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 2011 年 12 月 13 日～16 日にウィーンの IAEA 本部で標記の会議が開かれた。これは、

2008 年 11 月に開催された諮問委員会（CM）の勧告に基づき、3 年間の予定で開始され

た計画（CRP）の第 2 回会議である。（2008 年の CM の報告は「核データニュース」No.94

（2009.10）、第 1 回 RCM の報告は同 No.97（2010.10）参照）。 

世話人は IAEA 核データセクションの R. Capote Noy。今回の出席者は、理論計算側か

ら P. Talou（USA）、A. Tudora（ルーマニア）、Shu Neng-chuan（舒能川、中国）、大澤（日

本；chairperson）、実験側から S. Oberstedt（EU）、A. Vorobyev（ロシア）、T. Granier（フラ

ンス）、N. Kornilov（ロシア、現在はアメリカ・オハイオ大学滞在）、ベンチマーク・感度

解析側から I. Kodeli（スロベニア）、G. Manturov（ロシア）、そしてコンサルタントとし

て K.-H. Schmidt（元 GSI, Darmstadt）、R. Vogt（LLNL）、O. Serot（Cadarache）、Chen Yong-jing

（陳永静、CNDC）、G. Lomakov（IPPE）が参加した。 

 会議は、はじめに参加者の研究発表と討論が行われ、次に実験データベース、モデリ

ング、不確かさ解析の順に議論が進められた。以下に発表の概要を（筆者の偏見を交え

つつ）紹介する。 

 

1. 実験的測定 

● Granier（Bruyère-le-Châtel）は、CEA－Los Alamos 共同で行われている実験の 近の成

果のうち、239Pu の核分裂即発中性子スペクトル（PFNS）および 238U のν
－

(E)の測定結果を

報告した。LANSCE/WNR で double TOF 法により測定された 239Pu の PFNS は、どの入射

エネルギーに対しても、MeV 領域で従来の測定値より低めに出ており、このエネルギー

会議のトピックス(V) 
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領域では測定値どうしの間にまだ大きな食い違いがあることを示している。CEA の Van 

de Graaf でおこなわれた 6.5 MeV における 235U、238U の PFNS の精密測定結果は、(n,n’f)

反応による pre-fission中性子がスペクトルに shoulderを作っていることがはっきりと見え

ている。(n,n’f)閾値近傍およびそれ以上の入射エネルギーにおける評価計算を行う際にこ

のことに留意すべきであるとの指摘があった。 

 

● Oberstedt（IRMM）からは、従来の NE-213 より中性子検出効率が 20 %大きい p-ターフェ

ニルを用いたシンチレーション検出器を開発して特性試験を進めているとの話があった。

この検出器では n/γ弁別の下限が 200 keV まで下がる（従来は 600 keV）ので PFNS の低

エネルギー端の測定データの改善が期待される。235U の測定は 2012 年から、239Pu はその

後に予定されている。 

 

● Vorobyev（PNPI、St. Petersburg）は、核分裂片の重心系における中性子放出の角度分布

に見られる非等方性についての結果を報告した。これは核分裂片と即発中性子の角度分

布とエネルギーを TOF 法により同時測定するというむずかしいマルチパラメータ実験で

ある。核分裂片の進行方向に対する中性子の放出角度の分布は 

2
2 2( , ) 1 (3cos 1) / 2, 1 (1,90 ) / (1,0 )CM CM CM CME A E A            

という式において、係数 A2＝0.04 で再現されるという。この式の、通常とは異なる特徴

は、非等方性が重心系運動エネルギーECM依存性をもつという点にある。後述するように、

重心系非等方性は、PFNS の低エネルギー部分に影響を与えるが、従来、その ECM依存性

を考慮した計算評価は行われていないので、これが本当ならば、改めて PFNS の計算を

やってその効果を確かめる必要があるだろう。なお、非等方性の物理的根拠は、高スピ

ン状態からの中性子放出崩壊のメカニズムに関連するので、その観点からの検討も必要

であろう。 

 

