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導入	



クォーク数密度	

有限化学ポテンシャル領域における最も基本的な物理量の一つ	  
　・・・QCD相図の解明	  
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•  原子核物質の研究	

http://www.astro.umd.edu/~miller/nstar.html	



有限化学ポテンシャル領域の計算	

格子QCDの符号問題	

μ≠0の時、実数ではない	

化学ポテンシャルが有限の場合にモンテカルロ積分が困難	  
	  

•  符号問題の回避法	  
ü Reweighting法	  
ü  Taylor展開法	  
ü 虚数化学ポテンシャルからの解析接続	

・
・
・
	



•  先行研究 (2フレーバー)!
	  -‐	  実数μ,	  staggered-type fermion (Taylor expansion)!

!

Ø 	  C. R. Allton et al., Phys. Rev. D 68, 014507 (2003). 	  	  	  
	  

	  -‐	  実数μ,	  Wilson-type fermion (Taylor expansion)!
!

Ø 	  S. Ejiri et al. (WHOT-QCD Collaboration),                 
Phys. Rev. D 82, 014508 (2010).!

!

	  -‐	  虚数μ,	  staggered-type fermion!
!

Ø  M. D’Elia and F. Sanfilippo,                                    
Phys. Rev. D 80, 014502 (2009). !

!

•  Our study ・・・ 虚数μ,	  Wilson-type fermion!
! ! 	

クォーク数密度	



虚数化学ポテンシャル(μI)領域	

・Roberge-Weiss（RW）周期性	

・Roberge-Weiss（RW）相転移	
A. Roberge and N. Weiss, Nucl. Phys. B275, 734, 1986	

点線より上が非閉じ込め相、	  
下が閉じ込め相に対応	



Strategy	

Lattice QCD simulation	  
が可能な領域	

虚数 μ 領域で格子QCDを用い、クォーク数密度を計算	  

	  → 解析接続で実数 μ 領域のクォーク数密度を求める。	  

μ2 > 0	μ2 < 0!



Lattice setup	



Lattice setup	
Lattice action : renormalization group improved Iwasaki gauge action  

   and clover improved Wilson fermion action (Nf=2)	
Lattice size :  

at	
[A. Ali Khan, et al(CP-PACS collaboration), Phys. Rev. D 63 (2000) 034502.]	

line of constant physics	

[Y. Maezawa, et al(WHOT-QCD collaboration), Phys. Rev. D 75 (2007) 074501.]	

Parameters and temperatures	

Chemical potential	



結果	



虚数μ領域の結果	
・クォーク数密度	  :	  μ-‐odd	  

	  →虚数μ領域では、クォーク数密度は純虚数	  
	  

	  
	  以後、 	   	   	   	  と表記。	  



Extrapolation	

・虚数化学ポテンシャル領域	

・実数化学ポテンシャル領域	

閉じ込め相	



閉じ込め領域での結果	

虚数化学ポテンシャル領域	 実数化学ポテンシャル領域	



閉じ込め領域での結果	

虚数化学ポテンシャル領域	 実数化学ポテンシャル領域	



Extrapolation	

・虚数化学ポテンシャル領域	

・実数化学ポテンシャル領域	

非閉じ込め相	



非閉じ込め領域での結果	

虚数化学ポテンシャル領域	



非閉じ込め領域での結果	

実数化学ポテンシャル領域	



非閉じ込め領域での結果	

実数化学ポテンシャル領域	



非閉じ込め領域での結果	

実数化学ポテンシャル領域	



Reliable extrapolation	

Relative difference δ	

	   	  　となる μ/T	  までを	  
reliable extrapolation と見なす。	

Reliable extrapolation の領域が温度が高くなるにつれて広がっていく	  
	  →	  μ/Tの高次の効果が小さくなっていく	



Hadron resonance gas 模型での解析	



Hadron resonance gas 模型	
・ハドロンを相互作用しないガスであると近似	

圧力：	

自由度：	

S. Borsányi et al., J. High Energy Phys. 08 (2012) 053.	



Hadron resonance gas 模型	
・ハドロンを相互作用しないガスであると近似	

圧力：	

自由度：	

P. Huovinen and P. Petreczky, Nucl. Phys. A837, 26 (2010). !



Hadron resonance gas 模型	
・ハドロンを相互作用しないガスであると近似	

圧力：	

数密度：	

・パラメータはバリオンの質量のみ	  
	  →虚数μ領域のクォーク数密度を再現することで決定	  

	  

	  ただし、lattice artifactsを減らすために、lattice上でのStefan-‐
	  Boltzmann極限 (free massless quark) におけるクォーク数密度

!の値で規格化	  

バリオン化学ポテンシャル：	

自由度：	



模型とのlatticeとの比較	

格子QCDの結果を用いて核子とΔ粒子の質量の温度変化を求めた。	

※バリオン質量は化学ポテンシャルには依らないと仮定	

虚数μ領域での	  
規格化されたクォーク数密度	

有限温度でのバリオンの質量	



実数μ領域では…	

•  Latticeの結果の誤差を加味しても、overestimateしている。	  
•  実数μ領域では、crossoverの領域で単純ではない。	



まとめ!



まとめ	

•  クォーク数密度の計算を格子QCDで行った。	  

•  虚数化学ポテンシャル領域からの外挿で求めた今回の結

果は、先行研究と比べて誤差の小さなものであった。	  

•  非閉じ込め相において、μ/Tの高次の効果が小さくなって

いくことを確認。	  

•  閉じ込め相における格子QCDの結果をhadron 
resonance gas 模型で解析。!

•  有限温度における核子やデルタ粒子の質量を第ゼロ近似

で引き出す方法の提案。!




