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研究成果の概要（和文）：高エネルギー電子核子，核子核子衝突における包含ハドロン生成過程で観測されてき
た大きなシングルスピン非対称（SSA）の起源は, 強い相互作用の研究で長く謎であった。本研究では，これま
での研究には取り入れられていなかったクォーク・グルーオンの多体相関効果（ツイスト３効果）を取り込んだ
新たな定式化に基づき，代表的SSAのいくつかについて理論公式の導出と実験データの解析を実行し，SSAの発現
機構について理解を深めた。また，パイ中間子ー核子衝突における排他的レプトン対生成過程についても，今後
の実験に備えツイスト３効果を取り込んだ理論的解析を行った。

研究成果の概要（英文）：Large single spin asymmetries (SSA) observed in the inclusive production of 
hadrons in high-energy electron-nucleon and nucleon-nucleon collisions have been a long-standing 
mystery in the strong interaction physics.  In this research, using a new formalism that 
incorporates the effect of multi-quark and -gluon correlations (twist-3 effect) overlooked in the 
previous studies, we have derived theoretical formulas for the SSAs in typical processes and have 
carried out a numerical analysis of the experimental data.  This has provided us with a new insight 
into the mechanism of SSAs.  We have also performed a theoretical analysis for the exclusive 
lepton-pair production process in the pion-nucleon collision which will be measured in a future 
experiment, including the relevant twist-3 effect.  

研究分野： 素粒子・原子核

キーワード： 量子色力学　クォーク・グルーオン多体相関　シングルスピン非対称　ツイスト３　核子構造　排他的
レプトン対生成過程　RHIC　J-PARC

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
核子をはじめとするハドロンの構造や相互作用を，それらを構成するクォーク・グルーオンの力学の基礎理論で
ある量子色力学（QCD）に基づいて理解することは，強い相互作用研究の究極目標の１つである。本研究の学術
的意義は，従来の模型や計算方法では説明できなかった新奇な現象について，それまで無視されてきたクォー
ク・グルーオンの多体相関の効果を，QCDに基づいた新たな理論的枠組みに基づいて正確に取り入れ，それによ
って新奇な現象を解明する糸口と核子構造の新たな側面を提供していることにある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１． 研究開始当初の背景 
高エネルギー電子核子衝突や核子核子衝突におけるハドロンや光子などの包含粒子生成反応

は，パートン模型と摂動論的量子色力学（pQCD）により良く記述されてきた。パートン模型で
は，核子をパートン（クォークとグルーオン）のビームとみなし，それらの間の独立な散乱と
して扱われる。生成されるハドロンも散乱したパートンのハドロンへの``破砕”として記述さ
れる。グルーオンの交換や放出の効果はQCDの高次補正としてpQCDにより系統的に取り込める。
しかしながら，高エネルギー反応過程には，パートン模型には取り込まれていないパートン間
の「量子多体相関」によってはじめて引き起こされる現象も存在し、実験的にもそれが観測さ
れている。こうした効果は QCD の「高次ツイスト効果」と呼ばれるが，その系統的扱い方法は，
１部の過程に関しQCDの結合定数について最低次の近似(LO近似)で漸く定式化された段階であ
った。このような高次ツイスト効果によって引き起こされる現象は，スピン偏極過程に多く，
本研究課題の中心的テーマであるシングルスピン非対称（SSA）はその代表例である。実験的に
SSA が観測されている過程としては，電子核子半包含深非弾性散乱（SIDIS）, e p↑→ehX, (こ
こで eは無偏極電子， p↑は横偏極陽子，hはπ中間子や K中間子などのハドロン，Xは終
状態の観測しないハドロン群を指す。以下同様。)，核子核子衝突におけるハドロン生成 p 
p↑→h X，無偏極核子どうしの衝突から生成されるハイペロンの横偏極現象 pp→Λ↑X 
(Λ↑は横偏極ハイペロン)などがある。SIDIS での SSA は，CERN，DESY, Jefferson 
Laboratory などで測定されており，将来的には，米国で建設予定の Electron Ion Collider 
実験でも測定されるであろう。核子核子衝突の SSA は，古くは FNAL や BNL で，現在は BNL
の RHIC 加速器で測定されている。これら過程で観測されてきた SSA の解析や将来の実験に
対する予言，ハイペロン生成過程の SSA に対する解析公式の導出が必要な段階であった。 
茨城県東海村の J-PARC は，世界最高クラスの大強度陽子ビームにより，π中間子、K

