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研究・教育目標と成果

格子QCDによる有限化学ポテンシャル領域の中間子遮蔽質量の研究 (八尋正信、河野

宏明 [佐賀大学]、高橋純一 (D3))

有限温度・有限密度領域における中間子の振る舞いはQCD物性の研究において重要

なものの一つである。カイラル対称性の回復を調べたり、核力の到達距離を調べたり

するのに、中間子遮蔽質量は有用である。核力の観点から核物質中の中間子の振る舞

いも興味深いトピックの一つであるが、まだ不明な点が多く研究が盛んな分野の一つ

である。

QCDの第一原理計算として格子QCDがあるが、有限化学ポテンシャル (µ)領域の
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計算は符号問題により困難である。そこで我々は従前より中間子遮蔽質量とは別の物

理量で実績のある虚数化学ポテンシャル (µI)領域からの解析接続の方法を用いた。こ

の µI領域には符号問題はなく、厳密に格子QCD計算が可能である。

我々は格子QCDにより虚数 µ領域で π,ρ中間子遮蔽質量を計算した。π中間子はカ

イラル対称性に関係する。T = 1.08Tcにおいて µIが 0から π/3の範囲内で非閉じ込め

相から閉じ込め相に変わる。この温度では π中間子遮蔽質量は大きな変化を見せ、閉

じ込め相 (T = 0.93Tc)における値と近くなるのを確認した。つまり、虚数 µ領域にお

いて中間子遮蔽質量を用い、初めてカイラル対称性の回復の兆候を捉えたこととなる。

中間子遮蔽質量の虚数 µ依存性を実数 µ領域に外挿し、π,ρ中間子遮蔽質量の実数 µ

依存性を求めた。昨年度におけるクォーク数密度の研究の時と同様に、中間子遮蔽質

量の実数 µへの外挿の信頼出来る領域を見積もった。π中間子に関しては µ/T ∼ 1.0、

ρ中間子に関しては µ/T ∼ 1.5まで外挿に信頼がある結果となった。

本研究は高橋氏を中心に推進され、その成果は近日Physical Review D誌に論文を投

稿予定である。

スカラー・擬スカラー中間子極質量の温度依存性に対する有効模型による研究 (八尋正

信、河野宏明 [佐賀大学]、高橋純一 (D3)、石井優大 (D2))

ハドロン質量は、量子色力学 (QCD)の真空に対して本質的な物理量である。有限温

度 T では、時間方向と空間方向に対してそれぞれ質量を定義できる。極質量 (遮蔽質

量)は時間方向 (空間方向)へのハドロンの伝播関数から決定される。ハドロンの極質量

は原子核衝突実験における観測量であるため、その温度依存性の予言が望まれる。し

かし、有限 T における格子QCDでは極質量の計算が難しく、比較的に取り扱いの容

易な遮蔽質量が盛んに計算されている。一方、有効模型では極質量と遮蔽質量のどち

らも計算可能である。従って、遮蔽質量に対する格子QCD計算の結果と整合するよう

に有効模型を構築し、その有効模型を用いて極質量の温度依存性を予言することが重

要である。

本年度では、QCD真空におけるU(1)A対称性の破れに着目し、軽いスカラー中間子

と擬スカラー中間子を取り扱った。QCD真空はトポロジカルに非自明なゲージ配位 (イ

ンスタントン)を有し、その配位と量子異常によりU(1)A対称性が破れる。温度 T が上

昇するにつれてインスタントン的配位が抑制されるため、高温極限T → ∞でU(1)A対

称性が実効的に回復すると考えられている。近年の格子QCD計算は、カイラル相転移

温度付近におけるU(1)A対称性の回復を示しており、カイラル対称性とU(1)A対称性の

回復に相関があることを示唆している。このU(1)A対称性の回復を有効模型に取り込む

ことを考えた。有効模型として entanglement Polyakov-loop extended Nambu―Jona-

Lasinio (EPNJL) 模型を用いた。EPNJL模型では、U(1)A 対称性の破れをKobayashi-
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Maskawa- ’t Hooft (KMT) 相互作用で記述している。π, a0 中間子の遮蔽質量に対す

る格子QCDの結果を再現するように、KMT相互作用の強さの温度依存性を決定した。

構築された模型に基づき他の U(1)Aパートナー (K,κ中間子や ηs̄s, σs̄s中間子)の遮蔽

質量を計算し、格子QCD計算の結果と比較した。新たに調整パラメータを導入するこ

となく定量的な一致が得られた。この整合性を根拠として、π,K, η, η′, a0, κ, σ, f0中間

子の極質量の温度依存性を予言した。

本研究は石井氏を中心に推進されている。

格子QCDと中性子星観測を用いたハドロン ·クォーク相転移線の決定 (八尋正信、河

野宏明 [佐賀大学]、管野淳平 (D1))

ハドロン物理学における重要な課題は、有限温度 T ·有限密度 (有限クォーク化学ポ

テンシャルµq)におけるハドロン物質やクォーク物質の振舞いを知ることである。これ

は量子色力学 (QCD)相図を解明することに直結しており、特に、ハドロン相とクォー

ク相の境界線 (ハドロン ·クォーク相転移線)の位置の決定が大きなトピックの一つであ

る。この課題へのアプローチとして、格子QCDによる数値シミュレーションがある。

格子QCDは有限 µq領域において符号問題に直面するが、µq/T ≲ 1領域おいては信頼

性の高いデータが得られている。一方、より高密度領域のQCD相図を探るために、今

までに様々な有効模型が構築されてきたが、パラメータによる不定性が問題となって

いる。しかしこれは、中性子星の観測データを用いることで解決可能である。

そこで本研究では、µq/T ≲ 1では格子 QCDデータ、µq/T = ∞では中性子星観
測を再現する有効模型を構築し、ハドロン ·クォーク相転移線の位置の決定を目指し
た。まず、ハドロン物質を相対論的平均場理論 (RMF)、クォーク物質を entanglement

