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研究・教育目標と成果

ヘビーペンタクオークの構成子クオーク模型による５体計算 (肥山詠美子、保坂淳 [阪

大RCNP]、岡真 [東工大、JAEA]、J-M.Richard[Ryon Univ.])

2015年に 5つのクオーク (qqqCC̄)で構成されるヘビーペンタクオークが LHCbに

よって発見された。実験値によれば、4380 MeVに 205MeVの共鳴幅、4449.8MeVに

39 MeVという２つの状態が観測された。この２つのピークのスピン・パリティはいま

だ確定はされていない。このような状況で、理論的には、様々な模型を活用して、こ
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のペンタクオークの構造を研究が行われてきた。このような状況で、肥山および共同

研究者らは、構成子クオーク模型を活用した 5体問題として、この問題にとりかかっ

た。実際に活用する計算法としては、量子少数多体系計算法の一つのガウス展開法と

real scaling methodをドッキングすることによって、実験値を再現できるのか、つま

り、ペンタクオークの共鳴エネルギーと共鳴幅を再現できるのかという課題に取り組

んだ。結果として、本研究では、実験値あたりのエネルギー領域には、共鳴は理論的に

見つけることができず、代わりに 4700MeVあたりに非常に幅の狭い共鳴を見つけるこ

とができた。この構造は非常にコンタクトなペンタ的な共鳴状態であることを指摘し

た。本研究で実験を再現できなかった理由の一つは、本研究では、メソンーバリオン

的共鳴状態を記述できないという理由からではないかと推測できる。すなわち、LHC

ｂで発見された２つのピークはメソンーバリオン的共鳴状態であることを間接的に指

摘した。

π,σ 中間子遮蔽質量の実数化学ポテンシャル依存性–純虚数化学ポテンシャル領域か

らの外挿– (八尋正信, 河野宏明 [佐賀大学], 石井優大 (PD))

ハドロンの質量は, 量子色力学 (QCD) の真空構造と密接に関係している. ハドロン

質量の温度・密度依存性をみることで, 真空構造の変質を捉えることができる. 実際,

重イオン衝突実験や中間子-原子核束縛系において ρ 中間子や η′ 中間子の質量変化が

観測されており, その結果はカイラル対称性やU(1)A対称性の部分的な回復を示唆して

いる. これらの現象は QCD の第一原理計算 (格子 QCD) から理解されるべきもので

あるが, 高密度や非平衡過程では格子 QCD 計算が困難となるため, 対称性の回復が起

こっているか否かの確証は未だ得られていない. この問題に対して, 我々は「有効模型

による格子 QCD 計算結果の外挿」をおこなう. 格子 QCD 計算が可能な領域で, 格子

QCD 計算結果と整合する有効模型を構築し, この信頼性の高い有効模型を用いて格子

QCD 計算が困難な領域の現象を解明する.

今年度では,格子 QCD計算が実行可能な純虚数化学ポテンシャル µI 領域から実化学

ポテンシャル領域 µR へ外挿する新しい方法を考案した. さらに有効模型を用いて外挿

法の有用性を確かめた. 具体的には Entanglement Polyakov-loop extended Namubu–

Jona-Lasinio 模型 (EPNJL模型) を用いて π, σ 中間子の遮蔽質量を計算し, 外挿した

結果と有限 µR で直接計算した結果とを比較した. 従来の外挿では, 温度 T を固定し

て µI 依存性を多項式で fit されている. 解析接続 (µI → −iµR) により外挿をおこなう

と, カイラル相転移温度付近の低い温度では µR/T ≤ 0.4 程度の狭い領域でしか直接計

算と一致しないことが分かった. 特に σ 中間子では多項式の項数を増やすにつれて, 直

接計算との一致が悪くなることが明らかとなった. 新しい外挿法では温度 T に µI 依

存性を考慮し, µI-T 平面上のカイラル相転移線に沿うような軌跡上で外挿をおこなっ
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た. この手法を用いると, σ 中間子では µR/T ≤ 0.8 まで外挿が有効であり, π 中間子

にいたっては µR/T ≤ π/3 まで直接計算と整合していた. 今後は新しい外挿法を ρ 中

間子へと適用し, 重イオン衝突実験の結果と比較することで, カイラル対称性の部分的

な回復を検証する予定である.

