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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２５年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

 

整理番号 

 

R2203 
関連研究分野  

（分科細目コード）  
4301 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
大型固定標的による核子スピンのクォーク・グルーオン構造の研究（平成 22年度）  

代表研究機関名 山形大学  

代表研究機関以外

の協力機関 
宮崎大学、高エネルギー加速器研究機構、中部大学  

主担当研究者氏名  岩田高広  

補助金支出額  

（平成 22年度）  

 

17,120,000 円  

（平成 23 年度）  

 

18,087,000 円  

（平成 24 年度）  

 

20,983,000 円  

（合計）  

 

56,190,000 円  

(公募応募当初の「申

請書」に記載の ) 

若手研究者の  

派遣計画  

（平成 22年度）  

       2 人  

 

（平成 23年度）  

       2  人  

（       2人）  

（平成 24年度）  

          3 人  

（       2人）  

（合計）  

            3  人  

 

若手研究者の  

派遣実績  

（平成 22年度）  

       2 人  

 

（平成 23年度）  

       2  人  

（       2人）  

（平成 24年度）  

          2 人  

（       2人）  

（合計）  

            2  人  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が 300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数）  

（平成 22年度）  

         人  

 

（平成 23年度）  

          人  

（        人）  

（平成 24年度）  

            人  

（        人）  

（合計）  

               人  
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（９－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要）  

ＣＥＲＮでのＣＯＭＰＡＳＳは１１カ国の２２研究機関から２００名近い研究者が参加する国際共同研究であ

り、核子スピンのクォーク構造などの探究を目指している。山形大学はＣＯＭＰＡＳＳ日本グループの代表研究

機関としてこの共同研究に参画し、重要な貢献を果たしてきた。ＣＯＭＰＡＳＳの偏極ターゲットは、他の追随

を許さない世界最大級の大型偏極ターゲットであり、実験の特長の一つである。これに必要な”能動核偏極”技

術を有するグループは世界的にも数少ないが、山形大学グループは、能動核偏極を用いた偏極ターゲットを素粒

子実験に応用できる国内唯一のグループでもある。ヨーロッパでは、Ｂｏｃｈｕｍ大学が偏極ターゲットの高い

技術と実績を持っており、本事業の担当研究者らは、共同研究によってＣＯＭＰＡＳＳ偏極ターゲットの開発を

行ってきた。若手研究者をＣＥＲＮやＢｏｃｈｕｍ大学に派遣し、研鑽を積ませることで、偏極ターゲットを高

度化し、偏極ドレルヤン過程でのクォークの軌道回転寄与の研究などを実現する。これによってクォークレベル

での核子スピン構造の解明をさらに進める。この中で、若手研究者の研鑽により日本の能動核偏極に関する技術

を高めることや、データ解析の経験を積むことができ、将来のＪ―ＰＡＲＣなどの加速器施設での素粒子、原子

核研究に活かす。一方、ＣＯＭＰＡＳＳでは水素ターゲットも利用されてきた。製作はＣＥＲＮが行ったが、日

本グループがその運転を分担した。ＣＯＭＰＡＳＳの将来計画では、長さを２５０ｃｍまで延長した大型水素タ

ーゲットを開発し、研究に利用する。大型ターゲットは厳しい要件を満足する必要がある。特に日本では５０ｃ

ｍを超える液体水素ターゲットは建設された例はほとんど無く、新たなノウハウの蓄積が必要である。この開発

は、フランスのフランス・サックレー原子核研究所やＣＥＲＮと協力して進めてゆき、２０１３年には実際の実

験で使用できるようにする。サックレーにも若手研究者を派遣し、経験を積ませ、日本でも大型水素ターゲット

が製作できるようにし、国内での加速器実験にも活かす。  

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

本プログラムの期間に COMPASSは当該研究分野において、核子内グルーオン偏極度の世界最高精度測定、クォー

クの軌道角運動量の存在を示す０でないシバース非対称度の確認など、この分野の最先端での顕著な成果をいく

つも挙げることができた。共同研究全体で専門的な査読付きの学術誌に掲載された論文は１３報、国際会議等の

報告は１６４報に達している。そして、このプログラムで派遣された２名の若手研究者の活躍がこの成果を達成

するための重要なポイントとなった。派遣者②は世界最大のＣＯＭＰＡＳＳ偏極ターゲットにおけるターゲット

偏極度測定を担当し、理論的な限界に近い精度で偏極度を与え、最終的な物理データ（グルーオン偏極度）の測

定精度の向上に寄与した。派遣者①は偏極ターゲットの運転を円滑に進め、ＣＯＭＰＡＳＳ実験全体へ貢献した

。さらに、派遣者①はＣＯＭＰＡＳＳ水素ターゲットの責任者に就任し、薄肉のＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラス

チック）製の真空容器を用いた大型水素ターゲットを作り上げ、安定に稼働させ、データが取れるところまで導

いた。ＣＦＲＰに対する加工については、日本は他国をリードしているが、それを大型水素ターゲットに応用す

る技術の開発はこれまで行われておらず、この成果によって、製作のノウハウを蓄積することができた。  
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（３－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（９－２）に記載した国際共同研究にお

いて期待される成果概要）  

核子のスピン構造をクォークレベルから解明する研究は、クォーク・グルーオンのダイナミクスを量子色力学の

観点から実験的に解明することに繋がる。ＥＭＣが「クォークスピン寄与がほとんどない」という常識に反した

結果を発表して以来、「スピン・クライシス」という言葉が喧伝され、研究が活発に行われた。その後、ＳＭＣ

実験は、「クォークスピン寄与は約３０％」を確認。そして、残りの７０％近くを何が担っているか？  が大問

題となった。ＱＣＤによるとクォークの結合に関与するグルーオンのスピン寄与、およびクォークやグルーオン

の軌道回転が寄与の候補である。ＣＯＭＰＡＳＳはＣＥＲＮでの高エネルギー偏極ミューオンビームと大型偏極

ターゲットを用いて、反応のスピン依存性から核子内でのグルーオン偏極度や、クォークの軌道回転寄与に関す

る情報を収集する。2011年までに効率良くデータを収集し、グルーオンスピン寄与の大きさを確定させる。また

、Sivers非対称度の測定精度を向上させ、クォークの軌道回転寄与の存否を確定させる。2013年からは以下の２

つの課題に着手する。 (1)深部仮想コンプトン散乱（ DVCS）による一般化パートン分布の研究；大型液体水素タ

ーゲットにミューオンを入射し、クォークの一般化されたパートン分布（ GPD）を与える。本計画では DVCSが支

配的な高エネルギー領域で初めて組織的な測定を行い、貴重な情報を引き出す。  

(2)偏極ドレルヤン過程でのクォーク横方向運動量依存分布関数の研究； 偏極ターゲットにパイ中間子を入射し

、ドレルヤン過程を捉え、ミューオン対と標的スピンの角相関を調べる。これから陽子スピンとクォークスピン

の相関や横方向運動量依存クォーク分布の情報を得て、クォークによる軌道回転効果を引き出す。  

 