Polyakov-loop extended Nambu–Jona-Lasinio (EPNJL)模型で記述する 2相模型を構

築した。次に、2相模型に含まれるパラメータを格子QCD計算と、2010年に発見され

た 2M⊙をもつ中性子星観測を再現するように決定した。結果、中性子星観測と完全に

整合するRMF、EPNJL模型に含まれるベクトル相互作用の強さの密度依存性を決定

できた。最後に、ハドロン ·クォーク相転移線を描き、T = 0における臨界化学ポテン

シャルの値は、ハドロン相を記述する模型にはほとんど依存しないことが分かった。

本研究は管野氏を中心に推進されている。

2+1フレーバー系におけるクォーク・ハドロン転移の有効模型による解析 (八尋正信、

河野宏明 [佐賀大学]、高橋純一 (D3)、石井優大 (D2)、管野淳平 (D1)、宮原昌久 (M2))

ハドロン相とクォーク・グルーオン・プラズマ相間の遷移は、クロスオーバーである

ことが格子QCD計算によって確かめられている。このクロスオーバー転移の物理的機

構を解明するにあたって、物理的な解釈を容易に出来ることから有効模型による解析

3



が盛んに行われている。

本研究では、低温領域を hadron resonance gas (HRG)模型、高温領域をクォーク・

グルーオンの自由度による有効模型によって記述し、二つの模型を滑らかに遷移する

ハイブリッド模型を現象論的に構築した。ゼロ密度における格子QCD計算の結果をこ

のハイブリッド模型によって解析した。種々の物理量をハドロン部分とクォーク・グ

ルーオン部分へと各温度ごとに分離したことで、ハドロンが支配的な状態からクォー

ク・グルーオンが支配的な状態に転移する時の温度を定義できた。さらに、このハイ

ブリッド模型は 2+1 flavor系の格子QCD計算におけるカイラル凝縮とポリヤコフルー

プの温度依存性をおおよそ再現できる。ここで、カイラル凝縮を計算する際、ハドロ

ン質量のカレントクォーク質量微分に温度依存性を考えると格子QCD計算の結果を説

明できることが新たに分かった。また、バリオン数感受率とアイソスピン感受率への

解析からハイブリッド模型の有限密度領域に関する情報を得られた。今後は、この情

報を用いて有限密度領域にアプローチしたいと考えている。

本研究は、宮原氏を中心に推進されている。

純虚数化学ポテンシャル領域における 2+1フレーバー系QCD相図の解析 (八尋正信、

河野宏明 [佐賀大学]、石井優大 (D2)、管野淳平 (D1)、戸川秀一 (M1))

量子色力学（Quantum Chromodynamics, 以後QCDと略す）は、クォーク間の強い

相互作用をグルーオン交換により記述する理論である。有限温度 T , 有限クォーク化学

ポテンシャル µqにおけるクォークとグルーオンの状態図はQCD相図と呼ばれる。有

限クォーク化学ポテンシャル µqは、クォーク数密度に対応する。

QCD相図の相構造の強力な解析手段として、QCDの第一原理計算である格子QCD

計算がある。しかし格子QCD計算は、有限 µq領域においては、符号問題のために計

算が困難となる。そこで、有効模型で有限 µq領域を解析することを考える。この際、

解析に用いる有効模型の持つパラメータの不定性をできるかぎり抑えることが重要に

なる。

有効模型のパラメータの不定性を抑える方法として、符号問題のない格子QCD計算

の実行可能な領域で、格子QCD計算の結果を再現するように有効模型を構築する事が

考えられる。ゼロクォーク化学ポテンシャル（µq = 0）領域は典型的なその例である

が、純虚数クォーク化学ポテンシャル（µI,q = Imµq）領域も符号問題を回避できる領

域である。従って、格子QCD計算から得られる物理量の結果に含まれる誤差は小さく

なり、この結果を参考にすれば、有効模型のパラメータを精度よく決定できる。最後

に、純虚数クォーク化学ポテンシャル領域で構築した有効模型の結果を解析接続する

ことにより、有限実数クォーク化学ポテンシャル領域の情報を得ることができる。

2+1フレーバー系のQCDで、近年、この純虚数化学ポテンシャル領域における格子
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QCD計算の結果が得られ始めている。そこで本研究では、純虚数化学ポテンシャル領

域での格子QCD計算の結果を再現するような 2 + 1フレーバー有効模型の構築、また

その模型を使った、物理量の振る舞いの解析を目指した。従来の有効模型のパラメー

タでは、格子QCD計算の結果を定性的には再現するものの、定量的には大きくずれて

いた。そこで、新たにクォーク間相互作用を加える事によって、この問題の解決を図っ

ている。

本研究は戸川氏を中心に推進されている。

2+1フレーバー系における有効模型による量子色力学 (QCD)相図の研究 (八尋正信、

河野宏明 [佐賀大学]、石井優大 (D2)、管野淳平 (D1)、宮原昌久 (M2)、鳥越悠平 (M1))

