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（ 続紙 １ ）                             

京都大学 博 士（ 理 学 ） 氏名  黄 坤賢 

論文題目 
Measurement of the Neutrino-Oxygen Neutral Current Quasi-elastic Interaction    

Cross-section by Observing Nuclear De-excitation γ-rays in the T2K Experiment 

（論文内容の要旨） 

This thesis reports the measurement of neutrino-oxygen neutral current quasi-elastic (ν-O NCQE) 

interaction cross-section by observing the de-excitation γ-rays at the Super-Kamiokande detector in the 

T2K experiment. The T2K (Tokai to Kamioka) experiment is a long baseline neutrino oscillation 

experiment by using the intense muon neutrino beam produced at J-PARC. The study of the de-

excitation γ-rays from the NCQE reactions has two motivations. First, disappearance of neutral current 

events can be used to search for sterile neutrinos, as the sterile neutrino does not interact with a nucleus 

via weak interactions. Therefore, disappearance of γ-ray events induced by ν-O NCQE interactions at 

the far detector is a good tool to probe the oscillation from an active neutrino to a sterile neutrino in 

T2K. Second, for the supernova relic neutrino (SRN) search at Super-Kamiokande, the de-excitation γ-

ray events from atmospheric neutrinos are one of the main backgrounds. In order to estimate the 

number of the background events from atmospheric neutrinos, the cross section of ν-O NCQE 

interactions with the de-excitation γ-rays has to be known. However, there has been no measurement of 

the cross section yet.  

The T2K experiment provides the first measurement of the cross section of ν-O NCQE interactions 

with the de-excitation γ-rays. As most nuclear de-excitation γ-ray events at the Super-Kamiokande 

detector with the T2K neutrino beam are expected to be induced by ν-O NCQE interaction, the events 

are used as the signal to measure the ν-O NCQE cross-section. We measure the cross-section value by 

comparing the expected number of events to the observed number of events.  

In this thesis, the T2K data taken from January 2010 to June 2012 are analyzed. Forty-three de-

excitation γ-ray candidate events are selected. We compare the observed number of events with an 

expectation number of 51.0. As a result, the flux-averaged NCQE cross-section is measured to be 

1.55×10
-38

cm
2
 with 68% confidence interval of (1.08, 2.34)×10

-38
cm

2
. The result is consistent with a 

recent theoretical calculation of 2.01×10
-38

cm
2
. The p-value (probability) of the background-only 

hypothesis (no NCQE) is 4×10
-8

, which corresponding to the first detection of the NCQE signal at 5.4σ 

significance. This is the first measurement of ν-O NCQE interaction cross-section. Secondly, we add 

data taken from October 2012 to May 2013 to improve the precision with more statistics. As a result, 

the flux-averaged NCQE cross-section is updated to be 1.75×10
-38

cm
2 

with 68% confidence interval of 

(1.33, 2.52) ×10
-38

cm
2
. The results of the cross-section measurement are used to estimate the effect on 

the sterile neutrino search and the SRN search. For sterile neutrino search, the expected upper limit on 

θ34 is 53.5
◦ 

(59
◦
) at 90% confidence level, with the true value of θ34 = 0

◦
(20

◦
). The uncertainty of the 

de-excitation γ-rays induced by neutral current interactions is ∼  60% now. If the uncertainty is reduced 

to 10% in future, the SRN signal would be found at 3σ level at gadolinium loaded Super-Kamiokande.  



 

 

（続紙 ２ ）                            

（論文審査の結果の要旨）  
本学位申請論文は、加速器ニュートリノ実験T2K（Tokai-to(2)-Kamioka）で、世

界で初めてニュートリノと水の中性カレント（ν-O NCQE）反応の断面積を測定した
結果について報告してある。この断面積を精密に測定することにより、大型の水
チェレンコフニュートリノ検出器（代表例：スーパーカミオカンデ）を使って、
（１）未知のステライルニュートリノ（弱い相互作用をしない４番目のニュートリ
ノ）の高感度な探索が可能となり、また（２）超新星背景ニュートリノ探索におけ
る大気ニュートリノのバックグラウンドの正確な予測も可能となる。ステライル
ニュートリノの存在の有無は、素粒子物理学に残された大きな謎であり、解決すべ
き重要な課題である。また、超新星背景ニュートリノは宇宙の進化モデルからその
存在は予言されているが未発見で、今後の観測が待たれている。このように、素粒
子・宇宙物理学の新たなる知見を得るために、ν-O NCQE反応断面積の値は必要不可
欠な量であったが、本論文以前には測定結果がなかった。よって、本論文が、世界
で初めてν-O NCQE反応の測定に成功した、重要な結果である。 

本論文では、最初にニュートリノ研究全般の意義、ステライルニュートリノの問
題、超新星背景ニュートリノの測定方法とバックグラウンドについて、詳しく解説
している。そして、T2K実験の紹介と黄氏が手がけたスーパーカミオカンデの説明
を通し、本研究の目的を明確に示している。特に、スーパーカミオカンデの事象選
択において、その選択方針、測定器の較正方法、シミュレーション、事象構成方
法、と解析全般にわたり詳細に記述されている。データの収集は2010年1月から201
3年5月まで長期にわたり行われた。この全期間を通し、黄氏はニュートリノビーム
生成施設であるJ-PARCと、観測施設であるスーパーカミオカンデの両方で実験を
行っており、T2K実験の根幹を支える重要な貢献をしている。そして、前半の2010
年1月から2012年6月までのデータを使ってニュートリノ反応断面積を測定したこと
を発表した。さらに博士論文では、後半のデータを追加することで、その測定をよ
り高度化している。測定は世界初であり学位論文として十分な価値がある。また、
初測定のため、様々な系統誤差を検討する必要があったが、それをなしとげた黄氏
の実力の高さがよくわかる。論文は、導入から結論に至るまで、論旨がはっきりし
ており、本人の理解の深さが読み取れた。 

黄氏が行ったニュートリノと水の中性カレント反応の断面積を測定は、国際共同
実験T2Kの結果であるが、その結果を主導的に導き出したのは黄氏自身である。特
に、反応断面積の測定において、その解析プログラムの開発から、誤差の取扱とそ
の評価方法の確立、観測量の定量的な評価等、本論文で報告されている物理解析全
般に渡り、黄氏の高い能力が判断できる。以上のように、T2K実験という国際共同
研究の成果による本論文の結果に対し、黄氏の貢献は非常に大きいと判断した。黄
氏により、T2K実験でν-O NCQE反応断面積が世界初で測定できたと言える。この結果
は、今後、素粒子物理学の謎であるステライルニュートリノの探索や、宇宙物理学
の課題である超新星背景ニュートリノ観測の進展に結びついていくと予想できる。 

よって、本論文は博士（理学）の学位論文として価値あるものと認める。また、
平成28年１月15日に論文内容とそれに関連した口頭試問を行った結果、黄氏は多数
の難問にも明確な解答をした。その結果、合格と認めた。 
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