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研究・教育目標と成果

中間子極質量の温度依存性に対する有効模型を用いた予言 (八尋正信、河野宏明 [佐賀

大学]、石井優大 (D3))

中間子質量は量子色力学 (QCD)の真空に対して本質的な物理量である。中間子質量

の温度 T 依存性からQCD真空の変質をみることができる。有限 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 Mpole(遮蔽質量 Mscr)は、時間

(空間)方向に対する中間子伝播関数の漸近形から決定される。重イオン衝突実験で観測

できる質量はMpoleであるため、Mpoleの T 依存性をQCDの第一原理計算 (格子 QCD

計算)から決定することが重要である。しかし、有限 T の格子QCD計算ではMpoleの
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計算に困難があり、代わりにMscrが盛んに研究されている。一方、有効模型ではMpole

とMscrのどちらも計算可能である。そこで本研究では、Mscrに対する格子 QCD 計算

結果を再現するように有効模型を構築し、その模型を用いてMpoleの T 依存性を予言

した。さらに予言の結果と重イオン衝突実験の結果とを比較した。

Polyakov-loop extended Nambu–Jona-Lasinio (PNJL)模型を用いて π,K,ηs̄s,a0,κ,σs̄s

中間子に対するMscr の T 依存性を解析した。まず、カイラル凝縮と π, a0 中間子遮

蔽質量に対する格子 QCD 計算結果から PNJL 模型のパラメータを決定した。次に、

K,κ, ηs̄s, σs̄s中間子の遮蔽質量に対して、格子QCD計算の結果と有効模型の結果とを

比較すると、両者はよく整合した。このような信頼性の高い有効模型を用いて η′ 中間

子極質量の T 依存性を計算し、重イオン衝突実験の結果と比較したところ、誤差の範

囲で一致が見られた。さらに PNJL模型に基づき極質量と遮蔽質量との間に近似的な

関係式が成り立つことを見出した。異なる二つの中間子をそれぞれ ξ, ξ′とすると、遮

蔽質量の比と極質量の比に対してM scr
ξ /M scr

ξ′ ≈ Mpole
ξ /Mpole

ξ′ が成り立ち、遮蔽質量と

極質量の差に対してM scr
ξ −Mpole

ξ ≈ M scr
ξ′ −Mpole

ξ′ が成り立つことを明らかにした。こ

れらの関係式を仮定することで、格子 QCD 計算のみから極質量の予言が可能になる

と期待される。

この成果を論文にまとめ、現在 Physical Review D 誌に投稿中である。本研究は石

井氏を中心に推進され、博士論文としてまとめられた。

格子QCDと中性子星観測によるハドロン・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 (D2))

量子色力学 (QCD)はクォーク・グルーオン間にはたらく強い相互作用を記述する

SU(3)非可換ゲージ理論である。QCDはその非可換性のために漸近自由性をもち、高

エネルギー領域では摂動的取り扱いが可能になる一方、低エネルギー領域では強い非

摂動性を示す。漸近自由性から、温度 T やバリオン数化学ポテンシャル µB を大きくし

ていくとゲージ結合定数が小さくなることが予想される。低エネルギー領域ではハド

ロンが基本的自由度であるが、上記の予想は高エネルギー領域ではクォークやグルー

オンが基本的自由度となることを示唆している。そこで T -µB平面を考えると、低温・

低バリオン数化学ポテンシャル領域にはハドロンが、高温・高バリオン数化学ポテン

シャル領域にはクォーク・グルーオンが存在する領域が広がっていることになる。ハ

ドロン・クォーク相転移線とは、T -µB平面において、ハドロンとクォーク・グルーオ

ンが存在する領域の境界線である。

天体物理学においては、低温・高バリオン数化学ポテンシャル領域におけるハドロ

ン・クォーク相転移線の位置が重要となる。この領域には中性子星が存在しており、も

し中性子星内部にクォーク・グルーオンが存在すると冷却プロセスや最大質量が大きく
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影響を受けるからである。理論的には、QCDの第一原理計算である格子QCDシミュ

