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（ 続紙 １ ）                             

京都大学 博士（ 理 学） 氏名 中野 嵩士 

論文題目 

 

Strong-coupling Analysis of Lattice QCD 

 

（論文内容の要旨） 

 

  Strong-coupling lattice QCD is one of the methods to investigate the non-perturbative 

phenomena in QCD. We investigate the QCD phase diagram and new lattice fermions by this 

method. We discuss the chiral and deconfinement transitions in the QCD phase diagram and 

the applicability of new lattice fermions based on strong-coupling lattice QCD. 

 

  Physics of the QCD phase diagram is related to the form of matter in the beginning of 

our universe and the final form of matter in neutron stars. The QCD phase transition has 

two aspects: the chiral and deconfinement transitions. Recent lattice Monte-Carlo 

simulations demonstrate that the two transitions occur simultaneously at small quark 

chemical potential. However, it is difficult to carry out Monte-Carlo simulations at high 

chemical potential because of the sign problem. As one of methods to investigate the two 

transitions in the finite chemical potential region, we often use chiral effective models 

with the Polyakov loop. Strong-coupling lattice QCD is another method to investigate phase 

transitions at finite chemical potential on the basis of lattice QCD.  

  In the first part of this thesis, we discuss the chiral and deconfinement phase 

transitions at finite temperature and quark chemical potential by using the 

strong-coupling lattice QCD. We clarify the effects of the Polyakov loop which is the 

order parameter of the deconfinement phase transition. The Polyakov loop is found to 

suppress the chiral condensate and to reduce the chiral transition temperature at zero 

and finite chemical potentials. We also show the difference between the strong-coupling 

lattice QCD and the chiral effective model with the Polyakov loop. 

 

  Lattice gauge theory is the most reliable method which enables us to analyse gauge 

theories non-perturbatively. In this theory, we can carry out the functional integral 

using Monte-Carlo simulations by discretization of spacetime. There must be the extra 

degrees of freedom for fermions on the lattice if we impose the chiral symmetry. Some 

kinds of lattice fermions have been proposed to avoid this problem. Although these fermions 

are successful to analyse QCD, they have some problems such as high numerical cost. 

Recently, new lattice fermions, referred to as staggered Wilson fermions, are developed. 

We can expect that these lattice fermions have lower numerical cost than existing fermions. 

However, these fermions break chiral symmetry explicitly. 

 In the latter part of this thesis, we investigate the properties of the newly proposed 

staggered Wilson fermions by using the strong-coupling lattice QCD. Especially we study 

the properties of the chiral limit in terms of the parity phase structure. Our results 

strongly suggest that we can perform lattice Monte-Carlo simulations toward the chiral 

limit with these fermions by tuning the mass parameter. 
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（論文審査の結果の要旨） 

 

 本論文は有限温度・密度における QCD 相転移と新たに提案された格子フェルミオン

について、格子 QCD の強結合展開に基づく分析を行ったものである。 

 QCD相図は、初期宇宙・コンパクト天体などの宇宙における高温・高密度現象とかか

わり、近年の重イオン衝突実験で解明が待たれる課題である。相転移の記述には非摂

動論的な理論の枠組みが必要であり、ゼロ密度での相転移は第一原理計算手法である

格子 QCD のモンテカルロ(MC)計算により詳しく研究されている。ところが有限密度領

域では符号問題のため MC計算が困難となり、有効模型、あるいは近似計算が必要とな

る。 

 強結合格子 QCD は、結合定数の逆数により展開し、強結合極限から系統的に近似の

精度を高められる手法である。グルーオン積分の一部を解析的に行うことにより符号

問題が弱められ、強結合極限では有限密度領域におけるカイラル相転移も記述するこ

とが可能である。学位申請者は本論文の前半部分において、強結合格子 QCD の枠組み

に有限結合効果を取り入れ、かつカイラル相転移と非閉じ込め相転移を同時に記述す

る理論的枠組みを開発し、QCD相図へ適用した。この２つの拡張は現実の世界の知見を

得る上で不可欠である。また強結合領域・ゼロ密度における相転移温度が、MC 計算の

結果を再現するなど定量的にも信頼できる枠組みであることが示され、有効模型との

関係についての議論も行われるなど、高い価値をもつ研究成果といえる。 

 格子 QCD におけるもう一つの大きな問題として、カイラル・フェルミオン問題があ

る。連続時空を離散化して格子上で質量ゼロのフェルミオン（カイラル・フェルミオ

ン）を記述すると、自然な仮定の下でダブラーと呼ばれる非物理的なフェルミオンが

現れる。これまでの研究において問題を解決する格子フェルミオンの定式化が提案さ

れているが、これらの定式化では計算コストが高いため、より低コストのフェルミオ

ンの定式化が望まれてきた。 

 近年提案された新しい格子フェルミオンである Staggered Wilson (SW)フェルミオン

は、これまで提案されてきたフェルミオンの中で最も低コストでの計算が可能と期待

される。結合定数がゼロの場合、および模型計算では、作用に含まれるパラメータ（ホ

ッピング・パラメータ）を調整することにより、フレーバー数が２、あるいは１のカ

イラル・フェルミオン（質量ゼロのフェルミオン）が実現できることが示されている。

学位申請者は本論文の後半において、SW フェルミオンを用いた格子 QCD において、強

結合極限におけるホッピング・パラメータ展開、および有効ポテンシャルによる分析

を行い、ホッピング・パラメータの大きな領域においてパリティが自発的に破れる相

（青木相）が現れること、および青気相の境界においてカイラル極限が実現されるこ

とを示した。これらの結果は SWフェルミオンを用いた現実的計算が可能であることを

支持するものであり、高い価値をもつ研究成果といえる。 

 よって、本論文は博士（理学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平

成２５年１月１６日論文内容とそれに関連した口頭試問を行った。その結果合格と認

めた。 
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