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成果の概要 

 Abstract 

（和文） 

 

SU(3) Yang-Mills 理論に対し、われわれが提唱したSU(2) におけるCFNS分解をSU(N) Yang-Mills理

論に拡張した非線形変換に基づく新しい定式を適用し、変数分解を通して、クォーク閉じ込めに支配

的な役割を果たす位相的配位を直接抽出し解析を行なった。モンテカルロシミュレーションで生成し

た、minimal option に対するリンク変数の分解をおこない、基本表現のクォークの閉じ込めに支配的に

寄与するとされるＹＭ場の位相的配位と磁気的（非可換）ノンアーベリアン磁気的モノポールをゲージ

に依存することなく直接抽出し、これらがウイルソンループの期待値の面積則の主たる要素であるこ

と、”アーベリアン・ドミナンス“、モノポールドミナンスを示した。 

 

（英文） 

For SU(3) Yang-Mills (YM) theory , we have applied our new formulation on a lattice which 

is extension of CFNS decomposition based on nonlinear change of variables in the SU(2)-YM 

to the SU(N)-YM theory, and extracted the relevant mode for the quark confinement through 

the decomposition of the link variables. Applying the decomposition of minimal option 

to the configuration generated by MC simulation, we extract the V field which is central 

role for the confinement of the quarks in the fundamental representation, and also 

non-Abelian magnetic monopoles in the gauge independent way, and we show that those are 

central factor for area low of Wilson loop average, i.e., “Abalian” dominance and 

(Non-Abalian) magnetic monopole dominance.  
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