中間子、反陽子などの２次粒子ビームを生成する。これらの２次粒子ビームと陽子標的と
の高エネルギー衝突により新しく可能となる現象について、QCD の摂動的効果および非
摂動的効果の役割を理論的に解明することにより、J-PARC での実験計画立案の土台とな
る結果を得ることができる。研究開始当初は、このような結果が必要とされている時期で
あり、特に、π中間子ビーム（π―）と陽子（ｐ）標的が高エネルギーで衝突してミュー
粒子ペア（μ＋μ―）と中性子（ｎ）になる現象（π―ｐ→μ＋μ― ｎ）は、J-PARC での新
しい実験の候補として注目されていた。 
２． 研究の目的 
量子色力学（QCD）に基づく高エネルギーハドロン反応の完全な記述とハドロン構造の理解の

ため， パートン間の量子多体相関（高次ツイスト効果）が本質的な役割をする現象の解明に取
り組む。特に， 核子核子，電子核子衝突で観測されてきた大きなシングルスピン非対称の発現
機構の解明を目指す。シングルスピン非対処はツイスト３効果として現れるため，その断面積
の導出は技術的に非常に複雑である。まず，これまでの研究で得られていた断面積に対する解
析公式を基に，BNL の RHIC で観測された p p↑→h X 過程の SSA に対し，DESY や CERN で観測
されている e p↑→ehX 過程の SSA とコンシステントにデータ解析を実行する。これにより
これらの SSA の発現機構を解明しハドロン中でのクォークグルーオン相関に関する情報を
得る。次に，pp→Λ↑X，e p→e Λ↑X 過程の断面積に対し，LO 近似で解析公式の導出を
する。また，他のツイスト３過程として注目されている，核子核子衝突におけるスピン非
対称 A_{LT}（縦偏極核子と横偏極核子の衝突からのハドロン生成に関するスピン非対称）
に対する LO 近似断面積の導出を行う。 

J-PARC でπ―ｐ→μ＋μ― ｎ過程を実験した場合の観測量と、陽子やπ中間子の内部構
造との関係について QCD に基づく計算により解明する。J-PARC でのπ中間子ビームの
強度およびエネルギー，測定器の性能を考慮し，観測量に陽子やπ中間子の内部構造につ
いてのシグナルがどう表れるか評価し検討する。特に、ツイスト３効果を始めとする、QCD
の高次過程および新奇な非摂動効果による補正まで含めた評価を可能とする。 
３． 研究の方法 
(1) SSA の発現機構の解明 
本研究では，終状態に生成されるハドロンの（衝突軸に対する）横運動量が 1 GeV 程度以上

の場合を考えるため，その領域で有効なコリニアー因子化を採用する。この枠組みでは，SSA
に対応するスピン依存断面積はツイスト３の寄与として現れる。断面積はハドロンの内部構造
を反映した非摂動的なソフトパートと pQCD で計算可能な単距離部分（パートンレベルのハード
断面積）との畳み込みの形で表現される。前者には，核子中でのパートン分布関数と終状態ハ
ドロンの破砕関数があるが，ツイスト３断面積の特徴は，それらにパートン間多体相関関数が
現れる点にある。以下の方法により３つの問題に取り組む。 
① RHIC で観測された SSA データの解析： 
p p↑→πX に対する LO 近似のツイスト３断面積をもとに，RHIC のデータの数値解析を行
う。SIDIS 過程の SSA の数値解析は他の研究グループが実行しているため，そこで得られ
た分布・破砕関数に関する情報をフルに用いることで，両方の過程をコンシステントに記
述するグローバル解析を，ツイスト３破砕関数に対するχ2-fit により実行する。 
② ツイスト３破砕関数の間の関係： 
ツイスト３破砕関数は，ツイスト３分布関数同様，intrinsic, kinematical, dynamical の



３種に分類される。SSA に対応する断面積の導出の際にはいずれも必要になるが，それらの間
には演算子恒等式に基づく厳密な関係式が存在する。その導出及びその関係式の断面積の表式
への影響を調べる。 
③ ハイペロン偏極現象の研究： 
ツイスト３コリニアー因子化を適用し，断面積に対する表式を導出する。 

(2) 横偏極核子―縦偏極核子衝突におけるハドロン生成のスピン非対称 A_{LT}の研究： 
この過程もツイスト３の過程である。SSA とは異なるツイスト３分布・破砕関数が寄与する

