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１． 宗宮 健太郎 （Kentaro Somiya） ： 11：00～11：40（質疑応答含む）

「国際重力波観測ネットワークへの参入 ～ 神岡に大型重力波検出器 LCGT の建設始まる ～」

2010 年 6 月、最先端研究開発支援事

業に採択され、国内では初となるキロ

メートル級の光干渉計型重力波検出

器が建設されることとなった。建設場

所は岐阜県神岡、地下 1000m のトンネ

ル内である。20K まで冷却したサファ

イア鏡を用いるなど、日本が開発して

きた先進技術を導入して、年間数回の

重力波を確実に観測することができ

るデザインとなっている。重力波とは、

ブラックホール合体など大きな質量

変動が生じたとき、宇宙の彼方から地球まで伝わってくる時空の歪みである。電磁波と比べ

ると物体との相互作用が小さいので、星の内部の情報やより遠くの天体現象について知見を

得ることができる。重力波は、アインシュタインが一般相対性理論に基づいて予言した現象

の一つであるが、直接検出はまだなされていない。他の予言はすでに実験で検証されており、

重力波の検出は相対論が正しいことを証明する最後の宿題と言える。我々が建設する LCGT

（＝Large-scale Cryogenic Gravitational-wave Telescope）と欧米の検出器が協力し、2016

年ごろには、重力波の初検出という歴史的瞬間が訪れると予想される。それは重力波による

新しい天文学の始まりである。

" LCGT and the global network of gravitational-wave observation "

Funded in June 2010 as a part of the Funding Program for World-Leading Innovative

R&D on Science and Technology, the first km-scale gravitational-wave detector in Japan

is going to be constructed in the Kamioka mine, Gifu, 1000m underground. A number of



advanced techniques developed in Japan, such as cryogenic cooling, will be implemented

in the detector and we will detect gravitational-wave signal at least several times per

year. Gravitational waves are space-time ripples generated by massive astronomical

events like a black-hole merger or supernova explosions. Interaction of gravitational

waves and other objects is weak compared with electromagnetic waves, so that we can

obtain different kind of information from the gravitational waves; internal information

of stars or further and earlier events in the universe. Einstein predicted the existence of

the gravitational wave in 1917 based on his famous general relativity. There were four

predictions, and the gravitational wave is the last one to be experimentally proved. It is

the homework from the 20th century, which we are going to finish after almost 100

years. Our LCGT (= Large-scale Cryogenic Gravitational-wave Telescope) will join the

international gravitational-wave network with Advanced LIGO in the US, Advanced

Virgo in Italy, and GEO-HF in Germany. Around 2016, we will be a part of the historical

moment of the first gravitational-wave detection, which will be the start of the new

Gravitational-wave Astronomy.

２．田中 章浩 （Akihiro Tanaka） ： 11：50～12：30 （質疑応答含む）

「多感覚的に解読する相手の“真意”」

人間は、社会的な生物である。他の動

物にはない高度なコミュニケーショ

ン機能を基盤として、人間は複雑な社

会や文化を創出し続けてきたといえ

るだろう。他者とのコミュニケーショ

ンにおいて円滑な関係を維持するた

めには、相手の感情を理解することが

不可欠である。話し手は言語内容に加

えて、表情、身振り、声のトーンなど、

ありとあらゆる非言語情報も含めて

感情を表現している。したがって、聞

き手も五感を駆使して多感覚的に相手の感情を解読しなくてはならない。こうした多感覚的

な感情の表現と解読には文化差があるため、異文化間でのコミュニケーションではしばしば

感情表現の誤解が問題となる。発表者はこの問題に対して、実験心理学的手法を用いて取り

組んできた。本発表では、話し手の顔と声が表現する感情を独立に操作したときに、聞き手

は相手の感情をどのように認知するのかを日本人とオランダ人の大学生の間で比較した実



験結果について紹介する。

" The "true emotion" decoded through multisensory expressions "

Humans are social animal. Based on the highly developed communication function, humans

have created complex societies and culture. In order to maintain a good relationship

with other people, it is essential to understand their emotional state. A speaker

expresses his or her own emotion through facial expression, gesture, vocal tone, and

any other nonverbal information as well as verbal information. Consequently, a hearer

must decode their emotion through multisensory information using multiple sensory

organs. Since there are cultural differences in how humans encode and decode their

own emotion using multiple channels, we often encounter a problem that the true emotion

is misunderstood by a hearer who has a different cultural background. We have examined

this problem through an experimental psychological method. In this presentation, I

will introduce our recent cross-cultural study between Japanese and Dutch participants,

in which we aimed to uncover the differences in how people with different cultural

background decode multisensory expressions of emotion. Specifically, we focused on

the relative importance of facial and vocal expressions in decoding the emotion of

speakers.


