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今年度の研究テーマと成果

�I� 少数粒子物理の研究

�� 少数粒子系研究法の開発

昨年，一般的な量子力学的３体・４体系の束縛状態の計算を，従来より非常に容

易にする基底関数 In�nitesimally�shifted Gaussian�lobe functionsを提唱した（肥

山，上村）が，本年，これを使った汎用プログラムを九州大学大型計算機センター

の応用ライブラリに収めるための開発を行った（同センターライブラリ開発採用

課題として継続中）．平成８年度には３体系について一部使用可能になる．３体

モデルに基づく少数系物理の研究に貢献する事が期待される．

�� ミューオン触媒核融合

ミューオン分子 dt�の励起共鳴状態（N � �敷居値下の）がミューオン触媒核融

合サイクルに占める役割の重要性を明らかにした（���	年�CF国際会議，木野，

Wallenius，上村）．dt�分子の崩壊に特異性があり，大部分は 
d���s � t チャネ

ルに崩壊することを３体系チャネル結合法によって定量的に示した．これは同時

に，
d���sの存在確率をめぐるミューオン触媒核融合サイクルの長年の難問（q�s

問題）を解決する有力なアイデアとなる．

�� 天体内核反応

天体現象における３�反応について，３体系非共鳴過程の新しい反応率計算法を提

唱した（菅，橋本，肥山，上村）．従来の，２�，３�共鳴の情報のみを用いる３�

�



反応率計算法には，低いエネルギー非共鳴状態反応に拡張するとき，クーロン障

壁透過率の仮定に極度の過小評価があることを明らかにした．この仮定を必要と

しない「３体系捕獲過程の精密核反応計算法」を開発し，従来の反応率を大きく

上回る結果を得た．この結果は，連星中の質量降着ＣＯ白色わい星の進化のシナ

リオに重大な影響を及ぼす．

�� ハイパー核

上記１）の少数粒子系の計算法を活用して，本年より新たに，ハイパー核の研

究がスタートした（肥山，上村）．A � �� �のラムダ・ハイパー核をそれぞれ，
�He���Nおよび�

�He�N �Nの３体模型に基づいて解析し，これらのハイパー

核に，�He �コア，��スキン，中性子�ハローの三層構造が存在することを明らか

にした．また，未発見の�
�Heハイパー核についてその励起レベル構造を予言した．

現在，これらのハイハー核構造とハイペロン－核子相互作用の関連の研究，ダブ

ル・ラムダハイパー核の研究へと進展している．

�II� 高速回転・巨大変形する原子核の構造

近年，重イオン加速器と ��線測定技術の進展によって高い角運動量を持った原子

核の励起状態（高スピン状態）を詳細に調べることが可能になってきた．原子核理

論研究グループの一つでは，このような高速回転する原子核の構造の微視的立場か

らの研究を行っている．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，大きく変形すると慣性能率が大きくなるので基底状態近傍では

想像もつかなかったほど巨大に変形した状態（超変形状態）が現れることがわかっ

ている．また，高スピン状態では巨大変形を含めて相異なった変形を持つと考えら

れる状態が同じエネルギー領域に共存する場合があるが（異相共存），それら２つ

の性質の異なった状態群の間の弱い電磁遷移を調べることによってそれぞれの変形

状態の詳細な性質を分析することができる．一般に，高速回転運動は原子核の変形

場やその中の核子の運動にも大きな影響を与えるが，それと同時に変形場や核子の

運動の変化によって回転運動自身の性質も変化する．このような独立粒子運動と原

子核全体としての集団的運動の自由度との絡み合いによって引き起こされる原子核

の種々の興味深い現象も高速回転する原子核の研究によってより一層明確に現れる．

本年度は，昨年度に引き続きこのような高スピン状態で特徴的にイラストに現れ

る巨大変形回転状態（超変形回転バンド）が低スピン領域でどのように通常変形状

態へと崩壊するかについての理論的研究を行った．また，ここ数年，高スピン状態で
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の巨大変形を含む異相共存現象に対しトンネル現象との類似性を用いた簡単な模型

によって分析を行っているが，特に，重い奇土類原子核のイラスト状態で見られる

高スピンアイソマーが通常の回転バンドに直接崩壊する現象に対して応用した．こ

の現象は軸対称性を表す K量子数を大きく破るために注目を集めているが，これに

対し非軸対称変形 
�変形�自由度の大振幅運動が重要な役割を果たしていることを

明らかにした．さらに，原子核の回転運動自身の問題として，変形の主軸から大き

くはずれた角運動量の方向を持つような回転運動が考えられるが，このような対称

軸に垂直な軸の回りの一様回転である基底状態近傍の回転とは異なった複雑な回転

運動が存在するか，また，これら原子核特有の回転運動がどのようにイラスト近傍

に出現するか否かについても研究をすすめている（清水）．

�III� 原子核の中低エネルギー集団励起状態の微視的構造

�� 大規模数値計算のための新アルゴリズムの開発とテスト

原子核の集団運動を微視的に解析するためには，膨大な計算機資源と計算時間を

必要とし，現在我々に許されている計算機では，例えば，主記憶容量の不足という

困難にしばしば遭遇する．このような困難を解決するために，ハッシング法と呼

ばれる方法を巨大数値計算に応用出来るように改良した，簡易型ハッシング法を

開発し，この方法が大規模数値計算に極めて有用であることを確かめた（高田）．

�� 中重核における８重極集団運動状態

���Gd や ���Gdにおいて強い８重極の集団性を持った励起状態が次々に実験的に

観測されてきた．これらは半実験的な particle�phonon coupling model を用いた

解析で理解できるが，真に微視的な意味で理論的に再現することが出来る否か大

変興味深い．

そこで我々は，Dyson boson mappingをこれらの問題に適用して，微視的に出来

るだけ正確な解析を試みた．Fermion 相互作用として，粒子対に対しては surface

delta 力，粒子�空孔対には octupole�octupole 力を仮定し，前者の強度は pairing

力，後者の強度は ���Gd のスペクトルから定める．この Hamiltonian を解いて

集団的 Fermion 空間を構成する集団的フォノンを決定し，この Fermion 空間

を Dyson mapping を用いて boson 空間に写像し，そこでエネルギー固有値と

B
E�� を求め，実験値と比較して，この領域における octupole collectivity の強

い enhancement のメカニズムを明らかにする．

この種の解析は膨大な計算機主記憶容量を必要とする．そこで我々は前項で述べた

簡易型ハッシング法を多用したプログラムを新たに書き下し，�������Gd の８重極
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多フォノン励起状態の精密な微視的解析を行った．その結果，中性子対モードと８

重極粒子�空孔モードとの couplingが���Gd における８重極遷移の enhancement

に本質的寄与をしていることを明らかにした（清水，高田）．

�� 準粒子表示 Dyson boson mapping の汎用プログラム

上のの研究結果から，Dyson boson mappingはかなり複雑な系の微視的解析に十

分適用可能であることが明らかとなったので，この手法を閉殻から遠く離れた領域

の核に応用出来るよう，Dyson boson mapping の準粒子表示での計算機汎用プログ

ラムの開発に着手し� 現在進行中である（清水，高田）．
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