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】  

□期待を上回る成果を得た  

■十分に達成された  

□おおむね達成された  

□ある程度達成された  

□ほとんど達成されなかった  

【理由】  

本事業の期間に「 high Pt ハドロン」および「オープンチャーム」と呼ばれる２つの反応において核子内グルー

オン偏極度の世界最高精度測定を達成した。特に、「オープンチャーム」は物理的なバックグラウンドがほとん

ど含まれない理想的な反応であり、この反応の測定データはＣＯＭＰＡＳＳのみが提供している。これらの測定

データから、グルーオン偏極度は０と矛盾しないことが示された。また、偏極陽子ターゲットに対する準包含的

深部非弾性散乱（ SIDIS)での Sivers非対称度が正電荷π中間子に対する値が正に、負電荷π中間子に対して０と

矛盾しない値であることを示し、先行研究であるＨＥＲＭＥＳ実験の結果を確認した。これによって、少なくと

も u-クォークの軌道角運動量が０でないことを間接的に示すことができた。これらの成果は専門的な査読付きの

学術誌に掲載された論文は本プログラムの期間内だけで１３報、国際会議等の報告はＣＯＭＰＡＳＳグループ全

体で１６４報に達している。さらに、将来計画として予定している「深部仮想コンプトン散乱（ DVCS）による一

般化パートン分布の研究」については、ＣＦＲＰ真空容器を用いた大型液体水素ターゲットを製作し、本研究に

必要な反跳陽子検出器、追加的な電磁かロリメータなどと組み合わせた状態で、ビーム実験を行い、予備的な関

連データを取得することに成功し、将来の本格測定の見通しを付けることができた。また、「偏極ドレルヤン過

程でのクォーク横方向運動量依存分布関数の研究」に関しては、強い磁場中で制御可能なマイクロ波減衰器の開

発、大強度マイクロ波源の導入などを行い、本研究に利用される偏極ターゲットの要素技術の整備を進めた。  
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。  

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

「学長裁量経費でのＣＥＲＮへの学生派遣」 

Ｈ２４年度から学長裁量経費によってＣＥＲＮへの学生派遣事業を行っている。Ｈ２４

年度には、１５０万円の予算で５名の学生を派遣し、Ｈ２５年も同様の事業を継続する

予定である。 

「ＹＵ（山形大学）グローイングアップによる派遣」 

本事業は若手研究者を海外に派遣する学内の事業である。本事業の支援を受け、頭脳循

環プログラムでＣＥＲＮに派遣されていた派遣者①の派遣を継続することになっている

（派遣者①のための派遣費用は３００万円を予定）。 

「Ｈ２５年度の頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラムへの応募」 

ＣＯＭＰＡＳＳ次期計画をターゲットとして「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海

外派遣プログラム」へ応募中。 

 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

ＣＯＭＰＡＳＳの将来計画（ＣＯＭＰＡＳＳ－ＩＩ）では「深部仮想コンプトン散乱

（DVCS）による一般化パートン分布の研究」、および「偏極ドレルヤン過程でのクォ

ーク横方向運動量依存分布関数の研究」を予定している。この計画はＣＥＲＮにおい

ても承認され、新たに米国イリノイ大学、台湾の学術研究院などが加わり、ＣＯＭＰ

ＡＳＳ－ＩＩの為の正式な実験契約書（MoU:Memorandum of Understanding)を締結し

た。国際共同研究グループの拡大によって、研究ネットワークも広がっている。 

 

 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

本事業で派遣した若手研究者は、国際共同研究を推進するために欠くことができない

人材として、国際的に認知されている。ＣＯＭＰＡＳＳグループの最高意志決定機関

であるコラボレイション・ボードのメンバーにも選ばれ、存在感を増しており、将来

が期待される。特に、派遣者①は水素ターゲットの責任者として抜擢され、重要な任

務を任されている。これらの若手研究者の存在無くして、国際的な実験を維持するこ

とが実際に難しい状況になっているほどで、研究人材としての将来性が示されてい

る。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ  リ  ガ  ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局  

職名  

（身分）  
専門分野  備考  

主担当研究者  

岩田
イ ワ タ

 

高広
タカヒロ

 

 

担当研究者  

 

松田
マ ツ ダ

 

達郎
タツロウ

 

宮地
ミ ヤ チ

 

義之
ヨシユキ

 

石元
イシモト

  

茂
シゲル

 

 

 

鈴木
ス ズ キ

  

肇
ハジメ

 

吉田
ヨ シ ダ

 

浩司
コ ウ ジ

 

田島
タ ジ マ

 

靖久
ヤスヒサ

 

 

 

山形大学  

 

 

宮崎大学  

山形大学  

高エネルギー加速

器研究機構  

 

中部大学  

山形大学  

山形大学  

 

 

理学部  

 

 

工学部  

理学部  

素粒子原子核研究所  

 

 

工学部  

基盤教育院  

基盤教育院  

 

 

教授  

 

 

教授  

准教授  

講師  

 

 

教授  

准教授  

准教授  

 

 

高 エ ネ ル ギ ー 物 理 学  

 

 

高 エ ネ ル ギ ー 物 理 学  

高 エ ネ ル ギ ー 物 理 学  

高 エ ネ ル ギ ー 物 理 学  

 

 

プラズマ物理学  

高 エ ネ ル ギ ー 物 理 学  

高 エ ネ ル ギ ー 物 理 学  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 7名       

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名  相手側研究者氏名  
職名  

（身分）  
備考  

スイス  

 

