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 研究成果の概要（和文）： この研究ではチャームクォークと反チャームクォークの束縛状態

であるチャーモニウムがクォーク・グルーオン・プラズマ(QGP) 相中で、それぞれが散乱状態

としてバラバラになってしまう「チャーモニウム状態の消失温度」を有限温度格子 QCD 数値

シミュレーションによって求める事を目的としている。これらチャーモニウムの消失温度は重

イオン衝突実験での QGP 生成を示す重要なシグナルの一つである「J/ψ 抑制」のシナリオを

議論する上で必要となるパラメータである。主にクエンチ近似による計算により、2Tc 程度の

温度までチャーモニウムの束縛状態が持続することを示すデータを得た。 
 
 
研究成果の概要（英文）：Dissociation temperatures of J/psi, psi’, and chi_c states play key 

roles in the sequential J/psi suppression scenario for high energy heavy ion collisions. We 
study charmonium dissociation temperatures in quenched lattice QCD. We then extract 
ground and first exited state masses by diagonalizing correlation functions among different 
source and sink operators. To distinguish bound states from scattering states, we first 
compare the charmonium mass spectra under different spatial boundary conditions, and 
examine the shape and the volume-dependence of their Bethe-Salpeter wave functions. 
From these studies, we found so far no sign of scattering states up to about 2Tc. 
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１． 研究開始当初の背景 
 
 本研究の目標は、有限温度密度 QCD にお
ける新しい物質状態である QGP の性質を
調べることである。この QGP を作り出し、
その性質を調べる事を目的とする実験がブ
ルックヘブン国立研究所の RHIC 実験など
で行われている。終状態がハドロン粒子とし
て観測される実験結果から QGP 生成の証
拠を見出す「QGP 生成のシグナル」の問題
はこれらの実験が始まる以前から長年議論
されつづけてきた問題である。現在の所 
RHIC 実験ではいわゆるジェットクエンチ
ングなどが有力なシグナルの一つであると
されている。また、CERN の SPS 加速器で
行われた同様の実験で QGP の発見を結論
付けるもっとも有力な証拠として用いられ
たシグナルが、この研究で議論を行う J/ψ 
抑制である。RHIC の実験では、現在の段階
でこの J/ψ 抑制に関する十分な統計が無い
が、SPS の実験結果と同程度の傾向を示すデ
ータが報告されている。さらに、近い内に高
統計のデータが出てくると期待されている。
それらのデータを用いた QGP 生成に関す
る J/ψ 抑制の解釈について様々なモデルを
用いた議論が行われるだろう。その為にも J/
ψ 抑制の議論に必要な本研究テーマは早急
に行われる必要がある。 
 
２．研究の目的 
 
 この研究ではチャームクォークと反チャ
ームクォークの束縛状態であるチャーモニ
ウム(特に J/ψ, χc, ψ’ 状態など)がクォ
ーク・グルーオン・プラズマ(QGP) 相中で、
それぞれが散乱状態としてバラバラになっ
てしまう「チャーモニウム状態の消失温度」
を有限温度格子QCD による動的クォークの
効果を取り入れた full QCD 数値シミュレ
ーションによって求める事を目的とする。こ
れらチャーモニウムの消失温度は重イオン
衝突実験での QGP 生成を示す重要なシグナ
ルの一つである「J/ψ 抑制」のシナリオを議
論する上で必要となるパラメータであり、格
子 QCD による第一原理計算、特に動的クォ
ークの効果を考慮した full QCD 計算での
見積りが必要とされている量である。 
 