レーションで相転移線を決定することが望ましい。しかし、有限 µB領域で発生する符

号問題によりシミュレーションを実行することが難しい。

以上のような背景のもとに、本研究では 2相模型を用いてハドロン・クォーク相転移

線を解析した。2相模型においてはハドロン、クォーク・グルーオン自由度を別々の模型

で記述する必要があり、今回は相対論的平均場理論 (RMF)と entanglement Polyakov-

loop extended Nambu–Jona-Lasinio (EPNJL)模型を用いた。我々はそれぞれの模型に

含まれるパラメータを、中性子星観測・核物質の飽和性・低バリオン数化学ポテンシャ

ル領域で行われた格子QCDシミュレーションの結果と整合するように決めた。その結

果、EPNJL模型に含まれるベクトル相互作用の強さを決定でき、RMFに関しては 2

つのパラメータセットを得た。以上のセットアップに加え、2倍太陽質量を持つ中性子

星内部にはクォーク・グルーオンが存在する、と仮定したうえでハドロン・クォーク相

転移線を描いた。上記仮定を満たすには相転移線の下限が存在しなければならず、計

算結果より低温・高バリオン数化学ポテンシャル領域においては、相転移線の位置の

下限がRMFのパラメータセットにほとんど依存しないことを明らかにし、その位置を

決定した。

本研究は管野氏を中心に推進された。その成果は論文として纏められ、Physical Re-

view D誌に掲載された。

純虚数化学ポテンシャル領域における 2+ 1フレーバーQCDの性質: 模型によるアプ

ローチ (八尋正信、河野宏明 [佐賀大学]、管野淳平 (D2))

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・グルーオン多体

系の性質を理解することは、宇宙進化とそれに伴う物質形成、中性子星の内部構造を

理解するうえで必須の課題である。この課題に取り組むなかで、量子色力学 (QCD)の

分配関数や、物理量の熱力学的期待値を評価する必要がある。経路積分表示に従うと、

グルーオン場の汎関数積分を実行できればQCD分配関数や物理量の期待値を得ること

ができる。しかし、グルーオン場の積分が無限次元であるため実行することは現状不

可能である。

一方、連続理論であるQCDとは対照的に、格子QCDシミュレーションでは 4次元

ユークリッド時空を格子に区切ってその格子上にQCDを定義する。格子化に伴ってグ

ルーオン場の積分が有限次元になることが重要で、QCD分配関数や物理量の期待値を

モンテカルロ法を用いて数値的に評価することが可能になる。シミュレーションでは特

別な近似を使わないので、QCDのダイナミクスを第一原理的に計算でき、統計力学的

性質を理解するための強力な手法として確立している。しかし、有限 µq領域において

は符号問題が発生し、モンテカルロ法を適用する際に確率関数として解釈されるべき
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量が一般に複素数になるためシミュレーションを実行することができなくなる。そこ

で、符号問題による困難を避けるために純虚数 µq領域におけるシミュレーションが盛

んに行われている。純虚数 µq領域には符号問題が存在せず、また実数化学ポテンシャ

ル領域の情報は解析接続により得ることができる。これまでに 2フレーバー系へ盛ん

に応用がなされており、近年は 2+1フレーバー系へも適用されている。

そこで本研究では格子QCDシミュレーションへ有益な示唆を与えることを目的とし、

有効模型を用いて 2+1フレーバー系純虚数 µq領域の性質を調べた。2+1フレーバー系

では 2フレーバー系とは違い、sクォークの化学ポテンシャルを新たに外部変数として

考えることができる。我々は sクォークの化学ポテンシャルを軽クォークのものと同じ

する (条件 1)、あるいは定数に固定する (条件 2) という設定のもとでQCDが持つ性質

を研究した。特に着目したのが、一次のRoberge-Weiss (RW)相転移が起こるかどうか

である。

有効模型としては Polyakov-loop extended Nambu–Jona-Lasinio (PNJL)模型を使っ

た。条件 1と条件 2それぞれを適用して解析を行った結果、条件 2を採用した場合に

は、RW相転移の発生が条件 1に比べて遅れることがわかった。さらに、定数値をある

値より小さくすると、RW相転移が完全になくなることを示した。RW相転移が起こる

と物理量が非解析的になるため解析接続に利用できる領域が狭くなってしまう。本研

究の結果は、クォークの化学ポテンシャルをうまく調整することで、解析接続に利用

できる領域が従来よりも広くなることを示唆している。

本研究は管野氏を中心に推進された。その成果は論文として纏められ、現在Physical

Review D誌に投稿中である。

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]、石井

優大 (D3)、管野淳平 (D2)、宮原昌久 (D1)、鳥越悠平 (M2))