 

ドイツ  

 

フランス  

ＣＥＲＮ（欧州原子核研究機構）  

 

 

Ｂｏｃｈｕｍ大学  

 

サックレー研究所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerhard Mallot 

 

 

Werner Meyer 

 

Alain Magnon 

主任研究

員  

 

教授  

 

主任研究

員  
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計  ３機関  
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１） 若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

若手研究者は国際会議での発表経験、英語での実践的なコミュニケーション能力が

あることなどを基準とする。大学院生は十分な基礎学力を有し、英語での基本的なコ

ミュニケーション能力を有すること。選考は、担当研究者を中心として、CERN の職員

や CERN での高エネルギースピン物理に関する国際共同研究グループに参加する、ヨー

ロッパの大学の教員を含む選考委員会を組織して行う。 

１．選考項目 

教員：国際会議での発表経験、英語での実践的なコミュニケーション能力、研究 

計画、これまでの研究業績、健康状態を基に総合的に選考大学院生：当該 

分野での基礎学力、英語での基本的なコミュニケーション能力、研究計画、 

これまでの成績、健康状態を基に総合的に選考 

２．選考基準 

       教員・大学院生について 

        ・当該候補者の教育研究能力が向上する見込みがあり、派遣終了後、更なる教育 

研究上の研鑽と継続的な展開が期待できるか。 

        ・研究対象やもたらされる成果等について、独創性や革新性が認められるか。 

        ・研究課題に対する遂行能力を有しているかを判断する。 

３．選考方法 

      担当教員による書類選考及び面接 

 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

ＣＯＭＰＡＳＳ共同研究では、２ヶ月毎にコラボレーション・ミーティングが開かれ 

る。ここでは共同研究の状況や成果の報告、および今後の計画について議論される。ま 

た、コラボレーション・ミーティングと連動して各研究機関の代表者からなるＧＬＢ（グ 

ループ・リーダーズ・ボード）が開催され、各研究機関の共同研究への負担（財政面お 

よび人的資源）や役割分担を決める。本申請の担当研究者は、交代でコラボレーション 

・ミーティングに参加し、派遣した若手研究者の状況を確認するとともに、必要な支援 

について検討した。また、主担当研究者は、ＧＬＢに参加し、ＣＯＭＰＡＳＳ研究グル 

ープの中での日本グループの位置づけについてのコーディネーションを行った。この中 

で、若手研究者への役割分担、ＣＯＭＰＡＳＳ共同研究からの支援体制を話し合う。日 

本グループでは、派遣した若手研究者を入れて２週間毎にテレビ会議を開き、ＣＥＲＮ 

の状況報告、課題の解決などについて議論し、必要な支援体制を取った。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況 

本事業の研究関連分野での博士後期課程へ入学する学生（１名）が見込まれ、関連 

  研究を行っているポスドク（１名）が雇用されていることから、派遣研究者の増加が 

見込まれる。 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。）  

派遣された２名の若手研究者は国際共同研究を実質的に牽引し、山形大学、および日本

のプレゼンスを示してきた。両名は共同研究グループの最高意志決定機関であり、そこ

での議論が共同研究の方向性を決定するコラボレーション・ボードのメンバーにも選ば

れ、研究の中核になりつつある。また、ＣＥＲＮに派遣した学生や大学院生の研修につ

いても重要な役割を果たし、研究人材の育成の体験を経て、研究に必要なマネイジメン

ト能力も養われた。プロジェクト研究をリードすることができる主要な研究者として活

躍が期待できる。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。）  

若手研究者の海外派遣事業「YU-グローイングアップ」が整備されており、年に３～５

名の若手研究者が選抜され、３ヶ月以上の期間海外に派遣されている。また、海外での

研究実績は、昇任の際に考慮されている。理学部では、グローバル化を学部戦略の１つ

の柱として位置づけており、海外での研究実績が評価されている。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細 

 

