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大型低温重力波望遠鏡KAGRA
• 岐阜県神岡鉱山地下に建設中

• レーザー干渉計型重力波検出器

• 2015年末に試験運転開始予定
3 kmの常温Michelson干渉計(iKAGRA)

• 2017年末に本格運転開始予定
3 kmの低温Dual(Power?) Recycled

Fabry-Perot Michelson干渉計(bKAGRA1)

• 地下建設と低温がKAGRAの
大きな特徴
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• Michelson干渉計が基本

• 重力波による
光路長変化を
干渉縞として
とらえる

CG/AEI?

懸架された鏡レーザー

光検出器
光の干渉

干渉縞
→ 重力波信号

レーザー干渉計型重力波検出器
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ビーム
スプリッタ

干渉計を上から見た図
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• 干渉縞が変化しないよう鏡の位置を制御
→フィードバック制御が
重力波検出の肝

CG/AEI?

レーザー干渉計の制御

懸架された鏡レーザー

光の干渉
干渉縞

重力波信号

光検出器フ
ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

制
御

ビーム
スプリッタ



• 「第2世代干渉計」が各地で建設中

• 今年中にも重力波の初検出？

世界の重力波検出器
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GEO-HF
600m

AdVirgo 3km

aLIGO 4km

aLIGO 4km & 2km

KAGRA 3km

InDIGO



重力波検出器の感度
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重力波検出器の感度
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figure by Takanori Sekiguchi
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• 東京大学宇宙線研究所
国立天文台
高エネルギー加速器研究機構
を中心とする60以上の機関

• 150億円

• 200人以上

KAGRAの組織



サブグループ関係図(主観)
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• 主干渉計の設計
鏡の曲率、反射率などのスペック
各鏡間の距離、レイアウト
長さ制御系、アラインメント制御系

• 各種要求値の導出
鏡の変位雑音→ VIS

レーザー強度雑音、周波数雑音→ IOO

変調の位相雑音、振幅雑音→ IOO

散乱光雑音→ AOS

ビームジッター→ IOO

• MIF Design Document JGW-T1200913

• Y. Aso, Y. Michimura, K. Somiya et al.,

PRD 88, 043007 (2013)

MIFがこれまでやってきたこと

http://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=913
http://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.88.043007
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• 初期アラインメント
何を基準に鏡を置くか？
どのように共振までもっていくか？

• コミッショニング手順
ロックアクイジションをどうするか？

ALS(green locking)をどうするか？
最終形までにどのようなステップを踏むか？
途中ステップでの信号取得はどうするか？

• MIFからの各種要求値を満たすサスペンション、レーザー、
入射光学系、回路、フィルタなどの製作
必ずしも各サブグループに要求値が伝わっていない
干渉計制御の知識がないとできなかったりする
低雑音なだけでなく、レンジに関する検討も必要

• 出射光学系の設計

• 重力波信号の較正をどうするか？

まだやっていないこと



12

• サスペンション制御系の設計(関口くん、小野くん)

アクチュエータ雑音: JGW-T1503453

磁場雑音: JGW-T1503469

ローカル制御系の設計(要求値は？)

• PMCの設計(中野くん、富山大)

素案: 大前さんD論
RF強度雑音、ジッターなど要求値を満たすか？

• 変調光学系の設計(上原さん、新潟大)

素案: JGW-D1503189

RF AMなどの要求値を満たすか？

• レーザー周波数安定化の設計(麻生さん)

素案: JGW-T1503330、JGW-D1402908

• レーザー強度安定化の設計(富山大)

素案: JGW-D1503389

• ALSの設計(辰巳さん、新井さん)

やりかけていること

http://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=3453
http://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=3469
http://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=3189
http://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=3330
http://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=2908
http://gwdoc.icrr.u-tokyo.ac.jp/cgi-bin/DocDB/ShowDocument?docid=3389
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• 鏡の揺れを干渉計(ローカル
センサ)で測定

• コイル-マグネット
アクチュエータで鏡の揺れ
を止める

サスペンション制御系

test mass(TM)

intermediate mass(IM)

photodetector

servo filter

servo filter

servo filter

coil driver

mixer
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• 各雑音の寄与が変位雑音への要求値を超えないよ
うな回路などを設計する必要がある

• センサ/アクチュエータのレンジも超えないように

混入する雑音

test mass

intermediate mass

photodetector

servo filter

servo filter

servo filter

coil driver

mixer

散射雑音
PD雑音

復調雑音

ADC雑音

DAC雑音

回路雑音

磁場雑音

地面振動
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• Simulink NoiseBudgetによるモデル化

• 磁場雑音、センサ側の雑音はまだ入ってない

モデル化

servo filter

servo filter

servo filter

DAC

coil driver

suspension

(別途モデリングが必要)saturation check
openloop TF check

calibrate all the noises to TM displacement
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• 低周波はIM、高周波はTM

制御ループの設計(BS)

TM

IM
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• 10 Hz以上で要求値を満たす

変位雑音の見積もり結果(BS)