量子色力学相図 (QCD相図)の低密度領域におけるハドロン相とクォーク相間の遷移

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、計算した物理量の物理的な解釈

を容易に行うことが出来ることから有効模型による解析が盛んに行われている。

本研究では、ハドロン相を自由ガス模型 (hadron resonance gas 模型)、クォーク相を

グルーオン背景場中をクォークが伝搬するという描像に基づいて構築された独立クォー

ク模型によって記述した。次に、その二つの模型を体積比因子を使って滑らかにつな

ぎ、ハイブリッド模型を構築した。そして、得られたハイブリッド模型に基づいて種々

の熱力学量を解析した。特に着目したのは、格子QCD計算により得られた種々の感受

率である。格子QCD計算の結果を解析し、ハイブリッド模型に含まれる体積比因子の

化学ポテンシャル依存性についての情報を引き出すことができた。加えて、温度とバ
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リオン数化学ポテンシャルに対するクォーク・ハドロン転移の解析を実行することが

できた。今後は、バリオン数化学ポテンシャル以外の化学ポテンシャルに対する解析

を進める方針である。

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フレーバー系のQCD相図 (八尋正信、河

野宏明 [佐賀大学]、管野淳平 (D2)、戸川秀一 (M2))

原子核を構成する核子はクォークとグルーオンから構成されている。クォークとグ

ルーオンは強い相互作用をし、この相互作用は量子色力学 (Quantum Chromodynamics;

QCD)と呼ばれる理論により記述される。低エネルギー領域においては、QCDのもつ

非摂動性のために、QCDの解析が困難なものとなっている。

横軸に実数クォーク数化学ポテンシャル µ, 縦軸に温度 T をとってクォークとグルー

オンの状態を描いた図を、QCD相図と呼ぶ。QCDの第一原理計算である格子QCD計

算は、µが有限の時に、符号問題という数値計算上の困難を持つ。一方、QCD相図解

明のもう一つの手段である有効模型は、相図の全領域で計算可能であるものの、パラ

メータによる不定性を持っている。そのため、信頼できる有効模型を構築するために

は、格子QCD計算の実行可能な符号問題のない領域において、格子QCD計算の結果

を再現するように有効模型のパラメータを定め、有効模型の不定性を抑えなければな

らない。ところが、実数 µを考えたとき、符号問題が存在しないのは µ = 0の領域に

限られる。一方、純虚数クォーク数化学ポテンシャル µ = iθT を考えると、この領域

では符号問題はない。したがって、有限 θ領域における格子QCD計算の結果は信頼で

きる有効模型の構築に際して非常に有益な情報である。u, d クォークに sクォークを加

えた現実的な 2 + 1 フレーバー系QCDについては、近年になって幾つかの格子QCD

計算の結果が得られ始めている。

本研究では、２フレーバー系で構築した信頼性の高い有効模型である Entangled

Polyakov-loop extended Nambu–Jona-Lasinio模型を 2+1フレーバー系に拡張し、2+1

フレーバー系の有限 θ領域におけるQCDの相構造について予言を試みた。クォーク質

量が縮退したNf フレーバー系の有限 θ領域においては、Roberge-Weiss 周期性 (θに

対する 2π/3の周期性) のような、興味深い特徴が存在する。クォーク質量の縮退して

いない 2 + 1フレーバー系QCDにおけるこのRoberge-Weiss周期性の有無を、有効模

型の範囲内で解析的に調べた後、数値計算でQCD相図を描いて実際に確認した。

本研究は戸川氏を中心に推進され、戸川氏の修士論文として纏められた。

2+1フレーバー系におけるハドロン・クォーク転移を記述する有効模型によるQCD

相図の解明 (八尋正信、河野宏明 [佐賀大学]、管野淳平 (D2)、宮原昌久 (D1)、鳥越悠
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平 (M2))

ハドロン物理学における最終目標の一つとして、有限温度 T・有限バリオン化学ポテ

ンシャル µB においてハドロンやクォークがどのような状態であるかを解明することが

挙げられる。すなわち、これはQCD相図を解明することを意味する。QCD相図の解

明の強力な手法として、第一原理計算である格子QCDがある。格子QCD計算によっ

て、µB/T ∼ 3までの領域では、ハドロン相 (閉じ込め相)からクォーク相 (非閉じ込め

相)への転移がクロスオーバー転移であることが示されている。µB/T > 3では符号問

題が強くなるため、格子QCD計算の実行が困難である。一方、もう 1つの有力な解析

手段である有効模型はQCD相図全域に原理的には適用できるが、クロスオーバー転移

を記述する信頼できる有効模型はほとんど提案されていなかった。　

そこで本研究では、クロスオーバー転移を記述する信頼できる有効模型を構築し、

QCD相図を解明することを目的とした。まず、µB = 0 MeV、T < 300 MeVの領域に

おける格子QCD計算の結果と整合する模型 (ハドロン・クォーク複合模型)を構築し

た。その際、低温をハドロンの自由ガス模型 (Hadron Resonance Gas模型)、高温を独

立クォーク模型で記述し、2つの模型を滑らかにつなぐハドロン体積比因子 fH(T )を導

入した。この模型を用いて、µB = 0 MeV、T < 300 MeVにおける熱力学量の解析や

転移温度の定義を行った。次に、この模型を µB = 300 MeV、T < 300 MeV の領域へ

適応できるように拡張し、同様の解析を行った。最後に、定義した転移温度を用いて

ハドロン・クォーク転移線を描き、QCD相図のハドロン相で核子が生成されるという

現実と無矛盾な結果が得られた。この結果より信頼できる有効模型を構築できたと考

えられる。

本研究は鳥越氏と宮原氏を中心に推進され、鳥越氏の修士論文として纏められた。

QCDにおける Z3対称性と符号問題の関係 (八尋正信、河野宏明 [佐賀大学]、高橋純

一 (気象庁福航)、開田丈寛 (M2))

有限化学ポテンシャル領域では、フェルミオンの寄与を表すフェルミオン行列式が

複素数となり、格子QCD計算で用いられるモンテカルロ計算に困難が生じる。この問

題を符号問題と呼ぶ。格子QCD計算はQCDの第一原理計算であるため、有限化学ポ

テンシャル領域における格子QCDの研究をすすめるためには、符号問題を解決するこ

とが必要不可欠となる。この問題に対して、reweighting法やTaylor展開法、複素ラン

ジュバン法などの対処法が試みられているが、未だ完全な解決には至っていない。

低温 ·高密度領域における符号問題に対する新たな取組みとして、QCDに厳密なZ3

対称性を取り入れたZ3-QCDを用いる方法がある。Z3-QCDは、零温度極限で 3フレー

バーQCDに帰着し、有限化学ポテンシャル領域では通常のQCDよりも符号問題が緩

やかになると期待されている。そこで本研究では、有限化学ポテンシャル領域のQCD
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における Z3対称性と符号問題の関係について解析した。今回は、QCDの閉じ込め相

転移を簡易的に記述するPotts模型と、格子QCDの有効理論である effective Polyakov

line模型 (EPLM)を用いて数値計算を行った。この数値計算によって、模型にZ3対称

性を取り入れることで符号問題が生じる領域が格段に狭まり、符号問題が起こったと

してもその深刻度は非常に小さいことを示した。今後は EPLMによる reweighting法

の改良を行い、またZ3-QCDの格子計算を実行してZ3対称性と符号問題の関係の解析

を進める予定である。

本研究は開田氏を中心に推進され、Potts模型による研究の成果は論文として纏めら

れ、Physical Review D誌に掲載された。加えて、上記の内容は修士論文に纏められた。

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]、佐々部悟 (D3))

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に基づいて構築されており、

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で構築

することでこれを実行する。しかし、 原子核の典型的なスケールまで記述し得る有効

場理論では符号問題のために計算を実行できないことが判明した。この困難を克服す

る方法として繰り込み群解析に基づいた再加重法を着想し、その実証のために必要な

格子上での繰り込み群の解析を実行した。今年度は、その結果を用いて数値計算によっ

て繰り込み群に基づいた再加重法の妥当性を検証し、繰り込み群解析に基づくことの

有用性を明らかにした。

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 (D3))

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。カイラル有効理論に基づく核力

は軽い原子核の第一原理計算や核物質に適用され、それらの系における 3核子力効果

が議論されてきた。本研究では、カイラル有効理論に基づく 2核子力＋ 3核子力を核

反応に適用し、核反応における 3核子力効果を解明するために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する。そしてこの g行列有効相

互作用を畳み込み模型に適用することで弾性散乱の解析を系統的に行った。

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

7



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

ことに成功した。また弾性散乱における 3核子力効果は特に 3,4He散乱では散乱角後方

で顕著であり、断面積を小さくし実験データの過大評価を改善することを確かめた。

本研究の成果は 1本の論文が Physical Review C誌に掲載され、一本の論文を現在

Physical Review C誌に投稿中である。

核子-核および核-核散乱におけるアイコナール近似の有効性 (松本琢磨、堀ノ内亮 (M1)、

豊川将一 (D3))

1980年代に中性子過剰領域でコア核のまわりを低密度の中性子が雲のようにとりま

いている中性子ハロー核 (11Li) が発見された。2007 年には理化学研究所の不安定核

ビーム施設 RIBF が稼働し、より重い核に中性子ハロー核 (31Ne,37Mg) が見つかるな

ど中性子過剰核の研究が盛んに行われており、中性子ハロー核の安定核では見られな

い特異な構造の研究が注目されている。RIBF で行われるような高エネルギー入射核

反応の解析には Glauber 模型がよく用いられる。Glauber 模型は原子核反応における

入射核と標的核の密度分布を用いて断面積を計算する。そのため、Glauber 模型を用

いると実験結果の断面積を再現するような密度分布を求めることができるとされるが、

Glauber 模型で用いられている eikonal 近似と adiabatic 近似の有効性について検証

する必要がある。本研究では eikonal 近似に注目し、核子-核および核-核散乱における

eikonal 近似のエネルギー依存性および標的核依存性について調べた。

eikonal近似を用いない量子力学的な計算結果と反応断面積の比較を行うことで eikonal

近似の有効性を検証した。p, n, 4He,12C -12Cの散乱に関しては、200 [MeV/A]で相対

誤差が 2%未満であったが、標的核を 208Pbとしたところ p -208Pbの相対誤差は 200

[MeV/A]で 6%となった。このことから、陽子と 208Pbの散乱のような軽い核との反応

において eikoanl 近似を用いる場合、Coulomb 相互作用の取り扱いに注意が必要とな

ることが分かった。

本研究は堀ノ内氏を中心に推進された。

11Li(p, p′)反応の微視的解析による 11Liの共鳴状態の探索 (松本琢磨、田中順貴 [大阪

大学核物理研究センター研究員]、緒方一介 [大阪大学核物理研究センター准教授])
11Liは最初に発見されたハロー核で実験的にも理論的にも研究が進められてきた。そ

の基底状態の束縛エネルギーや半径については良く理解されてきているが、その励起

共鳴状態の有無についてはまだ未解決である。本研究では、近年測定された 11Li(p, p′)

反応を微視的模型により解析することで、11Liの共鳴状態を探索する。

解析では 11Liをスピンを無視した 9Li+n+nの三体模型で記述し、p 散乱における分

解過程を離散化チャネル結合法により取り扱う。計算された、弾性散乱微分断面積、分
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解断面積、励起エネルギースペクトルの実験値を定量的に再現できた。また共鳴状態

の解析において、その構造が 10Li+nとして記述されることを示した。現在、この結果

をまとめ Physical Review Letterに投稿予定である。

本研究は松本氏を中心に推進された。

正四面体変形した原子核の回転励起スペクトルの研究 (清水良文、Jerzy Dudek[Univ.

Strassbourg]、田上真伍 (卒業生))

この数年来卒業生である田上真伍氏を中心にして、正四面体変形した原子核の研究

を行ってきた。正四面体変形は高次の点群対称性を持っており、そのような変形を持っ

た平均場中の独立粒子運動は高次対称性のために４重縮退が起こり、大きな殻効果エ

ネルギーを稼いで安定化する可能性がある。ストラスブール大学の Dudek氏達の研究

により、いくつかの原子核（特に、正四面体変形の閉殻に対応した「魔法の数」に対

応する原子核）においては、このような正四面体変形状態が低励起エネルギーに現れ、

その観測の可能性が指摘されている。我々のグループでは、角運動量射影法を用いて

このような正四面体平均場が実現した時にどのようなスペクトルが現れるかをこれま

で研究して来ており、いくつかの予言を行っている。

最近、正四面体変形「魔法の数」やそれに近い原子核である 160Ybや 152Sm で新しい

実験が行われて、正四面体変形状態の探索が行われた。160Yb核では残念ながら、今の

所正四面体変形状態の特徴を持つ状態群は発見されていないが、152Sm核においてこれ

までの実験データを新たに分析した結果、1.5 MeV以上の励起状態に正四面体変形し

た回転バンドの特徴をもった状態群と解釈可能な状態群を見出した。残念ながら今の

ところ、実験データは理論的予測の計算結果に比べてかなり大きな慣性能率を持って

おり、理論的予言と上手く合致しないが、もしこの状態群が正四面体変形に基づくも

のであることが確認出来れば、世界で初めての興味深い結果になる。この問題につい

ては引き続き分析を継続中である。

角速度混合した角運動量射影法によるバンド交差現象の研究 (清水良文、田上真伍 (卒

業生)、嶋田充宏 (卒業生))

昨年度に博士論文で、嶋田充宏氏が信頼性の高い半現象論的有効核力である、Gogny

D1S 相互作用を用いた角速度混合した角運動量射影法によって、中重核で観測されて

いるイラスト回転バンドのバンド交差現象が自然に説明できることを確認した。この

角速度混合した角運動量射影法により、中重核の基底状態回転バンド (g-band)につい

ては、その慣性能率の角速度依存性を含めた振る舞いを非常に精度良く記述出来るこ

とが昨年度確かめられているが、この基底状態回転バンドとバンド交差を起こす２中

性子回転整列励起バンド (s-band)については、定性的には上手く行くものの、慣性能
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率の精度良い記述には成功していない。本年度は、この２中性子回転整列バンドを上

手く記述する方法について引き続き研究を行って来たが、今の所最良と思われる方法

は見つかっていない。この研究についても継続して研究を行っている。

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 (卒業

生)、嶋田充宏 (卒業生))

やはり、昨年度の博士論文で、嶋田充宏氏が非軸対称変形した原子核に特有の興味

深い回転バンドを角運動量射影法によって微視的立場から分析した。通常の原子核は

軸対称変形しており、基底状態回転バンドは対称軸に垂直な軸の回りに回転するただ

一つの回転バンドになるが、非軸対称変形を起こすと、３つの異なる軸の回りに回転

することが出来るようになり、これまでよく知られた基底状態回転バンドとは異なっ

た回転状態群の出現が期待される。特に、巨視的模型で予言されたウォブリング回転

バンドとカイラル２重項回転バンドについて、確かに巨視的模型で現れる特徴を持ち、

これらの特徴的な回転バンドと解釈出来る状態群が出現することを完全に微視的立場

から確かめることが出来た。本年度は更にウォブリング回転バンドについて、より深

く研究を進めた。最近、Frauendorf-Dönau によって、high-j軌道に対を組まない核子

が存在する奇核の場合に、この high-j軌道の角運動量の整列軸が最大の慣性主軸の場

合と２番目の慣性主軸の場合の場合でウォブリング回転バンドの第一励起バンドの励

起エネルギーの定性的振る舞いが異なることが指摘され、彼らは最大の慣性主軸の方

向に整列している時を「縦ウォブリング (longitudinal wobbling)」、２番目の慣性主軸

方向に整列している時を「横ウォブリング (transverse wobbling)」と名付けた。縦ウォ

ブリングの場合は励起エネルギーは角運動量とともに単調増加するが、横ウォブリン

グの時は始め低スピンで増加してその後減少に転じる。最初にウォブリング回転バン

ドが発見された 163Lu核の場合は、角速度とともに減少するスペクトルが観測されてお

り、横ウォブリングの状態が実現されていると解釈されている。

本年度は、クランキングの手法を用いて理論的に色々な回転整列を起こさせることに

よって、核子の回転整列を適切な軸方向に起こさせると、縦ウォブリングと横ウォブリ

ングの両方が確かに起こることを微視的立場から示すことが出来た。特に、横ウォブリ

ングの場合には励起エネルギーが減少するが、ある臨界角運動量で励起エネルギーが

ゼロを切ることが巨視的模型でも我々の微視的計算でも見られる。第一ウォブリング

励起状態がイラスト状態と縮退を起こす時何が起きているかを調べてみると、始め核

子の回転整列のために２番目の慣性主軸方向に向いていた角運動量ベクトルが、大き

な集団的回転運動のために最大の慣性主軸の方向に向きを変化させ、励起エネルギー

がゼロを切る角運動量のところで、それぞれの主軸方向の角運動量の成分の大きさが

同じになることが分かった。一般に基底状態の縮退（ソフトモードの励起エネルギー
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がゼロとなる）は何らかの意味の「相転移」に対応しているが、この場合は、原子核

の角運動量の物体固定系での向きがどの主軸の方向を向くかという、回転整列軸の変

化に対応するある種の相転移に対応しており、それが励起スペクトルに反映するとい

うことは大変興味深い。この仕事については論文としてまとめる予定である。

発表論文

⟨⟨原著論文 ⟩⟩
Determination of hadron-quark phase transition line from lattice QCD and two-solar-

mass neutron star observations:

Junpei Sugano, Hiroaki Kouno, and Masanobu Yahiro,

Physical Review D 94 (2016) pp. 014024-1-9.

