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１. 研究の歴史(一部)



1963 Kerr解 

　1965 BH特異点定理　Penrose  

　　1967 宇宙特異点定理　Hawking   

    　　　     回転なしBHの唯一性定理 Israel 

　　　　1971 (Carter)-75(Robinson)定常BH唯一性定理 

　　　　　1972 BH theorem(面積増大,剛性定理,トポロジー) Hawking                   

　　　　　　　1975 Hawking輻射 
            

1960-70年代



1981 正エネルギー定理 Schoen&Yau, Witten 

　1983 宇宙の波動関数　Hartle & Hawking 

　　　1984 宇宙論的摂動論　小玉&佐々木 

      　　　   球対称重力崩壊での宇宙検閲仮説の破れ　Christodoulou 

　　　　　　　1986 Ashtekhar形式 

　　　　　　　　　　1987 static multi-BHsの非存在　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Bunting & Masood-ul-Alam 

1980年代



1993　重力崩壊における臨界現象　Choptuik　　　　 

    1995 D-brane  Polchinski  

           1996　Minkowski時空の非線形安定性　 

                                          Christodoulou & Klainerman 

                      1997  adS/CFT対応　Maldacena 

                             1998  Large extra dimension Alkani-Hamed et al 

                                     1999  Warped extra dimension   
                                                                             Randall and Sundrum　 

   

1990年代



2002　Black ring 　Emparan & Reall　 

　　2005- 数値相対論の発展　F. Pretorius, …  

         　　　Schwarzchild BHの非線形安定性へ　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dafermos, Rodonianski, Holzegel  

　　　　　2006  Ryu & Takayanagi relation 

　　　　　　　　　2008  BH formation(非球対称) Christodoulou 

                             　2015 Black ring解の不安定性  Tunyasuvunakool  

                               　　重力波の検出!! 　 

                                  2016 Braneworld BHの動的形成と最終状態　 

                                                                          Wang & Choptuik 　　 
   

2000-



2. 特性と広がる研究対象 



一般相対論の特性
■ 正エネルギー定理 

■ ブラックホールの唯一性 

■ 単純で美しい

非線形レベルでの安定性を保証

ブラックホール天文学の土台

xdgR 4−∫



正エネルギー定理 Schoen&Yau 1981, Witten 1981

漸近的に平坦で正則 
Einstein方程式+dominant energy condition

(i)  (全エネルギー)≧0

(ii)  (全エネルギー)=0 iff Minkowski



非線形安定性



Static, asymptotically flat black hole is unique to be 
Schwarzschild solution in four and higher dimensions. 

Non-rotating black hole uniqueness

Lichinerowicz theorem 
Strictly stationary and vacuum spacetime is flat. 

Black hole no hair theorem in higher dimensions

Positive pressure theorem

Generalized Lichnerowicz theorem

Bunting & Masood-ul-Alam 1984 
Gibbons, Ida & Shiromizu 2002

Shiromizu 1994

Emparan, Ohashi & Shiromizu 2010

Shiromizu, Ohashi & Suzuki 2012

Lichnerowicz 1955

Einstein, electromagnetic field,…  

非自明な応用



BH唯一性定理

漸近的に平坦、定常(+∃ergoregion)、正則なBH時空、　　　　
(電磁)真空Einstein方程式

Kerr-(Newman)時空で唯一

No hair “theorem”と混同しないよう





活躍の舞台

■ 宇宙論 
■ 天体物理学・重力波天文学・ブラックホール天文学 
■ 超弦理論の試験テーマの提供 

■ Gauge/Gravity対応 

■ 一般相対論そのもの 

■ 数学との連携(山辺問題など) 

■ 一般人



面積？

       原子核物理、 
 ⇒　物性理論、 
　　　流体、・・・

Entanglement entropyと極小面積
面積の変分⇔(線形)Einstein方程式

フォログラフィー  
‘t Hooft 1993, Susskind 1994

adS/CFT対応 
Maldacena 1997Ryu-Takayanagi 2006-

異端児から広がる世界



Anti-deSitter時空
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一般相対論自体の問題点
■時空特異点の発生 