● Kornilov（Ohio U.）は新しい測定ではなく、“scale method”[1]という評価手法の話をし

た。252Cf の PFNS と 235U の PFNS の形は類似していると仮定して、両者の比を 7 次の多

項式 

S(E)/MCf(E) = a0 + a1E + a2E
2 + a3E

3 + a4E
4 + a5E

5 + a6E
6 + a7E

7 

 

で表す。ここに MCf (E)は 252Cf の PFNS であり、核温度 TM=1.42 MeV の Maxwell 型分布で

表されるとする。8 つの係数 aiを 適に決めれば 適な評価値を得ることができるという

話である。十分な測定データがあれば、この方法で、実験値に も適合するスペクトル

を得ることができるのは当然だが、これでは他の核種に拡張することも、予測に応用す
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ることもできない。そもそも、「252Cf と 235U の PFNS の形は類似している」という仮定自

体が大いに疑問であるし、252Cf の PFNS が Maxwell 型で表示できるかのように扱ってい

ることも（有名な Mannhart の評価結果を思い起こせば）問題だと思える。 

Kornilov は、「PFNS の既存の理論はどれも信用に値しない。評価手法として現段階で

信頼できるのは、自分が提案する経験式だけだ」と主張する。現行の理論を頭から否定

する仕方も、そこから自らの経験式に頼るしかないという結論に導く論理も、いささか

強引で飛躍が多すぎると思える。このような一般性のない“fitting for the sake of fit”

approach は、fit の程度がどれほど良く見えたとしても、核分裂過程における中性子放出

の豊かな physics を見えなくしてしまうだろう、というのが筆者の偽らざる感想である。 

 

2. 理論・モデリング 

● Serot（Cadarache）は、Monte Carlo 法による即発中性子関連物理量の計算結果を報告し

た[2]。まず、核分裂片の質量、電荷、運動エネルギー（TKE）、スピンを実験データの分

布に合わせてサンプリングし、それを初期条件として中性子放出過程を Monte Carlo 法で

シミュレートする。放出中性子のエネルギー分布は Weisskopf 型を仮定することにより、

PFNS、ν
－

、P()などの物理量を得ている。この種の計算の論点の一つは、全励起エネルギー

（TXE）が 2 つの分裂片の間でどのように分配されるかである。Serot らは、両分裂片の

核温度を TL、TH、準位密度パラメータを aL、aHとすると TXE＝aLTL
2＋aHTH

2 の関係が成

り立つが、等温仮説（TL＝TH）ではν
－

(A)の鋸歯状構造も全中性子数 ν
－

も合わない。そこ

で、非等温性パラメータ RT＝TL/THを核分裂片質量の関数 RT(A)として扱うと、実験デー

タを再現できるようになったという（図 1）。 

 

図 1 2 つの核分裂片の核温度比（239Pu(n,f）の場合)［Serot ら］ 
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この「非等温性 RT＝TL/TH」という概念は、実は 1990 年の IAEA の Consultants’ Meeting

で、筆者[3]が提案したものである。2 つの核分裂片が scission の時点で熱平衡状態（等温）

であるかどうかは（動力学や散逸過程に依存するので）容易に断定できないが、たとえ

そうであったとしても、2 つの分裂片の変形度が違うのだから、中性子放出の時点では非

等温と考える方が妥当だ、という提案であった。永らく顧みられなかったが、2008 年に

P. Talou が取り上げてくれたことがきっかけになってここ数年使われるようになった。

Serot はそれを核分裂片質量の関数として扱うという方法を提案したわけである。図 1 の

RT(A)の関数型は別の研究[4, 5]とも一致している。この等温／非等温という主題は、今回

の会議の中で繰り返し変奏されて登場することになる。 

Serot らの研究のもう一つの特徴は、yrast レベルの効果を取り上げていることである。

結果は、慣性モーメントとして剛体近似を使うか、非回転流体近似を使うかでかなり変

わる。実験値の再現性という点では剛体近似の 1/2 程度の値が妥当のようである。 

 

