき予想されるインパクト及び将来の見通し】 
本研究の完成は、強重力場時空の解明を意味する。一般相対性理論を超えた偏極モードの発見は、重力
理論の付加的な自由度の存在やゲージ対称性の破れを意味し、重力理論や宇宙論などの現代物理学にブレ
イクスルーをもたらすことができる。本研究によって得られた偏極モードに対する制限は、宇宙加速膨張
の説明や量子論と重力理論の統合といった理論的研究に観測的な知見を与える。さらに、波形の補正では
発見が難しい、重力波生成の機構や不均一場による偏極モード変換といった未知の重力の非線形現象も探
求できる。昨今の重力波望遠鏡の性能向上やネットワークの拡大は、より多自由度で高精度な偏極モード
探査を保証する(4. 研究遂行能力[1,2])。本研究はコンパクト連星合体からの重力波偏極モード探査という
比類ない手法で、理論的にも観測的にも強重力場時空という未踏領域に強い衝撃を与えるものと言える。 
 
 
 
  

4 )  
図 10が本研究の全体像である。具体的には図 11のように各年の研究を計画する。以下に詳細を述べる。 
 
（申請時点から採用までの準備） 
複数イベント重ね合わせにおける最適化の原理検証等によって準備を進める。 
・まず、 (III), (IV)の成果
をそれぞれ論文投稿する。これにより、感度最適化前
の観測的制限を GW170814 と GW170817 に対して与
え、予備的な混合偏極モードの初探査等を報告する。 
・次に複数イベント重ね合わせの原理検証を行う。偏
極モード探査は重力波高次モード解析において報告さ
れている重ね合わせ手法 [n]に形式的に帰着でき、原理
的には重ね合わせ可能であることをすでに確認してい
る。一般相対性理論の位相進化を仮定し、生成した信
号を重ね合わせることで検証精度の向上を確認する。 
・これまでに観測された重力波の重ね合わせによって、
感度最適化前の統計的な観測的制限を与える。 
・混合偏極モードの分離可能性と重ね合わせ原理検証などの探査の展望について博士論文を執筆する。 
 
（1年目) 
パラメータ化された混合偏極モードモデルを構築・実装する。 
・スカラーテンソル理論と二種類の bimetric理論をもとにしたパラメータ化はすでに報告されている [k]。 
・本研究ではさらに、ベクトルテンソル理論やスカラーベクトルテンソル理論のパラメータ化を初めて行
う。これを上のパラメータ化と融合することで、より多くの拡張重力理論をカバーする枠組みを構築する。 
・ベクトル場を加えた理論においても、各理論のラグランジアンを変分して得た場の方程式を摂動展開す
ることで、各偏極モードと重力波信号の表式を計算でき、基準となるパラメータ化された波形が得られる。 
・しかし、重力波形を周波数領域に変換する際に、非テンソルモード放射によるエネルギーの補正を考慮 

 
 
 

                

図10. 研究全体像 



  

する必要がある。これはハミルトニアンと放射反作用の冪補正をパラメータ化して導入することで可能と
なる。こうして、波形補正をパラメータ化した周波数領域での重力波形が得られる。 
・この重力波形を混合偏極モード探査のベイズ推定コードに実装する。このような付加的なパラメータの
導入は、 (IV)ですでに一部実装した経験があり、達成可能である。 
 

（2年目） 
パラメータ化された混合偏極モードモデルによる偏極モード探査を行う。 
・観測された重力波をパラメータ化された混合偏極モードモデルでベイズ推定することで、偏極モード探
査を拡張重力理論に最適化し、強重力場で重力理論を検証する。 (I)より、こ
の段階で振幅決定精度∼ 10%.での強重力場における観測的制限を与えることが可能である。 
・エクストラサクセスとして、偏極モード変換などの未知の重力非線形現象についてもモデリングし、解
析結果を焼きなおすことで観測的な制限を与える。 
・パラメータ化した混合偏極モードモデルと偏極モード探査について論文執筆・投稿する。 
 

（3年目） 
複数イベント重ね合わせにおける最適化を行う。 
・採用までに検証した重ね合わせによる検証精度向上を
拡張重力理論に最適化する。具体的には、2 年目に構築
したパラメータ化した重力波形に従って整形した信号を
重ね合わせることで検証精度を向上させる。 
・2 年目から 3 年目にかけて、4 台検出器での観測(通称
O4)が計画されており、期待されるイベント数は'(10+)
である。よって、これらを用いた重ね合わせ探査によっ
て、振幅決定精度∼ 3 × 10%+での検証が達成可能である。 
・複数イベント重ね合わせにおける最適化と実解析につ
いて論文執筆・投稿する。 
 

 

)  
 4 ) )  

) )
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① 【きっかけ、及び打合せ状況】 
京都大学天体核研究室は、重力・宇宙論・天体物理学を中心に幅広く宇宙の理論的研究を行っている研究
室である。受入研究者の田中教授は日本の重力波望遠鏡 KAGRAのコラボレーションメンバーであり、研究
室メンバーらと重力波を用いた理論的研究を行っている。KAGRAにおける活動や交流が受入研究室を知る
きっかけとなった。採用後の研究実施についての打合せはすでに行っている。これから採用までの期間につ
いても、重力理論検証についての議論を重ね、研究課題遂行に向けて最大限の準備をする予定である。 
 