TM

IM
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• DACのレンジを超えない
→ アクチュエータをあと数桁弱く
してもよい(そうすればアクチュ
エータ雑音はさらに数桁下がる)

レンジの確認(BS)

TM

IM
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• 今は手動で制御フィルタを設計している
古典制御理論
経験に頼った制御設計

• 現代制御理論による効率化が可能

• 重力波分野ではあまりやられていない

• LIGOでは利用例あり
Brett Shapiro PhD Thesis LIGO-G1200723

• KAGRAでも導入していくべき
人手不足、経験不足

• 2014年にワークショップがあった
その報告: LIGO-T1400302

現代制御理論によるループ設計

https://dcc.ligo.org/LIGO-G1200723
https://dcc.ligo.org/LIGO-T1400302
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• 状態ベクトル、入力ベクトル、出力ベクトル

• 状態空間表現

状態空間表現

TM

IM

external disturbance

(e.g. seismic noise)

(feedback) forces displacements

velocities
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• 運動方程式から計算できる

• 状態行列A、入力行列B、出力行列C

各種行列

TMの変位のみを測定
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• いろいろな方法がある

• 例えばLQR(linear-quadratic requlator)なら
MATLABで

K = lqr(A,B,Q,R)
とすれば最適ゲイン行列(制御フィルタ)

のできあがり

• QとRは重み付け行列

ゲイン行列の設計

TMの変位しか気にしない

IMよりもTMのフィードバックを
弱くする
λで全体のゲイン(制御帯域)を調整



23

• 制御対象の状態が全てわかっていれば、
ゲイン行列が使える

• 実際には一部しか測定できない
今回の例では だけ

• これらから を推定する
必要がある→ 状態観測器

• 状態観測器もLQRなどで
設計可能(詳細省略)

状態観測器の設計

TM

IM

の測定データ
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• MATLAB Simulink上で作成

2段振り子現代制御モデル

suspension

state vectorfeedback gainseismic noise

sensor noise
observer
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• ちゃんと位相余裕とかも作ってくれる(気にしてな
いのに)

オープンループ伝達関数

TM

IM

total

振り子パラメータは
aLIGO ITM/ETM

相当のもの



変調光学系の設計
• KAGRAでは干渉計信号取得のために3つの変調周
波数を使う

― f1 PM(AM): PRC/SRC

― f2 PM: PRC

― f3 AM: 非共振

• f1はAMを混ぜる可能性あり

• f3は観測運転中は切る

• aLIGOとは違う！
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PRM

SRM

ITMX ETMX

ETMY

ITMY

BS



変調光学系の素案
• f2 PMを作り、f1 PM(AM)とf3 AMを作る

• AMを作る時に捨てることになるパワーを
delay-lineで足す

• MZ干渉計の制御
が甘いと余分な
RF AMになる

• RF AMに対する
要求値を満たす
ような制御系
が作れるか？

27

EOM

(f1,f3)

EOM

(f1,f3)

EOM

(f2)

delay line

~
f2

~
f1

~
f3 f1 = 16.880962 MHz

→ 17.76*1/2 = 8.88 m



現状まとめ
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iK bK comments

Laser NPRO 2W for iK, 200W for bK. Developing 200W one.

PMC Have to check if current design meet the requirement.

RefCav FRC for iK, ULE for bK. Already made, but have to check the req.

EOM High power EOM study on going. Testing start this year.

Periscopes Newport 45. Have to check the requirement.

IFI At Kamioka. High power testing is not fully done.

FSS Servo model exists. Some circuits are in fabrication.

ISS - No ISS for iK. Design study just started.

BRTs TMS optical design study is almost done, but others are not.

Outputs MCF/MCE tables are designed, but others are not.

OMC - No OMC for iK. Designing and testing on going.

PDs Boards are in fabrication. In-vac enclosures are not designed.

Circuits Some are in fabrication, but many bK circuits are not designed.

Digital RT models in development.

IMC sus Placed, but mirrors are not suspended yet.

PR sus Assembly on going. Mirrors are not delivered yet.

BS sus No drawings for IM/TM stages. Mirror is not delivered yet.

SR sus - No SRC for iK. Testing on going.

TM sus In fabrication for iK. Designing cryogenic payload and mirror for bK.

Red: (almost) no design

Orange: conceptual design

Yellow: development 

without detailed design / 

design and development at 

the same time

Green: in fabrication

Blue: almost ready

White: ready 

iK: iKAGRA

bK: bKAGRA
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• 主干渉計の設計は終わった

• しかし、各種構成要素が主干渉計側からの要求値
を満たすかどうかの確認や、満たすような各種構
成要素の設計はほぼ全く終わってない(怖い！)

• Simulink NoiseBudgetや現代制御理論のような強力
なツールは揃ってる
小規模な実験にも有用

• 光学系の勉強にもなる

まとめ

http://sue-kisaragi.no.coocan.jp/railways/kidukirikkyo.html http://cfanorthatlantic.org/?p=991

http://sue-kisaragi.no.coocan.jp/railways/kidukirikkyo.html
http://cfanorthatlantic.org/?p=991

