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QCDとは？

QCD…強い相互作用の理論

: グルーオン : Field strength tensor

: クォーク :クォーク質量

QCD：量子色力学（Quantum Chromodynamics)

…原子核・ハドロンの世界は、この力学に支配されている

cf) 電磁気学、QED…可換ゲージ理論

クォーク・グルーオンの運動を記述する非可換ゲージ理論 (color SU(3))

☆
：SU(3)の構造定数(                                   )



なぜQCDは難しいのか？

Low energy

Nucleon
High energy

(Free) Parton

（岡眞（東工大）氏の図を引用）

漸近的自由性 (asymptotic freedom)

…低エネルギーで、QCDの結合定数は小さくなる

Novel prize of physics in 2004

“Discovery of the asymptotic freedom in the theory of the strong interaction”

(David J. Gross、H. David Politzer and Frank Wilczek) 



なぜQCDは難しいのか？

“Low” energy

Nucleon
High energy

(Free) Parton

…摂動論が使える…非摂動領域!

「赤外従属」 (Infrared slavery)

…低エネルギーでは結合定数が大きくなり、摂動論が使えない！！

結合定数が大きくなり、
摂動論が使えなくなる領域
…この領域における現象の解析は
非常に困難

（補足） QCDは古典論であっても、その方程式は非線形であり難しい



QCDの低エネルギー現象

クォークの質量項はこの対称性を破る

・カイラル対称性の自発的破れ

・カレントクォーク質量：χsymのあらわな（explicitな）破れ.

・構成子クォーク質量: 自発的な（spontaneousな） χSB

ｃｆ.）quark model （cf. 超伝導）

非自明な質量生成

・カラーの閉じ込め

カラーを持ったクォークやグルーオンが単体で観測されることはなく、
常に「カラー白色」の状態（＝ハドロン）のみが観測される。

（クォーク２体：メソン、クォーク３体：バリオン、マルチクォーク、グルーボール、ハイブリッド）

…これらの現象の解析は非常に難しい



なぜQCDは難しいのか？

どれだけ難しい？
…閉じ込め問題の解決は、７つのミレニアム問題の１つ



格子QCD

オペレータ の期待値 (Euclidean)

⇒

アルゴリズムの改善およびコンピュータパワーの
増大に伴い、lattice QCDによって様々な
物理量が計算されている

非摂動領域において、ＱＣＤの第一原理から
物理量を計算できる！

リンク変数

ウェイトのかかったリンク変数

空間の離散化
有限体積

…O(100,0000) の多重積分
⇒モンテカルロ積分

Important sampling 

…低エネルギー領域での強力な計算手法



クエンチ近似

Quark (fermionic) determinant

フェルミオン場はグラスマン数で表される
… グラスマン数は数値的に生成することができない

⇒ フェルミオン場は積分する (ガウス積分)

クォークループの影響はクォーク行列式で表される
(リンク変数の汎関数）

しかしながら、この行列式の計算は、非常に大変！
(100,0000×100,0000程度の行列の行列式)

… クェンチ近似

クォークループの影響を無視する近似.

格子QCD



格子QCDによる計算例

軽いハドロンのスペクトル (quenched)

(CP-PACS Collab., 

Phys.Rev.D67, 034503 (2003))

核力の導出

(N.Ishii, S. Aoki and T. Hatsuda,

Phys.Rev.Lett.99, 022001 (2007).)