初期宇宙は非常に高温で物質形成を伴った宇宙進化を経て現在の低温の宇宙へと至っ

たと考えられている。したがって宇宙の進化や物質の形成の起源を知るためには、有

限温度・有限クォーク化学ポテンシャルの関数としてクォークとグルーオンの取りう

る状態を知ることが重要となる。クォークとグルーオンの取りうる状態を図で書いた

ものをQCD相図と呼ぶ。特に宇宙進化や物質の形成はクォーク・グルーオンがハドロ

ン内部に閉じ込められている状態と閉じ込めから開放され自由に振舞っている状態を

移り変わる（クォーク・ハドロン相転移）現象である。

QCD相図を調べるのに最も有効な方法としてQCDの第一原理計算である格子QCD

があるが、符号問題のため高密度領域では計算が困難になってしまう。そこで、低密

度領域における計算結果を再現する有効模型を構築し、構築した模型をQCD相図の全

領域に拡張する。

格子QCDの計算によりクォーク・ハドロン相転移はクロスオーバーであることが示

されている。2フレーバーの有効模型では研究が盛んに行われ、クロスオーバーを再現

する有効模型はあるが、より現実に近い 2+1フレーバー系ではまだ再現する有効模型

は存在しない。そこで、本研究では 2+1フレーバー系において格子QCD計算の結果

を再現する有効模型の構築を目指した。

具体的な方法は、それぞれ低温側でのみ格子 QCDの計算結果を再現する Hadron

Resonance Gas(HRG)模型と高温側でのみ格子QCDの計算結果を再現する自由なクォー

ク+Polyakov-potentialで記述される模型を組み合わせ、高温側での格子QCD計算の結

果と低温側での格子QCDの計算結果を同時に再現できる有効模型の構築を目指した。

本研究は宮原氏と鳥越氏を中心に推進されている。

3次元 3状態ポッツ模型を用いたQCD相図の研究 (八尋正、河野宏明 [佐賀大学]、高

橋純一 (D3)、開田丈寛 (M1))

QCDの第一原理計算として、格子QCDは強力な計算手法として様々な研究に用い
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られているが、有限化学ポテンシャル領域においては、符号問題が生じてしまい計算上

の困難が生じてしまう。そこで、格子QCDにおける重いクォーク・強結合の極限に対

応する 3次元 3状態ポッツ模型を用いてこの問題にアプローチした。この模型は、QCD

の閉じ込め現象が持つ Z(3)対称性を持つ古典統計に従うスピン系であり、有限化学ポ

テンシャル領域において格子QCDと同様に符号問題を持つため、格子QCDの良い類

推としてこの模型で研究されている。また、計算コストの面から見ても格子QCDより

も比較的に小さいため、様々な計算方法を試すことができる。

本研究では、この模型のハミルトニアンとポッツ模型におけるスピンを様々にとって

数値計算を行った。まず、純虚数化学ポテンシャル領域を取り上げた。格子QCDにお

いて、この領域では厳密な数値計算が可能であり、RW周期性並びに RW相転移が現

れることが確認されている。これを 3次元 3状態ポッツ模型を用いて同様な周期性、相

転移が現れることを確認した。次に、実数化学ポテンシャル領域において、ハミルト

ニアンを Z(3)対称性を取り入れた形に書き換え、またスピンを 3, 4, 7状態の 3つのパ

ターンで数値計算を行った。これらの場合では符号問題が存在しないが、クォーク質量

M と化学ポテンシャル µ との比 µ/M = 1においてフェルミ面を示唆するような変化

が確認できた。また、これを符号問題が存在する 13状態に拡張した場合、再重み法を

用いて符号問題の深刻さを計算したが、µ/M = 1付近のごく狭い領域で符号問題の影

響が小さいながら現れた。これは Z(3)対称性を取り入れないハミルトニアンを用いた

場合と比べて、符号問題が格段に改善されており、今回の計算方法は実際の格子QCD

においても有用なものになるのではないかと思われる。

本研究は開田氏を中心に推進されている。

6Li弾性散乱における 4体ダイナミクス (八尋正信、松本琢磨、緒方一介 [大阪大学核物

理研究センター准教授]、渡邉慎 (D3))
6Liは中性子 (n)、陽子 (p)、4Heの 3つの粒子がそれぞれが緩く束縛した原子核であ

り、標的核 (T)との散乱過程で容易に分解する。例えば、6Liが 3つの構成粒子バラバ

ラに分かれる過程 (6Li + T → n+ p+ 4He +T) があり、ここでは標的核の自由度も含

めて 4体分解過程と呼ぶ。一方で、6Liはサブシステムである n + p系が重陽子 (d)と

して束縛するため、6Liが 2つの粒子に分かれる 3体分解過程 (6Li +T → d+ 4He+T)

も存在することになる。これら 3体分解過程と 4体分解過程は反応の途中で複雑に絡

み合うため、統一的に 1つの模型で記述されるべきである。これを可能にする模型と

して、4体連続状態離散化チャネル結合法 (4体CDCC)を用いる。4体CDCCを 6Li +
209Bi散乱と 6Li + 208Pb散乱に適用した結果、広範囲の入射エネルギー (24–210 MeV)

に渡って実験データを説明した。次に、3体分解過程または 4体分解過程のどちらが反

応に本質的かを検証した。その結果、3体分解過程が重要であることを突き止めた。こ
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れは即ち「6Li内部の dは散乱途中でほとんど分解しない」ということを意味する。

