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今年度の研究テーマと成果

[I] 少数粒子系物理の研究
(1) 少数核子系の研究
4

He 原子核は、離散的（共鳴）励起状態をもつ最小の原子核らしい原子核である。

その第一励起状態（second 0+ ) の構造を調べることは、核子多体系の励起機構を研
究するための、最初の関門であり最初の拠点である。我々は、現実的核力を用いて、

4 体問題として初めてこの second 0+ 状態をとき、密度分布を明らかにし、電子非弾
性散乱実験データの説明に成功した。
（上村、肥山 [KEK]、B. Gibson[Los Alamos]）。

(2) ハイパー核の構造とハイペロン−核子、ハイペロン−ハイペロン相互作用
昨年度のダブルラムダハイパー核の研究の一層の発展として、4He ダブルラムダハ
イパー核の研究を開始した。これは、ΛΛ − ΞN − ΣΣ 粒子変換相互作用を含むもの
であり、我々が取り組んだ４体問題として最も難度の高い課題である。核内における
この相互作用の変質とこの核の束縛可能性が強く関連している。来年度前半には解
答が得られるであろう。
我々の少数粒子系物理学の研究のレビュー論文を、Progress of Particle and Nuclear

Physics 誌から依頼され、肥山・木野・上村が執筆して 11 月に投稿した。来年度前半
に出版予定。（上村、肥山 [KEK]）。
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(3) 反陽子を用いる反物質科学 (反陽子質量の最新決定）
科研費創成的基礎研究「反陽子を用いる反物質科学」
（平成 10-14 年度）の理論班代
表として最終年度の研究取りまとめに当たった。また、「低エネルギー反陽子物理学
国際会議（LEAP03）」
（2003 年 3 月、横浜）の組織委員として運営に当たった。我々
が提唱した複素レンジガウス基底関数を用い、反陽子ヘリウム原子のエネルギー準
位の計算を行った。ガウス基底関数のレンジパラメータを複素数にし、その複素共
役との和または差により余弦関数または正弦関数を含むガウス基底関数が得られる。
この基底はガウス基底関数を重ね合わせるよりも数値計算上での直交性にすぐれ、多
くの基底関数を使う事が出来、反陽子ヘリウム原子の振動励起状態をうまく再現し
た。計算結果は最新の RFQD を使った実験値と実験誤差（∼200 ppb）の範囲で一致
し、昨年までの反陽子と陽子の質量の非対称さを 6 × 10−8 から 1 × 10−8 に向上させ
た。（上村、木野 [東北大]）。

(4) ミュオン触媒核融合理論の研究
ミューオン触媒核融合サイクルにおけるミューオン分子イオン d3 Heµ の核融合過
程の研究を進めた。非断熱、量子力学的三体問題を精密に解く方法として有用である
ガウス型基底組替えチャネル結合法を用い、ミュオン分子イオン d3 Heµ 内部におけ
る核融合率計算を行った。結果として、核融合率の低さのためサイクルは成立せず、
エネルギー生産の望みは非常に薄いことが明らかになった。(白水、上村)

[II] 原子核反応の理論的研究
(1) 離散化チャネル結合法による天体核反応の研究
地球上で精力的に観測されている高エネルギー太陽ニュートリノの性質を詳細に調
べるためには、その源となる 8 B が太陽内部でどれだけ生成されているかを正確に決
定する必要がある。これは天体物理学因子 S17 によって特徴付けられ、この物理量を
決定すべく様々な研究が展開されている。今回我々は、8 B 生成反応の逆反応に相当
するクーロン分解反応に着目し、これを九大グループが開発・推進にあたった離散化
チャネル結合法 (CDCC) を用いて解析した。クーロン分解を記述するためには極め
て大きなモデルスペースが必要となり、数値計算上様々な問題が生じるが、我々はい
くつかの工夫によってこれらを克服することに成功し、クーロン分解過程を正確に
記述する理論模型を構築した。その上で解析結果に ANC 法を適用し、信頼性の高い

