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（様式５） 

二国間交流事業 共同研究報告書 
 

平成 20 年 3 月 10 日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
 

共同研究代表者所属・部局 東京工業大学 大学院理工学研究科     

（ふりがな）          しばた  としあき 

職・氏 名  教授・ 柴田 利明           
 
 

1. 事 業 名  相手国（ドイツ連邦共和国）との共同研究 対応機関（DFG ドイツ科学協会） 

 

2. 研 究 課 題 名  HERMESによる新実験手法を用いた陽子と中性子のスピン構造の解明            

 

3. 全 採 用 期 間 

 

平成  18 年 4  月 1  日 ～ 平成  19 年 12 月  31  日 （ 1  年  9  ヶ月） 

 

4. 研究経費総額 

 

（1）本事業により交付された研究経費総額   4,575    千円 

 

初年度経費  2,075   千円、 ２年度経費 2,500  千円、 ３年度経費  0  千円 

 

（2）本事業による経費以外の国内研究経費総額  10,000   千円 
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5．研究組織 

（1）日本側参加者 

氏 名
（ふりがな）

所 属・職 名 研 究 協 力 テ ー マ 

（しばたとしあき） 

柴田利明 

（みやちよしゆき） 

宮地義之 

（いまづよしみつ） 

今津義充 

（る・しゃおるい） 

呂 暁睿 

（はせがわたいき） 

長谷川大樹 

 

東京工業大学・教授 

 

東京工業大学・助教 

 

東京工業大学・大学院生 

 

東京工業大学・大学院生 

 

東京工業大学・大学院生 

 

 

全体計画・実験データ解析 

 

データ解析用プログラム開発、 

レーザーシステム運転、実験遂行 

データ解析数値計算、量子色力学計算 

 

データ解析、レーザー運転 

 

データ解析、検出器運転管理 

 

 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  Erlangen-Nuernberg University, 教授, Klaus Rith                   

 

（3）相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付すこと） 

 

氏  名 所属・職名（国名） 研 究 協 力 テ ー マ 

○ K. Rith 

 

 

Erhard Steffens 

 

 

Markus 

Diefenthaler 

 

Dietmer Zeiler 

 

 

Erlangen-Nuernberg University 

教授（ドイツ） 

 

Erlangen-Nuernberg University 

教授（ドイツ） 

 

Erlangen-Nuernberg University 

研究員（ドイツ） 

 

Erlangen-Nuernberg University 

研究員（ドイツ） 

全体計画、データ解析の調整と論文の執筆 

 

 

偏極水素標的の開発・運転 

 

 

実験データ解析、実験の遂行 

 

 

実験データ解析、モンテカルロ・シミュレー

ション 
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6．研究概要（研究の目的・内容・成果等の概要を簡潔に記載してください。） 

 
陽子と中性子はスピン 1/2 を持っている。しかし、陽子や中性子は素粒子ではなく、内部構造を持っ

ていることはすでに知られている。陽子の内部にはクォークやグルーオンがある。それでは、陽子のス

ピン 1/2 はクォークやグルーオンからどのように構成されているだろうか。それを解明するのが、本研

究の目的である。これまでの実験により、核子のスピン 1/2 のうちクォークのスピンの寄与は 20-30% に

すぎないことがわかっている。この「陽子のスピンの問題」は 1987 年に柴田、Rith らが参加した EMC
グループが発見したもので、核子のスピンに対するクォークのスピンの寄与がたいへん小さいという問

