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研究成果の概要（和文）：原子核は核子から構成された微小粒子であるため、核子レベルの微視的観点から、そ
の様相を捉える必要がある。その原子核が持つ多様性を調べるため、微視的観点から核構造を構築し、さらに、
核反応模型に適用した。本研究では、この微視的核構造反応模型を用いて、不安定核の分析を行った。本研究成
果の中で、リチウム同位体原子核における余剰中性子の糊的効果について原子核散乱現象を通じて明らかにする
ことができる可能性を示したことは大きな成果である。

研究成果の概要（英文）：The condition of the nucleus is investigated from the microscopic viewpoint 
because the nucleus is composed of nucleons. To investigate the variety of the nucleus, we apply the
 microscopic nuclear structure model to the microscopic nuclear reaction model. In this study, the 
unstable nucleus is analyzed with the nuclear structure and reaction models. It is important 
production that we demonstrated the glue-like role of the valence neutrons in the lithium isotopes 
through the nuclear scattering phenomenon.

研究分野： 原子核理論物理学
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１．研究開始当初の背景 
原子核物理において、実験施設の発達に伴い
不安定核の大規模な系統的解析が進められ
ている。その不安定核の解析には、核反応解
析を通じて得られる情報が多く、原子核の特
有な構造情報を精密に測るためには、その核
反応解析の信頼性が重要となる。実験データ
の解析において、核構造情報を反映した核反
応解析を行うためには「核構造模型」・「核反
応模型」・「相互作用模型」の３つの模型を通
じて得られることが多い。その３つの模型を
融合した微視的核構造反応模型を利用して
原子核の理解に繋げる。 
 
２．研究の目的 
(1) 微視的核構造反応模型を用いて、比較的
軽い原子核の系統的分析を行う。比較的軽い
原子核は、核子数がひとつ異なるだけで劇的
な構造変化を示すことが多い。このような劇
的な構造変化を見せる原子核では、特に閾値
を超えるような励起状態近傍で顕著な相違
性を見ることができる。そのため、軽い原子
核の系統的な分析により、相違性と類似性を
それぞれ明らかにする。また、それを核構造
の観点からではなく、核反応や相互作用の観
点からも同時に分析を行い、原子核の多様性
や特異性を明らかにする。 
 
(2) 微視的核構造反応模型の発展のため、密
度行列を用いた信頼性の高い模型の構築を
行う。密度行列を用いることによって、弾性
散乱において基底状態が含む原子核の多様
性について議論を行うことが期待される。微
視的核構造反応模型の発展は、これらの密度
行列の情報を実験観測可能な断面積から明
らかにすることが期待される。 
 
３．研究の方法 
(1) 微視的核構造反応模型を用いて、比較的
軽い原子核の構築を行い、その核構造の変化
に着目をする。具体的には、6Li に核子を加
えていった際の原子核のクラスター構造や
殻構造の変化に注目する。さらに、その核構
造変化が原子核反応現象に与える影響を調
べる。そして、実験測定可能な物理量との対
応の理解を深める。 
 
(2) 一方で、模型の発展として密度行列を用
いた 4He+4He 散乱実験解析を行う。核子数が
少ない原子核である 3He, 3H の解析も同時
に進め、密度行列を用いた微視的核構造反応
模型の構築を行う。 
 
４．研究成果 
(1) 安定な原子核にさらに中性子や陽子が
余剰についた原子核を不安定核と呼ぶ。近年、
そのような不安定原子核の分析が活発に進
められている。本研究では、その不安定核と
呼ばれるにも関わらず、余剰中性子が糊のよ
うな役割を果たすことによって、原子核構造

が安定化する現象に着目し、実験観測可能な
物理量において分析を進めた。その結果、6Li 
原子核に余剰中性子を加えることにより、余
剰中性子の糊効果によって、リチウム同位体
原子核の構造が安定化し、その構造の安定化
よる効果が原子核弾性散乱反応現象にチャ
ネル結合効果を通じて現れることを明らか
にした。（雑誌論文①、学会発表①、③、⑥、
⑨） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図は雑誌論文①より抜粋 
 
(2) 実験観測技術の発展に基づき、中性子星
の研究が活発化している。これまでの中性子
星の理論的な研究は、現象論的な手法が多く、
大きな不定性を含んでいた。本研究では、現
実的核力に基づいて中性子星の構築を理論
的に行い、その不定性を可能な限り取り除き、
最大質量と半径の関係についてTOV方程式を
用いて導いた。さらに、今後観測されると期
待される中性子星の大きさについて、いくつ
かシミュレーションの結果を与えた。（雑誌
論文②） 
 
(3) 理論的に予言されていた高エネルギー
重イオン散乱現象の特異性を確信するため
には、実験的な測定が必要不可欠となる。そ
のため、第一段階として、核子当たり 100 MeV 
の重イオン散乱実験が行われた。その弾性・
非弾性散乱実験の結果を分析することによ
り、核子間に働く三体斥力の働きや、原子核
が励起する効果について検証を行った。その
結果、三体斥力の役割が最も顕著であること
を明らかにした。また、原子核の励起が散乱
現象に与える寄与についても詳細に分析を
行った。（雑誌論文④、⑥） 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図は雑誌論文④より抜粋 
 
(4) 原子核散乱を記述するためには、その散
乱粒子となる原子核が励起する効果を無視
することができない。そのため、対象となる
原子核の構造情報を詳しく知る必要がある。
本研究では、微視的クラスター模型を用いて、
9Li と 10Be の原子核構造を構築した。その
後、微視的核反応模型によって原子核散乱の
計算を行った。そして、9Li と 10Be 原子核
の類似性と相違性について分析を行った。
（雑誌論文③、⑤、学会発表⑩、⑪、⑫、⑬、
⑭） 
 
(5) 密度行列は、原子核の基底状態について、
一般的な密度分布より詳細な情報を含んで
いると考えられている。本研究では、その密
度行列を利用した原子核反応計算の開発を
行った。しかし、弾性散乱を通じて得られる
密度行列の情報は、不定性の問題もあり、は
っきりと示すことはできなかった。しかし、
この成果はこれまでの研究成果を裏付ける
ものとなり、過去の成果の信用性を高めるも
のとなった。（学会発表⑧） 
 
(6) (5) の成果により、弾性散乱現象におい
ては、一般的に用いられている密度分布を利
用して解析を進められることが明らかにな
った。そのため、密度分布を用いたグローバ
ル光学ポテンシャルの構築を進めた。グロー
バル光学ポテンシャルは、系統的に弾性散乱
を記述するだけでなく、歪曲波ボルン近似法
やチャネル結合法などにより、弾性散乱以外
の反応分析に幅広く利用することができる。
そのグローバル光学ポテンシャルは、これま
で安定核のみ構築されてきたが、本研究では
不安定核領域まで拡張を行い、幅広く利用す
ることができるようデータベース化を進め
た。（学会発表①、②、④、⑤、⑦） 
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