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やること
AdS/CFT対応を急速に膨張してゆく系
に応用する。具体的には

５次元の反ドジッター(AdS)ブラックホール

４次元の強結合ゲージ理論(CFT)

の対応を、RHIC/LHC重イオン散乱での

クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)

の物理量を決定するのに応用する。



何が面白いの？
現象論的な興味

RHIC QGP: 人類が未だかつて見た中で最もさ
らさらとした完全流体

粘性が低い＝強結合系

理論的な興味

AdS/CFT 対応の文脈で初めて出てきた動的
なブラックホールの可能性

ホーキング輻射も関係するBH熱力学の厳密な取
扱いを与えたい。



話の構成
導入

QGP@RHIC(LHC)とAdS/CFT対応

舞台設定

５次元BHを双対描像として４次元の有限温
度の強結合ゲージ理論を記述

我々の仕事

動的なBH系で事象の地平面の存在を証明

物理量のまともな取扱いが初めて可能に



RHIC火の玉

http://www.bnl.gov/RHIC/heavy_ion.htm



人類の見た最も完全な流体
RHICで作られた
QGPの(単位エントロ
ピー密度あたりの)粘性
は、不確定性原理
から来る理論的な
下限値を示してい
る Adare et al. 06

人類の見た最も粘性
の低い流体

液体ヘリウムよりも
さらさらしている！

Kovtun et al. 05



AdS/CFT for QGP
極端に低い粘性

粒子はとても強く結合

摂動的QCDの計算を使えない。

AdS/CFTを使おうじゃないか！

QGPというよりはQG流体→流体力学で。

AdS/CFTを非静的な場合に一般化せねば

時間に依る系
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AdS/CFT対応

D3ブレイン

黒3ブレイン計量

近地平面極限

観測者は外から見る

５次元重力理論 (弱結合)

AdS5の“無限遠”~４Ｄ理論のＵＶ境界

４次元ゲージ理論 (強結合)

AdS5

平坦時空 平坦時空上のD3ブレインにくっついた開弦

遠方極限

AdS5上の閉弦



もう一度RHIC火の玉

http://www.bnl.gov/RHIC/heavy_ion.htm



The system we consider: Bjorken flow

• (Almost) one-dimensional expansion.
• We have boost symmetry in the CRR.

Relativistically accelerated heavy nuclei

After collision

Velocity of light

Central Rapidity Region (CRR)

Time dependence of the physical quantities are written by the proper time. 

Velocity of light

(Bjorken 1983)



Kin-ya Oda @ SI 2007

5D dual description

Holographic reconstruction 
technique



Kin-ya Oda @ SI 2007

4D boundary condition

0

このスライドはちらりと見るだけ。



Kin-ya Oda @ SI 2007

Solving 5D bulk equation



Kin-ya Oda @ SI 2007

Resultant 5D geometry

 (AdS boundary at z=0.)
 Looks like AdS-Schwarzschild black hole with moving 
horizon at z∝τ1/3!
–Cf. When ρ is constant, € 

  where    ρ(τ ) =
ρ0

τ 4 /3 .  (leading form)



Kin-ya Oda @ SI 2007

Various quantities
from geometry
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我々の達成
Q: そもそも本当にそんな動的な系がＢＨ
時空をなすの？特異点漏れ出ない？

事象の地平面の存在を示す必要がある。

Ａ: 我々が世界で初めてそれを示した！

これによりようやく物理量をまともに定義で
きるように。（今までは事象の地平面の存在
を適当な位置に仮定していた。）

宇宙検閲仮説 (特異点が地平面の外に出てこないという条件) か
らQGPのエネルギー密度の時間依存性や粘性
など実際の物理量が計算できるように。



アパレント地平面

中心から外に向かう光束が広がらない面

ふつうは広がる（右上図）

事象の地平面と異なり局所的に定義でき
る。

アパレント地平面の外に必ず事象の地平面
が存在するという定理がある。
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Janik-Peschanski’s Geometry
If we start with general assumption like

Location of the apparent horizon?:

real only if the power p is the physical value!



Corrections to the apparent horizon

Breakdown of the late-time approximation.

Our preliminary analysis says that the location of 
the apparent horizon (to the first order) becomes 
deeper if we include the viscosity:

However, we encounter a singular behavior 
at the second order at whatever value of the parameters:

contains terms proportional to 



Better coordinates?
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Eddington-Finkelstein coordinates
Static AdS-BH:

• There is no coordinate singularity.
• The trapped region and the un-trapped region 
  are on the same coordinate patch. 
  (We can safely analyze the location of the horizon.)

• This reproduces the correct 4d stress tensor of
  Bjorken flow within the naïve late-time approximation. 
• We have an apparent horizon.



まとめ
重イオン散乱により作られたのはQGプラ
ズマではなく流体であった。

人類の見た最も粘性の低い (強結合系) 流体

AdS/CFTの双対描像として５次元BH

世界で初めて地平面の存在、位置を示した。

ρ∝Ｔ^4、η/s＝1/4π、緩和時間などの物
理量の予言が、よりマトモにできるように。



メッセージ
RHICや今年から動き出すLHCの実験と直接
結びつく、チャレンジングな問題がここに
あります。

理論的な枠組みとしては原子核理論、弦理
論、一般相対論が深く絡み合っています。

とりわけBHは重力と量子論を結ぶ架け橋で
した。この先も豊かな稔りがあるはず。

興味を持たれた方はぜひ一緒に議論しませ
んか？