本研究は石井氏を中心に推進された.

虚数化学ポテンシャル領域における 2+1フレーバーQCDの相構造 (八尋 正信, 河野

宏明 [佐賀大学], 管野 淳平 (D3))

クォークのダイナミクスは量子色力学 (QCD)によって記述される。QCDは強い非

摂動性を持っているため、解析的に解くことは大変難しい。そこで、格子QCD計算に

よって数値的に解くことが試みられており、ゼロ密度・有限温度領域において成功を

収めている。しかし、有限密度領域では符号問題が生じ、実質上計算が不可能になる。

符号問題を避ける手法として、虚数化学ポテンシャル領域において格子QCD計算を実

行し、解析接続によって実数化学ポテンシャル領域の情報を引き出すというものがあ

る。この手法では、虚数化学ポテンシャル領域においては符号問題が存在しないとい

う性質が利用されており、2フレーバー系で広く用いられてきた。近年では 2+1フレー

バー系への適用も進んできており、種々の物理量の計算が行われている。しかしなが

ら、虚数化学ポテンシャル領域における相構造を予言した研究はなかった。

そこで本研究では、虚数化学ポテンシャル領域における 2+1フレーバー系の相構造を

有効模型を用いて調べることを行った。2フレーバー系においては、Roberge-Weiss(RW)

相転移線と呼ばれる一次相転移線が温度・虚数化学ポテンシャル平面のある点から温

度方向にまっすぐ伸びることが知られている。本研究では、軽クォークとストレンジ

クォークの化学ポテンシャルがアンバランスな場合ではRW相転移線が高化学ポテン

シャル側へ曲がることを明らかにした。このことは、2+1フレーバー系では解析接続

に利用できる領域が 2フレーバー系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、その成果は Physical Review D誌に掲載された。

虚数化学ポテンシャル領域における中間子遮蔽質量の計算 (八尋 正信, 河野 宏明 [佐賀

大学], 管野 淳平 (D3))

中間子遮蔽質量は量子色力学 (QCD)の持つカイラル対称性・U(1)A 対称性の破れ・

回復の良いプローブであり、さらには核力の到達距離を決める物理量でもある。その

ため、遮蔽質量の温度・密度依存性を調べることは、重イオン衝突実験の解析、および

天体物理学における様々な計算のインプットである状態方程式の決定にとって重要で

ある。

これまで、格子QCD計算によって中間子遮蔽質量の計算がなされていたが、それら
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はTaylor展開法を用いたものであった。本研究では虚数化学ポテンシャル領域からの

解析接続によってパイオンおよび ρ中間子の遮蔽質量を求めた。これは世界初の試み

である。

本研究は管野氏を中心に推進され、Physical Review D誌に論文を投稿する予定であ

る。

QCD不等式を用いた虚数アイソスピン領域におけるパイオン凝縮の解析 (八尋 正信,

河野 宏明 [佐賀大学], 管野 淳平 (D3))

実数アイソスピン化学ポテンシャル領域においては符号問題が生じず、格子QCD計

算を実行することができる。しかし、アイソスピン化学ポテンシャルがパイオン質量

(定義によってはその半分)に等しくなると荷電パイオン凝縮が発生し、格子QCD計算

が破綻することが知られている。

本研究では虚数アイソスピン化学ポテンシャル領域に着目し、QCD不等式を用いて

荷電パイオン凝縮の有無を調べた。その結果、フェルミオン行列式が満たす γ5-共役性

の違いによって、虚数アイソスピン化学ポテンシャル領域では荷電パイオン凝縮が発

生しないことを示した。

本研究は管野氏を中心に推進され、Physical Review D誌に論文を投稿する予定であ

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 (PD)、宮原昌久 (D2))

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

釈を容易に行え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、クォーク相をグルーオン背景場中におけ

るクォークかの伝搬を記述する独立クォーク模型によって表した。その二つの模型間

を系の状態因子によって組み合わせ、ハイブリッド模型を構築した。得られたハイブ

リッド模型によって種々の熱力学量を解析した。ハイブリッド模型によって格子QCD

計算の結果を解析し、系の状態因子の温度依存性と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。これにより、系がハドロン相からクォーク相へ遷移