この成果は Physical Review C誌に掲載された。今後は 6He (= n+ n+ 4He)などの

クラスター核に同様の解析手法を適用し、反応メカニズムの普遍性を探っていく。本

研究は渡邉氏を中心に推進された。

反応断面積で探る逆転の島とそれを超えた領域 (八尋正信、清水良文、松本琢磨、木村

真明 [北海道大学准教授]、武智麻耶 [新潟大学助教]、福田光順 [大阪大学准教授]、西村

太樹 [東京理科大学助教]、鈴木健 [埼玉大学教授]、蓑茂工将 [大阪大学核物理研究セン

ター特任助教]、田上真伍 (D3)、渡邉慎 (D3)、嶋田充宏 (D3))

「逆転の島」は、核図表において陽子数が 10–12 (Ne, Na, Mg)、中性子数が 20–22付

近の領域を指し、領域内の原子核は殻の逆転に伴う「魔法数の破れ」や「巨大な変形」

といった安定核では見られない性質を示す。近年、理化学研究所の加速器施設RIBFに

よって、NeやMg同位体に対する反応断面積が系統的に測定できるようになり、実験

データに基づいてこの領域を探索できるようになった。我々は反対称化分子動力学法

と二重畳み込み模型を用いた微視的理論によって、測定された反応断面積の解析をこ

れまで行ってきた。Mg同位体では、大きな変形が逆転の島を超えた領域まで続いてい

ることを昨年度の時点で明らかにしている。

今年度は同様の解析をNa同位体に適用した。我々の理論は反応断面積のデータをよ

く再現しており、実験と整合性のある理論であることを確認できた。今後はAlの解析

も同様に進め、逆転の島の北側の原子核の構造がどのように実験データに表れている

かを検証する。Alまで計算を終えた時には、中性子数の変化（アイソトープ依存性）

だけでなく、陽子数の変化（アイソトーン依存性）や質量数の変化（アイソバー依存

性）を追うことで、原子核の殻進化を探索する。本研究は渡邉氏を中心に推進された。

ハロー性を定量化するパラメータの提案とその普遍的性質の解明 (八尋正信、松本琢

磨、渡邉慎 (D3)、豊川将一 (D2))

ハロー核とは、コアとなる原子核に数個の核子が異常に広がった構造を持つ原子核

のことである。1985年、谷畑氏らによって Li同位体の相互作用断面積が系統的に測定

され、11Liの異常性（ハロー構造）が発見された。それ以降、相互作用断面積 (σI)や

反応断面積 (σR)は新たなハローを発見するためのプローブとして、系統的に測定され

るようになった。このように、反応断面積はハロー探索のための強力な指標であるが、

特に弱束縛極限における定量的な振る舞いはよく分かっていない。また、反応断面積

は質量数や入射エネルギーなどに依存する量であるため、どれだけ大きい断面積が得

られればハローとみなせるかも疑問である。本研究では、ハロー性を定量化するパラ

メータを反応断面積を用いて定義し、その普遍的性質を明らかにする。
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今年度は、コア核 (c)と中性子 (n)からなる 1中性子ハロー核 (a)に焦点を絞って研究

を行った。ハロー性を定量化するパラメータをH = [σabs(a)− σabs(c)]/σabs(n)と定義

する。ここで σabs(x)は入射粒子 x(= a, n, c)の吸収断面積で、共通の標的核、共通の核

子あたりの入射エネルギーを取る。Hは 0 ≤ H ≤ 1の値を取り、H = 0でハロー性が

最も弱く、H = 1で最も強い。我々は分解効果が無視できる高エネルギー入射の反応に

おいて、σR(x) ≈ σabs(x)となる性質を用い、σR(x)に対する実験値からHの値を種々
のハロー核に対して決定した。その後、アイコナール近似と断熱近似に基づく模型計

算によって 1中性子分離エネルギー (Sn)を変化させることで、Hを弱束縛極限へ外挿
した。H = 1 は s状態ハロー核の弱束縛極限のみで実現され、さらに、(Sn,H) = (0, 1)

という点はあらゆる s状態ハロー核に普遍的に現れることを示した。ここまでの成果

はPhysical Review C誌に投稿中である。今後は 6Heなどの 3体クラスター系にまで適

用範囲を広げ、2体クラスター系との共通点や相違点を明らかにしたい。本研究は渡邉

氏を中心に推進された。

二重畳み込み模型を用いた 3,4He-原子核弾性散乱の解析 (八尋正信、松本琢磨、蓑茂工

将 [大阪大学核物理研究センター特任助教]、豊川将一 (D2))

弾性散乱を記述する微視的な理論として、g行列有効相互作用を入射核および標的核

密度で畳み込むことで光学ポテンシャルを構築する、畳込み模型が広く用いられてい

る。畳込み模型は核子-原子核散乱を良く記述するが、原子核-原子核散乱に対しては有

効相互作用の構築と散乱の記述に理論的な不整合が残されている。

本研究では 3,4He原子核入射の弾性散乱に対して、散乱過程における 3,4He原子核の

励起や分解を有効相互作用に繰り込まずに明示的に取り扱うことにより、前述の問題

が解決され、さらにこの弾性散乱が記述されることを示した。さらに 3He弾性散乱に

対して、実際に 4体CDCC計算を行うことでEin/A=70 MeV以上では分解効果が小さ

いことを確かめ、提案した模型の正当性を主張する結果を得た。

本研究の成果は Physical Review C誌に掲載された。

t行列畳み込み模型を用いた高エネルギー原子核散乱の解析 (八尋正信、松本琢磨、河

野通郎 [大阪大学核物理研究センター協同研究員]、豊川将一 (D2)、平河優真 (M2))

