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強結合格子QCD(あるいは格子QCDの強結合展開)は、結

合定数の逆べき 1/g2で展開して格子QCDを半解析的に解く

理論的手法であり、ゲージ場のみの場合に主要項により重い

クォークの閉じ込めを、軽いクォークを含む場合に平均場近

似の下でカイラル対称性の自発的破れを定性的に説明します。

また、格子 QCDの大問題である有限密度での符号問題が弱

くなるため、QCD相図研究に役立っています。

格子QCDでは (時間を虚時間とする)ユークリッド時空を

離散的に表し、グルーオンを格子点をつなぐリンク変数 (Uν ∼
exp(iagAν), 右図の矢印)で表します。格子間隔は a = 1 とし

ます。リンク変数を用いると、クォークの運動項・グルーオン

との結合は格子点においたクォーク (χ, 右図の丸)をリンク変数で結んだ組み合わせで、グルーオン

の作用は最小の四角形にそってリンク変数を掛けたループの対角和 (プラケット U�)で表せます。リ

ンク積分によりUU † や UUU 等の積分で現れるゲージ不変な項だけが残るので、グルーオンの経路

積分は、つまるところ「矢印」が閉じるような幾何学的な配位を全て足し合わせることに対応します。
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通常格子 QCD のモンテカルロ (MC) シミュレーションでは、クォーク

を積分して得られる行列式をリンク変数についてMC積分しますが、強結

合格子 QCD ではリンク変数を先に、また解析的に積分します。具体例と

して時間・空間方向に Nτ × L の長方形ループ (Wilson loop) を考えま

しょう。プラケット作用は 1/g2 に比例するため、ゲージ場のみの場合に

は平面的にプラケットを敷き詰めた配位が強結合展開での主要項を与えま

す。リンク積分の公式を用いて積分を実行すると、Wilson loop の期待値が

exp[−NτL log(g2Nc)] (Nc はカラーの数)に比例することが分かります。Wil-

son loop は exp[−(重いクォーク対のエネルギー) × (時間)] を表すので、指数部分がループの面積

(Nτ ×L) に比例することは、クォーク間の距離 L に比例するポテンシャルが働いていること、すな

わち強結合領域でクォークが閉じ込められていることを示します。これが 1974年に K.G.Wilson が

示した「面積則」です [1]。この結果は MC 計算によって確かめられ、強結合展開高次項の評価等を

通じて弱結合領域 (連続理論の領域)との関係について理解が進んでいきました [2]。

クォークを含む場合、強結合展開の Leading Order (強結合極限, g → ∞)は作用の中でクォークを

含む項のみを考えることに対応します。まず右上図の最初の 2項 (Uν , U
†
ν を含む項)の積を積分して

クォークの 4点作用MxMy (Mx = χ̄xχx; x, y は最近接の時空点の組)が現れ、Hubbard-Stratonovich



(HS)変換を行うと、カイラル凝縮 σ ∼ 〈M〉 = 〈χ̄χ〉 がクォークの質量項を与えることが分かります。
さらに平均場近似の下で、カイラル極限 (生のクォーク質量が 0) の有効ポテンシャル (自由エネル

ギー密度) が Feff = bσσ
2/2−Nc log σ (格子間隔 a で無次元化、bσ は定数)となり、強結合極限では

最小エネルギー状態 (真空)でカイラル対称性が自発的に破れることが示されました [3]。
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有限温度では、時間方向の格子サイズが有限 (Nτ = 1/T , T は温

度)なので、空間方向のリンク変数を先に積分し、時間方向のリンク

変数 (右図の点線の矢印)は後から厳密に積分する手法が用いられま

す。2004年には、Fukushima、および Nishidaにより強結合極限での

QCD相図が描かれました [4]。相転移温度が相転移化学ポテンシャル

の 3倍ほど大きいことなど、現実の系 (Tc = (150− 190) MeV, µc >

350 MeV) と定量的には比べられません。しかし強結合極限での

QCD相図は、臨界点をもち高密度側では一次相転移、高温側では

cross over (カイラル極限では 2次) という、現実に期待されている

QCD相図の同様の相構造をもち、これを出発点とする発展が期待

できます。

実際のQCD相図について議論するには、1/g2が有限である効果を取り入れる必要があります。プ

ラケットとクォークの結合からは、ベクトルポテンシャルに対応する補助場 (右図の V +, V −)や中間

子の相互作用項 (右図の MMMM 等) が現れます。O(1/g2) (NLO)、O(1/g4) (NNLO) 項の影響に

より、強結合極限では大きすぎる Tc/µc 比が大きく改善されます [5]。一方、ゲージ場のみの理論で

も有限温度では時間方向に一周するプラケットの積からの寄与 (右図下)が重要となります。この配

位から、時間方向に一周するリンク変数の積の対角和 (閉じ込めの秩序変数である Polyakov loop)が

現れます。この Polyakov loop 作用 (右図の SPL) を取り入れると、強結合領域 (βg ≡ 2Nc/g
2 . 4)

ではMC 計算による転移温度の結果が再現できるのです [5]。

さて、今後強結合格子QCDはどの方向へ向かうのでしょうか？まず、行うべきは理論の精密化で

す。実は上で述べた手法では、強結合極限でMC計算により得られた相図 [7]が説明できていませ

ん。揺らぎの効果やより多くのクォークを含む項を取り入れる必要があると考えられます。また、強

結合格子QCDでのカイラル相転移は主としてスタッガード・フェルミオン (Nf = 4) で議論されて

おり、現実のフレーバー数 (Nf = 2+1)での議論が必要です。さらに、有限温度・密度格子QCDの

MC計算 [8]、有限温度での pure Yang-Mills 理論 [9] 等と比較・連携することにより、より豊富な

物理が引き出せるのではないかと期待しています。
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