題である。「陽子のスピンの問題」の解明は現在の素粒子・原子核分野における最も重要な問題の一つ

である。現在では、世界中の主要な粒子加速器のほぼすべてで研究が行われており、一大研究分野にな

っている。陽子のスピンには、陽子の中のグルーオンのスピンの寄与ばかりでなく、クォークやグルー

オンの軌道角運動が寄与している可能性がある。 
 本研究では、ドイツ・ハンブルクの DESY（ドイツ電子シンクロトロン研究所）における実験（実験

名 HERMES）によってこの問題に取り組んだ。高エネルギーの偏極電子ビームと、実験グループが最

近開発した横偏極気体内部標的およびハドロン粒子識別装置を使う実験で、伝統的なレプトン深非弾性

散乱と独創的な実験装置を組み合わせて使っている。深非弾性散乱の特徴は、１ event (散乱事象）ご

とに、Bjorken x と Q2が決定できることである。これらは量子色力学研究のために最も基本的で重要な

運動学的量である。 
データ解析拠点は日本とドイツにあって、日本とドイツが中心になって推進している 11 ヶ国の国際

共同実験である。特にこの日独共同研究は、ドイツ政府からフィリップ・フランツ・フォン・ジーボル

ト賞により評価されている（2001 年、柴田）。これまでに、深非弾性散乱で生成されるハドロンを東工

大が中心になって製作したリングイメージングチェレンコフ検出器(RICH)で識別し、u,d,s クォークに

分離して縦偏極分布を決定することにすでに成功している。 

 
 本研究期間（平成 18,19 年度）における一番大きな成果は、散乱電子と発生ハドロンの角度相関の測

定から、シバーズ効果とコリンズ効果の分離に初めて成功したことである。シバーズ効果は、クォーク

の軌道角運動量の寄与を研究する道を拓くものである。一方コリンズ効果は、これまでに測られていな

い横偏極に関する構造関数 h1の測定を可能にするものである。 
更に、Deeply Virtual Compton Scattering（DVCS：深仮想コンプトン）の検出と解析が進んだこと

も成果である。DVCS は、電子散乱に伴い標的陽子は壊れずに、高エネルギー（数 GeV）の実光子が発生

する過程である。DVCS からは、｢一般化されたパートン分布」という新しい理論の枠組みによって弾性

散乱の形状因子などと共に構造関数が解析できるようになった利点を最大限に利用し、クォークの全角

運動量（スピンと軌道角運動量）の寄与を研究した。 

 このように、HERMES は、Bjorken x と Q2 を散乱事象ごとに確定できるという特長と、RICH によるハ

ドロン識別の能力を活用して、陽子のスピン構造の研究の未踏の領域を開拓してきた。数年以内に全デ

ータの解析が完了し、陽子のスピン構造の全体像が明らかになると予想される。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 研究期間中に相手国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問先 

氏名・所属 
期      間 

（現地到着日～現地出発日）
主たる訪問先 

宮地 義之・東京工業大学 

 

今津 義充・東京工業大学 

 

呂 暁睿・東京工業大学 

 

宮地 義之・東京工業大学 

 

長谷川 大樹・東京工業大学 

 

呂 暁睿・東京工業大学 

 

宮地 義之・東京工業大学 

 

柴田 利明・東京工業大学 
 

宮地 義之・東京工業大学 

平成１８年７月２日〜 

平成１８年７月１４日 

平成１８年７月４日〜 

平成１８年７月１７日 

平成１８年８月２日〜 

平成１８年９月２４日 

平成１９年５月３日〜 

平成１９年５月７日 

平成１９年５月９日〜 

平成１９年５月１９日 

平成１９年６月１６日〜 

平成１９年７月１５日 

平成１９年６月２９日〜 

平成１９年７月１８日 

平成１９年６月２９日〜 

平成１９年７月３日 

平成１９年９月６日〜 

平成１９年９月１５日 

計 ９ 名（延べ人数） 計 １６２ 日 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

ドイツ・ハンブルク（ドイツ電子

シンクロトロンＤＥＳＹ） 

 

（２）研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（振興会から滞在費等の支給

を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名・所属 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

K. Rith・エアランゲン大学 

 

E. Steffens・エアランゲン大学 

 