■量子化

重力崩壊で現れる特異点がブラックホールの中だ
けなら(宇宙検閲仮説)古典論としては問題なし。

様々な提案があるが万人の納得する定式化はい
まのところない。

Stringで解決か？



宇宙論との折り合い

加速膨張?
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K: trace of extrinsic curvature ~ 宇宙の膨張率

宇宙定数/ダークエネルギー/修正重力

いまのところ宇宙定数で無矛盾。
宇宙定数問題はstring theoryで解決?(string landscape?)



健全な課題
一般相対論を土台とした重力波天文学/物理
学

高次元時空 ~stringとの協調~

ブラックホール、中性子星、(第一世代?)星形成
史、。。。

Anti-deSitter時空の安定性、高次元BH、。。。

強重力場中での一般相対論の検証



3．最近の進展より



3．1 Braneworld BH



Randall-SundrumIIモデル
Randall & Sundrum 1999

Minkowski brane

anti-deSitter bulk
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BH?



BH古典蒸発予想
Emparan, Fabbri & Kaloper 2002, Tanaka 2003

5次元BH解　=  4次元BH

動的！？

“adS/CFT対応”

＋　Hawking輻射



真空ブレーン上の重力理論
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Shiromizu, Maeda, Sasaki, 2000



数値解の探索　~ brane上で球対称 ~

Kudoh,Tanaka & Nakamura,2003, Figueras & Wiseman 2011 　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 Abbolrahimi, Cattoen, Page & Yaghoobpour-Tari 2013

安定性？一意性？

静的解

動的解 Wang & Choptuik 2016

初期データ

一連の静的解に落ち着くことを確認。 
 　　　　　　　　　　　小さなＢＨ～5D BH 

　　　　　　　　　　　 大きなBH～adS black string

Shiromizu & Shibata 2000, Tanahashi & Tanaka 2008



唯一性？



adS/CFTの解釈は？

追試

厳密な議論？



3．2  高次元BH



(回転)高次元BH
唯一性は成り立たない

Black string, Black ring, Black Saturn,… 

New strategy    

Large D

多様なBH解

Less symmetry



Large D

Newton potential
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Emparan, Suzuki & Tanabe 2013



有効理論

κ=− Kgtt

gravity surface :   curvature, extrinsic of  trace: κK
“Soap bubble equation”

Emparan,Shiromizu,Suzuki,Tanabe &Tanaka 2015



Black droplet 
Emparan,Shiromizu,Suzuki,Tanabe &Tanaka 2015

~ “BH on brane”



Fate of uniform black string in 
large D  Emparan,Suzuki & Tanabe 2015



Black ring解のend point 
Figueras, Kunesch & Tunyasuvunakool  2015

-thick~thin

-thin

裸の特異点形成へ



近似法や数値シミュレーションに依存

厳密な取り扱いがほしいところ

Large Dでもっと遊ぶ？



3．3  正エネルギー定理とdark 
energy 



正エネルギー定理との折り合い

正エネルギー定理と相性のよい
dark energy/modified gravityの理
論はあるか？



K-essenceの場合 
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Nozawa & Shiromizu 2014

Witten流の証明

注）　Anti-deSitterと相性のよいspinorを証明で導入



revisit 
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Shiromizu & Nozawa, in preparation 2016

注）　コンパクトな領域でdeSitterとの相性もよいspinorを証明で導入



Modified gravity?

Schoen-Yau流？

Witten spinorの存在?

より一般の場合?



4 　結語



一般相対論はやはり正しそう

一般相対論は美しい



一般相対論ユーザーが増えている。
味わい深く美しい相対論の知識を活
用すれば、ユニークな研究が発信で
きるであろう。



K.Thorne”Black Holes & Time Warps” 1994より


