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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

�� 少数粒子系研究法の開発

　３体系束縛状態を解く方法として、九大グループのヤコビー座標系ガウス型基

底関数を用いる方法が非常に普遍的・高速・高精度であるが、これを普及するた

め、現在、九大計算センターのライブラリプログラム開発の一環として応用プロ

グラムを作成している。昨年度の「ミューオン分子」プログラムに続き、本年度に

は、任意中心力を用いる３体系についてのプログラムを公開した。使用説明書は、

「九大計算センター広報３０巻（１９９７年）２号に掲載されている。また、４体

系についても、複雑な相互作用の場合のコード作りが進展し、これをハイパー核

の研究に応用している。（肥山、上村）。

　科研費総合研究班「少数多体系の厳密解とその応用」の代表者として、国際シ

ンポジウム「原子核多体問題における革新的計算法�有限量子多体系の新世代物

理に向けて�」を主催した（上村）。

�� ハイパー核

　スピン・スピン力やスピン軌道力、テンサー力などを含む４体系の計算法の開

発により、ハイペロン－核子（Y N）相互作用とハイパー核構造とを直結させた詳

細な研究が急速に進んだ。具体的には、�i� �
�H� ��He�� 	N 
�� において、現実
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的な�N � Y N相互作用を用いた世界で初めての４体計算実行し、スピン－スピン

力と ����レベルの splittingの関係を分析した。従来提案されている Nijmegen

グループの ND� NF型の�N力は、スピン・スピン力が望ましい強さの数分の１の

大きさしかないこと、Ehimeグループの�N力は、結合エネルギーはほぼ再現する

が、スピン・スピン力の強さは、��	の大きさであることを示し、各グループの Y N

相互作用の改良の指針を示し、�ii� ��
� C�� 	� 
 �� の 	��� � ����のエネルギー

splitting 実験値を４体模型によって説明するとともに、この小さな splittingは、
��C核のクラスター的励起によるものであって、必ずしも元の２体 Y Nスピン・軌

道力が小さいことを意味しないという新しい知見を示し、�iii���Li�� �
�N 
��

において、スピン・スピン力とスピン・軌道力が競合的に存在していることを明

らかにし、同一ハイパー核から２つの力の情報が同時に得られる可能性を指摘し

た。（肥山、上村）

　ハイペロン�核子 �Y�N�相互作用から、ラムダハイパー核内におけるラムダ�核

子有効相互作用を求める方法を Unitary�Model�Operator Approach �UMOA� の

枠組を拡張することにより定式化した。また、実際にYN相互作用としてNijmegen

Soft�Core �NSC�ポテンシャルを用い、��
� Oについて計算を行った �S� Fujii� R�

Okamoto and K� Suzuki� Prog� Theor� Phys� �� ������� No��に掲載決定�。計

算は adjustable parameterを用いずに行うため、用いる YN相互作用の性質を直

接的に反映した結果を得る事が出来る。現在、複数の YNポテンシャルを用いた

計算を行っており、不定性の大きいその性質の違いや問題点について明らかにし

ているところである �藤井、岡本、鈴木�。

	� エキゾティック原子・分子� ミューオン触媒核融合

　反陽子ヘリウム原子（�p���He� ���� He��
 e�
�pの３体系� の異常な長寿命状

態（J � 	� � 	��の精密レーザー実験データを、ガウス型基底関数組み替えチャ

ネル変分法を用いて解析した。この系では、相互作用角運動量が非常に大きいこ

とが従来の計算を困難にしてきたが、本計算法により、状態間遷移の光子の波長

を６桁の精度で計算を実行し、７個のレーザー実験データ（精度６桁）の説明に

成功した。また、最も大きい共鳴幅を複素座標回転法によって求め、良い一致を

得た。これらにより、この異常な長寿命状態の存在様式の理論的解明が進み、今

後の実験をガイドする理論的予測も行なうに至った。�上村、木野、工藤）

　高強度ミューオンと高濃度トリチウム（�崩壊�He除去）を用いる従来にない精

密ミューオン触媒核融合実験が理研－Rutherford共同でスタートし、新しいタイ

プのデータが出始めており、その解析に取り組んでいる。特に、純粋 tt�系の核融
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合率と��He付着率を計算中である（上村、肥山、木野）。また、ミューオン触媒

