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abstract 

磁場中のKerr BH近傍で起こる荷電粒
子の衝突エネルギーを議論する．特に
ホライズン近傍で高エネルギーの荷電
粒子衝突が起きうることを理解したい． 
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Banados-Silk-West process 

Extremal Kerr BHのホライズンのごく近傍で 
任意のエネルギースケールの粒子衝突が起きうる 

BSW(2009)の主張 

physics on Plank-scale? 
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Banados-Silk-West process 

ISCOを周る粒子のエネルギーや角運動量は自然に微調整される： 

ブラックホール周辺の粒子運動の自然なシナリオ 
降着円盤を作る粒子は，エネルギー・角運動量を失って内側へ落下し，
最終的に内縁(～ISCO)からBHへ落下する 

微調整された角運動量をもつ粒子をBHへ落下 

⇒ BH近傍で他粒子と衝突したときの衝突エネルギーが任意に大きくなる 

[Harada & Kimura(2011)] 

5/24 



motivation 
• BH+磁場系での荷電粒子によるBSW processの安定性？ 
 

• 衝突エネルギーに対する磁場の効果 
 

• astrophysical BH 
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Astrophysical black holes 

mass magnetic field 

stellar mass BH 

supermassive BH 

宇宙物理の典型的な磁場はBH massと比べて十分小さい 

⇒ test field approximation 
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charged particle motion 
荷電粒子(m,q)の運動への影響は大きい 

宇宙物理の典型的状況でbは十分大きい 
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最内安定円軌道(ISCO) 
一様磁場中のKerr BH周りの荷電粒子のISCO 

磁場配位： 

動径方向運動方程式： 

(B:const.) 
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center of mass energy 

total momentum (measured by a local obs.) 

Center of mass energy (at a collision point) 
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center of mass energy 
collision energy at the horizon 

New term 

horizon generator: 

Electric potential of BH: 
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our interests 

BSW process 

Frolov’s 
process 
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Nearly maximally rotating magnetized BH 

ISCO radius 

ISCO energy and angular momentum 

磁場入りのISCO荷電粒子に対して，extremal limitで自然にfine-tuning 
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Center of mass energy 

correction: 

BSW process 
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estimate 
b=0の場合 
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Frolov’s process 

一様磁場中のBHのISCOを周回する荷電粒子と遠方から入射
する粒子との衝突で，磁場を任意に大きくとることにより，
任意のエネルギースケールの粒子衝突が起きうる 

Frolov(2011)の主張 
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Frolov’s process 
ISCO radius & energy 

rI → rH as b → ∞ 

CM energy 

E → 0 as ｂ→∞ 

有限のエネルギーをもつ粒子の衝突で，磁場を任意に大きくとると衝突エネル
ギーが任意に大きくなる 21/24 



Frolov’s process in a slowly rotating 
magnetized BH 

ISCO radius & energy 

bを任意に大きくとるとCMエネルギーは任意に大きくなる．ただし同時に
ISCOを周る粒子のエネルギーも任意に大きくなる． 

Frolov’s processは回転に対して不安定であることを示唆 
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estimate 
a=1の場合 
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Summary 
 ブラックホールによる粒子加速に対する電磁場の影響 

 磁場入りBH近傍の荷電粒子衝突に対して， BSW過程は起きる 

 回転に対して不安定であることを示唆 
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BSW process 

Frolov’s process 

Fine-tuning condition 

estimate 
磁場入りBH近傍の高エネルギー荷電粒子衝突 
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Larmor半径 
一様磁場中を円運動する荷電粒子の軌道半径 

磁場が強いと軌道は磁場で決まる 

相対論的粒子の場合， 

B → ∞ で R → ０.  
磁力線に沿ったジャイロ運動 

ISCO粒子とすると 
ISCOを周る粒子のエネルギーはオーダー bなので， 
初めから大きなエネルギーをもっている．  

b→∞でおきるFrolov’s processは初期エネルギーも∞  
26/24 



Meissner effect 
Extremal Kerr BHに置かれたtest磁場はhorizonに刺
さらない 

• Horizonの縮退 
• electric charge  = zero 

今回の磁場： 

Meissner効果は起こらない 
Meissner効果を起こす一様磁場はユニーク： 

[King et al(1975), Bicak&Janis(1985), Takamori et al(2010)] 
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Future work 
• Meissner効果とBSW過程の関係 
 

• electric charge zeroの磁場配位でFrolov過程がどう変化するか 
 
• そもそもなぜBSW過程が起きるのか 
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