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研究成果の概要（和文）： 
本研究の目的は、強く束縛した安定核から非束縛状態の中性子超過剰核（非束縛核）にいたる核
子多体系の統一的な理解を目指し、とりわけ研究の遅れている中性子過剰な非束縛核に焦点をし
ぼり、その特異構造を解明することである。そのため、1)高精細な中性子検出器を開発し、また、
2)高強度の不安定核ビームを用い、分解反応によって非束縛核を生成し、不変質量法によりその
エネルギー準位と崩壊幅を決定する実験を行った。大立体角の中性子検出器NEBULAを完成させ、
不安定核ビームの分解反応を用いて三体力の解明にも重要とされる非束縛核25O,26Oを生成し、ま
た、殻構造の破れやハロー構造の解明にも繋がる非束縛核13Beの核分光にも成功した。さらに、
本研究では、より高分解能で、３中性子以上の同時測定を目指し、高精細化されたプラスチック
シンチレータから成る新型の中性子検出器(HIME)を開発した。そのプロトタイプを完成させ、設
計通りの時間・位置分解能が得られることを確認した。さらに、モジュール化された中性子検出
器に特化したシミュレーションコードを開発した。これらは非束縛核の研究の飛躍的な展開の契
機となる成果である。 
 
研究成果の概要（英文）： 
The final goal of this study is to understand the structure of nucleonic systems beyond the 
neutron drip line (unbound nuclei), thereby understanding the atomic nuclei with large 
isospin asymmetry. For such purposes, 1) we have developed neutron-detector arrays with 
high granularity, 2) we have performed experiments to produce unbound nuclei by using 
intense RI beams. We have constructed the large acceptance neutron detector array 
NEBULA at RIBF, and have performed experiments to produce 25O and 26O, which are 
crucial to understand the three-body force in nuclei. We have also successfully made 
spectroscopy of 13Be, the constituent of the Borromean halo nucleus 14Be. Furthermore, we 
have developed HIME neutron detector array, which has higher granularity than NEBULA, 
and can detect more than 2 neutrons in coincidence for the near-future experiments on 28O. 
We have successfully constructed the proto-type of HIME, which has been found to work 
with expected specifications about the timing and position resolutions. In addition, we have 
developed the simulation code for such neutron detector array with high granularity. 
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１． 研究開始当初の背景 
重イオン加速器と不安定核ビーム技術の進
展により、中性子数と陽子数の比が大きく異
なる不安定核の研究が急速に進みつつある。
束縛限界に至る不安定核の研究から、ハロー
核の発見などがみられたが、束縛限界を超え
る非束縛核の研究は遅れていた。最近、第一
原理計算が炭素 12 までの軽い原子核で進み
つつあるが、中性子数と陽子数の比が非常に
高い（アイソスピン非対称度の高い）非束縛
系の実験的研究はこうした理論の検証に不
可欠である。また、中性子星などの高密度核
物質の解明には、アイソスピンに依存した核
力成分の理解が望まれており、ここでも非束
縛核のスペクトロスコピーが重要と考えら
れている。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、強く束縛した安定核から弱
束縛系としての中性子過剰核、さらにはより
中性子超過な非束縛核に至る核子多体系を
統一的に理解するため、とりわけ研究の遅れ
ている非束縛核の構造を解明することであ
る。これらの非束縛核は、中性子星などの高
密度核物質の理解にも不可欠な核力のアイ
ソスピン依存性や３体力を探る上で鍵とな
る量子多体系であるが、未だにその構造がよ
くわかっていない。そのため、1)高精細な中
性子検出器を開発し、また、2)高強度の不安
定核ビームを用い、その分解反応によって非
束縛核を生成し、不変質量法によりそのエネ
ルギー準位とその崩壊幅を決定する実験を
行った。 
 
３．研究の方法 
非束縛核は、中高エネルギー不安定核ビーム
の分解反応により準安定状態として生成す
る。準安定状態にある非束縛核はすぐに荷電
粒子と１-４個程度の中性子に崩壊する。こ
れら放出粒子の４元運動量をすべて同時測
定し、不変質量を組むことによって非束縛準
位のエネルギーと幅を求める。この手法は
我々のグループが世界の先頭を切って開発
してきたものである。本研究では、この手法
を最大限に効率良く利用すべく高精細・高立
体角の中性子検出器(NEBULA)を開発し、準安
定状態にある非束縛核の崩壊を精度よく測
定した。また、将来の多中性子同時測定をめ
ざし、より高精細化された中性子検出器
(HIME)を開発した。 

４．研究成果 
非束縛核や非束縛準位を生成するいくつか
の実験を行い、重要な結果を得ている。ここ
では、そのハイライトである 1)ボロミアン核
を構成する非束縛核 13Be の生成、2)酸素同位
体の非束縛核25O,26Oの生成実験について述べ
る。さらに、3)高精細中性子検出器 HIME の
開発について述べる。 
 