核融合に関する review paperを書き、Advance in Nuclear Physics �� ������ に

印刷中である（上村、永嶺）。

�� 半古典歪曲波模型による前平衡過程反応

　半古典歪曲波模型 �SCDW�は、前平衡過程を記述するのに有効な量子力学的模

型であり、実験値をかなり良く再現することができる。しかしこの模型には理論的

にいくつかの問題があり、そのため模型の正当性に対して疑問が残る。そこで我々

はこの問題を解決すべく、これまでは片手落ちの状態で取り扱っていた exchange

termの厳密な取扱いを行い、また、衝突を起こす２核子の運動エネルギーが保存

しない散乱 �o��shellの散乱�を考慮した。これにより、これまでの SCDWが抱

えていた理論的問題はほぼ解決し、より理論的に正当な模型へと改良することが

できた。また、今回の改良に伴ってスピン量を指定した計算が可能となったため、

偏極量の計算が期待されている（緒方、河合）。

�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（高スピン極限状態）を詳細に調べることが可能になってきた。原

子核理論の研究グループでは、このような高速回転する原子核構造の微視的立場

からの研究を行っている。

�� 超変形回転バンド

　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、慣

性能率が大きく有利になるので大きく変形した状態（超変形状態）が実現すること

がわかっている。このような巨大変形回転状態では基底状態近傍とはかなり違った

核構造が発現する。この数年本グループで研究している課題としては� �a�超変形回

転バンド上の低励起集団振動運動、特に最近では実験的に注目を集めている八重極

振動運動（中務 �Manchester�、水鳥 �基研�、松柳 �京大�、清水）、�b�超変形回転

バンドの低スピン領域での崩壊現象（清水、T� D�ssing�NBI�� E� Vigezzi�Milano��

R� A� Broglia�Milano�NBI�）がある。
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�� High�Kアイソマーの崩壊と K量子数の破れ

　良く変形した重い中重核領域 �Hf�W�Os�では大きな K量子数を持ったアイソ

マーの存在がよく知られており、軸対称変形が良い近似であることを示す例とさ

れてきた。ところが、最近になって非常に高い K量子数を持つアイソマー状態か

らゼロに近いKを持つ基底回転バンドへの電磁崩壊が観測にかかり、強いK量子

数の破れが存在することがわかってきた。このように K量子数を破る機構として

考えられるものは、非軸対称変形自由度（�変形自由度）と角運動量ベクトルの傾

きの自由度（Coriolis 結合効果）が考えられる。前者については簡単な模型によ

るこれまでの研究で重要な役割を果たすことがわかってきたが、本年度は後者の

効果について、斜向クランキング法による分析を行なった。角運動量を止めて傾

き角に対するポテンシャル面を計算することは容易なことではなく現在も計算の

方法を改良中である（清水、大坪 �D	�）。

	� 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の研究では、原子核全体の平均場描像に基づくクランキング

模型（強制回転模型）が基本的な道具立てとなる。通常のクランキング模型では、

回転の軸は変形の慣性主軸の回りにとられるが、最近になって慣性主軸から傾いた

軸の回りの回転の自由度がイラスト近傍でも重要な役割を果たすことが示唆され

てきている。最も簡単なアプローチは定常回転を仮定するクランキング模型を傾い

た軸に対して拡張するものでこれは斜向クランキング法 �Tilted Axis Cranking�

Tilted Axis Rotation�と呼ばれる。本グループでもこの方法を用いて、変形核の

回転状態の研究を行なっている。まず、手始めとして１準粒子が回転子と結合した

厳密に解ける模型の場合に、この斜向クランキング法がどのような近似を行なっ

ているかをしらべ通常の主軸の回りのクランキング法に比べ角運動量ベクトルの

力学的運動の効果をうまく取り込んでいることをチェックした。現在はより現実

的な原子核への適用を試みている（清水、大坪 �D	�）。

�III� 原子核の中低エネルギー集団励起状態の微視的構造

�� Boson 展開法の新展開 � Boson 展開法の精度の検討，Holstein�Primako� 型

boson 展開法の新しい方法 �

　我々のグループでは，展開の切断近似の必要の無い Dyson mappingを推奨し，

現実の原子核の解析に用いて来た．しかし世間一般には，まだ展開の切断近似を

しなければならないHolstein�Primako� �HP� 型 boson mapping法がよく使われ，

しかも４次の切断近似ですまされているのが普通である．
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　過去の多くの経験から，単純な Holstein�Primako� 型 boson展開を４次で切断