S17 の決定を行った (緒方、上村、松本、山下、八尋 [琉球大]、井芹 [千葉経済短大])。
(2) 入射核分解反応における連続状態の新しい計算法の提唱
3 体反応系の理論である CDCC 法を 4 体反応系に適用する目的で、連続状態を離散
化する方法として pseudostate 法 (PS 法) を提案した。PS 法において、離散化された
連続状態は、ある有限の基底関数で Hamiltonian を対角化し、その結果束縛状態と共
に求まる正のエネルギー固有値を持つ状態、すなわち pseudostate によって表現され
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る。この PS 法の正当性を確かめる為、3 体反応系の例である d+58 Ni 及び 6 Li+40 Ca
散乱の解析を行なった。PS 法によって得られた breakup S 行列要素は、これまで標
準的に用いられてきた average 法のものと極めて良く一致し、さらに解が収束するの
に必要な breakup チャネルの数は、average 法のものよりも少なくて良いことが確か
められた。これは特に連続状態に共鳴状態が存在する場合に顕著であり、従来の方法
と比べてより有効な方法であることが明らかになった (松本、緒方、上村、神里 [琉
球大]、八尋 [琉球大]、井芹 [千葉経済短大]、肥山 [KEK])。

(3) 半古典歪曲波模型による多段階直接過程の理論解析
多段階過程を記述する有力な量子力学的模型である半古典歪曲波模型は、中間エ
ネルギー領域における陽子入射反応に適用され、断面積およびスピン偏極量の解析
で高い成功を収めてきた。特に偏極量に対する多段階過程の寄与を定量的に評価で
きる点が模型の重要な特徴となっている。今回我々はこの模型を 200 MeV における
40

Ca(p, nx) 反応に適用し、最新の偏極量データの解析を行った。理論計算値は 350

MeV 領域と同様、実験データを非常に良く説明し、また多段階過程の寄与が本質的
に重要であることが明らかになった。また本解析は、媒質中における 2 核子有効相
互作用の検証という側面を持っているが、今回解析した偏極移行係数の相互作用依
存性は一般小さく、明確な結論を下すことは出来なかった。唯一、前方散乱のデータ

(13◦ ) は媒質補正の有無に敏感であるが、実験は補正なしの結果を支持する形となっ
ており、より深いレベルでの解析の必要性を示唆していると思われる (緒方、河合、
渡辺 [九大総理工]、河野 [九州歯科大])。

[III] 原子核集団運動の微視的研究
(1) 高速回転する巨大変形状態 — 超変形回転バンド
近年、重イオン加速器と γ-線測定技術の進展によって高い角運動量を持った原子
核の高スピン極限状態を研究することが可能になってきた。一般に、与えられた角運
動量に対する最低エネルギー状態をイラスト状態というが、高速回転の効果によって
基底状態近傍では現れなかった色々なタイプの変形状態が低い励起エネルギー状態、
すなわち、イラスト状態近傍に出現する。特に、興味深いのは慣性能率が大きくな
ることによって回転エネルギーで得をする巨大変形極限状態であり、色々な興味深い
研究が行なわれている。
このような巨大変形状態の研究の中でも興味深いものとして超変形回転バンドが低
スピン領域でより小さな変形を持つ通常変形状態に崩壊する現象がある。この研究
は大きな変形状態から小さな変形状態への変形自由度に対応する集団座標空間の中
での変形転移現象 (有限系でのトンネル効果) の一つであり、ここ数年、その研究に
取り組んでいる。これまでの研究では変形集団座標に対する質量パラメータに半古
典的近似を用いていたが、それぞれの原子核の超変形状態に特有の一粒子軌道の準
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位交差の効果を取り入れる方法を検討している。これによって、それぞれの超変形回
転バンドでの崩壊の様相の違いや、A ≈ 150 領域と A ≈ 190 領域の違いが説明でき
るのではないかと期待している（清水）。

(2) 非軸対称超変形状態上に励起したウォブリング運動
高速回転する原子核の中には非常に大きく非軸対称変形すると期待されているもの
がある。最近、そのような原子核である、Lu, Hf の同位体で、非軸対称変形した剛
体の古典的回転運動に特徴的に現れるウォブリング運動 (首振り運動) 状態と考えら
れる回転バンドが発見されてきており、これに対し乱雑位相近似の方法により詳し
い分析を行なっている。まず、四重極変形に対するポテンシャル面の計算から、高ス
ピン状態で確かに非軸対称超変形状態が発現することを確かめた。そして、この時
得られた非軸対称変形の符合 (正のガンマ変形) では、通常巨視的模型で用いられる
渦なし流体の慣性能率を用いると首振り運動は起こり得ないが、我々の微視的方法
では回転軸方向に回転整列した核子の影響が本質的であり、渦なし流体での 3 つの
軸の回りの慣性能率の比が逆転することによって、首振り運動が実現するメカニズ
ムを明らかにした（清水、松崎 [福岡教育大]、松柳 [京都大]）。