クォーク・グルーオン・プラズマ（QGP)相
…クォーク・グルーオンの非閉じ込め相

宇宙初期（約２兆度の世界）で実現・人類にとって新たな物質相

有限温度QCD

高温・高密度でQCDの結合定数は小さくなり（漸近的自由性）非摂動的効果が消失

相転移温度
およそ190MeV

(約2兆度)

密度

T

ハドロン相
（閉じ込め相）

ρ0(ρ0: 原子核密度)

１次相転移？

臨界点

カラー超伝導相

QGP相 （非閉じ込め相）

中性子星の内部

クロスオーバー？
自由度の解放



クォーク・グルーオン・プラズマ (QGP)

QCD 真空…カラーの閉じ込め

高温度でカラー閉じ込め相から非閉じ込め相へ
非閉じ込め相：

クォーク・グルーオン・プラズマ（QGP)相

Au-Auの衝突 （simulation）

(200GeV/ Nucleon, CM)

高エネルギー重イオン衝突

RHIC (Relativistic Heavy-Ion Collider)

Hadron ⇒ QGP



有限温度の格子QCD

松原形式（虚時間形式）

⇒有限温度系では、虚時間方向に対して場が周期（反周期）境界条件に従う

例) (quarks)

(gluons)

温度がTの熱平衡にある状態の分配関数：

時間発展演算子 が、虚時間 で まで時間発展した系のトレース
を取るのと同等。
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（反）周期境界条件を課す



飯田英明
(RCNP, 大阪大学)

土井琢身（ケンタッキー大学）, 石井理修（筑波大学）, 
菅沼秀夫（京大）、津村享佑（京大）

Ref.) H. Iida, T. Doi, N. Ishii, H. Suganuma and K. Tsumura, 

Phys. Rev. D74 (2006) 074502.



チャーモニウム

チャーモニウム…チャームクォーク・反チャームクォークからなるハドロン（メソン）

(From Particle data group)

チャームクォーク c ： 質量～ 1.27GeV (at μ=mc )

J/Ψ(1S)… JP (スピンパリティ)=1-、質量： 3096.916±0.011MeV、幅： 93.2±2.1keV

ηc(1S)… JP=0-、質量： 2980.3±1.2MeV、幅： 26.7±3.0MeV

χc1 (1P)… JP=1+、質量： 3510.66±0.07MeV、幅： 0.89±0.05MeV

Ψ(2S), Ψ’…JP =1-、質量： 3686.09±0.04MeV、幅： 317±9keV

χc0 (1P)… JP=0+、質量： 3414.75±0.31MeV、幅： 10.2±0.7MeV

…



T.Hashimoto, O. Miyamura, K. Hirose and T. Kanki, Phys.Rev.Lett.57 (1986) 2123

…J/ψのTc付近でのmass shift

T.Matsui and H.Satz, Phys.Lett.B178 (1986) 416

…J/ψ suppression

J/ψ ：Jp=1- のチャーモニウム（ccの束縛状態)

J/Ψの抑制（J/Ψ suppression）…QGP生成の重要なシグナル

J/Ψ は Tc以上で消失⇒ J/Ψの生成がＱＧＰの生成に伴い減尐

T → 大

V(r): Yukawa type

r

T > Tc

V(r)

V(r): Linear + Coulomb type 

(r: interval of a quark and an antiquark)

r

T < Tc

V(r)
(      : Debye mass) 

J/Ψの抑制
-



実際、格子QCDによって、有限温度でのクォーク間ポテンシャルが計算されている。

O. Kaczmarek, F. Zantow, Phys.Rev.D71(2005)

図：有限温度でのクォーク間
ポテンシャル。

高温でポテンシャルが遮蔽されてい
る様子がわかる。

遮蔽効果は、QCDの第一原理に
よっても証明されている。

J/Ψの抑制



・最大エントロピー法（Maximal Entropy Method、MEM）を用いた格子ＱＣＤによる研究:

T. Umeda, K. Katayama, O. Miyamura and H. Matsufuru, Int. J. Mod. A16 (2001) 2115;

H. Matsufuru, O. Miyamura, H. Suganuma and T. Umeda, AIP Conf. Proc. CP594 (2001) 258

S. Datta, F.Karsch, P. Petreczky and I. Wetzorke, Phys.Rev.D69 (2004) 094507 etc.

M.Asakawa and T. Hatsuda, Phys.Rev.Lett.92 (2004) 012001

しかし, 格子ＱＣＤの結果は、J/ΨがTc以上でも存在することを示唆

M.Asakawa and T. Hatsuda, 

Phys.Rev.Lett.92 (2004) 012001

T=1.62Tc

T=1.87Tc

J/Ψ peak

(格子ＱＣＤから求められたJ/Ψのcorrelatorから、MEMを用いてスペクトルを再現)