近似をすることは良い近似でないことが明らかであるので，如何にして normal�

ordered HP 型 boson展開を求めるかが問題である．これまでこの問題は我々のグ

ループや Holzwarth や 岸本・田村等によって研究されて来たが，今回この問題に

対する最終決定版と言える方法を提案することが出来た．この方法は理論的に厳密

で，かつ取り扱いが容易である．（求めた展開の結果は，岸本・田村の linked�cluster

展開と同等である．）

　この方法を用いて normal�ordered HP 型 boson 展開を実行し，近似の必要の

無い Dyson mapping と比較することによって，この近似の精度を次のような場

合について数値計算を行って確かめた．

i� 簡単な 	�level model（SU�	� model）�

ii� Quadrupole correlation が強い ���Sn� ���Cd の場合�

iii� Octupole correlationが強い ���Pb の場合�

　i� の結果から，遷移領域の many�phonon states（従って高い励起エネルギー

の状態）においては，HP 型 boson expansion の４次の切断近似はかなり精度が

悪いと考えられ，厳密な計算を目指すならば Dyson mapping を用いるべきであ

ると言える．

　しかし ii�� iii� の結果から現実的な原子核（特に球形から遷移領域における核）

の割合低い励起状態の概略的な構造を知るためには normal�ordered HP 型 boson

展開の４次の切断近似がかなり良いことが明らかになった．６次まで採ることが理

想的であるが，それならば Dyson mappingを用いるべきで� normal�ordered HP

型 boson 展開が Dyson mappingより優れた点は皆無である（佐藤，高田）．

�� 準粒子表示 Dyson boson mappingの汎用プログラム

　上の研究結果から，Dyson boson mapping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

開発が求められる．我々は昨年よりこの課題に着手した．汎用性を重んじるため，

集団運動空間としてかなり多種類のフォノンを取り込むことができるよう，新し

い定式を作り，計算アルゴリズムを開発した．これにより，広い領域の原子核に

おいて，色々な multipolarity の相関を考慮できる Dyson mappingが応用可能と

なるはずである．

　プログラムの開発は最終段階にあるが，メンバーの一人が学部運営に多忙で進

行が遅れている（清水，高田）．
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	� 相対論的平均場理論による原子核の集団回転運動の研究

　相対論的平均場理論は、原子核を、核子と中間子からなる相対論的多体系とし

て記述するもので、これまでに原子核の基底状態の性質などをよく再現すること

が分かっている。このモデルを原子核の回転による励起状態に適用する試みも、ド

イツのグループによって既に行なわれているが、彼らの定式化には問題があった。

そこで我々は、一般相対論の手法を用いて、全く新しい形で再定式化を行なった。

さらに、独自の数値計算プログラムを作成し、	�Znについて得られた新しい実験

データを含む質量数 � 領域核の超変形回転バンドについての系統的な計算を現

在行なっている（間所、松崎）。

�� 核物質中の対相関に対する相対論的アプローチ

　近年の相対論的平均場理論の成功を背景に、対相関の記述の精密化が求められ

ている。我々はその方向での研究テーマとして、核物質中の対相関を扱っている。

手始めに、有限密度におけるハドロンの質量減少を考慮した現実的核力を用いた

計算を行った。その結果、中間子の質量減少が対ギャップの減少に大きく効くこ

とがわかった。また、不安定核実験技術の進歩に伴い中性子�陽子間の対相関が再

び注目されつつあるが、核物質におけるその取り扱いについて現在検討を進めて

いる（谷川、松崎）。
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���� M�Sato and K� Takada� �Convergence of Boson Expansion Theory�� The