1) 13Be の生成：中性子ハロー核 14Be の１中性
子分離反応により、13Be の分光を行った。13Be
は基底状態が非束縛であり、実験の困難さか
ら、これまでは確固とした準位の特定が行わ
れていなかった。一方、13Be は、14Be の 3 体
ハロー構造を解明する上でも、Be 同位体にし
ばしば現れる変形現象や魔法数の破れを見
る上でも、鍵となる重要な核としてその精密
研究が待たれていた。 
本実験では、液体水素標的(陽子標的)を用

いて 14Be の中性子を一個分離し、中間準安定
状態として 13Be を生成した。非束縛状態にあ
る13Beは直ちに分解し12Beと中性子が放出さ
れるが、この２粒子の同時測定を行い、13Be
の相対エネルギースペクトル（図１）を精度
よく導出することに成功した。また、この実
験では13Beの横方向運動量を組み合わせたス
ペクトルの解析法を初めて導入し、14Be が少
なくとも３つの異なる量子状態の重ね合わ
せであることをつきとめた。また、13Be の最
も顕著なピークは基底状態であり、ｐ波中性
子の一粒子状態としてスピン・パリティを
1/2-と特定した。すなわち従来の殻模型で予
想される正パリティでなく、負パリティの
Intruder 準位であることが判明したことに
なる。このことは中性子数８の魔法数が破れ、 
 

 
図１．13Be(12Be+n)の相対エネルギースペクト
ル。横方向運動量分布の解析と組み合わせる
ことにより、３つの異なる状態の存在が示さ
れた。 



閉殻構造が崩れていることを示すものとし
て注目されている。 
 
2)25,26O の生成：原子核の束縛限界（ドリップ
ライン）はどこにあるのだろうか。中性子過
剰側の中性子ドリップラインは、ほとんどわ
かっておらず、これまで水素(Z=1)から酸素
同位体(Z=8)まで確定しているのみである。
しかも、酸素同位体はまわりの同位体に比べ
それほど中性子過剰ではない 24O(Z=8,N=16)
が束縛限界核となっており、謎となっている。
フッ素同位体では少なくとも 31F までが束縛
していることが判明しており、中性子数で６
個以上も安定性が伸びている。このアノマリ
ー（異常性）は中性子過剰領域での核構造や
核力の変化に起因する可能性があり、これを
理解する上で、束縛限界を超えた 25O や 26O,
さらには二重閉殻核としては最後の砦と言
われている 28O を人工的に生成し、そのエネ
ルギー準位を決定することが重要である。 
本研究では、不安定核の世界的拠点研究所と
なっている理研の RIBF(RI ビームファクト
リ)で得られる高強度の不安定核ビーム
(26F,27F,27Ne,28Ne)を用いて、核力分解反応の
一種である、１陽子分離反応、および２陽子
分離反応を起こし、25O,26O を生成した。 
これらの生成量は先行研究を１桁以上も上
回るものであった。現在、詳細な解析を進め
ており、エネルギー準位の精密決定が期待さ
れる。最近 26O は３体斥力効果で非束縛にな
るという理論もあり、その検証も可能となる。
また、最近 26O が２中性子放射性を持つ可能
性が指摘され、注目されているが、そのこと
についても重要な情報を与えるものと期待
される。 
3) 中性子検出器 HIME の開発 
非束縛核の生成は、核力分解反応で行うが、
分解粒子の運動量の測定、特に中性子の運動
量の測定が不可欠となる。中性子のエネルギ
ーは 100-300 MeV 程度で、複数の中性子が同
時に放出されることもある。複数の中性子の
同時測定は、従来、クロストークの問題があ
り困難であった。これを解決するとともに、
さらに分解能を高めた検出器を本研究では
開発した。これが HIME(HIgh resolution 
detector array for Multi-neutron Events) 
である。HIME は 2cmx4cmx100cm 500 本のプラ
スチックシンチレータから成る高精細な中
性子検出器である(本研究ではそのプロトタ
イプとして５０本を製作)。検出器中の陽子
の反跳によって測定するが、この反跳陽子は
３本程度のシンチレータにシグナルを残す
ので、トラッキングが可能になる。トラッキ
ングを利用すると、クロストークの判別が可
能となり、最大４個程度の中性子の測定が実
現される見込みである。放射線医学総合研究
所のHIMAC加速器で陽子ビームを用いてHIME

のテスト実験を行い、その性能を調べた。さ
らに宇宙線ミューオンを使ったテスト実験
も行い、時間分解能が陽子やミューオンに対
して 100ps程度となることがわかった。また、
GEANT4 によるシミュレーションプログラム
を構築し、複数の中性子を分離して測定でき
ることを確認した。 
 
以上のように、いくつかの鍵となる非束縛原
子核を新たに測定し、殻構造や核力が非束縛
核でどのように変化するのかを精度良く調
べた。さらに、近い将来に 28O のような４中
性子崩壊が重要になる非束縛系の実験に向
けて高精細中性子検出器の開発を進め、ほぼ
それを完成させることができた。本研究によ
り、非束縛核の研究を飛躍的に進展させる契
機ともなる実りある成果が得られたと言え
る。 
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