 派遣者①：  助教    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

大型偏極ターゲット開発、大型水素ターゲットの開発と建設。 

ＣＯＭＰＡＳＳ共同研究グループにおける水素ターゲットの責任者。 

（具体的な成果） 

ＣＯＭＰＡＳＳ実験のビームタイムに大型偏極ターゲットを運転し、高い効率でのデー

タ収集に貢献した。ＣＦＲＰを真空容器として用いる世界最大の水素標的を完成させ、

物理データの収集のために貢献した。将来計画の偏極ドレルヤン実験のための偏極ター

ゲットシステムの設計を完了。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

（スイス・ジュネーブ、 CERN、PH 部門、

Gerhard Mallot）  

 

168 日  

 

316 日  

 

350 日  

    

834 日  

（フランス・パリ、フランス国立科学セ

ンター）  

 

日  

 

3 日  

 

日  

    

3 日  

（オーストラリア、パックスピン 2011）  

日  

 

10 日  

 

日  

    

10 日  

（アメリカ、パニック 11）   

日  

 

4 日  

 

日  

    

4 日  

（アメリカ・シカゴ、フェルミ国立加速

器研究所）  

 

日  

 

4 日  

 

日  

    

4 日  

（ポルトガル・リスボン、ミーティング

参加）  

   

2 日  

 

2 日  

 

 派遣者②：  助教    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

大型偏極ターゲット開発、大型水素ターゲットの開発と建設。 

偏極ターゲット偏極度測定の担当。 

（具体的な成果） 

ＣＯＭＰＡＳＳ実験のビームタイムに大型偏極ターゲットを運転し、高い効率でのデー

タ収集に貢献した。ＣＦＲＰを真空容器として用いる世界最大の水素標的を完成させ、 

物理データの収集のために貢献した。 

派遣先  

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者） 

派遣期間   

合計  
平成 22 年度  平成 23 年度  平成 24 年度  

（スイス・ジュネーブ、 CERN、PH 部門、

Gerhard Mallot）  

 

168 日  

 

229 日  

   

348 日  

    

745 日  
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資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

Ｈ２２年：横偏極させた偏極陽子ターゲットにミューオンを入射し、クォークの軌道回転

に関連する Sivers 非対称度の精度を３～５倍更新し、軌道回転の有無を確認する。また、

トランスバーシィティ関連データを収集し、クォークスピンと核子スピンの相関を詳しく

調べる。  

Ｈ２３年：縦偏極させた陽子ターゲットに縦偏極ミューオンを入射、グルーオン偏極度に

関するデータを収集。グルーオンスピンの核子スピンへの寄与を確認する。これまでにＣ

ＯＭＰＡＳＳが得た世界最高精度のグルーオン偏極度データをさらに更新する。グルーオ

ン偏極度をグルーオン運動量（Bj.x）として与えられるのはＣＯＭＰＡＳＳのみであり、

この研究分野をリードする。日本グループは偏極標的や粒子検出装置の管理、データ解析

を進める。これらに加えて、下記の長期計画のために偏極標的の高度化、大型水素標的の

開発を進める。 

Ｈ２４年：ＱＣＤの有効理論であるカイラル摂動理論に関連する研究として、原子核標的

にハドロンビームを入射し、プリマコフ散乱のデータ収集を行う。これから、パイ中間子

やＫ中間子に対する分極率を測定しカイラル摂動理論の予言の正否を確認する。また、翌

年からの DVCS 測定や偏極ドレルヤン測定のためのビームテストを遂行。 

 

（２）成果の概要 

停電などの不測の事態に何度か見舞われる悪条件の下で、大型偏極ターゲットを高い偏極

度を維持して、安定に稼働させ、Ｈ２２年度，Ｈ２３年度のデータ収集を実施することが

できた。これによって、これまでにない良質の高統計データが取得できた。Ｈ２２年のデ

ータを解析することで、ビームに対して垂直方向にスピン偏極させた陽子に対する様々な

情報を得ることができた。特に、陽子に対するＳｉｖｅｒｓ非対称度を高い精度で得るこ

とができたことが大きな成果だと考えられる。これによって、ＨＥＲＭＥＳグループの先

行研究で示されていたπ ＋ 中間子での０でない非対称度をＣＯＭＰＡＳＳ実験でも確認

し、核子内でのu-quarkの軌道回転効果の存在の可能性が強くなった。クォークの軌道回転

寄与は、伝統的なクォークモデルでは全く考慮されなかったことであり、パラダイムの転

換になる結果と言える。Ｈ２３年度のデータでは、グルーオン偏極度に関するデータの統

計量を増やすことができたため、今後の精度向上の期待が高まっている。Ｈ２４年度には、

年度前半にプルマコフ散乱のデータ収集を予定通り行い、π中間子の分極率に対する世界

最高精度のデータを提供した。後半には山形大学で製作したＣＦＲＰ容器を含む大型水素

ターゲットを新たなセットアップに組み込み、稼働させ、ＤＶＣＳ反応の予備データを得

ることに成功した。これは、将来計画で予定する測定の為の重要なマイルストーンとなる。 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