② 【受入研究室で研究することのメリット、新たな発展・展開】 
受入研究者の田中教授は新学術領域研究における「重力波データ解析による重力理論の検証」の代表者で
あり、受入研究室は重力波や重力理論の理論研究の一大拠点である。一方、私はコンパクト連星合体からの
重力波偏極モード探査解析を主導してきた。本研究において、拡張重力理論の理論的な知見は、波形モデル
の構築や解析結果を解釈する上で必須のものである。したがって、私の全ての偏極モードを含む極めて一般
的な重力波解析と、受入研究室の重力理論の理論的な研究は、重力波を用いた強重力場での重力理論検証に
おいて互いに相補的であると言える。受入研究室で研究することで、重力波解析と重力の理論的研究の融合
が、強重力場での重力の性質という未開拓領域の探求に相乗効果をもたらすことが期待される。また、重力
相対論実験などの様々な分野での私のこれまでの実験経験と受入研究室の理論研究が結びつくことで、宇
宙・基礎物理学の課題に迫る新たな実験提案を生むなどの発展も考えられる。 

                 

図11. 年次計画 



  

 

) ) ) )

)

4 ( ( ( 2

( ( ( ( )

 
) )  

本研究は上記のような人権の保護及び法令等の遵守への対応を必要とする研究に該当しない。 
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  6  
私はこれまで高い専門的素養と分野横断的視野の二つを有するべく、「理論」や「実験」に固執せず積
極的な姿勢を取り続けてきた。物理学の深化に必要な研究課題を自ら設定し、問題を構造的に把握するこ
とによって構築した仮説を、適切な解析・実験技術の習得と活用によって検討・評価することで、物性・
高エネルギー・光学・重力波天文学などの様々な分野で多岐にわたる研究課題を遂行してきた。 
 
学部時代には、研究室配属は通常学部 4年次からだったが、2年次の冬から特別に高エネルギー系の研
究室に配属させて頂いた。そこでは XMASSなどの宇宙素粒子実験の検出器の主要部分に用いられる、液
体キセノンシンチレータに関する実験を行った。基本特性である液体キセノン中のレイリー散乱長を外部
光源を用いて測定する新手法を自ら提案した。問題設定、研究計画、理論計算から実際の測定・解析の全
てを行い、アインシュタインによって与えられたレイリー散乱長の波長依存性を実験的に再現する結果を
得て新手法の有用性を示した [12]。卒業時には在学時の研究と学業成績が評価され表彰を受けた [15]。 
修士課程では、光リング共振器を用いて光子のローレンツ不変性を検証する実験に主に取り組んだ。感
度を制限していた要因である信号変調のための回転台振動雑音の低減を研究課題とし、上部支持を伴わな
い回転機構の導入と入射光学系・共振器部が一体となった世界初のモノリシック光学系の開発を達成し
た。振動感度低減という課題を回転系と光学系の問題に細分化し、それぞれの問題に対して独自の工夫を
施すことで実現した。研究計画、設計と開発、評価までを全て行い、成果を修士論文として纏め上げ、学
会において発表した [14]。現在ローレンツ不変性の長期探査の準備のため、装置の最終調整をしている。
本研究課題でリーディング大学院コース生と日本学術振興会特別研究員として採択されている [16,17]。 
修士 2年の冬に、重力波検出器ネットワークの拡大が偏極モード検証に与える影響について定性的な理
解しか存在しないことに気づいた。そこで、重力波望遠鏡 KAGRAのコラボレーションメンバーを巻き込
んで、コンパクト連星からの重力波偏極モード検証の研究課題に取り組み、2.【現在までの研究状況】②
で述べたような様々な成果を主体的に挙げた [1,2,8,9,11]。 
また、重力波望遠鏡 KAGRAにおける研究活動にも、KAGRAのコラボレーションメンバーとして積極
的に参加した。重力波望遠鏡の建設と理解に貢献するために、他のメンバーとの能動的な議論を通して重
力波望遠鏡の感度最適化や非平衡下での熱雑音の理論的な計算など数々の研究を達成してきた 
[3,4,5,7,18]。さらに、他の研究者の論文や学会発表を通して抱いた疑問も追求するよう努め、コミュニテ
ィ外の研究者らと共同で超小型衛星を用いた光速等方性検証ミッション提案 [13]や Ia 型超新星爆発起源
の候補としての連星白色矮星合体観測 [6,10]などの、独自性の高い研究も主体的に成し遂げている。 
 
このように、これまでの研究活動は、私が問題認識・仮説構築・結果検証の科学的手法に従い計画的か
つ着実に研究課題を遂行できることを示すものである。また、様々な分野で培ってきた知見や能力を活用
するだけに留まらず、ベイズ推定やモノリシック光学系アラインメントなどの研究課題遂行に必要な先進
的な能力・技術の習得にも努めてきた。さらに、自らコミュニティ外の専門家らと課題を共有し複数の領
域を跨ぐ共同研究を成し遂げるなど、研究遂行のために研究の幅を広げる行動もとることができる。以上
のようなこれまでの研究活動を踏まえ、既得の素養の活用と未得の素養の体得によって研究課題を実行す
る高い研究遂行能力を有していると自負している。 
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