原子核は、陽子と中性子 (総称して核子と呼ぶ)からなり、それらの数の組み合わせ

により性質が決まる有限量子多体系である。原子核には、安定核と不安定核が存在し、

特に今までの安定核の研究では見られなかった特異な構造を持つ不安定核の構造につ

いて、実験・理論の両面から精力的な研究が行われている。日本の理化学研究所の実

験施設RIBF(RI Beam Factory)では不安定核の多くを生成可能であり、実際に入射エ

ネルギー 300[MeV]周辺での不安定核の実験が行われている。
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原子核の構造を調べる方法として、原子核同士を衝突させてその散乱の様子を調べ

る方法が採られる。原子核散乱では断面積と呼ばれる観測量が得られるが、これは原

子核の構造を反映した重要な物理量である。原子核反応の断面積を調べることで原子

核構造の理解が可能となり、これは原子核研究の大きな目標の一つとなっている。

反応を記述する理論の出発点は、入射および標的粒子の間に働くポテンシャルの下

で 2粒子散乱の Schrödinger方程式を解くことである。その際、ポテンシャルを構築す

る理論として畳み込み模型が広く用いられている。畳み込み模型は、有効相互作用と

入射核および標的核の密度によりポテンシャルを構築する模型である。本研究の目的

は、この有効相互作用として原子核散乱を良く記述するものを決定することである。

そこでまず、有効相互作用として既に提唱されているFraney-Love t行列を用いて解

析を行った。Franey-Love t行列は、核子-核子散乱の観測量を再現するようにパラメー

タが決定された有効相互作用である。この t行列と畳み込み模型を用いて、陽子-12Cお

よび 12C-12C散乱の解析を行った。その結果、陽子-12C散乱の実験データは良く再現し

たが、12C-12C散乱の反応断面積は再現できず、最大で約 15%過大評価した。

この原因は、1核子当りのエネルギーを等しくしても核子-核子、核子-核、そして核-

核散乱の 3つの系で波数が異なってしまうことにあるという考察を行った。そこで、t

行列は波数にも依存していると考え、波数依存性を非局所性という形で取り込むこと

により t行列の再構築を行った。その結果、核子-核子散乱を再現したまま、陽子-12C

および 12C-12C散乱をともに良く記述する有効相互作用を決定することができた。

今回構築した t行列を用いて他の系の解析を行い、本研究での t行列に対する非局所

性の議論が妥当であったかを確認することが今後の課題である。

本研究は平河氏と豊川氏を中心に推進された。

カイラル有効理論の核力に基づく有効相互作用の構築 (八尋正信、松本琢磨、緒方一

介 [大阪大学核物理研究センター准教授]、河野通郎 [大阪大学核物理研究センター協同

研究員]、蓑茂工将 [大阪大学核物理研究センター特任助教]、豊川将一 (D2))

2核子力や多核子力を系統的に決定できるカイラル有効理論に基づく核力は、少数核

子系や軽い原子核構造の第一原理計算、核物質計算などに適用され、現代の核物理研

究の中心的な役割を果たすようになってきた。しかし多体問題としての原子核反応へ

の適用はなされておらず、この核力によって原子核反応が記述されるか、多核子力の

効果がどのように現れるかは明らかにされていない。そこで本研究では、Brückner理

論によりカイラル有効理論の核力から g行列有効相互作用を導出し、核反応計算に用

いることで、上記の課題に取り組んだ。

「カイラル有効理論＋Brückner理論」の枠組みによって導出された g行列有効相互

作用を用いることで、核子および 3,4He-原子核散乱をパラメタフリーに記述すること
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に成功した。また弾性散乱における 3核子力効果は、核子散乱では小さく、3,4He散乱

では散乱角後方で断面積を小さくすることを確かめた。現在の枠組みにおいて現れて

いる 3核子力効果は、主に 2π交換型の 3核子力に起因しており、中間状態で∆励起が

Pauli原理により抑制される効果が重要であると考えられる。

本研究の成果は Physical Review C誌に掲載された。

格子上の核子系有効場理論による核子系の統一的記述 (八尋正信、原田恒司 [九州大学

基幹教育院教授]、佐々部悟 (D2))

微視的原子核理論に用いられる有効核力は安定核の情報を元に構築されており、不

安定核に適用した際にその不定性が大きな問題となっている。この不定性を排除する

ためには、有効核力の構築と核子多体系の記述とを同一の理論的枠組みで統一的に実

行する必要がある。

そこで本研究では、QCDと低エネルギーで等価な核子系有効場理論を格子上に構築

することで実行する。本年度は、格子計算の実行に必要な低エネルギー結合定数を決

定するため繰り込み群解析を実行した。

３次元無限小クランキングした角運動量射影法を用いた γバンドの研究 (清水良文、田

上真伍 (D3))

