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極限ブラックホール近傍の 
高エネルギー粒子衝突における 
“バックリアクション“の影響について

(大阪市立大) 

Phys.RevD.83.044013 (2011) 
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BSWの主張 : Kerr Black Hole 
周りにおける2粒子の衝突で 
任意のエネルギースケールの 
素粒子反応が起こせる 
(Planck scale physics が見えるかもしれない) 

(BSW) 
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Kerr時空で 2つのテスト粒子が衝突したときの 
        を求め, ある条件下で発散することを示した

・そもそも extremal Kerr が実現するのか 
・バックリアクションの効果は無視出来るのか etc 

これは現実の宇宙で実現可能なのだろうか？

・BHは最大回転 (M = a ,  極限BH)  
・事象の地平面 のごく近傍で衝突

今日の発表ではバックリアクションの 
効果を考慮したときの        について 
議論する

・粒子の角運動量が特別な値にfine tune 
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・まとめ

・BH まわりにおける高エネルギー粒子衝突
- Kerr BH 　(BSW のレビュー) 

・”バックリアクション”を考慮した場合

- 荷電 BHの場合

- Charged shell (荷電球殻) の衝突  

発表内容

- 最大の衝突エネルギー
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BH周りにおける 
高エネルギー粒子衝突
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center of  mass energy 

イメージ
を表示で
きませ
ん。メモ

イメージ
を表示で
きませ
ん。メモ

として

同じ質量の2粒子の衝突を考える
の公式
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Kerr BH周りでの粒子の衝突 (赤道面上) 

2つの保存量



8 / 29 

Extremal なときに horizon では

で発散する!! 

例えば

(Banados et. al. 2009)  



9 / 29 

なぜこのようなことが起きるのか？

horizon はnull hyper surface なので 
気持ちとしては粒子は “null” に漸近している

実はExtremal Kerr BHでは              の軌道は 
horizon に漸近する

horizon 
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これは現実の宇宙で実現可能か？

→ 無理そうに思える 
                      Berti et al (09) 
                      Jacobson et al (09) 

理由） 
・そもそもextremal Kerr が実現しないのでは？ 
・バックリアクションを考慮すると無理に思える

(ただし具体的な計算で示されたわけではない) 
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・任意に大きく出来るなら原理的には  
                           にも出来る
・無限小の　　　 の粒子でも  
  に出来る
・これのバックリアクションの影響は 
  線形摂動では取り扱えそうにない 気がする

無限小の質量の粒子を用いて 
線形摂動では取り扱えない摂動を 
生み出せる　ように思える

BSWの結果「任意に大きな　　　を取れる」
の相対論的な側面
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いずれにしても 

・BSW効果による高エネルギー粒子衝突が 
  本当に可能かを知りたい 

・相対論的な側面をより深く理解したい

テスト粒子近似 を超える議論が必要 
“バックリアクション”を考慮
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バックリアクションまで含めて考えたいが 
Kerr バックグラウンドだと非常に難しい

より対称性の高い 球対称な荷電BH 
(extreme Reissner-Nordstroem BH ) 
周りで同様の議論を行えないか？

・重力波の効果 
・粒子が点ではなく大きさを持つこと  
・horizon の位置が変わる効果    etc 

“バックリアクションで”考慮すべきこと
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回転BHと荷電BHの対応の気持ち

角運動量が 
大きいと散乱

[テスト粒子] 

大

電荷が大きいと 
斥力で散乱

大

[時空構造] 
で極限BH で極限BH 
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RN BH周りでの荷電粒子の運動/衝突

・test charged particle の 運動

・metric 

・gauge 1-form 

赤道面               に限って考えると
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荷電BH周りの荷電粒子

horizon 

horizonに漸近 
することが可能
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しかし，RN 周りの粒子のバックリアクション 
の効果を取り扱うのも まだ 難しい

球対称 shell の衝突の問題になら 
バックリアクション込みで厳密に解ける 
ここから示唆を得たい 

(test shell だと test particle 
と同じ運動になる) 
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”バックリアクション”を 
  考慮した場合
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球対称 charged shell の場合 shell 以外 
の部分は Birkhoff の定理よりRN 時空になる

Charged shell の運動  

shell 
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charged dust shell を仮定すると

球対称shell だと energy式は

の         成分だけから導出できる

Einstein eq の         成分か
ら

(shell の固有質量一定) 
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・energy 式は

test particle のときとほどんど同じ
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漸近的に”null” に近づくような運動が 
あるかどうかを考える

外側から見たときの horizon 以外の場所 
に漸近しても明らかにnull にはならない
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外側から見たときの仮想的な 
horizon の場所  
で                と            が一致する条件を 
課すと

自己重力の効果も考慮しても 
1枚のshell がnull に漸近することは可能

を得る, 

このとき effective potential は
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Charged shell の衝突  
null に漸近するcharged shell  
と中性のshell の衝突を考える (同じE) 

へ代入し，2枚目のshell 
によるhorizon 

で評価する
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ここで

となり，発散しない

中心の BH のmass が大きい 
ときには 
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BH 

1枚は光速に漸近できる が… 

ここまでの議論でわかったこと

となり発散しない
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どれくらいの衝突が起きるのか？

1枚のshell の粒子数 ：
shellの構成粒子の質量を        として・

で          のとき・

構成粒子の center of mass energyは・

<<1 

これらより

でshell の近似が悪くなる
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            として                 について解くと

では shell の近似が良い状況では 
どこまで加速できるのか？
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まとめ・議論

・テスト粒子近似の範囲ではBSW効果による 
  高エネルギー粒子衝突が可能

・RN周りのshellの運動を考えてもnullに漸近可能
・extremal RN 回りでも同様の現象が可能

・2体のshell の衝突を考えると        は有限

・BSW効果には(おそらく)エルゴ領域は重要 
  ではない   (エルゴ領域のない荷電BHでも 
  同様の加速機構があるため) 
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Thank you for listening 
kimukimuojisan  