格子QCDによる高温でのチャーモニウム

格子QCDから求められたJ/Ψのスペクトル関数
T=1.5, 2.25, 3Tcでの計算。
S.Datta, F.Karsch et al., Phys.Rev.D69(2004)

J/Ψpeak

ス
ペ
ク
ト
ル
関
数

…Tc以上でもJ/Ψのピークが存在している



格子QCDによる高温でのチャーモニウム

我々の研究の目的：
このccの状態が、コンパクトなのか、
散乱状態のように空間的に広がっているのかを判別する

Question: J/ψはコンパクトな状態なのか?

cc の散乱状態ということはないのか?

・ 連続状態も、有限体積では離散化される
・ 狭いピーク幅= コンパクトな状態?⇒No!

Tc以上ではcolored stateが許される！

…しかし、格子ＱＣＤでは波動関数の情報を引き出しにくい

しかし、スペクトルは連続状態には見えないが…



どうするか？⇒境界条件を利用する

周期的境界条件（Periodic boundary condition, PBC)と反周期境界条件
（Anti-periodic boundary condition, APBC）をcとc quarkに対して

x,y,z方向それぞれに課す。

状態が

コンパクトなチャーモニウム

cc 散乱状態

境界条件に依存しない

ccの相対運動量から、境界条件
依存性が現れる

Periodic Boundary Condition (PBC)

Anti-periodic Boundary Condition (APBC)

格子QCDによる高温でのチャーモニウム



（空間方向に対する）周期的境界条件（PBC） 反周期的境界条件（APBC)

cc の相対波動関数

c の質量：1.3GeV

Volume： (1.55fm)3

散乱状態

境界条件に
依存する

空間的に拡がった状態

周期的境界条件 反周期的境界条件

束縛状態

境界条件に
依存しない

r (ccの相対距離）

ccの相対波動関数

境界条件によるエネルギー差：

空間的に局在した状態



コンパクトなJ/ψは重心のzero momentum projectionののち、PBCでもAPBCでも
ccの相対運動量がゼロ。⇒Boundary conditionに依存しない。

これに対し、 cc 散乱状態は、２つのクォークがAPBCにおいて基底状態の運動量
と を持つ。（ zero momentum projection ののち）

APBC for cc scattering state

c

c

PBC for cc scattering state

c,c

cc 散乱状態コンパクトな J/ψ

格子QCDによる高温でのチャーモニウム



有限温度QCDでの技術的な問題:

非等方格子（Anisotropic lattice）

高温でのハドロンの質量の測定は難しい

有限温度では、時間方向の点の数 Nt が、
温度が高くなるにつれて尐なくなる。

0.4/  ts aaξ

この研究では非等方格子を使う。
（時間方向の格子幅 < 空間方向の格子幅 ）
ここでは非等方度を表すパラメータξを以下に取る: 
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anisotropic lattice



correlator

基底状態とのoverlapを大きくするため、extended operator を用いる

基底状態のccの状態に興味があるので、 0≦t≦1/Tにおいて基底状態の寄与を大きくしたい。

(Zero momentum projected)

(R: extended radius)

をcorrelator       から以下のように定義:

このとき

tが十分大きければ、correlatorは基底状態の寄与のみが効く（ でダンプするため）。
このときcorrelatorは以下のように書ける。

effective mass

が基底状態の寄与で占められていれば、effective massはtに依存しない

:基底状態の質量

質量の測定方法



Gauge sector

:bare anisotropy

Parameter set (for gauge configuration)

Standard Wilson gauge action (anisotropic lattice)

(Quenched approx.)

