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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）昨年度に引き続いて Skyrme 力および Gogny 力を用いたプログラムの改良・発展を行い、数値計

算を実行した。Skyrme エネルギー汎関数を用いた実空間表示密度汎関数理論に基づく原子核の光吸収断

面積の系統的な計算においては、質量数Ａ～120 領域の同位体の計算が進行中である。その結果、中重

核の領域の中性子過剰核について光吸収断面積のデータの蓄積が進んだ。そして、ピグミー共鳴（pygmy 

resonance）の発現機構についての物理的解釈を確立しつつある。また、正準基底時間依存ハートレーフ

ォックボゴリューボフ（CbTDHFB）のプログラムが完成し、対相関の効果を考慮した原子核集団運動の励

起スペクトルの系統的なデータを蓄積し始めた。Gogny 力を用いた時間依存ハートレーフォックボゴリ

ューボフ（TDHFB）の枠組みでは、四重極型非線形振動運動の緩和の仕組みと対相関の関係についてデー

タの蓄積と解析を行っている。これら一連の計算によって得られた系統的なデータは、宇宙の元素合成

過程の解明や原子力分野への応用において重要な働きをすると期待される。 

（英文）We continued to develop and improve the Skyrme/Gogny programs. Using the Skyrme force, 

the systematic calculations of nuclear photoabsorption cross sections are in progress, in which 

the nuclei in the mass region of A ~ 120 are the present targets. The numerical data of 

photoabsorption cross sections of the medium and heavy nuclei are accumulated. A viewpoint of 

the physical mechanism of the pygmy resonance was proposed. Using the CbTDHFB program, we began 

calculations of the systematic data of the spectra of the nuclear collective motions, taking 

account of the nuclear pairing correlations. Using Gogny force, analyses of the role of the pairing 

correlations in the nonlinear quadrupole oscillations and their relaxation phenomena are in 

progress. The systematic numerical data obtained in our numerical calculations will play an 

important role in studying the nucleosynthes in the universe and in the applications to the fields 

of atomic energy development. 
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