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単位は、基本的に、c=G=1を用いる。 



1. 1 BH 準固有振動(1) 

振動＋指数減衰 

・波が主に無限遠に散逸 



1. 1 BH 準固有振動(2) 

軸対称解へと漸近する。 



1. 1 BH 準固有振動(３) 
・(漸近的平坦な) BH の振動とは？ 

・質量がない粒子の有効 
   ポテンシャル 
   (Schwarzschild BH) 
・不安定な円軌道(r=3M) 
   粒子が短時間捕獲 
・Kepler 振動数 at r = 3M  
  (＋赤方変移)が  

・軌道の不安定成長時間が固有振動の 
 減衰時間に対応 

無限遠 地平線 



1. 1 BH 準固有振動(4) 
･光子の円軌道からQNMの評価 Mashhoon(1985) 
幾何光学近似を用いて、軌道運動からQNM情報を抽出 

Ψは数密度 

E,Lは軌道運動のエネルギーと角運動量 

･光子の不安定円軌道とその摂動（例） 

Ψの減衰率からQNMの減衰率を評価 

光子の不安定な円軌道が存在と仮定 



1. 1 BH 準固有振動(5) 

QNMが光子の不安定円軌道と理解できる場合、 
非常に良い近似値を与える。 

加算無限個のmode の存在。 
Mode 数に比例して大きくなる虚部。 



1. 1 BH 準固有振動(4) 



1. 1 BH 準固有振動(5) 



1. 1 BH 準固有振動(6) 



1. 1 BH 準固有振動(7) 



1. 1 BH 準固有振動(8) 



1. 2 Superradiance(1) 



1. 2 Superradiance(2) 



1. 2 Superradiance(3) 



1. 2 Superradiance(4) 



• 自然が用意する箱 の例  
  (i) massive particles 
         Furuhashi & Nambu (2004)など  
    (ii) 負の宇宙項 
    今日のお話 

回転BHを箱に入れると 
不安定になる？ 



1.3 宇宙項を持つBHのQNM(1) 
・宇宙項を持つBH 

BH地平面、宇宙論的地平面 

BH地平面のみ、無限遠では 
計量が発散。無限遠は有限！ 

･ｌ は空間の 
 大きさの指標： 
 地平線の距離 
 or AdS空間の 
 大きさ。 



・BH in de Sitter space 
Schwarzschild BH 

Schwarzschild de Sitter BH 

･光的無限遠と宇宙論的地平面は 
 光線にとってほぼ同じ。 

地平面から波が来ない条件を 
課せばよい 

1.3 宇宙項を持つBHのQNM(2) 



･SdS BH の準固有振動は、定性的には通常の 
  BHと同じ。 

実際、光子の不安定円軌道の半径も同じ。 
ただし、赤方変移効果が異なる。 

･宇宙項が小さい、or 宇宙論的地平面が遠いとき、 
  SBHQNM に近づく。 
･宇宙論的地平面がBH地平面に近づくと、 
  振動数はゼロに近づく。 

1.3 宇宙項を持つBHのQNM(3) 



これまでのdSBHQNMの研究： 
･Schwarzschild de Sitter BH 
  QNM の近似的な計算 
  Mellor & Moss(1990), Otsuki & Futamase(1991) 
  QNMの厳密な計算 
 Moss & Norman(2002) 
  Extreme limit での近似的な計算 
  Cardoso & Lemos(2003) 
  Extreme limit での厳密な計算 
  Yoshida & Futamase(2004) 
･Kerr de Sitter BH 
  QNMの厳密な計算 
  Yoshida, Uchikata, & Futamase(2010) 

詳細は割愛… 

1.3 宇宙項を持つBHのQNM(4) 



Kerr de Sitter BH の QNM のキーポイント 

･宇宙項があっても  Kerr BH と同様に変数 
 分離可能。 (Khanal 1983) 
･基礎方程式は非常に複雑 
 しかし、Suzuki et. el によって、Heun の 
 方程式であることが示された。 
  確定特異点を４つ持つ微分方程式 
     ･特異点周りの巾展開の展開係数は 
      3 項間漸化式で記述できる。 
     ･連分数の方法でQNMの計算が 
      可能 