格子QCDセットアップ



clover term 

(O(a) improvement)

Parameter set (for quarks)

Quark sector

O(a) improved Wilson action (anisotropic lattice)

Wilson parameter

O(a) improved…離散化によるエラーが尐ない

格子QCDセットアップ



T=1.11Tc

T=1.32Tc

T=1.61Tc T=2.07Tc

fit rangeBest fit of PBC and APBC

correlatorのfit はcosh type：

・境界条件依存性は見られない！

○：PBC, △：APBC

J/ψ channel の effective mass plot



T=1.11Tc

T=1.32Tc

T=1.61Tc
T=2.07Tc

○：PBC, △：APBC

・J/Ψ同様、境界条件依存性は見られない！

ηc channel の effective mass plot



…エネルギーの境界条件依存性はほとんど見られない。

J/ψ は Tc以上でもコンパクトな状態 (～2Tc).

コンパクトな J/ψ⇒ 散乱状態⇒

MJ/Ψ(T)[GeV]

J/Ψの質量の温度依存性



Mηc(T)[GeV]

コンパクトな J/ψ⇒ 散乱状態⇒

…エネルギーの境界条件依存性はほとんど見られない。

ηc は Tc以上でもコンパクトな状態 (～2Tc).

ηcの質量の温度依存性



ペンタクォーク Θ+ (uudds)? NKの散乱状態?

⇒ペンタクォークではなく、NKの散乱状態

N. Ishii et al. Phys.Rev.D71(2004)034001 ⇒ ペンタクォークΘ+(1530)の研究

観測された状態のエネルギーは境界条件に依存

（Θ+ とNK thresholdとは非常に近いので、格子上で両者を区別するのは難しい）

境界条件依存性を利用した研究例



境界条件依存性を利用した研究例

束縛状態（Σ） ペンタクォーク？

⇒No!  NKの散乱状態！！

境界条件：

境界条件依存性なし



最大エントロピー法による解析 (津村享佑 (京大))

• Maximally entropy method (MEM)

逆問題を解く方法:

B = K A
得られた像 情報を“汚す”写像

知りたい量

B K A

この方法は、correlator がlattice QCDで求まっているときに、スペクトル関数
を求めるのに使える

lattice QCDから求まった
時間方向のcorrelator

求めたいspectral func.

→MEMで求まる！

… ＭＥＭによって、一意的にＢからＡを得ることができる

[M. Asakawa, Y. Nakahara and T. Hatsuda, Prog. In Part. And Nucl. Phys 46 (2001) 459.]



自由エネルギーQを最大にする: Q(A)=αS(A)-L(A)

:Shannon-Jaynes entropy…A（ω）がm(ω）に近いほど大

: 先験的情報…今の場合、perturbativeな形 (m(ω)∝ω２）

: Likelihood function…A(ω)がG(t)を再現するときに最小

⇒A(ω)がm(ω)に近くなるのと、A(ω)がG(t)を再現するのとの
「せめぎあい」でA(ω)が決まる

最大エントロピー法による解析 (津村享佑 (京大))



MEM results of J/ψ

PBC APBC

Comp.

ω=3GeV

(a) Spectral function on PBC  (b) SPF on APBC  (c) Comparison between PBC and APBC

No BCD



MEM results of ηC

PBC APBC

Comp.
ω=3GeV

3GeV 付近のピーク + 境界条件に依存しない→J/ψと ηc がTc以上でコンパクトな状態

No BCD



まとめと結論

境界条件を変え、状態のエネルギーの変化を見ることにより、J/ψと
ηc が Tc 以上でコンパクトな状態か否かを判別した。

Tc 以上で cc の状態は、J/Ψ、ηcどちらのchannelでも
境界条件に依存しなかった。

J/ψ と ηc は Tc 以上で (～２Tc）コンパクトな束縛状態として存在！

Tc 以上でのJ/ψ と ηc を格子ＱＣＤを用いて調べた。

クォークに対し、O(a) の改良を行った Wilson actionを用いた。
更に、精密な測定のため、anisotropic lattice を用いた。



その他の粒子

・P波のstateは？（χc）

ηc χc0

…P波の粒子は、Tc直後に消えるように見える

χc0

χc1

S. Datta, F.Karsch, P. Petreczky and I. Wetzorke, Phys.Rev.D69 (2004) 094507

P. Petreczky, J.Phys. G32 (2006) S293



P波のcc束縛状態 (χc1 (JP=1+))

P波は遠心力ポテンシャルのため、波動関数がS波に比べて外に伸びている
→線型ポテンシャルの消失の効果を受けやすいと期待

P波に関しては、最大エントロピー法を用いて、スペクトル関数を再現し、さらにその
境界条件依存性を見た

結果： ① χc1はT=1.1Tcで既に消失
②高エネルギー領域におけるピークは、何らかのコンパクトな束縛状態

（ダブラー (Wilson fermionにおけるartifact)の束縛状態？）

(calculated by K.Tsumura)

mχc1=3.5GeVにはピークなし 境界条件への依存性は無い

T=1.6Tcにおけるχc1のスペクトル関数 境界条件へのスペクトル関数の依存性



[T. Umeda, Phys.Rev.D75, 094502 (2007). ]
“Wraparound quark”の伝播が、スペクトル関数の
ゼロエネルギー領域に影響を与える
…この影響が、1Pの状態がTc以上で消えるように見せる！
この影響を消すとχc1はT=1.4Tcでも生き残っている！. wraparound quark propagation

ゼロモードの寄与

・通常のeffective mass

…1Pの状態はTc直後に落ちる
（scalar and axial vector (χc1) channel）

・“Wraparound quark propagation”の影響を消した
effective mass

…全てのチャネルで、1.4Tcでは状態が残っている！

(channel dependence)

χc1,Ψ’ : direct J/Ψ productionに対し、40%程度の寄与
これらのdissociation temperatureは重要。



ボトモニウム

ηb ηb

χb
χb

…S波の状態は2.3Tc程度まで残る、P波はTc直後に消える
（P波に関しては、ゼロモードの影響に注意）

P. Petreczky, J.Phys. G32 (2006) S293



Full QCD

…基本的にはクェンチ近似の結果と同様
（ただし、２フレーバーで、２つのクォークはsクォークの質量を持っているなど、
まだ改善の余地のある計算）

G. Aarts et al., Phys.Rev.D76, 094513 (2007 ).



クエンチ近似

Quark (fermionic) determinant

フェルミオン場はグラスマン数で表される
… グラスマン数は数値的に生成することができない

⇒ フェルミオン場は積分する (ガウス積分)

クォークループの影響はクォーク行列式で表される
(リンク変数の汎関数）

しかしながら、この行列式の計算は、非常に大変！
(100,0000×100,0000程度の行列の行列式)

… クェンチ近似

クォークループの影響を無視する近似.

格子QCD



ポテンシャル模型によるJ/Ψスペクトルの再現

（A. Mocsy and P. Petreczky, J. Phys. G35, 044038 (2008).）
ポテンシャル模型によるスペクトル関数の計算

T=1.5Tcにおける、ポテンシャル模型によるスペクトル関数

格子QCDから得られた
スペクトル関数

論文の主張…格子QCDの計算で得られた“J/Ψ”のピークはthreshold enhancement

⇒J/Ψは非常にbroadな状態

我々の研究は、このピークが局在したccの状態であることを示している
J/Ψは局在した状態として存在している

－



チャーモニウムの波動関数

J/Ψの「波動関数」（Bethe-Salpeter amplitude）：

…1.5Tc程度では、波動関数に変化は見られない

（Ψ’に関しても、同様な結果が得られている）

T. Umeda, Nucl.Phys.A783, 277-284 (2007).



実験から示唆されるdissociation temperature

T. Gunji et al., Phys. Rev. C76, 051901(R) (2007)…Hydro+J/Ψ model

(TJ/Ψ, Tχ)=(2.02Tc, 1.22Tc)