角運動量射影法において内部状態の時間対称性を破ることは非常に重要であり、こ

れまで微小に回転させた内部状態を用いて軸対称変形した原子核の回転状態の研究を

行ってきた。軸対称変形した状態には量子力学的に回転軸は一つしか存在しないが、非

軸対称変形した一般の状態は３つの主軸の回りに回転することができる。この時、３

つの主軸の回りに微小な回転を行った内部状態を用いて角運動量射影すると、回転し

ていない状態から射影した結果と大きく異なることを示し、これを角運動量射影法に

おける「無限小クランキング」と名付けた。

他方、原子核には強い電磁遷移確率で結びついた回転バンドが複数存在するが、最も

よく知られた基底状態回転バンドの上に、γバンドと呼ばれる角運動量が 2+2 から始ま

る励起回転バンドが系統的に観測されている。この回転バンドは軸対称に変形した基

底状態の回りの非軸対称性を破るような振動状態、または非軸対称変形した回転状態

と２通りに解釈されてきたが、この γバンドを無限小クランキングを行い非軸対称変

形の効果を考慮した角運動量射影法によって考察した。３つの主軸の回りに無限小ク

ランキングを行い、異なる非軸対称変形の状態を重ねあわせた上で角運動量射影を行っ

た結果、無限小クランキングを行わない場合に実験に比べて高かった 2+2 のエネルギー

が実験に近い値に下がり、また遷移確率も実験値に近い値になることを示した。また、

この時結果として得られる平均的な非軸対称変形度は比較的小さく、通常軸対称と考
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えられていることと矛盾しないことを明らかにした。以上のことを論文にまとめた。

この研究は田上氏を中心に行われている。

角速度混合した角運動量射影による希土類領域原子核の回転バンドの研究 (清水良文、

田上真伍 (D3)、嶋田充宏 (D3))

昨年度、クランキング法と角運動量射影法を整合させる方法として、角速度混合し

た角運動量射影計算を提案した。これは、異なる角速度をもった回転状態を角運動量

射影することによって得られるいくつかの状態を重ね合わせることで最終的な状態を

得るという方法である。

信頼性の高い有効相互作用の１つであるGogny相互作用を用いて、希土類領域の原

子核の多くの基底回転バンドについて計算を行った。さらに、高速回転状態において

は回転整列により、基底回転バンド (g-band)と回転整列したバンド (s-band)が交差す

る g-sバンド交差が起こることが知られている。そこで、164Erの s-bandについてもこ

の手法を適用した。１つの状態からの射影計算に比べて慣性能率のスピン依存性が改

善し、対相関をよく再現している原子核に対しては実験値を非常によく再現した。ま

た、調整パラメータなしにもかかわらず、g-sバンド交差が現れることが確認できた。

この成果は論文にまとめ発表した。

本研究は嶋田氏を中心に行われている。

角運動量射影法による高速回転する非軸対称変形核の研究 (清水良文、田上真伍 (D3)、

嶋田充宏 (D3))

角運動量の大きな極限である高速回転状態は、有限量子多体系である原子核の独立

運動と集団運動との競合を調べるのに適した状態であり、ウォブリング回転バンドや

カイラル二重項回転バンドといった興味深い特異な回転バンドが数多く観測されてい

る。ウォブリング回転バンドは、古典的非軸対称剛体の歳差運動を量子化したような

回転状態であり、他方、カイラル二重項は３つの角運動量が右手系と左手系という鏡

映対称な２つの組み方をとることにより生じる二重項であるが、昨年度までの研究に

より、微視的な角運動量射影計算においてもウォブリング回転やカイラル二重項が現

れることは確認され、ウォブリング回転のメカニズムやカイラル二重項に現れる特徴

的な電磁遷移のジグザグ構造を確かめた。本年度は、Gogny相互作用を用いた角運動

量射影計算を行い、調整パラメータなしにウォブリング運動が現れることを確かめた。

本研究は嶋田氏を中心に行われている。

変形混合した角運動量射影計算によるMg同位体の低スピン状態の研究 (八尋正信、清

水良文、松本琢磨、田上真伍 (D3)、嶋田充宏 (D3)、渡邉慎 (D3))

11



近年の加速器技術の発展により、中性子過剰核のデータが蓄積され、「逆転の島 (Island

of inversion)」に関する研究が注目を集めている。逆転の島の領域内の原子核は「魔法

数の破れ」といった安定核では見られない性質を示す。最近では、この領域を超えて

ドリップライン近傍までMg同位体の実験データが揃ってきている。

これまでの我々の研究により、原子核構造計算における信頼性の高い有効相互作用の

１つであるGogny相互作用を用いて、１つの変形度の状態からの角運動量射影だけで

なく、変形度の異なる状態について重ね合わせた計算を行うことも可能になった。そ

こで、この方法を用いてMg同位体について、励起エネルギーなどの計算を行ったと

ころ、実験値との非常に良い一致が得られた。また、実験で測定されているいくつか

の物理量に対して、変形度混合の効果や微小な角速度を付加することによる効果につ

いて調査した。また、変形度を考える上では、B(E2)だけではなく、半径も同時に考

えることが重要であることがわかった。この成果を論文にまとめ、現在投稿中である。

本研究は、嶋田氏を中心に行われている。
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J. Takahashi, M. Ishii, H. Kouno, J. Sugano, and M. Yahiro,

Proceedings of Science (Lattice 2014) 187 (2015)

Temperature dependence of meson screening masses; a comparison of effective model

with lattice QCD:

M. Ishii, T. Sasaki, K. Kashiwa, H. Kouno, and M. Yahiro,

Proceedings of Science (Lattice 2014) 190 (2015)

Ground-State Properties of Mg Isotopes in and Beyond the Island of Inversion through

Reaction Cross Sections:

S. Watanabe, K. Minomo, M. Shimada, S. Tagami, M. Kimura, M. Takechi, M. Fukuda,

D. Nishimura, T. Suzuki, T. Matsumoto, Y. R. Shimizu, and M. Yahiro,

JPS Conference Proceedings 6 (2015) pp. 020024-1−6.

