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Discover atmospheric 
neutrino oscillation	

Discover solar 
neutrino oscillation	

Discoveries at SK　（ＳＫでの発見）	
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Confirm oscillation 
by K2K beam ν

Discovery of νe 
appearance by T2K 
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Solar neutrino 
day/night effect	
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All discoveries are related to neutrino oscillations. 
Made great impacts on elementary particle physics. 
 
これらはすべてニュートリノ振動に関係する発見です。 
そして、これらは「素粒子物理学」に多大なインパクトを与えました。 



Future researches at Super-Kamiokande 
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大型水チェレンコフ 
宇宙素粒子観測装置 
（スーパーカミオカンデ） 

Elementary particle physics(素粒子研究)	
n  Mass hierarchy by atmospheric neutrinos

(大気ニュートリノによる質量階層性の研究) 

n  Matter effect by solar neutrinos  
(太陽ニュートリノによる振動の物質効果)                       

n  ν osc. - ν̅ osc. by T2K  
(T2K実験によるニュートリノと反ニュートリノとの振動の違い) 

n  Search for proton decay 
(陽子崩壊の探索) 

n  Indirect dark matter search – High energy 
neutrino from the dark matter annihilation 

(暗黒物質間接探索（対消滅からのニュートリノ）) 

Astro physics(宇宙観測)	
n  Supernova relic neutrinos 

(過去の超新星爆発からのニュートリノ観測) 

n  Supernova burst neutrino (large number of 
events if happens in our galaxy) 
 (銀河系で超新星爆発が起きれば高統計観測) 

 

Large Water Cherenkov  
Astro-Particle Detector 
(Super-Kamiokande)	

（将来の研究）	
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SN1987A: supernova at LMC(50kpc)
Kamiokande-II IMB-3 BAKSAN

Kam-II  (11 evts.)
IMB-3  (8 evts.)
Baksan (5 evts.)

24 events total

Feb.23, 1987 at 7:35UT 
１９８７年に観測された大マゼラン星雲
(16万光年)での超新星爆発

Details of the explosion process 
could not investigated.
(捉えられた事象は全部で２４個。
爆発の詳細まではわからなかった。)



If a galactic supernova happens 	
(もし、我々の銀河系で超新星爆発が起きれば）	

Ø  Many thousands of events are expected. 
(何千もの事象数が期待できる。） 

Ø  Details of the explosion mechanism can be investigated.	

（爆発メカニズムの詳細を探ることができる。）	

Ø  Direction of the supernova can be identified by ν+e scattering events.　Super-K 
is the only detector in the world that can do this.	

（電子散乱事象により、超新星の方向がニュートリノでわかる。これができるのは
世界でＳＫのみ)	

Ø  Send burst information to optical/infrared/X-ray/gamma-ray astronomers as 
soon as it is detected, later. well before any of these EM signals which arrive 
several hours （光学/赤外/X線/γ線観測者に爆発情報を発見後すぐ発信する。
これらの信号が出るのはニュートリノ放出から数時間後。)	

Ø  Neutrino(Super-K) + gravitational wave(KAGRA) at Kamioka.	

(神岡ではニュートリノと重力波（KAGRA）の同時観測)	

	

Simulation(シミュレーション)

Supernova rate in our galaxy is once per 30-50 years.
(我々の銀河系での超新星爆発頻度は、３０－５０年に一度。)	 5 



宇宙全体では１時間に何
千回もの超新星爆発が起
きており、	  
それらが	  
「超新星背景ニュートリノ」
を生成している。	  

6 

Here’s how most 
SN look like to us  
(video is looped). 
超新星が見える様子。 
（ビデオは繰返し） 

There are thousands of 
supernova explosions 
per hour in the universe 
as a whole! 
These produce 
supernova relic 
neutrinos. 



Dissolve ~0.1% gadolinium to the SK tank 
and tag neutrons. (ref. Beacom and Vagins 
PRL93 (2004) 171101) 
(タンクに約0.1%ガドリニウムを溶解し
、中性子との同時計測を行う) 
 

How to detect supernova relic neutrinos 
(どうやって超新星背景ニュートリノを捉えるか) 

ΔT~20µs 
Vertices within 50cm 
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陽電子の信号	 中性子からの信号	 Expected event rate is only several events 
per year. But, it can be detected with this 
technique.(期待される事象数は年間数イ
ベントだがこの技術により観測可能に)	



Future of SK (SKの将来） 
•  Still a lot of interesting physics topics are expected at SK. 

(SKには、まだたくさんの興味ある研究テーマがあります。） 
•  Especially, wonderful astrophysical observations by neutrinos 

are expected.  
(特に、ニュートリノによるすばらしい宇宙観測が今後期待でき
ます。） 

•  We would appreciate your continued support and cooperation. 
(今後ともご指導・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。) 
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