３．研究の方法 
 
 この研究では「有限体積中の質量スペクト
ルの境界条件依存性」の方法を用いる。 こ
れは最初ペンタクォーク状態の存在に関す

る研究で提唱されて、QGP 中での J/ψ 状態
の有無に関する研究でも既に応用されてい
る。その研究によっても同様に J/ψ 状態が 
QGP 相の比較的高温まで残ることが結論さ
れている。ただし、ゼロモードの存在が考慮
されていなかった為にχc 状態に関する境界
条件を用いる手法はうまく行かなかった。さ
らにこれまでの研究ではクエンチ近似と呼
ばれる動的クォークの効果を無視した近似
の下での計算であり、動的クォークが QGP 
相中でのチャーモニウム状態に及ぼす影響
はほとんど分かっていない。  
 これらの状況を踏まえた上で、有限体積中
のチャーモニウムの質量スペクトルの境界
条件依存性から、チャーモニウム状態の消失
温度を計算する研究を格子QCD シミュレー
ションによって行いたい。ゼロモードの存在
を考慮に入れた解析を行うと共に、新たに対
角化のテクニックを用い、より信頼できる質
量スペクトルの体積依存性を調べる事によ
って、消失温度に関する定量的な議論を行う
事が目的である。これらの手法を用いて full 
QCD の計算まで行うことを本研究の最終目
標とする。この研究で対象とするチャーモニ
ウムは ηc, J/ψ, χc0, χc1 そして J/ψ の
励起状態である ψ(2S) である。対角化の手法
により、精度良い基底状態の計算に加えて、
励起状状態の計算を行うことも原理的には
可能になる。これらの状態の質量スペクトル
に対して、境界条件を変えた場合の変化を
様々な温度、体積で議論する事によって、そ
れぞれの粒子の消失温度を見積もる。さらに、
これらの計算と同時にそれぞれのチャーモ
ニウムの波動関数を計算することによって、
空間方向の相関の強さからチャームクォー
クと反チャームクォークの束縛状態の有無
に関する議論も行える。これらの波動関数を
用いるアイデアと計算は研究代表者らによ
って既に行われているが、今回はχc, ψ(2S) 
状態についても行う点が新しい。対角化の手
法によって励起状態の波動関数を求める計
算はゼロ温度の場合でも計算された例が無
く、ゼロ温度の場合でもこの計算は面白いテ
ーマである。これらの計算は最終的には
CP-PACS コラボレーションで研究されたゼ
ロ温度ゲージ配位と同じパラメータを用い
て行う。この時の温度は時間方向の格子点の
数によってコントロールする。これによって、
非摂動改良されたウィルソン型クォーク作
用による 2 + 1 フレーバーでの格子 QCD 
シミュレーションを、ゼロ温度の基礎データ
をすべて CP-PACS で行われた計算で代用
する事が可能になる。この信頼性の非常に高



いゼロ温度計算に基づいた有限温度の計算
を可能にするアプローチがこの研究でもっ
とも独創的な点であるとも言える。  
 
４．研究成果 
 
 動的クォークの効果を無視した近似で計
算を行った。固定格子間隔の計算でゼロ温度
を含め、T/Tc=0.88-2.3 までの 6点の温度で
(1)状態のエネルギーの境界条件依存性、
(2)Bethe-Salpeter 波動関数の体積依存性、
の計算を行った。状態のエネルギーの計算に
は相関関数行列の対角化を用いた方法を利
用した。相関関数行列は異なるガウス分布の
クォーク空間分布関数により６ｘ６行列を
計算した。 
 これらの計算により、T/Tc=2.3 の高温ま
でエネルギーの境界条件依存性が全てのメ
ソンチャンネルで観測されなかった。また、
波 動 関 数 の 空 間 体 積 依 存 性 を 見 て も
T/Tc=2.3 で束縛状態を示す結果をしめした。
J/psi 粒子を含むＳ波基底状態の場合は以前
から知られていた結果であるが、chi_c 状態
を含むＰ波状態、さらに対角化の手法で求め
られた各励起状態に対しても同様の結果が
得られた点が新しい。 
 有限温度でのチャーモニウム状態を規定
するスペクトル関数の新しい計算法につい
て検討した。これまでに行った対角化の手法
を用いて、各エネルギー状態でのスペクトル
ウェイトの算出を行う事ができる。 
 さらに full QCD 計算の為に有限温度ゲー
ジ配位の生成を引き続き行った。この計算で
は CP-PACS/JLQCDによって行われたゼロ温度
でのメソンスペクトラムの研究で採用され
たパラメータを用いている。これらはそれぞ
れ 8000traj.ほど生成され、相転移温度や重
いクォーク間の自由エネルギーなどを計算
し、チャーモニウム消失温度に関する議論を
行った。さらにチャーモニウム消失温度に関
連深い状態方程式の計算の為にベータ関数
や Trace anomaly の計算なども進めている。
状態方程式の結果とチャーモニウム消失温
度の結果を合わせて議論することによって
クォークグルーオンプラズマの理解がさら
に深まると考えられる。 
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