Study on breakup mechanism of unstable nuclei with CDCC:

T. Matsumoto,

Proceedings of the 14th International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms
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(2015) pp. 177 – 180.

Microscopic approach to nucleon-nucleus and nucleus-nucleus scattering in the frame-

work of chiral effective field theory and Brueckner-Hartree-Fock theory:

M. Toyokawa, M. Yahiro, T. Matsumoto, K. Minomo, K. Ogata, and M. Kohno,

Proceedings of the 14th International Conference on Nuclear Reaction Mechanisms

(2015) pp. 189 – 194.

⟨⟨その他の論文 ⟩⟩

講演

⟨⟨海外での講演 ⟩⟩
Determination of UA(1) restoration from meson screening masses by using the entan-

glement PNJL model: Toward chiral regime:

M. Ishii, J. Takahashi, H. Kouno, and M. Yahiro,

The 33nd International symposium on lattice field theory (LATTICE 2015), July 18,

2015, Kobe, Japan.

Four- and three-body channel coupling effects on 6Li elastic scattering:

S. Watanabe, T. Matsumoto, K. Minomo, K. Ogata, and M. Yahiro,

21st International Conference on Few-Body Problems in Physics (FB21), May 19,

Chicago, USA

Microscopic approach to nucleon-nucleus and nucleus-nucleus scattering in the frame-

work of Chiral effective field theory and Brueckner-Hartree-Fock theory:

M. Toyokawa, M. Yahiro, T. Matsumoto, K. Minomo, K. Ogata, and M. Kohno,

14th international conference on nuclear reaction mechanisms (Varenna2015), June 16,

Varenna, Italy

Study on breakup mechanism of unstable nuclei with CDCC:

T. Matsumoto,

14th international conference on nuclear reaction mechanisms (Varenna2015), June 18,

Varenna, Italy
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以下、ポスター発表.

Effective model analysis of UA(1) symmetry restoration in meson screening masses:

M. Ishii, J. Takahashi, H. Kouno, and M. Yahiro,

The 13th International workshop on QCD in extreme conditions (XQCD 2015), Sep

21, 2015, Wuhan, China.

⟨⟨国内での講演 ⟩⟩
EPNJL模型を用いた中間子遮蔽質量の解析：

石井優大, 高橋純一, 河野宏明, 八尋正信,

日本物理学会 2015 年秋季大会, 2015 年 9 月 26 日, 大阪市立大学

中間子遮蔽質量の有効模型に基づく解析:

石井優大, 高橋純一, 河野宏明, 八尋正信,

第 121 回日本物理学会九州支部例会, 2015 年 12 月 5 日, 九州工業大学

相対論的平均場理論に基づく核物質の状態方程式:

管野淳平, 河野宏明, 八尋正信,

第 121 回日本物理学会九州支部例会, 2015 年 12 月 5 日, 九州工業大学

虚数化学ポテンシャル領域における 2 + 1 Flavour QCD相図の解析：

戸川秀一, 八尋正信, 河野宏明, 高橋純一, 石井優大, 管野淳平, 宮原昌久, 鳥越悠平, 開

田丈寛,

第 121 回日本物理学会九州支部例会, 2015 年 12 月 5 日, 九州工業大学

クォーク・ハドロンハイブリッド模型による格子QCD計算の解析 I :

鳥越悠平, 高橋純一, 石井優大, 管野淳平, 宮原昌久, 戸川秀一, 開田丈寛, 河野宏明, 八

尋正信,

第 121 回日本物理学会九州支部例会, 2015 年 12 月 5 日, 九州工業大学

クォーク・ハドロンハイブリッド模型による格子 QCD 計算の解析 II：

宮原昌久, 八尋正信, 河野宏明, 高橋純一, 石井優大, 管野淳平, 戸川秀一, 鳥越悠平, 開

田丈寛,

第 121 回日本物理学会九州支部例会, 2015 年 12 月 5 日, 九州工業大学
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QCD相転移とポッツ模型:

開田丈寛, 八尋正信, 河野宏明, 高橋純一, 石井優大, 管野淳平, 宮原昌久, 戸川秀一, 鳥

越悠平,

第 121 回日本物理学会九州支部例会, 2015 年 12 月 5 日, 九州工業大学

2フレーバー格子QCDによる中間子遮蔽質量の化学ポテンシャル依存性:

高橋純一, 河野宏明, 八尋正信,

日本物理学会第 71 回年次大会, 2016 年 3 月 21 日, 東北学院大学

ハドロン相からクォーク相へのクロスオーバー相転移の有効模型による解析：

宮原昌久, 管野淳平, 石井優大, 高橋純一, 河野宏明, 八尋正信,

日本物理学会第 71 回年次大会, 2016 年 3 月 22 日, 東北学院大学

カイラル有効理論に基づく核力による微視的反応解析と 3核子力効果:

豊川将一, 八尋正信, 松本琢磨, 蓑茂工将, 緒方一介, 河野通郎

日本物理学会 2015年秋季大会, 2015年 9月 27日, 大阪市立大学

4体CDCCにおける分解チャネルの分離:

渡邉慎, 松本琢磨, 緒方一介, 八尋正信

日本物理学会 2015年秋季大会, 2015年 9月 27日, 大阪市立大学

4体分解反応・連続状態の分類:

松本琢磨

KEK理論センター研究会「原子核・ハドロン物理の課題と将来」, 2015年 11月 26日,

高エネルギー加速器研究機構

カイラル有効理論に基づく核力による微視的反応解析と 3核子力効果:

豊川将一, 八尋正信, 松本琢磨, 蓑茂工将, 緒方一介, 河野通郎

KEK理論センター研究会「原子核・ハドロン物理の課題と将来」, 2015年 11月 26日,

高エネルギー加速器研究機構

カイラル有効理論の核力に基づく微視的反応解析:

豊川将一, 八尋正信, 松本琢磨, 蓑茂工将, 緒方一介, 河野通郎

第 121回日本物理学会九州支部例会, 2015年 12月 5日, 九州工業大学
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Island of Inversion を超える領域の反応断面積と核構造:

渡邉慎

[RIBF-ULIC-miniWS034] Measurements of Reaction & Charge Changing Cross Sec-

tions for Ni Isotopes and Related Topics, 2016年 3月 11日, 理研

ハロー性を定量化するパラメータの提案とその普遍的性質の解明:

渡邉慎, 八尋正信, 豊川将一, 松本琢磨

日本物理学会第 71回年次大会, 2016年 3月 19日, 東北学院大学

格子上の核子系有効場理論に対する繰り込み群の流れの研究:

佐々部悟, 原田恒司, 八尋正信

日本物理学会第 71回年次大会, 2016年 3月 19日, 東北学院大学

3He, 4He-原子核弾性散乱の微視的記述:

豊川将一, 八尋正信, 松本琢磨, 蓑茂工将, 緒方一介, 河野通郎

日本物理学会第 71回年次大会, 2016年 3月 21日, 東北学院大学

Recent Development of CDCC:

松本琢磨, 蓑茂工将, 緒方一介, 八尋正信

Progress in and beyond Theoretical Nuclear Physics Laboratory, 2016年 3月 28日, 理

化学研究所

変形度混合した角運動量射影法によるMg同位体の低スピン状態:

嶋田充宏, 渡邉慎, 田上真伍, 清水良文, 八尋正信,

日本物理学会秋季大会, 2015年 9月 27日, 大阪市立大学

以下、ポスター発表.

中間子遮蔽質量による U(1)A対称性の回復の決定:

石井優大, 高橋純一, 河野宏明, 八尋正信,

基研研究会“熱場の量子論とその応用”, 2015年 9月 1日, 京都大学基礎物理学研究所

外部資金
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⟨⟨文部省科学研究費補助金 ⟩⟩
文科省科学研究費補助金、基盤研究 (C)

カイラル有効理論に基づく微視的多体理論の構築と 3核子力効果

研究代表者: 八尋正信

文科省科学研究費補助金、特別研究員奨励費

微視的反応・構造理論による不安定核構造の系統的解明

研究代表者: 渡邉慎

文科省科学研究費補助金、特別研究員奨励費

核力に立脚した微視的理論による不安定核の静的および動的性質の系統的解明

研究代表者: 佐々部悟

文科省科学研究費補助金、特別研究員奨励費

信頼性の高い有効模型の構築とそれを用いたQCD物性の解明

研究代表者: 石井優大

文科省科学研究費補助金、特別研究員奨励費

有効模型と格子QCD計算に基づいたQCD相図の高密度領域の解明

研究代表者: 管野淳平

⟨⟨文部省科学研究費補助金以外の外部資金 ⟩⟩
豊川将一、平成 27年度 九州大学基金支援助成事業（国際会議等参加等支援）

日本学術振興会特別研究員等及び共同研究の採択 (学外からの受け入れを含む)

渡邉慎, 日本学術振興会特別研究員 (DC1)

佐々部悟, 日本学術振興会特別研究員 (DC1)

石井優大, 日本学術振興会特別研究員 (DC2)

管野淳平, 日本学術振興会特別研究員 (DC1)

学部４年生卒業研究
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【前期】上野熊紀、牛谷征貴、棚町昴平、本宮弘喜、堀ノ内亮 (担当: 清水)

「素粒子 ·原子核物理入門」の輪講

【後期】牛谷征貴、本宮弘喜、堀ノ内亮 (担当: 八尋、清水、松本)

場の量子論、核反応論、核構造論の輪講・研究

修士論文

平河優真: (指導教員松本琢磨、八尋正信): t行列畳み込み模型を用いた高エネルギー

原子核散乱の解析

宮原昌久:(指導教員 八尋正信): ハドロン相からQGP相へのクロスオーバー転移に

対する格子QCD計算の解析

博士論文

嶋田充宏: (指導教員 清水良文): Microscopic study of various high-spin rotational

states by the angular momentum projection method (角運動量射影法による様々な高

速回転状態の微視的研究) [2016年 3月授与]

高橋純一: (指導教員 八尋正信): Lattice QCD with two-flavor Wilson fermions for

static-quark free energies and quark number densities at finite chemical potential (有

限化学ポテンシャル領域における静的クォークの自由エネルギーとクォーク数密度に

対する 2フレーバーウィルソンフェルミオンでの格子QCD計算) [2016年 3月授与]

渡邉慎: (指導教員 八尋正信、松本琢磨): Dynamic and Static Properties of Weekly-

bound Nuclei (弱束縛核の動的性質と静的性質) [2016年 3月授与]

その他の活動と成果

渡邉慎: 九州大学主催 日本学術振興会特別研究員申請に関する説明会, 講師

渡邉慎: 大阪大学核物理研究センター理論部セミナー, 講師
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