(3) 斜向クランキング法による回転運動
高速回転する原子核では変形の自由度だけでなく回転運動の自由度が核構造の理
解に重要な役割を果たす。高スピン極限では回転の軸は変形の最大の慣性能率をも
つ変形主軸の回りになると考えられるが、実際に観測されている状態では実際には
回転軸が主軸から傾いたような回転状態が数多く存在し、この回転軸の傾きの自由
度はイラスト近傍でも重要な役割を果たすことがわかってきた。それに対するアプ
ローチとして傾いた軸に対して定常回転を仮定する斜向クランキング法 (Tilted Axis

Cranking) があり、これを用いた高速回転核の研究を行なっている。具体的な応用と
して、昨年から原子力研究所で系統的に観測された奇核の一準粒子の high-K 強結
合回転バンドの分析を進めているが、エネルギー準位と電磁遷移の両方をうまく説
明するために、四重極対相関を取り入れることが極めて有効であることがわかった。
この時の四重極対相互作用の形や大きさは、これまで用いられてきたものと同じで
あり、一つの四重極対相互作用によって原子核の種々の集団運動状態を統一的に理解
できる可能性が開ける（清水、大坪 [福岡教育大]）。

(4) 不安定核における殻構造
最近の不安定核の実験データは、中性子数と陽子数が非常にアンバランスな核にお
いては、原子核の安定性を決めている魔法の数でさえも変化することを示唆してい
る。この魔法の数の変化をもたらす一核子軌道のエネルギー準位の変化の原因とし
ては、中性子ハローのような不安定核に特有の低密度効果や、陽子・中性子の占有軌
道がアンバランスになることによって核子間有効核力のスピン・アイソスピン成分の
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効き方が変化することが考えられている。本研究では、安定核を精度良く記述する
有効核力である有限レンジの Gogny 力を用いた Hartree-Fock 計算により、不安定核
での魔法の数の変化を含めた殻構造の変化を調べた。Gogny 力のパラメータとして、
現在もっともよく用いられている D1S パラメータでは、実験で示唆されている魔法
の数 20 から 16 への変化が再現できず、スピン・アイソスピン力の効果はあまり大
きくないことがわかった。D1S のパラメータを適当に変更し、安定核の基本的な性
質を再現すると同時に、魔法の数の変化を説明することができるかどうかについて
現在検討を行なっている（吉柳、清水）。

(5) jj-結合殻模型計算プログラム (jjSMQ) の 5-levels への拡張
これまで jj-結合殻模型の計算プログラムパッケージ (jjSMQ) を開発した. このプ
ログラムパッケージは誰でも簡単に利用できることを目標に開発した. メインフレー
ムはもちろんのこと, パーソナルコンピュータにおいても十分に利用可能なプログラ
ムパッケージとなっている.
さて, この jjSMQ の扱える一粒子準位は，4-levels までである．このたび，多くの
研究者から 5-levels まで扱えるように拡張ができないかと意見をいただき，その実現
に向けてプログラムを拡張している (高田、安本)。

(6) isospin formalism での Dyson boson mapping の汎用プログラムの開発
jj-結合殻模型計算の汎用プログラム (jjSMQ) を開発する際に用いた新しい手法を
利用して, 閉殻から遠く離れた領域の原子核での数値計算に応用できるような汎用プ
ログラムを開発中である.
現在, isospin formalism での多種類のフォノンを取り込むことができるような汎用
プログラムを前述の新しい手法を用いて開発中である. これにより, 広い領域の原子
核においての様々な multipolarity の相関を考慮できる Dyson boson mapping が応
用可能となる (安本、高田)。

(7) 相対論的枠組に基づく水素様イオンにおける超微細構造
超微細構造は、Nuclear Magnetic Moments 等の原子核の構造の情報を知る上で、
また一方では電子状態に対して QED の効果を直接測定できる上で、原子核、原子分
子両分野に渡って半世紀以上も研究され続けている。近年、精度の高い実験がなされ
た中、電子に対しては相対論的に扱う一方、原子核に対しては非相対論的に扱ったモ
デル計算のみが報告されている。これに対して我々は電子については云うに及ばず原
子核に対しても相対論的平均場近似で記述し、この超微細構造を再現した。また平均
場近似計算での多体の効果を記述できない点を考慮して、近年相対論的平均場近似
計算では広く用いられている非線形シグマモデルを適用し、線形による結果を改善
する結果を得た (長澤泰輔、芳賀昭弘 [名古屋工業大学]、中野正博 [産業医科大学])。
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