● Vogt（LLNL）は、J. Randrup とともに開発している FREYA（Fission Reaction Event Yield 

Algorithm）解析による結果を報告した（この結果の一部は文献[6, 7]に発表されている）。

方法論は Monte Carlo 法であり、手法は Serot らと共通の点が多い。くだんの、TXE の核

分裂片間の分配に関しては、初期値として等温仮説をとったが、実験値（特にν
－

(A)の鋸歯

形状と PFNS）の再現性が悪いので、E
－

*
L＝x E*

L（E*
Lは等分配則で決まる軽分裂片励起エ

ネルギー）で定義されるパラメータ x を導入して調整している。結果を見ると x＞1 となっ

ているので、軽分裂片の方に励起エネルギーが行く（その分、重分裂片の励起エネルギー

は小さくなる）ように調整していることになる。なお、Serot とは違い、スピンの効果は

検討していない。興味深いのは、LLNL では、得られた PFNS を用いて、Jezebel、Jezebel-240、

Flattop-Pu、Thor などの臨界集合体データで積分テストを行っていることである。いずれ

の場合も LLNL のスペクトルは keffを過小評価する傾向があり、この問題については検討

中のようである。 

 

● Talou（LANL）は Los Alamos で進められているいくつかの研究を紹介した。 

(a) Los Alamos（Madland-Nix）モデルの改良［非等方性の考慮など］とベイズ法によるモ

デルパラメータの推定、共分散行列の生成、(b) U 同位体の PFNS の同時評価（fissility 

parameter Z2/A, Coulomb parameter Z2/A1/3との相関性）、(c) Monte Carlo Hauser-Feshbach 計

算（235U(n,f)、239Pu(n,f)、252Cf(sf)について良好な結果を得ている）、(d) LANSCE－CEA 共

同実験（Granier の報告参照）、(e) 地下核爆発による強力中性子ビームを利用した PFNS

の高エネルギー部分の精密測定（2 MeV における Madland-Nix モデル計算と良好に一致。

しかし、事が事だけに実験条件などの詳細は不明）。 
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● Tudora（U. of Bucharest）は、Madland-Nix モデルで、数百におよぶ核分裂片ペアを考慮

した point-by-point（PbP）法による 235U、238U、232Th の PFNS の結果を示した。 

Scission pointにおいて分裂片は接触した回転楕円体と考えるというTerrelの考え方を採

用して deformability を質量の関数として計算し、それを用いて変形エネルギーを計算し

ている。励起エネルギーの分配に関しては、従来、E*
L/ E*

H＝ν
－

L/ν
－

Hという式を使っていた

が、今回は等温仮説を使い、E*
L/ E*

H＝aL/aHという式を使っている。LDP の比 aL/aHを、

異なった LDP モデル（Gilbert-Cameron, Ignatyuk, Egidy）で計算した値は、重核分裂片の

質量の関数として見ると、案外類似した振る舞いを示している。ν
－

(A)の鋸歯状形状の計算

値は測定データと良く一致している。 

 