･Kerr de Sitter BHのQNM 
1.3 宇宙項を持つBHのQNM(5) 



1.3 宇宙項を持つBHのQNM(6) 

･不安定mode は見つからなかった。 
･宇宙項が大きいとき、m<0 mode の 
 振動数の符号が変化する場合がある。 
 逆回転modeから順回転modeへ変化。 



・BH in anti de Sitter space 
Schwarzshild BH 

Schwarzshild anti de Sitter BH 

･光的無限遠に到達するには 
  無限の時間が必要。 

･無限遠が時間的面（因果的に異常）。 
･光は有限の時間で無限遠に 
 到達し、戻ってくるかも。 
･AdS空間は有限の箱 

無限遠の境界条件が異なる。 

1.3 宇宙項を持つBHのQNM(7) 

十分遠方に達した光子は 
戻ってこない。 



･SAdS 時空中の粒子の運動 

Massive particle Massless particle 
･無限遠に到達 
  できない 

AdS空間は箱 

･有限の座標時間で 
 無限遠に到達。跳ね 
 返ることが可能。 



･SAdS BH の準固有振動は、通常のBHと異なる。 
・AdS 空間は、粒子にとって、箱の様に 
 振る舞う。 

箱の大きさは 
AdS 空間は固有振動を持つ  
(bound states).  

減衰しない ! 
・BH があると、波が地平面から逃げられる。 

ω に小さい虚数部が現れる。 
（少なくとも BH が十分小さい時は）  

1.3 宇宙項を持つBHのQNM(8) 

AdS BH は箱入り、回転すると不安定化？ 



1.4 負の宇宙項を持つBHのQNM(1) 
・ここでは、特に、負の宇宙項を持つBHを 
 考える。 

･AdS/CFT correspondence によって、最近 
 多くのAdS 空間上の BH の研究が行われている。 

・emergence of gravity from gauge theory  
・Gauge/Gravity Duality 

Kerr-anti de Sitter black hole 

負の宇宙項を持つ時空は因果的に異常な 
性質を持つため、これまでは、まじめな研究 
対象ではなかったが… 



1.4 負の宇宙項を持つBHのQNM(2) 
N次元の有限温度の強結ゲージ理論 

N＋１次元の漸近的AdS空間のBH 

BH       有限温度を持つ熱平衡状態 

BH摂動           熱平衡状態から少しずれた状態 

BHQNM            熱平衡状態へ戻る時間 

BH摂動計算から輸送係数などを計算できる。 

ただし、今回の計算とはあまり関係ない。 



・漸近的 AdS 空間上のBHの準固有振動の 
 これまでの研究： 

・QNMs of Schwarzschild AdS BH 
Horowitz (2000), Cardoso&Lemos (2001) 

・QNMs of Reissner-Nordstrom AdS BH 
Wang, Lin, & Abdalla (2000) 

・QNMs of Kerr AdS BH 
Cardoso&Dias (2004),  
Cardoso,Dias, & Yoshida (2006) 

BH 地平面が小さいという近似を用いた解析的な研究 

ここでは、Kerr anti de Sitter のQNM を計算 

BH地平面は小さいが、有限の大きさの場合を計算.  

1.4 負の宇宙項を持つBHのQNM(3) 



2. Method of solutions (1)  
・Kerr-AdS BH 

M:mass parameter 
a: spin parameter  Cosmoligical  

length scale 



2. Method of solutions (2)  
BHの条件 

質量： 角運動量： 

回転角速度： 



2. Method of solutions (3)  
・Scalar perturbations on a Kerr-AdS BH 

・固有振動解 

・基礎方程式 (動径部分) 



2. Method of solutions (4)  
・基礎方程式 (角変数部分) 

・λ:変数分離定数, 回転がゼロのとき、  
   l(l+1) になる。  



2. Method of solutions (5)  
・境界条件 

・No radiation from the BH horizon  
R 

・無限遠で正則  
R ~ constant  

: tortoise coordinate 

“m” × “BHの角速度” 

