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 研究を終了しましたので、下記の通り報告します。 

成果の概要 

 Abstract 

（和文）微視的数値計算の一つである反対称化分子動力学法を用いて原子核の構造の理論研究を行った。

本プロジェクトでは、主に軽い安定原子核および不安定原子核の基底・励起状態の構造を調べた。これ

まで数値計算を行って得られた波動関数の解析を行い、基底状態や励起状態のクラスター構造の解明を

行った。He 同位体、B および C 同位体では、基底状態にシェル模型的構造が現れる一方で励起状態に発

達したクラスター構造が現れることが理論結果により示唆された。発達した３体クラスター構造は、こ

れまで研究の進んでいる 12C 励起状態に知られている３αクラスター構造と様々な点で共通点があり、

３つのクラスターが緩く結合したクラスター気体状態である可能性を指摘した。He 同位体においては、

αクラスター芯が形成されその周りに余剰中性子が束縛された構造が出現する。２つの余剰中性子がス

ピンゼロの対を形成したダイニュートロン相関を調べるために、得られた波動関数における２体密度を

計算し、空間的に強い相関をもつ２中性子対（ダイニュートロン）が核表面に見られるかどうか調べた。

 

（英文） 

Structures of ground and excited states in light nuclei have been investigated with a method of 

antisymmetrized molecular dynamics(AMD). The AMD method is one of the nuclear structure model

based on a variational method for finite many-body nuclear systems. With this method, wave 

functions for the ground and excited states of stable and unstable nuclei have been obtained.

We have analyzed the obtained wave functions to investigate structures of light unstable nuclei 

as well as light stable nuclei. Particular attentions were paid on cluster structure of excited 

states. In this project, we suggested possible existence of three-center cluster states in 

excited states of He, B and C isotopes, and found their similarity with the famous 

three-alpha-cluster structures in the excited states of 12C. We also analyzed two-neutron 

correlations in He isotopes by calculating the two-body density of the obtained wave functions.
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