M. Diefenthaler・エアランゲン

大学 

M. Diefenthaler・エアランゲン

大学 

D. Zeiler・エアランゲン大学 

平成１８年９月２４日〜 

平成１８年１０月８日 

平成１８年１０月１日〜 

平成１８年１０月８日 

平成１８年９月２５日〜 

平成１８年１０月８日 

平成１９年１０月５日〜 

平成１９年１０月２５日 

平成１９年１０月５日〜 

平成１９年１０月２６日 

計 ５ 名（延べ人数） 計 ８０ 日 

東京工業大学 

 

スピン国際会議（京都） 

 

東京工業大学 

 

東京工業大学 

 

東京工業大学 
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8．研究の成果（｢7．研究の目的・内容｣の内容と対応させつつ、本研究によって得られた新たな知見、成果、

及び一般国民にとってどのようなメリットがあったかを平易な表現で記述してください。） 

 

(1)学術的価値（本研究により得られた新たな知見や概念の展開等、学術的成果） 

陽子のスピン構造の研究において、高エネルギー電子と陽子標的の深非弾性散乱という方法を用いて、陽

子スピン 1/2 に対してクォークやグルーオンがどのように寄与しているかを解明するのが本研究の目的であ

る。横偏極の陽子標的を用いて、電子とハドロンの角度相関によるシバーズ効果－コリンズ効果の分離が世

界で初めて実現し、クォークの軌道角運動量の寄与の研究などの道を拓いたことが、本共同研究の一番大き

な成果である。量子色力学の研究のために重要な実験データを多数収集することができたのも、特筆すべき

成果である。これらの総合的な解析を行っており、順次、学術雑誌の発表することになっている。 

 

(2)相手国との交流（両国の研究者が協力して学術交流することによって得られた成果） 

 エアランゲン大学は、東工大と同じく HERMES 実験のデータ解析の拠点の一つとなっており、すぐれた研究

者・大学院生が研究をしている。日独の研究者が相互訪問し、議論をしながらデータを解析したことにより、

論文を学術雑誌に発表することができたのみならず、新しいデータ解析のアイデアを議論できたことはたい

へん大きな収穫であった。 

 

 

(3)社会的貢献（社会の基盤となる文化の継承と発展、社会生活の質の改善、現代的諸問題の克服と解決に資

する等の社会的貢献はどのようにあったか） 

社会的貢献としてあげられることは、一般的には近年やや関係が薄まっている日独交流が、物理学の分野

を通して再度興隆し、親しく共同研究をすることによってその効率のよさが再認識されたこと、である。つ

まり、日本とドイツの研究者は、共同研究をするとその生産性がたいへん高く、協力して成果を挙げること

ができる。一般の国際共同研究の平均よりも、ずっと有効に共同研究できるのは、両国民の資質によるもの

であると思われる。日本人研究者のドイツ語やドイツ文化に対する関心も高まった。
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(4)若手研究者養成への貢献（若手研究者養成への取り組み、成果） 

東京工業大学の助教である宮地氏が、この共同研究で中心的な役割を果たし、東工大の博士後期課程の大

学院生２名もドイツに出張して国際的な共同研究の経験を十分に積むことができた。一方、ドイツ側研究代

表者である K.Rith 教授の東工大に来て、大学院で講義をしたので、東工大の多くの大学院生が K.Rith 教授

に接することができた。更に、エアランゲン大学の若手研究者である Markus Diefenthaler 氏が２回、Dietmer 

Zeiler １回東工大に来て、その折に、大学院生が企画・主催して国際ワークショップを開くことができたの

で、この日独共同研究は、若手研究者養成の観点から、複合的に多くの成果を挙げることができた。 

 

(5)将来発展可能性（本研究・交流事業を実施したことにより、今後どの様な発展の可能性が認められるか） 

更なる発展を目指して、次年度からの２年間の共同研究を申請して採択されたので、その期間内に内容を

深めていく予定である。発展の可能性としては、現在までは、DESY の HERMES 実験のデータの解析にほぼ限

定していたが、今後は、HERMES 実験と世界の他の研究成果を詳しく比較し、総合的に解析する方向に発展し

ていく計画である。即ち、陽子のスピン構造に関する世界中のデータを、系統的に解析するのが究極の目的

で、その実現は近いと思われる。 

 