● Shu Neng-chuan（舒能川）は中国核データセンターの若手で、日本人になじみの深い Liu 

Ting-jin（劉廷進）の後任として fission 関係の研究をおこなっている（Liu さんは退職し

た今も、自転車で研究所に通ってきて後進の指導にあたっているそうだ）。Shu らは Liu

の質量分布のマルチモード解析（半経験式）を基礎とし、励起エネルギーの分配は、shell

効果が強く効く（Standard-1, -2）領域では放出中性子と γ線のエネルギー（<ν><η>＋<Eγ>）

に基づいた分配方式を使い、shell 効果が弱い（Superlong）領域では液滴モデルに基づき

粒子数に比例した分配方式を採用している（<η>は中性子放出により持ち去られるエネル

ギー）。こうすれば、核分裂片の励起エネルギー分配の鋸歯状構造は正確に再現できる。

準位密度として Gilbert-Cameron の複合公式を採用して蒸発中性子スペクトルを計算した。

実験データを再現する核温度比RT＝TL/TH＝1.28であったという。SerotらのRT(A)関数（図

1）に質量収率曲線で重み付けして平均をとればそのくらいの値になりそうだな、と筆者

は思った。 

 

● Karl-Heinz Schmidt（「シュミットさん」は欧米にはたくさんいるので、first name も覚え

ておくとよい）は元 GSI（Darmstadt）だが、その後 Bordeaux-Gradignan 研究所で仕事を

し、現在はドイツに住みながら時折 Bordeaux にも出かけて研究を続けているという（

近の論文は[8]など多数あり）。この会合に出てきたのは初めてだが、理論面から興味深い

コメントを放っていた。筆者はこの人から多くの food for thought をもらった。 

 K.-H. Schmidt は、EFNUDAT（European Facilities for Nuclear Data Measurement）計画の

一環として 近開発した GEF（GEneral description of Fission variables）コードの考え方と

計算結果を示した。GEF モデルの要点を、筆者が理解した範囲で記してみる： 

① 核分裂過程は、原子核の変形というマクロ的過程と、2 つの生成核分裂片（nascent 

fragments）の shell 効果およびその間での粒子の輸送というミクロ的過程に分離して

考えることができる［分離原理と呼ぶ］。 

② マクロ的=集団的過程はゆっくりした過程であり、変形ポテンシャル面の変化に追随
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できないため、scission point に至る前にその自由度は freeze-out してしまう（第 2 障

壁を越えたあたりで、非対称波動関数は縮退してしまう）。これにより核分裂の質量

非対称性は決まってしまう［アクチニドの重分裂片平均質量<AH>の不変性に対応］。 

③ ミクロ的=粒子的過程は速い過程であり、粒子輸送と変形核の電荷分極は、freeze-out

後に遅れておこる［アクチニドの重分裂片の N/Z 比の系統的変化に対応］。 

④ 核分裂チャネル（モード）は Standard-1 (S1), Standard-2 (S2), Superlong (SL)に分かれて

おり、その分岐比は、鞍部点における励起エネルギーでの準位密度にわたる積分で決

まる。 

⑤ 準位密度は、フェルミガスではなく一定核温度モデルで記述される*。これは核分裂

片の通常の励起エネルギーでは、超流動状態はまだ壊れていないためである。 

⑥ 粒子の移動は接触した 2 つの分裂片の高温側から低温側へ向かって起こる。Egidy の

核温度公式[9] 

T = A-2/3[17.45－0.515S＋0.051S2] 

によると、shell 効果 S があまり大きくない場合には A が大きい重分裂片の方が低温

になるので、粒子輸送は軽分裂片から重分裂片の方向へ起こる。これは、エントロピー

増大の原理に従っているから、熱力学原理に逆らうものではない［こう考えると、入

射エネルギーが大きくなると励起エネルギーの増加分は重分裂片側へ偏るという

Naqvi らのν
－

(A)の鋸歯構造の測定データ[10]（図 2）を説明できる］。 

⑦ PFNS は、核分裂片からの中性子放出として記述される。そのエネルギーは Egidy の

核温度 T をもつ Maxwell 分布からサンプリングする。 

 