０ ０ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、最初と最後の頁、発表年（西暦）について記入し

てください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  

・若手派遣研究者が著者（又は共著者）となっている場合、当該の著者名に下線を付してください。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共著論文等には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

○1  Leading and Next-to-Leading Order Gluon Polarisation in the Nucleon and 
Longitudinal Double Spin Asymmetries from Open Charm Muoproduction. COMPASS 
Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. Iwata,.. , K.Kondo ,..,T.Mastuda,, 
..et al.,(222 authors), Phys.Rev. D 87 (2013) 052018 

○2  Leading order determination of the gluon polarisation from DIS events with high-p T  
hadron pairs. COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. 
Iwata,.., K. Kondo ,..,T.Mastuda,,..et al.,(222 authors), Phys.Lett. B 718  (2013) 922  

○3  Transverse spin effects in hadron-pair production from semi-inclusive deep inelastic 
scattering.COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. 
Iwata,.., K. Kondo ,..,T.Mastuda,,..et al.,,(199 authors), Phys.Lett. B713 (2012) 10-16  

○4  Exclusive rho^0 muoproduction on transversely polarised protons and deuterons. 
COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. Iwata,.., K. Kondo ,..,  
T.Mastuda,,..et al.,(220 authors), Nucl.Phys. B865 (2012) 1-20  

○5  First Measurement of Chiral Dynamics in pi^- gamma -> pi^-  pi^-  pi^+.  
COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. Iwata,.., K. Kondo ,..,  
T.Mastuda,,..et al.(212 authors), Phys.Rev.Lett. 108 (2012) 192001  

○6  Experimental investigation of transverse spin asymmetries in muon-p SIDIS processes: 
Collins asymmetries.COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. 
Iwata,.., K. Kondo ,..,T.Mastuda,,..et al.,(222 authors),Phys.Lett. B 717 (2012) 376  

○7  Experimental investigation of transverse spin asymmetries in muon-p SIDIS processes: 
Collins asymmetries.COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. 
Iwata,.., K. Kondo ,..,T.Mastuda,,..et al.,(222 authors),Phys.Lett. B 717 (2012) 376  

○8  Experimental investigation of transverse spin asymmetries in muon-p SIDIS processes: 
Sivers asymmetries.COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. 
Iwata,.., K. Kondo ,..,T.Mastuda,,..et al.,(222 authors),Phys.Lett. B 717 (2012) 383  

○9  D* and D Meson Production in Muon-Nucleon Interactions at 160 GeV/c. 
COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. Iwata,.., K. Kondo ,..,  
T.Mastuda,,..et al.,(222 authors),Euro.Phys.J.C 72 (2012) 2253  

○10  Experimental investigation of transverse spin asymmetries in muon-p SIDIS processes: 
Collins asymmetries. COMPASS Collaboration, C.Adolph.., N. Doshita , ..,S. 
Ishimoto,..,  
T. Iwata,.., K. Kondo ,..,T.Mastuda,,..et al.,(222 authors),Phys.Lett. B 717 (2012) 376  

11 核子スピン構造の研究のための史上最大の偏極ターゲット 堂下典弘、近藤薫、岩田

高広 日本物理学会誌 Vol. 66 No. 12, 2011 

○12  The Spin-dependent Structure Function of the Proton g_1^p and a Test of the Bjorken 
Sum Rule. COMPASS Collaboration, M. Alekseev.., N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. 
Iwata,.., K. Kondo ,..,T.Mastuda,,..et al.(223 authors), Phys.Lett.B690:466-472,2010.  