が，コリニアーツイスト３因子化により断面積の解析公式を導く。 
(3)排他的レプトン対生成過程の研究： 
 π―ｐ→μ＋μ― ｎ過程では、π中間子および陽子からのクォークと反クォークとの対消滅を
伴う“排他的ドレル・ヤン機構”のメカニズムが E.R. Berger, M. Diehl, B. Pire [Physics   
Letters B523 (2001) 265]によって示され、陽子やπ中間子の内部構造については単純化して
評価がなされている。この評価を、陽子やπ中間子の内部構造についての最近の知見を加え精
密にしたものに改良する。さらに、J-PARC ではミュー粒子ペアの質量が比較的小さな領域での
測定も想定され QCD の高次過程による補正（ツイスト３補正）が重要になるので、これを理論
計算する。ツイスト３補正の計算と Berger, Diehl, Pire の扱いを精密化した計算とを比較し、
ミュー粒子生成方向の違い、ツイスト３補正の相対的な大きさについて予言を行う。 
 
４．研究成果 
(1)SSA の発現機構の解明 
①RHIC で観測された SSA データの解析： 
p p↑→πX 過程の SSA に対する主要な起源は，(a)横偏極核子中の「ツイスト３クォー

クグルーオン相関関数」の寄与と(b)パイオンの「ツイスト３破砕関数」と横偏極核子中の
「トランスヴァーシティ分布」の組み合わせの寄与がある。(a)の寄与は SIDIS における
SSA データから得られる知見を用いると，RHIC のデータとは逆符号で小さな SSA になって
しまう。この研究では，(a)の寄与と(b)中のトランスヴァーシティ分布を SIDIS のデータ
により固定し，RHIC の SSA データが(b)中のツイスト３破砕関数のパラメトライズで再現
できるかどうかをχ2-fit により調べた。その結果，それが可能であることが分かり，この過
程では(b)の寄与が主要な寄与であればSIDISと核子核子衝突のSSAが無矛盾に記述できる可能
性を示した。更に，この結果を基に，RHIC で測定される可能性のある p p↑→{γ, jet}X 過
程の SSA にも予言を与え，ツイスト３QCD と他のモデル計算との違いも明らかにした。ま
た，LHC エネルギーでの予言も与えた。 
②ツイスト３破砕関数の間の関係： 
ツイスト３断面積の導出には，intrinsic, kinematical, dynamical の 3 種のツイスト３破

砕関数があるが、それらは独立ではなく，QCD の運動方程式およびローレンツ不変性に基づい
た演算子恒等式による厳密な関係式が存在する。これにより，intrinsic, kinematical の関数
は dynamical 破砕関数及びツイスト 2破砕関数で書き表すことができる。ツイスト 3分布につ
いては，これらの関係式は知られていたが，ツイスト３破砕関数については系統的研究がなか
ったため，それら関係式の完全系を導出した。また，それらを利用することにより，ツイスト
3 断面積の座標系非依存性（ローレンツ不変性）が成立していることを ep→hX 過程の全ツイ
スト３観測量について証明した。 
④ ハイペロン偏極現象の研究： 
コリニアーツイスト３因子化により SIDIS 過程，e p→e Λ↑X (Λ↑は横偏極ハイペロン)，

および核子核子衝突, pp→ Λ↑X，での偏極ハイペロン生成断面積の導出を行った。いず
れの過程も，(a)核子中のツイスト３分布関数とハイペロンのトランスヴァーシティ破砕関
数の組み合わせ，(b)核子の無偏極パートン分布関数と偏極ハイペロン・ツイスト３破砕関
数の組み合わせの 2つの寄与がある。2つの過程について，(a)の寄与の解析公式を完成さ
せた。(b)の寄与については，(b1)ツイスト３クォーク破砕関数と(b2)ツイスト 3グルーオ
ン破砕関数の寄与があり，前者については２つの過程について解析公式を完成させた。残
る(b1)については、新たな計算手法の開発を要するため、その理論定式化をおこなった。
それに基づくパートンレベルのハード断面積の計算は現在進行中である。ツイスト３グル
ーオン破砕関数も，intrinsic, kinematical, dynamical の３種の破砕関数に分類される
が，それらの間の厳密な関係式の導出も進行中である。これらの関係が明らかになると，
座標系に依存しない断面積の表現が得られることが予想される。 
(2) 横偏極核子―縦偏極核子衝突におけるハドロン生成のスピン非対称 A_{LT}の研究： 
SSA が単純 T-odd の観測量であるのに対し，A_{LT}は単純 T-even であることにより，断面積