 ωを決める条件 

(ホライズン、無限遠) 
(負の無限大、0) 



2. Method of solutions (6)  
・対称軸上で正則  S=0 at θ=0, π 

λを決める条件 
このとき級数が収束 



2. Method of solutions (7)  
・数値計算法 

・角変数部分 

・動径部分  

軸周りで級数展開すると展開係数は４項間 
漸化式で決まる。  

連分数の方法 (Leaver 1985) 

Runge-Kutta 法で数値積分 

・分散関係式  
Newton-Raphson 法で ω, λ を求める。 

従来の方法：地平面近傍での級数解を使用。 
 大BHの場合、収束が速く、十分使える。 
 小BHの場合、収束が遅く、使えない。 



3. Results (1)  
・小さいBHの極限 << 

(Cardoso&Dias 2004) 解析解が得られる。 

･BH近傍(ω(r-     )      1)では宇宙項が無視できる。 << 

両極限での解は超幾何関数で与えられる。 

･無限遠方(           r)ではBH効果が無視できる。 
 pure AdS 空間の摂動方程式になる。 

<< 

Pure AdS空間では 1/ なので、 
r << << という領域が存在 

ここでは、両近似が成立し、二つの解を 
接続できる。 

･回転の高次の効果を取り入れた公式を導出 



3. Results (2)  

> 0 

この符号が BHの安定性を決定 

不安定 

Superradiant instability 

n: radial mode number 

十分小さい  
BHは不安定 

Pure AdS のNM 
BHによる補正 

が大きいとωがゼロになる。 
宇宙項ゼロの極限でKerrに一致しない。 



3. Results (3)  
・数値計算結果:   

解析的な近似公式との比較 

a a 
小BH極限で非常に良く一致。 
BH が あまり小さくなくても良い近似 !  

Im(ω) 

の単位 

Im(ω) r+=0.01  r+=0.001  



3. Results (4)  
･直接固有関数を数値積分で求めているため、 
 固有振動数の虚部が大きいと計算できない。 

a a 
・r+=0.5 : 不安定モード無し. 
                 大きい BH は安定 !  

Re(ω) Im(ω) 

小さいBHしか計算できない。 



3. Results (5)  
・不安定なモード  

a a 

・r+=0.1 : 0.06>a  に対して,  
                 l=m=1 modes が不安定化 !  

Stability change 
Re(ω) Im(ω) 



3. Results (6)  
 l=m=1 の摂動に対して安定な BH 

・r+=0.1 BHs:  for 0.06>a,  
                        l=m=1 modes は不安定.  

・r+=0.16 BHs: l=m=1 modes は安定. 

・r+>0.15 BHs: l=m=1 modes は安定に見える !  

Im(ω) 

a 



4.まとめ(1) 
・小さいKerr-AdS BH 上のスカラー場の準固有 
  振動を計算した. 
・small BH 近似を用いた解析的な公式に、回転の 
 高次の項を含め、 一般化した。 

・BHが大きい場合や回転が早い場合、我々の 
  方法ではうまく計算できない.  
 逆に、従来の方法では小さいBHの計算は 
 できない。（ただし、球対称の場合の解析のみ） 

・得られた結果は、  small BH 近似を用いた解析 
 的な結果とよく一致一致.  
 解析的な近似公式の適応範囲が広いことを確認。 



4.まとめ(2) 

・r+ < 0.16 のBHに対して, l=m=1 mode は、  
  ある回転パラメータ “a”の値で不安定となる. 
・我々の方法でも、従来の方法でも、うまく計算 
 できないパラメータ領域が存在. 
 ･従来の方法は回転がある場合には適応されて 
  いない。 
 ･我々の方法は、高速回転、大BHで破綻。 

何か他の方法で計算、連分数の方法など.  

・重力場や電磁場の準固有振動の計算も重要. 
 これまで、あまり計算されていない 。 
 スカラーで本当に十分なのか？ 



ご静聴ありがとうございます. 
 

吉田 至順（東北大学天文） 
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