○13  Measurement of the Collins and Sivers asymmetries on transversely polarised protons. 
COMPASS Collaboration, M. Alekseev.., , N. Doshita , ..,S. Ishimoto,..,T. Iwata,..,  
K.Kondo ,..,T.Mastuda,,. .et al. (223 authors), Phys.Lett.B692:240-246,2010. 
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②学会等における発表 

 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。）  

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。）  
 
・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者に○印を付して下さい。  
・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。  
・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。  
・若手派遣研究者が発表者 (又は共同発表者 )となっている場合、当該の発表者名に下線を付してください  
・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との共同発表には、文頭の番号に○印を付して下さい。 

１ CERN-COMPASSでの核子スピン構造の研究 ―横偏極陽子標的での非対称度測定― , 
（口頭発表） 近藤薫，石元茂、岩田高広，鈴木肇 , 堂下典弘，堀川直顕，松田達郎，
松田洋樹 , 道上琢磨およびCOMPASSグループ, 2012、3月、関西学院大、日本物理学
会 第67回年次大会 

２ COMPASS-GPDプログラムのための大型水素標的の製作  （口頭発表）堂下典弘，石
元茂，岩田高広，鈴木肇 , 堀川直顕，松田達郎，松田洋樹 , 道上琢磨，近藤薫，およ
びCOMPASSグループ,2012、3月、関西学院大学、日本物理学会 第67回年次大会、  

３ Nucleon Structure Overview.  （口頭発表）  T.Iwata  
Xt h Quark Confinement and the Hadron Spectrum、Oct. 10-14, 2012 in Munick,Germany,  
招待講演  

４ CERN-COMPASSでの核子スピン構造の研究 -核子内グルーオン偏極度の測定 - （口
頭発表） 岩田高広、堂下典弘，石元茂，鈴木肇 , 堀川直顕，松田達郎，松田洋樹 , 道
上琢磨，近藤薫，2012、3月、関西学院大学、日本物理学会 第67回年次大会、  

５ Status and outlook of COMPASS experiment, (口頭発表 )Y.Miyahi for COMPASS 
Collaboration, Future Directions in High Energy QCD, RIKEN Japan, Oct. 21, 2011  

６ レプトン -核子深非弾性散乱実験の発展 , （口頭発表）宮地義之、核子構造研究の新展

開、2011, KEK-Japan, Jan. 7, 2011 

７ HERMESにおける非偏極深非弾性散乱でのK中間子生成断面積方位角依存性の測定 , 
（口頭発表）Y.Miyachi for HERMES Collaboration.日本物理学会2011年秋期大会、弘
前大学、2011年9月18日 

８ COMPASS II: COMPASS Future Programs. （口頭発表） N.Doshita  for COMPASS 
Collaboration、8th Circum-Pan-Pacific Symposium on High Energy Spin Physics 
(PacSPIN2011), June 20-24, Cairns, QLD, Australia, 招待講演  

９ COMPASS II: COMPASS Future Programs (ポスター発表 )、 N.Doshita  for Compass 
Collaboration、The 19th Particles and Nuclei International Conference 
(PANIC2011),2011年7月 , ボストン , アメリカ  

10 Recnt COMPASS Results on Transverse Physics.（口頭発表）T.Iwata for COMPASS 
Collaboration、8th Circum-Pan-Pacific Symposium on High Energy Spin Physics 
(PacSPIN2011),  June 20-24, 2011,Cairns, QLD, Australia,招待講演、  

11 Recent results from the COMPASS hadron program. (口頭発表） T.Matsuda for 
COMPASS Collaboration, Hadron Structure and Interactions in 2012,  2011, Nov.16～
17, Osaka University,招待講演、  

12 Spin Structure of the Nucleon Studied at HERMES, (口頭発表) 
Y.Miyahi for HERMES Collaboration,  14th Workshop on Elastic and Diffractive 
Scattering, EDS2011 (BLOIS Workshop), December, 15-20, 2011, Quy Nhon, Vietnam  

13 Polarized target for Drell-Yan program at COMPASS II. （口頭発表） N.Doshita  for 
COMPASS Collaboration,The EU-SpinMap workshop on polarised targets, 2010年9月 , 
Dubrovnik, クロアチア  

 