する様相を定義することができ、対称性の回復・非回復から定義される値とは大きく

異なることがわかった。最終的に、これまで対称性の回復・非回復で解析されてきた

QCD相図をより直観的な自由度の遷移で評価することができた。

本研究は宮原氏を中心に推進されている。
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厳密な Z3対称性を持つ量子色力学による格子計算 (八尋 正信、河野 宏明 [佐賀大学]、

管野 淳平 (D3)、開田 丈寛 (D1))

量子色力学 (QCD)は、クォークとグルーオンに働く「強い相互作用」を記述する理

論であり、格子QCD計算を第一原理計算として様々な研究がなされている。しかし、

化学ポテンシャルが有限値を持つ領域では、「符号問題」のため数値計算が困難となる。

これに対し我々は、符号問題が弱くなると期待される、厳密な Z3対称性を持つQCD

の格子計算を行った。

今年度は、有限化学ポテンシャル領域での計算の準備段階として、化学ポテンシャル

が 0の場合の格子計算プログラムを構築し、構築されたプログラムを使用して数値計

算を行った。また、格子QCDの有効模型として effective Polyakov-line模型をZ3対称

化して数値計算を行い、模型レベルでの符号問題の振る舞いを調べた。さらにこの模

型で、従来使われてきた符号問題の対処法を改良し、符号問題の改善度合いを調べた。

その結果、化学ポテンシャルが 0の場合の格子計算プログラムは期待道理に動作する

ことを確認した。また、有効模型での計算では、改良した対処法によるパラメータ依

存性や体積依存性を確認した。

本研究は、開田氏を中心に推進されている。

SU(2)純ゲージ理論におけるスケール設定と熱力学量の測定 (伊藤悦子 [高知大学]、八

尋 正信、河野 宏明 [佐賀大学]、開田 丈寛 (D1))

SU(2)ゲージ理論は、SU(3)ゲージ理論であるQCDと定性的に非常によく似た性質

を持ち、かつ格子計算を行う上で、計算コストは SU(2)ゲージ理論のほうが小さい。

よって、新しい解析手法の精査、物理量の定性的な振る舞いを調べるためのトイモデ

ルとして適している。

本研究では、近年発展してきたGradient flow法によるスケール設定を、SU(2)純ゲー

ジ理論に応用し、SU(2)ゲージ理論におけるスケール設定の提案と、これまで用いられ

てきた Sommerスケールとの比較を行った。また、フロー時間展開法を用いた熱力学

量の測定も行い、従来の積分法と比較した。

その結果、スケール設定と熱力学量の両者は、従来の手法と矛盾しない結果が得ら

れた。

本研究は、高知大学の伊藤氏を中心に推進されている。

グラウバー模型に基づく入射核励起効果を考慮した微視的光学ポテンシャルの構築 (堀

ノ内亮 (M2), 豊川将一 (PD), 小川翔也 (M1), 松本琢磨, 八尋正信)

不安定核を入射核とした原子核反応を精密に記述するためには、微視的光学ポテン
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シャルが必要となる。この微視的光学ポテンシャルを導出する方法の一つに、グラウ

バー模型に基づいた方法がある。グラウバー模型を利用すると微視的に構築した核子-

標的核間の光学ポテンシャルから入射核の励起効果を近似的に考慮した微視的光学ポ

テンシャルの導出が可能となる。

本研究では、このグラウバー模型に基づいた微視的光学ポテンシャルの正当性をグラ

ウバー模型に用いられているアイコナール近似の有効性と共に確かめた。重陽子分解

反応を対象とし、分解効果を精密に記述できる連続状態離散化チャネル結合法の結果

と比較することにより、アイコナールポテンシャルの正当性を議論した。さらに、ア

イコナールポテンシャルの物理的な意味と適用範囲について検証を行った。これらの

内容は修士論文にまとめた。

芯核励起を考慮した 11Beの励起エネルギースペクトルにおける各チャネルへの分離

(小川翔也 (M1), 豊川将一 (PD), 松本琢磨)

中性子ハロー核は、芯核 (コア)に 1つまたは 2つの中性子が弱く束縛した原子核で

ある。最近では 11Beや 31Neなどのコアが変形した変形ハロー核が注目されており、理

論・実験の両面で盛んに研究されている。先行研究において、変形ハロー核ではコア

の変形 (コア励起) による観測量への寄与が指摘されてきた。その効果を取り入れた計

算方法として Particle-Rotor Model(PRM)が挙げられる。

本研究では 11Beを 10Beとnの 2体系で記述し、コアの 10Beの励起に 0+と 2+を取り

入れたPRMを考えた。さらに、連続状態や共鳴状態をComplex Scaling Method(CSM)

