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The nucleon, which is either a proton or a neutron, consists of valence quarks, sea quarks and gluons. The nucleon's
spin of 1/2 in units of Planck's constant is carried by the intrinsic spin of those fundamental particles and their orbital
angular momenta. Since the nucleon spin structure research started in 1980s, many experimental results had indicated that
the nucleon's spin cannot be explained by only the intrinsic spin contributions of the quarks and gluon. Therefore, the
COMPASS experiment at CERN focuses on the orbital angular momenta of the quarks. In 2017 we used a polarized muon
beam with a 2.5 m long liquid hydrogen target to measure Generalized Parton Distributions (GPDs) via Deeply Virtual
Compton Scattering (DVCS) process. The total angular momentum of a given quark species is related to the GPDs. In
2018 we plan to use a solid polarized proton target with a pion beam to measure Transverse-Momentum-Dependent
Parton Distribution Functions (TMDs) via polarized Drell-Yan process. The TMDs describe intrinsic transverse quarks
momenta. In order to succeed the experimental programs I have prepared and operated the long liquid hydrogen target for
the 2017 run and prepared the polarized target for the 2018 run as a target coordinator.
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考察
COMPASS 実験グループは、15 年間に渡り「核子
スピン構造」の実験研究を行なっています。長期間
になる理由は、必要とする散乱事象の確率がとても
低いため実験自体が難しく、統計精度も必要となり
ます。そのため、一つのプログラムに数年かけてデ
ータ収集を行ないます。私は、今回の派遣において
標的グループの責任者として液体水素標的の準備、
運転を行いました。そして、散乱断面積を算出する
上で重要な液体水素標的の密度を 0.3％以内の誤差
で保ちました。それにより、より質の良いデータ収
集を実現できました。
2017 年 12 月の段階で、収集したデータの中から
必要と思われる事象だけのデータを選別する作業を
行ない始めました。得られる一般化したパートン分
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