の構造は大きく異なる。この過程のツイスト３断面積は，(a)横偏極核子中のツイスト３分布関
数の寄与，(b)縦偏極核子中のツイスト３分布関数の寄与，(3)終状態ハドロンのツイスト３破
砕関数の寄与の 3つに分けられる。(a)の寄与は先行研究により既に導かれていたため，(b),(c)
を補い，この観測量に関する LO 近似の断面積の解析公式を完成させた。ツイスト３分布・破砕
関数の関係式を用いることで，ゲージ不変，ローレンツ不変な断面積を得ることができ，最終
結果はコンパクトな表現となることを示した。 
(3) 排他的レプトン対生成過程の研究 



高エネルギー陽子・π中間子衝突でのレプトン対の排他的生成（π－ p→l＋ l－ n）で、前方
へのレプトン対生成の場合を、QCD の標準的なアプローチ（“QCD 因子化”）で扱い、核子の一般
化パートン分布関数（Generalized Parton Distribution, GPD）およびπ中間子の光円錐波動
関数の、２種類の非摂動的関数を用いて断面積を表した。最近の実験データにフィットした GPD
のパラメトリゼーションを用いて断面積を評価し、将来の J-PARC 実験での測定シグナルをシミ
ュレーションして GPD 決定への実効性を示した。これは、主要なメカニズムと従来考えられて
きた、π中間子からの反クォークと陽子からのクォークとの対消滅を伴う“排他的ドレル・ヤ
ン機構”（ツイスト２のレベル）で計算を行って得られた成果である。    
次の段階として、排他的ドレル・ヤン機構への高次効果としてツイスト 3補正項も計算する

計画を進めたところ、この補正項には赤外発散の困難が生じ QCD 因子化が破綻することがわか
った。さらに、排他的ドレル・ヤン機構と競合し得るメカニズムとして、QCD 因子化の枠組み
では考慮されていない“因子化不可能なソフトな QCD メカニズム”があり、これが従来の予想
以上に重要な役割を果たし得ることが新しくわかってきた。つまり、π―ｐ→μ＋μ― ｎの衝突
現象において、QCD 因子化に対応する従来のメカニズムに加え、因子化不可能なソフトな QCD
メカニズムを考慮することによって、J-PARC での観測量と、陽子やπ中間子の内部構造との関
係がどのように変更を受けるか検討することが、J-PARC での実験計画立案の土台となる結果を
得るために必要となってきた。 
因子化不可能なソフトな QCD メカニズムは、エクスクルーシヴな高エネルギー過程における

“ファインマン・メカニズム”と呼ばれる QCD の赤外領域の現象に対応している。赤外領域を
正面から扱うことに伴う困難を回避するため、π中間子に一旦バーチャリティを持ち込んだ仮
想的振幅を計算し、分散公式に基づいてπ中間子質量殻上の物理的振幅を決定する“光円錐 QCD
和則”の手法に基づく非摂動計算法を発展させることにより、モデル依存性を最小限に抑えた
定量的評価ができることを示した。これにより、因子化不可能なソフトな QCD 効果の結果も GPD
で表せること、ソフトな QCD 効果が J-PARC での断面積を約５倍に増大させることを示した。ま
た、同様な光円錐 QCD 和則を、実光子がグルーオンと散乱してベクトル中間子に遷移する振幅
の扱いにも定式化し、高エネルギー光子・光子衝突でそれぞれの光子が前方へのベクトル中間
子に遷移する過程など、光子からベクトル中間子への前方遷移を含む様々な光子散乱過程の観
測量の評価に適用可能であることを示した。 
J-PARC などの加速器での実験データからハドロンの GPD を決定すれば、ハドロンの３次元内

部構造を研究することができる。これはハドロン・トモグラフィーと呼ばれ、ハドロンの質量
の起源の解明や、（QCD のエネルギー・運動量テンソルの行列要素である）重力形状因子に基づ
いた新たな側面からのハドロン構造研究とも関連している。重力形状因子は、ハドロンと重力
子との相互作用を決定し、また、ハドロン内部におけるクォーク（およびグルーオン）の分布
状態を表す基本量である。クォーク起源の重力形状因子で特に未解明となっていた“第３の形
状因子”について、スピン・ゼロのハドロンおよび陽子の場合に、GPD との関係、さらに高次
ツイスト効果との関係を考察した。さらに、この“第３の形状因子”の大運動量領域での減衰
の仕方をはじめ、その振舞いの可能な形に対しての制約を QCD の理論に基づいて導出した。ま
た、陽子の重力形状因子で“第４の形状因子”として未解明であったものについて、QCD のト
レース異常に基づいて定量的振舞いを導くことに成功した。 
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