Equation of state and transition temperatures in the quark-hadron hybrid model:

Akihisa Miyahara, Yuhei Torigoe, Hiroaki Kouno, and Masanobu Yahiro,

Physical Review D 94 (2016) pp. 016003-1-10.

Interplay between sign problem and Z3 symmetry in three-dimensional Potts models:

Takehiro Hirakida, Hiroaki Kouno, Junichi Takahashi, and Masanobu Yahiro,

Physical Review D 94 (2016) pp. 014011-1-13.

Numerical study of renormalization group flows of nuclear effective field theory without

pions on a lattice:

Koji Harada, Satoru Sasabe and Masanobu Yahiro

Physical Review C 94 (2016) pp. 024004-1−13.

Proposal of a directly measurable parameter quantifying the halo nature of one-neutron

halo nuclei:

Masanobu Yahiro, Shin Watanabe, Masakazu Toyokawa, and Takuma Matsumoto

Physical Review C 93 (2016) pp. 064609-1−10.

Simultaneous analysis of matter radii, transition probabilities, and excitation energies

of Mg isotopes by angular-momentum-projected configuration-mixing calculations:
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M. Shimada, S. Watanabe, S. Tagami, T. Matsumoto, Y. R. Shimizu, and M. Yahiro,

Phys. Rev. C 93, 064314 (2016).

Quantal rotation and its coupling to intrinsic motion in nuclei:

T. Nakatsukasa, K. Matsuyanagi, M. Matsuzaki, and Y. R. Shimizu, Physica Scripta

91, 073008 (2016).

⟨⟨Proceedings⟩⟩
Z3対称性と符号問題: 開田丈寛, 河野宏明, 高橋純一, 八尋正信,

原子核研究, Vol.61, Supplement 1 (2017) pp.85–86.

カイラル有効理論の核力による核反応の記述:

豊川将一, 八尋正信, 松本琢磨, 河野通郎

原子核研究, Volume 61, Supplement 1 (2016) pp. 44–45.

Microscopic effective reaction theory for direct nuclear reactions:

K. Ogata, K. Minomo, M. Toyokawa, M. Kohno, T. Matsumoto, M. Yahiro, Y. Kikuchi,

T. Fukui, K. Yoshida, and K. Mizuyama

EPJ Web of Conferences 122, (2016) pp. 06003-1–9.

Fully microscopic description of elastic and inelastic scattering at intermediate incident

energies:

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

EPJ Web of Conferences 122, (2016) pp. 07001-1–6.

講演

⟨⟨海外での講演 ⟩⟩
Study of one- and two-neutron removal reactions with core + n + n model:

T. Matsumoto, S. Watababe, T. Toyokawa, and M. Yahiro,

Direct Reactions with Exotic Beams (DREB) 2016, July 11-14, Halifax, Canada

Study of halo nature via reaction and neutron removal cross sections:
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T. Matsumoto, S. Watababe, and M. Yahiro,

International Nuclear Physics Conference (INPC) 2016, September 12, 15, Adelaide,

Australia

以下、ポスター発表.

Effects of three-nucleon force from chiral effective field theory on nucleon-nucleus and

nucleus-nucleus elastic scattering:

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

Direct Reactions with Exotic Beams (DREB) 2016, July 11-14, Halifax, Canada

Microscopic analysis of elastic scattering based on chiral two- and three-nucleon forces:

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

International Nuclear Physics Conference (INPC) 2016, September 12, 15, Adelaide,

Australia

⟨⟨国内での講演 ⟩⟩
有限アイソスピン化学ポテンシャル領域から探るカイラル・閉じ込め転移間の相関:

管野淳平、河野宏明、八尋正信

第 122回日本物理学会九州支部例会、2016 年 12月 10日、福岡大学

ハドロン相からクォーク相へのクロスオーバー相転移有効模型による解析 2:

宮原昌久、鳥越悠平、管野淳平、石井優大、河野宏明、八尋正信

日本物理学会秋季大会、2016年 9月 23日、宮崎大学

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 III:

宮原昌久、鳥越悠平、河野宏明、八尋正信

第 122回日本物理学会九州支部例会、2016 年 12月 10日、福岡大学

クォーク・ハドロン・ハイブリッド模型の有限温度・有限密度領域への適用:

宮原昌久、鳥越悠平、河野宏明、八尋正信

日本物理学会第 72回年次大会、2017年 3月 18日、大阪大学

Z3対称性と符号問題:
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開田丈寛、河野宏明、高橋純一、八尋正信

2016年原子核三者若手夏の学校、2016年 8月 4日、黒姫ライジングサンホテル (長野

県)

Z3対称性と符号問題:

開田丈寛、河野宏明、高橋純一、八尋正信

日本物理学会秋季大会、2016年 9月 23日、宮崎大学

Z3対称性と符号問題 II:

開田丈寛、河野宏明、高橋純一、八尋正信

日本物理学会第 72回年次大会、2017年 3月 18日、大阪大学

格子上の核子系有効場理論とRe-weighting法:

佐々部悟, 原田恒司, 八尋正信,

第 122回日本物理学会九州支部例会, 2016年 12月 10日, 福岡大学

カイラル有効理論の核力による核反応の記述:

豊川将一, 八尋正信, 松本琢磨, 河野通郎

2016年度原子核三者若手夏の学校, 2016年 8月 1日, 黒姫ライジングサンホテル

core+n+n模型による中性子剥離断面積の計算:

松本琢磨, 渡邊慎, 豊川将一, 八尋正信

日本物理学会 2016年秋季大会, 2016年 9月 21日, 宮崎大学

カイラル有効理論の核力を用いた弾性散乱の解析と 3核子力効果:

豊川将一, 八尋正信, 松本琢磨, 河野通郎

日本物理学会 2016年秋季大会, 2016年 9月 21日, 宮崎大学

核子-核および核-核散乱におけるアイコナール近似の有効性:

堀ノ内亮, 豊川将一, 松本琢磨,

第 122回日本物理学会九州支部例会, 2016年 12月 10日, 福岡大学

CDCC study of halo nuclei via reaction and neutron removal cross section:

松本琢磨

First Tsukuba-CCS-RIKEN joint workshop on microscopic theories of nuclear structure
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and dynamics, 2016年 12月 12日, 理研仁科センター

中性子剥離反応、分解反応によるハロー構造の研究:

松本琢磨

クラスター・平均場の両側面からみる原子核構造の多様性とそのダイナミクス, 2017年

1月 19日, 大阪市立大

外部資金

⟨⟨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

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

カイラル有効理論に基づく核反応・核構造の統一的記述

研究代表者: 豊川将一

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)

石井優大、日本学術振興会特別研究員 (DC2)
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管野淳平、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)

豊川将一、日本学術振興会特別研究員 (DC2)

学部４年生卒業研究

【前期】井上 大司、小川 翔也、辻 直希、烏丸 達郎、山田 悠真 (担当: 松本)

コンピュータを用いた原子核研究超入門

【前期】小川 翔也、辻 直希、烏丸 達郎、山田 悠真 (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

戸川秀一: (指導教員、八尋正信): 純虚数化学ポテンシャル領域における 2+1フレー

バー系のQCD相図

鳥越悠平: (指導教員、八尋正信): 閉じ込め相から非閉じ込め相へのクロスオーバー

転移を記述する有効模型の提案

開田丈寛: (指導教員、八尋正信): QCDにおけるZ3対称性と符号問題の関係

博士論文

石井優大: (指導教員、八尋正信): Effective model for meson screening and pole masses

at finite temperature (有限温度での中間子遮蔽質量と極質量に対する有効模型) [2017

年 3月授与]

佐々部悟: (指導教員、原田浩司): Reweighting method for nuclear effective field theory

on a lattice on the basis of renormalization group analysis (格子上の核子系有効場理論

に対する繰り込み群解析に基づいた再加重法) [2017年 3月授与]

豊川将一: (指導教員、八尋正信、松本琢磨): Microscopic approach to nucleon and
3,4He elastic scattering (核子および 3,4He弾性散乱への微視的アプローチ) [2017年 3月
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授与]

その他の活動と成果
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