で記述し、ハロー構造を反映するE1遷移を解析した。その解析において各チャネルへ

の励起エネルギースペクトルに分離できるか議論を行い、CSMのみを用いた場合は厳

密解であるNumerov法の計算との差が見られた。一方で、CSMとLippman-Schwinger

方程式を組み合わせた方法 (CSLS)を用いて同様の解析を行った結果、各チャネルへの

分離が可能であることを示した。

12C+核子散乱を通した 12Cの共鳴状態の研究 (山田悠真 (M1), 豊川将一 (PD), 松本

琢磨)

炭素同位体ではクラスター構造が発達し、α粒子のガス的状態とみなされる様々な励

起共鳴状態が現れることが示唆されている。例として 12CではHoyle状態と呼ばれる、

元素合成の過程において重要な役割を担う励起状態が存在する。Hoyle状態を含む 12C

の励起状態、特に共鳴状態を解明することは非常に重要であり、これまでに 12Cの共

鳴状態を探る実験は盛んに行われている。ただし、これらの実験により得られたデー

タには共鳴状態だけでなく、非共鳴状態が含まれるため、共鳴状態だけの情報を精密

な解析から引き出す必要がある。これまで理論的には、主にチャネル結合計算には共
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鳴状態だけの効果に関して議論され、あまり非共鳴状態の効果に関しては議論されて

いない。

本研究では、12Cの共鳴・非共鳴状態の効果を調べるために 12C+核子散乱の解析を

行った。この解析では、12Cを 3αクラスター構造とみなした 3体計算で束縛状態ととも

に共鳴、非共鳴状態を求めこれらの間のチャネル結合計算を行った。このとき、12C+核

子間の相互作用は有効相互作用として JLMを用いた畳み込み模型で求めた。核子-12C

散乱問題に関しては、共鳴・非共鳴状態を含んだ計算を取り扱える連続状態離散化チャ

ネル結合法 (CDCC)を用いて弾性・非弾性散乱断面積の計算を行った。計算した断面

積と実験結果の比較を行い、12Cの共鳴・非共鳴状態や状態間の遷移の効果について議

論した。

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 (PD))

カイラル有効理論に基づいた 2核子力や 3核子力の系統的決定によって、QCDに立

脚した原子核の記述や、3核子力効果の理解が飛躍的に進んできた。本研究では、カイ

ラル有効理論の核力を用いた Brüeckner-Hartree-Fock法によって新たに g行列有効相

互作用を構築し、微視的手法である畳込み模型に適用することで核反応解析を行った。

本研究で構築したカイラル有効理論の核力に基づく g行列有効相互作用により、3,4He-

原子核弾性散乱をパラメタフリーに記述した。また弾性散乱における 3核子力効果は

散乱角後方で顕著に現れ、断面積を減らすことで実験データの過大評価が改善された。

本研究の新しい g行列は局所解析関数で表現されており、そのパラメタを公表するこ

とで今後様々な解析に用いられることが期待される。

本研究は豊川氏を中心に推進され、その成果を纏めた論文はProgress of Theoretical

and Experimental Physics 誌に掲載された。

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

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
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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、この共鳴状態を

Borromean Feshbach共鳴と名付けた。現在、この結果をまとめPhysical Review Letter

に投稿中である。

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、田上真伍 (卒業生)、

Jerzy Dudek[Univ. Strassbourg])