*【学生のための注釈】 核データ屋の間でよく知られている Gilbert-Cameron の複合公

式では、低エネルギー側は「一定核温度公式」、高エネルギー側では「フェルミガス公式」

で表示されるとしているが、その物理的根拠は原論文中には明記されていない。「一定核

温度モデル」は、物理的には、励起エネルギーの増加とともに、核内の核子の Cooper pair

が順次解離していくため、系の温度は一定に保たれるという第 1 種相転移で説明できる

（混相系である氷水に熱を与えても氷が溶け終わるまでは温度が変わらないのと類似）。

ただし、Gilbert-Cameron 公式の接続エネルギーは、単に 2 つの公式の数学的な接続条件

から決まるものであって、相転移温度との直接の対応関係はない。Gilbert-Cameron の接

続エネルギーは 3～6 MeV 程度であるが、K.-H. Schmidt によると、相転移温度は 10 MeV

以上であるという。 
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図 2. 入射エネルギー0.8 MeV と 5.5 MeV における 237Np(n,f)のν
－

(A)の鋸歯形状の変化[10] 

 丸印は Naqvi ら[10]の測定データ、階段状の線は K.-H. Schmidt らの計算値。 

 

図 3．239Pu(nth,f)と
240Pu(sf)におけるν

－

(A)の鋸歯形状の比較[11] 

【個人的考察】 GEF コードは広範なアクチニドの核分裂片質量分布などを系統的に計

算できる点では有用かつ興味深いが、PFNS については、スペクトル絶対値の小さなグラ

フが示されているのみなので、どの程度の精度をもつのかはっきりしない（PFNS 研究者

の間では Maxwell 分布からのズレがはっきり見えるように、Maxwell に対する相対比をプ

ロットするのが通例である）。これは GEF が、核分裂の general description に重点を置い
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ているためであろうが、今後、PFNS についてより詳細な検討が行われることを期待した

い。 

 一方、Madland-Nix モデルはフェルミガスモデルに基づいているが、この励起エネル

ギー領域では一定核温度モデルで扱うべきだという K.-H. Schmidt の議論が正しいとする

と、改変を迫られることになるかもしれない。ただし、別の測定例で、fissioning nucleus

が同じで、励起エネルギーのみが異なる 239Pu(nth,f)と
240Pu(sf)のν

－

(A)の鋸歯形状（図3 [11]）

を比較すると、励起エネルギーは、高温の軽分裂片の方に行っているように見る。前述

の Vogt の計算でも x＞1、すなわち、軽分裂片の方に励起エネルギーが集まるとしており、

Schmidt の予測とは異なる（「Maxwell の悪魔」のしわざか？！）。 

 Schmidt は、scission point で、核子が高温側から低温側へ移動すると考えているが、こ

れは自明だろうか。想像を逞しくすると、原子核が超伝導相から常伝導相へ遷移する過

渡状態で、相転移における熱の出入りによる「ヒートポンプ」（quantum heat pump!）のよ

うなメカニズムが働けば、「Maxwell の悪魔」のようなことも起こりうるのではないか、

などと筆者はアマノジャク的な想像をしている（単独の核子と、核子の Cooper pair とを

比べると、ペアを組んでいる方が角運動量保存の制約を受けにくく、少ないエネルギー

で Nilsson 軌道の乗り換えができるから、正・逆方向とも移動しやすいのではないか。過

渡状態で、Cooper pair の数が減ってくると共に、移動にブレーキがかかるため、擬似

「Maxwell の悪魔」的状況が出現する、というのが筆者の仮説なのだが、どうでしょう

か？）。 

いずれにせよ scission point および中性子放出時点における励起エネルギー分配（等温

／非等温／Maxwell’s demon）の問題は、物理の問題としてもおもしろく、かつ、モデル

の如何を問わず PFNS の計算に通底する問題であるので、今後もこの研究の流れの隠れた

主題であり続けると思う。 

 