 

(6)その他（上記(1)～(5)以外に得られた成果があれば記述してください 
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9．研究発表（本共同研究の一環として発表したもの､又は､発表予定のものについて記入してください。なお､

印刷物がある場合は１部添付してください。） 

イ．論文発表［発表者名､テーマ名､発表誌名､巻号､掲載頁､発刊年月の順に記入してください。］ 

Toshi-Aki Shibata and et. al., Cross-sections for hard exclusive electroproduction of pi+ mesons 

on a hydrogen target., Phys. Lett. B659, 486-492, 2008. 

 

Toshi-Aki Shibata and et. al., Hadronization in semi-inclusive deep-inelastic scattering on nuclei., 

Nucl. Phys. B780, 1-27, 2007. 

 

Toshi-Aki Shibata and et. al., Transverse Polarization of Lambda and anti-Lambda Hyperons in 

Quasireal Photoproduction., Phys. Rev. D76, 092008, 2007. 

 

Toshi-Aki Shibata and et. al., Beam-Spin Asymmetries in the Azimuthal Distribution of Pion 

Electroproduction. Phys. Lett. B648, 164-170, 2007. 

 

Toshi-Aki Shibata and et. al., Precise determination of the spin structure function g(1) of the 

proton, deuteron and neutron. Phys. Rev. D75, 012007, 2007. (Erratum-ibid. D76, 039901, 2007.)  

 

Toshi-Aki Shibata and et. al., The Beam-charge azimuthal asymmetry and deeply virtual compton 

scattering. Phys. Rev. D75, 011103, 2007. 

 

Toshi-Aki Shibata and et. al., Longitudinal Spin Transfer to the Lambda Hyperon in Semi-Inclusive 

Deep-Inelastic Scattering. Phys. Rev. D74, 072004, 2006. 

ロ．口頭発表［発表者名､テーマ名､会合名､発表年月日の順に記入してください。］ 

柴田 利明、The nucleon structure、日本物理学会、平成１９年９月２１日 

 

呂 暁睿、Single Spin Asymmetries in Semi-Inclusive DIS using Transversely Polarized Target at 

HERMES、日本物理学会、平成１９年９月２２日 

 

今津 義充, Global QCD Analysis of Parton Distributions and Fragmentation Functions, The 6th 

Circum-Pan-Pacific Symposium on High Energy Spin Physics, 平成１９年７月３０日 

 

 宮地 義之, Transverse spin physics studied in deep inelastic scattering experiments., 日本物理

学会, 平成１９年９月２２日 

 

 宮地 義之, HERMES 実験が拓く陽子と中性子のスピン構造, 日本物理学会, 平成１９年９月２３日（第１

回(2007 年)日本物理学会若手奨励賞 受賞記念講演） 

 

ハ．出版［著者名、出版社名、刊行年月日の順に記入してください。］ 
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10．要望、意見等 

特にありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜備考＞ 

１．本事業による経費以外の国内の研究費は､本研究との関連において使用したその他の補助金等の総額を 10 万円単位

で記入してください。 

２．この報告書は､全採用期間が終了した翌月末または４月１４日のいずれか早い方の日までに提出してください。 

３．振興会の事業報告等に記載するための適当な写真がありましたら､説明を付して添付してください。 

４．この報告書の P１～P３は、交流成果として本会ホームページに掲載するほか、報告書全てを閲覧用に公開します。

また、この報告書を振興会の事業報告として刊行する場合､内容に影響しない範囲で修正を行うことがあります。 

５．P４「７．派遣・受入実績」以降の様式については、必要に応じて、適宜記入欄を拡大して構いません。 