ストラスブール大学の Dudek氏を中心としたグループとの共同研究として原子核に

おける正四面体変形の可能性について研究を重ねてきた。このような正四面体変形状

態の可能性は、16O のように４つのアルファ粒子から成るクラスター状態として、その

存在が古くから議論されてきたが、我々はより重い原子核での正四面体変形した平均

場の存在に着目している。正四面体変形は高次の点群対称性を持っており、正四面体

型変形した平均場中の独立粒子運動には大きな殻効果エネルギーが期待されるが、他

方、正四面体型変形は表面エネルギーを損するので、このような変形を持った平均場

が実現されているのかどうかはよく分かっていない。我々は Dudek氏達の研究に基づ

き、特に正四面体変形が安定化する、正四面体変形の「魔法の数」に対応する原子核

において、特徴的なスピン・パリティを持つ回転状態が低励起状態に現れる可能性を

角運動量射影法を用いた理論計算によって示して来た。

最近、正四面体変形「魔法の数」に近い原子核である 152Sm の励起状態を再分析し

たところ、基底状態から 1.5 MeV以上の励起状態に正四面体変形した回転バンドと解

釈出来る状態群が見出され、論文として報告した。通常の４重極変形した回転バンド

に比べて、バンド内での４重極遷移確率が異常に小さいなど、予想される正四面体変

形状態の特徴を備えているが、確かに正四面体変形状態であると確証するするための

実験的観測量が不足している。特に、正四面体変形状態の最低スピン状態である 0+状

態が見つかって居らず、その発見が望まれており、引き続き分析を継続中である。

また、偶々核だけでなく、それに一つ核子が付いた奇核において、正四面体変形が実

現されている場合の回転スペクトルの分析も行っている。正四面体変形は軸対称性や

パリティ対称性を破った平均場であり、そのような変形に対して、対を組んでない１

つの核子が回転状態とどのように相互作用するかは興味深い。そのような１つの核子

は正四面体変形集団回転状態とコリオリ結合を起こすが、その効果を角運動量射影法

を用いた理論計算によって調べており、興味深い結果が得られている。これについて

は論文としてまとめる予定である。

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、嶋田充宏 (卒業

生)、藤岡雄大 (卒業生)、田上真伍 (卒業生))
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卒業生である嶋田充宏氏と藤岡雄大氏を中心にして、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の分析を行って来

た。非軸対称変形が引き起こされると、３つの異なる軸の回りに集団的に回転するこ

とが出来るようになり、よく知られた基底状態回転バンドとは定性的に異なった回転

状態群の出現が期待される。これまで巨視的模型で予言されてきた、1) ウォブリング

回転バンドと、2) カイラル２重項回転バンドについて、角運動量射影法によって回転

スペクトルを理論的に計算することによって、巨視的模型で予言される特徴を持つ回

転バンド群が確かに出現することを微視的計算によって確かめることが出来た。特に、

ウォブリング回転バンドについては、Frauendorf-Dönau によって議論された「縦ウォ

ブリング (longitudinal wobbling)」と「横ウォブリング (transverse wobbling)」の両方

が確かに起こることを示すことが出来て、その性質を詳細に調べて論文にまとめた。

また、カイラル２重項回転バンドについても角運動量射影法によって、回転スペク

トルだけでなく、M1/E2 のガンマ線遷移確率の微視的計算を行い、Koike-Starosta-

Hamamoto による巨視的模型によって予言された特徴が見事に再現されることを示し

た。この研究により、カイラル２重項回転バンドの発生メカニズムを微視的立場から

検証することが出来たことになり、その結果を論文としてまとめた。

角運動量射影法による超変形回転バンドの研究 (清水良文、牛谷 征貴 (M2)、田上真吾

(卒業生))

超変形状態とは長軸と短軸の比が 2 : 1になるような巨大変形した原子核の極限状態

の一種であり、典型的に 20h̄から 60h̄に及ぶ広い角運動量領域に渡る回転バンドが観

測されている。本研究ではこのような超変形回転バンドに対して角運動量射影法を用

いた理論的研究を行った。この時我々の方法の特徴的なことは、巨大変形した平均場

状態を色々な角速度で回転させて、それらに対して角運動量射影法で得られた回転状

態を重ね合わせて、最終的な超変形回転バンドを記述することである。実際、実験で

観測された超変形回転バンドの慣性能率を理解するためには、このような複数の回転

平均場からの射影状態の重ね合わせが極めて重要であることが明確な形で示された。

また、超変形回転バンドは核図表の色々な領域で発見されているが、特に典型的なも

のはA ≈ 150領域とA ≈ 190領域の２つであり、この２つの領域では慣性能率の角運

動量に対する依存性が定性的に異なっていることが観測されている。我々は平均場状

態に粒子数射影後変分により対相関の効果を取り込むことによって、この２つの領域

での慣性能率の定性的な違いが説明できることを明らかにした。

本研究は牛谷氏を中心に遂行され、修士論文としてまとめられた。
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