Third Korea�Japan joint symposium onNuclear Structure and Related Physics�

November ���� ����� Seoul� Korea

���� H� Madokoro and M� Matsuzaki� �A Relativistic Investigation on Superde�

formed bands in the A � � Mass Region�� The Third Korea�Japan Joint

Symposium on Nuclear Structure and Related Physics� November ���� �����

Seoul� Korea�

���� H� Madokoro and M� Matsuzaki� �Relativistic Mean Field Description of Nu�

clear Collective Rotation�� XVII RCNP International Symposium on Inno�

vative Computational Methods in Nuclear Many�Body Problems � Towards a

new generation of physics in �nete quantum systems� Osaka� November �����

�����

���� 肥山詠美子� 上村正康� 元場俊雄�山田泰一� 山本安夫� ��Nspin�spin interaction

and hypernuclear phenomena��日本物理学会年会， ����年 	月， 名城大学

���� 肥山詠美子� 上村正康� 元場俊雄� 山田泰一� 山本安夫� �YNスピン・スピン力と
�
�
H� �

�
He� �

�
Li� ��

�
Beの �体構造�� 日本物理学会年会， ����年 	月， 名城大学

���� 肥山詠美子� 上村正康� 元場俊雄� 山田泰一� 山本安夫� �軽いハイパー核におけ

るYNスピン・スピン力とスピン軌道力の競合�� 日本物理学会分科会， ����年

�月，東京都立大学

��� 肥山詠美子� 上村正康� �Realistic YN� NN interactionを用いた A��ハイパー

核の精密 �体計算�� 日本物理学会九州支部例会� ����年 ��月� 福岡工業大学

���� 肥山詠美子� 上村正康� �軽いハイパー核における YNスピン・スピン力とスピ

ン軌道力の競合�� 日本物理学会九州支部例会� ����年 ��月� 福岡工業大学

���� 上村正康� 木野康志、工藤博司� �反陽子ヘリウム原子の 	体理論と実験の超精

密比較�� 日本物理学会九州支部例会� ����年 ��月� 福岡工業大学

��	� 藤井新一郎� 岡本良治� 鈴木賢二� �ユニタリー変換法による��
� O の�N有効相互

作用�，日本物理学会分科会，����年 �月，東京都立大学

���� 大坪 慎一� 清水 良文� �Tilted Axis Cranking 模型と粒子回転子模型による非軸

対称原子核の遷移確率の比較� 日本物理学会年会� ���� 年 	 月� 名城大学

���� 大坪 慎一� 清水 良文� �Tilted Axis Cranking 模型による � 方向のエネルギー

面と � トンネリング�� 日本物理学会分科会� ���� 年 � 月� 東京都立大学

���� 佐藤求、高田健次郎�����Pbで見る Holstein�Primako� 型ボソン展開の近似精

度�� 日本物理学会年会� ����年 	月� 名城大学

���� 佐藤求、高田健次郎��現実的核モデルに対する Holstein�Primako� 型ボソン展

���



開の近似精度�� 日本物理学会分科会� ����年 �月� 東京都立大学

���� 佐藤求、高田健次郎�� linked�clusterの方法によるボソン展開の近似精度�� ����

年 ��月� 日本物理学会九州支部例会� 福岡工業大学

���� 間所秀樹、松崎昌之、�一般相対論的クランキング模型による軽い変形核の 回

転運動の記述�、日本物理学会分科会、���� 年 	 月、名城大学

�	� 間所秀樹、松崎昌之、�General Relativistic Mean Field Theory and a System�

atic Calculation for Rotating Nuclei �、日本物理学会分科会、����年 �月、東

京都立大学

�	�� 間所秀樹、松崎昌之、�A�� 領域核の超変形回転バンド �、日本物理学会九州

支部例会、���� 年 �� 月、福岡工業大学

�	�� 谷川知憲� 松崎昌之� �核物質中の対相関に対する中間子質量変化の効果�� 日本

物理学会九州支部例会� ����年 ��月� 福岡工業大学

修士論文

�� 緒方一介：�核子－核散乱に対する半古典歪曲波近似（SCDW�における exchange

及び有効相互作用の o��shell行列要素の効果�� ����年 	月

�� 谷川知憲：�核物質中の対相関に対する相対論的アプローチ�� ����年 	月

博士論文

�� 肥山詠美子： �Three� and Four�Body Structure of Light Hypernuclei and

Hyperon�Nucleon Interactions�� ����年 	月

���


