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Introduction
• Anomalies (Δm2~1eV2) have never been understood for 

~20 years are shown 
Experiments Neutrino 

source
signal type Significance

σ
LSND μ Decay-At-Rest νμ→νe appearance 3.8

MiniBooNE π Decay-In-Flight νμ→νe appearance 4.5

νμ→νe appearance 2.8

combined 4.7

Ga(calibration) e capture νe→νX disappearance 2.7

Reactors Beta decay νe→νX disappearance 3.0

• The hidden oscillation between active and 4th neutrino?
→ Sterile neutrino 



3

LSND Anomaly 
43LSND νµ →νe Signal

µ!µ" ++ #

µ!! ee+

e!Oscillations?

LSND in conjunction with the atmospheric and
solar oscillation results needs more than 3 ν’s
   ⇒  Models developed with 1 or 2 sterile ν’s

Saw an excess of:
87.9 ± 22.4 ± 6.0 events.

With an oscillation probability of
(0.264 ± 0.067 ± 0.045)%.

3.8 σ evidence for oscillation.

π-,μ- absorbed before decay into ν
Not be ν

Appearance

3.8σ evidence for νμ→νe
Los Alamos Meson Physics Facility,
LANL 1993-1998 

L=30m

JSNS2 experiment ; Direct test of the LSND 
result with modern technics
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JSNS2 experiment

JSNS2 (J-PARC Sterile Neutrino Search
at J-PARC Spallation Neutron Source)

• Neutrino; μ+(Decay at Rest) → e+ + νe + ν μ

• Target volume ; Gd-loaded Liquid Scintillator
• Detection; IBD(Inverse Beta Decay)
• Baseline; 24m
• Beam: 3GeV Proton, 600kW

Pulsed beam
• 10inch PMT x 120 (96 target, 24 Veto)

4.5m
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JSNS2 Collaboration

63 collaborators

63 collaborators
Spokesperson
T. Maruyama (KEK)
Co-spokesperson
S. B. Kim (SKKU)

6 institutions
27 members

JAEA
KEK
Kitasato U
Kyoto U
Osaka U
Tohoku U

10 institutions
28 members

Chonbuk National U
Chonnam National U
Dongshin U
GIST
Kyungpook U
Seoul U
Seoul National U
of Sci & Tech
Soongsil U
Sungkyunkwan U

4 institutions
7 members

Alabama U
BNL
Florida U
Michigan U

1 institutions
1 members

Sussex U

10th Collaboration meeting at J-PARC(2020/Feb)
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Experimental Site, J-PARC

80ns x2

540ns 40ms

Rapid Cycle Synchrotron
Energy:3GeV
Repetition:25Hz
Design Power:1MW

Main Ring
Energy:30GeV
Design Power: 0.75MW

J-PARC Facility
(JAEA/KEK)
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MLF: Neutron and Muon source for 
Material and Life Science

130m

70m

30
m

22
m

pro
ton

MLF building

Hg target Proton beam

Generated 
neutron 

(fast)
Neutron through 
moderator (cold)

Nucleolus, Hadron
(π → μ  → ν)

J-PARC Spallation Neutron Source
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Experimental set-up

3GeV Proton

MLF 1st Floor

MLF 3rd Floor

Hg position

Neutrinos
24m

JSNS2 detector

MLF Cut model around Hg target
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JAEA-Technology 2011-035 
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Mercury

Mercury vessel

(Single-walled)

Safety hull
(Double-walled)

Proton beam
(Size:18x7cm 2)

Mercury

Heavy water
Mercury pipe

connection system

Beam window

(Wall thickness: 2.5mm)

Target vessel

(Triple-walled structure)
Material : SS 316LN

container wall

Mercury

Mercury vessel

(Single-walled)

Safety hull
(Double-walled)

Proton beam
(Size:18x7cm 2)

Mercury

Heavy water
Mercury pipe

connection system

Beam window

(Wall thickness: 2.5mm)

Target vessel

(Triple-walled structure)
Material : SS 316LN

container wall

 

Fig. 2.2.3: Schematic drawing of mercury target structure 

 
 

 

 

 

Fig. 2.2.4: Schematic drawing of mercury target structure without the safety hull 

 
 

Proton
Beam

Neutron Beam

Hg
νμ

μ+
π+ νμ

e+

Hg Target Cell
νe

+
Proton
(p)

e+

Neutron
(n)

Gd

γ

Prompt
Signal

Delayed
Signal

γ
e-

Neutrino; source and detection

24m

LS detector

+
γ



10

Status of experiment
• Detector construction

PMT アク ク設置

• 2019年12月18日には追加で
韓国グ が購入した
39PMTsがJ-PARCへ

• 設置前較正へ。問題がない
PMTは設置へ

• 2020年1月18日までには、全
ての120PMTを検出器内へ設
置。

• 1月27日にアク クを設
置。2019年2月に行った設置

サ のおかげで比較
的 な作業。

• 設置後、 クの
蓋を閉め、約数週間で、ケ

グ 配管等を行った。

• 2月19日の検出器構内の移
動へ

PMT アク ク設置

• 2019年12月18日には追加で
韓国グ が購入した
39PMTsがJ-PARCへ

• 設置前較正へ。問題がない
PMTは設置へ

• 2020年1月18日までには、全
ての120PMTを検出器内へ設
置。

• 1月27日にアク クを設
置。2019年2月に行った設置

サ のおかげで比較
的 な作業。

• 設置後、 クの
蓋を閉め、約数週間で、ケ

グ 配管等を行った。

• 2月19日の検出器構内の移
動へ

• Stainless tank was 
built at HENDEL 
building in J-PARC.

• Acrylic tank was built 
in Taipei and delivered
to HENDEL.

• PMTs were mounted in 
side frame. Acrylic 
install in stainless tank. 
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Status of experiment
• 2020/02/19 & 20 Detector transport and set in MLF

J-PARC site

MLF door In MLF

3F hatch Experimental site

3F
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Status of experiment
• 2020/06/05 – 6/15

JSNS2 1st physics run

2 proton bunch structure

Total charge vs time

The detector performed as expected
and recorded a variety of data.

252Cf source calibration

without 252Cf
with 252Cf

w/o 252Cf 
w/  252Cf 

(arbitrary)

(a
rb
it
ra
ry
)

Clear peak is seen.
Detector is working
well.

252Cf put on center
of detector

Clear peak. Detector is working well.
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Neutrino flux from mercury target

• No data; 3 GeV proton injected mercury. 

Proton
Beam Hg νμ

μ+
π+ νμ

e+
24m

νe

π- μ- νe

JSNS2 target
• To measure μ+ decay, νe+C-> e+Ngs

It can reduce error of flux (10%)

JSNS2 Background
・ No calibration with measurement(50%)

If error can reduce to 10%,
Sensitivity is improved greatly

50%
10%
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Figure 71: Energy spectra of ⌫̄e from µ� (red),12C(⌫e, e�)N (blue), accidentals (pink),
and the oscillated signal with (�m2, sin2 2✓) = (2.5, 0.003) (brown shaded; best �m2 for
the MLF experiment) are shown. Black points with error bars correspond to the sum of
the all components. All spectra of the neutrino signals and all backgrounds except for
the beam neutrons include the e↵ect of the energy resolution shown in Fig.63.

the target, and three years of operation with 5000 hours of exposure each year is achieved.
The signal detection e�ciency is assumed to be 38% in Table 13. The number of events in
each energy bin is statistically small, therefore we use maximum likelihood instead of the
usual minimum �2 method. The fitter estimates the oscillation parameters by varying
the size and shape of the brown histogram to best reproduce the energy distribution of
the black points.

For this analysis, the following equation is used to compute the likelihoods:

L = ⇧iP (Nexp|Nobs)i (3)

P (Nexp|Nobs) =
e�Nexp · (Nexp)Nobs

Nobs!
(4)

where, i corresponds to i-th energy bin, Nexp is expected number of events in i-th bin,
Nobs is number of observed events in i-th bin. i starts from 20 MeV and ends at 60
MeV because the energy cut above 20 MeV is applied for the primary signal as explained
before. Note that Nexp = Nsig(�m2, sin2 2✓) +

X
Nbkg, and Nsig(�m2, sin2 2✓) is cal-

culated using the two flavor neutrino oscillation equation shown before, P (⌫̄µ ! ⌫̄e) =

sin2 2✓ sin2(1.27·�m2(eV 2)·L(m)
E⌫(MeV ) ).

The maximum likelihood point gives the best fit parameters, and 2�lnL provides the
uncertainty of the fit parameters. As shown in the PDG [28], we have to use the 2�lnL
for 2 parameter fits to determine the uncertainties from the fit.

77

JSNS2 best case
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Comparison of MC models
Various MCs are studied
• FLUKA (current default)

– Target simulation only
=> Applied G4 rate

• Geant4
– v9.4p04 with QGSP_BERT

• PHITS
– Most precise geometry
– Different beam profile
=> x=18mm, y=0.8mm

=> 1.3 ~ 1.7 times difference 
is obtained as MC uncertainty

Neutrino Source for Sterile 16

FLUKA

Geant4

PHITS

Motivation 1 to join NA61/SHINE low-E beamline 

Need to cross-section data 
of 3GeV Proton + Mercury target

Comparison of MC Models
Various MCs are studied
• FLUKA (current default)

ü Targe simulation only
→Applied G4 rate

• Geant4
ü V9.4p04 with QGSP_BERT

• PHITS
ü Most precise geometry
ü Default MLF design
ü Different beam profile

(σx=18mm, σy=0.8mm)
⇨ 1.3 – 1.7 times difference is  obtained

as MC uncertainty
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Neutron flux from Hg target

Proton
Beam

Neutron
Hg

Hg Target Cell

MLF measure the neutron flux from MLF target with 
thin metal plate. JAEA-Data-Code-2015-033

2. The time gate width with⇠10 µs to obtain the neutrinos from µDAR
can also provide superb rejection capability on the cosmic ray back-
ground by a factor of ⇠ 4000.

3. The spallation neutron source is the mercury target, which is high-
Z material, surrounded by thick irons and concretes as shown in
Fig. 2. Due to a strong nuclear absorption of ⇡� and µ� in the
mercury target, neutrinos from µ� decay are strongly suppressed to
about the 10�3 level. The resulting neutrino beam is predominantly
⌫e and ⌫̄µ from µ+ with contamination from other neutrino species
at the level of 10�3.

(a) The mercury target (b) Structure around the mercury target

Figure 2: Mercury target (left) and the structure, which surrounds the target (right).

4. ⌫̄e interacts via IBD and its cross section is known to a few percent
accuracy [4].

5. The neutrino energy can be reconstructed from the positron visible
energy by adding ⇠ 0.8 MeV.

6. The ⌫̄µ and ⌫e fluxes have di↵erent and well defined spectra. This
allows us to separate ⌫̄e due to ⌫̄µ ! ⌫̄e oscillations from those due
to µ� decay contamination.

In addition to these, Gd-loaded liquid scintillator [5] is used to reduce
the accidental backgrounds in the E56 experiment. Figure 3 shows the
current detector design.

In the proposal, two detectors are placed on the third floor of MLF
with the baseline ⇠20 meters from the mercury target.

In order to examine the feasibility of the J-PARC E56 experiment, we
carried out an on-site test experiment (MLF 2014BU1301 experiment),
which was mainly dedicated to measure the beam related backgrounds.
The required accuracy of the measurements is a few ten % to chekc the
feasibility of the E56. The data was taken from April to July 2014 using
a 500 kg plastic scintillator. The setup and calibration of the detector,
and the results of background rate measurements are described in this
article.

3

Length :2m
Front 0.29(width) x 0.1(Height) m

Thin metal plate
Al , In, Au, etc

Neutron flux 
and measurement
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Motivation 2 to join NA61/SHINE low-E beamline 

• The activities of the radioactive 
products were measured using Ge 
detector.

• Because of the time required for 
removal, only a relatively long half-
life response can be measured.

• Self shield effect of mercury is 
large.

• Estimated results were in
agreement within ±30%

• MLF want to measure neutron production with thin mercury target.
• For 2nd MLF plan, MLF group want to know rate of Neutron 

production with mercury in detail. And if possible we want to 
measure  Neutron production with Tw
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別  

図14 上 CERN NA61 セットアップ [10]、 下 シミュレー

ションから予 されるπ中 の での 動 と cosT: 、

右下 K中 の 合。 

 

13： （スケジュー ） 

分担者菅 と米国ミシガン大学を中心 
に、 子回 発を2020年度に行う。 
現在使用されている、500MHz 8ビット 
のフラッシュADC FADC のビット数 
を14ビットに増やす。またFPGAを使 
い、柔 にトリガー変更をできるデザイ 
ンにする。2021年度には24m既存検出 
器の 子回 系を、2022年度に新後置検 
出器の 子回 を作製し、入れ替える。 
分担者末包が主導して 2020年度に液体シンチレータの改良に する 終確 を行う。2021年 

度には24m検出器の液体シンチレータを、2022年度には新後置検出器シンチレータを改良する。

時データを見て、効果を確 する。 

ビーム強度は本研究の期 中に暫時増強されていく。それに伴い、ビーム 終 の幅は増加し 

ていく。収束磁石等を使用しながら、明午が主導して収束 を 化していく。また、どの程

度幅が広がったかを 査するためのビームロスモニターを 2021年度には導入する。 

 CERN NA61実 は、2022年度からビームを再 させることになっている。2021年度までに 

CERN が低 動 ビームラインを 置している に、使用する水 標的やシンチレータ検出器

などの準備を行う。また、打ち合わせを入念に行い、2022 年以 にアサインされたビームタ

イム内の測定で、µ粒子やK中 子の生成 測定を も効率良く測定できるようにする 2022

年以 の 気代等や、旅 等も予算には含まれている  

 ステライルニュートリノ探索に しては 時成果を公表していく。他の成果についても成果

を公表していく。物理に しては、ステライル探索は丸山と末包が、K中 子のニュートリノ

断 積測定を菅 と丸山が 任を持って解析を導く。NA61実 は 川が解析を主導する。 
 

NA61 実 について 
CERN では、 子と物 の相互

作用時のπ・K中 子 (ニュートリ

ノ親粒子)収 や生成時の 動 ・

角度を測定可能な NA61 実 を行

っている[10]。現在 NA61 実 で

は、10GeV以下の 動 の粒子

子を含む と物 の相互作用を理

解すべく、2022年までの低 動

ビームライン建 の提案を行って

[19]、予算を組むべく努力している。

分担者の 川と代表者の丸山は、

NA61 代表者の M. Gazdzick や

NA61 参加者と 絡を取り合いな

がら、実 準備を めている。低

動 ニュートリノ親粒子収 や

動 ・エネルギーの測定は 要

であると NA61 実 も考えている。 
図14 に、NA61実 のセットア

ップを示す。図中の“target” に

小さな水 標的を 置し、右側のTPC、TOF と呼ばれる検出器を用いて生成 動 ・角度等 (図 14
下 を測定する。後方散乱に対応するため標的周りに固体シンチレータ検出器等を 置する。また、

中性子生成率は別 標的周りに 属薄膜で囲み、 属薄膜放射化法で測定する。2022年内にはビーム

を再 するため、それまでに水 標的等を用意し、2024年には本研究の物理解析に 献する。 
万が一NA61低 動 ビームライン 置 延等の場合は、米国等研究所 例 米国研究所のテスト

実 ビームライン での実 等を考える。その場合も代表の丸山は同じエネルギー 域の荷 粒子ビ

ームを用いた検出器応答 を米国フェルミ研究所で行っており[20]、知 ・人脈等にも問 は無い。 
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右下 K中 の 合。 
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実 ビームライン での実 等を考える。その場合も代表の丸山は同じエネルギー 域の荷 粒子ビ

ームを用いた検出器応答 を米国フェルミ研究所で行っており[20]、知 ・人脈等にも問 は無い。 

NA61 • Beam condition
Proton beam;1,3,5,7,10 GeV

1)JSNS2 Neutrino Flux
- P + Hg -> π, K cross section

Using NA61 detector
+ thin Hg target (3 type)

2) MLF Neutron production
- Set film around target. Then 
gamma spectrum of activated 
film is measured with our 
Ge-detector

- Set neutron detector if event rate
is low.

Hg target φ5 x 1, 3, 5 cm

Metal film 
side x4 + up & down stream 

Proton 
beam

Hg target
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Summary
• JSNS2 is a new experiment of the sterile neutrino 

search at MLF,J-PARC.
JSNS2 is a direct test of the LSND result.

• JSNS2 detector was finished to construct, fill LS 
and set in MLF on June.

• JSNS2 experiment started 1st physics run.
2nd physics run will start from Dec to June 2021. 

• For the improvement of physics and facility quality, 
JSNS2 want to take data using
3 GeV proton beam with mercury.  