● Ohsawa（近畿大）は、「モンテカルロ法による核分裂片加速途中における中性子放出の

シミュレーション」についての結果を報告した。従来は、即発中性子放出は核分裂片が

十分に加速した後に起こると仮定されてきたが、加速途中における中性子放出（NEDA）

の存在の可能性を Monte Carlo で検討してみようという趣旨である。この問題は、従来は

平均中性子放出寿命<τ>で論じられてきたが、Ericson[12]の中性子放出寿命の式に基づい

て核分裂片ごとに忠実に計算すると、その質量によって、数桁にわたり大きく変動する

ことがわかった（図 4）。これは、核分裂片の shell 効果と偶奇効果によるものである。中

性子放出時間と核分裂片の加速時間を対応づけることにより、加速途中における中性子

放出現象をシミュレートすると、235U(nth,f)の場合、 終運動エネルギーの 90 %に加速す

る以前の放出確率は約 10 %という結果になった（会議参加者からは、それは妥当な線だ

ろうとの意見をいただいた）。これを考慮して PFNS を計算すると、0.5 MeV 以下の低エ
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ネルギー成分が増強される。これに加えて、核分裂片放出の重心系非等方性を考慮する

と、低エネルギー成分はさらに増強され、測定データとのズレは縮小することがわかっ

た（図 5）。 

 

図 4．核分裂質量の関数として見た中性子放出寿命（235U(nth,f)；核分裂モード別） 

［Ohsawa ら］ 

 

図 5．233U(nth,f)、
235U(nth,f)、

239Pu(nth,f)、
252Cf(sf)の PFNS に対する NEDA 効果 

および中性子放出非等方性効果［Ohsawa ら］ 
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3. ベンチマーク・不確かさ解析 

● Manturov（IPPE）は、濃度の異なる Pu 水溶液炉心と Pu 金属炉心について、非弾性散

乱断面積は変えずに、Pu の PFNS のみを ROSFOND（＝ENDF/B-VII）から Maslov 評価値

に入れ替えた場合の効果について報告した。計算コードは MMKKENO、MCNP コードで

ある。結果を見ると、Maslov 評価値は、水溶液炉心では keffをやや過大評価、金属炉心で

は過小評価の傾向がある。全般的に ROSFOND、つまり ENDF/B-VII の方がベンチマーク

実験との一致は良さそうに見えた。 

 

● Kodeli（J. Stefan Inst.）は、NJOY で LANL-2010 の 239Pu の PFNS 共分散行列を処理し

Jezebel、Flattop 等の高速炉体型の keff、βeffの不確かさ解析を行った結果を報告した。PFNS

が keff、βeffに及ぼす影響は、Flottop と Jezebel では傾向が異なる。感度係数はエネルギー

領域（群）によっても異なり、1 MeV を境界にして正負が異なる。共分散行列と keff、βeff

の感度特性が異なっても、予想される不確かさの傾向には大きな違いは見られないとい

う。 

 

おわりに 

 以上が、この会議の様子と、それに触発されて筆者が考えたことである。僻目が多い

ことは、いつものこととお許しいただきたい。 

実は、筆者はこの会議に出席できるかどうか、危ぶんでいた。11 月から膝関節症が悪

化し、楽しみにしていた核データ研究会も欠席、大学への通勤にもタクシーを使うとい

写真 1 グループの集合写真 
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う状態が続いていたからである。しかし歩行を極力避けるという条件付きで医者から許

可を得て、杖をつきながらウィーンまで行ったという次第。情けない姿に、知人からは

「お前どうした」と言われたが、なんとか責務を果たすことができたかと思う。このグ

ループの集合写真（写真 1）を載せておきます。 

滞在の 終日に、Musikverein（楽友協会）大ホールで J.S. バッハの「クリスマス・オ

ラトリオ」の演奏会があると IAEA の大塚直彦さんに教えていただき、早速ネットで見る

と 1 階席中央に 1 つだけ空席があった。おかげさまで、クリスマス前のウィーン 後の

日を祝祭的な雰囲気で過ごすことができた。大塚さんにはいつもながら、会議のことの

みならず、音楽についても助言をいただいた。感謝、感謝。 
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